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資 料１５

地域の特性を活かした活力ある漁村づくりに対する

今後の取組方向

(住み易く魅力的な地域づくり検討会)

１．基本的な考え方

水産基本法の「水産物の安定供給の確保」と「水産業の健全な発展」の基本

理念を実現していく上で、漁村は、これらの基盤たる役割を果たしている。こ

のことにかんがみ、その振興が、水産業の振興施策とともに、人材の育成及び

確保、漁村の総合的な振興、都市と漁村の交流などの施策の推進により図られ

ている。

漁村は、一般的に住民の主な生業が漁業に依存する集落であるが、その多く

は、離島や辺地等市街地から離れていたり、前面が海で背後に崖が迫っている

など厳しい条件の下に立地している。また、汚水処理施設や情報通信施設、生

活環境施設のユニバーサルデザイン化など快適な暮らしに必要な整備が都市部

と比べて後れている。さらには、地震・津波、台風、高潮などの自然災害を被

りやすく、過去の災害において、多くの尊い人命や財産を失っている。

また、水産業・漁村をめぐる情勢は、水産業では、輸入水産物の影響などに

よる魚価の低迷や、我が国周辺の水産資源の状況悪化などによる漁獲量の減少

に加え、昨年来の燃油価格の高騰や、磯焼けや大型クラゲの来襲に代表される

自然環境の変化を直接受けるなど厳しい状況にあり、漁村では、漁業就業者の

減少、高齢化・過疎化の進行により、漁村全体の活力低下が懸念されている。

しかしながら、漁村は、漁業者を含めた地域の生活の場であるとともに、多

。 、 、様な形態の漁業をはじめとする産業の活動の場ともなっている また 漁村は

これらの活動を通じて沿岸域の環境保全、交流の場の提供、伝統的文化の創造

・承継など多面的な機能を発揮し、広く国民に享受している。さらに、都市住

民などにおいては、豊かな自然やゆとり、潤いなどを求めた、漁村への体験交

流、観光、自然体験、マリンスポーツ、釣りなどのニーズが高まっている。ま

た、都市住民などの余暇時間の過ごし方が多様化するとともに、水産物など

「食」への関心も高まっている。

、 、 、漁村においては これらのニーズに応えて 地域が一体となった取組の中で

その核となる者のリーダーシップ発揮の下、新鮮な魚介類、豊かな自然環境、

優れた景観など恵まれた地域資源を活用した都市と漁村の交流の取組や、漁業

協同組合が核となって行う遊漁船業、ダイビング案内業、水産物直販所による

地産地消の取組、漁村女性などの起業化グループが行う水産物の加工・販売等

の取組、さらには、地域を建物のない博物館と見立て振興を図る、村丸ごと博

物館のような取組が始まっている。
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このような状況や、漁村の役割、地域の活性化の意義を踏まえ、漁村におい

