
政策分野

政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

漁業資源調査等委託費の
うち
　有明海環境改善技術
　開発事業費

有明海の特性に対応し、
二枚貝資源の生産回復
に資する海域環境改善
技術の開発

400

前年度の成果を踏まえて
・有明海における新たな海水
流動制御技術
・覆砂漁場機能増進技術及
び耕耘技術
の開発を実施し、二枚貝資源
の生産回復に資する海域環
境改善技術の開発に寄与。
・主に実証地区における覆
砂、作澪、耕耘、貧酸素水塊
対策の現地実証を実施。

　藻場資源調査等推進
　事業費

- 150

初年度予定していた各種調
査を実施し、目標の達成に向
けて着実に事業が進められて
いる。

　大型クラゲ発生源水域
　における国際共同調査
　費

- 300
平成18年度実績は、平成19
年7月下旬に取りまとめ予定

水産業振興事業委託費の
うち
　生育環境が厳しい条件
　下における増養殖技術
　開発事業費

- 300

・沖ノ鳥島におけるサンゴ生
育状況等の環境条件の把握
・サンゴ群体の輸送方法等の
サンゴ増殖技術の開発

政策手段の内容
実績及び実績に対する所見

① 主な栽培漁業対象魚種
および養殖業等の生産
量の確保

中国・韓国と連係した国際枠組みの中
で、大型クラゲの発生源及び隣接水
域の共同調査、科学者による国際シン
ポジウムの開催、科学的な発生源の特
定と発生・出現過程の解明を通じて、
大型クラゲの早期対策技術の確立と
徹底・普及を図る。

分野の目標等

水産物の安定供給の確保を図るた
め、漁業者等からの意見を聞いた上で
二枚貝資源の生産回復に資する海域
環境改善技術の現地実証を実施。

(関連する目標）

実績評価（政策手段シート）

水産物の安定供給の確保を図るた
め、沖ノ鳥島において、水産動植物の
生育環境となっているサンゴ礁の調査
を実施、サンゴの増養殖技術を開発。

水産物の安定供給の確保

現在の藻場資源の状態を資源量とし
て把握するとともに、我が国漁業資源
の回復に資する藻場資源を適正に維
持・管理していくために必要な藻場資
源評価手法の検証を実施。
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
実績及び実績に対する所見

分野の目標等

(関連する目標）

  漁場環境保全調査等
　委託費

有害物質の魚介類への
蓄積状況の把握

311

・中国におけるトラフグ養殖の
実態や課題などを（独）日本
貿易振興機構に委託して、把
握、解明に努めた。
・246検体の主要魚介類等に
ついてダイオキシン類の蓄積
状況を明らかにした。
・養殖生産履歴情報システム
開発及び養殖現場実証試験
に関する調査研究並びに検
討会を実施した。
・水産用医薬品以外の養殖
資機材の調査・検討を行っ
た。
・海域特性を勘案した養殖漁
場環境の指標及び基準の設
定、養殖業由来の環境負荷
を低減するための実用的技
術の開発を行った。

　漁場環境保全調査研
　究等事業費

・漁業被害の防止・軽
減、
・漁業資源量及び生産
量の増加等による良好
な漁場環境の保全　等

222

・プランクトンの生理・生態の
解明
・干潟生産力改善手法の開
発を目指し、８地域おいて、ア
サリ及び底質の調査を実施
し、データを分析
・赤潮予察技術の開発
等を実施し、赤潮による漁業
被害防止・軽減、漁業資源量
及び生産量の増加等による
良好な漁場環境の保全に寄
与
・漁場環境調査手法の開発
等

水産物の安定供給を図るため、赤潮
等による漁業被害防止対策、漁場環
境保全方針の策定等を実施　等。

水産物の安定供給を図るため、漁場
環境における化学物質や重金属等の
魚介類への蓄積実態や影響をより詳
細に把握するための調査・研究を実施
し、消費者及び生産者にわかりやすい
情報の提供 等。
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
実績及び実績に対する所見

