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村振興条例」を制定し、水産業・漁村の道民理解を

促進するため、様々な取組を進めることとしていま

す。しかしながら、このような理解と支援の輪を広

げていくことは、一朝一夕にしてなせるものではな

いため、息の長い取組を通じて「食料生産の大切さ」

や「水産業・漁村の魅力」などについて、道民の

方々に日々、実感していただくことが大切です。

北海道では小誌により、道産水産物の特徴や本道

水産業の姿を取りまとめたほか、将来を担う子ども

たちに、本道の水産業・漁村や水産物に興味を持っ

てもらうため、「小学生向け」と「中学生・一般向け」

のビデオ（DVD）を作成しております。

つきましては、児童・生徒などの子どもたちに、

食の大切さや本道の水産業・漁村の果たしている役

割について、お話しいただく際に、参考資料として

ご活用いただければ幸いです。

はじめに ～小中学校の先生の皆さんへ

生活様式が多様化する中で、食生活に起因する生

活習慣病の増加、子どもたちの健康面・精神面への

悪影響が懸念されるとともに、食の安全・安心に関

する関心が高まっています。

これらの食に関する諸問題を解決するためには、生

産者側の取組と合わせ、道民が望ましい食生活の実現

及び食の安全について自ら考えることが重要です。

一方、水産業を取り巻く情勢は、国際情勢の変化

や我が国の社会経済情勢の変化などにより、輸入水

産物の増加、国内生産の低迷及び漁業就業者の減

少・高齢化が進んでおり、将来の水産物の安定確保

などが危ぶまれています。

その反面、物質循環を補完する役割や都市と地方

の交流の場としての役割を始めとした水産業・漁村

のもつ「多面的機能」が注目されるなど、道民・国

民の期待はますます高まっています。

しかしながら、水産業は本道の基幹産業の一つであ

るにもかかわらず、漁業活動が海上で行われることな

どから、農業などと比べ、道民とのふれあいの機会が

少なく、道民の方々の理解が遅れている状況です。

このため、道では平成14年に「北海道水産業・漁

※ビデオ（DVD）につきましては、広報・教育用等に広く貸出を行
っておりますので当方へご相談願います。

日本の水産（水産物・水産業）について考える
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今、「食育」がクローズアップされています。他の生物の生命

を自分の糧とする「いただきます」の意味を知ったり、食材の

栄養を考えてバランスの良い食事をとることなど、食を理解す

ることは、現代社会の中で「生きること」の本質を理解し、生

きていく力を養うといわれています。

また、豊かな食生活は心を豊かにします。特に水産物は低カ

ロリーで栄養バランスが良く、子どもからお年寄りまで味わう

ことができるほか、多彩な種類があり、魚種により旬や産地が

異なるという特徴があるため、四季の変化、地域の特色、食文

化の多様性などを感じるのに最適な食材です。

日本人は世界の主要国の中で最も1人当たりの水産物消費が多

いほか、水産物の動物性たんぱく質供給量に占める割合が肉や

牛乳・乳製品を抑え、一番高いなど、水産物をよく食べる国民

です。これは日本が、四方を海に囲まれた島国のため、昔から

水産物が豊富だったことに加え、6世紀に伝わった仏教の影響で、

明治時代の文明開化まで肉を食べることが禁じられてきたこと

などが背景となっています。

一方、地理の特徴では、日本の国土の広さは世界第60位ですが、

海（排他的経済水域※）の広さは世界第6位となっており、日本人

にとって海と水産資源は切っても切れない関係にあるといえます。

日本の漁業及び養殖業による生産量は、20年前には世界第1

位でしたが、現在は半減し、第6位まで順位を下げており、生

産量の減少傾向は今後も続くと考えられます。

また、漁業生産を担う漁業就業者や魚介類の食料自給率も

同様に減少傾向となっており、将来の国内の水産物生産が危

惧されています。

一方、近年、世界の水産物需要が欧米や中国を中心に増加し

ているほか、国連の試算では、現在の約61億人（2000年）の

世界人口が、50年後に1.5倍の約91億人に増加すると予測され

ており、現在、国内で大量に消費されている輸入水産物が、近

い将来、輸入できなくなることが懸念されています。
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資料：水産庁「図で見る日本の水産」、国連「統計年鑑第48版」（2001年数値）より
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資料：FAO「Food Balance Sheets」（暦年）及び農林水産省「食料需給表」（年度）より

食生活の中の水産物

水産物を取り巻く現状（課題）

※排他的経済水域
は い た て き け い ざ い す い い き

：水産資源や鉱物資源などの経済的な主権がおよぶ水
域のことを指し、現在、国連海洋法条約に基づいて沿岸から200海里
（1海里＝1852m）の範囲内で設定されています（日本では1977年
から設定）。
なお、北方四島（歯舞諸島、色丹島、国後島、択捉島）は日本固有
の領土ですが、ロシアの実効支配を受けています。このため、現在、
四島と北海道（本島）の水域の間に引かれた線を越えた漁場での操業
は事実上できませんが、一部の漁業については、日本とロシア間の協
定に基づく枠組みの中で操業が行われています。
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機　　能 評価額（試算） 

22,675億円 

63,347億円 

7,684億円 

2,017億円 

6億円 

13,846億円 

物質循環の補完機能 
（再資源化サイクル機能） 

環境保全機能 

生態系保全機能 

生命財産保全機能 
（国境監視機能等） 

防災・救援機能 

保養・交流・教育機能 

資料：（株）三菱総合研究所による試算（2004年）
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水産業・漁村は、「水産物の安定供給」という本来の機能以外に、

