
（農林水産省25－⑯）

基準年度 目標年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

（ア）
資源管理・漁業経営安定対策加入
漁業者による漁業生産の割合 ー 平成22年度 90% 平成34年度 － 70% 72% 74% 76%

平成25年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

政策分野名
【施策名】

担当部局名
水産庁
【企画課/水産経営課/漁業保険管理官】

水産物の安定供給と水産業の健全な発展

平成26年８月

施策（１）

漁業経営の安定

　我が国周辺の「身近な自然の恵み」が国民の食生活等において十分活用されるようにしていくことが重要で
あり、そのためには、漁業経営の安定的な発展を確保すること等により、我が国の水産物の自給力を維持・
強化することが不可欠である。
　この中、漁業経営の安定的な発展を確保するため、
　①多様な経営発展による活力ある生産構造の確立
　②水産関係団体の再編整備
の施策を行う。

水産基本計画（平成24年3月23日閣議決定）
 第２の３　意欲ある漁業者の経営安定の実現
 第２の４　多様な経営発展による活力ある生産構造の確立
 第２の５　漁船漁業の安全対策の強化
 第２の９　水産関係団体の再編整備等

新成長戦略（平成22年6月18日閣議決定）
 工程表　Ⅳ観光・地域活性化戦略～農林水産分野の成長産業化～①
　　　　　　資源管理の強化及び資源管理・漁業所得補償対策の導入

政策の概要
【施策の概要】

多様な経営発展による活力ある生産構造の確立

政策に関係する内閣の重要政策

政策評価体系上の
位置付け

政策評価
実施予定時期

施策の目指すべき姿
【目標設定の考え方根拠】

　経営として漁業を行う者の大宗が資源管理・漁業経営安定対策対策に加入しつつ、それぞれの経営に合った施策を活用する等により、より収益性の高い漁業経営を実現することを目指す。また、漁業経営の体質強化、融資・信用保証等
の経営支援施策の的確な実施、担い手の確保と人材の育成、安全対策の強化等により、活力ある漁業生産構造の確立を目指す。

目標①
【達成すべき目標】

年度ごとの目標値

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠測定指標

漁業経営の安定の確保

基準値 目標値

　水産資源の持続的利用と漁業経営の安定的な発展を確保することにより、我が国の水産物の自給力を維持・強化していくため、
水産基本計画において、資源管理・漁業経営安定対策（注１）の下で、資源管理に取り組む漁業者による漁業生産の割合を90％
（平成34年度）にすることを目指すこととしている。毎年度の目標値は、24年度を70％とし、年2ポイントの増加を目指す。
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基準年度 目標年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

（ア） 新規漁業就業者数 1,867人
平成22年

度
2,000人 各年度 - 2,000人 2,000人 2,000人 2,000人

（イ）
漁船海難等による死者・行方不明
者数

125人
平成18年
～平成22

年
113人以下 平成27年 - 121人以下 118人以下 116人以下 113人以下

基準年度 目標年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

（ア） 経営不振漁協(注4）数
251組合
【速報値】

平成23年度 166組合 29年度 - - 234組合 217組合 200組合

23年度
[百万円]

24年度
[百万円]

(1)
漁業近代化資金融通法
（昭和44年）

－ － （1）-①-（ア） －

(2)
中小漁業融資保証法
（昭和27年）

－ － （1）-①-（ア） －

政策手段
（開始年度）

補正後予算額（執行額） 25年度
当初予算額

[百万円]

関連する
指標

政策手段の概要等
平成25年行政事業レ

ビュー
事業番号

　漁業者等に対し水産業協同組合又は農林中央金庫が行う長期かつ低利の施設資金等の融通を円滑にするための措置。
　国が利子補給を行うことにより、漁業者等の資本装備の高度化、経営の近代化に寄与する。

　中小漁業者等の漁業経営等に必要な資金の融通を円滑にするための措置。
　中小漁業者等に対する債務保証を主たる業務とする漁業信用基金協会の制度及び独立行政法人農林漁業信用基金がその保証等につき保険
を行う制度を確立することにより、中小漁業の経営の安定に寄与する。

