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特集 平成期の我が国水産業を振り返る

平成30年度以降の我が国水産の動向



特集 平成期の我が国水産業を振り返る

第１節 我が国水産業の変遷
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我が国漁業生産量の推移
及び漁業を取り巻く状況の変化

(1)漁業生産の状況の変化

○ 昭和50年代に200海里時代が到来し、遠洋漁業の撤退が相次ぐ中、マイワ
シの漁獲量が増大し、昭和59年に生産量のピーク、昭和57年に生産額のピー
クとなった後、減少傾向。

資料：農林水産省「漁業・養殖業生産統計」

我が国漁業生産額の推移

資料：農林水産省「漁業産出額」に基づき水産庁で作成



○ 平成期には有明法や瀬戸内法など漁場環境に関連する取組が強化されるととも
に、水産関係者が主体となった海浜・河岸清掃活動の取組も全国的に実施。

○ 平成11（1999）年に「持続的養殖生産確保法」が制定され、同法に基づき、
漁業協同組合等が漁場環境改善のための取組等をまとめた「漁場改善計画」を策
定し、養殖漁場の環境改善を推進。
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北海道におけるブリ漁獲量の推移

(2)漁場環境をめぐる動き

○ 平成期においては、北海道でのブ
リの豊漁やサワラの分布域の北上、
九州沿岸での磯焼けの拡大など、海
水温の上昇が主要因と考えられる現
象が顕在化。気候変動への対策とし
て高水温への耐性を持つ養殖品種の
開発等を推進。

資料：北海道庁「北海道水産現勢」に基づき水産庁で作成



○ 世界の１人当たり食用魚介類消費量は、過去半世紀で約２倍に。特に中国等の新
興国での伸びが顕著。

○ 日本の１人当たり食用魚介類消費量は世界的には高水準にあるものの、50年前
と同水準まで減少。

○ 食用魚介類の１人１年当たりの消費量は平成13（2001）年度の40.2kgをピー
クに減少傾向。平成23（2011）年度には肉類の消費量と逆転。

○ よく消費される生鮮魚介類の種類は、平成元（1989）年にはイカやエビが上位、
近年はサケ、マグロ及びブリが上位。

○ 女性の社会進出や共働き家庭の増加に伴う家事時間の短縮により、食の簡便化志
向が強まり、家計の食料支出額に占める調理食品や外食の支出額の割合が増加。
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(３)水産物消費の変化

食用魚介類の国内消費仕向量及び１人１年当たり消費量の変化 食料支出額に占める外食等の支出額の割合の変化

資料：農林水産省「食料需給表」 資料：総務省「家計調査」に基づき水産庁で作成
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○ 海洋のあらゆる領域における人間活動について規定する「国連海洋法条約」につ
いて、平成８（1996）年に批准。これを契機に資源管理の取組を実施。

○ 平成13（2001）年、水産をめぐる状況が大きく変化してきたことを背景に、
水産政策の指針として「水産基本法」を制定。同法に基づき、水産施策の中期的指
針となる「水産基本計画」を策定。

(４) 水産政策の指針となる条約の締結及び法律の制定

(５) 資源の持続的利用の取組

○ 栽培漁業では、1980年代から1990年代にかけて、主な種苗放流の対象種の
放流数がピークに。 一方で、平成期には、国から都道府県への税源移譲等によっ
て全国的な実施体制が変化。

○ 国連海洋法条約の批准に際して「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律」
を制定し、平成９（1997）年から、６魚種について、同法に基づく漁獲可能量
（TAC）制度の運用を開始。

○ 漁業者による自主的な資源管理を推進するため、平成23（2011）年度から、
国及び都道府県が「資源管理指針」を策定し、漁業者・団体が「資源管理計画」
を作成・実践する資源管理体制を導入。

○ 国際的な地域漁業管理機関として、平成期には、カツオ・マグロ類の資源管理
を行う中西部太平洋まぐろ類委員会（WCPFC）や太平洋公海におけるサンマ等
の資源管理を行う北太平洋漁業委員会（NPFC）などが設立。

