
平成２８年度水産基盤整備概算決定について

【ポイント】

○ 水産基盤整備事業の概算決定額は７００億円（対前年比９７．０％）

○ 消費・輸出の拡大を図るため、流通・輸出拠点漁港における高度衛生

管理対策や水産資源回復対策、また、国土強靱化に向けた漁港施設の

防災･減災対策に重点的に配分。

○ 高度衛生管理対策、水産資源回復対策、漁港機能の集約化・再活用に

ついて、事業内容の拡充及び事業の創設。

１ 概算決定額

水産基盤整備事業（公共）

○概算決定額： ６９,９８５百万円（対前年比９７．０％）

このほか、農山漁村地域整備交付金(水産関係分)１１,３３２百万円（対前年比１１２．９％）

があり、水産基盤整備事業６９，９８５百万円に、これを加えると８１，３１７百万円とな

り、対前年比９８．９％となる。

また、平成２７年度補正予算において、７，９９０百万円（うちＴＰＰ対策予算３，０００

百万円）を措置しており、平成２８年度当初予算６９，９８５百万円にＴＰＰ対策予算

３，０００百万円を加えると７２，９８５百万円となり、対前年当初比１０１．２％となる。

なお、被災地復興対策（復興庁計上分）については、東日本大震災復興特別会計において対

応。

２ 主な内容

① 国産水産物の衛生管理や安定供給のための基盤強化対策

輸出促進及び国内市場の競争力強化を図るため、特に流通・輸出拠点漁港における高

度衛生管理型漁港の整備を推進。

また、海域全体の生産力の底上げなど資源回復のための水産環境整備を推進。

② 災害に強い漁業地域づくりのための漁港施設の防災・減災対策、既存ストックの

再活用

地震・津波等に対する漁港及び背後集落の安全確保のため、施設の機能診断を行いつ

つ、漁港施設の地震・津波対策、長寿命化対策を推進。

また、漁港機能の集約化・再活用を推進し、施設の維持管理・更新費を抑制。



３ 新規・拡充事項

○水産物流通機能高度化対策事業（拡充） ３５，４６５百万円の内数

一層の輸出促進を図るため、ハードとソフトの連携による高度衛生管理型漁港を推進

する「水産物流通機能高度化対策事業」において、これまで水産物の取扱量が多い流通

の拠点となる漁港に限定して補助対象としてきた屋根付き岸壁や荷さばき所等につい

て、栽培・養殖魚種（ホタテ、サケ等）を取扱う生産の拠点となる漁港にも対象を拡大。

また、これらの漁港を「流通・輸出拠点漁港」に位置づけ、漁港を核とした輸出戦略

や施設配置計画等の事前調査を補助対象に追加するなど、さらなる高度衛生管理対策を

推進。

○水産資源を育む水産環境保全・創造事業（統合・拡充）

３１，８１８百万円の内数

昨今の気候変動による海域環境の変化に即応し、海域全体で海域特性に応じたきめ細

かい事業展開が可能となるよう、これまでの磯焼け対策事業や豊かな海を育む総合対策

事業等のネーミング事業を統合。

また、より効率的かつ効果的な事業が可能となるよう、海域環境の変化や対象魚種の

生態の把握、各海域の藻場・干潟ビジョンの作成等を行う調査計画事業を補助対象に追

加。

○インフラの集約・縮減に向けた漁港機能集約化・再活用推進事業（新規）

１８，５５９百万円の内数

人口減少社会の到来や港勢の動向が変化する中、さらなる流通構造改革の推進や施設

の維持管理・更新費の増大の抑制を図るため、陸揚・集出荷等の漁港機能の集約化を図

るとともに、空いた既存の漁港の静穏水域について増養殖の場として活用するなど、既

存ストックの再活用を推進。

このため、漁港機能の集約化・再活用を図る漁港のうち、全国で先導的な取組となる

地区について、漁港機能の効率化に資する施設の改良及び新設、漁港施設等の再活用に

資する既存施設の改良や除却等を実施。



水産資源の回復対策

水産資源を育む水産環境の保全・創造

・海域全体の生産力の底上げを
目指した水産環境整備の推進

【課題と対応】

・低位水準にある水産資源が、
依然として約５割存在
・気候変動等による藻場・干潟の
減少等の環境変化

【課題と対応】
・南海トラフ等の切迫した大規模
地震・津波による被害、地域産業
へ の影響

・老朽化した漁港施設の増加及び
維持管理・更新費の増大

・漁港施設の地震・津波対策
・漁港施設の戦略的な長寿命化対策

地震・津波対策及び長寿命化対策

水産日本の復活のため、以下の対策について重点的に推進。
（１）水産物の輸出促進に重点をおいた衛生管理対策
（２）海域全体の生産力の底上げを目指した水産資源の回復対策
（３）国土強靱化に資するため、漁業地域の地震・津波対策及び長寿命化対策
（４）インフラの集約・縮減に向けた漁港機能の集約化・再活用

