
【①】新規漁業就業者の確保①

沿岸漁業改善資金造成費補助金 9

-

46

16

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

担い手代船取得を促進するため、リース漁船及び借受
者の要件を審査するためのリース漁船審査に対し必要
な費用を助成する

－

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。

水産業の健全な発展に資するため、未利用水産資源か
らバイオ燃料の生産・利用等に資する技術開発を実施。

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。

90

(独）水産大学校法

漁業経営安定事業委託費のうち漁船等環境保
全・安全推進技術開発事業

安全・労働・環境等の新たな国際基準等に適応した次世
代型漁船の検討・開発を行う。

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

漁業経営安定事業委託費のうち水産業振興型
技術開発事業

　人材の育成及び確保等を通じて、持続的に漁業活動
を担い得る漁業経営を育成するため、漁業現場での長
期研修等による新規就業者の確保、漁船の安全操業確
保の推進、福祉対策の推進、青年漁業者・漁村女性グ
ループが行う経営改善等の取組への支援等を実施

1,134

2

水産業改良普及事業交付金

沿岸漁業改善資金助成法

平成23年度に実施しようとする政策（政策手段シート）

政策分野名 ⑯漁業経営の安定

施策名・目標
政策手段

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

政策手段の内容
予算要求額（百万円）
＜減収見込額（百万

円）＞施策 目標

漁業経営安定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

⑯－1



【②】多様な漁業経営の確保・安定

－

116

337

水産業協同組合法
　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

漁業共済事業実施費補助金

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

－

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

35

(独)水産大学校施設整備費補助金 203

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

(独)水産大学校運営費交付金 

漁業経営安定事業費補助金のうち漁船等環境
保全・安全推進技術開発事業

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。

二酸化炭素排出量の大幅削減に資する省エネルギー効
果の高い電動漁船の開発や転覆事故防止のための安
全性向上手法の開発等を実施。

2,062

296

漁業共済事業業務費補助金

漁業共済再共済金支払資金借入金利子交付金
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

－遊漁船業の適性化に関する法律
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。

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

－漁業近代化資金融通法

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

中小漁業融資保証法
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5,704

適切な資源管理と漁業経営の安定を図り、国民への水
産物の安定供給を確保するため、計画的に資源管理に
取り組む漁業者を対象に、共済・積立ぷらすの仕組みを
活用して漁業収入安定対策を実施

漁業経営安定事業費補助金のうち
漁業経営安定対策事業費

漁業経営安定事業費補助金のうち
　再編整備等支援事業費
（旧：省エネ対応・資源回復等推進支援事業
費）

　資源水準に見合った漁業体制の構築を促進するた
め、資源管理計画に基づいて漁業者が自主的に行う減
船等を支援

漁業共済組合連合会交付金

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再保険料相当額との差
額を交付

漁業経営安定事業費補助金のうち
漁業収入安定対策事業費

156

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

43,468

漁船保険中央会交付金

1,037

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

6,929

漁業経営安定事業費補助金のうち
漁業共済経営環境変化特別対策事業費

安定した漁業経営の確保及び漁業共済制度の収支の
健全化を図るため、大災害に適応した契約方式や漁業
共済事業の収支改善に効果がある契約方式を選択した
漁業者、及び大災害により被災した漁業者に対する共済
掛金の助成を実施

225

漁業協同組合事務費交付金
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

477

漁業経営安定事業費補助金のうち
　漁業経営セーフティーネット構築事業費

　燃油・配合飼料価格の急騰による経営環境への影響を
緩和するため、漁業者・養殖業者と国の拠出によりセー
フティーネットを構築する。

817

漁業経営安定事業費補助金のうち
　漁場機能維持管理事業

・韓国・中国等外国漁船による冬期漁具の改修・処分、
外国漁船の影響を受ける漁業者に対する漁業共済掛金
の助成、緊急避泊対策等の外国漁船操業対策に助成を
行う。　　　　　　・漁業系資材のリサイクル技術の普及や
現場での実証試験及びコンサルティング、使用済漁業系
資材の実態把握及び適正な管理・処分方法の検討並び
に漂流・堆積物の回収・処分費用の一部を助成する。

2,397
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北方海域の領海における我が国漁業者の円滑な操業を
確保するため、当該海域での操業に要する追加的経費
の負担軽減に必要な経費を助成する。

漁業経営安定事業費補助金のうち
　北方海域出漁者経営安定支援事業

57

漁業経営維持安定資金利子補給等補助金
漁業者の経営の再建を図るため融資機関が貸し付けた
漁業経営維持安定資金について、民間団体が行う利子
補給に要する経費を助成

17

強い水産業づくり交付金のうち
  　経営構造改善目標

水産業生産基盤としての共同利用施設等を整備する。

800

漁業経営改善支援資金融資推進事業

認定漁業者が経営改善を推進するため、漁業経営改善
支援資金について、新たに無担保・無保証人融資が可
能となる融資制度の構築に必要な額を、（株）日本政策
金融公庫に出資

漁業経営改善緊急対策事業 105

遊漁船の事故情報の収集・分析を行い、遊漁船業者等
への安全講習会を開催し、遊漁船等の海難を防止す
る。また遊漁者への釣りルール・マナーの指導、水産資
源保護・漁場環境保護の啓発を行うことにより、漁業と遊
漁の安全で調和のとれた水産資源の利用を図る。

