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　新年明けましておめでとうございます。本年も何卒宜
しくお願いいたします。
　昨年12月２日、東京国際フォーラムで開催された
NIKKEI不動産ファイナンスフェアに行って話を聴いて来
ました。実はインターネットで、土地の利活用に関する
様々な情報を検索していた時「CRE戦略」
という言葉（後にそれは “Corporate Real 
Estate：企業用不動産” 戦略であると判
明）にヒットし、それらに関する講演が
前述のフォーラムで行われると知って、
参加したくなったのです。どうしてそん
な勉強をはじめたのかって？それが今日
の話題です。
　私たち日本人は、右肩上がりの経済が
終わったときから、何となく成長が止まっ
てしまったような、後は老いていくだけ
のような不安に、社会全体で囚われてい
る様な気がするのです。
　私たちが携わっている水産基盤整備事業についても、
残念ながら予算額を見ると近年減少の傾向が続いていま
す。しかしながら、各地の漁港で水揚げ等の作業効率性
や衛生管理水準は徐々にアップしています。それはどう
してかといえば、新規投資が有効に使われ、これまでの
投資で形成された資産が効率的に機能しているからと言
えましょう。つまり、私たちは単年度の収支「フロー」
を適正化するだけでなく、これまでに蓄積した資産や負
債などの「ストック」の保有・運用を合理的に行うことで、
社会全体に大きな利益を産み出せるということを忘れて

はなりません。
　先進的な企業は、保有する不動産（例えば本社の建物
や工場の用地）を保有すべきなのか、売却して賃貸する
のか、或いは用途変換すべきなのか等、経営戦略の面か
ら評価して企業価値を高める努力をしています。これが

CRE戦略ですが、国や地方公共団体が所
有する公的不動産に関しても同様のPRE
（Public Real Estate：公的不動産）戦略
という考え方が提案されています。公的
不動産についてはその目的から様々な制
約がありますが、保有には維持・管理コ
ストがかかること、売却・賃貸などの処
分で収入を得られること、或いは用途転
換で新規整備コストを抑えることなど、
企業用不動産と共通な性質を持っている
ことから、同じ手法が活用できる可能性
があると思っています。
　地域の水産業を活性化し、豊かで賑わ

いのある沿岸地域をつくっていくには、漁港の機能を更
に高め、漁場の環境を向上させて、安全で住みやすい漁
村づくりを図る必要があります。そしてそれには、予算
の獲得とともに、先人から引き継いだ資産を有効に活用
することが不可欠でありましょう。「ストック」に係る施
策を水産基盤整備の大きな柱として育成するとともに、
地域の人達の知恵や民間の優れた発想が活かせるよう、
国としてどの様なことができるのかしっかり勉強してい
きたいと思います。

「PRE戦略」勉強中1
水産庁漁港漁場整備部長　橋本 牧
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　昨年９月に発生したアメリカのサブプライムローンに
端を発した金融危機により、我が国をはじめ世界中の経
済が深刻な影響を受けています。欧米への輸出が好調だっ
た自動車業界を始めとする製造業では派遣社員をはじめ
とする従業員の解雇が社会問題化し、従業員住宅を追い
出された人達が年を越せず、日比谷公園
で炊き出しが行われ、厚生労働省は講堂
を年末年始にこの人達の寝る場所として
解放したくらいです。
　80年程前にも同じようなことが起きま
した。1929（昭和４）年10月にニューヨー
クの証券取引所で株価が大暴落したのを
きっかけに1930年代の世界恐慌に発展し
ました。アメリカでは経済音痴のフーバー
大統領に代わってルーズベルトが大統領
になり、ニューディール政策を実施し、
内需拡大を図り、恐慌を乗り越えようと
しました。
　日本では、「大学は出たけれど」という言葉が流行った
ように、就職口がないような状態が続きました。時の高
橋是清大蔵大臣は、政府支出の拡大（軍事費の増額）等
インフレ政策を採り恐慌を乗り切りました。（後に、イン
フレが進んだので軍事費削減等のデフレ政策を採ったこ
とが軍部の反感を買い２・26事件で暗殺されてしまいまし
た）。高橋是清大蔵大臣は、その時までに日本銀行副総裁、
日本銀行総裁、大蔵大臣を４回経験し金融、財政の大ベテ
ランでしたので、恐慌克服のための思い切った大胆な政策
を実行できたのではないかと私は思っています。

　現在の恐慌を乗り切るために、各国とも大幅な減税と
大規模な財政支出を取り始めています。
　我が国も、諸外国のような政策をスピード感を持って
素早く実施することが必要ではないかと思っています。
国の赤字国債が増大していることに危機感を持ち、財政

支出を抑えるべきとの意見を言う人もい
ますが、国の借金をどうするかと言う問
題は考慮するとして、今は、この直面す
る未曾有の恐慌を乗り切ることが重要で
はないのでしょうか。我が国の政治が小
異を捨て強力な指導力を発揮されること
を期待しています。
　また、職を失った人を農山漁村に受け
入れ、農林漁業の担い手とすることを農
林水産省は考えているようです。色々克
服すべき課題はあると思いますが是非実
現させていただきたいものだと思ってい
ます。

この混乱をいかに乗り切るか
　　　─我が国の政治に期待する─2
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はじめに

