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「地域力」を集め危機を乗り越えよう （独）水産総合研究センター 水産工学研究所長　影山智将

現在、漁業、漁村はいろいろな面で行き詰まっています。
特に、昨年来の石油価格の上昇は、これまでの漁業の基礎的
条件を大きく変えようとしています。我が国の漁業、漁村に
は未来はないのでしょうか。私は、そうは思いません。
四方を海に囲まれた我が国は、世界有数の水産物の消費国

であり、周辺には世界有数の漁場が広がっています。すなわ
ち、我が国の水産業は、世界有数のマーケットと生産性の高
い漁場を持つ好条件の下に立地しているのであり、産業とし
てうまくいかないのが不思議な位です。現在の窮状はなぜ生
じているのかと考えると、やはりこのような好条件を生かし
きれていないシステム（構造）に問題があると言わざるを得
ません。現在、日本の漁業、漁村は最大の転換期を迎えており、
これまでの延長線ではもはや危機はしのげない。抜本的に仕
組みを見直す構造改革が求められています。
構造改革は、民間企業でいうリストラです。リストラとは、

「構造を改革すること。特に、企業が不採算部門を切り捨て、
将来有望な部門へ進出するなど、事業内容を変えること。」
です。しかし、水産業を「水産物を生産し消費者に提供する
企業活動」と考えると、生産、流通、販売の各段階の担い手
が異なっている上、販売価格を生産者が決められない仕組み
になっているなど問題は複雑です。各段階における努力がシ
ステム全体で見て必ずしも最適なものとならず、結果的に生
産部門へしわ寄せが行き、生産部門が非採算部門に陥るとい
う本末転倒した事態も起きつつあります。こうした事態を打
開するためには、生産部門においてコストの削減を進めてい
くことは当然のこととして、生産、流通、販売の各部門を融
合一体化させシステム全体の最適化を図る試み、例えば生産

部門の収益性が低くても他の
部門でそれを補い全体として
機能させていけるような仕組
みづくりが必要であり、その
担い手となる企業づくりある
いは企業連携、企業統合を進
めていく必要があります。
一方、漁村においては、漁
業だけで生計をたてていくこ
とが困難な地域も多く、昔な
がらの「半農半漁」、あるい
は「出稼ぎ」との兼業では、
現代の若者をつなぎとめる魅力に乏しく、高齢化が進んでい
ます。また、個人を中心とする職人漁業には限界もあります。
農業においては、「集落営農」という考え方が示されましたが、
私はこの手法を漁業にも応用できないかと考えています。加
えて、協同で取組む範囲を漁業活動に限らず、水産物の加工
販売、遊漁案内、民宿、レストラン、フィッシャリーナ経営
など地域資源を活かしたあらゆる活動（海業）に広げ、また、
地域の企業やグループ、大学などにも参画してもらって、地
域ぐるみの「企業体」づくりを目指していったらよいのでは
ないかと思います。
いずれにしろ、地域の特色を活かした新たな取組が求めら
れています。取り組みのキーワードは、「協同」、一歩進んで
「企業化」、さらには「連携」・「統合」だと思います。
私たちの研究所も研究の側面から地域が頑張る活性化の取
り組みを支援していきたいと思います。

新年度のご挨拶 財団法人漁港漁場漁村技術研究所 第 1・2調査研究部長　黒澤　馨

平成19年４月１日付けで第１・２調査研究部長に就任しました。第１・２調査研究部は、漁港・
漁村の振興に関するあらゆる調査・設計・研究業務を担当しております。
また、平成 19年度からは、新たな漁港漁場整備長期計画がスタートする予定であり、これ

に伴い種々の新たな漁業地域の振興のための施策も動き出すこととなります。
今日、水産資源の状況の悪化や水産物の世界的需要が高まるなか、消費者に安全・安心で良

質な水産物の安定的な提供を行うことが水産業に求められており、その活動の拠点となる漁港・
漁村の役割は今にもまして重要になってくることが予想されます。一方、漁港・漁村においては、
いまだ遅れている生活環境の改善、高齢化、地方財政の悪化、水産物の流通・加工機能の改善
の遅れ等の多々の問題を抱えております。このように、国民の漁村に対する期待もますます高
まるなか、その対応についてはより高度な技術やノウハウを要することとなっております。
漁業地域の振興のために微力ながら努めてまいる所存ですので、よろしくお願い申し上げま

