
政策評価結果書の要旨

【政策分野】

水産物の安定供給の確保

【政策分野全体の目指す姿】

国民に対し、新鮮で良質な水産物を安定的に供給するため、限りある水産資源の適切な管理と持続的な利

用を確保する。

【目標ごとの達成状況と要因の分析・改善の考え方】

重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿（１）

水産基本計画に定められた自給率達成のため、消費者にとって関心の高い魚種のふ化・放流を国、地方及

び漁業者の役割分担を明確にしつつ、積極的に行うとともに、計画的で環境と調和した養殖業を推進し、平

成１８年度には、関係漁業生産量２，０１６千トンを確保する。

目標①：主な栽培漁業対象魚種及び養殖業等の生産量の確保
目標値:1,994千トン(平成17年度) 実績値：1,935千トン（速報値） 達成状況:34％ 達成ランク：－

要因の分 (1) 本年度については、貝類養殖及び海面漁業のホタテガイ等において、台風などの自然災害に

析・改善 よる影響が大きく、達成状況は低い水準となったものの、これら以外の対象魚種では生産量を

の考え方 維持。なお、台風などの外的要因が働いたため、ランク付けは行っていない。

(2)今後とも、環境との調和に配慮しつつ、水産動植物の養殖及び放流を推進するとともに、養

殖漁場の改善の促進、水質の保全や水産動植物の繁殖地の保護・整備により、養殖漁場環境や

稚魚期の漁場生息環境・産卵場の回復を図っていくことが必要である。

重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿（２）

資源回復計画の確実な実施を図るため、漁業者を始めとする関係者が行うべき具体的な実施計画が確実に

実施されているかを検証する。

目標②：資源回復計画の着実な実施（漁獲努力量削減実施計画の早期策定）
目標値：100％ 実績値：67％ 達成状況：67％ 達成ランク：Ｂ

要因の分 (1) 都道府県が策定する資源回復計画において、関係漁業者の数が多く取りまとめに時間を要し

析・改善 たこと等から、資源回復計画の公表から漁獲努力量削減実施計画の策定に至るまで半年以上要
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の考え方 したものが見られた。

(2) 今後、漁獲努力量削減実施計画の策定が速やかに行われるよう関係漁業者による漁業者協議

会を数多く開催し、漁業者間における早期の合意形成の促進に努める。

重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿（３）

公海の水産資源・まぐろ類等の回遊性の高い水産資源等については、関係国が協力してその管理を行って

いることから、水産資源の持続的利用を図るため、地域漁業管理機関による資源管理措置の推進を図るとと

もに、関係国との漁業協定を通じ我が国漁業の漁場の維持及び開発を図る。

目標③：国際機関による管理対象魚種及び漁業協定数の維持・増大
目標値：70魚種、47協定 実績値：75魚種、49協定 達成状況：－ 達成ランク：Ａ

要因の分 (1) 資源管理対象魚種について

析・改善 は、地域漁業管理機関等にお

の考え方 ける資源管理への取組への協

力および関係国との協議を積

極的に推進した結果、新たに

５魚種追加され、また、漁業

協定数については、中西部太

平洋まぐろ類委員会への加盟

等により２協定増加し、目標

を達成。

(2) 今後とも地域漁業管理機関

等における資源管理の取組に

おいて強いリーダーシップを

発揮するとともに、引き続き

我が国漁業者の操業機会及び

他国水域への入漁機会の確保

を図るため、関係国との協議等を積極的に展開していく必要がある。

【政策分野の総合的な評価】

・計画的生産については、都道府県等における「つくり育てる漁業」の推進等に関する支援措置を地域の自

主性に委ねることとして税源移譲したことを踏まえ、国として、海域レベルでの種苗放流体制の構築等の

各都道府県間の連携強化の取組に着手したところであり、このような取組については、今後より一層の充

実を図る必要がある。

・水産資源の管理については、漁業者自身による漁獲努力量削減実施計画への取組が進んできているが、多

魚種に対する包括的な資源回復計画の作成も推進する必要がある。

・国際的な資源管理の枠組み構築については、我が国及び関係国の努力により構築された管理体制の下、よ

り一層の資源管理の推進を図ることが重要である。

評価書の詳細

http://www.maff.go.jp/soshiki/kambou/kikaku/hyoka/17/14_1.pdf
担当：水産庁漁政課 ℡０３－３５０２－８１１１ （内線７０５７）
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政策評価結果書
平成１８年３月３１日

