平成３０年度事業報告
（総

括）

平成30年度の事業については、第75回定時総会で報告した平成30年度事業計画及
び収支予算に基づき、経費の節減を図りつつ効率的、効果的な運営に努めた。
具体的には、
①全国漁港漁場整備技術研究発表会や漁港漁場講習会を開催した。
②「漁港漁場月報」や機関誌「漁港漁場」の発行、ホームページの更新、漁港
漁場漁村海岸写真コンクールの開催、「聞き書き甲子園」の実施、漁村女性
セミナーの開催等により広報・啓発普及活動を行った。
③国際交流活動としては、日韓漁港漁場漁村技術交流会議の神戸での開催や韓
国からの漁港調査団の受け入れ等の国際交流に努めた。
④各地区で開催されたブロック協議会や都道府県漁港漁場協会の総会等に出席
し情報交換に努めるとともに、特定第３種漁港市長協議会や全国水産都市三
団体連絡協議会の活動を支援した。
⑤第69回全国漁港漁場大会を大阪府泉佐野市において開催し、漁港・漁場・漁
村等の総合的整備を行うための提言をとりまとめ、全国協会と都道府県協会
が一体となって、政府、国会等に対し漁港・漁場・漁村の実情や整備の重要
性及び漁港漁場整備長期計画の着実な実施を訴えるための活動を行った。
⑥漁港台帳の電子化を図る「漁港情報クラウドシステム」は複数の自治体から
の受託契約が締結され、さらなる拡大普及に努めた。
⑦漁港漁場漁村及び海岸等に関する知識の普及並びに関係者の利便に資するた
め、漁港漁場関係工事積算基準（平成30年度版）等を発行し、出版事業の一
層の充実に努めた。
また、漁港漁場漁村整備促進議員連盟の活動に協力し、議連が行う財務省への予
算要請活動や漁港視察等を支援した。更に、漁港・漁場・漁村整備の一層の促進を
期するために、政府や国会だけでなく政党や関係団体の理解と支援を受けることが
重要と考え、各種会議や集会等に積極的に参加し、強力な支援を要請した。
令和元年度水産基盤整備事業予算は、第4次漁港漁場整備長期計画の着実な推進と
ともに、水産改革に即した水産業の成長産業化に向けて710億44百万円が計上され、
これに臨時・特別の措置としての190億円を加えると900億44百万円（対前年度比
129％）となった。更に、平成30年度水産基盤整備関係補正予算（239億円）を加え
ると1,139億44百万円となった。
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１．漁港、漁場、漁村等に関する講習会、研究発表会等の開催
（１）漁港漁場講習会等の開催
水産庁の協力を得て2月8日、東京都千代田区において「平成30年度漁港漁場講習会」
を漁港漁場漁村関係者約80名で開催した。
この講習会は水産庁や関係団体の講師により、漁港漁場漁村を取り巻く最新の情勢
やその整備等に関する制度、施策、技術等の情報提供を行うことを目的としており、
水産基盤整備事業及び増養殖対策関係予算、水産改革法案、漁港施設に関する規制緩
和と対応した放置艇対策及び地域活性化、漁港漁場分野におけるICTの活用、再生可
能エネルギーの導入と省エネルギー技術の活用、漁港総合情報システムなど多岐にわ
たる講義を行った。
（２）第17回全国漁港漁場整備技術研究発表会の開催
水産庁・長崎県・本会の共催で10月10、11日長崎市の「長崎県ブリックホール国際
会議場」において、漁港漁場整備に関する新しい研究成果や先進事例を紹介し、漁港
漁場漁村の整備技術の向上、普及を目的とする「第17回全国漁港漁場整備技術研究発
表会」を開催し、漁港漁場関係技術者約250名が参加した。
２．漁港、漁場、漁村等に関する提言
（１）第69回全国漁港漁場大会の開催と提言事項の推進の要請
水産業振興、地域の活性化を目指す取組み等に関する情報と意見を交換するととも
に、水産資源回復対策、漁港等の高度衛生管理対策、漁港・漁村の防災・減災対策や
施設の長寿命化対策など漁港・漁場・漁村の総合的整備に関する方策を議論する全国
漁港漁場大会を開催した。
漁港・漁場・漁村・海岸の整備促進に係る諸施策の積極的な推進が図られるよう、
政府、国会等に対する提言を採択し、その実現のため要請行動を行うことを決議した。
◯ 第69回全国漁港漁場大会
1) 開催日時：10月26日

10時

2) 開催場所：エブノ泉の森ホール（大阪府泉佐野市）
3) 参集者数：約1,300名
4) 大会概要：
①開会宣言

大阪府漁港漁場協会副会長

岡 修

②主催者挨拶

(公社)全国漁港漁場協会会長

橋本

牧

③来賓祝辞

農林水産副大臣

髙鳥

修一

衆議院農林水産委員会委員長

堂故 茂
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(一社)大日本水産会常務理事（会長祝辞代読）長岡
④歓迎のことば 大阪府副知事（知事祝辞代読）

