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北海道マリンビジョン２１（改訂版）の策定について
〜水産業を巡る情勢変化等を踏まえた９年ぶりの改訂〜
お知らせ内容

このたび、北海道水産業・漁港漁村の将来像を示した「北海道マリンビジョン２１」を
９年ぶりに改訂しましたので、お知らせいたします。
なお、「北海道マリンビジョン２１（改訂版）」の本文及び、パブリックコメントの結
果については北海道開発局水産課のホームページで公開しております。
http://www.hkd.mlit.go.jp/zigyoka/z_gyoko/mv21_about.html
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北海道開発局

平成２５年
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北海道マリンビジョン２１（改訂版）の策定
～水産業を巡る情勢変化等を踏まえた９年ぶりの改訂～

北海道開発局は、北海道における全国への水産物供給基地としての役割を将来
にわたり守り育てていくため、北海道水産業・漁港漁村の将来像を示した「北海
道マリンビジョン２１」を平成１６年６月に策定しました。道内各地域では、関
係者が協議会を組織して「地域マリンビジョン」を策定した上で、様々な取組を
展開し、地域活性化に大いに寄与しています。
今般、平成１６年以降の水産業を巡る情勢変化等に対応するとともに、第７期
北海道総合開発計画中間点検が報告されたことも踏まえ、９年ぶりに北海道マリ
ンビジョン２１を見直しました。

１．改訂までの経緯
(1) 学識経験者、有識者等で構成される「北海道マリンビジョン２１構想検討委
員会」（委員長：長野章 公立はこだて未来大学名誉教授）を設置し、３回に
渡る議論（平成２４年１１月、２５年１月および３月）を経て、改訂案をとり
まとめました。
(2) 改訂案についてパブリックコメントを募集（平成２５年５月１３日～３１日）
した結果、延べ４５件の意見が寄せられました。
(3) パブリックコメントを踏まえて改訂版を策定し、６月２７日に公表しました。

２．改訂の３つのポイント
○ 北海道水産業を巡る情勢変化、国等の新たな方針、これまでの約１０年間の
取組状況等から導かれる主要課題（水産資源の減少、輸出ニーズの高まり、水
産物の国内消費の低迷、東日本大震災等）を適切に反映しています。
○ 各地域が個々の地域マリンビジョンの検討にあたり、より身近に感じ、解り
やすく実用的な資料とするため、地域毎にテーマ性を持った将来像を新たに提
示しました。
○ 各地域におけるこれまでの約10年間の経験をもとに、個々の地域マリンビジ
ョンの取組の具体化とともに、効率的・効果的な推進を図る上での参考となる
よう、推進方策の内容について、大幅に充実･強化をしました。
３．参考資料
北海道マリンビジョン２１（改訂版）の概要については、P.2～5をご参照下さ
い。なお、本文及びパブリックコメントの結果は北海道開発局ＨＰに掲載してい
ます。
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北海道マリンビジョン21の改訂について
１．北海道マリンビジョン21について

東浦漁港

●礼文地域（礼文町）

北海道マリンビジョン21とは、北海道が我が国の水産
食料供給基地として、地域の資源を活かしながら、多様
な主体の連携・協働により活力ある水産業や漁村の実
現を図るため、概ね10年後を通過点として、その先の目
指すべき姿を定めた長期的構想（H16.6）。

