
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道定置漁業に係る 
漁場の有効活用の考え方（案） 

定置漁業の経営  対応方針 

 

※ 検討中の資料のため、 

今後、内容や表現等に変更や修正があります。 

決定内容では無いので、十分ご注意下さい。 

 

水産林務部漁業管理課 

令和２年  月  
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検討中（案）資料  
Ⅰ 序論 

１．定置漁業の現状 

（１）定置漁業の産業と経営 

北海道の定置網漁業は、その８割が秋サケを主体に漁獲しており、昔から北海道の漁業のなかでも

大変重要な漁業となっている。 

特にさけ定置漁業は、地域の雇用等はもちろんの事、流通・加工産業、運送業のほか、造船・機

械・電気・資材等の生産財産業、資源づくりを担う増殖事業、さらには観光資源としてなど、多様な

産業への広がりがあり、北海道経済はもとより地域経済にとっても大変重要な漁業である。 

※ Ｒ１定置漁業の漁獲金額335億円は、生産誘発額514億円、GDP279億円、5,548人/年の新

規就業誘発に相当する試算結果。道経済部経済企画局経済企画課分析ツール使用。漁業一般

と用いて試算。実際は流通・加工産業を中心に更に大きく増加すると想定される。 

 

  このため、急激な経営悪化等による廃業やそれに伴う廃統等は、生産力が低下し地域経済への影響

も大きく、定置漁業の比重が高い漁村では、その衰退も招きかねない。 

  現在の北海道の定置漁業を取巻く環境は、漁場環境の変動や秋サケ資源来遊量の減少、漁業法改正

による資源管理の高度化、人口減少・高齢化等による就業者数の減少や国内需要の縮小等様々な課題

に直面しており、大きな変化のなかにあるものである。 

 

北海道では、今後も定置漁業が持続的な漁業であるために、これらの変化に対応した経営の強化や

その改善を進めるため、協業化を中心とした経営の合理化等の考え方をまとめた。 

今回は、協業化の考え方のほかに自己の経営と他地域等と比較できる資料を掲載した。 

個々による経営の検討はもとより、関係者や地域が定置漁業がどうあるべきかを考え、経営構造の

改革・改善へ取組んでいただきたい。 

 

（２）定置漁業経営の合理化事例 

  Ｈ16年度に北海道定置漁業協同組合が行った「さけ定置漁業の協業化に関する調査・研究」のまと

めでは、さけ定置の漁業収入の全道総額は、現在の水揚げ金額と同程度の310億円から320億円と見

立てている。 

  同調査・研究では、さけ定置漁業は、立地条件とその地域の資源量＝漁業権の枠内で存立せざる得

ないため、（上記のような水揚げ状況のもと）収益性の低い経営は経営悪化で廃業を余儀なくされる

ケースが出ることと、この漁業で扶養できる漁業者数の限界性が予想されている。 

  このことを踏まえ、当時より今後の定置漁業は経営の合理化と高い経営管理能力が必要であり経営

構造の改革は大変重要とし、合理化事例を紹介・解説しており来遊が減少した現在でも有効な事例と

なっている。 

経営の合理化に伴うメリットは、現在の状況においては非常に大きいものと考えられ、これまでに

も紹介されている事例に最近の事例をあわせて紹介する。 

 



 

 
 

