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「これからの漁港漁場漁村整備にむけて」 水産庁 漁港漁場整備部長　田中潤兒

私は、４月１日付けで第１調査研究部長に就任いたしました。
前任の水産庁増殖推進部研究指導課では、水産関係試験研究・技術開発、水産総合研究センターの運

営、水産業改良普及事業などを通して、水産行政全般に関わらせて頂きました。この経験を生かしつつ、
地域に喜ばれ、水産業の健全な発展に役立つ調査研究の推進に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。

漁港漁村及び漁場の整備等に関する組織、制度の改革、長期
計画の策定がついこの間のような気がしますが、もう３年が経
過しました。本年度は長期計画の折り返しの年であり、次の計
画の検討に入る時期になりました。現計画の理念を踏まえつつ、
漁場を含む沿岸域環境、漁港及び漁村の現状を十分議論して、
地域のニーズに対応した夫々の地域の皆さんの発意による地域
の主体的な取り組みを基本に、再び新たな視点からの計画にし
たいと思います。
これまでに水産資源の培養から漁獲、陸揚げ、流通加工まで
の水産物供給システムが一つの制度、事業のもとで構築できる
ようにするとともに、公共事業と一体的に行う非公共の漁業経
営構造改善事業、新漁村コミュニティ基盤整備事業といった施
設整備関係予算、更には関連する調査研究のためのソフト予算
の充実に努めてきました。
今後とも、水産基本計画に基づき、「海の恵み」の持続的な利
用、元気のある漁業経営の確立、安全・安心な水産物の生産・
供給、そして多面的機能を発揮する水産業・漁村の支援などの
施策が中心になると思いますが、水産基盤整備事業等について
は、これら施策を下支えするものとして、事業の効率化、重点
化を進めるとともにソフト施策との連携を促進し、海の森づく
りなどの漁場環境の改善、水産物の衛生管理対策の促進などの
生産・供給体制の整備、地域資源を生かした豊かで活力ある
「浜」づくりを推進したいと思っております。特に、漁港につ
いては衛生管理、就労環境等施設の質を高める必要があり、漁

場については環境の改善をより一層
積極的に展開する。そして漁村につ
いてはそれぞれの特性に応じた肌理
細やかな支援を行うことが重要です。
これらは、漁業者の皆さんやそこ
で生活する人々自身が中心となって、
それぞれの地域の漁業、漁村の実態、
課題を踏まえ、海から陸に至る沿岸
域の今後のあり方を認識し、その実現方策をつくり上げること
が基本となります。我々は、具体化した取り組みに対しては、
公共事業とともに関連するハード、ソフトの予算を充実して幅
広い要望に応えられるようにするとともに、制度面では、でき
るだけ弾力的な運用を図るなど色々な角度から支援できる仕組
みの充実に心がけています。
しかしながら、それぞれの課題を整理し、取り組みを具体的
な形にする過程が一番重要であると同時に、また難しいことで
す。単なる施設整備だけでなく、行政の支援や漁業者、地域の
人々を含めた民間部門の活動などを総合的に勘案しなければな
りません。この立案段階における支援方策をより充実する必要
があると思っていますが、まだまだです。
（財）漁港漁場漁村技術研究所は、多様な分野において幅広
い知見、ノウハウの蓄積があります。これらを生かしてそれぞ
れの地域の人々の取り組みに対する積極的な助言、支援をお願
いいたします。

安全で安心な水産物供給推進調査の一環として
「高度安全衛生管理講習会」を全国7ヶ所で開催し
ました。
本講習会は、安全で安心な食品の供給が求めら

れていることに対応し、主に生産者、行政関係者
を対象として、一貫した高度な安全・衛生管理体
制の整備の推進の為の意識啓発を目的として行わ
れたものです。
今後、講習会の内容がそれぞれの産地で活かさ

