
東日本大震災による

水産への影響と対応

（水産関係事例集）



復旧の概要
● 被災直後、航路・泊地に大量の瓦礫等が存在したため、
応急工事により撤去を実施し航路・泊地を確保(H23.6)。
これにより、必要最小限の水揚げが可能に。

● 防波堤や係留岸壁の本復旧工事が完了し(H24.9) 、大中
型旋網漁船等、漁港における水揚げを本格的に開始。

被災当時の状況漁港の概要
● 八戸漁港：青森県八戸市、特定第３種、県管理

～漁業活動の再開状況～

八戸漁港の復旧について

八戸漁港

位　　置　　図

青 森 県

被災
直後

被災直後 A棟､サバの水揚げ(H24.10)

B棟､冷凍イカの水揚げ(H24.9)現在(復旧後)

導流堤、-2m物揚場、
臨港道路の埋戻し

防波堤、-3m岸壁
ｾﾙﾗｰﾌﾞﾛｯｸ据付

貨物船衝
突によ
り、-6m
岸壁が破
損

-6m岸壁
の復旧完
了

荷さばき
施設Ａ棟
復旧完了
(H24.9)

～本復旧工事の実施状況～
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島の越漁港の復旧について

復旧の概要

● 被災直後、航路・泊地に大量のがれき等が存
在したため、撤去を実施し航路・泊地を確保
（H23.10）。

● 倒壊した岸壁の本復旧工事に着手し、H2４年
3月から順次供用を開始。

漁港の概要
● 岩手県田野畑村、第４種、県管理

～本復旧工事の実施状況～ ～漁業活動の再開状況～

位置図

盛岡

田野畑地区

防波堤の損壊防波堤の損壊施工前

施工後（一部復旧）

施工前

被災当時の状況

岸壁の一部供用
(H2４.3.22時点)

サケ漁の水揚げ再開
(H23.11～)

H25初セリ状況
(H25.1.4)

岩手県

防波堤の一部復旧 岸壁の一部復旧

岸壁の損壊岸壁の損壊

施工後（一部供用）
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復旧の概要
● 被災直後、航路・泊地等に大量のがれきが存在

したため、応急工事により撤去を実施し、航路・
泊地を確保（H23.6）。

● 倒壊した岸壁の本復旧工事に着手し、H24年5月
から順次供用を開始。

被災当時の状況
漁港の概要
● 音部漁港：岩手県宮古市、第１種、県管理

～本復旧工事の実施状況～ ～漁業活動の再開状況～

位置図

盛岡

岩手県

音部地区

音部漁港の復旧について

ワカメ（天然）漁の再開
(H23.5.21)

施工前

施工後（一部供用）

共同利用漁船の進水(H23.7.21)

-3m岸壁の一部供用
(H24.7.9時点)

漁港全景（被害時）

漁港全景（復旧状況）

岸壁の一部復旧
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大船渡漁港の復旧について

漁港の概要
● 岩手県大船渡市、第３種、県管理

～本復旧工事の実施状況～ ～漁業活動の再開状況～

位置図

盛岡

岩手県

大船渡地区

定置網漁の水揚げ(H23.7.1～)

被災当時の状況

復旧の概要

● 被災直後、航路・泊地に大量の瓦礫等が存在したため、
応急工事により撤去を実施し航路・泊地を確保
（H23.6）。これにより、必要最小限の水揚げが可能に。

● 現在、今後の定置網漁船の本格水揚げに備え、新市場
に係る係留岸壁の本復旧工事(嵩上げ)を実施中。

(直立消波部)

施工後

施工前（岸壁の沈下）

施工中

施工後（一部供用）
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気仙沼漁港の復旧について

復旧の概要

● 被災直後、がれき等を撤去を実施し航路・泊地を確
保。岸壁の沈下に対して応急工事で桟橋の嵩上げ。

● 災害復旧工事で岸壁の嵩上げ、復旧工事を実施。

● 一部の復旧工事を完成し、11月より利用開始。

被災当時の状況
漁港の概要
● 気仙沼漁港：宮城県気仙沼市、特定第３種、県管理

～本復旧工事の実施状況～ ～漁業活動の再開状況～

位置図

気仙沼地区

仙台

宮城県

地盤沈下に
よる冠水

施工前

岸壁の復旧工事

3月12日アジア航測(株)撮影

岸壁の一部復旧

岸壁の一部復旧
（－6ｍ岸壁）

施工後

復旧岸壁での水揚げ
(H24年１１月)

