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水産政策審議会漁港漁場整備分科会における論点スケジュール

漁港漁場整備長期計画 漁港漁場整備
基本方針重点課題 目標 施策 事業量

第１回
（H28.7.22）
（諮問）

第２回
（H28.11.1）
（構成案）

◎

重点課題（４本
柱でよいか）の

確認

○

目標のキー
ワード・分野な
ど定性的に方
向性を議論

◎

不足がないか
頭出し ―

○
変更点の
頭出し

第３回
（H29.1.16）
（骨子（案））

◎
指標設定の
具体を議論

○

具体の内容を
議論

○

定性的に方向
性を議論

◎

変更点の具体
について議論
（技術開発計画、
性能設計など）

第４回
（H29.2.2予定）

（原案）

◎
数値入りの

確認

○

具体の内容を
確認

◎
数値入りの

確認

○
変更内容の
具体の確認

第５回
（H29.3.16予定）

（答申）

諮 問（水産業をとりまく環境、漁港漁場整備の課題と今後の方向性）

答 申

資料１



№ 分野 委員 意見 対応 備考

1 今後の進め方 中田分科会長 　今後の検討は、実態の情報を共有しながら進めていきたい。 　新たな長期計画の検討に参考となる情報を共有しながら進める。

2 橋本委員

　定期的な設計条件の点検や施設情報の電子化など、公共施設の管
理の高度化に資する視点がそれぞれの柱ごとの話題になっている。
　例えば、ビッグデータの処理等を生かして、公物を管理する取り
組みなど、一貫した新しい手法を長期計画の中で、キーワードとし
て載せてもよいのではないか。

　ICT等の活用による漁港漁場施設の管理の高度化を、事業実施上の課題として
捉え、長計に盛り込む方向で検討を進める。

3 栁内委員

　各地で抱える課題は様々であるため、実際に地域で施設整備の将
来像を検討しても、自分たちの目的とすべき方向性がつかみづらい
のではないか。また、地元との協議の場やコンサルティングなどの
プランニング支援が必要ではないか。

　今後とも、事業の実施において、説明会等の機会を利用し情報提供に努める
とともに、地元からの要請に応じて支援して参りたい。

4 中田分科会長
　水産系廃棄物リサイクルや食品ロス等の環境問題について、検討
することも必要ではないか。

　現行の基本方針「Ⅱ．漁港漁場整備事業の効率的な実施に関する事項５．技
術の開発に関する事項（２）リサイクルの推進」のとおり、水産系副産物の有
効利用を図るなど、環境への負荷の少ない循環型社会の構築を目指していく
旨、引き続き盛り込む方向で、検討を進める。

5 嘉山委員
　施設の整備について、漁協のみならず水産会社への支援をお願い
したい。

　水産基盤整備事業においては、個社への直接支援は難しいが、地域水産業が
活性化するよう、今後とも施策の展開を工夫して参りたい。

6
競争力強化・輸

出促進
片石委員

　輸出促進に必要な実際のニーズについて、実際に取り組まれてい
る事例を調べ、必要施設やソフト対策をよく整理していくことが必
要。

　今後、輸出ポテンシャルの高い漁港それぞれにおいて必要な対策を整理し、
施策を展開して参りたい。

7 片石委員

　藻場・干潟の減少状況や漁場の形成状況、資源管理をICTやビッグ
データ等を活用して把握することは、有効ではないか。
　漁労作業の中で、情報化を進め、漁港や漁場などに関するデータ
ベースをつくって、研究や資源管理などに利用できる環境づくりが
あってもよいのではないか。

　ICT等の活用による漁港漁場施設の管理の高度化を、事業実施上の課題として
捉え、長計に盛り込む方向で検討を進める。

別紙１参照

8 中田分科会長
　漁場環境の保全に、漁場だけの取り組みでは不十分。他省庁・他
部局と必要な連携をとり、森・川・海における水の物質の循環を考
えていく必要。

　現行の基本方針「Ⅱ．漁港漁場整備事業の効率的な実施に関する事項１．整
備の連携に関する事項（２）関連施策との連携により効果を相乗的に高める取
組の推進」のとおり、森林整備など川上から川下に至る一連の関連施策との連
携を協力に推進する旨、引き続き盛り込む方向で、検討を進める。

9 中田分科会長
　沿岸環境の改善については、藻場・干潟などがかかえる問題だけ
でなく、内湾の底層の貧酸素水塊の問題も重大であり、目を向ける
必要がある。

　「豊かな生態系の創造と海域の生産力向上」において、貧酸素水塊問題など
水質・底質悪化に対する施策について、長計に盛り込む方向で検討を進める。

水産政策審議会第37回漁港漁場整備分科会での委員からの主な意見とその対応（案）

総論

海域生産力向上

資料２

1



№ 分野 委員 意見 対応 備考

10 大規模自然災害 片石委員
　近年、大雨や大雪等の異常気候による自然災害が多く起こってい
るのではないか。産地でどのような被害が出ているのか、具体的に
整理して欲しい。

　新たな長期計画の検討の参考情報として整理。 別紙２参照

11 嘉山委員
　漁村において民泊を行うことによりどの程度の収入になるか、実
態について、調査を行い整理してはどうか。

　新たな長期計画の検討の参考情報として整理。 別紙３参照

12 片石委員
　交流人口を増加させるためには、地域内外の連携（組織、人な
ど）が必要ではないか。

　今後、交流人口の増加を目指した施策を展開していく段階で、具体的に検討
して参りたい。

13 片石委員
　幹線道路から外れた漁村は、一般的に観光ルートから外れ、来訪
者を呼び込みにくいので、ネットワーク化を図るなどの仕掛けが必
要。

　今後、交流人口の増加を目指した施策を展開していく段階で、具体的に検討
して参りたい。

14 盛合委員

　地域でどんどん人がいなくなり、施設だけしか残らないのではな
いかと危惧。
　漁業にとって一番深刻な問題は、漁業就業者の減少。事業実施の
目標に「女性・高齢者」の表現があるが、この他、若者や子供の観
点も考慮する必要。

　「漁港ストックの最大限の活用と漁村の賑わいの創出」において、女性や高
齢者のみならず、漁業就業者全体に目を向けた生活環境や就労環境の改善対策
について、長計に盛り込む方向で検討を進める。

漁港ストック・
賑わいの創出
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藻場の面積の推移
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○磯焼けや水質汚染、埋立等により、３０年間
で約４割衰退

1978：環境省自然保護局による調査(対象：面積1ha以上、水深20m以浅)
1998：環境省自然保護局による調査(対象:水深10m以浅)
2007：1998の結果を基本として、水産庁によるｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ調査の結果から

得た各地域における藻場の減少率から推計
注) 調査方法や定義が異なるため、単純な比較はできない。

藻場衰退の広がり

（改訂版磯焼け対策ガイドライン）

1980年 2015年

○藻場の衰退が確認されている都道府県は年々増加しており、
2015年にはほぼ全国の都道府県に及んでいる。

 沿岸域の開発に加え、近年、河川からの栄養塩・土砂の供給量の減少、磯焼け、海水温の上昇等に

よって藻場・干潟、サンゴ礁が減少するなど漁場環境が悪化し、水産資源の生産力が低下している。

藻場の状況 【別紙１】

3



 

 

注）両矢印の実線は高水温・水温上昇等により出現・増加のみられる範囲を、点線は減少のみられる範

囲を示す。 

※1：水産総合技術センター(2014)「地球温暖化に関する研究情報」より、※2：水産庁(2015)「改訂 磯

焼け対策ガイドライン」、※1※2以外：海洋生物環境研究所(2010)「全国沿岸域に分布する藻場の長期的

な変遷-2/2」より 

コンブ場・ガラモ場
藻場の衰退が長期的
に継続

長崎県：南方系ホンダ
ワラ類の北上、四季藻
場から春藻場への移
行(※1)

アラメ場・ガラモ場
一部では回復もみら
れる

アラメ場・ガラモ場
広域な衰退箇所あ
り、植生の亜熱帯化

藻場衰退域を抱える 
都道府県の推移(※2) 

・1900年頃
北海道、青森県

・1980年頃
北海道、青森県、
福井県、京都府、
長崎県

・2015年頃
福井県を除く、
日本海側全道府県

8月の高水温と9月の台
風接近に伴う波浪によ
るアラメ・カジメの減
少(2013年、海岸線総延
長距離 200kmを超える
と推定)(※2) 

四季藻場から藻場へ
の移行(※2) 

 

 

黒文字：水産総合技術センター(2014)「地球温暖化に関する研究情報」より 

赤文字:定置網の漁獲データの整理結果より 

ホッコクアカエビ：1980年
代以降、能登半島以西で漁
獲量減少、1990年以降新潟
以北で漁獲量増加傾向

アイゴ：温海性、植食魚類、
青森県から出現を確認

シイラ：水温 20℃以
上を好む。夏季には
北海道まで北上

サワラ：1999年から青森県～山
口県で漁獲量が急激に増加
山口県、島根県、兵庫県、新潟
県、青森県で 1999 年以降増加
傾向

ナルトビエイ：1989 年に長崎
県五島灘周辺に出現、1990 年
代中頃から日本海での生息が
知られる。

マダイ：1980年代以
降青森県～兵庫県
で漁獲量増加傾向
山口県、島根県、兵
庫県、石川県、新潟
県、青森県で増加傾
向1990年代以降増
加傾向

ブリ：日本海では水温が低い年
代に不漁、高い年代に豊漁の傾
向がある。 
兵庫県以西で減少傾向、石川県
以北で増加傾向、石川県の富山
県側・新潟県の佐渡島では大型
のブリが多く、石川県の能登・
西海、新潟県の本土側では小型
のブリが多い傾向 

スケトウダラ：日本海北部系群は、
1992 年以降減少の一途を辿る。

ズワイガニ：日本海西部海
域(富山県～島根県)の資源
は、高水温期に高水準期、
低水温に低水準期がみられ
る。 

山口県、兵庫県では
1980 年代以降カンパチ
の漁獲がみられる。 

山口県、島根県では 2000 年代
以降イサキ、キジハタ、マトウ
ダイの漁獲が増加傾向にある。 

平均海面水温の長期変化傾向
（℃/100年）

近年の海藻の出現状況（日本海側） 近年の水産動物（魚介類）の出現状況（日本海側）

※1：水産総合研究センター（2014）「地球温暖化に関する研究情報」
※2：水産庁（2015）「改訂 磯焼け対策ガイドライン」
※1※2以外：海洋生物環境研究所（2010）「全国沿岸域に分布する藻場の長期的な変遷-2/2」より

凡 例
実線：高水温・水温上昇により出現増加のみられる範囲
点線： 〃 減少のみられる範囲

黒文字：水産総合研究センター（2014）「地球温暖化に関する研究情報」より
赤文字：定置網の漁獲データの整理結果より

近年の漁場環境の変化

四季藻場から春藻場への
移行（※2）
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近年の自然災害状況・漁港施設等の被災状況

災害
発生年

被害報告額 被災の状況

件数 金額
（百万円）

主な災害 土砂、流木等による主な被害

平成24年 186 13,544 ○風浪（4/3-4）
・防波堤、離岸堤の損壊等

【写真１ 越前漁港（福井県）】

○豪雨（7/12-16）
・海岸への流木漂着

（長崎県、熊本県、大分県）

平成25年 55 4,521 ○台風26号
・防波堤の損壊
・航路・泊地への土砂流入等

○台風26号
・航路、泊地への土砂流入（東京都）

【写真２ 元町漁港（東京都）】

平成26年 169 7,351 ○台風11号
・防波堤、防潮堤の損壊等

【写真３ 穴内漁港海岸（高知県）】

○台風18号
・海岸への流木漂着（静岡県）

平成27年 107 6,014 ○豪雨（6/23-25）
・物揚場、海岸護岸の損壊等

○低気圧（10/1-3）
・防波堤の損壊等

○台風15号
・海岸への流木漂着（三重県）

○台風18号
・海岸への流木漂着（宮城県）

平成28年
（11/1
時点）

407 17,900 ○風浪（1/17-21）
・防波堤の損壊等

○熊本地震
・物揚場、護岸の損壊等

【写真４ 松合漁港（熊本県）】
○台風10号
・防波堤、海岸護岸の損壊等
・サケふ化場等への土砂投入

【写真５ 仮宿漁港（岩手県）】

○豪雨（6/20-21）
・海岸への流木漂着（熊本県）

○台風10号
・海岸への流木漂着（北海道、岩手県）
・サケふ化場、集落排水施設、水産飲雑
用水施設への土砂流入（岩手県）

【写真６ 大樹漁港海岸（北海道）】
【写真７ 下安家サケふ化場（岩手県）】

【別紙２】
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【写真３】穴内漁港海岸（海岸護岸損壊）【写真２】元町漁港（泊地の土砂流入）【写真１】越前漁港（防波堤損壊）

【写真４】松合漁港（防波堤損壊）

【写真７】下安家サケふ化場（流木土砂流入）

被災前 被災後

【写真５】仮宿漁港（防波堤損壊） 【写真６】大樹漁港海岸（海岸流木等漂着）

漁港施設等の主な災害状況（H24～H28）
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○ 海面漁業経営体のうち、旅館業法に基づく旅館業の許可を得て民宿を営ん
でいる経営体は１，１９０（平成２５年）。

○ 漁業経営体数の減少に伴い、民宿を営む経営体数も減少
○ １泊２食付で漁家に入る収入は６，０００円前後である事例が多い。

※ 2003年漁業センサス、2008年漁業センサス及び2013年漁業センサスに基づき水産庁において作成。
※ ここで「民宿」とは、旅館業法（昭和23年法律第138号）に基づく旅館業の許可を得て、観光客等の第三者

を宿泊させ、自ら生産した水産動植物や地域の食材をその使用割合の多寡にかかわらず用いた料理を提供し料金
を得ている事業をいう。

平成１５年 平成２０年 平成２５年

海面漁業経営体 132,417 115,196 94,507

民宿を営む
経営体数

2,346 1,632 1,190

シェア 1.8% 1.4% 1.3%

漁家民宿の状況について 【別紙３】
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漁港漁場整備事業の推進に
関する基本方針の見直し

（素案）について

資料３－１

平成２９年１月



- 1 -

漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針の見直し（素案）について

見直し素案 見直しの背景等 現 行
漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針 漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針

序 文 序 文

四方を海に囲まれた日本は、太古から海の恩恵を 四方を海に囲まれた日本は、太古から海の恩恵を
享受し、沿岸地域を中心として経済活動が営まれ発 享受し、沿岸地域を中心として経済活動が営まれ発
展してきた。水産業は、水産物の安定供給という国 展してきた。水産業は、水産物の安定供給という国

、 、民の食生活にとって不可欠な役割を果たすとともに 民の食生活にとって不可欠な役割を果たすとともに
漁業地域の経済を支え、ひいては豊かな国民生活の 漁業地域の経済を支え、ひいては豊かな国民生活の
基盤を支える重要な産業である。 基盤を支える重要な産業である。

漁港は、産業を支える社会基盤として、国民へ水 漁港は、産業を支える社会基盤として、国民へ水
産物を安定的に提供する役割を果たすとともに、漁 産物を安定的に提供する役割を果たすとともに、漁
港背後の漁村の住民の生命や財産の保全、国民の海 港背後の漁村の住民の生命や財産の保全、国民の海
洋性レクリエーションのニーズに対応した余暇空間 洋性レクリエーションのニーズに対応した余暇空間
の提供、更には災害時の救援物資の運搬拠点など多 の提供、更には災害時の救援物資の運搬拠点など多
面的な機能を有している。 面的な機能を有している。

また、漁場は、水産物を供給する重要な機能を有 また、漁場は、水産物を供給する重要な機能を有
しており、その整備を通じて、海洋の有するポテン しており、その整備を通じて、海洋の有するポテン
シャルを活用し、水産資源の増殖を促すとともに、 シャルを活用し、水産資源の増殖を促すとともに、
豊かな海洋環境の保全・創造に貢献している。 豊かな海洋環境の保全・創造に貢献している。

