
漁村の振興について
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○ 漁業者の高齢化、漁村人口の減少、漁業所得の伸び悩み等による漁村の活力の
減退

・漁村の衰退は、沿岸漁業をはじめとする漁業の衰退、地先漁場の管理や藻場、魚
付き保安林等の保全活動等が不十分となり多面的機能の発揮に支障が懸念。

漁村の衰退

○ 資源評価が行われている資源のうち4割は低位水準。近年、低位の割合はやや減
少、中高位はやや増加。

・海洋環境による影響のほか、沿岸域の開発等により産卵・育成の場となる藻場・干
潟の減少、一部の資源で回復力を上回る漁獲が行われたこと等が要因。

水産資源の低迷

漁村の課題



漁村活性化のあり方について －中間取りまとめの概要－ （平成21年7月）

活性化の必要性

◎上記の懸念を払拭するためには、漁村
活力の向上・維持が不可欠。その際、人口
規模等の面で漁村の存続が図られるよう、
水産業の振興に加え、都市漁村交流、UJI
ターンや二地域居住の促進などに積極的
に取り組むことが必要。

必要な取組

◎取組の柱は以下の通り。

・都市との交流促進

・地域資源の
保全・活用

・海業の振興

・水産業の振興

・生産環境の改善

・生活環境の改善

・減災力の向上

◎漁村活性化の実現には、地域の自発
的取組が重要であり、地域住民が主体
となった取組が不可欠。このためには、
新たな活動の中核的役割を担う人材の
育成等が必要。

◎国や地方公共団体は、生活・生産基
盤の整備に加え、地域の自発的取組を
成功に導くための支援、新たな取組の
促進、優良事例に関する情報提供など
を推進することが必要。

訪れたくなる
漁村づくり

働きたくなる
漁村づくり

暮らしたくなる
漁村づくり

・海の環境保全等
海を守る
漁村づくり

◎魅力ある地域資源を発見又は
再発見し、その付加価値を創造
した上で、得られた生産品等を情
報発信するなど、地域の魅力を
向上

◎高度衛生管理型施設や軽労
化施設の整備など、快適な労働
環境を創出。地域資源の価値創
造に取り組み安定的な雇用と所
得機会を提供

◎生活基盤の整備、防災関係施
設の整備など、安全かつ安心し
て生活できる環境を実現

活性化の方向性

＜目指すべき新たな漁村の姿＞

◎地域資源を活かした魅力的で、
個性的な漁村

・・・・・（訪れたくなる漁村）

◎快適な生産環境で、安定的な
収入が得られる豊かな漁村

・・・・・（働きたくなる漁村）

◎災害に対し安全で、快適な生
活環境を提供できる漁村

・・・・（暮らしたくなる漁村）

◎海の公益的機能を発揮す
るためには、漁村の人々の
活動が不可欠。

◎漁村の活性化は、海の公益的機能を発
揮するために重要。

漁業経営の不振

水産業全体の不振

・就業機会の減少
・著しい高齢化
・人口流出・減少

・教育・医療・交通機関等の社会的サービ
スの低下

漁村における問題

生活・生産環境の
立ち遅れ

・水産物の供給力の低下
・国民の多様なニーズへの対応が困難
・海の公益的機能発揮への支障

今後の懸念



今後の推進方策

④ 漁業者や地域住民が住み続ける
ことが可能な漁村の存続

② 地先漁場や資源の適切な管理と
持続的利用

① 地域における多種多様な資源の
有効活用

③ 漁業者や地域住民が定住し、働く
ことができる地域づくり

里海の保全・創出
漁業・漁村の６次産業化

及び海業の推進

生活環境の改善、雇用の確保 限界集落化の防止



地域における多種多様な資源の有効活用

漁業・漁村の６次産業化及び海業の推進

・付加価値の向上による水産資源の有効活用
・漁業と２次・３次産業との融合による地域ビジネスの展開や新たな産業の創出
・魅力的な景観等地域資源を活用した海業の推進

実現性（整備推進のための動機付け）

今後の推進方策 案①

【整備メニュー】６次産業化・海業に必要な中核的施設の整備
・水産物加工処理施設、直販施設等
・交流施設

実現手段(施策対象、整備メニュー）

【成果目標】６次産業化・海業に取り組む地区割合の向上（○％⇒○％）
【事業量】 整備地区数：○地区

目標(成果目標、事業量)



