
資 料 １

加工 流通業の持続的発展と加工・流通業の持続的発展と
安全な水産物の安定供給の実現安全な水産物の安定供給の実現

平 成 ２ ３ 年 １ １ 月 ２ 日



水産物消費 加 状Ⅰ．水産物消費、加工の状況

１



○○ 生活スタイルの変化等を背景として、若年層を中心に、「魚離れ」が進行。生活スタイルの変化等を背景として、若年層を中心に、「魚離れ」が進行。

ⅠⅠ－１．水産物消費の現状①－１．水産物消費の現状①

○○ 家庭において調理食品の需要が拡大する一方で家庭において調理食品の需要が拡大する一方で､､魚介類（生鮮魚介）や水産加工品（塩干魚介・魚肉練製魚介類（生鮮魚介）や水産加工品（塩干魚介・魚肉練製
品・他の魚介加工品）は減少傾向にある。品・他の魚介加工品）は減少傾向にある。

○ 国民１人当たり年間の魚介類摂取量
(供給純食料)が減少

消費者の魚離れ 食料支出額に占める形態別の割合の推移

20%

外食

Ｈ13 40.2㎏ ⇒ Ｈ16  35.0㎏
⇒ Ｈ20  31.5㎏（概算値）

資料：農林水産省「食料需給表」
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魚介類と肉類の１人１日当たり摂取量の推移
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資料：総務省「家計調査年報」（二人以上の世帯（農林漁家世帯を除く））から作成
注：①「調理食品」は 工業的加工以外の一般的に家庭や飲食店で行うような調理の全部又は一部を行った食品 冷凍調理

資料：厚生労働省｢国民栄養調査｣（平成9年）、｢国民健康・栄養調査報告｣（平成19年）
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注：①「調理食品」は、工業的加工以外の 般的に家庭や飲食店で行うような調理の全部又は 部を行った食品。冷凍調理

食品、レトルトパウチ食品及び複数素材を調理したものも含む。弁当、おにぎり、調理パン、中華まんじゅう、レトルトパ
ウ チ食品、各種総菜など。カップめん、即席めんは含まない。

②「水産加工品」は、塩干魚介（塩さけ・たらこ・しらす干し・干しあじ・干しいわし・煮干し・他の塩干魚介）、魚肉練製品（揚

げかまぼこ・ちくわ・かまぼこ・他の魚肉練製品）、他の魚介加工品（かつお節・削り節・魚介の漬物・魚介のつくだ煮・魚
介の缶詰・他の魚介加工品のその他）を合計したもの。



○○ 消費者は 水産物購入にお 鮮度 安心 安全 価格等を重視消費者は 水産物購入にお 鮮度 安心 安全 価格等を重視

ⅠⅠ－１．水産物消費の現状②－１．水産物消費の現状②

○○ 消費者は、水産物購入において、鮮度、安心・安全、価格等を重視。消費者は、水産物購入において、鮮度、安心・安全、価格等を重視。

消費者が水産物を購入する際に重視すること（複数回答）

３



○○ 水産物は、産地・消費地の２段階の市場を経由して消費者へ供給。水産物は、産地・消費地の２段階の市場を経由して消費者へ供給。

ⅠⅠ－２．水産物の流通－２．水産物の流通

、 費 場 費、 費 場 費

○○ このような水産物特有の多段階流通に加え、産地から消費地に至るまで、常時冷蔵による鮮度保持が必要でこのような水産物特有の多段階流通に加え、産地から消費地に至るまで、常時冷蔵による鮮度保持が必要で
あること、多くが切り身や刺身に調理された上で販売されることから、総じて流通コストが割高。あること、多くが切り身や刺身に調理された上で販売されることから、総じて流通コストが割高。

水産物 流通経路水産物の流通経路

漁業者・漁業者・

水産物の価格構造

○ 流通段階別の価格（試算）

92 439円／100kg
青果の価格構造青果の流通構造
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25,923円
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集荷者集荷者(JA)(JA)

卸売業者卸売業者
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卸売経費 4.8%
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格
相
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流通コスト
相当部分

（72.0％）

66 516円仲卸業者仲卸業者

卸売業者卸売業者

消費地卸売市場消費地卸売市場

仲卸業者仲卸業者

資料：平成21年食品流通段階別

価格形成調査

小売経費
24.1%

小売経費等
36.6％

※ 主要 品目は メバチ アジ イ シ カ オ

66,516円

小売店小売店小売店小売店

仲卸業者仲卸業者

４

小売店小売店

価格形成調査

（青果物経費調査）
※：主要１０品目は、 メバチ、マアジ、マイワシ、カツオ、
マガレイ、マサバ、サンマ、マダイ、ブリ、スルメイカ の
生鮮品

資料：平成21年食品流通段階別価格形成調査（水産物経費調査）

小売店小売店小売店小売店



○○ 水産物産地市場の多くは漁業協同組合が開設。水産物産地市場の多くは漁業協同組合が開設。
○○ 取扱規模が小さく 経営も脆弱なものが多い取扱規模が小さく 経営も脆弱なものが多い

