
水産復興マスタープランの概要

我が国水産業における被災地域の重要性我が国水産業における被災地域の重要性

○ 岩手県、宮城県、福島県では、ほぼ全域で壊滅的な被害。水産関係の被害額は１兆円を超える状況。
○ 被災地の水産業の早期復興は、地域経済や生活基盤の復興に直結するだけでなく、国民に対する水産

物の安定供給を確保するうえでも極めて重要。

復興に向けての基本的な考え方

【復興に当たっての基本理念】 【復興の基本的方向】

① 地元の意向を踏まえて復興を推
進する

（１）沿岸漁業・地域
・ 漁業者による共同事業化等により、漁船・漁具等の

生産基盤の共同化・集約化を推進

② 被災地域における水産資源をフ
ル活用する

③ 消費者への安全な水産物の安定

・ 民間企業の資本等の導入に向けたマッチングの推進
や、必要な地域では地元漁業者が主体の法人が漁協に
劣後しないで漁業権を取得できる仕組み等の具体化

③ 消費者への安全な水産物の安定
的な供給を確保する

④ 漁期等に応じた適切な対応を行

・ 周辺漁港との機能の集約・役割分担等の検討を行い、
復旧・復興事業の必要性の高い漁港から着手

（２）沖合遠洋漁業 水産基地
④ 漁期等に応じた適切な対応を行

う

⑤ 単なる現状復旧にとどまらない
新たな復興の姿を目指す

（２）沖合遠洋漁業・水産基地
・ 漁船・船団の近代化・合理化による漁業の構造改革、

漁業生産と一体的な流通加工業の効率化・高度化

沖合 遠洋漁業の基盤となる拠点漁港については新たな復興の姿を目指す ・ 沖合・遠洋漁業の基盤となる拠点漁港については、
緊急的に復旧・復興事業を実施するとともに、さらな
る流通機能・防災機能の高度化等を推進
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１．漁港１．漁港
２ 漁場 資源２ 漁場 資源

水産を構成する各分野を総合的・一体的に復興

○○ 漁港間で機能分担を図りつつ、地域一体として漁港間で機能分担を図りつつ、地域一体として
必要な機能を早期に確保必要な機能を早期に確保
①① 全国的な水産物の生産・流通の拠点漁港全国的な水産物の生産・流通の拠点漁港
②② 地域水産業の生産・流通の拠点となる漁港地域水産業の生産・流通の拠点となる漁港

２．漁場・資源２．漁場・資源

○○ 早期再開に向けて優先早期再開に向けて優先
すべき漁場から、がれきすべき漁場から、がれき
撤去を支援撤去を支援

○○ 継続的に漁場環境調継続的に漁場環境調

原発事故への対応原発事故への対応

○○ 放射性物質の調査等に対する国の放射性物質の調査等に対する国の
取組を強化取組を強化 ②② 地域水産業の生産 流通の拠点となる漁港地域水産業の生産 流通の拠点となる漁港