近年の水産業をめぐる情勢は、国際化の進展と水 近年の水産業をめぐる情勢は、国際化の進展と水
産物の世界的な需要の高まり、周辺水域における水 産物の世界的な需要の高まり、周辺水域における水
産資源水準の低下などによる漁獲量の減少、水産物 産資源水準の低下などによる漁獲量の減少、水産物
の消費流通構造の変化、漁業就業者数の減少・高齢 の消費流通構造の変化、漁業就業者の減少・高齢化
化の進行、国際的な燃油価格の大幅な変動、漁業用 の進行、国際的な燃油価格の大幅な変動、漁業用資
資材価格の上昇といった状況にある。その結果、水 材価格の上昇といった状況にある。その結果、水産
産業を支える漁村の活力の低下を招いている 一方 業を支える漁村の活力の低下を招いている。一方、。 、
消費者は、水産食品の品質・安全性に対し高い関心 消費者は、水産食品の品質・安全性に対し高い関心
を示すようになっているほか、水産物の世界的な需 「農林水産業の輸 を示すようになっている。
要の高まりを背景に、我が国のおいしくて安全な水 出力強化戦略 （平」
産物が、世界において高い評価を受け、水産物・食 成 年５月農林水28
品の輸出額は着実に伸びている。 産業・地域の活力 こうした中、東日本大震災による地震・津波によ

また、先の東日本大震災による地震・津波により 創造本部とりまと り北海道から九州・沖縄までの太平洋沿岸域では、
被害を受けた漁港・漁場・漁村は、現在、復旧・復 め ・ 国土強靱化 漁港・漁場・漁村、養殖施設や漁船などの水産関連）「
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興の途上にある一方、今後、首都直下地震や南海ト 基本計画 平成 の施設が甚大な被害を受けた。」（ 26
ラフ地震の発生が高い確率で予想されており、気候 年６月閣議決定）
変動による台風・低気圧災害の激甚化や漁港施設の ・ 復興・創生期「「
老朽化の加速など災害リスクの増大が懸念されてい 間」における東日
る。 本大震災からの復

これらの諸情勢に鑑み、東日本大震災の復旧・復 興の基本方針 （平 これらの諸情勢に鑑み、東日本大震災の復旧・復」
興対策を着実に進め、完了させるほか、今後発生が 成 年３月閣議決 興対策を推進するほか、今後発生が予測される大規28
予測される大規模な地震・津波や激甚化する台風・ 定）を踏まえて追 模な地震・津波に備えて災害に強く安全な地域づく
低気圧災害に備えて災害に強く安全な地域づくりを 記 りを進めるとともに、漁港と漁場を一体的に整備す
進めるとともに、漁港と漁場を一体的に整備する漁 る漁港漁場整備事業については、安全で効率的な水
港漁場整備事業については、安全で効率的な水産物 産物の安定供給を図りつつ、我が国周辺水域におけ
の安定供給と水産業の競争力の強化を図りつつ、我 「農林水産業・地 る水産資源の生産力の向上に向けた取組及び環境の
が国周辺水域における水産資源の生産力の向上に向 域の活力創造プラ 保全・創造を基軸に推進することとし、水産資源の
けた取組及び環境の保全・創造を基軸に推進するこ ン （平成 年 適切な保全・管理と持続的な利用を基本とする政策」 28 11
ととし、水産資源の適切な保全・管理と持続的な利 月農林水産業・地 と相まって、その着実な実施を通じて水産業を取り
用を基本とする政策と相まって、その着実な実施を 域の活力創造本部 巻く諸課題に対応していく必要がある。
通じて水産業を取り巻く諸課題に対応していく必要 決定）を踏まえて
がある。 追記

また、漁村は、漁業就業者などの生活の場として また、漁村は、漁業就業者などの生活の場として
のみならず、漁港と一体となって消費者に新鮮で安 のみならず、漁港と一体となって消費者に新鮮で安
全な水産物を安定的に提供する拠点として重要な役 全な水産物を安定的に提供する拠点として重要な役
割を果たしており、水産業を核として地域資源を活 割を果たしており、水産業を核として地域資源を活
用した新たな産業活動に取り組む場としても期待さ 用した新たな産業活動に取り組む場としても期待さ
れている。漁村において、自然環境との調和に配慮 れている。漁村において、自然環境との調和に配慮
し、地域の特性を活かしつつ、安全・安心で快適な し、地域の特性を活かしつつ、安全・安心で快適な
漁村の形成が図られるよう総合的な振興を図る方向 漁村の形成が図られるよう総合的な振興を図る方向

、 、 、 、で漁港漁場整備事業を推進することとし さらには で漁港漁場整備事業を推進することとし さらには
水産業及び漁村の有する水産物の供給の機能以外の 水産業及び漁村の有する水産物の供給の機能以外の
多面にわたる機能が発揮されるよう推進する必要が 多面にわたる機能が発揮されるよう推進する必要が
ある。 ある。

このような基本認識の下、漁港漁場整備法（昭和 このような基本認識の下、漁港漁場整備法（昭和
２５年法律第１３７号）第６条の２に基づき、ここ ２５年法律第１３７号）第６条の２に基づき、ここ
に漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針を定め に漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針を定め
るものである。なお、この基本方針は、今後の経済 るものである。なお、この基本方針は、今後の経済
・社会情勢の推移を勘案しつつ、必要に応じて見直 ・社会情勢の推移を勘案しつつ、必要に応じて見直
しを行う。 しを行う。
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Ⅰ．漁港漁場整備事業の推進に関する基本的な方向 Ⅰ．漁港漁場整備事業の推進に関する基本的な方向
漁港漁場整備事業の実施に当たっては、公共事業 漁港漁場整備事業の実施に当たっては、公共事業

、 、だけでなく非公共事業など関連施策との連携の強化 だけでなく非公共事業など関連施策との連携の強化
、 、重要課題を絞り込むことによる集中的な整備の推進 重要課題を絞り込むことによる集中的な整備の推進

既存ストックの有効活用、コスト縮減に留意の上、 既存ストックの有効活用、コスト縮減に留意の上、
以下の重要課題について早期かつ確実に事業の効果 以下の重要課題について早期かつ確実に事業の効果
が発揮されるよう努めていくこととする。 が発揮されるよう努めていくこととする。

１．水産業の競争力強化と輸出促進 ２．水産物の安定的な提供・国際化に対応できる
力強い水産業づくりの推進

水産物は、国民に対する良質なたんぱく質の供給 水産物は、国民に対する良質なたんぱく質の供給
源であるとともに、優れた栄養特性を有しており、 源であるとともに、優れた栄養特性を有しており、
国民の健康志向を背景に健全な食生活において重要 国民の健康志向を背景に健全な食生活において重要
な地位を占めている。国際的に水産物需要が高まる な地位を占めている。国際的に水産物需要が高まる
中で、水産食品の品質の高度化及び安全性の向上と 中で、水産食品の品質の高度化及び安全性の向上と
いった消費者ニーズに応え、多様性のある水産食品 いった消費者ニーズに応え、多様性のある水産食品
を安定的に提供するため、また、さらには、水産物 を安定的に提供するために必要な漁港の機能を強化
の販路拡大につながる輸出促進を通じて水産業の成 するとともに、水産業を支える健全な漁村が形成さ
長産業化を図るため、必要な漁港の機能を強化する れるよう、漁港漁場整備事業について以下の方向で
とともに、水産業を支える健全な漁村が形成される 推進していく。
よう、漁港漁場整備事業について以下の方向で推進
していく。

「経済財政運営と（１）漁港機能の再編・集約による地域における
改 革 の 基 本 方 針生産・流通機能強化

集出荷体制の効率化によるコスト縮減や産地の価 （平成 年2016 28」
） 、格形成能力を強化し、水産業の競争力強化を図るた ６月閣議決定 で

め、漁村における人口減少や漁港施設の老朽化など 公共施設等の集約
の状況を踏まえ、地域においてそれぞれの漁港の役 化などが着実に進
割を明確にし、産地市場、荷さばき所、給油・給氷 められることが必
施設などの生産・流通機能を再編・集約し、地域全 要とされているこ
体で漁港の機能の強化を図る。 とを踏まえて追加

（２）流通拠点となる漁港の機能の強化 （１）流通拠点となる漁港の機能の強化
良好な漁場などから供給される水産物は、漁港な 良好な漁場などから供給される水産物は、漁港な

どを通じて国民に提供されており、漁港漁場整備事 どを通じて国民に提供されており、漁港漁場整備事
業を水産資源の増殖から漁獲、陸揚げ、流通・加工 業を水産資源の増殖から漁獲、陸揚げ、流通・加工
までの一貫した水産物供給システムの基盤を構築す までの一貫した水産物供給システムの基盤を構築す
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るものとして捉え、水産物の安定的な提供に貢献す るものとして捉え、水産物の安定的な提供に貢献す
る方向で推進していく。 る方向で推進していく。

具体的には、水産物流通の集約を併せ市場機能の 具体的には、水産物流通の集約と併せ市場機能の
強化を推進するとともに、国民に安全で安心な水産 強化を推進するとともに、国民に安全で安心な水産
物の提供が図られるよう衛生管理のための施設や管 物の提供が図られるよう衛生管理のための施設や管
理運営体制の構築に向けた適切な対応や一次加工機 理運営体制の構築に向けた適切な対応や一次加工機
能の充実に努めることにより、意欲のある地域の国 能の充実に努めることにより、意欲のある地域の国
際競争力や産地間競争力の強化に取り組む。 際競争力や産地間競争力の強化に取り組む。

（３）生産コスト縮減に向けた地域の中核的な漁 （２）生産コスト縮減に向けた地域の中核的な漁
港の機能の強化 港の機能の強化

水産物を将来にわたり安定して国民に提供してい 水産物を将来にわたり安定して国民に提供してい
くためには、流通拠点となる漁港とともに、それを くためには、流通拠点となる漁港とともに、それを
支える生産地として中核的な役割を担う漁港におい 支える生産地として中核的な役割を担う漁港におい
て生産コストの縮減や水産物の鮮度保持に努めてい て生産コストの縮減や水産物の鮮度保持に努めてい
くことが重要である。 くことが重要である。

具体的には、中核的な漁港として水産物の陸揚げ 具体的には、中核的な漁港として水産物の陸揚げ
などの機能の集約化を推進するとともに、集約化に などの機能の集約化を推進するとともに、集約化に
伴いこれまで以上に漁港内での活動の輻輳化が懸念 伴いこれまで以上に漁港内での活動の輻輳化が懸念
されることから、漁業活動に係る安全性に考慮しつ されることから、漁業活動に係る安全性に考慮しつ
つ、陸揚げ・出荷時間ロスの解消や蓄養水面など水 つ、陸揚げ・出荷時間ロスの解消や蓄養水面など水
産物の一時保管機能の確保などに取り組む。 産物の一時保管機能の確保などに取り組む。

「 日 本 再 興 戦 略（４）水産物輸出に対応した生産・流通体制の整
（平成 年備 2016 28」

世界人口の増加などにより、世界の水産物需要が ６月閣議決定）で
増大していることから、我が国水産業の成長産業化 我が国農林水産物
を図るため、国内水産物の販路拡大につながる輸出 の輸出力を強化す
を促進する。 るとしていること

具体的には、生産・流通の拠点の漁港のうち、特 を踏まえて追加
に水産物の輸出のポテンシャルの高い漁港について
は、輸出先国のニーズや衛生管理など輸出条件に対
応して、民間水産加工場の改修などとの連携を図り
つつ、 取得などのソフト対策と合わせて、漁HACCP
場から、岸壁や荷さばき所、冷凍冷蔵施設などまで
の一体的な生産・流通体制の整備を推進する。

２．豊かな生態系の創造と海域の生産力向上 ３．豊かな生態系を目指した水産環境整備の推進
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水産資源の状況は、近年安定的に推移しているも 水産資源の状況は、近年安定的に推移しているも
のの、低位にとどまっているものや悪化しているも のの、低位にとどまっているものや悪化しているも
のがあることに鑑み、生態系全体の生産力の底上げ のがあることに鑑み、生態系全体の生産力の底上げ
を目指し、資源管理施策などとの連携を強めつつ、 を目指し、資源管理施策などとの連携を強めつつ、
沿岸域はもとより排他的経済水域を含む沖合海域に 沿岸域はもとより排他的経済水域を含む沖合海域に
おける水産資源の保護育成などの取組及び環境の保 おける水産資源の保護育成などの取組及び環境の保

。 、 。 、全・創造を積極的に推進していくこととする また 全・創造を積極的に推進していくこととする また
人と自然のふれあいの場の提供や沿岸域の良好な環 人と自然のふれあいの場の提供や沿岸域の良好な環
境の次世代への継承の観点から、沿岸域の環境の保 境の次世代への継承の観点から、沿岸域の環境の保
全・創造が図られるよう以下の方向で漁港漁場整備 全・創造が図られるよう以下の方向で漁港漁場整備
事業を推進していく。 事業を推進していく。

なお、漁場は様々な環境要因により機能を損ない なお、漁場は様々な環境要因により機能を損ない
やすいという問題があること、また、地球温暖化に やすいという問題があることから、自然環境や生物
より漁場環境が変化していることから、自然環境、 相の変化などにも適切に対応できるよう、モニタリ
生物相の変化などにも適切に対応できるよう、モニ ングを継続的に実施し、その結果に応じて事業の実

、タリングを継続的に実施し、その結果に応じて事業 施方法や事業実施後の管理の在り方を見直していく
の実施方法や事業実施後の管理の在り方を見直して いわゆる「順応的管理手法」の導入により、より確
いく、いわゆる「順応的管理手法」の導入により、 実性の高い漁場の造成に努めていく。
より確実性の高い漁場の造成に努めていく。

（１）栽培漁業や資源管理施策との連携の強化 （１）栽培漁業や資源管理施策との連携の強化
水産生物は、成長過程で、また季節により、沿岸 水産生物は、成長過程で、また季節により、沿岸

から沖合に至る多様な場所を移動・回遊している。 から沖合に至る多様な場所を移動・回遊している。
このため、水産生物の生活史を把握し、成長段階に このため、水産生物の生活史を把握し、成長段階に
応じた生育環境及び生態系を良好な状態として保全 応じた生育環境及び生態系を良好な状態として保全
していくことは、漁業の健全かつ持続的な発展を図 していくことは、漁業の健全かつ持続的な発展を図
る上で極めて重要である。そこで、沿岸から沖合に る上で極めて重要である。そこで、沿岸から沖合に
至る我が国周辺水域において、こうした環境の保全 至る我が国周辺水域において、こうした環境の保全
・創造に資するため、海域全体を広い視点で捉え、 ・創造に資するため、海域全体を広い視点で捉え、
生育環境づくりとそのネットワーク化に配慮して事 生育環境づくりとそのネットワーク化に配慮して事
業の規模・配置を決定していくとともに、資源管理 業の規模・配置を決定していくとともに、資源管理
及び増殖効果の発揮に向けて、資源管理施策などと 及び増殖効果の発揮に向けて、資源管理施策などと
の確実な連携を図るものとする。 の確実な連携を図るものとする。

（２）藻場・干潟の保全・創造 （２）藻場・干潟の保全・創造
藻場・干潟は、重要な漁場であるばかりでなく、 藻場・干潟は、重要な漁場であるばかりでなく、

水産生物の産卵、幼稚仔魚の成育などの資源生産の 水産生物の産卵、幼稚仔魚の成育などの資源生産の
場としての機能や、有機物の分解、窒素、燐(りん) 場としての機能や、有機物の分解、窒素、燐などの

りん
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などの栄養塩の取込みによる水質の浄化などの様々 栄養塩の取込みによる水質の浄化などの様々な機能
な機能を有しており、良好な沿岸域の環境を維持し を有しており、良好な沿岸域の環境を維持していく
ていくためには、藻場・干潟の保全・創造は極めて ためには、藻場・干潟の保全・創造は極めて重要で
重要である。このため、埋立てなどにより消失が進 ある。このため、埋立てなどにより消失が進んだ藻
んだ藻場・干潟の回復を目指し、藻場・干潟の分布 「藻場・干潟ビジ 場・干潟の回復を目指し、積極的に藻場・干潟の造
状況や衰退要因、海水温や底質などの海域環境を広 ョン （平成 年 成に努めていく。」 28
域的視点から把握し、ハード施策とソフト施策が一 １月水産庁とりま
体となった藻場・干潟の実効性のある効率的な保全 とめ） に即した表
・創造対策を推進する。 現に修正

（３）水域環境の変化に対応した順応的な漁場整
備の推進

地球温暖化による海水温上昇の影響は、沿岸の漁 「農林水産省気候
場環境に影響を及ぼしており、海洋生物の分布域が 変動適応計画 （平」
変化しているほか、夏場の貧酸素水塊の頻出や、植 成 年８月農林水27
食性魚類やウニの活発化などによる磯焼けの進行、 産省気候変動適応

