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協議会の概況 

 

１ 名称 

いわて水産アカデミー運営協議会 

 

２ 設立年月日 

平成30年10月12日 

 

３ 所在地 

岩手県水産技術センター（釜石市大字平田３－75－３） 

 

４ 目的 

本協議会は、地域内外から漁業就業希望者を確保・育成し、漁業及び地域に定着さ

せることを目的とした漁業研修機関である「いわて水産アカデミー」を運営すること

を目的とする。 

 

５ 事業 

(1) 漁業の魅力の発信、漁業就業情報の提供及び研修生募集等に関する事業 

(2) 漁業就業希望者（研修生）の受入に関する事業 

(3) 漁業就業希望者（研修生）の育成に関する事業 

(4) 漁業就業希望者（研修生）の就業及び地域への定着の支援に関する事業 

(5) 座学研修及び実践研修の実施及び調整に関する事業 

(6) 漁業就業者の確保・育成に必要な調査・研究に関する事業 

(7) その他本協議会の目的達成に必要と認められる事業 

 

６ 代表者 

会長 佐藤 隆浩（岩手県農林水産部長） 
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役職員の状況 

 

役職名 氏名 所属団体の役職名 

会長 佐藤 隆浩 岩手県農林水産部長 

副会長 大井 誠治 岩手県漁業協同組合連合会代表理事会長 

筆頭理事 稲荷森 輝明 岩手県水産技術センター所長 

専務理事 阿部 繁弘  

監事 砂田 光保 東日本信用漁業協同組合連合会岩手支店運営委員長 

監事 平松 福壽 釜石市漁業担い手育成プロジェクトチーム会長 

 

 

会員の状況 

 

区分 会員名 

漁業関係団体 岩手県漁業協同組合連合会 

東日本信用漁業協同組合連合会岩手支店 

岩手県漁業共済組合 

全国漁業信用基金協会岩手支所 

日本漁船保険組合岩手県支所 

県団体 公益財団法人岩手県漁業担い手育成基金 

市町村協議会 陸前高田市漁業就業者育成協議会 

大船渡市漁業就業者確保育成協議会 

釜石市漁業担い手育成プロジェクトチーム 

大槌町漁業就業者育成協議会 

山田町漁業就業者育成協議会 

宮古市漁業就業者育成協議会 

岩泉町漁業就業者育成協議会 

田野畑村漁業就業者育成協議会 

普代村漁業就業者支援協議会 

野田村漁業担い手育成協議会 

久慈市漁業就業者育成協議会 

洋野町漁業担い手対策協議会 

県 岩手県 
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事業の実施内容 

 

１ 事業概要 

岩手県では、「岩手県漁業担い手育成ビジョン（令和２～４年度）」を令和３年３月に策定し、

このビジョンにより、漁業者、漁協、水産関係団体、市町村及び県等が本県の漁業担い手を取り

巻く現状や課題に対する認識を共有するとともに、課題の解決に向けて具体的な施策に取り組む

こととしています。 

その具体的な施策の一つとして、「いわて水産アカデミーを核とした人材育成」を掲げており、

県漁業団体、県団体、市町村単位の新規漁業就業者育成協議会及び県が連携し、切れ目のない人

材育成を推進することとしています。 

県内では漁業就業者の高齢化が進行しており、今後も漁業就業者の減少は避けることができな

いことから、いわて水産アカデミーでは、意欲ある就業希望者を県内外から確保し、新たな生産

技術や経営手法を身につけ、地域をリードする漁業者として育成し、将来の担い手として確実に

地域に定着させることを目的とした事業運営を行いました。 

いわて水産アカデミーの運営にあたっては、構成員である、漁業関係団体、市町村単位の新規

就業者育成協議会等（沿岸市町村・漁協等が参画）と緊密に連携し、就業希望者の掘り起こしか

ら独立まで、総合的に漁業就業者の確保・育成に取り組みました。 

また、漁業担い手の確保・育成対策を効率的かつ効果的に実施していくことを目的として、令

和４年４月の運用開始を目標に、事務局を現在の岩手県水産技術センター（釜石市）から公益財

団法人岩手県漁業担い手育成基金（盛岡市）に移設する検討を進めました。 

 

