
第１回 漁港のエコ化推進のための技術検討会

資料



（１）魚価の低迷や漁業経費の高騰が漁業経営を圧迫、特に燃油等のエネルギーコストの
高い離島等で課題。

（２）地球温暖化防止は政府をあげて取り組まなければならない課題、２０２０年までに温室
効果ガス排出量を１９９０年比で２５パーセント削減が政府目標。

本検討会の目的、検討内容及びスケジュール 資料１

１．背 景

漁港におけるエネルギーコストの縮減と二酸化炭素排出量の削減。

（１）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

（２）各漁港での取組みを評価するための指標等の評価手法の検討
（３）漁港のエコ化を推進するための施策の検討

２．目 的

３．検討内容



（平成２２年度）
（１）第１回検討会（平成２２年１１月５日）

①目的と検討内容について
②漁港において行われているエコ化の取り組みと課題
③漁港のエコ化の評価手法と目標
④漁港のエコ化を推進するための施策

（平成２３年度）
（１）第２回検討会

①第１回検討会で出された課題について検討

（２）第３回検討会
①中間とりまとめ案について

（３）第４回検討会
①中間とりまとめについて

４．スケジュール



漁 港 の 概 要 資料２

１．漁港とは、天然又は人工の漁業根拠地となる水域、陸域及び施設の総合体
（漁港漁場整備法第２条）

２．「漁港施設」とは、下表に掲げる施設であって、漁港区域内にあるものをいう
（漁港漁場整備法第３条）

３．農林水産大臣、都道府県知事又は市長村長が漁港の名称及び区域を定めて
指定（漁港漁場整備法第６条）

４．漁港の管理者は都道府県又は市町村（漁港漁場整備法第２５条）

分類 施設名

基
本
施
設

外郭施設 防波堤、護岸等

係留施設 岸壁等

水域施設 航路、泊地

機
能
施
設

輸送施設 道路、駐車場等

航行補助施設 標識灯等

漁港施設用地 漁港施設の敷地

漁船漁具保全施設 漁船・漁具保管・修理施設

補給施設 給水、給氷、給油、給電施設

増殖及び養殖用施設 種苗生産施設、作業施設等

漁獲物の処理、保蔵及び加工施設 荷捌き所、製氷施設、冷凍施設、冷蔵施設、加工場等

漁業用通信施設 無線電信施設等

漁港厚生施設 漁業者の福利厚生施設

漁港管理施設 管理事務所等

等





第１種漁港 戸坂漁港（和歌山県） 第３種漁港 館浦漁港（長崎県）第２種漁港 北金ヶ沢漁港（青森県） 第４種漁港 小島漁港（北海道）

特定第３種漁港 焼津漁港（静岡県）

５．全国に２，９１６港が漁港に指定されている。
６．漁船の利用範囲によって、第１種～第４種及び特定第３種の５種類に分類。

種別 利用範囲 港数
1漁港当り
陸揚量

1漁港当り
漁船隻数

第１種漁港
その利用範囲が地元の漁業を主とす
るもの

２，２０６港 473ﾄﾝ ６５隻

第２種漁港
その利用範囲が第１種漁港より広く、
第３種漁に属しないもの

４９６港 2,091ﾄﾝ １９１隻

第３種漁港 その利用範囲が全国的なもの １１４港 7,823ﾄﾝ ３２９隻

第４種漁港
離島その他辺地にあって漁場の開発
又は漁船の避難上特に必要なもの

１００港 2,156ﾄﾝ ２０２隻

特定第３種漁港
第３種漁港のうち水産業の振興上特
に重要な漁港で政令で定めるもの

１３港 93,805ﾄﾝ ７８７隻

合 計 ２，９１６港 1,475ﾄﾝ １０３隻

H19 漁港港勢の概要（水産庁漁港漁場整備部）



漁港のエコ化の定義 資料３

漁港のエコ化とは、漁港※）において、エネルギーコスト
の縮減と二酸化炭素排出量の削減のための取り組みを
行うことであり、具体的には、資料１１に示す省エネ・新エ
ネルギー導入に関する取り組みを行うこと。

