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（１）浜の活力再生プラン

　活力ある漁村づくりのためには地域の漁業の活性化が欠かせませんが、漁業をめぐる課題
は個々の経営体や地域が置かれている状況によって異なり、また、課題解決に向けた方向性
もそれぞれの状況によって異なると考えられます。このため、課題を有効に解決するには、
画一的な方策ではなく、それぞれが置かれている状況に即して検討する必要があります。こ
うしたことから、平成25（2013）年度から、地域の漁業の課題を、地域の漁業協同組合又は
漁業者団体が市町村等と共同で検討し、解決の方策を取りまとめる「浜の活力再生プラン」
の策定が進められています。プランの策定に当たっては、漁業者の所得を１割以上上昇させ
るための具体的な内容を盛り込む必要があります。
　国では、平成28（2016）年までに全国の約600地区での「浜の活力再生プラン」の策定を
目指しています。このため、プランの策定に必要な先進地調査や専門家による指導等につい
て支援しているほか、国が認定したプランに基づく取組に対しては、重点的に関連施策によ
る支援措置を講じています。一例としては、３者以上の漁業者による協業体又は新規就業者
が行う漁業の収益性を高めるモデル的な取組がプランに位置付けられた場合、遠洋・沖合漁
業者の収益性を高める取組の支援措置である「漁業構造改革総合対策事業（もうかる漁業）」
と同様の支援が沿岸漁業についても受けられることとしています。
　この取組は漁業者団体からも注目されており、全国漁業協同組合連合会では、JFグルー
プ運動方針アクションプラン（平成27（2015）～31（2019）年度）に「浜の活力再生プラン」
の策定・実践の全国展開を位置付け、全漁業協同組合が一丸となって浜の再生に向けて取り
組むこととしています。
　「浜の活力再生プラン」は、平成27（2015）年３月末までに427計画が国に承認されました。
その内容は、漁獲物の品質の向上や資源回復・増大等、生産現場での取組のほか、消費・流
通関係での取組もみられるなど、地域によって様々な取組がみられます（表Ⅱ−４−１）。

表Ⅱ－４－１　「浜の活力再生プラン」取組事例

資料：水産庁調べ
注：平成26（2014）年12月現在

収入向上
の取組

コスト削減
の取組

資源管理しながら生産量
を増やす

魚価向上や高付加価値化
を図る

商品を積極的に市場に出
していく

省燃油活動、省エネ機器
導入

協業化による経営合理化

活き締め・神経締め・血抜き等の漁獲後管理の統一、シャーベット氷活用等温度管理の統一、急速冷
凍、加工法や養殖法の改善・マニュアル化、肉質等の統一、操業の見直しによる輸送時間短縮等

対 　 策 具体的な取組の例
○漁獲量増大　　種苗放流、食害動物駆除、雑海藻駆除、海底耕耘、施肥（堆肥ブロック投入）、資源管理の強化等
○新規漁業開拓　養殖業、定置網、新たな養殖種の導入等

○品質向上

○衛生管理　　　殺菌海水の活用、食中毒対策の徹底等
○商品開発　　　低未利用魚等の加工品開発等
○出荷拡大　　　販売先の見直し、市場統合等
○消費拡大　　　直接販売、給食利用、生協等との連携、イベント開催、輸出への取組等
船底清掃や漁船メンテナンスの強化 
省エネ型エンジンや漁具、加工機器の導入 
漁船の積載物削減による軽量化 
操業見直しによる操業時間短縮や操業隻数削減等 
協業化による人件費削減、漁具修繕・補修費削減等 
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（２）水産業・漁村における地域資源の活用

（漁業とそれ以外の業種との連携による漁村の活性化）
　漁村は、自然にあふれた環境の下、新鮮な魚介料理や、遊漁、海水浴等レクリエーション
を存分に楽しむことができる場として多くの観光客を惹

