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（１） 新たな「漁港漁場整備長期計画」

　「漁港漁場整備長期計画」は、漁港漁場の整備を総合的、計画的に推進するため、「漁港漁
場整備法＊１」に基づき、５年間を計画期間として定められています。
　平成29（2017）年３月に策定された新たな「漁港漁場整備長期計画」では、①国産水産物
の安定供給体制の確保と輸出促進対策の強化、②水産資源の回復や生産力の向上を図るため
の漁場の整備、③南海トラフ地震等の切迫する大規模地震や津波などの大規模自然災害に備
えた対応力の強化、及び④魅力的な地域資源や漁港ストックを最大限に活用した漁村のにぎ
わいの創出を重点課題として、今後５年間（平成29（2017）～33（2021）年度）に実施する
事業量（整備すべき漁港、漁場等の数）とその実施によって目指す成果が明記されています
（図Ⅱ−４−１）。

○　世界的な水産物需要の増加、地球温暖化に伴う気候変動、自然災害の激甚化、本格的な人口減少社会の到来など現下の水産業をと
りまく情勢に的確に対応するため、重点的に取り組むべき課題を明確化
○　水産基本計画との連携の下、水産物の輸出促進や国土強靱化、まち・ひと・しごとの創生など新たな政府課題と歩調をあわせ、漁港・
漁場・漁村の総合的な整備を推進　　
○　国民にわかりやすい成果目標・整備目標と事業量を設定しつつ、漁港漁場施設の管理の高度化などの新たな手法を取り入れ、事業
の効率性や実効性を確保

漁港漁場整備長期計画の基本的な考え方

今後５年間に重点的に取り組むべき課題

水産業の競争力強化と
輸出促進

豊かな生態系の創造と
海域の生産力向上

大規模自然災害に備えた
対応力強化

漁港ストックの
最大限の活用と

漁村のにぎわいの創出

重
点
課
題

背
景

実
施
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目
標

成
果
目
標
・
整
備
目
標

○漁業生産量がピーク時の半分ま
で減少するとともに、我が国周
辺水域の水産資源の資源水準は、
資源評価の対象となる系群の約
半分が低位
○地球温暖化に伴う海水温上昇に
よる漁場環境の変化

○東日本大震災からの復旧・復興
が途上
○南海トラフ等の大規模地震・津
波の切迫が懸念
○地球温暖化に伴う台風・低気圧
災害の激甚化

○全国平均を上回る人口減少や高
齢化の進行等による漁村の活力
の低下
○漁港施設等の老朽化の進行
○漁村への交流ニーズの高まり

◆漁業所得の向上を通じた地域水
産業の活性化、都市住民や外国
人観光客等による漁村への訪問
を推進
◆女性・高齢者等にとって住みや
すく働きやすい漁村づくりを推
進
◆施設の長寿命化対策による漁港
機能の維持・保全を計画的に推
進
◆漁港ストックの有効活用を推進

◆東日本大震災からの復旧・復興
を総仕上げ
◆災害時の救援活動、物資輸送等
の拠点を整備
◆被災後の水産業の早期回復のた
めの拠点を整備
◆台風・低気圧災害に備えた施設
の耐波性能を向上

◆水産生物の生活史に配慮した広
域的な水産環境整備を実施
◆広域的な藻場・干潟の衰退要因
等の把握とハード・ソフト対策
を組み合わせた回復対策を実施
◆海水温上昇等に対応した漁場整
備への取組
◆資源管理と併せた沖合域の漁場
整備を推進

◆品質や付加価値の向上、生産の
効率化やコスト縮減、産地の価
格形成能力の向上に資する漁港
の生産・流通機能を強化
◆国内への安定的な水産物供給と
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

事
業
量

　漁村への訪問者増加に資する施
設の整備 （おおむね100地区）
　漁業集落排水処理施設の整備
 （おおむね200地区）
　就労環境改善対策のための整備
 （おおむね80漁港）
　漁港ストックの有効活用に資す
る取組 （おおむね50地区）
　緊急性の高い機能保全対策の実
施 （おおむね400漁港）
　漁港施設情報の集約・電子化の
実施 （おおむね900漁港）

