
平成31年度 平成30年度

農 林 水 産 部 23,777,680 25,849,245

<農林水産政策局>
○31 ○30

農林水産総務課
Ⅰ 農 業 総 務 費

1. 農業委員会等運営事業 179,076 158,709 農業生産力の増進及び農業経営の合理化を図るため、市町

○補○単 村農業委員会及び県農業会議の活動を支援するために要す

る経費

2. ６次産業化推進事業○補○単 132,034 214,034 農業経営の多角化を推進するため、６次産業化に取り組む

農林漁業者等に対する支援体制を整備するとともに、新商

品開発・販路開拓の取組や加工・販売施設等の整備を支援

するために要する経費

3. 世界農業遺産推進事業 14,944 13,434 世界及び日本農業遺産認定地域の国内外に向けた広域的な

○補○単 取組や、世界農業遺産の新規認定に向けた県内候補地の取

組を支援するために要する経費

Ⅱ 農業協同組合指導費

1. 組合検査事業 ○単 8,456 8,456 農業・水産業協同組合、森林組合及び農業共済組合の常例

検査等を実施するために要する経費

Ⅲ 農 地 調 整 費

1. 自作農財産管理等特別 22,028 22,027 自作農財産の管理及び処分等に要する経費

事業 ○補

Ⅳ 試 験 場 費

1. 農林水産業競争力アッ 54,015 55,550 新品種開発や高品質安定生産、低コスト・省力化等の新た

プ技術開発事業 ○単 な技術開発に要する経費

2．農林水産関係競争的資 103,370 59,018 農林水産省等の外部機関の競争的（公募型）研究資金を活

金試験研究事業 ○受 用する試験研究に要する経費

3．漁業調査船「きのくに」 528,747 8,012 漁業調査船「きのくに」の老朽化に伴う代船建造等に要す

代船建造事業 ○単 る経費

食 品 流 通 課
Ⅰ 農 業 振 興 費

1. 県産品販路開拓コーデ 24,248 24,700 百貨店・高級スーパー等を中心に県産品の販路拡大を図る

ィネート事業 ○単 ために要する経費

2. わかやま紀州館運営事 15,041 14,967 東京有楽町にある和歌山県アンテナショップから首都圏に

業 ○単 おいて広く県産品を情報発信するために要する経費

3. 国内大型展示会出展事 34,375 33,518 県産農水産物・加工食品の流通促進のため、国内最大級の

業 ○単 国際見本市等に出展するために要する経費

4. 和歌山県農水産物・加 29,124 28,270 県産農水産物・加工食品の海外販路開拓に要する経費

工食品輸出促進事業 ○単

5. わかやまブランド支援 427,479 78,873 アドバイザーを活用した製品開発や販路開拓支援、中間加

事業 ○補○単 工食材等開発支援及び商標監視並びに和歌山市中央卸売市

場の整備に対する補助に要する経費
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6. 高級ブランド新構築事 13,907 15,000 大企業とのコラボやＪＡグループとの連携により、本県食

業 ○単 材のブランドイメージを全国に発信し、多様な販売支援に

要する経費

7. 「おいしい！健康わか 6,898 6,898 イメージキャラクターの起用やマスメディア対策等によ

やま」定着ＰＲ戦略事 り、県産食材の機能性ＰＲや「おいしい！健康わかやま」

業 ○単 のイメージ定着に要する経費

農業農村整備課
Ⅰ 農 業 総 務 費

1. 中山間地域等直接支払 1,039,891 1,022,669 中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し、農地の多

