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政策評価結果書

平成１３年２月２８日

（最終改訂同年６月１９日）

水産庁漁政部漁政課長

政策分野 漁業経営の安定と持続的発展

政策分野主管課 水産庁 水産経営課

関 係 課 水産庁 企画課、加工流通課、沿岸沖合課、遠洋課、

研究指導課、計画課、防災漁村課

１ 目標値（目標年度）

漁業収入に対する漁業支出の割合を引き下げる（平成１６年度）

①沿岸漁業 ５９．４１％

（ 、 ． ． ）平成１２年度においては ０ ８６６ポイント引き下げ６２ ８７４％とする

②中小漁業 ９６．３８％

（ 、 ． ． ）平成１２年度においては ０ ３８６ポイント引き下げ９７ ９２４％とする

注：沿岸漁業と中小漁業では基本的に経営形態が異なる（生業的経営と企業的経

営）ため別々の目標とした。

＜目標値算出の考え方＞

（ ）過去２０年程度の間でもっとも収入に対する支出の割合が低かった時期 ５年間

の平均を目標とする。

２ 評価結果

（沿岸漁業は現時点でのデータがなく測定不能。中小漁業のみ評価を行う ）。

（１）有効性評価

平成１２年度実績値 ① 測定不能 ② １０１．３０（＋２．９９）

（ ）達成状況 ① － ② △７７５％ ／△+2.99 0.386

達成ランク ① － ② Ｃ

所見

平成１２年度については、効率的、効果的な操業を行うための操業計画の策

定に資するためのシステム開発、漁業経営体の経営状況を調査分析し、経営指

導等の実施やモデル的な経営対策の策定、漁船建造や運転資金の低利融資等の

手段を講じてコストの削減、漁業収入の増大を目指した政策手段を講じてきた

が、近年漸増してきていた水揚単価が減少に転じるとともに、水揚量も減少し

たことに伴い、全体として漁業収入が大きく減少し、これまで漁業者の努力に

よって削減されてきたと思われる漁業コスト削減の効果を上回ったと考えら
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れ、これにより漁業収入に対する漁業支出の割合が前年に比べ増加したことも

あり、目標の達成状況は著しく低いものとなった。

その他

平成１２年度の実績値として算定に使った数値は、目標値を定めた際の統計

とは別の統計により収集されたもので、統計のサンプリングの問題等から単純

比較は困難であることから、引き続き、当初の指標について統計データの収集

を図り、平成１３年の評価を行う際評価することとしたい。

（参考；目標値データ：農林水産省「漁業経済調査報告（企業体の部 、１２）

年度実績値：大蔵省財務総合研究所「法人企業統計季報 ）」

（２）必要性・優先性評価

＜政策の必要性・優先性＞

、 、漁業が 国民に対して水産物を安定的に供給する使命を有することに鑑み

水産資源を持続的に利用しつつ、高度化し、かつ、多様化する国民の需要に

即した漁業生産が行われる必要があり、効率的かつ安定的な漁業経営が育成

される必要がある。その目的のために経営意欲のある漁業者が創意工夫を生

かして漁業経営の安定と持続的発展が図られるための政策を講じていく必要

がある。

＜政策手段の妥当性＞

経営意欲のある漁業者が創意工夫を生かして漁業経営の安定と持続的発展

が図られるよう漁業収入の増大あるいは漁業支出の抑制に寄与する施策が行

われているもので、具体的には、以下のような政策手段を実施した。

① 漁業経営体の経営管理能力の向上と財務体質の改善により経営基盤の充

実・強化を図るため、１５都道県において漁業経営基盤強化基本方針を策

定するとともに、１８都道県３８２経営体に対して個別経営指導を実施し

た。

② 漁船コスト合理化のため、大型漁船１０隻に対し、工務専門家を派遣し

て、修繕整備費用削減のための調査・指導を実施した。

③ 漁業者の資本装備の高度化及び経営の近代化を図るため、１，４６４百

万円（推計値）の漁業近代化資金利子補給補助を行った。また、漁業経営

の再建を図るための漁業経営維持安定資金、漁業者自らの資源管理型漁業

や漁獲物の流通高度化等の前向きな取組を支援するための漁業経営高度化

促進支援資金等については、１８３百万円（推計値）の利子補給補助を行

った。

、 、④ 資源の回復・管理 経営の改善等に対応した漁業の体制を構築するため

沖合底びき網漁業６隻、以西底びき網漁業２６隻、大中型まき網漁業５か

統、シラス機船船曳網漁業１３か統の減船を実施した。
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本政策の目標とした漁業収入と漁業支出の比率については、①従来の需給

