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　漁業集落の近場でできる漁業については，①漁業生
産基盤の整備（漁業集落近場の里海づくり）の文脈
で整理したらどうか。

　温暖化により，福岡市で漁獲される魚の量や種類
に変化が生じると思うので，気候変動に影響を受け
にくい養殖を民間企業と連携して研究すべきだと思
う。

　魚を中心として，農産物や様々な食品を取りそろ
え販売し，併せて料理教室やカルチャー教室なども
開催できる直営販売店づくりにチャレンジしてはど
うか。

　様々なセクターと連携・協力し，陸上・海上を含
めた大規模養殖の事業化について検討を始めてはど
うか。

　漁業者の所得を向上させるためには，市民や観光
客にたくさん魚を食べてもらうことが重要なので魚
を売って食べさせて美味しさを感じさせるような施
策を実施してほしい。

　里海づくりの数値目標について，藻場・浜辺や干
潟の生物種の数，海や流入する河川の水質などの「自
然評価」と保全・再生の面積，ボランティア数，イ
ベント参加者数などの「社会評価」に分けて検討し
てはどうか。

　福岡県と連携し，県内の漁業組合，漁連などの大
型合併を実現し，資本力を強化し，経営や組織，資
産の効率化を図っていくことが，何より重要であり，
民間企業からの出資や人材の確保も視野に入れるべ
きである。また，強力な本部司令塔の立ち上げが必要。

　料理の手間がかからない健康に配慮した魚商品の
開発を進めるべき。

【原案どおり】
　近場の漁場づくりは，採捕規制や保全活動を
行い，アサリ資源やアカガイなどを復活させ，
労力や経費が少なくて済む省エネ型漁業に整理
し，推進したいと考えています。

【原案どおり】
　29ページに養殖品目の生産量として，ワカメ，
ノリ，カキを個別に設定しています。

【原案どおり】
　過去と比較のできる５年ごとの漁家意識調査
の項目を目標値として設定しています。

【意見を踏まえ修正】
　民間企業だけでなく，大学，国県等との連携
を含めて「産学官」を追記します。22ページ，②
水産ビジネスの創出，ア ブランドを強固にする
養殖業展開の中にも「産学官」を追記します。
　ご意見いただいた点も含めまして，計画を推
進していくうえでの参考とさせていただきます。

【原案どおり】
　所得向上につきましては，重要な課題であり，
生産・流通・消費対策が重要だと認識しており，
19ページ，イ 水産物の販売力強化・６次産業化
の推進や，22ページ，ウ 国内流通と海外輸出の
推進，24ページ，ア 地産地消・魚食普及の推進 
の中で取り組んでいきます。
　ご意見いただいた点も含めまして，計画を推
進していくうえでの参考とさせていただきます。
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意　　見 意見への対応

【意見を踏まえ修正】
　「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，」と追記し，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。
　ご意見いただいた点も含めまして，計画を推
進していくうえでの参考とさせていただきます。
【原案どおり】
　記載のとおり，企業，水産加工会社，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研究を進めます。
　ご意見いただいた点も含めまして，計画を推
進していくうえでの参考とさせていただきます。
【原案どおり】
　福岡市漁協直営マーケティング拠点施設「博
多家（ハカタハウス）」を活用し，農産物を含めた
直販事業，魚食普及について研究していきます。
　ご意見いただいた点も含めまして，計画を推
進していくうえでの参考とさせていただきます。
【意見を踏まえ修正】
　「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。」に修正します。

【原案どおり】
　5年後の数値目標につきましては，漁業振興の
観点から計画の構成に応じた目標値を設定して
おります。
　ご意見いただいた数値目標につきましては，
水産業総合計画と連携した計画である「博多湾
環境保全計画」の推進委員会で類似の目標値が
個別に設定されています。

　アサリの生産量だけがつくり育てる漁業を測る指
標ではないので，博多湾全体でカキ，ワカメ，ノリ
等を含めた養殖業の総合指標（合計養殖量等）を設
定すべきではないか。
　里海づくりの施策であるので，② 藻場の減少を感じ
る割合ではなく，藻場の増加を感じる割合に修正す
べきではないか。
　比較的簡単な内容に対しても注記が入っており分
かりやすかった。コラムも随所に入っており読み物
として十分楽しめる内容だと思う。
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解　　説

