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（農林水産省23－17）

計画課/防災漁村課/加工流通課

政策の概要

　水産業・漁村について、藻場・干潟の保全・創造等による水産物の安定供給と、環境・生態系の保全、防災力の強化など多面的機能を発揮していくことが期待されている中、漁村の健全な
発展を図る。
　このため、

（１）漁港・漁場・漁村の総合的整備と水産業・漁村の多面的機能
注１

の発揮
（２）消費者ニーズに対応した水産物の安定供給を図るための加工・流通・消費施策の展開
の施策を行う。

水産庁

政策に関係する
内閣の重要政策

水産基本計画（平成19年3月20日閣議決定）
　第３の３　水産物の安定供給を図るための加工・流通・消費施策の展開
　第３の５  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

漁港漁場整備長期計画
注2

（平成19年6月8日閣議決定）

社会資本整備重点計画
注3

(平成22年3月31日閣議決定）

評価実施予定時期 平成24年度

平成23年度実施政策に係る事前分析表

政策分野名 漁村の健全な発展

担当部局名

公表時期 平成23年11月

水産物の安定供給と
水産業の健全な発展

政策評価体系上の
位置付け
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14.5万トン -11.2万トン
（ア）
漁場再生及び新規漁場整備に
よる新たな水産物の提供量

施策（１） 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

測定指標
基準値

基準年度

-18年度-

　水産業・漁村が水産物供給・多面的機能を適切に発揮していくため
には、我が国周辺水域における水産資源の生産力を向上させる必要
があることから、「漁場再生及び新規漁場整備による新たな水産物の提
供」を目標として設定し、その量を指標とした。
　水産基本計画における自給率目標の達成のため、排他的経済水域
を含めた我が国周辺水域における漁場整備を図ることとし、水産基本
計画における平成18年度から29年度の増産目標105万トン（魚介類98
万トン、藻類7万トン）のうち、漁場整備により1/3程度（自給率目標積算
時に、事業実施主体からの実施要望等を踏まえ算定したもの）の増産
が見込まれる。このことから、漁港漁場整備長期計画においては、23年
度を目処に、概ね14.5万トン（105万トンのうち、漁場整備が分担する
1/3について、18年度から23年度までの5年間を算定したもの）の水産
物を新たに提供することを達成目標として設定した。
※評価実施時期に、評価対象年度の実績値を把握できないことから、
年度ごとの目標値は、前年度の値を記入している。

目標年度

23年度 -14.5万トン

27年度

年度ごとの目標値

23年度 24年度
目標値

25年度 26年度

目標① 漁場再生及び新規漁場整備による新たな水産物の提供

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠
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目標年度

23年度 50% -- -

- - -

年度ごとの目標値

（ア）
高度な衛生管理対策の下で出
荷される水産物の割合

　水産業・漁村が水産物供給・多面的機能を適切に発揮していくため
には、水産物の生産から流通・加工に至る一貫した供給システムの中
で、品質の確保や衛生管理の高度化等集出荷体制の改善を図り、産
地における国際競争力を高めていくことが必要であることから、「高度な
衛生管理対策の下で出荷される水産物の割合の向上」を目標として設
定し、当該割合を指標としている。
　国際競争力の強化と消費者に信頼される産地づくりのため、事業実

施主体からの実施要望を踏まえ、水産物の流通拠点となる漁港
注５

（150
港）において、鮮度保持対策や衛生管理対策等に重点的に取り組むこ
とにより、高度な衛生管理対策の下で出荷される水産物の割合を、23%
（平成16年度）から、23年度を目処に、概ね50%に向上させることを目標
とした。

16年度23% 50%

概ね60% 23年度 60%

　水産業・漁村が水産物供給・多面的機能を適切に発揮していくため
には、水産業の健全な発展の基盤であり、漁業就労者等の生活の場で
ある漁村において、大規模地震や津波の襲来等に備えた防災力の強
化による安全性の確保と、その活力を維持・増大させていくための生活
環境の改善を一層推進していくことが重要であることから、「漁業集落
排水処理を行うこととしている漁村の処理人口比率の向上」を目標とし
て設定し、当該人口比を指標とした。
　漁村の総合的な振興の観点から、生活環境の向上を図るため、「漁
業集落排水処理を行うこととしている漁村の人口比率」（汚水処理施設
の整備に関する都道府県の構想における漁業集落排水施設の整備対
象人口に対して同施設を利用できる人口の割合）を、漁港漁場整備長
期計画（19～23年度）に基づき、35％（平成16年度）から、平成23年度
を目処に、概ね60％に向上させることを目標とすることとしており、23年
度は60%を達成目標とした。
　東日本大震災の影響により、漁業集落排水施設には広域にわたり甚
大な被害が発生したが、現行の漁港漁場整備長期計画は、平成23年
で終期を迎えるため、平成23年の目標値は変更しない。なお、平成24
～28年の目標値については、新たな漁港漁場整備長期計画（平成24
年3月閣議決定予定。）の見直し作業の中で検討を行うこととしている。

