
平 成 １ ８ 年 度  基 本 施 策 進 行 管 理 票 

課名 農林水産部水産局水産課 課長名 平山 明  

１ 課の使命・役割（最終目的／上位目的） 

本県では、海域特性に応じた多様な漁業が存在し、四季折々の旬の魚を供給していることから、今後とも安全で安心

できる新鮮な水産物の安定供給と水産業の健全な発展を図るため、漁船漁業の振興、海面利用におけるルールの周知、

水産物流通の機能強化、水産加工業の振興及び水産業の担い手の育成を推進します。 

２ 施策の概要 

施策名 水産物の安定供給と水産業の健全な発展 
施策 
コード

４ － ０ ６ １ ２

アクションプラン 
における位置付け 

戦３ 日本一の安心農林水産物「千葉ブランド」の確立 
２５ 国際化に対応した力強い農林水産業の展開 

上位政策 
計画等 

あすのちばを拓く１０のちから 
大地と海のめぐみのちからに関する基本方針 

関係
課名

農林水産政策課 安全農業推進課
農業改良課 生産振興課 漁業資源
課 漁港課 衛生指導課 雇用労働
課 

（最終成果指標／上位成果指標） ※「課の使命・役割」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 
達成状況 
（年度） 

区
分

海面漁業・養殖業生産量（属人）＊ 

属人：漁業経営体の所在地における生産

量 

22.6万トン 

（15年度） 

22.5万トン 

（18年度） 

23万トン 

（22年度） 

21.6万ﾄﾝ（17年度）

※18年度数値は19年

度に判明します。 

－

水産加工品生産量 
28.1万トン 

（15年度） 

28.5万トン 

（18年度） 

30万トン 

（22年度） 

27.7万ﾄﾝ（17年度）

※18年度数値は19年

度に判明します。 

－

漁業就業者数 
6,929人 

（15年度） 

減少に歯止め 

（18年度） 

減少に歯止め 

（22年度） 

6,929人（15年度）

※20 年度漁業センサ

スで判明します。 

－

千葉ブランド水産物の認定品数 － 

10品目 

（18年度） 

20品目 

（20年度） 

8品目 

（18年度） 

 

B

目標の達成状況に 

影響を及ぼす施策 

以外の要因と程度 

施策目標を達成する上で影響を及ぼす要因として、以下のことなどが考えられます。 

・ 水産資源は、漁業活動のほか漁場環境の変化により、資源が大きく変動するため、その関

係を明らかにしていくことが安定した生産につながります。 

・ 輸入水産物の増加や食の多様化が進む中で、本県水産業を担う皆さんの創意工夫を支援し、

消費者の皆さんが愛着をもって県産水産物を購入できる関係をつくり上げていくことが求

められています。 

・水産物の安全・安心を求めるなど、消費者の食品に対する関心が高まっています。 

目標の 

達成状況の総括 

・水産物の安定供給に向けて、概ね順調に進んでいます。 

 この理由として、①朝揚げ水産物直送便において、新たに内房地域の水産物を柏市消費地卸

売市場に届けるルートの確立を図ったこと、②航路及び漁場環境の改善のために澪浚渫を計画

通りに実施し生産性向上に向けた生産基盤の整備等を図ったこと、③「千葉ブランド」の確立

を図るため、県内で漁獲、水揚げされた新鮮でおいしい水産物（地魚）や高品質の水産加工品

等を「千葉ブランド水産物認定品」として８品目認定したことが挙げられます。 

・水産業の発展に向けて、概ね順調に進んでいます。 

 この理由として、①新規漁業就業者を確保するため、漁業就業希望者に対して1週間の短期

漁業研修及び新たな試みとして新規自営漁業就業者2名に対し１ｹ月の長期研修を実施したこ



目標の 

達成状況の総括 

と、②水産業の普及推進を図るため、水産教室への講師派遣、普及指導員による新技術定着試

験を実施したこと、③次世代の漁業経営確立のため、一般の高校生を対象としたインターンシ

ップの実施及び漁業技術研修を実施したことなどが挙げられます。 

３ 施策展開                                    （単位：千円、人） 

１７年度当初予算 １８年度当初予算 
施策展開の柱（中位目的） 

１７年度決算 １８年度決算 

  
金額

  

