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○漁港漁場整備には、多大な投資と期間
が必要であり、長期的な視野に立って計
画的に推進することが必要。 

 
○一定期間内に達成すべき成果目標とそ
のための事業量を国民に提示することに
より、効率性・透明性・客観性を確保する。 

このことを踏まえ、 
 
○計画期間中に求められる喫緊の重点課題を明確化。 
○事業を効果的に推進する観点から、事業の絞り込みを行うなど、長期的な視点に立って、
戦略的に事業を推進。 

 
○東日本大震災を踏まえた防災・減災対
策、漁業情勢の変化、消費者ニーズの
多様化などの状況の変化に的確に対応
する。 

 
○現行の長期計画が平成２３年度末を
もって終期を迎えることから、今後の整
備方向を決定する。 

長期計画を作成する意義 長期計画を見直す必要性 

次期漁港漁場整備長期計画の策定の必要性 



（１）基本的考え方 
   ・東日本大震災の被災地の復旧・復興及び全国的な防災・減災対策の推進 
     ・水産基本計画との密接な連携のもと、漁港漁場整備の着実な推進 
   ・重点的に取り組むべき課題の明確化による国民に分かりやすい事業の推進 
    
（２）実施の目標（例） 
    次の基本課題に重点的に取り組む。 
 

  ①災害に強い安全な地域づくりの推進 
    被災地の復旧・復興を推進するとともに、大規模な地震・津波・台風等の発生が予測される地域にあ

る漁港漁村の防災・減災対策を強化。 
    ・被災地の漁港漁場漁村の復旧・復興、被災した生産・流通拠点漁港への漁港機能の集約 
    ・被災した生産・流通拠点漁港における防波堤、陸揚岸壁の耐震・耐津波強化 
      ・漁業関係者、地域住民・来訪者の安全を確保するため、避難路・避難施設の整備 
    ・今後、地震津波等の発生が予想される地域にある漁港漁村のハード・ソフト対策の推進 
                               

次期漁港漁場整備長期計画の構成（案）ついて 

補足説明資料１、２ （Ｐ１～Ｐ５） 



  ②水産物の安定供給・国際化に対応できる力強い水産業づくりの推進 
    流通拠点漁港においては、高度な衛生管理対策を推進する。老朽化した漁港施設については、計

画的な長寿命化対策を講ずる。また、漁村の振興に資する対策を推進する。 
       ・流通拠点漁港における高度衛生管理体制の構築 
     ・既存漁港施設の長寿命化を図るための適切な維持保全 
     ・CO2やエネルギーコスト縮減により効率的な漁業経営に資する再生可能エネルギーの活用促進      
     ・６次産業化の取り組みによる漁村の活性化 
       ・漁村の生活環境の改善 
             
 
  ③豊かな生態系の保全・創造による水産資源の回復・生産力の向上 
    沿岸並びに沖合域において水産生物の生活史を踏まえ、海域環境・生態系の保全・創造を図る。 
    ・藻場・干潟の保全・造成、底質改善、魚礁設置等による生息環境空間整備 
        ・つくり育てる漁業や資源管理と連携した漁場整備による基礎生産力の向上 
    ・沖合域における水産資源の積極的な保護・育成の推進、沖合漁場の整備（幼稚仔保育場、親魚

のい集場等に応じた好適生息環境の整備） 
    ・自然環境の変化等に適切に対応できる順応的な管理手法の導入 
 
 

（３）事業量 
       水産基盤整備事業の事業量については、成果目標を設定し、目標を達成するために必要な今後５

年間の事業量を検討。 

補足説明資料３～７ （Ｐ６～Ｐ１０） 

補足説明資料８ （Ｐ１１） 



次期漁港漁場整備長期計画の 
検討の視点について 

補足説明資料 



 
●地震津波に対応した外郭施設等の整備、岸壁・道路・用地等の一体的な
嵩上げ・耐震化等の実施。 

●高度衛生管理型荷捌き所・岸壁、流通・加工施設等の整備。 
●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

化等の減災対策。 
●漁港施設の耐津波対策の確立、実施。 
●漁港間での機能集約と役割分担を踏まえた必要な施設・機能の整備。 

漁港の復旧・復興  

必要な施策 

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。 
【目標の例】   
 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回復 