（ア）
漁業集落排水処理を行うことと
している漁村の処理人口比

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠
26年度

35% 16年度

26年度 27年度

-

目標② 高度な衛生管理対策
注4

の下で出荷される水産物の割合の向上

測定指標
基準値 目標値

目標値

年度ごとの目標値

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠
基準年度

基準年度 目標年度 23年度 24年度 25年度

-

27年度

目標③ 漁業集落排水処理を行うこととしている漁村の処理人口比率の向上

測定指標
基準値

23年度 24年度 25年度
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19年度 5 24年度 -- -
（エ）
総合的な土砂管理に基づき土
砂の流れが改善された数※1

約4.2千ha 約4.0千ha

5

約8割 - -

-

-

-

-

約57% -

約28ha -

-

-

約40%

目標年度 23年度 24年度 25年度 26年度

年度ごとの目標値

目標値

（イ）
津波・高潮による災害から一定
の水準の安全性が確保されて
いない地域の面積

約5.0千ha 19年度 約4.0千ha 24年度

（オ）
老朽化対策が実施されている
海岸保全施設の割合

（ウ）
水辺の再生の割合

19年度 54.4%

0

-

（カ）
ハザードマップを作成・公表し、
防災訓練等を実施した市町村
の割合※2

約6割 19年度 約8割 24年度

約52%

（ア）
地震時に河川、海岸堤防等の
防護施設の崩壊による水害が
発生する恐れがある地域の面
積

約58ha 19年度 約28ha 24年度

約21% 19年度

約57% 24年度

目標④

測定指標
基準値

約40% 24年度 約35%

- -

　少ない平坦地に高密度な集落を形成し、災害への対応体制が脆弱
な漁村等においての高潮、波浪、地震等による災害発生のリスクに対
し、海岸保全施設の整備を進めることにより、自然災害からの防護を図
る必要がある。また、海岸は、陸域と海域が接する空間であり、優れた
景観を有し、多様な生物の生息・生育の場となっているが、開発等によ
る自然海岸の減少等により、美しく豊かな海岸環境が損なわれているこ
とから、海辺の再生を図る必要がある。これらから、「津波・高潮及び地
震による災害から一定の安全性が確保されていない漁村等の面積削
減、老朽化対策の推進、水辺の再生、ハザードマップの作成支援等の
推進」を目標として設定し、当該面積等を指標としている。
　社会資本整備重点計画（20～24年度）に基づき、重点的、効果的か
つ効率的に海岸事業を実施している。この海岸事業を評価するに当た
り、社会資本整備重点計画において定められた海岸事業に係る指標を
達成目標とした。

　東日本大震災の影響により、広域にわたり海岸堤防や水門等の海岸
保全施設に甚大な被害が発生しており、このため、東日本大震災の教
訓を踏まえ、平成22年7月より国土交通省において社会資本整備重点
計画の見直しを社会資本整備審議会・交通政策審議会の計画部会に
おいて検討してきたところに、新たに大震災を踏まえた社会資本整備
のあり方について加味した上で再度検討を進めてきているところ。当面
のスケジュールは10月に中間とりまとめを行う予定となっており、パブ
リックコメントを実施した上で今年度中に計画部会から見直しに係る答
申が出される予定。
　本目標については、上記答申を踏まえ、目標値の妥当性の検証、必
要に応じて見直しの検討を行うこととしている。

※１ 総合的な土砂管理に基づき土砂の流れが改善された数は、５カ年
の計画中実施箇所数が少ないため、単年度の目標設定及び達成状況
の算出は行わず、５カ年間終了後の24年度に総合的に評価する。
 ※２ ハザードマップを作成・公表し、防災訓練等を実施した市町村の
割合は、海岸事業（農林水産省農村振興局、水産庁、国土交通省水
管理・国土保全局、港湾局）全体の指標であって、漁港海岸単独の指
標として整理できないことから、単年度の目標設定及び達成状況の算
出には含めない。

