
政策分野

政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

① 低位水準にとどまっ
ている水産資源の
回復・管理の推進

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

383

前年度の成果を踏まえて
・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覆砂、作澪、耕耘、貧酸素水塊
対策の現地実証を実施。

漁業資源調査等委託費のうち
　藻場資源調査等推進事業
  費

126

我が国漁業資源の回復に資する藻場資源について、現
状把握調査を日本海西部、九州、沖縄において実施す
るとともに、藻場資源消滅防止対策手法の実証及び藻
場資源評価手法の検討を実施した。

漁業資源調査等委託費のうち
　大型クラゲ発生源水域に
  おける国際共同調査費

268 平成19年度実績は、平成20年6月下旬に取りまとめ予定

漁業資源調査等委託費のうち
　我が国周辺水域資源調査
  等推進事業費

1,613

我が国周辺水域の水産資源のうち、52魚種90系群につ
いて資源評価を実施。資源回復計画対象魚種について
も広域漁業調整委員会等で資源状態について報告を
行った。

漁業資源調査等委託費のうち
　資源管理体制・機能強化
  等総合対策費

240
TAC報告及びＴＡＥ報告に係る機器整備を実施すること
により、ＴＡＣ管理及びＴＡＥ管理が推進され、資源回復
計画の着実な実施に寄与。

安定供給確保のため、ＴＡＣ報告及びＴＡＥ報告に係
る機器整備を実施

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

平成19年度政策の実績評価（政策手段シート）

分野の目標等

水産物の安定供給の確保

政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

現在の藻場資源の状態を資源量として把握するととも
に、我が国漁業資源の回復に資する藻場資源を適正
に維持・管理していくために必要な藻場資源評価手
法の検証を実施

中国・韓国と連係した国際枠組みの中で、大型クラゲ
の発生源及び隣接水域の共同調査、科学者による国
際シンポジウムの開催、科学的な発生源の特定と発
生・出現過程の解明を通じて、大型クラゲの早期対策
技術の確立と徹底・普及を図る

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
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

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

717 平成19年度実績は、平成20年7月上旬に取りまとめ予定

漁場資源調査等委託費のうち
　国際資源対策推進事業費

953

まぐろ・かつお類、鯨類等の資源調査等を実施すること
により水産資源に関する科学的情報を収集し、資源管
理対象魚種数及び漁業協定数の維持に貢献した。
　H18：75魚種、50協定
　H19：77魚種、50協定

水産業振興事業委託費のうち
　生育環境が厳しい条件下
  における増養殖技術開発
  調査事業費

243

・サンゴの大規模な種苗生産手法を開発し、サンゴの増
養殖技術の開発に寄与
・今後、サンゴの増養殖技術についてのガイドラインを
作成し、技術の普及を図る予定

水産業振興事業委託費のうち
　岩礁域における大規模磯
  焼け対策促進事業費

33
・各地で漁業者向け講習会及び技術的サポートを行い
漁業者主体の磯焼け対策に寄与
・食害生物等除去装置等の開発

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

271

・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。
・中国におけるカンパチ、マダイ養殖の実態や課題など
を（独）日本貿易振興機構に委託して、把握、解明に努
めた。
・養殖生産履歴情報システム開発及び養殖現場実証試
験に関する調査研究実用化の検証を行った。
・水産用医薬品以外の養殖資機材の調査・検討を行っ
た。
・低環境負荷飼料の開発など養殖業由来の環境負荷を
低減するための実用的技術の開発を行った。
・平成19年度実績は、平成20年４月下旬に取りまとめ予
定。

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、ＩＵＵ（違法・無報告・無規制）漁業排除のた
め強力な対策を総合的に実施

水産物の安定供給の確保を図るため、沖ノ鳥島にお
いて、水産動植物の生育環境となっているサンゴ礁
の調査を実施、サンゴの増養殖技術を開発

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

平成19年2月に策定した磯焼け対策ガイドラインの内
容に沿って、漁業者向け講習会を開催し、技術的サ
ポートを行う等磯焼け対策の普及を図り磯焼けの全
国的かつ効率的な改善を目指す

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
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

水産業振興事業委託費のうち
　漁場環境保全調査研究等
  事業費

108

・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、漁場環
境保全方針を策定し、良好な漁場環境の保全に寄与。
・漁場環境調査手法の開発等
・干潟の状況診断と対策、順応的管理手法をガイドライ
ンにとりまとめ、干潟生産力改善のための対策に寄与。

