
資料１

技術検討会での意見について



次期漁港漁場整備長期計画に関する技術検討会について

次期漁港漁場整備長期計画を策定するにあたり、現状における各課題（以下テーマ参

照）について、今後の推進方策や新たな視点での検討が必要であるため、これら課題に

ついて、有識者・行政関係者及び水産業関係者から、様々な角度で議論頂くことを目的

とし、技術検討会を開催した。

（北海道・東北ブロック）

日時 １０月２７日（木）

場所 青森県八戸市

テーマ 水産環境整備について

東日本からの復旧・復興について

有識者 瀬戸 雅文（福井県立大学海洋生物資源学部 教授）

藤間 功司（防衛大学校建設環境工学科 教授）

水産業関係者 八戸みなと漁業協同組合組合長、三沢市漁業協同組合参事、青森県旋

網漁業協同組合理事、青森県漁業協同組合連合会会長、小泊漁業協同

組合総務課長

都道府県 北海道開発局、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、

福島県、茨城県

（関東・北陸・東海ブロック）

日時 １０月１３日（木）

場所 神奈川県横浜市

テーマ 漁港漁場の品質・衛生管理対策について

漁港のストックマネジメント（長寿命化）について

有識者 舞田 正志（東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科 教授）

水産業関係者 横浜市漁業協同組合副組合長理事、長井町漁業協同組合参事、みうら

漁業協同組合理事兼参事、江の島片瀬漁業協同組合代表理事組合長、

小田原市漁業協同組合副組合長、日本鰹鮪魚市場株式会社管理部長

都道府県 茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、

福井県、静岡県、愛知県、三重県



（瀬戸内海・中国・四国ブロック）

日時 １０月１７日（月）

場所 広島県広島市

テーマ 東日本大震災の経験を踏まえた漁港・漁場・漁村の防災・減災対策に

ついて

有識者 山尾 政博（広島大学大学院生物科学研究科 教授）

水産業関係者 広島県漁業協同組合連合会代表理事会長

都道府県 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、

岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県

（九州・沖縄ブロック）

日時 １０月１９日（水）

場所 長崎県長崎市

テーマ 漁港漁村のエコ化について

漁村の振興について

漁港の管理について

有識者 大出 剛（東京海洋大学産学・地域連携推進機構 客員教授）

水産業関係者 西彼海区漁業協同組合長会監事、南北高海区漁業協同組合長会会長、

大村湾海区漁業協同組合長会会長、五島漁業協同組合長会会長、県北

漁業協同組合長会副会長、壱岐市漁業協同組合長会会長、対馬市漁業

協同組合長会会長

都道府県 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、

沖縄県



【都道府県】

関連テーマ 主な意見

管理
漁船や陸揚げの減少に伴う余剰地を利用しやすいよう規制を緩和しても
らいたい。

プレジャー 放置艇対策として、オーナーバース整備を認めてもらいたい。

ストマネ 漁集排施設の維持、更新費用を補助メニューに追加してもらいたい。

小規模漁港 小規模漁港の整備についても長計に位置づけてもらいたい。

衛生管理
港湾が拠点漁港となる圏域もあることから、港湾での衛生管理の推進策
（強水での整備）についても長計への位置づけを検討してもらいたい。

衛生管理
小規模漁港での衛生管理対策の実施による宣伝効果も見込まれること
から、事業が実施できるよう検討してもらいたい。

漁村の防災 漁業集落排水施設の耐震性向上等の措置が必要。

漁村
漁港の防波堤は港内静穏度を確保するためだけでなく、集落を守るため
にも整備できるようにしてほしい。

【漁業者】

関連テーマ 主な意見

漁業経営
漁業が産業として成り立たない状況となっている。漁協組織が販売活動
を積極的に行う必要

防災対策
瀬戸内海と太平洋沿岸で対策が異なっている。瀬戸内海では、台風・高
潮対策が重要。

漁場 渇水等により水質が悪化。漁場が消滅する場合もあり対策が必要。

防災対策
震災時、漁協の無線が役立った。震災時に備え、ハードだけではなく、ソ
フト対策も重要である。

次期漁港漁場整備長期計画に関する技術検討会での主な意見



東日本大震災からの復旧・復興について 



 

○ 応急工事を実施中。 

○ 災害査定は、年度内を目途に実施。査定後、順次災害復旧を実施。 

○ 水産復興マスタープラン（６月）、復興基本方針（９月）等を策定。 

○ 現在、復興計画を策定したのは未だ４市町村程度。 

○ 漁港・漁場については、２７年度末までの復旧・復興を目指しているところ。 

 

東日本大震災の被災地域の復旧・復興の現状 
被災地域の復旧・復興の状況 

漁港・漁場の復旧・復興の目指す時期 

 漁港内のがれき撤 
 去等（応急復旧） 

 12月までに概ね完了 

 拠点となる漁港  25年度末まで 

 その他の漁港  27年度末まで 

 漁場のがれき処理       
 等 

 24年度末まで 
 （がれき分布状況に応じ
て25年度も実施） 

 漁場施設 
 25年度末まで 
 （魚礁整備等は27年度末
まで） 



■東日本大震災を踏まえた考え方 

防災・減災に関する資料 

東日本大震災からの復興の基本方針 
平成２３年７月２９日 

【東日本大震災復興対策本部】 

水産復興マスタープラン 
平成２３年６月 

【水産庁】 

■集落復興のあり方 
  ・高台移転 
  ・地盤の嵩上げ 
  ・住居の高層化 
  ・防潮堤、道路等による多重防護 
■防災・減災対策 
  ・想定を超えた地震・津波に応じた避難計画や 
   情報伝達体制等の構築、避難場所等の確保 
  ・災害に強い漁業地域ガイドライン、減災計画策 
   定マニュアルの見直し、普及 
■生活環境の改善 
  ・漁業集落排水施設、集落道 
■６次産業化による漁村の再生 
  ・地域資源の再発掘、他地域との連携 

■ 防災・減災に関する既存資料等 

災害に強い漁業地域づくりガイドライン 
平成１８年度 【水産庁漁港漁場整備部】 

 東日本大震災での教訓を生
かし新たなガイドラインやマニュ
アルの策定が求められる 

漁港海岸保全施設の耐震性能設計のガイドライン 
平成２２年３月 【水産庁漁港漁場整備部】 

漁業地域の減災計画策定マニュアル 
平成２２年３月 【水産庁漁港漁場整備部】 

水産物産地市場の減災計画策定マニュアル 
平成２２年３月 【水産庁漁港漁場整備部】 

東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・
津波対策に関する専門調査会報告 

平成２３年９月 
【東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対

策に関する専門調査会】 



 
 ●地域の拠点とその他の漁港の分類（岩手、宮城）、全国拠点と地域拠点への集約される機能 
 ●復興対策の範囲（民間加工場や宅地の嵩上げ等） 
 ●減災対策の充実（避難施設、給水施設、燃油タンク等の配置、電気設備などの高所化） 
 ●災害時における流通機能及び生産機能の早期回復のための計画策定 
   漂流物対策（養殖施設をはじめ、放置艇、車等への対応） 
 ●設計基準等の検証・見直し、漁港事業による津波対策 
  

推進方策① 漁港の早期かつ計画的な復旧・復興 

 
  
 ●安全な集落の早期の整備・防災対策の推進 
   ・地盤嵩上げ、一部移転、高台移転、生活環境施設の整備 等 
 ●減災対策の強化 
   ・避難対策（避難施設・経路、災害への認識・意識の向上、公共施設の管理方策） 
   ・避難後の対応（集落、避難場所の物理的孤立対策、情報孤立対策） 
 ●コミュニティの維持、景観、6次産業化への配慮   
   