（最終改訂同年７月７日）
実績評価（目指すべき姿と目標の考え方）

政策分野 水産物の安定供給の確保

政策分野主管課 政策分野主管課：管理課
及び関係課 関 係 課：沿岸沖合課、遠洋課、国際課、研究指導課、漁場資源課、

栽培養殖課、計画課、整備課

政策分野の全体 国民に対し、新鮮で良質な水産物を安定的に供給するため、限りある水産
の目指す姿 資源の適切な管理と持続的な利用を確保する。

重点的に取り組むべき課題 目標 判断に用いる指標
（課題ごとに目指すべき姿） （政策の有効性に関する指標 ・データ

／政策の有効性を判断する視点）

限りある水産資源の適切な管理

と持続的利用を図るため、以下の

課題に対し重点的に取り組む。

１．水産基本計画に定められた自

給率達成のため、消費者にとっ

て関心の高い魚種のふ化・放流 ① 主な栽培漁業対象魚種及び養殖業等の生産 漁業・養殖業生産統

を国、地方及び漁業者の役割分 量の確保 計年報

担を明確にしつつ、積極的に行 目標年次；平成18年度

うとともに、計画的で環境と調 目 標 値；2，016千トン

和した養殖業を推進し、平成 基 準 値；平成13年度1，904千トン

１８年度には、関係漁業生産量 ↓

２，０１６千トンを確保する。 平成17年度目標 ；1，994千トン

２．資源回復計画の確実な実施を ② 資源回復計画 の着実な実施（漁獲努力量 水産庁調査（業務資※1

図るため、漁業者を始めとする 削減実施計画の早期策定） 料）※2

関係者が行うべき具体的な実施 目標年次：毎年度

計画が確実に実施されているか 目 標 値：100％確保

を検証する。

※1，2については、“実績評価（目標値と実績値の推移）シ

ート”に用語説明を記載

３．公海の水産資源・まぐろ類等 ③ 国際機関による管理対象魚種及び漁業協定 水産庁調査（業務資

の回遊性の高い水産資源等につ 数の維持・増大 料）

いては、関係国が協力してその 目標年次：毎年度

管理を行っていることから、水 目 標 値：７０魚種

産資源の持続的利用を図るた ４７協定

め、地域漁業管理機関による資

源管理措置の推進を図るととも

に、関係国との漁業協定を通じ

我が国漁業の漁場の維持及び開

発を図る。



実績評価（目標設定と判定の考え方）

上位計画 水産基本計画

(関係箇所) 第１の１ 水産物の安定供給の確保
第２の１の（１）水産物自給率目標の意義、（２）水産物の自給率目標の定め方、

２の（２）我が国漁業の持続的生産目標
第３の（２）排他的経済水域等における水産資源の適切な保存及び管理

（３）排他的経済水域等以外の水域における水産資源の適切な保存及び管
理

（７）排他的経済水域等以外の水域における漁場の維持及び開発
（９）国際協力の推進

目標年度 平成24年

目標値 食用魚介類自給率 ６５％

〔政策分野の全般的考え方（必要性）〕
水産物は、健全な食生活をはじめ健康で充実した生活の基盤として重要なものであることから、国民

に対し、将来にわたって、安全で良質な水産物が合理的な価格で安定的に供給されなければならない。

水産資源は、海洋、河川等の水中の生態系を構成する生物である。自然の力による再生産が可能であ

るものの、その許容限度を超えた利用が行われる場合には枯渇する恐れのある資源であることから、水

産物の供給に当たっては、その特性を十分踏まえ、持続的な利用を確保することが不可欠である。天然

資源を利用するという漁業の特性を踏まえれば、闇雲にその増大を追求するのではなく、あくまでも水

産資源の持続的な利用が確保される範囲内で最大限の生産を目指すことが必要である。

〔政策分野の目標設定の考え方〕
平成１４年３月に定められた水産基本計画の中で、平成２４年の食用魚介類の自給率目標が６５％と

され、自給率の計算上重要な要素である持続的生産目標は６８２万トンとなっている。この持続的生産

目標を達成する上で、可能な人的管理は、①種苗のふ化・放流による資源の増大及び養殖業等による計

画的生産、②適切な資源管理による水産資源の適切な利用と考えられる。

このため、水産物の安定供給の確保という政策課題に対し、適切に施策が機能しているかを評価する

場合の指標としては、以下を目標とすることにより、水産物の安定供給の確保という政策課題に対する

一定の評価が出来ると考える。

① 漁業生産量の約３０％を占める「主な栽培漁業対象魚種及び養殖業等の生産量」

② 資源管理の重要な施策である資源回復計画はその計画期間が５～１０年であり、単年度ではその成

果が計れないこと及び当該計画によりどれだけ漁獲量等が回復したかを計ることが現時点では困難で

あることから、当面、策定された資源回復計画が確実に実施されているかをもって判断することとす

るが、同計画の実施は同計画に基づき、漁獲圧力を下げるための適切かつ具体的な手段を定める漁獲

努力量削減実施計画が早期(半年以内)に策定されることによって担保される。したがって、資源回復

計画の着実な実施(漁獲努力量削減実施計画の早期策定)」を指標とする

③ 公海の水産資源・まぐろ類等の回遊性の高い水産資源等については、関係国が協力してその管理を

行っていることから、国際的な管理を要する水産資源の適切な保存及び管理が図られるよう「国際漁

業機関による管理対象魚種の維持・増大」を、また、我が国漁業の漁場の維持及び開発が図られるよ

う「漁業協定数の維持・増大」を指標とする。



〔目標値の算出方法／達成状況の判定方法〕

目標① 主な栽培漁業対象魚種及び養殖業等の生産量の確保
・現状値及び算出方法

水産基本計画による平成２４年度の自給率目標値から関係漁業生産量の平成１８年度の自給率目標値

を推計し、これを平成１８年度の政策目標値とした。

達成状況の計算方法

達成率＝（３年間（H15、16、17）の実績値の平均値－Ｈ13基準値）÷

（Ｈ17目標値－Ｈ13基準値）×100（％）

※つくり育てる漁業の関係漁業生産量については、自然条件や価格形成等の外部的要因に左右されやすく、

年ごとの増減幅が大きすぎることから、関係漁業生産量の実績値については、３ヶ年平均値を用いている。

※Ｈ13基準値；1,904千トン（H13速報値）

目標② 資源回復計画の着実な実施（漁獲努力量削減実施計画の早期策定）
・現状値及び算出方法

・当該年度（１～１２月）に策定された資源回復計画数 及び

・当該年度（１～１２月）に策定された資源回復計画に基づく漁獲努力量削減実施計画数(但し、資源

回復計画策定後、半年以内に策定された漁獲努力量削減実施計画に限る）

から算出する。

達成状況の計算方法

漁獲努力量削減実施計画の早期策定（半年以内）達成率＝Ｂ／Ａ×１００

Ａ；その年の（１～１２月）に策定された資源回復計画数

Ｂ；Ａに基づき策定された漁獲努力量削減実施計画数（但し、資源回復計画策定後、

半年以内に策定された漁獲努力量削減実施計画に限る）

目標③ 国際機関による管理対象魚種および漁業協定数の維持・増大

・現状値及び算出方法

①国際漁業機関による資源管理対象魚種数については、平成16年度の現状値70魚種を、

②漁業協定数については、平成16年度の現状値47協定を、それぞれ目標とする。

達成状況の判定方法；目標値を上回るときは達成、その他のときは未達成とする。



実績評価（目標値と実績値の推移）

【目標値と実績値の推移】
目標値① 主な栽培漁業対象魚種および養殖業等の生産量の確保

（単位；千トン）

平成１３年 平成１４年 平成１５年 平成１６年 平成１７年 平成１８年

（概数値） （速報値） （目標値）

海面養殖業 1,256 1,333 1,251 1,215 1,211 1,289
海面漁業 サケ・マス類 221 235 287 259 246 238

ヒラメ 7 7 6 6 6 8
マダイ 15 16 15 15 15 16
クルマエビ 1 1 1 1 1 2
ガザミ類 4 3 3 3 3 3
アワビ類 2 2 2 2 2 3
ホタテガイ 291 307 344 314 287 325
小計 541 571 658 600 560 595

計 1,797 1,904 1,909 1,815 1,771 1,884
内水面養殖業 56 51 50 46 42 60
内水面漁業 62 61 60 60 54 72
計 118 112 110 106 96 132
合計 1,915 2,016 2,019 1,920 1,867 2,016

資料：漁業・養殖業生産統計年報

注１） 内水面養殖業及び内水面漁業については、平成１３年以降、調査の対象が養殖業では全魚種から主要４魚種

へ、漁業では全河川・湖沼から主要１４８河川・２８湖沼へ、それぞれ削減（ただし、漁業センサス年次は、

全数調査を実施）されており、平成１２年以前とのデータの連続性はない。

注２） 海面漁業における漁場造成（増殖場造成等）による増産効果については、魚種毎の増産数量を算出すること

が困難なことから目標値に含めていない

資料：漁業・養殖業生産統計年報より

目標値② 資源回復計画の着実な実施（漁獲努力量削減実施計画の早期策定）

平成16年度 平成17年度

A；その年（1月～12月）に策定された資源回復計画数 ４ ９
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B；Aに基づき策定された漁獲努力量削減実施計画数

（資源回復計画策定後、半年以内に策定された漁獲 ３ ６
努力量削減実施計画数）

（用語説明） 資料：水産庁調べ

１, 資源回復計画；我が国周辺水域において、緊急に資源の回復を図ることが必要な魚種について減船・休漁等を

含む漁獲努力量の削減等の資源回復措置を、期間を定めて講じることにより、資源の早急な回復を図る計画

２, 漁獲努力量 ；海洋生物資源を採捕するために行われる漁ろう作業の量（操業日数、漁船隻数、漁具数など）

目標値③ 国際漁業機関による管理対象魚種および漁業協定数の維持・増大

資料：水産庁調べ

漁業協定数の推移
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実績評価（評価結果と分析・改善の考え方）