○直轄漁港

●稚内地域（稚内市）
抜海漁港

礼文西漁港

◎推進地域
モデル地域に準じる地域（5地域）

仙法志漁港

平成17年策定

●利尻地域（利尻町）

平成18年策定

●雄武地域（雄武町）

平成19年策定

●上記以外（11地域）

元稲府漁港

遠別漁港

平成20年策定

●モ デル地域
先駆性や独創性が認められ、他の地域の
見
域（
域）
モデルとして見込める地域（13地域）

●サロマ湖地域
（北見市・佐呂間町・湧別町）

●遠別地域（遠別町）

サロマ湖漁港

苫前漁港

●苫前地域（苫前町）

●ウトロ地域
（斜里町）
ウトロ漁港

●羅臼地域（羅臼町）
羅臼漁港

２．地域マリンビジョンについて
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道内各地域では、 北海道マリンビジョン21」で示した
道内各地域では、「北海道マリンビジョン21」で示した
目指すべき姿の実現化に向け、漁業者・住民・関係団
体・行政等が協力しながら、地域固有の資源を活用しつ
つ、水産業を核とした地域振興の具体策となる「地域マ
リンビジョン」を策定。
地域マリンビジョンは道内29の地域（うちモデル地域
13）で策定（H25.4現在）。各地域では、漁港の整備と併
せて水産物衛生管理の強化やブランド化の推進、食育、
オーナー制度、植樹、水産業と観光との連携等、ハー
ド・ソフト一体となった様々な取組を展開し、地域活性化
に大きな成果。
大きな成果

●積丹地域（積丹町）

●古平地域
（古平町）

美国漁港

余別漁港

古平漁港

歯舞漁港

●根室地域（歯舞地区）
●根室地域（落石地区）
（根室市）
厚岸漁港
◎厚岸地域（厚岸町）
落石漁港

●寿都地域（寿都町）
寿都漁港

●せたな町大成地域
（せたな町）
久遠
漁港
青苗漁港

◎奥尻地域
（奥尻町）

●登別・白老（虎杖浜）地域
（登別市・白老町）

●三石地域
（新ひだか町）

大津漁港

●大津地域（豊頃町）
登別漁港

追直漁港

砂原漁港 ●室蘭追直地域（室蘭市）

◎砂原地域（森町）

熊石漁港

●八雲町熊石地域
（八雲町）

三石漁港

臼尻漁港

◎函館（臼尻）地域
（函館市）
●函館（入舟）地域（函館市）

様似漁港

●様似地域
（様似町）

庶野漁港

●襟裳岬以東地域（えりも町）

函館漁港
江良漁港

◎松前江良地域
（松前町）

福島漁港

●福島地域（福島町）

地域マリンビジョン策定地域とモデル地域・推進地域の指定

３．改訂のポイント
平成16年策定以降の情勢変化等に対応するとともに、10年間の取組の経験を踏まえ、より効率的・効果的に推進するための充実・強化を図る。
平成16年策定以降の情勢変化等に対応するとともに、10年間の取組の経験を踏まえ、より効率的
効果的に推進するための充実 強化を図る。
＜ポイント１＞

＜ポイント２＞

北海道水産業を巡る情勢変化、国等の新たな方針、これまで
各地域が個々の地域マリンビジョンの検
10年間の取組状況等から導かれる主要課題（水産資源の減少、 討にあたり、より身近に感じ、解り易く実用
輸出ニーズの高まり、水産物の国内消費の低迷、東日本大震
輸
高 り、水産物 国 消費 低 、東 本大震
的な資料とするため、地域毎（日本海北部、
資料 す
、 域毎（ 本海 部、
災を契機とした地震・津波対策の要請等）を適切に反映。
日本海南部、えりも以西太平洋、えりも以東
※ 国等の新たな方針とは、水産基本計画（H24.3）、漁港漁場整備長 太平洋及びオホーツク海）にテーマ性を
計計画（H24.3）、第7期北海道総合開発計画中間点検（H25.5）、第3 持った将来像を新たに提示。
期北海道水産業・漁村振興推進計画（H25.3）

※ 従来は個別漁家の将来像を提示。

＜ポイント３＞
各地域におけるこれまで10年間の経験を
もとに、個々の地域マリンビジョンの取組
の具体化とともに、効率的・効果的な推進
具体
、効率
効果
推
を図る上での参考となるよう、推進方策（推
進母体の体制強化、多様な連携・協働の
推進、効果的な情報発信等）の内容につ
いて、大幅に充実・強化。

