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これからの漁港漁場の整備と漁村地域の振興について 

 

１．背景 

（１）水産基盤をとりまく現状 

 世界的な水産物の需給バランスは、人口増加や中国等の一人当たりの消費量の増加等

により需要量が拡大傾向にあるのに対し、供給量は１億数千万トンで頭打ちの状況とな

っており、将来的に供給不足が懸念されている。 

 こうした中、我が国周辺水域の水産資源は環境悪化等により低位な状況が続いてお

り、漁業生産量は減少傾向にある。また、水産物の産地価格の低迷（消費者価格と生産

者価格の乖離）や国際的な燃油価格の高騰などが漁家経営を一層厳しくさせている。 

 一方、国内水産物流通を見てみると、内食（家庭内で食べる手作り料理）が減少する

一方で中食（市販の弁当や惣菜等の調理食品）が伸びるなど食の外部化・サービス化が

進むとともに、家庭における鮮魚の購入先としてスーパーマーケットの占めるシェアが

増え続けている。量販店主導の価格形成を基本とした流通構造の定着、卸売市場を経由

しない場外流通の増加など、流通形態が変化している。 

 また、消費者の食の安全・安心に対する関心の高まりから、生産から陸揚げ、流通・

加工まで一貫した衛生管理の高度化が求められている。 

 漁業者を含めた地域住民の生活の場である漁村では、水産業の厳しい状況や、漁業者

の減少、高齢化、過疎化などを背景に、地域そのものの活力低下が懸念されている。一

方、都市住民などを中心に、余暇時間の過ごし方が多様化するとともに、漁業体験学習、

釣りなどへのニーズや水産物など食への関心が高まっており、新しい余暇や生活空間と

しての役割が漁村に期待されている。 

 さらに、台風や地震などによる災害の多発、近い将来の発生が予想されている東海地

震、東南海･南海地震など大規模地震災害へのおそれにより、国民の防災に対する関心

が高まっている。 

 

（２）これまでの取組に対する課題 

 漁業生産量の増大への取組については、遠洋・沖合漁業等の生産量の減少に対して、

沿岸漁業等では生産量が比較的、安定的に維持されていることから、水産基盤整備及び

諸施策の一定の効果が見られる。 

 しかしながら、依然として磯焼け現象による藻場の衰退等が深刻度を増しており、今

後は、沿岸漁場の基礎生産力を高めるために必要な藻場・干潟の造成を進めていくとと

もに、現存する天然藻場及び造成藻場の両者について継続的にその保全を図っていくこ

とが必要である。 

 水産物流通にかかる取組としては、流通の効率化と産地の価格形成力強化の観点から

産地市場の統合が計画されているが、依然として統合が進んでおらず、取扱いが質・量

ともに安定していない零細な市場が多い。また、国内でのＢＳＥの発生や 0-157 等によ

る集団食中毒の発生等を背景に、衛生管理対策の重要性が認識されつつあるが、新たな
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設備投資を伴う、荷さばきが煩雑化する、必ずしも魚価の上昇につながらない等から、

関係者間の合意形成が進まず、対策が進んでいない産地も多い。国民に安くて良質な水

産物を安定的に供給できる産地づくりのため、対策の推進が望まれる。 

 漁村の生活環境については、計画的に改善されているものの、未だ、汚水処理施設や

ＣＡＴＶ施設に代表される情報通信施設など社会生活基盤の整備は、都市部と比べて立

ち後れている。また、都道府県間の整備格差が大きくなっており、その改善が求められ

ている。 

 漁港漁村の防災対策については、大規模地震・津波の襲来が予測される中で、避難場

所、避難路の確保など漁村の防災対策の強化や、漁港等の就労者や来訪者の安全性の確

保が求められている。また、水産物流通確保の観点から見て、流通拠点における防災力

にも懸念があり、その対策が強く求められている。 

 都市と漁村の間で「人・もの・情報」の往来を活発にすることにより、新しいライフ

スタイルと健全な社会の形成を目指す都市と漁村の共生・対流については、国民の水産

業及び漁村に対する理解と関心を深める重要な機会であり、地域資源を活用した様々な

取組が始まっている。しかしながら、未だ、試行的な段階に止まっているものも多く、

今後は、この活動の継続性の確保や全国的な展開に向けた一層の努力が必要である。 

 さらに、水産業・漁村のもつ多面的な役割が注目されてきていることを踏まえて、水

産基盤施設等の既存ストックについて、地域づくりのため、様々な価値を十分に引き出

し、活用していくことが求められている。 

 