- -

-

津波・高潮及び地震による災害から一定の安全性が確保されていない漁村等の面積削減、老朽化対策の推進、水辺の再生、ハザードマップの作成支援等の推進

27年度基準年度
測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

-

約34ha
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24年度23年度

3.78 -

26年度 27年度

施策（２）

基準年度

消費者ニーズに対応した水産物の安定供給を図るための加工・流通・消費施策の展開

年度ごとの目標値

- - -

　消費者に対し、鮮度が良く安全な水産物を安定的に供給するために
は、産地の販売力強化を図るとともに、生産と消費の橋渡しとなる加工
流通分野における構造改革を進め、消費者の需要に的確に対応でき
る水産加工業及び水産流通業の実現を図る必要がある。このため、市
場を核とした流通拠点の整備等による消費地と産地の価格比の縮減を
目標とする。
　水産物の場合、多くの流通関係事業者にとって販売収入に占める利
潤の割合は、わずかであることから、流通コストの縮減は、産地・消費地
間の価格比に直接反映されると考えられるため、同価格比をもって流
通コストを代替して評価を行うこととした。
　また、目標を「小売価格－産地卸売価格」の絶対値（価格差）で算定
した場合は、高付加価値化による絶対値の拡大を否定的に評価するこ
ととなり、これを避けるため、「小売価格／産地卸売価格」の相対値（価
格比）で算定することにより、高付加価値化が進む過程でも中間流通コ
ストが小売価格の中で相対的に縮減されたかどうかの評価を可能として
いる。
　平成18年に設定した「直近3ヵ年の価格比の平均値を4.00倍以下に
する」との目標については、平成18年実績値で当該目標値を達成した
(平成18年の実績値：3.98倍)ことから、平成19年以降においては、更な
る価格比の縮減を目指すための目標の設定が必要となった。そのた
め、平成18年の実績値である3.98倍を基準値として、水産基本計画の
計画年度との整合性も踏まえつつ以後5年間（平成23年度まで）で水産
物の産地と消費地の価格比を段階的に5％以上縮減することを目標
（3.78）とした。

（ア）
消費地と産地の価格比

3.98

測定指標
測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠基準値 目標値

目標年度 25年度

目標① 消費地と産地の価格比の縮減

18年度 3.78 23年度
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330ヵ所 316ヵ所25年度 -

目標② 水産業の6次産業化

目標値

年度ごとの目標値

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠
基準年度 目標年度 23年度 24年度 26年度 27年度25年度

　国産水産物の大宗は産地市場・消費地市場を経由して流通してお
り、産地の販売力強化の取組を通じて、漁業協同組合の販売活動の活
性化が期待されることから、漁業協同組合が運営する水産物直売所の
施設数を指標とした。
　2008年（平成20年）の漁業センサスで把握された漁業協同組合が運
営する水産物直売所の施設数298か所を基準とし、次回の漁業センサ
スが実施される５年後の2013年（平成25年）を目標年とする。
　当該施設数は2008年（平成20年）の漁業センサスで初めて調査され
たものであり、過去のデータがないことから、全漁連資料によるＪＦグ
ループの直売店数の過去４年間の平均増加率２％/年と同程度の増加
を見込んで、2013年（平成25年）に330か所に増加させることを目標とし
た。

298ヵ所 332ヵ所 330ヵ所 -

（イ）
個人経営体の漁労外事業収入
（水産加工・直販等）

測定指標
基準値

20年度
（ア）
漁業協同組合が運営する水産
物直売所の施設数

293千円 20年度

　産地の販売力強化の取組を通じて、漁業者が自ら水産加工業や直
販等を行うことにより、直接的な漁労活動による収入以外の収入の増加
が期待されることから、個人経営体の漁労外事業収入を指標とする。
　2008年（平成20年）の漁業経営調査で把握された個人経営体の漁労
外事業収入293千円を基準とし、近年、漁労外事業収入が減少傾向に
あることを踏まえ、直近３か年（18年：388千円、19年364千円、20年293
千円）の平均値（348千円）まで回復させることとし、５年後の2013年（平
成25年）に348千円に増加させることを目標とした。
※評価実施時期に、評価対象年度の実績値を把握できないことから、
年度ごとの目標値は、前年度の値を記入している。

