
－

海洋水産資源開発促進法
　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。

－

水産資源保護法
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

－

漁業法

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

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

水産資源回復対策事業費補助金のうち
　資源管理体制推進事業費

合理的かつ実効性の高い資源管理を実現するため、
資源管理指針・資源管理計画等の推進体制の整備
等を実施

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

平成23年度に実施しようとする政策（政策手段シート）

政策分野名 ⑮水産資源の回復

施策名・目標
政策手段 政策手段の内容

予算要求額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞施策 目標

海洋生物資源の保存及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
び管理を図り、漁業の発展と水産物の供給の安定を
目的とする

-

-

【①】資源管理・回復の着実な実施①

86

578

-

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を行う

-

水産資源回復対策事業費補助金のうち
　資源管理指針等推進事業費

203

漁船法

安定供給確保のため、ＴＡＣ報告及びＴＡＥ報告に係
る機器整備を実施等
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施策名・目標
政策手段 政策手段の内容

予算要求額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞施策 目標

転廃業助成金等にかかる課税の特例［所得税・
法人税：租税特別措置法第28条の3、第67条の
4］

　法律等の規定に基づき転廃業を実施する際に、廃
止業者等が交付を受けた転廃業助成金等について
の課税の特例。

－

水産資源回復対策事業費補助金のうち
種苗放流による資源造成支援事業

複数の都道府県の漁業者が利用する資源であって、
早急な回復・安定が求められており、関係者間の調
整が困難なものについて、期間を限定した集中的な
種苗放流を行うことにより、従来のように、成長した魚
をすべて漁獲する「一代回収型」ではなく、親魚を獲り
残して再生産を確保する「資源造成型」の栽培漁業を
推進する。

137

漁業資源調査等委託費のうち
　我が国周辺水域資源評価等推進事業費

漁業調整員会等交付金

漁業者等の意見が反映される漁業調整機構として設
置されている漁業調整委員会等が、漁業法をはじめ
とする漁業関係法令に規定する漁業に関する事項を
処理するために必要な基礎的経費を交付

192

強い水産業づくり交付金のうち
　資源管理目標

水産資源の持続的な利用・維持管理の推進のため、
水面利用調整の推進に関する取組への支援を実施

388の内数

1,270
TAC対象魚種等我が国周辺水域の主要魚種の資源
調査・評価を実施し、資源管理施策を実施する上で
必要な科学的根拠を提供する。

我が国周辺水域の資源について、科学的知見に基
づく適切な資源管理に必要な資源評価の精度向上を
図るための取組等を支援する。

156

【②】海面養殖業の総生産量に占
める漁場改善計画策定海面におけ
る生産量の割合の増加

漁場環境の悪化を防止し、持続的な養殖生産を実現
するため、地域における主体的な養殖漁場の改善を
図る漁場改善計画の策定を促進する。

漁業経営安定事業費補助金のうち
　再編整備等支援事業費
（旧：省エネ対応・資源回復等推進支援事業
費）

　資源水準に見合った漁業体制の構築を促進するた
め、資源管理計画に基づいて漁業者が自主的に行う
減船等を支援

175
海洋水産資源開発費補助金のうち
　我が国周辺水域資源評価等推進事業費

13

持続的養殖生産確保法

【③】主な栽培漁業対象魚種及び
養殖業等の生産量の確保 水産資源回復対策事業委託費のうち

種苗放流による資源造成支援事業

生残率が高く、親魚となって再生産への寄与度の高
い良質な種苗の生産を推進するため、遺伝子レベル
での環境適応能力の分析を行い、種苗性評価手法
の開発を実施する。

－
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施策名・目標
政策手段 政策手段の内容

予算要求額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞施策 目標

水産資源回復対策施設整備費補助金
　赤潮対策等施設整備事業

赤潮発生時の代替養殖場のための施設整備、磯焼
け対策のためのつきいそ等の整備、栄養塩不足など
の漁場環境の変化に対応した経営体質強化等を支
援する。

持続的養殖生産・供給推進事業

新しい飼料や機材を活用した生産コストの減少及び
複合養殖の推進による生産性の向上、魚粉の原料と
なる魚介類等の加工残渣や高位・安定状況にあるサ
ンマ資源を有効活用するための体制の構築、漁場環
境変化等に応じた養殖生産管理の高度化及び餌飼
料不足や養殖生産物の需給予測モデル・生産計画
づくり等を推進する。

