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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 担い手の確保・育成

政策分野主管課 水産庁 研究指導課

関 係 課 水産庁 企画課、防災漁村課

１ 目標値（目標年度）

①漁業就業者数２０．５万人（平成１６年度）

（平成１２年度においては、２７．６万人）

②新規漁業就業者数 目標年度に概ね１，５００人を確保する（平成１６年度）

（平成１２年度においては、１，３５３人）

＜目標値算出の考え方＞

①平成１０年の漁業センサスの結果を参考としたすう勢値を維持する

②過去の実態を参考に、目標として適当と考えられる数値を決定

２ 評価結果

（１）有効性評価

平成１２年度実績 ①２７．６万人 ②１，３７０人

達成状況 ① １００％ ② １２３％

達成ランク ① Ａ ② Ａ

所見

平成１２年末時点の目標については、概ね達成された。

その他（推計方法の妥当性）

漁業就業者数の推計については、総務省作成の労働力調査の結果の年間平

均（単純平均）を使用したが、この統計は、目標値を定めた際に使用された

漁業センサスとは別の統計であり、サンプリングの問題等からこの政策分野

の目標値のモニターに使用することが適切ではない可能性もあり、その点に

ついてさらなる検討が必要と思われる。

新規漁業就業者数については、農林水産省大臣官房統計情報部作成の統計

を使用した。
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（２）必要性・優先性評価

＜政策の必要性・優先性＞

水産物の安定供給の確保等のためには、我が国漁業の発展を図る必要が

ある。従って、今後とも、かかる任務を担う望ましい意欲と能力のある担

い手を明確化し、その重点的な育成を図るとともに、新規就業者の確保や

労働条件の改善等を図る政策手段を企画・実行していくべきである。また、

漁業の担い手として重要な役割を果たしている女性と高齢者に対する支援

を行う政策手段を企画・実行していくべきである。

＜政策手段の妥当性＞

我が国漁業の担い手の確保・育成に向けて、平成１２年度において、以

下の政策手段が実施されている。

① 資質の高い人材確保に資する最新の技術の普及・定着、漁村女性の能

力向上、漁村高齢者の労働意欲向上等のための施策（３７道府県、講習

会等参加者延べ１８，７９４人）の実施

② 中核的漁業者協業体（青年漁業者が中心となった経営改善の取組を行

うグループ）経営モデルの作成（５県、５件 、文部省と連携した漁業体）

験教室（高校生を対象）の開催（４県、約１００人 、漁業就業者確保育）

成センター等による漁業就業情報の提供（求人情報等のホームページへ

のアクセス数約３万件）等の実施

③ 近代的な漁業技術等の導入に必要な助成（平成１２年度計画は、４１

都道府県１，８６２件）の実施

④ 市町村、漁協等が作成する担い手育成計画等を踏まえその推進に資す

る施設整備（担い手育成：５施設、女性の活躍の場：１施設）

これらの政策手段は、担い手の確保・育成に資する一定の効果を見込ん

で実施されているが、各政策手段がどのような効用をもって貢献している

かにつき、その相互作用も含めて検討する必要がある。

３ 改善の方向

現在の目標は、ともすれば数の確保に向かいかねないものであるが、今後は、水

産物の供給を安定的に担う漁業の担い手を確保・育成するため、意欲と能力のある

担い手が行う経営改善のための創造的な取組等に対し、水産業改良普及事業の活用

等により重点的に支援することも考慮して、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

政策分野 平成１２年度当初予算額 千円担い手の確保・育成 １，１６４，１９５

政策分野主管課 政策分野主管課：水産庁研究指導課
及び関係課 関 係 課：水産庁企画課、防災漁村課

目 標 目標年度 平成１６年度

目 標 値 現状値 （平成１１年度）①漁業就業者数
２０．５万人 ①漁業就業者数

②新規漁業就業者数 ２９.３万人
目標年度に概ね ②新規就業者数
1.5千人を確保する。 １，２８０人

１．意欲と能力のある担い手の確保・育成関係者が取り組
（１）意欲と能力のある担い手の明確化と施策の集中むべき課題
（２）新規就業の促進等幅広い担い手の確保と漁業地域の受け入れ努力
（３）労働条件の改善
２．女性漁業者の地位の向上
３．高齢漁業者の役割の明確化

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 ①２７ ６万人.

