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政策分野名 15. 水産資源の回復

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

①
資源管理・回復の着実な実
施

平成22年度に実施した政策（政策手段シート）

実績

施策 目標

漁業法

　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。

　指定漁業の許認可の運用、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、漁場の総合的、合理的な利用と生産の
活動を実施した。

　水産動物の種苗の生産及び放流並びに
水産動物の育成を効率的かつ計画的に推
進するために必要な手段。農林水産大臣は
平成２２年１２月に水産動物の種苗の生産
及び放流並びに水産動物の育成に関する
基本方針を定め、公表した。沿海４０都道府
県は基本方針と調和して、効率的かつ計画
的に栽培漁業を推進する基本計画を策定し
た。

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

-

-

　漁業の健全な発展と水産物の供給の安定
に資するため、沿岸域における魚礁等の設
置、漁業者団体による自主的な水産資源の
管理を促進した。

沿岸漁場整備開発法

　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。

　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
産物の安定供給の確保のため、漁獲可能
量の適切な管理等を実施した。

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

　水産資源の保護培養を図る一環として、同
法第２０条に基づき、さけ及びますの個体群
維持のために独立行政法人水産総合研究
センターが実施する人工ふ化放流計画の策
定等を実施した。

海洋生物資源の保存及び管理に関す
る法律

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

政策手段 政策手段の内容

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

実績

施策 目標

-

-

-

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

　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
く資源評価を実施する。

1,411
　我が国周辺水域の水産資源のうち、５２魚
種８４系群について資源評価を実施。資源
回復計画対象魚種についても広域漁業調
整委員会等で資源状態について報告を
行った。

1,405

漁船法
　漁船の許可制度及び登録制度の運用によ
り管理を行い、漁船の検査及び試験を実施
した。

外国人漁業の規制に関する法律

　漁獲努力量削減実施計画等に基づき漁
業者が自主的に行う休漁、漁具改良等の取
組に対し支援を実施し、漁獲努力量の削減
に寄与した。
・休漁への支援（７９隻及び４７ヶ統）：６計画
・漁具改良等への支援（６隻及び１ヶ統）：２
計画
・休漁漁船活用への支援（２３３隻）：５計画

850

192

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
業費

　漁獲努力量削減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す
る。

850

　漁業の合理的発展のため、漁船の建造等
の許可制度及び登録制度により管理し、か
つ、漁船の検査及び試験を行い、漁船の性
能の向上を図る。

漁業調整委員会等交付金

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

192 　海区漁業調整委員会及び内水面漁場管
理委員会を合わせて639回開催し、委員会
指示の発出、漁場計画の策定、漁業権免許
に関する適格性の判断、優先順位の判断等
漁業関係法令に規定する事項を処理した。

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

　我が国排他的経済水域における外国人が
行う漁業等の監視、取締りを実施するととも
に、漁業等の許可及び承認について適正な
審査、管理を実施した。

　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。

　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。

　外国人及び外国漁船が行う我が国の水域
における漁業活動に関し、操業禁止等の措
置に基づき、監視、取締りを実施した。
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施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

実績

施策 目標

　全国３４５の漁業者グループに対し、輪番
休漁の活用等により漁業者グループが行う
藻場・干潟の維持・管理や海岸清掃等の取
組を支援し、資源回復・漁場生産力の向上
のための活動を推進した。5,940

5,940

　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。

24 　燃油節減・資源評価等の情報源として、協
力漁船等によるデータに衛星からの海面高
度等の情報を加えた精度の高い漁海況情
報を作成した。

水産業体質強化総合対策事業のうち
資源回復・漁場生産力強化事業費

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

　水産物の安定供給確保のため、ＴＡＣ報
告及びＴＡＥ報告に係るシステム関連機器
整備の実施等を行う。

215 　ＴＡＣ報告及びＴＡＥ報告に係るシステム
関連機器整備等を実施し、資源回復計画等
を着実に実施した。213

水産物安定供給対策事業費補助金の
うち
ポスト資源回復計画移行調査事業

　資源回復計画の取組により資源の回復が
見られはじめている計画を対象に、その回
復措置の有効性をより具体的に評価するた
めに必要となる調査及び調査結果の分析並
びに効果的な管理手法の検討を行い、その
結果を漁業者に提示することにより、ポスト
資源回復計画への移行を促進する。