ひ

きつけています。逆に、多くの観光
客の訪問は、宿泊・飲食・レジャー施設等の立地を促し、これらによる雇用の場が創出され、
漁村の活性化にも大きく貢献しています。このような活性化の推進のためには、各漁村がそ
れぞれ持つ特有の地域資源を有効に活用することが重要であり、これは漁業者だけで取り組
むよりも、他の業種と連携し、その知見やノウハウを活かしつつ取り組む方がより高い効果
が見込まれるものと考えられます。連携する業種としては、旅館・飲食店業や流通業といっ
た魚介類を販売・提供する業種だけではなく、例えば、経営コンサルティングや販売のマー
ケティング等漁業経営上の革新を目指すものや、漁業労働環境や漁村の生活環境を改善する
もの等、様々な業種が想定されます。しかし、これらの業種と漁業とを結びつけ、円滑に新
しい関係を構築していくためには、両者の間に立つ仲介者の存在が欠かせません。
　国では、水産業に限らず様々な知見や技術を有し、水産日本の復活の後押しについて志を
有する方々から「浜の応援団」を募り、水産庁が橋渡し役となって、後押しを望む「浜」と
のマッチングを進めていく『プロジェクト！「浜の応援団」』を立ち上げています。このプ
ロジェクトも活用しながら、漁業者と他業種の円滑な連携を図っていくことが重要です。

（漁村地域における６次産業化・地産地消等の取組）
　国は、農山漁村の所得・雇用の増大及び地域活力の向上を図るため、１次産業としての農
林漁業と、２次産業としての製造業及び３次産業としての小売業等の事業との総合的かつ一
体的な推進を図り、新たな付加価値を生み出す６次産業化の取組を推進しています。漁村地
域においては、漁業と加工・流通業の一体化や、観光業と融合する取組等が６次産業化の取
組の例として考えられます。

　いとう漁業協同組合（静岡県）は、（株）日立システムズの協力の下、

IT企業のアララ（株）が提供するスマートフォン用アプリケーションを

利用して自社で加工製造・販売する商品のレシピ動画や漁獲の様子等の

動画が見られるサービスを始めました。いとう漁業協同組合では、魚を

さばく手間をかけずに簡単に料理に活用できるサバのすり身を「サバ男

くん」と名付けて商標登録し、販売しています。「サバ男くん」のパッ

ケージに付いた商品ロゴやいとう漁業協同組合のロゴに、アララ（株）

が提供する動画再生アプリケーションを起動したスマートフォンをかざ

すと、「サバ男くん」を使った調理例の紹介動画や、定置網での操業の

状況等を見ることが出来る仕組みとなっており、紙媒体だけでは伝えき

れない情報を分かりやすく紹介できるほか、２次元バーコードではなくロゴによる認識が可能なことから

パンフレットや販促物でも活用できる点が評価されています。

異業種との連携による漁業の活性化（静岡県　いとう漁業協同組合）事例

「サバ男くん」商品ロゴ
資料：いとう漁業協同組合
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　また、地元消費者に向けて地元の水産物を販売する取組や、地元消費者が率先して地元の
水産物を消費する、いわゆる地産地消の取組が進められています。地産地消は、消費者側か
らみると流通が簡素化された分だけ割安となり、生産現場が近いため安心感があるといった
利点があります。また、漁業者側にとっても、少量しか漁獲されず一般の流通には乗りにく
い魚介類でも販売しやすく、流通コストがそれほどかからないといった利点があります。さ
らに、地魚の希少性に着目し、流通の工夫により販路を開拓し、地域の活性化につなげる試
みもみられます。
　特に、各地域には、長年培われた特別の生産方法や産地の自然的な特性等により、高い品
質と評価を獲得するに至った水産物も多く存在しています。
　これらのうち、品質等の特性が産地と結び付いており、その結び付きを特定できるような
名称が付されているものについて、その名称（地理的表示）を知的財産として登録･保護す
るため、 平成26（2014）年に「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律＊１（地理的表示
法）」が成立し、「地理的表示保護制度」が導入されることとなりました（図Ⅱ−４−１）。
登録を受けた水産物は、登録標章（地理的表示マーク）を付すことで他の水産物と差別化を
図ることが可能となるほか、国が模倣品等の地理的表示の不正使用の取締りを行います。こ
れらにより、生産者や消費者の利益が確保されます。