東南アジア漁業開発センター事務局（在バンコク）
での３年間の任務を終え、この１月に帰国しました。
以前、漁港漁場整備部のメールマガジンでも紹介させ
ていただきましたが、タイは “豊穣” という言葉がぴっ
たりの恵まれた食の国で、これらの食材を利用したタ
イ料理は、独特の辛さやココナッツミルクの濃厚な味
わいなど、多くの人を魅了しています。場所によって
は米は年に３回とれ、世界最大の米の輸出国です。ま
た、主に内水面ですが魚介類も豊富です。暑い気候、
広大な平地、多量な雨と大地の恵みを運ぶ広大な河と
いった恵まれた自然条件によって、これらの高い生産
力が維持されているわけです。
しかしながら、海に目を転じれば、南シナ海、タイ
湾を中心に、過剰漁獲等による水産資源の枯渇がいわ

れて久しく、多くの課題に直面しています。東南アジ
ア地域の漁業・養殖業は、世界の生産量の15～16パー
セントを占め、水産物の供給基地となっています。多
くの合弁企業が域内に立地する日本にとっても、大変
重要なパートナーです。また、他の生産地域と比べて
特徴的なことは、漁業も養殖も小規模なものが大半
で、これが資源管理や養殖における生産管理などを難
しくしているといえます。
東南アジア漁業開発センター、略してSEAFDEC
（シーフデック）は1967年に創設され、一昨年創設40
周年を迎えました。設立当初は、日本の先進的な漁業
技術の移転による東南アジア地域の漁業開発が主目的
でありましたが、時代の変遷に伴い、その役割は徐々
に変わってきています。漁獲漁業の分野では漁業管
理、特に組織化されていない小規模漁業の管理、取り
締まりをどのように行うのか、養殖の分野では、エ

タイ王国
の

漁村紹介
～チュンポン県パトゥー地区～

水産庁 漁港漁場整備部 整備課 課長補佐

田中 郁也

特 別 寄 稿
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り3年間タイ・バンコクにある東南アジア漁業開発センター（SEAFDEC）事務局に勤務。2009年1月より現職。
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ビやティラピアなどの
魚病の監視と予防、重
要な品目の種苗生産技
術の確立、安全性の分
野では、抗生物質など
の分析手法の訓練など
が課題となっており、
SEAFDECでは主に日
本政府（水産庁）から
の信託基金（トラスト
ファンド）を活用して、
これらの課題に対応するプログラムを実施していま
す。
さて、ずいぶんと前置きが長くなりましたが、今回
ご紹介する漁村は、上記トラストファンドを活用し
て、沿岸小規模漁業管理プログラムを実施していると
ころです。その指導を行っているのが、FAO専門家
としてアフリカなどで20数年プロジェクトを担ってこ
られ、2004年からSEAFDECの専門家として勤務され
ている江藤誠一さんです。
タイ王国チュンポン県パトゥー地区は、バンコクか
ら車で南下すること約５時間、タイ湾に面して７つの
集落を有しています。半農半漁も含めて大半の住民が
漁業に携わっている純粋な漁村です。主な漁獲物は、
アンチョビ、イカ、スイミングクラブ（ワタリガニ）
などで、そのすべてがいわゆる小規模漁業です。 
タイを含め東南アジアの各国には、日本の漁業協同
組合のようなしっかりとした沿岸漁業者の組織はな
く、プロジェクトの下での試行的な事例に限られま
す。このような漁業者のグループ化は、漁業管理の母
体としての役割を期待して行われています。このチュ
ンポンのプロジェクトをはじめ、他の２地区（カンボ
ジア、マレーシア）においてとられている手法は、漁
業者、特に漁業種類毎のグループ化を図り、そのメン
バーに資源管理の必要性や考えなどを普及し、ルール
作り、自主的なパトロールなどの相互監視を行うな
ど、自主的な管理を基本としています。また、地域全
体が豊かになれば、水産資源への圧力も減るという考

え方で、様々な地域興し、特に地元でとれた魚介類を
利用した特産品の開発、装飾品づくりなどの副業の振
興などもあわせて取り組んでいます。さらには、漁業
者や地域住民への啓蒙普及として、マングローブの植
林、種苗の放流、漁業者等による簡易魚礁の設置など
を行っています。ここで、東南アジアではトロールな
どを曳いて、それだけでは食用に適さない雑魚をト
ラッシュフィッシュ（trash fi sh）と呼び、養殖の餌
などとして流通しています。このような魚にも需要が
あり、値段がつくという状況、加えて、国によって事
情は大きく異なりますが、わずかでも収入を得なけれ
ばならないくらい漁民が貧困に直面しているという社
会条件が、漁業管理を難しくしているもう一つの大き
な要因であると思います。
以後は、パトゥー地区での活動を写真をもとに紹介
していきたいと思います。

マングローブ植樹イベント

最初の写真は、マングローブの植樹イベントの模様
です。一時期、エビ養殖池の拡大に伴い、多くのマン
グローブが伐採されました。近年は、持続的養殖、マ
ングローブに優しい養殖という考えが浸透してきてお
り、これらを保全する活動も広がっています。この地
区では、タイの王妃様の誕生日である８月12日をお祝
いするイベントとして行われています。ちなみに、皆
さん水色のシャツを着ているのは、王妃さんの誕生日

▲

チュンポン海岸線

▲船溜り

特 別 寄 稿
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が金曜日で、その色は水色のためです（曜日によって
色が決まっており、月曜日は黄色、火曜日はピンクと
いった具合です）。このイベントはプロジェクトをきっ
かけに始まったものですが、現在は地域独自のイベン
トに切り替わっています。小学生、ボーイスカウト、
漁業者グループ、婦人グループなど数十名が参加して
おり、稚魚の放流事業も毎年１回実施されています。
地元の学校では、マングローブの植樹や水産資源に関
する授業も行われるようになったそうです。