17
　対象資源の回復が見られはじめている資
源回復計画を対象として取組の有効性等の
調査等を実施し、２２年度より２計画（マサバ
太平洋系群資源回復計画及びカタクチイワ
シ瀬戸内海系群（燧灘）資源回復計画）をポ
スト資源回復計画に移行した。

17

　安定供給確保のため、資源回復計画の推
進を図るための漁業者協議会（複数の都道
府県等にまたがる広域的なもの）の運営や
普及・啓発等の取組を実施する。また、資源
の回復に資するため、漁業者による自主的
な密漁等の防止対策も実施する。

41
　漁業者協議会の運営、資源回復計画の普
及・啓発、漁業者による自主的な密漁防止
対策を支援した。

水産物安定供給対策事業費補助金の
うち
資源回復計画等の作成及び普及の推
進事業

海洋水産資源開発費補助金のうち
我が国周辺水域資源調査推進事業費

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

194 　海洋環境の変動による水産資源への影響
を調査し、資源変動メカニズム及び中・長期
的な資源変動の究明に向けた取組を実施し
た。194

　藻場・干潟の維持・管理を含めた漁業生
産力の向上を図るため、磯焼け等により生
産力の低下が著しい漁場において、輪番休
漁の活用等により漁業者グループが行う藻
場・干潟の維持・管理や海岸清掃等の取組
を支援し、資源回復・漁場生産力の向上の
ための活動を推進する。

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

41

24
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施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

実績

施策 目標

③
主要な栽培対象魚種及び養
殖業等の生産量の確保

-

　持続的な養殖生産の確保を図り、養殖業
の発展と水産物の安定供給のために必要な
手段。
　漁協等は漁場改善計画を策定し、養殖漁
場の改善・維持を図る取組みを実施した。
（海面養殖業の総生産量に占める漁場改善
計画策定海面における生産量の割合
76.1％）

59 　全国6地区において、魚粉の含有率を減ら
した安価な飼料の実用化や効率的生産方
法の開発を実施した。

-

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

持続的養殖生産確保法

　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。

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

　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を開発する。

52

独立行政法人水産総合研究センター
法
（再掲：政策分野18）

　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、中期目標に定められた業務を実施す
る。

　アユ漁場における生息環境改善策等を示
した漁場環境調査指針の作成、イワナ、ヤ
マメ等渓流魚の遺伝的多様性の回復・向上
を図るため、持ち上げ法及び移植法等の調
査研究、透明度や深さの異なる湖沼等にお
ける電気ショッカー等による外来魚駆除技
術に係る調査研究、増殖手法が明らかに
なっていないマス類等についての稚魚放
流、発眼卵放流等の河川環境等に応じた効
果的な増殖手法の調査研究を実施した。

　中期目標の達成に向け、独立行政法人の
策定した年度計画に基づいて、①水産物の
安定供給確保のための研究開発、②水産
業の健全な発展と安全・安心な水産物供給
のための研究開発③研究開発の基盤となる
基礎的・先導的研究開発及びモニタリング
等を重点的に実施した。

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

　淡水魚介類の安定供給を図るため、 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、増殖手法が明らかになっていない魚種
についての効果的な増殖手法の開発を行う
ために必要な調査研究を実施する。

92

　資源管理に必要な情報の提供、資源回復
計画等の作成及び普及の推進、漁獲可能
量の適切な管理及び水面利用調整の推進
に係る都道府県の取組（都道府県数：４３）
に対して支援した。321

強い水産業づくり交付金のうち
資源管理目標

　水産物の安定供給のため、資源管理に必
要な情報の提供、資源回復計画等の作成
及び普及の推進、漁獲可能量の適切な管
理及び水面利用調整の推進に係る都道府
県の取組に対して支援を実施する。

388

92
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施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

実績

施策 目標

・漁協等によるノリ養殖業の構造改革計画の
策定については、２０漁協が実施し、同計画
に基づいて漁業者や漁協等が取り組む生
産性の低い自動乾燥機等の廃棄について
は、３１件の申請があり、これについて支援
を行った。
・なお、執行率が低いのは、「ノリ養殖業構
造改革計画」の策定数は当初の見込みどお
りであったものの、その経費について、補助
金の交付申請を行わないケースが多かった
ことによるもの。

