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水 産 経 営 構 造 改 善 事 業

１．趣旨・目的
水産基本法の制定を踏まえ、効率的かつ安定的な漁業経営を育成し、国民のニーズに

対応した水産物を安定的に供給していくため、水産基盤整備事業(公共)との有機的な連
携を図りつつ、沿岸地域における漁業、流通・加工業、地域振興に係る施設整備を総合
的に推進する。
なお、地方分権改革推進会議における議論等を踏まえ、地方の裁量を高めるため、水
産経営構造改善事業（水産物産地流通加工施設高度化対策事業を除く）について都道府
県を事業実施主体とするものを除き統合補助事業としている。

（参 考）

〔統合補助金の仕組み〕

①国は、各事業の事業計画を基に、都道府県ごとの配分枠（金額のみを提示、具体の箇所

づけはしない）を決定。

②配分枠内で、都道府県が自らの裁量により、地区別配分を実施。

③事業計画及び配分枠内で、都道府県の裁量で地区間の流用を実施。

２．事業内容
（１）漁業対策
○「漁業経営構造改善事業」

国民への水産物の安定供給を実現するため、漁業経営基盤の強化に資する共同利
用施設の整備

○「高度衛生管理型水産物供給施設モデル整備事業」
漁業実態や漁獲される水産物の特性に応じ、漁獲から浜への陸揚げ、荷さばき、

搬出等の漁業生産活動の各段階における高度な衛生管理を推進するために必要な共
同利用施設の整備

（２）加工・流通対策
○「水産物産地流通加工施設高度化対策事業」

国民が求める安全で高品質な水産物を安定的・効率的に供給するとともに流通加
工分野における「循環型社会」への的確な対応の推進に資する共同利用施設の整備

（３）地域振興対策
○「漁港漁村活性化対策事業」

生活環境の向上や都市との交流促進を通じた漁業活動の拠点である漁村の活力あ
る地域づくりに資する共同利用施設の整備

○「新漁村コミュニティ基盤整備事業」
地域の暮らし、コミュニティの発展に密接に関連する生活環境、交流、情報通信

等の基盤施設の整備を地域の特性等に応じて選択実施

（４）沖縄対策
○「沖縄県水産業拠点強化構造改善特別対策事業」

沖縄県の特殊性を踏まえ、地域特性を活かした水産業の発展のための漁業のみな
らず、流通・加工業をも対象とした共同利用施設の整備

３．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、水産加工業協同組合 等

４．補助率
１／２、４／10、１／３以内 （沖縄県については２／３）

５．平成１５年度概算決定額（前年度予算額）
９，４８３（ ８，０６５）百万円

資料２－２
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漁 業 経 営 構 造 改 善 事 業

１ 趣 旨

水産基本法の基本理念を踏まえ、効率的かつ安定的な漁業経営を育成し、水産物の

安定的な供給を図るため、①我が国周辺水域における資源管理の強化、②漁業経営の

改善と担い手の育成、③流通・加工・消費対策、④漁業地域の振興の４つの課題に即

して沿岸漁業を中心とした漁業において持続的な生産体制を構築するのに必要な漁業

生産基盤としての共同利用施設等の整備を推進する。

２ 事業内容

（１） 持続的漁業生産環境整備事業

漁業資源の維持・増大、漁場環境の保全、漁業の近代化及び広域的な資源回

復計画の実施を推進するための施設整備

〔 築いそ、種苗生産施設、漁業用作業保管施設、資源調査施設、

漁場・養殖場環境管理施設 等 〕

（２） 漁業経営・担い手対策事業

意欲と能力のある担い手の確保・育成、認定漁協の経営基盤強化、女性や高

齢従事者の活躍する場の創設を推進するための施設整備

〔 、 、 、新規就業者活動拠点施設 高生産性作業処理施設 女性等活動拠点施設

漁協合併時の改修 等 〕

（３） 水産物流通高度化事業

産地機能の強化と品質の高い水産物の供給を推進するための施設整備

〔 荷さばき施設、水産鮮度保持施設、高度情報漁業総合管理施設 等 〕

（４） 漁業地域活性化事業

都市住民等にも開かれた地域社会づくりの推進に資する漁業関連施設整備

〔 体験型荷さばき施設、景観に配慮した漁業用作業保管施設 等 〕

地方公共団体、漁業協同組合、漁業協同組合連合会 等３ 事業実施主体

平成１２年度～平成１６年度４ 事業実施期間

3,148,155千円 ( 3,892,082千円)５ 平成１５年度概算決定額（前年度予算額）

１／２、４／10、１／３以内（沖縄県については２／３以内）６ 補助率

［担当課：水産庁漁港漁場整備部防災漁村課］
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高度衛生管理型水産物供給施設モデル整備事業（新規）

１．趣 旨

近年、食品の衛生管理に関しては、Ｏ－157による食中毒事件やＢＳＥ問題に

より、食品の安全性に対する消費者の強い不信感から、より高度な衛生管理に

よる安全な食品の供給が求められている。特に、水産物は生食に供されること

や腐敗が早いという特性を有しているにもかかわらず、漁船上、浜への陸揚、

、 。荷さばき 搬出等の各段階において食品衛生管理の徹底が不十分な状況にある

このため、消費者の食品に対する安全性への関心の高まりに対応する観点か

ら、漁業者自らが意識を持って衛生管理に取り組む地区をモデル地区として、

公共事業と一体的な計画の下、衛生管理に対する漁業生産、水産物供給体制を

構築するため、漁業生産活動を支援する高度衛生管理型の施設を整備し、品質

・衛生面において差別化された水産物を普及することにより、高度衛生管理型

の漁業生産関連施設整備の全国展開に資する。

２．事業内容

漁業者自らが意識を持って衛生管理に取り組む地区をモデル地区として、公

共事業と一体的な計画の下、漁業実態や漁獲される水産物の特性に応じ、漁獲

から浜への陸揚げ、荷さばき、搬出等の漁業生産活動の各段階における高度な

衛生管理を推進するために必要な衛生管理機能を有する運搬船、衛生管理に配

慮した荷さばき施設や水産物鮮度保持施設等の整備を行う。

地方公共団体、漁業協同組合 等３．事業実施主体

平成１５年度～平成１７年度４．事業実施期間

1,350,000千円（0千円）５．平成１５年度概算決定額（前年度予算額）

１／２、４／１０以内（沖縄県については２／３）６．補助率

〔水産庁漁港漁場整備部防災漁村課〕
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沖縄県水産業拠点強化構造改善特別対策事業

