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研究所の名称変更について 理事長　　岸野昭雄

全国の漁業関係者の皆様には、当研究所が、平素よりご愛顧頂き有り難うございます。
さて、当研究所は、（社）沿岸漁業振興開発協会が行っていた漁場に関する調査研究業務とスタッフを

引き継ぎ、名称を「（財）漁港漁村建設技術研究所」から「（財）漁港漁場漁村技術研究所」に変更し、
新たに漁場に関する調査研究業務をいたすことといたしました。
私どもは、従来から行っていた漁港漁村の調査研究（例えば、高度衛生管理に関すること、効率的流

通体系に関すること、漁村の高度情報化に関すること、海洋深層水に関すること、自然エネルギーに関
すること、都市と漁村の交流に関することなど）に加え、効率的な漁場造成に関すること、藻場干潟の造成に関すること、
漁場の事後評価に関することなど漁場についての種々の調査研究を行い皆様のお役に立ちたい決意でございます。
今後とも、従前に増したご指導、ご鞭撻、ご愛顧をお願い申し上げます。

当研究所では、水産庁の直轄調査において、
『水産基盤整備事業における環境配慮ブック』を
作成しました。
このガイドブックは、水産基盤整備事業にお

ける環境配慮の考え方を、計画・設計・施工並
びに維持管理の各段階に反映させるための手引
きとして作成したものです。
なお、本ガイドブックの検討にあたっては、

右記の委員で構成する検討委員会においてご議
論いただき、ご指導・ご助言を頂きました。
今後、環境に配慮した水産基盤整備事業を実

施するにあたり、このガイドブックが大いに活
用されることを期待します。

■検討委員会のメンバー ＜平成15年3月 時点＞
委員長
中村　充
…福井県立大学名誉教授

委　員
石川公敏
…環境アセスメント学会常務理事
日野明徳
…東京大学大学院農学生命科学研究科
教授

三橋宏次
…（株）ジーエスエンジニアリング
代表取締役

南出直志
…三重県農林水産商工部
水産基盤整備チームマネージャー

野口文雄
…長崎県水産部漁港漁村計画課総括課長補佐

■目　次 ＜参考資料＞主な生物の生活史
第1編 総論・第2編 環境影響評価項目・第3編
影響の予測評価と環境に配慮した計画、設
計・第4編 設計時の配慮事項・第5編 施工時
の配慮事項・第6編供用時の配慮事項

■発　行　社団法人　全国漁港協会

✒ 第2調査研究部主任研究員　泉田典彦

◆第1調査研究部主席主任研究員　　伊藤　靖

私は、７月１日付で第１調査研究部主席主任研究員に就任いたしました。
これまで20年間、社団法人全国沿岸漁業振興開発協会において漁場造成に係る調査研究を行って

参りましたが、漁港漁場関係団体の再編に伴い当研究所にお世話になることとなりました。これま
で行ってきた漁場造成に関する経験を生かし、漁港・漁場・漁村の振興のために微力ながら努
めてまいる所存でございますので、よろしくお願い申し上げます。

◆第2調査研究部部長　　堀越伸幸

私は、４月１日付で第２調査研究部長に就任いたしました。
JICA専門家としてインドネシア共和国海洋水産省派遣のため３年ぶりの日本での勤務、平成

５年９月以来の10年ぶり２度目の研究所勤務でございますので、心機一転・予見を持たず、漁
村の元気づくりに向けて調査研究に取り組む所存でございます。皆様方のご指導・ご鞭撻をよ
ろしくお願い申し上げます。

就任の御挨拶



漁港は本来的機能である船舶の係留や漁獲物の水揚を安
定して行なうため、港内は静穏度で閉鎖的な環境を併せ持
っています。こうした立地環境の下で漁港周辺に生息する
魚類や付着生物等の動植物に新たな生息空間を提供し、生
活史の一部あるいは全体としてさまざまな形での利用が行
なわれています。とりわけ、一部の幼稚仔魚にとっては、
餌場や外敵からの避難場として、漁港内を利用することが
知られていますが、本事業ではこうした漁港構造物に共通
する物理特性とそこに生息する動植物、特に幼稚仔魚の生
息環境としての機能について明らかにし、漁業資源の培養