ⅠⅠ－３．産地市場の現状－３．産地市場の現状

○○ 取扱規模が小さく、経営も脆弱なものが多い。取扱規模が小さく、経営も脆弱なものが多い。
○○ 商品の量・質とも不安定で、大口需要への対応が不十分。また、買受人の参入制限等の閉鎖性も見られる。商品の量・質とも不安定で、大口需要への対応が不十分。また、買受人の参入制限等の閉鎖性も見られる。
○○ 市場数が減少する中、各市場の取扱数量・金額、買受業者数はいずれも減少。市場数が減少する中、各市場の取扱数量・金額、買受業者数はいずれも減少。

1～5億円

1億円未満

漁業協同組合

取扱高階層別産地市場開設者の割合（H15)

１億円未満 １～５億円 ５～10億円

10～20億円

20～30億円

30～50億円

50億円以上

取扱高階層別産地市場数の推移

30～50億円

20～30億円

10～20円未満

5～10億円
漁業協同組合

漁業協同組合連合会

地方公共団体

会社

個人

１億円未満 億円 50億円以上

S63

S58

0% 20% 40% 60% 80% 100%

50億円以上

資料：農林水産省「漁業センサス」

注）本件調査による市場とは、漁船により水産物の直接水揚げがあり、第１次段階の水揚げが行われた市場及び漁船の直接水揚げ
がなくても、陸送により生産地から水産物の搬入を受けて第１次段階の取引を行った市場をいう。

H15

H10

H5

30～50億円
3.8%

50億円以上
6.5%

取扱高階層別産地市場の割合（H15)
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H15

産地市場の取扱量・金額・買受業者の推移

資料：農林水産省「漁業センサス」

１億円未満
20.3%

10～20億円
12.6%

20～30億円
5.3%

産地市場の取扱量 金額 買受業者の推移

平成５年 １０年 １５年
1,041 985 911

787 610 478
20,183 16,913 13,852

　　市場数
　　取扱数量(百万㌧)
　　取扱金額(億円）

買受業者数

５

１～５億円
36.7%

５～10億円
14.8%

資料：農林水産省「漁業センサス」
資料：農林水産省「漁業センサス」

40,956 37,533 32,567
取扱数量(㌧) 7,560 6,193 5,247
取扱金額(億円) 19.4 17.2 15.2
買受業者数 39.3 38.1 35.7

１市場
当たり

　買受業者数



○○ 水産加工業は、漁獲物の 大の仕向先であり、漁業と密接な関わり。水産加工業は、漁獲物の 大の仕向先であり、漁業と密接な関わり。
○○ 水産加工品の生産量は減少傾向水産加工品の生産量は減少傾向

ⅠⅠ－４．水産加工の現状①－４．水産加工の現状①

○○ 水産加工品の生産量は減少傾向。水産加工品の生産量は減少傾向。
○○ 水産加工業関係工場の大半は、沿海市区町村に立地し、漁業地域に重要な雇用の場を提供。水産加工業関係工場の大半は、沿海市区町村に立地し、漁業地域に重要な雇用の場を提供。漁業とともに漁業とともに、、

地域の基幹産業として重要。地域の基幹産業として重要。

魚介類の需給量に占める水産加工の地位
（平成21年概算値）

○ 国内消費仕向量919万トンのうち 431万トンが水産
項 目 工場数 割合

水産加工業関係の工場立地状況（平成20年）

漁業用 生鮮・冷凍 単位：万トン
餌　料 259

輸出 52
67

○ 国内消費仕向量919万トンのうち、431万トンが水産
加工（食用）向け。 水産加工業関係工場全体 10,097 100%

うち沿海市区町村立地工場 8,949 89%
飼肥料 177

国内生産
487 水産加工品

（食用）
国内消費仕向量 万トン

資料：農林水産省「第１２次漁業センサス」（２００８年）

水産加工品国内生産量の推移

431

在庫減少
輸入 ▲49

450

919

国内消費仕向量の内訳 100

200

300

400

資料：農林水産省「食料需給表」

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国内消費仕向量の内訳
0

100

45% 31% 18% 6%

水産加工品（食用） 生鮮・冷凍 飼肥料 漁業用餌料

練り製品 冷凍食品 塩蔵品 乾・くん・節製品 缶詰 その他加工品 油脂・肥飼料

資料：農林水産省「水産物流通統計年報」、
(社)日本缶詰協会「缶詰時報」､
(財)日本水産油脂協会「水産油脂統計年鑑」 ６



○○ 水産加工業は、中小・零細規模の経営基盤の脆弱な経営体が大宗を占める。水産加工業は、中小・零細規模の経営基盤の脆弱な経営体が大宗を占める。
○○ 経営体数は 従業者数４人以上９人以下の小規模階層を中心に減少傾向にあり １０年前と比較して経営体数は 従業者数４人以上９人以下の小規模階層を中心に減少傾向にあり １０年前と比較して

ⅠⅠ－４．水産加工の現状②－４．水産加工の現状②

○○ 経営体数は、従業者数４人以上９人以下の小規模階層を中心に減少傾向にあり、１０年前と比較して経営体数は、従業者数４人以上９人以下の小規模階層を中心に減少傾向にあり、１０年前と比較して
約２千２百経営体が減少し、現在は約８千８百経営体となっている。約２千２百経営体が減少し、現在は約８千８百経営体となっている。

