
ⅡⅡ－２．水産物の安定供給の基盤となる漁港機能の保全･強化②－２．水産物の安定供給の基盤となる漁港機能の保全･強化②
≪≪漁港・漁村における再生可能エネルギーの活用漁港・漁村における再生可能エネルギーの活用≫≫

○○ 漁港は、水産物の流通・加工の拠点であり、多くの電気や燃油を消費する漁港施設が立地し、また漁船への漁港は、水産物の流通・加工の拠点であり、多くの電気や燃油を消費する漁港施設が立地し、また漁船への
燃油供給が行われる等、エネルギー消費と温室効果ガスの排出が行われている。燃油供給が行われる等、エネルギー消費と温室効果ガスの排出が行われている。
○○ 地球温暖化防止・ＣＯ２排出量の削減と漁業経営の改善が求められる中、漁港・漁村におけるエネルギーコ地球温暖化防止・ＣＯ２排出量の削減と漁業経営の改善が求められる中、漁港・漁村におけるエネルギーコ
ストの縮減とＣＯ２排出量の削減を図る「漁港 漁村のエ 化」が必要ストの縮減とＣＯ２排出量の削減を図る「漁港 漁村のエ 化」が必要ストの縮減とＣＯ２排出量の削減を図る「漁港・漁村のエコ化」が必要。ストの縮減とＣＯ２排出量の削減を図る「漁港・漁村のエコ化」が必要。
○○ 漁港への再生可能エネルギーの導入は、照明灯・標識灯での実績はあるものの、製氷施設、冷凍・冷蔵施設漁港への再生可能エネルギーの導入は、照明灯・標識灯での実績はあるものの、製氷施設、冷凍・冷蔵施設
等の大電力を使用する施設への導入はほとんどない状況。等の大電力を使用する施設への導入はほとんどない状況。

現 状 漁港 漁村のエコ化のイメ ジ

電力消費量 ６．７億kwh/年

現 状

漁港における電力消費量とそれによるCO2排出量（試算）

漁港・漁村のエコ化のイメージ

電力消費量 億 /年

CO2排出量 ３０．５千トンCO2/年
※水産庁による全国推計値（参考：一般家庭１世帯では3.6千kwh/年）

漁港施設の再生可能エネルギーの導入状況

施設名 漁港数 種類

製氷施設 １ 風力

蓄養施設 １ 太陽光

漁港施設の再生可能エネルギ の導入状況

蓄養施設 １ 太陽光

照明灯、標識灯 １８９ 太陽光、風力

≪≪対応の方向対応の方向≫≫

資料：水産庁調べ

≪≪対応の方向対応の方向≫≫
○○ 漁港・漁村におけるエネルギーコストの縮減及び漁港・漁村におけるエネルギーコストの縮減及びCO2CO2排出量削減に資するよう漁港での再生可排出量削減に資するよう漁港での再生可
能エネルギーの導入に関し、技術的に検討能エネルギーの導入に関し、技術的に検討 18



≪≪参考参考≫≫

【洋上風力の課題】

海面を活用した風力発電ポテンシャル海面を活用した風力発電ポテンシャル（日本風力発電協会試算より）（日本風力発電協会試算より）

・陸上より高いコスト（建設、
送電 保守管理）

【洋上風力の課題】ポテンシャル

１．風速
7 5 /秒

前提条件

送電、保守管理）

・我が国周辺海域は急深なため
浮体式施設の技術開発が必要

洋上風力発電
（34万ha）

7.5 ｍ/秒
※ 海面からの高さ

80ｍの風速

海岸から 距離
・我が国周辺は台風の常襲地帯
であり対策が洋上は特に必要

・海上交通との調整

⇒720億ｋＷｈの
発電が可能。

２．海岸からの距離
0～10 ｋｍ

３．水深
0 20 ・海上交通との調整

・海洋レジャーとの調整

・漁業との調整

0～20 ｍ

・海洋資源開発との調整

ウィンドパワー・いばらき㈱
かみす風力発電所

※ 国内で始めて外洋に設置された
本格的な洋上風力発電所

【出典】
「風力発電長期導入目標とロードマップ V1.1」（2010, 日本風力発電協会）
「ＮＥＤＯ再生可能エネルギー技術白書」（2010, ＮＥＤＯ）
日立製作所ホームページ 19



