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 重点手続に関する業務プロセス改革計画（当初計画）の実施状況（平成 23～24 年度） 

 

府省名：農林水産省 

手続分野名 その他【採捕数量等の報告】 計画策定年月日 平成２４年５月１６日 

主な手続名と

手続数 

同上（１手続） 

１ 成果指標・目標 

区 分 業務プロセス改革計画（当初計画）で定められた事項 
進捗状況（年度） 

目標等の見直しについて 

（当初計画改定事項） 成果指標 基準値（現状） 目標（達成時期等） 

①国民の利便性向上に
関する指標 

オンラインでの報告に要する

時間 
3分程度 現状を維持 

ただし、報告 1件当たりの分量やイン

ターネット環境の違いにより変動あり

現状どおり行われている。 

・23 年度実施状況：3分程度 

 

オンラインでの報告に係る利

用者の満足度 
満足度90％以上 現状を維持 

（シンプルなわかりやすい入力画面

であり、現状特段の不都合もなく、機

能やインターフェイスの改更は利用

者にとって大きな変化となり、かえっ

てミスの原因になりかねないことか

ら、利用者からは現状のままとする声

が大きい。なお、現行システムを開発･

保守していた会社が撤退したことに

より、本システムに大きなトラブルが

発生した際に使用ができなくなるこ

とから、現行システムを簡略したシス

テムに改修し、平成 25 年度を目途に

簡略したシステムへ移行を予定。） 

・利用者から現行システム自体の

改修要望は特段なく、現状を維持

している。 

・簡略したシステム広域資源管理

情報処理システム（広域資源管理

システム）については、現在、設

計・開発を進めており、平成 25

年度から運用を開始する予定で

ある。システム移行後、満足度調

査を行う予定 

 

②行政運営の効率化に
関する指標 

オンラインでの報告の受付１

件当たりの費用 

1,028円 現状を維持 

ただし、水揚回数（報告件数）により

変動あり 

・23 年度：1,505 円 

東日本大震災の被災により、一部

の団体においてシステムが不通

となったため、紙報告による件数

が増えシステムによる報告件数

が減少したことに伴い、１件当た

り費用が前年度を上回った。 

なお、平成 25 年 1 月末までのオ

ンラインによる報告割合は

99.42％となっており、前年同期

までの割合 98.86％に比べ 0.6％

上回っているが、震災・被災の影

響が未だに続いており完全に操

業再開ができていないことから、

報告件数は依然として低い状況

である。 

 

事務処理時間 ・オンラインで報告さ

れた数量の集計にかか

る時間：１時間程度 

・紙報告で報告された

数量を集計し、オンラ

インで報告された数量

との集計（合算）にか

かる時間：2時間～4時

間程度 

現状を維持 

ただし、報告1件当たりの分量により

変動あり 

現状どおり行われている。 

23 年度実施状況： 

・オンラインの集計：１時間程度

・紙報告の集計及びオンラインの

集計との集計（合算）：2 時間～4

時間程度 

 

③国民の利便性向上と
行政運営の効率化共通
指標 

オンライン利用率 Ｈ22 年度オンライン利

用率 99.83％ 

オンライン利用率 99％以上を維持 

（通信回線上の不具合などにより、報

告頻度の低い魚種の一部ついては一

時的に紙での報告で済ませる場合が

あるためであり、実質的には 100％の

電子化利用率である。） 

・23 年度利用率：98.85％ 

東日本大震災の被災により、一部

の団体においてシステムが不通

となったため、紙報告による件数

が増えシステムによる報告件数

が減少したことに伴い、オンライ

ン利用率が前年度を下回った。

 

④その他      

２ 取組事項等 

事  項 
業務プロセス改革計画（当初計画）で定められ

た事項 

平成 23～24 年度における実施状況 

取組事項の見直しについて 

（当初計画改定事項） 取組事項の実施状況（実施時期） 

取組を進める上での課題（取組が進ん

でいない場合、その原因・理由等）、利

用者等の意見・要望等 

➀手続の必要性の見直し ―    

②申請に必要な書類の削

減・簡素化 
― 

 

   

③申請システムの使い勝

手の向上等 
―（現行システムを開発･保守していた会社が

撤退したことにより、本システムに大きなトラ

ブルが発生した際に使用ができなくなること

から、現行システムを簡略したシステムに改修

し、平成 25 年度を目途に簡略したシステム（次

期システム）へ移行を予定。） 

 

 

 

 

 

