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Ⅰ 目標 

 

＊ 千葉県の海面漁業漁獲量の過去10年間の平均は、19万1千トン・第7位であり、1ランク上の20万トン・第6位

を目指します。なお、過去10年平均の第5位は21万6千トン、第6位は19万7千トンとなっています。 

 

 

Ⅱ 現状及び課題 

１ 水産資源 

本県沖合では黒潮と親潮が交わり、銚子、九十九里から外房・内房沿岸にかけての  

広大な砂浜や岩礁域、栄養に富む静穏な東京内湾等の変化に富んだ海域からは、四季を

通じて、様々な水産物が生産されています。 

本県は、マイワシ資源が高水準であった昭和58年の海面漁獲量は57万トンでしたが、

過去10年間の平均は19万1千トンとなっています（図１）。 

 

 

図１ 海面漁業漁獲量と全国順位 

 

出典：千葉農林水産統計年報、漁業・養殖業生産統計年報（農林水産省）  
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○ 海面漁業漁獲量 20万トン（全国順位第６位）を達成します 

海面漁業漁獲量 

現状 19万1千トン  ３年後 20万トン  （参考）10年後 20万トン 

(第７位）         （第６位）         （第６位） 
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本県の主要な魚介類について、資源水準の低いマイワシ、サバ等の沖合資源は、   

これまで以上に資源管理が重要となっています。一方、マダイ、ヒラメ、アワビ等の  

沿岸資源については、栽培漁業の持続的な展開が重要であり、種苗の生産・放流技術の

向上、経費削減等による一層の効率化及び事業効果の向上が必要となっています。 

さらに、海洋レジャーによる漁場利用の調整や磯根漁場での密漁防止対策等、   

漁場管理のさらなる充実が求められています。 

一方、漁場の整備においても、より一層の効果的・効率的な事業展開が求められて  

います。 

 

２ 海面養殖 

本県養殖業は、東京湾のノリ養殖業が生産量、生産金額ともに大半を占めています。

ノリ養殖経営体は、減少傾向であり、一経営体当たりの生産効率を向上させることに 

より全体の生産量を維持してきましたが、近年は生産者の減少や生産不調等により、   

全体生産量も減少傾向にあります（表１）。 

 

表１ ノリ生産量 

漁期年度 5年度 10年度 15年度 19年度 20年度 

生産量（億枚） 4.8 4.7 5.4 4.5 4.7 

出典：千葉農林水産統計年報（農林水産省）      

 

一方、魚介類養殖では、近年、有害プランクトンの分布拡大や増殖により、突発的な

へい死が起きる等、飼育環境の迅速な把握が求められています。 

また、輸入の影響や養殖魚のダブつき等による単価安から厳しい経営となっている 

ことから、今後も安全・安心な生産体制の下、高い品質を維持していくことが求められ

ています。 

 

３ 漁場環境 

東京湾では、貧酸素水塊の発生が水産資源に大きな影響を与えており、近年はその 

規模が大型化し、発生期間が長期化する傾向が見られ、さらに、秋季の海水温が    

上昇する等、問題が生じています。 

このような漁場の環境変化等を的確に把握するとともに、浅海漁場の生産力の回復を

図ることが課題となっています。 

さらに、東京湾沿岸や河川、湖沼では油等の流出事故の発生や河川から流出する竹、
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木によるノリ養殖施設への漂着等による被害を最小限に留めるための対応を継続的に 

講じる必要があります。 

他方、豊かな漁場環境を育むために森、川、海の繋がりが注目されてきており、   

水産分野としても内水面や沿海の水域環境の保全への取り組みを進める必要が   

あります。 

 

４ 漁業を取り巻く状況 

平成 20 年の高騰以降、燃油価格が不安定なことから、省エネルギー対策を推進する

とともに、高精度な漁海況情報の提供に努め、漁場探索費用を軽減させ、経費の削減を

推進していく必要があります。 

さらに、東京湾では、輻輳する船舶の航行や各種開発行為の影響を受け、厳しい   

操業環境に直面し、操業の安全確保が必須となっています。 

 

５ 漁業生産基盤 

漁港については、台風や大規模地震・津波の来襲等に備え、漁業関係者や来訪者の  

安全確保に配慮した漁村の総合的な防災対策を講じ、併せて、水産物の安定的な提供を

支える安全・安心な漁港・漁村の整備を図ることが重要となっています。 

 

