
 

 

 

 

 

 

漁村活性化のあり方検討会 
 

中間とりまとめ(案) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28年３月 

 

漁村活性化のあり方検討会 
 

 



 

 

 

 

 

目 次 

 

はじめに･･･････････････････････････････････････････････････････････ 1 

 １ 本とりまとめの目的・趣旨･････････････････････････････････････ 1 

 ２ 検討経緯･････････････････････････････････････････････････････ 2 

 

Ⅰ 漁村の現状･････････････････････････････････････････････････････ 3 

１ 地理的状況･･･････････････････････････････････････････････････ 3 

２ 人口減少・高齢化･････････････････････････････････････････････ 5 

３ 生活環境・防災安全･･･････････････････････････････････････････ 7 

 

Ⅱ 漁村の役割････････････････････････････････････････････････････  9 

（１）漁業を支える漁村･････････････････････････････････････････  9 

（２）生活の場としての漁村･････････････････････････････････････ 11 

（３）交流の場としての漁村･････････････････････････････････････ 12 

（４）多面的機能を担う漁村･････････････････････････････････････ 12 

 

Ⅲ 漁村を取り巻く状況の変化･･････････････････････････････････････ 15 

１ 国内環境の変化･･････････････････････････････････････････････ 15 

２ 国際環境の変化･･････････････････････････････････････････････ 18 

 

Ⅳ 活力ある漁村とは･･････････････････････････････････････････････ 21 

１ 活力ある漁村の定義･･････････････････････････････････････････ 21 

２ 目指すべき漁村の将来像･･････････････････････････････････････ 22 

３ 漁村活性化の指標････････････････････････････････････････････ 23 

（１）主観的指標･･･････････････････････････････････････････････ 23 

（２）客観的指標･･･････････････････････････････････････････････ 25 

  



 

 

Ⅴ 有効な漁村活性化の取組方策････････････････････････････････････ 27 

１ 体制づくり ････････････････････････････････････････････････  27 

（１）漁業者・地域住民･････････････････････････････････････････ 28 

（２）地域組織（漁業協同組合、自治会等）･･･････････････････････ 28 

（３）地方公共団体（都道府県、市町村）･････････････････････････ 28 

（４）国（水産庁、関係省庁）･･･････････････････････････････････  29 

（５）外部支援者（応援団）･････････････････････････････････････ 29 

（６）異業種・他産業者･････････････････････････････････････････ 30 

２ 計画の策定とその着実な実行･･･････････････････････････････････ 31 

（１）計画づくり････････････････････････････････････････････････ 31 

（２）小さな取組からの発展（スパイラルアップ）･････････････････ 32 

（３）取組の継続性･････････････････････････････････････････････ 33 

（４）計画の見直し・改善（ＰＤＣＡ）･･･････････････････････････ 33 

３ 有効な実施方法･･･････････････････････････････････････････････ 34 

（１）即効性のある取組と継続が必要な取組･･･････････････････････ 34 

（２）効果の実感と満足度･･･････････････････････････････････････ 35 

（３）外部支援（アドバイザー制度等の活用）･････････････････････ 35 

（４）今後取り組むべき課題･････････････････････････････････････ 36 

１）計画づくり ･････････････････････････････････････････････  36 

２）ソフトに関する施策 ･････････････････････････････････････  36 

３）ハードに関する施策 ･････････････････････････････････････  37 

 

Ⅵ 漁村活性化の取組事例･･････････････････････････････････････････ 39 

１ 成功事例に学ぶ･･････････････････････････････････････････････ 39 

２ 失敗事例に学ぶ･･････････････････････････････････････････････  46 

 

Ⅷ 今後の検討課題････････････････････････････････････････････････  49 

 

(参考資料) 

参考－１ 委員名簿･･････････････････････････････････････････････資- 1 

参考－２ 都市部への集中の是正と地方創生････････････････････････資- 2 

参考－３ 漁村活性化の取組事例･･････････････････････････････････資- 5 

 



1 

 

はじめに 

  

 

１ 本とりまとめの目的・趣旨 

 

わが国の漁村は、列島周縁に高密度に立地することで、漁業権と密接不可分

の関係の下、漁業を主たる産業として、水産資源の維持・管理と持続的生産を

通じて国民に多様で良質な水産物の安定供給の役割を果たすとともに、海洋環

境の保全、国境・密漁監視、都市住民との交流や漁村文化の継承など、多面的

な公益機能を有している。 

しかし、漁獲量の減少や魚価が低迷する中、漁業者の生産量や所得が減少し、

地理的条件や資源状況によっては高齢化や後継者不足が深刻で、水産業の不振

により地域の活力自体が低下している地域もある。 

水産庁では、「漁港漁場の整備に関する長期計画」（以下、長期計画という。）

を策定し、都道府県・市町村と連携を図りつつ、水産物の安定供給に資する漁

港漁場整備の推進及び漁村の振興に取り組んでいるところ。 

現行の長期計画は、平成２４～２８年度の５ヶ年計画であり、本年度で４年

目を終えるため、平成２９年度から新たにスタートする次期長期計画に向けて、

漁村の現状や漁村をとりまく状況の変化を整理したうえで、いま一度、漁村に

求められる役割を見直し、活力ある漁村づくりに向けた考え方をとりまとめる

ことを目的に「漁村活性化のあり方検討委員会」を設置し、幅広い分野の有識

者による多角的な議論を行うこととした。 

なお、本報告書は、これまでの議論の中間とりまとめとして、「Ⅰ漁村の現

状」、「Ⅱ漁村の役割」及び「Ⅲ漁村を取り巻く状況の変化」を整理したうえで、

「Ⅳ活力ある漁村とは」「Ⅴ有効な漁村活性化の取組方策」を提言する。次に、

成功例、失敗例を含めた「Ⅵ漁村活性化の取組事例」を参照し、本検討会とし

て最終とりまとめに向けて検討すべき課題については、「Ⅶ今後の検討課題」に

記す。 
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２ 検討経緯 

 本検討会では、漁村という地域を考えたとき、どういう地域でありたいか、

なぜ活性化しなければならないか、漁村の活力とは何か、各委員が各々の地域

の実情やこれまでの経験をもとに議論を行った。 

第１回から３回までの検討委員会での主な検討事項は、①漁村の現状と役割、

②漁村活性化の必要性、③漁村活性化に向けた基本的な考え方、④行政の役割、

⑤漁村活性化の指標等である。検討経緯は、以下に示すとおりである。 

 

○第１回検討委員会 平成２７年１０月２１日 

 （主な検討事項） 

・漁村の現状と役割 

・漁村活性化の必要性について 

・漁村活性化に向けた基本的考え方 

 

○第２回検討委員会 平成２８年１月７日 

（主な検討事項） 

 第１回検討会での各委員からの問題提起に基づき、第１回検討委員会の検 

討事項の詳細検討とともに、以下の事項を検討した。 

 ・行政の役割について 

 ・漁村活性化の指標について 

 

○第３回検討委員会 平成２８年３月１１日 

（主な検討事項） 

  ・漁村活性化のあり方中間取りまとめ 
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Ⅰ 漁村の現状 

 

１ 地理的状況 

 一般に、漁村の立地は、地先の資源の豊度により規定される。四周を海で囲

まれ、漁業資源に恵まれたわが国の沿岸津々浦々には、古くから漁業を生業と

した漁村が数多く立地しており、漁港は２，８７９港※1、漁港背後集落（人口５

千人未満の漁港背後集落）が４，１７６集落※2、漁業集落（漁業センサス）が６，

２９８集落※3立地している。わが国の海岸線総延長は約３万５千ｋｍ※4である

から、単純計算すれば、海岸線の約１２ｋｍごとに漁港が、約５．６ｋｍごと

に漁業集落、約８．４ｋｍごとに漁港背後集落が立地していることになる。 

 水産資源や漁場利用条件の影響を受けがちな資源依存的性格の強い漁村は、

一般的に飛地的で、不連続であり、山がちな地形に立地する場合が多い。漁村

の立地を分類すると、漁港背後集落のうち、都市計画区域指定がある漁村が

36.5％ある一方、過疎地域指定漁村が 65.8％に達し、約２割の漁村が離島に、

約３割強の漁村が半島地域に立地している。 

また、同様に周辺地形を見ると過半数の漁村が、背後に崖や山が迫る急峻な

地理条件地に立地し、集落自体も約４分の１強が急傾斜地に形成されている。 

このような厳しい地理的制約条件下に立地する漁村は、狭い山がちの地形に

高密度な家屋の連担を見る場合が多く、漁港背後集落のうち、６割以上が密居

集落を形成している。 
 

表Ⅰ-1 中小（人口５千人未満）漁港背後集落の地域指定状況（平成 26年） 

 合 計 都市計画 過 疎 山 村 離 島 辺 地 半 島 

集落数 4,176 1,524 2,746 649 795 1,325 1,435 

割合(％) 100.0% 36.5% 65.8% 15.5% 19.0% 31.7% 34.4% 

注；重複地域指定があるため、集落数の合計は各地域指定集落数の合計とは異なる 

資料：水産庁調べ（平成 26 年） 
 

表Ⅰ-2 立地地形別中小漁港背後集落数（平成 26年） 

 合計 
集落背後地形 集落立地 

平坦 崖や山が迫る 平坦地 急傾斜地 

集落数 4,176 1,845 2,331 3,052 1,124 

割合(％) 100.0％ 44.2% 55.8% 73.1% 26.9% 

 

表Ⅰ-3 形態別中小漁港背後集落数（平成 26年） 

資料：水産庁調べ（平成 26 年） 
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合 計 

①散居集落 

 

 

 

 
周囲に農地等が多く 

宅地と宅地間が離れ
ている集落 

②集居集落 

 

 

 

 
宅地は連続している

が家屋間にはややゆ
とりがある集落 

③列密居集落 

 

 

 

 
道路や海岸線に沿っ

て列状に家屋が密集
する集落 

④塊密居集落 

 

 

 

 
家屋の高密度な立

地が面的な広がり
を持つ集落 

集落数 4,176 381 1.209 
1.705 881 

2,586 

割合(％) 100.0％ 9.1% 29.0% 
40.8% 21.1% 

61.9% 

資料：水産庁調べ（平成 26 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

漁村を農村集落と比較した場合、①海辺に立地するため都市住民との観光・

交流や海洋レクリエーションのニーズが高い地域が多い、②津波や低気圧に伴

う高波・高潮浸水リスクが高く災害に対して極めて脆弱である、③周辺資源が

豊かであれば高齢者でも生業としての漁業の継続が可能である、④地先資源や

漁業権を共同で管理し、高密度集落が多いことなどから共同体的性格が強い、

⑤水産加工業や小売店、流通・飲食店など関連産業が集積している地域が多い

といった特徴がある。 

漁村の立地特性は多様であるが、大まかに次のように分類される。 

特定第３種漁港等が立地する大規模な市街地を含めた都市部に立地する水産

都市（２％）、地方中核都市や観光都市に立地し、直販や体験交流等との連携に

比較的取り組みやすい都市近郊の漁村（39％）、過疎高齢化が顕著で離島半島や

辺地等に孤立的に存立する漁村（８％）、都市型と限界型の中間状態にある漁村

（52％）に整理される。 

 
 
 
 

※1 平成 27年(2015）年 4 月現在の漁港数（水産庁漁港漁場整備部） 
※2 漁港背後集落調査／漁港の背後に位置する人口 5千人以下で漁家世帯２戸以上の集落

(平成 26 年(2014)年 水産庁漁港漁場整備部) 
※3  漁業センサスによる、漁港、港湾の背後に位置する漁家世帯４戸以上の集落（平成 25

年（2013 年）農林水産省） 
※4  わが国海岸線延長 
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表Ⅰ-5 漁村の特性による分類 

 

 

 

２ 人口減少・高齢化 

漁港背後集落の人口は年々減少し、平成 26年で 203万人となっている。わが

国総人口 1億 2千万人の 1.6％である。県別にみると、長崎県、和歌山県、青森

県、島根県、高知県が県人口に占める漁港背後集落人口の割合が高い。また、

集落規模別にみると、集落規模が小さくなるほど漁港背後集落人口に占める漁

家世帯（１年間に 30 日以上漁業又は養殖業に従事する漁業就業者がいる世帯）

の割合が高い。また、人口減少とあわせて、高齢化も年々進行している。漁港

背後集落の高齢化率（65歳以上人口の割合）は、平成 26年で 35.1％、わが国

全体の高齢化率 26.4％に比べても高い。 

また、集落規模別にみると、集落規模が小さくなるほど高齢化率は高くなり、

いわゆる「限界集落」と呼ばれる高齢化率 50％以上の漁港背後集落が約 400あ

る。なかでも、現状で高齢化率が 50％以上かつ集落人口が 20 人未満の集落は、

数年後あるいは数十年後に「消滅集落」となる恐れが大きい集落で、こうした

集落が平成 26年調査では約 40程度ある。消滅集落の問題は、単に漁家世帯が

消え、統計上一集落としてカウントされなくなるという問題だけでなく、海洋

環境の保全や国境・密漁監視等の多面的機能が発揮できなくなることから、国

民全体としても損失を受けることになる。 

◆大都市型
①背後人口5000人以上=91集落
②特３漁港背後など都市立地の流通加工拠点

91集落
(1.9%)

◆都市一般型
都市計画区域又は用途地域指定の漁港背後集落
①存続型（55歳未満人口50％以上）
　　漁村衰退でも周辺市街化（特３漁港背後集落11含）
②準限界型（55歳以上人口５０%以上)
　　漁業や漁村は衰退でも周辺市街化
③都市限界型（65歳以上人口５０%以上集落）=58集落

1,834集落
(39.2%)

◆存続型
55歳未満人口比率が50％以上の集落で、.一般的に後継者問題がなく、
将来にわたり健全な状態を継続し得ると想定される集落

1,155集落
(24.7%)

◆準限界型
55歳以上人口比率が50％以上、かつ高齢化率50％未満の集落であり、
場合によって将来的に、限界型集落に移行する可能性がある集落

1,285集落
(27.5%)

◆限界化前期型
人口20人以上で高齢化率50％以上の集落

358集落
(7.7%)

◆限界化後期型
人口20人未満で高齢化率50％以上の集落

43集落
(0.09%)

都市型
(1,925集落)

中間型
(2,440集落)

限界型
(401集落)

資料－漁村ビジョンとこれを踏まえた生活環境改善のあり方検討調査(平成 20年度 水産庁) 
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一方、地域活性化や新規就業者の受け入れ等により、全国平均よりも高齢化

率の低い集落も少ないながら各地に存在している。この中には離半島部も含ま

れており、立地条件に関わらず漁村の直面する状況はさまざまである。 

表Ⅰ-4 人口に占める漁村人口割合の高い都道府県 

 

 

 

 

 

 

 

資料：漁港背後集落の人口推移と高齢化率は水産庁調べ、全国の高齢化率は総務省「国勢調査」（平成

12(2000)年、17(2005)年及び 22(2010)年）、「人口推計」（その他の年） 
 注：1)高齢化率とは、各区分ごとの総人口に占める 65歳以上の人口の割合。 

       2)平成 23（2011）年～26（2014）年の漁港背後集落の人口及び高齢化率は、岩手、宮城及び福

島の３県を除く集計。 

 

図Ⅰ-1 漁村の人口減少と高齢化の進行状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：水産庁「漁港背後集落調査」（平成 26年） 

図Ⅰ-2 集落規模別の漁家世帯の割合 
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（2014）
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％

漁港背後集落の高齢化率（右目盛）

日本の高齢化率（右目盛）
漁港背後集落の人口

（左目盛）

総人口
127,083 2,028 ( 1.6% )
（千人） （千人）

１ 長 崎 県 1,386 132 ( 9.5% )
２ 和歌山県 971 71 ( 7.3% )
３ 青 森 県 1,321 90 ( 6.8% )
４ 島 根 県 697 46 ( 6.5% )
５ 高 知 県 738 47 ( 6.4% )
６ 沖 縄 県 1,421 90 ( 6.3% )
７ 愛 媛 県 1,395 84 ( 6.1% )

全　　　国
漁港背後集落人口

39.4

20.6

12.5

7.4

60.6

79.4

87.5

92.6

100未満

100～500
未満

500～

1,000未満

1,000～

5,000未満

集落規模（人）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
％

漁家世帯 漁家以外の世帯

資料：総人口は総務省「人口推計」

（平成 26年１月）、漁港背後集落

人口は水産庁調べ（平成 26年） 
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資料：水産庁「漁港背後集落調査」（平成 26年） 

図Ⅰ-3 集落規模別の漁家世帯の割合 

 

