
平成２４年度水産基盤整備概算決定の概要

【ポイント】

○ 水産基盤整備事業の概算決定額は690億円（対前年比95％ 、復旧・）

復興対策：250億円、合計940億円（対前年比130％ 。）

○ 東日本大震災による漁港等の甚大な被害を踏まえ、被災した漁港等の

復興対策を推進するとともに、東海地震、東南海・南海地震対策強化

地域等における漁港の緊急防災対策を推進。

○ 次期漁港漁場整備長期計画を策定し、流通拠点漁港における高度衛生

管理対策や水産環境整備による水産資源回復対策を推進。

○ 衛生管理対策と地震津波防災対策に係る事業内容を拡充。

１ 概算決定額

水産基盤整備事業（公共）

○概算決定額： 69,048百万円 （対前年比95.4％）※

※「日本再生重点化措置額」7,058百万円含む。

○復旧・復興対策： 24,967百万円（復興庁計上分）

合計： 94,015百万円（対前年比129.9％）

このほか、農山漁村地域整備交付金及び地域自主戦略交付金（内閣府計上）を

活用して漁港漁場整備、漁港漁村環境整備が実施可能。

２ 主な内容

【通常分（要求・要望 】）

① 流通拠点漁港における衛生管理対策の推進

特定第３種漁港などの流通拠点漁港において、安全・安心な水産物の安定供給と

老朽化対策を図るため、高度衛生管理型荷捌き所、岸壁等の整備を推進。

② 水産環境整備による水産資源回復対策の推進

沖合資源の増大を図るフロンティア漁場整備、水産生物の生活史に対応した藻場

・干潟から沖合域までの良好な生息環境を一体的に整備する水産環境整備を推進。



③ 地震津波防災対策の推進（復興枠も活用して推進）

地震・津波に対する漁港及び背後集落の安全確保のための避難施設・避難路の整

備、地震・津波に対応した外郭・係留施設の機能強化など防災対策を推進。

【復旧・復興対策分】

① 拠点漁港等復興対策の推進（被災地対策）

流通・防災機能強化、水産加工場等漁港施設用地の嵩上げ・排拠点漁港における

水対策など漁港の地盤沈下対策を実施するとともに、漁場の生産力回復のための整

備、被災した漁業集落における地盤嵩上げと生活基盤の一体整備等を実施。

② 被災地以外での地震津波防災対策の推進（全国防災対策）

東海地震、東南海・南海地震の対策強化地域等において、漁港の防災対策を強化

するため、外郭施設等の機能強化や避難路等の緊急整備を実施。

３ 新規・拡充事項等

○ 水産物流通機能高度化対策事業（拡充） 15,643（15,555）百万円の内数

水産物の輸出促進に対応できる水準の高度衛生管理型荷捌き所の普及・拡大を図

るため、特定第３種漁港における荷捌き所整備の附帯施設として「衛生管理設備」

を追加。

○ 漁港施設機能強化事業（拡充） 1,348（677）百万円

東海地震、東南海・南海地震の対策強化地域等において、地震・津波に対する漁

港及び背後集落の安全確保のための避難施設・避難路の整備、地震・津波に対する

防波堤、岸壁等漁港施設の機能強化等を実施。

４ 次期漁港漁場整備長期計画の策定

東日本大震災による被災地の復旧・復興、全国的な防災・減災対策の強化、漁港

施設の耐震・耐津波強化・長寿命化等の重要な課題に対応するため、水産基本計画

との密接な連携のもと、次期漁港漁場整備長期計画の検討を行い、今年度末をめど

に次期長期計画を策定。



平成24年度水産基盤整備事業概算決定の概要 
24年度概算決定額 69,048百万円（23年度72,367百万円 対前年比95.4％） 

上記のほか､24年度水産基盤復旧・復興対策 24,967百万円（計129.9％） 

○平成24年度概算決定額は69,048百万円（日本再生重点化措置分7,058百万円を含む） 
○東日本大震災を踏まえた次期漁港漁場整備長期計画を策定し、流通拠点漁港の衛生管理や 
 水産資源の回復に重点化を図るとともに、地震・津波等に対する漁港の安全対策の強化を 
 推進。 

