
国家公務員試験 工学

業務案内

～私たちは、工学の知識を活かして
海の環境づくりと水産業・漁村の発展に貢献しています！～

（試験区分は、総合職：工学、デジタル、一般職：土木、建築、機械、デジタル・電気・電子の方が対象です）

農林水産省 水産庁 漁港漁場整備部

農林水産省（水産庁）は、
工学系の人材を募集しています！

解像度の良い写真に
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１．農林水産省の使命／ビジョン・ステートメント

わたしたち農林水産省は、
生命を支える「食」と安心して暮らせる「環境」を

未来の子どもたちに継承していくことを使命として、
常に国民の期待を正面から受けとめ
時代の変化を見通して政策を提案し、
その実現に向けて全力で行動します。

いのち

２．農林水産省／水産庁の組織図

大臣官房

消費・安全局

新事業・食品産業部

統計部

検査・監察部

輸出・国際局

農産局

畜産局
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農村振興局

農林水産技術会議事務局

林野庁

水産庁

基本的な政策・計画の企画立案、予算、法令、国会、広報、食料安全保障

新事業の創出、食品流通、食品製造、外食・食文化

統計調査

協同組合等の検査、行政監察、会計監査

食の信頼・安全確保、食育、植物防疫、動物検疫

輸出促進、国際交渉、知的財産

耕種農産物の生産振興、技術普及、生産資材

畜産物の生産振興、競馬監督

農業経営、法人化、農地政策、新規就農、農協、金融、税制、農業共済

地域振興、都市農村交流、多面的機能、鳥獣被害対策、土地改良事業

農林水産関係試験研究の計画策定、公的研究機関・大学・民間等の試験研究支援

森林の整備、林業・木材産業の振興、国有林の管理・経営

水産物の安定供給、水産物の加工・流通、水産資源の保存・管理、漁港・漁場・漁村整備



日本は、世界有数の漁業大国です。

水産資源の減少や海洋環境の変化などにより漁獲量の減少が続いている一方、

水産物の需要は世界的に拡大しており、

我が国の水産業は大きな成長のチャンスを迎えています。

水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化の両立を目指し、

・科学的な根拠に基づく資源管理体制の構築

・スマート水産業の実現

・マーケットインの発想に基づく水産物の輸出促進や消費拡大

・ウナギ等の人工種苗生産技術に代表される新技術の開発・普及

・漁港の防災・減災対策を推進するための各種施策の推進

・二国間、多国間の国際交渉

等にリーダシップをとって対応しています。

３．水産庁の役割



水産業の拠点となる漁港

○日本の沿岸部には約2,800の漁港が存在。

○漁港は、波浪を防護する防波堤、船舶が係留

する岸壁、漁獲物を選別・販売する市場など水

域・陸域・施設の総合体。

○漁港は、漁獲された水産物の水揚げ・流通の

拠点であるなど水産業における重要インフラ。

水産資源を守る・増やす漁場

生活の場・賑わいの場である漁村 漁村・国土を守る海岸

 

○漁場とは、多くの水産資源が生息し、産卵や

生育する水域環境であるほか、漁業にとっては

海上における漁獲・生産活動の場。

○適切に水産資源を維持・回復させるためには、

水産生物の特性に応じた環境造成が必要。

○漁業地域は、全国の沿岸部に約6,000の集落

が存在。

○漁業地域は、水産物の生産・供給機能の他、

国境の監視、自然環境の保全、伝統文化の継承、

交流・学習の場など多面的な機能を持つ。

○都市部と比較して不十分なインフラ整備や、今

後は魅力ある観光資源を活かした賑わい創出が

重要。

○漁港周辺や漁村の前面の海岸沿いには、波

浪、高潮、津波などによる侵食や生命・財産を防

護するため、防潮堤や護岸などの施設が必要。

○特に、近い将来予想される大規模地震津波に

対して最も脆弱なのは沿岸部であり、その対策

は喫緊の課題。

サザエの生息

漁港全景 衛生管理型の市場(外観)