機能を有する漁港整備技術の開発に資することを目的とし
ています。
本事業は岡山県・（社）日本栽培漁業協会との共同研究

として、岡山県笠岡市地先白石島新漁港をモデル港とし、
平成14年度から16年度までの３カ年計画で調査中です。漁
港内に餌料生物培養機能、幼稚魚の滞留機能を有する人工
礁を設置し、天然幼稚魚の生息環境の整備及び人工放流魚
の滞留、生育場の創出を行ない、生物資源の増殖機能を強
化した漁港施設の開発に資する検討を行ないます。設置す
る人工構造物としてホタテ貝殻を用いた魚礁を用い、岡山
県で高級魚として流通しているキジハタ種苗を放流し、保
護滞留礁としての機能を調査しています。
キジハタは南方性の高級魚類で漁獲量は少なく、市場で

の取引量も多くはありません。この事業では保護・滞留機
能において、人工放流魚の冬季の生残率向上などを図るね
らいもあります。
平成14年度調査結果から、試験礁の形状・素材・設置場

所についての知見を得ました。また、天然魚・放流魚の保
護育成機能について、今年度より一層の検討が必要ではあ
りますが、キジハタ放流魚の逸散調査結果から、放流した
キジハタ稚魚は7割が試験礁内へ潜入し、放流魚の漁港内の
滞留に効果を発揮することがわかっています。平成15年
度・16年度も引き続き、調査・検討を行っていきます。

✒ 海とくらし情報室研究員　押谷美由紀

漁港における幼稚仔育成施設の開発調査 1

漁村情報化CATV（大分県姫島村）の紹介 2
平成13年１月のIT戦略会議における「e-Japan戦略」の策

定を踏まえ、高度情報社会の到来の中で、地理的に不利と
されてきた漁村においても都市と同様な情報の受発信の機
会が得られることとなりました。漁港漁村の情報化を推進
することにより、漁業生産や水産物流通の効率化、漁村に
おける暮らしの利便性・楽しみの拡大等、産業や暮らしの
様々な面で都市と漁村の情報格差を是正することが期待さ
れています。
私ども研究所では、漁村情報化検討会等を設置し、漁村

における情報化の推進方策や漁村情報社会のあり方等につ
いて検討してきました。その具体例の一つとして、漁港漁
村活性化対策事業として、計画から設計・施工監理を受託
し実施した姫島村についてご紹介します。
姫島村は、１島１村の人口約3,000人の小さな村ですが、

平成９年度までに全村の下水道整備が完了し、今後は大分
県の総合情報ネットワークの推進に合せて情報インフラ整
備を実施していくこととなりました。
CATV整備は水産庁の漁港漁村活性化対策事業における

情報基盤整備により実施し、総事業費は約十億六千万円。
平成13年度から整備を進めてきました。
旧中央公民館を庁舎に増改築した際に、隣接して核とな

る情報センター（通称、ケーブルテレビ姫島）を改築、幹
線の光ファイバーケーブル、支線の同軸ケーブルを通じて
村内約960世帯とをつなぎました。
平成15年１月からテレビ放送の試験放送を始めており、

地上波・衛星波をはじめとする多チャンネル化のほかに、
村内の行事や出来事を収録した自主放送、島の観光名物と
して有名な盆踊のきつね踊り等の観光情報を一緒に見るこ

とができます。また、各漁港に設置した監視カメラで海や
船のチエックができる漁業情報などが整備され、漁業者に
活用されています。
また、防災・緊急告知放送として、台風・火事・地震・

