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　水産業総合計画がめざす循環図

第１節　水産業をとりまく国内外の情勢
（１）生産環境・構造などの変化

近年，地球温暖化と，それに伴う気候変動への懸念が強まっています。我が国の周
辺水域においても，平成27年までのおよそ100年間で，平均海面水温が1.07℃上昇し
ています。海水温の上昇により，高水温を好むサワラなどの魚種が生息・回遊する海
域が北上する一方で，低水温を好むサンマなどの魚種が日本周辺水域まで南下しなく
なるなどの現象がおきており，沿岸域では，アワビ，ウニ等の磯根資源に大きな影響
を及ぼす「磯焼け」との関係や藻場を構成する植生が磯根資源の生育に適さないもの
に変化することも指摘されています。漁船漁業においては，海水温の上昇や水温分布
の変化により漁場が遠くなると，操業コストの増加を招き，経営に影響が生じます。
生産構造のぜい弱化などもさらに加速しており，漁業就業者の減少や高齢化に歯ど

めがかからない状態が続いています。

（２）社会情勢や市民意識の変化

ライフスタイルの変化によって，消費者の多くが調理の簡便化志向を強め，調理済
み食品を家庭で食べる中食（※）や家庭外で食事する外食の傾向が進展していること
から，家庭の魚料理が親から子へ伝承されなくなるなど，魚食の伝統も薄れつつあり
ます。一方で，食の安全・安心に対する関心や健康志向の高まりなど，「食」に対す
る消費者ニーズや嗜好の意識が多様化しており，一括りで効果的な施策を実施するこ
との困難さが増しています。魚価の低迷，若者を中心とした魚食離れも改善傾向はみ
られておりません。これらの打開策として，水産業の６次産業化，ブランド化，地産
地消などによる付加価値向上へ向けた取組みの拡充が急務となっています。
また，平成25年12月に「和食」がユネスコ（国際連合教育科学文化機関）の無形文

化遺産に登録され日本食・食文化への注目の高まりは海外への食文化発信などの絶好
の機会となっています。

（３）国の動き

国においては，水産基本計画に基づき，水産基本法の基本理念である「水産物の安
定供給の確保」と「水産業の健全な発展」を実現するため，様々な施策が総合的かつ
計画的に推進されています。
平成24年８月には，消費者への魚食の魅力発信，水産物の消費拡大を目的に，関係

者が一体となって進める「魚の国のしあわせ」プロジェクトを開始しています。
また，平成25年度より，漁業者の所得向上を目的として地域や漁業者が自律的・主

体的に自らの課題解決の方策をとりまとめる「浜の活力再生プラン」の策定を推進し，
漁業者の所得向上により浜（漁業者，漁村）の活力をあげる取組みを進めています。
平成27年10月のＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ）協定（※）の大筋合意により，

農林水産業をはじめ関連産業及び地域経済に影響を与えることが懸念されることか
ら，国は国民の不安を払拭するため，11月には「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」をと
りまとめ国内対策を進めています。平成29年１月のアメリカ合衆国新政権発足に伴
い，平成28年２月に正式合意したＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ）協定の発効は
難しくなっていますが，成長産業として力強い農林水産業をつくりあげることをめざ
しています。

第２節　前計画の総括
前計画「第９次福岡市水産業総合計画」（平成24年度～平成28年度）では，「次世代

につなぐ魅力ある水産業の振興」を基本理念に掲げ，漁場環境の改善，漁業就業者の
確保，水産物のブランド化や地産地消の推進と消費拡大などをめざして，施策の計画
的，総合的な推進に努めてきました。
「持続性のある漁場環境づくり」では，藻場の造成やアサリ等貝類資源の再生に取
り組みましたが，平成25年夏季の海水温上昇などの影響により，目標を下回る結果と
なっています。今後さらに海域に適した藻場の造成や，新たな手法の導入により，漁
場環境の改善に努めていくことが必要です。
「次代を担う人づくり」として，新規就業者の確保に向けた取組みを支援するとと
もに，平成27年7月には新たに二枚貝完全養殖チャレンジ事業をスタートさせました

が，新規就業者は目標に達していません。後継者の確保にあたっては何よりも漁業者
の所得向上を図ることが有効です。
「安定した水産経営づくり」では，朝市・夕市などの直販事業の売上金額は伸び悩
んでいますが，生計を支える漁労収入は順調に増加しています。引き続き経営の安定
に努めるとともに，６次産業化への取組みや天候などの影響が少ない養殖業への取組
みも必要です。
「市民と都市とつながる水産業づくり」で取り組んだ，料理教室の受講人数，海づ
り公園の入場者数はいずれも目標を達成し，また，「福岡は魚がおいしいまちと思う
市民の割合」，「朝市・夕市などの認知度」も概ね目標を達成できましたが，引き続き，
地元水産物の利用促進や市民等への情報発信，ＰＲに努めていくことが重要です。
結果としては，数値目標に掲げた16項目のうち，平成27年度の実績と比較するとア

サリの生産量など未達成の項目がありますが，漁労収入額，料理教室受講人数など９
項目については概ね目標を達成しました。

第３節　現状と課題
（１）生産構造などの現状と課題

　①　生産構造

沿岸漁業は経営体数（漁家戸数），
漁業就業者数とも減少してきてお
り，漁業者の平均年齢は59歳弱と
近年横ばい傾向がみられますが，
依然として高止まりとなっていま
す。
沿岸漁業の推進母体である福岡

市漁業協同組合は11支所から構成
されています。
沖合漁業の経営体数，漁業就業者数については横ばい状況が続いています。
水産加工業は，経営体が10あまりで小規模な経営体が多い状況が続いています。

経営体数・漁業就業者数の減少，高齢化の進行は，漁業生産の減少につながる大き
な要因であり，水産物の供給を継続的に担っていくことが困難になると予想されると
ともに，漁業，地域の活力の低下が懸念されます。
こうした状況を改善するためには，所得の向上や働きやすい環境づくりなど，安定

した漁業への取組みを図り，将来の漁業生産を担う若い意欲的な人材を確保すること
が求められています。
また，高齢者，女性の活動を促進するとともに，高齢者が持つ漁業の技術やノウハ

ウを後継者に伝承していく必要があります。

　②　生産状況

漁業生産量は沿岸漁業では長期
的なスパンでみると減少傾向にあ
り，平成27年の生産量は，前年比
微増しています。
沖合漁業の生産量は年によって

増減がありますが，平成27年は前
年比50％増となっています。
生産金額は，沿岸漁業では平成

22年以後，25億円前後で推移して
おり，沖合漁業は12億円前後で推
移しています。

　厳しい生産環境のなかにあって，水産物の供給という基本的な役割を担っていくに
は，生産性の向上や水産資源の回復などによる持続可能な漁業を支えていくことが重
要となっています。
　そのためには，効果的な漁場整備を進めるとともに，藻場の維持・保全，造成，干
潟の機能回復などによる漁場環境の改善などを進め，クルマエビなどの有用魚介類の
種苗放流により水産資源を回復・増大させる必要があります。特に，主要漁場である
博多湾の環境保全は重要であり，漁場環境の改善と種苗放流，休漁・漁獲制限など水
産資源管理を一体として取り組む必要があります。

　③　漁場環境

市民の財産であり沿岸漁業の主要漁場である博多湾は，かつて，栄養塩が豊富で多
くの稚仔魚が生まれ育つ豊かな海でした。博多湾は湾口部が狭く閉鎖性が高いため外
海との海水交換が起こりにくく，富栄養化による赤潮の頻発が問題になった時期もあ
りましたが，近年は下水道の普及や下水の高度処理により，有機汚濁の指標であるＣ
ＯＤ（※）は平成５年頃をピークに減少傾向にあり，全窒素，全リンについては環境
基準を達成しています。
しかし，夏季には，降雨により陸域からの流れ込みが増え海域での栄養塩濃度が高

くなることから，依然として赤潮が発生しており，また，潮の流れが遅く停滞しやす
い沿岸域では，海底付近に生息する生物に影響を与える貧酸素水塊（※）が発生して
います。一方，冬季は夏季と比べ，湾内の栄養塩濃度が低くなる傾向にあり，ノリ・
ワカメの生育に必要なリンが不足する状況です。
平成25年度，26年度，西部水処理センターにおいて冬季に放流水のリン濃度を上げ

る季節別管理運転を試行しましたが，安定した管理運転方法の確立までには至ってい
ないため，今後も同センターにおいて引き続き試行を継続します。
平成25年夏季には異常気象などによりアサリ,アワビ,サザエなどのへい死，藻場の

消失の被害がみられました。藻場・干潟の減少や都市化に伴う河川からのごみ流入の
増加，底質の悪化などにより，水産動植物の生育環境は悪化し続けています。特に，
稚仔魚の生育場である藻場が消失し，未だ回復していない海域があり水産資源の再生
産機能に支障をきたしています。

博多湾を稚仔魚が育つ豊かな海へ再生するためには，磯焼け対策としての藻場造成
の実施，漁業者による藻場の保全活動への支援，底質改善，海底ごみ対策などの漁場
環境改善施策を実施し，「里海づくり」を推進する必要があります。また，漁業は，
水産資源を漁獲することによって物質の循環を補完し，海の環境を正常に保つ機能を
担っています。これらの漁業を継続的に行い，里海（※）としての博多湾を支えるた
めに，国・福岡県の関係機関と連携し，現場の漁業者の意見・体験も生かしながら，
沿岸漁業の振興を図ることが重要です。

