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政策手段(事業)名 我が国２００海里内の指 政策手段所管課名 水産庁管理課

導監督及び取締費

政 ( )目的 我が国２００海里内において操業する外国漁船、日本漁船の指導監督及1

策 び取締り

手

段 ( )内容 ［我が国２００海里内の指導取締り］2

の （直轄（国 ））

概 ●我が国２００海里内で操業する外国漁船、日本漁船の指導監督及び取

要 締のための漁業取締船の運航

●漁業取締船と連携し、広域な我が国２００海里内において効果的な漁

業取締りを行うための取締航空機の運航

●外国漁船の立入検査、拿捕及び取り調べに必要となる通訳官の確保

●漁業取締船が着岸する岸壁の施設（給水施設、陸上電源など）の整備

●漁業取締に必要な装備品、機材（防弾機能付きライフジャケット、音

響閃光弾、着色弾発射機など）の購入など

( )達成目標 我が国２００海里内における水産資源の保存・管理、漁場環境保全の実3

効の確保及び漁業秩序の維持

政策目標との関連 政策分野名 指標名 目標値 実績値 達成度及び

(目標年度) 達成ランク

我が国周辺水 資源管理対 １８千トン －５９千ト －３２８％

域における水 象魚種の漁 の増 ン Ｃ

産資源の適切 獲量の増加 （平成１３

な管理 年度）

４５千トン

の増

平成１６（

年度）

事業効果と政策目 我が国の２００海里

標等との関係（概 ●国連海洋法条約の発効

念図） 沿岸国は２００海里の排他的経済水域を設定し、天然資源の開発

等に関する主権的権利（管理、取締など）の行使が可能に。

●新日韓・日中漁業協定の発効

従来の旗国主義による取締り（漁船の所属する国が取締を実施）

から沿岸国主義による取締り（沿岸国が取締を実施）に移行。

●水産資源管理などに係る国内施策など

水産資源の低水準化に対応し、ＴＡＣ制度、資源回復、漁場環境

保全等の施策を推進。
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↓

漁船の操業状況

●外国漁船

約３千隻もの外国漁船が我が国政府の許可を受けて、我が国２０

０海里内に入漁。我が国２００海里の境界線付近で我が国の許可

を得られなかった数千隻の外国漁船による侵犯操業が多発。

停船命令を無視し逃走する違反漁船が顕在化するとともに、違法

設置漁具が急増するなど、違反が悪質化・巧妙化。

●日本漁船

日本漁船の競合が激化する傾向あり。違反操業も増加傾向。

●水産資源、漁場環境への影響

違反漁船による乱獲、違法に設置された漁具の残置、流出により

水産資源や漁場環境の悪化が懸念。

↓

実効ある取締体制の構築

●対 外国漁船

外国漁船の入漁に対処するため 監視 から強制捜査を伴う 取、「 」 「

締」主体の業務に質的変換を行う必要。

許可を与えた外国漁船の適正操業の確認（漁獲量、漁網の目合な

どの検査）や違反未然防止のための立入検査、違反外国漁船の拿

捕などに備え、取締体制を強化。

●対 日本漁船

指定漁業、承認漁業などの大臣許可漁業を主体に取締りを行うと

ともに、違反漁船に厳正な司法処分、行政処分を実施。また、日

本漁船同士や外国漁船との間の洋上での操業トラブルにも対応。

↓

水産資源の違法漁獲、漁具の不法設置の抑制、漁船間の操業トラ

ブルの回避

↓

水産資源の保存・管理、漁場環境保全に係る諸施策の実効の確保

及び漁業秩序の維持

事業予算等の推移 年度 年度 年度11 12 13

千円 千円 千円（直近３カ年） 予算額 執行額（ ） 6,200,054 6,662,637 7,592,649

地区数

事業の効率性を

示す指標の推移

外国漁船

拿捕 ９隻 ２３隻 ２４隻

立入検査 ６２隻 １１８隻 １６５隻

日本漁船

検挙 ８隻 １５隻 ２４隻
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事業のこれまでの 我が国周辺水域において、漁業取締船３５隻により８，０４０日間、