推進方策② 漁村の早期かつ計画的な復旧・復興 

復旧・復興に向けた今後の推進方策と課題 

 
 ●漁場環境の被害状況調査、環境負荷調査   ●漁場の耐震・耐津波対策の必要性 
 ●増殖場等の復旧                   ●漁港施設の有効活用 

 推進方策③ 漁場の復旧・復興対策 

課
題 

課
題 

課
題 



●地震津波に対応した外郭施設等の整備、道路・用地等の嵩上げ・耐震化等の実施 【拠点漁港】 
●水産加工団地等の用地・道路等の嵩上げ、排水対策 【拠点漁港】 
●高度衛生管理型荷捌き所・岸壁、流通・加工施設等の一体的な整備 【拠点漁港】 
●避難機能を具備した荷捌き所や漂流物防止柵の整備、機能施設の高所化等の防災対策 
●拠点漁港における被災時の早期再開のための計画策定、大規模・広域震災に対応した水産業
ネットワークづくり 

 
●水産基盤の復旧・復興を図るための地区計画の策定 
●拠点漁港における市場の高度な衛生管理の取組の推進 
●設計基準等の見直しによる漁港施設の耐震、耐津波対策の強化 

 
東日本大震災の被災地域において、「災害に強く生産性の高い新たな水産業づくり」を目指し、漁
港については、拠点漁港の流通機能等の高度化、漁港間での機能集約と役割分担の取組を図り
つつ、地域一体として必要な機能を早期に確保する。 

漁港の早期かつ計画的な復旧・復興 

今後の推進方策① 漁港の早期かつ計画的な復旧・復興  

実現手段(施策対象、整備メニュー） 

 
【整備目標】 被災地の拠点漁港について、平成25年度末までに、漁港機能を概ね回復 
         被災地の拠点漁港のうち、地震津波対策を実施した漁港の割合          

目標(成果目標の提案、地区数) 

推進に向けて必要となる取組 



 
東日本大震災被災地域における漁村の復興にあたっては、高台移転、地盤の嵩上げ等が考えら
れるが、復興方針の選択の際には、地形的条件を考慮するとともに、地元住民の意見を尊重して
「災害に強い漁村づくり」を目指し、早期かつ計画的な復旧・復興を図る。 

漁村の早期かつ計画的な復旧・復興 

今後の推進方策② 漁村の早期かつ計画的な復旧・復興  

 
●災害に強い漁業地域づくりガイドライン、減災計画策定マニュアルの検証、見直し 
●被災地域の津波防災緊急点検の実施 
●被災地域における減災計画の策定 
●被災地域における避難計画の策定 

推進に向けて必要となる取組 

 
●集落地盤の嵩上げ・切盛土、漁業集落排水施設や集落道、避難地などの生活基盤の整備 
●津波避難施設、避難経路、漂流物防止柵などの減災施設の整備 
●ハザードマップ、減災計画、避難計画の策定などソフト事業の実施 

実現手段(施策対象、整備メニュー） 

 
【整備目標】 被災集落の復旧・復興事業の実施率 
         レベル１の津波に対応した漁業集落整備数 
         レベル２の津波に対応した避難体制を有する漁業集落整備数  

目標(成果目標の提案、地区数) 



今後の推進方策③ 漁場の復旧・復興対策 

 
東日本大震災被災地域の漁場の環境改善と資源回復に資するため、漁場施設の被災状況を把握
するとともに、漁場生産力の回復・強化を図るための漁場整備を推進する。 

漁場の復旧・復興対策 

 
●漁場施設の被害状況 
●藻場・干潟等の被害状況とその周辺の水質、底質、海流、海洋生物の分布等 
●設計基準の検証・見直し 
●漁場環境修復のための技術開発 

 
●広域的な水域環境修復のための漁場整備の推進 
  増殖場等の整備、底質改善等、災害廃棄物（コンクリートがら等）の活用 
●設計基準の見直しを踏まえた漁場施設の整備、改良 
●被災した泊地等漁港施設を、増殖場等として有効活用し、漁港と漁場を一体的に復旧・復興 

実現手段(施策対象、整備メニュー） 

 
【整備目標】 被災した漁場施設の機能回復率  

目標(成果目標の提案、地区数) 

推進に向けて必要となる取組 



水産環境整備について 



水産環境整備の必要性 

○平成21年の我が国の漁業・養殖業生産量は543万トンで、対前年比2.9％減。生産額は、対前年比9.5％減の１兆4,730億円。 
○資源評価が行われている５２魚種・８４系群のうち４割の３４系群（ニシン、マイワシ等）が低位水準。 
○全国各地で藻場の衰退が確認されている。 
○藻場干潟を生息場所等とする水産資源の漁獲量が減少傾向。 

■漁業・養殖業の生産量・生産額の推移 

水産資源の回復が急務である 

■ 我が国周辺水域の資源水準の状況 

水産庁・（独）水産総合研究センター「我が国周辺水域の漁業資源評価」等 

農林水産省「漁業・養殖業生産統計年報」 
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都道府県ごとの
藻場の衰退に関
して想定された
要因 

■磯焼けの現状 

水産庁「磯焼け対策ガイドライン（平成19年2月）」 

■ 藻場・干潟を生息場所等とする水産資源の漁獲量 



水産環境整備とは 
■ 水産環境整備に関する検討会 ■ 水産環境整備とは 

【平成２１年度】 
 海洋・沿岸域における水産環境整備のあり方検討会 
【平成２２年度】 

 海洋・沿岸域における水産環境整備の技術検討会 

 水産環境整備の考え方（平成２２年１２月９日） 

 生態系全体の生産力の底上げをめざし、水産生物の動態、  
生活史に対応した良好な生息環境空間を創出する整備 

柔軟な整備・管理

資源や環境の変動を踏まえつつ、
良好な状態を維持・保全していく
ための柔軟な整備・管理を行う。

資源・環境変動への対応

環境を重視する視点から基盤を整備
し、生態系全体の生産力の底上げを
めざす。

環境基盤の重視

生態系ピラミッド

生態系全体
の底上げ

モニタリング

アマモの移植

実証実験の場

これまでの「点」的な考え方から、対象と
する水産生物の動態、生活史を踏まえた生
息環境空間として対象範囲を捉え直す。

点から空間へ

生活史

・動態、生活史等を踏まえた整備範囲設定
・複数種類の水産生物を対象
・藻場・干潟、魚礁等の複合的な生息環境

空間を整える

・モニタリングの充実
・生息環境空間を実証実験の場に
・多様な主体の参画による維持管理

体制の充実

・森川海の物質循環の把握・正常化
・藻場・干潟の保全・造成、底質改善
・漁港等の構造物の有効活用
・沖合域における湧昇流漁場の整備

藻場造成

・漁業生産量はピーク時の約半分  ・資源水準の低迷 
・藻場・干潟の大幅な減少  ・貧酸素水塊の発生、底質の悪化 

海域ごとにマスタープランを策定し、モニタリングを充実した事業の推進 



水産環境整備の計画づくりと事業推進 
■ 事業の推進体系 ■ 生活史に着目したマスタープランづくり 

生活史
メバル・カサゴ・ヒラメ など

藻場

湧昇流漁場

仔魚

稚魚

藻場

増殖場の整備
貝殻・間伐材等
の有効活用
モニタリングの充実
（整備後３年程度）

未成魚

〈長期的な目標〉
海域全体の資源量の増加
生産力の底上げ

底質の改善

環境・生態系保全活動
栽培漁業 等

物質循環の

把握・正常化

干潟

全体計画
意見

交換

事業
主体

漁業者
試験研
究機関

漁協
行政
機関

実施体制

連携

漁場の整備

実施計画

成魚

産卵

■ 水産環境整備の特徴（従来事業との違い） 

海洋・沿岸域における①水産資源の増大②豊かな生態系を維持・回復 



これまでの水産庁の対応と今後の推進方策 

■ 平成２２年１２月９日公表 「水産環境整備の推進に向けて」公表 

 今後の漁場整備のあり方とする水産環境整備の考え方をとりまとめ 

■ 平成２３年４月１日「水産環境整備事業の創設」 
（水産物供給基盤整備事業等実施要領の改正） 

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及び水域の環境保全対策の実施 

広域漁場整備事業 

浮魚礁漁場整備事業 

水域環境保全創造事業 

水産環境整備事業 

増殖場、藻場・干潟の整備に際して、効果の早期発言のための工事（播種・移植、餌料培養
基質の設置等）の施工が可能であることを明確化 

■ 平成２３年４月１日「豊かな海を育む総合対策事業」の改正 

対象とする水産生物の生活史に対応した広域的な海域を事業の対象範囲とする「水産環境
整備マスタープラン」を策定 
整備後最大３年間のモニタリング実施を測量試験費の活用によって実施できるよう措置 