関係のみならず国民経済等との関係で魚価が変動しやすいこと、②資源量の

変化以外にも天候等による水揚量の変動が大きいこと等の外的要因により、

毎年変動する可能性があり、平成１２年度においては、魚価、水揚量の変動

等の外的要因が響いたと思われるが、上記の政策手段がこれらの負の要因を

緩和させるためにどの程度貢献しているかを今後検討する必要がある。

３ 改善の方向

現在の目標は、本分野の政策手段の実施だけでは達成が困難な問題（例えば輸入水

産物の急増、大幅な魚価の変動等）を内包しているが、かかる影響の緩和も念頭に、

今後は効率的かつ安定的な漁業経営を育成するため、経営意欲のある漁業者が創意工

夫を生かした漁業経営を展開できるよう、漁業の種類及び地域の特性に応じ、経営管

理の合理化に資する条件の整備等に重点を置いた支援をしていくことを考慮しつつ、

目標の設定、政策手段の見直し、目標数値のモニターの方法の検討等を行うべきであ

る。
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政 策 評 価 シ ー ト

漁業経営の安定と持続的発展政策分野

政策分野主管課 政策分野主管課：水産庁水産経営課
及び関係課 関 係 課：水産庁企画課、加工流通課、沿岸沖合課、遠洋課、

研究指導課、計画課、防災漁村課

目 標 目標年度 平成１６年度

目 標 値 現状値 （公表時の数値）漁業収入に占める漁業
支出の割合を引き下げ

平成１１年る

沿岸漁業： 沿岸漁業：
５９．４１ ６３．７４％％

中小漁業：中小漁業：
９８．３１％９６．３８％

経営者のコスト削減努力等に対する創意工夫の発揮による漁業経営の発関係者が取り組 ①
展むべき課題
資源管理の強化に伴う経営安定対策等の実施②

政策手段 別紙のとおり

目標値に係る各 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度
年度の実績値及
び達成状況 １０１．３０

（中小漁業）

△７７５％ ％ ％ ％ ％

実績値は、目標値を定めた際の統計とは別の統計であると
達成状況に対す ともに、平成１２年７～９月の仮決算に基づくもので、この
るコメント １２年度 時期、中小漁業では特にカツオの魚価が暴落したことを反映