－

－

測定指標 基準値 目標値

年度ごとの目標値

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

施策の目指すべき姿
【目標設定の考え方根拠】

漁業協同組合が今後とも漁業者の生産活動を支えていけるよう、販売事業の強化、信用事業の健全化・効率化等、組織再編を含む漁協の自主的な経営・事業改革を促進する。

目標①
【達成すべき目標】

漁業協同組合系統（注３）等の再編整備

　脆弱な漁協の経営基盤強化のためには、合併の推進をはじめ系統組織の再編整備が不可欠となっている。従来、多額の繰越
欠損金を有する経営不振の漁協（要改善漁協）を対象として集中的に施策を実施してきたが、一層の再編整備を図るためには、
繰越欠損金を抱えた小規模漁協を含め、全ての経営不振漁協（注４）への対策が必要である。
　このような中、平成25年度より、公認会計士等の外部専門家による財務分析等を通じた経営不振漁協の経営改善計画の策定支
援等を行う事業を実施することも踏まえ、繰越欠損金を抱える経営不振漁協の全てを測定指標の対象とした。
　繰越欠損金を抱える経営不振漁協251組合（平成23年度速報値）全てについて、東日本大震災の影響を受けている漁協の再
建目安である15年以内に、繰越欠損金の解消又は蓋然性のある経営改善計画を策定する等の経営再建を図ることとし、年平均
約17組合の経営不振漁協を削減することを目標値として設定する。

施策（２） 水産関係団体の再編整備

測定指標

　漁船海難等による死者・行方不明者は年間100名を超えており、漁業者の安全確保はもとより、漁業への新規就業者の確保・育
成のためにも、漁船操業の安全性の向上は極めて重要な課題であるため、漁船海難等による死者・行方不明者数を測定指標と
する。
　第９次交通安全基本計画（平成23年度～平成27年度）において、第８次交通安全基本計画期間の年平均の海難隻数と比べ、
平成27年までに約１割削減するとされている。これを踏まえ、漁船海難及び海難によらない海中転落（注２）による死者・行方不明
者について、平成18年～平成22年の平均人数（125人）から約１割（12人）を平成27年までに削減することとし、年約2％の削減を
目標とする。
　（注）根拠とする数値は暦年としているため、人数は全て暦年としている。

　漁業就業者数は、平成20年の22万人から平成29年には15万人に減少し、特に45歳未満の漁業就業者数は、平成20年と比較し
約1万4千人減少する見込みである。このような状況の中、漁業を担う人材の円滑な世代交代により、活力ある漁業生産構造を維
持するためには、45歳未満の就業者数を平成20年の5万人に維持する必要があり、そのためには2000人の若い漁業就業者を確
保する必要があるため、新規漁業就業者数を測定指標として選定し、年間2000人確保することを目標とする。

目標②
【達成すべき目標】

年度ごとの目標値

基準値 測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠目標値

担い手の確保
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(3)
漁船損害等補償法
（昭和27年）

－ － （1）-①-（ア） －

(4)
漁船乗組員給与保険法
（昭和27年）

－ － （1）-①-（ア） －

(5)
漁業災害補償法
（昭和39年）

－ － （1）-①-（ア） －

(6)
漁業経営の改善及び再建整備に関
する特別措置法
（昭和51年）

－ － （1）-①-（ア） －

(7)
独立行政法人水産大学校法
（平成13年）

－ －
（1）-②-（ア）

－

(8)
沿岸漁業改善資金助成法
（昭和54年）

－ － （1）-②-（ア） －

(9)
遊漁船業の適性化に関する法律
（平成元年）

－ － （1）-②-（イ） －

(10)
水産業協同組合法
（昭和23年）

－ － （2）-①-（ア） －

(11)
漁業協同組合合併促進法
（昭和42年）

－ － （2）-①-（ア） －

(12)

漁業経営セーフティーネット構築事
業
（平成22年度）
（主）

4,817
 （4,808）

5,782
（1）-①-（ア）
（1）-②-（ア） 0271

(13)
漁業信用保険事業交付金
（平成15年度）
（主）

1,179
（488）

1,009 （1）-①-（ア） 0263

(14)
漁業経営維持安定資金
（昭和44年度）
（主）

590
(487)

480 （1）-①-（ア） 0259

(15)

漁業信用基金協会合併等対策事
業
（平成25年度）
（主）

－ － （1）-①-（ア） 新25-0046

　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。
　これにより、担い手の育成及び確保等に寄与する。

　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により、漁業経営の安定に資することを目的
とする。
　これにより、遊漁船の海難事故の防止に寄与するとともに、多様な漁業経営の確保・安定に寄与する。

