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「浜に元気を」 理事長　岸野昭雄

財団法人漁港漁場漁村技術研究所では、平成
14年度より都市漁村交流促進事業を水産庁の委
託により実施しています。本年度は、事業の一
環として、都市漁村交流に取り組む漁村地域へ
の人材派遣のための制度づくりを行うことにな
りました。
平成16年度に行ったアンケート結果からは、

アドバイザー的な人材や現場でのマンパワーを補
う人材の派遣への需要が高いことが解りました。
このことから、本事業では交流事業の実施や

様々な活動を通したまちづくりの推進に関して、

1地域外から支援者（有識者）を派遣し地域づ
くりの取り組みに資する制度、2地域振興の
きっかけづくりと、学生等の学習機会の確保を
目的とし、交流活動への実質的な参加や支援を
行う学生の支援部隊の制度、を構築することに
なりました。
そこで、支援者の派遣をモデル的に試行する

地区を募集したいと思います。つきましては以
下の要領をご検討の上、ご協力いただきますよ
うお願い致します。

＜募集要項＞
●有識者派遣モデル地区
地区数：2地区程度　募集締切：6月末日

●学生派遣モデル地区
地区数：2地区程度　募集締切：5月20日
（派遣が夏休み時期となるため）

※今回はモデル地区での試行のため、派遣者へ
の謝金や旅費は財団で原則負担致します。詳
細につきましては、担当者までご連絡下さい。

※問い合せ・応募先　担当：海とくらし情報室
大塚・関　TEL：03-5259-1021

都市漁村交流に係る人材派遣受け入れのモデル地区募集について

最近、浜に元気がないように感じます。浜だけではなく、わ
が国全体に元気がないように感じます。バブルがはじけてから、
長い長い不況が続いているからなのでしょうか。また、わが国
の人口が減少期に入ったからなのでしょうか。
浜に元気を出すにはどうしたらよいのでしょうか。漁業者の
収入を増やすことが、まず考えられます。漁業者の収入を増や
すには、次のようなことが考えられます。
q水産資源を増やすと共に、漁獲を増やす。w漁獲した魚を
高く売れるようにする。e浜に就業の機会を創出する。r国民
のニーズにあったような水産業（流通を含めて）にする。また、
t漁村に住む人達が、誇りを持てるような漁村にすることも重
要でしょう。
私共の研究所では、浜に元気を出すために、上記の施策につ
いて色々調査研究をしています。具体的に言うと、漁場や魚礁
の造成・効果（上記qに対し効果あり）、海洋深層水を使用し

た増養殖・衛生管理・健康増進
施設（q、w、e）、漁港内の
浄化・衛生管理型漁港（w、r）、
都市漁村交流（e、t）、漁村
のIT化（w、r）、漁村の環境
改善（t）などです。
私共の研究所では、研究成果
や事例等について、各テーマ毎
に年１～２回、全国の都道府県、
市町村、漁協、民間企業の皆様
を対象に、講習会を行っております。詳しくは当研究所のホー
ムページ（http://www.jific.or.jp/）をご覧下さい。参加は無料
ですので皆さん是非参加いただき、共に浜に元気を出すよう努
力しようではありませんか。

