
政策分野

政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

① 国際競争力のある
経営体の育成・確
保と活力ある漁業就
業構造の確立

水産業振興事業委託費のうち
　水産業振興型技術開
　発事業費

108

バイオディーゼル燃料を漁船等に利用した運航試験や
陸上試験、未成魚混獲回避漁具など沿岸漁業が共有
する課題を改善する技術の開発、バイオ燃料の生産に
関する技術の開発等を実施した。

水産業振興事業委託費のうち
　非係留型浮魚礁活用
　省エネ総合試験事業費

11
非係留型浮魚礁を用いたグループ操業を試験的に行う
ことによる、省エネ・省コストに向けた取組に支援を行っ
た。

水産業新技術開発事業費のう
ち
　環境調和型漁船等創造
　対策事業費

27

環境負荷を低減する漁具・漁法の開発及び循環型社会
適応漁船の設計指針を策定し造船所及び漁業者へ周
知した。また、漁船の安全性確保のための漁船操業安
全指針を策定し、その内容を分かり易く記載したリーフ
レットを作成し漁業者へ配布した。

漁業共済事業実施費補助金 374

　32漁業共済組合に対し、人件費の一部補助を行っ
た。
　また、漁業共済の加入率は平成16年度49.9％、平成
17年度50．4％、平成18年度51.7％と増加した。

漁業共済事業業務費補助金 137

　全国漁業共済組合連合会及び32業共済組合に対し、
事務費の一部補助を行った。
　また、漁業共済の加入率は平成16年度49.9％、平成
17年度50．4％、平成18年度51.7％と増加した。

漁業共済再共済金支払資金
借入金利子交付金

135
　全国漁業共済組合連合会に対し、国の保険金支払い
繰延べに伴う借入れにより生じた利子相当額の交付をし
た。

漁船保険中央会交付金 6,701
漁船保険中央会に対し、6,514,200千円を交付した。
これにより、保険加入者に対し、6,680,048千円の純保
険料を負担した。

漁業者に対する共済金支払いの遅延を防止するた
め、保険金の未受領額に相当する借入金に係る利子
相当額を交付

水産業の健全な発展に資する省エネ・省コストに向け
た漁業者の取組みを支援するため、小型漁船にも搭
載可能な非係留型浮魚礁の開発及び我が国周辺水
域における非係留型浮魚礁を用いたグループ操業を
試験的に行う

水産業の健在な発展に資するため、漁船漁業による
環境負荷を低減する漁具・漁法の開発及び漁船設計
指針の策定、更に、漁船の安全性確保のための工学
的なモデル解析及び操業安全指針の策定等を実施

事業の健全かつ円滑な運営を図り、漁業経営の安定
に資するため、漁業共済組合の人件費を補助

制度の健全な発展と地域経済の活性化を図るため、
加入率の向上等に資する経費を補助

事業の健全かつ円滑な運営に資するため、加入者へ
の純保険料補助と国に納入される保険料相当額との
差額を交付

水産業の競争力強化に資するため、バイオディーゼ
ル燃料等の漁船への導入、沿岸漁業資源の合理的
利用等に資する新技術の導入に向けた調査研究及
びバイオ燃料の生産や利用に関する技術等の開発
を行う。

平成20年度政策の実績評価（政策手段シート）

分野の目標等

水産業の健全な発展

政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

漁業共済組合連合会交付金 5,162

　全国漁業共済組合連合会に対し、5,162,426千円の交
付を行った。これにより、共済加入者に対し、7,698,182
千円の純共済掛金の補助を行った。
　また、漁業共済の加入率は平成16年度49.9％、平成
17年度50．4％、平成18年度51.7％と増加した。