対象生物の生活史に
対応した事業計画の
策定が必要ではない
か？ 

 
事業実施期間中のモ
ニタリングの実施を推
進する必要があるの
ではないか？ 

水産環境整備マスタープ
ランの策定を推進 

〈平成２４年度以降〉 〈これまでの取り組み〉 



検討会の論点 

■ 対象生物の生活史に対応した事業計画の策定が必要ではないか 

 これまでの事業実施にあたり、どの程度モニタリングを実施し、事業実施に活用してきたのか。 
 今後は、事業実施にあたり、複数年にわたるモニタリングを実施し、事業実施や効果の向上に活用すべきではないか。 

■ その他 

 沿岸漁業全体の数値上では資源の減少が示されているが、漁場整備の主な受益者である釣り、はえ縄、刺網、かご等の漁業者
の実際の現場ではどのように感じているか。 

 
 水産生物の生活史を追跡すると、対策を講じた事業主体の沿岸で必ずしも漁獲する成魚が増加せず、受益が他県等になる場合

が生じることがある。整備地区や都道府県を跨った広域的な対策を講じるための課題はあるか。 
 

 これまで整備されてきた漁場（増養殖場、魚礁）と新たに実施する事業との関連性は、説明可能か。 

■ 事業実施中のモニタリングが必要ではないか 

 これまでの事業計画は、どの程度、対象生物の生活史を考慮して、策定されてきたのか。 
 今後の事業計画は、対象生物の生活史を考慮して作成することは、可能か。 

 これまで整備してきた漁場の管理・保全の実態はどのようなものか。 
 今後、どのような漁場の管理・保全がなされるべきか。 

■ 事業完了後の漁場管理の実態は 



漁港・漁場の品質・衛生管理対策について 



■ 消費者が水産物を購入する際に重視すること 

■ 消費者の漁港の衛生管理についての意識 

○消費者は水産物を購入する際に「鮮度」についで「安全・安心」が上位に挙げられている。 
  →生産や加工の工程を管理して安全性を確保し、その取り組みを消費者に分かりやすく情報を提供する。 
○消費者は漁港の衛生管理の情報があれば約８割が参考にすると回答。 
  →消費者の産地での衛生管理に対する関心は高い。 
○消費者のニーズに対応するためには、国産の水産物についても、高度に衛生管理された輸入水産物と同レベルの衛生管理を行う必要
がある。さらに、ＥＵへ輸出を行うためには、ＥＵの求める衛生管理基準を満たす必要がある。 

■方法 ：インターネットによるアンケート調査（H21.5.28～6.1）

■有効回答数：１，５００名

15.9

66.8

10.3
0.5 6.5

かなり参考にする
ある程度参考にする
あまり参考にしない
全く参考にしない
わからない

「水産物を購入する際、漁港の衛生管理対策の情報があれば
参考にしますか」

82.7％

・回答者の約８割は、水産物の購入時に漁港の衛生管理の情報を参考にすると回答
・参考にしないと回答した人のうち、約７割は、漁港での衛生管理対策が十分行わ
れているものと認識

漁港の衛生管理に関するアンケート結果（消費者ニーズ）

消費者の産地での衛生管理に対する関心は高い
5

①衛生管理対策は当然のことであり、やっていると思っている。
②衛生管理対策に興味はない
③衛生管理対策にかかわらず、産地を参考にする。
④参考にしたい情報がない
⑤その他

■ＥＵ輸出の仕組み 

は認定が必要

漁船

加工船

市場

水産加工施設

倉庫倉庫

は登録が必要

養殖場

天然魚

E
U

輸入原料（輸出国内）
① EU認定施設
② 輸出国がEU同等を保証

ＥＵ輸出へのフロー
※EUへ輸出を行うために
は、生産（養殖場、漁船）
から、加工・流通に至るま
で、EUの求める衛生基準
を満たす必要がある。

衛
生
証
明
書

消費者が水産物を購入する際に重視すること

農林水産省が消費者を対象として行った意識・意向調査によれば、消費者が水産物を購入する際に重視する項目として、
「鮮度」に次いで、「安全・安心」が上位に挙げられている。

消費者に対して、安全で信頼できる水産物を供給するため、生産や加工の工程を適切に管理して安全を確保するととも
に、その取組について消費者に分かりやすく情報提供することが重要である

消費者やＥＵのニーズに対応した 
衛生管理が求められる 

衛生管理対策の必要性 



高度な衛生管理対策の下で 
出荷される水産物が少ない 

23.0 23.3 23.8 25.1 28.2 29.5 
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■高度な衛生管理対策の下で出荷される水産物の割合
（水産物流通拠点漁港のみ） 

・150漁港にある荷さばき所等のう
ち、築造から20年以上経過するも
のが全体の約3/4を占める 
・異物混入防止や温度管理等水
産物の高度な品質・衛生管理に
十分に対応できない可能性があ
る 

■ 漁港漁場の衛生管理の範囲 ■ 漁港漁場の衛生管理基準 

漁港における衛生管理基準について 
平成20年6月12日20水港第1070号 
【水産庁漁港漁場整備部長通知】 

 安全性確保、取組の持続性確保、品質管理等の重要
性にかんがみ、一層の衛生管理体制の向上を図る際の
目安とすべく、レベル１から３までの３段階で基準を設定
している。 

■ 荷捌き所老朽化の進捗状況 

衛生管理対策の下で出荷される水産物の割合は34.6％ 

漁港における衛生管理対策の現状 

30年以上

43%

20年以上

30年未満

27%

10年以上

20年未満

14%

10年未満

16%



 
・荷捌き所施設の老朽化が進行しており、異物混入防止や温度管理など水産物の高度な品質・衛
生管理に対応するためには、荷捌き所の改良や新設が必要となる。 
・しかし、取扱量の少ない市場ではコスト面で現実的ではないため、機能を統合するなどして効率
化を図る必要がある。 

施設の老朽化 

 
 
・衛生管理対策の必要性は認識しているものの、衛生管理の実施体制構築や新たな費用負担（維
持管理コスト）が伴う衛生管理の取り組みを行うことが困難と判断されている場合が多い。 
・一方では、衛生管理対応の下出荷した水産物の価格が必ずしも上昇しているとは言い難い。 
・地域によっては、衛生管理対策と併せて、市場の集約化やブランド化等と連携した取り組みを実
践することで水産物の付加価値を向上させている事例もある。 
 

経営コストと価格 

 
 
・水産庁では一定の基準を示しているものの、漁港管理者等が自己点検により達成状況を評価す
るものであるため、評価の信頼性や流通関係者への訴求効果が十分に及ばない。 
・現行の基準では、施設整備を中心とした基準となっており、管理・運営面での継続性を評価する
基準が十分ではない。 
 

