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政策手段(事業)名 資源回復等推進支援事業 政策手段所管課名 水産経営課・管理課

費補助金 政策評価担当課名 水産庁企画課

政 (1)目的 我が国周辺水域における水産資源の回復及び漁業生産による安定供給

策 等のため、漁業者等が資源回復等を推進することに対し支援する。

手

段

の (2)内容 国又は都道府県が漁業者等と作成した資源回復計画に基づき、関係漁業

概 者団体が定める漁獲努力量削減実施計画に沿って当該年度の漁獲努力量

要 （操業日数等の漁労作業量）の削減を確実に実施するため、減船・休漁等を

実施する漁業者に対して、不要漁船の減船経費、休漁期間中の経営維持経

費等を交付し支援する。

（別紙１事業内容参照）

(3)達成目標 資源回復計画等に基づく当該年度の漁獲努力量削減実施計画達成率

（あらかじめ成 １００％

果目標が設定

されている場

合は、成果目

標）

( 4 )事業予算 １５年度 １６年度 １７年度

等の推移 予算額 1,785,956千円 1,696,785千円 1,655,557千円

（直近３カ年） 執行額 1,070,282千円 1,485,549千円 1,655,557千円

計画数 ５計画 ７計画 １０計画

政 (1 )政策手段 政 策 分 野 名 水産物の安定供給の確保

策 が関連する政 目 標 資源回復計画の着実な実施（漁獲努力量削減実施

分 策分野及び目 計画の早期策定）

野 標 目標値（目標年度） １００％（毎年度）

の

目 (2 )政策分野 資源回復計画の着実な実施を達成するためには、緊急に資源を回復させ

標 の目標の達成 るために漁獲努力量の削減が必要であるが、当該計画に即して実施する減

と に向けての政 船・休漁等の措置は、結果的に関係漁業者の減収を伴うものであり、漁業経

政 策手段の有効 営に及ぼす影響が大きいことから、本影響を緩和するための手段を講じるこ

策 性（説明及び とが有効である。

手 概念図）

段

の （別紙２概念図参照）

関

連
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事業のこれまでの 資源回復計画に基づく、平成１７年度の漁獲努力量削減実施計画（全１５