２．基本的考え方 

 既存ストックが蓄積されてきたことに加え、国民のニーズの多様化や多くの施設が更新

時期を迎えることなどを踏まえ、これまでの施設整備を中心とした施策の考え方から、施

設の適切な管理・運営面の充実を目指した施策の考え方へ転換していくことが必要である。 

施策の転換に当たっては、「海洋資源の基礎生産力の向上」、「国際競争力のある産地

づくり」、「地域の特性をいかした活力ある漁村づくり」を進めることが重要であり、こ

れに加え、施設の管理・運営に漁業関係者・市民・企業などの多様な参画を図ることに重

点をおいて施策を推進すべきである。また、施設の維持・更新に当たっては、漁業関係者

ばかりでなく多様な国民からの要請に対してきめ細かな対応を図ることが必要である。 

 以下の基本的考え方に基づく今後の施策は、意欲ある取組を支援していく必要がある。

加えて、国民に事業の効果が分かりやすいものとなるよう、また、確実な成果が得られる

ように努めるとともに、積極的に国民に対し広報していくことが重要である。 

 

（１）海洋資源の基礎生産力の向上を目指して 

  ア 我が国周辺水域内での水産資源の生産力の向上 

    我が国周辺海域は世界三大漁場の一つであり、世界第六位という広大な排他的経

済水域を有している。国際的に水産物需要が高まる中で、沿岸域だけでなく、沖合

域を含む排他的経済水域内で水産資源の生産力を向上させていくことが、国家的な

課題となってきた。特に、沖合域での漁場整備については、これまで高度な漁場整
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備技術を要することや、漁業調整の難しさ等を背景に積極的に取り組むことができ

なかったものと考えるが、水産資源の持続的利用の観点のみならず国土保全の観点

から、今後は国をあげた取組として行っていくことが必要と考える。 

    また、排他的経済水域の利用管理の観点から、我が国周縁部にある漁港の機能の

充実を図っていくことが重要である。 

  イ 沿岸環境・生態系の保全・創造の推進 

    水産生物は幼稚仔から成魚となり産卵に至る成長段階で、また季節により、沿岸

から沖合に至る多様な場所を移動・回遊して利用している。このため、開発や環境

悪化等で生息に不適になったり、成長の各段階で利用する生息場所が一部でも欠け

たりすると、成長や繁殖する環境としての機能全体が損なわれてしまう。そこで、

成長段階に応じた様々な生息環境づくりとそのネットワーク化に配慮し、生息場所

が過不足なく、また水産生物の行動範囲から見て妥当な規模で漁場整備を進めるこ

とが必要と考える。 

    特に瀬戸内海、有明海等のように生息場所が多数の県にまたがる海域では、国を

はじめ関係者が連携して取り組むことが必要である。 

さらに漁場整備を行っても、稚魚・稚貝が成長の途中段階で不合理に漁獲された

り、増殖効果の増進のための種苗放流が計画通り行われない場合には、事業効果が

十分に発揮されない場合がある。このため、こうした施策が確実に効果を発揮でき

るよう、漁場整備、栽培漁業、資源管理を一貫した施策として体系立てて取り組む

ことも必要である。 

    藻場・干潟は、多様な生物群集による高い機能を持つ生態系として知られており、

魚の産卵や幼魚の成育の場となるのみならず、光合成による二酸化炭素の固定と酸

素の補給、海中の有機物の分解と栄養分（窒素、リン等）の吸収による水質・底質

浄化のほか、流れを弱めて静穏な環境を創出するなどの様々な機能を有している。

しかし、全国各地で「磯焼け」と呼ばれる藻場の大規模な消失等が発生して、上記

機能の発揮が困難となってきている。そこで、水産資源増大のみならず沿岸環境保

全の観点から、藻場・干潟の保全・創造効果の定量的な評価手法の構築に努めると

ともに、これら整備を通じて豊かな海の森づくりに、積極的に取り組んでいくこと

が強く求められている。 

 

