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政策評価結果書

平成１３年２月２８日

（最終改訂同年６月１９日）

水産庁漁政部漁政課長

政策分野 資源の積極的な培養の促進

政策分野主管課 水産庁 栽培養殖課

関 係 課 水産庁 沿岸沖合課、研究指導課

１ 目標値（目標年度）

つくり育てる漁業の推進による資源の造成（平成１６年度）

①ひらめの種苗生産数量：７２百万尾

（平成１２年度においては、１．２百万尾増の６７．２百万尾）

②アワビの種苗生産数量：９７百万個

（平成１２年度においては、１．８百万個増の８９．８百万個）

＜目標値算出の考え方＞

種苗生産技術を向上させ、現有施設での種苗生産数量を１０％増大させる。

２ 評価結果

（１）有効性評価

平成１２年度実績 ① ９．０百万尾増の ７５百万尾

② ３３．０百万個増の１２１百万個

達成状況 ① ７５０％（ ９．０／１．２）

②１８３３％（３３．０／１．８）

達成ランク ① Ａ ② Ａ

所見

平成１２年度末の達成状況は、目標を大幅に上回る実績となったが、その要

因としては、政策評価シートの政策手段の欄に記載された手段の実施による種

苗生産技術の向上に起因する部分もあるが、政策手段として記載されていない

電源開発交付金等により種苗生産施設が増設されたことにより、我が国全体の

種苗生産機能が嵩上げされたことに起因する部分もある。

このため、目標に対する指標について、アウトカムを示すものとは言えない

こと等、本年度の実績を踏まえた上で再検討する必要がある。

その他

実績値は、各都道府県に対し、生産された種苗の数量を報告させ、とりまと

めたものである。
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（２）必要性・優先性評価

＜政策の必要性・優先性＞

水産物の安定供給の確保等のためには、資源の培養による資源造成が妥当

な魚種について、つくり育てる漁業の推進による資源の造成を行うことは、

水産資源の適正な保存管理と持続的利用の確保及び漁業の安定に必要な措置

であるので、今後とも本政策を推進する必要がある。そのためにも、放流や

養殖に用いる種苗の生産数量を増大させること等は重要な課題である。

＜政策手段の妥当性＞

平成１２年度において、数量的な目標を上回ったが、政策分野として求め

ていた資源の培養にどれだけ貢献したかを、今後更に検討していくことが必

要である。

なお、本分野の政策手段によるものとしては、以下の手段が講じられた。

① 栽培漁業センター施設費（ カ所中 カ所を整備）と栽培漁業技術開16 15

発委託費により国は基礎的な種苗生産技術開発と疾病等の対策を実施（対

象魚種約 種類）し、その成果を都道府県に普及させた。40

② また水産業振興総合対策推進事業費補助金により、都道府県において、

国の研究結果を応用した、地域の実情にあった栽培漁業技術開発（ 都40
道府県 、疾病等の対策（ 都道府県）等が行われた。） 47

③ 漁業者等が行う水産動物の種苗生産・放流・疾病対策等に対する支援

（３１道府県）

④ 種苗生産施設の整備に対する支援（ 件、 府県）11 10

⑤ さけ・ます類のふ化放流事業の効率化（ 道県）11
⑥ 漁場環境の維持・改善を通じた持続的な養殖生産体制の確保を図るため

（ ）の取り組み等に対する支援 ８県１０２地区で漁場改善計画を作成・認定

３ 改善の方向

今後関係者が本政策の推進に取り組むためには、種苗放流等により利益を受ける漁

業者等が放流経費等について応分の負担をすることにより、放流規模の拡大や定着を

図っていく必要がある。同時に、技術開発等によりかかるコストの低減を一層進める

必要がある。

また、数量的な目標は達成されたが、これはアウトカムを示す指標といえないこと

もあり、政策分野として求めていた資源の培養にどれだけ貢献したかを、今後更に検

討し、目標値、政策手段等を見直すべきである。
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政 策 評 価 シ ー ト