・漁港施設の老朽化 
・低気圧等による高潮・高波、 
 地震・津波災害への備え 

・漁港施設の長寿命化対策 
・高潮・高波、地震・津波に対応 
 した漁港の安全対策 

漁港の安全対策 

老朽化（ストマネ）対策 漁港の安全・防災対策 

流通拠点漁港の整備 

・水産物の安全・安心 
・輸出促進の取組と連携した 
 拠点漁港の衛生管理対策 

・特３漁港等流通拠点漁港の   
 衛生管理対策 
・流通・加工機能の強化 

衛生管理型荷捌き所 流通拠点漁港 

水産環境整備 

藻場の保全・造成 大規模な湧昇流漁場 

・フロンティア漁場整備 
・藻場・干潟の保全・造成と 
 広域的な漁場整備 

・水産資源の約４割が低位 
 水準 
・藻場・干潟の減少 



○平成24年度は、平成23年度一次補正(5,408百万円)及び三次補正(20,232百万円)に続き、 
 災害復旧事業と連携した漁港機能の回復と早期復興を図るため、拠点漁港の流通・防災 
 機能の強化や漁港の地盤沈下対策、漁場の生産力回復のための整備等を実施。 
○東南海・南海地震防災対策推進地域等において、地震・津波災害に対する漁港の防災・ 
 安全対策にかかる緊急整備等を実施。 

災害に強く、生産性の高い 水産業・漁村づくり 

気仙沼漁港 
（アジア航測（株）撮影） 

地震・津波の 
外力に対応した 
「粘り強い施設」 

外郭・係留施設の機能強化 

避難路・避難階段 

臨港道路が冠水 
漁港から避難が困難 

浸水防止・避難路の整備 

全国防災 

平成24年度水産基盤復旧・復興対策 
24年度24,967百万円（復興17,792百万円・全国防災7,175百万円） 

漁港の機能強化・地盤沈下対策 

漁場の生産力回復のための整備 

・魚礁・増殖場等の整備、漁場の底質改善 

・拠点漁港における荷捌き 
 所、流通・加工施設等の 
 一体的な整備、防災機能  
 の強化 
・漁港の地盤沈下対策 

被災地の復興 

漁場施設の 
整備・修復 

漁場機能回復の 
ための底質改善 

回収された瓦礫・藻場の消失 

流通・防災 
機能の強化 

地盤沈下対策 



対前年比

72,367  61,990   7,058   69,048   0.95 17,792   7,175   24,967   

直轄特定漁港漁場整備事業 15,474   13,199    1,199   14,398    0.93 1,032      2,051   3,083      

　　　うちフロンティア漁場整備事業 2,540     2,053      -           2,053      0.81 -              -           -              

　　　うち直轄漁港整備事業 12,934   11,146    1,199   12,345    0.95 1,032      2,051   3,083      

水産物供給基盤整備 20,714   20,166    3,459   23,625    1.14 15,297    2,632   17,929    

　　水産流通基盤整備事業 15,555   12,184    3,459   15,643    1.01 6,200      1,410   7,610      

　　水産基盤ストックマネジメント事業 4,205     6,405      -           6,405      1.52 -              -           -              

　　漁港施設機能強化事業 677        1,348      -           1,348      1.99 9,097      1,222   10,319    

　　漁港関連道整備事業 277        229         -           229         0.83 -              -           -              

水産資源環境整備 32,806   25,193    2,400   27,593    0.84 1,363      2,342   3,705      

　　水産環境整備事業 9,497     8,140      2,300   10,440    1.10 732         -           732         

　　水産生産基盤整備事業 23,309   17,053    100      17,153    0.74 631         2,342   2,973      

水産基盤整備調査（直轄・補助） 515        515         -           515         1.00 -              -           -              

作業船整備費 20          18           -           18           0.90 -              -           -              

後進地域補助率差額 2,838     2,899      -           2,899      1.02 100         150      250         

　　※要望額とは、「日本再生重点化措置」の要望額。

　　※計数は四捨五入によっているので、端数においては合計とは一致しない場合がある。

＜参考＞

復興・
全国防災

　水産基盤整備事業

　・農山漁村地域整備交付金（農水省計上）及び地域自主戦略交付金（内閣府計上）を活用し、漁港漁場整備、漁港漁村環境整備を実施可能。

　・東日本大震災復旧・復興特別交付金を活用し、漁港施設機能強化事業、漁業集落防災機能強化事業を実施可能。

平成２４年度水産基盤整備事業概算決定の概要
(金額単位：百万円)