◆第2調査研究部長　　伊藤敏朗

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。
前任の北海道開発局水産課で

は、水産物の供給基地である北海
道において、「北海道マリンビジョ
ン21」の策定や直轄調査による第
３種、第４種漁港の整備に携わる

ことができました。こうした経験を生かしつつ水産
業・漁港漁村の振興に資するよう微力ながら努力して
まいる所存ですので、よろしくお願い申し上げます。

◆第1調査研究部長　　佐藤昭人

私は、４月１日付で第１調査研
究部長に就任いたしました。
第１調査研究部では、主に漁港

や漁場の計画、設計に関する調査
をしております。前任地の水産庁
計画課では、水産基盤整備事業の
予算を担当しておりましたが、そ

の経験を生かし、安全安心な漁港漁村づくり、豊かな
沿岸域環境の創造等を通じた漁業の再生に向けて、務
めてまいる所存ですので、宜しくお願い申し上げます。

就任の御挨拶



近年、我が国の漁業は、漁業者数の減少、高齢化が著しい
ことから、漁業が健全な発展を遂げるためには、担い手の確保
が大きな課題となっています。漁業において担い手の確保が困
難な要因の一つとして、就労環境が俗に言う３K（きつい・汚
い・危険）であることが考えられます。３Kの水産基盤整備に
おける既往の改善策としては、「汚い」については衛生管理の
向上等、「危険」については静穏度確保・漂砂対策等が挙げら
れ、その整備が進められているものが多くみられます。しかし、
「きつい」についての改善策は、自然環境に対しては防風雪施
設整備等が挙げられますが、身体の負荷に対してはクレーン・
ベルトコンベア等の漁業者の設備投資に委ねられているのが実
情です。しかし、漁港以外の公共施設整備においては、バリア
フリー（B・F）化、ユニバーサルデザイン（U・D）機能の導
入等、身体負荷が少なく誰もが利用し易い整備の方向に急進し
ている状況です。漁港施設においても、漁業の現状を踏まえた
中で、B・F化やU・Dの基本的な考え方を導入し、誰もが利用
し易い整備方策を検討することが、魅力ある漁業形成にあたっ
て不可欠と考えられます。
当研究所では北海道開発局農業水産部水産課より「漁労身

体負荷状況把握調査」を受託し、漁港整備における危険性・重
労働性改善方策によりどの程度の身体負荷の軽減が図れるの
か、あるいは就業者の高齢化や女性就業者の役割拡大に対しど
の程度対応できるのかを明らかにするため、北海道主要漁業種
の高負荷作業について労働負荷の計量・評価を実施しました。
北海道の４海域（日本海海域、えりも以東海域、えりも以西

海域、オホーツク海域）から抽出したモデル漁港を対象として、
漁業種類・漁業形態・身体負荷発生の要因となる諸条件（潮
位・岸壁天端高・漁船ブルワーク面高等）を整理し、陸揚げ作
業時の身体負荷量をバイオメカニカル解析（腰部椎間板圧迫力
法）を用いて身体負荷の定量化及び解析を行い、身体負荷軽減

に配慮した岸壁
天端高算定手法
を提案しました。

✒ 第1調査研究部

樋口幸作

人間工学的解析を用いた漁労身体負荷の低減 1

休漁漁船等を活用した漁場環境の保全創造 2
資源回復支援基盤整備事業は、資源回復計画の推進を支援

するため、資源の積極的培養に対する支援措置（水産物供給基
盤整備事業による魚礁・増殖場等の造成）、漁場環境の保全措
置に対する支援措置（漁場環境保全創造事業による清掃・耕耘
等）、漁獲努力量削減措置に対する支援措置（漁獲努力量の削
減措置として休漁する漁船等の活用による漁場環境保全創造の
実施）を行うものです。
この資源回復支援基盤整備事業のうち、漁獲努力量の削減

措置に対する支援措置、即ち、漁獲努力量の削減措置として休
漁する漁船等を活用した耕耘・清掃等の漁場環境保全創造事業
について、費用対効果分析の基本的方法を示し、平成15年度に
当研究所においてガイドラインを作成しました。
この事業の効果は、基本的に生産量の増加効果、漁労コスト

の削減効果、漁獲物の付加価値向上効果、自然環境向上効果に
大別され、左表
に効果を計測す
る対象漁業種類
及び魚種を示し
ます。
本ガイドライ

ンは以下のよう

な性格を持っており、休漁する漁船等の活用による漁場環境保
全創造事業の便益計測の方法を中心に示しています。
まず、費用対効果分析の基本的方法（評価方法、割引率、

基準年等）は水産基盤整備事業と同じで、基本的に「水産基盤
整備事業費用対効果分析のガイドライン（暫定版）」が優先さ
れます。
次に、本ガイドラインは基本的に事前評価の方法を示して