検討中（案）資料  
＜協業化等の経営の合理化事例＞ 

① 事例１ 個人定置の統廃合と地域の協業化例 

○地区は、H６年に８カ統８経営体のうち６カ統を4カ統にし６経営体で協業化を実施。この協

業化の効果は、統合・協業化しなかった場合の利益が－74.8%に対し、統合・協業化により 

－26.2％と赤字幅の削減割合が52%と報告されている。なお、本事例は漁労原価を36.8％節

減と人件費を中心に経費が削減された。 

また本地区全体では、第９次漁業権切替え期間中に８カ統８経営体を6カ統３経営体（うち１

経営体は上記６経営体の協業化）にして、第10次漁業権切替え（H10）では、最終的に５カ統３

経営体まで減統と合理化を実施し、１カ統当りの水揚げは向上した。 

現在、太平洋にある当地域は極度の来遊不振により大変厳しい状況にあるが、人件費を含む損

益と漁業収入の比率である、付加価値率はプラスを保った状況。 
 

 ② 事例２ 統廃合に伴う漁獲減とコスト削減例 

９次漁業権切替え期間中では、釧路、十勝、根室管内で６漁協、日本海海域で２漁協の８地区

56カ統が37カ統に減統し、協業化する取組みがあった。この協業化によってH7に対しH８の収

支は4.9億円減少したが、支出は15.5億円削減され、差引き10.6億円のコスト削減効果があった

。 
 
③ 事例３ 地域の水揚げに対応した経営 

太平洋海域の○は、２階網１カ統、１階網２カ統を１経営体で経営し直近３ヵ年の平均漁獲金

額は、３カ統で計73百万円(一カ統当り24百万円)の水揚げ。水揚げ金額に対する支出の内訳は、

人件費が約39％、原材料は8％、その他経費32％の状況。起こし船１隻で操業し、合計の総支出

額は1カ統並の58百万円となっており、15百万円の利益を確保。(その他収入を含まない。) 

同地域の課題は、現在の資源状況を鑑み漁場の再編などにより、起こし船１隻体制の更なる操

業効率の向上による経費削減となっている。 
 

このようにこれまでも様々な形で合理化等がおこなわれ、多くのコスト削減に取組まれており、事

例３に示すように単純に1経営体が数カ統を経営し支出を１カ統規模におさえる事で、資源状況にみ

あった経営も可能と考えられる。 
   

＜Ｈ25年に行った協業化経営体へのメリットの聞取り調査の結果＞ 

① 経営面 

・ 一般管理費の削減 

・ 資材購入の一元化と協業体による入札制度による経費削減 

・ 予備資材の共有化による余剰資産削減 

・ 人件費、船舶の共有化や削減による経費削減 

② 運営面 

・ 効率化で余裕がでた資金を設備投資や従事者の福利厚生にあてられる 

・ 水揚げのプール化により地域の安定性の確保 

・ 増殖事業への協力を迅速に対応 

③ 作業面 

・ 大規模作業の共同化と効率化（例 土俵作業） 

・ 網起こし体制、荷揚げ体制の効率化 ・網入れ・網揚げも効率化。 

・ 災害など非常時の協力体制、復旧体制の迅速さ  



 

 
 

検討中（案）資料  
 

（３）水揚げと単価の動向 

  近年の本道の定置漁業の漁獲状況は次のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道　全定置漁業の漁獲状況

資料：北海道水産現勢

振興局 区分 H26 H27 H28 H29 H30 5ヶ年平均 R1(概報値)

漁獲量 さけ 108,322 109,303 78,859 52,119 60,579 81,836 47,000

トン その他 50,393 29,664 26,189 33,851 30,263 34,072 44,000

計 158,715 138,967 105,048 85,970 90,842 115,908 91,000

漁獲金額 さけ 52,928,393 56,125,947 50,350,136 54,983,907 42,912,420 51,460,161 27,400,000

千円 その他 5,953,149 4,920,945 5,602,732 5,118,549 5,024,921 5,324,059 6,100,000

計 58,881,542 61,046,892 55,952,868 60,102,456 47,937,341 56,784,220 33,500,000

※　Ｒ元年は概報値より算出。今後、概報値の確定の過程で修正・訂正されることがある

※　定置漁業権漁業全ての合計（さけ定置・その他定置、春秋全て含む）

※　さけ　は、ぎん、べに、ますのすけ及び全てのますを除く



 

 
 

検討中（案）資料  
 

さけ単価の状況 

・ H29 年にピークとなったが、Ｒ１年は H29 年を除く近年の平均程度。 

・ 北海道では、業界の取組みによって一定程度の単価が保たれている状況。 

・ その一方で、海外産の魚卵や養殖魚の輸入状況によって左右されており、需要がひっ迫し単価

が急騰する場合、結果として市場が縮小し、その後の流通に影響もみられる事がある。 

・ 単価は H29 年を除いて考えていく事が必要。 

 