② 人1,370

①１００ ％ ％
②１２３ ％ ％ ％ ％

達成状況に対す １２年度 別紙のとおり
るコメント

課題の欄に
掲げる目標 １３年度
値に係る実
績値

１４年度

１５年度

１６年度
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目標値の過去の実績値
○過去５年間の実績値

（出典；漁業動態統計年報、農林水産情報、労働力調査）参考指標
平５ 平６ 平７ 平８ 平９

324.9 312.9 301.4 287.4 278.2漁業就業者数（千人）

275.2 263.0 254.2 244.1 237.2沿 岸

49.7 49.8 47.2 43.3 41.0沖合・遠洋

）新規漁業就業者数（人） （1,640

平10 平11
漁業就業者数（千人）

沿 岸

沖合・遠洋

293漁業就業者数（千人）

(労働力調査年度平均)

1,210 1,280新規漁業就業者数（人）

漁業就業者数の推移（目標値の推計指標）
（出典：農林水産省「漁業センサス ）」

昭５３ 昭５８ 昭６３ 平 ５ 平１０
362 343 314 275 238沿岸漁業就業者数 千人（ ）

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）

１．達成数値の近年の傾向と平成１２年度の実測値の関係

水産業改良普及職員による現在の漁業就業者に対する経営改善への取組等の助長、漁業

求職者約４０人に対する漁村滞在、乗船による漁業技術指導（６日～１２０日）の実施、

意欲と能力のある担い手の中核的漁業者協業体を中心とした明確化の推進、漁業者の研究
グループ活動に関する情報交換の促進、求人情報の提供、漁業労働の安全性の向上等によ

る新規就業の促進、新規着業を支援する青年漁業者等養成確保資金の貸付により、漁業の
担い手の確保・育成に関し、漁業就業者の経営の安定と新規就業が助長されたものと思わ

れる。
（１）漁業就業者数の平成１１年度の現状値については、労働力調査結果（産業職業別従事者

数 総務省統計局統計センター）による月別データ（平成１１年４月～平成１２年３月）
の平均値で計算すると２９．３万人、平成１２年度の実績値についても同様に計算（平成

１３年３月のデータが未発表のため、２月までのデータを使用）して平均値を求めると２
７．６万人となり、１．７万人の減少となる。

平成１１年度の現状値２９．３万人から、目標年度である平成１６年度の２０．５万人
までの年平均減少数は１．７３万人となる。

（２）新規就業者に関しては、平成１０年は1,210人、平成１１年は1,280人であり、平成１２
年は1,370人が確保された。

２．各政策手段の効用

（１）水産業振興総合対策推進事業費補助金

沿岸漁業・漁村活力向上事業
（２）水産業改良普及事業交付金

水産業改良普及職員の設置（平成１２年４月現在４８３名）及びそれらによる地域に

密着した指導の下、
①新規参入者の受入・着業を促進するための現地滞在指導・説明会の開催

（７道県３９人 、）
②青年漁業者による漁業管理技術の向上を図るための学習会、技術交流会の開催、漁業

を担う次の世代を育成・確保するための水産少年教室（約３００回実施、参加者約１
２，０００人）の開催（３７道府県 、）

③漁村女性の能力向上、グループ活動等の取組を推進するための加工等による高付加価
値品の開発、営漁簿作成講習会の開催（２６府県、約４０００人 、）

④漁村高齢者の労働意欲の向上と生きがいづくりを推進するための安全かつ省力化に対
応した漁具・漁法の改良（１２道県 、）

（ 、 ，⑤沿岸漁業の中心的役割を果たす青年漁業士等の認定 平成１２年４月現在 全国で２
７５５人 、資質向上等を図るための養成講座、研修会の開催（３５道府県））

等を実施した（合計３７道府県 。）

（３）水産業振興総合対策推進指導費補助金
のうち、

ア．意欲ある担い手確保・育成事業費
イ．普及情報システム高度化事業費

ウ．青年・女性漁業者活動支援事業費
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（４）漁業就業者確保総合対策事業
①中核的漁業者協業体（青年漁業者が中心となった経営改善の取組を行うグループ）経

