
32

平成24 年３月に策定された水産基本計画に基づき、水産資源の回復・管理を推進するとともに、漁業経
営安定対策による漁業経営の安定の確保、漁業の担い手の確保・人材育成及び漁業者等が行う水産業・漁村
の多面的機能を発揮するための活動への支援等により、将来にわたって持続可能な力強い水産業の確立を図る。

１　我が国の排他的経済水域における資源管理の強化
２　国際的な資源管理の推進
３　資源に関する調査研究の充実

１　復興の実現に向けた施策とその着実な実施
２　東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の影響の克服

○　精度の高い資源評価に基づく資源管理を行うため、我が国周辺水域の主要魚種の資源調査やデータ収
集体制を強化し、資源評価を充実。操業の効率化に資する漁場形成・漁況予測の実施。

４　環境負荷の少ない持続的な養殖業の確立
５　多様な海洋生物の共存下での漁業の発展の確保
○　藻場・干潟は、水産資源の増殖等に大きな役割を果たしているが、気候変動等の影響により、藻場が
減少し、干潟機能が低下している状況。このため、実効性のある効率的な藻場・干潟の保全・創造を推

平成28年度　水産施策平成28年度　水産施策

Ⅰ　東日本大震災からの復興

Ⅱ　新たな資源管理体制下での水産資源管理の強化

我が国周辺水産資源調査・評価推進事業

取　組

〈資源調査・評価〉
•TAC管理魚種追加等に
　対応可能な情報整備
→ •漁船を活用したデータ収集体制の構築
　 •資源調査の強化
•資源評価の充実
→ •評価対象種の追加・見直し
　 •資源量推定可能な魚種の増加
•ABC※以外の管理方策の検討
→ 資源特性に応じた管理方策の検討

効　果
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•資源評価の精度向上
→ 漁業者・国民の信頼向上

•資源評価の充実
→ TAC魚種の追加
　 若齢魚の獲り控え等
　 資源管理の高度化

•的確な漁場形成・海況予測の提供
→ 漁場位置･魚群･魚体サイズを
　 考慮しながら操業計画を策定

〈漁場形成・漁海況予測〉
•スルメイカ、イワシ類、マアジ、サバ類の
　長期予報（３～６か月）を継続
•新たに中短期漁海況予報を公表

◆人工衛星・漁船等に
搭載した機器を活用
した漁場形成等の現
況情報収集の強化・
分析

◆環境等による加入量変動、産卵
場形成等資源変動メカニズムの
解明

→
　

→
　

→

◆

◆
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水準 動向

増加傾向

精度を向上するための知見・情報 

１．漁業者・国民の理解を得た
適切な資源管理の推進

２．漁業操業の効率化・省コスト化

※生物学的許容漁獲量（Allowable Biological Catch）のことで、対象種の再生産力に基づき、生物学的にみて資源量が減少しない漁獲量。
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１　漁業経営安定対策による漁業経営の安定の確保
○　適切な資源管理と漁業経営の安定を図り、国民への水産物の安定供給を確保するため、計画的に資源
管理に取り組む漁業者や漁場環境の改善に取り組む養殖業者に対し、漁業共済の仕組みを活用した漁業
収入安定対策を構じ、コスト対策である漁業経営セーフティーネット構築事業と組み合わせ、総合的に
漁業経営の安定化を促進。

　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、各海域の環境特性を踏まえ、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。

Ⅲ　意欲ある漁業者の経営安定の実現

藻場・干潟ビジョンの概要

漁業経営安定対策の概要

•藻場分布状況、水温、潮流、底質
等の海域環境を広域的視点から把
握し、衰退要因を的確に把握。

１．的確な衰退要因の把握

•民間や試験研究機関等が開発した
技術や新たな知見を積極的に導入。

３．新たな知見の積極的導入

•最新の調査結果に基づき、広域的な観点からハードとソフトを組み合わせた計画を策定し、対策を実施。
•その際、海藻草類の胞子・種子や二枚貝類の浮遊幼生等は、潮流により広域的に移動する特性を考慮し、
対策実施場所を選定。
•産卵親魚や幼稚仔魚が多く蝟集する箇所等を特定し、対策の優先順位付けに反映。
•対策実施後の継続的なモニタリングを行い、PDCAサイクルを構築して着実な対策を実施。

２．ハード・ソフトが一体となった広域的対策の実施

•地方公共団体が中心となり、実施体制を構築。関係都道府県が複数に及ぶ場合は国が適切に関与。
•対策実施後は、地元の漁業者等が自主的かつ持続的に藻場・干潟の保全を行うことが重要。
•干潟造成材としての河川内堆積土砂活用を検討。
•対策実施後は成果をわかりやすい形で発信し、国民の理解促進を図る。