３ 生活環境・防災安全 

漁村は市街地から離れて立地していることが多く、一般に、福利厚生や医療・

教育、公共交通、生活道路、上下水道など、日常的な生活サービスを含めた生活

環境整備が遅れている。漁港背後集落では、快適で良好な生活環境の創出と、海

域への環境負荷低減を目的に、漁業集落排水施設の整備を進めてきており、現在、

汚水処理普及率は 54％まで向上してきている。 

また、集落道の整備は、公共交通機関の発達していない漁村において、地域住

民の日常生活や経済活動、都市との交流・観光振興にとって不可欠であるととも

に、災害時の避難道としても重要である。漁港背後集落における自動車交通可能

道の比率は 76％である。こうした生活環境整備のハード対策とあわせて、近年は

コミュニティバスの運行や介護・宅配サービスなど、漁村の人口減少・高齢化に

対応したソフト対策がより求められる時代となっている。 

また、わが国近傍には海洋プレートと大陸プレートが交差し、無数の断層が

存在するため、過去に幾度となく大きな地震・津波被害を経験している。台風

や低気圧等に伴う高潮・高波による浸水被害も毎年のように各地で発生し、前

面は海に面し背後に山や崖が迫る漁村はこれらの災害を受けやすく、災害が起

きた際には、特に離島半島等条件不利地域では集落の孤立危険性が極めて高い

ことから、陸・海・空の複数の避難救援ルートを確保するなど、集落の孤立化

を防ぐ対策が進められている。 

加えて、東日本大震災による甚大な被害を踏まえ、住民の命を守る避難対策

を最優先とし、防波堤と防潮堤による多重防護や低地部にある集落から高台へ

43.3 

15.4 

3.8 

1.6 

51.1 
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81.2 

5.6 

6.4 

10.1 
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の避難路整備など、大規模地震・津波に対応した防災・減災対策が各地で進め

られている。東日本大震災後に津波高の見直しを行い、地域防災計画を見直し

済みの市町村の割合は、平成 26年度末時点で、47％（全対象 500市町村のうち

236 市町村）、見直し中を含むと 75％（375 市町村）となっている。また、地域

防災計画の見直し済みの市町村であって、避難路・避難地が確保されている漁

村の人口割合は 39％（全対象人口 293万人のうち 115万人）である。 

 

施設名 漁港背後集落 町村
下水道等普及率 53.8% 67.6%

自動車交通可能道比率 76.4% 82.5%  

 

図Ⅰ-4 漁村の生活環境整備状況、汚水処理普及率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：水産庁調べ（被災３県及び津波を想定していない漁港がある市町村については、対象外。市町村

数及び避難確保人口数は、H27.3月末時点。対象人口は、H26.3月末時点。） 

注：東日本大震災後に地域防災計画を見直し済みの市町村については、今後津波高の見直し等により、

再度見直しを行う予定の市町村も「見直し済み」としている。 

図Ⅰ-5 漁村の防災・減災対策 

資料：水産庁「漁港背後

集落調査」（平成 26年） 
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Ⅱ 漁村の役割 

 

（１）漁業を支える漁村 

平成 26年の漁業・養殖業生産量は 481万トンであり、このうち約７割が漁港

へ、残りは港湾等へ水揚げされる。生産量の約７割を占める遠洋・沖合漁業は

まき網漁業、マグロはえ縄漁業、底びき網漁業、さんま棒受網漁業などの大中

型漁船が中心であり、マグロ・カツオ・サバ・イワシ・タラ類等が第３種漁港

及び特定第３種漁港等に水揚げされている。これらの漁港の周辺には、水産加

工業等の関連産業が大規模に集積して水産都市を形成している。一方、大中型

漁船が入港でき、大量の漁獲物を一度に水揚げできる港は限られており、この

ような立地は全国的にみれば限定的である。 

他方、生産量は３割程度であるが、その漁獲は安定的に推移し、単価の高い

高品質な魚種が多い沿岸漁業は、金額ベースでは水産全体の５割以上を占め、

その多くが地先の漁場に近接した第１種、第２種漁港等の小規模な漁港に陸揚

げされている。 

津々浦々の漁村は、こうした小規模な漁港と密接な関わりをもって存立して

いる。すなわち、沿岸では、小型の漁船漁業や定置網漁業、採貝・採藻、潜水

業、養殖業等が営まれ、イワシ・アジ・サバ類等の多獲性浮魚類やウニ・アワ

ビ・サザエ等の磯根資源、タイ類・シラス類等各地域に固有の水産資源がある。

津々浦々の漁村は、共同漁業権、区画漁業権等を設定し、漁業者が持続的に管

理・利用し、小回りのきく小型漁船を利用し、漁場の近くにある浜々の漁港に

水揚げを行うことで、沿岸漁業、養殖業が持続的に営まれている。つまり、海

に囲まれた我が国では、津々浦々の地先で利用可能な資源と漁場、出漁・準備、

陸揚げを行う漁港と漁労作業に従事する漁業者が暮らす集落とが密接不可分に

結びついて、漁村という地域が存立している。 

沿岸漁業は、漁業自体の規模が小さいことから、遠洋・沖合漁業のような大

規模な関連産業の集積にはつながらなくても、四季折々の鮮度の高い魚介類の

消費者への提供や、地場の水産加工業への原料供給などを通じて、漁村の地域

経済を支える重要な産業としての役割を果たしている。漁村という地域をみた

とき、沿岸漁業を中心とした漁業は地域経済を支える基幹産業として重要であ

り、また漁業という産業をみたとき、漁村はその生産・労働面で重要な役割を
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果たしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：農林水産省「漁業・養殖業生産統計」等に基づき水産庁で作成 

図Ⅱ-1 我が国の漁業・養殖業生産量の長期推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：水産庁「漁港港勢の概要」（平成 24年） 

図Ⅱ-2 遠洋・沖合・沿岸漁業別の陸揚げ漁港の種類 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：水産庁「漁港港勢の概要」（平成 24年） 

図Ⅱ-3 規模別漁港の属人・属地漁獲量と属地金額配分 
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（２）生活の場としての漁村 

我が国の漁業就業者数は、昭和 38年の約 62万人から減少が続き、平成 26年

には約 18万人まで減少している。また、漁家世帯数（１年間に 30日以上漁業

又は養殖業に従事した者がいる世帯数）も減少傾向にあり、平成 25年は約 9万

世帯、この 20年で 45％減となっている。漁家１世帯当たり人数も、この 20年

間で 3.9人/世帯から 3.2人/世帯に減少している。 

漁業就業者を漁業種類別にみると、18万人の漁業就業者の約８割が沿岸漁業

及び養殖業に従事している。沿岸漁業者の大半は、前述のとおり、地域固有の

水産資源を利用可能な漁場の近くで、小型漁船が水揚げ可能な漁港を利用し、

漁港の背後や近隣の漁村に暮らしている。また、漁業集落の規模が小さくなる

ほど全世帯数に占める漁業世帯の割合は高くなり、生活の場としての漁村が重

要な役割を果たしている。 

他方、漁村はもともと、地先の豊かな資源に依存して漁家が集積する集落で

あったが、年々漁家率は低下傾向にある。このことは、漁村の混住化を意味し

ており、漁業だけに依存した漁村は減ってきている。すなわち、漁村は、漁業

者だけでなく、漁業者以外の住民にとっても生活の場としての役割がある。 

このため、漁業という産業からみた際は、基幹産業としての漁業の振興は漁

村活性化の基本であるが、一方で漁業に従事じない住民が、漁村を生活の場と

して定住し、暮らし続けることができる環境整備が求められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ-4 遠洋・沖合・沿岸漁業別漁業従事者数の割合 
 

 

 

沿岸漁業

78.7%

中小・大規模

漁業

21.3%

全漁業従事者数

177,728人

資料：農林水産省「2013漁業センサス」 
注 1)当年 11月１日現在の海上作業の従事者数 

注 2)沿岸漁業とは、漁船非使用、無動力船、船

外機付漁船、動力漁船 10トン未満、定置

網及び海面養殖を総称したもの。中小漁業

とは動力漁船 10トン以上 1,000トン未満

を総称したもの。大規模漁業とは、動力漁

船 1,000トン以上を総称したもの。 
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（３）交流の場としての漁村 

漁村は、漁業を中心とする生産や生活の場としてのみでなく、海水浴や遊漁

などの海洋レクリエーションの場として古来、国民に親しまれてきた。近年は、

プレジャーボートやダイビング、シュノーケリング、シーカヤック、ホェール

ウォッチィングなど海洋レクリエーションは量・質ともに多様化している。 

また、体験漁業や民泊体験は、都会に暮らす子どもたちが日常経験できない

体験をし、教育上の重要性も高く評価されている。漁村における修学旅行の受

け入れは年々増えており、修学旅行は毎年一定の人数が決まった地域を訪問す

ることで、漁村の受け入れ体制整備にもつながりやすく、都市と漁村の地域間

交流の方策として有効である。 

さらに、水産物などの直販や地魚料理を提供する漁家レストランなどは、地

方へ人を呼び込む重要な地域資源であり、近年急増している訪日外国人も含め

て、漁村でしか味わえない地場の魚介類や漁村での生活、漁業を体験したいと

いうニーズは高い。こうした都市側のニーズに対し、漁村では、漁場や資源、

漁港利用に関する調整やルールづくりを経て、さまざまな活動や滞在の場を提

供することで地域外の人を受け入れ、余暇、学習、観光を通じた交流の場とし

ての役割を果たしている。 

 

（４）多面的機能と国土・EEZの形成を担う漁村 

これまで漁業を支える漁村の役割、生活の場としての役割、交流の場として

の役割を述べたが、こうしたさまざまな活動や居住という行為を通じて、漁業・

漁村は多面的な公益機能を担っている。 

多面的機能の一例としては、漁業を通じて、河川から流入する栄養塩（窒素・

リン等）を海藻類や植物プランクトンが吸収し、食物連鎖による物質循環を補

完し、海洋生態系の維持・保全に寄与している。また、藻場・干潟やヨシ帯の

造成は、水質浄化の機能に加え、海洋環境の保全の役割がある。さらに、海浜

や河川等の清掃、漁民の森等の植樹活動は、土砂流出を防止するとともに肥沃

で健全な海環境を守り、国土の保全に寄与している。このほか、漁村文化の継

承や魚食の普及、海難事故の救助活動や漁業活動を通じた沿岸の監視ネットワ

ークによる密漁・密入国・領海侵犯の抑止など重要な役割を果たしている。 
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Ⅱ-5 水産業・漁村の多面的機能 

 

こうした漁村の役割をこれからも維持していくためには、漁村に人が暮らし

続けることが前提となる。人が暮らすためには、産業がなければならない。漁

村において、生産や生活の場としての機能だけでなく、豊かな海域環境を享受

できる場づくりを進めなければならない。 

また、豊富な地先資源と漁業権との関係の中で、津々浦々に大小さまざまな

漁港が立地し、漁業が維持されることが漁村という地域の存立を支えていると

ともに、津々浦々に立地する漁村が海岸線を形成し、国土や排他的経済水域の

確保に寄与しているという意味で、漁村の果たす地政学的意義は大きい。特に

離島半島等に立地する漁村においては、国境の第一線に漁港とその背後集落が

あり、漁場への前進基地や避難港としての機能のみでなく、そこで人が暮らし、

漁業という経済活動を通じて日本の国土と排他的経済水域（EEZ）が維持・確保

されているという点で地政学的役割を有している。 

 

 

漁場に流入
する河川の
流域での植
樹活動
[北海道]

自然環境を保全する機能

悪化した底質の
回復や干潟の生
態系に悪影響を
及ぼす生物の繁
殖を防ぐために、
干潟を耕うんす
る取組
［山口県］

サンゴ礁の維
持・回復を図る
ために、サンゴ
種苗を移植す
る取組
［沖縄県］

種を付けた海藻
を、健全な藻場
から採取し、再
生場所に設置す
る取組
［鹿児島県］

百余隻に及ぶ大漁旗で飾った奉迎船が織りなす、勇壮な入船・出船
の海上神事［山口県祝島神舞］

潮
流

カキによって浄化さ
れたきれいな海水
（濃く見える）

プランクトンによって
濁っている海水
（白っぽく見える）

カキ養殖筏

交流等の場を提供する機能

国民の生命・財産を保全する機能

たらい舟を用いた磯ねぎ漁
［新潟県佐渡島］

キビナゴを使った伝統的鍋料理
［長崎県五島地方］

小学生による
定置網の体験
学習
［岩手県］

東京湾の干潟
探検
［千葉県］

潮干狩り客
でにぎわう
海岸
［愛知県］

漁業者に
よる海難
救助訓練
の様子
[香川県]

流出油を回収
する漁業者
[神奈川県]

カキ養殖

水草の除草活動
［滋賀県］

地域社会を形成し、維持全する機能

川で釣りを楽しむ
人
［宮崎県］
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資料：はこだて未来大学 長野委員 

図Ⅱ-6 わが国沿岸の漁港及び漁港背後集落の立地状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ-7 沿岸線・離島より確保されるわが国の排他的経済水域 

 

  

第１種漁港配置図

第２種漁港配置図

第３種漁港配置図

第４種漁港配置図

全漁港(1種～4種）配置図
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Ⅲ 漁村を取り巻く状況の変化 

 

１ 国内環境の変化 

 漁村の抱える問題や課題は、わが国が直面する環境の変化や課題と直結する

面が大きい。今後の漁村活性化のあり方を検討するにあたり、近年のわが国の

主要な経済社会環境の変化を以下に概観する。 

 

①水産資源の変動 

 我が国周辺水域の資源状況は、特に資源変動の大きいマイワシ等の多獲性浮

魚類を中心に中長期的に大きく変動するものもあれば、安定的に推移している

魚種もある。各資源の状況は年により変化するが、海水温の上昇や海流・水温

分布の変化等により、地域ごとにみれば魚の分布海域の変化やそれに伴う漁獲

量の増減が発生している。このため、漁業者は公的な規制に加えて地域でルー

ルを定めて実施する自主的な資源管理の取組も増えてきており、自主的休漁や

体長制限、操業期間・区域の制限等とあわせて、藻場・干潟の保全や漁場環境

の改善、種苗放流等に自ら積極的に取り組んでいる。 

 

②人口減少と地方創生 

 我が国は急激な少子高齢化と人口減少の渦中にあり、近い将来４割の高齢化

率が見込まれている。このことは、国内需要すなわち内需の縮小につながり、

国全体の活力低下が危惧されている。また、３大都市圏、特に東京圏への人口

集中により、地方では都市圏に先駆けて過疎高齢化がより一層深刻で、都市と

地方間の格差がますます広がりつつある。 

政府においては、「まち・ひと・しごと創生本部」が平成 26年に創設され、

地方に雇用を確保し、定住・移住を促進し、地方の主体的かつ創意工夫に基づ

く活性化の取組を進めるための「地方版総合戦略」の策定が進められている。 

 

 ③田園回帰・田舎暮らし志向 

 東京圏を筆頭に大都市圏に、人口、産業や就業機会が集中する大きな流れの

中、都市勤労者のうち定年世代や、農山漁村や一次産業、豊かな自然との共生

などの価値観に共感する都市の若い子育て世代も着実に増えている。東日本大
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震災の際の多くの都市ボランティアや、一部に見られた農林漁家子弟のＵター

ン現象など、若者や定年世代の多様な価値観を背景に田舎暮らしや田園回帰の

志向が高まっている。 

内閣府が 2014年に実施した世論調査によると、都市住民の 31.6％が農村など

への定住願望が「ある」や「どちらかというとある」と回答しており、2005年

の調査に比べ 11ポイント上昇、特に 20～29歳の男性では 47.3％に達している。

一方、ＮＰＯ法人「ふるさと回帰支援センター」によると、セミナーや相談会

への参加者や、電話での問い合わせの件数も増えているといわれる。定住実現

の時期については「10年以内」が 24.9%で最も多かったが、「5年以内」が 16.9%、

「すぐに」という人も 8.3%おり、早期に具体的に考えていることが少なからず

いることを示唆する結果となっている。 

 

④都市漁村交流 

 欧米の地域振興思想に端を発するグリーンツーリズムが農村山村の活性化に

資する有効な方法論として注目され、漁村においても都市住民など域外の人々

とさまざまな交流を通じた漁村活性化の取組みが始まって久しい。また、交流

を通じた子どもの教育上の意義が重視されるようになり、小中学校の修学旅行

で漁村を訪れる学校数は年々増えている。 

都市漁村交流は、言うまでもなく体験観光需要としての面がある他、先にも

述べた都市住民の田舎志向や田園回帰志向に根差す需要も大きい。従って、交

流目的やタイプもさまざまであり、漁村で一時期を過ごす短期型、リピーター

型、二地域居住型、定住（または定住志向）型等が見られるとともに、これを

契機に対象漁村の応援団（消費者や旅行者として）になる参加者も多い。 

過疎高齢化など困難な状況を克服し、共通の価値観を持つ“よそ者”の新鮮

な刺激と協働は、漁村活性化に大きな効果を持つものと期待される。 

 

