
政策分野

政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

① 低位水準にとどまっ
ている水産資源の
回復・管理の推進

漁業資源調査等委託費のうち
　有明海漁場造成技術開発事業費

383

漁業資源調査等委託費のうち
　我が国周辺水域資源調査推進事業費

1,411

漁業資源調査等委託費のうち
　資源管理体制・機能強化等総合対策
費

235

漁場資源調査等委託費のうち
　責任ある国際漁業推進事業費

634

漁場資源調査等委託費のうち
　国際資源対策推進事業費

559

漁場環境保全調査等委託費のうち
　厳しい環境条件下における
　サンゴ増殖技術開発実証事業費

290

漁場環境保全調査等委託費のうち
　岩礁域における大規模磯
  焼け対策促進事業費

40

　我が国排他的経済水域の重要な拠点である沖ノ鳥島を中
心に、現地実証レベルで一定規模のサンゴ増殖技術の確立
を図るため、サンゴ種苗生産技術、増殖基盤や効率的な移
植技術等、一連のサンゴ増殖技術を開発。

　磯焼け対策の技術的なサポートを行うことで、改善事例や
体制づくり等のノウハウを整理し、他地域への普及を図る。こ
れにより、磯焼け対策に対する漁業者等の取組意欲を促進
し、磯焼け対策の全国的かつ効率的な改善を目指す

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

平成２１年度政策の実績評価（政策手段シート）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

水産物の安定供給の確保

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

安定供給確保のため、ＴＡＣ報告及びＴＡＥ報告に係る機器
整備を実施

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

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

資料２－２
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

漁場環境保全調査等委託費のうち
　豊かな海の森づくりによる
　ＣＯ２固定推進事業

38

水産物安定供給対策事業委託費のうち
  漁場環境保全調査等委託費

282

水産物安定供給対策事業委託費のうち
  漁場環境保全調査等委託費

108

さけ・ます漁業協力事業費補助金 47

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

45

水産物安定供給対策事業委託費のうち
　内水面漁業振興対策事業

92

水産物安定供給対策事業委託費のうち
  水産物安定供給対策事業調査等委託
費
　持続的養殖生産・供給推進事業費

66

水産物の安定供給を図るため、漁場環境保全方針の策定等
を実施　等

漁場環境に深く関わる生物多様性を保全するため、海洋生
物の多様性の定量的評価手法の開発、赤潮・貧酸素水塊対
策、希少水生生物の保全手法の開発等を推進。

日ロ漁業合同委員会会議におけるロシア系さけ・ますの再生
産及び保存への協力の一環として、日本側からロシア側に対
し、機械及び設備の供与を行うために必要な経費を助成

　近年、温暖化対策の一つとしてＣＯ２固定技術が注目を集
めていることに鑑み、水産分野でのＣＯ２固定と豊かな海の森
づくり推進の観点から、海域の生産力の向上によるＣＯ２固定
効果等について検討するとともに、ＣＯ２固定リサイクル材の
開発とその効果の検証等により、これらの適切な活用を図る
ためのガイドラインを作成

食料の安定供給のため、 漁獲の不振が続く河川等の漁場環
境の改善を促進するための漁場環境調査指針の作成、渓流
魚の原種の増殖による遺伝的多様性の回復・向上を図る増
殖技術の開発、外来魚の生息状況等に応じた最も適切な攻
略作戦の策定に必要な外来魚の抑制管理技術開発、種苗
放流と産卵床造成を組み合わせた生態系に配慮した増殖指
針の作成を行うために必要な調査研究を実施

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

魚粉の含有量を減らした安価な飼料の実用化や効率的な生
産方法の開発
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

水産物安定供給対策事業委託費のうち
　有明海等漁業関連情報提供事業費

33

水産物安定供給対策事業委託費のうち
　地球温暖化対策推進費

157

水産物安定供給対策事業委託費のうち
　漁場環境保全調査等委託費

187

水産業振興事業民間団体委託費のうち
　新たなノリ色落ち対策技術
　開発事業

87

地球温暖化による水産業への影響の回避・軽減を図るため、
自動観測ブイを用いた沿岸漁場環境モニタリングによる温暖
化影響評価手法の開発、分子生物学的手法を用いた有害・
有毒プランクトンの迅速・簡便モニタリング手法の開発、ＤＮＡ
マーカー等のゲノム情報を活用した高水温耐性等を有する
養殖品種の評価・選抜、藻場干潟等の炭素吸収源評価と吸
収機能向上技術の開発を実施

