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水産政策の改革の経緯

平成２９年 ４月２８日
新たな「水産基本計画」策定

平成２９年１２月 ８日
「農林水産業・地域の活力創造プラン」改訂
（「水産政策の改革の方向性」）

平成３０年 ６月 １日
「農林水産業・地域の活力創造プラン」改訂
（「水産政策の改革について」）

平成３０年１２月８日
改正漁業法成立（同年１２月１４日公布、令和２年12月１日施行）

「数量管理等による資源管理の充実や漁業の成長産業化等を強
力に進めるために必要な施策」等について検討

「水産政策の改革の方向性」に沿って、具体的な内容について検討

改正漁業法について、国会における審議
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水産基本法（平成13年６月制定）
〇 水産物の安定供給の確保
〇 水産業の健全な発展

基
本
理
念

『水産基本計画』の策定：平成14年３月閣議決定
（見直し）平成19年３月、平成24年３月、平成29年４月
（次期） 令和４年３月（目途）閣議決定（予定）

次期水産基本計画の検討の視点

・外食産業の売上は減少傾向である一方、水産物のスーパーマーケットにおける販売額は増加傾向にあり、それ
に伴い内食需要も増加
・被災3県の水揚げ状況は、震災前の７割程度まで回復。他方、水産物への風評被害はいまだに根強く存在。

・SDGｓや環境問題への関心が国内外で高まり、重要な行動規範としてあらゆる産業に浸透
・食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現することを目指し、本年5月にみどりの

食料システム戦略を策定
・ICT等の新技術の開発や社会全体のデジタル化が進展

水産をめぐる情勢

生産性・持続可能性の高
い漁業構造の構築

地球環境問題や新型コロ
ナウイルス感染症、東日
本大震災等への対応

検討の視点

適切な資源管理の着実な
実行

漁港・漁村の活性化と漁港
のフル活用

・資源評価対象魚種のうち半数は低位だが、国民生活上重要な魚種は約７割が中位または高位
・これまで資源評価対象としていた50種から令和5（2020）年度までに200種程度に対象種を拡大

・漁業就業者数 2003年 23.8万人 → 2018年 15.2万人
・指定漁業は船齢23年が中央値であり、全体の半数の漁船が船齢20年を超えており、高船齢化が進行

・世界の１人当たりの食用魚介類供給量は過去半世紀で約２倍に増加 （1961年 9.0 kg → 2017年 20.4 kg）

・我が国の１人当たりの食用魚介類の年間消費量は減少傾向（1991年66.7 kg → 2018年 44.7 kg）

・世界の漁業・養殖業生産量は過去半世紀で約６倍に増加（1960年 3,687万トン → 2017年 2億1,209万トン）

・我が国の漁業・養殖業生産量は減少傾向 （1988年 1,278万トン → 2018年 442万トン）

地球環境問題への関心の高まりやデジタル化等の進展

漁業者の減少・高齢化、漁船の高船齢化

世界の水産物需要の増加、我が国水産物消費量の減少

我が国の水産資源、資源管理の現状

新型コロナウイルス感染症や東日本大震災等の影響

世界の漁業・養殖業生産量は増加、我が国漁業・養殖業生産量は減少

マーケットイン型養殖業
への転換

輸出を視野に入れた競争
力ある流通構造の確立

ICT等の新技術の活用

・水産物の産地市場は、小規模な市場が多く、市場当たり買受人数も減少傾向
・我が国における海外への水産物の輸出は増加傾向（2010年1,955億円 → 2019年2,873億円）

水産物の産地市場の現状、我が国水産物輸出額の増加

令和2年12月に施行された改正漁業法に基づき、水産改革の着実な実施を推進
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１．適切な資源管理の着実な実行
（１）資源評価の精度向上と理解の醸成

①評価対象種の拡大････････････････････････････４
②評価精度の向上･･････････････････････････････５
③透明性の確保・理解の醸成････････････････････６

（２）数量管理等による資源管理の充実
①ＴＡＣ対象魚種の拡大････････････････････････７
②ＩＱ方式の活用･･････････････････････････････８
③資源管理協定への移行････････････････････････９
④数量管理導入に伴う規制緩和･･････････････････10

（３）資源管理のルールの遵守を担保する仕組み
の推進

①密漁対策････････････････････････････････････11
②取締体制の強化･･････････････････････････････12

２．生産性・持続可能性の高い漁業構造の構築
（１）持続的な漁業の確立

①沿岸漁業････････････････････････････････････13
②沖合漁業････････････････････････････････････14
③遠洋漁業････････････････････････････････････15

（２）漁業経営体の育成････････････････････････････16

（３）漁業人材の育成・確保等
①新規就業者の育成・確保･･････････････････････18
②水産教育････････････････････････････････････19
③外国人材の受入れ････････････････････････････20

３．マーケットイン型養殖業への転換
（１）安定的かつ収益性の高い経営の推進････････････21
（２）栽培漁業及びサケ・マスふ化放流事業･･････････24

水産政策の体系

４．輸出を視野に入れた競争力ある流通構造
の確立

（１）加工・流通・消費に関する施策の展開
①加工･･･････････････････････････････････25
②流通･･･････････････････････････････････26
③消費･･･････････････････････････････････27
④エコラベルの普及･･･････････････････････28

（２）我が国水産物の輸出促進施策の展開･･･････29

５．ＩＣＴ等の新技術の活用
水産業における調査・研究・技術開発の戦
略的推進･･･････････････････････････････････31

６．漁港・漁村の活性化と漁港のフル活用
（１）水産業の競争力強化と輸出促進に向け

た漁港等の機能向上･････････････････････33

（２）漁港ストックの 大限の活用と漁村の
にぎわいの創出･････････････････････････34

（３）漁協系統組織の役割発揮・再編整備･･･････35

７．地球環境問題、東日本大震災等への対応
（１）漁場環境の保全と生態系の維持･･･････････37

（２）東日本大震災からの復興
①着実な復旧・復興･･･････････････････････39
②原発事故の影響の克服･･･････････････････40
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＜これまでの取組と主な成果＞
・水産改革で具体的な方向性を示し、改正漁業法で資源評価を実施するための調査を規定
・資源調査・評価の充実に向け、令和５年度までに、資源評価対象魚種を200種程度に拡大
・ＴＡＣ候補15種について、ＭＳＹベースでの資源評価を推進し、資源管理手法検討部会にて論点や意見を整理

・資源調査・評価のための漁獲情報等の収集に向け、令和５年度までに、主要な漁協・産地市場から400市場以上を目途に産地水揚
げ情報を収集

(１)改正漁業法においては、大臣許可漁業に加え、知事許可漁業にも漁獲実績報告
を義務付けるとともに、漁業権漁業についても資源管理や漁場利用の状況報告
を義務化することとし、漁獲情報等のデータ量を拡大

(２)主要な漁協・産地市場から、400市場以上を目途に水揚げ情報を電子的に収集
し、資源調査・評価に活用できる体制を構築

・資源評価対象魚種（約200種）の評価の推進及び精度の向上。資源調査等の充実のために水揚情報を電子的に収集する体制を
整備

資源評価の精度向上と理解の醸成（①評価対象種の拡大）

基本計画
• 沿岸魚種は、多種多様で地域固有のものも多いことに加え、様々な漁業により地域的に利用されてきたため、

資源評価対象となりにくい実態があった。一方で、近年このような資源評価の未実施種の漁獲の落ち込みが
大きい。効果的な対策を講じるには、この原因が浅海域の開発等回復不可能なものか、あるいは資源管理に
よっては回復し得るものかを把握する必要もあり、関係都道府県との連携を強化しつつ、可能な範囲で資源
評価対象種の拡大等を図る。
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＜今後の課題＞

平成30年度(計50魚種)

令和２年度(計119魚種)

令和元年度(計67魚種)

トロール調査 調査船調査 市場調査

以降
調査データの蓄積→評価実施・結果公表

※データ蓄積を通じ資源評価精度の向上を図る。

第９条 農林水産大臣は、海洋環境に関する情報、水産資源の生息又は生育の状況に関する情報、採捕及び漁ろうの実績に関する情報その他の資源評価（水産資源の資源量の水準及びその動向に関する評価をいう。以下

この章において同じ。）を行うために必要となる情報を収集するための調査（以下この条及び次条第三項において「資源調査」という。）を行うものとする。
２ 農林水産大臣は、資源調査を行うに当たつては、人工衛星に搭載される観測用機器、船舶に搭載される魚群探知機その他の機器を用いて、情報を効率的に収集するよう努めるものとする。
３ 農林水産大臣は、資源調査の結果に基づき、 新の科学的知見を踏まえて資源評価を実施するものとする。
４ 農林水産大臣は、資源評価を行うに当たつては、全ての種類の水産資源について評価を行うよう努めるものとする。
５ 農林水産大臣は、国立研究開発法人水産研究・教育機構に、資源調査又は資源評価に関する業務を行わせることができる。

改正漁業法の関連規定



資源評価の精度向上と理解の醸成(②評価精度の向上）

基本計画
• 既に資源評価を実施している沖合の主要魚種に関しては、数量管理の拡充を念頭に、評価精度向上を図る

ため、これまでの調査船調査や漁獲物調査を確実に継続する。

＜これまでの取組と主な成果＞
【改正漁業法に基づくＴＡＣ管理への移行】

これまで指定されたＴＡＣ８魚種について、ＭＳＹベースの資源評価結果を公表し、資源管理方針に関する検討会（ステー
クホルダー会合）における漁業者をはじめとする関係者との議論を経て、令和３年漁期から改正漁業法に基づくＴＡＣ管理
へと移行
 サバ類 令和２年７月から先行実施
 マイワシ、マアジ、サンマ、クロマグロ（沖合） 令和３年１月開始
 スケトウダラ、スルメイカ、クロマグロ（沿岸） 令和３年４月開始
 ズワイガニ 令和３年７月開始

【調査船調査や市場調査の実施】

（１）ＭＳＹベースの資源評価に向けた評価精度の向上のため、現行ＴＡＣ魚種に対する調査船調査等を拡大

（２）令和５年度には、資源評価対象魚種を192種へ拡大することに対応するため、漁獲物を調べるための市場調査等を拡大

（３）スルメイカ、サンマ、サケの不漁を踏まえ、産卵場や稚魚の発生、餌料環境並びに水温及び海流等の情報を収集し、海洋
環境と資源変動及び漁場形成との関係を把握するための調査を推進

【資源評価の高度化】

国際的に遜色のない資源管理への理解を深めるため、神戸チャートを導入

資源ごとに、
① ＭＳＹを達成するために必要な「資源量」と「漁獲の強さ」を算出し、
② それらと現在の「資源量」と「漁獲の強さ」を比較した評価を行うとともに、
③ 行政機関がＭＳＹを達成させるための管理方法の検討を行う材料を提供