生命・財産の保全、物質循環の補完、生態系の保全、交流の場の提

供、地域社会の維持・形成などいろいろな機能をもっており、これ

らのことを「水産業・漁村の多面的機能」と呼んでいます。

我が国の漁船は約22万隻、漁業集落は約6,300で、海岸線170m

あたりに漁船1隻、5.6kmあたりに1漁業集落が存在します。この

漁業関係者による広大な情報・監視ネットワークにより、海難救助、

災害救援、海域環境・国境監視などの機能が発揮されています。

●漁業活動による物質循環の補完

人間の生活により陸から海へと排出される大量の栄養塩（チ

ッソやリン）は海の生態系による食物連鎖を通じて魚類などの

水生生物へと生まれ変わります。

漁業は漁獲を通じてその一部を海から回収することにより、

再資源化を促進しています。

●海の生態系

海の藻場や干潟は多様な生物を生み出す基盤となっているほ

か、そこに生息する海藻類や貝類、底生生物（ベントス）など

は海水を浄化する役割をもっています。

漁村は、海水浴などの海洋性レクリエーション、体験学習、各種

イベントなどにより、都市と地方の人々の交流の場となっているほ

か、自然豊かな景観により人々のリフレッシュの場となっています。

●漁業者等による生態系の保全・清掃活動

漁業者は、漁業生産の維持のため海域環境保全の取組を行っ

ており、海岸域の清掃、植樹（魚つき林の整備）、藻場の育成な

どに取り組み、海域環境を保全しています。

本来的機能 水産物の安定供給 

水産業・漁村 

交流の場の形成 生命・財産の保全 
●海難救助 
●国境監視 

●海洋性レクリエーション 
●体験学習 

地域社会の 
形成・維持 
●雇用創出 
●文化の創造・継承 

物質循環の補完 
生態系の保全（環境） 

再資源化 
サイクル機能 

物質循環の 
補完 

下水処理場 
リン・チッソなどの運搬 
（生物の糞尿、死骸等） 

植林活動 

鳥などに 
よる捕獲 

再資源化 

有機物が過剰になればヘドロ化する 

漁業 

植物プランクトン 

再資源化 
サイクル機能 

植林活動 

植物プランクトン 

藻場・干潟の環境浄化の役割 

海藻等による取り込み 

生活産業排水の流入水 

チッソの空気中への放出 

アサリ等底生生物による取り込み・分解 

沖合への拡散 

【干潟】 【藻場】 

チッソ、リン等の流れ 

水産業・漁村のいろいろな役割（多面的機能）

これまでに全国の救難所等で救助された人は約19万人、船舶は約4万
隻にのぼります。

藻場により吸収されたチッソ、リンが流れ藻となって沖合に分散される
量は、生活排水の負荷量の約10％、貝類の海水浄化量は年間降水量の
約2倍にのぼります。

漁業者等による清掃距離は年間約6,400km、我が国の砂浜海岸の総延
長に相当します。

生命・財産の保全

物質循環の補完、生態系の保全（環境）

居住や交流の「場」を提供する機能

地びき網体験

漁村は、伝統漁法、魚食文化、海にまつわる祭など伝統文化

の創造・継承を行っています。

これらは漁業関係者の漁業活動・清掃活動や海洋動植物の水

質浄化のはたらきなどにより発揮される機能ですが、もし、こ

れらを漁業関係者以外の手であらたに行おうとすると莫大な経

費がかかることが試算されています。

地域社会を形成し維持する機能



北海道の漁業は、農業などの他産業に先駆けて取り組まれており、江戸

時代（17世紀頃）にニシン漁業を中心に大きく発達しました。このころの

主な魚種はニシンのほか、サケやコンブがあげられます。なお、古い記録

では、北海道産コンブについて14世紀前期に、ニシンについては15世紀中

期に文献に登場しています。

近代的な漁業※が始められたのは明治時代からで、漁業法（明治34年制定）

の制定により、漁業制度の全国的な統一が図られ、共同、区画、定置漁業

権や漁業許可など、我が国の漁業は現在と同様の姿となりました。

明治40年頃より沿岸のニシン資源に陰りが出はじめ、大正時代から昭和

初期にはイワシやイカを対象とした漁船漁業が発達しました。

その後、沖合・遠洋漁業が盛んとなり北洋に漁場を求めるようになりま

すが、昭和50年代に国連海洋法条約等の考えに基づく排他的経済水域

（200カイリ水域）の設定が世界的に行われたため、道内漁船が操業できる

漁場が狭くなりました。また、昭和50年代以降の本道漁業の生産を支えて

いたイワシ資源の減少などもあり、62年をピークに漁業生産量は減少傾向

となっており、このような中、現在はホタテガイ、サケ・マス、コンブと

いった栽培漁業が盛んとなっています。

北海道は、それぞれ特性の異なる日本海、太平洋、オホーツク海の3つの

海に囲まれ、オホーツク海側でのホタテガイ、太平洋側でのサンマ・コン

ブ、日本海側でのホッケなど、多種多様な水産資源に恵まれています。

北見大和堆や武蔵堆、北方に広く展開する大陸棚※を擁し、道東太平洋沖

では、津軽暖流や黒潮を起源とする暖水と北からの親潮（寒流）が交錯し、

潮目をつくるなど、周辺海域は総じて好漁場をなしています。

海岸線は全国の9％にあたる約3千kmで、日本海側の南部などを除き、お

おむね砂浜海岸となっており、単調で開放的な水域で生け簀の設置に適し

た静穏域（波の少ない水域）が少ないため、魚類養殖には適していません。

北海道漁業は日本全体の漁業生産のうち、数量で約26％、金額で約17％

を占めており、漁業就業者や漁船数とともに、全国第1位となっています。

特に主要な水産物であるホタテガイ、スケトウダラ、サケ、ホッケ、コン

ブなどは全国水揚げの大部分を占めています。

北海道の漁業従事者の年齢は道外に比べ若く※1、働き盛りの漁業者が多い

傾向があり、また、漁場が広く資源量も豊富であることなどから、北海道

の漁業経営体は、漁業を中心に営む割合が高く※2、漁業への依存度が高いと

いえます。

3

概要

北海道の水産業・漁村Ⅱ
北海道水産業のあゆみ

※近代的な漁業：従前の、「請負人」と呼ばれる一部の人々が独占的に漁場を利用し
ていた漁業に対し、漁業者が共同で利用する漁業。

※大陸棚：大陸の周縁に分布するほぼ平らな海底で、急に深くなるところまでの棚
状の地形。通常は水深200m程度までが多い。

※1：全経営体に50才未満の占める割合は全国平均の18％に対し、北海道は25％
※2：漁業を専業又は第1兼業で営む経営体が全国平均の73％に対し、北海道は85％

1

自然条件2

北海道水産業の特色（我が国最大の水産物供給基地）3

●水産物 

　うちニシン 

●農産物 

7,172千円 

4,912千円 

2,001千円 

■北海道各種生産物生産金額
（明治25年）

全 国  

北海道 

比 率  

漁獲金額  

29,031千円 

7,808千円 

26.9％ 

水産物製造金額 

18,472千円 

7,648千円 

41.4％ 

■漁獲金額及び水産製造金額
（明治24年）

3,500 

3,000 

2,500 

2,000 

1,500 

1,000 

500 

0

千トン 
4,500 

4,000 

3,500 

3,000 

2,500 

2,000 

1,500 

1,000 

500 

0

億円 

昭和60 平成1 5 9 13

平成11基準年 

16

総生産額 
うち栽培対象種生産額 
総生産量 
うち栽培対象種生産量 
 

■北海道海面漁業・養殖業生産の推移

45° 

40° 

45° 

140° 145° 

140° 145° 

40° 

対
馬
暖
流
 

親
　
潮
 

宗谷暖
流

沿岸
親潮
 

津軽

暖
流

黒潮系 
暖水 

東樺太海流 

日本海 

太平洋 

オホーツク海 

■北海道周辺の海流

海面漁業・養殖業生産量　平成16年 
26.1％ 

海面漁業・養殖業生産額　平成16年 
17.4％ 

漁業就業者数　平成16年 12.6％ 

漁船数（海水動力漁船） 平成16年 

全　国 

北海道 

313,870隻 

33,212隻 

全　国 

北海道 

231,000人 

29,130人 

全　国 

北海道 

14,998億円 

2,615億円 

全　国 

北海道 

5,670千t 

1,478千t

10.6％ 

出典：北海道漁業史

資料：水産林務部「北海道水産現勢」

資料：農林水産省統計部「漁業・養殖業生産統計年報」、農林水産省北海道統計・
情報事務所「北海道農林水産統計年報」、水産庁「漁船統計表」
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日本海海域 
［稚内市～函館市（旧椴法華村）］ 