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。

水中のプランクトンが異常増殖して，水が変色する現象。魚介類にしばしば害を
与える。

藻場や干潟など稚仔魚が生まれ育つ環境のこと。

個人漁業経営体及び漁業就業世帯を総称したもの。

海上での作業日数にかかわらず，漁業に従事している人。

魚に親しみ，食べる機会を増やすことによって，魚を食べる文化を広めること。

水産資源の維持，保全をはかるため，漁獲に対して課される種々の制限のこと。

回虫目アニサキス属の線虫の総称。魚やイカに寄生しているアニサキスの幼虫を
生で食べて感染すると，幼虫は人の胃や腸壁に侵入して激痛や嘔吐（おうと）を
おこす。

植物プランクトンや海藻が正常な生活を営むのに必要な窒素，リン，ケイ素等を
総称したもの。

漁船非使用，無動力船及び動力船20トン未満による漁船を使用して，主として
筑前海域で営む漁業。

20トン以上の漁船を使用して，五島西沖等で操業する大中型まき網漁業，日本
海等で操業する中型イカ釣漁業。

海底を耕し，堆積物をかくはんさせて酸素を供給することによって，生物の住み
やすい海底に改善する底質改善の手法。

人工ふ化から育てた成魚・成貝が産卵し，その卵をもとにふたたび人工ふ化を行
うこと。天然の卵や幼魚・稚貝に頼ることなく持続的な養殖を行うことができる。

生産性の高い漁業経営の育成や合理化等，沿岸漁業の近代化を促進するために漁
業者が共同で使用する漁業施設。

魚介類の販売価格をいい，本書では漁業者が取引する際の価格。主として卸売市
場の仕切価格。

漁業共済制度の経営安定機能に上乗せした形で補填を行い，収入の変動による漁
業経営への影響を緩和する国の収入安定対策。

漁業者等と国の拠出により，燃油価格等が高騰したときに補てん金を交付し，経
営の安定を図る国の経営対策事業。

漁業世帯（個人漁業経営体及び漁業就業世帯）の世帯員のうち，満15歳以上で
過去１年間に自営業または漁業雇われの海上作業に30日以上従事した人。

漁業の種類。福岡市の沿岸漁業は，一本釣，刺網，まき網，採貝，採藻，養殖な
どがあり，沖合漁業は大中型まき網，中型イカ釣がある。

漁業に携わる人が，漁獲した魚介類の陸揚げや燃油の補給，船の停泊などのため
に使用する港。

岩などで海底の浅く盛り上がった部分で，魚類が多く集まる場所。自然の海底地
形によるものを「天然魚礁」といい，人工的に造られたものを「人工魚礁」という。

魚介類が集まっていたり，通過することによってそれらを対象とする漁業が行わ
れる場所。

海藻が減少して，焼けたあとのように海底が白く見える現象。 海藻が減少するこ
とによって，アワビ，サザエなどの磯根資源も減少するので，沿岸漁業に与える
影響も大きい。

Ｉ　o　Ｔ
（アイオーティー）

赤潮

アニサキス

磯焼け

海のゆりかご

栄養塩

沿岸漁業

沖合漁業

海底耕うん

完全養殖

共同施設

魚価

漁家

漁獲制限

漁業共済・積立ぷらす

漁業経営セーフティー
ネット構築事業

漁業者

漁業就業者

漁業種

漁港

魚礁

漁場

魚食普及

あ行

か行

用　　語

第６　用語の解説
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用　　語 解　　説

漁業経営から生じた所得。漁労所得の金額は漁労収入額から漁労支出額を控除し
た金額。

人の手が加わることによって生物多様性と生産性が高くなった沿岸海域のこと。

水産物を取り扱う産業の総称であり，漁業，養殖業，水産加工業などがある。

福岡市で取り組んでいる砂のない環境で養殖したアサリのこと。

漁獲物や養殖の収穫物等を販売した金額。

全国有数の水産物の流通拠点である特定第３種漁港の重要性に鑑み，国が地元関
係者と十分に調整の上，国がめざす高度衛生管理を導入するための計画のこと。

Chemical Oxygen Demandの略。化学的酸素要求量。海水や河川の有機汚濁
物などによる汚れの度合いを示し，数値が高いほど，水中の汚濁物質量が多いこ
とを表す。

