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平成 24年度事業計画 (6月 補正 )

1 事業方針

昨年発生 した震災による漁業の復 1日 は、国 。県等の幅広い支援により漁船や養殖施設

等の生産基盤は概ね 5、 6割程度となつているが、生産の回復にはまだ多くの時間を要す

る状況にある。また、住宅や漁港等の社会資本面ではいまだ本格的な復 1日・復興が開始

されず、当分、不便さの中で生産活動を行わざるをえない状況にある。

このような状況の中で平成 23年度においては、県や関係者の連携の下に、漁業再開に

必要な種苗等の確保支援を重点とし́て漁業就業者の維持・確保に取 り組んできたところ

であるが、平成 24年度においても、いまだ復旧途上にあることから引き続き漁業の復

IH・ 復興に向けた取 り組みを支援するとともに、国の担い手確保に関する事業への対応

等を図り、漁業担い手の維持・確保に努めていくものとするc

2 事業内容

(1)養殖漁業復興活動支援事業 (漁業担い手確保対策事業・特認)

養殖漁業等の復 1日 の取 り組みを促進 し漁業f・
Fい手の維持確保に資するため、漁業協

同組合等が養殖に必要な種苗を生産又は確保するのに要する経費に対して助成する.

① カキ種苗確保

漁協等が地域で必要とするカキ種苗の確保に要する経費に対して助成

変更前  1件  事業費  800,000円   助成額  266,000円

変更後  3件  事業費  9,702,ooo円   助成額 3,238,000円

② ホヤ人工種苗生産

漁協等が地域で必要とする種苗の生産に要する経費に対して助成

4件 事業費  1,376,010円  助成額 1,216,000円

③ ウエ種苗放流

漁協が人工増殖場にウニを移殖する経費に対して助成

7件 (25ヶ 所) 事業費 52,680000円   助成金 8,330,000円

0コ ンブ種苗購入 (追加)

漁協等が地域で必要 とする種苗の確保に要する経費に対 して助成 (平成 24午度

に新たに開始する地域に限る。)

変更前  な し

変更後  1件   事業費  441,000円   助成額  147,000円

⑤ ホタテガイ種苗購入 (追加)

漁協等が地域で必要 とする種苗の確保に要する経費に対 して助成 (県内産種苗に

限る。)

変 更前  な し

変更後  2件   事業費  1,395,000円  助成額  465,000円



(2)漁業青年組織活動復旧促進事業 (青年等漁業者組織活動支援事業・特認 )

復 1日段階にある養殖業の安定生産に資するため、グループ等が漁場環境調査に必要

とする観測機器等の整備に要する経費に対 して助成

変更前  3件  事業費 421,000円   助成金 300,000円

変更後  8件   事業費 883,673円  助成金 712,000円

(3)青年等漁業者組織活動支援事業 (研究実践活動 )

漁業経営の発展向上を図るため、漁業青年等グループが行 う試験研究活動に対して

助成する。

2件   事業費 599,000円   助成金  574,000円

(4)漁業担い手対策推進事業

全国漁業就業者確保育成センターからの事務委託を受けて、漁業復興担い手確保支

援事業 (国庫補助事業)の活用を促進 し、本県の漁業担い手の維持確保に努める。

現地指導員 2名配置による相談・指導・助言業務  事業費 3,579,000円

(5)調査情報の提供

県内漁業就業の求人状況を調査 しホームページに掲載するとともに、漁業従業相談

を行 う。

当基金への問い合わせ、訪問者に対し随時相談  事業費 0円



平成24年度助成事業総括表 (6月 補正)

(単位 :円 )

事 業 区 分 実 施 主 体 当初予算額 補正額 補正後予算額 備 考

1漁業担い手確保対策事業 0

2漁業担い手育成対策事業 0

3青年等漁業者資質向上等活動支援事業 574,000 0 574,000

'(1)研究グループ等活動事業 2グループ 574,000 0 574,000

4地区漁業担い手対策推進協議会活動事業 0

5特別対策事業 10,112,000 3,991,000 14,103,000

ア 養殖漁業復興活動支援事業
(担い手確保対策事業)

9,812,000 3,579,000 13,391,000

(1)かき種苗購入費等助成
(1漁協)

3漁協
266,000 2,967,000

0

3,233,000

1,216,000(2)ほや人工種苗生産費助成 2漁協2グループ 1,216,000

(3)う に種苗放流費助成 7漁協 (25ヶ 所 ) 8,330,000 0 8,330,000

(4)こんぶ種苗購入費助成
(0)