　漁村における防災機能の強化の
ための整備

（おおむね300地区）

　流通拠点漁港における主要施設
の耐震・耐津波化のための整備 

（おおむね70漁港）

　流通拠点漁港における事業継続
計画（BCP）等の策定

（おおむね150漁港）

　魚礁や増養殖場の整備
（おおむね５万ha）

　漁場の効用回復に資する堆積物
除去等の実施

（おおむね15万ha）

　藻場・干潟の造成
（おおむね7,000ha）

　流通拠点漁港における整備漁港
数　　　　（おおむね90漁港）

　地域の中核的な生産活動等が行
われる整備地区数

（おおむね150地区）

□都市漁村交流人口の増加数
５年間でおおむね100万人

□老朽化に対して施設の安全性が
確保された漁港の割合
　　66％（H28）

⇒おおむね100％（H33）

□漁業集落排水処理施設が整備さ
れた漁村の人口割合
　　65％（H27）

⇒おおむね80％（H33）
□流通拠点漁港及び生産拠点漁港
のうち、就労環境を改善した漁
港の割合
　　51％（H28）

⇒おおむね60％（H33）
□緊急的に老朽化対策が必要な漁
港のうち、対策を実施する漁港
の割合

５年間でおおむね100％

□地震・津波に対する防災機能の
強化対策が講じられた漁村の人
口割合　　　　　　　
　　48％（H27）

⇒おおむね60％（H33）
□流通拠点漁港のうち、災害発生
時における水産業の早期回復体
制が構築された漁港の割合
　　０％（H28）

⇒おおむね80％（H38）
当面おおむね30％（H33）

□防災拠点漁港のうち、地震・津
波に対する主要施設の安全性が
確保された漁港の割合
　　７％（H28）

⇒おおむね80％（H38）
当面おおむね30％（H33）

□流通拠点漁港のうち、地震・津
波に対する主要施設の安全性が
確保された漁港の割合
　　５％（H28）

⇒おおむね80％（H38）
当面おおむね30％（H33）

□水産資源の回復や生産力の向上
のための漁場再生及び新規漁場
整備による水産物の増産量

５年間でおおむね８万トン

□水産生物の生活史に対応した良
好な生息環境空間を創出する整
備海域数

５年間でおおむね25海域
□藻場・干潟が衰退している海域
のうち、総合的な回復対策を行
う海域数（海域の割合）

５年間でおおむね75海域
（100％）

□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

５年間でおおむね50％
□流通・輸出拠点漁港のうち、新
たに輸出を拡大させる漁港数

５年間でおおむね60漁港

□流通・輸出拠点漁港のうち、水
産物の高度な衛生管理体制が構
築された漁港の割合
　　24％（H28）

⇒おおむね50％（H33）
□流通拠点漁港のうち、大型漁船
の円滑な利用を可能にする等に
より陸揚げ能力を向上させる漁
港数

５年間でおおむね20漁港

○国内の水産物消費の落ち込みや
輸入の増加等により、いまだ厳
しい漁業経営状況
○世界的な水産物需要の増加によ
る輸出のチャンス到来

漁港漁場施設の管理の高度化（ICTを活用した漁港漁場施設の管理や機能保全の効率化など）

図Ⅱ－4－1　漁港漁場整備長期計画の概要

＊１　昭和25（1950）年法律第137号

第４節 安全で活力ある漁村づくり
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＊１　漁港を核として、当該漁港の利用関係にある漁業世帯の居住する範囲を、社会生活面の一体性に基づいて区切っ
た範囲。

＊２　漁港の背後に位置する人口５千人以下かつ漁家２戸以上の集落。
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りまく情勢に的確に対応するため、重点的に取り組むべき課題を明確化
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の低下
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◆漁業所得の向上を通じた地域水
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人観光客等による漁村への訪問
を推進
◆女性・高齢者等にとって住みや
すく働きやすい漁村づくりを推
進
◆施設の長寿命化対策による漁港
機能の維持・保全を計画的に推
進
◆漁港ストックの有効活用を推進

◆東日本大震災からの復旧・復興
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□水産生物の生活史に対応した良
好な生息環境空間を創出する整
備海域数

５年間でおおむね25海域
□藻場・干潟が衰退している海域
のうち、総合的な回復対策を行
う海域数（海域の割合）

５年間でおおむね75海域
（100％）

□流通拠点漁港で取り扱われる水
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図Ⅱ－4－1　漁港漁場整備長期計画の概要