分野の目標等

(関連する目標）

　漁場環境・水産資源持
　続的利用型技術開発
　事業費

漁場環境の改善や資源
の持続的利用を図るた
めの行政課題に対応し
た新技術の開発

184

遺伝情報、たんぱく質情報、
微量元素等の分析により、品
種・原産地判別手法等の技
術開発、廃ＦＲＰ漁船を魚礁
材等として再利用を図るため
の技術開発を実施した。

　内水面漁業振興対策
　事業

・外来魚による漁業への
影響の軽減
・カワウによる漁業対象
種に対する食害の軽減

72

・ブルーギルの効果的な駆除
方法及び繁殖抑制技術を開
発した。

・遺伝的多様性、魚病に配慮
したアユの増殖手法や渓流
域の管理方法を開発した。

・外来魚やカワウによる漁業
対象種に対する食害の軽減
に寄与した。

水産業振興事業地方公共
団体委託費

・漁業被害の防止・軽
減、
・漁業資源量及び生産
量の増加等による良好
な漁場環境の保全

39

・プランクトンの生理・生態の
解明、赤潮予察技術の開発
を実施し、赤潮による漁業被
害防止・軽減、漁業資源量及
び生産量の増加等による良
好な漁場環境の保全に寄与
・海域特性を勘案した養殖漁
場環境の指標及び基準の設
定、養殖業由来の環境負荷
を低減するための実用的技
術の開発を行った。

水産物の安定供給を図るため、赤潮
による漁業被害防止対策を実施　等。

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。

食料の安定供給のため、近年、内水
面漁業で生態系に悪影響を及ぼして
いるブルーギル等の外来魚の繁殖抑
制技術やカワウによる稚魚放流の捕食
防止技術の開発等。
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
実績及び実績に対する所見

分野の目標等

(関連する目標）

水産業振興事業民間団体
委託費のうち
　増養殖機能等実証調
　査事業費

・貝殻を有効活用したつ
くり育てる漁業の推進に
よる持続的な水産業の
発展
・漁港施設を資源回復に
有効活用することで持続
的な水産業の発展に貢
献

62

・貝殻等水産系副産物のリサ
イクルに関する技術開発や実
証試験の結果を取りまとめた
ガイドラインを作成。

　内水面漁業振興対策
　事業

・外来魚による漁業への
影響の軽減
・カワウによる漁業対象
種に対する食害の軽減

36

・カワウ被害に遭いにくいアユ
種苗の放流方法を開発した。

・遺伝的多様性、魚病に配慮
したアユの増殖手法や渓流
域の管理方法を開発した。

・外来魚やカワウによる漁業
対象種に対する食害の軽減
に寄与した。

　養殖水産物ブランド
　ニッポン推進対策事業費

色落ちのりの飼料等有
効利用の拡大

30

・全国の魚類養殖実態把握
調査の実施及び適正な漁場
利用を推進するための推進
方策の検討及び整備を実施
した。
・色落ちのり等を配合した餌
を養殖魚へ投与し、生育、品
質改善効果、抗病性向上効
果等のデータ収集を実施し
た。

食料の安定供給のため、ノリ色落ちな
どにより利用されていない養殖海藻類
の再利用技術の開発。

貝殻等水産系副産物のリサイクルの推
進を図るため、貝殻の増養殖場の造
成への活用について技術開発や実証
試験を行うとともに、水産資源の回復
を図るため、漁港施設が有する生物育
成機能を向上させる改良手法等につ
いて調査検討を行い、ガイドラインを
作成。

食料の安定供給のため、近年、内水
面漁業で生態系に悪影響を及ぼして
いるブルーギル等の外来魚の繁殖抑
制技術やカワウによる稚魚放流の捕食
防止技術の開発等。
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
実績及び実績に対する所見

分野の目標等

(関連する目標）

　有明海等漁業関連情
　報提供事業費

- 27
平成18年度実績は、平成19
年7月下旬に取りまとめ予定

　漁場環境保全調査等
　委託費

生物多様性に配慮した
アマモ造成ガイドライン
の作成

160

・アマモ場造成の自然再生事
業を実施する際のガイドライ
ンを作成するための基礎調査
として、アマモの遺伝子レベ
ルでの種の判別のための調
査・解析等を実施した。
・モデル海域において海水交
換手法の実証実験、環境調
査を実施。併せて水質予測シ
ミュレーション手法の検討を
行った
・当該調査・解析に基づき、
生物多様性に配慮したアマ
モ類の自然再生ガイドライン
を作成した。