具体的成果 計画）による漁獲努力量削減措置（減船・休漁等）の確実な実施がなされ、目

（成果目標が設定 標を１００％達成した。

さ れ て い る場合 なお、漁獲努力量削減実施計画の実施にあたり、減船３隻（２計画）、漁具

は、成果目標に対 改良等１１２隻（６計画）、休漁漁船活用延べ７１６隻（４計画）、休漁推進１１０

する実績） 隻（３計画）に対し、本事業による支援を下表のとおり実施し、漁獲努力量削

減実施計画の確実な実施に寄与した。

表．資源回復等推進支援事業による支援の実施状況

Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７

目標達成率 １００％ １００％ １００％

17隻（2計画） 18隻（4計画） 3隻(2計画)減 船

431隻（4計画） 81隻（2計画） 112隻(6計画)漁具改良等

延249隻 (2計画) 延466隻 (3計画) 延716隻(4計画)休漁漁船活用

25隻（1計画） 96隻（2計画） 110隻(3計画)休 漁 推 進

（注）減 船：漁獲圧力を下げるために行う沖合底びき網漁船等のスクラップ処分等。

漁具改良等：小型魚の混獲回避を行うための漁具の改良等。刺網、底びき網の網目を

大きくする等。

休漁漁船活用：資源回復のため休漁する漁船を活用し行う漁場清掃、漁場監視等。

休漁推進：資源回復のために休漁する場合、過去の漁獲金額を参考に、利益分や出

漁に要する経費を除し、人件費等経営維持に必要な金額を支援する。

(1)必要性 水産資源は、「水産基本法」にも定められているとおり、国民への水産物

評 の安定供給や水産業発展のために基礎をなすものである。

このために資源の増大やその持続的利用の体制を構築する必要がある。

価 また、国連海洋法条約においても、排他的経済水域等の生物資源管理は沿

岸国の権利であり、管轄する義務を伴う。

結 しかしながら、我が国周辺水域においては、資源状況の悪化及び資源水

準に対する漁獲努力量の過剰、漁業経営の悪化により、水産物の安定供給

果 の確保が困難な状況にある。

これらのことから、我が国周辺の水産資源を管理し、資源の回復を図るこ

とは国連海洋法条約に定められた沿岸国の義務であり、また、水産基本法

においても資源の回復を図り、国民への水産物の安定供給を確保する義務

がある。よって、資源の回復及び漁業経営の安定を図らなければ、国民への

水産物の安定供給を確保できないため、国の積極的な関与の下、利害の対

立する関係漁業者間の調整を円滑に進めつつ、過剰となっている漁獲努力

量の削減を実施することが必須である。

漁獲努力量の削減を実施するためには、資源状態や漁業の実態、地域の

実情等を考慮しつつ資源回復の必要性を検討して作成された資源回復計画

（漁業法の規定に基づく広域漁業調整委員会等との協議や漁業者協議会の

意見を踏まえ作成される。）に沿った、漁獲努力量削減実施計画による減船・

休漁等の措置の確実な実施が必要である。
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当該措置は、結果的に関係漁業者の減収を伴い、漁業経営に及ぼす影響

が大きいため、経営不安による減船・休漁等への取組が消極的となり、漁獲

努力量を削減することは難しいが、本事業による支援を行うことで経営不安

が解消され、関係漁業者の積極的な取組を誘発することができ、より多くの

魚種又は漁業種類での漁獲努力量の削減が可能となるため、当該手段は

必要である。

(2)有効性 資源回復計画に基づき、平成１４年度から本事業による支援を行っている

瀬戸内海のサワラは、漁具改良等により小型魚の漁獲が抑えられ、資源量

が1,497トン（平成12年）から3,103トン（平成16年）に増加した。平成１５年度か

ら支援を行っている日本海西部のズワイガニは、減船・休漁等により過剰な

漁獲圧力が抑えられ、漁獲量が3,521トン（平成12年）から4,699トン（平成16

年）に増加するなど資源の回復がみられる。その他の資源回復計画対象魚

種の中には、資源回復の効果が現れるまで時間を要するものもあり、今後こ

のような魚種の資源回復措置と効果について検証する必要がある。

また、資源回復計画は、計画策定後も資源管理に必要な情報を収集し、

資源動向を評価した上で、より効果的な資源回復措置を図るための見直しを

行っている。

なお、資源回復計画の策定及び当該計画に沿った漁獲努力量削減実施

計画による減船・休漁等の実施については、関係都道府県はもとより、各漁

業調整事務所等が、地域の実情及び漁業の実態等を把握し、円滑かつ確実

に実施させる仕組みとなっている。

(3)効率性 漁獲努力量の削減のための減船・休漁等の措置は、漁業者の減収となる

ことから、不要漁船の減船経費や休漁期間中の経営維持経費等を国、都道

府県、漁業者等が資金を造成し交付している。

この措置により、短期的には漁業生産の減少及び地域経済へのダメージ

を生じるが、長期的には資源の状態が回復し、効率的かつ安定的な漁業経

営が可能な体制が構築され、漁業生産の維持増大や漁業者の経営改善、

資源回復を通じた関係地域の経済の活性化につながり、国民への安定的な

水産物の供給の確保が図られる。

（参考：負担割合）

１．減船の場合

① 大臣許可漁業 国４／９、残存漁業者等５／９

② 都道府県知事許可漁業 国１／３、都道府県１／３、残存漁業者等１／３

２．推進支援事業の場合 国１／３、都道府県１／３、漁業者等１／３

また、資源回復計画の策定について、複数の都道府県にまたがる広域種

については国が、都道府県単位で管理できる地先種については都道府県が

作成し、具体的な漁獲努力量削減措置を漁業者が行っており、それぞれが

主体性を持ち、効率的かつ連携し取り組んでいる。

漁獲努力量削減実施計画により、漁業者が自主的に実施する減船・休漁
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等の措置に対する交付金の支援については、全ての実施計画に対して国が