 漁村婦人グループ活動

婦人グループ活動の目的の一つは、共同意識が乏し
いタイの漁村に共同作業を根付かせようというもので
す。各集落毎にグループが結成されており、いずれも
10数名のメンバーが参加しています。あるグループで
は、加工場兼直販所において、小魚等の加工品を製造・
販売しており、OTOP（タイ版一村一品）の認定を受
けています。
加工技術の講習だけではなく、売り上げ状況のモニ
タリング、簿記など会計処理の指導なども含めて実施
し、軌道にのってきています。このほか、お葬式に用
いるドライフラワーの作成、菓子づくり、タイで人気
のあるプリントシャツ等に用いる生地のデザイン、絵
付けの活動などを実施しています。

地区漁業者ワークショップ

７つの漁業形態別漁業者グループの代表幹事、地区
行政関係者等を集めてのワークショップが定期的に開
催されています。私が参加した当日は、漁業者の地区
代表が参加した訪日調査（兵庫県漁連、浜名湖漁協）
の結果報告が行われました。兵庫県漁連では、漁連主
導で行われているワタリガニの資源管理措置（操業制
限、産卵期雌のリリース、殻長制限など）を実施して
おり、これをお手本にかご目を大きくする、産卵期の

▲加工品 ▲漁業者ワークショップ（前列左が田中さん）

▲マングローブ植樹
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雌のリリースなどを行うクラブバンクの仕組みが導入
されました。浜名湖漁協の関係では、じょれんのサイ
ズ、操業時期・時間の規制、日漁獲量規制などの自主
的な取組が報告されました。
当地区では、隣接するバンサパン地区と同様に、自
主的な資源管理、取り締まりなどの実効性のある沿岸
漁業管理を実践するため、その受け皿となる恒常的な
漁業者組織の創設を目指しており、規約の制定などに
ついての意見交換が行われています。

簡易魚礁の設置等
 
漁業者の資源管理や増殖への理解を深めるため、簡
易型魚礁（FED）の設置を行っています。調査時に
は過去に設置されたFEDの位置の確認などを行いま
した。調査時には投入した10基が確認されましたが、
その後消失したとのこと。波浪等による流亡やトロー
ルで曳かれた可能性が考えられます。FEDが設置さ
れている海域は、トロールの禁止ラインの内側です
が、たびたびトロール船が立ち入るようです。

このほか、中華食材として単価の高いバビロニア
シェルの試験的な養殖を行っています。この地域を含
むタイ湾はモンスーンの影響で、11月から３，４月頃
までは強い北風で海が荒れます。この時期をどのよう
にしのぐかが課題となっています。
SEAFDECが主体となったプロジェクトは2006年を
もって終了し、2007年からはタイ王国水産局が引継
ぎ、取組が続けられています。他の国にも知られるよ
うになり、他国の漁業者や行政担当が見学に訪れてい
ます。
江藤さんの言葉ですが、「プロジェクトは生き物で
ある」、的を射た言葉だと思います。プロジェクトに
携わる人々の情熱次第で大きさや姿も変わり、適切な
ケアも必要だという意味と理解しています。チュンポ
ンのプロジェクトは、その期間中に様々な機関との
ネットワークが構築され、役割分担を行いつつ、うま
くバトンタッチされました。息の長い取組がこれから
も粘り強く続けられていくことでしょう。各地で展開
されている技術協力事業の手本の一つであると思いま
す。

▲ FED

▲バビロニアシェル、
　中華材料

▲

貝養殖実験

特 別 寄 稿
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果の評価、保全関連技術の体系化などを行うことが
必要です。また、ストックマネジメントの効果には
以下の様なものがあります。①ライフサイクルコス
トの最小化。②インフラ投資の平準化。③客観的な
データに基づく管理と情報公開による、住民にわか
りやすいインフラ管理の実現。

ストックマネジメントの実施に際して
配慮すべき事項

このようにストックマネジメントは非常に有効な
管理手法なのですが、正しく現状を評価し、管理・
対策を実施していくためには、以下の配慮すべき事
項があります。
対象施設への深い知識・見識の必要性
適切な計画を策定するためには、正しく施設の状

況を把握する必要があります。水産基盤施設と海岸
保全施設は沿岸域の厳しい環境条件下に設置されて

はじめに

我が国の水産基盤施設・海岸保全施設の多くは高
度経済成長期に集中して造られたため、資産更新の
時期が集中するものと予想され、大きな課題となっ
ています。また、地球の温暖化によって引き起こさ
れる“平均海面の上昇”や“台風の強大化”などに
よる波力等外力の増大にともなう耐力の低下なども
危惧され始めています。
近年の厳しい財政状況のもと新たに注目されてき
たのが「ストックマネジメント」という手法です。
ストックマネジメントとはもともと金融界の用語
で、資産の管理・運用において資産の最適化や最大
化を図る手法のことです。個人資産であれば修理し
たり買い換えたりするのは基本的には個人の自由で
すが、公共財産となるとそうもいきません。修理や
造り替えにしても国民が納得できる理論的、あるい
は経済的根拠が必要となってきます。

ストックマネジメントにおいて
実施する事項とその効果

一般にインフラ資産のストックマネジメントは、
本来の機能を長期にわたり発揮させるために以下
のことを行います。①低下した機能を回復させるこ
と。②機能低下の原因となるリスクを消滅させるこ
と。③新たな機能を付加する必要があれば改修を行
うこともあります。計画的な保全とその保全実施結