・資源評価対象魚種200種について、情報に応じた資源評価の分類と目標設定が必要
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【神戸チャート】

我が国の資源評価は、従来は資源量だけであっ
たが、神戸チャートを導入し、漁獲の強さに加
え、 大持続生産量を達成する水準との関係を
評価。

＜今後の課題＞



＜これまでの取組と主な成果＞
【資源評価の独立性・透明性の確保】
（１）資源調査・評価を一元的かつ効率的に行うべく、水産研究・教育機構の資源研究部門を見直し、令和２年７月に「水産資

源研究センター」を設置。水産資源研究センター（水研機構）と都道府県研究機関や大学等との連携を強化

（２）水産資源研究センターにおいては、資源評価の独立性を確保する
体制をとるとともに、評価結果の科学的客観性や妥当性等を担保
するため、外国の研究者を含めた外部有識者による検証を実施

（３）漁業者をはじめとする国民の皆さんが資源状況と資源評価・管理
の方向性について共通の認識を持てるようコミュニケーション能
力を高めつつ、これらの情報を理解しやすい形で積極的に公表し
ていく予定

資源評価の精度向上と理解の醸成（③透明性の確保・理解の醸成）

基本計画
• 資源評価を受託実施している国立研究開発法人水産研究・教育機構の果たすべき役割を資源評価の独立性

の観点から明確化するとともに、その評価手法や結果の透明性の確保に努める。

• 様々な機会を利用し、漁業関係者のみならず消費者も含めた国民全般が資源状況と資源評価・管理の方向
性について共通の認識を持てるようこれらの情報を理解しやすい形で積極的に公表していく。
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【新たな資源管理への漁業関係者の理解醸成】

（１）新たな資源管理の実施に当たっては、漁業者をはじめとする関係者の理解と協力を得るため、昨年12月の改正漁業法施行
後も、現地開催・ウェブ開催を含め、20回以上の説明会を実施

（２）本年３月の水産政策審議会において、新たにＴＡＣ管理を検討するに当たって、水産資源の特性及びその採捕の実態や漁
業現場等の意見を踏まえて、論点や意見を整理するため、「資源管理手法検討部会」を設置し、資源評価結果が公表され
た後、水産資源ごとに開催し、現場の漁業者の意見を十分に聴取

（３）さらに、同部会での整理を踏まえ、「資源管理方針に関する検討会（ステークホルダー会合）」を開催することとしてお
り、資源管理の目標や漁獲シナリオなどについて、漁業者、加工流通業者、行政、研究者、ＮＧＯ等の関係者が参加して
議論を実施

・新たな資源管理の実施に当たっては、漁業者をはじめとする関係者の理解と協力を得た上で、「新たな資源管理の推進に向
けたロードマップ」に盛り込まれた行程を１つ１つ実行していく

＜今後の課題＞



数量管理等による資源管理の充実（①ＴＡＣ対象魚種の拡大）

基本計画
• 資源管理目標等及びこれに基づく各種施策に見合った漁獲を実現するため、漁業権制度及び漁業許可制度、

ＴＡＣ（漁獲可能量）、漁業者団体による自主的な取組を組み合わせ、適切な管理を図ることにより、漁
業活動を適正な水準に管理する。

• ＴＡＣ対象魚種の拡大については、漁獲対象魚種が多く定置網を始め魚種選択性が低い漁法が多い我が国
漁業の操業実態、資源の状態やそれを取り巻く情勢、科学的知見の蓄積状況等を踏まえつつ、国民生活上
又は漁業上重要な広域資源等について、関係者の意見を聴きながら、検討を進める。

・改正漁業法において、水産資源の管理は漁獲可能量による資源管理を基本とすることを定めた。また、知事許可漁業におけ
る漁獲報告と漁業権漁業における漁場の活用状況報告の義務化について定めた

・改正漁業法の施行に先立ち、令和２年９月に「新たな資源管理の推進に向けたロードマップ」を決定・公表するとともに、
令和３年３月には、「ＴＡＣ魚種拡大に向けたスケジュール」を公表し、新たな資源管理システムの内容と今後の進め方を
示した

・令和２年９月から「定置網漁業の技術研究会」を開催し、沿岸漁業での水揚量の約４割を占める定置網漁業における、選択
的漁獲のための技術について検討。令和３年２月に中間とりまとめを公表

・漁獲量ベースで８割でＴＡＣ管理（現行８魚種で６割）を実施

・新たな資源管理システムを確立した後は、令和12年度に漁獲量を444万トンに回復させる目標の達成に向かって、資源管理を

実施しつつ、必要な見直しを行っていく
7

＜これまでの取組と主な成果＞

＜今後の課題＞

第８条 資源管理は、この章の規定により、漁獲可能量による管理を行うことを基本としつつ、稚魚の生育その他の水産資源の再生産が阻害されることを防止するために必要な場合には、

次章から第五章までの規定により、漁業時期又は漁具の制限その他の漁獲可能量による管理以外の手法による管理を合わせて行うものとする。
２ 漁獲可能量による管理は、管理区分ごとに漁獲可能量を配分し、それぞれの管理区分において、その漁獲可能量を超えないように、漁獲量を管理することにより行うものとする。
３ 漁獲量の管理は、それぞれの管理区分において、水産資源を採捕しようとする者に対し、船舶等（船舶その他の漁業の生産活動を行う基本的な単位となる設備をいう。以下同じ。）ご

とに当該管理区分に係る漁獲可能量の範囲内で水産資源の採捕をすることができる数量を割り当てること（以下この章及び第四十三条において「漁獲割当て」という。）により行うこ
とを基本とする。

４ 漁獲割当てを行う準備の整つていない管理区分における漁獲量の管理は、当該管理区分において水産資源を採捕する者による漁獲量の総量を管理することにより行うものとする。
５ 前項の場合において、水産資源の特性及びその採捕の実態を勘案して漁獲量の総量の管理を行うことが適当でないと認められるときは、当該管理に代えて、当該管理区分において当該

管理区分に係る漁獲努力可能量を超えないように、当該管理区分において水産資源を採捕するために漁ろうを行う者による漁獲努力量の総量の管理を行うものとする。

改正漁業法の関連規定



数量管理等による資源管理の充実（②ＩＱ方式の活用）

基本計画

• ＩＱ（個別割当）方式については、一部の漁業で試験的な実施とその効果・課題の検証等を行ってきてい
るが、その成果も踏まえつつ、沖合漁業等の国際競争力の強化が喫緊の課題となっていることから、我が
国漁業の操業実態や資源の特性に見合ったＩＱ方式の活用方法について、検討を行う。

＜これまでの取組と主な成果＞

・改正漁業法において、ＴＡＣによる管理はＩＱにより行うことを基本とすることを定めた
・令和５年度までにＴＡＣ魚種を主な漁獲対象とする大臣許可漁業には、原則ＩＱ管理を導入することとした

① 令和３年７月から開始するサバ類の管理において、大中型まき網漁業に、公的ＩＱを導入予定
② 令和３年１月から開始したくろまぐろの管理において、近海かつお・まぐろ漁業では、自主的なＩＱ管理の導入

を資源管理基本方針に位置づけ、令和４年１月の公的ＩＱ管理の導入に向けたスタートを切ったところ

漁獲割当割合の設定（有効期間は５年間が基本）

A

12%
B

12%

C

12%
D

12%
E

8%

F

6%

G

6%

H

6%

I

6%

J

5%

K

5%

L

5%

M

5%

③漁船Ｃに漁獲割当
割合12％を設定

①20XX年のＴＡＣ：3,000トン

漁船Ｃの20XX年の年次漁獲割当量（ＩＱ）：96トン

②管理区分Ａへの配分量：800
トン

②管理区分Ａ

800トン

①20XX年のＴＡＣ：3,000トン

年次漁獲割当量の設定（管理年度ごと）

③漁船Ｃの漁獲割当割合：12％

800×12％

8・ＴＡＣ魚種を主な漁獲対象とする沖合漁業(大臣許可漁業)にＩＱ(漁獲割当)による管理を原則導入

＜今後の課題＞



数量管理等による資源管理の充実（③資源管理協定への移行）

基本計画

• 漁業者による自主管理や資源管理型漁業の歴史を踏まえ、漁業者が、国及び都道府県が策定する「資源管理
指針」に基づき、自ら取り組む休漁、漁獲量の上限設定、漁具の規制等の資源管理措置を記載した「資源管
理計画」を作成。また、大宗の漁業者の参画を得て資源管理指針・資源管理計画に基づく資源管理を全国的
に推進する。

＜これまでの取組と主な成果＞
・改正漁業法において資源管理に関する基本的な事項は資源管理基本方針及び都道府県資源管理方針に定めることとした。
・沿岸漁業の生産量は漸減傾向であり、かつ非ＴＡＣ魚種の漁獲は量で約６割、生産額で約８割あるため、非ＴＡＣ魚種に対

する効果的な資源管理の導入は急務であり、改正漁業法を踏まえ、以下の取組を通じ、沿岸漁業で実践されている漁業者自
身による自主的な資源管理を引き続き行うこととした
① 非ＴＡＣ魚種についても、報告された漁業関連データや県水試などが行う資源調査を含め利用可能な 善の科学情報を

用い、資源管理目標を設定
② 資源管理目標の達成に向け、改正漁業法に基づく「資源管理協定」を策定し、資源の保存及び管理に効果的な取組を実

践（従来は「資源管理計画」（2,066計画（令和２年３月現在））
③ 資源の状況の評価・検証を定期的に行い、これにより管理措置をより効果的なものにバージョンアップしていく。検証

結果は公表し、透明性の確保
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【沿岸漁業の漁獲量の推移】

注：2010年に統計区分が変更され、以降、10トン未満の小型底曳き網漁業や沿岸いか釣り漁業などの沿岸漁
業の一部の数量が含まれていないことに留意。

（出典）農林水産省「漁業・養殖業生産統計」

万トン

1985年：227万トン 2018年：97万トン

・自主的な資源管理について、資源管理目標を設定し、法律に基づく資源管理協定に移行

＜今後の課題＞

資源管理基本方針において、
令和５年度までに、現行の
資源管理計画から、法に基
づく資源管理協定への移行
を完了させることとした。



数量管理等による資源管理の充実（④数量管理導入に伴う規制緩和）

基本計画

• 我が国周辺の漁場においては、異なる漁業種類の多数の漁船が輻輳しながら操業している実態にあり、資
源管理や漁業調整上の必要性から漁船のトン数制限等の様々な規制が存在し、効率的な操業の実現を妨げ
ている側面がある。沖合漁業については、数量管理等の充実を通じて、既存の漁業秩序への影響も勘案し
つつ、資源管理の方法も含め、規制緩和の在り方等について引き続き検討し、成案を得る。
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＜これまでの取組と主な成果＞
・改正漁業法において、漁獲割当て（ＩＱ）を相当程度導入した場合に船舶の
規模の制限緩和を行う旨を定めた

