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６月１日付けで理事長に就任しました。どうぞよろしく
お願いいたします。
財団法人漁港漁場漁村技術研究所は、漁港施設の建設、

漁村環境の整備等にかかる科学技術に関する調査、研究、
成果の普及啓発を行うことを目的として、各都道府県の
漁港協会や漁業関係団体、民間会社の方々
からのご寄付を得て、昭和57年９月に設立
された公益法人（現在は、特例民法法人）
です。当初は、「財団法人漁港漁村建設技
術研究所」として設立され、爾来27年間、
漁港、漁村に関する数少ない専門調査研
究機関の一つとして、重要な役割を果た
して参りました。平成15年８月からは、
漁場整備に関する調査研究をその調査研
究対象に加え、名称を現在の「漁港漁場
漁村技術研究所」に改めるとともに、調
査研究の内容も、単なる水産基盤整備に
関する施設の計画や設計の技術的な調査
研究にとどまらず、整備の費用対効果分析、水産基盤を
活用した都市漁村交流と地域活性化、学校給食への魚食
の普及や体験学習を介した学校と漁業者のネットワーク
づくりへの支援などソフトを重視した、あるいは、ソフ
トとハードを融合した調査研究活動も進めています。ま
た、近年は、行政ニーズに対応し、水産基盤整備の産業
連関分析、市場を含めた衛生管理型漁港の計画づくり、
水産基盤のストックマネジメントについての調査研究に
も力を注いでいるところです。
私ども研究所の創立以来のモットーは「みんなの研究

所」ということです。国や都道府県の行政担当者ばかり
でなく、地域に密着して頑張っておられる市町村の担当
者の方々、漁業協同組合を始めとする漁業関係者の方々、
さらには民間企業の方々が気軽に何でも相談でき、身近
に感じていただけるような研究所でありたい、そして、

国の行政と地域とをつなぐ架け橋として
の役割を微力ながらも担いつつ、少しで
も漁村地域の活性化のためにお役に立っ
ていきたい、そんな私どもの思いが「み
んなの研究所」という言葉の中には込め
られています。
現在、漁村地域では、水産資源の減少、
漁業者の高齢化、燃油の高騰、魚価安な
ど多くの問題を抱えています。中山間地
域において生まれた「限界集落」という
用語が漁村においても使われ始め、この
まま推移すると、あるいは、少しの状況
変化が起きると集落そのものがなくなっ

てしまう様な危険な水準に置かれている漁村が数多くあ
るのではないか、そんなことが真面目に議論されていま
す。また、漁村の生活を支え、漁村を漁村として成り立
たせている基盤産業である漁業は今後どのような方向に
進んでいったらよいのかについても活発な議論がなされ
ております。漁場を企業に開放すべきかどうか、漁業者
に直接所得補償をすべきかどうか、漁業と他産業との連携・
協力はできないのか等々。いずれも大きな問題であり、一朝
一夕に答えがでるものとは思えませんが、これからの漁
業・漁村の姿を大きく変える重要なテーマであり、関係

新任のご挨拶1
財団法人 漁港漁場漁村技術研究所 理事長　影山 智将

巻頭言　
1 

▲

新任のご挨拶
財団法人 漁港漁場漁村技術研究所 理事長／影山智将
2 

▲

退任のご挨拶
前財団法人 漁港漁場漁村技術研究所 理事長／岸野昭雄
特別寄稿
これからの漁村活性化を考える
～ポリシー・ミックスとしての海業振興～
東京海洋大学 海洋科学部 海洋政策文化学科 教授／婁 小波

2

4

漁港漁場漁村研報 Vol. 26 Contents

表紙写真
兵庫県姫路市の沖、瀬戸内海に浮か
ぶ家島諸島があります。家島には家
島漁港があり、漁業の拠点となって
います。漁港は漁船でいっぱい、背
後の集落は斜面に張り付くように形
成されています。

巻  頭  言



3漁港漁場漁村研報 Vol. 26

　この５月末に、理事長を退任いたしました。全国の漁
業関係者の皆様、漁港漁場関係の皆様には、研究所に入所
した平成13年４月以来、８年間に亘り、ご愛顧、ご厚誼
をいただき有り難うございました。
　私が、入所した前の年には、研究所の
決算が赤字となったため、経費削減のた
め、職員の札幌や福岡出張は日帰りして
貰うよう頼んだりしたので職員には本当
に迷惑をかけたと少々反省しておるとこ
ろです。
　私が理事長に就任した平成14年以降、
国の公共事業費が年々削減され、それに
伴い我が研究所の事業費も漸減して参り
ましたが、今日まで研究所が調査研究を
してこられたのは、全国の都道府県、市
町村の漁港・漁場・漁村関係の皆様や漁業者の皆様のお
陰であり、厚く感謝しておるところです。
　さて、公益法人に対する世間の風当たりは年々厳しく
なっており、今年度は国からの委託費は３割減になって
います。また、平成25年12月までには、公益財団法人か
一般財団法人どちらかに移行しなければならず、今後、

益々大変な時期を迎えると思われます。
　研究所の役職員が一丸となって水産業の振興のため、
漁村の活性化のために頑張っていただきたいと思ってお

ります。
　また、都道府県、市町村、漁業者の皆
様お困りのことがございましたら、何な
りと研究所にご相談いただき、今後とも
研究所をご活用いただきますようお願い
いたします。
　本当に有り難うございました。
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者による既成の枠にとらわれない冷静で真剣な議論が望
まれています。そして、漁業や漁村の厳しい現実を離れ
て水産基盤の存在意義がないのは当然のこととして、
一方において、水産基盤なくして漁業や漁村の生活はな
りたたず、その整備や活用により現実が大きく変わりう
ることも事実である以上、私どもとしても、漁業や漁村

の厳しい現実から出発し、あるべき将来像とその実現の
ために水産基盤が貢献できる道を真剣に追求して参りた
いと考えています。
漁業と漁村の活性化に貢献すること―― それが私ども
の最大の願いです。皆様のご理解とご支援が賜れたら幸
いに存じます。
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漁村は必要か

日本には漁業が必要である。この命題に関して、漁
業の構造改革をめぐる議論が二分する今日において
も、異を唱える人はいないだろう。なぜならば、食料
安全保障を目指し、水産基本計画で定められる水産物
自給率目標を達成することが、ほとんどの議論の出発
点となっているからである。つまり、日本漁業の担い
手を効率的経営とされる企業的経営に委ねるべきとす
る「改革派」的論議と、家族経営を主体とする既存の
漁家経営を重視し「守旧派」と揶揄される主張との間
において、漁業の担い手のあり方に関する見解の相違
はあっても、日本漁業の重要性とその必要性に関する
基本的認識は共通している。その意味において、かね
てより農業不要論までもが飛び交う農業改革論に比べ
ると、漁業をめぐる改革論議などはまだまだ抑制の利
いたものであると言えなくもない。
ところが、日本に漁村は必要か、あるいは日本漁業
の持続的発展のために漁村コミュニティが必要なの
か。このことを改めて問い直してみると、漁業・漁村
の多面的機能論を除けば、意外にもこれまでそれに関
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する十分な議論が行われた痕跡はなく、またそれに関
するはっきりとした答えも用意されてはいないようで
ある。最近、日本漁業をめぐる改革論議が混乱し、漁
業構造改革も遅々として進まない原因の一端が、この
日本漁業にとっての漁村の役割をめぐる共通認識が必
ずしも醸成されてはこなかったことにあるのではと、
思うようになっている。
果たして、漁村滅びて漁業が栄えるか。また、仮に
そのような世界が現実に存在しているのだとしたら、
その漁業は果たして持続可能なのか。本稿では漁村の
役割への検討を通じて、これからの漁村活性化を図る
ためのポリシー・ミックスのあり方の一つとしての海
業振興について考えてみることにする。

漁村コミュニティの機能

周知のように、漁業は養殖業も含めて基本的には自
然を対象とした人間社会の営みであり、その営為は自
然変動の影響を強く受ける。そのためには、漁労活動
を効率的に行う共同操業をしたり、海上で操業情報を
交換したり、また海難事故が発生した場合には共同で
救助に当たったり、台風や高波など自然災害が発生す
るときには集落総出で漁船を安全な場所に移動するな
どの安全対策を講じたり、さらには安全祈願や豊かな
暮らしを演出するためのさまざまな地域行事を行った
りすることが必要です。そこには共通して助け合い的
な集団作業が求められている。また、漁村には漁業者
やその家族が物質的・文化的に豊かで快適な生活を送
る生活の場としての役割が付与され、それを支えるさ
まざまな社会的インフラが整備され存在している。
このような役割を健全に果たせる漁村地域社会を
「漁村コミュニティ」と呼ぶならば、漁村コミュニティ
の維持・存続は、これまでに漁業生産や漁業者の生活
を支えてきた漁村を振興するためのもっとも重要な課
題として位置づけられよう。漁村が漁業生産や人々の
暮らしを支えるコミュニティとして機能するための必
要不可欠な第１の条件として、そこに住む人々の数、
あるいは戸数が先に述べた漁業生産や漁村生活のため

