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　今年の３月１１日で東日本大震災の発災から２年が経過しました。被災地は未だ復旧・復興の途上にありますが、関係
者の皆様の多大なるご努力により１歩ずつ水産業の復旧・復興が進んでいます。水産庁にてこれまでの水産業の復旧・復
興に向けた取組みと今後の課題についてまとめましたので、以下にその一部についてご紹介いたします。
　水産庁といたしましては、１日も早い水産業の復旧・復興に向けて３年目以降も全力で取り組んでまいります。

東日本大震災からの水産の復旧・復興状況
【水揚げについて】

水産業復興へ向けた現状と課題について 

漁政部 漁政課  

 

 今年の３月１１日で東日本大震災の発災から２年が経過しました。被災地は未だ水産業の

復旧・復興の道半ばにありますが、関係者の皆様の多大なるご努力により１歩ずつ水産業の

復旧・復興が進んでいます。水産庁にてこれまでの水産業の復旧・復興に向けた取組みと今

後の課題についてまとめましたので、以下にその一部についてご紹介いたします。 

 水産庁といたしましては、１日も早い水産業の復旧・復興に向けて３年目以降も全力で取

り組んでまいります。 

 

東日本大震災からの水産の復旧・復興状況 

【水揚げについて】 

 

水揚げ時期により変動はあるものの、水揚量・水揚金額ともに震災前と比べて概ね６割以上

の水準を維持できるようになりました。 

 

【漁港の復旧について】 

 

本年３月末時点で、被災漁港３１９漁港のうち１１５漁港において陸揚げ岸壁の全延長の機

能が回復する見込みであり、被災岸壁の総延長のうち２８％が復旧する見込みです。 

 

【漁船の復旧について】 

 
平成２４年度のうちに水産基本計画の目標（平成２５年度末までに１万２千隻の復旧）を達

成し、現在、被災地の要望を踏まえて更なる復旧を進めています。 

 

項目

水
揚
げ

岩手・宮城・福島各
県の主要な魚市場の
水揚げ(24年11月-
25年1月合計)の被災
前同期比(22年11月-
23年1月合計)

[岩手県]
久慈、宮古、釜石、大船渡
[宮城県]
気仙沼、女川、石巻、塩釜
[福島県]
小名浜（県外で漁獲）

0 20 40 60 80 100
震災前との比較 （%）

水揚量63％
（81千トン）

水揚金額63%
（139億円）

岩手 81％(31.1千㌧)
宮城 56％(46.8千㌧)
福島 58％( 3.0千㌧)

岩手 69％(53.2億円)
宮城 61％(83.7億円)
福島 33％( 1.7億円)

項目 被害状況 今後の取組

漁
港

（３１９漁港が被災）

陸揚げ岸壁の機能回
復状況について

※25年３月末見込

被災岸壁の復旧状況
について

※25年３月末見込

拠点となる漁港については、25
年度末まで（一部被害の甚大な
漁港やその他の漁港については
27年度末まで）に復旧の目途。

24年度末までに、被災した漁港
の概ね４割において、陸揚げ岸
壁の復旧の完了を目指す。

24年度末までに、被災した全岸
壁延長の概ね3割において、復
旧の完了を目指す。

（約113kmの岸壁が被災）

0 20 40 60 80 100
進捗状況 （%）

４７%
（１５０漁港で部分的に

陸揚げ機能回復）

３６%
(１１５漁港で全延長の

陸揚げ機能回復)

１４%
（４６漁港で

潮位によって
は陸揚げ可能）

岩手：37%(40漁港) 宮城：11%(14漁港) 福島：20%( 2漁港)

２８%
（H24年度末見込み）

北海道、青森県、千葉県は復旧完了

65%
（H25年度末見込み）

９２%
（H2６年度末見込み）

項目 被害状況 今後の取組

漁
船

約２万９千隻の
漁船が被災

進捗状況
0 20 40 60 80 100

（%）

１2３%（１４,７６８隻が復旧）

※25年１月末現在

岩手 7,537隻
宮城 5,126隻
福島 235隻

24年度中に、水産基本計画の目標
(25年度末までに1万2千隻)は達成。

被災地の要望を踏まえ更に上積み予定。
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【養殖業の復旧について】【養殖業の復旧について】 

 

単年で収穫可能なワカメ養殖の復旧が比較的早く進められ、２４年度漁期において被災前の

約８割程度にまで生産量が回復しました。今後、生育に２～３年かかるカキなどの生産量の

回復が見込まれています。 

 

【水産加工流通施設の復旧について】 

 

被災３県（岩手県・宮城県・福島県）で被害があった水産加工施設の約７割が業務を再開し

ています。 

 

【漁場のがれき処理について】 

 

９割以上の定置漁場・養殖漁場のがれき撤去が完了しました。 

 

 

東日本大震災からの復旧事例 

【気仙沼漁港】 

災害復旧工事により岸壁の嵩上げ

工事を実施。一部の復旧工事の完

成により、平成２４年１１月から

利用開始。 

 

項目 被害状況 今後の取組

養
殖

岩手県におけるワカメ
養殖施設（被災前施設
数約１万２千台）

宮城県におけるワカメ
養殖施設（被災前施設
数約２万４千台）

宮城県におけるギンザ
ケ養殖施設（被災前施
設数約３００台）

岩手県におけるコンブ
養殖施設（被災前施設
数約５千台）

24年度末までに全ての
養殖業再開希望者が養殖
施設の整備を目途。

（カキ養殖については、
養殖施設は４～５割程
度復旧しているが、２
～３年かけて生育する
ものなので、２４年漁
期の生産は低位に留ま
っている）
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進捗状況 （%）