○○ 出荷額に対する出荷額に対する原材料使用原材料使用額の割合が高く、収益性が低い。額の割合が高く、収益性が低い。

水産加工業の経営体の従業員規模別割合

原材料費率

水産加工業の経営状況

2.7%
1～ 3人

4～ 9人

（単位：千億円、％）

製品出荷額 原材料

20.6% 30.3% 23.0% 17.7%

5.3%

0.3%

10～ 19人

20～ 49人

50～ 99人

100～299人

300人以上

区 分
製品出荷額

(Ａ)
原材料

使用額 (B)
Ｂ／Ａ

全 製 造 業 2670.8 1647.5 61.7

食料品製造業 245.8 149.1 60.7

水産食料品製造業 32 5 21 4 65 8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

300人以上

資料：経済産業省「工業統計表」（産業編）（H２１）注：油脂・飼肥料製造業者は含んでいない。

水産加工業の従業者規模別経営体の推移

資料：経済産業省「工業統計表」（産業編）（H２１）

売上高経常利益率

水産食料品製造業 32.5 21.4 65.8

（単位：％）

Ｈ15 Ｈ21

4,000

5,000

平成１１年 平成２１年

水産加工業の従業者規模別経営体の推移 全 製 造 業 2.3 ▲0.3

食 料 品 製 造 業 2.0 1.8

水産食料品製造業

水産練製品製造業 1.1 0.6

1,000

2,000

3,000

産練製 製

冷凍水産物製造業 0.5 0.8

冷凍水産食品製造業 1.5 1.7

海藻加工業 0.7 2.2

水産缶詰・瓶詰製造業 2 0 ▲0 30

従業員数

資料：経済産業省「工業統計表」（産業編）（H２１）注：油脂・飼肥料製造業者は含んでいない。

水産缶詰・瓶詰製造業 2.0 ▲0.3

塩干・塩蔵品製造業 0.5 0.3

その他水産食料品製造業 1.0 0.9

資料：ＴＫＣ全国会「ＴＫＣ経営指標 業種別経営分析一覧」 ７



ⅠⅠ－５．水産物貿易－５．水産物貿易の現状の現状 ①①

○○ 近年、輸出を拡大し、国内供給量を調整することにより、秋サケ、ホタテ貝等の産地価格が回復。近年、輸出を拡大し、国内供給量を調整することにより、秋サケ、ホタテ貝等の産地価格が回復。
○○ 平成平成2222年の農林水産物・食品（アルコール飲料、たばこ、真珠を含む）の輸出実績は年の農林水産物・食品（アルコール飲料、たばこ、真珠を含む）の輸出実績は4,9204,920億円で、前年に比億円で、前年に比

べべ10.510.5％増加。うち水産物は％増加。うち水産物は1,9501,950億円で、前年に比べ億円で、前年に比べ13.113.1％の増加。％の増加。
○○ 平成平成2222年年66月に閣議決定された「新成長戦略」に基づき、輸出の取組を促進し、平成月に閣議決定された「新成長戦略」に基づき、輸出の取組を促進し、平成2929年までに輸出額年までに輸出額11兆円兆円

水準を目指しているところ水準を目指しているところ水準を目指しているところ。水準を目指しているところ。

農林水産物・食品の輸出目標北海道における秋さけの生産量・輸出量と産地価格
（億円）（億円）

10000

12000
農産物

林産物

水産物

1兆円

6000

8000

水産物

5160 5078

2000

4000

4920

3609
4008 4490

5160 5078
4450

2378

0

2000

16年17年18年19年20年21年22年 29年※ 北海道漁連調べ

1950

1482
1748 2040

2378
2077

1724

注１） 輸出実績は、たばこ、アルコール飲料、真珠を含む輸出金額。
注２） ２２年の輸出額は確定値。

（参考） 農業総産出額：80,491億円 農産物輸出額：2,637億円 （平成21年）
水産総産出額：14,730億円 水産物輸出額：1,724億円 （平成21年） ８



○○ 近年、世界的に水産物に対する需要が高まる中、特に中国において、水産物の輸入量が増大し、世界シェア近年、世界的に水産物に対する需要が高まる中、特に中国において、水産物の輸入量が増大し、世界シェア
１２％となり 日本（８％）を抜いて世界 位に１２％となり 日本（８％）を抜いて世界 位に

ⅠⅠ－６．水産物貿易の現状②－６．水産物貿易の現状②

１２％となり、日本（８％）を抜いて世界一位に。１２％となり、日本（８％）を抜いて世界一位に。
○○ 平成１８－２０年頃には水産物輸入競争が発生。その結果、国際価格が上昇し、我が国の輸入業者が価格競平成１８－２０年頃には水産物輸入競争が発生。その結果、国際価格が上昇し、我が国の輸入業者が価格競

争についていけず他国にとられてしまういわゆる争についていけず他国にとられてしまういわゆる｢｢買い負け買い負け｣｣が起こった。が起こった。
○○ 水産物の輸入実績は、平成１８年以降全体として減少傾向にある。特に平成２１年にリーマンショック等国内水産物の輸入実績は、平成１８年以降全体として減少傾向にある。特に平成２１年にリーマンショック等国内

経済、需要の低迷の影響によって大きく減少した。平成２２年以降も停滞している。経済、需要の低迷の影響によって大きく減少した。平成２２年以降も停滞している。

水産物輸入額の推移（Ｈ１５～Ｈ２２）世界の水産物輸入量の推移と日本、米国、中国の割合
万トン

（億円）

16 000
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16,37015 69210 0%

12.0%

14.0%

16.0%
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,,15,692

2 0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

500

1,000

1,500

2,000 中国（%）

米国（%）

6,000

8,000

10,000
0.0%

2.0%

0
1976年 1984年 1992年 2000年 2008年

水産物の輸入単価の推移

0

2,000

4,000米国のマダラ(冷凍・冷蔵・生鮮)の輸入単価の推移
１２年 １５年 １６年 １７年 １８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年