事業 ○補 面的機能を確保するため、農業生産活動等を行う農業者に

対し直接支払いを実施するために要する経費

Ⅱ 土 地 改 良 費

1. 中山間ふるさと・水と 29,369 29,805 土地改良施設及び棚田地域等の有する多面的機能の良好な

土保全対策事業 ○補 発揮と地域住民活動の推進を図るために要する経費

2．国営造成施設管理事業○単 26,634 26,277 国営十津川紀の川土地改良事業で造成した施設の維持管理

費負担に要する経費

3．国営事業等負担金事業○単 826,519 3,781,240 国営事業（国営施設応急対策事業南紀用水地区、総合農地

防災事業和歌山平野地区）にかかる負担金、（独）森林総

合研究所が実施した農用地総合整備事業にかかる償還に要

する経費

4．国営造成施設管理体制 71,796 71,796 農業水利施設の多面的機能の発揮等について、地域におけ

整備促進事業 ○補 る取組を促進する観点から、県が市町村と連携し、土地改

良区の管理体制整備を図るために要する経費

5．県営中山間総合整備事 241,629 336,000 中山間地域の農村の活性化を図るため、生産基盤の整備を

業 ○補 総合的に実施するために要する経費

6．基幹水利施設ストック 83,407 115,500 施設の長寿命化の観点に立ち、的確な施設の予防保全を実

マネジメント事業 ○補 施し、ライフサイクルコストの低減と施設管理の合理化を

図るために要する経費

7. 県営中山間地域ほ場環 84,000 － 中山間地域における営農上の懸案解決や農地流動化を促進

境整備事業 ○補 し、産地維持を支援するための基盤整備に要する経費

8. 県単小規模土地改良事 95,464 110,464 国の採択基準に満たない農道整備、かんがい排水、ため池

業 ○単 保全、ほ場整備等を実施する団体への助成に要する経費

9. 県営水利施設等保全高 368,279 280,068 農業水利施設の合理化・省力化等整備に要する経費

度化事業 ○補

10. 多面的機能支払事業 ○補 331,300 334,932 多面的機能と地域資源の質的向上を図る共同活動の支援、

及び水路、農道等の施設の長寿命化のための活動に対する

支援に要する経費

11. 県営農業基盤整備促進 80,702 82,227 地域の実情に応じた迅速かつきめ細かな農業基盤の整備を

事業 ○補 実施し、担い手への農地集積の加速化、生産効率の向上、

農業競争力の強化を図るとともに、耐用年数を迎える施設

の適切な保全管理を行うために要する経費

12. 団体営農業基盤整備促 42,787 67,167 地域の実情に応じた迅速かつきめ細かな農業基盤の整備を

進事業 ○補 実施し、担い手への農地集積の加速化、生産効率の向上、

農業競争力の強化を図る市町村への助成に要する経費

13. 団体営農地耕作条件改 120,062 127,125 耕作条件の改善を図り、農地中間管理機構による担い手の

善事業 ○補 集積・集約化や高収益作物への転換を促進させるための農

業基盤の整備を行う市町村への助成に要する経費

―74―



○31 ○30

14. ○新団体営農業水路等長 25,000 － 農業水利施設が将来にわたってその機能を安定的に発揮で

寿命化事業 ○補 きるよう、施設の長寿命化に資するハード整備やソフト対

策を実施する市町村への助成に要する経費