えりも以西太平洋海域 
［函館市（旧南茅部町）～えりも町］ 

漁業を知ろう！～各地の代表的な漁業

ホッケは北海道全域でとれる道民に身近な魚ですが、特

に日本海側では生産量が魚種別第1位で、海域全体の3割～

4割を占める重要な魚種です。

刺し網漁業は網に魚をからませたり、網目に刺さるよう

に魚の通り道に網を仕掛ける方法です。この方法はホッケ

の他にカレイやニシンなどをとるときにも使用されます。

【その他の主な漁業】

●いか釣り漁業（スルメイカ等）

●ほたて桁網漁業（ホタテガイ等）

●すけとうだらはえなわ漁業（スケトウダラ等）

●こんぶ漁業（コンブ）

●沖合底びき網漁業（ホッケ、スケトウダラ等）

日本海海域〈ほっけ刺し網漁業〉

コンブは道内各地でいろいろな種類のものが※獲られてい

ますが、えりも以西太平洋海域では魚種別生産額の第2位

を占めます。

コンブ漁業は小型の漁船で「かぎ」「まっか」「かんざし」

等と呼ばれる漁具でコンブをからめてとります。とったコ

ンブは干場などでの乾燥工程等を経て、切り揃え製品化さ

れます。

【その他の主な漁業】

●ほたてがい養殖漁業（ホタテガイ）

●すけとうだら刺し網漁業（スケトウダラ等）

●さけ定置漁業（サケ等）

●いか釣り漁業（スルメイカ等）

●こんぶ養殖漁業（コンブ）

えりも以西太平洋海域〈こんぶ漁業〉

※本道の代表的なコンブ
マコンブ、ガゴメコンブ：太平洋（渡島、胆振管内）
ミツイシコンブ：太平洋（日高、胆振管内）
ホソメコンブ：日本海側（留萌～渡島管内）
リシリコンブ：道北（根室～留萌管内）
ナガコンブ：道東（釧路、根室管内）
オニコンブ：道東（釧路、根室管内、北方4島）

■沿岸漁業

海岸近くから数十kmくらいまでのと

ころで、日帰りで漁をする漁業。

【代表的な漁業】

●さけ定置漁業

●こんぶ漁業

●うに漁業

●ほっき桁網漁業

■沖合漁業

海岸から80から200kmぐらいのとこ

ろで、数日間かけて漁をする漁業。

【代表的な漁業】

●沖合底びき網漁業

●さけ・ます流し網漁業

●かじき流し網漁業

■遠洋漁業

日本を遠く離れた北洋やインド洋など

で、数ヶ月から1年くらいかけて漁をす

る漁業。

【代表的な漁業】

●遠洋底びき網漁業

●北洋はえ縄漁業

●遠洋まぐろはえ縄漁業

〈沖合漁業、遠洋漁業〉



光を利用した漁法
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えりも以東太平洋海域 
［広尾町～羅臼町］ 

オホーツク海海域 
［斜里町～猿払村］ 

※海域の区分は市町村単位で分けています。 
　なお、根室海峡をオホーツク海に区分する
分け方もあります（国際水路機関（IHO）など）。 

北海道のホタテガイは近年約40万tの水揚げがあり、魚

種別生産第1位となっていますが、オホーツク海海域では

生産量・生産額ともに5割を超える最重要魚種です。

当該海域の桁網漁業は、「八尺
はっしゃ く

」と呼ばれる鉄枠付きの

網を漁船で曳いて海底の貝をとる漁法ですが、現在は漁場

を区分し、稚貝放流の場所や、漁獲する場所を計画的に、

毎年変える「輪採制」が採用されています。

これにより、常に稚貝放流後3年たった「4年貝」（一部

地域では「5年貝」）をとることが可能となっています。

【その他の主な漁業】

●さけ定置漁業（サケ、マス等）

●かにかご漁業（ケガニ等）

●沖合底びき網漁業（ホッケ等）

オホーツク海海域〈ほたて桁網漁業〉

秋を代表する味覚サンマは、北海道では7月に道東太平

洋海域の流し網漁業を皮切りに漁が始まり、棒受け網漁業

が本格化する9月に最盛期を迎えます。当該海域の魚種別

の生産量は全体の約2割を占め、第1位となっています。

棒受け網漁業は光に集まるサンマの性質を利用して夜間

に行う漁法で、集魚灯におびき寄せたサンマを、海中に仕

掛けた網ですくいとって漁獲します。

【その他の主な漁業】

●さけ定置漁業（サケ等）

●すけとうだら刺し網漁業（スケトウダラ等）

●こんぶ漁業（コンブ）

●さけ・ます流し網漁業（サケ、マス）

●大中まき網漁業（イワシ等）

えりも以東太平洋海域〈さんま棒受け網漁業〉

函館の漁り火が夏の風物詩として有名です。光に集まって

きたイカを自動いかつり機で漁獲します。

●いかつり漁業

つくだ煮などで食べられる魚、イカナゴ（「こうなご」と

も呼ばれます）を、サンマ同様、すくい取って漁獲します。

●敷き網漁業

道内で行われている

「光を利用した漁法」には、

さんま漁業以外に次のような

ものがあります。
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ブ レ イ ク タ イ ム 

漁師の7つ道具 漁師さんが漁業に使う仕事道具を紹介します。 

漁業の道具 

漁船の装備 海で漁業を行うためにとても重要な船＝「漁船」は、特殊な機械・機器や機能が満載です。 

　頭に巻いたタオルや日本手拭いです。通常は怪我
の防止、汗止めの役目を果たしていますが、日差しの
強いときには日よけに、雨の時には顔拭きに使います。 
　また、一時的にロープ等を縛って固定したり、救急
道具の役目も果たします。 

鉢巻き 

　カギの付いた2～5mの
竿。海に浮かんでいる浮き
球やロープを引っかけ漁
具の回収等を行います。
また、漁船を岸壁に寄せ
たり離したりするのにも
使います。 

はやすけ 

　漁業用の合羽はとても丈
夫で強力防水。フード付きです。 
　雨が降ろうが、波を被ろう
が中は濡れません。 

合羽 

　漁船には無線がありますが、身近な相手にはこれが便
利。乗組員各々が使用でき、また、沿岸漁業では電波状況
もおおむね良好なので沖にいることを忘れてしまう？？？ 

（番外編）携帯電話 

　ウレタン等が入っていて海に落ちた時に、浮力を確保
してくれます。明るい色で発見しやすく、反射板やホイッ
スルを装備したものもあります。 

救命胴衣 

　家庭にある炊事用のものと違い、漁業用のゴム手袋は
厚手でとても丈夫。防寒機能付きの冬用手袋もあります。 
　防水・防寒のほか、危険を伴う漁労作業中、指先保護の
役目も併せ持ちます。海の中にはトゲのある生物がたく
さんいるので欠かせない装備です。 

ゴム手袋 

　漁師の使う包丁（ナイフ）。両刃のものもあり、ロープ、網、
漁獲物など何でもこれで切ります。揺れる漁船上で使用
するため鞘付きのものが主流で、木製の柄の部分が大き
いため海に落としても浮かびます。 

まきり 

　海で使う長靴は膝下までのロングタイプで、丈夫なも
のが使われています。防寒機能付きもあります。 

ゴム長靴 

　合成繊維製が多い。刺し網のように平面状の
ものや、定置網のように箱状のもの、底びき網
のように袋状のものなどがあります。網の目の
大きさ（目合といいます）はシシャモをとる
3cm弱のものからカジキをとる15cm強のも
のまで様々で、漁船に設置された巻揚機（ネット
ホーラー）などで巻き揚げます。 
　このほか、鉄やプラスチックの枠と網を組み
合わせて作った「かご」でカニやエビなどをと
ることもあります。 

