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近年、台風等の巨大化により各地の漁業地域において水害や流木等による災害が発生しており、地域に精
通した漁港建設業は、「自然災害発生時の迅速な応急・復旧支援（漁港における航路・泊地等の啓開や倒壊
した漁港施設等の復旧等）」、「事前防災準備（行政との災害協定の締結推進や相互支援体制の構築等）」
に加え、「漁港施設や漁村の生活インフラ等の日常的な点検・管理」など地域の守り手として、大きな貢献
を果たしています。

■ 災害協定締結による初動体制の構築災害協定締結による初動体制の構築災害協定締結による初動体制の構築災害協定締結による初動体制の構築
（漁港における航路・泊地等の啓開）

漁港及び漁港海岸においては、管理者と全日本漁港建設協会等との二者協定が基本ですが、漁場等に流入し
た流木等の円滑な処理のためには四者協定を基本とすることが、令和３年３月３０日、水産庁から地方公共
団体に通知されました。

■ 災害時における漁港建設業の役割災害時における漁港建設業の役割災害時における漁港建設業の役割災害時における漁港建設業の役割

〇 漁業地域においては、豪雨、台風等の災害が漁業活動等に重大な影響を及ぼすため、漁港・漁場に精
通している全日本漁港建設協会等と災害協定を締結し、初動対応を強化することが重要です。

〇 災害協定の締結により、発注者は、災害協定を締結している業界団体から会員情報に関する情報提供
を受け、応急対策や復旧工事の契約相手方を選定するなど早期かつ確実に着工できます。

全国の漁港漁村では、このように激甚化する自然災害からの地
域の守り手として、また、地域社会の維持・活性化などの面にお
いて、漁港建設業が必要不可欠なサービス機能を担うエッセン
シャルワーカーとして大変重要な役割を果たしています。

【新漁港建設業将来ビジョン(令和３年５月公表)より抜粋】

■ 災害協定の形態災害協定の形態災害協定の形態災害協定の形態

発注関係事務の運用に関する指針発注関係事務の運用に関する指針発注関係事務の運用に関する指針発注関係事務の運用に関する指針（（（（令和２年令和２年令和２年令和２年１１１１月月月月３０３０３０３０日改正日改正日改正日改正））））より抜粋より抜粋より抜粋より抜粋

Ⅲ.災害時における対応

１ 工事

１－１ 災害時における入札契約方式の選定

（随意契約） 発災直後から一定の間に対応が必要となる道路啓開、航路啓開、がれき撤去、流木撤去、
漂流物撤去等の災害応急対策や、段差解消のための舗装修繕、堤防等河川管理施設の復旧、砂防施設の
復旧、岸壁などの港湾施設の復旧、代替路線が限定される橋梁や路面の復旧、官公庁施設や学校施設の
復旧などの緊急性が高い災害復旧に関する工事等は、被害の最小化や社会経済の回復等の至急の現状復
帰の観点から、随意契約（会計法第29条の３第４項又は地方自治法施行令第167条の２）を活用するよう
努める。

契約の相手方の選定にあたっては、被災地における維持工事等の実施状況、災害協定の締結状況、企
業の本支店の所在地の有無、企業の被災状況、近隣での施工実績等を勘案し、早期かつ確実な施工の観
点から最も適した者を選定する。

また、必要に応じて、発注者が災害協定を締結している業界団体から会員企業に関する情報提供を受け、
施工体制を勘案し契約相手を選定する方法の活用にも努める。

【【【【漁港及び漁港海岸漁港及び漁港海岸漁港及び漁港海岸漁港及び漁港海岸】】】】
・管理者と・管理者と・管理者と・管理者と漁港・漁場に精通した建設業団体漁港・漁場に精通した建設業団体漁港・漁場に精通した建設業団体漁港・漁場に精通した建設業団体［全日本［全日本［全日本［全日本
漁港建設協会等］漁港建設協会等］漁港建設協会等］漁港建設協会等］との二者協定との二者協定との二者協定との二者協定を基本とするを基本とするを基本とするを基本とする

・管理者と漁業関係者（当該漁港を利用する水産業・管理者と漁業関係者（当該漁港を利用する水産業・管理者と漁業関係者（当該漁港を利用する水産業・管理者と漁業関係者（当該漁港を利用する水産業
協同組合）との協定締結も検討協同組合）との協定締結も検討協同組合）との協定締結も検討協同組合）との協定締結も検討