います。事前評価と事後評価では便益額の計測方法が異なる場
合があります。例えば、本事業の最も重要な便益である生産量
増加便益を計測する場合、事前評価では資源解析モデルを使用
してシミュレーションにより増加漁獲量を推計しますが、事後
評価において資源解析モデルで使用したデータ（例えば加入資
源量や生存率等期）の変化を実証することは困難です。そのた
め、事前評価と同じ方法を使用するのが難しい場合等、便益額
の計測方法が事前と事後で異なる場合があり、本ガイドライン
は基本的に事前評価の方法を示しています。
資源解析モデルにおけるパラメータ及びその変化量に関す

る知見は少なく、またその他の効果の計測についても原単位が
明確でない場合も多いため、便益の計測方法については事例調
査等の知見の蓄積を踏まえて修正していきます。

✒ 第1調査研究部　押谷美由紀

［腰部椎間板圧迫力と限界値］

当研究所では新たな漁港漁場漁村の整備に向
けて様々なテーマについて調査研究に取り組ん
でいます。平成17年度も開催を予定しています
ので積極的な参加をお待ちしております。

●漁村情報化検討会
漁港・漁村における情報化推進の情報交換の
場として、学識経験者や行政担当者、IT事業
者等、幅広い講師による最新技術の動向や実
施例、推進手法などについて研究しています。

●自然エネルギー等活用普及検討会
漁港・漁村に自然エネルギー施設を導入する
ために、自然エネルギー利用に係る行政の補
助制度、国内の風力発電の活用状況、風力発
電の導入事例などについて研究しています。

●水産深層水協議会事業部会
水産分野における海洋深層水の適正かつ秩序
ある利活用を推進するため、海洋深層水供給
施設の整備と漁港漁場における活用方策に関
する情報交換及び検討を行っています。

●漁場施設研究会
漁場施設の蝟集機能や増殖機能等に関する研
究及び漁場・増殖場造成に関する研究を行っ
ています。

●都市漁村交流推進協議会
魅力ある漁村づくりを通じた都市と漁村の交
流を推進し、漁村の活性化を図るため、都市
漁村交流に関する情報交換及び実践活動を
行っています。

様々な研究会活動に取り組んでいます！

［効果を計測する対象漁業種類・漁種］



興部町はオホーツク海沿岸に位置し、
水産業及び畜産業を主体とした町です。
興部町ではいち早くオホーツク海沿岸
域の水質保全のため、ホタテ加工排水
の処理施設を建設しましたが、水産振
興により漁獲量が順調に伸び、排水処
理施設の計画汚水量を超過するに至っ

たこと、既存施設が築25年を経過しており、加工排水特有の腐
食性ガスによる施設の老朽化も激しいことから、町では現在の
排水量に見合った新たな処理施設の建設にとりくみました。
本施設の計画流入BOD値は1,000mg／lと高濃度です。このよ

うな高濃度排水を生物処理で処理する場合は生物反応槽の微生
物濃度を高濃度に保持しなくてはなりません。当研究所の過去
の実績を振り返ってみても、既設の漁港浄化施設においては、
単一の生物反応槽内での微生物濃度の高濃度化ではなく、高負
荷ばっ気槽とばっ気槽を組合せて、２段で処理を行っています。
本施設の設置場所は、沙留川流域の湿地帯で軟弱地盤であるた
め、杭基礎を伴い土木工事費が割高になります。本計画では施

設の縮小を前提に高効率な担体流動法を採用しました。
担体流動法は担体と呼ばれる浮遊ろ材を活用した処理方式

であり、担体に微生物を保持することができるため、従来の処
理方式に比べて生物反応槽に凡そ２倍のBOD負荷量をかける
ことができるため、設置面積の縮小が可能な処理方式です。

