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令和 2年度事業計画

1 事業方針

東 日本大震災による漁業の復旧は、国 。県関係団体等からの幅広い支援により生産

基盤は概ね復旧してきた。しかし、昨年の台風十九号により沿岸各地で再び大変な被

害を受けた。この時も国や県、市町村などに尽力いただき復旧工事が進み、本県の漁

業生産活動には問題がない状況に至っている。

一方、漁業生産については、地球温暖化による海水温の上昇や漁場の変化などより

秋 さけ、サンマ、スルメイカなど主要な魚の水揚げが大きく減少 し、養殖漁業でもワ

カメの芽落ち、ホタテ稚貝の大量減耗、貝毒出荷自主規制期間の長期化などにより生

産量が減少、アワビ、ウエ漁でもアワビの資源量の減少や餌 となる天然コンブの減少

により水揚量が減少 してお り、漁業生産を取 り巻く環境はこれまでなく厳 しい状況に

あります。

漁業就業者については、漁業センサスによれば平成 30年は約 6千人と5年前調査

とほぼ同数であり震災直後の減少傾向は落ち着いたところです。しかし、依然として

高齢化は進んでお り、漁業担い手の育成確保対策がさらに重要となつてきております。

このような状況の中で、令和元年度は従来からの助成事業支援に加えて国の漁業人

材育成総合支援事業の実施機関となつて新規就業者の確保・育成に努めてきたところ

です。また、昨年 4月 開講 した「いわて水産アカデミー」では同運営協議会の運営に

積極的に参画してきました。令和 2年度は、令和元年度の取 り組みを引き続き実施 し

ながら、新規就業希望者がスムーズに漁業に着業できるよう関係機関と連携 して進め

るとともに助成事業を通 じて漁業生産の向上に資する取 り組みを支援 していくもと

とする。

2 事業内容

(1)青少年、漁業志向青年等の漁業への就業促進・維持確保に関する活動支援 (公 1)

① 漁業担い手確保対策事業 (助成事業)

漁業担い手の確保に資するため、小中高生を対象とした体験学習等や、水産高

校生の実践的な研修活動、青年層を対象とした体現漁業活動に対 し助成する。

ア 小中学生漁業体験 。学習事業  11件  助成額   535,000円

イ 水産高校等連携育成事業 3件  助成額   470,000円

ウ 漁業志向青年等体験学習事業  1件   助成額   200,000円

15件  助成額  1,205,000円

② 調査・情報提供の実施 (自 主事業)

全国漁業就業支援フェア等や各種の就業関連イベン トに参加 し、岩手の漁業の

特徴や魅力、「いわて水産アカデミー」等の紹介を行い、就業希望者のニーズに

応 じて相談に対応する。

計



岩手の漁業を紹介する冊子「日で見る岩手の沿岸漁業」について、職業として

の漁業や浜での暮 らしに着眼して全体の構成を修正 して制作・配布する。

印刷製本費   1,083,500円 (う ち 2年度予算 783,500円 )

(2)新規漁業就業者の育成に関する活動支援 (公 2)

① 漁業人材育成総合支援事業

国庫補助事業の実施機関として、全国漁業就業者フェアヘの出展支援及び長期

研修支援事業として指導者への指導費等の支援を実施する。

事業費 5,225,000円  (国庫 10/10)

ア 漁業就業促進情報提供事業 (自 主事業)

全国漁業就業支援フェアヘの出展支援や情報提供活動等を行 う。

イ 長期研修支援事業 (助成事業)

研修受入機関の指導者に対 して指導費等の支援を行 う。

② いわて水産アカデミー運営協議会への参画事業 (自 主事業)

県、市町村等で構成されるいわて水産アカデミー運営協議会に参画し、「いわて

水産アカデミー」の運営主体として、漁業就業者の確保・育成を支援することと

し、運営経費の一部を負担する。

負担金  1,960,220円

特定費用準備資金 (いわて水産アカデ ミー参力日準備資金)の取崩 し

(3)青年等漁業者の経営等改善向上に関する組織活動の支援 (公 3)