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

主な栽培漁業対象種及び養殖業等の生産量の確保を図るた
め、有明海・八代海に設置されている既存ブイのネットワーク
化等を推進し、有明海等における広域漁場環境監視システ
ムの構築、海域情報を含めた漁業関連情報の収集・解析と
データベースの拡充、漁業者等に対する漁業関連情報の提
供、より正確なデータベースを構築するため海域環境等に関
する補完調査を実施

・栽培漁業対象魚種等の生産力確保のため、これら魚種の
幼稚魚育成場・産卵場であるアマモ場の維持・造成のための
調査等の実施等
・漂流・漂着物のうち、漁業系資材の漁網、発泡スチロール製
のフロート及びプラスチック製品について、モデル地域を選
定し、その処理費用の軽減方策及びリサイクル技術の開発・
推進を図る
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

水産物安定供給対策費のうち
　ノリ養殖業高度化促進事
  業費

82

水産業振興事業費補助金のうち
省エネ対応・資源回復等推進支援事業

1,648

水産物安定供給対策事業費補助金のう
ち
　資源管理体制・機能強化
  総合対策費

59

水産業振興民間団体事業費補助金のう
ち
　水産増養殖等振興対策費

1,390

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

安定供給確保のため、漁業者協議会の運営、漁獲可能量の
適切な管理のための調査、資源回復計画の普及・啓発等へ
の取組の支援、ポスト資源回復計画への移行のための調査
等
・未利用資源の養魚用飼料としての利用の促進、新規参入の
促進や規模拡大等による効率的な生産体制構築、生産・出
荷におけるリスク回避のための対応策の検討・実践への支
援、複数種の組み合わせによる循環型の養殖手法の開発を
行う。
・まき網で漁獲される小型マグロの運搬技術等や海象条件が
厳しい未利用海域でのクロマグロ養殖を可能とする生け簀技
術の開発等を行う。
・我が国消費者への養殖ウナギの安定供給を確保する観点
から、中国、台湾等との連携によるウナギ資源の適正管理等
を通じた生産者間での民間協議、ウナギの放流等を促進す
る。
・食料の安定供給のため、漁業者が取り組む生育環境改善
の活動や内水面生態系の復元・保全に関する理解と協力を
促進するための実践的な取組み、内水面漁業・養殖業の被
害防止に向けた緊急的・広域的なカワウ・外来魚の防除対策
を実施。
・食料の安定供給のため、栽培漁業対象種の海域レベルで

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

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

水産物安定供給対策事業費補助金のう
ち
　漁場環境保全対策事業費

1,129

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

118

水産物安定供給対策事業費補助金のう
ち
　水産情報提供の整備推進事業費

28

強い水産業づくり交付金のうち
　資源増養殖目標

7,674
の内数

強い水産業づくり交付金のうち
　資源増養殖目標

11,132
の内数

強い水産業づくり交付金のうち
　資源管理目標

7,674
の内数

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

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

　新潟県中越地震及び中越沖地震により被災した錦鯉生産
地における養殖業の振興を図るため、飼育状況等指導調
査、生産設備等緊急対策及び生産体制再構築等の推進の
実施を支援
　地域の特性を考慮した適正養殖規範（ＧＡＰ）の策定、普及
を図るための研修会や指導会議の開催、啓発及び指導用資
料の作成配布等

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

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

・水産物の安定供給を図るため、漁場油濁油濁被害対策、漁
場環境保全活動の調査等を実施
・漁業者が漁業活動中に回収した漂流物の処理への支援を
行い、広域的な漁場環境の保全を実施
・大型クラゲ等の有害生物について、改良漁具の導入促進、
駆除、陸上処理等を実施するとともに、大型クラゲについて、
日中韓による国際共同調査を実施。また、トドについて、効果
的な追い払い方法の実証試験、出現実態や生態の把握を実
施                                               ・湖沼の漁場改善技術
ガイドラインに即し、湖底耕うん等の漁場改善活動について、
その効果を検証しつつ、行う取組への支援を実施
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