　漁業者等の協同組織の発達を促進するための措置。
　これにより、漁業者等の経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進に寄与する。

　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、漁業に関する協同組織の健全な発展に資するための措置。
　漁業協同組合の合併についての援助等を行うことにより、漁業協同組合の合併の促進に寄与する。

　燃油・配合飼料価格の急騰による経営への影響を緩和するため、漁業者・養殖業者と国の拠出によりセーフティーネットを構築。
　本事業により、燃油・配合飼料の価格がそれぞれ一定基準以上に上昇した場合に補てん金を交付し、漁業者・養殖業者の負担を軽減させること
で、漁業・養殖業経営の安定に寄与する。

　中小漁業者等が資金を調達する際の信用力を補完し、経営展開に必要な資金の融通の円滑化を図る。
（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ために必要な経費を交付することで、信用基金の漁業信用基金協会に対する保
険料率が引き下げられ、漁業者が支払う漁業信用基金協会への保証料が軽減する。
また、基金協会が無保証人・担保を限定した保証引受を推進することにより、漁業者等への円滑な融資が可能となる。
これにより、漁業経営の安定に寄与する。

753

24
　漁業信用基金協会の組織強化に向けた合併の促進を図るため、合併に際し必要となる協議会等の開催、システム改修等及び繰越欠損金の解
消に必要な経費助成を実施
　基金協会の組織強化により、中小漁業者等に対する保証が円滑に行われ、漁業経営の安定に寄与する。

470
　漁業者、漁業協同組合等の金利負担の軽減を図る。
　また、認定漁業者が借り入れる漁業経営改善支援資金を無担保・無保証人融資とするため、必要額を（株）日本政策金融公庫に出資すること
で、経営改善計画を達成するために必要な資金の融資推進が図られることにより、漁業経営の安定に寄与する。

－

－

3,500

－

－

－

－

－

　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。
　これにより、多様な漁業経営の確保・安定に寄与する。

　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、もって、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。
　これにより、多様な漁業経営の確保・安定に寄与する。

　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。
　これにより、多様な漁業経営の確保・安定に寄与する。

－

－
　漁業経営の改善、漁業経営の維持が困難な中小漁業者がその漁業経営の再建を図るため緊急に必要とする資金の融通の円滑化等のための措
置。
　これにより、効率的かつ安定的な漁業経営の育成に寄与する。

　我が国唯一の水産専門の高等教育機関である独立行政法人水産大学校において、水産に関する学理及び技術の教授及び研究を行うことによ
り、水産業を担う人材の育成を図る。
  国民の財産である広大な我が国周辺水域の水産資源を持続的かつ有効に活用・維持し、食料自給率の向上、水産業の再生、水産物の安全・安
心の確保などを進めるため、我が国唯一の水産専門の高等教育機関として、就業者数約８０万人を擁する水産業界を担う人材の育成を、動機付け
教育や実学を重視したカリキュラムにより行う。なお、水産業が、漁業生産、流通、加工、資機材供給などの多様な産業に支えられていること、ま
た、震災により大きな人的被害を受けたことに鑑み、多様な水産関連分野に人材を供給していくことの重要性が増してきている。また、法人の業務
運営に不可欠な施設整備を行うことにより、新規漁業就業者数の確保の達成に寄与する。
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(16)
漁船損害等補償制度関係事業
（昭和27年度）
（主）

82,445
（39,575）

21,874 （1）-①-（ア） 0281

(17)

漁船保険団体一元化実施支援事
業
（平成25年度）
（主）

－ －
（1）-①-（ア）
（2）-①-（ア） 新25-0042

(18)
漁業災害補償制度関係事業
（昭和42年度）
（主）

30,624
（20,132）

14,058 （1）-①-（ア） 0282

(19)
漁業共済事業実施費等補助金
（昭和39年度）
（主）

453
（453）

447 （1）-①-（ア） 0258

(20)
漁業経営安定対策事業費
（平成20年度）
（主）

84
（75）

29 （1）-①-（ア） 0267

(21)

漁業共済再共済金支払資金借入
金利子交付金
（平成23年度）
（主）

35
（35）

5 （1）-①-（ア） 0279

(22)
漁業収入安定対策事業費
（平成23年度）
（主）

39,968
(39,968)

