
第１節　施策の体系

第４章　振興施策

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

（１）豊かな

　　　里海づくり

生産性の向上にかかる施策

所得の向上にかかる施策

【目標】豊かな海の再生と持続可能な水産業の創生

①漁業生産基盤の整備
ア 漁場環境の改善

イ 漁港の整備

ウ 漁業施設の整備

エ 漁業生活環境の整備・維持

オ 安全操業の確保

②つくり育てる

　漁業の定着

ア つくり育てる漁業・資源管理型

漁業の推進

イ 省エネ型漁業の推進

①漁業経営の安定
ア 経営基盤の強化

イ 水産物の販売力強化・６次産業化

の推進

ウ 担い手の育成確保

ア ブランドを強固にする養殖業

展開

イ 新しい取組みへの支援

ウ 国内流通と海外輸出の推進

ア 地産地消・魚食普及の推進

イ 都市と漁村地域の交流促進

（大項目） （中項目） （小項目）

（２）活力ある

　　　浜の実現
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種糸巻付ブロックに育成するクロメ（藻場造成）

防波堤保全工事

早良区曲渕での植林活動

第２節　施策の実施方針と重点施策

（１）豊かな里海づくり
①　漁業生産基盤の整備
ア　漁場環境の改善
博多湾や玄界灘は，自然環境の変化などにより，漁場環境への影響が懸念されてい
ます。特に博多湾では，河川からの土砂流入や海底ごみなどによる底質の悪化，食害
生物の発生など，様々な要因により漁場環境が悪化し，漁業に支障をきたしています。
この対策として，海底耕うん，微生物を利用した湾内の底質の改善，漁場環境に適
した藻場の造成など，生態系の保全に取組み，生物が生まれ育つ「海のゆりかご」と
しての博多湾の水産資源の回復につなげていきます。推進にあたっては，福岡市の関
係局をはじめ，国・福岡県の関係機関や大学などとも密接に連携し，冬季における博
多湾のリン濃度の低下対策についても検討していきます。また，食害生物の除去を進
めるとともに，漁場におけるごみの回収やごみ削減の啓発活動に努めるなど，漁場環
境の改善を推進します。
さらに，「森は海の恋人」といわれるように川の上流の豊かな森が，ミネラル類を
多く含んだ水を供給し，魚介類にとって大切な植物プランクトンの生育を助けること
から，漁業者・林業関係者・市民・行政が共働で海をはぐくむ森林づくり（植林活動）
に取組みます。
良好な漁場環境を保全することは，漁業経営の安定に直結するため，継続的に取組
んでいきます。

イ　漁港の整備
水産業の基盤となる漁港の整備では，「安全で使い
やすい漁港づくり」を推進するため，外郭・係留施
設などの改良や老朽化に伴う保全工事を計画的に実
施していくとともに，泊地の浚渫や漁港施設の維持
補修などを実施し，漁業作業の効率化や安全性の向
上に努めていきます。
また，博多漁港（特定第３種漁港）においては，
国が定めた高度衛生管理基本計画に基づき，荷さば

施策の実施方針

しゅん せつ

第４章　振興施策
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小呂島集落排水処理施設

製氷施設

き所と陸揚げ岸壁を対象範囲とし，取り扱われる水産物についての高度な衛生管理体
制を確立するとともに大規模地震の災害が発生した場合，速やかに水揚げを再開し，
被災直後の緊急物資，避難者の海上輸送などの救護活動を行うため，岸壁の一部の耐
震強化を行います。
さらに国においては，漁港漁場整備法に基づき現下の水産業・漁村を巡る諸課題に
対応するため「第４次漁港漁場整備長期計画（平成29年度～平成33年度）」の策定が
進められており，今後，国から示される方針に沿って対応します。

ウ　漁業施設の整備
生産性の高い漁業経営の育成や
経営の合理化などを促進するため，
福岡市漁協が事業主体となって実
施する水産物加工施設や鮮度保持
施設など，共同施設の設置事業に
対して支援します。また，今後は
事業の効率化を図るため，施設の
有効利用の促進や，改修による長寿命化などについて検討します。