0.4 0.4 Ⅰ 

（食の安全・安心体制の整備） 

水産加工業者等に対し、JAS 法に基づく表示の徹底を指導

してまいります。 

JAS 法：消費者に販売される全ての食品に原料・原産地表示

の義務付け 

人員
0.4 0.4 

65,963 61,409 
金額

53,373 59,894 

3.8 3.5 
Ⅱ 

（新鮮でおいしい千葉のさかなのブランド化） 

県内で漁獲、水揚された新鮮でおいしい水産物（地魚）や

付加価値を高めた高品質の水産加工品等を産地や消費地で

安定的に供給し、「千葉ブランド」の確立を図ります。 

また、漁業者が行う品質向上、他県産品との差別化等に資す

る施設整備や検査体制に対し、支援します。 

人員

3.8 3.5 

2,107 2,376 
金額

2,102 1,335 

0.7 0.7 
Ⅲ 

（食育の推進・生産者と消費者相互の理解と信頼の確立） 

学校給食や料理教室を通して、水産業への理解増進への取組

を行うととともに、水産加工業者と高齢者福祉施設関係者と

の交流を通じて魚食普及を図ります。 人員
0.7 0.7 

16,172 15,058 

金額

11,183 11,911 

3.0 3.0 

Ⅳ 

（農林水産業を支える経営体、担い手の育成） 

漁業者の育成のため、水産業普及指導員を通じ漁業技術及

び知識の普及、教育を行なうとともに、漁業士及び青壮年女

性グループの自主活動を支援します。併せて意欲ある漁業者

集団（中核的漁業者協業体等）が、創意工夫をもって行なう

漁業経営改善への取組みを推進します。 

漁村内外から漁業希望者を受け入れ、活気ある漁村を形成

するため、水産高校生等に対する水産業インターンシップ

（学生が在学時に企業等で業務を短期間経験すること）、新

規就業希望者に対する漁業技術研修を実施します。 

また、漁業者の経営管理能力の向上のため、個別漁業経営

体の経営診断を行います。 

さらに、漁協の経営改善を図るため、漁協職員の能力向上

のための研修を実施します。 

人員

3.0 3.0 

370,481 133,924 

金額

365,539 118,003 

8.3 9.1 

Ⅴ 

（生産性向上に向けた生産基盤の整備・振興対策） 

 東京湾を始め、県内全域の漁業者の漁業生産性向上を図る

ために施設整備等を支援します。 

また、漁船法・漁業法等に基づく、漁船及び漁業の許認可、

漁業権の免許等の行政手続事務を遅滞なくスムーズに処理

します｡ 

さらに、新に整備した漁業調査船「ふさみ丸」の最新鋭の

機能を十二分に発揮させるとともに、千葉丸、房総丸の調査

船３隻体制で漁業者に対し的確・迅速な情報を引き続き提供

します。 

人員

8.3 9.1 

38,023 16,557 
金額

37,246 16,164 

1.3 0.8 
Ⅵ 

（水産資源の増大と持続的利用の推進） 

資源の持続的利用を図るため、生産管理対策として、密漁

防止等の施設整備を支援します。 

併せて県内の漁業や水面利用に関するトラブル等を防止

するため、海面利用ルールの周知を強化し、秩序維持を図り

ます｡ 人員

1.3 0.8 



3,237 4,692 
金額

2,571 4,385 

1.0 1.0 Ⅶ 

（都市と農村漁村の交流の推進） 

漁家民宿、漁業体験や直売所をめぐるスタンプラリーを実

施します。また、デスティネーションキャンペーン（地方自

治や地元関係者とＪＲ６社等が実施するキャンペーン）に向

けて、漁村の魅力や旬の魚情報のＰＲや千葉の魚のおいしさ

を知ってもらうため、地魚を味わうキャンペーンを実施し、

都市住民の漁村への来訪を促進し、都市住民と漁村の交流を

図ります。 

人員
1.0 1.0 

20,338 20,148 
金額

20,668 20,153 

0.5 0.5 
Ⅷ 

（漁場・漁村環境整備の推進） 

 東京湾の漁場環境を保全するため，海底障害物の除去や、

海難予防のための標識灯等の整備を支援します。 

また、在日米軍及び自衛隊の演習による漁場利用制限の周

知と損失補償の取りまとめを行うとともに海岸域で混獲・座

礁した海産哺乳類の処理に対し助成します｡  

人員

0.5 0.5 

（中間成果指標） ※「施策展開の柱」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 
達成状況 
（年度） 