75％（岩手県・ワカメ）
（14,078トン） ※24年度

85％（宮城県・ワカメ）
（11,680トン） ※24年度

共販数量
（平成22年度 18,757トン）

共販数量
（平成22年度 13,791トン）

共販数量
（平成22年度 14,700トン）

共販数量
（平成22年度 １２,８４８トン）

３８％（岩手県・コンブ）
（４,８7５トン）※24年度

6３％（宮城県・ギンザケ）
（９,２00トン） ※24年度

項目 被害状況 今後の取組

加工
流通
施設

被災３県で被害があった
産地市場（34施設）

被災３県で被害があった
水産加工施設(820施設)

岩手県及び宮城県の産地市
場は、22施設すべてが再開。

27年度末までに再開希望者
全員の施設を復旧・復興す
ることを目途。

0 20 40 60 80 100
進捗状況 （%）

68％（被災3県）
（23施設が業務再開） ※25年1月末

岩手：76%(156施設)
宮城：65%(305施設)
福島：72%(106施設)

岩手：100%(13施設)
宮城：100%( 9施設)
福島： 8%( 1施設)

69％（被災3県）
（567施設が業務再開） ※24年12月末

項目 被害状況 今後の取組
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れ
き

がれきにより漁業活動に支
障のある定置漁場
（958ヶ所＋再流入に

よる追加 5０ヶ所）

がれきにより漁業活動に支
障のある養殖漁場
（80４ヶ所＋再流入に

よる追加 2７０ヶ所）

漁場のうち定置・養殖漁場
においては、24年度末まで
にほとんどの漁場でがれきの
撤去が終了する見込み。

がれきの再流入等により撤
去が必要な場合には25年度
も実施。
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進捗状況 （%）

※ 定置・養殖漁場のがれき撤去について、23年度末までにがれき撤去をほぼ
終了したが、一部の漁場ではがれきが再流入しているため、これらを撤去中。
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福島： －
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９０%（９６７ヶ所の養殖漁場で
がれき撤去完了）※25年2月末

岩手：99%(150ヶ所)
宮城：89%(813ヶ所)
福島：67%(  4ヶ所)

地盤沈下に
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施工前 岸壁の一部復旧
（－6ｍ岸壁）

施工後
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【養殖業の復旧について】 

 

単年で収穫可能なワカメ養殖の復旧が比較的早く進められ、２４年度漁期において被災前の

約８割程度にまで生産量が回復しました。今後、生育に２～３年かかるカキなどの生産量の

回復が見込まれています。 

 

【水産加工流通施設の復旧について】 

 

被災３県（岩手県・宮城県・福島県）で被害があった水産加工施設の約７割が業務を再開し

ています。 

 

【漁場のがれき処理について】 

 

９割以上の定置漁場・養殖漁場のがれき撤去が完了しました。 

 

 

東日本大震災からの復旧事例 

【気仙沼漁港】 

災害復旧工事により岸壁の嵩上げ

工事を実施。一部の復旧工事の完

成により、平成２４年１１月から

利用開始。 

 

項目 被害状況 今後の取組

養
殖

岩手県におけるワカメ
養殖施設（被災前施設
数約１万２千台）

宮城県におけるワカメ
養殖施設（被災前施設
数約２万４千台）

宮城県におけるギンザ
ケ養殖施設（被災前施
設数約３００台）

岩手県におけるコンブ
養殖施設（被災前施設
数約５千台）

24年度末までに全ての
養殖業再開希望者が養殖
施設の整備を目途。

（カキ養殖については、
養殖施設は４～５割程
度復旧しているが、２
～３年かけて生育する
ものなので、２４年漁
期の生産は低位に留ま
っている）
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進捗状況 （%）

75％（岩手県・ワカメ）
（14,078トン） ※24年度

85％（宮城県・ワカメ）
（11,680トン） ※24年度

共販数量
（平成22年度 18,757トン）

共販数量
（平成22年度 13,791トン）

共販数量
（平成22年度 14,700トン）

共販数量
（平成22年度 １２,８４８トン）

３８％（岩手県・コンブ）
（４,８7５トン）※24年度

6３％（宮城県・ギンザケ）
（９,２00トン） ※24年度

項目 被害状況 今後の取組

加工
流通
施設

被災３県で被害があった
産地市場（34施設）

被災３県で被害があった
水産加工施設(820施設)

岩手県及び宮城県の産地市
場は、22施設すべてが再開。

27年度末までに再開希望者
全員の施設を復旧・復興す
ることを目途。
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進捗状況 （%）

68％（被災3県）
（23施設が業務再開） ※25年1月末

岩手：76%(156施設)
宮城：65%(305施設)
福島：72%(106施設)

岩手：100%(13施設)
宮城：100%( 9施設)
福島： 8%( 1施設)

69％（被災3県）
（567施設が業務再開） ※24年12月末

項目 被害状況 今後の取組

が
れ
き

がれきにより漁業活動に支
障のある定置漁場
（958ヶ所＋再流入に

よる追加 5０ヶ所）

がれきにより漁業活動に支
障のある養殖漁場
（80４ヶ所＋再流入に

よる追加 2７０ヶ所）

漁場のうち定置・養殖漁場
においては、24年度末まで
にほとんどの漁場でがれきの
撤去が終了する見込み。

がれきの再流入等により撤
去が必要な場合には25年度
も実施。
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進捗状況 （%）