の共同作業に耐えうる一定水準以上に確保されている
ことが挙げられる。もっとも、その最低限の人数や戸
数は当該地域の置かれている生産的・地理的条件、さ
らには時代的背景などに規定されて異なりうるもの
の、助け合い、協力し合う共同体的な地域社会の存在
が地域漁業の存続を支えてきた歴史的経験は今後とも
重視すべきであろう。
もちろん、漁村コミュニティとしての機能を維持さ
せるためには、人数や戸数だけでは不十分である。地
域に若者や後継者が残り、年齢構成のバランスが取れ
ていることや、地域社会に住む人々が人的なつながり
をもち、共同体的意識を有することなどが健全なコ
ミュニティ形成の第２の条件として挙げられる。高齢
化社会が過度に進み、高度に都市化された地域社会に
なるにつれて、このような漁村コミュニティとしての
機能を維持することは難しくなるが、現代の漁村はか
つての単なる物理的・地理的空間としての位置づけや
認識から離れつつ、より機能的な集合体としての意味
合いを強めている。なぜならば、都市化が進行し、純
粋な漁村集落が少なくなってきている現代日本におい
て、空間的・地理的さらには外観的に都市化されて、
かつての漁業集落が街の中に埋没されるようになった
としても、そこにおいて漁業生産や地域の文化・伝統
を守る漁業者集団が存在し、持続的漁業を確保しうる
漁村コミュニティとしての機能を果たしているのであ
れば、それはやはり優れて漁村コミュニティとして捉
える必要があると考えるからである。
そして、漁村コミュニティが機能するための第３の
条件として、漁村地域における交通、教育、医療、文
化などの生活全般にかかわるインフラの充足が挙げら
れる。「足による投票」とまではいかなくとも、これ
までにこのような基礎的インフラ整備の遅れやその機
能劣化などを背景に、優秀な漁業後継者が家族の生活
や子供の教育などへの考慮から漁業をやめ、漁村を離
れていくケースはしばしば指摘されている。従って、
漁村の存立においては漁業を営む人々がそこにおいて
豊かな暮らしを送るための基礎的インフラを具有する
ことが必要不可欠な条件となる。だが、このような基

特 別 寄 稿
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礎的インフラは基本的に公的サービスによって提供さ
れるゆえに、その充足の度合いは政治的判断によって
左右されやすい。そして、地域住民の間におけるコン
センサスの形成が政治的判断を左右することとなるの
で、少数精鋭の経営体によって漁村コミュニティを維
持できる政治的判断を勝ち得ることはきわめて難しい
と言わざるを得ない。
日本では漁村コミュニティが維持されることによっ
てもたらされるもう一つの重要な効果が指摘されてい
る。沿岸漁業資源管理におけるコミュニティの優れた
役割である。漁業が「無主物先占」原則に則って自然
資源を利用するために、しばしば「コモンズの悲劇」
を引き起こす典型的な自然産業として指摘され、事
実、世界の漁業発展の歴史は資源乱獲の歴史でもあ
る。しかも、ほとんどの国において水産資源をめぐる
乱獲は沿岸から沖合へ、沖合から遠洋へと拡大する過
程を辿る。そうした中で、日本の沿岸漁業はこの一世
紀の長きにわたってほぼ200万トン台前後の生産量を
維持し、世界でもほぼ唯一の例外といってよいほど、
沿岸域資源を乱獲から守ってきた歴史をもつ。漁村コ
ミュニティをベースとした自主管理システムの存在
が、このような世界でも稀なケースとしての日本沿岸
漁業管理の成功経験を生み出している。

漁業振興のジレンマ

以上のような意味において、いま日本の漁業政策は
一つのジレンマに立たされているように思われる。つ
まり、一方では市場原理に従い、国際競争力を高める
ためには少数精鋭の効率的な漁業経営体（中核的協業
体や企業的経営体など）を育成する必要性に迫られな
がら、他方では生活原理に基づき、それを支える漁村
コミュニティを維持するための一定規模の経営体数や
漁業者数を確保しなければならないのである。
従来、沖合・遠洋漁業においては、中小漁業経営体
や大規模漁業経営体が主な担い手となっており、家族
経営を中心とした零細な沿岸漁業経営体よりはある程
度規模の経済を享受しやすく、実際に効率的な経営を

展開する経営体も散見される。その意味では、沖合・
遠洋漁業においては効率的な企業経営体を育成するこ
とが重要な政策的課題として提示できる。もっとも、
沖合・遠洋漁業経営、なかでも特に遠洋漁業経営は、
200カイリ制度の定着や国際的な資源管理措置の強化
などの国際的な環境変化の影響を受けやすく、また資
本の論理に従って漁業経営からの撤退も容易に行われ
るので、企業的漁業経営によって営まれる漁業が持続
的なのかどうかという懸念は残される。
より問題となっているのは沿岸漁業である。限られ
た漁業資源や、輸入物との国際競合の激化や経済低迷
などを背景とした魚価低迷などによって、沿岸漁業か
ら得られる経済的総利益は、沿岸漁業経営体の経営を
十分に成立させるだけの水準を大きく下回るように
なっている。そのためには、少数精鋭の効率的な経営
体が漁業の担い手となるような政策的展開はやむをえ
ぬそれなりの合理性が認められる。問題なのは、果た
してこの少数精鋭の漁業経営体のみで、持続的漁業を
実現することができるのか。答えはおそらくノーであ
ろう。なぜならば、少数精鋭の経営体では、先に述べ
た漁村コミュニティを維持するだけの能力も政治的パ
ワーも期待できないからである。いわゆる少数精鋭の
経営体では、共同操業や協同行事を行えるだけの最小
限の人数や戸数規模を確保できなくなる地域が現れ、
また漁村コミュニティの機能を維持するための必要最
小限の生活インフラの整備もままならない状況となる
ことが予想される。現に公的サービスの低下が著しい
過疎地域、なかでもとくに過疎化・高齢化の進む離島
の漁村においては少数精鋭的・効率的な経営体も出現
してはいないようである。
このように、沿岸漁業地域においては競争力向上の
ための少数精鋭の漁家経営体を育成する必要性がある
ととともに、漁村コミュニティの機能を確保しえるだ
けの経営体数や地域後継者の確保も必要という、一見
政策目標が相反するような政策が求められる。つま
り、今日少数の漁業経営体しか養えない資源条件と価
格条件の下で、多数の人々が生産し生活してはじめて
権利や機能を維持されうる漁村地域の活性化を実現す
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る、という問題を解かなければならないというジレン
マに、いま私たちは立たされている。

ポリシー・ミックスとしての海業

ここで注目したいのが「海業」という考え方・活動
である。海業の振興は漁村活性化政策のポリシー・ミッ
クスとして、上述の相反するような政策目標の調和的
統一を実現する可能性を秘める。つまり、これまでの
漁業・水産業を中心とした水産振興政策に、海業の振
興を加えた望ましいポリシー・ミックスの形成が、競
争力のある持続的漁業経営体を育成すると同時に、地
域後継者の確保も可能となる。
海業とは何か。その内容や経営の詳細については別
途の機会に譲るが、ここでは改めて以下のように定義
したい。すなわち、海業とは「消費者ニーズに応えて
海や水際の空間や水産業など漁村地域のもつ地域資源
を利用して成り立つ漁家の生業であり、生産からサー
ビスに至るまでの地域経済活動の総称である。言い換
えれば、海面はもちろんのこと、海中空間、沿岸域、
そのアメニティ的価値、さらには海の動植物やそれら
によって織りなす海底景観や漁村の文化伝統など、海
や漁村のもつあらゆる地域資源が動員されて、生産か
ら販売・サービスに至るまでの一連の経済活動を展開
する漁家経営そのものの姿が海業の核となるのであ
る」。このように、担い手が漁業者を中心とした地域
住民であること、国民のニーズに応えていること、そ
して地域資源を価値創造することなどが、新たな漁村
ビジネス・生業としての海業の重要な要素となってい
る。
海業の具体的な内容は地域の背後条件や地域資源の
態様、さらには地域の人的資源などを背景に多様であ
り、その中身や経営形態も多岐にわたる。しかし、海