漁業協同組合事務費交付金 616
義務加入漁船に係る保険料の収集等を行う漁協に対
し、保険組合が支払う事務費の一部補助を行った。

漁業災害補償制度等調査委
託費のうち
　漁業共済事業管理シ
　ステム事業委託費

22
　漁業共済事業の共済区分ごとに、共済、再共済及び
保険の各段階の事業実績について集計等を行った。

　漁船船主責任保険実
　績集計委託費

5
漁船船主責任保険の引受、事故等の分析が可能となる
事業実績の集計を行った。

水産業振興事業費補助金のう
ち
　漁業の担い手確保・育
　成対策総合推進事業
　費

1,471

・全国漁業就業者確保育成センターによる漁業就業者
の確保のための情報提供（H20の全国センターHPアク
セス件数は30万件）
・海技資格取得講習会（延べ8回、延べ125名参加）
・サバイバル訓練・操業安全講習会（全国9ヵ所）の開催
・漁業地域の福祉向上のため年金普及講習会（2,385名
参加）等を実施
・地域漁業の構造改革を図るモデル的な施設整備に対
する事業説明等を実施
・全国漁業者交流大会の開催（1回）、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ研修
会（全国4ヶ所）の開催及び各都道府県が認定した漁業
共同改善計画等に沿ったグループ及び漁村女性等の
取組の実施に対して支援
（グループ7都道府県8課題）
（漁村女性1都道府県1課題）
・水産高校生等の育成を5地域で実施
・平成20年(H19.6.1～H20.5.31)の新規就業者数は
1,047人（達成率70％）

引受、事故等の分析が可能となる概況表、統計表を
作成するため、集計業務を委託

人材の育成及び確保等を推進し、効率的かつ安定
的な漁業経営を育成するため、全国漁業就業者確保
育成センターの活動支援、水産高校生等の漁業就業
支援、モデル的な施設整備への助成、福祉対策の推
進、グループ・漁村女性等が行う経営改善の取組へ
の支援等を実施

事業の健全かつ円滑な運営に資するため、加入者へ
の掛金補助額と国に納入される保険料相当額との差
額を交付

漁業共済事業の事業実績を月別・年計ごとに集計す
るため、漁業共済事業に関するデータを一元的に処
理している全国漁業共済組合連合会に対して集計業
務を委託

義務加入漁船に係る保険料の収集等を行った漁協
に対し保険組合が支払う事務費を一部補助
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

水産業振興事業費補助金のう
ち
　省エネルギー技術導入
　促進事業費

924

提案公募により申請のあった課題のうち、25課題に対す
る省エネ技術の実証等に支援を行うとともに、技術の普
及を行った。また、衛星データから得られる海面高度等
の情報と実際の漁場との関係を解析することにより、10
日後までのマグロの漁場位置特定図を予測することが
可能となった。

水産業振興事業費補助金のう
ち
　担い手代船取得支援
　リース事業

5

　７件の漁船リース事業に対し、リース料の一部助成を
行い、借受漁業者の経営支援を行った。目標達成率に
ついては、漁業経営改善計画が単年度設定ではないた
め次年度以降も経過を観察。
　また、リース期間終了後の代船取得経費の自己信用
力による調達率についてもリース期間が継続中であり、
期間終了後まで引き続き経過を観察。

水産業振興事業費補助金のう
ち
　漁船漁業構造改革総合対
　策事業費

3,916

13地域でプロジェクトの承認が行われ、そのうち○地域
においては改革計画が認定された。事業の趣旨が周知
され、幅広く取り組みの検討が開始されている。

水産業振興対策推進指導費
補助金のうち
　ノリ養殖業構造調整・
 競争力強化対策事業

352

兵庫県・岡山県・香川県・徳島県・佐賀県・熊本県の漁
業者からの申請に基づき、70台のノリ自動乾燥機等の
廃棄に対して、支援を行い、ノリ養殖業の競争力強化を
図った。

水産業振興事業費補助金のう
ち
　漁業経営安定対策事業費

5,206
　平成２０年度末現在で１７２６件、21億686万円の積立
契約が成立し、当該契約者の経営改善への取組を支援
した。

水産業振興事業費補助金のう
ち
　漁業共済基盤強化事業費

1,205

　全国漁業共済組合連合会に対し、特定の契約方式を
選択、又は少額免責額を増額させた漁業者に対する純
共済掛金の上乗せ助成に係る補助を行った。
　また、漁業共済の加入率は平成16年度49.9％、平成
17年度50．4％、平成18年度51.7％と増加した。

中小漁業融資保証事業強化
対策事業費

25 平成20年度実績は、平成21年5月上旬に取りまとめ予定

省エネルギー技術を漁船に導入し、当該技術の実
証・普及を行うとともに、衛星データと漁船からの実測
データ等を用いた漁場探索効率化のための技術開
発を実施

経営が悪化している基金協会に対する事業強化対
策、合併等を円滑に進める際の諸問題の検討、協議
を行う事業を実施

漁協等によるノリ養殖業の構造改革計画の策定、及
び同計画に基づいて漁業者や漁協等が取り組む生
産性の低い自動乾燥機等の廃棄を支援

中小漁業者の代船取得を支援するため、漁業者団体
が実施する漁船リースについてリース料の一部助成
及び漁業者団体がリース漁船の購入資金を借入れる
際に借入れ保証をする漁業信用基金協会に対して、
助成団体から交付金を交付する。