れ、我が国の水産業の一層の発展に結びつくこと
を期待します。
［第1回講習会］開催日時：平成15年4月25日（金）
開催地：東京／議題：1主な施策と事業制度2産

地における衛生環境の現況3環境衛生管理型漁港
づくり
［第2回講習会］開催日時：平成15年9月17日（水）
開催地：新潟／議題：1地域HACCP2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）
開催地：高知／議題：1産地の衛生管理2漁協合
併と市場統合他
［第4回講習会］開催日時：平成15年12月3日（水）
開催地：北海道／議題：1漁獲から加工に至る衛
生管理2地域HACCP他
［第5回講習会］開催日時：平成16年1月28日（水）
開催地：岩手／議題：1消費者に対する衛生2流

通業から期待される産地の衛生管理他
［第6回講習会］開催日時：平成16年2月20日（金）
開催地：長崎／議題：1産地における一般衛生管
理2環境・衛生管理型漁港と技術動向他
［第7回講習会］
開催日時：
平成16年3月10日（水）
開催地：沖縄／
議題：1産地の衛生管
理2漁港周辺水域の問
題点・課題他

s第5回講習会（岩手）から



現在、漁船の水揚港選定については、特定漁港への集中や、
逆に港に漁船あるいは、仲買人が集まらない等、合理的な行
動の選択が行われていません。このような状況を改善し、漁
家経営の安定化や、消費者へ供給する水産物の価格の安定に
資するため、市況の予測を考慮して、それぞれの漁家が経営
的に最も合理的に水揚げ港の選定を可能とするためシステム
の開発・実証を平成14年度の九州地区に加え兵庫県日本海側
の但馬地域においても行いました。

■底引きによるズワイガニ漁
ズワイガニの雄は、「マツバガニ」、「越前ガニ」、雌は「セ

コガニ」、「コウバコ」等と呼ばれています。特に雄のカニに
ついては漁獲可能なものは、甲羅の幅が９cm以上のものに限
られており、この大きさになるのに10年程かかるとされてい
ます。但馬地区には合計58隻の底曳網が操業しており、カニ
が活動する夜間に水深200～500ｍ付近の海底で漁獲していま
す。漁期は雄カニ11月６日～３月20日、雌ガニは資源保護の
関係から１月10日までとなっています。

■但馬地域のシ
ステム概要
H14年度開発

した九州地区の
システムと同
様、沖合で操業
する漁船あるい
は生産者事務所
と複数漁港（大

規模漁港等を想定）を電子情報回線（衛星
回線等）で結び、IT活用による漁場・水揚
港の選定支援システムを開発、各漁協で異
なっている魚種名・コードを調査し共通のデータ
テーブルを作成し、既存システムからのデータ出力機能を追
加しました。また、メールによるデータ配信機能を搭載し、
漁業者、買参人等への情報（漁協ごとの入港漁船＜全漁港
分＞水揚げ予定数量＜全漁港分＞）を配信可能とすることで、
漁業者、仲買人を含め地域内での情報活用をめざしています。
産地市場における魚価予想については、データマイニング

手法を簡素な形で取り入れ、過去数ヵ年のデータ及び直前の
１週間のデータにより、水揚げ金額の予想値を計算すること
が可能となっており、漁業者が水揚予定日における各漁港の
魚価予測を比較できるようになっています。
また、但馬地域においては、水揚情報より、主要産品であ

るズワイガニに、漁協名、漁船名、海域（漁区番号）、日付、
ランク（大きさ）の情報を記録したICタグ（RFID）を水揚港
にて取り付け、地域の直販店・旅館にてタグ情報を表示・印
刷するPCを設置し消費者の水産品への産地情報付加に対する
意識調査を行いました。
アンケート調査によればICタグによる情報提供「安心感が

得られる」との回答が77％あり、その中で「漁獲場所」を
58％の方が重視している結果が得られました、このような産
地情報についての取り組みについても、61％の方が「積極的
に推進を期待する」との結果が得られ、「安心・安全」という
ニーズが現れています。