す。また、漁業地域の振興に対する取り組みや施策等について、地域でお悩みのことがあれば、
何でも私たちにお問い合わせいただけると幸いです。



「水産基盤整備波及効果分析手法ガイドブック（暫定版）」の策定 1
水産基盤整備波及効果分析手法は、水産業の取り組みや基

盤整備の実施を検討する際の一体的に考えるべき空間として
設定された圏域において、水産業の振興を検討するための関
係者からなる協議会（シナリオ協議会）を設置し、当該協議
会をとおし、産業連関分析を活用し、水産振興のためにすべ
き取り組みや必要な施設の検討（シナリオ）及びその定量的
評価、施設の仕様・規模の再確認・精査を行うものです。本
手法で活用する産業連関分析は、現存する産業種が相互に取
引関係を結びながら生産活動を営み相互依存関係を有してい
る点に着目し、生産活動における諸産業間の生産技術的な連
結関係から、支出面の需要構成と分配面の所得形成を把握す
ることにより、経済の構造を経済循環とその波及の動きを明
らかにすることです。本分析では、ある産業の生産活動によ
り誘発される他の産業の活動を含めて当該地域または全国に
おける生産誘発額、営業余剰額、雇用者所得額、GDP額、税
収額の算出が可能となります。また、これ以外にも以下のよ
うな利点があります。
① 水産関係事業・施策による当該事業を行う地域への経済
的波及効果を定量的に算出することが可能となる。
② 広く水産関係者にも参加してもらうことにより、真の漁
民のための漁業振興のためのシナリオ策定や基盤整備の
計画の策定が可能となり、関係住民による現状の水産業
の課題や当該施策への認識が深まるとともに、水産物の
生産から流通・加工に至る一貫したシステムの中で連携
した施策の推算が可能となる。
③ 水産基盤施設の整備にあたり、各種施策との連携が具体
的に図れることで、より効率的・効果的に施設の仕様や
配置、必要量を詳細検討することが可能となる。

④ 産業連関分析の結果として、他の産業を含む誘発効果、
企業の営業余剰増加、地域の所得増加効果、GDP増加が
把握できるほか、税収効果も算出することが可能である
ため、産業（企業）、住民（家計）のみならず行政側のメリッ
トの評価も可能となる。
⑤ 市町村またはそれより狭い範囲の地域での、種々の水産
業を小分類した産業連関表は現在存在しないが、本分析
によりこれに対応した産業連関表を策定すれば、当該地
域における種々の経済活動による波及効果を算出するの
に本表を活用することが可能となり、また、当該地域の
経済活動の変化により本産業連関表を修正することによ
り将来にわたって活用することが可能である。
上記の手法をわかりやすく
解説し、圏域での計画を作成
する実務者がこの手法を使用
して分析できるよう、本書を
「漁業地域における産業連関分
析手法を解説するガイドブッ
ク」として策定しました。
尚、本手法は水産庁「平成
18年度 地域資源等を活用した
漁村の振興方策等の評価の検
討調査（㈶漁港漁場漁村技術
研究所受託業務）」において構
築されたものです。

お問い合わせ先：㈶漁港漁場漁村技術研究所
黒澤、久保田、後藤、佐藤

漁場と海業研究室トピック 2
昨年６月１日、研究所の組織体制が見直され、第１調査

研究部にあった漁場グループが、海とくらし情報室とコラボ
レーションして「漁場と海業研究室」が誕生しました。そして、
まもなく、当研究室が満１歳を迎えようとしています。
当研究室はその名前が示すように、水産業の根幹である「漁

場」から、海に関わる多様な関連産業「海業」までを含めた
総合的な視点に立ち、漁場グループ時代から続く漁場関連事
業を中心に、精鋭９名のスタッフが対応しています。
研究室にとっての初年度である昨年度は、今年度から始ま

る水産庁の長期漁港漁場整備計画に係る事業が多い一年でし
た。まず、漁場整備関係業務では、生態系のネットワークを
念頭におき、今まで県単独で実施していた漁場整備を関連す
る隣接県が連携した漁場の整備計画や、今後実施される国直
轄事業の整備計画に関する事業等、これからの新しい漁場整
備計画に関する業務が多くありました。また、水産系副産物
として注目されている貝殻を漁場造成に有効利用する手法の
整備や、公共事業の評価に用いられる「費用対効果算定のガ
イドライン」の内容について、現在の情勢や技術を踏まえた
改定案の作成等を実施しました。
また、平成 14年度以後継続して調査・検討を実施してい