平成２８年度予算の考え方

・水産物の輸出促進による需要拡大
・国産水産物の消費の低迷

【課題と対応】

・流通・輸出拠点漁港における 栽培・
養殖魚種等の品質・衛生管理対策
の推進

密閉型構造の
荷さばき所

鳥獣対策を施した
屋根付きの陸揚岸壁

水産基盤整備事業（公共）

津波に対して粘り強い
構造を持つ防波堤

耐震強化岸壁 （東日本大震災直後）
被害無く、がれき処理等、復旧に重要な役割

耐震強化岸壁の効果

流通・輸出拠点漁港の衛生管理対策

漁港機能の集約化・再活用

【課題と対応】

・人口減少社会の到来や港勢の動向が変化
する中、現状の漁港の利用形態が続くと、
機能分散したままとなり、維持管理・更新費
の増大

・インフラの集約・縮減に向け、漁港機能の集約
化・再活用を図ることにより、流通構造改革の
推進や施設の維持管理・更新費の抑制 浮桟橋 藻場造成

津波に
対する改良

老朽化した岸壁の状況 対策後の岸壁のイメージ

岸壁から
護岸に転換

増養殖
機能の
増進

漁港機能の
集約化による
効率的利用

マダイ

生活史

磯焼け海域等における
藻場・干潟造成

水産生物の生活史に
対応した漁場整備

資源管理と連携
した漁場整備

【平成28年度予算概算決定額：69,985 （72,149）百万円】
（平成27年度補正予算 7,990百万円）



東日本大震災復興特会
（参考）

対前年
比

72,149     54,049     15,936     69,985     0.97 14,210            84,195     

直轄特定漁港漁場整備事業 18,342      12,173      4,917        17,090      0.93 -                       17,090      

　　　うちフロンティア漁場整備事業 2,700        2,000        700           2,700        1.00 -                       2,700        

　　　うち直轄漁港整備事業 15,642      10,173      4,217        14,390      0.92 -                       14,390      

水産物供給基盤整備 29,725      21,549      7,490        29,039      0.98 12,148             41,187      

　　水産流通基盤整備事業 9,935        6,798        3,682        10,480      1.06 6,896               17,376      

　　水産基盤ストックマネジメント事業 13,190      10,158      2,336        12,494      0.95 -                       12,494      

　　漁港施設機能強化事業 6,600        4,593        1,472        6,065        0.92 5,252               11,317      

水産資源環境整備 21,724      17,809      3,529        21,338      0.98 1,783               23,121      

　　水産環境整備事業 10,862      7,988        2,755        10,743      0.99 1,363               12,106      

　　水産生産基盤整備事業 10,862      9,821        774           10,595      0.98 420                  11,015      

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

作業船整備費 18             18             -                18             1.00 -                       18             

後進地域補助率差額 1,825        1,985        -                1,985        1.09 279                  2,264        

-                -                -          -          － -                       -                

　　※要望額とは、「新しい日本のための優先課題推進枠」としての要求額である。
　　※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。

Ｈ28’概算決定

一般会計

要求額 要望額 合計 被災地復興
合計

平成28年度水産基盤整備事業概算決定の内訳
(金額単位：百万円)

