
北海道告示第１１１８０号

令和４年北海道告示第10490号（令和４年度において補助金等を交付する事務又は事業、補助対象経費、補助率等の決定）の一部を次のように改正する。

令和４年９月２０日

北海道知事 鈴木 直道

11 北海道水産業振興構造改善事業の事項を次のように改める。

補助金等を交付する事 交付申請書に添 実績報告書に添 交付申請書の提 補助金等の交付に関

務又は事業の名称及び 補 助 対 象 者 補 助 対 象 経 費 補 助 率 等 付すべき関係書 付すべき関係書 出部数、提出期 する権限の委任 摘 要

その目的又は趣旨 類 類 限及び提出先

11 北海道水産業振興構造改 市町村 別表１のと 水林第６号、第 水林第６号、第 提出部数 １部 総合振興局長及び振

善事業 北海道漁業協同組合 おり ８号又は第９号 ８号又は第９号 提出期限 別に指示 興局長

水産業の振興を図るた 連合会 様式 様式 する日

め、資源の培養と資源・漁 一般社団法人さけ・ 水林第14号様式 水林第29号様式 提 出 先 総合振興

場の合理的な利用管理に基 ます増殖事業協会 水林第18号様式 水林第31号様式 局、振興

づく資源培養・管理漁業を 水林第20号様式 水林第36号その 局又は水

促進し、もって本道水産業 水林第32号様式 １様式からその 産林務部

の構造改善の推進い資する （申請者が市町 ８様式まで 水産局水

ため、予算の範囲内で補助 村である場合を 別に指示する様 産経営課

する。 除く。） 式

水林第35号その

１様式からその

９様式まで

別に指示する様

式

（１） 増養殖施設整備 補助対象者が行う次に掲げる北海道水産

事業 業振興構造改善事業（増養殖施設整備事

業）に要する経費又は市町村が次に掲げる

北海道水産業振興構造改善事業（増養殖施

設整備事業）を行う事業実施主体に対して

当該事業費を補助する場合における当該補

助に要する経費及び事業実施の指導監督に

要する経費

(1) 養殖施設（養殖施設再配置を含む）

(2) 種苗生産施設（養殖用種苗用等、所得

向上を目的とした種苗生産施設）

(3) 地下海水取水施設

(4）種苗生産施設（さけ・ます資源及び内

水面水産資源を除く資源の増大を目的



としたもの）

(5)上記の附帯施設

（２）漁業共同利用施設 補助対象者が行う次に掲げる北海道水産

整備事業 業振興構造改善事業（漁業共同利用施設整

備事業）に要する経費又は市町村が次に掲

げる北海道水産業振興構造改善事業（漁業

共同利用施設整備事業）を行う事業実施主

体に対して当該事業費を補助する場合にお

ける当該補助に要する経費及び事業実施の

指導監督に要する経費

(1) 荷さばき施設

(2 )鮮度保持施設

(3) 作業保管施設

(4) 加工処理施設

(5) 海水処理施設

(6) 蓄養施設

(7) 漁獲物運搬施設

(8) 漁船保全修理施設

(9) 漁業作業等軽労化機能整備

(10) 燃油補給施設

(11) 省エネルギー型施設機能整備

(12) 小規模漁場施設

(13) その他、浜の活力再生プランで必要

となる施設

(14) 水産廃棄物等処理施設

(15) 密漁等監視施設

(16) 水産情報高度利用施設

(17) 衛生環境強化機能整備

(18) 漁業研修等施設

(19) 水産資源評価・管理のための電子化

推進施設・機能整備

(20) 再生可能エネルギー利用施設・機能