）サンゴ礁の衰退などによる水産資源の減少も予測さ 計画推進本部決定
れており、沿岸環境の回復対策が喫緊の課題となっ の造成漁場の取組
ている。このため、貧酸素水塊の発生抑制に努める の内容等を踏まえ
とともに、海水温上昇による海洋生物の分布域・生 て追加
息場所の変化を的確に把握し、それに対応した水産
生物のすみかや産卵場となる漁場整備に取り組む。
藻場造成に当たっては、現地の状況に応じた高水温
耐性種の播種・移植や食害生物対策などを行う。

３．大規模自然災害に備えた対応力強化 １．災害に強く安全な地域づくりの推進
東日本大震災においては、東北地方太平洋沿岸の 東日本大震災により被害を受けた地域は、全国屈

漁港・漁村を中心に壊滅的な被害が発生し、地域の 指の豊かな漁場に恵まれ、全国の水産物供給におい
経済や国民への水産物の安定供給にも大きな影響を て大きな役割を果たすとともに、他の地域の水産業
与えたところであるが、現在、ほとんど全ての漁港 も支える様々な機能を有するなど、我が国水産業に
で陸揚げ機能が回復するなど、復旧・復興は着実に おいて重要な地域である。この大震災では、北海道
進んでいる。今後は、被災地の復旧・復興対策を完 から千葉県にかけて漁港が被災するとともに、漁村
了させるため、対策を加速化する。 や漁場も被害を受けている。このため、地域の水産

また、南海トラフ地震などの切迫する大規模地震 業が早期に再開できるよう復旧・復興対策を推進し
・津波や激甚化する台風・低気圧災害などに対応す ていく。
るため、漁業地域の安全確保及び地域水産業の早期 また、今後大規模な地震・津波の発生が予想され
回復の両面からハード・ソフト一体の対策を推進し る地域においては、東日本大震災を踏まえ、漁港・
ていく。 漁村の防災・減災対策を強化していく。
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（１）東日本大震災からの復興の加速 （１）被災地における漁港・漁村の復旧・復興
東日本大震災による被災地の復旧・復興を、復興 「 復興・創生期 沖合漁業・遠洋漁業の基盤となる生産・流通の拠「

・創生期間内に完了させるため、漁港においては、 間」における東日 点漁港においては、全国流通に大きな役割を果たし
、 、 、全ての漁港施設の復旧を早期に完了させるとともに 本大震災からの復 ていることから 一刻も早く漁業が再開されるよう

施設の老朽化対策、高度衛生管理型荷さばき所・岸 興の基本方針 （平 緊急的に復旧・復興事業を実施するとともに、高度」
壁の整備、地震・津波に対応した防波堤、岸壁など 成 年３月閣議決 衛生管理型荷さばき所・岸壁の整備、地震・津波に28
更なる流通機能・防災機能の高度化を推進する。 定）を踏まえて修 対応した防波堤、岸壁など更なる流通機能・防災機

また、漁村においては、地盤のかさ上げ、生活基 正 能の高度化を推進する。
盤や防災安全施設の整備などにより、住まいの場、 沿岸漁業・養殖業や地域住民の生活の基盤となる
生業の場の復興を着実に推進する。 漁港においては、漁港間の役割分担の下、機能の集

約強化の取組を図りつつ、漁船の係留場所の確保や
地盤沈下対策の実施など必要性の高い事業から着手
する。

また、漁村の復興に当たっては、地元住民の意向
を尊重しながら、高台への移転、集落の地盤の嵩上
げ、被災前の場所での再整備といった復興方針に応
じた 善の防災力を確保する。その際、従前のコミ
ュニティや慣習に配慮するとともに、地域資源の再
発掘や再生可能エネルギーの活用による漁村のエコ
化を推進する。

（２）全国の漁港の防災・減災対策の推進 （２）全国の漁港の防災・減災対策の推進
地震・津波や台風・低気圧などの災害に対して脆 「国土強靱化基本 地震・津波などの災害に対して脆弱性を有する漁

弱性を有する漁港において、災害発生後の漁業の継 計画 （平成 年 港において、災害発生後の漁業の継続や早期再開を」 26
、続や早期再開を図るための外郭施設や係留施設の耐 ６月閣議決定）の 図るための外郭施設や係留施設の耐震・耐津波強化

震・耐津波・耐波浪強化、漁港利用者の安全を確保 内容を踏まえた対 漁港利用者の安全を確保するための避難路、避難施
するための避難路、避難施設などのハード対策と、 策を追記 設などの防災対策を強化するとともに、減災計画の
減災計画の策定 地域間や官民間での防災協定締結 策定、継続的な避難訓練の実施など減災対策の推進、 、
継続的な避難訓練の実施などのソフト対策が一体と に努めていく。
なった防災・減災対策を進めることで、地域防災力
の向上に努めていく。

また、災害発生後においても水産物流通機能が確 また、災害発生後においても水産物流通機能が確
保されるよう、漁港間での支援ネットワークの構築 保されるよう、漁港間での支援ネットワークの構築
や市場関係者などと連携しつつ、緊急時における事 や市場関係者などと連携しつつ、災害に強い産地づ
業継続のための計画を策定するなど、災害に強い産 くりを推進していく。
地づくりを推進していく。
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（３）安全な漁村の形成 （３）安全な漁村の形成
漁港漁場整備事業の推進を通じて、災害に対する 漁港漁場整備事業の推進を通じて、災害に対する

安全性の向上を図る。 安全性の向上を図る。
具体的には、地震・津波、台風・低気圧などに対 具体的には、地震・津波などに対して漁業者、地

して、漁業者、地域住民などの安全を確保するため 域住民などの安全を確保するための避難場所などの
の避難場所、海岸保全施設などの整備との一体性を 「平成 年東日本 整備との一体性を考慮し、漁港漁場整備事業を推進23
考慮し、漁港漁場整備事業を推進していく。 大震災を踏まえた していく。

漁港施設の地震・
津波対策の基本的

26４．漁港ストックの最大限の活用と漁村の賑わい な考え方 平成」（
年 月水産庁とりの創出 1

漁村においては、全国平均を上回る速さで人口減 まとめ）を踏まえ
少と高齢化が進行し、地域の担い手不足が深刻化す て「多重防護」の
るなど活力が低下している。このため、漁村の賑わ 要素を追加
い創出のため、魅力的な地域資源や漁港などの既存
ストックを 大限に活用し、水産業の 次産業化や6
都市漁村交流の推進、生活や就労環境の改善を進め
る。

また、今後、多くの漁港等の既存ストックが急速
に老朽化し、機能低下が懸念されることから、計画
的な漁港機能の維持・保全を推進する。

（１）既存ストックの長寿命化対策の推進 （３）既存ストックの機能保全によるライフサイク
ルコストの縮減これまでに整備されてきた多くの漁港施設及び漁 「インフラ長寿命

場の施設（以下「漁港漁場施設」という ）が更新 化基本計画 （平 今後、多くの漁港施設及び漁場の施設（以下「漁。 」
時期を迎え、今後、老朽化が急速に進行することに 成 年 月イン 港漁場施設」という ）が更新時期を迎えるため、25 11 。
伴い、その維持管理・更新に係る費用が増大してい フラ老朽化対策の その更新需要は大幅に増加するとともに、老朽化し
くことが懸念される。このため、長期的な視野に基 推進に関する関係 た施設の増大によるその機能低下が懸念される。こ
づく予防保全的な考え方の下、既存ストックの戦略 省庁連絡会議決定 のようなことから、これまでに蓄積されてきた漁港）
的な維持管理・更新による長寿命化対策を推進する の内容を踏まえて 漁場施設の既存ストックの機能の適切な保全を図る
ことにより、利用者の安全、水産物の品質・衛生及 修正 ため、長期的な視野に基づく予防保全的な対策を盛
び流通の確保に支障が生じないよう、漁港漁場施設 り込んだ戦略的な維持管理に取り組む。また、漁港
の機能保全を図るとともに、ライフサイクルコスト 漁場施設の機能保全に当たっては、利用者の安全、
の 適化に努める。 水産物の品質・衛生及び流通の確保に支障が生じな

いよう、的確な老朽化診断の下、適切な維持管理、
長寿命化などの補修・改修工事を選択しライフサイ
クルコストの 適化に努めるとともに、必要な技術
開発を行う。
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（２）漁村における環境の改善 （４）漁村における環境の改善
漁業活動を支える場、水産業を核とした新たな産 漁業活動を支える場、水産業を核とした新たな産

業活動に取り組む場として、地域の特性に応じた漁 業活動に取り組む場として、地域の特性に応じた漁
港漁場整備事業の推進を通じて、漁村の生活環境・ 港漁場整備事業の推進を通じて、漁村の生活環境・
労働環境の改善を図るとともに、良好な景観の形成 労働環境の改善を図るとともに、良好な景観の形成
を図る。 を図る。

具体的には、地域住民などによる取組との連携の 具体的には、地域住民などによる取組との連携の
下、漁港・漁場への汚水などの流入負荷の低減や漁 下、漁港・漁場への汚水などの流入負荷の低減や漁
村の衛生環境の改善、漁業者の生活環境・労働環境 村の衛生環境の改善、漁業者の生活環境・労働環境
の改善のための整備との一体性を考慮し、漁港漁場 の改善のための整備との一体性を考慮し、漁港漁場
整備事業を推進していく。 整備事業を推進していく。

（３）水産業を核とした意欲のある取組の推進 （５）水産業を核とした意欲のある取組の推進
都市住民などにおいては、余暇活動や食への関心 都市住民などにおいては、余暇活動や食への関心

など、漁村への交流ニーズが高まるとともに、訪日 「まち・ひと・し など、漁村への交流ニーズが高まっている。一方、
、 、 」 、 、 、外国人旅行者が急増し 今後も増加が見込まれる中 ごと創生総合戦略 漁村においては 新鮮な魚介類 豊かな自然や景観

外国人を含む旅行者が地域ならではの魅力を楽しめ （変更 （平成 波力、風力などの再生可能エネルギーなどの地域資） 28
るような取組を一層促進することが求められている 年 月閣議決定） 源が豊富に存在しており、高齢者や女性をはじめと。 12
一方、漁村においては、新鮮な魚介類、豊かな自然 での観光地域づく する地域住民や農林業などを含む地場産業との連携
や景観、波力、風力などの再生可能エネルギーなど りの取組の内容を の下、これらの総合的な活用が、漁村の活性化を推
の地域資源が豊富に存在しており、高齢者や女性を 踏まえて追加 進する上で重要な課題となっている。
はじめとする地域住民や農林業などを含む地場産業 このため、漁業者自身が新鮮な魚介類や水産加工
との連携の下、これらの総合的な活用が、漁村の活 品を提供すること、遊漁やホエールウオッチング、
性化を推進する上で重要な課題となっている。 ダイビングの案内を行うことなど、６次産業化の取

このため、漁業者自身が新鮮な魚介類や水産加工 組として、水産業を核とした地域がその特性を活か
品を提供すること、遊漁やホエールウオッチング、 し意欲のある取組との連携を図りつつ、都市との交
ダイビングの案内を行うことなど、６次産業化の取 流を進め、活力あるコミュニティの形成に資するよ
組として、水産業を核とした地域がその特性や漁港 「経済財政運営と う漁港漁場整備事業を推進していく。
漁場施設の既存ストックを活かし意欲のある取組と 改 革 の 基 本 方 針
の連携を図りつつ、都市住民や訪日外国人旅行者と （平成 年2016 28」
の交流を進め、活力あるコミュニティの形成に資す ６月閣議決定）で
るよう漁港漁場整備事業を推進していく。 の公的ストックの

適正化の内容を踏
まえて追加

Ⅱ．漁港漁場整備事業の効率的な実施に関する事項Ⅱ．漁港漁場整備事業の効率的な実施に関する事項
漁港漁場整備事業を効率的に実施していくため、 漁港漁場整備事業を効率的に実施していくため、

Ⅰの「漁港漁場整備事業の推進に関する基本的な方 Ⅰの「漁港漁場整備事業の推進に関する基本的な方
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向」に従い、とりわけ経済効果の高い地域や事業目 向」に従い、とりわけ経済効果の高い地域や事業目
標の達成に意欲的に取り組む地域において重点的に 標の達成に意欲的に取り組む地域において重点的に
事業を推進することにより、効率よく効果が発現さ 事業を推進することにより、効率よく効果が発現さ
れるよう努めていく。 れるよう努めていく。

１．整備の連携に関する事項 １．整備の連携に関する事項

（１）漁港と漁場の一体整備 （１）漁港と漁場の一体整備
漁港と漁場を水産資源の増殖から漁獲、陸揚げ、 漁港と漁場を水産資源の増殖から漁獲、陸揚げ、

流通・加工までの一貫した水産物供給システムの基 流通・加工までの一貫した水産物供給システムの基
盤として捉えていくことが重要であることから、漁 盤として捉えていくことが重要であることから、漁

、 、 、 、港の整備と漁場の整備については 同一の計画の下 港の整備と漁場の整備については 同一の計画の下
総合的かつ計画的に整備を推進していく。 総合的かつ計画的に整備を推進していく。

（２）関連施策との連携により効果を相乗的に高 （２）関連施策との連携により効果を相乗的に高
める取組の推進 める取組の推進

漁港漁場整備事業については、漁業協同組合の合 漁港漁場整備事業については、漁業協同組合の合
併、水産物産地市場の統合、栽培漁業の振興、湖沼 併、水産物産地市場の統合、栽培漁業の振興、湖沼
などの内水面や藻場・干潟の生産力の改善を図るた などの内水面や藻場・干潟の生産力の改善を図るた
めの技術開発を含む水産関係施策に加え、森林整備 めの技術開発を含む水産関係施策に加え、森林整備
など川上から川下に至る一連の関連施策との連携を など川上から川下に至る一連の関連施策との連携を
強力に推進することにより、相乗的な効果の発揮に 強力に推進することにより、相乗的な効果の発揮に
努める。また、被災地においては、関係省庁と連携 努める。また、被災地においては、関係省庁と連携
しながら、漁港などの復旧・復興を行う。さらに、 しながら、漁港などの復旧・復興を行う。さらに、
国土や地域に関する他の計画や事業及び海上の安全 国土や地域に関する他の計画や事業及び海上の安全
に関する施策とも調整を図りつつ、計画的に推進し に関する施策とも調整を図りつつ、計画的に推進し
ていく。 ていく。

２．漁港の役割分担を踏まえた事業の実施に関す ２．漁港の役割分担を踏まえた事業の実施に関す
る事項 る事項

漁港は、消費者に安全で新鮮な水産物を安定的に 漁港は、消費者に安全で新鮮な水産物を安定的に
提供するための水産物の生産・流通の拠点としての 提供するための水産物の生産・流通の拠点としての
機能、つくり育てる漁業を支援する増殖及び養殖の 機能、つくり育てる漁業を支援する増殖及び養殖の
拠点としての機能、台風、冬季風浪、地震、火山活 拠点としての機能、台風、冬季風浪、地震、火山活
動など自然災害に対する防災・避難の拠点としての 動など自然災害に対する防災・避難の拠点としての
機能、都市住民などに親水空間を提供する都市との 機能、都市住民などに親水空間を提供する都市との
交流の拠点としての機能、その他漁船の休けい・準 交流の拠点としての機能、その他漁船の休けい・準
備の場としての機能などを有していることから、漁 備の場としての機能などを有していることから、漁



- 11 -

港相互の役割分担と連携を強化することで、これら 港相互の役割分担と連携を強化することで、これら
機能が早期に発現されるよう計画的に整備を行って 機能が早期に発現されるよう計画的に整備を行って
いく。その際、水産物の品質や付加価値の向上、集 Ⅰ １ （１）を踏 いく。東日本大震災の被災地においては、漁港間の. ．
出荷体制の効率化によるコスト縮減や産地の価格形 まえ、漁港機能の 機能集約と役割分担に留意することとし、荷さばき
成能力の強化がなされるよう、漁港の既存ストック 再編・集約を図る 所の整備に当たっては、水産物流通機能の高度化を
を有効活用しつつ、漁港機能の再編・集約を推進す 観点等を追加 図っていく。
る。

３．国と地方の役割分担に関する事項 ３．国と地方の役割分担に関する事項
漁港漁場整備事業の推進に当たっては、国と地方 漁港漁場整備事業の推進に当たっては、国と地方

の役割を引き続き見直していくこととする。地方の の役割を引き続き見直していくこととする。地方の
自主性を更に強化し、その役割を拡大していくこと 自主性を更に強化し、その役割を拡大していくこと
を基本とし、受益の範囲が限定されるなど地方で解 を基本とし、受益の範囲が限定されるなど地方で解