297 307 291 330 461 492 483 279 277

９

15年 17年16年 18年 20年19年 21年 22年
１２年 １５年 １６年 １７年 １８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年

645 651 637 690 832 800 839 699 773

ノルウェーのサケ(冷凍・冷蔵・生鮮)の輸入単価の推移



水産加 水産流通 する施策 方向Ⅱ．水産加工・水産流通に関する施策の方向
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ⅡⅡ－１．消費者への情報提供の充実－１．消費者への情報提供の充実

○○ 漁業経営の安定、水産加工・流通業の技術的な発展のためには、水産物の消費拡大は不可欠。漁業経営の安定、水産加工・流通業の技術的な発展のためには、水産物の消費拡大は不可欠。
○○ 水産物の産地、養殖水産物の飼育の履歴、加工の工程等の情報を把握、管理及び提供することによって消水産物の産地、養殖水産物の飼育の履歴、加工の工程等の情報を把握、管理及び提供することによって消

費者の信頼を確保することが重要。費者の信頼を確保することが重要。

現 状

回遊性魚種にかかる水域区分図

①北海道・青森県沖太平洋

②三陸北部沖

③三陸南部沖

○ 水産物のフードシステム全体に
ついて、原材料、衛生管理水準
等の情報に対する消費者の関心
の高まり。

現 状

生鮮水産物の産地表示について

【回遊性魚種】

ネズミザメ ヨシキリザメ アオザメ

○ 平成12年7月、生鮮水産物の原産
地表示を義務付け（生産水域名を ③三陸南部沖

④福島県沖

⑤日立・鹿島沖

⑥房総沖

⑦日本太平洋沖合北部

の高まり。

○ 生鮮水産物の産地表示はブラ
ンドや品質の参考情報であった
が、近年、安全性に関する重要な

ネズミザメ、ヨシキリザメ、アオザメ、
いわし類、サケ・マス類、サンマ、ブリ、
マアジ、カジキ類、サバ類、カツオマグロ
類、スルメイカ、ヤリイカ、アカイカ

地表示を義務付け（生産水域名を
表示し、それが困難な場合は水揚
港表示も可）。

○ 平成15年6月、生鮮魚介類の生産
水域名 表 ガイド イ を作成

本土から２００海里の線①北海道・青森県沖太平洋

②三陸北部沖

③三陸南部沖

④福島県沖

情報の一つに。

○ フード・コミュニケーション・プロ
ジェクト（ＦＣＰ）の展開。

※ 食品産業事業者等に食品 品

水域名の表示のガイドラインを作成
（水域名を例示したものの、その区
域は不明確）。

○ 平成23年10月 東日本太平洋で

青森県岩手県
境界正東線

岩手県宮城県
境界正東線

宮城県福島県
境界正東線

⑤日立・鹿島沖

⑥房総沖

千葉県
野島崎正東線

※ ＦＣＰ：食品産業事業者等に食品の品
質管理等に関する情報の積極的な提供を
働きかけ、こうした取組が取引先や消費
者により適正に評価される機会が増える
よう促す活動。

○ 平成23年10月、東日本太平洋で
漁獲された水産物について、原産地
表示に係る生産水域の区画及び水
域名の明確化を奨励。

福島県茨城県
境界正東線

茨城県千葉県
境界正東線

≪≪対応の方向対応の方向≫≫
○○ 水産物の名称や産地に関する適切な表示の実施について周知・啓発を推進水産物の名称や産地に関する適切な表示の実施について周知・啓発を推進○○ 水産物の名称や産地に関する適切な表示の実施について周知・啓発を推進水産物の名称や産地に関する適切な表示の実施について周知・啓発を推進
○○ 生産から消費までの水産物のフードシステム全体としての品質・衛生管理体制の確保のため、生産から消費までの水産物のフードシステム全体としての品質・衛生管理体制の確保のため、

水産物流通の実態に応じた情報システムの検討を推進水産物流通の実態に応じた情報システムの検討を推進
11



ⅡⅡ－２．魚食普及に係る政策のあり方－２．魚食普及に係る政策のあり方

○○ 若年層を中心とした消費者の「魚離れ」を解消するためには、魚食普及の推進が重要。また、食育を通じて魚若年層を中心とした消費者の「魚離れ」を解消するためには、魚食普及の推進が重要。また、食育を通じて魚○○ 若年層を中心とした消費者の「魚離れ」を解消するためには、魚食普及の推進が重要。また、食育を通じて魚若年層を中心とした消費者の「魚離れ」を解消するためには、魚食普及の推進が重要。また、食育を通じて魚
食のメリットを情報提供することも重要。食のメリットを情報提供することも重要。