✒ 第1調査研究部主任研究員　阿部龍介

漁場・水揚港選定支援システムによる流通効率化　但馬地区事業 1

高層魚礁による沖合漁場の開発 2
水産基盤整備事業は、平成13年度に制定された「漁港漁場

整備法」に基づく「漁港漁場整備事業の推進に関する基本方
針」に沿い、漁港漁場整備長期計画（平成14～18年度の５カ
年計画）の中で、その整備が進められています。これに伴い、
これまで個別事業として行われてきた漁港漁村整備事業と沿
岸漁場整備開発事業が一体化して行われることとなり、新た
な漁場開発として平成13年度から沖合域での漁場開発が積極
的に実施され始めています。
このような背景の中、当研究所では、これまで浮魚礁など

が中心であった沖合域での漁場造成において、マウンド漁場
造成技術や高層型の人工魚礁等の研究開発を独立行政法人水
産工学研究所や地方自治体、魚礁開発メーカーと共同で行い、
沖合の大水深域における新たな漁場造成手法を検討していま
す。そのひとつとして、日本沿岸域で行われている高層魚礁
の実証実験の一例を紹介します。
沖合の水深の大きい海域では、魚はその種類によって回遊

している水深が異なります。ここに高い構造物（魚礁）を設
置することにより、多様な魚を集めることができます。そこ
で、水深の約半分もの高さの高層魚礁を設置することが計画
されました。
実験した高層魚礁は、高さ40ｍ、底面の大きさ18×18ｍ、

総重量120トンです。これまでの人工魚礁に比べ、高さがか
なり大きく、このことが「高層魚礁」の名前の由来となって
います。この高層魚礁を島根県浜田海域（水深約100ｍ）の
海底に平成12年に設置し、実証実験を行いました。

その結果、魚礁の設置後、時間の経過に伴って集まる魚の
数（蝟集量）や種類が増加していることが確認されました。
集まる魚の種類は海域や時期によって異なりますが、マアジ、
カンパチ、ハタなどいろいろな種類の有用魚類でした。この
ように、実験海域付近の天然魚礁に集まる種類と大きな違い
がなかったり、魚が大量にかつ長期的に集まったことなど、
高層魚礁の成果が得られました。
これらの高層魚礁は高さが高く、40ｍもの魚礁になると組立

時に施工能力の高いクレーンを調達することが大きな問題とし
てありましたが、新しい組立方法（振子式組立方法）が開発さ
れ、低コストで安全性、施工性に優れた高層魚礁を製作するこ
とが可能となりました。塔体部の強度限界や構造・形状等を検

討することで、さらに魚礁の高
層化が期待できます。
今後、対象魚種の生態的特性

や海域の環境特性、天然礁や既
存人工魚礁との関係、操業形態
を十分に検討することにより、
沖合での漁場開発における高層
魚礁の役割は重要になるものと
思われます。

✒ 第1調査研究部主任研究員
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三隅町は、島根県の西部の日本海に面した町で、県庁所在地
松江まで150km、山陽側の広島市へは140kmの位置にある。町内
には、中国電力（株）三隅火力発電所がある。町における漁業
集落環境整備事業への取り組みは早く、昭和56年度から古湊、
平成３年度に福浦、そして平成８年度に須津の各地区が着手、
平成16年度完成を目標に整備が進められている。これにより町
内４漁港のうち３漁港での漁業集落環境整備事業が完了する。
今回ご紹介する須津漁港（第２種）地区は、人口440人、世帯

数182戸、イカ釣りを中心にその他釣り、アワビ・ウニ・ナマコ
等の採貝藻等が営まれ、三隅町漁業の拠点地区である。
集落の特徴としては、土地利用の90%を占める山林に囲まれ

平坦地が極めて少ない上に中心部を河川と鉄道が走り、その残
された平坦地に住宅が密集していて、地勢に制約された漁村の
典型的な密居集落であり、これらに起因する様々な生活環境上
の問題を抱えていた。
それは、生活雑排水の未処理や、簡易水道の水質、公園・広