区
分

Ⅰ 
加工業者及び直販所の食品表示の

ための巡回指導  

30店舗 

（17年度） 

30店舗 

（18年度） 

30店舗 

（18年度） 
A

ホームページ「千葉さかな倶楽部」

アクセス件数 

－ 

 

12,000件 

（18年度） 

216,292件 

（18年度） 
A

朝揚げ水産物直送便 
1.7トン 

（16年度） 

23トン 

（18年度） 

25トン 

（18年度） 
A

Ⅱ 

のり養殖業が使用する機器の整備 

乾ﾉﾘ成分測定器 3式

検査機器    4式

（17年度） 

乾ﾉﾘ成分測定器 1式 

検査機器    3式 

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷凍庫  1棟 

海水ろ過施設  1式 

揚給水施設   1式 

（１８年度） 

乾ﾉﾘ成分測定器 1式

検査機器    3式

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷凍庫  1棟

海水ろ過施設  1式

揚給水施設   1式

（１８年度） 

A

学校給食への千葉県産水産物の提

供校数 

15校/年 

（17年度） 

15校/年 

（18年度） 

15校/年 

（18年度） 
A

Ⅲ 

学校、福祉施設栄養士との交流会

等の開催 

０回 

（17年度） 

4回 

（18年度） 

３回 

（18年度） 
B

漁業活動共同実践ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
3グループ 

（17年度） 

5グループ 

（18年度） 

10グループ 

（20年度） 

３グループ C

水産業実習者の受入 
21人 

（17年度） 

27人 

（18年度） 
１３人（１８年度） C

Ⅳ 

経営改善計画の認定 

1件 

（17年度） 

 

3件 

（18年度末累計） 

 

3件 

（18年度末累計） 

 

A

航路及び漁場環境の改善のための

澪（水の通路）の浚渫 

12,200立方ﾒｰﾄﾙ 

（17年度） 

12,200立方ﾒｰﾄﾙ 

（18年度） 

11,230立方ﾒｰﾄﾙ 

（18年度） 
AⅤ 

漁船を係留する船溜の整備 － 
2,425立方メートル 

（18年度） 

0（事業中止） 

（18年度） 
C



  

操業の省力化、効率化や水産物の

付加価値を向上させるための施設

の整備 

 

定置作業用ﾄﾗｯｸ 1台

調査船機関換装2台

漁場監視船建造1隻

（17年度） 

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ整備  2台

魚選別ﾗｲﾝ   2式

漁具倉庫兼ｳｲﾝﾁ上屋1棟 

（18年度） 

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ整備  2台

魚選別ﾗｲﾝ   2式

漁具倉庫兼ｳｲﾝﾁ上屋1棟

（18年度） 

A

Ⅵ 密漁防止暗視カメラの設置 

暗視カメラ・無人監視

ｼｽﾃﾑ １基 

（17年度） 

 