15

388の内数

漁業経営安定事業費補助金のうち
　遊漁船業安全対策等推進事業費

323

漁船・養殖施設整備等利子補給事業

中小漁業等関連資金融通円滑化事業
担保や第三者保証人を持たない経営改善漁業者等へ
の融資及び経営不振漁協の資金借換えの円滑化を図る
ため、漁業信用基金協会の経費負担を軽減

１９６

153

漁業近代化資金利子補給金
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

4

漁業運転資金融通円滑化対策事業
運転資金の融資を円滑に行うため、漁業信用基金協会
の経費負担を軽減する

７

無保証人型漁業融資促進事業

積極的な設備投資等を推進するため、保証人不要、担
保は漁業関係資産（漁船等）に限定し、一般の土地・家
屋は担保をとらず、漁業収入からのみ返済を求める融資
を推進するための保証支援

認定漁業者が漁船の建造、取得、養殖施設等の取得、
種苗の購入等を行うため、（株）日本政策金融公庫資金
または漁業近代化資金を借りた場合、利子を助成（ 大
2％まで）することにより、金利負担の軽減を図る

経営改善に取り組む者又は漁業資材の購入合理化等に
取り組む者に貸し付けられる運転資金に対する利子助
成
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36

転廃業助成金等にかかる課税の特例［所得税・
法人税：租税特別措置法第28条の3、第67条の
4］

　法律等の規定に基づき転廃業を実施する際に、廃止
業者等が交付を受けた転廃業助成金等についての課税
の特例。

－

漁業経営改善促進資金預託原資借入利子補給

収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税
の特例

収用等に伴い代替資産を取得した場合において、圧縮
限度額の範囲内（代替資産の取得価額に差益割合を掛
けた金額）で帳簿価額を損金経理により減額する等を
行ったとき、その減額した金額を所得の金額の計算上、
損金の額に算入することができる。

漁業信用保険事業交付金
漁業者の保証料負担を軽減するために、（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

漁業信用基金協会組織強化対策事業費
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

39

国際規制関連経営安定資金
個々の条約等の規制による漁業経営に対する影響を勘
案し、必要に応じて個別の資金制度を制定し、民間団体
が行う利子補給に要する経費を助成

認定漁業者等の経営改善のため低利の短期運転資金
が円滑に融通されるよう、漁業信用基金協会による金融
機関からの原資供給資金の借入れに対する利子補給

収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除

収用等により取得した補償金が当該譲渡した資産の帳
簿価額等の合計額を超える場合、その超える部分の金
額と5,000万円とのいずれか低い金額を所得の金額の計
算上、損金の額に参入することができる。

4

漁業経営改善効率化支援事業
効率的かつ安定的な漁業経営を目指して経営改善に取
り組む者に対し、漁業経営改善計画の策定を効率的・効
果的に支援する

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］

＜286＞

10

地域漁業管理機関において漁獲枠が削減されたミナミ
マグロ及び大西洋クロマグロの影響を受ける漁業者の経
営安定を図る事業をパイロット的に実施する。

361

－

－

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。)

国際規制関係漁業経営安定パイロット事業費

425
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漁業協同組合系統組織の基盤強
化
（沿海地区漁協の繰越欠損金の解
消）

②

特定の事業用資産の買換え・交換の場合の譲
渡所得の課税の特例措置（漁船）

収入金額が取得価額以下の場合には、収入金額の８
０％に相当する金額を超える部分に課税、また、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を行う。

＜178＞

漁協系統組織改革加速化事業
漁協系統の経営の健全化及び組織力強化等のための
取組への支援

65

242

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］

中小企業等の貸倒引当金の繰入限度額はについて、貸
倒実績率と法定繰入率の選択適用が認められ、さらに協
同組合等はそれぞれの16％割増しが認められる

＜168＞

－

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］

－漁業協同組合合併促進法

石油石炭税相当額を製造業者に還付

　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

－農林漁業用軽油の免税

－

軽油引取税の課税免除の特例［軽油引取税：
地方税法附則第12条の2の4］

水産業協同組合法

経営不振漁協が借り入れる繰越損失金見合いの借換資
金（漁協経営改革支援資金）に対する利子助成及び保
証料助成

漁協経営再建支援事業

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］

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］

免税 －

4/1,000→1/1,000 ＜８＞

特定の基金に対する負担金等の必要経費算入
の特例［所得税・法人税：租税特別措置法第28
条、第66条の11、第68条の95］

長期の事業を行う特定の基金に支出する負担金又は掛
金の必要経費又は損金への算入措置
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特定の基金に対する負担金等の必要経費算入
の特例［所得税・法人税：租税特別措置法第28
条、第66条の11、第68条の95］

長期の事業を行う特定の基金に支出する負担金又は掛
金の必要経費又は損金への算入措置

－

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］

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］

中小企業等の貸倒引当金の繰入限度額はについて、貸
倒実績率と法定繰入率の選択適用が認められ、さらに協
同組合等はその16％割増しが認められる

＜168＞

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］

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］

１９６

＜716＞
漁協が一定の要件を満たした合併を行う場合には適格
合併とみなし、資産の簿価引継や欠損金の損金算入が
認められる

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

－

担保や第三者保証人を持たない経営改善漁業者等へ
の融資及び経営不振漁協の資金借換えの円滑化を図る
ため、漁業信用基金協会の経費負担を軽減

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)

＜286＞

中小漁業関連資金融通円滑化事業

⑯－7


