
【漁業用燃油】

・積立実績

項目 積立単価 件数 申込数量（kl） 備考

平成29年度第1期分 7,500円/kl上限 29,767 1,427,156 25.9 億円 25.9 億円 0 億円 件数には中断・継続未入金を含む

平成29年度第2期分 7,500円/kl上限 0 164 2.3 億円 2.3 億円

平成29年度第3期分 7,500円/kl上限 2 2 2.0 億円 2.0 億円 震災新規

平成29年度第4期分 7,500円/kl上限 0 0 0.8 億円 0.8 億円

勘定振替（第4四半期分） -7.6 億円 -7.6 億円 養殖用配合飼料へ振替

勘定振替（第1四半期分） -9.4 億円 -9.4 億円 養殖用配合飼料へ振替

勘定振替（第2四半期分） -2.3 億円 -2.3 億円 養殖用配合飼料へ振替

勘定振替（第3四半期分） 0.0 億円 0.0 億円

29年度満了返還分 -12.7 億円 -12.7 億円

解約返還 -3.2 億円 -3.2 億円

平成30年度第1期分 7,500円/kl上限 29,878 1,447,583 26.5 億円 26.5 億円 件数には中断・継続未入金を含む

勘定振替（第4四半期分） -6.0 億円 -6.0 億円 養殖用配合飼料へ振替

満了返還分 -9.3 億円 -9.3 億円

解約返還 -2.2 億円 -2.2 億円

累計（平成22年度より） 595.4 億円 326.6 億円 268.8 億円

・補塡金の支払実績

項目 補塡単価 件数 購入数量（kl） 備考

平成29年度第3四半期 4,430円/kl 24,383 297,065 13.1 億円 6.5 億円 6.5 億円 急騰対策補塡

累計（平成22年度より） 328.1 億円 148.3 億円 179.8 億円

【養殖用配合飼料】

・積立実績

項目 積立単価 件数 申込数量（ﾄﾝ） 備考

平成29年度第1期分 14,000円/ﾄﾝ上限 1,702 710,955 56.9 億円 56.9 億円 0 億円 件数には中断・継続未入金を含む

平成29年度第2期分 14,000円/ﾄﾝ上限 0 0 4.2 億円 4.2 億円

平成29年度第3期分 14,000円/ﾄﾝ上限 0 0 0.6 億円 0.6 億円

平成29年度第4期分 14,000円/ﾄﾝ上限 0 0 0.5 億円 0.5 億円

勘定振替（第4四半期分） 7.6 億円 7.6 億円 漁業用燃油より振替

勘定振替（第1四半期分） 9.4 億円 9.4 億円 漁業用燃油より振替

勘定振替（第2四半期分） 2.3 億円 2.3 億円 漁業用燃油より振替

勘定振替（第3四半期分） 0.0 億円 0.0 億円

29年度満了返還分 -0.7 億円 -0.7 億円

解約返還 -1.3 億円 -1.3 億円

平成30年度第1期分 14,000円/ﾄﾝ上限 1,600 708,485 42.9 億円 42.9 億円 件数には中断・継続未入金を含む

勘定振替（第4四半期分） 6.0 億円 6.0 億円 漁業用燃油より振替

満了返還分 0.0 億円 0.0 億円

解約返還 -0.1 億円 -0.1 億円

累計（平成22年度より） 512.1 億円 327.7 億円 184.4 億円

・補塡金の支払実績

項目 補塡単価 件数 購入数量（ﾄﾝ） 備考

平成29年度第1四半期 16,580円/ﾄﾝ 1,571 113,560 18.8 億円 9.4 億円 9.4 億円 7中5×100%（国内価格）

平成29年度第2四半期 2,580円/ﾄﾝ 1,551 175,572 4.5 億円 2.3 億円 2.3 億円 7中5×100%（国内価格）

平成29年度第4四半期 15,270円/ﾄﾝ 1,455 80,485 12.0 億円 6.0 億円 6.0 億円 7中5×100%（国内価格）

累計（平成22年度より） 368.7 億円 184.4 億円 184.4 億円

漁業経営セーフティーネット構築事業の現況
（平成30年6月末現在）

基金額 加入者積立 国

基金額 加入者積立 国

補塡金額 加入者取崩 国助成分

補塡金額 加入者取崩 国助成分
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