01 第 1調査研究部

◎適切な予防保全による施設の長寿命化（概念図）
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おり、施設の特性や利用形態を踏まえた現況の把握
ができる深い知識・見識が必要です。環境や景観へ
の配慮、施設近隣の住民の安全性確保、また、施設
が持つ文化性やアメニティ効果など、様々な配慮が
必要となってきます。

適切なストックマネジメント計画の策定が行える
技術者の確保
これまでのインフラ整備は建設が主体だったた
め、維持管理に関して疎かになっていた傾向があり
ます。現在各方面で、適切な現地調査や老朽化度評
価および機能保全計画を立案することができる技術
者の養成を進めていますが、まだその技術者数は少
ない状況にあります。しかし、ストックマネジメン
ト計画の策定において適切な技術者を配置できない
と、例えば老朽化に対して過剰な反応をしてしまっ
て維持保全費が莫大となってしまう危険性がありま
す。この様なリスクを避けるためには、適切な対
応が可能な技術者を配置できる体制が必要です。ま
た、これらの施設は自然環境との調和や水生生物の
生息など生態系の一翼を担う機能も持っており、こ
うした機能をどう調査し、どう維持していくのかも
今後の重要な課題となります。

水産行政に関する適切な知識・見識
現地調査・老朽化度評価および機能保全計画の策

定といった一連の流れをストックマネジメント・シス
テムとして確立する必要があります。しかし、現在各
方面で検討が進められておりますが、まだ確立した
ものとはなっていません。このため管理者とシステム
の双方に随時各方面の情報等を収集しつつ改善して
いく事のできる柔軟性・応用性を有している必要が
あります。また、県および国の水産行政についての
適切な知識・見識と、各行政機関との良好な関係性、
ネットワークを維持していることが重要となります。

当研究所の取組み状況

水産基盤施設における「ストックマネジメント事
業」は、今年度が初年度であることから具体例を示

すことが難しく、参考となる事例に乏しい状況にあ
ります。しかし当研究所においては、行政への意見
照会や考え方の整理に対する協議など、当研究所が
有する情報収集力やコミュニケーション力を有効に
発揮することにより、これらの課題解決に鋭意取り
組んでおります。既に「機能保全計画策定の手引き」
や「海岸保全施設の老朽化調査及び老朽化対策計画
策定のための実務版マニュアル（暫定版）」の策定
等に携わっている一方、 “水産公共施設におけるス
トックマネジメントに関する検討“を目的として、
産官学の関係者の多数のご参加による勉強会を組
織・運営しており、横断的な知見の集積とストック
マネジメントの実現へ向けた取組みを行っておりま
す。また、これらの知見に基づく企画提案を随時行っ
ているところであり、地方公共団体の皆様に是非ご
活用いただければと思っております（平成20年12
月末現在の受託実績：国関係6件、県関係6件）。

おわりに

来年度は、各管理者の多くにおかれましては、ス
トックマネジメント事業における大切な方向性を定
めることとなる計画策定元年を迎えることと思いま
す。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たら幸いです。

（第1調査研究部　保坂 三美）

▲老朽化した
　海岸保全施設

▲

かぶり部の
　コンクリートが
　剥落してしまった
　桟橋床版下面
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りする取り組みといえます。マアジは本州、四国、
九州の沿岸域に沈設した人工魚礁に蝟集する代表的
な魚類です。水産庁では現在、沖合における人工海
底山脈の造成や広域にわたる資源増大効果を有する
大規模な漁場の整備を推進しています。その際に、
マアジ等の多獲性魚類が、これらの施設を利用す
ることにより、どの程度の効果が得られるかについ
て、根拠となる基礎データを集める必要がありま
す。このような背景から、当研究所では、佐渡海域
における人工魚礁をフィールドに、マアジを対象と
した様々な調査を行っていますので、その一部を紹
介いたします。

調査の概要

本調査は、平成20年5月～7月に実施しました。
調査対象は、新潟県佐渡島の南西海域、羽茂地先の

はじめに

アジはサバやイワシと並んで、漁獲量の多い重要
魚種です。近年、我が国のマアジの年間漁獲量は
20～30万トンであり、その80～90%は、まき網が
占め、定置網がこれに次いでいます。水産庁では、
漁業資源を持続的に利用するために、魚種毎に年間
の漁獲量を定め、水産資源の保護と回復を図るTAC
制度を1997年から導入しており、マアジも対象と
なっています。
こうした資源管理の取り組みの一方で、魚介類が
礁に蝟集する性質を利用して、海底に人工魚礁を設
置するなどして、人為的に動植物を蝟集、繁殖させ
有効な漁場を造成するための漁場整備事業も実施さ
れています。つまり、資源管理では、魚の資源量を
調べて過剰な漁獲等を制限するのに対し、漁場整備
では、魚を効率的に集めて漁獲したり、増殖させた

02
▲調査場所

漁場と海業研究室

▲

対象魚礁
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水深45mの海底に設置された礁高21mの鋼製の人
工魚礁です。
調査内容は、人工魚礁に蝟集するマアジの成長段
階や蝟集量、移動経路、滞留期間、行動特性、餌料
生物、海域環境調査等です。

マアジの蝟集量

本調査の結果、全長30cm程度のマアジが、人工
魚礁に最大で3万尾ほど蝟集していることがわかり
ました。どうやってこれを調べたかというと、ダイ
バーが潜って直接観察する潜水目視観察や、魚礁に
カメラを取り付け、一定間隔で写真撮影する固定カ
メラ、ROVという自航式の水中テレビカメラ、魚
の数を音響的に計測する計量魚探と呼ばれる魚群探
知器等です。それぞれの手法に一長一短があります