し、漁業収入が減少、指標の低迷に繋がったものと考えられ
ることから、当初の指標による検討を平成１３年の評価を行

課題の欄に う際、あらためて行うこととしたい。
掲げる目標 政策手段ごとのコメントは、別紙のとおり。
値に係る実
績値 １３年度

１４年度

１５年度

１６年度
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参考指標 目標値の過去の実績値

漁業収入における漁業支出の割合の推移
６年度 ７年度 ８年度 ９年度 年度10

62.35 64.45 60.92 59.79 63.97沿岸漁業( )％
101.16 100.36 98.77 97.37 99.84中小漁業( )％

資料：農林水産省「漁業経済調査報告(漁家の部)(企業体の部 」から作成）

関係者が取り組むべき課題の欄に掲げる目標値の過去の実績値

備 考
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（別紙）

漁業経営の安定等持続的発展

政策手段の効果

１．水産業基礎調査費等委託費のうち経営・操業計画策定支援システム開発委託事

業については、開発検討委員会を２回、開発作業部会を２回、現地実態調査を１

回実施し、経営・操業計画策定支援システムを開発するとともに報告書を１５０

部作成し、配布した。

２．漁業資源調査等委託費のうち底びき網漁業総合経営対策事業費については、釧

路、八戸はじめ全国１２地区で沖合底びき網漁業に係る労働・労働力確保の状況、

漁獲物流通の実態調査、現地での資料収集を行うとともに、釧路、越前町におい

て、すけとうだらの鮮魚販売の拡大、ずわいがにの標識調査及び意見交換会を開

催し流通対策などの経営対策について漁業者自らが取り組む方策等の検討を行っ

た。

３．水産業振興事業調査等委託費のうち漁業信用基金協会管理システム事業費につ

いては、全国４４協会へのアンケート調査、２県の現地実態調査及び検討協議会

を２回開催するとともに、調査データの集計処理を行うためパソコンプログラム

の基本システム設計を行った。

水産業振興事業調査等委託費のうち国際基準等対応漁船対策検討委託事業につ

いては、我が国漁業の実態が漁船に係る国際基準等に反映されるように検討を行

うとともに検討の結果を国際会議の場で提案した。

水産業振興事業調査等委託費のうちマルチパーパス漁船開発検討事業について

は、現状を把握するため、７道県に対しアンケート調査を実施するとともに、実

態調査を２地区において実施した。

水産業振興事業調査等委託費のうち水産業経済構造総合調査事業のうち漁業経

営構造調査については、中央検討会を３回、現地調査を５ヶ所、現地検討会を５ヶ

所、現地報告会を５ヶ所で実施し、経営上の諸問題、改善方策等の検討を行った。

同じく地域水産業構造調査研究においては、全体研究会を３回、現地調査を５ヶ

所、地域別検討会を４ヶ所で実施し、事例調査結果の総合的な分析・検討を行っ

た。
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４．水産業振興総合対策推進指導費補助金のうち漁業経営基盤強化対策事業費のう

ち漁業経営基盤強化指導事業については、１５都道県において漁業経営基盤強化

基本方針を策定するとともに、１８都道県３８２経営体に対して個別経営指導を

実施した。

５．水産業振興総合対策推進指導費補助金のうち元気な漁村づくり推進事業につい

ては、地域資源の総合的な利活用、都市と漁村との交流活動等の取組を４０地区

において実施した。

６．水産業振興総合対策推進指導費補助金のうち中小漁業融資保証推進基盤強化対

策事業については、研修会を２１回、協議会等を２４４回実施するとともに、パ

ンフレットを１５，２７０部配布し、情報収集システムのプログラム開発を行っ

た。

水産業振興総合対策推進指導費補助金のうち漁船コスト合理化対策推進事業に

ついては、大型漁船１０隻に対し工務専門家を派遣して修繕整備費用削減のため

の調査指導を実施した。

７．沿岸漁業構造改善事業費補助金のうち沿岸漁業構造改善事業及び沖縄県水産業

拠点強化構造改善特別対策事業については、漁業生産活動に係る広範囲な施設を

全国６８地域において２４４件の施設整備を実施した。

８．小規模零細地域水産業促進対策事業費補助金については、漁業生産活動に係る

広範囲な施設を２０地区において２１件の施設整備を実施した。

９．漁業信用基金協会出資補助事業については、３県に対し８，３１１千円の出資

補助を行った。

１０．漁業近代化資金利子補給補助金については、１，４６４百万円（推計値）の

利子補給補助を行った。

１１．漁業経営維持安定資金利子補給等補助金のうち漁業経営維持安定資金等につ

いては、１８３百万円（推計値）の利子補給補助を行った。
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１２．漁業近代化資金利子補給金については、８５８千円（推計値）の利子補給を