※）漁港とは、漁港漁場整備法第２条、第６条により定め
られた区域。



漁港におけるエネルギー消費量、
水産廃棄物発生量とCO2排出量（試算）

１．１年間に漁港において使用される電気量は約１２億ｋｗｈ、燃油使用量は約１９
７万ｋｌ（内ガソリン９万ｋｌ）、発生する水産廃棄物は約９２万トン。

２．これらに起因し排出されるCO2量は、年間約５７８万CO2トン（約１１５万世帯分）。

※）本試算は、十数漁港のデータから全国値を推定しており、精度は必ずしも十分ではなく、今後、調査
漁港数を増やす等、精度向上を図る必要がある。

水産庁漁港漁場整備部調べ

資料４

電気
※１）、※２）

燃油※３）、※４） 水産廃棄物
※５）、※６） CO2発生量重油 軽油 ガソリン

使用量 CO2発生量 使用量 CO2発生量 使用量 CO2発生量 使用量 CO2発生量 発生量 CO2発生量

(百万kwh) (千tCO2) (千ｋｌ) (千tCO2) (千ｋｌ) (千tCO2) (千ｋｌ) (千tCO2) (千トン) (千tCO2) (千tCO2)

第１種 296 136 810 2,196 36 93 42 98 224 3 2,526 

第２種 377 173 181 491 362 935 27 63 222 3 1,655 

第３種 346 159 21 58 105 271 6 15 169 2 505 

特定第３種 107 49 188 510 0 0 9 22 261 3 584 

第４種 77 35 38 103 136 353 9 20 47 1 512 

合計 1,204 553 1,239 3,358 639 1,651 94 218 923 12 5,782 



※１）電気使用量の算定方法
代表的な漁港での陸揚量１トン当りの電気使用量 × 全漁港での陸揚量

1種284kwh／t、2種364kwh／t、3種438kwh／t、特3種88kwh／t、4種346kwh／ｔ 1種100万t、2種100万t、3種80万t、特3種120万t、4種22万t

※２）電気の使用に伴い発生するＣＯ２量
電気使用量×排出係数（単位電気使用量当りのＣＯ２発生量）

１２億kwh 0.000459CO2ﾄﾝ／kwh（北海道電力(株)～沖縄電力(株)までの１０電力会社の平均値）

※３）燃油使用量の算定方法
代表的な漁港での陸揚量１トン当りの燃油使用量 × 全漁港での陸揚量

（重油） 1種776l／t、2種175l／t、3種27l／t、特3種154l／t、4種175l／ｔ 1種100万t、2種100万t、3種80万t、特3種120万t、4種22万t
（軽油） 1種35l／t、2種349l／t、3種133l／t、特3種 0l／t、4種626l／ｔ

※４）燃油の使用に伴い発生するＣＯ２量
燃油使用量×単位発熱量×排出係数（単位燃油使用量当りのＣＯ２発生量）
（重油） 124万kl 39.1GJ／kl 0.0189Cﾄﾝ／GJ
（軽油） 64万kl 37.7GJ／kl 0.0187Cﾄﾝ／GJ
（ｶﾞｿﾘﾝ） 9万kl 34.6GJ／kl 0.0183Cﾄﾝ／GJ

※５）水産廃棄物発生量の算定方法
北海道での陸揚量１トン当りの廃棄物発生量×全国での陸揚量

貝殻類463kg／t、貝殻付着物131kg／t、魚類残さ120kg／t 貝類81万t、魚類367万t

※６）水産廃棄物の処分に伴い発生するＣＯ２量（12,149CO2ﾄﾝ）

廃棄物の処分場までの運搬に伴い発生するＣＯ２量（5,964CO2ﾄﾝ）

＋焼却・破砕埋立に伴い発生するＣＯ２量（6,185CO2ﾄﾝ）



漁港において行われている省エネ・CO2削減の取組事例 資料５

漁港名 都道府県 実施主体 自然エネルギーの種類 取り組み内容

門川漁港 宮崎県 門川漁協 太陽光発電
４０ｋｗの太陽光発電設備を設置し、荷捌所へ電力供給
（平成17年度太陽光発電新技術等フィールドテスト事業（NEDO））

白糠漁港 青森県 東通村 太陽光発電
１０ｋｗの太陽光発電設備を設置し、活魚蓄養施設へ電力供給
（平成12年度産業等用太陽光発電フィールドテスト事業（NEDO)）