業振興に共通する主な社会経済的意義として以下の諸
点を指摘できる。すなわち、第１にスモール・エコノ
ミックとして今日不振に喘いでいる漁家経営の新たな
所得向上につながること、第２に所得の追加的確保に
もとづく漁業後継者・地域後継者を確保できる条件が
形成されること、第３に海レクなどの新たな海の利用
形態の出現によるさまざまなコンフリクトを解消しや
すくなること、第４は地域資源の新たな価値創造に
よって生み出される利益の配分における社会的公正さ
が確保されることである。そして最後に、以上のよう
な諸機能の実現を通じて、漁村コミュニティが維持さ
れ、漁業生産を展開するための生産・生活基盤が保持
されること、すなわち、それによって国民経済にとっ
てもっとも重要な長期的・持続的な水産物供給力が維
持されうることである。
漁村には多くの素晴らしい地域資源が存在してい
る。このような地域資源の利用に関しては高い国民的
ニーズも存在する。潜在的な海洋レジャー人口の存在
や、体験・学習ニーズの拡大、さらにはブルーツーリ
ズム・グリーンツーリズム・エコツーリズムの定着な
どはその好例であるが、食をめぐるニーズの変化が新
たなビジネス・チャンスとして海業の展開空間をさら
に広げている。多くの漁村地域資源が未利用のままと
なっている現状を考えると、海業の振興による追加的
所得の確保にもとづく漁村コミュニティの維持効果は
きわめて大きいと考えられる。
このように海業と漁業は決してトレード・オフの関
係ではない。それゆえに、市場原理と生活原理との調
和を目指しながら、漁業か海業かという二者択一的な
議論ではなく、それを車の両輪として望ましいポリ
シー・ミックスを構築することを通じて、日本漁業の
持続的発展を追求することこそ、今後の漁村活性化を
進める上で重要な課題となろう。

特 別 寄 稿
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1980年～2000年までとしました。

⑵ 漁業就業者の変動要因
分析は、表2に示す事項を変数として重回帰モデ

ルにより行いました。そのうち、漁業就業者数に
対して負の相関のある説明変数を表2に示します。
表中において、説明変数が1%有意で正の場合は     
＋＋、負の場合は－－、5%有意の正は＋、負は－
としています。
この結果から、漁業就業者数の少ない地域は、農

業産出額や大型小売店数に対して負の相関となって
います。農業や大型小売店等の商業施設など、他産

はじめに

我が国の海面漁業の生産量は、1984年の1,282
万トンをピークに年々低下を続け2007年は570万
トン、そして、漁業就業者数も1997年の27.8万人
から2007年は20.4万人と減少し、今後も就業者数
が減少すると予想されています。しかし、地域に
よっては就業者数が維持・漸増されている地区もあ
り、必ずしも生産量の低下や産地価格の低迷が、減
少の主要因とは捉えられないところもあります。
私ども研究所では、これまでの漁業センサスに基
づいた変動予測に対し、就業者動向は地域・社会的
要素が影響すると考え、漁業センサスに国勢調査や
事業所・企業統計調査等を加え、その要因を探ると
ともに、適切な変動予測手法、そして、漁業就業者
維持に向けた水産基盤整備に関する研究を行ってお
ります。ここでは、この研究のうち漁業就業者の変
動要因について、その一部を紹介します。

漁業就業者数の変動要因

⑴ 対象としたデータ
分析に用いた事項は、表1に示すとおりです。そ
して、これらの事項を市町村単位で整理し、さらに、
DID地区からの距離や地形条件から全国を都市部、
辺地、離島に分類して分析を試みました。なお、分
析の対象期間は、200海里体制の導入の前後は漁業
の構造的な変化が生じている可能性があることから

01 第 1調査研究部

分　類 変　数
漁業就業者数 漁業就業者人口（目的変数）
都市規模 都市近接度、人口

産業規模 産業人口、事業所数、農業産出額、
課税対象所得、地方税

賃金差 1人当製造業賃金、1人当サービス業賃金
社会基盤 公共下水道、道路実延長

生活基盤 小学校数、大型小売店数、都市公園数、
一般病院数

漁業規模

1人当漁獲金額、属地陸揚金額、
属人陸揚量（総数）、属地陸揚げ量（海面漁
業）、沖合漁業、海面養殖漁業、県外出荷、
県内加工出荷、高単価魚種の有無、漁業種
類の特化度合、漁種の特化度合、集団性の
強さ、遊漁者数

漁業活動基盤
荷捌き施設、製氷施設能力、
冷凍施設能力、冷蔵施設能力藻場、
魚付き林の造成、干潟、漁業権放棄面積

その他要因 漁業管理を行った組織、植樹活動、
清掃活動

◎表1：分析に用いた事項
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業への就業の場があるところでは、漁業就業者数が
減少傾向にあると推測されます。つまり、漁業就業
者の動向は、漁業の内的要因以外にも他産業への就
業機会などの外的要因によって大きく左右されると
捉えることができます。

⑶ 就業選択の収入水準
しかし、一概に他産業への就業の機会があるとし
ても、その選択には漁業と他産業での収入が大きく
影響し、そこには、就業を決定する一定の収入水準
があるはずです。
そこで、これら収入水準について、北海道のオホー
ツク地区で分析を行ってみました。
図1に陸揚金額と1980年を基準とした漁業就業

者数の増減比の関係を整理したものを示します。図
中には、それぞれの回帰直線も示しています。これ
ら回帰直線を見ると1985年／1980年から2000年
／1980年に向けて、その傾きは急になります。そ
して、これらの直線は増減比1.00と1隻当り陸揚金
額25百万円の交点を中心に回転しています。
つまり、この地域では、1隻当り25百万円の陸揚

金額が就業選択の収入水準であって、漁業収入がこ
れを下回る場合、漁業就業者数は減少し、反対に、
これを上回るときには漁業就業者数が維持もしくは
増加すると言えます。
⑷ 今後の漁業就業者の変動予測にあたって
漁業就業者数の変動は、その地域における他産業

の収入との間に一定の水準があり、適切な漁業就業
者数の変動を予測する場合は、この漁業収入の水準
を評価し予測する必要があることが判りました。
さらに、研究所では、この収入水準を評価した漁

業就業者数の変動予測について研究を進めていると
ころです。

おわりに

そして、これらの分析から、漁業就業者数を維持
していくための1つの要因として、一定の漁業収入
を得る方策が必要です。このため、今後の水産基盤
整備としては、これら漁業収入の向上を支援する整
備が必要となってくると思われます。

水産基盤整備と一体と
なった品質確保や衛生管理
の高度化への取り組みによ
る産地価格の向上など、そ
の一例と言えます。
 これらについては、さ
らに研究を進めているとこ
ろで、また次の機会に報告
したいと思います。
（第1調査研究部　林 浩志）

説明変数 都市 辺地 離島

農業産出額 －－ －－ －－

課税対象所得 －－ － ＋＋

公共下水道 －－   

道路実延長 － －－  

大型小売店数 －－ －－ －－

一般病院数  －－ －－

1人当漁獲金額  －－ ＋

遊漁者数  －－  

干潟  －－ －

清掃活動 －－  －

◎表2：漁業就業者数に対して負の相関のある説明変数

▲図1：漁業就業者数増減比と陸揚金額
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されている民間コンサルタント会社へ無償貸与し、
広く活用して頂くことにより技術水準の向上を図る
ことが提案され、この度、当研究所が事務局となり
「数値シミュレーションの更なる活用を図るための
勉強会」を平成19年度1月より開催しております。
当研究所としても、各コンサルタント会社の技術

向上のお手伝いをさせて頂き、その結果、各地方公
共団体の調査費を低減し、高い技術をもってかつ迅
速な課題解決に貢献することにより、公益法人とし
ての当研究所の役割を果たすことになると考えてお
ります。
本稿では当勉強会の内容、実施状況などをお知ら

せするとともに、今後、数値シミュレーションの検討
をご検討される方々への参考となればと思います。

勉強会について

⑴ 勉強会の目的
勉強会の目的は以下の通りとしています。

⑵ 勉強会の構成
当勉強会は、以下のような構成となっておりま

す。水産工学研究所を中心に、当研究所が勉強会事

はじめに

最近の漁港・漁場の整備に関して、防波堤の法線
の確定、漂砂問題の解決等の諸問題を解決するた
め、数値シミュレーションは重要な手段となってお
ります。近年、そのニーズは多様化、高度化してお
り、これらに対応すべく数値シミュレーションの開
発も行われております。また、漁港・漁場整備にお
きましては、水産工学研究所において、そのニーズ
に応えるべく、絶えまない数値シミュレーションの
開発が行われています。
この度、水産工学研究所・水産基盤グループの中
山グループリーダー（勉強会開催当時の役職は水産
工学研究所・水理研究室長）のご厚意により、開発
されている数値シミュレーションツールのいくつか
を、常日頃、漁港・漁場整備に関わる検討を実施