漁業経営の発展向上を図るため、漁業青年女性グループ等が行 う実践活動交流活

動、地域 リーダーの資質向上活動等に対 し助成する。

① 研究グループ等活動事業    8件   助成額   2,354,775円

(研究実践活動)       6件   助成額   1,854,775円

(研修活動)         2件   助成額    500,000円

② 青年等交流活動事業      7件   助成額    970,000円

③ 地域 リーダー研修事業     3件   助成額    300,000円
計          18件   助成額   3,624,775円

０
●



令 和 2年 度 助 成 事 業 実 施 計 画 書
公益財団法人岩手県漁業担い手育成基金

1漁業担い手確保対策事業
単位 :円

地 区 実施主体 活動の内容 (課題名 ) 実施場所 実施期間 参加人数 指導者・協力機関等 事業費 助成額 特記事項

大船渡
岩手県漁業士会大船渡
支部

管内小中学生の漁業体験学習支援
(新巻作り、カキ養殖)

大船渡市
陸前高田市

28人 117,000 50,000
継続 (Rlは原料確保できず新巻
作りは中止)

大船渡 岩手県立高田高校
中学生1日 体験入学
(操船実習、すり身加工実習

陸前高田市 7月 31日 15名 35,000 35,000 継続

大船渡 綾里漁業協同組合
少年水産教室の開催
(ホタテ養殖見学、新巻作り)

大船渡市 3904乙 57,000 50,000 継続

大船渡 大船渡市漁業協同組合 末崎中学校わかめ養殖体験 大船渡市 11月 初旬 22メ、 96,810 50,000 継続

釜 石 釜石湾漁業協同組合
新巻鮭作り体験学習会
(平田小学校5年生)

釜石市平田 11～ 12月 50ノ｀ 学校、釜石市、沿岸局 100,000 50,000 継続 (Rlは原料確保できず中止)

釜石
新おおつち漁業協同組
合女性部

新巻さけづくり体験学習
(吉里吉里学園小6年生)

大槌町
吉里吉里

12月 15人 漁協、学校、大槌町、沿着 75,000 50,000 継続

釜 石 新おおつち漁業協同組恰
ワカメ養殖体験
(吉里吉里学園7～9年生)

大槌町
吉里吉里

7～ 3月 38,名 漁協青壮年部、学校、大1 104,000 50,000 il当続

宮古 重茂漁業協同組合
秋サケ体験学習
(ふ化場。定置網見学、加工体験 )

官古市重茂 4～ 12月 ～16名 /学 140,000 50,000 継続

宮古 県立宮古水産高等学校
中学生一 日体験入学
(体験航海、調理実習)

官古市 7月 28日 100名 100,000 継続

久慈 久慈市漁業脇同組合
久喜地区少年水産教至

(小 3～6年生、漁業体験 新巻作り)
久慈市久喜

7～ 12月

(3日 間)

