
くりと販路の拡大】目標3 【ニーズの変化に対応した商品づくりと販路の拡大】

目標４ 【里海資源の持続的な利用促進】

いしかわの
水産業振興ビジョン
平成29年度（2017）～平成38年度（2026）

石 川 県

未来へつなぐ魅力ある水産業の創造

石 川 県石 川 県

H12生産額292億円　全国21位

H18生産額257億円　全国20位

H27生産額200億円　全国23位

概要版



くりと販路の拡大】目標3 【ニーズの変化に対応した商品づくりと販路の拡大】

目標４ 【里海資源の持続的な利用促進】

　本県では、平成19年に「石川県新水産振興ビジョン2007」を策定し、「水産資源の回復と維持」、「機能的な流通シス

テムの確立」、「魅力ある漁業経営の確立」を3本の柱として、小型魚の保護などによる資源管理や種苗放流による資源

造成の推進、首都圏などへの販路拡大やブランド化、「わかしお塾」による新規就業者の確保やスキルアップ対策など、

基本方針である「漁業者が一丸となった魅力ある水産業の再生」の具現化に向けた取り組みを着実に進めてきました。

　しかしながら、本格的な人口減少時代に突入する中で、今後、漁業就業者の確保は一層厳しくなると見込まれること

から、担い手の確保育成が急務となっています。

　また、魚価の長期的な低迷や漁船の老朽化などが進む中での収益性の高い漁業経営の実現や、国が打ち出している

資源管理の方向性に合わせた資源の持続的な利用にも取り組み、水産業を魅力ある産業へと成長させていくことが求

められています。

　さらに、北陸新幹線金沢開業を契機として、鮮度の高い県産水産物への需要が増大しており、消費者ニーズの変化に

対応した商品づくりなど、新たな対応も必要となってきています。

　新たな「いしかわの水産業振興ビジョン」では、本県水産業を取り巻く様々な課題を踏まえ、今後10年間で重点的に

推進すべき施策を明らかとするため、「意欲ある人材の確保・育成」、「水産業の収益性の向上」、「ニーズの変化に対応し

た商品づくりと販路の拡大」、「里海資源の持続的な利用促進」を4つの目標として整理し、これらの実現のための施策

を一体的に展開することにより、「未来へつなぐ魅力ある水産業の創造」を目指します。

　このビジョンは平成38年度（10年後）を目標年度とします。ただし、水産業や社会経済の情勢変化などに的確に対応

する必要がある場合は、概ね5年後にビジョンの見直しを行います。

１ ビジョン策定の目的

2  目標とする期間

3  ビジョン策定の変遷

〒920-8580　金沢市鞍月１丁目１番地
ＴＥＬ 076-225-1652　ＦＡＸ 076-225-1656
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisanka/index.html 　　　
E-mail suisanka@pref.ishikawa.lg.jp

石川県農林水産部水産課

平成　6年　5月
石川県水産振興ビジョン(H6～H12)
　　新しい石川型水産業の展開

遠洋漁業からの撤退
H6：国連海洋法条約発効

H12生産額292億円　全国21位H12生産額292億円　全国21位

平成13年10月
石川県新世紀水産振興ビジョン(H13～H18)
　　石川の四季のさかなを安定供給する元気な水産業づくり

H11：新たな日韓漁業協定の発効
H13：水産基本法制定

H18生産額257億円　全国20位H18生産額257億円　全国20位

平成19年11月
石川県新水産振興ビジョン2007(H19～H28)
　　漁業者が一丸となった魅力ある水産業の再生

H18：石川県漁業協同組合設立
H20：燃油高騰、リーマンショック

H27生産額200億円　全国23位H27生産額200億円　全国23位

平成29年 6月
いしかわの水産業振興ビジョン(H29～H38)
　　未来へつなぐ魅力ある水産業の創造

本格的な人口減少時代の到来
H27：北陸新幹線金沢開業



目標１【意欲ある人材の確保・育成】

目標２ 【水産業の収益性の向上】

・「いしかわ就職・定住総合サポートセンター（ＩＬＡＣ）」や漁業就業
支援フェアを活用して石川県の漁業の魅力を発信し、ＵＩターン希
望者などの移住就業を促進します。