漁船漁業の構造改革を促進し、将来にわたり水産物
の安定供給を担う漁船漁業者を育成するため、構造
改革を先導するﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを立ち上げ、新操業形態の
実証、漁船のﾘｰｽ事業、船団や漁船の合理化等の関
係施策を集中的に実施する

漁業共済事業の安定的な運営の確保と収支の健全
化を図るため、少額共済金の支払抑制に係る契約方
式を選択した漁業者に対する共済掛金の補助を実施

　効率的かつ安定的な漁業経営を実現するために積
極的かつ計画的に経営改善に取り組む経営体を対
象に、現行の漁業共済制度の経営安定機能に上乗
せした形で、収入の変動による漁業経営への影響を
緩和する事業を実施
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

沿岸漁業改善資金造成費補
助金

102
平成２０年度実績は、各都道府県からの提出期限を平
成２１年６月１０日としており、内容の確認等を行い、平
成２１年９月上旬頃に取りまとめ予定

水産業改良普及事業交付金 91
３６道府県に対し交付金を交付し、水産業改良普及事
業の安定的な実施を支援した。

漁業信用保険事業交付金 425
漁業者の負担軽減を図りつつ、信用基金の保証保険収
支が均衡となるよう交付金を交付し、資金融通の円滑化
を図った。

中小漁業融資保証保険制度
基盤強化交付金

2,240
漁業融資保証保険制度の基盤強化を図るための交付
金を交付し、資金融通の円滑化を図った。

(独)水産大学校運営費交付金 2,100
平成２０年度実績は、平成２１年８月下旬頃に取りまとめ
予定

(独)水産大学校施設整備費補
助金

283
平成２０年度実績は、平成２１年８月下旬頃に取りまとめ
予定

強い水産業づくり交付金のうち
　経営構造改善目標

8,390
のうち数

水産業の経営構造改善に資する共同利用施設の整備
を行った。正確なH20年度整備実績については、6月末
以降にとりまとめ予定。

漁業経営維持安定資金利子
補給等補助金

16
１団体が行った利子補給に要した経費を助成し、成果
目標である融資枠６５億円を維持した。

漁業近代化資金利子補給金 5
漁業者等の資本装備の高度化・近代化を図るため、融
資枠20億円を維持した。

（独）農林漁業信用基金の実施する漁業信用保険事
業に、漁業融資保証保険制度の基盤強化を図るため
に必要な経費を交付

沿岸漁業改善資金助成法（昭和54年法律第25号）に
基づき、都道府県が行う無利子貸付事業に必要な資
金の造成に対し、政府が助成するものであり、当該無
利子資金を沿岸漁業従事者等に融通することにより、
担い手の育成及び確保等を推進

沿岸漁業等の生産性の向上、漁家経営の改善等の
ため、水産業改良普及事業の安定的な実施を支援

漁業者の保証料負担を軽減するため、（独）農林漁業
信用基金に対して、漁業保証保険収支が均衡するよ
う必要な経費を交付

水産業の健全な発展とそれを担う人材の育成を着実
に図るため、農林水産大臣から示された「中期目標」
に対する「中期計画」の達成と、水産に関する学理及
び技術の教授及び研究等を実施

水産業の健全な発展とそれを担う人材の育成を着実
に図るため、農林水産大臣から示された「中期目標」
に対する「中期計画」の達成と、水産に関する学理及
び技術の教授及び研究等を実施

水産業生産基盤としての共同利用施設等を整備

漁業者の経営の再建を図るために融資機関が貸し付
けた漁業経営維持安定資金等について、民間団体
が行う利子補給に要する経費を助成

漁業者等の資本装備の高度化及び経営の近代化を
図るための、国による利子補給の措置
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

水産業燃油高騰緊急対策事
業

26,535

・省エネ設備への転換は、103計画（9億4千万円）、グ
ループ操業は3件（7億7千万円）認定。
・省エネ型新操業形態への転換は、28グループ（事業
費：111億円）認定。
・輪番制休漁は、228計画（事業費：25億円）　認定。
・省燃油操業実証事業は、1,123グループ（事業費：704
億円）認定。
・これらの事業の実施により、漁業者の経営体質を強化
するとともによる省エネルギー型漁業への転換を促進す
ることができた。

