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平成24年度水産関係予算概算決定について
漁政部 漁政課

平成24年度予算政府原案が平成23年12月24日に閣議決
定されました。その中で、平成24年度水産予算概算決定額は、
通常分が1,832億円、復旧・復興対策分が843億円、合計が
2,676億円となっています（表１）。
平成24年度水産予算概算決定のポイントは、①燃油価格の
高騰が長期にわたる場合においても支援が継続するための漁業
経営セーフティーネット構築事業の補てん基準の引下げ、②高
性能漁船の導入等による収益性向上のための取組を支援する
「もうかる漁業」と被災地向けの「がんばる漁業」の大幅な積
増し、③６次産業化等による産地水産業の強化や災害に強い漁
村づくりを支援する強い水産業づくり交付金の大幅な拡充、④
東日本大震災からの復旧・復興のための切れ目のない支援の実
施、となっています（表２）。
本稿においては、平成23年12月に公表した「平成24年度
水産関係予算概算決定の概要」に基づき、平成24年度水産予
算の概要を説明いたします。

※平成24年度水産予算の概要は水産庁ＨＰにも掲載されてい
ます。
http://www.jfa.maff.go.jp/j/budget/index.html

表１ 平成24年度水産関係予算概算決定の概要
平成23年12月
水 産 庁

平成24年度概算決定額
平成23年度
予算額事 項

対前年度比合計復旧・復興
対策分対前年度比通常分

％百万円百万円％百万円百万円
合 計 133.6267,57184,32791.5183,243200,221

130.2164,05651,66389.2112,392125,972非 公 共 （計）

139.4103,51532,66495.470,85174,249公 共 （計）

129.594,70524,96795.469,73873,136一 般 公 共

129.994,01524,96795.469,04872,367水産基盤整備

89.7690089.7690769漁 港 海 岸

791.68,8107,697100.01,1131,113災 害 復 旧

（注１）通常分とは、基礎的財政収支対象経費に係る分であり、復旧・復興対策分とは、東日
本大震災復興特別会計（仮称）に係る分である。

（注２）金額は関係ベース。
（注３）復旧・復興対策は、復興庁に計上。
（注４）上記のほか、地域自主戦略交付金及び沖縄振興一括交付金（仮称）を内閣府に、東日

本大震災復興交付金を復興庁に計上。
（注５）平成23年度第４次補正予算において、早急に取り組むことができると考えられる事業

（①漁業構造改革総合対策事業13,804百万円、②強い水産業づくり交付金7,128百万
円）を措置。この合計額（20,932百万円）は、平成23年度予算額の10.5％に相当。

表２
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※本文中の（ ）内の数字は昨年の予算額です。
１ 資源管理・漁業所得補償対策

【43,805（51,818）百万円】
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
に対し、漁業共済･積立ぷらすの仕組みを活用した資源管理・
収入安定対策を構築し、コスト対策であるセーフティーネット
事業と組み合わせ、総合的な漁業所得補償を実現します。

（１）資源管理に取り組む漁業者に対する補助
漁業共済・積立ぷらすの仕組みを活用し、漁業者による
資源管理の取組に対する補助として、収入額が減少した場
合に減収補てんをします。
漁業収入安定対策事業 31,496（39,968）百万円

補助率：定額
事業実施主体：全国漁業共済組合連合会

（２）資源管理指針策定・資源管理計画履行確認等に対する
支援

都道府県が策定した資源管理指針の見直しの検討や、資源
管理計画に定められた資源管理措置の履行確認等を行う都道
府県資源管理協議会の運営に必要な経費を支援します。
資源管理体制推進事業 520（578）百万円

補助率：定額
事業実施主体：都道府県資源管理協議会

（３）資源管理計画等の推進に対する支援
資源管理計画等の推進のための漁業者協議会の開催等に
必要な経費を助成します。
資源管理指針等推進事業 67（86）百万円

補助率：定額、1/2
事業実施主体：民間団体等

（４）漁業共済の加入漁業者に対する助成
漁業災害補償法に基づき、災害等による損害を補填する
漁業共済の加入漁業者に対して国庫補助をします。
漁船再保険及び漁業共済保険特別会計へ繰入（漁業共済保
険勘定繰入分） 9,849（10,370）百万円