１ 趣 旨
沖縄県においては、本土復帰後、昭和４８年から本土との格差に配慮し、水産業構造
改善事業を実施してきた。しかしながら、依然として水産業の基盤整備は途上段階にあ
り、全国的にも整備状況は低い。また、離島という不利な立地条件、台風の常襲地帯で
あること等から、１経営体当たりの生産量、生産額とも全国的に未だ大きな格差がある。
一方、離島においては水産業が基幹産業であることから、地域活性化の観点からも水産
業のより一層の振興が必要である。
このような状況に対し、水産業に係る生産基盤の整備水準の向上、水産業の振興

による地域の活性化等を通じて、本土との格差を解消することを目的として、沖縄
県水産業の構造改善を地域振興の核となる拠点の整備強化を図りつつ、総合的かつ
有機的に実施する。

２ 事業内容
（１）増養殖場整備事業

ア 漁場造成改良事業
生産の拡大及び生産力の向上を図るための漁場の造成及び改良
〔築いそ、漁場の整地、有害生物等の除去 等〕

イ 増養殖・漁場管理施設整備事業
資源の培養及び管理を推進するための施設整備
〔養殖施設、種苗供給施設、漁場管理強化施設 等〕

（２） 水産業近代化施設整備事業
漁船漁業の近代化及び産地における水産物の流通等の改善を図るための施設整備
〔漁船保全修理施設、水産物荷さばき施設、水産物鮮度保持施設 等〕

（３） 漁村環境改善施設整備事業
漁村における生活と生産活動の改善を図るための施設整備
〔廃棄物処理施設、漁船漁業用作業保管施設、水産物加工処理施設 等〕

水産業構造改善推進事業（４）
漁業を営む者の組織する団体等が、当該地域における構造改善を効果的に推進する

ための活動事業
〔資源及び漁場の調査 等〕

地方公共団体、漁業協同組合、漁業協同組合連合会 等３ 事業実施主体

平成１１年度～１７年度４ 事業実施期間

２／３以内５ 補助率

264,830千円 （ 326,950千円）６ 平成１５年度概算決定額（前年度予算額）

［担当：水産庁漁港漁場整備部防災漁村課］
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水産物産地流通加工施設高度化対策事業

１．趣 旨

多様化・高度化する流通・消費システムに的確に対応し、安全かつ高品質な水産物を安定的

に供給するとともに、水産物の流通加工分野における循環型社会への的確な対応を推進するた

め、産地市場の統合・機能強化、大都市近郊における物流拠点の整備、環境への負荷を低減さ

せるための水産物の流通加工過程における排水処理の高度化及び水産加工残滓等のリサイクル

の促進、資源の有効利用及び多様化する消費者ニーズに対応するための加工技術等の高度化、

ＨＡＣＣＰ手法の導入等による品質・衛生管理の高度化、ゼロエミッション型水産加工団地の

整備に必要な施設を計画的・効率的に整備する。

２．事業内容

（１）産地流通機能強化型施設整備事業

産地市場の統合再編整備により拠点化を図る地域、年間の水揚量が５千トン以上の大型拠

点産地、効率的な水産物流通ができると認められる交通体系が整備されている大都市又はそ

の周辺において、地域水産物の付加価値の向上を図り、鮮度・品質・規格の揃った水産物を

効率的に供給する産地流通体制の強化に必要な施設の整備等を行う。

（２）環境対策等高度化施設整備事業

「循環型社会の形成」に向けての新たな環境対策の高度化、資源の有効利用及び多様化す

る消費者ニーズに対応するための加工技術等の高度化、水産食品品質高度化総合対策事業の

成果等を活用した水産物の品質・衛生管理の高度化を図るために必要な施設整備及び環境対

策高度化等のための既存施設の改築等を行う。

（３）無廃棄型水産加工団地基盤整備事業

水産加工団地から排出される加工残滓等を有効利用し、排出物をゼロにするゼロエミッシ

ョン型水産加工団地を整備するため、水産物の加工過程における廃水処理水・加工残滓の再

生利用に必要な施設の整備等を行う。

３．事業実施主体

地方公共団体、水産業協同組合、中小企業等協同組合等

４．事業実施期間

平成１３年度～１７年度、ただし、２ （３）の事業については平成１４年度～１８年度．

５．平成１５年度概算決定額（前年度予算額）

水産物産地流通加工施設高度化対策事業 1, 227, 137千円（1, 417, 046千円）

（１）産地流通機能強化型施設整備事業 213, 837千円（ 686, 579千円）

（２）環境対策等高度化施設整備事業 574, 131千円（ 264, 309千円）

（３）無廃棄型水産加工団地基盤整備事業 439, 169千円（ 466, 158千円）

６．補 助 率

１／２以内、１／３以内

（ ）担当課：水産庁加工流通課
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漁港漁村活性化対策事業（拡充）