政策分野 資源の積極的な培養の促進

政策分野主管課 政策分野主管課：水産庁栽培養殖課
及び関係課 関 係 課：水産庁沿岸沖合課，研究指導課

目 標 目標年度 平成１６年度

目 標 値 つくり育てる漁業の推 現状値 ひらめ：６６百万尾
進による資源の造成 アワビ：８８百万個

（過去５年の平均）
上記目標を達成す

るためには，水産動
物の種苗生産数量を
増大させる必要があ
るが，種苗生産施設
は限られていること
から，種苗生産技術
を向上し，現有施設
で種苗生産数量を増
大させることとし，
現状の ％増大を目10
標値とする。

ひらめの種苗生産数
量の増：７２百万尾
アワビの種苗生産数
量の増：９７百万個

関係者が取り組 ①親魚養成・種苗生産・疾病防除に関する目標に係る技術開発課題の克服及
むべき課題 び成果の種苗生産現場への普及。

政策手段 別紙のとおり

目標値に係る各 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度
年度の実績値及

百万尾び達成状況 ﾋﾗﾒ 75
( )73

百万尾ｱﾜﾋﾞ 121
は既存(平 ( )（ ） 94

成 年当時)施10
設生産分での比 ﾋﾗﾒ ％750
較 ( )583

ｱﾜﾋﾞ ％ ％ ％ ％ ％1833
( )333

※達成状況の計算法
100（当該年度の実績－現状値）÷｛ 目標値－現状値）÷５｝×（
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・目標値を大幅に上回る実績となったが，この要因は，当初
達成状況に対す の目標として掲げた種苗生産技術の向上に起因する部分もあ
るコメント １２年度 るが，主として，複数県で種苗生産施設が増設されたことに

より，我が国全体の種苗生産に関する基本機能が嵩上げされ
たことに起因するものである。このため，目標値の指標につ

課題の欄に いては，本年度の実績を踏まえた上で，再検討する必要があ
掲げる目標 る。
値に係る実 ・目標に対する各政策手段の効用（別紙１～５）
績値 ・各年度の達成数値の近年の傾向

ヒラメ Ｈ６年以降の傾向を見ると、Ｈ９年に７１百万尾
に急増した以外は概ね６１～６６百万尾で増減。Ｈ
１２年は７５百万尾とＨ６年以降では最高の数値と
なった。

アワビ Ｈ６年以降の傾向を見ると、Ｈ８年に１０３百万
個に急増した以外は概ね８０百万個台で推移。 Ｈ
１２年は１２１百万個とＨ６年以降では最高の数値
となった。

１３年度

１４年度

１５年度

１６年度

参考指標 目標値の過去の実績値

ひらめ・アワビの種苗生産数量
単位：百万尾(個)

H H H H H10 H11６ ７ ８ ９
ひらめ ６４ ６６ ６２ ７１ ６１ ６３
アワビ ８９ ８０ １０３ ７９ ８７ ９２

関係者が取り組むべき課題の欄に掲げる目標値の過去の実績値

備 考



66- 5

（ ）別紙

各政策手段の効用

１ 栽培漁業関係
（１）栽培漁業技術開発委託費

・種苗生産・放流・疾病対策等の技術技術開発（対象魚種約４０種類）を
実施し、その成果を都道府県等に広めた。

（２）水産業振興施設整備費補助金
・国営栽培漁業センターの整備（ カ所中 カ所を整備）16 15

（３）水産業振興総合対策推進事業費補助金
・都道府県が行う技術開発等に対して支援（ 都道府県 。40 ）
・漁業者等が行う種苗生産・放流等の栽培漁業への取り組みについて支援
（ 道府県の漁協等 。31 ）

（４）沿岸資源増大利用対策事業費
・中国に対して，栽培漁業技術の定着を図り、栽培漁業の推進を図った。

（５）栽培漁業センター施設費
・都道府県の種苗生産施設の整備を支援（ 年度実績 件）12 11

（６）法人税（栽培漁業推進基金への負担金の税制上の特例措置）
・租税特別措置法第６６条の１１第１項の規定により損金または必要経費
として認められることに、基金の造成が図られやすくなり、地域における
栽培漁業が推進された。

２ さけ、ます増殖事業関係
（１）さけ・ます資源管理センターの運営に必要な経費
（２）さけ・ます資源管理センター施設費

（１ （２）により）、
・さけ・ますの放流を実施｛約２億８千万尾（計画数 。）｝
・資源動態のモニタリング調査等を実施。
・さけ・ます資源管理センターの施設整備（２カ所）を実施。

