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政策手段(事業)名 水産業改良普及事業 政策手段所管課名 水産庁 研究指導課

政 (1)目的 沿岸漁業等の生産性の向上、経営の近代化及び沿岸漁業等の技術の改

策 良を図るため、沿岸漁業等の従事者に沿岸漁業等に関する技術及び知識

手 の普及教育を行い、その自主的活動を促進し、もって沿岸漁業等の合理

段 的発展を期する。

の

概 (2)内容 〔施策の対象〕

要 水産業改良普及職員が、沿岸漁業者等と直に接して研究成果や技術開

発を実用的技術として移転し、技術の向上や経営能力の向上を図るとと

もに、漁業者の自主的な取り組みに対する支援を行い、さらに、各種水

産振興施策を漁業現場に定着させるなどの業務を行うのに必要な経費す

なわち水産業改良普及職員の設置、普及活動の実施、普及員室等の運営

等の普及事業に要する基礎的経費を都道府県に交付

(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者の確保

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1 8年

える人材の確 新規漁業就 度

保・育成 業者数 １，５１４

1.5千人/年 人

新規認定漁

業士 5 0歳未満 ７１．８％

割合７割以

上

【 】 【 】事業効果と政策目 政策目標 事業効果

標等との関係（概

念図） 水産業改良普及職員が漁業者と直

に接して漁業に関する新技術や各

種水産振興施策を漁業現場へ円滑

に導入する。 漁業等に関す

漁業生産 （導入する技術、施策の例） る技術及び知

を支える ・水産資源管理・種苗放流 識の普及と効

人材の確 ・種苗生産技術・養殖技術 率的かつ安定

保・育成 ・漁場環境の保全 的な漁業経営

・漁ろう作業の省力化 を担う人材の

・漁獲物の鮮度向上・高付加価値 育成及び確保

化

・経営の健全化
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・漁業士等、浜のリーダー育成

・新規就業者の着業支援

・青年漁業者の育成及び活動支援

・漁村女性・高齢者の活動支援

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 717,179千 731,815千円 637,471千円（ ）

円 (717,179 (731,815千円) (637,471千円)

千円)

地区数 ３７道府県 ３７道府県 ３７道府県

事業の効率性を － － －

示す指標の推移

※15年度は当初予算額

事業のこれまでの 平成１５年度には、３７道府県において水産業専門技術員が６５人、

具体的成果 水産業改良普及職員が４０８人設置された。水産業専門技術員は、試験

研究機関との連絡調整や水産業改良普及員の指導を、水産業改良普及員

は、漁業者と直に接して漁業に関する技術や水産振興施策の漁業現場へ

の定着を促進する役割をそれぞれ担っている。

水産業改良普及事業は、水産業改良普及職員の設置や活動に必要な基

礎的経費を交付するものであり、本事業の成果は他の政策手段と相まっ

て発揮されるものである。すなわち、水産業改良普及事業の主要課題は

① 漁業就業者の確保・育成

② 海洋生物資源の生産・管理のための意識啓発、資源管理技術手法

の 普及

③ 海洋環境保全のための意識啓発、技術普及

④ つくり育てる漁業の振興

等であるが、これらの課題に対しては、本事業により設置された水産

業改良普及職員が他の政策手段（担い手育成・確保対策の事業、資源管

理関連事業、海洋環境保全関連事業、種苗放流に係る事業等）を漁業現

場に定着させることによる相乗効果によって事業効果を発揮している。

水産業改良普及事業の成果事例を以下に示す。

〈普及活動の成果事例〉

① 漁業研修事業の実施によるＵＪＩターン漁業者の確保（島根県の事

例）

漁村は、漁業者後継者不足の一方で、外部からの就業者の受

入には消極的であるため、水産業改良普及組織が漁村における

ＵＪＩターン漁業者の受入の機運の醸成を図るとともに、研修
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を受け入れる漁業者との連絡調整を行い、これらＵＪＩターン