が、これらを組み合わせることにより精度を向上さ
せています。

マアジの行動

人工魚礁におけるマアジの行動を調べる方法とし
て、小型の超音波発信器を魚体に取り付け、船で連
続的に追跡するバイオテレメトリー（10ケース）
や、標識放流（約5千尾）等を行いました。この結果、
最長7日間の連続的な行動を追跡できました。また、
標識放流の約1%が採捕されました。マアジは日中、
人工魚礁の周りを遊泳しており、夜間は表層に浮上
して、いったん人工魚礁を離れることがわかりまし
た。さらに、魚礁での滞留期間や、海域の移動経路
も推定しました。

おわりに
 

魚が人工魚礁をどのように利用しているのかとい
う疑問に対し、昨今の測定技術の進歩等により、少
しずつ新たな知見が得られています。これらの成果
を着実にとりまとめ、今後の事業に反映して行きた
いと思います。そのためには、魚の気持ちになっ
て考え、試行錯誤を繰り返すことが大切だと思いま
す。

（漁場と海業研究室　三浦 浩）

▲マアジの蝟集調査例
　上：固定カメラ／中：ROV／下：計量魚探の映像

▲マアジの個体追跡例
　上：バイオテレメトリー／下：標識放流

マアジの群れ魚礁
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服飾業界から漁業へUターン

関　松尾さんはUターンで漁業に就かれたと伺ってい
ますが。
松尾　私は高校を出て大阪で服飾関係の仕事について
服を売っていました。次の段階としてデザインの方へ
行く予定もありました。21歳の時に親に呼び戻され
て、自分としては一時的な帰省というくらいのつもり
で漁業の手伝いを始めたのですが、結局大阪に戻るこ
となく、23歳のときには正組合員になりました。
私の家では、自分が小学生の時に父が定置網と民宿
を始めたので、私は二代目ということになります。大
阪から戻ってからは、父と自分、２、３人の従業員と
で小型定置をやっています。定置網は４月～10月の操
業ですから、他の月は民宿の方に力を入れています。
関　網野町漁協では、若手の漁業者さんは何人くらい
いらっしゃいますか？
松尾　10年ほど前に周辺の漁協が合併して現在の網野
町漁協ができました。合併したときから青年部長を
やっていますが、全組合員183名中、青年部員は30名
くらいいます。青年部といっても20歳代から40歳代ま
で入っていますが。一度都会へ出て働いてから戻って
くるという人も結構います。

松尾 省二 氏
この人に聞く

網野町漁協代表監事

松尾 省二（まつお・しょうじ）
●網野町漁業協同組合代表監事・琴引浜の鳴り砂を
守る会 会長

1963年京都府出身。高校卒業後、大阪で服飾の販売や
デザインの職に就く。その後帰省し、家業の定置網漁業
と民宿を継ぐ。本業の傍ら、まちづくり活動に熱心に取
り組む。2008年5月からは漁業や漁村の魅力を伝える
漁業メッセンジャー「ザ・漁師's」の初代メンバーとし
ても活動している。
（財）日本ナショナルトラスト鳴き砂文化館専門研究
員、網野町観光協会副会長、京丹後市観光協会連絡協議
会事務局座長など、様々な活動を行っている。

関
い ず み

の

地元漁業を活かす
新たな仕組み
づくりへの挑戦
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磯場の開放で、一日漁師体験をスタート

関　一日漁師体験が話題になっていますが、これを始
めたきっかけはなんですか？
松尾　海水浴で有名な琴引き浜という砂浜に挟まれ
て、太鼓浜という磯場があります。ここは共同漁業権
のある磯場なのですが、実際には海水浴場のど真中
で、漁場としては非常に使い勝手の悪い場所です。け
れど、放っておけばどんどん人が入ってきてサザエで
も何でも獲って行ってしまう。かといって、そんな場
所にずっと監視を立てておくというのも費用ばかりか
かってしまい大変です。
舞鶴の田井漁協では、お客さんを岩場まで船で送っ
て、そこでサザエを採ってもらうという体験を実施し
ています。渡船料と捕獲料で、年間数十万の利益を上
げているという話を聞きました。何か網野でもそうい
う仕組みを作れないものか、ただ獲られてしまうのを
指をくわえてみているのではなく、それがちゃんと組
合に還元されるようなやり方があるのではないか。そ

う思ったのがきっかけです。
でも、実行に移すまでは時間がかかりました。地区
の住民や組合員に相談することから始めましたが、最
初はとにかく反対されました。そんな中で、漁業士の
メンバーが賛同してくれて、そういう仲間を得ながら
根気よく話を続けていきました。その結果、次の年に
は頭からだめだという人はいなくなり、昨年はやって
もいいよ、という声が出始めました。
関　地元の説得に３年かかったということですね。
松尾　そうですね。地元の了解が出たので、昨年から
仕組み作りに入りました。漁協の支部ではなく、組合
自体に話を持っていき、きちんと計画を立てて水産の
事業として市役所の補助を受けるというやり方で進め
ました。

