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都道府県資源管理計画作成状況について《３月３１日現在》

【全国集計】

○計画数 ： 件１，４４８

○参加者数（経営体ﾍﾞｰｽ ： 経営体） ４０，１４８

○管理措置概要

漁業種類 管理措置漁 業 種 類 ご と
※3

の計画数

釣り ３５７ 休漁、漁獲量制限(個人毎)、漁獲物制限、種苗放流 など

はえ縄（釣り） ７１ 休漁、操業期間制限、漁獲物制限、区域制限、種苗放流 など

はえ縄(つぼ・かご等 １７１ 休漁、漁獲量制限(個人毎/地区毎/ｸﾞﾙｰﾌﾟ毎)､漁具制限､種苗放流 など）

採介藻 １４４ 休漁､漁獲量制限(個人毎/地区毎/ｸﾞﾙｰﾌﾟ毎)､漁獲物制限､種苗放流 など

定置網 ４５４ 休漁､操業期間制限､漁獲量制限(地区毎)､漁具制限､種苗放流､漁場造成･

保全 など

建網 ２１ 休漁、漁獲物制限、種苗放流

刺網 ３１８ 休漁、漁獲物制限、漁具制限、区域制限、種苗放流 など

底曳網 ２５６ 休漁、漁獲量制限(個人毎/地区毎/ｸﾞﾙｰﾌﾟ毎)､漁具改良 など

船曳網 １１０ 休漁、漁獲量制限(個人毎/地区毎/ｸﾞﾙｰﾌﾟ毎)、操業時間制限 など

まき網 ５８ 休漁、漁獲物制限、区域制限 など

その他網 ５７ 休漁、漁獲物制限、従事者数制限、種苗放流 など

合計 ２，０１７

※3 同一計画で複数漁業種類をまとめている場合、漁業種類ごとに分けてカウント



大臣管理漁業の資源管理計画作成状況について《３月３１日現在》

○資源管理計画数： 漁業種類１３

○参加隻数： 隻９９８

○管理措置概要

漁業種類 参加隻数 管理措置

（指針に記載のもの）

沖合底びき網漁業 ３４４ 休漁、漁獲量制限、漁獲物制限、漁具制限、区域制限、漁具改良、

種苗放流 など

以西底びき網漁業 － （平成24年度計画作成予定）

遠洋底びき網漁業 － （平成24年度計画作成予定）

太平洋底刺し網等漁業 １ 休漁、区域制限

大中型まき網漁業 ８６ 休漁、漁獲量制限 など

（海外まき網漁業を除く）

海外まき網漁業 ３６ 休漁

遠洋まぐろはえ縄漁業 ３９ 休漁

近海まぐろはえ縄漁業 １２６ 休漁

遠洋かつお一本釣り漁業 ３８ 休漁

近海かつお一本釣り漁業 ３５ 休漁

北太平洋さんま漁業 １４４ 休漁 など

日本海べにずわいがに漁業 １２ 休漁､漁獲量制限､漁獲物制限､区域制限､漁具改良 など

いか釣り漁業 １２０ 休漁、区域制限

ずわいがに漁業 ９ 休漁､漁獲量制限､漁獲物制限､ 区域制限､漁具改良

東シナ海はえ縄漁業 ８ 休漁

合計 ９９８



【 全 国 集 計 】

○計画数（適正養殖可能数量を設定したもの）　　：　　　１８１　件

○概要

都道府県 適正養殖可能数量を設定した養殖種類　（注）

　北海道 9 こんぶ、ほたて貝

　青森県 2 ほたて貝
　岩手県 1 わかめ、こんぶ、かき
　宮城県 23 さけ・ます、のり、わかめ、こんぶ、ほたて貝、かき
　千葉県 1 のり
　神奈川県 2 のり
　愛知県 3 のり

