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 島根県では、平成２０年３月に策定された「新たな農林水産業・農山漁村活

性化計画」（以下「活性化計画」）に基づき農業・林業・水産業の各分野が連携

し、総合的な施策展開に努めてきましたが、この「活性化計画」の戦略プラン

が終期を迎えたことから、内容の見直しを行い、平成２４年３月に「新たな農

林水産業・農山漁村活性化計画 第２期戦略プラン」（以下「新戦略プラン」）

を策定したところです。 
 この「新戦略プラン」では、漁場・漁港・漁村の整備（水産基盤整備）の役

割については「消費者に好まれる商品づくり」「魅力ある農山漁村づくり」「環

境保全と多面的機能の維持増進」として位置付けられています。 
 一方、国においても、平成１９年６月に「漁港漁場整備長期計画（平成１９

～２３年度）」が策定され、重点課題の達成に向けた新たな視点に立った、計画

に沿った施策が進められていました。 
しかし、計画の最終年度を迎え、平成２３年３月１１日に起こった「東日本

大震災」により、多くの漁村集落が津波によって壊滅的な状況になり、改めて

漁港や漁村の防災機能の強化が問われることになりました。このため、国はこ

れまでの長期計画を大幅に見直し、平成２４年３月に「震災復興」「災害に強い

地域づくり」「力強い産地づくり」「水産資源の生産力の向上」を重点課題に掲

げた新たな「漁港漁場整備長期計画（平成２４～２８年度）」を公表しています。 
この様な状況下、島根県においても新たな活性化計画・第２期戦略プランと

国の長期計画の方針を踏まえ、改めて漁港・漁場・漁村整備のあり方や基本方

針、今後の推進方向などを明確にすることが必要となり、今回、『島根県水産基

盤整備指針』として策定することとなりました。 
指針の策定にあたっては、今後の島根県の水産基盤整備について、事業関係

者だけでなく、漁業関係者、県民のみなさんを含めて広くご理解いただける内

容を目指してとりまとめました。 
  

１．策定の趣旨 
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 島根県の沖合は、全国でも有数の生産力の高い漁場を形成しており、漁獲さ

れる新鮮な水産物は四季折々の旬を食卓に届け、私たちの豊かな食文化に貢献

しています。 
また、漁業は本県沿海地域や離島の基幹産業となっているとともに、県内の

２３０余りの漁村地域においては海上安全や監視に関する活動、豊かな水域環

境の保全や美しい景観の形成、漁村の伝統に根付いた地域文化の伝承など、県

民の安全や生活環境の維持にも大きな役割を果たしています。 

 そして、今後とも漁業や漁村地域の発展を支えるために必要になるのが、稚

魚や小型魚を育み資源を守り効率的な操業を可能とする漁場（人工魚礁）であ

り、暴風や高波から漁船を守り、漁業活動や水産物流通の拠点となっている漁

港であり、その背後に安全・安心で暮らしやすい生活環境を形成する漁村です。 

 このような、水産業と漁村地域の振興に不可欠な漁場・漁港・漁村とそれぞ

れに関連する機能施設を含めて「水産基盤」と呼んでおり、一体的かつ計画的

に整備を推進する必要があります。 
 今回、策定した「島根県水産基盤整備指針」は新戦略プランに示した水産基

盤の整備に関して、県の基本的な考え方、取り組み方向について取りまとめま

したが、特に近年の安全・安心な食品に対するニーズの高まり、施設の長寿命

化や維持管理の低コスト化、更に今回の東日本大震災を踏まえた災害に強く安

全な地域づくりなどの観点から、以下に定めた基本方向に基づき施策を展開す

ることとしました。 
 

〔基本方向〕 

Ⅰ．豊かな資源づくり  ～水産資源をささえる～ 

 （１）漁場造成による生産基盤の整備 
Ⅱ．水産業の拠点づくり  ～漁業と浜の営みをささえる～ 

 （１）安全で安心な漁港基本施設の整備 
 （２）安全で安心な水産物を迅速に集出荷できる施設の整備 
 （３）漁港施設の長寿命化と機能保全 
 （４）漁港の耐震・耐津波対策の推進 
Ⅲ．暮らしやすい地域づくり  ～漁村の暮らしをささえる～ 