密漁防止柵支柱新設 

1式 

密漁防止用探照灯 

架台設置    1式 

（18年度） 

密漁防止柵支柱新設 

1式

密漁防止用探照灯 

架台設置    1式

（18年度） 

A

Ⅶ スタンプラリーの応募件数 
250件 

（17年度） 

250件 

（18年度） 

  195件 

（18年度） 
B

海底障害物除去 
218立方メートル 

（17年度） 

218立方メートル 

（18年度） 

493.65立方メートル

（18年度） 
A

Ⅷ 

海難予防のための標識灯等の整備 

大型標識灯4基 

中型標識灯22基 

（17年度） 

大型標識灯5基 

中型標識灯23基 

（18年度） 

大型標識灯5基 

中型標識灯23基 

（18年度） 

A

４ 施策展開の説明（事前評価） 

残された 

課題 

Ⅰ 食の安全・安心体制の整備  

食の安全・安心体制を整備するためには、衛生管理指導と衛生管理向上のための施設整備を、継続し

て実施する必要があります。 

Ⅱ 新鮮でおいしい千葉のさかなのブランド化  

・市場を経由した朝揚げ水産物の直送システムとして定着させるためには複数のルートが必要です。

・朝揚げ水産物の直送は、実証試験後も漁協と都市部小売店との間で取引が継続していますが、定着

化のためには、流通業者等関係者との連携が必要です。 

・イカ加工品については、船上加工という優位性を生かしながら加工品目を増やすことで、地域ブラ

ンドとしての定着を図ることが必要です。

・県産水産物の販売促進、消費拡大を図るためには、流通販売、観光、マスコミ等との連携をもって、

｢千葉ブランド｣を PR していく必要があります。また、生産地域での自主的な PR 活動に対しても支援

が必要です。 

Ⅲ 食育の推進・生産者と消費者相互の理解と信頼の確立 

県民に水産業と魚のおいしさとその健康性機能を普及するためには、引き続き、学校給食を通じた児

童生徒とともに、魚に馴染みの薄い都市部の消費者に対するわかりやすい普及啓発活動が必要です。ま

た、高齢者福祉施設や病院の栄養士と生産者との交流等を通じ、水産物の活用を促すことも必要です。

Ⅳ 農林水産業を支える経営体、担い手の育成 

 漁協及び漁村・市町村・県での新規就業者の総合的な受け入れ体制を整えていく必要があります。 

 また、漁協経営改善のため、漁協職員の能力を向上させる必要があります。 

Ⅴ 生産性向上に向けた生産基盤の整備・振興対策  

将来にわたり安定した生産体制を構築するためには、協業体等の合理的な漁業経営組織の検討や資源

の適正な管理と操業形態の見直し等の取り組みを積極的に支援していく必要があります。 

Ⅵ 水産資源の増大と持続的利用の推進 

資源の減少、魚価の低迷、漁船設備の老朽化、乗組員の高齢化等により漁船漁業の経営は非常に厳し

い状況にあります。 

Ⅶ 都市と農山漁村の交流の推進  

漁村地域と都市部住民の交流を図るために、漁業体験や各種イベントへの参加等、引き続き、交流の

ための取り組みが必要です。 

また、漁業と遊漁を含む海洋レクリエーションとの円滑な海面利用を図るため、漁場利用に係る調整、

ルール作りを行うとともに、ルールを広く周知する必要があります。 

Ⅶ 漁場・漁村環境整備の推進 

東京湾の漁場の特性を生かすための振興等と操業安全対策を講じるため、引き続き対策に取組む必要

があります。 



今後の 

施策展開 

Ⅰ 食の安全・安心体制の整備 

魚介類の食品としての安全性を確保し、県民に安全でおいしい水産物を提供するため、引き続き、衛

生管理に係る指導を行います。 

Ⅱ 新鮮でおいしい千葉のさかなのブランド化 

生産者の各種イベントや商談会への出展を促進するととともに、水産物ブランド認定の実施や認定品

PR により、千葉のさかなブランドの普及、定着を図ります。また、有識者による意見を踏まえながら水

産物の販売戦略を検討します。 

併せて生産者と観光業者、流通小売業者等が連携して行なう地域統一PR活動や、生産者が行なう地魚

を活用した加工品の開発等による新たなブランド品づくりに対し支援します。 

朝揚げ水産物直送体制の構築のため、産地、消費地双方の流通業者等関係者との調整を行い、拠点ル

ートの確立を推進していきます。 

Ⅲ 食育の推進・生産者と消費者相互の理解と信頼の確立 

学校給食や料理教室を通じた水産業への理解増進への取組を継続して行うとともに、水産加工業者と

の交流等により高齢者福祉施設関係者への働きかけを行ないます。 

Ⅳ 農林水産業を支える経営体、担い手の育成 

効率的な担い手育成を行なうため、意欲と能力のある漁業者及び漁協職員に対しての支援を強化して

いきます。 

Ⅴ 生産性向上に向けた生産基盤の整備・振興対策 

新たな省力化等の技術開発等をみつつ、引き続き東京湾を始め，県内全域の漁業者の漁業生産性向上

を図るために施設整備等を支援します。 

Ⅵ 水産資源の増大と持続的利用の推進 

資源の維持・増大を図り、持続的利用を図るための事業に対し、引き続き支援します。 