　三重県 12
かき、１年貝真珠、１年魚はまち、２年魚はまち、３年魚はまち、１年魚たい、２年魚たい、３年魚たい、１年魚すずき、２年魚すずき
１年魚しまあじ、２年魚しまあじ、２年魚まはた、３年魚まはた、２年くろまぐろ、３年くろまぐろ、４年くろまぐろ、のり

　兵庫県 2 ２年魚はまち、２年魚たい、３年魚たい、２年魚ふぐ、のり
　島根県 1 わかめ
　岡山県 3 のり、かき

　広島県 5
かき、１年貝真珠、２年貝真珠、２年魚はまち、３年魚はまち、１年魚たい、２年魚たい、３年魚たい、ひらめ、２年魚すずき、３年魚めばる
のり

　山口県 5 かき、２年魚はまち、３年魚はまち、のり、わかめ
　徳島県 5 １年魚はまち、２年魚はまち、３年魚はまち、２年魚たい、３年魚たい、１年魚かんぱち、２年魚かんぱち、３年魚かんぱち、のり
　香川県 6 １年魚はまち、２年魚はまち、２年魚たい、３年魚たい、２年魚ふぐ、１年魚かんぱち、２年魚かんぱち、３年魚ひらまさ、のり、かき

　愛媛県 28
１年貝真珠、２年貝真珠、１年魚はまち、２年魚はまち、３年魚はまち、１年魚たい、２年魚たい、３年魚たい、１年魚かんぱち、２年魚かんぱち
３年魚かんぱち、まあじ、１年魚しまあじ、２年魚しまあじ、まさば、２年くろまぐろ、３年くろまぐろ、４年くろまぐろ、のり、真珠母貝

　福岡県 4 かき、のり、わかめ
　佐賀県 3 １年貝真珠、１年魚たい、２年魚たい、３年魚たい、のり

　長崎県 10
１年魚はまち、２年魚はまち、３年魚はまち、１年魚たい、２年魚たい、３年魚たい、２年魚ふぐ、２年魚ひらまさ、３年魚ひらまさ、
１年魚しまあじ、２年魚しまあじ、３年魚まはた、２年くろまぐろ

　熊本県 21
１年貝真珠、２年貝真珠、１年魚はまち、２年魚はまち、３年魚はまち、１年魚たい、２年魚たい、３年魚たい、２年魚ふぐ
１年魚かんぱち、２年魚かんぱち、３年魚かんぱち、３年魚ひらまさ、まあじ、１年魚しまあじ、２年魚しまあじ、まさば、かわはぎ、のり

　大分県 12
１年貝真珠、２年貝真珠、１年魚はまち、２年魚はまち、３年魚はまち、３年魚たい、１年魚かんぱち、２年魚かんぱち、３年魚かんぱち
２年魚ひらまさ、３年魚ひらまさ、まあじ、１年魚しまあじ、２年魚しまあじ、まさば、２年くろまぐろ、３年くろまぐろ、４年くろまぐろ、かわはぎ

　宮崎県 5 １年魚はまち、２年魚はまち、３年魚たい、１年魚かんぱち、２年魚かんぱち、３年魚かんぱち、１年魚しまあじ、２年魚しまあじ、まさば

　鹿児島県 17
１年魚はまち、２年魚はまち、３年魚はまち、１年魚かんぱち、２年魚かんぱち、３年魚かんぱち、２年魚ひらまさ、１年魚しまあじ
２年魚しまあじ、２年くろまぐろ、３年くろまぐろ、のり

　沖縄県 1 １年魚たい、２年魚たい、３年魚たい、２年魚まはた、３年魚まはた、すぎ

　合計 181 　　

注：漁場改善計画に適正養殖可能数量を設定した養殖種類のうち、漁業収入安定対策への加入があったもの。

漁場改善計画数

都道府県漁場改善計画作成状況について《３月３１日現在》



資源管理計画及び漁場改善計画に基づく取り組みによる効果と今後の展開方向

取り組みによる効果等

○ 資源管理や漁場環境に対する意識の向上
・ 地域での取り組み内容を明文化(再認識)