ⅡⅡ－３．都市住民との交流等による漁村の活力の増進－３．都市住民との交流等による漁村の活力の増進

○○ 景観や伝統文化等の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、その地域を特景観や伝統文化等の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、その地域を特
徴付ける様々な取組を進め、情報発信し、地域の魅力を向上させること徴付ける様々な取組を進め、情報発信し、地域の魅力を向上させることが重要。が重要。

○○ 交流を通じて、水産業・漁村の実情について国民の理解を深めるとともに、地元水産物の需要先、漁村での交流を通じて、水産業・漁村の実情について国民の理解を深めるとともに、地元水産物の需要先、漁村での
就業機会等を確保し、漁村内での所得と経済循環を形成することが重要。就業機会等を確保し、漁村内での所得と経済循環を形成することが重要。

漁協数 参加人数（千人）

現 状

○ 漁村には都市住民からみた様々な魅力（地域資源）が存在。
●地域資源の例

新鮮な水産物 優れた自然環境 海水浴 潮 狩り 釣り等

活性化の取組状況

漁協数
（又は施設数）

参加人数（千人）
（又は利用者数）

200 121
271 1,042
62 103

漁業体験
魚食活動
その他活性化の取組

新鮮な水産物、優れた自然環境、海水浴・潮干狩り・釣り等の
レクリエーションの場、祭礼・信仰・伝統文化等

○ モータリゼーションの進展等により、遠隔の地の漁村についても
来訪者と交流機会が増加

62 103
298 12,476

（参考）農産物地産地消等実態調査より推計
　農協運営産地直売所数 2,328 214,970
※農協運営以外も含む農産物直売所数：全国約13,000ヶ所

その他活性化の取組
漁協運営水産物直売所数○ 狭隘な土地に由来する生活基盤整備の遅れ、情報発信の遅れ、

滞在施設や交流施設などの受入施設の不足等

○子ども農山漁村交流プロジェクトモデル地域数（22年度） １１５地域
うち漁村体験メニューがある地域 ４６地域 ※農協運営以外も含む農産物直売所数 全国約 , ヶ所

≪≪対応の方向対応の方向≫≫

資料：2008年漁業センサス
うち漁村体験メニュ がある地域 ４６地域

10校以上の受入実績があった地域 ６地域

○○ 漁村の豊かな地域資源を活用し、その地域を特徴づける様々な取組を推進漁村の豊かな地域資源を活用し、その地域を特徴づける様々な取組を推進
○○ 漁業者の海洋性レクリエーション活動への関与、地域のルールづくりへの参画を推進漁業者の海洋性レクリエーション活動への関与、地域のルールづくりへの参画を推進
○○ 漁村側の体制整備による魅力の増大と的確な情報発信を促進漁村側の体制整備による魅力の増大と的確な情報発信を促進

どもたちを漁村 滞在さ る 組を促進するため ド 受 体制 層どもたちを漁村 滞在さ る 組を促進するため ド 受 体制 層○○ 子どもたちを漁村に滞在させる取組を促進するため、ソフト面、ハード面での受入体制の一層の子どもたちを漁村に滞在させる取組を促進するため、ソフト面、ハード面での受入体制の一層の
整備を推進整備を推進
○○ 都市部と比較して立ち後れた生活基盤の整備を推進都市部と比較して立ち後れた生活基盤の整備を推進 20



≪≪参考参考≫≫漁港を有効活用した地域振興の事例漁港を有効活用した地域振興の事例

○魚の駅「生地（いくじ）」 （黒部漁港）○プレジャ ボ ト係留施設（フィッシャリ ナ※） ） ○魚の駅「生地（いくじ）」 （黒部漁港）
（平成16年オープン：漁協直営）