岸壁に係留する漁船

魚礁に集まるマアジ

産卵の場となる藻場

←廃校を活用した交流施設

風光明媚な漁村→

←海岸侵食を防護する施設

沿岸部に打ち
寄せる高波→

メバルの群れ

４．工学系人材の活躍の場



１．産地の競争力の強化・輸出促進により水産業を成長産業に！

○地域における漁港の適切な役割分担に基づき漁港機能
を再編・強化し、付加価値の高い水産物を国内外に安定的
に供給できる拠点づくりを目指します。
○養殖適地の拡大・作業環境の改善等、養殖の生産から加
工・流通までの機能を一体的に強化し、国内外の需要に応
じた安定的な養殖生産の拠点づくりを目指します。

３．「海業」により漁村を活性化しつつ、多様な担い手の活躍の場を！

２．海洋環境変化・災害リスクへの対応力を強化して漁業を持続可能に！

グリーン化の推進・デジタル社会・生活スタイルの変化への対応も併せて推進

水産庁では、土木、建築、社会、環境工学など工学に関わる多岐にわたる分野の業務
を担います。そのため、あらゆる分野の人が活躍することのできる職場です。

■ 漁港や海岸などインフラ整備
○ 水産物の品質・衛生管理が可能な施設整備 ○安全・安心に働くための漁港整備
○ 地震・津波、台風・高潮などの防災対策 ○ 水産インフラの適切な維持管理と有効活用

■ 漁村の活性化
○ 魅力ある漁村づくり（観光資源の磨き上げ、インフラ整備）

○ 離島など条件不利地域への対応 など

■ 漁場の整備
○ 資源管理に対応した水産資源の保護・育成 ○海洋環境の変化に応じた漁場造成
○ 藻場・干潟の保全・回復 など

土木・建築
・機械工学など

環境・生物工学
など

社会工学など
（都市計画・地域計画）

■技術開発
○ 漁港漁場整備のICT技術やロボット技術の活用 など

機械・情報工学など
全ての分野

主な工学分野と関連する施策

５．工学系人材の活躍を期待する３つの重要施策

○環境変化に対応し、水産生物の生活史に配慮した漁場環
境の整備や豊かな生態系を育む藻場・干潟等の維持・回復
対策を推進し、漁場生産力の強化を目指します。
○切迫する巨大地震・津波、激甚化する台風・低気圧等の
防災・減災・事前対策や施設の老朽化対策を推進し、施設
の機能確保や地域の安心・安全の確保を目指します。

○漁村の持つ地域資源の魅力や価値を活用した取組と連
携しながら漁港を有効活用し、地域のにぎわいや所得・雇用
の確保を目指します。
○安全で働きやすい就労環境や快適で住みやすい生活環
境の改善を推進し、地域の水産業を支える多様な担い手が
活躍できる漁港・漁村を目指します。