北海道マリンビジョン21（改訂版）の概要
北海道マリンビジョン21は、北海道が有する我が国の水産食料供給基地としての役割を将来にわたり守り育てていくため、地域の資源を活かしつつ、多様
な主体の連携・協働により活力ある北海道の水産業や漁村の実現を図るため、概ね10年後を通過点として、その先の目指すべき姿を定めた長期的構想。
北海道水産業を
取り巻く状況

＜北海道水産業の意義・役割＞

＜北海道水産業を取り巻く情勢変化＞

＜水産施策の動向＞

○全国の27%の漁業生産量、19%の生産額
○全国の27%の漁業生産量
19%の生産額
を誇る我が国最大の水産物供給基地
○水産加工品の生産量は全国の18%を占
め、北海道の重要な産業の一翼を担う
○約4,500kmの海岸線（全国の13%に相当）
を有し、環境の保全や国境監視など多面
的機能を発揮

○漁業資源の低迷、磯焼け等による漁場環境の悪化
○漁業資源の低迷
磯焼け等による漁場環境の悪化
○環境に対する関心の高まり（再生可能エネルギーへの期待）
○国際的な水産物需要が増大する一方、国内消費は低迷
○食の安全をはじめとした消費者ニーズの多様化
○漁業経営環境の悪化と漁業者の減少・高齢化
○東日本大震災を契機とした安全・安心な地域づくりの要請
○東日本大震災を契機とした安全
安心な地域づくりの要請 等

○水産基本計画及び漁港漁場整備長期
計画の策定（平成24年3月）
○北海道水産業・漁村振興推進計画（第
3期）の策定（平成25年3月）
○第7期北海道総合開発計画中間点検
（平成25年5月）

課
題

◇資源管理型漁業の推進と沿岸域利用秩序の確立
◇つくり育てる漁業の推進
◇豊かな生態系を目指した水産環境の保全・創出
◇省エネ・リサイクル等循環型社会への対応
課題を解決し 水産物の安定供給と水産業
課題を解決し、水産物の安定供給と水産業
◇産地流通体制の強化と水産物需要の拡大
の健全な発展を目指した将来像を実現

水産物の安定供給

将 来 像 （
目指す姿）
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水産物の安定供給基盤の確保
持続的漁業生産体制の確立
・ 科学的根拠に基づく効果的な資源管
理手法の構築
栽培漁業のさらなる発展
・ 有用水産資源の種苗生産・養殖技術
開発
・ 漁港整備等で創出された静穏水域の
活用により、養殖・蓄養生産の拡大
豊かな生態系を目指した水産環境の
保全・創出
・ 水生生物の生活史を踏まえた藻場・
干潟や増殖場の造成、人工魚礁の設
置等による豊かな生息環境の創出
・ 沖合での大規模漁場整備による海域
の生産力増大

◇水産物輸出への対応強化
◇持続的生産のための漁業経営基盤の強化と人材確保
◇安全・安心な漁業地域づくり
◇漁村の活性化と人づくり
◇試験研究体制の整備・強化

水産業の健全な発展

環境保全と循環型社会の構築 水産物の安定供給体制の確保
沿岸海域の環境保全活動の広がり
・ 森・川・農・海を通じた環境保全活動
の組織化と取組の拡大
漁港漁村のエコ化の進展
・ 生産、流通、加工の過程での省エネ
化や再生可能エネルギーの導入
・ 雪氷熱等のローカルエネルギー活
雪氷熱等の
カ
ネ ギ 活
用システムや電動漁船の実用化
水産系廃棄物等のリサイクルの進展
・ FRP漁船や水産加工残滓等のリサ
イクル技術の開発による新たな資源
としての活用と、地域経済を支える
産業おこし

具体化に
向けて

地域マリンビジョンの策定
①地域振興の主体の構築
②地域外との広域的な連携体制の構築・参画の促進
③地域資源の発掘・再確認
④地域振興の方針・方向性の検討
地域特性や課題を踏まえ、あるべき将来を見通す
地域マリンビジョンの策定