る都市漁村交流促進事業については、漁村地域で交流活動を
実施する担当者のために作成したガイドラインの説明会を全

国各地で開催するとともに、石川県金沢市で都市漁村交流
シンポジウムを開催致しました。また、交流活動に関する検
討会（昨年度のテーマは「団塊世代を対象とした交流活動」）
や都市漁村交流のホームページの情報更新等、交流活動情報
の集積・発信を継続して行ないました。
今年度は、新しい漁港漁場整備に対する施策に対応した業
務が今までの業務に加わりました。水産庁は今年度から始ま
る新しい漁港漁場整備計画に、今まで地方自治体や漁業協同
組合が領海内で実施していた漁場整備事業に加え、EEZ内で
国が直接事業を実施することが盛り込まれていることはご存
じのことと思います。このため、国が事業を計画・実施する
際に必要なマニュアルの策定や日本海でのズワイガニ、アカ
ガレイを対象とした漁場整備に係る調査、沖合海域の底層環
境調査等の調査業務を当研究所で受託しています。
さらには、国内の漁獲量が低迷している中、新たな水産資
源の増殖を目指しての調査、人工海底山脈（マウンド）礁が
有する多様な効果の定量的評価調査など、漁場造成に関連し
た新しい技術や評価手法の検討についても実施しています。
昨年度に比べて益々多忙になる漁場と海業研究室です。漁場
から始まる海業全般について対応させて頂く当研究室に、皆
様のご指導ご鞭撻を頂きますようお願い致します。

✒漁場と海業研究室長　伊藤 靖



尾鷲市は三重県南部、東紀州
地域の中央に位置し、北は北牟
婁郡紀北町、南は熊野市、西は
大台山系を境に奈良県に接し、
東は太平洋（熊野灘）に望んで
います。
温暖多雨な気候と黒潮によっ

て古くからその自然の恵みを受
け、漁業が栄えてきました。浦々
には天然の良港があり、尾鷲港
をはじめ九つの漁港を中心に近
海・遠洋・沿岸漁業を営みなが
ら発展してきました。
近年は「つくり育てる漁業」

としてマダイの生産量も全国で
も上位を占めるとともに、品質においてもトップブランドと
して位置づけられています。
尾鷲市は平成 14年度から船舶による暫定取水分水事業を

進め、海洋深層水による地域振興への活用に一定の目処がた
ちましたので、三木埼沖の尾鷲海底谷水深 415mから市南部賀
田湾内の古江漁港までの取水施設（取水能力：2,885t/ 日）や、
分水施設、工業団地（名柄町）までの送水施設を整備しました。
このうち、分水施設は分水ターミナルと脱塩施設から構成

されます。分水脱塩施設では 2種類の脱塩装置（電気透析、
逆浸透膜）を採用して、海洋深層水原水、淡水、ミネラル塩水、

カルマグ水、高ナ
トリウム水の計５
種類を提供してい
ます。
電気透析装置

（ED）は陽イオン
交換膜と陰イオン
交換膜を交互にし
て電圧をかけ、海
水の脱塩と濃縮を
行う装置で、濃縮
塩溶液（高ナトリ
ウム水）と希釈塩
溶液（カルマグ水）
ができます。
一方、逆浸透膜
装置（RO）では、
海水に、水分子の
浸透圧よりも強い
圧力をかけ、海水
側から水分子を移動させて、不純物のない真水（淡水）と、
ミネラルを含んだ濃縮塩水（ミネラル塩水）を作ります。
これにより、基幹産業である水産業への利用のほか、他産
業での利用による活性化を図るものです。

✒第2調査研究部　大賀 之総

災害に強い漁業地域づくりと津波シミュレーション
平成 16 年 12 月に発生したスマトラ島沖地震津波では、

インド洋沿岸各国で多大なる被害が生じ、20 万人を越える
人命が失われたと報じられる等津波被害の恐ろしさが改め
て認識される事態となりました。我が国でも、今後、大規
模地震の発生の恐れがある宮城県沖や東海・東南海・南海
地域をはじめ、全国沿岸域の津々浦々に立地する漁業地域
では、地震・津波に対する防災対策が求められております。

このような背景の
下、当研究所では水
産庁の委託を受け、
漁業地域の特性を踏
まえた地震・津波の
防災対策に関する調
査を実施し、その結
果を水産庁が「災害
に強い漁業地域づく
りガイドライン」と
してとりまとめまし