○ 資源管理や環境改善の取り組み遵守
・ 計画の履行確認による操業違反の抑制効果

○ 関連施策との連携
・ 資源管理を農商工連携に繋げる動き
・ 中核的漁業者育成の梃子に

○ 漁業経営の安定に寄与

・ 新対策の導入を契機に、不漁時への備えとして
共済や積立ぷらすの活用や補償内容の充実

・ 共済金の支払いや積立ぷらすの払い戻しに
よる資金繰りの改善

・ 経営安定が資源管理等の取組継続の支え

○ 資源管理や環境改善の取組推進の契機
・ 新たな資源管理への取組や措置の継続
･ 適正養殖可能数量の設定推進

・ 地域で統一した資源管理措置を導入

資源管理や漁場環境改善に継続して取り組む上で経営安定が重要
現場からは対策を長期に継続することに期待

今後の展開方向

○ 計画に参加する漁業者の裾野拡大と収入安定対策の活用推進
・ 計画の具体例や不漁時の経営安定効果等を分かり易い資料で示して普及推進
・ 各種事業の採択時や制度融資の実施に際して計画作成や共済加入について指導

○ 計画の運用状況の把握・分析を通じて、資源管理・環境改善の取り組みを一層推進

○ 広域的な資源管理を推進してきた資源回復
計画の取組を資源管理計画でも継続/推進

現場の声/期待



資源管理・漁業所得補償対策の下での資源管理の推進について
～北海道の「サケ・マス」の資源管理計画の例～

資 源 管 理 の 取 組

資源の増殖・管理の推進

関係団体･関係漁業者･試験研究機関・行政が連携し
て、計画的なふ化放流に取り組み、さけ・ます資源の
増殖・管理を推進。

【資源管理計画の概要】H23年3月から全道で順次作成

作成主体：関係６５漁協
参加統数：９０４ヶ統
管理措置：休漁・漁具規制、種苗放流

休漁期間の設定、網の撤去などによる
漁獲の抑制や河川遡上の確保

知事が作成した資源管理指針に基づいて、全道の
定置網が資源管理に統一的に取り組むことを確認

種苗放流の円滑な実施採卵親魚の確保

安定した来遊確保

計画的な資源造成

放流経費の負担

道庁による網撤去確認

◆サケの不漁
（基準漁獲金
額の４９％）

漁業収入安定対策の活用
～漁業共済・積立ぷらすによる補填～

減

収

基準漁獲金額
(5中3平均)

所得補償対策への加入(H23年)

共済

共済金等の支払

積立ぷらす ８９６百万円
共済金 １,０４５百万円
支払総額 １,９４１百万円

積立ぷらす

積立ぷらす
発動基準

共済金支払い
発動基準

7,177百万円

6,280百万円

5,383百万円

共済掛金の漁業者負担が
約３０％軽減

契約割合の向上（91%→95%）

積立ぷらすの全数参加（31契約
→46契約）が実現

漁業共済
による補填

23年漁期
水揚金額

3,522百万円

積立ぷらす
による補填

漁期終了後

北海道全体の補てん額 約３９億円

共済金 1,825百万円 積立ぷらす 2,063百万円

経営安定

○ 大幅な不漁･減収が生じたが、共済金と積立ぷらす払
戻金により給与確保や資金償還など経営安定に寄与

○ 種苗放流などの安定的な増殖事業に寄与

釧路及び十勝総合振興局管内（広尾～浜中漁協）合計（65ヵ統）



資源管理・漁業所得補償対策の下での資源管理の推進について
～瀬戸内海（燧灘）の「かたくちいわし」の資源管理計画の例～

新対策を活用する形で資源管理計画を作成・実施

豊漁による
大羽イワシの
単価下落（平
年比５２％）

チリメンの
不漁（平年比
４％）

漁業収入安定対策の活用
～漁業共済・積立ぷらすによる補填～

（香川県船びき網漁業１９統の合計）

減

収

基準漁獲金額
(5中3平均)