・漁業の現場や漁村の暮らしを体感できる現地見学会の開催や
就業生活アドバイザーの配置による移住就業後のフォローアップ
を行い、新規就業者の確保に努めます。

・漁業者のスキルアップを目的とする「わかしお塾」の拡充や漁業
士育成講習会の開催により、地域のリーダーとして活躍できる漁
業者を育成します。

○ＵＩターン希望者の移住就業の促進
○現地における移住就業者の定住支援
○幹部船員、担い手に必要な技術の取得支援
○青年漁業者や女性グループの活動促進

・国制度の活用による漁船の更新に対する支援や漁場
位置の予測技術を活用した操業の効率化を進めます。

・新たな養殖対象種の導入による複合飼育技術を確立し、
年間を通じた収入や雇用の確保を図ります。

・「石川型スローツーリズム」の推進により漁村地域に人を
呼び込み、漁業を中心とした多様な収入源の確保につな
げます。

定置網漁の見学

新たな養殖対象種の開発
（能登とり貝）

施策の方向

主な取り組み

鮮度保持技術の講習会

漁業就業相談

女性グループ交流会

施策の方向

主な取り組み

ＬＥＤ集魚灯の導入試験

○ 漁労支出の削減 
○ 地域の実情に応じた経営多角化モデルの普及 
○ 新たな養殖対象種の導入などによる年間を通じた収入の確保 
○ 海洋環境の変化に対応し得る養殖技術の確立 
○ 里山里海の魅力を提供する「石川型スローツーリズム」の推進 



くくりと販路の拡大】目標3 【ニーズの変化に対応した商品づくりと販路の拡大】

目標４ 【里海資源の持続的な利用促進】

○効果的な資源管理手法の普及
○稚魚・稚貝の放流
○各海域の環境に合わせた藻場保全対策の実施
○海藻の有効利用
○地震・津波・台風などの自然災害に備えた防災対策の強化
○漁港施設などを活用したにぎわいの創出
○内水面漁協と自治体が連携した河川などの環境保全の推進
○内水面漁業に対する県民の理解と関心の増進

・北陸新幹線金沢開業後の県産魚の需要増加を踏まえ、高度な
鮮度管理に対応した出荷施設の整備支援などを行います。

・「能登とり貝」や「海女採り」ブランドなど、地域の特色ある水産
物の魅力を発信します。

・漁業者・流通加工業者の連携による地産地消を支援するととも
に、県産魚の学校給食での利用拡大を図るなど、食育の推進に
努めます。

・水産資源の持続的な利用に向け、小型魚の保護や漁期の短縮、
稚貝・稚魚の放流などの取り組みを推進します。

・母藻の設置や増殖場の整備による藻場の保全を推進するとと
もに、海藻の有効活用を図ります。

・内水面における環境保全の取り組みを支援するとともに、体験
イベントの開催などを通じて県民の理解と関心の増進に努めます。

施策の方向

主な取り組み

ズワイガニの資源管理

海女による母藻の設置

児童の稚魚放流体験

施策の方向

主な取り組み

お魚料理教室

商談会での県産食材提案

高規格冷凍施設

H12生産額292億円　全国21位

H18生産額257億円　全国20位

H27生産額200億円　全国23位

○ 高鮮度な鮮魚の安定供給に向けた体制整備 
○ 冷凍品や加工品の供給に向けた体制整備 
○ ブランド化に意欲のある産地の競争力強化 
○ 特色ある県産水産物のさらなるブランド価値の向上 
○ 生産から流通販売までの関係者が連携した地産地消の推進 
○ 幅広い層を対象とした食育の推進 
○ 意欲ある漁業者などに対する海外販路開拓の支援 
○ 海外に向けた県産食材などの魅力発信 
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「いしかわの水産業振興ビジョン」（平成29年度～平成38年度）の概要 

 
 
 

目標１ 意欲ある人材の確保・育成 

◆ 取り組むべき施策の体系 （４つの柱と１５の重点課題） 

○UIターン希望者の移住就業の促進 
○現地における移住就業者の定住支援 
 

○幹部船員、担い手に必要な技術の取得支援 
 

○青年漁業者や女性グループの活動促進 

(1)新規漁業就業者の確保と 

     定住促進 

(2)担い手の育成 

(3)青年漁業者や女性が活躍 

     できる環境整備 

  

○ＩＬＡＣや漁業就業支援フェアを活用した石川の漁業の魅力発信 
○漁業の現場や漁村の暮らしを体感できる現地見学会の開催 
○就業生活アドバイザーの配置による移住就業後のフォローアップ 

○「わかしお塾」の拡充による漁労技術などの研修の充実 
○大型漁船の運航に必要な海技士資格の取得支援 

○青年漁業者などによるネットワークづくりへの支援 
○女性の視点を生かした商品開発や販売などの取り組み支援 
 
 

(1)収益の改善による競争力 

     の強化 

(2)経営の多角化推進 

(3)養殖経営体の安定した 

   収入の確保 

(4)人を呼び込む漁村 

     づくりの推進 

 