Ⅶ 都市と農山漁村の交流の推進 

漁家民宿、漁業体験や直売所をめぐるスタンプラリーを実施します。また、デスティネーションキャ

ンペーンに向けて、漁村の魅力や旬の魚情報のＰＲや千葉の魚のおいしさを知ってもらうため、地魚を

味わうキャンペーンを実施し、都市住民の漁村への来訪を促進し、都市住民と漁村の交流を図ります。

また、安心して海と親しめるよう、ポスターやチラシの配布を通じて、海面利用ルールの周知を引き

続き実施します。 

Ⅷ 漁場・漁村環境整備の推進 

東京湾の漁場環境を保全するため、引き続き海底障害物の除去に対し支援します。 

また、海難予防のための標識灯等の整備を支援します。 

昨年度との 

主な変更点・ 

改善点 

Ⅱ 水産物の認定、認定品のPRを実施することにより、県産水産物のブランド強化に取り組みます。

また、消費地への朝揚げ水産物の直送便の定着、普及のための事例検討会を実施します。さらに、

鮮度落ちしやすい魚種の高鮮度流通のための技術開発を開始します。 

Ⅲ 栄養士との加工業者のとの交流等を通じた普及・啓発を通じて、学校や福祉施設での給食への水

産物の利用を促進します。 

（主な活動内容） 

当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

全体計画の協議 

水産加工製品開発（通年） 

味の交差点委員会（1回） 

漁業者グループの自主活動支援（通年） 

 

漁業士活動の活動支援（通年） 

 

意欲ある漁業者集団の組織化支援（通年） 

 

 

各種研修会の開催 

漁業経営指導協議会 

漁業の許認可及び調整業務，漁船業務(通年)

４月 

～６月

全体計画の協議 

水産加工製品開発（通年） 

千葉のさかな販売戦略検討有識者会議（1回） 

漁業者グループの自主活動支援（通年） 

 ・漁業士会本部役員会（５月） 

漁業士活動の活動支援（通年） 

 ・少年水産教室の開催 

意欲ある漁業者集団の組織化支援（通年） 

 ・漁業就業希望者に対する漁業研修の実施 

 ・経営指導専門家の派遣 

各種研修会の開催 

 

漁業の許認可及び調整業務、漁船業務（通年） 



海底障害物除去 

海面利用協議会（１回） 

海底障害物除去 

海面利用協議会を開催 

７月 

～９月 

味の交差点委員会（1回） 

学校給食への水産物の提供 

栄養士と加工業者との交流（２回） 

千葉ブランド水産物認定 

乾のり成分測定機器、検査機器整備 

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷凍庫整備 

海水ろ過施設、揚給水施設整備 

水産高校生等による産業インターンシップ

の開催（３地区で開催） 

主任担当職員研修会 

経営指導専門家派遣 

各種研修会の開催 

澪浚渫、船溜浚渫 

定置作業用ﾄﾗｯｸ整備 

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ、魚選別ﾗｲﾝ整備 

漁具倉庫兼ｳｲﾝﾁ上屋整備 

密漁防止柵支柱新設 

密漁防止用探照灯架台設置 

漁業権免許業務 

遊漁船業務主任者講習会 

地域版スタンプラリーの開始 

海底障害物除去 

大型・中型標識灯の設置 

７月 

～９月

 

学校給食への水産物の提供 

栄養士と加工業者との交流（２回） 

 

乾のり成分測定機器、検査機器整備 

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷凍庫整備 

海水ろ過施設、揚給水施設整備 

銚子地区で水産高校生によるインターンシップ

の実施（１地区）（少年水産教室の開催） 

 

経営指導専門家派遣 

漁業士会総会・研修会 

澪浚渫 

定置作業用ﾄﾗｯｸ整備 

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ、魚選別ﾗｲﾝ整備 

漁具倉庫兼ｳｲﾝﾁ上屋整備 

密漁防止柵支柱新設 

密漁防止用探照灯架台設置 

漁業権１６件を免許した。 

遊漁船業務主任者講習会を開催 

地域版スタンプラリーの開始 

海底障害物除去 

大型・中型標識灯の設置 

東北３県女性漁業市との交流会 

少年水産教室の開催 

10月 

～12月 

味の交差点委員会（1回） 

学校給食への水産物の提供 

栄養士と加工業者との交流（1回） 

高齢者福祉施設関係者対象の研修会と交流 

認定品PR活動 

認定品試食会の開催 

漁業就業希望者による漁業技術研修の開催 

 

漁協職員研修会 

主任担当職員研修会 

経営指導専門家派遣 

各種研修会の開催 

漁業経営指導協議会 

地域版スタンプラリーの実施 

海底障害物除去 

 

10月 

～12月

千葉ブランド水産物認定 

千葉のさかな販売戦略検討有識者会議（1回） 

学校給食への水産物の提供 

栄養士と加工業者との交流（1回） 

認定品PR活動 

 