15. ○新県営土地改良施設突 10,500 － 突発的な事故により機能の低下、損失が生じた土地改良施

発事故復旧事業 ○補 設の機能回復に要する経費

16. ○新団体営土地改良施設 6,250 － 突発的な事故により機能の低下、損失が生じた土地改良施

突発事故復旧事業 ○補 設の機能回復を行う市町村への助成に要する経費

Ⅲ 農地防災事業費

1．県営ため池等整備事業○補 1,157,186 1,193,474 災害を未然に防止するため、老朽ため池等を整備して施設

の機能回復を図るために要する経費

2．地すべり防止対策事業○補 46,062 37,018 地すべり地域内の承水路・排水路等の整備に要する経費

3. ため池調査事業 ○補 219,799 180,554 ため池の事業計画策定や減災対策に資するハザードマップ

作成の支援等に要する経費

4. ため池保全体制支援事 1,320 1,290 ため池の点検・管理能力の向上、水難事故防止及び保全活

業 ○補 動の啓発・普及に要する経費

5. 中山間総合農地防災事 49,350 48,825 中山間地域において、農用地・農業用施設の災害を未然に

業 ○補 防止するため、老朽化したため池や農業用排水路、農地保

全上必要な土留工を総合的に整備するために要する経費

6. 団体営ため池等整備事 10,250 － 災害を未然に防止するため、老朽化したため池等の整備や

業 ○補 旧農業用ため池の廃止等を実施する市町村への助成に要す

る経費

<農 業 生 産 局>

果 樹 園 芸 課
Ⅰ 農業経営対策費

1. 農業活性化支援事業○補○単 887,642 1,357,686 農業の活性化を図るため、生産振興施設等の整備を支援す

るために要する経費

2. グリーンツーリズム推 7,123 9,196 農林業と観光を融合したグリーンツーリズムを推進するた

進事業 ○単 め、体験交流施設の整備や地域による情報発信活動等を支

援するために要する経費

Ⅱ 農 業 振 興 費

1. 果実生産出荷安定基金 10,054 9,682 農家経営の安定を図るため、生産・出荷調整による温州み

事業 ○単 かんの需給調整対策や集中出荷がある場合の市場隔離を図

る資金造成に要する経費

2. わかやま食育推進総合 5,899 7,683 県食育推進計画に基づき、健康と食のフェスタの開催や食

対策事業 ○補○単 育実践活動への支援、和歌山版食事バランスガイドの普及

活動等に要する経費

3. みかん厳選出荷促進事 21,000 21,000 みかんの市場評価を高めるため、品質の劣るみかんを加工

業 ○単 用に仕向ける取組を支援するために要する経費

4. 学校給食での和歌山産 19,813 19,583 学校給食での県産食材の使用割合を高めるため、県産農産

品利用推進事業 ○補○単 物の提供や市町村での利用促進の取組を支援するために要

する経費

5. ○新次世代野菜花き産地 199,000 － 野菜花き産出額の増加を図るため、高い生産性が特徴のオ

パワーアップ事業 ○単 ランダ農業をモデルとした高度な環境制御システムの導入

や災害に強い施設園芸用ハウスの整備等、生産から流通、

販売までの取組を総合的に支援するために要する経費
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6. ○新日本一の果樹産地づ 116,243 － 日本一の果樹産地を更に強化するため、産地と高級百貨店