６ 漁協経営 

漁業生産活動の中核を担う漁協について、平成21年度の経営状況は、沿海40漁協の

うち、当期損失金を計上した漁協は13（33％）、繰越欠損金を有している漁協は15（38％）

となっています。 

今後の課題としては、組合員の減少や高齢化が予想される中、経営改善のために、  

経営規模の適正化が必要であり、事業統合、合理化のための基礎づくりを推進していく

必要があります。 

なお、経営不振漁協の改善に向けた取り組みは、徐々に成果があがっているものの、

多額の繰越欠損金の存在を考慮すると、抜本的な対策が不可欠となっています。 

さらに、改善を進めるにあたっての地域間の調整や、漁協運営にあたる人材の育成が

課題となっています。 

 

７ 担い手 

漁業就業者は、近年、一部若齢層の増加が見られるものの全体的には高齢化が進行し、

60歳以上の割合（男性）が半数を超えています（表２）。 
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表２ 県内海面漁業就業者数の推移                  （単位：人） 

 昭和63年 平成5年 10年 15年 20年 

就業者総数 10,950 8,924 7,882 6,929 5,916 

男性 9,146 7,397 6,524 5,745 5,024 
  

女性 1,804 1,527 1,358 1,184 892 

15～24歳 156 137 

25～39歳 
1,613 926 705 

517 560 

40～59歳 5,303 3,629 2,530 1,907 1,435 

男
性
年
齢
別 

60 歳以上 2,230 2,845 3,289 3,165 2,892 

全国（千人） 392 325 277 238 222 

出典：漁業センサス（農林水産省）  

 

また、漁村の女性は陸上での荷揚作業や網仕事をはじめ、漁業経営における    

経理全般等、重要な役割を担っていますが、やはり減少傾向となっています。 

漁業における就業者が減少する中で、就業者の確保については、漁業経営の安定化と

ともに、漁村社会に順応できるよう地域の実情に配慮した対応が求められています。 

さらに、漁業経営が厳しいことから、経営分析に基づき改善方法の検討やその実施に

ついて支援していく必要があります。 

一方、国においては、資源と漁場の維持・回復と漁業経営安定の両立を目指すため、

漁業所得補償制度の導入を進めています。 

 

８ 水産物流通 

魚介類は、日本人の長寿生活を支えてきたものの、近年、消費者ニーズが多様化し、

水産物の流通も大きく変化しています。 

また、産地市場は、県内に 38 箇所点在しているものの、海面漁業の生産量と     

生産金額が減少傾向にあり、厳しい運営状況にあります（表３）。 

 

表３ 海面漁業漁獲量及び漁獲金額 

  
昭和 

63年 

平成 

5年 

 

10年 

 

15年 

 

18年 

 

19年 

 

20年 

漁獲量（トン） 440,018 209,191 198,069 206,823 207,298 170,084 176,157 

金額（百万円） 43,670 31,686 29,571 27,933 25,756 24,633 26,573 

 
出典：水産物流通統計年報（農林水産省） 
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そこで、首都圏に位置する優位性を生かし、消費形態や流通の変化に対応するため、

販売促進を戦略的に展開するとともに、「千葉ブランド水産物認定制度」の活用により、

ブランド化を推進していく必要があります。 

さらに、産地市場を拠点化し、価格形成機能の向上を図るとともに、鮮度管理体制の

強化に取り組むことにより、水産物の安全、安心の確保を図り、市場取引を活性化する

必要があります。 

 

９ 水産加工業 

本県の水産加工業は、これまで前浜に水揚げされる原料を利用して、サバ、イワシ等

の冷凍水産物や塩干品・塩蔵品等を生産し、地域の産業として発展してきました。 

その後、国内の漁獲量が減少する中で、依存をしてきた輸入原料となる魚が、    

水産物の世界的な需要の高まりの中、次第に確保が難しい場面も見られるようになり 

ました（図２）。 

 

図２ 水産加工品生産量  

 

  

そのため、前浜での利用度の低い魚種の食用用途を増やしたり、付加価値が高く、  

消費者ニーズに対応した水産加工品の開発が求められています。 

また、加工原料となる魚の確保や製品の品質・衛生管理向上対策等が重要となって 

います。 

 

10 河川・湖沼での水産業 

利根川、印旛沼、手賀沼をはじめとする県内の河川・湖沼は、コイ、フナ、ウナギ、

モツゴ等の漁業やアオノリ等の養殖が行われる生産の場となっています。 

また、アユやワカサギ等を対象とした釣り等のレクリエーションも広く行われ、  

県民の憩いの場として利用されています。 

特に、北総地域では、コイ、フナ、モツゴ等淡水魚の食文化が根付き、食に彩りも   

添えています。 
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出典：水産物流通統計年報（農林水産省） 
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しかしながら、利根川でのシジミ漁獲量が激減したことに加え、コイヘルペスウィル

ス病の発生等もあり、平成10年に約3,000トンあった生産量は、近年、400トン程度に

留まっています（図３）。 

 

図３ 内水面総生産量 
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このため、河川・湖沼の漁場環境の保全とともに、内水面水産資源のより一層の維持

