
第１節　林業生産基盤の整備

１　造　　　　林

�　造林関係事業

　ア　予算の概要等

　昭和６２年７月森林資源に関する基本計画が改定（閣

議決定）され、従来の拡大造林に重点を置いた造林施

策を見直し、単層林の適正な整備に加え、複層林や育

成天然林の積極的な整備を推進する方向が打ち出され

た。造林補助事業においても、この基本計画の改定に

即した抜本的な再編・整備を行い、６２年度から新たな

制度のもとで事業に着手しているところである。９年

度には、「造林事業」・「林道事業」を森林整備の目的に

応じて、森林の公益的な機能の発揮や安定的な林業経

営のための基盤となる森林資源や路網の整備を実施す

る「森林保全整備事業」と保健・文化・教育的な森林

の利用や生活環境の整備等を実施する「森林環境整備

事業」に再編するとともに、それぞれの事業において

森林資源の整備と路網の整備を一体的に行う事業を創

設したところである。１２年度の国庫補助予算は表１に

示すとおりであり、総額５４７億３，２００万円となっている。

　イ　一般造林事業

　�　育成単層林整備

　ａ　人工造林

　人工造林とは森林の造成を目的として、苗木の植栽

又は種子の播付け及びこれらに伴う作業を行うもので、

１２年度補助実績は３，０７６ha となっている。

　ｂ　保育

　保育とは林木の健全な成長の促進を目的として、下

刈、雪起こし、倒木起こし、除・間伐等を行うもので、

１２年度補助実績は１２，５４２ha となっている。

　�　育成複層林整備

　育成複層林の造成を目的として受光伐、枝払い、樹

下植栽等、保育、育成複層林作業路の開設などを行う

もので、１２年度補助実績は３，８６１ha となっている。

　�　不発弾等事前探査

　沖縄県の本島中南部地域を主体として、不発弾等の

有無を確認するための磁気探査等を行う事業で、１２年

度補助実績は１０ha となっている。

　ウ　流域森林総合整備事業

　この事業は、民有林の構造的特質である所有の零細

性及び分散性を克服するため、計画的、組織的な実施

方法に基づき、流域を基本単位として森林資源の一層

の質的高度化を図る総合的な森林整備を行うことに

よって、林業生産基盤の整備、林業従事者の雇用の安

定及び森林の有する公益的機能の高度発揮に資する事

業である。

　�　育成単層林整備

　ａ　人工造林

　作業内容は一般造林事業と同じである。（以下の b、

　�　についても同様。）１２年度補助実績は９，０４２ha と

なっている。

　ｂ　保育

　１２年度補助実績は１９９，３６９ha となっている。

　�　育成複層林整備

　１２年度補助実績は２２，３１６ha となっている。

　エ　特定保安林整備緊急造林事業

　この事業は、保安林整備臨時措置法第８条の規定に

より指定された特定保安林が保安林の指定の目的に即

して機能することを確保するため、特定保安林緊急整

備計画に基づき当該特定保安林の早急な整備を行う事

業である。１２年度補助実績は人工造林１６ha、改良

２０５ha、保育１，２１５ha となっている。

　オ　公的分収林整備推進事業

　この事業は、公益的機能の維持増進を図るために適

切な森林整備を求められている森林について、分収方

式による適切な森林整備を推進する事業である。１２年

度補助実績は４６，５６６ha となっている。

　カ　無立木地等森林緊急造成事業

　この事業は、二酸化炭素の吸収源・炭素の貯蔵庫と

しての機能等森林の機能の発揮を図るため、現に森林

状態でない箇所等を対象として緊急かつ計画的に森林

造成等を行う事業である。１２年度の補助実績は８２７ha

となっている。

　キ　広葉樹林整備特別対策事業

　この事業は、針葉樹人工林が多い地域又は広葉樹天

第１０章　林　　野　　庁 －３４５－

第１０章　林　　野　　庁



然林の改良等が必要な地域において、広葉樹資源の充

実と公益的機能の高度発揮を図るため、多様な森林資

源を持つ広葉樹林等の造成・整備を行う事業である。

１２年度補助実績は７，３２５haとなっている。

　ク　野生鳥獣共存の森整備事業

　　この事業は、森林に被害を与える野生鳥獣の生息

地域において、森林の機能発揮と野生鳥獣の共存をめ

ざした多様な森林を整備するため、広葉樹林等の造成

や林床環境の改善、森林の機能保全のための施設整備

等を行う事業である。１２年度補助実績は３，６４１haと

なっている。

　ケ　特殊林地改良事業

　この事業は、林木の成長が不良な土地の土壌条件等

を改良することにより、森林の生産力を回復させるこ

とを目的として、土壌改良木を含む苗木の植栽、種子

の播付け、施肥、特殊地ごしらえその他これらに準ず

る作業を行う事業である。１２年度補助実績は２３haと

なっている。

表１　１２年度民有林造林関係事業予算

　 

 

　コ　保全松林緊急保護整備事業

　この事業は、公益的機能が高い健全な松林の整備又

は樹種転換を行う事業である。１２年度補助実績は

５１，８８０haとなっている。

　サ　水土保全森林緊急間伐実施事業

　この事業は、公益的機能を高度に発揮させる必要の

ある森林が一定規模以上集団的に存在する市町村にお

いて、市町村の主導の下に、非公共事業による林業機

械作業システムの整備と併せて、間伐の実施及び林道

の整備を集中的に行う事業である。１２年度補助実績は

５１，３７３haとなっている。　　　　　

　シ　森林資源高度化モデル事業

　この事業は、資源の高度化に向けた森林施業をモデ

ル的に推進するため、多様な森林整備と路網整備を一

体的に行う事業である。１２年度は１６地域で実施された。

　ス　森林空間総合整備事業

　この事業は、森林の多面的機能の高度発揮に対する

国民要請を踏まえ、森林環境教育、健康づくり等新た

な森林利用に対応した多様な森林等の整備を効率的に

推進する事業である。１２年度は７６地域で実施された。

　セ　居住地森林環境整備事業

　この事業は、良好な生活環境を確保するため、都市

等における居住地周辺の森林又は沖縄県内の荒廃した

森林等が所在する地域において、防災、景観、森林と

のふれあい等に配慮して、路側樹林帯の整備等居住環

境としての森林の整備等を実施する事業である。１２年

度は３８地域で実施された。

� 　森林災害復旧事業

　激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関す

る法律及び政令に基づき激甚災害として指定され、農

林水産大臣が告示する市町村内の被害森林（人工林）

に対して、二次災害の防止、森林のもつ公益的機能の

早期かつ的確な復旧を図る観点から、被害木等の伐採

及び搬出、被害木等の伐採跡地における造林、倒伏し

た造林木の引き起こし及び作業路の開設を行うもので

ある。

� 　林木育種事業

　林木育種事業は、森林の遺伝的素質を改善し、もっ

て林業の生産性の向上及び森林のもつ公益的機能の高

度発揮を図るため、林木の成長量の増大、材質の改良、

各種被害に対する抵抗性の向上その他の林木が有する

諸特性の向上を図ることを目的として推進している。

　林木育種事業推進の中核組織である林木育種セン

ターは、平成１２年度、６億８，６５５万円の経費をもって、

育種素材の育成管理、原種等の増殖配布、検定林等の

調査管理、花粉の少ないスギ品種育成プロジェクト、
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優良形質木育種推進プロジェクト、育種集団林造成プ

ロジェクト、CO２ 固定促進育種事業化プロジェクト、

遺伝子組換え技術実用化プロジェクト等の諸技術の開

発、地域病虫害抵抗性育種事業、農林水産省ジーンバ

ンク事業及び海外林木育種技術協力推進事業等を実施

した。

　平成１２年度の委託費は、１，０５８万５千円であり、雄

花着花性に関する調査を実施した。

　平成１２年度の都道府県に対する補助金額は、５，５３８

万９千円であり、事業実施状況は次のとおりである。

　ア　精英樹等次代検定事業

　気象害抵抗性等苗木の遺伝的特性及び環境適応性を

把握するため、１５１箇所の成績調査及び１３箇所の材質

調査を実施した。

　イ　多様な優良品種育成推進事業

　地域の森林に対するニーズに適した森林整備、林業

の経営目的に適合した多様な品種の育成を推進するた

め、交雑育種推進事業を３県で行うとともに優良広葉

樹育種推進事業を１２県で実施した。

　ウ　東北地方等マツノザイセンチュウ抵抗性育種事

業

　東北地方において、マツノザイセンチュウに対する

抵抗性品種の育成を図るため、４，１８０本の接種検定を

実施した。

　エ　育種母樹林整備事業

　林木育種の効果をさらに高め、遺伝的素質のより優

れた育種苗を早期に実用造林に供し、もって林木の生

産性の向上及び森林のもつ公益的機能の高度発揮を図

るため、次代検定林調査データ等の解析結果に基づい

て１２２ha の採種園・採穂園の改良を実施した。

�　種苗生産事業

　健全で優れた森林造成を計画的に推進するためには

優良な種苗を計画的かつ安定的に確保することが重要

である。

　このため、次の事業を実施した。

　ア　採取源整備運営事業

　�　普通母樹林等整備運営事業

　造林事業の円滑な推進を図るためには、優良な種苗

を安定的に供給することが極めて重要であることから、

林業種苗法に規定する指定採取源である普通母樹林の

巡視・指導・結実状況調査を行う。

　また、採種園で採取した種子に発芽率の大幅な低下

が見られ、これはカメムシが採種木の球果に加害する

ことが原因であり、発芽率の高い優良な種子を確保し

優良苗木の生産に資するため、球果へ袋掛けする袋掛

け防除を行う。

　一方、優良種子は、形質の良好な母樹から採取する

ことが必要であり、このため粗悪品を排除（種子採取

は、事業期間が短いこと、採取、調整に技術を要す

る。）する必要から種子採取を行う。

　さらに、種子の計画的生産のため、育種母樹林の着

果結実を促進する、ジベレリン処理を行う事業である。

１２年度は補助金額４，４４２万５千円で実施した。

　�　広葉樹母樹林整備運営事業

　森林の多面的機能の発揮の観点から、多様な森林整

備の推進が要請されており、森林造成の基礎資材であ

る優良種苗についても、これらの情勢に対応した供給

体制の整備を図る必要がある。

　このため、これまでの針葉樹に加えて、広葉樹の優

良種苗を、円滑かつ安定的に生産・供給するための採

取源の適切な整備・運営を推進することとし、広葉樹

母樹林の巡視・指導・結実状況調査を行うとともに、

広葉樹の優良な林分における種子採取に適した樹木に

ついて調査し、広葉樹母樹林として指定し、標柱等の

設置を行う。

　また、既指定広葉樹母樹林の標柱等の設置を行う事

業である。１２年度は補助金額３０７万６千円で実施した。

　イ　苗木生産・流通対策等事業

　林業種苗法に定められている林業用種苗の表示・証

明制度を適正に実施するため、都道府県が表示監督検

査、表示証明制度運営協議会の開催及び苗畑調査を行

う。また、林業用種苗の安定的な生産と適正な流通を

確保して、造林事業の円滑な推進を図るため、都道府

県が需給実態調査及び需給調整協議会の開催等を行う

とともに、環境緑化木の需要に対して的確な供給を確

するたには生産の安定と円滑化を図る必要があること

から、都道府県が需給の実態調査及び需給連絡協議会

の開催等を行う事業である。１２年度は補助金額２４８万

８千円で実施した。

　ウ　苗木生産技術向上・経営合理化推進事業

　�　種苗生産省力化等推進事業

　多様な森林整備に対応した多種多様な種苗の安定的、

効率的生産体制を確立するため、苗木生産の省力化の

推進、後継者の育成を行う事業である。１２年度は補助

金額４３６万７千円で実施した。

　�　抵抗性マツ供給実用化モデル事業

　抵抗性マツの安定的供給の確保を行う事業である。

１２年度は補助金額５８０万５千円で実施した。

　エ　苗木生産流通安定対策事業

　優良な林業用種苗の需給の安定を図るため、種苗生

産団体が広域需給調整、計画生産、生産調整等の推進

及び苗木生産後継者の育成等を総合的に行う事業であ
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る。１２年度は補助金額１，０３７万２千円で実施した。

　オ　　特別母樹林保存損失補償

　林業種苗法に基づき指定した特別母樹林は、伐採の

制限を受けており、私有林については指定を受けた森

林所有者に対し、通常受けるべき損失を補償している。

１２年度は１，１６５万円を補償した。

２　基盤整備

�　林　道　関　係　事　業

　林道事業は林業基本法（昭和３９年法律第１６１号）　第

１０条の規定による「森林資源に関する基本計画」及び

森林法（昭和２６年法律第２４９号）　第４条の規定による

「全国森林計画」に基づき、民有林の生産基盤を整備

する目的で実施している。

　ア　林道開設事業

　�　広域基幹林道

　森林の多面的機能の発揮が期待される広域な森林地

域を開発管理する骨格的林道である。

　起点、終点は国・県道等に連絡し、地域内の集落、

林業団地、森林景勝地、市場等を結ぶことによって、

林業労働力を有効に活用しつつ、分散している林業団

体の広域化、組織化による生産性の向上及び健全な森

林管理による水資源のかん養と森林レクリエーション

機能の発揮のほか、併せて山村地域の振興等を目的と

する林道である。

　�　普通林道

　ａ　普通林道

　広域基幹林道を補完して、直接林業経営に必要な林

道で、森林施業の効率化等に効果を発揮するものであ

る。

　ｂ　森林造成林道

　森林の造成（間伐、複層林施業推進、特定保安林緊

整備、森林災害等復旧、特定森林施業推進）を目的と

する林道である。

　イ　林道改良事業

　車輌の大型化、重量化に伴い、開設当時の構造・規

格では対応できなっくなった既設林道について、輸送

力の向上と通行の安全確保を図るため、その局部的構

造の質的向上を図るほか、自然環境の保全等、最近の

社会的要請に対応するよう整備するものである。

　�　事業内容

　ａ橋りょう改良、ｂ局部改良、ｃ雪害防止、ｄずい

道改良、ｅ幅員拡張、ｆ法面保全、ｇ山火事防止、

ｈふれあい施設整備、ｉ交通安全施設、ｊ災害避難施

設、ｋ林道情報伝達施設、ｌ自然共生施設

　ウ　高密度林道網整備事業

　国産材時代の実現に向けた低コスト林業の確立に資

するため、高性能林業機械作業システムに適した林道

網の整備を早急に進めるとともに、トラクタ、集材機

等在来型の林業機械を用いた効率的な森林施業の実施

に必要な林道網の整備を促進することを目的とした事

業である。

　�　事業内容

　ａ　事業実施区分

　�　高密度林道網整備事業

　高性能林業機械等の効率的な稼働に適した高密度な

林道網を総合的に整備する。

　�　林内路網機能強化事業

　既設作業道等の林道への改修及び連絡線形にするた

めの開設を一体的に進め、林道のネットワーク化を促

進する。

　ｂ　事業の種類

　�　高密度林道網整備事業

　①　高密度林道網整備全体計画調査

　採用する高性能林業機械等の効率的な稼働等に適し

た地域全体の路網計画の策定

　②　広域基幹林道整備事業

　③　施業林道整備事業

　地形、地質に馴染んだ線形の採用等従来の林道より

も比較的安価に開設できる林道の整備

　�　林内路網機能強化事業

　①　普通林道整備事業

　②　作業ポイント整備事業

　高性能林業機械等による伐木造材、集運材等広範な

作業に利用できる用地及び取り付け道等の整備

　エ　調査事業

　民有林林道に関連する諸問題を解明するため、各種

調査事業を実施している。

　オ　農林漁業用揮発油税財源身替林道整備事業

　林業用機械が消費する揮発油の税額に相当する財源

をもって、昭和４１年度から峰越連絡林道の開設を、ま

た、昭和４６年度から舗装事業を実施している。

　�　峰越連絡林道事業

　民有林、国有林の既設林道と他の既設林道又は公道

等との相互間を峰越し等により連絡し、市場距離の短

縮、林業経営の合理化、さらには農山村地域の振興を

図るための林道を開設するものである。

　�　林道舗装事業

　林道の機能向上を図り、農山村地域の環境の改善及

び林業従事者の就業環境の改善に資するため既設林道

を舗装するものである。

　カ　林業地域総合整備事業
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　林業生産性の向上と林業従事者の定住の促進及び山

村地域の活性化に資するため、林道等の林業生産基盤

と一体的に豊かな森林資源を活用し、都市と山村の交

流の促進等を図りつつ、立ち後れた山村地域の生活環

境基盤の整備を総合的に行うものである。

　�　事業実施区分

　ａ　林業集落定住基盤整備事業

　中山間地域において林業従事者等が定住できる健全

な山村の生活環境の整備を重点的に実施する事業であ

り、�（事業内容）に掲げる事業のうち、ｂ、ｃ及び

必要に応じてａ、ｇ、ｈの事業を実施するものである。

　ｂ　林業地域基盤整備事業

　山村地域の過疎化、高齢化の深刻化等に対処するた

め、立ち後れた生活環境整備を特に重点的に実施する

事業であり、�（事業内容）に掲げる事業のうち、ｂ

　ｃの事業を必須事業として実施するものである。

　ｃ　林業集落生活基盤緊急整備事業

　山村地域の生活環境の改善、水源地域の水質の保全

を図るため、林業集落を対象とした用排水施設の整備

を重点的に実施する事業であり、（イ）（事業内容）に

掲げる事業のうち、ａ、ｂ、ｄ、ｅ、ｆ、ｇ、ｈの事

業を実施するものである。

　ｄ　流域林業推進基盤整備事業

　流域を単位として、林業生産基盤、大規模な流通・

加工施設の集中的整備を行うとともに、周辺山村の立

ち後れた生活環境の整備を実施する事業であり、�

（事業内容）に掲げる事業のうち、ｂ及び必要に応じ

て、ａ、ｃ、ｅ�、ｈの事業を実施するものである。

　�　事業内容

　ａ　林業地域総合整備事業全体計画調査

　本事業の円滑な推進に資するための全体計画調査

　ｂ　生産環境基盤整備事業

　�　林道整備事業

　林業の生産性を高め、林業経営の近代化、合理化を

図るために必要な林道を整備する事業

　�　林業施設用地整備事業

　合理的な林業経営の実施に必要な林業用施設の用地

を整備する事業

　�　作業ポイント整備事業

　国道、都道府県道、市町村道及び林道の主要な地点

に、高性能林業機械等による効率的な林業生産活動に

資するための林業生産基盤施設を整備する事業

　ｃ　生活環境基盤整備事業

　�　集落林道整備事業

　林道を補完し、林業生産活動に供するとともに併せ

て山村の生活環境の改善に資する集落林道を整備する

事業

　�　用水施設整備事業

　林業経営及び集落の用水に必要な施設を整備する事

業

　�　林業集落排水事業

　林業経営及び集落のし尿及び雑排水を集合して処理

するために必要な施設を整備する事業

　�　排水施設整備事業

　林業経営及び集落の排水に必要な施設の整備を実施

する事業

　�　用地整備事業

　平地の乏しい山村の特性にかんがみ、地域林業の発

展、山村の生活環境の改善及び活性化に必要な公共的

な施設の用地並びに林業従事者の定住促進に必要な住

宅用地を整備する事業

　�　融雪施設整備事業

　積雪地域における林道及び集落林道の冬期の通行の

確保を図るために必要な施設を整備する事業

　�　林業集落内健康増進広場整備事業

　林業集落において林業者等の労働環境整備を目的と

した健康増進のための広場を整備する事業

　�　林業集落内防災安全施設整備事業

　林業集落の防災安全のための施設を整備する事業

　ｄ　交流促進施設整備事業

　�　アクセス林道整備事業

　林道を補完し、森林やフォレストアメニティ（森林

公園）施設へのアクセスのための林道を整備する事業

　�　フォレストアメニティ（森林公園）施設整備事

　　業

　フォレストアメニティ（森林公園）内に必要な各種

施設を整備する事業

　�　森林利用施設等用排水施設整備事業

　森林利用施設及び併せて利用可能な周辺集落を対象

とした用水又は排水に必要な施設を整備する事業

　�　林道沿線修景施設整備事業

　フォレストアメニティ（森林公園）内及びその周辺

の林道沿線並びに林道の路側・法面に修景施設を整備

する事業

　ｅ　滞在施設整備事業

　�　滞在施設基盤整備事業

　公営の宿泊施設や山村留学施設等の滞在施設に係る

用地及び用排水施設等を整備する事業

　�　森林コミュニティ環境整備事業

　滞在施設周辺の生活環境の整備を図るために花木の

植栽、広場、遊歩道、駐車場等を整備する事業

　ｆ　ふれあい環境基盤整備事業
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　� 　ふれあい林道整備事業

　森林づくりの効率的な実施を目的とする比較的安価

に開設できる林道を整備する事業

　� 　森林づくり施設整備事業

　森林づくりのための施設を整備する事業

　ｇ　森林整備事業

　山村の生活環境の一層の整備を進めるため、集落周

辺の森林の整備（森林整備、作業路整備等）及び修景

林整備を実施する事業

　ｈ　特認事業

　林野庁長官が特に認めた事業　

� 　林道施設災害復旧事業

　災害による既設林道の機能の停止は、林産物の搬出

及び民生安定に大きな影響を及ぼすため、被災した林

道は、できるだけ早急に復旧することとしている。平

成１２年度末現在の復旧進度は、１０年災は１００％完了、１１

年災は９８％、１２年災は９０％であって、これに要した国

費は表３のとおりである。

　なお、１２年の被害額は１６６億３，０４１万円で、その内訳

は表４のとおりである。 

表３　１２年度林道施設年災別災害復旧事業内訳

（単位：千円）

表４　１２年災内訳

（単位：千円）

� 　間　伐　対　策

　健全で多面的な機能を発揮する森林を育成するため、

平成１２年度から５カ年間で１５０万haの森林を緊急かつ

計画的に整備する「緊急間伐５カ年対策」として、新

たに８、９齢級の森林を含めた特定間伐の実施、公共

事業への活用を含めた間伐材利用の促進及び間伐実施
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に必要な路網並びに林業機械の整備等の総合的な取組

みを実施している。

　ア　水土保全森林緊急間伐実施事業

　公益的機能を高度に発揮させる必要のある森林が一

定規模以上存在する市町村において、間伐及び林道の

整備を重点的に実施している。

　イ　水土保全森林緊急間伐対策事業

公共事業における間伐の重点実施と併せて、集団的な

間伐を実施するために必要な、高能率の林業機械の導

入及び基幹作業道の整備を実施している。

　ウ　間伐等森林整備促進緊急条件整備事業

市町村森林整備計画に従った間伐等森林整備を促進す

るため、これに必要な林道の開設、改良、舗装、単線

軌道（モノレール）及び作業道の整備を実施している。

表５　１２年度間伐関連主要予算（千円）

� 　緑資源公団事業

　ア　水源林造成事業

　緑資源公団が分収林特別措置法（昭和３３年法律第５７

号）第２条第１項に基づく分収造林契約の当事者と

なって、奥地水源地域の森林の水源かん養機能を高度

に発揮するため、保安林及び同予定地のうち無立木地、

散生地、粗悪林相地等について、急速かつ計画的に森

林を造成する事業で、原則として、事業費の２／３を

出資金、残り１／３を財投借入金で実施している。

　平成１１年度においては、新植面積５，９００ha、下刈４

万６千ha、除伐２万８千ha、その他保育事業等を実施

し、昭和３６年度開始以来平成１１年度末までの新植面積

累計は４２万haである。また、既植栽地において、複層

林１００haを整備した。

　なお、分収造林契約の分収割合はおおむね公団５０、

土地所有者４０、造林者１０となっている。

　イ　大規模林業圏開発林道事業

　� 　幹線

　豊富な森林資源に恵まれ、かつ、林野率が極めて高

い山村地域において、林業を中心とする総合的な地域

開発を推進するため、全国に７地域の大規模林業圏を

指定し、林道網の枢要となるべき林道の開設、改良等

を行う事業であり、基本的には事業費の２／３を国庫

補助金、残り１／３を財投借入金で実施している。財

投借入金の返済財源は関連道県の負担金及び受益者賦

課金としている。

　平成１１年度においては、２８路線、延長４４kmを実施

し、昭和４８年度開始以来平成１１年度末までに、全

体計画２９路線、延長２，０４０kmのうち延長１，０５８kmの開

設・改良を実施した。

　� 　支線

　大規模林業圏の総合的な開発に資するため、既存の

幹線と国道・県道・市町村道を連絡し、幹線林道ネッ

トワークを形成する林道開設・改良を行う事業であり、

平成３年度から実施している。財源については、本線

と同様である。

　平成１１年度においては、３路線、延長４kmの開設・

改良を実施した。

　ウ　特定森林総合利用基盤整備事業（NTT－Aタイ

プ）

　地勢等の地理的条件が極めて悪く、かつ、豊富な森

林資源の開発が十分に行われていない奥地山村地域に

おいて、林業の振興と同地域の活性化を促進するため、

日本電信電話株式会社の株式の売払収入に基づく国の

無利子貸付制度を活用して、森林空間を利用したス

ポーツ・レクレーション施設等の収益回収事業に密接

に関連する林道の開設、拡張事業、造林事業及び保安

施設事業を行う第３セクターに対し、必要な資金を無

利子で貸し付ける事業で昭和６３年度から開始している。

表６　１２年度緑資源公団事業予算（百万円）
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第２節　森林資源の充実と森林保全

１　森　林　計　画

　森林は林産物の供給のほか、国土の保全、　水資源

のかん養、自然環境の保全及び形成等多くの機能を有

し、経済社会の発展につれてますますその重要性を増

している。かつて森林は、ややもすると無秩序に伐

採・開発され、その結果、森林の荒廃を招き、山崩れ

や風水害による災害を発生させる原因となってきた。

また、無計画な伐採は森林資源を減少させ、林産物需

給の面で大きな混乱をきたすおそれもある。しかも、

森林の造成は超長期の年月を要することから、一旦こ

のような状態になってから森林の機能の回復を図るこ

とは容易でなく、国民経済に大きな影響を及ぼすこと

となる。このようなことから、森林の取扱いは計画的

かつ合理的に行うことが肝要である。このため、森林

の保続培養と森林生産力の増進を図り、もって国土の

保全と国民経済の発展とに資するため森林法によって

森林計画制度を設けている。

　森林計画制度は昭和２６年の森林法によって設けられ、

以降、数次の改正を経ており、平成１０年には、次のよ

うな見直しが行われた。

　�　間伐の促進のため、森林施業計画の認定要件に

間伐に関する事項を追加

　�　公益的機能を重視した森林施業を推進するため

の特定森林施業計画制度の拡充

　�　森林整備のための市町村の役割の強化

　また、平成１２年度施行された「地方分権の推進を図

るための関係法律の整備等に関する法律（平成１１年法

律第８７号）」により、地域森林計画の樹立及び変更につ

いては、都道府県の自治事務とされたところである。

　現行の森林計画制度体系は、①農林水産大臣が林業

基本法第１０条の規定に基づいてたてる「森林資源に関

する基本計画並びに重要な林産物の需要及び供給に関

する長期の見通し」に即し、かつ保安施設の整備の状

況等を勘案して、全国の森林について森林整備の推進

に関する基本的事項を定めた「全国森林計画」（森林法

第４条）、②都道府県知事が全国森林計画に即して、森

林計画区に係る民有林について地域的な森林の特性に

応じた政策実施目標を設定するとともに、目標の達成

の達成に資する森林施業及びそのための条件整備の方

向づけを明らかにした「地域森林計画」（森林法第５条）、

③森林管理局長が国有林について森林整備の方針を明

らかにした「地域別の森林計画」（森林法第７条の２）、

④市町村がその区域の民有林について地域の実情に即

した森林整備を推進するための具体的な森林施業の規

範等を明らかにした「市町村森林整備計画」（森林法第

１０条の５）からなっている。また、森林所有者が自発

的意思に基づき自己の有する森林について５年を１期

とする森林の施業に関する計画を作成し、市町村の長

の認定を求める「森林施業計画」（森林法第１１条、第１８

条）等が措置されている。

�　全国森林計画

　ア　全国森林計画の策定

　現行の全国森林計画は、平成８年１２月１７日に閣議決

定を経て策定され、平成９年４月１日から平成２４年３

月３１日までをその計画期間とした計画である。

　この計画では、水系等の自然条件を基本として、森

林資源の類似性、行政区界等の社会的経済的条件を勘

案して定めた４４の広域流域ごとに、森林整備の目標、

伐採立木材積、造林面積及び林道開設量等を定めてい

る。

　イ　全国森林計画の概要

　�　基本的な考え方

　ａ　適切な保育・間伐の実施、育成複層林施業の計

画的な実施、天然生林の的確な保全・管理等森林を健

全な状態に育成し、循環させるという質的充実を基軸

とした森林整備の推進を図る。　　　　　　　　

　ｂ　森林空間を様々に利用する森林の総合利用に対

応した多様な森林資源の整備の推進を図る。

　ｃ　森林整備の展開基盤として、路網の整備の促進

等生産、流通及び加工段階における条件整備を地域一

体となって積極的に取り組む。

　�　計画事項

　ａ　森林の整備の目標その他森林の整備に関する事

項

　森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に発揮さ

せるため、重視する視点を「水土保全」「森林と人との

共生」「資源の循環利用」とした森林整備の推進方向を

明らかにするとともに、広域流域ごとに、計画期間に

おいて到達すべき森林資源の状態及び林道整備率（表

７）を定めた。

　ｂ　森林の立木竹の伐採、造林並びに間伐及び保育

に関する事項

　育成単層林施業、育成複層林施業、天然生林施業別

に、施業実施に当たっての技術指針、森林の保護・管

理の方針を明らかにするとともに、計画期間における

伐採立木材積、造林面積（表８、９）を定めた。
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表７　森林整備の目標

（単位：面積ha、蓄積� /ha）

表８　伐採立木材積

（単位：百万� ）

表９　造林面積

（単位：千ha）

　ｃ　特定施業森林の整備に関する事項

　森林の有する公益的機能の維持増進を特に図るため、

複層林施業及び長伐期施業の特定森林施業を推進する

森林の区域の設定方針及びその施業の基準を明らかに

するとともに、伐採の方法を特定する森林等の指定基

準等を定めた。

　ｄ　林道の開設その他林産物の搬出に関する事項

　森林施業の効率的な実施に必要な林道の整備を計画

的に推進することとし、その開設量（表１０）を定めた。

また、国土の保全等公益的機能の維持増進を図るため、

搬出の方法を特定する森林の指定基準等を定めた。

表１０　林道開設量

（単位：千km）

　e　森林施業の合理化に関する事項

　合理的な森林施業の実施のための条件整備を図るた

め、森林施業の共同化の促進、林業に従事する者の養

成及び確保、林業の機械化の促進及び流通・加工体制

の整備等についての取組みの方向を明らかにした。

　ｆ　森林の土地の保全に関する事項

　森林の有する災害の防止、水源のかん養、環境の保

全の機能の維持増進が図られるよう、林地の保全に特

に留意すべき森林の指定基準及び土地の形質の変更に

当たって留意すべき事項を定めた。

　ｇ　保安施設に関する事項

　公益的機能の発揮を確保するため、保安林の整備及

び保安施設事業を実施することとし、保安林の指定計

画面積及び保安施設事業の計画量（表l１、１２）を定

めた。

　また、指定の目的に即して機能していないと認めら

れる保安林についての整備の方針を明らかにした。

表１１　保安林の指定面禎

（単位：ha）

表１２　保安施設事業

（単位：千ha）

　ｈ　森林の保健機能の増進に関する事項

　森林の保健機能の増進を図るため、保健機能森林の

設定、整備の方針等を定めた。

� 　地域森林計画

　ア　民有林の森林計画制度

　地域森林計画は、都道府県知事が、主として流域別

に都道府県の区域を分けて定められた森林計画区ごと

に、

　①　機能別の森林の所在及びその整備の目標

　②　伐採立木材積、造林面積、林道整備計画、保安

林の整備・保安施設事業の計画　　　　　　　　　　

　③　市町村森林整備計画の規範としての森林施業及

びその合理化の方向

　等を明らかにするものである。

　平成１２年度は、全国１５８の森林計画区のうち３２森林

計画区につき地域森林計画の樹立が行われた。

　イ　国有林の森林計画制度

　国有林の地域別の森林計画は、森林の流通管理シス
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テムを民有林・国有林の調整の下に一体的に推進する

ため、森林法の改正により法定化されたものであり、

森林管理局長が森林計画区ごとの国有林について５年

ごとに樹立する１０年計画である。

　計画については、共通の森林計画区ごとに民有林と

国有林との間で連携のとれた森林整備の目標等を明ら

かにするというこの計画の趣旨から、原則として民有

林の地域森林計画の計画事項と同一となっている。

　なお、国有林野の管理経営については、国有林野の

管理経営に関する法律（昭和２６年法律第２４６号）に基づ

き、農林水産大臣が全国森林計画と調和の図られたも

のとして管理経営基本計画を策定し、森林管理局長が、

同計画に即し、国有林の地域別の森林計画と調和が保

たれたものとして地域管理経営計画をたて、これに

従って行うものとされている。

� 　市町村森林整備計画

　市町村森林整備計画は、林業をめぐる厳しい状況に

対処して、市町村が主導的な立場に立って、地域の実

情に即した間伐、保育等の森林整備を進めるため、昭

和５８年の森林法の改正により「森林整備計画制度」と

して創設された。その後、平成３年の森林法の改正に

より名称を「市町村森林整備計画」として計画事項を

拡充するとともに、要間伐森林の間伐等の促進を図る

ため、従来の勧告制度に加え、都道府県知事による分

収育林契約の締結についての裁定制度及び施業実施協

定制度が創設された。

　平成１０年の森林法改正により、市町村森林整備計画

は間伐・保育等を中心としたものから、造林から伐採

までの森林施業に関する総合的な計画へと拡充され、

地域森林計画の対象となる民有林の存する全ての市町

村が計画を策定することとされた。その他、森林施業

計画の認定、伐採の届出の受理、伐採計画の変更・遵

守命令、施業の勧告の権限が都道府県知事から市町村

長へ委譲され、市町村が森林施業の推進全般について

主導的な役割を担うこととされた。

　市町村森林整備計画においては、

　①　森林所有者等の行う伐採、造林、間伐及び保育

の直接的な規範

　②　森林施業の共同化の促進、林業従事者の養成・

確保、林業機械の導入促進、作業路網等の整備等の森

林施業の合理化に関する事項

　を明らかにすることとされている。

　市町村の長は、個別の森林施業がこれに従って実施

されるよう、伐採の届出の受理や報告徴収等を通じて

施業の実施状況を把握し、森林所有者等に対する指導

を行うほか、施業の勧告や伐採計画の変更命令等を行

うことができることとされている。

　特に、間伐・保育が適正に実施されていない森林で

あってこれらを早急に実施する必要のあるもの（要間

伐森林）については、権利移転等の勧告等を行うこと

ができることとされている。

　また、市町村森林整備計画の達成の観点から、一団

の森林の森林所有者等が、市町村の長の認可を受けて、

森林施業の共同化及びそのために必要な作業路網等の

施設の整備に関して協定を締結する施業実施協定制度

が措置されている。

２　民有林治山事業の推進及び保安林制度

� 　民有林治山事業の推進

　ア　第九次治山事業七箇年計画

　災害に強い安全な国土づくり、水源地域の機能強化、

豊かな環境づくりを基本方針とする、第九次治山事業

七箇年計画（総額３兆７，７００億円、うち治山事業２兆円、

計画期間平成９～１５年度）に基づき、１２年度は、その

４年度目として、当初３，１９１億円、補正５８２億円、公共

事業等予備費２０８億円をもって事業を実施した。

　進捗率は８１．７％である。（国有林治山事業を含む。）

表１３　第九次治山事業七箇年計画の実績

（単位：億円）

　イ　事業実施の概要

　１２年度の民有林治山事業は、当初で事業費２，８６４億

７，７４１万円（前年当初比１００．０％）国費１，５４７億６，３００万

円（前年当初比１００．５％）（表１４）補正で事業費３１１億

１，７００万円、国費１５１億７，０００万円、公共事業等予備費で

事業費７０億９，０６０万円、国費４０億円をもって実施した。

　ウ　事業実施状況

　� 　直轄事業

　直轄治山事業は、継続２１地区、直轄地すべり防止事

業は、　継続１１地区において実施した。

　調査事業は、山地保全調査、地すべり対策調査、治

山事業積算基準等分析調査及び森林生態系を重視した

公共事業の導入手法調査を実施した。

　� 　補助事業

　ａ　山地治山

　荒廃地及び荒廃危険地等の実態を踏まえ、山地災害

の未然防止を図るため、復旧治山事業、予防治山事業
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森林土木効率化等技術開発モデル事業に重点を置きつ

つ、林地荒廃防止事業等を積極的に実施した。

　ｂ　防災林造成

　海岸における飛砂等や風衝地における強風の害、豪

雪地帯におけるなだれの害等の災害を防止するため海

岸防災林、なだれ防止林、防風林及び土砂流出防止林

の造成を計画的に実施した。

　ｃ　保安林整備

　保安林の機能を維持強化するため、保安林改良事業

を積極的に実施するとともに、特定保安林整備緊急治

山事業、保育事業を計画的に実施した。

　ｄ　保安林管理道整備

　保安林の有する公益的機能の高度発揮を図るため、

治山事業の効率的な実施と保安林の適正な維持管理に

資する保安林管理道の整備を計画的に実施した。

　ｅ　防災対策総合治山

　次の事業について積極的に実施した。

　� 　地域防災対策総合治山事業は、山腹崩壊対策、

土砂流対策等を総合的に推進し、山地災害の未然防止

を図り、生活環境基盤の整備に資するため、継続１９１地

区、新規４０地区について実施した。

　� 　火山地域防災機能強化総合治山事業は、火山地

域において、荒廃地等の復旧整備及び土石流等による

山地災害の未然防止を図るため、継続３地区において

実施した。

　ｆ　水源地域整備

　次の事業について積極的に推進した。

　� 　水源森林総合整備事業は、ダム上流等の水資源

確保上重要な森林において、林床植生の整備等による

森林整備と水土流出の制御に資するため、継続１９１地
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区、新規３０地区について実施した。