ては、地域の自主性を尊重しつつ、ハード・ソフト一体的な考えの下、従来の

良好な生活環境の形成 循環型社に加えて、周辺環境への負荷の低減などを図る

とともに、自然災害の発生に際し、被害を低減し、速やかな復旧・会への対応

災害に強い漁業地域づくり 安全・安心な暮らしの復興を図るための を推進し、

を図ることが必要である。実現

恵まれた地域資源を活用した多様な産業また、地域の主体性の発揮による、

の展開や育成と漁業も含めた地場産業等の連携 都市と漁村の共生・対流の推、

による、 に取り組むこと進 水産業の振興を核とした個性ある地域づくりの推進

が必要である。さらには、水産業・漁村が有する多面的機能について、国民の

理解と関心を深め、豊かな国民生活の向上に資するよう、将来にわたって適切

かつ十分な発揮に努めることが必要である。

これら、安全・安心な暮らしの実現と地域資源の活用による水産業の振興を

地域の特性をいかした活力ある核とした個性ある地域づくりの推進により 『、

』を目指すことが必要である。漁村づくり

このような基本理念の実現にむけた取組の展開が、水産物の消費拡大や所得

の向上に結び付き、漁業の担い手の確保や経済的基盤の強化により水産業の発

展と漁村全体の活性化が期待される。

２．今後の取組方向

（１）安全・安心な暮らしの実現

①漁村の生活環境の改善及び環境に優しい地域づくりのための取組

漁村の生活環境の改善は、計画的な生活基盤の整備により着実な改善が図ら

れているが、未だ、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が

。都市部と比較して立ち後れた状況にある

社会生活基盤の整備は、快適な生活環境の実現などを図る上で必要であると

ともに、都市と漁村の共生・対流など地域資源を活用した地域活性化への取組

を推進する上でも必要となる基盤である。このことから、普及啓発活動の一層

の取組など円滑な実施に配慮しつつ、生活環境の一層の改善に取り組むことが

必要である。また、政府全体で推進している「公共事業のコスト構造改革」な

どを踏まえつつ、ライフサイクルコスト（建設から維持管理、補修、廃棄まで

のトータル的なコスト）を意識した施設の補修や改築、地理的要因によるデジ

（ ）タルディバイド 情報通信技術を利用できる者とできない者の間に生じる格差

の解消に取り組むことが必要である。

さらに、漁村においては、漁業就業者の高齢化の進行、女性の活躍への期待

を踏まえ、高齢者や女性がいきいきと働き安心して暮らせるよう高齢者・女性

等に配慮した漁港漁村の環境整備を積極的に推進することが必要である。
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また、漁港漁村においては、貝殻の野積みや、廃船、漁業用の廃材の放置な

ど良好な景観が保たれていないとともに、水産系副産物や汚水処理の汚泥に係

るリサイクル、再資源化への取組も後れている。このことから、漁業地域の景

観保全への取組や、環境への負荷の低減、再資源化、リサイクルを通じた循環

型社会の形成に向けた取組を推進することが必要である。

②漁業地域の防災対策の強化への取組

漁村は、立地条件から、地震・津波、台風、高潮などの自然災害を被りやす

く、近年の漁業地域の被災では、漁業集落での防災対策はもとより、水産物流

通確保の観点からの防災対策の必要性が明らかになるとともに、漁港漁村の地

理的特性を踏まえた地震・津波対策の考え方の確立など、未だ、漁業地域の防

災対策は、十分とは言えない状況にある。

このため、漁業地域においては、防災対策の効率性、実効性を確保する観点

から、ハード・ソフト一体的な考えの下、被災時の水産物流通機能及び漁港の

就労者や来訪者の安全性の確保、被災時に孤立しやすい漁港漁村の安全・安心

の確保を図るための防災対策を強化し、安全・安心な暮らしができる漁業地域

づくりに取り組むことが必要である。

（２）水産業の振興を核とした個性ある地域づくりの推進

①地域資源の活用による多様な産業の展開や育成に向けた取組

漁村では、消費者と生産者の「顔の見え、話ができる」関係づくりを目指し

て、漁業協同組合や漁業者による水産物の直接的な消費者への販売など、消費

者ニーズに即応した漁業生産と消費を結び付ける地産地消の取組が始まってい

る。しかしながら、新鮮な魚介類、豊かな自然環境、優れた景観、歴史・文化

・伝統など恵まれた地域資源については、起業するノウハウ不足などから、十

分にいかしきれていない状況にある。

このため、漁村においては、水産業を核として、これらの地域資源の創造・

発掘や、積極的、総合的な利活用に取り組むことが必要である。また、これら

の地域資源の取組と、都市と漁村の共生・対流の活動と相まった地域の取組、

漁業も含めた地場産業等の連携など効果的に結び付けることにより、多角的経

営や、新たな産業の展開や育成による就業・所得機会の創出を図り、地域の特

性をいかした地域づくりに取り組むことが必要である。

②都市と漁村の共生・対流の一層の推進にむけた取組

都市と漁村の共生・対流については、政府を挙げた国民運動が展開されてい

るところである。この展開は、国民の余暇活動への関心や都市住民などのニー

ズに応えるとともに、地域の活性化を図る観点から、都市と漁村の間で「人・

もの・情報」などが循環する社会の実現に向けた取組が重要となっている。
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このため、漁村においては、都市にはない豊かな自然やゆとり、潤いなど都

