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平成29年度に講じようとする施策

概説

１	 施策の重点
　水産業は、我が国周辺の豊かな水産資源
を持続可能な形でフルに活用することによ
って、国民に対して水産物を安定的に供給
することと同時に、漁村地域の経済活動や
国土強靱化の基礎をなし、その維持発展を
担うことが期待されています。水産業がそ
の期待される役割を十全に果たすために
は、水産資源とそれを育む漁場環境の適切
な保全・管理を行いつつ、水産業の生産性
の向上によって、そこで働く人々の所得の
増大を図る必要があります。このような考
え方の下、政府は、新たな水産基本計画（平
成29（2017）年４月28日閣議決定）に基づ
き、①浜の活力再生プランを軸とした漁
業・漁村の活性化、②漁業・漁村の活性化
を支える取組、及び③東日本大震災からの
復興について、総合的かつ計画的に推進し
ます。

２	 財政措置
　水産施策を実施するために必要な関係予
算の確保とその効率的な執行を図るととも
に、引き続き東日本大震災からの復興への
予算を計上するため、平成29（2017）年度
水産関係当初予算（一般会計及び東日本大
震災復興特別会計）として、2,556億円（前
年度当初予算は3,176億円）を計上してい
ます。

３	 税制上の措置
　石油石炭税については、農林漁業用Ａ重
油に対する石油石炭税（地球温暖化対策の

ための税（以下「温対税」という。）を含む。）
の免税・還付措置の適用期限を３年延長、
農林漁業用軽油に対する石油石炭税（温対
税のみ）の還付措置の適用期限を３年延長
するとともに、法人税、法人住民税及び法
人事業税については、中小企業等（漁業協
同組合（以下「漁協」という。）等を含む。）
の貸倒引当金の特例及び中小企業者等が機
械等を取得した場合の特別償却又は税額控
除制度について、一定の見直しを行った上、
適用期限を２年延長するなど所要の税制上
の措置を講じます。

４	 金融上の措置		
　株式会社日本政策金融公庫の水産関係資
金については貸付計画額を305億円、沖縄
振興開発金融公庫の農林漁業関係資金につ
いては貸付計画額を60億円とするなど、水
産施策の総合的な推進を図るため、株式会
社日本政策金融公庫や漁協等の系統資金の
融資をはじめとする所要の金融上の措置を
講じます。
　また、都道府県による沿岸漁業改善資金
の貸付けを促進し、省エネルギー性能に優
れた漁業用機器の導入を支援します。

５	 政策評価
　効果的かつ効率的な行政の推進及び行政
の説明責任の徹底を図る観点から、行政機
関が行う政策の評価に関する法律（平成13

（2001）年法律第86号）に基づき、農林水
産省政策評価基本計画（５年間計画）及び
毎年度定める農林水産省政策評価実施計画
により、事前評価（政策を決定する前に行
う政策評価）及び事後評価（政策を決定し
た後に行う政策評価）を推進します。

平成29年度に講じようとする施策
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Ⅰ	 浜の活力再生プランを軸とし
た漁業・漁村の活性化

１	 浜の活力再生プランの着実な実
施とそれに伴う人材の育成及び
水産資源のフル活用

（１）	浜の活力再生プラン・浜の活力再生広
域プラン

　水産業や漁村地域の再生を図るため、各
浜が実状に即した形で、漁業収入の向上と
コスト削減を目指す具体的な行動計画であ
る「浜の活力再生プラン」（以下「浜プラン」
という。）及び「浜の活力再生広域プラン」

（以下「広域浜プラン」という。）に基づく
取組を、引き続き推進します。
　また、浜プランの効果・成果検証等見直
しに関する活動に対して支援するととも
に、浜プランに基づく共同利用施設の整備、
水産資源の管理・維持増大、漁港・漁場の
機能高度化や防災・減災対策等といった取
組を支援します。
　さらに、漁業就業者の減少・高齢化とい
った実態も踏まえ、浜の資源を活用し消費
者のニーズに応えていくため、浜の資源の
フル活用に必要な施策について、引き続き
検討を行います。

（２）	国際競争力のある漁業経営体の育成と
これを担う人材の確保

　持続可能な収益性の高い操業体制への転
換を進め、国際競争力を強化していくこと
が重要な課題となっていることから、この
ような取組を実施する者については、効率
的かつ安定的な漁業経営体となるべく育成
し、今後の漁業生産を担っていく主体とし
て重点的に経営施策を支援していきます。
　また、このような資源管理・収入安定対
策に加入する担い手が、漁業生産の大宗（我
が国漁業生産額のおおむね９割に相当）を
担い、多様化する消費者ニーズに即し、安

定的に水産物を供給し得る漁業構造の達成
を目指します。

（３）	新規就業者の育成・確保
　新規漁業就業者を確保するため、漁業へ
の就業に向け道府県等の漁業学校等で必要
な知識の習得を行う若者に対して資金を支
援するとともに、全国各地の漁業の就業情
報を提供し漁業に就業するための基礎知識
を学ぶことができる就業準備講習会や、漁
業の担い手を求める漁協・漁業者とのマッ
チングを図るための就業相談会を開催しま
す。
　また、漁協・漁業者とのマッチングが図
られた漁業就業希望者に対して、漁業現場
における最長３年間の長期研修の実施を支
援するとともに、収益力向上のための基礎
的な経営管理の知識の習得等を支援しま
す。
　さらに、全国の地方運輸局において、若
年労働力の確保のため、新規学卒者の求
人・求職開拓を積極的に行うほか、船員求
人情報ネットワークの活用や海技者セミナ
ーの開催により、雇用機会の拡大と雇用の
ミスマッチの解消を図ります。
　
（４）	資源管理・収入安定対策の推進
　計画的に資源管理に取り組む漁業者や漁
場環境の改善に取り組む養殖業者の経営の
安定を図るため、自然条件等による不漁時
等の収入を補填する収入安定対策及び燃油
や養殖用配合飼料の高騰に対応するセーフ
ティネット対策を、引き続き実施します。

（５）	海技士等の人材の育成・確保
　漁船漁業の乗組員不足に対応するため、
水産高校等関係機関と連携して、計画的・
安定的な人員採用を行う等、継続的な乗組
員の確保に努めます。
　特に漁船員の高齢化及び減少に伴い、海
技免状保持者の不足が深刻化していること
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を踏まえ、関係府省庁が連携し、６か月間
の乗船実習を含むコースを履修すること
で、卒業時に海技試験の受験資格を取得し、
口述試験を経て海技資格を取得できる新た
な仕組みについて、早急に作業を進め、平
成30（2018）年４月を目途に実現を目指し
ます。
　また、船舶の安全運航の確保の要請を踏
まえつつも漁業における実態を反映した海
技資格制度の運用の在り方について、早急
に検討し、平成30（2018）年３月までに結
論を得ることを目指します。

（６）	水産教育の充実
　国立研究開発法人水産研究・教育機構水
産大学校において、水産業を担う人材の育
成のための水産に関する学理・技術の教
授・研究を推進します。
　大学における水産学に関する教育研究環
境の充実を推進する一方、水産高校につい
ては、地域の水産業界との連携を通じて、
将来の地域の水産業を担う専門的職業人の
育成を推進します。
　現場においては、水産業普及指導員を通
じた沿岸漁業の意欲ある担い手に対する経
営指導等により、漁業技術及び経営管理能
力の向上を図るための自発的な取組を促進
します。

（７）	外国人材の受入れの必要性
　水産業分野における外国人材受入れの必
要性については、水産業の現場のニーズ、
その将来の見通しや経営環境等の実態を詳
細に把握し、経済的効果等を踏まえた方向
を探ります。

（８）	魚類・貝類養殖業等への企業の参入
　浜と連携する企業とのマッチング活動の
促進や浜と企業との連携を円滑化するため
のガイドラインの策定等を通じた企業と浜
との連携、参入を円滑にするための取組を