・今後、沿岸漁業との調整を進めつつ、ＩＱ導入など条件の整った漁業種類に
ついては、トン数制限など漁船の規定に関する規制を撤廃し、操業に見合う
大型化ができるようにする

第４３条 農林水産大臣は、漁獲割当ての対象となる特定水産資源の採捕を通常伴うと認められる大臣
許可漁業について、前条第一項の規定による公示をするに当たつては、当該大臣許可漁業にお
いて採捕すると見込まれる水産資源の総量のうちに漁獲割当ての対象となる特定水産資源の数
量の占める割合が農林水産大臣が定める割合を下回ると認められる場合を除き、船舶の数及び
船舶の総トン数その他の船舶の規模に関する制限措置を定めないものとする。

・大型化を可能とするＩＱ魚種の占める割合の検討

・外国漁船と漁場が競合する漁船や複数漁法を可能とする漁船など、大型化が必要な漁船の類型化

・多目的船舶（いわゆるマルチパーパス漁船）の適正な規模の検討

＜今後の課題＞

改正漁業法の関連規定

総トン数 2,365 トン

全長・幅 69メートル・15メートル

乗組員数 ９人

主な漁獲 まき網）ニシン、サバ、カラフト
シシャモ

トロール）ブルーホワイティング

写真：MarinTraffic.com



・近年、漁業者（許可を受けて操業する者等）による違反操業が減少
している一方で、漁業者以外（いわゆる遊漁者や繰り返し違反する
者等）による密漁が増加し、反社会勢力等による密漁が悪質・巧妙
化しているため、次の取組により、密漁防止の実効性を高めること
が必要
① 密漁を抑止するための漁業者や一般人に向けた普及啓発や現場

における密漁防止看板や暗視カメラの導入等
② 都道府県、警察、海上保安庁を含めた関係機関との緊密な連携

の強化と合同取締体制の構築
③ あわび、なまこ、うなぎの稚魚以外の漁業法に基づく特定水産動植物の指定の検討

＜これまでの取組と主な成果＞
・改正漁業法において、密漁の罰則を強化

悪質な密漁が行われているアワビ、ナマコ等を特定水産動植物に
指定し、採捕禁止の罪、密漁品流通の罪を新設

・水産庁と関係県が連携し、密漁を阻止することを目的とした連絡
会議や合同取締りを実施し、関係機関との連携を強化（瀬戸内海等）

・令和２年12月、違法に採捕された水産動植物の流通過程での混入
やＩＵＵ漁業由来の水産動植物の流入を防止することを目的とし
た「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」が成
立。この法律では、特定の水産動植物を取り扱う漁業者等の行政
機関への届出、漁獲番号の伝達、取引記録の作成・保存などを義
務付けることとしている（２年以内に施行予定）

資源管理のルールの遵守を担保する仕組みの推進（①密漁対策）

基本計画
• 重要な輸出品目であるナマコ等を含む沿岸域の密漁については、悪質・巧妙な事例や広域での対応が必要

となる事例もあることから、都道府県、警察、海上保安庁及び流通関係者を含めた関係機関との緊密な連
携等を図るとともに、密漁品の市場流通や輸出からの排除に努める等、地域の特性に応じた効果的な対策
を実施する。
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＜今後の課題＞



資源管理のルールの遵守を担保する仕組みの推進（②取締体制の強化）

基本計画

• 我が国周辺海域における外国漁船の操業が増大・広域化している状況を踏まえ、取締船の大型化や増隻を
含む取締体制の充実強化、漁業監督官の増員や実務研修等による能力向上を図る。

＜これまでの取組と主な成果＞

・平成30年１月、水産庁長官を本部長とする水産庁漁業取締本部を設置し、
平成31年４月には、水産庁に漁業取締課を設置

・令和２年３月に新造の大型漁業取締官船２隻（１隻は増隻、１隻は
499トンから大型化して更新：いずれも913トン）が就航。また、令和
３年度には新たに２隻の大型漁業取締船の就航を予定

・漁業監督官の増員
（平成29年：297人（海事職173人、漁業監督専門官・専門職124人）
（令和３年：366人（海事職229人、漁業監督専門官・専門職137人）

・漁業監督官の能力向上のため、漁業監督官研修（約3回／年）、護身
術研修（約1回／年）、外国語研修（約100時間／支部・年）の実務研
修を実施

・すべての大臣許可漁船にVMS（衛星船位測定送信機）を設置し、VMSを活用した漁業取締りを実施

・取締船の代船建造の計画的な推進と効果的な装備品等の充実、導入

・定員・実員不足、取締技術の維持・向上、長時間化する取締活動に即した人的体制（洋上及び陸上職員を含む）の充実

・我が国漁船の安全操業確保、取締船の安全確保のため、海上保安庁をはじめ、関係機関との連携の強化
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進水した鳳翔丸

＜今後の課題＞



広域浜プラン策定数浜プラン策定数

持続的な漁業の確立（①沿岸漁業）

基本計画

• 沿岸漁業の漁村の地域社会・経済における位置付けを踏まえ、浜プランによる浜ごとの所得向上の取組と
併せて、広域浜プランによる競争力強化を図る取組を推進する。また、企業と浜の連携、参入を円滑にす
るための取組を行うとともに、浜の活性化の観点から必要な施策について引き続き検討する。

＜これまでの取組と主な成果＞

・浜プランは令和３年３月末時点で、全国579地区で実施中。広域浜プランは令和３年３月末時点で、全国156地区で実施中

・各浜が掲げる年度別所得目標を全体の約６割の地区が達成(元年度実績速報値)

・浜プランの効果・成果検証等見直しに関する活動（ＰＤＣＡサイクル）や所得向上に資する共同利用施設の整備等を支援

年度 策定数
H28 68
H29 64
H30 7
R元 356
R2 84

年度 策定数
H28 98
H29 35
H30 9
R元 5
R2 9
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カキ小屋での消費拡大
（福岡県糸島）

地域ブランドマアジ「美々鯵」に
よる販路拡大（宮崎県串間市）

＜今後の課題＞
・沿岸の漁業就業者数の減少は不可避な中で、引き続き浜プラン・広域浜プラン等に基づき、各種の支援策を活用しつつ、地
域の所得向上や雇用確保につながる漁場の利用を進める必要

・沿岸漁業は、従来から複数の漁業種類を兼業し、対象魚種の来遊状況等に応じて操業を切り替えていることから、今後もこ
のような生産構造を地域ごとの漁業として生かし、持続性の確保を図る必要

・省人化や機械化などの効率化や漁場の有効活用策として養殖業の取組を進めるとともに、沿岸漁業で漁獲される多種多様な
魚を消費者に届ける加工・流通のバリューチェーンの強化が必要



持続的な漁業の確立（②沖合漁業）

＜これまでの取組と主な成果＞
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・もうかる漁業事業においては、省力型漁労機器や高鮮度保持魚倉等を整備した高性能漁船の導入等による収益性向上の実証の
取組を支援 ※改革計画として183件を認定し、145隻の高性能漁船を導入（令和3年1月末時点） 認定数は全計画を含む

この中で、魚種や漁法を組み合わせるなど、資源状況の変化に柔軟に対応できる操業の確立に向けての実証事業も実施

・改正漁業法においては、これまでの一斉更新を廃止し、新規の許可は資源状況等を踏まえて随時実施するよう漁業許可制度を
改正。併せて、大臣許可漁業者は生産性の向上が責務とされ、適格性の要件として生産性を追加したほか、許可漁業の種類は
政令から省令での規定に改め、「沖合底びき網漁業」のトン数基準の見直しや「かつお・まぐろ漁業」の統合・整理を実施

沖合底びき網漁船（宮城県）

• 漁獲能力を向上させずに漁船総トン数を75トンから105ト
ンに増加。

• 冷海水装置、海水滅菌装置を設置したことにより、漁獲物
の鮮度保持機能が向上。

• 船体の大型化により復原性が向上し、波除板の設置により
甲板作業時の安全性を確保。

機能・安全性の向上

沖合底びき網・いか釣り漁業兼業船（兵庫県）

資源変動に対応した操業体制

大中型まき網漁船（茨城県）

• 運搬機能を有する網船の導入による船団縮小 （４隻50名体制
→２隻35名体制）

• 省エネ機器の導入による操業コストの削減。

• 漁獲物の付加価値向上による収益性の高い生産体制の確保。

操業の効率化

• 漁獲能力を向上させずに漁船総トン数を95トンから144トンに増
加。

• 高性能冷凍機や冷海水装置等を設置したことにより、漁獲物の鮮
度保持機能が向上。

• 新型コロナウィルスの影響によるハタハタ・ホタルイカの需要減
やイカの不漁による減収分を、高鮮度化したズワイガニの水揚増に
よりカバー。

基本計画
• 沖合漁業の漁獲対象の大宗はＴＡＣで管理されているが、沖合漁業の漁獲の中心である多獲性魚類は資源

の変動が大きく、有効活用のためには、資源状況に柔軟に対応した操業・水揚げ体制の整備が必要である。
このため、合理的・効率的な操業体制への移行等、漁船漁業の構造改革を引き続き推進するとともに、資
源変動に対応した操業・水揚げ体制及び漁業許可制度を検討する。

・漁業経営体数や漁船隻数が減少傾向にある中で、漁業による漁獲量を平成20(2008)年と同程度（444万トン）まで回復させると
いう新たな目標を達成するためには、新たな資源管理の推進により資源回復までのシナリオに即しつつ、ICT等の導入による高
性能化、資源状況等の変化に対応できる取組、安全性・作業性等を確保できる漁船の導入等による漁業の効率化・生産性の向
上が必要

＜今後の課題＞



持続的な漁業の確立（③遠洋漁業）

基本計画

• 遠洋漁業については、世界各地に展開する我が国遠洋漁業の資源及び漁場を確保するため、国際機関におけ
る資源管理において引き続きリーダーシップを発揮し、公海域における資源の持続的利用の確保を図るとと
もに、海外漁業協力等の推進や入漁国の制度等を踏まえた多様な方式での入漁等を通じ海外漁場での安定的
な操業の確保を推進する。また、漁船漁業における乗組員の安定的な確保・育成に向けて、漁業団体、労働
組織等の間での協議を推進する。

<これまでの取組と主な成果>
・我が国遠洋漁業が漁獲する水産資源及びその漁場の確保のため、関係する地域漁業管理機関
（RFMO）に加盟し、水産資源の適切な管理と持続的利用のための議論に積極的に参画するこ
とで、我が国の漁獲枠を確保