漁業者の自立を支援するための専門的・技術的な指導を行った。

その結果、平成13年度～15年度に漁ろう作業の研修を受けた者1

2名のうち10名（Ｕターン６名Ｉターン４名。いずれも20代～4

0代）が、自立を目指して就業中である。また、これら漁業者と

その家族20名が漁村に定住している。

② ハタハタ資源増大への取組について（秋田県の事例）

秋田県においては、ハタハタが最重要魚種の一つとなってい

るが、平成３年度に漁獲量が７１ｔ迄減少したことから、３年

間の全面禁漁等行政と漁業者が一体となって資源管理に努めて

きている。これによりハタハタ資源量が大幅に回復している（現

在でも漁獲量は年間４千ｔに制限している 。）

平成14年度より、地先に漂着したハタハタの卵塊（放置する

と死亡する）を回収・孵化させ、放流するという取組を水産業

改良普及組織の指導の下に漁協青年部所属漁業者によって行っ

ている。本取組による推定放流尾数は平成14年度2,200万尾、平

成15年度8,700万尾である。この取組により、資源回復の一助と

なることが期待される他、漁業者の間に一層の資源管理意識が

醸成され、今後の資源管理に対する取組が円滑に行われること

が期待されている。

③ 漁業者による植樹活動の指導について（新潟県の事例）

豊かな森林を水源とする川の流れる海は良好な水質を保つと

同時に豊かな海ともなる。近年、地域によっては森林の減少荒

廃が進んでいることから、水産業改良普及組織の指導の下に、

漁業者が「森づくり推進協議会」を組織し、平成14年度から植

林活動を行っている。

平成14年度にはキハダ及びヤナギを計250本、平成15年度に

は、前年度の植林地における下草刈りの他、キハダ、ヤマグワ

等200本の植樹を実施した。植林による漁場環境保全の効果はそ

の発現までに長い年月を要するが、一連の活動を通じて、漁民

自ら漁場環境保全に取り組むとともに、陸上の環境保全が海の

環境保全にも重要であることを一般にも広く周知するという成

果を得ている。

④ ホタテガイ養殖の指導について（北海道の事例）

ホタテガイは、北海道を代表する漁業生産物の一つであるが、

ホタテガイ養殖に用いる稚貝を天然の浮遊幼生に依存している

ことから、幼生の採取がホタテ貝養殖の成否の鍵の一つとなっ

ている。しかしながら、幼生の浮遊する時期が海水温等様々な

要因によって左右されることから、水産業改良普及組織が水産

試験場との連携の下に毎年海況調査等を行い、採苗器（浮遊幼
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生を採取する装置）の設置時期等について指導を行っている。