処理水量　1,200k／日
計画流入水質 計画放流水質（排水基準）
BOD 1,000mg／l BOD 120（最大160）mg／l
SS 500mg／l SS 150（最大200）mg／l
n－Hex 100mg／l n－Hex 30mg／l

✒ 第2調査研究部

加瀬昌二

北海道興部町 沙留地区汚水処理施設整備事業3

平成17年１月22日（土）に仙台市内のホテル仙台プラザにお
いて、水産庁と当研究所の主催、オーライ！ニッポン会議共催、
宮城県・仙台市・（社）全国漁港漁場協会・都市漁村交流推進
協議の後援により『都市漁村交流を考えるシンポジウムin仙台
～海が育む子どもたち～』を開催しました。当日は、北は北海
道、南は九州まで全国各地から約200名の参加を得ることがで
きました。
第１部では、地元宮城県出身でシンガーソングライター・

エッセイストの「みなみらんぼう氏」をお招きし、『自然に親
しむ』と題した特別講演を行いました。みなみらんぼう氏は、
シンガーソングライター・エッセイストとして活躍する傍ら武
蔵野市教育委員を務め、漁村を、触れて・感じて・心に残る生
きた自然の教育の場にすべき、それぞれの夢をしっかりと根付
かせて育てる環境を子どもたちに用意してあげるのが我々の役

目である等、自然とふれあ
い親しむことの大切さをこ
れまでの経験談を交えなが
らお話しいただきました。
第２部では、子どもの交

流活動に携わっている様々
な方々をゲストに迎え、パ
ネルディスカッション『海

が育む子どもたち』を行いました。コー
ディネータの北海道大学山下先生の巧みな
進行のもと、４名のパネラーだけでなく、
会場参加者の小学生や地元の地域レポー
ターもステージに上がり、宮城県内外から
の参加者も一体となって活発な議論が交わ
されました。

[プログラム]
■主催者挨拶
田中潤兒　水産庁漁港漁場整備部長
■特別講演『自然に親しむ』
みなみらんぼう氏（シンガーソングライター、エッセイスト）
■パネルディスカッション『海が育む子どもたち』
コーディネータ
山下成治氏（北海道大学大学院水産科学研究科助教授）
パネラー
a橋愛一郎氏（仙台市立芦口小学校教諭）
坂下清子氏（農漁家民宿・レストラン「のんびり村」村長）
田中克彦氏（志津川町自然環境活用センター研究員）
小山重幸氏（（株）日本旅行トムソーヤクラブ事務局次長）

✒ 海とくらし情報室　大塚浩二

都市漁村交流を考えるシンポジウムin仙台～海が育む子どもたち～を開催4

都市漁村交流HP『漁村へGO！』では、都市と漁村の交流を促進するために、
都市漁村交流に関する様々な情報を「都市側（一般市民）」、「漁村側（受け入
れ側）」の双方に発信しています。同HPをより使いやすくするために、昨年9
月にリニューアルしました。同HPに掲載する体験イベントや水産直販所、
シーフードレストランなどの情報を随時募集して
います。皆様の活動をPRするとともに、都市漁村
交流を国民的な運動として普及させるためにも多
くの情報をお寄せいただくようお願いします。
●ホームページアドレス
http://www.gyoson-go.com/
●情報提供先・お問い合わせ先：
gogokouryu@jific.or.jp

当研究所では、漁港漁場整備関係事業に従事する都道府県職員および市町村職
員を対象とした技術者育成研修会を毎年開催しています。平成14年度から漁港漁
村整備関係と漁場整備関係の研修会を統合し、平成15年度から都道府県職員と市
町村職員の合同研修とした現体制となり、現在は前期コース、後期コースの年2
回開催となっています。この研修会は、新たな漁港漁場整備法に対応した事業制
度、地域整備計画手法、波や土に関する技術的な基礎知識に加え、漁場整備に関
する技術的な基礎知識など、実務に活用できる事項を中心に講義･演習で構成さ
れています。
平成16年度は、前記コース（7月5日～9日）に73名が、後期コース（9月27日～

