
⑭－ 1

平成18年度政策の実績評価書

評価実施時期：平成１９年７月 担当部局名：水産庁企画課

【施策名】
水産業の健全な発展 政策体系上の位置付け Ⅶ－⑭

【施策の概要＜目指す姿＞】
国民に対する水産物の安定供給の観点から、水産業全体を食料供給産業としてとらえ、その健全な発展を総合的
に図っていく。

【施策に関する目標】
① 厳しい漁業経営を反映し、就業者が減少傾向を示している現状に歯止めをかける観点から、担い手対策の重
点的な課題として、新規就業者の確保を図る。
目標 ① 新規漁業就業者数の確保

＜達成目標＞ <18年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞
新規漁業就業者数の確保 1,500人 1,242人 83％（Ｂ）

（毎年度 1,500人）

＜目標に関する分析結果＞
新規漁業就業者の確保・育成対策として、漁業就業希望者への就業に関する情報提供、漁業就業支援フェア
による就業希望者と漁業現場のマッチング、漁業現場での研修などを一体の対策として着実に実行することに
よって、一定の成果を得ている。他方、 雇用情勢の変化は漁業への新規就業者の増減の背景として重要な要
素となるが、その一つの指標として有効求人倍率をみると、平成18年の有効求人倍率の年平均は1.06と前年の
0.95から0.11ポイント、５年前（平成13年）からは0.47ポイント上昇している。漁業は他の産業に比べ労働条
件が厳しいとの認識が一般的に強いため、他産業での求人が増加すると、就職希望者が労働条件が良い他産業
へ流れることとなり、新規就業者数は平成16年度以降減少傾向となっている。

＜改善・見直しの方向性＞
就業対策については、景気の変動等の影響を受けやすく、短期間の対策では成果が出ないため継続的に実施
していくことが有効であると考えられる。そこで、
① 新規就業者の確保については、情報提供や相談窓口の設置、漁業就業支援フェアの開催、漁業現場におけ
る体験、研修等の実施を通じ、体系的な漁業就業支援体制を整備することとし、
② 漁業者の育成については、スキルアップのための海技士資格等取得講習会等の実施、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に関する活動の支援、漁業経営改革等に意欲的に取り組む
青年漁業者を中心とした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
の支援等の実施について、今後とも継続的に取り組むこととする。
更に、漁業就業への関心を高めるための対策として、これまでの対策に加え平成18年度から新たに、都市部
の若者を主な対象とした漁業現場での６か月間の長期研修を実施したところ、111人が研修に参加し、うち79
人が漁業に就業している。
また、今後、漁業就業への関心を高め漁業就業希望者への情報提供の充実を図る観点から、平成19年度に全
国漁業就業者確保育成センターを設置し、事業の推進体制を強化するとともに、夜間や土日に漁業就業に関す
る講座や現場見学を開催することとしている。併せて、平成 20 年度に向けて、文部科学省と連携して、地域
における水産高校と漁業・水産業との連携強化や実践的な専門教育の充実に係る事業の検討を行っているとこ
ろである。
② 国民の需要に即した事業活動が行われ、将来にわたって収益が安定し、継続的に漁業活動を行い得る漁業経
営体の育成を図る必要があることから、平成 18 年度までに、漁業経営改善制度 による漁業経営改善計画の※1

認定者数 375経営体を目指す。
目標 ② 漁業経営改善計画の認定者数の確保

＜達成目標＞ <18年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞
漁業経営改善計画の認定者数の確保 375経営体 234経営体 62.4％（Ｂ）

（平成18年度 375経営体）

＜目標に関する分析結果＞
平成 18年度においては、新規認定者数は 17経営体であり、累計で 234経営体の認定者数となっている。目
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標値に及ばなかった原因としては、資源の悪化、魚価低迷、燃油価格の高騰と厳しい漁業経営環境のもと、漁
業経営改善計画の策定が困難な状況が続いているためと考えられる。

＜改善・見直しの方向性＞
厳しい漁業経営環境を改善するため、
① 資源回復計画の一層の推進や密漁・違反操業の防止を通じた水産資源の回復
② 流通拠点の整備や消費者ニーズに対応した流通経路の整備による産地の販売力の強化
③ 収入の変動による漁業経営への影響を緩和するための新しい漁業経営安定対策の導入
等の施策を講じ、将来にわたって収益が安定し、継続的に漁業活動を行い得る漁業経営体の育成を図ることと
する。

③ 漁業者は、再生産が可能となる魚価を望み、消費者は、新鮮でかつ安価な魚を望んでおり、この相反する課
題に対応するため、中間コストを削減するなどにより、産地と消費地の価格差の縮減を図る。
目標 ③ 消費地と産地の価格差の縮減

＜達成目標＞ <18年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞
消費地と産地の価格差の縮減 4.00倍 3.98倍 －％（Ａ）

（毎年度 4.00倍以内を確保）

＜目標に関する分析結果＞
価格差の算定根拠としている魚種毎の消費地価格及び産地価格について、平成 15年と平成 18年で比較する
と、10魚種中 8魚種で相対価格差が縮減しており、実績評価での算定方法による価格差は前年より縮減した。
水産物価格は、総じてみると産地価格の上昇率に比べ消費地価格の上昇率は小さく、消費地価格に占める流通
コストの割合は低下しているものと考えられる。
しかし、マサバ、サンマ、カツオなど、価格差の比較的大きい魚種もあるため、市場統合等流通コスト縮減
の取組を引き続き行う必要がある。

＜改善・見直しの方向性＞
流通コスト縮減のため、「水産物産地市場の統合及び経営合理化に関する方針」（水産庁長官通知）について、
産地市場と消費地市場の垂直統合等多様な取組の必要性、買参権の開放 の重要性を追加し、地域や取引魚※２

種の特性に応じた産地市場の再編（全国で平成 18 年現在 815 市場を平成 22 年までに約 500）や市場運営の
改善を進めることとし、このための取組に対し以下の支援策を講じることとする。
① 産地市場の開設者又は卸売業者が、市場統廃合・買参権開放に取り組むための産地取引の実証試験、電子
商取引システムの開発等の条件整備に対する支援。

② 水産業協同組合が、再編を行い、かつ買参権を開放した市場において、自ら買参権を持って水産物を買い
取り、販売する場合の水産物の保管・出荷経費に対する支援。

③ 流通拠点となる産地市場において、鮮度管理兼水産物の付加価値向上のための施設整備に対する支援。

④ 条件不利地に立地する漁村の生活環境の改善を図るため、平成 18 年度までに汚水処理人口普及率を小都市
並の 40 ％とするとともに、高潮等の自然災害からの防災機能を高めるため、平成 19 年度までに安全性が確
保されていない漁村の面積を 5千 haに削減することにより、漁業の生産基盤でもある漁村の振興を図る。
目標 ④ 汚水処理人口普及率

＜達成目標＞ <18年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞
汚水処理人口普及率の向上 40％ 41％（暫定値） 102％（Ａ）

（平成18年度 40％）

＜目標に関する分析結果＞
漁村は、漁業活動の根拠地、生活を支える基盤であるが、条件不利地域が多く小都市と比べて生活環境が立
ち後れているという課題を有しており、改善のための環境整備が必要である。このため、汚水処理施設の整備
を推進してきた結果、平成 18 年度の確定値については平成 19 年度後半に算出予定であり、現時点では、平
成 17 年度末値に平成 18 年度で事業が完了する予定地区の処理区域人口を加えて算出する推計値による達成
状況での評価であるが、目標を達成した。