衛生管理型の市場 陸上養殖施設

漁港・漁村の津波避難施設生活史に配慮した漁場整備

渚泊（漁村滞在型旅行） 漁港を活用した増養殖施設



Q１．求める人物像は何ですか？
周囲の人とコミュニケーションをとり、力を合わせて仕事をやり遂げることができる人

物、新たな課題にも積極的に取り組むことができる人物を求めています。
試験の合格順位よりも面接を重視し、出身大学や専攻分野は関係ありません。

Q２．水産分野に詳しくないけど問題ないですか？
問題ありません。入省後の研修や業務の中で少しずつ経験を積みながら知見を深め

てもらいます。新しいことでも常に意欲的に学んでいただくことを期待しています。

Q３．主な勤務先及び勤務地はどこですか？
主に水産庁漁港漁場整備部（計画課、整備課、防災漁村課）に勤務する他、農林水

産省の他部局、研究所、他府省、地方公共団体、在外公館、国際機関等への勤務があ
ります。

個人差はありますが、転勤をともなう出向の機会は比較的少なく、地方勤務よりも在
京勤務の期間が長い人のほうが多いです。

Q４．仕事の内容は何ですか？
■我が国の将来を見据え、指針・方針を定めること

①法令の制定・改正
②政府の方針を示すグランドデザイン（長期計画）の策定
③設計基準や積算基準の整備

■地方自治体や水産関係団体等への支援をすること
①事業制度の構築
②地方自治体への支援等に必要な予算の準備、執行
③地方自治体等が実施する事業の指導・検査

■その重要性を鑑み、国（水産庁）自ら漁港・漁場の整備や新技術の開発を行うこと
①国の直轄による漁港や漁場の整備
②漁港や漁場の整備に関する新技術の開発

などが主な仕事であり、このために様々な関係者とともに、調査、企画・立案、調整・
説明等を行います。

Q５．仕事の特徴はありますか？
漁港漁場整備部では、自然環境、食、暮らしに関わる幅広い事業や調査を行ってい

ます。
そのため、個人や各グループが担当する業務内容が多岐にわたり、一人ひとりが担

う役割が大きく、やりがいのある仕事です。

Q６．職場の雰囲気はどうですか？
農林水産省の中でもとくに水産庁は、昔から和やかな雰囲気が特徴です。仕事のオ

ン、オフの区別をつけ、コミュニケーションの活発な職場です。

※この他、研修制度、育児等へ支援制度などについては、
農水省採用パンフレット又はHPをご覧ください。

６．採用に関するQ＆A

農林水産省採用案内ページ→



７．若手職員の一日

氏名
猪瀬 裕哉（いのせ ゆうや） ：係員（入省３年目）

業務内容
直轄漁場整備事業の工事実施等を担当

オフの過ごし方：DIY、平日夕食用の作り置き調理

９：３０
登庁。打ち合わせ用資料や工事スケジュール
の確認。

１１：００
Web会議。工事の受注者と進捗状況や一週
間の工程の確認などを打ち合わせ。

１２：００
昼食。有志の若手による水産PR動画企画の
ランチミーティング。

１３：００
積算業務。次期発注工事の検討及び資料の
作成。

１８：００
動画作成。企画動画や他部署から依頼された
動画の編集。

１９：００ 退庁。

工事現場の監督・打合せ

工事現場（ブロックヤード）

動画の編集中

９：３０
登庁。今日一日のやることを確認しつつ、緊
急の用務がないかメールチェック。

１０：００
Web会議のセッティング。国のグランドデザイ
ン策定の一環で、有識者の意見をヒアリング。

１２：００ 昼食。職場の先輩と近場のレストランで。

１４：００
打合せ。幹部を含め、庁内の関係者と、次期
長期計画の本文案の内容を議論。

１７：００
資料作成。上司の依頼で、次期長期計画の
大臣説明用の資料を作成。

２１：００
退庁。今日は仕事が立て込んでいたが、明日
はメリハリをつけて定時退庁予定。

氏名
鈴木 航（すずき わたる）：係長（入省７年目）

業務内容
現行長期計画の進捗管理、次期長期計画の検討等を担当

オフの過ごし方：船に乗って魚釣りに行ったり、食材を買い込
んで保存食を作ったりなど

オンライン打合せ

説明用資料の作成

夜の農林水産省



１．氏名
佐渡 拓海（さど たくみ）

２．キャリアパス
令 2.4 水産庁漁港漁場整備部防災漁村課（係員：入省1年目～2年目）

《海岸整備事業や災害復旧事業を担当》

３．メッセージ
1年目は漁港漁場整備部防災漁村課に配属され、海岸保全施設の整備に関わる海岸事業に携わ

りました。
2年目は同じ防災漁村課内ではありますが、漁港・海岸等の災害復旧に関わる水産施設災害対策

室に異動し、漁港施設等の被災からの復旧に向けて、被災した漁港へ査定に行くなどの災害復旧業
務を担当しています。査定では様々な現場を近くから自分の目で見ることができるのでとても貴重な
経験を積むことができました。

水産庁では様々な業務に携わることができるので日々成長し続けられると思います。先輩方は親
切な方が多く、働きやすい環境が整っていると思いますので、ぜひ一度水産庁にお越し下さい。

８．キャリアパス＆メッセージ

１．氏名
河合 萌子（かわい もえこ）

２．キャリアパス
令2.4 水産庁漁港漁場整備部整備課 （係員：入省1年目）

《漁港・漁場の施設設計や藻場の保全、サンゴの増殖技術開発
などを担当》

令3.4 水産庁漁港漁場整備部計画課 （係員：入省2年目）
《漁港・漁場整備のための予算要求や、予算配分に関する各都道府県との調整を担当》

３．メッセージ
水産庁の雰囲気の良さと、全国各地に漁港というフィールドがある点に魅力を感じて入庁しました。

この2年間で何度か出張（宮城県気仙沼市や長崎県の五島・壱岐・対馬、神奈川県の三崎漁港など）
に行かせてもらい、漁港の災害復旧の現場や、高度な衛生管理がなされた荷さばき所・加工場の整
備状況を見ることができました。こうした経験は、だんだんと日々の業務に活かせている気がします。