、 、 、 、決すべき課題については 地方の判断に委ねる一方 決すべき課題については 地方の判断に委ねる一方
国は、国民への水産物の安定供給を図る観点から重 国は、国民への水産物の安定供給を図る観点から重
要な課題に対し支援を行うとともに、排他的経済水 要な課題に対し支援を行うとともに、排他的経済水
域において漁場整備に取り組む。 域において漁場整備に取り組む。

４．工事の効率性の向上に関する事項 ４．工事の効率性の向上に関する事項
（１）入札・契約制度の適切な運用による品質確保 （１）入札・契約制度の見直しによる品質確保品確法の改正等に
公共工事は施工を行う企業や技術者の技術力など よる入札・契約制 公共工事は施工者の技術力などにより品質が左右

により品質が左右されるため、適切な技術力を有す 度の見直し内容を されるため、個々の工事の内容に応じ、適切な技術
る企業を選定する必要がある。このため、企業の選 反映 力を持つ企業を選定することが必要である。このた
定に当たって 工事の目的や内容及び規模を勘案し め、価格と品質を総合的に評価し落札者を決定する、 、
公共工事の品質確保に必要な技術力を適正に評価す ことができるよう、入札・契約に関する手続の見直
るとともに、中長期的に技術者の担い手を確保・育 しを行い、工事の品質確保に努める。
成する観点から若手や女性技術者の登用を評価する
など、価格と品質を総合的に評価し落札者を決定す
る入札・契約制度の適切な運用を行い、工事の品質
確保に努める。

（２）総合的な視点からのコスト縮減 （２）総合的な視点からのコスト縮減
計画手法や設計基準の見直しなどにより工事コス 計画手法や設計基準の見直しなどにより工事コス

トの低減に努める。また、他事業との連携による機 トの低減に努める。また、他事業との連携による機
能の早期発現による工事の時間的コストの低減、更 能の早期発現による工事の時間的コストの低減、更
には漁港漁場施設の品質向上や施設の長寿命化によ 「インフラ長寿命 には再生可能エネルギーの活用や省エネに向けた漁
るライフサイクルコストの低減など、総合的な視点 化基本計画 （平 港のエコ化の推進、漁港漁場施設の品質向上による」
からコスト縮減に取り組んでいく。 成 年 月イン ライフサイクルコストの低減など、総合的な視点か25 11
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フラ老朽化対策の らコスト縮減に取り組んでいく。
推進に関する関係

）省庁連絡会議決定
を踏まえてコスト
縮減に関連が高い

５．技術の開発に関する事項 ５．技術の開発に関する事項「長寿命化対策」
を追加

（１）技術の開発・普及 （１）技術の開発・普及
漁港漁場整備に関する施策などを着実に推進する Ⅰの「漁港漁場整 研究機関などとの連携を図りつつ、漁港漁場施設

ため、Ⅰの「漁港漁場整備事業の推進に関する基本 備事業の推進に関 の生産性・安全性・利便性・経済性の向上はもとよ
的な方向」に従い、研究機関などとの連携を図りつ する基本的な方向 り、自然との共生、未利用資源の活用、水産物の付」
つ、安全で高鮮度な水産物を安定的に供給するため に従い、優先して 加価値の向上、漁村の生活環境・労働環境の改善な
の漁港における品質・衛生管理技術、海水温上昇な 取り組む課題を定 どを目指し、沿岸域の自然環境への影響の低減を図
どの気候変動に対応するための藻場・干潟・サンゴ める視点を追加 漁 る構造物の整備技術、海域の基礎生産力の増大など（
礁の保全・創造技術、海域の基礎生産力の増大など 港漁場整備技術開 を目的とした沖合域での漁場開発技術、清浄性など
を目的とした沖合域での漁場開発技術、地震や津波 発戦略（仮称）を に優れ水産分野での利用に期待の高い海洋深層水の
に対して災害発生後の漁業の継続や早期再開を図る 位置づけ） 利用技術、安全で高鮮度の水産物を供給するための
ための防災・減災技術、漁港ストックの 大限の活 漁港における品質・衛生管理技術などについて、一
用のための維持保全・情報発信技術など、優先して 層の開発と普及を行うとともに、構造物の設計技術
取り組む技術課題を定め、現場における効果の検証 の高度化を図るほか、漁港漁場整備事業に係る技術
を行いつつ、計画的に技術の開発と普及を図る。さ 者の育成を進めていく。
らに、漁港漁場整備に係る技術者の育成を図り、そ
の知識の高度化を進めていく。

（２）リサイクルの推進 （２）リサイクルの推進
建設工事における廃棄物の３Ｒ（リデュース、リ 建設工事における廃棄物の３Ｒ（リデュース、リ

ユース、リサイクル）を図るとともに、しゅんせつ ユース、リサイクル）を図るとともに、しゅんせつ
土や間伐材、水産系副産物の活用を推進することに 「魚礁・増殖礁へ 土や水産系副産物の活用を推進することにより、例
より、例えば、水産資源の生育環境の改善に効果が の木材利用の手引 えば、水産資源の生育環境の改善に効果が認められ
認められる水産系副産物などの有効利用を図るなど き （平成 年３ る水産系副産物の有効利用を図るなど、環境への負、 」 27
環境への負荷の少ない循環型社会の構築を目指して 月水産庁作成）を 荷の少ない循環型社会の構築を目指していく。
いく。 踏まえて木材利用

を一層推進する観
点から「間伐材」

６．国民に開かれた事業制度に関する事項 ６．国民に開かれた事業制度に関する事項を追加

（１）事業評価、政策評価の充実 （１）事業評価、政策評価の充実
事業の計画から実施の過程に到るまで透明性及び 事業の計画から実施の過程に到るまで透明性及び
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客観性を確保し、より効率的、効果的な事業の執行 客観性を確保し、より効率的、効果的な事業の執行
を図るため、事業評価を実施していくなど、社会経 を図るため、事業評価を実施していくなど、社会経
済情勢の変化に対応した透明性の高い効率的な政策 済情勢の変化に対応した透明性の高い効率的な政策
の実施、行政の説明責任の徹底、行政に対する国民 の実施、行政の説明責任の徹底、行政に対する国民
の信頼性の向上に資するため、政策評価を実施して の信頼性の向上に資するため、政策評価を実施して
いく。事業評価や政策評価に当たっては、国民に具 行政事業レビュー いく。
体的でわかりやすい成果の提示に努める。 の結果（平成 年28

また、ホームページなど国民が容易に公表内容を 月）等を踏まえ また、ホームページなど国民が容易に公表内容を6
入手できる方法を活用して、各地での意欲のある取 て、国民にわかり 入手できる方法を活用して、各地での意欲のある取
組の事例などの情報提供に努めていく。 やすい成果の提示 組の事例などの情報提供に努めていく。

に努める旨記載
（２）住民参加型の事業への展開 （２）住民参加型の事業への展開
国民の価値観の多様化や行政の透明性・公平性の 国民の価値観の多様化や行政の透明性・公平性の

確保の観点から、広く住民からの意見を聴取する機 確保の観点から、広く住民からの意見を聴取する機
会を設けるなど、当該意見を反映した計画の策定に 会を設けるなど、当該意見を反映した計画の策定に
努めていく。 努めていく。

７．民間活力の導入に関する事項 ７．民間活力の導入に関する事項
漁港は、水産物の流通形態の多様化への対応や海 漁港は、水産物の流通形態の多様化への対応や海

洋性レクリエーション需要を踏まえた余暇空間の提 洋性レクリエーション需要を踏まえた余暇空間の提
。 、 。 、供という機能が求められている このことを踏まえ 供という機能が求められている このことを踏まえ

、 、漁港の効率的な整備や管理・運営が推進されるよう 漁港の効率的な整備や管理・運営が推進されるよう
行政財産の貸付制度や一定の条件の下公共施設用地 行政財産の貸付制度や一定の条件の下公共施設用地
において民間事業者による漁港施設の設置を可能と において民間事業者による漁港施設の設置を可能と
する制度の活用、地域の活性化に資するよう交流の する制度の活用、地域の活性化に資するよう交流の
促進を図るための施設、プレジャーボートの適切な 促進を図るための施設、プレジャーボートの適切な
受入れを行うなど既存の漁港施設の有効利用などに 受入れを行うなど既存の漁港施設の有効利用などに
よる漁港施設の積極的活用や指定管理者制度、ＰＦ よる漁港施設の積極的活用や指定管理者制度、ＰＦ
Ｉ（民間資金等活用事業）の導入など、漁港漁場整 Ｉ（民間資金等活用事業）の導入など、漁港漁場整
備事業と民間事業との連携が円滑に図られる環境を 備事業と民間事業との連携が円滑に図られる環境を
整備していく。 整備していく。

Ⅲ．漁港漁場整備事業の施行上必要とされる技術的 Ⅲ．漁港漁場整備事業の施行上必要とされる技術的
指針に関する事項 指針に関する事項

１．漁港漁場施設などの設計に関する事項 １．漁港漁場施設などの設計に関する事項
漁港漁場整備事業の施行に当たっては、漁港漁場 漁港漁場整備事業の施行に当たっては、漁港漁場
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施設などの設計における合理性、客観性及び説明責 施設などの設計における合理性、客観性及び説明責
任の確保が求められており、それぞれの漁港漁場施 任の確保が求められており、それぞれの漁港漁場施
設などの目的・機能に応じ、その目的の達成や機能 設などの目的・機能に応じ、その目的の達成や機能

「 」 「 」の確保のために施設に備わるべき能力である 性能 の確保のために施設に備わるべき能力である 性能
（以下「要求性能」という ）を明確にし、性能規 性能規定型の設計 を明確にし、性能規定化に対応した設計を推進する。
定化に対応した設計を推進するとともに、現場条件 体系への移行を踏 ことが必要である。このため、施設の性能規定化に
に適合した地震力や海域環境を考慮した流体力の算 まえて見直し より必要とされる性能を明示するとともに、規模、
定手法などを改善することにより、より的確で合理 （漁港漁場施設の 配置及び構造に関する事項について、より的確で合
性の高い照査の確立に努めていく。その際、個々の 性能規定化に伴い 理性の高い照査方法の確立に努めていく。その際、
漁港漁場施設などの性能の達成に加え、それらの総 性能設計の体系に 個々の漁港漁場施設などの性能の達成に加え、それ
合体である漁港及び漁場が一体的に機能を発揮でき 沿うよう構成を修 らの総合体である漁港及び漁場が一体的に機能を発
るように施設の構造、配置などについて配慮するも 正） 揮できるように配慮するものとする。
のとする。

（１）漁港漁場施設などの規模と配置に関する事
（１）漁港漁場施設などの設計の基本的な考え方 項

、 、 、 、漁港漁場施設などは、地形、海象、水質、対象生 漁港漁場施設の規模と配置は 地形 海象 水質
物などの自然条件、施設の設置箇所やその周辺の地 対象生物などの自然条件、施設の設置箇所やその周
域の経済的・社会的条件、施設の設置箇所やその周 辺の地域の経済的・社会的条件、施設の設置箇所や
辺の地域の自然環境、漁場環境及び生活環境に及ぼ その周辺の地域の自然環境、漁場環境及び生活環境

、 、す影響、工事や施設の維持管理に係る経済性、水産 に及ぼす影響 工事や施設の維持管理に係る経済性
物の的確な品質・衛生管理、漁村の生活環境の整備 水産物の的確な品質・衛生管理、漁村の生活環境の
との一体性を考慮して、施設の目的及び要求性能を 整備との一体性を考慮して、漁港漁場施設の機能が
満足するよう設計するものとする。 効果的に発揮されるよう定めるとともに、次の各号

に掲げる漁港漁場施設にあっては、当該各号に掲げ
る指針に適合するよう定める。（２）漁港漁場施設の目的及び要求性能に関する

事項
ア 外郭施設次の各号に掲げる漁港漁場施設にあっては、漁港漁

場施設を設置する目的、目的を達成するための要求 外郭施設によって防護される漁港漁場施設の利用
性能について、当該各号に掲げる指針に適合するよ 状況を考慮して、その機能を十分に発揮させるため
う定める。 適切なものとする。

イ 係留施設
、ア 外郭施設 係留施設を利用する漁船などの船舶の船型・隻数

漁港区域内の係留施設、水域施設、機能施設などを 係留施設の利用目的、漁港の区域内の水域や陸域の
波、漂砂、潮汐、河川流、風などによる悪影響から 利用状況を考慮して、その機能を十分に発揮させる
防護し、漁船の安全及び円滑な漁港利用を確保する ため適切なものとする。

ウ 水域施設ことを目的とし、その目的を達成するために十分な
、機能を有するものとする。 水域施設を利用する漁船などの船舶の船型・隻数

イ 係留施設 係留施設や漁港の区域内の水域の利用状況を考慮し
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漁船を係留若しくは船揚げして、水産物の陸揚げ、 て、その機能を十分に発揮させるため適切なものと
漁業生産用資材の積卸し作業、漁船員の乗降、漁船 する。

エ 輸送施設の安全確保などを効率的に行うことを目的とし、そ
の目的を達成するために十分な機能を有するものと 漁港やその周辺の地域における交通の状況、水産
する。 物や漁業用資材の輸送量・輸送手段を考慮して、そ
ウ 水域施設 の機能を十分に発揮させるため適切なものとする。

オ 漁港施設用地漁船が安全に航行、係留、錨泊などを行うことを目
的とし、その目的を達成するために十分な機能を有 漁港施設用地の利用目的、漁港やその周辺の地域
するものとする。なお、水域施設を利用する漁船な の土地の利用状況を考慮して、漁港施設用地を敷地
どの船舶の船型・隻数、係留施設や漁港の区域内の とする漁港施設の機能を十分に発揮させるため適切
水域の利用状況を考慮して、当該水域施設を安全か なものとする。

カ 荷さばき所つ円滑に利用するため適切なものとするとともに、
土砂の堆積により水域施設の機能が低下するおそれ 漁獲物の量・種類や取扱い形態などによる荷さば
のあるときは、これを防止する措置を講じるものと き所の利用状況、野積場や製氷冷蔵施設などの関連
する。 施設との一体性を考慮して、その機能を十分発揮さ
エ 輸送施設 せるため適切なものとする。

キ 漁港環境整備施設水産物、漁業用資材などの漁港への搬入・搬出及び
漁港内での移動並びにこれらに付随する作業の利便 漁港の景観、漁港における就業者の労働環境、海
性及び安全性を確保することを目的とし、漁港やそ 洋性レクリエーションによる利用状況、周辺の地域
の周辺の地域における交通の状況、水産物及び漁業 の緑地・広場の整備状況を考慮して、その機能を十
用資材の輸送量・輸送手段を考慮して、その目的を 分に発揮させるため適切なものとする。

ク 魚礁達成するために十分な機能を有するものとする。
オ 漁港施設用地 対象生物の分布・行動などの生態、漁業や海況の
漁港施設用地を敷地とする漁港施設の機能を十分発 実態を考慮するとともに、造成漁場の効率的な利用
揮させることを目的とし 対象用地の用途に応じて や的確な管理が行われるよう、その機能を十分に発、 、
その目的を達成するために十分な機能を有するもの 揮させるため適切なものとする。

ケ 増殖場とする。
カ 荷さばき所 対象生物の生理・生態、餌料などを含む対象生物
水産物の陸揚げから出荷までの一連の作業を安全か に適した生育環境や成長段階に応じた場のネットワ
つ効率的に行うことを目的とし、漁獲物の量・種類 ーク化、漁業の実態、更には栽培漁業や資源管理の
や取扱い形態などによる荷さばき所の利用状況、野 ための当該海域における取組状況を考慮するととも
積場や製氷冷蔵施設などの関連施設との一体性を考 に、造成漁場の効率的な利用や的確な管理が行われ
慮して、その目的を達成するために十分な機能を有 るよう、その機能を十分に発揮させるため適切なも
するものとする。 のとする。

コ 養殖場キ 漁港浄化施設
漁港内で発生する水産関連排水の処理又は陸揚げか 対象生物の成育に必要な水質・底質や水域の静穏
ら出荷までの工程で使用される用水を供給すること の程度、造成漁場利用予定者の営漁状況を考慮する
を目的とし、その目的を達成するために十分な機能 とともに、造成漁場の効率的な利用や的確な管理が
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を有するものとする。 行われるよう、その機能を十分に発揮させるため適
ク 漁港環境整備施設 切なものとする。
広場、植栽、休憩所などを配置することにより漁港
就労者の環境改善、安全性の向上、防災力強化など また、漁場の保全のための事業の規模と位置は、
に資することを目的とし、その目的を達成するため 地形、海象、水質、底質などの自然条件、周辺の自
に十分な機能を有するものとする。 然環境及び漁場環境に及ぼす影響、しゅんせつ土な
ケ 魚礁 どの処分方法、工事や施設の維持管理に係る経済性
漁獲の増大、漁業操業の効率化若しくは対象生物の を考慮して、漁場の生産力の回復や水産資源の生育
保護育成を図ることを目的とし、対象生物の分布・ 場の環境改善が適切に図られるよう定める。
行動などの生態及び漁業の実態を考慮して、その目