　④　漁業経営・漁協経営

沿岸漁業の平均漁労所得は，平成26
年が，1,681千円で，200万円を下回る
状況が続いています。生産額から，燃
油代を中心として，生産額の７割ほど
の経費支出がなされています。
魚価については，市内沿岸漁業の出

荷価格は，全魚種平均500円前後で推
移しています。
福岡市漁協は，合併による事業効果

が十分に発揮されておらず，また，事
業収入の伸び悩みもあり，厳しい経営状況が続いています。
こうした状況のなか，平成20年３月に福岡県漁協組織再編協議会において，糸島地

区から北九州・遠賀地区までの筑前海区を１漁協へ再編することが決められています。

所得向上のためには，経費節減に努めるとともに，消費者への直接販売，食品産業
との連携など，漁業地区の特色や条件などに応じた経営展開を通じた水産ビジネス化
により販路の拡大や付加価値向上を図っていくことが重要です。また，漁業経営は，
生産量，魚価の変動による影響を受けやすいことから，安定的な生産と高齢者や女性
の雇用創出が期待できる養殖業の取組みも必要です。また，融資及び信用保証なども
必要です。
福岡市漁協については，合併の効果を高め，経営の安定化を図っていくためには，

財務や事業の効率化，事業収益の向上など，経営基盤を強化し，将来にわたり漁協経
営に取り組むことができるよう体質強化を図る必要があります。

　⑤　水産業への理解

消費者の価値観によって，消費行動が多様化するとともに，若年層の簡便化した食
習慣により，魚食離れなどに歯止めがかからない状態が続いています。
また，福岡市内産水産物や福岡市の水産業に関する情報などの市民への浸透が弱い

面があります。

福岡市では，今回の総合計画策定にあたって，福岡市の水産業や水産物に対する市民
の意見を収集することを目的に，平成27年度に「市政に関する意識調査」を実施し，
水産業の発展に取り組むべきこととして，以下のような項目に高い回答率を得ています。
○福岡市は「魚がおいしいまち」と思う（79.3％）
○食料の供給という漁業本来の役割以外の（市民が特に重要だと思う）機能は
　●生態系を保全する機能＜魚の産卵・生育の場である藻場づくりなど＞（69.8％）
　●海洋環境を保全する機能＜海底ごみの回収など＞（54.4％）
○子どもを対象にした事業を推進すべき（90.4％）
○福岡市の水産業が今後発展してほしい（87.8％）
○福岡市の水産業の発展のために取り組むべきこと
　●博多湾の環境を守る（58.2％）
　●若い漁業者を増やす（52.5％）
　●地元水産物の消費拡大に取り組む（47.5％）
　●直売所（朝市・夕市など）を増やす（40.7％）
　●水産物のブランド化をすすめる（39.1％）
特に「博多湾の環境を守る」といった視点から，市民とともに育てる水産業といっ

た啓発活動を推進する必要があります。
人口減少に伴う国内市場の縮小は避けられないため，国内外への販路拡大を図ると

ともに，福岡市を訪れる観光客に新鮮でおいしい魚の魅力を発信していく必要があり
ます。
また，平成27年度漁家意識調査で挙げられた
○漁業後継者がいない（85.9％）
○藻場の造成が必要である（37.7％）
この２点が象徴するような，生産構造，漁場環境等の現状も広く理解される必要が

あります。

（２）重要な課題

福岡市の水産業の構造などの現状及び漁家及び市民の意識から得られる課題を，以
下の６項目へ整理しました。これらの課題に対し，継続的に，着実に対応していくこ
とが必要となっています。

①　漁港，漁場，共同施設など漁業生産基盤の整備

持続可能な漁業を支えるため，漁港や漁場，共同施設などの生産基盤整備に引き続
き取り組む必要があります。

②　生物が生まれ育つ場（海のゆりかご）の環境保全

水産生物が生まれ育つ博多湾の環境保全に取り組むことで，博多湾内外の水産資源
の増加，漁場環境の改善が必要となっています。

③　所得の向上と漁協経営の強化充実

所得向上のために経費節減に努めるとともに，消費者への直接販売，食品産業との
連携など，漁業地区の特色や条件などに応じた経営展開を通じた水産ビジネス化によ
り，経営の強化を図っていく必要があります。

④　担い手など人材の育成確保

所得の向上や働きやすい環境づくりなど，安定した漁業への取組みを図ることで，
水産業を魅力あるものへと発展させ，将来の漁業生産を担う若い意欲的な人材を確保
する必要があります。

⑤　ライフスタイルに合った魚食普及・地産地消の推進

伝統的な家庭料理が伝承されにくくなる中で水産物の消費を促進するためには，ラ
イフスタイルに合った魚食普及，地産地消を推進する必要があります。

⑥　ＴＰＰ関連国内対策への対応

現時点では，発効時期が確定していないことから，国の動向などを注視し，平成27
年11月にとりまとめられた「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」などに基づく対応を図る
必要があります。

第１節　計画の目標
福岡市の水産業は，新鮮な水産物を市民に安定的に供給するほかにも，博多湾の環
境保全など多面的な機能の発揮により市民の暮らしを支えています。また，「魚がお
いしいまち福岡」として都市のイメージを支えており，その魅力を国内外へ発信して
いく必要があります。福岡市の水産業の役割を維持し，発展させるためには，漁業者
が自ら生産性の向上に取組むとともに，水産業界だけではなく，市民の理解と参画を
促進し，「市民と共創する水産業」をめざすことが重要となります。
多くの人の手で，望ましい沿岸域である里海をつくり，維持していくことで水産資
源量の増大・漁業生産性の向上をめざし，増産された水産物を高付加価値化し，販売
力の強化，水産ビジネス化，消費拡大の推進に取り組むことによって所得の向上を図
ります。所得が向上することで，漁業の担い手が確保され，継続的に里海づくりを行
うことができます。市民の植林活動への参加や啓発イベントなど市民と共働で里海づ
くりを行うことによって，漁業者の広く水産業を盛り上げようとする意識が向上し，
「里海・浜（漁業者・漁村）と市民のつながり」といった要素の“わ”が力強く結び
つき動き出し，市民の水産業に対する理解と関心が高まり，浜が活力を増し続ければ，
漁業者や市民にとって魅力的な水産業を創生することができます。
そこで，今回の計画では「豊かな海の再生と持続可能な水産業の創生」を目標に掲
げ，福岡市の水産振興施策を推進していきます。

第３章　水産業総合計画の基本方向 第２節　振興方向
目標を踏まえ，前章に掲げる課題の対応に向け，次の２つの方向から，総合的に施

策の展開を図っていきます。

（１）豊かな里海づくり（①漁業生産基盤の整備／②つくり育てる漁業の定着）

持続的な漁業を支えるため，漁場環境の改善や漁港，漁業施設などの生産基盤，生
活環境の整備・維持に努め，あわせて，つくり育てる漁業や資源管理型漁業の推進に
引き続き取り組みます。このことは，沿岸域の生物生産性，多様性を高める「里海づ
くり」に資するものであり，両事業が結びついて生産の維持増大が図れるよう効果的
に進めていきます。
また，博多湾や玄界灘に潜在する自然の力による生産力を高め，持続的な再生産を

可能にするために関連機関と連携しながら海の環境保全に力を入れます。さらに，豊
かな漁場をはぐくむ植林活動を進めるとともに，水質改善効果が高い二枚貝の試験育
成などの実施や藻場の生育状況や稚仔魚の定着状況の効果検証を行うなど，漁業振興
の観点から「里海づくり」に努めていきます。

（２）活力ある浜の実現（①漁業経営の安定／②水産ビジネスの創出／
　　　　　　　　　　　　③漁業とのふれあいと消費拡大の推進）

生産量の減少や魚価の低迷などにより，水産業界の経営状況は厳しくなっていま
す。経営の安定を図り，所得を向上していくためには，漁業者自らが生産性の向上を
図るとともに，付加価値向上及び国内外の販路拡大，コスト削減などの不断の経営努
力が不可欠であり，そのための支援に努めていきます。
経営安定の推進にあたっては，引き続き運転資金の貸付や融資制度の活用を進めます。
また，食の外部化，簡便化，高級化等の食生活の多様化が進む中で魚離れ，魚価の

低迷などに歯止めをかけるためには，いままでにない付加価値を感じてもらう必要が
あります。
このような視点から，福岡市の漁業生産に合った，販売力の強化策，漁業者自ら行

う水産物の鮮度保持，輸出や６次産業化によるブランド化の推進を図ります。また，
意欲ある漁業者が生業として安心して漁業に取り組むことができるように支援を行
います。
さらに，水産物の安定供給を図るため，アサリの完全養殖技術の確立及び出荷体制

の構築など養殖業の技術推進を支援します。
学校給食や中学校の家庭科料理教室への食材提供等により，地産地消・魚食普及を

推進し，漁業体験など市民と生産者の交流を促進することで，水産業に対する市民の
理解や関心を高めます。

第３章　水産業総合計画の基本方向
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第１節　水産業をとりまく国内外の情勢
（１）生産環境・構造などの変化