事　項
Ｈ27’
当初予算

　水産基盤整備事業



水産基盤整備事業の概要

１ 趣 旨

漁港漁場整備長期計画に基づき、重点的に取り組むべき次の課題について、水産基

本計画との密接な連携のもと、総合的かつ計画的に整備を推進する。

（１）災害に強く安全な地域づくりの推進

東日本大震災からの復旧・復興及び全国の漁港・漁村の防災対策を推進するた

め、水産物の流通拠点漁港の耐震化等、漁村の防災機能の強化を図る。

（２）水産物の安定的な提供・国際化に対応できる力強い水産業づくりの推進

水産物の流通拠点漁港における衛生管理対策に取り組むとともに、既存の漁港

施設の長寿命化対策の実施、漁村の生活環境等の改善を図る。

（３）豊かな生態系を目指した水産環境整備の推進

資源管理等と連携し、水産生物の生活史に配慮した漁場整備を推進し、良好な

生息環境空間を創出する。

２ 事業内容

（１）水産物の供給基盤の整備（水産物供給基盤整備事業）

① 直轄特定漁港漁場整備事業（漁港整備、フロンティア漁場整備）

国が実施する漁港及び漁場の整備

② 水産流通基盤整備事業（※１）

水産物の流通拠点（第3種漁港又は第4種漁港等）の漁港整備

③ 水産物供給基盤機能保全事業（水産基盤ストックマネジメント事業）

漁港施設の長寿命化を図るための機能保全計画の策定及び機能保全工事の実施

④ 漁港施設機能強化事業

高潮・高波対策及び地震・津波対策のための漁港施設の機能診断及び機能強化

工事の実施

（２）水産資源の生息環境の整備（水産資源環境整備事業）

① 水産環境整備事業（※１）

水産資源の回復を図る漁場の整備や漁場の生産力改善を図る水域環境等の整備

② 水産生産基盤整備事業（※１）

水産物の生産拠点漁港（第1種漁港～第4種漁港）と水産環境の一体整備

注）（※１）漁港漁場整備法に基づく特定漁港漁場整備事業を含む事業

３ 平成２８年度概算決定額（前年度予算額）

６９，９８５（７２，１４９）百万円

※農山漁村地域整備交付金及び地域再生基盤強化交付金措置額を除く。

（水産庁漁港漁場整備部計画課）



直轄漁港整備事業（継続）

１ 趣 旨

水産業の健全な発展と水産物の安定供給を図るため、水産物の生産から流通・加工

に至る一貫した水産物供給システムにおいて、消費者ニーズに対応した水産物の品質

確保や衛生管理対策に重点的に取り組むことにより、国際競争力の強化や力強い産地

づくりの推進が求められている。

このため、我が国水産物の安定供給上、特に重要な役割を果たす北海道の第３種・

第４種漁港において、国直轄による漁港の整備を行い、安全・安心な水産物の安定供

給を支える漁港の流通機能強化や生産基盤の整備を推進する。

２ 事業内容

（１）事業内容

漁港漁場整備法に規定する漁港漁場整備基本方針に基づいて定められた特定漁港

漁場整備事業計画により、外郭施設、水域施設、係留施設、輸送施設及び漁港施設

用地（公共施設用地に限る）並びに、漁獲物の処理、保蔵及び加工施設（荷さばき

所に限る）の整備を行う。

（２）事業要件

計画事業費が一事業につき２０億円を超えるもの等一定の要件を満たすもの

３ 事業主体

国

４ 事業実施期間

平成１３年度～

５ 平成２８年度概算決定額（前年度予算額）

１４，３９０（１５，６４２）百万円

６ 負担率

１０／１０（うち、漁港管理者の負担金１／２等）

７ 担当課

水産庁計画課 ０３－３５０２－８４９１（直）



フロンティア漁場整備事業（継続）

１ 趣 旨

我が国は四方を海に囲まれ、世界の三大漁場の一つと言われる豊かな漁場を擁して

おり、古来より水産物を重要な食料として享受してきたが、近年、国際規制の強化や

我が国周辺水域の資源状況の悪化等により、漁業生産量は、ピーク時の半分の水準に

まで減少している。特に漁業生産量の約半分を占め、水産物供給の中核を担っている

沖合漁業については、漁業生産量の減少が著しく、多くの沖合魚種の資源水準は低位

にとどまっている。

このため、広域的に回遊する水産資源が分布し、我が国が管轄権を有し戦略的利用

を図る必要性の高い沖合域において、資源管理の取組と連携を図りつつ、当該海域が

有する水産資源の基礎生産力の向上や幼稚仔を対象とする産卵場・保育場の創造等を

図る漁場整備を推進する。

２ 事業内容

（１）事業内容

優れた漁場として形成されるべき相当規模の水面において行う魚礁の設置、水産

動植物の増殖場及び養殖場の造成、並びに漁場の保全のための整備を行う。

（２）事業要件

・計画事業費が一事業につき２０億円を超えるもの

・排他的経済水域において、ＴＡＣ又はＴＡＥにより資源管理がなされ、保護措置

が講じられている魚種を対象とし、事業による著しい効果があると認められるも

の

３ 事業主体

国

４ 事業実施期間

平成１９年度～

５ 平成２８年度概算決定額（前年度予算額）

２，７００（２，７００）百万円

６ 負担率

１０／１０（うち、都道府県の負担金１／４）

７ 担当課

水産庁計画課 ０３－３５０２－８４９１（直）



水産流通基盤整備事業（継続）

１ 趣 旨

安全・安心な水産物の安定供給と消費者ニーズに対応した水産物の品質確保や衛生

管理対策の高度化を図るため、我が国水産物の流通の拠点となっている漁港において

は、生産から流通・加工に至る一貫した水産物供給システムの構築を図り、国際競争

力の強化と力強い産地づくりの推進が求められている。

このため、我が国水産物の流通の拠点となっている第３種、第４種漁港等において、

水産物の品質確保や衛生管理対策の向上、陸揚・集出荷機能の強化等に資する高度衛

生管理型荷さばき所、岸壁等の整備を推進する。

２ 事業内容

（１）事業内容

第３種漁港、第４種漁港等において、我が国水産物の流通拠点として、安全・安

心な水産物の品質確保や衛生管理対策の高度化、流通機能の強化に資する高度衛生

管理型荷さばき所、岸壁等の整備を行う。また、当該漁港と利用上密接に関連する

漁場施設の一体的な整備を行う。

（２）採択要件

・計画事業費が一事業につき５億円を超えるもの

・第３種漁港又は第４種漁港であること

・第２種漁港にあっては、利用漁船の実隻数が200隻程度以上若しくは属地陸揚量が

５千トン程度以上の港勢を有するもの又は整備の結果同程度の港勢への推移が確

実に見込まれるもの

・水産業の振興を図る上で、特に必要と認められるもの

３ 事業主体

地方公共団体等

４ 事業実施期間

平成１３年度～

５ 平成２８年度概算決定額（前年度予算額）

１０，４８０（９，９３５）百万円

６ 補助率

１／２等

７ 担当課

水産庁計画課 ０３－３５０２－８４９１（直）



水産物供給基盤機能保全事業（拡充）

１ 趣 旨
水産業の健全な発展及び水産物の安定供給を図るため、水産基盤整備事業

等により総合的かつ計画的に施設整備を実施してきたところであるが、近年、
整備後の施設の老朽化や港勢の動向の変化とともに、更新を必要とする施設
等が増加してきている。このため、管理を体系的に捉えた計画的な取り組み
や漁港機能の集約化等により、施設の長寿命化や既存ストックの再活用等を
図りつつ、更新コストの平準化・縮減を推進する。

