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政策手段(事業)名 水産業振興事業費補助金 政策手段所管課名 水産庁 研究指導課

水産業振興総合対策推進

事業費補助金

水産業振興事業費補助金

水産業振興総合対策推進

指導費補助金

政 (1)目的 水産基本計画に基づき、人材の育成及び確保を推進し、効率的かつ安定

策 的な漁業経営を育成するため、漁業就業者確保育成センターによる新規就

手 業の促進、水産業改良普及組織等による漁業就業者の漁業技術や経営管

段 理能力の向上支援のほか、漁業者等による自主的な経営改善の取組促進

の や漁村地域における福祉の向上等の対策を一体的かつ有機的に推進し、水

概 産業の健全な発展に資する。

要

(2)内容 「漁業の担い手確保・育成対策総合推進事業費」

１．水産業振興事業費補助金 水産業振興総合対策推進事業費補助金

交付先 ： 地方公共団体等

（１）新規就業促進事業費（ステップ１）

漁業就業者確保育成センターによる求人・求職情報の提供、相談窓

口の開設、技術習得等の研修、水産業改良普及組織が中心となって行

う新規漁業就業者の受入地域の合意形成と自立漁家を目指した実習

等。

（２）担い手活動支援事業費（ステップ２）

水産業改良普及組織による青年漁業者、漁村女性等が自発的に行う

漁業技術・経営管理能力の向上等に関する活動の支援、水産業改良普

及職員の指導力強化。

２．水産業振興事業費補助金 水産業振興総合対策推進指導費補助金

交付先 ： 民間団体

（１）新規就業促進事業費（ステップ１）

漁業就業者確保育成センターによるテレマーケティング、求職フェア

等を活用した求人開拓や求人・求職情報の収集提供、相談窓口の設置

等。

（２）福祉対策事業費

漁業者老齢福祉共済事業の推進等による漁村地域の福祉向上。

（３）経営改善促進事業費（ステップ３）

青年・女性漁業者グループのリーダー資質向上対策、漁業経営や地

域活動等に関する取組の全国交流、中核的漁業者協業体の経営改善

の取組や漁村女性等による起業的活動の取組等の支援。

(3)達成目標 効率的かつ安定的な漁業経営に発展する地域の中核を担う漁業就業者

の確保
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政策目標との関連 政策分野名 指標名 目標値 実績値 達成度及び

(目標年度) 達成ランク

漁業生産を支 平成18年度

える人材の確 新規漁業就

保・育成 業者数 1.5千人/年 １，５１４人

新規認定漁 50歳未満割 ７１．８％

業士 合７割以上

事業効果と政策目

標等との関係（概

漁業後継者 新規参入者念図）

（漁家出身者） （漁家出身者以外）

全新 規 就 業 者 確 保

般漁業就業者確保育成センター

漁業着業に向けた 的（県・漁協・漁連等）

情報提供・相談活動 分全国・地域の窓口

野求人・求職情報の提供

ステップ１

連携

専

門水産業改良普及組織

漁業への就業のための支援 的受入地域の合意形成

分技術指導者の人選

野（漁業士等）

漁業士を中心とした取組地域の実情に応じた技術指導や研修

（県が認定した優秀な漁業者）

新規就業者の着業漁業就業者

ステップ２

新技術定着、作業改善等

⇒

の講習会の開催1,500人／年を確保

水産業改良普及組織

技術・経営能力の向上のための支援

中核的漁業者協業体等

（代表者は50歳未満）

新規就業者の受け皿ステップ３ 経営改善のための協業化

漁業士を中心とした取組企業的経営を目指した経営体
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新 規 認 定 漁 業 士 の

う ち 5 0 歳 未 満 の地域の中核を担う漁業就業者の確保 ⇒

割 合 ７ 割 以 上 を 確 保漁村地域の福祉向上

漁業者老齢福祉共済事業の推進

※ は、評価目標

事業予算等の推移 13年度 14年度 15年度

（直近３カ年） 予算額（執行額） 754,750千円

( 千円)