エ　漁業生活環境の整備・維持
漁業集落の生活環境の改善及び公共用水域の水質
保全のために設置した集落排水処理施設は，機器の
老朽化が進み，更新時期を迎えています。そのため，
今後も快適な生活を営むことができるよう，計画的
に機器の更新を図っていき，集落排水処理施設の適
切な維持管理に努めるとともに漁業集落排水事業の
在り方を検討していきます。

オ　安全操業の確保
博多港は，国際港として大型コンテナ船や外国クルーズ船の入港隻数が増加してい
ます。そのため，沿岸漁業の操業については，博多港へ出入りする船舶との衝突不安
や漁具への被害，船舶航行時の波など，安全操業への影響が危惧されており，福岡市
では，海上保安部など関係者や漁協との連携を強化する緊密な連絡体制の構築及び海
難事故防止講習会などを通して，漁業の安全操業の確保に努めます。
また，漁業者とダイバーなどの海域利用者との間でトラブルが発生していることか
ら，関係機関と連携しながら，引き続き，その調整に努めていきます。

②　つくり育てる漁業の定着
ア　つくり育てる漁業・資源管理型漁業の推進
水産資源の維持増大を図り，持続的な漁業を支えることが必要になっています。そ
のため，漁場環境の保全を念頭においた漁場の造成と種苗の放流などを行う栽培漁業

第４章　振興施策
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アワビの放流

が一体となった「つくり育てる漁業」
を引き続き推進するとともに，水産資
源の適正な保存と管理を行う資源管理
型漁業の推進を図ります。
漁場の造成については，生産性の向
上につながるよう海域・漁法・魚介類
の特性にあった魚礁や増殖礁を設置す
るとともに，藻場の再生やアワビ，サ
ザエ，ウニなどを漁獲するための築いそを国・福岡県などの補助事業を積極的に活用
し，計画的・効果的に実施していきます。
栽培漁業については，アサリ，アワビ，クルマエビなどの種苗放流を実施していき
ます。また，種苗の中間育成だけでなく，生産にも取り組み，漁業者のつくり育てる
意識の向上に努めます。
資源管理型漁業については，国が進める「資源管理・漁業経営安定対策」を踏まえ
ながら，漁業者が実施する休漁・漁獲制限など，資源管理の取組みについて支援して
いきます。

イ　省エネ型漁業の推進
福岡市の漁業は軽油を燃料とする漁船漁業が大半で，高齢化が進んでいる状況か
ら，燃油経費が少なく漁業集落の近場でできる漁業やワカメ・ノリなどの養殖業を推
進します。養殖については，海藻をはじめとした新たな対象品種の開拓，効率的で環
境にも配慮した養殖技術・管理手法について，福岡県水産海洋技術センターや研究機
関などの産学官協力を得ながら推進します。
近場の漁場づくりとして，採捕規制，漁業者が行う保全活動などによるアサリ資源
の保護や以前は博多の名産といわれていたアカガイなどの復活に向けた調査・研究な
どにも努めていきます。

　　　　　　　　　【水産業でのＩｏＴ（※）の活用】
　　　　　　　　　　宮城県東松島市のカキ養殖では，陸上での携帯端末から，
海水温を確認することが可能な水温観測ブイが導入されています。カキは水温が
高いと死滅するため，育成中のカキがおかれる水深部分の温度を遠隔確認できる
ことは有効です。平成23年の東日本大震災後，海の状態が変わり，これまでの
経験や勘が通用しなくなったことが導入のきっかけとのことです。生産性の向上
はもとより，漁業に対するイメージが改善され，担い手対策につながる側面もあ
ると思われます。