漁業就業希望者による漁業技術研修の開催 

 ・少年水産教室の開催 

 

 

経営指導専門家派遣 

各種研修会の開催 

漁業経営指導協議会 

地域版スタンプラリーの実施 

海底障害物除去 

漁業士本部役員会 

１月 

～３月 

味の交差点委員会（1回） 

学校給食への水産物の提供 

栄養士と加工業者との交流（1回） 

ＦＯＯＤＥＸ出展 

水産業青壮年女性活動実績発表大会 

意欲ある漁業者集団の経営改善計画等の策

定及び認定 

漁業経営指導協議会 

 

１月 

～３月

千葉のさかな販売戦略検討有識者会議（1回） 

学校給食への水産物の提供 

 

ＦＯＯＤＥＸ出展 

水産業青壮年女性活動実績発表大会 

 

 

漁業経営指導協議会（１回）を開催 

 



 

漁船安全運航技術研修会（2回） 

船釣り講習会（1回） 

漁船安全運行技術研修会（2回） 

海面利用協議会（1回） 

海底障害物除去 

 

 

漁船安全運航技術研修会を富津と銚子において

開催 

船釣り講習会（1回）を開催 

 

海面利用協議会を1/23に開催 

海底障害物除去 

漁業職員研修会 

経営指導専門家の派遣 

各種研修会を実施 

５ 施策実施結果（事後評価） 

主な成果 

Ⅰ 食の安全・安心体制の整備 

JAS法に基づく食品表示検査を実施したところ、実施件数30件に対し要指導件数は１件に留ま

り、食の安全・安心に関する意識レベルが向上してきています。 

Ⅱ 新鮮でおいしい千葉のさかなのブランド化 

  千葉ブランド水産物認定事業の実施にあたり、関係漁協・会社から生鮮品 25 品目、加工品 35

品目の申請があり、水産物のＰＲにおける制度への期待が伺えました。今後１８年度に認定さ

れた８品目のＰＲを通じて千葉県の水産物の知名度向上が期待されます。 

  朝揚げ水産物直送便による水産物について消費者の反応が良く、鮮度の良い県産水産物に注目

が集まりつつあります。 

Ⅲ 食育の推進・生産者と消費者相互の理解と信頼の確立 

  学校給食への食材提供やおさかな普及員の派遣による料理教室は、学校での食育授業と組み合

わせることで効果をあげていることが生徒たちへのアンケート結果から窺われます。   

特に加工業者と学校栄養士との交流会では、生産者と消費者の相互理解の醸成に効果がありま

した。 

Ⅳ 農林水産業を支える経営体、担い手の育成 

  水産業普及指導員により、新規就業者の就業状況を把握するとともに関係団体 HP の活用によ

り、県内の漁業求人情報の周知を図りました。 

  また、漁業就業希望者に対して１週間の短期漁業研修を行うとともに、新たな試みとして新規

自営漁業就業者２名に対する１ヶ月の長期研修を実施しました。 

  なお、一般の高校生を対象に、インターンシップ（漁業体験）を公募した結果、銚子地区で４

名が実施しました。 

Ⅴ 生産性向上に向けた生産基盤の整備・振興対策 

  東京湾をはじめ、県内全域の漁業者の施設整備等に対し支援を行い、省力化等、生産性の向上

を図ることができました。 

  中でも、澪の浚渫については計画通り事業を行うことができ、船舶航行の安全が確保されまし

た。 

また、銚子地区において、沖合底びき網漁業者の経営合理化に向け生産組合を設立することが

漁業者間で合意されました。 

Ⅵ 水産資源の増大と持続的利用の推進 

  海面利用協議会で推奨ルールを定め周知するとともに立て看板等の設置や遊漁船業務主任者

講習会等の開催により、漁業と海洋性レクリエーションとの秩序ある海面利用が維持できまし

た。 

  また、水産資源確保の観点から、生産管理対策として密漁防護柵の新支柱据付及び密漁防止用

探照灯架台を設置したところですが、今後の設置効果に期待します。 

Ⅶ 都市と農山漁村の交流の推進 

  スタンプラリーやＤＣキャンペーンに際したＰＲ活動を通じて、地域の情報発信を行ったとこ

ろですが、実際の効果についてはキャンペーン終了後、把握が必要です。 

Ⅷ 漁場・漁村環境整備の推進 

東京湾の海底障害物の除去及び海難予防のための標識灯の設置により船舶の航行安全を図ること

ができました。 

施 

策 

実 

施 

結 

果 

特記事項  



残された 

課題 

Ⅰ 食の安全・安心体制の整備 

    食品品質表示を徹底するために、さらに継続した検査の実施が必要です。 

Ⅱ 新鮮でおいしい千葉のさかなのブランド化 

  認定された品目について、積極的なＰＲを図る一方でスムーズな供給が行えるよう産地の体制

の整備が必要です。また、朝揚げ水産物直送便では複数ルートの確保により、消費者の需要を

満たしていくことが求められます。 