＊１　平成26（2014）年法律第84号

　漁港に水揚げされる魚の中には、種類・規格・数量等が揃わないため、消費地向けの流通に乗らず、地

元だけで消費される魚介類があります。こうした、都市では流通されにくい地魚の持つ希少性を活用し、

独自の流通経路を構築して販路を拡大し、地域の活性化につなげようとする試みが行われています。

　平成26（2014）年に築地場外市場（東京都）にオープンした「築地にっぽん漁港市場」では、長崎県

漁連や北海道、新潟、静岡、高知といった各道県の産地水産業者が店舗を構え、都内では珍しい魚介類や

「地魚」の流通と活用（築地にっぽん漁港市場）事例

図Ⅱ－４－１　地理的表示法の概要

資料：農林水産省

１．制度導入の必要性 ２．制度の概要

３．制度の創設の効果

現　

状

ポ
イ
ン
ト

課　

題

○　地域の様々な特性に由来した品
質等を備えた特徴ある産品が多数
存在。

○　中にはその名称で原産地を特定
できるようなものも存在。

そのような産品の
名称を地域の共有
財産（知的財産）
として活用を図っ
ていく必要。

② 地理的表示、生産・
　 加工業者の団体の登録

【第12条、第13条】

信用の低迷、生産者全体の
利益の逸失

結果

① 特性の統一・維持が不十分

※ 経済連携強化の流れの中、地域ブランドを知的財産として保護する制度がないと、
　 国益の毀損も懸念

※２ 複数の団体を登録することも可能。地域のブランド協議会等を含む。

ブランド価値の毀損、生産
者全体の不利益

② フリーライドや模倣の発生

① 生産者利益（地域の知的財産）の保護（農林水産物等の適切な評価・財産
的価値の維持向上）

② 需要者利益の保護（高付加価値の農林水産物等の信用の保護・需要の確保）

① 農林水産物等の特性を国が保証し、その名称（地理的表示）を登録
② フリーライド・模倣品（地理的表示の不正使用）を国が排除
③ 地域の生産者全体に地理的表示の使用を許容

生
産
・
加
工
業
者

の
団
体
（※

２
）

生産・加工業者

生産・加工業者

① 地理的表示（※１）、生産・加工
　 業者の団体の登録申請【第６条、第７条】

農林水産大臣
生産・加工業者

生産・加工業者

③ 

品
質
管
理

③ 

品
質
管
理 ③ 品質管理体制のチェック

【第21条、第24条】

※１ 明細書作成

※ 手続の透明性・公平性も確保
　　　　　  【第８条～第11条】

取締り【第５条】

地理的表示の不正使用を知った者

通
報 

【第25条】
不正
使用
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　地域の伝統的な特産品には、地域名を冠したブランド名が付けられている例が数多くあります。水産物