行うとともに、浜の活性化の観点から必要
な施策を引き続き検討します。

（９）	水産業における女性の参画の促進
　第４次男女共同参画基本計画（平成27

（2015）年12月25日閣議決定）に基づき、
漁協系統組織における女性役員の登用につ
いての自主的な目標設定及びその達成に向
けた普及啓発等の取組を推進します。
　また、漁村地域における女性の活躍を促
進するため、漁村の女性等が中心となって
取り組む特産品の加工開発、直売所や食堂
の経営等をはじめとした意欲的な実践活動
を支援するとともに、実践活動に必要な知
識・技術等を習得するための研修会や優良
事例の成果報告会の開催等を支援します。

２	 国内の資源管理の高度化と国際
的な資源管理の推進

（１）	資源特性や分布、利用状況に応じた資
源管理の基本的な考え方や方向性

　我が国は、排他的経済水域内において、
数百種にも及ぶ多種多様な資源を利用して
いますが、これらの資源の状況や漁業上・
国民生活上の重要度は様々であることか
ら、漁獲量等が多い主要資源や広域資源及
び資源状況が悪化している資源について
は、国が積極的に資源管理の方向性を示し、
関係する都道府県とともに資源管理の効率
化・効果的な推進を図ります。
　このため、主要水産資源ごとに、維持す
べき水準（目標管理基準）や下回ってはな
らない水準（限界管理基準）といった、い
わゆる資源管理目標等の導入に向けた検討
を行います。

（２）	資源管理指針・資源管理計画体制の推
進

　資源状況等に即した適切な資源管理をよ
り一層推進するため、漁業者、試験研究機
関及び行政が一体となって取り組む資源管
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理指針・資源管理計画を実施する体制の整
備等を支援します。
　また、この体制の下、資源状況等に応じ、
科学的知見に基づいた資源管理措置の検討
や、資源管理計画の評価・検証による資源
管理指針の見直しや資源管理計画の高度化
の推進等を支援します。
　さらに、資源管理計画を確実に実施する
場合に、資源管理・収入安定対策によって、
漁業者の収入の安定等を図ります。また、
大宗の漁業者が資源管理計画に基づく資源
管理に参加するよう促します。
　加えて、資源管理計画等の対象魚種につ
いて、水産関係公共事業を重点的に実施す
るほか、資源管理計画等に基づく漁獲努力
量削減の取組等を支援します。

（３）	数量管理等による資源管理の充実
　資源管理目標等及びこれに基づく各種施
策に見合った漁獲を実現するため、漁業許
可等による漁獲努力量規制や禁漁期、禁漁
区等の設定を行うほか、都道府県、海区漁
業調整委員会及び内水面漁場管理委員会が
実施する沿岸・内水面漁業の調整について
助言・支援を行います。
　また、TAC（漁獲可能量）対象魚種の
資源動向を踏まえ、漁業経営その他の事情
に配慮しつつ、中期的な管理方針に基づい
て、TACの設定・配分を行うとともに、
その円滑な実施を図り、計画的・効率的な
TAC管理を通じて資源管理を推進します。
　さらに、TAC対象魚種の拡大について
は、漁獲対象魚種が多く定置網をはじめ魚
種選択性の低い漁法が多い我が国漁業の操
業実態、資源の状態やそれを取り巻く情勢、
科学的知見の蓄積状況等を踏まえつつ、国
民生活上又は漁業上重要な広域資源等につ
いて、関係者の意見を聴きながら、検討を
進めます。
　加えて、IQ（個別割当）方式については、
一部の漁業で試験的な実施とその効果・課

題の検証等を行ってきていますが、その成
果も踏まえつつ、沖合漁業等の国際競争力
の強化が喫緊の課題となっていることか
ら、我が国漁業の操業実態や資源の特性に
見合ったIQ方式の活用方法について、検
討を行います。
　なお、数量管理の充実に当たっては、水
揚地において漁獲量を的確に把握する体制
整備を検討します。
　また、我が国周辺の漁場においては、異
なる漁業種類の多数の漁船が輻

ふくそう

輳しながら
操業している実態にあり、資源管理や漁業
調整上の必要性から漁船のトン数制限等の
様々な規制が存在し、効率的な操業の実現
を妨げている側面があります。沖合漁業に
ついては、数量管理等の充実を通じて、既
存の漁業秩序への影響も勘案しつつ、資源
管理の方法も含め、規制緩和の在り方等に
ついて引き続き検討を行います。

（４）	適切な資源管理措置の基礎となる資源
評価の精度向上と理解の醸成

ア	 資源評価の対象種の拡大と精度向上
　既に資源評価を実施している沖合の主要
魚種に関しては、数量管理の拡充を念頭に、
評価精度向上を図るため、これまでの調査
船調査や漁獲物調査を確実に継続する    
ことに加え、我が国排他的経済水域近辺で
操業する外国漁船の動向把握等や新たな観
測機器等を用いた調査により新たな変化に
対応した情報収集体制の構築を図ります。
　また、沿岸魚種に関しては、資源評価の
未実施種の漁獲の落込みが大きいことも踏
まえ、関係都道府県との連携を強化しつつ、
可能な範囲で資源評価対象種の拡大等を図
ります。
　さらに、都道府県と連携して、海洋観測
データ等を収集できる体制を強化するとと
もに、魚群量だけでなく魚種や体長も把握
できる次世代型計量魚群探知機の開発を推
進します。
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　上記の実施には、より大量の漁獲・調査
情報の迅速な蓄積が必要であり、これらの
情報を、必要に応じ、漁業調整や流通分野
にも有効に活用できるよう、資源・漁獲情
報ネットワーク体制の構築に向けた取組を
開始します。

イ	 資源評価に対する理解の醸成
　国民の資源評価・管理への関心の高まり
を踏まえ、資源評価を受託実施している国
立研究開発法人水産研究・教育機構の果た
すべき役割を資源評価の独立性の観点から
明確化するとともに、その評価手法や結果
の透明性の確保に努めます。
　また、様々な機会を利用し、漁業関係者
のみならず消費者も含めた国民全般が資源
状況と資源評価・管理の方向性について共
通の認識を持てるようこれらの情報を理解
しやすい形で積極的に公表していきます。

（５）	資源管理のルールの遵守を担保する仕
組みの推進

　資源管理が効果を上げるためには、資源
管理のルールの遵守を担保することが必要
であり、我が国周辺海域における外国漁船
の操業が増大・広域化している状況を踏ま
え、取締船の大型化や増隻を含む取締体制
の充実強化、漁業監督官の増員や実務研修
等による能力向上の強化を図りつつ、限ら
れた取締勢力を有効活用していくために、
VMS（衛星船位測定送信機）の活用、衛
星情報や各種IC技術等の漁業取締りへの
積極的導入、さらには、海上保安庁や都道
府県取締機関との連携を通じた、取締りの
重点化・効率化を図ります。
　また、重要な輸出品目であるナマコ等を
含む沿岸域の密漁については、悪質・巧妙
な事例や広域での対応が必要となる事例も
あることから、都道府県、警察、海上保安
庁及び流通関係者を含めた関係機関との緊
密な連携等を図るとともに、密漁品の市場

流通や輸出からの排除に努める等、地域の
特性に応じた効果的な対策を実施します。
　さらに、資源状況に関する科学的な知見
を基礎としつつ、漁場特性、魚種、漁業種
類、地理的条件等を総合的に勘案しながら、
沿岸漁業者と沖合漁業者との間をはじめと
する漁業者間の協議や相互理解を促進しま
す。

（６）　海域や魚種ごとの国際的な資源管理
の推進

ア	 公海域等における資源管理の推進
①　太平洋クロマグ口、カツオ、マサバ及

びサンマをはじめとする資源の管理の推
進について、魚種ごとに最適な管理がな
されるよう、各地域漁業管理機関におい
て、議論を主導するとともに、IUU（違
法、無報告、無規制）漁業対策を強化す
るため、関係国等との連携・協力、資源
調査の拡充・強化による適切な資源評
価、トレーサビリティの強化、国際交渉
の体制の強化などを推進します。

②　 太 平 洋 ク ロ マ グ ロ に つ い て は、
WCPFC（中西部太平洋まぐろ類委員
会）の平成26（2014）年の第11回年次会
合において採択された30kg未満の小型
魚に係る漁獲量の削減措置を遵守するた
め、都道府県及び関係団体と協力して引
き続き取り組みます。