津波等の災害情報を屋外スピーカーと各家庭に配備される
音声告知端末機から放送します。
さらに来年４月には村がプロバイダーになったインター

ネット、有線電話を利用した村内通話の無料化、保険・医
療・福祉のサービスを実施する予定です。
多品種少量生産という特質を有する水産業こそ、ITの特

性に適していると言え、今後、研究所としては水産関連分
野でのソフト面の充実を図っていきます。

✒ 第2調査研究部主任研究員　森田廣志



去る７月30日（水）、東京食糧会館において当研究所に事務
局を置く都市漁村交流推進協議会（会長：堂故茂富山県氷見
市長）の平成15年度総会を開催致しました。主催者の堂故会
長及び来賓の水産庁漁港漁場整備部の影山智将防災漁村課長
の挨拶の後、事務局からの報告に基づき議事が進行し、全て
の議題が検討され、了承されました。
新役員
●会長…堂故 茂（富山県氷見市長）●副会長…岩田 篤（静岡
県南伊豆町長）、小田桐 四郎（北海道標津町長）、芝原 英三（兵
庫県家島町長）※、角田 成功（島根県島根町長）、豊田 定光（長
崎県高島町長）、平沢 敬義（青森県深浦町長）●監査役…鈴木
光雄（全日本漁港建設協会事務局長）※ ［敬称略、※印は新任］
総会終了後、記念行事として、トーク＆トーク『まちに元

気を！～全国発、まちおこしに向けた都市漁村交流の可能性
とあり方を探る』を開催しました。

【トーク＆トーク　プログラム】
■テーマ：『全国発、まちおこしに向けた都市漁村交流の可
能性とあり方を探る』

■コーディネーター：婁　小波氏（東京水産大学　助教授）
■活動事例報告＆インタビュートーク
青森県深浦町：八木橋健氏（水産観光課長）
富山県氷見市：堂故茂氏（市長）
徳島県由岐町：小坂進氏（地域振興課補佐）
NPO法人海辺づくり研究会：木村尚氏（事務局長）
■みんなでトーク（会場参加者を含めた質疑応答・意見交換）
これは、都市と漁村の交流を通じて魅力ある漁村づくりや

漁村の活性化を図るために、交流活動を実践している市町村
からの事例報告をもとにして、みんなで都市漁村交流のあり
方を探ることを目的としたシンポジウムです。
「トーク＆トーク」では、コーディネータとして東京水産大
学の婁小波助教授をお迎えし、先進的な活動を続ける４つの
団体の各発表者より都市漁村交流の事例発表が行われました。
q青森県深浦町の八木橋課長から観光応援団、マラソン大
会、地元と都市部の小学生が体験漁業等を行う「深浦マ

リンキッズ」等の事例が紹介されました。
w富山県氷見市の堂故市長から「６万人定住と200万人交流
の都市づくり」を中長期目標に掲げ、フィッシャーマンズ
ワーフ「海鮮館」、「ひみ田園漁村空間博物館」構想、「世
界定置網サミット」開催等の事例が紹介されました。

e徳島県由岐町の小坂課長補佐から、漁業体験キャンプ「お
いでよ海の学校へ」の他、長期滞在も可能な「小さな漁村
イザリへゆったリズムのたび」企画、民宿と連携した１泊
２日の「気楽に漁師体験」や「漁師気分になる休日」等の
新企画が紹介されました。

r海辺つくり研究会の木村事務局長から、横浜の海をきれい
にしようと海藻の養殖を始めたことがきっかけとなり、岩
手県釜石市の子供たちとの交流「夢ワカメ・ワークショッ
プ」を実施したこと、養殖などの実施に当たって関係官庁
等の許可など手続きの苦労や、漁村の子供たちも遊ばなく
なっていること等が紹介・報告されました。
以上の発表の後、会場の参加者を含め活発な意見交換が

行われ、最後に、婁助教授から、今後は事例報告を集約し
マニュアル化すること、都市漁村交流のめざすものや具体
的に何をすべきか等を明確にすることが必要と発言されま
した。

✒ 海とくらし情報室室長　大塚浩二

都市漁村交流推進協議会　平成15年度総会を開催3

当研究所では、都市漁村交流促進事業（水産庁から委託）
の一環として、今年度より、交流事業に意欲を持つ市町村と
協力し、各地でミニシンポジウムの開催を実施しています。
第１回目は、６月に『くるま座シンポジウム｢浜に元気を」

～由岐町発、地域おこしに向けた都市漁村交流の可能性とあ
り方を探る～』と題し、徳島
県由岐町及び、由岐町漁業振
興会の主催で開催しました。
続いて第２回目は、京都府伊
根町と当研究所の共催により
『くるま座シンポジウム「まち
に元気を！」～伊根発、まち
おこしに向けた都市農山漁村
交流の可能性とあり方を探る
～』を7月に開催しました。
シンポジウムは、既に活動を