③③ その他の漁港その他の漁港
○○ 継続的に漁場環境調継続的に漁場環境調
査を実施査を実施

３．漁船・漁業管理３．漁船・漁業管理

取組を強化取組を強化

○○ 食品の安全性に関する情報の海外食品の安全性に関する情報の海外
に向けた発信等に向けた発信等

８．漁村８．漁村

○○ 地元住民の意向を尊重地元住民の意向を尊重
しつつ、災害に強い漁村しつつ、災害に強い漁村
づくりを推進づくりを推進

○○ 漁船･船団の近代化・漁船･船団の近代化・
合理化の促進合理化の促進

○○ 共同利用漁船の導入等共同利用漁船の導入等
や共同化・協業化の推進や共同化・協業化の推進

○○ 燃油価格の高騰等 の燃油価格の高騰等 の

水産を構成する各分野を広く見渡し、水産を構成する各分野を広く見渡し、
地 意向を十分に踏まえ地 意向を十分に踏まえ

づくりを推進づくりを推進
○○ 漁村の状況に応じた漁村の状況に応じた
最善の防災力を確保最善の防災力を確保

○○ エコ化や６次産業化のエコ化や６次産業化の
取組を推進取組を推進

養殖 栽培漁業養殖 栽培漁業

○○ 燃油価格の高騰等への燃油価格の高騰等への
対処等を通じ、水産物供給対処等を通じ、水産物供給
を確保を確保

地元の意向を十分に踏まえ、地元の意向を十分に踏まえ、
全体として我が国水産の復興を推進全体として我が国水産の復興を推進

７．漁協７．漁協

４．養殖・栽培漁業４．養殖・栽培漁業

○○ 生産性等の高い養殖経営体の育生産性等の高い養殖経営体の育
成に向けた共同化・協業化・法人化成に向けた共同化・協業化・法人化

○○ さけ・ます等の種苗生産・放流体さけ・ます等の種苗生産・放流体
制を再構築制を再構築○○ 地域の漁業を支える漁協系統組織地域の漁業を支える漁協系統組織

の再編・整備の再編・整備

○○ 資本注入等を通じた信漁連等の健全資本注入等を通じた信漁連等の健全
性の確保性の確保

６．漁業経営６．漁業経営

○○ がれきの撤去等を通じたがれきの撤去等を通じた
被災漁業者の雇用機会の被災漁業者の雇用機会の

制を再構築制を再構築

５．水産加工・流通５．水産加工・流通

地域 意向等 応 集積 地 施設整備等を推進地域 意向等 応 集積 地 施設整備等を推進確保確保

○○ 地元漁業者と民間企業と地元漁業者と民間企業と
の連携に向けた仲介・マッの連携に向けた仲介・マッ
チングの推進等チングの推進等

○○ 地域の意向等に応じ、集積化・団地化や施設整備等を推進地域の意向等に応じ、集積化・団地化や施設整備等を推進
○○ ６次産業化や品質・衛生管理の向上等を支援６次産業化や品質・衛生管理の向上等を支援
○○ 漁港の復興と整合をとりつつ、産地市場を再編漁港の復興と整合をとりつつ、産地市場を再編

kouki_hatono
タイプライターテキスト
２



１．漁 港

被災状況と課題

２．漁場・資源

被災状況と課題被災状況と課題

○ ７道県の319漁港に大きな被害。
○ 水産業の基盤施設である漁港の復興が重要。

機能回復が喫緊の課題。

被災状況と課題

○ がれきの大量流出で漁場や藻場・干潟に被害。
○ 漁場の環境回復に向けた継続的な取組が必要。

対応の方向

○ 漁港間で機能分担を図りつつ、地域一体とし
て必要な機能を早期に確保

対応の方向

（がれき撤去の推進）
て必要な機能を早期に確保。

①全国的な水産物の生産・流通の拠点漁港
→ 早期再開を目指して緊急的に復旧・復興

に着手 同時に 流通 加工機能の強化

○ 早期の漁場再開に向けて、
① Ｈ２３年秋から冬にかけて再開可能な漁場
② 早期の種苗放流が必要な漁場
③ 底びき網漁業等の好漁場・主漁場に着手。同時に、流通・加工機能の強化、

災害への安全性向上を推進。

②地域水産業の生産・流通の拠点となる漁港

③ 底びき網漁業等の好漁場・主漁場
など、優先すべき漁場から、がれき撤去を支援。

○ より広域の漁場においても、大型の漂流物・
→ 本年度中を目途に復旧・復興に着手。

同時に、下記③の漁港の一部機能を補完
するため、市場施設、増養殖関連施設等の
集約・強化等を推進

（継続的な漁場環境調査の実施）
○ 復旧 復興 各段階を通じ 被災した沿岸

堆積物の回収処理等を継続的に推進。

集約 強化等を推進。

③その他の漁港
→ 地元漁業者の意向等を考慮しつつ、漁船

の係留場所の確保など必要性の高い機能か

○ 復旧・復興の各段階を通じて、被災した沿岸
漁場や藻場・干潟等の環境調査を継続的に推進。

の係留場所の確保など必要性の高い機能か
ら事業を実施。
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３．漁 船・漁 業 管 理

