
部局名 ： 農林水産部 ※上段（ ）は平成２４年度２月補正含みベース
事業区分： 水産業

事業費 一般財源 事業費 一般財源

(46,096) (46,096)

32,096 32,096

(1,015,100) (41,600)

864,100 41,600

(308,000) (2,000)

21,000 2,000

政策的経費（公共事業）の優先度判断調書

（単位：千円）

優先度 施策
選択・集
中Ｐ

課名 事業名 事業概要
Ｈ２５要求額 Ｈ２５当初

Ａ 112 緊急１ 水産基盤整備課
県営緊急津波対策海岸
保全事業費

漁港海岸の開口部のうち、緊急に改良が必要な水門等を整備し、津波による
浸水を遅らせ避難時間の確保を図る。（宿田曽漁港海岸）

42,000 3,000 42,000

Ａ 112 緊急１ 水産基盤整備課
県営漁港海岸保全事業
費

大規模地震による堤防等の崩壊や沈下により、津波・高潮からの浸水被害が
拡大することを防止するため、緊急的に堤防整備を実施する。
（大淀漁港海岸）

188,750 7,750

Ａ 112 緊急１ 水産基盤整備課
市町営漁港海岸保全事
業費(外湾部)

津波、高潮、波浪等による被害から海岸の背後地を防護し、国土の保全に資
するため、海岸保全施設整備を行う市町に対し支援を行う。
（矢口漁港海岸 ほか）

45,850 45,850

Ａ 154 水産基盤整備課
漁業集落排水整備支援
事業費

漁村の生活環境及び水域環境の改善を図るため、市町が行う農山漁村地域
整備事業の漁業集落排水整備に対し、市町の起債償還について支援を行う。
（南伊勢町）

13,300 13,300

Ａ 314 緊急１ 水産基盤整備課
県営漁港施設機能強化
事業費

自然災害に対して十分な安全が確保されていない漁港施設の機能強化を図
ることにより、背後にある漁村の安心・安全を確保するとともに、災害に強い水
産業の生産体制の整備を行う。（錦漁港 ほか）

913,500 540

Ａ 314 緊急７ 水産基盤整備課
三重の未来を紡ぎ繋げ
る漁業振興事業費

水域環境の改善を図ることにより漁場の生産力を向上させるため、大規模機
械による浚渫を行い、生産物の品質向上と量的確保を図るとともに、フード・イ
ノベーションに係る水産生産物のブランド化及び商品化に資する。（英虞湾二
期地区）

315,000 17,000

Ａ 314 水産基盤整備課
漁港・海岸維持修繕事
業費

老朽化等により、著しく機能が低下した施設の維持修繕を実施することによ
り、既存施設を有効に機能させ災害発生を未然に防止する。
（三木浦漁港 ほか）

23,554 23,554

Ａ 314 水産基盤整備課
県単漁港環境整備事業
費

安全で美しい漁港及び漁港区域内の美化、環境保全に資することを目指し、
漁港区域内の清掃等を行う。（安乗漁港 ほか）

11,000 11,000

Ａ 314 水産基盤整備課
県単沿岸漁場整備事業
費(災害防止)

波浪等の影響により、機能が低下した県有の漁業用施設の補修を行い、漁場
機能の回復を図る。（奈屋浦地区）

26,855 26,855

3,000

219,800 8,800

13,300 13,300

23,554 23,554

11,000 11,000

26,855 26,855



部局名 ： 農林水産部 ※上段（ ）は平成２４年度２月補正含みベース
事業区分： 水産業

事業費 一般財源 事業費 一般財源

（単位：千円）

優先度 施策
選択・集
中Ｐ

課名 事業名 事業概要
Ｈ２５要求額 Ｈ２５当初

(1,705,705) (176,205)

1,253,705 162,205

(269,950) (4,450)

105,950 4,450

(248,350) (47,350)

47,850 36,350

(576,909) (96,409)

212,409 85,409

(332,000) (0)

301,000 0

(92,440) (820)

45,140 820

(410,050) (117,350)