波崎漁港 茨城県 波崎漁協 風力発電
１０００ｋｗの風力発電施設を整備し、製氷施設、荷捌き施設、岸壁照明
等へ電力供給
（平成16年度新漁村コミュニティ基盤整備事業（水産庁））

名立漁港 新潟県 名立町 風力発電
６００ｋｗの風力発電施設を整備し、交流施設、漁港施設へ電力供給
（平成15年度新漁村コミュニティ基盤整備事業（水産庁））

苫前漁港 北海道
苫前漁協
民間企業

雪氷冷熱利用
ホタテの出荷調整のための蓄養水槽の海水温管理に雪冷熱を活用
（平成21,22年度産地の省エネルギー衛生管理技術開発事業（水産庁））

１８の道府県で、小型の風力、太陽光発電型の岸壁照明灯、道路照明灯の導入実績。



事業主体 波崎漁業協同組合

事業費 ２６６，８２６千円

総発電量（平成１８年度実績） ２，７０２千ｋWh／年

CO2削減量（平成１８年度実績） １，０８０トン／年

波崎漁港（茨城県）の風力発電

名立漁港（新潟県）の風力発電

門川漁港（宮崎県）の太陽光発電
（荷捌所屋根に設置された太陽光パネル）

白糠漁港（北海道）の太陽光発電
（蓄養施設の屋根に設置された太陽光パネル）



１．調査対象漁港：豆酘漁港
（長崎県対馬市）

２．調査期間：平成２２年度～２３年度

長崎県が検討している漁港の省エネ・CO2削減試験

太陽光発電等の非化石燃料の併用技術も導入した給電ピット施設等漁港施設に
関する試験調査

資料６

外部送電網

太陽電池

電力貯蔵電池

給電ピット

（机上で検討）



漁港のエコ化による便益額（試算） 資料７

効果内容 年間便益額

漁港施設で使用されている電気を新ｴﾈﾙｷﾞｰ（自然ｴﾈﾙｷﾞｰ）で
賄うことにより、削減される電気料金※１）

約１８０億円

漁港施設で使用されている電気を自然ｴﾈﾙｷﾞｰ（自然ｴﾈﾙｷﾞｰ）
で賄うことにより、削減される二酸化炭素量の貨幣価値※２）

約１６億円

新ｴﾈﾙｷﾞｰ（自然ｴﾈﾙｷﾞｰ）発電も併用した給電ピットの整備によ
り、削減される船外機船に使用されるガソリンの費用※３）

約１０６億円

新ｴﾈﾙｷﾞｰ（自然ｴﾈﾙｷﾞｰ）発電も併用した給電ピットの整備によ
り、船外機船に使用されるガソリンが削減されることにより削減さ
れる二酸化炭素量の貨幣価値※４）

約６億円

合 計 約３０８億円

水産庁漁港漁場整備部試算

※）本試算は、十数漁港のデータを基に新エネルギー導入に伴う便益額を推定しており、精度は必
ずしも十分ではなく、今後、調査漁港数を増やす等、精度向上を図る必要がある。なお、省エネ
の取り組みに伴う便益額は含んでいない。
また、必要な費用（設備費や維持管理費）についても試算する必要がある。



※１）新ｴﾈﾙギｰ（自然ｴﾈﾙｷﾞｰ）の導入により、電気料金の支払いが必要無くなる
効果。現在支払っている電気料金は、
「代表的な漁港での陸揚量１ﾄﾝ当りの電気料金×漁港の全陸揚量」より算定

1種5,772円／t、2種5,751円／t、3種3,819円／t、特3種1,297円／t、4種6,262円／ｔ 1種100万t、2種100万t、3種80万t、特3種120万t、4種22万t