２ 事業内容
（１）事業内容

漁港施設、漁場施設の機能の保全を行うために必要な機能保全計画の策定（施設
の機能診断を含む）及び保全工事（コスト縮減の観点から、耐震・耐波性能の確保
対策をあわせて実施することが可能。また、漁港機能の集約化や既存ストックの再
活用を図る観点から、全国で先導的な取組となる地区において、既存施設の改良や
除却が可能。）
＜事業対象施設＞
漁港施設：外郭施設、係留施設、水域施設、輸送施設（道路及び橋に限

る。）、漁港施設用地（用地護岸及び人工地盤に限る。機能
の集約化を図る漁港において、一部舗装も可能。）、漁港浄
化施設

漁場施設：増殖場（消波施設及び中間育成施設に限る。）
養殖場（消波施設及び区画施設に限る。）

（２）採択要件
①第１種又は第２種漁港であって、１港あたりの港勢（漁港機能の集約化・再活用
を行う地域にあっては１地域あたりの港勢）が次のいずれかを満たすもの
・利用漁船の実隻数が５０隻程度以上
・登録漁船隻数が５０隻程度以上
・陸揚金額が１億円程度以上
・水産業の振興を図る上で、水産基盤の機能保全を行うことが特に必要と認め
られるもの

②第３種又は第４種漁港であること
③漁場施設（増殖場、養殖場）については、当該漁場を利用している漁船の本拠地
となる漁港の港勢要件が①又は②に該当するものであること。

３ 事業実施主体
漁港管理者（都道府県、市町村）

４ 事業実施期間
平成２０年度～

５ 平成２８年度概算決定額（前年度予算額）
１２，４９４（１３，１９０）百万円

６ 補助率
１／２等

７ 担当課
水産庁計画課 ０３－３５０２－８４９１（直）



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、越波等による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、
漁港における高潮・波浪対策として、近年の気象データや観測値に基づく沖波や潮位
に対応した防波堤や岸壁等の嵩上げ改良等漁港施設の機能強化にかかる整備を推進す
る。また、平成２３年３月に発生した東日本大震災を踏まえ、大規模地震の発生危険
地域や過去に津波被害が発生した地域等において、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整備
を推進する。
また、人口減少社会の到来や港勢の動向が変化する中、さらなる流通構造改革の推

進や施設の維持管理・更新費の増大の抑制を図ることが必要である。このため、漁港
機能の集約化・再活用を図る漁港のうち全国で先導的な取り組みとなる地区において、
陸揚・集出荷機能等の漁港機能の集約化や既存ストックの再活用を推進する。

２ 事業内容
（１）事業内容

①防災・減災対策
・高潮・波浪対策

低気圧や台風等による高潮・波高の増大等に対する漁港の安全対策として、
外郭施設、係留施設、漁港施設用地等の漁港施設の機能強化及び浸水防止施設、
排水設備、漁船漂流防止施設等の設置（機能強化工事）を行う。

・地震・津波対策
大規模地震の発生危険地域や過去に津波被害が発生した地域において、地震
・津波に対する漁港及び背後集落の安全対策として、外郭施設、係留施設、漁
港施設用地等の漁港施設の機能診断、及び安全確保がなされていない施設への
機能強化及び避難施設、避難路等の整備（機能強化工事）を行う。

②漁港機能の集約化・再活用対策
漁港機能の集約化・再活用を図る漁港のうち全国で先導的な取り組みとなる地

区において、陸揚・集出荷機能等の漁港機能の効率化に資する施設の新設、改良、
除却等（機能強化工事）を行う。

（２）採択要件
計画事業費が１地区あたり、機能診断にあっては２千万円以上、機能強化工事に
あっては５千万円以上２０億円未満のもの。
①防災・減災対策
・高潮・波浪対策については、近年の高潮、波高の増大等により、実測値や気象
データに基づく設計沖波又は設計潮位が現況の設計諸元を上回る漁港施設及び
現況の設計諸元が不足していることが要因となり、安全性に問題が生じている
漁港。

・地震・津波対策については、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かかる地震防災対策強化または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。