５



女川漁港の復旧について

復旧の概要

● 被災直後、がれき等を撤去を実施し航路・泊地を確保。岸
壁の沈下に対して応急工事で嵩上げを実施。

● 災害復旧工事で岸壁の嵩上げ等、復旧工事を実施。

● 一部の復旧工事が完成し、H24年10月より利用開始。

漁港の概要
● 女川漁港：宮城県牡鹿郡女川町、第３種、県管理

復旧岸壁での水揚げ(H24.10.15)

～本復旧工事の実施状況
～

～漁業活動の再開状況～

位置図

女川地区

仙台

宮城県

岸壁の復旧工事

被災当時の状況

施工後（一部供用）

岸壁の一部復旧
施工前

岸壁が
流出
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復旧の概要

● 被災直後、がれき等の撤去を実施し航路・泊地を確
保。岸壁、臨港道路の沈下に対して応急工事で嵩上げ。

● 災害復旧工事で岸壁及び臨港道路の嵩上げ等本復旧
工事を実施中。

漁港の概要
● 石巻漁港：宮城県石巻市、特定第３種、県管理

～本復旧工事の実施状況～ ～漁業活動の再開状況～

石巻漁港の復旧について

岸壁の復旧工事
被災直後

被災直後

位置図

石巻地区

仙台

宮城県

被災当時の状況

満潮時に海水が
流入し、冠水 満潮時に冠水

応急工事で片側
路線を嵩上げ

応急復旧岸壁での水揚げを再開
(H23年11月)

仮設市場での
荷さばき状況

施工中
(H25.2) 臨港道路嵩上げ

（片側路線）
応急工事により

通行可能

臨港道路の復旧工事

施工中
(H25.2)

岸壁の嵩上げ
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漁船漁業の復旧・復興について

遠洋かつお・まぐろ地域漁業復興プロジェクト（遠洋まぐろ延縄漁船 第１明神丸）
平成24年３月に計画認定。平成25年１月から事業開始。省エネ型漁船の導入、低
燃費操業の徹底等により、操業経費の削減を図るとともに、漁獲したマグロ類を気仙
沼地域へ水揚げすることで新たなマグロ類の水揚の拠点づくりを目指す。

地域の漁業者が新しい操業形態の導入など、安定的な水産物の生産体
制を構築する場合、必要な経費（人件費、燃油費、販売費など）について、
水揚げ金額では賄えない部分の９／１０、２／３、又は半額を国が支援。

漁船などに被害を受けた漁業者のために、漁業協同組合などが
漁船、定置網などの漁具を導入する場合に、国は、事業費の１／３
を補助し、あわせて都道府県が事業費の１／３以上を補助。

活 用 事 例活 用 事 例

採介藻漁船※（岩手県宮古市）
平成23年7月、漁協から漁業
者に引渡し。

※「ヶ統」とは、定置網を数える単位

※船上からヤス等を用いて貝類や海藻を
採捕するための漁船

＜がんばる漁業復興支援事業＞
（平成23年度補正予算805億円、平成24年度当初予算103億円の内数）

＜共同利用漁船等復旧支援対策事業＞
（平成23年度補正予算387億円、平成24年度当初予算39億円）

漁船 船団・定置網

○北海道 ９隻
○青森県 １隻 １ヶ統
○岩手県 ２隻 ３ヶ統
○宮城県 ４３隻 １ヶ統
○福島県 ３ヶ統
○茨城県 ４ヶ統
○千葉県 ３ヶ統

計 ５５隻及び１５ヶ統

がんばる漁業復興支援事業の認定を受けた漁船

漁船 定置網

○北海道 ２０隻
○青森県 ６４隻 ３ヶ統
○岩手県 ５,３９３隻 １８２ヶ統
○宮城県 １,８８８隻 ３８ヶ統
○福島県 １０１隻
○茨城県 ２隻 １ヶ統
○富山県 ５隻
○三重県 ５ヶ統