（２）漁港漁場施設の構造に関する事項的を達成するために十分な機能を有するものとする。
コ 増殖場 漁港漁場施設の構造は、地形、海象、水質、対象
対象生物の資源増大若しくは保護育成を図ること、 生物などの自然条件、施設の設置箇所やその周辺の
又は増殖に好適な環境を維持若しくは的確に管理す 地域の自然環境、漁場環境及び生活環境に及ぼす影
ることを目的とし、対象生物の生理・生態、餌料な 響、工事や施設の維持管理に係る経済性、水産物の
どを含む対象生物に適した生育環境や成長段階に応 的確な品質・衛生管理を考慮して、漁港漁場施設の
じた場のネットワーク化、漁業の実態、更には栽培 機能と的確な工事の実施が確保されるよう定めると
漁業や資源管理のための当該海域における取組状況 ともに、次のアからケまでに掲げる漁港漁場施設に
を考慮して、その目的を達成するために十分な機能 あっては、当該アからケまでに定める指針に適合す
を有するものとする。 るよう定める。

ア 外郭施設サ 養殖場
対象生物を生産若しくは育成すること、又は養殖に 自重、水圧、波力、土圧、地震力、津波などの外
好適な環境を維持若しくは的確に管理することを目 力に対して構造耐力上安全なものとするとともに、
的とし、対象生物の成育に必要な水質・底質や水域 外郭施設によって防護される漁港漁場施設の利用状
の静穏の程度、造成漁場利用予定者の営漁状況を考 況を考慮して、当該漁港漁場施設を安全かつ円滑に
慮して、その目的を達成するために十分な機能を有 利用するため適切なものとするほか、波や風によっ
するものとする。 て当該漁港漁場施設の機能が低下するおそれがある

ときは、消波工、防風施設などによりこれを防止す
シ 漁場の保全のための事業により整備される施設 るものとする。

漁場の水域環境の保全、生産力の回復、水産資源 また、良好な天然の藻場が形成されている水域な
の生息場の環境修復などを図ることを目的とし、地 どでは漁港の良好な静穏性を水産動植物が成育でき
形、海象、水質、底質などの自然条件、周辺の自然 る場として積極的に活用を図ることとし、その生育
環境及び漁場環境に及ぼす影響、しゅんせつ土など 環境に配慮した構造とする。さらに、水産物の品質
の処分方法、工事や施設の維持管理に係る経済性を ・衛生管理への適切な対応がなされるよう外郭施設
考慮して、その目的を達成するために十分な機能を によって防護される水域の水質が低下するおそれが
有するものとする。 高い場合などには、当該水域外との海水交換に配慮

した構造とする。
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イ 係留施設
、 、 、 、 、 、 、自重 水圧 波力 土圧 地震力 津波 載荷重

漁船などの船舶による衝撃・けん引力などの外力に
対して構造耐力上安全なものとするとともに、係留
施設を利用する漁船などの船舶の船型・接岸状況、
係留施設における漁獲物の陸揚げや出漁準備などの
作業の状況を考慮して、当該係留施設を安全かつ円
滑に利用するため適切なものとする。

ウ 水域施設
、水域施設を利用する漁船などの船舶の船型・隻数

係留施設や漁港の区域内の水域の利用状況を考慮し
て、当該水域施設を安全かつ円滑に利用するため適
切なものとするとともに、土砂の堆積により水域施
設の機能が低下するおそれのあるときは、これを防
止する措置を講じる。

エ 輸送施設
漁港やその周辺の地域における交通の状況、水産

物や漁業用資材の輸送量・輸送手段を考慮して、当
該輸送施設を安全かつ円滑に利用するため適切なも
のとする。

オ 漁港施設用地
漁港施設用地の利用目的を考慮して、当該漁港施

設用地を安全かつ円滑に利用するため適切なものと
する。

カ 荷さばき所
外力に対して構造耐力上安全なものとするととも
、 、 、に 漁獲物の量と種類 取扱い形態などを考慮して

その機能を十分発揮させるため適切なものとする。
キ 漁港環境整備施設
漁港環境整備施設の利用目的や利用者層を考慮し

て、漁港の環境の向上が図られるようにするととも
に、当該漁港環境整備施設を安全かつ円滑に利用す
るため適切なものとする。

ク 魚礁
流体力、自重、設置時の衝撃力などの外力に対し

て構造耐力上安全なものとするとともに、造成漁場
の円滑な利用や的確な管理を行うため適切なものと
するほか、洗掘、埋没又は沈下により当該施設の機
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能が低下しないよう考慮する。
ケ 増殖場、養殖場又は漁場の保全のための事業

により整備される施設
流体力、自重などの外力に対して構造耐力上安全

なものとするとともに、造成漁場の安全かつ円滑な
、利用や的確な管理を行うため適切なものとするほか

洗掘、埋没又は沈下により当該施設の機能が低下し
ないよう考慮するとともに、船舶の航行に及ぼす影
響についても考慮する。

２．漁港漁場整備事業に係る工事の実施の順序と ２．漁港漁場整備事業に係る工事の実施の順序と
工法に関する事項 工法に関する事項

（１）漁港漁場整備事業に係る工事の実施の順序 （１）漁港漁場整備事業に係る工事の実施の順序
漁港漁場整備事業に係る工事の実施の順序は、事 漁港漁場整備事業に係る工事の実施の順序は、事

業効果の早期発現の観点から、緊急性の高い施設の 業効果の早期発現の観点から、緊急性の高い施設の
優先的な整備に配慮するとともに、工事中において 優先的な整備に配慮するとともに、工事中において
も既存の漁港漁場施設の効率的な利用が図られるよ も既存の漁港漁場施設の効率的な利用が図られるよ
う定める。 う定める。

老朽化施設の修繕・更新に当たっては、予防保全 「水産基盤施設ス 老朽化施設の更新に当たっては、施設単体ごとに
の考え方に基づき、施設の機能が十分に発揮される トックマネジメン 実施の順序を定めるのではなく、例えば岸壁と背後
よう、施設の老朽化の程度を基本として保全工事の トのためのガイド 施設の利用状況を踏まえた総合的な対策を検討する
実施時期を定めるほか、保全工事が集中する場合に ライン 改訂 平 など、施設の利用目的に応じて、その効果が十分に」（ ）（
は、施設の重要性や、施設が設置されている漁港漁 成 年５月水産庁 発揮されるものとなるよう定める。27
場の役割などを勘案しつつ優先順位を設定し、施設 とりまとめ）に即
の機能が十分に発揮されるものとなるよう定める。 した表現に修正

（２）漁港漁場整備事業に係る工事の実施の工法（２）漁港漁場整備事業に係る工事の実施の工法
漁港漁場整備事業に係る工事の実施の工法は、地 漁港漁場整備事業に係る工事の実施の工法は、地

形、海象、水質、対象生物などの自然条件、施設の 形、海象、水質、対象生物などの自然条件、施設の
設置箇所やその周辺の地域の自然環境・漁場環境・ 設置箇所やその周辺の地域の自然環境・漁場環境・
生活環境に及ぼす影響、工事に係る経済性を考慮し 生活環境に及ぼす影響、工事に係る経済性を考慮し
て、工事の安全かつ円滑な実施が確保されるよう定 て、工事の安全かつ円滑な実施が確保されるよう定
める。 める。

Ⅳ．漁港漁場整備事業の推進に際し配慮すべき環境 Ⅳ．漁港漁場整備事業の推進に際し配慮すべき環境
との調和に関する事項 との調和に関する事項
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１．漁港・漁場を取り巻く自然環境の整備に関す １．漁港・漁場を取り巻く自然環境の整備に関す
る事項 る事項

（１）自然環境に配慮した漁港・漁場の整備 （１）自然環境に配慮した漁港・漁場の整備
再生産可能な水産資源の持続的な利用や豊かな自 再生産可能な水産資源の持続的な利用や豊かな自

然環境の次世代への継承のため、漁港漁場整備事業 然環境の次世代への継承のため、漁港漁場整備事業
の実施に当たっては、計画、設計、施工の各段階に の実施に当たっては、計画、設計、施工の各段階に
おいて、実施箇所の自然環境に対する影響に十分配 おいて、実施箇所の自然環境に対する影響に十分配
慮し、多様な自然素材の活用を検討するとともに、 慮し、多様な自然素材の活用を検討するとともに、
可能な限りモニタリングによる影響の把握に努める 可能な限りモニタリングによる影響の把握に努める
ことで影響の低減に資する漁港漁場施設づくりを推 ことで影響の低減に資する漁港漁場施設づくりを推
進していく。特に、漁港施設用地の造成に当たって 進していく。特に、漁港施設用地の造成に当たって
は、事前にその必要性について十分に検討を行うこ は、事前にその必要性について十分に検討を行うこ
ととし、造成を行う場合にあっても藻場・干潟など ととし、造成を行う場合にあっても藻場・干潟など
への影響が懸念される場合には同等規模の代替措置 への影響が懸念される場合には同等規模の代替措置
を講ずるよう努める。加えて、漁港漁場整備による を講ずるよう努める。加えて、漁港漁場整備による
二酸化炭素の固定・排出削減効果の検証・発揮に向 二酸化炭素の固定・排出削減効果の検証・発揮に向
け取り組んでいくほか、漁港のエコ化を推進し、エ け取り組んでいくほか、漁港のエコ化を推進し、エ
ネルギー使用量の削減、化石燃料使用量の削減、再 ネルギー使用量の削減、化石燃料使用量の削減、再
生可能エネルギーの活用により、漁業活動に伴い排 生可能エネルギーの活用により、漁業活動に伴い排
出される二酸化炭素量の削減に取り組む。 出される二酸化炭素量の削減に取り組む。

（２）周辺の自然環境に対する配慮 （２）周辺の自然環境に対する配慮
漁港漁場整備事業により海流の変化などが生じ、 漁港漁場整備事業により海流の変化などが生じ、

周辺の自然環境に影響を及ぼすおそれがある場合に 周辺の自然環境に影響を及ぼすおそれがある場合に
は、その実施に当たって、関係者と連携しつつ、総 は、その実施に当たって、関係者と連携しつつ、総
合的な観点から自然環境への影響に配慮していく。 合的な観点から自然環境への影響に配慮していく。

（３）自然環境の修復と創造 （３）自然環境の修復と創造
効用の低下している漁場の生産力の回復や磯焼け 効用の低下している漁場の生産力の回復や磯焼け

の発生などにより水産資源の生育場の環境を修復す の発生などにより水産資源の生育場の環境を修復す
る必要がある場合には、水産生物の成長段階に応じ る必要がある場合には、水産生物の成長段階に応じ
た場のネットワーク化に配慮しつつ、覆砂、しゅん た場のネットワーク化に配慮しつつ、覆砂、しゅん
せつ、着定基質の設置などにより底質の改善、藻場 せつ、着定基質の設置などにより底質の改善、藻場
・干潟の造成などを行うとともに、集落排水施設の ・干潟の造成などを行うとともに、集落排水施設の
整備との計画上の整合性に配慮しつつ浄化施設を整 整備との計画上の整合性に配慮しつつ浄化施設を整
備することなどにより、漁港・漁場の水域環境の保 備することなどにより、漁港・漁場の水域環境の保
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全を図っていく。また、漁場環境の保全・創造と基 全を図っていく。また、漁場環境の保全・創造と基
礎生産力の向上を目的とした、水産動植物を育む藻 礎生産力の向上を目的とした、水産動植物を育む藻
場・干潟の造成などによる「海の森づくり」を積極 場・干潟の造成などによる「海の森づくり」を積極
的に推進していくなど、自然環境の変化にも柔軟に 的に推進していくなど、自然環境の変化にも柔軟に
対応しつつ、自然環境の創造に重点的に取り組んで 対応しつつ、自然環境の創造に重点的に取り組んで
いく。 いく。

２．漁港・漁場を取り巻く社会環境の整備に関す ２．漁港・漁場を取り巻く社会環境の整備に関す
る事項 る事項

（１）良好な生活環境・労働環境の確保 （１）良好な生活環境・労働環境の確保
漁村は、その立地特性から、防災上の課題や衛生 漁村は、その立地特性から、防災上の課題や衛生

面での課題を抱えているものが多い。このため、漁 面での課題を抱えているものが多い。このため、漁
村の生活環境の改善が図られるよう、漁村における 村の生活環境の改善が図られるよう、漁村における
集落排水施設、集落道、防災安全施設、情報関連施 集落排水施設、集落道、防災安全施設、情報関連施
設などの整備との一体性を考慮し、漁港漁場整備を 設などの整備との一体性を考慮し、漁港漁場整備を
推進する。 推進する。

また、漁業が厳しい自然環境下での作業を必要と また、漁業が厳しい自然環境下での作業を必要と
するものであることから、浮体式係船岸、防風・防 するものであることから、浮体式係船岸、防風・防
暑・防雪施設などの整備により、作業の安全性の向 暑・防雪施設などの整備により、作業の安全性の向

、 。 、 。上や労力の軽減など 労働環境の改善に努めていく 上や労力の軽減など 労働環境の改善に努めていく

（２）人と自然のふれあいの場の提供 （２）人と自然のふれあいの場の提供
漁港は海とのふれあいの場を提供し、国民の海洋 漁港は海とのふれあいの場を提供し、国民の海洋

性レクリエーションの要請に対応する機能を有して 性レクリエーションの要請に対応する機能を有して
いる。このため、漁港の整備については、人と自然 いる。このため、漁港の整備については、人と自然
のふれあいの場の提供にも配慮していく。 のふれあいの場の提供にも配慮していく。

（３）漁村の文化などに配慮した整備 （３）漁村の文化などに配慮した整備
漁村の多くは、伝統文化を受け継ぎ、良好な自然 漁村の多くは、伝統文化を受け継ぎ、良好な自然

環境を有していることから、これらに配慮した漁港 環境を有していることから、これらに配慮した漁港
漁場整備事業を推進し、国民の心の豊かさと安らぎ 漁場整備事業を推進し、国民の心の豊かさと安らぎ
の場を確保していく必要がある。 の場を確保していく必要がある。

このような観点から、地域特有の自然条件、社会 このような観点から、地域特有の自然条件、社会
条件などを活かしつつ、歴史的・文化的祭りや生活 条件などを活かしつつ、歴史的・文化的祭りや生活
様式に配慮した施設、良好な漁村の景観形成に資す 様式に配慮した施設、良好な漁村の景観形成に資す
る施設などの整備を推進していく。 る施設などの整備を推進していく。
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３．環境との調和の推進に関する事項 ３．環境との調和の推進に関する事項
漁港周辺には、豊かな自然環境及び良好な生物の 漁港周辺には、豊かな自然環境及び良好な生物の

生育環境が形成されていることから、周辺の環境と 生育環境が形成されていることから、周辺の環境と
の調和への配慮を行うため、環境への影響の評価を の調和への配慮を行うため、環境への影響の評価を
行うとともに、必要に応じモニタリングの実施に努 行うとともに、必要に応じモニタリングの実施に努
める。 める。

また、環境への影響が予測される場合には、その また、環境への影響が予測される場合には、その
影響の低減に努めていく。 影響の低減に努めていく。

Ⅴ．その他漁港漁場整備事業の推進に関する重要事 Ⅴ．その他漁港漁場整備事業の推進に関する重要事
項 項

１．都市と漁村の交流の促進に関する事項 １．都市と漁村の交流の促進に関する事項
国民の水産業及び漁村に対する理解と関心を深め 国民の水産業及び漁村に対する理解と関心を深め

るとともに、健康的でゆとりのある生活に資するた るとともに、健康的でゆとりのある生活に資するた
、 、 、 、め 都市と漁村との間の交流の促進が図られるよう め 都市と漁村との間の交流の促進が図られるよう

広場、遊歩道、釣り桟橋などの交流に資する施設の 広場、遊歩道、釣り桟橋などの交流に資する施設の
整備を推進していく。また、漁村の地域資源を活用 Ⅰ ４ （３）を踏 整備を推進していく。. ．
し、訪日外国人を含む旅行者の漁村への誘致促進を まえ、交流促進策
図るため、漁村での滞在に必要な宿泊施設、漁業体 の強化に伴う内容
験施設、水産物の提供施設などの整備を推進する。 を充実