(独)水産総合研究センター試験研究・技
術開発勘定運営費交付金

13,930

(独)水産総合研究センター海洋水産資
源開発勘定運営費交付金

2,725

(独)水産総合研究センター施設整備費
補助金

1,738

(独)水産総合研究センター船舶建造費
補助金

1,783

漁業調整委員会等交付金 192

事務費うち
　指導監督及び取締費

10,416

漁業協定等実施費補助金 86

政府開発援助国際連合食糧農業機関等
拠出金（国際部計上）

385

国際捕鯨委員会等分担金 394

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

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

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

資源回復計画の着実な実施のため、漁業調整委員会等の運
営に必要な経費を交付

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

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

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

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

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

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

事務費うち
　漁業資源調査対策費

881

海洋水産資源開発費補助金 538

海洋水産資源開発費補助金のうち
　漁業資源調査等事業費補助金
　我が国周辺水域資源調査推進事業費

194

海洋水産資源開発費補助金のうち
　漁業資源調査等事業費補助金
　国際資源対策推進事業費

339

水産資源保護法 －

持続的養殖生産確保法 －

漁業法 －

沿岸漁場整備開発法 －

海洋水産資源開発促進法 －

(独）水産総合研究センター法 －

水産研究・技術開発戦略 －

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

⑬－7



政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

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

－

海洋生物資源の保存および管理に関す
る法律

－

排他的経済水域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

－

外国人漁業の規制に関する法律 －

漁船法 －

水産業振興対策推進指導費補助金のう
ち
　資源回復・漁場生産力強化事業
（平成２１年度第１号補正）

12,456

(独)水産総合研究センター施設整備費
補助金（平成２１年度第１号補正）

2,700

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

輪番休漁の活用等により漁業者グループが行う資源回復に
寄与する藻場・干潟の整備や海岸清掃の等の取組を支援

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

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

排他的経済水域における、外国人の漁業等に関する主権的
権利の行使等を行う

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

漁業の合理的発展のため、漁船を許可制度及び登録制度に
より管理し、かつ、漁船に関して、検査及び試験を行い漁船
の性能の向上を図る
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

② 水産物の安定供給
を図るため加工・流
通・消費施策の展開

水産物流通対策事業費補助金 3,486

水産物安定供給対策事業委託費のうち
 水産物流通加工対策等委託費

120

水産物安定供給対策推進指導費補助金
のうち
 水産加工原料確保緊急対策対事業

102

水産物安定供給対策推進事業費補助金
のうち
　水産物フードシステム品質管理体制構
築推進事業

109

漁港漁場整備法 －

水産加工業施設改良資金融通臨時措置
法

－

(独)水産総合研究ｾﾝﾀｰ法 －

原材料安定確保に向けた対応策を検討するための検討会等
の開催、水産加工業者がこれまで十分に利用していなかった
国産魚を加工原材料として有効活用するﾓﾃﾞﾙ的な取組に対
して支援

地域ぐるみの品質・衛生管理体制構築に向けた取組に対し
て支援及び生産段階・産地市場・水産加工場を対象として、
講習会の実施、専門家派遣等を実施し、水産物流通の全段
階を通じたＨＡＣＣＰ手法の導入等を促進に対する支援等

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

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

水産業の健全な発展及びこれによる水産物の供給の安定を
図る

全国の主要漁港における主要品目の水揚量・卸売価格な
ど、水産物の需給・価格動向に関する情報を漁業者をはじ
め、広く国民に対しﾘｱﾙﾀｲﾑで提供等。

・産地及び消費地を通じた水産物価格の安定を図るため、漁
業者団体等が水揚集中時に対象魚種を買取、保管し、放出
する取組を実施した際及び漁業者団体等が量販店、加工業
者等の最終実需者との間で直接取引契約を締結し、最終実
需者が求める種類、規格の水産物を買取、一定価格で安定
的に供給する取組を実施した際、これに必要な買取代金の
金利及び保管経費等の助成を行うのに必要な資金を造成。
・漁業者団体による新規販路の開拓、産地市場の改革などの
取組みや、流通業者・加工業者が漁業者団体と連携して行う
新規販路の開拓、新商品の開発などの取組等に対して支
援。
・漁業者団体が、漁業者から国産水産物を買い取り、当該地
域の学校給食、社員食堂等向けに食材として供給しようとす
るなど、地産地消による消費拡大を図ろうとする取組に対して
支援。
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

水産研究・技術開発戦略 －

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

－

公害防止関連施設の固定資産税の課税
標準の特例
ｱ 公共危害防止用施設又は設備
ｲ 公害防止用償却資産
ｳ 上記ｱの優良更新施設
ｴ 公害防止用施設
［固定資産税：地方税法附則第15条③④
⑥⑦］

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

特定倉庫5年間1/2控除
付属機械設備5年間1/4控除

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