
78- 1

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 漁業分野の情報化

政策分野主管課 農林水産省大臣官房 情報システム課

関 係 課 水産庁 管理課、研究指導課、防災漁村課

１ 目標値（目標年度）

漁業生産における情報システム化の推進

（漁獲実績に対するＴＡＣ（ ：漁獲可能量）対象魚種の採捕Total Allowable Catch
の報告数量との比較 ９０％）

（平成１２年度）

＜目標値算出の考え方＞

漁獲実績に対するＴＡＣ対象魚種の採捕報告数量の比率につき現行水準を維持。

２ 評価結果

（１）有効性評価

平成１２年度実績 ９０％

達成状況 １００％

達成ランク Ａ

所見

平成１２年度は、達成状況を測定する指標の一つであるＴＡＣ報告に関する

ことについては、現状を維持するとの政策目標値が達成された。

（２）必要性・優先性評価

＜政策の必要性・優先性＞

ＴＡＣの的確な運用には、水産資源の資源量把握が重要な課題であり、そ

れに寄与する本政策は必要かつ優先的な政策である。

＜政策手段の妥当性＞

漁業分野の情報化を図るために、平成１２年度においては、様々な政策手

段が実施された。

具体的には、以下のような政策手段が講じられた。

① 高精度なセキュリティ機能をもった通信ネットワークシステムの運用に

より、大臣管理漁業については、５５漁業団体から５２万８千件、知事管
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理漁業については、３９都道府県から１８７万７千件の漁獲情報の報告が

あった。

② 高度情報を活用した漁業活動の展開、生活利便性の向上を図るため、Ｃ

ＡＴＶ整備関連事業を２地区で実施

③ 水色応用解析手法解析試験では、人工衛星から得られる水色情報から、

精密に海洋のクロロフィル量を算出するための手法を開発した。

総合実用化試験では、人工衛星からの水色及び水温情報を同時に処理・

解析することにより、漁場形成予測を行う技術を開発した。

３ 改善の方向

ＴＡＣの報告に関することに限定するのではなく、漁業分野全体の情報化をより適

切に表す目標値として情報化のもたらす効用を評価できる指標を検討する必要があ

る。
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政 策 評 価 シ ー ト

政策分野 漁業分野の情報化

政策分野主管課 政策分野主管課：大臣官房 情報システム課
及び関係課 関 係 課：水産庁 管理課 研究指導課、防災漁村課

目 標 目標年度 平成１２年度

目 標 値 漁業生産における情報 現状値 （公表時の数値）
システム化の推進 ８９％

漁獲実績に対する （平成１０年現在）
ＴＡＣ対象魚種の
採捕の報告数量と
の比較。
９０％（現状維持）

関係者が取り組 ①整備開発されたコンピューター・ネットワークシステムの維持・管理
むべき課題 ②システムの見直し及び改修

③システム利用者（漁業者）への普及・指導

政策手段 別紙のとおり

目標値に係る各 １２年度
年度の実績値及
び達成状況 ９０％

１００％ ％ ％ ％ ％

達成状況に対す 平成１２年度については、 対象魚種の漁獲量管理のTAC
るコメント ためのコンピューター・ネットワークシステムの維持・管理
課題の欄に １２年度 等に努めた結果、ほぼ目標は達成されていると考えられる。
掲げる目標
値に係る実
績値

参考指標 【１１年度の実績値】
（単位：トン）

魚種 さんま すけとうだら まあじ まいわし さば類 するめいか ずわいがに 計

141,011 382,385 211,107 351,207 381,866 237,346 4,892 1,709,81411 年生産統計

140,351 342,819 181,095 336,138 345,461 206,532 4,461 1,556,85711 TAC年 ｼｽﾃﾑ

100% 90% 86% 96% 90% 87% 91% 91%ｼｽﾃﾑでの報告率

【１２年度の実績値】
（単位：百トン）

魚種 さんま すけとうだら まあじ まいわし さば類 するめいか ずわいがに 計

2,205 3,021 2,418 1,580 3,334 3,392 56 16,00612 年生産統計

2,063 2,452 2,105 1,370 3,325 3,009 50 14,37412 TAC年 ｼｽﾃﾑ

94% 81% 87% 87% 100% 89% 89% 90%ｼｽﾃﾑでの報告率

（注）１２年の生産統計は速報値
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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

① 平成１２年度までに、 )ＴＡＣ魚種の漁獲数量について全国集計を行うi
ために漁業情報サービスセンター、 )知事管理分に係る漁獲数量を把握ii
するために３９都道府県及びその出先機関、 )大臣管理分に係る漁獲数iii
量を把握するために７０漁業団体における機器類の整備を実施するととも
に、これらを結ぶコンピューターネットワークを構築し、その管理及び運
営を行っている。

② 報告システムに対する必要な改修及びシステムの拡充を実施した。

③ 関係漁業団体及び都道府県の担当者に対して指導を実施した。

備 考
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（別 紙）
政 策 手 段 シ ー ト

政策分野 漁業分野の情報化

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

漁況海況情報サービス費補助金 人工衛星から得られる
のうち 海洋情報を漁業関係者
衛星データ高度解析システム技 ５７，４９０ へ提供するシステムの
術開発事業 開発

水産業振興事業調査等委託費 漁獲量等の情報処理を
のうち 行うコンピューター・
漁獲管理情報処理システム開発 ２７０，０００ ネットワークシステム
事業 の開発

（目標、① ② ③)

水産業振興総合対策推進指導費 漁獲量等の情報処理を
補助金 行うコンピューター・
のうち １，６９８，２５７ ネットワークシステム
都道府県等推進指導費補助金 の内数 の整備

（目標、① ② ③)

沿岸漁業構造改善事業費 漁港漁村における情報
のうち 基盤の整備
漁港漁村活性化対策事業 １，５９２，８５３

の内数

海洋生物資源の保存及び管理に 政令で定められた魚種
関する法律（平成８年法律第７ について、資源の動向
７号）に基づく漁獲量制限 － 等を勘案し基本計画を

設定・変更し、我が国
ＥＥＺ内で１年間に漁

。獲可能な量を制限する
（目標）

※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 漁業分野の情報化

目標年度 平成１２年度

目 標 値 漁業生産における情報システム化の推進
漁獲実績に対するＴＡＣ対象魚種の採捕の報告数量との比較。
９０％（現状維持）

上位計画 該当なし

目標年度

目 標 値

〔政策目標数値算出の考え方〕

（単位：トン）（過去の実績値）
魚種 さんま すけとうだら まあじ まいわし さば類 するめいか ずわいがに 計

144,983 315,987 311,311 167,073 511,238 180,749 4,677 1,636,01810 年生産統計

141,030 258,599 280,676 153,572 465,560 150,644 4,307 1,454,38810 TAC年 ｼｽﾃﾑ

97% 82% 90% 92% 91% 83% 92% 89%ｼｽﾃﾑでの報告率

現時点においては、主要な漁協等のコンピューターネットワーク整備がほぼ 完了して
いることから、現在の報告水準を維持することを目標値として設定未整備の箇所につい
ては、費用対効果を考慮し今後設置予定。

（ ） （ ）。本政策分野にかかる手段 事業 の一部は平成１２年度終了 １３年度以降の対策検討中