（２） 漁村の現状と役割

（漁村の現状）
　我が国は約７千の島々から成る島国であり、海岸線の総延長は約３万５千kmに及びます。
この長い海岸沿いの津々浦々に、2,879の漁港及び6,298の漁業集落＊１が存在しています。こ
れらの漁業集落は、漁場に近く天然の良港に恵まれたリアス海岸、半島、離島に多く立地し
ています。こうした立地は漁業生産には有利である反面、都市部への交通アクセスが悪い、
自然災害に対して脆

ぜいじやく

弱である、平地が乏しいなど、生活や漁業以外の産業の面では不利な
条件下に置かれています。漁港背後集落＊２の地域指定の状況をみると、半島地域にあるもの
が34％、離島地域にあるものが19％となっており、また、その立地特性においては、背後に
崖
がけ

や山が迫る狭
きようあい

隘な土地にあるものが58％、急傾斜地にあるものが27％を占めています（表
Ⅱ−４−１、図Ⅱ−４−２）。
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資料：水産庁調べ（平成28（2016）年）
注：1） 急傾斜地とは、傾斜度が30度以上かつ斜面の高さが５メートル以上の

崖地。
2） 岩手県、宮城県及び福島県の３県を除く。

〈集落背後地形〉 〈集落立地〉

その他
41.6％

（1,723集落） 崖や山が迫る
58.4％

（2,416集落）
資料：水産庁調べ（平成28（2016）年）
注：1） 離島地域、半島地域及び過疎地域は離島振興法及

び半島振興法に基づき重複して地域指定されている
場合がある。
2） 岩手県、宮城県及び福島県の３県を除く。
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離島地域・半島地域・過疎地域の
いずれかに指定されている地域
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集落総数

表Ⅱ－4－1　漁港背後集落の地域指
定の状況

その他
72.7％

（3,007集落）

急傾斜地
27.3％

（1,132集落）

図Ⅱ－4－2　漁港背後集落の立地特性

　こうした立地条件から、漁村の高齢化率は全国平均を約10ポイント上回って上昇していま
す。また、高齢化の進行に伴って人口は一貫して減少してきており、平成28（2016）年３月
末現在の漁港背後集落人口は195万人となっています（図Ⅱ−４−３）。
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資料：水産庁調べ（漁港背後集落の人口及び高齢化率）、総務省「国勢調査」（日本の高齢化率、平成17（2005）年、22（2010）年及び27（2015）年）、
総務省「人口推計」（日本の高齢化率、その他の年）

注：1） 高齢化率とは、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）～28（2016）年の漁港背後集落の人口及び高齢化率は、岩手県、宮城県及び福島県の３県を除く。
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図Ⅱ－4－3　漁港背後集落の人口と高齢化率の推移

（漁業・漁村が有する多面的機能）
　漁業及び漁村は、国民に多種多様な魚介類を供給するとともに、①自然環境を保全する機
能、②国境監視活動や海難救助等を通して国民の生命財産を保全する機能、③居住や交流の
場を提供する機能、及び④地域社会を形成し維持する機能等の多面的な機能を果たしていま
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す（図Ⅱ−４−４）。漁業者や漁村の住民だけでなく、広く国民一般が、こうした多面的機
能の恩恵を享受しているのです。
　漁業・漁村の多面的機能は、人々が漁村に住み、漁業が健全に営まれることによって初め
て発揮されるものです。漁村の人口減少や高齢化が進行し、漁村の活力が衰退していけば、
多面的機能の発揮にも支障が生じます。このため、国では、自然環境や生態系の保全、海難
救助や国境監視等の漁業者が行う多面的機能の発揮に資する活動への支援を実施しており、
各地で活発な活動が行われています。

資料：日本学術会議答申を踏まえて農林水産省で作成（水産業・漁村関係のみ抜粋）

自然環境を保全する機能 地域社会を形成し、維持する機能 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

