
平成23年度政策の事前評価書

価 実 施 時 期：平成22年８月
評価書公表時期：平成22年８月

政策分野名 水産資源の回復 政策分野番号 ⑮

主担当部局庁 水産庁 関係部局庁 －

政策分野の 国民に対して将来にわたり水産物の安定供給が求められる一方で、水産資源のうち低位水準
目指すべき姿

注1
にとどまっている魚種もある中、水産資源の回復を図る。

（必要性） このため、
①低位水準にとどまっている水産資源の管理・回復の推進
②外国EEZ注2への入漁による水産物の安定供給
の施策を行う。

内閣の重要 ○ 水産基本計画（平成19年３月20日閣議決定）
政策上の 第３の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
位置付け

施策① 低位水準にとどまっている水産資源の管理・回復

担当課名 水産庁管理課/栽培養殖課

施策の 低位水準にとどまっている水産資源の管理・回復の取組と栽培漁業
注3
・養殖業の

目指すべき姿 取組、資源管理指針・計画の作成等を支援することにより、水産物の資源管理・安
（必要性） 定供給を図る。

23年度
目標 指標 基準値 目標値

目標値 実績値 達成度合

【①】資源管理・回 中位又は高位水準の魚種 56% 維持・増大 対前年増
復の着実な実施 の比率 (21年度) 又は同数

【②】海面養殖業の 海面養殖業の総生産量に 63.5％ 80％ 80％
総生産量に占める 占める漁場改善計画策定 （18年度） （23年度）
漁場改善計画策定 海面における生産量の割合
海面注4における生産
量の割合の増加

【③】主な栽培漁業 主な栽培漁業対象魚種及 1,796千ﾄﾝ 1,837千ﾄﾝ 1,837千ﾄﾝ
対象魚種及び養殖 び養殖業等の生産量 （18年度） （23年度）
業等の生産量の確
保

有効性 ① 適切な水産資源の管理により、資源の維持・増大を図るため、我が国を挙げて
周辺水域の資源管理に取り組むことが有効である。このため、国又は都道府県が
資源管理指針を策定し、これに基づき漁業者が資源管理計画を作成及び実施

評 することで現行の資源管理に係る方策が体系化され、合理的かつ実効性の高い
資源管理が実現する。

② 水産資源の減少が進む中、国内及び国外の資源管理、栽培漁業・養殖業の
取組を推進することは、水産物の安定供給に有効な施策である。

価
効率性 ① 全国的な資源管理を適切に行うためには、国又は都道府県が全漁業者を対

象とした資源管理指針を定め、関係漁業者がそれぞれ同指針に沿った資源管理
計画を作成し、計画に基づき実施することが最も効率的。
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② 種苗生産技術が確立している水産資源の回復については、漁獲規制や休漁な
どの方法に加え種苗放流を併せて実施することで、短期間で確実に資源回復を図
ることが可能となる。

反映の方向性 水産資源の管理・回復を推進するため、大臣管理漁業・沿岸漁業者の資源管理
計画への参加者数割合が１００％となるよう、大臣管理漁業の資源管理指針等の策
定・見直しを推進。

また、知事管理漁業の都道府県による資源管理指針の策定や、漁業者による資
源管理の取組に対する履行確認等を行うに当たり、重要な役割を担う協議会に対し
必要な経費を支援する。

併せて引き続き資源管理、栽培漁業・養殖業により水産物の安定供給を推進する。

施策② 外国EEZへの入漁による水産物の安定供給

担当課名 水産庁国際課

施策の 外国ＥＥＺへの入漁による水産物の安定供給を図るため、国際機関
注5
を通じた資

目指すべき姿 源管理を推進する。
（必要性）

23年度
目標 指標 基準値 目標値

目標値 実績値 達成度合

国際機関による 国際機関による資源管 81魚種 前年増又 対前年増
資源管理対象魚 理対象魚種及び漁業協 51協定 は同数 又は同数
種及び漁業協定 定数 (21年度)
数の維持増大

評 有効性 これまで講じてきた取組により、毎年度、目標値は達成されてきたところであり、引
き続き同様の外国ＥＥＺへの入漁及び水産物の安定供給が期待される。

価
効率性 事業内容の見直し及び公募単位を個別事業毎に細分化することにより、競争原

理を働かせることによって、予算の効率的・効果的な執行を図っている。

反映の方向性 資源管理対象魚種及び漁業協定数の維持・増加によって、国民に対し水産物の
安定供給が図られる。

第三者委員会 ・ 縦割りではなく、農、林、水で連携した取組を充実していくべき。
委員の意見 「海づくり大会」、「植樹祭」も一緒にやることも考えていくべき。（畠山委員）

