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地域資源の多面的な活用と調和地域資源の多面的な活用と調和
した活力ある漁村地域の整備した活力ある漁村地域の整備

平成２３年１１月１８日



Ⅰ．漁港漁村及び地域資源の現状

１



ⅠⅠ－１．－１．漁港の現状①漁港の現状①

○○ 日本沿岸の津々浦々に、２，９１４港の漁港が存在している。日本沿岸の津々浦々に、２，９１４港の漁港が存在している。○○ 日本沿岸の津々浦々に、 ， 港の漁港が存在して る。日本沿岸の津々浦々に、 ， 港の漁港が存在して る。
○○ 各地域の水産業形態にあわせ、効率的な水産業が営まれるよう漁港が整備され、我が国の水産業、漁業生各地域の水産業形態にあわせ、効率的な水産業が営まれるよう漁港が整備され、我が国の水産業、漁業生
産活動を支えている。産活動を支えている。

漁港の種類と役割

産地市場を漁港
の背後に有し水

○ 海岸線延長は3万5千kmであり
12kmおきに漁港が存在

産物流通の拠点
となる漁港
＜流通拠点＞

○ 各地域の水産業形態にあわせ、流
通拠点漁港、生産拠点漁港、小規模
漁港により機能分担

大規模な養殖機
能や避難機能を
有するなど水産
物生産活動の

○ 水産物生産量は約540万トンで世
界第5位となっており、その7割以上は
漁港から水揚げされている。また、漁
業生産額は約1 5兆円である。物生産活動の

中核的な拠点
となる漁港
＜生産拠点＞

業生産額は約1.5兆円である。

○ 漁船登録数は約30万隻であり、そ
の7割は漁港を利用し、漁船以外（離
島航路 ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ等）の利用も約

沿岸漁業や養殖
業等の生産活
動を支える基盤
としての漁港

島航路、ﾌ ﾚｼ ｬ ﾎ ﾄ等）の利用も約
６万隻になっている、漁港はこれらの
漁船等を防護する役割も担っている。

○ 水産物の輸出額は1 955億円（農○ 水産物の輸出額は1,955億円（農
産物は2,865億円）となっている。

２



ⅠⅠ－１．－１．漁港の現状②漁港の現状②

○○ 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。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。

大規模地震の発生確率 東海・東南海・南海地震発生時の津波高さの予測

○○ 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。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。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。

大規模地震の発生確率 東海 東南海 南海地震発生時の津波高さの予測

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

３
今後も地震・津波が発生する危険がある



ⅠⅠ－２．－２．漁村の現状①漁村の現状①
○○ 漁村は、漁業者をはじめとする住民の生活の場であり、水産資源を国民に供給する漁業生産活動の基地。漁村は、漁業者をはじめとする住民の生活の場であり、水産資源を国民に供給する漁業生産活動の基地。
○○ 全国には ６２９８漁業集落（漁業センサス全国には ６２９８漁業集落（漁業センサス 20082008年）が形成され その多くは集居 密居集落で まとまりをも年）が形成され その多くは集居 密居集落で まとまりをも○○ 全国には、６２９８漁業集落（漁業センサス、全国には、６２９８漁業集落（漁業センサス、20082008年）が形成され、その多くは集居・密居集落で、まとまりをもっ年）が形成され、その多くは集居・密居集落で、まとまりをもっ
た漁業地域を形成。た漁業地域を形成。
○○ 漁港背後集落の多くは、過疎地域等条件不利地域に立地。また、崖や山が迫る狭隘な地形となっており、地漁港背後集落の多くは、過疎地域等条件不利地域に立地。また、崖や山が迫る狭隘な地形となっており、地
震や津波等の災害に脆弱。震や津波等の災害に脆弱。震震

○ 漁港の背後に立地する集落は4,648集落。
○ そのうち、離島地域、半島地域、過疎地域のいずれかに指定された

漁港の背後に立地する集落数漁業集落の形態

○ 漁業集落のうち９割は、密居・集居集落

うち、離島地域 うち、半島地域 うち、過疎地域
4 648 3 210 791 1 466 2 689

総数
離島地域・半島地域・過疎地域のいずれかに指定されている
地域

地域に立地しているものは約７割。
○ 高齢化率が50％以上の漁港背後集落は、離島地域では３割。漁業集落（6,291集落） 農業集落（135,163集落）

4,648 3,210 791 1,466 2,689
(100%) (69.1%) (17.0%) (31.5%) (57.9%)