7

・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、複数種の組合せにより生産性の高
い養殖生産システム及び先進的な技術を活
用した低コストの養殖生産システムの開発等
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。
・淡水魚介類の安定供給を図るため、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
する。
・食料の安定供給のため、栽培漁業対象種
の海域レベルでの適地種苗放流や効率的
なサケ・マス資源の造成を推進する取組を
実施する。

1,038

水産物安定供給対策推進事業費補助
金のうち
水産増養殖等振興対策費

水産業振興対策推進指導費補助金の
うち
ノリ養殖業構造調整・競争力強化対策
事業

　漁協等によるノリ養殖業の構造改革計画
の策定、及び同計画に基づいて漁業者や
漁協等が取り組む生産性の低い自動乾燥
機等の廃棄を支援する。

14

・今まで利用されていなかった水産加工残さ
を効率的・環境に配慮した形で回収し魚粉
工場へ供給する体制構築に対しての支援、
国内のくろまぐろ養殖生産の動向分析や養
殖漁場利用に関する情報の集約及び公
表、生産・出荷におけるリスク回避の取組等
の実施、魚類とナマコの複合による養殖生
産システムの開発や、付着生物による被害
の少ない養殖網の開発等を実施した。
・台湾、韓国の養鰻関係者との協議の実
施、国内におけるウナギ親漁及び稚魚の放
流と、放流場所や時期等の検討及びウナギ
の供給の安定化に関する課題解決につい
ての検討を行った。
・漁業関係者による河川における淡水魚の
産卵場等の清掃・整備、一般市民への漁業
体験学習会の開催、カワウや外来魚の駆除
等及び全国の漁協に対するカワウ・外来魚
被害の実態や対策の実施状況に関するア
ンケート調査を行った。
・海域レベルでの適地種苗放流や放流稚魚
の混獲調査の実施、広域的に連携したサ
ケ・マス資源の効率的な造成や高品質化を
支援した。

972
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施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

実績

施策 目標

水産物安定供給対策事業委託費のう
ち
海面養殖業振興対策費

・栄養塩を吸収する植物プランクトンを補食
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。
・ノリ養殖漁場における最低限必要な栄養
塩レベルの解明及び大型珪藻の抑制手法
を開発し、ノリの色落ちを発生させることなく
安定的に生産する体制を構築する。

88

・東京湾、伊勢・三河湾等の５海域において
対象二枚貝の増殖手法の開発や適正飼育
条件、流動シミュレーションの再現などを引
き続き実施した。また、ノリ養殖漁場と共存で
きる二枚貝増養殖技術開発ガイドライン作
成に着手した。
・瀬戸内海東部海域において、陸域や底質
等からの窒素やリンの供給過程やノリ漁場
周辺海域における栄養塩等の消長を明らか
にするための観測調査及び珪藻類やノリの
生理生態学特性を明らかにするための実
験・解析を実施した。

83

　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。

370
　従来の技術的知見を踏まえ二枚貝漁場に
おいて、
・覆砂漁場における底質の改善や砂の移動
状況を把握した。
・微細気泡装置による底質環境の改善
等漁場の環境改善に資する技術の現地実
証を行った。

370

・錦鯉養殖場の現況調査、技術指導、病原
体や水質の検査等を実施した。また、養鯉
池の代替設備として農地に整備した仮設池
の原型復帰を行った。
・適正養殖規範（GAP）の普及について、1
地区において研修会等の開催を実施した。6,717の内数

・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
の実施を支援する。
・地域の特性を考慮した適正養殖規範（ＧＡ
Ｐ）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
配布等を行う。

強い水産業づくり交付金のうち
資源増養殖目標

7,605の内数

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

・１５地区においてサケ・マス資源の基盤強
化のためのふ化施設、資源回復支援の強
化のための陸上種苗生産施設、内水面資
源の基盤強化のための種苗中間育成施設
等の整備を行った。6,717の内数

強い水産業づくり交付金のうち
資源増養殖目標

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

7,605の内数
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施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

実績

施策 目標

・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
ステムの開発、普及や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、品種登録の促進を行う。
・まき網で漁獲した小型マグロの運搬技術や
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等の開発を
行う。