た。このガイドラインは、地震・津波災害に対する漁業地
域の特性と過去の被災事例等を踏まえ、漁業地域の防災対
策に必要な観点について、事前の災害予防、災害の応急対応、
災害復旧・復興の各局面においてとるべき対応が提示され
ています。効果的な対策を講じるためには、事前の的確な
被害予測と対策の効果評価が不可欠です。
本調査では、宮城県気仙沼市を対象としたケーススタディ
により、津波に関連する各種シミュレーションを活用し、
漁船の安全避難の検討、陸上避難場所の安全性の検討、漂
流シミュレーションを用いて漂流物被害の検討を行いまし
た。その結果、津波到達時間と漁船速度の関係から避難海
域まで移動可能な地点の目安を設定が可能となり、浸水深
から既存の避難場所・津波避難ビルの設置位置は妥当と判
断できました。また、養殖筏は、航路や漁港前面も含め湾
全体に広がり救援・復旧の妨げになることや、漁船の係留
方法の改善により、漂流化する漁船の数が減少でき、減災
効果がある事が明らかになりました。

✒第 1調査研究部　水谷 将
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［尾鷲市の位置］

平成 18年 12 月 16 日、石川県金沢市において開催した『都市漁村交流を考
えるシンポジウム in 金沢－海が育む食文化－』では、地方自治体の交流担当者
や漁協をはじめとする漁業関係者、加工・流通業者、地産地消に係るNPOの
メンバーなど、北は岩手県、南は沖縄県まで、約 250 名の方々にご参加いただ
きました。人気漫画の『築地魚河岸三代目』をプロデュースしている、小学館ビッ
グコミック編集部副編集長の御木基宏氏の特別講演は、「食を伝える難しさと喜
び－海の食は伝えにくい－」と題し、魚河岸三代目を生み出した経緯や漫画に
込めた思いについてお話しいただきました。パネルディスカッションでは漁業

関係者や観光の専門家等をお招きし、金沢
工業大学教授、敷田麻実氏（現北海道大学
教授）の進行の下、食の伝承や、食をはじ
めとする地域資源を活用した地域活性化の
あり方、産地の現状と問題、外から見た漁
村の魅力や課題などについて熱い議論が交
わされました。

都市漁村交流を考えるシンポジウム in 金沢 ～海が育む食文化～

▲分水ターミナル

3

▲脱塩施設

津波避難ビル
気仙沼向洋高校

津波避難場所
杉の下高台

津波避難場所
琴平神社

津波避難ビル
岩井崎プロムナードセンター

［明治三陸地震津波の最大浸水深図］

写真 • 特別講演の御木基宏氏



当研究所では、漁港漁場漁村地域の振興、生活環境改善、漁場の整備造成等
に係る政策、計画、歴史、文化又は社会制度等に関する創造的な研究について、

広く応募し、当研究所の「研究助成審査委員会」において助成を決定しています。
なお、平成18年度及び19年度で決定した研究テーマは下記の通りです。

研究助成について

活動報告 ●当研究所の主な活動をご紹介します。

2006 年

4月
▶漁村女性の魚食普及活動に関する研究（隠岐の島町）女性の漁業活動視察　▶「三崎漁港における衛生管理対策研修会」講師　▶漁村女性の魚食普及活動に関する研究（富山県）女
性の漁業活動視察　▶全国漁業協同組合学校講師

▶全国漁業協同組合学校講師　▶漁村女性の魚食普及活動に関する研究（長崎県）女性の漁業活動視察　▶研究助成審査委員会　▶第35回理事会・第36回評議員会

▶「第3回海洋深層水全国フォ－ラム」講演　▶「平成18年度水産工学会学術講演会」論文発表　▶「PACON2006国際会議論文発表」（ミャンマー国）　▶室戸市海洋深層水体験施
設式典（16年度）　▶「水産工学技士（水産土木部門：漁港・漁場の評価と維持管理）養成講習会講師：西日本会場　▶「水産工学技士（水産土木部門 :漁港・漁場整備計画論Ⅰ）養成
講習会講師：西日本会場　▶「平成18年度沿岸域学会全国大会」論文発表　▶第3回海洋深層水全国フォ－ラム講演