行った。

１３．農林漁業信用基金出資金については、漁業保証保険資金として１２億円を農

林漁業信用基金に出資した。また、漁業融資資金として３６億円を同基金に出資

し、これにより基金協会の保証余力として５４０億円相当分について保証機能が

強化された。

１４．基幹漁業緊急再編推進事業については、沖合底びき網漁業６隻、以西底びき

網漁業２６隻、大中型まき網漁業５か統、シラス機船船曳網漁業１３か統の減

船を実施した。
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（参考資料）

政策評価：目標値と達成状況

沿岸漁業：５９．４１％（ ～ １平均）S60 H

中小漁業：９６．３８％ （ ～ ２平均）S61 H

中小漁業 Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６

99.47 98.31 101.30（実績値）

96.380（目標値） 同上 98.955 97.924 97.538 97.152 96.766

資料： 、 の実績値は農水省「漁業経済調査報告（企業体の部 」H10 H11 ）

「 （ ）」H12 の実績値は大蔵省財務総合研究所 法人企業統計季報 平成１２年７～９月

（達成率の考え方）

達成率＝（当該年実績値－Ｈ１０年実績値）／（当該年目標値－Ｈ１０実績値）×１００

平成１１年度の達成率＝９８．３１－９９．４７／９８．９５５－９９．４７×１００

＝ ▲１．１６／▲０．５１５×１００

＝２２５．２４％

平成１２年度の達成率＝１０１．３０－９８．３１／９７．９２４－９８．３１×１００

＝２．９９／▲０．３８６×１００

＝▲７７４．６１％

１０１．３０の根拠

この数字は、大蔵省財務総合研究所「法人企業統計季報（平成）１２年７～９月 」の）

「業種：漁業」の売上高営業利益率（▲１．３０）から近似値として出したものである。

即ち、

漁業所得

売上高利益率（≒売上高営業利益率）＝ ×１００

漁業収入

漁業収入－漁業支出

＝ ×１００

漁業収入

漁業支出

＝ １－ ×１００

漁業収入

という数式で算出されるため、これを逆算すると、
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漁業支出 売上高営業利益率 ▲１．３０

＝１－ ＝１－ ＝１＋ ＝１．０１３０0.0130

漁業収入 １００ １００

漁業支出

故に ×１００＝１．０１３０×１００＝１０１．３０ となる。

漁業収入

＜参考＞

（産地水産物平均価格）Ｈ８ Ｈ９ Ｈ Ｈ Ｈ （単位：円／ ）10 11 12 kg

195 193 201 209水産物流通統計年報

42 180 170主要 漁港月報

（水揚量） Ｈ８ Ｈ９ Ｈ Ｈ Ｈ （単位：トン）10 11 12

7417 7411 6684 6626生産統計年報

42 2590 2441主要 漁港月報
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（別 紙）
政 策 手 段 シ ー ト

漁業経営の安定と持続的発展（１／３）政策分野

政 策 手 段 当該年度の当初予算額 備 考
（目標、関係者が取り

）組むべき課題との関連

水産業基礎調査等委託費 効率的かつ効果的な経
のうち 経営・操業計画策定支 ６，４８０ 営計画及び操業計画を

援システム開発事業 策定するための支援シ
ステムの開発
（ ）①

漁業資源調査等委託費 雇用・流通を軸とする
のうち 底びき網漁業総合経営 １１，５１４ 底びき網漁業の経営対

対策事業費 策
（ ）①

水産業振興事業調査等委託費 ５３，３０９ 中小漁業融資保証制度
のうち 漁業信用基金協会管理 運営上の諸問題につい

システム事業 ての調査等を実施、国
国際基準等対応漁船対 際機関で議論される漁
策検討委託事業 等 船に関する基準の検討

等
等
（目標、 ）①

水産業振興総合対策推進指導費 経営診断、改善方策の
補助金 助言等の経営指導
のうち 漁業経営基盤強化対策 ９６，５３７ （目標、 ）①

事業
のうち 漁業経営強化指導事業

水産業振興総合対策推進指導費 地域資源を活用した活
補助金 動等漁業地域の実態に
のうち 元気な漁村づくり推進 ７８，０４２ 即した地域活性化を図

事業費 の内数 るための取組の推進
（ ）①

水産業振興総合対策推進指導費 ５０，４４５ 良質保証の拡大、事故
補助金 防止等に関する研修会
のうち 中小漁業融資保証推進 等の実施等、漁船の建

基盤強化対策費 改造、整備に関して適
漁船コスト合理化対策 正規模の工事とするた
推進事業 等 めの検討

等
（目標、 ）①

沿岸漁業構造改善事業費補助金 ６，３６０，３２０ 沿岸漁業の持続的生産
のうち 沿岸漁業構造改善事業 体制を構築するために

費 必要な漁業生産基盤、
沖縄県水産業拠点強化 近代化施設及び生活環
構造改善特別対策事業 境関連施設の整備等
費 （ ）①
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漁業経営の安定と持続的発展（２／３）政策分野