（４）秋さけ資源の沿岸漁獲動向 

  本道の海域別の秋さけ資源の漁獲動向など海域の資源利用状況は次のとおり。 

① 北海道の沿岸漁獲資源量 

・ 北海道沿岸の秋さけの漁獲状況は、H20 年代初頭は 4 千万尾前後、その後 3 千万台で推移し  

H28 年以降では２千万尾前後に低迷。 

・ 海域別では、日本海を除く全ての地域が約半減。 

・ 来遊の低迷は、環境変動によるものが大きく当面は現行水準が続くものとして考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）漁獲動向の参考資料 

  （参考資料等記載） 

 

 

 



 

 
 

検討中（案）資料  
２．定置漁業の経営改善に係る協業化等の考え方 

  定置漁業の経営改善に関する基本的な考え方（一般論）を下記のとおり示す。 

  本考え方は、平成 16 年に北海道定置漁業協会によってまとめられた「さけ定置漁業の協業化に関

する調査研究」をもとに「令和２年度北海道定置漁業権の漁場等の有効活用に係る懇談会」により整

理した。 

 （１）現状の認識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　ア　経営悪化要因の違い

　秋サケの価格の低落 　漁獲量そのものが減少
　　↓ 　　↓
　経営悪化

　・結果的にこれまでの資本・労働が過剰 　経営悪化

　・漁獲があれば一定の資本労働投入必要
　　↓ 　　↓
　低価格に対し協業化によるコスト削減 　現状に見合った資本・労働の再編が必要

　の可否を検討 　・漁船利用や作業集団の組織化等の検討

　イ　漁場及び資源の違い

　価格が高い場合は　定置密集して配置し 　漁場生産力に見合った資本・労働の投入

　協業化しコスト削減する事も可能 　減統による資本・労働の効率利用

　　→協業化は手段のひとつ

　　→漁場規模の調整・再編

　ウ　近い将来避けられない課題 　少ない労働力で効率的な生産活動

　　 　就業人口の激減と高齢化 　省力化を目指し機械の導入等の資本投入や

　適正な労働力の確保

（２）経営改善を目的とする合理化のイメージ

協業化の分類 協業化によるもの

　漁場豊度に対し資本や労働が過剰

　資本や労働が過小で漁場を効率的に利用できない

①漁業権の共有 　省力化を目指し設備投資、労働力の共有と確保

　（場所） 　　※資本は漁船・漁具・運搬車両・倉庫他固定的な費用

　　※労働力は人件費

④　　 ⑤ 　　※①のみの協業化は既存漁業者がいる免許漁業では不適

統廃合等によるもの

　②資本の共有 ③労働力の共有 　労働・資本、資源に見合った漁場規模の調整必要　→⑦

（作業集団組織化共有） 協業化や統廃合の検討の支障

　利益配分がネック

　既存資本の整理、操業手順

漁場豊度が高い

　　（漁船・漁具等）

漁場豊度が低下（漁獲量そのものが減少）

従　来 現　在

②
③
⑥

⑦

⑥



 

 
 

検討中（案）資料  
（３）検討の方向性と留意事項 

・ 経営の改善は、漁業者自ら検討・取組む必要があり、その手段の一つとして協業化や共同経営

化の検討が必要である。 

・ 特に今後は地域の労働力が不足するなか、資本や労働力の見直しによっては、単独での経営維

持が困難となっていく事が見通されるため、協業化や経営体の合併・共同化による経営体力の強

化や経営の合理化が大変重要となってくる。 

・ なお、これらの検討を進めるにあたり、漁業協同組合の経営指導や調整等の地元の協力体制が

必要不可欠である。 

・ また、協業化は現在の漁業権の免許下で取組む事ができるが、共同経営化や統廃合等は、当該

者によって漁業権の免許を受けなければならないので予め関係者の調整が必要になってくる。 

・ 協業化を進め最終的に再編や統合を実施するには、改正漁業法の新たな制度下で漁場計画を樹

立し、免許を受ける必要があるため。検討や調整、準備など相当の期間が必要となることから、

早い段階から検討を始める事が重要である。 

 