目 標 評 価 結 果

目標① 目標値、実績値、達成状況
主な栽培漁業対
象魚種および養 本年度の目標値 1,994千トン

殖業等の生産量 本年度の実績値 1,935千トン（速報値、3カ年の平均値）

の確保 達成状況 34.4％ 達成ランク －

基準値 平成13年の実績値（速報値）を基準とした本年度の達成状況

平成13年の実績値 1,904千ﾄﾝ(平成13年度の速報値を使用）

34.4%=(1,935-1,904)÷(1,994-1,904)×100 %

政策目標を達成するための政策手段の有効性

・達成状況は、毎年、一定の水準を確保していたが、本年度については台風などの自

然災害による影響が大きく、関係漁業生産量は1,935.3千トンとなり達成状況は低い

水準となった。

・関係漁業生産量のうち、台風などの環境要因の大きかった貝類養殖及び海面漁業の

ホタテガイを除けば、対象種の生産量は昨年度と比較して増加しており一定の効果は

発現している。ランク付けについては、関係漁業全体について台風などの外的要因を

除いて評価することが困難なことから、－評価とした。

・達成状況が低い水準となった要因としては、

① ホタテガイについては、海面養殖業における水温低下による種苗確保の不調及び

海面漁業において平成17年に漁獲対象となる3年貝の平成16年1月の低気圧の影響に

よる斃死【海面養殖業；〈H16年〉215千トン→〈H17年〉203千トン、海面漁業；〈H1

6年〉314千トン→〈H17年〉287千トン】

② カキ類、コンブについては、台風による養殖施設の損壊【カキ類；〈H16年〉234

千トン→〈H17年〉217千トン、コンブ類；〈H16年〉47千トン→〈H17年〉45千トン】）

③ 自然条件の影響を大きく受けるシジミ及びシラスウナギの不漁によるウナギの減

産【シジミ；〈H16年〉16.2千トン→〈H17年〉13.6千トン、ウナギ〈H16年〉21.8千

トン→〈H17年〉19.7千トン】

等により、生産量が減少したことである。

・しかしながら、以下のような施策を行った結果、自然災害によって減少したもの以

外については、一定水準の生産量を維持することができた。

① 魚類養殖においては、漁場改善計画の策定による適正な養殖管理、施設・体制整

備、経営の高度化等の推進などにより、生産量が増加【〈H16年〉262千トン→〈H17

年〉269千トン】

② 海面漁業においては、サケ・マス増殖の推進による幼稚魚の健苗放流や民間ふ化

場への技術指導等により、前年に引き続き高い水準となり、平成18年目標の生産量

（238千トン）を達成（246千トン）。また、種苗生産施設の整備や約80種類の種苗

生産・放流等を行い、このうち、マダイ、ヒラメ、クルマエビ等の約10種類に関し

てそれぞれ、1,000万尾(個）以上の放流を実施し、生産量を維持【〈H16年〉27千ト

ン→〈H17年〉27千トン】

③ 内水面漁業については、アユの種苗生産施設・中間育成施設の整備により良質の

種苗の放流量が増加しており、遡上時期の渇水等があったものの、アユ生産量はほ

ぼ前年並みを維持【〈H16年〉7.3千トン→〈H17年〉7.1千トン】

・このように、施策は一定の効果は発現しており、目標に対する手段の一定の有効性

が認められる。



改善・見直しの方向

・水産基本計画による自

給率目標の設定を受け

て関係漁業の漁業生産

量の平成２４年の自給

率目標値の達成を図る

ためには、より一層の

積極的な水産資源の増

大の資する施策である

「つくり育てる漁業（右

図）」を推進していく必要がある。そのため、環境との調和に配慮しつつ、水産動植

物の養殖及び放流を推進するとともに、養殖漁場の改善の促進、水質の保全や水産動

植物の繁殖地の保護・整備により、養殖漁場環境や稚魚期の漁場生息環境・産卵場の

回復を図っていくことが必要である。

・さらに、WTO等の水産物貿易交渉の進展や輸入の増加等我が国水産業を取り巻く環境

の急速な変化に対応するため、国内水産業の競争力強化を図る必要があると考える。

・また、今般、三位一体改革の趣旨を踏まえ、地方で実施できるものは都道府県の自

主性に委ねることとし、都道府県向け交付金（強い水産業づくり交付金）のうち、つ

くり育てる漁業に関連するソフト事業については、資源管理目標等の一部のメニュー

を除いてほとんどのメニューを都道府県へ税源移譲することとなったことから、今後、

国は、都道府県で確実に実施されるよう水産に関する施策の実施について状況を把握

するとともに、国として重点的に実施すべき上記課題に対応していく必要がある。

・このような状況において、つくり育てる漁業の推進に資する施策では、

① 養殖業においては、持続的養殖の推進や経営の合理化、国際競争力の強化を図

るため、

a)ノリの構造改善計画の策定や高性能施設等の整備

b)国際競争力強化に資するノリ養殖システムの開発及び優良品種の確保

c)カンパチ養殖種苗の国産化による安定的な生産確保や低コスト・低環境負荷型

の養殖技術開発

② 栽培漁業においては、都道府県において自主的に実施する取組に加え、効率的か

つ効果的に水産資源の維持・増大を図るため、

a)適期・適サイズ放流等によるサケ・マスの回帰率の向上に関する関係民間団体

の連携強化

b)海域レベルでの適地種苗放流等による種苗放流体制の構築に関する関係都道府

県の連携強化

を推進する広域的な取組

③ 内水面漁業においては、健全な内水面生態系の保全･復元を図るため、生態系に

配慮した増殖手法の開発、生態系保全等に関する啓発普及活動、外来魚の駆除やカ

ワウの食害対策といった緊急・広域的な取組

等の推進を図る必要がある。

・さらに豊かな海と河川・湖沼の再生を目指し、沿岸域の生物生産力の回復を図ると

ともに、魚種別の資源回復計画や新たに開始した多魚種の包括的な資源回復計画を着

実に実施するため、これら施策との連携を強化する必要がある。

目標② 目標値、実績値、達成状況
資源回復計画の
着実な実施（漁 本年度の目標値 100％

獲努力量削減実 本年度の実績値 67％

つくり育てる漁業
「種づくり」による資源増殖
・栽培漁業
・さけます増殖

「場づくり」による資源増殖
・魚礁漁場の造成
・藻場、干潟等の造成による生息場の保全・創造

養殖業
・養殖場の造成
・漁場環境の維持保全
・疾病の予防及びまん延防止の推進等の魚類防疫対策

つくり育てる漁業
「種づくり」による資源増殖
・栽培漁業
・さけます増殖

「場づくり」による資源増殖
・魚礁漁場の造成
・藻場、干潟等の造成による生息場の保全・創造

養殖業
・養殖場の造成
・漁場環境の維持保全
・疾病の予防及びまん延防止の推進等の魚類防疫対策



施計画の早期策 達成状況 67％ 達成ランク B

定） 基準値 －

66．6(％)＝6計画 ÷ 9計画 ×100

政策目標を達成するための政策手段の有効性

・本目標は、概ね達成しているものの、Bランクであった。

・漁業者協議会に対する積極的な助成や漁獲努力量削減のための休漁・減船に対する

適切な支援等を講じることにより、おおむね速やかに漁獲努力量削減実施計画が策定

されてきたところである。

・一方で、漁獲努力量の削減は、漁場や漁具、操業期間の制限など、関係漁業者の痛

みを伴うものであり、具体的な自主規制内容を関係漁業者間で合意するため、調整を

行う必要があるが、いくつかの計画で資源回復計画の公表から漁獲努力量削減実施計

画の策定に至るまで半年以上要したものが見られた。これは具体的には、都道府県が

策定する地先の資源回復計画において、関係漁業者の数が多く取りまとめに時間を要

したことや、資源回復計画の策定時期と漁期の間に半年以上の開きがあり、関係漁業

者の削減実施計画策定に対する取組が遅れたことによる。

・なお、これらすべての資源回復計画において、その後、漁獲努力量削減実施計画が

策定されている。

改善・見直しの方向

今後、漁獲努力量削減実施計画の策定が速やかに行われるよう関係漁業者による漁

業者協議会を数多く開催し、漁業者間の合意形成の促進に努めるとともに、資源回復

計画の策定にあたっては漁期を考慮するなど、早期に実施計画が策定されるよう都道

府県に対して通知することにより、回復計画策定から半年以内に実施計画が策定され

るよう図っていくこととしたい。

目標③ 目標値、実績値、達成状況
国際機関による
管理対象魚種お 本年度の目標値 70魚種、47協定

よび漁業協定数 本年度の実績値 75魚種、49協定

の維持・増大 達成状況 達成ランク Ａ

基準値 －

政策目標を達成するための政策手段の有効性

・いずれの目標についても達成された。

・水産物の安定供給の確保を図るためには、国内漁業のみならず、排他的経済水域外

における水産資源の持続的な利用及び管理が必要であり、当該水域における操業に関

する協定の締結、諸外国との協議、国際的な水産資源管理枠組みへの協力等を推進す

ることが有効である。

これらの観点から、地域漁業管理機関等における資源管理への取組への協力および

関係国との協議を積極的に推進した結果、資源管理対象魚種については、中西部太平

洋まぐろ類委員会（WCPFC）および北大西洋漁業機関（NAFO）において新たに５魚種

追加され７５魚種となった。一方、漁業協定数については、前述のWCPFCへの加盟お

よびマダガスカルとの民間協定により２協定の増加となり、４９協定となった。

改善・見直しの方向



今後とも、世界有数の漁業国として、地域漁業管理機関等における資源管理の取り

組みにおいて強いリーダーシップを発揮するとともに、引き続き我が国漁業者の他国

水域での操業機会を確保するため、関係国との協議等を積極的に展開していくことと

する。

なお、我が国は、WCPFCへの正式加盟を果たし、まぐろ類については全海域におい