水産業振興事業委託費のうち
　漁場環境・水産資源持続
  的利用型技術開発事業費

165 平成19年度実績は、平成20年6月下旬に取りまとめ予定

水産業振興事業委託費のうち
　大型クラゲ等有害生物被
　害防止総合対策事業費

13
北海道における刺し網、青森県における底建網につい
て、トドに破られにくい強化網の実証化試験により効果
の検証等を実施。破損回避効果を実証。

水産業振興事業委託費のうち
　内水面漁業振興対策事業

39

・カワウによる漁業対象種の捕食防止技術を開発した。
・外来魚の生息状況等に応じた も適切な攻略作戦の
策定に必要な調査研究等を実施した。
・遺伝的多様性、魚病に配慮したアユの増殖手法や渓
流域の管理方法を開発した。
・外来魚やカワウによる漁業対象種に対する食害等の軽
減に寄与した。

水産業振興事業民間団体委
託費のうち
　内水面漁業振興対策事業

68

・カワウによる漁業対象種の捕食防止技術を開発した。
・外来魚の生息状況等に応じた も適切な攻略作戦の
策定に必要な調査研究等を実施した。
・遺伝的多様性、魚病に配慮したアユの増殖手法や渓
流域の管理方法を開発した。
・外来魚やカワウによる漁業対象種に対する食害等の軽
減に寄与した。

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 カワウによる稚魚放流の捕
食防止技術の開発に加え、外来魚の生息状況等に
応じた も適切な攻略作戦の策定に必要な調査研究
等を実施

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 カワウによる稚魚放流の捕
食防止技術の開発に加え、外来魚の生息状況等に
応じた も適切な攻略作戦の策定に必要な調査研究
等を実施

水産物の安定供給を図るため、大型クラゲ等の有害
生物の混獲及びこれらの有害生物による漁具の破損
を回避するための改良漁具の実証化　等
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

水産業振興事業民間団体委
託費のうち
　持続的養殖生産・供給推
  進事業費

47
・色落ちノリ等を配合した餌を養殖魚へ投与し、生育・品
質改善効果・抵病性向上効果等のデータ収集を実施し
た。

水産業振興事業民間団体委
託費のうち
　有明海等漁業関連情報提
  供事業費

26 平成19年度実績は、平成20年6月下旬に取りまとめ予定

水産業振興事業民間団体委
託費のうち
　漁場環境保全調査等委託
  費

187

・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、漁場環
境保全方針を策定し、良好な漁場環境の保全に寄与。
・モデル海域において海水交換手法の実証実験、環境
調査を実施。併せて水質予測シミュレーション手法の検
討を行った。
・伊勢湾漁場環境保全方針の策定等を行った。
・漂流・漂着物のうち、漁業系資材の漁網、発泡スチ
ロール製のフロート及びプラスチック製品について、19
年度においては長崎県対馬市及び鹿児島県長島町を
選定し、その処理費用の軽減方策及びリサイクル技術
の開発・推進を行った。

・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
・漂流・漂着物のうち、漁業系資材の漁網、発泡スチ
ロール製のフロート及びプラスチック製品について、
モデル地域を選定し、その処理費用の軽減方策及び
リサイクル技術の開発・推進を図る

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

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・八代海に設置されている既存ブ
イのネットワーク化等を推進し、有明海等における広
域漁場環境監視システムの構築、海域情報を含めた
漁業関連情報の収集・解析とデータベースの拡充、
漁業者等に対する漁業関連情報の提供、より正確な
データベースを構築するため海域環境等に関する補
完調査を実施
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

水産業振興事業民間団体委
託費のうち
　新たなノリ色落ち対策技術
　開発事業

90 平成19年度実績は、平成20年6月下旬に取りまとめ予定

水産業振興事業民間団体委
託費のうち
　遊漁採捕量調査事業委託
  費

24
12月10日に総務省の承認を得て、平成20年１月に遊漁
船による採捕量調査を開始し、また、２月からはプレ
ジャーボートによる採捕量調査を実施（※予定）した。

水産業振興事業費補助金のう
ち
　ノリ養殖業高度化促進事
  業費

108

・二枚貝の放流と底質改善のための海底耕耘の実施に
より、品質向上と漁場再生を図るモデル事業に取り組ん
だ。
・海苔検査員の育成と検査員不足の解消を目的として、
乾海苔品質検査機の実用化試験および問題の把握・改
善を行った。
・アルミ素材海苔簾の使用による、乾燥効率の向上及び
品質の向上に取り組んだ。
・早期色落ち対策のための施肥方法について、検討及
び検証を行った。
・全国のノリ養殖漁場で優良な形質を有するノリ養殖品
種の開発を実施した。