水産研究・技術開発戦略 －
水産試験研究・技術開発の重点化方向及びこれらを強
力に推進するための推進方策を実施した。

北方地域旧漁業権者等に対
する特別措置に関する法律に
基づく低利融資制度

－
平成２０年度実績は、平成２１年４月下旬に取りまとめ予
定

沿岸漁業改善資金助成法 －

沿岸漁業従事者等の自主的な経営・生活の改善や担
い手の確保を図るための無利子貸付制度を定める本法
の存在により、漁業就業時における資金調達の負担が
軽減されることから、新規漁業就業者数の確保の達成
に大きく寄与している。

漁業経営の改善及び再建整
備に関する特別措置法

－
漁業経営の改善等のための資金の融通円滑化等の措
置を講じる本法は、漁業経営改善計画の認定数の確保
の達成の基本となる重要な政策手段

漁業近代化資金融通法 －
漁協系統資金の融通を円滑にするために国が利子補
給措置を講じることを定める本法は、目標①の達成のた
め重要な政策手段。

中小漁業融資保証法 －
中小漁業等に対する信用補完の措置を講じることを定
める本法は、目標①の達成のため重要な政策手段

沿岸漁業従事者等が自主的に経営の改善等を図る
ことを促進するため、都道府県が行う無利子貸付事
業に対し、政府が必要な助成を行う制度を確立し、
もって沿岸漁業の経営の健全な発展等に資すること
を目的とする

漁業経営の改善等のための資金の融通円滑化、漁
業整備の推進等の措置を講じることにより、効率的か
つ安定的な漁業経営の育成を図ることを目的とする

漁協系統資金の活用により漁業者等の資本装備の
高度化・経営の近代化を目的として、国が利子補給
措置を講じる

水産試験研究・技術開発の重点化方向及びこれらを
強力に推進するための推進方策を明示

・省エネ設備への転換やグループ操業（共同探索船・
共同運搬船の運航）を支援
・省エネ型の操業形態への転換に取り組もうとする漁
業者グループの全漁船を漁協等が用船し、新たな操
業形態を実証化する活動を支援。
・燃油消費量削減のための輪番制休漁を行う協定を
結び、休漁者が行う漁場生産力向上の取組を支援
・漁業者グループが、燃油使用量を1割以上削減する
実証事業に取り組む場合に、燃油費増加分の 大9
割を支援。

中小漁業者等に対する信用補完の措置を講じること
により、中小漁業の振興を図ることを目的とする

北方協会に造成した10億円の基金から、北方地域旧
漁業権者等に対して事業・生活資金を低利融資する
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

漁船損害等補償法 －
漁業における事故等の費用等を補償することを定める
本法は、漁業経営の安定に有効な施策手段

漁船乗組員給与保険法 －
漁船乗組員が抑留された場合における給与の支払いを
保証することを定める本法は漁業経営の安定性に有効
性のある政策手段

漁業災害補償法 －
自然災害により漁獲が減少した場合等にその費用を補
償することを定める本法は漁業経営に重要な手段

水産業協同組合法 －
漁業協同組合等の組織について定める本法は、目標①
の達成の前提となる政策手段。

(独）水産大学校法 －
水産業を担う人材の育成を図ることを目的とする水産大
学校の水産業の振興に資する目標として有効な手段

(独)水産総合研究ｾﾝﾀｰ法 －
水産業に関する総合的な試験・研究等を行うことにより、
水産技術の向上に寄与することにかかる目標達成に必
要な手段

中小企業者等が機械等を取得
した場合等の特別償却又は税
額の特別控除［所得税・法人
税：租税特別措置法第10条の
3、第42条の6、第68条の11］

－
本特例措置により、漁協等が機械を取得した際の税額
控除を行うことができるため、漁協等による機械の取得
が促進される。

特別設備等の特別償却［所得
税・法人税：租税特別措置法
第11条、第43条、第68条の16］

－
本特例措置の存在により、漁業経営コスト削減に資する
など、目標の達成のため重要な政策手段

倉庫用建物等の割増償却［所
得税・法人税：租税特別措置
法第15条、第48条、第68条の
36］

－
本特例措置の存在により、冷蔵倉庫の整備拡充が促進
されるなど、目標の達成のため重要な政策手段

独立行政法人水産大学校の名称、目的、業務の範
囲等に関する事項を定めることを目的とする

自然災害又は不慮の事故によって漁獲が減少した場
合や漁具や養殖施設等が壊れた場合に、漁業者が
受けた損失を補償し、漁業経営の安定に資することを
目的とする

不慮の事故によって漁船や漁船に積んだ漁獲物等
が受けた損失及び他の船に衝突するなどの漁船の運
航に伴う不慮の事故により漁業者が負担することと
なった費用を補償し、漁業経営の安定に資することを
目的とする