支援するものではなく、地域の実情、漁業の実態等を考慮し、国の交付金に

よる支援が効果的な実施計画に対して交付している。

なお、減船者に対しては資源回復計画にかかる減船交付金の圧縮記帳を

認める税制上の優遇や、漁業者相互の補償などに係る資金を長期かつ低金

利で融資する公庫資金の対象にするなど政策金融による優遇を行い、本計

画への参画を促すため関係者の経営への影響緩和を目的とした支援を行っ

ているが、このような経営への影響緩和策だけでは資源回復計画の実行に

結びつかないことから、資源回復を直接行う本事業を実施することが効率的

である。

一方、単なる情報提供に留め、支援施策を講じない場合には、利害の対

立する関係漁業者間の調整が進まないまま、現在の資源状況を悪化させる

だけで、資源の回復及び経営の安定を図ることは難しい。

また、取締りの強化等規制措置的な手段だけでは、休漁や減船を実現す

ることは出来ないほか、漁業者自らが資源を管理していくという意識が醸成

されず、漁業者の意識が従来と変わらないため、資源回復を望むのは難し

い。仮に、資源が回復したとしても再度乱獲を繰り返すことにより、資源の継

続的利用及び経営の安定は困難である。

注）圧縮記帳：国庫補助金によって資産を取得したり、保険金等の支払を受けて代替

資産を取得した場合等は、その額をそのまま益金の額に算入せずに「圧縮記帳」と いう手

続きによって、損金経理して減額することができ、結果として税額を発生さ せない等の効

果がある。

(4)その他

( ､ )公正性 優先性等

政策手段の改善の 本事業については、第2期にあたる平成19年度から23年度において、現在

必要性、その内容 の資源回復計画の内容と資源への効果を検証し、現在見直し中である水産

及びその理由 基本計画の検討状況を踏まえつつ、適切な支援・制度のあり方を検討し、よ

り効果のある資源回復計画にしていく必要がある。

見直しにあたっては、より資源回復効果を発揮するとともに、漁業者の経

営改善・安定に寄与するような、将来の水産資源管理や管理手法のあり方と

併せ、総合的に見直す必要がある。

政策評価総括組織 （１）必要性

（企画評価課長） 国連海洋法条約に基づき、我が国周辺の水産資源を管理し、回復させる

の所見 ことは、沿岸国に課せられた義務である。減船、休漁などの漁獲努力量の削

減は水産資源を回復し、国民への水産物の安定供給を図る上で有効な手段

である一方、短期的には漁業経営に著しい影響を及ぼすため、漁業者の自

発的な努力のみによっては資源回復は望めないことから、こうした影響を緩

和するために漁獲努力量の削減の取組に対して支援措置を講じる本事業の

必要性は認められる。
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（２）有効性

本事業による支援措置により、漁獲努力量削減実施計画に基づく減船、

休漁などの漁獲努力量の削減が確実に行われていることから、本事業の有

効性は認められる。

また、漁獲努力量削減実施計画に基づく減船、休漁等の措置が確実に行

われたこともあり、瀬戸内海のサワラ、日本海西部のズワイガニについて

は、資源の回復傾向が見られる。

今後は、本事業が資源回復や経営改善・安定に一層寄与するものとなる

よう、資源回復計画の対象種の特性を踏まえた上で、減船、漁具改良等、休

漁漁船活用、休漁推進というそれぞれの類型ごとにその有効性を検証する

必要がある。

（３）効率性

本事業は、すべての漁獲努力量削減実施計画に対して支援を行うのでは

なく、地域の実情、漁業の実態等を考慮して、支援の重点化を図っているな

ど、効率性が認められる。

今後は、本事業が資源回復や経営改善・安定に一層寄与するものとなる

よう、資源回復計画の対象種の特性を踏まえた上で、減船、漁具改良等、休

漁漁船活用、休漁推進というそれぞれの類型のうち、より効果の高いものへ