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

1,506
平成19年度実績は、平成20年6月下旬に取りまとめ予
定）

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

・栄養塩を吸収する植物プランクトンを捕食する二枚
貝類を、ノリ養殖漁場で積極的に増やしたり養殖する
技術を開発し、ノリの色落ちと貝類の安定生産のため
の技術を開発する
・ノリ色落ちの発生状況と河川流量及び気象・海況と
の関係や河川水によって運ばれる栄養分の広がりな
どを調査し、ノリの生育に も適した養殖管理方法に
ついて検討する
・海面上にノリ網を浮かべる養殖方法において、網を
乾燥させノリ芽の生育阻害となる珪藻類を除去する
他、栄養管理に必要な処理を簡易に行える作業工船
や養殖網を開発し、効果を検証する

19年度新規事業；遊漁船・プレジャーボートによる水
産資源の採補に関する調査を行う。

・食料の安定供給のため、生産から出荷・流通に至る
ノリ養殖システムを改革し、コスト削減や付加価値向
上に資する新しい技術・システムを開発、普及
・食料の安定供給のため、諸外国に対する我が国の
ノリ養殖業の品質面、技術面での競争力を確固とする
基礎となる、優良な特性を有する株の選定、利用の促
進
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

水産業振興事業費補助金のう
ち
　資源管理体制・機能強化
  総合対策費

44
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・啓発等への補助を実
施し、資源回復計画の着実な実施に寄与。

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

1,017

・カキの体内から採取したバクテリアを利用して（プロバ
イオティクス手法）、ウイルスを生物学的に不活化する技
術開発を行った。
・全国真珠漁業協同組合連合会が行った真珠生産の向
上のための技術開発や調査研究に対して支援した。
・先駆的養殖地区において消費者が参加する魚類及び
貝類養殖生産現場の見学会やホームページなどを通し
て養殖業に関する適正な情報提供を行い、養殖水産物
の安定供給や生産情報の提供、安全・安心な養殖水産
物の提供を求める消費者に応える普及活動を行った。
・ウナギ適正養殖規範の普及や日本、中国、台湾のウナ
ギ生産者の交流を促進する取り組み等に支援した。
・広域的なカワウ・外来魚の防除対策に支援した。
・栽培漁業対象種の適地への種苗放流体制の構築を支
援した。
・広域的に連携したさけ・ます資源の効率的な造成や高
品質化を支援した。

水産業振興民間団体事業費
補助金のうち
　漁場環境保全対策等事業
  費

945

・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。
・本年度の出現量は過去2年間よりは少なかったもの
の、延べ569回の駆除活動を実施。また、ナルトビエイに
ついては、延べ504隻の船による駆除活動を実施。さら
にﾄﾄﾞについては、延べ90人・日のハンターが駆除を実
施。これらの駆除活動により漁業被害の防止・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。

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

・養殖生産に関する消費者への適切な情報提供や環
境に優しい貝類の養殖技術開発等を促進する。
・我が国消費者へのウナギ（養鰻）の安定供給を確保
する観点から、、中国、台湾等との連携によるシラスウ
ナギ資源の適正管理等を通じた生産者間での民間
協議、親鰻の放流等を促進する
・食料の安定供給のため、内水面漁業・養殖業の被
害防止に向けた緊急的・広域的なカワウ・外来魚の防
除対策を実施
・食料の安定供給のため、栽培漁業対象種の海域レ
ベルでの適地種苗放流や効率的なさけ・ます資源の
造成を推進する取り組みを実施

・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
・漁業者が漁業活動中に回収した漂流物の処理への
支援を行い、広域的な漁場環境の保全を実施
・近年、広域的かつ大規模に出現し、大きな漁業被
害をもたらしている大型クラゲ等の有害生物につい
て、出現状況の把握と情報提供、混獲や破損を回避
するための改良漁具の導入促進、駆除及び陸上での
処理等を総合的に実施
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