38,647 （1）-①-（ア） 0277

(23)
漁場機能維持管理事業
（平成21年度）
（主）

2,390
（2,266）

2,418 （1）-①-（ア） 0270

(24)

国際規制関係漁業経営安定パイ
ロット事業
（平成22年度）
（主）

361
（361）

317 （1）-①-（ア） 0272

(25)

強い水産業づくり交付金
（経営構造改善目標）
（平成17年度）
（関連：25-15,17）

10,680
（2,619）

9,036 （1）-①-（ア） 0286

(26)

中小漁業関連資金融通円滑化事
業費補助金
（平成22年度）
（主）

200
（15）

160
（1）-①-（ア）
（2）-①-（ア） 0274

6,138

113

24,529

3,018

-

　漁業共済・積立ぷらすの仕組みを活用し、資源管理の取組を行う漁業者を対象として、漁業者が拠出した積立金と国費（１：３）による資金を全国
漁業共済組合連合会に造成して漁業者の収入額が減少した場合に減収補填を行う（基準収入の原則８割から９割まで積立ぷらすで補填）ととも
に、漁業者が支払う漁業共済掛金への補助（平均３０％相当）を行う。
　漁業者による資源管理の取組に対する補助として、収入額が減少した場合に減収を補填することにより、漁業経営の安定を図ることに寄与する。

　韓国・中国等外国漁船による投棄漁具の回収・処分、外国漁船の影響を受ける漁業者に対する漁業共済掛金の助成、外国漁船による緊急避泊
対策、漁具被害の復旧支援等の外国漁船操業対策に助成を行うことにより、漁業経営の安定の確保に寄与する。
　北方地域の領海における我が国漁業者の円滑な操業を確保するため、当該海域での操業に要する追加的経費の負担軽減に必要な経費の支
援を実施することにより、漁業経営の安定の確保に寄与する。
　漂流・漂着物のリサイクル技術の開発・普及や発生源対策及び漁場内の漂流・堆積物の回収を安全・効率的に実施する体制の確保や漁業者負
担の軽減対策を行うことにより、漂流・漂着物による漁業・漁場への被害の拡大を防止し、漁業経営の安定の確保に寄与する。

　地域漁業管理機関において漁獲枠が削減されたミナミマグロ及び大西洋クロマグロの影響を受ける漁業者の転換操業への支援を実施することに
より、漁業経営の安定を図ることに寄与する。

　水産業生産基盤としての共同利用施設等の整備について支援。
　効率的かつ安定的な漁業経営を育成することで、資源管理・漁業所得補償対策加入漁業者の漁業生産割合の増加に寄与する。

　経営不振漁協が借り入れる繰越欠損金見合いの借換資金（漁協経営改革支援資金）等に対する保証に係る漁業信用基金協会への経費助成を
実施。
　基金協会が債務保証を行うことにより、繰越欠損金の解消が推進され、漁協系統組織の基盤強化に寄与する。

12

10,334

8,883

82

　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等を補償し、漁業経営の安定に資することを目的とする措置。
　漁船保険組合が行う漁船保険事業等並びに漁船保険中央会及び国が行う普通保険再保険事業等により、漁業者が負担することとなった費用等
に関して必要な給付を行うことで、漁業経営の安定に寄与する。

　今後の漁船隻数の動向、今後発生する可能性のある災害等、巨大リスク等を含めた厳しさを増す状況に耐えうる漁船保険団体の組織再編（一元
化）にかかる経費の支援を実施。
　　漁船保険団体の組織再編（一元化）されることにより、事業基盤が強化され、今後想定される巨大災害リスク等を含めた厳しさを増す状況におい
ても、漁業者のセーフティーネットとしての漁船保険が将来にわたり適切に運営されることで、漁業経営の安定に寄与する。

　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措置。
　漁業共済組合が行う漁業共済事業、全国漁業共済組合連合会が行う漁業再共済事業及び国が行う漁業共済保険事業により、漁業者が受けた
損失に関して必要な給付を行うことで、漁業経営の安定に寄与する。