⑤女性活躍社会 

政府では、わが国の成長戦略の柱の一つとして、「女性の活躍」をあげている。

少子高齢化が進み、労働力人口の減少が懸念される中で、経済・社会に活力を

もたらすには、女性の社会進出をもっと促すことが必要という考え方である。

そして、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 28年４月１
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日、10年間の時限立法）」が制定された。 

 漁村における女性の地位は、戦後一貫して漁協女性部・部員として、一定の

活動をしてきているが、漁業協同組合（沿海地区）の役員に占める女性の割合

は依然として低く、平成 25 年の女性役員数は 44 人（0.5％）である。しかし、

昔ながらの夫婦船や海女漁はいまも変わらず続けられており、また、陸上での

選別作業や水産加工などで女性の果たす役割は大きい。さらに、漁村活性化の

取組みに目を転じれば、直販やレストラン、漁業・漁村体験などを行ううえで

主要な活動の担い手となるのは漁協女性部をはじめとする女性グループである

ことが多く、まさに漁村という地域のコミュニティ維持や活性化活動の牽引役

として、漁村女性の能力の発揮が不可欠と言えよう。 

 

⑥漁業所得の低迷 

沿岸漁船漁家の経営状況として、漁労収入から漁労支出を引いた漁労所得は

減少傾向にあり、平均所得（平成 26年）は 199万円である。これは漁労収入が

大きく伸びない中で漁労支出が増加傾向にあるためで、漁労支出の内訳をみる

と、近年、油代が生産コストに占める割合が増大傾向（約２割）となっている。

また、漁労支出のうち新たな漁船の建造などの設備投資を示す減価償却費の割

合は減少してきており、漁船が高船齢化する中にあっても、生産に必要な設備

の更新が進みづらくなっている状況がうかがわれる。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

図Ⅲ-1 沿岸漁船漁家の経営状況 
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資料：平成６（1994）年までは農林水産

省「漁業経済調査報告（漁家の部）」、平

成 16（2004）年以降は農林水産省「漁業

経営調査報告」 

 注：平成 16(2004)年以前の結果は、調

査体系の見直しを行ったため平成

26(2014)年とは連続しない。 
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⑦巨大自然災害の切迫 

東日本大震災からの復旧復興が進む一方で、今後 30年以内の発生確率が 70％

と言われている南海トラフ巨大地震・津波対策などが求められている。また、

その殆どが高度経済成長期に整備された我が国の基幹インフラの老朽化対策や

国土強靱化への対応も急がれるところである。 

漁村活性化の視点からは、安心して住み続けられる生活環境と、万一の場合、

安全に避難できる避難システムの構築が求められる。これは、漁村の定住人口

は言うまでもなく、不特定多数の交流人口の安全安心の確保の視点からも考慮

されなければならない問題である。 

 

 

２ 国際環境の変化 

 漁村活性化の視点から、国内状況の変化に加え、激動する国際環境の変化も

重要である。水産物消費は、少子高齢化と魚食低下により内需は縮小している

一方、世界規模で経済社会状況の変化を概観すれば、世界人口の増加やアジア

諸国等の経済成長により、和食の世界文化遺産登録や良質の国内農林水産物の

評価が高まっている。また、中国他近隣アジア諸国や欧米からの観光客も増加

傾向にあり、グローバルな視点で国際環境の変化を踏まえた対応が求められて

いる。 

 

①国際的な資源管理と操業ルール 

我が国周辺水域に分布する水産資源の中には、東シナ海におけるサバ類、マ

アジ、タチウオ、日本海におけるスルメイカ、ズワイガニなど、我が国の漁船

だけでなく中国、台湾、韓国等の漁船にも漁獲されるものもある。また、近年

は特に太平洋の公海水域において中国漁船によるサンマやサバ類を対象とした

操業が拡大するなど、近隣諸国による漁獲圧が増大している資源がある。 

南北に長い多様な海岸線を持つ我が国の周辺海域には、世界の約 1万５千種

の海水魚のうち約 3,700種（25％）が生息しており、世界的にみてもきわめて

生物多様性の高い水域となっている（生物多様性国家戦略 2012-2020）。面積を

みても、わが国の領海及び EEZを合わせた面積は世界第６位と、国土面積（世

界第 61位）と比べて大きな漁場を有している。我が国の漁業は漁業者数及び漁
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船数が非常に多く、小型漁船の割合も極めて高いという特徴があり、地域ごと

に特色ある持続的な漁業が営まれていることから、我が国周辺水域の資源管理

については近隣諸国の漁獲の影響についても考慮し、協力を求めていく必要が

ある。 

 

②国際観光需要と和食文化 

近年、世界各国から我が国を訪れる外国人観光客が急増している。平成 27年

は年間約２千万人、平成 24年からこの３年間で２倍以上に増え、外国人旅行者

の一人当たり旅行支出も 17.6万円と毎年増えている。 

観光庁調査によると、訪日外国人が訪日前に最も期待していたこと、次回の

訪日でしたいことの第一位として「日本食を食べること」を挙げており、実際

に日本に来て最も満足した食事として寿司、魚料理の人気が高い。 

平成 25年 12月に、「和食：日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺

産に登録された。「和食」の４つの重要な特徴として、①多様で新鮮な食材とそ

の持ち味の尊重、②健康的な食生活を支える栄養バランス、③自然の美しさや

季節の移ろいの表現、④正月などの年中行事との密接な関わりが挙げられてお

り、外国人観光客の和食に対する関心も高い。 

加えて、魚を食べることだけでなく、豊かな海に囲まれた島国である日本な

らではの漁村とその伝統文化、自然景観や農漁村体験に対するニーズも高いこ

とから、各漁村における受け入れ体制の整備や多言語化への対応、積極的な情

報発信等が求められている。 

 

③農林水産物の輸出 

 農林水産省は、国産農林水産物・食品の輸出促進や食産業の海外展開を図り、

世界の人口増加等により今後大きく成長するグローバルな「食市場」の獲得を

目指す「国別・品目別輸出戦略」に取り組んでいる。 

農林水産物・食品の輸出額の拡大目標として、平成 26年の輸出額 6,117億円

を 1兆円（平成 32年目標の前倒し）に拡大（うち水産物は 1,700億円を 3,500

億円に）することを目指す政策目標を平成 28年度予算に盛り込み、様々な施策

が展開されている。 
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④東アジア諸国の賃金上昇と製造業等の国内回帰の可能性 

かつては低賃金労働力が確保できることから国内製造業などが生産拠点を移

した東アジア諸国等では、技術蓄積や経済発展に起因して、労働賃金が上昇傾

向にあり、国内製造業などがわざわざ外国に生産拠点を移す意味がなくなって

きており、製造業の国内回帰傾向がみられるようになっている。しかし、製造

業が国内回帰する場合、どこに立地するかは労働力の蓄積や道路交通条件など

さまざまな要因により決定され、都市圏と地方の間に経済活動の偏在化をもた

らす可能性もある。漁村活性化の視点からは、漁業との調和を前提に、「漁業＋

α」の所得確保につながる雇用の場の創出を図るため、水産加工業や製造業等

他産業の企業誘致も一つの有効な手法である。 

 

⑤地球温暖化と環境問題 

長い地球の歴史の中で、気候温暖化や寒冷化は幾度も繰り返されてきたと考

えられており、地球温暖化が長期的地球的規模の変動なのか人為的行為の結果

なのかについては諸説あることは事実である。しかし、20世紀後半の温暖化に

関しては、2007年 2月に国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が発行し

た第４次評価報告書 (AR4) によって膨大な量の学術的・科学的知見が集約され

た結果、人為的な温室効果ガスが温暖化の原因である確率は 9割を超えると報

告されている。つまり、現実問題として人々の営みにより発生する温室効果ガ

スが主要な要因と評価され、しかも先進国、途上国の温室効果ガスの規制に関

する足並みは揃っていないし、世界規模の人口爆発は継続している。 

大気や海洋の平均温度の上昇に加えて、生態系の変化や海水面上昇による海

岸線の浸食といった、気温上昇に伴う二次的な諸問題を含めて「地球温暖化問

題」と呼ばれるが、地球規模での大規模自然災害の多発や人口爆発に対し、抜

本的な国際社会の努力が必要であると同時に、わが国の漁業・漁村にも、再生

可能エネルギーの活用と省エネ要請（漁業経営経費節減も含め）、一定の国内食

糧安全保障要請に加え、人口爆発への食糧面での貢献・対応が求められている。 
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Ⅳ 活力ある漁村とは 

 

１ 活力ある漁村の定義 

活力のある漁村とは、２０年後、３０年後の自分たちの地域の将来を見据え

て、地域がどうあるべきか、地域が抱える課題を認識し、将来の健全な漁村の

維持・発展のために、いま何をなすべきかを考え、活動に移す意志と行動と言

えないだろうか。つまり、「持続可能なふるさと漁村を将来に向けてつくってい

こうとする漁村住民とそれに関わる人々の意志と行動のありよう」こそが漁村

の活力である。そして、地域の将来像、つまり、どういう漁村でありたいかと

いう意志が、行政・地域住民・漁業関係者の間で議論され、地域の総意として

共有されていることが重要である。 

一方、それぞれの漁村は多様であり、資源に恵まれ漁業が盛んで、漁業所得

で地域を維持・発展させていくことができる漁村については、地域漁業の維持・

発展を目指す努力が求められるであろうし、漁業自体が零細で、漁業所得だけ

では地域の維持・発展が困難な漁村においては、漁業以外も含めた雇用や所得

の確保と定住環境の整備が求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅳ-1 漁業依存状況による漁村活性化の基本的視点 
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２ 目指すべき漁村の将来像 

それぞれの漁村が、数十年後あるいはもっと未来の将来像をどう設定するの

か、つまり、どういう漁村を目指すかについては、漁村が多様であることから

一律には規定できない。しかし、いまの社会情勢や地方創生の議論を踏まえ、

どのような漁村を目指すべきか、一つの考え方を示したい。ここで、漁村活性

化の前提となる本質的問題として、漁業就業者構造の問題、社会環境面で都市

と地方の格差の問題がある。 

漁業就業者構造については、戦後、大量参入した漁業者世代が引退の時期を

迎え、産業としての漁業を持続していくためには、地縁や血縁を越えて、ター

ン者も含めた新規就業者の確保と円滑な世代交代を図る必要がある。一方、全

国的な少子高齢化が進行する中、若い世代は、各産業分野で不足している状況

である。また、バブル崩壊以降、今の若い世代の価値観や人生観として、「経済

的満足」の追求よりも「日々の生活の充実や自己実現」を求めるなど、若者の

幸福感は多様化している。このため、漁村活性化の一翼を担う地域漁業の維持・

発展のためには、産業振興だけでなく、漁村という地域社会や環境を、多くの

若者が地縁、血縁に関係なく、「暮らしたい」と思える地域にしていかなければ

ならない。そのためには漁村自らが外部に開かれた社会となる必要がある。 

また、都市と地方の格差の観点からは、まち・ひと・しごと地方創生本部で

も議論されているとおり、都市と地方のさまざまな面での格差は、少子高齢化

の只中にある日本全体の課題であり、わが国全体の持続的発展や都市過密の弊

害解消のためにも、都市と地方が良いバランスを保ちながら発展を目指す必要

がある。このためにも、漁業に携わる人もそうでない人も含めて、漁村が「暮

らしたい」と思える、開かれた地域にしていかなければならない。 

「暮らしたい」と思えるということは、雇用や所得、生活環境といった諸条

件に加え、そこに暮らすことに満足度や幸福感を感じ、地域に魅力を感じると

いうことではないだろうか。持続可能なふるさと漁村を将来に向けてつくって

いこうとする地域住民や、それを応援する外部支援者らが、多様性のなかから、

自ら地域の固有性を把握し、存在する地域資源を発見・活用してできること、

つまり活性化ツールを磨き、それを戦略的に展開していくことで、個性的な漁

村の将来像を描くことが重要である。  
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 このような考え方に立脚すれば、目指すべき漁村の姿は次のように整理でき

る。 

①継ぎたい漁村 

活気ある漁業を営む必要十分な所得を得て、将来的に安定した生活設計が可能

な経営能力とチャレンジ精神にあふれた漁業者がいる漁村 

②住み続けたい漁村 

優れた地域資源が維持・保全され、その地区（漁村）に「ふるさと」として

の愛着を持ちつつ、住み続けたいと思う住民がいる漁村 

③訪れたい・暮らしてみたい漁村 

外部の人が訪れたくなり、交流を通じてそこに住みたくなるような魅力的で

開かれた漁村 

 

３ 漁村活性化の指標 

漁村の活力を「持続可能なふるさと漁村を将来に向けてつくっていこうとす

る漁村住民とそれに関わる人々の意志と行動のありよう」と定義し、①継ぎた

い漁家がいる地域づくり、②住み続けたいと思う地域づくり、③訪れたい・暮

らしてみたいと思う地域づくりを漁村活性化の目標とするならば、その最終的

な目標設定は、それぞれの地域における漁村活性化の取組内容に応じて多様で

あると同時に、上記①～③の活性化目標に応じた主観的な指標と客観的な指標

の両方で把握しなければ、本質的な評価や効果の測定には結びつかないのでは

ないだろうか。そして、究極の目標は、漁村活性化に取り組む又は関係する人々

の活動や居住に対する満足度を高めることに尽きるものであろう。 

 

（１）主観的指標 

漁村活性化の発意や取組及びその持続は、関係する地域住民のやる気ややり

がい、交流や外部支援などを通じて当該地域に関わりを持つ域外の人々（都市

住民等）のその地域に対する愛着や魅力など、主観的な指標による評価も重要

である。こうした地域住民のやる気ややりがい、地域に対する愛着や魅力など

は主観的指標として住民アンケート等で定量的に把握することが可能であり、

活性化の活動とともにどのように変化するかを把握することで、活性化の取組

の効果を測定することが可能である。 
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１）地域住民にとっての魅力・満足度 

主観的指標としては、例えば、地域で生きていくことの豊かさや自然や景観・

食・コミュニティ等の関係に満足し、地域に住み続ける意志をあらわす満足度

がある。満足度は、漁村活性化の取組を通じた地域住民や活動組織が感じる心

の充足感・充実感が生きがいに通じ、そこに居住することや活性化活動に取り

組むことに幸福感を感じる意識であり、地域の元気・やる気、高齢者の健康や

気力、活動の持続、定住促進等につながる指標である。 

満足度を評価するためには、漁業者を含めた地域住民や活動組織を対象とし

たアンケート調査を実施することが考えられる。 

それぞれの目的に応じた活性化活動や取組内容に応じた主体（地域住民や活

動組織）を任意に抽出・選択し、活動（事業）の取組み前後や活動期間中に定

期的にアンケートを実施することで、時間経過による満足度や意識の変化を把

握することができる。  

 

２）域外の人からみた魅力 

地域住民の主体的かつ意欲的な活動とあわせて、域外の人からみた当該地域

に対する魅力や愛着が相乗的に高まり、交流やさまざまな外部支援の可能性が

広がることは、活性化の重要な効果である。 

域外の人からみた魅力を評価するためには、たとえば当該地域への訪問意欲

であればトラベルコスト法やＣＶＭといったアンケート調査手法がある。アン

ケート調査を実施する際は、たとえば民泊や漁業体験であれば、受け入れ小中

学生及びその保護者、教員を対象に、離島やクルーズ観光であればその旅客や

乗降客を対象に、アンケートの内容と設問を絞り込み、実施する方法が適切と

考えられる。 

また、実際に来訪・滞在することは困難であっても、漁村に魅力を感じ、さ

まざまな形で外部支援を継続したいという意思と行動も、冒頭に述べた漁村の

活力の定義、「持続可能なふるさと漁村を将来に向けてつくっていこうとする漁

村住民とそれに関わる人々の意志と行動のありよう」には含まれる。 

よって、たとえば、ふるさと納税やカキ・コンブのオーナー制などの利用者

を対象にアンケートを実施することも有効であろう。 
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（２）客観的指標 

 漁村活性化を評価する場合、その取組みに応じた客観的指標が有効である。 

客観的指標は、人口、交流人口、生産額や所得、生活環境や防災安全条件及び

自然環境維持保全状況の変化などが主なものであろう。 

 