漁船の乗組員が抑留された場合における給与の支払
を保障し、もつて、漁船の乗組員の生産意欲を保持
し、あわせて、漁業経営の安定に資することを目的と
する

長5年間、10％割増償却

取得価格の30％の特別償却又は7％の税額控除の
選択適用(税額控除については資本等の金額が3千
万円以下の中小企業者等に限る。)

独立行政法人水産総合研究センターの名称、目的、
業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする

　漁民及び水産加工業者の協同組織の発達を促進
し、もってその経済的社会的地位の向上と水産業の
生産力の増進を図り、国民経済の発展を期す

取得価格の14％の特別償却
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

転廃業助成金等に係る課税の
特例［所得税・法人税：租税特
別措置法第28条の3、第67条
の4、第68条の102］

－
本特例措置の存在により、減船事業の際の負担が軽減
されるなど、目標の達成のため重要な政策手段

特定の事業用資産の買換え・
交換の場合の課税の特例措
置［所得税・法人税：租税特別
措置法第37条、第37条の4、第
65条の7、第65条の8、第65条
の9、第68条の78、第68条の
79、第68条の80］

－
本特例措置の存在により、漁業等における機械の取得
が促進されるなど、目標の達成のため重要な政策手段

保険会社等の異常危険準備
金［法人税：租税特別措置法
第57条の5、第68条の55］

－
本特例措置の存在により、漁業合併の際の負担が軽減
されるなど、目標の達成のため重要な政策手段

中小企業等の貸倒引当金の
特例［法人税：租税特別措置
法第57条の10、第68条の59］

－
本特例措置により、漁協等において貸倒引当金の割増
繰入を行い貸倒損失に備えることにより、漁協等の経営
基盤の強化を図る。

漁業協同組合等の留保所得
の特別控除［法人税：租税特
別措置法第61条］

－
本特例措置により、漁協等の内部留保を充実させること
により、漁協等の経営基盤の強化を図る。

収用等に伴い特別勘定を設け
た場合の課税の特例［法人税：
租税特別措置法第64条の2、
第68条の71］

－
本特例措置の存在により、代替え資産を取得した際の
負担が軽減されるなど、目標の達成のため重要な政策
手段

信用保証協会等が受ける抵当
権の設定登記等の税率の軽
減［登録免許税：租税特別措
置法第78条の3②］

－
本特例措置の存在により、不動産の抵当権設定登記の
際の負担が軽減されるなど、目標達成のため重要な政
策手段

10年超所有の土地建物等を収用等により譲渡し、代
替資産を取得した場合の特例
個人：①通常　100万円の特別控除が5,000万円控
除、②他の所得と分離して所得税納付
法人：5,000万円に達するまでの額を損金算入又は代
替資産の圧縮記帳等

保険会社又は共済事業を行う協同組合の異常危険
準備金が対象、積立金は損金算入、積立率は火災
共済が掛金額の2.5％、風水害等共済が9％等

貸倒引当金の繰入越限度額を通常の限度額の16％
増しとすることができる

収入金額が取得価額以下の場合には、収入金額の
80％に相当する金額を超える部分に課税

収入金額が取得価額を超える場合には、取得価額の
80％に相当する金額を超える部分に課税

国際約束の締結等に伴い、減船事業者が交付を受
ける国等からの補助金、残存事業者等からの補償金
の特例(個人：減価補てん金、転廃業助成金とも、総
収入金額に不算入、法人：減価補てん金は損金算
入、転廃業助成金は圧縮記帳又は引当金勘定に繰り
入れて損金算入)

原則として留保所得の32％相当額を損金算入

4/1,000→1/1,000
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

輸入農林漁業用Ａ重油に対す
る石油石炭税の免税措置［石
油石炭税：租税特別措置法第
90条の4］

－ 平成20年度実績は、平成22年3月下旬に取りまとめ予

国産農林漁業用Ａ重油に対す
る石油石炭税の還付措置［石
油石炭税：租税特別措置法第
90条の6］

－ 平成20年度実績は、平成22年3月下旬に取りまとめ予

国の補助金又は交付金を受け
て取得した農林漁業者の協同
利用施設に係る課税標準の特
例［不動産取得税：地方税法
附則第11条①］（地方税法第
73条の14⑥）

－
本特例措置により、共同利用施設の取得が促進される
など、目標達成に重要な施策手段。

漁業経営改善緊急対策事業

（1,500）
ただし、漁業

経営安定特別
対策基金を利

用

・漁業経営改善緊急対策資金について16件6,163千円
の利子助成をおこなった。
・｢農林漁業セーフティネット資金」について、4月１日付
けで6件・融資額680,000千円に対する利子助成額
22,543千円の利子助成の決定をおこなった。