▶「第9回日韓漁港技術交流会議」事例発表　▶「第18回海洋開発シンポジウム」論文発表　▶徳島県美波町地域アドバイザー　▶貝殻を活用した増養殖場造成実証調査委託事業第
1回協議会　▶水産基盤整備調査事業（魚礁・増殖場の効果グループ）第1回検討会　▶平成18年度播磨灘海域入会漁場整備構想調査第1回検討委員会

▶水産基盤整備調査事業（計画策定G）第1回委員会　▶「災害に強い漁業地域づくりガイドライン」都道府県説明会（大分県）　▶「災害に強い漁業地域づくりガイドライン」都道府
県説明会（長崎県）　▶貝殻の漁場整備等への利活用に関する意見交換会　▶周防難漁場整備構想策定調査第1回検討委員会　▶「災害に強い漁業地域づくりガイドライン」都道府県
説明会（愛知県）　▶漁港漁場管理と利用の効率化事業 美波長地区管理運営協議会　▶「災害に強い漁業地域づくりガイドライン」都道府県説明会（北海道）　▶地域協働による漁港機
能高度化方策第1回検討会　▶漁港漁場関係者担当者実務研修会講師　▶「災害に強い漁業地域づくりガイドライン」都道府県説明会（静岡県）

▶「三県女性漁業士交流会」講師　▶平成18年度第1回周防灘小型底びき網漁業対象種資源回復計画ブロック漁業者協議会講師　▶市民参加型藻場・干潟造成マニュアル策定第1
回検討委員会　▶「災害に強い漁業地域づくりガイドライン」都道府県説明会神奈川県　▶地域資源を活用した漁村の振興方策検討委員会　▶日本大型人工魚礁協会講演会講師　▶都
市漁村交流促進事業第1回検討委員会　▶大分県沿岸海域波浪推進検討委員会　▶モデル地域マリンビジョン第1回講評委員会　▶平成18年度水産業普及指導員研修会講師　▶第
1回水産基盤整備事業費用対効果分析のガイドライン改訂検討委員会　▶魚礁・増殖場における原単位把握調査検討会　▶水産系副産物（貝殻）活用のためのガイドライン策定第3
回委員会　▶第12回全国女性漁業者グループリーダー研究集会（北海道・東北・関東ブロック）講師　▶「災害に強い漁業地域づくりガイドライン」都道府県説明会（青森県）

▶平成18年度魚礁・増殖場における原単位把握調査第1回検討会　▶都市漁村交流推進協議会、総会トーク&トーク　▶港漁場整備事業関係技術者育成研修会　▶第12回全国女
性漁業者グループリーダー研究集会（東海・北陸・近畿・中国ブロック）講師　▶南大東漁港第3防波堤第1回検討委員会　▶モデル地域マリンビジョン第2回講評委員会　▶「第
4回全国漁港漁場整備技術研究発表会」論文発表　▶「水産工学技士（水産土木部門 :漁港・漁場整備計画論Ⅰ）養成講習会講師：東京会場　▶第12回全国女性漁業者グループリーダー
研究集会（山口・四国・九州・沖縄ブロック）講師　▶「水産工学技士（水産土木部門 :漁港・漁場の評価と維持管理）養成講習会講師：東京会場

▶貝殻を活用した増養殖場造成実証調査委託事業（青森県）第1回協議会　▶「八丈島女性起業活動意見交換会」講師　▶「石川県青年女性漁業者交流大会」講師　▶柳井市アドバイザー
派遣モデル事業第1回　▶都市漁村交流促進委託事業普及説明会網走　▶「水産工学技士（水産土木部門 :漁港・漁場整備計画論Ⅰ）養成講習会講師 仙台会場　▶「漁港漁場協会女性
役員セミナー」講師

▶「水産工学技士（水産土木部門：漁港・漁場の評価と維持管理）養成講習会講師 仙台会場　▶市民参加型藻場・干潟造成マニュアル策定検討委員会第2回　▶第2回水産基盤整備事
業費用対効果分析のガイドライン改訂検討委員会　▶平成18年度播磨灘海域入会漁場整備構想調査第2回検討委員会　▶都市漁村交流促進事業検討委員会第2回　▶都市漁村交流を
考えるシンポ in金沢　▶漁村における二酸化炭素排出のLCA分析と漁港漁村整備による消滅効果調査第1回検討会　▶貝殻を活用した増養殖場造成実証調査委託事業第2回協議会