※ 定置・養殖漁場のがれき撤去について、23年度末までにがれき撤去をほぼ
終了したが、一部の漁場ではがれきが再流入しているため、これらを撤去中。

岩手：95%(132ヶ所)
宮城：97%(841ヶ所)
福島： －

９７%（９７３ヶ所の定置漁場で
がれき撤去完了）※2５年2月末

９０%（９６７ヶ所の養殖漁場で
がれき撤去完了）※25年2月末

岩手：99%(150ヶ所)
宮城：89%(813ヶ所)
福島：67%(  4ヶ所)

地盤沈下に
よる冠水

施工前 岸壁の一部復旧
（－6ｍ岸壁）

施工後

水産業復興へ向けた現状と課題について
漁政部　漁政課

水揚げ時期により変動はあるもの
の、水揚量・水揚金額ともに震災前
と比べて概ね６割以上の水準を維持
できるようになりました。

本年３月末時点で、被災漁港３１９
漁港のうち１１５漁港において陸揚
げ岸壁の全延長の機能が回復する見
込みであり、被災岸壁の総延長のう
ち２８％が復旧する見込みです。

平成２４年度のうちに水産基本計
画の目標（平成２５年度末までに
１万２千隻の復旧）を達成し、現在、
被災地の要望を踏まえて更なる復旧
を進めています。

単年で収穫可能なワカメ養殖の復旧
が比較的早く進められ、２４年度漁
期において被災前の約８割程度にま
で生産量が回復しました。今後、生
育に２～３年かかるカキなどの生産
量の回復が見込まれています。

被災３県（岩手県・宮城県・福島県）
で被害があった水産加工施設の約
７割が業務を再開しています。
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【漁場のがれき処理について】

【養殖業の復旧について】 

 

単年で収穫可能なワカメ養殖の復旧が比較的早く進められ、２４年度漁期において被災前の

約８割程度にまで生産量が回復しました。今後、生育に２～３年かかるカキなどの生産量の

回復が見込まれています。 

 

【水産加工流通施設の復旧について】 

 

被災３県（岩手県・宮城県・福島県）で被害があった水産加工施設の約７割が業務を再開し

ています。 

 

【漁場のがれき処理について】 

 

９割以上の定置漁場・養殖漁場のがれき撤去が完了しました。 

 

 

東日本大震災からの復旧事例 

【気仙沼漁港】 

災害復旧工事により岸壁の嵩上げ

工事を実施。一部の復旧工事の完

成により、平成２４年１１月から

利用開始。 

 

項目 被害状況 今後の取組

養
殖

岩手県におけるワカメ
養殖施設（被災前施設
数約１万２千台）

宮城県におけるワカメ
養殖施設（被災前施設
数約２万４千台）

宮城県におけるギンザ
ケ養殖施設（被災前施
設数約３００台）

岩手県におけるコンブ
養殖施設（被災前施設
数約５千台）

24年度末までに全ての
養殖業再開希望者が養殖
施設の整備を目途。

（カキ養殖については、
養殖施設は４～５割程
度復旧しているが、２
～３年かけて生育する
ものなので、２４年漁
期の生産は低位に留ま
っている）
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進捗状況 （%）

75％（岩手県・ワカメ）
（14,078トン） ※24年度

85％（宮城県・ワカメ）
（11,680トン） ※24年度

共販数量
（平成22年度 18,757トン）

共販数量
（平成22年度 13,791トン）

共販数量
（平成22年度 14,700トン）

共販数量
（平成22年度 １２,８４８トン）

３８％（岩手県・コンブ）
（４,８7５トン）※24年度

6３％（宮城県・ギンザケ）
（９,２00トン） ※24年度

項目 被害状況 今後の取組

加工
流通
施設

被災３県で被害があった
産地市場（34施設）

被災３県で被害があった
水産加工施設(820施設)

岩手県及び宮城県の産地市
場は、22施設すべてが再開。

27年度末までに再開希望者
全員の施設を復旧・復興す
ることを目途。
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進捗状況 （%）

68％（被災3県）
（23施設が業務再開） ※25年1月末

岩手：76%(156施設)
宮城：65%(305施設)
福島：72%(106施設)

岩手：100%(13施設)
宮城：100%( 9施設)
福島： 8%( 1施設)

69％（被災3県）
（567施設が業務再開） ※24年12月末

項目 被害状況 今後の取組

が
れ
き

がれきにより漁業活動に支
障のある定置漁場
（958ヶ所＋再流入に

よる追加 5０ヶ所）

がれきにより漁業活動に支
障のある養殖漁場
（80４ヶ所＋再流入に

よる追加 2７０ヶ所）

漁場のうち定置・養殖漁場
においては、24年度末まで
にほとんどの漁場でがれきの
撤去が終了する見込み。

がれきの再流入等により撤
去が必要な場合には25年度
も実施。

0 20 40 60 80 100
進捗状況 （%）

※ 定置・養殖漁場のがれき撤去について、23年度末までにがれき撤去をほぼ
終了したが、一部の漁場ではがれきが再流入しているため、これらを撤去中。

岩手：95%(132ヶ所)
宮城：97%(841ヶ所)
福島： －

９７%（９７３ヶ所の定置漁場で
がれき撤去完了）※2５年2月末

９０%（９６７ヶ所の養殖漁場で
がれき撤去完了）※25年2月末

岩手：99%(150ヶ所)
宮城：89%(813ヶ所)
福島：67%(  4ヶ所)

地盤沈下に
よる冠水

施工前 岸壁の一部復旧
（－6ｍ岸壁）

施工後

東日本大震災からの復旧事例
【気仙沼漁港】

【養殖業の復旧について】 

 

単年で収穫可能なワカメ養殖の復旧が比較的早く進められ、２４年度漁期において被災前の

約８割程度にまで生産量が回復しました。今後、生育に２～３年かかるカキなどの生産量の

回復が見込まれています。 

 