１．趣旨

近年、水産物の衛生管理に関しては、０－１５７等の食中毒事件、ＢＳＥ問題により、

衛生管理の徹底とともに消費者が、安全な水産物を安心して購入できるような体制を構築

することが緊要の課題となっている。これに対応し、生産者側においては、漁港の高度利

用等に加え、衛生管理を徹底し、安全安心な水産物を提供することにより、水産物の信頼

を取り戻すことが求められている。しかしながら、水産物の流通の結節点となる漁港漁村

における衛生管理を確保するための基盤施設が不十分であることが「食の再生」を確保す

るための課題となっている。

このため、水産物の供給拠点である漁港漁村における衛生管理体制の構築を支援する深

層水を高度活用するための施設を新たに整備する。

２．事業内容

放置艇収容施設、美化・利用整序促進施設、漁港環境改善促進施設、深層水等利活用施

設、情報基盤施設（以上、漁港高度利用対策 、循環型社会創造推進施設、高齢者対策推）

進施設、漁村空間創造推進施設及び地域資源利活用推進施設（以上、漁村振興対策）を引

き続き整備するとともに、深層水等利活用施設に、深層水活用シャーベット・製氷供給施

新たに追加して整備する。設、深層水多段階利用施設を

３．事業実施主体

地方公共団体１）漁港高度利用対策：

２）漁村振興対策： 地方公共団体、漁業協同組合 等

平成１２年度～平成１６年度４．事業実施期間

５．平成１５年度概算決定額（前年度予算額）

１，８９３，３１４千円 （１，４２９，１４２千円）

１／２ 等６．補助率

環境整備班 黒澤 馨 内線７３０５７．担当班、担当班長及び内線番号

[水産庁漁港漁場整備部防災漁村課］
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新漁村コミュニティ基盤整備事業（名称変更・拡充）