基準と評価 

高度衛生管理の下出荷される水産物を増加する為の課題 

【衛生管理推進のためのキーワード】 

客観性 継続性 効率化 連携の強化 



 
・消費地において衛生管理の取組みに関するＰＲを強化する。 
・既存地域団体商標登録制度や都道府県における地域ブランドとの連携による相乗効果を図る。 

推進に向けて必要となる取組 

衛生管理の推進方策 

 
・水産庁において検討委員会の提言を踏まえた新たな基準の策定、運用 
・水産物流通機能高度化対策事業、強い水産業づくり交付金による施設整備 
（荷さばき所、清浄海水取水施設、排水処理施設 等） 

実現手段(施策対象、整備メニュー） 

 
・衛生管理水準の明確化 
・管理・運営を重視 
・客観的な評価や継続性を確認 

客観性 

 
・取扱量の増加 
・販路拡大 
・魚価の安定、上昇 等 

 
・定期的に講習会を開催 
・継続性の確認 

衛生管理基準の改定 

市場集約の効果 

フォローアップ 

 
・直接販売、直接取引 
・加工場、食育との連携 
・地域ブランドの活用 
・輸入水産物に対する競争
力強化 
・輸出による販路拡大 

付加価値向上の取組み 

継続性 

効率化 連携の強化 



 
【整備目標】 
 ① 高度な衛生管理の下出荷される水産物の割合：５０％以上（流通拠点漁港） 
 ② 上記のうち特定第３種漁港において高度な衛生管理の下出荷される水産物の割合 
【地  区  数】 
 ① 検討中。 
 ② １３港。 

目標（成果目標の提案、地区数） 

衛生管理に関する成果目標、事業量 

 
・ 漁港漁場の衛生管理は、今後とも推進する必要。 
・ 現行計画では、流通拠点漁港１５０地区を対象として、衛生管理された水産物の取扱量を５０％
と設定。 
・ 高度に衛生管理された水産物の取扱割合を増加させるためには、一定の規模を有する流通拠
点漁港の整備を急ぐ必要。 
・ 全国の陸揚げの３割を占める特定第３種漁港については、国が高度衛生管理計画を策定し、
推進。 

水産物の衛生管理体制の構築に向けて 

※ 次期漁港漁場整備長期計画における流通拠点漁港については、水産物の取扱量等の定義を検討中。 



漁港のストックマネジメント（長寿命化）
について 



●漁港施設（外郭施設及び係留施設）は、１９５０年（漁港法制定）から２００５年までに累計延長約５，０ 
   ００ｋｍ、整備総額１０兆円を上回る規模に達している。 
●既存の漁港施設は、高度経済成長期に建設されたものが多く、今後耐用年数の経過により更新時期 
   を迎えるものが増加することが予想される。 

漁港施設のストックと管理の現状① 
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老朽化した漁港施設 
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2010から2029年の年平均更新費用の推定額/2009年当初事業費

漁港施設のストックと管理の現状② 

 

年度予算額に占める更新費用の比率（都道府県別） 
全国の漁港施設の年度別更新延長・費用 
（外郭施設及び係留施設） 

●漁港施設は、１９６０年頃から整備が増加し、１９８０年頃にピークを迎え、１９９０年頃から減少傾向。   
●これに伴って、漁港施設の更新は、２０００年頃から増加し始め、２０３０年頃にピークを迎える。 
●更新費用は、２０１０年から２０２９年までの２０年間で、全国計約２兆円となり、１７道県において更新 
    費用が５００億円（年平均２５億円）を超え、更新費用の確保が大きな課題となっている。 
●一方、漁港の整備予算は２０１０年（平成２２年度）で約１０００億円で、２０２０年には全予算を維持更 
  新費用に充てても間に合わない状況も危惧。 



 水産庁では、平成２０年度に「水産基盤ストックマネジメント事業」を創設し、管理を体系的に捉えた
計 画的な取り組みによって、施設の長寿命化を図りつつ更新コストの平準化・縮減を図ってるところ。 

 現在（平成２１年度）、８０地区において機能保全計画が策定され、事業が進められている。しかし、
市町村管理の漁港での機能保全計画の策定の遅れが顕著。 

 現在策定済みの計画においても、事後保全型の対策が多い。また、コンクリート構造の施設におい
て、計画供用期間内で対策が計上されていないケースが散見（将来的にＬＣＣの増大が懸念）。 

漁港施設のストックと管理の現状③ 

ストックマネジメントによる長寿命化イメージ 予防保全対策（新対策）によるコストの縮減・平準化イメージ 



漁港施設等のストックマネジメント推進に当たっての課題 

 
 漁港漁場施設の特性を踏まえた機能や性能（特に使用性）に関する評価方法が確立されていない。 
 機能診断における評価にバラつきが大きい。 
 簡便な診断手法が未確立であり、老朽化調査に高度な技術と高額な費用並びに長期の調査期間が

必要となる。 
 無筋コンクリートをはじめとして主要構造形式であるコンクリート構造物に関する老朽化予測方法が

確立されておらず、適切な対策実施時期の選定や将来的な性能低下の予測が難しい。 

課題② 機能診断等における課題    

 
 現場における維持管理の担当者が少なく、ストックマネジメントに関する知見を持つ技術者が不足し

ている。 
 膨大な施設の基本情報や点検・調査データが蓄積されておらず、有効に活用されていない。 
 対策工法の選定やＬＣＣの算定手順が複雑であり、コスト算出の作業量が膨大となる。 
 供用期間内の対策コストの平準化を図るためのＬＣＣ適正化方法が確立れていない。 

課題③ 管理方法での課題    

 
 更新時期を迎える施設の増大に伴い、機能保全対策の実施期間が集中する中で、各施設間での対

策の優先順位付けが難しい。 
 予防保全対策が徹底されておらず、ＬＣＣの積み上げが不十分となる恐れがある。 
 予防保全の対策手法が未確立なため、供用期間に跨る長期的な保全対策のシナリオ設定が難しい。 
 ストックマネジメント事業に関する知見・技術・情報が十分に提供されていない（特に市町村）。 

課題① 計画策定における課題    



 
今後、更新時期を迎える漁港漁場施設の増加へ適切に対処するため、ストックマネジメント手法を取
り入れた戦略的な漁港漁場施設の維持管理（補修・更新を含む）を推進し、施設の長寿命化に努め
るとともに、既存ストックの有効活用と更新コストの縮減を図る。 

戦略的な漁港漁場施設の維持管理 

 
長期的な視野に基づく対策と予算を盛り込んだ機能保全計画を策定する［戦略的な維持管理］ 
予算計画とのバランスの下で長期的な保全対策の工法と時期を選定する［ＬＣＣの最適化］ 
老朽化の顕在化前に対策を講じ、施設の性能低下を極力抑える［予防保全対策の導入］ 
要求性能に応じた維持管理水準や対策の優先順位を設定する［維持管理目標の明確化］ 

対応方針（整備推進のための方向性） 

今後の推進方策①【戦略的な漁港漁場施設の維持管理】 

 ストックマネジメントガイドライン（仮称）の作成・普及による機能保全計画の策定促進 
 保全対策工法の標準化と対策コストの平準化によるＬＣＣ最適化の方法の確立 
 漁港施設の特性を踏まえた劣化予測手法の開発（特にコンクリート構造物） 
 施設の要求性能と重要度を加味した機能保全レベルの設定による予防保全ルールの確立 
 施設の重要度や老朽化度を加味した合理的な優先度設定手法の確立 

実現手段（施策対象、対策メニュー） 

【整備目標】 流通・生産拠点漁港の機能保全計画の策定率を概ね１００％に向上 
       （Ｈ２１：１３％）  
【地 区 数】 流通・生産拠点漁港数 

目標（成果目標の提案、地区数） 



 
膨大かつ多岐に亘る漁港施設の維持管理を適切に行うため、的確な施設の機能診断や合理的なＬ
ＣＣの算定を行うとともに、点検・調査データの一元的管理と蓄積・活用を進めることにより、効率的
な施設の管理・運営体制の構築を図る。 