次期システムにおいては、現行の漁獲管

理情報処理システム（TAC システム）と漁

獲努力可能量管理情報処理システム（TAE

システム）を統合するとともに、業種別団

体ごとに開発された大臣クライアントシス

テムや知事管理システムの漁協システムな

どの現行のサブシステムを廃止・統合し、

平成 25 年度の運用開始を目途に、現在、そ

の設計・開発に取り組んでいる。 

この取組により期待される効果は、次の

とおり。 

①システムの使い勝手の向上（すべての利

用者が１つのシステム上で報告・集計等

を可能） 

②都道府県における TAC・TAE 対象魚種以外

の魚種の漁獲情報の集計業務の効率化 

③システム運用・保守経費の削減（平成 25

年度予算における新システムの保守・運

用経費(データ移行費を除く)は、平成 24

年度予算と比べ約 2,400 万円の減） 

 

  

④オンライン申請時にお

ける本人確認方法に係る

見直し等 

― 

 

   

⑤バックオフィス業務の

見直し 
― 

 

   

⑥経済的インセンティブ

の向上等 
― 
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⑦広報・普及啓発 ―    

⑧その他 ―    

３ その他（検討体制・基本的考え方等共通事項の見直し（当初計画改定事項））

 

  



重点手続分野名

②根拠法令・条項

利用者層 主な利用者 大まかな人数等 代表的な組織

漁業者

202,880人の内数
（平成22年漁業就
業動向統計年報に
よる漁業就労者の
数）

業種別漁業団
体・漁協・漁連・
市場

業種別漁業団体・
漁協・漁連・市場

70団体
（大臣管理分）

業種別漁業団
体・漁協・漁連・
市場

区分

受付窓口・申請等受
付システム名

通常期（期間） 繁忙期（期間） 備考 通常期（期間） 繁忙期（期間） 備考

郵便又はＦＡＸを常
時受付

同左 24時間365日 同左

本人申請等の場合

代理人による申請等
の場合

基本様式２（手続・制度に関する基本的情報）

その他

①手続名 採捕数量等の報告

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（平成８年法律第77号）第17条第１項

③手続制度の概要（目的・手続
の内容）

国連海洋法条約においては、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ことが沿岸国の責務とされて
おり、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（以下「資源管理法」という。）は、我が国排他的経済水域等における海洋
生物資源について、その保存及び管理のための計画を策定し、並びに漁獲量及び漁獲努力量の管理のための所要の措置を
講ずることにより、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、あわせて国連海洋法条約の的確な実施
を確保し、もって漁業の発展と水産物の供給の安定に資することを目的としている。
本手続は、資源管理法に基づき、指定漁業等を営む者であって農林水産省令で定める者が、排他的経済水域等において第１
種特定海洋生物資源を採捕したときに、採捕の数量等を農林水産大臣へ報告するための手続であり、本手続により報告され
た当該情報を迅速かつ的確に集計・解析することにより、資源管理法に基づく漁獲可能量（TAC）制度の的確な運用を図る。

④想定利用
者（本人・代
理人）の状
況

利用者層・利用者の特性
（例：企業・団体等法人・個人の別、業種、事業規模（資本金・従業
員数等）、平均年齢、ITリテラシー、業務用ソフト利用率、手続の頻
度等）

本　　人

代理人（士業を含
む。）

その他

⑤申請等の時期、提出期限等
原則として排他的経済水域等において採捕した第１種特定海洋生物資源を陸揚げした日が属する月分を、当該月の翌月10日
まで

⑥申請等の頻度、許認可等の
有効期間

月１回程度（魚種及び時期により異なる）

⑦申請書等
の提出先

（受付窓口）
及び受付時

間

対面・郵送の場合 オンライン申請の場合

水産庁資源管理部管理課資源管理推進室ＴＡＣ班 漁獲管理情報処理システム

受付時間

⑧本人確認
方法

押印
告示により指定された入出力装置から、漁業者の所属組合等に交
付されたID・パスワードにより確認

押印
告示により指定された入出力装置から、漁業者の所属組合等に交
付されたID・パスワードにより確認



本人申請等の場合

代理人による申請等
の場合

金額

納付方法

標準処理期間又はこ
れに準ずる期間

平均的な処理期間

システムの概要

最適化計画の策
定状況

最適化計画の進
捗状況

整備経費（総額）
(b)（千円）

当該システムの
供用年数（ c )