-315千円 326千円 337千円 348千円348千円 25年度
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（ア）漁業センサス（農林水産省）５年毎の調査
（イ）漁業経営調査（農林水産省）

達成度合の判定方法
達成率＝当該年度の実績値÷当該年度の目標値×100（％）
Aランク：90％以上、Bランク：50％以上90％未満、Cランク：50％未満

指標（カ）

各指標における実績値の把握方法及び達成度合の判定方法

目標① 指標（ア）

指標（ア）

平成23年段階で基準値から５％以上価格差が縮減することを目標に、各年、着実に価格差が縮減しているかどうかを判定方法とする。なお、水産物の産
地価格は、好不漁など政策とは無関係な要因により上下することから、過去の実績から算出する一定数値（振れ幅）を目標値に加算し、有効性の向上が必
要であるを設けることとする。
（参考）基準値：3.98倍（平成18年実績）、　実績値：直近３カ年の産地と消費地の単年度価格差の平均値、　目標値：基準値－（評価年－18）×0.04、　振
れ幅：11年から18年までの単年度価格差と基準値との格差平均（絶対値）である0.45
おおむね有効：実績値が、目標値以下の場合、　有効性の向上が必要である：実績値が「目標値＋振れ幅の1/2」以下の場合、　有効性に問題がある：実
績値が「目標値＋振れ幅の1/2」より大きい場合

達成度合の判定方法

把握の方法

指標（ア）（イ）

平成20年以降、食品流通段階別価格形成調査（農林水産省）
平成19年まで「家計調査年報」（総務省）、「小売物価統計」（総務省）、「水産物流通統計」（農林水産省）及び漁業情報サービスセンター調べによる生鮮
向け産地価格を基に、水産庁で推計

達成度合の判定方法

目標値を上回るときはおおむね有効、その他のときは有効性に問題があるとする。

各指標について、目標値を上回るときはおおむね有効、その他のときは有効性に問題があるとし、以下により目標②として総合評価する。
・おおむね有効：両指標ともおおむね有効の場合
・有効性の向上が必要である：いずれかの指標が有効性に問題があるの場合
・有効性に問題がある：両指標とも有効性に問題があるの場合

把握の方法

達成度合の判定方法

指標（ア）目標②

把握の方法

目標③

施策（１）

把握の方法 当該年度に整備した再生漁場及び新規漁場において漁獲される水産物の増産量を、翌年度に各都道府県が行う現地調査を通じて実績値を把握

施策（２）

把握の方法

指標
（ア）～（ウ）
及び（オ）

把握の方法

指標（エ）
把握の方法

達成度合の判定方法
本指標は５カ年の計画中実施箇所数が少ないため、単年度の目標設定及び達成状況の算出は行わず、５カ年間終了後の２４年度に総合的に評価する。

本指標は海岸事業（農林水産省農村振興局、水産庁、国土交通省河川局、港湾局）全体の指標であって、漁港海岸単独の指標として整理できないことか
ら、単年度の目標設定及び達成状況の算出には含まない。

都道府県及び市町村を通じて実績値を把握

達成率＝（（ア）の達成率＋（イ）の達成率＋（ウ）の達成率＋（オ）の達成率）÷４

（ア）達成率＝（基準値－当該年度の実績値）÷（基準値－当該年度の目標値）×100（％）
（イ）達成率＝（基準値－当該年度の実績値）÷（基準値－当該年度の目標値）×100（％）
（ウ）達成率＝（当該年度の実績値－基準値）÷（当該年度の目標値－基準値）×100（％）
（オ）達成率＝（当該年度の実績値－基準値）÷（当該年度の目標値－基準値）×100（％）
Aランク：90％以上、Bランク：50％以上90％未満、Cランク：50％未満

都道府県を通じ、漁港内の集出荷ラインごとに、当該年度の整備を通じて別に定める衛生管理基準を満足する取り扱いが実施された水産物量を、前年度
の取扱実績値を用いて算定

達成率＝当該年度の実績値÷当該年度の目標値×100（％）
Aランク：90％以上、Bランク：50％以上90％未満、Cランク：50％未満

目標①

達成度合の判定方法

達成度合の判定方法
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　水産物の高度な衛生管理とは、陸揚げから流通・加工の一連の処理過程で、細菌等の混入を防ぐなどの管理の徹底を図ること。具体的に
は、漁港における衛生管理基準に基づき、清浄海水導入施設の整備による陸揚げ処理水等の管理、排水処理施設の整備による港内水質管
理、排水の滞留防止、鳥獣侵入防止施設など荷捌所における危害侵入防止、異物混入防止、屋外作業時の風雨等による危害侵入防止等
の徹底を図り、その達成状況は、都道府県知事等の漁港管理者が判断する。