○プレジャーボート係留施設（フィッシャリーナ※） ）
（石田漁港）

とれたて館 できたて館

・生鮮魚の販売
・生地の塩物販売
特産品販売

・レストラン
・観光インフォメーション

※）フィッシャリーナとは、漁港における漁船と漁船以外の
船舶との利用調整をするための施設。

・特産品販売
・水産加工品販売

（背景）

（背景）

漁港内において、漁船とプレジャーボートの利用調
整を行うフｨッシャリーナを設置（漁協運営）

○ 漁港内のプレジャーボート隻数：全体５万１千
隻、うち放置艇２万７千隻（Ｈ２２）

漁船修理場用地を活用し、漁港漁村の活性化に
つながるよう地域産物販売・提供施設を設置

（背景）
（参考）

隻、うち放置艇２万７千隻（Ｈ２２）
○ これまでの措置：簡易代執行制度の導入、小型
船舶登録法の整備

21



農林水産省

環

※ 主な関連事業を記載。
金額は各省の平成２３年度予算額

≪≪参考参考≫≫子ども農山漁村交流プロジェクトの概要子ども農山漁村交流プロジェクトの概要

○全国の小学生（１学年単位）で受入が可能な地域づくりを全国的に拡大

・モデル地域を核とした受入地域の整備に向けた総合的な支援
・受入地域と小学校の情報の共有化、連携活動等の強化
・地域リーダーの育成及び体験プログラムの開発 等

環
境
省協

力
・支
援【食と地域の交流促進対策交付金 １ ７０３百万円の内数】

金額は各省の平成２３年度予算額

支援（モデル地区の 整備支援、情報提供等）

援【食と地域の交流促進対策交付金 １，７０３百万円の内数】

【農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 １８，３５７百万円の内数】

受入地域の整備
の推進に向けた
連携

農 山 漁 村 宿泊体験活動の
送り側、受入側の
連絡調整 （モデ
ル連携）ル連携）

支援
（情報提供等）

全ての小学校で
活動することを目標

宿泊体験

小 学 校
支援
（情報提供等）

支援（活動支援・
情報提供等）

○地域の活力を創造する観点等から、宿泊体験活動の推進に向けた取組
に対して支援

・受入地域のコミュニティ、市町村、都道府県等に対する支援（情報提供等）、

総 務 省 文部科学省
○豊かな人間性や社会性の育成に向け、小学校等における宿泊体験

活動の取組を推進

・宿泊体験活動を実施する小学校等に対する支援（活動支援・情報提

供等）気運醸成等
・地方独自の取り組みへの積極的な支援

【都市･農山漁村の教育交流による地域活性化推進等事業 ４百万円】

【特別交付税措置 】

供等）

・体験活動を推進するための課題等を検討
連
携

【豊かな体験活動推進事業のうち自然宿泊体験事業

学校・家庭・地域の連携協力推進事業全体 ９，４５０百万円の内数】

22



○ 三重県鳥羽市 答志島地区

≪≪参考参考≫≫漁村における子ども農山漁村交流プロジェクトの実施事例漁村における子ども農山漁村交流プロジェクトの実施事例

【地域の概況】

答志島は、伊勢湾口海上の離島であり、人口は３千人
弱（平成17年）。基幹産業は水産業であり、曳き網、刺し
網、巻き網、定置網、海女漁、たこ壺等と多岐にわたる。網、巻き網、定置網、海女漁、たこ壺等と多岐にわたる。
寝屋子制度という伝統的な、地域が子どもを育てるとい
う制度が残っており、島内の後継者世代の定着につな
がっている面があるといわれる。

【路地裏スタンプラリー】 細い 【海水浴】穏やかで、透明度

【漁村体験実績】
○県内小学校４～６年生４８名
○７月 ３泊４日 旅館に分宿（学年毎）
○スケジュール

迷路のような路地を巡りなが
ら、島の暮らしを体験

の高いビーチ。砂遊びもでき
る。

１日目 路地裏スタンプラリー
チリメンモンスター
シェルキャンドルづくり

２日目 （学校行事）
海水浴 【魚のつかみ取り】魚たちと 【魚さばき】つかまえた魚を 【海鮮カレーつくり】昼食の海水浴
魚のつかみ取り
魚さばき
海女小屋体験（夕食）

３日目 海鮮カレーつくり
磯体験

【魚のつかみ取り】魚たちと
格闘。生き物の生態や感触
を体験

【魚さばき】つかまえた魚を
夕食用に下ごしらえ。旅館
の調理人が指導

【海鮮カレーつくり】昼食の
用意。班に分かれて、野菜
切り、えびの皮むき

磯体験
魚市場見学
かご網漁体験 釣体験

４日目 離島式

【磯体験】岩をひっくりかえ
して､カニ、貝、ヒトデやウミ
ウシを探して観察

【かご網漁体験】船外機に乗っ
てカゴを一人ずつ引き上げ。ア
ナゴやタコを捕獲

【離島式】子どもたちから
の発表

（参考）その他の体験活動メニュー

干物づくり、海女・漁師のはなし、ロープワーク、貝殻花
瓶づくり、漁船クルージング、ところてんづくり等
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○○ 健全な海洋性レクリエーションを通じた都市と農村の交流促進や地域活性化を図るにあたっては、漁業との健全な海洋性レクリエーションを通じた都市と農村の交流促進や地域活性化を図るにあたっては、漁業との
調和のとれた海面利用の促進が必要調和のとれた海面利用の促進が必要

