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政策手段(事業)名 資源回復制度普及・啓発 政策手段所管課名 水産庁 管理課

事業

政 (1)目的 新たな資源管理体制の下、資源回復計画に基づき減船、休漁等による

策 漁獲努力量の削減等の資源回復措置を講じることにより、資源の回復を

手 図っていくこととしている。

段 本事業では、漁業者等に対し、資源回復計画制度の内容や計画の必要

の 性等について普及啓発を行うことにより、漁業者間等における合意形成

概 を促進し、円滑な計画の作成及び進行管理を目的とする。

要

(2)内容 ［資源回復計画制度の普及啓発］

補助（民間団体）

①中央検討委員会開催

②ブロック資源回復計画普及講習会開催

③全国資源回復計画普及講習会開催

④普及資器材作成

⑤関連産業者意識調査

⑥資源回復計画に用いられる具体的な漁獲努力量削減手段に関する事例

整理

(3)達成目標 資源回復計画を通じた我が国周辺水産資源の回復及び健全な生態系の

確保について、国民全体の理解を深める。

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（平成 ン Ｃ

産資源の適切 獲量の増加 １３年度）

な管理 ４５千トン

の増（平成

１６年度）

事業効果と政策目 別紙のとおり

標等との関係（概

念図）

事業予算等の推移 11年度 12年度 13年度

（直近３カ年） 予算額 執行額 ２９，４８（ ）

３千円

地区数 ４０都道府県

事業の効率性を

示す指標の推移 ー
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事業のこれまでの 本事業で作成した資源回復計画に関するパンフレットの配布や講習会

具体的成果 の開催等による漁業者等への普及・啓発を、資源回復計画作成推進事業

と一体的に実施したことにより、１３年度当初予定していた５計画(１

０魚種)の資源回復計画のうち、４計画（９魚種）について漁業者間の

合意形成がなされ、広域漁業調整委員会において原案が承認された。

(1)必要性 水産資源は再生可能な資源であり、水産基本法の理念である「水産物

の安定供給」や「水産業の健全な発展」を図る上でも、適切な資源管理

の実施は重要な課題である。

しかしながら、資源が悪化し、早急に回復を図る必要がある魚種につ

評 いては、漁獲努力量の削減、資源の積極的培養及び漁場環境の保全等の

資源回復措置を魚種、漁業及び地域の実情等に応じて適切に講じること

価 を内容とした資源回復計画を国又は都道府県が作成し、これに漁業者等

が取り組むことにより資源の早急な回復を図る必要がある。

結 このため、資源回復計画作成推進事業により漁業者協議会を開催し、

計画作成を促進しているところであるが、同協議会における漁業者間の

果 合意形成のためには、本事業により制度の内容や必要性等の理解を深め

ることが不可欠であり、一体的に実施することが必要である。

(2)有効性 本事業において普及啓発講習会を開催し、普及啓発ビデオの上映、先

進的な取り組みを推進している地域の事例や他の地域の計画作成の進捗

状況等について情報提供するとともに、漁業者協議会において本事業で

作成した普及資材（パンフレット等）を配布し制度への理解を深めたこ

とが漁業者の合意形成を促進する上で大きな役割を果たしたところであ

る。

(3)効率性 本事業及び資源回復計画作成推進事業を一体的に推進することにより

作成される資源回復計画の実施に伴い生じる経済波及効果を産業連関表

に基づき試算すると、水産資源の回復により約２４０億円の経済効果が

見込まれるとともに、約２０００人の雇用創出効果が期待できる。

(4)その他

( ､ )公正性 優先性等

政策手段の改善の 水産資源の適正な管理と持続的利用の推進を図る観点から、資源回復

必要性、その内容 計画の作成を促進するとともに、減船、休漁等に伴う経営支援策等を講

及びその理由 じることとしており、資源の回復とそのために必要なこれら施策の円滑

な推進のため、普及啓発を行い国民全体の理解を深める必要がある。

政策評価総括組織 （１）必要性

（企画評価課長） 近年、我が国周辺水域の水産資源状態が悪化し、漁獲量も減少傾向

の所見 にある中で、水産資源を適正に管理し持続的利用を図るためには、緊
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急に資源の回復が必要な魚種について、国又は都道府県が策定する資