整備

(21) 上記の附帯施設

（３）加工流通共同利用 補助対象者が行う次に掲げる北海道水産

施設整備事業 業振興構造改善事業（加工流通共同利用施

設整備事業）に要する経費又は市町村が次

に掲げる北海道水産業振興構造改善事業



（加工流通共同利用施設整備事業）を行う

事業実施主体に対して当該事業費を補助す

る場合における当該事業に要する経費及び

事業実施の指導監督に要する経費

(1) 荷さばき施設

(2) 鮮度保持施設

(3) 加工処理施設

(4) 海水処理施設

(5) 廃棄物等処理施設

(6) 加工流通作業等軽労化機能整備

(7) 衛生環境強化機能整備

(8) 水産資源評価・管理のための電子化推

進施設・機能整備

(9) 再生可能エネルギー利用施設・機能整

備

(10) その他、浜の活力再生プランで必要

となる施設

(11) 上記の附帯施設

（４）水産業競争力強化 補助対象者が行う次に掲げる北海道水産

緊急施設整備事業 業振興構造改善事業（水産業競争力強化緊

急施設整備事業）に要する経費又は市町村

が次に掲げる北海道水産業振興構造改善事

業（水産業競争力強化緊急施設整備事業）

を行う事業実地主体に対して当該事業費を

補助する場合における当該事業に要する経

費及び事業実施の指導監督に要する経費

(1) 養殖用種苗生産施設

(2) 養殖施設（養殖施設再配置を含む）

(3) 漁獲物運搬施設

(4) 荷さばき施設

(5) 省エネルギー型施設機能整備

(6) 漁場底質改善

(7) つきいそ

(8) 放流用種苗生産施設

(9) さけ・ます種苗生産等施設

(10) 種苗中間育成施設

(11) 病害汚染防止施設

(12) 加工処理施設



(13) 再生可能エネルギー利用施設・機能

整備

(14) 海業支援施設

(15) 作業保管施設

(16) 海水処理施設

(17) 漁船保全修理施設

(18) 水産作業等軽労化機能整備

(19) 船舶離発着施設

(20) 岸壁等の軽労化施設

(21) 密漁等監視施設

(22) 燃油補給施設

(23) 深層水等利活用施設

(24) 鮮度保持施設

(25) 水産廃棄物等処理施設

(26) 養殖場環境管理施設

(27) 水産情報高度利用施設

(28) 衛生環境強化機能整備

(29) 地下海水取水施設

(30) 水産資源評価・管理のための電子化

推進施設・機能整備

(31) その他、浜の活力再生広域プランで

必要となる施設

(32) 上記の附帯施設



別表１ 各事業の内容、補助率及び実施要件 

 

（１） 増養殖施設整備事業 

区分 事業の内容 補助率 実施要件 

浜 

の 

活 

力 

再 

生 

プ 

ラ 

ン 

推 

進 

タ 

イ 

プ 

①養殖施設（養殖施設再配置を含む） １／２ 以内 

 

 

・漁業管理、資源回復又は漁場環境の維持・

改善の取組を阻害するおそれのあるもの

（資源回復に取り組むべき魚種に対して

過剰漁獲が生ずる場合など）は、対象とし

ないものとする。 

・養殖施設再配置については、持続的養殖生

産確保法 （平成 11 年法律第 51 号）に定め

る漁場改善計画に基づくこと。 

交付対象は繋留資材に限る。 

 

②種苗生産施設（養殖用種苗用等、所

得向上を目的とした種苗生産施設） 

１／２ 以内 

 

 