02 第 2調査研究部

開催日時 内　容 参加者数
第1回:
2008/1/22

航路埋没モデルおよび流
動・一次生産モデルの説明 10会員・15名

第2回:
2008/5/27

航路埋没モデルの適用例
（1例）
広域漂砂モデルの説明

13会員・17名

第3回:
2009/1/26

航路埋没モデルの適用例
（3例） 20会員・20名

第4回:
2009/5/26

航路埋没モデルの適用例
（3例）流動・一次生産モデ
ルおよび広域漂砂モデルの
説明

21会員・25名

◎表1：勉強会開催状況

◎表2：当勉強会の目的

　水産工学研究所で開発されている数値シミュレー
ションツールを無償貸与し、広く活用してもらうこと
により、技術水準の向上を図る。
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務局となり、民間のコンサルタント会社を会員とし
ています。

⑶ 勉強会の規約
 当勉強会では、以下の規約を設けています。

⑷ 勉強会の内容
 当勉強会では、以下を活動内容としております。

勉強会の実施状況

勉強会は、水産工学研究所・水産基盤グループの
中山グループリーダーによるシミュレーションモデ
ルの概要や適用例の講義の他、配布されたモデルを
各会員が適用された情報（適用した条件、適用にあ
たっての留意事項、適用してわかった問題点・課題
など）の発表を中心に、講義形式で行っておりま
す。
回を増す毎に参加者も増えるとともに、講義内容

も中山GLによる講義だけでなく、会員からのモデ
ル適用例の発表も増えてきております（表1）。5月
26日に行われた第4回では活発な質疑も見られまし
た。参加者が増え、同時にモデル適用例の発表が増
えていることからも、当初の勉強会の目的である「…
広く活用してもらうことにより、技術水準の向上を
図る」ことに少なからず貢献できていると考えてい
ます。

1参加者（参加企業）は、無償で水産工学研究所が開発
したプログラムを使用することができる。ただし、
無断で転用・借用することはできないものとする。

2地方公共団体のニーズについて情報の共有化を図り
つつ、本数値シミュレーションの活用を図る。改
良等を行った場合は事務局を通して参加者（参加企
業）および開発者（水産工学研究所）に情報のフィー
ドバックをする。

3技術的に不明な点が発生した場合、自社で解決せず
に、必ず開発者（水産工学研究所）と相談をするこ
と。勉強会を通じた対応が必要な場合、有志会員で
検討する。事務局は、相談および対応検討などの連
携のマネージメントを行う。

4シミュレーションの新たな開発、改良等に要する費
用について、必要に応じて勉強会で負担する。

5プログラムの不正使用などがあった場合、脱会を求
めることができる。

◎表3：当勉強会の規約

①技術研修（数値シミュレーションの活用方法の講義）
②地方公共団体への広報活動
③課題検討
④データ収集
⑤その他の目的を達成するための活動
⑥共同開発・研究等の企画・提案

◎表4：勉強会の内容

▲図1：勉強会の構成

▲図2：勉強会の活動イメージ
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おわりに

以上、当研究所が事務局となって行っている「数
値シミュレーションの更なる活用を図るための勉強
会」について紹介させて頂きました。
 当勉強会では、水産工学研究所のご厚意によ
り、民間コンサルタントのシミュレーション技術の
向上を目指していますが、最終的な目標は、「各自
治体の調査費の低減、高い技術による迅速な課題解
決への貢献」です。会員共々、課題解決技術の向上
を図るように努力致しておりますが、また同時に自
治体の方々からの「こんな課題は解決できるのだろ
うか？」、「こんな現象は数値シミュレーションで
再現できるのだろうか？」などのご質問も随時お待

ちしております。そういう声に対応することも当勉
強会の目的であります。技術向上・シミュレーション
モデルの改良へ反映していきたいと思います。

（第2調査研究部　片山 裕之）

当勉強会は、随時、ご希望があれば入会を受け付
けております。ご興味のある方は、お気軽に下記事
務局までご連絡を頂ければと思います。

●連絡先：TEL : 03-5259-1021
　第2調査研究部 部長 山本 竜太郎
 主任研究員 片山 裕之

▲中山GLによる講義風景 ▲会員によるモデル適用例発表風景

▲図3：中山GLによる講義スライドの一例
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あっち系の話ではありません。某会長のお言葉で

す。仕事の世界では、「自分から相手に飛び込まない

限り相手から厚意をいただけない。まず自ら行動せ

よ。」ということだそうです。その会長が言葉通りに素

早く行動されることに、長たる者の本来の姿を見まし

た。机上で考えているだけでは、何も生まれません。

意見交換の必要性、それを自ら行う重要性につ

いて、私は、この3月までの4年間、第1号の国直轄

漁場事業の現地調整業務を水産庁で携わり、改めて

実感しました。その調整はパンドラの箱でした。く

しくも、この構想の検討時、某氏から「そのような

計画は軽々しく考えるな。」との苦言をいただきま

した。その言葉どおり、調整に入ると関係漁業者か

ら様々な意見が出されます。最も、頭を悩ませたの

は、総論は理解できても、どのような悪影響が将来

に発生するかも知れないとの悲観による反対意見で

す。将来は誰にもわかりません。このような調整に

初めて携わる私にとって、この取りまとめは不可能

のように感じられます。匙を投げようと思います。

それを思いとどまらせたのは、関係県の方々の、影

日向のご支援・ご協力です。

さて、その調整です。各関係者と3度目、4度目の

顔合わせとなり、ようやく深く入り込んだ話ができ

るようになりました。この段階になると、主張に濃淡

があることがわかってきます。各主張の微妙な重なり

を見つけ出すことに注力が重要だと理解できるよう

になります。2年間の事前調整で関係者との意見交換

回数は、延べ88回です。計画に合意をいただいたと

き、某関係漁業者から80点といわれました。落第点

を懸念してきたので、うれしい。また、この業務か

らの異動に当たり、別の関係漁業者から「せっかく

腹をわって話せるようになったのに残念。」との言

葉をいただきました。真に光栄です。諦めなくてよ

かった。プロジェクトの成否は、話し合いの熟度が

決めるように感じます。

この計画策定を実らせたのは、関係漁業者の皆様

のご理解とご協力、そして前述した関係県の方々の

力添えによるものです。ありがとうございました。

その後、「どうして新しい漁場整備の計画が、迅速

に立案できないのか。」との声を聞くことがありま

す。物を作ることしか考えていないのかと感じま

す。漁場整備は、現状の漁業に一石を投じることで

す。海は、多様な漁業が、海底から海面までを利用

しています。さらに、その利用状況は、1年を通じ

て同様ではありません。刻々と変化します。計画を

策定するに当たっては、十分な関係者調整が必要で

す。それを誰がやるのか。構想ごとに、関係者の

広域性を考えると、自明のように思われます。

プロジェクトについて、全員から満点をいただく

のは至難でしょう。しかし、そのプロジェクトを進

めることに、関係者から同意をいただき、全体として

プラスになるような取り組みにしていくことは可能

だと確信します。

これは、漁場整備に限ったことではないでしょ

う。漁村の振興プランを作るにしても、関係者との

意見交換がきわめて重要です。財団は、これまでも

そのような取り組みを積極的に展開してきました。

皆様の意見を踏まえ、より良いプロジェクトづくり

を提案するのが、当研究所の務めだと考えます。

私は、この4月に、第二研究部長として赴任しま

した。皆様の声を是非、お聞かせ下さい。お手伝い

できれば幸いです。よろしくお願い致します。

新任挨拶

第2調査研究部長　山本 竜太郎 
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人工的に発生させることをねらいとして造成されてい
ます。当研究所では水産庁の委託を受け、マウンド礁
の増殖効果等を検討するため、平成19年より長崎県
対馬市沖の既設の施設を対象として調査を行ってい
ます。この一環として湧昇効果の範囲等を検討するた
め、平成20年8月、マウンド礁周辺において計量魚探
調査を行いました。この調査は（独）水産大学校との
共同調査として、水産大学校の練習船・耕洋丸に搭
載されている計量魚探を用いて実施したものです。
ここでは、我が国の漁場整備の歴史の中でも比較

的新しいこの人工海底山脈について、計量魚探調査
の結果とともにご紹介します。

人工海底山脈の歴史

人工海底山脈造成の目的は、海域の中底層に存在
する栄養塩を、流れを駆動力として人工的に発生さ
せた湧昇流により有光層に持ち上げ、海域の基礎生
産力を増強することです。
人工的に湧昇域を作り出そうとする試みは、昭和

60年代から始まり、マリノフォーラム21によって
その効果や構造等が検討されてきました。平成13
年には長崎県対馬市沖において補助事業として初の
人工海底山脈設置が始まりました（図1）。
施設の構造は、ブロックや石材によるマウンド型