 （１）住みやすい漁村生活環境づくり 
 （２）漁村の防災・減災対策の強化 

  

２．基本的考え方 
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Ⅰ．豊かな資源づくり  ～水産資源をささえる～ 

Ⅱ．水産業の拠点づくり  ～漁業と浜の営みをささえる～ 

一本釣り 

刺網 

まき網 底びき網 

 

（１） 漁場造成による生産基盤の整備 

沿岸から離れた水深の深い沖合の海域では、底びき網、かご、まき網など、

大型漁船を使用した経営規模の大きい漁業（沖合漁業）が操業されていま

す。 

これらの漁業を対象として、漁獲対象となる水産資源の保護・育成や増大

を図るための漁場造成を行い、漁業経営の安定化を図ります。 

水深の浅い沿岸域から沖合域にかけ

ては、主に釣り、延縄、刺し網などの小型

漁船漁業（沿岸漁業）を対象とした漁場

整備を推進し、対象資源の生態、海域の

自然条件などを踏まえ、種苗放流や資源

管理と連携しながら、漁獲の増大と操業

の効率化を図ります。 

整備を効率的に行うために、県の試

験研究機関や漁業関係者、水産高校

などが連携し、対象資源や環境の調

査、実証試験、効果調査などにも取り組

みます。 

 

（１） 安全で安心な漁港基本施設の整備 

波浪などから漁船や背後集落などを守

ることは、漁業活動の拠点である漁港の

最も重要な役割であり、防波堤や護岸、

岸壁などはその基盤となるもので漁港基

本施設と呼ばれています。 

３．施策の展開方向 
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これらの漁港基本施設の整備を

推進し、漁船の係留や出入港の安

全・安心化と港内における出漁準備

や漁具の補修などの関連作業の円

滑化を図ります。 

 

 

 

 

 

（２） 安全で安心な水産物を迅速に集出荷できる施設の整備 

近年、食品の安全・安心

やおいしさに対する消費者

のニーズが高まっており、

水産物についても高レベ

ルの対応が求められていま

す。 

このため、出荷流通の拠

点となる漁港においては、

荷さばき施設や卸売市場

などの関連機能施設の整

備を推進し、水産物の処理

や集出荷について、衛生

管理や鮮度保持の高度化

を図ります。 

 

 

（３） 漁港施設の長寿命化と機能保全 

これまで整備してきた漁港施設の

中には、相当な年数が経過して老

朽化が進み、本来の機能が十分に

発揮できないことにより漁業活動に

支障を来しているものが多く見られ

ます。 

これらの老朽化した施設の補修

や改良工事を実施し、長寿命化と

維持管理の低コスト化を図ります。 

 

 

だんだん 

 古くなって 

きたよ～ 

これから計画的に 

直していくから！！ 
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Ⅲ．暮らしやすい地域づくり  ～漁村の暮らしをささえる～ 

災害に 

強い漁港 

づくり 

より 

住みやすい 

 漁村づくり 

（４） 漁港の耐震・耐津波対策の推進 

東日本大震災により、漁港は物資運搬や救援活動の拠点として利用され、

その役割の重要性が再認識されました。 

このため、通常時の漁業活動の拠点としてだけでなく、非常時においても

様々な利用が可能となるように、地震や津波の影響を受けにくく、壊れにくい

「災害に強い漁港づくり」を目指します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１） 住みやすい漁村生活環境づくり 