４．対策の実施に当たっての留意事項

実効性のある効率的な藻場・干潟の保全・創造に向けた４つの視点と対策の推進

実効性のある効率的な藻場・干潟の保全・創造対策の推進

各海域に関する情報収集と衰退要因及び海域環境の把握

計画の見直し・改善

モニタリング、維持管理及び取組成果の発信

ハード・ソフトが一体となった対策の実施

各海域の藻場・干潟ビジョンの策定
（ハード・ソフトが一体となった実効性のある効率的な藻場・干潟の

保全・創造に向けた行動計画）

各海域の特徴に応じた形でPDCAサイクルを構築し、的確に運用。

藻場・干潟ビジョンの推進に向けて

ハード・ソフト対策が一体となった藻場の保全・創造

着定基質設置
（ハード対策）

干潟・浅場造成
（ハード対策）

母藻の設置
（ソフト対策）

干潟耕耘
（ソフト対策）

食害生物除去
（ソフト対策）

食害生物除去
（ソフト対策）

アマモ播種・移植
（ソフト対策）

ハード・ソフト対策が一体となった干潟・アマモ場の保全・創造

魚類の移動保護・育成礁

流れ藻、胞子等
の移動

二枚貝浮遊幼生・
アマモ種子の移動

ダム堆砂の活用

漁
業
収
入

安
定
対
策

積立ぷらす（国と漁業者の
積立て方式）の発動ライン
（原則９割）

漁業共済（掛け捨て
方式）の発動ライン
（原則８割）

漁業収入安定対策事業の実施

漁業共済・積立ぷらすを活用して、
資源管理の取組に対する支援を実施。
　基準収入（注）から一定以上の減
収が生じた場合、「漁業共済」（原則
８割まで）、「積立ぷらす」（原則９
割まで）により減収を補塡
　漁業共済の掛金の一部を補助
※補助額は、積立ぷらすの積立金（漁
業者１：国３）の国庫負担分、共済
掛金の30％（平均）に相当

資源管理への取組
　国・都道府県が作成する「資源管
理指針」に基づき、漁業者（団
体）が休漁、漁獲量制限、漁具制
限等の自ら取り組む資源管理措置
について記載した資源管理計画を
作成し、これを確実に実施。
　養殖の場合、漁場改善の観点から、
持続的養殖生産確保法に基づき、
漁業協同組合等が作成する漁場改
善計画において定める適正養殖可
能数量を遵守。

（注）基準収入：個々の漁業者の直近５年の収
入のうち、最大値と最小値を除いた中庸
３か年（５中３）の平均値

収入変動

100

基準収入（注）

コ
ス
ト

対　

策

漁業経営セーフティーネット構築事業の実施
原油価格・配合飼料価格が、「７中５平均値×100%」
を超えた場合、超えた分を補塡
原油価格が、上記発動ラインを超えた場合、国の負
担割合を段階的に高めて補塡
原油価格が急騰した場合に別途補塡

燃油や配合飼料価格の
上昇に対する取組

　漁業者と国が資金を積立

＝補塡分

※このほか、水産業の省エネ・低コスト新技術導入加速化事業により、漁船漁業や養殖業等の省エネルギー・低コスト化に資する新技術の実証を支援。

価
格

価格上昇の影響を緩和
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１　消費者への情報提供の充実
２　魚食普及の推進
３　水産物流通の品質・衛生管理対策の推進

１　国際競争力のある経営体の育成に向けた漁業経営の体質強化
２　漁業の高付加価値化等の推進
３　融資・信用保証による経営支援の的確な実施
４　担い手の確保・人材育成と女性の参画の促進

２　漁業保険制度の見直し

○　HACCP認定を促進するため、水産加工業者等に対する現地指導、海域等モニタリング等への支援及
び水産庁によるＥＵ向けHACCP認定体制の充実。

○ 消費・輸出の拡大に向け、水産物の集出荷の拠点となる漁港を中心に、生産・流通の効率化及び品質・
衛生管理の高度化に資する施設の整備を推進。

○　人材の育成・確保等により持続的に漁業活動を担い得る漁業経営体を育成。漁業への新規就業・後継
者育成を促進するため、就業準備段階における資金の給付を行うとともに、漁業就業相談会の開催及び
漁業現場での長期研修等を支援。

Ⅳ　多様な経営発展による活力ある生産構造の確立

Ⅴ　漁船漁業の安全対策の強化

Ⅵ　水産物の消費拡大と加工・流通業の持続的発展による安全な水産物の安定供給

新規漁業就業者総合支援事業

就業・定着促進就業準備

•ＨＰやパンフレットでの就業情
報の提供

•各都道府県の就業相談窓口設置
•都市部や地方において、漁業就
業のための座学や体験漁業を実
施する就業準備講習会を開催

•都市部や地方の漁業就業相談会
において、就業希望者と漁村と
の面談（マッチング）を実施

漁業への就業に向け、道府県等の
漁業学校等で必要な知識の習得等
を行う若者に対して、他産業に就
職した場合と比較して最低限の資
金を給付
（150万円／年、最長２年）