【水産加工流通施設の復旧について】 

 

被災３県（岩手県・宮城県・福島県）で被害があった水産加工施設の約７割が業務を再開し

ています。 

 

【漁場のがれき処理について】 

 

９割以上の定置漁場・養殖漁場のがれき撤去が完了しました。 

 

 

東日本大震災からの復旧事例 

【気仙沼漁港】 

災害復旧工事により岸壁の嵩上げ

工事を実施。一部の復旧工事の完

成により、平成２４年１１月から

利用開始。 

 

項目 被害状況 今後の取組

養
殖

岩手県におけるワカメ
養殖施設（被災前施設
数約１万２千台）

宮城県におけるワカメ
養殖施設（被災前施設
数約２万４千台）

宮城県におけるギンザ
ケ養殖施設（被災前施
設数約３００台）

岩手県におけるコンブ
養殖施設（被災前施設
数約５千台）

24年度末までに全ての
養殖業再開希望者が養殖
施設の整備を目途。

（カキ養殖については、
養殖施設は４～５割程
度復旧しているが、２
～３年かけて生育する
ものなので、２４年漁
期の生産は低位に留ま
っている）
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75％（岩手県・ワカメ）
（14,078トン） ※24年度

85％（宮城県・ワカメ）
（11,680トン） ※24年度

共販数量
（平成22年度 18,757トン）

共販数量
（平成22年度 13,791トン）

共販数量
（平成22年度 14,700トン）

共販数量
（平成22年度 １２,８４８トン）

３８％（岩手県・コンブ）
（４,８7５トン）※24年度

6３％（宮城県・ギンザケ）
（９,２00トン） ※24年度

項目 被害状況 今後の取組

加工
流通
施設

被災３県で被害があった
産地市場（34施設）

被災３県で被害があった
水産加工施設(820施設)

岩手県及び宮城県の産地市
場は、22施設すべてが再開。

27年度末までに再開希望者
全員の施設を復旧・復興す
ることを目途。
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進捗状況 （%）

68％（被災3県）
（23施設が業務再開） ※25年1月末

岩手：76%(156施設)
宮城：65%(305施設)
福島：72%(106施設)

岩手：100%(13施設)
宮城：100%( 9施設)
福島： 8%( 1施設)

69％（被災3県）
（567施設が業務再開） ※24年12月末

項目 被害状況 今後の取組

が
れ
き

がれきにより漁業活動に支
障のある定置漁場
（958ヶ所＋再流入に

よる追加 5０ヶ所）

がれきにより漁業活動に支
障のある養殖漁場
（80４ヶ所＋再流入に

よる追加 2７０ヶ所）

漁場のうち定置・養殖漁場
においては、24年度末まで
にほとんどの漁場でがれきの
撤去が終了する見込み。

がれきの再流入等により撤
去が必要な場合には25年度
も実施。
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※ 定置・養殖漁場のがれき撤去について、23年度末までにがれき撤去をほぼ
終了したが、一部の漁場ではがれきが再流入しているため、これらを撤去中。

岩手：95%(132ヶ所)
宮城：97%(841ヶ所)
福島： －

９７%（９７３ヶ所の定置漁場で
がれき撤去完了）※2５年2月末

９０%（９６７ヶ所の養殖漁場で
がれき撤去完了）※25年2月末

岩手：99%(150ヶ所)
宮城：89%(813ヶ所)
福島：67%(  4ヶ所)

地盤沈下に
よる冠水

施工前 岸壁の一部復旧
（－6ｍ岸壁）

施工後

災害復旧工事により岸壁の嵩上げ工事を実施。一部の復旧工事の完成により、平成２４年 11 月から利用開始。

共同利用漁船等復旧支援対策事業を用い
て、大型定置網の網起こし漁船を復旧。

【定置漁船（岩手県釜石市）】
【定置漁船（岩手県釜石市）】 

共同利用漁船等復旧

支援対策事業を用い

て、大型定置網の網

起こし漁船を復旧。 

 

【養殖業（岩手県大槌町）】 

ワカメの養殖を23年

秋から再開し、24年

漁期は岩手県全体で

被災前の75％のワカ

メを生産。 

 

【水産加工流通施設】 

 
共同カキ処理場の復旧 

（宮城県南三陸町） 

 

 
共同海苔加工場の復旧 

（宮城県東松島市） 

 

※本資料の全体版は以下の水産庁ホームページにて公開しております。 

（http://www.jfa.maff.go.jp/j/yosan/23/kongo_no_taisaku.html） 

【定置漁船（岩手県釜石市）】 

共同利用漁船等復旧

支援対策事業を用い

て、大型定置網の網

起こし漁船を復旧。 

 

【養殖業（岩手県大槌町）】 

ワカメの養殖を23年

秋から再開し、24年

漁期は岩手県全体で

被災前の75％のワカ

メを生産。 

 

【水産加工流通施設】 

 
共同カキ処理場の復旧 

（宮城県南三陸町） 

 

 
共同海苔加工場の復旧 

（宮城県東松島市） 

 

※本資料の全体版は以下の水産庁ホームページにて公開しております。 

（http://www.jfa.maff.go.jp/j/yosan/23/kongo_no_taisaku.html） 

ワカメの養殖を 23 年秋から再開し、
24 年漁期は岩手県全体で被災前の
75％のワカメを生産。

【養殖業（岩手県大槌町）】

【水産加工流通施設】

【定置漁船（岩手県釜石市）】 

共同利用漁船等復旧

支援対策事業を用い

て、大型定置網の網

起こし漁船を復旧。 

 