② 漁港・漁場・漁村の
総合的整備と水産
業・漁村の多面的
機能の発揮

水産業振興事業委託費のうち
　環境・生態系保全活動支
　援調査・実証事業費

54
環境・生態系保全活動支援制度をもとに、都道府県で
行われた実証・事業結果のﾃﾞｰﾀから環境・生態系保全
活動の普及・啓発を推進した。

漁村振興対策事業委託費のう
ち
漁港を活用した海と国民のふ
れあい推進事業

25
作成したマニュアルを全国の都道府県、市町村の漁港
管理者に配布した。

水産業振興事業地方公共団
体委託費のうち
　環境・生態系保全活動支
　援調査事業費

96
環境・生態系保全活動支援制度に資する環境・生態系
保全活動の普及・啓発を推進した。

経営改善に取り組む者及び漁業資材の購入合理化
に取り組む者に対して、 大無利子の利子助成（「漁
業経営改善緊急対策資金（民間資金）」及び「農林漁
業セーフティネット資金（（株）日本政策金融公庫資
金）」）を行うとともに、同資金の融資の保証を行う漁業
信用基金協会に対して、交付金を交付する｡

漁港を海のネットワークの拠点として、また海と国民の
ふれあいの場として、漁村の活性化に資するととも
に、プレジャーボートの係留・保管施設を確保するた
め、先進事例の検証等を行い、マニュアルを作成す
る。

漁業者が中心となって行う藻場・干潟の維持・管理等
の環境・生態系保全活動について、実施体制の確立
調査および実証試験調査を行い、施策の実効性の検
証等を行う

漁業者が中心となって行う藻場・干潟の維持・管理等
の環境・生態系保全活動について、支援手法の確立
調査を行い、手法の検討を行う

価格に施設の取得価額に対する交付割合を乗じて
得た額を価格から控除した額を課税標準とする。な
お、融資は本則規定

免税

石油石炭税相当額を製造業者に還付
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

漁村振興対策事業費補助金
のうち
　漁村地域力向上事業費

51
・先進的な地域ぐるみの取組として、15地区選定し、モ
デル事業実施に対する支援を行った。

水産業振興民間団体事業費
補助金のうち
　遊漁船業等適正化
　対策推進事業費

17

遊漁船等の事故防止等のためポスター配布及び雑誌
等広告による啓発の他、遊漁船業者等に対する安全講
習会を10地区で実施した。また、釣り指導員を79名育成
するとともに、釣り場保全調査及び釣りマナー・ルール啓
発指導を13地区で行った。さらに、青少年に対する水産
資源・漁場環境保護意識の啓発のための釣り学校を8地
区27ヶ所において開催した。（※実績は５月頃に確定）

漁村振興対策事業委託費のう
ち
　漁村地域力向上事業費

52
モデル事業の円滑な実施のため、選定した15モデル地
区への協力活動、人材育成研修会の実施、取組に必要
な人材等の情報提供等を行った。

強い水産業づくり交付金のうち
漁港機能高度化目標

8,390
の内数

49地区において、美化・利用整序促進施設等の事業を
実施し、漁港機能の向上及び漁業地域の防災力向上
に必要な施設整備を実施した。

離島漁業再生支援交付金 1,725
都道府県、市町村が参加し締結された集落協定のもと
に、離島漁業再生交付金により活動が推進された

水産基盤整備調査費（水産基
盤整備調査費補助を含む）

765
水産基盤整備事業の効果的・効率的な実施等に資する
調査を実施した。

水産物供給基盤整備事業費
補助（特定漁港漁場整備事業
費（直轄）を含む）

101,799 39都道府県において事業を実施した。

水産資源環境整備事業補助
13,348 46都道府県において事業を実施した。

多面的機能を発揮する離島漁業の再生を図るため、
漁場の生産力向上の取組等を支援

地域の挑戦を可能とするための土台作りとして、立ち
上がる地域への協力活動、自ら考え行動するための
環境整備としての人材育成や情報提供等、活力ある
漁村づくりモデルの普及を図るための活動等を行う