③　ウナギについては、引き続き、中国、
韓国及び台湾とともに養殖用種苗の池入
れ数量制限に取り組むとともに、法的拘
束力のある国際約束の作成を目指しま
す。

イ	 太平洋島
とうしょ

嶼国水域での漁場確保
　我が国かつお・まぐろ漁船にとって重要
漁場である太平洋島嶼国水域への入漁につ
いて、厳しさが増していることから、安定
的な入漁を確保するため、地域漁業管理機
関を通じた国際資源の持続的な利用確保を



6

図りつつ、二国間漁業協議等を通じて我が
国漁業の海外漁場の確保を図ります。

ウ	 我が国周辺国等との間の資源管理の推
進

　我が国の周辺水域における韓国及び中国
の漁船に対する漁獲割当量及び許可隻数を
決定しその遵守を徹底させるとともに、日
韓漁業協定及び日中漁業協定に基づく暫定
水域等を含め、適切な資源管理を推進しま
す。
　また、韓国、中国、台湾等との間の民間
協議を支援します。これらの取組とともに、
我が国周辺水域における安定的な操業秩序
を確保するため、違法操業対策の一層の強
化を図ります。
　さらに、国際協力を戦略的・効果的に活
用することにより、二国間漁業協議等を通
じた我が国漁業の海外漁場の確保を図るほ
か、地域漁業管理機関を通じた国際資源の
持続的な利用確保を図ります。

エ	 捕鯨政策の推進
　IWC（国際捕鯨委員会）の商業捕鯨一
時停止（モラトリアム）の見直しに必要な
科学的知見を収集するため、南極海におい
て、十分な安全対策を講じ、鯨類科学調査
を安全かつ円滑に実施します。
　北西太平洋においても、新たな調査計画
に基づく鯨類科学調査の実施を目指しま
す。
　我が国周辺に分布・回遊する小型鯨類に
ついて、系群構造の解明及び資源量の推定
のための情報収集・解析を行います。
　また、科学的根拠に基づく商業捕鯨の再
開に向け、IWCの在り方に関する議論を
関係国と進めるとともに、鯨類を含む海洋
生物資源の持続可能な利用に関する我が国
の立場への理解を促進するため、関係国へ
の働きかけを行います。
　また、各地で行われている食の観点も含

めた鯨に関する文化を打ち出した取組を支
援するとともに、国内外への情報発信を行
います。

オ	 海外漁業協力等の推進
　国際的な資源管理の推進及び我が国漁業
者の安定的な入漁を確保するため、海外漁
業協力を効果的かつ戦略的に実施するとと
もに、入漁国の制度等を踏まえた多様な方
式での入漁、国際機関を通じた広域的な協
力関係の構築等を推進します。

（７）	漁場環境の保全及び生態系の維持
ア	 藻場・干潟等の保全・創造
　水産生物の生活史に対応した良好な生息
環境を創出することにより生態系全体の生
産力を底上げし、水産資源の回復・増大と
持続可能な利用を図るため、漁場の生物相
の変化等に対応して漁場の管理や整備事業
の在り方を適切に見直していく順応的管理
手法を取り入れた水産環境整備を推進する
とともに、我が国排他的経済水域における
水産資源の増大を図るためのフロンティア
漁場整備事業を実施します。
　また、実効性のある効率的な藻場・干潟
の保全・創造を推進するための基本的考え
方を示した「藻場・干潟ビジョン」に基づ
き、各海域の環境特性を踏まえ、広域的な
観点からハード・ソフトを組み合わせた対
策を推進するとともに、漁業者や地域の住
民等が行う藻場・干潟等の保全活動を支援
します。
　磯焼け等により効用の低下が著しい漁場
においては、海域環境変動に応じた手法に
よる藻場・干潟等の保全・創造と併せて、
ウニ・アイゴ等の食害生物の駆除や海藻類
の移植・は種に対して支援を行うととも
に、サンゴに関しては、サンゴ種苗の生産
技術、移植技術等の技術開発に取り組みま
す。
　このほか、生物多様性国家戦略2012-
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2020（平成24（2012）年９月28日閣議決定）
及び農林水産省生物多様性戦略（平成24

（2012）年２月２日改定）を踏まえ、藻場・
干潟等を含む漁場環境の保全の推進等によ
り、里海・海洋の保全施策を総合的に推進
するほか、海洋生物の多様性の定量的評価
手法の開発及び赤潮・貧酸素水塊対策を実
施します。

イ	 生物多様性に配慮した漁業の推進
　海洋の生態系を維持しつつ、持続的な漁
業を行うため、各地域漁業管理機関におい
て、サメ類の資源状況及び漁獲状況の把握、
完全利用の推進及び保存管理の推進を行い
ます。
　また、はえ縄漁業に対する海域ごとの実
態を踏まえた海鳥混獲回避措置の評価及び
改善を行うほか、定置網漁業及びはえ縄漁
業におけるウミガメの混獲の実態把握及び
回避技術の開発・普及の推進に努めます。

ウ	 有害生物や赤潮等による漁業被害防止
対策の推進

①　トド、ヨーロッパザラボヤ、大型クラ
ゲ等の有害生物による漁業被害防止対策
については、国と地方公共団体との役割
分担を踏まえ、効果的かつ効率的に推進
していくこととし、具体的には、トドに
よる漁業被害軽減技術の開発・実証、我
が国、中国及び韓国から成る国際的な枠
組みの中で行う大型クラゲのモニタリン
グ調査、有害生物の出現状況・生態の把
握及び漁業関係者等への情報提供並びに
有害生物の駆除・処理及び改良漁具の導
入等の取組を支援しつつ、施策の効率性
を高める手法の開発・実証に取り組みま
す。

②　沿岸漁業・養殖業に被害をもたらす赤
潮・貧酸素水塊については、海洋微生物
解析による早期発生予測技術その他の赤
潮の予察・防除技術の開発及び人工衛星

による赤潮分布把握技術の開発を進める
とともに、赤潮・貧酸素水塊の効率的な
観測・監視を行うための自動観測ブイに
よる連続観測技術の開発、赤潮を直接消
滅させる技術及び回避漁具等の手法を確
立します。

　　また、赤潮等への対策と並行して、栄
養塩類等の水質が低次水産生物に及ぼす
影響を調査するとともに、海域の漁業・
養殖業等の状況を踏まえた栄養塩（水
質）の適切な管理に関する検討等を含め、
漁場の生産力（特に二枚貝・小型魚類・
ノリ等）を回復・維持していくことにつ
いて必要な調査を推進します。

　　さらに、冬季のノリの色落ち被害を防
止するために必要な栄養塩を確保する漁
場環境改善等の技術開発を支援します。

エ	 産卵場の保護や資源回復手段としての
海洋保護区の積極的活用

　海洋保護区は漁業資源の持続的利用に資
する管理措置の一つであり、漁業者の自主
的な共同管理によって、生物多様性を保存
しながら、資源を持続的に利用していくよ
うな海域も効果的な保護区となりうるとい
う基本認識の下、海洋保護区の必要性の浸
透を図りつつ、海洋保護区の適切な設定と
管理の充実を推進します。

オ	 気候変動の影響への適応
　海洋環境調査を活用し、海洋環境の変動
が水産資源に与える影響の把握に努めるこ
とにより、漁場予測や（４）の資源評価の
高精度化を図るとともに、これらの結果を
踏まえ、環境の変化に対応した順応的な漁
業生産活動を可能とする施策を推進しま
す。
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３	 持続可能な漁業・養殖業の確立
（１）	総論
　漁船の高船齢化による生産性等の低下
や、メンテナンス経費の増大に加え、居住
環境等が問題となっており、高性能化、大
型化による居住環境の改善や安全性の向上
等が必要となっています。造船事業者の供
給能力が限られている現状も踏まえ、今後、
高船齢船の代船を計画的に進めていくた
め、漁業者団体が代船のための長期的な計
画を示すとともに、国としても必要な支援
の検討を行います。
　具体的な職場環境の改善の一つとして、
高速インターネットや大容量データ通信等
が利用可能となり、船舶の居住環境の改善
に資する高速通信の整備状況について、関
係府省庁が連携して、情報交換を行い、高
速通信の効率的な普及に向けた検討を行い
ます。