○ IUU（違法・無報告・無規制）漁業の抑制・根絶に向けた国際的な取組も推進。
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○ 海面漁業・養殖業の経営体数は、昭和
63（1988）年の約19万経営体から平成
30（2018）年の約7.9万経営体まで
58％減少。

○ 階層別では、沿岸漁業層で59％、中小
漁業層で50％、大規模漁業層で75％減少。

(１)漁業経営体構造の変化

第２節 漁業構造の移り変わり

(２)漁業・養殖業の経営の状況

○ 沿岸漁船漁業（個人経営体）の漁労所得

65歳未満の階層 ＞ 65歳以上の階層

○ 海面養殖業（個人経営体）の漁労所得

65歳未満の階層 ＞ 全年齢階層

○ 漁業者１人当たりの漁業生産量は平成14
（2002）年以降、おおむね増加傾向。漁業
者１人当たりの漁業生産額及び生産漁業所得
は、平成15（2003）年以降、増加傾向。

海面漁業・養殖業の経営体数の推移

資料：農林水産省「漁業センサス」に基づき水産庁で作成

資料：農林水産省「漁業センサス」、「漁業就業動向調査」、「漁業・養殖
業生産統計」及び「漁業算出学」に基づき水産庁で作成

我が国の漁業・養殖業の生産性の推移
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(３)漁業就業構造等の変化

漁業就業者数の推移○ 漁業就業者は、昭和63（1988）年から
平成30（2018）年までの30年間で61％
減少。

○ 漁業就業者全体に占める39歳以下の割合
は、平成期後半には緩やかな上昇傾向。一
方、65歳以上の割合は一貫して増加傾向。

○ 新規漁業就業者数は、平成21（2009）
年以降おおむね２千人程度で推移。39歳以
下がおおむね７割程度。

漁船の隻数の推移

(４)漁船の構造の変化

資料：農林水産省「漁業センサス」に基づき水産庁で作成

資料：農林水産省「漁業センサス」に基づき水産庁で作成

○ 漁船の隻数は、平成期には、いずれの規模で
も減少。特に、沖合・遠洋漁業で使用される20
トン以上の漁船は30年間で約２割に減少。

○ 平成期を通して漁船の高船齢化が進行。船齢
20年以上の漁船の割合は、５～９トンの漁船で
は４％から83％に、10～19トンの漁船では
５％から72％に増加。20トン以上の漁船でも船
齢20年以上の割合は増加したが、船齢10年未満
の漁船の割合が平成後期から増加傾向。
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○ 漁船の約２割（20トン未満の沿岸
いか釣り等の沿岸漁業漁船、さんま棒
受網漁船が中心）は、複数の漁業種類
を操業。

○ 海面漁業経営体の約２割は漁業以外
の兼業を実施。具体的な兼業先は、個
人経営体では農業及び遊漁船業等、団
体経営体では水産加工業及び小売業等。

(５)漁業における兼業の実態

漁業経営体の出荷先の推移

漁業経営体の兼業の有無及び兼業先（平成30（2018）年）

(６)流通加工構造の変化

資料：農林水産省「漁業
センサス」に基づき水産
庁で作成

○ 漁業経営体のうち７割は市場又は荷
さばき所が主な出荷先。直売所に出荷
する漁業経営体数は増加。

○ 魚市場の数・取扱量は平成期を通し
て減少傾向だが、活魚の取扱量は近年
増加傾向。

○ 水産加工場の数は総じて減少傾向だ
が、冷凍食品を主とする加工工場は近
年増加。 資料：農林水産省「漁業センサス」に基づき水産庁で作成
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○ 平成期は、我が国水産業を巡る情勢や環境が大きく変化する中で、我が国水
産業の将来の発展につながる新しい動きも見出されるようになった時代。「転
換点」として、これまでの政策や制度の枠組みの見直しが求められている。