525 495 231 188 426
［11.2%］ ［15.4%］ ［29.2%］ ［12.8%］ ［15.8%］

６５歳以上の
高齢者が
５０％以上を占
める集落数

漁港背後集落

資料：水産庁調べ（平成22年）
（注）地域指定には重複がある。［］内の数字は区分毎の漁港背後集落数（上段）に占める割合。
高齢化率：65歳以上人口/総人口

資料：2003年漁業センサス 資料：2000年世界農林業センサス

密居集落：主に市街化区域に見られる形態で 農家と農

漁港背後集落の立地特性

○漁港背後集落の約３割が急傾斜地に立地

密居集落：家と家とが密集し、市街地に連続している状態
の漁業集落。

集居集落：家が一定の区域に集まって敷地が隣接してい
る状態の漁業集落。

散居集落：家と家との間に広く田畑等が入っている状態の
漁業集落。

密居集落：主に市街化区域に見られる形態で、農家と農
家の間に非農家が混住して家と家とが密集し、
市街地に連続している状態の農業集落。

集居集落：平場、山場を問わず家が一定の区域に集まっ
て敷地が隣接し、居住地区と耕地が分離されて
いる状態の農業集落。

散居集落：主に平場の農業集落に見られる形態で、家と
家との間に広く田畑が入っている状態の農業集
落。

散在集落 主に山場の農業集落に見られる形態で 家が

○漁港背後集落の約３割が急傾斜地に立地
○集落の背後は、約５割が崖や山が迫る狭隘な地形

集落立地 集落背後地形

・漁業集落：漁港及び港湾背後の漁家４戸以上の集落
・漁港背後集落：ここでは漁港背後の漁家２戸以上、人口5000人以下の集落

散在集落：主に山場の農業集落に見られる形態で、家が
いくつかの谷あいに分かれ、家と家とがばらば
らに分布している状態の農業集落。

資料：水産庁調べ（平成22年） 急傾斜地：傾斜度が30度以上かつ斜面の高さが5メートル以上の崖地 ４



ⅠⅠ－２．－２．漁村の現状②漁村の現状②

○○ 水産業の不振や生活環境整備の立ち遅れなどにより、人口の流出、高齢化が進行。水産業の不振や生活環境整備の立ち遅れなどにより、人口の流出、高齢化が進行。
○○ 漁港背後集落の規模が小さ ほど漁家率が高く 漁業が重要な産業 方 漁家率の高 漁港背後集落ほ漁港背後集落の規模が小さ ほど漁家率が高く 漁業が重要な産業 方 漁家率の高 漁港背後集落ほ

漁村の人口・高齢化率の推移 漁港背後集落規模別の漁家率

○○ 漁港背後集落の規模が小さいほど漁家率が高く、漁業が重要な産業。一方、漁家率の高い漁港背後集落ほ漁港背後集落の規模が小さいほど漁家率が高く、漁業が重要な産業。一方、漁家率の高い漁港背後集落ほ
ど人口減少が進行。ど人口減少が進行。

○ 漁港背後集落の人口は年々減少しており、平成22年で約
235万人。

○ 漁港背後集落は全国平均と比べ高齢化率が高い。

高齢化率：各区分毎の総人口に占める65歳
以上の人口の割合

漁家率 集落世帯数 占 漁家世帯 割合
％

○ 漁家率が高い漁港背後集落ほど人口の減少率が高い傾向。

漁家率と人口減少
資料：漁港背後集落の人口推移と高齢化率は
水産庁調べ、全国の高齢化率は平成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（平成２２年）

○ 漁港背後集落は町村部と比較して生活環境整備水準に

下水道等普及率と自動車交通可能道比率

○ 漁港背後集落は町村部と比較して生活環境整備水準に
遅れ。

資料：漁港背後集落（水産庁調べ：平成22年） 町村：「平成１７年度公共施設状況調」（総務省）

注： １）自動車交通可能道比率とは、対象地域内の自動車道の総延長に対して最大積載量４トンの
普通貨物自動車が出入りできる自動車道の割合

２）下水道とは、漁業集落排水、公共下水、農業集落排水、その他集合処理、個別処理の計 ５



ⅠⅠ－３．漁村の地域資源をめぐる現状①－３．漁村の地域資源をめぐる現状①

○○ 漁村には 都会 住民から見 魅力的な産物 行事 景観や波力 風力など再生 能 ネ ギ など 地域漁村には 都会 住民から見 魅力的な産物 行事 景観や波力 風力など再生 能 ネ ギ など 地域○○ 漁村には、都会の住民から見て魅力的な産物・行事・景観や波力・風力など再生可能エネルギーなどの地域漁村には、都会の住民から見て魅力的な産物・行事・景観や波力・風力など再生可能エネルギーなどの地域
資源が存在。資源が存在。

○ 漁村には、新鮮な水産物、優れた自然環境、海水浴・潮干狩り・釣り等のレクリエーションの場、祭礼・信仰・
伝統文化、風力などの再生可能エネルギーといった様々な地域資源が存在。