施策の状況
平成22年度

○ 水産物産地販売力強化事業のうち、国産水産物普及活動事業（水産庁32百万円）
・ ①消費者に対し、水産物の栄養特性、調理方法、旬の情報等、情報提供を促進

②子供たちの魚食機会を増やすなど 魚を介した食育の場を提供

小学校での魚ふれあい体験

②子供たちの魚食機会を増やすなど、魚を介した食育の場を提供
に対し支援
【支援の実施例】
・学校におけるサカナ触れ合い体験、講習会、親子料理教室の開催等

親子魚介料理教室

※ 事業仕分け第３弾において、「新製品の開発等による地域の活性化という目的を
否定はしないが、事業の手法や効果に疑問がある」との評価結果により、廃止

親子魚介料理教室

（参考）平成23年度（22年度～）

○ 食育実践活動推進事業（消費・安全局 135百万円）
・ 広域的、先進的であって、全国への波及効果が期待できる活動等に対し支援広域的、先進的であって、全国 の波及効果が期待できる活動等に対し支援
・ 食育の実践を推進するため、健全な食生活を送るために必要な知識を普及し、実践に結びつける
活動に対し支援

※ 事業仕分け第１弾を踏まえ、予算を縮減

○○ 魚食普及を推進するため、国として予算措置に限界がある中で民間事業者を主体とする魚食普及を推進するため、国として予算措置に限界がある中で民間事業者を主体とする
今後の具体的施策をどのように考えればよいか。今後の具体的施策をどのように考えればよいか。
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ⅡⅡ－３．水産物流通の品質・衛生管理対策の充実①－３．水産物流通の品質・衛生管理対策の充実①
≪≪漁港における品質・衛生管理対策の推進漁港における品質・衛生管理対策の推進≫≫

○○ 水産物流通の起点である漁港から、高度な衛生管理対策の下で出荷される水産物は少なく、その向上が課題。水産物流通の起点である漁港から、高度な衛生管理対策の下で出荷される水産物は少なく、その向上が課題。
○○ 荷捌き所の老朽化が進行しており、水産物の高度な品質・衛生管理に対応するためには、改良や新設が必要。荷捌き所の老朽化が進行しており、水産物の高度な品質・衛生管理に対応するためには、改良や新設が必要。
○○ 施設整備後の継続した衛生管理の取組が必要。施設整備後の継続した衛生管理の取組が必要。

○ 拠点漁港における衛生管理対策の下で出荷
される水産物は34.6％。

消費者が水産物を購入する際に重視すること（複数回答）
○ 150漁港にある荷捌き所等のうち、築造から20年以上経過する

ものが 全体の約3/4。
○ 異物混入防止や温度管理等水産物の高度な品質 衛生管理

現 状

荷捌き所老朽化の進捗状況

高度な衛生管理対策の下で出荷される水産物の割合
（水産物流通拠点漁港のみ）

50.0 実績値

目標値

○ 異物混入防止や温度管理等水産物の高度な品質・衛生管理
に十分に対応できない可能性。

陸揚量拠点別割合

23.0 23.3 23.8 25.1 28.2 29.5 
34.6 

10 0

20.0

30.0

40.0
目標値

30年以上

43%

10年以上

20年未満

14%

10年未満

16%
特３

30%

流通拠点

生産拠点

18%

その他

22%

0.0

10.0

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

20年以上

30年未満

27%
資料：水産庁調べ

資料：水産庁調べ

流通拠点

(特３除

き)

30%

18%

≪≪対応の方向対応の方向≫≫≪≪対応の方向対応の方向≫≫
○○ 全陸揚量のうち３割を占める特定３種漁港（１３漁港）の高度衛生管理型漁港としての整備を積極的に推進全陸揚量のうち３割を占める特定３種漁港（１３漁港）の高度衛生管理型漁港としての整備を積極的に推進

○○ その他の拠点漁港においても、付加価値向上を図るため、衛生管理対策と併せて、市場の集約化やブランドその他の拠点漁港においても、付加価値向上を図るため、衛生管理対策と併せて、市場の集約化やブランド
化等と連携した取組を推進化等と連携した取組を推進化等と連携した取組を推進化等と連携した取組を推進

○○ 施設整備後の継続した衛生管理の取組の実施と施設整備後の継続した衛生管理の取組の実施と､､それが客観的に評価できるようそれが客観的に評価できるよう､､新たな漁港の衛生管理新たな漁港の衛生管理
基準を策定し基準を策定し､､運用運用
（注）（注） 整備量や目標については、漁港漁場整備長期計画の見直し（平成整備量や目標については、漁港漁場整備長期計画の見直し（平成2424年年33月予定）の中で検討月予定）の中で検討 13



≪≪参考参考≫≫ 高度な衛生管理対策の内容高度な衛生管理対策の内容
ポイント

○○ 高度な衛生管理対策の下で出荷される水産物とは高度な衛生管理対策の下で出荷される水産物とは
●● 効率的な陸揚げ、高度な品質保持及び衛生管理ができるよう整備され、効率的な陸揚げ、高度な品質保持及び衛生管理ができるよう整備され、
●● 定期的な水質等の検査、設備の点検、洗浄の徹底等の管理が行われている施設で、定期的な水質等の検査、設備の点検、洗浄の徹底等の管理が行われている施設で、
●● 陸揚げ後の水産物の鮮度低下や細菌等の混入防止等に配慮した取扱いが行われて出荷されたもの陸揚げ後の水産物の鮮度低下や細菌等の混入防止等に配慮した取扱いが行われて出荷されたもの●● 陸揚げ後の水産物の鮮度低下や細菌等の混入防止等に配慮した取扱いが行われて出荷されたもの陸揚げ後の水産物の鮮度低下や細菌等の混入防止等に配慮した取扱いが行われて出荷されたもの