・ 放流を進めても、それをやさしくしっかりと受け入れる生育環境を整備しなければ資源は回復しな
い。（畠山委員）

総合的評価 必要性、有効性、効率性を鑑みて、予算要求することは妥当。
水産資源の回復に取り組むことは、国民への水産物の安定供給を実現するために必要。
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参考資料

１．達成目標の設定理由等

施策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

【目標①】 （目標設定の考え方）
資源管理・回復の着実な 水産資源の適切な保存・管理は、持続的な資源利用を可能とし、国民に対する水
実施 産物の安定供給の確保及び我が国水産業の健全な発展の基盤となるものである。一

方、我が国周辺水域の資源水準は、評価対象魚種のうち約４割が低位を占める状況
にあることに鑑み、資源管理・回復の着実な実施を目標とする。

（各年度の目標値の考え方）
我が国周辺水域の資源水準は、評価対象魚種のうち約４割が低位にあり、適切な

資源管理により資源の維持・増大を図り、水産物の安定供給の確保に努めることが急
務となっている。このため、本目標では資源評価対象魚種のうち資源水準が高位又は
中位にある魚種（Ｈ２１年度５２魚種８４系群のうち４７系群）の比率を維持・増大させる

ことを目標とする。

（把握の方法）
独立行政法人水産総合研究センターが実施する我が国周辺水域資源調査

（達成度合の判定方法）
中位又は高位水準の魚種の比率が維持又は増大した場合は達成、その他の場合は

未達成とする。

【目標②】 （目標設定の考え方）
海面養殖業の総生産量 漁場環境の悪化を招かない持続的な養殖生産を実現するため、地域における主体
に占める漁場改善計画 的な養殖漁場の改善を図る漁場改善計画の策定を促進し、同計画の対象となる海面
策定海面における生産 養殖の生産量の割合を一層高める必要がある。
量の割合の増加

（各年度の目標値の考え方）
水産基本計画工程表では、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比率を２３年度に７０％としていたが、１９年度の実績値が、２３年
度の目標値である７０％を上回る７５．２％となった。１９年度の実績値が目標値６４．８
％に対し１０．４％上回っていることを踏まえ、平成２３年度の目標値を７０％に１０％加
えた８０％として設定した。

＜基準値、目標値、実績値等のデータ・資料＞
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（把握の方法）
漁場改善計画策定海面での生産量を都道府県を通じて把握。

（達成度合の判定方法）
農林水産省政策評価基本計画第5の1の（3）のカの①に示すとおり。
（達成度合の計算方法）

達成率＝（当該年度の実績値－18年度基準値）÷
（当該年度の目標値－18年度基準値）×100（％）

【目標③】 （目標設定の考え方）
主な栽培漁業対象魚種 水産資源や漁獲量が減少する中、消費者ニーズの高い水産動植物を安定的に供
及び養殖業等の生産量 給している養殖業等の生産を増大させることが、水産資源の回復・管理に繋がることか
の確保 ら、「主な栽培漁業対象魚種及び養殖業等の生産量の確保」を目標として設定した。

（各年度の目標値の考え方）
水産基本計画においては、漁業生産面における関係者の努力と政策的取組によっ

て、平成29年度の食用魚介類の持続的生産目標を495万トンと設定している。このうち
主な栽培漁業対象魚種及び養殖魚等の生産量については、漁業生産量の約４割を
占めるものであり、水産基本計画の平成29年度の持続的生産目標495万トンの内数と
して、それぞれ378千トン、1,551千トン、計1,929千トンを設定。

ただし、増殖により資源が賄われている内水面漁業については、関連統計が平成1
8年より遊漁分を除くという扱いがなされ、連続性がなくなることから、目標及び実績値
から、内水面漁業全体を除外していた。今般、遊漁分を除いた数値で内水面漁業の
平成18年～20年の3カ年の数値が出そろった。このため、遊漁分を除いていた内水面
漁業の数値を加え、平成23年度の目標値を1,837千トンに、平成29年度の目標値を1,
999千トンとした。なお、平成29年度の1,999千トンという目標値に対し、平成23年度の
目標値は1,837千トンであり、平成23年度以降に比べ、それ以前の単年度での目標値
の伸びが低くなっている。これは、平成16～18年度にかけ、台風及び強力な低気圧に
より、ホタテガイ漁業が甚大な被害を受け、その生産量が回復するまでに数年を要す
ることが明らかになったことから、平成23年度までの目標値を見直したことによるもので
ある。