衛生管理体制をはじめとした産地
流通体制の強化と消費の拡大
・ 衛生管理型漁港整備等の進展に
よる産地衛生管理体制の確立
・ 消費者ニーズに合致した商品開発
と北海道ブランドの確立による需要
拡大
輸出の進展
・ 市場開拓、MSC認証取得拡大、輸
出相手国衛生管理基準への対応
等による水産物輸出の増大
災害時における水産物安定供給
・ 漁港施設の耐震・耐津波対策や
BCPの策定等による災害に強い生
産・流通体制の構築

地域マリンビジョンの実現
推進母体の体制強 PDCAサイクルに基
化
づく取組の推進

多様な連携・協働
の推進

漁村・地域の総合的な振興
安全で住みよい漁業地域づくり
・ 災害時の緊急物資輸送や避難を可能
とするハード整備や地域の自主的な
取組によるソフト対策の進展
地域資源を活かした新たな産業の創出と
都市との多様な交流の展開
・ 水産物の多様な出荷・販売など6次産
水産物 多様な出荷 販売など 次産
業化の取組の強化
・ 都市漁村交流や地域資源を活かした
産業おこし等、多様な「海業」の展開
・ 女性や高齢者が地域社会での役割を
発揮する機会の増大
多面的機能の発揮
・ 多面的機能が広く市民に理解され、将
来にわたる水産業や漁村の発展に貢
献

効果的な情報発
信

取組を支える基盤整備と
支援制度の活用

 多様な人々が参画できる  取組の目標設定とフォロー  取組の目的や内容に  情報発信の手段を目的  取組に必要な基盤整備の推進
システムづくり
アップ
応じた多様な連携体制
や対象に応じて組合せ、  各種支援制度の活用による取組
の円滑かつ効果的な推進
の構築
戦略的に実施
 取組を主導する担い手の
育成、確保

地域の将来像

オホーツク海

日本海北部

地域マリンビジョンの将来像の提示
各地域が個々のマリンビジョンの検討にあたり、主要海域毎に具体的なイメージが判りやすく描ける
各地域が個々のマリンビジ
ンの検討にあたり 主要海域毎に具体的なイメ ジが判りやすく描ける
よう、海域特性が類似した５地域に区分し、主要課題を３つの観点（①資源・環境、②生産・流通、③地
域振興）から整理したうえで、各々テーマ性を示しつつ、将来像を提示。
地域

日本海
北部

日本海南部
エリモ
以西
太平洋

エリモ以東
太平洋
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観点１ 資源・環境

観点２ 生産・流通

漁場環境の保全創出による資源増大と自然と
の共生

ホタテガイ種苗を通じた他地域との連携と衛生管理
ガ
の強化による特産品の開発

 環境・生態系保全活動の効果的な展開により沿
岸漁場の生産力が大幅に向上
 沖合での大規模漁場造成の進展と包括的な資
源管理によるｽｹﾄｳﾀﾞﾗ、ﾎｯｹなどの資源回復

 成貝産地との連携によるﾎﾀﾃｶﾞｲ種苗の安定的な生産
販売体制の構築
 種苗産地における衛生管理の推進
 ﾅﾏｺの種苗生産技術の確立とＩＴを活用した資源管理
による生産量の安定化
生産量 安定

 経営のｼｽﾃﾑ化や協業化による合理的で持続的
な漁家経営の確立
 風力や太陽光等を活用した漁港・漁村のｴｺ化の
進展
 ﾈｲﾁｬｰﾂｰﾘｽﾞﾑなど新たな産業と漁業との連携に
よる海業の活性化
海業
性