＜改善・見直しの方向性＞
目標値については、平成 11 年度よりほぼ一貫して達成しており、漁村における生活環境の改善は着実に進
んでいると考えられる。
しかしながら、都道府県別の汚水処理人口普及率で見た場合には格差が見受けられる。このため、普及率の
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低い都道府県については、関係地方公共団体と連携の下、普及啓発を行うとともに、全体として、普及率の目
標達成（平成 23年度末で約 6割）に向けて引き続き事業の推進を図っていくこととする。

目標 ⑤ 津波・高潮等による災害から一定水準以上の安全性が確保されていない漁村の面積の削減。
＜達成目標＞ <18年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞

津波・高潮等による災害から 一定水準以上の安全 5.2千haに削減 5.180千ha 103％（Ａ）
性が確保されていない漁村の面積の削減

（平成19年度 5千haに削減）
＜目標に関する分析結果＞
津波・高潮による災害から一定の水準の安全性が確保されていない漁村の面積については、事業が進捗した
ことにより 5,180ha となり、平成 14 年度末時点の 6,000haから 820haの削減となった。平成 18年度の目標
は 5,200ha で、目標削減面積は 800ha としていることから、達成率は 103 ％となり、着実に効果を発現して
いると考えられる。

＜改善・見直しの方向性＞
目標値については、平成 15 年度よりほぼ一貫して概ね達成しており、津波・高潮の災害のおそれが多い堤
防等の海岸保全施設の整備を優先的に実施することにより、着実に効果が発現しているものと考えられる。
引き続き緊急性の高い地域から優先的に整備を実施することとする。
【施策に関する評価結果】
水産業の健全な発展にとっては、漁業の健全な発展と漁村の振興が重要であり、このうち、漁業の健全な発
展に資するものとしては①効率的かつ安定的な漁業経営の育成や担い手の確保及び②適正な魚価の確保が漁村
の振興に資するものとして生活環境等の確保が重要である。
担い手確保については、平成 16 年度以降減少傾向にあるが、平成 18年度から新たに立ち上げた事業等によ
り 1,242人の新規漁業就業者の確保につながった。しかしながら、就業対策は景気の変動等の影響を受けやす
いことから効果が継続されるよう努める必要がある。
漁業経営の育成については、資源の悪化、魚価低迷、燃油価格の高騰と厳しい経営環境のもと、計画策定数
は微増にとどまっているが、今後も効果が発揮されるよう努めるとともに、計画策定数の増加を図る必要があ
る。
適正な魚価の確保については目標を達成したが、引き続き水産物流を担う産地市場の構造改革の取組を適正
に進め、流通コストの縮減を図る必要がある。
漁村の生活環境の確保については、順調に目標を達成しており、今後とも引き続き事業の推進を図ることが
重要である。

【施政方針演説等内閣の重要方針及び食料・農業・農村基本計画における位置づけ】
関係する施政方針演説等 年月日 記事事項（抜粋）
社会資本整備重点計画 H15.10.10 汚水処理人口普及率

76％（平成 14年度）→ 86％（平成 19年度）
津波・高潮による災害から一定水準の安全性が確保されていない地
域の面積
約 15万 ha（平成 14年度）→約 10万 ha（平成 19年度）

水産基本計画 H14.3.26 第１の２ 水産業の健全な発展
第３の２（１）効率的かつ安定的な漁業経営の育成

（３）人材の育成及び確保
（５）水産加工業及び水産流通業の健全な発展
（10）漁村の総合的な振興

【政策評価総括組織（企画評価課長）の所見】
評価結果は概ね妥当であるものの、国際競争力のある経営体の育成、確保の観点から新規就業者の確保や漁
業者の育成になお一層努力する必要がある。特に、景気の動向等により新規漁業就業者数の確保に関する政策
の効果が十分に発揮されていない点については、異業種からの参入を促進するための施策など、例えば学生、
サラリーマンなど支援の対象ごとにニーズにあった就業支援策を講じるべきである。また、漁業経営改善計画
の策定が進んでいない点については、我が国漁業の将来を担う経営体に支援施策を集中させていくとする今後
の方向と整合性をとりつつ、全体として漁業経営基盤の強化に資するよう、より効果的な指標の追加等を検討
すべきである。
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【政策評価会委員の意見】
・ 新規就業者がその後定着したか、あるいは離職率が高いのか等を事後的にフォローするべきではないか。（田
中委員）

・ 水産資源量自体が減少する中で、例えば鮮度などに気をつけて付加価値をつけたり、ブランド化等により
高く売るための取組を産地で行っている。流通経費の縮減も大切だが、そのことと付加価値をつけて高く売
ることを推奨していくこととは矛盾しないのか。（合瀬委員）

・ 産地価格と消費地価格の価格差について、付加価値をつけることと流通コストを下げることとは分けて考
える必要があるのではないか。途中で多段階の流通経路を通ることによる流通マージンは問題であり下げる
必要があるが、一方で付加価値を高めることは、生産者の手取りも増えるし、消費者にとってもよいことだ。
価格差４倍という目標の中で、流通コストだけを下げるという工夫ができるのかどうかを知りたい。（合瀬委
員）



⑭－ 5

（別紙）

１ データ、資料等

目標① 新規就業者数の確保
＜目標設定の考え方＞
全国的に漁業就業者の高齢化が進むとともに、若い漁業者が減少しており、国民に対する水産物の安定供給
及び水産業の健全な発展を図るためには、将来の漁業を担うに足りる能力を備えた人材の効率的かつ安定的な
確保が重要である。
水産基本計画では、漁業就業者全体の約９割を占める沿岸漁業就業者数の展望について、すう勢では平成 12
年の沿岸漁業漁業就業者数は 22.1万人に対し、平成 24年は 10.7万人まで減少するが、政策努力により 8千
人増加し 11.5万人を確保することとしている。
従って、漁業就業者の減少に歯止めをかける観点から、新規就業者の確保については、平成 12 年の新規就
業者が 1,370人であることを勘案して「新規漁業就業者数 1.5千人／年の確保」とした。
＜目標値と実績値の推移＞

資料：農林水産省「農林漁業への新規就業者に関する情報収集」（H13）、

農林水産省「新規就業者調査結果」（H14～15）、水産庁調べ（H16)、

大日本水産会調べ（H17～）

＜目標達成状況の判定方法＞
農林水産省政策評価基本計画第 5の 1の(3)のカの①に示すとおり。

（達成度合の計算方法）
達成率＝当該年度の新規就業者数÷目標値（1，500）× 100 ％

目標② 漁業経営改善計画の認定者数
＜目標設定の考え方＞
効率的かつ安定的な漁業経営の育成については、国・都道府県の助言等の下に、漁業者が、漁船その他の施
設の整備、生産方式の合理化、経営管理の合理化その他の措置を行うことにより、その経営の相当程度の向上
を図ることを目的として漁業経営改善計画が策定されることから、「漁業経営改善計画の認定者数の確保」を
指標とする。
平成 14 年度の新規認定者数が 67 経営体であることから、年間の認定件数目標 15 ％増を見込んで目標値を
設定する。
＜目標値と実績値の推移＞

