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Abstract: In recent years, labor shortages in the fishing industry have become a problem. Focusing on fisheries high schools where 

the number of new fishery workers is small at 10% of the total, a survey was conducted with the aim of increasing the number of 

new fishery workers. As a result, it became clear that the number of new fishery workers was increasing due to the increase in the 

frequency of practical training classes, and it was possible to grasp that there was a difference in the way students and high schools 

thought about practical training classes. 

 

１． 研究背景 

近年，少子高齢化や労働環境の厳しさなどの理由か

ら，漁業者の数が減少している．平成 30 年（2018 年）

は 15 万 2 千人，令和元年（2019 年）は 14 万 5 千人，

令和 2 年（2022 年）は 13 万 6 千人となっている．そ

のため，漁業者増加に向けた様々な対策が行われてい

るが，ここ数年の新規漁業就業者数は約 2 千人と変化

がない．このような問題を解決するには新しく漁業を

始める若年層が必要とされている． 

そこで漁業者育成の教育機関として水産高校が注目

されている．水産高校は元来漁業者の養成を目的とし

て，地域と連携した高校として設立されている．現在

では漁業者の養成だけではなく，水産・海洋関係，海

に関わる仕事を幅広く学ぶことが出来る水産高校がほ

とんどである．また，地域との連携の在り方が教育に

深く関係している．ここ数年の新規漁業就業者数の約

2 千人のうち, 水産高校からの新規漁業就業者数は全

体の 10%と低い数値となっている．そのため，水産高

校の学習カリキュラムや地域との連携教育の在り方が

重要視されている．  

 

２． 研究目的 

全国 45 校の水産高校を対象として，地域との連携教

育の在り方と水産高校からの新規漁業就業者数を調査

し，水産高校別に比較分析をする．また，水産高校か

ら漁業者になる生徒を対象として，連携教育を行った

授業や進路について調査し分析する．以上の調査・分

析により，漁業における人手不足問題の改善及び新規

漁業就業者数増加のための一助となる知見を得ること

を本研究の目的とする． 

３． 研究方法 

3-1.調査対象地 

本研究では，水産高校の教員と水産高校から漁業者

になる生徒に向けたアンケート調査を行う．その概要

について Table 1，Table 2 に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４． 調査結果及び考察 

4-1 水産高校の連携教育の現状 

「漁業系の団体・組織と行っている実習授業，出張

授業（例：組合の組合員が学校に訪れて講義をする），

地域活動（例：ボランティア活動や交流会等）につい

て教えてください」という質問に対して，「漁業系の団

体・組織と実習授業を行っている」と回答した高校は

15 校と高い回答数となった．次に「漁業系の団体・組

織と出張授業を行っている」と回答した高校は 7 校，

最後に「漁業系の団体・組織と地域活動を行っている」

と回答した高校は 6 校という回答数になった． 

以上の結果から，水産高校全体で実習授業を連携教

育の主軸として行っていると考える． 

１：日大理工・学部・海建 ２：日大理工・教員・海建 

Table 1. Questionnaire Survey for Faculty Members 
対象者 ⽔産⾼校教員

アンケート内容
学校の基本情報ついて
連携教育の現状について
学校の進路について

調査⽅法 郵送にてアンケート調査
調査期間 2022年8⽉26⽇〜9⽉16⽇
回収率 22件（45件中）

有効回答数 22件（45件中）

Table 2. Questionnaire for students   
対象者 ⽔産⾼校から漁業者になる⽣徒

アンケート内容 連携教育を⾏った授業と進路について
⽣徒の進路について

調査⽅法 郵送にてアンケート調査
調査期間 2022年8⽉26⽇〜9⽉16⽇
回収率 50件（57件中）

有効回答数 57件（57件中）
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4-2 実習授業の頻度について 