３．経営改善に係る協業化等の検討 

 協業化等経営の合理化の検討に必要な項目等の一般論を下記のとおり示す。 

（１）経営の合理化の着目点          

経営の改善に係る協業化や共同経営化は、  

 「現状に見合った資本・労働の再編検討 ＝ 経費の削減を検討すること」にあり、これにより可能

な経費の削減等に関して主要な着目点を下記のとおりまとめる。 

① 労働の再編 ＝ 人員の削減 → 就業者の減少 

   ↓  一方で人員の削減を問わず、今後は高齢化が進み労働力は減少 

 作業分担の明確化、分業・専業化 

 労働管理や給与・利益配分を見直し経費を削減しつつも 

労働力（給与水準）の確保が必要 

② 固定経費の削減（資本の再編）  

資本を現状（漁場生産力・資源状況等）に見合った規模へ見直す 

省力化を見据えた資本（漁網や漁船）の再整備を見通す 

主な対象：漁船、漁網、運搬車両、その他の設備・機械 の共有・削減等 

③ 変動経費の削減  

負担金、販売手数料は漁獲に応じて変動 

必要経費 → 削減不可である  

（２）検討段階と合理化の手法          

各検討内容と経営合理化の手法関係は下記のとおり。      

   

 

 

協業化 
共同経営化 
で対応すべき 
着目点 

　　　　　　　検討内容 　　　　合理化等手法

　資本・労働の再編 　　→ 　協業化・共同経営化

　漁場そのものの再編 　　→ 　共同経営化・統廃合

　他漁業との資本労働を共有 　　→ 　経営の総体として維持

　労働の周年雇用の一環 　 (経営の多角化等）



 

 
 

検討中（案）資料  
 

（３）経営改善と協業化・統廃合等の検討過程 

  資本や労働力を再編し、場合によっては漁場の再編・統廃合まで検討する必要性が生じる。検討に

あたっては、必ず支障事項が発生するので、当面は STEP１の協業化を目標に検討をすすめる事が現

実的である。     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　STEP1

　資本・労働力の共有・効率化 （漁業権者が）

　漁船・資材・人の共有 協業化 を検討し実施

　　　STEP2

　経営の共有・統合・配分 （漁業権者が）

　利益配分のルール化の検討 共同化 を検討し実施

道の方針等への意見や要請

必要な支援策の要請や活用

　　　STEP３

　漁場の再編 （漁業権者は）

　採算の悪い漁場の廃止・再編 統廃合 を検討し要望

道の漁場計画への意見と要望



 

 
 

検討中（案）資料  
Ⅱ 定置漁業に係る漁場等の有効活用の考え方 

４．漁場等の有効活用の検討 

 最初に本道の定置漁業に係る協業化等、経営の合理化を検討するにあっての進め方を示す。 

（１）対応方針 

① 趣旨 

・ 近年、秋サケの来遊数が低迷しており、令和元年の漁獲状況は平成以降最低を記録。  

・ 定置漁業の経営は急速に悪化している状況にあり、将来にわたり漁業を存続させつつ、漁業生産

力の維持が必要。 

・ 現在の資源状況や社会経済状況に見合った漁業体制の見直しや、地域状況毎の経営の効率化や改

善などの対応を検討するための考え方を策定。 

② 基本的な考え方          

・ 固定経費を削減し経営の維持・存続が可能であると判断される場合は、漁船や漁具、資材や設

備、労働力の共有化など協業化を検討。 

・ 既に協業化している場合は、漁船や資材、設備の削減など自助独力の検討する。 

・ 前述の２項目によっても、今後の経営維持が困難となる場合については、漁場の統廃合による抜

本的な対策を検討する必要がある。 

・ なお、統廃合後の漁場の再配置の検討や関係地区間の調整が別途必要となるが、この場合、統廃

合前の漁獲強度を基本として再配置などの検討をすすめ、漁場計画への反映を目指す。 

（２）検討フロー（統廃合に係る漁場計画に関係する地域要望までを含む）     

  （検討フロー化して図示） 

 

