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水産庁漁港漁場整備部防災漁村課

強い水産業づくり交付金（経営構造改善目標）
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経営構造改善目標の事業目的

地方の自主性を活かした取組に対し国が総合的に支援することにより、水産基本法の基本理念

である「水産物の安定供給の確保」及び「水産業の健全な発展」の実現を図ります。

「 経営構造改善目標の事業構成 」

（１）漁業収益力の強化
ア 漁場造成・資源管理対策

沿岸域の漁場造成、資源管理や漁場管理のための施設の整備を支援します。
イ 漁業生産性向上対策

生産現場の作業の協業化・効率化、漁獲物の衛生管理や付加価値向上のための施設の整備
を支援します。

（２）水産物流通機能の強化
水産物流通の効率化、拠点化、衛生管理の強化及び消費者ニーズの高い加工品の供給等のた
めの施設の整備を支援します。

（３）労働環境の改善
作業の安全性向上や軽労化、漁業者の資質向上、新規就業者支援、女性や高齢者の参画等の
ための施設の整備を支援します。

（４）燃油高騰対策の強化
燃油高騰に耐久力のある水産業の育成のため、燃油コストの削減や省燃油等に資する施設の
整備を支援します。

（５）ノリ養殖業の構造調整・競争力強化
漁協等の策定するノリ養殖業構造改革計画に基づいて行われる大型ノリ自動乾燥機の整備等
及びノリ高性能刈取船の導入に対し支援します。
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【 交付先等 】
・交 付 先：都道府県等
・事業実施主体：地方公共団体、漁業協同組合、漁業協同組合連合会等
・交 付 率：定額（１／３、４／１０、１／２、５．５／１０（沖縄県２／３）以内）

水 産 庁

とりまとめて都道府県計画を策定

市町村 漁協 漁連

④交付決定 ③計画の提出

申請

【交付金事務の流れ】

市町村

①事業実施主体が要望を都道府県に申請、②都道府県が事業計画をとりまとめ、

③都道府県が水産庁へ事業計画を提出、④水産庁が審査の上、交付金を都道府県に交付、

⑤都道府県が事業実施主体に交付金を配分。

①

①

②

交付金の配分
⑤

都道府県

交付金の配分 ⑤
交付金の配分

⑤

①申請

申請



事
業
要
望

経営への
寄与度

水産政策該当ポイント

事
業
採
択

都道府県重点化
ポイント

B/C

【事業採択の方法】

（１） 事業要望として提出する計画ごとに以下①から③までのポイントを付け水産庁に提出します。
水産庁側では 付与されたポイントが適切であるかを審査いたします。
①B/C（費用便益）ポイント（上限１５ポイント）、経営の寄与度（上限１０ポイント）
②水産政策該当ポイント（上限２５ポイント）
③都道府県重点化ポイント（１計画あたり１０ポイントを付与。１計画あたりの上限２５ポイント）

（２） ポイント数による順位付けを行い、予算額に達するまで採択となります。

事業採択の方法

順
位
付
け

ポ
イ
ン
ト
の
付
与
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事業実施後の事後評価

都 道 府 県 水 産 庁

事業実施主体

①評価結果の報告

②目標未達成の場合、改善計画等を策定し協議
配分額の減額

【事後評価のルール】
・都道府県は目標年度の翌年度に成果目標の達成状況を評価をします。
評価の結果、目標未達成の場合は改善計画を策定し、水産庁と協議します。

・成果目標が未達成で、未達成の理由にやむを得ない事情が認められない場合は翌年度
の交付金の配分額を削減します。

協力
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（１）漁業収益力の強化
H22.4.1現在

メニュー内容 交付率 主な内容

ア 漁場造成・資源管理対策

（１） 漁場底質改善 １/２以内
漁場の底質等の改善を目的として、堅くなった底質を耕すこと（耕うん）、底質を整えること
（整地）、堆積物や雑海藻等の除去（しゅんせつ及び有害生物の除去）