20名
久喜小、PTA,生 産部、女
性部、市、水産部

53,400 50,000 1129、 30開 催

久慈 種市南漁業協同組合

価戸地区 少年水産教室

種市中学 1年生 (51名 )を対象としたウニ

採り採捕、塩ウニ加工体験。
洋野町種市 7月 51名

種市中、種市高、宿戸研
究会、女性部、水産部

120,000 50,000
拡充
宿戸中統合により種市地区に拡大

計 998,210 535,000

単位 :円

地 区 実施主体 活動の内容 (課題名 ) 実施場所 実施期間 参加人数 指導者・協 力機関等 事業費 助成額 特記事項

大船渡

大船渡
岩手県立高田高校

広田湾の生物調査 陸前高田市
9名

40,000 40,000 継続

未利用資源の有効利用、商品開発 陸前高田市 40,000 40,000 継続

久慈 岩手県立久慈東高校
ダイナンギンポの安定供給に向けた研
究

久慈市 4-3月 3名 もくらんびあ、水産部 90,000 90,000 継統新規

久慈 岩手県種市高校
漁協と連携したウニ除去作業を通じた

潜水漁業者の育成
洋野町 9～ 10月 94名 漁協、水産部、水技 300,000 300,000 新 規

計 470,000 470,000



(漁業・養殖業の主要作業の体験 市、宮古水産振興セン

2漁業担い手育成対策事業
(1)新規漁業 業

(3)0」 T研修支援事業

活動の内容 (課題名) 指導者・協力機関等

受入経営体 (漁業種

研修生氏名・年齢

言古
目古雨漁業就業者育成
臨議会 宮古市 未定 う人 3135001 200001

f勝お売
和1番 IFI Fの /,6硼 車全量報 ヽ

計 335001 200001

計 |

地区 研修先 研修の内容 研修場所 研修期間 事業費 助成額 特記事項

計 |

地 区 研修生氏名・年齢 研修先 研修の内容 研修場所 研修期間 指導者・協力機関等 事業費 助成額 特記事項

計 ( (

小 計 ( (

2C ( (



3青年等漁業者資質向上活動支援事業
(1)研究グループ等活動事業

単位 :円

地 区 実施主体 研究等課題 実施場所 実施期間 参加人数 指導者・協力機関等 事業費 助成額 特記事項

大船渡 吉浜養殖研究会 マガキシングルシード養殖試験 吉浜湾 8月 ～3月 15名 漁協、振興センター 274,00C 274,000 新規、追加要望

釜 石
釜石湾漁業協同組合青
年割

アカモク養殖試験
(人工採苗、環境調査)

釜石湾 4～ 3月 21名 漁協、沿岸局 304,000 304,000 継続 (2年 目)

釜 石
新おおつち漁業協同組
杏書年部

アサリ採苗試験 大槌湾 4～ 3月 2名 漁協、沿岸局 350,000

`区

桁売(3T目 )

釜 石
唐丹町漁業協同組合ほ
たて養殖組合

ホタテガイ採苗方法改良試験 唐丹湾 3月 41名 漁協、沿岸局 347,000 347,000 新規 (結果は3年度 )

宮古
田野畑村漁業協同組合
島越養殖組合

養殖ワカメ用促成種苗生産試験 田野畑村 29多名 540,650 350,000 新規

久慈 南侍浜漁業研究会
漁港静穏域での給餌用コンブ海中造林
試験

久慈市麦生 11月 ～ 16名 漁協、市、水技、水産部 229,775 229,775 新規

計 2,045,425 1,854,775

単位 :円

地 区 実施主体 研修先 研修の内容 研修場所 研修期間 指導者・協力機関等 事業費 助成額 特記事項

釜 石
粘おおつち凛栗協 n‐l組
合青年部

二重県 アサリ採苗先進地視察 二重県 6～ 8月 漁協、沿岸局 250,000 250,000 継続 (Rlは視察先変更 :重変)

釜 石 岩手県漁業士会釜石支音北海道
1ヒ海道におけるホタテガイ養
殖の現状視察 (斃死対策 )

北海道 8～ 10月 管内漁協、沿岸局 312,000 250,000 新規

計 562,000 500,000

活動の内容 (課題名)

(2)青年等交流活動事業
単位 :円

地 区 実施主体 活動の内容 (課題名) 実施場所 実施期間 参加人数 指導者・協力機関等 事業費 助成額 特記事項

釜 石
釜石湾漁協白浜浦女性
部

逗子市商工会等との交流活動
(アカモクをテーマとした交流)

市
浦

石
浜

釜
白

6～ 7月 20ノ｀ 市、釜援隊、沿岸局 95,000 95,000
継続 (Rlは 市内そば打ちクラブと

交流)

釜 石 釜石市内 5漁協女性部
山形県南陽市商工会女性部との交流
活動 (食材紹介、料理教室)

釜石市 6～ 9月 40ノk 市、釜援隊、沿岸局 70,000 70,000 新規

官古
宮古市漁業就業者育成
協議会

未婚漁業者等の婚活交流会の実施 宮古市 未 定 20人
宮古市内3漁協、宮古
市、宮古水産振興セン

ター
335,000 継続 (Rlは台風被害により中止)

利益相反(2/26理事会承認)

官古
JF岩手県漁連下閉伊支
部

首都圏における水産物の販売促進、交
流活動 (神奈川県大和市)

神奈川県 10月 5名 314,000 200,000 倒X続 ([130,Rl品 川区戸越銀座)、

地 区 実施主体 実施場所 講師等 事業費 助成額 特記事項

計 (

ノ]ヽ 言十 2,607,421 2,354,77



全 県 岩手県漁業士会
全国漁村青壮年女性交流大会・全国漁
業士連絡協議会の参加

東京都
3月

(2日 )
3名 156,000 135,000 継続 (Rlは新型コロナで中止 )