場がない等の問題に加え、特筆すべき次のような問題が長年の
懸案となっていて、住民の悲願とまで言える状況にあった。
その筆頭に挙げられるのは集落道であり、地区全体の50%の

住居は車両進入不可の幅員１m前後の路地に面し、利便性・防
災上の問題が大きいこと。次に防災安全施設等の面では、過去
に豪雨による崖崩れで13人の犠牲者を出しており、その際コン
クリート擁壁等対策が講じられたが、未だ住民の不安の声が絶
えないこと。さらに災害発生時の避難場所が近隣に全くないこ
と等防災安全上の問題が山積していた。
これらの問題を抜本的に解決するため、集落道確保とそれに

伴う家屋移転、移転を補償する近隣代替宅地造成、崩壊被害地
山の切削による防災多目的広場創出等を中心とする整備が計画

された。家屋移転問題を含
む住民合意形成や、代替宅
地、多目的広場造成に係わ
るJRや国交省等関係機関と
の協議等、困難な多くの問
題を乗り越えて本事業は推
進された。
■漁業集落道：q密居集落内の一列に並ぶ家屋16戸の移転によ
りL＝143mの進入道路を確保した。余裕のできた幅員を防災
空地やポケットパークに利用し、アメニティ道路として活用。
w下記防災多目的広場への車両等の進入路L＝195mを確保す
るために、家屋移転５戸を伴った。（移転先は用地整備で対応）

■用地整備：集落道整備に伴い移転となる世帯について、集落
としてのコミュニティを保持継続できる近隣に代替宅地を補
償した。補償条件の代替面積である移転前の平均30坪分に対
し、希望による増分を含む造成（21戸、宅地部6,400m2、全体
25,000m2を本事業）と町単独事業とのアロケーションで実施。

■緑地広場施設・防災安全施設：町中心近隣に求めた防災多目
的広場3,890m2の土地を、被害を出した急傾斜崩壊危険区域既
施工地の切削により創出し、危険の根本的解消にもつなげた。

■水産飲雑用水施設：青浦地区（事業対象内隣集落）の降雨時
の水質悪化対策として、須津地区からの良質水を供給するた
め送水・配水管L＝3,638m、配水池・ポンプ場１基を整備。

■漁業集落排水施設：離れた青浦地区については経済性検討の
結果別途まとめて独立処理区（処理人口63人 17m3／日）とし、
処理を須津地区（処理人口787人 213m3／日）との２地区とした。

✒ 第二調査研究部主任研究員　森田廣志

島根県三隅町 須津漁港　漁業集落環境整備事業 家屋移転代替宅地造成の事例3

2004年１月25日（日）、福岡市のスカラエスパシオにおいて、
当財団主催、オーライ！ニッポン会議共催、水産庁・文部科学
省・（社）全国漁港漁場協会・福岡県・福岡市・都市漁村交流
推進協議会の後援により、『都市漁村交流を考えるシンポジウ
ム、海が育むこどもたち』を開催しました。当日は朝からあい
にくの雪模様で交通網が乱れ、集客に不安がありましたが、ス
タッフ含め、約250人の参加を得ることができました。
第１部では、東京大学名誉教授の解剖学者であり、現在都市

と農山漁村の共生・対流推進会議（オーライ！ニッポン会議）
の代表も務めていらっしゃる、養老孟司先生の特別講演『ほん
とうの体験～頭でわかること、身体でわかること～』を行いま
した。
養老先生は、対象についての知識を学ぶ教育と、手立てを身

につける教育を、教育の縦糸と横糸と捉え、現在の日本の教育
の中で疎かになってきている手立てを学ぶ教育つまり、体を使
うということの大切さを様々な挿話をはさみながらお話いただ
きました。
第２部では、パネルディスカッション、『海が育むこどもた