目        標 

 
●地震・津波により被災した漁港施設の早期かつ計画的な復旧・復興 
●防災・減災対策の充実 

補足説明資料１ 

津波漂流物対策施設 

※ 北海道開発局資料 

係留していた漁船が津波により移動。 
対策施設により捕捉。 

施設設置状況写真 

課      題 



漁村の復旧・復興  

 
●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。 
●居住地の嵩上げや漁業活動の再開意志等、

住民の意向を踏まえる必要。 
●被災漁村の津波防災緊急点検の実施。 
●避難対策（避難施設・経路、公共施設の管理

方策）の見直し。 

必要な施策 

 
災害に強い漁村づくりを目指し、漁村の早期かつ計画的な復旧・復興を図る。 
【目標の例】 
 ・被災漁村の復旧・復興事業の実施率 
 ・ 津波レベルに応じて防災・減災対策が講じられた漁業集落数 

目     標 

 
  
 ●安全な集落の早期かつ計画的な復旧・復興 
 ●防災・減災対策の強化 
 ●コミュニティの維持、６次産業化 
   

津波ハザードマップの事例 

※「漁業地域の減災計画マニュアル」（水産庁漁港漁場整備部）より 

課      題 



漁場の復旧・復興 

 
●広域的な水域環境修復のための漁場整備の推進。 
●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。 
●漁場施設、藻場・干潟等の被害状況調査。 
●漁場環境修復のための技術開発（例：災害廃棄物

（コンクリートがら等）の活用方策等）。 

 
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。 
【目標の例】 
 被災した漁場施設の機能回復率  

 
●被災地域の漁場環境の改善と資源回復 
●漁港及びその周辺水域を利用した増殖場の造成など施設の有効活用 
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●東日本大震災の経験を踏まえ、最大クラスの地震・津波を想定した防災・減災対策を検討し、「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」に必要な対策を盛り込む。 

●避難路、避難施設、防災安全施設（誘導灯、防災無線など）等の防災・減災施設の整備。 
●漁港内にある給油施設等の危険物取扱施設の配置等を再検討。 
●地震・津波発生時の円滑な避難のため、防災訓練、避難訓練の実施。 

全国の漁港・漁村の防災・減災対策 

 
●東日本大震災を踏まえた漁港・漁村の防災・減災対策の見直し 
●漁村における防災・減災計画の策定数の増加 
●津波防災に対応した関連施設（防波堤、避難施設、避難路等）の整備 
●給油施設等の危険物取扱施設の配置等の再検討（土地利用の見直し） 
  

補足説明資料２ 

※中央防災会議資料より 

漁港利用者等の安全確保のため、漁港・漁村
の防災・減災対策を推進。 
【目標の例】  
・漁港利用者が安全に避難できるよう施設整
備された拠点漁港、防災機能が強化された
漁村              

必要な施策 

目     標 

課      題 



 
●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 

 
●地震発生確率が高い地域等において早急な防災・減災対策を実施する必要。 
●漁港施設の耐震・耐津波対策を踏まえた新たな設計手法の導入。 
●新たな設計手法による外郭施設、係留施設の整備。 

全国の漁港施設の耐震・耐津波対策 

 
拠点漁港の流通・防災機能の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推進。 
【目標の例】  耐震・耐津波強化を実施した拠点漁港 

 
 

地震・津波に対応した構造物の例 

(対策例） 

必要な施策 

目     標 

課      題 



漁港の衛生管理は、今後とも推進する必要 
【目標の例】 
 ・高度な衛生管理の下出荷される水産物の

割合を向上 
 ・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
を向上 

 
 
 ●流通拠点漁港の整備を急ぎ、高度に衛生管理された水産物の取扱割合を増加。 
 ●中でも、全国の陸揚げの３割を占める特定第３種漁港は、特に急ぐ必要。 

 
●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）。 
●施設面に加え、管理運営面を考慮した漁港の衛生管理基準（検討中）の策定、運用。 
●特定第３種漁港においては、国が高度衛生管理計画を策定し、対策を推進。 
●消費地において衛生管理の取組みに関するＰＲの強化。 
●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水産物の付加価値向上。 

水産物の衛生管理体制の構築 補足説明資料３ 

必要な施策 

目     標 

課      題 



   ●漁港施設の機能保全計画の策定を推進。 
   ●漁港施設の機能保全計画に基づいた漁港施設の予防・保全対策の実施。 

 
●漁港管理者（特に、市町村）による漁港施設の円滑な機能保全計画の作成に向けた「漁港施設の機能保全計

画作成マニュアル（仮称）」の作成、普及。 
●簡便な機能診断手法による漁港施設の老朽化状態の把握や健全性を評価できる技術の開発。 
●漁港施設の機能保全計画に基づき適切な予防・保全対策の実施。 

