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は じ め に（素案）

「水産の動向」は、水産基本法に基づき、政府が、毎年、国会に対して、水産の動向等に

ついて報告するものです。また、この報告を公表することにより、国民生活にも密接に関連

する水産業の動向や水産施策の内容について、幅広く国民の皆様のご理解を得るために役立

つことを期待しています。

このような観点から、本書は、できる限り読みやすく、わかりやすいものとなるよう、次

のような構成としております。

まず冒頭の「トピックス ～水産この一年～」では、この１年ほどの大きな話題を取り上

げています。本年は、「海洋基本法が制定」、「我が国周辺水域のクロマグロ資源の合理的な

利用に向けて」、「マグロ養殖業への期待」、「異業種との連携で広がる新ビジネスの可能性」、

「ワシントン条約第14回締約国会議」、「燃油価格の高騰による影響」の６つのトピックスを

紹介しています。

第Ⅰ章では、毎年テーマを変えて特集を組んでいます。本年は、「伝えよう魚食文化、見

つめ直そう豊かな海」と題して、魚を中心とした食生活から生まれた日本独自の魚食文化と

それを支えてきた海をめぐる近年の情勢変化を取り上げました。

私たち日本人は、海からの恵みである水産物を幅広く利用してきました。そして、魚を中

心とした食生活の中で生まれた知恵や知識を蓄積し、日本独自の「魚食文化」を育んできま

した。しかし、近年の魚離れによって、日本周辺で獲れる多種多様な水産物を味わう機会が

減少しました。この国産水産物の魚離れは、長年培ってきた「魚食文化」の衰退とそれを支

えてきた産業を縮小させるとの指摘もあります。

また、魚食文化を支えてきた我が国周辺の海は、本来豊かな漁場ですが、資源の減少、藻

場・干潟の減少、担い手の不足等の問題が発生しています。さらに、地球温暖化といった地

球規模の環境変化による影響も懸念されています。

こうした厳しい状況の中でも、魚食文化とそれを支えてきた豊かな海を後世に伝えようと

する人々がいます。本書では、不屈の心で挑んだ人々の取組を通して、魚食文化と豊かな海

の再生に向けた可能性と、すべての人が役割と能力に応じて取り組むべき課題を整理しまし

た。

第Ⅱ章では、17年度以降の我が国の水産物需給や我が国漁業をめぐる国際動向、漁業経営

の状況及び漁村の活性化に向けた取組について記述しています。
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【参考となるホームページ】

（本文中の マークについて）

マークに関する内容について、より詳しく知りたい方は、下記のホームページも
併せてご覧ください。

≪トピックス≫
ページ 内容 ホームページ

マグロの需給・価格等の情報 水産庁まぐろに関する情報

http://www.jfa.maff.go.jp/tuna/info/index.htm
マグロなど国際資源の現状 国際漁業資源の持続的利用と適切な保存・管理のために

http://kokushi.job.affrc.go.jp/
漁師になりたい、起業したい 全国漁業就業者確保育成センター

http://www.ryoushi.jp/
燃油高騰対策 水産庁燃油高騰対策

http://www.jfa.maff.go.jp/j/keiei/nenyu/index.html

≪特集≫
ページ 内容 ホームページ

食料品消費モニター調査 農林水産省 食料品消費モニター調査結果

http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/heya/moniter.htm
消費動向調査 農林漁業金融公庫 消費者動向等調査

http://www.afc.go.jp/information/investigate/consumer/index.html
郷土料理百選 農林水産省 郷土料理百選

http://www.rdpc.or.jp/kyoudoryouri100/
おさかなマイスター制度 おさかなマイスター協会

http://www.osakana-center.com/meister/advisercourse.html
漁業者のインターネット販売 福島県相馬双葉漁業協同組合相馬原釜支所青壮年部

http://www4.ocn.ne.jp/~fune5/
飲食店向けインターネット販売 ぐるなび PRO for飲食店

http://pro.gnavi.co.jp/group_buy_fish/top.html
食料自給率 食料自給率の部屋

http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/index.html
我が国周辺の資源状況 わが国周辺の水産資源の現状を知るために

http://abchan.job.affrc.go.jp/
地球温暖化が農林水産業に与え 農林水産省農林水産研究開発レポート

る影響と対策 http://www.s.affrc.go.jp/docs/report/report23/no23_p1.htm
FAO「世界漁業・養殖業白書（英 FAO
語）」 http://www.fao.org/sof/sofia/index_en.htm
世界の水産物供給量等（英語） FAOSTAT

http://faostat.fao.org/
ホッカイシマエビ漁 北海道野付漁業協同組合

http://www.aurens.or.jp/hp/notsuke/
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≪特集つづき≫
ページ 内容 ホームページ