２ 事業内容 

（1）運営協議会の運営 

ア 総会・作業部会の開催 

総会について、運営協議会の重要方針の決定機関として年２回開催し、令和２年度業務報

告書及び収支決算書、令和４年度事業計画書及び収支予算書等を審議・決定しました（表１）。 

作業部会について、市町村単位の新規漁業就業者育成協議会等を委員に、技術的な助言や

実務的な内容を検討する機関として年２回開催し（うち１回は書面開催）、総会への上程事項

等を協議しました（表１）。 

表１：総会・作業部会の開催状況 

区分 開催日等 開催場所 主な議題 

総会 
令和３年７月 19日 盛岡市 令和２年度業務報告書及び収支決算書 ほか 

令和４年３月 29日 釜石市 令和４年度事業計画書及び収支予算書 ほか 

作業部会 
令和３年７月 ７日 宮古市 令和３年度第１回総会への上程事項 ほか 

令和４年２月 25日 書面開催 令和３年度第２回総会への上程事項 ほか 

イ 式典の挙行 

令和３年度いわて水産アカデミー第３期生入講式について、令和３年４月 12日に、県水産

公所長を参集し、岩手県水産技術センターで挙行しました（表２）。 

令和３年度いわて水産アカデミー第３期生修了式について、令和４年３月 29日に、県水産

公所長を参集し、岩手県水産技術センターで挙行しました（表２）。 
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ウ 研修制度・研修カリキュラムの検証・見直し 

集合研修の時期やカリキュラム等について、研修生、外部講師や運営スタッフからの意見

のほか、研修生の知識・技術の習熟状況等を勘案し、作業部会において見直しを検討しまし

た。 

（2）研修の実施 

ア 集合研修（Ⅰ・Ⅱ）の実施 

漁業就業を目指すうえで必要な基本的な知識・技術を学ぶ集合研修Ⅰについて、岩手県水

産技術センターを主たる研修会場として、令和３年４月に 10日間開催しました（表２）。 

また、より高度な知識や技術を学ぶ集合研修Ⅱについて、岩手県水産技術センターを主た

る研修会場として、５月、７月、９月、11月、１月、２月に計 24 日間開催しました（表２）。 

イ 実践研修の実施 

集合研修と並行し、４月から翌年３月までの 12カ月間、研修生が希望する市町村・漁業種

類において、実践研修を実施しました。 

運営協議会においては、市町村協議会等と連携して研修生及び指導者と定期的に連絡を取

り合うなどの管理を徹底したほか、随時、相談を受け付けました。 

また、令和５年度以降の研修生の受入れのため、指導者の確保に努めました。 

表２：式典及び集合研修の実施状況 

区分 実施日 実施場所 

入講式 令和３年４月 12日 

岩手県水産技術センター 

（岩手県釜石市） 

集合研修Ⅰ 令和３年４月 12日～23日（10日間） 

集合研修Ⅱ 

令和３年５月 24日～27日（４日間） 

令和３年７月 26日～29日（４日間） 

令和３年９月 27日～30日（４日間） 

令和３年 11月 29 日～12 月２日（４日間） 

令和４年１月 24日～27日（４日間） 

令和４年２月 28日～３月３日（４日間） 

修了式 令和４年３月 29日 

（3）情報発信の実施 

ア 漁業就業情報や研修状況等の発信 

漁業就業情報の総合ウェブサイト「いわて漁業担い手ポータル」を活用し、研修の画像・

映像を交えた魅力的な情報の発信に努めました。 

イ 次期研修生の募集 

令和４年度研修生募集要項及びリーフレットを作成し、沿岸地区の高等学校や漁業関係団

体等に対して広く情報提供を行ったほか、全国漁業就業支援フェアにリモート参加し、県外

からの研修生の確保に努めました。 
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１　収入 （単位：円）