増大等の対策が求められています。 

 

11 漁村 

漁村は、漁港を中心とした漁業生産活動と後背地に形成される関連産業により   

特色ある地域社会を形成しています。 

しかしながら、昨今の水産業の活力低下は、漁村経済の減衰を招いています。 

一方、本県は首都圏に位置していることから、観光客が漁村を訪れるため、今後も  

漁村のポテンシャルを最大限に生かし、観光と連携しながら、食文化も含めた地域資源

の活用、漁港の利用を効果的に推進していく必要があります。 

さらに、漁業と海洋レジャーの漁場利用を巡るトラブルを避けるため、わかりやすい

海面利用ルールの検討と周知の徹底が課題となっています。 

出典：千葉農林水産統計年報、H21農林水産統計速報値（農林水産省） 
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Ⅲ 推進方向及び対策 

次の５つを取組の基本方向として、水産振興を進めていきます。 

・資源管理や種苗放流等による豊かな海づくり 

・漁港機能充実、漁業操業の安全性向上、担い手の確保、育成による 

たくましい漁業づくり 

・流通の効率化と販路拡大のための水産物流通、加工対策の推進 

・河川・湖沼での特色ある水産業の展開 

・都市との交流促進による漁村の活性化 

 

１ 豊かな海づくり 

（１）水産資源の管理及び維持・増大 

ア 水産資源の適切な管理 

（ア）資源管理の推進と定着 

主要水産資源及びその変動要因となる海洋環境に関する継続的な調査等により、

資源量や再生産の状況等の資源評価を行い、これらの情報を漁業者等へ速やかに提

供するとともに、必要な資源管理をさらに進めていきます。特に、マイワシや   

サンマ等、広域に回遊する魚種については、国と連携して、資源動向の評価や   

ＴＡＣ制度（Total Allowable Catch：漁獲可能量）による管理等に取り組んで   

いきます。 

○重要浅海水産資源の生態研究 

○重要魚族資源の調査 

○資源評価の調査 

○内湾貝類の漁場調査 

○漁獲可能量管理の推進 

 

マダイ、ヒラメ、アワビ、チョウセンハマグリ等の本県重要沿岸資源については、

より効果的な資源管理型漁業を促進するとともに、これまでの管理方策について 

資源量や地域の状況に応じて適宜見直しを行います。また、内房から銚子に至る  

キンメダイ資源や東京湾の底びき網対象魚種（マコガレイ、マアナゴ等）を対象と

した資源回復計画の定着を図ります。 

○資源管理型漁業の普及推進総合対策 

 

（イ）漁業制度の適正な運用 

漁場における操業秩序を維持し、資源の適正な利用を図るため、平成 25 年に  

一斉切替が予定される漁業権の管理適正化をはじめ、漁業法等漁業制度の適正な 
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運用を図ります。 

また、本県漁業の円滑な操業が確保されるよう、海区漁業調整委員会等と連携し   

県内外の漁業調整に努めます。 

さらに、法令や各種操業協定に基づく操業規制等が遵守されるように、指導を  

行うとともに、漁業取締船「ふさかぜ」等の運航により取締りの徹底を図ります。 

○漁業操業の円滑化促進 

○漁業権の適正化と安全対策 

 

イ 種苗の生産・放流の推進 

効果的な栽培漁業の実現に向け、アワビ、   

マダイ、ヒラメ、クルマエビ、マコガレイ等の  

種苗生産、放流を行います。 

また、平成26年度を目標年度とする「水産動物

の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する 

基本計画」を策定し、放流効果調査等を踏まえ、    

魚種の選択と生産施設の集中により、種苗生産の安定を図ります。 

さらに、アサリ、ハマグリ、サザエ、チョウセンハマグリの資源の維持、増大の   

ための種苗放流を進めます。 

○栽培漁業の総合的な推進 

○資源管理型漁業の普及推進総合対策（資源回復計画の推進） 

○東京湾漁業の総合対策（貝類資源の増産） 

 

ウ 東京湾貝類資源の緊急増産対策 

東京湾の主要漁業であるアサリ漁業は、平成19年6月にカイヤドリウミグモによる

アサリの大量斃死が発生して以来、資源が激減しているため、漁業者による     

カイヤドリウミグモの駆除を支援するとともに、国や他県研究機関との共同研究を  

進め、被害を軽減させるアサリ最適放流手法を開発し、資源回復を図ります。 

また、アサリ人工種苗量産及び放流技術を開発し、人工種苗の活用方法について検討

を進めます。 

さらに、東京湾の新たな漁業資源と期待されるハマグリについて、種苗生産技術や

放流後の生残を高めるための最適な増殖手法を開発します。 

○東京湾漁業の緊急増産対策（貝類資源の増産） 

○内湾貝類種苗生産技術の開発 

 