水産業振興民間団体事業費
補助金のうち
　漁場環境・水産資源持続
  的利用型技術開発事業費

118 平成19年度実績は、平成20年6月下旬に取りまとめ予定

水産業振興民間団体事業費
補助金のうち
　水産情報提供の整備推進
  事業費

32
燃油節減・資源評価等の情報源として、調査船調査等
によるデータに衛星からの海面高度等の情報を加えた
精度の高い漁海況情報を作成。

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

21
平成19年度実績は、平成20年７月上旬に取りまとめ予
定

強い水産業づくり交付金のうち
　資源増養殖目標

8,762
の内数

県栽培漁業センター１ヶ所、さけ・ます増殖関連施設１
４ヶ所及び内水面魚種の増養殖施設等３ヶ所の整備に
対して支援。

強い水産業づくり交付金のうち
　資源増養殖目標

8,762
の内数

新潟中越地震及び中越沖地震で被災した錦鯉養殖業
の復興を図るため、錦鯉養殖場の技術指導や水質検
査、被災した養殖施設の代替施設の整備、錦鯉養殖生
産体制構築のための検討を実施した。

強い水産業づくり交付金のうち
　資源管理目標

8,762
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
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。

新潟県中越地震及び中越沖地震により被災した錦鯉
生産地における養殖業の振興を図るため、飼育状況
等指導調査、生産設備等緊急対策及び生産体制再
構築等の推進の実施を支援

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・無報告・無規制）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

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

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

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

水産資源の持続的利用の確保を図るため、精度の高
い水産資源情報を迅速に提供する体制を整備する
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

(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

14,669
平成19年度実績は、平成20年８月上旬頃に取りまとめ
予定

(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

2,833
平成19年度実績は、平成20年８月上旬頃に取りまとめ
予定

(独)水産総合研究センター施
設整備費補助金

1,582
平成19年度実績は、平成20年８月上旬頃に取りまとめ
予定

漁業調整委員会等交付金 192 平成19年度実績は、平成20年7月上旬に取りまとめ予定

事務費うち
　指導監督及び取締費

10,326
我が国周辺水域等において、取締船３８隻及び取締航
空機４機により、違法な操業及び漁具の設置等を行う外
国漁船等の取締活動を実施した。

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、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

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

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

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
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

漁業協定等実施費補助金 82

　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（1
回）、中国（1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（1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
献した。
　H18：75魚種、50協定
　H19：77魚種、50協定

政府開発援助国際漁業振興
協力事業委託費

41

　セネガル及びミクロネシアにおいて技術協力等を実施
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・増大に貢献した。
　H18：50協定
　H19：50協定

政府開発援助国際漁業振興
協力事業費補助金

1,186

　１３１名の研修生等の受入及び招請、１５名の専門家
等の派遣及び２３か国３１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。
　H18：50協定
　H19：50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）

372

　東南アジア地域環境調和型地域開発支援事業、東南
アジア地域水産資源持続的利用推進事業など国際漁
業機関が行う９の事業へ資金を拠出し、各機関の活動
を支援し、資源管理対象魚種及び漁業協定数の維持・
増大に貢献した。
　H18：75魚種、50
　H19:77魚種、50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

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

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
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

国際捕鯨委員会等分担金 417

　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した。
　H18：75魚種、49協定
　H19：77魚種、50協定

事務費うち
　国際資源対策推進事業費

831

まぐろ・かつお類、鯨類等の資源調査等を実施すること
により水産資源に関する科学的情報を収集し、資源管
理対象魚種数及び漁業協定数の維持に貢献した。
　H18：75魚種、50協定
　H19：77魚種、50協定

海洋水産資源開発費補助金 538
平成19年度実績は、平成20年７月上旬に取りまとめ予
定

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及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。

水産資源の適切な管理と持続的な利用を確保するた
め、我が国として緊急的な対応が必要な調査や国際
共同調査を実施

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

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

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とする

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とする
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

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。

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②を達成す
る上で、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。

水産研究・技術開発戦略 － 平成19年度実績は、平成20年6月下旬に取りまとめ予定

特定の基金に対する負担金等
の必要経費算入の特例［所得
税・法人税：租税特別措置法
第28条、第66条の11、第68条
の95］

－
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。

長期の事業を行う特定の基金に支出する負担金又は
掛金の必要経費又は損金への算入措置

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

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
講ずることを目的とする

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
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

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、資源回復計
画の着実な実施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。

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、資源回復計画の
着実な実施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、資
源回復計画の着実な実施を達成する上で必要な政策
手段。

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

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

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

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
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