②漁港機能の集約化・再活用対策
漁港機能の集約化・再活用対策については、全国で先導的な取り組みとなる地

区において、陸揚・集出荷機能等の集約化を図る漁港及び既存ストックの再活用
を図る漁港。



３ 事業主体
漁港管理者（都道府県、市町村）

４ 事業実施期間：平成２１年～

５ 平成２８年度概算決定額（前年度予算額）
６，０６５（６，６００）百万円

６ 補助率
１／２等

７ 担当課
水産庁計画課 ０３－３５０２－８４９１（直）



水産環境整備事業（継続）

１ 趣 旨
我が国周辺水域の水産資源の約５割が低位水準にあるとともに、磯焼け等の拡大に

よる藻場・干潟の減少、閉鎖性海域等における赤潮の発生、漂流・漂着ゴミの増加等
によって漁場の環境が悪化しており、水産資源の生産力の向上とともに豊かな生態系
の維持・回復を図ることが求められている。
このため、より広域的・俯瞰的な視点をもって漁場の整備と水域の環境保全対策を

総合的かつ一体的に実施することにより、水産生物の動態、生活史に対応した良好な
生息環境空間を創出し、もって、水産資源の持続的利用と水産物の安定供給に資する。

２ 事業内容
（１）事業内容
① 利用が広範囲にわたる規模の大きな漁場施設の整備を行う。
・事業メニュー
魚礁（浮魚礁を含む）、増殖場（着定基質、消波施設、海水交流施設等）、湧昇
流漁場（マウンド礁）、養殖場（消波施設、区画施設等）

② 水域環境保全のための事業を行う。
・事業メニュー
堆積物の除去、底質改善（しゅんせつ、耕うん等（養殖場を含む））、作れい、
藻場・干潟の整備、海水交流施設等の整備等

（２）採択要件
①の事業
・計画事業費が一事業につき３億円を超えるもの（一部メニューを除く）
・事業規模等が一定の要件を満たすもの 等

②の事業
・計画事業費が一事業につき５千万円（市町村、漁協等が行う事業は、１千万円以
上）を超えるもの
・事業規模等が一定の要件を満たすもの 等

３ 事業主体
地方公共団体等

４ 事業期間
平成１３年度～

５ 平成２８年度概算決定額（前年度予算額）
１０，７４３（１０，８６２）百万円

６ 補助率
１／２等

７ 担当課
水産庁計画課 ０３－３５０２－８４９１（直）



水産生産基盤整備事業（継続）

１ 趣 旨
我が国周辺水域の水産資源の約５割が低位水準にあるとともに、磯焼けの進行、赤

潮の発生、漂流・漂着ゴミの増加等によって漁場の環境が悪化しており、水産資源の
生産力の向上とともに豊かな生態系の維持・回復を図ることが求められている。
また、漁港は、漁業の生産の場として重要であるとともに、漁港の静穏水域や漁港

施設は、水産生物の幼稚仔の生育の場や餌料の培養等の役割も果たしていることから
水産環境としての重要性も高まっている。
このため、浅海域における漁場、藻場・干潟、養殖場と密接に関連する漁港の一体

的な整備とともに、水域の環境保全対策を総合的に実施することによって、水産資源
の維持・増大と水産物の生産機能の確保を図り、もって、水産資源の持続的利用と国
民のニーズに的確に対応した水産物の安定供給体制の構築に資することを目的とする。

２ 事業内容
（１）事業内容
① 浅海域における漁場、藻場・干潟、養殖場と当該漁場等に密接に関連する漁港施
設（水産資源の増殖機能の付加を含む）の整備を連携して行う。

② 養殖場を含む水域の環境保全のための事業を行う。

（２）採択要件
①の事業
・計画事業費が一事業につき３億円（ただし、漁港施設の整備が含まれる場合は５
億円）を超えるもの
・事業規模等が一定の要件を満たすもの 等

②の事業
・計画事業費が一事業につき５千万円（市町村、漁協等が行う事業は、１千万円以
上）を超えるもの（一部メニューを除く）
・事業規模等が一定の要件を満たすもの 等

３ 事業主体
地方公共団体等

４ 事業期間
平成１３年度～

５ 平成２８年度概算決定額（前年度予算額）
１０，５９５（１０，８６２）百万円

６ 補助率
１／２等

７ 担当課
水産庁計画課 ０３－３５０２－８４９１（直）



水産物流通機能高度化対策事業（拡充）

１ 趣 旨
これまで、多獲性魚等の大規模な取扱量を有する流通の拠点となる漁港を中心
に、消費・輸出の拡大、国内水産物の競争力強化を図るため、水産物の生産から
陸揚げ、流通・加工に至る一貫した衛生管理対策を進めてきた。今後、一層の輸
出の促進を図るためには、さらに、輸出ポテンシャルの高い栽培・養殖魚種等の
生産の拠点となる漁港においても対応が必要である。
このため、国産水産物の競争力強化とともに、さらなる輸出の増大に向け、こ
れまで実施してきた「水産物流通機能高度化対策事業」において、「流通・輸出拠
点漁港」の位置づけを明確化し、地域の輸出戦略等を踏まえ、輸出品目の選定や
輸出相手国が求める形態や品質等に対応するため、漁港の品質・衛生管理対策を
推進する。

