
基準値 目標値

年度 27年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 ３年度 各年度

実績値 68% 66% 58% 45% －

達成度合
い

（A ： 97%） （A ： 94%） （B ： 83%） （B ： 64%） （－： －%）

68% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

把握の方法

達成度合いの
判定方法

備考

B F=－直

年度ごとの目標値

水産庁調査により把握。

達成率＝(各年度の漁業所得向上目標を達成した地区の割合)／(目標値（％）)×100％
Ａ’ランク：150％超、Aランク：90％以上150％以下、Bランク：50％以上90％未満、Cランク：50％未満

施策（１） 浜プランの着実な実施とそれに伴う人材の育成及び水産資源のフル活用

目標①【達成すべき目標】 浜プランの着実な実施

測定指標

（ア）各年度の漁業所得向上目
標を達成した地区の割合

実績値・達成度合い
達成

指標－
計算分類

当初予算（a）

※１　一般会計、特別会計を問わず政策ごとの予算等の合計額を記載している。

※２　複数政策に関連する予算については、＜＞外書きについて記載している。

※３　執行額については、政策評価の対象とはしていないが特定の政策に位置付けられるものについても計上している。

政策に関係する内閣の
重要政策

【施策に関係する内閣の
重要政策】

（施政方針演説等のうち主なも
の）

・水産基本計画（平成29年４月28日閣議決定）
第２ Ⅰ １ 浜プランの着実な実施とそれに伴う人材の育成及び水産資源のフル活用

　第２ Ⅱ ２ 漁船漁業の安全対策の強化
　第２ Ⅱ ４ 漁協系統組織の役割発揮・再編整備等
　第２ Ⅱ ５ 融資・信用保証、漁業保険制度等の経営支援の的確な実施

・農林水産業・地域の活力創造プラン（平成30年６月１日改訂）
Ⅲ 9．水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化

・未来投資戦略2018（平成30年６月15日閣議決定）
第２ Ⅰ[４] １ .（３） ⅳ）水産業改革

・経済財政運営と改革の基本方針2018（平成30年６月15日閣議決定）
第２章 ５．（４）①農林水産新時代の構築

・規制改革実施計画（平成30年６月15日閣議決定）
Ⅲ ３．水産分野

53,698,048
＜6,770.000＞の

内数

60,956,969
＜5,364.827＞の

内数

繰越し等（c）
▲3,176.720

＜▲853.320＞の
内数

▲8,067.465
＜846.959＞の内数

合計（a＋b＋c）
98,631,115

＜5,916.680＞の
内数

110,058,328
＜6,211.786＞の

内数

執行額（百万円）
95,388,667

＜4,977.731＞の
内数

102,912,176
＜5,809.481＞の

内数

令和２年度実施施策に係る政策評価書
（農林水産省２－㉓）

政策分野名
【施策名】

漁業経営の安定

政策の概要
【施策の概要】

　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浜プランの着実な実施とそれに伴う人材の育成及び水産資源のフル活用
②漁協系統組織の再編整備等

の施策を行う。

67,603,336
＜2,004.207＞

62,363,341
＜2,654.526＞

補正予算（b） 48,109,787 57,168,824 103,470,020
政策の予算額・執行額等

【施策の予算額・執行額等】
（※）

区分 30年度 元年度 ２年度 ３年度

予算の
状況
（百万
円）
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基準値 目標値

年度 22年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度

実績値 70% 74% 77% 83% －

達成度合
い

（B ： 88%） （A ： 90%） （A ： 92%） （A ： 97%） （－： －%）

－ 80% 82% 84% 86% 88% 90%

把握の方法

達成度合いの
判定方法

備考

基準値 目標値

年度 22年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 ３年度 各年度

実績値 1,971人 1,943人 1,729人

令和３年
10月頃
に把握
予定

－

達成度合
い

（A ： 98%） （A ： 97%） （B ： 86%） （－： －%） （－： －%）

1,867人 2,000人 2,000人 2,000人 2,000人 2,000人 2,000人

把握の方法

達成度合いの
判定方法

備考

基準値 目標値

年度 23～27年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ２年度

実績値 533隻 532隻 509隻

４９４隻
（令和2
年1月～
令和2年
12月）

－

達成度合
い

（A：おおむ
ね有効）

（A：おおむ
ね有効）

（A：おおむ
ね有効）

（A：おおむ
ね有効） －

662隻
632隻
未満

617隻
未満

602隻
未満

587隻
未満

－
587隻
未満

把握の方法

達成度合いの
判定方法

備考

目標③【達成すべき目標】 担い手の確保

測定指標

（ア）新規漁業就業者数

実績値・達成度合い
達成

指標－
計算分類

B Ｆ＝－直

水産庁調査により把握。

達成率＝（漁業収入安定対策事業加入漁業者による漁業生産の割合）／（目標値（％））×100％
Ａ’ランク：150％超、Aランク：90％以上150％以下、Bランク：50％以上90％未満、Cランク：50％未満