地先漁場や資源の適切な管理と持続的利用

里海の保全・創出

・水産資源が保護・培養される漁場環境を実現
・地先漁場の適切な保全により持続的な生産活動を実現

実現性（整備推進のための動機付け）

今後の推進方策 案②

【整備メニュー】
・産卵・育成の場となる藻場・干潟の創出
・（漁場保全活動の取り組みに対する支援策）

実現手段(施策対象、整備メニュー）

【成果目標】 （管理された）里海から水揚量の増加（○％⇒○％）
【事業量】 里海の整備・指定（○ha）

目標（成果目標、事業量)

里海の定義（柳 哲雄：九州大学教授）

「人手が加わることにより、生産性と生物多様性が高
くなった沿岸海域」



沿岸漁業者が定住し、漁業が存続できる地域づくりを目指す。

生活・生産環境の改善、雇用の確保

・資源生産力、漁港機能、労働環境等の改善により、暮らしやすさの向上
・漁業・漁村の６次産業化・海業の推進により、雇用機会の創出

実現性（整備推進のための動機付け）

今後の推進方策 案③

【整備メニュー】
・集落環境施設の整備
・６次産業化・海業の中核的施設の整備

実現手段(施策対象、整備メニュー）

【成果目標】汚水処理普及率の向上（Ｈ２２年５３％→Ｈ２３年概ね６０％→○％）
【事業量】整備地区数（○地区）

目標(成果目標、事業量)



漁業者や地域住民が定住し、働くことができる地域づくり（生活環境の改善、雇用の確保）

限界集落化の防止

・６次産業化・海業による雇用の場の創出、所得の確保
・地域の魅力を高め、交流定住人口を確保
・漁場保全活動の推進による水産資源の維持・増大

実現性（整備推進のための動機付け）

今後の推進方策 案④

【整備メニュー】
・６次産業化・海業に必要な中核的施設の整備［再掲］
・集落環境施設の整備［再掲］
・産卵・育成の場となる藻場・干潟の創出［再掲］
（・漁場保全活動の取り組みに対する支援策［再掲］）

実現手段(施策対象、整備メニュー）

【成果目標】 活力ある漁村（存続型集落等）の数の維持（○地区⇒○地区）
【事業量】 方策案 ①～③を踏襲。

目標(成果目標、事業量)
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○平成21年の我が国の漁業・養殖業生産量は543万トンで、対前年比2.9％減。生産額は、対前年比9.5％減の１兆4,730億円。

漁業・養殖業の生産量の推移

我が国の漁業生産と漁業就業者の推移 〔参考〕
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65歳以上

60～64歳

40～59歳

25～39歳
15～24歳

○漁業就業者数は平成２１年で約２１万人。平均年齢は５６．２
歳（平成２０年）。
○新規就業者数は平成２１年で２，００２人。

漁業就業者の推移

資料：農林水産省「漁業・養殖業生産統計」

遠洋漁業

沖合漁業

沿岸漁業
海面養殖業

内水面
漁業・養殖業

昭和59年生産量ピーク（1,282万トン）

平成21年
（543万トン）

年

万トン

万人

※括弧内は各年における年齢区分の占める割合（単位：％）



漁村のおかれている現状 〔参考〕

■漁村の人口・高齢化率の推移
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■漁家率と人口減少

■下水道等普及率と自動車交通可能道比率

漁港背後集落における
漁家率別人口減少率

（H13年度の人口を100％とする）
集落の
漁家率

※漁家率：集落世帯数に占める漁家世帯の割合
資料：水産庁調べ

資料：漁村（水産庁調べ Ｈ２２）
小都市：「平成１７年度公共施設状況調」（総務省）
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資料：漁村の人口推移と高齢化率は水産庁調べ、日本の高齢化率は
平成12年、17年は総務省「国勢調査」、その他の年は「人口推計」

○漁村は全国平均と比べ高齢化率が高い。 ○漁家率が高い集落ほど人口の減少率が高い傾向。

○漁村は都市部と比較して生活環境整備水準に遅れ。

施設名 漁村 小都市

下水道等普及率 53.3％ 67.6％

自動車交通可能道比率 77.0％ 82.5％
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