磯焼けの解消などによる漁場環境の保全と漁
業資源の増大

新たな漁法や蓄養などの導入による生産出荷の安
定化の実現、漁家所得の向上

漁家経営の構造改革と子供たちを中心とした都
市漁村交流の発展による担い手の確保

 施肥やｳﾆ等の食圧軽減対策等による漁場生産

 基幹となる漁業生産の確立と作業の共同化等による

 地域水産物を活用したｲﾍﾞﾝﾄや修学旅行生の受け
入れ、体験漁業等による一大交流拠点の形成
 交流を契機とした新規就業者の増加
 ﾌｰﾄﾞ特区との連携による研究開発拠点の形成

日本海
力の大幅な向上
計画的な漁家経営の実現
南部  沖合での大規模漁場整備を契機としたｽｹﾄｳﾀﾞﾗ、  漁港の水域を活用した蓄養等の技術普及による安定
ﾎｯｹ等の包括的な資源管理の実践による資源
ﾎ
ｹ等 包括的な資源管理 実践 よる資源
回復

出荷体制 確立
出荷体制の確立
 離島の漁港整備による操業機会増加

観点３ 地域振興

エコ化と自然との共生を核とした地域起こし

資源管理の徹底と栽培漁業の推進による地域
特産水産物の生産拡大

資源管理と併せた栽培漁業や養殖業の発展と輸出
のさらなる進展

 適正な資源管理によるｽｹﾄｳﾀﾞﾗ、ﾎｯｹ、ﾏｶﾞﾚｲ、ｼ

 ＩＴの活用による漁場環境情報の共有体制の構築とﾎﾀ  内陸部での自然文化遺産や異業種との連携、良
ﾃ、ｺﾝﾌﾞなど主力品目の効率的な操業の実現
好なｱｸｾｽ性を活かした都市漁村交流の進展
 輸出相手国の基準に対応した認定加工施設の増加と  漁港等、公共空間の活用による直売やｲﾍﾞﾝﾄ開催
ﾎﾀﾃｶﾞｲ等の輸出の増加
など6次産業化の進展
 ﾎﾀﾃｶﾞｲ、ｺﾝﾌﾞに加え、ｼｼｬﾓ、ｹｶﾞﾆなどのﾌﾞﾗﾝﾄﾞ力強化

えりも
ｼｬﾓ、ｹｶﾞﾆ、ﾎｯｷｶﾞｲ等の生産の安定化
以西  ﾏﾂｶﾜ、ﾋﾗﾒ、ﾆｼﾝ等の栽培漁業やｺﾝﾌﾞ、ﾎﾀﾃ養
太平洋
殖の進展
 長期的な環境変化に関する研究の進展
 遊漁を含む漁場・資源利用ﾙｰﾙの確立

立地条件を活かした都市漁村交流による道内外
からの交流人口増大

我が国有数の好漁場における生産の維持と研
究の推進

安定した生産を背景にした輸出の進展と防災対策も 広域的な防災・減災対策の進展とﾈｲﾁｬｰﾂｰﾘｽﾞ
含めた水産物の安定供給体制の確立
ﾑの拡大

えりも  ｻｹ、ﾏｽ、ﾏﾂｶﾜ等の栽培漁業やｶｷ､ｱｻﾘ等の養
殖、ｻﾝﾏ、ｲｶ等の適正な資源管理による生産の
以東
維持
太平洋
 森づくりなどの環境保全の取組、順応的な環境
維持・保全手法の開発の進展

 輸出相手国の基準に対応した衛生管理体制の構築等  漁業地域減災計画の策定の進展や地域間連携
による輸出相手国、品目の拡大
による、広域的な災害対策の充実
 主要産地市場でのＢＣＰ策定など、災害時の水産物供  豊かな自然環境と漁業の共生を目指したﾈｲﾁｬｰ
給機能の確保
ﾂｰﾘｽﾞﾑの進展
 深層水の利用などによる水産物ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ化の取組強化