　�　集落水源山地整備事業は、集落等の水源山地の

森林を対象とし、荒廃森林の整備、治山施設の設置等

を一体的に行い、水資源の確保と国土の保全に資する

ため、継続５４地区、新規２４地区について実施した。

　�　森林水環境総合整備事業は、良質な生活用水の

確保・保全と併せ保健休養にも資するため、荒廃森林

や水質保全施設とともに、地域の生態系を重視した渓

畔森林等を一体的、総合的に整備するため、継続４８地

区、新規９地区について実施した。

　ｇ　環境保全保安林整備

　次の事業について積極的に実施した。

　�　生活環境保全林整備事業は、市街地等の周辺に

存する水資源かん養、防災保安林を対象として、森林

による良好な生活環境の保全・創出を図るため、継続

１１８地区、新規４３地区について実施した。

　�　自然環境保全治山事業は、自然環境の優れた地

域等において、景観、生態系等に配慮し、森林の国土

保全機能、自然環境保全機能等の高度発揮を図るため、

継続３２地区、新規４地区について実施した。

　�　環境防災林整備事業は、都市周辺の山麓部等に

おいて、山地災害の防止に加え、災害緩衝地としての

役割を果たすとともに、緑豊かなうるおいのある環境

の形成に寄与する、森林の防災機能と環境保全機能を

併せ持つ森林の整備等を実施した。

　�　環境保全技術開発モデル事業は、自然環境の優

れた地域等において、自然環境の保全・改善効果の高

い工法等の開発普及を図るため、継続２地区について

実施した。

　ｈ　治山等激甚災害対策特別緊急

　治山激甚災害対策特別緊急事業は、１１年災に係る黒

瀬川～太田川地区（広島県）、太田川～八幡川地区（広

島県）の新規２地区について、一定計画に基づき再度

災害の防止を図るため、緊急かつ計画的に実施した。

　ｉ　国有林野内補助治山

　国有林野内の治山事業のうち、集落・公共施設等を

直接保全する地域性の高いものについて実施した。

　ｊ　地すべり防止

　人家及び公共施設等に係る地すべり発生危険地につ

いて、緊要な箇所の地すべり防止工事を実施した。

�　保安林制度

　森林は木材生産機能だけではなく、水源のかん養、

災害の防備、生活環境の保全・形成、保健休養の場の

提供等の公益的機能を有している。保安林制度は、特

にこれらの機能を発揮させる必要のある森林を保安林

として指定し、その森林を適正に保全・管理すること

を通じて、森林の有する公益的機能を高度に発揮させ

ることにより、人々の安全で豊かな生活を確保するこ

とを目的とする制度である。

　保安林の整備については、保安林整備臨時措置法

（昭和２９年法律第８４号）に基づき農林水産大臣が策定

した保安林整備計画によって着実に推進され、１２年度

末現在における保安林面積は、実面積で８，９３０千 ha と

我が国の森林面積の約３割、国土面積の約２割を占め

るに至っている。

　しかしながら、最近における国土の開発、都市化の

進展に伴い、山地災害の発生の危険性が高まっている

ほか、より小規模な山地災害の防備の必要性も増大し

てきており、さらに、良質な水の安定的確保、身近な

緑保全等に対する国民的要請は益々高まりをみせてい

る。

　一方、期待される機能の低下している保安林が依然

として存在している状況にある。

　このような保安林に係る諸情勢を踏まえ、保安林の

整備を緊急かつ計画的に進める必要があるため、平成

６年４月に保安林整備臨時措置法の有効期限を１５年度

末まで延長し、これに基づいて全国の２１８流域ごとに

定める第５期保安林整備計画を平成６年度から４年間

で策定、同計画に基づき計画的な保安林の整備を図る

こととした。

　このような中、１２年度にとられた保安林に係る主

な施策は以下のとおりである。

　ア　保安林の指定・解除

　第５期保安林整備計画においては、保安林の質的整

備ときめ細かな配備を行うこととしているほか、新た

な崩壊地等で、治山事業を施行する箇所等の指定調査

及び有効期限満了になった保安施設地区についての保

安林転換調査、利害関係者等から保安林の解除申請が

あった箇所についての解除調査等を実施した。

　イ　特定保安林の指定

　特定保安林は、保安林整備計画に基づき、指定の目

的に即して機能していないと認められる保安林のうち

その区域内に造林、保育等の施業を早急に実施する必

要があると認められる森林が存在するものについて指

定するものであり、平成１２年度は、前年度の保安林整

備計画策定流域等において、１箇所を指定した。

　ウ　環境保全型保安林の施設整備

　保健保安林、風致保安林及び魚つき保安林の環境保

全型保安林において、環境保全機能を高度に発揮させ

るための歩道、案内板等の施設の整備を平成１２年度は

全国２４箇所で実施した。

　エ　保安林の管理

第１０章　林　　野　　庁－３５６－



　民有保安林の管理については、前年度に引き続き、

保安林における立木伐採許可申請等の処理、無許可伐

採等の違反行為に対する監督処分、保安林標識の設置、

保安林台帳の調製を行った。

　また、保安林管理の適正を期するため、地番の一部

が保安林に指定されているなど、地目が未更生の保安

林について、保安林の適正管理に支障を来さないよう

地目の更生を実施するとともに、保安林の境界が不明

確で、管理上重要な保安林について、境界の点検調査

を行い、境界の明確化を図った。

　オ　損失補償

　保安林等の指定に伴い発生する通常受けるべき損失

を森林所有者に補償するため、１２年度は、約４億８千

万円の損失補償金を交付した。

　カ　民有保安林の買入れ

　国土保全上重要な水源かん養保安林等で、国が取得

し、整備・管理を行う必要があると認められるものに

ついては、保安林整備計画に基づき買入れを行うこと

としている。

３　緑化の推進

　近年、国民の森林に対するニーズは、国土の保全、

水資源のかん養等の公益的機能の発揮に加え、心に安

らぎや豊かさを与えてくれる身近な自然として、また

地球温暖化の原因となる二酸化炭素の吸収源・固定源

の役割等多様化・高度化してきている。

　このような中で国民のニーズに対応し、将来にわた

り森林の多様な機能を持続的に発揮させるためには、

山村や林業関係者の努力のみではなく、森林を国民共

通の財産とし、国民各層がそれぞれ可能な手段をもっ
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て森林・緑づくりに取り組むとともに、技術的な視点

に立った総合的・科学的取組が必要となっている。

　林野庁においては、全国植樹祭等の緑化行事の開催

や地域緑化活動を通じた国土緑化に関する普及・啓発、

緑化技術の開発・普及、分収方式による森林整備の促

進、国民参加による緑化活動等に対して補助を行って

いる。

�　国土緑化に関する普及・啓発

　国土緑化運動は、戦後の荒廃した国土を復興するた

め、昭和２５年に国土緑化推進委員会（現在の国土緑化

推進機構）が発足して以来、国土の保全及び水資源の

かん養並びに生活環境の緑化を図ることを目的に、国

民あげての緑化運動として推進されてきている。

　森林に対する国民の関心が多様化する中で、将来に

わたって森林に対する国民の意識の醸成が図られるよ

う、平成１２年度においては、次の事業に対して総額

２，２２７万円を助成した。

　ア　植樹運動の推進

　国民の森林に対する愛情を養うとともに、森林資源

の確保、国土保全、環境保全に寄与するため、国土緑

化運動の中心的行事として、天皇皇后両陛下のご臨席

のもと、毎年開催されている全国植樹祭の実施に対し

て助成した。

　イ　地域緑化活動の推進

　緑化推進活動をより広範且つ強力に展開するため、

都市と山村住民が一体となり、地域の多様な要請に応

えるべく、「みどりの週間」を中心とした地域の緑化活

動に対して助成した．

　ウ　育樹運動の推進

　我が国における人工林の大部分が戦後に植栽された

ものであり、森林に欠くことのできない育林の重要性

を普及啓発するため、全国育樹祭は、昭和５２年度から

皇太子同妃両殿下をお迎えして開催されており、この

開催に必要な経費等に対して助成した。

�　緑化技術の開発・普及

　森林における生物多様性の発揮が重要な課題となる

など、森林に対する国民的要請が多様化・高度化する

中で、緑化対策を技術的側面からより総合的・科学的

に推進する必要がある。

　そのため、平成１２年度においては、次の事業に対し、

総額４，１４０万円を助成した。

　ア　都市近郊における水質浄化林造成のための技術

　　開発

　汚染の進んだ河川・湖沼の周辺に水質浄化機能の高

い樹木の植栽及び木炭等による土壌改良を組み合わせ、

低コストで高度の水質浄化機能を示す「水質浄化林」

を創造する技術を実証的に開発するために必要な経費

に対して助成した。

　イ　巨樹・古木林等保全管理推進事業

　貴重な巨樹・古木林等の適切な保全・管理を促進す

るため、診断・治療技術の開発や緊急性を有する樹木

に対するモデル治療の実施のほか、台風や降雪による

異常な力の発生に伴う危険度判定技術の開発、治療及

び補強技術の開発等に必要な経費について助成した。

�　森林整備の促進

　森林林業を巡る厳しい状況の中で、森林所有者自ら

の造成・整備が困難となっている森林の整備を促進し、

また公益的機能を高度に発揮し得る多様な森林を整備

するため、平成１２年度においては、次の事業に対し、

総額１１，０１２万円を助成した。

　ア　分収林整備促進事業

　森林所有者自らの整備が困難になっている森林につ

いて、所有者に対し分収方式による森林整備の働きか

けを行うとともに、森林整備に係る上下流協議会の開

催及び費用負担の募集等を通じた国民参加の森林づく

り等を行う事業に対し助成した。

　イ　　森林整備受委託等促進事業

　森林所有者の経営意欲が大きく低下し、所有者自ら

の森林造成が困難となっていることから、森林組合等

が施業を受託する場合に必要となる短期運転資金の借

入金利子について助成した。

�　国民参加による森林整備の推進

　森林の多様な機能の持続的発揮に向けた森林整備を

進めていくためには、森林・林業関係者や公的セク

ターによる森林整備のみならず、広く国民参加による

森林の整備を推進していくことが必要である。

　このため、平成１２年度においては、次の事業に対し、

総額６，３７７万円を助成した。

　ア　活動拠点の整備

　国民参加による森林づくりの拠点として「みどり世

紀の森」を整備するとともに、ボランティア団体、地

方公共団体、地域住民の連携よる活動計画の策定、作

業器具の整備、普及啓発活動等を実施するのために必

要な経費に対して助成した。

　イ　森林づくりボランティア活動の促進

　森林づくりボランティア団体等からなる「森林づく

り市民・全国連絡会」が行う森林ボランティア活動に

関する全国情報の受発信やボランティア活動歴の証明

等に必要な経費に対して助成した。

　ウ　緑の保全技術普及・推進体制の整備

　地域内の緑化の推進、樹木の診断や保護等のボラン

ティア活動を行う「緑アドバイザー」を養成するため
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の養成計画の作成、養成研修プログラムの開発、普及

啓発教材の作成及び樹木医を講師とした研修会の実施

等に必要な経費について助成した。

　エ　　分収林機能高度化の促進

　分収林の長伐期化、復層林化を促進するためのモデ

ル事業を実施するとともに、一般国民等対し森林整備

に関する情報の提供等に対し助成した。

４　森林保全

�　森林病害虫等防除事業

　森林病害虫等防除事業は、「森林病害虫等防除法」

（昭和２５年法律第５３号、以下「防除法」という。）等に

基づき、各種の防除措置を実施している。

　特に、松くい虫については、昭和４０年代後半から著

しく増加した被害に対し、５２年に「松くい虫防除特別

措置法」を５箇年間の時限法として制定し被害の終息

に努めた。しかし異常気象の影響等もあり、５３年以降

被害が激増したことから、５７年に時限法の期限を延長

するとともに、名称も「松くい虫被害対策特別措置法」

（以下「特措法」という。）とする等の法改正を行った。

　その後、被害量は減少傾向で推移したが、地域に

よっては拡大傾向であったほか、従来と異なる被害態

様がみられるようになったため、６２年に「特措法」の

一部を改正し、その期限を延長した。その後、各種被

害対策の総合的な推進が図られ、被害量はピーク時の

半分以下にまで減少したが、なお、毎年１００万�に近い

異常な被害の発生をみたことから、平成４年に「特措

法」の一部を改正し、期限をさらに５年間延長し、以

来「特措法」等に基づき、「保全する松林」については、

徹底した防除を行い被害の鎮静化を期することとし、

その周辺松林については、樹種転換を促進するなど総

合的な松林保全対策を推進してきた。

　しかしながら、被害の終息を図るまでには至ってお

らず、今後とも、重要な松林を適切に維持していくた

めには、将来にわたって予想される被害の状況の変動

に応じて、必要な防除措置をいつでも発動できるよう

にしておく必要があることから、「特措法」の期限切れ

に当たり、「特措法」に規定する松くい虫に対する特別

措置の一部を「防除法」にとり込むこと等を内容とす

る「防除法」の一部改正を平成９年に行い、同法に基

づき松くい虫をはじめとする森林病害虫等の被害の発

生状況に的確に対応するための対策を総合的に実施し

ているところである。

　また、シカ等の野生鳥獣による森林被害に対処する

ため、環境省等と連携し、造林事業において野生鳥獣

との共存にも配慮しつつ、森林被害防止のための施設

の設置を行うなどの総合対策を進めている。

　ア　１２年度の予算の概要

　１２年度の松林保全対策に係る予算は、５７億３，９３４万

９千円（対前年度比９２％）、うち森林病害虫等防除事業

（松くい虫対策分）は、２５億２，８４８万５千円（対前　年

度比９２％である。また、松くい虫以外の森林病害虫等

対策に係る予算のうち森林病害虫等防除事業（その他

森林病害虫等分）は、２億２，９５１万４千円（対前年度比

９３％）である（表１６）。

　イ　１２年度の事業概要

　�　松林保全総合対策

　ａ　保全すべき松林における的確な防除と健全化整

備の推進

　保全すべき松林において、被害のまん延防止に必要

な特別防除、地上散布、伐倒駆除等を実施したほか、

健全な松林の維持造成を図るため、被害木を含め不用

木、不良木等の除去・処理を行う衛生伐等を実施した。

　ｂ　樹種転換の計画的な推進

　保全すべき松林の周辺において松林の広葉樹林等へ

の樹種転換を促進し、保全すべき松林の保護樹林帯の

造成等を実施した。

　ｃ　地域の主体的な防除体制の整備

　地域の実態に応じて森林組合連合会等を地域の主体

的な被害対策を支援するための核（森林病害虫等防除

センター）として機能させ、航空機を利用した被害木

探査等による被害監視、防除活動の推進を担う人材の

育成、防除器具の貸付、被害・技術情報の管理・提供

等の専門的支援活動を実施するとともに、地域住民、

ボランティア等を含む地域が一体となった松林保全体

制の整備を行った。

　また、防除戦略上重要な松林において徹底した防除

等を推進する体制の整備を図った。

　ｄ　被害防止技術の普及・開発の推進

　マツノザイセンチュウに対する抵抗性のより強いマ

ツの採種園の改良、接種検定用の生産施設等の整備に

よる、抵抗性マツ苗木の供給体制の構築とともに、環

境要因が松くい虫被害に及ぼす影響の調査、生物的防

除方法等による総合的な防除技術の研究、環境要因が

松くい虫被害に及ぼす影響及び松くい虫被害の防除戦

略の策定手法の開発のための調査等を行った。

　�　その他森林病害虫等被害対策

　スギカミキリ、スギノアカネトラカミキリ等のせん

孔性害虫をはじめとする松くい虫以外の森林病害虫及

びシカ等の動物による森林被害の防除事業並びに森林

の機能発揮と野生鳥獣との共存をめざした多様な森林

の整備等を引き続き実施した。また、森林保全整備事
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業（造林関係）において、鳥獣害防止施設等整備等を

実施した。

表１６　１２年予算内訳

� 　森林総合防災対策事業

　森林の有する多面的な機能を十全に発揮していくた

めには、適切な森林の管理水準の維持・確保を図り、

廃棄物不法投棄等による林地・林内施設の汚染・損傷、

山地災害及び林野火災等各種の森林被害について、未

然防止や早期発見により、被害を最小限に止めること

が重要である。

　しかしながら、山村の過疎化、不在村森林所有者の

増大等、森林・林業を取り巻く情勢の厳しさから、適

切な森林の管理が困難になっていることに加え、森林

レクリエーション利用等森林への入込者の増大により

林地・林内施設の汚染や山火事の発生の危険性が増大

している。

　このため、森林保全管理活動、林野火災予防活動及

び山地防災活動について、都道府県、市町村、森林所

有者等の連携により地域関係者が一体となって効果的

な展開を図ることが重要であり、森林保全管理体制の

整備及び林野火災予防対策等を地域の実情に応じて総

合的に実施するため、平成１２年度においては、予算額

１億６９６万４千円を助成した。

　ア　林野火災予防対策

　林野火災の発生状況について平成７～１１年の年平均

でみると出火件数３，３５０件、焼損面積１，８７５ha、損害額

約１４億円となっている。

　また、林野火災の出火原因についてみると、平成７

～１１年の年平均によれば、たき火によるものが全体の

２８％を占め最も多く、次いでたばこ１５％、火入れ１２％

の順となっており、原因のほとんどは人為によるもの

である。

　このため林野火災の予防及び効率的な初期消火を図

る観点から、航空機による巡視、林野火災予消防組織

の育成、初期消火資機材の配備、地域住民等による予

防活動の推進、林野火災予防情報システムの整備に加

え、林野火災の危険性が高い気象条件下における予防

活動の強化を行うとともに、林地開発等に伴う森林と

住宅地の近接化等による家屋への延焼の危険性に対処

するため、延焼防止に効果のある防火管理道等を整備

した。

　イ　森林保全管理体制

　森林レクリエーション利用等森林への入込者の増大

に伴って廃棄物の不法投棄等による林地・林内施設の

汚染や林野火災の発生等による森林被害を防止するた

め、平成１２年度は、森林保全推進員の養成、森林保全

巡視指導員による巡視指導等を実施した。

　ウ　山地防災対策

　山地防災ヘルパーの制度は、災害に対する情報収集

能力の強化と応援体制の整備に資するため、山地防災

ヘルパーを認定する制度として平成９年度に発足し、

平成１２年度末現在、全国で約４千６００人が各都道府県

知事により認定されている。

　平成１２年度においては、これら山地防災ヘルパーを

対象に、災害弱者関連施設に係る山地災害危険地区の

点検や、災害弱者関連施設関係者に対する山地災害危

険地区情報の提供、防災活動の連携に必要な知識の付

与を目的とした研修会を実施した。

� 　林地開発許可制度

　ア　制度の概要

　乱開発を防止し、森林の土地の適正な利用を確保す

るため、昭和４９年５月に森林法の一部改正が行われ、

従来からある保安林制度に加え、保安林等を除く民有

林を対象とした林地開発許可制度が同年１０月３１日に発

足した。以来これにより開発行為の適正化を図ってき

たが、国民生活の多様化、経済活動の高度化に伴い、

森林を保健休養の場等として利用することに対する国

民の期待が高まりを見せた。このため、森林の利用と

保全との両立を図るために従来の制度の運用の改善が
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求められ、平成２年度には開発区域に残置すべき森林

等の割合等の開発行為の許可基準の見直しを行った。

　また、平成３年４月の森林法改正において、開発行

為が及ぼす影響をより広域的な視点から考慮するよう、

開発行為により森林の有する水害防止の機能が損なわ

れ、下流地域において水害を発生させるおそれがない

ことが許可要件として追加された。

　� 　許可制の適用範囲

　地域森林計画の対象となっている森林のうち、保安

林等を除く民有林において１haを超える開発行為（土

石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更す

る行為）をしようとする者は国又は地方公共団体等が

行う場合等の例外を除き都道府県知事の許可を受けな

ければならない。

　� 　許可基準等

　開発行為の許可を受けようとする者はその行為をし

ようとする森林の所在地の都道府県知事に対し省令に

定められた手続きにより申請を行う。

　申請を受理した都道府県知事は原則として現地調査

を行い内容を審査し、関係市町村長及び都道府県森林

審議会等の意見を聴いた上で、

　ａ　周辺の地域に土砂の流出又は崩壊その他の災害

を発生させるおそれがあること。

　ｂ　水害を発生させるおそれがあること。

　ｃ　水の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあるこ

と。

　ｄ　周辺の環境を著しく悪化させるおそれがあるこ

と。

のいずれにも該当しないと認めた場合には、許可をし

なければならない。

　� 　監督処分等

　都道府県知事は森林の有する公益的機能を維持する

ため、必要があると認めるときは無許可又は許可条件

違反等の開発行為について、その行為の中止命令又は

復旧命令を発することができ、無許可の開発行為を

行った者又は前記の各命令に違反した者に対しては罰

金を課すことになっている。

　イ　許可制度の運用状況

　最近の許可制度の運用状況についてみると、件数は

減少傾向を示し、面積については昭和６０年度以降増加

傾向を示したが、平成５年度からは大幅な減少に転じ

ている。

　また、開発行為の目的別面積は、農用地の造成が減

少し、一方で、ゴルフ場の建設が増加傾向を示してい

たが、　これも平成５年度以降は大幅に減少している

（表１７）。

表１７　林地開発許可制度の運用状況

５　林業山村の活性化

� 　流域林業活性化対策

　近年の林業をめぐる厳しい情勢の中で、林業生産活

動及び森林の適正な管理を推進するためには、森林の

有している諸機能が発揮される場である「流域」を基

本的単位として、流域における関係者が、自主的に林

業の活性化に取り組む必要がある。

　このため全国１５８の流域において、これまでに森林・

林業関係者等からなる｢流域森林・林業活性化セン

ター」及び「協議会」の設置、「流域林業活性化実施計

画」の策定等の推進体制整備を行うとともに、個々の

流域の取組を強化するため、流域内の事業量等に関す

る情報の収集・提供、上下流連携による森林整備を促

進するための普及・啓発、木材を安定的に供給するた

めのあっせん等を行う事業を実施した。

� 　山村の定住条件整備

　山村等の中山間地域においては、生活環境整備の立

ち後れ、過疎化、高齢化の急速な進行に伴う担い手不

足等により、林業生産活動が停滞しており、森林の公
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益的機能の確保が困難になるとともに、地域の活力が

低下することが懸念される。このような情勢に対処す

るためには、総合的な対策を講じることにより、林業・

山村の活性化を図り、活力と魅力ある地域づくりを推

進する必要がある。

　このため、林業集落等における林道の整備と併せて、

I・J・Uターン者用住宅用地、用水施設及び林業集落

排水施設等の整備の推進、森林環境教育、健康づくり

等の促進の観点から、教育関連施設、健康増進施設等

と連携を図った森林整備の推進、林業経営の集約化、

資源の循環的利用、就業者の確保・育成の総合的な推

進、森林の公益的機能の維持増進を図るための森林と

農用地の一体的な整備の推進等を実施した。

�　森林の新たな利用の推進

　森林と人との豊かな関係を通じて循環型社会の構築

に寄与する観点から、平成１１年２月の中央森林審議会

答申「今後の森林の新たな利用の方向－２１世紀型森林

文化と新たな社会の創造－」を踏まえ、森林の新たな

利用を推進していく必要がある。

　ア　今後の森林の新たな利用の方向

　国民が森林の恵みを享受しながら、森林から環境と

の調和や資源の循環利用について学び、社会生活に活

かしていくことによって持続的発展が可能な循環型社

会の構築に資するとともに、森林や林業・山村の役割

への国民的理解を醸成していくことが必要である。

　このため、森林環境教育の推進、身近な森林におけ

る多様な活動の展開、森林づくりへの国民の直接参加、

すべての世代の健康づくりの場等森林の新たな利用を

推進し、人の一生を通じて森林と人とが豊かな関わり

をもつ２１世紀型森林文化の創造に寄与していくことが

重要である。

　イ　里山林の保全、整備、利用の推進

　身近な里山林等は、生活環境を保全し、地域独自の

景観を形成するとともに、二次的な自然に適応した生

物の生息・生育環境の場、森林環境教育の場、地域住

民の参加による多様な活動の場、健康づくりの場など

多様な役割を発揮する場としての期待が高まっている。

　このため、市町村、地域住民、森林所有者等の連携

と協力による住民参加型の保全活動を支援するととも

に、里山林の機能強化のための森林整備や利用活動の

促進を図っている。

　ウ　森林の保健・文化・教育的利用の推進

　森林環境教育、健康づくり等の森林利用の機会を広

く国民に提供していくためには、森林・林業関係者が

他の分野の関係者と連携を図りつつ取り組むことが必

要である。

　特に、平成１４年度からは完全学校週５日制の実施が

予定されており、自然体験や社会体験の不足が指摘さ

れる中、子どもたちの「生きる力」を育むため、森林・

林業分野においてもこれまで以上に様々な体験の機会

を子どもたちに提供していくことが重要である。この

ため、平成１３年度までに地域で子どもを育てる環境を

整備し、親と子どもたちの活動を振興することを目的

として文部科学省が進める「全国子どもプラン」と連

携し、「森の子くらぶ活動推進プロジェクト」を平成１１

年度から実施しているところであり、今後、一層の連

携を図ることとしている。

　また、高齢化の進展に対応して国民の健康の維持増

進に資する観点から、森林総合利用施設等において、

年齢や障害の有無にかかわらず利用者の体力等に応じ

た多様な利用の選択肢を提供していくことが必要であ

る。このため、ユニバーサルデザインという考え方を

踏まえて森林・施設の整備を図る場合に参考となる技

術指針として「森林総合利用施設におけるユニバーサ

ルデザイン手法のガイドライン」を平成１１年１２月に作

成し、普及している。

　このように、森林の新たな利用に向けた施策の充実

を図り、森林に対する国民の多様な期待に対応しなが

ら、適切な森林の整備と利用の推進に努めているとこ

ろである。

第３節　林業構造改善事業

　林業構造改善事業とは昭和３９年７月９日に公布施行

された林業基本法に基づく重要施策の一つであり、昭

和３９年度から実施されている第１次林業構造改善事業、

昭和４７年度からの第２次林業構造改善事業、　昭和５５

年からの新林業構造改善事業、平成２年度からの林業

山村活性化林業構造改善事業、平成８年度からの経営

基盤強化林業構造改善事業、平成１２年度からの地域林

業経営確立林業構造改善事業及び沖縄県の林業構造の

改善のため昭和５２年度から実施されている沖縄林業振

興特別対策の総称である。

　この事業は、林地保有の零細・分散性、生産基盤の

未整備、資本整備の劣弱性等を特徴とする我が国の民

有林の林業構造を改善することにより、林業総生産の

増大を図ることを基本目標としており、一定の要件を

備えた地域について、市町村長等が地域の実情に即し

て自主的に樹立した計画に基づき、各種の事業を有機

的に実施する総合事業である。

　平成１０年度からは、新たに創設された林業生産流通
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総合対策の枠組みの中に位置づけられた。

１　地域林業経営確立林業構造改善事業

�　事業の趣旨

　近年、森林所有者の経営意欲の減退により、手入れ

の行き届かない森林の発生が問題となっており、森林

の有する多様な機能の発揮に支障を及ぼすことが懸念

されている。このため、所有者の自主的な管理が期待

できない森林については、その経営を森林組合等へ委

託するなどにより、林業経営の集約化を図っていくこ

とが必要となっている。

　また、循環型社会の実現が課題となっている中、再

生産可能な間伐材等の利用促進及び狂いの少ない乾燥

材生産を強化し、生産力の高い森林づくりにつながる

資源循環のサイクルを構築することが重要となってい

る。

　さらに、林業従事者の減少・高齢化に対処するため、

新規就業者の確保・育成と山村地域への定住化を促進

することが必要となっている。

　このため、経営基盤強化林業構造改善事業の次期対

策として、地域における持続的な林業経営の確立にむ

けて、①林業経営の集約化、②資源の循環的利用、③

就業者の確保・育成を総合的に推進する新たな林業構

造改善対策を実施するものである。

�　事業の仕組み

　確立林構においては、事業の目標を効果的に実現す

るため、地域の実情に応じて弾力的な推進を図ること

として、地域林業経営集約化型林業構造改善事業、資

源循環利用推進型林業構造改善事業の２事業区分に分

け、平成１２年度以降５年間に逐次林業構造改善事業計

画を樹立し事業を実施する。

　ア　地域林業経営集約化型林業構造改善事業

　地域林業経営集約化型は、森林組合、林業事業体等

の地域林業の担い手への経営の集約化等を図り、地域

の森林整備・管理が責任をもって継続的に行われる体

制整備を構築するための事業を総合的に実施するもの

である。

　事業は、全国３４０地域を対象とし、一地域当たり平均

事業費として補助事業３億円、単独融資事業１．５億円

で実施する。

　イ　資源循環利用推進型林業構造改善事業

　�　循環利用推進型

　循環利用推進型は、地域から生産される木材を、川

上から川下まで円滑に流通させることにより、森林資

源の循環的利用が可能となるようなシステムを構築す

るための事業を総合的に実施するものである。

　�　間伐促進型

　間伐促進型は、間伐材の加工流通施設等を整備し、

間伐材を中心とした資源の循環利用を推進するための

事業を総合的に実施するものである。

　事業は、循環利用推進型、間伐促進型合わせて全国

８０地域を対象として、一地域当たり平均事業費として

補助事業１０億円、単独融資事業５億円で実施する。　

�　平成１２年度の事業実施状況

　平成１２年度においては、５０地域（地域林業経営集約

化型３６地域、資源循環利用推進型１４地域）で計画樹立

するとともに事業実施した。

２　経営基盤強化林業構造改善事業

�　事業の趣旨

　近年の林業経営を巡る厳しい環境の下、森林所有者

の林業経営への意欲は低下しており、また、国産材の

供給は少量・分散的かつ間断的であることから外材に

対し競争力が十分でなく、木材産業の分野でも国際的

競争力の強化が求められている。さらに、山村地域で

は林業従事者の減少・高齢化等が進行し、林業生産活

動ばかりでなく地域社会全体の活力が低下している。

　一方、我が国の森林は、戦後造林された人工林を中

心に成熟の過程にあり、国産材時代に向けて資源的条

件は整備されつつある。また、国民の価値観の変化の

中で、森林は健康・休養の場、レクリエーション活動

の場及び教育・文化活動の場としての役割が高まって

いるとともに、木材に対する消費者ニーズは多様化・

高度化してきている。

　このような情勢の変化に対処し、森林の流域管理シ

ステムのもと、林業を山村地域を支える産業として持

続的に発展させるために、林業経営の安定化に資する

担い手の育成、流域内での安定した木材供給体制の形

成及び森林の多様な資源を活用した地域づくりを図る

ことを基本方向として林業構造の改善を推進すること

として、「経営基盤強化林業構造改善事業」（強化林構）

を平成８年度より実施している。

　この対策では、これまでの林業構造改善事業の経緯

を踏まえ、地域の林業者等が自主的に樹立した計画に

基づき、林業経営の安定化のための活動の推進、林業

生産基盤及び林業経営近代化施設の整備、山村地域の

環境条件の改善等林業構造の改善に必要な事業を総合

的かつ有機的に実施するものである。また、補助事業

とともに農林水産漁業金融公庫による低利融資制度で

ある単独融資事業が併せて実施されている。

　なお、新たな地域指定は平成１１年度をもって終了し、
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平成１２年度は継続地域のみとなっている。

�　事業の仕組み

　強化林構においては、事業の目標を効果的に実現す

るため、地域の実情に応じて弾力的な推進を図ること

として、担い手育成型林業構造改善事業、木材供給圏

確立型林業構造改善事業、森林活用型林業構造改善事

業の３事業区分に分け、平成８年度以降４年間に逐次

林業構造改善事業計画を樹立し事業を実施する。

　ア　担い手育成型林業構造改善事業

　�　経営体育成型

　経営体育成型は、安定的かつ継続的な経営を行い得

る林業経営体を育成するための活動を推進するととも

に、林業経営体の経営の安定化・効率化に資する路網

の整備、高性能林業機械の導入及び地域産物活用施設

の整備、担い手確保のための定住条件の整備等を図る

ための事業を総合的に実施するものである。

　�　事業体育成型

　事業体育成型は、効率的な作業を行い得る林業事業

体及び高度な技能を有する林業労働者を育成するため

の活動を推進するとともに、林業事業体の経営の安定

化・効率化に資する路網の整備、高性能林業機械の導

入及び地域産物活用施設の整備、高度技能労働者を育

成するための技術訓練施設の整備、担い手確保のため

の定住条件の整備等を図るための事業を総合的に実施

するものである。

　事業は、経営体育成型、事業体育成型合わせて全国

９２地域を対象とし、一地域当たり平均事業費として補

助事業５億円、単独融資事業３億円で実施する。

　　イ　木材供給圏確立型林業構造改善事業

　木材供給圏確立型林業構造改善事業は、生産から加

工・流通に至る事業体（森林組合、素材生産業者、林

産業者、流通業者等をいう。）が連携して、流域内で生

産される木材を安定的かつ継続的に供給・利用するた

めの活動を推進するとともに、木材を安定的に供給す

るための路網及び林業生産施設の整備、木材を効率的

に利用するための加工・流通の拠点施設の整備等を図

るための事業を総合的に実施するものである。

　事業は、全国２２地域を対象として、一地域当たり平

均事業費として補助事業２０億円、単独融資事業１０億円

で実施する。

　ウ　森林活用型林業構造改善事業

　�　森林活用型

　森林活用型は、地域の森林資源を総合的に活用する

ための活動を推進するとともに、森林に賦存する多様

な地域産物の生産及び利用を促進するための路網並び

に地域産物活用施設の整備、森林空間の活用による都

市住民との交流促進施設の整備等を図るための事業を

総合的に実施するものである。

　�　美しいむらづくり型

　農業・林業・水産業が複合的に行われている農山漁

村を地域として一体的にとらえた美しいむらづくりを

行うため、農業・林業・水産業が相互に連携するとと

もに、複数の地域が連携を図りながらモデル的整備を

行う「美しいむらづくり事業」を林業構造改善事業の

一環として実施するものである。

　事業は、森林活用型、美しいむらづくり型合わせて

全国１９地域を対象として、一地域当たり平均事業費と

して補助事業３億円、単独融資事業１．５億円で実施す

る。

�　平成１２年度の事業実施状況

　平成１２年度においては、継続地域において７０地域

（担い手育成型４５地域、木材供給圏確立型１８地域、森

林活用型７地域）で事業実施した。

３　林業山村活性化林業構造改善事業

�　事業の趣旨

　林業・山村の活性化を図るために、生産性の高い林

業の展開と国産材の安定供給体制の形成を図るととも

に、特色ある多様な地域の森林資源を活かしたむらづ

くり及び・林業者の定住条件の向上を図ることを基本

方向とした林業構造の改善を推進することとして、

「林業山村活性化林業構造改善事業」（活性化林構）を

平成２年度より実施している。

�　事業の仕組み

　活性化林構においては、事業の目標を効果的に実現

するため、地域の実情に応じて弾力的な推進を図るこ

ととして、総合型林業構造改善事業、産地形成型林業

構造改善事業、資源活用型林業構造改善事業、地域活

性化型林業構造改善事業（平成２～３年度で終了）の

４タイプの事業に加え、特別対策として、新・美しい

森林むらづくりモデル事業（平成６～８年度実施）、中

山間林業活性化モデル事業（平成７～８年度実施）、流

域林業推進モデル事業（平成７～１１年度実施）の事業

を実施している。

　なお、新たな地域指定は平成７年度をもって終了し

ており、平成８年度以降は継続地域のみとなっている。

　ア　総合型林業構造改善事業

　総合型林業構造改善事業（総合型）は、林業が重要

な地位を有する市町村の区域を対象として、林業の担

い手の組織化、林業生産の協業化・計画化、新技術の

導入等の組織的な取組みを推進するとともに、林業生

産基盤及び林業生産高度化施設、林産物利用高度化施
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設の整備、山村の生活・就労環境の改善等に関する事

業を総合的に実施するものである。

　事業は、平成２年度以降、全国４３８地域を指定してお

り、一地域当たり平均事業費として補助事業５億円、

単独融資事業１億円で実施している。

　イ　産地形成型林業構造改善事業

　産地形成型林業構造改善事業（産地形成型）は、国

産材の主産地となり得る広域の区域を対象として、需

要動向に対して的確に国産材を供給できる産地づくり

を促進する活動を推進するとともに、国産材の拠点的

かつ高度な加工流通を行う施設、需要拡大を促進する

施設等の整備を図るための事業を総合的に実施するも

のである。

　事業は、平成２年度以降、全国６４地域を指定してお

り、一地域当たり平均事業費として補助事業１０億円、

単独融資事業３億円で実施している。

　ウ　資源活用型林業構造改善事業

　資源活用型林業構造改善事業（資源活用型）は、地

域の森林資源を総合的に活かしたむらづくりを行おう

とする市町村の区域を対象として、森林の総合利用を

促進する活動を推進するとともに、森林産物等の生

産・加工施設、森林体験及び山村・都市交流を促進す

る施設の整備等を図るための事業を総合的に実施する

ものである。

　事業は、平成２年度以降、全国１２０地域を指定してお

り、一地域当たり平均事業費として補助事業３億円、

単独融資事業１．５億円で実施している。

　エ　流域林業推進モデル事業

　流域林業推進モデル事業は、流域の特性に応じて選

定されたモデル地区を対象として、流域を単位とした

林業を推進するための組織的な取組みを推進するとと

もに、森林及び路網の整備と一体的に高性能林業機械

の導入、大規模流通・加工施設の整備を行う事業を実

施するものである。

　事業は、全国で５地域を指定しており、一地域当た

り平均事業費として補助事業２０億円、単独融資事業６

億円で実施している。

�　平成１２年度の事業実施状況

　平成１２年度においては、継続地域において２６地域

（総合型２１、産地形成型３、資源活用型２）で事業実

施した。

４　入会林野等の整備

�　経　　　　　緯

　入会林野又は旧慣使用林野（以下「入会林野等」と

いう）である土地の農林業上の利用を増進するため、

これらの土地に係る入会権又は旧慣使用権（以下「入

会権」という）などの旧来からの慣習的権利関係を近

代的な所有権、地上権等の権利関係に改め、農山村民

の農林業経営の健全な発展に資することを目的として、

「入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する

法律」（昭和４１年法律第１２６号）（以下「入会林野等近代

化法」という）が制定された。

　入会林野等近代化法が規定している内容は、主とし

て権利関係の近代化を実現するために必要な手続き及

び不動産登記の特別措置　（権利関係の近代化のため

の登記手続きの簡素化）、近代的権利取得に伴う権利

者の経済的利益についての非課税等租税の減免措置等

を定めているものである。

　林野庁においては、この法律に基づく権利関係の近

代化と、近代化後の土地の農林業上の高度利用を円滑、

かつ、適正に推進するため、４２年度から５１年度までの

１０か年を第１期として「入会林野等整備促進事業」を

５２年度から６１年度までの１０か年を第２期として「入会

林野等高度利用促進対策事業」を実施し、さらに、６２

年度から第３期として「入会資源総合活用促進対策事

業」を推進しているところである。

　４１年当時には、全国に約２００万 ha を超える広大な入

会林野等があり、このうち１０ha 以上の入会林野等１８５

万 ha を対象として近代化を図る計画のもとに事業を

進めている。

　４２年度から実施した入会林野等整備促進事業の内容

は、市町村及び整備の対象となった入会集団等に対す

る制度の啓蒙普及、整備対象入会林野等の調査・測量

を実施するとともに整備計画樹立についての技術援助

等であり、それぞれの実施に伴う経費について助成を

行った。

　このほか沖縄県に対しては、４７年度に入会林野等の

実施調査を行うとともに４９年度から市町村及び入会集

団に対し制度の啓蒙普及を実施し、それぞれに助成を

行った。

　５１年度には今後の整備の促進方策を定めるために

「入会林野等高度利用促進調査」を実施するとともに、

学識経験者による「入会林野等高度利用促進検討会」

を設置した。これらの検討結果を踏まえ、５２年度から

第２期対策として入会林野等高度利用促進対策事業を

実施することとした。５７年度からは、入会林野等高度

利用促進対策事業の中の特別対策事業を特用林産振興

対策事業及び山村高齢者林業圏設置推進事業等と統合

し、林産集落振興対策事業として実施することとした。

　５８･５９年度には未整備入会林野の利用状況と未整備

事由の把握のため「入会林野等整備促進調査」を実施
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するとともに、入会林野等をめぐる問題点と高度利用

の方向等を検討するため学識経験者による「入会林野

高度利用促進懇談会」を設置した。これらの調査結果

等を踏まえ、６２年度から新たに入会資源総合活用促進

対策事業を実施している。（表１８）

� 　事業の概要

　ア　入会林野等整備促進事業

　入会林野等整備促進事業の全体計画は４２年度から５１

年度までの１０年間に整備を行うものとし、本事業の整

備の対象となる入会林野等は１５，５４０事業体、面積は約

１４５万haと見込み、このおおむね１／１０を単年度の事

業量とした。

　なお、調査測量については、入会林野等整備促進事

業と林業構造改善事業とにより実施することとし、そ

れぞれの事業量は、前者にあっては全体の４６％に相当

する７，１５０事業体、６７万１千ha、後者は５４％の８，３９０事

業体、７８万７千haを対象とし、それぞれ２分の１事業

量を補助の対象とした。

　イ　入会林野等高度利用促進対策事業

　第１期対策が終了した５１年度において残存する未整

備入会林野等１０５haを整備するため、５２年度から１０年

間において入会林野等高度利用促進対策事業を実施す

ることとした。

　� 　本事業の整備対象となる入会林野等は８，１５８事

業体、面積は７９万haと見込み、これのおおむね１０分の

１を単年度の事業量とした。

　� 　調査測量については、全体の５６％に相当する

４，５６８事業体、４４万１千haを本事業の対象とした（残

り４４％は林業構造改善事業により実施することとし

た）。

　� 　整備対象のうち、おおむね１，０００地区を対象に、

１地区当たり平均事業費３，０００万円とし入会林野等高

度利用促進特別対策事業を実施することとした（５７年

度から林産集落振興対策事業に統合された）。

　ウ　入会資源総合活用促進対策事業

　第２期対策が終了した６１年度末において整備を必要

とする入会林野等は約８０万haとなっており、６２年度

から１０年間において半数の４０万haを整備するため、

新たに入会資源総合活用促進対策事業が発足した。

その内容は次のとおりである。

　� 　活用促進対策推進事業

　都道府県知事は入会林野等の整備と入会資源の活用

を円滑適正に推進するために、入会資源活用促進対策

協議会の開催、コンサルタントの設置、嘱託登記及び

調停を行う。

　� 　活用促進対策事業

　市町村長は入会林野等整備に先立って、当該林野の

活用方針を明らかにするため、活用基本計画を策定す

る。

　市町村長は入会集団又は整備組合に対し、入会林野

等整備を進めるための必要な手続き及び関係法令等に

ついての説明会を開催する。

　市町村長は整備組合に対し、入会林野等整備計画の

策定についての指導を行う。

　� 　調査測量事業

　市町村長は、入会林野等整備を適正に実施するため

に必要がある場合は、当該入会林野等の測量及び立木

等の調査を行う。

� 　入会林野整備の実績及び進行状況

　ア　整備の実績

　入会林野等近代化法の制定以来この３４年間に都道府

県知事の許可を得て権利関係の近代化を完了したもの

は６，４６７件、５６１，５６６haである。その実績は、４９年度の

５２，６６３haをピークにその後漸減傾向にあり、１２年度に

おいては２５件、１，１５８haとなっている。その整備の内

容は表１９、２０のとおりである。

表１９　入会林野等整備の実績（１２年度末累計）

表２０　権利者の状況（１２年度末累計）
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　イ　整備後の土地利用状況

