
資料３－８

中期目標期間終了時における組織・業務全般の見直しについて

（当初案整理表）

独立行政法人水産大学校
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中期目標期間終了時における独立行政法人の組織・業務全般の見直しの当初案整理表 

法人名 （独）水産大学校 府省 農林水産省 

沿 革 昭和１６年 朝鮮総督府釜山高等水産学校設立（※終戦にともない解散） 

昭和２１年  水産講習所（現東京海洋大学海洋科学部）下関分所として開設 

昭和３８年 水産大学校と改称 

平成 ６年 水産学研究科（大学院修士課程相当）を開設 

平成 ９年 学科改組により学科名及び講座名を改称 

平成１３年  独立行政法人水産大学校となる 

役員数 職員数（実員） 

法定数 常勤（実員） 非常勤（実員） 

役員数（監事を除く。）及び職員数（平

成17年１月１日現在） 

２人 １人 １人 １９１人 

年  度 平成 13 年度 平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度（要求） 

一般会計 ２,７６４  ２,６３８  ２,８０９  ２,５１４  ５,１８９  

特別会計 － － － － －  

計  ２,７６４  ２,６３８  ２,８０９  ２,５１４  ５,１８９  

うち運営費交付金  ２,３８６  ２,４３８  ２,２４５  ２,１９０  ２,１１７  

うち施設整備費等補助金    ３７３    １８６    ５５９    ３１４    ３７２  

国からの財

政支出額の

推移（13～18

年度） 

 

 

（単位：百万円） 
うちその他の補助金等      ５     １４      ５     １０  ２,７０１  

平成 13 年度 平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度（要求） 支出予算額の推移（13～18 年度） 

（単位：百万円）  ３,２０７  ３,０９１  ３,３９３  ３,１４１  ５,８３５  

中期目標の達成状況（業務運営の効

率化に関する事項等）(平成 16 年度

実績) 

本法人は、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こと

を目的とし、この目的を果たすため以下の中期目標を設定しており、これまでのところ目標を上回る達成状況

となっている。 

〈業務運営の効率化に関する事項〉  

○ 各事業年度の人件費を除く運営費交付金で行う事業費について、対前年比１％抑制(毎年度平均) 

    平成13年度   平成14年度   平成15年度  平成16年度 (単位：百万円)     

     900(▲2.0%)    893(▲0.8%)   875(▲2.0%)      867(▲0.9%) 

 

〈国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項〉 

○ 入学試験倍率 

    平成13年度   平成14年度   平成15年度  平成16年度 
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       5.2倍          5.1倍          5.5倍         5.4倍 

○ 定員充足率（全体） 

  平成13年度   平成14年度   平成15年度  平成16年度 

        97％          99％         102％         103％ 

 

○ 学生の出身県（広く全国から集まった学生に対する教育の実施） 

    平成13年度   平成14年度   平成15年度  平成16年度 

      47都道府県     47都道府県    46都道府県   46都道府県 

 

○  船舶職員養成施設に係る海技関係免許（三級海技士免許等）の取得率８５％以上 

    平成13年度  平成14年度  平成15年度 平成16年度 

        93％       89％      94％        96％ 

 

○ 水産業従事者等への研修、公開講座・講演会等の実施 

    平成13年度  平成14年度  平成15年度 平成16年度 

        21件          41件          57件        51件 

 

○ 国内外の学会等で論文等を毎年７０件以上公表     

    平成13年度  平成14年度  平成15年度 平成16年度 

      79件     110件     99件       100件 

 

○ 国、地方公共団体、水産団体、民間企業等からの調査、研究、研修等を２０件以上受託 

    平成13年度  平成14年度  平成15年度  平成16年度 

        31件          38件          36件          37件 

 

○ 水産業及びその関連分野への就職率を70%以上確保 

    平成13年度  平成14年度  平成15年度  平成16年度 

        65%           63%           66%         64% 

       (78)          (73)      (73)       (－) 

（注：平成１５年度評価での政・独・委意見を踏まえ、就職先分野を精査した結果の数値である。（ ）内 

は、精査以前の数値である。） 
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事務及び事業の見直しに係る当初案 

法人名 （独）水産大学校 府省 農林水産省 

事務及び事業名  

事務及び事業の概要 ○ 水産に関する学理及び技術の教授及び研究 

 