10月1日）に62名が受講されました。
今年度は、前記コースが6月20日～24日、後期コースが9月26日～30日のそれぞ

れ5日間、東京代々木のオリンピック記念青少年総合センターで開催されます。

［担体流動法の
活用例］

▲みなみらんぽう氏

▲パネルディスカッション

都市漁村交流HP『漁村へGO！』をリニューアル 漁港漁場整備事業関係技術者育成研修会

［調査位置図］



緊急報告－福岡県西方沖地震による被害

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貝殻を活用した増養殖場造成実証調査委員会　s水産工学技士養成講習会講師　s国際サンゴ学会論文発表
s安全・衛生管理ガイドライン策定WG協議会　s海洋開発シンポジウム論文発表　s漁港の副次機能G／魚礁増殖場効果G検討会　s日本沿岸域学会研究討論
会論文発表　s漁港漁場整備事業関係技術者育成研修会（前期コース）

s魚礁増殖場における原単位把握調査委員会　s水産工学技士講習会講師　s水産基盤計画策定G検討会　sJICA漁業コミュニティ開発計画コース講師　sわ
くわく体験漁業講習会講師　s南大東漁港第３防波堤検討委員会　sJF全国女性連フレッシュ・ミズ・プログラム講師　s尾鷲市海洋深層水技術検討委員会
s島根県漁港漁場担当職員研修会講師

s高度安全衛生管理講習会（和歌山県） s鹿児島県港湾・漁港担当者会議講師　s浚渫土砂の海洋投入処分に係る漁場環境影響評価手法委員会　s水産工学
技士フォローアップ研修会講師　s高度安全衛生管理講習会（三重県） s安全・衛生管理ガイドライン策定WG協議会　s漁港漁場整備事業関係技術者育成研
修会（後期コース）

s漁村情報化検討会 s福田漁港・浅羽海岸サンドバイパス検討委員会 s北海道周辺沖合資源生産基盤調査検討会 s全国漁港漁場整備技術研究発表会論文発
表 s尾鷲市海洋深層水技術検討委員会　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委員会　s高度安全衛生管理講習会（鹿児島県） s地域
漁業学会関東支部研究集会論文発表　s漁村改革フォーラム講師　s追直漁港利用計画検討委員会

s新魚礁開発検討委員会　s千葉県農山漁村男女共同参画推進研修会講師　s魚礁工の安定及び構造計算研修会講師　s地域漁業学会長崎シンポジウム発表
s水産工学技士養成講習会講師 s東南アジアにおける人工魚礁に関する地域ワークショップ講師（タイ） s芳養漁港集落排水処理施設工事起工式 sTECHNO-
OCEAN'04論文発表　s海岸工学講演会論文発表　s高度安全衛生管理講習会（石川県） s漁港漁場協会女性役員セミナー講師　s漁場施設研究会　s漁港漁
場管理と利用の効率化検討会

s高度安全衛生管理講習会（愛媛県） sうみ・ひと・くらしシンポ－女性活動が地域を変える－講師　s追直漁港利用計画検討委員会　s漁港漁場管理と利
用の効率化検討会　s幼稚仔育成施設検討委員会　s貝殻を活用した増養殖場造成実証調査委員会　s厚岸漁港整備計画検討委員会

s全国漁業協同組合学校講師　s漁港漁村の景観検討委員会　s浚渫土砂の海洋投入処分に係る漁場環境影響評価手法委員会　s都市漁村交流を考えるシンポ
ジウム in 仙台～海を育む子どもたち～

s漁港漁場管理と利用の効率化検討会　s全国漁業協同組合学校講師　s魚礁増殖場効果G／漁港の副次機能G／水産基盤計画策定G検討会　s都市漁村交流促
進事業意見交換会～都市漁村交流の支援のあり方～　s漁港漁村の景観検討委員会　s幼稚仔育成施設検討委員会　s都市漁村推進協議会幹事会