では、例えば、佐賀関（大分県大分市）沖で漁獲される「関あじ」「関さば」や氷見市（富山県）沖で漁

獲される「ひみ寒ぶり」等が挙げられます。

　このようなブランド名は、当該産品への消費者の評価が高まるにつれ、産地を表すのみならず、当該産

品が一定の品質を有するものであるとの信用を生じさせるものとなります。しかしながら、この信用を悪

用し、第三者がその地域外で生産された産品等にも名称を使用することにより、真正な産品との誤認を生

じ、真正な産品自体の評価を毀損するような事態も生じています。

　このような事態を防ぐためには、ブランド名を勝手に第三者が使用できないようにすることが有効であ

ることから、「地域の名称と商品名からなる商標」を一定の要件の下で商標として登録し、独占的にその

名称を使用できる「地域団体商標制度」が活用されています。前述の「関あじ」「関さば」を始め、多く

の水産物の名称がこの地域団体商標として登録されています。

　一方、商標制度では、産品の品質基準の策定は任意であるという点や、第三者の便乗行為に対しては訴

訟等により商標権者が自力で救済を図らなければならないという点で、ブランドの管理や保護に一定の限

界がありました。

　このため、今般、生産地と強い結び付きを有している伝統的な特産品について、その生産地や生産方法、

品質基準を定め、これを満たした産品にのみ、その名称（地理的表示）を付すことができるという「地理

的表示保護制度」が導入されることとなりました。

　国際的には、地理的表示という概念やその保護については、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の

一部である「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（TRIPS協定）」において規定されており、既に

世界の100か国を超える国で地理的表示保護制度が導入されています。

　今後は、同制度を有する国との間で、登録された産品を相互に保護する枠組みづくりを進めていくこと

を通じて、我が国の伝統的な特産品が海外において侵害されることを防ぎ、輸出促進にも寄与していくこ

とが期待されます。

地域ブランドの管理と名称の保護コラム

　釧路市東部漁業協同組合では、刺身や寿司種として使える高鮮度のシシャモフィレーを生産しています。

同漁業協同組合所属漁船が漁獲した直後のシシャモのオスのうち、30ｇ以上の高品質のシシャモを厳選

して販売しており、地元のホテルのほか、築地市場（東京都）でも高い評価を得ています。一般に、シシ

ャモのオスは、焼きシシャモの原料としては、子持ちししゃもと呼ばれるメスに比べ商品価値が低い傾向

にありますが、脂の乗りはメスよりも優れ、独特の味わいがあるということです。

　このように、流通・加工方法に工夫を加えることで、評価が低かった漁業資源を有効利用できるように

なる可能性があります。

シシャモの雄を刺身として販売（JF釧路市東部漁業協同組合）事例

活魚等を一般客向けに販売しています。卸を通さずに産地直送することで、流通に乗りにくいという問題

点を解消するとともに、地元業者が直接販売することで、当地ならではの調理法といった情報を伝えるこ

ともできます。
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（他地域からの人材の積極的な受け入れ）
　近年では、漁村地域の過疎化が進行しており、若者の流出と漁村の高齢化が深刻化してい
るととともに、漁村の活気が失われているため、漁村に若者を呼び込むこと自体が重要な課
題となっています。その一方、都市部等の漁村以外の地域には、漁業やその関連産業に関心
を抱く若者も少なくありません。平成26（2014）年に実施された都市住民に対する調査によ
ると、農山漁村地域に定住したいという願望を持つ者は32％にのぼり、平成17（2005）年に
比べ11ポイント増加しました（図Ⅱ−４−２）。特に、20歳代では４割近い者が農山漁村地
域への定住願望を持っているという結果となりました。このため、このような都市の人材を
積極的に受け入れることが漁村地域の活性化のために重要となっています。
　また、他地域から人材を受け入れることは、漁村地域にとっても刺激となり、漁村の活性
化に大きく資するものと考えられます。漁村地域の経済の中心である沿岸漁業や水産加工業
等は、個々の規模が小さく、家族的経営が主流となっているため、他地域からの雇用の受け
皿としては必ずしも十分なものではありませんが、漁村に新しい人材の働く場を提供すると
いうその役割は重要なものであると考えられます。
　国では、平成26（2014）年12月に日本全体の人口の将来展望を示す「まち・ひと・しごと
創生長期ビジョン」とそれを踏まえた今後５か年の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を
閣議決定し、人口減少を克服し、地方創生を成し遂げるため、「東京一極集中」の是正等に
取り組むこととしています。同戦略では、水産業の活性化による地方における働く場の創出
や、漁村も含めた地方への新しいひとの流れをつくる施策が盛り込まれています。