１．趣旨

近年、漁村が有する自然等の資源が見直され、全ての世代が、その資源を体験し、生

活のゆとりの向上を図ろうとする都市側の要請が高まっている。この要請は、国民に、

漁村の公益的な多面的機能があることを認識してもらい、併せて、都市と漁村の対流に

より、地域の活性化を図る絶好の機会ともなっている。

特に、①漁村の水産業及び自然等を体験する「体験学習 、②漁村の自然を修復・保」

全する「自然との共生 、③都市からの転入者にも配慮した生活環境、④漁村における」

安心安全で特徴ある資源（ブランド）を都会にいながらにして入手できる「ｅ－漁村ビ

ジネス 、⑤漁村資源を活用した深層水体験等に対するニーズが高まっている。」

しかしながら、これらのニーズは、漁村・都市住民の直接の参画・推進による双方の

理解と信頼の上に初めて可能となるものである上、今日の社会・経済状況の大きな変化

により生じた新たなものであり、当該ニーズに適切に対応する手法や基盤整備が不十分

であることが、大きな課題となっている。

このため、住民等の参加による事業計画を策定し、新漁村コミュニティ基盤整備事業

を核として、地域の戦略的な取組を支援するソフト施策と連携し、住民参加型の漁村コ

ミュニティづくりを推進する。

２．事業内容

地域全体の振興計画に基づき、地域の暮らし、コミュニティの発展に密接に関連する

生活基盤施設、交流基盤施設、情報基盤施設の整備を、地域の発想を重視しつつ、地域

の特性等に応じて引き続き実施するとともに、新たに、以下の施設を整備する。

体験学習施設①漁村

②海洋深層水体験施設

③都市部の地方公共団体による漁村滞在施設

地方公共団体、漁業協同組合 等３．事業実施主体

平成１４年～１８年度４．事業実施期間

５．平成１５年度概算決定額（前年度予算額）

１，６００，０００千円 （ １，０００，０００千円）

１／２ 等６．補助率

環境整備班 黒澤 馨 内線７３０５７．担当班、担当班長及び内線番号

[水産庁漁港漁場整備部防災漁村課］



平成１４年度漁業経営構造改善事業実施状況一覧

（単位：千円）

北海道 根室 根室市 歯舞漁協 漁場管理強化施設 51,123 26,366 1.94 漁業生産向上効果

北海道 日高 様似町 冬島漁協 築いそ 22,667 13,155 1.72 漁業生産向上効果

北海道 日高 門別町 門別町漁協 築いそ 35,721 20,517 1.74 漁業生産向上効果

北海道 日高 えりも町 えりも町漁協 有害生物等の除去 36,250 21,000 1.72 漁業生産向上効果

北海道 日高 えりも町 庶野漁協 有害生物等の除去 25,776 16,695 1.54 漁業生産向上効果

北海道 日高 静内町 静内漁協 有害生物等の除去 21,343 11,350 1.88 漁業生産向上効果

北海道 釧路・十勝 浜中町 浜中漁協 有害生物等の除去 58,425 27,720 2.11 漁業生産向上効果

北海道 釧路・十勝 浜中町 散布漁協 有害生物等の除去 39,464 26,670 1.48 漁業生産向上効果

北海道 釧路・十勝 釧路市 釧路市東部漁協 有害生物等の除去 31,780 19,572 1.62 漁業生産向上効果

北海道 釧路・十勝 白糠町 白糠漁協 漁場管理強化施設 20,412 15,750 1.30 漁業生産向上効果

北海道 渡島 福島町 福島町 養殖施設 16,786 14,028 1.20 漁業生産向上効果

北海道 渡島 南茅部町 安浦漁協 水産物荷さばき施設 185,698 150,360 1.24 流通改善効果

北海道 檜山 江差町 ひやま漁協 水産鮮度保持施設 301,686 271,320 1.11 流通改善効果

北海道 宗谷 稚内市 宗谷漁協 水産鮮度保持施設

北海道 宗谷 稚内市 宗谷漁協 水産物荷さばき施設

北海道 留萌 小平町 小平漁協 水産鮮度保持施設 94,636 23,804 3.98 流通改善効果

北海道 石狩・後志 寿都町 寿都町漁協 水産鮮度保持施設 365,780 272,727 1.34 漁業労働改善効果

北海道 留萌 羽幌町 羽幌町漁協 水産鮮度保持施設 153,067 128,100 1.19 漁業経費節減効果

北海道 留萌 遠別町 遠別漁協 蓄養施設 180,853 157,500 1.15 流通改善効果

青森県 むつ湾 平内町 平内町漁協 漁業用作業保管施設 12,958 9,618 1.35 漁業労働改善効果

青森県 むつ湾 平舘村 平舘村 漁業用作業保管施設 25,484 20,000 1.27 漁業労働改善効果

青森県 むつ湾 蓬田村 蓬田村漁協 水産物荷さばき施設 160,759 139,608 1.15 流通改善効果

岩手県 岩手 宮古市 重茂漁協 種苗生産施設 924,333 819,118 1.13 漁業生産向上効果

岩手県 岩手 田老町 田老町漁協 水産鮮度保持施設 145,367 105,000 1.38 漁業経費節減効果

宮城県 北中部 河北町 河北町漁協 漁業用作業保管施設 58,743 49,088 1.20 漁業労働改善効果

宮城県 南部 松島町 松島町漁協 漁業用作業保管施設 537,011 299,250 1.79 漁業労働改善効果

秋田県 秋田 男鹿市 男鹿市 築いそ 10,930 7,370 1.48 漁業生産向上効果

秋田県 秋田 象潟町 象潟町 築いそ 11,525 9,600 1.20 漁業生産向上効果

秋田県 秋田 象潟町 秋田県漁協 水産物荷さばき施設 98,710 67,200 1.47 漁業労働改善効果

茨城県 茨城 鹿嶋市 鹿島灘漁協 漁船保全修理施設 98,898 44,573 2.22 漁業経費節減効果

茨城県 茨城 ひたちなか市 ひたちなか市 海水処理施設 15,264 9,000 1.70 流通改善効果

茨城県 茨城 日立市 久慈町漁協 海水処理施設 17,464 11,500 1.52 流通改善効果

千葉県 外房総 鴨川市 鴨川市漁協 海水処理施設 7,038 8,750 0.80 流通改善効果

東京都 島しょ 新島村（本村） 東京都 築いそ 24,081 22,886 1.05 漁業生産向上効果

東京都 島しょ 新島村（若郷） 東京都 築いそ 24,184 22,886 1.05 漁業生産向上効果

東京都 島しょ 新島村（式根島）東京都 築いそ 24,756 22,378 1.10 漁業生産向上効果

東京都 島しょ 利島村 東京都 築いそ 22,964 22,886 1.00 漁業生産向上効果

東京都 島しょ 大島町 伊豆大島漁協 燃油等補給施設 45,009 24,570 1.83 漁業労働改善効果

東京都 島しょ 大島町 伊豆大島漁協 水産物荷さばき施設 20,504 15,154 1.35 漁業労働改善効果

東京都 島しょ 大島町 伊豆大島漁協 水産鮮度保持施設 68,089 50,040 1.36 漁業労働改善効果

東京都 島しょ 大島町 伊豆大島漁協 出荷資材保管施設 19,837 19,451 1.02 流通改善効果

神奈川県 神奈川 平塚市 平塚市漁協 水産物荷さばき施設 76,757 67,700 1.13 流通改善効果

新潟県 新潟 上越市 上越市 漁場管理強化施設 25,203 22,575 1.12 営漁経費節減効果

新潟県 佐渡 相川町 金泉漁協 水産物荷さばき施設 20,900 15,015 1.39 流通改善効果

富山県 富山 魚津市 魚津漁協 水産物荷さばき施設 877,943 813,423 1.08 流通改善効果

石川県 内浦 能登島町 能登島町 漁船保全修理施設 10,709 8,000 1.34 漁業労働改善効果

石川県 内浦 能登島町 ななか漁協 水産鮮度保持施設 94,280 78,750 1.20 漁業経費節減効果

福井県 福井 高浜町 若狭高浜漁協 漁業用作業保管施設 44,802 24,401 1.84 漁業経費節減効果

福井県 福井 高浜町 若狭高浜漁協 漁船保全修理施設 44,384 29,251 1.52 漁業経費節減効果

福井県 福井 小浜市 福井県無線漁協 水産情報高度利用施設 71,576 14,516 4.93 漁業経費節減効果

都道府県名 地域名 市町村名 事業実施主体 事業内容
総便益額

Ｂ
総費用額

Ｃ

費用便
益比率
B/C

貨幣化した主な項目

84,035 80,850 1.04 流通改善効果
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福井県 福井 越前町 福井県漁連 水産鮮度保持施設 176,709 144,648 1.22 流通改善効果