 

種苗の生産・放流の推進 



 - 9 - 

エ 生産性の高い漁場の整備 

過去に実施した漁場造成の効果や利用実態、今後の利用見込みや便益の範囲などを

総合的に検討した上、長期的な漁場整備計画を策定し、効果的かつ効率的な漁場整備

を展開します。 

○海域環境に配慮した漁場の整備 

○造成漁場の調査 

 

オ 干潟・浅海域の環境生態系の保全対策 

盤州干潟や三番瀬等の干潟浅海域での漁場生産力の向上を図るため、      

漁業者等グループによる漁場の耕うんやヒトデ、ツメタガイ等の害敵生物の駆除等の

環境・生態系保全活動を支援します。 

○漁場環境・生態系の保全（保全活動の支援） 
 

施策の達成度を測る指標 

年度  

項目 
現状 ３年後 （参考）10年後 

種苗放流による増殖量＊１ 

（アワビ、マダイ、ヒラメ） 

（トン） 

133   143 163 

環境・生態系保全活動 

グループ数＊２ 

3  

 

12  

 

12 

＊１ 放流数（アワビ 160 万尾、マダイ 94 万尾、ヒラメ 81 万尾）を維持しますが、放流・種苗生産技術の向上に    

より、回収率の増加を目指します。（現状：H21） 

＊２ 事業の推進により、活動支援地域を拡大します。（現状：H21） 

 

（２）消費者ニーズに対応した養殖業の振興 

ア ノリ養殖対策 

東京湾のノリ養殖業生産安定のため、漁場環境に対応した養殖管理技術に必要な 

情報提供や技術指導を行います。また、11～12月の高水温期の生産の安定化を目的と

して開発した新品種「ちばの輝き」の普及促進を   

図ります。 

さらに、千葉県漁業協同組合連合会が実施する 

格付け検査への支援等により、千葉県産ノリの品質、

価格の維持向上をするとともに、経営体の組織化や

協業化等により、経営安定を推進していきます。 

○東京湾漁業の総合対策（ノリ養殖の振興） ノリ養殖の振興 
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イ 魚貝類養殖対策 

安全安心な養殖魚貝類が供給されるよう疾病対策指導や動物用医薬品の適正使用に

関する指導を行います。 

○魚類防疫対策 

 

 施策の達成度を測る指標 

年度  

項目 
現状 ３年後 （参考）10年後 

１経営体当たりのノリ生産枚数（万枚） 110  120  140  

＊ 大規模経営体については現状を維持しつつ、中規模経営体については、規模拡大を目指します。（現状：H20） 

 

（３）豊かな漁場環境の保全と回復 

ア 漁場環境の調査・監視と保全対策 

貧酸素水塊の発生状況調査を漁業者と連携して実施し、「貧酸素水塊速報」や   

「貧酸素水塊分布予測システム」の運用により定期的な情報提供を行い、効率的な  

漁業を推進します。さらに、同システムの沿岸浅海域における予測精度の向上を図る

とともに、貧酸素水塊対策に関する研究を進めます。 

ノリ漁場での油濁被害防止のため、船舶での漁場監視を漁業者と連携して行う  

とともに、緊急被害防除措置の指導等を行います。また、流竹木によるノリ養殖等の

被害軽減について、河川管理部局や漁業関係者を交えた関係者間での検討を進めると

ともに、必要な対策を講じます。 

貝毒発生事故を未然に防ぐため、アサリ、チョウセンハマグリ等の貝毒検査及び  

水域の貝毒プランクトンの出現状況を継続して調査します。 

漁業に影響を与える有害プランクトンの出現状況やアマモ場等についての    

モニタリングを継続して実施します。 

小櫃川をモデルとした「森・川・海」の関係者による森川海を一体と捉えた     

漁場環境保全の取り組みに向け検討を行い、具体的な啓発運動等を進めます。 

本県沿岸に来遊し、漁業に影響を与える大型クラゲについては、その出現状況の  

把握に努めるとともに、被害防止対策を推進します。 

○東京湾漁場の環境調査 

○漁場環境・生態系の保全（貧酸素水塊対策） 

○漁場環境・生態系の保全（のり漁場環境の保全） 

○漁場環境の総合的な監視の推進 

○漁場環境の保全に係る総合的美化の推進 
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イ 三番瀬漁場の生産力の回復 

漁業者と連携したノリ、アサリ、アオサ等のモニタリング調査を継続するとともに、

その結果を整理、分析します。 

また、三番瀬の漁場特性を踏まえたノリ養殖管理技術の改善、向上に向けた   

技術指導やアサリの冬季減耗対策手法について調査、検討を継続します。 

さらに、これまでの漁場再生手法の効果シミュレーション等の検討結果を踏まえ、

漁業者、地元市及び県が協力して漁場改善に取り組むとともに、漁業者と共同で   

調査を実施して漁場改善効果を検証します。 

○三番瀬漁場改善の支援 

 