被災状況と課題被災状況と課題

○ 21,000隻を超える漁船や漁具に大きな被害。
○ 生産基盤である漁船勢力の早期再建が重要。

対応の方向

（漁業の構造改革・資源の持続的利用を視野に入れ ② 資源水準に対して現行許可隻数が過剰でな（漁業 構造改革 資源 持続的利用を視野に入れ
た漁船勢力の再建支援）

○ 適切な資源管理と中長期的な経営安定を視野に、
「もうかる漁業創設支援事業」による実証成果を
ベ スとして 漁船 船団の近代化 合理化を促進

② 資源水準に対して現行許可隻数が過剰でな
いもの（いか釣り、さんま漁業）は、次期一
斉更新において新規参入を促す方向で対応。

（適切な漁業管理の推進）ベースとして、漁船･船団の近代化・合理化を促進。

○ 共同利用漁船の導入等や、共同化・協業化を進
め、経営の一層の効率化。

（適切な漁業管理の推進）
○ 震災による漁場の変化や魚種の来遊状況を注

ししつつ、資源管理を強化。

○ 沿岸漁業の漁船隻数については、まずは３年以
内に震災前の半数程度の水準までの回復を図るこ
とを目途。

○ なお、個別ＴＡＣ等の漁業管理手法について
は、地域の体制が整い、実施が可能と判断され
る等の場合には、その導入を検討。管理コスト
など実施上の課題も多いこと等にも留意

○ 沖合･遠洋漁業については、現行の許可状況と
の乖離部分（失われた漁船勢力）について、
① 漁獲努力量の増加を抑制する必要があるもの
（大中型まき網 沖合底びき網）は 次期 斉

など実施上の課題も多いこと等にも留意。

（水産物供給の確保）
○ 燃油価格の高騰等の課題への対処を通じて、

（大中型まき網、沖合底びき網）は、次期一斉
更新（Ｈ２４年度）において許可隻数を削減す
る方向で対応。

燃油価格 高騰等 課題 対処 通 、
被災地沖の水産物を安定的に供給できるよう対
応。
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４．養殖・栽培漁業

被災状況と課題被災状況と課題

○ 養殖施設や養殖物に約1,300億円の被害。
○ 養殖生産、種苗生産・放流の早期再開が重要。

対応の方向

（養殖生産の早期再開と養殖経営体の育成） （生産量回復の目標）
○ 利用可能な漁場から養殖生産を早期再開。未

利用の沖合側の海域への展開を検討。

○ 生産性・収益性の高い養殖経営体の育成に向

○ ワカメ、コンブ等は、１年で収穫できること
等から、可能な限り早期の回復を目指す。

○ カキ・ホタテは、種苗供給の回復を図りなが
○ 生産性・収益性の高い養殖経営体の育成に向

けて、収入が得られるまでに一定期間を要する
といった養殖経営の特性を踏まえつつ、共同
化・協業化・法人化を推進。

ら順次生産を回復。

○ さけ・ます等の放流用種苗生産は、５年を目
途に、被災前への水準への回復を目指す。

衛生管理体制の高度化、適正な養殖密度での
生産の推進等。

（さけ・ます等の種苗生産・放流体制の再構築）（さけ・ます等の種苗生産・放流体制の再構築）
○ Ｈ２４年春のさけ・ます種苗放流を可能にす

るため、早期に仮設の種苗生産施設を設置。
海面増殖については、他の施設からの融通等

により、放流尾数を確保。
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５．水産加工・流通

被災状況と課題被災状況と課題

○ 市場・荷さばき所、加工施設等に大きな被害。
○ 漁業生産の復興と一体的な取組の推進が重要。

対応の方向

（水産加工・流通業等の復興）

○ 仮設施設や共同利 施設 整備等を推進
（産地市場の再編成等）

○ 仮設施設や共同利用施設の整備等を推進し、
地域に水揚げされる水産物の重要な仕向け先で
ある水産加工・流通業等の早期復旧を支援。

○ 本格復興に当た は 地域 意向 特徴等

○ 漁港の復興との整合をとりつつ推進。

（加工原材料の確保）
○ 当面不足する魚種について 産地への影響に○ 本格復興に当たっては、地域の意向・特徴等

に応じて、以下のような取組を推進。
① 地元自治体による地盤の整備と水産関連事

業の再編立地を組み合わせた水産加工・流通

○ 当面不足する魚種について、産地への影響に
配慮しつつ、輸入割当制度を柔軟に運用。

（被災地産の水産物の消費拡大）業の再編立地を組み合わせた水産加工 流通
業の集積化・団地化。

② 水産加工業・製氷業・冷凍冷蔵庫業等の水
産関連産業と、漁業者団体との連携・協力に
よる 地域水産業 体的再生に資する施設

○ 「食べて被災地の復興を支える」取組を推進。

よる、地域水産業の一体的再生に資する施設
整備。

③ 企業同士による事業協同組合の設立等を通
じた新たな共同利用施設の整備。じた新たな共同利用施設の整備。

○ ６次産業化や品質・衛生管理の向上等を支援。
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６．漁 業 経 営

