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はじめに 

 
那覇は、琉球王国時代から漁業や海外貿易を中心に港町として栄え、戦後において

は那覇の港が沖縄県の復興を支え、現在まで経済及び物流の重要な拠点として発展を

遂げてきた。 

水産業に関しては、産地市場及び消費地市場の一大拠点である泊漁港を中心に沖縄

県最大の水揚高を誇る水産都市として県経済の発展に寄与している。 

那覇市における海面漁業生産量は、平成29年時点において6,186トンとなり県全体

（15,954トン）の約38.7％となっている。那覇市の水産業の特徴として生産高の多く

がまぐろ類となっており、魚種別生産量では、まぐろ類が平成29年で5,559トンと全

漁獲量の89.8％を占めている。また、県全体においてもまぐろ類の生産量（10,455ト

ン）の約5割が那覇市で生産されており、那覇市の主要な水産物となっている。 

日本の水産業を取り巻く環境は、我が国の経済や社会の国際化が進展する中で、魚

価の低迷や食生活の多様化による魚介類の消費量の減少、漁業従事者の減少や高齢化

の進行などの課題を抱えている。また、太平洋クロマグロの漁獲規制の強化やパラオ

周辺海域における操業継続問題等、漁業者にとってより厳しい状況となっている。 

これらの課題に対応するため、国は、適切な資源管理と水産業の成長産業化の両立

を目的に漁業法等を改正し、資源管理措置、漁業許可、免許制度等の漁業生産に関す

る基本的制度の見直しが行われた。今後は、漁獲量の管理や新たな漁業体系への対応

に加え、HACCPに沿った衛生管理の制度化が予定されており、施設における衛生環境

を高めるための検討も不可欠な状況となっている。 

 

那覇市においては、平成27年に「第3次那覇市水産業振興基本計画」を策定し、今

後10年間の水産業振興の方向を示した。 

同計画では那覇市水産業の主要課題として、「漁業関連施策の環境整備」「水産物

の安定供給」「漁業者支援の充実」「水産物の消費拡大」「水産物の高付加価値化」

「水産物の多角的展開」「漁業の担い手・人材の確保」の7つを挙げ、これらの課題

を解決し、新たな産業の展開を図るために「地域に活力をもたらす魅力的な「うみ業」

のまち」を目標像に掲げ取り組んでいるところである。 

本協議会は、基本計画に掲げた目標像の実現を目指し、各種の取り組みを円滑に展

開するため、PDCAサイクルを念頭に置き、平成28年度から各事業の評価を実施し、計

画の進捗状況や社会情勢等を勘案しつつ水産業振興施策に対する議論を進め、これを

提言としてとりまとめてきたところである。 

今回、令和元年 8 月 8 日付け諮問第 1 号に基づき、令和元年 8 月から 10 月にかけ

て、計 3回の審議を行い、那覇市の水産業振興施策を中心に議論を進めてきた結果を

踏まえ、令和元年度の答申として取りまとめた。 

那覇市においては、本答申内容を踏まえた今後の水産業施策に関わる具体的事業の

企画立案、見直し改善等を行い、那覇市水産業の振興発展に向けた取り組みを推進さ

れることを強く望むものである。 
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那覇市における水産業振興施策の事業評価について 
 

那覇市水産業振興基本計画の施策体系のうち、主要課題として定められた7つの項

目において、那覇市の平成30年度事業について、「Ａ.高く評価できる」、「Ｂ.ある

程度評価できる」、「Ｃ.あまり評価できない」、「Ｄ.全く評価できない」の4段階

で事業評価を行なった。その結果及び内容について、以下のとおり示す。なお今回、

「Ｄ.全く評価できない」の該当は無かった。 

事業評価については、原則として一番評価の多いところを基準とし、全体的な評

価を踏まえて修正を行った。 

 

1 「Ａ.高く評価できる」とした施策について 

（1）水産物の安定供給 

冷凍冷蔵施設については実施設計が完了し、本体工事に着手しており、完

成の目途が立っていることから概ね評価できるといった意見や、那覇空港南

側船揚場整備事業も設計や調査が進んでおり評価できる、といった意見があ

った。 

 