源回復計画に基づき、漁獲努力量の削減、資源の培養及び漁業環境の

保全等の資源回復措置を適切に講じ資源の早急な回復を図ることが必

要であることから、本計画の策定を支援する本事業には必要性は認め

られる。

（２）有効性

本事業は 漁業者協議会における資源回復計画に関する普及資材 パ、 （

ンフレット等）の配布等を通じて漁業者等の資源回復計画策定の合意

形成を促進することを目的とするものであり、事業初年度である13

年度においては年度内に５計画10魚種についての原案の策定が目標

とされたところ、２月中下旬に開催された広域漁業調整委員会におい

て４計画９魚種に係る資源回復計画の原案が承認されたことから、一

定の有効性は認められる。

（３）効率性

示された資源回復計画の実施に伴う経済効果及び雇用創出効果につ

いては、漁業法とこれに基づき実施される資源回復計画作成推進事業

等のほか、関係者の努力によるものであり、本事業の実施によって発

生する効果とは認められないこと、また、本事業については 、共通、

の事業目的を有し、かつ、一体的に実施されている資源回復計画作成

推進事業（資源回復計画の作成、推進及び実行に係る体制整備のため

の事業）と統合すべきものと考えられることから、効率性の改善が必

要である。

（４）総括意見

【効率性の改善が必要】

本事業については必要性、有効性は認められるものの、効率性の改

善が必要である。

このため、共通の事業目的を有し、かつ、一体的に実施されている

資源回復計画推進事業との統合を含め、一層の効率性の向上を図るよ

う改善を図る必要がある。
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資 源 回 復 計 画 の 展 開

平成１３年度 平成１４年度

法
資源管理法 ＴＡＥ制度の規定 ＴＡＥ魚種 ＴＡＥ基本計画の設定 ＴＡＥの実施

的 (基本計画) 政令指定

措 漁業法 広域漁業調整委員 広域漁業調整 広域漁業調整
会の規定 委員会 委員会

置
新たな枠組み

資源回復計画の検討

水
産既存計画の見直し
資
源
の
回

施策 復資源回復計画 の 対象魚種の検討 資源回復計画
展開 ・の必要性 資源回復計画原案の検 の決定

健討・承認
全資源回復計画の実行
な（減船、休漁等）
生漁獲努力量削減 漁獲努力量削減
態実施計画の検討 実施計画の決定
系
の
確
保

資源回復計画 資源回復計画
作成推進事業 作成推進事業

予 （継続事業①②に加えて）
資源回復計画原案の作成及び推進に係る体制整備 資源回復計画の実行に係る体制整備

算 ①資源回復計画原案策定等の検討 ③計画対象魚種の資源評価調査の実施
②漁業者等協議会の運営 ④ＴＡＥ情報管理体制の整備

措

置

資源回復制度 ・資源回復計画の普及啓発 資源回復制度 （継続実施）
普及・啓発事業 （ビデオ、パンフレットの作成、講習会等） 普及・啓発事業
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１３年度に原案を作成した資源回復計画の内容概略

対象資源(関係府県) 資源状況／取組方針 主な具体的措置の内容
／対象漁業種類

瀬戸内海サワラ資源
（和歌山～山口、徳島、 低位横ばい傾向 ○操業期間の圧縮
香川 愛媛 福岡 大分 資源量： 主漁期(春､秋)のいずれか禁漁、 、 、 ）

1987年18,000ﾄﾝ ○未成魚の漁獲抑制
サワラ流網漁業、 近 年 1,800ﾄﾝ 漁具の改良（目合い拡大）
まき網漁業、 ○積極的資源培養
ひき縄釣り漁業等 未成魚の保護 種苗放流の実施