近年，地球温暖化と，それに伴う気候変動への懸念が強まっています。我が国の周
辺水域においても，平成27年までのおよそ100年間で，平均海面水温が1.07℃上昇し
ています。海水温の上昇により，高水温を好むサワラなどの魚種が生息・回遊する海
域が北上する一方で，低水温を好むサンマなどの魚種が日本周辺水域まで南下しなく
なるなどの現象がおきており，沿岸域では，アワビ，ウニ等の磯根資源に大きな影響
を及ぼす「磯焼け」との関係や藻場を構成する植生が磯根資源の生育に適さないもの
に変化することも指摘されています。漁船漁業においては，海水温の上昇や水温分布
の変化により漁場が遠くなると，操業コストの増加を招き，経営に影響が生じます。
生産構造のぜい弱化などもさらに加速しており，漁業就業者の減少や高齢化に歯ど

めがかからない状態が続いています。

（２）社会情勢や市民意識の変化

ライフスタイルの変化によって，消費者の多くが調理の簡便化志向を強め，調理済
み食品を家庭で食べる中食（※）や家庭外で食事する外食の傾向が進展していること
から，家庭の魚料理が親から子へ伝承されなくなるなど，魚食の伝統も薄れつつあり
ます。一方で，食の安全・安心に対する関心や健康志向の高まりなど，「食」に対す
る消費者ニーズや嗜好の意識が多様化しており，一括りで効果的な施策を実施するこ
との困難さが増しています。魚価の低迷，若者を中心とした魚食離れも改善傾向はみ
られておりません。これらの打開策として，水産業の６次産業化，ブランド化，地産
地消などによる付加価値向上へ向けた取組みの拡充が急務となっています。
また，平成25年12月に「和食」がユネスコ（国際連合教育科学文化機関）の無形文

化遺産に登録され日本食・食文化への注目の高まりは海外への食文化発信などの絶好
の機会となっています。

（３）国の動き

国においては，水産基本計画に基づき，水産基本法の基本理念である「水産物の安
定供給の確保」と「水産業の健全な発展」を実現するため，様々な施策が総合的かつ
計画的に推進されています。
平成24年８月には，消費者への魚食の魅力発信，水産物の消費拡大を目的に，関係

者が一体となって進める「魚の国のしあわせ」プロジェクトを開始しています。
また，平成25年度より，漁業者の所得向上を目的として地域や漁業者が自律的・主

体的に自らの課題解決の方策をとりまとめる「浜の活力再生プラン」の策定を推進し，
漁業者の所得向上により浜（漁業者，漁村）の活力をあげる取組みを進めています。
平成27年10月のＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ）協定（※）の大筋合意により，

農林水産業をはじめ関連産業及び地域経済に影響を与えることが懸念されることか
ら，国は国民の不安を払拭するため，11月には「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」をと
りまとめ国内対策を進めています。平成29年１月のアメリカ合衆国新政権発足に伴
い，平成28年２月に正式合意したＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ）協定の発効は
難しくなっていますが，成長産業として力強い農林水産業をつくりあげることをめざ
しています。

第２節　前計画の総括
前計画「第９次福岡市水産業総合計画」（平成24年度～平成28年度）では，「次世代

につなぐ魅力ある水産業の振興」を基本理念に掲げ，漁場環境の改善，漁業就業者の
確保，水産物のブランド化や地産地消の推進と消費拡大などをめざして，施策の計画
的，総合的な推進に努めてきました。
「持続性のある漁場環境づくり」では，藻場の造成やアサリ等貝類資源の再生に取
り組みましたが，平成25年夏季の海水温上昇などの影響により，目標を下回る結果と
なっています。今後さらに海域に適した藻場の造成や，新たな手法の導入により，漁
場環境の改善に努めていくことが必要です。
「次代を担う人づくり」として，新規就業者の確保に向けた取組みを支援するとと
もに，平成27年7月には新たに二枚貝完全養殖チャレンジ事業をスタートさせました

が，新規就業者は目標に達していません。後継者の確保にあたっては何よりも漁業者
の所得向上を図ることが有効です。
「安定した水産経営づくり」では，朝市・夕市などの直販事業の売上金額は伸び悩
んでいますが，生計を支える漁労収入は順調に増加しています。引き続き経営の安定
に努めるとともに，６次産業化への取組みや天候などの影響が少ない養殖業への取組
みも必要です。
「市民と都市とつながる水産業づくり」で取り組んだ，料理教室の受講人数，海づ
り公園の入場者数はいずれも目標を達成し，また，「福岡は魚がおいしいまちと思う
市民の割合」，「朝市・夕市などの認知度」も概ね目標を達成できましたが，引き続き，
地元水産物の利用促進や市民等への情報発信，ＰＲに努めていくことが重要です。
結果としては，数値目標に掲げた16項目のうち，平成27年度の実績と比較するとア

サリの生産量など未達成の項目がありますが，漁労収入額，料理教室受講人数など９
項目については概ね目標を達成しました。

第３節　現状と課題
（１）生産構造などの現状と課題

　①　生産構造

沿岸漁業は経営体数（漁家戸数），
漁業就業者数とも減少してきてお
り，漁業者の平均年齢は59歳弱と
近年横ばい傾向がみられますが，
依然として高止まりとなっていま
す。
沿岸漁業の推進母体である福岡

市漁業協同組合は11支所から構成
されています。
沖合漁業の経営体数，漁業就業者数については横ばい状況が続いています。
水産加工業は，経営体が10あまりで小規模な経営体が多い状況が続いています。

経営体数・漁業就業者数の減少，高齢化の進行は，漁業生産の減少につながる大き
な要因であり，水産物の供給を継続的に担っていくことが困難になると予想されると
ともに，漁業，地域の活力の低下が懸念されます。
こうした状況を改善するためには，所得の向上や働きやすい環境づくりなど，安定

した漁業への取組みを図り，将来の漁業生産を担う若い意欲的な人材を確保すること
が求められています。
また，高齢者，女性の活動を促進するとともに，高齢者が持つ漁業の技術やノウハ

ウを後継者に伝承していく必要があります。

　②　生産状況

漁業生産量は沿岸漁業では長期
的なスパンでみると減少傾向にあ
り，平成27年の生産量は，前年比
微増しています。
沖合漁業の生産量は年によって

増減がありますが，平成27年は前
年比50％増となっています。
生産金額は，沿岸漁業では平成

22年以後，25億円前後で推移して
おり，沖合漁業は12億円前後で推
移しています。

　厳しい生産環境のなかにあって，水産物の供給という基本的な役割を担っていくに
は，生産性の向上や水産資源の回復などによる持続可能な漁業を支えていくことが重
要となっています。
　そのためには，効果的な漁場整備を進めるとともに，藻場の維持・保全，造成，干
潟の機能回復などによる漁場環境の改善などを進め，クルマエビなどの有用魚介類の
種苗放流により水産資源を回復・増大させる必要があります。特に，主要漁場である
博多湾の環境保全は重要であり，漁場環境の改善と種苗放流，休漁・漁獲制限など水
産資源管理を一体として取り組む必要があります。

　③　漁場環境

市民の財産であり沿岸漁業の主要漁場である博多湾は，かつて，栄養塩が豊富で多
くの稚仔魚が生まれ育つ豊かな海でした。博多湾は湾口部が狭く閉鎖性が高いため外
海との海水交換が起こりにくく，富栄養化による赤潮の頻発が問題になった時期もあ
りましたが，近年は下水道の普及や下水の高度処理により，有機汚濁の指標であるＣ
ＯＤ（※）は平成５年頃をピークに減少傾向にあり，全窒素，全リンについては環境
基準を達成しています。
しかし，夏季には，降雨により陸域からの流れ込みが増え海域での栄養塩濃度が高

くなることから，依然として赤潮が発生しており，また，潮の流れが遅く停滞しやす
い沿岸域では，海底付近に生息する生物に影響を与える貧酸素水塊（※）が発生して
います。一方，冬季は夏季と比べ，湾内の栄養塩濃度が低くなる傾向にあり，ノリ・
ワカメの生育に必要なリンが不足する状況です。
平成25年度，26年度，西部水処理センターにおいて冬季に放流水のリン濃度を上げ

る季節別管理運転を試行しましたが，安定した管理運転方法の確立までには至ってい
ないため，今後も同センターにおいて引き続き試行を継続します。
平成25年夏季には異常気象などによりアサリ,アワビ,サザエなどのへい死，藻場の

消失の被害がみられました。藻場・干潟の減少や都市化に伴う河川からのごみ流入の
増加，底質の悪化などにより，水産動植物の生育環境は悪化し続けています。特に，
稚仔魚の生育場である藻場が消失し，未だ回復していない海域があり水産資源の再生
産機能に支障をきたしています。

博多湾を稚仔魚が育つ豊かな海へ再生するためには，磯焼け対策としての藻場造成
の実施，漁業者による藻場の保全活動への支援，底質改善，海底ごみ対策などの漁場
環境改善施策を実施し，「里海づくり」を推進する必要があります。また，漁業は，
水産資源を漁獲することによって物質の循環を補完し，海の環境を正常に保つ機能を
担っています。これらの漁業を継続的に行い，里海（※）としての博多湾を支えるた
めに，国・福岡県の関係機関と連携し，現場の漁業者の意見・体験も生かしながら，
沿岸漁業の振興を図ることが重要です。