が主流です。設置する水深に合わせて高さを持たせ
た構造とし、このマウンドに当たった底層の流れに
よって湧昇流が発生します。

はじめに

海洋には、ペルー沖に代表されるような、湧昇域
と呼ばれるきわめて生物生産力の高い海域がありま
す。湧昇域では海流や地形の影響によって湧昇流が
発生し、底層の栄養塩が表層へ供給されています。
これを栄養として大量の植物プランクトンが生産さ
れるため、他の海域に比べ生産性の高い好漁場が形
成されます。世界の海のうち、この湧昇域の面積は
わずか0.1%にすぎません。しかし、その面積あた
りの生物生産力は沿岸域の3倍、外洋域の6倍に相
当するといわれています。
現在、長崎県や鹿児島県等で実施されている人工

海底山脈（以下マウンド礁とする）は、この湧昇流を

03 漁場と海業研究室

マウンド
設置場所

▲

図1：
　対馬市沖
　人工海底山脈

N

設置水深 89m
高さ 15m

長さ 120m

幅員 60m
素材 アッシュクリート1.6m角ブロック
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計量魚探によるマウンド礁の効果の確認

湧昇によって一次生産が増大すれば、植物プラン
クトンとそれを餌料とする動物プランクトンも増加
します。このため、マウンド礁周辺のプランクトン
の分布範囲を調べることによって、湧昇効果の及ぶ
範囲を推定することがこの調査の目的でした。
現在の調査技術では、衛星画像による間接的な把
握手法を除けば、広範囲の植物プランクトンの量を
直接把握するのは非常に困難です。一方、動物プラ
ンクトンについては、魚群の分布や量を調査するた
めに開発された計量魚探の技術が進み、動物プラン

クトンのように小さ
な生物でも定量的に
調べることができる
ようになりました。
通常、漁業で使用さ
れている魚探（魚群
探知機）は、水中に
超音波を発信し、海
中の魚群からの反射
波を受信してその強
度に応じて反射体ま

での距離やその大きさ、形状等を知る装置です。一
方、多数の周波数を持つ計量魚探は、通常の魚探に
比べ超音波の探査範囲が広く、複数の周波数帯を
持っています。この周波数特性の違いから、パルス
の当たった対象物（魚等）の種別・サイズ別に跳ね
返って来たエコーを識別することができます。これ
を利用し、2種類の周波数の反射強度の差によって
魚類と動物プランクトンを分離•識別し、魚群量を
定量化することができるのです。
実際の計量魚探の探査時の画像が図2です。海底・

海面が図の上下に赤く出ており、同様に赤く尖った
▲の部分がマウンド礁です。その上方、2層の青い
靄のような帯状に出ているのが計量魚探で捉えられ
た動物プランクトンです。
さらにマウンド礁の周辺や直上では、帯状に分布

するプランクトンが、波打つように上下にゆらいで
いるのがわかります（青の点線で囲った部分）。これ
は、マウンド礁で発生した湧昇流による海水の乱れ
が、プランクトン層の動きとして計量魚探のエコー
に現れたものです。このように、動物プランクトン
の範囲を把握すると共に、マウンド礁に発生する湧
昇流を間接的に観測する方法として、計量魚探を活
用できる可能性が見えてきました。
これまで、計量魚探を用いて人工海底山脈におけ

るこのような調査をした例はありません。今後、知
見を積み重ね、計量魚探による人工海底山脈の効果
の評価や湧昇現象の確認等に活用していきたいと思
います。

（漁場と海業研究室　押谷 美由紀）

▲▼図3： マウンド礁周辺
　　の魚探側線の取り方

▲図2：マウンド礁周辺の計量魚探の画像（左：昼間／右：夜間）

平行航走模式図

周波数の違いによって、
同時刻の同じ場所であっ
ても反射強度が異なる

38kHz

70kHz

120kHz
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選任、③平成20年度事業報告、収支決算、④平成
21年度事業計画、収支予算等について決議されま
した。また、第44回評議員会においては研究所の
運営について決議されました。
5月31日付けで岸野昭雄理事長、柳瀬和生常務理

事が退任し、6月1日付で影山智将理事長、大塚敏行
常務理事になりました。

（総務部　川崎 直子）

平成21年度第43回評議員会、第43回理事会、
第44回評議員会が、去る平成21年5月28日（木）
に東京都港区第一ホテル東京において、水産庁よ
り橋本漁港漁場整備部長、宇賀神計画課長を来賓
として迎え、評議員42名（委任状含む）理事21名
（委任状含む）が出席し開催されました。
冒頭、岸野昭雄理事長が「昨今の漁業を取り巻く
情勢は厳しいものがあり、また、漁業政策も一昨年
度に「水産基本計画」や「漁港漁業整備長期計画」
が改定されるなど新しい時代に入っており、漁港・
漁場・漁村からのニーズは多様化している。当研究
所は、「高度安全衛生管理に関する講習会」「漁場
施設研究会」「公開セミナー」「研究成果報告会」
等を開催し、また広報誌などを通じ関係の皆様に
色々な情報を発信して参る所存である。」と挨拶し
ました。
来賓の橋本牧水産庁漁港漁場整備部長は、「漁港
漁場整備の技術は、単なる整備技術だけでなく漁港
をいかに活用していくか、魚をどう増やしていく
か、また、漁村を元気にするために、どうしたらよ
いのか等多様な技術が求められる様になっている。
この漁港漁場漁村技術研究所は漁港漁場整備技術
の発信機関として多くの自主研究、委託研究などの
蓄積、普及に努めている。研究所の活躍を期待した
い。」と挨拶されました。
第43回評議員会においては任期満了に伴う理事
及び監事の選任について、第43回理事会において
は①常勤理事の選任、②任期満了に伴う評議員の

04 総務部

▲評議員会

▲理事会
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評議員 所　属
村　田　　　駿 北海道漁港漁場協会副会長／福島町長
越　善　靖　夫 （社）青森県漁港漁場協会会長／東通村村長
船　越　　　穣 （社）岩手県漁港漁村協会専務理事
亀　山　　　紘 宮城県漁港漁場協会副会長／石巻市長
佐　藤　一　誠 秋田県漁港漁場協会会長　

樋　田　陽　治
山形県漁港漁場協会専務理事／
県庄内総合支庁水産課長

相　沢　忠　典 福島県港湾漁港協会常任理事／県港湾課長
小　斉　和　宏 茨城県漁港協会理事／県水産振興課長

浅　野　恒　郎
（社）千葉県漁港漁場協会会長／
勝浦漁協組合長　

中　村　清　志
東京都漁港漁場協会専務理事／
都漁連専務理事

鵜　飼　俊　行
神奈川県水産振興促進協会事務局次長／
県水産課長代理

當　摩　栄　一 （社）新潟県水産振興協会会長／県漁連会長
堂　故　　　茂 富山県漁港漁場協会会長／氷見市長
塚　本　克　宣 石川県漁港漁場協会事務局長　

中　島　文　彦
福井県漁港漁場協会幹事／
県漁港漁村整備室長

西　谷　　　昇 静岡県漁港漁場協会常務理事
船　越　茂　雄 愛知県漁港漁場協会参与／県水産振興監

若　林　秀　樹
三重県水産基盤整備協会専務理事／
県水産基盤整備室長

髙　橋　滝治郎 滋賀県水産課長
佐々木　新一郎 京都府漁港漁場協会会長／府漁連代表理事会長

評議員 所　属
望　月　良　男 和歌山県漁港漁場協会会長／有田市長
新田谷　修　司 大阪府漁港漁場協会会長／泉佐野市長
坪　内　稚　和 兵庫県漁港課長
中　村　勝　治 鳥取県港湾・漁港協会会長／境港市長
角　田　成　功 島根県漁港漁場協会副会長
島　本　俊　明 広島県漁港協会事務局長／江田島市産業部長
高　木　直　矢 岡山県港湾漁港協会理事／笠岡市長
野　村　興　兒 山口県漁港漁場協会会長／萩市長
利　穂　　　博 徳島県漁港漁場協会副会長／県漁連会長
濱　本　俊　策 香川県漁港協会副会長／県水産課長
中　畑　保　一 愛媛県漁港漁場協会会長／県会議員
仙　頭　義　寛 高知県漁港漁場協会会長／香南市長

冨　重　信　一
（社）福岡県漁港漁場協会参与／
県水産振興課長

坂　井　俊　之 佐賀県漁港漁場協会会長／唐津市長
日　野　理　彦 （社）長崎県漁港漁場協会専務理事
安　田　公　寛 熊本県漁港漁場協会会長／天草市長
藤　本　昭　夫 （社）大分県漁港協会会長／姫島村長