（２）消費者ニーズに応え得る国際競争力のある産地づくりを目指して 

ア 消費者起点での取組の推進と非価格競争力の強化 

 消費者は、産地に対して、供給される水産物が安全で安心であること、旬の魚介

類を安くどこにいても購入できるようにすること、また様々な魚種を様々なニーズ

にあった形態で購入できるようにすること等を求めている。しかし、産地にあって

は、これまで、より多くの魚介類を供給することに主眼を置いた取組が行われてき

ており、消費者需要に応じた質・量を提供していく体制とは必ずしもなっていない。 

 今後、消費者ニーズに適切に対応した産地の供給体制を構築するためには、いわ

ゆる非価格競争と呼ばれる衛生管理等を含む水産物の品質の確保や、上記にあるよ
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うな消費者ニーズに対応した流通システムの整備に積極的に取り組むことが必要

である。また、仲買・水産加工・小売にかかる関係者との連携や水産物の消費拡大

を図るための地域内の他業種連携、地魚・旬魚等の産地直送の推進など、漁業者自

らによる販売への関与の強化を促していくことも重要となる。こうしたことが、国

産水産物の輸出の推進だけでなく国内流通における外国産水産物に対する競争力

の強化につながることと期待される。 

 一方で、漁港漁場施設は永久構造物ではなく、今後耐用年数を経過した施設が増

加することとなる。予測される更新需要量を考えると、国及び地方の財政状況等の

悪化による設備投資への制約等とも相まって、その全ての施設で対策を講じること

は困難である。そこで、上記にある産地の供給体制を構築する観点と、公の施設と

しての多面的な価値を発揮していく観点から、施設の質的価値を評価の上、適切な

更新施策の推進に努めていくことが重要である。 

イ 産地における環境配慮への取組の推進 

 水産業は良好な漁場環境が持続することで成立する産業であり、産地にあっては

環境への負荷の低減に努めることが必要である。一方、産地機能の強化を図ろうと

する場合には、水産物処理に伴い発生する残渣や貝殻、また老朽化した養殖生け簀

など漁業系廃棄物の集中が懸念される。このような背景から、競争力のある産地づ

くりを進める上で、また持続可能な水産振興を図る上で、いかに環境上、景観上問

題なく水産系副産物などを適正に処理・リサイクルできるかが課題となっている。

現在は養殖用餌料や農業等の飼肥料として有効活用している場合がある一方で、こ

うした処理経費が漁業経営上の大きな負担となることから対策が進まない場合が

あるなど取扱は様々である。こうした環境配慮への取組が継続的に行われていくた

めには、処理経費を抑えつつ有価物として再利用する技術の開発を積極的に行って

いく必要がある。 

 加えて、燃料費高騰や CO2 排出削減が強く求められている中、こうした再利用技

術開発などを通じた省エネルギー対策の推進に取り組むことも重要である。 

 

（３）地域の特性をいかした活力ある漁村づくりを目指して 

ア 漁業地域の防災対策の強化等安全で快適な漁村の形成に向けた取組 

 漁村の社会生活基盤の整備は、都市と比べて立ち後れている。また、漁村は、前

面が海で背後に崖が迫るなど厳しい条件の下に立地していることから、自然災害等

を被りやすい。 

 したがって、漁村においては、従来からの良好な生活環境の形成促進に加えて、

地震・津波対策などの防災対策の強化を早急に取り組んでいく必要があると考え

る。また、産地市場などを有する地域にあっては、被災により水産物流通機能が確

保されなくなることが懸念されることから、こうした点にも十分留意して安全で快

適な地域づくりに取り組んでいくことが必要である。 

イ 地域が一体となった地域主体の取組による個性ある地域づくりの推進 

    都市住民などにおいては、余暇活動や食への関心など、漁村への交流ニーズが高

まっている。一方、漁村においては、新鮮な魚介類、豊かな自然環境など地域資源
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が豊富に存在している。こういった地域資源を有効に活用していくためには、地域