新規就業者数の推移
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＜目標達成状況の判定方法＞
農林水産省政策評価基本計画第 5の 1の(3)のカの①に示すとおり。

（達成度合の計算方法）
達成率＝当該年度の漁業経営改善計画の新規認定経営体数（累計）÷目標値× 100 ％

目標③ 消費地と産地の価格差の縮減
＜目標設定の考え方＞
魚価の面から見れば、漁業者は高く、消費者は安くという相反することが求められている。この課題に対応
するためには、零細な産地市場の統廃合による取扱単位の増大や、消費地市場を経由しない流通を行うこと等
により、中間コストを削減し、産地価格と小売価格の差を縮める必要があることから、「消費地と産地の価格
差４倍以内の確保」を目標とする。
＜目標値と実績値の推移＞

＜目標達成状況の判定方法＞
目標値を下回るときは達成(A)、その他のときは未達成(C)とする。

※価格差は、需給の影響により産地価格が比較的大きく変動するため、目標値を単年度の値で設定す
ることは適当でないため、各年度ごとに直近 3 カ年の平均値を実績値として評価することとしてい
る。

目標④ 汚水処理人口普及率の向上
＜目標設定の考え方＞
漁業活動の基盤である漁村の総合的な振興の観点から、小都市（10 万人規模）と比べ立ち後れている生活環

漁 業 経 営 改 善 計 画 の 認 定 者 数 の 推 移

6 7

1 7 9 1 9 8
2 1 8 2 3 4

1 4 4

2 2 1

2 9 8

3 7 5

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

2 5 0

3 0 0

3 5 0

4 0 0

１ ４ 年 度 １ ５ 年 度 １ ６ 年 度 １ ７ 年 度 １ ８ 年 度

（ 経 営 体 数 ）

実 績

目 標 値

消費地と産地の価格差の推移

4.22 4.25

4.55

4.44 4.41

3.984.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

3.6

3.7

3.8

3.9

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

13 14 15 16 17 18

年

円
／
ｋ
ｇ

実績値

目標値
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境の向上を図るため、「汚水処理人口普及率」を指標とする。
平成 14年策定の「漁港漁場整備長期計画」の目標（平成 23年度までに汚水処理人口普及率を概ね 6割とす
る）に基づき、平成 14年度に 27％であった漁業集落排水施設による汚水処理普及率について、平成 18年度
までに 40％を目標とする。
＜目標値と実績値の推移＞

＜目標達成状況の判定方法＞
農林水産省政策評価基本計画第 5の 1の(3)のカの①に示すとおり。

（達成度合の計算方法）
達成率＝当該年度の実績値÷当該年度の目標値× 100（％）

目標⑤ 津波・高潮等による災害から 一定水準以上の安全性が確保されていない漁村の面積の削減
＜目標設定の考え方＞
厳しい自然環境に立地している漁村の防災機能の向上を図るため、「津波高潮等による災害から一定水準以上
の安全性が確保されていない漁村の面積の削減」を指標とする。
平成 15 年策定の「社会資本整備重点計画」の目標（平成 19年度までに津波高潮等による災害から一定水準
以上の安全性が確保されていない地域の面積を 10万 haにする）に基づき、漁村における当該面積について、
平成 19年度までに 5千 haを目標とする。
＜目標値と実績値の推移＞

汚水処理人口普及率の推移

41%

(暫定値)39%18% 21% 25% 27% 31% 35%

40%
37%

34%31%28%24%21%18%

0%

20%

40%

60%

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18

実績 目標値

5 ,180
5 ,4055 ,5805 ,7906 ,000 5 ,000

5 ,2005 ,400

6 ,000
5 ,800

5 ,600

4 ,000

4 ,500

5 ,000

5 ,500

6 ,000

H14 H15 H16 H17 H18 H19

実績

目標値
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＜目標達成状況の判定方法＞
農林水産省政策評価基本計画第 5の 1の(3)のカの①に示すとおり。

（達成度合の計算方法）
達成度＝(基準値－今年度実績値)÷(基準値－今年度目標値）× 100 ％

【参考データ】 省略

２ 用語解説

注１ 漁業経営改善制度

経営改善の意欲ある漁業者及びそのような漁業者を構成員とする漁業協同組合等が、漁船その他施

設の整備、生産方式の合理化、経営管理の合理化等の措置を実施することを支援することにより、漁

業経営の向上を図り、もって効率的かつ安定的な漁業経営を育成するための制度。支援をうける要件

として、付加生産額を５年間で 15％向上させるという漁業経営改善計画を申請することが必要。
注２ 買参権の開放

買参権とは、水産物産地市場（水産物の卸売のために開設される市場であって、漁船による水産物

の直接水揚げ又は陸送による生産地からの水産物の搬入を受けて、第一段階の取引を行う市場をいう。）

の場合、生産者が市場に水揚げした魚介類を、卸売人が行うセリ、入札等の水産物の売買に参加する

権利のことであり、一定の資格（法令資格、実績、保証金など）を有することにより、市場開設者か

ら買参権を取得することができる。多くの産地市場では、買受人の新規参入が必要以上に制限され、

十分な数の買受人がいないため、公正な価格形成と水産物の安定供給に支障をきたしているとの指摘

がある。制度上は、開設者の権限により買受人の新規参入は可能となっているが、競争激化を嫌う既

存業者の反発に配慮し、権限を行使できないとの声がある。

（注）農林水産省政策評価基本計画

http://www.maff.go.jp/www/press/cont2/20070402press_1b.pdf



政策分野

政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

水産業振興事業委託費
のうち
　水産業振興型技術開
　発事業費

水産業の競争力強化に
資する研究、技術の開
発

97

未利用資源の有効成分を活
用した食品等への転換のた
めの技術開発及び水産バイ
オマス資源の総合的な利活
用システム構築の検討、漁船
の二酸化炭素排出量を削減
し省エネ化を実現する地球温
暖化対策技術の導入、ノリの
高水温耐性や高色調性など
に関与する遺伝子の機能解
析による品種改良のための技
術開発等を実施した。水産業
の競争力強化への寄与が期
待される。

　非係留型浮魚礁活用
　省エネ総合試験事業
費

- 14
平成18年度実績は、平成19
年7月下旬に取りまとめ予定

水産業振興事業民間団
体委託費のうち
　環境調和型漁船等創
造
　対策事業費

- 33

計６回の委員会を開催し、漁
船の環境対策及び安全性に
係るデータ収集及び解析等
を行うことにより、次年度以降
の調査研究に有益なデータ
等が整理された。水産業の競
争力強化への寄与が期待さ
れる。

水産業の健全な発展

実績評価（政策手段シート）

分野の目標等 政策手段の内容
実績及び実績に対する所見

(関連する目標）

水産業の健全な発展に資する省エネ・
省コストに向けた漁業者の取組みを支
援するため、小型漁船にも搭載可能な
非係留型浮魚礁の開発及び我が国周
辺水域における非係留型浮魚礁を用
いたグループ操業を試験的に行う。