  社会資本整備重点計画法の規定により、社会資本整備事業を重点的、効果的かつ効率的に推進するため、閣議決定により策定。5年を一
期として、計画期間における社会資本整備事業の実施に関する重点目標等を定める。

注２ 漁港漁場整備長期計画
　漁港漁場整備長期計画とは、漁港漁場整備法（昭和25年法律第137号）第６条の３の規定に基づき、５年を一期として閣議決定しているも
の。計画期間に係る漁港漁場整備事業の実施の目標及び事業量を規定している。

（参考）用語解説

注１ 水産業・漁村の多面的機能
　水産業及び漁村の有する水産物を供給するという本来的機能以外の多面にわたる機能をいい、物質循環の補完、生態系の保全、生命・財
産の保全、交流の場の提供、地域社会の維持・形成などがある。

注４

政策手段一覧（別紙参照）

注５ 流通拠点となる漁港 　全国の約２，９００漁港のうち、市場を有し、水産物流通の拠点となる漁港（第２次漁港漁場整備長期計画で概ね１５０地区を整備。）。

注３ 社会資本整備重点計画

高度な衛生管理対策
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（１）-①-（ア）
（１）-②-（ア）

1,328
（1,275）

1,699
（1,639）

当初：2,905
1次補正：208

（１）-①-（ア）

　国民への水産物の安定供給を図るため、排他的経済水域における漁場
整備を実施するとともに、水産基盤整備事業の効果的・効率的実施に資す
るための調査、技術開発等を実施。
　魚礁や増養殖場を整備することにより、水産資源の生産力の向上を図り、
新たな水産物の提供に寄与する。

(1)
漁港漁場整備法
（昭和25年）

－ － －
（１）-①-（ア）
（１）-②-（ア）
（１）-③-（ア）

　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。
　海岸保全施設の整備を行い、津波・高潮等から国土を保全することによ
り、災害時の経済社会活動を支え、国民の生命・財産・生活を守ることに寄
与する。

(2)
海岸法
（昭和31年）

－ － － （１）-④

(5)
水産基盤整備事業（補助）
（平成13年度）
（主、関連：政策分野19）

67,352
（65,067）

政策手段一覧　（政策分野名：17．漁村の健全な発展）

No

　漁場造成や水域環境の保全、高度な衛生管理対策に資する漁港整備等
を実施。
　魚礁や増養殖場の整備により、水産資源の生産力の向上を図り、新たな
水産物の提供が可能となる。また、衛生管理対策に資する岸壁や荷さばき
所等の整備により、高度な衛生管理対策の下で取り扱われる水産物を供
給することに寄与する。

　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ため、環
境との調和に配慮しつつ、漁港漁場整備事業を総合的かつ計画的に推進
し、及び漁港の維持管理を適正にし、もって国民生活の安定及び国民経
済の発展に寄与し、あわせて豊かで住みよい漁村の振興に資することを目
的としている。
　この法律に基づき漁港漁場整備事業を推進することで、目標が計画的に
達成されることに寄与する。

(4)
水産基盤整備事業（直轄）
（平成13年度）
（主）

42,412
（41,080）

当初：28,406
1次補正：4,890

政策手段
（開始年度）

上段：予算の状況/〈減収見込額〉
下段：（執行額）/（〈減収額〉）

（百万円）

23年度
当初予算額/

＜減収見込額＞
（百万円）

関連する
指標

政策手段の概要及び目標との関連性

21年度 22年度

(3)
水産加工業施設改良資金融通臨
時措置法
（昭和52年）

－ － － －
　食用水産加工品の安定供給を図るため、水産加工施設の改良等に必要
な資金の融通を行う。資金の円滑な融通は製造のみならず原料調達や販
売にも寄与し、水産業の６次産業化に寄与する。
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No
政策手段

（開始年度）

上段：予算の状況/〈減収見込額〉
下段：（執行額）/（〈減収額〉）

（百万円）

23年度
当初予算額/

＜減収見込額＞
（百万円）

関連する
指標

政策手段の概要及び目標との関連性

21年度 22年度

  市町村が作成する被害防止計画に基づいて行う地域ぐるみの被害防止
活動や侵入防止柵の整備等の鳥獣被害対策を支援。
　被害防止計画を策定し、効果的な被害防止対策を行う市町村数を増や
すことにより、鳥獣による農作物等の被害の軽減に寄与する。