○ 水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化を両立させ、漁業者の所得向上
と年齢バランスの取れた漁業就業構造を確立することを目指し、平成30
（2018）年６月に「水産政策の改革」を決定。

○ これを受けた法整備として、同年12月に漁業法等が改正され、資源管理措
置、漁業許可、漁業権などの漁業生産に関する基本的制度を改正。

(１)「水産政策の改革」の策定と漁業法等の改正

第３節 令和の時代に向けた改革の推進
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(２)水産政策の改革の具体的な方向
ア 新たな資源管理システムの推進

○ 漁業の成長産業化のためには、資源を維持・回復し、適切に管理することが
重要。このため、資源調査に基づいて、資源評価を行い、漁獲量が最大持続生
産量（MSY）を達成する水準を管理目標とする評価方法及び管理方法を導入。

資源管理の流れ
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(２)水産政策の改革の具体的な方向
ア 新たな資源管理システムの推進

○ 資源評価については、資源ごとに、
1）資源の発生状況等に関する情報
2）年齢ごとの資源尾数、自然の減耗率、漁獲による死亡率等の推定
3）近年の海洋環境の変化が自然の減耗率等に与える影響
の把握を行うこととし、これに必要な情報収集のための調査体制を強化。

○ 非TAC魚種について、順次、資源評価の公表と検討会の開催を進め、令和５
（2023）年度までに漁獲量ベースで８割をTAC管理とすることを目指す。

○ 大臣許可漁業において、準備が整ったものから順次、漁獲割当て（IQ）によ
る管理を導入。

○ 資源評価及び資源管理にとって重要な漁獲情報の収集については、新たに知
事許可漁業に対し、漁獲実績報告を義務化。漁業権漁業についても資源管理や
漁場の活用の状況の報告を義務化。漁獲情報については、電子的な手段による
報告・収集をスマート水産業の取組として推進。
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（浜の活力再生プランや漁場の総合的な利用を通じた漁村地域の活性化の取組）

○ 沿岸漁業については、漁業者自らが、所得向上に向け、地域ごとの実情に即
した課題解決策に取り組むことが重要。この取組を後押しするものとして、
「浜の活力再生プラン」を推進。

○ 地域の漁業の活力を維持していくためには、利用度が低下した水面（漁場）
については、協業化や地区内外からの新規参入も含めて、総合利用を図ること
が重要。

(２)水産政策の改革の具体的な方向
イ 漁業の生産基盤の強化と構造改革の推進

（写真（右）提供：福岡県）

漁業者の所得向上に取り組むJF糸島の直売所「志摩の四季」
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（漁船漁業の収益性の高い操業・生産体制への転換）

○ 沖合・遠洋漁業について、高性能漁船の導入等により収益性の高い操業・生
産体制への転換を推進。

○ 漁船の居住性・安全性・作業性の向上や洋上でのインターネット環境の整備
などにより、労働環境の改善を促進。

(２)水産政策の改革の具体的な方向
イ 漁業の生産基盤の強化と構造改革の推進

海外まき網漁業の事例

（人材の確保・育成の促進）

○ 漁業経験ゼロからでも就業・定着できるよう、漁船・漁具の取扱いを始めとす
る漁業に関する知識・技術の習得について支援。

○ 1）海技士の資格取得の促進、2）ICTも活用した匠の技の伝承、3）地域外から
の就業者を受け入れていく浜の意識改革を推進。
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(２)水産政策の改革の具体的な方向
イ 漁業の生産基盤の強化と構造改革の推進

運用段階にあるICT・AIの例

（「スマート水産業」の推進）

○ 水産業の成長産業化を実現するため、ICT・IoT・AIといった技術やドロー
ン・ロボット技術の漁業・養殖業の現場への導入・普及を推進。

○ さらに、生産から流通にわたって得られるデータの活用等を可能とする「水
産業データ連携基盤」を構築
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（競争力のある流通構造の確立）