効率的な管理・運営体制の構築 

今後の推進方策②【効率的な管理・運営体制の構築】 

【整備目標】 流通・生産拠点漁港における機能診断済みの施設延長 
        ●●％ ⇒ 概ね１００％に向上 
【施設延長】 ■■ｋｍ（外郭施設、係留施設） 

 
的確な機能診断方法に基づき施設の老朽化度や保有性能を評価する ［診断手法の効率化］ 
老朽化予測に基づき将来的な対策の実施時期を推定する ［合理的な対策実施時期の選定］ 
対策ｼﾅﾘｵの類型化と対策工法の標準化によりＬＣＣ算定の簡略化を図る［ＬＣＣ算定の簡略化］ 
調査・点検データを活用した効率的な管理・運営体制を構築する ［データベースの活用］ 
 ＰＤＣＡサイクルを組み入れた継続的な管理・運営体制を構築する［ＰＤＣＡサイクルの導入］ 

対応方針（整備推進のための方向性） 

 
 

 客観的判断基準に基づく効率的かつ簡便な機能診断手法の確立 
 対策工法選定スキームのパターン化、老朽化予測との連動によるＬＣＣ算定システムの開発 
 点検・調査データのデータベース化とデータベースを活用した管理支援システムの開発 

実現手段（施策対象、対策メニュー） 

目標（成果目標の提案、地区数） 



東日本大震災の経験を踏まえた 
漁港・漁場・漁村の防災・減災対策について 



○各漁村地域において、地元住民の意向等を集約しつつ、立地条件等にあわせて最善の防災力を確保した復興方針を立てていくことが
当面の課題。 
○東海・東南海・南海地域では、今後大規模地震が発生する確率が高い。 
○大規模地震発生により、５ｍ以上の津波が海岸線に到達することが予測されている。 
○国土交通省による東日本大震災の被災現況調査によると、浸水深２ｍ前後で建物等の被災状況に大きな差があったとの報告。 

■東海・東南海・南海地震発生時の津波高さの予測 

防災・減災の現状 

■漁村の特徴 

■大規模地震の発生確率 

津波被害を受けやすい

湾奥・
リアス式

狭隘な
土地

生活環境
の立ち後れ

宅地の密集、狭い道路

これまでは、
・防潮堤等による津波防護
・避難場所、防災掲示板等の防災関連施設

・災害に強い漁業地域づくりガイドライン、減災計画策
定マニュアルの普及による防災・減災意識の向上

3.11地震・津波発生

広範囲で５ｍ以上の
津波が到達する 

※中央防災会議資料より 

今後も地震・津波が発生する危険がある 



■東日本大震災を踏まえた考え方 

■ 防災・減災に関する既存資料等 

災害に強い漁業地域づくりガイドライン 
平成１８年度 【水産庁漁港漁場整備部】 

 東日本大震災での教訓を生
かし新たなガイドラインやマニュ
アルの策定が求められる 

防災・減災に関する資料 

漁港海岸保全施設の耐震性能設計のガイドライン 
平成２２年３月 【水産庁漁港漁場整備部】 

漁業地域の減災計画策定マニュアル 
平成２２年３月 【水産庁漁港漁場整備部】 

水産物産地市場の減災計画策定マニュアル 
平成２２年３月 【水産庁漁港漁場整備部】 

復興への提言 
平成２３年６月２５日 

【東日本大震災復興構想会議】 

水産復興マスタープラン 
平成２３年６月 

【水産庁】 

■集落復興のあり方 
  ・高台移転 
  ・地盤の嵩上げ 
  ・住居の高層化 
  ・防潮堤、道路等による多重防護 
■防災・減災対策 
  ・発生頻度は極めて低いものの甚大な被害をも  
         たらす地震・津波に応じた避難計画や情報伝 
   達体制等の構築、避難場所等の確保 
  ・災害に強い漁業地域づくりガイドライン、減災計

画策定マニュアルの見直し、普及 
■生活環境の改善 
  ・漁業集落排水施設、集落道 
■６次産業化による漁村の再生 
  ・地域資源の再発掘、他地域との連携 

東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・
津波対策に関する専門調査会報告 

平成２３年９月 
【東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対

策に関する専門調査会】 



 
●新たなガイドライン等に基づく漁業地域の防災・減災対策手法の構築 
●新たなガイドライン等の普及啓発 
●東日本大震災を踏まえた適切な災害リスク評価による漁業地域の防災・減災計画の策定 
●漁港の減災対策の充実（漁業活動、陸揚げの早期再開のためのＢＣＰの検討） 
●漁村の減災対策の充実（ハザードマップ、避難経路、避難訓練） 

漁港・漁村の防災・減災対策の強化 

 
●施設配置等の再検討（土地利用の見直し） 
●漁業地域の防災計画に対応した関連施設の整備 

漁港・漁村の防災・減災対策の実施 

 
●耐震・耐津波のための構造強化、施設の性能設計等新たな設計手法の導入による外郭施設、  
 係留施設の整備 

漁港の耐震・耐津波強化 

漁港・漁村の防災・減災対策
の再構築 漁港・漁村の防災対策の推進 漁港施設の耐震・耐津波化の推進 

防災・減災の強化に向けた課題と今後の推進方策 

【今後の推進方策】 



 
 地域によっては、今後東日本大震災で発生したような頻度は極めて低いものの甚大な被害をも
たらす津波が来襲することが考えられる。東日本大震災の経験を踏まえ、既存のガイドラインやマ
ニュアルで示していた対策の検証を行い、必要に応じ新たな対応策の検討が必要である。 
 また、これまで検討されていない大規模・広域震災に対応した水産業ネットワークづくりも視野に
入れる必要がある。 

漁港・漁村の防災・減災対策の再構築 

・東日本大震災の経験を踏まえた災害に強い漁業地域づくりガイドライン、漁業地域の減災計画
策定マニュアル、水産物産地市場の減災計画策定マニュアルの見直しが必要である。 
・その際には、これまで検討されていない大規模・広域震災に対応した水産業ネットワークづくりに
ついても検討が必要である。 
・見直したガイドライン等の普及、啓発とともに、東日本大震災を踏まえた適切な災害リスク評価に
よる各漁港・漁村の防災・減災計画づくりの推進 

今後の推進方策① 

 
・ガイドライン、マニュアルの改訂 
・新たなガイドラインの普及、啓発、漁港・漁村の防災・減災対策の見直し 

実現手段 

 
【整備目標】新たな考え方の下での防災・減災計画の作成 
【地  区  数】○○地区 

目標(成果目標の提案、地区数) 

推進に向けて必要となる取組 



 
 漁港・漁村の防災・減災対策の見直しに伴い、必要な防災・減災対策の具体化を進める必要があ
る。その際には、漁業の早期再開、漁港利用者や漁村住民の安全確保を充実する必要がある。 

漁港・漁村の防災・減災対策の推進 

・漁港・漁村の防災・減災計画に基づく関連施設整備（防波堤、係留施設、避難路、避難場所等）を
推進する。 
・必要に応じて、漁港の施設配置等の再検討する。 
・地震・津波発生時の円滑な避難のため、防災訓練、避難訓練を実施する。 

今後の推進方策② 

・避難路、避難施設、防災安全施設（誘導灯、防災無線など）防災・減災施設の整備 

実現手段(施策対象、整備メニュー） 

 
防災機能が強化された漁村の割合：○○％ 
※現在の成果目標の達成方法が曖昧であるため、一定の基準を検討する必要あり（例えば、防潮
堤等の施設高さを上回る「レベル２」津波時に対応した避難施設。等）。 

目標(成果目標の提案、地区数) 