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］

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］

干潟環境の悪
化を防ぐため、
貝類の突発的
な大量斃死に
より発生した
死骸を除去す
る取組
［福島県］

転落者・漂流者の救助
訓練の様子［青森県］

川で魚とり
を楽しむ人々
［宮崎県］

体験乗船
［北海道］

潮干狩り客
でにぎわう
海岸
［愛知県］

流出油を回収
する漁業者
［神奈川県］

カキ養殖

潮
流

プランクトンによって
濁っている海水（白っ
ぽく見える）

カキによって浄化さ
れたきれいな海水
（濃く見える）

カキ養殖筏

アマモの栄養
株の移植や播
種により、ア
マモ場の維
持・回復を図
る取組
［岡山県］

オニヒトデ等
のサンゴを食
害する生物を
除去し、サン
ゴ礁を保全す
る取組
［沖縄県］

風浪等による
ヨシ帯の消失
を防ぐため、
ヨシ帯前面に
木柵等の保護
柵を設置する
取組［茨城県］

オオカナダモ
などの外来植
物の駆除活動
［愛知県］

干潟観察会
［三重県］

図Ⅱ－4－4　漁業・漁村の多面的機能

　宮崎県を流れる北川は、アユやウナギが豊富に生息し、ホタルの生息地としても知られる清流です。

子どもたちの川離れが進んでいることを危惧した北川漁業協同組合では、家族で川や自然に触れる機会

を提供することで、河川環境保全の意識を高めるとともに、人が集う川づくりを進めようと、ふれあい

魚釣り大会を実施しています。

　参加者は年々増加しており、平成28（2016）年11月に開催された第10回大会では、福岡県など県内

外から千人を超える参加者がありました。また、スタッフも、地域住

民、大学生、建設業者、ダム管理者や行政機関からボランティアとし

て百名以上が参加しています。

　ふれあい魚釣り大会では、全員で河川清掃を行い、その後、魚釣り

や、ニジマス・モクズガニのつかみどりなど、様々な体験を行います。

最も歓声があがるのは魚まきです。魚が餅まきのように参加者の頭上

からまかれ、川に入れなかった小さな子どもも大人も必死につかみと
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ります。とった魚は、その場で塩焼きにして食べることもできます。このほかにも、同組合では、地域

住民と一体となった清掃活動や魚の住みか・餌場の造成活

動、伝統漁法の竿掛け
＊１
体験等を通じ、地域住民が集い、

遊びたくなる川づくりが進められています。

　このように、北川は、地域資源を活用し、様々な体験を

通して、五感で環境保全の意識や地元の文化を学ぶことが

できる教育・学習の場となっています。

（３） 安心して暮らせる安全な漁村づくり

（漁港・漁村における防災対策の強化と減災対策の推進）
　前面は海に面しつつ背後には崖や山が迫る狭隘な土地に形成された漁村は、地震や津波、
高潮、高波等の自然災害に対して脆弱な側面を有しています。また、半島、離島等の孤立性
の高い地域が多く、住民の高齢化も進んでいることから、災害時の避難・救助体制にも課題
を抱えています。
　平成28（2016）年４月には熊本地震が発生し、漁港施設や泥の流入したアサリ漁場等が被
害を受けました。また、同年８月に発生した台風10号では、北海道及び東北地方を中心とし
て、漁港施設、サケ・マスふ化場、養殖カキ、ホタテガイ等に大きな被害が出ました。
　南海トラフ地震等の大規模地震が発生する危険性が高まっているともいわれており、今後
とも、漁港・漁村における防災機能の強化と減災対策の推進を図っていく必要があります。
国では、東日本大震災の被害状況を踏まえ、防波堤と防潮堤による集落の多重防護、粘り強
い構造を持つ防波堤や漁港から高台への避難路の整備等を推進しています。

（漁村における生活基盤の整備）
　狭い土地に家屋が密集して存在することの多い漁村では、緊急車両を含む自動車が通れな
いような道路もあり、下水道普及率も町村部全体と比べて低いなど、生活基盤の整備が立ち
後れています。生活環境の改善は、若者や女性の地域への定着を図る上でも重要であり、国
では、集落道や漁業集落排水の整備等を推進しています。

（インフラの長寿命化）
　漁港施設、漁場の施設や漁業集落環境施設等の水産庁が所管するインフラは、昭和50年代
前後に整備されたものが多く、老朽化が進行して修繕・更新すべき時期を迎えたものも増え
てきています。我が国の財政状況が厳しさを増す中、インフラの老朽化対策は政府横断的な
課題の一つとなっています。水産庁では平成26（2014）年に「水産庁インフラ長寿命化計画」
を策定し、予防保全のための対策を盛り込んだ計画基づき、漁港・漁村のインフラの維持管
理と更新を推進しています。

＊１　長さ２ｍ程度の竿の先につけた針でアユを引っかけて獲る伝統的な漁法。
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（４） 漁村の活性化