被災状況と課題被災状況と課題

○ 多くの被災漁業者が漁業経営の再開を希望。
○ 地域漁業の担い手として発展することが重要。

対応の方向

（地域における雇用機会の確保） （セーフティネットの適切な運用）

○ 漁村における漁業者のコミュニティが中核に
なった復興の取組が重要であり、がれきの撤去
等の漁場再生に漁業者が参画する仕組みを継続。

○ 被災地域の若手漁業者等が他の経営体等で漁

○ 漁船保険制度及び漁業共済制度を適切に運営。
漁業経営に大きな影響をもたらす燃油価格の高
騰等の問題に対処。

○ 被災地域の若手漁業者等が他の経営体等で漁
業に携わる機会の提供を推進。

（新たな経営体の形成・発展支援）

○ 共同利用漁船の新規導入を契機とする協業化、
地域の加工・流通業との連携等を推進。

○ 既往債務の負担軽減のため、借換資金の活用
を推進を推進。

○ 地元漁業者と技術・ノウハウや資本を有する
民間企業との連携に向けて、仲介・マッチング
を推進。また、必要な地域では地元漁業者が主を推進。また、必要な地域では地元漁業者が主
体となった法人が漁協に劣後しないで漁業権を
取得できる取組等を具体化。
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７．漁 協

被災状況と課題

８．漁 村

被災状況と課題被災状況と課題

○ 漁協施設等が被害。貸付対象の漁業者も被災。
○ 地域の漁業を支える漁協組織の回復が重要。

被災状況と課題

○ ３県の多くの漁村で壊滅的な被害。
○ 地元住民の意向を尊重した復興方針が重要。

対応の方向 対応の方向

（漁協系統組織の再編・整備） （地元住民の意向の尊重）
○ 仮設住宅の入居期限である２年後を目途に○ 漁協系統組織が十分な経営基盤や管理能力を

備え、引き続き地域の漁業を支える役割を果た
していけるよう、国は、組織・事業の再編整備
を目指す漁協等に対して支援

○ 仮設住宅の入居期限である２年後を目途に、
災害に強い漁村づくりを推進。

復興方針の選択に当たっては、地元住民の意
見の尊重等が重要。を目指す漁協等に対して支援。

（信漁連等の健全性の確保）
○ 信漁連等に対しては、JFマリンバンク支援協

産 が 資

見の尊重等が重要。

（立地条件等にあわせた最善の防災力確保）
○ 漁村の態様や復興状況に応じた最善の防災力

を確保会や農水産業協同組合貯金保険機構が所要の資
本を注入し、金融機能を維持・強化。必要に応
じて信用事業の再構築策を検討。

を確保。
① 海岸堤防や避難施設の整備
② 防災避難訓練、ハザードマップの更新等の

ソフト対策の充実ソフト対策の充実

（地域資源を活用した漁村の復興）
○ 再生可能エネルギーの活用等による漁港漁村

のエコ化を推進のエコ化を推進。
○ 地域資源の再発掘や他地域との連携等を通じ

た被災漁村の６次産業化を推進。

kouki_hatono
タイプライターテキスト
８



原子力発電所事故への対応

被災状況と課題被災状況と課題

○ 原発事故に伴い操業自粛や風評被害等が発生。
○ 水産物の安全性に係る不安解消が喫緊の課題。

対応の方向

（放射性物質の調査等）
○ 「水産物の放射性物質検査に関する基本方○ 「水産物の放射性物質検査に関する基本方

針」に基づく調査が継続されるよう、国として
の取組を強化。

また、主要な魚介類に係る実態調査等を実施。また、主要な魚介類に係る実態調査等を実施。

○ 労働環境の安全性確保の取組を推進。

○ 原子力損害賠償紛争審査会の指針等に基づき
早期に賠償されるよう 適切に働きかけ早期に賠償されるよう、適切に働きかけ。

（海外に向けた取組）
○ 食品の安全性に関する情報を海外に向け発信。○ 食品の安全性に関する情報を海外に向け発信。

各国が客観的かつ冷静な対応をとるよう、外交
ルート等で働きかけ。

○ 輸出業者のニーズに応じ、放射性物質に関す○ 輸出業者の ズに応じ、放射性物質に関す
る検査証明等を国と県が連携して発行。

kouki_hatono
タイプライターテキスト
９
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『水産復興マスタープランの概要』及び『水産復興マスタープラン』におけるデータ対比表