高度衛生管理型施設

施設整備に加え、
配慮する事項

・水産物の床面の直置き禁止

・施氷等により水産物の特性に
応じた適切な低温保持

・手洗いの徹底 喫煙所の区分手洗いの徹底、喫煙所の区分

・衛生管理エリア内で利用する
フォークリフト等の車両の洗浄
・適切な作業動線の設定

など
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ⅡⅡ－３．水産物の品質・衛生管理対策の充実②－３．水産物の品質・衛生管理対策の充実②
≪≪水産加工業等における水産加工業等におけるHACCPHACCP手法の導入の促進手法の導入の促進≫≫

○○ 水産物のフードシステム全体を通じて安全な水産物を供給するためには、漁港の衛生管理の高度化とあわせ水産物のフードシステム全体を通じて安全な水産物を供給するためには、漁港の衛生管理の高度化とあわせ
てて､､水産物の 大の仕向先である水産加工業等へのＨＡＣＣＰ手法の導入による品質衛生管理の高度化が重要。水産物の 大の仕向先である水産加工業等へのＨＡＣＣＰ手法の導入による品質衛生管理の高度化が重要。

○○ ＨＡＣＣＰ手法の導入に当たっては、技術・ノウハウを持った人材の確保、施設の整備、管理コスト対策等がＨＡＣＣＰ手法の導入に当たっては、技術・ノウハウを持った人材の確保、施設の整備、管理コスト対策等が
重重重要。重要。

ＨＡＣＣＰ導入施設数の推移

○ 我が国の水産加工業におけるHACCP手法の導入状況は、国内向け：29施設、対米輸出：260施設、○ 我が国の水産加工業におけるHACCP手法の導入状況は、国内向け：29施設、対米輸出：260施設、
対ＥＵ輸出：21施設（平成22年3月現在）

資料：水産庁調べ（年度）

≪≪対応の方向対応の方向≫≫
○○ 水産加工業等への水産加工業等へのＨＡＣＣＰＨＡＣＣＰ手法のガイドラインの作成、講習会の開催等を通じた、衛手法のガイドラインの作成、講習会の開催等を通じた、衛
生管理手法の高度化の導入により、ＨＡＣＣＰ施設認定等を推進生管理手法の高度化の導入により、ＨＡＣＣＰ施設認定等を推進

○○ ＨＡＣＣＰ手法を導入する民間事業者がメリットを感じることができるような消費者とＨＡＣＣＰ手法を導入する民間事業者がメリットを感じることができるような消費者と
の関係を構築の関係を構築 15



ⅡⅡ－３．水産物の品質・衛生管理対策の充実③－３．水産物の品質・衛生管理対策の充実③
≪≪安全・安心な養殖水産物の供給安全・安心な養殖水産物の供給≫≫

○○ 消費者に信頼される養殖水産物を提供するため、安全・安心な養殖水産物を消費者に信頼される養殖水産物を提供するため、安全・安心な養殖水産物を生産するのみ生産するのみにとどまらず、養にとどまらず、養
殖水産物の生産段階等の履歴を明確にしていくことが重要。殖水産物の生産段階等の履歴を明確にしていくことが重要。

現 状

消費者が疑問や不安を抱いた事例
○ 養殖生産物について、抗生物質、合成抗菌剤等

の使用、餌の内容、飼育環境、自然環境への負荷
等に対し、消費者が高い関心。

消費者が疑問や不安を抱いた事例

・ フグの寄生虫駆除にホルマリンの使用が発
覚（平成15年）

○ 生産者が、安全性・鮮度を含め品質向上の努力
を積み重ねても、消費者に十分に情報が伝わって
いない状況。

覚（平成15年）

・ 中国産の中間種苗を輸入し養殖したカンパチ
からアニサキスが検出（平成17年）

≪≪対応の方向対応の方向≫≫

○○ 消費者に信頼される養殖生産物を提供できるような生産手法の指導の徹底消費者に信頼される養殖生産物を提供できるような生産手法の指導の徹底

○○ 安全・安心な養殖生産物であることを消費者に情報開示するための生産履歴等の記録の推進安全・安心な養殖生産物であることを消費者に情報開示するための生産履歴等の記録の推進
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ⅡⅡ－４．多様な流通ルートの構築－４．多様な流通ルートの構築

○○ 水産物流通については、経路の多様化、産地市場の活性化・効率化を促進することにより、消費者と生産者水産物流通については、経路の多様化、産地市場の活性化・効率化を促進することにより、消費者と生産者

≪≪対応の方向対応の方向≫≫
課 題

の「顔の見える関係づくり」を強化推進することで消費拡大につなげることが重要。の「顔の見える関係づくり」を強化推進することで消費拡大につなげることが重要。

≪≪対応の方向対応の方向≫≫
○ 流通経路の固定化

・ 水産物は、水揚量が変動し、多様な
魚種を短時間で処理すること必要であ
り 計画的処理ができないという特性

多様な流通ルートの構築

漁業者

○○ 選択肢の拡大選択肢の拡大
・・ 漁業者・漁協・産地漁業者・漁協・産地
買受人による直接取引買受人による直接取引り、計画的処理ができないという特性。

・ 水揚集中時でも目利き、荷捌きがで
きる産地買受人が重視されてきた結果、
青果等と比べ、市場流通経路が複雑・

直
販

卸売業者
(漁協)