（２）	沿岸漁業
　沿岸漁業については、浜プランによる所
得向上の取組に加え、市場統合や生産体制
の効率化・省コスト化、流通・販売の合理
化を進めるため、複数の漁村地域が連携し
広域的に浜の機能再編や水産関係施設の再
編整備、中核的担い手の育成に取り組むた
めの広域浜プランの策定・取組を支援しま
す。
　また、沿岸漁業の有する多面的機能や集
落維持機能を踏まえ、離島漁業再生支援交
付金や水産多面的機能発揮交付金等による
支援を実施するとともに、漁村地域が有す
る豊富な観光資源、地域産品、郷土料理等
の活用や、漁観連携、地域ブランド、マー
ケットイン、インバウンド、交流活動等と
いった取組を推進します。

（３）	沖合漁業
　沖合漁業については、合理的・効率的な
操業体制への移行等、漁船漁業の構造改革

を引き続き推進するとともに、資源変動に
対応した操業・水揚げ体制及び漁業許可制
度を検討します。
　また、生産のみならず、加工・流通・販
売・輸出を含めた包括的な構造改革を推進
します。

（４）	遠洋漁業
　遠洋漁業については、世界各地に展開す
る我が国遠洋漁業の資源及び漁場を確保す
るため、国際機関における資源管理におい
て引き続きリーダーシップを発揮し、公海
域における資源の持続的利用の確保を図る
とともに、海外漁業協力等の推進や入漁国
の制度等を踏まえた多様な方式での入漁等
を通じ海外漁場での安定的な操業の確保を
推進します。
　また、新たな操業・生産体制の導入、収
益向上、コスト削減、及びVD（隻日数）
の有効活用により、競争力強化を目指した
漁船漁業の構造改革を推進します。
　さらに、乗組員の安定的な確保・育成に
向けて、漁業団体、労働組織等の間での協
議を推進します。　

（５）	養殖業
ア	 漁場環境や天然資源への負担の少ない

養殖
　養殖業者が、持続的養殖生産確保法（平
成11（1999）年法律第51号）第４条第１項
の規定に基づく漁場改善計画において設定
された適正養殖可能数量を遵守して養殖を
行う場合に、漁業収入安定対策事業によっ
て減収の補填等の支援を行うことにより、
適正養殖可能数量の設定及び遵守を促進
し、漁場環境の改善を推進します。
　また、資源の保存に配慮し安定的な養殖
生産を実現するため、主に天然種苗を利用
しているウナギ、ハマチ、カンパチ、クロ
マグロ等について人工種苗の生産技術の開
発や人工種苗への転換を促進するととも
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に、環境の変動による影響を受けやすい沿
岸域の特性を踏まえ、沖合漁場への展開や
陸上施設等養殖場の多様化を図ります。

イ	 安定的かつ収益性の高い経営の推進
　養殖経営の安定を図るべく、引き続き、
養殖用配合飼料の価格高騰対策や生餌の安
定供給対策を適切に実施するとともに、魚
の成長とコストの兼ね合いがとれた養殖用
配合飼料の低魚粉化及び配合飼料原料の多
様化を推進します。
　さらに、養殖水産物の安定供給のため、
国内向けには需要の拡大を図るとともに、
需要に見合った生産を行い、積極的な輸出
拡大を目指す取組を進めつつ、消費者ニー
ズに合致した質の高い生産物の供給や６次
産業化による養殖業の成長産業化を推進し
ます。
　また、養殖生産の多様化、優れた耐病性
や高成長などの望ましい形質を持った人工
種苗の導入など、養殖生産効率の底上げを
図り、収益性を重視した養殖生産体制の導
入を図ります。
　さらに、養殖業への参入を希望する企業
と地元漁業者や地域の双方がメリットを享
受できるよう、両者のマッチングを推進し
ます。

ウ	 安全・安心な養殖生産物の安定供給及
び疾病対策の推進

①　水産用医薬品の適正使用を確保するた
め、養殖衛生管理技術者の育成や養殖業
者に対する巡回指導を行うとともに、養
殖水産物の安全性向上のための生産工程
管理の取組の推進を支援します。

②　生産段階での水産物の安全性の向上を
図るため、貝毒やノロウイルスの監視体
制の実施に対する指導・支援を行うとと
もに、貝毒のリスク管理に関する研究を
行います。

　　また、有害化学物質の汚染状況を把握

するため、ダイオキシン類等について含
有実態調査を実施します。

エ	 真珠養殖及び関連産業の振興
　平成28（2016）年６月７日に制定された
真珠の振興に関する法律（平成28（2016）
年法律第74号）に基づき、幅広い関係業界
や研究機関による連携の下、宝飾品のニー
ズを踏まえた養殖生産、養殖関係技術者の
養成、研究開発の推進等の施策を推進しま
す。

（６）	内水面漁業・養殖業
　内水面漁業施策の推進に当たっては、内
水面資源の維持増大を図ること、漁場環境
の保全・管理のための活動の核として内水
面漁業協同組合が持続的に活動できるよう
にすること、及び遊漁や川辺での自然との
触れ合いが促進され水産物の販売や農業・
観光業との連携による地域振興が進展する
ことを旨として、関係府省庁、地方公共団
体、内水面漁業協同組合等が連携し、必要
な施策を総合的に推進することとし、具体
的には、内水面漁業の振興に関する法律（平
成26（2014）年法律第103号）第９条第１
項に定める内水面漁業の振興に関する基本
的な方針に基づき、次に掲げる施策を推進
します。
①　近年特に被害が広域化・深刻化してい

るカワウについて、「カワウ被害対策強
化の考え方」（平成26（2014）年４月23
日環境省・農林水産省公表）に掲げる被
害を与えるカワウの個体数を平成35

（2023）年度までに半減させる目標の早
期達成を図ります。

②　外来魚について、効率的な防除手法の
技術開発を進めるとともに、電気ショッ
カーボート等による防除対策を推進しま
す。

③　冷水病等の伝染性疾病の予防及びまん
延防止のため、内水面水産資源に係る伝
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染性疾病に対する迅速な診断法及び予
防・治療技術の開発及び普及を推進しま
す。

④　内水面水産資源の増殖技術の研究開発
を推進するとともに、得られた成果の普
及を図ります。

⑤　浜プラン等の策定及びそれらに基づく
内水面水産資源の種苗生産施設等の整備
を推進します。

⑥　水産動植物の生態に配慮した石倉増殖
礁の設置や魚道の設置・改良、水田と河
川との連続性に配慮した農業水路等の整
備、さらにそれらの適切な維持管理を推
進するとともに、河川等が本来有してい
る生物の生息・生育・繁殖環境等を創出
することを全ての川づくりの基本として
河川管理を行います。

　　また、これらの実施に当たっては、各
施策の効果を高められるよう関係者間の
情報共有や活動の連携を図ります。

⑦　内水面漁業者が行う内水面漁業の意義
に関する広報活動及び放流体験等の川辺
における自然体験活動並びに漁業体験施
設等の整備を推進します。

⑧　内水面漁業の振興に関する法律第35条
第１項の規定に基づく協議会が設置され
た場合には、漁場環境の再生等内水面漁
業の振興に向けた効果的な協議が円滑に
行われるよう、関係者間の調整等を行い、
それを踏まえた必要な措置を講じます。

⑨　内水面漁業の有する多面的機能が将来
にわたって適切かつ十分に発揮されるよ
う、内水面漁業者と地域住民等が連携し
て行う内水面に係る生態系の維持・保全
のための活動等の取組を支援します。

⑩　ウナギの持続的利用を確保していくた
め、国際的な資源管理の取組については、
我が国が主導的な役割を果たし、中国、
韓国及び台湾との４国・地域での、養殖
用種苗の池入れ量制限をはじめとする資
源管理を一層推進するとともに、官民一