地区数 ３８道府県

３団体

事業の効率性を

示す指標の推移 －

※15年度は当初予算額

【１４年度限りの事業】

事 業 名 13年度 14年度

871,943千円 719,224千円

水産業振興事業費補助金

水産業振興総合対策推進事業費

補助金

水産業振興事業費補助金

水産業振興総合対策推進指導費

補助金

水産業振興地方公共団体事業費補

助金

水産業振興総合対策推進指導費

補助金

水産業振興民間団体事業費補助金

水産業振興総合対策推進指導費

補助金

※１３．１４年度は当初予算額

事業のこれまでの １．水産業振興事業費補助金 水産業振興総合対策推進事業費補助金

具体的成果 （１）新規就業促進事業費 （ステップ１）

２．水産業振興事業費補助金 水産業振興総合対策推進指導費補助金
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（１）新規就業促進事業費 （ステップ１）

（２）福祉対策事業費

漁業就業者確保育成センター及び漁村地域の福祉向上に対する支援

に関係する具体的成果

全国漁業就業者確保育成センター １箇所（民間団体：東京）

地域漁業就業者確保育成センター ２９箇所（地方公共団体、漁連、漁

協等：各都道府県）を設置している。漁協等の就業希望者の受入側に対

し、地域センターでは新規就業者の受入についての合意形成を図るための

地道な浜廻りを行った。併せて就業相談（相談件数１，０５３件）に応じるとと

もに、各種情報の提供（求人４１９件・求職１，０５３件、漁業者フェアの開催

等）を行った。これらの取組の結果、受入側の理解の促進、求職者の漁業へ

の関心の醸成が図られ、センターHPへのアクセス総件数は、約１０万件あっ

た。（平成１１年３月ＨＰ開設 Ｈ１１ 約１５，０００件、Ｈ１２ 約２８，３００

件、Ｈ１３ 約５８，０００件、Ｈ１４ 約８２，６００件、Ｈ１５約１０１，４００件）

ＵＩターンフェアに参加し面接した者は２０名であったが、そのうち４名が着

業に結びついた。また、１事例ではあるが、地方公共団体で取り組んでいる

漁業研修により、３名が着業した。一方、全国共済水産業協同組合連合会の

実施する福祉対策事業において、漁業者年金に関する理解を深めるとともに

加入促進を図り、老後生活の向上を図るため、当団体の地方事務所、漁協・

漁連等に対し、年金制度の説明会を開催（延べ８５ヵ所、延べ２，６４０人参

加）したほか、ライフアドバイザー養成研修会（１ヵ所、４１名参加）地域年金

普及講習会（１ヵ所、７０名参加）等の開催、地域における集団健康相談や集

団検診等への支援を行った（１６団体）。当該事業の実施がストレートに新規

漁業就業者数に結びつくとは言い難いものの、平成１３年度１，３７０人、平

成１４年度１，４８１ 人、平成１５年度１，５１４人と増加傾向にあり、本事業に

よる漁業就業へのアプローチの容易化等が寄与したものと推察される。

１．水産業振興事業費補助金 水産業振興総合対策推進事業費補助金

（２）担い手活動支援事業費 （ステップ２）

担い手の資質向上及び自主的な活動支援に関する具体的成果

漁業者の資質向上のための研修会等の実施

平成１５年度 ５１６回実施 １９，３２０人参加

漁業者の自主的な調査、試験等の取組に対する支援

平成１５年度 ２５０件実施 ２，９２１人参加

漁業の担い手への技術面・経営面での資質向上を目的に各種研修会を３

６道府県において実施した。研修の主な内容は、水産資源管理、水産物付

加価値向上方策、漁業経営管理等である。

また、漁業の担い手による自主的な活動に対する支援を３５道府県におい

て行った。自主的活動の主な内容は、鮮度保持技術の向上や種苗育成技術

の改良等を目的とした試験活動や、未利用資源の有効利用等のための調査

活動等である。

これらにより、漁業の担い手による資質・技術の向上を通じ、担い手の経

営安定に寄与するものと推察される。
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２．水産業振興事業費補助金 水産業振興総合対策推進指導費補助金