109

5,561

水産資源回復対策事業委託費のうち地球温暖
化対策推進費

水産分野の地球温暖化対策として、藻場・干潟の炭
素吸収機能の評価及び温暖化に適応した養殖品種
の開発を実施

水産資源回復対策事業費補助金のうち
内水面漁業振興対策事業

82

水産資源回復対策事業委託費のうち
内水面漁業振興対策事業

食料の安定供給のため、渓流魚の原種の増殖による
遺伝的多様性の回復・向上を図る増殖技術の開発、
外来魚の生息状況等に応じた も適切な攻略作戦の
策定に必要な外来魚の抑制管理技術開発、効果的
な増殖手法が明らかになっていない重要魚種の増殖
手法の開発を実施する。

56

我が国消費者への養殖うなぎ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うなぎ資源の
適正管理等を通じた生産者間での民間協議、うなぎ
の放流等を促進する。
また、食料の安定供給のため、漁業者が取り組む生
育環境改善の活動や内水面生態系の復元・保全に
関する理解と協力を促進するための実践的な取り組
み、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する。

さけ・ます資源高品質化推進事業

高品質化のための適地放流手法を開発することによ
り、高品質なさけ・ます資源の効果的な造成を図るとと
もに、漁業者の受益に見合った、広域的な放流費用
負担の調整を図る。

250

248
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施策名・目標
政策手段 政策手段の内容

予算要求額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞施策 目標

有明海における漁場環境の改善と漁業振興を図るた
め、漁場環境改善技術の実証や効果の向上のため
の技術開発を行う。

345

漁場環境に深く関わる生物多様性を保全するため、
海洋生物の多様性の定量的評価手法の開発、赤潮・
貧酸素水塊対策、サンゴの種苗生産・移植及び保全
技術の開発、水産生物の生活史に対応する漁場環
境形成手法の検討及び漁場機能の強化技術の開発
実証、希少水生生物の保全手法の開発、生物多様
性をめぐる国際的な動向調査等を推進する。

漁業資源調査等委託費のうち有明海漁場造成
技術開発事業費

591

・漁場環境負荷の低いクロマグロ養殖用人工餌料の
開発・普及
・気象・海象条件の厳しい海域でのクロマグロ養殖生
産技術の開発

188

水産資源回復対策事業委託費のうち
　漁場環境･生物多様性保全総合対策事業費

23
優良な形質を有するノリ株を確実・簡便に選抜するた
めの室内培養による品種特性の評価技術開発

・優良な形質を有するクロマグロ個体を選別し親魚群
を形成するための技術開発 144

・ノリ色落ちの原因とな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近傍で増殖するための技術
を開発する。
・ノリ養殖漁場における 低限必要な栄養塩レベルの
解明及び大型珪藻の抑制手法を開発し、ノリの色落
ちを発生させることなく安定的に生産する体制を構築
する

水産資源回復対策事業委託費のうち海面養殖
業振興対策費のうち新たなノリ色落ち対策技術
開発事業

水産資源回復対策事業費補助金のうち海面養
殖業振興対策費のうち資源・環境に優しいクロ
マグロ増養殖技術開発事業

79

水産資源回復対策事業委託費のうち海面養殖
業振興対策費のうち資源・環境に優しいクロマ
グロ増養殖技術開発事業

水産資源回復対策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
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施策名・目標
政策手段 政策手段の内容