Ⅲ 食育の推進・生産者と消費者相互の理解と信頼の確立 

  魚食普及の拡大にあわせて、魚食機会の拡大、魚消費量の増加につなげていく必要があります。

Ⅳ 農林水産業を支える経営体、担い手の育成 

  漁業への就業を促進するために、漁業体験の受入環境整備や継続的就業を生活基盤から支援す

るための総合的な拡充を図る必要があります。 

Ⅴ 生産性向上に向けた生産基盤の整備・振興対策 

  生産性の向上に資する施設の整備は漁業経営の安定を図る上で大変重要ですので、引き続き支

援をしていく必要があります。 

Ⅵ 水産資源の増大と持続的利用の推進 

  沖合漁船漁業は資源の減少、魚価低迷、漁船設備の老朽化等により非常に厳しい状況にありま

す。 

将来にわたり安定した生産体制を構築するためには協業体等の合理的な漁業経営組織の検討

や資源の適切な管理と操業形態の見直しなどの取組みに支援する必要があります。 

Ⅶ 都市と農山漁村の交流の推進 

  デスティネーション＝キャンペーン後のさらなるＰＲ継続と情報提供により、交流機会の創出

が必要です。 

Ⅷ 漁場・漁村環境整備の推進 

  障害物の除去等を行い、安全操業のための環境を整備することは大変重要ですので、引き続き

支援していく必要があります。 

次 

年 

度 

以 

降 

の 

対 

応 

方向性 

Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅰ Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅱ Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅲ Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅳ Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅴ Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅵ Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅶ Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅷ Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 



 

課題への 

対応策 

Ⅰ 食の安全・安心体制の整備 

  引き続き巡回指導を実施し、普及・啓発活動を継続します。 

Ⅱ 新鮮でおいしい千葉のさかなのブランド化 

  関係業者と調整を図りながらスムーズな流通の実現に向け体制を整えて行きます。大手量販店

等による朝揚げ水産物直送便の実施と支援に努めます。 

Ⅲ 食育の推進・生産者と消費者相互の理解と信頼の確立 

  消費地への息の長い取り組みや産地での食育学習の実施などターゲットの拡大を通じて、魚食

の普及拡大を進めていきます。 

Ⅳ 農林水産業を支える経営体、担い手の育成 

  新規漁業就業者を確保するために、国の事業と連携して漁業体験漁業研修の拡充を図るととも

に、体験後に定着を目指す新規漁業就業者を新たに制定した「漁業師弟制度（漁業指導者によ

り技術指導・住居費助成）」により支援します。 

Ⅴ 生産性向上に向けた生産基盤の整備・振興対策 

  新たな省力化等の技術開発等をみつつ、引き続き東京湾をはじめ、県内全域の漁業者の漁業生

産向上を図るために施設整備等を支援します。 

Ⅵ 水産資源の増大と持続的利用の推進 

  漁業者の自主性と自助努力を基本として、協業化や漁船リース事業等の活用等、沖合漁業の経

営改善の取組みに対し、支援・指導してまいります。 

  特に、高額な代船取得に要する経費についての助成制度の充実を図り、支援を行っていきます。

Ⅶ 都市と農山漁村の交流の推進 

  デスティネーション＝キャンペーンで掘り起こされた地域の連携を図り、新たなＰＲ活動に向

けて取り組みを始めます。 

Ⅷ 漁場・漁村環境整備の推進 

  東京湾の漁場環境を保全するため、引き続き海底障害物の除去に対し支援します。 

  また、海難予防のための標識灯などの整備に対して支援します。 

（二次評価結果） 
Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

・新たに策定する千葉県水産業振興基本方針に基づき、水産業の健全な発展と安全・安心で新鮮な水産物の安定供給

を図ること。 

・新鮮でおいしい千葉のさかなのブランド化を進め、県産水産物の販売促進、消費拡大を一層推進すること。 

 