　④　漁業経営・漁協経営

沿岸漁業の平均漁労所得は，平成26
年が，1,681千円で，200万円を下回る
状況が続いています。生産額から，燃
油代を中心として，生産額の７割ほど
の経費支出がなされています。
魚価については，市内沿岸漁業の出

荷価格は，全魚種平均500円前後で推
移しています。
福岡市漁協は，合併による事業効果

が十分に発揮されておらず，また，事
業収入の伸び悩みもあり，厳しい経営状況が続いています。
こうした状況のなか，平成20年３月に福岡県漁協組織再編協議会において，糸島地

区から北九州・遠賀地区までの筑前海区を１漁協へ再編することが決められています。

所得向上のためには，経費節減に努めるとともに，消費者への直接販売，食品産業
との連携など，漁業地区の特色や条件などに応じた経営展開を通じた水産ビジネス化
により販路の拡大や付加価値向上を図っていくことが重要です。また，漁業経営は，
生産量，魚価の変動による影響を受けやすいことから，安定的な生産と高齢者や女性
の雇用創出が期待できる養殖業の取組みも必要です。また，融資及び信用保証なども
必要です。
福岡市漁協については，合併の効果を高め，経営の安定化を図っていくためには，

財務や事業の効率化，事業収益の向上など，経営基盤を強化し，将来にわたり漁協経
営に取り組むことができるよう体質強化を図る必要があります。

　⑤　水産業への理解

消費者の価値観によって，消費行動が多様化するとともに，若年層の簡便化した食
習慣により，魚食離れなどに歯止めがかからない状態が続いています。
また，福岡市内産水産物や福岡市の水産業に関する情報などの市民への浸透が弱い

面があります。

福岡市では，今回の総合計画策定にあたって，福岡市の水産業や水産物に対する市民
の意見を収集することを目的に，平成27年度に「市政に関する意識調査」を実施し，
水産業の発展に取り組むべきこととして，以下のような項目に高い回答率を得ています。
○福岡市は「魚がおいしいまち」と思う（79.3％）
○食料の供給という漁業本来の役割以外の（市民が特に重要だと思う）機能は
　●生態系を保全する機能＜魚の産卵・生育の場である藻場づくりなど＞（69.8％）
　●海洋環境を保全する機能＜海底ごみの回収など＞（54.4％）
○子どもを対象にした事業を推進すべき（90.4％）
○福岡市の水産業が今後発展してほしい（87.8％）
○福岡市の水産業の発展のために取り組むべきこと
　●博多湾の環境を守る（58.2％）
　●若い漁業者を増やす（52.5％）
　●地元水産物の消費拡大に取り組む（47.5％）
　●直売所（朝市・夕市など）を増やす（40.7％）
　●水産物のブランド化をすすめる（39.1％）
特に「博多湾の環境を守る」といった視点から，市民とともに育てる水産業といっ

た啓発活動を推進する必要があります。
人口減少に伴う国内市場の縮小は避けられないため，国内外への販路拡大を図ると

ともに，福岡市を訪れる観光客に新鮮でおいしい魚の魅力を発信していく必要があり
ます。
また，平成27年度漁家意識調査で挙げられた
○漁業後継者がいない（85.9％）
○藻場の造成が必要である（37.7％）
この２点が象徴するような，生産構造，漁場環境等の現状も広く理解される必要が

あります。

（２）重要な課題

福岡市の水産業の構造などの現状及び漁家及び市民の意識から得られる課題を，以
下の６項目へ整理しました。これらの課題に対し，継続的に，着実に対応していくこ
とが必要となっています。

①　漁港，漁場，共同施設など漁業生産基盤の整備

持続可能な漁業を支えるため，漁港や漁場，共同施設などの生産基盤整備に引き続
き取り組む必要があります。

②　生物が生まれ育つ場（海のゆりかご）の環境保全

水産生物が生まれ育つ博多湾の環境保全に取り組むことで，博多湾内外の水産資源
の増加，漁場環境の改善が必要となっています。

③　所得の向上と漁協経営の強化充実

所得向上のために経費節減に努めるとともに，消費者への直接販売，食品産業との
連携など，漁業地区の特色や条件などに応じた経営展開を通じた水産ビジネス化によ
り，経営の強化を図っていく必要があります。

④　担い手など人材の育成確保

所得の向上や働きやすい環境づくりなど，安定した漁業への取組みを図ることで，
水産業を魅力あるものへと発展させ，将来の漁業生産を担う若い意欲的な人材を確保
する必要があります。

⑤　ライフスタイルに合った魚食普及・地産地消の推進

伝統的な家庭料理が伝承されにくくなる中で水産物の消費を促進するためには，ラ
イフスタイルに合った魚食普及，地産地消を推進する必要があります。

⑥　ＴＰＰ関連国内対策への対応

現時点では，発効時期が確定していないことから，国の動向などを注視し，平成27
年11月にとりまとめられた「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」などに基づく対応を図る
必要があります。

第１節　計画の目標
福岡市の水産業は，新鮮な水産物を市民に安定的に供給するほかにも，博多湾の環
境保全など多面的な機能の発揮により市民の暮らしを支えています。また，「魚がお
いしいまち福岡」として都市のイメージを支えており，その魅力を国内外へ発信して
いく必要があります。福岡市の水産業の役割を維持し，発展させるためには，漁業者
が自ら生産性の向上に取組むとともに，水産業界だけではなく，市民の理解と参画を
促進し，「市民と共創する水産業」をめざすことが重要となります。
多くの人の手で，望ましい沿岸域である里海をつくり，維持していくことで水産資
源量の増大・漁業生産性の向上をめざし，増産された水産物を高付加価値化し，販売
力の強化，水産ビジネス化，消費拡大の推進に取り組むことによって所得の向上を図
ります。所得が向上することで，漁業の担い手が確保され，継続的に里海づくりを行
うことができます。市民の植林活動への参加や啓発イベントなど市民と共働で里海づ
くりを行うことによって，漁業者の広く水産業を盛り上げようとする意識が向上し，
「里海・浜（漁業者・漁村）と市民のつながり」といった要素の“わ”が力強く結び
つき動き出し，市民の水産業に対する理解と関心が高まり，浜が活力を増し続ければ，
漁業者や市民にとって魅力的な水産業を創生することができます。
そこで，今回の計画では「豊かな海の再生と持続可能な水産業の創生」を目標に掲
げ，福岡市の水産振興施策を推進していきます。

第２節　振興方向
目標を踏まえ，前章に掲げる課題の対応に向け，次の２つの方向から，総合的に施

策の展開を図っていきます。

（１）豊かな里海づくり（①漁業生産基盤の整備／②つくり育てる漁業の定着）

持続的な漁業を支えるため，漁場環境の改善や漁港，漁業施設などの生産基盤，生
活環境の整備・維持に努め，あわせて，つくり育てる漁業や資源管理型漁業の推進に
引き続き取り組みます。このことは，沿岸域の生物生産性，多様性を高める「里海づ
くり」に資するものであり，両事業が結びついて生産の維持増大が図れるよう効果的
に進めていきます。
また，博多湾や玄界灘に潜在する自然の力による生産力を高め，持続的な再生産を

可能にするために関連機関と連携しながら海の環境保全に力を入れます。さらに，豊
かな漁場をはぐくむ植林活動を進めるとともに，水質改善効果が高い二枚貝の試験育
成などの実施や藻場の生育状況や稚仔魚の定着状況の効果検証を行うなど，漁業振興
の観点から「里海づくり」に努めていきます。

（２）活力ある浜の実現（①漁業経営の安定／②水産ビジネスの創出／
　　　　　　　　　　　　③漁業とのふれあいと消費拡大の推進）

生産量の減少や魚価の低迷などにより，水産業界の経営状況は厳しくなっていま
す。経営の安定を図り，所得を向上していくためには，漁業者自らが生産性の向上を
図るとともに，付加価値向上及び国内外の販路拡大，コスト削減などの不断の経営努
力が不可欠であり，そのための支援に努めていきます。
経営安定の推進にあたっては，引き続き運転資金の貸付や融資制度の活用を進めます。
また，食の外部化，簡便化，高級化等の食生活の多様化が進む中で魚離れ，魚価の

低迷などに歯止めをかけるためには，いままでにない付加価値を感じてもらう必要が
あります。
このような視点から，福岡市の漁業生産に合った，販売力の強化策，漁業者自ら行

う水産物の鮮度保持，輸出や６次産業化によるブランド化の推進を図ります。また，
意欲ある漁業者が生業として安心して漁業に取り組むことができるように支援を行
います。
さらに，水産物の安定供給を図るため，アサリの完全養殖技術の確立及び出荷体制

の構築など養殖業の技術推進を支援します。
学校給食や中学校の家庭科料理教室への食材提供等により，地産地消・魚食普及を

推進し，漁業体験など市民と生産者の交流を促進することで，水産業に対する市民の
理解や関心を高めます。

第３章　水産業総合計画の基本方向
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　水産業総合計画がめざす循環図