買受人による直接取引買受人による直接取引
や新たなルート開拓にや新たなルート開拓に
よる取引の推進よる取引の推進

○○ 産地市場における買産地市場における買
青果等と比 、市場流通経路が複雑
固定化し、費用面等で不利。

・ 漁業者・漁協による直接販売の取組
が農業と比べて大きく遅れている。

産地買受人

○○ 産地市場における買産地市場における買
参権緩和による買受人参権緩和による買受人
の新規参入等を促進し、の新規参入等を促進し、
取引を活性化取引を活性化

※参考

農産物直売所：全国約13,000ヶ所

水産物直売所：全国約260ヵ所

加工
業者

産地市場

取引を活性化取引を活性化

○○ 産地市場の統合や合産地市場の統合や合
理化（省力化やネット理化（省力化やネット
ワ ク化含む）の推進ワ ク化含む）の推進

○ 産地市場においては取引量、 買受
人が減少しており、特に小規模市場の
存続が困難となっている。

消費地市場

小 売

ワーク化含む）の推進ワーク化含む）の推進
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○○ 水産加工業においても、食生活の多様化等を踏まえ、消費者水産加工業においても、食生活の多様化等を踏まえ、消費者ニーズにニーズに合った水産加工品の開発合った水産加工品の開発や販路開拓や販路開拓

ⅡⅡ－５．水産加工施策のあり方－５．水産加工施策のあり方

○○ 水産加 業においても、食生活の多様化等を踏まえ、消費者水産加 業においても、食生活の多様化等を踏まえ、消費者 ズにズに合った水産加 品の開発合った水産加 品の開発や販路開拓や販路開拓
などの積極的などの積極的な展開が必要な展開が必要。。

○○ 原料価格の上昇や雇用確保等の課題がある中で、中小企業中心の水産加工業の経営効率化や収益性の改原料価格の上昇や雇用確保等の課題がある中で、中小企業中心の水産加工業の経営効率化や収益性の改
善が求められている。善が求められている。

施策の状況

六次産業化法による総合化事業計画の認定
○ 新商品開発や販路開拓をサポートする６次産業化、

農商工連携等の施策を積極的に実施。

○ 企業経営支援の観点では、政府として、中小企業庁

六次産業化法による総合化事業計画の認定

○ 漁業者自らが農林水産物等の生産・加工・販
売を一体的に行う事業活動に関する「総合化
事業計画 を策定し 国が計画を認定 水産加を中心に様々な中小企業施策を展開。

○ 地方公共団体においても、地域の水産物を活かした
商品開発やブランド化等に対する支援策を講じてい
る

事業計画」を策定し、国が計画を認定。水産加
工業者は、漁業者と連携して計画参加が可能。

○ 23年５月に行われた第1回の認定において、
水産関係の計画数は全体の約 （ 件）る。

【例】三重県の「三重ブランド認定制度」、茨城県の
「地魚取扱店認定制度」など。

水産関係の計画数は全体の約４％（12件）。

○○ 消費者ニーズに適応した水産加工を推進するため 水産加工業界 国 地方公共団体の役割消費者ニーズに適応した水産加工を推進するため 水産加工業界 国 地方公共団体の役割○○ 消費者ニ ズに適応した水産加工を推進するため、水産加工業界、国、地方公共団体の役割消費者ニ ズに適応した水産加工を推進するため、水産加工業界、国、地方公共団体の役割
分担を踏まえ、今後の水産加工施策に係る具体的施策をどのように考えればよいか。分担を踏まえ、今後の水産加工施策に係る具体的施策をどのように考えればよいか。
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ⅡⅡ－６．水産物の安定供給－６．水産物の安定供給

○○ 水産物を国民に安定的に供給するためには、その原料である漁獲量の確保のほか、水産物のフードシステ水産物を国民に安定的に供給するためには、その原料である漁獲量の確保のほか、水産物のフードシステ
ム全体を通じた供給の安定が必要。ム全体を通じた供給の安定が必要。

○○ 漁獲量の確保のため、漁業資源の確保と漁業者の経営安定が重要。漁獲量の確保のため、漁業資源の確保と漁業者の経営安定が重要。
○○ 消費者に対する水産物の安定的供給には、加工・流通機能の発揮とともに、需給バランスの激変緩和が必要。消費者に対する水産物の安定的供給には、加工・流通機能の発揮とともに、需給バランスの激変緩和が必要。

国民への水産物安定供給を図るために必要な条件と施策

必要条件 施 策

<漁獲量の確保> 
① 漁業資源の確保
② 漁業者の経営安定

① ＴＡＣ（漁獲可能量）制度、ＴＡＥ（漁獲努力量）制度等による適切な
資源管理の実施

② 計画的に資源管理等に取り組む漁業者に対し、漁業共済・積み立
てプラスの仕組みを活用した資源管理・収入安定対策とセーフティ

<消費者に対する安定供給>
③ 加工・流通機能の発揮
④ 需給バランスの激変緩和

てプラ の仕組みを活用した資源管理 収入安定対策と フティ
ネット事業を組み合わせた総合的な漁業所得補償の実施

③ 加工原料の確保や新商品・新技術の開発、冷凍・冷蔵施設の整備
等に対する支援

④ 市場における需給バランスが急激に変動する場合に 一時的に保④ 需給バランスの激変緩和 ④ 市場における需給バランスが急激に変動する場合に、 時的に保
管し、一定期間後に放出を行う「水産物調整保管」の実施