【養殖業（岩手県大槌町）】 

ワカメの養殖を23年

秋から再開し、24年

漁期は岩手県全体で

被災前の75％のワカ

メを生産。 

 

【水産加工流通施設】 

 
共同カキ処理場の復旧 

（宮城県南三陸町） 

 

 
共同海苔加工場の復旧 

（宮城県東松島市） 

 

※本資料の全体版は以下の水産庁ホームページにて公開しております。 

（http://www.jfa.maff.go.jp/j/yosan/23/kongo_no_taisaku.html） 

【定置漁船（岩手県釜石市）】 

共同利用漁船等復旧

支援対策事業を用い

て、大型定置網の網

起こし漁船を復旧。 

 

【養殖業（岩手県大槌町）】 

ワカメの養殖を23年

秋から再開し、24年

漁期は岩手県全体で

被災前の75％のワカ

メを生産。 

 

【水産加工流通施設】 

 
共同カキ処理場の復旧 

（宮城県南三陸町） 

 

 
共同海苔加工場の復旧 

（宮城県東松島市） 

 

※本資料の全体版は以下の水産庁ホームページにて公開しております。 

（http://www.jfa.maff.go.jp/j/yosan/23/kongo_no_taisaku.html） 

共同カキ処理場の復旧
（宮城県南三陸町）

共同海苔加工場の復旧
（宮城県東松島市）

※本資料の全体版は以下の水産庁ホームページにて公開しております。
　（http://www.jfa.maff.go.jp/j/yosan/23/kongo_no_taisaku.html）

９割以上の定置漁場・養殖漁場のが
れき撤去が完了しました。
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１．食品中の放射性物質の基準値の設定
　東日本大震災に伴う東京電力㈱福島第
一原子力発電所事故により、大量の放射
性物質が放出されました。
　このため、食品に関して、平成 23 年
3 月 17 日、厚生労働省は、放射性物質
にかかる暫定規制値を設定しました。
　この暫定規制値に適合している食品に
ついては健康への影響はないと一般的に
評価され、安全は確保されていましたが、
より一層、食品の安全と安心を確保する
ため、国際的なガイドライン等も踏まえ、
平成24年4月から長期的な状況に対応する新たな基準値を適用することになりました。新しい基準値は、
4 つの食品区分（飲料水、乳児用食品、牛乳及び一般食品）に応じて設定され、水産物を含む一般食品の
放射性セシウムの基準値は 100 ベクレル /kg とされました。

２．水産物のモニタリング体制
　水産物の安全と消費者の信頼を確保する
ため、水産庁は、原子力災害対策本部が策
定した「検査計画、出荷制限等の品目・区
域の設定・解除の考え方」等に基づき、関
係都道県、漁業者団体等と連携して、原発
事故以降に 50 ベクレル /kg を超えたこ
とのある品目及び関係都道県の主要な産品
を中心として、放射性物質の検査を行って
います。
　調査の結果、基準値を上回るものが出た
品目については、自治体または漁業者団体
による操業自粛や国による出荷制限等の措
置がとられています。なお、平成 25 年 3 月現在、福島県沖では、基本的に全ての沿岸漁業及び底びき
網漁業の操業が自粛されており、安全が確認されている一部の水産物のみが厳しい検査の下に試験操業の
対象となっています（後述）。

３．水産物の検査結果
  平成 25 年 2 月末までに、淡水魚も含め 26,457 検体の検査が行われており、現在、毎月、概ね 1,500
検体程度の検査が行われています。

　これまでの検査結果によると、事故直後に放射性セシウム濃度が 100 ベクレル /kg を超える検体の
割合が高かった福島県においても、徐々にその割合が低下し、現在は 10％未満となっています。また、
福島県以外においても、100 ベクレル /kg を超える検体の割合は徐々に低下し、平成 24 年 10 ～ 12
月期以降は 1％未満になっています。

水産物の放射性物質検査について
増殖推進部　漁場資源課

資料：厚生労働省ホームページ掲載資料より抜粋 

水産物の放射性物質検査の流れ 

8 

調
査
実
施 

>100 Bq/kg 

≦100 Bq/kg 

調査強化 

自治体が中心となって調査計画策定 

調査対象魚種 
 主要生産物 
 50 Bq/kg超と

なったことのあ
る品目 

調査区域 
  県域を区分 

 各区域ごとの主要
水揚げ港で検体採
取 

調査頻度 
 原則週1回 
 漁期前の検査（カ

ツオ、サンマ等） 
 

近隣県の
調査結果 

基準値に近い値 

【出荷制限等の実効性確保】 
・対象魚種の水揚げは行わない（調査用検体を除く）。 
・水揚げ港において市場関係者がこれを確認。 

自粛 
出荷制限指示 
・1地点のみで基準値超
えとなった場合は自治体
による自粛。 
・複数の地点で基準値超
えとなった場合は国によ
る出荷制限。 

出荷 
基準値に近い値となった
場合、出荷を自粛する自
治体・漁業団体もある。 

基準値に近い値 
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　放射性セシウムは魚体に取り込まれても
蓄積し続けることなく排出される性質があ
り、新たな取り込みがなければ魚体中の放
射性セシウム濃度は減少していきます。こ
のため、放射性セシウムが大量の海水によ
り拡散・希釈されたり、海底に移動したり
して海水中の濃度が低下するとともに、海
底に移動した放射性セシウムも徐々に土壌
中の粘土に強く吸着し水産物の体内に取り
込まれにくくなったことから、魚体に取り
込まれる放射性セシウム量が減少し、基準
値を超過する割合が減少したと考えられま
す。加えて、放射性セシウムの一つである
セシウム -134 の物理学的半減期（注）が
約２年であるため、放射性セシウムの総量
が時間の経過とともに減少していることも
魚体中の放射性セシウム濃度低下の一因と
なっています。