水産庁に工学系の職種があるのは意外かもしれませんが、漁港・漁場の施設の計画や設計に関
わる「土木」らしい業務の他にも、自然環境や生物、地域振興など、いろいろな視点から取り組める業
務がたくさんあります。工学系の皆さんの知識を活かせますし、興味惹かれる業務がきっとあると思い
ます。ぜひ一度説明会などに来てみてください！

長崎県壱岐市の久喜漁港で



１．氏名
提箸 真弘（さげはし まさひろ ）

２．キャリアパス
平28.4 水産庁漁港漁場整備部整備課（係員：入省1年目）

《漁港・漁場の施設設計やサンゴ増殖技術開発などを担当》
平29.1 水産庁漁港漁場整備部計画課（係員：入省1～3年目）

《漁港漁場整備に係る予算の確保・配分、事業制度の充実や事業の進捗管理を担当》
平31.4 水産庁漁政部漁政課（係員：入省4年目）

《水産行政全体の総括業務を担当》
令2.4 国土交通省九州地方整備局博多港湾・空港整備事務所（係長：入省5年目～）

《博多港等の長期計画や事業評価、広報業務などを担当》

３．メッセージ
水産庁に入庁後、６年間で４つの部署を経験しました。水産、土木に限らず、水産庁内外の幅広い

分野に携わりながら、自らの専門性を高めていけることが水産庁工学系職員の魅力です。
多様な業界、業種の方々と接し、それぞれの立場や事情を知って、自分にできることを考え、実行

する。初めて関わる分野にも挑戦しながら、関係者と協力して、行政上の課題を解決へと導く。そんな
業務を経験してみたい方、日本の水産物安定供給の未来を担うインフラ整備に取り組んでみません
か。

「色んな職場で、色んな人と、色んな仕事をしてみたい！」という皆様をお待ちしています。

１．氏名
山地 智司（やまじ さとし ）

２．キャリアパス
平31.4 水産庁漁港漁場整備部計画課（係員：入省1年目）

《漁港漁場整備に係る計画審査を担当》
令2.4 水産庁漁政部企画課（係員：入省2～3年目）

《大臣許可漁業（適格性）、水産エコラベルの
普及推進、BUZZ MAFFを通じた広報等を担当》

３．メッセージ
１年目は漁港漁場整備部計画課に配属され、漁港漁場整備長期計画のフォローアップ、事業評価

や漁港・漁場整備計画の審査に携わっていました。業務の中で、漁港漁場整備の全体像をつかむこ
とができたと感じていますし、諸先輩方の助けもあり、実りの多い１年目でした。

２年目は漁政部企画課に異動し、主な業務として大臣許可漁業（適格性）や水産エコラベルの普
及推進に取り組んでいます。企画課の業務では自分の専門分野（土木・環境工学）を使う場面がほと
んどなく、着任当初は戸惑いもありました。そのような中でも水産技官や事務官の方に教わりながら、
業務を進めていました。また、３年目からは、農林水産省内のプロジェクト「BUZZ MAFF」にも参画し、
職員の個性や発想を生かした水産物・水産業の魅力発信にも挑戦しています！

私たちの職場では数年ごとに部署が変わるため、数多くの経験を積むことができます。皆さんも
様々な業務に携わりながら、自らの可能性を広げられるチャンスがあると思うので、ぜひチャレンジし
て下さい！

山地（写真左）とﾀｶﾞﾔｾｷｭｳｼｭｳ 白石氏(写真右）



１．氏名
塚本 邦芳（つかもと くによし ）

２．キャリアパス
平21.4 水産庁漁港漁場整備部整備課（係員：入省1年目）

《漁場整備に関する非公共予算及び技術開発等を担当》
平22.4 国土交通省近畿地方整備局神戸港湾事務所（係員：入省2～3年目）

《神戸港等の港湾整備に関する調査・設計、入札等を担当》
平24.4 林野庁森林整備部計画課施工企画調整室（係員：入省4年目）

《森林整備や治山に関する設計・積算基準等を担当》
平25.4 水産庁漁港漁場整備部整備課（係長：入省5年目）

《直轄漁場整備事業に関する調査・設計、入札及び漁業関係者との調整等を担当》
平26.4 国土交通省北海道開発局釧路開発建設部根室港湾事務所（専門官：入省6～7年目）