支援を重点化するなど効率性を検証する必要がある。

（４）総括所見

（有効性の検証、効率性の検証）

漁獲努力量の削減に伴う漁業経営への著しい影響を緩和するために支援

措置を講じることにより資源回復の円滑な推進を図る本事業の必要性は認

められ、有効性及び効率性も認められる。

今後は、本事業が、資源回復や経営改善・安定に一層寄与するものとなる

よう、資源回復計画の対象種の特性を踏まえた上で、減船、漁具改良等、休

漁漁船活用、休漁推進というそれぞれの類型ごとにその有効性を検証すると

ともに、より効果の高いものへ支援を重点化するなど効率性を検証する必要

がある。

評価会委員の意見



資源回復の
ための施策

資
源
回
復
措
置

漁獲努力量の削減

積極的資源培養

漁 場 環 境 保 全

その他関連措置

減船、休漁、漁具改良等について経費の一部を支援（1５億円）

都道府県と連携の下に適地放流や放流効果調査（1．５億円）等に
対する支援

藻場・干潟の造成・保護、漁場清掃等に必要な経費の一部を支援

資源回復計画のPR、資源回復計画の取組のための漁業者協議会、
資源回復計画対象種の資源評価（１７億円）等への支援措置

１．資源回復計画関連財政支援措置の概要

Ⅰ 資源回復計画

（金額は１７年度予算見込額）

（別紙１－１）



（別紙１－２）



１／３１／３１／３漁具の改良や不要漁具の処理に係る経費漁具改良

１／３１／３１／３知事管理漁業

５／９４／９

不要となる漁船のスクラップ処理等の経費

大臣管理漁業

減船

１／３１／３１／３
休漁実施漁船を活用した漁場清掃等に要した用船経費
（人件費含む）

休漁漁船活用

１／３１／３１／３休漁期間中の漁業経営の維持に必要とする経費休漁

漁業者都道府県国

負担割合
支援対象となる経費努力量削減措置

漁獲努力量削減措置に係る支援

（別紙１－３）



政　策　手　段　の　概　念　図 （　別　紙 2 ）

　　　　　　（資源回復等推進支援事業費補助金）

　　 資源回復計画の策定
　

漁獲努力量削減実施計画
　　　　    の策定

　　減船・休漁等
　
　　 実　　施

支援がないと・・・

    減収による
     経営不安
           ∥
　　消極的な取組

　 減収による
    経営不安解消
　　　　　∥
　  積極的な取組

支援があると・・・

　　　水産物の安定供給の確保

　　資源の減少
過剰な漁獲努力量 　　漁業経営の

　　    悪　 化

　　  減船経費
  経営維持経費等

      支　援

漁業者の積極
的取組を誘発

水産資源の回復
　　・増大

水産資源の持続的利用
　　漁業経営の安定

　　　効果の検証
 結果をフィードバック



広域種：国が作成
地先種：都道府県が作成

　実施中の資源回復計画の概略（平成１８年５月現在）
1 宗谷海峡域イカナゴ資源回復計画
（平成１６年４月２２日公表）
○対象漁業種類：沖合底びき網漁業

7 日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画
（平成１７年４月７日公表）
○対象漁業種類：日本海べにずわいがに漁業、べにずわ
いがにかご漁業

9 サワラ瀬戸内海系群資源回復計画
（平成１４年４月１２日公表）
○対象漁業種類：流し網漁業など
象資

6 伊勢湾・三河湾小型機船底びき網漁業対象種（トラフ
グ、シャコ、マアナゴ）資源回復計画
（平成１４年８月１３日公表）
○対象漁業種類：小型機船底びき網漁業

5 日本海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画
（平成１５年７月１日公表）
○対象漁業種類：沖合底びき網漁業、小型機船底びき網
漁業、 刺し網漁業、小型定置網漁業3 太平洋北部沖合性カレイ類（サメガレイ、ヤナギムシ