漁港機能の向上及び漁業地域の防災力向上に必要
な施設整備を促進する。

資源の回復を図るため、水産資源の生息環境となる
漁場等の積極的な保全・創造を実施

漁港・漁場・漁村の総合的整備と水産業・漁村の多面
的機能の発揮に資する調査の実施

地域の特性を活かした活力ある漁村づくりを進めるた
め、提案公募により先進的な地域ぐるみの取組を選
定し、モデル事業の実施等に対する支援を行う

漁村地域の活性化を図るため、遊漁船業者やプレ
ジャーボート利用者等への安全管理、適正な漁場利
用の啓発及び遊漁者への水産資源・漁場環境保護
意識の啓発等を行い、また、遊漁船等の海難事故防
止及び漁業と遊漁間等のトラブルの減少を図り、健全
な遊漁（レクリエーション）の場の提供により、都市と漁
村の交流を促進する。

国民に対して良質な水産物を安定的に供給するた
め、安全で効率的な水産基盤の拠点整備や漁場の
整備を実施
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

漁村総合整備事業費補助 14,638
平成２０年度実績は、平成２１年９月上旬に取りまとめ予
定。

海岸保全施設整備事業費補
助

7,687

・126箇所（高潮対策・侵食対策・局部改良・老朽化対
策）において事業を実施。
・海岸堤防等の老朽化対策を計画的に推進し、施設の
機能強化を図ることを目的とした「老朽化対策緊急事
業」を創設し、4箇所で事業を実施。
・平成20年度目標値は、各指標において概ね達成され
た。

津波・高潮危機管理対策緊急
事業費補助

1,416
・26の地方公共団体において事業を実施。
・平成20年度目標値は、各指標において概ね達成され
た。

海岸環境整備事業費補助 762
・18箇所において整備を実施。
・平成20年度目標値は、各指標において概ね達成され
た。

海岸事業費 28
・海岸保全施設の整備計画・整備手法に必要な調査等
を実施。

直轄災害事業費 180
北海道における３種、４種漁港の漁港施設に係る災害
は発生しなかったため、当該事業は行なっていない。

漁港施設災害復旧事業費補
助 15,524

227240箇所の漁港施設及び12箇所の漁業用施設に係
る災害復旧事業を速やかに行なったことで、公共の福祉
の確保、また、水産業の維持及びその経営の安定に寄
与した。

漁港施設災害関連事業費補
助

68
１箇所の再度災害防止策及び５箇所の漁業集落環境施
設の災害復旧事業を実施し、当該地域における公共の
福祉の確保に寄与した。

海岸事業に係る調査の実施

・再度災害の防止
・漁業集落環境施設の災害復旧
・海岸に漂着した流木等の緊急的な処理を実施

国土保全との調和を図り、国民の休養の場としてその
利用に供するため豊かで潤いのある海岸環境の整備
を行い、快適な海浜利用の向上及び背後地の生活
環境の保護に資するもの

津波又は高潮に関する危機管理対策として、既存の
海岸保全施設の緊急的な防災機能の確保及び避難
対策を促進することにより、津波又は高潮発生時にお
ける人命の優先的な防護を推進

漁港施設及び漁業用施設の速やかな復旧を図り、
もって公共の福祉を確保

漁港の環境向上に必要な施設の整備、漁港の背後
の漁業集落等における生活環境の改善、 離島・辺地
等の条件不利地域に立地する漁村地域における活
力ある漁村の形成、地域の既存ストックの有効活用を
通じた生産基盤と生活環境基盤の効率的な整備

北海道内における、３種、４種漁港の漁港施設の速や
かな復旧を図り、もって公共の福祉を確保

国民経済上、および民生安定上重要な地域を高潮、
津波、波浪等による被害から守るため、又は貴重な国
土を海岸侵食から守るため、海岸保全施設の新設や
改良、補修
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

水産研究・技術開発戦略 －
水産試験研究・技術開発の重点化方向及びこれらを強
力に推進するための推進方策を実施した。

遊漁船業の適正化に関する法
律

－

登録遊漁船業者数（○○業者）
業務主任者講習の認定件数（○○件）
同法は、遊漁船業者の業務の適正な運営の確保に一
定の役割を果たしている。（※実績は集計中、６月末ま
でに確定）

海岸法 －

津波・高潮等の被害から海岸を防護するとともに、海岸
環境の整備と保全及び海岸の適正利用を図り、もって
国土の保全に資することを目的とする本法案は、目標⑤
を達成するためのに重要な手段