（注）物理学的半減期：放射性物質は放射線を出
すことによって、別の原子核に変化し、半
分に減るまでの期間。例えば、セシウム
134 の物理学的半減期は 2 年であり、2
年たてば元の量の半分になる。

　また、魚種別に見ていくと、海を広く回
遊するカツオ・マグロ類、サケ・マス類、
サンマについては、福島県沖も含め、これ
まで基準値である 100 ベクレル /kg を超
えるものは見つかっていません。事故直後
に福島県沖及び茨城県沖において高い濃度
が検出されたシラス（イワシ類の仔魚）や
コウナゴ（イカナゴの稚魚）を含む表層に
生息する魚（福島県沖のサヨリ 1 検体を除
く）についても、23 年 9 月以降は基準値
を超えたものはなくなりました。また、貝
類、イカ・タコ類、エビ・カニ類、ワカメ
やノリなどの海藻類についても、福島県沖
で採捕された一部の種で基準値を超えたこ
とがありましたが、現在は超えるものはな
くなりました。
　一方、比較的高い濃度の放射性セシウム
が検出されやすい底魚においても同様の傾
向が見られ、例えば福島県沖では、事故直
後の平成 23 年３～６月期において、100
ベクレル /kg を超える底魚の検体の割合が

参考：平成25年1～2月期における日本周辺海域
のサンプリング地点 

注１：採取地点が明らかな検体ないし採取地点を推定できるもののみ記載 
注２：同じ地点で採取された検体については、最も高い結果を示したものを記載 

100ベクレル/kg超 
100ベクレル/kg以下 

1  
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100  

1,000  

10,000  

3月1日 9月1日 3月1日 9月1日 3月1日 
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イシガレイ 
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ヤリイカ 

ミズダコ 
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イカナゴ（コウナゴ） 

カタクチイワシ稚魚（シラス） 

イカ・タコの例 表層の魚の例 底層の魚の例 
Bq/kg 

福島県 
Bq/kg 

福島県 福島県 
Bq/kg 
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ミズダコ 
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3月1日 9月1日 3月1日 9月1日 3月1日 

イカナゴ（コウナゴ） 

カタクチイワシ稚魚（シラス） 

基準値 

イカ・タコの例 表層の魚の例 底層の魚の例 Bq/kg 

福島県以外 

Bq/kg Bq/kg 

平成23年 平成24年 平成23年 平成24年 平成23年 平成24年 平成25年 平成25年 平成25年 

福島県以外 福島県以外 

福島県沖等における海産生物の検査結果の例 

注：福島県沖では全ての沿岸漁業及び底びき網漁業で操業を自粛（ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、
ケガニ、ズワイガニ、沖合性のツブ貝（シライトマキバイ、チヂミエゾボラ、エゾボラモドキ及びナガバイ）、キチジ、  
アオメエソ及びミギガレイを対象とした試験操業を除く。） 

注：マコガレイは、福島県以外では、平成24年４月以降に基準値超えの検体はない。 
 イシガレイは、平成24年4月以降に基準値超えの検体が茨城県及び宮城県で検出され、基準値超えの検体が一度見つかった
宮城県では、仙台湾南部おける出荷自粛を行っており、基準値超え検体が複数見つかった茨城県では国の出荷制限指示がかけ
られている。 

水産物（淡水生物を含む）の放射性物質検査結果 

154 
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754 909 
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1481 1579 
1088 

174 
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217 162 

93 
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1-2月 

超過率 検体 福島県の検査結果（H25年2月末時点） 
100Bq/kg超 
100Bq/kg以下 
超過率 

総検体数：           9,849検体 
100Bq/kg超の検体数：   2,081検体 
100Bq/kg以下の検体数：  7,768検体 

500 652 

1567 
2025 

3464 
2977 3346 

1646 
35 34 

42 

115 

133 

47 
18 
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6.5% 
5.0% 2.6% 5.4% 3.7% 1.6% 0.5% 0.4% 

0% 
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0 
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3-6月 
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7-9月 
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10-12月 

H24 
1-3月 

H24 
4-6月 

H24 
7-9月 

H24 
10-12月 

H25 
1-2月 

超過率 検体 福島県以外の検査結果（H25年2月末時点） 
100Bq/kg超 
100Bq/kg以下 
超過率 

総検体数：         16,608検体 
100Bq/kg超の検体数：     431検体 
100Bq/kg以下の検体数：16,177検体 
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50％を超えていましたが、平成 25 年１
～２月期では約 10％と超過割合が減少し
ています。また、海底近くに生息する魚類
の中でも基準値を超える種とそうでない
種があり、例えばマダラについては福島県
沖以外でも基準値を超えたことがありま
すが、同じタラの仲間であるスケトウダラ
は福島県以外では基準値を超えたことは
ありません。

　こうした違いが発生する原因としは、生
息環境や食性等が関係していると考えら
れますが、引き続き動向を注視しながら、
水産物への影響を見極めていきます。
　ところで、東京電力㈱福島第一原子力発
電所港湾内において、非常に高い濃度の放
射性セシウムを含む魚が見つかっていま
すが、港湾内は一連の汚染水流出の汚染源
であることから、港湾内で発見された高濃
度汚染魚は、特殊な条件下で生息してきた
魚であると考えられます。水産庁として
は、高濃度汚染魚が見つかったことを踏
まえ、東京電力に対し、港湾内に生息する
魚類等の港湾外への移動防止、港湾内に生
息する魚類等の駆除、港湾内の海底土の浚
渫及びコンクリートによる被覆について、
早急な対応を求めているところです。これ
に対し、東京電力は魚類の移動を防止する
ための網（底刺し網）を設置するとともに、
港湾内において漁具を用いて魚類等の駆
除を行っています。