《漁港整備に関する積算、監督及び計画策定等を担当》
平28.4  水産庁漁港漁場整備部計画課（専門官：入省8～10年目）

《漁港漁場整備に関する長期計画、漁港漁場事業の計画審査等を担当》
平31.4  外務省在ペルー日本国大使館（二等書記官：入省11年目～）

《ODA、農林水産・環境分野に関する経済業務等を担当》

３．メッセージ
現在外交官として、ペルーの発展を支援する開発協力、日本産農林水産物・食品の輸出促進、日本企業支

援、日本食普及等の業務を担当しております。大使館では、ペルー政府関係者（政府高官含む）への働き掛け
等、各方面の関係者を介して行う業務が多いため、カウンターパートとの関係や信頼の構築が重要になります。
日本とペルーとの言語、文化、習慣の違いに加え、今般の新型コロナによる様々な制約に悩まされることも
多々ありますが、日々の業務の積み重ねが微力ながらも日本の国益に繋がると信じ、また数多の外交現場の
一端に携わる緊張感や喜びを感じながら業務を行っております。

１．氏名
本宮 佑規（もとみや ゆうき ）

２．キャリアパス
平24.4 水産庁漁港漁場整備部計画課（係員：入省1～2年目）

《漁港漁場整備に係る政策評価・予算計数整理を担当》
平26.4 国土交通省四国地方整備局港湾計画課（係長：入省3～4年目）

《瀬戸内海の緊急物資輸送に関する政令改正を担当》
平28.4 水産庁漁港漁場整備部整備課 （係長：入省5～6年目）

《設計基準、インフラ長寿命化対策を担当≫
平29.6 米国コーネル大学大学院公共政策学科留学（係長：入省6～8年目）

《インフラ政策、リスクマネジメント、食品安全について研究》
令元.6 水産庁漁港漁場整備部計画課（係長：入省8年目）

《次期漁港漁場整備長期計画検討、衛生管理を担当》
令2.4 水産庁漁港漁場整備部計画課（係長～計画官：入省9年目～）

《漁場整備に関係する計画審査・施策立案、藻場・干潟ビジョンの策定支援などを担当》

３．メッセージ
入省６年目からのアメリカ留学時は、インフラ政策を中心に、職務に関連する多様な分野（リスクマネジメン

ト・物流・食品安全・国際開発等）について研究しました。現在は水産庁入庁時に最も取り組みたかった水産生
物の生息場を回復・創出させる漁場整備（海域環境の改善対策）の担当をしています。

漁港漁場整備部では、輸出促進、環境変化に伴う不漁対策、赤潮や軽石等の災害対応、漁村を拠点とした
地域活性化（海業）、 カーボンニュートラルなど、海を取り巻く、広範かつ重要な課題に携わることができるのが
魅力です。