ガレイ、キチジ、キアンコウ）資源回復計画
（平成１５年３月１０日公表）
○対象漁業種類：沖合底びき網漁業、小型機船底びき網

13 ヤリイカ太平洋系群（南部）資源回復計画
（平成１６年１１月４日公表）
○対象漁業種類：沖合底びき網漁業

12 大分県豊前海アサリ資源回復計画
（平成１６年３月２６日公表）
○対象漁業種類：小型機船底びき網漁業など

11 周防灘小型機船底びき網漁業対象種（ﾏｺｶﾞﾚｲ､ﾒｲﾀ
ｶﾞﾚｲ､ｲｼｶﾞﾚｲ､ﾋﾗﾒ､ｸﾙﾏｴﾋﾞ、ｼｬｺ、ｶﾞｻﾞﾐ）資源回復計画
（平成１６年１１月１９日公表）
○対象漁業種類：小型機船底びき網漁業

2 えりも以西海域マツカワ資源回復計画
（平成１７年３月１０日公表）
○対象漁業種類：刺し網漁業、小型定置網漁業など

8 日本海西部アカガレイ（ズワイガニ）資源回復計画
（平成１４年９月６日公表）
○対象漁業種類：沖合底びき網漁業、小型機船底びき網

15 熊本県アサリ資源回復計画
（平成１７年３月３０日公表）
○対象漁業種類：採貝漁業

14 九州・山口北西海域トラフグ資源回復計画
（平成１７年４月１５日公表）
○対象漁業種類：とらふぐはえなわ漁業

16 南西諸島海域マチ類（アオダイ、ハマダイ、ヒメダ
イ、オオヒメ）資源回復計画
（平成１７年４月１５日公表）
○対象漁業種類：底魚一本釣漁業、底立はえなわ漁業
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10  カタクチイワシ瀬戸内海系群（燧灘）資源回復計画
（平成１７年３月３１日公表）
○対象漁業種類：船びき網漁業
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17 大分県豊後水道域クルマエビ資源回復計画
（平成１７年８月４日公表）
○対象漁業種類：小型機船底びき網漁業,建網漁業
象資 ビ

18 宮崎海域カサゴ資源回復計画
 （平成１７年８月９日公表）
○対象漁業種類：主にかさご延縄漁業を含む全漁業

19 長崎県大村湾海域ナマコ資源回復計画
（平成１７年８月30日公表）
○対象漁業種類：小型機船底びき網漁業,なまこ鉾突き漁

20

20 岩手県ヒラメ資源回復計画
（平成１８年２月２７日公表）
○対象漁業種類：刺網漁業、沖合底びき網漁業、定置網
漁業、その他の漁業

21 愛媛県伊予灘マコガレイ資源回復計画
（平成１８年３月２０日公表）
○対象漁業種類：磯建網漁業、小型機船底びき網漁業

22 神奈川県三浦半島地区アワビ資源回復計画
（平成１８年３月２２日公表）
○対象漁業種類：みづき漁業、裸もぐり漁業、潜水器漁
業 象資 ビ

21

22

23 山口県瀬戸内海アサリ資源回復計画
 （平成１８年３月２８日公表）
○対象漁業種類：全ての漁業

24 琵琶湖セタシジミ資源回復計画
 （平成１８年３月３０日公表）
○対象漁業種類：貝掻網漁業、貝びき網漁業

23

24

25

25 和歌山県太平洋南区イサキ資源回復計画
 （平成１８年５月１日公表）
○対象漁業種類：一本釣漁業

4 マサバ太平洋系群資源回復計画
（平成１５年１０月２３日公表）
○対象漁業種類：大中型まき網漁業など