（３）経営改善促進事業費 （ステップ３）

経営改善の取組み促進に関する具体的成果

中核的漁業者協業体等の取組数

平成１５年度 ４９グループ 延べ１，５０４人

（平成１３年度に創設し、平成１３年度 ２３グループ 延べ７２７人、

平成１４年度 ４３グループ 延べ１，０３９人 ）

具体的な事例としては次のとおりである。

８経営体の中型まき網漁業者が協業化し、まき網で漁獲したアジ等につい

て、活魚運搬を行い、一時的に蓄養した後、活魚、鮮魚、養殖用種苗等で出

荷することにより付加価値向上を図った。（費用対効果で見ると、経営改善の

ための新たな取組みに投資した総費用よりも当該取組みによる生産物の推

定付加価値向上額の方が大きい。）

このような成果をはじめとして、漁業者グループ等が自ら行う経営改善の

多岐にわたる取組みが行われた。

他の取組み事例は、別紙のとおり。

(1)必要性 我が国の漁業生産の減少と自給率の低下、漁業就業者の減少と高齢化

の進行と言った厳しい情勢の下、水産基本法（平成１３年６月２９日法律第８

９号）において、人材の確保・育成は、国の施策として取り組むことが重要で

あると位置づけられており、国は水産に関する施策を総合的に策定し、実施

評 する責務があるとされている。

さらには漁業を取り巻く情勢が厳しさを増す中、漁業者及び漁業関係団体

価 は自主的な努力が必要であるが、国は、国民に対する水産物の安定的な供

給の確保及び水産業の健全な発展を図る観点から、地方公共団体との適切

結 な役割分担を踏まえつつ支援すること、また地方公共団体においてもその地

域の諸条件に応じた施策を策定及び実施することとしている。

果 また、水産基本法の趣旨に則り、水産物の自給率の目標の達成に向け、

効率的かつ安定的な漁業経営を担うべき人材を確保・育成する必要がある

が、多くの地域において当該取組みへの必要性を感じながらもその実行に踏

み切れない状況が見られるため、新規就業者の確保に対しては、国の支援

により漁業者等の意識の啓発を促進して新規就業者の受入についての合意

形成や就業希望者への的確な情報の提供を行い、一方、既存の漁業就業

者については、漁業技術・経営能力の向上や経営の改善を図るための支援

などの施策を、一体的・総合的に推進して地域の中核となる漁業就業者を確

保・育成する必要がある。

さらに具体的内容として、政策手段である新規就業促進事業において実

施している情報提供事業に関しては、厚生労働省のﾊﾛｰﾜｰｸ等既存のツー

ルにおける求人・求職情報と比較した場合、全国ｾﾝﾀｰ事業のHP上では、漁

業に関する基礎的な知識や漁師になるためのノウハウ、求人側と求職側と

のお見合いの場であるフェアの情報等ﾊﾛｰﾜｰｸのHP等既存のツールには無

い求職側の知りたい情報を提供し、カバーすることによって就業者確保支援
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における入り口部分を充実する必要がある。