　漁業共済団体の事務経費及び常勤職員の人件費の一部を補助する。（漁業災害補償法第１９５条第３項の規定に基づく補助）
  ２５年３月までに、２０漁業共済組合に対し、事務経費及び人件費の一部補助を行うことにより、事業の健全かつ円滑な運営を図り、漁業経営の安
定等に寄与する。

　経営改善に取り組む漁業者を対象として、漁業者が拠出した積立金と国費（１：１）による資金を全国漁業共済組合連合会に造成し、漁業者の収
入が減少した場合に漁業共済（基準収入の原則８割まで補填）に上乗せして補填する（基準収入の原則９割まで補填）。
　既加入者の経営改善の取り組みを支援することにより、収入の変動による漁業経営の影響を緩和することに寄与する。

　国が全国漁業共済組合連合会に支払う保険金の一部を繰り延べていることに伴い、不足した資金を金融機関から借り入れる際に発生する利子
相当額を補助する。
　２４年４月（出納整理期間中に精算）までに、全国漁業共済組合連合会に対し、国の保険金支払い繰延べに伴う借入れにより生じた利子相当額
の交付を行うことにより、漁業者に対する共済金支払いの遅延を防止することが可能となり、漁業経営の安定に寄与する。

402

25

 16－4

http://www.maff.go.jp/j/budget/review/h25/pdf/0281_sai.pdf
http://www.maff.go.jp/j/budget/review/h25/pdf/new0042_sai.pdf
http://www.maff.go.jp/j/budget/review/h25/pdf/0282_sai.pdf
http://www.maff.go.jp/j/budget/review/h25/pdf/0258_sai.pdf
http://www.maff.go.jp/j/budget/review/h25/pdf/0267_sai.pdf
http://www.maff.go.jp/j/budget/review/h25/pdf/0279_sai.pdf
http://www.maff.go.jp/j/budget/review/h25/pdf/0277_sai.pdf
http://www.maff.go.jp/j/budget/review/h25/pdf/0270_sai.pdf
http://www.maff.go.jp/j/budget/review/h25/pdf/0272_sai.pdf
http://www.maff.go.jp/j/budget/review/h25/pdf/0286_sai.pdf
http://www.maff.go.jp/j/budget/review/h25/pdf/0274_sai.pdf


(27)

独立行政法人水産大学校に要する
経費
（平成13年度）
(主）

2,172
（2,172）

2,197 （1）-②-（ア） 0262

(28)

漁船等環境保全・安全推進技術開
発事業
（平成23年度）
（主、関連：25-19）

312
（309）

164 （1）-②-（ア） 0278

(29)

効率的・安定的沿岸漁業促進事業
（漁業者の経営改善支援）
（平成20年度）
（主）

70
（69）

39 （1）-②-（ア） 0266

(30)

沿岸漁業リーダー・女性育成支援
事業
（平成25年度）
（主）

－ － （1）-②-（ア） 新25-0043

(31)
水産業振興型技術開発事業
（平成16年度）
（主、関連：25-19）

45
（44）

30 （1）-②-（ア） 0264

(32)
水産業改良普及事業交付金
（昭和58年度）
（主）

84
（84）

75 （1）-②-（ア） 0261

(33)
沿岸漁業改善資金造成費補助金
（昭和54年度）
（主）

9
（0）

9 （1）-②-（ア） 0260

(34)
福祉対策事業
（平成20年度）
（主）

202
（202）

200 （1）-②-（ア） 0265

(35)
再編整備等推進支援事業
（平成21年度）
（主、関連：25-15,19）

156
(156)

125 （1）-②-（ア） 0249

(36)

新規漁業就業者総合支援事業
（平成24年度までの事業名：漁業就
業者確保・育成対策事業）
（平成24年度）
（主）

－ 1,116 （1）-②-（ア） 0280

(37)
漁業構造改革総合対策事業
（平成21年度）
（主）

13,804
(13,804)

8,000 （1）-②-（ア） 0269

　漁業者老齢福祉共済事業（通称：漁業者年金）への事務費等を支援。
　本事業を実施することにより、漁業者年金の加入率の向上に資することとなり、漁業者の老後の福祉安定が図られるとともに、次代を担う意欲ある
若い漁業者への世代交代が円滑に行われることを通じて、「新規就業者毎年2,000人の確保」に寄与する。