コラム

（※）ＩｏＴ：Internet of Thingsの略。あらゆる物がインターネットを通じてつながることに

よって実現する新たなサービス，ビジネスモデル，またはそれを可能とする要素技術

の総称。
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博多湾の藻場アマモのポット苗づくり

写真提供：福岡県水産海洋技術センター写真提供：港湾空港局

　　　　　　　　　【博多湾里海づくり推進】

　①漁業生産基盤の整備，②つくり育てる漁業の定着　が単発的な取組みに終始し
ないことを念頭に事業展開します。この両事業が結びついて，さらに大きな効果
を生み出すイメージです。
　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。
　里海づくりの象徴とも呼べるのが藻場であり，藻場は稚仔魚の生育場であるた
め「海のゆりかご」と呼ばれ，付着生物や底生生物の生息場，それらを餌とする
魚介類の産卵・成育場などの多様な機能を有しています。光合成による酸素の生
産，海水中の栄養塩や温室効果ガスＣＯ２（二酸化炭素）を吸収する役割や赤潮
抑制効果などの機能もあります。

　里海づくりの先進事例である岡山県備前市日生町においては，30年以上の年
月をかけてほとんど消滅したアマモ場を250haにまで回復させています。
　昭和60年に20名足らずの漁業者が種まきをはじめ，その活動の“わ”は広がり，
現在では，ボランティアなども参加しての洋上での元草の採取，優良種の選り分
け，いかだでの保存・育成など約１年の育成サイクルを経て，種まきが行われる
までになっています。
　福岡市でも，地元小学校や市民などと共働でアマモ場づくりに取り組んでお
り，アマモを観察して生態を学んだり，アマモを海へ植える学習などを通して，
身近な博多湾の環境を考え，海を大切にする心を育んでいます。

コラム

び ぜん し なせちょうひ
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環境省「里海ネット」https://www.env.go.jp/water/heisa/satoumi/

【里海の循環イメージ】

里山の保全里山の保全里山の保全
植樹植樹植樹

海岸環境の保全海岸環境の保全海岸環境の保全 沿岸漁業沿岸漁業沿岸漁業

海域環境の保全・再生

海岸の清掃海岸の清掃海岸の清掃

アマモ場の保全・再生アマモ場の保全・再生アマモ場の保全・再生

第４章　振興施策
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（２）活力ある浜の実現

①　漁業経営の安定

ア　経営基盤の強化

水産業の経営体については，個人経営の漁業者から，組合や企業に至るまで様々で
す。そのなかでも，福岡市沿岸漁業の推進母体となる福岡市漁協の経営は，福岡市水
産業の発展にも大きな影響を与えます。福岡市漁協は，平成４年の合併により，経営
の強化が期待されましたが，未だ各支所単位の独立採算性をとっていることから，一
体となった事業経営が図りにくい状況になっており，財務及び運営の一元化が急務と
なっています。
福岡市漁協は，組合員数の減少に伴う生産量の伸び悩みなどにより，事業収入が減
り，その経営は厳しい状況が続いています。
そのため，福岡市漁協自ら，財務や組織，事業の統廃合を含めた見直し・改善や事
業コストの削減を行う一方で，新たな事業の展開を図るなど，思い切った経営改革が
必要となっており，また，筑前海区においては，１漁協に再編することも決定してい
ることから，福岡県や福岡県漁業協同組合連合会の指導・協力を得ながら支援してい
きます。
福岡市漁協の経営基盤強化対策については，引き続き運転資金の貸付を行っていき
ます。新たな事業展開については，各支所の特色や状況，支所間の連携などの観点か
ら，そのあり方などについて検討していきます。地理的・経済的にも不利な離島漁業
については，国の「離島漁業再生支援交付金制度」なども活用しながら，経営の強化
を図ります。
漁業経営の安定については，融資制度の利用を促進するとともに，国の「資源管理・
漁業経営安定対策」における「漁業共済・積立ぷらす」や「燃油等コスト対策の積立」
制度への漁業者の加入を促進し，収入の安定化や燃油価格高騰への対応を図っていき
ます。
また，魚介類の流通・加工等の過程で生じる，水産バイオマスであるアラや骨など
の魚滓については，引き続き再資源化処理を推進し水産業振興の下支えを行います。