計 ７，４７３隻及び２２９ヶ統

共同利用漁船等復旧支援対策事業の実績

※「ヶ統」とは、船団や定置網を数える単位

定置漁船 （岩手県釜石市）
岩手県釜石東部漁協が復旧した大型
定置の網起しの漁船（１９t）。
主として、三陸で重要な魚種である「秋
サケ」を水揚げする。 ８

（25年１月末時点） （24年３月５日時点）



養殖業の復旧・復興について

岩手県（大槌町・写真上段）
岩手県大槌町の吉里吉里・赤

浜地区では、特産品のワカメの
養殖を平成23年秋から再開し、
岩手県全体で同漁期は平年の
75％程度の生産があった。

宮城県（東松島市・写真下段）
宮城県東松島市の鳴瀬地区で

は、特産品のカキの養殖を再開
している。（採苗は平成23年中に
再開しているが、施設の復旧や
種苗確保の関係から、本格的な

出荷は今秋以降となる見込み。）

両地区とも津波により養殖施
設や漁船、作業場等の全てが流
されて個人での再開は困難で
あったが、養殖業者同士が協力
して再び養殖業を始めることが
できた。

ワカメ収穫の様子

陸揚げされた養殖カキ

陸揚げされた養殖ワカメ

カキの殻剥き作業の様子
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水産加工・流通施設の復旧・復興について①