漁業・漁村に存在する地域資源

６



農林水産業の多面的機能

ⅠⅠ－３．漁村の地域資源をめぐる現状②－３．漁村の地域資源をめぐる現状②
農林水産業の多面的機能の貨幣価値

○ 漁村は、住民の生活の場であるとともに、そこに人が暮らし事業を
営むことで、その「多面的機能」を発揮。

○ 農業
・ 洪水防止 （3兆4,988億円）
・ 保健休養・やすらぎ （2兆3,758億円）
水源涵養 （1兆5 170億円）・ 水源涵養 （1兆5,170億円）

・ 土砂崩壊防止 （ 4,782億円）
等

○ 森林○ 森林
・ 表面侵食防止 （28兆2,565億円）
・ 水質浄化 （14兆6,361億円）
・ 水資源貯留 （ 8兆7,407億円）水資源貯留 （ 8兆7,407億円）
・ 表層崩壊防止 （ 8兆4,421億円）
・ 洪水緩和 （ 6兆4,686億円）
・ 保養 （ 2兆2,546億円）
等

資料：平成21年度水産白書

等

○ 水産業・漁村

資料：日本学術会議答申及び関連付属資料（（株）三
菱総合研究所）（平成13年11月）

水産業 漁村
・ 環境保全機能
・ 物質循環補完機能
・ 保養・交流・教育機能
生態系保全機能

（6兆3,347億円）
（2兆2,675億円）
（1兆3,846億円）
（ 7 684億円）

濾過食性動物の濾過水量の1/5を下水道で処理した場合の費用等
漁獲によって回収される窒素、リンを下水道で回収した場合の費用
漁村への訪問に関する旅行費用
海藻が外海に輸送する窒素 リンを下水道で回収した場合の費用等

資料：日本学術会議答申及び（株）三菱総合研究所による試算（平成16年8月） ７

・ 生態系保全機能
・ 生命財産保全機能
・ 防災・救援機能

（ 7,684億円）
（ 2,017億円）
（ 6億円）

海藻が外海に輸送する窒素、リンを下水道で回収した場合の費用等
出漁による監視機能を海上保安庁職員で代替した場合の費用
油濁除去のための機会費用



Ⅱ．地域資源の多面的な活用と調和した活力
ある漁村地域 整備に関する施策 方向ある漁村地域の整備に関する施策の方向

８



ⅡⅡ－１．－１．漁業地域の防災機能・減災対策の漁業地域の防災機能・減災対策の強化①強化① ≪≪漁港施設漁港施設≫≫

○○ 東日本大震災を踏まえ、地震･津波発生においても漁港施設の機能を確保することが課題。東日本大震災を踏まえ、地震･津波発生においても漁港施設の機能を確保することが課題。
○○ 施設整備にあたっては、被災後、速やかな漁業活動の再開を可能とすることを念頭に整備する必要施設整備にあたっては、被災後、速やかな漁業活動の再開を可能とすることを念頭に整備する必要。。
○○ 地震発生時に、地域住民、就労者、来訪者の安全を確保する必要。地震発生時に、地域住民、就労者、来訪者の安全を確保する必要。

防波堤
現 状

○ 漁港における防波堤は、台風等の波浪から港内を静穏に保
ち、漁船の係留や航行が安全に行われるよう整備されている。

○ また 防波堤は 津波や高潮から 背後の人命･資産の防護

防波堤
現

○ また、防波堤は、津波や高潮から、背後の人命･資産の防護
を目的とした海岸堤防と連携して、漁港背後の浸水被害を軽減
させる効果も一部、期待されている。（多重防護）

○ 東日本大震災では、津波により、多くの防波堤が転倒、飛散し、
れらの施設機能を失 たこれらの施設機能を失った。

○ 防波堤の機能が失われると、漁船の係留等が困難になるな
ど漁業活動の早期再開に支障を来すこと、台風や高波による２
次災害が懸念される。また、津波による背後集落への浸水被害次災害が懸念される。また、津波による背後集落 の浸水被害
も拡大する恐れがある。

○ 地震災害時に、産地市場前面にある陸揚岸壁の係留

陸揚岸壁

30.0 

40.0 
実績値

目標値

拠点漁港の耐震化状況

資料：水産庁作成

水産物の流通拠点漁港における
産地市場 前面にある陸揚岸壁

が被災した場合、漁業活動の早期再開、水産物の安定
供給に支障が生じる。

避難路･避難施設

9.0 10.0 
10.7 13.3 

16.7 
20.0 

29.3 

0.0 

10.0 

20.0 

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

産地市場の前面にある陸揚岸壁
の耐震化された割合

平成22年：29.3％
漁港漁場整備長期計画目標値：

４０％（H23) ９

○ 大規模な津波発生時には、漁港やその周辺は、浸水
する恐れが高いものの、地域住民、就労者、来訪者の
避難を可能とする十分な避難路、避難施設が整備され
ていない状況。