航路や港内における所定の水深確保などの目的で，海底の土砂などの堆積物を取
り除くこと。

省エネルギー型漁業のこと。博多湾では燃油経費が少ないワカメ・ノリなどの養
殖業，採貝などがある。

カキのサイズやデザインをつくることができるようにカキの殻を細かく砕いたも
のなどに，カキの幼生を一粒ずつ付着させて成長させる養殖方法。

水産基本法に基づき，水産に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために国
が平成24年3月に策定した計画。

計画的な水産資源の管理や漁場管理に取り組む漁業者を対象に，収入や燃油等の
コスト対策との組み合わせにより，総合的な所得補償を目的とする国の支援制度。

漁業者が主体となって漁具・漁法の制限や禁漁期の設定等の漁業制限を管理実行
し，資源の再生産と有効活用を適切に図りつつ漁業経営の安定化をめざす漁業。

魚介類の種苗(稚魚)の生産・放流の種づくりと漁場の整備による畑づくり，天然
資源の管理を含めた漁業。

水産庁が，平成24年８月から消費者を水産物及びその加工品に向けていくため
に開始したプロジェクトであり，生産者，水産関係団体，流通小売業者や各種メー
カー，教育関係者，行政等，水産物に関わるあらゆる方々が一体となって進めて
いく取組み。

魚介類は卵から稚魚になるまでの時期に他の魚による捕食などによりその多くが
死亡してしまう特性がある。この時期を人の手で管理し，生存力の高い大きさま
で飼育した稚魚（種苗）を天然の水域に放し，自然の生産力を活用して水産資源
を増やす取り組みのこと。

か行

さ行

漁労収入を得るために要した一切の費用のこと。

漁業経営の結果得られた収入。

漁労支出

漁労収入

漁労所得

高度衛生管理基本計画

国際スポーツ大会

栽培漁業

国際的なスポーツ競技大会のことであり，国際オリンピック委員会が開催するオ
リンピックが有名である。福岡市では，福岡国際女子テニス，福岡国際マラソン
選手権大会などを例年開催しており，今後は，ラグビーワールドカップ（2019
年），世界水泳選手権（2021年）などの開催が予定されている。また，2020年
東京オリンピックの際には，スウェーデン及びノルウェーの選手団の事前合宿が
決定している。

「魚の国のしあわせ」
プロジェクト

里海

ＣＯＤ
（シーオーディー）

資源管理・漁業経営安
定対策

資源管理型漁業

種苗放流

浚渫
しゅんせつ

省エネ型漁業

シングルシード方式

水産基本計画

水産業

砂ゼロアサリ

生産金額
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用　　語 解　　説

水産業や漁村を再生し，水産業の持続的な発展及び活力ある漁村を実現するため，
改革に取り組む意欲のある漁村が，地域の現状に応じた総合的かつ具体的な取組
み内容及び改善目標を定めたものであり，具体的には，地域の漁業所得が5年間
で1割以上アップすることを目標とし，それを実現するための収入向上の取組み
やコスト削減の取組みなどを整理しプランとしてまとめたもの。福岡市では，平
成26年に福岡市地域水産業再生委員会が「浜の活力再生プラン」を策定し水産
庁長官から承認を受けている。

福岡市内で生産された農林水産物及びその加工食品の生産及び加工並びに利用及
び消費拡大に関して，基本理念を定めたものであり，食に関する選択の機会の確
保，食を目的とする観光客の来訪の促進等を図り，関連産業の健全な発展及び市
民の健康で豊かな生活の向上に寄与することを目的としている。

宮城県気仙沼湾にて家業のカキ・ホタテの養殖に従事している畠山重篤さんの著
書。湾内の環境悪化により「森は海の恋人」をキャッチフレーズに，湾に注ぐ大
川上流の室根山へ「漁師が森に木を植える」植樹運動を行っている。

販売や生産資材の取得など，主として輸送の面での不利性を有する離島において，
離島の漁業集落が行う漁業再生活動に対する交付金による支援を行い，もって離
島の有する多面的機能の維持・増大を図るための国の制度。

Trans-Pacific Partnershipの略。アジア太平洋地域12か国において，関税，サ
ービス，投資の自由化を進めるとともに，知的財産，環境など幅広い分野でのル
ールを構築する包括的協定。