適切な機能保全対策（ストマネ）の推進 

 
【目標の例】  
・拠点漁港における機能保全計画の策定地区数 
・拠点漁港における機能診断済の施設延長 

補足説明資料４ 

矢板表面を被覆し、
腐食の進行を抑えて、
施設の長寿命化を
図る。 

鋼製矢板部分の腐食が
進行している。 
このまま腐食が進むと
耐力を失い、倒壊する
恐れがある。 

必要な施策 

目     標 

課      題 



漁港のエコ化の推進 

 
●漁港は、水産物の流通・加工の拠点であり、多くの電気や燃油を消費する漁港施設が立地し、また漁船への

燃油供給が行われる等、エネルギー消費と温室効果ガスの排出が行われている。 
●地球温暖化防止・ＣＯ２排出量の削減と漁業経営の改善が求められる中、漁港におけるエネルギーコストの縮

減とＣＯ２排出量の削減を図る「漁港のエコ化」が必要。 

●漁港におけるエネルギーコストの縮減及び
二酸化炭素排出量削減のための具体的な
手法の検討。 

●各漁港での取り組みを評価するための指標
等の評価手法の検討。 

●現地調査等を通じた漁港のエコ化に関する
技術的検討と成果の公表。 

●買取制度の活用等による再生可能エネル
ギー発電施設の導入。 

補足説明資料５ 

風力発電 

荷捌き施設、製氷施設、 
冷凍・冷蔵庫などの屋上に 
太陽光発電施設を設置 

電動漁船への給電 

・温暖化防止・ＣＯ２排出量の削減への貢献 
・電力の安定供給・省エネ社会の実現への貢献 
・漁業経営の改善 

必要な施策 

目     標 

課      題 



 
 ●６次産業化の推進  
 ●生活・生産環境の改善、雇用の確保 
  

●産卵・育成の場となる藻場・干潟の創出。 
●地先漁場の適切な保全により多種多様な

水産資源を確保し、持続的な生産活動を
実現。 

●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。 

●資源生産力、漁港機能、労働環境、生活
環境等の改善により、暮らしやすさの向上。 

●水産物加工処理施設、直販施設、交流施
設。 

●集落環境施設の整備。 

 
【目標の例】    
・６次産業化に取り組む地区割合の向上 
・ 汚水処理普及人口の向上 

漁村の振興 補足説明資料６ 

必要な施策 

目     標 

課      題 



 
   ●漁業情勢（陸揚量、利用漁船数等）の変化に応じ漁港施設を柔軟に活用。 
 ●水産都市においては、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。 
   ●漁港の放置艇対策については、河川、港湾での対策と連携しつつ対応。 

●漁港施設用地の有効利用に関する規制の緩和。 
●指定管理者制度、民間への土地貸付け等民間活力

を活用。 
●放置艇対策については、港湾・河川など行政間の連

携。 
●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。 
●水産関連施設の機能・配置再編のための指針の検討。 

漁港の有効利用 

 
【目標の例】   フィッシャリーナ等によるプレジャーボート

等の受け入れ、地域の放置艇解消への貢
献 

補足説明資料７ 

プレジャーボート係留施設（フィッシャリーナ※） ） 
（石田漁港） 

※）フィッシャリーナとは、漁港における漁船と漁船以外の 
  船舶との利用調整をするための施設。 

必要な施策 

目     標 

課      題 



水産環境整備（生態系全体の生産力の底上げを目指し、水産生物の生活史に対応した良好な生息環境空間を
創出する整備）を推進 
【目標の例】 漁場整備による水産物生産量の増産 

 ●我が国周辺水域における水産資源の生産力の向上と豊かな生態系の維持・回復 

 
●対象生物の生活史に対応した水産環境整備マ

スタープランの導入 
●藻場・干潟の保全・造成、底質改善、魚礁設置等

の総合的な水産生物の生息環境空間整備 
●湧昇マウンド礁等沖合漁場の開発 
●広域的に連携した漁場整備の推進体制の充実 
●順応的な管理手法の導入による漁場整備の充

実と、海域全体の生産力の評価手法の検討 
●モニタリングの充実と事業基本計画へのフィード

バック 
●漁業者自らによる環境・生態系保全活動、資源

管理施策、栽培漁業等との連携 
 

水産環境整備の推進 補足説明資料８ 

必要な施策 

目     標 

課      題 
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