「1年間に実習授業が行われる頻度を教えてください」

という質問に対して，「週 1～3 回」と回答した高校が

7 校，「年に 1～3 回」と回答した高校が 10 校と分かれ

る回答となった．また，学年別に見ると，1 年生で実

習授業を行っていない高校が 8 校で，学年が上がるに

つれて実習授業の頻度が上がっていることが分かった． 

以上の結果から，1 年生では実習授業を行っていな

い高校が 8 校あり，低学年では座学を中心に授業を行

っている高校が多いと考える． 

4-3 水産高校の進路について 

「毎年の漁業者になる平均的な生徒数を教えてくだ

さい」という質問に対して，「0～2 人」と回答した高

校が 8 校，「3～5 人」と回答したのが７校，「6～10 人」

と回答したのが 5 校という回答数になった．この結果

を実習授業の頻度と比較したものを Figurel 2 に示す． 

毎年の漁業者になる平均的な生徒数が「6～10 人」と

回答した高校では，実習授業の頻度が「週 1～3 回」と

回答した高校の割合が多く，毎年の漁業者になる平均

的な生徒数が減っていくにつれて，実習授業の頻度が

「年に 1～3 回」と回答した高校の割合が増えていた．

また，1 年生で実習授業を行っていない高校では，毎

年の漁業者になる平均的な生徒数として「0～2 人」の

割合が多いことに対し，毎年の漁業者になる平均的な

生徒数が「6～10 人」の高校では，1 年生で実習授業を

行っている傾向が高いことが把握出来た． 

 以上の結果から，低学年から実習授業を行うことが

毎年の漁業者になる平均的な生徒数増加に繋がると考

えられ，さらに低学年からの実習授業が生徒に漁業の

魅力を感じさせ，漁業者としての能力・資質の向上に

繋がり，漁業者を目指す生徒が増えているものと考え

られる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-4 漁業者になると生徒の考え          

「なぜ，漁業者になろうと思いましたか」という質問

に対して「親や親戚が漁師で影響を受けた」と回答し

たのが 14 人で最も多い回答数となった．次に多かった

のが「学校の実習授業を受けたことが影響している」

という回答で 10 人という回答数となった．次に「実習

授業を行う利点について」という質問に対して「将来

に繋がる知識・技術が得られる」と回答した生徒が 17

人，「座学の復習になる」と回答したのが 13 人という

回答数となった． 

以上の結果から，実習授業を受けることで漁業に対

して視野を広げ，理解を深めることが出来ることで進

路を決める材料になると考える．また，実習授業の頻

度を増やすことで，将来に繋がる知識や技術を学ぶ機

会が増えることや座学の理解度の向上に繋がり，毎年

の漁業者になる平均的な生徒数を増やすことが出来る

と考える． 

 

５． まとめ 

本研究では、全国 45 校の水産高校を対象として，地

域との連携教育の在り方と水産高校からの新規漁業就

業者数を調査し，水産高校別に比較分析を行った．ま

た水産高校から漁業者になる生徒を対象として，連携

教育を行った実習授業や将来の進路について調査分析

を行った． 

その結果，水産高校全体では実習授業を連携教育の

主軸に行っており，実習授業の頻度によって，毎年の

漁業者になる平均的な生徒数が変化していること，ま

た低学年で実習授業を行っている高校は，毎年の漁業

者になる平均的な生徒数が多いことが把握できた．さ

らに生徒が実習授業に対して，将来に繋がる知識・技

術を学べる機会として捉えていることや，座学の復習

として重点をおいているため，実習授業の頻度を増や

すことで，学習の理解度の向上や，将来漁業への就業

を希望する生徒数の増加に繋がるものと考えられる． 

以上より，実習授業の頻度や時期を改善することで，

生徒の漁業就業への志向を促し，漁業者になりやすい

環境を作ることが出来，新規漁業就業者数の増加に繋

がるものと考えられる．今後は連携している団体・組

織へのアンケート調査を行い，さらに詳細な分析・考

察によって研究精度を高めたいと考えている．  
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Figure 2 Number of students and frequency of practice 
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