山　田　卓　郎
宮崎県漁港漁場協会参与／
県漁港漁場整備課長

田　畑　誠　一
鹿児島県漁港漁場協会会長／
いちき串木野市長

上　原　裕　常 （社）沖縄県漁港漁場協会会長／糸満市長
田　村　安　雄 （社）全国漁港漁場協会常務理事
鈴　木　光　雄 全日本漁港建設協会専務理事

評議員名簿
平成21年6月1日 現在

区　分 氏　名 所　属
理 事 長 影　山　智　将 （常　勤）
常 務 理 事 大　塚　敏　行 （常　勤）
理 事 長　屋　信　博 全国漁業協同組合連合会常務理事　

〃 田　中　潤　兒 （社）全国漁港漁場協会会長
〃 大　島　　　登 全日本漁港建設協会会長
〃 澁　川　　　弘 （社）全国豊かな海づくり推進協会副会長
〃 志　岐　富美雄 （社）水産土木建設技術センター常務理事
〃 宮　﨑　隆　昌 日本大学生産工学部教授
〃 婁　　　小　波 東京海洋大学海洋科学部教授
〃 伏　見　悦　夫 北海道漁港漁場協会会長／大樹町長
〃 深　渡　　　宏 （社）岩手県漁港漁村協会理事／普代村長
〃 安　住　宣　孝 宮城県漁港漁場協会副会長／女川町長
〃 本　間　源　基 茨城県漁港協会会長／ひたちなか市長
〃 持　木　一　茂 石川県漁港漁場協会会長／能登町長
〃 小　川　　　淨 愛知県漁港漁場協会副会長／県漁連会長
〃 岡　田　好　平 香川県漁港協会会長／土庄町長
〃 阿　部　周　一 （社）福岡県漁港漁場協会副会長／県信漁連会長
〃 井　上　俊　昭 （社）長崎県漁港漁場協会会長／新上五島町長
〃 尾　山　春　枝 全国漁協女性部連絡協議会会長　

監 事 加　藤　武　留 （社）水産土木建設技術センタ－常務理事
〃 紺　谷　和　夫 （財）港湾空港建設技術サービスセンター参与

理事・監事名簿
平成21年6月1日 現在
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思いがけない就職

関　青年女性漁業者交流大会で、漁師の世界に飛び込
んだ若い女性ということで岩橋さんのことを知り、是
非一度お会いしたいと思っていました。今日はわくわ
くして伺いました。よろしくお願いします。
岩橋　こちらこそ、よろしくお願いします。
関　そもそも岩橋さんはこちらの前田商店さん（もん
ざ丸というシラスの船曳船を所有するシラスの直売
店。昨年より株式会社もんざ丸前田水産として法人
化）に勤めたのがきっかけで漁業に就かれたというこ
とですが、どういう経緯でこちらに勤めるようになっ
たのですか？
岩橋　私は学校を出てからずっといわゆるフリーター
で、飲食店などあちこちでアルバイトをするという生
活でした。24歳の時に友人から前田商店を紹介され、
当初はそれまでのバイトと掛け持ちで働き始めまし
た。仕事は船から揚がってきたシラスを生で袋詰めし
たり、茹でたシラスを広げて冷ましてパック詰めする
というようなことをやっていました。

岩橋 桃子 氏
この人に聞く

鎌倉漁業協同組合

岩橋 桃子（いわはし・ももこ）
●鎌倉漁業協同組合 正組合員

鎌倉市出身
2002年よりシラス直売店、前田商店に勤務。2004年
より直売店の親方の船仕事を手伝うようになり、2006
年に准組合員、2008年からは正組合員として、シラス
船曳網の乗組員の他、自営でタコ篭、みづき漁、刺網漁
を営んでいる。

関
い ず み

の

気がついたら、
漁師の
世界へ─。
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関　そこから船に乗るというのは、かなり大
きな変化だと思うのですが。
岩橋　そもそも漁業というものに興味もあり
ませんでしたし、地元鎌倉に漁師がいる、と
いうことも全く意識したことはありませんで
した。前田商店に勤めるようになってからは、
毎日シラスの袋詰めをしながら、船も面白そ
うだなとは思っていましたし、何度か乗せて
もらって遊んでいました。それでも、まさか
自分が仕事で船に乗るようになるとは思って
もいませんでした。
ところが、2004年にシラス漁が大不漁になっ
てしまいました。直売店の方はシラスが揚が
らないので仕事がありません。でも、うちの親方はシ
ラスだけでなく、定置網や刺網、みづき漁などいろい
ろな漁業をやっていましたので、船に乗りさえすれば
なんらかの仕事がありました。そこで親方に、船の仕
事に興味があるということを話したら、それなら、
ちょっと船に乗ってみるか、ということになりまし
た。

自然に「やってみたい」という気持ちが
湧いてきた

関　最初はどんな漁業から入っていったのですか？
岩橋　カツオの一本釣り、タコ篭、刺網、みづき漁※

など、親方がやっている様々な漁を体験させてもらい
ました。中でも海の世界を直接見ることができるみづ
き漁は感動的で、鎌倉の海の素晴らしさにすっかり魅
せられてしまいました。
関　それで、漁業をやりたい、という気持ちが高まっ
たのですね。
岩橋　最初はどこにサザエがいるのか、アワビがいる
のかもわからなかったのですが、親方と一緒に何度も
海に出ているうちに、自分で見つけられるようになり

ました。それでどんどん楽しくなってきて。ある時親
方が「自分でやってみるか」と言った時に「やりたい」
と自然に言葉が出てしまいました。
 漁業は自分で考えて網を仕掛けると、その答えが
すぐに返ってくるという楽しさがあります。最初はな
かなか思うように獲れなくても、日々続けていくこと
で自分なりのデータが積み重なっていく。その結果が
また水揚げに反映されていくというのも、楽しさであ
り、やり甲斐でもあります。
関　大変だな、とか辛いなと思ったことはありますか？
岩橋　最初は船酔いもありましたし、もともと朝は弱
いということもあり、細かいところでは、ちょっと大
変なこともありました。でも、そういうことに負けて
船に乗らないというのはとても悔しいと思う気持ちか
ら続けていって、克服できたと思います。
今、大変だと思うのは船の出し入れですね。という
のも、ここには漁港がありません。いくら１トン未満
の船とは言え、これを浜から降ろしたり上げたりする
のは重労働です。沖に出ればさほどではなくても、波
打ち際では結構波がきつくて、船ごとひっくり返りそ
うになることもあります。

准組合員から正組合員へ

関　新規参入した漁業者が組合員資格を取るのは、地

◎第二桃丸 新造中

※「みづき漁」とは「覗突漁」と書き、船端から身を乗り出し、
口にくわえた眼鏡を通して水中を覗きながら、モリでサザエや
アワビ等を採り、その間、足で船を操るという伝統漁法です。
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域によってはずいぶん難しいこともあると聞きます
が。
岩橋　親方の漁業を手伝うようになってしばらくし
て、親方から漁協の役員会へ私のことを推薦してもら
い、組合で承認されて2006年に准組合員になることが
できました。自前の船、「桃丸」は、親方から譲って
もらった0.3トンの漁船でした。
昨年には正組合員になることができましたが、やは
り休まず船に乗っていたことが評価された結果だと
思っています。漁船も0.5トンの新造船を西伊豆の造
船所に頼んで造ってもらいました。これが「第二桃丸」
です。新造船にはエンジン等を含め200万円ほどかか
りましたが、これまでの漁業収入から支払いました。

一つずつ道具をそろえ漁種を増やす

関　現在はどんな漁業をやっていますか？
岩橋　現在の立場は、もんざ丸の役員でもあり、自営
の漁師でもあります。ですから、シラスがある時には、
シラス船曳に乗ります。シラス漁は朝の５時半集合、
６時前には出港します。９時くらいに陸揚げし、再度
出向して昼までに２回目を揚げます。獲れるときには
３回出ることもあるのです。３回目は午後３時には陸
揚げします。
シラスの合間を縫って、自営の漁業の方もやらなけ
ればなりません。こちらは、１年目はみづき漁とエビ

網、今年からはボラ網と三枚網、タコ篭漁が加わりま
した。
親方の船は、親方と会社の船専門の男性、そして私
が乗船しますが、その時々の状況で、２人で行ったり
３人とも乗ったりと臨機応変に対応します。去年から
は船
かじ

頭
とり

も任されるようになっているので責任もありま
す。でも、自分の漁業の方もまだまだ覚えなければな
らないことはたくさんあるので、できるだけ漁に出る
ことが大切だと思っています。今は生活のほとんどす
べてが漁業になっていますが、やりたくてたまらない
ことをやっているので、毎日とても楽しいです。
関　漁具も一つずつそろえているのですね。
岩橋　漁船程ではないにしても、網などの漁具は結構
お金がかかります。今は売り上げの半分は燃油などの
日々の経費や漁具の購入費になっています。でも、欲
しい道具はどんどん出てくるので、売り上げをみなが
ら一つずつそろえていこうと思っています。自分で作
ればその分安く収まるので、材料を買ってきて、道具
を自作することもあります。