2 「Ｂ.ある程度評価できる」とした施策について 

（1）水産業の多角的展開  

令和2年度より、国の離島漁業再生支援交付金を活用し、体験漁業や養殖な

ど観光漁業のさらなる活性化に繋がる新規事業を立案したことについて、複

数の委員から評価するという意見があった。ただし、実施が予算待ちとなっ

ており、次年度のスタートでは遅いのではないかといった意見もあった。 

 

（2）漁業者支援の充実 

漁船近代化機械設置事業について、目標を上回る結果であること、また表

層浮魚礁の設置についても水揚げ量の増加に直結する方策であり評価すると

の意見のほか、マグロ類拠点産地として認定されたことにより、融資等の資

金調達面が整備されたことを評価するとの意見があった。 

一方、漁業振興資金預託融資事業については、平成28年度以降の貸付実績

が0件であり、見直しが必要であるとの意見があった。 

 

（3）漁業の担い手・人材の確保  

外国人研修生受入事業について、労働力の確保として評価できるとの意見

や、漁協との連携で開催した水産教室について、食育や職業観の形成が図ら

れることから評価するといった意見があった。 

一方、これらと併せて、後継者育成にも取り組む必要であるとの意見があ

った。 

 

（4）漁業関連施設の環境整備  

衛生面改善に向け、関係機関との協議により、市及び漁協等双方の費用負

担で、荷捌き所床面の補修や防鳥ネットの設置支援に至っており、概ね評価

できるといった意見が複数の委員からあった。 

一方、防鳥ネットについては運用面での課題等から効果が十分に発揮でき
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ていない旨、意見があった。また、市場に隣接する泊いゆまちの入口付近に

喫煙場所があることについて、先進的な観光施設とのギャップを感じるとい

った意見もあった。 

 

（5）水産物の消費拡大 

イベントでのマグロ料理の試食やレシピ配布、ＳＮＳ等を活用した情報発

信やキャンペーンなど、概ね評価できるとの意見があった。 

一方、認知が進んでもブランド力があるとは限らないといった意見や、実

績として消費拡大になったか見えないといった意見のほか、消費者が料理に

かける時間が短いことを考えると、栄養面、健康効果からのアピールが有効

なのか疑問、といった意見があった。また、県内流通大手などノウハウのあ

る事業者との連携が重要であるとの意見があった。 

その他、なはまぐろブランディングサイトの英訳を見直すことや、中国語

表記についても対応を求める意見があった。 

 

3 「Ｃ.あまり評価できない」とした施策について 

水産物の高付加価値化 

市がマグロ類の拠点産地に認定されたことや、小学校でのマグロの解体実

演などプロモーション活動については一定の評価があった。 

一方、マグロの高付加価値化が実現していないことや、認知度が依然低い

状態にあること、鮮度感のアピールが足りていない、消費拡大と高付加価値

化の取り組みが混在し、高付加価値化の方向性がぼやけている、との意見も

あった。 

その他、生鮮であることと漁獲量が多いことのみでブランド化を進めるこ

とへの懸念や、再整備との連動が不可欠であることから、マスタープランの

作成が必要であるとの意見もあった。 
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那覇市における水産業振興施策の提言について 
 

本協議会は、今後の那覇市水産業振興施策について、各委員の専門的見地から意見

を交換し議論を深め、実施が必要とされる施策の提言をまとめてきたところである。 

このうち、重点的に実施すべき水産業施策にかかる提言については「1 重点的に

実施すべき水産業施策に対する提言」のとおり示す。 

また、第3次那覇市水産業振興基本計画の施策体系における主要課題ごとに区分し

た提言については、「2 水産業振興施策に対する提言」のとおり示す。 

 