管理者管理者管理者管理者 建設業団体建設業団体建設業団体建設業団体

都道府県都道府県都道府県都道府県

建設業団体建設業団体建設業団体建設業団体

市町村市町村市町村市町村

漁業関係者漁業関係者漁業関係者漁業関係者

【【【【漁場等漁場等漁場等漁場等】】】】
・都道府県、市町村、漁業関・都道府県、市町村、漁業関・都道府県、市町村、漁業関・都道府県、市町村、漁業関
係者及び漁港・漁場に精通係者及び漁港・漁場に精通係者及び漁港・漁場に精通係者及び漁港・漁場に精通
した建設業団体のした建設業団体のした建設業団体のした建設業団体の四者協定四者協定四者協定四者協定
を基本を基本を基本を基本とするとするとするとする

・活用する事業によって立場・活用する事業によって立場・活用する事業によって立場・活用する事業によって立場
が異なるが異なるが異なるが異なる

・県は漁場管理において重・県は漁場管理において重・県は漁場管理において重・県は漁場管理において重
要な役割要な役割要な役割要な役割
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「発注関係事務の運用に関する指針Ⅲ.1.1-1」に
規定する随意契約に加え、漁港建設業者には、以
下のメリットがあります。

〇 水産庁直轄の漁港漁場整備事業においては、総
合評価落札方式の評価点において、当該県での
漁港漁場関係の協定を締結し、災害対応の活動
実績又は訓練実績がある場合は、2.0の加算点
が与えられます。（その他の協定1.0、未締結0）

〇 三重県においては、漁港・漁港海岸の協定を締
結し、緊急時を想定した連携訓練への参加実績
がある場合、9.0の加算点が与えられます。

（その他の協定3.0、未締結0）

工事の総合評価落札方式の評価項目と配点の考え方
（令和２年４月公表 水産庁漁港漁場整備部）

■ 災害協定の締結によるメリット災害協定の締結によるメリット災害協定の締結によるメリット災害協定の締結によるメリット

〇〇〇〇 漁港施設点検システム漁港施設点検システム漁港施設点検システム漁港施設点検システム

全日本漁港建設協会の漁港施設点検システムを
活用することにより、スマホによる施設撮影だ
けで、写真、位置、気象状況等の情報が整理、
蓄積でき、県市町村職員の日常及び災害時の施
設点検を簡単に行うことができます。

■ 技術者不足の市町村等への支援技術者不足の市町村等への支援技術者不足の市町村等への支援技術者不足の市町村等への支援

〇〇〇〇 応急対策から復旧工事までの一貫支援応急対策から復旧工事までの一貫支援応急対策から復旧工事までの一貫支援応急対策から復旧工事までの一貫支援

職員不足、技術者不足の市町村においては、全
日本漁港建設協会、水産土木建設技術センター
との災害協定を締結することにより、災害発生
後の応急対策から、災害査定、復旧工事まで一
貫して必要な支援が受けられます。

漁港に係る災害協定締結状況
（令和３年７月時点）

・水産土木技術センターによる災・水産土木技術センターによる災・水産土木技術センターによる災・水産土木技術センターによる災
害査定、害査定、害査定、害査定、 工事発注、事業実施工事発注、事業実施工事発注、事業実施工事発注、事業実施
の支援の支援の支援の支援

・全日本漁港建設協会による・全日本漁港建設協会による・全日本漁港建設協会による・全日本漁港建設協会による
災害応急対策、復旧工事の実施災害応急対策、復旧工事の実施災害応急対策、復旧工事の実施災害応急対策、復旧工事の実施
の支援の支援の支援の支援

全日本漁港建設協会全日本漁港建設協会全日本漁港建設協会全日本漁港建設協会

水産土木建設技術センター水産土木建設技術センター水産土木建設技術センター水産土木建設技術センター

市町村等市町村等市町村等市町村等

スマホアプリで点検スマホアプリで点検スマホアプリで点検スマホアプリで点検スマホアプリで点検スマホアプリで点検スマホアプリで点検スマホアプリで点検

データ管理データ管理データ管理データ管理データ管理データ管理データ管理データ管理 管理者へ管理者へ管理者へ管理者へ
メール通知メール通知メール通知メール通知

点検位置や写真等の
情報を随時把握可能
点検位置や写真等の
情報を随時把握可能

漁港施設の点検者漁港施設の点検者漁港施設の点検者漁港施設の点検者 施設管理者施設管理者施設管理者施設管理者

①災害点検①災害点検①災害点検①災害点検
・ 被災要因及び被災状況の把握

②日常施設点検②日常施設点検②日常施設点検②日常施設点検
・漁港施設の日常点検結果の把握

及び蓄積
③管理・利用点検③管理・利用点検③管理・利用点検③管理・利用点検

・不法係留や不法投棄など漁港の
利用状況の把握 等

点検の種類と効果点検の種類と効果点検の種類と効果点検の種類と効果

●点検写真（最大４枚）
●点検位置・撮影方角
●点検日時
●対象施設・位置
●施設の状況
●緊急性の有無
●コメント（自由入力） 等 被災時の気象情報被災時の気象情報被災時の気象情報被災時の気象情報帳票形式出力帳票形式出力帳票形式出力帳票形式出力