英典

竹内 廣行

⑤大会議事
・議長選出
議長

大阪府漁港漁村協会会長(泉佐野市長)

・提案理由説明

千代松

大耕

静岡県漁港漁村協会会長(焼津市長)
中野 弘道

・事例発表
神奈川県三浦市長

吉田 英男

和歌山県串本町総務課副課長

枠谷 徳彦

石川県漁業協同組合西海支所運営委員長

高岩 権治

・提言朗読

（一社）大分県漁港漁場協会理事
（大分県漁業協同組合女性部長）

・次期開催地挨拶 広島県漁港協会会長

浪井

洋子

枝広

直幹

○ 要請行動
全国漁港漁場大会において決議された提言事項推進のため、11月15日に本協会
と都道府県漁港漁場協会が一体となって、財務省、農林水産省、国土交通省及び
国会議員に対して要請行動を行い、濱村進農林水産大臣政務官などに直接提言書
を手渡し、地元の実情、課題を説明した。
（２）各種会議等での情報収集、要請
漁港漁場漁村の整備促進を期するためには、政府、国会だけでなく、政党、関係
団体の理解と協力を得ることが肝要であることから、政党、団体等の各種会議、集
会に出席し、情報収集に努めるとともに要請集会などの活動に参加した。
３．漁港、漁場、漁村等に関する調査研究
（１）水産庁より平成30年度水産基盤整備調査委託事業「漁港漁場分野におけるICT技
術の活用検討調査」を受託し、調査を実施した。
（２）漁港情報クラウドシステムによる漁港台帳整備業務を宮城県東松島市、宮城県石
巻市から受託し、成果物を引き渡した。
４．漁港、漁場、漁村等に関する資料の収集
漁港漁場漁村の整備に必要な諸制度及び技術の研究開発等に関する資料を収集し
たほか、水産基盤整備事業の実施に際して地方公共団体がどのような割合で費用を
負担しているかについて、会員の協力の下で調査を行い、調査結果を水産庁、都道
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府県等に提供した。
５．漁港、漁場、漁村等に関する国際交流
（１）第21回日韓漁港漁場漁村技術交流会議の開催
本会と（一財）漁港漁場漁村総合研究所との共催で、漁港漁場関連技術等に関する
情報交換、意見交換を行なう日韓漁港漁場漁村技術交流会議を６月27日に神戸市の
神戸国際会議場において「漁港ストックの最大限の活用と漁村の賑わいの創出」を
テーマに開催し、日韓の漁港漁場漁村関係者約70名が参加した。
（２）視察団の受け入れ
４月22日に韓国高度衛生管理流通対策魚市場の漁港視察団を受け入れ、視察チー
ムは千葉県の漁港等を訪問した。
８月30日に特殊法人韓國漁村漁港協會からの要請による、水産基盤調査団を受け
入れ、調査団は千葉県及び、神奈川県の漁港等を訪問した。
また、12月17日に韓国漁村漁港公団による台風被害漁港調査の調査団を受け入
れ、調査団は沖縄県の漁港を訪問した。
（３）国際航路協会日本支部（ＰＩＡＮＣ－Ｊａｐａｎ）の活動に参画
水上交通の維持・発展の推進を目的とする国際航路協会日本支部の活動に参画し
た。
６．漁港、漁場、漁村等に関する指導・助言
（１）地区協議会・都道府県漁港漁場協会総会等
各地区の協議会及び都道府県漁港漁場協会の総会等に出席し、漁港、漁場、漁村、
海岸の整備等に関する情報発信に努め、これらの整備促進に向けた積極的な活動を
要請した。
ⅰ 地区漁港漁場大会及び漁港漁場協議会等
☆ 平成30年度東北太平洋漁港ブロック協議会 ７月12日 宮城県仙台市
☆ 平成30年度北日本地区漁港漁場協議会