福井県 福井 越前町 福井県漁連 出荷資材保管施設 106,984 81,412 1.31 漁業経費節減効果

福井県 福井 越前町 福井県漁連 水産鮮度保持施設 170,000 153,321 1.11 流通改善効果

福井県 福井 越前町 福井県漁連 蓄養施設 54,536 33,163 1.64 流通改善効果

三重県 鳥羽・志摩 志摩町 志摩町 築いそ 8,101 8,000 1.01 漁業生産向上効果

三重県 鳥羽・志摩 大王町 大王町 築いそ 8,425 8,010 1.05 漁業生産向上効果

三重県 度会 南島町 南島町 築いそ 14,718 9,002 1.64 漁業生産向上効果

三重県 度会 南勢町 南勢町 築いそ 15,487 13,900 1.11 漁業生産向上効果

三重県 東紀州 熊野市 熊野漁協 漁船保全修理施設 27,573 16,000 1.72 漁業経費節減効果

三重県 東紀州 紀勢町 紀勢町 築いそ 17,127 16,168 1.06 漁業生産向上効果

三重県 東紀州 御浜町 紀南漁協 築いそ 18,051 10,000 1.81 漁業生産向上効果

三重県 東紀州 熊野市 熊野漁協 蓄養施設 32,085 17,000 1.89 流通改善効果

京都府 京都 網野町 網野町漁協 海水処理施設 26,897 18,980 1.42 漁業経費節減効果

兵庫県 兵庫内海 家島町 坊勢漁協 漁業用作業保管施設 107,007 81,552 1.31 漁業経費節減効果

兵庫県 兵庫内海 家島町 坊勢漁協 水産鮮度保持施設 366,550 278,072 1.32 漁業経費節減効果

兵庫県 兵庫内海 南淡町 南淡町 築いそ 59,659 20,000 2.98 漁業生産向上効果

兵庫県 兵庫内海 明石市 明石市 築いそ 96,415 20,000 4.82 漁業生産向上効果

兵庫県 兵庫内海 御津町 御津町 築いそ 12,953 5,000 2.59 漁業生産向上効果

兵庫県 兵庫内海 姫路市 姫路市 築いそ 12,951 5,000 2.59 漁業生産向上効果

兵庫県 兵庫内海 洲本市 洲本市 築いそ 13,810 5,000 2.76 漁業生産向上効果

和歌山県 南部 串本町 大島漁協 漁業用作業保管施設 74,843 40,342 1.86 漁業労働改善効果

和歌山県 北部 由良町 大引漁協 漁船保全修理施設 24,024 19,530 1.23 漁業労働改善効果

和歌山県 南部 那智勝浦町 那智勝浦町 築いそ 26,265 25,000 1.05 漁業生産向上効果

和歌山県 中部 南部町 南部町 築いそ 10,704 10,000 1.07 漁業生産向上効果

和歌山県 北部 和歌山市 和歌山市 築いそ 10,545 6,000 1.75 漁業生産向上効果

和歌山県 中部 すさみ町 すさみ漁協 水産鮮度保持施設 12,041 10,290 1.17 流通改善効果

島根県 隠岐 都万村 都万村 築いそ 6,023 5,000 1.20 漁業生産向上効果

島根県 隠岐 知夫村 知夫村 漁業用作業保管施設 58,116 42,000 1.38 漁業労働改善効果

島根県 隠岐 西郷町 西郷漁協 海水処理施設 18,476 35,700 0.52 漁業労働改善効果

島根県 隠岐 海士町 海士町漁協 水産鮮度保持施設 11,778 9,969 1.18 漁業経費節減効果

島根県 島根 美保関町 美保関町漁協 海水処理施設 26,066 15,706 1.66 漁業経費節減効果

島根県 島根 島根町 島根町漁協 海水処理施設 21,156 15,540 1.36 漁業労働改善効果

島根県 島根 島根町 島根町漁協 海水処理施設 12,993 13,010 1.00 漁業労働改善効果

島根県 島根 鹿島町 御津漁協 海水処理施設 26,629 15,708 1.70 漁業経費節減効果

島根県 島根 多伎町 多伎町漁協 海水処理施設 18,974 22,260 0.85 漁業経費節減効果

島根県 島根 大田市 和江漁協 出荷資材保管施設 31,043 23,982 1.29 漁業経費節減効果

岡山県 岡山 笠岡市 白石島漁協 水産物加工処理施設

岡山県 岡山 笠岡市 白石島漁協 漁業用作業保管施設

広島県 広島 川尻町 川尻町 築いそ 8,530 7,200 1.18 漁業生産向上効果

広島県 広島 坂町 坂町 漁船保全修理施設 20,524 17,000 1.21 漁業経費節減効果

広島県 広島 蒲刈町 蒲刈町 築いそ 11,969 10,000 1.20 漁業生産向上効果

広島県 広島 下蒲刈町 下蒲刈町 築いそ 8,035 6,900 1.16 漁業生産向上効果

広島県 広島 尾道市 尾道市 築いそ 8,695 8,000 1.09 漁業生産向上効果

広島県 広島 尾道市 広島県漁連 水産鮮度保持施設 221,237 156,863 1.41 流通改善効果

山口県 山口北 下関市 下関市 種苗生産施設 763,286 583,242 1.31 漁業生産向上効果

山口県 山口内海 光市 光市 築いそ 21,752 12,000 1.81 漁業生産向上効果

山口県 山口内海 徳山市 櫛ケ浜漁協 水産鮮度保持施設 21,534 20,981 1.03 漁業経費節減効果

徳島県 徳島内海 阿南市 橘町漁協 水産鮮度保持施設 141,830 99,330 1.43 漁業経費節減効果

徳島県 徳島内海 松茂町 松茂町 水産鮮度保持施設 67,355 50,190 1.34 漁業経費節減効果

香川県 香川 直島町 直島漁協 水産鮮度保持施設 450,029 238,662 1.89 漁業経費節減効果

香川県 香川 直島町 直島漁協 漁業用作業保管施設 167,511 24,493 6.84 漁業経費節減効果

香川県 香川 内海町 内海町 築いそ 18,127 6,000 3.02 漁業生産向上効果

香川県 香川 池田町 池田町 築いそ 18,871 5,800 3.25 漁業生産向上効果

香川県 香川 観音寺市 観音寺市 築いそ 11,218 5,250 2.14 漁業生産向上効果

272,843 199,251 1.37 漁業生産向上効果
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愛媛県 伊予灘 松山市 松山市 築いそ 15,500 9,200 1.68 漁業生産向上効果

