
別記様式第８－１号

一般社団法人　漁業経営安定化推進協会

　　　代表理事会長　　大森　敏弘　殿

住　　　　　　所

事業実施者名 印

競争力強化型機器等導入緊急対策事業実施計画承認申請書

　 競争力強化型機器等導入緊急対策事業実施計画について、水産関係民間団体事業実施要
領の運用について（平成22年3月26日付け21水港第2597号水産庁長官通知）の第３の９－１の
（３）のエの（エ）のａの規定に基づき別添のとおり提出する。

番 号

年 月 日

必ず、発信番号と日付を

記載してください。

漁連等の県域を通じて提

出してください。

事業実施者名の押印を必

ずしてください。



別記様式第８－１号の別添２

１．事業実施者の詳細

年齢

（注）　１　漁業種類欄には、事業実施者が営む主たる漁業種類を記入すること。

　　　　２　漁業関係法令等違反の有無欄には、事業実施者が事業実施計画の承認申請日以前１年の間に浜の活力再生広域プランの適正な実施を確保するための

　　　　　　漁業関係法令等に違反した事実の有無について「有 ・ 無」のいずれかに○印を記入すること

　　　　　　（法令違反が確定していない場合等、疑義がある場合は水漁機構に連絡すること）。

　　　　３　年齢欄には本計画の提出日時点の年齢を記載し、当該時点において年齢が70歳以上の事業実施者は、６．の項目を記入すること。

２．競争力強化型機器等導入の詳細

（１）導入機器等に係る事項

単価

種別 型式・機種等 （円）

（注）　１　導入しようとする機器等の詳細資料を添付すること（機種・型式・能力等が把握できる書類）。

　　　　２　原則として、３社以上の見積りを徴した上で、比較検討を行い、導入計画を作成すること。

（２）事業予定費用一覧

税抜額（円） 消費税額（円）

（Ｂ） （Ｃ）

（注）　１　耐用年数欄には、導入する機器等の耐用年数を記載すること。

　　　　２　水産業競争力強化金融支援事業を活用し、利子助成金の交付を受けようとする者は、本事業の事業実施者の名義が、利子助成の交付を受ける者の名義と

            同一となるよう、留意すること。

導入予定金額

（円）

所属漁協

備考

導入予定日 導入機器等の内容

〒

船名 トン数
ｾｰﾌﾃｨｰﾈｯﾄ構築事

業

契約管理番号

有　・　無

漁業関係法令等
違反の有無

事業実施者の概要と実施計画

耐用年数
（年）

（円）

その他市町村等事業での
助成額（円）

負担区分

（Ａ）

導入予定費用額

導入予定数

自己負担額国庫補助額（円）

住所氏名

ﾌﾘｶﾞﾅ：

名前：

漁業種類 漁船登録番号

事業実施者名にﾌﾘｶﾞﾅを記載ください
提出日時点の年齢を記載してください。なお、70歳
以上の場合は「６．」の項目を記載ください

７桁のｾｰﾌﾃｨｰﾈｯﾄ契約管理番号を記載し
てください。事業実施者名とｾｰﾌﾃｨｰﾈｯﾄ
契約者名が異なる場合は番号の下に契
約者名義を記載し、備考欄に事業実施
者との関係を記載ください

主とする漁業種類を記入

本体価格（下取価格を控除し、消費税を除く）

本体価格の1/2以内（下取価格を控除し、消費税を除く）。上限
額：2,000万円。千円単位で記載（千円未満切り捨て）

導入予定金額＋消費税額の記載



３．漁業経営の状況及び今後の競争力強化対策

（１）漁業経営

・現状及び問題点

（２）競争力強化の取組

　（１）省力・省コスト化に資する機器

　　　　　ア：漁船用エンジン（船内機または船外機） イ：その他の機器

　（２）生産性向上に資する機器

　　　　　ア：漁船用エンジン（船内機または船外機） イ：その他の機器

　（３）定置網漁業の操業体制の高度化に資する機器

（注）業務要領第２条第１項第１号に該当する機器等を導入する場合は、その計算根拠を別添すること。

型式・機種等

（船外機・船内機の場合は連続出力も記載）

・機器等を導入することにより得
られる効果

・収益向上（ＫＰＩ １０％向上）の取
組内容

・業務要領第２条第１項の支援対
象機器の中で該当する項目に☑
を付して下さい。

種別 メーカー名

被代替機器等

導入機器等

漁業経営における現在の状況と課題・問題点の要点のみ

現在の機器と導入する機器の明細を記載。被代替機
及び導入機器の型番等間違わないように確認。エン
ジンの連続出力は、「基準適合証明書」「仕様性能
証明書」から転記

機器審査における重要な欄。機器を導入することによって、ど
のように効果が得られるか、省力・省コスト化の機器（燃油消
費量の削減など）もしくは生産性向上の機器（時間当たりの処
理能力向上など）に特化した内容で記載

対象となる機器を選
び、クリックして☑
を付けてください。

漁船用エンジンで同型・同馬力は不可。省力・省コスト化の場合、5％以上燃油使用量が削減可能で「省エネ機器設備
基準」に記載された機器であること、（未記載では10％以上であること）。生産性向上の場合、連続出力が原則

5年間で漁業利益または償却前利益を基準年より10％向上のた
めの取組内容を記載。本事業の機器導入の影響だけでなく、広
域及び地域の浜プラン等の施策などを記載。ここでも上記の導
入効果と同じく生産性向上と省エネ・コストの矛盾の記載はし