◎海水浴場の隣に広がる磯場

◎漁師証を販売している浜店
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関　具体的にはどういう形で体験を実施しているので
すか？
松尾　素潜り漁と磯場での徒手採捕漁を、一日漁業証
を購入して体験するという事業です。漁師証として
作っている鑑札は素潜り漁一日2,500円、徒手採捕漁
は一日500円。これを手首につけてもらって、一日漁
師になってもらいます。鑑札は、昨年は琴引浜の浜店
で販売しました。今年は宿泊施設でも購入することが
できるようにしています。
体験といっても漁師になるわけですから、調整規則
で決められた道具やサイズをきちんと守れば、何をど
れだけ採っても構いません。ただし、一日中監視員が
ついているわけではなく、安全管理については個人の
責任になりますし、道具などを貸し出すようなことも
していません。つまり2,500円で組合員資格を一日買
う、ということなのです。
関　制限事項にはどのようなものがあるのですか？
松尾　漁場の開放時間は午前９時から午後５時。開放
区域のみでの活動に限られます。資源保護のため、殻
長10センチ未満のアワビ、蓋径２センチ未満のサザエ
は捕れないことになっています。
関　実際の体験者はどのくらいいますか？
松尾　事業としては昨年始まったばかりです。昨年
（平成19年）は８月１日からの２週間の実施というこ
とで期間が短く、実際に体験をした人数は20人程でし
た。今年はまだ分かりません。でも、大阪あたりから

４日連続で来ている３、４人の若者もいるということ
です。そこで漁をしたからといって、そんなに大漁に
獲れるというものではないのですが、認められた形で
堂々と漁業ができる、ということが一般の人に結構う
けているのではないでしょうか。 

漁業権やローカルルールとのかねあいが
課題

関　最初は反対意見が強かったということですが、こ
ういう形で漁場を開放するということは一筋縄ではい
かないと思うのですが。
松尾　料金設定をするときにも感じたのですが、漁業
権の切り売りのようなことになってはまずいですね。
一日漁師は、磯場の漁獲の減少や高齢化による漁業
作業の負担の増加、そして密漁問題という現状のなか
で、漁業者とそれ以外の人たちが気持よく海を共有で
きる仕組みとして考えだした方法なのです。
まだまだ課題もたくさんあります。例えば、これま
で地元で暗黙の了解の中で成り立ってきたローカル
ルールを、このような活動とどう整合性をつけていく
かということも大きな課題です。岩海苔などは、地域
の家庭の主婦などが自家製にしたり小遣い稼ぎに売っ
たりしている量の方が、漁業者が採るよりはるかに多
いわけです。この人たちは漁業権を持っているわけで
はないので、厳密にいえばそれは「密漁」かもしれま
せん。でも、これを「密漁」と言ってしまえるか、と
いうことになると、地元のルールとして長く地域に根
付いてきた慣習であり、杓子定規に是非を決めること
はできません。ところが、一方では一般の人から料金
を取って漁場を開放する、ということになると、地元
の慣習というのはどのように説明したらよいのか、と
いうことが出てきます。

浜の環境から広がる活動の輪

関　松尾さんは琴引浜の保存活動にも積極的に取り組
んでいると伺っていますが。◎一日漁師体験の鑑札
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松尾　琴引浜は全国でも有数な鳴砂の海岸として有名
です。地元住民の愛着心も強く、浜掃除なども継続的
に行われてきました。日本ナショナルトラストでは20
年以上前から鳴砂の調査を始め、10年前には全国鳴き
砂ネットワークを組織して活動してきました。地元で
も20年前から「琴引浜の鳴り砂を守る会」が結成され、
地域内外の人々の連携によって、浜の清掃や植林活
動、シンポジウム、環境調査などを行っています。こ
ういった継続的な活動がみんなの意識を高めていって
いるのではないかと思います。実際に、平成９年のナ
ホトカ号の座礁による重油汚染の事故の時には守る会
や役場と一緒に、全国から延べ１万人を超えるボラン
ティアが集まって、重油の回収に力を貸してくれまし
た。現在でも週に1回は地元有志による浜掃除が行わ
れていますし、浜の管理を行う専門の職員もいます。
ナホトカの時のボランティアの存在は本当に衝撃的
でした。私たちにとっては仕事の場であり日常生活の
場である海ですが、一般の人はどんな思いを持って海
と対峙しているのだろう、そんな考えから全国の人か
ら海と渚にまつわるメッセージを公募して、本を作っ
たりもしています。

地域資源を活かし地元ならではの
体験プログラムをつくりたい

関　一日漁師はまだ始まったばかりですが、今後こう

いう活動をどのように展開させていきたいと思ってい
ますか？
松尾　一日漁師については本物を分かってもらいたい
と思っています。思うように獲れないものだし、きつ
い作業だというところも経験してほしいですね。その
一日は、本当の漁師になれるのですから。
また、漁業体験だけでなく環境と絡めてビーチコー
ミングをやるとか、寺に泊まって朝のお勤めを体験す
るとか、地元ならではの地域資源をフルに活用した
様々なメニューづくりにも力を入れていきたいと思い
ます。そして、そこからきちんとお金をもらっていけ
るような仕組みづくりをすること、これが大切だと思
います。
　　

◎シーズン中の浜にはゴミ一つない !

ちょいとイケ面で一見線が細そうな松尾さんで

すが、思いの熱さと行動力のパワーはやはり太

い骨のある海の男、なのでした。理想を形にするた

めの結構したたかな仕掛けづくりもとても参考にな

りました。

　夏真っ盛りの琴引浜は、海水浴でにぎわう美しい

砂浜でした。何よりもすがすがしく気持ちよかった

のは、ゴミ一つ落ちていなかったことです。涼しい

顔でこれが当たり前という松尾さんの言葉に、こち

らはただただ感心して頷くばかりでした。

海とくらし研究所　関 いずみ

東京生まれ。工学博士。海とくらし研究所（主
宰）、東海大学海洋学部非常勤講師。

ダイビングを通じて漁業や漁村に興味を持ち、平成5年に（財)漁港漁
場漁村技術研究所に入所。平成19年に海とくらし研究所を立ち上げ、
漁村の生活や人々の活動を主題として、漁村景観や漁村女性の就労環
境及びライフスタイル、漁業後継者の実態、漁村の環境社会システム
の構造分析とその手法などに関する研究を行う。
最近は、漁村における交流活動（海業、ブルーツーリズム）を活かし
た漁村の役割や今後の展望について、実践活動と併せた調査研究を
行っている。