１．『水産復興マスタープランの概要』

頁・行 オリジナル（平成23年6月28日公表版） 最新のデータ（平成２３年１2月26日現在）

１頁３行 水産関係の被害額は１兆円を超える状況 12月26日現在、１兆２千億円を超える

４頁３行 ○ 21,000隻を超える漁船や漁具に大きな被害 12月26日現在、28,000隻を超える

２．『水産復興マスタープラン』

該当箇所 オリジナル（平成23年6月28日公表版） 最新のデータ（平成２３年１2月26日現在）

１頁中段

７頁上段 ２．漁場・資源
被災状況と課題

（１）未曾有の大地震により、海底の状況が大きく変化し、資源にも大きな影響があっ
たのではないかとの指摘。加えて、岩手県、宮城県、福島県の３県のがれきは約2, １２月２０日現在、岩手県、宮城県、福島県の3県のがれきは、約２，２４７万トンと
500万トンと推計され（環境省資料）、全壊建築物等の被害状況を勘案すると相当 推計され（環境省資料）、
量のがれきが海中に流出し、沿岸域から沖合域の漁場に漂流・堆積していることが
想定。

９頁上段 ３．漁船・漁業管理
被災状況と課題

（１）広範囲の道県にわたって被害が発生し、2万１千隻を超える漁船が被災。 1２月26日現在、2万８千隻を超える
特に岩手・宮城・福島の３県の沿岸漁業（定置漁業、養殖業、刺網・かご漁業等

の小型漁船漁業）については、被災隻数が１万９千隻を超え、漁船・漁具がほぼ壊 被災隻数が２万５千隻を超え、
滅的な被害。

水産関係の被害状況

（６月 23 日現在）

主な被害 被害数 被害額(億円)
・漁船 21,506 隻 1,537
・漁港施設 319 漁港 7,231
・養殖施設 730
・養殖物 563
・共同利用施設 1,303 施設 603

合 計 10,664

水産関係の被害状況

（12 月 26 日現在）

主な被害 被害数 被害額(億円)
28,612 隻 1,822・漁船

8,230・漁港施設 319 漁港
738・養殖施設
597・養殖物

1,725 1,249・共同利用施設 施設
12,636合 計
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該当箇所 オリジナル（平成23年6月28日公表版） 最新のデータ（平成２３年１2月26日現在）

１０頁
漁船の被害状況

（６月２３日現在）

漁船保険 被災漁船隻数 被害報告額
加入隻数

北海道 16,293 786 8,718 百万円
青森県 6,990 620 11,295 百万円
岩手県 10,522 壊滅的被害 15,842 百万円

（６市町村からの報告で
、 ）は 現在のところ 6,254 隻

宮城県 9,717 壊滅的被害 112,900 百万円
（宮城県の報告では、登
録漁船数 13,570 隻のうち
12,023 隻が被災）

福島県 1,068 873 調査中
茨城県 1,215 488 4,363 百万円
千葉県 5,640 335 488 百万円
東京都 897 3 調査中
新潟県 3,342 5 0.1 百万円
富山県 1,038 8 調査中
石川県 3,500 1 調査中
静岡県 5,473 14 5 百万円
愛知県 4,991 8 調査中
三重県 7,536 26 22 百万円
和歌山県 3,855 6 2 百万円
鳥取県 1,219 2 調査中
徳島県 3,551 4 1.85 百万円
高知県 4,088 25 14 百万円
大分県 5,258 2 65 百万円
宮崎県 2,442 20 29 百万円
鹿児島県 7,404 3 5 百万円