(2)有効性 人材の確保・育成について、平成１４年度まで個々に実施していた各施策

を、国、都道府県、民間団体等の適切な役割分担の下で、「漁業の担い手確

保・育成対策総合推進事業」として、段階を踏まえた取組みを一体的かつ有

機的に実施することにより、

ステップ１ 新規就業者確保のための入り口として、着業へのアプローチ

に対する支援（求人・求職情報の収集・提供、漁業者フェアの開催）及び

受入地域の合意形成、

ステップ２ 就業希望者への技術指導を行い、着業後も技術や経営能力

の向上のための指導、

ステップ３ 経営改善の促進を図るとともに新規就業者の受け皿確保が

図られる。

このため、新規就業者の確保、地域の指導者となる優れた漁業者の育

成、さらに、優れた指導者による健全で活力のある経営体の実現に有効とな

る。

具体的な事業の内容における有効性として、新規就業促進事業において

実施している求人情報提供については、ﾊﾛｰﾜｰｸ（厚生労働省）のHP等既存

のツールでは得られない漁業に関する各種の情報（漁業に関する基礎的な

知識や漁業者フェアの開催告知等）の提供が可能であり、全国規模で幅広

い年齢層の求職者側の漁業への関心を引き出すとともに、就業希望者と受

入側のお見合いの場である漁業者フェアへの参加促進に有効となる。

(3)効率性 漁業就業者数の減少・高齢化が進む中、意欲と能力のある漁業者を確保

育成するためには、漁村地域内だけでなく都市部も含めた幅広い人材を確

保することが必要であるが、漁業経験のない就業希望者が新たに漁業へ参

入するためには、多様な支援が必要不可欠である。

このため、効率的かつ安定的に漁業生産を担う能力に優れた意欲的な漁

業就業者の確保・育成を図るためには、全般の入り口的な部分として、漁業

の求人・求職情報の提供等を実施し、受入側と就業希望者等の合意形成を

図り、専門的な中間部分として、基礎的知識の研修、実践的な漁労技術等の

研修を行い、さらに着業後の技術や経営能力の向上、最終的に経営改善の

促進に至るまでの事業を一体的な流れによって実施することが効率的であ

る。 具体的に効率化が図られた点として、民官団体に設置している漁業就

業者確保育成センターについて、平成１４年度まで沿岸部門と沖合・遠洋部

門の２つの別の団体に分けて設置されていたものを、平成１５年度において

全国センターとして一本化を図った。このことにより、就業希望者のニーズに

的確に対応し、迅速な情報提供が可能となり、また地域センターとの関係に

おいても効率的な情報交換が可能となり、有機的連携が図られた。経営改善

の取組みを行う中核的漁業者協業体に対するマーケティング調査等の研修

は、当該協業体による経営改善の取組みを支援する団体とは別の団体が実

施していたものを、効率化を図るために、平成１５年度において中核的漁業

者協業体による経営改善の取組みを支援する団体に一本化を図った。
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(4)その他

( ､ )公正性 優先性等

政策手段の改善の 当該事業は、平成１５年度において、就業者確保の入り口である漁業への

必要性、その内容 関心醸成から、漁業経営の改善による新規就業者の受け皿確保までの一貫

及びその理由 した施策を国、都道府県、民間団体等の適切な役割分担の下で総合的かつ

効率的に実施するため、事業の整理・再編を図った。

今後、さらに、新規漁業就業者確保のための求人・求職情報の提供の強

化、基礎的・実践的研修の実施等及び普及事業の一層の高度化・効率化の

ため普及職員の資質向上に対する支援等の対策を効率的に実施する必要

がある。

政策評価総括組織 （１）必要性

（企画評価課長） 人材の育成及び確保を図るため、担い手たる漁業者の漁業技術及び経営

の所見 管理能力の向上、漁業外からの新規参入を含め、優れた意欲的な人材を幅

広く確保し、育成することが課題となっており、本事業の必要性は認められ

る。

（２）有効性

（水産業振興総合対策推進事業費補助金（地方公共団体等））

本事業において、水産業改良普及組織を通じた漁業者の資質向上のため

の研究会、漁業者の自主的な活動への実施等が行われたものの、これらの

実績が、人材の育成・確保、効率的かつ安定的な経営体の育成等のアウト

カムにどのような効果をもたらしたかについては、検証が行われていない。

今後、本事業の効果を検証するとともに、地域の中核を担う漁業就業者の

確保等の効果を把握し、事業内容、推進方法の見直し等により有効性の改

善が必要である。

（水産業振興総合対策推進指導費補助金（民間団体））

本事業の実施により、新規漁業就業者の増加、効率的かつ安定的な経営

体の育成等のアウトカムにどのような効果をもたらしたかについて検証する

とともに、より効果の得られる事業内容、推進方法の見直し等により有効性

の改善が必要である。

ＵＩターンフェアにより着業に結びついた事例が４名であることから、今後着

業者数の向上を図ることが必要である。

求人情報等の収集提供については、漁業の基礎知識、漁業就業者になる

ためのノウハウ、センターが行うフェアの情報等を併せて提供することによ

り、ホームページへの年間アクセス件数が１０万件に増加していることから、

一定の有効性は認められる。今後、どのような情報が求められているかニー

ズを検証し、ニーズに即した情報の収集、提供方法や情報量の充実、ハロー

ワーク等の職業紹介機関ではできないきめ細かい情報提供、漁業就業者確
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保育成センター間の連携や他の求人・求職情報提供機関との連携の強化等

により、一層の有効性の改善が必要である。

経営改善の取組促進については、中核的漁業者協業体等の取組により、

漁業者自らの経営改善の取組が行われているが、これらの取組が定着し、

支援の行われた集団以外への波及が図られるよう、成功事例の検証、成果

の積極的公開等有効性の改善が必要である。

（３）効率性

（水産業振興総合対策推進事業費補助金（地方公共団体等））

本事業については事業効果を検証した上で、事業の重点化等一層の効率

性の改善が必要である。

（水産業振興総合対策推進指導費補助金（民間団体））

求人・求職情報の収集提供については、ハローワーク等の職業紹介機関

ではできないきめ細かい情報収集・提供に重点化するなど一層の効率性改

善が必要である。

（４）総括意見

【有効性・効率性の改善が必要】

本事業については、新規漁業就業者の確保・育成、効率的かつ安定的な

漁業経営の育成に対する事業効果を把握し、事業内容、推進方法の検証を

行った上で、事業内容の重点化、実施方法の改善等による有効性・効率性

の改善が必要である。