　資源管理計画等に基づく漁獲努力量削減の取組が確実に行われるよう、減船等に対する支援を実施。
　本事業を実施することにより、漁業経営等への影響を緩和しつつ、我が国周辺水域における水産資源の管理及び回復並びに漁業生産構造の再
編整備の円滑な推進に寄与する。

　就業希望者が経験ゼロからでも円滑に漁業に就業できるよう、就業準備段階における資金の給付を行うとともに、就業相談会等の開催、漁業現
場での実地による長期研修、漁業活動に必要な技術習得等を支援。
　本事業を実施することにより、「新規就業者毎年2,000人の確保」に寄与する。

　収益性の高い操業・生産体制への転換を図る場合に必要な経費の支援を行うことにより、意欲ある担い手の確保と漁業経営の体質強化に寄与
する。

71

8

127

－

-

51

　水産業の省エネルギー・省コスト化に資する革新的な技術の実証試験、二酸化炭素排出量の大幅削減に資する省エネルギー効果の高い電動
漁船の開発及び転覆事故防止のための安全性向上手法の開発等の支援を実施。
　水産業の省エネ・省コスト化及びエネルギー源の転換によって、環境負荷の低減及び経営体質の改善が見込まれ、また、安全性向上等により漁
業の厳しい労働条件が改善されることにより、意欲的な担い手の育成・確保等に寄与する。

　青年・女性漁業者を対象とした漁業技術、経営管理等の研修及び経営改善等の優良事例の情報提供を行うとともに、法人化や中小企業者との
連携を目指す沿岸漁業者グループが行う経営改善の取組、漁村女性グループが行う起業的な取組への支援を行う。
　このことにより、意欲的な担い手の育成・確保等に寄与する。

　漁村地域におけるリーダーの育成、漁村女性の資質向上のための研修及び情報交換を実施するとともに、漁村地域のリーダーの牽引による漁業
現場等での実践活動、漁村女性による漁獲物の加工・販売や漁村コミュニティにおける活動への支援を行う。
　このことにより、意欲的な担い手の育成・確保等に寄与する。

　水産資源の合理的利用や未利用水産物のバイオマス資源を有効活用するための技術開発を実施することにより、わが国の漁業の生産構造の脆
弱化に対応し、国際競争力のある経営体と意欲ある担い手を育成・確保するとともに、活力ある漁業就業構造の確立に寄与する。

　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。
　水産業普及指導員の普及活動により意欲ある担い手の育成・確保等に寄与する。

　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る、経営の改善や経営の基礎の形成等を通じて、担い手の育成及び確保等に寄
与する。

200

100

832

-

1,673

　我が国唯一の水産専門の高等教育機関である独立行政法人水産大学校において、水産に関する学理及び技術の教授及び研究を行うことによ
り、水産業を担う人材の育成を図る。
  国民の財産である広大な我が国周辺水域の水産資源を持続的かつ有効に活用・維持し、食料自給率の向上、水産業の再生、水産物の安全・安
心の確保などを進めるため、我が国唯一の水産専門の高等教育機関として、就業者数約８０万人を擁する水産業界を担う人材の育成を、動機付け
教育や実学を重視したカリキュラムにより行う。なお、水産業が、漁業生産、流通、加工、資機材供給などの多様な産業に支えられていること、ま
た、震災により大きな人的被害を受けたことに鑑み、多様な水産関連分野に人材を供給していくことの重要性が増してきている。また、法人の業務
運営に不可欠な施設整備を行うことにより、新規漁業就業者数の確保の達成に寄与する。
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(38)
漁船安全操業対策事業
（平成20年度）
（主）

30
（29）

18 （1）-②-（イ） 0268

(39)
安全な漁業労働環境確保事業
（平成25年度）
（主）

- - （1）-②-（イ） 新25-0045

(40)

漁協系統経営・組織力基盤強化促
進事業
（平成25年度）
（主）

- - （2）-①-（ア） 新25-0044

(41)
漁協経営再建支援事業
（平成22年度）
（主）

242
（161）

190 （2）-①-（ア） 0273

(42)

信用保証協会等が受ける抵当権の
設定登記等の税率の軽減［登録免
許税：租税特別措置法第78条の3
②］
（昭和48年度）

＜5＞
（＜8＞）

＜5＞ （1）-①-（ア） －

(43)