共済契約内容の充実
全事故てん補方式 への変更
契約割合アップ （77%→86%）

所得補償対策への加入(H23年)

共済

共済金等の支払い

積立ぷらす １３７百万円

共済金 １５４百万円

支払総額 ２９１百万円

積立ぷらす

経営安定

大幅な不漁･減収の発生にも関わらず、共済金と積ぷ
らす払戻金で燃料代や資材費の支払いが可能となり、
経営安定に大いに寄与

資源管理の取組の推進

燧灘ｶﾀｸﾁｲﾜｼに係る行政･試験研究機関･関係漁業
者 による協議会を定期的に開催し、資源状況・取組の
効果分析を行い、現場の取組にフィードバック

積立ぷらす
発動基準

共済金支払い
発動基準

1,375百万円

1,238百万円

1,100百万円

掛金負担額
３７百万円

新対策の下での負担軽減額
３０百万円

漁業共済
による補填

23年漁期
水揚金額

885百万円

積立ぷらす
による補填

漁期終了後

【資源管理計画の概要】 H23年5月以降順次作成

作成主体：香川県燧灘関係漁協（３漁協で作成）
参加者 ：瀬戸内海機船船びき網漁業者 計１９名
管理措置：定期休漁(操業期間内の毎週木・日曜日)

漁期短縮､出入漁時間制限､網目制限

※ H17年から、資源回復計画の下で香川・愛媛・広島
が共同して資源管理に取り組み、
○ 漁獲量は低水準であった８～１１年より回復・安定
○ 初期資源尾数が安定的に確保されたこと
等の効果を踏まえ、継続的な取り組みを決定
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資源管理の取組



資源管理・漁業所得補償対策の下での資源管理の推進について
～北部太平洋の「マサバ」の資源管理計画の例～

新対策を活用して幅広い漁業種類に資源管理の取り組みが拡大
～資源管理計画の策定状況～

注１：資源管理計画の下で、休漁、操業日数制限、操業時間制限などを実施
注２：従来から資源回復計画に取り組んできた北部まき網漁業(80ﾄﾝ以上)も、

３月末までに資源管理計画を作成して取り組みを継続

資源管理の取組 漁業収入安定対策の活用
～漁業共済・積立ぷらすへの加入～

経営安定

資源変動や魚価下落への備えとして、
共済金と積立ぷらすの活用拡大を、共済
団体･漁業団体・行政機関が連携推進

資源管理の取組の推進

取り組みの拡大を機に、漁業関係者・行政・試験研究機関による協議を
通じてより一層の連携強化を図り、資源状況や資源管理への取組状況に
ついて情報交換を行うとともに、現場での取組にフィードバック

【資源回復計画(H15年策定)】
管理措置：休漁、減船、操業

時間制限等
実 施 者：大臣許可の北部まき

網漁業(H23年時点：
80ﾄﾝ以上の６８ヵ統)

◆千葉、神奈川及び静岡
の釣り､すくい網漁業等

２９隻
(H23.3～H24.3策定)

◆20トン未満の
北部まき網漁業

９ヵ統
(H23.8策定)

◆千葉及び静岡の
知事許可まき網漁業

１８ヵ統
(H23.4～12策定)