体となって資源管理に取り組みます。
　　また、国内においては、河川や海域に

おけるウナギの生息状況や生態等の調
査、効果的な増殖手法の開発に取り組む
とともに、シラスウナギ採捕、ウナギ漁
業及びウナギ養殖業に係る資源管理を三
位一体として推進します。

　　また、養殖用種苗の全てを天然採捕に
依存していることから、種苗の大量生産
の早期実用化に向けた研究開発を推進し
ます。

⑪　国際商材として輸出拡大が期待される
ニシキゴイについて、「農林水産業の輸
出力強化戦略」（平成28（2016）年５月
農林水産業・地域の活力創造本部決定）
に基づき、輸出促進を図ります。

（７）	栽培漁業及びサケ・マスふ化放流事業
ア	 種苗放流による資源造成の推進
　漁獲管理や漁場整備と一体となった種苗
放流を推進するとともに、種苗放流の効果
を高めるため、遺伝的多様性に配慮しつつ、
成長した放流種苗を全て漁獲するのではな
く、親魚を取り残し、その親魚が卵を産む
ことにより再生産を確保する「資源造成型
栽培漁業」の取組を一層推進します。
　また、種苗放流尾数が減少傾向にある広
域種について、海域栽培漁業推進協議会が
策定した「広域プラン」を勘案し、関係都
道府県が行う種苗生産や放流等への取組を
推進するとともに、消費者ニーズが高く、
漁業者からの大量種苗生産技術の開発に対
する要望が強い新たな栽培漁業対象種の技
術開発を推進します。
　さらに、地球温暖化や貧栄養化等により
沿岸域の環境が変化する中で、栽培漁業を
環境変化に適応させながら実施していくた
め、対象種の変更や放流手法の見直し等必
要な技術の開発に努めます。
　二枚貝資源の増殖に向けた緊急的な対策
として、人工種苗生産の技術が確立してお
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らず、天然採苗も難しいタイラギ等の貝類
を対象とした貝類の人工種苗生産の技術開
発を行うとともに、垂下式養殖の技術等を
用いた増殖手法の実証化の取組を支援しま
す。

イ	 対象種の重点化等による効率的かつ効
果的な栽培漁業の推進

　地域の実情、海域の特性等を踏まえ、漁
獲量に有意な変化を見込める規模による種
苗の放流、対象種の重点化や放流適地への
集中化に取り組みます。
　また、目標とする安定した資源状況が達
成された際には漁獲管理に重点を移す等、
柔軟な対応を図ります。

ウ	 サケの漁獲量の安定化
　近年放流稚魚の回帰率低下によりサケ資
源が減少していることから、回帰効果を向
上させる放流手法の改良の取組を支援する
とともに、放流後から沿岸域におけるサケ
稚魚の移動や成長及び生残に与える影響等
を分析することで稚魚の減耗要因の究明に
取り組みます。
　また、高品質なサケ親魚の放流場所の調
査等の取組を推進します。

（８）	漁業と親水性レクリエーションとの調和
ア	 遊漁者の資源管理に対する取組の促進
　漁業者が取り組む資源管理計画等につい
て、都道府県と協力して遊漁者への啓発を
実施するとともに、各地の資源管理の実態
を踏まえ、必要に応じて海面利用協議会等
の場を活用した漁業と遊漁が協調したルー
ルづくりを推進します。

イ	 漁業と親水性レクリエーションとの調
和がとれた海面利用の促進等

　各地の資源管理の実態を踏まえ、必要に
応じて海面利用協議会等の協議の場を活用
し、漁業と親水性レクリエーションが協調

したルールづくりに向け、都道府県による
漁業と遊漁を含む親水性レクリエーション
との円滑な調整に向けた関係者への働きか
けを推進します。
　また、遊漁者等に対し、水産資源の適切
な管理や漁場環境の保全への理解向上のた
め、水産庁ホームページ、講演会、イベン
ト、釣り関連メディア等を活用した普及・
啓発を実施します。
　さらに、都道府県や関係業界等と協力し
て、未成魚の再放流や漁場の清掃等の遊漁
者等が参画しやすい取組の推進や安全講習
会や現地指導を通じて、遊漁船、遊漁船利
用者等の安全対策を推進するとともに、漁
船とプレジャーボート等の秩序ある漁港の
利用を図るため、周辺水域の管理者との連
携により、プレジャーボート等の収容施設
の整備を推進します。
　加えて、内水面漁業の振興に関する法律
に基づく協議会において、内水面水産資源
の回復や親水性レクリエーションとの水面
利用に関するトラブル防止等について協議
が円滑に行われるよう、関係者との調整に
取り組みます。

４	 加工・流通・消費・輸出に関す
る施策の展開

（１）	加工・流通・消費に関する施策の展開
ア	 多様な消費者ニーズを捉えた新商品開

発を含む商品供給の取組
　簡便化志向など最近の消費者ニーズに対
応した商品供給等を促進するため、水産物
の消費者ニーズや産地情報等の共有化、流
通過程の各段階への個別指導、新商品開発
や学校給食での利用促進に必要な機器等の
導入等を支援します。
　このほか、生産者、水産関係団体、流通
業者や行政等、官民の関係者が一体となっ
て消費拡大に取り組む「魚の国のしあわ
せ」プロジェクトを引き続き推進するとと
もに、地産地消など各地域のニーズに応じ
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た水産物の供給のため、地域の学校、観光
（郷土料理、漁業体験、漁家民宿など）等
とも連携を図ります。

イ	 消費者等に対する魚食普及と産地情報
提供

①　食育に関連する取組を実施している民
間団体や関係府省庁との情報の共有や活
動の連携を促進するとともに、水産物の
特性（味覚や健康面に加え、地域性・季
節性、資源状況等）や魚食文化について
の理解を促します。

　　また、国産水産物の消費拡大に当たっ
ては、米など農産物・林産物とのセット
での普及にも取り組みます。

　　さらに、有効な資源管理・漁場改善の
証明とトレーサビリティ確保の観点か
ら、水産エコラベルの普及を引き続き促
進します。

②　水産物を含む食品の安全に関する情報
を分かりやすく紹介したウェブサイトの
運営やメールマガジンの配信を行うな
ど、インターネットやマスメディアの活
用による水産物の栄養特性や安全性に関
する情報提供の充実を図ります。

③　食品表示に関する規定を一元化した食
品表示法（平成25（2013）年法律第70号）
の下、関係府省庁の連携を強化して立入
検査等の執行業務を実施するとともに、
産地判別等への科学的な分析手法の活用
等により、効果的・効率的な監視を実施
します。また、加工食品の原料原産地表
示について、全ての加工食品への導入に
向け、実行可能な方策について検討を進
めます。

④　農林水産省本省や地方農政局等におけ
る「消費者の部屋」において、消費者か
らの農林水産業や食生活に関する相談を
受けるとともに、消費者への情報提供を
通じて、水産行政に対する消費者の理解
を促進します。

ウ	 産地卸売市場を含めた加工・流通構造
の改革

①　水産加工・流通業者等の創意工夫を発
揮した取組を進めるため、新商品開発や
学校給食での利用促進に必要な機器等の
導入等を支援します。

　　さらに、漁業者においても漁獲「量」
から販売「額」へ意識を転換するととも
に、浜全体でマーケットインの発想に基
づく取組を行うこと等により、漁獲物の
付加価値向上と所得向上を図ります。

②　水産加工業施設改良資金融通臨時措置
法（昭和52（1977）年法律第93号）に基
づき、水産加工業者が行う新製品の開発
や新技術の導入に向けた施設の改良等に
必要な資金を融通する措置を講じます。

③　漁業生産の安定・拡大、冷凍・冷蔵施
設の整備、水揚げ集中時の調整保管によ
る供給平準化、水揚げ時期のズレ等に対
応した原料調達の支援等を通じ、加工原
料の安定供給を図ります。

④　水産物の流通について、市場の統廃合、
買受人の拡大及び新技術・新物流体制の
導入を含む流通機構の改革が進むよう、
水産物の取引や物流の在り方を総合的に
検討するため、産地卸売市場に関する実
態調査を行います。