漁業経営体に雇
用される研修生
の指導者（主に
法人）に、研修
経費として、
月最大14.1万円
を助成
（最長１年間）

遠洋沖合漁船に雇
用され、幹部を目
指す研修生の指導
者（主に法人）に、
研修経費として、
月最大18.8万円を
助成
（最長２年間）

独立自営を目指
す研修生の指導
者（主に個人）
に、研修経費と
して、
月最大28.2万円
を助成
（最長３年間）

「水産業競争力
強化漁船導入緊
急支援事業」に
より、独立する
新規就業者の自
立・定着を支援

雇用型 幹部養成型 独立型

就業後の
自立促進

独立・自営就業法人・正職員として就業

漁業の青年就業準備給付金 長期研修支援漁業就業促進情報提供

技術習得支援

意欲ある若者が漁業に新規参入し、継続して漁業に携わるための環境を整えるとともに、漁業の高付加価値化を
担う人材を確保・育成する。

漁業活動に必要な技術や経理・税務、流通・
加工、安全操業等に係る知識の習得支援
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４　多様な流通ルートの構築
５　水産加工による付加価値の向上と販路拡大
○　水産物の川上（産地）から川下（消費地）までの流通の目詰まりを解消し、消費者ニーズに対応する
ことで、国産水産物の流通促進と消費拡大を促進。

水産物輸出倍増環境整備対策

流通・輸出拠点漁港の衛生管理対策（水産基盤整備事業）

■　海域モニタリングや残留動物用医薬
品検査の事業者負担を軽減

　　海域指定、養殖場の登録施設数増加

予算での対応

■　対EU産地市場登録基準に関する
　　マニュアルを整備

　　市場登録による
　　EU向け輸出対象魚種の拡大

効果

予算での対応

■　トレーサビリティ実施・普及のた
めのマニュアルを作成

　　日本産水産物の信頼性向上
　　問題発生時の被害の最小化

効果予算での対応

■　認定の拡大に必要な更なる体制の充実
■　水産庁と一体となって認定を行う検査機関
等の活動を支援

予算での対応

養殖場

産地市場

　　５年で100施設を認定
効果

厚生労働省に加え、水産庁が認定主体となり、平成26年10月認定業務を開始

●EU向け輸出に関する産地市場
登録は１施設。
●多様な日本の水産物を輸出する
ためには市場の登録増が必要。

水産加工施設

漁　船

設数増加

た

輸出先国
●取引先から流通履歴情報が求められる。
●リコール時の回収を最小限にするには、
ロット単位での履歴管理が必要。

効果

●二枚貝の輸出には海域モニタリ
ングが必要。海域指定数増は輸
出増に直結。
●養殖水産物の残留動物用医薬品
の検査が業者の負担。

【課題と対応】
•水産物の輸出促進による需要拡大
•国産水産物の消費の低迷

•流通・輸出拠点漁港における栽培・養殖
魚種等の品質・衛生管理対策の推進

鳥獣対策を施した
屋根付きの陸揚岸壁

密閉型構造の
荷さばき所

●日本はEU向けHACCP認定施設数
が諸外国に比べて少ない現状。
●EU向け水産物輸出増には、EU向け
HACCP認定施設の増加が必要。
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３　地域資源の活用と水産業・漁村の多面的機能の発揮

１　漁港・漁村の防災機能・減災対策の強化

６　水産物の加工原料の確保と適切な需給バランスの確保
７　水産物の輸出促進
８　水産物の輸入の確保

○　漁業者等が行う水産業・漁村の多面的機能を発揮するための活動への支援を通じ、水産業・漁村の活
性化及び水産業の再生を推進。

○　漁村地域の再生を図るため、漁業者自らが浜の改革を推進していくための「浜の活力再生プラン」の
策定・実行を支援。

○　漁港施設等の機能診断や防波堤・岸壁の粘り強い構造化・耐震化対策を推進するとともに、防波堤と
防潮堤による「多重防護」の活用を推進すること等により、漁港・漁村の防災・減災力を向上。

２　水産物の安定供給の基盤となる漁港機能の保全・強化
○　水産物の安定的な供給に向けた漁港機能の適切な保全と漁港の既存ストックを有効に活用する観点か
ら、水産庁インフラ長寿命化計画（行動計画）を踏まえた漁港施設の戦略的な長寿命化対策を推進。

○　流通構造改革や施設の維持管理・更新費の抑制を図るため、陸揚・集出荷機能等の漁港機能の集約化
を図るとともに、既存の漁港の静穏水域の増養殖の場としての活用等を推進。