船舶が接岸停泊する水域，すなわちバースや沖荷役，船回し，避難などのために
必要とする港内水域の全体をいう。

農林漁業者が，農林水産物の生産（１次産業）及び加工（２次産業）または，販
売（３次産業）を一体的に行う取組み。

は行

ま行

な行 市販の弁当，総菜などの調理・加工済みの食品を家庭で食べること。

再生可能な生物由来の有機性資源で，石油・石炭の科学資源を除いたもの。

遠浅で潮が満ちれば隠れ，引けば現れるような砂や泥の場所。

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。

海藻が多く繁っている場所であり，魚の産卵や生育の場となっている。

施設で水産物の種苗を採取または集約的に育成し収穫する事業のこと。

水中の溶存酸素量が低下した状態にある水塊。

つくり育てる漁業

TPP（環太平洋パート
ナーシップ）協定

ら行

や行

中食

バイオマス

泊地

浜の活力再生プラン

干潟

貧酸素水塊

ふくおかさん家のうま
かもん条例

ＭＩＣＥ（マイス）

藻場

森は海の恋人

養殖業

離島漁業再生支援交付
金制度

６次産業化

水産資源を持続的に利用していくため，種苗の生産・放流，漁場の整備などの栽
培漁業や養殖業を含め，天然資源の再生産の循環過程に人間が関与することによ
り有用資源の維持，増大を図る漁業のこと。

地元で生産された水産物等を地元で消費すること。

水産物の安定供給という水産業・漁村の本来的機能以外の多面にわたる機能のこ
と。

定着性の水産動植物又は広域性回遊を伴わない魚類の増産を図るため，投石等を
行う漁場の改良事業。

魚の発育初期の総称。卵からふ化してすぐの魚の子どもを仔魚，さらに成長し骨
格やひれなどの基本的な体制を整えた子どもを稚魚という。

多面的機能

築いそ

地産地消

稚仔魚

た行
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用　　語 解　　説

漁業経営から生じた所得。漁労所得の金額は漁労収入額から漁労支出額を控除し
た金額。

人の手が加わることによって生物多様性と生産性が高くなった沿岸海域のこと。

水産物を取り扱う産業の総称であり，漁業，養殖業，水産加工業などがある。

福岡市で取り組んでいる砂のない環境で養殖したアサリのこと。

漁獲物や養殖の収穫物等を販売した金額。

全国有数の水産物の流通拠点である特定第３種漁港の重要性に鑑み，国が地元関
係者と十分に調整の上，国がめざす高度衛生管理を導入するための計画のこと。

Chemical Oxygen Demandの略。化学的酸素要求量。海水や河川の有機汚濁
物などによる汚れの度合いを示し，数値が高いほど，水中の汚濁物質量が多いこ
とを表す。

航路や港内における所定の水深確保などの目的で，海底の土砂などの堆積物を取
り除くこと。

省エネルギー型漁業のこと。博多湾では燃油経費が少ないワカメ・ノリなどの養
殖業，採貝などがある。

カキのサイズやデザインをつくることができるようにカキの殻を細かく砕いたも
のなどに，カキの幼生を一粒ずつ付着させて成長させる養殖方法。

水産基本法に基づき，水産に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために国
が平成24年3月に策定した計画。

計画的な水産資源の管理や漁場管理に取り組む漁業者を対象に，収入や燃油等の
コスト対策との組み合わせにより，総合的な所得補償を目的とする国の支援制度。

漁業者が主体となって漁具・漁法の制限や禁漁期の設定等の漁業制限を管理実行
し，資源の再生産と有効活用を適切に図りつつ漁業経営の安定化をめざす漁業。

魚介類の種苗(稚魚)の生産・放流の種づくりと漁場の整備による畑づくり，天然
資源の管理を含めた漁業。

水産庁が，平成24年８月から消費者を水産物及びその加工品に向けていくため
に開始したプロジェクトであり，生産者，水産関係団体，流通小売業者や各種メー
カー，教育関係者，行政等，水産物に関わるあらゆる方々が一体となって進めて
いく取組み。

魚介類は卵から稚魚になるまでの時期に他の魚による捕食などによりその多くが
死亡してしまう特性がある。この時期を人の手で管理し，生存力の高い大きさま
で飼育した稚魚（種苗）を天然の水域に放し，自然の生産力を活用して水産資源
を増やす取り組みのこと。