１）人口指標 

漁村を維持し、活性化に向けた活動を継続していくためには、漁村に一定数

の人が暮らし、活動を継続していけることが漁村の「地域力」の一つであると

考えられるため、漁村の人口や高齢化率、世帯数など漁村の人口にかかる指標

を選択して客観指標として設定する。 

表Ⅳ-1 人口指標選択肢一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）所得指標 

漁村の定住促進や後継者確保のためには、漁業や漁業外収入もあわせて漁村

で就労し安定的に収入を得て生計を立てていけることが漁村の地域力の一つで

あると考えられるため、一定の所得水準が確保されることを表す指標を選択し

て客観指標として設定する。 

表Ⅳ-2 所得指標選択肢一覧 
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３）交流指標 

地域内外から人を受け入れ、余暇や観光、教育の場として機能することは、

漁村における 6次産業化の取組やさまざまな地域への経済波及をもたらす漁村

の地域力の一つであると考えられるため、交流にかかる指標を選択して客観指

標として設定する。 

表Ⅳ-3 ６次産業効果指標選択肢一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）環境指標 

漁村に暮らす地域住民や来訪者が安心して漁村で生活・滞在できるためには、

就学・福利厚生・医療等の基礎的公共・民間サービスを享受し得る環境が一定

程度確保されている必要があり、このためには、道路・航路等の交通環境の整

備、上下水道などの衛生環境の整備、災害に備えた防災安全の確保なども漁村

の地域力の一つであると考えられるため、環境整備にかかる指標を選択して客

観指標として設定する。同時に、多自然居住地域としての漁村の自然環境の維

持・保全状況評価は、漁村の価値、多面的機能評価の面でも重要である。 

表Ⅳ-4 環境指標選択肢一覧 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ 有効な漁村活性化の取組方策 
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Ⅴ 有効な漁村活性化の取組方策 

１ 体制づくり

漁村活性化の主体は、漁業者を含めた地域住民である。そこで生業を営み、

暮らし続ける意志を持つ人々が、地域の現状を見つめ、問題点を発見し、将来

の自分たちの地域を考えたときの危機感や、どういう地域でありたいかという

将来ビジョンが取組の発意につながる。一方、国や地方自治体（都道府県や市

町村）は、公的な立場で活動主体に対しさまざまな支援を適切に施すことを通

じて、地域住民の意欲ある取組を公助する役割である。 

漁業者や地域住民は最も基礎的な私的個人の集合であり、公共はやや個人と

は離れた行政と考えられがちである。このことは、日本語にある“私ごと”と

“他人事”といった言葉に表れている。 

一方、漁村活性化に必要なもう一つの重要なポイントが、私的領域でも公的

領域でもない、いわば「半公共」として双方の中間に位置するコミュニティ（漁

協や自治会、地域協議会など）である。つまり、地域の総意として“私たちご

と”と捉えた漁村活性化の取組や活動に力を発揮する領域と言えよう。この部

分には、地域コミュニティに加え、その地域に共感と愛着を持つ“外部支援者”

も含まれる。 

これら３つの領域が、自助、共助、公助の役割を発揮しながら連携すること

が重要であり、その連携が、公共・公助部分を“他人事”ではなく、“私たちご

と”に変えていく力を持つと考えられる。 

図Ⅴ-1 漁村活性化における自助・共助・公助の概念図 

（他人事） 
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（１）漁業者・地域住民 

漁村活性化の主体は、言うまでもなく漁業者を含めた地域住民である。そこ

で営み、暮らす人々が自らのふるさとである漁村の現状に問題を発見し、気づ

くことが、漁村活性化の取組の出発点になる。一方、つきつめれば、それぞれ

が価値観も利害関係も異なる個人の集まりであり、漁村活性化の目的や意欲も

異なる場合が多い。従って、最初から同じ方向を向くことは稀であり、発見と

気づきを共有する少数のメンバーやリーダーなどが先ずは小さなことから取組

み、徐々に取組の輪を広げていくことが重要である。 

そのためには、地道な議論の積み重ねとフィードバックに裏打ちされた合意

形成のプロセスが必要となり、行政（特に身近な市町村担当者や都道府県の水

産業改良指導員等）や漁協など地域組織、場合によっては外部支援者に助言や

情報提供を依頼することも効果的である。 

漁村活性化の内容や方向が決まると、活動の運営管理や実際の活動、商品の

生産や販売、PR等さまざまな面で担い手が必要になり、自助の部分での各自の

取組や協働が重要である。特に、漁村活性化の具体的取組においては女性の力

無しには進まない場合が多く、合意を前提に各世代が時間を融通し合って活動

に参加できるシステムづくりが重要になる。そして、何より、活動を担う人が、

自ら楽しむことが大事である。 

 

（２）地域組織（漁業協同組合、自治会等） 

漁村活性化の取組の継続と定着のためには、地域の産業組織である支所を含

めた漁協、農協、森林組合、商工会、観光協会等に加え、地域の生活やコミュ

ニティ形成を担う自治会、町内会、老人会、婦人会、青年団や消防団等の地域

組織の参加が不可欠である。  

これらの地域組織は、漁村活性化の裾野を広げ、異業種交流などを通じてそ

の効果を最大化する機能を持っている。 

 

（３）地方公共団体（都道府県、市町村） 

行政の中で、市町村は最も漁村の現場に密着しており、漁村活性化の主体で

ある住民・漁業者の活性化意欲や発意を、現実的な取り組みに移行させるため

の有効な情報提供を、必要な段階ごとに提供するとともに、活性化主体の意志
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統一や合意形成に向けたコーディネーター的な役割が期待される。 

住民・漁業者に近いという点では、都道府県の水産業改良指導員への期待も

大きい。専門知識と都道府県行政に直結した立場を活用して、戦略的な指導や

助言が極めて重要であり、積極的に関わっていく必要がある。 

また、都道府県は、市町村等の要請に応えて、都道府県独自の情報提供や支

援制度の提供に加え、地域と国を結び、関係する国の支援施策や情報を迅速か

つ適切に提供する役割を担う。 

 

（４）国（水産庁、関係省庁） 

水産庁をはじめとした国の各省庁の政策上の主要課題として、少子高齢化と

人口減少、大都市圏への人口集中と、大都市と地域の間の産業経済、地域活力

などの面での格差拡大の是正が位置付けられ、国全体として有効な施策を展開

する方向にあることは前述（Ⅳ都市部への集中の是正と地方創生の項参照）の

とおりである。 

漁村活性化の主体は、漁業者を含めた地域住民であるが、国は、地方創生を

共通認識としながら、漁村活性化の意義を尊重した有効な支援施策を講じるこ

とが求められる。特に、津々浦々で漁業生産を支える漁村の活性化は、第一義

的には水産庁の所管となり、ソフト・ハードの有効な支援システムの構築が期

待される。一方、漁村活性化には、漁村だけでなく、内陸部や市街地とも連携

して、地域全体としてどう地域を維持・活性化していくかという視点が不可欠

であり、他省庁との垣根を取り払った裾野の広い、縦割りを排除した地域施策

や事業連携が必要である。 

 

（５）外部支援者（応援団） 

地域住民だけで地域内の合意形成を図ることが困難な場合や漁村活性化の意

味や内容、方法など初歩的な部分で迷った場合は、行政に相談するなどして漁

村活性化に知見を持つ有識者など外部支援者を呼び、方向性を確認することも

有効である。国や都道府県には、さまざまな地域振興に関するアドバイザー制

度があり、漁村活性化の各段階で適切な人材を派遣してもらうこともひとつの

有効な方法である。その場合、おしきせのアドバイザーや地域支援人材を深い

考え無しに呼ぶことは避けなければならない。ぼんやりとでも良いので、地域
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が目指す活性化の目的や方向をある程度明確にした上で、外部アドバイザーを

地域が自ら選択するくらいの気持ちが必要である。 

 

（６）異業種・他産業者 

漁村活性化に向けた活動において、水産加工や流通業者を含めた漁業関係者

だけの狭い範囲で取組むよりも、農林業や農林加工業といった地域の地場産業

従事者や組織は言うまでもなく、観光、飲食業を始めとした商工関係者、ＩＴ

業者などと連携することで、活性化の波及効果や範囲が格段に大きくなるとい

う事実は、多くの漁村活性化の成功事例が教えている。このような異業種連携

の相手は地域内に限ったものではなく、協働の可能性を域外の広い範囲、官産

学などの垣根を越えて求めてくことが重要であり、そのような人材や組織に関

する情報ネットワークを構築していくことが求められる。 

 

以上のように、地域住民・漁業者、漁協等地域組織、行政が三位一体となっ

て、必要に応じて外部支援を活用し異業種とも連携するという体制が活性化の

基本的な体制である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅴ-2 有効な漁村活性化の体制概念図  

国（水産庁、関係省庁） 
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２ 計画の策定とその着実な実行 

 

（１）計画づくり 

 漁村の現状や課題に気付き、漁村活性化が発意された段階で、その問題意識

や活性化のイメージを共有した関係者による計画づくりが必要である。 

計画づくりの基本的な流れを整理すると、①地域資源の発見→②地域資源の

活用→③漁村や地域資源の独自性に応じたそれぞれの取組を考える→④地域で

の合意形成となるだろう。 

先駆的な漁村活性化の取組は、魅力的で特徴ある地域資源の有効活用を目指

した内容となっており、活性化への第一歩は、自分達の地域の宝（地域資源）

を発見することから始まる。地域資源は、地域の人々にとっては日常的に目に

する当たり前のものであることが多く、その価値が認識されていない場合が多

い。従って、地域資源の発見には、他地域での取組事例や活用している資源等

の内容を学び、自分たちの地域を見つめなおし、宝（地域資源）に気づく目を

養うことが重要になる。漁村の一般的地域資源は、図Ⅳ-3のように整理できる。 

つまり、地域資源には、漁村をとりまく自然資源、魚介類や水産製品の集積

をはじめとした生産資源、漁港や関連施設を含めた既存インフラに代表される

空間資源、漁村特有の文化・伝統・知識などの人文資源が、地域の特性に応じ

て、独自性を持って存在する。地域資源を見つけ出し、その適切な利用方策を

検討するためには、まずは多くの事例から学ぶこと、そして事例との比較を通

じて自分たちの地域を良く理解することが重要になる。それにより、魅力的で

特徴ある地域資源に気づくことが出来るようになるものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅴ-３ 漁村活性化に資する地域資源分類 
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このような資源を活用して漁村活性化に結び付けていくためには、それぞれ

の資源の価値を評価し、目的に応じてブラッシュアップすることで資源の有効

活用の方向性を見出す必要がある。方向性を見出したら、次のステップは、漁

村活性化に関わる関係者間で合意形成のプロセスを踏んだうえで、実践に向け

た計画づくりに移ることになる。 

なお、地域資源の中でも漁港の水域や用地、漁業関連施設などの一部を漁業

利用との調整を前提に再活用することも、漁村活性化の取組みにとって有効と

考えられる。 

 

 

（２）小さな取組からの発展（スパイラルアップ） 

漁村活性化に係る活動は、一般的に最初は小さな取組から始まり、徐々に成

長し、ある段階で取組を発展（スパイラルアップ）させることで、取組成果の

次の発展（ステージアップ）につながる。最初は、地域の身の丈に合った取組

からスタートし、徐々に事業規模・事業領域を拡大させていくことで取組を発

展・継続させていくことが重要である。 

  

図Ⅴ-4 取組が成長・発展するイメージ 
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（３）取組の継続性 

 漁村活性化は、数十年後あるいはもっと未来の漁村のあるべき将来像を関係

者が共有した上で、その目標達成のための試行錯誤とフィードバックとスパイ

ラルアップを前提とした活動や努力の時間的蓄積と言える。つまり、当初の目

的を、時代状況や周辺環境の変化などに柔軟に対応しつつ、改良・発展させて

いく行為の永久運動と言ってもいいかもしれない。従って、その取組みには継

続性が不可欠である。 

そして、このような取組みの継続性を担保するのは、関わる人々が楽しむこ

とであり、満足を覚えることであると同時に、その努力や費やした時間に対す

る対価を含めた正当な評価である。 

 

（４）計画の見直し・改善（ＰＤＣＡ） 

漁村活性化の取組の発展（スパイラルアップ）には、運営体制の見直しや事

業規模の拡大、事業内容の多様化などがあげられる。このためには、たとえば、

人的支援の拡充や事業規模を拡大するための施設整備、事業領域を拡大するた

めの新たな取組主体との連携など、ハード・ソフトに関わらず、計画の見直し・

改善（PDCA）が常に必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：H24～H26 産地協議会支援事業調査報告書（水産庁） 

図Ⅴ-5 PDCAサイクルを繰り返し、ステージアップする取組イメージ  
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３ 有効な実施方法 

 

（１）即効性のある取組と継続が必要な取組 

漁村活性化の有効な実施に向けて先ず必要なことは、危機感や活性化の方向

性や意識を共有する地域の関係者による漁村活性化計画の策定である。しかし、

そのような計画に沿った漁村活性化の成果が、一朝一夕に得られるものではな

い。従って、公的支援などを受けて、短期間あるいは年度主義で成果を求めら

れる場合、本来の目的から外れて、活動自体が義務的で苦痛になってしまうケ

ースも残念ながら見受けられる。しかし、ここでいま一度、漁村活性化は、「持

続可能なふるさと漁村を将来に向けてつくっていこうとする漁村住民とそれに

関わる人々の意志と行動のありよう」である。そのためには、活動主体が義務

ではなく主体的な意欲と取組に対する満足感を持って取り組めるものでなけれ

ば意味がなく、意欲と満足感を高めるためには短期間で一定の成果を実感でい

ること、そして、中長期的に取組を継続できること、この両方必要である。 

短期的には、長期目標を見つめながらも、先ずは身の丈にあったできる範囲

の小さなことから着手するべきであり、体制作りなどのソフトの充実とお金を

かけない既存ストックの有効活用を自助の力、または適切な規模の行政支援を

得て、短期間に効果を出し、自信と次のステップへの意欲を醸成しなければな

らない。 

短期的で即効性のある取組みに慣れ、一定の成果を得た時点で、仲間の輪を

広げ、取組み内容や規模を修正・拡充していく段階に移行することになる。そ

の場合、前述したＰＤＣＡサイクルを繰り返しながら、当初の長期目標の再設

定や変更を恐れず、柔軟に対応していくことが必要である。 

いずれにしても、漁村活性化の取組みの初期段階は、関わる人々や組織がボ

ランティア的に貢献することが求められる時期であるが、活動を継続し、当初

の長期目標を達成していくためには、適切な人員シフトなどによる息切れしな

い体制づくりと労働に見合った対価の確保、そして楽しみや喜びの継続、すな

わち効果の実感と満足度が求められる。 
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（２）効果の実感と満足度 

漁村活性化の取組みが成果を得るためには継続性が重要であることは、先に

述べた。不断の活動や努力が目に見える効果としてなかなか現れず、いつのま

にか、それが義務的なものになってしまうと、継続の原動力である意欲や熱意、

楽しさや喜び、満足度は一気に冷めてしまう。 

効果が目に見えるかたちで実感できることと、活動に喜びや楽しさ等の満足

感を得られる仕組みづくりが重要である。 

効果の実感は、交流人口やＵＩターン者の増加、地場産品の単価や売り上げ

増加、地域や取組みの知名度アップ、景観形成や優れた施設の出現、労働に見

合った適切な対価の確保など定量的に把握可能なものもあれば、活動やそれを

支える担い手が地域内外で評価されることや消費者（域外の人々）や消費地（域

外の地域）との交流を通じて得られる刺激や生きる世界の広がりなど、物差し

で計れないものもある。 

いずれにしても、「Ⅴ 活力ある漁村とは」で示した指標を参考に、主観的ま

たは客観的効果を適切に把握しながら、効果の実感と満足度の向上につながる

取組の継続が重要である。 

 

（３）外部支援（アドバイザー制度等）の活用 

現在、国の各省庁あるいは、公益法人、民間法人、都道府県などが所管する

多肢にわたる外部支援制度（アドバイザー派遣制度等）が用意されている。長

い歴史を持つものから、時代の変化や要請に応じて新たにつくられたものまで

多様であるが、いずれも漁村活性化を含めた地域振興に悩む地域の取組みを各

段階においてサポートするものである。 

外部支援制度の活用が特に有効と考えられるのは、地域の発意を具体的な事

業計画に具現化する段階での技術支援、取組の次のステージへの発展（スパイ

ラルアップ）に必要な技術支援、流通や消費、販売戦略など漁村に不足してい

るノウハウや、ある問題の専門的に対処するための技術支援などである。こう

した支援は、人材の知見や専門性も異なるが、重要なことは、それぞれの取組

みの課題や問題意識、段階に応じた適材適所にあり、地域が最も必要とする人

材を選択する目を持つことが求められる。マッチングがうまくいけば、アドバ

イザー制度は、漁村活性化にとって非常に有効である。 
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（４）今後取り組むべき課題 