ち』を行いました。パネラーは、長崎県勝本町水産商工課係長
の大久保敏範氏、熊本で海苔養殖業を営む傍ら、有明海再生の
ための流域環境保護を行う「天明水の会」会長を務める浜辺誠
司氏、福岡県志摩町立桜野小学校講師須古井明美氏、熊本県小
国町九州ツーリズム大学事務局長江藤訓重氏の４名。コーディ
ネーターは、立教大学観光学部講師で、観光計画のコンサルを
主催されている菅原由美子氏にご登壇頂きました。
それぞれの活動や体験を通し、次世代を担う子供に対する環

境教育の重要性、
実体験活動から
こどもたちが学
ぶ可能性の大き
さについてお話
しがありました。
また、体験のよ
うな活動は、指導者的な
リーダーは勿論だけれど、
その活動を維持運営、展
開していくためには、マ
ネージメントを行える人
材や人のネットワークが欠かせないことも重要な点としてあげ
られました。現在、都市漁村交流活動は全国的に開始されつつ
ありますが、活動の目的を明確にしておかないといけないとい
うことや、海の活動に参加したいと思っても、窓口がどこなの
か、利用者がどこで情報を得たらいいのかということがはっき
りしていない、活動を実践する地域で、実際の現場の人手が足
りない、料金設定など決定するのが難しいといった問題点や課
題も提示されました。
さらに、最近の農村では医療や福祉に注目し、地域の持つ力

を活かした健康づくりを産業として発展させていこうという取り
組みが始まっていることが紹介され、海と福祉、海と健康という
キーワードで活動の展開の可能性があることが示唆されました。

✒ 海とくらし情報室主席主任研究員　関いずみ

都市漁村交流を考えるシンポジウムin福岡～海が育むこどもたち～の開催4

▲集落道整備に伴う家屋移転代替宅地
（完成後）

t養老先生講演

▼パネル
ディスカッション



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 ●当研究所の主な活動をご紹介します。

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地球温暖化対策全体委員会　s漁港・漁場構造物設計計算例編集作業部会
s日韓漁港技術交流会議論文発表　s北海道マリンビジョン21構想委員会　s佐渡海洋深層水取水施設安全祈願祭　s衛生管理対策推進事業ガイド
ライン策定協議会

s海岸事業の費用対効果分析手法研究会　s海洋深層水に関する視察（ハワイ州） s海洋開発シンポジウム論文発表　s漁場・水揚港選定支援によ
る流通効率化システム（九州・但馬）協議会

s羅臼漁港衛生管理型施設検討会　s福田漁港・浅羽海岸サンドバイパス委員会　sJICA沿岸漁業の管理行政コース講師　s地球温暖化対策調査施
設影響評価WG s三厩漁港海岸環境整備事業竣工式　sおくしり島の海トーク&トーク　s海外漁業開発事前調査（インドネシア）

s北海道マリンビジョン21構想委員会　s海岸事業の費用対効果分析手法研究会　s漁場・水揚港選定支援による流通効率化システム（但馬）協議
会　s高度安全衛生管理講習会（新潟・高知） s漁港漁場整備事業関係者育成研修会　s第31回理事会

s地球温暖化対策調査施設影響評価WG s宇佐漁港漁村活性化対策事業安全祈願祭　s水産工学技士養成講習会講師　s魚礁における間伐材活用調
査委員会　s漁港漁場整備事業関係者育成研修会　s北海道マリンビジョン21構想委員会　s全国漁港漁場整備技術研究発表会（発表・パネルディ
スカッション）

s都市漁村交流「妻良なんでも体験団」 s海岸事業の費用対効果分析手法研究会　s水産工学技士養成講習会講師　s「構造改革特区構想提案に
ついて」講演（新潟） s新しい設計手法の漁港漁場整備への導入方策検討会WG s欧州タラソテラピー視察（フランス・モナコ） sくるま座シ
ンポジウム「まちに元気を」（三石町） s沖合水産資源の持続的利用のための漁場整備対策調査委員会　s漁場・水揚港選定支援による流通効率化
システム（九州）協議会　s美津島漁港検討会　sサンドバイパス調査（アメリカ） s間伐材魚礁開発委員会　s熊石海洋深層水供給施設完成式
s漁村水環境研修会講師　s水産系副産物の活用に向けての検討会　s衛生管理対策推進事業ガイドライン策定協議会　sインドネシア国大分視察