愛媛県 伊予灘 中島町 中島町 築いそ 17,016 10,000 1.70 漁業生産向上効果

愛媛県 伊予灘 中島町 中島町 築いそ 8,224 5,000 1.64 漁業生産向上効果

愛媛県 燧灘 魚島村 魚島村漁協 漁場管理強化施設 35,655 31,000 1.15 漁業生産向上効果

愛媛県 燧灘 岩城村 岩城村 築いそ 8,435 5,000 1.69 漁業生産向上効果

愛媛県 燧灘 関前村 関前村 築いそ 8,691 5,000 1.74 漁業生産向上効果

愛媛県 燧灘 弓削町 弓削町 築いそ 19,204 15,000 1.28 漁業生産向上効果

愛媛県 燧灘 魚島村 魚島村 築いそ 21,122 13,860 1.52 漁業生産向上効果

愛媛県 燧灘 西条市 西条市 築いそ 10,606 8,100 1.31 漁業生産向上効果

愛媛県 燧灘 宮窪町 宮窪町 築いそ 9,526 5,000 1.91 漁業生産向上効果

愛媛県 宇和海 明浜町 明浜漁協 水産鮮度保持施設 65,236 53,970 1.21 漁業経費節減効果

高知県 高知西 大方町 大方町 築いそ 11,139 10,000 1.11 漁業生産向上効果

高知県 高知西 宿毛市 すくも湾漁協 漁業用作業保管施設 35,372 24,780 1.43 漁業経費節減効果

高知県 高知西 土佐清水市 土佐清水市（下川口）築いそ 9,081 5,000 1.82 漁業生産向上効果

高知県 高知西 土佐清水市 土佐清水市（以布利）築いそ 10,398 5,000 2.08 漁業生産向上効果

高知県 土佐湾 須崎市 深浦漁協 漁業用作業保管施設 21,021 18,100 1.16 漁業労働改善効果

福岡県 豊前海 北九州市 恒見漁協 漁業用作業保管施設 63,567 49,000 1.30 流通改善効果

福岡県 筑前海 志摩町 糸島漁協 水産鮮度保持施設 111,753 95,400 1.17 漁業経費節減効果

福岡県 有明海 大川市 大野島漁協 水産物荷さばき施設 192,902 117,968 1.63 漁業労働改善効果

佐賀県 有明海 芦刈町 芦刈漁協 漁船保全修理施設 19,116 15,436 1.24 漁業経費節減効果

佐賀県 有明海 佐賀市 佐賀市漁協 漁船保全修理施設 12,235 11,864 1.03 漁業経費節減効果

佐賀県 有明海 佐賀市 佐賀市漁協 燃油等補給施設 164,517 112,961 1.46 漁業経費節減効果

佐賀県 玄海 鎮西町 鎮西町漁協 漁業用作業保管施設 56,198 31,059 1.81 漁業経費節減効果

佐賀県 有明海 鹿島市 鹿島市漁協 水産物荷さばき施設 384,448 301,472 1.28 流通改善効果

佐賀県 玄海 呼子町 小川島漁協 運搬施設 71,369 39,270 1.82 流通改善効果

佐賀県 玄海 玄海町 仮屋漁協 水産鮮度保持施設 48,049 47,849 1.00 漁業経費節減効果

長崎県 五島 若松町 若松町 築いそ 19,669 10,919 1.80 漁業生産向上効果

長崎県 対馬 美津島町 美津島町漁協 水産鮮度保持施設 66,529 50,925 1.31 漁業経費節減効果

長崎県 対馬 豊玉町 豊玉町 築いそ 14,273 10,000 1.43 漁業生産向上効果

長崎県 長崎県北 鷹島町 鷹島阿翁漁協 漁場管理強化施設 67,268 64,943 1.04 漁業生産向上効果

長崎県 長崎県北 平戸市 志々伎漁協 築いそ 16,279 10,500 1.55 漁業生産向上効果

長崎県 長崎県北 宇久町 宇久町 築いそ 18,468 11,000 1.68 漁業生産向上効果

長崎県 長崎県南 琴海町 琴海町 築いそ 32,053 19,000 1.69 漁業生産向上効果

長崎県 長崎県南 野母崎町 野母崎町 築いそ 55,232 30,000 1.84 漁業生産向上効果

長崎県 長崎県南 崎戸町 崎戸町 築いそ 21,353 19,800 1.08 漁業生産向上効果

長崎県 長崎県南 外海町 外海町 築いそ 36,564 20,000 1.83 漁業生産向上効果

長崎県 長崎県南 大島町 大島町 築いそ 15,207 10,000 1.52 漁業生産向上効果

長崎県 長崎県南 長与町 長与町 築いそ 15,738 10,000 1.57 漁業生産向上効果

長崎県 五島 福江市 福江市 体験型水産物荷さばき施設 179,162 178,511 1.00 流通改善効果

長崎県 壱岐 芦辺町 箱崎漁協 水産鮮度保持施設 469,390 218,831 2.14 漁業経費節減効果

熊本県 熊本南 田浦町 田浦町 築いそ 9,345 9,000 1.03 漁業生産向上効果

熊本県 熊本有明 宇土市 住吉漁協 海水交流改善 36,256 24,629 1.47 漁業生産向上効果

熊本県 熊本有明 熊本市 沖新漁協 海水交流改善 42,001 25,410 1.65 漁業生産向上効果

熊本県 天草 五和町 五和町 築いそ 17,699 9,000 1.97 漁業生産向上効果

熊本県 天草 天草町 天草町 築いそ 14,527 9,800 1.48 漁業生産向上効果

熊本県 天草 牛深市 牛深市漁協 漁業用作業保管施設 127,967 90,585 1.41 漁業経費節減効果

熊本県 天草 有明町 有明町 築いそ 14,580 9,000 1.62 漁業生産向上効果

熊本県 天草 姫戸町 姫戸町 築いそ 12,511 10,000 1.25 漁業生産向上効果

熊本県 熊本有明 岱明町 高道漁協 漁業用作業保管施設 22,598 14,490 1.56 漁業労働改善効果

大分県 大分内海 国東町 国東町 築いそ 22,431 19,680 1.14 漁業生産向上効果

大分県 大分内海 日出町 日出町 築いそ 6,351 6,300 1.01 漁業生産向上効果

大分県 大分内海 姫島村 姫島村 築いそ 21,564 18,000 1.20 漁業生産向上効果

大分県 大分内海 香々地町 香々地町 築いそ 16,983 13,600 1.25 漁業生産向上効果

大分県 大分南 佐賀関町 大分県漁協 漁場管理強化施設 17,174 10,500 1.64 漁業生産向上効果
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都道府県名 地域名 市町村名 事業実施主体 事業内容
総便益額