政 策 手 段 当該年度の当初予算額 備 考
（目標、関係者が取り

）組むべき課題との関連

小規模零細地域水産業促進対策 ５４０，１６０ 歴史的社会的理由によ
事業費補助金 り生活環境等の安定向

上が阻害されている地
域における漁業経営の
安定と漁家経営の安定
と漁家の生活水準の向
上を図るための、漁業
生産基盤及び漁業近代
化施設の整備等
（ ）①

漁業信用基金協会出資補助金 １６３，１７０ 都道府県が漁業信用基
金協会に対する出資を
行った場合に、その経
費の一部を補助
（目標、 ）①

漁業近代化資金利子補給補助金 １，７３６，２４２ 漁協等が行う施設資金
等の融通を助成
（目標、 ）①

漁業経営維持安定資金利子補給 ４５０，９７８ 経営が困難となってい
等補助金 る漁業者に対する固定
のうち 漁業経営維持安定資金 化債務の整理等のため

等 の資金の融通を助成

等
（目標、 ）①

漁業近代化資金利子補給金 ５，７９８ 農林中央金庫が行う施
設資金等の融通を円滑
にするため、国が利子
補給を実施
（目標、 ）①

農林漁業信用基金出資金 ４，８００，０００ 農林漁業信用基金に出
資し、保証保険機能を
強化
（目標、 ）①

基幹漁業緊急再編推進事業費補 ２，０５０，５４０ 自主減船による漁業生
助金 産構造の再編を図る

（ ）②

所得税・法人税 減税見込額 租税特別措置法
（中小企業新技術体化投資促進 １２３，０００ 第１０条の３、第４２
税制（メカトロ税制 ） 条の６）

（ ）①
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漁業経営の安定と持続的発展（３／３）政策分野

政 策 手 段 当該年度の当初予算額 備 考
（目標、関係者が取り

）組むべき課題との関連

所得税・法人税 減税見込額 租税特別措置法
（漁船の割増償却制度） １９５，０００ 第１３条の２第１項第

１号、第４６条第１項
第１号
（ ）①

石油税 減税見込額 租税特別措置法
５，３１４，０００ 第９０条の４、６

（目標）

登録免許税 減税見込額 ３，２９０ 租税特別措置法
（特定漁船等（省エネ船等）の 第７９条
登記の軽減措置） （ ）①

登録免許税 減税見込額 ２，８５８ 租税特別措置法
（中小漁業者が合併等を行った 第８０条
場合の登記税率の軽減措置） （ ）①

不動産取得税 減税見込額 ６７，７８８ 地方税法附則
第１１条第１項
（ ）①

※予算額の単位：千円
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政策目標数値算出の考え方

政策分野 漁業経営の安定と持続的発展

目標年度 平成１６年度

目 標 値 漁業収入に占める漁業支出の割合を現行水準よりも引き下げる。
沿岸漁業５９．４１ 中小漁業９６．３８

上位計画 該当なし

目標年度

目 標 値

〔政策目標数値算出の考え方〕

１ 「漁業経営の安定と持続的発展」という政策目標は、個別経営体の経営に着目し、そ
の経営体質の改善を目指すものであることから、その政策評価に当たっては、個別経営
体の経営状況を示す指標である「漁業収入」及び「漁業支出」に着目し 「漁業収入」、
に占める「漁業支出」の割合を引き下げることとするのが適当である。

２ しかしながら、
① 個別経営体の経営状況については、経営者の経営手腕によるところが大であること
② 漁業経営をめぐる事情は、具体的な漁業形態、規模等によって様々であり、望まし
い水準について、統一的な目標数値を設定するのは困難であること

③ 資源回復計画によって漁獲努力量の削減を実施する場合、短期的にはむしろ関係漁
業者の直接的な経費負担や減収を伴い、これらが経営に及ぼす影響を緩和することが
当面の課題であること

④ 漁業収入や漁業支出は、毎年の漁獲量・収穫量、価格等に左右されることから、年
による変動が大きいこと

⑤ 沿岸漁業と中小漁業では基本的に経営形態が異なる（生業的経営と企業的経営）こ
と

等に留意する必要がある。

３ 以上を踏まえつつ、以下の考え方で目標値を設定した。
現時点から２０年遡る、昭和５６年以降で指標値が最も良好に推移していた時期の５カ

年平均をとると、沿岸漁業では昭和６０～平成元年平均の５９．４１、中小漁業では昭和
６１年～平成２年平均の９６．３８となる。
なお、利用したデータはいずれも農林水産省「漁業経済調査報告（漁家の部 （企業体）

の部 」である。）