（２）	我が国水産物の輸出促進施策の展開
ア	 国内生産体制の整備の取組
　安定した養殖生産の確保や適切な資源管
理等により国内生産体制の整備を行いま
す。

イ	 海外市場の拡大のための取組
　日本産水産物について全国の関係者が一
体となったオールジャパンでの輸出促進の
取組を支援します。
　平成28（2016）年度から新たに配置した
水産物専門の現地在住の海外コンサルタン
トやJETRO（独立行政法人日本貿易振興
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機構）海外事務所等と協力し、輸出先国・
地域のニーズに即したプロモーション活
動、現地輸入業者とのマッチング、現地の
商慣行や市場動向についての情報の収集・
提供等を効果的に実施します。
　また、我が国の四季に応じた新鮮で多様
な水産物や高品質な水産加工品等をアピー
ルするほか、米・日本酒など消費の相乗効
果が期待できる産物と連携してPRを実施
し、戦略的に我が国水産物の魅力の売り込
みます。

ウ	 輸出先国・地域の規則・ニーズに応じ
た輸出環境の整備に向けた取組

①　H
ハ サ ッ プ

ACCP（危害要因分析・重要管理
点）認定を促進するため、研修会の開催
や専門家による現地指導への支援、海域
等モニタリングへの支援を行います。ま
た、水産庁による水産加工施設の対
EU・HACCP認定により、認定施設数の
増加を図ります。輸出水産物についての
履歴情報システムの構築（トレーサビリ
ティの導入）に必要なガイドライン作成
等を実施します。

②　輸出拡大が見込まれる大規模な拠点漁
港において、一貫した衛生管理の下、集
出荷に必要な岸壁、荷さばき所、冷凍・
冷蔵施設、製氷施設等の一体的な整備を
推進するとともに、輸出先国・地域の基
準に対応するための水産加工・流通施設
の改修等の支援や、輸出先国・地域の品
質・衛生条件への適合に必要な機器整備
の支援に取り組みます。

　　また、輸出先国・地域に対し、１）検
疫や通関等に際し輸出の阻害要因となっ
ている事項について必要な改善を要請・
折衝するほか、２）EPA（経済連携協定）
交渉等の場において輸出拡大が期待され
る品目の市場アクセスの改善を求めてい
くとともに、３）模倣品等知的財産侵害
への対策の強化を求め、日本産水産物の

ブランド力の保護を図ることにより、我
が国の事業者が積極的に輸出に取り組め
る環境を整備します。

５	 漁港・漁場・漁村の総合的整備
（１）	水産業の競争力強化と輸出促進に向け

た漁港等の機能向上
　我が国水産業の競争力強化と輸出の促進
を図るため、広域浜プランとの連携の下、
荷さばき所等の再編・集約を進め、地域全
体において漁港機能の強化を図るととも
に、水産物の流通拠点となる漁港において、
高度な衛生管理に対応した岸壁、荷さばき
所、冷凍及び冷蔵施設等の一体的整備や大
型漁船等に対応した岸壁の整備等により、
市場・流通機能の強化を図ります。
　さらに、地域の中核的な生産活動等が行
われる地域においては、養殖等による生産
機能の強化を図ります。
　また、国内への安定的な水産物の供給と
ともに、輸出先国のニーズに対応した生
産・流通体制の整備を推進します。    

（２）	豊かな生態系の創造と海域の生産力向
上に向けた漁場整備

　漁場環境の変化への対応や水産生物の生
活史に配慮した広域的な水産環境整備の実
施により、豊かな生態系の創造による海域
全体の生産力の底上げを推進します。
　特に沿岸環境の改善に当たっては、広域
的な藻場・干潟の衰退や貧酸素水塊等の底
質・水質悪化の要因を把握し、ハード対策
とソフト対策を組み合わせた回復対策を推
進するとともに、海水温上昇等に対応した
漁場整備を推進します。
　また、沖合域においては、漁場整備によ
る効果を把握しつつ、新たな知見や技術を
生かし、資源管理と併せて効率的な整備を
推進します。
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（３）	大規模自然災害に備えた対応力強化
　南海トラフ地震等の切迫する大規模な地
震・津波などの大規模自然災害に備え、主
要な漁港施設の耐震・耐津波対策の強化や
避難地・避難路等の整備を行うとともに、
災害発生後の水産業の早期回復を図るため
の事業継続計画の策定等ハード対策とソフ
ト対策を組み合わせた対策を推進します。
　また、今後、激甚化が懸念される台風・
低気圧災害等に対する防災・減災対策や火
災、土砂崩れ等の災害への対策に取り組み、
災害に強い漁業地域づくりを推進します。

（４）	漁港ストックの最大限の活用と漁村の
にぎわいの創出

　将来を見据えた漁村の活性化を目指し、
浜プランの取組を推進するほか、定住・交
流の促進に資する漁村環境整備を推進しま
す。漁業者の減少や高齢化、漁船の減少に
対応するため、漁港機能の再編・集約化を
図ることにより、漁港水域の増養殖場とし
ての活用等、漁港施設の有効活用・多機能
化を推進します。
　また、漁港ストックを活用した水産業の
６次産業化や海洋性レクリエーションの振
興のほか、再生可能エネルギーの活用によ
る漁港のエコ化を推進します。
　女性・高齢者を含む漁業就業者をはじめ
とする漁村の人々にとって、住みやすく働
きやすい漁村づくりを推進するため、漁村
の環境改善対策を推進します。
　さらに、漁港施設等の長寿命化対策を推
進し、漁港機能の維持・保全を計画的に実
施するため、機能保全計画に基づき、ライ
フサイクルコストの縮減を図りつつ、戦略
的に施設の維持管理・更新を推進します。

６	 多面的機能の発揮の促進
　自然環境の保全、国境監視、海難救助に
よる国民の生命・財産の保全、保健休養・
交流・教育の場の提供などの、水産業・漁

村の持つ水産物の供給以外の多面的な機能
が将来にわたって発揮されるよう、一層の
国民の理解の増進を図りつつ効率的・効果
的な取組を促進します。
　特に国境監視の機能については、全国に
存在する漁村と漁業者による巨大な海の監
視ネットワークが形成されていることか
ら、国民の理解を得つつ、漁業者と国や地
方公共団体の取締部局との協力体制の構築
を含め、その機能を高めるための具体的な
方策について関係府省庁が連携して検討を
行います。

Ⅱ	 漁業・漁村の活性化を支える
取組

１	 水産業における調査・研究・技
術開発の戦略的推進

ア	 資源管理・資源評価の高度化に資する
研究開発

①　観測機器や解析モデルの改良による海
洋環境の現況把握と将来予測精度の向上
を図り、海況予測等の海洋環境把握精度
の向上を図るとともに、分布、回遊、再
生産等が変化している重要資源に関して
は、その生態特性と環境変化との関係に
ついて調査研究を進め、その変動メカニ
ズムの解明と、漁況予測等の精度向上を
図ります。

　　新たな解析手法の導入等により資源評
価の精度向上を図るとともに、生態学的
特性にも配慮した資源管理手法の高度化
を行います。

②　水産資源の調査・研究及び水産業に関
する新技術開発等の基盤となる１）水産
生物に含まれる放射性物質の濃度調査を
含めた海洋モニタリング調査、２）水産
動植物の遺伝資源の収集管理を着実に推
進します。
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イ	 漁業・養殖業の競争力強化に資する研
究開発

①　ICT、ロボット、AIなどの新技術を活
用し、漁船の運航や操業の省エネ化、省
力化、低コスト化、効率化等の研究開発
を行います。特に漁業・養殖業における
単純作業について機械化することによ
り、省人化及びコスト削減される部分に
ついての研究開発を進めます。

　　また、漁船漁業等の省エネルギー・低
コスト化に資する新技術の導入の加速化
を図るため、漁業者が中心となって行う
新技術の導入を目的とした実証試験に対
して支援を行います。