網 

　刺し網やはえ縄、かご漁具などの漁具を海底
に固定するのに使います。 
　通常、漁具の両端に付けられますので、5セッ
トの漁具の場合は10本のアンカーが必要です。 

アンカー（錨） 

　漁具を仕掛けた場所等、いろいろな目印
とするものです。浮き球（今はプラスチック
製のものが主流です）だけでも目印になり
ますが、より目立ち、さらに、所有者等の情
報を盛り込むために、小旗を付けた竿と組
み合わせたものが主流です。 

ボンデン 

　海の仕事に欠かせない道具。「のし」と言
われることもあります。岸壁と船（港にある
係船柱など）、船と船、船と網（底びき網など）、
網とボンデン・アンカーなど様々なものを
繋ぐのに用いられます。 
　漁師はロープを結ぶのが得意なので、必
要に応じ切ったり繋いだりします。漁船に設
置された巻揚機（ラインホーラー）などを使
って巻き揚げます。 

ロープ（綱、縄） 

　電波を使い障害物を探す機器です。対象物の方角と
距離、大体の大きさなどがわかるため、これにより、道路
や街灯のない洋上でも安全に航行することが可能です。 

レーダー 

　電動や油圧で動く機械で、ロープを巻き
揚げるラインホーラーや網を巻き揚げる
ネットホーラーなどがあります。 

巻揚機 

　漁獲物を入れる船の倉庫で、魚と水・氷を直接入
れられるよう、中は防水の器状や密閉式となって
います。また、大型の漁船には冷凍冷蔵庫の機能を
持たせたものもあります。 

魚倉 

　衛星を使い、自船の位置と目的地の位置を自動的に
計算し、舵などと連動して船を自動航行させる機器です。 

航行機器（GPS） 

　GPSで得た、自船の位
置を表示したり、航跡を
記録する装置です。事前
に入力済の地図と組み合
わせることで、自船がど
この沖合にいるかや、漁
業区域のラインを把握す
ることができます。 

GPSプロッター 　漁船同士の連絡や、漁協など陸地との
連絡に使用する他、海上保安庁の気象海
象警報などの情報が受けられます。 

漁業無線機 

　音波を使い自船の下にいる魚を見つけたり、水深を
知ることができます。 

魚群探知機 

GPSプロッター 
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限られた水産資源を有効かつ持続的に利用するため、

漁業者は「漁業法」（S24年）や「水産資源保護法」

（S26年）に基づいた規則を守り、操業をしています。

また、漁業者独自の取組として、「海洋水産資源開発促

進法」（S46年）に基づく「資源管理協定」や部会での話

し合いなど、関係者同士の取り決めによる資源管理が実

施されています。

さらに、平成8年に海洋資源などに関する新たな国際的

取り決めである「国連海洋法条約」が発効しました。

これに伴い、我が国でも「海洋生物資源の保存及び管

理に関する法律」（H8年）が制定され、国際的な資源管

理の新たな仕組み「TAC（タック）制度」ができたほか、

悪化した資源を回復させることを目的に計画的な資源管

理を行う制度「資源回復計画」の導入などが行われてい

ます。

採卵・受精 捕獲 

ふ化 

放流 

降海 

索餌回遊 

河川そ上 

卵にオスの精子を 
かけます。 

受精卵は 
約60日間で 
ふ化します。

5～6カ月程 
飼育した稚魚を 
放流します。 

海に出ます。 

北太平洋へエサを 
求めて回遊します。 

成熟したサケは、 
生まれた川へ戻り 
（回帰）、川を 
のぼります。 

稚魚 
大きさ：4～5cm 
重　量：約1g

成熟したサケ 
大きさ：60cm以上 
重　量：約4kg

川上 ウライ 

川下 

いつまでも魚がとれるように…～資源管理とつくり育てる漁業（増養殖）

●「漁場づくり」による資源増殖

●「種苗づくり」による資源増殖

●サケ・マス増殖事業

※1 種苗：水産増養殖に用いる稚魚や稚貝などで、天然採集（ホ
タテ等）又は人工採卵（サケ等）及び飼育によって得られます。

※2 マツカワ：低水温でも良く成長する大型カレイの一種で、
「幻の魚」と言われるほどその天然魚は少なく、高級魚と
なっています。

【「漁業法」・「水産資源保護法」に基づく漁業調整規則等の主な内容】
使用できる漁具漁法、操業区域、操業期間、船の大きさ　など

【「資源管理協定」の主な取り決め内容】
未成魚の保護（魚種別の体長制限）

【「部会の取り決め」の代表的なもの】
操業日数、操業時間、1日の漁獲可能量、保護区域　など
※部会：漁協毎に設置された関係漁業者を構成員とする組織。

【TAC制度】
国際的に重要な魚種について、漁獲可能量の上限を決めるルール。
日本で対象となる魚種は、スケトウダラ、サンマ、スルメイカ、イワ
シ、アジ、サバ、ズワイガニの7種類です。
【資源回復計画】
資源が少なくなった魚種について、減船・休漁などにより資源保護

を図るとともに、漁場環境の保全など総合的な対策を行うものです。
【TAE（タエ）制度】
操業日数、隻数、使用漁具数など実測可能な漁獲努力量を規制する

もので、主に資源回復計画の目的達成のために採用されます。

資源管理の取組

「種苗づくり」：魚種別種苗放流状況（代表的なもの）平成16年

「漁場づくり」

ヒラメ
234万尾 ニシン

401万尾

北海道では水産資源の維持・増大のため、水産生物の

種苗※1生産や放流等、育成管理、漁場の造成や改良、養殖

などを行っており、漁業者が種苗生産等の経費の一部を

負担しています。

なお、これら栽培対象魚種の水揚げは現在、生産量・

生産金額ともに本道漁業生産の約5割を占めています。

サケのふ化放流は明治10年に始められ、国や道、漁業

者により全道で取り組まれてきました。現在では毎年約

10億尾の稚魚を放流しています。

北海道の川等で放流された稚魚は北太平洋を回遊し、4

～5年後に約5％の魚が成長して戻ってきており、サケは

「つくり育てる漁業の優等生」と言われています。

北海道ではサケ以外にもホタテガイ、ウニ、ヒラメ、

ニシン、マツカワ※2など様々な魚種で種苗生産・放流を行

っています。

つくり育てる漁業では種苗生産・放流ばかりでなく魚

介類等の生息に適した漁場も重要です。

北海道ではウニ・コンブの生息場所やタコ・イカの産

卵場所等の増養殖場の造成や、ホッケ・スケトウダラ等

が集まる魚礁の設置を行っています。

つくり育てる漁業：栽培漁業

マツカワ
100万尾
（H18）

エゾバフンウニ
5674万粒

ホタテガイ
29億粒

サケ・マス増殖事業

作業船による漁場の造成

繁茂したコンブ 魚礁に集まる魚
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水産物は農産物に比べ、鮮度の落ちるのが早く、また、水揚げが