複雑な政策課題解決のために、皆様と力を合わせて、より良い施策を立案・実行する日を心待ちにしており
ます。



１．氏名
河野 大輔（かわの だいすけ）

２．キャリアパス（抜粋）
平19.4 農林水産省総合食料局流通課卸売市場室（係員：入省2～3年目）

《中央卸売市場の施設整備を担当》
平21.4 水産庁境港漁業調整事務所資源課（係員・係長：入省4～6年目）

《水産資源の資源管理、漁業調整を担当》
平24.4 水産庁防災漁村課（係長・災害査定官：入省7～8年目）

《海岸整備計画を担当》
平26.4 国土交通省国土政策局広域地方政策課調整室（専門調査官：入省9～10年目）

《近畿圏広域地方計画、官民連携の基盤整備調査事業を担当》
平28.7 水産庁漁港漁場整備部計画課（計画官：入省11年目）

《藻場・干潟等漁場整備計画を担当》
平29.7 水産庁漁港漁場整備部整備課（課長補佐：入省12～13年目）

《水産基盤施設のストックマネジメントに係る事業を担当》
平31.4 石巻市役所産業部（次長（水産振興担当）：入省14年目～）

《石巻市水産業全般を担当》

３．メッセージ
東日本大震災での最大の被災地である宮城県石巻市に出向し、市の水産業全般を担当しています。市の

水産業復興のため、地元の漁業者さんや水産加工業者さんたちと連携し、石巻産食品の海外輸出や、低・未利
用魚の活用、陸上養殖の実証試験などに取り組んでいます。市議会では、水産庁からの出向者の立場から発
言を求められることもあります。写真の背景は、今年度、ギネスに世界一の長さで申請し認定された石巻魚市
場です。水産庁には、水産業が海洋環境や社会情勢の変化に対応するための多岐にわたる仕事があります。
国家公務員として水産業以外の仕事を経験することもあるでしょう。皆さんの力を発揮できるフィールドが広がっ
ています。

１．氏名
佐々木 真一郎（ ささき しんいちろう ）

２．キャリアパス(抜粋)
平 6.4 水産庁漁港部防災海岸課（係員：入省1年目）

《海岸整備事業の実務を担当》
平10.4 農林水産省構造改善局地域計画課（係員：入省5年目）

《農村の振興施策を担当》
平14.4 千葉県銚子漁港事務所（技師：入省9年目）

《県職員として銚子漁港の工事発注業務を担当》
平17.4 水産庁増殖推進部漁場資源課（係長：入省12年目）

《水産資源の生息環境の整備を担当》
平21.4 在サンパウロ日本国総領事館（副領事：入省16年目）

《ブラジルでODAなど経済協力業務を担当 》
平24.4 国土交通省北海道開発局釧路港湾事務所（係長：入省19年目）

《国直轄による漁港の工事発注業務を担当》
平30.4 水産庁境港漁業調整事務所（課長：入省25年目～）

《北陸～山陰6府県の水産資源の管理と漁業調整を担当》
令 3.4 国土交通省北海道局農林水産課（専門官：入省28年目～）

《北海道総合開発の水産分野を担当》
３．メッセージ

水産庁では漁港漁場・海岸整備事業の許認可、排他的経済水域での漁場整備や漁業者の皆さんと直接話
し合いながら行う水産資源の管理、漁業調整を担当し、出向先では県職員として所管事業の工事発注・監督業
務を担当したほか、在外公館で水産・農業・港湾・鉄道インフラに関する情報収集や経済協力を経験し、現在は
国土交通省で北海道の総合開発計画を推進する業務を行っています。

私たちと一緒に日本・世界を飛び回り、視野を広げてみませんか。



ＩＣＴを活用した水産物流通情報管理システム 【岩手県 大船渡漁港】

〇 大船渡漁港は岩手県の流通拠点であり、高度衛生管理型魚市場の整備（平成26年４月完成）とあわせて、ICTを活用した水
揚げ情報等の管理システムを構築。

〇 これにより、荷さばき時間の短縮が図られ、水産物の鮮度が向上。また、高度衛生管理及び迅速な情報発信によって魚価
が上昇し、大船渡産水産物のブランド力が向上。 また、今後、当該システムと他のデータ提供システムとを連携させることで、
輸出に必要な漁獲証明等の速やかな取得が可能となり、更なる輸出促進が期待。

対 策

盛岡市

大船渡漁港

ＩＣＴを活用した水産物流通情報管理システムの導入

○ 他システムと連携した
容易な関係書類取得に
より、更なる輸出促進が
期待

これまで、主にアジア向けに
冷凍水産物を輸出。 今後、
当該システムを他の漁獲・陸
揚げデータ提供システムと
連携させることで、水産物輸
出時に必要となるトレーサビ
リティ情報や漁獲証明書類
がインターネットから迅速か
つ容易に取得可能。 これに
より、欧米への輸出促進が
期待。