（３）漁港及び漁村の役割と水産業・漁村が発揮する多面的機能

　漁港は、漁獲物の陸揚げ、漁船の係留、燃油や食料等の補給、漁船の修理の拠点として漁
業にとって欠かせない存在です。我が国沿岸には2,909の漁港が立地しており、利用範囲に
より第一種漁港から第四種漁港に分類されています。沿岸漁業が発達している我が国漁業の
実情を反映し、漁港の約４分の３は、主に地元漁業者が利用する第一種漁港となっています

（表Ⅱ−４−２）。
　陸揚地である漁港には、水産物の流通・加工施設等多くの施設が集まっていますが、地域
の水産業の特徴に応じて漁獲物にも特色があることから、流通・加工施設もその特色に応じ
た施設が立地する傾向にあります。この特色を町おこしの中心コンセプトとして利用してい
る地域もみられます。
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資料：内閣府「農山漁村に関する世論
調査」

注：居住地域が「都市地域」又は
「どちらかというと都市地域」
と認識している者（1,147人）
の「農山漁村地域に定住してみ
たいという願望があるか」との
問いに対する回答。

図Ⅱ－４－２　都市住民の農山漁村への定住に対する意識

ない
どちらかというとない
わからない
どちらともいえない
どちらかというとある
ある
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　漁港は陸揚地として水産物流通の出発点であり、漁港での水産物の取扱いは当該水産物の
品質や評価を最初に決定付けるものとして重要です。このため、漁港においても適切な衛生
管理を行うことが求められています。国では、水産物の流通拠点となる漁港について、消費・
輸出の拡大を図るため、輸出先国が求める衛生管理基準の適合を目指した荷さばき所の整備
等、衛生管理対策の取組に対し支援をしています。平成27（2015）年３月に、八戸漁港の荷
さばき所が、水産物卸売市場としては国内で初めて対EU輸出水産食品取扱施設の登録を受
けました。
　また、地球温暖化防止のため、温室効果ガス排出量の削減は喫

きっ

緊
きん

の課題であり、水産物の
陸揚げ・流通・加工の拠点として多くの電気や燃油を使用する漁港においても、エネルギー
消費の縮減や温室効果ガス排出量等を縮減することは重要な課題です。このため、国では、
平成26（2014）年３月に「漁港のエコ化方針（再生可能エネルギー導入編）」を取りまとめ、
漁港への再生可能エネルギーの導入手順や利活用方法、発電施設を導入・管理する際のリス
クのほか、再生可能エネルギーの導入に向かない地域に立地する漁港にも参考となるよう、
省エネルギーによる温室効果ガス排出量等の縮減方法についても整理しています。
　一方、漁村は、漁業者を始めとする住民の生活の場であるとともに、魚介類や海藻等を生
産し、加工する場となっています。また、約35,308㎞に及ぶ我が国の海岸線の総延長に対し、
漁業集落数は6,298あり、平均して海岸線5.6㎞ごとに漁業集落が立地しています。漁業集落
が海岸にくまなく立地することにより、我が国の国土の保全とその均衡ある発展に寄与して
います。
　水産業・漁村には、水産物の安定供給という本来的機能の他に、①自然環境を保全する機
能、②海難救助や国境監視活動等の国民の生命財産を保全する機能、③居住や交流の「場」
を提供する機能、④地域社会を形成し、維持する機能等の多面的な機能も備えています（図
Ⅱ−４−３）。また、その評価額は、定量評価が可能なものだけに限定しても年間総額９兆
2,052億円に達するものと試算されています＊１。
　こうした水産業・漁村の多面的機能は、誰もが享受できる公益性を有しており、私たちの
生活に様々な恵みをもたらしています。しかしながら、このような機能は、漁村に人々が生
活し、水産業が継続して営まれることによって初めて発揮されるものであるため、漁村人口
の減少・高齢化が進行し、漁村の活力が衰退すれば、水産業・漁村の活力によって支えられ
ている多面的機能の発揮にも支障を来すことが懸念されます。国土を海に囲まれ海からの恵
みを十分に享受することが国民の福祉において大きな要素となっている我が国にとって、水
産業・漁村の多面的機能を維持・強化していくことは重要な課題であり、政府として一体と
なって取り組むこととしています。
　平成25（2013）年度からは、国民の生命財産の保全、地球環境の保全、漁村文化の継承と
いった水産業・漁村の多面的機能の発揮に資する地域の漁業者等の活動について国が支援す
る制度が実施されており、各地で活発な活動が行われています。