Ｂ
総費用額

Ｃ

費用便
益比率
B/C

貨幣化した主な項目

大分県 大分南 米水津村 米水津村 築いそ 16,344 15,000 1.09 漁業生産向上効果

宮崎県 宮崎 日向市 日向市 築いそ 10,501 10,000 1.05 漁業生産向上効果

宮崎県 宮崎 日向市 日向市 築いそ 10,168 10,000 1.02 漁業生産向上効果

宮崎県 宮崎 日南市 日南市 築いそ 20,783 11,400 1.82 漁業生産向上効果

宮崎県 宮崎 串間市 串間市 築いそ 17,251 10,000 1.73 漁業生産向上効果

宮崎県 宮崎 門川町 庵川漁協 養殖施設 16,240 15,500 1.04 漁業生産向上効果

宮崎県 宮崎 宮崎市 青島漁協 漁業総合管理施設 21,714 12,000 1.81 流通改善効果

宮崎県 宮崎 北浦町 北浦漁協 水産鮮度保持施設 31,805 21,000 1.51 流通改善効果

鹿児島県 大隅 佐多町 佐多町 築いそ 26,421 20,000 1.32 漁業生産向上効果

鹿児島県 大隅 喜入町 喜入町漁協 漁船保全修理施設 26,216 23,373 1.12 漁業経費節減効果

鹿児島県 大隅 鹿屋市 鹿屋市漁協 水産鮮度保持施設 97,090 96,180 1.01 漁業経費節減効果

沖縄県 八重山 石垣市 八重山漁協 高生産性作業処理施設 23,325 16,147 1.44 漁業労働改善効果
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平成１４年度沖縄県水産業拠点強化構造改善特別対策事業実施状況一覧

（単位：千円）

沖縄本島北部 金武町 金武漁協 種苗供給施設 160,006 98,894 1.62 漁業生産向上効果

沖縄本島北部 伊江村 伊江漁協 漁船保全修理施設 6,933 5,999 1.16 漁業経費節減効果

沖縄本島中南部 久米島町 沖縄県車海老漁協 種苗供給施設

沖縄本島中南部 久米島町 沖縄県車海老漁協 増養殖用作業保管施設

沖縄本島中南部 与那城町 与那城町漁協 燃油等補給施設 38,950 34,238 1.14 漁業労働改善効果

沖縄本島中南部 座間味村 座間味村 漁船保全修理施設 8,463 8,304 1.02 漁業経費節減効果

沖縄本島中南部 佐敷町 佐敷・中城漁協 漁船保全修理施設 6,436 6,289 1.02 漁業経費節減効果

沖縄本島中南部 豊見城村 糸満漁協 漁船保全修理施設 10,606 8,014 1.32 漁業労働改善効果

沖縄本島中南部 知念村 知念村漁協 燃油等補給施設 79,736 28,037 2.84 漁業経費節減効果

沖縄本島中南部 知念村 知念村漁協 実践的な実験事業 10,500 -

宮古 平良市 池間漁協 漁船保全修理施設 4,692 4,589 1.02 漁業経費節減効果

宮古 平良市 平良市漁協 水産物加工処理施設 107,937 61,153 1.77 流通改善効果

地域名 市町村名 事業実施主体 事業内容
総便益額

Ｂ
総費用額

Ｃ

費用便
益比率
B/C

貨幣化した主な項目

226,817 225,328 1.01 漁業生産向上効果
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平成１４年度　水産物産地流通加工施設高度化対策事業実施状況一覧表