具体的成果 漁業取締航空機４機により１，１２８時間の漁業取締活動を実施した。

この結果、外国漁船に関しては、現認が４２，４９０隻、立入検査が

、 、 。 、 、１６５隻 警告措置が８６隻 拿捕が２４隻であった また 刺網漁具

はえ縄漁具などの多数の違法漁具を押収。

日本漁船に関しては、２４隻の違反漁船を検挙するとともに、行政処

分を科した。

、 、こうした取締活動により 我が国に入漁する外国漁船の操業の適正化

無許可の外国漁船の侵犯操業の抑止、違反漁船の検挙による違反の再発

防止、違法漁具の回収による漁場環境の保全などに寄与した。

( )必要性 （１）我が国は四方を海に囲まれ、広大な排他的経済水域を有している1

ことから、同水域内の水産資源、優良漁場の保存・管理を図り、国

民に良質な動物性蛋白質を持続的に供給することは公益性が高く、

国家的な業務。

評 （２）国連海洋法条約は沿岸国に排他的経済水域の設定、生物資源の保

存管理及び主権的権利の行使（検査、拿捕）を規定。我が国は同条

価 約を批准するとともに国内法（漁業主権法）を整備し、関係国との

漁業協定の改訂後、水産庁、海上保安庁が外国漁船の取締を実施。

結 （３）特に水産庁は外国漁船への許可発給者として外国漁船に対し主体

的に指導取締を行い、違反漁船の拿捕、違法漁具の押収を実施。

果 （４）なお、漁業主権法上、外国人に対する捜査に制約があること、取

締体制が未整備なことから、都道府県が外国漁船の取締を行うこと

は困難。

（５）一方、日本漁船には、都道府県とともに指導取締に当たっている

が、都道府県は知事許可漁業（沿岸漁業）を主体に、水産庁は都道

府県の境界を超えて操業する大臣許可漁業（沖合漁業）を主体に取

締活動を実施。

（６）我が国周辺水域の水産資源の水準は低位であり、ＴＡＣ制度、資

源回復計画、漁場環境保全等の諸施策が推進される中、

①多くの外国漁船が許可を受けて我が国水域に入漁していること

②膨大な数の無許可の外国漁船による侵犯操業が懸念されること

③日本漁船に対しても厳正な指導取締が求められていること

から、漁業の指導取締体制を早急に整備し、上述の諸施策の実効を

確保する必要あり。

（７）漁業取締は業務の性格上、国等が行うべきものであり、民営化や

民間委託はできないが、水産庁では取締船や航空機の民間チャータ

（ 、 、 ）。ーも利用 民間の用船 航空機に漁業監督官が乗務 取締を実施

( )有効性 ①立入検査2
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外国漁船への立入検査により、定められた規制を遵守しているかどう

かの確認及び違反の未然防止に資する指導を実施。

②違反漁船の検挙

違反操業を行った外国漁船、日本漁船に対しては、厳正な司法処分等

を科し、一罰百戒により他の大勢の漁業者による違反再発を抑止。

③我が国周辺水域の監視

我が国２００海里境界線で操業している膨大な数の無許可の外国漁船

の侵犯操業を防止。

④違法漁具の押収

違法漁具の残置、流出により漁場環境の悪化（ゴーストフィッシング

など）が懸念されることから、漁具の回収による漁場環境の保全及び

違法設置者の特定に係る捜査を実施。

( )効率性 漁業取締船の能力向上（高速化、搭載人員の増加、漁具回収装置の備3

え付け 、通訳官の確保、漁業取締の装備品・機材の購入等に関する予）

、 、 、算の充実により 我が国周辺水域での巡視の強化 立入検査隻数の増加

違法漁具の回収の効率化と安全性の確保などの効果が発現。

( )その他 外国漁船による違反操業は年々増加傾向にあるとともに、その違反内4

( ､ ) 容も悪質化・巧妙化しており、我が国の水産資源の保存管理に悪影響を公正性 優先性等

及ぼしていることから、違法な漁業活動の増大に対応した漁業取締体制

の早急な充実強化が必要。

政策手段の改善の ①漁業取締船（官船）の増隻

必要性、その内容 我が国周辺水域に配備されている漁業取締船３５隻のうち、取締の中

及びその理由 核となる国の取締船（官船）は６隻のみであり、違反外国漁船の増大

（ 、 、 ）と違反内容の悪質化 ジグザグ逃走 取締船への体当たり 投石など

に対応するため、官船の増隻が必要。

②漁業取締船（用船）の性能向上

漁船改造型の漁業取締船から速力と搭載人員に優れた新型取締船への

計画的な切り換え（代船）が必要。

③取締航空機の充実

漁業取締船と連携した、効果的な漁業取締りのため、高性能ジェット

機による飛行取締の強化が必要。

④漁業監督官（定員）の増員

漁業取締船（用船）には漁業監督官が乗務して取締りに当たっている

、 、 。が １名乗船が主であり 外国漁船の立入検査や拿捕時の対応が困難

このため、２名乗船を可能とする漁業監督官の定員増が必要。

政策評価総括組織 （１）必要性

（企画評価課長） 国連海洋法条約に基づく排他的経済水域の設定の下、我が国経済水

の所見 域内における外国漁船に対する操業許可発給者たる水産庁が、外国漁

船に対し指導監督及び取締を行うことは必要な事務と認められる。
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また、水産資源状態が悪化し、漁獲量も減少傾向にある当該水域内

において、国民に対する水産物の安定供給を図るため水産資源の適正

な保存・管理が必要とされる中で、公権力を行使しつつ、漁業秩序を

維持し、増加しつつある違反漁船に対し取締りを行うことの必要性は

高まっていると考えられる。

本事業は、我が国経済水域内において操業する外国漁船及び日本漁

船の指導監督及び取締を行うものであり、かかる観点から、本事業に

は必要性は認められる。

（２）有効性

年度実績では、漁業取締船 隻、漁業取締航空機４機による漁業13 35

取締活動結果、外国漁船 隻の拿捕、日本漁船 隻の検挙が行われ、24 24

近年、これらの実績が年々増加していることから、本事業による漁業

取締活動の有効性は認められる。

なお、漁業取締活動のうち指導監督活動の有効性については、たと

えば、外国船に関する立入検査及び警告措置の件数に対する拿捕件数

の割合や再犯割合の推移等によって検証が可能と考えられるが、具体

的なデータが示されていないため、今回はその有効性は確認できなか

った。

（３）効率性

ここ３年間の外国漁船の拿捕及び日本漁船の検挙に係る１件当たり

の予算額は低減傾向が伺えることから、一定の効率性は認められる。

（４）総括意見

【継続】

本事業については必要性は認められ、有効性、効率性にも問題がな

いことから、継続して実施することに問題はないと認められる。