＊１　平成15（2003）年３月「多面的機能評価等にかかる調査報告書」（水産庁）
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漁  港  数  2,927 2,916 2,912 2,909 2,909
　第　一　種 その利用範囲が地元の漁業を主とするもの。 2,217 2,206 2,200 2,179 2,179
　第　二　種  495 496 499 517 517
　第　三　種 その利用範囲が全国的なもの。 101 101 101 101 101
　特定第三種  13 13 13 13 13
　第　四　種  101 100 99 99 99

平成16年
（2004）

21
（2009）

24
（2012）

25
（2013）

26
（2014）

（単位：港）

資料：水産庁調べ
注：平成16（2004）年は当年12月31日現在の港数。平成21（2009）年及び24（2012）～26（2014）年は当年４月１日現在の港数。

その利用範囲が第一種漁港よりも広く、第三種
漁港に属しないもの。

第三種漁港のうち水産業の振興上特に重要な漁
港で政令で定めるもの。
離島その他辺地にあって漁場の開発又は漁船の
避難上特に必要なもの。

表Ⅱ－４－２　第一種～第四種漁港の数と利用範囲

資料：日本学術会議答申を踏まえて農林水産省で作成（水産業・漁村関係のみ抜粋）

図Ⅱ－４－３　水産業・漁村の多面的機能

　薩摩半島に位置する指宿市（鹿児島県）では、「磯焼け」により藻場が減少し、磯根の生き物や魚が減

少した一方で、ウニの一種であるガンガゼが繁殖していました。このような状況を心配する漁師が集まり、

鹿児島県水産技術開発センター等からの指導も受けながら、藻場の再生に取り組みました。平成20

（2008）年の夏に水産高校と協力してウニ類の除去と、鹿児島県水産技術開発センターの指導の下での母

藻の投入を行い、翌春に藻場を再生させることができたことから、これを機に様々な場所で自らの工夫に

よる藻場再生に取り組み、地道な活動の成果が少しずつ出始めました。

　こうした成果を背景に、平成25（2013）年５月からは、漁業者を中心とした224名をメンバーとする「指

指宿地区水産振興会による藻場の再生活動（鹿児島県指宿市）事例
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（４）漁村地域における防災機能の強化と減災対策の推進

　背後に山が迫る 狭
きょう

隘
あい

な土地に位置する漁村では、漁業関係施設や家屋が、狭い土地や崖
下に密集しています。このため、多くの漁村が地震や津波等の災害に対して脆

ぜい

弱
じゃく

となって
います（表Ⅱ−４−３）。さらに、高齢者が多く居住している一方で、多くの釣り客や観光
客が来訪することから、災害発生時の地域の救助体制等に特有の課題を抱えています。漁村
の中核的な施設である漁港は、災害により陸路が寸断された際に人間の移動や物資の搬出入
等で重要な役割を果たすものであり、東日本大震災においても、地震や津波による被害を免
れた漁港施設は、地震の直後から復旧・復興に貢献しました。また、完全に倒壊しなかった
防波堤や岸壁は、地震や津波発生時及び発生後において一定の機能を保ち、背後地域の被害
の軽減や災害後の施設利用の早期再開に寄与しました。これを踏まえ、国では防波堤と防潮