・太平洋島しょ国やアフリカ諸国EEZ内での操業のため、政府間協定や民間協定に基づき、入
漁条件等について協議を実施し、操業機会を維持、拡大

・海外漁場での操業の確保に資するよう、無償資金協力において、漁港及び魚市場等の漁業イ
ンフラ整備や養殖技術の発展のための研究施設の整備等を実施するとともに、技術協力では、
IUU漁業対策等を実施

・漁船漁業の乗組員不足に対応するため、漁業団体や労働組合、関係省庁が参加する「漁船乗
組員確保養成プロジェクト」において、全国の水産高校に漁業経営者らが出向き、求人活動
を行うとともに、漁業の魅力を生徒に直接伝える漁業ガイダンスの取組を推進。

・漁業経営体数や漁船隻数が減少傾向にある中で、海外漁場を確保するとともに、従来の操業
形態にとらわれない新たな操業形態の検討、他漁業種類との兼業、販路の多様性の確保等が
必要

○対象国：アフリカ、東南アジア、⼤洋州
○案件名：課題別研修「違法・無報告・無規制

(IUU)漁業の抑⽌にかかる政策・対策」
○概要：本邦でのIUU漁業対策の研修を実施。
⽇本のIUU漁業対策を共有するとともに、各国
のIUU漁業に対する具体的な課題を整理し、現
地で導⼊可能な対策や今後の国際協⼒の⽅向性
について検討。

（近年の技術協⼒案件）
2020年度

カツオ・マグロ類を管理する地域漁業管理機関と対象水域

カツオ・マグロ類以外の資源を管理する主な地域漁業管理機関と
対象水域

＜今後の課題＞
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漁業経営体の育成

基本計画
• 国際競争力の強化のための課題に取り組む者を、効率的かつ安定的な漁業経営体となるべく育成し、今後

の漁業生産を担っていく主体として位置付ける。これらの経営体に経営施策を重点化し、その国際競争力

の強化を図る。

• 資源管理・収入安定対策に加入する担い手が、限られた水産資源を管理しつつ将来にわたって効率的に利

用して、漁業生産の大宗（我が国漁業生産額のおおむね９割に相当）を担い、多様化する消費者ニーズに

即し、安定的に水産物を供給し得る漁業構造を達成する。

＜これまでの取組と主な成果＞
【経営体の競争力強化】

・水産業の競争力強化を図るため、生産の効率化や販売力の強化、

中核的担い手育成等に取り組むための「広域浜プラン」を全国で

156計画策定。TPPに基づく新たな国際環境の下、「広域浜プラン」

に基づき持続可能な収益性の高い操業体制への転換を進める者に

ついては、今後の漁業生産を担っていく主体として重点的に漁船

の更新・改修等を支援

・漁船リース開始後1年が経過した677隻につい
ては、そのうちの444隻(66％)が既にKPI（5年
以内に漁業所得又は償却前利益を10％以上向
上）を達成
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・平成30年度までに機器導入した3651件については、
そのうちの1781件(49％)が既にKPI（5年以内に漁
業所得又は償却前利益を10％以上向上）を達成
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＜これまでの取組と主な成果（前頁のつづき）＞

【資源管理・収入安定対策】

・資源管理措置の実施に伴う一時的な収入の減少を補てんする「資源管理・収入安定対策」

を実施し、漁業者が積極的に資源管理に取り組むことができる環境を整備

・資源管理計画については、令和２年度末時点で2,066件が策定されており、我が国漁業生

産量の約９割が資源管理計画の下で生産

【収入安定対策の加入状況】

・収入安定対策の加入率は年々上昇しており、令和元年度末時点で77％
・新型コロナウイルス感染症や不漁の影響により払戻額が増加しており、

令和２年度の国費払戻額は504億円

※加入率は、加入者の漁業生産額/全国の海面漁業生産金額を基に算出

【漁業収入安定対策事業のイメージ】

平成23年
度末

平成24
年度末

平成25
年度末

平成26
年度末

平成27
年度末

平成28
年度末

平成29
年度末

平成30
年度末

令和元
年度末

加⼊率
（％）

55 60 61 64 68 69 70 74 77
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＜今後の課題＞

・環境変化への弾力性を確保できるような漁業経営体が主体となる生産構造の構築が必要

・改正漁業法附則に基づき、漁業収入安定対策について、漁業災害補償制度の在り方を含めて見直しを行い、その法制化を検討



漁業人材の育成・確保等（①新規就業者の育成・確保）

＜これまでの取組と主な成果＞

・漁業学校等で漁業への就業に必要な知識の習得を行う就業前の若者
に対し資金を交付

・就業希望者と漁協・漁業者とのマッチングを図るための就業相談会
等を開催

・都道府県や漁協等と連携し、地域が認めた漁業就業希望者に対して、
漁業現場におけるＯＪＴ方式による長期研修を実施

① 漁業経営体への就職を目指す場合には 長１年間

② 独立・自営を目指す場合には 長３年間

・漁業学校等で学ぶ就業前の若者への資金の交付：

29年度34人、30年度37人、元年度40人

・漁業就業フェアの開催：

・漁業現場でのＯＪＴ方式による長期研修：

29年度479人、30年度431人、元年度428人

・長期研修受講者の定着率：

29年度66.1％、30年度66.9％、元年度67.7％

基本計画

• 被雇用者としての就業にあっては、計画的な資源管理の下で効率的かつ安定的な漁業経営を目指す「担い

手」たる漁業経営体への就業を支援する。独立・自営者としての就業にあっては、地域が「担い手」とし

て育成することを認めた新規就業者に対し支援し、定着を促進する。

29年度 30年度 元年度 2年度
開催回数 4 3 3 6
来場者数 769 680 762 637
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＜今後の課題＞

 平成29～令和元年の３年間で、5,643人が漁業に新規就業

 漁業に興味を持って他産業から参入する若者が多く、新規就
業者のうち40代以下が８割、漁家子弟以外が７割を占める

・高齢者の引退に伴う就業者数の減少は不可避な一方で、若年層を中心
に国内の労働力人口の減少が加速していく中、一定の新規就業者を確
保し地域にしっかり定着させていくためには、ＩＣＴの活用や操業の
省人化を進め、漁業の魅力をアップすることが必要



漁業人材の育成・確保等（②水産教育）

基本計画

• 水産高校、水産大学校、漁業学校等において、６か月間の乗船実習を含むコースを履修することで、卒業

時に海技試験の受験資格を取得し、口述試験を経て海技資格を取得できる新たな仕組みの実現を目指す。

• 水産に関する課程を備えた高校・大学や水産大学校において、水産業の現場の要望を踏まえた実践的な専

門教育の充実を図る。

＜これまでの取組と主な成果＞

・水産高校生対象の「漁業ガイダンス」の開催:

通常

新設
コース

水産高校
乗船実習

（３か月等）
乗船実習

コース
（６か月等）

乗船履歴（１年９か月等）

口述
試験

口述
試験

４級
海技士

４級
海技士

・水産高校卒業生のうち漁業に就業した人数：
※専攻科生を除く

・水産大学校卒業生のうち水産関連分野に就業した人数：

平成29年度卒 131人 平成30年度卒 148人

令和元年度卒 149人 令和２年度卒 143人

平成29年度卒 平成30年度卒 令和元年度卒

235 255 232

（126） （117） （94）

29年度 30年度 元年度 2年度

実施校・回数 16校20回 24校31回 21校24回 5校6回

参加生徒数(延べ) 614人 1,426人 874人 149人

（ ）内は漁船漁業に就職した人数
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・水産高校卒業生が４級海技士を受験するのに必要な１年９か月間の乗

船履歴を短縮できる「６か月間の乗船実習等を含むコース」を新設

・国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校において、水産業を

担う人材の育成のための水産に関する学理・技術の教授・研究を推進

・水産高校等においては、地域の水産業界との連携を通じて、将来の地

域の水産業を担う専門的職業人の育成を推進

・修了時に国土交通省による海技試験の受験資格を取得し、口述試験を
経て海技資格を取得できる新たな仕組みを構築

・国土交通省令（船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則）の一部改正
（令和元年５月）を行い、これを受けて、水産研究・教育機構水産大
学校に「乗船実習コース」を設置し、運用開始

＜今後の課題＞

・水産大学校において、水産関連分野への高い就職割合を引き続き確保。

また、新型コロナウイルスの影響に対応した授業のオンライン化等、

柔軟な受講を可能とすることにより、教育を継続できる仕組みを構築



・特定技能外国人材の受入状況（３月末現在）：

漁業分野 314人、飲食料品製造業分野 8,104人

（入管庁公表）

・外国人材の生活支援を行う「登録支援機関」となった漁協

（４月23日現在）： 19漁協

技能実習生の受入れ状況

漁船漁業 1,649人(令和３年３月１日現在)

養殖業 2,092人(令和３年３日31日現在)

水産加工業 17,339人(平成30年11月1日現在）

基本計画

• 水産業分野における外国人材受入れの必要性については、水産業の現場のニーズ、その将来の見通しや経

営環境等の実態を詳細に把握し、経済的効果等を踏まえた方向を探る。

漁業人材の育成・確保等（③外国人材の受入れ）
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【新型コロナウイルスの影響】

・漁業・水産加工業で令和３年３月末までに来日予定だった技能実習生
等約2,600人のうち、約540名が入国済のほか、特定活動等の在留延長
や水産業労働力確保緊急支援事業を活用し、代替人材を約1,680名確保
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来日予定だった技能実習生等 在留延長した外国人

水産業労働力確保緊急支援事業 12月末までに受け入れた技能実習生等

1,057

1,168

＜これまでの取組と主な成果＞
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【特定技能制度】

・生産性向上や国内人材の確保の取組を行ってもなお人材確保が困難な
状況にある特定産業分野について、即戦力となる外国人の受入れを可
能とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正
する法律」が平成30年12月に成立

・同法に基づく特定技能制度における外国人（特定技能１号）の受入れ
措置の対象に、漁業、養殖業及び水産加工業を指定

【技能実習制度】

・平成29年に、技能実習３号が創設され、実習期間が３年から５年に延
長。水産庁に「漁業技能実習事業協議会」を設置

＜今後の課題＞

・技能実習制度の適正な運用を図るほか、人手不足の地域において
広く特定技能制度を活用していくため、外国人を円滑に受け入れ、
職場や日常生活で共生できる受入環境を整えていくことが重要



＜これまでの取組と主な成果＞

・ 令和２年７月に需要に応じた生産を行うマーケット・イン型の養殖業への転換を目指す「養殖業成長産業化総合戦略」を策
定。将来目指すべきバリューチェーンとの連携の姿として、５つの類型（生産者協業、産地事業者協業、生産者型企業、一社統