（各年度の目標値の考え方）

注）：数値は暦年データ。

＊：平成20年度の実績値は、明石の沈船事故の影響により主産県である兵庫県のノリ養
殖が大幅な減産を余儀なくされたため、通常過去3年の平均値を用いるところ、ノリにつ
いては18、19年の平均値を使用した。
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主な栽培漁業対象種及び養殖業等の生産量の個別内訳

（把握の方法）
主な栽培漁業対象種及び養殖業等の生産量については、毎年４月下旬から５月初

旬に農林水産省統計部より公表される「漁業・養殖業生産統計年報」の速報値により
把握する。

（達成度合の判定方法）
農林水産省政策評価基本計画第5の1の（3）のカの①に示すとおり。
（達成度合の計算方法）

達成率＝（直近3年間の実績平均値－18年度基準値）÷
（当該年度の目標値－18年度基準値）×100（％）

施策② 外国EEZへの入漁による水産物の安定供給

【目標】 （目標設定の考え方）
外国EEZへの入漁による 公海の水産資源、まぐろ類等の回遊性の高い水産資源等については、関係国が協
水産物の安定供給 力して、漁獲能力の管理やIUU注6（違法・無報告・無規制）漁船対策を積極的に進め、

その持続的な利用の確保に努めることが肝要であることから、国際的な管理を要する
水産資源の適切な保存及び管理が図られるよう「国際漁業機関による管理対象魚種
の維持・増大」を、また、我が国漁業の外国EEZ漁場の維持及び開発が図られるよう

「漁業協定数の維持・増大」を達成目標として設定した。

（各年度の目標値の考え方）
魚種・協定対前年増又は同数

（単位：千トン）

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

1,803 1,812 1,820 1,829 1,837

1,806*

1,792

1,783
*

1,739

532 523 519 572

サケ・マス類 231 235 180 224

ヒラメ 7 8 7 7

マダイ 16 16 16 16

クルマエビ 1 1 1 1

ガザミ類 3 3 3 2

ホタテガイ 272 258 310 320

アワビ類 2 2 2 2

41 39 32 40

1192*

1,148
ぶり類 154 158 158 153
ホタテガイ 212 247 226 257
かき類 208 201 190 209

382*

338
その他 240 235 236 234

41 42 40 41
ウナギ 21 23 21 22
その他 21 20 19 19

内水面漁業

内水面養殖

項目

目標値

実績値
（直近3年間の年計の平均値）

のり類 367 396
養
殖

海面養殖 1,181 1,237

海面漁業

1,197

344

1,795 1,834

年計 1,795 1,841 1,850

1,825

漁
業
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図作成者：水産庁国際課

（把握の方法）
実績値 ：水産庁国際課とりまとめ

（達成度合の判定方法）
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
目標値を上回るときは達成(A)、その他のときは未達成(C)とする。
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２．用語解説

注１ 低位水準 水産資源の資源評価を行うに当たって、過去20年以上にわたる資源量（漁獲量）の推移か
ら「高位・中位・低位」の3段階で区分した水準のうち低位にあるもの。

注２ EEZ EEZとは、exclusive economic zone（排他的経済水域）の略称。
沿岸国の領海基線から200海里（約370㎞）までの海域（領海部分を除く）であって、この海域

における生物資源、海底資源の採取や管理等に関して、当該沿岸国に主権的権利が及ぶと
される海域。

注３ 栽培漁業 水産資源の維持・増大と漁業生産の向上を図るため、有用水産動物について種苗生産、
放流、育成管理等の人為的手段を施して資源を積極的に培養しつつ、最も合理的に漁獲す
る漁業のあり方。

注４ 漁場改善計画 養殖漁場環境の維持・改善を通じて持続的な養殖生産を確保するため、漁業者自らが対
象となる水域及び養殖の種類を定め、施設や体制の整備などを図るための計画。漁場改善
計画が定められた水域。
（漁場改善計画策定海面…漁場改善計画が定められた水域。）

注５ 国際機関 ある一定の広がりをもつ水域の中で、漁業管理をするための条約に基づいて設置された機
関。関係国の参加により、対象水域における対象資源の保存・管理のための措置を決定す
る。

注６ IUU ＩＵＵとは、Illegal Ｕnreported and Ｕnregulated（違法・無報告・無規制）の略称。