補助率：定率
事業実施主体：国（漁船再保険及び漁業共済保険特別会計）

（５）燃油・養殖用配合飼料の価格高騰対策
漁業者と国の拠出により、燃油価格や配合飼料価格が急
騰したときに補てん金を交付します。
漁業経営セーフティーネット構築事業

1,872（817）百万円
補助率：定額

事業実施主体：民間団体等
お問い合わせ先：
（１）（４）の事業 水産庁漁業保険管理官

（03－6744－2355）
（２）（３）の事業 水産庁管理課 （03－3502－8437）
（５）の事業 水産庁企画課 （03－6744－2341）

２ 漁業金融・漁協経営対策
【1,936（2,453）百万円】

・ 保証人不要、担保は漁船等のみとする融資を推進するための
保証に対する支援など無担保・無保証人型融資を促進するとと
もに、設備投資等の融資に対して金利負担の軽減を行います。

・ 経営不振漁協の欠損金解消を促進するための支援を実施し
ます。

（１）無担保・無保証人型の融資の推進
①無保証人型漁業融資促進事業

583（754）百万円
保証人を不要、担保は漁業関係資産（漁船等）以外は新
たに求めないこととするとともに、漁業収入からのみ返済
を求めるタイプの融資を推進するための保証支援を行いま
す。 保証枠：525億円

補助率：1/2、2/5、1/3
事業実施主体：漁業信用基金協会、（独）農林漁業信用基金

②漁業経営改善支援資金融資推進事業
157（323）百万円

認定漁業者に対する漁業経営改善支援資金の無担保・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します。

融資枠：52億円

補助率：定額
事業実施主体：㈱日本政策金融公庫

（２）漁船・養殖施設整備等利子補給事業
238（169）百万円

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、日本政策金融公庫資金又は漁業
近代化資金を借りた場合、利子を助成（最大２％まで）す
ることにより、金利負担の軽減（実質無利子化）を図りま
す。 融資枠：48億円

補助率：定率
事業実施主体：民間団体等

（３）漁協経営再建支援事業 190（242）百万円
経営不振漁協が再建のために借入れる借換資金に対し

て、利子助成（基準金利の２分の１以内）及び保証料助成
（保証料率の２分の１以内）を実施します。

補助率：定額
事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：水産庁水産経営課（03－6744－2345）

３ 漁船漁業・担い手確保対策事業
【3,804（918）百万円】

高性能漁船の導入等による漁船漁業の収益性向上や資源管理
のための減船等を推進し、持続的な漁業生産構造を確立しま
す。
人材の育成・確保等を通じて、持続的に漁業活動を担い得る

漁業経営を育成します。

（１）漁船漁業の収益性向上等
高性能漁船と高度な品質管理手法の導入等により、漁船

漁業の収益性を高める取組を支援します。
漁業構造改革総合対策事業

【既存基金への積み増し】3,000（0）百万円
補助率：定額

事業実施主体：民間団体
[４次補正：13,804百万円］

（２）漁業を担う人材の確保
漁業への新規就業・後継者育成を促進するため、就業準

備講習や漁業就業相談会の開催、漁業現場での長期研修
（※）等を支援します。
（※）受入漁家の研修指導への助成：9.4～28.2万円/月以内(就業形
態による）実施規模：260人程度

漁業就業者確保・育成対策事業（新規）396（0）百万円
効率的・安定的沿岸漁業促進事業 56（70）百万円

補助率：定額、1/2以内
事業実施主体：民間団体等

（３）資源管理計画に基づく減船等の支援
資源水準に見合った漁業体制の構築を促進するため、資

源管理計画に基づき漁業者が自主的に行う減船等の取組を
支援します。
水産業体質強化総合対策事業のうち再編整備等推進支援
事業 125（156）百万円

補助率：定額
事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：
（１）の事業 水産庁漁業調整課（03－3502－8469）