４．福島県における操業再開に向けた取組み
　水産物の放射性物質の検査結果を踏まえ、震災以降、福島県沖では全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の
操業が自粛されてきました。
　その中で、相馬沖の貝類やタコ等放射性セシウム濃度が低い海域・品目を対象として、試験操業及び試
験出荷が平成 24 年６月より行われています。この取組みの対象海域・品目は、検査結果を踏まえ、徐々
に拡大され、平成 25 年３月１日現在、魚類を含む 13 品目となっています。また、漁獲物やその加工品は、
福島県漁連が中心となって全ての品目について簡易検査を実施しており、その検査結果を確認してから、
県内のほか築地、仙台、名古屋等に出荷されています（全て完売）。このように福島県では操業再開に向
けた努力が続けられています。

参考１：福島県沖では、全ての沿岸漁業及び底びき網漁業について、一部の試験操業を除き自粛。 

平成24年度において福島県沖を含め全ての海域で 
基準値を超えていない主な海産物 

参考２：福島県の近隣県で出荷が制限されている（流通することはない）海産物 

平成２５年２月２８日時点 

※１ ビノスガイを除く。ビノスガイは福島県沖で出荷制限となっているが、漁獲実態が無くサンプル採取が困難なため検査が行われて
いない。 

 イシガレイ クロダイ コモンカスベ シロメバル
　福島県
　茨城県

　岩手県一部※２

　宮城県
　福島県

　福島県
　茨城県

　福島県
　茨城県

スズキ ニベ ヒガンフグ ヒラメ

　岩手県一部※４

　宮城県
　福島県
　茨城県

　福島県
　茨城県

　宮城県南部※３

　福島県
　宮城県南部※３

　福島県

　茨城県一部※４

マダラ
　福島県
　茨城県

※２　岩手県・宮城県境の正東線以南の岩手県水域
※３　金華山以南の宮城県水域
※４　北緯36度38分以北の茨城県水域

 イシガレイ クロダイ コモンカスベ シロメバル スズキ ニベ ヒガンフグ ヒラメ マダラ
　福島県
　茨城県

　岩手県一部※２

　宮城県
　福島県

　福島県
　茨城県

　福島県
　茨城県

　岩手県一部※２

　宮城県
　福島県
　茨城県

　福島県
　茨城県

　宮城県南部※３

　福島県
　宮城県南部※３

　福島県

　茨城県一部※４

　福島県
　茨城県

※２　岩手県・宮城県境の正東線以南の岩手県水域　　※３　金華山以南の宮城県水域　　※４　北緯36度38分以北の茨城県水域

サンマ カツオ

鯨類 ギンザケ

イカナゴ（コウナゴ） シラス シロザケ ブリ キンメダイ アオザメ ヨシキリザメ

アカムツ アオメエソ イシダイ イトヒキダラ ウマヅラハギ カマス類 カンパチ

キチジ コノシロ サワラ シイラ シシャモ チダイ トビウオ

トラフグ ニシン ヒラマサ マハゼ マフグ マボヤ ミギガレイ

海藻類（ワカメ、ノリ、ヒジキ等） 貝類※１（ホタテガイ、カキ、アワビ等） イカ・タコ類（スルメイカ、ヤリイカ、マダコ、ミズダコ等）

エビ・カニ類（ツノナシオキアミ、ケガニ、ガザミ等） アジ類（マアジ、マルアジ等） サバ類（マサバ、ゴマサバ）

イワシ類（カタクチイワシ、マイワシ等） カジキ類（マカジキ、メカジキ）

マグロ類（クロマグロ、メバチマグロ、キハダマグロ、ビンナガマグロ等）
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福島県における底魚の放射性物質検査結果 
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福島県における底魚の放射性物質検査結果 
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（参考） 
その他の県 
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松山市の広報誌で、松山の魅力を表す「いい、加減。まつやま」とのメッセー
ジを見て思わず笑ってしまった。「いい加減」というのはあまり良い意味で
使われない。小・中学校の頃、「いい加減すな（するな）」とよく怒られたも
のだ。だが、「いい加減の湯」など「程よい程度」、「適当」という意味もある。
松山の魅力は、「あたたかさとちょうどいい暮らし」ということらしい。そ
のまま読めば「いいかげんまつやま」。松山育ちの自分としては「笑いと温
かさ」を感じる。この言葉から、ふと昔の事を思い出した。

中学生になったばかりの春に、悪友が集まり、舟を借りて松山沖の島周辺
で舟釣りしようとなった。舟は、港の近くの釣具屋で借りることができる。
ちなみに借賃は１日千円であった。ほんの少し前まで小学生であった我々に
舟を貸してもらえるか心配であったが、貸してくれた。けれども、舟は伝馬
船でどう考えても漕ぎ方が分からなかった。借りた舟の上で「ボｳ―」としていると釣具屋のおじ
さんがやって来て、「何、漕ぎ方も知らんのか」と言いながら、港内で漕ぎ方を教えてくれた。す
ぐに漕ぎ方を覚え、おじさんの気が変わらない（貸すことを止めたと言わない）うちに海へ漕ぎ出
した。数時間が経過したが、ポイントを外しているのか全く釣れなかった。そのうち、疲れて島の
近くに碇を下ろして休んだ。しばらくして、漁船がやってきて「そこらに網が入っとるから気付け
よ」と言って去って行った。既に碇が何かに引っ掛かり揚がらない。ロープを引っ張る角度を工夫
し、何とか無事切り抜けた。その後は碇も下ろせず、結局ボウズで港に戻ることになった。戻る途中、
島と陸地の間の速い潮流で舟が進まない。港はもうすぐだが、舟は全く進まなかった。その時、釣
具屋のおじさんが船外機付きの舟でやって来た。我々の舟を引っ張ってくれるのかと思いきや手前
で反転して戻って行った。その後、やっとの思いで港に辿り着いた。おじさんは、「ちゃんと漕ぎよっ
たから放っておいたよ」と言った。