s南大東島漁港第3防波堤検討会　s高度安全衛生管理講習会（網走） s福田漁港・浅羽海岸サンドバイパス委員会　s全国漁港漁場協会女性役員
フォーラム講師　s都市漁村交流促進事業委員会　s調査研究成果発表会「豊かな沿岸域環境創造をめざして」 s北海道マリンビジョン21構想委
員会　s全国漁業協同組合学校講師　s漁港における幼稚仔育成施設の開発調査委員会

s全国漁業協同組合学校講師　s漁場・水揚港選定支援による流通効率化システム（但馬）協議会　s水産基盤整備生物環境調査原単位把握のため
の調査委員会　s都市漁村交流を考えるシンポジウム－海が育むこどもたち－　s海岸事業の費用対効果分析手法研究会　s衛生管理対策推進事業
ガイドライン策定協議会　s高度安全衛生管理講習会（大船渡市）

s美津島漁港検討会　sインドネシア国日本視察　sサンドバイパスシステム先進事例現地調査（オーストラリア） s都市漁村交流促進事業委員会
s漁村情報化検討会　s魚礁における間伐材活用調査委員会　s三陸沖南部地域地震津波に対する防災計画検討WG s北海道マリンビジョン21構
想委員会　s高度安全衛生管理講習会（長崎市） s離島漁業振興に係る金融・税制に関する調査委員会　s佐渡海洋深層水竣工式

s自然エネルギー等活用普及検討会　s姫島村情報センター竣工式　s沖合水産資源の持続的利用のための漁場整備対策調査委員会　s羅臼漁港衛生
管理施設検討会　s高度安全衛生管理講習会（那覇） s水産基盤整備生物環境調査原単位把握のための調査委員会　s北海道マリンビジョン21構
想委員会　s海岸事業の費用対効果分析手法研究会　s漁場・水揚港選定支援による流通効率化システム（九州・但馬）協議会　s漁港における幼稚
仔育成施設の開発調査委員会　s三陸沖南部地域地震津波に対する防災計画検討WG s美津島漁港検討会　s中華人民共和国漁港漁村調査　s離島
漁業振興に係る金融・税制に関する調査委員会　s都市漁村交流促進事業委員会　sSRSV専門委員会　s間伐材魚礁開発委員会　s北海道周辺沖
合資源生産基盤委員会　s福田漁港・浅羽海岸サンドバイパス委員会　s欧州における漁港漁村関係調査（UE・ノルウェー・スペイン） s岩美町公共
下水道事業通水式

sJICAカーボヴェルデ国別研修

s平成16年度研究助成審査会　s和歌山県漁協女性部連合会講師　s第33回理事会・第34回評議員会　s日本水産工学会学術講演会論文発表
sPACON2004論文発表（ハワイ）

✒ 総務部主事　川崎直子

2003年

6月
7月
8月
9月

11月

10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。

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、これに合わせて環境
の保全に努め、社会制度や科学技術に関する創造
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16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15年度からの継続研究
・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　山本春彦

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

・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　後藤晴彦

■平成16年度新規採択者
・市町村合併に伴う水産基盤整備のあり方
（函館市5市町村合併を事例に）

公立はこだて未来大学教授　長野章
・漁村地域経済を振興するための海業の創出と
育成に関する経済政策的研究　
東京海洋大学教授　婁小波

・外洋における海藻増養殖施設の開発
全日本漁港建設協会会長　大島登

・地域特産資源の有効利用に関する学際的研究
鹿児島大学助教授　大富潤

✒ 参　与　勝田秋雄

平成16年度の研究助成

12月

2月

3月

4月
5月

2004年

1月