イ　水産物の販売力強化・６次産業化の推進

水産物の価格低迷が続く中で，所得の向上対策として販売力の強化や付加価値の向
上を図っていく必要があります。
そのため，漁家世帯や福岡市漁協が自ら取り組む朝市・夕市などの直販事業への支
援に継続して取り組みます。また，流通・観光・サービス業などの事業が多いという
福岡市の強みを生かし，マーケティング拠点施設「博多家（ハカタハウス）」を活用

ぎょさい

第４章　振興施策
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写真提供：九州大学

した国内外のシェフやバイヤーとの商談会による販売活動及びブランド化などの取
組みを継続的に支援することにより販売ルートの開拓を進めます。
さらに，市内水産物の生産者が加工・流通・販売まで手掛ける６次産業化を進める
ため企業や水産加工会社，さらには高度な研究施設を有する福岡県水産海洋技術セン
ターなどとの連携による商品開発や高品質化についても引き続き研究を進めます。
消費者・生活者としての女性の視点を取り込んで６次産業化を推進することで，漁
業・漁村地域の活性化や女性の活躍の場が広がっていくことが期待できます。

ウ　担い手の育成確保

漁業就業者については，国全体でも減少傾向に歯止めがかかっていませんが，福岡
市においても特に沿岸漁業の漁業就業者は平成27年には560人余りとなり，10年前の
７割以下になっています。漁業就業者の減少に歯止めをかけるには，水産業を魅力あ
るものへと発展させ，若手漁業者が活躍し活気ある漁村にする必要があります。新た
な養殖業などを生業として定着できれば所得向上につながり，結果的に漁業就業者の
確保につながります。
漁業就業者の確保対策については，引き続き，漁業就業支援フェア等の国・福岡県
の新規就業者対策及び国の支援メニューなども活用し，新規就業支援を中心に進めて
いきます。新規就業者が働きやすい環境づくりなどの支援や，福岡市漁協が実施する
新規就業予定者を対象とした体験漁業，若手漁業者の活発な意見や行動力を生かすた
めの活動を推進します。

　　　　　　　　　　【完全養殖マサバ「唐津Ｑサバ」開発】
　　　　　　　　　　九州大学と唐津市が開発
した完全養殖マサバ「唐津Ｑサバ」が佐賀玄海
漁業協同組合を通じて出荷されています。完全
養殖マサバは，唐津市と九州大学が競争力や安
定力のある新養殖魚などを開発・普及する「新
水産資源創出プロジェクト」の一環で開発され
ました。平成24年度から共同研究を開始し，出
荷量は年々増加しています。完全養殖のマサバ
は，寄生虫アニサキスが発生する機会がほとん
どゼロで，一年中脂がのり，安全においしく食べられます。
　現在は唐津市内17店舗で販売や食事で提供されています。当初はマサバを養
殖する漁家は１戸でありましたが，現在は１漁協，漁家５戸が取り組んでおり，
漁村地域の活性化にも貢献しています。