　入会林野等の権利関係を近代化し、近代化後の土地

の農林業上の高度利用を図ることが、この法律の目的

であるが、整備後の土地利用の状況は表２１のとおりで

あり、整備前後の土地利用目的を対比すると、林地は

整備前より整備後の方が増大し、農用地は約半分にな

っている。

表２１　整備前後の土地利用目的別面積の内訳

　　　　　　　　　　　　　　（１２年度末累計）

　ウ　整備後の経営形態

　整備後の経営形態は大きく分けて個別経営・協業経

営の２種類となる。また、整備後の経営形態は整備前

の利用形態（共同利用・直轄利用・分割利用・契約利

用）と関連することが多い。すなわち、一般には整備

前の経営形態が分割利用の形態をとっていたものは、

すでに各権利者間でそれぞれ異なる利用がなされてい

た場合が多いため、整備に際して整備後これを協業経

営にもっていくことは極めて困難なことであり、その

ほとんどは個別経営の形態をとることになる。一方、

整備前の他の利用形態をとっていたものは整備後、個

別経営に移行しようとしても、新たに分割等の必要が

あるため、分割地の調整等が極めて困難であること等

から協業経営の方式に移行しやすいので、普通この形

態をたどるものが大部分である。

　しかし、近年生産森林組合等の経営不振により表２２

に示すとおり整備前に分割利用していたものは約３０％

であったのに対し、整備後の個別経営に移行したもの

は約４０％と前述のような障害があるにもかかわらず、

かなり増加している。

　なお、整備後の経営形態をどのようにするかという

ことはあくまで権利者自身が決定するものであるが、

条件の許す限り協業経営を行うよう指導を行っている。

　また、協業経営に移行する場合の協業体としては生

産森林組合・農事組合法人・その他の法人・共有によ

る経営の４種類の協業体がある。

　表２３のとおり許可済の面積が約５６万haのうち協業

体に移行したものは約５４％に当たる約３０万４千haで

あって、１協業体当たり平均面積は約９８haである。こ

のうち、生産森林組合に移行したものは全体面積の中

の約５３％で、協業体の中の約９９％を占めている。

　個別経営に移行したものは全体の約４０％に当たる約

２２万７千haで、権利者１人当たり平均面積は１．５haと

なっている。
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第４節　森　林　組　合

１　森林組合等の活動状況

　平成１１年度末現在、全国森林組合連合会１、都道府

県森林組合連合会４７、森林組合１，２５４、生産森林組合

３，４５９が設立されており、森林組合は、合併の推進等に

より年々減少している。

　森林組合は、地区内外の居住者併せて１６８万人（地区

内森林所有者の４９％）の組合員（１，３７５人／組合）で構

成され、その所有森林面積は、１，１３１万 ha（県有林を除

く民有林の７２％）に達している。

　また、造林・林産等の事業を実施するために作業班

を組織している組合は９９６組合で、総人員は、３１千人と

なっている。

　財務状況については、払込出資金の１組合あたりの

平均は、３，８９８万円（前年度３，６８７万円）と推移してきて

おり、組織・経営・財務基盤ともに年々強化されつつ

ある。

　平成１１年度における事業取扱量については、新植面

積２６千 ha（前年度比８８％）、保育面積５４７千 ha（前年

度比９７％）［うち除間伐面積２２０千 ha（前年度比１０２％）］、

素材生産量２，８１０千m３（前年度比１０１％）　となってい

る。

　一方、生産森林組合は、平成１１年度末において、２８７

千人の組合員により、３６９千 ha の森林が経営されてい

る。

　都道府県森林組合連合会においては、森林の経営に

関する指導や林業技術の普及等の指導事業、素材・製

材品・木材チップ等の販売事業、林業用機械・山行苗

木・肥料等の購買事業等を行っている。

　また、全国森林組合連合会は４７都道府県森林組合連

合会を会員とする森林組合系統の全国段階の組織とし

て指導事業及び販売・購買事業等を行うほか、経理を

区分して森林共済事業を実施している。

２　森林組合等の育成強化

�　森林組合広域合併等促進対策事業

　森林組合の広域合併の促進により経営基盤の強化を

図るため、都道府県による森林組合合併の基本方針づ

くり、合併に対する関係者間の合意形成、森林組合間

等の業務提携、広域組合の活性化のための役職員等の

研修等の実施に対し助成した。

　　　予算額　　１億５０９万８千円　

　　　（前年度　 　９，４５１万９千円）

�　地域森林管理体制強化事業

　森林組合等による不在村者所有森林等の適正な推進

を図るため、不在村者所有森林等の調査や森林施業の

普及啓発及び意向調査、森林整備推進のための施業区

域の明確化等の実施に対し助成した。

　　　予算額　　　２億３０１万９千円　

　　　（前年度　 ２億５，０８６万４千円）

�　森林組合監査士監査事業

　森林組合の健全な事業運営等に資するため、森林組

合連合会に監査士を置き、森林組合の経営管理等につ

いて適切な指導等を行うことに対し助成した。

　　　予算額　　　　　３８９万６千円

　　　（前年度　　 　　４３２万９千円）

�　森林組合統計集計システム化推進事業

　森林組合等の組織、財務、事業活動等の状況の把握

のため実施している森林組合一斉調査を的確かつ迅速

に集計するためのシステムソフトの保守及び集計機器

の維持等の実施に対し助成した。

　　　予算額　　　　　３６３万２千円　

　　 （前年度　　　　　４４７万１千円）

�　地域森林情報管理体制緊急整備事業

　森林組合が、施業・経営の受委託の推進を図るため、

森林情報を管理・活用する森林GIS 等を緊急に整備す

ることに対し助成した。

　　　予算額　　　　７，５００万０千円　

�　森林組合 IT 化促進事業

　森林組合において、森林GIS 等を緊急に整備する必

要性ため、これに必要な知識・技術習得のための人材

育成等に対し助成した。

　　　予算額　　　　４，８００万０千円

第５節　林業労働力対策

１　林業就業者の現状

　国勢調査（速報値）によると、平成１２年における林

業就業者数は７万２千人で、ここ１０年間で３．６万人減

少した。また、年齢構成は、６５歳以上が２４％と高齢化

が進行しており、全産業の就業者と比べると約３倍と

なっている。

　林業労働力の減少、高齢化が更に進むならば、森林

の適切な管理及び木材の安定供給を図る上で深刻な影

響が生じることが懸念されている。

　このようなことから、林業労働者を雇用する森林組

合、素材生産業者等の林業事業体における雇用管理の
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改善と事業の合理化を一体的に促進することと併せて、

新たに林業に就業しようとする者の就業の円滑化を図

ることにより、林業労働力を確保する必要がある。

表２４　林業就業者の推移

� 　林業就業促進総合対策

　　林業就業促進総合対策事業

　新規参入の促進及び基幹的な林業労働者の養成と林

業労働環境の改善を林業事業体の経営基盤の強化と一

体となって進めていくため、林業労働力確保支援セン

ターを拠点として、林業事業体の指導、優良事業体事

例の普及、新規参入促進のための広報、新規参入者の

定着促進、基幹的林業労働者の養成、機械利用サービ

スシステムの整備、林業労働力・事業等に関する情報

の収集・提供、経営診断等のほか、作業環境の改善、

雇用の長期化・安定化等就労条件の改善を図るために

必要な機械・施設の整備等を実施した。

　　　　　　　　　　予算額　６億３０６万円

　　　　　　　　　　　 　（６億５，１０６万円）

� 　林業就業促進資金

　新たに林業に就業しようとする者について円滑な就

業が図られるよう、林業に就業するのに必要な知識及

び技能を習得するための研修受講、資格の取得、住居

の移転等に要する費用を林業労働力確保支援センター

が貸し付ける林業就業促進資金造成に助成した。

　� 　貸付条件

　　ａ　利　　率：無利子

　　ｂ　償還期間：２０年以内　　認定事業主への貸付

　　　は、１３年以内とする。

　　ｃ　貸付限度額：１人につき

　　　　　就業準備資金　　　　１５０万円

　　　　　就業研修資金　　　　月額５～１５万円

　　　　　ただし、認定事業主への貸付限度額は、上

　　　　記に８０％を乗じた額とする。

　　　　　　予算額　４，５００万円

　　　　　　　　　（前年度：８，０００万円）

� 　林業労働安全衛生対策

　林業労働安全衛生総合対策事業

　林業における労働災害については、作業現場への安

全指導等により発生件数、頻度とも漸減しているが、

発生頻度は他産業に比べ今なお高い状況にあり、今後、

林業労働力を安定的に確保する観点からも、安全で快

適な職場づくりを推進する必要がある。

　林業労働災害は、特に伐木造材作業及び集材作業で

多く発生し、また、振動障害新規認定者については、

最多期の１割程度に減少し横這い状態にあるものの、

特定の地域に偏る傾向がみられる。

　このような状況を踏まえ、林業労働安全衛生対策を

より一層効果的に実施するため、安全衛生に関する活

動指針・計画の策定、安全衛生指導員等の養成、作業

現場への巡回指導・救助訓練の実施、事業主等を対象

とした安全衛生指導の実施、林業従事者に対する安全

意識・技能向上の促進等に要する経費の一部を助成し

た。

　　予算額　７，６７４万５千円

　　　　　　　　　（前年度　８，５２７万２千円）

　　第６節　林産物の需給及び　

　加工流通対策

１　木材需給・木材工業等の動向

� 　木材需給の動向

　ア　需給の動向

　我が国の木材（用材）需要量は、近年、１億� 前後

で推移しており、用途別でみると、総需要量のうち、

製材用及びパルプ・チップ用が約４割、合板用が約１

割強を占めており、製材用の需要量は漸減傾向で推移

している。

　平成１１年の木材（用材）需要量は、新設住宅着工戸

数、特に木造住宅が増加したことから６．２％増加し、

９，７８１万� となった。製材用は１０．８％の増加となり、

合板用は２３．０％の増加、その他用は２２．４％の増加と

なった。パルプ・チップ用は、紙・板紙生産量が減少

したことと、古紙等の利用が増加したことから２．８％

の減少となった。

　国産材の用材供給量は２．９％減少し、１，８７６万 � と

なった。（表２５）
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表２５　木材（用材）受給の現状

（単位：千� （　）内は対前年比％）

　木材輸入は、産地国の丸太輸出規制の強化等を背景

として、丸太輸入が減少し、製材品、合板等の製品輸

入が増加する傾向にある。また、品質が安定している

集成材等の木質工業製品の輸入が増加する傾向にある。

　イ　住宅建設の動向

　木材需要の大宗を占める住宅の着工動向をみると、

平成８年には、消費税率改定前の駆け込み需要により

バブル期と並ぶ１６４万戸の高水準となった。平成９年

には、前年の駆け込み需要等の反動により１３９万戸と

大幅に減少し、平成１０年は１２０万戸と引き続き減少し

たが、各般の景気対策の効果により平成１１年には１２１

万戸、平成１２年には１２３万戸と増加した。

　このうち木造住宅は、平成１２年に５６万戸が着工され、

木造率は前年を下回る４５．２％となった。工法別には、

国産材の使用割合が高い在来工法は木造住宅の８割を

占め、輸入材がほとんどのツーバイフォー工法、プレ

ハブ工法は木造住宅の２割を占めている。　

ウ　価格の動向

　平成１２年の木材価格は、住宅需要の先行き不透明感

や乾燥材への需要の高まりなど木材需要構造の変化等

から、ほぼ横ばい又は下落傾向で推移した。

　国産材は、丸太、製材品とも需要の低迷等から下落

傾向で推移した。一方、輸入材は、丸太、製材品とも

ほぼ横ばいで推移した。また、合板については、ほぼ

横ばい傾向で推移した。

　１２年の平均価格をみると、丸太についてはスギが

９％、ヒノキが５％、米ツガが６％、北洋材エゾマツ

が８％、平成１１年の価格を下回った。合板用ラワンは

１％上回った。一方、製材品については、スギ柱角が

２％、平成１１年の価格を下回り、ヒノキ柱角が平成１１

年と同水準、米ツガ柱角が２％、米マツ平角が１％、

北洋エゾマツ平割が２％、平成１１年の価格を下回り、

合板は１０％下回った。

� 　木材貿易の動向

　ア　輸入

　１２年の木材（丸太（HS４４０３）及び製材（HS４４０７））

輸入量は２，５９０万� で前年に比べ０．３％減少した。

　これを材種別にみると、米材は１％、南洋材は９％、

北洋材は５％とそれぞれ減少し、欧州材は２０％、アフ

リカ材は１２％、チリ材は１１％、中国材は２２％、ニュー

ジーランド材は１３％とそれぞれ増加した。

　１２年の材種別割合は米材３９％、北洋材２４％、南洋材

１４％、欧州材９％、ニュージーランド材８％、チリ材

２％、アフリカ材１％、中国材１％、その他２％と

なっている。

　我が国の木材輸入の全体的な動向としては、輸出国

側の丸太輸出規制、製品輸出拡大政策を背景に、丸太

輸入が減少し、製品輸入が増加してきている。特に欧

州材製品が増加した。
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表２７　木材の輸入量

（単位：千� ）

　金額ベースでみると、木材（丸太、製材、合板、チッ

プ等のHS４４類計）輸入額は、１兆２，３０３億円（前年比

１０３％）で我が国の総輸入額３５兆２，６８０億円（同９６％）

の４％を占めている。

　� 　米材

　１２年の米材輸入量は丸太４７８万� （前年比１００％）、製

材５２２万� （同９８％）、計１，００１万� （同９９％）となった。

国別では、米国が丸太３７７万� （同９５％）、製材６９万�

（同８６％）、カナダが丸太１０１万� （同１２１％）、製材４５３

万� （同１００％）となっている。

　� 　南洋材

　１２年度の南洋材輸入量は丸太３０３万� （前年比８９％）、

製材７２万� （同１０４％）、合板４２８万� （同１０３％）となっ

ている。

　丸太輸入では、マレイシアから南洋材丸太の７２％

（２１８万� ）を輸入している。

　製材輸入では、インドネシア（３５万� ）、マレイシア

（３６万� ）の２か国で南洋材製材の９９％を占めている。

　合板輸入では、インドネシアが合板総輸入量の５７％

（２６３万� ）、マレイシアが３６％（１６５万� ）を占めてい

る。

　現在、フィリピン、カンボジア、半島マレイシア等

で天然丸太の輸出が禁止され、マレイシア・サバ州で

は年間２００万� を上限とする丸太輸出規制を行ってい

る。また、インドネシアでは、丸太と製材に基準価格

の１５％の輸出関税（１９９９年１２月末より）が課されてい

る。

　� 　北洋材

　１２年の北洋材の輸入量は、丸太５６１万 � （前年比

９２％）、製材５６万� （同１２２％）、計６１６万� （同９５％）

と丸太は減少し、製材は増加した。

　近年、針葉樹合板用材としての需要の拡大や、ロシ

ア側の輸出意欲の高まりなどを背景として輸入量は増

加傾向で推移してきたが、我が国の国内不況に加え、

１２年は中国の丸太輸入量が我が国の輸入量を上回る等

の影響から、丸太輸入量は減少した。

　イ　輸出

　１２年の木材製品の総輸出額は８１億円と（前年比８５％）

と減少した。

　輸出内訳は、金額ベースで、薄板・単板（前年比９９％）、

製材（同８３％）、合板（同７０％）、繊維板（同９３％）、木

炭等（同８３％）、その他（木製の建具・建築用木工品、

木製の食卓・台所用品、積載用ボード（同９３％）となっ

ている。

　我が国の木材・木製品の国別輸出内訳は、２０％が韓

国で、以下米国１５％、台湾１３％、中国１０％、インドネ

シア６％、フィリピン５％、マレイシア４％、ドイツ

４％の順となっている。

� 　木材工業の動向

　我が国の木材工業の業況についてみると、６０年９月

以降の急激な円高の影響を受けて深刻な不況に陥った。

６１年以降国内経済の安定した動向、６２年の内需拡大を

契機として新設住宅着工戸数は回復を示し６２年から２

年にかけて１６０万戸を上回って推移したが、３年、４年

には景気の停滞によりそれぞれ、１３７万戸、１４０万戸と低

迷した。８年においては大幅に増加したが、その反動

と景気の低迷による個人消費の落ち込み等から、９年、

１０年にはそれぞれ、１３９万戸、１２０万戸まで減少した。

１１年に入り、各般の景気対策によりやや持ち直したも

のの新設住宅着工戸数は１２１万戸、１２年には１２３万戸

（木造住宅５６万戸）と引き続き低い水準になっている。

　また、長期にわたる木材価格の低迷に加え、国際化

の進展に伴う輸入製品との競合等厳しい経営環境にあ

る中で、木材の主たる需要先である木造住宅分野にお

いては、建設コストの低減、施工期間の短縮等の建築

の合理化の進展とともに、耐震性や断熱性といった性

能に対する要求が高まっていることから、強度等の品

質・性能が明確な資材へと大きく変化するといった需

要構造の変化が生じており、これらの需要に的確に反

応した国産材の供給体制の整備が急務となっている。

　ア　製材業

　１２年末における製材工場数は１１，６９２工場を数え、前

年に比べ５９６工場減少し、依然として休・転・廃業が進

んでいる。

　製材工場の平均出力数は８８．９kw（前年比１０１％）と

僅かながら増加しているが、７５kw未満の工場数が全

体の７０％を占めており、依然として零細性を表してい

る。１２年における製材用素材の総入荷量は２，６５３万�

（前年比９６．６％）となった。この中で国産材は前年に
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比べ３．４％減少し、外材の入荷量は前年に比べ３．３％減

少したものの、製材用素材供給量の外材依存度は依然

として高く、５１．８％となっている。

　また、製材品出荷量は１，７２３万�（前年比９４．９％）と

なり、これを用途別にみると、建築用材８０％、土木建

設用材４％、木箱仕組板・こん包用材１１％、家具・建

具用材２％、その他用材３％となっている。

　イ　合板工業

　１２年末の合単板製造工場数は、前年に比べ２４工場減

少し３５４工場となった。これを類型別に見ると普通合

板を生産する工場は、５工場減少して７５工場に、特殊

合板のみを生産する製造工場は、１５工場減少して２４７

工場となった。また、単板のみを生産する工場は４工

場減少し３２工場となった。

　１２年における単板製造用素材の入荷量は前年に比べ

１２万‰減少し、５４０万�となった。材種別にはラワン

材を主体とする外材が前年に比べ１１万‰減の５２６万‰、

国産材については前年に比べ２万�減の１４万�となっ

た。

　１２年の普通合板の生産量は、３２２万�（前年比

９８．７％）、特殊合板の生産量は、１５３万�（前年比

９７．２％）となった。

２　木材の供給体制の整備

�　木材産業の体質強化

　我が国の木材産業をめぐる情勢が一段と厳しいもの

になっている中で、地域材の競争力改善のため、木材

産業の構造改革を推進し体質強化を図ることとし、流

域ごとの林産加工体制の整備に係る課題とその取組方

策の検討、木材の拠点的加工・流通施設の計画的な整

備のための条件整備を行う事業を実施した。

�　木材の生産・加工・流通体制の整備

　「木材の安定供給の確保に関する特別措置法」に基づ

き、森林所有者等と木材製材業者等が共同して作成す

る木材安定供給確保事業計画の認定を促進するととも

に、木材の安定供給確保体制の整備を推進する調査事

業、流域森林・林業活性化センターの活用による流域

一体となった原木の安定供給を促進する事業、流域ご

とに、素材生産事業体の組織化、機械化の推進等によ

り、効率的かつ低コストでの素材生産体制の整備を行

う事業を実施した。

　また、低コストで品質の優れた木材製品を安定的に

供給するための原木流通拠点施設、製品の加工・流通

拠点施設等を整備する事業、製材・合板工場等の過剰

設備の廃棄、環境保全や加工・流通の近代化・合理化

等に対応した施設整備に必要な資金の借入れに対し利

子助成する事業、木材供給の高度化や環境対策を推進

するための設備のリ－ス料の一部を助成する事業を実

施した。

　さらに、流域ごとの原木市場の規模や配置状況等の

実態に則し、原木流通の効率化や製品出荷の共同化を

推進する事業、需要者ニーズに機敏に対応し、かつ、

流通コストを削減するための事業、カタログや見本品

による木材直送等流通の合理化を図るための普及啓

発・展示会等を行う事業を実施した。

　加えて、消費者ニーズに対応した品質・性能の明確

な乾燥材等製品供給を促進するため、地域の関係者の

連携により伐倒木の葉付き乾燥、天然乾燥と人工乾燥

を組み合わせた乾燥の実施のための事業、施工性、機

能性に優れた地域材製品を供給するための商品の開発

と共同受注システムの構築を促進する事業を実施した。

　このほか、木材産業の生産・加工工程等で発生する

木くずを家畜敷料、土壌改良材等に有効利用するため、

地域の関係者の連携による活用システムの検討、策定

等を行う事業を実施した。

　地域材の供給安定に向けて、地域が一体となって木

材供給者や需要者の地域材関係者の合意形成を図ると

ともに、乾燥材供給への取組や地域材新規開発商品の

販路開拓等により新たな供給システムを早急に整備し、

需要の変化に対応した乾燥材等地域材の安定的な供給

を促進する事業を実施した。

�　木材利用の推進

　木材利用を推進するため、木材を使うことが森林整

備の推進や地球温暖化防止に役立つことの普及啓発活

動の支援、人や環境に優しい木質資材を使用した内・

外装、外構部材の整備を図る事業を新たに実施した。

　また、インターネットを活用し消費者に木の良さを

含めた木材利用情報の提供、木材利用相談センターの

活動を強化する事業、木造施設の耐久性維持・向上手

法に関する調査等を行う事業、より安く、耐久性があ

り、メンテナンスも容易な木造施設等の工法・資材の

効率的入手等について説明した参考書を作成する事業

を実施した。

　さらに、木材関係団体の行う木材利用推進活動に対

して助成した。

　このほか、日本新生のための新たな経済対策の一環

として、２１世紀に向けて、地域材利用による後世に誇

れる木材利用促進のシンボルとなるような木造公共施

設等の整備や内装等の木質化、木橋や外構施設等の整

備、消費者に対する木材利用の意義等についての普及

啓発、地域材利用を推進するための情報発信体制の整

備、地域材情報の提供、IT活用のための人材育成を実
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施した。

　あわせて、間伐材の利用を推進するため、加工流通

施設や木質エネルギー利用施設等の整備、農業用施設、

倉庫等の構造材、新たな利用分野への加工・利用技術

の開発を行った。

　また、関係省庁、関係団体等との連携の強化により

公共事業や地域産業における間伐材の利用拡大を図る

とともに、情報機器を活用した間伐材の供給、利用等

に関する情報の整備・提供、工法、歩掛の検討、利用

講習会の開催、間伐材製品の試験的な導入を実施した。

　さらに、間伐材マークの普及、間伐材利用コンクー

ルの実施、製品の展示等を実施した。

�　住宅需要に対応した木材供給

　近年の品質・性能の明確な資材に対する需要者ニー

ズの高まりに対応しつつ地域材利用の促進を図るため、

木材供給者と大工・工務店等との一体的な取組による

資材供給体制の整備及び地域材利用の家づくりの提案、

木材を軸とした街・村づくりを推進するための地域材

の循環利用推進体制の整備、木造住宅の長期利用に資

するためのマニュアルの作成及び木材や木造住宅の良

さ等の普及を行う推進員の育成とその活動支援等を行

う事業を実施した。

　また、住宅資材としての木材利用を促進するための

技術開発を実施するとともに講習会の開催等により大

工・工務店等に対する普及啓発等を実施した。

　さらに、製材、合板、集成材、フローリング等住宅

建築に関連する木質材料の需要拡大を図る上で JAS

（日本農林規格）の普及促進は重要であることから、

需要関係者及び生産者への普及指導に努めた。

�　新たな木材利用技術の開発

　製品輸入の増加、品質性能に対する要求の高まり等

木材の需給構造の急激な変化に対応し、木材加工製品

の高付加価値化、低コスト化、安定供給等を図るため、

地域材を活用し性能が確保された製品を低コストで製

造する技術開発、民間企業等に対する公募方式による

革新的な新技術・新製品の開発を実施したほか、木造

建築物の耐震性の向上を図る木材の利用技術の開発・

普及、施工性に優れた木質内装部材の開発、建築基準

の性能規定化に対応するためのスギ等の製材品及びこ

れらによる構造体の強度性能把握や木造建築物の構造

体の耐火性能の把握、耐火設計法の開発、間伐材等の

利用分野の拡大を図るための技術開発、自動制御等最

先端技術を活用した新しい木材乾燥システムの開発に

加え、乾燥が難しいスギ材を安定した品質で高速で乾

燥させる研究開発、環境に優しい木材を野外の厳しい

条件下で長期間使用するための木材保存処理技術の開

発を実施した。

　また、木材の新たな用途を創出するため、快適かつ

健康的な生活環境への改善に有効な樹木抽出成分の利

用技術の開発、木材の特性を活かしつつ、耐久性等に

優れた部材に改良する技術及びその利用技術の開発、

防護柵や防音壁等の公共用資材を木質資材で代替する

技術の開発、木質バイオマスを化石燃料に代替するエ

ネルギーとして利用するための技術の開発のほか、新

たに、木材廃棄物等の適正処理技術や新たなリサイク

ル技術の実用化を加速するための研究開発等を実施し

た。

　さらに、民間企業等が自ら技術開発を実施する能力

を育成するための体制整備を実施した。

３　木材の需給安定

�　木材の需給の見通しの公表

　木材の需給及び価格の変動に対処するため、中央、

ブロック及び都道府県において木材の需給及び価格の

動向を常時的確に把握し、対策等を協議するための木

材需給対策協議会等を開催した。

　また、木材の需給及び価格の安定に資するため、年

間の木材（用材）の需給見通し、及び四半期ごとの主

要木材の短期需給見通しを公表した。

�　木材需給安定対策事業

　木材需給の安定対策として、昭和４９年から実施して

きた木材備蓄事業は、平成２年度をもって終了した。

その後は、A木材の需給動向の情報の収集・分析・情

報提供、B木材利用の普及啓発、国産材需要拡大のた

めの情報の収集、提供等、C木材流通の改善合理化に

関する情報提供、D国産材供給設備の導入に対する

リース料の一部助成等を行うことにより、木材の需給

安定に取り組んでいる。

４　特用林産物の生産振興

�　特用林産物の生産動向等

　特用林産物は、「しいたけ」「えのきたけ」「ぶなしめ

じ」等のきのこ類をはじめ、「竹材」「桐材」「うるし」

等の伝統的工芸品原材料、「木炭」等の木質系燃料、さ

らには樹実類、山菜等に至るまでその種類、品目は極

めて多い。

　これらの特用林産物の生産は、農山村地域における

重要な産業の一つとして、地域経済の安定と就労の場

の確保に大きな役割を果たしている。

　平成１２年の特用林産物の生産動向を見ると、生産量

は、特用林産物の生産額の約７割を占めるきのこ類の

うち、生産量が多い「生しいたけ」、「えのきたけ」、「ぶ
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なしめじ」が減少し、非食用の特用林産物の木炭（粉

炭、竹炭を含む）、うるし、竹材、桐材等の生産量も減

少した。

　生産額は、前年比５．６％の減の２，９６７億円できのこ類

が３．４％の減、その他食用は８．５％の減、非食用は

１９．３％の減となった。

　一方、輸入品については、「生しいたけ」の輸入量は、

４２，０５７トンと対前年比３３％の増加となり、「乾しいた

け」の輸入量は、９，１４４トンと前年とほぼ同量、「桐材」

は、１８２，１５２m３と対前年度比３４％の増加となった。

　このように、安価な輸入品に押され、国内産は減少

傾向にある。

　なお、生しいたけについては、平成１２年に輸入が急

増し、価格が下落するなどの状況がみられた。

� 　特用林産振興対策

　安価な輸入品が増加している状況から安定的な供給

とその振興に資するため、産地の実状に応じ、新技術

や新しい製品の導入を進めつつ、広域的な低コスト・

安定供給産地の整備、特用林産と木材生産等との複合

経営による安定的な林業経営の確立や特色のある地域

特産物の産地整備、特用林産物生産者の組織的な経営

改善活動への支援体制の整備、原木資源のデータベー

ス化、消費者との交流による情報提供等に努めた。

　また、火山活動対策特別措置法に基づき対象地域に

おいて、降灰の防止及び除去のために必要な施設整備

を推進した。

　さらに、きのこ種菌の流通の適正化を図るため、「種

苗法」に基づくきのこ種菌の検査及び指導を実施した。
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表２８　特用林産物の需給動向（平成１２年）
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第７節　林業関係金融

１　木材産業等高度化推進資金

� 　制度の意義

　木材産業等高度化推進資金制度は林業及び林産業を

めぐる厳しい諸情勢に対処して木材関連産業の健全な

発展を促進するため「林業経営基盤の強化等の促進の

ための資金の融通に関する暫定措置法」（昭和５４年法律

第５１号）に基づき、昭和５４度年に創設された低利融資

制度である。（平成５年度に国産材産業振興資金を木

材産業等高度化推進資金に組み替え）

　制度の目的は、木材の生産及び流通の合理化を促進

し、木材供給の円滑化を図るため、木材の生産又は流

通を担う事業者がその行う合理化を促進するのに必要

な資金を低利で融資する措置を講じ、もって木材関連

産業の健全な発展に資することにある。

� 　制度の仕組み

　本制度の仕組みは、国が農林漁業信用基金を通じて

都道府県に資金を低利で貸付け、都道府県は当該貸付

金及びこれと同額の自己資金を金融機関に低利で供給

し、金融機関はこれを原資の一部として当該供給資金

の３又は４倍の資金を低利で融通するものである。

　本制度の資金は、木材の生産又は流通に関する合理

化計画について都道府県知事の認定を受けた者に対し、

事業の合理化を推進するのに必要な資金を都道府県か

ら資金の供給を受けた農林中央金庫、商工組合中央金

庫、都市銀行、地方銀行等の民間金融機関により貸付

けられる。

� 　１２年度の予算措置及び実行状況

　　１２年度までに政府貸付出資金が１７０億５，６３８万円措

置され、１２年度の木材産業等高度化推進資金の貸付枠

は１，２６８億円となった。

　１２年度末の資金種類別貸付状況は、表２９のとおりで

あり、貸付件数２，３０９件、貸付け残高５２４億円に達して

いる。

２　農林漁業信用基金（林業信用保証制度）

　農林漁業信用基金（以下「信用基金」という。）の林

業信用保証制度は、林業者等（林業種苗生産業及び木

材製造業を含む。）が林業の経営の改善に必要な資金又

は木材卸売業者等が木材の流通の合理化に必要な資金

を融資機関から借り入れる場合に、その借入れに係る

債務を保証するものである。このほか信用基金は前述

の木材産業等高度化推進資金制度を実施する都道府県

に対しこれに必要な資金の一部を貸し付けるほか、森

林整備活性化資金の貸付けを実施する農林漁業金融公

庫等に対し、これに必要な資金を無利子で寄託する。

これらを通じて林業及び木材関連産業の発展に資する

ための資金の融通の円滑化を図っている。

　信用基金の林業信用保証制度の資本金は政府・都道

府県・林業者等の三者の出資金からなっている。

　１２年度の業務状況は次のとおりである。

� 　出資の状況

　１１年度末の出資金の総額は２７９億８，４０５万円であった

が、１２年度に政府から５５億円（保証出資）、都道府県か

ら３，５５２万円、林業者等から１，３５６万円の出資が行われ

た結果、１２年度末の出資総額は３３５億３，３１３万円となっ

た。

　林業者等の出資額累計の内訳は会社２７億９，９００万円、

組合９億２，６９１万円、個人７億１，１９８万円となっている。

（表３０）
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表３０　１２年度末出資状況

� 　債務保証の状況

　１２年度の保証額を保証対象資金の種類別にみると、

製材６４％、素材生産が２５％と両資金で８９％を占め、ま

た、木材産業等高度化推進資金に係るものが５４％と

なっている。

　１２年度の融資機関別保証実績をみると、地方銀行が

全体の５５％を占めている。（表３１）

　なお、１２年度の代位弁済は２７億８，０７２万円（前年度１７

億２，７７２万円）で、１０億５，３００万円増加した。（表３２）

表３１　１２年度末融資機関別保証実績

表３２　１２年度経営形態別代位弁済等の状況

３　農林漁業金融公庫資金

　林業生産力の維持増進、林業構造の改善等のため、

造林事業、林道事業等に必要な資金について、林業の

生産期間の長期性、低収益性等の特質を考慮して農林

漁業金融公庫から長期低利の資金の融通を行っている。

　林業関係資金の１２年度の貸付決定額は表３３のとおり

であり、全体で前年度より４４％増加している。

　なお、１２年度においては、公有林における長伐期・

複層林施業への転換の円滑な推進のため、林業経営安

定資金（施業転換資金）の貸付対象者に地方公共団体

の追加を図った。

表３３　農林漁業金融公庫林業関係資金貸付決定額

（単位：百万円）

４　林業改善資金

　最近における林業経営の厳しい状況等にかんがみ、

林業経営の改善、林業労働に係る労働災害の防止、青

年林業者等の養成確保等についての林業従事者等の自

主的努力を積極的に助長するため、林業改善資金助成

法（昭和５１年法律第４２号）による無利子の中・短期資

金の貸付けが行われている。

　また、１２年度においては、間伐の促進を図るため、

団地間伐促進資金の貸付対象齢級の引き上げを行うほ

か、貸付対象者に素材生産業者の追加を図った。

表３４　林業改善資金貸付額の推移

（単位：百万円）
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第８節　林業技術対策

１　試験研究の充実

　近年における我が国の林業及び林産業を巡る厳しい

状況を打開すると同時に、森林及び林産物の利用に対

する国民の多様化・高度化する要請に応えていくため、

その基盤となる技術に関する広範多岐にわたる試験研

究及び技術開発を総合的に推進している。

　試験研究に当たっては、国と都道府県等がそれぞれ

の特性を活かした分担協力を行う等一層の連携を図り

つつ、一体的な推進を図るため、全国を６ブロックに

分け林業研究開発推進ブロック会議を開催した。

　さらに、開発途上地域における森林の減少や荒廃、

大気汚染・酸性雨等による先進諸国の森林の衰退など

地球的規模の問題に対処するため、海外、特に開発途

上国を中心とした研究者の派遣・受入等を通じて、森

林造成、林産物加工等に関する研究協力・技術協力を

進めた。

�　国の試験研究

　森林総合研究所を中心に推進している国の試験研究

は、基礎的研究を主体として応用、開発研究の分野に

わたっており、

　①　森林生態系の特性解明と森林の環境形成・保全

機能の増進、

　②　森林資源の充実と林業における生産性の向上、

　③　木質系資源の有効利用技術の向上と新用途開発、

　④　森林生物機能の開発と利用による技術革新、

　⑤　地域に根ざした林業の発展と森林の多面的利用

技術の高度化についての試験研究を行うとともに、国

際研究の推進、地球環境問題への貢献に努めた。

　これら試験研究を実施するために１２年度の運営に要

した経費は８３億４，６８９万円であった。

�　都道府県等の行う試験研究に対する助成

　森林総合研究所の行った基礎的研究を基に、地域の

実情等に合った実用的な試験研究を行っている都道府

県等に対し、試験研究に必要な経費の一部を助成した。

２　技術開発の推進

�　林業機械開発事業

　林業の機械化の促進を図るため、平成１２年度には①

我が国の急峻な地形等に対応するため、メカトロニク

ス等の先端技術を採用した伐出用機械及び育林用機械

の開発、②林業労働災害防止、労働強度の軽減等を図

るための林業機械の開発・改良に助成した。

　ア　伐出用機械

　小型ハイパワー高性能林業機械の開発が終了した。

　また、昨年度に引き続き、多間節ブームアーム機構、

林地保全型無人輸送システムの開発を進めるとともに、

新たに急傾斜地非皆伐用伐採搬出機械の開発に取り組

んだ。

　イ　育林用機械

　自走式下刈機械、自走式枝打機械、間伐用小型フェ

ラースキッダの開発が終了した。

　また、昨年度に引き続き、小型地形対応式育林機械、

環境低負荷型育林機械の開発に取り組んだ。

　ウ　林業災害防止・多用途機械

　姿勢制御型林内作業用ベースマシン、エクスカベー

タ装着式地拵え用アタッチメントの開発・改良に取り

組んだ。

�　木材新規用途技術開発事業

　木材の新規用途開発を図るため、技術研究組合が行

う①VOCの吸着やカビ、ダニの発生抑制に効果のあ

る木材抽出成分等を内装林、塗料等に利用する技術の

開発、②木材成分のリブニン及びセルロース系成分を

活用したリサイクルが可能な木質プラスチックや生分

解性プラスチック原料としての利用技術の開発に助成

した。

�　その他

　社会問題化しているスギ等の花粉症について、林業

面からの情報の集積と提供のための基礎的調査を実施

した。

　さらに、松くい虫対策として、天敵利用による防除

システムの開発を進めた。

　術開発ポテンシャル等の調査を行った。

３林業普及指導事業

　林業普及指導事業は、森林法第１８７条第１項に規定

する林業専門技術員及び林業改良指導員を適正に配置

し、これらのものが森林所有者等に対し、林業に関す

る技術及び知識の普及と森林施業に関する指導等を行

うとともに、青少年を始めとする国民各層を対象とす

る森林・林業への理解や啓発に必要な施設等の整備並

びに林業後継者の育成確保を図ることにより、林業技

術の改善、林業経営の合理化、森林の整備等を促進し、

もって林業の振興を図り、森林の有する諸機能の高度

発揮に資することを目的とするもので、１１年度は次の

ような事業を実施した。

�　林業後継者育成対策等事業

　ア　教育のもり整備事業

　子供達の継続的な体験活動を通じた森林環境教育の
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推進の場、市民参加や後継者育成に資する林業体験学