推進に向けて必要となる取組 



 
 東日本大震災では、津波により多くの外郭施設や係留施設等が被災したことを受け、今後の災
害に備えた、耐震・耐津波のための性能設計等新たな設計手法を導入する必要がある。 
 また、拠点漁港の流通・防災機能の構造強化を図るとともに、今後の地震の発生確率が高い、東
海・東南海・南海地震の対策強化地域等における漁港の防災対策を実施する必要がある。 

漁港施設の耐震・耐津波対策の推進 

 
・今後の地震発生確率が高い地域での防災・減災計画の見直しにあわせた早急な対策を実施す
る必要がある。 
・東日本大震災では、防波堤等により津波低減効果が発揮できるよう漁港施設の耐震・耐津波対
策を実施する。 
・上記を実施するための新たな設計手法を導入する。 

推進に向けて必要となる取組 

今後の推進方策③ 

 
【整備対象】拠点漁港 
【整備メニュー】新たな設計手法による外郭施設、係留施設の整備 

実現手段(施策対象、整備メニュー） 

 
耐震・耐津波強化を実施した拠点漁港の割合：○○％ 

目標(成果目標の提案、地区数) 



漁港漁村のエコ化について 



 
○温暖化防止・ＣＯ２排出量の削減が求められている。 
  ・政府目標は２０２０年までに１９９０年比で２５％削減が目標。 
○太陽光発電の余剰電力買取制度がスタート（2009年） 
  ・太陽光発電によって発電した電気のうち、自家消費せずに余った電力を電力会社が買い取る制度 
○再生可能エネルギー特別措置法が平成２３年８月に成立。 
  ・再生可能エネルギーから作った電気を、国が定めた単価（固定価格）で、一定の期間、電力会社が買取ることを義務付けるもの。 
○福島第１原子力発電所の事故を受け、脱原発・再生可能エネルギー導入の促進と省エネ社会の実現が求められている。 

エコ化に関する社会情勢 

漁港でのエコ化への取り組みは、
まだ事例が少ない 

漁港におけるエコ化の現状 

 
○漁港への再生可能エネルギーの導入は、照明灯・標識灯での実績はあるものの、荷さばき所、冷凍・冷蔵施設や漁船等の大電力を使

用する施設への導入事例はまだ少ない。 
○漁業経営経費の縮減による漁業経営の効率化が求められている。 

漁港エコ化の現状 

■漁港施設への自然エネルギー導入状況 ■波崎漁港（茨城県）での風力発電の概要 

施設名 漁港数 種類 

製氷施設 1 風力 

蓄養施設 1 太陽光 

照明灯、標識灯 189 太陽光、風力 

事業主体 波崎漁業協同組合 
事業費 ２６６，８２６千円 

年間予想発電量 １，９８７千 ｋ Wh ／ 年 
CO2 削減効果 ７３７トン／年 

運
転
実
績 

（平
成
一
八
年
度
） 

総発電量 ２，７０２千 ｋ Wh ／ 年 
CO2 削減量 １，０８０トン／年 

電力費削減効果 

６，６４０千円 

前年度電力費１３，９２７千円
に対し４７．７％の削減効果 

製氷施設の付帯施設として導入 



 
 
 漁港のエコ化とは、漁港※）において、使用されるエ
ネルギー量の削減、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、エネルギーコストの削減
を図りつつ、漁業活動のおける活動に伴い排出され
る二酸化炭素量の削減を行うこと。 
※）漁港とは、漁港漁場整備法第２条、第６条に定められた
区域。なお、漁港区域外における取組みが、漁港区域内での
取組みに密接に関係のある場合には、当該取組みも考慮す
ることとする。 
 

漁港のエコ化の定義 

 
 漁港におけるＣＯ２排出量の削減のための具体的な手法は、エネルギー使用量の削減対策、電
動化、再生可能エネルギーの活用 
●エネルギー使用量の削減対策 
  ・消費するエネルギー量を削減することによりＣＯ２排出量を削減 
●化石燃料使用量の削減対策 
  ・車両・漁船の電動化とそれに対応したインフラ整備によりＣＯ２排出量を削減 
●再生可能エネルギーの活用 
  太陽光発電や風力発電等の再生可能エネルギーを活用することによりＣＯ２排出量を削減 
 ※）電力会社に売電した電力分については最終的には他の電力需要者に供給されることから
CO2削減効果を有するとみなす。 

漁港のエコ化の手法 

漁港のエコ化とは 

■漁港のエコ化のイメージ 



 
全量買取制度又は余剰電力買取制度の下で、漁港への風力発電施設や太陽光発電施設等の導
入の採算性を最大限に確保する手法が確立されていない。 

制   度   の   活   用 

 
発電施設の塩害（錆や太陽光パネルへの塩の付着）、鳥害（糞・羽根の太陽光パネルへの付着、風
力発電のバードストライク等）への対策方法が確立されていない。 

技   術   的   課   題 

 
 
漁港施設の電力消費の特性や風力、太陽光等の再生可能エネルギー発電の電力不安定性に対
応した、漁港施設内での最適な発電・消費の組み合わせ方法が確立されていない。 
 

発電・消費の組合せ 

発電・消費の組合せの最適化手法の確立 技術的課題の検証 制度の活用法の確立 

漁港のエコ化を推進するにあたっての課題 

【今後の推進方策】 

意識改革 

 
再生可能エネルギーの利用は初期投資等の財務面からハードルが高い状況ではあるものの、節
電、節水、作業効率の向上等、費用負担を生じない個人の心がけから始める省エネ対策もあるの
ではないか。 

意     識     改     革 



 
 
 漁協等が再生可能エネルギー発電施設などCO2削減のための施設を導入するにあたっては、施
設の採算性が確保できるかが課題。 
 施設の採算性を確保するため、買取制度等の各種制度を有効に活用することが重要。 
  ・余剰買取制度   ・全量買取制度   ・国内クレジット制度 (CO2排出量取引） 
 

漁港のエコ化に活用できる各種制度 

再生可能エネルギー電気の買取制度など 

太陽光発電
50kWh

売電
100kWh

買電
50kWh

風力発電
50kWh

荷捌き所、製氷施
設、冷凍・冷蔵庫等

需要量
50kWh

■余剰電力買取制度の利用イメージ ■全量買取制度の利用イメージ 

・対象となる再生可能エネルギーが太陽光発電のみ。 
・太陽光発電の発電時間と漁港の施設利用時間が異なるため、余
剰電力が発生しやすい。 

・太陽光発電、風力発電、水力発電、地熱発電、バイオマス発電の５つが
対象となる。 
・漁港内で必要な電力はこれまで通り、電力会社から購入することが必要。 

再生可能エネルギー発電 
（太陽光発電のみが対象） 

自己消費 
40kWh 

売電 
60kWh 

買電 
0kWh 

荷捌き所、製氷施 
設、冷凍・冷蔵庫等 

発電量 
100kWh 

需要量 
100kWh 



種類 効果 特長 課題等 

太 陽 光 発 電 
 

発電量に応じてCO2排
出量を削減。 

施設屋上や屋根といった、未
使用スペースを発電設備設
置場所に利用可能。 

・荷捌き所は夜間や早朝に利用することも多いため、太陽光発電による
発電電力の供給を直接受けることは困難であり、蓄電池の設置が必要。 
・冷凍・冷蔵庫や貯氷施設のように日中に大量の電力を使用している
場合には太陽光発電による発電電力を直接利用することができるが、
設置用地の制限により、施設消費量の全量を賄うことはできない。 
・海に近接しているため、発電設備に対する塩害や鳥害が懸念。 
・被災地域を含めた太平洋岸沿岸で日射量に恵まれている。 
・発電コストは37～46円/kWh 
※火力発電（石油）は10.0～17.3円/kWh 
  火力発電（石炭）は5.0～6.5円/kWh 