○ 生産者と加工業者との連携等による物流の効率化、取引の電子化、ICT・AI
を活用した選別・加工技術の導入、加工施設の品質・衛生管理の強化、国内外
の需要に対応した生産などを推進し、品質面・コスト面等で競争力のある流通
構造の確立を目指す。

○ 卸売市場について、産地市場の統合・重点化を推進し、品質・衛生管理体制
を強化。

○ 資源管理の徹底とIUU漁業の撲滅を推進する観点から、水産トレーサビリ
ティの取組を推進。

(２)水産政策の改革の具体的な方向
ウ 漁業者の所得向上に資する流通構造の改革
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（輸出拡大の取組の促進）

○ 令和２（2020）年４月、「農林水産物・食品輸出本部」創設。輸出先国と
の規制緩和・撤廃の協議、輸出向け施設整備と施設認定、輸出手続き、輸出証
明書発行等の一元化などを推進。

○ 令和２（2020）年３月に、令和12（2030）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）とする新たな目標を設定。

〇 水産物の輸出拡大のため、輸出先国の条件に合う水産加工施設等の改修・機
器整備、国際マーケットに通用するモデル的な商法・物流の構築、水産エコラ
ベル認証の活用、EU-HACCP認定が可能な高度衛生管理型荷さばき所の整備、
冷凍・冷蔵施設等との一体的整備による集出荷機能の強化、養殖水産物の生産
機能の強化等を推進。

（水産エコラベルの活用推進）

○ 資源の持続的利用や環境に配慮して生産されたものであることを消費者に情
報提供する水産エコラベルについて、認知度向上や認証取得に向けた取組を促
進し、普及を図る。

(２)水産政策の改革の具体的な方向
ウ 漁業者の所得向上に資する流通構造の改革
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○ 養殖業については、国内市場向けと海外市場向けに分けて成長産業化に取り組
むとともに、需要に応じた養殖品目や利用形態の質・量の情報を能動的に入手し、
需要と生産サイクルに応じた計画的な生産を図りながら、プロダクト・アウト型
から「マーケットイン型養殖業」への転換を図る。

(２)水産政策の改革の具体的な方向
エ 養殖業の成長産業化及び内水面漁業の振興

○ 内水面漁業については、漁業協同組合による種苗放流や産卵場の整備等による
資源増殖の取組を促進。また、自然との共生や環境との調和に配慮した多自然川
づくりを推進。

将来の養殖業のイメージ
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○ 新漁業法において、国及び都道府県は、漁業・漁村が多面的機能を有している
ことに鑑み、漁業者等の活動が健全に行われ、漁村が活性化するよう十分配慮
することが規定されることに。

また、漁業協同組合等による漁場保全活動を、幅広い受益者の協力を得て推進
するための仕組みとして、沿岸漁場管理制度が導入。

(２)水産政策の改革の具体的な方向
オ 漁業・漁村が有する多面的機能の発揮

○ 漁業協同組合は漁業所得の増大に最大限の配慮をしなければいけないことが、
水産業協同組合法に明記されることに。

水産庁は、漁業協同組合における付加価値向上や販路拡大の取組みを促進。

カ 漁業協同組合制度の見直し



○ 新漁業法では、全ての有用水産資源について資源評価を行うことが規定。このため、
Ｒ元年度に、資源評価対象種を50魚種から67魚種に拡大。

○ 令和元年度の我が国周辺水域の資源評価結果：

資源評価対象48魚種80系群 このうち漁業や国民生活上特に主要な13魚種33系群
高位 19系群 9系群
中位 26系群 14系群
低位 35系群 10系群

平成30年度以降の我が国水産の動向

第１章 水産資源及び漁場環境をめぐる動き

(1) 我が国周辺の水産資源
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○ 漁業の特性、漁業者数、対
象資源の状況等により様々な
手法を組み合わせて資源の適
切な管理を実施。