（２） 海水の交流改善 １/２以内
湾内の漁場と外海との海水の交流状態を改善（汐通しを良くする）するための水路等の整
備

（３） 小規模藻場造成 １/２以内 魚介類の稚・仔魚の隠れ場や育成の場として有効な海藻の繁茂する場の造成

（４） 浮き魚礁 １/２以内 回遊性魚類の漁場を造成するための表層、中層に設置する海中構造物

（５） つきいそ １/２以内
定着性の水産動植物又は広域性回遊を伴わない魚種の増産を図るための漁場の造成を
目的として行われる自然石の投入等

（６） 密漁等監視施設 １/２以内 漁場監視レーダー、監視カメラ装置、鉄塔、監視所等により構成される施設や漁場監視船

（７） 漁場・養殖場環境管理施設 １/２以内 海況観測装置（海上ブイ）、送受信装置等により構成される施設

（８） 水産情報高度利用施設 １/２以内 衛星からの海況情報や漁船の安全航行のための無線情報等の送受信施設

（９） 資源調査施設 １/２以内 資源状況の把握等を行う漁業調査船及びその調査機器等

（１０） 小規模漁場造成事業 １/２以内 漁獲規制、種苗放流等を組み合わせた効果的な小規模漁場の造成

（１１） （１）から（１０）までの附帯施設
本体施設に

準じる
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メニュー内容 交付率 主な内容

イ 漁業生産性向上対策

（１） 漁船保全修理施設 ４/10以内 漁船の補修・修繕を目的として陸揚げするための施設

（２） 漁業用作業保管施設 １/２以内 水産物の出荷前の一次処理、漁具等の保管施設

（３） 漁獲物荷さばき施設 １/２以内 漁獲物の集出荷作業場（水揚げ・選別場、卸売場建物、検量施設等）

（４） 漁獲物鮮度保持施設 １/２以内 製氷施設、貯氷施設、冷凍施設、冷蔵施設

（５） 給水給氷施設 ４/10以内 給水施設、給氷施設

（６） 海水処理施設 １/２以内 漁業生産関連作業に使用する海水の殺菌処理等の施設

（７） 水産廃棄物等処理施設 １/２以内 へい死魚、加工残さ、排水等の処理施設、再資源化施設

（８） 合併施設機能再生整備 １/２以内 合併後の新たな役割分担に基づき、既存施設の有効利用を図るための改築、改修

（９） 養殖施設 １/２以内 魚介類等をいけす等に入れて飼育するための施設

（１０） 養殖施設再配置 １/２以内
持続的養殖生産確保法に定める漁場改善計画に基づく養殖施設の再配置のための繋留
資材

（１１） 消波施設 １/２以内 増養殖施設や生物の保護のため、外海からの波の勢いを弱め、静穏域を造成する構築物

（１２） 種苗生産施設 １/２以内 養殖用、放流用の魚介類等をふ化、育成する施設

（１３） 漁獲物運搬施設 ４/10以内 漁獲物運搬船（離島等の条件不利地域に限定）

（１４） 漁獲物蓄養施設 ４/10以内 漁獲物を出荷調整等のため一時的に飼育する施設

（１５） 漁獲物加工処理施設 ４/10以内 漁獲物の簡易な加工処理施設

（１６） （１）から（１５）までの附帯施設
本体施設に

準じる

（１）漁業収益力の強化
H22.4.1現在

注：交付率について、沖縄県において実施する場合は２／３以内、離島においてイの（４）、（１３）、（１５）を実施する場合は5.5／１０以内
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（２）水産物流通機能の強化

メニュー内容

交付率

主な内容
年間水揚量

5,000トン未満
年間水揚量

5,000トン以上

（１） 流通作業保管施設 １／２以内 １／３以内 水産物の出荷前の一次処理、漁具等の保管施設

（２） 水産物荷さばき施設 １／２以内 １／３以内 水産物の集出荷作業場（水揚げ・選別場、卸売場建物、検量施設等）

（３） 水産鮮度保持施設 １／２以内 １／３以内 水産物の鮮度保持施設のための製氷施設、貯氷施設、冷凍施設、冷蔵施設

（４） 高度流通情報総合管理施設 １／２以内 １／３以内 地域内の水産情報、水産流通情報の処理提供のための施設

（５） 海水処理施設 １／２以内 １／３以内 水産物の流通を目的に使用する海水の殺菌処理等の施設

（６） 品質・衛生管理高度化施設 １／２以内 １／３以内
品質・衛生管理の強化を図るための試験研究、新製品の開発、検査・分析等を
行う施設

（７） 水産物蓄養施設 ４／10以内 １／３以内 漁獲物を出荷調整等のため一時的に飼育する施設

（８） 水産物運搬施設（船舶に限る） ４／10以内 １／３以内 水産物の運搬船（離島等の条件不利地域に限定）

（９） 水産物加工処理施設 １／３以内※ 水産物の加工処理施設

（１０） 地魚直販施設 １／２以内 地域の水産物を中心に販売する施設、売店、露店

（１１） 加工技術高度化施設 １／２以内 地方公共団体の試験研究機関に隣接した地域開放型試験研究機関

（１２） 水産廃棄物等処理施設 １／２以内 へい死魚、加工残さ、排水等の処理施設、再資源化施設

（１３） 衛生管理機能整備 １／２以内
都道府県等が定める衛生管理計画の実施に必要な施設の改修、改築、機器
整備

（１４） （１）から（１３）までの附帯施設 本体施設に準じる

H22.4.1現在

※について、次のいずれかを満たした場合には交付率４／１０以内。
①水産物流通機能高度化対策事業基本計画が策定された地域における施設整備の場合
②施設整備後３年以内にＨＡＣＣＰ認定を取得する場合
③施設整備と併せて廃棄物処理を行う機能を整備する場合