 

５．定置漁業の経営状況の比較       

 漁業権の観点から漁場の価値に着目し、次の内容で収益性や経営状況の比較等を行い状況を把握す

る。 

（１）定置漁業の収益性        

・ 漁業経営は、単に収入から支出を差し引いた損益だけで経営体質等をみることは不適当。 

・ 収入から、負担金・販売手数料を控除、次に固定的費用を控除した後、人件費と損益が分配。 

・ 単純収支が赤字でも人件費が確保され実質的な収益を得ている場合が多い。 

・ 経営傾向・収益性のチェックは、「付加価値率」（収入占める損益と人件費の割合（収入-支出+

人件費）/収入）で行う。 

※ 平成 16 年に北海道定置漁業協会が作成した「さけ定置漁業の協業化に関する調査研究」で 

提示（古林英一北海道学園大学経済学部教授） 

（２）収支に係わる項目 

・ 定置漁業の人件費、負担金、販売手数料は、水揚げ高に応じて増減するため変動的経費と考え

る。 



 

 
 

検討中（案）資料  
・ これ以外の費用は、収入の増減との関係が薄いため固定的経費と考える。 

・ 協業化等のコスト削減に関し、負担金、販売手数料は必要経費であり対象としない。 

・ 固定的費用は、漁場や資源の現状に見合った規模とする事が合理的であり、どのように削減する

かが重要。 

・ なお、固定的費用のうちもっとも割合が大きくなり易いのは原価償却費と言われる。 

        

           

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）全道の定置網漁業の付加価値率による収益性 

  付加価値率により、振興局間の差と過去との変化状況を確認する。 

① 全道の定置漁業の収益性の比較 

   （比較資料等） 

② 網規模による 1 カ統当り収益性 

   （資料等） 

（４）地域毎の定置網漁業の収益性等 

上記について地域毎に Ｈ28-30 年 網の形態別 1 カ統当りの収益状況に表示 

   （資料等） 

 

 

 

定置漁業経営状況の

項目 性質 付加価値指標 判断に使用するもの

人 給料 変動的費用 給料

件 報酬 変動的費用 報酬 権利者や乗組員の所得の合計

費 その他人件費 変動的費用 その他人件費 　　　　　　　　　↑

原 燃料費 固定的費用 差引損益 単純な人件費削減はさけるべき

材 鮮度保持費 固定的費用

料 魚箱代 固定的費用

費 消耗品費 固定的費用 固定的費用 削減を検討する項目

その他原材料 固定的費用

そ 運搬費 固定的費用

の 修繕費 固定的費用 減価償却該当分の割合が大きい

他 保険料 固定的費用 漁船・漁網、運搬用自動車、

負担金 変動的費用 その他設備・機械

水道光熱費 固定的費用

販売手数料 変動的費用 削減不能費用

減価償却 固定的費用 負担金 水揚げ高に比例し変動　

その他 固定的費用 販売手数料 ※支出に対する割合は一定　20％

差引損益



 

 
 

検討中（案）資料  
６．今後の漁獲状況の見通しと経営安定にむけての検討事項      

（１）漁獲状況の見通し         

① 資源量・来遊量 

現在の来遊不振の状況を客観的に見ると、海洋状況の変化に伴う資源への影響が大きく、劇的

な資源の回復は想定できない。 

 このため、近年の傾向を踏まえ来遊量を設定する必要がある。 

② 単価 

Ｒ元年はサケの不漁による単価上昇はみられず、H29 の単価高騰状況を除けば、近年の漁獲状

況の不安定性、輸入品の流通量状況を踏まえ、概ね現状の単価程度と考える。  

       