か行

さ行

漁労収入を得るために要した一切の費用のこと。

漁業経営の結果得られた収入。

漁労支出

漁労収入

漁労所得

高度衛生管理基本計画

国際スポーツ大会

栽培漁業

国際的なスポーツ競技大会のことであり，国際オリンピック委員会が開催するオ
リンピックが有名である。福岡市では，福岡国際女子テニス，福岡国際マラソン
選手権大会などを例年開催しており，今後は，ラグビーワールドカップ（2019
年），世界水泳選手権（2021年）などの開催が予定されている。また，2020年
東京オリンピックの際には，スウェーデン及びノルウェーの選手団の事前合宿が
決定している。

「魚の国のしあわせ」
プロジェクト

里海

ＣＯＤ
（シーオーディー）

資源管理・漁業経営安
定対策

資源管理型漁業

種苗放流

浚渫
しゅんせつ

省エネ型漁業

シングルシード方式

水産基本計画

水産業

砂ゼロアサリ

生産金額
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用　　語 解　　説

水産業や漁村を再生し，水産業の持続的な発展及び活力ある漁村を実現するため，
改革に取り組む意欲のある漁村が，地域の現状に応じた総合的かつ具体的な取組
み内容及び改善目標を定めたものであり，具体的には，地域の漁業所得が5年間
で1割以上アップすることを目標とし，それを実現するための収入向上の取組み
やコスト削減の取組みなどを整理しプランとしてまとめたもの。福岡市では，平
成26年に福岡市地域水産業再生委員会が「浜の活力再生プラン」を策定し水産
庁長官から承認を受けている。

福岡市内で生産された農林水産物及びその加工食品の生産及び加工並びに利用及
び消費拡大に関して，基本理念を定めたものであり，食に関する選択の機会の確
保，食を目的とする観光客の来訪の促進等を図り，関連産業の健全な発展及び市
民の健康で豊かな生活の向上に寄与することを目的としている。

宮城県気仙沼湾にて家業のカキ・ホタテの養殖に従事している畠山重篤さんの著
書。湾内の環境悪化により「森は海の恋人」をキャッチフレーズに，湾に注ぐ大
川上流の室根山へ「漁師が森に木を植える」植樹運動を行っている。

販売や生産資材の取得など，主として輸送の面での不利性を有する離島において，
離島の漁業集落が行う漁業再生活動に対する交付金による支援を行い，もって離
島の有する多面的機能の維持・増大を図るための国の制度。

Trans-Pacific Partnershipの略。アジア太平洋地域12か国において，関税，サ
ービス，投資の自由化を進めるとともに，知的財産，環境など幅広い分野でのル
ールを構築する包括的協定。

船舶が接岸停泊する水域，すなわちバースや沖荷役，船回し，避難などのために
必要とする港内水域の全体をいう。

農林漁業者が，農林水産物の生産（１次産業）及び加工（２次産業）または，販
売（３次産業）を一体的に行う取組み。

は行

ま行

な行 市販の弁当，総菜などの調理・加工済みの食品を家庭で食べること。

再生可能な生物由来の有機性資源で，石油・石炭の科学資源を除いたもの。

遠浅で潮が満ちれば隠れ，引けば現れるような砂や泥の場所。

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。

海藻が多く繁っている場所であり，魚の産卵や生育の場となっている。

施設で水産物の種苗を採取または集約的に育成し収穫する事業のこと。

水中の溶存酸素量が低下した状態にある水塊。

つくり育てる漁業

TPP（環太平洋パート
ナーシップ）協定

ら行

や行

中食

バイオマス

泊地

浜の活力再生プラン

干潟

貧酸素水塊

ふくおかさん家のうま
かもん条例

ＭＩＣＥ（マイス）

藻場

森は海の恋人

養殖業

離島漁業再生支援交付
金制度

６次産業化

水産資源を持続的に利用していくため，種苗の生産・放流，漁場の整備などの栽
培漁業や養殖業を含め，天然資源の再生産の循環過程に人間が関与することによ
り有用資源の維持，増大を図る漁業のこと。

地元で生産された水産物等を地元で消費すること。

水産物の安定供給という水産業・漁村の本来的機能以外の多面にわたる機能のこ
と。

定着性の水産動植物又は広域性回遊を伴わない魚類の増産を図るため，投石等を
行う漁場の改良事業。

魚の発育初期の総称。卵からふ化してすぐの魚の子どもを仔魚，さらに成長し骨
格やひれなどの基本的な体制を整えた子どもを稚魚という。

多面的機能

築いそ

地産地消

稚仔魚

た行
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