年度ごとの目標値

水産庁調査、農林水産省「漁業センサス」により把握。
令和２年度実績値については令和３年10月上旬頃把握予定。

達成率＝（当該年度の新規就業者数）／（目標値）×100％
Ａ’ランク：150％超、Aランク：90％以上150％以下、Bランク：50％以上90％未満、Cランク：50％未満

海上保安庁の公式統計「海難の現状と対策」 に掲載されている漁船事故隻数（本邦に寄港しない外国籍漁船を含む）から、海
上保安庁への聞き取りで得た本邦に寄港しない外国籍漁船を除いた漁船の事故隻数により把握。

Ａ（おおむね有効）：毎年の目標値未満（漁船の事故隻数が減少した）の場合
Ｂ（有効性の向上が必要）：毎年の目標値以上であるが、基準値未満の場合
Ｃ（有効性に問題）：基準値以上の場合

令和２年度実績が未把握のため、令和元年度実績値を用いて評価を実施

測定指標

（イ）漁船の事故隻数

実績値・達成度合い
達成

指標－
計算分類

A Ｆ↓－直

年度ごとの目標値

目標②【達成すべき目標】 資源管理・収入安定対策の推進

測定指標

（ア）漁業収入安定対策事業加
入漁業者による漁業生産の割
合

実績値・達成度合い
達成

指標－
計算分類

A F↑－直

年度ごとの目標値

23-2



基準値 目標値

年度 30年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度

実績値 － － 939組合 881組合 －

達成度合
い

－ － （Ａ ：150%） （Ａ ：116%） （－： －%）

945組合 － － 941組合 890組合 883組合 883組合

把握の方法

達成度合いの
判定方法

備考

【（１）③（ア）】新規漁業就業者数
　令和元年度の実績値が1,729人で、前年度実績値1,943人を下回った。このことに係る要因分析は以下のとおり。
① 施策（政策分野）及び測定指標をめぐる社会の動向

漁業における有効求人倍率（R元 3.56（漁船員））は恒常的に全産業平均（R元 1.41）を上回っており、令和元年度は前年（H30 3.02(漁船
員)）と比べ上昇し、人手不足の状況が続いているなか、長期研修事業の受講者数は、令和元年度（428人）は前年（431人）と比べ横ばいで
あった。このように、例年並みの長期研修に対する支援を継続しており、新規就業者数の推移については、目標値の2000人対して、近年は
概ね2000人弱程度で推移していたが、令和元年度の新規就業者数は前年と比べ１割の減少となった。

② 測定指標の目標達成に向けた主な取組
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交付を行うとともに、就業相談会の開催、漁

業現場での長期研修、漁業活動に必要な技術習得など、就業準備から就業・定着段階までを支援している。

③ 目標の達成状況に影響したと考えられる要因の分析
令和元年の新規就業者数は1,729人となり、前年と比べ１割の減少となった。漁業及び産業全体の有効求人倍率は年々上昇する傾向が続
いており、令和元年と前年の間で例年の傾向に比べ大きな変化はなかったが、就業形態別に見ると、雇われでの就業は例年並だが、独
立・自営を目指す新規就業者は前年と比べ３割近く減少した。
　独立型の新規就業者は年変動が大きく、都道府県の中には増加しているところもあることから、要因については今後の推移を注視しなが
ら分析していく必要がある。

【（１）③（ア）】新規漁業就業者数
　今後も若手を主体とした年間2000人の新規漁業就業者を確保していくことにより、漁業就業者数は減少するものの、一定の人数に収束す
るとともに、年齢構造が次第に改善され、就業者の相当数を青壮年層が占める活力ある生産構造が達成されると想定していることから、今
後の対応として、これまでの施策を確実に実施するとともに、本事業で実施している漁業就業支援フェア（漁業者と新規就業希望者がマッ
チングする場）等について、より幅広く国民へ周知する方法を検討する。