漁村活性化の取組みは、地域の自主的な気づきに基づく発意が出発点となり、

活動や取組の経緯・段階を経て地域に定着し、発展することは先に述べた。 

その際、漁村活性化の各段階で地域が必要とするソフト、ハードの効果的な

支援が必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅴ-6 漁村活性化の各段階における既存支援施策の概要 

 

１） 計画づくり 

 浜の活力再生プランを抱合しつつ、漁家所得向上に限らない活力ある漁村社

会の形成という概念も含めた幅広い漁村活性化計画を策定するに際して、現在

の浜の活力再生プランをベースとした、漁村活性化計画づくりへの情報や人材

提供を含めた支援が期待される。支援スキームのイメージとしては、浜の活力

再生プランに加え、強い水産業づくり交付金事業に関する調査・計画、あるい

は北海道マリンビジョンの地域マリンビジョン作成支援などが想定される。 

 

２） ソフトに関する施策 

前章で述べたとおり、漁村地域が求めている支援、すなわち漁村地域が不得手

なこととして、地域の発意を具体的に事業計画等に具現化し、そもそもこうした

国のソフト施策等の情報にリーチすることができない地域が多い。また、流通対
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策や積極的な消費・販売戦略など消費者ニーズや販売需要への対応が不足してい

る。こうした漁村にないノウハウを技術的に支援する施策、また、そうした支援

があることを普及させるための支援が求められる。 

具体的には、①漁村活性化にかかる全国的な取組事例や有効な支援制度にかか

る情報発信を充実させるとともに、②地域の要請に応じて、意欲のある個別地域

に対してはマンツーマンでのアドバイザー支援、すなわち個別地域に特化したア

ドバイスや有用な情報の提供、人材派遣などを充実すべきである。 

①の情報発信については、全国の活性化事例や取組に際して実際に活用できる

補助制度等を収集整理した「漁村情報バンク」を充実させると同時に、漁協系統

や市町村ネットワークを活用した情報受発信網の構築が必要である。 

②の個別アドバイザー支援は、農山漁村活性化支援人材バンク（農林水産省）

や地域おこし協力隊（総務省）など、関係省庁にまたがるいくつかの既往事業が

ある。しかし、これら既往事業では、漁村活性化や水産分野の知識・ノウハウを

有する人材が少ないという実状もあり、水産庁と地方自治体・漁協等とのネット

ワークや水産関係の検討会や審議会等で交流のある有識者からの個別具体的な

アドバイス・人材派遣などを可能とする漁村活性化アドバイザー制度（仮称）の

創設が期待される。 

加えて、有用情報の持続的収集と整理、情報バンク化と情報発信とあわせて、

漁村活性化アドバイザー制度を運用するワンストップ窓口となり得る中間支援

組織の構築が期待される。さらに、その中間支援組織が地域の要望に有効に機能

するため、漁協系統や地方自治体の職員との密なネットワークを形成する必要が

ある。 

 

３）ハードに関する施策 

 漁村活性化に取り組むうえで漁業協同組合等が整備する施設整備については、

強い水産業づくり交付金をはじめとした既存事業の活用が期待される。施設の

老朽化への対応や６次産業化等に必要な施設整備の需要は、今後ますます増え

てくると考えられるため、地域のニーズに対応したメニューの見直しや予算の

拡充などが期待される。 

また、漁村と空間的、機能的に密接な結びつきのある漁港については、当該

地域の漁業情勢や港勢の変化等によりその利用に余裕が生じている水域施設及
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び陸域施設が存在する場合、既存ストックを有効に再活用し、漁村活性化に資

する「漁業振興」や「６次産業振興」を目的に利用を転換することが考えられ

る。その場合、①漁港利用や管理面での柔軟な対応、②イベントなど一時的な

利用に関する手続きの簡素化、③漁港機能の見直しや機能分担を進め、地域間

交流や活性化等の活動拠点となる漁港においては、既存ストックの有効活用や

付加的な施設整備に対する有効な支援制度の充実が期待される。 

 

表Ⅴ-1 既存ストック（漁港）の再活用の考え方（案） 

漁港施設 

(既存ストック) 

Ａ 

漁業振興再活用の方向 

Ｂ 

６次産業再活用の方向 

a 

水 域 施 設 

 

水域の一部を 
①藻場・増殖場として利用（※漁
港外の底質や海底地形、海象条
件が藻場造成等になじまない場
合有効） 

②出荷調整用蓄養水面（※複数漁
港漁村の共同利用等） 

③水面・海底面の養殖（ナマコ地
蒔き養殖等）利用→高齢漁業者
の安全・安心な漁業生産の場の
創出 

水域の一部を 

①プレジャーボート等係留水域利用 

②遊漁案内船他体験漁業や遊覧船等の

発着施設利用 

③漁業体験・エコツーリズム水域利用 

④直販・レストラン利用原魚介類の 

蓄養水面利用 

⑤蓄養兼用釣り堀利用 

⑥ダイビングやシュノーケリング初期

訓練水域利用 

⑦シーカヤック初期訓練水域利用  

⑧その他 

b 

陸 域 施 設 

 

陸域の一部を 
①種苗生産・中間育成施設利用（複
数漁港漁村の共同利用等） 

②陸上養殖施設用地活用（複数漁
港漁村の共同利用と共に高付加
価値型養殖の場合、民間養殖業
者の誘致もあり得る） 

③低利用の既存漁具倉庫等の改
修・補強による周辺漁港漁村共
同利用の漁閑期保管施設転用 

④小規模漁港漁村共同利用のため
の駐車場用地利用 

⑤自然エネルギー等の活用のため

の漁港の再活用 

陸域の一部を 

①プレジャーボート等駐艇場利用 

②シーカヤック置き場やダイビング準

備施設利用（※未利用上もの施設の

改修含む） 

③漁業体験等のガイダンスの場利用 

④直販・レストラン等６次産業振興施

設用地利用（イベント広場含む） 

⑤宿泊施設や研修施設、貸事務所・ア

トリエ等の誘致利用（※未利用上も

の施設の改修含む） 

⑥イベントや体験交流事業参加者用駐

車場用地利用 

⑦自然エネルギー等の活用のための漁

港の再活用 

⑧その他 

 

 漁村活性化に向けた新たな視点での漁港再活用に当たっては、本来の漁港利用を

尊重し、その利用を妨げないようにすることが必要であり、双方の利用の調整を、

活性化主体である漁業者や漁村住民が担わなければならない。 
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Ⅵ 漁村活性化の取組事例 

   

１．成功事例（取組効果、活用した支援措置）に学ぶ 

既に多くの漁村で、地域の問題や課題に当事者が気づき、漁村活性化活動に

取組み、一定の成果をあげている例が見られる。ここでは、代表的な漁村活性

化の成功事例と評価されている主な事例を紹介する。 

 

(1) 浜の活力再生プラン事例 

 漁業所得の向上を通じた漁村地域の活性化を目指すため、水産庁では「浜の

活力再生プラン（以下、浜プラン）」の策定・実行を推進している。浜プランは

漁業収入の向上のための対策として、付加価値向上や鮮度保持、新たな商品開

発や販路の拡大、資源管理や種苗放流などに取り組むとともに、漁業コストを

削減するため、省燃油活動や省コスト型漁業機器の導入、操業の効率化や協業

化などを実施するもの。現在、全国約 600地区で浜プランの策定・実行に取り

組まれている。 

 上五島地区の浜プランは、上五島町漁業協同組合、上五島地区漁業者団体、

新上五島町、長崎県五島振興局が構成員となり、上五島地域水産業再生委員会

を設立。 

魚種と時期を限定し、活〆・血抜き・神経抜き・施氷・殺菌海水・箱詰等の

出荷基準を満たした「五島箱入り娘」を漁協が認定したブランド出荷者が生産

するとともに、上五島町漁協が島からフェリーで出荷し、福岡市、久留米市等

で「五島箱入娘１号車」を走らせ直接販売に取り組んでいる。 

箱入り娘は、ヤリイカ、イサキ、タチウオの主力３姉妹のほか、旬の魚介類

を春夏秋冬それぞれ３魚種ずつ選定し、魚種ごとに出荷基準を設定しブランド

化を図ることで、市場では五島箱入り娘ブランドが確立されつつある。また、

消費者への直接販売にも取り組み、週６日のルート販売（福岡コープ各支店～

JA市場各支店～道の駅）により、福岡市内の販売先でも徐々に定着しつつある。

さらに、首都圏向けには漁協が「五島箱入娘オンラインショップ」を開設し、

離島の輸送コストに負けない価格で、消費者に直接、五島の旬を届ける取組を

進めている。これにより通常単価より 115％～130％高く、魚種によっては全取

扱量のうち 20～30％程度を箱入り娘として出荷することを目指している。 
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(2) ６次産業化事例 

 漁村活性化に向けた６次産業化事例は多い。例えば、1島 1町の離島町である

島根県海士町では、一貫した人口減少に歯止めをかけるため、個々の集落単位

の活性化という観点ではなく、全町的島おこしのあり方を模索することになる。

そこでは、中長期戦略として、島の生き残りをかけた攻めの戦略による活性化

（①地域資源を活かした第１次産業の再生を通じた島の産業創りによる雇用の

場づくり、②成長を島の外にもとめる外貨の獲得）に取り組むことになる。具

体的には、行政面では内部職員の縮小と産業振興と定住促進対策セクションの

充実が図られ、具体的地域再生戦略を「海士地域デパートメントストアプラン」、

つまり島まるごとブランド化で地産地商を旗印に、地域資源を活用し、異なる

もの同士をつなぎ、究極のふるさと振興をめざした。 

これらの取組の成果、①平成１０年から島が募集している商品開発研修生制

度が考案した“島じゃ常識「さざえカレー」”の商品化や天然塩（海士乃塩）を

活用した島らしい産品（梅干し・塩辛・干物等）づくり、②種苗生産から育成・

販売まで一貫しＵＩターン者と地元漁業者の協働による「隠岐海士のいわが

き・春香」が春から初夏限定ものとして首都圏のオイスターバーでヒット、③

建設業者が“島生まれ、島育ち、隠岐牛”のブランド化を目指し異業種参入の

畜産会社を立ちあげ安定出荷体制を確立し単価アップと都市Ｉターン者３家族

が畜産会社に就業、④漁業者とＩターン若者が農林水産物処理加工施設と海藻

資源研究施設を整備し「隠岐産干しナマコ」のブランド化とナマコ・アラメ種

苗育成に加え、全国の磯焼け解消に役立つと考えられるツルアラメの種苗育成

研究に着手他に結実しつつある。 

都市との交流活動（特に地元中学校の首都圏の大学との交流）は、その後の

継続的な交流のきっかけとなり、海士応援団（ファン）の増加につながるとい

う思わぬ効果を発揮している。 

 これらの取り組みに当たっては、行政は適切な国、県及び町単の各種事業

を複合的に有効活用し、当初の島おこしコンセプトの効果的推進に寄与してい

る。 

 また、千葉県鋸南町の保田漁港では、平成 7年に漁港内に漁協直営レスト

ラン「ばんや」を開店し、豊かな東京湾で揚がった新鮮な魚介類を提供するレ

ストランとして人気を博している。顧客の増加とともに施設が手狭となり、利
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用者長時間待たせてしまうことも多くなってきたため、平成 12年 4月には千葉

県および鋸南町からの支援を得て総事業費 8,000万円を投じて新たに第２ばん

やを整備した。更に平成 14年には第１ばんやを改築、平成 20年には第３ばん

やを新築した。 

保田漁港には「ばんや」以外にも、プレジャーボートの係留用の桟橋や陸上

保管施設、温泉宿泊施設、遊覧船や定置網の水揚見学の発着地が整備されてお

り、海産物のお土産を販売する「ショップＫ＆Ｓ］、ソフトクリームやカキ氷を

販売する「海賊屋」、手作りの干物を販売する「栄丸」等の店舗がある。 

これらの店舗は漁協組合員が経営しており、組合員の副業機会を創出し、付

加価値型販売や雇用の創出に寄与している。 

 

(3) 異業種連携事例 

 漁村活性化の取り組みにあって、異業種との連携は思わぬ効果を発揮する。

例えば、北海道根室市の歯舞漁協では、コンブの殆どは生産者自身により浜で

天日干しされて系統出荷されるが、漁協では、少しでも産地生産者の所得向上

のために特産コンブを活用した「コンブ濃縮液(調味料)」や「コンブ醤油」、「コ

ンブエキスを練りこんだ蕎麦(乾麺)」などを域外の食品加工会と共同開発し、

新たな特産品に育てている。このような動きは、北海道各地のコンブ産地で取

り組まれている。 

同じく、北海道根室市では、地元飲食店と連携し、地元で大量に漁獲・生産

されるコンブとサンマを活用したサンマのコンブ巻き寿司等の新しい郷土料理

を開発、販売促進している。 

一方、沖縄県読谷村読谷漁協や静岡県伊東市のいとう漁協では、周辺の旺盛

なダイビング需要に対応し、漁港や荷捌所などの既存ストックを活用して、民

間ダイビングショップとの協働で、ダイビング事業に着手している。地元には

傭船料や漁家民宿宿泊費、既存ストック使用料などの経済効果をもたらすと同

時に、参加するダイバーにとっては、漁業関係者との無用なトラブルが回避さ

れると同時に、地元漁協や漁業者にとっては、ダイビング区域を事前にコント

ロールして事故や操業被害などを回避するなどの効果が発現している。 
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(4) 輸出促進事例 

 北海道八雲漁港では、近年の水産物の品質や安全性に対する消費者の関心が

高まっていることから、ホタテガイ、サケなど主要魚種を対象に、消費者ニー

ズへの的確な対応と水産物の付加価値の向上を図ることになった。その結果、

ハード、ソフトの衛生管理体制の確立により、以後、明らかにホタテガイ単価

の向上がみられるようになった。ホタテガイは、衛生管理基準の厳しいＥＵに

輸出されており、「漁場 ⇒ 漁船 ⇒ 陸揚場 ⇒ 加工場」まで、一貫した衛生管

理の対応がなされている。 

一方、鹿児島県東町漁協では、昭和 57年に養殖ブリの対米輸出を開始してい

る。平成 10年には対米 HACCP認証を取得、平成 15年には対ＥＵ輸出水産物施

設として認定されている。そして、平成 17年には中国への輸出を開始するなど

輸出対象国を増加させ、国内需要の伸び悩む養殖ブリの出荷先の拡大を輸出と

いうかたちで実現している。このような取り組みの結果、東町での輸出単価は

全国及び鹿児島県の単価に比べ、約 7割程度高くなっている。また、生産総量

のうち一定量が輸出に仕向けられることにより、国内向けの需給調整も図られ、

国内の単価の維持にも寄与している。 

 

(5) 観光体験交流事例 

 漁村活性化に向けた有効な取組みとして観光体験交流に着手する地域が増え

ている。漁村における観光体験交流にはさまざまな種類がある。 

例えば、三重県鳥羽磯部漁協では、前年の実証実験（内閣府補助事業活用）

を経て、漁協による直営食堂「四季の海鮮 魚々味（ととみ）」を開設した。漁

協としては、全国有数の観光地立地する特性を活用し、市場流通だけに依存し

ない漁協直営の水産物消費拡大をねらったものである。営業時間は、観光客の

昼食をターゲットとした午前１１時開店～午後３時までで、店の収容規模は、

全１２テーブルで４８席である。 

また、鳥羽駅海側に「鳥羽マルシェ」という施設があるが、これは、「第一次

産業の振興と農漁村地域の活性化を図りたい」という思いを共有する鳥羽志摩

農協と鳥羽磯部漁協が立ち上げた有限責任事業組合が運営する直売、飲食、情

報発信及び６次産業振興を支える加工施設から構成される。 

同じく鳥羽磯部漁協に所属する答志島では、市全体の集客交流を効果的に実
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施するための戦略について検討する鳥羽市戦略プラン作成委員会を組織し、そ