※２）削減される二酸化炭素排出量は、５５３千ＣＯ２トン（資料４）
ＣＯ２の貨幣価値原単位は、10,600円／Ｃトン（2,890円／ＣＯ２トン）（「公共事
業評価の費用便益分析に関する技術指針（共通編）」（国交省））

※３）新ｴﾈﾙｷﾞｰ（自然ｴﾈﾙｷﾞｰ）発電も併用した給電ピットの整備により、ガソリン
（船外機船用燃料）料金の支払いが必要無くなる効果。
現在支払っているガソリン料金は、「ガソリン使用量×ガソリン単価」より算定。

９４千ｋｌ １１３円／ｌ

※４）削減される二酸化炭素排出量は、２１８千ＣＯ２トン（資料４）
ＣＯ２の貨幣価値原単位は、10,600円／Ｃトン（2,890円／ＣＯ２トン）（「公共事
業評価の費用便益分析に関する技術指針（共通編）」（国交省））



漁港におけるエコ化を推進するに当たっての課題 資料８

１．漁港利用者（即ち、エネルギー使用者）が多岐（漁業者、
卸売業者、加工業者、荷役業者、漁協）であり、まとまり
が得にくい。

２．漁港利用者、漁港管理者にとって、エコ化のメリットが
見えない、インセンティブが弱い。

３．漁港利用者、漁港管理者にエコ化手法が周知されてい
ない。



漁港のエコ化の評価指標例（素案） 資料９

各漁港でのエコ化の取り組み状況を、「目標ＣＯ２削減率」、「ＣＯ２削減率の実績」、「電気・
燃油経費削減率の実績」を用いて指標化。

（例） ２０２０年までのＣＯ２削減率の目標が３０％
２０１０年のＣＯ２削減率の実績が１５％ の場合の表示は、
２０２０年までの電気・燃油経費削減率の目標が１０％
２０１０年の電気・燃油経費削減率の実績が５％

１０

１５

指 標 （例えば、以下の指標が考えられる）

「ＣＯ２削減率の目標」
２０２０年までのＣＯ２削減率の目標
２５％（政府目標）以上の場合はＡ、２５％未満の場合はＢと表示

「ＣＯ２削減率の実績」
毎年度のＣＯ２削減率の実績

「電気・燃油経費削減率の目標」
２０２０年までの電気・燃油経費削減率の目標

「電気・燃油経費削減率の実績」
毎年度の電気・燃油経費削減率の実績

基 準 年：ＣＯ２削減率、電気・燃油経費削減率の基準年は1990年（政府目標の基準年）とする。
1990年のＣＯ２発生量や電気・燃油にかかった費用が把握できない場合は、1990年以降で
把握が可能な年を基準年にする。

対象施設：漁港区域内にある全漁港施設（エコ化の取り組みを行わない施設も含める）を対象に削減
率、電気・燃油経費削減率を算定。

５



漁港のエコ化の目標（全国目標）例 （素案） 資料１０

「新エネルギー（自然エネルギー）の導入」、「漁船・車両
の電動化に対応した給電ピット等の施設整備」、「省エネル
ギーの取り組み」により、２０２０年までに、漁港での二酸化
炭素排出量を１９９０年比※）で○％削減する。

※）１９９０年の二酸化炭素発生量が把握できない漁港に
ついては、１９９０年以降で把握可能な年の二酸化炭素
排出量を用いる。



資料１１漁港のエコ化のための具体的手法

１．新ｴﾈﾙｷﾞｰ（自然ｴﾈﾙｷﾞｰ）の導入

漁港のエコ化のため、具体的に以下の手法・取組みの導入推進を図る。

（１）太陽光発電
＜特徴＞

・発電システムの構造が簡単なのでメンテナンスがほとんど必要ない。
・施設の屋根や屋上など、あまり使われていないスペースを有効活用できる。

＜留意点＞
・他の発電方法に比べて発電コストが割高である。
・発電電力が天候に左右される。
・設置面積あたりの発電量が他の発電方法に比べ低い。

（２）風力発電
＜特徴＞

・発電コストが安価。
・地域のシンボルともなり、「町おこし」にも期待できる。

＜留意点＞
・風の持つエネルギーは風速の３乗に比例するため、風の強い事が必須条件。
・風量発電装置から発生する騒音、低周波が問題となってる。
・バードストライクや落雷による破損。