評
価
結
果

目標達成度合いの
測定結果

（各行政機関共通区分） ③相当程度進展あり

（判断根拠）
　政策分野㉓「漁業経営の安定」については、測定指標数５個のうち、Aが３個、Bが２個となっており、A’、A及びB（ただし、前年度の実績
値を下回った指標を除く）が半数以上、かつ、Cが４分の１以下であることから、令和３年度農林水産省政策評価実施計画に基づき、「③相
当程度進展あり」と判定した。

測定指標についての
要因分析

（達成度合が悪い場
合等）

【施策の分析】

【（１）①（ア）】各年度の漁業所得向上目標を達成した地区の割合
　令和２年度の実績値が45％で、前年度実績値58％を下回った。このことに係る要因分析は以下のとおり。
① 施策（政策分野）及び測定指標をめぐる社会の動向

漁獲量の減少や資材高騰等に疲弊している水産業や漁村を再生し、水産業の持続的な発展及び活力ある漁村を実現するため、国で
は、平成25年度より、各漁村地域の漁業所得を10%以上向上させることを目標に、地域の漁業の課題を漁業者自らが地方公共団体等ととも
に考え、解決方策を取りまとめて実施する「浜の活力再生プラン」を推進。平成26年度より順次取組が開始され、令和３年３月末現在579地
区でプランが策定されている。平成30年度で第１期の５か年計画を終えたプランの多くが、令和元年４月から新たに第２期プランを開始して
いるが、H29年度以降、目標を達成した地区の割合は減少傾向にある。

② 測定指標の目標達成に向けた主な取組
漁村地域ごとに、地域ブランドの確立や消費者ニーズに沿った加工品の開発等による収入向上方策と船底清掃や減速航行といった燃油

使用量削減等によるコスト削減方策を取りまとめ、策定から５年後に漁業所得10％以上向上させることを目標として取組を実施している。

③ 目標の達成状況に影響したと考えられる要因の分析
平成29年度以降、達成率は減少傾向であるが、令和２年度についてはサケやサンマといった魚種については過去最低の水揚げとなるな

ど、想定を上回る不漁等が発生したこと等により、出荷量が減少したことが前年を下回った主な要因の一つと考えられる。

水産庁調査により把握。

達成率（％）＝（実績値－基準値）／（目標値－基準値）×100
Ａ’ランク：150％超、Aランク：90％以上150％以下、Bランク：50％以上90％未満、Cランク：50％未満

測定指標

（ア）沿海地区漁業協同組合数
（出資及び非出資）

実績値・達成度合い
達成

指標－
計算分類

A Ｓ↓-差

年度ごとの目標値

施策（２） 漁協系統組織の役割発揮・再編整備等

目標①【達成すべき目標】 漁業協同組合系統（注１）等の再編整備

次期目標等への
反映の方向性

【（１）①（ア）】各年度の漁業所得向上目標を達成した地区の割合
　H29年度以降、達成率が低下していることから、その要因や対策について分析・検討を行い、施策がより効果的なものとなることに努めると
ともに、浜プランの更新に際しては、取組の成果がより端的に示されるような指標（サブ指標）の設定を取組主体に求めている。
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用語解説

※ 測定指標の詳細については令和2年度事前分析表、政策手段については令和3年度事前分析表をご覧下さい。

担当部局名
水産庁
【企画課/水産経営課/漁業保険管理官/防災漁村課】

政策評価実施
時期

令和３年８月

参　考

注１　漁業協同組合系統組織
　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。

政策評価を行う過程において
使用した資料その他の情報

－

評価結果の政策への
反映状況

（主なもの）

予算

令和４年度予算概算要求において、以下について要求を行う。

・浜の活力再生プランの着実な推進を支援するため、水産業共同利用施設等の整備等について支援を行
う「浜の活力再生・成長促進交付金（0307）」を要求する。

・若手を主体とした新規就業者を確保し、確実に定着させていくことが重要であることから、就業環境の整
備や定着促進に向けた取り組みに係る「経営体育成総合支援事業（0293）」を要求する。

税制 －

その他
（法令、組織、定員等）

－

学識経験を有する者の
知見の活用

－
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