特定の基金に対する負担金等の必
要経費算入の特例［所得税・法人
税：租税特別措置法第28条、第66
条の11、第68条の95］
（昭和50年度）

＜7＞
（＜0.2＞）

＜7＞ （1）-①-（ア） －

(44)

輸入農林漁業用Ａ重油に対する石
油石炭税の免税措置［石油石炭
税：租税特別措置法第90条の4］
（昭和53年度）

〈318〉
(〈167〉)

〈318〉 - －

(45)

国産農林漁業用Ａ重油に対する石
油石炭税の還付措置［石油石炭
税：租税特別措置法第90条の6］
（平成元年度）

〈2,209〉
(〈2,103〉)

〈2,209〉 - －

(46)

軽油引取税の課税免除の特例［軽
油引取税：地方税法附則第12条の
2の7］
（平成21年度）

〈13,091〉
（＜集計中

＞）
〈13,091〉 - －

(47)

中小企業者等が機械等を取得した
場合等の特別償却又は税額の特別
控除［所得税・法人税：租税特別措
置法第10条の3、第42条の6、第68
条の11］
（平成10年度）

＜187＞
（＜39＞）

<135> （2）-①-（ア） －

(48)

保険会社等の異常危険準備金［法
人税：租税特別措置法第57条の5、
第68条の55］
（昭和29年度）

＜51＞
（＜53＞）

＜45＞ （2）-①-（ア） －

　取得価格の30％の特別償却又は7％の税額控除の選択適用を行う措置。
　漁協等が行う近代化・合理化に向けた設備投資の支援を通じ、水産業の体質強化が図られ、地域経済の活性化及び漁業経営の安定化に寄与
する。

　保険会社又は共済事業を行う協同組合の異常危険準備金を対象とし、積立金を損金算入する措置。（積立率は火災共済が掛金額の2.5％、風
水害等共済が9％等。）
　異常危険準備金の積立金額の損金算入を認めることにより、毎期の収入から計画的に異常損害損失への備えのための内部留保の充実を図ら
れ、漁協系統組織の基盤強化に寄与する。

＜41＞

<81>

　国産漁業用Ａ重油に対する石油石炭税相当額を製造業者に還付する。
　本特例措置を講ずることにより､漁業用Ａ重油に係る税負担が軽減され､漁業経営の安定､水産物の安定供給に寄与する。

180

＜6＞

　漁業における海難及び人身事故を減少させるため、操業安全に関する漁業者への普及啓発等の取り組みについて支援。
　本事業を実施することにより、漁業者の海難事故及び海中転落による死者・行方不明者を減少させることに寄与する。

　漁船の労働環境の改善や海難の未然防止等について知識を有する「安全推進員」の養成及び遊漁船業者への安全講習会の開催等を支援。
　本事業を実施することにより、漁業者・遊漁船業者等の海難事故及び海中転落による死者・行方不明者を減少させることに寄与する。

　漁協系統の経営及び組織の基盤強化のための取組への支援を実施。
　外部専門家による財務分析を通じた、経営不振漁協等の経営改善・県域再編のための計画策定支援、また漁協系統役職員への分野別専門研
修等により、漁協系統組織の基盤強化に寄与する。

　経営不振漁協が借り入れる繰越欠損金見合いの借換資金（漁協経営改革支援資金）に対する利子助成及び保証料助成を実施。
　漁協経営改革支援資金に係る金利等の軽減措置を講ずることにより、繰越欠損金の解消が推進され、漁協系統組織の基盤強化に寄与する。

　漁業信用基金協会が抵当権を設定した場合の登録免許税の軽減のための措置。
　漁業者等の負担を軽減することにより、漁業者等への円滑な資金供給に寄与する。

　長期の事業を行う特定の基金に支出する負担金又は掛金の必要経費又は損金への算入のための措置。
　債務保証の弁済能力の充実により、漁業者等への円滑な資金供給に寄与する。

　輸入漁業用Ａ重油に対する石油石炭税の免税措置。
　本特例措置を講ずることにより､漁業用Ａ重油に係る税負担が軽減され､漁業経営の安定､水産物の安定供給に寄与する。

　漁業用軽油に対する軽油引取税の免税措置。
　本特例措置を講ずることにより､船舶の動力源に供する軽油に係る税負担が軽減され､漁業経営の安定､水産物の安定供給に寄与する。

24

45

＜4＞

〈2,103〉

〈13,091〉

〈167〉

-
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(49)