科目 予算額 決算額 差異 摘要

(1) 会費収入 11,391,000 11,391,000 0

　　岩手県 5,094,000 5,094,000 0 負担金

　　岩手県漁業担い手育成基金 2,500,000 2,500,000 0 負担金

　　会員 3,797,000 3,797,000 0 負担金（41団体）

(2) 受講料 1,188,000 831,600 △ 356,400 研修生（７人分）

(3) 雑収入 400,000 0 △ 400,000

当期収入合計 12,979,000 12,222,600 △ 756,400

前期収支差額繰越金 0 753,889 753,889

収入合計 12,979,000 12,976,489 △ 2,511

２　支出 （単位：円）

科目 予算額 決算額 差異 摘要

(1) 事業費 8,151,000 4,429,062 △ 3,721,938

　　旅費交通費 1,011,000 659,650 △ 351,350 講師旅費、研修生旅費

　　消耗品費 33,000 83,689 50,689 研修教材費等

　　保険料 931,000 652,640 △ 278,360 研修生障害保険料、研修生賠償責任保険料

　　賃借料 103,000 0 △ 103,000 研修会場使用料

　　諸謝金 4,096,000 2,365,933 △ 1,730,067 指導者謝金、講師謝金

　　委託料 1,577,000 656,650 △ 920,350 免許講習開催委託費

　　雑費 400,000 10,500 △ 389,500 免許申請料

(2) 管理費 4,828,000 4,766,048 △ 61,952

　　役員報酬 3,840,000 3,821,520 △ 18,480 専務理事報酬

　　福利厚生費 283,000 267,423 △ 15,577 専務理事共済費

　　旅費交通費 207,000 214,695 7,695 作業部会委員旅費、専務理事出張旅費

　　通信運搬費 114,000 86,442 △ 27,558 郵送料

　　会議費 61,000 103,600 42,600 会場使用料、式典経費

　　消耗品費 20,000 15,092 △ 4,908 事務用品

　　印刷製本費 209,000 0 △ 209,000 パンフレット作成費

　　賃借料 0 182,173 182,173 携帯電話等使用料、県有財産使用料

　　諸謝金 94,000 7,800 △ 86,200 作業部会委員謝金

　　雑費 0 67,303 67,303 送金手数料

(3) 予備費 0 0 0

当期支出合計 12,979,000 9,195,110 △ 3,783,890

12,976,489

9,195,110

3,781,379当期収支差額（円） （次期繰越金）

令　和　３　年　度　収　支　決　算　書
（令和３年４月１日から令和４年３月31日まで）

収入合計額   （円）

支出合計額   （円）
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（単位：円）

科目 金額 摘要 科目 金額 摘要

現金預金 4,470,499 東日本信漁連 未払金 31,480 R3社会保険（事業主）
R3修了式写真代

未収金 0 前受金 712,800 R4受講料（6名分）

前払金 73,640 R4損害保険料 預り金 18,480 R3社会保険（個人）

次期収支差額繰越金 3,781,379

計 4,544,139 計 4,544,139

資産 負債・資本

貸 　借 　対 　照　 表
（令和３年４月１日から令和４年３月31日まで）
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付属資料 

 