②　水産物の安定供給や増養殖の高度化に
資するため、産学官連携を図りつつ、ウ
ナギ、クロマグロ等の人工種苗生産技術
の開発を効果的・効率的に推進します。

　　ウナギについては、商業ベースでの種
苗の大量生産に向けた実証試験を行うと
ともに、クロマグロについては、新たに
養殖用の高機能・高効率飼料の開発を推
進します。

　　また、気候変動の影響に適応した高水
温耐性等を有する養殖品種の開発等に取
り組みます。

ウ	 漁場環境の保全・修復、インフラ施設
の防災化・長寿命化等に資する研究開
発

　藻場の消失の原因究明と修復につながる
基礎的知見の増大を図るとともに、干潟の
生態系を劣化させる要因を特定し、効果的
に生産力を向上させる技術を開発します。
　また、地震・津波等の災害発生後の漁業
の継続や早期回復を図るための防災・減災
技術を開発するとともに、漁港施設などの
既存ストックを最大限に活用するための維
持保全技術、ICTの活用による漁港施設や
漁場の高度な管理技術を開発します。

エ	 水産物の安全確保及び加工・流通の効
率化に資する研究開発

　鮮度を維持しつつ簡便・迅速に長距離輸
送する技術や、国内で高品質のまま流通さ
せる新規の鮮度保持技術、品質評価技術を
開発します。
　加工や流通、消費の段階で魚介類の価値
を決定する重要な品質（脂肪含有量及び鮮
度）を非破壊分析し、品質の高い水産物を
選別する技術を開発します。
　水産物の安全・安心に資するため、原
料・原産地判別技術の高度化を推進すると
ともに、低・未利用水産資源の有効利用、
水産加工の省力化、輸出の促進等のための
技術開発を行います。

２	 漁船漁業の安全対策の強化
（１）	漁船事故の防止
ア	 AISの普及
　AIS（船舶自動識別装置）設置漁船と設
置していない漁船の事故率に有意差がある
か検証するとともに、関係府省庁と連携し
てAISの普及促進のための周知啓発活動、
低利融資制度の活用により利用の促進を図
ります。

イ	 安全対策技術の実証
　漁船事故については、揚網作業中の魚群
の移動に起因する転覆事故など漁船特有の
リスクへの対応が必要であり、漁船の安全
対策技術の実証試験等を支援し、事故防止
に向けて技術面からの支援を図ります。

ウ	 気象情報等の入手
①　海難情報を早期に把握するため、遭難

警報等を24時間体制で聴守するととも
に、24時間の当直体制等をとって海難の
発生に備えます。

②　気象庁船舶気象無線通報等により、海
洋気象情報をはじめとする各種気象情報
を提供します。
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　　また、MICS（沿岸域情報提供システ
ム）を運用し、全国各地の灯台等で観測
した局地的な気象・海象の現況、海上工
事の状況、海上模様が把握できるライブ
カメラの映像等、海の安全に関する情報
を無線放送やインターネット等により提
供します。

③　航海用海図をはじめとする水路図誌の
刊行及び最新維持に必要な水路通報の発
行のほか、航海用電子海図の利便性及び
信頼性の向上に取り組むとともに電子水
路通報を発行します。

 　航海の安全確保のために緊急に周知が
必要な情報を航行警報として、無線放送
やインターネット等により提供するとと
もに、水路通報及び航行警報については、
区域等を地図上に表示した「ビジュアル
情報」をインターネットで提供します。

 　さらに、漁業無線を活用し、津波、自
衛隊等が行う射撃訓練、人工衛星の打上
げ等の情報を漁業者等へ提供します。

（２）	労働災害の減少
ア	 安全推進員の養成
　漁船の災害の発生率の高さを受け、漁船
の労働環境改善や安全対策を行う安全推進
員を養成・確保し、同推進員を中心に「改
善計画」を策定し、PDCAサイクルを回す
ことにより、漁業労働災害の減少を目指す
とともに、遊漁船業者等への安全講習会の
実施及び安全指導の実施等の取組を支援し
ます。

イ	 ライフジャケットの普及促進
　船舶からの海中転落者のうち、約５割を
漁船からの転落者が占め、そのうちの約７
割の海中転落者が死亡又は行方不明となっ
ているにもかかわらず、漁業者の出漁時の
ライフジャケット着用率は約６割と高いと
は言い難い状況にあります。このため、漁
ろうへの影響が少なく、作業環境に適した

着やすいライフジャケットの選定方法を漁
業者等に提案し、着用率の向上を図ります。
　また、小型船舶におけるライフジャケッ
トの着用義務の範囲を拡大し、今後は、原
則、船室の外にいる全ての乗船者にライフ
ジャケットの着用が義務付けられることか
ら、その着用を実施させるべく周知徹底し
ていきます。

３	 渚
なぎさはく

泊の推進による漁村への来
訪者増加

　海辺や漁村は、都市住民等にとって非日
常的な景観や体験を享受することができる
憩いの場となっているほか、新鮮な水産物
を食べることができる等、豊富な観光資源
を有しており、訪日外国人を含む旅行者の
漁村への訪問増加を図るため、旅行者受入
れビジネスとして実施できるような体制や
漁村での滞在に必要な宿泊施設、漁業体験
施設、水産物の提供施設等の整備を推進し
ます。

４	 漁協系統組織の役割発揮・再編
整備等

　漁協系統組織の役割発揮・再編整備等に
向け、引き続き、経営改善計画の実行に取
り組んでいる漁協に対し、経営改善・基盤
強化のために借り入れる借換資金に対する
利子助成等を行います。
　加えて、広域合併等を目指す漁業協同組
合に対し、①合併後の事業改善計画等の策
定支援及び②合併等の立ち上がり時期の資
金面の負担軽減を図るための利子助成及び
保証料助成を行うほか、地域漁業を支える
漁業者の経営指導に取り組む漁協系統組織
の支援等を行います。

５	 融資・信用保証、漁業保険制度
等の経営支援の的確な実施

　漁業者が融資を利用しやすくするととも
に、意欲ある漁業者の多様な経営発展を金
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融面から支援するため、利子助成等による
資金借入れの際の負担軽減や、実質無担
保・無保証人による融資に対する信用保証
を推進します。
　また、自然環境に左右されやすい漁業の
再生産を確保し、漁業経営の安定を図るた
め、漁業者ニーズへの対応や国による再保
険の適切な運用等を通じて、漁船保険制度
及び漁業共済制度の安定的な運営を確保し
ます。

Ⅲ	 東日本大震災からの復興

　漁業と水産流通業、水産加工業、製氷業、
冷凍冷蔵業等の水産関連産業との一体的な
発展の確保、漁港・漁村の防災力の強化な
ど、東日本大震災の経験から得た知見を水
産施策に活かします。

１	 着実な復旧・復興
（１）	漁港
　被災した漁港や海岸の早期復旧ととも
に、必要な機能を早期に確保するため、被
災した拠点漁港等の流通・防災機能の強
化、かさ上げ等の地盤沈下対策等を推進し
ます。

（２）	漁場・資源
　本格的な漁業の復興に向けて、底びき網
漁船等による広域的な取組を含めた漁業者
等が行うがれきの撤去や操業中に回収した
がれき処理への支援を行うとともに、引き
続き、魚礁、藻場・干潟等の整備を推進し
ます。

（３）	漁船
　漁船・船団等の再建に当たっては、適切
な資源管理と漁業経営の中長期的な安定の
実現を図る観点から、震災前以上の収益性

の確保を目指し、省エネルギー化及び事業
コストの削減に資する漁船の導入等による
収益性の高い操業体制への転換を図るため
に必要な経費を支援するとともに、共同利
用漁船等の復旧について支援します。
　また、迅速かつ効率的な漁業の再建を実
現すべく、省エネルギー性能に優れた漁業
用機器の導入について支援します。

（４）	養殖・栽培漁業
　養殖業の復興に当たり、被災地域が我が
国の養殖生産の主要な拠点であることを踏
まえ、他地域のモデルとなる養殖生産地域
の構築を推進します。
　また、被災した水産動植物の養殖施設の
整備、被災海域における放流種苗の確保、
震災によるサケの来遊数減少に対応した採
卵用サケ親魚の確保等について支援しま
す。