くり事業 ○単 等マーケットが連携し、戦略品種の早期産地化を目指した

改植・高接の促進や、輸出専用産地の育成、高品質化につ

ながる施設の導入等の取組を総合的に支援するために要す

る経費

Ⅲ 農作物対策費

1. 生産調整推進対策事業 46,945 42,611 需要に応じた米生産及び国の「経営所得安定対策」の推進

○補○単 に要する経費

2. 野菜価格安定事業 ○単 10,302 7,426 野菜供給の安定と農家経営の安定を図るため、市場価格の

低落時に生産者に対し価格補てんを行うための基金造成に

要する経費

Ⅳ 土壌肥料対策費

1. エコ農業推進モデル事 8,303 8,155 土づくりを基本とした、化学肥料・化学農薬に過度に頼ら

業 ○補○単 ない、環境にやさしいエコ農業の推進を図るとともに、環

境保全型農業の取組を支援するために要する経費

Ⅴ 植 物 防 疫 費

1. 農作物病害虫対策事業 8,695 8,672 県内農作物の病害虫発生状況調査機能の充実、病害虫発生

○補○単 予察の実施と予察情報の迅速な提供、病害虫の防除技術の

導入指導並びにウメ輪紋ウイルス発生に伴う緊急対策等の

病害虫対策に要する経費

2. わかやま農産物安心プ 12,330 14,050 県産農産物等の安全確保を一層推進するため、選果場等に

ラス事業 ○補○単 おける出荷前の残留農薬検査の支援を行うとともに、消費

者への積極的なＰＲ等を行うために要する経費

3. 農作物鳥獣害防止総合 454,365 449,498 野生鳥獣による農作物被害を減少させるため、捕獲を重点

対策事業 ○補○単 に、防護、育成、環境整備を総合的に推進するために要す

る経費

畜 産 課
Ⅰ 畜 産 振 興 費

1. 畜産経営指導事業 ○受○単 5,017 5,034 畜産農家の経営技術改善と経営安定を図るため、経営診断

指導、研修会及びコスト低減のための助言等総合的な指導

に要する経費

2. 家畜堆肥利用体制構築 1,958 2,058 家畜ふん堆肥を有効活用するために地域内流通システムを

事業 ○単 構築し、堆肥流通の円滑化、畜産農家の経営安定、畜産環

境問題の低減を図るために要する経費

3. 畜産振興総合事業 ○単 7,244 7,609 熊野牛の改良・増頭・品質向上に資するデータ収集やうめ

どり・うめたまご、和歌山ポーク、イノブタ及び蜂蜜等の

地域特産物の生産振興並びに畜産環境整備支援等に要する

経費

4. ○新わかやまジビエ需要 19,265 － わかやまジビエの需要拡大を図るため、首都圏での販路開

拡大事業 ○補○単 拓、県内レストランや学校給食等での利用拡大に加え、県

内量販店での販売促進など家庭での消費拡大を目指す取組

やメディア等を通じた情報発信の強化に要する経費

5. ○新和牛生産拡大支援事 6,823 － 県産和牛の生産拡大を図るため、赤身和牛の新たなブラン

業 ○単 ド化の推進や飲食店等が肥育農家に和牛の飼養を預託する

仕組みの構築、熊野牛の品質向上の支援に要する経費
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Ⅱ 家畜保健衛生費