（２）（３）の事業 水産庁企画課 （03－3502－8415）

４ 漁場環境保全・被害対策事業
【4,513（5,049）百万円】

・ 大型クラゲ等の有害生物被害対策等、漁場造成技術の開発
や赤潮対策等による漁場保全等を推進します。

・ 漁業者等が行う藻場･干潟等の保全活動を支援します。

（１）有害生物漁業被害防止総合対策事業
578（722）百万円

大型クラゲ等の有害生物について、混獲回避漁具の導入
促進、駆除、陸上処理、日中韓による大型クラゲ国際共同
調査等を総合的に行うことを支援します。

補助率：定額、1/2以内
事業実施主体：民間団体等
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（２）漁場環境・生物多様性保全総合対策事業
754（945）百万円

漁場環境や生物多様性を保全していくために必要な漁場
造成技術の開発や赤潮被害防止対策、生物多様性の評価等
を推進します。

補助率：定額、1/2以内
事業実施主体：民間団体等

（３）漁場機能維持管理事業 2,357（2,390）百万円
韓国・中国等外国漁船の投棄漁具の回収・処分、緊急避
泊対策等の外国漁船対策、北方地域の領海における円滑な
操業の確保や漂流･漂着ゴミ対策を支援します。

補助率：定額、1/2以内、2/5以内、1/3以内
事業実施主体：民間団体

（４）環境・生態系保全対策 395（588）百万円
国民への水産物の安定供給と藻場・干潟等を有する公益
的機能の維持を図るため、漁業者や地域住民等が行う藻場
・干潟等の保全活動を支援します。

補助率：定額
事業実施主体：地域協議会、都道府県、市町村、民間団体

（５）日本沿岸域藻場再生モニタリング事業
66（0）百万円

藻場の効果的・効率的な修復に資するため、日本沿岸域
の藻場の状況について、人工衛星画像、航空写真等により、
その位置や面積を算出します。

補助率：定額
事業実施主体：民間団体

お問い合わせ先：
（１）（２）の事業 水産庁漁場資源課（03－3502－8486）
（３）の事業 水産庁漁業調整課（03－6744－2393）

（４）（５）の事業 水産庁計画課 （03－3501－3082）

５ 増養殖対策
【863（1,198）百万円】

種苗供給を輸入に依存している魚種についての国内産人工種
苗を用いた養殖手法の開発、外来魚等の駆除技術の高度化を支
援します。

（１）海面養殖に関する支援事業 349（491）百万円
種苗供給を輸入に依存している魚種（カンパチ等）につ
いての国内産人工種苗を用いた養殖手法の開発、微生物汚
染等のリスク回避のための養殖生産管理手法の見直しの取
組、ノリの色落ち防止のための水質管理手法の開発につい
て支援します。
持続的養殖生産・供給推進事業 34（79）百万円
海面養殖振興対策事業 302（412）百万円

補助率：定額、1/2
事業実施主体：民間団体等

（２）内水面漁業振興対策事業 210（304）百万円
カワウ・外来魚の駆除、内水面の重要魚種の増殖手法の
開発、内水面の水産資源の生育環境改善の取組、ウナギ資
源の増殖の取組について支援します。

補助率：定額、1/2以内
事業実施主体：民間団体等

（３）増殖に関する支援事業 304（380）百万円
広域に移動する魚種の種苗放流による資源造成、高品質
なさけ・ます資源の造成のための放流適地の調査について
支援します。
種苗放流による資源造成支援事業 114（143）百万円
さけ・ます資源高品質化推進事業 190（238）百万円

補助率：定額、1/2以内
事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：水産庁栽培養殖課（03－3501－3848）

６ 資源調査・資源管理等
【15,759（15,474）百万円】

適切な資源管理を行うために必要となる資源調査等の実施、
漁獲可能量の管理とともに、資源水準に見合った漁業体制構築
の促進等を行います。

（１）我が国周辺水域資源評価等推進事業・国際資源評価等
推進事業等

スルメイカ、マサバ、かつお・まぐろ類等の主要な水産
資源について、科学的知見に基づく適切な資源管理に必要
な資源調査・評価等を実施します。
我が国周辺水域資源評価等推進事業