（金額単位：百万円）

都道府県名 地 域 名 事業実施主体 事 業 内 容 費用便
益比率

便益 費用 貨幣化した主な項目

北 海 道 函　　館 函館市 卸売場建物 1.18 892 759 魚価向上、経費節減効果

〃 枝　　幸 枝幸漁業協同組合 製氷・貯氷施設 1.44 425 360 経費節減効果

〃 羅　　臼 羅臼町 再資源化施設 1.66 371 224 経費節減効果

〃 稚　　内 稚内水産廃棄物処理協同組合 廃棄物処理施設 1.66 207 124 経費節減効果

岩 手 県 種　　市 種市町 卸売場建物 1.03 69 67 魚価向上、経費節減効果

千 葉 県 鴨　　川 鴨川市漁業協同組合 集配施設 1.29 151 117 経費節減効果

静 岡 県 焼　　津 焼津漁業協同組合 冷蔵施設 1.16 635 543 魚価向上、経費節減効果

長 崎 県 松　　浦 松浦市 廃水処理施設 1.78 563 316 経費節減効果

長 崎 県 長　　崎 長崎蒲鉾水産加工業協同組合 廃水処理施設 1.71 120 70 販売収益向上、経費節減効果

長 崎 県 長　　崎 長崎漁港水産加工団地協同組合 残滓処理施設 2.02 809 400 販売収益向上、経費節減効果

鹿児島県 鹿児島 鹿児島県 試験研究施設 1.12 335 299 付加価値向上効果

備考（経済効果指標等）
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（単位：百万円）

都道府
県名

漁港又は
地区

市町村名
事業主
体名

事業内容
総便益
額
Ｂ

総費用
額
Ｃ

費用便
益比率
B/C

貨幣化した主な項目

北海道 相沼 熊石町 道 放置艇収容施設整備 40 33 1.21 生産性の向上

元和 乙部町 道 漁港環境改善推進施設 29 19 1.51 生産性の向上

小谷石 知内町 道 放置艇収容施設整備 23 17 1.39 生産性の向上

富浜 門別町 道 漁港環境改善推進施設 162 133 1.21 生産性の向上

落部 八雲町 道 漁港環境改善推進施設 74 47 1.58 生産性の向上

追直 室蘭市 室蘭市 美化・利用整序促進施設 233 128 1.82 地域産業の活性化

湧別 湧別町 湧別町 美化・利用整序促進施設 35 27 1.28 生産性の向上

小計 ６件

青森県 鰺ヶ沢 鰺ヶ沢町 青森県 漁港環境改善推進施設 28 15 1.81 コスト削減効果

小計 １件

岩手県 宿 宮古市 宮古市 美化・利用整序促進施設 38 30 1.26 生産性の向上

田老 田老町 岩手県 漁港環境改善推進施設 28 14 1.99 生産性の向上

両石 釜石市 岩手県 漁港環境改善推進施設 125 9 13.07 生産性の向上

岩手県沿岸 岩手県 岩手県 放置艇収容施設整備 79 53 1.50 コスト削減効果

小白浜 釜石市 岩手県 漁港環境改善推進施設 25 9 2.67 生産性の向上

釜石 釜石市 岩手県 漁港環境改善推進施設 111 9 12.45 生産性の向上

小計 ６件

宮城県 荒浜 亘理町 亘理町 放置艇収容施設整備 944 188 5.01 生産性の向上

小計 １件

秋田県 脇本 男鹿市 男鹿市 漁港環境改善推進施設 17 6 2.90 生産性の向上

船越 男鹿市 男鹿市 漁港環境改善推進施設 28 17 1.62 生産性の向上

五里合 男鹿市 男鹿市 漁港環境改善推進施設 7 5 1.54 生産性の向上

岩館 八森町 秋田県 漁港環境改善推進施設 15 5 3.22 生産性の向上

八森 八森町 八森町 深層水等利活用施設 35 10 3.61 付加価値向上

畠 男鹿市 秋田県 漁港環境改善推進施設 29 7 4.15 生産性の向上

平沢 仁賀保町 秋田県 漁港環境改善推進施設 17 10 1.73 生産性の向上

北浦 男鹿市 秋田県 漁港環境改善推進施設 32 7 4.85 生産性の向上

小計 ８件

山形県 小波渡 鶴岡市 山形県 美化・利用整序促進施設 27 9 2.96 就労環境の改善

小計 1件

福島県 松川浦 相馬市 福島県 漁港環境改善推進施設 247 29 8.57 生産性の向上

小計 1件

千葉県 和田 和田町 千葉県 美化・利用整序促進施設 24 19 1.25 生産性の向上

小計 １件

神奈川県 三崎外１ 神奈川県 神奈川県 放置艇収容施設整備 17 15 1.13 コスト削減効果

小計 １件

兵庫県 阿閉 播磨町 播磨町 放置艇収容施設整備 457 212 2.16 生産性の向上

小計 １件

鳥取県 夏泊 青谷町 青谷町 漁港環境改善推進施設 12 3 3.99 生産性の向上

長和瀬 青谷町 青谷町 漁港環境改善推進施設 13 11 1.16 生産性の向上

境 境港市 県 漁港環境改善推進施設 82 17 4.85 就労環境の改善

小計 ３件

徳島県 由岐 由岐町 由岐町 美化・利用整序促進施設 59 23 2.56 生産性の向上

小計 1件

高知県 灘 大方町 大方町 放置艇収容施設整備 87 15 5.80 生産性の向上
栄喜 宿毛市 宿毛市 美化・利用整序促進施設 75 36 2.07 生活環境の改善効果

小計 ２件

長崎県 手熊 長崎市 長崎市 放置艇収容施設整備 69 43 1.61 生産性の向上

小計 １件

沖縄県 石垣 石垣市 石垣市 深層水等利活用施設 169 123 1.37 付加価値向上

小計 １件

計 ３５件

平成１４年度　漁港漁村活性化対策事業新規地区一覧表
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（単位：百万円）

都道府
県名

漁港又は
地区

市町村名 事業主体名 事業内容
総便益

額
Ｂ

総費用
額
Ｃ

費用便
益比率
B/C

貨幣化した主な項目

青森県 小泊 小泊村 小泊村 生活基盤施設 570 485 1.18 生活環境の改善効果

小計 １件

岩手県 蛸の浦 大船渡市 大船渡市 生活基盤施設 130 91 1.43 生活環境の改善効果

大沢 山田町 山田町 生活基盤施設 36 27 1.32 生活環境の改善効果

小計 ２件

東京都 大島 大島町 大島町 交流基盤施設 131 119 1.10 付加価値向上

小計 １件

新潟県 名立 名立町 名立町 交流基盤施設 404 360 1.12 交流促進効果

小計 １件

静岡県 駿河遠州 新居町 新居町 交流基盤施設 304 169 1.79 交流促進効果

小計 １件

三重県 浜島 浜島町 浜島町 交流基盤施設 528 422 1.25 交流促進効果

神島 鳥羽市 鳥羽市 交流基盤施設 72 17 4.16 交流促進効果

小計 ２件

兵庫県 坊勢 家島町 家島町 生活基盤施設 227 58 3.94 生活環境の改善効果

沼島 南淡町 南淡町 交流基盤施設 478 156 3.06 生活環境の改善効果

小計 ２件

鳥取県 境 境港市 県 生活基盤施設 100 36 2.76 就労環境の改善

小計 １件

島根県 恵曇 鹿島町 鹿島町 交流基盤施設 74 67 1.10 交流促進効果

小計 １件

山口県 見島 萩市 萩市 交流基盤施設 57 42 1.36 交流促進効果

小計 １件

香川県 唐櫃 土庄町 土庄町 交流基盤施設 95 30 3.18 交流促進効果

小計 1件

高知県 沖の島 宿毛市 宿毛市 生活基盤施設 15 11 1.43 生活環境の改善効果

柏島 大月町 高知県 交流基盤施設 289 110 2.63 交流促進効果

小計 ２件

福岡県 相島 新宮町 新宮町 生活基盤施設 103 39 2.63 生活環境の改善効果

小計 １件

長崎県 度島 平戸市 平戸市 交流基盤施設 97 36 2.70 交流促進効果

小値賀 小値賀町 小値賀町 交流基盤施設 469 297 1.58 交流促進効果

野崎 小値賀町 小値賀町 交流基盤施設 538 221 2.44 交流促進効果

小計 ３件

大分県 国東 国東町 大分県漁協 交流基盤施設 118 105 1.13 付加価値向上

小計 １件

宮崎県 青島 宮崎市 青島漁協 交流基盤施設 29 19 1.50 付加価値向上
島野浦 延岡市 島浦町漁協 交流基盤施設 33 20 1.62 付加価値向上

小計 ２件

鹿児島県 江口 東市来町 東市来町 交流基盤施設 670 250 2.68 付加価値向上

小計 １件

計 ２４件
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