1漁協
0 147,000 147,000

(5)ほたてがい種苗購入費助成
(0)

2漁協
0 465,000 465,000

イ 漁業青年等組織活動復旧促進事業 300,000 412,000 712,000

(1)漁場環境調査機器購入費助成
(2漁協1グループ)

7漁協1グループ
300,000 412,000 712,000

合計 10,686,000 3,991,000 14,677,000

をの()書きは



平 成 24年 度 助 成 事 業 実 施 計 画 (個月1計画)-6月 補正一

財団法人岩手県漁業担い手育成基金
1漁業担い手確保対策事業    なし
2漁業担い手育成対策事業    なし

3青年等漁業者組織活動支援事業

(1)研究グループ等活動事業

4地区漁業担い手対策推進協議会活動事業  なし

5特別対策事業 (特認事業)

(1)養殖漁業復興活動支援事業 (漁業担い手確保対策事業)

① カキ種苗確保 単位 :円

② ホヤ人工種苗生産 単位 :円

研究実践活 単位 :円

地 区 実施集団 試験研究課題・内容 実施場所 実施時期 指導者等 事業費 助成額 摘要

釜石 釜石漁協カキ研究会 マガキシングルシート導入試験 平 田 4月 ～ 1月 技術センター、水産業普及員 325,000 300,000

久慈 野田漁友会 夜型マボヤの採苗 (養殖)言式験 野 田 12月 ～ 水産業普及員 274,000 274,000

計 599,000 574,000

地 区 実施主体 事業の内容 実施場所 実施時期 受益者数 事業費 助成額 摘要
大船渡 大船渡漁業協同組合赤崎支所 カキ種苗12,000連 の搬入 (石巻市 ) 赤崎 9～ 2月 500台 40名 800,000 266,000

(追加 )

大船渡 広田湾漁業協同組合 かき種苗7,452連 広田、大野湾 9～ 3月 86台 17名 7,452,000 2,484,000

釜石 新おおつち漁業協同組合 かき種苗7,452連 大槌湾 5～ 12月 44台 11名 1,450,000

小計 130台 28名 8,902,000 2,967,000

計 630台 68名 9,702,000 3,233,000

地 区 実施主体 事業の内容 実施場所 実施時期 受益者数 事業費 助成額 摘要

大船渡 大船渡漁業協同組合 採苗資材等 (パーム9mm30丸、水槽 ) 細浦 12月 ～2月 660,000 500,000

釜 石
唐丹町漁協ほや養殖組合 採苗資材等 (パーム9mm5丸、他 ) 唐丹 12月 ～2月 100,000 100,000

大槌町漁協青年部 採苗資材等 (パーム9mm1 8丸 ほか ) 吉里吉里 12月 ～2月 434,010 434,000

宮古 宮古漁業協同組合 採苗資材等 (シュロ2400m、 親ホヤ ) 水産高校 12月 ～2月 5 182,000 182,000

1,376,010 1,216,000



③ うに種苗放流 単位 :円

地 区 実施主体 事業の内容 実施場所 実施時期 受益者数 事業費 助成額 摘要

久慈

野田村漁業協同組合 増殖場へのウエ移殖 12トン 長根、厚井、玉川 9月 ～1月 1,552,000 388,000

久慈市漁業協同組合 種苗放流、増殖場ウニ移殖 411ト ン 久喜～桑畑1lヶ所 4月 ～5月 7,381,000 1,230,000

配分基準
○事業費300万以下は1/4

0事業費300万以上は1/6

ただし上限250万円。

小子内浜漁業協同組合 種苗放流、増殖溝ウニ移殖 20トン 小子内浜 8月 ～ 10月 7,845,500 1,307,000

種市南漁業協同組合 種苗放流、増殖溝ウニ移殖 51トン 宿戸、八木、有家、中野 4月 ～9月 12,016,000 2,002,000

戸類家漁業協同組合 種苗放流、増殖溝ウニ移殖 15ト ン 戸類家 6月 2,372,500 593,000

玉川浜漁業協同組合 種苗放流、増殖溝ウニ移殖 75トン 玉川浜 7月 1,242,000 310,000

種市漁業協同組合 種苗放流、増殖溝ウニ移殖 102ト ン 鹿糠～角浜5ヶ所 5月 20,271,000 2,500,000

計 2486トン 52,680,000 8,330,000

④ こんぶ種苗購入(追加)

