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令和 4年度事業計画

1 事業方針

東 日本大震災から11年が経過 し、震災復興は総仕上げの時期 とな り三陸沿岸道路

が全線開通するなど、漁村の暮 らしや漁業活動に問題がない状況にな りましたc

しか し、漁業生産については、海水温の上昇や漁場の変化などにより、秋 さけ、サ

ンマ、スルメイカなど主要魚の水揚げが大きく減少 し、特にも秋サケは放流用種苗の

確保す ら大変な状況 となっています。養殖業では、ワカメの減産やホタテの貝毒出荷

自主規制期間の長期化などにより生産量が減少 してお ります。また、アワビは資源の

減少や餌料海藻不足に加え、漁期に時化が続き水揚量が減少するなど、生産現場を取

り巻 く環境は厳 しい状況にあ ります。

さらに、新型 コロナウイルス感染症は変異株の出現により、移動制限や外食営業時

間の短縮等により、消費需要の低迷が長期化 し、漁業収入 もこれまでになく厳 しい状

況になってお ります。

漁業就業者については、依然 として漁業者の高齢化 と就業者数の減少は進んでお り

ますが、毎年 50名 前後の新規就業者の加入がみられ、漁家子弟以外の就業者が増え

てお り、漁業担い手確保対策はますます重要 となってお ります。

このような中、令和 3年度助成事業実績は、令和 2年度 と同様、新型 コロナウイル

ス感染症拡大防止への対応などによりが大きぐ減少 しました。また、3年 目を迎えた

「いわて水産アカデ ミー」では、同運営協議会への運営参加や修了生の着業支援など

多方面に支援 して参 りましたc

令和 4年度は、変異株の出現等により新型 コロナウイルス感染症の収束が見えない

なか、ウイズコロナを念頭におきながら引き続き基金及び国庫により様々な漁業担い

手育成確保対策を実施 。支援するとともに、「いわて水産アカデ ミー運営協議会」の

事務局移管を受けて、修了者を含めた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 してサポー トして参 ります .

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験漁業活動に対し助成する。

ア 小中学生漁業体験 。学習事業  12件  助成額   560,000円

イ 水産高校等連携育成事業    2件   助成額   203,200円

ウ 漁業志向青年等体験学習事業  3件  助成額   300,000円

計          17件   助成額  1,063,200円



② 調査・情報提供の実施 (自 主事業)

市町村単位の新規漁業就業者育成協議会やいわてで働こう推進協議会等関係

機関の会議や就業関連イベントに参加し、岩手の漁業を紹介するリーフレット等

を使った情報提供を行うとともに、就業希望者には関係機関と連係 して対応するc

(2)新規漁業就業者の育成に関する活動支援 (公 2)

① 基金助成による活動支援

新規漁業就業者等の自立に向けた活動を支援 し早期定着を促進するため、新規

就業者等の情報交換会や資格取得を支援するc

ア 新規就業者交流活動助成     1件      助成額   50,000円

イ 新規就業者資格取得助成 (拡充 )

現行の助成事業は小型船舶免許取得に限定 していますが、年度途中での助

成要望やフォークリフ ト等陸上資格取得への助成要望が多いことから、新規

就業や規模拡大を支援するため、公財)宮城県水産振興協会を参考に助成制

度を拡充 して資格支援の充実強化を図る。

助成額 (年間枠)1,000,000円

② 経営体育成総合支援事業による活動支援

国庫補助事業の事業実施機関として、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c

事業費 5,727,000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.

助成額 5,200,000円  (国庫 10/10)

③ 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、授業料を除いた運営経費の三分の一を負担する。

負担金  3,197,000円 (全額財源 )

(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   750,000円
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(研究実践活動 )

(研修活動 )

② 青年等交流活動事業

③ 地域リーダー研修事業

合 計

51イ牛

3件

6件

3件

17件

助成額

助成額

助成額

助成額

助成額

500,000円

300,000円

665,000円

296,010円

1,761,010円

(4)その他特記事項 (いわて水産アカデ ミー運営協議会事務局の移設 )

いわて水産アカデ ミー運営協議会の事務局について、令和 4年 4月 を目途に、現在

の岩手県水産技術センターか ら、当基金事務局に移設する。

アカデ ミー事務局の業務執行は、担い手基金事務局 との兼務 として実施することと

し、それぞれ別に経理会計事務を行 うが、共用の企業会計 ソフ トの導入や電子媒体で

の連絡等により業務の効率化を図る。

また、集合研修の運営支援は人材育成に資するものとして岩手大学 (三陸水産研究

センター)に委託するとともに、実践研修や研修後のフォローは市町村協議会、普及

チーム等 と連携 して対応する。

いわて水産アカデミー組織体制の変更概要

研修支援員※について

集合研修での運営支ヂや実減げ修の状況を見守るケ修支援員を葦たに確保する:

適手大学 :三 珪バ
=夢

究センター に■務委:1し て支:員 員を派遣してもらう言―
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在 変更後 (令和4年 4月 ～〕

び修運営 研修連言

達 雲集4は員塁が建案.水去,3長の決済
・通常葉件は奎 が●実、農iの決去
・事務局の場所は[tl■基金
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経務総

匡庫総付金事務・実践研修

総務経理