点検位置の表示点検位置の表示点検位置の表示点検位置の表示点検写真の表示点検写真の表示点検写真の表示点検写真の表示

支部名
各支部の協定

被締結者 締結年月日 名 称

北海道
甲：北海道開発局長
乙：（一社）全漁建北海道支部長
丙：（一社）全漁建会長

H25.10.28
災害時における北海道開発局所管施設等の
災害応急対策業務に関する協定

青森県
甲：知事
乙：（一社）全漁建青森県支部長
丙：（一社）全漁建会長

H24.11.9
漁港・漁場・漁村の大規模災害時における応
急対策業務に関する協定

岩手県
甲：知事
乙：（一社）全漁建岩手県支部長

H25. 4. 1
災害時における漁港漁場の応急対策業務に
関する協定

宮城県
甲：知事
乙：（一社）全漁建宮城県支部長

H27.4.15
災害時における漁港・漁場の応急対策業務
に関する協定

秋田県
甲：知事
乙：（一社）全漁建秋田県支部長
丙：（一社）全漁建会長

H26.8.20
漁港・漁場・漁村の災害時における応急対策
業務の応援活動に関する協定

福島県
甲：県土木部長
乙：（一社）全漁建福島県支部長

R3.3.9
災害時における漁港、海岸保全施設の応急
対策業務の支援に関する協定

茨城県
甲：知事
乙：（一社）全漁建茨城県支部長

R3.7.19
災害時における漁港の応急対策業務に関す
る協定

千葉県
甲：知事
乙：（一社）全漁建千葉県支部長

H30.3.9
地震・風水害・その他の災害応急対策に関す
る業務協定

神奈川県
甲：東部漁港事務所長
乙：西部漁港事務所長
丙：（一社）全漁建神奈川県支部長

H29.6.19
地震・津波・波浪・その他の災害応急工事に
関する業務協定

三重県

甲：知事
乙：（一社）全漁建三重県支部長
丙：（一社）全漁建会長

H27.1.28
漁港・漁港海岸における災害時の応急対策
業務に関する協定

甲：南伊勢町長
乙：（一社）全漁建三重県支部長

H27.8.10
漁港・漁港海岸における災害時の応急対策
業務に関する協定

島根県
甲：県農林水産部長
乙：島根県港湾漁港建設協会長

H28.4.1
漁港・漁場の大規模災害時における応急対
策業務に関する協定

山口県
甲：知事
乙：山口県漁港建設協会長

H29.8.21
大規模災害時における漁港の応急対策業務
に関する協定

高知県

甲：県港湾空港局長
乙：県海洋局長
丙：高知県港湾空港建設協会長
丁：（一社）全漁建高知県支部長

H17.10.13 災害時の応急対策業務に関する協定

佐賀県
甲：県農山漁村課長
乙：佐賀県港湾建設協会長

H22.9.1
漁港施設及び区域内における災害時の応急
対策に関する協定

長崎県

甲：県各振興局長
乙：（一社）長崎県港湾漁港建設業
協会長

H18年度
大規模災害並びに事故発生時における支援
活動（社会貢献）に関する協定

甲：知事
乙：（一社）長崎県港湾漁港建設業
協会長

H26.5.28
大規模災害発生時における広域支援活動に
関する協定

熊本県
甲：知事
乙：熊本県漁港建設協会長

R2.12.24 大規模災害時の支援活動に関する協定

大分県

甲：県農林水産部漁港漁村整備課
長
乙：（一社）全漁建大分県支部長

H26.3.20
災害時等における漁港の緊急応急対策業務
等に関する協定

甲：大分市長
乙：大分県漁港建設協会長

H25.3.27
災害並びに事故発生時における支援活動等
に関する協定

宮崎県
甲：知事
乙：宮崎県港湾漁港建設協会長

H25.5.21
大規模災害及び事故発生時における応急対
策業務等に関する基本協定

鹿児島県
甲：知事
乙：鹿児島県港湾漁港建設協会長

H28.2.10
災害・事故発生時の海上における応急対策
に関する協定

沖縄県
甲：知事
乙：沖縄県漁港建設協会長

H28.3.22
大規模災害及び事故発生時における応急対
策業務等に関する基本協定