宿地区水産振興会」を発足させ、水産多面的機能発揮対策事業の支

援を受けながら、更なる藻場の再生に取り組みました。

　この結果、平成26（2014）年には約1.5ヘクタールの藻場の再

生とアオリイカの産卵が確認できました。さらに、同事業を活用し、

アサリの放流適地の調査、オニヒトデの駆除及び小学生を対象とし

た「お魚さばき教室」の開催等の活動を行っています。

　指宿地区水産振興会では、「失敗しても諦めず、成功してもさら

に挑戦する人を増やして作っていく」をモットーに、「藻場づくり

は人づくり…みんなで協力して海を守ろう！」のスローガンのもと

で活動しています。

磯焼け（左下）から再生した藻場の様子
（写真提供：指宿地区水産振興会）

　中泊町小泊地区（青森県）は、津軽半島北西端に位置する日本海に面した漁村ですが、その沿岸海域は

海の難所としても知られ、江戸時代から多くの海難事故が発生しています。そのため、小泊地域では、古

くから海難救助訓練や事故防止に対する関心が高く、明治36（1903）年には「大日本帝国水難救済会小

泊救難組合（現青森県漁船海難防止・水難救済会小泊救難所）」が設立されています。

　こうした事情を背景に、小泊救難所と漁協婦人部を中心とした「中泊町沿岸訓練実施隊」による海難救

助・油除去訓練活動が水産多面的機能発揮対策事業に採択され、平成25（2013）年から、小泊地域で実

際に起こった海難・海浜事故を基に計画された訓練が実施さ

れています。年間のスケジュールは、毎年６月～９月に漁業

者を対象にした海難救助訓練１回、遊漁者を対象とした海難

救助訓練１回、油除去訓練２回です。こうした訓練により、

救助活動の円滑化や関係機関との連携強化が図られるほか、

地域住民が参加することによる海難・海浜事故防止意識の地

域への浸透といった効果が出ています。

　このような中泊町沿岸訓練実施隊が行う海難救助・油除去

訓練は、県内各漁協と各関係機関のモデルともなっています。

中泊町沿岸訓練実施隊の構成図

中
泊
町
沿
岸
訓
練

実
施
隊

小泊救難所　56名

小泊消防署　22名

漁協婦人部　65名

漁業者　　　78名

地域住民　　27名

中泊町沿岸訓練実施隊による海難・海浜事故防止訓練（青森県
中泊町）事例



144

第
Ⅱ
章

第
１
部

堤による多重防護の活用や、防波堤・岸壁を津波に対して壊れにくく粘り強い構造にするこ
とで、背後の漁村集落の被害軽減を図ることとしています。
　一方、今後20年程度で耐用年数50年を経過する漁港施設が５割、海岸施設が７割に達する
見込みであり、老朽化した施設を適切に維持管理し、施設としての機能の維持確保を図るこ
とが急務となっています。このため、政府全体の取組として、平成25（2013）年11月に「イ
ンフラ長寿命化基本計画」を取りまとめ、国を始め、地方公共団体等の様々なインフラの管
理者が一丸となって進める戦略的な維持管理・更新等の方向性を示しました。これを踏まえ、
水産庁では平成26（2014）年８月に「インフラ長寿命化計画（行動計画）」を策定し、水産
庁の所管するインフラの長寿命化に向けた取組を推進することとしています（図Ⅱ−４−４）。
　また、平成26（2014）年６月に海岸法＊１が改正され、切迫する南海トラフの地震等による
大規模な津波等に備え、海岸の防災・減災対策を強化するとともに、高度成長期等に集中的
に整備された海岸堤防等の海岸保全施設の老朽化に対応し、海岸の適切な維持管理を推進す
ることとされました。
　島国である我が国は、海からの災害についても万全な対策をとることが国土を 強