習の場等の森林・施設「教育のもり」を整備すること

につき都道府県等に助成した。

　イ　林業後継者の育成確保

　次代の林業を担う後継者の育成確保を図るため、国、

都道府県、市町村の各段階で総合的な後継者育成対策

を実施した。

　�　普及活動高度化特別対策事業

　普及指導職員及び地域の指導的林業者の資質の向上

を図るため、国内・外の企業や研究機関等を活用した

長期・集中的な研修等の実施、高度先端的な技術の現

地適応試験等の実施、専門知識・技術を有する人材の

普及指導協力員としての活用、地域重点課題の設定及

び評価システムの推進等の実施につき都道府県及び民

間団体に助成した。

　�　森林・林業教育支援促進事業

　効果的な森林・林業教育を実施するため、対象とす

る学校を連携校として指定し、児童・生徒及び教職員

への森林経営に関する総合的な学習の実施、林業関係

学科の高校生等の林業への就業促進を図るインターン

シップの促進及び学習書の作成を実施することにつき

都道府県及び民間団体に助成した。

　�　森林経営回帰等促進対策事業

　サラリーマンとして働いている森林所有者や他産業

からの退職者等の森林経営への参入を円滑にするため

の森林経営セミナーの実施、林業女性の経営参画活動、

高齢者の技術伝承活動等に対する支援、新規参入者等

の起業化を促進するための自主的学習活動の支援等に

つき都道府県及び市町村等に助成した。

　�　林業技術等向上支援対策事業

　指導的な林家の認定・登録や研修の実施及び活動支

援、技術向上のための林業教室の開催、意欲的な林業

者グループへの活動支援、森林経営技術や先進的な取

組事例等を幅広く収集・分類したインターネット方式

による情報提供機能の充実、林業者グループの活動の

活性化、専門的な林業技術者やグループリーダー等の

養成を支援するため都道府県、市町村等、民間団体に

助成した。

　�　温暖化防止森林・緑・国民参加促進対策事業

　温暖化対策の一環として森林づくりを国民参加で実

施するため、森林ボランティアの知識、技術の向上、

森林所有者とボランティアの連携を図り、森林の持つ

公益的機能の高度発揮に資することにつき、都道府県

に助成した。

�　林業普及指導事業交付金

　普及指導職員の設置のほか、普及指導活動の効率的

推進を図るため、普及指導活動に必要な機材等の整備、

普及車両の配備、普及指導職員の巡回指導、試験研究

の成果の現地適応化、普及指導職員の研修、普及指導

職員が計画的に行う情報活動として林業機械稼働実態

等の特定情報調査及び技術情報の整理分析等の実施に

つき必要な経費を都道府県に助成した。

第９節　国有林野事業

１　国有林野事業の抜本的改革

　国有林野事業は、林野庁所管の国有林野を国民共通

の財産として管理経営しており、戦後の荒廃森林の復

旧整備、高度経済成長期における木材需要拡大への対

応、また、近年では公益的機能の高度発揮に対する国

民の要請に対応して自然環境の保全に特に配慮した森

林施業を実施するなど、それぞれの時代の要請に対応

した事業運営を行ってきた。今後とも、多様化・高度

化している国民の森林に対する要請に応えて、①国土

の保全、その他公益的機能の維持増進②林産物の持続

的かつ計画的供給③地域における産業の振興等への寄

与など、我が国森林・林業の中核的存在として国民経

済の発展及び国民生活の安定のため、重要な役割を果

たしていくことが期待されている。

　国有林野は、我が国の国土面積の約２割、森林面積

の約３割に当たる７６０万haに及んでいる。その多くが

奥地脊梁山地や水源地域に分布し、また、学術研究や

風致上重要な天然林が多く存在していることなどから

も分かるように、国土の保全、水源かん養等公益的機

能の発揮、生物多様性の確保等の役割を果たしている。

　これらの国有林野を管理経営する組織としては、中

央機関として林野庁、地方機関として森林管理局、森

林管理（支）署、さらに現場組織として森林事務所等

が設置されている。

　国有林野事業は、このような経営基盤の組織の下に

特別会計制度によりその使命を果たしてきたところで

あるが、外材輸入の急増による材価の低迷、人件費の

上昇等経営コストの大幅な増大等により昭和４０年代後

半から、財務状況が急速に悪化したことに鑑み、昭和

５１年より財政投融資資金の借入を開始し、昭和５３年に

は「国有林野事業改善特別措置法」を制定し、収支の

均衡等その経営の健全性を目標に、４次にわたり「国

有林野事業の改善に関する計画」を策定し、林産物収

入、林野・土地売払収入等による自己収入の確保、組

織機構の簡素化、要員の縮減、造林・伐採等の民間実
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行の徹底等の自主的改善努力に加え、一般会計からの

繰入等財政措置を講じることにより、収支の均衡等そ

の経営の健全性を確立することを目標とした経営改善

を実施してきた。

　しかしながら、更なる円高の進行等による材価の低

迷、自然保護、環境保全等の要請による伐採制限、人

工林の大半が資源的に成熟していないことから林産物

収入が減少している一方で、支出については、要因が

なお適正規模への調整過程にあることから恒常的に多

額の退職手当が必要となっているとともに、森林のも

つ多様な機能発揮のための適切な森林整備を行うため

の経費が必要なこと等により、借入金が累増し、平成

８年度末で累積債務が３兆５千億円余に達するなど、

極めて厳しい財務状況となった。

　その後、国全体として行政改革を推進する中にあっ

て、林政審議会や行政改革会議、財政構造改革会議等

において、国有林野事業の抜本的改革の方向等につい

て幅広く議論が行われ、平成９年１２月の「行政改革会

議最終報告」において、国有林野事業について、①公

益的機能の発揮に重点を移行させた上で、②独立採算

性の廃止、③国の業務を森林計画、治山、保全管理等

に限定し、④現場業務の委託化、⑤組織・要因の合理

化、⑥累積債務の処理等財務の健全化が明確化された

ことなどを経て、平成１０年１０月に国有林野事業改革関

連２法が成立し、これに基づき、

　①国有林野の管理経営を木材生産機能重視から公益

的機能重視に転換

　②組織・要因の徹底した合理化、縮減

　③独立採算性を前提とした特別会計制度を見直し、

一般会計繰入を前提とした特別会計制度に移行

　④累積債務の本格的処理

を柱とした抜本的改革を現在、着実に実施していると

ころである。

　また、平成１５年度までを集中改革機関とし、この間

に集中的に改革努力を行うこととされた。

　新体制下における国有林野の管理経営に関する基本

的な事項を定める、「国有林野の管理経営に関する基

本計画」（以下「管理経営基本計画」という。）につい

ては、国有林野の管理経営に関する法律により、あら

かじめ国民の意見を広く聴いた上で、さらに林政審議

会の意見を聴き策定することとされた。具体的には管

理経営基本計画の案を平成１０年１１月１８日の公告後、３０

日間にわたり縦覧して、４４通、１７５項目（重複を排除す

ると８３項目）に上る意見が提出され、これらの意見の

要旨及び処理結果並びにこれらを踏まえた修文された

管理経営基本計画の案が同年１２月２４日に開催された林

政審議会において審議に付され、了解されたことを受

けて、同年１２月２５日付けをもって公表され、平成１１年

１月１日より管理経営基本計画が正式に発効している。

　この管理経営基本計画では、森林の機能類型を「水

土保全林」、「森林と人との共生林」及び「資源の循環

利用林」を再編し、木材生産のための森林、（資源の循

環利用林）を５割から２割に縮小するとともに、国土

の保全等のための森林（公益林）を５割から８割に拡

大するなどの公益的機能重視に関する取り組み等を明

らかにしている。なお、この管理経営基本計画に関し

ては、毎年９月３０日までに、前年度の実施状況を公表

することとするなど、国民に開かれた管理経営を行う

ことを明確にしている。

　この管理経営基本計画に即し、国有林の地域別の森

林計画と調和させて、管理経営的側面を付与した「地

域管理経営計画」及び、地域管理経営計画と国有林の

地域別の森林計画に即し具体的な事業の箇所付け等を

含む属地的な計画となる「国有林野施業実施計画」を

国有林野の所在する全国１５５の森林計画区について、

平成１１年３月に策定した。

　また、組織機構については、国有林野の管理経営を

森林管理等の行政的な業務を主体とするものへ移行す

ること及び実施体制の効率化を図ることを基本として、

集中改革期間中に徹底した簡素・合理化を行うことと

され、平成１１年３月１日には、１４営林（支）局をブロッ

ク（北海道・東北・関東・中部・近畿中国・四国・九

州）毎の７つの森林管理局に、また、流域を基本的な

単位とし、国有林野の所在等を勘案して、２２９の営林署

を９８森林管理署等に再編整備したところである。

　さらに、累積債務の本格的処理に関しては、平成１０

年１０月の国有林野事業改革関連２法の施行に伴い、約

３．８兆円の累積債務のうち、約１．０兆円は国有林野事業

特別会計で利子補給を受けつつ５０年で返済することと

し、残りの約２．８兆円を一般会計へ継承したところで

ある。

２　国有林野事業の主要事業

�　販　売　事　業

　販売事業は、国有林から生産される林産物を立木、

丸太等の形で販売する事業であり、林産物の需給安定

や地域産業の振興等にも十分配慮しつつ実行している。

　１１年度に国有林野で伐採された立木は４９１万�、そ

の伐採量のうち立木販売等に係るもの４２２万�、丸太

生産の資材としたもの７０�であった。

　また、官行造林地からの官収分は１７万�であった。
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� 　製品生産事業

　製品生産事業は国有林野に生育する立木を資材とし

て、国自ら丸太等を生産する事業である。

　この事業は、国民生活に欠かせない木材を用途別に

仕訳する等ユーザーのニーズにそって安定的・持続的

に供給すること、生産事業の実行を通じて山村での就

労の場を提供すること等を目的として計画的、効果的

な事業実行に努めている。

　１２年度は、５６万� の丸太の生産を行った。

� 　林　道　事　業

　林道事業は、国有林野の管理経営に必要な林道及び

貯木場の新設・改良・修繕を行う事業である。

　林道は、林産物の搬出、造林の実施及びその他森林

の多目的機能を確保するための森林管理にとって欠く

ことのできない施設であるとともに、公道や民有林林

道等と道路網を形成し、地域住民の日常の生活利用や

地域経済の発展など農山村地域振興にも大きな役割を

果たすものであり、長期的視点にたって計画的にこれ

を整備することとしている。

　このため、１２年度は林道事業に一般会計から９３億

１，７００万円の繰入れを行い、９９㎞ の林道新設等の事業

を行った。

� 　造　林　事　業

　造林事業は、伐採跡地及び無立木地に樹木の植栽等

を行うとともに、これを保育・保護する事業である。

　この事業は将来の森林生産力の増進を図るとともに、

森林のもつ公益的機能を充実させるため、長期的視点

に立って、計画的かつ着実に事業を実施する必要があ

る。

　このため、１２年度は一般会計より１０４億２，１００万円の

繰入れを行い、新植植付３千ha、育成天然林造成２千

ha、保育６万１千ha等の事業を行った。

� 　種　苗　事　業

　種苗事業は、国有林野事業の造林事業に必要な苗木

を生産する事業である。

　この事業では、種子穂の採取、まき付け、さし木及

び床替等を行い健全な苗木を生産することを目的とし

ており、選抜された精英樹のクローンにより造成され

た採種園、採穂園からの育種苗の生産に努めている。

　なお、１２年度は３２９万本の苗木払出しを行った。　　

� 　国有林治山事業

　国有林治山事業については、国土の保全等公益的機

能の維持増進を図るため、治山事業七箇年計画に基づ

きその計画的な実施に努めている。

　１２年度においては、第九次治山事業七箇年計画（平

成９～１５年度）の４年度として、全額一般会計により

事業費７２億円をもって実施した。

� 　国有林野の測定事業

　測定事業は国有林野の境界（延長約１０万５千㎞、境

界点数約３５９万２千点）を確定し、これを測量した上、

その成果を図簿に示すとともに、国有林野の面積を決

定する等、国有林野の管理経営の基礎となる事業であ

る。

　事業の実行に当たっては、当面管理経営上急を要す

る境界の整備に重点をおき、これに必要な図根測量、

境界測量及び境界検測を最優先事業として実施した。

なお、１２年度の実績は表３５のとおりである。

表３５　１２年度国有林野の測定事業実績

３　国有林野の財務状況

　国有林野事業特別会計は国有林野事業を国有林野の

有する公益的機能の維持増進を基本としつつ企業的に

運営し、その健全な発展に資することを目的として、

国有林野事業特別会計法（昭和２２年法律第３８号、以下

「法」という。）に基づき設置されたものである。その

後、治山治水緊急措置法（昭和３５年法律第２１号）の制

定に伴い、民有林野等の治山事業に関する国の経理を

明確にするためにこの会計に治山勘定が設けられ、国

有林野事業についての経理は国有林野事業勘定におい

て行われている。

　国有林野事業勘定の１２年度の決算額は歳入２，５７４億

円、歳出２，５５８億円であり、１６億円の歳入超過となった。

� 　歳　入　歳　出

　１２年度予算は歳入２，６３１億円で造林及び林道投資等

のための借入金１，０２３億円及び一般会計より受入７６９億

円を含み、また、歳出２，６３１億円であった。

　� 　歳入の部

　収納済歳入額は２，５７３億円であって、これを歳入予

算額に比べると５８億円の減となった。その内容の主な

ものを科目別にみると、業務収入においては林産物の

販売数量が予定を下回ったこと等のため１２億円減少し

たが、分収育林の立木の販売単価が予定を上回ったこ

と等のため１億円の増加となり、計１１億円減少し、林

野等売払代においては不要存置林野の売払面積が予定

を下回ったこと等のため６６億円減少し、雑収入におい
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ては雑入が予定より少なかったこと等のため２億円減

少し、一般会計より受入が、前年度からの繰越事業が

あったこと等のため２１億円増加した。

　� 　歳出の部

　歳出予算現額は３，０４４億円であって、その内容は歳

出予算額２，６３１億円、前年度繰越額４１３億円である。こ

の予算現額に対して、支出済歳出額は２，５７２億円、翌年

度繰越額は３７３億円、不用額は９９億円である。翌年度

繰越額は法第１６条の規定による支出未済繰越額３２１億

円及び明許繰越額５２億円である。不用額は林道新設事

業が予定を下回ったこと等によるものである。

� 　損　益　計　算

　総収益額１，２２２億円に対し、総費用額１，７７１億円と

なっており、差引き５５０億円の損失となった。この損

失は法第１２条第２項ただし書の規程により損失の繰越

しとして整理することとして、決算を結了した。この

損失を１１年度の損益計算上の損失４０８億円に比べると

１４２億円の増加となっている。その内容の主なものは、

収益においては、その主体となる林産物等の売上高が

販売数量の減少等により５６億円、林野等売払収入が土

地売払単価が下回ったこと等により１１１億円、雑収入

が３億円減少した。費用においては、減価償却費で２１

億円、経営費で５億円、一般管理費及販売費で７億円

減少したが、資産除却損で１１億円、支払利子で３億円

増加した。（表３６、３７）

表３６　貸借対照表

（１３年３月３１日現在）

 

表３７　損益計算書

（１２年４月１日から１３年３月３１日まで）

４　国有林野の活用等

　国有林野事業は林業基本法（昭和３９年法律第１６１号）

第４条の規定の趣旨に即して、林産物の持続的供給を

図るとともに国土の保全、水資源のかん養、自然環境

の保全、国民の保健休養の場の提供等の公益的機能を

発揮するほか、国有林野の活用等により地域住民の福

祉の向上と地域産業の振興に寄与している。

� 　国有林野の活用

　ア　農林業の構造改善等のための国有林野の活用に

つては、国有林野の活用に関する法律（昭和４６年法律

第１０８号）第３条の規定に基づいて、その活用を積極的

に推進した。

　活用決定面積は１２年度末現在で次のとおりである。

　　　農業用活用実績面積 � � � �  ５万６千ha　　

　　　林業用活用実績面積 � � � �  ２万７千ha　　

　イ　一般地元施設としての活用

　一般地元施設制度は国有林野の所在する地域におけ

る産業の振興又は住民の福祉の向上に寄与するため、

国有林野の貸付け・分収造林及び共用林野の契約等を

行うものであるが、その実績は１１年度末現在で、貸付

使用面積７万９千ha、分収造林契約面積１３万３千ha、

共用林野契約面積１５１万６千haとなっている。

� 　国有林分収育林事業

　分収育林事業は昭和５９年に国有林に創設され、以来、
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国民参加による森林づくり事業として国民の緑資源確

保に対する要請に応えるとともに、国有林野の森林資

源の整備充実を図るため、積極的に実施してきたとこ

ろである。

　分収育林契約では国と国以外の者（契約者）との間

で国有林野の一定の土地に生育している樹木を共有し、

契約者に当該樹木に係る持分の対価及び保育・管理に

要する費用を負担してもらい、伐採時に販売代金を国

と契約者とで分収するものとしている。

　分収育林は、これまで８万６千人の緑のオーナーの

参加を得て森林整備が図られてきたところであるが、

平成１０年の国有林野事業の抜本改革により、公益的機

能を重視した管理経営に転換したことなどから、分収

育林の適地が減少している状況を踏まえ、平成１１年度

から一般公募を休止しているところである。

　なお、平成１１年度から分収木（主伐）の販売を行っ

ており、平成１２年度には全国１６箇所で分収を行った。

　　　　　　契約面積 ����� ２万６千（ha）　　

　　　　　　契約口数 ����� １０万４千（口）　　

　　　　　　契約者数 ����� ８万６千（人）　　

�　森林空間総合利用事業

　国有林野事業においては、森林空間に対する多様な

要請に対応するため、森林の持つ保健・文化・教育的

機能を他の機能との調整を図りつつ高度に発揮させる

こととし、「レクリエーションの森」を中心として森林

空間の総合利用を積極的に展開し、併せて地域振興に

寄与することとしている。

　また、特に国有林野の中の自然景観が優れた地域や

野外スポーツに適した森林空間、温泉資源等を国民の

利用に供するため、民間活力により、野外レクリエー

ションの場や青少年の教育の場及び保養の場等を総合

的に整備する「ヒューマン・グリーン・プラン」を実

施している。

　そのほか、「ふれあいの森」を設定し、ボランティア

団体等に森林づくり活動のフィールドを提供している。

　１２年度末における主なものは次のとおりである。

　○レクリエーションの森 ������ １，２６３箇所　

　　・自然休養林 ������������ ９１箇所　

　　・自然観察教育林 ��������� １７２箇所　

　　・森林スポーツ林 ���������� ７３箇所　

　　・野外スポーツ地域 �������� ２３７箇所　

　　・風景林 ������������� ５７１箇所　

　　・風致探勝林 ����������� １１９箇所　

　○ヒューマン・グリーン・プラン指定 �� ２９箇所　

　○ふれあいの森設定 ��������� １０１箇所　

�　そ　の　他

　保安林整備臨時措置法（昭和２９年法律第８４号）等に

基づく保安林等の買入面積及び林野整備による買入面

積は１２年度末現在で次のとおりである。

　　　　保安林等の買入面積 ������ ２６万 ha　

　　　　林野整備による買入面積 ����� ５万 ha　

５　国有林野事業の労働情勢（１２年度）

　平成１０年１０月に成立した「国有林野事業の改革のた

めの特別措置法」及び「国有林野事業の改革のための

関係法律の整備に関する法律」に基づき、

　�　国有林野の管理経営を公益的機能の維持増進を

　　　旨とするものに転換

　�　組織・要員の徹底した合理化、縮減

　�　新たな会計制度

　�　累積債務の本格的処理

等を柱とする「国有林野事業の抜本的改革」を引き続

き着実に推進した。

　このような林野庁を取り巻く情勢の中で、労使間に

おいても、財政の健全化、組織の再編、業務運営等の

抜本的改革に伴う諸課題について論議を行った。

　全林野労働組合は９月１日から３日にかけて東京都

で開催した「第５３回定期全国大会」において、日本の

森林・林業・木材産業の構造的不況打開と山村の活性

化に向けた新たな法体系確立及び国有林改革諸課題の

有利解決等を目指し、

○　護憲・反戦・平和、民主主義を守り、将来の生活

と雇用不安をなくし政治を勤労国民に取り戻すこ

と

○　林政の抜本的転換を求める新たな法体系の確立に

全力をあげて取り組むこと

○　国有林改革法に基づく経過や労使交渉経緯・合意

のもとに「検証・見直し」の有利解決に向け取り

組むこと

○　すべての労働者の総結集を図り賃上げをはじめ、

雇用確保、年金・医療・介護制度など福祉・社会

保障の充実を図ること

○　政策・制度改善を求める２００１春闘勝利と政治の信

頼を取り戻すこと

等について組織の全力を挙げて闘い抜くことを決議し、

職場・地域で取り組んだ。

　一方、日本林業労働組合は１０月２７日から２８日にかけ

て東京都で開催した「第４２回年次全国大会」において、

「森林の公益的機能重視と循環型林産物の供給」とい

う基本政策の推進及び国有林野の適切な管理経営等を

図るため、
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○　現行の特別会計制度は、財政破綻が明らかである

ことから、財政構造の見直しに向けて積極的な行

動を展開すること

○　暫定組織の廃止に当たっては、職員の異動に伴う

適切な対応と業務の円滑な運営を基本に取り組む

こと

○　林木育種センターの特定独立行政法人化に当たっ

ては、職員の労働条件維持を最優先課題として取

り組むこと

○　新しい労働組合創りは、２１世紀における林業労働

者の結集に向けて、踏み込んだ対応を行うこと

○　ゆとり・豊かさ・社会的公正が実感できる職場・

地域環境の実現を図ること

等を決議し取り組んだ。

　こうした情勢の中、組織・要員については、雇用問

題及び労使関係に十分配慮しつつ、徹底した合理化、

縮減を行った。このうち、組織については、徹底した

簡素・合理化を平成１５年度までに集中的に推進し、簡

素かつ効率的な組織の下で適切な管理経営を行うとの

方針の下、森林管理局及び森林管理署等の係の統合等

を行った。また、職員数の適正化については、「国有林

野事業に係る職員数の適正化について（平成１０年１１月

１３日閣議決定）」に基づき、省庁間配置転換等に加え、

特別給付金の支給等による定年前退職を促進し、その

円滑な推進を図った。

第１０節　森林国営保険

１　事　業　計　画

　森林国営保険は森林国営保険法（昭和１２年法律第２５

号）に基づき、民有人工林等を対象に保険契約を結び、

火災、気象災（風害、水害、雪害、干害、凍害、潮害）

及び噴火災によって受ける損害のてん補を行っている。

　平成１２年度末の森林国営保険の加入状況は表３８のと

おり、１２０万３千haで、民有人工林の１５．１％に当たっ

ているが、齢級別にみると、Ⅰ、Ⅱ齢級（林齢１年生

～１０年生）の幼齢林が３２万７千haで、加入面積の２７％

を占めている。また、森林国営保険と全森連共済を合

わせた総加入面積でみても２０％と低水準である。こう

した中で、今後、新規契約及び継続契約の一層の拡大

に努めるとともに、中高齢林の加入率を高めることが

重要な課題となっている。このような状況に対処し、

１２年度予算においては、森林資源の成熟化、災害発生

態様の変化に対応した効率的かつ安定的な事業運営体

制を確立するため、森林国営保険と全森連共済を一体

的に運営する「森林共済セット保険」を引き続き行う

こととし、歳入については、最近の森林国営保険及び

全森連共済の契約保有状況を基礎とし、保険契約面積

４９４，５００ha（前年度５０５，７００ha）により予定した。

　なお、森林国営保険及び全森連共済の責任歩合につ

いては、最近の両事業の新規契約の加入状況、全森連

共済の経営状況を勘案の上、森林国営保険は、５０％（全

森連共済５０％）を予定した。

　この計画に伴う歳入は表３９のとおり保険料収入２７億

２，４１６万２千円、前年度繰越資金受入８４億６，３９３万９千

円、預託金利子収入を主体とする雑収入９，２７４万５千

円で、合計１１２億８，０８４万６千円を予定した。これは前

年度歳入予算額１２２億８，５２８万２千円に比べ１０億４４３万

６千円の減となっている。

　また、歳出は契約森林に対する損害の補てんに充て

る支払保険金等が１７億２，２６０万４千円、保険業務を運

営するために必要な業務費１２億２，８２１万８千円、予見

し難い予算の不足に充てるための予備費１４億円で、合

計４３億５，０８２万２千円を予定した。

表３９　歳入歳出予算額

（単位：千円）
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２　事業実施状況

� 　保　険　契　約

　１２年度の保険契約の実績は表４０のとおり、保険金額

では３，６７０億円となっており、対前年比で６％の増と

なっている。

表４０　１２年度保険契約実績

保険金額（百万円）

　既往の契約保有高に新規契約分を加えたものから１２

年度中に期間満了となるものを差し引いた１２年度末の

契約保有高は、面積１２０万ha、保険金額１兆７０２億

８，６１６万円となったが、これは前年に比べ、面積８千

haの減、保険金額で８１億９，７３７万円の減となっている。

� 　損害てん補

　１２年度の災害別の保険金支払実績は、表４１のとおり

で１３億７，４０６万円（面積２，５０３ha）である。

表４１　１２年度災害別損害てん補実績

 

� 　森林保険特別会計の収支状況

　この事業は、森林保険特別会計法（昭和１２年法律第

２６号）に基づき特別会計を設置し運営している。

　１２年度の収納済歳入額は１０４億４，５７０万円、当初予算

に比べ８億３，５１４万円の減となった。一方、支出済歳

出額は２４億７，０５７万円で、歳入歳出の差し引きでは７９

億７，５１３万円の剰余を生ずることとなるが、次年度へ

繰越す未経過保険料及び支払備金に相当する額７７億

３２８万円を控除するので、決算上は２億７，１８５万円の剰

余金が生じたことになる。この剰余金は森林保険特別

会計法第３条第１項の規定により積立金として積み立

てることとして、決算を結了した。
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第１節　資源管理の推進

１　我が国周辺漁業資源調査等

　国連海洋法条約に基づく漁獲可能量の設定及び適切

な保存及び合理的・持続的な利用を図るための資源診

断・動向予測・最適管理手法の検討を行うのに必要な

基礎資料を迅速に整備するため、我が国周辺の漁業資

源について、水産研究所を中心に都道府県等の参加を

得て、漁場別漁獲量の集計、標本船による魚群分布密

度の把握、生物測定等の基本的な調査を実施したほか、

計量魚探を用いた資源の現存量調査等の資源状況の把

握及び精度の向上を目的とした調査を実施した。

　また、漁場生産力及びそのメカニズムの把握及びモ

デル化を検討するための調査を実施した。

２　資源管理型漁業の推進

　我が国は、平成８年７月の「国連海洋法条約」締結

に際して「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律」

を制定し、同法に基づく「漁獲可能量制度」を９年１

月から運用を開始した。

　同制度は、魚種別に１年間の漁獲量の上限を「漁獲

可能量」としてあらかじめ定め、国が管理する漁業（指

定漁業等の漁業）及び都道府県ごとに割り当て、それ

ぞれの管理主体である国及び都道府県が、漁業者の報

告をもとに割当量の範囲内に漁獲量を収めるよう漁業

を管理する制度であり、その対象魚種（特定海洋生物

資源）として、８年９月にさんま、すけとうだら、ま

あじ、まいわし、さば類及びずわいがにの６種類が指

定された。

　我が国周辺水域における海洋生物資源の適切な保存

及び管理を進める上で、漁獲可能量制度の対象魚種を

徐々に拡充していく必要があり、９年１０月には、する

めいかが対象魚種として追加された。

　上記のような公的な管理措置に加え、我が国周辺水

域の水産資源の維持、増大と漁業経営の安定化を図る

ためには、漁業者の自主的な取組である「資源管理型

漁業」の全国的な推進及び定着化が重要な課題となっ

ている。

　このため、１２年度においては、「海洋水産資源開発促

進法」（昭和４６年法律第６０号）に基づく資源管理協定制

度の運用を通じ、漁業者団体等による水産資源の自主

的な管理を促進するとともに、国、都道府県、漁業者

団体等の関係機関が一体となり、資源管理の方策や推

進体制のあり方等に関する協議、資源管理対象種の資

源状況等に関する調査・分析、漁業者の検討結果に基

づく自主的な資源管理計画の策定及び実践への支援等

を行う「資源管理体制強化実施推進事業」を中心とし

て、支援技術の開発、資源培養管理施設の整備等の施

策を講じた。

３．持続的養殖生産の推進

　我が国の養殖業は、戦後順調に成長を続け、沿岸漁

業の重要な一部門を構成するに至っている。また、国

連海洋法条約の発効により、我が国沿岸域の水産資源

の適切な管理と有効利用に取り組むことが、国際的な

責務となっていることから、沿岸漁業を安定的に発展

させ、かつ、国民に対し水産物を安定的に供給するべ

く、持続的な養殖生産の確保を図ることが水産行政上

重要な課題となっている。

　しかしながら、近年、過密養殖や過剰な餌料投与等

により、全国的に養殖漁場が悪化している。このよう

な養殖漁場の悪化は、養殖水産動植物の伝染性疾病の

発生及びまん延の原因ともなっており、放置すれば最

終的にはその漁場における養殖自体を不可能に至らし

めることとなりかねないものである。

　また、近年、我が国においては、養殖用の種苗を海

外に依存する傾向が顕著であり、海外から養殖水産動

植物の伝染性疾病が侵入する危険性が高まっている。

　このような状況に適切に対処するため、養殖漁場の

改善を促進するとともに、特定の養殖水産動植物の伝

染性疾病のまん延を防止するための措置を講ずること

とし、平成１１年５月に「持続的養殖生産確保法」を制

定した。

　この法律に基づく漁場改善計画については、平成１３

年３月末現在で８県、１３１漁協が作成し知事の認定を

受けている。
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４　溯河性さけ・ます人工ふ化放流事業

�　概　要

　我が国における重要魚類であるさけ・ますは、主に

北日本の諸河川に親魚が遡上し産卵する。河川生活期

を終えた幼稚魚は降海して海洋で成長した後に回帰し、

主として沿岸の定置網で漁獲され、沿岸漁業の振興に

大きく寄与している。また、平成５年に「北太平洋に

おける溯河性魚類の系群の保存のための条約」が締結

され、公海さけ・ます漁業が禁止されたことに伴い、

本邦系さけ・ます資源造成の必要性は一層強くなって

いる。

�　北海道におけるさけ・ます人工ふ化

　　　　　放流事業

　国営（２２か所）、道営（６か所）、民間等（１１３か所）

が協力してさけ・ます人工ふ化放流事業を実施してい

る。

　ア　さけ・ます資源管理センター（国営）

　水産資源保護法（昭和２６年法律第３１３号）第２０条の規

定に基づくさけ・ます人工ふ化放流の実施機関として、

本所、６支所、２２事業所から組織される国営のさけ・

ます資源管理センターが設置されている。

　さけ・ます資源管理センターにおいては、近年、さ

けの回帰率の向上や民間における放流技術の向上と

いった状況や、国連海洋法条約等に基づく溯河性資源

の母川国としての責任等に対応するため、来遊数の量

的な増大を目的としたふ化放流については、順次民間

に移管することとし、さけ・ます資源の適正な管理を

推進するための調査研究、技術開発、指導等を実施し

ている。

　１２年度は、増殖コストの削減を図るため「少ない放

流数でも同様の回帰数を維持する」モデル事業、及び

品質・価格面で輸入品に対抗できるサクラマス・ベニ

ザケの資源造成技術開発事業等を行った。

　イ　国営以外

　増殖団体等が生産した稚魚を北海道が買い上げて放

流する事業、親魚の捕獲河川集約化事業、サクラマス

の幼魚生産技術向上調査に対して助成した。

　また、増殖施設の整備及び溯河性さけ・ます類の自

然産卵を成長させるための魚道整備事業を継続して実

施した。

表１　１２年度北海道におけるさけ・ます人工ふ化

放流計画　　　　　　　　　　　　

　魚　種 ����� 捕獲数　　　採卵数　　　放流数 　

 ����������（千尾）　　（百万粒）　　（百万尾）　

さけ �������� １，２７２　　　 １，１８４　　　　９９４　　

さくらます ������� ９　　　　　２０　　　　 １２　　

からふとます ����� ３７４ 　　　　１６４　　　　１３１　　

べにざけ ������� ０．２ 　　　　０．２　　　　０．３　　

�　本州におけるさけ・ます人工ふ化

放流事業　　　　　　　　　

　本州地域においては、東北６県、茨城県、新潟県、

富山県、石川県の計１０県がさけ・ます人工ふ化放流事

業を実施している。これらの県では、漁業協同組合、

漁業生産組合等が生産した稚魚を県が買い上げて放流

しており、この事業に対して助成した。また、増殖事

業の効果を確認するための回帰資源調査、さくらます

幼魚の生産技術向上調査、放流稚魚の移動分布調査、

さけ・ます増殖施設の整備、自然産卵を助長させるた

めの魚道の整備等を継続して実施した。

　表２　平成１２年度の本州におけるさけ・ます人工ふ　　

　　　　化放流計画

　魚　種 ����� 捕獲数　　　採卵数　　　放流数　 

 ����������（千尾）　　（百万粒）　　（百万尾）　

さけ ������� 　１，３３９ 　　　　９９０ 　　　　８４１　 

さくらます ������ 　２　　　　　１２ 　　　　　７　 

表３　１２年度さけ・ます放流関連予算

 ������������������� （単位：千円）

さけ・ます資源管理センター ������� １，９６３，３８８　

　運営に必要な経費 ����������� １，７０６，０９８　

　施　設　費 ��������������� ２５７，２９０　

補　助　金 ��������������� １，１５３，３９３　

　放流事業費 ��������������� ７２７，６３６　

　さけ・ます増殖効率化施設整備事業費 ��� ３４５，６６７　

　さけ・ます増殖管理推進事業費 ������ ８０，０９０　

５　内水面漁業振興対策事業

�　内水面環境活用総合対策事業費

　内水面漁業・養殖業は、淡水性魚介類の供給、種苗

放流等を通じての水産資源の保護増殖、釣り等レク

リェーションの場の提供、中山間地域等における就業

機会の創出、漁業活動を通じての内水面の環境保全等

に寄与しており、国民生活の高度化、余暇の増大に伴
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う国民の憩いの場としての内水面の利用機会の増加等

により、内水面漁業・養殖業の役割は一層重要なもの

となっている。

　他方、内水面漁業・養殖業を取り巻く環境は、流域

の改変、河川流量の減少、水質の悪化を始めとして、

高齢化や後継者不足、中山間地域の過疎化が進むなど

依然として厳しいものとなっている。

　以上のような状況に対処して、本事業は次の２つの

事業を実施した。

　ア　基幹地域活性化事業費

　内水面漁業・養殖業が基幹的な産業の地域における

内水面漁業・養殖業の振興とこれらを通じた地域の活

性化を図るため、内水面総合振興計画のうちの内水面

基幹地域年次別活性化計画に基づき、水産資源の活用

に必要な基盤の整備、水産資源・漁業養殖業の環境整

備に必要な施設の整備、水産業の近代化に必要な施設

の整備及び都市住民との交流に必要な施設の整備等を

実施した。

　イ　関連地域活性化事業費

　内水面基幹地域活性化事業の対象地域以外で、中小

河川及びこれらに連接する地域等を対象に、単年度ご

とに、内水面漁業・養殖業の振興とこれらを通じた地

域の活性化を図るため、水産資源の活用に必要な基盤

の整備、水産資源・漁業養殖業の環境整備に必要な施

設の整備、水産業の近代化に必要な施設の整備及び都

市住民との交流に必要な施設の整備等を実施した。

�　内水面域振興活動推進費

　内水面漁業は、遊漁、観光業等と一体となった取組

が行われ、他産業と密接に関連した地域社会、産業を

形成している。また、近年の環境問題に対する国民意

識も高まっており、湖沼・河川の自然生態環境との調

和を図りながら、内水面の利用を図っていくことが求

められている。このような状況の中、内水面漁業・養

殖業の振興を図っていくためには、地域が一体となっ

た取組を行っていくことが重要である。このため、漁

業者自らが、地域住民その他内水面利用者に対する内

水面の実態や重要性に関する知識啓発普及、利用マ

ナーの指導、具体的な情報提供を行うための湖沼・河

川の実態調査等を実施するため、全国内水面漁業協同

組合連合会に助成した。

�　内水面資源適正管理手法開発事業費

　　内水面は狭隘かつ閉鎖的であることから、人為的

な活動や環境の変化が河川・湖沼の環境や資源に与え

る影響が大きく、また、各水域の独立性により固有の

遺伝的集団が多数存在している。このため、内水面資

源に影響を与える生物捕食等の要因など内水面生態系

への影響調査、固有の遺伝的集団等に配慮した内水面

有用資源の適正な増殖管理手法の開発等について、都

道府県、全国内水面漁業協同組合連合会、財団法人日

本野鳥の会に委託した。

�　内水面重要種資源増大対策事業費

　内水面は狭隘かつ閉鎖的であることから、増殖によ

り資源の増大を図っていくことが重要であり、このた

め、内水面重要種のうちアユについては、種苗におけ

る諸問題に取り組むとともに、水域特性、地域集団ご

との遺伝的特性に配慮した種苗の安定供給システムを

確立するために、全国内水面漁業協同組合連合会に委

託した。

　また、ウナギについては、天然ウナギの資源量や生

態の解明のための調査、人工種苗生産技術の確立に向

けた人工ふ化仔魚の初期餌料及び育成技術を開発する

ため、社団法人日本水産資源保護協会、県、大学、日

本養鰻漁業協同組合連合会に委託した。

�　養殖新技術等開発事業費等（うち内水面分）

　養魚用飼料に含まれる有害物質等の許容残留量の指

導基準を策定するための基礎試験を、道、県等に委託

するとともに、内水面養殖業の特徴に応じた低コスト

で効率的な養魚場の環境改善システムを開発するため、

全国内水面漁業協同組合連合会等に委託した。

　また、外国産種苗等の生態系への影響評価及び適正

飼育技術の開発や、その経済性に係わる問題を解明す

るための試験を社団法人新魚種開発協会に委託した。

表４　１２年度内水面関連予算　　　（単位：千円）

内水面環境活用総合対策事業費 ������� ８８８，４４４　

　基幹地域活性化事業費 ���������� ５６０，３１９　

　関連地域活性化事業費 ���������� ３２８，１２５　

内水面域振興活動推進費 �����������４４，１８５　

内水面資源適正管理手法開発事業費 ������４５，６００　

内水面重要種資源増大対策事業費 �������８９，７３１　

持続的養殖推進対策フォローアップ事業費

 ����������（うち内水面分）　　　　　１７，８６２　

新養殖技術開発事業費（うち内水面分） �����１０，４５９　

６　水産資源保護対策事業

�　保護水面管理事業

　水産資源の維持増大を図るため、水産動植物の種苗

の発生及び生育に適している水面を、道県知事が水産

資源保護法に基づいて「保護水面」に指定し、管理を

行う当該水面の管理、増殖施設の設置、密漁の監視及

び増殖状況調査等のために要する経費について、北海

第１１章　水　　産　　庁 －３８７－



道ほか２３県に対し４，５７３万５千円の補助を行った。

　保護水面の内容は下記のとおりである。

　ア　藻場保護水面

　まだい、あいなめ、めばる、すずき、くるまえび等

の沿岸性の水産動物の産卵場又は育成場となっている

藻場保護水面を管理するために要する経費について、

大分県ほか１３道県に対し補助を行った。

　イ　貝類保護水面

　あわび、はまぐり、ほたてがい、ほっきがい等の貝

類の種苗の発生、稚貝の育成等に適している保護水面

を管理するために要する経費について、茨城県ほか１０

道県に対し補助を行った。

　ウ　さけ・ます保護水面

　さくらます等さけ・ます類の産卵場・育成場となっ

ている保護水面を管理するために要する経費について、

北海道ほか２県に対し補助を行った。

　エ　あゆ保護水面

　あゆの産卵・育成等に適している保護水面を管理す

るために要する経費について、滋賀県ほか６県に対し

補助を行った。

　オ　わかさぎ保護水面

　わかさぎの産卵・育成等に適している保護水面を管

理するために要する経費について、長野県ほか１県に

対し補助を行った。

　カ　その他

　資源状態の著しく悪化している水産動植物の産卵・

育成等に適している水面を保護水面として指定し、そ

の管理のために要する経費について、北海道ほか３県

に対し補助を行った。

７　魚病対策

　養殖漁場の悪化防止と特定疾病等のまん延防止を目

的とした「持続的養殖生産確保法」が平成１１年５月に

成立したところであり、平成１２年度における魚病対策

事業の実施にあたっては、特に「持続的養殖生産確保

法」の適切な運用に資する事業展開を図った。

　すなわち、「魚病対策センター事業」においては、魚

病情報の迅速な収集・伝達、全国防疫推進会議の開催、

魚病専門技術者の育成、魚類防疫技術のシステム化、

水産用ワクチンの推進化等により、魚類防疫対策を総

合的、一元的に推進するとともに、補助事業の「魚類

防疫体制整備事業」においては、疾病検査の実施、防

疫会議等の開催、魚病発生時の防疫対策等の実施、水

産用医薬品の適正使用指導等により、「持続的養殖生

産確保法」の適切な運用に資する国内防疫体制の推進

整備を図った。

　なお、水産資源保護法第１３条の２に基づく水産動物

の種苗の輸入防疫制度の運用により、我が国に侵入し

た場合、多大な被害をもたらす恐れのある伝染性疾病

の侵入防止に努めた。

８　海洋水産資源開発センター

　海洋水産資源開発促進法（昭和４６年法律第６０号）に

基づき政府と民間の出資により昭和４６年７月１日に認

可法人として設立された。

�　目　的

　海洋水産資源の開発及び利用の合理化を図るための

調査並びに情報又は資料の収集及び提供等の業務を行

うことを目的とする。

�　業務内容

　ア　海洋の新漁場における漁業生産の企業化のため

の調査

　国等が行った魚種分布、海洋環境等の基礎調査及び

既往文献等の情報に基づき、企業ベースで漁業生産活

動を行うのに必要な漁場条件、漁獲方法、漁獲物の商

品価値及び採算性等を明らかにするための企業化調査

を実施する。

　イ　海洋の漁場における新漁業生産方式であって漁

業者団体等のみではその企業化を図ることが著しく困

難なものの企業化のための調査

　新たな操業技術の総合的な導入等により、省人化、

漁労の効率化を図るとともに、海洋水産資源の有効利

用を図るための新操業形態の実証化調査を実施する。

　ウ　海洋の漁場の生産力の増進又は利用の合理化を

図るための水産動植物の生育環境、漁業を営む者によ

る利用状況及びその他の海洋の漁場の自然的経済的条

件の現状及びその改善の可能性に関する総合的な調査

　我が国沖合海域の高度利用を図るため、浮魚礁を利

用して造成された漁場の合理的利用手法の確立を図る

ための調査や沖合海域の再開発のための基礎調査、さ

らには沖合漁業資源について資源管理型漁業を推進す

るため総合調査を実施する。

　エ　海洋水産資源の開発及び利用の合理化に関する

情報又は資料の収集及び提供

　諸外国の調査船の調査情報、漁船の操業情報等を収

集、提供する。また、海洋水産資源に関する海外文献

を提供する。

　オ　前述ア、イ、ウ及びエの業務に附帯する業務

　カ　前述ア、イ、ウ、エ及びオのほか、センターの

目的を達成するために必要な業務

　キ　受託事業

　委託を受けて、海洋生物資源の合理的な保存、管理
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及び利用のために必要な調査並びにこれらの調査を行