２ 事業内容
水産物の輸出促進を戦略的に実施するため、
（１）輸出に対して重点的に取り組む漁港を「流通・輸出拠点漁港※１」として
位置づけ。

（２）輸出品目や輸出相手国の絞り込みや漁港を核とした水産地域の輸出戦略、
相手国の求める衛生管理対策に必要な施設配置等を検討する事前調査を追
加。

（３）水産物の一貫した衛生管理を促進させるため、採択要件の一部緩和。（現
行の要件（岸壁の屋根等は取扱量５千トン以上の漁港、荷さばき所は８千ト
ン以上の漁港）について、栽培・養殖魚種（ホタテ、サケ等）の取扱量１千
トン以上の漁港を追加。※２）

これらにより、地域が一体となった協議会を設置の上、多獲性魚や養殖魚等、
それぞれの魚種の形態や施設に応じた品質・衛生管理対策を実施。

※１ 流通・輸出拠点漁港：水産物の取扱量が原則５千トン以上、または、栽培・養殖魚種（ホ

タテ、サケ等）の水産物の取扱量が原則１千トン以上の漁港

※２ 取扱量１千トン以上８千トン未満の漁港の荷さばき所の補助対象は、相対で取引を行う場

合の水産物の選別の作業所等とする。

３ 採択要件
既存事業の採択要件。
なお、
・岸壁屋根等の支援の対象漁港について、取扱量５千トン以上の漁港に、栽
培・養殖魚種（ホタテ、サケ等）の取扱量１千トン以上の漁港を追加。
・荷さばき所の支援の対象漁港について、取扱量８千トン以上の漁港、栽培
・養殖魚種（ホタテ、サケ等）の取扱量１千トン以上の漁港を追加。

４ 事業実施主体
国、地方公共団体等

５ 事業実施期間
平成２０年度～

６ 補助率
１／２等（既存事業の補助率）

７ 対象事業
特定漁港漁場整備事業、水産流通基盤整備事業、水産物供給基盤機能保全事業、
漁港施設機能強化事業、水産環境整備事業、水産生産基盤整備事業、
農山漁村地域整備交付金

（水産庁漁港漁場整備部計画課）



＜現状と課題＞
・これまで、多獲性魚等の大規模な取扱量を有する流通の拠点となる漁港を中心

に、消費・輸出の拡大、国内水産物の競争力強化を図るため、衛生管理対策を
実施。

・より一層の輸出促進を図るためには、流通の拠点となる漁港に加え、輸出ポテ
ンシャルの高い栽培・養殖魚種の生産の拠点となる漁港においても、輸出相手
国が求める形態や品質に対する品質・衛生管理対策が重要。

・これらの漁港において、輸出戦略を踏まえた陸揚げから流通加工に至る一貫し
た対応が重要。

＜今後の対応＞
・「流通・輸出拠点漁港」を位置づけ、漁港を核とした輸出戦略等の事前調査

や品質・衛生管理対策に係る支援措置の充実が必要。

＜事業の内容＞
○水産物流通機能高度化対策事業の拡充

大規模な取扱量を有する流通の拠点となる漁港に
加え、栽培・養殖魚種の生産の拠点となる漁港につ
いて、以下の通り、支援措置を拡充。

①水産物の取扱量が原則５千トン以上の漁港及び栽
培・養殖魚種※の取扱量が原則１千トン以上の漁港
を「流通・輸出拠点漁港」に位置づけ、重点的な予
算措置を行う。 （※ ホタテ、サケ等）

②「流通・輸出拠点漁港」においては、漁港を核と
した水産地域の輸出戦略、品質・衛生管理に必要な
施設配置等を検討する事前調査を追加。

③また、岸壁の屋根や荷さばき所等の整備対象漁港
について、現行要件（岸壁の屋根等は取扱量５千ト
ン以上の漁港、荷さばき所は８千トン以上の漁港を
対象）に加え、栽培・養殖魚種の取扱量が原則１千
トン以上等の漁港を追加。
（※ ただし、取扱量１千トン以上８千トン未満の漁港の荷さ
ばき所の補助対象は、相対で取引を行う場合の水産物の選別の
作業所等とする。）

＜流通・輸出拠点漁港のイメージ＞

○ 国内水産物の輸出促進を図るため、特に重点的に輸出に取り組む漁港（流通の拠点となる漁港及び輸出ポテン
シャルの高い栽培・養殖魚種の生産の拠点となる漁港）を「流通・輸出拠点漁港」に位置づけ、品質・衛生管理対策を
積極的に支援。

水産物流通機能高度化対策事業（拡充）
～ 「流通・輸出拠点漁港」の品質・衛生管理対策 ～



（統合・拡充）水産資源を育む水産環境保全・創造事業

１ 趣 旨
藻場・干潟が減少する中、これまで海域全体の生産力の底上げのため、水産生物

の生活史に対応した水産環境整備が積極的に取り組まれてきたところである。一方
で、藻場・干潟等の海域環境全体の基礎的データが十分でなく、局所的なデータに
頼らざるを得ない状況の中、昨今の気候変動による海域環境の変化に対応するため
には、より精緻な現地調査による藻場等の海域全体の状況把握やこれらデータに基
づく適地選定による広域的な計画づくり等、より効果的な水産環境整備の実施が求
められている。