1. 家畜伝染病予防事業○補○単 14,238 12,766 家畜伝染病の発生予防と伝染病が発生した場合のまん延防

止を図るために要する経費

2. 家畜診療及び人工授精 22,862 24,680 家畜の疾病を予防して畜産農家の経済損失の軽減を図ると

事業 ○受○単 ともに、優秀な種雄牛の精液を活用して畜産の振興を図る

ために要する経費

3. 家畜衛生技術指導事業○補 12,406 10,552 飼養規模の拡大、疾病の複雑化、畜産物の安全性確保等の

家畜衛生上の課題に適切に対処するとともに、動物用医薬

品の品質確保及び適正な使用を推進するために要する経費

経 営 支 援 課
Ⅰ 農 業 総 務 費

1. 農業経営基盤強化促進 7,758 7,768 生産性の高い農業構造を確立するため、認定農業者等担い

対策事業 ○単 手の育成確保等の活動を展開するために要する経費及び農

業サポート体制の強化に向けた活動に対する支援に要する

経費

2. 農地流動化支援事業○補○単 71,044 72,233 農地中間管理機構と各地域の農地活用協議会が連携して実

施する農地流動化の取組支援に要する経費

3. 農業経営発展サポート 9,241 10,600 農業経営者の経営発展意欲を高めるセミナー・車座座談会

事業 ○補○単 の開催、わかやま農業ＭＢＡ塾の開催及び専門家派遣等に

よる総合的な農業経営支援に要する経費

Ⅱ 農業改良普及費

1. 普及活動機能強化事業 8,337 8,384 機材整備、普及指導員の研修等、普及事業を円滑に実施す

○補○単 るために要する経費

2. 農業担い手対策事業○補○単 345,200 356,010 青年の就農喚起と定着支援、就農相談・青年農業者の資質

向上支援、農業次世代人材投資事業等に要する経費

3．地域農業再編普及活動 13,502 13,923 技術実証ほの設置や研修会の開催等、担い手や青年農業者

事業 ○補○単 等に対して普及指導員が行う指導活動に要する経費

4. 就農支援センター運営 7,713 7,821 就農相談や研修等、担い手確保のために要する経費

事業 ○単

5. 就農支援センター社会 3,207 3,207 就農希望の社会人を実践的に訓練するために要する経費

人課程事業 ○受

Ⅲ 農業協同組合指導費

1. 農協運営指導事業 ○単 1,475 1,480 農協事業運営の一層の高度化・効率化の推進及び県内小学

生を対象とした農林水産業に関する啓発活動の推進に要す

る経費

Ⅳ 農業金融対策費

1. 農業近代化資金等運営 33,541 39,490 農業者等が資本装備の高度化を図るために農協等から借り

管理事業 ○単 入れた農業近代化資金等に対し、金利軽減措置として利子

補給を行うために要する経費及び制度資金の適正活用に要

する経費

2. 生活営農資金等融資・ 5,932 3,694 農林漁業者が経営安定と生活環境の整備を図るために農協

管理事業 ○単 等から借り入れた生活営農資金に対し、金利軽減措置とし

て利子補給を行うために要する経費
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Ⅴ 農業共済団体指導費