合企業、流通型企業）を提示。また、戦略的養殖品目として、ブリ類、マダイ、クロマグロ、サケ・マス類、新魚種（ハタ類
等）の５魚種を指定し、生産目標等を設定

マーケット・イン型養殖業

餌・種苗、加工、流通、販売、物流等の各段階が連携や連結し、強みや弱みを補い合って、
養殖のバリューチェーンの付加価値を向上させていく

マーケットイン型養殖業への転換（安定的かつ収益性の高い経営の推進）

基本計画
• 魚類養殖は、生産量の増加等により、需給バランスが崩れやすく、価格が乱高下しやすいことから、養殖

が経済の中心となっている地域では、価格が暴落すると関連産業を含め広範に深刻な影響を及ぼすことと
なる。このため、国内向けには需要の拡大を図るとともに、需要に見合った生産を行い、積極的な輸出拡
大を目指す取組を更に進めつつ、消費者ニーズに合致した質の高い生産物の供給や６次産業化による養殖
業の成長産業化を推進する。

• 養殖業者が、漁業協同組合等が策定する「漁場改善計画」において設定された「適正養殖可能数量」を遵
守して養殖を行う場合に、資源管理・収入安定対策によって担い手たる漁業者の収入の安定等を図ること
により、適正養殖可能数量の設定及び遵守を促進し、漁場環境への負担を軽減させる。
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・生産拡大に向けた取組事例（宮崎県串間市）
2021年１月から大規模沖合養殖システムを導入
するための実証事業を開始（ブリ養殖）

大型生簀の整備

従来の10ｍ四
⽅（⽔深８
m）の⽣簀と⽐
べて、容積で約
18倍、ブリの収
容⼒で約10倍

現状の生産量（2015～19年５中３平均） 2021年生産計画量

事業外を含めた経営体の収支計画 7,839トン
⇒ 9,020トン（1.2倍）



＜これまでの取組と主な成果（前頁のつづき）＞

・ 令和２年４月に養殖経営体の成長に繋がる融資の円滑化を図るため、金融機関による養殖業の経営実態の評価を容易にする
「養殖業の事業性評価ガイドライン」を策定（令和２年度に25経営体が評価書を作成）

・ 令和２年11月に「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」を策定。海外で評価される日本の強みを有し、輸出拡大余地の大
きい品目（輸出重点品目）としてぶり・たい・ホタテ貝・真珠を選定し、輸出目標を設定

・ 資源管理・収入安定対策の要件として、漁場改善計画における適正可能数量の設定を推進することで、現在漁場改善計画は
養殖生産の89.3％をカバーしており、漁場環境への負荷を軽減

「農林水産物・食品の輸出拡大実行
戦略」に基づき、輸出重点品目の輸出
額目標を設定

2019年輸出実績
ぶり、たい

229億円、35億円

2025年目標
ぶり、たい

542億円、193億円
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＜今後の課題＞

１ 養殖経営体の強化・育成
・ 事業性評価を通じた金融機関からの融資の円滑化や経営改善を普及
・ 改正した農業法人投資円滑化法に基づく養殖業者への投資を拡大

２ 生産性の向上
・ 生産・流通・輸出等の関係者による技術や情報の共有等の連携強化
・ ICT・AIを活用した生産から販売までの管理システムの構築
・ 異業種と連携した新たな養殖ビジネスの創出

３ 研究開発の加速化と実用化の推進
・ 優良形質を有する人工種苗の開発・普及
・ 生餌から配合飼料への転換
・ 低魚粉の配合飼料や魚粉代替原料の開発・普及
・ 抗菌剤の使用低減に資するワクチンの開発・普及等

４ 新養殖システムの推進
・ 大規模沖合養殖の推進による漁場の拡大
・ 近年、注目されている陸上養殖の活用
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○陸上養殖
施設整備のイニシャルコストや電気等のランニングコス

トが高額であること、飼育水の確保が必要であることなど
が課題

千葉県市原市（提供：(株)FRDジャパン）

全国的に広がりつつある陸上養殖施設

（提供：⽇本⽔産(株)）

沖合養殖+⾃動給餌システム（⿃取県境港市）
（提供：⽇鉄エンジニアリング）

大型生け簀
プラットフォーム

沖合養殖イメージ図

○大規模沖合養殖
遠隔自動給餌システム、大型浮沈式生け簀、プラットフォー

ム等から構成。コスト削減、省力化等といった課題解決に寄与

総合戦略を実行に移す
とともに、新たな課題
に対応して、持続的な
養殖業を確保するため
の方策について検討す
る必要



マーケットイン型養殖業への転換（栽培漁業及びサケ・マスふ化放流事業）

基本計画

• 種苗放流に当たっては、地域の実情、海域の特性等を踏まえ、漁獲量に有意な変化を見込める規模による放
流、対象種の重点化や放流適地への集中化に取り組む。特に対象種については、目標とする安定した資源状
況が達成された際には漁獲管理に重点を移す等、柔軟な対応を図る。

• 回帰率が低下しているシロサケについては、海洋環境の変化に対応するため、稚魚の放流時期やサイズに幅
を持たせることや、環境条件が好適でなくても生き残る健康性の高い種苗の育成等により、着実に回帰率の
回復に取り組み、漁獲量の安定化を図る。

＜これまでの取組と主な成果＞

• 種苗放流については、資源管理上効果のあるものへの重点化を推進。広域種について、「効率的かつ効果的な種苗生産及び種
苗放流に関する計画」（広域プラン）に示された放流数や放流適地等での種苗放流の取組を実施

• サワラについては、漁獲管理措置と種苗放流の取組によって資源が回復したことに伴い、天然資源が増加し、種苗放流の効果
が見られなくなり、漁獲管理措置へ重点を移行

• 新たな栽培漁業対象種の技術開発を推進。ホシガレイの種苗量産技術を確立

• シロサケについては、環境変動に強い稚魚を河川ごとに 適な時期、サイズ等で放流する取組を行い、回帰率向上の取組を実
施

• 種苗放流の実施にあたり、比較的閉鎖的な水域など放流効果の高い栽培漁業適地での実施といった重点化を推進する必要

• 種苗生産施設の整備については、対象資源の資源管理や施設の運営経費等、将来的な見通しが立つことが不可欠

• サケ資源のほとんどはふ化放流による資源であることから、今後もふ化放流を継続する必要があるが、近年の漁獲低迷によ
り、効果的なふ化放流技術の確立とともに、回帰率に応じた体制の見直しも検討

24

＜今後の課題＞



輸出を視野に入れた競争力ある流通構造の確立（①加工）

基本計画

• 近の消費者ニーズに対応し、手軽・気軽においしく水産物を食べられる新商品の開発や、鮮度の高い商
品、旬や産地を特定した商品の供給等を促進する。地産地消など各地域のニーズに応じた水産物の供給も
必要であることから、地域の学校、観光等とも連携を図る。
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＜これまでの取組と主な成果＞

・中核的人材の育成のため、若手経営者チームによるレベルアッ
プのための研修の場づくり等を支援するとともに、水産加工業
者が、関係機関や異業種と連携して課題解決に取組む「産地水
産加工業イノベーションプラン」の策定・実施を支援（支援実
績：令和２年度中核的人材育成19件、産地水産加工業イノベー
ションプランの策定・実施３件）

＜今後の課題＞

・水産加工業は、総出荷額では全体の２割以下に過ぎない従業員数20人未満の小規模事業者が75％を占めている。業界全体の売
上高に対して事業者数が多いこと、乏しい資金力と川下主導の価格形成を背景に低い経常利益率（0.7％）の下で脆弱な経営を
余儀なくされている

・多くの水産加工業者は利便性の乏しい漁村地域に立地し、収益性が低いため高い賃金を払うことも難しい

・水産加工業の持続性を高めるため、企業再編・統合による資本力の強化、人手不足の解決に向けた省力化・効率化等に取り組
むことが必要

ホタテ貝自動生剥きロボット「オート
シェラー」を中核とする加工システム



輸出を視野に入れた競争力ある流通構造の確立（②流通）

基本計画

• 既存の流通機構の枠を超えて消費者や需要者のニーズに直接応える形で水産物を提供する様々な取組が広
がっている。市場の統廃合、買受人の拡大及び新技術・新物流体制の導入を含む流通機構の改革が進むよ
う、国として、水産物の取引や物流の在り方を総合的に検討して、方向性を示す。

＜これまでの取組と主な成果＞

・産地市場の統廃合を進める（平成27年度617、平成30年度598）とともに、卸売市場を食品流通の核としつつ、食品流通の合理化
と生鮮食料品等の公正な取引環境の確保を促進することにより、生産者の所得の向上と消費者ニーズに的確に応えていくことを
目的として、平成30年に卸売市場法を改正し、令和２年６月に施行し、第三者販売等について卸売市場ごとにルールを設定する
こと等を可能とした

・生産と加工・流通が連携し、ＩＣＴ等の活用により水産バリューチェーン全体の生産性向上に取り組むモデルを構築するため、
連携事業者の低コスト化、高付加価値化の取組を支援（支援実績：令和元年度12件、令和２年度９件）

＜今後の課題＞

・バリューチェーンの取組の必要性に対する認識が全国的に広まっておらず、マーケットイン型のものづくりを普及していくた
めにもバリューチェーン事業を活用して自らの課題を解決しようという連携体の構築が必要

・自発的に地域の関係者が連携してバリューチェーンを構築していくためには、持続可能な競争力のある産地のビジネスモデル
を分析・整理の上、マーケットインの発想に基づき生産性が向上する手法をわかりやすく打ち出す必要

〇モデル事例（気仙沼メカジキ生食普及協議会、宮城県気仙沼市）

首都圏で刺身用
で販売したい

高鮮度冷却で産
地イメージを向

上したい

ハイブリッドアイス
製氷機をリースし、
製造されたアイスを
流通段階で活用

＜単価アップを協議会全体の取組で達成＞

漁獲直後にハイブリッド
アイスを利用し高鮮度
冷却を実施

メカジキの魅力をPRするとともに、
加熱用ではなく刺身用として提供が
可能となり、
高単価販売（加
熱用より５割以上
UP）

＜取組の概要＞

＜課題＞ 冬期にトロ感
のある刺身商
材が欲しい

・輸出先のニーズにあった商品開発ができていない
・輸出港までの物流に課題（輸出港でのコンテナヤードの渋滞、ドライバー不足）
・関係者間の情報連携不足

加工段階

生産段階
漁協

輸出先にニーズの高い10kg
凍結魚の生産ラインを整備

流通段階

冷凍コンテナの一時保管が可
能となり効率的な輸送を実現

輸出港

漁協・加工業者・輸出業者が参画する情報共有システムの構築

→ 水揚情報、加工情報等の共有等、関係者の連携による効率的な生産・輸出体制へ

○モデル事例（全国水産加工業協同組合連合会、千葉県銚子市）

＜輸出における課題
＞

＜取組の概要＞

ｺﾝﾃﾅﾄﾗﾝｽﾌｧｰ
ｽﾃｰｼｮﾝの整備

産地（銚子）
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＜これまでの取組と主な成果＞

・国産水産物の流通・輸出促進・消費拡大に取り組もうとする水産加工業者等が、流通過程の課題を解消するプロジェクト（低
利用魚の活用、学校給食への活用、流通段階における連携等）に取り組むために必要な機器整備等を支援