このため、水産環境整備について、海域環境の特性やその変化等に対応し、海域
全体でよりきめ細かい事業展開が効果的に図られるよう、既存事業の統合等を行う
ものである。

２ 事業内容
昨今の気候変動による海域環境の変化に即応し、海域全体でその特性に応じたき

め細かい事業展開が可能となるよう、これまでの磯焼け対策緊急整備事業や豊かな
海を育む総合対策事業等のネーミング事業を統合。以下のタイプ別に対策を実施。
（対策）

①豊かな海を育む総合対策
②磯焼け対策
③資源回復対策

また、より効率的かつ効果的な事業実施が可能となるよう、気候変動による海域
環境の変化や対象魚種の生態の把握、各海域の藻場・干潟ビジョンの作成等を行う
調査計画事業を補助対象に追加し、以下の事業内容を実施。
（事業内容）

（１）調査計画事業（公共）（拡充）
（２）魚礁の設置や増殖場の造成等（公共）
（３）モニタリング（公共）
（４）効果発現促進事業（公共）
（５）漁業者等による藻場・干潟の保全活動等の非公共事業等との連携

３ 採択要件
既存事業の採択要件

４ 事業実施主体
国、地方公共団体等

５ 事業実施期間
平成２８年度～

６ 補 助 率
１／２等（既存事業の補助率）

７ 対象事業
特定漁港漁場整備事業、水産流通基盤整備事業、水産環境整備事業、水産生産基
盤整備事業、農山漁村地域整備交付金

（水産庁漁港漁場整備部計画課）



○ 気候変動に対する海域全体の水産環境や整備対象魚種の生態を十分把握した上で、海域の特性に応じ
た事業展開が可能となるよう、ネーミング事業を統合するとともに、調査計画事業を追加する。

＜事業の内容＞
○ 昨今の気候変動による海域環境の変化に即応し、海域全体で海

域特性に応じたきめ細かい事業展開が可能となるよう、これまで
の磯焼け対策緊急整備事業や豊かな海を育む総合対策事業等の
ネーミング事業を統合。以下のタイプ別に対策を実施。
①豊かな海を育む総合対策
②磯焼け対策
③資源回復対策

○ 海域全体の環境を踏まえたより効率的かつ効果的な事業実施が
可能となるよう、調査計画事業をメニューに追加。
（調査計画事業の内容）

・気候変動に対する海域全体の海域環境調査
・整備対象魚種の生態調査
・各海域の藻場・干潟ビジョンの作成
・より適切な適地選定による計画策定や計画の見直しの実施

【事業メニュー（①～③共通）】
（１）調査計画事業（公共）（拡充）
（２）魚礁の設置や増殖場の造成等（公共）
（３）モニタリング（公共）
（４）効果発現促進事業（公共）
（５）漁業者等による藻場・干潟の保全活動等の非公共事業等

との連携

＜現状と課題＞
・近年、藻場・干潟が減少する中、海域全体の環境に係る基礎的データが十分でなく、局所的なデータに頼った漁場整備にならざるを得ない状況。
・昨今の気候変動による海域環境の変化に即応するためには、より精緻な現地調査による海域全体の藻場・干潟等の状況把握、これらのデータに基づく

効果的な計画づくりが重要。

＜今後の対応＞
・海域環境の特性や変化等に対応したよりきめ細かい事業展開が必要。
・より効果的な漁場整備を実施するため、海域全体の状況把握、適切な適地選定による計画策定、計画の見直しに対する支援措置が必要。

水産資源を育む水産環境保全・創造事業（統合・拡充）

早期の効果発現のために
行うソフト対策（海藻類
等の播種・移植、食害生
物対策等）

効果発現促進事業

海藻類の播種・移植食害生物の駆除

水産多面的機能発揮対策
栽培漁業 等

マダイ

資源管理と連携し、整備
対象魚種の資源回復を図
る漁場整備

③資源回復対策

磯焼け海域等における
藻場・干潟造成

②磯焼け対策

水産資源を育む水産環境保全・創造事業

水産生物の生活史に対
応した漁場整備

①豊かな海を育む
総合対策

連携

生活史
メバル、ヒラメなど



インフラの集約・縮減に向けた
漁港機能集約化・再活用推進事業（新規）

１ 趣 旨
これまで、生産・流通の面から漁港利用の一体性を有する地域において、陸揚

・集出荷機能等を拠点漁港に集約化してきたが、人口減少社会の到来や港勢の動
向が変化する中、現状の漁港の利用形態が続くと、機能分散したままとなり、維
持管理・更新費の増大が懸念される。
このため、さらなる流通構造改革の推進や施設の維持管理・更新費の増大の抑