中小企業等の貸倒引当金の特例
（法人税：租税特別措置法第57条
の10、第68条の59）
（昭和41年度）

＜119＞
（＜99＞）

<72> （2）-①-（ア） －

(50)

農林中央金庫等の合併に係る課税
の特例（法人税：租税特別措置法
第68条の2）
（平成13年度）

＜542＞
（＜11＞）

<297> （2）-①-（ア） －

(51)

特定の基金に対する負担金等の必
要経費算入の特例［所得税・法人
税：租税特別措置法第28条、第66
条の11、第68条の95］
（平成15年度）

＜52＞
（＜0＞）

＜52＞ （2）-①-（ア） －

　中小企業等の貸倒引当金の繰入限度額について、貸倒実績率と法定繰入率の選択適用が認められ、さらに協同組合等はその12％割増しを行
う措置。
　漁協等の貸倒リスクへの対応力を維持・強化することにより、漁協経営の安定が図られ、漁協系統組織の基盤強化に寄与する。

　漁協が一定の要件を満たした合併を行う場合には適格合併とみなし、資産の簿価引継や欠損金の損金算入を行う措置。
　漁協合併が促進され、漁協系統組織の基盤強化に寄与する。

　長期の事業を行う特定の基金に支出する負担金又は掛金の必要経費又は損金への算入措置。
　経営改善又は組織統合に必要な支援を行うための基金に対する負担金の拠出が円滑に行われることにより、漁協系統組織の基盤強化に寄与す
る。

（注１）「補正後予算額」欄及び「25年度当初予算額」欄について、税制の場合は、減収見込額（減収額）を記載している。

（注２）当該政策分野に対応する予算の項に位置付けられている予算事業については、「政策手段」の欄に、「主」と記載している。
　　　　また、予算事業が複数の政策分野に関係する場合には、「政策手段」の欄に、関係する政策分野の番号を記載している。

<69>

<285>

＜-＞
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注１ 資源管理・漁業経営安定対策

指標（イ）

把握の方法

把握の方法

達成度合の判定方法

達成度合の判定方法

施策（２）

達成度合の判定方法

目標②

把握の方法

目標① 指標（ア）

施策（１）

把握の方法

指標（ア）

達成率（％）＝（基準値－実績値）÷（基準値－目標値）×100
Aランク：90％以上、Bランク：50％以上90％未満、Cランク：50％未満

経営不振漁協の経営改善指導を行うJF経営指導全国委員会に参加すること等を通じ把握。

おおむね有効：毎年の目標値未満（死亡・行方不明者数が減少した）の場合
有効性に問題：基準値を上回った場合
有効性の向上が必要：上記以外の場合

海上保安庁「プレジャーボート、漁船及び遊漁船（日本船舶に限る。）の海難の分析と安全対策」により把握。

目標①

水産庁調査により把握。

達成度合の判定方法
達成率＝資源管理・漁業経営安定対策加入漁業者による漁業生産の割合÷目標値（％）×100％
Aランク：90％以上、Bランク：50％以上90％未満、Cランク：50％未満

水産庁調査、農林水産省「漁業センサス」により把握。

達成率＝当該年度の新規就業者数÷目標値×100％
Aランク：90％以上、Bランク：50％以上90％未満、Cランク：50％未満

注４ 経営不振漁協数 繰越欠損金を有し、金融機関等と合意した蓋然性のある経営改善計画を策定することが出来ない等その解消に向けた目処が立っていない漁業協同組合。

水産業協同組合法（昭和23年法律第242号）に基づき設立された漁業協同組合並びに都道府県段階及び全国段階等の連合会に至る協同組織。単に「漁業協同組合」という場合は「沿海地区
漁業協同組合（沿海地区漁協）」を指す。

参考資料

１．各指標における実績値の把握方法及び達成度合の判定方法

指標（ア）

（１）海難
（2）海難によらない海中転落

（１）衝突、転覆、火災などの船舶の運用等に伴う船舶等に関する事故
（２）海難によらず乗船中（漁ろう作業中等）に海中へ転落した事故

２．用語解説

対策名について、平成25年１月より「資源管理・漁業所得補償対策」を「資源管理・漁業経営安定対策」に変更。なお、事業内容に変更はない。

注２

注３ 漁業協同組合系統組織
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