○施設の整備箇所 岩手県九戸郡野田村大字野田
○総事業費 ： ７６，９００千円
（国費 ： ５１，２６６千円）

○事業実施主体 ： 野田村漁業協同組合
○完成年月日 ： 平成２４年３月２６日
○施設の規模、能力
製氷 スラリー１８．５㌧／日
貯氷 ３０㌧

１ 製氷・貯氷施設の復旧事例

１０

○施設の整備箇所 気仙沼市魚市場前
○総事業費 ： １，９８５，３００千円
（国費 ： １,３２３，５３３千円）

○事業実施主体： 気仙沼漁業協同組合
○完成年月日 ： 平成２４年１０月２２日
○施設の規模、能力

製氷 １１０㌧／日
貯氷 ３，７００㌧



○施設の整備箇所
岩手県九戸郡洋野町小子内

○総事業費 ： ６１，４９８千円
（国費 ： ４０，９９８千円）

○事業実施主体 ： 小子内浜漁業協同組合
○完成年月日 ： 平成２４年１１月９日
○施設の規模、能力

鉄骨平屋建198.8㎡、冷蔵施設、
濾過循環冷水装置、冷房設備、水槽4基
便所 木造平屋建20.7㎡

○施設の整備箇所
岩手県九戸郡野田村大字野田

○総事業費 ： １０６，４３０千円
（国費 ： ７０，９５３千円）

○事業実施主体 ： 野田村漁業協同組合
○完成年月日 ： 平成２４年３月２７日
○施設の規模、能力

柱鉄骨幕屋根造800㎡、給水設備、
ポンプ室、海水ろ過殺菌装置

２ 水産物荷さばき施設の復旧事例

１１

水産加工・流通施設の復旧・復興について



○施設の整備箇所 岩手県下閉伊郡普代村
○総事業費 ： １０４,１００千円
（国費 ： ６９，４００千円）

○事業実施主体 ： 普代村漁業協同組合
○完成年月日 ： 平成２４年９月２６日
○施設の規模、能力

コンブ育成棟 1棟 349.92㎡
水滅菌増養槽冷却設備海水給水管 1式
FRP培養水槽 6

○施設の整備箇所 岩手県宮古市重茂
○総事業費 ： ４３８，０００千円
（国費 ： ２９２，０００千円）

○事業実施主体 ： 重茂漁業協同組合
○完成年月日 ： 平成２４年９月１４日
○施設の規模、能力

コンブ育成棟 １棟 ８４６㎡、
培養水槽：１６基（最大１０８，０００ｍ培養）、
海水貯水タンク：35ｔ１基

３ コンブ種苗生産施設の復旧事例

１２

水産加工・流通施設の復旧・復興について③



○施設の整備箇所 岩手県九戸郡野田村
○総事業費 ： ２２，４００千円
（国費 ： １４，９３３千円）

○事業実施主体 ： 野田村漁業協同組合
○完成年月日 ： 平成２４年７月２４日
○施設の規模、能力

木造平屋建て 248.43㎡、電気設備

○施設の整備箇所 岩手県宮古市重茂
○総事業費 ： １７３，３００千円
（国費 ： １１５，５３３千円）

○事業実施主体 ： 重茂漁業協同組合
○完成年月日 ： 平成２４年８月２１日
○施設の規模、能力

鉄骨造平屋建１棟２８８㎡、日産処理能力：７０ｔ

４ 作業保管施設の復旧事例

５ ワカメボイル加工施設の復旧事例

１３
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○施設の整備箇所 宮城県石巻市佐須字前ヶ崎
○総事業費 ： ５１，９５０千円
（国費 ： ３４，６３３千円）

○事業実施主体 ： 宮城県中部施設保有漁業協同組合
○完成年月日 ： 平成２４年３月８日
○施設の規模、能力 木造平屋建 173㎡

○施設の整備箇所 宮城県本吉郡南三陸町志津川
○総事業費 ： １３８，３００千円
（国費 ： ９２，２００千円）

○事業実施主体 ： 宮城県北部施設保有漁業協同組合
○完成年月日 ： 平成２４年１０月３０日
○施設の規模、能力 鉄骨平屋建 326，567㎡

６ 共同カキ処理場の復旧事例

１４
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７ 共同海苔加工場の復旧事例

○施設の整備箇所
宮城県東松島市宮戸

○総事業費 ： ３９８，１６０千円
（国費 ： ２６５，４４０千円）

○事業実施主体
宮城県南部施設保有漁業協同組合

○完成年月日 ： 平成２４年１１月８日
○施設の規模、能力

全自動ノリ製造装置 10連（２基、２棟）
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水産加工・流通施設の復旧・復興について⑥

○施設の整備箇所 岩手県大船渡市三陸町綾里
○総事業費 ： ２８，９１７千円
（国費 ： １９，２７８千円）

○事業実施主体 ： 岩手県
○完成年月日 ： 平成２４年７月２日
○施設の規模、能力

貯水槽 35㌧
取水・循環・給水紫外線殺菌装置 20㌧×1基

８ 海水処理施設の復旧事例



 がれき撤去後の沿岸漁場の回復状況等について調査を実施。

 早期の操業再開に向けて、漁業者及び専門業者が行う漁場のがれき撤去を支援。

これまでの主な取組

（漁業者による撤去作業） （専門業者による撤去作業）

○漁業者による取組

○専門業者による取組

・平成23年度は、岩手県、宮城県及び福島県の３県において計72地区で
77,400トンのがれきを撤去。平成24年度は、３県において計23地区で2,500
トンのがれきを撤去。
・底びき網漁船を活用したより広域的ながれき撤去について、宮城県にお
いては平成24年２月から、岩手県においては本年２月から実施。

平成23年度は、岩手県、宮城県及び福島県における定置漁場及び養殖漁場において、がれきの
撤去をほぼ終了。撤去が終了した漁場の一部にがれきが再流入したが、平成24年度内にほとんど
の漁場で撤去が終了する見込み。

○被害漁場環境調査

平成23年度より、青森県、岩手県、宮城県及び福島県の藻場・干潟、沿岸漁場等の回復状況と有害物質等による沿岸漁場へ
の環境負荷影響調査などを実施。平成24年度は、新たに茨城県と千葉県を加えて継続して実施中。

（アワビ稚貝生態調査）

 定置漁場、養殖漁場、底曳網漁場をはじめ各種漁場でのがれき撤去が漁業・養殖業の再開に寄与した。

 震災により、被災県の沿岸漁場等では藻場の流失、地盤沈下や土砂の堆積等が確認された。

 今後も操業に支障のある漁場について撤去を継続して実施。

 被害漁場環境調査の結果を踏まえ、改良漁具や漁場環境改善技術の開発など、被災漁場の生産力を向上
させるための取り組みを実施。

これまでの成果

今後の主な取組

１６

漁場の復旧について