営モデルの作成（５県 、文部省と連携した漁業体験教室（大学生・高校生約１００）
人を対象）の開催（４県 、都道府県漁業就業者確保育成センターによる情報提供等）

（２４道県、求職応募２，０４４人に対し、求人情報３３２件を提供）を実施した。

②下記③の成果を含めた普及事業に必要な情報の収集整理・インターネットによる情報
提供（平成１２年度現在、約３万８千件の情報を掲載、平成１２年度アクセス数約４

千件）を実施した。
③青年・女性漁業者による漁業技術、増養殖、漁業経営等に関する研究・実践活動の全

国発表・交流大会（平成１２年度５４課題発表、参加者約６００人）を開催した。
沖合・遠洋漁業就業者確保育成センター（ 社）大日本水産会に設置）及び沿岸漁業④ （

就業者確保育成センター（全国漁業協同組合連合会に設置）による漁業就業情報の提
供（ホームページ（求人情報等）へのアクセス約３万件、漁業就業希望者説明会、２

カ所 参加者３０人 、漁業広報活動、漁船員資質向上等研修会の開催（３種類、受）
）、 （ 、 、講者９７６人 漁業労働安全指導事業 漁業労働安全指導全国会議 ４０都道府県

参加者８０人、漁業労働安全マニュアル、１万部配付）等を実施した。

（５）沿岸漁業改善資金造成費補助金
都道府県が沿岸漁業従事者等に対して行う 近代的な漁業技術等の導入に必要な資金 経、 （

営等改善資金 、合理的な生活方式の導入に必要な資金（生活改善資金 、青年漁業者等） ）
による近代的な技術の習得、経営の開始に必要な資金（青年漁業者等養成確保資金）の貸

付の事業（平成１２年度計画４１都道府県、１，８６２件、約４８億円）に必要な資金造
成費の一部を助成した。

（６）沿岸漁業構造改善事業費補助金のうち

ア．沿岸漁業構造改善事業費

イ．沖縄県水産業拠点強化構造改善特別対策事業費
市町村、漁協等が作成する担い手育成計画等を踏まえその推進に資する施設整備を実

施（６施設）しており、事業実施地区における将来の中核的な担い手たる漁業者の育成
・確保や女性の活躍の推進に貢献した （担い手育成５施設：対象漁家６９戸、女性の。

活躍の場の創出１施設：対象女性４５人）

（７）不動産取得税（平成１２年度減税見込額 千円の内数）６７，７８８
漁協が国の補助を受けて共同利用施設を取得する場合の減税措置により、沿岸漁業構造

改善事業による施設整備を促進し、担い手育成等の推進に貢献している。
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（別 紙）
政 策 手 段 シ ー ト