水産業振興事業費補助金
のうち
　ノリ養殖業高度化促進
　事業費

- 120

・底質を改善し、二枚貝等の
底性生物の増殖を促すこと
で、ノリの品質向上と漁場再
生を図るモデル事業に取り組
んだ。
・海苔検査員の育成と検査員
不足の解消を目的として、乾
海苔品質検査機の開発を
行った。
・全国のノリ養殖漁場で優良
な形質を有するノリ品種の開
発に着手した。

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。

・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
用の促進。

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。
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
実績及び実績に対する所見

分野の目標等

(関連する目標）

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

・水産基本計画に基づく
海面漁業等の生産量の
増加

1,095

・カキの体内から採取したバクテリア
を利用して（プロバイオティクス手
法）、ウイルスを生物学的に不活化
する技術開発を行った。
・全国真珠漁業協同組合連合会が
行った真珠生産の向上のための技
術開発や調査研究に対して支援し
た。
・消費者等の視点から新たな養殖業
のあり方について調査検討を行うと
ともに、パイロット地区において生産
情報の発信や消費者等との意見交
換を行った。
・国産ウナギのブランド化の推進や
日本、中国、台湾のウナギ生産者の
交流を促進する取り組み等に支援。
・広域的なカワウ・外来魚の防除対
策に支援。
・栽培漁業対象種の適地への種苗
放流を支援。
・広域的に連携したさけ・ます資源の
効率的な造成や高品質化を支援。
・海面漁業等の生産量については、
栽培対象種のうちサケ・マス、ホタテ
ガイについては自然災害のため減
少、その他の対象種では前年度と同
水準となった。
海面養殖業では、自然災害等のた
め藻類の生産量が減少、内水面で
は特定疾病によるコイの減産のため
生産量が減少した。

　漁場環境保全対策等
　事業費

・漁業被害の防止・軽
減、
・漁業資源量及び生産
量の増加等による良好
な漁場環境の保全

126

・原因者不明の漁場油濁によ
る被害の拡大防止及び汚染
漁場の清掃に要した費用の
支弁等を行う事業等を実施
・漁業被害の防止・軽減、漁
業資源量及び生産量の増加
等による良好な漁場環境の
保全に寄与。
・全国各地における漁民の森
づくり活動の実施状況等を明
らかにし、流域環境保全活動
等に寄与。

・食料の安定供給のため、地域の特性
に即した養殖水産物のﾌﾞﾗﾝﾄﾞ化を促
進するため、啓発普及対策の実施及
び養殖生産の省力化・合理化の技術
開発。
・食料の安定供給のため、国産ウナギ
のブランド化の推進や日本、中国、台
湾のウナギ生産者の交流を促進する
取り組み等を実施。
・食料の安定供給のため、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の適地種苗放流
や効率的なさけ・ます資源の造成を推
進する取り組みを実施。

水産物の安定供給を図るため、原因
者不明の油濁被害対策、流域環境保
全活動等を実施。
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
実績及び実績に対する所見

分野の目標等

(関連する目標）

　漁場環境・水産資源持
　続的利用型技術開発
　事業費

産学官の連携によって
行政課題に対応した新
技術の開発

170

・閉鎖性汽水域における底質
改善技術やシジミ漁場造成
技術の開発
・浅海・内湾域における藻場・
干潟一体型システムの開発
・海洋深層水の汲み上げ・拡
散による海洋肥沃化効果の
定量的な把握等
・二枚貝資源の増殖を図るた
めの浮遊幼生の着底促進・減
耗防止及び食害防止技術の
実証等
・アマノリ葉体の品質を保持
できる新たな凍結保存技術等
を産学官の連携により実施。