事　項
Ｈ23’
当初予算

Ｈ24’概算決定

要求額 要望額
要求・
要望額

復興 全国防災



【水産基盤整備事業】

水産物流通機能高度化対策事業（拡充）

１ 趣 旨

我が国の農林水産物の安全確保の必要性が高まる中、水産基盤整備事業では、特定

第３種漁港をはじめとする流通拠点漁港の衛生管理対策を推進しているところ、EU等

諸外国の規制強化等により、農林水産物の輸出を巡る状況は厳しさを増していること

から、我が国水産業の成長産業化を実現するため、EU・アジア等への輸出促進につな

がる高品質で安全な水産物の提供体制を早急に整備する必要がある。

このため、流通拠点漁港における水産物の安全・安心、EU等諸外国への輸出促進に

対応した衛生管理水準の向上を図るため、本事業で実施する荷捌き所の整備において、

荷捌き所の附帯施設として、冷凍・冷蔵設備、トレーサビリティ設備（記録保持）等

の「衛生管理設備」を一体的に整備することができることとする。

２ 事業内容

（１）事業内容

荷捌き所（年間取扱量８千トン以上かつ取扱金額14億円以上）と一体的に整備する

附帯施設に「衛生管理設備」を追加する。

＜附帯施設＞外壁、仕切り壁、取水・排水設備、鳥獣等侵入防止施設、トイレ、衛生

管理設備等 ※衛生管理設備とは、冷凍・冷蔵設備、トレーサビリティ設備（記録保（

持）など、荷捌き所の衛生管理にかかる農林水産大臣が定める基準（農水省告示）に

必要な設備であり、荷捌き所と一体的に整備するもの）

（２）採択要件

以下の要件を満たす場合に限り、荷捌き所の附帯施設として衛生管理設備を整備で

きることができる。

① 特定第３種漁港における荷捌き所本体の新設又は大規模な改良工事（総事業費10

億円以上）であり、複数年にわたる工事と一体的に実施するものであること

② 荷捌き所の附帯施設として衛生管理設備を一体整備することによるコスト縮減の

効果が10百万円以上見込まれ、工期の短縮が図れるものであること

３ 事業実施主体 国、地方公共団体等

４ 補 助 率 １／２、２／３等

５ 科 目

（項）水産基盤整備費

（目）水産物供給基盤整備事業費補助

（目細）水産流通基盤整備事業費補助

６ 平成２４年度概算決定額（前年度予算額）

１５，６４３百万円の内数（１５，５５５百万円の内数）

水産庁漁港漁場整備部計画課）（



  水産物流通機能高度化対策事業（拡充）  

現状と課題 
 水産物の安全・安心、EU等諸外国への輸出促進に対応した
衛生管理水準の向上が必要。 
  

今後の対策 
 特定第3種漁港をはじめとする流通拠点漁港において、 
荷捌き所の整備と一体的にトレーサビリティなど衛生管理 
設備の整備が必要。 

 

事業内容 

荷捌き所（年間取扱量8千トン以上かつ取扱 
金額14億円以上）と一体的に整備する附帯施
設（荷捌き所の機能を補完する施設）に「衛生
管理設備」を追加。 
 

附帯施設：外壁、仕切り壁、取水・排水設備、 
鳥獣等侵入防止施設、トイレ、衛生管理設備 
等 
 

＜衛生管理設備とは＞ 
冷凍・冷蔵設備、トレーサビリティ設備（記録
保持）など、荷捌き所の衛生管理にかかる農
林水産大臣が定める基準（農水省告示）に必
要な設備であり、荷捌き所と一体的に整備す
るもの 