令和３年度第３期研修生の研修状況 

 
１ 令和３年度いわて水産アカデミー第３期研修生の概要（修了生：７名） 

出身地 年齢※ 属性※ 修了後の就業先 

大阪府 26 漁業手伝い （１年未満） 陸前高田市 （養殖業） 

大阪府 26 漁業手伝い （１年未満） 陸前高田市 （養殖業） 

大槌町 44 漁業手伝い （１年未満） 大槌町 （養殖業） 

千葉県 20 未経験  普代村 （養殖業ほか） 

愛知県 38 漁業手伝い （１年未満） 釜石市 （養殖業ほか） 

洋野町 30 漁家子弟 （就業４年目） 洋野町 （漁船漁業ほか） 

宮古市 25 漁家子弟 （就業６年目） 宮古市 （養殖業） 

※）年齢及び属性は令和３年４月１日時点 
 
２ 令和３年度いわて水産アカデミー研修の実施状況 

研修区分 研修内容 

集合研修Ⅰ 実施日 令和３年４月12 日(月)～16 日(金)、４月19 日(月)～23 日(金) 合計10 日間／64 時間 

主会場 岩手県水産技術センター／大会議室 

講 義 岩手県のすがた、漁船漁業、養殖業、採介藻漁業、サケふ化放流事業、定置網漁業、海

象に関する知識、資源管理制度、漁場環境保全、魚市場等の衛生管理、水産物流通、栽

培漁業、漁業法・漁業調整規則、漁業権・漁業許可制度、漁業取締、海難防止、船外機の

構造、水協法、漁協の役割、県漁連の役割、共販・市場制度、漁船登録・小型船舶登録、

漁港・漁場整備、第２期研修生との交流 

実 習 魚の捌き方・包丁の研ぎ方、ロープワーク①～⑭、網縫い①～⑪ 

視 察 大船渡市魚市場、岩手県栽培漁業センター 

集合研修Ⅱ 

（５月期） 

実施日 令和３年５月24 日(月)～27 日(木) ４日間／27 時間 

主会場 岩手県水産技術センター／大会議室 

講 義 気象に関する知識、漁協の役割、県漁連の役割、共販・市場制度、信漁連の役割、漁業共

済組合の役割、水産業改良普及制度・漁業士制度、担い手育成の取組、共水連の役割、

漁船保険組合の役割、水産加工① 

実 習 水産加工①、ロープワーク⑮～⑱、網縫い⑫～⑮ 

集合研修Ⅱ 

（７月期） 

実施日 令和３年７月26 日(月)～29 日(木) ４日間／24 時間 

主会場 岩手県水産技術センター／大会議室 

講 義 漁海況情報の利活用、漁業の ICT 活用事例①、岩手大学の学生との交流、6 次産業化の

取組①、一般救命講習、特別講座／TAC 制度、特別講座／クロマグロ資源管理、特別講

座／磯焼け対策、特別講座／知的財産保護制度 

実 習 ロープワーク⑲・⑳、網縫い⑯～⑲ 

視 察 特別講座／磯焼け対策（ウニ畜養事業／大船渡市） 

集合研修Ⅱ 

（９月期） 

実施日 令和３年９月27 日(月)～30 日(木) ４日間／26 時間 

主会場 岩手県水産技術センター／大会議室 

講 義 補助事業の概要、先輩漁業者との交流、漁業の ICT 活用事例②、簿記の基礎知識、青色

申告、特別講座／漁業者の先駆的な取組事例、特別講座／改正食品衛生法 

実 習 大型定置網漁業（東部定置漁業生産組合）、ロープワーク㉑・㉒ 
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研修区分 研修内容 

集合研修Ⅱ 

（11 月期） 

実 施 日 令和３年11 月29 日(月)～12 月２日(木) ４日間／18 時間 

主 会 場 岩手県水産技術センター／大会議室 

講 義 水産加工②、一般救命講習、漁業作業の省力化、漁業の協業化・グループ化、特別講

座／漁協の優良事例 

実 習 さけ親魚捕獲・採卵作業（田老町漁業協同組合）、水産加工② 

視 察 特別講座／水産加工場（㈱津田商店） 

集合研修Ⅱ 

（１月期） 

実 施 日 令和４年１月24 日(月)～27 日(木) ４日間／26 時間 

主 会 場 岩手県水産技術センター／大会議室 

講 義 6 次産業化の取組②、企業連携 

資 格 第二級海上特殊無線技士免許 

実 習 ロープワーク㉓・㉔、網縫い⑳・㉑ 

視 察 トラウト海面養殖施設・ホシガレイ陸上養殖施設（宮古漁業協同組合） 

集合研修Ⅱ 

（３月期） 

実 施 日 令和４年２月28 日(月)～３月３日(木) ４日間／22 時間 

主 会 場 岩手県水産技術センター／大会議室 

講 義 6 次産業化の取組③、漁業就業に向けて 

実 習 ロープワーク㉕・㉖、網縫い㉒・㉓、ノットボード作成①～⑬ 

実践研修 実施時期 令和３年４月～令和４年３月 12 か月間 

場 所 研修生が漁業就業を希望する市町村（陸前高田市、釜石市、大槌町、宮古市、普代村、

洋野町） 

実 習 指導漁業者による漁業・養殖業の現場実習 

 
（参考）第３期研修生の研修風景 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

開講式（令和３年４月12 日） 集合研修Ⅰ 第２期研修生との交流 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

集合研修Ⅱ 講義 集合研修Ⅱ 定置網漁業実習 
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