今の時代では「いい加減」かもしれないが、自分にとっては「いい、加減」の思い出である。

回 遊 魚 「いい、加減」

境港漁業調整事務所長

竹
たけ

.葉
ば

.有
ゆう

.記
き

平成24年6月 ・ 以下の3種で開始（相馬地区の沖合底びき網及びタコかご） 

        ミズダコ､ヤナギダコ､シライトマキバイ 

平成24年9月 ・ 次の7種を追加（計10種） 

        キチジ､スルメイカ､ヤリイカ､ケガニ､ 

           沖合性のツブ貝（チヂミエゾボラ､エゾボラモドキ､ナガバイ） 

平成24年10月・ 試験操業海域を南側に拡大 

平成24年12月・ 次の3種を追加（計13種） 

        アオメエソ(メヒカリ)､ミギガレイ(ニクモチ)､ズワイガニ 

平成25年2月  ・試験操業海域を更に南側に拡大 

平成25年3月  ・コウナゴ(イカナゴの稚魚)の試験操業に向けた検査開始     
           （相馬地区及びいわき地区の船びき網） 

 

これまでの試験操業･販売の取組 

【 松川浦漁港】

全て松川浦漁
港に水揚げ

操業海域

試 験 操 業 海 域  

約50km 

福島県の試験操業の概要 
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プレスリリース . 2月分

編集後記　“窓辺のカーテン”

ご意見　ご質問はこちらへ　 　URL.http://www.maff.go.jp/j/apply/recp/index.html

水産庁施策情報誌 漁政の窓

本冊子は水産庁ホームページでも掲載しています。.URL.http://www.jfa.maff.go.jp/j/koho/pr/mado/index.html 漁政の窓 検　索

　東日本大震災から２年が経過しました。
　今月号は、この間の取組等につきまして、「水産業復興へ向けた現状と課題について」及び「水産物の放射性物質検査について」
と題して掲載しました。
　水産庁としましては、２年の経過を機に、改めて被災地に思いを馳せ、職員一同が心をひとつにして、被災地の水産業の復興に
全力で取り組んでまいります。
　「漁政の窓」では、皆様に水産庁施策についてわかりやすくお伝えできるよう努めていきますので、どうぞ宜しくお願いいたします。
　ご意見やご質問がありましたら、以下にお願いいたします。

編集・発行　水産庁漁政部漁政課広報班
〒100-8907.東京都千代田区霞が関1-2-1　合同庁舎1号館8階
代表　03-3502-8111（内線6505）
URL　http://www.jfa.maff.go.jp/

発表年月日 発表事項名 担当課

H25.2.1 長島農林水産大臣政務官の「第 44 回 全日本総合錦鯉品評会」表彰式への出席について 栽培養殖課

H25.2.1 平成 24 年の外国漁船取締実績について 管理課

H25.2.1
信用事業再編強化法に基づき資本増強の決定を行った 8 農協及び 1 漁協の信用事業強化計

画等の履行状況について（平成 24 事業年度半期）
水産経営課

H25.2.5 「日・モロッコ漁業協議」の開催について 国際課

H25.2.6 中国底びき網漁船の拿捕について 管理課

H25.2.8 「第 1 回 養殖業のあり方検討会」の開催及び一般傍聴について 栽培養殖課

H25.2.12 中国底びき網漁船の拿捕について 管理課

H25.2.12 「魚の国のしあわせ」プロジェクト実証事業の追加登録について 企画課

H25.2.12 「水産政策審議会 第 60 回 資源管理分科会」の開催及び一般傍聴について 漁政課

H25.2.13 「日・モロッコ漁業協議」の結果について 国際課

H25.2.13 「第 25 回 瀬戸内海広域漁業調整委員会」の開催及び一般傍聴について 管理課

H25.2.18
「魚の国のしあわせ」プロジェクト「おさかな会議 2013 ～お魚のある日常～」の開催及び

一般参加者の募集について
企画課

H25.2.18 韓国いか釣り漁船の拿捕について 管理課

H25.2.19 有明海の二枚貝垂下養殖技術等の実証試験の実施検討会の結果について 栽培養殖課

H25.2.22 「第 18 回 太平洋広域漁業調整委員会」の開催及び一般傍聴について 管理課

H25.2.22 中国虎網漁船の拿捕について 管理課

H25.2.26 第 2 回「水門・陸閘等の効果的な管理運用検討委員会」の開催及び一般傍聴について 防災漁村課

H25.2.26 林農林水産大臣及び加治屋農林水産副大臣の「第 65 回全国蒲鉾品評会」視察について 加工流通課

H25.2.27 ｢第 21 回 日本海・九州西広域漁業調整委員会｣ の開催及び一般傍聴について 管理課

H25.2.27 ワシントン条約（CITES) 第 16 回締約国会議の開催について 漁場資源課

H25.2.28 加治屋農林水産副大臣の「第 18 回 全国青年・女性漁業者交流大会」表彰式への出席について 研究指導課