強い水産業づくり交付金の
うち
　資源増養殖目標

水産基本計画に基づく
海面漁業等の生産量の
増加

11,823
の内数

・道県栽培漁業センター３ヶ
所、さけ・ます増殖関連施設
７ヶ所及び内水面魚種の増養
殖施設等６ヶ所の整備に対し
て支援。
・海面漁業等の生産量につい
ては、栽培対象種のうちサケ・
マス、ホタテガイについては
自然災害のため減少、その他
の対象種では前年度と同水
準となった。
海面養殖業では、自然災害
等のため藻類の生産量が減
少、内水面では特定疾病によ
るコイの減産のため生産量が
減少した。

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。

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。

⑬－13



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
実績及び実績に対する所見

分野の目標等

(関連する目標）

　資源増養殖目標
新潟県中越地震で被災
した錦鯉生産地における
錦鯉養殖業の生産再開

11,823
の内数

新潟中越地震で被災した錦
鯉養殖業の復興を図るため、
錦鯉養殖場の技術指導や水
質検査、被災した養殖施設の
代替施設の整備、錦鯉養殖
生産体制構築のための検討
を実施した。

(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

中期目標の達成 14,481
平成18年度実績は、平成19
年8月頃に取りまとめ予定

(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

中期目標の達成 2,916
平成18年度実績は、平成19
年7月下旬に取りまとめ予定

(独)水産総合研究センター
施設整備費補助金

中期目標の達成 1,607
平成18年度実績は、平成19
年7月下旬に取りまとめ予定

水産基盤整備調査費（水
産基盤整備調査費補助を
含む。）

概ね１０年後を目途に、
漁業生産量を概ね３７万
トン増産させること、生産
流通の機能の高度化を
実現

823

・藻場・干潟の効率的かつ効
果的な造成、漁場区域内の
環境の改善に関する調査を
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。

新潟県中越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。

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。

栽培漁業対象魚種、養殖魚種等の生
産力確保のため、藻場・干潟の効率的
かつ効果的な造成、漁港区域内の環
境の改善に資する調査を実施。
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
実績及び実績に対する所見

分野の目標等

(関連する目標）

水産物供給基盤整備事業
費補助（直轄特定漁港漁
場整備事業費を含む。）

概ね１０年後を目途に、
漁業生産量を概ね３７万
トン増産させること、生産
流通の機能の高度化を
実現

125,083
８１０地区で事業を実施し、う
ち５８地区において事業が完
了した。

水産資源環境整備事業補
助

概ね１０年後を目途に、
漁業生産量を概ね３７万
トン増産させること

3,593
５１地区で事業を実施し、うち
１５地区において事業が完了
した。

水産資源保護法 － －

水産資源の保護培養を図るこ
とを目的とする本法は、主な
栽培漁業対象魚種および養
殖業等の生産量の確保（以
下「目標①」という。）を達成す
る上で、重要な政策手段。

持続的養殖生産確保法 － －

持続的な養殖生産の確保を
目的とする本法は、目標①を
達成する上で、重要な政策手
段。

漁業法 － －

漁業生産に関する基本的制
度を定める本法は、目標①を
達成する上での基本となる重
要な政策手段。

国民に対して良質な水産物を安定的
に供給するため、安全で効率的な水
産基盤の拠点整備や漁場の整備を実
施。

資源の回復を図るため、水産資源の
生息環境となる漁場等の積極的な保
全・創造を実施。

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。

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。

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。
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
実績及び実績に対する所見

分野の目標等

(関連する目標）

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
することを目的とする本法は、
目標①を達成する上で、重要
な政策手段。

海洋水産資源開発促進法 － －

沿岸海域における水産動植
物の増殖及び養殖を計画的
に推進することを目的とする
本法は、目標①を達成する上
で、重要な政策手段。

漁港漁場整備法 － －

漁業、増養殖用施設等の漁
港施設を計画的に整備するこ
とを定める本法は、水産業の
生産量確保のために重要な
政策手段。

(独）水産総合研究セン
ター法

－ －

水産に関する総合的な試験
及び研究等を行うことにより、
水産に関する技術の向上に
寄与することを目的とする
（独）水産総合研究センター
は、目標①の達成に向けて必
要となる科学的知見を提供す
る不可欠の存在。