1 重点的に実施すべき水産業施策に対する提言 

（1）泊漁港の再整備の推進について 

泊漁港においては、冷凍冷蔵施設など、老朽化した一部の施設について、整

備に進捗がみられる。また衛生面改善に向け、市場床面の補修や防鳥ネット

の設置など市が支援しているものの、漁港全体の再整備という点からは、十

分な施策がなされていない状況である。 

泊漁港の再整備にあたっては、県など関係機関との協議が進展したことで、

役割分担が一定程度明確になるなど、前提となる諸条件が固まりつつある。 

これらの協議や諸条件などを踏まえ、これまで以上に関係者との連携を強化

し、課題や取り組むべき施策の優先順位を整理し、スピード感を持って施策

を実施していただきたい。 

また、地域の意向を基礎とした施設配置案（ゾーニング案）等をまとめ、そ

の具現化に向け県との調整を図っていただきたい。 

さらに整備にあたっては、那覇市を含めた都市圏約 80 万人の大消費地を背

後に抱える立地条件や増加を続ける観光客数などを背景に、漁港が持つポテ

ンシャルを十分発揮できるよう、施設の機能や配置を検討するほか、HACCP 制

度化への対応など、衛生管理にも十分配慮しつつ、那覇の歴史や食文化の継

承・発展に繋げていただきたい。 

 

（2）「なはまぐろ」のブランディング戦略について  

   なはまぐろに対するPRとプロモーション活動により、マグロの認知度は向上

している。しかしながら、認知が進んでもブランド力があるとは限らない。認

知が高まって以降、どのような戦略性を持ってブランディングを行うのか考え

ていかなくてはならない。統括的にブランディングを管理する部署や組織が必

要であり、プランニングも可能な限り早く「見える化」を行って実現させてい

ただきたい。 

   まぐろの消費拡大と高付加価値化（ブランド化）の取り組みが混在しており、

それにより高付加価値化の方向性がぼやけ、高付加価値化が実現していない。 

   購買力の引き上げ、又、競争力の強化や泊魚市場への依存度を高めるために

も、価格の安定と付加価値向上のための取り組みを行っていただきたい。 

高付加価値化・ブランド化するためには、単発ではなく継続的な取組が必

要である。「なはまぐろ」の商標登録を検討すべきではないか。 

ブランディング戦略に関して生産者や流通業者との協議だけではなく、ブ

ランド化の専門家・マーケティングの専門家の見解や意見を仰ぎ、中長期的

に取り組んでいただきたい。 
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2 水産業振興施策に対する提言  

前項の重点的に実施すべき水産業施策に対する提言のほか、那覇市水産業振

興基本計画に掲げる施策ごとにまとめた各委員の提言内容は、以下のとおりで

ある。那覇市においては、以下の提言を踏まえた積極的な取り組みを要望する。 

 

（1）漁業生産の安定化と向上 

①漁業関連施設の環境整備 

ア 泊魚市場・泊いゆまち一帯における衛生管理水準の意識向上対策について 

泊魚市場一帯における最大の懸念事項である衛生管理において、関係者

の衛生に対する意識向上や関係者との協議を経た課題の優先順位付与に

よって衛生管理基準レベルを向上させていくことが必要である。 

今後は、食品衛生法や卸売市場法等の改正に伴う影響についても情報収

集を行い共有していくことや、ハード面の取り組みに加え、ソフト面にお

ける具体的な取り組みについても提示出来るよう取り組んでいただきた

い。 

泊いゆまちの建物の外（駐車場、植木）の環境改善が必要であり、特に

喫煙場所については、改正健康増進法に基づいて、改善を図っていただき

たい。 

 

イ 泊漁港の施設整備について 

現在の泊魚市場の整備については、暫定的で一部は対症療法的な整備だ

と考える。より高い衛生レベルの市場づくりを考えていただきたい。 

 

②水産物の安定供給 

ア 放置艇に対する対応について 

泊漁港の放置艇対策については、県の計画の前倒し実施に向けた要望活

動を強化するとともに、引き続き県と連携しながら取り組んでいただきた

い。 

 

イ 冷凍冷蔵施設及び那覇空港南側船揚場整備事業の遂行と活用について 

冷凍冷蔵施設の解体工事を終えて、本体工事に着手しており、予算も着

実な進展がみられる。那覇空港南側船揚場整備事業も設計や調査も進んで

いる。事業の遂行とその後の活用へ向けて取り組んでいただきたい。 

 