予算要求額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞施策 目標

388の内数

国際漁業・輸入管理強化推進事業費 621

② 国際機関による資源管理対象魚種
及び漁業協定数の維持増大 鯨資源調査等対策推進費

鯨類の資源量の推定や回遊実態の把握のための鯨
目視調査事業を行う。また、鯨肉が適正に流通してい
ることを確認するためDNA分析を実施する。

・漁場油濁の被害拡大防止のため、漁業者が行う防
除清掃活動への支援等を実施する。
・大型クラゲ等の有害生物について、日本近海の出
現状況調査、情報提供、改良漁具の導入促進、駆
除、陸上処理、日中韓による大型クラゲ国際共同調
査、トドの効果的な追い払い方法の実証試験、出現
実態や生態の把握等を総合的に支援する。
・漁場環境に深く関わる生物多様性を保全するため、
湖沼における漁場改善活動への支援、効率的な赤
潮・貧酸素水塊連続観測技術の開発及びカキ礁によ
る底質改善技術の開発、木材利用率の高い増殖礁
開発及び地域で産出される木材を利用した増殖礁の
実証等に対する支援を実施する。
・赤潮・波浪等を回避することを目的とした養殖施設、
養殖用アンカー、消波施設等を作製・設置し、それら
施設の実効性を検証する。

2,392

・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
・地域の特性を考慮した適正養殖規範（ＧＡＰ）の策
定、普及を図るための研修会や指導会議の開催、啓
発及び指導用資料の作成配布等

364

水産資源回復対策事業費補助金のうち
　漁場環境保全対策等事業費

国際的な資源管理体制を強化するため、輸入まぐろ
類の管理の強化、我が国遠洋漁船の管理の強化、開
発途上国における監視・遵守体制の整備等を実施す
る。

強い水産業づくり交付金のうち
　資源増養殖目標

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

388の内数

強い水産業づくり交付金のうち
　資源増養殖目標
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施策名・目標
政策手段 政策手段の内容

予算要求額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞施策 目標

209
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
共同調査を実施する。

船舶建造費のうち
　漁業調査船船体･機器換装等費

政府開発援助国際連合食糧農業機関等拠出
金
（再掲：政策分野④）

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

国際捕鯨委員会等分担金
（再掲：政策分野④）

漁業資源調査等委託費のうち
　国際資源評価等推進事業費

水産物の安定供給を図るため、公海等で漁獲される
国際漁業資源について、調査・評価等を実施する。

711

海洋水産資源開発費補助金のうち
　国際資源評価等推進事業費

事務費のうち
　漁業資源調査対策費

海外漁場持続的操業保護連携強化事業
国際漁業管理機関等の漁業情報の収集、韓国、中
国等との民間協議の支援等

50

国際漁業資源の動向を資源評価に反映させるため、
資源変動メカニズム及び中長期的な資源動向の究明
に向けた取組を支援する。

389

346

374

日本沿岸域鯨類調査事業費
鯨類の捕食が漁業資源に与える影響を把握するた
め、我が国沿岸域（２地区）で実施している鯨類捕獲
調査に対し必要な経費を助成する。

265

さけ・ます陸揚検査事業費

さけ・ます漁業協力事業費

我が国２００海里内で漁獲しているロシア系さけ・ます
の再生産及び保存への協力の一環として、機械及び
設備の供与を行うために必要な経費の一部を助成す
る。

55

日ロ漁業協力関係を維持し、我が国さけ・ます漁業を
安定的に継続していくため、漁獲物の陸揚げ立会、
確認等による指導監督・取締りを通じた当該漁業の適
正な管理を実施する。

14

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
共同調査を実施する。

897

農林水産分野における国際貢献や我が国の国益を
確保するために国際機関への加盟が必要

715鯨類捕獲調査円滑化事業費補助金
南極海において鯨類捕獲調査を行うにあたり、年々
過激化する現状を踏まえ、特に安全かつ確実な調査
を担保するため妨害予防策に対し助成する。
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