第１節　水産業をとりまく国内外の情勢
（１）生産環境・構造などの変化

近年，地球温暖化と，それに伴う気候変動への懸念が強まっています。我が国の周
辺水域においても，平成27年までのおよそ100年間で，平均海面水温が1.07℃上昇し
ています。海水温の上昇により，高水温を好むサワラなどの魚種が生息・回遊する海
域が北上する一方で，低水温を好むサンマなどの魚種が日本周辺水域まで南下しなく
なるなどの現象がおきており，沿岸域では，アワビ，ウニ等の磯根資源に大きな影響
を及ぼす「磯焼け」との関係や藻場を構成する植生が磯根資源の生育に適さないもの
に変化することも指摘されています。漁船漁業においては，海水温の上昇や水温分布
の変化により漁場が遠くなると，操業コストの増加を招き，経営に影響が生じます。
生産構造のぜい弱化などもさらに加速しており，漁業就業者の減少や高齢化に歯ど

めがかからない状態が続いています。

（２）社会情勢や市民意識の変化

ライフスタイルの変化によって，消費者の多くが調理の簡便化志向を強め，調理済
み食品を家庭で食べる中食（※）や家庭外で食事する外食の傾向が進展していること
から，家庭の魚料理が親から子へ伝承されなくなるなど，魚食の伝統も薄れつつあり
ます。一方で，食の安全・安心に対する関心や健康志向の高まりなど，「食」に対す
る消費者ニーズや嗜好の意識が多様化しており，一括りで効果的な施策を実施するこ
との困難さが増しています。魚価の低迷，若者を中心とした魚食離れも改善傾向はみ
られておりません。これらの打開策として，水産業の６次産業化，ブランド化，地産
地消などによる付加価値向上へ向けた取組みの拡充が急務となっています。
また，平成25年12月に「和食」がユネスコ（国際連合教育科学文化機関）の無形文

化遺産に登録され日本食・食文化への注目の高まりは海外への食文化発信などの絶好
の機会となっています。

（３）国の動き

国においては，水産基本計画に基づき，水産基本法の基本理念である「水産物の安
定供給の確保」と「水産業の健全な発展」を実現するため，様々な施策が総合的かつ
計画的に推進されています。
平成24年８月には，消費者への魚食の魅力発信，水産物の消費拡大を目的に，関係

者が一体となって進める「魚の国のしあわせ」プロジェクトを開始しています。
また，平成25年度より，漁業者の所得向上を目的として地域や漁業者が自律的・主

体的に自らの課題解決の方策をとりまとめる「浜の活力再生プラン」の策定を推進し，
漁業者の所得向上により浜（漁業者，漁村）の活力をあげる取組みを進めています。
平成27年10月のＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ）協定（※）の大筋合意により，

農林水産業をはじめ関連産業及び地域経済に影響を与えることが懸念されることか
ら，国は国民の不安を払拭するため，11月には「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」をと
りまとめ国内対策を進めています。平成29年１月のアメリカ合衆国新政権発足に伴
い，平成28年２月に正式合意したＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ）協定の発効は
難しくなっていますが，成長産業として力強い農林水産業をつくりあげることをめざ
しています。

第２節　前計画の総括
前計画「第９次福岡市水産業総合計画」（平成24年度～平成28年度）では，「次世代

につなぐ魅力ある水産業の振興」を基本理念に掲げ，漁場環境の改善，漁業就業者の
確保，水産物のブランド化や地産地消の推進と消費拡大などをめざして，施策の計画
的，総合的な推進に努めてきました。
「持続性のある漁場環境づくり」では，藻場の造成やアサリ等貝類資源の再生に取
り組みましたが，平成25年夏季の海水温上昇などの影響により，目標を下回る結果と
なっています。今後さらに海域に適した藻場の造成や，新たな手法の導入により，漁
場環境の改善に努めていくことが必要です。
「次代を担う人づくり」として，新規就業者の確保に向けた取組みを支援するとと
もに，平成27年7月には新たに二枚貝完全養殖チャレンジ事業をスタートさせました

が，新規就業者は目標に達していません。後継者の確保にあたっては何よりも漁業者
の所得向上を図ることが有効です。
「安定した水産経営づくり」では，朝市・夕市などの直販事業の売上金額は伸び悩
んでいますが，生計を支える漁労収入は順調に増加しています。引き続き経営の安定
に努めるとともに，６次産業化への取組みや天候などの影響が少ない養殖業への取組
みも必要です。
「市民と都市とつながる水産業づくり」で取り組んだ，料理教室の受講人数，海づ
り公園の入場者数はいずれも目標を達成し，また，「福岡は魚がおいしいまちと思う
市民の割合」，「朝市・夕市などの認知度」も概ね目標を達成できましたが，引き続き，
地元水産物の利用促進や市民等への情報発信，ＰＲに努めていくことが重要です。
結果としては，数値目標に掲げた16項目のうち，平成27年度の実績と比較するとア

サリの生産量など未達成の項目がありますが，漁労収入額，料理教室受講人数など９
項目については概ね目標を達成しました。

第３節　現状と課題
（１）生産構造などの現状と課題

　①　生産構造

沿岸漁業は経営体数（漁家戸数），
漁業就業者数とも減少してきてお
り，漁業者の平均年齢は59歳弱と
近年横ばい傾向がみられますが，
依然として高止まりとなっていま
す。
沿岸漁業の推進母体である福岡

市漁業協同組合は11支所から構成
されています。
沖合漁業の経営体数，漁業就業者数については横ばい状況が続いています。
水産加工業は，経営体が10あまりで小規模な経営体が多い状況が続いています。

経営体数・漁業就業者数の減少，高齢化の進行は，漁業生産の減少につながる大き
な要因であり，水産物の供給を継続的に担っていくことが困難になると予想されると
ともに，漁業，地域の活力の低下が懸念されます。
こうした状況を改善するためには，所得の向上や働きやすい環境づくりなど，安定

した漁業への取組みを図り，将来の漁業生産を担う若い意欲的な人材を確保すること
が求められています。
また，高齢者，女性の活動を促進するとともに，高齢者が持つ漁業の技術やノウハ

ウを後継者に伝承していく必要があります。

　②　生産状況

漁業生産量は沿岸漁業では長期
的なスパンでみると減少傾向にあ
り，平成27年の生産量は，前年比
微増しています。
沖合漁業の生産量は年によって

増減がありますが，平成27年は前
年比50％増となっています。
生産金額は，沿岸漁業では平成

22年以後，25億円前後で推移して
おり，沖合漁業は12億円前後で推
移しています。

　厳しい生産環境のなかにあって，水産物の供給という基本的な役割を担っていくに
は，生産性の向上や水産資源の回復などによる持続可能な漁業を支えていくことが重
要となっています。
　そのためには，効果的な漁場整備を進めるとともに，藻場の維持・保全，造成，干
潟の機能回復などによる漁場環境の改善などを進め，クルマエビなどの有用魚介類の
種苗放流により水産資源を回復・増大させる必要があります。特に，主要漁場である
博多湾の環境保全は重要であり，漁場環境の改善と種苗放流，休漁・漁獲制限など水
産資源管理を一体として取り組む必要があります。

　③　漁場環境

市民の財産であり沿岸漁業の主要漁場である博多湾は，かつて，栄養塩が豊富で多
くの稚仔魚が生まれ育つ豊かな海でした。博多湾は湾口部が狭く閉鎖性が高いため外
海との海水交換が起こりにくく，富栄養化による赤潮の頻発が問題になった時期もあ
りましたが，近年は下水道の普及や下水の高度処理により，有機汚濁の指標であるＣ
ＯＤ（※）は平成５年頃をピークに減少傾向にあり，全窒素，全リンについては環境
基準を達成しています。
しかし，夏季には，降雨により陸域からの流れ込みが増え海域での栄養塩濃度が高

くなることから，依然として赤潮が発生しており，また，潮の流れが遅く停滞しやす
い沿岸域では，海底付近に生息する生物に影響を与える貧酸素水塊（※）が発生して
います。一方，冬季は夏季と比べ，湾内の栄養塩濃度が低くなる傾向にあり，ノリ・
ワカメの生育に必要なリンが不足する状況です。
平成25年度，26年度，西部水処理センターにおいて冬季に放流水のリン濃度を上げ

る季節別管理運転を試行しましたが，安定した管理運転方法の確立までには至ってい
ないため，今後も同センターにおいて引き続き試行を継続します。
平成25年夏季には異常気象などによりアサリ,アワビ,サザエなどのへい死，藻場の

消失の被害がみられました。藻場・干潟の減少や都市化に伴う河川からのごみ流入の
増加，底質の悪化などにより，水産動植物の生育環境は悪化し続けています。特に，
稚仔魚の生育場である藻場が消失し，未だ回復していない海域があり水産資源の再生
産機能に支障をきたしています。

博多湾を稚仔魚が育つ豊かな海へ再生するためには，磯焼け対策としての藻場造成
の実施，漁業者による藻場の保全活動への支援，底質改善，海底ごみ対策などの漁場
環境改善施策を実施し，「里海づくり」を推進する必要があります。また，漁業は，
水産資源を漁獲することによって物質の循環を補完し，海の環境を正常に保つ機能を
担っています。これらの漁業を継続的に行い，里海（※）としての博多湾を支えるた
めに，国・福岡県の関係機関と連携し，現場の漁業者の意見・体験も生かしながら，
沿岸漁業の振興を図ることが重要です。