水産研究・技術開発戦略 － －

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
を明示する本戦略は、目標①
を達成する上で、研究・開発
面における重要な指針となっ
ている。

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。

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。

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。

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。

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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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
実績及び実績に対する所見

分野の目標等

(関連する目標）

所得税・法人税 － －

本特例措置の存在により、沿
岸性魚種の放流種苗の安定
的な確保を図る栽培基金等
の造成が促進されることとな
り、目標①を達成する前提条
件を整える上で有効。
なお、H18実績はなしの見込
み。

漁業調整委員会等交付金

水面の総合的な利用、
水産資源の保護培養等
の水産資源の適切な管
理

192

漁業法に基づき都道府県に
設置されている漁業調整委
員会等において、漁業権の
免許に関する答申（482件）、
指示（329件）、報告・徴収・検
査（628件）、その他当委員会
の所掌事項（1,702件）が適切
に処理され、水産資源の適切
な管理に貢献した。

事務費うち
　指導監督及び取締費

- 10,090

我が国周辺水域等におい
て、取締船３８隻及び取締航
空機４機により、違法な操業
及び漁具の設置等を行う外
国漁船等の取締活動を実施
した。

漁業資源調査等委託費
のうち
　我が国周辺水域資源
　調査等推進事業費

- 1,707

我が国周辺水域の水産資源
のうち、52魚種93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。

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。

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。

② 資源回復計画の着実な
実施（漁獲努力量削減
実施計画の早期策定）

栽培基金等に対する負担金の損金算
入

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。
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
実績及び実績に対する所見

分野の目標等

(関連する目標）

　資源管理体制・機能強
　化等総合対策費

資源回復計画の着実な
実施（漁獲努力量削減
実施計画の早期策定）

280

・ＴＡＣ魚種の漁獲量及びＴＡ
Ｅ魚種の漁獲努力量の管理
に係るネットワークシステムの
維持管理・運営、漁獲量の迅
速なモニタリング及びその集
計に必要なシステムの整備に
より、適確なＴＡＣ、ＴＡＥの管
理を実施。
・サンマ等をケーススタデイと
して生物学的要因のみならず
社会経済的要因も加味し、漁
業経営の維持に資するような
中長期的ＴＡＣの管理指針案
を策定。

強い水産業づくり交付金の
うち
　資源管理目標

資源回復計画の着実な
実施（漁獲努力量削減
実施計画の早期策定）

11,823
の内数

 ・都道府県が定める海洋生
物資源の保存及び管理に関
する計画作成及び管理のた
め北海道他３８都道府県に対
して補助を実施し、資源回復
計画の着実な実施に寄与。
・都道府県が実施する沿岸水
域の海洋調査、資源回復の
策定等に必要な漁業者協議
会の運営及び質・コストの取
組に対して補助。
・都道府県計画の作成及び
漁業調整委員会等への実態
調査に対して支援を実施し資
源回復計画の着実な実施に
寄与。

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。

安定供給確保のため、ＴＡＣ報告及び
ＴＡＥ報告に係る機器整備及びＴＡＣ
の中期的な管理方針を策定するため
の調査を実施。
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
実績及び実績に対する所見

分野の目標等

(関連する目標）

水産業振興事業費補助金
のうち
　資源回復等推進支援
　事業費補助金

資源回復計画に基づく
当該年度の漁獲努力量
削減実施計画達成率等
１００％

1,538

　資源回復計画に基づく、平
成１8年度漁獲努力量削減実
施計画を１００％実施。
 
＜計画の内訳＞
減船６隻（４計画）、漁具改良
等１６隻（１計画）、休漁漁船
活用６４５（延）隻（６計画）、休
漁推進９２隻及び２５ヶ統（３
計画）。

　資源管理体制・機能強
　化総合対策費

資源回復計画の着実な
実施（漁獲努力量削減
実施計画の早期策定）

49

　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・啓発等へ補助を実施し、
資源回復計画の着実な実施
に寄与。