（２）予想の条件 

  ① 来遊量・漁獲量          

    来遊量及び漁獲量は、近年（Ｈ29～Ｒ元年）の傾向から概ね１千６万尾前後、漁獲量は５万 3 

千トン前後と設定。なお、来遊量の予想にあっては、地域毎の傾向から積み上げる。 

  ② 漁獲金額 

漁獲金額は３２０億～３３０億前後に設定する。 

    なお、単価は振興局毎の平均単価を使用する。 

③ その他 

漁業外の収入は一切考慮しない。 

 

（３）全道の収入予測と経営状況の見通し 

（全道定置漁業の予測値（振興局毎の合計）を試算） 

 

（４）市町村毎の収支予測 

   （上記同様地域毎に試算） 

 

（５）検討事項 

  検討事項のまとめを再度示す。 

・ これまでの説明どおり経営の改善は、漁業者自らが検討し取組む必要があり、その手段の一つ

として協業化や共同経営化の検討が必要である。 

・ 特に今後は地域の労働力も不足するなか、資本や労働力の見直しによっては、単独での経営維

持が困難となっていく事が見通されるため、協業化や経営体の合併・共同化による経営体力の強

化は大変重要となってくる。 

・ なお、これらの検討を進めるにあたり、漁業協同組合からの経営指導や調整等の地元の協力体

制が必要不可欠である。 

・ また、協業化は現在の漁業権の免許下で取組む事ができるが、共同経営化や統廃合等は、当該

者において漁業権の免許を受けなければならず予め関係者の調整が必要になってくる。 



 

 
 

検討中（案）資料  
・ 協業化を進め最終的に再編や統合を実施するには、改正漁業法の新たな制度下で漁場計画を樹

立し、免許を受ける必要があるため、検討や調整、準備など相当の期間が必要となることから、

早い段階から検討を始める事が重要である。 

 

（６）実際の経営検討にあたっての指標 

・ 経営改善に係る指標はいくつかあるが、各政策や支援制度の適用を考え、次のいずれかにより

目標を立て、経営の合理化、それを達成する手段としての協業化や共同経営化を検討する。 

    （水産庁経営改善制度の各指標を参考表示。） 

・ この目標を達成するために必要な漁業権そのものに係る統廃合等は、現在の来遊資源量を鑑

み、現状の漁獲圧以上とならない事または、漁獲圧の低減を前提に地域で検討・関係者を調整の

うえ、漁場計画に要望をできるよう検討する。 

 

7．近年の経営改善事例 

  冒頭の合理化事例及びその他、最近の参考となる合理化事例を紹介する。 

（１）数千万円の水揚げ数カ統を一括経営する事例（冒頭事例地区） 

  （５．６．の資料等と同様） 

（２）直近の協業化の事例 

  （５．６．の資料等と同様） 
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Ⅲ 統廃合等の必要性の検討 

８．現在の経営状況と免許統数 

 ７.の経営改善事例にあるように、共同経営化や協業化により持続的な経営を確保し、ある程度の維持

が可能と考える。 

 しかしながら、現在の資源状況を鑑みた時、地域によっては、経営の合理化を到らず廃統や廃業を余

儀なくされ、漁場の有効活用が行えず次期免許において、減統も余儀なくされることも想定される。 

 地域における減統は、漁獲減少以前に地域の生産力自体を減少させ、地域経済や漁村の維持等への影

響につながるものである。 

 定置漁業者においては、現在の資源状況を踏まえ自らの経営を見直し、経営の改革につとめるととも

に、協業化や共同経営化、統廃合など様々な合理化等の検討を行って全体の生産力と経営の維持を検討

していく必要がある。 

 最後に、現在の資源状況（その他収入を考慮しない。）で現状の経営状況を継続した場合の、全道の

状況を試算したので、経営の合理化や改善の検討の参考とする。 

 

 

資料 

9．その他資料編         

 

（参考資料等必要に応じて記載） 