漁港の特性、新ｴﾈﾙｷﾞｰ（自然ｴﾈﾙｷﾞｰ）の特性を踏まえ効果的な新ｴﾈﾙｷﾞｰ（自然ｴﾈﾙｷﾞｰ）の導
入を推進。



（３）雪氷熱利用
＜特徴＞

・冬期に降り積もった雪や氷などを、冷熱を必要とする季節まで保管し冷熱源として利用。
＜留意点＞

・雪氷の貯蔵にある程度の規模の施設規模が必要。
・イニシャルコストは電気冷房に比べ割高。

（３）水産系バイオマス発電
＜特徴＞

・廃棄物の適正な処理・活用につながり、循環型社会の構築にも貢献できる。
・固体・液体・気体と加工することができるため、保存と運搬が可能である。

＜留意点＞
・バイオマス資源量は季節性や大漁・不漁の影響を受ける。

（５）海洋エネルギー
＜特徴＞

・海の波、干満、海流等の海水が移動するエネルギーを利用した発電。
＜留意点＞

・実験段階の発電技術。



２．電動化に対応した施設整備

（１）ノーマル充電型・給電ピット
設置コストは安価（本体価格は約数十万円）である一方、充電には数時間が必要。

（２）急速充電型・給電ピット
設置コストは高価（本体価格は約数百万円）である一方、充電は数十分で完了。

漁船、運搬車やフォークリフト等の車両の電動化に対応した給電ピット等のインフラの整備を推進

３．省エネルギー（節電）の取り組み

漁港施設において以下のような節電の取り組みを推進

（１）ＣＯＰ※）の高い機器の導入
（２）エリア別照明スイッチの設置
（３）人感センサーの設置
（４）採光の工夫（天窓の設置）
（５）ＬＥＤ照明の導入 等

※）Coefficient Of Performance（成績係数）の略称、エネルギー消費効率の目安として使われる係数。
例えば、冷凍機器の場合、COP=冷凍能力(kw)／冷凍消費電力(kw)



３．排出量取引制度の活用

排出量取引制度を活用したエコ化の推進

（１）自主参加型国内排出量取引制度（ＪＶＥＴＳ）
＜制度概要＞
・温室効果ガスの排出削減に自主的・積極的に取り組もうとする事業者に対し、一定量の排出削
減約束と引き換えに、ＣＯ２排出抑制設備の整備に対する補助金を交付する制度。

・単独工場・事業場だけでなく、複数の工場・事業場をまとめたグループ単位でも参加可能。

（２）国内クレジット制度（ＣＤＭ）
＜制度概要＞
・大企業の技術・資金等を提供して中小企業等が行った温室効果ガス排出抑制のための取組み
による排出削減量を認証し、大企業等が自主行動計画や試行排出量取引スキームの目標達
成等のために活用する制度。

（３）オフセット・クレジット制度（Ｊ－ＶＥＲ）
＜制度概要＞

・国内で実施されたプロジェクトによる温室効果ガス排出削減・吸収量をカーボン・オフセットに用
いられる信頼性の高いオフセット・クレジットとして認証する制度。



漁港への自然エネルギー導入に対する補助制度 資料１２

（１）強い水産業づくり交付金（水産庁）
漁港漁場の機能向上や利用の円滑化、付加価値創造型漁業づくりのための施設の整

備の支援
［対象施設］ 利用向上施設、環境改善施設、機能改善施設、自然エネルギー利用施

設、地域資源活用施設、減災対策施設等
［事業主体］ 地方公共団体、漁協、民間団体 等
［補 助 率］ １／２ 等

（２）新エネルギー等事業者支援対策事業（経済産業省）
太陽光発電、風力発電等の新エネルギー利用等の設備導入に対して支援
［事業主体］ 民間事業者等（法人及び青色申告を行っている個人事業者）
［補 助 率］ １／３ 以内