計 21,506 隻 153,749 百万円

注１：各都道県からの聞き取りによる。
注２：漁船保険加入隻数は、登録漁船数の内数であり、実働動力漁船を

最もよく反映した数字。

漁船の被害状況

（１２月２６日現在）

漁船保険 被災漁船隻数 被害報告額
加入隻数

793 8,723 百万円北海道 16,293
11,396 百万円青森県 6,990 620

13,271 33,827 百万円岩手県 10,522
12,029 116,048 百万円宮城県 9,717

*登録漁船数 13,570 隻
6,022 百万円福島県 1,068 873

茨城県 1,215 488 4,363 百万円
405 851 百万円千葉県 5,640

－東京都 897 3
新潟県 3,342 5 0.1 百万円

839 百万円富山県 1,038 8
－石川県 3,500 1

静岡県 5,473 14 5 百万円
6 百万円愛知県 4,991 8

三重県 7,536 26 22 百万円
和歌山県 3,855 6 2 百万円

10 百万円鳥取県 1,219 2
10 5 百万円徳島県 3,551

高知県 4,088 25 14 百万円
大分県 5,258 2 65 百万円
宮崎県 2,442 20 29 百万円
鹿児島県 7,404 3 5 百万円

28,612 隻 182,232 百万円計

注 1： 漁船保険加入隻数」は、登録漁船数の内数であり、実働動力漁船「
を最もよく反映した数字。

注 2：北海道は太平洋側の合計。
注 3： －」は、各都県において調査中等。「
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該当箇所 オリジナル（平成23年6月28日公表版） 最新のデータ（平成２３年１2月26日現在）

１３頁上段

17頁上段

養殖施設・養殖物の被害状況

（６月２３日現在）
都道府県名 被害を受けた養殖種類 施設被害報告額 養殖物被害額
北海道 ・ﾎﾀﾃ､ｶｷ､ｳﾆ､ｺﾝﾌﾞ､ﾜｶﾒ等 9,356 百万円 5,771 百万円
青森県 ・ｺﾝﾌﾞ､ﾎﾀﾃ 38 百万円 5百万円
岩手県 ・ﾎﾀﾃ､ｶｷ､ｺﾝﾌﾞ､ﾜｶﾒ等 13,200 百万円 11,000 百万円
宮城県 ・ｷﾞﾝｻﾞｹ､ﾎﾀﾃ､ｶｷ､ﾎﾔ､ｺﾝﾌﾞ､ﾜｶﾒ､ 48,700 百万円 33,189 百万円

ﾉﾘ類等
福島県 ・ﾉﾘ類 調査中 調査中
千葉県 ・ﾉﾘ類 調査中 調査中
神奈川県 ・ﾜｶﾒ等 12 百万円 21 百万円
新潟県 ・錦鯉 4 百万円 －
三重県 ・ﾏﾀﾞｲ､ｸﾛﾏｸﾞﾛ､ｶｷ､ﾉﾘ類､真珠等 1,259 百万円 2,355 百万円
和歌山県 ・ﾏﾀﾞｲ､ｸﾛﾏｸﾞﾛ等 82 百万円 834 百万円
徳島県 ・ｶﾝﾊﾟﾁ､ﾊﾏﾁ､ｼﾏｱｼﾞ､ﾜｶﾒ等 17 百万円 502 百万円
高知県 ・ｶﾝﾊﾟﾁ､ﾏﾀﾞｲ､ﾉﾘ類等 203 百万円 2,377 百万円
大分県 ・ﾏﾀﾞｲ､ﾊﾏﾁ､ｼﾏｱｼﾞ､ﾋﾗﾒ 85 百万円 175 百万円
宮崎県 ・ﾊﾏﾁ､ｱｼﾞ､ｵｵﾆﾍﾞ等 0.28 百万円 6 百万円
沖縄県 ・ﾓｽﾞｸ 4 百万円 30 百万円

計 72,960 百万円 56,265 百万円
注：他の記載のない県についても、現在情報収集中。

市場・荷さばき所の被害状況（７道県の太平洋側）

(６月２３日現在)