0

200

400

600

800

1000

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10

千
ﾄ
ﾝ

資源量と産卵親魚量（ＳＳＢ）の推移

資源量 ＳＳＢ

平均22万ｔ

平均73万ｔ

資源管理の効果
○資源量の増加(近年は６０～８０万トン水準に)
○産卵親魚量が目標の概ね１８万ｔ水準まで回復

回復計画開始

注：資源状況から沿岸漁業者等
による取組には至らず

◆千葉及び静岡の知事許可まき網漁業

・計画参加の１８ヵ統全てが共済及び
積立ぷらすを利用

◆千葉、神奈川及び静岡の釣り、すくい
網漁業等

・計画参加隻数中、２８隻が共済契約

・積立ぷらす利用が２２隻、内１９隻が
新規

◆20トン未満の北部まき網漁業

・計画参加ヵ統中、８ヵ統が共済を利用

・積立ぷらす利用が７ヵ統、内４ヵ統
が新規

共済利用が促進、
特に積立ぷらす加入が増加

H2 4  6  8  10 12 14 16 18 20 22  

卓越年級



資源管理・漁業所得補償対策の下での資源管理の推進について
～日本海の「ベニズワイガニ」の資源管理計画の例～

船別漁獲割当（ＩＱ）を含む資源管理を展開

資源管理の取組 漁業収入安定対策の活用
～漁業共済・積立ぷらすへの加入～

基準漁獲⾦額
(5中3平均)

共済加入件数

６隻 → ９隻
(22年) (23年)

漁業共済
による補填

積⽴ぷらす

経営安定

資源変動や魚価下落への備えとして、漁業収入安定
対策を活用することにより、経営安定や資源管理の継
続に寄与

資源管理の取組の推進

行政･試験研究機関、漁業関係者等による協議会を定
期的に開催し、資源状況や取組内容について情報交換
を行いつつ、資源管理に継続して取り組む

積⽴ぷらす
発動基準

共済⾦⽀払い
発動基準

２１２百万円

１８８百万円

１隻当たり掛金負担
１２５万円

新対策の下での負担軽減額
１４８万円

【資源管理計画の概要】 H23年7月作成

作成主体：漁業者団体（日本海かにかご漁業協会）
参 加 者 ：日本海べにずわいがに漁業者 計１２名
管理措置：年間の船別漁獲量上限（ＩＱ）の設定、

休漁、減船、改良漁具の導入、
小型ガニの保護等

※ Ｈ17～23年の資源回復計画による漁獲努力量の削減措置等の
効果を踏まえ、継続的な取組を決定

２３５百万円

大臣許可水域の船別漁獲量の上限の合計値と漁獲量実績(漁期単位） 単位：トン

Ｈ１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２

船別漁獲量上限の合計値 － － 9,679 9,833 9,815 11,010

漁獲量(実績） 8,841 8,946 9,338 9,379 9,121 9,677

掛金負担の軽減等を踏まえて加入が拡大

大臣管理漁業の加入状況（９隻の平均値）

4,000
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8,000
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トン 大臣許可水域におけるベニズワイガニの漁獲量の推移（暦年）

資源回復計画開始



資源管理・漁業所得補償対策の下での資源管理の推進について
～愛知県における「いかなご船びき網」の資源管理計画の例～

資源管理の取組 漁業収入安定対策の活用
～漁業共済・積立ぷらすへの加入～

経営安定

資源変動や魚価下落の影響を受けや

すい漁業であり、不漁時等でも適切に
資源管理に取り組める環境作りに寄与

資源管理の取組の推進

愛知県及び三重県が共同して資源管理に取り組む

漁業関係者・行政・試験研究機関による情報交換や協議を通じ、資源
状況の把握、管理方策の見直し等を行い、資源管理を着実に推進

伊勢・三河湾ｲｶﾅｺﾞ資源回復計画（Ｈ１８年作成）に基づき
取り組んで来た資源管理を、新対策の下でも着実に継続・推進

【資源管理計画の概要】 H23年3月作成
作成主体：県内の船びき網漁業者団体
参加者 ：船びき網漁業者 計６６経営体
管理措置：操業期間制限、区域制限等(県下統一の取組）

伊勢湾・三河湾におけるｲｶﾅｺﾞの漁獲量の経年変化

基準漁獲⾦額
(5中3平均)

加入統数

20統→66統
(22年) (23年)

積⽴ぷらす発
動基準

共済⾦⽀払い
発動基準

1統当たりの掛金
負担額 ５５万円
新対策の下での
負担軽減額

３８万円

知事管理漁業の加入状況(66統平均)