行っているNPOや地域組織、学
識経験者等をゲストに迎え、ま

ちづくりに意欲を持つ地域住
民の参加によって行われまし
た。
同じ地域の中でも、お互

いが行っている活動につい
て知らなかったという声や、
交流は来る人と迎える人双
方が磨きあい、楽しめるも
のでなければ意味がない、
まちのあるがままの本当の姿を見せることが大切等、意見が
出るなど、地域にとっての交流の意義や、実現のための課題
について、熱い議論が交されました。
当研究所では、今後も各地でくるま座ミニシンポを開催し

て行きたいと考えています。
なお、開催報告は、昨年開設した都市漁村交流ホームペー

ジ上でもご覧になれます。（http://www.gyoson-go.com/）

✒ 海とくらし情報室主任研究員　関いずみ

『まちに元気を！』くるま座ミニシンポジウムの開催4

tコーディネーター・東京水産大学　婁助教授

s来賓、水産庁防災
漁村課影山課長より
ご挨拶

▲文字通りくるま座になっての
意見交換（伊根町）



当研究所は漁港・漁場・漁村に関するさまざまな要請に対して、研究・開発な
ど、幅広い活動を進めるため、農林水産大臣所管の“公益法人”として設立され
ました。
新しい技術の導入と実用化を図り、さらに、漁村の生活や環境問題についても
考察し、これらの成果を多くの漁港・漁村関係者に普及するなど、“みんなの研
究所”として新たな課題に取り組んでいます。

活動報告 ●本年前半の当研究所の主な活動をご紹介します。
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●JR線「神田」\徒歩7分
●都営新宿線「小川町」\徒歩5分
●営団千代田線「新御茶ノ水」\徒歩6分、
丸の内線「淡路町」\徒歩7分

s「構造改革特区」構想に関する勉強会　s都市漁村交流対策事業検討委員会　s有明海域環境調査検討委員会　s漁場・水揚港選定支援による
流通効率化システム第2回流通部会　s大島漁港管理方式検討幹事会　sサロマ湖周辺漁業・漁村の明日を考える会講師派遣　s浚渫土砂の海洋投
入処分に係る環境影響評価手法開発調査委員会　s地球温暖化対策委員会施設関係ワーキンググループ　s就労環境改善と衛生管理型機能を備え
た漁港施設のあり方第2回検討会　s佐渡海洋深層水検討会　s越前漁港衛生管理対応連絡協議会　s全国漁業協同組合学校講師派遣

s佐渡海洋深層水施設検討会　s特3漁港フォローアップ調査現地意見交換会　sアンテイグア・バーブーダ水産開発センター建設計画予備調査
（アンテイグア・バーブーダ国） s第1回自然エネルギー等活用普及検討会　s厚岸漁港漁港整備計画検討委員会　s地球温暖化対策委員会施設
関係ワーキンググループ　s第2回水産基盤整備事業における環境保全検討委員会　s海岸事業の費用対効果分析手法研究会　s第1回つくり育て
る漁業支援型水産基準整備のあり方検討会　s14年度北海道マリンビジョン21構想検討委員会　s羅臼漁港衛生管理施設検討会

s都市漁村情報循環促進事業調査第１回検討委員会　s漁港における幼稚魚育成施設の開発調査推進検討委員会　s第38回島根県漁協婦人部研修
会講師講師派遣…「これからの漁村と女性の役割」 s第2回中山間地域等における自然体験活動を通じた地域活性化方策調査検討委員会　s第3
回水産基盤整備事業における環境保全検討委員会　s厚岸漁港漁港整備検討委員会　s有明海域環境調査検討委員会　s第2回漁業漁村多面的機能
検討会　s都市漁村交流対策事業検討委員会　s羅臼漁港衛生管理施設検討会　s越前漁港衛生管理第3回連絡協議会　s都市漁村情報循環促進事
業調査第2回検討委員会　s漁場・水揚港選定支援による流通効率化システム開発・実証事業第3回協議会　s就労環境改善と衛生管理型機能を備
えた漁港施設のあり方第3回検討会　s第3回佐渡海洋深層水施設検討会　s第29回理事会　s第2回つくり育てる漁業支援型水産基準整備のあり
方検討会　s第4回漁村情報化検討会　s水産深層水協議会第6回事業部会