163,900 45,200

(111,870) (2,270)

45,570 2,270

事業費（一般財源）小計 1,579,809 148,849

Ｂ 112 緊急１ 水産基盤整備課
市町営漁港海岸保全事
業費(伊勢湾部)

津波、高潮、波浪等による被害から海岸の背後地を防護し、国土の保全に資
するため、海岸保全施設整備を行う市町に対し支援を行う。
（豊北漁港海岸）

48,840 48,840

Ｂ 314 水産基盤整備課
県営漁港関連道路事業
費

漁獲物の流通及び漁業用資材の輸送の合理化によって、漁港施設の充実と
漁業生産の近代化を図り、併せて漁村環境の改善を図る。
（桃取地区）

250,850 9,850

Ｂ 314 水産基盤整備課
水域環境保全創造事業
費

沿岸海域において、藻場・干潟の造成等を行い、浅海域での多様な生物相と
その再生産による自然浄化能力の再生を図る。
（伊勢湾三期地区 ほか）

248,400 56,400

Ｂ 314 水産基盤整備課
県単漁港改良事業費
(防災対策)

漁港及び漁港海岸の安全性の確保を図るために、緊急性を要するにも関わら
ず、国の採択基準に満たない小規模な事業について整備を行う。（安乗漁港
ほか）

47,759 33,759

事業費（一般財源）小計 595,849 148,849

Ｃ 314 水産基盤整備課
県営水産物供給基盤機
能保全事業費

これまで整備されてきた漁港施設において、計画的な修繕及び工事を行うこと
により、施設を長寿命化し、ライフサイクルコストの最小化を図る。（和具漁港）

84,000 5,000

Ｃ 314 水産基盤整備課
市町営水産物供給基盤
機能保全事業費

これまで整備されてきた漁港施設における健全度を把握し、計画的な修繕及
び工事を行うことにより、施設を長寿命化し、ライフサイクルコストの最小化を
図る市町に対し支援する。（須賀利漁港 ほか）

162,350 2,800

Ｃ 314
緊急１
(一部)

水産基盤整備課
市町営農山漁村地域整
備事業費（水産基盤整
備）

漁港整備、漁業集落の環境整備など漁村地域の総合的な整備を推進し、もっ
て漁村地域の就労環境及び生活環境の改善を図る市町に対し支援する。（遊
木漁港 ほか）

274,633 78,899

Ｃ 314 水産基盤整備課 広域漁場整備事業費

共同漁業権の区域外において、漁場を計画的かつ一体的、大規模に整備す
るとともに、共同漁業権の区域内等地先の漁場整備を行うことにより、水産資
源の持続的利用と水産物の安定的な供給を図る。
（三重漁場二期地区（大王沖） ほか）

114,230 5,630

10,850 10,850

47,759 33,759



部局名 ： 農林水産部 ※上段（ ）は平成２４年度２月補正含みベース
事業区分： 水産業

事業費 一般財源 事業費 一般財源

（単位：千円）

優先度 施策
選択・集
中Ｐ

課名 事業名 事業概要
Ｈ２５要求額 Ｈ２５当初

(1,002,881) (176,961)

612,131 104,811

(3,285,495) (449,575)

2,078,245 352,425

H24当初 事業費（一般財源） 2,434,084 507,276 2,434,084 507,276

Ｃ 314 水産基盤整備課
県単漁港改良事業費
(その他)

漁港施設等における機能を一層発揮することや他の水産施設との連携を図る
ために必要な施設等について整備を行う。（舟越漁港 ほか）

29,466 29,466

Ｃ 314 水産基盤整備課
県単沿岸漁場整備事業
費(その他)

水産業振興対策の一環として、漁場整備、漁場保全及び共同利用施設にお
いて、海域での効果が高く、広域的な漁場整備や漁場保全の計画等に関する
調査研究を行う。（県内各所）

27,055 27,055

事業費（一般財源）小計 691,734 148,850

事業費（一般財源）合計 2,867,392 446,548

29,466 29,466

27,055 27,055