○ 採貝・採藻、定置網漁業、
養殖業等は漁業権制度、沖
合・遠洋漁業等は許可制度等。

○ 漁獲可能量（TAC）制度は
８魚種（漁獲量の６割）を対
象に実施中 。

○ 今後、TAC魚種を順次拡大
し、漁獲量の８割がTAC魚種
となることを目指す。

○ 漁獲割当て（IQ）方式は、
大臣許可漁業から順次導入。
沿岸漁業については、準備が
整ったものから導入の可能性
を検討。

(２)我が国の資源管理

21

漁業権漁業にかかる水面の立体的・重複的な利用のイメージ図

資源管理手法の相関図



○ 漁業監督官、海上保安官、警察官等
が取締任務に当たるとともに、漁業
者も密漁防止活動を実施。

○ 漁業者以外による密漁が増加。特に、
反社会的勢力が組織的に行う磯根資
源の密漁は悪質化・巧妙化。

○新漁業法では、犯罪者に対して効果
的に不利益を与え、密漁の抑止を図
るため、特定の水産動植物を採捕す
る者への罰則を新設するなど、大幅
な罰則強化。

(3)実効ある資源管理のための取組

○ 日本海の大和堆周辺水域における北朝
鮮籍漁船等による違法操業は、我が国漁
業者の安全操業の妨げにもなる問題。こ
のため、漁業取締船を同海域に重点配備。
Ｒ元年における水産庁による退去勧告隻
数は延べ5,122件。

○ 周辺水域における外国漁船の違法操業
に対応するため、Ｒ元年度、２隻の新型
漁業取締船を配備（それまでは７隻）し、
取締体制を強化。

我が国の海面における漁業関係法令
違反の検挙件数の推移

水産庁による外国漁船の拿捕・立入検査等の
件数の推移

22



(1)国内生産の動向
第2章 我が国の水産業をめぐる動き

23

漁業･養殖業の国内生産量・額の推移

＜生産量＞ ＜生産額＞

資料： 農林水産省「漁業・養殖業生産統計」

資料： 農林水産省「漁業産出額」 に基づき水産庁で作成
注： 漁業生産額は、漁業産出額（漁業・養殖業の生産量に産地市場卸売価格等を

乗じて推計したもの）に種苗の生産額を加算したもの。

○ Ｈ30年の漁業・養殖業生産量は442万トン（前年比+12万トン）。うち海面漁
業は336万トン（+10万トン）、海面養殖業は100万トン（+２万トン）、内水面
漁業・養殖業は５万７千トン（-５千トン）。

○ Ｈ30年の漁業・養殖業の生産額は、１兆5,579億円（前年比-482億円）。

Ｒ元年のサケ、サンマ、スルメイカの漁獲量（水産庁調べ）はいずれも過去最低レベル。不漁の原
因として、海水温による稚魚の生残減少の影響（サケ）のほか、外国漁船による漁獲（サンマ、スル
メイカ）などが影響した可能性。

不漁の原因を解明するためには、複数年にわたる様々なデータに基づき資源状況や海洋環境の変化
等の要因を科学的に分析する必要があり、データを継続的に収集する体制の構築が重要。

コラム：サケ、サンマ、スルメイカの不漁について



漁獲量（左目盛）

単価（右目盛）

(2)漁業経営の動向

○ 漁業・養殖業の平均産地価格は低下 H30：347円/kg （前年比 －19円/kg）

○ 漁業・養殖業経営状況（H30）：
沿岸漁船漁業の個人経営体：平均漁労所
得は186万円（前年比 －32万円）。

漁船漁業会社経営体：赤字が続いている
ものの、水産加工等による漁業外利益を
加えた営業利益は282万円。

燃油価格は、近年上昇傾向だったが、Ｒ
２年２月以降は４年ぶりの低水準。 24

漁業・養殖業の平均産地価格 漁獲量と価格の推移

燃油価格の推移

資料：農林水産省「漁業・養殖業生産統計」及び「漁業産出額」に基づき水産庁で作成
注：漁業・養殖業の産出額を生産量で除して求めた。

資料：農林水産省「漁業・養殖業生産統計」（生産量）、農林水産省「水産物流通統計年報」（平成15（2003）～21
（2009）年）及び水産庁「水産物流通調査」（平成22（2010）～令和元（2019）年）（単価）に基づき水産庁で作成