漁業活動の活性化を図るためには、漁港の背後に形成される生活空間と

しての漁業集落の環境改善も重要です。 

漁業後継者や若年就業者の定着を図り、高齢者の生活にも優しい漁村地

域を実現するため、「住みやすい漁村づくり」を推進します。 
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Ⅰ．豊かな資源づくり   

ズワイガニ保護育成礁 

（２） 漁村の防災・減災対策の強化 

災害発生時の漁港利用者や漁村地域住民の安全確保を図るため、県や

地域の防災計画と連携し、「災害に強く安全な漁村づくり」を推進します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 （１） 漁場造成による生産基盤の整備 

①排他的経済水域の漁場整備（国直轄事業の活用） 

●日韓暫定水域に隣接した排

他的経済水域において、底

びき網漁業やかご漁業など

の対象資源の資源回復と増

大を目的とした保護育成施

設の整備を国の直轄事業（フ

ロンティア漁場整備）を活用

して推進します。 

     対象魚類：アカガレイ、 

ズワイガニ 

 

４．取り組み内容 

災害に強く 

安全な漁村づくり 
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マウンド魚礁 

●植物プランクトンや餌料

生物を増加させ、海域の

基礎的な生産力を高める

ため、マウンド礁（人工海

底山脈）などの大規模な

漁場造成を国と連携して

推進し、まき網漁業の漁

獲対象となる資源の増殖

を図ります。 

 

     対象魚類：アジ・サバ・イワシ類 

 

 

②沖合海域の漁場整備 

●メダイやウスメバルは西日本の海域で産卵し、その稚魚は流れ藻と

ともに島根県沖に来遊し、ある程度の大きさになると流れ藻から離

れ、岩礁の多い海底などで成長します。 

このような場所に高さのある大型の人工魚礁を効果的に配置し、稚

魚が定着しやすい環境を整備します。 

高さのある魚礁を用いることにより回遊性の魚類であるマアジ、ブ

リなども集まり、生産性の高い漁場になることが期待されます。 

 

対象魚類：メダイ、ウスメバル、アジ類、ブリ類など 

 

●漁場の多くは、岩礁などによる凹凸

や複雑な形状をした海底を基盤と

して形成され、天然礁・瀬と呼ばれ

ています。 

天然礁・瀬に隣接して人工魚礁

を設置することにより、漁場の機能

を補完・増大し、生産性の高い優

良漁場を実現します。 

 

 

対象魚類：タイ類、メバル・ 

カサゴ類、イカ類 

など 
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Ⅱ．水産業の拠点づくり   

●砂泥質で単調な海底に小型の

魚礁を多数設置することにより、

魚のすみかとなる空間を確保

し、餌となる生物が増殖しやす

い環境を整備します。 

設置された魚礁により、稚魚

や小型魚が保護されることから、

効率的な種苗放流や資源管理

への効果も期待されます。 

 

対象魚類：ヒラメ、アマダイ、キダイなど 

 

③地先海域における漁場の整備 

●共同漁業権区域の内側など、漁港から近い地先の海域では主として地元

漁業者が利用する小規模な漁場造成を推進します。 

また、間伐材を用いた魚礁など、新しい素材や手法による実証試験や

調査などにも取り組みます。 

 

対象魚類：タイ類、ブリ類、メバル・カサゴ類、イカ類など 

 

●海岸付近の浅海域では、コンクリートブロックや自然石を用いた藻場や築

いそなどの整備を推進し、有用魚介類の稚魚や磯根資源の増殖・保護育

成を図ります。 

 

      対象魚介類 メバル・カサゴ類、アワビ、サザエなど 

 
 
 
 

（１） 安全で安心な漁港基本施設の整備 

①漁港基本施設の整備 

●冬季風浪や台風の影響を軽減し、

漁港内の安全性を高めるとともに、

出漁・帰港時の出入港の安全を確

保するため、防波堤や護岸の整備

を推進します。 
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高度衛生管理型荷さばき施設 

 