２．高齢者・女性に配慮した整備に関する事項 ２．高齢者・女性に配慮した整備に関する事項
効率的かつ安定的な漁業経営を担うべき人材の育 効率的かつ安定的な漁業経営を担うべき人材の育

成や確保に資するため、漁港漁場整備事業において 成や確保に資するため、漁港漁場整備事業において
は、漁港における労働環境や漁村の生活環境の改善 は、漁港における労働環境や漁村の生活環境の改善
を推進していく。特に、水産業における高齢者の活 を推進していく。特に、水産業における高齢者の活
動や女性の参画の促進を図っていく。 動や女性の参画の促進を図っていく。

（１）高齢者の活動に配慮した整備 （１）高齢者の活動に配慮した整備
漁村における高齢者は、豊富な知識・経験や熟達 漁村における高齢者は、豊富な知識・経験や熟達

した技術を有しており、地域の取りまとめ役として した技術を有しており、地域の取りまとめ役として
の役割を担っている。漁村の高齢者が、生涯現役と の役割を担っている。漁村の高齢者が、生涯現役と
して生きがいを持って漁業活動が可能となるよう、 して生きがいを持って漁業活動が可能となるよう、
生活環境及び労働環境の整備においてバリアフリー 生活環境及び労働環境の整備においてバリアフリー
化を積極的に導入するなど、高齢者に配慮した施設 化を積極的に導入するなど、高齢者に配慮した施設
整備を推進していく。 整備を推進していく。
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（２）女性の参画に配慮した整備 （２）女性の参画に配慮した整備
漁村における女性の活動は、漁業生産活動のみな 漁村における女性の活動は、漁業生産活動のみな

らず、魚食普及、海浜清掃、健康管理、植林など地 らず、魚食普及、海浜清掃、健康管理、植林など地
域生活に係る活動全般にわたっている。漁業就業者 域生活に係る活動全般にわたっている。漁業就業者
の高齢化の進行や後継者不足が深刻化する中で、漁 の高齢化の進行や後継者不足が深刻化する中で、漁
村の女性の役割は、従来にも増して重要になってお 村の女性の役割は、従来にも増して重要になってお
り、女性が安定的に水産業及びこれに関連する活動 り、女性が安定的に水産業及びこれに関連する活動

、 、 、 、 、 、に参画できるよう 重労働の軽減化 安全性の確保 に参画できるよう 重労働の軽減化 安全性の確保
トイレや休憩所の整備などを推進していく。 トイレや休憩所の整備などを推進していく。

３．地域特性を踏まえた整備に関する事項 ３．地域特性を踏まえた整備に関する事項
日本列島は、南北に長く、離島や半島などの条件 日本列島は、南北に長く、離島や半島などの条件

不利地域、積雪寒冷地、潮位差の大きい地域、台風 不利地域、積雪寒冷地、潮位差の大きい地域、台風
などの災害を受けやすい地域など、様々な自然条件 などの災害を受けやすい地域など、様々な自然条件
を持った地域が存在しており、また、水産資源の状 を持った地域が存在しており、また、水産資源の状
況についても地域差があることから、それぞれの地 況についても地域差があることから、それぞれの地
域の特性に十分配慮した整備を行っていく。特に離 域の特性に十分配慮した整備を行っていく。特に離
島では、漁港は水産物の生産・流通の拠点としての 島では、漁港は水産物の生産・流通の拠点としての
機能だけではなく、日常生活物資の搬入などの生活 機能だけではなく、日常生活物資の搬入などの生活
の拠点としても機能していること、水産業が基幹産 の拠点としても機能していること、水産業が基幹産

、 、業として地域経済の重要な位置を占めているものの 業として地域経済の重要な位置を占めているものの
流通面で不利なことなどの地域特性を有することか 流通面で不利なことなどの地域特性を有することか
ら、これらに配慮した施設の整備を推進していく。 ら、これらに配慮した施設の整備を推進していく。



漁港漁場整備事業の推進に
関する基本方針の変更の概要

資料３－２

平成２９年１月



Ⅰ 漁港漁場整備事業の推進に関する基本的な方向

【変更のポイント】
・水産業の情勢の変化等を踏まえた漁港漁場整備の
推進に関する重点施策を見直し
（新たな長期計画における重点課題への反映）

①水産業の競争力強化と輸出促進
②豊かな生態系の創造と海域の生産力向上
③大規模自然災害に備えた対応力強化
④漁港ストックの最大限の活用と漁村の賑わいの創出

Ⅱ 漁港漁場整備事業の効率的な実施に関する事項

【変更のポイント】
・品確法改正に伴う一連の入札・契約制度の変更(受注
者の技術力の適正評価、技術者の担い手の育成・確
保)を踏まえた見直し

・技術の開発に関して基本的な方向に従い、優先して取
り組む課題を定める視点を追加

Ⅲ 漁港漁場整備事業の施行上必要とされる技術
的指針に関する事項

【変更のポイント】
・「仕様規定型」から「性能規定型」の設計体系への
移行を踏まえた見直し

Ⅳ 漁港漁場整備事業の推進に際し配慮すべき
環境との調和に関する事項

Ⅴ その他漁港漁場整備事業の推進に関する重要
事項

【変更のポイント】
・Ⅰ－④を踏まえ、交流促進策の強化に伴う内容の
充実

漁港漁場整備基本方針の主な変更のポイント

１



序文
（漁港漁場整備が水産業の振興に果たす役割を述べ当該基本
方針の位置づけについて規定）

現行の基本方針の骨子

２．水産物の安定的な提供・国際化に対応できる力
強い水産業づくりの推進

（１）流通拠点となる漁港の機能の強化
（２）生産コスト縮減に向けた地域の中核的な漁港の機能の

強化
（３）～（５）略

３．豊かな生態系を目指した水産環境整備の推進
（１）栽培漁業や資源管理施策との連携の強化
（２）藻場・干潟の保全・創造

漁港漁場整備基本方針の変更の概要

１．水産業の競争力強化と輸出促進
○漁村における人口減少等を踏まえて地域全体で漁港の機
能の強化を図る観点を追加
※地域での漁港の役割の明確化、生産・流通機能の再編・集約
等を推進する旨記載

○世界の水産物需要拡大に対応して、輸出促進を図る観点
を追加
※輸出先国のニーズ等に対応した衛生管理対策等を推進する旨

記載

２．豊かな生態系の創造と海域の生産力向上

○藻場・干潟などの沿岸環境が悪化している状況を踏まえ
て、藻場・干潟の実効性のある効率的な保全・創造対策を
推進する観点を追記
※藻場・干潟の分布状況や海域環境の広域的視点からの把握、

ハード・ソフト一体となった対策等の推進について記載

○海水温上昇による漁場環境の変化を踏まえた対応につい
て位置づけ
※ 海洋生物の分布域の変化の的確な把握、高水温耐性藻場の

播種・移植等を推進する旨記載

変更の概要

序文
○情勢変化を踏まえて修正
※水産物輸出の拡大や東日本大震災からの復旧・復興の状況等
について記載

Ⅰ．漁港漁場整備事業の推進に関する基本的な方向 Ⅰ．漁港漁場整備事業の推進に関する基本的な方向

（注）下線部は、記載内容を変更した項目。
２



現行の基本方針の骨子

１．災害に強く安全な地域づくりの推進
（１）被災地における漁港・漁村の復旧・復興
（２）全国の漁港の防災・減災対策の推進
（３）安全な漁村の形成

２．水産物の安定的な提供・国際化に対応できる力
強い水産業づくりの推進

（１）・（２）略
（３）既存ストックの機能保全によるライフサイクルコストの

縮減
（４）漁村における環境の改善
（５）水産業を核とした意欲のある取組の推進

３．大規模自然災害に備えた対応力強化
○東日本大震災からの復旧・復興の状況を踏まえて記載を修
正し、被災地の復興を加速する観点等を追加
※全ての漁港施設の復旧を早期に完了し、住まいの場・生業の
場の復興を着実に推進する旨記載

○国土強靱化基本計画（平成26年６月）の内容を踏まえた
対策を追記
※防災協定の締結やBCP策定の推進等について記載

４．漁港ストックの最大限の活用と漁村の賑わいの

創出
○漁港漁場施設の老朽化の急速な進行を踏まえて長寿命化
対策を推進する観点を追加

○訪日外国人の増加を受けて漁村の魅力を活かした旅行者
受け入れの取組の促進について追加

変更の概要

３

Ⅰ．漁港漁場整備事業の推進に関する基本的な方向



Ⅱ．漁港漁場整備事業の効率的な実施に関する事
項
１．整備の連携に関する事項
（１）漁港と漁場の一体整備

（２）関連施策との連携により効果を相乗的に高める取組
の推進

２．漁港の役割分担を踏まえた事業の実施に関す
る事項

３．国と地方の役割分担に関する事項

４．工事の効率性の向上に関する事項
（１）入札、契約制度の見直しによる品質確保
（２）総合的な視点からのコスト縮減

５．技術の開発に関する事項
（１）技術の開発・普及
（２）リサイクルの推進

６．国民に開かれた事業制度に関する事項
（１）事業評価、政策評価の充実
（２）住民参加型の事業への展開

７．民間活力の導入に関する事項

現行の基本方針の骨子

４

Ⅱ．漁港漁場整備事業の効率的な実施に関する事項

２．漁港の役割分担を踏まえた事業の実施に関する事
項

○Ⅰ.１．を踏まえ、漁港機能の再編・集約を図る観点を追加

４．工事の効率性の向上に関する事項
（１）入札、契約制度の適切な運用による品質確保
○品確法の改正等による入札・契約制度の見直し内容を反映

※受注者の技術力の適正評価、技術者の担い手の育成・確保の
観点等を追記

（２）総合的な視点からのコスト縮減
○コスト縮減に関連が高い「長寿命化対策」を追加

５．技術の開発に関する事項
（１）技術の開発・普及

○Ⅰ.の基本的な方向に従い、優先して取り組む課題を定める
視点を追加（漁港漁場整備技術開発計画（仮称）を位置づけ）
※水産物の品質・衛生管理技術、海水温上昇に対応するための藻

場等の保全・創造技術、災害発生後の早期再開を図るための防
災・減災技術等を優先課題事例として記載

（２）リサイクルの推進

○木材利用を一層推進する観点から「間伐材」を追加

６．国民に開かれた事業制度に関する事項
（１）事業評価、政策評価の充実
○行政事業レビューの結果（平成28年6月）等を踏まえて、国民
に具体的でわかりやすい成果の提示に努める旨記載

（２）住民参加型の事業への展開

変更の概要



Ⅲ．漁港漁場整備事業の施行上必要とされる技術的
指針に関する事項

１．漁港漁場施設などの設計に関する事項
（１）漁港漁場施設などの設計の基本的な考え方
（２）漁港漁場施設の目的及び要求性能に関する事項
○性能規定型の設計体系への移行を踏まえて見直し

※漁港漁場施設の性能規定化に伴い性能設計の体系に沿う
よう構成を修正し、施設の設計の基本的な考え方、目的及
び要求性能について記載

２．漁港漁場整備事業に係る工事の実施の順序と
工法に関する事項
（１）漁港漁場整備事業に係る工事の実施の順序
○漁港施設の老朽化の急速な進行を踏まえてストックマネ
ジメント推進の観点を追加
※予防保全の考え方に基づいた効率的かつ計画的な修繕・

更新の実施について記載

（２）漁港漁場整備事業に係る工事の実施の工法

Ⅲ．漁港漁場整備事業の施行上必要とされる技術的
指針に関する事項

１．漁港漁場施設などの設計に関する事項
（１）漁港漁場施設などの規模と配置に関する事項
（２）漁港漁場施設の構造に関する事項

２．漁港漁場整備事業に係る工事の実施の順序と
工法に関する事項
（１）漁港漁場整備事業に係る工事の実施の順序
（２）漁港漁場整備事業に係る工事の実施の工法

現行の基本方針の骨子

５

変更の概要



Ⅳ．漁港漁場整備事業の推進に際し配慮すべき環境と
の調和に関する事項

Ⅴ．その他漁港漁場整備事業の推進に関する重要事項

１．漁港・漁場を取り巻く自然環境の整備に関する事項
（１）自然環境に配慮した漁港・漁場の整備
（２）周辺の自然環境に対する配慮
（３）自然環境の修復と創造

２．漁港・漁場を取り巻く社会環境の整備に関する事項
（１）良好な生活環境・労働環境の確保
（２）人と自然のふれあいの場の提供
（３）漁村の文化などに配慮した整備

３．環境との調和の推進に関する事項

１．都市と漁村の交流の促進に関する事項

２．高齢者・女性に配慮した整備に関する事項
（１）高齢者の活動に配慮した整備
（２）女性の参画に配慮した整備

３．地域特性を踏まえた整備に関する事項

現行の基本方針の骨子

６

Ⅴ．その他漁港漁場整備事業の推進に関する重要事項

１．都市と漁村の交流の促進に関する事項
○Ⅰ.４．を踏まえ、交流促進策の強化に伴う内容を充実
※渚泊の推進等について追記

変更の概要
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【資料４－１】 



第１ 漁港漁場整備事業についての基本的考え方 

○ 漁港と漁場は、我が国の水産物の安定供給の基盤となるものであり、これ

まで継続的かつ重点的に整備。

・ 今後とも我が国の水産物の安定供給の礎として機能を発揮しつづけるよう、

既存施設の機能維持と最大限の有効活用を図りつつ、時代の要請にあわせて

順応的に発展していく必要。

○ 国内の水産物消費の落ち込みや海外からの安い水産物の輸入等により、未

だ全国的に厳しい漁業経営の状況。

・ その一方で、世界的に水産物需要が増加しており、日本の水産物を世界に

売り込む大きなチャンス。

・ これまで以上に、産地の水産物の生産・流通機能の強化を推進し、国内水

産物の安定供給体制を確保していくとともに、輸出促進対策を強化していく

必要。

○ 漁業生産量はピーク時の半分まで減少し、我が国周辺の水産資源の半分の

資源水準は低位水準。

・ また、特に、昨今の地球温暖化による海水温上昇の影響は、沿岸の漁場環

境に影響を及ぼしており、沿岸環境の回復対策は喫緊の課題。

・ 引き続き、水産環境整備の推進を図るとともに、新たに海水温上昇等がも

たらす漁場環境の変化に対応していく必要。

○ 東日本大震災の被災地では、ほとんど全ての漁港で陸揚げ機能が回復し、

復旧と復興は着実に進捗。

・ 今後は、東日本大震災を教訓とした地震・津波対策を基本的な考え方とし、

南海トラフ地震等の切迫する大規模地震や津波に備えて、全国へ対策を実行

していく段階。

・ また、気候変動に伴い激甚化してきている台風や低気圧災害に対し、新た

に備えていく必要。

○ 漁業就業者等の生活の場である漁村においては、全国平均を上回る早さで

人口減少と高齢化が進行するとともに、これまで人々の暮らしや仕事を支え

てきた既存ストックの老朽化が急速に進行することが懸念され、漁村の活力

が低下。

・ 今後は、漁村における生活や就労環境の改善とともに、魅力的な地域資源

や既存ストックを最大限に活用し、漁村の賑わいを創出していく必要。

○ 以上の点を踏まえ、今後 5年間に重点的に取り組むべき課題を明確化。

（１）水産業の競争力強化と輸出促進

（２）豊かな生態系の創造と海域の生産力向上

（３）大規模自然災害に備えた対応力強化

（４）漁港ストックの最大限の活用と漁村の賑わいの創出
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○ また、これら重点課題への対応に際し、様々な環境の変化を的確に把握し

効果的に対策に反映するよう、ICT 等の活用による漁港や漁場の施設の管理の

高度化を推進。 

・ 上記各対策実施上の課題として取り組む必要。 

 

第２ 実施の目標及び事業量 

 次の基本課題に重点的に取り組む。 

 

１ 水産業の競争力強化と輸出促進 

（１）実施の目標 

○ 更なる品質や付加価値の向上、生産の効率化やコスト縮減、産地の価格形

成能力の向上に資する、漁港の生産・流通機能を強化。 

・ 具体的には、広域浜プランとの連携のもと、浜毎に重要な係船機能や生活

基盤としての機能を確保しつつ、荷さばき所等の再編・集約をすすめ、地域

全体において漁港機能を強化。 

・ また、中核的に生産活動等が行われる地区においては、養殖等の生産機能

を強化。 

○ 国内への安定的な水産物供給とともに、輸出先国のニーズに対応した生

産・流通体制を確保。 

・ 流通や輸出拠点となる漁港においては、高度な衛生管理に対応した岸壁や

荷さばき所、冷凍・冷蔵庫等を一体的に整備し、市場・流通機能を強化。あ

わせて、漁船の大型化へ対応した大水深岸壁整備など陸揚げ機能を強化。 

・ 輸出ポテンシャルの高い水産物の増養殖施設等の整備を推進。 

 