担い手の確保・育成政策分野

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

水産業振興総合対策推進事業費
補助金
沿岸漁業・漁村活力向上事業 １４６，０８９ ・沿岸漁業者の活動支

援
（ ）①②③

水産業振興総合対策推進指導費
補助金 ４０９，４２１

うち意欲ある担い手確保・育 ・担い手育成計画モデの内数
成事業費 ルの作成

・都道府県漁業就業者
確保育成ｾﾝﾀｰの活動支
援

普及情報システム高度化 ・普及情報システムの
事業費 構築

青年・女性漁業者活動支 ・青年・女性漁業者実
援事業費 践活動発表大会の開催

等
漁業就業者確保総合対策 ６３，０９１ ・沿岸及び沖合・遠洋

事業 漁業就業者確保育成ｾﾝﾀ
ｰの活動支援

（ ）①②③

水産業改良普及事業交付金 ７３１，８１５ ・担い手対策を推進す
る水産業改良普及事業
のための交付金

（ ）①②③

沿岸漁業改善資金造成費補助金 ２２３，２００ ・沿岸漁業者の経営改
貸付枠 ５８億 善、青年漁業者の養成

確保のための資金造成
補助等

（ ）①②③

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

沖縄県水産業拠点強化構 ６，３６０，３２０ 必要な漁業生産基盤、
造改善特別対策事業費 近代化施設及び生活環の内数

境関連施設の整備等
（ ）①②③

不動産取得税 減税見込額 地方税法附則
６７，７８８ 第１１条第１項

（ ）の内数 ①②③

※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 担い手の確保・育成

目標年度 平成１６年度

目 標 値 ①漁業就業者数

２０．５万人

②新規漁業就業者数

概ね1.5千人の確保

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〕

（漁業動態統計年報、農林水産情報 労働力調査）○過去５年間の実績値 、

10 11平７ 平８ 平９ 平 平

301.4 287.4 278.2漁業就業者数（千人）

254.2 244.1 237.2沿 岸 （千人）

47.2 43.3 41.0沖合・遠洋 （千人）

293漁業就業者数（千人）

（労働力調査年度平均）

1,210 1,280新規漁業就業者数（人） （1,640）

○ 平成20年の漁業就業者数は、沿岸漁業就業者数約１４．７万人、沖合・遠洋漁業者数

約２万人を目標とし、平成１６年に評価替え（中間補間）した。

・平成２０年沿岸漁業者数の推定はセンサスに基づくコホートによる。

○ 漁業就業者は平成１６年 205,000名（うち遠洋・沖合漁業25,000名 、平成２０年）

167,000名（うち遠洋・沖合漁業20,000名）が見込まれる。

昭５３ 昭５８ 昭６３ 平 ５ 平１０ 平１６ 平２０

478 447 392 325 277 205 167漁業就業者数（千人）

（農林水産省「漁業センサス ）」
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○ 新規就業者数については、平成１１年の現状値２９．３万人から目標年である平成１

６年まで漁業就業者の年平均減少者数が１．７３万人であることと、平成１１年から過

去１０年間の年間平均減少者数の実態を踏まえ、約１，５００人の新規就業者を確保す

ることにより、目標年次の漁業就業者の目標値が確保されると推定した。なお、現状値

は平成１０年以降実施されている 農林漁業への新規就業者に関する情報収集の概要 農「 （

林水産省 」のデータを使用することとした。）

○新規就業者の統計に関しては

①「平成８年農林漁業への新規就業者に関する調査結果の概要 （単年度調査、平成」

８年以降未実施）では平成８年次の新規就業者数1,640人、

②「平成１１年次農林漁業への新規就業者（新規学卒就業者・離職転入者）に関する

情報収集の概要 （毎年実施、平成１２年次分は平成１３年３月現在未発表）では新規」

就業者（新規学卒就業者・離職転入者）として平成１０年1,210人、平成１１年1,280

人となっているが、平成８年と平成１０年及び１１年の新規就業者数に大きな差がある

のは、新規就業者の統計上の定義の差によるものである。

平成８年調査時における新規就業者の定義は「過去１年間において、ふだんの生活の

主な状態が仕事のもので、かつ漁業へ主として従事し、就業以前（前々年）に漁業に従

事していなかった者あるいは漁業従事が従となっていた者」としている。

一方、平成１０、１１年調査時における新規就業者の定義は新規就業者と離職転入者

に限定している。すなわち新規就業者は「学校を卒業した者又は卒業後直ちに研修に入

り修了した者で平成１１年次（平成１０年６月から１１年５月の間）に新たに漁業に主

として従事した者」としている。また、離職転入者は「他産業に従事していた者で平成

１１年次に新たに漁業に主として従事した者」としている。

以上のように、平成１０、１１年次の新規就業者の定義は平成８年調査次の定義と異

なり、新規就業者及び離職転入者以外の参入者、たとえば前職が無職で漁業に参入した

者や家事・育児・その他が主であった者などが新規参入者として加えられていないた

め、新規就業者数に差が生じている。

このように、定義が異なっているため、平成８年度の調査結果を基に平成１０年、１

１年調査結果を換算し、新規就業者数を推定することは適当でない。

また、平成８年度の調査については単一年の調査のみで連続性が確保されないことが

判明し、今般、毎年公表される「農林漁業への新規就業者（新規学卒就業者・離職転入

者）に関する情報収集の概要」の新規就業者数を基礎として目標年度の新規就業者数を

推定することとした。