水産業振興民間団体事業
費補助金のうち
　水産情報提供の整備
　推進事業費

- 36

燃油節減・資源評価等の情
報源として、調査船調査等に
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。

海洋生物資源の保存およ
び管理に関する法律

－ －

排他的経済水域等における
海洋生物資源の保存及び管
理を図る本法は、資源回復計
画の着実な実施（以下「目標
②」という。）を達成する上で
基本となる重要な政策手段。

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

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
発等への取組を支援。

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。

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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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
実績及び実績に対する所見

分野の目標等

(関連する目標）

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

－ －

排他的経済水域における、外
国人の漁業等に関する主権
的権利の行使等について定
める本法は、目標②の達成阻
害要因を排除するために当
然必要となる政策手段。

外国人漁業の規制に関す
る法律

－ －

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
本法は、目標②の達成阻害
要因を排除するために当然
必要となる政策手段。

漁船法 － －

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こと
を定めた本法は、目標②を達
成する上で必要な政策手段。

漁業法 － －

漁業生産に関する基本的制
度を定める本法は、目標②を
達成する上での基本となる重
要な政策手段。

海洋水産資源開発促進法 － －

沿岸海域における水産動植
物の増殖及び養殖を計画的
に推進することを目的とする
本法は、目標②を達成する上
で、重要な政策手段。

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。

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。

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。

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。
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
実績及び実績に対する所見

分野の目標等

(関連する目標）

(独）水産総合研究セン
ター法

－ －

水産に関する総合的な試験
及び研究等を行うことにより、
水産に関する技術の向上に
寄与することを目的とする
（独）水産総合研究センター
は、目標②の達成に向けて必
要となる科学的知見を提供す
る不可欠の存在。

水産研究・技術開発戦略 － －

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
を明示する本戦略は、目標②
を達成する上で、研究・開発
面における重要な指針となっ
ている。

漁業協定等実施費補助金

・国際漁業機関による資
源管理対象魚種数の維
持・増大
・漁業協定数の維持増
大

87

　捕鯨等に係る環境問題や
漁業問題について、国連、
FAO等国際機関や米国、EU
等に関する情報収集を行い、
漁業関係者に情報提供を
行った。また、韓国（１回）、中
国（２回）、日中韓3か国（1回）
との間で民間協議を実施し、
安全操業に関する事項につ
いて協議を行うとともに、事故
処理協議（２回）を開催する等
の取組みを行い、資源管理
対象魚種数及び漁業協定数
の維持に貢献。
　H17：75魚種、49協定
　H18：75魚種、50協定

国際機関による管理対
象魚種及び漁業協定
数の維持・増大

③

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。

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。

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。
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
実績及び実績に対する所見

分野の目標等

(関連する目標）

政府開発援助国際漁業振
興協力事業委託費

漁業協定数の維持・増
大

44

　セネガル及びミクロネシアに
おいて技術協力等を実施す
ることにより、我が国と入漁協
定を結んでいる沿岸国等の
水産業の開発・振興等に寄
与し、漁業協定数の維持・増
大に貢献。
　H17：49協定
　H18：50協定

政府開発援助国際漁業振
興協力事業費補助金

漁業協定数の維持・増
大

1,273

　１０４名の研修生の受入、１７
名の専門家派遣及び１７か国
１９件の技術協力を実施する
ことにより、我が国と入漁協定
を結んでいる沿岸国等の水
産業の開発・振興等に寄与
し、漁業協定数の維持・増大
に貢献。
　H17：49協定
　H18：50協定

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）

・国際漁業機関による資
源管理対象魚種数の維
持・増大
・漁業協定数の維持・増
大

377

　東南アジア地域環境調和型
地域開発支援事業、東南ア
ジア地域持続的回遊性魚種
対象漁業推進事業など国際
漁業機関が行う９の事業へ資
金を拠出し、各機関の活動を
支援し、資源管理対象魚種
及び漁業協定数の維持・増
大に貢献。
　H17：75魚種、49協定
　H18：75魚種、50協定