【漁港における衛生管理基準】 
 

○レベル２対応 
・閉鎖型荷さばき所 
・浄化施設・清浄海水導入施設 
・容器洗浄システム 
・魚類移送施設（フィッシュポンプ） 

・電動フォークリフトの導入 
・流動海水氷製造供給設備 
 

○レベル３対応 
・記録の保持、情報提供に係る体制 
 構築 

漁
港
の
高
度
衛
生
管
理
基
準

（
レ
ベ
ル
３
）
に
対
応 

対象漁船 
大中型 
まき網漁船 
いか釣漁船 
 
対象魚種 
サバ等 
イカ等 

衛生管理対策 出荷先 

国内市場 

水産加工場 

ＨＡＣＣＰ加工場 

対ＥＵ輸出加工場 

消費者へ 
安心・安全 
な水産物の 
提供 

輸出 

効果 

流通拠点漁港 

高度衛生管理 
型荷捌き所 

産地市場 

水揚げ 

≪24当初≫ 



【水産基盤整備事業】

漁港施設機能強化事業（拡充）

１ 趣 旨

近年、大型低気圧や台風等に伴う高潮・波浪等により、漁船や養殖施設等水産関係

施設の被害、漁港施設用地や背後集落への浸水被害等が発生し、漁業活動に重大な影

響が及んでいる。このため、近年の高潮・波高の増大等に対して十分に安全が確保さ

れていない漁港施設の機能強化が必要である。

また、東日本大震災等の教訓を踏まえ、大規模な地震・津波が発生する恐れがある

地域において、地震・津波に対する漁港及び背後集落の安全確保のための避難施設・

避難路の整備、地震・津波に対応した外郭・係留施設等漁港施設の機能強化が急務で

ある。さらに、津波等による漁港埋塞対策として、航路・泊地の浚渫や防砂堤の整備

等により、水域施設の機能強化を図ることとする。

２ 事業内容

（１）事業内容

①高潮・波浪対策（現行）

高潮・波高の増大等に対する外郭・係留施設等の機能強化、浸水防止施設、排水

設備、漁船漂流防止施設の設置等を実施。

②地震・津波対策（拡充）

地震・津波に対する漁港及び背後集落の安全確保のための避難施設・避難路の整

備、地震・津波に対応した外郭・係留施設等漁港施設の機能強化を実施。津波等に

よる漁港埋塞対策として、航路・泊地の浚渫や防砂堤の整備等を実施。

（２）採択要件

・計画事業費が１地区あたり５千万円以上２０億円未満のもの（管理している漁港

を複数まとめて１地区として整備することができる）

・近年の大型低気圧、台風等に伴う高潮・波高の増大、地震・津波等の自然災害に

に対して、十分に安全が確保されていない漁港

３ 事業実施主体 漁港管理者（都道府県、市町村）

４ 補 助 率 １／２等

５ 科 目

（項）水産基盤整備費

（目）水産物供給基盤整備事業費補助

（目細）水産物供給基盤機能保全事業費補助

６ 平成２４年度概算決定額（前年度予算額）

１，３４８百万円（６７７百万円）

水産庁漁港漁場整備部計画課）（





漁港施設機能強化事業（拡充） 

現状と課題 
 東日本大震災を踏まえ、漁港における地震・
津波への防災対策の強化が必要。 
  

今後の対策 
 津波来襲時に浸水しない漁港の一次避難施設
や後背地の高台へ速やかに避難するための避難
路を整備することにより、漁港就労者等の安全
確保を図る。 

 

事業内容 
１ 高潮・波浪対策（現行） 
 低気圧や台風等による高潮・波高の増大等に対し安全が確保されて
いない漁港において、防波堤、岸壁等漁港施設の機能強化を実施 

２ 地震・津波対策（拡充） 
＜対象地域＞ 
東海地震、東南海・南海地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に
係る防災対策推進地域及び過去に津波被害を受けた地域等に立地す
る漁港 
＜事業内容＞ 
地震・津波に対する漁港及び背後集落の安全確保のための避難施設
（人工地盤等）、避難路（臨港道路等）の整備、地震・津波に対応した防
波堤、岸壁等漁港施設の機能強化等を実施。また、津波等による漁港
の埋塞対策を実施。  

撮影日時：H23.3.11 16:00頃 落石漁港（根室市）にて 
高台に通じる臨港道路が渋滞。漁港から避難途中の車両は 
津波により水没し走行不能に。 

一次避難施設（岸壁屋根） 

避難階段・道路 

≪24当初≫ 

外郭・係留施設の機能強化 
地震・津波に対応 
した「粘り強い施設」 

地震で崩壊、津波で流出 

人工地盤 緊急船 
緊急物資搬入 

▽ 

アクセス道路に 
よる連携 防潮堤 

漁港用地 岸壁 

漁港区域 

避難路 

避難施設・避難路の整備 
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