1. 農業共済指導事業 ○単 493 513 農業共済組合の健全な運営を図るための業務指導等に要す

る経費

Ⅵ 農林大学校費

1. 養成事業 ○補○単 17,101 19,705 農業、農村の担い手養成のために要する経費

2. 研修事業 ○補○単 1,089 1,118 農業の担い手育成のための研修に要する経費

3. 社会人課程事業 ○受 3,207 3,207 就農希望の社会人を実践的に訓練するために要する経費

<森 林 ・ 林 業 局>

林 業 振 興 課
Ⅰ 林 業 総 務 費

1．紀の国森林管理推進事 15,403 25,720 民有林に関する森林資源の現況調査・分析、森林計画の樹

業 ○補○単 立及び樹立に必要な森林資源情報の適正な管理、森林審議

会の運営に要する経費

2．林業普及指導事業 ○補○単 6,169 5,970 森林の多面的機能の発揮及び持続的な森林経営の実現を図

るため、林業普及指導員を配置し、林業技術・知識等の普

及指導活動等を行うために要する経費

3．林業担い手社会保障制 21,389 21,518 林業事業体の体質強化を図り、林業労働者の社会保障の充

度等充実対策事業 ○単 実、林業新規参入者の確保・育成を促進するために要する

経費

4. 低コスト林業基盤整備 77,726 76,357 搬出間伐の推進を図るため、作業道整備と高性能林業機械

サポート事業 ○単 等のレンタルに対する支援に要する経費

5. 農林大学校林業研修部 42,796 27,837 新規就業希望者を実践的な技術と知識を持った即戦力とな

事業 ○単 る技術者に育成するとともに、従事者のスキルアップを図

るために要する経費

6. ○新「わかやまの森」次 20,173 － 県内での新たな林業の担い手確保のため、都市部でのプロ

世代人材確保支援事業○単 モーションやセミナーなど効果的な取組に要する経費

7. ○新森の守り人支援事業○単 54,537 － 森林経営管理制度に基づく森林整備等を行う市町村の支

援、森林整備に必要となる労働力の確保対策、森林・林業

に係る共通課題に対する調査研究及び森林経営管理制度の

普及啓発等の実施に要する経費

Ⅱ 林 業 振 興 費

1. 森林整備地域活動支援 21,406 30,492 森林の多面的機能の高度発揮と計画的かつ適切な森林整備

交付金事業 ○補 を促進するため、森林所有者等が行う森林の現況調査やそ

の他の作業への支援を実施するために要する経費

2. 紀州材需要拡大対策支 116,357 252,885 紀州材の需要拡大を図るため、公共施設等や民間住宅への

援事業 ○単 紀州材利用を促進するために要する経費

3．紀州材販路拡大支援事 14,454 15,372 紀州材の販路拡大に向けた取組を支援し、紀州材販売体制

業 ○単 を強化するために要する経費

4．東京五輪2020・紀州材 6,843 16,170 「紀州材ブランド」のＰＲを図るため、東京2020オリンピ

ブランドＰＲ事業 ○単 ック・パラリンピック選手村ビレッジプラザに用いる紀州

材の提供に要する経費

5. ○新紀州材加工流通体制 79,300 － 木材産業等の競争力強化のため、需要者ニーズに対応した

成長産業化支援事業 ○補 木材製品の安定的・効率的な供給体制の構築への支援に要

する経費
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Ⅲ 林業構造改善対策費

1. 低コスト作業システム 20,234 46,062 素材生産の効率化及び労務負担の軽減を図るため、高性能

整備事業 ○補○単 林業機械の導入支援等に要する経費

2. ○新林業成長産業化地域 31,693 － 森林の経営・管理を意欲と能力のある林業経営体に集積・

創出モデル事業 ○補 集約化するとともに、川上から川下までの連携による生産・

加工・流通コストの一体的な削減を図る取組の支援に要す

る経費

Ⅳ 山村振興対策費

1. 住みよい山村集落総合 43,669 50,293 山村資源の活用及び集落基盤の整備を総合的に支援し、安

対策事業 ○単 全・安心な活力ある山村集落づくりを図るために要する経

費

Ⅴ 林 道 費

1．補助林道事業 ○補 753,417 751,795 林業生産コストの低減及び森林整備の促進を図るため、林

道の整備に対する支援に要する経費

2. ○新森林路網整備促進事 34,750 － 間伐等の森林整備の飛躍的促進及び木材生産量の増大のた

業 ○補 め、路網整備の促進・低コスト林業の推進に要する経費

森 林 整 備 課
Ⅰ 林 業 総 務 費

1. 保安林整備管理事業○補○単 4,690 4,587 知事権限に係る保安林の指定・解除及び保安林の適正な維

持管理を行い、保安林機能の充実強化を図るために要する

経費

2. 「企業の森」推進事業○単 2,697 3,126 環境貢献に関心のある民間企業等の資金や人材の導入によ

る産官連携した森林整備・環境貢献等を進めるため、新た

な企業等の誘致推進に要する経費

3. 紀の国森づくり基金活 399,650 405,200 森林を県民の財産として守り育て次の世代に引き継ぐため、

用事業 ○単 間伐等の森林整備、森林の公有林化、子供達への森林学習

及び県民が幅広く参加するための公募型事業等を行うため

に要する経費

Ⅱ 森林病害虫防除費

1. 森林病害虫等防除事業 38,424 39,580 森林病害虫等防除法に基づき、特別防除、地上散布、伐倒

○補○単 駆除等の防除対策を行い、松くい虫被害を軽減させること

に加え、森林病害虫等による森林への加害を防止し、森林

の保全を図るために要する経費

Ⅲ 造 林 費

1. 優良種苗育成事業 ○補○単 4,602 5,097 林業生産の増大及び林業の安定的発展を図るため、優良な

種苗を育成・供給するために要する経費

2. わかやま森林と緑の公 222,325 215,109 わかやま森林と緑の公社が行う間伐等に必要な資金の貸付

社事業 ○単 に要する経費

3. 植物公園緑花センター 68,280 81,273 緑花センター及び根来山げんきの森の管理運営を指定管理

等管理事業 ○単 者に委託することにより、緑と花を楽しめる野外レクリエ

ーション施設として良好に運営するために要する経費

4. 森林環境保全整備事業○補 764,466 763,851 県土の保全、水資源のかん養及び自然環境の保全等、多様

な機能を総合的に発揮させるための森林整備に対する補助

に要する経費
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5. 森林資源循環利用促進 250,000 197,310 主伐時の集材と再造林の効果的･効率的な実施に向け、意