水試が示すデータを基に関係者で操業開始日及び終了日を決定
開始日：試験操業による成長状況等を踏まえ開始日を設定

終了日：漁獲量等をﾓﾆﾀｰし、残存尾数が20億尾を下回らないように設定

漁業共済への加入が大幅増

漁業共済
による補填

積⽴ぷらす

４５百万円

５６百万円

５１百万円

漁獲変動の
著しい資源

S54 58  62     H3  7     11 15  19        23 



資源管理・漁業所得補償対策の下での漁場環境改善の推進について
～佐賀県の「のり養殖」の漁場改善計画の例～

色落ちなど生産金額の落ち込みに対する
備えのための補償内容の充実を漁業団体・
共済団体・行政機関が連携して推進

学識経験者、県、漁協等の代表等で構成
する「ノリ養殖安定対策検討会」を設置し、
計画の適正な履行を推進

【漁場改善計画の概要】
○適正養殖可能数量：

養殖漁場の収容力を適正に利用するため、適正養
殖可能数量を設定

○病害等対策：
アカグサレ病等の発生や蔓延を防止するため、
・病害の発生を的確に把握
・秋芽網の一斉撤去やノリ網の高吊り
・生産対象とならない病害網や色落ちしたノリ
網を放置することなく、速やかに撤去

共済加入者全員が漁業収入安定対策を活用
既存の漁場改善計画に「適正養殖可能
数量」を設定

漁 場 環 境 改 善 の 取 組 漁 業 収 入 安 定 対 策 の 活 用

漁 場 環 境 改 善 の 取 組 の 推 進 経 営 安 定

減

収

基準収入（５中３平均）

３,０９２万円

２,７８３万円

２,４７４万円

【共済】

１経営体当たり、掛金負担 ３８万円
（新対策の下での負担軽減額 ２０万円）
契約割合の向上（７２％ → ８１％）

【積立ぷらす】

全ての契約がほぼ満額まで積み立て
（前年に比べ積立額は １．３倍）

共済による補填

積立ぷらす

※払戻金額は、個々の漁業者の積立額によって異なる。

水揚げ金額が２,４７４
万円まで下った場合
積立ぷらすで最大
３０８万円支払い

積立ぷらす
発動基準

共済金支払い
発動基準

共済及び積立ぷらすによる補てんのイメージ

（平成２３年度佐賀県ノリ特定養殖共済の１契約あたり平均値を使用）



資源管理・漁業所得補償対策の下での漁場環境改善の推進について
～広島県の「かき養殖」の漁場改善計画の例～

補償内容の充実を漁業団体・共済団体・行政機
関が連携して推進

【漁場改善計画の概要】
○適正養殖可能数量：

養殖漁場の収容力を適正に利用するため、適正養
殖可能数量を設定

○養殖漁場の改善目標の設定：
・水質：溶存酸素量3.0ml/L（4.3mg/L）を上回っている
こと
・底質：硫化物量0.4mg/g（乾泥）を下回っていること

○病害等対策：

赤潮プランクトン、貝毒プランクトン及びノロウィルス
の発生状況を把握し、各実施要領等に基づく措置を
適切に実施

漁協組合長、カキ生産者、漁協職員からなる計
画推進委員会を組織し、収集・集計したデータに
基づき漁場改善計画の適切な履行を推進

○養殖共済や積立ぷらすへの加入が進み、契約
が増加するとともに、病気等による大量へい死や
台風等による損害、地域ごとの平均出荷価格の
落ち込み（個人の出荷重量に応じて補填）に対す
る備えのため補償内容を充実

本対策への参加を契機に漁場改善計画を
新たに作成

【積立ぷらす】
これまで積立ぷらすに参加がなかったが、

新たに１００経営体が参加

【養殖共済・積立ぷらすへの加入】

補償内容の充実

契約割合：
４３％→５３％

【共済】
１経営体当たりの

掛金負担 ７６万円

（新対策下での負担

軽減額 ５０万円）

漁 場 環 境 改 善 の 取 組 漁 業 収 入 安 定 対 策 の 活 用

漁 場 環 境 改 善 の 取 組 の 推 進 経 営 安 定