・一般消費者向けに、国産水産物の魅力等の情報を発信する全国規模の展示・発表会、小売・外食事業者向けに水産物の知識や
取扱方法等を伝える研修会、学校給食関係者への給食における国産水産物の利用を促進するための魚食普及セミナー等の開催
を支援

・コロナ禍により、内食需要が増えたことによる新たな生活様式に対応し、水産物のより一層の消費拡大等を目指すため、「新
たな生活様式に対応した水産物消費拡大検討会」を開催

・ＧＩ保護制度を活用し、水産物について令和２年度末までに13産品を登録

輸出を視野に入れた競争力ある流通構造の確立（③消費）

新たに導入した加工機器による生産ラインの全景Fish-1グランプリ2019開催風景

基本計画

• 魚食の普及を、生産から小売・外食に至る関係者が連携して推進する。特に学校給食・学校教育等との連
携を強化し、水産物消費の維持・拡大を図る。

• 原料原産地表示等の仕組みも活用しつつ、消費者等に対し水産物の産地等に関する情報を適切に伝達する。
また、地理的表示（ＧＩ）保護制度を活用し、高品質な我が国水産物のブランド価値を守る。

・消費者ニーズに対応した手軽で美味しさを兼ね備えた新商品開発や家庭における魚料理の負担を解消する情報を容易に入手でき
る環境整備、さらには魚食の健康効果等について情報発信等が必要

・水産加工業者等への機器整備等への支援：103件（平成29年度～令和
2年度）

・Fish-1グランプリの開催：来場者数約6.5万人（令和2年度はコロナ禍
により、オンライン上での開催）

・研修会やセミナーの開催：43件（平成29年度～令和2年度）
・新たな生活様式に対応した水産物消費拡大検討会の開催：３回
（令和３年３月３日、４月６日、５月12日）

＜今後の課題＞

・昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により、巣ごもり消費が増加する一方で、外食需要が低迷するなど国民の生活様式に大
きな変化が見られる中、供給サイドが「新たな生活様式」に合致した水産物の提供体制づくりが必要 27



輸出を視野に入れた競争力ある流通構造の確立（④エコラベルの普及）

＜これまでの取組と主な成果＞

・日本発の水産エコラベル（MEL）が令和元年12月に国際的な組織であるGSSI（世界水産物持続可能性イニシアチブ）から承認
（アジア初、世界で９例目）

・SDGsの実現に向けたエシカル（倫理的）消費の普及啓発の推進のための取組として、水産エコラベルを消費者基本計画（令和
２年３月31日閣議決定）に位置付け

・日本国内における国際基準の主な水産エコラベル認証件数は漸次増加
【認証実績：71件（令和3年3月時点、生産段階認証）】

・国際基準の水産エコラベル認証の取得を希望する事業者に対するコン
サルティングの実施を支援

・水産エコラベル認証取得者の国内外の商談会や見本市への出展等の取
組を支援

・水産物の輸出を含め、事業者は水産エコラベル認証の取得を通じ、
ESG投資などを意識した社会的課題（SDGsなど）への寄与により企
業的価値が高まるよう、より一層の認証取得が必要

・国産水産物の認証取得の増大に向けた、消費者に対する認知度向上
や事業者に対する認証取得に向けたインセンティブを与えるための
取組が必要

基本計画

• 我が国の水産物が持続可能資源であり、管理しつつ 大限活用することの重要性を消費者に理解してもら
うためにも、持続可能な漁業・養殖業由来であることを示すエコラベルの普及を、水産加工業者や流通業
者等との連携を図りつつ促進していく。

GSSI名称 2019年3⽉ 2021年3⽉

MEL 漁 業：2件
養殖業：2件

漁 業：7件
養殖業：41件

MSC 6件 10件

ASC 6件 13件

日本での認証数（生産段階）
＜今後の課題＞
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＜これまでの取組と主な成果＞

・水産物輸出は年による増減はあるものの、この10年間、増加傾向で推移。
過去 高は平成30年（2018年）の3,031億円

・令和２年（2020年）は新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により大きく落ち込み、
2,276億円。香港における宝飾展が中止・延期された真珠や、米国の外食需要が落ち込ん
だブリの輸出額の落ち込みが影響

・令和２年に改訂された食料・農業・農村基本計画（令和２年３月31日閣議決定）では、
「令和12年までに農林水産物・食品の輸出額を５兆円（うち水産物1.2兆円）とすること
を目指す」ことを明記

・農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律（令和元年法律第57号）に基づき、農林水産省に農林水産物・食品輸出本
部を設置（令和２年４月１日）。同法に基づき、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する基本方針（令和２年４月３日）を
定めるとともに、当面の輸出戦略として、農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略を策定（令和２年11月30日）

・水産物・水産加工品輸出拡大協議会による海外でのＰＲ・販売促進活動への支援、ＪＥＴＲＯと連携した現地輸入事業者等との
マッチング、ＪＦＯＯＤＯと連携した輸出先国・地域のニーズに応じた戦略的プロモーションを実施

輸出を視野に入れた競争力ある流通構造の確立（我が国水産物の輸出促進施策の展開）

基本計画

• 水産物の輸出額3,500億円目標の達成に向け、以下に取り組む。
① 安定した養殖生産の確保や適切な資源管理等により国内生産体制を整備する。
② 水産物専門の現地在住の海外コンサルタントやＪＥＴＲＯ海外事務所等と協力し、輸出先国・地域のニー

ズに即したプロモーション活動、現地輸入業者とのマッチング、現地の商慣行についての情報の収集・提
供等を効果的に実施する。また、我が国の四季に応じた新鮮で多様な水産物や高品質な水産加工品等をア
ピールする等戦略的に我が国水産物の魅力を売り込む。

③ 対ＥＵ・ＨＡＣＣＰ認定施設数の増加を図るとともに、ＨＡＣＣＰ対応のための水産加工施設の改修、研
修会、現地指導等に対し支援を行う。ＥＵは、漁場から輸出までのフードチェーン全体の管理も要求して
いることから、養殖場や産地市場の登録を推進するとともに、海域モニタリング（二枚貝）や残留動物医
薬品検査（養殖魚）等についても支援を行う。

④ 我が国水産物の輸出に係る各種輸入規制の緩和・撤廃に向けて、科学的データ等に基づく協議を行うとと
もに、輸出に必要な各種証明書の発行に係る手続の簡素化・迅速化を進める。
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＜これまでの取組と主な成果（前頁のつづき）＞

• 対米、対ＥＵ－ＨＡＣＣＰ認定施設数は増加中。また、輸出先国
の輸入製品に関する動物用医薬品の残留基準値の設定申請への支
援を実施

• 農林水産物・食品輸出本部の下、水産物の輸入規制に関する協議
を実施。福島第一原発事故に伴う輸入規制のある国・地域は、水
産物では事故後の53から13に減少

• 資源管理ロードマップに沿った水産資源の回復や養殖魚の増産を輸出
拡大につなげていくための商流の構築が必要

• マーケットインの発想に基づき、輸出先国・地域の規制やニーズに
対応した産品を生産する生産基盤の強化、輸出向けの施設整備に対す
る支援を推進。また、在外公館、ＪＥＴＲＯ等の機関との連携を強化

• 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、特定の輸出先国、仕向先
（飲食店向け生食用食材等）に依存することで水産物の輸出が大幅に減
少すること等のリスクを低減することが重要。また、リアルを前提と
した商談からオンラインを併用した商談会等、ビジネスマッチングの
方法について考慮する必要

＜今後の課題＞
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輸出を視野に入れた競争力ある流通構造の確立（我が国水産物の輸出促進施策の展開）

国・地域数

全ての都道府県

を対象

11か国・地域
（アラブ首長国連邦、イラク、エジプ

ト、ギニア、クウェート、コンゴ民主

共和国、仏領ニューカレドニア、仏

領ポリネシア、モーリシャス、モロッ

コ、レバノン）

一部の都道府県

を対象

７か国・地域
（マカオ、中国、ロシア、ブルネイ、

台湾、サウジアラビア、シンガポー

ル）

日本での出荷制

限品目を対象
２か国
（米国、韓国）

全ての都道府県

を対象

８か国
（アルゼンチン、インドネシア、オ

マーン、カタール、チリ、バーレー

ン、ブラジル、ボリビア）

一部の都道府県

を対象

13か国・地域
（香港、メキシコ、ＥＵ、EFTA（アイス

ランド、ノルウェー、スイス、リヒテン

シュタイン）、セルビア、タイ、カナ

ダ、マレーシア、コロンビア、ペ

ルー）

12か国
（イスラエル、イラン、インド、ウクラ

イナ、トルコ、ネパール、パキスタ

ン、フィリピン、ミャンマー、ニュー

ジーランド、ベトナム、豪州）

53か国・地域

※レバノン及びブラジルは４月、米国、韓国、メキシコ及びチリは６月

　ボリビア及びコロンビアは８月時点。

輸入停止はな

いものの、放

射性物質検査

証明書を要求

自国での検査強化

（上記の国・地域を除く）

合計

平成23（2011）年５月現在

規制措置の内容

輸入停止あり

国・地域数

全ての都道府県

を対象
０か国・地域

一部の都道府

県を対象
４か国・地域
（マカオ、中国、台湾、韓国）

日本での出荷制

限品目を対象
１か国
（米国）

全ての都道府県

を対象
０か国

一部の都道府

県を対象

８か国・地域
（仏領ポリネシア、香港、EU・英

国、EFTA（アイスランド、ノル

ウェー、スイス、リヒテンシュタイ

ン）、シンガポール

０か国

13か国・地域

※最近規制撤廃した主な国・地域：レバノン（R2.12.８）、UAE

　ポール（R2.1.16）など

※EU27か国と英国は事故後、一体として輸入規制を設けたことか

　ら、一地域としてカウントしている。

　 （R2.12.８）、イスラエル（R３.１.25）など

　最近規制緩和した主な国・地域：EU・EFTA（R1.11.14）、シンガ

輸入停止はな

いものの、放

射性物質検査

証明書を要求

自国での検査強化

（上記の国・地域を除く）

合計

令和３（2021）年３月現在

規制措置の内容

輸入停止あり

原発事故に伴う諸外国・地域による輸入規制の緩和・撤廃の動向（水産物）

水産物におけるHACCP認定施設数の推移



ＩＣＴ等の新技術の活用（水産業における調査・研究・技術開発の戦略的推進①）

基本計画

• 観測機器や解析モデルの改良による海洋環境の現況把握と将来予測精度の向上を図り、海況予測等の海洋環
境把握精度を向上させる。近年、分布、回遊、再生産等が変化している重要資源に関し、その生態特性と環
境変化との関係について調査研究を進め、その変動メカニズムの解明と漁況予測等の精度向上を図る。新た
な解析手法の導入等により資源評価の精度向上を図るとともに、生態学的特性にも配慮した資源管理手法の
高度化を行う。これらに的確に対応し、かつ、必要に応じ漁業調整や流通分野にも有効に情報提供できるよ
う、資源・漁獲情報ネットワーク体制の構築を図る。

