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資料３－２

内水面環境活用総合対策事業

１．趣 旨
内水面は閉鎖的水域が多いため、水産資源が涸渇しやすく、また、河川工作

物の影響、雑排水による水質の低下に加え、近年のブラックバス等外来魚の生
息域の拡大等により、漁業対象種のみならず、希少水生生物を含め、その生息
環境は悪化してきている。
また、内水面漁業の基幹的地域の多くは中山間地域に属し、農林業、観光業

等と密接に関連しながら地域の産業・社会を形成しているが、高齢化や後継者
不足、過疎化が進むなどますます厳しい状況にある。
このような内水面を取り巻く状況に対処し、豊かな内水面環境の活用による地

域の活性化を推進するため、
① 多様な生物生息環境の保全と内水面漁業の健全な育成、
② 地域特性を配慮した水産資源を活用した内水面域の活性化、
③ 地域毎の組織強化による内水面漁業・養殖業の振興
を基本目標として、生態系との調和、地域特性の活用、他産業との連携等を念頭
に置いた水産資源の増養殖基盤、水産業近代化施設、都市住民との交流促進施設
等の整備を行う。

２．事業の内容
（１）基幹地域活性化事業

・ 計画的、総合的に内水面漁業等の活性化を図る。
・ 原則 都道府県毎に定める内水面の基幹的地域 ２５地域

（２）関連地域活性化事業
・ 水産資源を活用した内水面関連地域の活性化を図る。
・ 原則 市町村の地域 ８ケ所

（３）養鰻地域活性化事業
・ 加工施設等共同利用施設の整備により養鰻地域の活性化を図る。
・ 原則 市町村の地域 ４ケ所

３．事業実施主体 地方公共団体等

４．事業実施期間 平成１２年度～平成１６年度

５．平成１５年度概算決定額（前年度予算額）

５０１，８８２千円（６２７，３５３）千円

（１）基幹地域活性化事業 ２７４，３８２千円（３４２，９７８）千円
（２）関連地域活性化事業 １４０，０００千円（１７５，０００）千円
（３）養鰻地域活性化事業 ８７，５００千円（１０９，３７５）千円

６．補 助 率 １／２、１／３以内

（担当課：水産庁栽培養殖課）
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内水面環境活用総合対策事業メニュー・対象施設の一覧（補助率）

基幹地域活性化事業、関連地域活性化事業は、下記の事業種目。
養鰻地域活性化事業は、下記の事業種目のうち、１の（１）、４及び５を除く。

１．水産資源増養殖基盤整備事業

（１）漁場造成改良事業（1/2）

産卵場・稚魚育成場造成、漁場の耕うん、しゅんせつ、障害物等の除去、魚

礁、魚道、迷入防止施設

（２）資源培養推進施設整備事業（1/2）

種苗生産供給施設、種苗中間育成施設、希少種保全施設、給排水施設

（３）漁場管理強化施設整備事業（1/2）

漁場管理強化施設、種苗等採捕施設

２．水産資源環境施設整備事業（1/2）

給排水等処理施設、病害汚染防止施設、水産廃棄物等処理施設、用水再利用施

設、新熱源利用施設

３．水産業近代化施設整備事業（1/3）

養殖施設、蓄養施設、生産物処理加工・保管施設、作業・保管施設、地域産物

展示販売施設、後継者育成等施設、施設等連絡道

４．資源活用交流促進施設整備事業

（１）知識普及教育施設整備事業（1/2）

体験学習施設、展示施設、情報連絡施設

（２）遊漁等施設整備事業（1/3）

管理施設、釣場造成、釣場安全施設、釣関連道、遊漁船けい留施設、指導救

難船、蓄養施設、湖沼河川広場、河畔･湖畔環境活用施設、河畔･湖畔休養施設

５．内水面環境活用推進事業（1/2）

資源及び漁場等の調査



増便益額 総費用額 費用便益
（千円） （千円） 比　　 率

Ｂ C Ｂ／Ｃ

基幹地域 青森県 青森県 上北町 小川原湖漁協 種苗生産供給施設 7,848 5,484 1.43 生産性改善効果

関連地域 秋田県 小坂町 小坂町 十和田湖増殖漁協 種苗生産供給施設 175,115 160,000 1.09 生産性改善効果

関連地域 〃 羽後町 羽後町 秋田県 魚道整備 － 15,000 －

基幹地域 茨城県 茨城県 緒川村 緒川村 魚道整備 － 6,837 －

基幹地域 栃木県 栃木県 利根川水系流域 栃木県漁連 有害生物の除去 － 2,000 －

関連地域 石川県 加賀地域 手取川水系 石川県 漁場造成改良 － 2,000 －

生産性改善効果
14年度（給排水施設）、15年度(養殖池)

関連地域 富山県 富山 大門町 庄川沿岸漁協 種苗中間育成施設 300,233 293,693 1.02 生産性改善効果

関連地域 山梨県 道志村 道志村 道志村漁協 体験学習施設、管理施設 50,117 31,549 1.59 地域振興効果

生産性改善効果
13年度（飼育棟）、14年度(飼育池等)

基幹地域 〃 　 〃 坂内町 　 〃 魚礁設置 － 24,600 －

基幹地域 〃 　 〃 白川町 　 〃 魚道整備 － 25,400 －

基幹地域 〃 　 〃 笠松町 木曽川長良川下流漁協 蓄養施設 5,661 4,952 1.14 生産性改善効果

基幹地域 静岡県 天竜川流域 天竜川本流流域 天竜川漁協 有害生物の除去 － 2,110 －

養鰻地域 愛知県 一色町 一色町 一色鰻漁協 養殖施設 260,327 44,716 5.82 生産性改善効果

関連地域 滋賀県 米原町 米原町 滋賀県 種苗生産供給施設 67,082 54,662 1.23 生産性改善効果

関連地域 山口県 山口市 山口市 甚野川漁協 魚礁設置 － 5,000 －

基幹地域 大分県 大分県 大分市 鶴崎漁協 作業・保管施設 22,028 12,772 1.72 漁業労働改善効果

基幹地域 熊本県 熊本県 熊本県 菊陽町 魚道整備 － 26,000 －

養鰻地域 鹿児島県 串良町 串良町 大隅地区養鰻漁協 生産物処理加工・保管施設 1,567,845 480,000 3.27 生産性改善効果

関連地域 〃 出水市 出水市 広瀬川漁協 産卵場・稚魚育成場造成 － 2,670 －

1.27

109,302 74,400

564,242 445,000岐阜県 美濃市 岐阜県 種苗生産供給施設岐阜県

貨幣化した主な項目

1.47東京都 奥多摩町 奥多摩町 給排水施設

基幹地域

区　分

　平成１４年度内水面環境活用総合対策事業の実施状況一覧

奥多摩町基幹地域

都道府県 市町村名 事業主体名 事業内容地域名