関 いずみ  プロフィール
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現在、農山漁村においては、都市部住民に関心を
持ってもらうための、様々な取り組みが注目されて
います。中でも、子どもたちを対象とした農山漁村
体験については、国家プロジェクトとして「子ど

も農山漁村交流プロ
ジェクト」が動き出
すなど、熱心な取り
組みが始まっていま
す。
このような動きに
鑑み、子どもたちの

地域体験、とりわけ漁業漁村体験の意義や課題、今
後の展開の可能性について、漁村サイドと都市部サ
イド、漁村と都市を繋ぐコーディネーターが参加す
ることによって、具体的な事例を基に議論を行い、
漁村の魅力について再確認し、その魅力を子どもた
ちの体験活動に結び付けていくための方法や、現状
での悩み、今後の展開へ向けてのアイディアを話し
合う場としたいと考え、平成20年11月15日（土）、
東京都内において『都市漁村交流推進会議 in 東京 
～海が育むこどもたち～』を開催しました。

はじめに

『都市漁村交流推進会議 in 東京

～海が育む子どもたち～』を開催

開催概要

イベント開催報告

◉開催概要
開催月日：平成20年11月15日（土）
開催場所：新宿住友ホール
主催：水産庁／（財）漁港漁場漁村技術研究所
共催：オーライ！ニッポン会議／
　　　都市漁村交流推進協議会
後援：社団法人全国漁港漁場協会
◉プログラム
　第一部　特別講演
『交流によるパワーの増幅と異空間の価値の主
張を』宮口 侗廸氏
（早稲田大学教育・総合科学学術院教授／文学博士）

　第二部　都市漁村交流事例紹介 
⑴「長崎県小値賀町における農山漁村プロジェ
クトの活動事例」尼崎 豊氏
（NPO法人小値賀アイランドツーリズム協会事務局長）

⑵「農漁家民泊体験旅行南三陸しおかぜの学び

舎」高橋 一清氏
（南三陸町グリーンアンドブルーツーリズム推進協議会

事務局）

⑶「若狭美浜ハートフル体験」田渕 正人氏
（NPO法人ハートフル美浜ネットワーク事務局長）

　第三部　パネルディスカッション
　『海が育む子どもたち』
＜コーディネーター＞
山下 成治氏
（北海道大学大学院水産科学研究院 准教授）

＜パネラー＞
近江 正隆氏 （NPO法人 日本のうらほろ） 
海野 義明氏 （NPO法人 オーシャンファミリー海洋自然
 体験センター代表理事）

竹村 敬子氏 （親子での漁村移住経験者）
玉川 享子氏 （港区立青南小学校 主幹）
小山 重幸氏 （㈱日本旅行 トムソーヤクラブ事務局 次長）
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このような背景をもとに、当日は地域活動を行う
漁業者をはじめ、行政、教育関係者、NPO、学生
など多数の参加者を迎えることができました。
第一部では、宮口教授は公演の中で、農山漁村が
都市の子どもを受け入れる際、地域の魅力を伝える
工夫を考えることが地域を成長させるのではないか
と強調されました。
第二部では、都市漁村交流推進協議会会長の堂故
氷見市長に挨拶をいただいた後、都市漁村交流の先
進事例として、全国3地区での取り組みについて紹
介していただきました。
第三部のパネルディスカッション「海が育むこど

もたち」では、
子どもの食生
活の状況や、
都市漁村交流
体験の試みや
その意義等に
ついて、パネ
ルディスカッ
ションを行い
ました。会場からの発言も多数加わり活発な討議が
繰り広げられました。

講演概要

宮口 侗廸 教授

堂故 茂 氷見市長 尼崎 豊 氏 高橋 一清 氏 田渕 正人 氏 山下 成治 准教授

近江 正隆 氏海野 義明 氏竹村 敬子 氏玉川 享子 氏 小山 重幸 氏

第1調査研究部　高木 泰宏

　今日、国民の価値観やライフスタイルが多様化し、それに伴い漁村に対する期待も変化して
います。今回の都市漁村交流推進会議をきっかけとして、子どもを育むうえでの漁村の意義や
課題について、認識を深めて頂ければと思います。
　当日お集まり頂いた皆様をはじめ、ご協力を頂いた方々には、この場をお借りしお礼申し上
げます。ありがとうございました。
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わが国の漁業と女性の関係を歴史的にみると、近
代化以前の、資本装備が十分でない、生業に近い漁
業では女性が重要な役割を果たしていたのですが、
資本装備が大きくなり、商品生産をめざす近代漁業
になると、次第に女性は漁業現場から排除されてい
きました。漁業における女性の仕事が、次第に「み
えなくなってきた」と編著者は主張します。漁業に
おいては、依然として「獲る」ことに関心が向けら
れ、「獲る」現場に女性の就労者が少ないこと、漁
業協同組合の正組合員のほとんどが男性であること
などが、漁業・漁村における女性の役割を見えなく
している背景にはあるのだと言います。また、研究
分野においても、漁村女性に関する研究はさほど多
くなく、研究領域も経済分野や漁村文化に偏ってい
るようです。
本書は、そのような漁業・漁村女性が置かれてい
る現状のもとで、少しでもその実像が「みえる」よ
うにしたいとの考えから、6名の女性研究者が2年