1,440（1,440）百万円
国際資源評価等推進事業 1,075（1,100）百万円

補助率：定額、1/2以内
事業実施主体：民間団体等

（２）合理的資源管理推進事業
我が国周辺水域の主要資源について、漁獲可能量の適切

な管理等を行います。
合理的資源管理推進事業 173（192）百万円

補助率：委託費
委託先：民間団体等

（３）国際漁業・輸入管理強化推進事業等
漁獲証明制度等による輸入マグロ類の管理の強化、市場

流通の実態把握、ＶＭＳ（衛星船位測定送信機）等による
我が国漁船の管理を行います。
国際規制関係漁業経営安定パイロット事業

325（361）百万円
補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

（４）捕鯨対策
商業捕鯨再開に必要な科学的知見の収集を目的とした調

査を実施するとともに、反捕鯨団体の妨害活動に対する安
全対策を強化します。
鯨類捕獲調査円滑化対策 1,104（715）百万円

補助率：定額
事業実施主体：(財)日本鯨類研究所、民間団体等

（５）漁業取締りの強化
外国漁船の違法操業や尖閣諸島周辺への漁業取締船の常

時派遣の要請等に対応するため、漁業取締船を１隻増隻し
ます。
水産庁事務費のうち指導監督及び取締費

10,674（10,468）百万円
補助率：なし

事業実施主体：民間団体等
お問い合わせ先：
（１）の事業 水産庁漁場資源課（03－6744－2377）

（２）（５）の事業 水産庁管理課 （03－3502－8437）
（３）の事業 水産庁漁業調整課（03－6744－2393）
（４）の事業 水産庁国際課 （03－3502－2443）

７ 漁村の活性化・再生支援
【1,309（1,452）百万円】

・ 地域の創意工夫を活かした取組等による安全で活力のある
漁港・漁村づくりを推進します。

・ 離島の漁業再生活動を支援します。

（１）漁港・漁村活性化対策 74（152）百万円
多面的機能を有する漁港・漁村の活性化を推進するた

め、漁港における再生可能エネルギー導入の実現可能性の
検討手法等の解明、廃船となったFRP漁船の魚礁への活用
等の実証試験を行い、各地において漁港・漁村活性化の活
動が誘発されるよう取り組みます。

補助率：委託
委託先：民間団体等

（２）離島漁業再生支援交付金 1,235（1,300）百万円
離島振興法の指定地域と沖縄・奄美・小笠原の各特別措

置法の対象地域のうち、本土と架橋で結ばれていないな
ど、一定以上の不利性を有する離島を対象として、漁場の
生産力の向上など漁業の再生に共同で取り組む漁業集落に
交付金（１集落（25世帯相当）当たり340万円）の交付
による支援を行います。

交付率：定額
事業実施主体：地方公共団体

お問い合わせ先：
（１）の事業 水産庁計画課 （03－3502－8492）
（２）の事業 水産庁防災漁村課（03－6744－2392）
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８ 水産物加工・流通対策事業
【513（651）百万円】

国産水産物の供給の平準化、品質・衛生管理体制の構築等を
通じ、新鮮で安全・安心な国産水産物の安定供給及び漁業経営
の安定を図ります。

（１）漁業者団体の買取り等による安定供給
439（371）百万円

水揚げ集中時に漁業者団体が水産物を買い取り、漁期外
に放出して供給の平準化を図る場合において、買取代金の
金利、水産物の保管及び加工等に必要な経費を支援しま
す。また、水産物の需給・価格等の動向に関する情報を漁
業者へ発信します。
国産水産物安定供給推進事業 352（371）百万円
水産物流通情報発信・分析事業 87（0）百万円

補助率：定額、1/2以内
事業実施主体：民間団体等

（２）品質・衛生管理体制の構築 74（93）百万円
ＨＡＣＣＰに基づく品質管理のガイドラインの作成や

講習会の開催を支援します。
水産物フードシステム品質管理体制構築推進事業

74（93）百万円
補助率：定額、1/2以内
事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：水産庁加工流通課（03－3502－4190）

９ 強い水産業づくり交付金
【4,475（3,552）百万円】

漁村の６次産業化を通じた産地における水産業の強化や漁港
・漁村における新しい防災・減災対策の取組を支援します。

１．漁村の６次産業化を通じた産地の水産業強化の取組に対す
る支援
（１）漁村において、協議会が策定する「産地水産業強化計
画」に基づき、所得の向上、地先資源の増大、漁業の６次
産業化等に資する取組に対して支援します。