コラム
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姪浜支所　城戸渉汰さん（23歳）

　漁師になろうとしたきっかけ：つり好
きの父の影響で，海に関係した仕事につ
きたいと考えていました。中学校を卒業
するときに「漁師になりたい」と思い，
姪浜の漁師を紹介してもらって見習いを
始めました。現在，漁師歴８年目です。
両親は「自分の好きなようにやってみた
らいい」と言ってくれていました。もし
かすると反対だったかもしれませんが，私の前では何も言いませんでした。
　漁業地区では，自分の父親や祖父と同年代の先輩漁師も自分のことを気にかけ
てくれました。ぶっきらぼうですが，みんな優しい人たちです。それは，姪浜の
漁師の人柄だと思います。
　見習い期間：２～３年は刺網の船に乗って見習いをしました。本来は１人で乗
船するところに好意で受け入れてもらっていました。見習い期間中は学ぶことが
多く楽しかったのですが，経済的には厳しかったです。父から見習い期間中に家
賃を援助してもらっていましたし，高校生でアルバイトしている同級生のほうが
お金を持っていました。それでも我慢できたのは，船に乗っていると自立すれば
どのくらい稼げるかということがわかるからです。私は，親が漁師ではないので
漁船や漁具を揃えることも大変でした。
　独立：漁業の軸は刺網に置いているのですが，独立して１～２年目は思うよう
に魚は獲れないので，まずは生計を立てるために素潜りを始めました。朝７時す
ぎに出漁してアワビ，サザエ，ワカメを潜って獲って，午後１時から２時くらい
にもどります。潮がいい時は，アサリも獲ります。また，午後６時頃から刺網に
出漁して，魚を選別し，鮮魚市場に出荷して家に帰宅するのは午前２時すぎです。
午前は素潜りと午後に刺網と１日に２回出漁し，休みが少ないように感じます
が，実際は波が高くて出漁できない日もあります。
　漁業の魅力：漁業は実力主義の世界で，自分が頑張った分だけ結果が出るとこ
ろが魅力です。難しいところは常に変わる海の状況に対応して漁業を行わなけれ
ばならないことです。
　漁師になること：福岡市では漁師とのつながりがないと漁業は始められませ
ん。知り合う人からも「どうやったら漁師になれるのか」と尋ねられます。求人
も出ていません。ただ漁師をやってみたいと思っている人は確実にいるので，そ
のチャレンジが生かせたらいいと思います。漁業を体験や見習いで経験してみる
ことは簡単ですが，続けていくことは漁師という職業も甘くはないので難しいで
す。だからこそ，漁師を経験して，漁師を続けていこうとする人を大事にしてい
けたらいいと思います。

漁業担い手の声
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陸上養殖試験中の「砂ゼロアサリ」

②　水産ビジネスの創出

ア　ブランドを強固にする養殖業展開

マガキやイワガキについては，二枚
貝中間育成装置を用いたシングルシー
ド方式による養殖試験を継続し，周年
の生産出荷体制の確立をめざしていき
ます。
また，アサリについては，平成26年
度より，唐泊において，洋上養殖試験
に取り組むとともに，平成27年度からは，志賀島の中間育成施設を活用し，陸上での
完全養殖に向けての調査・研究を始めており，「唐泊恵比須かき」に続く，第２のブ
ランド水産物として，調理の際に砂抜きの必要がない「砂ゼロアサリ」の開発をめざし，
海外高級レストランへの食材提供などにより，国内外でのブランド価値向上を図りま
す。「二枚貝といえば博多」というイメージが定着し，強力なブランド化への足掛か
りにするため，新たな二枚貝水産物などの養殖に向けた検討も行っていきます。また，
洋上・陸上における養殖の可能性について産学官連携して研究します。

イ　新しい取組みへの支援

現在の漁業の中で，新たな取組みにチャレンジし事業化を図ることは，低迷する水
産業においては，大変重要な活動であり，漁業者の意識醸成にもつながるため，必要
な支援を行います。
また，全国的にアサリ種苗が減少傾向にあることから種苗生産による博多湾の資源
回復につなげることを目的として，二枚貝であるアサリを陸上において産卵から成貝
になるまで完全養殖する「砂ゼロアサリ」の養殖可能性について調査・研究し，高品
質で安定的な生産体制，作業工程のマニュアル化により，高齢者や女性などが働きや
すい環境づくりなどをめざします。

ウ　国内流通と海外輸出の推進

福岡市は，国内外から多くの観光客が訪れ，さまざまな食の魅力を発信しています。
すでに，「唐泊恵比須かき」については，香港に輸出し，味と品質が好評価を得ており，
香港のレストラン格付本「ミシュランガイド」掲載店でも使用されています。
福岡市は，充実した港湾・空港機能を有しており，国内流通や海外輸出に向けて好
立地にあります。この地理的優位性を生かし，新たな市場として期待される，成長著
しいアジアをはじめとした海外への輸出に向けて，現地での需要調査やプロモーショ
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シェフとの商談会