漁港漁場整備法 －
漁業、増養殖用施設等の漁港施設を計画的に整備する
ことを定める本法は、水産業の生産量確保のために重
要な政策手段。

漁村振興対策事業調査等委
託費のうち
　漁業地域の減災モデリング
事業費

30

・地震・津波災害を対象とした漁業地域の減災対策手法
の検討を行った。
・減災対策手法マニュアルの作成・普及により、災害に
強い漁業地域づくりの推進が期待される。

③ 水産関係団体の再
編整備 漁協系統組織・事業改革促進

事業費
76

本事業の支援による経営不振漁協の漁業改善計画の
モデルプランが６計画策定された。本事業により、漁協
の事業基盤の拡充・強化、機能の高度化への取組が推
進される。

漁協経営基盤強化推進基金
造成事業

99
漁協が借り入れる経営改革支援資金の負担軽減のた
め、利子助成に係る基金造成を行った。本事業により、
漁協の事業基盤の拡充・強化への取組が推進される。

中小漁業関連資金融通円滑
化事業費補助金のうち
　中小漁業関連資金
　融通円滑化事業費

192
平成20年度実績は、平成21年5月上旬に取りまとめ予定

遊漁船の利用者の安全の確保及び利益の保護並び
に漁場の安定的な利用関係の確保に資することを目
的とする

水産業の健全な発展及びこれによる水産物の供給の
安定を図る

津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による
被害から海岸を防護するとともに、海岸環境の整備と
保全及び公衆の海岸の適正な利用を図り、もって国
土の保全に資することを目的とする

水産試験研究・技術開発の重点化方向及びこれらを
強力に推進するための推進方策を明示

組織再編と事業改革による事業基盤の拡充・強化を
推進するとともに、漁協の機能を高度化するため、漁
協系統が実施する取組を支援

漁協の経営改善を目的とした漁協経営改革支援資
金の借入に対する利子助成を行う。

漁協の経営改善を目的とした漁協経営改革支援資
金の借入を基金協会の機関保証・信用基金の保険に
付した場合、代位弁済に対する求償権償却経費等へ
の助成

地震・津波等の自然災害に備えるため、過去の被災
経験や漁業地域の特性をふまえつつ災害発生後の
時間経過に応じた効果的な減災手法を確立し、これ
をマニュアル化した上で普及・啓発を行う。
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

農林中央金庫等の合併に係る
課税の特例［法人税：租税特
別措置法第68条の2］

－
本特例措置により、漁協合併時のコストを削減すること
により、漁協合併の促進を図る。

漁業協同組合が漁業協同組
合連合会から権利義務の承継
により不動産等を取得した場
合の所有権の移転登記等の
税率の軽減［登録免許税：租
税特別措置法第78条の2］

－

本特例措置により、一県一漁協合併を実現した漁協が
漁連の不動産や船舶を引き継ぐ場合、その権利移転に
よる負担を軽減することにより、漁協による包括承継が円
滑に行われる。

農業協同組合、農業協同組合
連合会、漁業協同組合又は漁
業協同組合連合会が新たに株
式会社又は合同会社を設立す
るために不動産を現物出資し
た場合の非課税［不動産取得
税：地方税法附則第10条③］

－
漁協や漁連が行う子会社設立にかかる負担を軽減する
ことにより、漁協や漁連が行う一部事業の分社化による
事業の効率化や経営改善の取組が促進される。

漁業協同組合合併促進法 －
漁業協同組合の健全な発展のためにその合併を促進
する本法は、目標③の達成の前提となる政策手段。

水産業協同組合法 －
漁業協同組合等の組織について定める本法は、目標③
の達成の前提となる政策手段。

　漁民及び水産加工業者の協同組織の発達を促進
し、もってその経済的社会的地位の向上と水産業の
生産力の増進を図り、国民経済の発展を期す

適正な事業経営を行うことのできる漁業協同組合を広
範に育成して漁業に関する協同組織の健全な発展
に資するため、漁業協同組合の合併の促進を図る

漁協が一定の要件を満たした合併を行う場合には、
企業再編税制におい適格合併とする。

漁協が漁連の権利義務の承継により不動産や船舶を
取得した場合、所有権の移転登記等の際に課税され
る登録免許税を軽減
不動産所有権            20/1,000→4/1,000
不動産地上権等         10/1,000→2/1,000
不動産質権等             2/1,000→1/1,000
船舶所有権               28/1,000→5/1,000
       (ただし、21.3.31までは4/1,000)
船舶抵当権                2/1,000→1/1,000

漁協や漁連が現物出資により子会社を設立し、当該
漁協等の行う事業の一部または全部を当該子会社に
承継する場合、当該出資にかかる不動産取得税が非
課税
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
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