（２）（１）の計画実現のために必要となる施設の整備につい
て支援します。

（３）漁村の６次産業化を一層推進するため、漁村共通の課題
を調査・研究し、成果を全国に普及する活動等を支援しま
す。
産地水産業強化支援事業 3,250（3,164）百万円

交付率：（１）定額（1/2以内）、
（２）定額（1/3、4/10、1/2、5.5/10、2/3以内）、

（３）定額（10/10)
事業実施主体：（１）産地協議会、

（２）市町村、水産業協同組合、民間団体等、（３）民間団体
[４次補正：7,128百万円]

２．漁港・漁村における防災・減災対策に対する支援
漁港や漁村において、地震や津波による災害の未然防止、被
害の拡大防止、被災時の応急対策を図る際に必要となる施設整
備等を支援します。

漁港防災対策支援事業 914（0）百万円
交付率：定額（1/2以内）

事業実施主体：都道府県、市町村、水産業協同組合等
お問い合わせ先：水産庁防災漁村課（03－6744－2391）

10 技術開発・普及推進事業
【334（524）百万円】

・ 電動漁船などによる二酸化炭素排出量の大幅削減及び漁船
の安全性向上のための技術開発を実施します。
・ 水産分野の地球温暖化対策として、温暖化に適応した養殖
品種の開発及び藻場・干潟の炭素吸収機能の評価等を実施し
ます。

（１）漁船等の省エネルギー化、安全確保を促進する技術の
開発
二酸化炭素排出量の大幅削減に資する電動漁船の開発、
漁船の安全性向上のための船体改造技術の開発等を行いま
す。
漁船等環境保全・安全推進技術開発事業

164（312）百万円
補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

（２）水産分野の地球温暖化対策、バイオマス資源の利活用
技術の開発

温暖化に適応した養殖品種の開発、藻場・干潟の炭素吸
収機能の評価を行います。
また、未利用水産資源から有用成分を抽出する技術開発

を行います。
地球温暖化対策推進費 66（82）百万円
水産業振興型技術開発事業 30（46）百万円

補助率：定額
事業実施主体：民間団体等

（３）技術等の漁業現場への普及
開発した技術等を水産業普及指導員により漁業現場に普

及し、沿岸漁業等の生産性の向上、漁家経営の改善等を図
ります。
水産業改良普及事業交付金 75（84）百万円

補助率：定額
事業実施主体：地方公共団体

お問い合わせ先：水産庁研究指導課（03－3502－6773）

11 水産基盤整備事業（公共）
【69,048（72,367）百万円】

東日本大震災等への対応を踏まえた次期漁港漁場整備長期計
画を策定し、流通拠点漁港における高度衛生管理対策と水産環
境整備による水産資源回復対策を推進します。

（１）流通拠点漁港における衛生管理対策の推進
特定第３種漁港などの流通拠点漁港において、安全・安

心な水産物の安定供給と老朽化対策を図るため、高度衛生
管理型荷さばき所・岸壁の整備などを推進します。
直轄漁港整備事業 12,345（12,934）百万円
水産流通基盤整備事業 15,643（15,555）百万円
国費率：10/10（うち漁港管理者2/10等）、1/2等

事業実施主体：国、地方公共団体等

（２）水産環境整備による水産資源回復対策の推進
沖合資源の増大を図るフロンティア漁場整備、水産生物

の生活史に対応した藻場・干潟から沖合域までの良好な生
息環境を一体的に整備する水産環境整備を推進します。
フロンティア漁場整備事業 2,053（2,540）百万円
水産環境整備事業 10,440（9,497）百万円

国費率：10/10（うち都道府県1/4）、1/2等
事業実施主体：国、地方公共団体

※ 輸出促進に資するHACCP対応衛生管理や複数県連携によ
る広域的漁場整備を行う新規性の高いプロジェクトについて
は、日本再生重点化措置枠として、重点的に支援します。
（日本再生重点化措置「近代的・資源管理型の水産対策」）