(9)
鳥獣被害防止総合対策交付金
（平成20年度）
（関連：政策分野11,12,19）

2,587
（2,246）

2,639
（2,277）

11,283 （１）-①-（ア）

　国民への水産物の安定供給と公益的機能の維持を図るため、漁業者や
地域の住民等が行う藻場・干潟等の保全活動への支援を実施。
　藻場・干潟等の維持・回復を図ることにより、漁場再生による新たな水産
物の提供に寄与する。

(8)

廃船FRP漁船の魚礁等への活用実
証事業
（平成23年度）
（主）

－ － 30 （１）-①-（ア）

　離島等における漁村を中心にその処分が大きな問題となっている廃船と
なったＦＲＰ漁船（以下「ＦＲＰ廃船」という。）の有効活用を図るため、ＦＲＰ廃
船の魚礁への活用のための実証試験を行う。
　本事業によりFRP廃船の魚礁化技術を実証し、適切な活用方法が構築さ
れることにより、漁場再生による新たな水産物の提供に寄与する。

－

108,413の内
数

（108,241の内
数）

31,761の内数
（１）-①-（ア）
（１）-③-（ア）

（１）-④

　自治体が農山漁村地域ニーズにあった計画を自ら策定し、農業農村、森
林、水産各分野における公共事業を自由に選択し、総合的、一体的な整
備の支援。
水産分野では、漁場整備、漁港漁村環境整備、海岸保全施設整備等とと
もに、これと一体となって事業効果を高めるために必要な効果促進事業を
総合的、一体的に実施。
　魚礁や増養殖場の整備により、水産資源の生産力の向上を図り、新たな
水産物の提供が可能となる。また、漁業集落排水処理施設の整備により、
漁村の汚水処理人口比率の向上が可能となる。
　また、海岸保全施設の整備を行い、津波・高潮等から国土を保全すること
により、災害時の経済社会活動を支え、国民の生命・財産・生活を守ること
に寄与する。

(7)
環境・生態系保全対策
（平成21年度）
（主、関連：政策分野19）

1,217
（895）

734
（714）

588 （１）-①-（ア）

(6)
農山漁村地域整備交付金
（平成22年度）
（関連：政策分野6,7,9,11,12,19）
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No
政策手段

（開始年度）

上段：予算の状況/〈減収見込額〉
下段：（執行額）/（〈減収額〉）

（百万円）

23年度
当初予算額/

＜減収見込額＞
（百万円）

関連する
指標

政策手段の概要及び目標との関連性

21年度 22年度

漁村地域力向上事業
（平成19年度）
（主）

82
（75）

59
（53）

55 （１）-③-（ア）

　水産資源を始めとする漁村の地域資源の活用促進や教育の場としての
漁村の活用等を通じた漁業・漁村の活性化を推進するため、活性化に役
立つ各種指針の作成、先進事例の創出と普及、取組の中核となる人材の
育成、その他全国の様々な関連情報の提供等に係る条件整備を行う。
　地方単独では実施が困難な各種条件整備を実施することにより、各地に
おいて漁業・漁村活性化の取組が誘発され、生活環境の向上に寄与す
る。

　水産業生産基盤としての共同利用施設等の整備や産地の水産業を強化
するためのソフト・ハードについて支援。
　漁港漁場の機能向上及び利用の円滑化等のための取組に対して支援す
ることにより、漁村の魅力や生活環境の向上に寄与する。

(10)
離島漁業再生支援交付金
（平成22年度）
（主）

－
1,378

（1,040）
1,300 （１）-①-（ア）

(11)

地域水産業の活性化に向けた漁
港高度利用促進事業
（平成22年度）
（主）

－
38

（0）
36 （１）-②-（ア）

　特定第３種漁港等の拠点漁港における水産関連施設の再編・高度化を
促進するための事業を実施。
　地域水産業の活性化を推進するにあたっての指針を作成・普及すること
等により、高度な衛生管理の下で出荷される水産物の割合の向上に寄与
する。

(12)

産地の省エネルギー衛生管理技術
開発事業
（平成21年度）
（主、関連：政策分野19）

36
（31）

29
（28）

(14)