s自然エネルギー等活用普及検討会　s海から発送する新・志摩市のまちづくり講師　s追直漁港利用計画検討委員会　s中華人民共和国漁港漁村調査（台湾）
s大韓民国漁港漁村調査（韓国） s漁港漁場管理と利用の効率化検討会　s魚礁増殖場における原単位把握調査検討委員会　s尾鷲市海洋深層水技術検討委
員会　s漁場施設研究会　s高度安全衛生管理講習会（北海道） sスマトラ沖大地震及びインド洋津波被害調査（タイ、スリランカ） sスペインにおける
漁港漁村関係調査（スペイン） s魚礁における間伐材活用調査委員会　sネットワークが拓くこれからの漁業講演会　sくるま座シンポジウム『島に元気
を！』（壱岐市） s厚岸漁港整備計画検討委員会　s安全・衛生管理ガイドライン策定WG協議会　s漁港漁村の景観検討委員会　s貝殻を活用した増養殖場
造成実証調査委員会　s北海道周辺沖合資源生産基盤調査検討会　sくるま座シンポジウム『浜に元気を！』（和田町） sSRSV専門委員会　s海洋深層水セ
ミナー東北大会講師　s水産系副産物（貝殻）活用ガイドライン策定委員会　s水産深層水事業部会　s漁村情報化検討会
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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。
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平成17年3月20日午前10時53分頃福岡西方沖
を震源とするＭ7.0の地震が発生し、福岡県福岡
市などで最大震度6弱を観測し、玄海島や博多

漁港など多く
の漁村地域で
被害を受けま
した。
最大の被災

を受けた玄海
島は、漁港背
後の斜面に家
屋が折り重な

るよう密集して建ち並ぶ典型的な漁村です。家
屋倒壊の危険性があるため全住民700余名は島
外での避難生活を余儀なくされていますが、島
民の方々の生活基盤を確保するために、玄海島
と博多漁港に各100戸、計200戸の仮設住宅が建
設されています。
家屋や漁港施設が甚大な被害を受けた中で、

浮体式けい船岸が唯一の定期船発着場として機
能し、漁具干場や野積場などの漁港用地は緊急
物資置場、復旧車両置場、仮設住宅用地として
利用され、また漁協に災害対策本部を設置する
など、漁港・漁業関係施設が緊急復興において

重要な役割を
担っています。
現在は被災

後も島に残る
漁協関係者の
方々をはじめ、
国、県、市の
関係者により
緊急復旧が進められていますが、島民の方々が
安心して暮らせる島を目指した復興が待ち望ま
れます。
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●JR線「神田」\徒歩7分
●都営新宿線「小川町」\徒歩5分
●地下鉄千代田線「新御茶ノ水」\徒歩6分

丸の内線「淡路町」\徒歩7分

［くるま座シンポジウムを開催］
漁村では、人口の減少や高齢化が進み、地域産業の核となる漁業も厳しい状況にあります。一方
で漁村の美しい海や独特の生活文化に共感し漁村を訪れる都市住民も見られるようになってきまし
た。そこで地域の資源を活かし、文化を育み伝え、地域の素晴らしさを拡げていく、そんな交流の
あり方を地域のみんなで考える「くるま座シンポジウム」を開催しました。
＜くるま座シンポジウム「島に元気を！」＞　開催日時：平成17年3月15日（火）
●テ ー マ：～壱岐市発、地域おこしに向けた都市漁村交流の可能性とあり方を考える～
●開催場所：長崎県壱岐市勝本町漁業協同組合会議室
＜くるま座シンポジウム「浜に元気を！」＞　開催日時：平成17年3月17日（木）
●テ ー マ：～和田町発、地域おこしに向けた都市漁村交流の可能性とあり方を考える～
●開催場所：千葉県和田町コミュニティセンター