東京ハーヴェストに出展外国人記者クラブの取材

ン活動を推進します。
また，国内外の有名レストランやシェフに使用されることをめざして，マーケティ
ング拠点施設「博多家（ハカタハウス）」でのシェフやバイヤーとの商談会や国内市
場開拓に向けた，食のイベントに出展するなどの支援に引き続き取り組むとともに，
福岡市で開催される国際スポーツ大会を含めたＭＩＣＥ（※）などの機会をとらえ，
国内外からの訪問客にも福岡の食の魅力を発信していきます。
さらに，福岡市中央卸売市場鮮魚市場を安全で安心な高度衛生施設に向けて整備を
進めます。

　　　　　　　　　　マーケティング拠
　　　　　　　　　点施設「博多家（ハ
カタハウス）」は，水産業のマーケティ
ング機能だけでなく，「魚がおいしいま
ち福岡」という魅力を発信することによ
り，国内外からの観光客やＭＩＣＥ誘致
件数の増加など，福岡市にも大きな貢献
をしています。

コラム

（※）ＭＩＣＥ：Meeting（会 議・研 修・セ ミ ナ ー），Incentive tour（報 奨・招 待 旅 行），

ConventionまたはConference（大会・学会・国際会議），Exhibition（展示会）の頭文

字をとった造語であり，多くの集客が見込まれ，経済効果の大きなビジネス関連イベ

ント。
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漁業者が児童に博多湾のノリ養殖について説明 市民感謝デー

③　漁業とのふれあいと消費拡大の推進

ア　地産地消・魚食普及の推進

消費者の価値観の多様化，簡便化した食習慣が定着したことから，魚離れなどが深
刻化しており，幼少期以降の継続した魚食普及活動が必要です。弘・玄界島産のワカ
メ，姪浜産のノリ，小呂島ぶりフレークが学校給食に提供され，漁業者が学校で養殖
技術などを児童に説明する機会が生まれました。学校給食や中学校の家庭科料理教室
で教育委員会と連携し，地元水産物を利用促進するほか，福岡市鮮魚市場の「市民感
謝デー」でも市場関係者からなる「福岡魚食普及推進協議会」が料理教室を開催して
おり，引き続き，魚食普及，水産物の消費拡大を図っていきます。
このほか，生産者団体，流通関係者などが進める魚食普及の取組みで有効性がある
ものについて，積極的な連携を検討していきます。
また，各種情報ツールの活用により，福岡市の水産業に関する新しく正確な情報を
市民や国内外に発信し日常的な消費も推進していきます。

　　　　　　　　　　福岡市では，平成27年４月に「ふくおかさん家のうまか
　　　　　　　　　もん条例」が施行されたこと受け，福岡市内産の農林水産物
及びその加工品等を「ふくおかさん家のうまかもん」と位置付け，それを取り扱
う店舗を認定し市内外に積極的にＰＲする「ふくおかさん家の事業者認定事業」
を実施しています。認定された店舗は，専用ホームペー
ジでの紹介やＰＲグッズの配布などの支援を受けられ
ます。“地産地消”の気運を高め，福岡市の“食”を一
緒に盛り上げることが期待されます。

コラム

　　　　　　　　　　水産庁では，「魚の国のしあわせ」　
　　　　　　　　　プロジェクトの一環として，手軽にお
いしく食べられる商品を「ファストフィッシュ」として選
定する一方で，全国漁業協同組合連合会は各地域・季節ご
との魚のおいしさを知ってもらおうと，地元漁師が自信を
持って勧める「プライドフィッシュ」を選定しています。
いずれの取組みも魚食普及に有効であり，水産物の消費拡
大につながることが期待されます。