事務及び事業の改廃に係る具体

的措置（又は見直しの方向性） 

 

○ 我が国水産業をとりまくその時々の社会情勢の変化等に対応して、水産業が求める人材を育成し続け

 ていくことが必要であり、本校には、水産業の実情に即し、政策から最新の生産技術まで広範な知識、

 問題解決能力等を身につけた人材を水産行政、水産業界等に輩出し、我が国水産業の発展に寄与するこ

 とが求められていることから、水産物を含め国民に対する食料施策を担う農林水産省の所管とし、引き

 続き、その施策の一翼を担うものとして、以下のような見直しを行いつつ、適正かつ確実に事務・事業

 を実施する。 

 

 ① 政策から生産現場までの総合的な高等教育を強化するため、１７年度本科入学生より導入した生産

  ・加工流通といった現場課題対応型の実学重視カリキュラム（例：水産経営分析論、洋上鮮度管理実

  習、増養殖先端技術実習等）を、水産政策、流通、経営等を中心にさらに充実させる。また、水産行

  政や水産業界関係者による特別講義、インターンシップ等の現場対応教育を強化する。あわせて、海

  洋調査観測機器等に関するより高度な知識・技術をもった人材が求められていること等から、海洋機

  械工学科（２年次生）等で練習船による乗船実習を新設することとしている。 

 ② 水産学研究科（修士課程）においても、水産経営等の分野を新設し、実学に即しつつ指導的立場を

  めざした教育研究体制を充実させる。 

 ③ 専攻科については、社会経済情勢にかんがみた定員規模への見直しを図る一方、依然として水産及 

  び船舶の運航に関する知識や技術を一体的に身に付けた人材が求められていることから、本科の推薦 

  入学制度において、海技士資格取得をめざす者を対象とする仕組みを新たに設けることとした。   

   また、水産政策のニーズに対応し、海技士教育と一体となった漁業取締・資源管理教育の充実を図 

  る。 

 

事務及び事業について上記措置

を講ずる理由 

 

○ 平成１３年に水産基本法が制定され、水産政策では、「水産物を国民に対して安定的に供給すること 

」､「（国民への供給の役割を担う）水産業（漁業、加工流通業等）の健全な発展を図る」ことを目的 

とし、「水産物自給率の向上」を政策目標に掲げ、諸施策を展開している。その背景には、水産資源の
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悪化・国産魚の減少と輸入の増大、漁業者の高齢化、漁業経営の悪化等の問題がある。 

 

 

○ 水産大学校では、こうした国の方針や政策目標に沿って、 

 ① 水産行政機関で業務が増大・高度化している漁業取締、資源の調査・管理等の業務を的確に担える

  人材 

 ② 水産業界には、漁業生産、加工流通・販売を担う経営体が別個に存在しているため、消費者ニーズ

  への的確な対応を難しくしている。このような状況を改善するため、生産から販売までの連携（垂直

  的な統合）により、安全・安心な水産物を供給し、高い収益を可能にし得る経営体の育成等、水産業

  の構造改革において主導的立場を担うべき人材 

 等、「水産に関する総合的な知識と技術を身に付け、実学に立脚した人材」（＝いわゆる「水産人」）の

 育成を目指している。 

  こうした人材を育成するため、社会科学から自然科学にわたる諸分野にかかわる学科構成の下、他学

 科の科目をくさび状に配置し、総合的な教育を実施している。また、陸上教育（座学）と練習船等の実

 習による実学教育を一体的に実施しており、水産に関する総合的・実学に立脚した教育体制を有する我

 が国で唯一の高等教育機関となっている。本事務・事業は、国、地方公共団体、他の独立行政法人では

 実施されていない。 

○ なお、水産大学校での実学教育は、以下の理由から不可欠である。 

 ・ 水産業は海洋からの有用な生物資源を食料等として消費者に供給する産業であり、その生産現場は

  日常生活から隔絶した大自然であり、かつまた生産品は数百種にも達する多種多様な野生動植物であ

  ることから、これを担う人材を育成する水産教育では、海洋や漁業、加工流通等の現場を知らしめ、

  生産環境や水産物の商品特性の決定要因となる各種の知識・技術を基礎から応用にわたり体験的に学

  ばせる必要がある。 

 ・ この観点から、本校では、全ての学生に対する乗船実習(全１２科目)による洋上教育や水産行政・

  業界関係者による特別講義、インターンシップ等を実施し、 

  ① 実地による専門分野への導入教育を通じた、「水産人」としての動機付けや自覚の促進 

  ② 陸上教育内容の確認・体験をとり入れた「らせん型」教育による総仕上げ、「水産人」としての

   意識の確立 

   等を図ることとしている。 

 