が主体性を発揮し、一体となった取り組みを進めるとともに、地域資源を活かした

新たな産業の創出や既存産業との連携など、地域の産業構造の変革を図ることが重

要である。そのためには、例えば、地域が一体となった取組を目指す計画づくりに

ついて、国と地方の協力の下、先導的なモデル地域の提示などを行うことも重要で

ある。 

都市と漁村の共生・対流は、地域理解の深まりなどの来訪者による直接的な効果

だけでなく、雇用の創出などの経済的波及効果がある。これらの効果は、一時的な

活動だけでは衰退しがちなものであり、継続性を確保することが肝要である。この

継続性を確保するためには、人材育成や多様な主体の参画による組織運営体制づく

りが必要である。また、この交流自体の魅力を向上させ、来訪者が満足感や充実感

を得られるようにするためには、独自の地域資源を活用し、多様なニーズに応えら

れるプログラムを創意工夫して、提供していくことが必要である。そして、子供た

ちからシニア（高齢者）まで幅広い層に対応した受け皿づくりや、新たな地域資源

の創造・発掘に努めるとともに、普及・啓発活動を一層推進して、これらの活動の

全国的な展開を図ることが必要である。さらに、これらの活動をはじめ、食に関す

る消費者と生産者との信頼関係の構築や豊かな食文化の承継などを通じて、食育の

推進に努めることが必要である。 

一方、都市住民等の受入により一般の釣り人などが増加する場合には、漁業資源

への負荷の増大や漁業者とのトラブルの発生などが危惧されることから、海面利用

などのルール化に加えて、都市住民などのマナーの向上に努めていくことも必要と

考える。 

これらの地域づくりにおいては、漁業者などによる水産物の直販施設などの設置

や、地域住民による漁業体験の提供などを考えると、漁港にある様々な施設を活用

することも有効と考えられる。このため、漁業情勢の変化に伴い利用度の低下した

漁港施設において、公の施設としての多面的な機能が十分発揮されるよう、規制緩

和などの措置を通じて、漁港の利活用を図っていくことが必要である。また、地方

自治法の改正による指定管理者制度を漁港施設等に広く適用することにより、行政

コストの削減とあわせて、公共施設の国民へのサービスの向上を図っていくことも

必要である。 

 

３．施策の方向 

 以上のような基本的考え方に立ち、以下の項目ごとに、今後必要と考えられる事項につ

いて提案する。 

 なお、（１）及び（２）に当たっては、これら施設が水産資源の増殖から漁獲、陸揚げ、

流通・加工までの一貫した水産物供給システムの構成要素であることに留意して、流通圏

域内での各施設の効率的効果的な機能分担を進めるとともに、漁場と漁港、あるいはこれ

ら施設と流通・加工施設との一体的な整備に取り組むことが重要である。 

 