この他水産業改良普及組織では、採苗器そのものについても

常時改良試験を行い、効率的な種苗確保に寄与しているほか、

養殖開始後の有害生物の付着回避手法等についての調査を実施

し、結果を関係漁業者に普及し、養殖生産の増大に貢献してい

る。

(1)必要性 水産業改良普及職員は、試験研究機関や行政と沿岸漁業者等との間の

パイプ役として不可欠である。このため、国と都道府県の協同事業とし

て実施しているものである。

水産業改良普及事業交付金は、その財政的裏付けとして、水産業改良

評 普及職員の設置や活動に必要な基礎的経費を交付するものである。

価 (2)有効性 平成１５年度では、全国に水産業専門技術員６５人、水産業改良普及

員４０８人が設置されており、これらの普及指導職員による経常的な巡

結 回指導、各種講習会の実施等により、担い手たる漁業者の漁業技術及び

経営管理能力の向上等が図られ、沿岸漁業等の健全な発展が図られる。

果

(3)効率性 水産業の健全な発展を図っていくためには、漁業に関する技術や水産

業振興諸施策を地域バランスのとれた形で漁業現場への定着してゆくこ

とが肝要である。このため、水産業改良普及事業は、各地の漁業実態に

精通した道府県と、全体を見通す国とによる協同事業として実施するこ

とで、地域の実態に応じた弾力的で効率的な運営を可能とする一方、国

の施策推進上必要な普及水準を安定的に確保することが可能となってお

り、事業の効率性が保たれている。

特に、漁獲の対象となる資源（水産資源）は、潮流とともに都道府県

境を超えて移動するため、海洋環境保全の取組はもとより、水産資源管

理の取組やつくり育てる漁業による稚魚放流の取組等についても、県間

で足並みをそろえて実施しないと、本来の事業効果を発現し得ない。こ

のため、水産業改良普及事業については、国の一定の関与の下に都道府

県が実施することが、効率的な水産業の発展のために必要がある。

また、仮に水産業改良普及職員による水産施策の橋渡しがなかった場

合には、県の個々の事業担当者が浜を回って施策の定着を行わなければ

ならず、極めて効率が悪くなる。

(4)その他

( ､ )公正性 優先性等

政策手段の改善の 水産業改良普及事業については、地方分権改革推進会議、経済財政諮

必要性、その内容 問会議等において普及行政の在り方について検討され、その結果、地方

及びその理由 の自主性の発揮、地方組織のスリム化等の観点から普及事業を抜本的に

見直すべきとの指摘があったところである。
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これらの状況を踏まえ、普及事業の今後の在り方を検討するため「水

産業改良普及事業の在り方に関する懇談会」が設置され、平成１５年５

月に報告書がとりまとめられた。報告書においては、①取組むべき課題

や対象者の重点化、②水産業専門技術員と水産業改良普及員の区分の一

元化等により水産業改良普及事業の一層の重点化・効率化を進めること

とされたところであり、今後、この報告書を踏まえ、農業、林業の制度

改正を参考としつつ、具体的な措置を検討し、平成１７年度から新たな

枠組みのもとに事業を実施することとしている。

政策評価総括組織 （１）必要性

（企画評価課長） 水産業改良普及事業は、沿岸漁業者等に対して研究成果や技術開発を

、 、の所見 実用的技術として移転し 技術の向上や経営能力の向上を図るとともに

漁業者の自主的な取組に対する支援を行う等、我が国の沿岸漁業の振興

に重要な役割を果たしており、水産業改良普及職員の設置や活動のため

の必要な基礎的経費である水産業改良普及事業交付金の必要性は認めら

れる。

（２）有効性

水産業改良普及事業は、意欲ある担い手の確保・育成、資源管理、つ

くり育てる漁業、漁場環境保全等に関する意識啓発、技術普及の課題に

重点的に取り組むこととされている。

水産業改良普及職員が他の政策手段を活用しながら、経常的な巡回指

、 、導 各種講習会の実施等を通じて重点課題に取り組んできた成果として

事例が示されていることから、一定の効果があったものと認められる。

しかしながら、事業総体として、アウトカムに着目した事業効果の把

握、事業内容、推進方法の検証が行われていないことから、これらを検

証した上で、一層効果的、効率的な活動体制や方法の見直しを行うこと

が必要である。

その際は 「水産業改良普及事業改革の基本方向について （水産改、 」

良普及事業の在り方に関する懇談会報告書）を踏まえ、活動対象・課題

の重点化、職員の資質の向上、漁業協同組合や漁業士との連携等による

一層の有効性の改善が必要である。

（３）効率性

地方分権改革推進会議等において、地方の自主性の発揮、地方組織の

スリム化等の観点から普及事業を見直すべきとの指摘が行われているこ

とを踏まえると、今後とも事業の有効性を損なわず効率性を高めていく

ことが重要な課題である。このため、これまでに取り組んできた活動対

象の重点化、活動の高度化のための体制整備、民間等との役割分担等の

取組状況や効果について検証した上で、今後普及事業において取り組む

べき課題や活動の対象を一層重点化するとともに、活動の高度化のため

の体制・方法を見直すなどにより、一層の効率性の改善が必要である。
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（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 「水産業改良普及事業の在り方に関する懇談会」、

等の議論を踏まえ、これまでの本事業のアウトカムに着目した効果、活

動体制、方法等について検証し、普及組織の見直し、取り組むべき課題

の重点化、活動の対象者の絞り込み等、一層の有効性及び効率性の改善

が必要である。