水産業の健在な発展に資するため、
漁船漁業による環境負荷を低減する
ための漁具・漁法の開発及び漁船設
計指針策定、漁船の安全性確保のた
めの工学的なモデル解析及び操業安
全指針策定等を実施。

① 新規漁業就業者
数の確保

水産業の健全な発展に資するため、
未利用資源の利用、漁船への地球温
暖化対策技術の導入、ノリの遺伝子解
析による品種改良のための技術開発
等の実施。
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等 政策手段の内容
実績及び実績に対する所見

(関連する目標）

水産業振興事業費補助
金のうち
　漁業の担い手確保・育
　成対策総合推進事業
　費

新規就業者数
1,500人／年以上の確保

757

・全国漁業就業者確保育成
センターによる漁業就業者の
確保のための情報提供（H1８
の全国センターHPアクセス件
数は16万件）
・資格取得講習会（延べ9回、
延べ153名参加）
・漁業地域の福祉向上のため
年金普及講習会（６０名参加）
等を実施
・また、全国漁業者交流大会
の開催（1回）、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ
研修会（全国4ヶ所）の開催及
び各都道府県が認定した漁
業共同改善計画等に沿った
協業体及び漁村女性等の取
組の実施に対して支援。
（協業体　　14都道府県21課
題）
（漁村女性 　 　 5県　　　6課
題）
・平成17年の新規就業者数
は1,242人（達成率83％）で概
ね目標を達成。【後日更新】

　省エネルギー技術導入
　促進事業費

- 1,023
平成18年度実績は、平成19
年7月下旬に取りまとめ予定

省エネルギー技術を漁船に導入し、
当該技術の実証・普及を短期集中的
に行うとともに、衛星データと漁船から
の実測データ等を用いた漁場探索効
率化のための技術開発を実施。

人材の育成及び確保等を推進し、効
率的かつ安定的な漁業経営を育成す
るため、全国漁業就業者確保育成ｾﾝ
ﾀｰの活動支援、福祉対策の推進、漁
業者に対する研修、情報提供等、協
業体・漁村女性等が行う経営改善の
取組等への支援を実施。
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等 政策手段の内容
実績及び実績に対する所見

(関連する目標）

沿岸漁業改善資金造成
費補助金

沿岸漁業改善資金の貸
付けについて、
①経営等改善資金のう
ち、環境高度対応機関
の導入３４８機
②生活改善資金のうち
衛生施設の整備４０件
③青年漁業者等養成確
保資金のうち、漁業経営
開始資金　５５件
を目標（Ｈ１４年度貸付
実績ベ－ス）。

10
平成18年度実績は、平成19
年7月下旬に取りまとめ予定

水産業振興民間団体事
業費補助金のうち
　水産業振興型技術開
　発事業

水産業の競争力強化に
資する研究、技術の開
発

91
平成18年度実績は、平成19
年7月下旬に取りまとめ予定

水産業改良普及事業交
付金

 新規就業者数
1,500人／年以上の確保

91
平成18年度実績は、平成19
年7月下旬に取りまとめ予定

沿岸漁業改善資金助成法（昭和５４年
法律第２５号）に基づき、都道府県が
行う無利子貸付事業に必要な資金の
造成に対し、政府が助成するものであ
り、当該無利子資金を沿岸漁業従事
者等に融通することにより、担い手の
育成及び確保等を推進。

沿岸漁業等の生産性の向上、漁家経
営の改善等のため、水産業改良普及
事業の安定的な実施を支援。

青色発光ダイオード集魚灯によるイカ
釣り漁業のコスト削減の推進や漁獲物
のブランド化等に関する技術開発。

⑭－11



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等 政策手段の内容
実績及び実績に対する所見

(関連する目標）

(独)水産大学校運営費
交付金

中期目標の達成 2,182
平成18年度実績は、平成19
年7月下旬に取りまとめ予定

(独)水産大学校施設整
備費補助金

中期目標の達成 637
平成18年度実績は、平成19
年7月下旬に取りまとめ予定

(独)水産大学校船舶建
造費補助金

中期目標の達成 2,059
平成18年度実績は、平成19
年7月下旬に取りまとめ予定

沿岸漁業改善資金助成
法

－ －

・沿岸漁業従事者等の自主
的な経営・生活の改善や担い
手の確保を図るための無利
子貸付制度を定める本法の
存在により、漁業就業時にお
ける資金調達の負担が軽減さ
れることから、新規漁業就業
者数の確保（以下「目標①」と
いう。）の達成に大きく寄与し
ている。

水産業の健全な発展とそれを担う人材
の育成を着実に図るため、農林水産
大臣から示された「中期目標」に対す
る「中期計画」の達成と、水産に関する
学理及び技術の教授及び研究等を実
施。

沿岸漁業従事者等が自主的に経営の
改善等を図ることを促進するため、都
道府県が行う無利子貸付事業に対し、
政府が必要な助成を行う制度を確立
し、もって沿岸漁業の経営の健全な発
展等に資することを目的とする。

水産業の健全な発展とそれを担う人材
の育成を着実に図るため、農林水産
大臣から示された「中期目標」に対す
る「中期計画」の達成と、水産に関する
学理及び技術の教授及び研究等を実
施。

水産業の健全な発展とそれを担う人材
の育成を着実に図るため、農林水産
大臣から示された「中期目標」に対す
る「中期計画」の達成と、水産に関する
学理及び技術の教授及び研究等を実
施。

⑭－12



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等 政策手段の内容
実績及び実績に対する所見

(関連する目標）

(独)水産大学校法 － －

（独）水産大学校は、水産業
を担う人材の育成を図ること
を目的としており、目標の達
成を側面から支援。

(独)水産総合研究セン
ター法

－ －

水産に関する総合的な試験
及び研究等を行うことにより、
水産に関する技術の向上に
寄与することを目的とする
（独）水産総合研究センター
は、技術に不安を有する新規
就業者に対して科学的知見
を提供する不可欠の存在で
あり、目標①の達成を側面か
ら支援。

水産研究・技術開発戦
略

－ －

水産試験研究・技術開発の
重点化方向及びこれらを強力
に推進するための推進方策
を明示する本戦略は、研究・
開発面における重要な指針と
なっており、目標①の達成を
側面から支援。

独立行政法人水産大学校の名称、目
的、業務の範囲等に関する事項を定
めることを目的とする。

水産試験研究・技術開発の重点化方
向及びこれらを強力に推進するための
推進方策を明示。

独立行政法人水産総合研究センター
の名称、目的、業務の範囲等に関する
事項を定めることを目的とする。
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等 政策手段の内容
実績及び実績に対する所見

(関連する目標）

② 漁業経営改善計
画の認定者数の
確保

水産業振興事業費補助
金のうち
　担い手代船取得支援
　リース事業

・借受者の漁業経営改
善計画の目標達成率
１００％
・リース期間終了後の代
船取得経費の自己信用
力による調達率１００％

355

１５件の漁船リース事業に対
し、リース料の一部助成を行
い、借受漁業者の経営支援
を行った。目標達成率につい
ては、漁業経営改善計画が
単年度設定ではないため次
年度以降も経過を観察。ま
た、リ－ス期間終了後の代船
取得経費の自己信用力によ
る調達率についてもリ－ス期
間が継続中であり、期間終了
後まで引き続き経過を観察。