③地下海水取水施設の整備 １／２ 以内  

浜 

の 

活 

動 

環 

境 

整 

備 

支 

援 

タ 

イ 

プ 

④種苗生産施設（さけ・ます資源及び

内水面水産資源を除く資源の増大

を目的としたもの） 

１／２ 以内 ・次のいずれかに該当するものを対象とす

る。 

ア 既存の施設ではその位置又は能力か

ら見て必要とされる種苗供給が困難

な都道府県で実施するもの。ただし、 

施設の整備の実施箇所の選定のため

都道府県等が行う調査の結果に基づ

き、地理的及び生物的条件から見て適

地であると認められる場所で、かつ、

既存の施設の補完的な役割を担いう

る場所で実施するもの。 

イ 広域回遊性資源を増大させる上で拠

点となる施設の整備で、その対象とな

る魚種について先進県等がその海域

全体として実施するもの。 

ウ 既存の施設を利用した増設、改築、合

体又は併設により新技術導入等のた

めの施設の整備に係るもの。 

本 

体 

施 

設 

に 

同 

じ 

⑤上記の附帯施設 本体 施 設 に

同じ 

・同左 

（注１）区分欄が「浜の活力再生プラン推進タイプ」である施設を整備する場合にあっては、当該漁村地

域において策定された浜の活力再生プランにおける取組内容に当該施設の整備が位置付けられ

ていることを要するものとする。 

 



（２）漁業共同利用施設整備事業 

区分 事業の内容 補助率 実施要件 

浜 

の 

活 

力 

再 

生 

プ 

ラ 

ン 

推 

進 

タ 

イ 

プ 

①荷さばき施設 １／２ 以内 

 

・地方卸売市場又は中央卸売市場（卸売市場法(昭和46年法律 

第35号)に定めるもの)は対象としない。 

・年間取扱量が3,000ｔ以上（産地市場の統廃合等に伴って集 

出荷機能が集約され、3,000ｔ以上の年間取扱量が見込まれ

る場合も含む。）の地域にあっては、水産物集出荷機能集約

・強化対策事業基本計画（水産物集出荷機能集約・強化対策

事業実施要領（平成31年3月27日付け30水港第2382号水産庁

長官通知）に基づき策定する基本計画をいう。以下同じ。）

が策定されていること。 

・市場機能を有する場合は、産地市場再編整備計画（水産物産

地市場の統合及び経営合理化に関する方針（平成13年3月30

日付け12水漁第4504号水産庁長官通知）に基づき都道府県が

策定する整備計画をいう。）に基づくものであること。 

②鮮度保持施設 
１／２ 以内 

（注１） 

・年間取扱量が3,000ｔ以上（産地市場の統廃合等に伴って集

出荷機能が集約され、3,000ｔ以上の年間取扱量が見込まれ

る場合も含む。）の地域にあっては、水産物集出荷機能集約

・強化対策事業基本計画が策定されていること。 

③作業保管施設 １／２ 以内 

④加工処理施設 ４／10 以内 

（注１） 

⑤海水処理施設 

 

１／２ 以内 

⑥蓄養施設 ４／10 以内 

⑦漁獲物運搬施設 ４／10 以内 

（注１） 

・年間取扱量が3,000ｔ以上（産地市場の統廃合等に伴って 

集出荷機能が集約され、3,000ｔ以上の年間取扱量が見込

まれる場合も含む。）の地域にあっては、水産物集出荷

機能集約・強化対策事業基本計画が策定されていること

。 

・離島等の条件不利地域を対象とするものであること。 

⑧漁船保全修理施設 
４／10 以内  

⑨漁業作業等軽労化機
能整備 

１／２ 以内  

⑩燃油補給施設 
１／２ 以内 

（注１） 

 

⑪省エネルギー型施設
機能整備 

１／２ 以内 

（注１） 

・施設稼働にかかるエネルギーの消費量又はそのコストを１

割以上削減すること。 

⑫小規模漁場施設 
１／２ 以内 ・事業効果の把握のため必要な情報の収集体制が整っている

こと。 

・漁獲規制を含む漁場管理規程を定めること。 

・海藻の繁茂する場の造成にあっては総事業費１億円未満で

あること。 



⑬その他、浜の活力再
生プランで必要となる
施設 

１／２ 以内 浜の活力再生プランの目標達成に必要となる施設に限る。 

浜 
の 
活 
動 
環 
境 
整 
備 
支 
援 
タ 
イ 
プ 

 