② 水産物の安定供給
を図るため加工・流
通・消費施策の展
開

水産物流通対策事業費補助
金

1,891

・産地価格の下落時に水産物調整保管事業を実施し、
水産物価格の安定に努めた。
・また、需要創出につながる新商品・サービスの開発を
行い、水産物価格の向上に努めた。
・今後も、産地価格低落の緩和や需要創出の取組を実
施しつつも、産地市場の統廃合等の流通構造改革によ
り、流通コスト縮減に取り組む必要がある。

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

30

・水産物流通のグローバル化が国内主要水産物の需
給・価格形成へ与える影響について調査を行い、ホー
ムページ等において公表することにより広く国民へ寄与
した。
・ＷＴＯ加盟国が採用してきた貿易制限的な措置に関
するパネルや上級委員会の報告書及び各国の関係制
度の検討を行い、法的解釈をまとめる等、水産資源管理
に資する水産物貿易政策のために有益な知見・基礎資
料を収集した。

水産業振興民間団体事業費
補助金のうち
　水産物品質管理対策推進
　支援事業費

121

・産地市場を対象とした産地タイプ別品質管理ガイドラ
インの策定、品質衛生管理講習会等が実施された。
・水産加工場を対象として、講習会の実施、専門家の派
遣、品目別危害分析・管理実施指針の策定等が実施さ
れた。
・漁船及び養殖場を対象とした品質管理ガイドラインの
策定とともに、普及のための講習会の開催等が実施され
た。

生産段階から産地市場、水産加工場に至る品質管理
を推進し、水産物の総合的な品質管理体制を構築す
る取組に対して支援。

産地及び消費地を通じた水産物価格の安定を図るた
め、漁業者団体等が水揚集中時に対象魚種を買取、
保管し、放出する取組を実施した際及び漁業者団体
等が量販店、加工業者等の 終実需者との間で直接
取引契約を締結し、 終実需者が求める種類、規格
の水産物を買取、一定価格で安定的に供給する取組
を実施した際、これに必要な買取代金の金利及び保
管経費等の助成を行うのに必要な資金を（財）漁価安
定基金に造成。
また、漁業者団体等と食品産業、小売業とが連携し
た、国産水産物の新たな需要の創出につながる取組
等に対して支援。

世界的な水産物流通のグローバル化の進行を踏ま
え、国内主要水産物の需給動向や諸外国の貿易措
置に関連した各種調査・分析を実施　等
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

農林漁業用揮発油税財源身
替漁港関連道整備事業費

723
11地区で事業を実施し、うち４地区において事業が完了
した。

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。

水産加工業施設改良資金融
通臨時措置法

－
水産加工施設の改良等に必要な資金の融通について
定める本法は、目標②の達成のために有効な政策手
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 － 平成19年度実績は、平成20年6月下旬に取りまとめ予定

エネルギー需給構造改革推進
設備等を取得した場合の特別
償却又は税額の特別控除［所
得税・法人税：租税特別措置
法第10条の2、第42条の5、第
68条の10］

－
本特例措置の存在により、ジュール加熱装置の取得が
促進され、経営コスト削減に資するなど、目標②の達成
のため重要な政策手段。

食用水産加工品の安定供給を図るため、水産加工施
設の改良等に必要な資金の融通を行う

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

漁獲物の流通及び漁業用資材の輸送の合理化のた
め、漁港と幹線道路等を結ぶアクセス道路の整備

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

取得価格の30％の特別償却又は7％の税額控除(税
額控除については資本等の金額が3千万円以下の中
小企業者等に限る。)
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

流通機能高度化寄与倉庫に
係る固定資産税及び都市計
画税の課税標準の特例［固定
資産税・都市計画税：地方税
法附則第15条②］

－
本特例措置の存在により、冷蔵倉庫の整備拡充が促進
されるなど、目標②の達成のため重要な政策手段。

公害防止関連施設の固定資
産税の課税標準の特例
ｱ 公共危害防止用施設又は
設備
ｲ 公害防止用償却資産
ｳ 上記ｱの優良更新施設
ｴ 公害防止用施設
［固定資産税：地方税法附則
第15条③④⑥⑦］

－
本特例措置の存在により、経営コスト削減に資するな
ど、目標②の達成のため重要な政策手段。

ｱについては、5/6、2/3、1/2、1/4控除
ｲ、ｳ、ｴについては、1/3控除

特定倉庫5年間1/2控除
付属機械設備5年間1/4控除
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