使用年数１年当たり
の整備経費(b/c)(d)
（千円）

22年度 150,284 1,592,288 16 99,518 249,802

年間運用経費＝機器借料
＋システム保守・運用経費
整備経費（総額）＝初期整
備費用＋これまでの改修経
費累計

23年度 143,130 1,614,597 17 94,976 238,106

年間運用経費＝機器借料
＋システム保守・運用経費
整備経費（総額）＝初期整
備費用＋これまでの改修経
費累計

区分 申請等件数（件）(a)
オンライン利用件数

（件）(b)

磁気媒体、データ
連携等ICT活用件

数（件)( c )

オンライン利用率（％）
(b/a×100)

磁気媒体、データ
連携等を含むオン
ライン利用率（％）
（(b＋c)/a×100）

備考

平成20年度 205,466 202,034 0 98.33% 98.33%

21年度 256,059 255,605 0 99.82% 99.82% 水揚回数の増加により増

22年度 243,418 243,016 0 99.83% 99.83%

23年度 160,043 158,202 0 98.85% 98.85%
東日本大震災の被災により、操
業ができないこと等による減

⑨添付書類
の名称・提
出方法等

添付書類なし 同左

添付書類なし 同左

⑩手数料

手数料なし 同左

該当なし 同左

⑪審査基準・処分基準等（根拠
条項）

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第17条第１
項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
は、30万円以下の罰金に処する。（海洋生物資源の保存
及び管理に関する法律第24条第１項）

同左

⑫処分権者 農林水産大臣 同左

⑬処理期間
（応答まで
の期間）

郵便又はＦＡＸ到着により報告受理、回答は不要 入力と同時に報告を受理、回答は不要

回答は不要 同左

⑭申請者等に対する結果の通
知方法

回答は不要 同左

⑮申請書等の情報の保管管理
方法

文書で保管、並びにシステムへ入力し電子的に処理保管 電子的に処理保管

備考（算出方法の説明等）

⑯申請～処理完結までの事務
処理フローの概要

別紙のとおり

⑰業務処理
システム等
（申請等シ
ステム、
バックオフィ
スシステム
等を含む全
体像）の概
要

漁獲管理情報処理システムは、資源管理法に基づき、指定漁業等を営む者であって農林水産省令で定める者が、排他的経
済水域等において採捕した政令第1条に規定する第１種特定海洋生物資源の採捕数量等を農林水産大臣へ報告するための
システムであり、また、報告された当該情報を、TAC管理に必要な魚種ごとの月別・管理期間別などの集計、解析・加工等がで
きるシステムである。

策定していない

該当なし

⑱申請等受
付システム
の整備経費
及び運用経

費

区分
年間運用経費(a)
（千円）

整備経費
年間の整備・運
用経費(a＋d)
（千円）

⑲申請等件
数



手続の必要性の見直
し

申請に必要な書類の
削減・簡素化

申請システムの使い
勝手の向上等

オンライン利用時にお
ける本人確認方法に
係る見直し

バックオフィス業務の
見直し

経済的インセンティブ
の向上等

広報・普及啓発

その他（震災対応等
を含む。）

該当なし（添付書類等なしのため、該当なし）

該当なし（データの正確性、利用者の現状維持を求める声（シンプルなわかりやすい入力画面であり、現状特段の不都合もなく、機能やイン
ターフェイスの改更は利用者にとって大きな変化となり、かえってミスの原因になりかねないことから、利用者からは現状のままとする声が大
きい。）などから、特段の課題、対応要件なし。ただし、セキュリティ対策、法令・規則の変更などについては、随時対応している。なお、現行
システムを開発･保守していた会社が撤退したことにより、本システムに大きなトラブルが発生した際に使用ができなくなることから、現行シス
テムを簡略したシステムに改修し、平成25年度を目途に簡略したシステムへ移行を予定。）

該当なし（漁業者の所属組合等に交付されたID・パスワードによる確認のため、見直しの予定なし）

該当なし

該当なし（手数料なしのため、該当なし）

該当なし

該当なし

㉒備　考

（注）１　当初計画の内容と同じ事項については、当初計画の内容を記載する。
　　　２　当初計画の内容を変更・修正・追加・削除した場合には、該当箇所に下線を付すこと。

⑳磁気媒体、データ連携等ICT活用
の実態・内容

データサーバーに直接アクセスし入力しているため特段なし

㉑手続・制度
等に関する課

題

該当なし（国連海洋法条約により排他的経済水域における海洋生物資源の保存及び管理を図ることが沿岸国の責務とされていることから、
見直しの予定なし）