≪≪対応の方向対応の方向≫≫

○○ 漁業資源の確保と漁業者の経営安定は、資源管理と所得補償で基本的に対応するととも漁業資源の確保と漁業者の経営安定は、資源管理と所得補償で基本的に対応するととも
に、需給バランスの激変にも対応しつつ消費者への安定供給を確保に、需給バランスの激変にも対応しつつ消費者への安定供給を確保
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ⅡⅡ－７．水産物の輸出促進－７．水産物の輸出促進
○○ 原発事故を受けて、各国の輸入規制が強化されている中、震災前の状態に輸出環境や信頼を回復する必要。原発事故を受けて、各国の輸入規制が強化されている中、震災前の状態に輸出環境や信頼を回復する必要。

○○ 近年主要輸出国・地域が輸出水産物について衛生証明書等の発行（現在１２ヶ国）を求めている状況。原発事故を受けて近年主要輸出国・地域が輸出水産物について衛生証明書等の発行（現在１２ヶ国）を求めている状況。原発事故を受けて
証明書を要求している国は２６ヶ国。証明書を要求している国は２６ヶ国。

○○ 米国向け米国向けHACCPHACCPはは269269施設まで増加している一方、ＥＵ向け施設まで増加している一方、ＥＵ向けHACCPHACCPの認定を取得している施設数はまだ少ない。の認定を取得している施設数はまだ少ない。

○○ 近の急激な円高の状況下においても、輸出を拡大できるような輸出競争力の維持と向上が課題。近の急激な円高の状況下においても、輸出を拡大できるような輸出競争力の維持と向上が課題。

水産物輸出額の推移

最近の状況１．原発事故関連１．原発事故関連

4月～8月の水産物輸出の状況

・H23年4～8月：640億円であり、前年比14.5%減
（22年4～8月：740億円）

（２） HACCP認定施設（H23.8現在）

・対EU（認定者：厚労省）：26施設 （H18年比
＋ 施設）（22年4～8月：740億円）

・安全証明等の発給： 中国、韓国、ＥＵ、ﾉﾙｳｪｰ、ｽ
ｲｽ、ﾘﾋﾃﾝｼｭﾀｲﾝ、ｱｲｽﾗﾝﾄﾞ ﾏﾚｰｼｱ、 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰ
ﾙ、ﾌﾞﾗｼﾞﾙ、仏領ﾎﾟﾘﾈｼｱ 等

２ 輸出 般２ 輸出 般

＋7施設）

・対米（認定者：厚労省（80）、大日本水産会
（189))： 269施設（18年比＋52施設）

（３） 為替の状況 2,041 

2,382 
2,087 

1,955

16,033  16,004  16,064 
16,531 

16,279 

14,730 

3,000 

4,000 

16,000 

18,000 
水産物輸出額 総生産額 （億円）

（億円）

２．輸出一般２．輸出一般

（１）衛生証明書の発行
・H18年10月：116.9円/ドル

→ 20年10月：98.4円/ドル

→ 22年10月：80.4円/ドル

1,482 
1,748  1,728 

1,955 

0 

1,000 

2,000 

10,000 

12,000 

14,000 

16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年

？
・EU（H5年）、 ﾏﾚｰｼｱ(ｴﾋﾞ) （17年）、中国（18年）、
ﾛｼｱ、ｽｲｽ、ﾉﾙｳｪｰ（19年）
豪州 ｳｸ ｲﾅ ﾅｲ ﾞ ﾞ ﾞ （ 年） ﾞ ﾅ → 23年10月：76.8円/ドル

16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年

≪≪対応の方向対応の方向≫≫

１．原発事故関連１．原発事故関連

豪州、 ｳｸﾗｲﾅ、ﾅｲｼﾞｪﾘｱ、ﾌﾞﾗｼﾞﾙ （21年）、ﾍﾞﾄﾅ
ﾑ(22年）、NZ（二枚貝）（23年）

１．原発事故関連１．原発事故関連

○○ 原発事故を踏まえ、我が国の水産物の安全性等について海外への正確な情報の提供・各国への働きかけを推進するととも原発事故を踏まえ、我が国の水産物の安全性等について海外への正確な情報の提供・各国への働きかけを推進するととも
に、相手国が求める安全証明書等の発行体制を整備に、相手国が求める安全証明書等の発行体制を整備

２．輸出一般２．輸出一般

○○ 輸出に際し諸外国から求められる衛生証明書（魚病検査等含む）の発行業務を円滑に行うための体制を整備するとともに輸出に際し諸外国から求められる衛生証明書（魚病検査等含む）の発行業務を円滑に行うための体制を整備するとともに○○ 輸出に際し諸外国から求められる衛生証明書（魚病検査等含む）の発行業務を円滑に行うための体制を整備するとともに、輸出に際し諸外国から求められる衛生証明書（魚病検査等含む）の発行業務を円滑に行うための体制を整備するとともに、
水産加工業者等が相手国の衛生基準（ＨＡＣＣＰ等）に対応できるよう支援水産加工業者等が相手国の衛生基準（ＨＡＣＣＰ等）に対応できるよう支援

○○ 一般消費用の商品については「差別化」を図る一方で、カツオ等の加工用原料についてはコストの低減等により競争力の維一般消費用の商品については「差別化」を図る一方で、カツオ等の加工用原料についてはコストの低減等により競争力の維
持・向上を促進持・向上を促進 20