資料：水産庁調べ



(2)漁業経営の動向

○浜の活力再生プラン：漁業所得を5年間で10％アップすることを目標とし、実現の
ための方策を地域自ら考え実施。647地区が実施段階に（Ｒ
２年３月末現在）。H30年度に第１期「浜の活力再生プラ
ン」を終了した地区のうち、61％で所得目標を上回った。

25

配合飼料及び輸入魚粉価格の推移海面養殖業個人経営体：平均漁労所得は
763万円（前年比 -402万円）。

魚粉の輸入価格は、中国等による飼料需要
拡大やペルーカタクチイワシの漁獲量減少
により、H27年4月まで上昇し、その後は
やや落ち着いて推移。

資料：財務省「貿易統計」、（一社）日本養魚飼料協会調べ、水産庁調べ

○浜の活力再生広域プラン：より広域的な競争力強化のための取組。
154件が実施段階に（Ｒ２年3月末現在）

2. 宮崎県串間市東地区地域
水産業再生委員会

定置網漁業を軸としつつ、各漁業者
が複合的に漁業等を実施できる体制
作りや地域一体となったブランド化、
消費拡大の取組により、５年間で漁
業所得が１割以上向上。

1. 兵庫県地域水産業再生委員会・
但馬沖合底びき網漁業部会

漁獲物の鮮度保持対策、新商品の
開発・販売など、生産から流通・
消費に至る総合的な取組により、
５年間で漁業所得が１割以上向上。

急速冷凍機器による鮮度を
保ったホタルイカの新商品

「濵ほたる」
（写真提供：兵庫県漁連）



(3)漁業労働環境をめぐる動向

26

○ 水産業を成長産業に変えていくためには、
ICT・AI等の技術を漁業・養殖業現場に導入・
普及させていくことが重要。

○ 生産から流通にわたる多様な場面で得られる
データの連携・共有・活用を可能とする「水産
業データ連携基盤」を整備することで、データ
のフル活用による適切な資源評価・管理の取組
や効率的・先進的な操業・経営を支援していく。

(4)「スマート水産業」の推進等に向けた技術の開発・活用

ライフジャケットの着用・非着用別の
漁船からの海中転落者の生存率

漁船の船舶海難隻数及び船舶海難に伴う
死者･行方不明者数の推移

資料：海上保安庁調べ資料：海上保安庁「海難の現況と対策」

スマートフォンで提供する漁場形成予測画面など



(5)水産物の流通・加工の動向

○ 産地卸売市場数は横ばい、消費地卸売
市場は減少。

○ 卸売市場は、水産物を効率的に流通さ
せる上で重要な役割。一方、産地卸売
市場の多くは規模が小さく価格形成力
が弱いことが課題。

○ 市場統廃合等により維持・強化を図っ
ていく必要。食品流通は多様化する実
需者等のニーズに的確に応えていくこ
とが重要。

○ 米国やEU等への水産物の輸出の際には、
水産加工施設等に求められているHACCP
システムの実施と施設基準への適合が必要。

○ このため、国は、水産加工・流通施設の改
修等を支援。

○ また、対EU・HACCP認定加速化のため、
H26より水産庁も認定主体に。

27

水産物卸売市場数の推移

水産加工業等における対EU・米国輸出認定施設
数の推移
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第３章 水産業をめぐる国際情勢

(1) 世界の漁業・養殖業生産

世界の漁業・養殖業生産量の推移○漁業・養殖業生産量：
２億1,209万トン（H30）。
うち、漁船漁業は横ばい、養殖業は急激に増加。

○ 漁船漁業生産量は、EU、米国、我が国
等ではおおむね横ばいから減少傾向。中
国、インドネシア、ベトナム等で増加。
養殖生産量は、海面、内水面ともに中国
が突出。