コラム

ち
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シロウオ産卵場の造成作業

写真提供：福岡大学

海づり公園

（※）８校区　東区：志賀島，勝馬　早良区：脇山，内野，曲渕　西区：北崎，今津，能古

　イ　都市と漁村地域の交流促進

福岡市水産業の役割などについて，市民の理解や関心を高めていくことは重要なこ
とです。そのため，食の安全・安心につながる生産者の顔が見える朝市・夕市など，
ふれあいの場の提供や情報の発信を推進します。
小型底びき網などでの漁業体験，朝市・夕市，農林水産まつり，さかなまつりなど
の市民と生産者の交流を促進します。
また，福岡市は大都市でありながら，豊かな自然景観を保ち，沿岸域は余暇を快適
に過ごす場としての機能を持っており，釣，ダイビング，プレジャーボートなどの海
洋性レクリエーションが盛んです。プレジャーボートについては，小型船舶係留施設
の管理など，適正な海域利用に努めていきます。「海づり公園」については，昭和60
年に開園して以来，市民に安全で快適な釣りの機会を提供しており，各種イベントの
開催や積極的な広報・宣伝活動を展開して利用者拡大に努めていきます。また，施設
の更新にあわせ北崎地区の活性化にも資するように検討を進めていきます。
近年，室見川河口域では，毎年３月～５月に大勢の市民が訪れ，アサリの潮干狩り
で賑わっています。アサリは漁業者や市民にとっても大切な資源なので，河口域での
潮干狩りのルールの周知を図り，アサリ資源を保護しています。
また，市民の憩いの場である室見川では，伝統的なしろうおやな漁が行われており，
春を告げる福岡の代表的な風物詩のひとつとなっていることから，市民，大学，関係機関
などと連携しながら，シロウオ産卵場の造成など資源の保護育成に努めていきます。
さらに，福岡市では，平成28年度より，人口減少が著しい農山漁村地域において指
定された８校区（※）において，土地利用規制の緩和により，地域・民間事業者がレ
ストラン，農水産物の直売所などの建築を可能としており，水産業振興の観点から漁
村地域の活性化，交流促進に向けて，関係機関と連携していきます。
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目標「豊かな海の再生と持続可能な水産業の創生」を踏まえ，特に重点的に取り組
む施策を設定しました。

①　漁場環境の改善

海の再生産機能を取り戻すため，特に博多湾において海底耕うんなどによる底質の
改善，藻場の造成などを推進し，生産力の回復に取り組むとともに，生態系の保全に
ついて関係機関等との連携強化を図り，漁場環境の改善に努めます。
②　つくり育てる漁業・資源管理型漁業の推進

博多湾の漁場環境を保全したうえで，漁場の造成やアサリ，アワビ，クルマエビな
どの種苗の放流などを行う「つくり育てる漁業」を推進するとともに，資源管理型漁
業の推進を図ります。さらに，種苗の生産・中間育成に取り組み，漁業者のつくり育
てる意識の向上，定着に努めます。

①　水産物の販売力強化・６次産業化の推進

漁家世帯や福岡市漁協が自ら取り組む朝市・夕市などの直販事業への支援に継続し
て取り組みます。また，マーケティング拠点施設を活用した商談会，国内外市場に対
するＰＲ，販促活動など販売ルートの開拓を進めます。さらに，水産加工会社などと
の連携により商品開発を推進します。
②　担い手の育成確保

持続可能な漁業を実現させるために，将来を担う意欲的な人材の就業支援を行うと
ともに，働きやすい環境づくりや，所得向上につながる新たな養殖業の展開など，次
代を担う漁業就業者の育成確保を促進します。
③　ブランドを強固にする養殖業展開

養殖カキの周年出荷をめざすとともに，「唐泊恵比須かき」に続く，第２のブラン
ド水産物として「砂ゼロアサリ」の完全養殖に取り組み，地元水産物の国内外でのブ
ランド化を推進します。また，新たな二枚貝水産物などの養殖に向けて検討を行いま
す。
④　国内流通と海外輸出の推進

国内市場開拓に向けた食のイベントへの出展などを支援します。海外輸出について
は，好立地等の優位性を生かし成長著しいアジアをはじめ，現地での需要調査やプロ
モーション活動を推進します。