s高度安全衛生管理講習会

s漁場・水揚港選定支援による流通効率化システム事務局会議　s第15年度日本水産工学会学術講演会発表　s平成1５年度研究助成審査委員会
s都市漁村情報促進事業調査検討委員会　s第30回理事会、第32回、第33回評議員会　s早福漁港関連道整備工事貫通式（平成10年度調査実
施） s地球温暖化対策委員会施設関係ワーキンググループ

s「第6回日韓漁港技術交流会議」 s第1回北海道マリンビジョン21構想検討委員会　s「佐渡海洋深層水取水施設建設工事安全祈願祭」（平成
14年度調査実施） s地域水産総合衛生管理対策推進事業ガイドライン策定「第1回協議会」 s浚渫土砂の海洋投入処分に係る環境影響評価手
法開発調査委員会

✒ 総務部主事　川崎直子

1月

2月

3月

4月

6月

5月

私達は、皆様と一緒に、漁港と漁村の未来（豊かな沿岸域環境の創造）を考えたいと思います。

［高度安全衛生管理講習会の実施］
水産物の生産から流通まで地域一体となった水産物衛生管理の取組み意欲の高い地域を対象に、公
共事業である水産基盤整備事業と非公共事業の各種水産関係事業が一体となった総合的な衛生管理対
策としてのモデル事業を実施し、水産物衛生管理対策の全国展開と消費者への安全･安全な食の提供
を図るために「地域水産総合衛生管理対策推進事業」を推進しています。本事業では、漁港利用者の
水産物の安全・衛生管理に関する意識啓発を目的として全国数地区において「高度安全衛生管理講習
会」を開催することとしています。
＜第１回講習会＞　開催日時…平成15年4月25日（金）
●会場…東京YMCAホテル　●議題…q主な施策と事業制度w産地における衛生環境の現況e環境衛
生管理型漁港づくり　●全国の自治体関係者71名参加
＜第2回講習会＞ 開催日時…平成15年9月17日（水）
●会場…新潟県自治会館　●議題…q地域HACCPw流通から期待
される産地衛生管理他　
＜第3回講習会＞ 開催日時…平成15年9月27日（土）
●会場…JA高知はた宿毛支所宿毛農協会館　●議題…q産地の衛
生管理w漁協合併と市場統合他　　　　　　　　　　　　　　　　　
第４回以降は、三陸・北海道での開催を予定しています。

当研究所では、漁港漁場漁村とそれぞれの特
性を生かし、一体的な整備を図ることにより、
これらの地域の振興･発展･経済の高度化に寄与
することを目指しています。また、これに併せ
て環境の保全に努め、社会制度などに関する創
造的な調査研究を当研究所の活動の一環として
位置づけ幅広く応募し、研究費の助成を行って
います。
平成15年度においては、研究助成審査委員会

の審査を経て次のような研究に対して助成を行
うこととしました。

■平成14年度からの継続研究
・複数漁場資源管理と分散地市場ECRの両シス

テム連動の具体化に関する研究
－沿岸地先分割漁業の水産資源管理に基づく
出荷調整と地先型複数水産物卸売市場ECR
のITシステム設計モデル設定とその具体化
と検証研究－
近畿大学農学部名誉教授　倉田亨

・二十一世紀におけるわが国の漁村の役割に関
する漁民の意識調査
日本大学理工学部教授　竹澤三雄

■平成15年度新規採択者
・台風9918号による高潮災害のデータベース化
と漁港漁村における高潮災害文化の伝承
－周防灘西部と不知火海を対象事例に－

山口大学教授　山本晴彦
・直江津･福永家文書の基礎的研究
－近世･近代移行期の漁港漁村社会の歴史･文
化をめぐって－
上越教育大学助教授　河西英通

・冷排水の漁港内放水による海水交換促進工法
の開発
福井県立大学助教授　瀬戸雅文

・漁村地域における町づくりオーラルヒストリー
調査とその成果の活用
早稲田大学教授　後藤春彦

✒ 参　与　勝田秋雄

平成15年度の研究助成

✒ 第1調査研究部主任研究員
尾島啓介