の下部組織である「年鳥羽市戦略プラン作成委員会ワーキンググループ」が結

成され、そこでは、「島の宝」を発掘し、島民の暮らしに視点を置いた戦略が立

てられる。その後、答志島をモデルケースとして「島の旅」構想の取組みを始

めることとなり、平成 16年には市職員有志で結成されたＷＧで、島のさまざま

を調べあげ、これらを活用する方策を議論するとともに、その実践団体として

「島の旅社」が設立された。  

「島の旅社」の代表を務める答志島出身者と事務局長を務める大阪から答志

に嫁いだ Iターン者が、“外部者”としての視点で、島文化の発信を行っている。

また、島出身の事務局員は、島内に精通し、その人脈を活かし、様々な独自性

あふれる体験活動のインストラクターや協力者集めを行っている。この３人が

主要なが事務局メンバーを構成し、窓口機能を発揮しつつ、島内の協力者と連

携しながら活動を継続させている。また、大分県佐伯市の大分県漁協蒲江下入

津支店の女性部と青年部の取組みは、次代の地域漁業や漁村活性化の担い手で

ある漁協女性部と青年部が連携して、研修や講習等を経た情報や知見の蓄積に

取組み、共通の意識向上を図るとこから出発している。漁村の現状や問題点・

課題への気づきを次の段階に進めて田た上で、地元イベントや地元小中学校魚

食普及活動などに積極的に参加するようになる。このような取組みは、地元の

環境保全に関する住民意向調査や、全県単位の水産振興祭り、東九州自動車道

開通記念イベントへの参加など少しずつ範囲をひろげた活動に結び付いていく。 

 一方、青年部も元気である。地元青年部が企画運営した「浜祭り」イベント

を、自ら楽しみながら、地域の人々に元気を与えるかたちで実施している。こ

のような取組みは、地域全体に波及しつつあり、地元特産品の養殖ブリを使っ

たハンバーグと切り身を甘辛ソースで味付けした「ブリまん」を地元小学生が

考案、人気商品として“道の駅蒲江”で販売中である。また、青年部の活動は、

かぼすブリやかぼすヒラメなどのブランド化への努力に加え、筏コンサートや

定期的な入り江オープンカフェ、漁師レストランなど外来者との交流活動にブ

ラッシュアップされつつある。現在、“かまえ流体験プラン～あまべ体験”と銘

打った、各種漁業体験や調理体験等を商品化して、次の段階の漁村活性化を模

索しているところである。 
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(6) 防災減災対策事例 

南海トラフ地震想定津波による浸水区域想定があまりにも衝撃的であったこ

とから、徳島県美波町（旧由岐町）阿部地区では、地区の住民の自発的自主防

災組織が、既存の道路だけを避難路と位置付けるのではなく、万一の場合は、

個々の住宅地の中を通り最短で逃げることが可能な歩行系の避難路を住民主体

で整備した。 

平地が少ない山がちの典型的な密居集落で、高齢化も進んでいる一方、強い

漁村コミュニティが残っており、問題認識の共有と合意形成から、解決策とし

ての“マイ避難路”整備の実践に、さほど時間はかからなかった。なお、マイ

避難路整備は、一切の補助金を使用せず、資材も工事も住民自らの自力建設に

よっている。濃密なコミュニティの存在と自ら探し、計画し、相談し、つくる

という一連の作業を住民が自主自立的に行ったことは、より防災意識を高める

と同時に、避難イメージをそれぞれがしっかりと頭に叩き込むことに成功して

いる。 

 

(7) 多面的機能事例 

漁業や漁村の多面的機能を守り、維持する活動が、同時に漁村活性化に結び

付いている活動例も多い。 

 例えば、熊本県熊本市のＮＰＯ法人「天明水の会」の活動は、当初、有明海

のアサリ漁業者等を中心に設立された地域おこしの仲間の集まりであった。熊

本市天明地区は有明海、緑川に面する漁業、農業が盛んな地域で、いずれも水

と深く関わることから、水環境を通したまちおこし、活性化を図るのが当初か

らの目的だった。自宅近くを流れる緑川河口の太宗魚種だった“アサリが消え

た”ことがきっかけで、緑川でつながる海と山との地域間交流が始まった。発

足から四半世紀が経ち、これまで取り組んだ会の活動内容はさまざまで、①川

の愛護のため親子でのカヌーによる川下り体験、②緑川河口から約 80ｋｍも上

流の九州山地の国有林に約 40ヘクタールもの「漁民の森」を植林、③緑川流域

一斉清掃（緑川の日）、④ノリ養殖に使う竹の廃材を再利用した竹炭による川の

浄化などの実績を積み、多くの人々の関心と共感の輪を広げていった。このよ

うな地域や自然環境に根差した会の活動は、肥後の水資源愛護賞、環境水俣賞、

日本水大賞の市民活動賞、緑化推進の内閣総理大臣表彰などといった評価を受
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けている。 

 一方、北海道や日本海側の磯焼け地帯では、増え過ぎて藻場の外敵生物にな

り、自身の身入りも悪くなり売りものにならなくなったウニを、地元内外のダ

イバーと漁協や漁業者が協働で駆除する取組みも見られる。一般ダイバーにと

っては、常々は潜水禁止の藻場に潜り、ウニを捕獲できる常には体験できない

ダイビングができるという魅力があり、地元漁業関係者にとっては、大事な藻

場漁場の持続的利用のために都市住民（ダイバー）が共に労働参加してくれる

というｗｉｎ・ｗｉｎの関係が芽生えている。 

また、漁村の多面的機能のひとつとして、伝統的な漁村や漁港の原風景が国

民共有の財産と認識されている。波切の石工で有名な三重県旧大王町（現志摩

市）には、今でも伝統的な石積工法で建設された波切漁港や背後の石積み集落

の優れた伝統景観が残っている。合併前の大王町では、このような優れた地域

資源を活かして、「絵かきの町」プロジェクトを実施し、多くの絵画及び写真愛

好家を呼び込むことに成功している。波切地区の石積み景観を題材に、平成８

年３月より「絵かきの町・大王」を宣言、町内の「絵かきの町・大王実行委員

会」が中心となり、毎年、絵画及び写真のコンクール、関連モニュメントの設

置等の活動を行っている。 

 

(8) 北海道マリンビジョン事例 

北海道開発局では、海や水産業を核に地域全体の振興を推進するため、平成

７年に北海道マリンビジョン（北海道漁港漁村の将来像）を策定し、その後の

社会経済状況の変化を勘案し、２回目の改定版が平成２５年に公表されたとこ

ろである。この間、ビジョンで示された北海道全体の漁港漁村の将来像実現の

ためには、地域による主体的な取組が重要であるとの認識から、漁業者だけで

なくさまざまな地域関係者が集まり、地域資源を再確認し、水産業を核とした

地域振興方針である「地域マリンビジョン」を策定、実践している。 

ここでは、寿都町の市街地に立地し町内水産物の流通・加工の集積を持つ寿都漁港を中

心に７漁港（うち６漁港は１種小規模漁港）が立地する水産の町寿都の地域マリンビジョ

ンの取組みを概観する。寿都町では、地域マリンビジョンをまちづくりのバックグ

ランドコンセプトとして、これまで多様な水産振興と地域活性化に取組み、一

定の成果を上げている。活性化の取組みの最も重要な視点は、１町１漁協体制
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で、７漁港漁村を対象とした漁業及び地域振興を考察、計画、実践する場合、

テーマ毎に施策を地域全体に波及をもたらすかたちで取組みの主体や地域を柔

軟に設定し、取り組み波及の範囲を広げいったことにある。その際、個々の漁

港漁村の要請や課題を吸い上げると共に、全体波及のしくみや点から面に広げ

ていく役割を町と漁協が担っている。 

 寿都町における地域振興の目指す姿は、①自然環境の維持保全（最大の財産

であり地域資源）、②自主・自律の地域おこし組織の創出と実践、③地域住民へ

の地域おこし情報提供と全員参加の地域おこし意識醸成、④多様なツーリズム

観光の振興である。一方、水産業振興の目指す姿は、①沿岸漁業生産基盤であ

る寿都湾の漁場環境の維持・保全、②地域生産漁獲物の単価向上、③沿岸漁家

経営の体質強化による所得確保と将来の漁業の担い手確保、④基幹産業である

水産加工業の更なる発展、⑤資源管理・増養殖の取組み、⑥水産物安定供給体

制の確立である。このような総合的ビジョンを持った上で、着手可能な部分か

ら個別のプロジェクトが相互に連携しながら進められている。 

 具体的な地域振興への取組みでは、漁業体験を中心とした体験交流事業に着

手し、年間の受入修学旅行校 20 校、参加者数 2,000 人強に達している。更に、

一方では、その受け皿施設である水産物普及・体験交流施設（既存水産関連施

設の改修）が整備され、食と観光のまちづくりと体験交流事業推進の基地とし

て活用されている。また、沿岸漁業振興面では、磯焼け対策のための水産加工

残滓や木質チップ（間伐材等）等を使った海の肥料づくり、身実入りの悪い小

型ウニや藻場の食害ウニの蓄養・肥育内のための寿都漁港における蓄養施設整

備と未利用海藻を使った餌料生産に加え、寿都湾に通じる河川上流での町民に

よる森林再生（植林）活動が進められている。また、寿都湾内に、天然資源依

存型漁業からの脱却をねらったホタテ・カキ養殖施設整備が計画されている。 

 

 

２．失敗事例（失敗要因）に学ぶ 

既往の漁村活性化の取組みが全て成功している訳ではなく、当初の発意や目

的に応じた成果を見ないまま、活動が停滞、頓挫してしまった例も多い。この

ような失敗事例に学ぶことも重要である。 

失敗の主な要因として、①活性化主体と行政間のきめ細かな合意形成プロセ
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スの不足、②活動を主導するリーダーやコーディネーターの不在、③当初の活

性化主体（発意と活動のプロセスを担ってきた人や組織）自体の高齢化や後継

者不足等が挙げられる。 

 

１）失敗例－１ 

ある市街地近郊漁村で、国の補助事業を活用し、漁協女性部主体の定期市や

加工品製造等を通じた漁村活性化を試みた。しかし、年度内の成果を急ぐあま

り、女性部や地域住民との丁寧な合意形成のプロセスがないまま事業計画書の

内容に沿った活動を地域に強いたため、①もともとの趣旨（楽しみややりがい

など）と違うかたちの進め方に地域が反発し女性部活動自体の停滞を招いた。

また、②地域と行政の間に不信感が醸成された。 

国や自治体の補助事業などに求められる年度主義を超えた息の長い、活動主

体と行政の合意形成プロセスの構築が必要なことを教えてくれる事例である。 

 

2）失敗例－２ 

産地の市場取引価格が極端に低い魚種を、漁家の夫人が買い取り、個人的に

漁具倉庫の一角で練り製品製造など付加価値型加工に取り組み、近隣の道の駅

や学校給食に取り上げられるようになった。自治体も漁村活性化の優良事例と

みなし、衛生的な加工・販売施設の新築を支援することとなった。 

しかし、①やる気ある個人の頑張りに支えられた取組にとどまり、周囲の仲

間の理解が得られないまま協力者の輪が広がることはなかった。また、②特定

の個人への公的支援という誤解から、漁村コミュニティ自体がギクシャクする

結果を招いた。 

この事例の場合も、地域全体の体制づくりなどに関する丁寧な合意形成プロ

セス不足が失敗の要因であろう。しかし、特定の個人のがんばりが地域全体に

波及し、成功する例もある。特に人口規模の小さな漁村になればなるほど、公

私の結びつきや直接的な関わりが増えるため、地方公共団体、とりわけ市町村

は意欲ある特定の個人のがんばりを地域全体に波及させることができるよう、

コミュニティや地域の合意形成を丁寧に図る必要がある。 

3）失敗例－３ 

漁業振興・まちづくりと連動した漁港型ウォーターフロント開発計画の目玉
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として、６次産業振興施設が行政主導で漁港内に計画された。本来、中心的立

場で計画に関わるべき漁協が、経営基盤が脆弱で、漁業者の減少・高齢化が顕

著なため、蚊帳の外に置かれ、施設運営管理について行政は、経営能力がある

とみなされた商業関係者とのみ意見交換を重ねた。その結果、①漁港の主たる

利用者である漁協や漁業者を加えた合意形成のプロセスが踏まれていなかった

ことから、漁港背後住民や漁業側の理解が得られない状況にある。また、②利

害関係者や組織間の調整ができていないことから施設整備の目的・活動・計画

主体がいまだ不明確なまま計画実現の見通しが立ち難い状態が続いている。 

本来、自治体が担うべき活動を主導するリーダーやコーディネーターの役割

が果たされておらず、関係者間の合意が得られないまま計画が立ち往生してし

まっている。今後、再度関係者や組織への丁寧な説明と合意形成プロセスの再

構築が求められる。 

 

 

4）失敗例－４ 

失敗例とは言いにくいが、全国の浜々で取り組まれてきた既往の漁村活性化

の取組事例において、初期段階に主体となって活動してきたメンバーの高齢化

と、その意志を継ぐ後継者不足が顕著である。それにより、①活動自体の停滞

や持続が難しくなりつつある。また、②初期段階の活性化のコンセプトや目的

に差異が生じつつあるといった問題が顕在化している。 

当初の創業者ともいうべき担い手が高齢化していった時、次の展開をどうす

るかという問題は、いずれの取組みの場合も共通であろう。創業世代の引退を

契機とした、何らかのきっかけ（p36スパイラルアップ）による発展・継続が必

要である。 
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Ⅶ 今後の検討課題 

 

本検討委員会では、構成メンバーである地方行政、地元漁協や女性を含めた

漁業者及び学識経験者により、漁村をとりまく現状や問題点・課題と近年の状

況の変化を現実的視点で確認した上で、今後の漁村活性化のあり方について、

基本的な方向性について議論した。 

その結果、漁村活性化のイメージや漁村活性化の必要性、目指すべき漁村の

姿を明らかにし、今後実施すべき自助、共助、公助ごとの具体的な取組のあり

方についてもとりまとめることができた。今回のとりまとめの特徴のひとつは、

全国的な少子高齢化の進行の渦中にあって、広域市町村合併や漁協合併、ある

いは市場統合が進む津々浦々の漁村における活性化の単位や主体のあり方、効

果的方法論について時間を費やした点にある。 

わが国に立地する漁村は多く、その漁業を含めた地域特性は多様であり、従

って、その目指す活性化のあり方や範囲、主体も多様になることは、委員間で

認識が共有された。つまり、具体的な漁村活性化の取組や施策の展開に当たっ

ても、それぞれの漁村の有するさまざまな固有の課題に、きめ細かに対応して

いく必要がある。 

今後は、本中間とりまとめの内容を踏まえつつ、水産庁において必要な検討

が行われ、最終的には、次期長期計画における漁村活性化の意味や位置付けを

明確にした上で実効性の高い施策、特に、具体的な漁村活性化計画策定と外部

アドバイザー支援の在り方が施策面で確立されることを期待する。 
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参考－都市部への集中の是正と地方創生 

 

 新たな「国土のグランドデザイン 2050」（国土交通省）及び日本創生会議（座

長：増田寛也前岩手県知事）が相次いで発表したのは、少子高齢化と３大都市

圏（とりわけ東京圏）への人口集中の進行によって生じるであろう、わが国の

地方都市の過疎・消滅と国土の疲弊への危機感である。 

いずれも、大都市圏の出生率が低い点から、大都市集中を是とはしておらず、

地方圏の活性化を最重要テーマとしており、その方法論は、「小さな拠点」、「コ

ンパクトシティ」、「地方中枢拠点都市」「高次地方都市連合」「ネットワーク」

等のキーワードで説明されている。一方、447万㎢の領海・排他的経済水域の全

てを持続的な形で最大活用することとし、国境離島に住民が住み続けることは

国家国民にとっての利益(いわば、現代の防人)と述べている点に注目すべきで

あろう。 

 

このような中、まち・ひと・しごと創生法（平成２６年法律第１３６号）が

施行され、同年９月３日には、内閣総理大臣を本部長（副本部長を地方創生担

当大臣及び内閣官房長官、本部員をその他の全ての国務大臣）とした「まち・

ひと・しごと創生本部」の設置が閣議決定され、同年１０月２２日には、以下

に示す「まち・ひと・しごと創生に関する政策を検討するに当たっての原則」

が示されている。 

 

（まち・ひと・しごと創生に関する政策を検討するに当たっての原則） 

まち・ひと・しごとの創生に向けては、人々が安心して生活を営み、子供を

産み育てられる社会環境を作り出すことによって、活力にあふれた地方の創生

を目指すことが急務の課題である。このため、地方において、「しごと」が「ひ

と」を呼び、「ひと」が「しごと」を呼び込む「好循環」を確立することで、地

方への新たな人の流れを生み出すとともに、その「好循環」を支える「まち」

に活力を取り戻すことに取り組むこととしている。 

この観点から、今後の検討にあたっては、以下の原則に即した政策を整備す

るよう徹底をはかる。 
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1) 自立性（自立を支援する施策） 

地方・地域・企業・個人の自立に資するものであること。この中で、外部人

材の活用や人づくりにつながる施策を優先課題とする。 

2) 将来性（夢を持つ前向きな施策） 

地方が主体となり行う、夢を持つ前向きな取り組みに対する支援に重点をお

くこと。 

3) 地域性（地域の実情等を踏まえた施策） 

国の施策の「縦割り」を排除し、客観的なデータにより各地域の実情や将来

性を十分に踏まえた、持続可能な施策を支援するものであること。 

4) 直接性（直接の支援効果のある施策） 

ひと・しごとの移転・創出を図り、これを支えるまちづくりを直接的に支援

するものであること 

5) 結果重視（結果を追求する施策） 

プロセスよりも結果を重視する支援であること。このため、目指すべき成果

が具体的に想定され、検証等がなされるものであること。 

 