ていずれかのまぐろ類地域漁業管理機関（RFMO)による管理体制を構築した。今後は、

各まぐろ類RFMOの協議によりIUU※漁業の廃絶等や漁獲能力の抑制等の問題に対し、

より効率的な対応が可能となる。具体的には、明年1月我が国において、各まぐろ類R

FMOの連携強化を目的とし、各まぐろ類RFMOの事務局および加盟国（EC,台湾を含む76

の国、地域等）のコミッショナー等総勢役200名を召還し合同会合を開催することと

している。

※IUU;Illegal，Unregulated and Unreported（違法・無規制・無報告）の略称。国際的な資源管理の枠組みを

逃れて操業する漁業・漁船

総合的な所見 ・水産物の安定供給のためには、計画的生産と、適切な資源管理が不可欠である。

（各局政策評価 ・その中で、計画的生産については、平成17年度において、自然災害の影響等もあり、

担当課長） 生産量の増大という分野の目標に届かなかったが、それ以外の部分では施策の一定の

効果の発現も見られることから、一定の評価は出来る。

・一方、都道府県等におけるつくり育てる漁業の推進等の実施については、これまで

「強い水産業づくり交付金」において国による支援を行い、その取組を推進してきた

ところであるが、これらの取組については地域の自主性に委ねることによって地方の

創意工夫を活かした取組が期待できることから、三位一体改革の趣旨を踏まえ、平成

18年度からはこれらにかかる交付金を廃止し、これに見合った税源を都道府県に移譲

することで都道府県等の裁量の下で、自主的に取組を進めることとされた。

・このような状況の下、国としては、海域レベルでの種苗放流体制の構築等の各都道

府県間の連携強化の取組に着手したところであり、このような取組については、今後

より一層の充実をはかっていく必要がある。

・水産資源の管理については、我が国周辺水域の水産資源水準が低位にある中で、関

係者間の危機意識の醸成、資源回復への熱心な指導等により、漁業者自身による資源

回復計画→漁獲努力量削減実施計画の取組が加速化していることは評価できる。平成

17年度においては、多魚種にわたる包括的な資源回復計画の作成にも着手したところ

であり、今後ますますの推進が必要である。

・一方、これらの取組による実際の資源回復への道のりは、資源回復計画の計画期間

が5年～10年であることから一定期間が必要であること、水産資源は自然条件によっ

て左右される面も大きいことなどにより、短期間的に評価することは困難であるが、

今後生産量をベースとしてその効果を表すことについて検討する必要がある。

・国際的な資源管理の枠組み構築については、特に重要な国際水産資源と考えられる

まぐろ類について、我が国及び関係国の努力により一定の管理体制が構築されたこと

は評価すべきである。今後はこの管理体制の下、より一層の資源管理の推進を図るこ

とが重要。

【政策評価総括組織（企画評価課長）の所見】
評価結果は概ね妥当であり、改善・見直しの方向を踏まえて、施策への見直し、反映に努めるべきで

ある。

「資源回復計画の着実な実施」の評価に当たっては、漁獲努力量削減実施計画の早期策定のほか、種

苗放流等による資源の積極的培養、漁場環境の保全等の取組の総合的な推進状況についても記述する必

要がある。

なお、本分野においては、調査や研究に係る複数の委託事業があることから、実施主体の一本化や類



似事業の統一あるいは国自らが行うことの可否などについて再度検討し、予算の効率的な執行に努める

必要がある。

【評価会委員の意見】
○水産庁の施策は、生産サイドの施策が多く、消費者サイドの施策があまり見られない。協定違反の魚がか

なり出回っていると聞くが、消費者がそのような魚を選ばないような仕組みを作るなど、消費者サイドの仕

組みを充実させて欲しい。（長谷川委員）

○沿岸漁業を育てていくためには、海の中の研究が重要である。そのような研究を充実させてほしい。（永石

委員）

○獲った魚をいかに高く上手に付加価値をつけて売ることが、最終的に水産業の発展とともに安定的な供給

につながると思う。（合瀬委員）



政策分野

政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

漁業資源調査等委託費
のうち
・有明海環境改善技術
　開発事業費

有明海の特性に対応し、
二枚貝資源の生産回復
に資する海域環境改善
技術の開発

400

・有明海における新たな海水
流動制御技術
・覆砂漁場機能増進技術及
び耕耘技術
の開発を実施し、二枚貝資源
の生産回復に資する海域環
境改善技術の開発に寄与。
・主に実証地区における事前
調査、測量、水槽実験、施設
等の設計等現地工事を行
い、その後効果調査を実施。

水産業振興事業委託費
のうち
・漁場環境保全調査等
　委託費

有害物質の魚介類への
蓄積状況の把握

302
　２７７検体の主要魚介類等
についてダイオキシン類の蓄
積状況を明らかにした。

・漁場環境保全調査研
　究等事業費

・漁業被害の防止・軽
減、
・漁業資源量及び生産
量の増加等による良好
な漁場環境の保全　等

274

・プランクトンの生理・生態の
解明
・赤潮予察技術の開発
等を実施し、赤潮による漁業
被害防止・軽減、漁業資源量
及び生産量の増加等による
良好な漁場環境の保全に寄
与

実績評価（政策手段シート）

水産物の安定供給を図るため、漁場
環境における化学物質や重金属等の
魚介類への蓄積実態や影響をより詳
細に把握するための調査・研究を実施
し、消費者及び生産者にわかりやすい
情報の提供 等。

水産物の安定供給の確保

水産物の安定供給を図るため、赤潮
等による漁業被害防止対策、漁場環
境保全方針の策定等を実施　等。

水産物の安定供給の確保を図るた
め、漁業者等からの意見を聞いた上で
二枚貝資源の生産回復に資する海域
環境改善技術の現地実証を実施。

分野の目標等

(関連する目標）
実績及び実績に対する所見

① 主な栽培漁業対
象魚種および養
殖業等の生産量
の確保

政策手段の内容



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等

(関連する目標）
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

・漁場環境・水産資源持
　続的利用型技術開発
　事業費

漁場環境の改善や資源
の持続的利用を図るた
めの行政課題に対応し
た新技術の開発

83

・遺伝子組換え魚介類を効率
的に識別する技術や遺伝子
組換え魚介類が自然環境に
与える影響を明らかにするた
めの技術開発を実施。
・不法輸入が発覚した光るメ
ダカの識別に大きく寄与。今
後とも遺伝子組換え魚介類の
情報収集は必要。
・廃ＦＲＰ漁船を魚礁材等とし
て再利用を図るための技術開
発を実施。

・内水面漁業振興対策
　事業

・外来魚による漁業への
影響の軽減
・カワウによる漁業対象
種に対する食害の軽減

96

・ブルーギルの効果的な駆除
方法及び繁殖抑制技術の開
発
・遺伝的多様性や魚病に配
慮したアユの増殖手法や渓
流域の管理方法の開発
・外来魚による漁業への影響
の軽減に寄与

・有明海等環境情報・研
　究ﾈｯﾄﾜｰｸ総合推進事
　業

環境情報・研究ネット
ワークの策定並びに、八
代海における漁場環境、
水産生物及び漁業実態
等の把握

15

・有明海等の海域環境情報
について、一元的集約システ
ム及び配信システムを構築
し、漁業関係者、研究者等を
対象とした環境情報・研究
ネットワークを策定。
・本ネットワークの策定により、
情報が一元化された。
・さらに八代海域において、
干潟・藻場調査を実施し、得
られた海域環境情報は本ネッ
トワークを通じて広く一般に提
供。

水産物の安定供給の確保を図るた
め、漁場環境の改善、水産資源の持
続的利用に係る技術開発を実施。実
用化、実事業への反映。

食料の安定供給のため、近年、内水
面漁業で生態系に悪影響を及ぼして
いるブルーギル等の外来魚の繁殖抑
制技術やカワウによる稚魚放流の捕食
防止技術の開発等。

主な栽培漁業対象種及び養殖業等の
生産量の確保を図るため、有明海等
の海洋環境、漁業及び研究に関連し
た情報の収集、データベースの作成、
情報提供ソフトウェアの開発、補完調
査の実施。



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等

(関連する目標）
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

水産業振興事業地方公
共団体委託費

・漁業被害の防止・軽
減、
・漁業資源量及び生産
量の増加等による良好
な漁場環境の保全

62

・プランクトンの生理・生態の
解明、赤潮予察技術の開発
を実施し、赤潮による漁業被
害防止・軽減、漁業資源量及
び生産量の増加等による良
好な漁場環境の保全に寄与
・岩手県釜石湾、大船渡湾の
漁場環境保全方針を策定す
ることで、漁業資源量及び生
産量の増加等による良好な
漁場環境の保全に寄与。

水産業振興事業民間団
体委託費のうち
・増養殖機能等実証調
　査事業費

・貝殻を有効活用したつ
くり育てる漁業の推進に
よる持続的な水産業の
発展
・漁港施設を資源回復に
有効活用することで持続
的な水産業の発展に貢
献

96

・増養殖場造成に適する環境
条件、貝殻の処理方法、造成
手法等に関するガイドライン
の作成（H18年度末）に向け
た実証試験、効果調査等の
適切な実施。
・漁港施設の増殖機能や生
物を育む機能を向上させるた
めの漁港施設改良手法等に
関するガイドラインの作成
（H18年度末）に向けた水域
環境調査、増殖機能の検証
等の適切な実施。
・今後は、調査結果を十分に
踏まえ、ガイドラインを作成
し、持続的な水産業の発展に
貢献できるよう努める。