間にわたり積み重ねてきた研究の成果を体系的にと
りまとめたものです。
全体は八つの章から構成され、取り上げられてい

るテーマも、漁協正組合員や役員が少ないなど女性
漁業者が置かれている地位の問題、女性の海上作業
従事についての分析、女性の陸上作業の評価と組合
員資格の問題、女性地域リーダー公的認定制度の問
題、女性による環境保全活動や起業・販売活動の意
義と課題など多岐に渡っています。何にもまして興
味深いのは、各章の終わりに設けられたコラム欄で
す。全部で13のコラムがあり、各地で活躍されて
いる女性の逞しい姿が活き活きと描かれています。
わが国の漁業はいろいろな意味で転機を迎えてお
り、単に漁獲して港に揚げるだけの漁業から、売る
（消費者に届ける）ために育てて獲る漁業へと必然
的に変わっていかなくてはなりません。そのような
新しい時代を担うのは女性の力かもしれない、そん
な予感を思わせる良書です。

オススメのこの1冊

女性からみる日本の漁業と漁村

◎中道仁美 編著
　農林統計出版　2100円

影山専務理事のオススメ！



19漁港漁場漁村研報 Vol. 25

これからの漁業について、ビジョンを描き、生産、
流通、加工活動を推進し、消費動向までも誘導しよ
うとする場合、漁港の整備には、単なる隘路の解決
ではなく、新たな産業構造に対応した整備が要求さ
れます。そして、漁港整備によりもたらされる新た
な産業構造は、連携する地域の全産業へ、さらに地
域外の産業への波及効果を産み出していきます。
このような漁港整備は、新たな産業構造を持った
漁業等の産業の創出、地域全体の産業への波及そし
て全国への波及の評価がなされてはじめて、適正な
評価がなされたこととなります。この正しい評価を
可能にするのが産業連関表（input-output table）に
よる分析です。ある産業における資源の投入と製品
やサービスの産出の間では、新たな付加価値が生ま
れますが、この関係を地域の全ての産業において表
示したものが産業連関表です。
この産業連関表は、国全体、地方単位、あるいは
都道府県単位で作成され、イベント、消費の増加、
資金投入といった最終需要の増加に伴うGDP等経

済波及効果の予測及び雇用効果の予測等に利用され
ています。
しかし、市町村単位、あるいは漁業を主体とする

町のような小地域の単位ではこれまで作成された例
はありませんでした。
本書では、我が国の経済分析では取り上げられる

ことの少ない小地域（漁村）の産業連関表の作成方
法について記述しています。
本書の特徴は、①漁港、漁場、漁村の事業計画を

つくる人のために、身近な産業部門を産業連関表に
組み入れるための調査と分析手法を詳しく解説して
いること、②漁業地域のビジョンを基本とする産業
活性化のシナリオ作成方法を解説していること、③
シナリオ実現による経済波及効果を分析し、後年度
のフォローアップでシナリオの成否を検証分析して
いること、④シナリオ作成により市町村合併等の社
会的な枠組みの変更による経済波及効果などの分析
例を示していることにあります。計画づくりに是非
役立てて下さい。

漁村など小地域の産業連関分析
～分析事例と応用～

◎長野章、古屋温美、横山真吾 著
　全国漁港漁場協会　2500円

後藤主任研究員のオススメ！



平成20年度  日本水産工学会学術講演会（5編）
国際水産学会 WFC2008 5th World Fisheries Congress(2編)
日本水産工学会「水産工学」(2編）
土木学会  第33回 海洋開発シンポジウム（7編)
土木学会  第55回 海岸工学講演会（1編)
第7回  全国漁港漁場整備技術研究発表会（3編）
日本地域学会  第45回（2008年）年次大会シンポジウム（3編)
ERSA Congress 2008（ヨーロッパ地域学会）(1編）
第11回  日韓漁港漁場技術交流会議(1編)

漁港漁場漁村研報
〒101-0047　東京都千代田区内神田1-14-10 内神田ビル
TEL.03-5259-1021,1031  FAX.03-5259-0551,0552
http://www.jific.or.jp

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。

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。

編集後記

　新しい年を迎えました。今年も皆様に漁港漁場漁村研報を通じて、（財）漁港漁場漁村技術研究所の取り組みやトピックをお
伝えしたいと思います。
　公益法人改革が進む中、当研究所も公益的財団法人への移行を目指して、内部改革に取り組んでいるところです。その一環
として、広報活動を充実させるべく昨年末に広報委員会を立ち上げ、当研究所の広報のあり方について検討を重ねているとこ
ろです。
　その第一弾として、漁港漁場漁村研報の充実を図ることとし、本号から体裁、内容を一新することと致しました。当研究所
が取り組んでいる調査研究情報はもちろんのこと、インタビュートークやイベント開催報告を盛り込むこととし、また東南ア
ジア漁業開発センター（SEAFDEC）から帰国した水産庁漁港漁場整備部の田中課長補佐から特別寄稿としてタイの漁村情報
をお寄せいただきました。
　水産業・漁村を取り巻く厳しい環境のもと、①我が国周辺水域における水産資源の生産力の向上、②国際競争力強化と力強い
産地づくりの推進、③水産物の安定的な提供等を支える安全で安心な漁村の形成、という漁港漁場整備長期計画の重点課題に取
り組み、全国の漁業地域の活性化につながるよう、皆様のお役に立ちたいと私たち一同張り切っています。
　当研究所は『みんなの研究所』として、皆様から気軽にご意見、ご要望、ご相談を頂けるようお待ちしています。 （K.O）

The 論文

学会・シンポジウム等への論文投稿・発表
（平成20年4月～12月）