（３）地震津波防災対策の推進
地震・津波に対する漁港及び背後集落の安全確保のため

の避難施設・避難路の整備、地震・津波に対応した外郭・
係留施設の機能強化などの防災対策を実施します。
直轄漁港整備事業 12,345（12,934）百万円（再掲）
漁港施設機能強化事業 1,348（677）百万円
国費率：10/10（うち漁港管理者2/10等）、1/2等

事業実施主体：国、地方公共団体
お問い合わせ先：水産庁計画課 （03－3502－8491）

12 水産業復興支援（復旧・復興対策 非公共）
【51,663百万円】

漁業・養殖業と水産加工・流通業が一体となった復興を支援
をします。

（１）漁業・養殖業復興支援事業 10,606百万円
漁業・養殖業の復興を推進するため、収益性の高い操業

体制への転換や養殖業の共同化による経営の再建に必要な
経費の支援を行います。

補助率：定額（水揚げ金額では賄えない事業経費の
9/10、2/3、1/2を支援）

事業実施主体：漁業協同組合等

（２）漁船等復興対策 4,119百万円
漁業協同組合等が被災した漁業者のために行う漁船の建

造、中古船の導入、定置網等漁具の導入に対して支援します。
また、被害を受けた漁業者のグループ等が行うＬＥＤ集魚灯
等の最新の省エネ機器設備の導入に対して支援します。
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補助率：1/2、1/3以内、定額
事業実施主体：民間団体等

（３）養殖施設災害復旧事業 1,080百万円
激甚災害に対処するための特別な財政援助等に関する法
律に基づき都道府県が実施する災害復旧事業について、復
旧事業に要する経費の9/10の補助を行います。

補助率：9/10以内
事業実施主体：民間団体等

（４）被災海域における種苗放流支援事業 2,054百万円
種苗生産施設を復旧・復興し、種苗放流を行う体制が整
うまでの間、他海域の種苗生産施設等からの種苗の導入に
より放流尾数を確保するとともに、放流種苗が速やかに放
流海域に適応させるため放流種苗が棲息するための環境を
整える取り組みに対し支援します。

補助率：2/3、1/2以内、定額
事業実施主体：都道府県、市町村、民間団体等

（５）水産業共同利用施設復旧整備 10,009百万円
被災した漁業者等の共同利用施設（荷さばき場、加工施
設、冷凍冷蔵施設、製氷施設、養殖施設等）のうち規模の
適正化や衛生機能の高度化等を図る施設等の整備、被災し
た漁港が必要最低限の機能回復を図るための施設整備を支
援します。

補助率：2/3、1/2以内
事業実施主体：都道府県、民間団体等

（６）水産業共同利用施設復旧支援 3,340百万円
被災した漁協・水産加工協等が水産業共同利用施設の早
期復旧に必要不可欠な機器等の整備に要する経費を支援し
ます。

補助率:2/3、1/2以内
事業実施主体：都道府県、民間団体等

（７）加工原料等の安定確保取組支援 98百万円
地域の漁港において漁業・水揚げが本格的に再開される
までの当面の間、緊急的に漁協・水産加工協等が遠隔地か
ら加工原料の確保等を行う際に生ずる掛かり増し経費の一
部を支援します。

補助率：1/2以内
事業実施主体：民間団体等

（８）漁場復旧対策支援事業 7,884百万円
専門業者が行う漁場のがれき撤去、底びき網漁船等によ
る広域的ながれき撤去の取組や操業中に回収したがれき処
理への支援を行うとともに、がれき撤去後の沿岸漁場の回
復状況や有害物質が沿岸域の生態系へ与える影響の調査を
行います。

補助率：定額、8/10、2/3以内
事業実施主体：都道府県、市町村、民間団体等

（９）水産関係資金の無利子化等事業 5,908百万円
① 水産関係無利子化等事業

災害復旧・復興に必要な日本政策金融公庫資金（水
産加工資金を含む。）、漁業近代化資金等の貸付金利を
実質無利子化するとともに、当該公庫資金の無担保・無
保証人融資の推進のため、日本政策金融公庫に対し出資
します。