施策の達成度を測る指標 

年度  

項目 
現状 ３年後 （参考）10年後 

ノリ漁場監視回数（延べ日数） 280  360  360  

＊ 実施地区（北部、木更津、富津）におけるのり漁期中の監視対象期間の延長により、のべ日数の増加を 

目指します。（現状：H22） 

 

２ たくましい漁業づくり 

（１）漁業生産基盤強化と漁業経営の強化 

ア 漁業生産基盤の整備 

（ア）漁港、市場機能の充実 

意欲ある地域が、国際競争力や産地間競争力を高めていけるよう、水揚物を   

集約する荷捌施設等の整備をする等、漁業生産基盤の充実を図ります。 

さらに、流通拠点漁港を中心として、衛生管理機能強化に取り組む漁協等を   

支援します。 

水産物の安定生産を支え、漁業地域における住民、就労者、来訪者の安全性の  

確保と漁港、漁村の総合的な防災対策を講じるため、流通拠点を対象とした    

広域漁港の整備とともに、防波堤、護岸の補強など災害に強い漁港、漁村の整備を

推進します。 

○漁業経営の構造改善 

○水産業構造改善のための施設整備 

○東京湾漁業の総合対策（施設整備） 

○広域漁港の整備 

○地域水産物供給基盤の整備 
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○漁村の再生 

○特定漁港の維持浚渫 

 

（イ）漁港施設の効率的な維持補修 

漁港施設の維持補修にあたっては、    

今後、多額の費用が見込まれることから、   

ストックマネジメント（予防保全型の    

計画的維持補修を実施し、ライフサイクル  

コストの低減を図る）を取り入れた施設の  

効率的、効果的な事業の展開を行います。 

○水産基盤のストックマネジメント 

 

イ 操業の安全確保と省エネ化対策 

（ア）操業安全の確保 

千葉県には５千隻を超える漁船があり、  

この中には夜間、沖合で操業する漁船も数多く

存在するため、千葉県漁船が操業する海域での

常時通信体制を充実させ、安全操業を確保して

いきます。 

○漁業無線ネットワークの高度化 

 

（イ）漁業操業の効率化対策 

燃油の価格が不安定な中で、漁場探索に係る費用等も増大し、漁業の採算性が  

悪化しているため、水産総合研究センターの漁業調査船２隻の運航により、的確な

漁場情報を漁業者に提供するよう努めます。 

また、上記調査結果に加え、民間船からの情報、衛星情報、国や他の都道府県の

連携により得られた情報を基に、作成した高精度の漁海況情報を水産情報通信セン

ターが配信し、効率的な漁場探索を支援していきます。さらに、国や他県との連携

による主要水産資源の資源動向及び海洋環境を基に、イワシ、サバ、サンマ、      

スルメイカ等の漁海況予測の精度向上に取り組みます。 

○漁船漁業の操業支援 

○漁海況の予報 

 

 

 

拠点漁港の整備 

通信体制の整備 
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（ウ）東京湾漁業の操業安全の確保と効率化対策 

東京湾沿岸域は、人口、産業の集積地域であり、船舶交通の輻輳化や漁場環境の

悪化等、漁業操業は様々な制約の下で行われているため、臨海企業、漁業者、県で

構成する「千葉県漁業操業安全対策協議会」を通じて、引き続き、操業安全の確保

に努めるとともに、海底障害物の除去、海難予防施設の設置等の漁業者の取組を  

支援します。 

漁業操業安全指導船及び漁場調査船については、老朽化に伴い、機能が低下して

いることから、これまでの業務に油流出時の緊急出動等の新たな業務も担える船舶

を建造し、合理的な業務体制の構築を図ります。 

○東京湾漁業の総合対策 

○東京湾漁業操業の安全対策（指導調査船の建造） 

 

ウ 沿海漁業協同組合の経営安定 

（ア）指導体制の強化 

水産業協同組合法に基づく検査と指導を実施し、漁協経営の適正化に取り組んで

いくとともに、千葉県漁業協同組合連合会及び千葉県信用漁業協同組合連合会と 

連携して設置した「ＪＦ経営指導千葉県委員会」及び「千葉県ＪＦ経営指導プロジェ

クトチーム」を中心として、経営不振漁協の経営改善について、水産系統団体と  

連携して、指導を行います。 

 