（３）水産業振興施設整備費補助金
（４）水産業振興総合対策事業費補助金

（３ （４）により）、
（ ）・地域に密着した技術開発や施設整備を含むふ化放流事業に支援 道県11

（５）水産資源保護法（第２２条～２５条）
・さけ（しろざけ）の河川内採捕禁止等により、さけ・ます親魚を保護。

３ 養殖業関係
（１）持続的養殖生産確保法
（２）水産業振興事業調査等委託費
（３）水産業振興総合対策推進事業費補助金
（４）水産業振興総合対策推進指導費補助金
（５）環境創出型養殖技術開発事業費

（１）～（５）の手段により下記の効用があった。
・持続的養殖生産確保法に基づく漁場改善計画の作成・実施に係る地方公
共団体及び生産者団体等の取組に対してソフト・ハード両面から支援。

12 102 8・平成 年度末までに各県知事の認定を受けた漁場改善計画の数は （
県 。）

・ ３）のうち海面養殖業高度化推進対策事業については３６地域で年２回、（
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地域特性に即した養殖業の競争力強化を図るための地域推進協議会を開催
・ ２ （３）のうち持続的養殖推進対策フォローアップ事業で生産コス（ ）、
トの削減をはかるための大量のカキ剥き技術、養魚用の安価で高効率な配
合飼料の開発において、２件特許出願。

４ 内水面関係
（１）水産業振興施設整備費補助金

・水産資源の増養殖基盤施設等の整備に対して支援（ 地域 件）23 25
（２）水産業振興事業調査等委託費

・ウナギ、アユ資源の増大方策や内水面有用資源の効率的かつ適正な増殖
管理手法を確立するための調査・技術開発

（３）水産業振興総合対策推進事業費補助金
（４）水産業振興総合対策推進指導費補助金

（３ （４）の手段により）、
・内水面漁業・養殖業関係者の組織強化、内水面利用者に対する知識、マ

6,550ナー、外来魚密放流防止の啓発普及等に対して支援（ポスター作成：
枚、パンフレット作成： 部等）42,400

（５）水産資源保護法（第２７条）
（６）不動産取得税

（５ （６）の手段により）、
・アユ種苗の採捕・生産の届出や不動産取得税（漁協等が国の補助を受け
て共同利用施設（保管、生産又は加工用の家屋）を取得する場合の特例措
置）の軽減により、アユ資源の安定した種苗の確保が図らるとともに、ア

。ユ等の種苗生産供給施設や種苗中間育成施設などの施設整備が推進された

５ 魚病・魚類防疫関係
（１）水産業振興事業調査等委託費

・魚類防疫の推進を図るため都道府県水産試験場等との連携を保ちつつ、
全国魚類防疫推進会議の開催（年２回）を初めとする魚病情報の迅速な収
集・伝達、重要な 種類の疾病の診断材料の備蓄配布、のべ 名が受講18 156
した魚類防疫員等の技術者育成研修、 課題にわたる魚病対策技術開発研22
究、輸入防疫制度の対象魚となっていないメバル、スズキ、カンパチ等の
輸入種苗について６県で疾病モニタリングを実施、等の事業を総合的・一
元的に推進。

（２）水産業振興総合対策推進事業費補助金
・ 都道府県において、それぞれが作成した防疫推進構想並びに事業実施47
計画に沿って実施された疾病検査、魚類防疫に関する啓発普及、防疫技術指
導等に対し支援。

（３）水産資源保護法（第１３条の２）
・輸入防疫制度に基づき輸入許可申請のあったさけ科魚類の発眼卵合計

千粒（９件）について審査し、省令で定められた疾病の侵入を防止。4,020
（４）持続的養殖生産確保法（魚類防疫関係）

・平成１２年１０月現在で、２２府県において８４名の魚類防疫員が任命さ
、 。れるなど 持続的養殖生産確保法に基づく国内防疫制度の適切な運用を推進



66- 7

（別 紙）
政 策 手 段 シ ー ト

政策分野 資源の積極的な培養の促進 （１／２）

政 策 手 段 当該年度の当初予算額 備 考
（目標，関係者が取り

）組むべき課題との関連

栽培漁業技術開発委託費 ２，２３８，４９７ 栽培漁業に関する基礎
的技術開発の実施

（目標）

水産業振興事業調査等委託費 ４６１，１０９ 全国的に統一のとれた
効果的魚類防疫対策の
推進，ウナギに関する
資源動向の調査，安価
で効率的な配合飼料の
開発・公定規格の策定
等