市住民にとって魅力を高めた地域主体の個性ある地域づくりと、都市と漁村の

共生・対流の全国的な展開にむけた一層の推進に取り組むことが必要である。

また、子供たちから高齢者（シニア層）まで幅広い層への取組や、多様な主体

の参画による地域が一体となった受け皿体制づくりに向けて取り組むことが必

要である。

さらに、食に関する体験活動を通じて、食育にかかる取組に配慮することも

必要である。

③水産業・漁村の多面的機能の発揮・維持に向けた取組

水産業・漁村の多面的機能は、本来機能である水産物の安定供給の活動を通

じて、海域環境保全機能をはじめ、国民への交流の場の提供や伝統的文化の創

、 。造・継承など多面的機能を発揮しており 水産業・漁村の振興は不可欠である

このため、将来にわたって、こうした多面的機能が発揮されるよう、漁村の

活性化に取り組むことが必要である。

３．講ずべき施策

（１）安全・安心な暮らしの実現

①漁村の生活環境の改善及び環境に優しい地域づくりのための取組

ア漁村の生活環境の改善

漁村の汚水処理施設など社会生活基盤の整備には、地域住民の事業に対す

る理解と意識の向上が不可欠であることから、高齢者世帯をはじめとする地

域住民の合意形成など円滑な実施に配慮しつつ、優良事例の紹介や漁業協同

組合女性部の参画などによる漁村リフレッシュ運動（生活環境の改善等の普

及啓発活動）を展開することが必要である。また、この運動が生活環境の改

善等に止まらず、地域資源をいかした地域づくりの推進なども加えたものと

して、その見直しに努めることが必要である。さらに、漁村の などCATV
情報通信施設の整備と、その利用に関する知識や技能の取得の推進、生活環

境の整備におけるユニバーサルデザイン化の積極的な導入など、漁村の生活

環境の一層の改善に取り組むことが必要である。

イ環境に優しい地域づくり

漁村における景観保全や環境への負荷の低減の観点から、漁村において発

生する汚水処理施設の汚泥や豊富に存在する水産系副産物等バイオマス資源
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の有効活用 リサイクルの実用的な処理体制の確立、処理施設の設置に必要、

な用地の確保や、自然エネルギー活用施設の導入を図り、循環型社会に対応

した環境に優しい漁村づくりを推進することが必要である。また、漁村周辺

地域との広域的な連携を図り効率的・経済的なリサイクル化を推進すること

も必要である。

②漁業地域の防災対策の強化への取組

漁村での災害による被害を低減する観点から、国としてのガイドラインの

策定及びこれに沿ったソフト・ハード一体的な考えの下で、次の施策を推進

し、漁業地域の防災対策の強化に取り組むことが必要である。

ア災害時における漁港等の就業者や一般来訪者の安全性の確保

漁業就業者、一般来訪者の安全を第一に考え、津波避難ビル等の指定、

水門、陸閘の管理の徹底、ライブカメラなどを用いた被災状況の把握、適

切に避難誘導できる体制の構築に取り組むことが必要である。また、災害

時に避難できる防災安全施設などの整備を推進することが必要である。

イ災害時における水産物流通の確保

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、災害後速やかな漁港の水産物流通機能の回復を図る必要があ

る。このため、水産物流通の拠点となる漁港では、岸壁や流通関連施設と

の一体的な耐震性の確保や津波による漂流物を防止する施設などを設置す

ることが必要である。また、地方自治体、漁港管理者、漁業協同組合、市

場関係者、水産関係者を中心に水産物流通を確保する体制を整備すること

が必要である。

ウ漁村の総合的な防災対策

自然災害を被りやすい漁村では、地震・津波等災害時に孤立する漁村が

多いと考えられることから、被災地の支援基地としての漁港機能の発揮、

アクセスの確保、孤立した場合に備えた緊急物資の備蓄、非常用電源の確

保及び情報通信手段の整備が必要である。また、一般的に山が迫り狭隘な

漁村において、災害時に救援などのためのオープンスペースを確保する検

討や、燃料タンクなど危険物を取り扱う施設を有する場合においては、そ

、 。の施設の適切な配置計画 耐震化などの対応を検討することが必要である

（２）水産業の振興を核とした個性ある地域づくりの推進

漁村地域固有の地域資源の活用と多様な産業の展開や育成へ

の取組及び都市と漁村の共生・対流の一層の推進
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①共通事項としての取組