ウ 流通業者（仲買人）が必要とする設備について 

流通業者が泊漁港にて商業を行うためには、冷凍庫・冷蔵庫等の設備が

必要であるが、老朽化と狭隘性等による設備不足があり、泊漁港再整備を

進めるにあたっては最優先課題として対応していただきたい。 
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エ クロマグロ資源管理問題等への支援について 

クロマグロ資源管理問題やパラオ周辺海域における操業継続問題等、こ

れからの大きな問題である。生産者にとっても、流通者にとっても死活問

題である。県、那覇市、漁協が連携し支援を行っていただきたい。 

 

③漁業者支援の充実 

ア 漁船の安全航海と安全操業への支援及び取組について 

那覇市の水産業の特徴としては、漁船漁業が主であり、漁船の維持と管

理には多くの技術者と造船所設備が欠かすことは出来ない。漁船の安全航

海と安全操業を行うためにも行政の支援を検討していただきたい。又、漁

業法の改正による水産業の合理化や生産性向上の為の施策も取り組んで

いただきたい。 

 

   イ 漁船近代化機械設置推進事業の活用と導入機器に関するセミナー等につ

いて 

漁船近代化機械設置推進事業は補助率の引き上げも選択肢の一つであ

るが、総費用のアップが自己負担の増加につながっている背景から、漁業

者向けに導入機器に関する知識を習得する場が必要である。セミナー等や

専門家による相談会実施により身の丈に合った設備導入などの啓蒙も取

り組んでいただきたい。 

 

   ウ 優良漁業者表彰制度等の支援について 

表彰制度は漁業者のモチベーション維持のためぜひ実現していただき

たい。 

 

エ 漁業振興資金預託融資事業の制度見直しについて 

漁業振興資金預託融資制度は二年続けて活用されていない。制度見直し

が必要である。漁業関係団体とも積極的な意見交換に努めていただきたい。 

 

（2）水産物の消費拡大 

①水産物の消費拡大  

ア 水産物の料理レシピや加工品の開発について 

各種水産物の利用レシピ（料理レシピ）の開発や、簡単でおいしく時間

がかからない加工品の開発を検討していただきたい。 

 

イ 水産物の消費拡大のための情報発信について 

マグロ料理の試食とレシピ配布を行ったのはわかるが、その後それがど

う活用されたのか検証する必要がある。WEB では検索数を増やすための取

組を行い、継続的に発信力を高めること、そして、英語訳以外に中国語等

の対応もしていただきたい。WEB アンケートから得た知見が今後どのよう

に活用されるのか具体的な取組を示していただきたい。 
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ウ 市民・県民への周知について 

主婦やプロを対象にマグロを使ったレシピを公募して那覇市の目玉に

なるようなオリジナルメニューづくりを実施することや、那覇市のイベン

ト（那覇大綱挽や那覇ハーリー）で、市民や県外観光客を巻き込んだアピ

ールの場づくりを検討していただきたい。おしゃれな今風のお店だけでな

く、本格的な琉球料理を提供する老舗とも連携し、ビジネスのおもてなし

でも利用できることをコンセプトのひとつに加えていただきたい。 

 

エ 食育イベント等の業者との連携について 

若年層向けの食育イベントなどについては、すべて自前で企画するので

はなく県内流通大手とのコラボなどノウハウのある業者との連携を検討

していただきたい。 

 

オ 泊いゆまちの駐車場及びイートインスペースの整備について 

喫緊の問題は、泊いゆまちの駐車場の確保である。大型バスが停められ

るスペースの確保が必要である。イートインスペースの整備についても遅

れていることから早急に対応していただきたい。 

 

カ 漁港一帯の再整備における公民連携について 

泊魚市場並びに泊いゆまち一帯の再整備、特に施設に関しては行政、漁

協、民間が連携し漁港の有効活用、地元民間企業の公募、経営により雇用

の確保や産業育成も検討していただきたい。 

那覇市発展の重要なエリアとなる泊いゆまち一帯の再整備に向けては、

公民連携（PPP/PFI など）の観点を取り入れながらの一体開発が必要であ

る。事業者の環境整備、所得向上はもちろんであるが、市民及び観光客に

とっての魅力ある消費エリア形成（ウォーターフロントエリアなど）に向

けた開発も検討していただきたい。 

 