　中小漁業経営支援事
　業費

・年間約２００経営体の相
談を受け付け、経営指導
等を実施
・うち漁業経営改善計画
策定者の計画の目標達
成率を１００％

40

・３つの経営支援協議会の運
営補助を行い、年間１０経営
体の相談を受け経営指導を
実施した。

　漁業共済基盤強化
　事業費

- 1,250

全国漁業共済組合連合会に
対し、特定の契約方式を選
択、又は少額免責額を増額さ
せた漁業者に対する純共済
掛金の上乗せ助成に係る補
助を行った。また、加入率が
平成16年度49.9％から平成
17年度50.9％（速報値）に上
昇し、初めて50%を超えた。

中小漁業者の代船取得を支援するた
め、漁業者団体が実施する漁船リース
についてリース料の一部を助成。

中小漁業経営の再生を図るため、経
営のプロによる漁業経営改善・再建計
画の策定指導等を実施する経営支援
協議会運営に要する経費を助成。

漁業共済事業の安定的な運営の確保
と収支の健全化を図るため、少額共済
金の支払抑制に係る契約方式を選択
した漁業者に対する共済掛金の補助
を実施。
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等 政策手段の内容
実績及び実績に対する所見

(関連する目標）

水産業振興民間団体事
業費補助金のうち
　中小漁業融資保証健
　全化対策費

基金協会の長期延滞債
権の減少
（18年度：55件、２２４，２
１７千円）

32
Ｈ１８度長期延滞額等の確定値
は８月頃の予定

　漁協系統組織・事業改
　革促進事業費

認定漁協数１２０漁協 91

・平成1７年度末現在、認定漁
協数１５６漁協となり、目標を
大幅に超えて達成している。
（平成１８年度以降は都道府
県知事による認定となってお
り、漁協数は未把握）

強い水産業づくり交付金
のうち
　経営構造改善目標

水産業の経営構造の改
善（費用対効果の高い
共同利用施設の整備
等）

11,823
の内数

平成18年度においては、26
県99地区において施設整備
を実施した。
費用対効果の高い共同利用
施設等の整備を実施すること
で、効率的かつ安定的な漁
業経営が図られた。

中小漁業関連資金融通
円滑化事業費補助金の
うち
　中小漁業関連資金
　融通円滑化事業費

基金協会の保証引受額
増加
（18年度：1,452億円の保
証引受）

67
Ｈ１８度保証引受額の確定値は８
月頃の予定

　認定漁協資金融通
　円滑化事業費補助金

ー 90
平成18年度実績は、平成19
年7月下旬に取りまとめ予定

組織再編と事業改革による事業基盤
の拡充・強化を推進するとともに、漁協
の機能を高度化するため、漁協系統
が実施する取組を支援。

役職員の資質向上のための全国研修
会、不良債権解消のための協議会等
を実施するため、その費用に対し助成
を実施。

水産業生産基盤としての共同利用施
設等を整備。

無担保・無保証人に対する保証のリス
クを軽減するため、基金協会が代位弁
済を行った際の引当金等の積立てを
国・県等で助成。

漁協が長期運転資金の融資を受ける
際に必要となる、漁業信用基金協会の
保証に対し国・県等で助成。
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等 政策手段の内容
実績及び実績に対する所見

(関連する目標）

漁業経営維持安定資金
利子補給等補助金

融資枠（Ｈ１８要求：６５
億円）の維持

18

２団体が行った利子補給に要
した経費を助成し、成果目標
である融資枠６５億円を維持
した。

漁業信用保険事業交付
金

対象となる漁業資金の融
資円滑化
(１８年度：８５６億円分の
保証引受の確保）

555

漁業者の負担軽減を図りつ
つ、信用基金の保証保険収
支が均衡となるよう交付金を
交付し、資金の円滑化を図っ
た。

漁業近代化資金利子補
給金

融資枠（Ｈ１８要求：２０
億円）の維持

2
漁業者等の資本装備の高度
化・近代化を図るため、融資
枠２０億円を維持した。

漁業共済事業実施費補
助金

－ 374
38漁業共済組合に対し、人
件費の一部補助を行った。

漁業共済事業業務費補
助金

漁業共済の加入率を平
成２０年度までに５３％

182

全国漁業共済組合連合会及
び38漁業共済組合に対し、
事務費の一部補助を行った。
また、加入率が平成16年度
49.9％から平成17年度50.9％
（速報値）に上昇し、初めて
50%を超えた。

漁業共済再共済金支払
資金借入金利子交付金

－ 129

全国漁業共済組合連合会に
対し、国の保険金支払い繰り
延べに伴う借入により生じた、
利子相当額の交付を行った。

制度の健全な発展と地域経済の活性
化を図るため、加入率の向上や漁業
共済団体の合併に係る経費を補助。

漁業者の経営の再建を図るために融
資機関が貸し付けた漁業経営維持安
定資金等について、民間団体が行う
利子補給に要する経費を助成。

漁業者の保証料負担を軽減するた
め、（独）農林漁業信用基金に対して、
漁業保証保険収支が均衡するよう必
要な経費を交付。

事業の健全かつ円滑な運営を図り、漁
業経営の安定に資するため、漁業共
済組合の人件費を補助。

漁業者等の資本装備の高度化及び経
営の近代化を図るための、国による利
子補給の措置。

漁業者に対する共済金支払いの遅延
を防止するため、保険金の未受領額
に相当する借入金に係る利子相当額
を交付。
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等 政策手段の内容
実績及び実績に対する所見

(関連する目標）

漁船保険中央会交付金
法に基づいた漁船保険
制度の適切かつ円滑な
運営

6,162

漁船保険中央会に対し、
6,161,997千円を交付した。
これにより、保険加入者に対
し、6,573,986千円の純保険
料を負担した。

漁業共済組合連合会交
付金

漁業共済の加入率を平
成２０年度までに５３％

4,885

全国漁業共済組合連合会に
対し、4,884,922千円の交付
を行った。これにより、共済加
入者に対し、7,405,895千円
の純共済掛金の補助を行っ
た。また、加入率が平成16年
度49.9％から平成17年度
50.9％（速報値）に上昇し、初
めて50%を超えた。

漁業協同組合事務費交
付金

漁船保険制度の適切か
つ円滑な運営

587

義務加入漁船に係る保険料
の収集等を行う漁協に対し、
保険組合が支払う事務費の
一部補助を行った。

漁船保険振興事業費補
助金

漁船保険制度の適切か
つ円滑な運営

3
経営基盤の弱い１０組合に対
し、経費等の助成を行った。

漁業災害補償制度等調
査委託費のうち
　漁業共済事業管理シ
　ステム事業委託費

漁業共済事業の事業実
績に係る集計分析及び
集計結果作成プログラム
の開発等

26

漁業共済事業の共済区分ご
とに、共済、再共済及び保険
の各段階の事業実績につい
て集計等を行った。必要に応
じてプログラムの修正を行っ
ている。

　漁船船主責任保険実
　績集計委託費

漁船船主責任保険の事
業実績に係る集計分析

7
漁船船主責任保険の引受、
事故等の分析が可能となる事
業実績の集計を行った。

事業の健全かつ円滑な運営に資する
ため、加入者への純保険料補助と国
に納入される保険料相当額との差額
を交付。

義務加入漁船に係る保険料の収集等
を行った漁協に対し保険組合が支払う
事務費を一部補助。

経営基盤の弱い保険組合に対する経
費等を補助。

引受、事故等の分析が可能となる概況
表、統計表を作成するため、事業に関
する資料を一元的に処理する漁船保
険中央会に対して集計業務を委託。

漁業共済事業の事業実績を月別・年
計ごとに集計するため、漁業共済事業
に関するデータを一元的に処理してい
る全国漁業共済組合連合会に対して
集計業務を委託。

事業の健全かつ円滑な運営に資する
ため、加入者への掛金補助額と国に
納入される保険料相当額との差額を
交付。
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等 政策手段の内容
実績及び実績に対する所見