○漁労支出の削減 
 

○地域の実情に応じた経営多角化モデルの普及 
 

○新たな養殖対象種の導入などによる年間を通じた収入の確保 
○海洋環境の変化に対応し得る養殖技術の確立 

○里山里海の魅力を提供する｢石川型スローツーリズム｣の推進 
 

○新たな漁船の導入や省エネ性能に優れたエンジンへの転換支援 
○漁場位置の予測技術を活用した漁船の操業の効率化 

○ファンドなどを活用した加工、直販、観光漁業などの取り組み支援 
○経営体の法人化などによる安定した雇用体制の確立 

○「能登かき」「能登とり貝」と組み合わせた複合飼育技術の確立 
○海域環境の変動に対応した二枚貝の飼育技術の開発 

○食を中心とした魅力のネットワーク化や滞在メニューの開発支援 
 

目標２ 水産業の収益性の向上 

目標３ ニーズの変化に対応した商品づくりと販路の拡大 

○高鮮度な鮮魚の安定供給に向けた体制整備 
○冷凍品や加工品の供給に向けた体制整備 
 

○ブランド化に意欲のある産地の競争力強化 
○特色ある県産水産物のさらなるブランド価値の向上 

○生産から流通販売までの関係者が連携した地産地消の推進 
○幅広い層を対象とした食育の推進 

○意欲ある漁業者などに対する海外販路開拓の支援 
○海外に向けた県産食材などの魅力発信 

(1)需要に応じた供給体制の 

     確立 

(2)地域の特色ある水産物の 

     魅力発信 

(3)地産地消と食育の推進 

(4)県産水産物の海外展開 

○神経締めなどの鮮度保持期間を延ばす技術の普及 
○高度な鮮度管理に対応した荷さばき所、製氷施設などの整備 
○一次加工施設の整備と冷凍による出荷時期の調整 

○「百万石マルシェ」や地元飲食店などとの連携による魅力発信 
○地域に根ざした品目（海女採りなど）のブランド化の推進 

○産地と流通関係者の連携による地場流通の拡大促進 
○子どもから大人までの幅広い層を対象とした魚食普及活動の展開 

○漁業者とバイヤー、レストランなどとのネットワークの構築支援 
○県産食材の魅力発信による販路とインバウンド需要の開拓 
 
 

 
目標４ 里海資源の持続的な利用促進  

○効果的な資源管理手法の普及 
○稚魚・稚貝の放流 

○各海域の環境に合わせた藻場保全対策の実施 
○海藻の有効活用 

○地震・津波・台風などの自然災害に備えた防災対策の強化 
○漁港施設などを活用したにぎわいの創出 

○内水面漁協と自治体が連携した河川などの環境保全の推進 
○内水面漁業に対する県民の理解と関心の増進 

(1)天然資源の管理と増殖の 
     推進 
 
(2)藻場の保全と有効活用 
 
(3)漁業地域の防災対策強化と 
     にぎわいの創出 

(4)河川などの環境保全と 
     内水面漁業の振興 

 
 

   

○漁業者による資源管理計画の策定と実践への支援 
○資源管理や藻場の造成などを組み合わせた稚魚・稚貝の放流 

○母藻の設置や増殖場の整備による藻場の保全 
○海藻を活用した商品開発などへの支援 

○自然災害に備えた防波堤などの整備 
○漁港における直売所などの整備支援 

○外来生物などによる被害防止や魚道などの整備改良 
○釣り教室などの親水イベントの開催や積極的な情報発信 

 
 

施策の柱と重点課題 施策の方向 主な取り組み 成果指標 

 

新規漁業就業者数 

35人/年→40人/年 

「わかしお塾」などの      
研修参加人数 

174人/年→200人/年 

 

 

10トン以上の漁船の  
更新隻数 

0隻→20隻 
（H29～H38累計） 

経営の多角化に取り組む 
漁業経営体数 

 73経営体→90経営体 

漁協による       
冷凍・加工販売高 

4億円/年→6億円/年 

県内消費地市場における  
県産魚の取り扱い金額 

 94億円/年→103億円/年 

漁協や県内企業による     
魚介類輸出額 

 * 0.7億円/年→1.4億円/年 

 

資源管理の取り組み     
対象魚種数 

13種→18種 

耐震・耐津波対策に   
取り組む漁港数 

 0港→12港 

内水面親水イベントなどの 
開催件数 

 * 33件/年→42件/年 

 

漁業者の減少や漁船の老朽化が進展する状況において、新規就業者の確保育成や漁業収益の向上を促進するとともに、北陸新幹線金沢開業後のニーズの 
変化への対応や、資源の持続的利用に取り組み、魅力ある水産業を創造する。 

基本的な 
考え方 

＜成果指標：現状値(H28)→ 目標値(H38)＞（＊はH27集計） 

◆ ビジョンの目標年度 ： 平成３８年度  （ただし、水産業や社会経済の情勢変化などに的確に対応する必要がある場合は、概ね５年後にビジョンの見直しを行う。） 
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