水産物の安定供給を図るため、赤潮
による漁業被害防止対策を実施　等。

貝殻等水産系副産物のリサイクルの推
進を図るため、貝殻の増養殖場の造
成への活用について技術開発や実証
試験を行うとともに、水産資源の回復
を図るため、漁港施設が有する生物育
成機能を向上させる改良手法等につ
いて調査検討を行い、ガイドラインを
作成。



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等

(関連する目標）
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

・内水面漁業振興対策
　事業

・外来魚による漁業への
影響の軽減
・カワウによる漁業対象
種に対する食害の軽減

96

・カワウ被害に遭いにくいアユ
種苗放流方法の開発
・適切なアユや渓流魚の放流
方法の検討
・カワウによる漁業対象種に
対する食害の軽減に寄与

・水産業振興事業調査
　等委託費

色落ちのりの飼料等有
効利用の拡大

40

・ブリ及びヒラメに対して色落
ちノリを配合した飼料の投与
効果試験の実施。
　今後、当該試験結果を踏ま
え技術を確立した上で、飼料
等有効利用の拡大を図る

・漁場環境保全調査等
　委託費

生物多様性に配慮した
アマモ造成ガイドライン
の作成

202

・アマモ場造成ガイドラインの
作成の基礎調査として、アマ
モの遺伝子レベルでの種の
判別のための調査・解析等の
実施
・今後、当該調査・解析に基
づき生物多様性に配慮したア
マモ造成ガイドラインの作成。

食料の安定供給のため、ノリ色落ちな
どにより利用されていない養殖海藻類
の再利用技術の開発。

食料の安定供給のため、近年、内水
面漁業で生態系に悪影響を及ぼして
いるブルーギル等の外来魚の繁殖抑
制技術やカワウによる稚魚放流の捕食
防止技術の開発等。

栽培漁業対象魚種等の生産力確保の
ため、これら魚種の幼稚魚育成場・産
卵場であるアマモ場の維持・造成のた
めの調査等の実施等。



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等

(関連する目標）
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

・有明海等環境情報・研
　究ﾈｯﾄﾜｰｸ総合推進事
　業

環境情報・研究ネット
ワークの策定並びに、八
代海における漁場環境、
水産生物及び漁業実態
等の把握

28

・有明海等の海域環境情報
について、一元的集約システ
ム及び配信システムを構築
し、漁業関係者、研究者等を
対象とした環境情報・研究
ネットワークを策定。
・本ネットワークの策定により、
情報が一元化された。
・さらに八代海域において、
干潟・藻場調査を実施し、得
られた海域環境情報は本ネッ
トワークを通じて広く一般に提
供。

水産業振興民間団体事
業費補助金のうち
・水産増養殖等振興対
　策費

・国内の養殖ウナギの生
産量２０千トン台の維持
(平成１８年)
注：現状値２１千トン(平
成１６年）

108

・有用細菌を利用した養殖か
き類の浄化技術など養殖生
産の省力化・合理化技術の
開発
・養殖水産物ブランド化に関
する全国的な推進方向の検
討・提言の取りまとめ。
・養殖ウナギの適正養殖規模
の作成
等を実施したが、平成17年度
においてはシラスウナギが不
漁だったため、生産量は19．
7千トンにとどまった。

・食料の安定供給のため、地域の特性
に即した養殖水産物のﾌﾞﾗﾝﾄﾞ化を促
進するため、啓発普及対策の実施及
び養殖生産の省力化・合理化の技術
開発。
・食料の安定供給のため、国産ウナギ
のブランド化の推進や日本、中国、台
湾のウナギ生産者の交流を促進する
取り組み等を実施。

主な栽培漁業対象種及び養殖業等の
生産量の確保を図るため、有明海等
の海洋環境、漁業及び研究に関連し
た情報の収集、データベースの作成、
情報提供ソフトウェアの開発、補完調
査を実施。



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等

(関連する目標）
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

・漁場環境保全対策等
　事業費

・漁業被害の防止・軽
減、
・漁業資源量及び生産
量の増加等による良好
な漁場環境の保全

153

・原因者不明の漁場油濁によ
る被害の拡大防止及び汚染
漁場の清掃に要した費用の
支弁等を行う事業等を実施
・漁業被害の防止・軽減、漁
業資源量及び生産量の増加
等による良好な漁場環境の
保全に寄与。
・全国４７都道府県における
漁民の森づくり活動の実施状
況等を明らかにし、流域環境
保全活動等に寄与。

・漁場環境・水産資源持
　続的利用型技術開発
　事業費

産学官の連携によって
行政課題に対応した新
技術の開発

234

・閉鎖性汽水域における貧酸
素対策装置やシジミ漁場造
成技術の開発
・浅海・内湾域における藻場
造成関連基材の開発
・海洋深層水の汲み上げ・拡
散による海洋肥沃化効果の
定量的な把握
・二枚貝資源の増殖を図るた
めの浮遊幼生の集積・着底技
術、資源減耗防止技術の実
証
・アマノリ葉体の品質を保持で
きる新たな凍結保存技術開
発
を産学官の連携により実施。

水産物の安定供給を図るため、原因
者不明の油濁被害対策、流域環境保
全活動等を実施。

水産物の安定供給の確保を図るた
め、漁場環境の改善、水産資源の持
続的利用に係る各種技術開発を行
い、実海域等における適合可能性や
効果等を検証する実証事業の実施。



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等

(関連する目標）
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

強い水産業づくり交付金
のうち
・資源増養殖目標（施設
整備事業）

水産基本計画に基づく
海面漁業等の生産量の
増加

15,228
の内数

・道県栽培漁業センター３ヶ
所、さけ・ます増殖関連施設
３ヶ所及び都道府県が行なう
種苗生産供給施設等１２ヶ所
の整備に対して支援
・海面漁業等の生産量につい
ては、　栽培対象種であるｻ
ｹ･ﾏｽ類は平成18年度目標値
を達成。ﾎﾀﾃｶﾞｲ、ｶｷ以外の
対象種では前年と同水準。
　養殖業においては、貝類で
は自然災害のため前年より減
少。魚類及び藻類では前年よ
り増大

・資源増養殖目標（施設
整備以外の事業）

水産基本計画に基づく
海面漁業等の生産量の
増加

15,228
の内数

・サクラマスの資源増大やサケ資
源維持のための健苗放流事業、
重要な海産魚介類の種苗生産・
放流等に対する支援。
・都道府県が行う錦鯉および食
用鯉がKHVに感染していないこ
との証明検査や、感染拡大や風
評被害を防ぐための普及啓発
・漁業被害等の防止を図るため
に都道府県等が行う外来魚やカ
ワウの駆除等に対しての支援等
を実施
・海面漁業等の生産量について
は、栽培対象種であるｻｹ･ﾏｽ類
は平成18年度目標値を達成。ﾎ
ﾀﾃｶﾞｲ、ｶｷ以外の対象種では前
年と同水準。養殖業において
は、貝類では自然災害のため前
年より減少。魚類及び藻類では
前年より増大

食料の安定供給のため、資源回復計
画の対象種等の種苗生産に必要な施
設、サケ・マス資源の効率的な造成等
に必要な施設及び内水面における生
物生息環境の改善、水産資源の増養
殖に必要な施設等の整備。

食料の安定供給のため、養殖業の普
及に資する各種調査・研究、養殖技
術、管理手法等の開発等、内水面漁
業に悪影響を及ぼす外来魚やカワウ
等の駆除、回収・処理、啓発活動等及
び重要海産魚介類の種苗生産、放流
等並びにサケの健苗放流、資源動向
調査等の実施を支援。



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等

(関連する目標）
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

・漁場環境保全目標
漁場環境保全等対策の
推進

15,228
の内数

・都道府県の漁場環境保全
に関する監視体制の整備、方
針策定、廃棄物除去等に対
する支援を実施し、漁場環境
保全等対策を推進した。

(独)水産総合研究セン
ター試験研究・技術開発
勘定運営費交付金

中期目標の達成 12,422

(独)水産総合研究センターへ
運営費交付金を交付し、中期
計画及び年度計画に即して、
水産に関する総合的な試験・
研究等及び技術の向上を推
進した。

(独)水産総合研究セン
ター海洋水産資源開発
勘定運営費交付金

中期目標の達成 2991

(独)水産総合研究センターへ
運営費交付金を交付し、中期
計画及び年度計画に即して、
水産に関する総合的な試験・
研究等及び技術の向上を推
進した。

(独)水産総合研究セン
ター施設整備費補助金

中期目標の達成 1,086

(独)水産総合研究センターへ
施設整備費補助金を交付し、
中期計画及び年度計画に即
して、水産に関する総合的な
試験・研究等を推進するため
の施設を整備を実施した。