仲間がいるから頑張れる

関　岩橋さんが漁師になったことを、最初に前田商店
を紹介してくれた友達は驚いているのではないです
か？
岩橋　びっくりしていると思います。でも、漁業をや

◎みづき漁は鎌倉の海の素晴らしさを教えてくれる

◎浜から出漁
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るようになってから、ちょっと友人たちと疎遠になっ
ています。というのも、漁業はその時々の天候などで
仕事が左右されるので、前もって約束が出来ないんで
す。生活の時間帯も、早朝からの仕事なので夜はなる
べく早く休みたい。
でも、うちの両親も、頑張れ、という感じで応援し
てくれていますから、友人もそう思ってくれているの
ではないでしょうか。
関　漁業をやっていくうえで、岩橋さんが大切にされ
ていることはなんですか？
岩橋　仲間がいて助け合えるということでしょうか。
鎌倉の漁師は、お正月には浜にあげた船から集まった
地元の人にミカンなどを投げるという、ミカン投げの
行事があります。さすがにこれは出ていけないだろう
なと思っていたら、親方から船に乗って一緒にやって
と言われて、地元の漁師もすんなり受け入れてくれた
のがとても嬉しかったですね。また、ここには私と同
年代で旦那の船によく一緒に乗って漁をしている女性
もいます。
一人ではない、自分には仲間がいると思えることは
とても心強いです。今も、一人で海に出るときは正直
言って心細いこともあります。でも、いざという時に
は助けてくれたり、助言してくれる人がいる。だから
頑張れるのだと思います。
関　岩橋さんが漁師になって、地元の漁業に何か変化
のようなものはありましたか？
岩橋　今、鎌倉漁協は高齢化がかなり進んでいます。
そんな中で、漁師になりたいと言ってよく来る高校生
の女の子がいます。地元の子なのですが、やはり私を
見て、自分もやりたいと思っているのかな、という気
がします。次に続く人に何か影響力を持てたらいいな
と思います。

なるべく高く魚介類を売っていく努力が
大切

関　これからの漁業経営の展望について教えてくださ
い。

岩橋　漁業をやっていて、一番大きな問題は魚価が安
いということです。ですから、流通のチャンネルをた
くさん持って、少しでも自分の魚の値段を上げていき
たいと考えています。
漁協では毎月第一日曜日に朝市を開いています。こ
れには組合員が順番で出店します。私も自分の番のと
きには売りに行きます。漁協に手数料を払えば、あと
は自分たちで決めた値段を付けて売ることができま
す。また、前田商店でもシラス以外の鮮魚を直販しま
す。近所の魚屋さんと直接取引もしています。なるべ
く高く売る、ということがこれからの漁業で一番大切
なことだと思います。

気が付いたら漁師になっていました、と気負い

なくお話しくださった桃子さんは、笑顔のとて

もチャーミングな素敵な女性でした。以前、女性と

漁業というようなテーマで意見を求められた時に、

私は女性の職業の選択肢の一つとして、当たり前の

ように漁業というのがある、そういう漁業になれば

魅力的だし、漁業の世界も広がると思う、というよ

うなことを言ったことがあります。その時は周囲か

らこれといった反応はなかったのですが、思い描い

ていたような漁業の形が、ちゃんと現実になってこ

こにあるのがとてもうれしい気がします。

海とくらし研究所　関 いずみ

東京生まれ。博士（工学）。海とくらし研究所
主宰、東海大学海洋学部准教授。

ダイビングを通し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、調査研究を実施するとと
もに、漁村のまちづくりや漁村女性活動の支援など、実践的活動を行っ
ている。

関 いずみ  プロフィール
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平成21年3月11日（水）、東京都内においてオー
ライ！ニッポン会議、農林水産省、（財）農山漁村
交流活性化機構の主催により「第6回 オーライ！
ニッポン全国大会」が開催され、「第6回 オーラ
イ！ニッポン大賞」の授賞式があり、長崎県小値賀
町で都市漁村交流活動を展開する「NPO法人おぢか
アイランドツーリズム協会」が「オーライ!ニッポン
大賞グランプリ(内閣総理大臣賞)」の栄冠に輝きまし
た。
また、農山漁村に移住して活躍する20～30代の仕

事・暮らし、そして気持ちの本音を伺う「活動事例
発表」では、漁村に移住して頑張っている「三浦里
紗さん（知床羅臼観光協会 事務局長）」と「近江正
隆さん（NPO法人うらほろ 理事長）」の二人がご自
身の体験を発表されました。近江さんは、平成20年
11月に開催した「都市漁村交流推進会議 in 東京～
海が育む子どもたち～」にパネラーとしても出演さ
れています。
今回の大会は「漁村」が脚光を浴びた大会となり

ました。

第6回 オーライ！ニッポン全国大会

イベント開催報告

◉開催概要
日時：平成21年3月11日（水）13：15～17：30 
場所：東京ニッショーホール 
主催：オーライ！ニッポン会議、農林水産省、
　　　（財）農山漁村交流活性化機構 
共催：（財）農村開発企画委員会 
後援：総務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、
　　　国土交通省、環境省 
◉プログラム

養老 孟司氏（オーライ！ニッポン会議 代表） 

石破 　茂氏（農林水産大臣）
松本 　純氏（内閣官房副長官)
遠藤 武彦氏（衆議院議員／都市と農山漁村の共生・対流を進める調査会会長）

▲養老 孟司 オーライ！
　ニッポン会議 代表

▲

石破 茂 農林水産大臣

●第6回  オーライ！ニッポン大賞
　（都市と農山漁村の共生・対流表彰事業）
●第18回  食アメニティコンテスト
●第3回  山村力コンクール 

●オーライ！ニッポン大賞グランプリ（内閣総理大臣賞）
　➡NPO法人おぢかアイランドツーリズム協会 
●オーライ！ニッポン大賞
　➡NPO法人学生人材バンク 

●活動事例発表
　三浦 里紗氏 （知床羅臼観光協会 事務局長）
　尾野 寛明氏 （有限会社エコカレッジ 代表取締役）
　植田 淳子氏 （NPO法人安心院町グリーンツーリズム研究会 事務局長）
　近江 正隆氏 （NPO法人うらほろ 理事長）

「オーライ！ニッポン大賞グランプリ（内閣総理大臣賞）」の
栄冠に輝いた「NPO法人おぢかアイランドツーリズム協会」の
活動は、平成20年11月15日（土）、東京都内で開催した『都市
漁村交流推進会議 in 東京 ～海が育むこどもたち～』の第二部
「都市漁村交流事例紹介」の中でも発表されています。

■「NPO法人おぢかアイランドツーリズム協会」の活動内容と
評価
小値賀島は西海国立公園内に位置する島で、今日まで半農半
漁・自給自足の生活を守り続けてきたが、近年では、島の暮ら
しの不便さから人口流出が進み、以前1万人いた人口も、3千数
百人まで減少するなど過疎が進んでいる。
合併をせず「町の自立」を選択したことも影響して、平成17
年度に有志が中心となり、「自然や暮らしをそのまま生かした体

主催者挨拶

来賓挨拶

表彰状授与、認定式

受賞事例発表

シンポジウム

第6回 オーライ！ニッポン大賞
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調査役　大塚 浩二

　オーライ！ニッポン会議では、農林漁業体験や田舎暮らしなどの都市と農山漁村を行き交う新たなライフ
スタイルを広め、都市と農山漁村それぞれに住む皆さんがお互いの地域の魅力を分かち合い、「人・もの・情
報」の行き来を活発にした新しい日本再生を目指しています。また、この新しいライフスタイルを求める動
きを国民的な運動に盛り上げていくために、キャンペーンネーム「オーライ！ニッポン」を用いて、広く皆様
に呼びかけています。
　「オーライ！ニッポン」とは、都市と農山漁村を人々が活発に「往来」し、双方の生活文化を楽しむこと
で、日本が all right（健全）になることを表現したものです。既に、都市と農山漁村の交流に係わる様々な
活動を行なっている多くの市町村、NPO、企業等が、オーライ！ニッポン会議に参加しています。
　会員相互の情報の共有や活動の連携を図るため、あなたも参加してみませんか？（会費は無料です）
　なお、当研究所は「オーライ！ニッポン会議（都市と農山漁村の共生・対流推進会議）関連団体連絡会」
の一員として事務局活動に参加しています。

験型・滞在型観光による地域
振興」を目指そうと「ながさ
き・島の自然学校」と「小値
賀町アイランドツーリズム
推進協議会」が活動を開始。
平成19年度には、観光協