全市場数 被災状況（各県等からの報告） 被害額

北海道 52 被災 15 ヶ所程度（浸水、設備破損等） 103 百万円

青森県 7 被災２～３ヶ所（浸水、設備破損等） 2,510 百万円

岩手県 13 すべて被災 大半は壊滅的被害 調査中

（宮古・久慈・大船渡は建屋等が残存）

宮城県 10 すべて被災 壊滅的被害 8,512 百万円

（全壊、浸水、設備破損等）

福島県 12 すべて被災 調査中

（ 、 、 ）半壊４ 建屋・機器の流出５ 原発避難地区２

茨城県 9 大半が被災（全壊２、水没１、浸水３など） 1,447 百万円

千葉県 2 一部で被害 615 百万円

計 105 ※市場数は、全国の約 12 ％（105 ／ 998） 13,187 百万円

養殖施設・養殖物の被害状況

（ ）１２月２６日現在
都道府県名 被害を受けた養殖種類 施設被害報告額 養殖物被害額
北海道 ・ﾎﾀﾃ､ｶｷ､ｳﾆ､ｺﾝﾌﾞ､ﾜｶﾒ等 9,356 百万円 5,771 百万円

43 百万円 19 百万円青森県 ・ｺﾝﾌﾞ､ﾎﾀﾃ
13,087 百万円 13,174 百万円岩手県 ・ﾎﾀﾃ､ｶｷ､ｺﾝﾌﾞ､ﾜｶﾒ等

宮城県 ・ｷﾞﾝｻﾞｹ､ﾎﾀﾃ､ｶｷ､ﾎﾔ､ｺﾝﾌﾞ､ﾜｶﾒ､ 48,700 百万円 33,189 百万円
ﾉﾘ類等

297 百万円 536 百万円福島県 ・ﾉﾘ類等
茨城県 ・鯉、真珠等 27 百万円 －

428 百万円 737 百万円千葉県 ・ﾉﾘ類
33 百万円 32 百万円神奈川県 ・ﾜｶﾒ等

新潟県 ・錦鯉 4百万円 －
愛知県 ・ﾉﾘ類 2百万円 －
三重県 ・ﾏﾀﾞｲ､ｸﾛﾏｸﾞﾛ､ｶｷ､ﾉﾘ類､真珠等 2,355 百万円1,274 百万円
和歌山県 ・ﾏﾀﾞｲ､ｸﾛﾏｸﾞﾛ等 834 百万円141 百万円

65 百万円 508 百万円徳島県 ・ｶﾝﾊﾟﾁ､ﾊﾏﾁ､ｼﾏｱｼﾞ､ﾜｶﾒ等
高知県 ・ｶﾝﾊﾟﾁ､ﾏﾀﾞｲ､ﾉﾘ類等 203 百万円 2,377 百万円
大分県 ・ﾏﾀﾞｲ､ﾊﾏﾁ､ｼﾏｱｼﾞ､ﾋﾗﾒ 85 百万円 175 百万円
宮崎県 ・ﾊﾏﾁ､ｱｼﾞ､ｵｵﾆﾍﾞ等 0.28 百万円 6百万円

ｽｷﾞ 6 百万円 32 百万円沖縄県 ・ﾓｽﾞｸ、
73,751 百万円 59,745 百万円計

注 1：他の記載のない県についても、現在情報収集中。

注 2：共同利用の養殖施設に係るものは含まない。

市場・荷さばき所の被害状況（７道県の太平洋側）

(１２月２６日現在)

全市場数 被災状況（各県等からの報告） 被害額

97 百万円北海道 52 被災 15 ヶ所程度（浸水、設備破損等）

2,503 百万円青森県 7 被災２～３ヶ所（浸水、設備破損等）

全壊 11 14,266 百万円岩手県 13 すべて被災 ( 、大半は壊滅的被害。

宮古・久慈・大船渡は建屋等が残存）

10,577 百万円宮城県 10 すべて被災 壊滅的被害

（ 、浸水、設備破損等）全壊９

3,188 百万円福島県 12 すべて被災

（ 、 、 ）半壊４ 建屋・機器の流出５ 原発避難地区２

1,122 百万円茨城県 9 大半が被災（全壊２、水没１、浸水３など）

1,000 百万円千葉県 2 一部で被害

32,753 百万円計 105 計

注 1：被害額は、共同利用施設に係るもののみで、前記の共同利用施設の被害額の内数

注 2：北海道は太平洋側の合計
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該当箇所 オリジナル（平成23年6月28日公表版） 最新のデータ（平成２３年１2月26日現在）

17頁上段

2３頁

水産加工施設被害状況（７道県の太平洋側）

(６月２３日現在)