（５）	水産加工・水産流通
①　被災した漁港の機能の回復を図るため

の施設等の整備について支援するととも
に、荷さばき施設等の共同利用施設につ
いて、規模の適正化や高度化等を図るた
めの支援を行います。

②　水産物の生産・流通拠点となる漁港の
産地市場について、品質・衛生管理の向
上等による流通機能の強化・高度化を推
進します。

③　漁業者・漁業者団体が自ら取り組む６
次産業化、農商工連携等や、漁業者が水
産加工・流通業者と連携して行う取組に
ついて、引き続き支援します。

④　水産加工業の販路回復に向けた個別指
導及びセミナーの開催や、被災地の水産
加工業者が行う販路回復に向けた取組に
必要な加工機器の整備等を支援します。

（６）	漁業経営
①　被災地域における漁ろう技術の円滑な
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継承や次世代の担い手の定着・確保を推
進するため、被災した若年漁業者が他の
経営体において受ける漁ろう技術の向上
のための研修や被災地域における漁業へ
の新規就業に対する支援を行います。  

②　共同利用漁船・共同利用施設の新規導
入を契機とする協業化や加工・流通業と
の連携等を促進します。また、省エネル
ギー化、事業コストの削減、協業化等の
取組の実証成果を踏まえて漁船・船団の
合理化を促進します。

③　被災した漁業者、水産加工業者、漁協
等を対象とした災害復旧・復興関係資金
について、実質無利子化、実質無担保・
無保証人化等に必要な経費について助成
します。

④　東日本大震災復興特別区域法（平成23
（2011）年法律第122号）第14条の規定に
基づき、漁業法（昭和24（2012）年法律
第267号）の特例措置を適切に運用しま
す。

（７）	漁業協同組合
　漁協系統組織が、引き続き地域の漁業を
支える役割を果たせるよう、被害を受けた
漁協等を対象として、再建のために借り入
れる資金について負担軽減のための利子助
成を行います。

（８）	漁村
　地方公共団体による土地利用の方針等を
踏まえ、災害に強い漁村づくりを推進しま
す。具体的には、海岸保全施設や避難施設
の整備、漁港や漁村における地震や津波に
よる災害の未然防止及びその被害の拡大防
止並びに被災時の応急対策を図る際に必要
となる施設整備の推進や、東日本大震災を
踏まえて平成24（2012）年４月に改訂を行
った「災害に強い漁業地域づくりガイドラ
イン」等の普及・啓発を図り、漁村の様態
や復興状況に応じた最善の防災力の確保を

促進します。

２	 原発事故の影響の克服
（１）	安全な水産物の供給と操業再開に向け

た支援
①　安全な水産物を供給していくため、関

係府省庁、関係都道県や関係団体と連携
して、東京電力株式会社福島第一原子力
発電所（以下「東電福島第一原発」とい
う。）周辺海域において水揚げされた水
産物の放射性物質濃度調査を引き続き実
施するとともに、現在操業が自粛されて
いる海域においても、水産物について放
射性物質濃度の測定調査を集中的に実施
します。

　　また、水産物への放射性物質の移行過
程等生態系における挙動を明らかにする
ための科学的な調査等を実施するととも
に、原子力事故災害に由来する放射性物
質に関連する研究や水産業の復興に資す
る研究を行うため、福島県が設置する研
究施設等の整備を支援します。

②　放射性物質濃度調査結果等に基づき、
関係府省庁、関係都道県や関係団体と十
分に検討を行い、必要に応じて操業の自
粛や出荷制限の設定・解除の調整を行い
ます。

③　操業が再開される際には、漁業者や養
殖業者の経営の合理化や再建を支援する
とともに、漁業者等が行うがれきの撤去、
底びき網漁船等による広域的ながれき撤
去の取組や操業中に回収したがれき処理
への支援を行います。

（２）	風評被害の払拭
①　国内外で生じている水産物の安全性に

係る風評被害の払拭が水産業復興に当た
っての重要な課題であることから、水産
物の放射性物質に関する調査結果及び
Q&Aについては、引き続き水産庁ホー
ムページ等に掲載することにより、正確
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かつ迅速な情報提供に努めます。
 　また、被災地産水産物の安全性をPR

するためのセミナー等の開催を支援しま
す。

②　東電福島第一原発事故により漁業者等
が受けた被害については、東京電力株式
会社から適切かつ速やかな賠償が行われ
るよう、引き続き関係府省庁、関係都道
府県、関係団体、東京電力株式会社等と
の連絡を密にし、必要な情報提供や働き
かけを実施します。

（３）	原発事故による諸外国・地域の輸入規
制の撤廃・緩和

　日本産農林水産物・食品に対する輸入規
制を実施している諸外国・地域に対して、
輸入規制の撤廃・緩和に向けた働きかけを
継続して実施するとともに、相手国・地域
が求める産地証明書等を円滑に発行しま
す。

Ⅳ	 その他重要施策

１	 水産物貿易交渉への取組
　WTO（世界貿易機関）交渉に当たって
は、水産物のように適切な管理を行わなけ
れば枯渇する有限天然資源についてはその
適切な保存管理を通じた資源の持続的利用
に貢献する貿易のルールを確立すべきであ
り、特に漁業補助金の規律の強化について
は過剰漁獲能力又は過剰漁獲につながる補
助金に限定して禁止すべきであるという基
本的考え方に基づき、関係府省庁が十分に
連携し、我が国の主張が最大限反映される
よう努めます。
　EPA（経済連携協定）及びFTA（自由
貿易協定）については、我が国の主要な貿
易相手国・地域をはじめとする幅広い
国々・地域と戦略的かつ多角的に交渉を進

めます。

２	 政策ニーズに対応した統計の作
成と利用の推進

　我が国漁業の生産構造、就業構造等を明
らかにするとともに、水産物流通等の漁業
を取り巻く実態と変化を把握し、水産施策
の企画・立案・推進に必要な基礎資料を作
成するための調査を着実に実施します。
　具体的には、漁業・漁村の６次産業化に
向けた取組状況を的確に把握するための調
査等を実施します。
　また、市場化テスト（包括的民間委託）
を導入した統計調査を引き続き実施しま
す。

Ⅴ	 水産に関する施策を総合的
	 かつ計画的に推進するために
必要な事項

１	 関係府省庁等連携による施策の
効率的な推進

　水産業は、漁業のほか、多様な分野の関
連産業により成り立っていることから、関
係府省庁等が連携を密にして計画的に施策
を実施するとともに、施策間の連携を強化
することにより各分野の施策の相乗効果の
発揮を図ります。

２	 施策の進捗管理と評価
　効果的かつ効率的な行政の推進及び行政
の説明責任の徹底を図る観点から、施策の
実施に当たっては、政策評価も活用しつつ、
毎年進捗管理を行うとともに効果等の検証
を実施し、その結果を公表します。さらに、
これを踏まえて施策内容を見直すととも
に、政策評価に関する情報の公開を進めま
す。
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３	 消費者・国民のニーズを踏まえ
た公益的な観点からの施策の展
開

　水産業・漁村に対する消費者・国民のニ
ーズを的確に捉えた上で、消費者・国民の
視点を踏まえた公益的な観点から施策を展
開します。
　また、施策の決定・実行過程の透明性を
高める観点から、インターネット等を通じ、
国民のニーズに即した情報公開を推進する
とともに、施策内容等に関する分かりやす
い広報活動の充実を図ります。

４	 事業者や産地の主体性と創意工
夫の発揮の促進

　官と民、国と地方の役割分担の明確化と
適切な連携の確保を図りつつ、漁業者等の
事業者及び産地の主体性・創意工夫の発揮
をより一層促進します。具体的には、事業
者や産地の主体的な取組を重点的に支援す
るとともに、規制の必要性・合理性につい
て検証し、不断の見直しを行います。

５	 財政措置の効率的かつ重点的な
運用

　厳しい財政事情の下で予算を最大限有効
に活用するため、財政措置の効率的かつ重
点的な運用を推進します。
　また、施策の実施状況や水産業を取り巻
く状況の変化に照らし、施策内容を機動的
に見直し、翌年度以降の施策の改善に反映
させていきます。

６	 その他
　数量管理等による資源管理の充実や漁業
の成長産業化等を強力に進めるために必要
な施策について、関係法律の見直しを含め、
引き続き検討を行います。
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