う者の養成及び確保を行う。

�　資本金

　センターの資本金は、設立時国１億円、民間１億円

の合計２億円で構成されていたが、その後民間より増

資が行われ、１１年度末現在民間出資金合計は１億

９，１５０万円となっている。

�　国の助成

　１２年度、国はセンターに対し４１億３，３８８万円を助成

した。

�　組　織

　２部４課、役員６名（常勤３、非常勤３）、職員２８名

より成っている。

�　１２年度の事業実施概要

　１２年度におけるセンターの企業化調査等の結果の概

要は表５のとおりである。

９　漁場環境及び生態系の保全

　�　漁場として重要な藻場・干潟の現状の調査を実

施するとともに、漁場環境の修復技術に関する調査・

検討、集中的に立地されている発電所の海水の取放水

による周辺海域の漁業に及ぼす影響調査等を実施した。

　このほか、る漁場環境監視体制の強化、漁業者によ

る監視調査への参加、さらに廃棄物除去等による漁場

環境の維持・保全等を推進するための都道府県への助

成、漁場・海岸の美化運動の全国的な展開、海浜美化

指導員の養成、ボランティアによる海浜生物の生息調

査、「漁場環境のあり方」の考え方の整理及びそれらの

成果を踏まえた漁場環境影響評価を行う民間団体に対

する助成を行った。

　�　赤潮・貝毒の発生防止及び赤潮による漁業被害

防止のため、ヘテロカプサ等赤潮の発生予察技術等の

開発を行うとともに、二枚貝等の毒化現象に対処する

ため、毒化及び解毒機構の解明、スクリーニング手法

を導入したモニタリング手法等の研究・技術開発及び

貝毒標準品の製造・配布、プランクトン同定研修会の

開催等を実施した。また、赤潮・貝毒情報ネットワー

クシステムの充実を図った。

　�　油汚染事故による漁業被害を最小限にするため、

我が国周辺水域の漁業関連情報等を調査・収集し、油

汚染漁業影響情報図等を作成するとともに、水産庁漁

業取締船に油回収資機材を整備した。

　さらに、原因者不明の油濁事故による漁業被害の救

済と漁場の保全を図るため（財）漁場油濁被害救済基

金が実施する救済事業等（審査認定事業、防除清掃費

の支弁、油濁被害防止対策事業）に対し助成した。

　�　漁獲の自主規制等が行われている水域における

水銀等による魚介類汚染水域監視・指導調査、ダイオ

キシン類等の魚介類中における蓄積状況の全国的な実

態把握、魚介類中のダイオキシン類削減方策の検討等

を行った。また、内分泌かく乱物質の魚介類への影響

実態調査等を行ったほか、内分泌かく乱物質による海

産生物への影響評価手法の開発を行った。

　�　「日本の希少な野生水生生物に関するデータ

ブック」の掲載種について、保存方法の検討を進める

ため、緊急性の高く調査可能なものから現地調査及び

増殖保存試験等を実施した。

　また、漁業による混獲を最小限にする漁具・漁法の

開発、混獲物の投棄を防止するための有効利用技術の

開発等を行うとともに、サメ・海鳥の保存管理のため

の措置のための国内行動計画を作成するための基礎調

査を実施した。

　さらに、トドの資源に悪影響を与えることなく、ト

ドによる漁業被害を減らすための高強度定置網導入に

ついて北海道に助成を行った。

　�　沿岸域の環境改善方策の一つとして生物の環境

浄化作用を有効に活用するための諸条件を調査、検討

した。

第２節　つくり育てる漁業の推進

１　栽培漁業振興対策

　栽培漁業は、沿岸水産資源の維持増大施策の重要な

柱として、３８年度以降瀬戸内海に国の栽培漁業セン

ターを設置し、主に種苗生産、放流等の栽培漁業の技

術開発を実施してきた。５２年度からは栽培漁業の全国

発展を図るため海区毎に整備することとし、７年度ま

でに１６か所の栽培漁業センターが整備された。

　さらに国の技術開発の成果をもとに種苗生産を行う

県営栽培漁業センターの基本施設の整備（４８～５８年度

全国３７か所）に引き続き、増強施設の整備（５５～６３年

度全国３２か所）、拠点施設の整備（６０年度から）、新技

術導入施設の整備（平成元年度から）、海区拠点施設の

整備（平成６年度から）及び種苗生産環境改良施設の

整備（平成９年度から）が進められている。

�　国の栽培漁業センター

　ア　栽培漁業技術開発事業　

　国の栽培漁業センターにおける技術開発事業は、委

託費２１億２３０４万円をもって引き続き社団法人日本栽培

漁業協会に委託し、全国１６か所の栽培漁業センター
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（厚岸、宮古、南伊豆、能登島、小浜、宮津、屋島、

玉野、伯方島、百島、上浦、古満目、志布志、五島、

奄美、八重山）において、にしん、しまあじ等の種苗

生産及び放流の基礎技術の開発等を実施した。

　イ　がざみの種苗生産事業

　国の補助事業により、社団法人日本栽培漁業協会が

玉野事業場において、がざみ種苗１，２５８万尾を生産し、

１０県に配布した。

　ウ　施設整備事業

　施設整備は、予算額１３億円で疾病防除施設のほか，

既設事業場の施設整備、更新、保全等の工事を行った。

�　都道府県に対する補助

　ア　県営栽培漁業センターの整備

　栽培漁業センターの種苗生産能力の増強及び効率化

を図るため、新たな技術を総合的に応用、導入した新

技術導入等施設整備及び拠点施設整備に２億８，７５７万

円（補助率４．５／１０）を補助した。

　　イ　技術開発

　沿岸海域における水産資源の涵養と漁業生産の増大

を図るため、都道府県において、栽培漁業を実施する

上で必要な魚種について、資源状態の把握、種苗生産

技術の開発等を行うため、国費１億８，８１３万円（補助率

１／２）を補助した。

�　漁業者に対する補助

　一層の栽培漁業の推進を図るため、公益法人、漁協

等が実施する事業規模での種苗生産・放流等の実証試

験に対する取組、モニタリング体制の整備等に対して、

６億４，４２３万円（補助率　１／２、４／１０、１／３）を

補助した。

�　社団法人日本栽培漁業協会に対する助成

　社団法人日本栽培漁業協会については、前記のがざ

み種苗生産事業のほか、協会の体制を強化するための

活動等を含め２億２，７４９万円（補助率　定額、１０／１０、

９／１０、６／１０、１／２、４．５／１０）を補助した。

２　海面養殖業の振興対策

　我が国の海面養殖業は、国民の水産物に対するニー

ズの高級化・多様化に対応して発展を続け、養殖業を

含む沿岸漁業全体の生産額の半分近くを占めるまでに

成長しており、地域によっては中心的な産業になって

いる。

　しかしながら、近年は多くの養殖生産物で供給過剰

等による魚価の低迷が見られ、また、養殖漁場環境の

悪化、養殖生産の国際化、自由貿易の進展など、厳し

い情勢が山積している。このような問題点を克服し、

海面養殖業が水産物の安定供給と沿岸地域の振興に貢

献し続けるためには、国民の信頼を受けつつ養殖を持

続的に推進できる体制づくりが必要である。

　こうした状況を踏まえ、消費者ニーズの高級化・多

様化に対応した安全な養殖生産物を安定的に供給し、

豊かな食生活の実現と漁村地域の活性化を図るため、

各種の対策を講じているところである。

　１２年度は、近年輸入が増加している外国産種苗が逸

散した場合の我が国生態系への影響調査と適正飼育技

術の開発を新たに着手した。

　また、引き続き、持続的養殖の推進や経営の高度化

を図るべく、地域の特性に即した具体的な目標と達成

手法を盛り込んだ高度化推進計画を策定し、その実現

に向けて、計画的な生産・出荷、経営コスト削減、飼

料対策、機器のリース等による省力化、漁場環境の保

全等の実施、さらに持続的養殖生産確保法に基づく漁

場改善計画の策定・実施に対する支援等を総合的に

行った。

　このほか、個々の養殖漁場の実態に即した環境管理

指標の設定と漁業者自身による漁場測定方法の開発、

養殖生産物のモニタリング調査に基づく消費者に向け

た養殖生産物の安全性の PR等、高品質なアコヤ貝育

成のための技術開発と真珠養殖漁場健全化向けた調

査・対策等、配合飼料の利用促進と漁場環境への負荷

低減を図るための安価で高効率な配合飼料の開発等、

HACCP方式に基づく養殖生産における品質管理マ

ニュアルの策定と品質管理者の育成、新たな魚種の養

殖技術開発と産業としての定着促進、養殖従事者の高

齢化・担い手不足に対応した省力化技術の開発等を実

施した。

　　　表６　１２年度海面養殖業関連予算　　（単位；千円）

持続的養殖推進対策事業（魚病分を除く） ���� ４０５，６５０

持続的養殖推進対策フォローアップ事業

（内水面分を除く） �������������� １２２，６５０

新養殖技術開発事業（内水面分を除く） ������７３，９０１

３　第４次沿岸漁場整備開発計画の概要

　沿岸漁業の生産の基盤である沿岸漁場の計画的整備

開発を図るため、沿岸漁場整備開発法（昭和４９年法律

第４９号）に基づき、６年度に策定された第４次沿岸漁

場整備開発計画により実施している。その概要は、次

のとおりである。

�　計画期間　平成６～平成１３年度（８年間）
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�　事業費

　　　　　魚礁設置事業　　　　１，６００億円

　　　　　増養殖場造成事業　　２，３００億円

　　　　　沿岸漁場保全事業　　３００億円

　　　　　調整費　　　　　　　１，６００億円

　　　　　地方単独事業等　　　　２００億円

　　　　　合　　　計　　　　　６，０００億円

　なお、第４次沿岸漁場整備開発計画の進捗状況（１２

年度）は、事業費４，５９２億円で、調整費等を除く計画額

４，２００億円に対する進捗率１０９．３％である。

４　魚礁設置事業

�　並型魚礁設置事業

　沿岸漁場の生産力の増大を図るため、主として共同

漁業権水域内に、小規模（おおむね１，２００空‰）な魚礁

を設置する事業であって、１２年度においては、１１１か所

を実施し、１５億１，３８０万円を助成した。

�　大型魚礁設置事業

　沿岸漁場の拡大等を図るため、沿岸地域に存在する

天然礁の周辺に、大型（おおむね２，５００空‰）の魚礁を

設置する事業であって、１２年度においては、１４５か所を

実施し、６３億１，０００万円を助成した。

�　人工礁漁場造成事業

　従来漁場形成のなかった海域において、天然礁に匹

敵する独立した人工礁漁場（おおむね３万空‰）を造

成するため、事業に必要な調査及び事業を実施した。

その助成内訳は、次のとおりである。

人工礁漁場造成事業調査費補助 �� ５か所　２，５５０万円

人工礁漁場造成事業費補助 � ４６か所　３３億３，７５０万円

�　浮魚礁設置事業

　主として回遊性魚類の蝟集及び生育を効率的に行う

ため、一定の耐久性を有する人工的な浮体構造物等を

設置する事業であって、１２年度においては、３か所を

実施し、３億３，２００万円を助成した。

５　増養殖場造成事業

�　地先型増殖場造成事業

　適切な漁場管理とあいまって、積極的な資源量の増

大を図るため、うに、あわび等定着性有用水産生物の

発生、生育に適した環境を整備するため、事業に必要

な調査及び事業を実施した。その助成内訳は、次のと

おりである。

地先型増殖場造成事業調査費補助  ２か所　３，２８０万円

地先型増殖場造成事業費補助  ７１か所　４２億１，９００万円

�　広域型増殖場造成事業

　適切な漁場管理とあいまって、積極的な資源量の増

大を図るため、魚類等定着性以外の有用水産生物の発

生、育成に適した環境を整備するため、事業に必要な

調査及び事業を実施した。その助成内訳は、次のとお

りである。

広域型増殖場造成事業調査費補助  ７か所　３，８４５万円

広域型増殖場造成事業費補助 � ９３か所　９１億４００万円

�　人工湧昇流漁場造成事業

　適切な漁場管理とあいまって、海域の基礎生産力の

増大を図るため、底層の栄養塩を表層まで上昇させる

構造物を設置する事業であって、平成１２年度において

は、１か所を実施し、１億３，０００万円を助成した。

�　養殖場造成事業

　内湾及び浅海域の未開発の養殖適地に、消波施設の

設置、水路掘削等により養殖場を造成する事業であっ

て、平成１２年度においては、１４か所を実施し、２０億

５，６００万円を助成した。

�　海域開発基幹事業

　海域総合開発計画の基幹となる事業として、大規模

（１５万空‰以上）な魚礁漁場の造成（海域礁設置事業）

及び大規模な藻場等の造成（磯根漁場造成事業）を行

い、海域の生産力を最大限に高めるための事業であっ

て、１２年度においては、５か所を実施し、４億３，４００万

円を助成した。

６　沿岸漁場保全事業

　公害等の原因により漁場としての効用の低下してい

る沿岸漁場において生産力の回復を図るため、漁場の

しゅんせつ、作れい、水路の掘削、藻場の造成等を行

う大規模漁場保全事業及び事業の実施に必要な調査並

びに漁場のたい積物の除去、耕うん、覆土、藻場の造

成等を行う小規模漁場保全事業を内容とする沿岸漁場

保全事業を実施した。その助成内訳は、次のとおりで

ある。

小規模漁場保全事業費補助 �� ３４か所　３億６，３１０万円

沿岸漁場保全事業調査費補助 ���� １か所　５００万円

大規模漁場保全事業費補助 � ２１か所　１９億３，１６０万円

７　沿岸漁場適正利用促進事業

　既存の施設について、その機能の増大又は回復を図

るための局部改良又は補修の事業を実施した。その助

成内訳は、次のとおりである。

沿岸漁場施設改良事業費補助 � ２か所　１億４，９００万円

沿岸漁場施設補修事業費補助 ���� ４所　３，７００万円

８　沿岸漁場総合整備開発基礎調査事業

　事業の一層の計画的、効率的な推進を図るための、

海域での事業実施に当たっての基礎的知見の整備を図
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るための調査であって、１２年度においては、１１か所を

実施し、４，２２５万円を助成した。

第３節　漁業従事者対策

１　漁業労働力の確保等

　漁業就業者の確保・育成を組織的かつ有機的に行う

ため、中央及び都道府県に設置された漁業就業者確保

育成センター間の連携を図りつつ、漁業労働力需給情

報の収集・提供、U・I ターン等就労促進のための広

報・PR活動、資格取得講習会の開催等、センターの

行う事業について助成した。

２　沿岸漁業者等福祉対策事業

　漁業労働力を安定的に確保するとともに、沿岸漁業

者等の福祉対策の推進を図るため、全国共済水産業協

同組合連合会が５６年度から発足させた自主的な全国規

模の漁業者老齢福祉共済の業務運営及び加入促進活動

の円滑化と漁業者の老後の福祉向上を図るための知識

の普及等を行うのに要する経費について助成した。

第４節　水産制度金融

１　概　　　況

　１２年度の漁業金融の状況をみると、１３年３月末現在

の全金融機関の総貸出残高は２兆１，９１９億円となり、

前年比５．６％の減少となった。

　これを漁業規模別にみると、中小沿岸漁業向けが１

兆９，６１３億円、大規模漁業向けが２，３０６億円で、中小沿

岸漁業向けが大宗を占めている。

　次に金融機関別貸出状況をみると、系統金融機関が

１兆３，３６０億円で最も大きく、一般金融機関が６，４１５億

円、政府系金融機関が２，１４４億円となっている。これ

を前年と比べると、系統金融機関が５．３％、一般金融機

関が３．９％、政府系金融機関が１２．２％のそれぞれ減少

となった。構成比をみると、系統金融機関が６１．０％、

一般金融機関が２９．２％、政府系金融機関が９．８％と

なっている。

２　系統金融

�　貯　　金

　１２年度における漁協貯金は、表９のとおり、１３年３

月末で１兆４，５３２億円となり、前年同期に比べ２６８億円

（１．８％）の減少となった。

これは、漁協信用事業の信漁連への譲渡が進んだこと

が主な要因である。

�　貸出金

　１２年度における漁協貸出金は、表９のとおり、１３年

３月末で４，８９４億円となり、前年同期に比べ７３８億円

（１３．１％）の減少となった。漁協の貯貸率については、

前年比４．４ポイント減少し、３３．７％となった。なお、

漁協・信漁連・農林中金で構成される系統金融機関の

１３年３月末の貸出金残高を、上部機関からの借入金を

差し引いた純残高ベースでみると、合計１兆３，３６０億

円となり、対前年度７５０億円の減少となった。

表９　漁協貯金・漁協貯貸率の推移

 ����������������� （単位：億円、％）

 �������� １１/３月末 　１２/３月末 　１３/３月末

漁 協 貯 金 � ��� １５，７４３　　　１４，８００　　　１４，５３２　

漁 協 貸 出金 � ��� ６，１８８　　　 ５，６３２　　　 ４，８９４　

漁協の貯貸率（B/A） ��� ３９．３　　　　３８．１　　　　３３．７　

３　一般金融機関

　銀行、信用金庫等一般金融機関の貸出状況は、表１０

のとおり、１３年３月末で６，４１５億円である。これを金

融機関別にみると、地方銀行が２，９７０億円で最も大き

く、ついで信用金庫１，１２８億円、第二地方銀行７７０億円

の順となっている。

表１０　一般金融機関の漁業に対する貸付残高

 �������������������（単位：億円、％）

 ��������� １２/３月末  　１３/３月末 　　増加率　

都　市　銀　行 ���� ５８１　 　　　６０５ 　　　　４．１　

地　方　銀　行 ��� ３，１５９ 　　　２，９７０ 　　△　６．０　

第 二 地 方 銀 行 ���� ８５６ 　　　　７７０ 　　△ １０．０　

信　託　銀　行 ���� ２１２ 　　　　 － 　　　　 －　

長 期 信 用 銀 行 ���� ５９６ 　　　　 －  　　　　－　

信　託　勘　定 ����� ７５ 　　　　 ４４ 　　△ ４１．３　

信　用　金　庫 ��� １，１９７ 　　　１，１２８ 　　△　５．８　

　　　計 ������ ６，６７８ 　　　６，４１５ 　　△　３．９　

（１３年３月末の信託銀行、長期信用銀行の貸付残高は集計

不能のため記入しない。また、計と都市銀行以下の積み上

げとの金額は一致しない。）
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４　農林漁業金融公庫資金

　農林漁業金融公庫は、農林漁業者に対し、農林漁業

の生産力の維持増進に必要な長期かつ低利の資金の融

通を行っており、水産関係資金としては、漁船資金、

水産加工資金、漁業経営再建整備資金等９資金（農林

漁業共通の資金を含む。）がある。

　１２年度の貸付決定額は表１１のとおりで、水産業をめ

ぐる近年の厳しい情勢の中で、２１４億円と前年度の

２．８％減となった。

表１１　農林漁業金融公庫資金貸付決定状況

 ���������������� （単位：百万円、％）

　 資　金　名 ����� １１年度 　　１２年度 　　１２/１１　

構造改善推進（沿構） ��� ６４４　　　　６９３　　　１０７．６　

漁 業 経 営 再 建 整 備 �� ２，０４４　　　２，５０７　　　１２２．７　

中 山 間 地 域 活 性 化 � 　１，１６６　　　　２３９　　　 ２０．５　

振 興 山 村 ・ 過 疎 ��� － 　　　　２７０　　　　－ 　

漁 業 基 盤 整 備 �� ２，７９５　　　２，１８０　　　 ７８．０　

漁　　　　　　　船 �� ５，４０５　　　３，３６５　　　 ６２．３　

農 林 漁 業 施 設 �� ２，４０６　　　２，２２３　　　 ９２．４　

水 産 加 工 �� ５，８１２　　　５，３２５　　　 ９１．６　

沿 岸 漁 業 経 営 安 定 �� １，７０２　　　４，５６７　　　２６８．３　

　　　　計 ������ ２１，９７４　　 ２１，３６８　　　 ９７．２　

（単位未満四捨五入のため合計が合わないことがある。）

５　漁業近代化資金等の制度資金

�　漁業近代化資金

　漁業近代化資金制度は、漁業者等の資本装備の高度

化を図り、その経営の近代化に資することを目的とし

て４４年に創設され、漁業者等に対し、漁船資金を中心

に長期かつ低利の施設資金等の融通を行ってきている。

　１２年度の融資実績は、融資枠１，２５０億円に対し、４３５

億円となっており、前年度より７８億円減少した。

　用途別にみると、前年度に比べ漁船資金が６４億円、

漁具等施設が１４億円の減少、加工用施設が９億円、共

同利用施設が８億円の増加となった。

表１２　漁業近代化資金の用途別融資額

 ���������������� （単位：百万円、％）

 ���������� 金　　　額　　　　構　成　比　 

 ��������� １１年度　 １２年度　 １１年度　 １２年度

都道府県承認分 �������������������

漁船（２０トン以上） ��２，４６７　　　９１１　　　４．８　　　２．１

漁船（２０トン未満） � ２３，８９１　 １９，０３５　　 ４６．６　　 ４３．７

養 殖 用 施 設 � ２，７４８　　１，７６６　　　５．４　　　４．１

加 工 用 施 設 � ３，４１４　　４，２７１　　　６．６　　　９．８

漁 具 等 施 設 � ４，１１４　　２，７１９　　　８．０　　　６．３

水産動植物の種苗 � １３，１３５　 １２，４６９　　 ２５．６ 　　２８．６

購 入 ・ 育 成

共 同 利 用 施 設 �� １，５４３　　２，３６５　　　３．０　　　５．４

　　　 計 ����� ５１，３１３　 ４３，５３６　　１００．０　　１００．０

国の直接利子補給分

共 同 利 用 施 設 ��� ０　　　　０　　　０．０　　　０．０

　　合　　計 ��� ５１，３１３　 ４３，５３６　　１００．０　　１００．０

（単位未満四捨五入のため合計が合わないことがある。）

�　その他の制度資金

　主なものとして、漁業経営が困難となっている中小

漁業者であって、漁業再建整備特別措置法に基づく漁

業経営再建計画の認定を受けた中小漁業者の固定化債

務の整理を行い漁業経営の再建を図ることを目的とし

て５１年度に創設した漁業経営維持安定資金がある。

　１２年度については１７億円の融資を行っており、前年

度より５億円増加した。

　　また、漁業再建整備特別措置法に基づく構造改善

事業を行う漁業者に対し、低利の短期運転資金を融通

し経営の体質強化を図るため７年度に創設した漁業経

営改善促進資金については、１２年度に８７億円の貸付を

行っており、前年度より８億円減少した。

　　　　表１３　その他制度資金融資・貸付状況

 ������������������ （単位：百万円）

　　　資　金　名 ���������１１年度　　　１２年度

漁業経営維持安定資金 ������� １，１５３　　　 １，７４３

水産物生産流通等高度化資金 ����� １８０　　　　 － 

国際規制関連経営安定資金 ������ ５３１　　　　　 ０

漁業経営再建資金 ����������� ０　　　　　 ０

漁業経営強化特別資金 �������� １６１　　　　 － 

漁業経営改善促進資金（極度額） ��� ９，４６７　　　 ８，６８８

漁業経営環境変化対応緊急資金 ��� １，５９５　　　　 － 

漁業経営高度化促進支援資金 ����� －　　　　　６４０

６　　沿岸漁業改善資金

　沿岸漁業改善資金制度は、沿岸漁業従事者等が経営、

操業状態の改善を図るため自主的に近代的な漁業技術

や合理的な漁業生産方式又は漁ろうの安全の確保等の

ための施設を導入し、又は生活の改善を図るため合理

的な生活方式を導入することを促進するとともに、青

年漁業者等による近代的な沿岸漁業の経営方法又は技
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術の実地の修得や経営の基礎の形成を助長するため、

沿岸漁業従事者等に対する中・短期の無利子資金の貸

付を行う都道府県に対し国が必要な資金を助成する制

度として５４年に創設された。

表１４　沿岸漁業改善資金実績（単位：百万円）

 ����������� １０年度 　　１１年度 　　１２年度　

経 営 等 改 善 資 金 ��� ２，９８０　　　２，７５４　　　 ２，９０６　

生 活 改 善 資 金 ���� ２３　　　　 １４　　　　　６６　

青年漁業者等養成 ��� １，０８７　　　　８３４　　　　 ８６２　

確 保 資 金

　　合　　計 ����� ４，０９１　　　３，６０３　　　 ３，８３４　

補 助 金 交 付 額 ���� １４３　　　　 ５５　　　　　４１　

対 象 都 道 府 県 ��� ４１県　　　 ４１県　　　　４１県　

７　　中小漁業融資保証保険制度

　中小漁業融資保証保険制度は、「中小漁業融資保証

法」に基づき中小漁業者等に対する金融機関の貸付に

ついて漁業信用基金協会がその債務を保証し、その保

証につき農林漁業信用基金が保険を行うものである。

　１２年度の保証状況をみると、年度中の保証額は

１，３３７億円で前年比８．８％の減少となり、年度末保証残

高は２，５６９億円で２．８％の減少となった。保証残高を金

融機関別にみると、信漁連は前年比０．１％の増加と

なったが、農中は２４．０％、漁協は２．３％、銀行等は

４．０％の減少となった。次に資金種類別にみると、漁

業近代化資金は、前年比４．１％、一般資金は１．１％の減

少となった。

　なお、１２年度中の代位弁済額は７２億円で前年比４億

円の減少となり、この結果単年度事故率は５．１％、累計

事故率は３．４％となった。

第５節　水産業協同組合

１　概　要

�　水産業協同組合の現況

　１３年３月末現在における水産業協同組合は、単位組

合が３，５７７（沿海地区漁協１，７６８、内水面漁協９００、業種

別漁協１７７、漁業生産組合５８１、水産加工協１５１）、連合

会が１９０（漁連１４３、信漁連３５、水産加工連１１、共水連

１）、うち全国段階連合会が１０となっている。

� 漁協系統をめぐる状況

　我が国周辺水域の資源水準の低下による漁獲量の減

少、魚価の低迷等による我が国漁業の不振を背景に、

漁協系統をめぐる情勢も厳しさを増している。

　一方で、漁協系統には、①漁業者に対しての良質な

サービスの提供、②消費者に対する水産物の安定的供

給、③水産資源の保護・管理、④漁村地域の活性化等

の役割が期待されているところであり、また、新海洋

秩序下における水産資源の適切な管理と有効利用の推

進にあたっての新たな役割が付加されるなど、その果

たすべき役割はこれまで以上に広範かつ重要なものと

なっており、これら負託に応え得る漁協系統の組織・

事業基盤強化が急務となっている。

２　漁業協同組合等特別対策事業

�　趣　　　　　旨

　漁協系統が漁村地域における中核として期待される

役割を十全に果たしていくため、その人的基盤の強化、

財務面での健全化を図る事業を実施した。

�　内　　　　　容

　漁業協同組合の合併・事業統合等の円滑な推進に資

するための啓発・普及活動、事業の健全化・適正化を

図るための監査活動、漁協系統組織職員等の人材育成

を行うための研修・教育活動、漁協系統の育成・強化

を図るための近隣諸国の漁協系統組織との国際交流活

動に要する経費に対して補助を行った。

３　漁協経営強化総合対策事業

�　趣　　　　　旨

　経済的に自立し、新海洋秩序下において指導的役割

を担うことができる漁協を早急に育成するため、合

併・事業統合を促進するとともに、財務改善を図る総

合的な対策を実施した。

�　漁協合併等促進対策事業

　基本方針に基づく合併等を促進するため、合併等予

定漁協を対象として、経営分類指標による経営状況の

把握、プロジェクトチーム派遣による経営診断、漁協

役員の意識啓発のための研修、地区合併協議会の推進、

経営困難漁協に対する濃密経営指導等に要する経費に

対して補助を行った。

�　漁協経営体質強化等促進事業

　合併等実施漁協の経営体質の強化を図るための検討

会の開催及び指導、職員の資質向上のための実務研修、

事務の合理化のための機器（パソコン等）等の導入等

に要する経費に対して補助を行った。

�　利子補給事業

　合併等を行う計画を有する漁協の欠損金、管理債権
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見合いの借入金につき、都道府県が行う利子補給に対

して補助を行った。

　第６節　水産物の流通加工・　

　　需給・消費対策

１　水産物の需給・価格動向

　１２年（１月～１２月）における我が国の漁業・養殖業

の総生産量は６３８万４千 tで、前年に比べ３．７％減少し

た。

　魚種別には、するめいか、さんま、あかいか等が増

加し、まいわし、かたくちいわし、すけとうだら等が

減少した。

　１２年の水産物の輸入量は３５４万４千tで、前年に比べ

３．８％増加した。

　１２年の産地価格は、卸売価格指数総合では９９．９（平

７＝１００）で、前年に比べ６％低下した。

　これは、するめいか、かつお、すけとうだら（冷）、

かつお（冷）等が低下したためである。

　１２年の消費地価格は、卸売価格指数総合では９９．９

（平７＝１００）で、前年に比べ２．９％低下した。　

　これは、かつお、ぶり類（天然）、さば類（冷）、た

こ類（冷）等が低下したためである。

２　水産物の流通対策

�　水産物流通加工基盤強化対策事業

　ア　趣旨

　近年における水産物需要の伸び悩み等の厳しい環境

に対処し、水産物の流通・加工基盤の強化、衛生管理

の向上、品質保持、付加価値の向上及び環境問題への

対応等を図るために必要な流通・加工施設の整備を計

画的、効率的に実施する。

　イ　事業の概要

　�　低コスト流通加工型施設整備事業

　年間の水揚げ量がおおむね３千トン以上の拠点産地

等において、低コスト流通加工の確立とともに鮮度・

品質・規格の揃った水産物の安定供給を図るために必

要な卸売場建物、冷凍・冷蔵施設等の共同利用施設の

整備を行う。

　なお、１１年度より漁業協同組合の統合・合併を積極

的に推進するため、本事業を拡充（産地市場統合整備

事業）し、次の４事業を実施している。

　ａ　拠点産地整備事業

　拠点産地において、地域水産物の特性をを最大限に

活用し、品質の一層の高度化と低コストの流通・加工

体制の実現を図るために必要な施設を計画的に整備す

る。（１地域事業期間：原則３年以内、総事業費約２０億

円）

　ｂ　拠点機能高度化緊急整備事業

　流通・加工体制の整備が一定の水準以上に進んだ拠

点産地等において、当該地域の持つ流通・加工機能の

高度化を達成するために必要な施設を緊急に整備する。

（事業期間：単年度）

　ｃ　広域流通加工圏整備事業

　推進圏形成構想を策定した地域において、地域水産

物の安定供給のため、品ぞろえ、出荷、原材料の融通、

処理加工等を分担する体制を確立し、地域としてのブ

ランド化を促進するために必要な施設を計画的に整備

する。（１地域事業期間：原則３年以内、総事業費約１２

億円）

　ｄ　産地市場統合整備事業

　漁業協同組合等が合併（市場統合のみを含む）を計

画している拠点産地等において、流通加工機能と水揚

げ機能を一体的に強化するために必要な施設を整備す

る。（事業期間：単年度）

　�　高品質管理型施設整備事業

近年の流通・加工形態及び需要者のニーズの変化に対

応した高度な品質管理機能を有する施設の普及を促進

するため、先導的な共同利用施設の整備を行う。（事

業期間：単年度）

　�　新技術開発型施設整備事業

　地域水産物の付加価値向上のための加工技術に関す

る開発研究を実施するために必要な地域開放型の試験

研究施設の整備を行う。（事業期間：単年度）

　ウ　事業実施主体等

　�� 　事業期間：平成８年度～１２年度

　�� 　事業実施主体：地方公共団体、水産業協同組合

等

　�� 　補助率：１／３以内（但し、�及び環境対策施

設は１／２以内）

　�� 　事業内容：卸売場建物、冷凍・冷蔵施設、処理

加工施設、品質検査施設、試験研究施設、廃棄物処理

施設等

�　水産物産地流通機能強化対策事業

　産地市場を中心とする水産物流通の活性化を図るた

め、水産物産地流通機能強化対策基本方針策定のため

の協議会、情報ネットワーク化、量販店等との新たな

取引や一次処理・加工分野への進出に関する研修会、

市場動向調査、製品の改良開発、消費地フェア、市場

間の集荷体制整備、地元加工業者との連携等による特
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産物の開発、給食等への利用、地域消費者への普及啓

発等による水産物の利活用の促進等を行った。事業実

施主体は都道府県であり、補助率は１／２で実施した。

３　水産加工業対策

�　概　況

　水産加工の生産（以下使用する数値は、陸上加工の

み）は、原料魚の供給や需要の推移によって左右され

るところが大きい。１２年の総生産は３０１万６，０００tで、

前年に比べ、５万７，５００t（２％）減少した。

　ア　乾製品及び塩蔵品

　�　煮干し

　生産量は８万７，１００tで、前年に比べ８，６００t（９％）

減少した。これは、「いわし」、「しらす干し」が前年に

比べそれぞれ３，８９０t（９％）、３，８６０t（１１％）減少した

ためである。

　�　塩干品

　生産量は２３万７、１００tで、前年に比べ７，２６０t（３％）

減少した。これは、「さば」が前年に比べ３，１５０t（１３％）

増加したものの、「いわし」、「たら・すけそうだら」が

前年に比べそれぞれ３，６２０t（１１％）、５６５t（１５％）減少

したこと等のためである。

　�　塩蔵品

　生産量は２４万８，５００tで、前年に比べ１万８，６００t

（８％）増加した。これは、主要品目の「さけ・ます」

が前年に比べ２万７，０００t（２３％）増加したためである。

　�　節製品

　生産量は１２万５，３００tで、前年に比べ２，１９０t（２％）

増加した。これは、前年に比べ「けずり節」が６５０t

（１％）減少したものの、「節類」がかつお節の増加に

より２，８４０t（４％）増加したためである。

　イ　ねり製品

　生産量は７０万８，４００tで、前年に比べ８，３４０t（１％）

減少した。これは、「かまぼこ類」がゆでかまぼこ等の

増加により前年並みとなったものの、「やきちくわ」、

「魚肉ハム・ソーセージ」が前年に比べそれぞれ６，５６０t

（４％）、２，０２０t（３％）減少したためである。

　ウ　冷凍食品

　生産量は３２万９，４００tで、前年に比べ６，３４０t（２％）

減少した。これは、前年に比べ「水産物調理食品」が

２，０００t（１％）増加したものの、「魚介類」が８，３５０t

（５％）減少したためである。

　エ　油脂・飼肥料

　�　油脂

生産量は６万 tで、前年に比べ８，８１０t（１３％）減少し

た。

　�　飼肥料

　生産量は６７万９，７００tで、前年に比べ１万５，２００t

（２％）減少した。

　オ　冷凍水産物

　冷凍水産物全体の生産量は１８６万４，０００tで、前年に

比べ１２万２，４００t（６％）減少した。主な品目をみると、

「さんま」、「いか類」が前年に比べそれぞれ５万８００t

（５４％）、２万４，５００t（２９％）増加したものの、「いわ

し類」、「さば」、「すり身」がそれぞれ１２万６，４００t（２８％）、

３万８，５００t（１４％）、１万８，２００（１４％）減少したためで

ある。

�　主な水産加工業対策

　ア　地域水産物の利用拡大を図ったほか、品質管理

の向上に向けた取組を推進し、地域における水産加工

技術開発の総合的な充実強化を図るため、水産物の栄

養機能を活かした多用途素材化を目的とした利用技術

の開発、地域水産加工品の生産体制を確立するための

加工技術の高度化、地域水産物の高付加価値化等に向

けた加工製造技術の開発を行う地域水産加工技術高度

化事業に対し助成した。

　イ　水産加工業について、水産物の一次処理作業の

省人・省力化を進めるための先導的加工機械の開発を

行う「水産加工機械化技術の開発」に対し助成した。

　ウ　水産加工廃棄物の再資源化技術及び水産加工分

野に適合した排水処理技術の開発と実証実験を行う

「水産加工エコシステム技術の開発」に対し助成した。

　エ　水産加工業の経営体質の強化のために必要な財

務状況等の基礎資料を整備したほか、これらを活用し

た経営コンサルタントによる企業診断、指導等を業種

別に実施した。

　オ　水産加工地域の振興を図るため、新たに国及び

都道府県の指導の下、加工原料の供給の安定確保、地

域水産加工品の市場競争力の強化及び品質・衛生管理

の高度化とこれらを踏まえた地域水産加工業界の組織

強化を行う水産加工地域総合推進事業に対し助成した。

　カ　近年の水産加工業をめぐる厳しい情勢に対応し

て、我が国近海資源の有効利用と水産加工業の体質強

化を図るため、「水産加工業施設改良資金融通臨時措

置法」（昭和５２年法律第９３号）に基づき、水産加工資金

（融資枠１４０億円）の融通を措置した。

　キ　水産資源の有効利用の促進、経営不振水産加工

業者の経営の維持・安定等を図るため、水産加工経営

改善促進資金（融資枠１４５億円）の融通を措置した。
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４　水産物の需給安定対策