水産物安定供給対策事業費補助金の
うち
海面養殖業振興対策費

独立行政法人水産総合研究センター
運営費交付金に必要な経費
（再掲：政策分野18）

　独立行政法人水産総合研究センターの行
う業務の財源の一部に充てるための同セン
ターに対する運営費交付金の交付を行う。

独立行政法人水産総合研究センター
施設整備費補助金
（再掲：政策分野18）

　独立行政法人水産総合研究センターが施
行する研究施設の整備費の同センターに対
する補助を行う。

1,483
　中期目標の達成に向け、独立行政法人の
策定した年度計画に基づいて、①水産物の
安定供給確保のための研究開発②水産業
の健全な発展と安全・安心な水産物供給の
ための研究開発③研究開発の基盤となる基
礎的・先導的研究開発及びモニタリング等
を実施するため、食品安全検査施設改修工
事等の整備を実施した。

269

・ノリ漁場における海底耕耘の影響調査及
び流況シミュレーションモデルを用いた定量
的評価や低品質化したノリを原藻のまま飼
料加工するシステム開発及びその加工した
ノリ入り配合飼料の給餌効果を養豚業者で
検証した。また、高色調や高生長性など優
良な特性を有するノリ品種の品種登録出願
の支援を実施した。

・まき網で漁獲した小型マグロを養殖用の種
苗として利用するためトンネル網とビデオカ
メラを用いたマグロ幼魚の計数試験等の技
術開発及び海象条件が厳しい海域で養殖
可能な生簀の技術開発を実施した。

186

1,478

　中期目標の達成に向け、独立行政法人の
策定した年度計画に基づいて、①水産物の
安定供給確保のための研究開発、②水産
業の健全な発展と安全・安心な水産物供給
のための研究開発③研究開発の基盤となる
基礎的・先導的研究開発及びモニタリング
等を重点的に実施した。

16,047

16,047
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施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

実績

施策 目標

水産物安定供給対策事業費補助金の
うち
漁場環境保全対策等事業費

　漁場環境を保全し、持続的な漁業生産に
資するため、有害生物による漁業被害の防
止対策、漁場改善・増殖技術の開発等、漂
流・漂着物の処理対策等を実施する。

2,469

・大型クラゲ、トド等の有害生物について、
出現実態の調査、混獲回避漁具の導入促
進及び駆除の実施等を行った。
・海域・湖沼の漁場改善活動への支援、木
材利用率の高い増殖礁の開発等を実施し
た。
・漁業活動中の漂流物の回収に対して支援
を実施した（2地区）。

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

　漁場環境を保全し、持続的な漁業生産に
資するため、生物多様性の保全、赤潮対
策、漂流・漂着物の処理対策等を実施す
る。

1,031

　独立行政法人水産総合研究センターが施
行する漁業調査船の建造費の同センターに
対する補助を行う。

1,783

　中期目標の達成に向け、独立行政法人の
策定した年度計画に基づいて、①水産物の
安定供給確保のための研究開発②水産業
の健全な発展と安全・安心な水産物供給の
ための研究開発③研究開発の基盤となる基
礎的・先導的研究開発及びモニタリング等
を実施するための漁業調査船「陽光丸」の
代船建造を２０～２２年度の３か年で整備し
た。

1,686

1,056

独立行政法人水産総合研究センター
船舶建造費補助金
（再掲：政策分野18）

・漁場環境や生物多様性を保全するため、
生物多様性や環境状況に関する評価手法
の開発、希少生物の保全等を実施した。
・赤潮被害防止のための赤潮監視と漁業者
への通報、発生機構の解明等を行った。
・漂流・漂着物の処理対策として、漁業系資
材のリサイクル技術の普及等を行った。

2,594
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施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

実績

施策 目標

622

・南半球及び北太平洋において、鯨資源の
分布量及び系統群、回遊経路の特定などの
生態学的情報の解明を目的に船舶を用い
た目視調査等を実施するとともに、我が国市
場において鯨肉が適正に流通していること
を確認するためのＤＮＡ分析調査を実施し
た。
・我が国遠洋漁船の国際的な資源管理措置
の遵守を確保するため、ＶＭＳ（衛星船位測
定送信機）を活用した操業実態の把握を行
うとともに、漁獲報告の信頼性確保のため、
漁獲報告の収集・分析と併せてＶＭＳデータ
との整合性の確認を実施した。
・遠洋漁業資源の適切な管理に資するた
め、地域漁業管理機関の勧告の下、一定の
資格を有する科学オブザーバーの乗船手
配、情報収集・分析及び漁獲成績報告書の
集計・管理作業を実施した。
・魚消費大国の責務として、地域漁業管理
機関の勧告等のもと、輸入実態に関する詳
細なデータ収集・分析等や陸揚げの際に一
部をサンプル採取して魚種や海域等の確認
のためＤＮＡ検査を実施した。