（２）目指す主な成果 

【代表的な成果目標】 

・ 水産物の流通拠点となる漁港において、鮮度や品質の向上、出荷量の安定

化、生産コストの削減など、水産業の競争力を向上。 

・ 水産物の流通拠点となる漁港や中核的に生産活動等が行われる地区の漁港

のうち輸出ポテンシャルの高い漁港において、輸出量や販路を拡大。 

 

【代表的な整備目標】 

・ 水産物の流通拠点となる漁港において、大型漁船等への対応など陸揚げ能

力を向上。 

・ 水産物の流通拠点となる漁港や中核的に生産活動等が行われる地区の漁港

のうち、輸出ポテンシャルの高い漁港において、水産物の高度な衛生管理に

対応した体制を構築。 
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（３）事業量 

水産物の生産・流通機能の再編・集約・強化を図り、水産物の安定供給体制

の構築と水産物の輸出促進を目指し、次の事業を実施。 

  ア 水産物の流通拠点となる漁港の整備 【整備地区数】 

  イ 中核的に生産活動等が行われる地区の整備 【整備地区数】 

 

２ 豊かな生態系の創造と海域の生産力向上 

（１）実施の目標 

○ 漁場環境の変化に対応しつつ水産環境の整備を展開し、豊かな生態系の創

造による海域全体の生産力を底上げ。 

・ 具体的には、水産生物の生活史に配慮した広域的（沿岸・沖合の複合的）

な水産環境整備を全国展開。 

○ 沿岸環境の改善にあたっては、広域的に藻場・干潟の衰退や貧酸素水塊な

ど底質・水質悪化の要因を把握し、ハード・ソフト一体となった回復対策を

実施。 

・ 磯焼け対策やサンゴ増殖、ICT を活用した漁場管理や既存施設の機能回復

技術の開発・活用により、対策の効果を向上。 

○ 海域の生産力向上を図るため、効果を的確に把握するとともに、沖合に向

けて整備を展開。 

・ 事業のより効果的な実施のため、直轄事業と補助事業を広域的に連携さ

せ、沖合におけるフロンティア漁場の整備を推進。 

 

（２）目指す主な成果 

【代表的な成果目標】 

・ 水産生物の生活史に対応した良好な生息環境空間を創出するための漁場再

生及び新規漁場整備により、新たに水産物を増産。 

  

 【代表的な整備目標】 

 ・ 良好な生息環境空間を創出する計画に基づく整備を推進。 

 ・ 藻場・干潟の総合的な回復対策計画に基づく整備を推進。 

  

（３）事業量 

我が国周辺水域において、水産資源の回復や生産力の向上を図るため、次の

事業を実施。 

 ・ 魚礁や増殖場の整備【整備面積】 

 ・ 漁場の効用回復に資する堆積物除去等の実施【整備面積】 

 ・ 藻場・干潟の造成【整備面積】 
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３ 大規模自然災害に備えた対応力強化 

（１）実施の目標 

○ 東日本大震災被災地の復旧・復興の総仕上げ。 

・ 平成 30 年度末までに、全ての漁港施設の復旧を完了させるとともに、拠

点漁港の市場機能等の強化や、住まいの場、生業の場の復興を着実に進捗。 

・ また、地盤隆起問題など新たな課題に的確に対応。 

○ 災害時の人命財産の防護と救援活動、物資輸送等の拠点整備を推進。 

・ 具体的に、地域の防災拠点となる漁港については、被災直後から、救援活

動、物資輸送等の拠点として機能を維持できるよう、主要施設の耐震・耐津

波機能診断に基づく対策工事を実施。 

・ また、想定される津波到達時間内に安全な場所まで移動できる避難地や避

難路及びハザードマップ等の整備を推進し、避難対策を強化。 

○ 全国において、被災後の地域水産業早期再開のための拠点整備を推進。 

・ 具体的に、水産物の流通拠点となる漁港については、主要施設の耐震・

耐津波機能診断に基づく対策工事を実施。 

・ 被災後もただちに水産業の再開に必要な陸揚げ・流通機能等を回復でき

るよう、あわせ、事業継続計画等を導入。 

○ 生産や流通の拠点となる漁港については、沖波波高等の設計条件を点検し、

激甚化する自然災害に対し、施設の耐波性能の向上や静穏域の確保対策を推

進。 

  

（２）目指す主な成果  

 【代表的な成果目標】 

・ 地震や津波に対する漁村の防災機能の強化対策の推進。 

・ 水産物の流通拠点となる漁港において、被災時の水産業の早期回復体制の

構築を推進。 

  

【代表的な整備目標】 

・ 地域の防災拠点となる漁港について、耐震・耐津波化の安定性を確保。 

 ・ 水産物の流通拠点となる漁港において、耐震・耐津波化の安定性を確保。 

 

（３）事業量 

災害時の人命財産の防護に加え、被災後の地域水産業早期再開のため、次の

事業を実施。 

ア 漁村における防災機能の強化のための整備。【整備地区数】 

イ 水産物の流通拠点となる漁港における耐震・耐津波化のための整備。 

【整備地区数】 

ウ 水産物の流通拠点となる漁港における事業継続計画等の策定。 
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【策定地区数】 

                            

４ 漁港ストックの最大限の活用と漁村の賑わいの創出 

（１）実施の目標 

○ 漁業所得の向上を通じて地域水産業を活性化する取組とあわせ、滞在型漁

村の確立・形成や国内外への漁村の魅力の発信を通じ、都市住民や外国人観

光客等の漁村への訪問を促進。 

・ 具体的には、浜の活力再生プランの推進とあわせ、直販所、漁業体験施設

等の整備や、漁村における観光メニューの充実、漁村の魅力の発信を通じ、

都市漁村交流を促進。 

・ また、漁港既存ストックを活用した水産業の六次産業化、海洋レクリエー

ション等への有効活用や再生可能エネルギーの活用による漁港のエコ化を

推進。 

○ 女性・高齢者を含む水産業従事者・住民にとって、住みやすく働きやすい

漁村づくりを推進。 

・ 具体的には、集落排水整備等による漁村の衛生環境の改善や狭隘な集落道

の解消などの生活環境の改善とともに、漁港における防風・防暑・防雪施設

や浮き桟橋の整備を推進。 

・ 漁港の静穏水域を増殖の場として活用し、利用しやすい漁場の提供を通じ

て、就労環境を改善。 

○ 漁業活動に必要な水産基盤施設の長寿命化対策により、計画的に漁港機能

を維持・保全。 

・ 策定した機能保全計画に基づき、対策工事を戦略的に実施していくととも

に、老朽化が著しい重要な施設について、緊急的に対応。 

・ 施設情報等を電子化するなど、高度な管理技術を導入することにより効果

的な整備を推進。 

 

（２）目指す主な成果 

【代表的な成果目標】 

・ 漁業地域の活性化により、都市漁村交流人口を増加。 

・ 戦略的な機能保全計画のもと、緊急的な老朽化施設の長寿命化が講じられ、

全ての主要施設において安全性を確保。 

 

【代表的な整備目標】 

・ 漁業集落排水処理施設を行うこととしている漁村の処理人口を拡大。 

・ 漁港において、浮き桟橋整備等による漁労活動の軽労化や防風・防暑・防

雪対策等により、就労環境を改善した地区数を拡大。 

・ 緊急性の高い老朽化が判明した施設を有する漁港において、機能保全工事
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を実施し、施設の安全性を確保した地区数を拡大。 

 

（３）事業量 

魅力的な地域資源や既存ストック有効活用等図り、漁村の賑わいを創出する

ため、次の事業を実施。 

ア 漁業集落排水処理施設の整備【整備地区数】 

 イ 浮き桟橋や防風、防暑、防雪施設等就労環境改善のための整備。 

【整備地区数】 

ウ 漁港ストックの有効活用【取組地区数】 

エ 緊急性の高い老朽化が判明した施設を有する漁港における、機能保全対策

のための整備【取組地区数】 

オ 漁港施設情報の電子化【電子化対応漁港数】 

  

○ また、上記１～４の重点課題に的確に対応するよう、漁港漁場施設の管理

の高度化に取り組み。具体的には、 

・ 漁港施設情報の電子化や ICT 活用による老朽化情報のデータベース活用に

よる機能保全の効率化。 

・ 藻場・干潟等漁場環境情報の電子化や、ICT 活用による環境変化把握への

活用による漁場管理の効率化。 

 

第３ 留意事項 

 事業の効率的かつ効果的な実施のため、以下の点に留意して事業を実施。 

１ 施策連携の強化による効果を相乗的に高める取組の推進 

（１）生産から陸揚げ、流通・加工、販売の各段階に至る水産関連施策との連

携の推進 

（２）道路、河川、港湾、海岸等の整備事業を含む社会資本整備重点計画や廃

棄物処理施設整備計画など他の公共事業計画に位置づけられた事業との

連携の推進 

（３）東日本大震災の被災地における災害復旧事業等関連事業との連携の推進 

２ 国と地方の役割に応じた取組の推進 

３ 効率的かつ効果的な事業を実施するための施策の集中化・重点化の一層の

推進 

４ 循環型社会の構築に向けた取組の推進 

５ 民間資金・能力の活用 

６ 事業評価の厳正な運用と透明性の確保 

７ 公共事業の品質確保とコスト縮減の適切な実施 
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新たな漁港漁場整備長期計画の
骨子案の考え方について

平成２９年１月

資料４－２



新たな漁港漁場整備長期計画について

水産業の競争力強化と
輸出促進

・更なる品質や付加価値の向上、

生産の効率化やコスト縮減、

産地の価格形成能力の向上に

資する漁港の生産・流通機能

を強化

・国内への安定的な水産物供給

とともに、輸出先国のニーズ

に対応した生産・流通体制を

確保

など

豊かな生態系の創造と
海域の生産力向上

・漁場環境の変化に対応しつつ水

産環境の整備を順応的に展開

・広域的に藻場・干潟の衰退や底

質・水質悪化の要因を把握し、

ハード・ソフト一体となった回

復対策を実施

・直轄・補助事業を広域的に連携

させ、沖合漁場整備を推進

など

大規模自然災害に
備えた対応力強化

・東日本大震災の復旧・復興の

総仕上げ

・災害時の人命財産の防護と救

援活動、物資輸送等の拠点整

備

・被災後の地域水産業早期再開

のための拠点整備

など

漁港ストックの
最大限の活用と漁村の

賑わいの創出

・漁業所得の向上を通じた地

域水産業の活性化、漁村への

訪問を推進

・女性・高齢者等にとって住み

やすく働きやすい漁村づくり

の推進

・水産基盤施設の長寿命化対

策による計画的な漁港機能

の維持・保全

など

重点課題及び実施の目標（案）

１

漁港漁場整備基本方針に即して、今後５年間（平成29～33年度）に以下の課題に重点的に取り組む

○ 世界的な水産物需要の増加やＴＰＰ協定への署名などの国際情勢、地球温暖化に伴う気候変動、自然災害の激甚化、
本格的な人口減少社会の到来などに的確に対応するため、重点的に取り組む課題を明確化

○ 水産基本計画との密接な連携のもと、輸出促進や国土強靭化、まち・ひと・しごとの創生など新たな政府課題への
対応と歩調をあわせ、漁港漁場整備を着実に推進

○ 課題解決に向け、漁港漁場施設の管理の高度化などの新たな手法を取り入れつつ、施策の効率性や実効性を確保

基本的な考え方



情勢変化を踏まえた新たな展開のポイント

水産物の競争力強化と
輸出促進

豊かな生態系の
創造と海域の
生産力向上

大規模自然災害に
備えた対応力強化

漁港ストックの
最大限の活用と漁村の

賑わいの創出

現行計画の重点課題

災害に強く安全な地域づくりの推進

水産物の安定的な提供・国際化に対応
できる力強い水産業づくりの推進

豊かな生態系を目指した水産環境整備
の推進

次期長期計画の
重点課題（案）

・流通拠点の衛生管理対策

・東日本大震災被災地の漁港漁
村の復旧・復興

・水産生物の生活史に配慮した
良好な生息環境空間の創出

■世界的な水産物需要の増加やTPP協定への署名などの国際情勢に対
応するため、輸出促進対策を強化

■復旧・復興の新たな展開（総仕上げ）

■漁港施設の耐震・耐津波機能診断から対策の実効段階へ
■施設整備に加え、ソフト施策との連携強化

■海水温上昇など気候変動による漁場環境変化への対策を強化

■増大する老朽化施設の機能保全計画策定から対策の実行段階へ

・東日本大震災を踏まえた安全
な地域づくり

・漁港施設の長寿命化対策

・漁村の生活環境の改善

情勢変化等を踏まえた新たな展開のポイント

■観光先進国を目指す「明日の日本を支える観光ビジョン」
（2016.3）等を踏まえ、漁村における交流促進対策を強化

■全国的に厳しい漁業経営状況の改善や輸入水産物に対する我が国
水産物の競争力を強化するため、生産・流通機能の強化を更に推進

■「経済財政運営と改革の基本方針2016」を踏まえ、社会資本全体におい
て既存施設を最大限活用しストック効果を最大化させる施策を強化

■働きやすく住みやすい漁村の形成を目指し、生活環境・就労環境
対策を実施

■気候変動に伴い激甚化する台風や低気圧対策を強化

■我が国周辺資源の半分が低位水準の状況の中、引き続き、生
活史に配慮した水産環境整備を推進するとともに、悪化する
沿岸環境に対し、広域的な藻場・干潟回復対策を強化
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○ 全国的に厳しい漁業経営状況の改善や輸入水産物に対する我が国水産物の競争力強化を図るため、品質や付加
価値の向上とともに、生産・集出荷体制の効率化によるコスト縮減や産地の価格形成能力を強化する必要。

○ 世界的に水産物需要が増加する中、2019年までに、国産水産物輸出額を3,500億円に倍増させるとの政府目
標の達成に向けて、輸出先国のニーズや衛生管理など輸出条件に合わせた生産・流通体制の整備が必要。

水産業の競争力強化と輸出促進

現状と課題

・広域浜プラン等と連携しつつ、産
地市場、荷さばき所等の再編・集
約

・漁船の大型化へ対応した大水深岸

壁の整備など陸揚能力の強化

・養殖等の生産拠点漁港の整備の
充実 等

１．水産物の競争力強化
■水産物生産・流通機能の強化

■沿岸漁船漁家の経営状況の変化 ■広域浜プランによる浜の機能再編

資料：平成6年までは農林水産省「漁業経済調査報告（漁家の部）」、平成16年
以降は農林水産省「漁業経営調査報告」に基づき水産庁で作成。

注：平成18年調査において調査体系の見直しを行ったため、平成16年以前の
結果と平成26年の結果と連続しない。

新たな長期計画に
おける対策

２．水産物の輸出促進
■輸出促進に向けた生産から流通に

至る一貫した衛生管理対策の推進

・岸壁や荷さばき所、冷凍・冷蔵施
設等の一体的整備 等

■水産物の輸出額

■衛生管理対策の取組状況

■海外ニーズにマッチした水産物の
増産

・輸出ポテンシャルの高い魚種の
増産 等

資料：財務省「貿易統計」

目標：３５００億円（２０１９年）

陸揚げ

・室内温度の適正管理
・鳥獣進入防止

陸揚げ

・車両等進入防止
・鳥獣進入防止

・防暑・防塵・防雨対策
・清浄海水の導入

出荷荷さばき

密閉型荷さばき所

清浄海水給水栓

・漁獲物処理能力の向上

貯蔵

冷凍・冷蔵施設

出典：内閣府ＨＰ

■輸出ポテンシャルの高い魚種の輸出実績

ホタテガイ なまこ ぶり

給氷基地

活魚陸揚

陸揚げはA浜に集約

船だまりのみとする
流通拠点

陸送でＡ浜に
集約

浜の機能再編のイメージ

Ａ浜

Ｂ浜

産地市場
・加工団地

資料：財務省「貿易統計」（平成27年）
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豊かな生態系の創造と海域の生産力向上