(関連する目標）

水産業振興対策推進指
導費補助金のうち
　ノリ養殖業構造調整・
 競争力強化対策事業

- 680

全国のノリ養殖産地で構造改
革計画が策定されるとともに、
宮城県、香川県、佐賀県にお
いて自動乾燥機の廃棄に支
援を行った。

漁業経営の改善及び再
建整備に関する特別措
置法

－ －

漁業経営の改善等のための
資金の融通円滑化等の措置
を講じる本法は、漁業経営改
善計画の認定者数の確保
（以下「目標②」という。）の達
成の基本となる重要な政策手
段。

漁業近代化資金融通法 － －

漁協系統資金の融通を円滑
にするために国が利子補給
措置を講じることを定める本
法は、目標②の達成のため
重要な政策手段。

中小漁業融資保証法 － －

中小漁業者等に対する信用
補完の措置を講じることを定
める本法は、目標②の達成の
ため重要な政策手段。

漁船損害等補償法 － －

漁業における事故等の費用
を補償することを定める本法
は、漁業経営の安定に有効
性のある政策手段。

漁業経営の改善等のための資金の融
通円滑化、漁業整備の推進等の措置
を講じることにより、効率的かつ安定的
な漁業経営の育成を図ることを目的と
する。

漁協系統資金の活用により漁業者等
の資本装備の高度化・経営の近代化
を目的として、国が利子補給措置を講
じる。

不慮の事故によって漁船や漁船に積
んだ漁獲物等が受けた損失及び他の
船に衝突するなどの漁船の運航に伴う
不慮の事故により漁業者が負担するこ
ととなった費用を補償し、漁業経営の
安定に資することを目的とする。

中小漁業者等に対する信用補完の措
置を講じることにより、中小漁業の振興
を図ることを目的とする。

漁協等によるノリ養殖業の構造改革計
画の策定、及び同計画に基づいて漁
業者や漁協等が取り組む生産性の低
い自動乾燥機等の廃棄を支援。
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等 政策手段の内容
実績及び実績に対する所見

(関連する目標）

漁船乗組員給与保険法 － －

漁船の乗組員が抑留された
場合における給与の支払を
保障することを定める本法
は、漁業経営の安定に有効
性のある政策手段。

漁業災害補償法 － －

自然災害等により漁獲が減少
した場合等にその費用を補償
することを定める本法は、漁
業経営の安定に有効性のあ
る政策手段。

漁業協同組合合併促進
法

－ －

漁業協同組合の健全な発展
のためにその合併を促進する
本法は、目標②の達成の前
提となる政策手段。

水産業協同組合法 － －
漁業協同組合等の組織につ
いて定める本法は、目標②の
達成の前提となる政策手段。

(独）水産大学校法 － －

水産業を担う人材の育成を図
ることを目的とする（独）水産
大学校は、目標②を達成する
ための不可欠の存在。

独立行政法人水産大学校の名称、目
的、業務の範囲等に関する事項を定
めることを目的とする。

漁船の乗組員が抑留された場合にお
ける給与の支払を保障し、もつて、漁
船の乗組員の生産意欲を保持し、あ
わせて、漁業経営の安定に資すること
を目的とする。

　漁民及び水産加工業者の協同組織
の発達を促進し、もってその経済的社
会的地位の向上と水産業の生産力の
増進を図り、国民経済の発展を期す。

適正な事業経営を行うことのできる漁
業協同組合を広範に育成して漁業に
関する協同組織の健全な発展に資す
るため、漁業協同組合の合併の促進
を図る。

自然災害又は不慮の事故によって漁
獲が減少した場合や漁具や養殖施設
等が壊れた場合に、漁業者が受けた
損失を補償し、漁業経営の安定に資
することを目的とする。

⑭－19



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等 政策手段の内容
実績及び実績に対する所見

(関連する目標）

(独)水産総合研究ｾﾝﾀｰ
法

－ －

水産に関する総合的な試験
及び研究等を行うことにより、
水産に関する技術の向上に
寄与することを目的とする
（独）水産総合研究センター
は、担い手に対して科学的知
見を提供する不可欠の存在
であり、目標②の達成を側面
から支援。

水産研究・技術開発戦
略

－ －

水産試験研究・技術開発の
重点化方向及びこれらを強力
に推進するための推進方策
を明示する本戦略は、研究・
開発面における重要な指針と
なっており、目標②の達成を
側面から支援。

北方地域旧漁業権者等
に対する特別措置に関
する法律に基づく低利融
資制度

－ －

本特例措置の存在により、北
方地域の旧漁業権者の経営
基盤が強化されることとなる。
なお、H17実績は157百万円

所得税・法人税 － －

本特例措置の存在により、漁
協等における機械の取得が
促進されるなど、目標②の達
成のため重要な政策手段。

法人税 -

本特例措置の存在により、漁
協合併の際の負担が軽減さ
れるなど、目標②の達成のた
め重要な政策手段。

独立行政法人水産総合研究センター
の名称、目的、業務の範囲等に関する
事項を定めることを目的とする。

水産試験研究・技術開発の重点化方
向及びこれらを強力に推進するための
推進方策を明示。

北方協会に造成した１０億円の基金か
ら、北方地域旧漁業権者等に対して
事業・生活資金を低利融資する。

中小企業者が機械等を取得した場合
等の特別償却又は税額控除

漁業協同組合合併促進法に基づく合
併について、企業再編税制における
適格合併の適用　等。
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等 政策手段の内容
実績及び実績に対する所見

(関連する目標）

登録免許税 － －

本特例措置の存在により、漁
協合併の際の負担が軽減さ
れるなど、目標②の達成のた
め重要な政策手段。

石油・石炭税 － －

本特例措置の存在により、燃
油負担が軽減されることから、
目標②の達成のため重要な
政策手段。昨今の燃油高騰
により本措置の寄与は大き
い。
なお、H17実績は3,529百万
円。H18実績については平成
20年3月中に取りまとめ予定。

不動産取得税 － －

本特例措置の存在により、共
同利用施設の取得が促進さ
れるなど、目標②の達成のた
め重要な政策手段。

固定資産税 － －
平成18年度実績は、平成19
年7月下旬に取りまとめ予定

水産業協同組合が国の交付金等の交
付を受けて共同利用施設を取得した
場合、当該補助を受けた一定額が価
格から控除　等。

漁業協同組合合併促進法に基づく合
併について、合併漁協が被合併漁協
から取得した不動産または船舶の権
利の移転登記にかかる特例措置　等

農林漁業用輸入A重油の石油石炭税
の免税、農林漁業用国産A重油の石
油石炭税相当額の還付

漁業協同組合等が取得する漁業者の
共同利用に供する機械・装置に係る
固定資産税について、取得後３年間
に限り、当該機械等の価格の１／２に
軽減　等。
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等 政策手段の内容
実績及び実績に対する所見