　④　漁業経営・漁協経営

沿岸漁業の平均漁労所得は，平成26
年が，1,681千円で，200万円を下回る
状況が続いています。生産額から，燃
油代を中心として，生産額の７割ほど
の経費支出がなされています。
魚価については，市内沿岸漁業の出

荷価格は，全魚種平均500円前後で推
移しています。
福岡市漁協は，合併による事業効果

が十分に発揮されておらず，また，事
業収入の伸び悩みもあり，厳しい経営状況が続いています。
こうした状況のなか，平成20年３月に福岡県漁協組織再編協議会において，糸島地

区から北九州・遠賀地区までの筑前海区を１漁協へ再編することが決められています。

所得向上のためには，経費節減に努めるとともに，消費者への直接販売，食品産業
との連携など，漁業地区の特色や条件などに応じた経営展開を通じた水産ビジネス化
により販路の拡大や付加価値向上を図っていくことが重要です。また，漁業経営は，
生産量，魚価の変動による影響を受けやすいことから，安定的な生産と高齢者や女性
の雇用創出が期待できる養殖業の取組みも必要です。また，融資及び信用保証なども
必要です。
福岡市漁協については，合併の効果を高め，経営の安定化を図っていくためには，

財務や事業の効率化，事業収益の向上など，経営基盤を強化し，将来にわたり漁協経
営に取り組むことができるよう体質強化を図る必要があります。

　⑤　水産業への理解

消費者の価値観によって，消費行動が多様化するとともに，若年層の簡便化した食
習慣により，魚食離れなどに歯止めがかからない状態が続いています。
また，福岡市内産水産物や福岡市の水産業に関する情報などの市民への浸透が弱い

面があります。

福岡市では，今回の総合計画策定にあたって，福岡市の水産業や水産物に対する市民
の意見を収集することを目的に，平成27年度に「市政に関する意識調査」を実施し，
水産業の発展に取り組むべきこととして，以下のような項目に高い回答率を得ています。
○福岡市は「魚がおいしいまち」と思う（79.3％）
○食料の供給という漁業本来の役割以外の（市民が特に重要だと思う）機能は
　●生態系を保全する機能＜魚の産卵・生育の場である藻場づくりなど＞（69.8％）
　●海洋環境を保全する機能＜海底ごみの回収など＞（54.4％）
○子どもを対象にした事業を推進すべき（90.4％）
○福岡市の水産業が今後発展してほしい（87.8％）
○福岡市の水産業の発展のために取り組むべきこと
　●博多湾の環境を守る（58.2％）
　●若い漁業者を増やす（52.5％）
　●地元水産物の消費拡大に取り組む（47.5％）
　●直売所（朝市・夕市など）を増やす（40.7％）
　●水産物のブランド化をすすめる（39.1％）
特に「博多湾の環境を守る」といった視点から，市民とともに育てる水産業といっ

た啓発活動を推進する必要があります。
人口減少に伴う国内市場の縮小は避けられないため，国内外への販路拡大を図ると

ともに，福岡市を訪れる観光客に新鮮でおいしい魚の魅力を発信していく必要があり
ます。
また，平成27年度漁家意識調査で挙げられた
○漁業後継者がいない（85.9％）
○藻場の造成が必要である（37.7％）
この２点が象徴するような，生産構造，漁場環境等の現状も広く理解される必要が

あります。

（２）重要な課題

福岡市の水産業の構造などの現状及び漁家及び市民の意識から得られる課題を，以
下の６項目へ整理しました。これらの課題に対し，継続的に，着実に対応していくこ
とが必要となっています。

①　漁港，漁場，共同施設など漁業生産基盤の整備

持続可能な漁業を支えるため，漁港や漁場，共同施設などの生産基盤整備に引き続
き取り組む必要があります。

②　生物が生まれ育つ場（海のゆりかご）の環境保全

水産生物が生まれ育つ博多湾の環境保全に取り組むことで，博多湾内外の水産資源
の増加，漁場環境の改善が必要となっています。

③　所得の向上と漁協経営の強化充実

所得向上のために経費節減に努めるとともに，消費者への直接販売，食品産業との
連携など，漁業地区の特色や条件などに応じた経営展開を通じた水産ビジネス化によ
り，経営の強化を図っていく必要があります。

④　担い手など人材の育成確保

所得の向上や働きやすい環境づくりなど，安定した漁業への取組みを図ることで，
水産業を魅力あるものへと発展させ，将来の漁業生産を担う若い意欲的な人材を確保
する必要があります。

⑤　ライフスタイルに合った魚食普及・地産地消の推進

伝統的な家庭料理が伝承されにくくなる中で水産物の消費を促進するためには，ラ
イフスタイルに合った魚食普及，地産地消を推進する必要があります。

⑥　ＴＰＰ関連国内対策への対応

現時点では，発効時期が確定していないことから，国の動向などを注視し，平成27
年11月にとりまとめられた「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」などに基づく対応を図る
必要があります。

第１節　計画の目標
福岡市の水産業は，新鮮な水産物を市民に安定的に供給するほかにも，博多湾の環

境保全など多面的な機能の発揮により市民の暮らしを支えています。また，「魚がお
いしいまち福岡」として都市のイメージを支えており，その魅力を国内外へ発信して
いく必要があります。福岡市の水産業の役割を維持し，発展させるためには，漁業者
が自ら生産性の向上に取組むとともに，水産業界だけではなく，市民の理解と参画を
促進し，「市民と共創する水産業」をめざすことが重要となります。
多くの人の手で，望ましい沿岸域である里海をつくり，維持していくことで水産資
源量の増大・漁業生産性の向上をめざし，増産された水産物を高付加価値化し，販売
力の強化，水産ビジネス化，消費拡大の推進に取り組むことによって所得の向上を図
ります。所得が向上することで，漁業の担い手が確保され，継続的に里海づくりを行
うことができます。市民の植林活動への参加や啓発イベントなど市民と共働で里海づ
くりを行うことによって，漁業者の広く水産業を盛り上げようとする意識が向上し，
「里海・浜（漁業者・漁村）と市民のつながり」といった要素の“わ”が力強く結び
つき動き出し，市民の水産業に対する理解と関心が高まり，浜が活力を増し続ければ，
漁業者や市民にとって魅力的な水産業を創生することができます。
そこで，今回の計画では「豊かな海の再生と持続可能な水産業の創生」を目標に掲
げ，福岡市の水産振興施策を推進していきます。

第３章　水産業総合計画の基本方向 第２節　振興方向
目標を踏まえ，前章に掲げる課題の対応に向け，次の２つの方向から，総合的に施
策の展開を図っていきます。

（１）豊かな里海づくり（①漁業生産基盤の整備／②つくり育てる漁業の定着）

持続的な漁業を支えるため，漁場環境の改善や漁港，漁業施設などの生産基盤，生
活環境の整備・維持に努め，あわせて，つくり育てる漁業や資源管理型漁業の推進に
引き続き取り組みます。このことは，沿岸域の生物生産性，多様性を高める「里海づ
くり」に資するものであり，両事業が結びついて生産の維持増大が図れるよう効果的
に進めていきます。
また，博多湾や玄界灘に潜在する自然の力による生産力を高め，持続的な再生産を
可能にするために関連機関と連携しながら海の環境保全に力を入れます。さらに，豊
かな漁場をはぐくむ植林活動を進めるとともに，水質改善効果が高い二枚貝の試験育
成などの実施や藻場の生育状況や稚仔魚の定着状況の効果検証を行うなど，漁業振興
の観点から「里海づくり」に努めていきます。

（２）活力ある浜の実現（①漁業経営の安定／②水産ビジネスの創出／
　　　　　　　　　　　　③漁業とのふれあいと消費拡大の推進）

生産量の減少や魚価の低迷などにより，水産業界の経営状況は厳しくなっていま
す。経営の安定を図り，所得を向上していくためには，漁業者自らが生産性の向上を
図るとともに，付加価値向上及び国内外の販路拡大，コスト削減などの不断の経営努
力が不可欠であり，そのための支援に努めていきます。
経営安定の推進にあたっては，引き続き運転資金の貸付や融資制度の活用を進めます。
また，食の外部化，簡便化，高級化等の食生活の多様化が進む中で魚離れ，魚価の
低迷などに歯止めをかけるためには，いままでにない付加価値を感じてもらう必要が
あります。
このような視点から，福岡市の漁業生産に合った，販売力の強化策，漁業者自ら行
う水産物の鮮度保持，輸出や６次産業化によるブランド化の推進を図ります。また，
意欲ある漁業者が生業として安心して漁業に取り組むことができるように支援を行
います。
さらに，水産物の安定供給を図るため，アサリの完全養殖技術の確立及び出荷体制
の構築など養殖業の技術推進を支援します。
学校給食や中学校の家庭科料理教室への食材提供等により，地産地消・魚食普及を
推進し，漁業体験など市民と生産者の交流を促進することで，水産業に対する市民の
理解や関心を高めます。