  一方、文部科学省所管の大学（国立大学法人、私立大学等）において、水産学を中心とする高等教 

 育が実施されてきたが、一昨年、東京水産大学が東京商船大学と統合し、東京海洋大学が設立された。

 また、鹿児島大学・長崎大学では１５年度までに専攻科を廃止する等、近年、大学の「水産業」及び 
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 「実学」との関連は弱まり、海洋や生物に教育内容を移行するとともに、基礎学理及び研究者育成の 

 ための教育にシフトしつつある。 

 

 

○ 本校が独立行政法人となった平成１３年４月以降、水産基本法の制定（１３年）と水産基本計画の閣

 議決定・水産物の自給率目標の設定（１４年）、漁業生産額の減少、食の安全・安心への関心の高まり

 等、水産をめぐる情勢が大きく変化していることから、こうした周辺情勢に即して人材の育成を強化す

 るため、カリキュラム等の教育内容の見直しを行う必要が生じている。 

 

○ なお、専攻科については、水産関係の官公庁船（漁業取締船、調査研究船、練習船等）は、国、都道

 府県の行政機関、試験研究機関、水産系大学・高校等あわせて１００隻以上存在し、官船を中心に本校

 出身者が大きな位置を占めている。これら就職先では、乗組員の高齢化の進展、水産に関する教育を受

 けた人材が益々必要とされていること等から、本校専攻科出身者への人材需要は根強いものと考えられ

 る。また、水産物輸入の高位安定と輸出の増大、船舶による冷凍輸送技術の高度化等にともない、水産

 関連の企業においても、安定した人材需要が見込まれる。 

  

  このように、本校において、政策から生産現場までの課題に対して主導的に問題解決を図っていける

 人材の育成を強化し、もって、水産業・水産政策の分野での人材需要に応じていけるよう、本科及び研

 究科での講義や練習船実習の強化、専攻科の見直し等所要の事務・事業内容の見直しを行うものである。  
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組織形態の見直しに係る当初案 

法人名 （独）水産大学校 府省 農林水産省 

組織形態に関する見直しに係る

具体的措置（又は見直しの方向

性） 

○ 今後とも、確実かつ効果的・効率的に事務・事業が行なわれるよう、実務に精通した人材を育成する

水産大学校が独法の形態で実施していくべきである。 

○ 職員の身分については、公務員以外の者が担うことにより支障が生じないよう配慮した上で、非公務

員化に移行する。 

 

組織形態について上記措置を講

ずる理由 

 

○ 独立行政法人という組織形態で引き続き本事務・事業を行うことにより、独立行政法人のメリットを

活かした、人事、組織、事業内容等の面における、効率化やサービスの充実等のための弾力的・機動的

な対応が可能となる。 

○ 健全な漁業経営の育成、資源管理の推進等のために水産政策上の必要性が高まっている、漁業取締船

、資源調査船等の乗組員や資源管理、漁業経営等の分野での人材の養成において、民間の大学又は国立

大学法人では、練習船等を確保・維持しつつ、水産行政部局との連携による水産諸施策や取締実務等の

政策面の教育が確実に実施される保証は無いことから、我が国水産業にとって有用な人材が不足するお

それがある。 

○ 練習船による乗船実習及び生きた動植物の安定的な飼育の確保等を含め事務・事業の確実な実施につ

いて、公務員以外の者が担うことにより支障が生じないよう、職員の雇用と労働条件等の確保に配慮

した上で、関係省庁・機関の協力を得て、特定独立行政法人以外の独立行政法人へ移行する。 

 

 以上のことから、特定独立行政法人以外の独立行政法人へ移行し、農林水産省所管の独立行政法人とし

て本事務・事業の適正かつ確実な実施のための措置を講ずるものである。 

 

 