(関連する目標）

水産物流通対策事業費
補助金

主要水産物の産地価格
の安定

1,826

・産地価格の下落時に水産
物調整保管事業を実施し、水
産物価格の安定に努めた。
・また、需要創出につながる
新商品・サービスの開発を行
い、水産物価格の向上に努
めた。
・今後も、産地価格低落の緩
和や需要創出の取組を実施
しつつも、産地市場の統廃合
等の流通構造改革により、流
通コスト縮減に取り組む必要
がある。

水産業振興事業民間団
体委託費のうち
　水産物流通加工対策
　等委託費

- 44

・水産物流通のグローバル化
が国内主要水産物の需給・
価格形成へ与える影響につ
いて調査を行い、ホームペー
ジ等において公表することに
より広く国民へ寄与した。
・ＷＴＯ加盟国が採用してきた
貿易制限的な措置に関する
パネルや上級委員会の報告
書及び各国の関係制度の検
討を行い、法的解釈をまとめ
る等、水産資源管理に資する
水産物貿易政策のために有
益な知見・基礎資料を収集し
た。

水産業振興民間団体事
業費補助金のうち
　水産物品質管理対策
　推進支援事業費のうち
　　水産物消費改善
　　事業費

- 32

水産物消費嗜好動向調査、
親子料理教室、シーフード料
理コンクール等を実施。「魚
離れ」が進行する中、実態の
掘り下げを行うとともに、魚に
親しんでもらう機会を増加さ
せた。

世界的な水産物流通のグローバル化
の進行を踏まえ、国内主要水産物の
需給動向や諸外国の貿易措置に関連
した各種調査・分析を実施　等

③ 消費地と産地の
価格差の縮減

産地及び消費地を通じた水産物価格
の安定を図るため、漁業者団体等が
水揚集中時に対象魚種を買取、保管
し、放出する取組を実施した際及び漁
業者団体等が量販店、加工業者等の
最終実需者との間で直接取引契約を
締結し、最終実需者が求める種類、規
格の水産物を買取、一定価格で安定
的に供給する取組を実施した際、これ
に必要な買取代金の金利及び保管経
費等の助成を行うのに必要な資金を
（財）漁価安定基金に造成。
また、漁業者団体等と食品産業、小売
業とが連携した、国産水産物の新たな
需要の創出につながる取組等に対し
て支援。

水産物の消費改善を図るため、消費
動向調査、ふれあい学習講習会、料
理コンクールを実施。
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等 政策手段の内容
実績及び実績に対する所見

(関連する目標）

農林漁業用揮発油税財
源身替漁港関連道整備
事業費

安全・安心な水産物が
国民へ安定的・効率的
に供給されるように、生
産流通の機能の高度化
を実現

1,016
１０地区で事業を実施し、うち
１地区で事業が完成した。

漁港漁場整備法 － －

漁業、増養殖施設等を含む
漁港施設を整備することを定
める本法は、水産業の生産量
の確保のために重要な政策
手段。

水産加工業施設改良資
金融通臨時措置法

－ －

水産加工施設の改良等に必
要な資金の融通について定
める本法は、目標③の達成の
ために有効な政策手段。

(独)水産総合研究ｾﾝﾀｰ
法

－ －

水産に関する総合的な試験
及び研究等を行うことにより、
水産に関する技術の向上に
寄与することを目的とする
（独）水産総合研究センター
は、目標③の達成のために必
要な知見を提供する重要な
存在。

水産研究・技術開発戦
略

－ －

水産試験研究・技術開発の
重点化方向及びこれらを強力
に推進するための推進方策
を明示する本戦略は、研究・
開発面における重要な指針と
なっており、目標③の達成の
ために重要な政策手段。

独立行政法人水産総合研究センター
の名称、目的、業務の範囲等に関する
事項を定めることを目的とする。

水産試験研究・技術開発の重点化方
向及びこれらを強力に推進するための
推進方策を明示。

食用水産加工品の安定供給を図るた
め、水産加工施設の改良等に必要な
資金の融通を行う。

水産業の健全発展及びこれによる水
産物の供給の安定を図る。

漁獲物の流通及び漁業用資材の輸送
の合理化のため、漁港と幹線道路等を
結ぶアクセス道路の整備。
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等 政策手段の内容
実績及び実績に対する所見

(関連する目標）

不動産取得税 － －

本特例措置の存在により、共
同利用施設の取得が促進さ
れ、流通コスト削減に資する
など、目標③の達成のため重
要な政策手段。

所得税・法人税 － －

本特例措置の存在により、
ジュール加熱装置の取得が
促進され、経営コスト削減に
資するなど、目標③の達成の
ため重要な政策手段。

漁村総合整備事業費補
助

概ね10年後の平成23年
度において、漁村におけ
る汚水処理人口普及率
を小都市並みの約60％
まで引き上げ

16,387
平成18年度実績は、平成19
年7月下旬に取りまとめ予定

直轄災害事業費 - 80
平成18年度実績は、平成19
年7月下旬に取りまとめ予定

漁港施設災害復旧事業
費補助 - 9,967

平成18年度実績は、平成19
年7月下旬に取りまとめ予定

漁港施設災害関連事業
費補助

- 22
平成18年度実績は、平成19
年7月下旬に取りまとめ予定

ジュール加熱装置を取得した場合の
特別償却　等

漁港の環境向上に必要な施設の整
備、漁港の背後の漁業集落等におけ
る生活環境の改善、 離島・辺地等の
条件不利地域に立地する漁村地域に
おける活力ある漁村の形成、地域の既
存ストックの有効活用を通じた生産基
盤と生活環境基盤の効率的な整備。

漁業近代化資金等の貸付を受けて設
置した共同利用施設を取得した場合
の課税標準の特例措置

北海道内における、３種、４種漁港の
漁港施設の速やかな復旧を図り、もっ
て公共の福祉を確保。

漁港施設及び漁業用施設の速やかな
復旧を図り、もって公共の福祉を確
保。

④

・再度災害の防止
・漁業集落環境施設の災害復旧
・海岸に漂着した流木等の緊急的な
処理を実施。

汚水処理人口普
及率
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等 政策手段の内容
実績及び実績に対する所見

(関連する目標）

強い水産業づくり交付金
のうち
　漁村地域の活性化目標

漁村地域の活性化（費
用対効果の高い施設の
整備）

11,823
の内数

９２地区において交流基盤施
設等の整備を実施し、漁村地
域の活性化に寄与した。

水産業振興民間団体事
業費補助金のうち
　遊漁船業等適正化
　対策推進事業費

- 19
平成18年度実績は、平成19
年7月下旬に取りまとめ予定

水産業振興事業民間団
体委託費のうち
　都市漁村交流促進事
　業費

都市漁村交流活動事例
数1,000（18年度末）

53

・都市漁村交流促進方策の
検討、交流情報の調査、シン
ポジウム等の開催、漁村にお
ける歴史文化財産の普及啓
発、団塊世代のための交流
活動方策の検討等都市と漁
村の共生・対流の促進を図っ
た。
・平成１８年度の都市漁村交
流活動事例数は１２１３件で
あったことから、目標値を達
成。