- 6 - 

（１）良好な海洋環境の保全・創造と生産力の高い豊かな海づくりの推進 

  ア 沖合漁場の積極的な整備と漁業活動を支える漁港機能の充実 

    我が国周辺海域における積極的な資源管理と漁場整備に努めていくため、隣接す

る諸外国とも協調による資源回復を図るとともに、沖合域における漁場整備につい

て、浮魚漁場の整備や大水深域における底魚資源の保護育成など、国自らが主体と

なって技術開発及び事業の実施に取り組むことが必要である。 

    また、排他的経済水域における漁業活動の拠点となる我が国周縁部の漁港におい

て、水産物供給や資源管理等の機能の充実を図っていく必要がある。 

  イ 藻場・干潟の保全・創造事業等における順応的管理手法の導入 

    沿岸域において、環境の保全と基礎生産力を高めるため、造成後または天然の藻

場・干潟が磯焼け等により消失しないように保全していく必要がある。漁場整備に

おいて懸念される自然環境や生物の相互作用の変化等にも適切に対応するため、事

業実施の途中段階または完了後の段階においてモニタリングを継続的に実施し、そ

の結果に応じて事業のあり方を見直していく、いわゆる「順応的管理手法」を取り

入れた整備手法を漁場整備事業に導入していくことが重要である。 

加えて、将来にわたる藻場・干潟の継続的なモニタリング体制づくりや、造成事

業の効果の定量化に努めることも重要と考える。この時、一般ダイバーが岩礁域で

は藻場を守るためのウニや貝類・魚類等の除去、砂泥域ではアマモなどの海草の種

苗に協力するなど、国民が海の森づくりに積極的に参画できるようなモデルプラン

の作成・実施を検討することも重要である。 

  ウ 漁場整備における栽培漁業や資源管理との連携の強化 

    効率的漁獲を目標とした魚礁等の整備、あるいは稚魚・稚貝が生育する水域にお

ける餌料及び隠れ場等の環境条件の確保を目的とした藻場の造成や増殖場等の整

備の効果が十分に発揮されるようにするため、漁場整備、栽培漁業、資源管理の連

携が望まれる。そこで、基盤整備に当たっては、例えば種苗放流の計画的実施や、

禁漁期間の設定、漁獲サイズの規制などの事業効果が効果的に発揮されるような

（仕組み）体制づくりに努めることが重要である。また効果の継続的な把握を通じ

て整備された漁場の事業効果のさらなる発揮に努めることも重要と考える。 

  エ 複数県連携や増殖支援型漁港整備による漁場ネットワークの推進 

    水産生物の成長段階に応じた様々な生息環境づくりと、そのネットワーク化を目

指すため、広域を回遊する魚種を対象とする場合や、入り会い漁場、さらには複数

県が関係する一定のまとまりのある海域で漁場整備に取り組む場合にあっては、国

をはじめ関係者が連携して、事業効果の把握や整備を進める必要がある。一方、漁

港の防波堤等にあって人工の磯や藻場として魚貝類の育成場の機能が認められる

場合や、泊地にあって浅場海域における静穏な水域として高い増殖効果が認められ

る場合には、漁港の水域を漁場のネットワークの一部として活用していくことが期

待される。そこで、基盤整備に当たっては、漁業調整・事業推進体制について関係

県と連携の上、対象魚種の生態に応じた漁場ネットワークづくりに努めることが重

要である。また、漁港施設を、漁場ネットワークの一部として位置づけるとともに、
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最大限、漁港の持つ増殖機能が発揮されるよう増殖支援型漁港としての施設整備に

も積極的に取組むことが重要である。 

 

 

（２）国際競争力の強化と良質な水産物を安全に供給するための産地機能の強化の推進 

ア 産地機能の強化、漁業者自らの販売への関与強化を支援する水産基盤の整備 

 産地が、消費者ニーズに対応した安全で安心な水産物を適正な価格で安定的に供

給できるようにしていくためには、産地市場統合や産地間連携等による効果的な集

出荷体制のもとで、集約機能（漁獲物の効率的な陸揚げ）、アクセス機能（陸揚げ

後の漁獲物の迅速な流通）、一次加工機能（多様な出荷形態への対応）、ストック

機能（需要者からのニーズに応じた出荷調整）等の強化に資する漁港施設等の整備

を図っていくことが必要と考えられる。 

 また、生産・仲買・小売関係者の連携や直接販売、地産地消など多様な流通形態

を効率的に組み合わせることにより消費者が求める多様なニーズに応えていける

よう、漁業者自身の販売への関与の強化に努めることが重要となる。 

 これらの状況を踏まえ、基盤整備に当たっては、例えば、漁港における直接販売

施設等の整備、消費地店舗への直接納入を可能とする産地流通施設の整備、消費地

への出荷基地としての他県等の漁港による蓄養施設の整備、消費者の求める出荷形

態を可能とする産地加工施設の整備等の取り組みを推進することが重要である。 

イ 生産から陸揚げ、流通・加工までの一貫した衛生管理対策の推進 

 産地における衛生管理対策は、EU 等への輸出の条件として現在、加工場におい

て HACCP が義務づけられているのみであるが、産地としての国産水産物の競争力

強化の観点からは、漁港の荷捌き所や隣接する産地市場等においても一体となって

衛生管理対策を講じていく必要がある。そこで、基盤整備に当たっては、産地市場

等における既存の衛生管理認定基準等と整合を図りつつ、漁港における衛生管理水

準の評価に取り組むとともに引き続き衛生管理対策の推進に努めること、加えて、

こうした対策が持続的に図られるよう施設のランニングコストの低減にも努める

ことが必要である。また消費者に対し説明責任を果たしていけるよう、トレーサビ

リティシステムを衛生管理状態を表す手段として活用するなどの工夫が求められ

る。 

ウ 漁港漁場施設の老朽化対策と有効利用による産地機能の充実 

    今後、漁港漁場施設の更新需要は大幅に増加するものと考えられることから、施

設の維持更新にあたっては、ライフサイクルコスト（建設・維持管理等にかかる全

てのコスト）を低減する観点にたち、効率的な老朽化対策手法の検討を行っていく

ことが重要となる。一方で、これら施設の質的価値の評価等により、更新を行って

いくべき施設かそうでない施設かについて適正に分類していくことも重要である。

このため、国においてこうした施設分類の考え方、老朽化診断方法や対策方法の考

え方について整理の上、提示していくことが必要と考える。 

    また、増殖から漁獲、陸揚げ、流通・加工に至る一貫した供給システムの中で、
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施設単体ごとに更新需要を捉えるのではなく、例えば、岸壁と背後施設を総合的に