② 漁協経営再建緊急支援事業
被災漁協等が経営再建のために借り入れる資金を実
質無利子化します。

融資枠：608億円
うち公庫資金155億円、近代化資金319億円、34億円、
漁協再建資金100億円

補助率：定額
事業実施主体：全国漁業協同組合連合会、日本政策金融公庫

（10）漁業者等緊急保証対策事業 3,445百万円
漁業者・漁協等の復旧・復興関係資金等について、無担
保・無保証人融資を推進するための緊急的な保証について
支援します。
保証枠：533億円（漁業近代化資金及び漁協等向け資金
を含む民間融資を対象）

補助率：定額
事業実施主体：漁業信用基金協会、

独立行政法人農林漁業信用基金

（11）保証保険資金等緊急支援事業 1,350百万円
急増が見込まれる保証保険機関の代位弁済経費等へ助成

します。
補助率：定額

事業実施主体：漁業信用基金協会、
独立行政法人農林漁業信用基金

（12）漁業復興担い手確保支援事業 1,068百万円
漁労技術の円滑な継承や次世代の担い手を確保するた

め、漁家子弟等の就業や、若青年漁業者による他の経営体
の漁船等での技術習得研修（※）等を支援します。
（※）受入漁家の研修指導への助成：9.4～18.8万円/月以内、研修期
間：6～24ヶ月以内、受入予定研修生数：800人程度

補助率：定額
事業実施主体：民間団体等

（13）放射性物質影響調査推進事業 286百万円
原発事故周辺海域の回遊性魚種等の水産物に含まれる放

射性物質を調査します。
補助率：委託費

事業実施主体：民間団体等

（14）海洋生態系の放射性物質挙動調査事業 190百万円
我が国周辺海域において、食物連鎖等を通じた放射性物

質の濃縮の過程等の挙動を明らかとするための科学的な調
査等を実施します。

補助率：定額
事業実施主体：（独）水産総合研究センター

お問い合わせ先：
（１）（２）の事業 水産庁漁業調整課

（03－3502－8469）
（１）（３）（４）の事業 水産庁栽培養殖課

（03－6744－2383）
（５）の事業 水産庁防災漁村課 （03－6744－2391）
（６）（７）（９）（水産加工資金関係）の事業

水産庁加工流通課 （03－6744－2350）
（８）（13）の事業 水産庁漁場資源課

（03－3502－8486）
（９）（水産加工資金は除く）（10）（11）の事業

水産庁水産経営課 （03－3502－8418）
（12）の事業水産庁企画課 （03－6744－2340）
（14）の事業水産庁研究指導課 （03－6744－6772）

13 水産基盤整備事業（復旧・復興対策 公共）
【24,967百万円】

・ 被災した拠点漁港等の流通・防災機能の強化や地盤沈下対
策を行います。

・ 東海地震、東南海・南海地震の対策強化地域等における漁
港の防災対策を強化します。

（１）拠点漁港等復興対策の推進（被災地対策）
拠点漁港における流通・防災機能強化、水産加工場等漁

港施設用地の嵩上げ・排水対策など漁港の地盤沈下対策を
実施するとともに、漁場の生産力回復のための整備等を行
います。
直轄漁港整備事業 1,032百万円
水産流通基盤整備事業 6,200百万円
漁港施設機能強化事業 9,097百万円
水産環境整備事業 732百万円
水産生産基盤整備事業 631百万円
国費率：10/10（うち漁港管理者2/10等）、1/2等

事業実施主体：国、地方公共団体等

（２）漁港緊急防災対策の推進（全国防災対策）
東海地震、東南海・南海地震の対策強化地域等におい

て、漁港の防災対策を強化するため、外郭施設等の機能強
化や避難路等の緊急整備に取り組みます。
直轄漁港整備事業 2,051百万円
水産流通基盤整備事業 1,410百万円
漁港施設機能強化事業 1,222百万円
水産生産基盤整備事業 2,342百万円
国費率：10/10（うち漁港管理者2/10等）、1/2等

事業実施主体：国、地方公共団体
お問い合わせ先：水産庁計画課 （03－3502－8491）
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日本の漁業・漁村と女性について
昨年10月に、農林水産省における女性関連施策の充実強化を図るため農山漁村女性の