良好な漁場環境による安定したホタテガイ、カ
良好な漁場環境による安定したホタテガイ
カ
キなどの生産確保

豊富な資源の持続的な利用と輸出促進体制の整備
による輸出の拡大

円滑な世代交代と新規参入、及び、労働力の安
円滑な世代交代と新規参入
及び 労働力の安
定確保による持続的な漁業生産体制の実現

 日本海北部地域等との連携による安定したﾎﾀﾃ
ｶﾞｲ種苗確保
 資源管理措置の徹底等による資源水準の維持
 ｻﾛﾏ湖などの湖沼域で環境保全対策の活発化

 主力品目であるﾎﾀﾃｶﾞｲ、ｻｹ、ｶｷ等の生産安定化
 生産海域の登録や相手国に応じた衛生管理、品質管
理による輸出相手国、品目の拡大
 ﾌｧｽﾄﾌｨｯｼｭ等の加工品開発やﾌﾞﾗﾝﾄﾞ化の取組強化

 世代交代の仕組みの維持構築と地域漁業の継承
 地域内外の労働力の活用による生産力の維持及
び、地域内での柔軟な労働力配分のしくみの構築
 ｵﾎｰﾂｸの自然を活かした体験観光の取組拡大

オホー
ツク

地域マリンビジョンの策定と推進方策
地域マリンビジョンの策定に向けて

取組・推進方策

地域振興の主体の構築

市町村、漁協、住民、観光団体、商工会議所等の地域を構成する主要なメンバーが協議会等
を構成し、地域マリンビジョンを策定、実現するための努力を払う必要

地域外との広域的な連携体制の構築・参画の促進

自然環境や生態系の保全のための森川海等流域の一体となった取組や水産物流通、都市漁
村交流などの効果的な推進に向けて、異業種、域外などとの多様な連携体制の構築が必要

地域資源の発掘・再確認

将来の水産業振興や地域振興に資する材料として、水産物、自然、環境、自然遺産、他産業
など様々な地域資源の発掘・再認識が必要

地域振興の方針・方向性の検討

地域の問題点や課題をみんなで共有し、再確認した地域資源をどのように加工、活用していく
か検討して、独自性にあふれた地域づくりテーマを決定

地域ﾏﾘﾝﾋﾞｼﾞｮﾝの策定
－5－

地域マリンビジョンの実現に向けて
推進母体の体制強化
様々な取組主体の中核とな
る推進母体が必要。さらにそ
の体制強化が必要。
 多様な人々が参加できるシ
ステムの構築
 活動の担い手の育成・確保
の仕組みづくり

PDCAサイクルに
基づく取組の推進

多様な連携・
協働の推進

効果的な
情報発信

取組を支える基盤整
備と支援制度の活用

多様な取組の持続的推進に
あたり、計画・準備（Plan）、取
組の実施（Do）、効果の確認や
課題の抽出（Check）、課題改
善への取組（Action）が必要。
 個別の取組についてもＰＤＣ
Ａを実施
 各取組のフォローアップ

行政や研究機関、
各種産業団体等との
連携体制の構築が必
要。
 取組の目的や内容
に応じた多様な連
携の体制の構築

取組に関する認知を高め
るため、戦略的な情報発信
が重要。
 目的や対象に応じた情報
発信の手段（ﾏｽﾒﾃﾞｨｱ、
HP、SNS）の組合せによ
る戦略的な情報発信

地域活性化の取組には、
基盤施設と資金を含む多
様な支援が必要。
 取組を支える基盤整備の
推進
 各種支援制度の活用
各種支援制度 活

地域マリンビジョン全体の推進に向けて
地域ﾏﾘﾝﾋﾞｼﾞｮﾝを束ね、相互の連携を促進させるため、地域マリンビジョン全体を統括する推進母体（統括推進母体）とその体制強化が必要。
公的な支援制度の受け皿の役割や、各地域への技術的助言、情報提供
地域マリンビジョン全体の底上げを図るインセンティブの実施
各地域間の情報交換、交流、連携の促進の役割
統括推進母体主体の事業展開を通じた人材育成・確保
各地域マリンビジョンの取組の総合的な広報活動