風 力 発 電 
 

発電量に応じてCO2排
出量を削減。 

太陽光発電と比較して設置
面積当たりの発電量が多い。 

・強風の際に多く発電されるが、一方出漁できないため陸揚量が少なく
電力使用量も低下するため、需要と供給のアンバランスが生じる。 
（※風速7.0～10m/sが休漁の目安となっている） 
・全量・余剰買取制度を活用することで上記の課題は解決できる。 
・騒音や電波障害、バードストライクといったことが懸念される。 
・洋上風力発電については、藻場、干潟、水産資源への影響や、漁業
活動へ支障を来すことが懸念される。 
・今般の震災で被災を受けた地域は風況に恵まれた地域 
・発電コストは10～24円/kWh 

雪 氷 熱 利 用 
空調等の冷熱源として
利用することで、CO2
排出量を削減する。 

積雪地では無尽蔵にある雪
氷をエネルギー源として利用
できる。 

・雪を保存しておくために断熱加工を施した大規模な容器が必要。 
・苫前漁港（北海道）で行った畜養水の冷却の実証試験では、初期費
用、維持管理費を含めたエネルギーコストは10円/kWh 

波 力 発 電 
発電量に応じてCO2排
出量を削減。 

無尽蔵にある波の力をエネ
ルギー源として利用できる。 ・実証実験段階の技術である。 

潮 流 発 電 
発電量に応じてCO2排
出量を削減。 

潮の干満は規則的であるた
め、計画的に発電を行うこと
ができる。 

・実証実験段階の技術である。 

漁港で活用が想定される様々な再生可能エネルギー 



漁村の振興について 



 

○ 漁業者の高齢化、漁村人口の減少、漁業所得の伸び悩み等による漁村の活力の
減退 
・ 漁村の衰退は、沿岸漁業をはじめとする漁業の衰退、地先漁場の管理や藻場、魚
付き保安林等の保全活動等が不十分となり多面的機能の発揮に支障が懸念。 

漁村の衰退 

 
○ 資源評価が行われている資源のうち4割は低位水準。近年、低位の割合はやや減
少、中高位はやや増加。 

 ・ 海洋環境による影響のほか、沿岸域の開発等により産卵・育成の場となる藻場・干
潟の減少、一部の資源で回復力を上回る漁獲が行われたこと等が要因。 

水産資源の低迷 

漁村の課題 



漁村活性化のあり方について －中間取りまとめの概要－ （平成21年7月） 

活性化の必要性 

◎上記の懸念を払拭するためには、漁村
活力の向上・維持が不可欠。その際、人口
規模等の面で漁村の存続が図られるよう、
水産業の振興に加え、都市漁村交流、UJI
ターンや二地域居住の促進などに積極的
に取り組むことが必要。 

必要な取組 

◎取組の柱は以下の通り。 
 
 ・都市との交流促進 
 
 ・地域資源の 
      保全・活用 
 ・海業の振興 
 
 ・水産業の振興 
 
 ・生産環境の改善 
 
 ・生活環境の改善 
 
 ・減災力の向上 
 
◎漁村活性化の実現には、地域の自発
的取組が重要であり、地域住民が主体
となった取組が不可欠。このためには、
新たな活動の中核的役割を担う人材の
育成等が必要。 
◎国や地方公共団体は、生活・生産基
盤の整備に加え、地域の自発的取組を
成功に導くための支援、新たな取組の
促進、優良事例に関する情報提供など
を推進することが必要。 

訪れたくなる
漁村づくり 

働きたくなる
漁村づくり 

暮らしたくなる
漁村づくり 

・海の環境保全等 
海を守る 
漁村づくり 

◎魅力ある地域資源を発見又は
再発見し、その付加価値を創造
した上で、得られた生産品等を情
報発信するなど、地域の魅力を
向上 
◎高度衛生管理型施設や軽労
化施設の整備など、快適な労働
環境を創出。地域資源の価値創
造に取り組み安定的な雇用と所
得機会を提供 
◎生活基盤の整備、防災関係施
設の整備など、安全かつ安心し
て生活できる環境を実現 

活性化の方向性 

＜目指すべき新たな漁村の姿＞ 
◎地域資源を活かした魅力的で、
個性的な漁村 
    ・・・・・（訪れたくなる漁村） 
◎快適な生産環境で、安定的な
収入が得られる豊かな漁村 
    ・・・・・（働きたくなる漁村） 
◎災害に対し安全で、快適な生
活環境を提供できる漁村 
    ・・・・（暮らしたくなる漁村） 

◎海の公益的機能を発揮す
るためには、漁村の人々の
活動が不可欠。 

◎漁村の活性化は、海の公益的機能を発
揮するために重要。 

漁業経営の不振 

水産業全体の不振 

・就業機会の減少 
・著しい高齢化 
・人口流出・減少 
・教育・医療・交通機関等の社会的サービ
スの低下 

漁村における問題 

生活・生産環境の
立ち遅れ 

・水産物の供給力の低下 
・国民の多様なニーズへの対応が困難 
・海の公益的機能発揮への支障 

今後の懸念 



今後の推進方策 

 
④ 漁業者や地域住民が住み続ける
ことが可能な漁村の存続 

 
② 地先漁場や資源の適切な管理と
持続的利用 

 
       

 
① 地域における多種多様な資源の

有効活用 
    

 
③ 漁業者や地域住民が定住し、働く
ことができる地域づくり 

里海の保全・創出 漁業・漁村の６次産業化 
  及び海業の推進 

生活環境の改善、雇用の確保 限界集落化の防止 



 
  地域における多種多様な資源の有効活用 

漁業・漁村の６次産業化及び海業の推進 

 
・付加価値の向上による水産資源の有効活用 
・漁業と２次・３次産業との融合による地域ビジネスの展開や新たな産業の創出 
・魅力的な景観等地域資源を活用した海業の推進 

実現性（整備推進のための動機付け） 

今後の推進方策 案① 

 
【整備メニュー】６次産業化・海業に必要な中核的施設の整備 
 ・水産物加工処理施設、直販施設等 
 ・交流施設 

実現手段(施策対象、整備メニュー） 

 
【成果目標】６次産業化・海業に取り組む地区割合の向上（○％⇒○％） 
【事業量】 整備地区数：○地区 

目標(成果目標、事業量) 



 
 地先漁場や資源の適切な管理と持続的利用 

里海の保全・創出 

 
・水産資源が保護・培養される漁場環境を実現 
・地先漁場の適切な保全により持続的な生産活動を実現 

実現性（整備推進のための動機付け） 

今後の推進方策 案② 

 
【整備メニュー】 
 ・産卵・育成の場となる藻場・干潟の創出   
 ・（漁場保全活動の取り組みに対する支援策） 

実現手段(施策対象、整備メニュー） 

 
【成果目標】 （管理された）里海から水揚量の増加（○％⇒○％） 
【事業量】 里海の整備・指定（○ha） 

目標（成果目標、事業量) 

里海の定義（柳 哲雄：九州大学教授） 
「人手が加わることにより、生産性と生物多様性が高
くなった沿岸海域」 



 
 沿岸漁業者が定住し、漁業が存続できる地域づくりを目指す。 

生活・生産環境の改善、雇用の確保 

 
・資源生産力、漁港機能、労働環境等の改善により、暮らしやすさの向上 
・漁業・漁村の６次産業化・海業の推進により、雇用機会の創出 

実現性（整備推進のための動機付け） 

今後の推進方策 案③ 

 
【整備メニュー】 
 ・集落環境施設の整備 
 ・６次産業化・海業の中核的施設の整備 

実現手段(施策対象、整備メニュー） 

 
【成果目標】汚水処理普及率の向上（Ｈ２２年５３％→Ｈ２３年概ね６０％→○％） 
【事業量】整備地区数（○地区） 

目標(成果目標、事業量) 