（目標，①）

水産業振興施設整備費補助金 ２，０８９，４０１ 種苗生産等を実施する
県営栽培漁業センター
の整備，内水面に関す
る施設整備，さけ・ま
す増殖関連施設及び魚
道等の整備

（目標，①）

水産業振興総合対策推進事業費 ２，５５７，４７８ 都道府県の実態に即し
補助金 た栽培漁業技術開発，

推進体制・施設整備，
栽培漁業の全国展開促
進，さけ・ます放流事
業における稚魚の買い
上げ放流等

（目標，①）

水産業振興総合対策推進指導費 ３０，１２７ 内水面におけるブラッ
補助金 クバス等外来魚の生息

状況調査等
（目標，①）

沿岸資源増大利用対策事業費 １１９，４７３ 相手国への栽培漁業技
術の定着による資源造
成への寄与

（目標，①）

栽培漁業センター施設費 １，３１１，７０６ 栽培漁業の全国展開の
ための国営施設の整備
・改修・更新等

（ ）目標

さけ・ます資源管理センター施 ２５７，２９０ センターにおけるさけ
設費 ・ます増殖施設等の整

（ ）備 目標
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政策分野 資源の積極的な培養の促進 （２／２）

さけ・ます資源管理センターの １，７９０，７０６ センターにおけるさけ
運営に必要な経費 ・ますのふ化放流，調

（ ）査研究等の実施 目標

環境創出型養殖技術開発事業費 ７０，０００ 陸上における閉鎖循環
式による海産魚類の養
殖技術開発

（目標，①）

水産資源保護法 － 第１３条の２
水産動物の種苗の輸入
防疫
第２２条～２５条
さけ・ます類の保護 さ（
く河魚類の通路の保護
及び内水面におけるさ
けの採捕禁止）
第２７条
あゆの種苗を販売の目
的を持って採捕し，又
は生産する者の届け出
義務 （目標，①）

持続的養殖生産確保法 － 第８条
養殖水産動植物の特定
疾病のまん延防止
第１０条
養殖水産動植物の伝染
性疾病を予防するため
の立入検査等
第１１条
養殖水産動植物の伝染
性疾病を予防するため
の報告の聴取

（目標，①）

不動産取得税 減税見込額 ２，４４０ 地方税法附則
（水産業協同組合が国の補助を 第１１条第１項
受けて取得する協同利用施設に （目標，①）
係る課税標準の特例措置）

法人税 減税見込額 ６，０００ 租税特別措置法
（栽培漁業推進基金への負担金 第６６条の１１第１項
の税制上の特例措置） の五 （目標，①）

※予算額の単位：千円
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政策目標数値算出の考え方

政策分野 資源の積極的な培養の促進

目標年度 １６年

目 標 値 つくり育てる漁業の推進による資源の造成

ひらめの種苗生産数量の増：７２百万尾

アワビの種苗生産数量の増：９７百万個

上位計画 該当無し

目標年度

目 標 値

〔政策目標数値算出の考え方〕

親魚養成、種苗生産、疾病防除に関する技術開発の進展及びそれらと関連した施設整

備によって種苗の生残率が向上し、１６年度には現状の種苗生産数の１０％増（親魚養

（ ）、 （ ）） 。成・種苗生産の関連で７％増 ＊１ 疾病の防除の関連で３％増 ＊２ は見込める

＊１ 種苗の出荷時期までに、卵質不良により死亡する種苗の割合は平均で７％である

が、健全な親魚養成技術の確立により、これらを解消することができ、同時期の生

残率を平均で７％高めることができる。

＊２ 主要な疾病の発生を防除することにより、生残率を平均で３％高めることができ

る。

１００＋７＋３
ひらめ ６６百万尾 × ≒７２百万尾

１００

１００＋７＋３
アワビ ８８百万個 × ≒９７百万個

１００