市場内無線LAN情報システム

情報提供システム

インターネットによる情報発信など

場内モニタによる各種情報提供

入船・入荷予定情報

鮮度保持タンク管理システム

ICチップによる取引水産物の管理

読取機器
による
取引水産
物の確認

入札システム

買受人用の携帯電子端末
による入札

計量システム

水揚げ情報の電子化

フォークリフトスケー
ルの計量情報を自
動取得

水揚げされた水産
物の情報を卸売人
用の携帯電子端末
に入力

衛生管理システム

衛生管理チェック項目を
携帯電子端末で確認・記録

携帯電子端末による
衛生管理チェック

⇒ 入船，入荷情報

⇒ 入札予定・結果

⇒ お知らせなど

大船渡魚市場ホームページの開設

⇒ 大船渡市魚市場ホームページ開設

⇒ 入船・入荷情報

⇒ 大船渡市魚市場の市況等取引情報

⇒ セリのライブ映像配信 など

○ 荷さばき時間が短縮

○ 衛生的な取扱いと
迅速な情報発信に
より、ブランド力が向上

概 要

効果

９．我が国の水産業を支えるインフラ整備などの事例

○山口県長門市では、９漁港で水揚げされるなど、集出荷機能が分散しており、非効率な流通体制が課題となって
いた。

○このため、各漁港の水揚げ・流通機能を仙崎漁港に統合し、水産物への危害要因を取り除くためのハード及びソ
フト対策を講じた高度衛生管理型荷さばき所、清浄海水導入施設を整備した。

○総合的な衛生管理体制の確立により、ブランド力の向上が図られ、魚価の向上が見られている。

○水産物の集約化や高度衛生管理対策強化等の取組が販路拡大やブランド力の強化に繋がり、魚価が向上

高度衛生管理型荷さばき所

清浄海水導入施設

流通機能強化に伴う魚価向上流通機能強化に伴う魚価向上

効果

概 要

井戸より採水した海水をろ過・殺菌する清浄海水導入施設
圏域内の8漁港の集出荷機能の集約

対 策

清浄海水を供給する仕組み

市場へ

取水ポンプ(井戸)

送水ポンプ

70m3/hr

108m3/hr

仙崎漁港

山口県

湊
市
場

仙崎
市場仙崎漁港

⼤浦漁港

久津漁港

川尻漁港 津⻩漁港

掛淵漁港

通漁港

野波瀬漁港
⻩波⼾漁港

大津長門圏域

生産・流通機能の強化（市場の集約） 【山口県 仙崎漁港】



○青森県津軽海峡地区において、スルメイカをはじめとする回遊性魚種の漁獲量低迷により、漁業経営の厳しさが拡大。

○ このため、ソイ・メバル類、ヤリイカ等の定着性の強い沿岸性魚種や、アワビ、ナマコ等の多様な水産資源の増大と効
率的な漁獲に向け、産卵や稚魚の育成の場となる藻場をはじめ、幼魚の育成場、成魚の漁獲場となる魚礁漁場を、沿
岸から沖合まで一体的かつ広域的に整備し、水産資源の増大及び漁業経営の安定向上を目指す。
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期待される効果対 策

○ 沿岸性魚種等の生産量増加

海峡西部漁場

海峡東部漁場

：魚礁

○ 魚礁による生産量増加

魚礁に集まるソイ、ウスメバル

育成礁に産み付けられた
ヤリイカの卵

育成礁に集まる幼魚

青森県

○回遊性魚種の低迷を踏まえ、沿岸性水産資源を増大

【沿岸性魚種、磯根資源】
• ソイ・メバル類
• ヤリイカ
• アワビ 等

【回遊性魚種】
• スルメイカ
• サケ
• クロマグロ 等

：増殖場

藻場礁

概 要

海洋環境の変動に対応した増殖場・魚礁の一体的整備 【青森県 津軽海峡地区】

○ 飛島漁港は、飛島唯一の離島航路として活用されており、また、災害発生時の避難及び救援物資の輸送基地とし
て、 防災拠点漁港に位置付けられている。

〇一方、平成27年度に公表された「日本海における大規模地震に関する調査検討会」の想定地震に対して、岸壁の
耐震性能が不足。また、港内の静穏度が十分に確保されていない。

〇 このため、岸壁の耐震化及びその前面の防波堤の耐浪化を行い、災害発生時の避難及び救援物資の輸送経路
の確保、復興期間の短縮を図る。

期待される効果

飛島漁港

防波堤（２）の改良

耐震強化岸壁の強化

グラウンドアンカー設置

防波堤拡幅

消波工設置

定期船 とびしま

対 策

山形県

〇救援物資等の輸送経路の確保

〇岸壁の被害が回避されることによる、 地域水産業・島内観光業の維持
飛島内の観光客

概 要

離島の防災拠点における機能確保 【山形県 飛島漁港】
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旧岬⼩学校（S57.3築）