第３章　水産業総合計画の基本方向
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第１節　水産業をとりまく国内外の情勢
（１）生産環境・構造などの変化

近年，地球温暖化と，それに伴う気候変動への懸念が強まっています。我が国の周
辺水域においても，平成27年までのおよそ100年間で，平均海面水温が1.07℃上昇し
ています。海水温の上昇により，高水温を好むサワラなどの魚種が生息・回遊する海
域が北上する一方で，低水温を好むサンマなどの魚種が日本周辺水域まで南下しなく
なるなどの現象がおきており，沿岸域では，アワビ，ウニ等の磯根資源に大きな影響
を及ぼす「磯焼け」との関係や藻場を構成する植生が磯根資源の生育に適さないもの
に変化することも指摘されています。漁船漁業においては，海水温の上昇や水温分布
の変化により漁場が遠くなると，操業コストの増加を招き，経営に影響が生じます。
生産構造のぜい弱化などもさらに加速しており，漁業就業者の減少や高齢化に歯ど

めがかからない状態が続いています。

（２）社会情勢や市民意識の変化

ライフスタイルの変化によって，消費者の多くが調理の簡便化志向を強め，調理済
み食品を家庭で食べる中食（※）や家庭外で食事する外食の傾向が進展していること
から，家庭の魚料理が親から子へ伝承されなくなるなど，魚食の伝統も薄れつつあり
ます。一方で，食の安全・安心に対する関心や健康志向の高まりなど，「食」に対す
る消費者ニーズや嗜好の意識が多様化しており，一括りで効果的な施策を実施するこ
との困難さが増しています。魚価の低迷，若者を中心とした魚食離れも改善傾向はみ
られておりません。これらの打開策として，水産業の６次産業化，ブランド化，地産
地消などによる付加価値向上へ向けた取組みの拡充が急務となっています。
また，平成25年12月に「和食」がユネスコ（国際連合教育科学文化機関）の無形文

化遺産に登録され日本食・食文化への注目の高まりは海外への食文化発信などの絶好
の機会となっています。

（３）国の動き

国においては，水産基本計画に基づき，水産基本法の基本理念である「水産物の安
定供給の確保」と「水産業の健全な発展」を実現するため，様々な施策が総合的かつ
計画的に推進されています。
平成24年８月には，消費者への魚食の魅力発信，水産物の消費拡大を目的に，関係

者が一体となって進める「魚の国のしあわせ」プロジェクトを開始しています。
また，平成25年度より，漁業者の所得向上を目的として地域や漁業者が自律的・主

体的に自らの課題解決の方策をとりまとめる「浜の活力再生プラン」の策定を推進し，
漁業者の所得向上により浜（漁業者，漁村）の活力をあげる取組みを進めています。
平成27年10月のＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ）協定（※）の大筋合意により，

農林水産業をはじめ関連産業及び地域経済に影響を与えることが懸念されることか
ら，国は国民の不安を払拭するため，11月には「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」をと
りまとめ国内対策を進めています。平成29年１月のアメリカ合衆国新政権発足に伴
い，平成28年２月に正式合意したＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ）協定の発効は
難しくなっていますが，成長産業として力強い農林水産業をつくりあげることをめざ
しています。

第２節　前計画の総括
前計画「第９次福岡市水産業総合計画」（平成24年度～平成28年度）では，「次世代

につなぐ魅力ある水産業の振興」を基本理念に掲げ，漁場環境の改善，漁業就業者の
確保，水産物のブランド化や地産地消の推進と消費拡大などをめざして，施策の計画
的，総合的な推進に努めてきました。
「持続性のある漁場環境づくり」では，藻場の造成やアサリ等貝類資源の再生に取
り組みましたが，平成25年夏季の海水温上昇などの影響により，目標を下回る結果と
なっています。今後さらに海域に適した藻場の造成や，新たな手法の導入により，漁
場環境の改善に努めていくことが必要です。
「次代を担う人づくり」として，新規就業者の確保に向けた取組みを支援するとと
もに，平成27年7月には新たに二枚貝完全養殖チャレンジ事業をスタートさせました

が，新規就業者は目標に達していません。後継者の確保にあたっては何よりも漁業者
の所得向上を図ることが有効です。
「安定した水産経営づくり」では，朝市・夕市などの直販事業の売上金額は伸び悩
んでいますが，生計を支える漁労収入は順調に増加しています。引き続き経営の安定
に努めるとともに，６次産業化への取組みや天候などの影響が少ない養殖業への取組
みも必要です。
「市民と都市とつながる水産業づくり」で取り組んだ，料理教室の受講人数，海づ
り公園の入場者数はいずれも目標を達成し，また，「福岡は魚がおいしいまちと思う
市民の割合」，「朝市・夕市などの認知度」も概ね目標を達成できましたが，引き続き，
地元水産物の利用促進や市民等への情報発信，ＰＲに努めていくことが重要です。
結果としては，数値目標に掲げた16項目のうち，平成27年度の実績と比較するとア

サリの生産量など未達成の項目がありますが，漁労収入額，料理教室受講人数など９
項目については概ね目標を達成しました。

第３節　現状と課題
（１）生産構造などの現状と課題

　①　生産構造

沿岸漁業は経営体数（漁家戸数），
漁業就業者数とも減少してきてお
り，漁業者の平均年齢は59歳弱と
近年横ばい傾向がみられますが，
依然として高止まりとなっていま
す。
沿岸漁業の推進母体である福岡

市漁業協同組合は11支所から構成
されています。
沖合漁業の経営体数，漁業就業者数については横ばい状況が続いています。
水産加工業は，経営体が10あまりで小規模な経営体が多い状況が続いています。

経営体数・漁業就業者数の減少，高齢化の進行は，漁業生産の減少につながる大き
な要因であり，水産物の供給を継続的に担っていくことが困難になると予想されると
ともに，漁業，地域の活力の低下が懸念されます。
こうした状況を改善するためには，所得の向上や働きやすい環境づくりなど，安定

した漁業への取組みを図り，将来の漁業生産を担う若い意欲的な人材を確保すること
が求められています。
また，高齢者，女性の活動を促進するとともに，高齢者が持つ漁業の技術やノウハ

ウを後継者に伝承していく必要があります。

　②　生産状況

漁業生産量は沿岸漁業では長期
的なスパンでみると減少傾向にあ
り，平成27年の生産量は，前年比
微増しています。
沖合漁業の生産量は年によって

増減がありますが，平成27年は前
年比50％増となっています。
生産金額は，沿岸漁業では平成

22年以後，25億円前後で推移して
おり，沖合漁業は12億円前後で推
移しています。

　厳しい生産環境のなかにあって，水産物の供給という基本的な役割を担っていくに
は，生産性の向上や水産資源の回復などによる持続可能な漁業を支えていくことが重
要となっています。
　そのためには，効果的な漁場整備を進めるとともに，藻場の維持・保全，造成，干
潟の機能回復などによる漁場環境の改善などを進め，クルマエビなどの有用魚介類の
種苗放流により水産資源を回復・増大させる必要があります。特に，主要漁場である
博多湾の環境保全は重要であり，漁場環境の改善と種苗放流，休漁・漁獲制限など水
産資源管理を一体として取り組む必要があります。

　③　漁場環境

市民の財産であり沿岸漁業の主要漁場である博多湾は，かつて，栄養塩が豊富で多
くの稚仔魚が生まれ育つ豊かな海でした。博多湾は湾口部が狭く閉鎖性が高いため外
海との海水交換が起こりにくく，富栄養化による赤潮の頻発が問題になった時期もあ
りましたが，近年は下水道の普及や下水の高度処理により，有機汚濁の指標であるＣ
ＯＤ（※）は平成５年頃をピークに減少傾向にあり，全窒素，全リンについては環境
基準を達成しています。
しかし，夏季には，降雨により陸域からの流れ込みが増え海域での栄養塩濃度が高

くなることから，依然として赤潮が発生しており，また，潮の流れが遅く停滞しやす
い沿岸域では，海底付近に生息する生物に影響を与える貧酸素水塊（※）が発生して
います。一方，冬季は夏季と比べ，湾内の栄養塩濃度が低くなる傾向にあり，ノリ・
ワカメの生育に必要なリンが不足する状況です。
平成25年度，26年度，西部水処理センターにおいて冬季に放流水のリン濃度を上げ

る季節別管理運転を試行しましたが，安定した管理運転方法の確立までには至ってい
ないため，今後も同センターにおいて引き続き試行を継続します。
平成25年夏季には異常気象などによりアサリ,アワビ,サザエなどのへい死，藻場の

消失の被害がみられました。藻場・干潟の減少や都市化に伴う河川からのごみ流入の
増加，底質の悪化などにより，水産動植物の生育環境は悪化し続けています。特に，
稚仔魚の生育場である藻場が消失し，未だ回復していない海域があり水産資源の再生
産機能に支障をきたしています。

博多湾を稚仔魚が育つ豊かな海へ再生するためには，磯焼け対策としての藻場造成
の実施，漁業者による藻場の保全活動への支援，底質改善，海底ごみ対策などの漁場
環境改善施策を実施し，「里海づくり」を推進する必要があります。また，漁業は，
水産資源を漁獲することによって物質の循環を補完し，海の環境を正常に保つ機能を
担っています。これらの漁業を継続的に行い，里海（※）としての博多湾を支えるた
めに，国・福岡県の関係機関と連携し，現場の漁業者の意見・体験も生かしながら，
沿岸漁業の振興を図ることが重要です。