�　魚価安定基金造成事業（水産物調整保管事業）

　近年における水産物の価格変動に対処し産地及び消

費地を通ずる水産物価格の安定を図るため、財団法人

魚価安定基金が漁業生産者団体等に対し、主要水産物

の調整保管事業（水揚げが集中して産地価格が低迷す

る際に漁業生産者団体等がこれを一定の価格で買い取

り、冷蔵庫等で調整保管し、価格が上昇した際に放出

する事業）等の買取代金金利、保管料等を助成するた

めの必要な資金を同基金に追加造成した。

�　水産物需給対策情報事業

　水産物の適正な価格形成、流通の合理化に資するた

め、主要な産地及び消費地において、価格、入荷数量

等に関する情報を収集し、生産・流通関係者に提供す

るとともに、水産物貿易統計の作成を実施した。さら

に、これらの情報収集・分析のための電子情報ネット

ワークを推進した。事業の委託先は、社団法人漁業情

報サービスセンターである。

５　水産物の消費拡大対策

�　水産物消費改善総合対策事業

　消費者の適切な消費活動の実現及び限りある水産資

源の有効かつ持続的な利用に資するため、水産物の有

用性や活用法の周知、将来、我が国の魚食文化の主た

る担い手となる若年層を対象とした啓発活動等を行う

とともに、水産物資源管理への取組等水産物の生産に

関する情報等の発信を行った。事業実施主体は社団法

人大日本水産会、全国漁業協同組合連合会であり、補

助率は、１／２及び定額で助成した。

�　水産物流通加工改善モデル事業資金造成

　国産水産物の安定的な供給を図るため、産地におけ

る漁獲物の直接販売等の供給体制の強化、需要者の高

鮮度・簡便志向に対応した新製品の開発等による水産

物の新たな供給システムの開発の推進を図るべく水産

業協同組合に対し、財団法人魚価安定基金を通じて補

助を行った。

　また、漁業用餌料、加工用原料の安定供給を図るた

め、生産者と需用者間における長期安定供給契約によ

る円滑な取引を促進するために必要な経費について、

漁業生産者団体等に対し、財団法人魚価安定基金を通

じて補助を行った。

６　水産物の輸出入

�　輸出入の概況

　ア　輸　出

　１２年の水産物総輸出額は、１，３８４億４，９００万円であり、

前年に比べ、２．１％減となった。

　輸出額が増加した主な品目は、いか、かに等であり、

逆に減少した品目は、いわし、かつお類等である（表

１６）。

　また、輸出先別にみると、香港（２５％）が最も大き

く、次いで米国（２３％）、韓国（１２％）、EU（７％）、

台湾（６％）と続いている ｡

表１６　１２年水産物輸出実績

 ����������単位：数量はトン、［　］干しのり千枚

 ������������� 金額は百万円、（　）は千ドル

　　品　　目 �������� 数　量　 　　　金　額　 

総　　　　計 ������� ［２９，８０４］　　　　１３８，４４９　

 ������������� ２２２，３０４　　　（１，２８５，２５８） 

�　真　珠 �����������６４　　　　　４７，５０７　

　　（真珠及び真珠製品） ���������� （４４１，６９３） 

�　まぐろ ･かじき類 ���� ２４，１５５　　　　　１１，０３９　

　　（生 ･冷 ･凍） ������������� （１０２，４６９） 

�　貝柱調製品 ������� １，５２２　　　　　１０，２９７　

 ��������������������� （９５，３２７） 

�　ほたて貝 �������� ３，４７７　　　　　 ７，４３１　

　　（生 ･冷 ･凍 ･塩 ･干） ��������� （６９，０２２） 

�　水産練り製品 ������ ６，４４０　　　　　 ４，０８４　

 ��������������������� （３７，８３１） 

�　食用海草 �������� １，６６４　　　　　 ２，８４７　

　　（焼・味付けのりを含む） ��������� （２６，４００） 

�　ひらめ・かれい類 ����� ４，５６２　　　　　 １，６４６　

　　（生 ･冷 ･凍） ������������� （１５，３１３） 

�　た　　ら �������� ８，８６０　　　　　 １，５１６　

　　　（生 ･冷 ･凍） ������������ （１４，０５７） 

�　あわび調製品 �������� ４３　　　　　 １，３３６　

 ��������������������� （１２，４６１） 

�　い　　か �������� ８，６４８　　　　　 １，３２０　

　　（生 ･冷 ･凍） ������������� （１２，１９３） 

イ　輸　入

　１２年の水産物の総輸入額は、１兆７，３３９億８，７００万円

で ､前年より０．３％減少した。

　輸入額が増加した品目は ､うなぎ調製品 ､えび調製

品等で、逆に減少した品目は、たこ、魚粉等である（表

１７）｡
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表１７　１２年水産物輸入実績

 ������������������ 単位：数量はトン

 ������������� 金額は百万円、（　）は千ドル

　　品　　目 �������� 数　量　 　　　金　額　 

総　　　　計 �������３，５４４，１６７　　　１，７３３，９８７　

 ������������������� （１６，０８６，９８７） 

�　え　び ���������２６０，１６５　　　　３２６，７８３　

　　（活 ･生 ･冷 ･凍） ���������� （３，０２９，６６９） 

�　まぐろ ･かじき類 ���� ３２３，２００　　　　２２３，２９６　

　　（生 ･冷 ･凍） ������������ （２，０７１，６８７） 

�　さけ ･ます類 ������ ２３２，２１５　　　　１１５，３２３　

　　（活 ･生 ･冷 ･凍） ���������� （１，０７１，８８９） 

�　か　に ���������１２４，２９３　　　　１０６，７１２　

　　（活 ･生 ･冷 ･凍） ����������� （９８８，４４４） 

�　うなぎ調製品 ������ ７１，３１３ 　　　　８４，９４８　

 ��������������������� （７８９，６９３） 

�　たらの卵 �������� ３２，４７７ 　　　　６２，７６８　

　　（生・冷・凍・塩・干・燻） ��������� （５８６，３２０） 

�　い　か ��������� ９７，５１６ 　　　　４６，５５０　

　　（生 ･冷 ･凍）  ������������� （４３２，５８１） 

�　えび調製品 ������� ３２，９５２ 　　　　４０，０１６　

 ��������������������� （３７１，７７７） 

�　た　　こ �������� １１６，２８９ 　　　　３８，９６８　

　　（生 ･冷 ･凍） ������������� （３６１，２１８） 

�　真　珠 ����������� ３８ 　　　　３５，４２６　

　　（真珠及び真珠製品） ���������� （３２８，７３１） 

�　水産物の非自由化品目

　水産物は、昭和３５年以降、漸次自由化され、現在非

自由化品目として残されているのは、輸入自由化によ

り国内の零細多数の沿岸・沖合漁業者に悪影響を与え

るおそれのあるものに限定されている。現在の非自由

化品目は次のとおりである ｡

　○　活、生鮮、冷蔵、冷凍、乾燥、塩蔵、塩水漬け

のさば、あじ、いわし、たら、すけとうだら、さんま

及びぶり、並びにそれらの魚類のフィレ及びその他の

魚肉、フィッシュミール。

　○　煮干し。

　○　冷蔵、冷凍、乾燥、塩蔵、塩水漬けのたらの卵。

　○　活、生鮮、冷蔵、冷凍、乾燥、塩蔵、塩水漬け

のほたて貝、貝柱及びいか（もんごういかを除く）。

　○　食用ののり及びこんぶ、並びにそれらの調製食

料品 ｡

　○　ワシントン条約に定められた動植物及びその派

生物 ｡

表１５　１２年度補助金等　　（単位：千円）

水産物需給対策情報事業 ������������３２，０２６

水産加工業経営体質強化対策事業 ��������１０，０２７

水産物流通加工基盤強化対策事業 ������ １，８４７，５８４

　うち低コスト流通加工型施設整備事業 ��� １，５８７，８８４

　うち高品質管理型施設整備事業 ������� １７５，８１６

　うち新技術開発型施設整備事業 ��������８３，８８４

地域水産加工技術高度化事業 ����������６２，８２８

水産物産地流通機能強化対策事業 ��������６７，４０４

水産加工地域総合推進事業 �����������３３，４４９

水産食品品質高度化総合対策事業 ������� １３６，３２９

水産物調整保管事業資金造成費 �������� ６００，０００

水産物流通加工改善モデル事業資金造成 ���� ８１５，６００

水産加工経営改善促進資金 �����������４８，１７９

水産加工資金 ����������������� ４，７６０

水産物消費改善推進事業 ������������８５，４００

水産加工機械化技術の開発 �����������８５，１５６

水産加工エコシステム技術の開発 ��������８３，６２７

第７節　漁船損害等補償制度

　漁船損害等補償制度は、「漁船損害等補償法」（昭和

２７年法律第２８号）に基づき漁船及び漁船積荷を保険の

目的とするとともに、漁船の運航に伴う損害賠償、費

用負担による損害のてん補を行う相互保険で、漁船保

険（普通保険、特殊保険）、漁船船主責任保険、漁船乗

組船主保険、漁船積荷保険及び任意保険があり、この

ほかに、「漁船乗組員給与保険法」（昭和２７年法律第２１２

号）に基づく漁船乗組員給与保険がある。

　これらの元受は漁船保険組合が行い、さらに、この

うち特殊保険及び漁船乗組員給与保険については国が

再保険をし、普通保険、漁船積荷保険及び漁船船主責

任保険については漁船保険中央会が再保険を、また、

国が一部再々保険をしている。

１　漁船保険事業

�　普通保険

　普通保険には、普通損害保険と満期保険がある。

　ア　普通保険の加入状況

　１２年度において普通保険に加入した漁船は、２２万

９，５９９隻、１１７万１，６１９tである。このうち普通損害保険

の加入隻数は２２万２，００５隻で、満期保険の加入は（継続

分を含む）７，５９４隻である。

　加入隻数を前年度に比べると総隻数では４，５５６隻減

となっており、２０t未満階層で前年比４，４１８隻（１．９％）
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減少し、２０t以上階層では１３８隻（５．４％）減少してい

る。トン数階層別に普通保険の構成比を見ると動力漁

船では、５ t未満船が８７．２％を占めており以下５～９

t７．２％、１０～１９t４．３％、２０～４９t０．１％、５０～９９t０．３％、

１００～９９９t０．７％となっており、無動力漁船は０．２％で

ある。

　次に１１年１２月３１日現在の在籍漁船数と加入隻数を対

比した隻数加入率をみると、加入総隻数では、６４．１％

の加入率となっており、このうち５t未満は６３．６％、５～

１９t は８９．８％、２０～４９t は７４．４％、５０～９９t は８０．３％、１００

～９９９tは８２．６％となっており、無動力漁船はわずか

４．０％であった。

　また、保険価額に対する保険金額の割合すなわち付

保率は、動力漁船では５ t未満９５．１％、５～９ t９３．５％、

１０～１９t９５．１％、２０～４９t９６．４％、５０～９９t９８．１％、１００～

９９９tは９１．６％で動力漁船総数では９４．０％を示し前年

度に比べ０．６％減少している。これらの引受保険金総

額は１兆３，８６６億円であって、前年度に比べて４２２億円

の減を示している。

　イ　　保険料の国庫負担状況

　加入区における指定漁船が全船普通損害保険に加入

した場合には、一定の条件のもとに国庫が、普通保険、

漁船船主責任保険及び漁船積荷保険の純保険料の一部

を負担することとなっている。１２年度においては、普

通保険の保険料に関しては同保険に付された漁船のう

ち９９．０％に当たる２２万７，２０９隻が国庫負担の対象とな

り、純保険料１７３億５，２０３万円のうち６２億７，２３０万円を

国庫が負担したが、この国庫負担額は３６．１％を占めて

いる。

　ウ　　保険事故

　１２年度において保険金を支払った普通保険事故は

６１，８４９件、支払い保険金額は１９１億４，３４８万円であり、

前年比３．７％の増となった。

　エ　漁具特約の引受及び事故

　漁船に属する漁具については、特約がある場合のみ、

その属する漁船とともに保険の目的とし得ることと

なっており、普通保険においては、漁船とともに全損

した場合に限りてん補することとなっている。

　１２年度において、漁具特約の引受件数は（特殊保険

を含む）は５８１件で、保険金額は５６億５，３４７万円であっ

た。

　なお、保険金の支払いはなかった。

�　特殊保険

　１２年度の保険契約件数は２９８件で、保険金額は４３０億

４，０２４万円であり、その内訳は北部漁場２９６件４２７億

４，７２４万円、西部漁場１件６，３００万円、南部漁場１件２

億３，０００万円であった。

　なお、保険金の支払いはなかった。

２　漁船船主責任保険事業

　この保険は、漁船の所有者又は使用者がその所有し、

若しくは所有権以外の権原に基づき使用する漁船の運

航に伴って生じた費用で自己が負担しなければならな

いものを負担し、又は当該漁船の運航に伴って生じた

損害につき自己の賠償責任に基づき賠償することによ

る損害をてん補するものである。

　１２年度の保険契約隻数は、基本損害２２５，７１６隻、乗客

損害１３，６８２隻、人命損害１０，０６３隻で、保険金額はそれ

ぞれ１４兆６，５０８億４，０００万円、４兆４，９９２億２，０００万円、２９６

億１，６５０万円であり、純保険料額はそれぞれ３９億１，４３７

万円、３億９６５万円、４，４５４万円であった。

　なお、保険金を支払ったものは、基本損害２，５１７件２５

億２，２４９万円、乗客損害４９件３億６，１２９万円、人命損害１２

件１，９９６万円であった。

３　漁船乗組船主保険事業

　この保険は、漁船の所有者又は使用者であってその

所有し又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船の

乗組員であるものにつき、当該漁船の運航に伴って死

亡及び障害の事故が生じた場合に一定の金額を支払う

ものである。

　１２年度の保険契約隻数は２５，３５３隻で、保険金額は

３４４億９，１５０万円であり、純保険料額は４，２４３万円で

あった。

　なお、保険金を支払ったものは、２３件２，８７８万円で

あった。

４　漁船積荷保険事業

　この保険は、漁船の所有者又は使用者がその所有し、

若しくは所有権以外の権原に基づき使用する漁船に積

載した漁獲物等に生じた損害をてん補するものである。

　１２年度の保険契約隻数は１，０６１隻で、保険金額は

１，４１１億８，３５８万円であり、純保険料額は３億６，３１２万

円であった。

　なお、保険金を支払ったものは、１５件１億１，０５５万円

であった。

５　任意保険事業

　この保険は、①漁船により漁獲され漁船以外の船舶

で漁場から運搬中の漁獲物又はその製品につき、滅失、

流失、損傷その他の事故により生じた損害をてん補す

る転載積荷保険と、②スポーツ又はレクリエーション
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の用に供する小型の船舶（プレジャーボート）の運航

に伴いプレジャーボートの所有者等が負担する賠償責

任に基づく賠償等による損害をてん補するプレジャー

ボート責任保険の２種類がある。

　１２年度の保険契約隻数は、転載積荷保険１１４隻、プレ

ジャーボート責任保険４，１３６隻で、保険金額はそれぞ

れ１０８億４，５２８万円、２，７３９億６，３００万円であり、純保険

料額はそれぞれ９２９万円、２，６５８万円であった。

　なお、保険金を支払ったものは、転載積荷保険０件、

プレジャーボート責任保険８件８５５万円であった。

６　漁船乗組員給与保険事業

　この保険は、漁船の乗組員が抑留された場合におけ

る給与を保障するため、漁船保険組合が保険事業を行

うものである。

　１２年度の保険契約件数は１７７件で、その内訳は北部

漁場１７７件、西部漁場０件、南部漁場０件であった。

　なお、保険金の支払いはなかった。

第８節　漁業災害補償制度

１　概　　況

　本制度は、漁業協同組合等の協同組織を基盤とする

漁業共済団体（漁業共済組合及び同連合会）が行う漁

業共済事業及び漁業再共済事業並びに政府が行う漁業

共済保険事業により中小漁業者の相互救済の精神を基

調としてその営む漁業につき異常の事象又は不慮の事

故によって、受ける損失を補てんするために必要な給

付を行い、中小漁業者の漁業再生産の阻害の防止及び

漁業経営の安定に資することを目的とするものである。

　近年の我が国水産業を取り巻く情勢は、周辺水域の

資源状況の悪化、漁業就業者の減少・高齢化など依然

として厳しく、漁業経営は困難な現状におかれており、

経営安定に漁業共済の果たす役割はますます重要と

なっている。

　このような中で、１２年度の加入状況は、加入件数

２５，０９１件、共済金額３，６３４億３，７８２万円、純共済掛金１５４

億９，４８３万円であった。この加入実績は、前年度実績

３，６８０億２，１５９万円に対し１．２％減（４６億円減）となった。

この内訳は、漁獲共済の前年度比０．７％減（１５億円減）、

養殖共済の前年度比５．２％増（３９億円増）、特定養殖共

済の前年度比１０．９％減（７１億円減）、漁具共済は前年度

比５．３％増（１億円増）となっている。

　なお、１１年度契約分に係る支払い状況は、１２年３月

末現在で支払い件数２，６８９件、支払い共済金５１億３，３１４

万円であった。

２　漁業共済事業

�　漁獲共済

　この共済は、漁業者の共済責任期間中の操業に係る

漁獲金額が共済限度額（過去一定年間の漁獲金額を基

準として漁業者ごとに定める一定額）に達しない場合

の損失について共済金を支払う事業である。

　１２年度の契約件数は、１４，１３６件と前年度の１３，９２３件

に比べ増加し、共済金額では、２，２３１億２，４９１万円と前

年度２，２４６億３，１８２万円に比べ０．７％の減少を示した。

　なお、１１年度契約分に係る支払い状況は、１２年３月

末現在で支払い件数６０２件、共済金２７億０，４３６万円で

あった。

�　養殖共済

　この共済は、養殖中の水産動植物又はその養殖に共

用中の養殖施設が、台風や津波、赤潮等の災害により

死亡、流失、損壊した等の損害について共済金を支払

う事業である。

　１２年度の契約件数は、７，１８８件と前年度の７，２６７件に

比べ減少し、共済金額では、８０１億８，８４６万円と前年度

７６２億４，９６８万円に比べ５．２％の増加を示した。

　なお、１１年度契約分に係る支払い状況は、１２年３月末

現在で支払い件数２，０２０件、共済金は２３億６，７２２万円で

あった。

�　特定養殖共済

　この共済は、特定養殖業の共済責任期間中の養殖に

係る生産金額が共済限度額（過去一定年間の生産金額

を基準として漁業者ごとに定める一定額）に達しない

場合で、かつ、その生産数量が一定の数量に達しな

かった場合の損失及び特定養殖業に係る養殖施設の共

用中における損壊、流失等があった場合の損害につい

て共済金を支払う事業である。

　１２年度の契約件数は、３，４６４件と前年度の３，４８１件に

比べ減少し、共済金額では、５８１億５，１４５万円と前年度

６５２億６，６４５万円に比べ１０．９％の減少を示した。

　なお、１１年度契約分の支払い状況は、１２年３月末現

在で支払い件数１５件、共済金は、２５２万円であった。

�　漁具共済

　この共済は、共済目的たる漁具が漁業の操業中に流

失、損壊等の事故による損害について共済金を支払う

事業である。

　１２年度の加入件数は、３０３件と前年度の３１３件に比べ

減少し、共済金額では、１９億７，２９９万円と前年度１８億

７，３６４万円に比べ５．３％の増加を示した。
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　なお、１１年度契約分の支払い状況は、１２年３月末現

在で支払い件数５２件、共済金は、５，９０４万円であった。

３　財政措置

　１２年度においては、漁業共済の加入者に対する共済

掛金についての国庫補助額は６８億５，６０８万円であった。

　また、漁業共済組合及び連合会に対して、事業実施

に必要な経費のうち人件費等について５億２，００４万円

の助成を行った。

第９節　沿岸・沖合漁業

１　沖合底びき網漁業

　概要：沖合底びき網漁業は１５t以上の動力漁船により

底びき網を使用し、北緯２５度以北、東経１５３度以西と東

経１２８度３０分（一部１２８度）の線により囲まれた太平洋、

オホーツク海及び日本海で行う漁業である。操業区域

は４６区分に細分化されており操業は資源保護上及び漁

業調整上の厳しい制限のもとに主に自県沖を中心に行

われている。

　許認可隻数：１２年末で４７１隻であった。

　船型：１６０tまで１２階層に分かれるが新６６～新７５t階層

及び新３０t未満階層が１０３隻と最も多くなっている。

　漁法：かけまわし、トロール及び２そうびきであり、

オッタトロールは北海道周辺及び宮城～千葉までの沖

合で操業しており、２そうびきは岩手の一部、太平洋

南海区及び島根～福岡で操業している。北海道及びそ

の他の海域においては主としてかけまわしによる操業

が行われている。

　　漁獲量：１１年は４７万tで前年に比べ３万t減少した。

魚種別にはすけとうだら１８万 t、ほっけ１１万 t、かれい

類２万 tとなっている。

２　小型底びき網漁業

　小型底びき網漁業は総トン数１５t未満の動力漁船に

より底びき網を使用して営む漁業であり、地先沿岸を

漁場とするものから沖合域を漁場とするものまで地域

により多様であって、沿岸漁業の中においては、釣、

延縄とともに代表的な地位を占めている。本漁業は他

種沿岸漁業と比較すると、漁獲効率が高く、資源に及

ぼす影響が大きい。また、漁場が競合する同業種間、

あるいは他種沿岸漁業との間において漁業者同士の紛

争が発生する恐れがあるので、漁業調整上の見地から

都道府県知事が許可することができる隻数の最高限度

を農林水産大臣の告示により定めている。また、海域

によっては船舶の総トン数若しくは馬力数の最高限度

を定めることができることとなっているほか、漁具漁

法についても漁獲効率が高い２そうびき漁法、網口開

口板等の使用を農林水産大臣が特に定める海域以外は

禁止している。本漁業の１２年の許可総枠隻数２２，３０５隻

である。１１年の漁獲量は約４７万２千 tでほぼ前年同と

なっている。漁獲物はひらめ、かれい類、えび類の中

高級魚が多く、生鮮、そう菜物として利用されている。

３　まき網漁業

　総トン数４０トン（北海道恵山岬灯台から青森県尻屋

崎灯台に至る直線の中心線を通る正東の線以南、同中

心点から尻屋崎灯台に至る直線のうち同中心点から同

直線と青森県の最大高潮時海岸線との最初の交点まで

の部分、同交点から最大高潮時海岸線を千葉県野島崎

灯台正南の線と同海岸線との交点に至る線及び同点正

南の線から成る線以東の太平洋の海域にあっては総ト

ン数１５トン）以上の動力漁船によりまき網を使用して

行う大中型まき網漁業の１３年１月現在の許認可隻数は、

２４５隻

であった。

　また５t以上４０t未満（北部太平洋海域においては１５t

未満）の中型まき網漁業の大臣枠付隻数は、１３年１月

現在で５９０隻となっている。１１年におけるまき網漁業

の漁獲量は１５７万 t（うち大中型まき網漁業１０９万 t）で、

前年より約１６万 tの減となった。これは主にさば類の

漁獲減によるものである。

４　ずわいがに漁業

　日本海及びオホーツク海のずわいがには、主として

沖合底びき網漁業、小型機船底びき網漁業及びかご漁

業により漁獲されている。ずわいがにを漁獲目的とす

る１０t以上船（沖合底びき網漁業を除く。）については

大臣承認となっており、沖合底びき網漁業も含めて、

ずわいがにの漁獲時期、体長制限等を省令で規制して

いる。１３年度の承認隻数は小型機船底びき網漁船１３２

隻、かご漁船２０隻の計１５２隻であった。１１年のずわい

がにの全国漁獲量は約５千 tである。

５　さんま漁業

　さんま漁業を大きく２つに分けると１０t以上の漁船

で千葉県野島崎灯台正東の線以北の太平洋の海域にお

いて漁を営む承認漁業（大臣承認）と１０t未満の小型

船で漁を営む知事許可漁業がある。

　漁法として、さんま承認漁業では棒受け網のみであ
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るが、知事許可漁業に関しては、流し網による漁も

行っている。

　本漁業の漁期は、さんまの回遊が索餌のための北上

する魚群及び産卵のための南下魚群が形成される８月

から１２月と限定されており、さんま漁船の多くがさ

け・ます流し網漁業等との兼業船である。大臣承認漁

業における操業時期は、１０～２０t未満船が８／６～１２

／２５、２０～４０t未満船が８／１０～１２／２５、４０t以上の船

が８／１５～１２／２５となっている。

　１２年度のさんま漁業の大臣承認隻数は２３５隻で、前

年度から５隻減少している。１１年・１２年の漁獲量は１４

万 t前後と２年続けて不漁であったが、１２年には２１万

tに漁獲が回復した。

６　いかつり漁業

　いかつり漁業は、かつて沿岸零細漁業から沖合漁業

へ、さらには海外漁業へと展開してきたが、魚価の低

迷等によりいかつり専業船を中心に経営不振が続いて

いる。

　いかつり漁業は大きく分けると船舶の総トン数によ

り、その制度的扱いを異にしている。総トン数３０t以

上の動力漁船によりいかつり漁業を営む場合は農林水

産大臣の承認を必要とし、３０t以上１３９t未満の漁船に

よるものを「中型いかつり漁業」、１３９t以上の漁船によ

るものを「大型いかつり漁業」と称し操業海域等を区

分している。３０t未満の漁船については農林水産大臣

の承認を必要としないが、それぞれの都道府県の事情

に即した知事許可等の取り扱いが行われている。

　なお、するめいかを目的とする５トン以上３０トン未

満船については、平成１０年から農林水産大臣の届出と

なっている。

　１２年度の承認隻数は大型いかつり漁業が６９隻、中型

いかつり漁業が２５６隻である。また、３０t未満船は全国

で約２万１千隻が稼働している。

　中型いかつり漁業については、５７年度から３年間特

定漁業構造再編対策事業として１６０隻、６３年度は、海外

いかつりの廃業見合いとして９１隻、２年度から３年間

特定漁業構造再編対策事業として１１４隻の減船を実施

した。また、１１年度から新日韓漁業協定の締結に伴う

減船事業として、日本海漁業構造再編対策事業により

１２年度末現在で２２隻の減船を実施した。大型いかつり

漁業については５９年度から２年間で２０隻の減船を実施

した。

７　かじき等流し網漁業

　かじき等流し網漁業は大目流し網漁業と称してかじ

き、かつお又はまぐろをとることを目的とした漁業で

あり、三陸沖を中心に古くから行われ基本的には自由

漁業となっていたが、国際環境の変化により元年８月

届出制とした。さらに、公海における操業が３年の第

４６回国連総会の決議により、４年１２月末をもって停止

となったことに伴い、我が国２００海里においては、公海

域からの転換等により届出海域における漁獲努力量が

増加する恐れがあるので、５年４月より、知事許可又

は海区承認による規制が行われている海域以外は操業

禁止区域となった。本漁業の１１年の漁獲量は約５千 t

であった。

８　遊漁・海面利用

　近年の海に対する国民の関心の高まりの中で、海洋

性レクリエーション人口の増加、行動範囲の広域化が

顕著であり、また、これに伴い漁業との間で海面の利

用をめぐりトラブルが頻発している。このため、各沿

海都道府県において海面利用協議会、地区協議会を開

催するとともに、沿岸漁場整備開発法（昭和４９年法律

第４９号）に基づく漁場利用協定の締結を促進して、海

洋性レクリエーション関係者と漁業者の協議・合意を

通じた漁業と海洋性レクリエーションの海面利用秩序

の確立に努めた。また、遊漁者に対して漁業関係法令、

釣りマナー等漁場利用に必要な知識を周知、広報する

ための事業、漁業と海洋性レクリエーションにおける

海面の利用調整及び合理的な紛争解決を図るための海

レク者の活動動向の把握及び意識の実態調査を実施す

るとともに、青少年を中心に水産資源の有効利用の重

要性について認識を育み、漁業への理解を促進するた

めの水産教室等の開催、釣り人に対して釣りマナー、

釣場ルール、水産資源保護、釣場環境の保全、釣場の

安全等の指導を行う者を育成する釣り指導員活動推進

事業を引き続き実施した。

　遊漁船業については、遊漁船業の適正化に関する法

律（昭和６３年法律第９９号）制度の周知徹底、事故防止

等を図るための遊漁船業安全・適正化推進事業を実施

するとともに資源管理の取り組みを促進するため、遊

漁による資源利用の適正化対策事業を実施したほか、

遊漁船業に関する情報データの充実化のため遊漁船業

基礎情報分析事業を実施した。

　また、海洋性レクリエーション関係者に対する海面

利用のルール等の普及・啓発を図る海面利用調整定着

化事業及び漁業体験等による都市と漁村との交流を推

進するための地域的取り組みのリーダーとなる都市漁

村交流推進員の育成等を行う元気な漁村づくり推進事

業を実施した。
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９　我が国２００海里内における漁業取締り

�　外国漁船の取締り

　平成１１年１月の新日韓漁業協定、平成１２年６月の新

日中漁業協定の発効に伴い、ロシア漁船と合わせ約３

千隻もの外国漁船が我が国の許可を受けて、我が国

２００海里内で操業を行うこととなった。水産庁ではこ

れら外国漁船による違反操業の未然防止のための立入

検査、違反外国漁船の拿捕、違法設置漁具の押収等の

漁業取締りを実施しており、特に外国漁船による違反

が頻発している九州・山陰周辺などの海域については、

漁業取締船、航空機を重点的に配備している。

　これら漁業取締りにより拿捕した違反漁船に対して

は、司法処分を科すとともに許可の停止や取消しの処

分を実施しており、平成１２年における検挙件数は２１隻

（韓国漁船１６隻、中国漁船５隻）であった。

　　また、平成１２年における外国漁船による違法漁具

の押収量は、刺網・延縄が約６０㎞、篭漁具が約５千個

に達しており、これら漁具による漁獲物約５．３トンも

証拠物として押収した。

�　沿岸・沖合等漁業の取締り

　我が国の沿岸・沖合等漁業に関する取締りは、主と

して指定漁業、承認漁業等に対して行われているが、

都道府県の知事許可の沿岸漁業に対しても指導・取締

りを行っている。

　また、検挙した違反漁船に対しては、司法処分を科

すとともに停泊処分や漁船への乗組み禁止処分などの

行政処分を実施しており、平成１２年における検挙件数

は１５隻（大中まき網漁業２隻、沖合底びき網漁業２隻、

小型機船底びき網漁業２隻、その他漁業９隻）であっ

た。

�　漁業取締体制の強化

　水産庁では、我が国２００海里内における漁業指導・取

締りのため、漁業取締船（官船５隻、用船２９隻）、漁業

取締航空機（チャーター機４機）を配備して取締りに

当たっているところである。

　しかし、外国漁船による違法操業が増加するととも

に、違反を発見されると逃走したり抵抗する悪質な漁

船が増えており、これら違反漁船による違法な漁獲に

より我が国の水産資源や漁場環境の悪化が懸念されて

いる。

　このため、違反漁船に対する取締捜査能力の向上を

図るため、漁具・漁獲物の回収船や新型取締船への移

行を計画的に実施し、実効ある取締体制の構築を図る

こととしている。

第１０節　遠洋・北洋漁業

１　さけ・ます漁業

　１１年度のさけ・ます漁業については、日ロ漁業合同

委員会第１５回会議及び民間協議の結果を受け、日本

２００海里内において５，３７０tの漁獲限度量及びロシア２００

海里内において１７，５７５tの漁獲割当量となった。

�　中型さけ・ます流し網漁業

　ア　太平洋海域

　太平洋中型さけ・ます流し網漁業は、４年度からの

公海操業の停止を受け、ロシア２００海里内のみの操業

となっている。１１年度の漁獲割当量は１４，１８３．５tで、

７３隻が５月１４日から７月２９日まで操業し、漁獲実績は

１３，５８４tであった。

　イ　　日本海海域

　日本２００海里内において８００tの漁獲限度量で４月２

日から６月２５日まで１５隻が、操業を行い、漁獲実績は

６１９tであった。

　また、３隻がロシア２００海里内において、３７５tの割当

量を受け、５月９日から６月２５日まで操業し、漁獲実

績は２８４tであった。

�　太平洋小型さけ・ます流し網漁業

　１３４隻（１０t未満）が、日本２００海里内において４，５７０t

の漁獲限度量で、５月１日から６月３０日まで操業を行
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表１９　太平洋中型さけ・ます流し網漁業の漁獲量
（単位：トン）

計ますのすけぎんざけからふとますしろざけべにざけ

��������������������������１１年（Ａ）

��������������������魚種別比較（％）

������＊�������������������１０年（Ｂ）

��������������������魚種別比較（％）

���������������������������（Ａ）�（Ｂ）×１００

＊四捨五入のため内訳と一致しない。



い、漁獲実績は４，３２８tであった。また、１９t型の３０隻が

ロシア２００海里内において３，０１６．５tの割当量を受け、

５月１４日から７月１９日まで操業し漁獲実績は２，９５７tで

あった。

２　捕　鯨　業

�　商業捕鯨の中断

　昭和５７年、国際捕鯨委員会（IWC）は第３４回年次会

議において、１９９０年までに鯨類資源状態の見直し（包

括的評価）を行うとの条件付きで商業捕鯨の全面禁止

（モラトリアム）を決定した。これに対し我が国は条

約の規定に基づき異議申し立てを行ったが、米国は日

本が商業捕鯨を継続すれば、米国２００海里内での対日

漁獲割当てを削減すると主張したため、やむを得ざる

措置として日米取決めを結び、商業捕鯨は１９８８年より

一旦中断した。

�　包括的評価とモラトリアムの見直し

　従来から検討されていた鯨資源の改訂管理方式が完

成し、南氷洋ミンク鯨資源については、１００年間の捕獲

許容水準が２０万頭であることが算出された。しかし、

捕鯨を行う際の検査・監視制度等の完成が商業捕鯨再

開の前提との決議案が採択されたため、モラトリアム

の見直しは先送りとなっている。

�　鯨類捕獲調査

　我が国は商業捕鯨再開に向けて鯨類資源に関する

種々の調査を行っているが、この一環として南氷洋ミ

ンク鯨の生物学的資料収集のための捕獲調査を、国際

捕鯨取締条約に従いつつ、１９８７年度から１６年計画で実

施しており１９９５年度よりこれまでの調査を充実改善し

た拡充調査を開始した。

　また、１９９４年度から北西太平洋ミンク鯨の系統群解

明を目的に同海域において捕獲調査を開始し、現在第

二期が行われている。

�　沿岸小型捕鯨

　我が国の沿岸小型捕鯨は、従来ミンク鯨を主対象と

した操業を行っていたが、モラトリアム決定のため現

在は IWC規制対象外鯨種（つち鯨、ごんどう鯨等）

のみを捕獲している。この捕鯨は、米国、デンマーク

等の国で行われている原住民生存捕鯨（文化的、伝統

的重要性からモラトリアム下であっても捕鯨が認めら

れている）と同様の社会的・経済的な性格を有してい

るので、ミンク鯨の捕獲再開が認められるよう IWC

に要求しているところである。

３　かつお・まぐろ漁業

�　概　　　況

　総トン数２０t以上の漁船によって営まれる本漁業は、

その漁船の規模により近海かつお・まぐろ漁業、遠洋

かつお・まぐろ漁業及び母船式かつお・まぐろ漁業の

３種類に分けられる。これらは、指定漁業となってお

り、漁業を営もうとするときは農林水産大臣の許可を

受けなければならない。

　これらの許可船の隻数は、１２年８月１日現在総数

８２９隻で前年より４隻減少した。これは、自主廃業に

よるものである。

　また、５２年以降の２００海里設定によりすでに２０数年

が経過したが、沿岸国の中に新規に入漁を認めようと

する国もあり、我が国は積極的に優良漁場の確保に努

めてきている。しかしながら、既存漁場の入漁協定に

おいては毎年入漁条件が厳しくなる一方、大西洋にお

けるまぐろの国際的な漁獲規制の強化に加え、みなみ

まぐろの漁獲枠の設定等、国内的にも対外的にも本漁

業をめぐる環境はますます厳しくなる傾向にある。

　一方、経営面では、バブル経済崩壊後の経済低迷、

輸入の増大による魚価低下により、多くの経営体で赤

字となっており、累積債務も大きなものとなっている。

表２０　　かつお・まぐろ漁業

　　�　かつお・まぐろ漁業許可隻数

（１２年８月１日現在）

　　遠洋かつお・まぐろ漁業 ������� ５８７隻　

　　近海かつお・まぐろ漁業 ������� ２４２隻　

　　　　　合　　計 ����������� ８２９隻　

　　�　かつお・まぐろ漁業の漁獲量

 ���������� （１２年、概数、かっこ内は前年）

　　まぐろはえなわ漁業 �� １８６千 t　　　（１９９千 t）

　　かつお一本釣り漁業 �� １６９千 t　　　（１８０千 t）

　　　　　合　　計 ���� ３５５千 t　　　（３７９千 t）

�　かつお・まぐろ漁業の振興

　かつお・まぐろ漁業の振興を図るため、新技術開発

事業による省エネルギー機器、省力化機器等の開発を

進めるとともに、金融面でも漁業再建整備特別措置法

に基づく中小漁業構造改善事業により、公庫の長期低

利の資金を融通し、省エネルギー漁船の導入等の促進

を図るとともに、漁業経営の改善合理化に向けた取組

を支援するため、漁業経営改善促進資金等の制度資金

を融通している。さらに、経営の悪化した漁業者の金

利負担を軽減するため、緊急対策として、漁業経営安
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定維持資金及び漁業経営再建資金等の融通を行ってい

る。

４　遠洋底びき網漁業

　遠洋底びき網漁業は、操業区域により３業種（遠洋

トロール、北転船、えびトロール）に区分されていた

が、国内規制を緩和し、漁業者の企業努力により操業

機会が確保できるようにするため、平成１０年８月１日、

３業種を統合し遠洋トロールとした。

　平成１２年８月１日現在の許認可隻数は１０９隻となっ

ている。

�　北方漁場

　北方漁場においては、ロシア２００海里水域での民間

入漁及びロシアGG等により、すけとうだらを漁獲対

象とした冷凍船による操業が中心となっており、周年

ロシア海域で操業している。また、すり身工船（周年

又は約半年間をロシア海域に依存）によるすけとうだ

らを漁獲対象とした操業も行われている。

�　南方漁場

　南方漁場においては、ニュー・ジランド水域 ､カナ

ダ水域、北西大西洋（NAFO）水域、北東大西洋

（NEAFC）水域、南極（CCAMLR）水域及び一部の

北方漁場を含め、これらの漁場を組み合わせた周年操

業を行っている。

　ニュー・ジランド水域での主対象魚種はホキ、南タ

ラであり、カナダ、北西大西洋（NAFO）、北東大西

洋（NEAFC）水域での主対象魚種はカラスガレイ、

赤魚である。

　また、南極（CCAMLR）水域ではオキアミを対象と

して操業を行っている。　

　漁場が外国２００海里水域内であるものについては、

単純入漁方式による入漁が不可能な状況であるため、

形式用船方式により入漁を行っている。

　なお、ダブルリガー方式の小型トロール漁船により、

えびを対象として操業を行っているスリナム水域のよ

うに、現地法人化による操業も行なわれている。

５　北洋はえなわ・さし網漁業

　北洋はえなわ・さし網漁業は米国水域を主漁場とし

まだらを中心に漁獲してきたが、年々規制が強化され、

昭和６３年には米国水域の割当はゼロとなり、平成元年

度には「国際漁業再編対策」に基づき１０隻の減船を行っ

た。平成１２年８月１日の許認可隻数は４隻であるが、

操業は行われていない。

６　海外いかつり漁業

　�　ニュー・ジランド周辺水域のいかつり漁業は ､

昭和４８年から大臣承認漁業となり、現在に至っている。

　６０／６１年漁期からTAC（漁獲可能量）規制が導入

されたが、元／２年漁期からは、政府間交渉による割

当はゼロとなり、現在は現地合弁会社等に形式的に用

船され操業を行っている。１２／１３年漁期の操業隻数は

１隻となっている。

　�　南西大西洋におけるいかつり漁業は、昭和６０年

にマツイカを対象として開始されたが、同海域におけ

る成績が良好であったこと及び同海域でのいかつり漁

業は届出制であり操業規制がなかったことから操業隻

数及び漁獲量が急増した。

　しかしながら、このようないかつり漁業の急速な拡

大に対して、FAO等から資源の乱獲の危険性が指摘

されたほか、アルゼンチン２００海里水域への侵犯事件

の発生等同水域における我が国いかつり漁業の安全操

業の確保が困難となってきたことと、マツイカの大量

搬入により産地市場の価格が下落したことにより、昭

和６２年７月に南西大西洋水域を大臣承認制とし、資源

保護及び漁業取締り、その他漁業調整の観点から操業

隻数を管理することとした。

　１２／１３年漁期の操業隻数はフォークランド ･アルゼ

ンチン海域あわせて４６隻となっている。

　�　ペルー２００海里の入漁は ､アメリカオオアカイ

カを対象に平成２年よりペルー政府が個別に試験操業

の許可を発給し始めたことによるが、その後、ペルー

政府に対する業界の働きかけが加熱したため同政府は、

クォーター、漁獲努力量、入札最低価格、期間等を定

めた入札制度を導入した。１２／１３年漁期の操業隻数は

２７隻となっている。

７　国際漁業再編対策事業

�　事業の趣旨

　我が国国際漁業をめぐる情勢が一段と厳しさを増し

ている中で、現在の国際社会における我が国の立場を

考えた場合、資源状態等に関する科学的根拠や漁獲実

績をもとにした外交交渉によっても、我が国の国際漁

業の存在を確保することが必ずしも可能な状況にはな

く、漁業種類によって縮減やむなしとの判断をせざる

を得ない局面が増加することが予想される。

　この場合に重要なことは、漁業者のみならず、関係

事業者及び従事者に影響の大きい減船をできる限り混

乱なく進めることである。

　このため、従来においては、漁獲割当を削減され、
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出漁できないという状態に至ってから余儀なくされて