見た更新需要を捉えていくなど、上記アにある各機能の充実に向けて施設の利用目

的とその効果に応じた対応を行うことが重要である。 

 

エ 水産系副産物などの処理技術の開発による環境対策の推進 

 産地における環境配慮への取組として、水産系副産物などのリサイクルを推進す

ることが重要であり、水産系副産物に含まれる有機物を環境にやさしいバイオマス

資源として再利用していくことも重要である。例えば、貝殻等の処理に見られるよ

うに、これまでの地盤改良材や飼肥料としての活用に加えて、養殖漁場の底質の改

良材としての活用など、さらなる技術開発とともに、漁港漁場整備への積極的な活

用に努めていくことが重要である。 

 また、このことに加えて、アにあるような水産物の集出荷体制の構築や産地加工

機能の強化を図ることで、残渣等の効率的な収集体制づくりにつなげていくことも

有効な方法と考える。 

オ 産地における省エネルギー対策の推進 

 燃料費の高騰を背景に、水産基本計画の見直し検討の中で、省エネルギー対策の

推進が検討されていることから、今後、産地において漁船や施設の省エネルギー化

に取り組むとともに、バイオマスエネルギーや自然エネルギー等新しいエネルギー

の活用を検討することが重要である。基盤整備に当たっては、こうした自然エネル

ギーの活用促進を図るための施設の整備等に努めるとともに、漁船の構造改革の動

向等をにらみつつ、必要に応じ、漁港施設の改良等を行っていくことが必要である。 

 

（３）地域の特性をいかした活力ある安全で安心な漁村づくりの推進 

ア 漁業地域の総合的な防災対策と社会生活基盤の整備の推進 

 漁業地域の防災対策については、防災安全施設の設置などによる災害時における

漁港等の就労者や来訪者の安全性の確保、岸壁の耐震化などによる孤立しやすい漁

村の防災対策の強化に努める必要がある。また、水産物の安定供給やその流通経路

の変化が地域経済に及ぼす影響といった観点から、漁港整備などを通じて、非常時

においても水産物流通拠点地域における流通機能の確保が図られるようにするこ

とが必要である。 

 漁村の生活環境の改善については、普及啓発活動の一層の推進により、ナショナ

ルミニマムの観点からの汚水処理施設や、情報通信施設などの社会生活基盤の整備

に努める必要がある。 

 漁村においては、高齢化が進展する中で、高齢者の活動は、生涯現役としての漁

業活動や、地域のまとまり、伝統文化の承継など幅広い分野に及んでおり、漁村コ

ミュニティの形成に重要な役割を果たしている。今後のさらなる高齢化社会、地域

活性化の取組や漁労技術等の承継等による若年漁業就業者の定着に重要な高齢者

の役割にも配慮し、生活環境の整備におけるユニバーサルデザイン化を積極的に推

進していくことが必要である。 
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イ 水産業を核とした地域資源を活用した漁村づくりの推進 