廃校の校舎を活用した都市漁村交流の促進 【福井県 若狭町】

○ 福井県南西部の常神半島に位置する岬小学校は、生徒数の減少によりH29.6に廃校。
○ 若狭町では、校舎を活性化の拠点とするため、同小学校を魚の加工体験を行う調理場や宿泊室などに改修・再利用し、滞在
可能な都市漁村交流施設としてリニューアル。

交流拠点としてリノベーション 教室が宿泊ルームや
セミナールームに

校⻑室が浴室に
図⼯室は調理場に

概 要

○走漁港では、ノリ類養殖、小型底引き網、小型定置網を中心に営まれているが、近年その水揚げ量が不安
定。

〇地元水産業の活性化を図るため、未利用となっていた漁具保管修理施設用地及び加工場用地を活用し、民
間事業者がスジアオノリの陸上養殖施設を設置。

○令和２年６月から養殖を開始し、今後、スジアオノリの安定供給、地元雇用の増加や県有施設使用料の増
加等の効果が期待される。

概 要

〇スジアオノリの生産量増加

〇スジアオノリの安定供給
（陸上養殖による海水温変化への

影響や異物混入のリスクの低減）

広島県

期待される効果

乾燥する前の養殖スジアオノリ

取 組

〇新規雇用の創出
（島内で従業員パートで採用）

〇使用料の増加

養殖用水槽

一次加工（乾燥）施設

民間事業者に漁港施設用地を占用許可、陸上養殖施設を新設 【広島県 走漁港】



水産庁 漁港漁場整備部 担当：中村（克）、塚本

〒100-8907 東京都千代田区霞が関１－２－１

電話：代表 03-3502-8111 内線 6883

場所：農林水産省 本館８階 ドア番号 本814

水産庁における土木・社会・環境工学系の技術職には、水産業の基盤となる漁
港、豊かな漁場、漁業者の生活の場や都市住民の交流の場としての漁村の整備など
について、様々な状況の変化に対応できる、また先を見通した対応ができるリー
ダーとなり得る人材が求められています。
これまで、漁港整備においては、国土強靱化に資する施設整備などに加えて、高

度衛生管理機能を強化することで水産物の品質確保・付加価値の向上に努めるとと
もに、水産物の輸出先国の求める衛生基準を満たすことで水産物の輸出拡大を図っ
ています。また、海水温上昇など海洋環境が変化するなかで、対象となる魚種の生
息環境を踏まえた漁場整備や磯焼けしている藻場等の整備にも取り組んでいます。
この取り組みはブルーカーボンと言われる海中での二酸化炭素の固定にもつながる
ものとして注目されております。さらには、水産資源が減少する中で資源管理に必
要な水揚げデータを漁港で迅速に取得できるようにし、漁場環境の観測を容易にし
陸上でも観測データを確認できるようにすることで漁業者の出漁の判断や沿岸域だ
けでなく沖合域での養殖の可能性も広げるなど、ICTの積極的な活用にも取り組ん
でいます。
このように、我々技術系職員に求められる課題は様々であり、こうした課題に技

術的にアプローチできる人材が強く求められています。水産庁では、グローバルな
視点や様々な立場から、物事を判断し適切に対応できる人材を養成するべく、入庁
後は、国土交通省や地方公共団体への出向のほか、志望される職員には海外勤務や
留学などの経験を積んで頂いております。
ご関心をお持ちの学生の皆さんを、我々一同、心からお待ちしております。

水産庁 漁港漁場整備部 整備課長 横山 純

水産庁工学系採用案内ページ→

《略歴》

平成４年４月 農林水産省入省（Ⅰ種・土木）

平成27年４月 長崎県 水産部 参事監

平成29年４月 水産庁 漁港漁場整備部 防災漁村課 課長補佐（総括班担当）

平成31年４月 国土交通省 北海道開発局 農業水産部 水産課長

令和３年１月 現職

10．人事担当課長から一言

（問い合わせ先）
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