（３）取組の目標（ＫＰＩ） ★

◯漁業所得10%以上向上の例　（※③漁労支出の内訳を明確に区分できない場合は、目安となる割合を示すこと。）
１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 備考
（30年度） （31年度） （32年度） （33年度） （34年度）

①漁業所得（②－③） 0 万円 0 0 0 0 0
向上割合（対基準年） 100% 100% 100% 100% 100%
②漁労収入 万円
③漁労支出 0 万円 0 0 0 0 0
　雇用労賃 万円（％）
　漁船・漁具費 万円（％）
　油費 万円（％）
　その他 万円（％）

◯償却前利益10%以上向上の例
１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 備考
（30年度） （31年度） （32年度） （33年度） （34年度）

①償却前利益（※１） 0 万円 0 0 0 0 0
向上割合（対基準年） 100% 100% 100% 100% 100%
②漁労収入 万円
③漁労支出 0 万円 0 0 0 0 0
　雇用労賃 万円
　漁船・漁具費 万円
　油費 万円
　販売手数料 万円
　その他の漁労支出 万円
　減価償却費 万円
④漁労利益（②－③） 0 万円 0 0 0 0 0
⑤経常利益（※２） 万円
（※１）償却前利益＝経常利益＋減価償却費
（※２）経常利益＝漁労利益＋漁労外売上高－（漁労外売上原価＋漁労外販売費及び一般管理費）＋営業外収益－営業外費用

◯設定した基準年の種類
基準年
５中３

直近５ヶ年の平均
直近３ヶ年の平均
直近年（前年）

その他
＜注意事項＞

（※その他の場合、基準年の設定方法や設定に至った理由を必ず記載すること。）

基準年

－

基準年

－

（※該当するものに◯を記載）

　取組の目標（ＫＰＩ）の基準年については、５中３（直近５ヶ年のうち、最大と最小を除いた３ヶ年平均）、直近５ヶ年の平均、直近３ヶ年の平均、直近
年（前年）などの適切な根拠を持つものとする。

小数点を切り捨てして110％以上になっているかを確認して下さい。通常、Excelでの計算は四捨五入で表示するので110％
と表示されていても、実際は110％未満の場合があります。 （漁安協のホームページからExcelのファイルがダウンロードで

事業実施者の給与所得は雇用労賃やその他に含めず、漁業所得に含ま

基準年及び実績に関しては、会計検査もチェックします。決算書類等、基準年の根拠、証憑
となるデータに基づいて作成してください。

法人の場合、決算書等に基づいて、経常利益と減価償却費を足した金
額が「償却前利益」となります。5年間の目標数値に入る予定の無い
過去の特別利益は基準年に含まず策定してください。



４． 浜の活力再生広域プランとの連携について（連携が未だ無い場合は、調整協議会の内容等を記入）

認定（予定）日 認定番号

（注）　１　認定（予定）日欄及び認定番号欄については、参加する広域水産業再生委員会が水産庁長官から受領した承認通知書の日付と文書番号を記入すること。

　　　　２　浜の活力再生広域プランの（予定）概要欄には、所属する広域水産業再生委員会が策定した又は策定しようとする広域浜プランの（予定）概要のうち、

　　　　　　本事業に関連する内容を簡潔に記載すること。ただし、広域浜プランの（予定）概要のうち本事業に関連する内容が分かる資料を所属する

　　　　　　広域水産業再生委員会又は地域再生委員会が作成した場合には、当該欄には「別紙のとおり」と記載し当該資料を添付することができる。

５． 次に掲げる事業により導入した機器等の処分制限期間が経過していない事業実施者は、該当する事業に☑を付した上で、当該事業について

記入すること（該当しない場合は記入しないこと）。

（１）競争力強化型機器等導入緊急対策事業（平成27～28年度）

（２）漁業経営セーフティーネット構築等事業のうち省エネ機器等導入推進事業（平成25～26年度）

（３）漁業経営体質強化機器設備導入支援事業（平成23～29年度）

（４）水産業体質強化総合対策事業のうち沿岸漁業等体質強化緊急対策事業のうち漁業経営体質強化対策事業のうち体質強化グループ活動支援事業

　　　（平成21～23年度）

６．

７． 添付資料

広域水産業再生委員会（調整協議会）の名称 浜の活力再生広域プランの（予定）概要

事業実施者 事業年度 助成を受けた機器 導入年月日

70歳以上の事業実施者は、本事業で導入する機器等の処分制限期間内において、病気やけが等の理由で、本事業の実施が困難な事態が発
生した場合について、当該機器等の取扱方針を記入すること。（なお、実際に発生した場合は、業務要領第９条に基づき、事業実施主体と協議
し、変更の承認を受けなければならない）。

機器等の取り扱い方針 該当

（グループ名）

　・所属する広域水産業再生委員会又は地域再生委員会の者に譲渡

②（上記以外の場合は、その旨を記載すること。）

①機器等を継続して使用

　・後継者（生計を共にする親族）が補助条件を継承

　・事業実施者が所属する漁協の他の組合員に譲渡

策定調整協議会の場合、浜の活力再生広域プランの概要欄に広域浜プランの認定の予定を記載ください。概要に関しては、（注）
２に記載の通り、広域または地域再生委員会で作成する場合「別紙のとおり」と記載し、別紙にまとめた資料を添付ください。

処分制限期間が経過してない実施事業がある場合、
□をクリックして☑にしてください。

70歳以上の事業実施者は本事業実施困難な場合について、必ず
「該当欄に」○印を記載ください。（②はその旨を記載）