ハタハタ資源管理 秋田県水産振興センター

http://www.pref.akita.lg.jp/icity/browser?ActionCode=genlist&GenreI
D=1146099982686

フィッシュウォッチ（英語） フィッシュウォッチ

http://www.nmfs.noaa.gov/fishwatch/
エコラベル制度 大日本水産会

http://www.suisankai.or.jp/

民間のエコラベル制度 MSC
http://www.msc.org/

NPO法人盤州里海の会 NPO法人盤州里海の会
http://www.satoumi.net/

金沢八景東京湾アマモ場再生会 金沢八景東京湾アマモ場再生会議

議 http://www.amamo.org/

≪平成 18年度以降の水産の動向≫
ページ 内容 ホームページ

我が国の水産統計情報 農林水産省統計部

http://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/toukei/index.html
我が国周辺水域の資源管理 水産庁 資源管理の部屋

http://www.jfa.maff.go.jp/suisin/index.html
大型クラゲ情報 （独）水産総合研究センター

http://jsnfri.fra.affrc.go.jp/Kurage/kurage_top.html
外来魚対策 環境省 外来生物法

http://www.env.go.jp/nature/intro/
鳥獣害対策 農林水産省 鳥獣害対策

http://www.maff.go.jp/soshiki/seisan/cyoju/index.htm
琵琶湖での取組 滋賀県水産課

http://www.pref.shiga.jp/g/suisan/index.html
コイヘルペスウィルス病に関す 農林水産省 コイヘルペスウィルス病に関する情報

る情報 http://www.maff.go.jp/koi/
農林水産物等の輸出促進対策 農林水産省 輸出促進対策

http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/yusyutu.html
養殖ブリの輸出 鹿児島県東町漁業協同組合

http://www.azuma.or.jp/
サクラエビとかんきつの地域活 静岡県由比漁業協同組合

性 http://www.jf-net.ne.jp/soyuikougyokyo/
高度衛星荷さばき施設 愛知県西三河漁業協同組合

http://www.nishimikawagyokyou.com/
ISO取得加工施設 愛媛県遊子漁業協同組合

http://www.yusu.jp/set_bbs.html
食品表示と JAS規格 農林水産省 食品表示と JAS規格

http://www.maff.go.jp/j/jas/index.html
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≪平成 18年度以降の水産の動向つづき≫
ページ 内容 ホームページ

食育 農林水産省 なぜ？なに？食育

http://www.maff.go.jp/syokuiku/index.html
築地発食事バランスガイド おさかな普及センター

http://www.osakana-center.com/
食育コンクール 地域に根ざした食育コンクール

http://nipponsyokuiku.net/concour/
捕鯨 水産庁 捕鯨

http://www.jfa.maff.go.jp/whale/indexjp.htm
国際労働機関 ILO駐日事務所

http://www.ilo.org/public/japanese/region/asro/tokyo/
漁港・漁場の整備 水産庁 漁港漁場整備部

http://www.jfa.maff.go.jp/gyokogyojo/index.htm
地域資源活用プログラム 中小企業庁 地域産業支援

http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/index.html
立ち上がる農山漁村 農林水産省 立ち上がる農山漁村

http://www.maff.go.jp/tatiagaru/newpage9.htm
農林水産祭 財団法人 日本農林漁業振興会

http://www.affskk.jp/
全国の漁業協同組合 全国漁業協同組合連合会

http://www.zengyoren.or.jp/
農林水産業 農林水産省

http://www.maff.go.jp/
水産業 水産庁

http://www.jfa.maff.go.jp/