(

2

)

外
国
E
E
Z
へ
の
入
漁
に
よ
る
水
産
物
の
安
定
供
給

163

さけ・ます漁業協力事業費補助金

　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
を助成する。

163 　平成２２年３月に開催された日ロ漁業合同
委員会第２６回会議に基づき、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
び設備の供与を行った。

①
国際機関による資源管理対
象魚種及び漁業協定数の維
持増大

水産物安定供給対策事業費補助金の
うち
　国際管理措置対応型操業実証事業

水産資源の適切な管理と持続的な利用を確
保するため、海洋生物資源に配慮した漁
具・漁法を漁船に導入した試験操業を実施
及び小型魚混獲回避の効果及び採算性等
試験結果の検証。

189 かつおを漁獲対象とする海外まき網漁業に
おいて、FAD’ｓの周辺で不可避に混獲する
メバチ小型魚の混獲を削減するための新た
なまき網漁具・漁法の開発を実施した。132

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

　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
総合的に実施する。

620
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施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

実績

施策 目標

事務費のうち
漁業資源調査対策費

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

884
　水産資源の適切な管理と持続的な利用を
確保するため、成熟ウナギの生態調査、小
型魚混獲削減手法開発調査、脆弱生態系
調査等を実施し、資源管理対象魚種数及び
漁業協定数の維持に貢献した。
　H21：81魚種、51協定
　H22：87魚種、52協定

884

漁業資源調査等委託費のうち
国際資源対策推進事業費

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

559
　かつお・まぐろ類等の資源調査等を実施
することにより、国際漁業資源の適切な資源
管理に必要な科学的情報を収集し、資源管
理対象魚種数及び漁業協定数の維持に貢
献した。
　H21：81魚種、51協定
　H22：87魚種、52協定

556

1,060
・安全かつ確実な鯨類捕獲調査を担保する
ため、妨害予防も兼ねた多目的船の派遣に
対して補助を行った。
・鯨類の補食が漁業資源に与える影響等を
把握するため、我が国沿岸域（２地区）で実
施している調査に対して補助を行った。

1,060

海洋水産資源開発費補助金

国際漁業関係操業秩序維持推進事業
費

　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。

　地域漁業管理機関等の漁業情報の収集、
韓国、中国等との民間協議の支援等を行
う。

77

海洋水産資源開発費補助金のうち
国際資源対策推進事業費

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

339

　対象生物の生物学的特性の知見の充実
を図るとともに、海洋環境変動等による水産
資源への影響を解析し、国際漁業資源の資
源評価の精度向上を図ることで、資源管理
対象魚種数及び漁業協定数の維持に貢献
した。
　H21：81魚種、51協定
　H22：87魚種、52協定

339

　地域漁業管理機関等の漁業情報を収集
することにより、海外漁場での我が国漁業者
の持続的操業確保に寄与し、また、韓国、
中国等との民間協議の着実なる実施に寄与
した。

77
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施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

実績

施策 目標

国際捕鯨委員会等分担金（国際部計
上）

　水産分野における国際貢献や我が国の国
益を確保するために、中西部太平洋まぐろ
類委員会（ＷＣＰＦＣ）、全米熱帯まぐろ類委
員会（ＩＡＴＴＣ）等の国際機関への加盟が必
要である。

340
　国際機関への加盟により、水産分野にお
ける、国際貢献の着実なる実施に寄与し
た。

340

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）

　水産物の安定供給を図るため、ＦＡＯ(国
際連合食糧農業機関)、ＳＥＡＦＤＥＣ（東南
アジア漁業開発センター）等の各国際漁業
機関へ資金を拠出することにより、国際的な
水産資源の管理を推進する。

398
　各国際漁業機関へ資金を拠出することに
より、国際的な水産資源の管理の推進に寄
与した。

398
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