日本海西部
低位横ばい傾向 ○漁獲圧力の削減アカガレイ(ズワイガニ)資源

（石川～島根） 漁獲量： 保護区･保護礁の設置
1980年代8,000ﾄﾝ 休漁期間延長

沖合底びき網漁業 近 年 3,000ﾄﾝ 漁具改良
小型底びき網漁業 ○漁場環境の保全

産卵魚､小型魚の保護 海底耕耘、清掃（休漁船の活用）

太平洋北部
低位減少傾向 ○ｻﾒｶﾞﾚｲ産卵群の保護沖合性カレイ類資源

（ｻﾒｶﾞﾚｲ､ﾔﾅｷﾞﾑｼｶﾞﾚｲ､ 漁獲量(4種合計): 産卵期の休漁又は禁漁区の設置
ｷﾁｼﾞ､ｷｱﾝｺｳ） 1970年代5,000ﾄﾝ ○小型魚の漁獲抑制

（青森～茨城） 近 年 1,500ﾄﾝ 漁具改良（目合い拡大）
○漁場環境の保全

沖合底びき網漁業 産卵魚､小型魚の保護 海底耕耘、清掃（休漁船の活用）
小型底びき網漁業

伊勢湾小型機船底びき網
中位減少傾向対象種資源

（ﾄﾗﾌｸﾞ､ｱﾅｺﾞ､ｼｬｺ） 小底全体の漁獲量： ○小型魚の漁獲抑制
（愛知、三重） 1970年代5,000ﾄﾝ ﾄﾗﾌｸﾞ小型魚の禁漁期間を設定

近 年 3,500ﾄﾝ ｱﾅｺﾞ全長制限を強化
小型底びき網漁業 主要魚種の漁獲物組成 漁具改良（シャワー装置の導入）

に占める割合の低下、 ○休漁期間を新設
魚体の小型化 冬季に１ヶ月程度を新設

○漁場環境の保全
、 （ ）小型魚の保護 海底耕耘 清掃等 休漁船の活用

漁獲圧力の削減
漁場環境の保全

太平洋マサバ資源
（青森～静岡） 低位横ばい傾向 ○卓越年級群未成魚の漁獲抑制

漁獲量： 休漁日の設定（出漁日数の圧縮）
大中型まき網漁業 1970年代80万ﾄﾝ以上
（中型まき網漁業、 近 年 10万ﾄﾝ前後 ＊卓越年級群の発生が確認さ
定置網漁業等） れた段階で具体化する予定

卓越年級群の保護
（産卵親魚量の確保）

＊瀬戸内海サワラ資源の回復計画については、４月１２日付けで公表済み。
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さわら瀬戸内海系群資源回復計画の概要

１ 資源の現状と回復の必要性

・瀬戸内海を代表する魚種のひとつであり、地域においては文化的に欠くことのできな

い食材として定着

・近年の漁獲量は５００トン以下と、１９８６年の６,３００トンから大きく低迷

・近年の資源水準は１,８００トンと 漁獲量のピーク時 １９８６年 に近い１９８７、 （ ）

年当時の１８,０００トンに比べ極めて低い水準

・親魚の減少により稚魚の加入が先細る加入乱獲の状態

・サワラ資源の持続的利用のためには、早急な資源回復が不可欠

２ 資源の利用と資源管理等の現状

・流し網、まき網、ひき縄漁業等、多様な漁業により漁獲

・資源悪化に鑑み漁業者の自主的な取り組み等による操業期間の抑制等を実施

・日本栽培漁業協会により、試験的なレベルでの種苗放流を開始

３ 資源回復の目標

・当面の５年間において、現行の資源量１８００トンを２割程度増加させることを目標

とする

４ 資源回復のために講じる措置

・１４年度漁期から、灘(海域)、漁業種類毎に禁漁期間等の設置

流し網：春又は秋漁の休漁

ひき縄等：さわらを目的とした操業を禁止（春又は秋）

まき網：漁獲量を過去５カ年平均の８割を上限に設定

・１４年度漁期から、さわら流し網漁業について、全域で統一的な網目規制（10.6cm以

上）の実施

・種苗放流、藻場造成等を実施

５ 資源回復のために講じられる措置に対する支援策

①休漁する漁船の活用（漁場監視等）に要する経費への支援

②網目規制により使用できなくなる漁具の廃棄に必要な経費への支援

③その他必要な支援