ⅡⅡ－４．漁業と海洋性レクリエーションとの調和がとれた海面利用の促進－４．漁業と海洋性レクリエーションとの調和がとれた海面利用の促進

調和のとれた海面利用の促進が必要。調和のとれた海面利用の促進が必要。
○○ このため、「遊漁と漁業との調整に関する指針（ガイドライン）」（平成１４年１２月）を策定し、各都道府県に対しこのため、「遊漁と漁業との調整に関する指針（ガイドライン）」（平成１４年１２月）を策定し、各都道府県に対し
調整規則等の整備推進を助言。調整規則等の整備推進を助言。

《ガイドラインの概要》
プレジ ボ トの普及等の遊漁形態の多様化を踏まえ

現 状

遊漁者のまき餌釣りに関する規制の状況（平成23年1月1日現在）

プレジャーボートの普及等の遊漁形態の多様化を踏まえ、
水産資源と海面の調和がとれた利用の促進や漁業と遊漁の
共存を目指し以下の内容等を提示。

漁業と遊魚の調整についての基本的姿勢・漁業と遊魚の調整についての基本的姿勢
漁場利用協定等の当事者の自主的な取り決め等により実態に即
した調整を推進

・遊漁と漁業の調整のための協議機関
従来から都道府県に設置されてきた海面利用協議会の継続した従来から都道府県に設置されてきた海面利用協議会の継続した
活用のほか、遊漁者からの広く意見を聴く機会を確保

・遊漁と漁業の調整のための規制について
まき餌釣りについて、一般に定着していることも踏まえ、全面的な

禁止措置を行わない方向で見直すこと等

≪≪対応の方向対応の方向≫≫
○○ 引き続き、都道府県が設置する海面利用協議会等を活用し、円滑な漁場利用に向けたルール引き続き、都道府県が設置する海面利用協議会等を活用し、円滑な漁場利用に向けたルール
策定 事者 づ を推進策定 事者 づ を推進

禁止措置を行わない方向で見直すこと等

策定のための当事者間の話し合いの場づくりを推進。策定のための当事者間の話し合いの場づくりを推進。
○○ 漁業者との共存を目指すため、遊漁者に対し水産行政への理解と協力を積極的に求めるととも漁業者との共存を目指すため、遊漁者に対し水産行政への理解と協力を積極的に求めるととも
に、遊漁者による水産資源の適切な管理や漁場環境の保全等の取り組みを推進。に、遊漁者による水産資源の適切な管理や漁場環境の保全等の取り組みを推進。 24