事業 ○補 欲と能力のある林業事業体を対象とした支援や搬出間伐の

推進等に対する補助に要する経費

Ⅳ 治 山 費

1. 一般治山事業 ○補 1,787,830 1,783,960 集中豪雨や台風等の自然災害により荒廃した山地の復旧に

要する経費及び地すべり指定地域内において、抑制工事等

を実施し、災害の未然防止を図るために要する経費

2. 県土防災対策治山事業○単 167,178 167,178 人家・公共施設に被害を及ぼす山崩れ及び治山施設災害等

のうち国庫補助の対象とならない小規模災害に対し、県営

及び市町村補助により対策工を実施するために要する経費

3. 民有林直轄治山事業負 239,871 158,115 平成23年９月の台風12号災害箇所のうち、事業規模が著し

担金事業 ○単 く大きく、高度な技術を要する箇所において、国が実施す

る事業に係る負担に要する経費

Ⅴ 県 有 林 費

1. 県有林経営管理事業○補○単 50,699 19,967 県有林の造成に必要な保育管理等に要する経費

<水 産 局>

水 産 振 興 課
Ⅰ 水産業総務費

1. 水産業振興事業 ○単 22,284 22,645 漁業担い手の育成・確保対策、水産物の流通対策や学校給

食への魚、鯨肉の提供等、水産業振興の推進に要する経費

2. 南紀白浜空港を活用し 2,646 2,745 県産魚の首都圏への販路拡大及び知名度の向上を図るため

た水産物販売促進事業○単 に行う販売促進に要する経費

Ⅱ 水産業振興費

1. 栽培漁業推進事業 ○単 3,020 2,659 栽培漁業の推進を図るため、稚魚等の放流に関する調査・

指導に要する経費

2. 栽培漁業センター運営 60,742 70,317 栽培漁業基本計画の効率的な実施を図るため、栽培漁業セ

事業 ○単 ンターの運営及び種苗生産に要する経費

3. ブルーツーリズム推進 4,962 7,267 漁村が持つ豊かな観光資源を活用し、漁家所得の向上を図

事業 ○単 る体験・交流施設の整備等の取組を支援するために要する

経費

4. 漁業複合経営グループ 12,836 11,893 漁家所得の向上を図るため、漁業者のグループ化による複

創出事業 ○単 合経営の推進に要する経費

5. ○新次代につなぐ漁村づ 16,823 － 漁村の将来像の実現に向けた実施計画に基づき、漁協が実

くり支援事業 ○単 施する漁業担い手の確保・育成を支援するために要する経

費

6. ○新産地市場の拠点化支 10,500 － 産地市場の拠点化に向け、水産物の集約化と市場機能強化

援事業 ○単 を促進する取組を支援するために要する経費

Ⅲ 漁業構造改善費

1. 水産基盤整備事業 ○補 296,547 279,381 沿岸漁場の整備拡充を図るため、魚礁設置等の県営事業及

び市町営事業への補助に要する経費

2. 磯根漁場再生事業 ○単 6,900 8,300 磯焼け等により機能が低下している磯根漁場の再生を図る

藻場回復、磯掃除、食害生物駆除等の取組を支援するため

に要する経費
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資 源 管 理 課
Ⅰ 水産業振興費

1. 内水面漁業振興対策事 8,140 8,556 本県の主要河川において、減少傾向にある内水面漁業資源

業 ○単 の増大を図るため、あゆ等の種苗放流、産卵場の造成及び

カワウ対策の支援を実施するために要する経費

2. 漁場環境保全等モニタ 1,974 2,829 漁場環境維持保全のためゴミや障害物を除去する外、水産

リング事業 ○補○単 物の安全安心確保のための貝毒検査、赤潮による漁業被害

防止・軽減のための調査に要する経費

3. 資源管理・回復推進事 2,195 2,303 資源の持続的利用を図るため、資源管理指針・資源管理計

業 ○補○受○単 画制度及びＴＡＣ（漁獲可能量）制度の円滑な実施に要す

る経費

Ⅱ 漁 業 取 締 費

1. 漁業取締事業 ○単 83,636 49,215 漁業秩序の維持確立を図るため、漁業違反船舶に対する取

締りに要する経費
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