いた減船について、新たに、国際的な情勢を基礎とし

て計画的に実施するとともに、これに伴う所要の対策

を総合的に講ずる仕組みを設けることにより、国際的

漁業の再編対策を円滑かつ計画的に進めることとし、

このことについて元年１２月２２日の閣議了解を行った。

�　事業の概要

　ア　特定漁業再編整備対策

　漁船の隻数の縮減を実施するための、減船漁業者へ

の交付金の交付等を行う。

　イ　減船漁業者および水産加工業者、資材供給漁業

者等関連事業者の事業転換等対策

　水産加工資金の融通、中小企業体質強化資金助成制

度のうち事業転換等貸付等の活用により、新たな経済

的環境の円滑な適応の確保に努める。

　ウ　漁業離職者の雇用対策

　減船の実施に伴い、特定漁業からの離職を余儀なく

されたものについて、その実態に即応しつつ必要に応

じ、国際協定の締結に伴う漁業離職者に関する臨時措

置法（昭和５２年法律第９４号）に基づく措置等を通じ、

再就職の促進に努める。

�　事業の実績

　これまで元年度においては北洋はえなわ・さし網漁

業及び東部ベーリングつぶ漁業、２年度においては北

洋さけ・ます漁業、３年度においては北洋さけ・ます

漁業及び北方底びき網漁業、４年度においては北洋さ

け・ます漁業、北方底びき網漁業及び公海流し網漁業、

５年度においては北方底びき網漁業、公海流し網漁業、

６年度においては、公海流し網漁業について引き続き

本事業を行い、７～９年度においては、実績はなかっ

たが、１０年度において遠洋まぐろはえなわ漁業につい

て本事業を行った。

第１１節　国際漁業交渉

１　海洋法に関する国際連合条約の動向

　１９８２年に採択された新たな海洋秩序を構築する「海

洋法に関する国際連合条約」は、１９９４年１１月１６日に発

効した。

　我が国についても、１９９６年７月２０日に同条約が効力

を生じた。また、「排他的経済水域及び大陸棚に関す

る法律」、「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」、「海洋生物資源の保

存及び管理に関する法律」、「水産資源保護法の一部を

改正する法律」等の同条約関連法案も同日より施行さ

れた。

２　二国間交渉

�　日ロ漁業委員会第１６回会議

　２０００年の日ロ双方の漁船の相手国２００海里水域にお

ける操業条件について協議する日ロ漁業委員会第１６回

会議が、１９９９年１２月７日から２２日までモスクワにおい

て開催された。

　（協議の経過）

　日ロ漁業委員会第１６回会議は、日本側からは森本稔

水産庁次長ほかが、ロシア側からはガラガンロシア連

邦漁業国家委員会副議長ほかが出席した。協議の中で

ロシア側は、①資源状況が悪化している魚種について

は、日本漁船に対するロシア水域内での割当量を削減

すべきである、②ロシア２００海里水域内でロシア漁船

の操業が活発になってきており、日本漁船に対する割

当が困難となっている等の主張を行ってきた。

　このようなロシア側の主張に対し、日本側は国内漁
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業者の現状を説明し、双方の妥結点を見いだすことを

目指した。特に相互性に基づく操業については、昨年

同様、日本側から機材供与等の協力を行う意向を表明

し、協議を重ねた結果、次のとおりの内容で合意に

至った。

（合意の内容）

　�　ロシア水域における日本漁船の操業条件

　ａ　相互性入漁

　①漁獲割当量は７万２千トン（前年は７万４千トン）。

　②操業条件は新たに一部の漁船にロシア公務員の乗

船、及び全船にチェックポイント通過を課す。

　③日本側（民間団体）からロシア側に対し専門家の

研修及び機材の供与を含む協力事業を実施。

　ｂ　有償操業

①漁獲割当量は９千３百トン（前年は９千６百トン）。

②日本側（民間団体）はロシア側に３億６千万円を支

払う。

　ｃ　共通事項

　許可隻数枠は相互性、有償併せて１，１００隻。

　�　日本水域におけるロシア漁船の操業条件

　ａ　漁獲割当量は７万２千トン（前年７万４千トン）。

　ｂ　操業条件は新たにオブザーバー乗船を課す。

　ｃ　許可隻数枠は２０５隻（前年同）。

　�　寄港

　補給及び乗務員の休養のため、前年と同様の条件で

双方とも１港に限り寄港を認める。

　�　民間協力関係

　両国の企業及び組織間での漁業分野における協力の

促進について、双方とも関心を有している旨を確認。

�　日ロ漁業合同委員会第１６回会議

　日ロ漁業合同委員会第１６回会議が２０００年３月９日か

ら１７日までの間、東京において開催された。

　本委員会においては、当面する漁期におけるロシア

を母船国とする溯河性魚類（さけ・ます）の日本によ

る漁獲の条件が決定されるとともに、北西太平洋の公

海における生物資源の保存及び管理の問題、日ロ両国

の団体及び企業の間の漁業分野における協力関係等に

つき広く意見交換が行われた。

　（協議の概要）

　日ロ漁業合同委員会第１６回会議は、日本側から川本

省自水産庁資源生産推進部長ほかが、ロシア側からは

イズマイロフロシア連邦漁業国家委員会副議長ほかが

出席した。

　まず、日本漁船による我が国２００海里内でのロシア

系さけ・ますの漁獲に関して、ロシア側は当初、協力

費の前年並みの水準維持と資源状況の悪化を理由にし

ろざけの漁獲可能量の削減について強く主張してきた。

しかしながら、科学者間の協議を含め、双方が検討を

重ねた結果、最終的に次のとおりの内容で妥結した。

　◯２０００年に日本漁船が日本２００海里内で漁獲するロ

シア系さけ・ますの上限量を５，９２０トンとする（前年

５，３７０トン）。

　◯日本２００海里内を回遊するロシア系さけ・ますの保

存への協力の一環として、日本側（民間団体）はロシ

ア側に対して７．０３億円を下限とし、８．５９億円を上限と

する額に相当する機械及び設備をさけ・ます再生産の

ためロシア側に供与する。協力費の額は漁獲実績に応

じて決定される（前年７．０３億円～７．７５億円、支払い方

法前年同）。

　次にロシア２００海里水域における日本漁船のさけ・ま

す操業に関して、ロシア側は有償その他相互に受け入

れ可能な条件の下で、日本の関係団体に対して少なく

とも１４，０００トン以上のさけ・ますの漁獲量を提供する

用意がある旨を表明し、具体的な操業条件については、

協議終了後に開催されるロシア政府と日本の民間団体

との間の協議により決定されることとなった。

　このほかの議題として、①ベーリング公海漁業問題

については、「中央ベーリング海におけるすけとうだ

ら資源の保存及び管理に関する条約」の諸規定の適切

な運用を図ることが重要であることで一致し、②オ

ホーツク公海については、すけとうだら資源の問題に

かかる日ロ間の協力の有効性が確認されるとともに、

日本漁船が行っているカラスガレイ操業の継続が確認

された。また、③漁業の分野における両国の民間ベー

スでの協力については当該協力を今後とも互恵的な形

で発展させていくことで一致し、④２０００年の漁業の分

野における両国政府間の科学技術協力計画が採択され

る等、幅広い議論が行われた。また、次回会議につい

ては２００１年の２月または３月にロシア連邦で開催され

ることとなった。

�　日韓漁業協定の発効

　平成１０年９月２５日、日本海及び済州島南部水域での

暫定水域の設定、すけそうだら、ずわいがに、その他

の漁獲量の取扱い等に関して基本合意に達し、１１月２８

日に鹿児島で署名が、１２月１１日に我が国国会で、翌年

１月６日に韓国の国会で協定が承認された。

　他方、双方の排他的経済水域における操業条件、漁

獲割当量や暫定水域での資源管理等については、基本

合意に達した以降、協議が続けられたものの、特に韓

国のズワイガニを目的とする底刺し網漁業、かご漁業

の扱いを巡って韓国側と日本側との意見が対立し、合

意が得ることができなかった。このため１９９９年（平成
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１１年）１月２２日、協定は発効したものの、双方の排他

的経済水域での相手国漁船の操業は行えない状況と

なったが、２月５日、日韓双方の相手国水域での操業

条件についての合意が得られ、２月２２日から相手国水

域での相互操業が行われている。

　平成１３年の相手国水域における操業条件については、

我が国の漁船の操業条件は概ね前年と同様となり、一

方、韓国漁船については、我が国と等しくなるよう大

幅に削減され、特に、協定発効時から問題とされてき

た韓国漁船の刺し網、かご漁業については隻数、割当

量とも大幅な削減が行われた。

　さらに、平成１２年に日本海で我が国漁船とのトラブ

ルが多発した韓国の延縄漁業については、特に問題と

された底流し延縄漁業について、トラブルを避けるた

め、少ない冬期のみに限定するとともに、操業規制及

び監視の強化を図ることとなった。

　この平成１３年の操業条件、暫定水域内の資源管理措

置等は、平成１２年１２月２２日に東京において行われた第

３回日韓漁業共同委員会で、日韓両国政府に勧告また

は了承された。

　現在、双方の排他的経済水域での操業は概ね円滑に

行われており、国連海洋法条約の趣旨に沿って新たな

漁業秩序が定着しつつある。

�　日中漁業協定

　日中間においては、国連海洋法条約の趣旨に則した

新たな協定を、２０００年２月に北京で開催された大臣級

協議により、２０００年６月１日に発効することで意見の

一致を見た。それに伴い、２０００年４月から相手国入漁

のための操業条件等の決定のために３回の部長・副局

長協議を開催し、２０００年５月１８日に２０００年漁期の操業

条件について合意し、２０００年６月１日に新協定が発効

した。

　新協定においては、

　①協定の対象水域を日中両国の排他的経済水域全域

とし、原則として沿岸国主義に基づく相互入会いの措

置をとり、沿岸国は資源状況を考慮して相手国漁船の

漁獲割当量その他の操業条件を決定し、許可及び取締

りを行う。

　②東シナ海のうち北緯３０度４０分線と北緯２７度線の間

の日中両国から概ね距岸５２海里以遠の水域は、暫定措

置水域として共同で資源管理を行い、取締りは自国の

漁船に対して行う。

　③北緯２７度以南の東シナ海及び東シナ海より南の東

経１２５度以西の協定水域（南海における中華人民共和国

の排他的経済水域を除く。）は既存の漁業秩序を維持す

る。

　④日中漁業共同委員会を設置し、相互入会水域の操

業条件及び北緯２７度以南水域の資源管理について協議

し、両国政府へ勧告するとともに、暫定措置水域の共

同管理措置を協議し決定する。

　などが定められている。

　新協定が発効し、２００１年漁期の相手国入漁のための

操業条件等を決定するため、２０００年１０月から５回の部

長・副局長級協議を開催したが、両国間の意見の隔た

りは大きく、年内に合意するには至らなかった。その

ため、２００１年１月から操業中断という異例の事態を見

ることとなった。

　２００１年１月になってからも、引き続き相手国入漁の

ための操業条件等を決定する部長・副局長級協議を開

催したが、依然として両国間の意見の隔たりは大きく、

通算８回目となる２００１年３月の協議で、ようやく２００１

年漁期の操業条件が合意に至り、２００１年４月３日に共

同委員会を開催することが決まった。

�　日米漁業協議

　米国２００海里内において我が国漁業の枠組みとなっ

ていた日米漁業協定については、１９９１年末に期限が満

了し、同水域における対日漁獲割当量、洋上買魚とも

ゼロとなったことから、延長を行わなかった。

　しかしながら、水産分野における日米の意見交換は

重要であるとして、同協定の失効後、種々の漁業問題

を討議するために定期的な実務者漁業協議の場として

日米漁業委員会が設立され、１９９２年１月東京において

第１回協議を行った。

　第７回協議は１９９９年６月東京で行われ、まぐろ資源、

WTO及びIWCにおける課題等両国の関心を有する国

際的な漁業問題について意見交換が行われた。

�　日加漁業協議

　２０００年６月、オタワにて日加漁業協議が開催され、

わが国からは弓削水産庁審議官他担当官が、加からは

サルナ海洋漁業省国際関係部長等が出席した。

　本会議では、２０００年のカナダEEZ内での対日漁獲割

当、水産物貿易、地域漁業管理機関での水産物資源管

理への取組等について協議が行われた。

　トルール漁業については、資源状況が悪化しており、

加国内の漁業者が割当量を全て消化することを理由に、

昨年に引き続き、わが国への漁獲枠の割当が行われな

かった。

　また、昨年まで入漁を行っていた我が国まぐろ延縄

漁業についても、メカジキの混獲等の理由により、入

漁が認められなかった。

　その他、各地域漁業管理期間についても幅広い意見

交換を行い、科学的根拠に基づく水産資源の持続的利
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用を原則として、両国が引き続き協力していくことを

確認した。

　また、水産物貿易問題については、近年の両国間の

貿易状況について意見交換を行った他、我が国より

WTO問題に対する基本的立場（水産資源の持続的利

用に貢献する貿易ルールの確立）を説明した。

�　日・ニュージーランド漁業交渉

　１９７８年９月に発効した日・NZ漁業協定に基づき、毎

年、我が国漁船のNZ水域における操業条件が決定さ

れてきていた。（近年操業を行っていたのは、まぐろ

延縄漁船のみで、これも急速に減少。）９６／９７漁期より、

我が方と先方の入漁条件が折り合わず、我が国漁船の

操業が行われなくなったことから、NZ側は協定を不

必要とし、９７年９月をもって協定は失効した。

�　日・パプアニューギニア漁業交渉

　１９８１年１月に締結された日・パプアニューギニア民

間漁業取極により、従来、我が国まぐろ漁船が入漁し

ていたが、８６年１２月、パプアニューギニア側が従来の

入漁料より２倍以上の値上げを要求、このため交渉は

決裂し、協定も８７年３月をもって失効した。

�　日・キリバス漁業交渉

　１９７８年６月に締結された日・ギルバート諸島漁業協

定（キリバスの独立は７９年７月１２日）に基づき、９３年

９月に具体的な操業条件を定めた民間漁業協定が締結

された。９８年１１月に協定が改正・更新された。入漁料

の支払い方式は、まぐろ延縄、かつお一本釣り船につ

いては、入漁料が月毎に魚価とともに変動し、船別航

海毎に支払う方式となっている。００年６月の我が国漁

船の一航海あたりの入漁料は延縄漁船が約１７２万円、

一本釣り漁船が約１５７万円となっている。また、まき

網漁船については、１９９５年７月２０日に試験操業の協定

が締結されており、９９年１０月、フィジーでの協議によ

り、協定が締結された。００年の操業条件は①年間許可

料を１隻当たり１５０万円（実水揚金額の５％がこれを上

回る場合には、入漁料が実水揚げ金額の５％になるよ

うに補填い。）等

�　日・ソロモン漁業交渉

　ソロモン２００海里水域への我が国まぐろ延縄漁船及

びかつお一本釣り船の入漁は、１９７８年９月に発効した

日・ソロモン漁業協定に基づいて行われてきたが、８８

年４月ソロモン側より、政府間協定の下に操業条件を

定めた民間取極の終了通告が出され、以後４回にわた

る終了期限の延長を繰り返してきた。その後、９０年１２

月に新しい民間取極が締結され新しい操業条件が定め

られた。入漁料支払方式は船別航海毎に支払う方式と

なっている。しかしながら、９８年１２月、ソロモン側が

日本側の主張を無視して衛星漁船監視システムの導入

を義務付ける決定をしたために、９９年１月より日本漁

船はソロモンへの入漁を自粛していたが、００年９月、

東京での協議で、現行協定を締結した。一航海当たり

入漁料は、まぐろはえなわ１００t未満約１１５万円、１００t以

上約２１０万円、かつお一本釣り約７８万円。また、まき網

漁船については、同協議において、新たに入漁が認め

られた。１航海当たりの許可料は、１隻当たり１００万

円（実水揚金額の５％がこれを上回る場合には、入漁

料が実水揚げ金額の５％になるように補填払い）。００

／０１年度の機材供与は、１，７２０万円相当。

�　日・オーストラリア漁業交渉

　１９７９年１１月に発効した日・豪漁業協定に基づき、毎

年「日本国のまぐろ延縄漁業に関する日本国政府と

オーストラリア政府の間の補足協定」が締結された。

しかしながら、豪州側は「みなみまぐろ保存委員会」

で国別割当が決定できない場合、日豪漁業協議を行わ

ないという立場をとり、９７年度のミナミマグロ保存委

員会で資源評価をめぐる意見の対立から国別割当が決

定できなかったため、我が方がミナミマグロ保存委員

会と日豪漁業協定とは本来リンクされるべきではない

との主張したにもかかわらず、９７年度以降日豪漁業協

議は行われていない。その結果、現在豪州水域への入

漁は行われておらず、我が国マグロ漁船の寄港も拒否

されている（１３年３月現在）。

�　日・フランス漁業交渉

　１９７９年７月に発効した日・フランス漁業取極に基づ

き、９７年から開始した日・仏漁業協議は９９年１２月に東

京で開催された協議においてようやく合意した。００年

の操業条件は、①入漁料：５４０，０００FF（一括前払方式）、

②機材供与費：４６５，０００FF等。

�　日・南アフリカ漁業交渉

　１９７７年１２月に発効した日・南アフリカ漁業協定にも

とづく００年１月から１２月までの我が国まぐろ延縄漁船

の操業条件について９９年１２月及び００年４月にケープタ

ウンにおいて政府間協議が開催された。その結果、００

年のまぐろ延縄漁船の操業条件は①同時最大許可隻

数：８０隻、②入漁料：昨年と同レベルで短縮された操

業期間を反映させたもの等

�　日・インドネシア漁業交渉

　インドネシアは、１９８０年３月群島基線の外側２００海

里の経済水域を設定し、８１年以降国内法整備ができる

までの暫定措置として、我が国のかつお一本釣り及び

まぐろはえなわ８２隻に限り許可発給を行っていた。８３

年１０月に同国は、２００海里経済水域法を制定し、以降３

回にわたり我が国と漁業交渉を行ったが、入漁料等の
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操業条件が折り合わず、８４年以降同国水域から我が国

漁船は撤退している。

�　日・ミクロネシア連邦漁業交渉

　１９８４年８月に行われた交渉により、同月以降のまぐ

ろはえなわ、かつお一本釣り、まき網船の操業条件等

が協議され、入漁料が月毎に魚価とともに変動し、船

別航海毎に支払う方式及び有効期限の自動延長が採用

された民間取極が締結された。２０００年６月の１航海当

たり入漁料は、まぐろはえなわ２０t未満約３８万円、２０t

以上約７９万円、かつお一本釣り約４７万円、単船まき網

約１４９万円、また、外地陸揚げを行なうまぐろはえなわ

は３ヶ月間の許可となっており、まぐろはえなわ２０t

未満１３６万円、２０t以上約１７８万円。００／０１年度の機材

供与は、５，９００万円相当。

�　日・マーシャル諸島漁業交渉

　１９８１年４月に発効した日・マーシャル漁業協定に基

づき、９３年９月に行われた交渉により、９３年９月以降

の日本漁船の操業条件等が協議され、まぐろ延縄船及

びかつお一本釣り船については、入漁料が月毎に魚価

とともに変動し、船別航海毎に支払う方式となり、操

業条件の有効期限は延長されることとなった。２０００年

６月の１隻当たりの入漁料は、まぐろはえなわ約１３２

万円、かつお一本釣り約１３１万円。９１／９２年以降の機

材供与は廃止された。まき網漁船については、９３年９

月より、試験操業という形で入漁が可能となっており、

９７年１０月の協議で、９７年１０月から９８年８月が７０万円、

９８年９月から９９年８月が８０万円で、いずれも漁獲金額

の５％がこれを越えた場合、差額を補填することと

なっている。

�　日・パラオ漁業交渉

　これまでパラオ２００海里水域への我が国の漁船の入

漁は、１９８４年に発効された民間入漁取極の暫定延長に

より行われてきた。暫定期間中の入漁料支払方式はラ

ンプサム一括支払方式による期間毎許可であったが、

９２年１月に船別支払方式で操業期間も年間あるいは航

海毎が選択できる新しい入漁取極が合意され、同年２

月より新取極により入漁が開始された。しかし、９９年

１１月、パラオは入漁条件としてFFA公認のVMS設

置を要求してきたことから、００年２月から００年９月ま

で、日本漁船はパラオへの入漁を自粛した。操業条件

は、かつお一本釣り漁船は約３７万円（年間許可）、約２４

万円（１航海）、マグロ延縄船は２０トン未満が約２５万円

（年間許可）、約１７万円（１航海）、２０トン以上が約３０

万円（年間許可）、約２１万円（１航海）、まき網漁船が

約１００万円（年間許可）、約７８万円（１航海）となって

いる。

�　日・トゥヴァル漁業交渉

　１９８６年６月に締結された日・トゥヴァル漁業協定に

基づき、９８年２月に日本漁船の操業条件に関する協議

が行われ、民間取極締結された。９８年同３月１日から

の操業条件は、かつお一本釣り漁船については９０万円

の船別航海毎方式、マグロ延縄船は２００トン未満が５０

万円、２００トン以上が７０万円の船別航海毎方式、まき網

漁船が年間９０万円で漁獲量の５％が９０万円を上回る場

合差額を補填することで決着した。

�　日・ナウル漁業交渉

　１９９４年６月に行われた交渉により、同年７月以降の

日本漁船の操業条件が協議された。まぐろはえなわ、

かつお一本釣りについては、入漁料を、船別航海別に

支払う方式（２０００年７月から２００１年６月までの１航海

当たりの入漁料は、まぐろはえなわ船１００t未満約５０万

円、１００t以上は６１万円、かつお一本釣り約８６万円）と

し、まき網船については、年間１隻当たり１００万円、た

だし水揚げ金額の５％が上記金額を上回る場合は、入

漁料が水揚げ金額の５％となるよう追加払いする方式

及び有効期限の自動延長が採用された民間取極が締結

された。

�　日・フィジー漁業交渉

　９８年２月に行われた交渉により、新しく締結する

日・フィジー漁業協定の協定文は、事務レベルで合意

され、９８年７月１日に発効した。２０００年度の１航海あ

たりの入漁料は、延縄船は３０万円、かつお一本釣り船

は３０万円、まき網船は５０万円。

�２１ 　日・モロッコ漁業交渉

　２０００年１２月に東京において日・モロッコ漁業交渉が

開催された。

　その結果、操業条件等は、①入漁料２，０００ドル②ライ

センス料３７，５００ディルハム③科学オブザーバーの乗船

④３０名以上のモロッコ人漁船員の雇用、などで合意さ

れた。

３　多　国　間　交　渉

�　国際捕鯨委員会（IWC）

　第５２回国際捕鯨委員会（IWC）年次会合は、６月１２

日から７月２日まで（科学委員会及び各種作業部会）

及び７月３日から７月６日まで（本会議）オーストラ

リアのアデレードにおいて加盟国４１ヶ国中３４ヶ国が

出席して開催された。

　ア　新北西太平洋鯨類捕獲調査（JARPN２）

　科学委員会では単独の議題としては異例の合計９時

間の長時間をかけた議論が行われ、我が国は全ての質

問に詳細かつ真摯に回答した結果、科学委員会報告書
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は我が国が的確に行った回答が記録され、極めてバラ

ンスのとれたものとなっており、JARPN２の実施に

十分な科学的根拠が確保された。しかしながら本会議

では科学的正当性のない政治的議論が行われ、

JARPN２の自粛を求める決議が賛成１９票、反対１２票、

棄権２票により採択された

　これに対し、本決議の内容は、条約第８条に基づく

締約国の調査実施の権利を侵害するものであり、かつ

科学委員会の意見を無視しているとして、我が国は強

く反対した（決議は拘束力のないものであり、我が国

の調査の実施を法的に制限するものではない）。

　イ　南太平洋鯨類サンクチュアリー（禁漁区）の設

定

　科学委員会では、NZ等の科学者が南太平洋鯨類サ

ンクチュアリー設置を主張したが、その科学的根拠に

関する合理的な説明はなく、その主張は我が国等によ

り全て反駁された。本会議では豪州、NZ、米国、英国

等は、過去の商業捕鯨により資源が激減した事実があ

るとして本サンクチュアリーの設定（条約附表修正提

案）を求めたが、我が国を含む複数の国が、本提案は

科学的根拠に欠けること、サンクチュアリーの設定は

科学委員会の助言に基づくものでなく条約違反である

こと、商業捕鯨モラトリアムが維持されている状況下

では必要ないこと等を強く主張し、反対した。投票の

結果、賛成１８票、反対１１票、棄権４票で本提案は否決

された（注：条約附表修正には４分の３以上の賛成が

必要）。

　ウ　改訂管理制度（RMS）

　商業捕鯨再開に必要なRMSのうち唯一未解決な部

分である監視取締制度に関し、本会議に先立ち２日間

の作業部会が開催された。我が国より過去８年間の議

論で合意された要素から成る提案を提出し今次会合で

の早期最終化を求めたが、英、NZ、米等の反捕鯨国は

鯨肉の市場流通の監視や鯨類の福祉に関連する事項を

RMSに含めるべきとの主張を行うなどあからさまな

遅延策を取った。他方、RMSの早期完成を要望する

旨のワシントン条約事務局長からの IWC本会議議長

へのレターが紹介され、RMSの早期完成の必要性に

対する各締約国の認識は確実に深まっており、比較的

中間的な立場をとるスイス、デンマーク、南アフリカ

等の１０ケ国からRMS早期完成のために２００１年２月末

までに中間会合を開催することなどを含む、RMS完

成のための一連のステップを示した決議案が提案され

コンセンサスで採択された。

　エ　沿岸小型捕鯨に対する暫定的捕獲枠要求

　伝統的に捕鯨産業に依存してきた北海道網走、宮城

県鮎川、千葉県和田浦、和歌山県太地の沿岸小型捕鯨

について商業捕鯨モラトリアム（一時停止）下での経

済的窮状を救済するためミンク鯨５０頭の暫定枠を要求

したが、賛成１２票（昨年と同数）、反対１８票、棄権２票

で否決された。

　この結果を受け我が国より、ミンク鯨操業停止によ

る地域共同体の困窮を緩和すべく IWCが迅速に作業

を行うという責務を再確認する決議案を提出したとこ

ろ、賛成１６票、反対１３票、棄権３票で採択された。

　オ　鯨類による海洋生物資源の捕食量について

　科学委員会において我が国より、世界の鯨類の海洋

生物資源の捕食量を再評価（世界に生息する７５種類の

鯨類のうち資源量等が明確な３７種類の鯨類の捕食量を

推定）したところ２億５千万トンから４億４千万トン

にも達し、人類の海面漁業生産量（約９千万トン）の

約３倍から５倍に及んでいる旨の説明を行った。科学

委員会は本件を重要事項と認識し、２００２年３月をめど

に「鯨類と漁業との競合関係に関するシンポジウム」

を開催することとなり、セントルシアが会合をホスト

することを申し出た。

　カ　グリーンピースのオブザーバー出席問題

　我が国より、１９９９年末から２０００年１月にかけて我が

国の鯨類捕獲調査船に対して危険な妨害活動を行った

グリーンピースへのオブザーバー参加資格付与の撤回

を求めた。これに対し米国は、その妨害活動が有罪か

どうか明確でない限り参加資格を剥奪する必要はない

とし、NZ、オランダ、英国等がこれに追随したことか

ら、議長は日本の提案が過半数を得られないと判断し、

引き続きグリーンピースの参加が認められた。

　キ　新分担金計算方式

　開発途上国の分担金の負担軽減を図るため作業部会

にて新方式の提案をとりまとめ本委員会に報告するこ

ととなったが、今次会合中に最終案をまとめることが

できなかったことから、次回年次会合まで引き続き検

討を行うこととなった。

　ク　次回会合

　次回（第５３回）年次会合は２００１年７月２日から７月

２７日まで英国のロンドンで開催されることなった。な

お２００２年については、我が国（下関）及びNZが第５４

回年次会合の開催を申し出たことから、無記名投票に

付され、我が国１９票、NZ１０票、棄権３票で下関市で第

５４回年次会合を開催することとなった（日程について

は IWC事務局と調整して決定）。

　ケ　その他

　今回会合で、反捕鯨国は豪ヒル環境大臣を中心に南

太平洋サンクチュアリー設定提案の採択を最大目標と
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したが、否決された。一方、改訂管理制度（RMS）に

ついては合意が得られず、また、我が国の沿岸小型捕

鯨における５０頭の暫定捕獲枠要求についても否決され

るなど、反捕鯨国が多数を占める状況には基本的に変

化がなかった。

　しかしながら、日本の捕獲調査自粛要請決議への反

対国の増加や、RMSの早期完成を目指した決議が採

択されるなど、前向きな成果も見られており、IWCに

おいても鯨類の持続的利用を認める流れが強まりつつ

ある。いずれにしろ、２００２年の第５４回 IWCが下関で

開催されることもあり、この流れを更に進めていくこ

とが重要である。

�　北太平洋溯河性魚類委員会（NPAFC）

　北太平洋におけるサケ・マス資源の保存を目的とし

た同公海海域におけるサケ・マス漁業の禁止を主たる

内容とした「北太平洋における溯河性魚類の系群の保

存のための条約」は、１９９３年（平成５年）２月１６日に

発効したが、本条約に基づき「北太平洋溯河性魚類委

員会（NPAFC）」の年次会議が９３年以降毎年開催され、

締約国間の取締り協力、サケ・マス資源に関する科学

的知見等について協議が行われている。

　９９年については、第７回年次会議が米国（ジュノー）

において１０月２４日から２９日に開催され、条約加盟国で

ある日本、米国、カナダ、ロシアの４か国の他、オブ

ザーバーとして PICES（北太平洋海洋科学機関）及び

NASCO（北大西洋さけ保存機関）が出席した。

　主な討議内容としては、９９年において協調した取締

活動の結果、条約水域付近において１２隻による条約違

反操業を発見した。発見した１２隻のうち、米国が３隻

を拿捕したとともに、３隻のうち２隻は起訴するため

にロシアに引き渡された。さけを対象とする公海流し

網操業が継続している状況に鑑み、全ての締約国は、

潜在的な違反操業の抑止力とすべく、２０００年について

も衛星による水温分布状況を把握し活用をはかる等、

１９９９年と同水準又はそれ以上の取締り活動を計画して

いる旨報告した。

　非加盟国対策については、前回合意内容（非加盟国

に対し、必要に応じ、FAOで策定された「公海上の

漁船による国際的な保存・管理措置の遵守を促進する

ための協定」に加盟するよう働きかけていくこと）が

確認された。また、韓国及び中国に対しては引き続き、

また、タイ及びマレーシアについても本条約への加盟

を働きかけていくことを確認した。

　科学的な議論としては、近年の回帰量の変動と海

洋・気候の変動との関係の解明を含め、さけますの資

源に関して広範な科学的検討を行うとともに、今後の

調査研究面での協力の促進が再確認された。

　次回の第８回会議は、２０００年１０月下旬から１１月初旬

の間、東京において開催されることが決定された。ま

た、２０００年の漁期前に取締企画調整会議（具体的開催

場所、日程等は今後調整）、及び２０００年１０月に東京にお

いて「さけます幼魚の生態に関するワークショップ」

が開催されることも決定された。

�　北西大西洋漁業機関（NAFO）

　２０００年９月１８－２２日、ボストン（米国）において、

第２２回年次会議が開催された。我が国からは米澤政府

代表他、水産庁、外務省担当官及び業界代表が出席し

た。

　科学理事会により資源の回復が認められたカラスガ

レイについて、前年より５０００トン増のTAC（カナダ水

域含む）が認められたが、その他の魚腫については前

年と同量となった。また、禁漁が定められている２J３

KL海区のタラについて、前年に引き続き、加が自国

沿岸域において一方的にTAC７０００トンを設定したた

め、NAFO規制水域と沿岸漁業管理水域との間の保存

管理措置の一貫性が損なわれることから、我が国を含

む他の加盟国からの非難を受けた。

　その他、人工衛星を利用した漁船位置追跡システム

（VMS）が本格的に実施されることとなり、各国は

２００１年７月までに自国に受信センター（我が国において

は、水産庁遠洋課）を整備し、NAFO事務局へ自国船

の位置情報を送信することとなった。

�　全米熱帯まぐろ類委員会（IATTC）

　第６６回会合が、２０００年６月１２－１６日、コスタリカの

サン・ホセにて開催され、人工集魚装置（FADs）を

用いるまき網漁業による小型メバチの多獲に対処する

ため、９月１５日～１２月１５日までの同漁業の禁漁期間が

設定された（但し、小型メバチの混獲量が前年のレベ

ル（４０００トン）に達した場合には、９月１５日以前でも

禁漁）。

　第６７回会合は１０月２６－２７日、ラホヤ（米国）におい

て開催された。メバチの規制については、１０月２３、２４

日に開催された化学作業部会の検討結果（２００１年の管

理措置としては、２０００年と同様の小型魚の漁獲規制を

行うことが妥当）について事務局より情報提供があり、

２００１年の規制措置については、今後、科学作業部会の

結果を参考に事務局が決議案を作成・回章し、本年末

までに採択することとされた。また、２５日～２７日にか

けて開催された作業部会では、まき網漁船能力の規制

方法（国別魚槽容積の凍結水準等）について検討が行

われたが、結論には至らなかった。このため、次回作

業部会を２００１年１月下旬又は２月初旬に開催すること
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となった。

�　大西洋まぐろ類保存国際委員会（ICCAT）

　マラケッシュ（モロッコ）において、１１月１３－２０日

に第１２回特別会合が開催された。

　主要魚腫の保存管理措置については、漁獲枠の配分

基準が２００１年の５月に開催される作業部会で検討され

ることを踏まえ、前年と同水準かつ１年限りの措置と

されたが、東大西洋クロマグロについてモロッコ及び

リビアがそれぞれ３，０２８トン、１，５７０トンの自主枠を設

定することとなった。

　また、便宜置籍船等 IUU漁船対策については、９８年

の IUU決議に基づき、ベリーズ、ホンジュラス、カン

ボジア、セントビンセント及び加盟国である赤道ギニ

アから大型はえ縄漁船の主対象魚腫であるメバチの輸

入禁止措置をとることとされた。

　さらに、メバチ及びメカジキについても、クロマグ

ロと同様の統計証明制度の導入を検討することとされ

た。

�　南極海洋生物資源保存委員会（CCAMLR）

　南極海洋生物資源について利用を含めた保存管理を

行っている南極海洋生物資源保存委員会の第１８回年次

会合が、２０００年１０月２３日から１１月３日にかけてオース

トリアのホバートにおいて開催された。同会合では、

特にマゼランアイナメの不法操業問題が議論され、同

漁種に対し、２０００年５月７日から導入された漁獲証明

制度の記載内容の改善が合意されたほか、証明書を利

用した IUU（違法、無報告、無規制）漁業由来の漁獲

物に対する規制強化が図られた。

�　みなみまぐろ保存委員会（CCSBT）

　CCSBTにおける豪州・NZとの資源評価を巡る意見

の相違を解消するため我が国が行ったミナミマグロ調

査漁獲に対する仲裁裁判は、仲裁裁判所が本案件を審

理する所轄権を有しないという我が国の主張が受け入

れられて２０００年８月に終了した。仲裁裁判所の判決に

より、前年国際海洋法裁判所が発出した暫定措置命令

は無効となった。

　みなみまぐろ保存委員会においては、中立の独立科

学者からなる諮問委員会を設置し、ミナミマグロ資源

評価手続きについての改善が進められている。２０００年

１１月に開催された本委員会の特別会合においては、韓

国が近い将来委員会の正式メンバーになることを表明

するとともに、今後２年間、諮問委員会の助言を下に

毎年１，５００トンを上限とする漁獲を伴う科学調査計画

を策定することが合意された。同計画の枠組みは２００１

年３月の科学委員会で策定された。

　また、貿易を通じて特に非加盟国のミナミマグロ漁

獲情報を収集する貿易情報スキームが２０００年６月１日

から実施されている。

　なお、２０００年漁期についても、ミナミマグロの総漁

獲可能量は決定されず、締約国は自主的に自らの漁獲

枠を決定している。

　�　中部及び西部太平洋における高度回遊性魚種資

源の保存管理に関する多国間ハイレベル会合（MHLC）

　我が国周辺水域を含む中西部太平洋水域は、かつ

お・まぐろ漁業にとって重要漁場（我が国漁獲量約５３

万トン弱）である一方、当該水域において、これまで

適切な資源管理機関が存在していなかったことから、

そのような機関を設立すべきとの考えの下、第１回

MHLC（１９９４年１２月）より当該会議に参加してきた。

　しかしながら、これまでのMHLCにおいて、我が国

等少数の遠洋漁業国の意向を反映しようとせず、不透

明な中で交渉が進められた。このようなことから、第

７回MHLC（２０００年９月）において、中西部太平洋に

おけるかつお・まぐろ類資源の保存・管理のための条

約（通称：MHLC条約）が採択されたが、我が国は、

関係国が排除される等条約作成交渉プロセスに問題が

あり、条約水域、取締制度、意思決定方式、紛争解決

手段等条約自体にも問題があることから、韓国ととも

に反対した（中国、仏、トンガは棄権）。

　現在、本条約を適切なものにするべく、太平洋島

しょ国に対して我が国の立場への理解を求めるととも

に、我が国において本条約に懸念を有する国及びEU

等による本条約の問題への対応を協議する会議を開催

するなど、その改善に向けて関係国間での協議を継続

している。

�　ベーリング公海漁業問題

　「中央ベーリング海におけるすけとうだら資源の保

存及び管理に関する条約」（ベーリング公海漁業条約）

に基づく第４回年次会議が１９９９年１１月８日から１１月１２

日までの間、大韓民国（釜山）において開催された。年

次会議には加盟６か国（日本、中国、韓国、ポーラン

ド、ロシア、米国）が出席した。なお、年次会議に先

立ち、１１月８日から１２日までの間、科学技術委員会が

開催された。

　（協議の概要）

　◯科学技術委員会

　ベーリング公海を含むアリューシャン海盆スケトウ

ダラ資源については資源量を直接的に推定するための

データは十分ではないものの、種々の調査結果から資

源量は昨年度を下回る低水準（３９万トン）にあること

が確認されたほか、各国の２０００年調査計画，今後の漁

業の管理方策に関する事項についての討議が行われた。
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　◯年次会議