(独)さけ・ます資源管理
センター運営費交付金

中期目標の達成 1,747

(独)さけ・ます資源管理セン
ターへ運営費交付金を交付
し、中期計画及び年度計画
に即して、資源管理のための
ふ化放流及び調査研究等を
推進した。

食料の安定供給のため、サケ・マス類
の「中期計画」及び毎事業年ごとに定
める「年度計画」に即した業務を実施。

水産物の安定供給と水産資源の持続
的な利用の確保を図るため、農林水
産大臣から示された「中期目標」に対
する「中期計画」の達成と、水産に関
する総合的な試験・研究等及び技術
の向上を実施。

水産物の安定供給を図るため、漁場
環境モニタリング調査、漁民の森づくり
活動、漁場環境保全創造、漁村漁場
環境改善対策及び藻場・干潟生産力
等の改善等に関する取組を推進。

水産物の安定供給と水産資源の持続
的な利用の確保を図るため、農林水
産大臣から示された「中期目標」に対
する「中期計画」の達成と、水産に関
する総合的な試験・研究等及び技術
の向上を実施。

水産物の安定供給と水産資源の持続
的な利用の確保を図るため、農林水
産大臣から示された「中期目標」に対
する「中期計画」の達成と、水産に関
する総合的な試験・研究等及び技術
の向上を実施。



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等

(関連する目標）
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(独)さけ・ます資源管理
センター施設整備費補
助金

中期目標の達成 220

(独)さけ・ます資源管理セン
ターへ施設整備費補助金を
交付し、中期計画及び年度
計画に即して、資源管理のた
めのふ化施設整備を実施し
た。

水産基盤整備調査費
（水産基盤整備調査費
補助を含む。）

概ね１０年後を目途に、
漁業生産量を概ね３７万
トン増産させること、生産
流通の機能の高度化を
実現

872

・16地区において、藻場・干
潟の効率的かつ効果的な造
成、漁場区域内の環境の改
善に関する調査の実施。
・平成18年度を目処に実績の
中間集計・評価を行い、達成
状況を確認。

水産物供給基盤整備事
業費補助（直轄特定漁
港漁場整備事業費を含
む。）

概ね１０年後を目途に、
漁業生産量を概ね３７万
トン増産させること、生産
流通の機能の高度化を
実現

134,784

・全国895地区で、安全で効
率的な水産基盤の拠点整備
や漁場の整備などの事業を
実施。うち98地区が完成。
・成果目標については、平成
18年度を目処に実績の中間
集計・評価を行い、達成状況
を確認。

栽培漁業対象魚種、養殖魚種等の生
産力確保のため、藻場・干潟の効率的
かつ効果的な造成、漁港区域内の環
境の改善に資する調査を実施。

食料の安定供給のため、サケ・マス類
の「中期計画」及び毎事業年ごとに定
める「年度計画」に即した業務を実施。

国民に対して良質な水産物を安定的
に供給するため、安全で効率的な水
産基盤の拠点整備や漁場の整備を実
施。



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等

(関連する目標）
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

水産資源環境整備事業
補助

概ね１０年後を目途に、
漁業生産量を概ね３７万
トン増産させること

3,429

・全国60地区で、水産資源の
生息環境となる漁場等の整備
などの事業を実施、うち21地
区が完成。
・平成18年度を目処に実績の
中間集計・評価を行い、達成
状況を確認。

水産資源保護法 － －

水産資源の保護培養を図るこ
とを目的とする本法は、主な
栽培漁業対象魚種および養
殖業等の生産量の確保（以
下「目標①」という。）を達成す
る上で、重要な政策手段。

持続的養殖生産確保法 － －

持続的な養殖生産の確保を
目的とする本法は、目標①を
達成する上で、重要な政策手
段。

漁業法 － －

漁業生産に関する基本的制
度を定める本法は、目標①を
達成する上での基本となる重
要な政策手段。

水産資源の保護培養を図り、且つ、そ
の効果を将来にわたつて維持すること
を目的。

漁協等による養殖漁場の改善を促進
及び特定の養殖水産動植物の伝染性
疾病のまん延の防止のための措置を
講ずることを目的。

漁業生産力を発展させ、あわせて漁
業の民主化を図るため、漁業生産に
関する基本的制度を定め、漁業者等
を主体とする漁業調整機構の運用に
よって、水面を総合的に利用する。

資源の回復を図るため、水産資源の
生息環境となる漁場等の積極的な保
全・創造を実施。



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等

(関連する目標）
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

沿岸漁場整備開発法 － －

水産動物の種苗の生産及び
放流並びに水産動物の育成
を計画的かつ効率的に推進
することを目的とする本法は、
目標①を達成する上で、重要
な政策手段。

海洋水産資源開発促進
法

－ －

沿岸海域における水産動植
物の増殖及び養殖を計画的
に推進することを目的とする
本法は、目標①を達成する上
で、重要な政策手段。

漁港漁場整備法 － －

漁業、増養殖用施設等の漁
港施設を計画的に整備するこ
とを定める本法は、水産業の
生産量確保のために重要な
政策手段。

(独）水産総合研究セン
ター法

－ －

水産に関する総合的な試験
及び研究等を行うことにより、
水産に関する技術の向上に
寄与することを目的とする
（独）水産総合研究センター
は、目標①の達成に向けて必
要となる科学的知見を提供す
る不可欠の存在。

水産動物の種苗の生産及び放流並び
に水産動物の育成を計画的かつ効率
的に推進するための措置を講ずること
を目的。

漁業の健全な発展と水産物の供給の
安定に資するため、海洋水産資源の
開発及び利用の合理化を促進する。

独立行政法人水産総合研究センター
の名称、目的、業務の範囲等に関する
事項を定めることを目的とする。

水産業の健全な発展及びこれによる
水産物の供給の安定を図る。



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等

(関連する目標）
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

水産研究・技術開発戦
略

－ －

水産試験研究・技術開発の
重点化方向及びこれらを強力
に推進するための推進方策
を明示する本戦略は、目標①
を達成する上で、研究・開発
面における重要な指針となっ
ている。

所得税・法人税 － －

本特例措置の存在により、沿
岸性魚種の放流種苗の安定
的な確保を図る栽培基金等
の造成が促進されることとな
り、目標①を達成する前提条
件を整える上で有効。
なお、H17実績はなし。

漁業調整委員会等交付
金

水面の総合的な利用、
水産資源の保護培養等
の水産資源の適切な管
理

207

　漁業法に基づき都道府県に
設置されている漁業調整委
員会等において、漁業権の
免許に関する答申（471件）、
指示（303件）、報告・徴収・検
査（639件）、その他本委員会
等の所掌事項（1003件）が適
切に処理され、水産資源の適
切な管理に貢献した。

栽培基金等に対する負担金の損金算
入

水産試験研究・技術開発の重点化方
向及びこれらを強力に推進するための
推進方策を明示。

資源回復計画の着実な実施のため、
漁業調整委員会等の運営に必要な経
費を交付。

② 資源回復計画の
着実な実施（漁
獲努力量削減実
施計画の早期策
定）



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等

(関連する目標）
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

事務費のうち
・我が国200海里内の指
　導監督および取り締ま
　り費

我が国周辺水域に入漁
する外国漁船の操業条
件の順守状況の確認割
合(22.6%)

8,844

・我が国周辺水域において取
締船３５隻により８０３５日間、
取締航空機４機により１３３０
時間の取締活動を実施し、９
９７２隻の外国漁船を現認し、
違反外国漁船１４隻を拿捕、１
５６隻立入検査、５８隻警告書
を発出した。
・我が国周辺水域に入漁する
外国漁船の操業条件の遵守
状況の確認割合について
は、平成１７年度入域隻数が
増加する一方、操業規制強
化による操業海域の広域化・
分散化及び取締強化による
取締船に対する忌避行動の
増加により、１５．０４％となっ
た。

・漁業監督公務員等研
　修費

我が国周辺水域に入漁
する外国漁船の操業条
件の順守状況の確認割
合(22.6%)