加工場数(漁業センサス 被災状況（県等からの報告））

北海道 ５７０ 一部地域で被害（半壊４、浸水２７）

青森県 １１９ 八戸地区で被害（全壊４、半壊１４、浸水３９）

岩手県 １７８ 大半が施設流出・損壊（全壊５９、半壊６）

宮城県 ４３９ 半数以上が壊滅的被害（全壊３２３、半壊１７、浸水３８）

福島県 １３５ 詳細不明

茨城県 ２４７ 一部地域で被害（全壊３２、半壊３３、浸水１２）

千葉県 ４２０ 一部地域で被害（全壊６、半壊１３、浸水１２）

計 ２，１０８ ※施設数は全国の約21％（2,108／ 10,097）

荷捌き施設 製氷・給水施設冷凍・冷蔵施設 給油施設

被害組合等数 6 13
9 2 3 4

（被害割合） (12%) (25%)

被害組合等数 16 24
17 7 3 1

（被害割合） (62%) (92%)

被害組合等数 5 5
2 3 4 3

（被害割合） (100%) (100%)

被害組合等数 6 6
4 5 5 3

（被害割合） (86%) (86%)

被害組合等数 6 12
9 9 3 3

（被害割合） （46%) (92%)

被害組合等数 39 60
41 26 18 14

（被害割合） （38%) (58%)

事務所
共同利用

施設

青森県
50組合
2連合会

岩手県
24組合
2連合会

宮城県
5組合

福島県
5組合

2連合会

漁協、県漁連及び信漁連の施設の被災状況

注１：５月３０日時点で県庁及び漁連等からの情報を取りまとめたもの。
注２：「被害」は、施設の全壊、半壊及び一部損壊をいう。
注３：茨城県は霞ヶ浦及び北浦の漁協を除く。

茨城県
11組合
2連合会

計
95組合
8連合会

水産加工施設被害状況（７道県の太平洋側）

(１２月２６日現在)

被害額加工場数 被災状況（県等からの報告）

(漁業センサス）

100百万円北海道 ５７０ 一部地域で被害（半壊４、浸水２７）

3,564百万円青森県 １１９ 八戸地区で被害（全壊４、半壊１４、浸水３９）

（全壊１２８、半壊１６） 39,195百万円岩手県 １７８ 大半が施設流出・損壊

108,137百万円宮城県 ４３９ 半数以上が壊滅的被害 全壊３２３ 半壊１７ 浸水３８（ 、 、 ）

浜通りで被害（全壊７７、半壊１６、浸水１２） 6,819百万円福島県 １３５

3,109百万円茨城県 ２４７ 一部地域で被害（全壊３２、半壊３３、浸水１２）

2,931百万円千葉県 ４２０ 一部地域で被害（全壊６、半壊１３、浸水１２）

全壊５７０、半壊１１３、浸水１４０ 163,855百万円計 ２，１０８

注 1：被害状況は、北海道、青森県、宮城県、茨城県、千葉県は水産加工団体から、岩手県、

福島県は県庁から聞き取り。

注 2：被害額は水産加工団体から聞き取り。なお、共同利用施設に係るものも含まれる。

荷捌き施設 製氷・給水施設 冷凍・冷蔵施設 給油施設

被害組合等数 6 14
9 2 3 4

（被害割合） (12%) (27%)

被害組合等数 18 25
24 14 9 13

（被害割合） (69%) (96%)

被害組合等数 5 5
2 4 4 2

（被害割合） (100%) (100%)

被害組合等数 6 6
5 5 5 3

（被害割合） (86%) (86%)

被害組合等数 6 11
8 8 3 3

（被害割合） （50%) (92%)

被害組合等数 41 61
48 33 24 25

（被害割合） （40%) (60%)

注１：１2月２６日時点で県庁及び漁連等からの情報を取りまとめたもの。

注２：「被害」は、施設の全壊、半壊及び一部損壊をいう。

注３：茨城県は霞ヶ浦及び北浦の漁協を除く。また、10月１日に２漁協が合併している。

福島県
5組合

2連合会

茨城県
10組合
2連合会

計
94組合
8連合会

青森県
50組合
2連合会

岩手県
24組合
2連合会

宮城県
5組合

漁協、県漁連及び信漁連の施設の被災状況

事務所
共同利用

施設
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