　科学技術委員会の報告を受けた年次会議では、２０００

年におけるベーリング公海における漁獲の再開の可否

について、沿岸国側は引き続き漁獲停止の継続を主張

し、漁業国側は資源量に応じた一定量の漁獲可能量の

設定を主張したが、科学技術委員会の報告及び各国の

試験操業の結果等を勘案し、引き続き漁獲停止の継続

を受け入れ、２０００年度における漁業は行わないことが

合意された。

　このほか、締約国は漁業が再開された際の漁獲管理

方策に関し、漁獲報告の提出を２週間毎に行うこと等

について合意に達したとともに、アリューシャン海盆

すけとうだら資源状態に関し、補食・被食関係を含む

資源回復に与える要素、モラトリアム及びその継続が

もたらす影響、並びに試験的操業の手続きをレビュー

するためのワークショップを米国または日本において

開催する旨合意した。

　また、会議に出席するオブザーバー問題についても

審議され、締約国は透明性の確保に向け、さらに作業

を進めることとなった。

　次回年次会議については、２０００年１１月６日から中国

（上海）において開催されることとなった。

　�　ストラドリング・ストック（SS）及び

　　　高度回遊性魚種（HMS）に関する国連協定

　１９９２年６月リオ・デ・ジャネイロで開催された「国

連環境開発会議（UNCED）」においてストラドリング・

ストック及び高度回遊性魚種資源の保存・管理につい

ての沿岸国の優先的権利の主張がなされた。それに対

し、我が国、EC、米国等「国連海洋法条約」の規定を

逸脱しているとの反論により、結局、国連主催の政府

間協議で検討されることとなり、ニューヨークの国連

本部において１９９３年４月に第１回会合が開催され、

１９９５年８月第６回会合でコンセンサスにより協定が採

択された。

　本協定の目的は、国連海洋法条約を効果的に実施し、

ストラドリング魚類資源及び高度回遊性魚類資源の保

存と合理的利用を確保することである。保存管理措置

については、ＥＥＺ内外での一貫性の確保、地域漁業

機関への協力義務、地域漁業機関が定めた措置への当

該機関非加盟国の遵守義務等が規定されており、取締

りについては、転載の規制、旗国以外の検査官により

乗船・検査制度の導入等が規定されている。また、本

協定は、１９９５年１２月から１年間著名のため開放され、

３０か国目の批准の３０日後に発効する。

　なお我が国は、１９９６年１１月に署名を行ったが、種々

の問題を有するMHLC条約の採択など、その後の状

況変化を踏まえ、本協定を締結していない。

�　インド洋まぐろ類委員会（IOTC）

　ビクトリア（セイシェル）において、１２月１１－１５日

に第５回年次会合が開催され、我が国の小松水産庁参

事官とＥＵの代表が議長を務めた。メバチの漁獲努力

量に関する規制、貿易制限措置を含む保存管理行動計

画について今後とも、継続して審議されることとなっ

た他、漁船管理・監視取締制度についての中間会合を

３月に我が国おいて開催することとなった。

　上記の会議については、３月２７－２９日に焼津市にお

いて開催され、我が国代表の小松水産庁参事官が議長

を務めた。会議においては、先進国・途上国を問わず

実行すべき監視・取締の事項として、漁獲・漁船デー

タの提出、ＶＭＳの段階的設置、オブザーバーの乗船

が取り上げられた。

　また、途上国に対する協力事項として、監視・取締

のための人材育成のための研修制度を中心としたトラ

ストファンドの設立などが検討された。

�　南東大西洋漁業機関（SEAFO）条約

　１９８９年に東大西洋生物資源保存条約（ICSEAF）が

失効した後、アンゴラから南アフリカにかけての南西

アフリカ沖合における底魚管理機関が存在しない状況

にあったことから、１９９７年１２月、ナミビア及び南アフ

リカによりＳＥＡＦＯの設立が提案された。我が国は、

第１回設立準備会合より参加しており、全７回の設立

準備会合の結果、２０００年１１月に条約文がほぼ最終化さ

れた。条約の正式な採択及び署名式は２０００年４月に開

催される。本条約は、１か国以上の沿岸国を含んだ３

か国の批准の６０日後に発効する。

４　海外投資事業

　我が国から海外に投資した水産関係の合弁事業等を

営んでいる件数（水産庁報告件数）は、１３年３月末現

在で、２６４件、対象国は５０か国に及んでいる。これらの

提携国及び事業種類の内容は次のとおりである。

�　中南米地域

　提携先はパナマ、メキシコ、蘭領アンチレス、コロ

ンビア、仏領ギアナ、ガイアナ、スリナム、ブラジル、

アルゼンチン、チリ、ペルー、ウルグアイ、エクアド

ル、フォークランド諸島、　英領バァジン諸島の１５か

国で、事業種類は漁業２５件、養殖業２件、加工業４件、

漁業リース１件、船舶代理店１件の計３３件である。

�　アジア・大洋州地域

　提携国は、インド、バングラデシュ、スリランカ、

マレイシア、タイ、インドネシア、フィリピン、中国、

台湾、韓国、ヴィエトナム、ミャンマー、ミクロネシ
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ア、マーシャル、ソロモン、フィジー、バヌアツ、

ニュージーランド、オーストラリア、ニューカレドニ

ア、仏領ポリネシア、キリバスの２２か国で、事業種類

は漁業４９件、養殖業６２件、加工業３１件、漁業リース等

５件の計１４７件である。

�　アフリカ地域

　提携国は、アンゴラ、モーリシァス、マダガスカル、

モザンビーク、ガーナ、ナミビア、南アフリカの７か

国で、事業種類は漁業９件、加工業１件の計１０件であ

る。

�　その他の地域

　提携国は、北米において、米国、カナダ、欧州にお

いてはイギリス、フランス、　ロシア連邦、　ポルトガ

ルの６か国で事業種類は漁業２５件、養殖業４件、加工

業４３件、漁業代理店業２件の計７４件である。

第１２節　漁船対策

１　漁船の勢力と建造状況

　我が国の漁船勢力の実態を把握するため、毎年１２月

３１日現在の漁船統計表を作成している。この統計は各

都道府県における漁船の登録隻数と、漁船登録を必要

としない総トン数１ t未満の無動力漁船数を集計した

もので、１１年末については、表２１のとおりである。

　また、漁船法（昭和２５年法律第１７８号）第３条２の規

定に基づく１２年度の農林水産大臣の漁船建造許可件数

は表２２のとおりである。

２　漁船の依頼検査と性能改善

　漁船法第２２条の規定に基づく漁船の依頼検査の１２年

度実績は、総合検査８件、船体検査１４件、機関関係検

査２２件の合計４４件、検査手数料収入総額は５５７万円で

あった。

３　漁船の輸出

　漁船の外国への譲渡（輸出）又は貸渡しについては、

経済産業大臣が輸出貿易管理令に基づいて承認するこ

ととなっている。この際に、国際的な漁業秩序を乱し、

あるいは国際的に合意された資源保護措置の効果を減

殺するおそれがないか、水産庁に事前協議することと

している。１２年度における貸渡しは３カ国２５隻、輸出

については２２カ国５０隻であった。

４　IMO（国際海事機関）等対策

　漁船の安全基準を規定した漁船安全条約議定書にお

いて、小型の漁船について海象・気象条件が同様な地

域に適用される地域安全基準を作成することを予定し

ていたが、平成９年２月、東及び東南アジア漁船安全

地域基準が採択された。さらにEUにおいては、本議

定書をほぼ取り入れたEU漁船安全地域基準が、平成

１１年１月に施行された。またFAO（国際食糧農業機

関）において、公海上の漁船による国際的な保存・管

理措置の遵守を促進するための協定が、平成５年１１月

に採択された。これらに対応するため、平成１２年度か

ら�海洋水産システム協会に国際基準等対応漁船対策

検討事業を委託している。　

５　海上人命安全総合対策事業

　我が国の漁船は、沿岸・沖合海域はもとより遠洋海

域を含めた広大な海域に出漁して操業を行っているが、

漁船に対する情報伝達体制の確保をはじめ、漁船海難

事故防止に係る対策を講じることにより、操業の秩序

及び航行・操業の安全を確保する必要がある。このた

め、海上で操業する漁船に対し、安全通信等の諸情報

を提供する事業を関係漁業団体に委託して実施した。

　また漁業用海岸局と漁業協同組合に設置されている

無線局との間のネットワーク化を図り、無線機器等の

整備を都道府県に助成して実施した。さらに漁船の操

業形態にあった衝突予防装置の開発を関係漁業団体に

助成して実施した。
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第１３節　漁港の整備及び維持管理

１　漁港の指定

　漁港の指定については、２６年以来漁港法（昭和２５年

法律第１３７号）第５条の規定により行っているが、１０年

度においては１港を指定した。その内容は表２３のとお

りである。

表２３　指定漁港数

　 漁港種類 ��� １２年度　 １２年度　 １１年度　 １２年度　

 �������� 指　定 　取消し 　ま　で　 末現在　

　第１種漁港 ����２　　　　４　　　２，２０７　　２，２２０　

　第２種漁港 ��� － 　　　－　 　　５１２　　　４９７　

　第３種漁港 ���� － 　　　－　 　　１１３　　　１１３　

　第４種漁港 ���� － 　　　－ 　　　１０１　　　１０１　

　　計 ������������� １　 ２，９３３　　２，９３１　

（注）　第３種漁港には特定第３種漁港（八戸ほか１２港）

　　が含まれている。

　　　第１種漁港と第２種漁港の間で漁港の種類を２６漁港

　　変更した。

２　漁港の管理

　１２年度において、漁港法第２５条の規定により漁港所

在地の地方公共団体を漁港管理者に決定した漁港は８

漁港であり、１２年度末の漁港数は表２４のとおりである。

表２４　漁港管理者別漁港数

 ������� １１年度 　　　　　　　　 １２年度末　　　

　 漁港種類 � 末まで 　 総　数 　 都道府 　 市町村　

 ����������������� 県管理 　 管　理　

　第１種漁港 � ２，２０７　 　２，２２０　 　　３６８ 　　１，８５２　

　第２種漁港 �� ５１２　　 　４９７　 　　３１０　 　　１８７　

　第３種漁港 �� １１３　 　　１１３　 　　１０７　　 　　６　

　第４種漁港 �� １０１　 　　１０１　 　　１０１　　 　 －　

　　　計 ��� ２，９３３　 　２，９３１　　 　８８６　　 ２，０４５　

（注）　第１種漁港と第２種漁港の間で漁港の種類を２６漁港

　　　変更したことに伴う種類別管理者別の管理者数の増

　　減を含む。

３　漁港の整備

�　漁港の整備計画

　第１次漁港整備計画は、整備漁港４５０港を対象とし

て２６年５月第１０回国会の承認を受け、２６年度から２９年

度までに３７５港の修築事業が実施され、このうち４３港

が完成した。これに要した総事業費１２１億１，２００万円、

国費は６７億８，２００万円であった。

　第２次漁港整備計画は、整備漁港６０４港を対象とし

て３０年７月第２２回国会の承認を受け、３０年度から３７年

度までに５６０港の修築事業が実施され、このうち２４３港

が完成した。これに要した総事業費３９３億２，４００万円、

国費は２２６億６，６００万円であった。

　第３次漁港整備計画は、整備漁港３８０港を対象とし

て３８年３月第４３回国会の承認を受け、３８年度から４３年

度までに３７７港の修築事業が実施され、このうち４９港

が完成した。これに要した総事業費６３３億２００万円、国

費は４４４億５，１００万円であった。

　第４次漁港整備計画は、整備漁港３７０港を対象とし

て４４年４月第６１回国会の承認を受け、４４年度から４７年

度までに３７０港の修築事業が実施され、このうち４８港

が完成した。これに要した総事業費は１、１６２億３，９００

万円、国費は８０２億８，２００万円であった。

　第５次漁港整備計画は、整備漁港４２０港を対象とし

て４８年３月第７１回国会の承認を受け、４８年度から５１年

度までに４２０港の修築事業が実施され、このうち５４港

が完成した。これに要した総事業費は２，３６０億６，５００万

円、国費は１，６７２億４，７００万円であった。

　第６次漁港整備計画は、整備漁港４５０港を対象とし

て５２年３月第８０回国会の承認を受け、５２年度から５６年

度までに４５０港の修築事業が実施され、このうち６３港

が完成した。これに要した総事業費は６，３７５億７，３００万

円、国費は４，５９２億８，１００万円であった。

　第７次漁港整備計画は、整備漁港４８０港を対象とし

て５７年３月第９６回国会の承認を受け、５７年度から６２年

度までに４８０港の修築事業が実施され、このうち３８港

が完成した。これに要した総事業費は８，９５２億５，９００万

円、国費は６，０８８億３，４００万円であった。

　　第８次漁港整備計画は、６３年３月第１１２回国会の

承認を受け、整備漁港４９０港を対象として６３年度から

５年度までの６か年間に整備を行い、その事業の推進

が図られた。これに要した総事業費は１兆１，６０６億円

であった（このほか、改修事業５，６２９億円、局部改良事

業１，４６２億円、地方単独費等３２２億円があり、総事業費

１兆９，９４０億円であった）。

　第９次漁港整備計画は、６年３月第１２９回国会の承

認を受け、整備漁港４８０港を対象として６年度から１３

年度までの８か年間に修築事業により整備を行う。こ

れに要する総事業費は、１兆３，５００億円である。（この

ほか、漁港の基本的な施設整備６，５００億円、漁港漁村の
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環境整備３，５００億円、地方単独費等６００億円、調整費

５，９００億円があり、これを合わせて第９次漁港整備長

期計画として、総事業費３兆円となる。）

�　漁港修築事業

　この事業は、漁港法に基づく事業で、漁港施設のう

ち基本施設、輸送施設又は漁港施設用地（公共施設用

地に限る。）の新築、増築、改築等の事業であって、第

９次漁港整備長期計画期間内における１港当たりの計

画総事業費が１５億円を超えるものである。１２年度にお

いては、国の直轄事業により、２１９億８，６５９万円をもっ

て３３港について事業を実施し、補助事業により事業費

１，８５７億６，６００万円（国費１，１１９億９，０００万円）をもって

３９３港について事業が実施された。

�　漁港改修事業

　この事業は、予算補助事業で、漁港施設のうち基本

施設、輸送施設又は漁港施設用地（公共施設用地に限

る。）の新設、改良又は補修等の事業であって、第９次

漁港整備長期計画期間内における１港当たりの計画総

事業費が３億円を超え１５億円以下のものである。１２年

度においては、事業費６４５億９，２００万円（国費３９０億

３，９００万円）をもって４５８港について事業が実施された。

�　漁港局部改良事業

　この事業は、予算補助事業で、漁港施設のうち基本

施設、輸送施設又は漁港施設用地（公共施設用地に限

る。）の維持、補強若しくは改良等の事業であって、計

画事業費は１事業につき１億５千万円以上（市町村が

行う事業は５千万円以上）３億円以下のものである。

１２年度においては、事業費１９４億５，５００万円（国費１００

億１，７００万円）をもって２１５港について事業が実施され

た。

�　漁港公害防止対策事業

　この事業は、漁港区域内に堆積した汚泥、その他有

害物質の排除、汚濁水の浄化施設の整備、廃船の処理、

廃油処理施設の整備等を行う事業で４７年度から実施さ

れている事業である。１２年度においては、事業費

２３，０００万円（国費１１，５００万円）をもって１港について

事業が実施された。

�　漁業集落環境整備事業

　漁港機能の増進と背後集落における生活環境の改善

とを総合的に図るため、漁業集落の特性と漁港整備事

業との関連性を考慮して選定した特定の地区について

漁港施設の整備と併せて漁業集落の環境基盤等の整備

を行う事業で、昭和５３年度から実施されている事業で

ある。１２年度においては、事業費３３０億１，８００万円（国

費１６５億３，４００万円）をもって１８７地区（新規１９、継続

１６８）について事業が実施された。

�　漁港環境整備事業

　快適にして潤いのある漁港環境を形成するとともに、

併わせて漁港における労働環境の向上等に資するため、

漁港の環境向上に必要な整備を行う事業で昭和５５年度

から実施されている。１２年度においては、事業費８１億

８００万円（国費４０億５，４００万円）をもって通常分として

４９港（新規８、継続４１）、統合補助事業分として２６道

県について事業が実施された。

�　農林漁業用揮発油税財源

　　　　　　　　身替漁港関連道整備事業

　農林漁業用揮発油税に関する税制上の代替措置の一

環として、漁獲物の流通及び漁業用資材の輸送の合理

化によって漁港機能の充実と漁業生産の近代化を図り、

併せて漁村環境の改善を図るため、４０年度から漁港管

理者たる地方公共団体又はその他の地方公共団体に助

成して実施されているものであり、１２年度においては、

事業費４５億０，７００万円（国費２４億０，１００万円）をもって

３７港について事業が実施された。

�　作業船整備

　北海道の直轄工事において使用する国有作業船の建

造、修理、改造及び北海道の漁港の機能増進のために

必要な機械設備の開発試験を行った。１２年度の経費は

１，７００万円であった。

�　漁港漁村総合整備事業

　離島・辺地等の条件不利地域に立地する漁村地域に

おいて、活力ある漁村を形成するため、生産の重要な

基盤である漁港施設の整備と背後の漁業集落の生活環

境施設の整備を一体的かつ総合的に推進する事業であ

る。

　１２年度においては、事業費９８億２，４００万円（国費５５億

４，６００円）をもって通常分として７地区（継続７）、統

合補助事業分として２３道県について事業が実施された。

�　漁港施設災害復旧事業

　漁港施設（漁港区域内の海岸保全施設を含む）災害

復旧事業は、地方公共団体又は水産業協同組合等が維

持管理するものについて、公共土木施設災害復旧事業

費国庫負担法及び農林水産業施設災害復旧事業費国庫

補助の暫定措置に関する法律に基づき実施される事業

であり、民生及び経営の安定のための早期復旧が行わ

れている。１２年度においては、１０年災は１００％、１１年災

は１００％まで１２年災は９０．９％まで完了することとして

事業費３６億４，５２３万円（国費３３億６００万円）で復旧事業

が実施された。

�　漁港施設災害関連事業

　漁港施設災害関連事業は、漁港施設災害復旧事業に

関連して被災施設の復旧効果を確保し、再度災害を防
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止するため及び洪水、台風等により海岸に漂着した大

規模な流木等が、海岸保全施設の機能を阻害する場合

に緊急的に流木等の処理を実施する事業であり、１２年

度は事業費７，７１０万円（国費４，９５０万円）で事業が実施

された。

�　漁港区域に係る海岸整備事業

　３１年に海岸法が施行され、海岸管理者（漁港管理者

である地方公共団体の長）が管理する海岸保全施設の

新設又は改良に関する工事に要する費用の一部を国が

負担することとなっている。１２年度においては、海岸

保全施設整備事業として事業費２４６億９９７万円（国費１２４

億９，０４０万円）をもって２３３港について事業が実施され

た。また、４９年度から実施された海岸環境整備事業も

引き続き実施され、事業費１６４億３，２３１万円（国費５４億

８，５００万円）をもって１００港について事業が実施された。

さらに、６１年度から実施された公有地造成護岸等整備

事業も引き続き実施され、事業費４億６，４１３万円（国費

１億８，６００万円）をもって４港について実施された。

�　後進地域開発促進法適用団体等補助率差額

　後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割

合の特例に関する法律第２条の適用団体（県）が行っ

た漁港修築事業、漁港改修事業（５，０００万円以上のもの

に限る）、海岸保全施設整備事業及び漁港関連道整備

事業（過疎地域及び山村地域の基幹道路を含む）に係

る補助金等について、特例法の定める引上率（最高

１．２５まで）により１２年度において当該適用団体に補助

率差額１０２億４，５５７万円を交付した。

　また、新産業都市及び工業特別地域並びに産炭地域

において海岸管理者たる市町村が行う海岸保全整備事

業について、４０年度から新産業都市及び工業特別地域

の整備に係る公共事業の負担に関する特別措置法及び

産炭地域振興法の規定に基づく引上率（最高１．２５ま

で）により、これらの事業を実施した市町村に事業実

施の翌年度に補助率差額を交付することになっている

が、１２年度においては、これら団体に３，６４３万円を交付

した。

�　漁港漁村の調査

　漁港の整備に関する計画の作成等に必要な資料を確

保するため、３４年度から一般行政費による漁港調査費

が計上されているが、１２年度には指定漁港２，９３７港に

つき港勢調査等を実施した。また、公共事業により漁

港施設の計画・設計及び施工に必要な波浪調査等を引

き続き実施した。これらに要した費用は、１億１，９００

万円である。さらに、北海道については、諸調査及び

計画調査を１，８００万円の経費で、沖縄については、諸調

査及び計画調査を６００万円の経費でそれぞれ実施した。

　さらに、複数の漁港について総合的な整備計画を策

定するために事業費７，６００万円（国費３，８００万円）で、

調査費補助事業を実施した。

　以上のほか、海岸事業費により海岸の整備に関する

調査を行った。これに要した経費は３，５６０万円であっ

た。

第１４節　沿岸漁業構造改善事業

１　沿岸漁業漁村振興構造改善事業

�　事業の趣旨

　我が国２００海里水域内の水産資源の保存と持続的利

用の必要性が高まっている中で沿岸漁業は我が国水産

物供給において大きな役割を担っている。一方、漁村

は、沿岸漁業の持続的発展を支える基盤となっている

ほか、密入国等の監視、伝統文化の継承等国民的観念

からも重要な多面的機能を有している。

　しかしながら、近年の我が国周辺水域の資源や漁場

環境の悪化から漁業経営は厳しさを増し、更に漁業従

事者の減少・高齢化が進むなど、水産業を基盤とする

漁業地域の活力の低下は一層深刻となっている。

　こうした我が国沿岸漁業をめぐる状況の変化にかん

がみ、持続的な漁業生産体制を構築するために「我が

国周辺水域における資源管理の強化」、「漁業経営の改

善と担い手の育成」、「流通・加工・消費対策」、「漁業

地域の振興」の４つの課題に即し、従来の沿岸漁業構

造改善事業を見直し、新たな事業を実施する。

�　事業の構成

　本事業は次の４つの事業からなっている。

　ア　持続的漁業生産環境整備事業　　　

漁業資源の維持・増大、漁場環境の保全及び漁業の近

代化を推進するための施設整備

　イ　漁業経営・担い手対策事業　　

意欲と能力のある経営体の育成や合併による漁協の経

営基盤強化、女性や高齢従事者の活躍する場の創設を

推進するための施設整備

　ウ　水産物流通高度化事業　　

産地機能の強化と品質の高い水産物の供給を推進する

ための施設整備

　エ　沿岸漁業地域活性化事業　　

地域資源の活用による都市住民等にも開かれた地域社

会づくりを推進するための施設整備

�　事業の実施対象地域及び全体計画

　本事業は、沿岸の海域環境及び漁業形態等において
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まとまりのある全国８０地域を対象として、都道府県が

１１年度に構造改善計画を樹立し、１２年度から５年間、

事業を実施する。

� 　事業の実施

　構造改善計画に基づく事業の実施に当たっては、毎

年度定める沿岸漁業漁村振興構造改善事業実施計画に

より実施する。

� 　事業実施主体

　事業は、都道府県、市町村、地方公共団体の一部事

務組合、漁連、漁協、漁業生産組合、地方公共団体等

が構成する法人としての公社等が実施する。

� 　１２年度事業実施状況

　　事業名 ��������  件数　　　国庫補助金　

　沿岸漁業漁村振興 �����������  （千円）　

　構造改善事業 ������  ２３５ 　　　４，７０８，０９７　

　　２　沖縄県水産業拠点強化　　　　　　

　　　　構造改善特別対策事業

� 　事業の趣旨

　沖縄県水産業の特殊事情にかんがみ、沖縄県水産業

構造改善特別対策事業及び沖縄県水産業活性化構造改

善特別対策事業の経験を生かし、本土との格差是正に

配慮しつつ、漁業生産の条件である漁業・増養殖場等

の生産基盤施設、水産業近代化施設の設備、漁村にお

ける環境条件の改善に必要な施設の整備、漁業者の組

織的な活動の促進等沖縄県水産業の構造改善に必要な

事業を総合的、かつ、有機的に実施しようとするもの

である。

� 　事業の実施対象地域及び全体計画

　本事業は、沖縄県下一円を対象として、沖縄県が１０

年度に沖縄県水産業拠点強化構造改善計画を樹立し、

１１年度から７年間、事業を実施する。

� 　事業の実施

　沖縄県水産業拠点強化構造改善計画に基づく事業の

実施に当たっては、毎年度定める沖縄県水産業拠点強

化構造改善事業実施計画に基づいて実施する。

� 　事業実施主体

　沖縄県、市町村、地方公共団体の一部事務組合、水

産業協同組合、公社、漁業を営む者の組織する団体が

実施する。

� 　１２年度事業実施状況

　　事業名 ��������  件数　　　国庫補助金　

　沖縄県水産業拠点強化 ���������  （千円）　

　構造改善特別対策事業 ���  １０　　　　４１０，６８７　

第１５節　水産関係試験研究

１　漁業新技術開発事業

漁業省エネルギー等新技術開発事業

　近代の我が国水産業をめぐる厳しい情勢の下で、漁

業生産構造の再編整備を推進するためには、国際的規

制の強化による漁場の狭隘化、漁獲量の減少等、漁業

がかかえる問題の解決に必要な生産、流通等の総合的

技術を開発し、変動する情勢に対応し得る経営体質の

強化を図ることが急務となっている。

　また、水産業は経営規模が小さいこと等から、技術

開発基盤が脆弱であるため、生産性の向上による国民

への動物性蛋白質の安定的供給を図り、多様化する国

民のニーズに対応していくためには、漁業界の技術水

準の向上を図ることが重要な問題となっている。

　このような情勢に対応し水産業の技術基盤の強化を

図るため、省エネルギー、省力化等の生産コスト低減

及び漁獲物の付加価値向上を目的とした技術開発を行
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う。

� 　新技術システム開発事業

　漁業の近代化、合理化の要請に対応するため、省エ

ネルギー、省力化等の生産コスト低減及び漁獲物の付

加価値向上の観点から、漁具、漁法、漁船及び機器装

置等の開発を推進することとし、漁業団体等が行う新

技術開発事業の一部を助成した。

� 　先端的技術開発促進事業

　水産分野の技術の高度化を図るため、エレクトロニ

クス、メカトロニクス、バイオテクノロジー、新素材

等の他産業分野における先端的技術を導入した新たな

水産関連技術の開発を推進することとし、漁業団体等

が行う事業の一部を助成した。

２　新技術開発試験等

� 　水産生物の遺伝的多様性と近親交配

の解明並びに保存技術の確立　

　栽培漁業を進める上での問題は、少ない親から大量

の種苗を生産し、それを繰り返すことによる疾病に対

する抵抗力の低下等の近交弱勢である。このため、こ

れまでの遺伝的多様性を測定する指標を用いて、近親

交配の遺伝的なメカニズムの解明を行うとともに、卵

や細胞の凍結手法等による遺伝資源の保存技術の開発

も併せて行った。

� 　水産情報高度利用システム開発事業

　新たな海洋秩序下における水産業の持続的発展を図

るためには、広範囲にリアルタイムで様々な情報の収

集が可能な衛星リモートセンシング技術や大量の情報

交換ができるデジタル通信技術など、最新の情報通信

技術を水産分野に積極的に活用し、水産資源の適切な

管理を推進するとともに、資源の効率的な利用を図る

漁業活動の支援を行う技術開発が重要となっている。

　このため、衛星リモートセンシング技術を利用して

衛星が収集する海洋情報データを解析し海域の基礎生

産量を推定する技術開発を行う。また、効果的な漁業

取締りに資するため、漁船の識別を行う画像解析技術

等の開発を行う。さらに、漁船操業の効率化、安全性

を向上するため、海上通信の高度化に関する技術開発

を行う。

　①　３次元的水産資源量推定手法の開発

　人工衛星のリモートセンシングによる海表面の情報

と海域の鉛直方向のデータを解析し、海域における基

礎生産量を推定する手法の開発を行った。

　②　衛星利用による漁船識別システムの開発

　人工衛星が収集する広範囲な画像情報を解析し、精

度の高い外国漁船等の動向を把握する技術開発を行っ

た。

　③　漁業無線活用高度情報システムの開発

　漁業無線を活用した高品質な画像情報の送信や高速

化及びこうした情報をコンピューターの利用により容

易に送受信等ができるための技術開発を行った。

� 　衛星データ高度解析システム技術開発事業

　計画的な漁船操業の実現による資源管理型漁業を推

進するため、人工衛星によって得られる沿岸域・沖合

域の海洋データ（水温・水色等）を収集、情報化し漁

場形成の予測等に活用する技術開発を行う。

　このため、海域の水温・水色情報の時系列変化によ

る漁場の予測手法や、雲の存在によるデータ欠損の補

完手法の開発を行いこれらの情報を漁業者へ提供し、

推定データの精度の検証等、計画的な漁船操業を可能

とする漁場形成予測等に活用するためのシステムの開

発を行った。

３　２００海里開発促進新技術導入事業

　国際的な２００海里体制の定着等厳しい漁業情勢にお

いて、我が国２００海里水域内の「つくり育てる漁業」を
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中心とした漁業開発を推進することが従来にも増して

重要となってきていることから、漁場整備、栽培漁業

についての新たな観点からの技術開発を実施している。

�　新技術研究開発事業

　種苗放流等による資源の培養・管理、好適飼餌料、

妨害病疫等の増養殖技術、藻場・干潟の造成、磯焼け

漁場機能回復等による肥沃な漁場環境を保全するため

の技術開発を実施した。さらに深層水による異物生産

の活性化を図り、新たな漁場を造成する技術開発を実

施した。

�　新技術研究開発緊急特別対策事業

　人工漁礁等による増殖場や漁場の造成技術、人工湧

昇流を造成することにより、自然の生物生産力を利用

した沿岸漁場における資源増殖事業を推進する技術開

発を実施した。

　４　水産研究所、養殖研究所及び水産　　
　　　　　工学研究所における調査研究

　水産庁研究所は、海域の特性に応じた研究を行う７

水産研究所と専門分野について全国的視野から研究を

行う養殖研究所、水産工学研究所がある。

　水産研究所は７研究所及びそれらの支所において、

漁業資源、海洋環境、海区水産業の３研究分野を柱と

し、担当海区の特性に応じた水産資源の動態、海洋環

境、漁海況、水産増養殖技術、環境保全の調査研究を、

また、中央水産研究所においては、加えて全国を視野

においた水産物の利用、加工流通、漁業経済、内水面

利用に関する調査・研究を実施している。

　養殖研究所は、本所及び支所において、海面、内水

面を通じて増養殖に関する基礎的研究を実施している。

　水産工学研究所は、漁業の生産性を高めるための漁

具・漁法、漁船に関する研究と、漁港・漁場等の生産

基盤の造成、改良を進めるための研究を実施している。

　なお、１３年１月に「独立行政法人水産総合研究セン

ター法」が施行され、同年４月に７つの海区別研究所、

養殖研究所、水産工学研究所を統合し、水産の技術に

関する研究を総合的に行うこと等を目的に「独立行政

法人水産総合研究センター」が設立されることとなっ

た。

�　北海道区水産研究所

　亜寒帯海域におけるすけとうだら等の底魚類、さ

け・ます、いか類等の資源評価・生態に関する研究、

亜寒帯海域における海洋環境の動態と生物生産機構の

研究、かれい類、こんぶ等の冷水性増養殖対象種の生

物特性及び生理・生態に関する調査・研究を実施した。

�　東北区水産研究所

　三陸・常磐沖における漁場形成機構、さんま等浮魚

類及びたら類等底魚類の資源変動機構の解明と資源解

析、あわび、ひらめ、海藻等の増養殖に関する研究、

貝類毒化機構の研究、海洋構造に関する調査・研究を

実施した。

�　中央水産研究所

　太平洋沿岸におけるいわし、さば等の水産生物及び

海洋環境に関する研究、資源評価・予測とその応用、

ひらめ等の資源培養、海洋の環境放射能の長期モニタ

リングと実態解明、河川、湖沼における淡水魚の増養

殖技術の試験研究、水産物の理化学的特性に関する研

究、水産物の利用拡大、水産物の品質評価法、漁業生

産構造、水産物流通、消費動向の解明等の調査・研究

を実施した。

�　瀬戸内海区水産研究所

　瀬戸内海域における、まだい、かたくちいわし、ひ

らめ、さわら等重要資源の変動機構の解明と資源解析、

沿岸域における魚介藻類の増養殖に関する研究、赤潮

発生機構と被害防止に関する研究、人為的環境汚染物

質の漁場・海産生物への影響評価に関する研究、内海

における生物生産力の解明等の調査・研究を実施した。

�　西海区水産研究所

　九州西部海域、東シナ海、黄海及び日本海南西海域

における、まあじ、まさば等の重要浮魚資源及び底魚

資源の変動機構の解明、資源解析、海洋構造の解析と

漁海況予測、まだい等重要資源の資源解析、有明海等

の漁場環境の調査・研究、亜熱帯水域における生物多

様性、海洋生態系等の機能解明等に関する調査・研究

を実施した。

�　日本海区水産研究所

　日本海域のいか類、ずわいがに、その他の沿岸水産

生物及び沖合水産生物の生態及び資源変動機構に関す

る研究、日本海の海洋構造の把握、沿岸域の海洋生物

資源の生産力の検討、日本海における資源培養とその

管理技術開発等の調査・研究を実施した。

�　遠洋水産研究所

　底魚類、遠洋のまぐろ・かじき類、鯨類、おっとせ

い等の海産哺乳類、外洋域のいか類、南極海における

オキアミ等の資源解析と評価及びその合理的利用に関

する研究、それらと関連した海洋構造とその変動に関

する調査・研究を実施した。

�　養殖研究所

　水産生物の増養殖に関する基礎研究として、増養殖

対象種及び餌料生物の新品種の作出と特性の解明、遺

伝資源の探索や遺伝子操作手法の開発、成熟産卵機構

の解明及び発生と初期発育機構の解明、養殖用飼料の
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開発や飼育技術の高度化、養殖場の環境改善技術、魚

類の病害防除等に関する調査・研究を実施した。

�　水産工学研究所

　水産土木工学の分野として、増養殖場、漁場の造成

及び保全技術の開発、漁港・海岸・漁村の環境改善及

び保全技術の開発、漁船工学の分野として、省エネル

ギー船の設計、水産資源、海洋調査及び漁業用計測器

の開発・改良、漁業生産工学の分野として、各種漁具

の材料及び構造に関する調査を実施した。

　　５　国際漁業問題及び漁業資源に　　　
　　関する調査研究　　　　　　　

�　北洋海域における調査

　ア　さけ・ます資源調査

　日ロ漁業合同委員会・北太平洋溯河性魚類委員会等

におけるさけ・ます漁業問題に対処するため、北太平

洋で生物調査・標識放流調査等を実施した。

　イ　北洋底魚調査

　日ロ地先沖合漁業協定等に対処し、北洋における底

魚の資源状態を調査するため、北太平洋においてすけ

とうだら等の生物資源調査等を実施した。

　ウ　海産哺乳動物基礎調査

　漁業資源の重要な捕食者であるとの観点からおっと

せい等の生物学的知見・情報を収集するため、北太平

洋で目視調査、生物調査等を行った。

　エ　ベーリング公海漁業対策調査

　ベーリング海すけとうだらの資源量の把握及び系統

群の解明のためにサンプル収集等を実施した。

　オ　海洋廃棄物生物影響調査

　人為的管理から離れた漁具による漁獲現象について

の調査を実施した。また、日本海域や北太平洋海域に

おいて海上漂流物の目視調査、基礎的な海洋観測を

行った。

　カ　あかいか資源調査

　あかいかの資源量を把握するための漁獲調査及び回

遊生態等を解明するための資源調査を実施した。

�　遠洋海域における調査

　ア　鯨類資源調査

　国際捕鯨委員会に対処するため、南大洋・北西太平

洋において資源評価等に利用するデータを得るための

目視調査及び生物調査を行った。

　イ　かつお・まぐろ漁業資源調査

　太平洋において、かつお・まぐろ類を対象として調

査船調査を実施し、漁獲統計解析や生物分析を行った。

また、県に委託し、標識放流、生物測定等の調査のほ

か、日本周辺における小型まぐろ類の水揚げ状況調査

を実施した。

�　東海・黄海における調査

　日中・日韓漁業交渉に対処するため、東海・黄海等

で、きぐち、たちうお、さば等の資源調査を調査船調

査等により実施した。

６　漁況海況予報事業

　漁業資源の合理的利用と漁業生産の効率化により漁

業経営の安定を図るため、主要浮魚類の長期漁況海況

予報を作成し公表した。また、（社）漁業情報サービス

センターが我が国周辺海域を中心として漁況海況の実

況データを収集、処理・解析、提供等を行う事業に対

して助成するとともに、都道府県の水産試験研究機関

が地先沿岸における漁況海況情報の収集・分析・提供

を行う事業に対し助成した。

第１６節　水産業改良普及対策

１　水産業改良普及事業

　最近の沿岸漁業等をめぐる厳しい情勢を踏まえ、沿

岸漁業の生産性の向上、漁家経営の改善等の課題を地

域の特性に応じて解決することが重要となっており、

水産業改良普及事業の推進に当たっては、組織体制の

整備強化及び普及職員の資質の向上を図り、水産行政

に即応した全国的に統一ある普及活動を展開すること

が緊要となっている。

　このため、国は道府県に対して、水産業専門技術員

及び水産業改良普及員の配置、水産業改良普及員室等

の運営等普及事業の実施に要する経費について水産業

改良普及事業交付金を交付した。

２　水産業改良普及事業対策費

�　沿岸漁業・漁村活力向上事業

　沿岸漁業就業者の減少と高齢化の急速な進行は、漁

業就業者の不足を招き沿岸漁業や沿岸漁村の健全な維

持発展が困難となるおそれがある。また、現在漁業に

従事している漁業者等の前向きで意欲的な取組みを困

難にしている。

　このため、道府県に助成し

　ア　外部からの新規参入者の受入れ・着業を促進す

るため、受入れ体制整備、漁業技術習得支援を実施し

た。

　イ　青年漁業者活動等促進事業、漁村女性活動支援

事業、漁村高齢者活動支援事業、漁業士活用育成事業
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等に助成し、青年漁業者の意識改革、技術や経営能力

の向上、担い手確保のための漁業者や地域の取組への

支援、漁村女性と異業種グループ等との交流学習、漁

村高齢者の生きがいづくりの推進及び漁業士の養成・

認定等を実施した。

　ウ　漁業生産の担い手対策、T A C 制度の導入等多

様化、複雑化する普及ニーズに対応するため、水産業

改良普及職員の資質向上を図るための研修、効果的な

普及指導の検討、情報収集等の効率化を図る機材の整

備を実施した。

� 　青年・女性漁業者活動支援事業

　全国漁業協同組合連合会に助成し、全国青年・女性

漁業者交流大会、グループリーダー全国研究集会の開

催及び広報活動等を実施した。

� 　普及情報システム高度化事業

　社団法人日本水産資源保護協会に助成して、改良普

及に関する最新の技術開発・漁業情報等の集積及び、

より効率的、簡便に利用できるシステムの開発・導入

の試験検討を実施した。

３　沿岸漁業者等啓発事業

　沿岸漁業の生産技術や経営の急速な変化に対応し、

水産業改良普及事業の効率的な運営を図るため、社団

法人農林放送事業団に委託し、生産技術や経営方法に

関する情報及び青年・女性漁業者グループ等の主体的

な研究・実践活動に関する情報等を内容とするラジオ

番組「おはようこちら水産情報局」を放送した。

４　意欲ある担い手確保・育成事業

　中核的漁業者協業体経営モデルの作成、文部省と連

携した漁業体験教室、漁業就業者確保育成センターに

よる情報提供等により意欲ある担い手の確保・育成を

推進するため、道府県に対し助成した。

第１７節　船　　　舶

１　組織及び機構

船舶関係の組織

　船舶の所属を組織的に区分すると水産本庁（瀬戸内

海漁業調整事務所・九州漁業調整事務所を含む。）８隻、

水産研究所９隻、水産工学研究所１隻、水産大学校２

隻の計２０隻となっている。

　なお、機構は表２７のとおりである。

２　水産庁の船舶

　水産庁の船舶は行政需要に対応するため、漁業取締、

漁業調査、漁業練習に区分されている。大きさも約

６０tから約２，６００tにまで及ぶものもある。船舶の行政

目的による区分、船名、所属、航行区域及び船の規模

等については、表２８のとおりである。

３　業　　　　務

� 　漁業取締船

　漁業取締船は水産本庁所属の東光丸他５隻の計６隻

（本庁所属船４隻、瀬戸内海漁業調整事務所所属船１

隻、九州漁業調整事務所所属船１隻）である。

　漁業取締船は漁業秩序維持の指導及び取締り並びに

漁船の保護のため、日本周辺、沖合及び遠洋海域での

監視・取締業務に当たっている。

　さらに、我が国排他的経済水域において、近年活動

の増している外国漁船に対し国連海洋法条約に基づく

沿岸国主義の下での取締りを見据え、これら漁船の監

視にも努めている。また、国際条約等による漁業資源

の保存管理のための操業海域の規制等が強まるととも

に、漁業取締船の指導取締対象海域の拡大、規制内容
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の複雑化等に伴い、漁業取締船の業務の重要性が一層

増加している。

� 　漁業調査船

　漁業調査船は水産本庁所属の開洋丸他１１隻の計１２隻

（本庁所属船２隻、水産研究所所属船９隻、水産工学

研究所所属船１隻）である。これらの調査船による漁

業の調査については、沿岸、沖合漁業の再開発、海況

及び漁況の調査、公害等による影響調査、重要魚類を

中心とした水産資源の試験研究のための調査、遠洋漁

業については、まぐろ類の分布・生態調査、新漁場開

発、未利用水産資源の開発等の調査及び試験操業等が

実施されている。

　このように多様化する漁業調査に対応して漁業調査

船は、日本周辺海域から全世界の海域に及ぶ調査航海

に従事しており、官船による漁業調査の重要性は一層

増しつつある。

� 　漁業練習船

　漁業練習船は、水産大学校所属の２隻であり、同校

の学生の遠洋、近海の乗船実習に併せて漁業環境、海

洋生物資源及び漁船の運航に関する各種の調査研究を

行っている。

４　代船建造

　代船建造を進めている漁業調査船「俊鷹丸」（総トン

数８５０トン）は、平成１１年度から３ヶ年計画で建造中で

あり、平成１３年４月２７日竣工する予定である。
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