20

・東京地検検事を講師に国、
県の漁業監督職員202名に
取締研修を、水産庁取締従
事職員に韓国語、中国語及
びロシア語研修を計1,680時
間実施した。更に、取締監督
官の育成、資質向上のため
の研修を１回実施した。
・我が国周辺水域に入漁する
外国漁船の操業条件の遵守
状況の確認割合について
は、平成１７年度入域隻数が
増加する一方、操業規制強
化による操業海域の広域化・
分散化及び取締強化による
取締船に対する忌避行動の
増加により、１５．０４％となっ
た。

水産資源の適切な保存及び管理措置
の実効を確保するため、漁業監督官を
対象とした語学研修等を実施し、取締
職員の資質の向上、育成・教育。

水産資源の適切な保存及び管理措置
の実効を確保するため、外国漁船等
に対する漁業取締を実施し、違法な操
業及び漁具の設置・流出を抑制。



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等

(関連する目標）
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

漁業資源調査等委託費
のうち
・我が国周辺水域資源
　調査等推進対策費

 「水産基本計画」による
持続的生産目標［平成２
４年までに６８２万トン（採
藻・藻類養殖業を除く）］
を達成

1,833

　ＴＡＣ魚種、資源回復計画
魚種等５２魚種、９３系群の資
源評価を実施。その結果、13
系群においては高位の資源
水準との結果であった。な
お、平成17年度において、サ
バ類の漁獲が大幅に増加し
たものの、かたくちいわし等の
漁獲が減少したことにより、採
藻・藻類養殖を除いた生産量
（速報）は510万トンであった。

・資源管理体制・機能強
　化等総合対策費

資源回復計画の着実な
実施（漁獲努力量削減
実施計画の早期策定）

357

・都道府県が定める海洋生物
資源の保存及び管理に関す
る計画作成及び管理のため
北海道他３８都道府県に対し
て補助を実施し、資源回復計
画の着実な実施に寄与。
・サンマ等をケーススタデイと
して生物学的要因のみならず
社会経済的要因も加味し、漁
業経営の維持に資するような
中長期的ＴＡＣの管理指針案
を策定。

水産物の安定供給を図るため、水産
資源の動向を的確に把握し、科学的
知見に基づく資源評価を実施。

安定供給確保のため、ＴＡＣ報告及び
ＴＡＥ報告に係る機器整備及びＴＡＣ
の中期的な管理方針を策定するため
の調査を実施。



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等

(関連する目標）
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

強い水産業づくり交付金
のうち
・資源管理目標

資源回復計画の着実な
実施（漁獲努力量削減
実施計画の早期策定）

15,228
の内数

・都道府県が実施する沿岸水
域の海洋調査、資源回復の
策定等に必要な漁業者協議
会の運営及び質・コストの取
組に対して補助。
・都道府県計画の作成及び
漁業調整委員会等への実態
調査に対して支援。
を実施し資源回復計画の着
実な実施に寄与。

水産業振興事業費補助
金のうち
・資源回復等推進支援
　事業費補助金

資源回復計画に基づく
当該年度の漁獲努力量
削減実施計画達成率等
１００％

1,656

　資源回復計画等に基づく、
平成１７年度漁獲努力量削減
実施計画のを１００％達成。
  計画の実施にあたり、減船３
隻（２計画）、漁具改良等１１２
隻（６計画）、休漁漁船活用延
べ７１６隻（４計画）、休漁推進
１１０隻（3計画）に対し、本事
業による支援を計画どおり実
施

・資源管理体制・機能強
　化総合対策事業費

資源回復計画の着実な
実施（漁獲努力量削減
実施計画の早期策定）

49

　漁業者協議会の運営、漁獲
可能量の適切な管理のため
の調査、資源回復計画の普
及・啓発等へ補助を実施し、
資源回復計画の着実な実施
に寄与。

安定供給確保のため、沿岸水域の海
洋調査、資源回復計画の策定等に必
要な漁業者協議会の運営及び質・コス
トの改善への取組を実施し、都道府県
計画の作成及び漁業調整委員会等に
よる実態調査等への支援を実施。

安定供給確保のため、漁業者協議会
の運営、漁獲可能量の適切な管理の
ための調査、資源回復計画の普及・啓
発等への取組を支援。

漁獲努力量削減実施計画等に基づく
当該年度の漁獲努力量等の削減を確
実に実施するため、減船・休漁等に対
する支援を実施。



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等

(関連する目標）
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

水産業振興民間団体事
業費補助金のうち
・漁場秩序管理モデル
　化推進事業費

密漁を抑止するための
協力体制の確立・強化
及び啓蒙普及活動の実
施

7

・全国連絡会議を1回、密漁
防止推進委員会を2回開催。
また、地区協議会等への支援
を4回行うとともに啓発普及活
動を実施。
・これにより、密漁を抑止する
ための協力体制の確立・強化
及び啓発普及活動の実施に
寄与。

・水産資源情報サービス
　事業費

 水産資源の保存・管理
を推進するために必要
な水産資源情報を提供
し、漁業資源の合理的な
利用の促進を図ることで
資源管理を推進

25

　水産資源情報の収集・解
析・鉄橋を実施し、漁業資源
の合理的な利用の促進を図
ることで資源管理を推進した
（提供実績；33種類、延べ
2002回）

海洋生物資源の保存お
よび管理に関する法律

－ －

排他的経済水域等における
海洋生物資源の保存及び管
理を図る本法は、資源回復計
画の着実な実施（以下「目標
②」という。）を達成する上で
基本となる重要な政策手段。

排他的経済水域におけ
る漁業等に関する主権
的権利の行使等に関す
る法律

－ －

排他的経済水域における、外
国人の漁業等に関する主権
的権利の行使等について定
める本法は、目標②の達成阻
害要因を排除するために当
然必要となる政策手段。

安定供給確保に資するため、関係機
関による密漁防止連絡会議の開催、
取締模擬訓練の実施、密漁防止に係
る普及・啓発等への取組を支援。

水産物の安定供給を図るため、海域
別の海洋情報の収集及び水産資源情
報を作成し、漁業者等に提供。

排他的経済水域等における海洋生物
資源の保存及び管理を図り、漁業の
発展と水産物の供給の安定を目的と
する。

排他的経済水域における、外国人の
漁業等に関する主権的権利の行使等
を行う。



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等

(関連する目標）
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

外国人漁業の規制に関
する法律

－ －

外国人が漁業に関してする
我が国の水域の使用の規制
について必要な措置を定める
本法は、目標②の達成阻害
要因を排除するために当然
必要となる政策手段。

漁船法 － －

漁業の合理的発展のため、
漁船を許可制度及び登録制
度により管理し、かつ、漁船
に関して、検査及び試験を行
い漁船の性能の向上を図るこ
とを定めた本法は、目標②を
達成する上で必要な政策手
段。

漁業法 － －

漁業生産に関する基本的制
度を定める本法は、目標②を
達成する上での基本となる重
要な政策手段。

海洋水産資源開発促進
法

－ －

沿岸海域における水産動植
物の増殖及び養殖を計画的
に推進することを目的とする
本法は、目標②を達成する上
で、重要な政策手段。

漁業の合理的発展のため、漁船を許
可制度及び登録制度により管理し、か
つ、漁船に関して、検査及び試験を行
い漁船の性能の向上を図る。

漁業生産力を発展させ、あわせて漁
業の民主化を図るため、漁業生産に
関する基本的制度を定め、漁業者等
を主体とする漁業調整機構の運用に
よって、水面を総合的に利用する。

漁業の健全な発展と水産物の供給の
安定に資するため、海洋水産資源の
開発及び利用の合理化を促進する。

外国人が漁業に関してする我が国の
水域の使用の規制について必要な措
置を定める。



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等

(関連する目標）
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(独）水産総合研究セン
ター法

－ －

水産に関する総合的な試験
及び研究等を行うことにより、
水産に関する技術の向上に
寄与することを目的とする
（独）水産総合研究センター
は、目標②の達成に向けて必
要となる科学的知見を提供す
る不可欠の存在。

水産研究・技術開発戦
略

－ －

水産試験研究・技術開発の
重点化方向及びこれらを強力
に推進するための推進方策
を明示する本戦略は、目標②
を達成する上で、研究・開発
面における重要な指針となっ
ている。

政府開発援助国際漁業
振興協力事業委託費

漁業協定数の維持・増
大

40

　セントビンセント及びグレナ
ディーン諸島において技術協
力を実施することにより、我が
国と入漁協定を結んでいる沿
岸国等の水産業の開発・振
興等に寄与し、漁業協定数の
維持・増大に貢献。
　H16：47協定
　H17：49協定