ア人づくりや組織運営体制づくりと計画づくり

人材の育成及び確保等を推進し、効率的かつ安定的な漁業経営を育成する

、 。ため 漁業の担い手確保・育成の対策を総合的に推進することが必要である

また、地域資源を活用した地域づくりの主体的、継続的な取組を図るため、

地域リーダーなどの人材育成や、総合マネージメントなどを行う専門家、漁

業協同組合、漁村女性、地域住民、そしてＮＰＯなど多様な主体の参画によ

る組織運営体制づくりを支援することが必要である。さらに、地域資源の創

造や発掘、面的な活用などによる多様なメニューづくりや、水産業を核とし

た多様な産業の展開や育成、地場産業等の連携などを支援することが必要で

ある。

これらと併せて、漁村地域の活性化に向けた戦略的な取組として、地域に

対する経済効果や組織運営における役割分担などを踏まえ、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

ル地域の提示や検証を行うことが必要である。

また、地域づくりにおいて重要な鍵をにぎる地域づくりの専門家など、不

足する人材の派遣制度について検討することが必要である。

イ地域づくりに必要な施設整備及び既存ストックの利活用

漁村は、地域固有の恵まれた地域資源を有しており、こうした地域資源の

創造・発掘や、活用・保全による地域の特性を活かした漁村づくりへの取組

をハード・ソフト一体的な考えの下、効率的、効果的に推進していくことが

必要である。そのためには、漁業協同組合などによる水産物の直接的な消費

者への販売、積極的な海洋性レクリエーション産業との連携など新たな産業

の展開や、歴史的資産、伝統文化など地域の保存活動、漁村空間の創出、さ

らには、都市と漁村の共生・対流などの取組に必要となる施設整備を支援す

ることが必要である。また、水産基盤整備で造成した漁港施設用地に、意欲

ある漁業経営体などの民間事業者等が漁港施設を設置できるようにする規制

緩和や、漁港の本来目的に支障がない漁港施設用地において、一般の漁港来

訪者が利用できる交流施設など、漁村振興に寄与する漁港施設以外の施設が

整備可能となるような規制緩和に取り組むことが必要である。

②個別事項としての取組

ア漁村地域固有の地域資源の活用と多様な産業の展開や育成

・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

漁業協同組合の買取販売の拡大と戦略的な付加価値販売の展開などの

モデルケースの提示、沿岸漁業者等の共同経営化など先進的な取組の奨

励、 を活用したインターネット販売の推進や水産物直販施設のネッIT
トワーク化による効率的・安定的な水産物の提供、さらには、食品産業

との連携強化など新たなビジネスモデルや、品質向上や地場の優位性を
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いかした地域ブランドの展開を支援することが必要である。