ⅡⅡ－１．漁業－１．漁業地域の防災機能・減災対策の地域の防災機能・減災対策の強化②強化② ≪≪海岸海岸保全保全施設施設≫≫
○○ 海岸海岸堤防等海岸保全施設の整備については、比較的発生頻度の高い一定程度の津波高に対して進めていく堤防等海岸保全施設の整備については、比較的発生頻度の高い一定程度の津波高に対して進めていく
ことが必要ことが必要ことが必要。ことが必要。

○○ 地域地域ごとに異なる考え方で設定していた海岸堤防の高さの整理と、設計対象の津波高を超えた場合でも施設ごとに異なる考え方で設定していた海岸堤防の高さの整理と、設計対象の津波高を超えた場合でも施設
の効果が粘り強く発揮できるような構造の検討が課題。の効果が粘り強く発揮できるような構造の検討が課題。

○ 津波からの防護を対象とする海岸においては、地域の状況や防災効
果を考慮して想定した津波に対する防護を目的に着実に事業を推進
してきたところ

海岸保全施設

＜中央防災会議専門調査会報告（平成23年9月28 
日）に基づく堤防の高さの見直し＞してきたところ。

○ しかしながら、東日本大震災の巨大な津波とその甚大な被害から、
施設に過度に依存した防災対策には限界があったことが露呈（最大ク
ラスの津波に対して施設で防護することは困難）。

○ 地域ごとに異なる考え方で設定していた海岸堤防の高さの整理と

日）に基づく堤防の高さの見直し＞

過去に発生した津波のうち数十年から百数十年に
一度程度発生する津波及び今後発生の恐れのある
津波の高さを勘案し、堤防の設計に使用する津波
の高さを選定○ 地域ごとに異なる考え方で設定していた海岸堤防の高さの整理と、

最大クラスの津波に対しても施設の効果が粘り強く発揮できる構造の
検討が課題。

の高さを選定
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○○ 東日本大震災を踏まえ、被害の最小化を主眼とする「減災」の考え方に基づき、地域特性を踏まえた、ハード・東日本大震災を踏まえ、被害の最小化を主眼とする「減災」の考え方に基づき、地域特性を踏まえた、ハード・

ⅡⅡ－１．漁業－１．漁業地域の防災機能・減災対策の地域の防災機能・減災対策の強化③強化③ ≪≪ソフト対策ソフト対策≫≫

○○ 東日本大震災を踏まえ、被害の最小化を主眼とする 減災」の考え方に基づき、地域特性を踏まえた、ハ ド東日本大震災を踏まえ、被害の最小化を主眼とする 減災」の考え方に基づき、地域特性を踏まえた、ハ ド
ソフトの施策の組み合わせによる「災害に強い漁業地域づくり」が必要。ソフトの施策の組み合わせによる「災害に強い漁業地域づくり」が必要。

現 状
○ 地域の防災対策において、避難路の整備、避難訓練の実施な
どが不十分な集落が存在。

○ 地震、津波による災害発生時において、地域住民や就労者、来
訪者の安全を確保するとともに、漁港や市場の機能を維持する

漁 後集落

地域の防災対策の検討状況

観点から、

「災害に強い漁業地域づくりガイドライン」を策定（平成18年3月）

○ ガイドラインのフォローアップと事業継続（水産物の生産流通業
務の継続性の確保）の具体的検討のため、

○漁港背後集落のうち、避
難の基本ルールとして
避難路が定められてい
る集落の割合は、５割。

「減災計画策定マニュアル」を策定（平成22年3月）

○ 東日本大震災においては、これらガイドライン等の想定をはるか
に超える規模の津波が発生。 ○漁港背後集落のうち、避

難訓練を実施している○ 中央防災会議は、津波被害を軽減するための対策の基本的な
考え方として、最大クラスの津波に対しては「減災」の考え方に基
づく対策を提示（平成23年9月）

難訓練を実施している
集落の割合は、５割。

【津波被害を軽減するための対策の基本的な考え方】

○最大クラスの津波に対しては、被害の最小化を主眼とする「減災」の考
え方に基づき、海岸保全施設等のハード対策と、ハザードマップ整備な
どの避難を中心とするソフト対策を組み合わせて実施。
○津波からの避難は、迷うことなく自ら高い場所に避難することが基本。

○漁港背後集落のうち、ハ
ザードマップを作成してい
る集落の割合は、６割。

資料：水産庁調べ（H22年)

○津波からの避難は、迷うことなく自ら高い場所に避難することが基本。

○津波到達時間が短い地域では、概ね５分程度で避難できるようなまち
づくりを目指すべき。

資料：中央防災会議 専門調査会報告（H23.9）

る集落の割合は、６割。
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