世界の輸出量 世界の輸入量○ 水産物輸出入量は総じて
増加傾向。

(２)世界の水産物貿易



○ カツオ・マグロ類資源は５つの地域
漁業管理機関が全てカバー。

○ WCPFCでは、クロマグロに関し、漁
獲上限の未利用分のの繰越率を17％
へと増加することが採択。

(３)多国間、二国間の漁業関係

29

カツオ・マグロ類を管理する地域漁業管理機
関

注：（）は条約発効年

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

注：1) 我が国はSPRFMO及びNEAFCには未加盟
2 （）は条約発効年

○ NPFCでは、R２年の公海における各
国のサンマ漁獲量H30年実績を超えな
いよう管理することが合意。

○ 漁獲量の適切な制限等、保存管理措置
の更なる強化を働きかけ。

○ ロシア、韓国、中国、台湾との間で政府間協定等を締結し、相互入漁等を実施。

○ 韓国、中国との間では、相互入漁における操業条件等が合意に至らず協議を継続中。

○ 太平洋島しょ国のEEZは重要な漁場であるが、入漁料の引上げ、保護区の設定等に
より入漁環境の厳しさが増大。



○ 我が国は、科学的根拠に基づいて水産資源を持
続的に利用するとの基本方針の下、令和元年６月
をもって国際捕鯨取締条約から脱退。

○ 同年７月から30年ぶりに再開した捕鯨業は、我
が国の領海とEEZで、十分な資源が存在するミ
ンククジラ、イワシクジラ、ニタリクジラを対象
に、IWC（国際捕鯨委員会）で採択された方式
（RMP（改訂管理方式））により算出される捕
獲枠の範囲内で実施。

○ 鯨類科学調査については、国際捕鯨取締条約か
らの脱退後も引き続き実施し、IWC等の国際機関
と連携しながら、科学的知見に基づく鯨類の資源
管理に貢献。

(４)捕鯨をめぐる国際情勢

30

(５)海外漁業協力等

○ 我が国漁船にとって重要な漁場を有する国等を対象に、水産分野の無償資金協力
（水産関連の施設整備等）や技術協力（専門家の派遣等）を実施

IWCとの共同鯨類調査で活躍した第二勇新丸

再開した捕鯨業で捕獲された鯨類のセリの様子



(1)水産物需給の動向

第４章 我が国の水産物の需給・消費をめぐる動き

○魚介類の国内消費仕向量（H30年度）：716万トン（10年前から22％減）

○食用魚介類自給率（H30年度）：59％（対前年 +３ポイント）

31

我が国の魚介類の生産・消費構造

資料：農林水産省「食料需給表」

＜平成30（2018）年度（概算値）＞

食用魚介類の自給率の推移



(2)水産物消費の状況

○ 食用魚介類の1人1年当たり消費量(H30年度)：23.9kg(対前年 -0.5kg)

○ 生鮮魚介類の１世帯当たり年間支出額は、近年、横ばい傾向となっていたが、
直近３年は減少傾向。

○ 消費者の食の志向に関する調査では、健康志向、簡便化志向の割合が増加。

○ 近年、消費仕向量全体に占める加工用の食用魚介類の割合が上昇。

32資料：農林水産省「食料需給表」

食用魚介類及び肉類の１人１年当たり消費量（純食料）と
たんぱく質の１人1日当たり消費量の推移

消費者の現在の食の志向（上位）の推移

ア 水産物消費の動向と消費者の意識

資料：（株）日本政策金融公庫「食の志向調査」に基づき水産庁で作成
注：破線は近似曲線または近似直線。



(2)水産物消費の状況

○ 水産物の摂取が健康に良い
効果を与えることが、様々な
研究から明らかに。

○ 魚の脂質に多く含まれてい
るドコサヘキサエン酸
（DHA）、エイコサペンタエ
ン酸（EPA）といったn-３
（オメガ３）系多価不飽和脂
肪酸は、胎児や子供の脳の発
育に重要な役割。