⑭水産廃棄物等処理施
設 

１／２ 以内  

⑮密漁等監視施設 
１／２ 以内 ・密漁被害があること。 

・施設の適切な運用に足る人員が確保されていること。 

・地方公共団体が保有する監視船は、交付の対象としない。 

⑯水産情報高度利用施
設 

１／２ 以内  

⑰衛生環境強化機能整
備 

１／２ 以内  

⑱漁業研修等施設 
１／２ 以内又

は１／３ 以内 

・漁業研修施設の事業実施主体は地方公共団体、地方公共団体

の一部事務組合、地方公共団体等が出資する法人及び漁業協

同組合連合会に限る。 

・建設面積が300㎡を超える漁業研修施設の交付率は1/3以内

とする。 

⑲水産資源評価・管理
のための電子化推進施
設・機能整備 

１／２ 以内  

⑳再生可能エネルギー
利用施設・機能整備 

１／２ 以内 ・共同利用施設等へ太陽光、風力、水産系廃棄物等を原料とし

たバイオマス、雪氷熱等により発電したエネルギーを供給す

るために必要な発電施設及びそれに附属する設備で、当該施

設を構成するのに必要なものとする。ただし、電気事業者に

よる再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平

成23年法律第108号）第９条の再生可能エネルギー発電設備

の対象となる場合を除く。 

本 

体 

施 

設 

に 

同 

じ 

㉑上記の附帯施設 
本体施設に同

じ 

・同左 

（注１）離島振興法第２条第１項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域で施設を整備する場

合については 5.5/10 以内とする。 

（注２）区分欄が「浜の活力再生プラン推進タイプ」である施設を整備する場合にあっては、当該漁村地

域において策定された浜の活力再生プランにおける取組内容に当該施設の整備が位置付けられ

ていることを要するものとする。 

 

 



（３）加工流通共同利用施設整備事業 

区分 事業の内容 補助率 実施要件 

浜 

の 

活 

力 

再 

生 

プ 

ラ 

ン 

推 

進 

タ 

イ 

プ 

①荷さばき施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

１／２ 以内又

は１／３ 以内 

 

 

 

 

 

 

 