地 区 実施主体 事業の内容 実施場所 実施時期 受益者数 事業費 助成額 摘要

宮古 田野畑村漁業協同組合 促成種苗2,100m 田野畑 11～ 12月 15 441,000 147,000

計 441,000 147,000

⑤ ほたてがい種苗購入 (追加)

地 区 実施主体 事業の内容 実施場所 実施時期 受益者数 事業費 助成額 摘要

大船渡 広田湾漁業協同組合 ほたてがい種苗 (稚貝)90千個 広田湾 10～ 12月 6台 6名 495,000 165,000 野田湾産種苗

釜 石 新おおつち漁業協同組合 ほたてがい種苗 (半成貝)90千個 大槌湾 5～ 3月 16台 8名 900,000 300,000 野田湾産種苗

計 22台 14名 1,395,000 465,000

養殖漁業復興活動 事業費 助成額 摘 要

小計  (変
更前 )

変更後

(54,856,010)

65,594,010

(9,812,000)

13,391,000



(2)漁業青年組織活動復旧促進事業(漁業担い手確保対策事業) 単位 :円

地 区 実施主体 事業の内容 実施場所 実施時期 受益者数 事業費 助成額 摘要

大船渡 吉浜漁業協同組合青年部 栄養塩、海洋観測器材 吉浜湾 4～ 3月 60 137,690 100,000

金 石
釜石湾漁業協同組合 栄養塩測定器材 釜石湾 9～ 3月 ０

０ 141,700 100,000

釜石東部漁業協同組合 栄養塩測定器材 大槌湾 9～ 3月 100 141,700 100,000

小計 244 421,090 300,000

(追加)

大船渡
広田湾漁業協同組合 海洋観測器材 (ホタテラーバ調査 ) 広田湾 5～ 6月 133 32)000 32,000

綾里漁業協同組合 栄養塩、海洋観測器材 越喜来湾 4～ 3月 142,100 100,000

宮古

船越湾漁業協同組合 栄養塩、海洋観測器材 船越湾 4～ 11月 485 105,415 100,000

重茂漁業協同組合 栄養塩測定器材 重茂地先 4～ 3月 559 87,960 87,000

宮古漁業協同組合 栄養塩、海洋観測器材 富古湾 4～ 3月 49 93,308 93,000

小計 1,338 460,783 412,000

合計 1,582 881,873 712,000

単位 :円

事業費 助成額 摘要

合計  (堰
I覆

) (55,876,100)

67,049,883

(10,686,000)

14,103,000



平成 24年度漁業復興担い手確保支援事業の事務費積算

1 財団法人岩手県漁業担い手育成基金の指導事務費
ヽ
∫′

ノ区 積算基礎 金額 (円 ) 備考

賃金 職員 1人 ×1500円 ×1時間×205日 /月 ×12月 =369,000円

臨職 1人 ×750円 ×2時間/週 ×4週 X12月 =72,000円

計 441,000円

441,000

旅費 職 員現地指導

日り景6,000「J X 10[]=60,000円

1泊 2日 13,500円 ×4回 =54,000円   少計 114,000円

コーデ ィネーター事務打合せ

日帰 6,500円 ×2人 ×6回 =78,000円   小計 78、 000円

計 192,000円

192,000

消耗品 コピー用紙他  2,000円 ×12月 =24,000円 24,000

通信費 電話 、パ ソコン、 llFF 2250円 X12月 =27,000円 27,000

会議費 会議室使用米1 5,000円 ×10回 =50,00011」

お茶代  1,000円 X10回 =10,000F] 言卜60,000円
60,000

雑費 保険料

現地指導員の傷害保険 12月 間 18,400円 ×2人 =86,800円

振込手数 l1 1,2001:|× 12月 =14400円

51,000

計 795,000

2 現地指導員活動費 (官古、大船渡の 2地区に配置、週 3日 活動)

区分 積算基礎 金額 (円 ) 備 考

調∫金 (1,50011× 5日寺間 X12 日/月 =90,000111)

90,000円 /月 X12月 ×2月上区=2,160,000円
2,160,000

交通費 月 1,000キ ロ×25円 /km× 12月 ×2地区=600,000円
600,000

自家用車

使用

25円 /km

通信費 1,000円 X12月 ×2地区 =24.000円
24,000

定額

月1,∝Ю円

計 2,784,000

3 合計

3,579,000