＜これまでの取組と主な成果＞

• 近年不漁が続いているスルメイカ、サケ、サンマについて、卵・幼生の分布、餌料生物の発生状況、水温をはじめとする海洋
環境に関するデータ収集を追加的に行い、これを踏まえて、令和３年４月に不漁問題に関する検討会において、不漁要因を公
表

• 改正漁業法に基づき、再生産関係をはじめとする生態学的特性を考慮した情報を利用したMSYベースの資源評価に基づく資源
管理を推進

• 標本船（沿岸漁船）から操業情報（投網回数や漁獲量等）・漁場環境情報（水温等）を電子的に収集するための技術開発・実
証を行い、得られた成果については資源評価・調査事業に組み込み、情報収集を実施する体制を構築を推進。また、主要な産
地市場・漁協から400市場以上を目途に、産地市場情報（水揚げ情報）の収集を行い、資源・漁獲情報のネットワーク化を推
進

• 不漁問題について、引き続き調査を実施するとともに、今後のリスク分散やリスクへの順応に向けた取組を検討

• 資源評価において、海洋環境の変動及び漁場の変化が資源の分布の偏り、再生産の成功率に影響を与えることから海洋環境の
変動等が水産資源に与える影響の把握に努めることにより、漁場予測や資源評価の精度向上を図る必要

• 産地市場・漁協や標本船（沿岸漁船）からの情報収集体制を活用し、電子データに基づくＭＳＹベースの資源評価を実現する
とともに、オープンデータについては、データ連携基盤を通じての提供を検討
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＜今後の課題＞



ＩＣＴ等の新技術の活用（水産業における調査・研究・技術開発の戦略的推進②）

＜これまでの取組と主な成果＞

• ＩＣＴ、ロボット、ＡＩなどの新技術を活用した水産業については、「スマート水産業」と定義し、2027（令和９）年度ま
での工程表を策定し、技術開発・社会実装を戦略的に推進。令和元年度には、スマート水産業における産学官の有識者を参
集し、「スマート水産業研究会」を立ち上げて、スマート水産業の社会実装に向けた方向性について検討

• 技術開発では、ＩＣＴを活用し、沿岸漁業において操業の省エネ化、低コスト化を図るため、10都道府県以上の海域で７日
先の漁海況予測情報を活用した漁業を実践。漁場探索ドローン等操業の省力化や効率化に資する新技術の研究開発を推進
また、民間主導によりAIを活用したサンマの漁場予測技術や自動給餌装置の開発などが進展。開発した技術の社会実装のた
め「水産新技術の現場実装プログラム」を策定

• マグロの尾部からマグロの魚肉中の脂肪含有量を推定できる技術を開発し、市販化。また、サバの鮮度・品質を保持するた
めの冷却・冷凍保管方法を科学的に検証し、実用化マニュアルを作成・公表

• 高速バス荷室を活用し、Iot端末搭載の水産物専用保冷ボックスにより温湿度や輸送位置を把握可能とする新たな水産物輸送
システム構築を支援

• ＩＣＴを活用した漁海況予測情報を利用し、全国レベルでデータに基づく効率的な操業を実現していくことが必要

• みどりの食料システム戦略を踏まえ、温室効果ガスの削減に資する漁船の電化・水素化等の省エネ化や効率化に資する新技
術の研究開発を推進し、社会実装を目指す
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＜今後の課題＞

基本計画

• ＩＣＴ、ロボット、ＡＩなどの新技術を活用し、漁船の運航や操業の省エネ化、省力化、低コスト化、効率
化等の研究開発を行う。特に漁業・養殖業における単純作業について機械化することにより、省人化及びコ
スト削減される部分について研究開発を進める。

• 鮮度を維持しつつ簡便・迅速に長距離輸送する技術や、国内で高品質のまま流通させる新しい鮮度保持技術
及び品質評価技術を開発する。また、加工や流通、消費の段階で魚介類の価値を決定する重要な品質（脂肪
含有量及び鮮度）を非破壊分析し、品質の高い水産物を選別する技術を開発する。



基本計画

• 我が国水産業の競争力強化と輸出の促進を図るため、広域浜プランとの連携の下、荷さばき所等の再編・
集約を進め、地域全体において漁港機能の強化を図る。

• 水産物の流通拠点となる漁港において、高度な衛生管理に対応した岸壁、荷さばき所、冷凍及び冷蔵施設
等の一体的整備や、大型漁船等に対応した岸壁の整備等により、市場・流通機能の強化を図る。

• 地域の中核的な生産活動等が行われる地区においては、養殖等による生産機能の強化を図る。また、国内
への安定的な水産物の供給とともに、輸出先国のニーズに対応した生産・流通体制を確保する。

＜これまでの取組と主な成果＞
• 流通拠点漁港で取り扱われる水産物のうち、新たに品質の向上や出荷の安定が図られた水産物

の取扱量の割合を50％（令和３年度末時点）に向上させることを目標とし、令和元年度末時点
で15％まで進捗

• 流通・輸出拠点漁港のうち、新たに60漁港（令和３年度末時点）で輸出を拡大させることを目
標とし、令和元年度末時点で15漁港まで進捗

• 海外まき網漁船や運搬船などの大型化が進んでいる一方で、大型化した漁船に対応した施設が十分でない漁港が存在。また、
水産物の流通体制の効率化や、輸出先国の基準・ニーズに対応した品質・衛生管理体制の構築を図る必要
① 漁船の大型化に対応した岸壁の延伸や泊地の増深、高度衛生管理型荷さばき所、冷凍冷蔵施設、加工・流通施設などの

一体的整備
② 漁業者と漁港関係者との漁船更新等の情報共有を図るなど連携の仕組の構築
③ 輸出水産物の生産・流通の拠点におけるＨＡＣＣＰ対応の市場・加工場の整備、海外展開に資する生産・加工技術の向

上

漁港・漁村の活性化と漁港のフル活用
（水産業の競争力強化と輸出促進に向けた漁港等の機能向上）

超低温冷蔵による
高品質な冷凍水産
物を保管を可能に

超低温冷蔵施設の整備

流通拠点漁港の市場・流通機能の
強化の例（焼津漁港）

高度衛生管理型荷さばき所の整備

腰壁・防鳥ネットにより、搬出エリア
と選別エリアを仕切り

＜今後の課題＞
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基本計画
• 漁業者の減少や高齢化、漁船の減少に対応するため、漁港機能の再編・集約化を図ることにより、漁港水

域の増養殖場としての活用等、漁港施設の有効活用・多機能化を推進する。

• 漁港ストックを活用した水産業の６次産業化や海洋性レクリエーションの振興のほか、再生可能エネル
ギーの活用による漁港のエコ化を推進する。

• 女性・高齢者を含む漁業就業者を始めとする漁村の人々にとって、住みやすく働きやすい漁村づくりを推
進するため、漁村の環境改善対策を推進する。

漁港・漁村の活性化と漁港のフル活用
（漁港ストックの 大限の活用と漁村のにぎわいの創出）

＜これまでの取組と主な成果＞

• 平成29年度から令和元年度までに、新たに63地区において、水産物直売所等の漁村の訪問者
の増加に資する施設の整備を実施

• 平成29年度から令和元年度までに、19漁港で漁港ストックの有効活用に資する取組を実施

• 平成29年度から令和元年度までに、水産物の流通・生産拠点となる漁港のうち、新たに49漁
港において漁業者の就労環境改善対策を実施

• 漁村の人口減少や高齢化が進む中、主に中小規模の漁港において、漁船隻数の減少に伴い漁港の施設・用地に余裕が生まれ
ている。一方で、漁港を「海業」に活用する例が増加しつつあるため、以下の取組が求められている

① 地域の漁業実態に合わせた冷蔵庫・製氷施設等の漁港施設の再編・整理による漁業生産・流通の効率化
② 漁港機能施設の再編・集約に伴って余裕が生じた施設・用地を「海業」や増養殖を図る場として活用
③ 漁港漁村における交流促進及び効果的な漁港活用のため、民間事業者等とのマッチングや連携を強化

漁港ストックの有効活用の例（走漁港）

未利用となっていた漁港施設用地を活用し、
民間事業者がスジアオノリの陸上養殖施設を
設置し、地元水産業の活性化に寄与

＜今後の課題＞
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漁港・漁村の活性化と漁港のフル活用（漁協系統組織の役割発揮・再編整備）

基本計画

• 都道府県域ごとの実情に応じた広域での漁協合併、信用事業の健全性強化、繰越欠損金の解消など、漁協
系統組織の経営・事業基盤強化の改革を促進する。

• 多様な人材の登用・活用が必要となっており、漁協の役職員の人材育成に取り組む体制を強化するととも
に、漁協の事業運営において女性・青年の活躍を促す。

• 漁協によるコンプライアンスの確保に向けた自主的な取組を促進し、必要な場合には法律に基づく指導・
監督を適時適切に国や地方公共団体が実施する。

＜これまでの取組と主な成果＞

• 経営不振漁協の繰越欠損金解消のための経営改善指導、経営改善の進捗管理を行うとともに、広域合併等の経営基盤強化の
取組について指導を行った
①広域での漁協合併を推進(H元：2,136漁協 → R元：939漁協)
②信用事業の経営基盤強化のため広域信漁連設立
（H29:なぎさ信漁連、R3:東日本信漁連、九州信漁連）
③繰越欠損金を抱える漁協は大きく減少
（H18：355漁協 → H30：168漁協）
④欠損金額は1/4に減少（H18：454億円 → H30：115億円）

• 平成30年の漁業法等改正法において、水産業協同組合法を改正し、
若い世代や女性を積極的に登用する観点から、年齢及び性別に著し
い偏りが生じないよう配慮する規定を制定