○ 我が国の漁業生産量はピーク時の半分以下まで減少し、また、海水温上昇等の海洋環境の変化により、藻
場・干潟が減少するとともに、水産生物の分布域が変化。

○ 水産資源の回復・増大が図られるよう、資源管理施策や栽培漁業と連携しつつ、水産生物の生活史に配慮し
た広域的な漁場整備を更に展開し、沖合域も含めた海域全体の生産力の底上げを図ることが必要。

現状と課題

１．沿岸環境対策
■効果的な沿岸環境の改

善対策

・広域的な視点からの環境
悪化要因の把握
（ICTの活用等）

・ハード・ソフト一体と
なった効果的な藻場・
干潟の回復や貧酸素水塊
対策を実施

・磯焼け対策やサンゴの増
殖技術開発 等

■気候変動等による海域環
境の変化への対応

２．沖合域の生産力向上
■フロンティア漁場整備等

の更なる展開

■水産環境整備の推進
新たな長期計画に

おける対策

■藻場面積の推移

○ カジメ科藻類の分布南限の北上
○ アイゴなどの植食性魚類やナルトビエ

イ等の摂食行動の活発化、分布域の拡大
○ 多くの海洋生物の分布域が変化
○ サンゴ礁の白化現象域の拡大

■海水温上昇による漁場環境の変化

植食性魚類（アイゴ、ノトイスズミ）
の摂食行動が活発化

サンゴの白化現象

出典：水産白書

出典：改訂磯焼け対策ガイドライン

生活史

磯焼け海域等における
藻場・干潟造成

水産生物の生活史に
対応した漁場整備

資源管理と連携
した漁場整備

フロンティア漁場整備で整備した
マウンド礁に蝟集するマアジ等

■フロンティア漁場整備の推進

【 五島西方沖地区：H22～H27 】
対象魚種：まあじ、まさば、まいわし
整備概要：ﾏｳﾝﾄﾞ礁(増殖場)1基

【 日本海西部地区：H19～事業中 】
対象魚種：ずわいがに、あかがれい
保護育成礁32群

【 隠岐海峡地区：H25～事業中】
対象魚種：まあじ、まさば、まいわし
整備概要：ﾏｳﾝﾄﾞ礁(増殖場)1基

【釣獲調査によるマウンド礁と
一般海域とのマアジ１歳魚体重差 】

66
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一般海域（五島東方沖）
N=120

マウンド礁（五島西方沖）
N=45

1.62倍

【事業実施地区 】 4

藻場の衰退が認められる。
藻場の衰退が認められない、
あるいは不明。

■藻場の衰退状況
（2013年）

＜マウンド礁整備による効果＞
（長崎県五島西方沖地区）



診断済
52%

未診断
48%

○ 平成23年に発生した東日本大震災においては、東北地方太平洋沿岸の漁港・漁村を中心に壊滅的な被害が発生
し、多くの犠牲者が出るとともに、地域の経済や国民への水産物の安定供給にも大きな影響。

○ 今後、南海トラフ地震等切迫する大規模地震・津波や台風・低気圧災害の激甚化等に対応するため、漁業地域の
安全対策及び地域水産業の早期回復の両面からハード・ソフト一体の地震・津波対策等を推進することが必要。

出典：中央防災会議「大規模地震対策について（H24.2.1）」

大規模自然災害に備えた対応力強化

現状と課題

■大規模地震・津波襲来の危険性

■東日本大震災による被災地の復
旧・復興

■漁業地域の安全対策

・救援活動、物資輸送等の拠点整備
（拠点漁港の耐震・耐津波化）

・避難地、避難路の整備

・沖波波高等の設計条件の点検 等

■被災時における水産業の早期再開
に向けた対策

・水産業の早期再開のための拠点整備
（拠点漁港の耐震、耐津波化）

・事業継続計画（BCP）等の導入 等

■東日本大震災による被災状況

粘り強い防波堤

新たな長期計画に
おける対策

漁港背後集落における避難ルートの確保状況（H27）

■耐震・耐津波機能診断の実施状況及び対策事例

■事業継続体制（ＢＣＰ）構築による効果

津波の来襲状況 集落の被災状況

未確保
42.8%１ルート

44.8%

２ルート
12.0%

３ルート
0.4%

全壊しにくく、全壊に至る時間
を少しでも長く延ばすため、防
波堤に構造上の工夫（粘り強い
構造）を付加

5

流通拠点漁港の主要岸壁・
主要防波堤における

機能診断状況（H28.8）

機能確保済５％



保全工事済
19%

老朽化なし
13%

軽微な老朽化
38%

老朽化
25%

著しい老朽化
5%

漁港ストックの最大限の活用と漁村の賑わいの創出

○ 漁村の賑わいの創出を図るため、漁業所得の向上に向けた取組を実施する浜の活力再生プランの推進とあわせ、魅力的な地域資源
や再生可能エネルギー、既存ストックをフルに活用し、都市漁村の交流や水産業の６次産業化などを推進する必要。

○ また、漁業地域においては、依然として就労・生活環境の改善が必要な地区が多く、高齢者や女性を含む水産業従事者にとって住
みやすく働きやすい漁村づくりを推進する必要。

○ 加えて、今後、漁港施設等が更新時期を迎え、そのための費用の増大が懸念される中、長期的視野による予防保全的な対策を盛り
込んだ計画的な維持管理・更新を推進する必要。

現状と課題

１．漁村の賑わいの創出
■漁業地域の資源を活かした交流人口の増大

・浜プランと連携し、水産業の６次産業化や

都市漁村交流、観光振興を促進 等

■漁港のエコ化の推進

・再生可能エネルギーの活用 等

■住みやすく働きやすい漁村づくりの推進

２．既存ストックの最大限の活用
■インフラ長寿命化対策

・計画的な維持管理・更新等によるライフサ

イクルコストの縮減・予算の平準化

・施設情報の電子化による効率的な管理技術
の導入 等

■漁港の既存ストックの有効活用

・漁港水域を増養殖場としての利用やプレ
ジャーボート受け入れなどに活用 等

新たな長期計画に
おける対策

■都市漁村交流や観光振興による地域活性化

＜静穏水域の有効活用によるナマコの増養殖を展開＞

■漁港の既存ストックの有効活用

港口にナマコ流出防止フェンスを設置
（船外機船は航行可能）

ナマコ試験礁を設置し、
ナマコ種苗を放流

＜修学旅行生による
体験乗船＞

■漁労環境改善対策
＜建設後50年を経過する施設の割合＞

＜漁港内に立地した地元漁
業者による回転寿司屋＞

富来漁港（石川県）寿都漁港（北海道）

■漁港施設の老朽化状況

浮桟橋の整備による
作業の軽労化

＜係留施設（約700km）＞

早急な対策
が必要

6

注）岩手県、宮城県及び福島県の３県を除く2,646漁港を対象
（H25.3月末現在）。

施設名 25年3月 35年3月 45年3月

外郭施設
（防波堤等）

13.8% 28.0% 51.0%

係留施設

（岸壁等）
8.1% 23.6% 50.7%

水産庁調査（H28.12）

※対象漁港：一定の港勢を有し、機能保全計画を策定
している約1,200漁港（精査中）



災害に強く安全な地域づくりの推進
水産物の安定的な提供・国際化に

対応できる力強い水産業づくりの推進
豊かな生態系を目指した
水産環境整備の推進

１） 陸揚岸壁が耐震化された水産物の流通
拠点漁港の割合
２０％（Ｈ２１） ⇒ おおむね６５％（Ｈ２８）

２） 防災機能の強化対策が講じられた漁村
の人口比率
４４％（Ｈ２１） ⇒ おおむね８０％ （Ｈ２８）

１） 高度な衛生管理対策の下で出荷される水産物の割合
２９％（Ｈ２１） ⇒ おおむね７０％ （Ｈ２８）

２） 漁港施設の老朽化対策が計画的に実施可能な漁港の
割合

１１％（Ｈ２１） ⇒ おおむね１００％ （Ｈ２８）

３） 漁業集落排水処理を行う漁村の処理人口比率
４９％（１７万人）（Ｈ２１）⇒おおむね６５％（おおむね２４万人） （Ｈ２８）

水産生物の生活史に対応した良好な
生息環境空間を創出するための漁場再
生及び新規漁場整備により新たに提供
される水産物の量

５年間でおおむね１１万トン

・陸揚岸壁が耐震化される水産物の流通拠点
漁港の数

（おおむね４０漁港）

・防災機能の強化対策が講じられる漁村の数
（おおむね４００地区）

・整備される水産物の流通拠点漁港の数 （おおむね１００漁港）

・中核的に生産活動等が行われる漁港の整備地区数
（おおむね２４０漁港）

・機能保全計画を策定する漁港の数 （おおむね６００漁港）

・漁業集落排水処理施設を整備する漁村の数
（おおむね２００地区）

・良好な生息環境空間を創出する計画に基づく整
備海域 （おおむね２０海域）

・魚礁や増養殖場の整備 （おおむね６万ｈａ）

・漁場の効用回復に資する堆積物除去等の実施
（おおむね２３万ｈａ）

・藻場・干潟の造成を推進 （おおむね５．５千ｈａ）

災害発生時の水産業の早期再開のための漁港・漁
村の防災機能の強化を図るため、次の事業を実施

水産物流通の構造改革を推進しつつ、水産物の安定供給体
制を構築していくことを目的として、次の事業を実施

我が国周辺水域において、水産資源の回復や
生産力の向上を図るため、次の事業を実施

漁港漁場整備基本方針に即して、今後５年間（平成24～28年度）に以下の課題に重点的に取り組む

重点課題と実施の目標

○ 我が国全体の水産業をめぐる情勢の変化や今後の水産施策の展開を踏まえて、水産基盤整備における課題に対応
○ 東日本大震災からの復旧・復興及び全国の漁港・漁村の防災・減災対策を推進
○ 水産基本計画との密接な連携の下、漁港・漁場・漁村の総合的かつ計画的な整備を推進

基本的な考え方

目指す主な成果

事業量

現漁港漁場整備長期計画（参考）

7



新たな漁港漁場整備長期計画の

目指す主な成果、事業量について
（案）

平成２９年１月

資料４－３



重点課題：水産業の競争力強化と輸出促進
新たな漁港漁場整備長期計画の目指す主な成果

ア 水産物の流通拠点となる漁港における整備漁港数 おおむね◯漁港事
業
量 イ 中核的に生産活動等が行われる地区における整備地区数 おおむね◯地区

水産物の鮮度維持や安全の確保、出荷量の安定化、生産・流通コストの削減が図られること。

代表的な成果目標

➀ 水産物の流通拠点となる漁港で取り扱われる水産物のうち、
新たに品質の向上や生産コストの縮減など競争力強化※1が図られた水産物の取扱量の割合

５年間で
おおむね◯割

② 水産物の流通拠点となる漁港や中核的に生産活動等が行われる地区の漁港のうち、
輸出ポテンシャルが高い漁港において、新たに輸出を拡大※2した漁港数

５年間で
おおむね◯漁港

代表的な整備目標

➀ 水産物の流通拠点となる漁港のうち、
新たに大型漁船への対応など陸揚能力を向上させた漁港数

５年間で
おおむね◯漁港

② 水産物の流通拠点となる漁港や中核的に生産活動等が行われる地区の漁港のうち、
輸出ポテンシャルが高い漁港において、水産物の高度な衛生管理に対応した体制を構築した漁港の割合

H28：2割
⇒ H33:おおむね◯割

目
指
す
主
な
成
果

※1 競争力強化の考え方

輸出量の倍増、輸出魚種または輸出相手国が増加すること。※2 輸出の拡大の考え方 1



重点課題：豊かな生態系の創造と海域の生産力向上
新たな漁港漁場整備長期計画の目指す主な成果

➀ 水産生物にとって良好な生息環境を創出する計画に基づく整備海域数 ５年間でおおむね◯海域

事
業
量

② 藻場・干潟の総合的な回復対策計画に基づく整備海域数
(藻場・干潟が衰退している海域における総合的な回復対策計画に基づく整備を行う海域の割合)

５年間でおおむね◯海域
(◯%)

代表的な成果目標

➀ 水産生物の生活史に対応した良好な生息環境空間の創出のための
漁場再生及び新規漁場整備による新たな水産物増産量 ５年間でおおむね◯万トン

代表的な整備目標

ア 魚礁や増養殖場の整備面積
おおむね
◯ha

イ 漁場の効用回復に資する
堆積物除去等の実施面積

おおむね
◯ha

目
指
す
主
な
成
果

ウ 藻場・干潟の造成面積
おおむね
◯ha 0 1.5

3.5
5.92.2

4.4

6.6

8.8
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H23H24H25H26H27H28

実績値

(万トン)

目標値

（現行長計）藻場の衰退が認められる。
藻場の衰退が認められない、
あるいは不明。

藻場の衰退が認められる都道府県(2013)
(出典:改訂版磯焼け対策ガイドライン) 2



機密性○情報 ○○限り

重点課題：大規模自然災害に備えた対応力強化
新たな漁港漁場整備長期計画の目指す主な成果

イ 水産物の流通拠点となる漁港における
耐震・耐津波化のための整備漁港数

おおむね
◯漁港

事
業
量

代表的な成果目標

② 水産物の流通拠点となる漁港において、
被災時の水産業の早期回復体制が構築された漁港※1の割合

代表的な整備目標

② 水産物の流通拠点となる漁港において、
地震や津波に対する主要施設の安全性が確保された漁港※2の割合

H28:1割
⇒ 10年間でおおむね◯割

当面5年間でおおむね◯割

目
指
す
主
な
成
果

ウ 水産物の流通拠点となる漁港における
事業継続計画等の策定漁港数

おおむね
◯漁港

H28:0割
⇒ 10年間でおおむね◯割

当面５年間でおおむね◯割

事業継続計画等の策定とともに、地震や津波に対する主要施設の安全性が確保された漁港
※1被災時の水産業の早期回復体制が構築された漁港

① 地震や津波に対する防災機能の強化対策が講じられた
漁村の人口比率

H27:5割
⇒ H33:おおむね◯割

① 被災時に救援活動、物資輸送等の拠点となる漁港において、
地震や津波に対する主要施設の安全性が確保された漁港の割合

H28:1割
⇒ 10年間でおおむね◯割

当面5年間でおおむね◯割

ア 漁村における
防災機能の強化のための整備地区数

おおむね
◯地区

主要な防波堤及び主要な岸壁において、耐震及び耐津波化対策を講じた漁港
※2地震や津波に対する主要施設の安全性が確保された漁港

主要施設の安全性が確保された
漁港の割合

5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H28 H33 H38

水産物の流通拠点となる漁港において

51 54 55 57

44 45 47 48 

59
80

0
20
40
60
80

100

防災機能が講じられた
漁村の人口比率(%)

(地震防災対策強化
地域等に立地する漁村)

実績値
目標値

(全国の漁村)

実績値

H
24

H
25

H
26

H
27

H
33
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機密性○情報 ○○限り

重点課題：漁港ストックの最大限の活用と漁村の賑わいの創出
新たな漁港漁場整備長期計画の目指す主な成果

代表的な成果目標

➀ 漁業地域の活性化により増加した都市漁村交流人口

代表的な整備目標

➀ 漁業集落排水処理を行うこととしている漁村の人口割合 H27:7割
⇒ H33:おおむね◯割

目
指
す
主
な
成
果

５年間でおおむね◯人

② 水産物の流通拠点となる漁港や中核的に生産活動等が行われる地区の漁港において、
浮桟橋整備等による漁労活動の軽労化など、就労環境が改善した漁港の割合

H28:5割
⇒ H33:おおむね◯割

② 老朽化に対して施設の安全性が確保された漁港※1の割合 H28:7割
⇒ H33:おおむね◯割

③ 緊急的に老朽化対策が必要な漁港における対応率 H28:0割
⇒ H33:おおむね◯割

事
業
量

ア 漁業集落排水処理施設の整備地区数

イ 就労環境改善のための施設の整備地区数 おおむね◯地区

おおむね◯地区

ウ 漁港ストックの有効活用に資する取組の実施地区数 おおむね◯地区

(水産物の流通拠点となる漁港や中核的に生産活動等が行われる地区の漁港)

オ 機能保全計画が策定された漁港において、漁港施設情報を電子化する漁港数 おおむね◯漁港

エ 緊急的に対策が必要な漁港において、保全対策を実施する漁港数 おおむね◯漁港

※1老朽化に対して施設の安全性が確保された漁港の割合の考え方
機能保全計画書を策定している漁港において、下記のいずれを満たす漁港の割合

➀機能診断により緊急的な対策が必要（健全度A）と判定された施設の機能保全工事を実施した漁港
②緊急的な対策不要（健全度B、CまたはD）と判定された施設を有する漁港 4
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