更に、平成２７年１月９日に地方創生大臣名で発表された「地方創生の推進

について」によれば、国は、その長期ビジョンとして２０６０年に１億人程度

の人口を確保する中長期展望を提示するとともに、国の総合戦略（２０１５年

度から２０１９年度までの５か年の政策目標と施策）を策定することとしてい

る。一方、地方においては、地方人口ビジョンを提示すると同時に、地方版の

総合戦略（国と同期間内の政策目標と施策）の策定を同時並行で行うこととし

ている。 

つまり、地方公共団体の戦略策定と推進、すなわち地方が自立につながるよ

う自ら考え、責任を持って戦略を推進することと、国の支援として、「情報支援」、

「人的支援」、「財政支援」を切れ目なく展開するという、地方・国の同時並行

的な取り組みが提示されている。具体的な施策イメージは、地域経済分析シス

テムに関する「情報支援」、地方創生先行型の地域住民生活等緊急支援のための

交付金を経た平成２８年度以降の新型交付金の本格実施や税制・地方財政措置

（※企業の地方拠点強化に関する取組を促進するための税制措置や、地方創生

の取組に要する経費について地方財政計画に計上し、地方交付税を含む地方の
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一般財源確保等）による「財政支援」、同じく平成２８年度以降の実施が想定さ

れている「地方創生人材支援制度（※小規模市町村に国家公務員等を首長の補

佐として派遣）」や「地方創生コンシェルジェ制度（市町村等の要望に応じ、当

該地域に愛着・関心を持つ、意欲ある府省庁の職員を相談窓口として創出）」と

いった「人的支援」である。 

これらの基本的枠組みの中で、当初５年間の基本目標と主な重要業績評価指

標（ＫＰI）及び主な施策が次表のように整理されている。この中で、漁村活性

化に関係する主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）は、次のようなものがある。 

①農林水産品の輸出倍増（水産物輸出額：3500億） 

②浜の活力再生プランによる漁業所得の向上（漁業所得：10％以上） 

③農林水産業の成長産業化（6次産業市場：10兆円、就業者数：５万人創出） 

④訪日外国人旅行消費額３兆円へ（雇用者数：８万人創出） 

⑤地方移住の推進（年間移住あっせん件数：11,000件） 

⑥小さな拠点（多世代交流・多機能型）の形成 

⑦定住自立圏の形成促進（協定締結等圏域数：140） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ-1 まち・ひと・しごと創生「長期ビジョン」と「総合戦略」
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参考－漁村活性化の取組事例 

 既に多くの漁村で、地域の問題や課題に当事者が気づき、漁村活性化活動に取組み、一定の成果をあげている例が見られる。ここで

は、代表的な漁村活性化の成功事例と評価されている主な事例を紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 浜の活力再生プラン事例（長崎県上五島町) 
 

①地域の概要と活動のきっかけ 

当地区は、五島列島の北部に位置し、マアジ、サバ類、マダイ、ヒラマサ、

ブリ、イカ類、マグロ類、カツオ類、トビウオ、 タチウオなど多種多様の魚

種が来遊し、サザエやアワビ等の貝類も多く水揚げされる。しかし、離島地区

であるため、燃油、資材、出荷等にかかるコストが割高となっている。加えて、

近年の燃油価格高騰や魚価の低迷等も重なり、平成 14 年に 1,321 トンあった

水揚量も平成 25年度末には 878トンと減少している。 

上五島町では、平成 26 年に「浜の活力再生プラン」を策定し、魚種と時期
を限定し、活〆・血抜き・神経抜き・施氷・殺菌海水・箱詰の出荷基準を
満たした「五島箱入り娘」を漁協が認定したブランド出荷者が生産。また、

販路拡大のため、漁協移動販売車による福岡県での直接販売や漁協 HP を活用

したオンラインショップの開設など、魚価の向上に取り組んでいる。 

②活動の経緯と内容 
・上五島町漁協では、付加価値向上のため、平成 18 年度に「ブランド出荷者

認定制度」を創設し、鮮魚のブランド化（五島箱入り娘）を推進している。

水揚げ時期に応じた旬の魚介類として、ヤリイカ、イサキ、タチウオを主力

３姉妹とし、魚種ごとに出荷基準を設定しブランド化を図っており、市場に

おいて五島箱入り娘ブランドが確立されつつある。 

 

 

・上五島町漁協では、販路拡大のため、平成 23年度から移動販売車を導入し、
福岡圏内を中心に週 6 日のルート販売による個人向け主体の直販活動を実
施しており、その活動は販売先でも徐々に定着しつつある。この取組を一層
推進し、販売量・額の向上を図るため、漁協は、ルート販売についてインタ
ーネット・チラシ等による情報発信及び広報活動に取り組む。 

③活動の成果 

・主力３姉妹の単価は、ヤリイカ 1,587 円/kg、タチウオ 2,394 円/kg など、

箱入娘以外と比べると 115％～130％程度向上（平成 25 年実績）。また箱入

娘の年間出荷割合も全量のうち 20％程度まで増加。 

漁協による 

ブランド出荷

者講習会 

 魚種と時期を限定し、活〆・血抜き・神経抜き・施氷・

殺菌海水・箱詰等の出荷基準を満たした「五島箱入娘」

を漁協が認定したブランド出荷者が生産。 
生 

産 

 上五島町漁協が島からフェリーで出荷し、福岡市、久留米

市等で「五島箱入娘１号車」を走らせ直接販売。 

 上五島町漁協が「五島箱入娘オンラインショップ」を開設。 

月曜から土曜まで、

福岡コープ各支店

～JA市場各支店～

道の駅を走る。 

流 

通 

◆箱入娘を出荷する 

時期と魚種 
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(2) ６次産業化事例(島根県海士町) 
 

① 地域の概要と活動のきっかけ 

1 島 1 町の海士町は、ピーク（昭和 25 年頃）時には約 7千人近くあった人口

がその後一貫して減少し、過疎高齢化による地域活力の低下が顕著であった。

その間、離島振興法を背景に国の経済対策に呼応した公共事業投資により、社

会資本整備は格段に進み、島民の暮らしは改善されたものの、定住人口維持や

産業振興などの地域活性化効果に直接結びつくことはなかった。 

 このような状況に直面し、複数の農漁村を擁する海士町では、個々の集落単

位の活性化という観点ではなく、全町的島おこしのあり方を模索することにな

る。つまり、行政面でのリストラを進めると同時に、中長期戦略として、島の

生き残りをかけた攻めの戦略による活性化（①地域資源を活かした第１次産業

の再生を通じた島の産業創りによる雇用の場づくり、②成長を島の外にもとめ

る外貨の獲得）に取り組むことになる。具体的には、行政面では内部職員の縮

小と産業振興と定住促進対策セクションの充実が図られ、具体的地域再生戦略

を「海士地域デパートメントストアプラン」、つまり島まるごとブランド化で

地産地商を旗印に、地域資源を活用し、異なるもの同士をつなぎ、究極のふる

さと振興をめざした。 

② 活動の経緯と内容 
・平成 10 年から島が募集している商品開発研修生制度（これまで域外から通

算 25 人参加、定住者が７人）が考案した“島じゃ常識「さざえカレー」”の

商品化や天然塩（海士乃塩）を活用した島らしい産品（梅干し・塩辛・干物

等）づくり 

・種苗生産から育成・販売まで一貫しＵＩターン者(新規漁業就業者制度を活

用した都市住民Ｉターン者７人)と地元漁業者の協働による「隠岐海士のい

わがき・春香」が春から初夏限定ものとして首都圏のオイスターバーで好評 

・建設業者が“島生まれ、島育ち、隠岐牛”のブランド化を目指し異業種参入

の畜産会社を立ちあげ安定出荷体制を確立、単価アップと就業機会創出 

・漁業者とＩターン若者が農林水産物処理加工施設と海藻資源研究施設を整備 

 

し「隠岐産干しナマコ」 

のブランド化とナマコ・ 

アラメ種苗育成に加え、 

全国の磯焼け解消に役立 

つと考えられるツルアラ 

メの種苗育成研究に着手 
 

③活動の成果 

・地域資源活用モノづく 

り運動に呼応した集落 

やグループなど活動団 

体が７組結成、326 世 

帯、482人のＩターン 

者が町に定住(平成 27 

年３月末情報)するこ 

とになった。町として 

は、総人口自体が増え 

たわけではないが、人 

口構成のバランスがよ 

くなったと高く評価さ 

れている。 

・都市との交流活動（特 

に地元中学校と首都圏 

の大学間交流）は、そ 

の後の継続的交流のき 

っかけとなり、海士応 

 援団の増加につながる。 

（海士町 離島版・雇用創造コンセプト） 

（環境型新漁業創造に向けた離島発６次産業化の展開コンセプト） 
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(3) ６次産業化事例(漁協直営食堂「ばんや」千葉県鋸南町) 
 
①地域の概要と活動のきっかけ 
保田漁協直営ではじまった海鮮レストラン「ばんや」は、房総半島の東京湾

側に面した鋸南町に位置している。鋸南町は人口約１万人で、町の主要な産業

は農業と水産業である。温暖な気候から観光客の来訪も多く、海水浴、釣り、

鋸山へのハイキング、寺社参拝等を目的に年間 60万人程度が訪れている。 

保田漁港は、東京湾の中央部に位置し、目の前には「江戸前」の豊かな漁場

が広がっている。「ばんや」は、豊かな東京湾で揚がった新鮮な魚介類を提供

するレストランとして開業した。施設は保田漁港内にあり、房総半島先端部の

館山市へと通じる国道 127号線に隣接している。千葉県内だけでなく、東京都

や神奈川県からのアクセスも良く、保田漁港にはプレジャーボートの停泊施設

もあり、神奈川県方面からボートやヨットで訪れる客も多く、近隣には道の駅

や海水浴場などの観光スポットも点在している。 
 

②活動の経緯と内容 
【きっかけ】 

「ばんや」は、平成 7 年に保田漁協直営の食堂と 

してスタート。はじめは、中古のコンテナを用い 

て定置網乗組員向けの食堂として事業を開始した。 

当初の施設はまさに手作りの掘立小屋だったが、 

素朴な建物と新鮮な食材が大好評となり、口コミ 

で顧客が拡がっていった。 

【事業拡大】 

顧客の増加とともに施設が手狭となり、利用者 

長時間待たせてしまうことも多くなってきたため、 

平成 12年 4 月には千葉県および鋸南町からの支 

援を得て総事業費 8,000万円を投じて新たに第２ 

ばんやを整備した。更に平成 14 年には第１ばん 

やを改築、平成 20 年には第３ばんやを新築。 

【その他事業への展開】 

「ばんや」には付随する施設としてプレジャーボ 

ート係留用の桟橋や陸上保管施設、温泉・宿泊施 

設「ばんやの湯」、遊覧船や定置網の水揚見学の他 

「ばんや横丁」と称するショッピングモールもあり 

海産物のお土産を販売する「ショップＫ＆Ｓ］、ソフトクリームやカキ氷を販

売する「海賊屋」、手作りの干物を販売する「栄丸」等の店舗がある。 

これらの店舗は漁協組合員が経営しており、組合員の副業機会を創出し、付

加価値型販売や雇用の創出に寄与している。 

 
③活動の成果 
○前浜で水揚げされる水産物の高付加価値化が実現した→※総仕入額 32７百

万円に対し売上額 752 百万円 

○地元雇用の確保。（平日：30～40 人/日、休日：60～70人/日） 

○周辺の小規模観光地への波及効果による地域経済への貢献。 

○水揚物を食堂で販売することで、生産者（組合員）の安心感につながる。 

○漁協経営を支える大きな柱に成長＝漁協事業の収益の 75％を食堂部門で捻

出→平成 24年より株式会社化した（社長は元組合員。施設は漁協の所有の

まますべての事業を運営委託）。 

 
●成功のポイント 
・強力なリーダーシップを持つ漁協組合長が主導して事業を展開したこと。 

・漁協自営定置漁獲物を活用（前浜の魚）→様々なメニュー展開が可能。 

・房総半島の各観光地に通じる国道沿いという、来訪者を誘致しやすい立地。 

・本格開業が、東京湾アクアラインの整備や高速道路の開通等、高規格交通イ

ンフラが充実した時期であったこと。 

・近隣に観光地が点在しており、ゴルフや釣り等のレジャーも盛んなため、立

ち寄り利用客が多かったこと。 

・地元産の新鮮な食材と料理のボリュームから、常連客の口コミだけでなくマ

スコミで多数紹介されたこと。 

・交通インフラ整備に対応した適切なタイミングでの施設規模の拡大。 

・事業拡大の際に、各種補助事業を効果的に活用したこと。 

・前浜だけでは不足する食材を近隣の漁港からも仕入れられるルートを確保で

きたこと（現在は天羽～勝浦までが食材の仕入れエリアとなっている）。 
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  (4)  異業種連携事例（ネクトンＬＬＰ／静岡県 熱海市） 
 

① 地域の概要と活動のきっかけ 

網代漁港は静岡県の東端に位置する熱海市内に所在し、都内から約 2時間の

距離に位置する。古くから港町として栄え、戦後は定置網漁業の基地として有

名になった。周辺海域は古くから優良漁場として知られていたが、平成に入っ

てから水揚げ量が減少、漁船や漁網の老朽化や従業員の離職も重なって厳しい

経営状況となっていた。当時、漁網メーカーに勤務していたＭ氏は、こうした

状況を打破すべく当時宮城県で定置網を操業していたＳ氏とともに新体制で

操業を再開、水産庁事業を積極的に活用するなどしてさまざまな取組みを行う

ことで産地魚価を向上させ、水産系業界紙の記者を経て漁業者となったＨ氏を

筆頭に若手漁業者中心の活気ある定置網漁業を実現するとともに、地元の各方

面に波及効果を生み出し、地域の活性化に貢献している。 

 

② 活動の経緯と内容 
・水揚げの効率化 

・指値システムの構築による産地魚価の向上 

・高鮮度保持技術の導入 

・製品ブランドの創出と知名度の向上 

 

 

③活動の成果 

○水産庁の助成事業を活用することにより大型選別機を導入し、多段選別を実

施することで水揚げ作業の効率化を図った。これにより、3時間以上を要し

ていた水揚げ作業を 1 時間以内に短縮した。 

○浄水・電解殺菌冷却海水製造貯蔵装を導入することで衛生管理体制を強化し

た。選別中の魚体温度の上昇を防ぐことができ、高鮮度の鮮魚を安定して出

荷することが可能になった。 

○ネクトンの職務担当者が漁獲物の最低落札価格を決め、いとう漁協網代支 

所の協力の下で指値入札・セリ価格販売を実施している。入札・セリによ

る販売が成立しない魚は全量ネクトンＬＬＰが引き取って箱詰めし、独自

の販路で直接出荷販売することで水揚げと需要のミスマッチを解消。産地

価格の下支えと適正な価格形成を実現した。 

○これまで売り物にならず廃棄されていた未利用魚、低利用魚を干物や蒲鉾な

どの加工品の原料として活用している。また、販売金額の向上と新たな雇用

の創出につながりようになった。 

○活魚出荷の対象にならなかった魚種やロットのまとまらない魚を活魚出荷

することにより新たなマーケットを創出し、魚価向上につながった。 

○船上作業において配置換えを頻繁に行うことにより、仕事に対するモチベー

ションが向上した。仕事の問題が原因での離職はほとんどなくなった。 

「年収 400 万円」を提示することで、若手漁業者の採用が増加し、10 年前

に 60 歳前後だった平均年齢は 30 代前半になった。県内の水産系高等学校

からの就職も多く、将来的に独立を目指す漁業者の学びの場として機能し

ている。 

 

●成功のポイント 

・優良漁場を抱える定置網漁業会社と鮮魚販売ノウハウを持つ製網会社社員が

連携し、漁獲物の市場外流通を進めるという新ビジネスモデルを展開したこ

と。 

・県や地元魚市場を開設するという漁業協同組合の協力が得られたこと。 

・異業種での職務経験豊富な社員がアイディアを出しながら事業を進めてきた

こと 等 

 

 

立ち上げ段階で、水産庁助成事業の活用にあたっては発起人周辺の人的

ネットワークを最大限に活用できた。また、優良漁場を抱える定置網漁業

会社と鮮魚販売のノウハウを持つ製網会社社員が連携し、漁獲物の市場外

流通を進めるという新しいビジネスモデルを展開したことに加え、県水産
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  (5)  輸出促進事例（鹿児島県東町漁協） 
 