・水産物産地市場※のうち卸売市場法第13条第１項の卸売市

場（地方卸売市場）に限る。 

・水産物産地市場再編整備計画に基づくものに限る。 

・水産物集出荷機能集約・強化対策事業基本計画を策定してい

る場合は、交付率1/2以内 

・水産物のEU向け輸出に係る産地の登録のための実務マニュ

アルに従い、登録を目指すものである場合は、交付率1/2以

内 

・それ以外は、交付率1/3以内 

※水産物の卸売のために開設される市場であって、漁船による

水産物の直接水揚げ又は陸送による生産地からの水産物の搬

入を受けて、第１段階の取引を行う市場 

②鮮度保持施設 １／２ 以内又

は１／３ 以内

（注１） 

・年間取扱量が8,000トン以上の地域では、交付率1/3以内 

③加工処理施設 ４／10 以内又

は１／３ 以内 

（注１） 

・施設整備後３年以内にHACCP認定を取得する場合、又は施設

整備に併せて廃棄物処理を行う機能を整備する場合に限り

交付率 4／10以内 

④海水処理施設 １／２ 以内又

は１／３ 以内 

・年間取扱量が5,000トン以上の地域では、交付率1/3以内 

⑤廃棄物等処理施設 １／２ 以内  

⑥加工流通作業等軽労

化機能整備 

１／２ 以内  

⑦衛生環境強化機能整

備 

１／２ 以内  

⑧水産資源評価・管理

のための電子化推進施

設・機能整備 

１／２ 以内  

⑨再生可能エネルギー

利用施設・機能整備 

１／２ 以内 ・共同利用施設等へ太陽光、風力、水産系廃棄物等を原料と

したバイオマス、雪氷熱等により発電したエネルギーを供

給するために必要な発電施設及びそれに附属する設備で、

当該施設を構成するのに必要なものとする。ただし、電気

事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別

措置法（平成23年法律第108号）第９条の再生可能エネルギ

ー発電設備の対象となる場合を除く。 

⑩その他、浜の活力再

生プランで必要となる

施設 

１／２ 以内 ・浜の活力再生プランの目標達成に必要となる施設に限る。 

⑪上記の附帯施設 本体施設に同

じ 

・同左 

（注１）離島振興法第２条第１項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域で行う場合について

は 5.5/10 以内とする。 



（注２）当該漁村地域において策定された浜の活力再生プランにおける取組内容に当該施設の整備が位

置付けられていることを要するものとする。 

 