（イ）漁協の事業の合理化と組織再編 

繰越欠損金等を抱えた経営不振漁協については、事業合理化、複数漁協間の   

事業統合・組織再編等による合理化を今後も推進するとともに、併せて、     

水産系統団体と連携して欠損金処理対策が進むよう支援します。 

 

（ウ）経営管理者の育成 

漁協役職員を対象とした研修を実施し、漁協の経営能力の向上を図るとともに、

さらに経営コンサルタント等を派遣し、具体的改善策を提言する等により、    

実効ある指導を行います。 

 

○漁協組織の再編及び経営強化の対策 
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 施策の達成度を測る指標 

年度 

項目 
現状 ３年後 （参考）10年後 

耐震強化岸壁整備実施港（港）＊1 

 

漁海況情報（種類）＊2 

1  

 

4  

3  

 

5  

4  

 

5  

＊１ 千葉県地域防災計画に基づき、緊急物資等の海上輸送の拠点漁港として位置付けた４港の整備を 

順次実施します。（現状：H22） 

＊２ 業者ニーズを踏まえ、１種類を追加します。（現状：H22） 

 

 

（２）水産業を支える多様な担い手確保・育成 

ア 担い手育成・新規就業者対策 

漁業士等地域漁業リーダーの育成に努めるとともに、地域への優れた漁業技術や 

経営手法の導入を図ります。 

また、女性の起業等経済活動の促進に向け、男女共同参画に係る研修会等を実施  

します。 

さらに、就業希望者に対し、就業相談会やホームページにおいて、水産系統団体等

関係者と連携を図りながら、情報提供を行います。 

その他、青少年水産教室や高校生を対象としたインターンシップや就業希望者を 

対象とした各種漁業技術研修を教育機関や漁協等と連携をして、実施します。 

併せて、新たな取組として新規就業者を対象とした就業後のフォローアップ研修等

を行い、漁業への定着を確実にします。 

○漁業の担い手確保・育成総合対策 

 

イ 漁業金融支援 

経営の合理化や操業の効率化等のための漁業近代化資金や沿岸漁業改善資金等  

制度資金の周知に努めるとともに、漁業者が融資を受けやすいよう、        

漁業信用基金協会への支援を行います。 

○漁業の近代化及び沿岸漁業の改善のための融資制度の支援 

 

ウ 漁業所得補償制度運用支援 

国では、計画的に資源管理に取り組む漁業者に対し、漁業共済、積立プラスの   

仕組みを活用した収入安定対策を構築し、コスト対策であるセーフティーネット事業

と組み合わせた総合的な漁業所得補償の導入に向けた検討を進めています。このため、

県としては、国の検討状況を踏まえ、効果的な制度運用が図られるよう努めます。 
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○漁業経営の保全に係る共済加入への助成 

○資源管理型漁業の普及推進総合対策（資源管理と連動した経営安定） 

 

エ 漁船漁業の経営合理化対策 

県内の沖合底びき網漁業等の中小漁業経営の継続については、漁船の老朽化や  

燃油価格に起因する高コスト化等が大きな課題となっています。このため、専門家に

よるこれら経営体の経営診断、経営改善指導を実施するとともに、今後も安定した  

漁業が継続できるよう省コスト化漁船の導入支援等の対策を推進します。 

○漁船漁業経営の改善に係る指導 

 

 施策の達成度を測る指標 

年度  

項目 
現状 ３年後 （参考）10年後 

新規就業者数（人） 50  60  70  

※ 10月31日現在 

＊ 過去約50名で横ばいであった新規就業者数を、研修事業等の積極的な活用により増加を目指します。 

（現状：H15～21平均） 

 

３ 水産物流通・加工対策の推進  

（１）水産物の販売促進 

ア 「食の宝庫ちば」のファンづくりの推進 

①知事によるトップセールス、②メディアの活用、③体験を通したＰＲと    

「食」関連イベントとの連携、④特徴ある品目のＰＲによって、県内外へ県産水産物

の魅力を発信します。 

「農林水産物販売促進月間」を中心に、生産者団体と連携を図りながら、県内及び

首都圏において、スーパーマーケット等の千葉県フェア開催を支援し、産地間競争力

を強化します。 

水産物直売所と連携した PR により、県産水産物の魅力を発信し、ファンの増加を 

図ります。 

学校教員・栄養士の研修会等へのおさかな普及員の派遣及び魚食普及パンフレット

の作成・配布により、食育活動を推進します。 

○「千葉の海」を丸ごと満喫するためのPR（水産物の販売促進） 

○県産水産物の魅力発信 

○販売プロモーションの強化 

○水産物の販売流通消費総合対策（食育活動の推進） 



 - 16 - 

イ 流通体制の強化・販路拡大 

産地市場の再編整備による機能強化等によって、市場販売力の強化を推進します。 

「朝揚げ水産物直送システムの拡大」及び「産地市場における品質管理の高度化」

等によって、商品の付加価値を高める流通体制の強化を推進します。 

○総合的な流通体制の強化 

 