強い水産業づくり交付金
（漁港機能高度化目標）
（平成17年度）
（主、関連：政策分野15,16）

10,397
（9,573）

7,064
（6,716）

3,552 （１）-③-（ア）

(13)

　多面的な機能を有する離島漁業の再生を図るため、漁場の生産力向上
の取組等を支援する。
　本事業により、離島の漁業集落において、種苗放流や漁場の管理・改善
等の取組が行われ、漁場再生による新たな水産物の提供に寄与する。

29 （１）-②-（ア）

　水産物の産地機能を担う漁港において、経営コストの縮減と省エネル
ギーに資する衛生管理技術を開発する。省エネルギーを推進することで、
国民への安全・安心な水産物の安定的提供を推進しつつ、あわせて漁業
者のコストを低減し、産地における国際競争力を高めていくことで、目標の
達成に寄与する。
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No
政策手段

（開始年度）

上段：予算の状況/〈減収見込額〉
下段：（執行額）/（〈減収額〉）

（百万円）

23年度
当初予算額/

＜減収見込額＞
（百万円）

関連する
指標

政策手段の概要及び目標との関連性

21年度 22年度

　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、または貴重な国土を海岸侵食から守るための海岸保全
施設の新設や改良を実施するとともに海岸事業にかかる調査を実施する。
　海岸保全施設の整備を行い、津波・高潮等から国土を保全することによ
り、災害時の経済社会活動を支え、国民の生命・財産・生活を守ることに寄
与する。

(17)
漁港関係等災害復旧事業
（昭和27年度）
（主）

（１）-④

(15)

農山漁村活性化プロジェクト支援
交付金
（平成19年度）
（関連：政策分野
6,7,9,10,11,12,13,14）

40,829の内数
（38,485）の内

数

31,579の内数
（29,662）の内

数
18,357の内数 （１）-③-（ア）

　災害により被災した漁港・海岸等の災害復旧を実施するとともに災害復旧
事業として採択した箇所又はこれを含めた一連の施設について、構造物の
強化等により、再度災害の防止を図るための事業を実施する。
　事業を実施することにより、水産業の維持・発展とその経営の安定に寄与
するとともに、国民への水産物の安定供給と漁港背後住民の生命・財産の
防護に寄与する。

　農山漁村活性化法に基づき市町村等が作成した定住・交流促進のため
の活性化計画の実現に必要な生産基盤及び施設、生活環境施設、地域
間交流拠点の整備等の取組を総合的に支援。
　水産分野では、漁村における定住や都市との地域間交流の促進など、漁
村地域の活性化を図るための施設整備を促進する。
　漁村における定住等及び漁村と都市との地域間交流を促進するための
取組に対して支援することにより、漁村が活性化し生活環境の向上に寄与
する。

4,163
（3,816）

4,570
（3,928）

当初：1,111
1次補正：24,982

（１）-④

(16)
漁港海岸事業
（昭和32年度）
（主）

7,738
（6,755）

2,349
（2,329）

763

(18)

プレジャーボートの適正な係留・保
管推進事業
（平成22年度）
（主）

－
15

（14）
15 （１）-④（イ）

　放置艇の解消を図るため、プレジャーボートの適正な係留・保管推進方
策の検討を実施。
　プレジャーボートの適正な係留・保管推進方策のマニュアルを作成・普及
することにより放置艇の除去が推進され、漁港内の安全性が確保されること
に寄与する。

　水揚げ集中時により水産物価格が低落した際に、漁業者団体が漁業者
から水産物を買い取る調整保管を適切に実施することにより、漁業経営の
安定と国民に対する水産物の安定供給を図る。
　買い取った水産物を価格上昇時に放出することにより、消費地と産地の
価格比を縮減することに寄与する。

(19)
国産水産物安定供給推進事業
（平成19年度）
（主）

1,200
（700）

433
（426）

371 （２）-①-（ア）
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No
政策手段

（開始年度）

上段：予算の状況/〈減収見込額〉
下段：（執行額）/（〈減収額〉）

（百万円）

23年度
当初予算額/

＜減収見込額＞
（百万円）

関連する
指標

政策手段の概要及び目標との関連性

21年度 22年度

109
（93）

94
（89）

93 （２）-①-（ア）

　鮮度落ちが早いという水産物の商品特性を踏まえ、食品の安全・安心に
関する消費者のニーズに対応して水産物の生産・加工・流通の一連の過
程での品質管理の高度化を図る。
　漁業者が自ら水産物の品質管理の高度化により付加価値の向上を図る
ことで、消費地と産地の価格比を縮減することに寄与する。