短期間に集中するため、畜産物のように計画的に適量を出荷するこ

とが難しいという特徴があります。

このため、水産物をおいしい状態で長期間利用できるよう、産地

では冷凍や塩蔵などの水産加工業が発達してきました。

水産物を短時間で消費者へ届けるため、日本国内では産地と東京等

の大消費地を結ぶ、高速道路やフェリーによる交通網が整備されてお

り、魚を積んだ保冷トラックの速やかな移動が可能となっています。

また、水産物では産地と消費地双方の卸売市場を経由させること

により、すばやく・広く、次の買い手に行き渡らせる流通システム

が発達しています。

一方、近年の傾向として、スーパーマーケットなど大口の小売店

が定量、定質、定価、定時という4つの安定条件（「四定条件」）を求

め、消費地市場を経由しない直接取引などが増えています。

北海道では近年、「地域で生産された魚介類をその地域の皆さんが

買って食べる（消費する）」という「地産地消」がさかんとなってい

ます。

「地産地消」のメリットは、旬の食材が新鮮なうちに手に入るば

かりでなく、産地や食材の情報も豊富なので、おいしくて安全・安

心な食材を選ぶことが可能なほか、漁業などの地域産業を支える役

割も併せ持ちます。

現在、漁業者などにより地元食材を利用した料理教室やPR活動、

給食への利用促進などが行われているほか、ホテルや旅館などの観光

業界においても地域の食材が積極的に活用される事例がみられます。

昭和50年に100％であった日本の魚介類自給率は現在50％台とな

っており、特にマグロ、エビ、サケ類、カニ、ウナギなどの輸入の

増大が顕著です。また、その影響により道産水産物の国内消費は伸

び悩んでいます。

一方、世界的には近年のBSE（「狂牛病」として有名になりました

が、クロイツフェルトヤコブ病患者への偏見を避けるなどのため、

現在はこの呼び方が一般的です）や鳥インフルエンザ発生による畜

肉離れや、日本食ブームの影響により水産物が人気となっています。

特に道産水産物は自然の海で天然の餌を食べて育っているため海外

でも評価が高く、サケなどを中心に輸出が急増しています。

〈産地市場〉 

仲買人 
 

荷　受 

仲卸人 

消費者 

小売業者（スーパー・魚屋など） 

荷受（漁協など） 

漁業者 

〈消費地市場〉 

※中国などでは、中国料理の高級食材として、道産のホタテ貝柱やナマコなどが
大人気です。

※　漁港に水揚げされた水産物は生鮮用、加工用、餌用などに分け
られ、産地市場ですぐに仲買人に売買されます。
仲買人は水産物を消費地市場へ運び、ここで小売店やスーパー
マーケットに販売され、私たちの食卓に届きます。

とれた魚が食卓に届くまで…～水産の加工、流通と消費

冷凍や塩蔵の必要性

流通の流れ

地産地消の推進

輸入水産物と輸出される道産水産物

30,000 

25,000 

20,000 

15,000 

10,000 

5,000 

0

百万円 

平成13 14 15 16 17

3,807

5,430

3,225

5,973
6,532

7,665

11,297

10,074

16,220

9,665

中国以外向け 中国向け 

■「魚介類及び同調製品」の道内港からの輸出額

【地元食材の給食への利用】

資料：函館税関調べ

写真：オホーツクサーモン宣伝協議会提供
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日本は現在、世界一の長寿国ですが、その大きな要因に魚な

どをよく食べる日本型の食事があると言われています。水産物

にはどのような良いことがあるのでしょう？

私たちの体に必要な栄養の主なものとして、タンパク質、炭

水化物、脂肪がありますが、健康のためにはそれらの栄養をバ

ランス良く、また、その人の運動量に見合った量を摂ることが

大切です。

揚げ物や肉を中心とした欧米型食生活は、脂肪の占める割合

が高く、カロリー過多となる傾向があります。

水産物には体に必要な良質なタンパク質※が豊富に含まれてい

ますが、肥満の原因となるカロリーは低く、また魚類の持つ脂

肪には生活習慣病を防ぐ不飽和脂肪酸（DHAやEPA）が含まれ

ているため、非常に健康的な食材です。

水産物には良質なタンパク質のほかにも、ビタミンやカルシ

ウム、鉄分など丈夫な体を作るために必要な栄養が豊富です。

水産物には、血液をサラサラにしたり脳の発達に効果のある

不飽和脂肪酸や抗酸化作用のあるアスタキサンチンなど、生活

習慣病を予防する機能成分も豊富です。

近年、海外では健康的な日本食が人気ですが、それに対し、

日本では輸入食料の増加等に伴う食の欧米化が進むなど、栄養

のバランスが崩れる傾向にあります。

このため、厚生労働省・農林水産省では「食事バランスガイ

ド」を決め、食事の望ましい組み合わせや1日にとるおおよその

量を公表しています。

食 事 バ ラ ン ス ガ イ ド

良質のタンパク質 

カルシウム 
ミネラル 

ビタミンA 
ビタミンB 
脂肪酸（EPA、DHA） ビタミンD ビタミン類、タウリン、 

亜鉛、鉄分 

脂肪酸（EPA、DHA） 

ビタミンA、ビタミンB1 
ビタミンB2 
（特に黒い皮に多い） 

〈魚にふくまれる栄養〉 
魚肉 

骨 

目とその周囲 

内臓 血合 

皮下脂肪 

皮 

魚介類に含まれる栄養成分 

魚介類に含まれる主な機能成分 

栄養成分 多く含む魚介類 欠乏症 

機能成分 多く含む魚介類 期待される効果 

ビタミンA 

ビタミンB12 

カルシウム 

鉄 

亜　鉛 

セレン 

ウナギ、ウニ、魚の肝臓 

シジミ、アサリ、ホッキガイ、カキ、サンマ、ニシン 

イカナゴ、ワカサギ、シシャモ 

シジミ、ホッキガイ、アサリ、イカナゴ 

カキ、カニ、イカナゴ 

イワシ、ニシン、マグロ、ワカサギ 

夜盲症、網膜機能低下、皮膚疾患 

悪性貧血、知覚異常、精神障害 

成長障害、骨や歯の弱体化 

貧血、口腔疾患 

味覚障害、発育不全、生殖機能低下 

克山病、心筋障害、筋肉障害 

DHA 

EPA 

タウリン 

アスタキサンチン 

クロマグロ脂身、筋子、サンマ、ブリ、サバ 

筋子、マイワシ、クロマグロ脂身、ブリ、サンマ 

カキ、イカ類、ホタテガイ、タコ類 

サケ、オキアミ、サクラエビ、マダイ 

脳の発達促進、痴呆予防、視力低下予防 

血栓予防、抗炎症作用、高血圧予防 

動脈硬化・心疾患予防、胆石予防 

生体内抗酸化作用、免疫機能向上作用 

菓
子・嗜好飲料 楽しく適度に

水・お茶 運動 

1 日 分 

主食（ごはん、パン、麺） 
ごはん（中盛り）だったら4杯程度 

５～７ 
つ（SV） 

副菜 
野菜料理5皿程度 

５～６ 
つ（SV） 

主菜 
肉・魚・卵・大豆料理から3皿程度 

３～５ 
つ（SV） 

牛乳・乳製品 
牛乳だったら1本程度 

２ 
つ（SV） 

果物 
みかんだったら2個程度 

厚生労働省・農林水産省決定 

２ 
つ（SV） 

野菜、きのこ、 
いも、海藻料理 
 

肉、魚、卵、 
大豆料理 

健康的で、栄養満点な魚

●水産物は健康に良い機能成分が豊富

●水産物は私たちの体に必要な栄養成分が豊富

●水産物は高タンパクで低カロリー、低脂肪

※良質なタンパク質：タンパク質は複数のアミノ酸からなりますが、人
間の体に必要で、かつ体内ではつくることができないものを必須アミ
ノ酸と言います。
一言でタンパク質と言っても「多種類の必須アミノ酸を含むもの」