７月19日 秋田県男鹿市

☆ 平成30年度関東・東海地区漁港漁場協議会 ７月５日 三重県志摩市
☆ 第67回近畿ブロック漁港漁場協会協議会

７月18日 兵庫県神戸市

☆ 第43回中・四国漁港漁場団体協議会

７月30日 鳥取県境港市

☆ 平成30年度九州地区漁港漁場大会

７月12日 鹿児島県長島町

ⅱ 都道府県漁港漁場協会総会(25協会)
北海道、青森県、岩手県、宮城県、山形県、茨城県、神奈川県、静岡県、
愛知県、三重県、福井県、和歌山県、兵庫県、島根県、広島県、山口県、
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香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県
（２）特定第３種漁港市長協議会
特定第３種漁港市長協議会の活動を支援するとともに講演等の企画を行った。
８月22日に銚子市で開催された総会では、会員13市から市長と市長代理等約40名が
出席し、総会議事終了後、水産庁漁港漁場整備部計画課の中村克彦課長補佐による講
演が行われた。
また、当協議会が参画する全国水産都市三団体連絡協議会の活動等を支援した。
（３）漁港漁場検診の実施
岩手県漁港漁村協会の依頼に応じて、漁港漁場検診に参加した。
７．漁港、漁場、漁村等に関する啓発普及
（１）地震津波等の防災対策の推進
近い将来、大規模な地震津波の発生が懸念されていること、さらに近年台風や集中
豪雨が猛威を増していること等を踏まえ、災害に強い漁業地域づくりの推進に対する
提言活動を行った。
また、全国漁港海岸防災協会等が実施した津波防災をテーマとする「第22回海岸シ
ンポジウム」（主催・全国海岸事業促進連合協議会）の支援を行った。
（２）漁港漁場漁村の環境美化に関する啓発普及
都市部に比べて著しく遅れている漁村の生活環境の改善を積極的に推進するため、漁
村の生活環境改善に対する理解の一層の促進、安全で暮らしやすい漁村の生活環境の実
現に向けて、関係機関・団体と協力して、環境整備の必要性について啓発に努めた。
また、漁港漁場愛護精神の啓発のため、漁港漁場愛護団体を表彰すること等によ
り漁港漁場愛護運動の一層の普及を図った。
（３）プレジャーボート対策等の漁村活性化に関する取組み
プレジャーボート等の適正な係留保管の推進、プレジャーボート等を通じた漁村
の活性化に資するため、海洋レクリエーション関係機関団体と情報交換に努めると
ともに、「海の駅ネットワーク」の事務局として活動した。
（４）ホームページの充実
本会がインターネット上で開設している「全国漁港漁場協会ホームページ」に掲
載している漁港漁場漁村に関する情報を充実させるとともに、関係他団体とリンク
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させ漁港漁場漁村に関する情報提供を増やすよう努めた。
（５）漁村女性セミナーの開催
活力ある漁村づくりのために、女性の視点から漁村の女性が積極的に発言し、活
動していくことを期待して、漁村女性セミナーを２月27日東京都において開催し
た。都道府県漁港漁場協会の女性役員、漁協女性部の役員等約60名が参加した。
「漁業と他業種との連携による漁村地域の活性化」をテーマに話題提供、意見交換
を行った。
また、浜の女性たちの情報交換の場として、本会の全国ネットワークと情報発信
ツール（ホームページ、機関誌「漁港漁場」、月報）を積極的に活用した。
（６）漁港漁場功績者等の表彰
第75回定時総会に先立ち、本会表彰規程に基づく平成30年度表彰を行い、漁港漁
場功績者等に対して、その功績を称え感謝状と記念品を贈呈した。
☆

漁港漁場功績者

………………………………………………

３８名

☆

優秀漁港漁場受賞機関 ………………………………………

２機関

☆

漁港漁場愛護運動団体 ………………………………………

１団体

（７）2018漁港漁場漁村海岸写真コンクールの実施
写真を通じて、漁港漁場漁村海岸への一般の人々の理解を深め、併せて水産業・
漁村の重要性をＰＲするため水産庁の後援を得て、全国漁港海岸防災協会との共
催、(一社)水産土木建設技術センター、(一財)漁港漁場漁村総合研究所の協賛によ
り、2018漁港漁場漁村海岸写真コンクールを実施した。
９月18日に審査委員会を開催し、応募総数223作品から、特選６点、入選５点、佳
作10点の入賞作品を決定した。
（８）都道府県協会が行う研修会等に対する支援
平成30年度の研修会等に対する助成金は13協会に対し助成を行った。
８．漁港漁場漁村関係図書の出版
（１）機関紙「漁港漁場月報」、機関誌「漁港漁場」の発行等
機関紙「漁港漁場月報」、機関誌「漁港漁場」を定期的に発行して会員と関係省庁
等に配布し、漁港漁場漁村及び海岸の整備促進等に関する情報の交換、意識の高揚等
に努めた。
（２）漁港漁場漁村関係事業の円滑な実施と漁港等に関する知識の普及等に資するこ
とができるよう、次の図書を出版するとともに、漁港標識等の斡旋販売を行った。
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平成３０年度漁港漁場漁村関係図書の出版

№

書

名

格

価

格

発行月

B5判

630頁

6,000円

5月

A4判

1,500頁

12,000円

7月

１

漁港漁場関係工事共通仕様書

２

漁港漁場関係工事積算基準

３

船舶及び機械器具等の損料算定基準

A4判

200頁

3,500円

7月

４

海岸保全施設の技術上の基準・同解説

A4判

350頁

7,560円

8月

５

2018漁港漁場漁村ポケットブック

B6判

340頁

1,500円

9月

６

全国漁港漁場整備技術研究発表会「講演集」

A4 判

100 頁

3,500 円

10 月

７

８

平成30年度版

規

平成30年度版

機関誌「漁港漁場」

A４版

(60 巻 2 号･3 号･4 号、61 巻 1 号)

550円

漁港漁場講習会テキスト

3,500 円

4、7、
10、1 月
2月

斡旋取扱図書（（一社）漁港漁場新技術研究会）
№
１

書

名

はじめよう品質・衛生管理のための荷さばき
所づくりＱ＆Ａ
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規

格

A4判

70頁

価

格
2430円

発行月
12月