▶宿毛市アドバイザー派遣モデル事業第1回　▶くるま座シンポ in宿毛　▶地域資源を活用した漁村の振興方策検討委員会第2回　▶都市漁村交流促進委託事業普及説明会松山　
▶愛南町アドバイザー派遣モデル事業第1回　▶地域協働による漁港機能高度化方策検討会第2回

▶貝殻を活用した増養殖場造成実証調査委託事業第3回協議会　▶漁港漁場管理と利用の効率化事業 美波長地区管理運営協議会第2回　▶周防難漁場整備構想策定調査第2回検討
委員会 　▶漁村における二酸化炭素排出のLCA分析と漁港漁村整備による消滅効果調査第2回検討会　▶市民参加型藻場・干潟造成マニュアル策定検討委員会第3回　▶JF全道
漁協女性部研修大会」講師　▶市場（荷捌所）と漁港を一体的にとらえた衛生管理のあり方検討会第1回　▶貝殻を活用した増養殖場造成実証調査委託事業（青森県）第2回協議会
▶災害に強い水産物流通機能施設評価検討第1回委員会　▶都市漁村交流促進事業検討委員会第3回　▶平成18年度北海道周辺大規模漁場整備検討調査WG　▶宿毛市アドバイザー
派遣モデル事業第2回　▶愛南町アドバイザー派遣モデル事業第2回　▶「災害に強い漁業地域づくりガイドライン」講演

▶都市漁村交流促進委託事業普及説明会熊本　▶平成18年度魚礁・増殖場における原単位把握調査第2回検討会　▶水産基盤整備調査事業（計画策定G）第2回委員会　▶平成
18年度播磨灘海域入会漁場整備構想調査第3回検討委員会　▶柳井市アドバイザー派遣モデル事業第2回　▶南大東漁港第3防波堤検討委員会第2回　▶地域資源を活用した漁村
の振興方策検討委員会第3回　▶水産基盤整備調査事業（魚礁・増殖場の効果グループ）第2回検討会　▶第3回水産基盤整備事業費用対効果分析のガイドライン改訂検討委員会　
▶市場（荷捌所）と漁港を一体的にとらえた衛生管理のあり方検討会第2回　▶水産系副産物（貝殻）活用のためのガイドライン策定第4回委員会　▶漁港漁場管理と利用の効率化
事業 美波長地区管理運営協議会第3回　▶団塊世代による都市漁村交流に係る懇談会 in南房総　▶地域協働による漁港機能高度化方策検討会第3回　▶市民参加型藻場・干潟造成
マニュアル策定検討委員会第4回　▶漁港漁村における文化的な景観に関する有識者委員会　▶災害に強い水産物流通機能施設評価検討第2回委員会　▶水産業研修会「これからの
水産物販売戦略を探る」講演

5月

私達は、皆様と一緒に、漁港・漁場・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。

【平成18年度研究題目】
❶ カキ養殖域、漁港及びその周辺水域におけるヒト病原ウイルス汚染の実態調査（ノ
ロウイルスを中心として）（H17～H18）

東北大学大学院工学研究科 教授　大村 達夫
❷ 漁村住民が策定・実践主体となる漁村振興計画に関する研究－計画策定に必要
とされる総合的フレーム・システムの構築（H17～H18）

東京工業大学社会理工学部研究科 特別研究員　土井 良治
❸ 漁港の魚類生態系への貢献度の評価－人工的入り江が魚類仔稚魚の生育環境と
してどれほど機能するか?（H18）

九州大学農学研究院水産実験所 修士課程　乾　 隆帝

【平成19年度新規採択研究題目】
❶ 高齢化時代に対応した漁村社会における減災方策構築のための調査研究

日本大学理工学部海洋建築工学科 教授　畔柳 昭雄
❷ 沿岸・沖合漁業における市場構造と漁港漁村組織のサステイナビリティーに関
する研究－資源管理型漁業の産業組織論及びゲーム理論的分析－

東京大学大学院農学生命科学研究科 助教授　中嶋 康博

【平成18年度～19年度継続研究題目】
❶ 津波による小型船舶の漂流衝突力の算定方法の構築と津波防災力に関する研究

名古屋大学大学院工学研究科 教授　水谷 法美
❷ 砂浜域藻場造成礁の開発 東京海洋大学海洋科学部 教授　能登谷 正浩

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 18年度は、10 月 16 日～ 20 日の間、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、85 名が受講されました。
平成 19年度は、7月 9日～ 13 日の間で開催します。

漁港漁場整備事業関係技術者育成研修会

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2007 年

1月

2月

3月