ウ 売れるものづくりへの多様な支援 

「千葉ブランド水産物の認定・PR」及び「独自

ブランドづくりを推進する生産者団体等の支援」

等によって、県産水産物のブランド化を推進  

します。 

関連事業の活用促進等によって、６次産業化等

による新商品開発・支援を行います。 

低利用水産物についてレシピ開発を行い、 

ホームページ上で PR することによって、    

利用促進を図ります。 

○水産物の販売流通消費総合対策（高付加価値化、低利用水産物の利用促進） 

 

エ 新たな販路開拓を目指す輸出の支援 

「産地と海外市場のマッチングの推進」、「新たな販路の創出」及び       

「海外マーケット等の情報収集及び生産者への情報提供」によって、輸出に取り組む

生産者・団体への育成支援を実施します。 

また、海外における展示会への出展、商談会、フェア等の開催等によって積極的な

販売促進活動を実施します。 

○水産物の輸出促進 

 

 施策の達成度を測る指標 

年度  

項目 
現状 ３年後 （参考）10年後 

千葉ブランド水産物 

（水産加工品・ふるさと品） 

認定後の販売実績向上率（％） 

56  60  70  

＊ 積極的なＰＲにより、増加を目指します。（現状：H21） 

 

 

千葉ブランド水産物 
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（２）水産物の高付加価値化と水産加工業の生産性向上 

ア 地域の特徴を生かした加工品の開発支援 

水産加工業者、漁業者が取り組む、地域の特徴を生かした水産加工品の開発を   

支援します。未、低利用水産資源の有効活用を図るため、サメや商品サイズ以下の  

小型魚を用いた加工品及びカタクチイワシやゴマサバの付加価値向上製品の開発に 

取り組みます。 

また、水産物の栄養特性を生かし、健康増進に配慮した加工新製品の開発及び   

伝統的加工品の品質の向上に努めます。 

水揚げされたイワシ、サバ等多獲性魚の脂肪量を測定し、結果を加工業者に提供し、

水産加工品の品質向上を図ります。さらに、漁業者及び加工業者が魚類の脂肪量を  

迅速かつ簡易に測定できる機器の開発に取り組みます。 

なお、主力生産地である銚子地区においては、加工原料となる魚の安定的な確保、

低コスト化を図るため、省コスト型大型まき網船などを対象とした漁港施設の整備も

進めます。 

併せて、漁海況予測の高精度化も図り、加工原料である魚の計画的確保の実現を  

目指します。 

○水産物の販売流通消費総合対策（水産加工技術の高度化支援） 

○水産物の脂質含量測定技術の開発 

○広域漁港の整備 

○漁海況の予報 

 

イ 加工場・加工製品の衛生管理の高度化 

加工場の衛生管理を指導するとともに、新製品に係る品質及び保存性の確認を行い

ます。 

また、「煮干し」、「丸干し」、「切り身」、「酢漬け品」及び「乾燥のり」等について、

作成した衛生管理マニュアルに基づき、経営体毎に指導を行います。 

○水産物の販売流通消費総合対策（水産加工業衛生管理強化） 

 施策の達成度を測る指標 

年度  

項目 
現状 ３年後 （参考）10年後 

水産加工業者による品質向上

の た め の 公 開 型 研 究 施 設 の 

利用件数（件） 

50  60  70  

＊ 水産加工業者が品質向上や衛生管理に積極的に取り組めるよう、施設利用を通し、支援、指導を行うことを 

目指します。（現状：H21） 
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４ 河川・湖沼での特色ある水産業の展開 

（１）内水面漁業・養殖業の振興 

ア 内水面水産資源の増大 

内水面水産資源の維持増大のため、ウナギ種苗、ワカサギ卵等の放流に助成する  

とともに、アユについては、種苗生産用親魚の確保や冷水病対策を実施します。 

また、コイヘルペスウィルス病によるコイ種苗放流の自粛に対応するため、    

産卵床設置等、種苗放流に替わる増殖方法の導入を検討します。 

さらに、魚類が移動しやすい簡易な魚道構造の解明の研究を進めます。 

○内水面有用魚貝類の増産 

○内水面水産資源の維持増大 

 

イ 特産品づくりの推進 

本県の地域特産品であるアオノリの生態と河川環境との関連を解明するとともに、

ホンモロコの種卵供給や養殖技術の指導等、安定生産に向けた技術の開発・普及を  

図ります。 

○内水面養殖業の振興 

○内水面有用魚貝類の増産 

 