きょう

靱
じん

化
か

す
る上で重要であり、漁港・漁村はまさに海と陸の接点に位置することから、その防災・減災
については、国土の 強

きょう

靱
じん

化
か

の一環として、政府として取り組むことが必要です。

資料：水産庁調べ（平成26（2014）年３月末現在）
　注：岩手県、宮城県、福島県を除く結果

  4,176 1,435 795 2,746 1,430
  100.0％ 34.4％ 19.0％ 65.8％ 34.2％
 　  65歳以上の高齢者が50％ 752 277 287 616 136
 　  以上を占める集落数 18.0％ 19.3％ 36.1％ 22.4％ 9.5％

合　　計 過疎地域 非過疎地域うち離島地域うち半島地域漁港背後集落数

表Ⅱ－４－３　漁港の背後にある集落が立地する地域の指定状況

図Ⅱ－４－４　水産庁の「インフラ長寿命化計画（行動計画）」の概要

○　インフラ長寿命化基本計画に基づき水産庁が所管するインフラに係る行動計画をとりまとめ
○　水産基本計画や漁港漁場整備長期計画に沿った計画的な老朽化対策の推進と相まって国民の安全・安心の確保、中長期的な維持管
理・更新等に係るライフサイクルコストの縮減や予算の平準化を実現

○説明会・講習会等による技術的支援
○補助金・交付金による取組の支援
○修繕・更新にあわせた現行設計基準への適合
○施設の集約化や有効活用等を含めた見直し

○マニュアル等の内容の充実、対象施設の拡大
○基準類の適時・適切な改定

○維持管理・更新等を通じた情報の収集・蓄積
○データベースの整備・活用、関係者による情報の共有

○計画策定の推進　　　　　○補助金・交付金による支援
○説明会等の開催、マニュアル等の整備・提供による支援

○本行動計画に係る通知文書の発出
○情報変化の把握と制度の見直し

○非破壊検査技術等の開発の推進
○機能診断や老朽化進行予測等の技術開発の推進
○新技術を活用した取組事例の整理、情報提供

○対策の優先順位を考慮した予算の平準化
○ライフサイクルコスト算定手法の構築の検討
○新技術の導入による対策費用の縮減

○試験研究機関による支援、国・都道府県・市町村の連携
○入札制度の見直し　　　○漁業関係者や市民団体との連携
○民間資格の活用

○点検・診断等を行う人材、ノウハウの不足
○修繕・更新等に係る予算の不足
○波力等設計外力の見直し等への対応
○人口減少等社会経済情勢の変化への対応

○より実用的なマニュアル等に対するニーズ
○マニュアル等が一部施設に未対応

○台帳等の不備、未整備
○情報の活用に向けた収集・蓄積が不十分

○計画未策定の施設が存在
○管理者によって計画内容にばらつき

○本行動計画の周知

○より実用的な点検・診断手法等に対するニーズ

○対策の実施時期の推定と対策費用の算定精度の向上
○対策費用が予算額を上回る年度の発生

○専門的知識を有する技術者の不足
○発注に係る人材の不足
○技術者の技術力の適切な評価

フォローアップ計画 本行動計画の取組内容の進捗状況の把握、課題への対応

対象施設 漁港施設、漁場の施設、漁業集落環境施設及び海岸保全施設
計画期間 平成26（2014）年度から平成32（2020）年度まで
中長期的な
コストの見通し 必要な情報（各インフラの管理者等が策定する個別施設計画に記載される対策費用等）が蓄積された段階で明示

必要施策に係る取組の方向性現状と課題

点検・診断／
修繕・更新等

情報基盤の整備と活用

個別施設計画の作成

新技術の開発・導入

予算管理

体制の構築

法令等の整備

基準類の整備

＊１　昭和31（1956）年法律第101号