　四季折々の新鮮な水産物、豊かな自然環境、特徴的な加工技術、伝統文化、親水性レクリ
エーションの機会等、漁村は様々な地域資源を有しています。漁村の活性化のためには、そ
れぞれの地域が有する地域資源を見つけ出して最大限に活用していくことが重要であり、各
地では、水産加工や直売等の６次産業化、体験漁業や漁家民宿等の都市漁村交流等、様々な
取組が行われています。こうした取組が、地域における雇用の創出や漁家所得の向上だけで
なく、生きがい・やりがいの創出や地域の知名度の向上等を通して、地域全体の活性化につ
ながることが期待されます。
　地域資源の活用に当たっては、どのような地域資源が存在するのか、また、都市部からの
アクセスのしやすさや地元の人口規模などの地理的条件はどうかといったそれぞれの地域の
特性を把握した上で、具体的な取組内容を選定することが求められます（図Ⅱ−４−５）。
また、取組内容に応じ、水産加工業や流通業、外食産業、観光業等、関連産業との連携を図
っていくことも重要です。
　平成28（2016）年３月に決定された「明日の日本を支える観光ビジョン」においては、美
しい農山漁村において日本の自然や生活を体感し満喫してもらうため、滞在型農山漁村の確
立・形成を推進していくことが位置付けられました。国では、このことに基づき、漁村地域
において伝統的な生活体験や地域の人々との交流を楽しむ「渚

なぎさはく

泊」を、持続的に観光ビジ
ネスとして推進することができる体制づくりや、漁業体験施設等の整備を支援していくこと
としています。
　さらに、地域の漁業所得向上を目指して行われている「浜の活力再生プラン」及び「浜の
活力再生広域プラン」の取組により、漁業振興を通じた漁村の活性化が図られることも期待
されます。

資料：（一財）漁港漁場漁村
総合研究所の資料に
基づき水産庁で作成

水産物が主

地域の条件

集
客
し
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す
い
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客
し
に
く
い

地
域
資
源

水産物以外が主
（文化、自然環境等）

【取組】
直接訪問してもらって、地元
で水産物を食べてもらう

（具体例）
直販店舗、定期市、飲食・レ
ストラン、惣菜提供、イベン
ト等

【取組】
短期滞在型・長期滞在型を含
めた総合的な都市漁村交流

（具体例）
海レク、観光体験・交流、社
会科見学・修学旅行、UIJター
ン移住、２地域居住、漁村留
学等

【取組】
水産物を地域外に販売して
いく

（具体例）
新たな流通（実需者との直接
取引）、加工、ブランド化、
通信販売、移動販売、都市部
での直売・飲食店等

【取組】
長期滞在型の都市漁村交流

（具体例）
修学旅行、UIJターン移住、
２地域居住、漁村留学等

図Ⅱ－4－5　漁村の特性と取組例
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　高校生が低利用だったサケを活用して、６次産業化に取り組んでいます。新潟県糸魚川市内を流れる

川に遡上するサケは、急
きゅうしゅん

峻 な流れを遡る中で体力を消耗し、脂が落ちていきます。このため、従来は

イクラのみが珍重され、魚体の多くが廃棄されてきました。糸魚川で最後を迎えるサケを大切に使いた

いとの思いから、新潟県立海洋高校では食品研究部の部員を中心として生徒たちがこのサケを利用した

商品開発に取り組み、鮭魚醤「最後の一滴」を開発しました。脂の抜けたサケは、癖のない豊かなコク

を持つ魚醤へと生まれ変わったのです。

　同校では、これまでも地元の水産資源を活用して商品開発を行っていましたが、商品化については市

内の加工業者に依頼していました。しかし、このサケ魚醤の販売を通じてキャリア教育と地域振興を推

進するため、平成27（2015）年４月に、同校、糸魚川市及び同窓会が連携して「シーフードカンパニー

能水商店」を立ち上げ、生徒らが製造から販売までを一貫して行う体制を整えました。生徒たちは、「水

産流通」や「総合実習」の科目実習として、販売やマーケティングにも積極的に取り組み、地元の観光

施設のほか、県外の小売店やインターネットを通じた販売も行っています。さらに、海外での販売を目

指して活動し、市場調査に挑戦しているところです。

　高校生が商品開発、製造からマーケティングに至る企業活動を学ぶ絶好の場ともなるこの活動は、内

閣官房及び農林水産省が選定する「第3回ディスカバー農山漁村（むら）の宝」の優良事例に選定されま

した。

鮭魚醤「最後の一滴」と生徒によるびん詰め作業

（写真提供：新潟県立海洋高等学校）

ペナンハラルエキスポでのＰＲ活動