（良質なタンパク質）とそうでないものがあり、サケ・マスなどの魚
介類は非常に良質なタンパク質をもっていることが知られています。

平成18年1月、厚生労働省から、魚食により心筋梗塞などの

心疾患に対する予防効果があることが報告されました。

最新NEWS！

「魚を多く食べるほど心筋梗塞になりにくい」

資料：水産庁ホームページ及び文部科学省「五訂増補日本食品標準成分表」より

北の魚で、おいしく健康に！
（道産水産物の魅力）Ⅲ
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栄養豊かで寒冷な海に育まれた北海道の水産物は、締まった肉質や適度

な脂がおいしいと好評です。

また、近年の食に対する安全・安心の消費者ニーズの高まりにともない、

清涼な海で天然の餌を食べて育った道産水産物は、国内外でさらに評価を

高めています。

私たちが食料としている水産物は、自然界で育ったものを漁獲する「漁

業」と、人為的に育てたものをとる「養殖」によって生産されており、北

海道では天然ものや「増殖事業」※ で増やしたものを対象とした「漁業」が

盛んです。

また、「養殖」には生け簀等の中で人間が管理して育てるものと、定着性

の生物を自然界に近い状態で、天然の餌により育てるものがありますが、

前者は魚に与える餌として、主に人為的に加工されたものが使用されてい

るほか、病気の予防などを目的に抗生物質などの薬剤が使用されています。

そのため、消費者からは餌の品質や添加物の有無及び薬剤の残留などを不

安視する声も聞かれます。

北海道で行われている「養殖」の大部分はホタテガイ、カキ、コンブな

ど後者であり、自然環境の中で天然ものと同様に成長します。そのため品

質が良く、残留薬剤などの心配もないという特徴があります。

安全で品質のよい水産物を供給するため、道内の漁業者や水産加工業者

は安全な食品を作る仕組み（HACCP）に基づいた取組を進めています。

HACCP（Hazard Analysis Critical Control Point）とは、食品の生

産～加工の各段階において、食中毒などの原因となる微生物汚染を細かく

監視するもので、1960年代に米国で宇宙食の高度な安全性を保障するため

に開発されたシステムです。

日本では昭和初～中期に「水俣病」や「イタイイタイ病」など食べ物等

を介する公害病が発生し、被害者が多数出ました。その後、日本では過去

の経験をもとに環境基準や監視体制などが整備され、現在、これらの発生

はほとんど無くなりました。

しかしながら、近年においてもダイオキシン類や化学物質、放射性物質

など有害物質の環境への流出や蓄積は世界的にみられます。

一方、輸入養殖水産物に関しては、人工餌料の使用や投薬の状況が消費

者に十分理解されていないほか、近年、輸入ウナギから基準値を超える有

機塩素系殺虫剤が検出されるなど、消費者に不安を与える事例が発生して

います。

これらの不安を解消し、安全な食料を確保するためには、消費者自らが

生産情報を知ることが重要ですが、道産食材は生産場所である北海道の清

涼な海を間近で確認できるほか、生産環境や生産物の情報が豊富であると

いう利点があります。

安全・安心な北海道の魚

●衛生管理の取組（HACCP
ハ サ ッ プ

：危害分析重要管理点）

●清涼な海から獲られるメリット

●天然もの・養殖もの（自然の中で成長）

※「増殖事業」：魚介類は幼稚魚の間、外敵が多く、生き残る率（生残率）が低いため、北
海道ではその期間、人の手で安全に育て（種苗生産・中間育成）、その後放流する「増殖
事業」により資源の増大を図っています。サケ・マス、ヒラメ、ウニ、アワビなどの魚
種がこれに該当しますが、これらは成長のほとんどを自然界で行うため、市場では「天
然もの」と同様に扱われています。

【HACCP対応の水産加工場】

写真：高橋正美氏提供

写真：「新 北のさかなたち」より

自然豊かな北海道の海

打瀬舟によるホッカイシマエビ漁

ウニのたも採り漁
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道内で最も生産量の多いホタテガイを含む二枚貝は、毒素

を持ったプランクトンを食べて体内に蓄積すると、毒化して

食中毒の原因となるおそれがありますが、北海道では道産水

産物の安全・安心のため、次の取組を行っています。

このほか、EU向けホタテガイでは貝毒や細菌類の検査などさ

らに厳しい基準をクリアする衛生管理の取組も行われています。

北海道の漁業者や水産関係者は、より新鮮な魚を消費者へ届け

るため、鮮度保持の新技術導入など様々な工夫を行っています。

■殺菌海水の使用（漁船上）

漁船で漁獲された水産物のうち、サンマ等の漁獲物は帰港

するまでに時間を要することから、保冷のため魚倉に海水と

氷を入れた「水氷」の中に収容しますが、最近では使用する

海水を紫外線などで殺菌して、微生物を抑える取組などが増

えてきています。

■シャーベットアイスの使用（漁船上）

現在、漁業に使用される保冷用の氷は砕いた氷（クラッシ

ュアイス）が使用されていますが、最近は、保冷効率が良く、

魚体が痛まないシャーベットアイス（粒子の細かい氷）が導

入され始めています。

■鮮度保持手法のマニュアル化（漁獲～加工・流通）

北海道では現在、鮮度保持技術の向上と道内水産関係者へ

の普及を目的に鮮度保持マニュアルを作成しています。これ

により道産水産物のさらなる品質向上が期待されています。

これまで漁村でしか食べられていなかったニシンやババガレ

イの刺身が、近い将来、家庭でも食べられる日が来るかもし

れません。

食品は国内外の生産地から、様々な加工・流通を経て私た

ちの手に届けられていますが、多様化・複雑化が進んでおり、

消費者が安心して食品を選択するためには、これらの原産地、

原材料、賞味期限や保存の仕方など正しい情報を得ることが

重要です。

現在、JAS法により生鮮水産物などの食品の表示が義務づ

けられていますので、表示内容を確認し、安全・安心な道産

水産物を是非、食べていただきたいと思います。

鮮魚表示の例 
（パックづめされているもの） 

せん   ぎょ 

輸入品には原産国名
が表示されています。
国産品では、水揚げさ
れた港かその港があ
る都道府県名が表示
されています。 

加工した会社や販売した会社の名前や
住所が表示されています。 

魚名など一般的な名
前で表示 

消費期限と保存の方
法が表示されています。 
 

韓国産（太平洋） 
メバチマグロ（刺身用） 
消費期限　19．8．1 
保存方法　10℃以下で保存 
○○スーパー株式会社 
札幌市○○区－△△ 
 

 
 
 
 