交流促進方策の検討、子どもたちの体
験活動等の普及啓発活動等。

漁村地域の活性化を図るため、遊漁
船業者やプレジャーボート利用者等へ
の安全管理、適正な漁場利用の啓発
及び遊漁者への水産資源・漁場環境
保護意識の啓発等を行い、また、遊漁
船等の海難事故防止及び漁業と遊漁
間等のトラブルの減少を図り、健全な
遊漁（レクリエーション）の場の提供に
より、都市と漁村の交流を促進。

漁港利用の高度化に対応した施設整
備及び都市と農山漁村が共生・対流
する活力ある社会を実現するための交
流基盤施設等の施設整備の推進。
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等 政策手段の内容
実績及び実績に対する所見

(関連する目標）

　水産業・漁業の多面的
　機能普及啓発推進事
　業費

水産業・漁村の有する多
面的機能の国民的理解
度の深度

23
平成18年度実績は、平成19
年7月下旬に取りまとめ予定

離島漁業再生支援交付
金

全国の漁業生産額に占
める離島の漁業生産額
の割合の維持
１０．０％

1,725
平成18年度実績は、平成19
年7月下旬に取りまとめ予定

水産業振興事業委託費
のうち
　環境・生態系保全活動
　支援調査事業費

- 70
平成18年度実績は、平成19
年7月下旬に取りまとめ予定

遊漁船業の適正化に関
する法律

－ －

法律に基づき遊漁船業の適
正化を推進し、利用者の安全
確保・利益の保護等を図るこ
とにより、水産業の健全な発
展に寄与。

多面的機能を発揮する離島漁業の再
生を図るため、漁場の生産力向上の
取組等を支援。

遊漁船の利用者の安全の確保及び利
益の保護並びに漁場の安定的な利用
関係の確保に資することを目的とす
る。

水産業・漁村の多面的機能への国民
的理解の促進及び国民的ｺﾝｾﾝｻｽの
形成を推進するため、ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの開
催、ﾎﾟｽﾀｰ、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの作成・配布によ
る普及・啓発活動、多面的機能の定量
的評価手法の確立と評価等を実施。

環境・生態系保全活動の全国におけ
る事例の調査を行うとともに、そうした
活動の検証・評価を基に活動につい
て具体的な規範（最低限取り組むべき
内容）の案を作成し、支援手法につい
て調査・検討を行う。
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等 政策手段の内容
実績及び実績に対する所見

(関連する目標）

水産研究・技術開発戦
略

－ －

水産試験研究・技術開発の
重点化方向及びこれらを強力
に推進するための推進方策
を明示する本戦略は、研究・
開発面における重要な指針と
なっており、漁村における汚
水処理施設、緑地・広場や集
落道等の整備の実施により、
水産業の健全な発展を目的
とした漁村の総合的な整備に
寄与。

水産業振興事業委託費
のうち
　漁港漁場管理と利用
　の効率化事業費

漁港漁場管理システム
による漁港漁場の管理
業務の効率化・省力化

76

・漁港漁場の利用と管理につ
いて課題を整理。
・課題解決のための高度管理
システムを開発。
・モデル地区におけるシステ
ム導入による効果の検証。
・システム導入のためのガイド
ラインを策定し、漁港漁場の
利用と管理の高度化に寄与。

　災害に備えた放置艇の
適正な収容推進事業費

- 25

・国土交通省と連携し、港湾・
河川・漁港の三水域における
放置艇や放置禁止区域の設
定状況等の全国実態調査を
実施し、放置艇対策の基礎
資料とした。
・放置艇の適正な係留・保管
に向けた収容方策を検討し、
放置艇対策推進における課
題を抽出し、災害発生時にお
ける放置艇の漁港背後地に
及ぼす影響に関する簡易な
解析手法を提案。
・被災時におけるフィッシャ
リーナの活用の仕組みづくり
を検討し、災害対策に寄与。

水産試験研究・技術開発の重点化方
向及びこれらを強力に推進するための
推進方策を明示。

国民に対する水産物安定供給の観点
から、漁港漁場の安全機能向上と効
率的な利用を図るため、高度管理シス
テムを開発し、ガイドラインを策定。

⑤ 津波・高潮等によ
る災害から一定
水準以上の安全
性が確保されて
いない漁村の面
積の削減

放置艇等による被災時での二次災害
を未然に防ぐため、規制措置導入手
法や係留保管施設の整備方策等を検
討する。

⑭－27



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等 政策手段の内容
実績及び実績に対する所見

(関連する目標）

海岸保全施設整備事業
費補助

成果指標：津波・高潮災
害から一定の水準の安
全性が確保されていな
い漁村の面積
現状値：約６，０００ｈａ（平
成１４年度末）
目標値：約５，０００ha（平
成１９年度末）

6,271

・１３７箇所（高潮・侵食・局部
改良）、３地方公共団体（補修
統合補助）において事業を実
施。
・平成18年度においては、津
波・高潮災害から一定の水準
の安全性が確保されていない
漁村の面積は、5,180haに減
少し、平成18年度目標
5,200haを達成した。

津波・高潮危機管理対
策緊急事業費補助

同上 940

・22の地方公共団体において
事業を実施
・平成18年度においては、津
波・高潮災害から一定の水準
の安全性が確保されていない
漁村の面積は、5,180haに減
少し、平成18年度目標
5,200haを達成した。

海岸環境整備事業費補
助

同上 1,101

・35箇所において整備を実
施。
・平成18年度においては、津
波・高潮災害から一定の水準
の安全性が確保されていない
漁村の面積は、5,180haに減
少し、平成18年度目標
5,200haを達成した。

海岸調査費 同上 32

・海岸保全施設の整備や管
理に必要な調査を実施。
・平成18年度においては、津
波・高潮災害から一定の水準
の安全性が確保されていない
漁村の面積は、5,180haに減
少し、平成18年度目標
5,200haを達成した。

海岸事業に係る調査の実施。

国土保全との調和を図り、国民の休養
の場としてその利用に供するため豊か
で潤いのある海岸環境の整備を行い、
快適な海浜利用の向上及び背後地の
生活環境の保護に資するもの。

国民経済上、および民生安定上重要
な地域を高潮、津波、波浪等による被
害から守るため、又は貴重な国土を海
岸侵食から守るため、海岸保全施設の
新設や改良、補修。

津波又は高潮に関する危機管理対策
として、既存の海岸保全施設の緊急的
な防災機能の確保及び避難対策を促
進することにより、津波又は高潮発生
時における人命の優先的な防護を推
進。
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等 政策手段の内容
実績及び実績に対する所見

(関連する目標）

海岸法 － －

津波・高潮等の被害から海岸
を防護するとともに、海岸環
境の整備と保全及び講習の
海岸の適正利用を図り、もっ
て国土の保全に資することを
目的とする本法は、目標⑤を
達成するための重要な手段

津波、高潮、波浪その他海水又は地
盤の変動による被害から海岸を防護
するとともに、海岸環境の整備と保全
及び公衆の海岸の適正な利用を図り、
もって国土の保全に資することを目的
とする。
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