 
 漁業者や地域住民が定住し、働くことができる地域づくり（生活環境の改善、雇用の確保） 

限界集落化の防止 

 
・６次産業化・海業による雇用の場の創出、所得の確保 
・地域の魅力を高め、交流定住人口を確保 
・漁場保全活動の推進による水産資源の維持・増大 

実現性（整備推進のための動機付け） 

今後の推進方策 案④ 

 
【整備メニュー】 
・６次産業化・海業に必要な中核的施設の整備［再掲］ 
・集落環境施設の整備［再掲］ 
・産卵・育成の場となる藻場・干潟の創出［再掲］ 
（・漁場保全活動の取り組みに対する支援策［再掲］） 

実現手段(施策対象、整備メニュー） 

 
【成果目標】 活力ある漁村（存続型集落等）の数の維持（○地区⇒○地区） 
【事業量】   方策案 ①～③を踏襲。 

目標(成果目標、事業量) 
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○平成21年の我が国の漁業・養殖業生産量は543万トンで、対前年比2.9％減。生産額は、対前年比9.5％減の１兆4,730億円。 

漁業・養殖業の生産量の推移 

我が国の漁業生産と漁業就業者の推移 〔参考〕  
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○漁業就業者数は平成２１年で約２１万人。平均年齢は５６．２
歳（平成２０年）。 
○新規就業者数は平成２１年で２，００２人。 

漁業就業者の推移 

資料：農林水産省「漁業・養殖業生産統計」 

遠洋漁業 

沖合漁業 

沿岸漁業 
海面養殖業 

内水面 
漁業・養殖業 

昭和59年生産量ピーク（1,282万トン） 

平成21年 
（543万トン） 

年 

万トン 

万人 

※括弧内は各年における年齢区分の占める割合（単位：％） 



漁村のおかれている現状 〔参考〕 

■漁村の人口・高齢化率の推移 
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■漁家率と人口減少 

■下水道等普及率と自動車交通可能道比率 

漁港背後集落における 
漁家率別人口減少率 

（H13年度の人口を100％とする） 
集落の
漁家率 

※漁家率：集落世帯数に占める漁家世帯の割合 
資料：水産庁調べ 

資料：漁村（水産庁調べ Ｈ２２） 
    小都市：「平成１７年度公共施設状況調」（総務省） 
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資料：漁村の人口推移と高齢化率は水産庁調べ、日本の高齢化率は
平成12年、17年は総務省「国勢調査」、その他の年は「人口推計」 
 

○漁村は全国平均と比べ高齢化率が高い。 ○漁家率が高い集落ほど人口の減少率が高い傾向。 

○漁村は都市部と比較して生活環境整備水準に遅れ。 

施設名 漁村 小都市 

下水道等普及率 53.3％ 67.6％ 

自動車交通可能道比率 77.0％ 82.5％ 



漁港の管理について 



 
○水産業の拠点として背後に地方公共団体、民間の水産関連施設が集積している。 
○未利用・低利用の漁港施設用地が全国各地の漁港に見受けられるが、漁協、民間事業者等による有効活用の
状況は低調。 

漁港施設用地の利用状況 

漁港の有効利用 

 
○沖合・遠洋漁業の衰退により、全国の漁業生産量は半減、特３漁港の陸揚金額は最盛期の約５割。 
○３種を含む拠点漁港は、最盛期に計画・整備されたものが多く現在の漁業生産構造と乖離している。 

漁業生産構造の変化 

法第37条の2による貸付 1件

部長通知による有効利用 6件

■平成19年度以降の利活用の状況 
 （平成23年6月時点） 

 
○簡易代執行制度の導入、小型船舶の登録等に関する法律による所有者の確知等の対策を行ってきたが、プレ
ジャーボートの放置艇数は年々減少しているものの依然として全隻数の約５割を占める。 
（H２２ 確認艇５万１千隻、放置艇２万７千隻、放置艇率５３％） 

プレジャーボートの放置艇 

漁港施設等の有効活用が課題 



 
・未利用・低利用の漁港施設用地の有効活用が進んでいない。 
・特に、民間事業者等による利用が進んでいない。 

漁港施設用地 

 
・漁港施設等の未利用・低利用化、配置の不整合・非効率化、老朽化の進行。 
・漁港利用の用途拡大等漁港空間の利用のあり方の検討が不十分。 
・民間資本・能力のあり方の検討が不十分。 

漁港空間 

 
・漁港の放置艇対策は漁港における漁船や漁業者とのトラブル解消が目的であり、港湾・河川を
含めた地域全体の放置艇対策となっていない。 
・保管場所確保の義務化が法制化されていないことから、既存の収容施設への放置艇の収容が
進まず、放置状況が解消されていない。 
・プレジャーボートを受け入れることによる地域振興策（６次産業化）を含めての検討が不十分。 

漁港施設 

整備要件の規制緩和 放置艇対策の推進 多面的な活用の推進 

漁港の有効利用の課題と今後の推進方策 

【今後の推進方策】 



 
 漁港施設用地のより一層の有効利用を促進するためには、施設整備可能団体や整備可能な施
設種類についての規制を緩和する必要がある。 

整備要件の規制緩和 

 
・現状では漁港での整備要件により、地域振興に資する施設などは地元ニーズに対応した施設整
備が進みにくい状況がある。 
・地元ニーズに対応した施設整備を行うための規制緩和を行うことで、漁港施設の有効利用促進
に寄与できる。 

実現性（整備推進のための動機付け） 

今後の推進方策（漁港施設用地） 

 
・漁港漁場整備部長通知に示されている要件の緩和を図る。 
・民間における活性化施設（直販、交流体験施設等）の整備。 
・地方公共団体等における、食材提供施設、釣り堀、多目的広場等の整備。 

実現手段(施策対象、整備メニュー） 

 
規制緩和の実現 

目標(成果目標の提案、地区数) 



 
 これまでの漁港における漁船や漁業者とのトラブル解消に加えて、港湾・河川や地域振興策との
連携を含めた、新たな考え方の下で放置艇対策を推進する。 

放置艇対策の推進 

 
・放置艇を漁港で収容することにより、未利用・低利用の漁港の有効活用が期待される。 
・地域振興策と連携することで、漁港施設用地の有効活用も実現できる。 
・実現に向けては、港湾・河川など行政間の連携や保管場所確保の義務化の法制化も必要となる。 

実現性（整備推進のための動機付け） 

今後の推進方（漁港施設） 

 
・保管施設整備に加え沈・廃船処理を盛り込んだ計画の策定 
・既存漁港施設も有効利用したフィッシャリーナ関連施設（ビジターバース、駐車場、休憩施設等）
の整備の実現 

実現手段(施策対象、整備メニュー） 

 
放置艇隻数の削減：H２２ ５３％ → H３２ ０％ 

目標(成果目標の提案、地区数) 



 
 水産都市において、民間所有を含む水産関連施設の機能・配置の再編・高度化を行うことで、既
存の漁港施設や漁港空間の有効かつ多面的な活用を図る。 

多面的な活用の推進 

 
・指定管理者制度、民間への土地貸し付け、民間へのテナント誘致、ＰＦＩ事業の導入等、民間活力
の活用を図ることで、漁港の有効活用が期待される。 
・規制緩和と併せて、より効率的かつ合法的に水産活動の効率化・コスト削減が図られ、強いては、
新たな空間を活用した、水産都市の６次産業化や地域振興が期待される。 

実現性（整備推進のための動機付け） 

今後の推進方策（漁港空間） 

 
・水産関連施設の機能・配置再編のための新たな配置計画の考え方の検討 
・民間資本・能力を最大限に発揮するための支援方策の検討 
・地域振興に資する空間利用方策の検討 

実現手段(施策対象、整備メニュー） 

 
新たな未利用・低利用施設の活用方策の確立 

目標(成果目標の提案、地区数) 
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