漂砂による堆積 

●漁船を安全に係留し、乗り降りがしや

すく、漁獲物や漁具の積み下ろしが効

率的に行える岸壁や物揚場などの整

備を推進します。 

 

 

 

 

●砂浜海岸に隣接している漁港では、

港内に流入する砂（漂砂）によって航

路や泊地が埋まりやすいことから、浚

渫により水深を確保し、漁船の航行の

安全化を図ります。 

 

 

 

●これまでに整備した漁港基本施設の設計条件や構造などを見直し、機能

強化に必要な改良工事を実施します。 
 

（２） 安全で安心な水産物を迅速に集出荷できる施設の整備 

   ①衛生管理型荷さばき施設の整備 

●水産物の陸揚げや魚の選別、箱詰

め、せり、出荷までの一連の作業を

高度な衛生管理体制の下で効率

的に行うために、殺菌冷海水の使

用、車両の乗り入れ禁止ゾーン、

排水の浄化施設など、一定の基準

を満たした荷さばき施設（衛生管理

型荷さばき施設）の整備を推進しま

す。 

   ②出荷流通の改善に必要な道路の整備 

●市場統合等により規模の拡大が見込まれる荷さばき所周辺において、集

出荷物の運搬車両と市場関係者のスムーズな出入り、周辺住民の安全・

安心の確保に必要な臨港道路を整備します。 

 

 

 

 

 

道路整備前 

道路整備後 
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どんな波が来ても 

     がんばるぞ～ 

●市場と主要幹線道路を結び、漁獲物を迅速に運搬するための漁港関連

道を整備するとともに「道づくり調整会議」を通じて他の道路整備計画とも

連携をとりながら、地元住民の利便性への配慮にも努めます。 

 
（３） 漁港施設の長寿命化と機能保全（ストックマネジメント） 

●老朽化した施設の劣化や機能低下の状況について、漁港ごとの実態調

査をもとに、低コストで効果的な対策工法や施工時期の検討を行い、長寿

命化を図るために必要な機能保全工事を計画的に実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 漁港の耐震・耐津波対策の推進 

●地域の防災拠点となるような漁港においては、緊急物資の海上輸送や避

難、救援・復旧などの活動拠点として利用を可能とするため、通常よりも特

に耐震機能を強化した岸壁（耐震強化岸壁）の整備を推進します。 

 
 

●津波に対しても壊れにくく、粘り強

く効果を発揮しながら漁業活動へ

の影響を軽減する防波堤や護岸

の整備を推進します。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

保全工事前 保全工事後 
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Ⅲ．暮らしやすい地域づくり   

どんな事態が 

起こっても 

実施前 実施後 

高潮により岸壁を越えた波 

 
 

（１） 住みやすい漁村生活環境づくり 

●島根県が今後の汚水処理施設の向かうべき方向を示した「島根県生活排

水処理ビジョン」に基づき、漁港内や漁場の水質環境の保全と漁業集落

の生活環境改善を図るため、漁業集落排水施設の整備を推進します。 

 

 
 
 
 
 

●多くの漁村集落は市街地から離れ、山間地を挟んだ沿岸部に形成されて

おり、道路も狭く、駐車場、公園なども不足しています。 

これらの整備を漁業集落排水施設等と連携して一体的に進めることによ

り、快適で住みやすく親しみやすい環境づくりに努めます。 
 
（２） 漁村の防災・減災対策の強化 

●漁業者だけでなく、地域内外の一般住民を含め、多くの漁港利用者が安

全に避難できるように、避難路・避難地などの防災施設の整備を漁村生活

環境づくりと併せて推進します。 
 
 
 
 
 
 
 

●津波や高潮、波浪による浸食などによ

る被害を軽減し、漁業集落を守るため

に必要な護岸や防潮扉などの海岸施設

の整備を推進します。 
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★ 漁港・漁場・漁村の概念図 

 
★ 漁場整備の考え方 
 