価格（円） 
○○○○円 
 

解凍・養しょく 

品質・鮮度保持システム 

出　　 港 

操　　 業 

水 揚 げ 

陳列・セリ 

全国の皆様へ 

「一本立ち歯舞さんま」が 
食卓に届くまで 

品質・鮮度保持工程 

その 1

品質・鮮度保持システム その 2

流水式紫外線浄化システム 

マイクロアイス 

水銀ランプによって殺菌光線を人工的につくり、それを水や海水に 
照射して殺菌するシステムです。衛生面をしっかり保持します。 

直径0.1mmほど、一見、泡に見えるほどの微細な氷を作るシステム 
です。この微細な氷が魚をやさしく包みこみ、水温を－2℃前後に保 
ちます。 

とれたばかりの漁船の中から2つの 
品質・鮮度保持システムの合わせ技で、 
お客様のお手元までお届けします。 

だから「一本立ち歯舞さんま」は 

とれたままの 

高鮮度 高品質 
とれたままの 

高鮮度 高品質 

●大切な食品表示

●鮮度向上に向けた最近の取組事例

●二枚貝モニタリング調査

（主な表示項目）

●原産地（国）

●解凍の有無　

●養殖の表示　

●加工食品の原材料

●遺伝子組み換え食品か否か

●（一部の水産加工食品の）原料原産地

■二重の貝毒検査の実施

海域毎に生産者が週1回貝毒検査を実施しています。また、一

層の安全対策のため、道も定期的な貝毒検査を実施しています。

■プランクトン調査による貝毒発生の予測

全道海域で周年、毒素を持ったプランクトンの発生状況に

ついてモニタリング調査を行っています。

【検鏡】

【歯舞漁業協同組合の鮮度保持の取組】

【貝毒プランクトン】

【採水】
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海や川は魚介類の生育の場であり、これらが汚されると私たちは安全で

おいしい食料を食べることができなくなります。

水産生物の生息の場、食料生産の場であるこれらの環境を守ることは、

私たちの健康を守るためにも大切です。

生活排水や工業廃水、農畜産活動や養殖活動などにより水が汚されて起

こる環境問題で、次のようなものがあります。

「赤潮」とは、海や湖の水質が富栄養化※し、これらを栄養とする植物プ

ランクトンや、植物プランクトンをエサとする動物プランクトンが大量に

発生するために、海や湖を赤色などに濁らせる現象です。

赤潮が発生すると、プランクトンの呼吸により湖や海の酸素が大量に使

われて、魚たちの酸素が不足したり、魚のエラにプランクトンが詰まった

りするため、養殖魚を中心に魚の大量死が発生します。

過去には、滋賀県の琵琶湖や瀬戸内海を中心に頻繁に赤潮が発生して大

きな問題となっていましたが、合成洗剤に使うリンの量を減らすなど、水

を汚さないようにする住民の取組などの結果、近年は減少しています。

また、同じようにプランクトンの異常増殖するもののうち、藻類の藍藻
らんそう

が増殖し湖等を緑色に濁らせる現象を「アオコ」と呼んでいます。本道に

おいても夏の水温上昇時期に発生事例がありますが、藍藻には毒素を発生

する種類があるため、特に注意が必要となっています。

近年、国内では富栄養化による赤潮等の発生は、沈静化していますが、

化学工場での有害物質の流出や、農薬の流出、船舶事故による油濁被害な

どは、依然として注意が必要となってます。

特に、海外の化学工場や日本近海を航行する外国籍の船舶については、事故

発生後の対応が難しく、補償が十分でないことなどから問題となっています。

漁業を取り巻く環境問題として、水質の悪化によるもののほか、野生生

物の大量発生などによる漁業被害が発生しており、自然環境と共存して漁

業活動を行うことが課題となっています。

代表的なものでは、近年、全国的に大型クラゲ（エチゼンクラゲ）が来

遊し、定置網に入網するなどして漁業の妨げになっています。

また、北海道～青森県では毎年冬に来遊するトドが刺し網や定置網にか

かった漁獲物を食べたり、漁具を壊すなどの被害を与えており、被害額は

北海道だけで年間10億円を超えています。

このほか、川や湖等の内水面では、元々生息している魚やその卵などを

食べてしまう、ブラックバスやブルーギルなどの外来種による生態系への

影響が問題となっています。

近年、北海道では赤潮の発生はあまりあ
りませんが、十勝沖で数回発生しており、
最近では平成18年9月に本格的な発生がみ
られました。
ここの赤潮の特徴は、河川水の大量流入

が原因と考えられており、閉鎖海域での富
栄養化ではないこと、異常発生するプラン
クトンが通常生息しているもので毒化がほ
とんどないこと、などから大きな被害は出
しておりません。

北海道の赤潮発生事例

環境問題

●有害物質や油などによる汚染

●赤潮やアオコ等の発生

※富栄養化：海や湖でチッソやリンなどが増加し、水質が栄養過多となること

水質悪化

その他の問題

【船舶事故による油濁被害（漂着油の回収）】

自然環境を守る（環境保全）Ⅳ

（6）船舶事故などによる油濁被害

（7）養殖業で使用される餌料や薬品、

養殖魚のふん等

（8）プレジャーボートや釣り船などの

船から投棄されたゴミ

※ その他、海外からのゴミの漂着

（1）工場廃水

（2）生活排水

（3）畜産業で出されるふん尿等

（4）河川近くや港に投棄されたゴミ

（5）農業で使用される農薬、化学肥料

●陸上から河川等を通じた流入物

●洋上から出される汚染物

写真：高橋正美氏提供

【トドによる漁業被害】

写真：和田昭彦氏提供

水質悪化の主な原因は？

漁獲物被害（食いちぎられたアンコウ）▲
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海の水は、太陽の光で温められて