能力活用推進チームが発足し、水産庁からのメンバーとなったところである。入省以来
「農林水産業における女性の能力の活用の促進」に関係する仕事をしたことがなく、ま
た、漁業や漁村における実態のこともよく分からないので、とりあえず周りの有識者に意
見を聞いて見ることから始めた。漁業は肉体労働できついから女性はなかなかねえ・・。
６次産業化ぐらいですかねえ・・。という反応がほとんど。どうやら庁内においては意識
すらされていない分野であり、施策も地道なものが１つか２つある程度。また、学術的な
研究もほとんどない模様。
統計の方は、と見てみると、林業は女性の就業状況について統計データが存在しないの

に対し、漁業については、意外にも、自営漁業就業者全体に占める女性の割合は２割、最
盛期の陸上作業従事者全体に占める女性の割合は家族経営で３割、雇用形態で５割となっ
ている。また、ここ数年、新規に漁業に就業する女性も少なからず存在しているところで
ある。これに加え、ある学者によると、統計等においては「みえない労働」として十分に
評価されていないものの、多くの女性は加工・販売過程や海浜清掃等の漁業環境保全活動
を中心になって担っているところだそう。
このように、漁業においては女性も重要な役割を果たしているようである。よくよく考えてみると、漁業の「労

働力」という意味だけでなく、女性（特に若い女性）の存在は漁村において非常に重要な意味を持つ。というのは、
女性がいなければ、出生率は低下し、その漁村の人口は減退し、最終的には消滅という道をたどるだろう。また、
女性がいなければ、おそらく男性も一生涯暮らす場所としてその漁村に魅力を感じないのではないか。
水産業において女性の能力を十分に発揮させるため、また、漁村に女性を呼び込むため、女性の就労環境整備を

行う必要があるのではないか。女性に配慮した施設（漁港にトイレ等）や就労支援のための施設（保育所等）とい
ったインフラ的なものも必要だし、漁村の人々（女性自身も含む）の意識改革にもつながる制度的な手当ても必要
だと思う。融資の優遇措置や自分の浜における意思決定権を持つ漁協の女性幹部職員を増やすことも。働きたい女
性はもちろん、働かない女性にとっても女性の地位が低いところには積極的には住みたくないですよね。そんな制
度を仕組むような現場の需要はないという声も聞かれるが、雇用機会均等法や育児・介護休業制度の例のように、
制度ができて初めて人々の意識が変わり、世の中も少しずつ変化していくということもあるのです。
将来の日本の漁業や漁村を考える上で「女性」というのは一つのキーワード。新しい政策の種を考える際に、ぜ

ひ意識をしてみて下さい。

漁政部企画課
国際専門官

五十嵐 麻衣子
い が らし ま い こ

〈訂正とおわび〉漁政の窓１月号の回遊魚において「がんばろう漁業募金」とあるのは「がんばれ漁業募金」の誤りでし
た。訂正しておわびします。

今回の回遊魚は水産庁から「農山漁村女性の能力活用推進チーム」に抜擢された五十嵐さんに登場してもらいまし
た。とても新鮮なまなざしで漁業と女性の役割を見つめてくれています。
先日、８ページでご紹介している「食べて応援しよう！」の番組ロケで三陸の漁港、魚市場におじゃました時のこ

と。市場の傍らにドラム缶を半分にしたような大なべがドーンと置いてあって、漁協の婦人部の
おかあさん方が、地元のサケやマダラを使ったあったかい汁ものをふるまってくれていました。
お祝いや集まりがあればよく作るとのこと。とりわけ厳しい今年の冬、大なべの周りにはいつの
間にか魚市場で働く人がたくさん集まってきていました。きっと地元の皆さんもこういうひと時
を作ってくれる方々がいるからこの場所が離れ難いのだと思いました。

“窓辺のカーテン”編集後記

水産庁施策情報誌 漁政の窓
編集・発行 水産庁漁政部漁政課広報班

〒100-8907東京都千代田区霞が関1-2-1 合同庁舎1号館8階
代表 03-3502-8111（内線6505）
URL http://www.jfa.maff.go.jp/

ご意見 ご質問はこちらへ 閣 URLhttp://www.maff.go.jp/j/apply/recp/index.html

本冊子は水産庁ホームページでも掲載しています。 URLhttp://www.jfa.maff.go.jp/j/koho/pr/mado/index.html 漁政の窓 検 索
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