Ⅶ　安全で活力ある漁村づくり

•消費者
•小売業者
•外食業者 
•給食業者　等等

地方の珍しい
地魚を都会で
買えたらなぁ

サバも浜で一次
加工してくれると、
扱いやすいのに

学校給食家庭・
外食

さんま
冷凍品

定量・定時
簡便性・即食性
安全・安心
鮮度・健康

国産水産物流通促進事業

•流通促進の取組に必要な機器、国産原魚の買取
代金金利、保管経費、加工経費、運送経費等を
助成
•取組効果の更なる促進のため、各取組実施者が
連携して実施する効果促進・成果普及のための
取組を支援

【補助率：1／2以内】

無名の未利用小魚は
毎日揚がるけど
捨てるしかないなぁ

サバが大漁すぎて
値崩れがするので
困ったなぁ

川上と川下の流通目詰まりの解消支援

•販売ニーズや産地情報等の共有化
•流通のプロによる個別指導
•目詰まり解消セミナー開催

【補助率：定額】

•漁協
•加工業者　
•産地卸売業者  等

川
下
の
ニ
ー
ズ
に
マ
ッ
チ
し
た
水
産
物
の
提
供 

○　水産物の消費量が急減（H13：40.2kg／人年→H26：27.3kg／人年）している中、水産物流通の目詰まりを解消し、
国産水産物の流通を促進することが急務となっています。

○　国産水産物流通の、川上（産地）から川下（消費地）までをソフト・ハード両面で総合的に支援します。

川上（産地） 川下（消費地）

鮮魚 加工保
管
・
運
搬

事業実施主体
（国産水産物流通促進センター）

販売ニ ズや産地情報等の共有化

流通促進の取組に必要な機器 国産原魚の買

①流通促進情報事業

②流通促進取組支援事業

地震・津波対策及び長寿命化対策 漁港機能の集約化・再活用
【課題と対応】
•南海トラフ等の切迫した大規
模地震・津波による被害、地
域産業への影響
•老朽化した漁港施設の増加及
び維持管理・更新費の増大

•漁港施設の地震・津波対策
•漁港施設の戦略的な長寿命化
対策

【課題と対応】
•人口減少社会の到来や港勢の動向
が変化する中、現状の漁港の利用
形態が続くと、機能分散したまま
となり、維持管理・更新費の増大

•流通構造改革の推進や施設の維持
管理・更新費の抑制を図るため、
漁港機能の集約化・再活用を推進

耐震強化岸壁（東日本大震災直後）
被害無く、がれき処理等、復旧に重要な役割

 

耐震強化岸壁の効果

老朽化した岸壁の状況 対策後の岸壁のイメージ

津波に対して粘り強い
構造を持つ防波堤

浮桟橋

漁港機能の
集約化による
効率的利用

増養殖
機能の
増進

岸壁から
護岸に転換

藻場造成
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１　水産業の未来を切り拓く新技術の開発及び普及
２　海洋モニタリング等の基礎的な調査・研究の着実な実施

Ⅷ　水産業を支える調査・研究、技術開発の充実

１　水産物貿易交渉等への取組
２　政策ニーズに対応した統計の作成と利用の推進

Ⅹ　その他重要施策

１　東日本大震災の経験を踏まえた施策の展開
２　関係府省庁の連携による施策の効率的な推進
３　消費者・国民のニーズを踏まえた公益的な観点からの施策の展開
４　事業者や産地の主体性と創意工夫の発揮の促進
５　財政措置の効率的かつ重点的な運用

Ⅺ　水産に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

１　漁業協同組合系統組織の再編整備等
２　漁業保険団体の事業基盤の確保

Ⅸ　水産関係団体の再編整備等

浜の活力再生プラン支援事業

■　漁業・漁村の課題
　　　漁獲量の減少、魚価低迷、販路不足、燃油・餌代のコスト高等

■　漁業経営の悪化
■　地域の活力低下

■　漁業収入の減少
■　漁業コストの増大

■　漁業所得の低迷
（沿岸漁船漁家の平均
所得は約200万円）

■　新たな設備投資が難しい⇒コスト高、
品質向上に取り組めない

■　後継者不足⇒高齢化、操業効率の低下
といった悪循環

浜の現状・課題を整理

漁業・漁村の再生を目指し、「浜の改革」進めるための総合的な戦略を
地域が自ら策定し、実践する必要。

漁業者の所得向上を目指すための具体的な計画
浜の活力再生プラン

《具体的取組》
□　収入向上の取組（高鮮度出荷・冷
凍・加工・直販・輸出・増養殖
等）

□　コスト削減の取組（省エネ機器導
入・協業化・操業時間の短縮等）

《所得目標》
漁業所得を５年後に
10％以上増加

《他産業との連携》
加工・流通業や商工
会等との連携

強い水産業づくり交付金等の
優先採択

（プランの実現を後押し）

浜プラン関連施策

支援