また、消費者等参画型の養殖業等の展開（カキやコンブなどのオーナ

、 ）、ー制度や アメリカにあるオイスターガーデニングの類似制度の展開

トレーサビリティ等水産でのＩＴ化の展開、水産物の数量、品目数の安

定的な供給・確保や雑魚の商品化などによる水産物直販所の安定的な運

営に資する取組を検討することが必要である。

これらと併せて、地域水産物の民宿等宿泊施設での提供など、地産地

消を推進する方策の検討に取り組むことが必要である。

・豊かな自然環境、景観や伝統的漁法、歴史伝統文化

漁業・漁村百選で選定された施設や、歴史的資産、伝統文化、海洋資

源など地域資源の創造や発掘、さらには、これらを総合的、面的に活用

する地域の保存活動への取組を支援することが必要である。また、景観

条例の活用による自然環境、景観等の保全に配慮した漁村空間の創出な

どへの支援に取り組むことが必要である。

・漁業と海洋性レクリエーションとの調和ある海面利用

海面利用協議会を通じた漁業者と海洋性レクリエーション活動者との

相互理解の促進によるトラブル防止などに取り組むことが必要である。

また、双方の利益が一致する方策としての漁業者などが積極的に海洋性

レクリエーション産業と連携した海面利用の取組への検討を行うことが

必要である。さらに、ＩＴを活用した地域のサービス情報の提供や、漁

業者を含む国民の多目的な利用ニーズに対応できるよう、ＰＦＩ事業制

度や指定管理者制度を通じた民間活力の積極的な活用に取り組むことが

必要である。

イ都市と漁村の共生・対流の一層の推進、取組強化等

都市と漁村の共生・対流の目的・意義を踏まえた普及・啓発活動の全国的

な展開、次世代を担う子供たちへの対応やシニアを対象とした活動方策の作

成による 年問題（団塊世代）への対応、取組内容のＰＲや優良事例な2007
どの情報を発信・共有するためのインターネットのホームページ「漁村へＧ

Ｏ」の更なる活用・展開に取り組むことが必要である。

また、漁業協同組合の女性部組織などが行う料理体験等食育の推進に努め

ることが必要である。

ウ水産業・漁村の多面的機能の発揮・維持に向けた取組

漁村における安全・安心な暮らしの実現と水産業の振興を核とした個性あ

る地域づくりの推進や、離島の漁業の活力を取り戻す交付金による支援など

により、水産業・漁村の多面的機能の発揮・維持に努めるととともに、国民

の理解を深め、豊かな国民生活の向上に資することが必要である。
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（参考１）魅力的な地域づくり検討会の概要

１．検討会の趣旨等

漁村は、我が国沿岸部に漁港を中心として点在しており、水産物の供給の場

としてだけでなく、国民に対する余暇空間の提供、漁業活動の実施に伴う海域

環境の保全、漁村特有の文化、歴史の継承並びに漁村景観の維持など多面的機

能を発揮している。

しかしながら、魚価や水産資源の低迷、輸入水産物の増加等水産業をめぐる

厳しい情勢、また、漁村においては、過疎化、高齢化の進展によって漁村の活

力が著しく低下している。このような水産業、漁村をめぐる情勢の中、水産業

を核とした漁村の活性化方策として、都市と漁村の共生・対流の推進、地域資

源の活用による地域の活性化を目指す取り組みが実を結びつつある地域が出始

めている。こうした中、引き続き漁村の生活環境の向上を図りつつ、新たな漁

村の活性化方策を検討することが必要である。

このため 「漁港漁場整備にかかる有識者委員会」委員である公立はこだて、

未来大学情報アーキテクチャー学科教授 長野 章委員を座長とし、各県の関

係者を委員とする「魅力的な地域づくり検討会」を設置し、計３回の開催を通

、 、 、じて 漁村の生活環境の改善方策のあり方 都市と漁村の共生・対流のあり方

地域資源の活用方策等について検討を行った。

２．検討会の構成メンバー

○座長：公立はこだて未来大学情報アーキテクチャー学科教授 長 野 章

○委員：青森県漁港漁場整備課総括副参事 久保沢 誠一

○委員：茨城県水産振興課長 渡辺 一夫

○委員：静岡県漁港整備室長 池 田 稔

○委員：三重県水産基盤室漁港ＧＬ 中 村 節

○委員：島根県漁港漁場整備課長 重本 吉徳

○委員：徳島県水産課主幹 河原 重治

○委員：高知県漁港課長 小 松 幹

○委員：福岡県漁港課長 小宮 紀男

○委員：熊本県漁港課長 田 中 豊

○委員：宮崎県漁港漁場整備課漁港整備対策監 野田 和彦

３．検討会開催日

(１)第１回(平成 年 月 日開催)17 10 17
(２)第２回(平成 年 月 日開催)17 12 12
(３)第３回(平成 年 月 日開催)18 1 23