（３）地域新エネルギー等導入促進事業（経済産業省）
地域における新エネルギー等の導入に対して支援
［事業主体］ 地方公共団体、非営利民間団体 等
［補 助 率］ １／２ 以内



漁港におけるエコ化の進め方（素案） 資料１３

漁港管理者や漁業者、卸売業者、加工業者、荷役業者、漁協等の漁港利用者は地域協議
会を設立。

地域協議会は、漁港のエコ化のための推進計画を策定・実施・実績報告。

３．地域協議会は、毎年度、ＣＯ２削減率、電気・燃油経費の削減率を算定し、漁港のエコ化
を指標化。（資料９）

４．水産庁は、結果をホームページ等で公表。

３．水産庁は、各種マニュアルの策定や啓発・普及を実施。

１．地域協議会の設立

２．推進計画の策定・実施・実績報告

３．指標化

４．公表

５．その他



○○漁港エコ化推進計画書（案）

１．実施主体
○○漁港エコ化推進協議会
（□□市、△△漁協、×××）

２．計画期間
平成▽▽年～平成○○年

３．CO2削減目標
平成○○年までに平成□□年比で△△％削減

４．取組内容
（１）新エネルギー（自然エネルギー）の導入

（設備費、維持管理費含む）

（２）電動化に対応した施設整備（設備費、維持管理費含む）
（３）節電の取り組み
（４）排出量取引制度の活用

６．計画
（基準年） （目標年）

漁港エコ化推進計画書・実績報告書の内容（例）

施設名 CO2排出量 コスト

冷凍冷蔵庫 ○○CO2ﾄﾝ ◇◇万円

製氷施設 ××CO2ﾄﾝ ◎◎万円

○○○○ ▽▽CO2ﾄﾝ ○○万円

▽▽▽▽ □□CO2ﾄﾝ ××万円

×××× ◎◎CO2ﾄﾝ △△万円

合計 ◇◇CO2ﾄﾝ □□万円

施設名 CO2排出量 コスト

冷凍冷蔵庫 ○○CO2ﾄﾝ ◇◇万円

製氷施設 ××CO2ﾄﾝ ◎◎万円

○○○○ ▽▽CO2ﾄﾝ ○○万円

▽▽▽▽ □□CO2ﾄﾝ ××万円

×××× ◎◎CO2ﾄﾝ △△万円

合計 ◇◇CO2ﾄﾝ □□万円

平成○○年度 △△漁港エコ化実績報告

１．実施主体 ： △△漁港エコ化推進協議会

２．計画期間 ： 平成××年～平成□□年

３．CO2削減目標 ： 平成○○年までに平成□□年比※２）で△△％削減

５．平成△△年度に取組んだ内容
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

６．CO2排出量、コスト（実績）

施設名
基準年（平成○○年） 目標年（平成××年） 平成△△年（実績）

CO2排出量 コスト CO2排出量 コスト CO2排出量 コスト

冷凍冷蔵庫 ○○CO2ﾄﾝ ◇◇万円 ○○CO2ﾄﾝ ◇◇万円 ○○CO2ﾄﾝ ◇◇万円

製氷施設 ××CO2ﾄﾝ ◎◎万円 ××CO2ﾄﾝ ◎◎万円 ××CO2ﾄﾝ ◎◎万円

○○○○ ▽▽CO2ﾄﾝ ○○万円 ▽▽CO2ﾄﾝ ○○万円 ▽▽CO2ﾄﾝ ○○万円

▽▽▽▽ □□CO2ﾄﾝ ××万円 □□CO2ﾄﾝ ××万円 □□CO2ﾄﾝ ××万円

×××× ◎◎CO2ﾄﾝ △△万円 ◎◎CO2ﾄﾝ △△万円 ◎◎CO2ﾄﾝ △△万円

合計 ◇◇CO2ﾄﾝ □□万円 ◇◇CO2ﾄﾝ □□万円 ◇◇CO2ﾄﾝ □□万円
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