注：交付率について、沖縄県において実施する場合は２／３以内、離島において（３）、（８）、（９）、（１０）を実施する場合は5.5／１０以内
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メニュー内容 交付率 主な内容

（１） 漁業作業軽労化機能整備 １／２以内
負担軽減、事故防止、バリアフリー化のための段差解消、ユニック整備等のための施設改築、
機器整備

（２） 小型漁船事故通報施設 １／２以内 漁業者海中転落時の自動通報等の施設

（３） 漁業研修施設 １／２以内 漁業、水産資源に関する研修を行うための研修室、会議室等により構成される施設

（４） 新規就業者活動拠点施設 １／２以内 新規就業者のための漁業技術習得室、研修室等により構成される施設

（５） 女性等活動拠点施設 １／２以内 女性や高齢者の活動支援のため、子供待機室、調理実習室、会議室等により構成される施設

（６） （１）から（５）の附帯施設
本体施設

に準じる

（３）労働環境の改善
H22.4.1現在

（４）燃油高騰対策の強化
H22.4.1現在

メニュー内容 交付率 主な内容

（１） 燃油補給施設 １／２以内 燃油補給施設、燃油運搬船、タンクローリー

（２） 陸電施設 １／２以内 陸電施設

（３） 省エネルギー型施設機能整備 １／２以内 エネルギー消費量を削減するための施設の改築、機器設置

（４） 燃油流通効率化施設整備 １／２以内 燃油効率化計画に基づく燃油施設等の建設、増設及び撤去

（５） （１）から（４）の附帯施設 本体施設に準じる

注：交付率について、沖縄県において実施する場合は２／３以内。

注：交付率について、沖縄県において実施する場合は２／３以内、離島において（１）から（４）を実施する場合は5.5／１０以内
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メニュー内容 交付率 主な内容

（１） 大型ノリ自動乾燥機 １／２以内 大型ノリ自動乾燥機

（２） ノリ高性能刈取船 １／２以内 ノリ高性能刈取船

（３）
大型ノリ自動乾燥機の設置に
必要な上屋

１／２以内 大型ノリ自動乾燥機の設置に必要な上屋

（４） （１）から（３）の附帯施設
本体施設

に準じる

（５）ノリ養殖業の構造調整・競争力強化
H22.4.1現在

注：交付率について、離島において実施する場合は５．５／１０以内。
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主な対象施設の例－１

○水産物流通荷さばき施設

○水産物加工処理施設

漁獲物の水揚げや選別等を行う施設です。

漁獲物の付加価値を高めるため、切
り身や開きなどの加工処理を行う施設
です。

水産物の鮮度保持のための冷凍・冷蔵施
設や製氷・貯氷庫等です。

○水産鮮度保持施設

○漁船保全修理施設 ○漁業用作業保管施設
漁船の補修・修繕を目的として陸揚げ

するための施設です。
漁具の保管や補修を行うため、漁具倉庫、

作業場等により構成される施設です。

燃油タンクや計量器、ホースリール等で
構成される施設です。

○ 燃油補給施設
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養殖用、種苗用の魚介類をふ化、育成
するための施設です。

○種苗生産施設 ○養殖施設

○密漁等監視施設

魚介類等をいけす等に入れて飼育するた
めの施設です。

漁場の資源管理を目的とした漁場監視
レーダー、カメラ、監視所等により構成さ
れる施設や漁場監視船です。

○海水処理施設 ○蓄養施設
紫外線等による海水滅菌処理装置、ろ

過処理装置、取水管等により構成される
施設です。

魚介類の需要調整のため、活魚水槽、
冷海水装置、ろ過装置等により構成され
る施設です。

主な対象施設の例－２

○大型ノリ自動乾燥機
協業化による加工コスト削減のため

の大型ノリ自動乾燥機です。
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○衛生管理機能整備（タンク） ○衛生管理機能整備（高圧洗浄機）

主な対象施設の例－３

○漁業作業軽労化機能整備

水揚げ作業の効率化を図るため、選別機、
コンベア、フィッシュポンプ等により構成
される施設です。

○つきいそ

アワビなどの定着性の動植物を対象に漁
場の造成を目的として行われる自然石の投
入等を行います。

○衛生管理機能整備（魚体選別機）○衛生管理機能整備（トンネルフリーザー）

衛生管理の向上等を図るための冷凍加工
機器です。



14

〒100－8907 東京都千代田区霞が関1-2-1
TEL 03-3502-8111（代表）
水産庁 漁港漁場整備部 防災漁村課 構造改善施設班

漁政部 加工流通課 調整班
増殖推進部 栽培養殖課 養殖企画班
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