    水産業を核とした個性ある漁村づくりの取組においては、効率的かつ安定的な漁

業経営が確保されることが重要であり、そのためには、漁業の担い手の確保・育成

支援等に努めることが必要である。また、これまで沿岸漁業において中心的であっ

た家族経営については、企業的経営への転換を図る新たな担い手像を追求すること

も重要である。 

 地域資源を活用した漁村づくりにおいては、都市住民等のニーズに応えて、漁業

者を中心として多くの地域関係者などが連携を図りつつ、地域の主体性を発揮した

取組とすることが必要である。また、地域資源を活用した取組を、総合的、有機的

に結合し、地域が一体となったものとすることも必要である。これらとともに、地

域リーダーなどの人材育成や、総合マネージメントを行う専門家、漁業協同組合、

漁村女性、地域住民、さらにはＮＰＯなど多様な主体の参画による組織運営体制づ

くりも重要である。また、地域資源を活用した地域の取組について、ＩＴの活用、

各種メディアやイベントなどによる地域のサービス情報の提供など、地域や年代を

超えて、国民に情報提供できるシステムを検討することも必要である。 

 さらに、これらの地域の取組との連携を図りつつ、地域の特性に応じた施設整備

の支援や漁港施設などの利用における規制緩和に努めていくことも必要である。 

 ウ 地域資源を活用した新たな産業構造の形成に向けた取組支援 

（ア）多様な主体の参画と連携による新たな施策の展開 

  地域資源を活用した取組においては、漁業者などによるホエールウォッチングや

ダイビング案内業などの体験交流事業の展開、民宿や魚食レストランの経営など、

水産業を核としたいわゆる海業（うみぎょう）など海をいかした多様な産業の展開

や育成に努めていくことが必要である。これに加えて、地域水産物の提供を通じた

漁業と水産加工業、水産業と民宿、ホテルなどの宿泊業の連携など、地場産業等と

の連携や集積を奨励していくことが必要である。このため、①地域住民、ＮＰＯ、

企業などの水産業への参画を誘発する規制緩和、②漁村地域を漁業を核とする一つ

の連結企業体として見立てた取組、③消費者等参画型の事業展開、例えばカキやコ

ンブなどのオーナー制度等安定的な経営に資する取組、④企業や大学、研究機関な

ど産学官連携による相互の知恵と経営資源を活用した事業展開などを推進するこ

とが必要である。 

  また、他産業から漁業への新規参入の促進による人材確保も含め、第三者による

知恵・お金・ネットワークを活用していける組織をいかにつくっていくかを検討し

ていくことが必要である。 

（イ）消費者と生産者の「顔の見える関係」の構築や生産者の販売戦略の強化 

 新鮮な魚介類の対面方式による直接的な販売など、消費者と生産者の「顔の見え

る関係」ができる水産物直販施設を中心とした取組が地域振興につながっている。

こうした地域資源を活用した生産者等自らによる販売への取組や、協業化、企業化

による経営改善などの先進的な取組や漁村女性等による起業的活動への取組を支

援、奨励していくことが必要である。また、食品産業との連携強化など新たなビジ
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ネスモデル、品質向上や地場の優位性をいかした地域ブランドの展開などにかかる

取組を支援、奨励していくことも必要である。さらには、ＩＴを活用した生産者と

消費者の直接的な情報交換や各種の交流の情報提供をおこなっていくことが必要

である。 

（ウ）豊かな自然環境、景観、歴史伝統文化などの創造、活用による漁村空間の創出

への取組支援 

 漁村の有する漁業・漁村百選で選定された施設、歴史的資産、伝統文化などの地

域資源を総合的に活用・保全し、一つの空間を創出することも個性ある魅力となる。

このため、これらの地域資源を地域を建物のない博物館と見立て振興を図ること

や、自然環境、景観等の保全による漁村空間の創出への取組を支援することも必要

である。 

（エ）漁業と海洋性レクリエーションとの調和ある海面利用の推進 

 海面利用においては、漁業者と海洋性レクリエーション活動者との相互理解の促

進を図ることが重要である。このため、海面利用協議会を通じたトラブル防止や、

漁業者組織とダイビング案内業者などとの連携促進にかかる取組を支援していく

ことが必要である。特に、釣りやダイビングなどを中心としたプレジャーボートの

利用は、国民の余暇利用としてのニーズが益々高まるものと予測される。このため、

フィッシャリーナの整備により受入を推進するとともに、漁港などのネットワーク

化により周遊ルートを構築していくことも効果的と考える。 

エ 都市と漁村の共生・対流の一層の推進と取組強化 

 都市と漁村の共生・対流については、都市にはない豊かな自然など都市住民にと

って魅力を高めた取組とすることが必要である。このため、次世代を担う子供たち

への対応や、2007 年問題を目前にし、団塊世代(シニア)を対象とした受け入れ体制

づくりなど、地域主体の個性ある地域づくりに努めることにより、都市と漁村の共

生・対流の全国的な展開に向けた一層の推進に取り組むことが重要である。また、

都市、漁村双方向の情報の送受信と情報内容の充実などや、農山漁村相互の情報交

換など連携を広く図っていくことも必要である。さらに、子供たちを中心とした漁

業体験、魚料理の体験や給食での提供などを通じて食育の推進に努めることが必要

である。 

 