全 県
岩手県漁業協同組合女
性部連絡協議会

全国青年女性漁業者交流大会の参加 東京都
3月

(2日 )

3名
岩 l‐ 県4百用漁莱協同組

合連合会
250,000 200,000 継続 (Rlは新型コロナで中止 )

計 1,220,000 900,000

岩手漁青連九戸支部
F岩手漁青連九戸支部
九戸地区活動実績発表大会

連、水試、水産部

l 単位 :円

地 区 実施主体 活動の内容 (課題名) 実施場所 実施期間 参加人数 指導者・協力機関等 事業費 助成額 特記事項

大船渡
岩手県漁業士会大船渡
す蔀

言城 県漁業士会北部支部との交流会
(着手県開催 )

陸前高田市
一閣市

8月 ～9月 28名
太船渡振興センター、気
ll沼地方振興局、管内市

175,290 100,000 継続 (交互開催)

全 県 岩手県漁業士会 漁業士会研修会の開催 盛岡市等 6月 ～7月 87名 200,000 100,000 |ド続

全県 岩手県漁業士会 東北・1ヒ海道ブロック漁業士研修会の詳盛岡市等 8月 ～9月 37名 200,000 100,000 開催県

計 575,290 300,000

i    3の 合計    |                         |    |         1 4,492,7151 3,624,7751             1

5特別対策事業

単位 :円

地 区 実施主体 活動の内容 (課題名) 実施場所 実施期間 参加人数 指導者・協力機関等 事業費 助成額 キ記事項

計

1    5の 合計    |                         |    |         l    o1    01             1
単位 :円

総合計 6,295,92s | 4,829.11a

地 区 実施主体 活動の内容 (課題名)   1実 施場所 1実施期間 l参加人数 l 指導者・協力機関等 i 事業費 助成額 特記事項

欠慈 久慈市 3月 50名 90,001 70,001 継続

計 90,001 70.00{

小計 1,310,001 970,00{

(



大船渡 金石 宮古 久慈 全 県 合計 Rl計画 R2/R¬

1漁業担い手確保対策事業 【公益目的事業 1】 265,000 150,000 300,000 490,000 1,205,00C 1,543,550

(1)小 中学生漁業体験。学習事業 185,000 150,000 100,00C 535,OCIC 590,000

(2)水産高校等連携育成事業 80,000 390,00C 470,00C 553,550

(3)漁業志向青年等体験学習事業 200,00C 200,00C 400,000

2漁業担い手育成対策事業 【公益目的事業 2】 296,000 0096

(1)新規漁業就業者交流事業

(2)新規漁業就業者技術研修事業 296,000

(3)0」
´
1｀研修支援 事業 6 θ

ア 国内先進漁家等技術研修 (短期研修)

イ 新規就業者qT研修 (長期研修 )

3青年等漁業者資質向上活動支援事業 【公益目的事業 3 374,00C 1,666,00C 750,00C 299,77モ 535,000 3.624,77こ 2,643,932 1371%

(1)研究グループ等活 ll」 事業 ′74θの み5θ4θ

“

350,6`` ″ aァ乃 θ 4354,7ん 350,Zθ 2

ア 研究実践活動 274,00C 1,001,000 350,00C 229,775 1,854,77[ 600,702

イ 研修活動 500,000 0 500,000 250,000

ウ資格取得活動 0

(2)青年等交流活動事業 /"幽 400,θω ″ 爾 θθaooo θアαθθθ 4」/Z2θθ

ア 情報交換会の開催等 165,000 400,000 0 335,000 900,000 1,447,280

イ 地区活動研究実績発表大会 0 0 0 70,000 0 70,000

(3)地域リーダー研修事業 (漁業十活動等 ) /″切 θ θ θ ′の 物 θの 四 ′アα350

4地区漁業担い手対策推進協議会活動 【その他の事業 1 0 0 0 0 0 0

合計 639,000 1,316,000 1,050,000 789,775 535,000 4,829,775 4,483,482 1077%