③活動の成果と課題 

このような取組みの結果、現在、東町の輸出実績は世界 21カ国に及び、特

に、北米がメインの輸出先となっている。 

国内需要と価格低迷の解決策を輸出に活路を見出すべく取組んだ東町にお

けるブリ類の輸出単価は、全国及び鹿児島県の単価に比べ、約 7割程度高いと

いう好成績を達する。このような高単価で販売できる海外市場は東町漁協にと

って、魅力的で重要な販路となっている。 

また、町内養殖生産総量のうち一定量が輸出に仕向けられることによって、

国内向けの需給調整が図られる結果となり、国内販売単価の維持にも寄与する

という相乗効果も見られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①地域の概要と活動のきっかけ 

東町は鹿児島県の北西部に位置し、県の最北端に立地する長島（長島本島）

の東部を占め、18の島で構成される離島町である。静穏な島影やリアス式海岸

を活用して、東町漁協では、昭和 42年から魚類養殖を導入している。 

平成 12年頃には、特にブリを主と 

する養殖生産については、単一漁協あ 

たりの陸揚げ金額では全国一位となっ 

ている。当初、これら養殖生産物は、 

「○東（まるひがし）」ブランドとして 

主に大消費地である関東、関西方面に 

出荷していた。 

 一方、養殖ブリの国内需要、単価の 

頭打ち傾向の中、漁協では、昭和 57年 

に養殖ブリの対米輸出を開始している。  

 

②活動の経緯と内容 
平成 10年には対米 HACCP認証を取得、平成 15年には対ＥＵ輸出水産物施設

として認定されている。そして、平成 17 年には中国への輸出を開始するなど

輸出対象国を増加させ、国内需要の伸び悩む養殖ブリの輸出を推進した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(東町漁協における養殖ブリの輸出取組み経緯) 
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(6)  観光体験交流事例（三重県鳥羽市答志島） 
 

①地域の概要と活動のきっかけ 

答志島は、三重県鳥羽市の本土から船で約 35 分の所に位置し、島民の多く

は漁業関係者である。水揚高は志摩地域でトップクラスであり、海苔・ワカメ

養殖、海女漁等が盛んである。地域の子供たちを地域で育てる「寝屋子制度」

が今も残り、地域住民同士の絆が深い地域でもある。  

鳥羽市は集客交流を効果的に実施するための戦略について検討する「2005 年鳥

羽市戦略プラン作成委員会」を組織し、その下部組織である「2005年鳥羽市戦

略プラン作成委員会ワーキンググループ（以下ＷＧと表記）」が平成 13 年 5月

に結成された。このＷＧでは、「島の宝」を発掘することに力を入れ、島民の

暮らしに視点を置いた戦略を立てた。その後、平成 14 年度から答志島をモデ

ルケースとして「島の旅」構想の取組みを始めることになる。 

 

②活動の経緯と内容 
平成 16 年 6 月、市職員有志で結成されたＷＧで、島のさまざまを調べ、こ

れらを活用する方策を議論するとともに、その実践団体として「島の旅社」が

設立された。 その後、島の旅社代表のＹＳ氏（答志島出身）と事務局長を務

めるＹＭ氏（大阪から答志に嫁ぎ、外部者としての視点で島文化を発信）と事

務局員であるＮＭ氏（答志島和具出身で、島内に精通、その人脈を活かし、体

験活動のインストラクターや協力者集めを行っている）が事務局を構成し、窓

口機能を発揮しつつ、島内の協力者と連携しながら活動を継続させている。 

 

 

 

 

 

 
 

●成功のポイント 

・初期段階で産学官が連携し、「島の宝（地域資源）」の発掘を徹底的に行った。 

・島内自主組織との入念な準備・計画期間があったこと。 

・時給制ながら専任の企画・立案事務局人材配置があったこと。 

・答志島特有の寝屋子制度を通じた協力者・賛同者の輪の広がったこと 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（活動の運営体制模式図）       （島の旅社パンンフレット） 

③活動の成果 

○活動開始 3年目の平成 19年以降、島の旅社を通じた来訪客は毎年 800 人を越

え、特に「浮島自然水族館」はリピーターが多い。「路地裏＆海女小屋体験」の参

加者や体験学習で訪れる生徒数も年々増加している。更に、活動継続を通じて、

事業への協力者（島民）も増え、参加する子ども達とのふれあいを楽しみにしてい

るお年寄りも多くいる。 

○補助金などを活用し、観光マップに限らず、津波避難マップの作成など行政的な

役割を果たしている面もある。活動のユニークさから各種メディアにとりあげられる

機会が増え、島外に出た人たちからの連絡が増えるようになってきている。 

 

 

 

 

 

 

 

（島の旅社推進協議会関連来訪客数と体験学習参加学校数の推移） 

 

● 漁業体験 市場見学、干物づくり、ロープ教室、海女小屋見学、漁師・海女の話等

● クラフト体験 シェルキャンドルづくり、ホラ貝磨き、貝殻花びんづくり、貝紫染め等

● 自然体験 無人島磯体験（浮島自然水族館）、貝殻拾い、海水浴等

● 島の暮らし体験 路地裏スタンプラリー、ゴミ拾い（環境学習）、寝屋子制度等

● 食事体験 海女小屋食事体験、海の幸お料理、島のおやつづくり等

● ウェルネスの旅 島内ウォーキングと管理栄養士監修の食事付きツアー等
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  (7)  観光体験交流事例（大分県佐伯市の漁協蒲江下入津支店の女性部と青年部の活動） 
 

①地域の概要と活動のきっかけ 

蒲江地区は、合併前は大分県の南東部沿岸にあった旧蒲江町であり、町内に

には、県の総合的な体験交流複合施設「マリンカルチャーセンター」が立地し、

漁業と交流観光に過疎の町の活性化を託してきた。2005 年 3 月に、佐伯市旧蒲

江町を含む南海部郡 5 町 3村は合併し、新たに佐伯市となった。 

大分県佐伯市の大分県漁協蒲江下入津支店の女性部と青年部の取組みは、先

ず次代の漁業振興や漁村活性化の主たる担い手である漁協女性部と青年部が

連携して、研修や講習等を経た情報や知見の蓄積を経て、共通の意識向上を図

るとこから出発し、漁村の現状や問題点・課題への気づきを確実に次の段階に

進め、広げていっている。 

②活動の経緯と内容 
・女性部メンバーは、地元イベントや地元小中学校魚食普及活動などに積極的 

に参加するようになる。このような取組みは、地元の環境保全に関する住民

意向調査や、全県単位の水産振興祭り、東九州自動車道開通記念イベントへ

の参加など少しずつ範囲をひろげた活動に結び付いていく。 

・一方、青年部も元気である。地元青年部が企画運営した「浜祭り」イベント

を、自ら楽しみながら、地域の人々に元気を与えるかたちで実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（蒲江まるかじりフェア浦の市参加） （蒲江翔南中学校 調理教室指導） 

資料－浪井洋子（大分県漁協女性部長）提供 

・このような取組みは、地域全体に波及しつつあり、地元特産品の養殖ブリを

使ったハンバーグと切り身を甘辛ソースで味付けした「ブリまん」を地元小

学生が考案、人気商品として“道の駅蒲江”で販売中である。また、青年部

の活動は、かぼすブリやかぼすヒラメなどのブランド化への努力に加え、筏 

コンサートや定期的な入 
り江オープンカフェ、漁 
師レストランなど外来者 
との交流活動にブラッシ 
ュアップされつつある 

 

③活動の成果 

漁村活性化に向けて、 

女性部、青年部が歩調を 

合わせて、地域の課題や 

問題に気づき、自らの資 

質の向上を忘れず、地元 

住民や学校等との協働を 

経て、自ら楽しみながら 

次のステップに着実に歩 

を進めていることが分か 

る。現在、“かまえ流体験 

プラン～あまべ体験”と銘打った、各種漁業体験や調理体験等を商品化して、

次の段階の漁村活性化を模索しているところである。 

（漁協青年部主催の浜祭りの様子） 
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(8)  防災減災対策事例（徳島県美波町阿部地区～マイ避難路～） 
 
①地域の概要と活動のきっかけ 

①地域の概要と活動のきっかけ 

美波町阿部地区は、県都徳島市から車で２時間程の県央の地形の厳しいリアス

海岸沿いにあった旧由岐町に立地する小規模漁村である。磯根漁業が盛んで基

幹産業は漁業であるが、近年の資源の減少と単価の低迷の中で過疎高齢化が進

んでいる。 

一方、東日本大震災後、公表された南海トラフ地震想定津波による浸水区域

想定があまりにも衝撃的であったことから、阿部地区では、地区の住民の自発

的自主防災組織が、既存の道路だけを避難路と位置付けるのではなく、万一の

場合は、個々の住宅地の中を通り最短で逃げることが可能な歩行系の避難路を

住民主体で自力建設を進めている。つまり、既存の道路（公道）だけを利用し

て避難すると仮定すると、高台にある家から一旦低地部に降りなければならな

いという矛盾に気付いた住民の発意で始まった取組みである。 

 

②活動の経緯と内容 

阿部地区は、平地が少ない山がちの典型的な密居集落で、高齢化も進んでいる

が、漁業依存度の高い漁村であることから、強いコミュニティが残っており、

住民主体の防災組織が既にあり、問題認識の共有と合意形成のプロセスを経

て、大規模地震・津波発生時の避難に関する抜本的解決策としての“マイ避難

路”整備の着手に要する時間は、さほどかからなかった。 

なお、マイ避難路整備は、一切の補助金を使用せず、資材も工事も住民自らの

自力建設によっている。濃密なコミュニティの存在と自ら探し、計画し、相談

し、つくるという一連の作業を住民が自主自立的に行ったことは、より防災意

識を高めると同時に、避難イメージをそれぞれがしっかりと頭に叩き込むこと

に成功している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（住民手づくりによる“阿部地区防災マップ”） 

③活動の成果 

なお、マイ避難路整備は、一切の補助金を使用せず、資材も工事も住民自らの

自力建設によっている。濃密なコミュニティの存在と自ら探し、計画し、相談

し、つくるという一連の作業を住民が自主自立的に行ったことは、より防災意

識を高めると同時に、避難イメージをそれぞれがしっかりと頭に叩き込むこと

に成功している。 

 

●成功のポイント 
 阿部のアワビの集落資源管理と総有、再分配の伝統的な漁村共同体の存在

と、喫緊のテーマとしての南海トラフ地震・津波への対処の必要性が、東日本

大震災被災地視察等を経て、強烈に地域住民に共有された。 
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(9)  多面的機能事例（熊本県熊本市天明水の会） 
 
①地域の概要と活動のきっかけ 

漁業や漁村の多面的機能を守り、維持する活動が、同時に漁村活性化に結び

付いている活動例も多い。熊本県熊本市のＮＰＯ法人「天明水の会」の活動も

そのひとつである。有明海のアサリ漁業者等を中心に、熊本市との合併により、

ふるさと“天明”の地名が無くなることに違和感を覚えた地域おこしを志す自

主的な海の仲間により、ＮＰＯ法人は、平成４年（1992 年）7月に発足し、既

に四半世紀の活動実績を持つ。熊本市天明地区は有明海、緑川に面する漁業、

農業が盛んな地域で、いずれも水と深く関わることから、水環境を通したまち

おこし、活性化を図るのが当初からの目的だった。 

 
②活動の経緯と内容 
ある時、自宅近くを流れる緑川河口の太宗魚種だった“アサリが消えた”こ

とがきっかけで、緑川でつながる海と山との地域間交流が始まった。発足から

四半世紀が経ち、これまで取り組んだ会の活動内容はさまざまで、 

①川の愛護のため親子でのカヌーによる川下り体験 

②緑川河口から約 80ｋｍも上流の九州山地の国有林に約 40ヘクタールもの

「漁民の森」を植林 

③緑川流域一斉清掃（緑川の日） 

④ノリ養殖に使う竹の廃材を再利用した竹炭による川の浄化 

などの実績を積み、多くの人々の関心と共感の輪を広げていった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料－天明水の会Ｆacebook 

https://www.facebook.com/%E5%A4%A9%E6%98%8E%E6%B0%B4%E3%81%AE%E4%BC%9A-48861895243873/ 

（緑川の下流と上流で催される天明水の会の自然環境保全活動） 

③活動の成果 

10 年～20年後の結果を長い目で見通した水質保全と環境改善活動は、その

志の高さと一般市民意識の成熟が合致した広範な市民運動の域に達し、関係者

間の地域おこしへの意欲が更に高まっている TEIRU たことも大きな成果であ

る。このような地域や自然環境に根差した会の活動は、肥後の水資源愛護賞、

環境水俣賞、日本水大賞の市民活動賞、緑化推進の内閣総理大臣表彰などとい

った評価を受けている。 

 

●成功のポイント 

 何よりも、活動主体メンバー自らが楽しんで取組んでいることが活動の推進

力になっている。また、山、川、海という水をキーワードとした環境保全の考

え方は万人に共感を得ると同時に、単に環境保全運動を実施するのではなく、

それを体験交流イベントに仕上げていることが、仲間を拡大する要因になって

いる。 
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(10)  北海道マリンビジョン事例(北海道寿都町) 
 
①地域の概要と活動のきっかけ 

寿都町は、人口約 4,000人で、漁業と水産加工業が盛んな町である。しかし、

過疎高齢化の進行や漁獲物単価の低迷と漁業就業者の減少、観光業の低迷等が

地域の課題となっていた。協議会では、山・川・海がコンパクトにまとまった

特徴的な自然と水産業を核とした地域産業、自然と共生した生活・文化を活か

し、①既存資源の付加価値化と活用、②既存地域おこし組織機能強化と実践、

③既存の交流実績活用、④黒松内町や酪農など他産業との広域・異業種連携を

通じた、「寿都・後志ツーリズム交流文化圏」の形成を目指している。交流人

口増を契機に「水産業他既存産業との連携」、「新たな交流関連産業創出」など

経済波及と共に、地域の“元気”を創出します。これらの取組みにより、交流

人口の増加、U・I ターン定住人口、季節定住人口の増加や域外応援団の創出を

目的としている。 
 
②活動の経緯と内容 
【ビジョン】 

「海の駅」、「寿都漁港」、「中心市街地商店街」が一体となった集客・交流の

核の形成を目指すと共に、基幹産業である寿都湾漁業の振興を共存共栄させた

地域振興をめざす。 

【主な活動】 

・地域振興の目指す姿は、①自然環境の維持保全（最大の財産であり地域資源）、

②自主・自律の地域おこし組織の創出と実践、③地域住民への地域おこし情

報提供と全員参加の地域おこし意識醸成、④多様なツーリズム観光の振興で

ある。 

・水産業振興の目指す姿は、①沿岸漁業生産基盤である寿都湾の漁場環境の維

持・保全、②地域生産漁獲物の単価向上、③沿岸漁家経営の体質強化による

所得確保と将来の漁業の担い手確保、④基幹産業である水産加工業の更なる

発展、⑤資源管理・増養殖の取組み、⑥水産物安定供給体制の確立である。 
 
●成功のポイント 

取組みの最も重要な視点は、１町１漁協体制で、７漁港漁村を対象とした漁

業及び地域振興を考察、計画、実践する際に、テーマ毎に施策を地域全体に波

及をもたらすかたちで取組主体や地域を柔軟に設定、取組み波及の範囲を広げ

いったことにある。その際、個々の漁港漁村の要請や課題を吸い上げると共に、

全体波及のしくみ、点から面に活動を広げていく役割を町と漁協が担う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（寿都町の磯焼け対策の全体像） 

③活動の成果 

○主漁場である湾内の磯焼け 

対策（加工残滓や間伐材を 

活用した施肥）と漁港泊地 

 内での高級資源（漁獲した 

小型ウニ・ナマコ等）の蓄 

養・増養殖水面確保と未利 

用海藻を活用した餌料開発 

によるウニ単価向上と寿都 

湾基礎生産力の向上。 

・魚価向上と漁村活性化に向 

けて直販施設運営、都市漁 

村交流事業に着手し、交流 

人口や修学旅行体験校の増 

加が見られるようになった。 
・寿都町の知名度の向上と学 
校等との継続的交流 等 

（寿都町の漁業を中心とした体験交流事業の概要） 

 

（寿都町の漁業を中心とした体験交流事業の概要） 
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■
雪
氷
熱
を
荷
捌
所
の
冷
却
シ
ス
テ
ム
に
活
用

 
■
風
力
発
電
と
道
の
駅
へ
の
活
用

 

新
潟
県
上
越
市

 
名
立
漁
港
（第

２
種
）
 
漁
港
管
理
者
：新

潟
県

 
北
海
道
苫
前
郡
苫
前
町

 
苫
前
漁
港
（第

３
種
） 
漁
港
管
理
者
：北

海
道

 