制を図るため、陸揚・集出荷機能等の漁港機能の集約化を図るとともに、空いた
既存の漁港の静穏水域について増養殖の場として活用するなど、既存ストックの
再活用を推進することが必要。
これらを実現するため、漁港機能の集約化・再活用を図る漁港のうち、全国で

先導的な取り組みとなる地区について、漁港機能の効率化に資する施設の改良及
び新設、漁港施設等の再活用に資する既存施設の改良や除却等を実施する。

２ 事業内容
「浜の機能再編広域プラン」等と連携し、漁業地域で漁港機能の集約化・再活

用を図る漁港において、以下を実施。
（１）漁港の効率的な利用・維持管理

拠点漁港へ陸揚・集出荷等の漁港機能の集約化の強化及び既存ストックの
再活用を図るため、

○水産物供給基盤機能保全事業（ストマネ事業）において、
・採択要件の緩和（複数漁港による要件の設定）
・既存施設の改良や除却
・機能再編後の機能診断やストマネ計画の見直し

○漁港施設機能強化事業において、
・漁港機能の効率化に資する施設の改良及び新設

を補助対象に追加。
（２）集約化する拠点漁港でのさらなる展開

、 、機能の集約化の強化を図る拠点漁港において 水産物や人の集積を活かし
、 、 。さらに漁港背後用地の再活用を促すため 交流や観光 直販等の展開を推進

これらを支援するため、ストマネ事業の補助対象に漁港施設用地（舗装）
を追加。

３ 採択要件
既存事業の採択要件。
なお、水産物供給基盤機能保全事業（ストマネ事業）の第１種又は第２種漁港

の港勢要件については、１漁港あたりを１地域あたりに見直し。

４ 事業実施主体
国、地方公共団体等

５ 事業実施期間
平成２８年度～

６ 補助率
１／２等（既存事業の補助率）

７ 対象事業
、 、 、特定漁港漁場整備事業 水産流通基盤整備事業 水産物供給基盤機能保全事業

漁港施設機能強化事業、水産環境整備事業、水産生産基盤整備事業、
農山漁村地域整備交付金

（ ）水産庁漁港漁場整備部計画課



＜現状と課題＞
これまで、生産・流通の面から漁港利用の一体性を有する地域において、陸揚・集出

荷機能等を拠点漁港に集約化してきたが、人口減少社会の到来や港勢の動向が変化する中、
現状の漁港の利用形態が続くと、機能分散したままとなり、維持管理・更新費の増大が懸
念。

＜今後の対応＞
さらなる流通構造改革の推進や施設の維持管理・更新費の増大の抑制を図るため、陸

揚・集出荷機能等の漁港機能の集約化を図るとともに、空いた既存の漁港の静穏水域につ
いて増養殖の場として活用するなど、既存ストックの再活用を推進することが必要。

このため、これらの効果的な実現のため、全国で先導的な取り組みとなる地区について、
モデル的に実施し、全国展開を図る。

＜事業の内容＞

「浜の機能再編広域プラン」等と連携し、漁業地域で
漁港機能の集約化・再活用を図る漁港において、以下
を実施。

①漁港の効率的な利用・維持管理
拠点漁港へ陸揚・集出荷機能の集約化の強化及び、
既存ストックの再活用を図るため、

○水産物供給基盤機能保全事業（ストマネ事業）
において、

・採択要件の見直し（複数漁港による要件
の設定）

・既存施設の改良や除却
・機能再編後の機能診断やストマネ計画の

見直し
○漁港施設機能強化事業において、

・漁港機能の効率化に資する施設の改良及び
新設

を補助対象に追加。

②集約化する拠点漁港でのさらなる展開
機能の集約化の強化を図る拠点漁港において、

水産物や人の集積を活かし、さらに漁港背後用
地の再活用を促すため、交流や観光、直販等の
展開を推進。

これらを支援するため、ストマネ事業の補助
対象に漁港施設用地（舗装）を追加。

○ インフラの集約・縮減に向け、漁港機能の集約化・再活用を行い、流通構造改革の推進や施設の維持・更
新費の抑制を図るため、「インフラの集約・縮減に向けた漁港機能集約化・再活用推進事業」を創設する。

インフラの集約・縮減に向けた漁港機能集約化・再活用推進事業（新規）

藻場造成

浮桟橋

・増養殖機能の増進等の
既存施設の再活用

水域に余裕のある漁港
において、増養殖機能
の増進を図るため、港
内を活用した藻場や養
殖場等の整備促進。

人口減少社会等に対応し、インフラの集約・縮減を図るため、拠点漁港へ
の陸揚・集出荷機能等の集約化、それに伴う既存ストックの再活用を推進

・地先の漁場
としての
利用が有望

・拠点漁港への
機能の集約化

拠点漁港において、陸
揚げ機能の効率化や
高度化を図るため、浮
桟橋等の整備促進。

また、背後用地での直
販等のさらなる展開。

・漁港機能の集約化による
効率的利用

・背後用地でのさらなる展開

拠点漁港

岸壁から護岸に転換

・機能再編・利用
の転換

・港内の効率的
利用の促進
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