ⅡⅡ－５．水産業・漁村の多面的機能の発揮①－５．水産業・漁村の多面的機能の発揮①

○○ 水産業・漁村の有する多面的機能が引き続き発揮されるようにしていくことが必要。水産業・漁村の有する多面的機能が引き続き発揮されるようにしていくことが必要。

カキ等による水質浄化

カキ垂下養殖

海難救助 海域の環境監視漁獲による物質循環の促進

ブリの水揚げ

水産業・漁村の多面的機能

エチゼンクラゲの来遊監視

藻場による水質浄化 漁業者による清掃活動油濁の除去
漁業者による
油膜除去

漁業者による国境監視

漁場監視船

干潟による水質浄化 漁業者による魚付林の整備

伝統文化の継承
白浜海女まつり
（千葉県白浜町）

漁業体験による交流
底びき網体験

新鮮な水産物の直売 漁村における環境学習 外来種の駆除
ブラックバス稚魚の駆除

≪凡例≫
環境保全機能 生態系保全機能 生命財産保全機能 防災・救援機能 保養・交流・教育機能物質循環補完機能 25



水産業・漁村の多面的機能の発揮に係る活動支援

ⅡⅡ－５．水産業・漁村の多面的機能の発揮②－５．水産業・漁村の多面的機能の発揮②

○ 生態系保全機能
環境・生態系保全対策 離島漁業再生支援

（参考）
多面的機能 施策

○ 生態系保全機能
離島漁業再生支援

交付金

離島における漁業の再
生を通じ、多面的機能

が

水産資源の保護・培養に加え、水質浄化
などの公益的機能の発揮を支えている藻
場・干潟等を保全するために、漁業者や
地域住民などが行う保全活動を支援

・ 藻場・干潟による水産資源の保護・
培養や水質浄化

○ 物質循環補完機能

の維持・増進が図られ
ている。

地域住民などが行う保全活動を支援。
○ 環境保全機能
・ 二枚貝類による海水の濾過

離島漁業再生支援

交付金の活動事例

貝類養殖の適正な推進
○ 物質循環補完機能

○ 生命財産保全機能
・ 海難救助

○ 磯焼けの原因となる
ガンガゼの駆除未利用資源の有効活用

・ 漁獲による物質循環の促進

○ 海岸清掃

交付金の活動事例

海難救助

・ 国境監視
○ 水産加工品の開発や
新たな漁法の導入によ
る未利用資源の活用漁村における漁業の継続

○ 防災・救援機能

・ 海域の環境監視

○ 海岸清掃

○ 保養・交流・教育機能

海洋性レクリエ シ ン

○ 漁船でのパトロール
による漁場監視の実施

○ 漁村来訪者による地
曳 ど体験漁漁村側の受入体制の整備と

○ 防災・救援機能
・ 油濁の除去

・ 海洋性レクリエーション

・ 体験学習
曳網など体験漁業の実
施

漁村側の受入体制の整備と
情報発信

26・ 伝統文化の継承

・ 水産物の直売



≪≪参考参考≫≫多面的機能の発揮に資する施策多面的機能の発揮に資する施策

多面的機能の発揮に資する施策多面的機能の発揮に資する施策

○ 国民への水産物の安定供給と公益的機能の維持を○ 国民への水産物の安定供給と公益的機能の維持を

離島漁業再生支援交付金環境・生態系保全対策

○ 離島振興法の指定地域と沖縄・奄美・小笠原の各特
別措置法の対象地域のうち 本土と架橋で結ばれてい

○ 離島振興法の指定地域と沖縄・奄美・小笠原の各特
別措置法の対象地域のうち 本土と架橋で結ばれてい○ 国民への水産物の安定供給と公益的機能の維持を

図るため、藻場・干潟等の維持・管理等の環境・生態系
の保全活動を行う組織に対して交付金を交付する。

○ 国民への水産物の安定供給と公益的機能の維持を
図るため、藻場・干潟等の維持・管理等の環境・生態系
の保全活動を行う組織に対して交付金を交付する。

別措置法の対象地域のうち、本土と架橋で結ばれてい
ないなど、一定以上の不利性を有する離島を対象とし
て、漁場の生産力の向上など漁業の再生に共同で取り
組む漁業集落に対して交付金を交付する。

別措置法の対象地域のうち、本土と架橋で結ばれてい
ないなど、一定以上の不利性を有する離島を対象とし
て、漁場の生産力の向上など漁業の再生に共同で取り
組む漁業集落に対して交付金を交付する。

・事業実施主体 地域協議会、都道府県、市町村他・事業実施主体 地域協議会、都道府県、市町村他

・事業実施期間 平成２１年度～２５年度・事業実施期間 平成２１年度～２５年度

・事業実施主体 都道府県、市町村・事業実施主体 都道府県、市町村

・事業実施期間 平成２２年度～２６年度・事業実施期間 平成２２年度～２６年度

・２３年度予算額 ５８８百万円・２３年度予算額 ５８８百万円

・交付率 定額・交付率 定額

・２３年度予算額 １，３００百万円・２３年度予算額 １，３００百万円

・交付率 定額・交付率 定額

漁村来訪者による体験漁業 漁業者による漁場の監視干潟の耕うん干潟の耕うん 海藻の種苗投入海藻の種苗投入

27



ⅡⅡ－５．水産業・漁村の多面的機能の発揮③－５．水産業・漁村の多面的機能の発揮③

≪≪対応の方向対応の方向≫≫
○○ 離島という条件不利地域への支援、公共性の高い環境・生態系保全への支援という離島という条件不利地域への支援、公共性の高い環境・生態系保全への支援という
切り口のほかに 物質循環の補完 国民の生命財産保全 保養・交流・教育の場の提切り口のほかに 物質循環の補完 国民の生命財産保全 保養・交流・教育の場の提切り口のほかに、物質循環の補完、国民の生命財産保全、保養・交流・教育の場の提切り口のほかに、物質循環の補完、国民の生命財産保全、保養・交流・教育の場の提
供などの、水産業・漁村の持つ多面的機能の発揮に関する施策に対し、総合的に支援供などの、水産業・漁村の持つ多面的機能の発揮に関する施策に対し、総合的に支援
していくことが必要。していくことが必要。
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