水産物の安定供給のため、我が国漁
船の漁場を確保する必要があり、この
ために必要な途上国における水産協
力に関する調査等を実施。

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。

水産物の安定供給のため、我が国漁
船の漁場を確保する必要があり、この
ために必要な途上国における水産技
術協力等を実施。
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
実績及び実績に対する所見

分野の目標等

(関連する目標）

国際捕鯨委員会等分担金

・国際漁業機関による資
源管理対象魚種数の維
持・増大
・漁業協定数の維持増
大

357

　国際捕鯨委員会、全米熱帯
まぐろ類保存国際委員会、み
なみまぐろ保存委員会等１４
の国際機関へ分担金を拠出
し、各機関の活動を支援し、
資源管理対象魚種の維持、
漁業協定数の維持に貢献。
　H17：75魚種、49協定
　H18：75魚種、50協定

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

・国際漁業機関による資
源管理対象魚種数の維
持・増大
・漁業協定数の維持・増
大

728

マグロ・カツオ類、鯨類等の資
源調査等を実施し、水産資源
に関する科学的情報が収集
され、国際会議等において適
切な対応が成され、資源管理
対象魚種数及び漁業協定数
の維持に貢献した。
　H16：69魚種、47協定
　H17：75魚種、49協定
  H18：75魚種、50協定

　国際資源対策推進事
　業費

- 1,029

マグロ・カツオ類、鯨類等の資
源調査等を実施することによ
り水産資源に関する科学的
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。
　H17：75魚種、49協定
　H18：75魚種、50協定

事務費うち
　国際資源対策推進事業
費

－ 822

マグロ・カツオ類、鯨類等の資
源調査等を実施することによ
り水産資源に関する科学的
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。
　H17：75魚種、49協定
　H18：75魚種、50協定

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。

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、Ｉ
ＵＵ（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。

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。
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
実績及び実績に対する所見

分野の目標等

(関連する目標）

海洋水産資源開発費補助
金

商業捕鯨モラトリアムの
撤回による商業捕鯨の
再開及び適切な鯨類資
源管理の実施

541

南極海及び北太平洋におい
てサンプリング捕獲による鯨
類の生物学的科学情報の収
集を行い、適切な鯨類資源管
理方式の開発に必要な科学
的情報が得られているもの
の、反捕鯨国の数の力によ
り、商業捕鯨の再開には至っ
ていない

　責任あるまぐろ漁業実
　践推進調査費

・国際漁業機関による資
源管理対象魚種数の維
持・増大
・漁業協定数の維持・増
大

16

・「まぐろ資源の保存及び管
理の強化に関する特別措置
法」に基づく輸入まぐろに関
する報告の取りまとめ、輸入
実態についての調査・分析等
を行い、資源管理対象魚種
数及び漁業協定数の維持に
貢献した。
※まぐろ類関連協定数と魚種
数
　H16;　4協定、10魚種
  H17;　5協定、13魚種
  H18;　5協定、13魚種
・特に調査・分析の結果、台
湾の不正漁獲を明らかにする
とともに、地域漁業管理機関
より台湾に対し、改善勧告が
なされたところである。

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。

国民に対し、良質な水産物を安定的
に供給するため、輸入まぐろの実態調
査等を行い、IUU（違法・無報告・無規
制）便宜置籍漁船の廃絶を推進。
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
実績及び実績に対する所見

分野の目標等

(関連する目標）

水産業振興民間団体事業
費補助金のうち
　責任あるまぐろ漁業実
　践推進事業費

・国際漁業機関による資
源管理対象魚種数の維
持・増大
・漁業協定数の維持・増
大

23

・我が国からの輸出中古まぐ
ろ漁船の輸出後の使用状況
等についての調査等を実施
・海域ごとの地域漁業管理機
関に対する日本の責任を果
たし、資源管理対象魚種数の
維持に貢献している。
※まぐろ類関連協定数と魚種
数
　H16;　4協定、10魚種
  H17;　5協定、13魚種
  H18;　5協定、13魚種

国民に対し、良質な水産物を安定的
に供給するため、IUU（違法・無報告・
無規制）漁業対策の推進及び海亀等
の混獲回避操業形態のモデル化・普
及、環境調和型まぐろ漁業の普及啓
発。
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