33

イ 水産物の健康効果

○ 魚肉たんぱく質は、人間が生きていく上で必要な９種類の必須アミノ酸をバラ
ンス良く含む良質のたんぱく質であるだけでなく、大豆たんぱく質や乳たんぱく
質と比べて消化されやすく、体内に取り込まれやすいという特徴。

水産物に含まれる主な機能性成分



(3)消費者への情報提供等のための取組

○ 加工食品の原料原産地表示：H29年９月から、製品に占める重量割合1位の原材料
が表示義務の対象に。（おにぎりののりについては重量割合に関わらず対象）

○ 水産エコラベル認証：認証の活用の動きが世界的に拡大。日本では、マリン・エコ
ラベル・ジャパン協議会（MEL協議会）によるMELの普及が進展。MELは、R元年
12月に世界水産物持続可能性イニシアチブ（GSSI）の承認を取得。

○ 地理的表示（GI）保護制度：水産物はR元年度、新たに４件が登録(計12件)。

34

※認証数は令和２年３月時点（水産庁調べ）

我が国で主に活用されている水産エコラベル認証 令和元年度におけるGI保護制度の登録我水産品
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(4)水産物貿易の動向

○ 水産物輸入（R元年）：
量：247万トン（+4％）
額：1兆7,404億円（-３％）

○ 水産物輸出（R元年）：
量：６４万トン(-15％）
額：2,873億円（-5％）

○ 「農林水産物・食品輸出本部」が農林水産省に創設。R12（2020）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）とする目標。

我が国の水産物輸入量・金額の推移

農林水産物総輸入額に占める割合：18.3％

農林水産物総輸出額に占める割合：31.5％

我が国の水産物輸出量・金額の推移

我が国の水産物輸入相手国・地域、内訳

我が国の水産物輸出相手国・地域、内訳



第５章 安全で活力ある漁村づくり

○ 水産業・漁村は多面的機能を発揮 → 国民一般が享受

○ 防災機能の強化・減災対策の推進

○ 生活環境の整備を推進

○漁村活性化のためには、地域資源の活用が重要
→ 内容に応じ、関連産業との連携を

○農山漁村地域の人々との交流を楽しむ「農泊」のうち、漁村地域については「渚泊」
として、持続的に観光ビジネスとして推進できる体制づくりを支援 36

漁港背後集落の人口と高齢化率の推移 漁業・漁村の多面的機能



(1)復旧・復興の状況第６章 東日本大震災からの復興

37

水産業復旧の進捗状況（令和元（2020）年３月取りまとめ）



(2)原発事故の影響への対応

○ 放射性セシウム濃度が基準値を超える検体は減少

○ 福島県沖では、モニタリング結果を踏まえて試験操業・販売を実施

○ 令和元（2019）年度の基準値（100ベクレル/kg）超過検体の数は、福島県の海
産種ではゼロとなり、福島県沖の海産種の出荷制限が全て解除。

○ 一部の消費者は福島県産食品に懸念。

→ 水産庁では、モニタリング結果、Q＆Aの公表等、情報提供に努めている。

○ 輸入規制措置を継続している諸外国・地域に対し、輸入規制の撤廃・緩和に向けた
働きかけを継続。

38

＜福島県で採取された海産種＞ ＜福島県以外で採取された海産種＞

水産物の放射性物質モニタリング結果（令和元（2020）年３月末現在）



水産白書本文について

○水産白書本文は農林水産省webサイトに掲載して
おりますのでご覧ください。

39

http://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/index.html

○また、昨年度より、水産白書の情報をピックアップしてインフォ
グラフィックでわかりやすく解説した「日本の水産業の今」の
ページも公開しておりますのでご覧ください。

http://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/30hakusyo_info 
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