ウ 各種疾病の防疫対策 

閉鎖的な環境である内水面で行われる漁業・養殖業にとって、コイヘルペス   

ウィルス病等の発生が喫緊の課題であるため、同病のまん延防止対策を講じると  

ともに、今後も各種疾病の防疫対策を実施します。 

○魚類防疫の対策 

 

 施策の達成度を測る指標 

年度  

項目 
現状 ３年後 （参考）10年後 

種苗放流量（ｔ）＊１ 

 

コイ種苗放流の代替手法＊２ 

14 

 

試験 

14 

 

導入 

14 

 

利用定着 

  ＊１ H22の県内内水面漁協放流実績（フナ、ウナギ、アユ、ソウギョ・レンギョ、ウグイ、ニジマス）を維持します。

（現状：H22） 

  ＊２ ３年後まで、産卵床造成による増殖試験を実施し、その後、導入し 10 年後には、県内の河川での利用を

目指します。（現状：H22） 
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（２）河川・湖沼の漁場環境の保全 

ア 水辺環境の再生と保全 

魚介類の資源動態を把握するとともに、水生植物であるヨシ、ガマ帯が魚類の   

再生産に果たす役割を調査することにより、水産資源の減少要因の解明につなげ、  

豊かな内水面生態系の保全に努めます。 

さらに、水辺環境の再生や保全活動に取り組む地域住民、ＮＰＯに対する専門的な

助言をするとともに、環境教育の面でも次世代を担う子供たちの見学を積極的に  

受け入れ、環境学習を支援します。 

○内水面有用魚介類の生息環境の保全 

 

イ 外来魚等の対策 

河川湖沼に生息する魚介類の生息情報の収集や、外来魚の駆除も含めた内水面  

生態系の保全研究を行い、情報発信と漁協や地域住民への防除技術指導を行います。      

さらに、カワウの食害による漁業被害を軽減するための漁業者による防除対策を 

支援します。 

○内水面漁場と水辺環境の保全 

 

５ 漁村の活性化 

ア 千葉の海と漁村の魅力発信 

漁業体験等を紹介する「千葉さかな倶楽部」や海洋レジャーを楽しむ首都圏住民へ

のサービスとしての海況や気象情報提供等、千葉の海を余さず楽しむための情報を 

発信します。 

「夏休み『千葉の海』丸ごと満喫キャンペーン」での水産物直売所等と連携した  

体験（漁業）観光や県産水産物等の PR によって、観光や地域資源を活用し漁村の   

活性化を図ります。 

さらに、漁協等が実施している直売所や食堂の運営、潮干狩り、ダイビング等  

様々な事業のPRを通じて、都市住民の漁村地域への来訪を促進します。 

○水産物の販売流通消費総合対策（地域・水産物の情報発信） 

○「千葉の海」を丸ごと満喫するためのPR（漁村の活性化） 

 

イ 適切な海面利用の遵守指導の徹底 

漁業と海洋レジャーとのトラブルが増加傾向にあるため、漁場利用に係る調整や 

海面利用のわかりやすいルールづくりを行うとともに、利用する全ての人が楽しく 

海と触れ合うことができるルールやマナーの周知徹底を図ります。 

特に、遊漁船業等については、漁業との操業調整、資源管理への取り組み、利用客
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の安全確保において、関係者への指導に努めます。 

○海面利用に係る調整及び指導 

 

ウ 漁港関連施設の活用と安全安心な漁村づくり 

観光と連携した事業展開を図る上で、誰もが安心して訪れることのできる    

漁村づくりのため、水産基盤整備を通し、施設の耐震化や避難路の確保等、漁村の  

防災対策を講じ、安全で安心して訪れることができる漁村の形成を目指します。 

また、漁村と都市の交流を図るため、     

漁港施設用地の直販所・お祭り広場等への活用を

進めます。さらに、つり等が安全にできる    

機能を備えた防波堤、漁港内の緑地・駐車場や  

トイレ整備等、漁港、漁村の環境整備を進めます。 

○地域水産物供給基盤の整備 

○漁村の再生 

 

施策の達成度を測る指標 

年度  

項目 
現状 ３年後 （参考）10年後 

ホームページ 

「千葉さかな倶楽部」アクセス件数

（万件）＊１ 

「夏休み『千葉の海』丸ごと満喫

キャンペーン」参加直売所の利用客

数（万人）＊２ 

 

20  

 

 

38  

 

 

23  

 

 

40  

 

33  

 

 

46  

＊１ ホームページの拡充等により、増加を目指します。（現状：H20） 

＊２ ガイドブックの配布先の拡大等により、増加を目指します。（現状：H20） 

漁港関連施設の活用 



 



 

水産振興計画 

 

平成２３年３月 

 

農林水産部 水産局水産課 

水産局漁業資源課 

水産局漁港課 

団体指導課 

生産販売振興課 