②水産物の高付加価値化  

   なはまぐろの効果的な広報強化について 

「なはまぐろ」ブランド戦略は、「沖縄美ら海まぐろ」と共存する方向

でのブランディングで良く、分かりやすいブランディングが必要である。 

飲食店経営者の「なはまぐろ」の認知度は確実に向上しており、市民、

県民に対しての効果的な広報強化を引き続き取り組んでいただきたい。 

「マグロ類の拠点産地」として認定されたといってもまだ一般の認知度

は低い。消費者、観光客などから評価される施策を行っていただきたい。 

 

（3）水産業の多角的展開と人材確保 

①水産業の多角的展開  

ア 離島漁業再生支援交付金の活用について 

養殖業や体験漁業等に関する離島漁業再生支援交付金事業の新規活用

は漁業者による観光漁業のさらなる活性化に向けて評価できる取組みで

あり、まちあるき観光の商品化や個人観光客(FIT)などへの対応案と関連
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させて今後、実現に向けて取り組んでいただきたい。養殖体験や沖釣り体

験等の観光漁業については、実証実験も兼ねながら、可能なことからスモ

ールスタートし活動計画のブラッシュアップをしていただきたい。 

 

②漁業の担い手・人材の確保  

ア 水産教室、漁業体験等について 

水産教室の初開催は食育や職業観の形成が図られ、家庭ではさせられな

い点から今後も継続して開催できるよう支援を期待したい。 

水揚げされる魚類・未使用部分を使って中学生のキャリア教育で商品開

発・普及、沖縄県の発展に寄与してきた那覇の誇りづくり、「うみ業のま

ち」の誇りづくりを図っていただきたい。また、漁業者・スーパー・小学

校と連携して漁業体験・販売体験企画をすることによって、命の大切さ、

フードチェーンを学ぶ機会を創出していただきたい。 

将来を見据えた中学高校等タイアップして乗船実習の実施を検討して

いただきたい。 

 

イ 後継者支援の検討について 

産業および文化の観点から漁業の公益性は高く、日本人の後継者支援に

ついても積極的に検討していただきたい。 

近年、後継者不足である漁協就労者は減少の一途を示している。担い手

の育成及び各種資格の取得支援をしていただきたい。 

 

ウ 技術者支援について 

漁業者の担い手の育成も大事だが、技術者支援（エンジニア、船大工、

電気、通信等）も取り組んでいただきたい。 

 

エ 漁業者の事業承継への早急な着手について 

漁業の担い手の育成（漁師塾など）及び事業承継は喫緊の課題にて早急

な着手が必要である。特に事業承継は待ったなしの状況であり、事業承継

ネットワーク、引継ぎセンターなどの公的プラットフォームの活用も検討

していただきたい。 

 

（4）水産業振興施策全般に対する意見・要望 

①第 3 次基本計画の速やかな実行と課題解決について 

第 3 次那覇市水産業振興基本計画の速やかな実行と課題解決は急がなけれ

ばならない。そのためにも市は担当職員を増員しマンパワーを確保していただ

きたい。水産業振興は、那覇の観光にとって大変重要な位置付けだと思うが、

充分な予算措置がされておらず、取組が細かい上に弱く、インパクトが薄い。

また、事業スピードが遅い。予算のさらなる拡充と事業の選択と集中をして取

り組んでいただきたい。 

    水産業施策の PDCA、プランニングが見えてこない。プランニングを早く見え

る化し、実現させていただきたい。そうすれば協議会でチェックできるように

なり、進んでいることを実感できるようにしていただきたい。 
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（5）その他の意見・要望 

①協議会の運営方法について 

産業振興においては本業の漁業への支援、歴史性や食文化という資源を生か

した観光振興、立地を生かした（再）開発など、さらに一体感ある振興策が必

要である。そのためには、専門的な協議の場を増やし、本協議会は多岐に渡る

関係者の意見集約や複合的な状況に対する情報共有の場としての役割や機能

を強化するという方向性を検討する必要がある。協議会が始まる前に、重要議

題となっている施設等の事前視察を希望する。施策毎のスケジュール表等を作

成し、進捗が見える化できる資料づくりに基づいて議論していただきたい。 

 

 