(22) 62

(21)

(24)

強い水産業づくり交付金
（産地水産業強化支援事業）
（平成17年度）
（主、関連：政策分野15,16）

10,397
（9,573）

7,064
（6,716）

3,552
（２）-②-（ア）
（２）-②-（イ）

　水産業生産基盤としての共同利用施設等の整備や産地の水産業を強化
するためのソフト・ハードについて支援。
　産地水産業強化計画に係る直売所、加工施設整備等を支援することによ
り、直売所の増加や漁労外事業収入の増加に寄与する。

水産物フードシステム品質管理体
制構築推進事業費
（平成21年度）
（主）

（２）-①-（ア）

　世界的な水産物需要の増大を背景とした加工原料の需給の逼迫に対応
するため、これまで水産加工品の原材料として十分に利用されていなかっ
た国産魚等を有効活用する事業者の取組を支援し、国民に対する水産加
工品の安定供給と漁業者の手取り向上を図る。
　未利用資源を加工原料として商品化することにより、漁業者の手取りの収
入の増加につながり、全体として消費地と産地の価格比を縮減することに
寄与する。

(23)

水産業共同利用施設復旧支援事
業
（平成２３年度補正）
（主）

－ －
1次及び2次補

正：21,132
－

　東日本大震災により被災した漁協・水産加工協等が共同利用施設の機
能の早期復旧や施設の応急的な復旧・修繕に必要不可欠な機器等を整
備する場合、その経費を支援することにより、国民への水産物の安定供給
に寄与する。

(20)

水産物流通情報リアルタイム提供
事業
（平成21年度）
（主）

119
（119）

102
（98）

97 （２）-①-（ア）

　漁業経営の安定と水産物の安定供給を図るため、漁業者が市場の動向
に応じて効率的な生産を行うことができるよう、水産物の需給・価格の動向
に関する情報を漁業者等へ的確に供給する。
　調査対象から提供を受けた毎日の水揚げ状況、価格動向等の情報を、
迅速に漁業者等に情報提供することにより、消費地と産地との価格比を縮
減することに寄与する。

水産加工原料確保緊急対策事業
（平成21年度）
（主）

73
（66）

184
（55）
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No
政策手段

（開始年度）

上段：予算の状況/〈減収見込額〉
下段：（執行額）/（〈減収額〉）

（百万円）

23年度
当初予算額/

＜減収見込額＞
（百万円）

関連する
指標

政策手段の概要及び目標との関連性

21年度 22年度

（注１）政策手段のうち、予算事業については、平成23年度補正予算（第２号）までを記載している。

（注２）当該政策分野に対応する予算の項に位置付けられている予算事業については、「政策手段」の欄に、「主」と記載している。

　　　また、予算事業が複数の政策分野に関係する場合には、「政策手段」の欄に、関係する政策分野の番号を記載している。

　東日本大震災において壊滅的な被害を受けた地域で、水産関係施設等
の被害状況の把握が困難な漁業地域において、その被害状況を調査し、
地域住民の生活の安定と水産物の安定供給体制の緊急な復旧に寄与す
る。

(26)

収用に伴い代替資産を取得した場
合の課税の特例［所得税等：租税
特別措置法第33条、第64条、第68
条の70］

収用交換等の場合の譲渡所得等
の特別控除[所得税等：租税特別
措置法第33条の４、第65条の２、第
68条の73]
（昭和26年度）

＜－＞
（＜－＞）

＜－＞
（＜－＞）

＜－＞ （１）-④

　公共目的により収用された財産の所有者の譲渡所得等について課税の
特例を設け、事業等の円滑な推進を図る。
　土地等の収用や漁業権の取消等を円滑に行うことにより、海岸事業を支
障なく進めることで目標の達成に寄与する。

(25)

水産関係施設等被害状況調査事
業
（平成23年度第1次補正）
（主）

　－ － 1次補正： 348 －

(27)

公害防止用設備等の固定資産税
及び都市計画税の課税標準の特
例［固定資産税・都市計画税：地方
税法附則第15条②］
（昭和４４年度）

＜－＞
（＜－＞）

＜－＞
（＜－＞）

＜－＞ （２）-①-（ア）
　特定の公害防止関連施設を取得した場合に固定資産税の２／３の税額
控除を行うことが出来る。加工業者の負担軽減は消費地と産地の価格比の
縮減に寄与する。
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