水産試験研究・技術開発の重点化方
向及びこれらを強力に推進するための
推進方策を明示。

独立行政法人水産総合研究センター
の名称、目的、業務の範囲等に関する
事項を定めることを目的とする。

水産物の安定供給のため、我が国漁
船の漁場を確保する必要があり、この
ために必要な途上国における水産協
力に関する調査等を実施。

国際機関による
管理対象魚種及
び漁業協定数の
維持・増大

③



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等

(関連する目標）
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

政府開発援助国際漁業
振興協力事業費補助金

漁業協定数の維持・増
大

1,344

　９５名の研修生の受入、１６
名の専門家派遣及び１６か国
２０件の技術協力を実施する
ことにより、我が国と入漁協定
を結んでいる沿岸国等の水
産業の開発・振興等に寄与
し、漁業協定数の維持・増大
に貢献。
　H16：47協定
　H17：49協定

政府開発援助国際連合
食糧農業機関等拠出金
（国際部計上）

・国際漁業機関による資
源管理対象魚種数の維
持・増大
・漁業協定数の維持・増
大

490

　東南アジア地域環境調和型
地域開発支援事業、東南ア
ジア地域持続的回遊性魚種
対象漁業推進事業など国際
漁業機関が行う１３の事業へ
資金を拠出し、各機関の活動
を支援し、資源管理対象魚種
の維持、漁業協定数の維持
に貢献。
　H16：69魚種、47協定
　H17：75魚種、49協定

水産物の安定供給のため、我が国漁
船の漁場を確保する必要があり、この
ために必要な途上国における水産技
術協力等を実施。

水産物の安定供給を図るため、各国
際漁業機関へ資金を拠出することによ
り、国際資源的な水産資源の管理を
推進。



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等

(関連する目標）
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

国際捕鯨委員会等分担
金

・国際漁業機関による資
源管理対象魚種数の維
持・増大
・漁業協定数の維持増
大

310

　国際捕鯨委員会、全米熱帯
まぐろ類保存国際委員会、み
なみまぐろ保存委員会等１４
の国際機関へ分担金を拠出
し、各機関の活動を支援し、
資源管理対象魚種の維持、
漁業協定数の維持に貢献。
　H16：69魚種、47協定
　H17：75魚種、49協定

漁業協定等実施費補助
金

・国際漁業機関による資
源管理対象魚種数の維
持・増大
・漁業協定数の維持増
大

98

　捕鯨等に係る環境問題や
漁業問題について、国連、
FAO等国際機関や米国、EU
等に関する情報収集を行い、
漁業関係者に情報提供を
行った。また、韓国（２回）、中
国（1回）、台湾（3回）、日中韓
3か国（1回）との間で民間協
議を実施し、安全操業に関す
る事項について協議を行うと
ともに、事故処理協議（3回）
を開催する等の取組みを行
い、資源管理対象魚種数及
び漁業協定数の維持に貢
献。
　H16：69魚種、47協定
　H17：75魚種、49協定

水産物の安定供給を図るため、我が
国漁船の漁場の確保を図る必要があ
り、このために必要な海外漁場に関す
る国や機関の漁業情報の収集・分析
等を行うとともに、韓国・中国等との間
の民間協定等の締結等に対し支援。

水産物の安定供給を図るため、国際
捕鯨委員会など各種国際機関への分
担金拠出により、国際的な水産資源の
管理、海外漁場の確保を推進。



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等

(関連する目標）
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

漁場資源調査等委託費
のうち
・責任ある国際漁業推
　進事業費

・国際漁業機関による資
源管理対象魚種数の維
持・増大
・漁業協定数の維持・増
大

708

　マグロ・カツオ類、鯨類等の
資源調査等を実施し、水産資
源に関する科学的情報が収
集され、国際会議等において
適切な対応が成され、資源管
理対象魚種数及び漁業協定
数の維持に貢献した。
　H16：69魚種、47協定
　H17：75魚種、49協定

・国際資源調査等推進
　対策費

 資源調査を行う対象魚
種を増やし、４０魚種５６
系群以上とすること

1,151

マグロ・カツオ類、鯨類等の
資源調査等を実施し、水産資
源に関する科学的情報が収
集され、41魚種57系群につい
て、調査成果をとりまとめた。

海洋水産資源開発費補
助金

商業捕鯨モラトリアムの
撤回による商業捕鯨の
再開及び適切な鯨類資
源管理の実施

541

　南極海及び北太平洋にお
いてサンプリング捕獲による
鯨類の生物学的科学情報の
収集を行い、適切な鯨類資源
管理方式の開発に必要な科
学的情報が得られているもの
の、反捕鯨国の数の力によ
り、商業捕鯨の再開には至っ
ていない

水産業振興事業民間団
体委託費のうち
・水産物流通加工対策
　等委託費

水産資源の持続的利用
および水産物の安定供
給並びに地域社会の振
興

41

・WTO閣僚会議期間中に現
地において貿易自由化が漁
業資源に与える影響等に関
するシンポジウムを開催（9カ
国のNGOから70人が出席）
・これにより、水産資源の持続
的利用についての国際的な
意識醸成へ寄与できたものと
考える。

水産資源の持続的利用および水産物
の安定供給等を図るため、貿易自由
化が漁業資源に与える影響等の評
価、他国の水産物貿易制度の研究、
国際シンポジウムの開催等を実施。

限りある水産資源の適切な管理と持続
的な利用を確保するため、適切な鯨類
資源管理方式の開発に資するため、
鯨類捕獲調査を通じて必要な科学的
情報の収集を行い、商業捕鯨の早期
再開を目指す。

国民に対し、良質な水産物を安定的
に供給するため、適切な資源管理の
実現に必要な科学的知見の収集や、Ｉ
ＵＵ（違法・無規則・無報告）漁業排除
のため強力な対策を総合的に実施。

水産物の安定供給を図るため、公海
等で漁獲される国際漁業資源の調査
等を実施し、国際的な資源管理体制
の確立を推進。



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等

(関連する目標）
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

・責任あるまぐろ漁業実
　践推進調査費

・国際漁業機関による資
源管理対象魚種数の維
持・増大
・漁業協定数の維持・増
大

16

・「まぐろ資源の保存及び管
理の強化に関する特別措置
法」に基づく輸入まぐろに関
する報告の取りまとめ、輸入
実態についての調査・分析等
を行い、資源管理対象魚種
数及び漁業協定数の維持に
貢献した。
※まぐろ類関連協定数と魚種
数
　H16;　4協定、10魚種
  H17;　5協定、13魚種
・特に調査・分析の結果、台
湾の不正漁獲を明らかにする
とともに、地域漁業管理機関
より台湾に対し、改善勧告が
なされたところである。

水産業振興民間団体事
業費補助金のうち
・責任あるまぐろ漁業実
　践推進事業費

・国際漁業機関による資
源管理対象魚種数の維
持・増大
・漁業協定数の維持・増
大

27

・我が国からの輸出中古まぐ
ろ漁船の輸出後の使用状況
等についての調査等を実施
・海域ごとの地域漁業管理機
関に対する日本の責任を果
たし、資源管理対象魚種数の
維持に貢献している。
※まぐろ類関連協定数と魚種
数
　H16;　4協定、10魚種
  H17;　5協定、13魚種

国民に対し、良質な水産物を安定的
に供給するため、輸入まぐろの実態調
査等を行い、IUU（違法、無規制、無秩
序）便宜置籍漁船の廃絶を推進。

国民に対し、良質な水産物を安定的
に供給するため、IUU（違法、無規制、
無秩序）漁業対策の推進及び海亀等
の混獲回避操業形態のモデル化・普
及、環境調和型まぐろ漁業の普及啓
発。



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等

(関連する目標）
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

事務費のうち
・公海及び外国周辺海
　域の指導監督及び取
　締費

・国際漁業機関による資
源管理対象魚種数の維
持・増大
・漁業協定数の維持・増
大

1,073

・公海及び外国周辺水域お
いて、取締船４隻により720日
の指導監督及び取締活動を
実施
・資源管理対象魚種数及び
漁業協定数の維持に貢献。
H16：69魚種、47協定
H17：75魚種、49協定
・また、この結果444隻の日本
漁船を現認した（違反船検挙
なし）。

水産資源の適切な保存及び管理措置
の実効を確保するため、我が国漁船
に対する取締を実施し、漁業協定等
の国際的な取り決めの遵守、操業秩
序を維持。