• 平成30年の改正法において、販売事業を行う実践的な能力を有する
理事の設置を義務づけるとともに、漁協系統信用事業の健全確保の
ため公認会計士監査の導入を措置

• 常例検査結果に基づく報告徴求により、漁連等への指導・監督を行いコンプライアンスの確保を促進

○沿海地区漁協数・合併参加漁協数の推移
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• 漁協は水産改革を担う主体として、以下の役割を果たしていく必要
① 水産資源の管理や漁場の適切・有効な活用を図ること
② 販売事業等の経済事業の強化により漁業者の所得向上を図ること
③ 漁村地域の活性化を主体的に担うこと

• 漁業者の減少、海洋環境の変化に伴う不漁等により漁協経営が不安定にある中で、これらの役割を適切に果たしていく
ためには、経営環境の変化にも対応した経営の転換や新たな事業の展開により、持続可能な漁協経営を確立していくこ
とが重要

• 今後漁協が対応していくべき共通の課題と方向性を整理した上で、漁協の機能が多様化している現状を踏まえ、漁業の
状況や水産物流通に果たす役割、事業の実施状況等の違いに着目して、一定の類型に分類するなど、目指すべき姿を整
理

• 漁協の役員は男性の高齢者が多く占めており、生産意欲があり浜の今後を担う青壮年層や魚食普及等で活躍している女
性の意見が漁協経営に反映されにくい役員構成（60歳以上が6割、女性理事は0.4％）となっており、バランスのとれた
役員構成にすることが必要
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＜今後の課題＞



漁場環境の保全と生態系の維持

基本計画

• 豊かな生態系を育む機能を有し、水産資源の増殖に大きな役割を果たしている藻場・干潟の実効性のある効
率的な保全・創造を推進する。

• 海洋環境調査を活用し、海洋環境の変動が水産資源に与える影響の把握に努めることにより、漁場予測や資

源評価の高精度化を図る。

＜これまでの取組と主な成果＞

• 漁業・漁村が多面的機能を発揮するため、漁業者等の活動が健全に行われ、漁村が活性化するよう配慮を求める規定を、改正
漁業法に新設

• 実効性のある効率的な藻場・干潟の保全・創造を推進するための基本的考え方を示した「藻場・干潟ビジョン」に基づき、広
域的な観点からハード・ソフトを組み合わせた対策を推進

藻場・干潟ビジョンの策定状況（対象：75海域）：10海域（平成28年度末）→ 41海域（令和２年度末）

• 漁業・漁村の多面的機能の発揮に資する地域の活動を支援する「水産多面的機能発揮対策事業」を実施し、藻場・干潟の保全
等の環境生態系保全の取組が活発に行われるよう推進

活動組織数：671組織（平成28年度末）→ 760組織（令和２年度末）

• 「海洋プラスチックごみ対策アクションプラン」等に基づき、漁業者による海洋ごみの回収や、漁業系廃棄物計画的処理推進
指針等による漁業系廃棄物の適正処理を推進

• 海洋環境調査等を活用して、イワシ類、サバ類、スルメイカ等浮魚類の漁場形成等を漁海況予報として発信するとともに、人
工衛星や漁船を活用した精度の高い表面水温、植物プランクトンの分布及び漁獲状況等の情報の収集・分析を行い、漁場予測
に資する情報等について漁業者へ提供

• 栄養塩類の不足等によるノリの色落ちやイカナゴの不漁等、生産性の低下への影響が示唆されていることに対応するため、栄
養塩類と水産資源との関係の解明の調査研究を実施

• 食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現させるための新たな政策方針として「みどりの食料シ
ステム戦略」を策定
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• 藻場・干潟ビジョンに基づく効果的な藻場・干潟の保全・創造、覆砂や海底耕うんなどの底質環境の改善などによる漁場生産
力の向上

• 水産資源の生産力の向上と豊かな生態系の維持・回復を目的として漁場の整備等を実施してきたが、藻場の構成種の単一化や
ウニなどの植食性生物の活性化などが顕在化していることから、漁場の変化に対応した対策が課題

• 漁具は海洋プラスチックごみの一因となっており、廃棄又は流出する漁具の環境への影響を軽減するため、リサイクルしやす
い素材や生分解性素材を活用した環境配慮設計の漁具の開発や導入を推進することが必要

• 海洋環境の変化による回遊性魚類の漁場の変動や主要魚種への不漁問題の発生に対応するため、資源管理と連携した増殖場の
整備や資源回復の支援、資源評価や漁業被害の防止に貢献する海域環境調査やモニタリングの強化による漁業生産の安定化

• 水産業・漁村の多面的機能が将来にわたり発揮されるため、漁村の人口減少や高齢化による人手不足に対し、NPO・ボラン
ティア・海業に関わる人の活動組織への参画を図ることが必要。また、大規模災害への対応を図るため、自治体・災害ボラン
ティアとの連携により活動組織の体制強化が必要

• 今般の瀬戸内海環境保全特別措置法の改正も踏まえ、栄養塩類が水産資源に及ぼす影響に係るデータを蓄積するとともに、得
られた成果を瀬戸内海に加えてこのことに関心を示している東京湾及び伊勢・三河湾の関係者と共有し、海域毎の特性を踏ま
えた栄養塩類管理に寄与する必要
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＜今後の課題＞

藻場の造成 藻場の保全活動（ウニ駆除）
水産多面的機能発揮対策事業における活動
組織の分布図



東日本大震災からの復興（着実な復旧・復興）

基本計画

• 被災した水産関係施設の復旧・復興は相当程度進展したところであるが、一刻も早い復旧・復興事業の完

了を目指す。

＜これまでの取組と主な成果＞

・漁港については、平成29年６月末に、被災した319漁港の全てで陸揚げ機
能が回復（令和３年３月現在、うち311漁港が全延長陸揚げが可能。８漁港は部分的
に可能）

・漁船については、岩手県・宮城県においては平成27年度末に希望する漁
業者に対する漁船復旧が完了。平成28年度以降、原発事故の影響で復旧
が遅れている福島県について計画的に復旧を進めている（令和３年３月末
現在で18,709隻を復旧）

・養殖施設については、平成29年６月末に、再開を希望する養殖施設の全
ての整備を完了

・水産加工施設については、令和３年１月末現在、被災３県で再開を希望
する水産加工施設の９割以上が業務再開（774施設のうち755施設）

・産地市場については、令和２年12月末現在、被災３県で被害があった産
地市場の全てが業務を再開（被災３県で被害があった産地市場34施設のうち、岩
手県及び宮城県の22施設全てが業務を再開し、福島県12施設についても、４施設が集
約され、８施設全てが再開）

＜今後の課題＞

・水産関係施設の復旧・復興は、一部を除き、概ね完了した一方で、被
災３県の水揚量については、サケ、サンマ、スルメイカ等の不漁の影
響もあり、近年は震災前の７割程度の水準で推移しており、水揚げ量
の回復が課題

・被災３県及び近隣県（青森県・茨城県）の水産加工業については、販
路の不足・喪失、原材料不足等により、依然として売り上げの回復が
遅れているため、販路の拡大や原料の確保が課題
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被災３県の主要市場の水揚状況
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その他

資料：一般社団法人漁業情報サービスセンターHP「おさかなひろば」に基づき水産庁で作成

・令和２年の被災３県の水揚量は、震災前の７割程度の水準
・魚種別では、サバは震災前の３割増となっているが、アキサケは
１割、サンマは２割の水準

東日本大震災からの水産加工業の売上の回復状況

・売上が震災前の８割以上回復した業者は49％（前回50％）
・売上が戻っていない理由は、「販路の不足・喪失」が25％、「原
材料の不足」が22％となっている

・「復興水産加工業等販路回復促進事業」を活用した者の88％が販
路回復につながったと回答

資料：水産庁「水産加工業者における復興状況アンケート（第8回）結果（令和3年1月実施）」

20％未満
20％以上40％未満
40％以上60％未満
60％以上80％未満
80％以上90％未満
90％以上100％未満
100％以上
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水産物の放射性物質調査（海産種）

福島県の試験操業の水揚量

東日本大震災からの復興（原発事故の影響の克服）

＜これまでの取組と主な成果＞
① 安全な水産物の供給と操業再開に向けた支援

・ 関係自治体及び関係団体等と連携し、福島県及び近隣県において水産物の放射性物質調査を実施

平成29年度以降、現在までに約55,800検体を調査し、海産種の基準値超過率はほぼ０％

・ 令和２年２月、海産種の出荷制限は一旦全て解除

福島県の試験操業・販売については、順次、漁業種類・対象種・海域を拡大し、令和３年３月

末に終了。同年４月からは、本格操業に向けた移行期間と位置付け水揚げの拡大を図っており、

本格的な操業への移行が円滑に進むよう「がんばる漁業復興支援事業」等により引き続き支援

② 風評被害の払拭

・ 水産物の信頼確保のため、放射性物質調査を実施するとともに、調査の結果やＱ&Ａを日本語及

び英語でホームページに掲載し、正確で分かりやすい情報提供を実施。一般消費者向けのなじみ

やすいパンフレットも作成し、消費者等への説明に活用

・ 消費者、加工業者など様々な関係者に対して、説明会等を実施（令和３年４月28日現在で計169回）

③ ALPS処理水の取扱い

・ ALPS処理水の取扱いについて、令和３年４月に「ALPS処理水の処分に関する基本方針」を決定し

たことを踏まえ、これまで実施してきた生産・加工・流通・消費それぞれの段階ごとに、徹底し

た対策を講じる

＜今後の課題＞
・ 福島県の沿岸漁業の水揚量は、震災前の17.7％（令和２年）にとどまっており、水揚量の増加とそのための流通・消費の拡大が課題

・ 水産関係者が特に懸念している、ALPS処理水の処分に伴う風評影響については、まずは風評を生じさせないことが極めて重要。処理水の放出ま

での２年間で、処理水の安全性について国内外に対して丁寧に説明し、理解の醸成を図り、風評を生じさせないための 大限の努力を政府全体

で行っていくことが必要

・ また、将来生じ得る風評被害について、現時点で想定し得ない不測の影響が生じ得ることも考えられることから、「ALPS処理水の処分に関する

基本方針の着実な実行に向けた関係閣僚等会議」において、関係者の御意見を幅広く聞きながら、必要な対策を検討することとされている 40

基本計画

• 福島県を中心に出荷制限や操業自粛を余儀なくされていることから、科学的・客観的な根拠に基づく出荷

制限の解除を着実に進める。

• いまだ根強く残る風評被害の払拭に向けて、水産物の信頼確保のため、関係都道府県や業界団体と連携し

た放射性物質調査を実施するとともに、正確で分かりやすい情報提供を行う。