蒸発し、雲となって、海や地上に降

り注ぎます。森に降った雨は、土に

しみこみ、長い年月をかけて栄養を

含んだきれいなわき水となります。

わき水は川となり、最後に海に戻り

ます。

海と森と川は深く関わっています。

このため、私たちの生活排水が川

や海につながっていることを忘れず、

水を汚さないように注意することが

大切です。

海・川や港は人々の憩いの場、釣りや海水浴などのレジャー

の場などとして親しまれていますが、それに伴ってゴミが発生

したり、漂流ゴミや油が漂着するなど、様々な要因で汚されて

います。

漁業者は自分たちの生産の場をきれいにするため、これらの

ゴミの清掃活動に取り組んでいます。

また、近年は地域の小中学校やボランティア団体及び遊漁者

の団体なども参加するようになっています。

平成17年度における「漁民の森づくり活動」状況調査（全道78ヶ所） 

船泊漁協女性部 
「お魚殖やす植樹運動」 

北るもい漁協女性部 
「植樹活動」 

増毛漁協女性部 
「お魚殖やす植樹運動」 

東しゃこたん漁協女性部 
「女性部活動の一環」 

盃漁協女性部 
「お魚殖やす植樹運動」 

泊村漁協女性部 
「漁民の森づくり植樹活動」 

新星マリン小平支部女性部 
「漁民森づくり活動推進事業」 

石狩森づくりセンター 
「植樹に関わる苗木育成」 

北海道漁業協同組合連合会 
「お魚殖やす植樹運動」 

留萌南部森林管理署 
「森林教室」（お魚殖やす） 

いぶり噴火湾漁協豊浦・礼文女性部 
「第11回植樹祭」 

いぶり噴火湾漁協伊達女性部 
「お魚殖やす植樹活動」 

室蘭漁協女性部 
「お魚殖やす植樹活動」 

長万部漁協女性部・青年部 
「第7回お魚殖やす植樹運動」 

八雲町漁協 
「湖畔林造成の森植樹祭」 

ひやま漁協女性部 
「お魚殖やす植樹運動」 

上磯郡漁協・はまなす・上磯女性部 
「お魚殖やす植樹運動」 

福島吉岡漁協女性部 
「漁民の森づくり事業」 

松前さくら漁協女性部・ 
静浦地区婦人部他 
「静浦町内会植樹運動」 函館市（2ヵ所） 

恵みの森づくり事業 
函館市恵山支所 
「函館市恵みの森づくり事業」 

上川南部森林管理部 
「第6回お魚を殖やす森林づくり」 

えりも町漁協・女性部、えりも町他 
「えりもワクワク森林体験事業植樹祭」 

様似漁協女性部・冬島漁協女性部 
「漁民の森づくり植樹活動」 

豊頃町 
「豊頃町植樹祭」 

大樹漁協他 
「清流を守り豊かな海を育む 
森林づくり「漁民の森」植樹祭」 

函館市椴法華支所 
「函館市恵みの森づくり事業」 

苫小牧漁協女性部 
「道漁婦連植樹」 

鵡川漁協厚真地区女性部・青年部 
「お魚殖やす植樹活動」 

むかわ森・川・海を守り隊 
「お魚を殖やす植樹活動」 

南かやべ森と海の会 
「南かやべ森と海の会植樹祭」 

いぶり中央漁協 
虎杖浜女性部「漁民の森づくり植樹活動」 

登別女性部「漁民の森づくり植樹活動」 

稚内漁協女性部 
「お魚殖やす植樹運動」 

宗谷漁協女性部 
「植樹事業」 

稚内開発建設部 
「防雪林の植樹」 

猿払村漁協女性部 
「お魚殖やす植樹運動」 北海道森林管理局 

「オホーツクの森植樹祭」 

網走漁協女性部 
「組合の植樹」 

網走市 
「網走市植樹」 

ウトロ漁協女性部 
「お魚殖やす植樹運動」 

斜里第一漁協女性部 
「お魚を殖やす植樹運動」 

浜中漁協女性部 
「第16回お魚殖やす植樹祭」 

散布漁協女性部 
「植樹祭」 

別海町 
「魚をはぐくむ森づくり事業」 

根室漁協女性部 
「お魚殖やす植樹運動」 

歯舞諸島 
歯舞漁協女性部・青年部 
「お魚殖やす植樹運動」 

羅臼漁協 

百年の森植樹 
猿払村 
「水源地の植樹」 

頓別漁協女性部 
「お魚殖やす植樹運動」 

枝幸漁協女性部 
「お魚殖やす植樹運動」 

雄武漁協女性部 
「お魚殖やす植樹運動」 

香深漁協女性部 
「お魚殖やす植樹運動」 

宗谷森林管理署 
「お魚殖やす植樹運動」 

鬼脇漁協女性部 
「お魚殖やす植樹運動」 

註：平成18年1月調査（年度内計画含む） 

厚岸漁協他 
「厚岸町民の森」造成植樹祭 

昆布森漁協女性部 
「お魚殖やす植樹運動」 

釧路市漁協他 
「お魚殖やす植樹運動」 

沙留漁協女性部 
「豊かな緑と海を育む森づくり植樹」 

紋別漁協女性部他 
「オホーツク魚の市民植樹祭」 

佐呂間漁協 
「お魚殖やす植樹運動」 

湧別町漁協女性部 
「浜のかあさん植樹祭」 

標津町 
「植樹祭」 

釧路市漁協女性部 
「漁民の森づくり植樹活動」 

広尾漁協・女性部 
「魚付林」植栽事業 

落石漁協 

野付漁協女性部 
「「コープの森」植樹」 

サロマ湖鶴雅リゾート 
「鶴雅植樹祭」 

礼
文
島
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（瀬棚支部） 
（大成支部） 

（熊石支部） 

檜山支庁 

（乙部支部） 
（2ヶ所） 
（江差支部） 
（上ノ国支部） 
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水の循環

環境を守る取組
海浜清掃・漁港清掃植樹活動

資料：社団法人 海と渚環境美化推進機構 漁業者による漁港清掃

【植樹活動】

【漁港清掃】

河畔や海岸地域の森林には次のような海をきれいにして魚

を増やす働きがあります。

●栄養を含んだきれいなわき水を川に送る。

●土砂が流れ込んで水が汚れるのを防ぐ。

●昆虫などの生活の場となり、魚のエサを増やす。

漁業者は昔から森林のもつ働きを知っていて、「魚つき林」

と呼んで大事に守っています。

現在は漁業者等による植樹活動が全道で行われています。

海からの蒸発 

地上からの 
蒸発 

湧水は 
川となって海へ 

湧水 

上空で雲となり 
雨となって降りそそぐ 

海 

地下水 

滋養を含んだ 
湧水となり地上へ 

雨は 
地中深く 
浸透 

漁協女性部による植樹
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コンブ 
※写真はミツイシコンブ 

ホタテガイ 

イカ 
※写真はスルメイカ 

スケトウダラ 

サケ 
（シロザケ） 

タコ 
※写真はミズダコ 

ケガニ 

ホッキ 
（ウバガイ） 

ボタンエビ 
（トヤマエビ） 

ツブ 
※写真はヒメエゾボラ 

シシャモ 

マグロ 
（クロマグロ） 

ホッケ 

スケトウダラ イカ 
※写真はスルメイカ 

タコ 
※写真はミズダコ 

ニシン 

ウニ 
（エゾバフンウニ、キタムラサキウニ） 

シジミ 
（ヤマトシジミ） 

サクラマス 

サケ 
（シロザケ） 

カレイ 
※写真はマガレイ 

アマエビ 
（ホッコクアカエビ） 

ヒラメ ナマコ 
（マナマコ） 

シャコ ベニズワイガニ 

カキ 
（マガキ） 

ウニ 
（エゾバフンウニ、キタムラサキウニ） 

アワビ 
（エゾアワビ） 

北海道の水産’07北海道の水産’07

北海道水産林務部総務課のHPアドレス 

水産関係情報のHPアドレス 
●農林水産省 

●独立行政法人 水産総合研究センター 

●マリンネット（道立の水産試験研究機関、水産技術普及指導所） 

●北海道立漁業研修所 

●社団法人 大日本水産会 

●社団法人 北海道水産会 

●全国漁業協同組合連合会 

●北海道漁業協同組合連合会 

http://www.maff.go.jp/ 

http://www.fra.affrc.go.jp/ 

http://www.fishexp.pref.hokkaido.jp/ 

http://www.host.or.jp/net/gyoken/ 

http://www.suisankai.or.jp/ 

http://h-suisankai.or.jp/ 

http://www.zengyoren.or.jp/ 

http://www.gyoren.or.jp/

発行：北海道水産林務部総務課　電話番号011-231-4111（内線28-170） 
本資料は、当課のホームページで自由にダウンロード可能です（PDF版）。是非ご活用下さい。 

管
内 留萌 石狩 後志 檜山 

管
内 渡島 胆振 日高 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/sum/

行政情報（国） 

試験研究（国） 

試験研究（道） 

漁業研修（道） 

水産の全国総合団体 

水産の全道総合団体 

漁協の全国組織 

漁協の全道組織 

※魚種名は一般的に使用されている名称としています。 
※漁期については「ほっかいどうお魚まっぷ」（当課HPに掲載）で
ご覧いただけます。 

北 海 道 水 産 マ ッ プ 

写真：「新 北のさかなたち」より 
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