重点施策

重点Ⅱ　活力ある浜の実現

重点Ⅰ　豊かな里海づくり
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⑤　地産地消・魚食普及の推進

若年期の魚食習慣が重要であることから，学校給食での地元水産物の利用促進，地
元水産物を使った中学校の家庭科料理教室を実施するとともに，ふくおかさん家のう
まかもん認定事業者の登録拡大などにより，地産地消・魚食普及を推進し，水産物の
消費拡大を図ります。

ち
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第３節　５年後の数値目標
目標「豊かな海の再生と持続可能な水産業の創生」に向けて，５年後の目標値を設
定します。

（１）豊かな里海づくり

　①　藻場造成

　②　藻場の減少を感じる割合

　③　アサリの生産

※生産地区：能古，姪浜，伊崎ほか
　平成19年～平成27年の９か年の内，悪天候等により生産量が極端に減少した３か
年，最大値を記録した１か年の計４か年を除いた５か年の平均値を基準値とし
た。

（２）活力ある浜の実現

　①　漁労所得

　②　水産加工品開発

※平成18年度～平成27年度の加工品開発累計数を基準値とした。

基準値（Ａ①）：原則，平成27年（度）の実績値，または数値。
基準値（Ａ②）：原則，過去５年間〔平成23年（度）～平成27年（度）〕の実績値の最大値と
　　　　　　　　最小値を除いた３か年の平均値
目標値で（　）内のものは累計値〔平成29年（度）～平成33年（度）〕

（単位：個）

区　　分

種糸巻付ブロック設置数

基準値（Ａ①）

400

単年度目標値（Ｂ）

440（2,200）

（Ｂ）－（Ａ①）

40

（単位：％）

区　　分

漁家意識調査の割合

基準値（Ａ①）

48.3

平成33年度目標値（Ｂ）

40.0

（Ｂ）－（Ａ①）

8ポイント減

（単位：トン）

区　　分

生　産　量

基準値（Ａ②）

56

平成33年目標値（Ｂ）

100

（Ｂ）－（Ａ②）

44

（単位：千円）

区　　分

漁労所得額
（漁家１戸あたり）

基準値（Ａ①）

2,437

平成33年目標値（Ｂ）

2,680

（Ｂ）－（Ａ①）

243

（単位：品目）

区　　分

加工品開発数

基準値（Ａ①）

19

平成33年度目標値（Ｂ）

29

（Ｂ）－（Ａ①）

10
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　③　水産加工品の認知度

　④　新規就業者

　⑤　養殖品目の生産量

※実施箇所：ワカメ（弘・志賀島・箱崎），ノリ（姪浜），カキ（志賀島・能古・唐泊）

　⑥　学校給食における市内産水産物利用品目数（加工品含む）

　⑦　料理教室

※対象：中学校

　⑧　朝市・夕市

※開催場所：弘，志賀島，伊崎，姪浜

　⑨　海づり公園

（単位：％）

区　　分

市民意識調査の割合

基準値（Ａ①）

52.0

平成33年度目標値（Ｂ）

60.0

（Ｂ）－（Ａ①）

8ポイント増

（単位：トン）

区　　分

ワカメ

ノ　リ

カ　キ

基準値（Ａ②）

90

196

76

平成33年目標値（Ｂ）

100

215

85

（Ｂ）－（Ａ②）

10

19

9

（単位：人）

区　　分

新規就業者数

基準値（Ａ②）

6

単年目標値（Ｂ）

10（50）

（Ｂ）－（Ａ②）

4

（単位：品）

区　　分

品目数

基準値（Ａ①）

1

平成33年度目標値（Ｂ）

3

（Ｂ）－（Ａ①）

2

（単位：人）

区　　分

受講人数

基準値（Ａ①）

1,061

単年度目標値（Ｂ）

2,000（10,000）

（Ｂ）－（Ａ①）

939

（単位：人）

区　　分

利用者数

基準値（Ａ②）

70,079

平成33年度目標値（Ｂ）

72,000

（Ｂ）－（Ａ②）

1,921

（単位：千円）

区　　分

売上金額

基準値（Ａ②）

19,805

平成33年目標値（Ｂ）

22,000

（Ｂ）－（Ａ②）

2,195
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