（４）水産業競争力強化緊急施設整備事業 

事業の内容 補助率 実施要件 

①養殖用種苗生産施設 １／２ 以内  

②養殖施設（養殖施設再

配置を含む。） 
１／２ 以内 

・漁業管理、資源回復又は漁場環境の維持・改善の取組を阻害

するおそれのあるもの（資源回復に取り組むべき魚種に対し

て過剰漁獲が生ずる場合など）は、対象としないものとする。 

・養殖施設再配置については、持続的養殖生産確保法（平成 11

年法律第 51 号）に定める漁場改善計画に基づくこと。交付対

象は繋留資材に限る。 

③漁獲物運搬施設 
１／２ 以内 
（注１） 

・年間取扱量が 3,000ｔ未満の地域又は水産物集出荷機能集約・

強化対策事業基本計画が策定された地域であって離島等の条

件不利地域を対象とするものであること。 

④荷さばき施設 
１／２ 以内 
（注１） 

・市場機能を有する場合は、「産地市場再編整備計画」及び「漁

港における衛生管理基準について」に基づくものに限る。 

⑤省エネルギー型施設

機能整備 

１／２ 以内 
（注１） 

・施設稼働にかかるエネルギーの消費量又はそのコストを１割

以上削減すること。 

・当該施設の利用状況が適切であること。 

⑥漁場底質改善 １／２ 以内 

・事業効果の把握のため、必要な情報の収集体制が整っている

こと。 

・５年後に生産量１割増加を目指すものに限る。 

⑦つきいそ １／２ 以内 

・漁獲規制を含む漁場管理規程を定めること。 

事業効果の把握のため、必要な情報の収集体制を整えること。 

・５年後に生産量 1 割増加を目指すものに限る。 

⑧放流用種苗生産施設 １／２ 以内  

⑨さけ・ます種苗生産

等施設 
１／２ 以内 

・サケの放流尾数の都道府県内合計が過去３年連続して２百万
尾以上であること。 

・都道府県内のサケ沿岸来遊尾数（沿岸漁獲数と河川漁獲数と

の合計）が過去３年連続して１万尾以上であること。 

⑩種苗中間育成施設 １／２ 以内 ・内水面漁業に係るものに限る。 

⑪病害汚染防止施設 １／２ 以内 ・内水面漁業に係るものに限る。 

⑫加工処理施設 
１／２ 以内 
（注１） 

・漁獲物の簡易な加工処理施設に限る。 

⑬再生可能エネルギー

利用施設・機能整備 

１／２ 以内 
（注１） 

・共同利用施設等へ太陽光、風力、水産系廃棄物等を原料とし

たバイオマス、雪氷熱等により発電したエネルギーを供給す

るために必要な発電施設及びそれに附属する設備で、当該施

設を構成するのに必要なものとする。ただし、電気事業者に

よる再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平

成 23 年法律第 108 号）第９条の再生可能エネルギー発電設備

の対象となる場合を除く。 

⑭海業支援施設 
１／２ 以内 
（注１） 

・漁村特有の新鮮な魚介類等の提供等を通じて、水産業の振興

を中心とした地域の活性化を図ることを目的として、加工作

業所、地域水産物普及施設（加工品や郷土料理の展示及び販

売提供等）、漁業体験施設、休憩所等、地域資源の付加価値創

造を図る海業支援のための施設及びこれらに附属する設備

で、当該施設を構成するのに必要なものとする。 

・ただし、加工作業所、地域水産物普及施設については、当該

施設の全取扱量のうち３分の２以上が地域水産物であること

とする。 



⑮作業保管施設 
１／２ 以内 
（注１） 

・水産物の一時保管施設については、出荷前の一次処理施設を

伴う場合に限る。 

⑯海水処理施設 
１／２ 以内 
（注１） 

 

⑰漁船保全修理施設 １／２ 以内  

⑱水産作業等軽労化機

能整備 
１／２ 以内  

⑲船舶離発着施設 
１／２ 以内 
（注１） 

・原則として漁港漁場整備法（昭和 25 年法律第 137 号）に基づ
き指定された漁港の区域内とする。ただし、漁港の区域外に
おいて整備することが適当であると認められるものについて
はこの限りではない。 

・離島航路、定期船等の離発着に必要な待合所（休憩所、便所
等）、浮桟橋、乗降設備、利便設備及びこれらに附属する設備
で当該施設を構成するのに必要なものとする。 

⑳岸壁等の軽労化施設 １／２ 以内 

・原則として漁港漁場整備法に基づき指定された漁港の区域内
とする。ただし、漁港の区域外において整備することが適当
であると認められるものについてはこの限りではない。 

・浮桟橋及びベルトコンベア、クレーン等の軽労化施設並びに
これらに附属する設備で、当該施設を構成するのに必要なも
のとする。 

㉑密漁等監視施設 １／２ 以内 
・密漁被害があること。 
・施設の適切な運用に足る人員が確保されていること。 
・地方公共団体が保有する監視船は助成対象外とする。 

㉒燃油補給施設 
１／２ 以内 
（注１） 

 

㉓深層水等利活用施設 
１／２ 以内 
（注１） 

・原則として漁港漁場整備法に基づき指定された漁港の区域内
及びその背後集落とする。ただし、漁港の区域外の海域や漁
港の背後集落外において整備することが適当であると認めら
れるものについてはこの限りではない。また、港湾法（昭和
25 年法律第 218 号）に基づく港湾で行う場合には漁業活動が
行われている地域であり当該事業が水産業の振興に資すると
認められる場合に限る。 

・深層水等の清浄海水の取水管、導水管、浄水管、送水管、配
水管等及びこれらに附属する設備で、当該施設を構成するの
に必要なものとする。なお、配水管は共同利用施設へ配水す
るための幹線及び主要な支線とし、個別給水管を含まないも
のとする。また、所要の清浄を確保するのが困難な場合は、
滅菌処理等の施設を整備することができる。 

・また、深層水等を利活用した製氷施設及び水産物加工施設並
びにこれらに附属する設備で当該施設を構成するのに必要な
ものをあわせて整備することができる。 

㉔鮮度保持施設 
１／２ 以内 
（注１） 

・国産水産物を３分の２以上扱う施設に限る。 

㉕水産廃棄物等処理施

設 

１／２ 以内 
（注１） 

 

㉖養殖場環境管理施設 １／２ 以内 ・養殖場の環境管理のために設置するものに限る。 

㉗水産情報高度利用施

設 
１／２ 以内  

㉘衛生環境強化機能整

備 
１／２ 以内  

㉙地下海水取水施設 １／２ 以内  

㉚水産資源評価・管理

のための電子化推進施

設・機能整備 

１／２ 以内  



㉛その他、浜の活力再

生広域プランで必要と

なる施設 

１／２ 以内 
（注１） 

・所得の向上に関連する施設に限る。 

㉜上記の附帯施設 本体 施 設に

同じ 

・同左 

（注１）離島で行う場合については 5.5/10 以内とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