　④　漁業経営・漁協経営

沿岸漁業の平均漁労所得は，平成26
年が，1,681千円で，200万円を下回る
状況が続いています。生産額から，燃
油代を中心として，生産額の７割ほど
の経費支出がなされています。
魚価については，市内沿岸漁業の出

荷価格は，全魚種平均500円前後で推
移しています。
福岡市漁協は，合併による事業効果

が十分に発揮されておらず，また，事
業収入の伸び悩みもあり，厳しい経営状況が続いています。
こうした状況のなか，平成20年３月に福岡県漁協組織再編協議会において，糸島地

区から北九州・遠賀地区までの筑前海区を１漁協へ再編することが決められています。

所得向上のためには，経費節減に努めるとともに，消費者への直接販売，食品産業
との連携など，漁業地区の特色や条件などに応じた経営展開を通じた水産ビジネス化
により販路の拡大や付加価値向上を図っていくことが重要です。また，漁業経営は，
生産量，魚価の変動による影響を受けやすいことから，安定的な生産と高齢者や女性
の雇用創出が期待できる養殖業の取組みも必要です。また，融資及び信用保証なども
必要です。
福岡市漁協については，合併の効果を高め，経営の安定化を図っていくためには，

財務や事業の効率化，事業収益の向上など，経営基盤を強化し，将来にわたり漁協経
営に取り組むことができるよう体質強化を図る必要があります。

　⑤　水産業への理解

消費者の価値観によって，消費行動が多様化するとともに，若年層の簡便化した食
習慣により，魚食離れなどに歯止めがかからない状態が続いています。
また，福岡市内産水産物や福岡市の水産業に関する情報などの市民への浸透が弱い

面があります。

福岡市では，今回の総合計画策定にあたって，福岡市の水産業や水産物に対する市民
の意見を収集することを目的に，平成27年度に「市政に関する意識調査」を実施し，
水産業の発展に取り組むべきこととして，以下のような項目に高い回答率を得ています。
○福岡市は「魚がおいしいまち」と思う（79.3％）
○食料の供給という漁業本来の役割以外の（市民が特に重要だと思う）機能は
　●生態系を保全する機能＜魚の産卵・生育の場である藻場づくりなど＞（69.8％）
　●海洋環境を保全する機能＜海底ごみの回収など＞（54.4％）
○子どもを対象にした事業を推進すべき（90.4％）
○福岡市の水産業が今後発展してほしい（87.8％）
○福岡市の水産業の発展のために取り組むべきこと
　●博多湾の環境を守る（58.2％）
　●若い漁業者を増やす（52.5％）
　●地元水産物の消費拡大に取り組む（47.5％）
　●直売所（朝市・夕市など）を増やす（40.7％）
　●水産物のブランド化をすすめる（39.1％）
特に「博多湾の環境を守る」といった視点から，市民とともに育てる水産業といっ

た啓発活動を推進する必要があります。
人口減少に伴う国内市場の縮小は避けられないため，国内外への販路拡大を図ると

ともに，福岡市を訪れる観光客に新鮮でおいしい魚の魅力を発信していく必要があり
ます。
また，平成27年度漁家意識調査で挙げられた
○漁業後継者がいない（85.9％）
○藻場の造成が必要である（37.7％）
この２点が象徴するような，生産構造，漁場環境等の現状も広く理解される必要が

あります。

（２）重要な課題

福岡市の水産業の構造などの現状及び漁家及び市民の意識から得られる課題を，以
下の６項目へ整理しました。これらの課題に対し，継続的に，着実に対応していくこ
とが必要となっています。

①　漁港，漁場，共同施設など漁業生産基盤の整備

持続可能な漁業を支えるため，漁港や漁場，共同施設などの生産基盤整備に引き続
き取り組む必要があります。

②　生物が生まれ育つ場（海のゆりかご）の環境保全

水産生物が生まれ育つ博多湾の環境保全に取り組むことで，博多湾内外の水産資源
の増加，漁場環境の改善が必要となっています。

③　所得の向上と漁協経営の強化充実

所得向上のために経費節減に努めるとともに，消費者への直接販売，食品産業との
連携など，漁業地区の特色や条件などに応じた経営展開を通じた水産ビジネス化によ
り，経営の強化を図っていく必要があります。

④　担い手など人材の育成確保

所得の向上や働きやすい環境づくりなど，安定した漁業への取組みを図ることで，
水産業を魅力あるものへと発展させ，将来の漁業生産を担う若い意欲的な人材を確保
する必要があります。

⑤　ライフスタイルに合った魚食普及・地産地消の推進

伝統的な家庭料理が伝承されにくくなる中で水産物の消費を促進するためには，ラ
イフスタイルに合った魚食普及，地産地消を推進する必要があります。

⑥　ＴＰＰ関連国内対策への対応

現時点では，発効時期が確定していないことから，国の動向などを注視し，平成27
年11月にとりまとめられた「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」などに基づく対応を図る
必要があります。

第１節　計画の目標
福岡市の水産業は，新鮮な水産物を市民に安定的に供給するほかにも，博多湾の環

境保全など多面的な機能の発揮により市民の暮らしを支えています。また，「魚がお
いしいまち福岡」として都市のイメージを支えており，その魅力を国内外へ発信して
いく必要があります。福岡市の水産業の役割を維持し，発展させるためには，漁業者
が自ら生産性の向上に取組むとともに，水産業界だけではなく，市民の理解と参画を
促進し，「市民と共創する水産業」をめざすことが重要となります。
多くの人の手で，望ましい沿岸域である里海をつくり，維持していくことで水産資

源量の増大・漁業生産性の向上をめざし，増産された水産物を高付加価値化し，販売
力の強化，水産ビジネス化，消費拡大の推進に取り組むことによって所得の向上を図
ります。所得が向上することで，漁業の担い手が確保され，継続的に里海づくりを行
うことができます。市民の植林活動への参加や啓発イベントなど市民と共働で里海づ
くりを行うことによって，漁業者の広く水産業を盛り上げようとする意識が向上し，
「里海・浜（漁業者・漁村）と市民のつながり」といった要素の“わ”が力強く結び
つき動き出し，市民の水産業に対する理解と関心が高まり，浜が活力を増し続ければ，
漁業者や市民にとって魅力的な水産業を創生することができます。
そこで，今回の計画では「豊かな海の再生と持続可能な水産業の創生」を目標に掲
げ，福岡市の水産振興施策を推進していきます。

第２節　振興方向
目標を踏まえ，前章に掲げる課題の対応に向け，次の２つの方向から，総合的に施
策の展開を図っていきます。

（１）豊かな里海づくり（①漁業生産基盤の整備／②つくり育てる漁業の定着）

持続的な漁業を支えるため，漁場環境の改善や漁港，漁業施設などの生産基盤，生
活環境の整備・維持に努め，あわせて，つくり育てる漁業や資源管理型漁業の推進に
引き続き取り組みます。このことは，沿岸域の生物生産性，多様性を高める「里海づ
くり」に資するものであり，両事業が結びついて生産の維持増大が図れるよう効果的
に進めていきます。
また，博多湾や玄界灘に潜在する自然の力による生産力を高め，持続的な再生産を
可能にするために関連機関と連携しながら海の環境保全に力を入れます。さらに，豊
かな漁場をはぐくむ植林活動を進めるとともに，水質改善効果が高い二枚貝の試験育
成などの実施や藻場の生育状況や稚仔魚の定着状況の効果検証を行うなど，漁業振興
の観点から「里海づくり」に努めていきます。

（２）活力ある浜の実現（①漁業経営の安定／②水産ビジネスの創出／
　　　　　　　　　　　　③漁業とのふれあいと消費拡大の推進）

生産量の減少や魚価の低迷などにより，水産業界の経営状況は厳しくなっていま
す。経営の安定を図り，所得を向上していくためには，漁業者自らが生産性の向上を
図るとともに，付加価値向上及び国内外の販路拡大，コスト削減などの不断の経営努
力が不可欠であり，そのための支援に努めていきます。
経営安定の推進にあたっては，引き続き運転資金の貸付や融資制度の活用を進めます。
また，食の外部化，簡便化，高級化等の食生活の多様化が進む中で魚離れ，魚価の
低迷などに歯止めをかけるためには，いままでにない付加価値を感じてもらう必要が
あります。
このような視点から，福岡市の漁業生産に合った，販売力の強化策，漁業者自ら行
う水産物の鮮度保持，輸出や６次産業化によるブランド化の推進を図ります。また，
意欲ある漁業者が生業として安心して漁業に取り組むことができるように支援を行
います。
さらに，水産物の安定供給を図るため，アサリの完全養殖技術の確立及び出荷体制
の構築など養殖業の技術推進を支援します。
学校給食や中学校の家庭科料理教室への食材提供等により，地産地消・魚食普及を
推進し，漁業体験など市民と生産者の交流を促進することで，水産業に対する市民の
理解や関心を高めます。

第３章　水産業総合計画の基本方向
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