会をあわせた「NPO法人お
ぢかアイランドツーリズム

協会」を設立し、小値賀のコンシュルジュ機能として、個人・
団体、国内外を問わず、あらゆる顧客の要望に応じた「おぢか
の島旅」のコーディネートを一括して行う、島のワンストップ
窓口として取り組んでいる。観光相談から、島民がインストラ
クターとなって提供する自然・文化体験などの様々なパーツを
組み合わせるオリジナル滞在プランの作成、来島の受付から体
験料等の支払いまでを行うシステムを確立している。
平成19～20年に取り組んだ、アメリカの民間教育団体『ピー

プル・トゥ・ピープル』による国際親善大使派遣プログラム（以
下PTP）では、住民、行政、ボランティアなど全島をあげて体
制を整え、約1ヶ月の間にアメリカの高校生約180名を、3泊4
日で受け入れ、民泊、自然体験、学校交流などのプログラムを
行った。島をあげてのおもてなしを展開し、このプログラムに
関わる島人は、人口3,000人の島でのべ2,000人にものぼった。
その結果、世界各地のPTP全プログラムにおいて、小値賀を含
む長崎プログラムが2年連続世界一の評価を得ている。

▲写真左より、オーライ！ニッポン大賞グランプリ（内閣総理大臣賞）に輝いたNPO法人おぢかアイランドツーリズム協会の高砂樹史専務
理事／事例発表する近江正隆さん（NPO法人のうらほろ 理事長）／三浦里紗さん（知床羅臼観光協会 事務局長）／パネルディスカッションの様子

初年度の実績は総収入約6,000万円、集客数約6,000人泊が、
平成20年度には総収入1億円、集客数約8,000人泊、事務局常
勤スタッフも2名増え9名となった。非常勤として活動を支える
会員は約100名、当初10軒にも満たなかった民泊事業も約50
軒に増え、若者が体験インストラクターとして活動し始めるな
ど、全島に社会的・経済的効果が現れてきている。
国内外のあらゆる顧客ニーズに対応した受け入れ体制を整
え、NPO活動は2年目ながら、行政からの運営補助金を受けず、
事業収入で人件費等の経費を賄うなど、自立的経営を成り立た
せている。町の委託で運営する宿泊施設「野崎島自然学塾村」
の売上の一部を環境保全基金として町に寄付するなど、経済的
な循環も生み出している。島全体が一体となって滞在型観光を
推進し、小値賀島の活性化に大きく貢献している点が高く評価
された。

（以上、オーライ！ニッポンHPより引用）

その他、漁村関係の受賞者は以下のとおりです。

■オーライ!ニッポン大賞 審査委員会長賞
　○NPO法人 体験村・たのはたネットワーク（岩手県田野畑村）
　○すさみ町商工会・都市と農山漁村交流事業推進委員会
　　（和歌山県すさみ町）
■オーライ！ニッポン フレンドシップ賞
　○おおせ元気っ子クラブ（茨城県日立市）
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当研究所では「漁港施設の建設、漁場及び漁村環
境の整備に係る科学技術に関する調査、研究及び開
発並びにその成果の普及啓発」という設立目的に
沿って調査研究を実施しています。
このたび、公益事業の一環として、漁港・漁場・
漁村に係わる知見を広めるために、自主公開セミ

イベント開催報告

第1回JIFIC公開セミナー

～水産分野におけるトレーサビリティの展開～
ナーを開催することとしました。
第1回目は、近年の食品に関する安全・安心への

感心の高まりの中、「水産分野におけるトレーサビ
リティの展開」をテーマとして、NPO法人水産物ト
レーサビリティ研究会との共催により下記のとおり
開催いたしました。

「安全は科学的に検証できる『もの』の世界であり、一方、
安心は消費者の心の中に芽生える精神的問題である。『安
心』と『安全』は別の問題で、安全は安心の前提となり、
消費者はより安全な食品を安心して購入できる環境を望ん
でいる。食品安全性への関心の高まりは商品特性に対する
ニーズが多いことを示し、生産履歴情報やGAP認証取得
情報、MPS取得情報などの情報開示が重要である」と説
かれました。
また、「より安全な食品を安心して購入・消費できる環

境、フード・セーフティ・チェーンの構築が重要であり、
そのためには全ての食品に対して全ての流通段階でトレー
サビリティシステムを導入することが望ましいが、その
費用を誰が負担するかという問題がある」と解説されまし
た。
「トレーサビリティシステムは『生産、加工及び流通の
特定の一つまたは複数の段階を通じて、食品の移動を把握
できること』と定義され、トレーサビリティシステムは、
お互いに情報を提供する企業同士、仕入先、販売先が支援
しあうことが基本であり、フードチェーンを構築する全て
の企業・団体が『安全な食品を、安心して購入・消費して
もらう』という共通認識の下に、相互支援体制を組むこと
が重要である」など、水産物分野におけるトレーサビリティ
の背景と現状、取り組むべき事項等についてご講演をいた
だきました。

②『水産物を中心とした生産物の流通及び
その支援手法に関する高度情報化』
菅野先生からは、水産物流通に情報技術

が積極的に活用されない理由と対策を明ら
かにするために、①水産物流通と情報技術

▲写真左／開会挨拶：岸野理事長
　　　右／閉会挨拶：長野 章氏

◉開催概要
日時：平成21年5月18日（月）15：00～17：30 
場所：東京ハーモニーホール
主催：財団法人 漁港漁場漁村技術研究所
共催：NPO法人 水産物トレーサビリティ研究会
◉プログラム

開会挨拶
岸野 昭雄 （（財）漁港漁場漁村技術研究所 理事長）

テーマ『水産物分野におけるトレーサビリティの展開』
【講 師】松田 友義氏（千葉大学 園芸学研究科 食料資源経済学
 コース フードシステム学領域 教授）

テーマ『水産物を中心とした生産物の流通及び
 その支援手法に関する高度情報化』
【講 師】菅野 勇紀氏（愛媛大学客員教授／NPO法人 水産物
 トレーサビリティ研究会）

長野 章氏（NPO法人水産物トレーサビリティ研究会副理事長、
 公立はこだて未来大学 教授）

◉講演内容
①『水産物分野におけるトレーサビリティの展開』
松田先生からは、水産物分野におけるトレーサビリティ
全般についてご講演をいただきました。
まず、消費者の安全と安心への感心の高まりについて、

開会挨拶

講　演

閉会挨拶
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を取り巻く現状、②情報技術の「提案」における課題、
③「具体的な適用可能な」方策の提示、を仮説提示、実
証環境、実証実験のプロセスに基づいて解説していただ
きました。仮説は「価値検討の不在」、「中間流通者検討
の不在」、「現実的な履歴開示手法の不在」の3つを掲げ、「価
値」に関する検討では、南かやべオーナー制昆布のBtoC
モデルを、「中間流通者機能」に関する検討では、長崎県
阿翁浦を対象とした専門家介在型のBtoBモデルを、「水産
物流通の実情に即した履歴開示」に関する検討では、登
別タラコ・室蘭クロソイのトレーサビリティを対象とし

調査役　大塚 浩二

　第1回JIFIC公開セミナーということもあり、テーマの選定や開催案内等、試行錯誤を重ねた結果、当日
は、関係団体、民間企業、学生、NPO団体等、約50名の参加のもと、無事、好評を得てセミナーを開催する
ことができました。
　当研究所としては、今後も、その時々にマッチしたトピックをテーマとして、年3回程度JIFIC公開セミ
ナーを開催する予定としています。
　関係団体、民間企業だけでなく、行政や漁業関係者にも広くご案内いたしますので、奮ってご参加くださ
いますようお願いいたします。

たBtoB ／ BtoCモデルとして、対象物の識別同定・加工
過程の存在につ
いて解説してい
ただきました。

講師
紹介

北海道生まれ、北海道大学・大学院を修了後、1984年
より千葉大学園芸学部に勤める。専門は農業経済学。「牛
肉経済システムの解析と制御」で北海道大学より農学博士
の学位を受ける。食品安全、特にトレーサビリティシステ
ムの専門家として、各種委員会委員を務める他、著書も多
い。ユビキタスシステム開発検討委員会委員、東京都食品
安全審議会委員、千葉県卸売市場審議会委員。また民間の
協議会「食品トレーサビリティシステム標準化推進協議会
（FTSSI）」の会長を務める。現在の主な関心は、如何にし
て消費者がより安全な食品を安心して購入・消費できる環
境、即ち「フード・セーフティ・チェーン」を普及するかに
ある。また最近はユビキタス技術のようなIT技術を観光業
にどのように活かすか等にも取り組んでいる。

 松田 友義氏

●千葉大学 園芸学研究科
　食料資源経済学コース
　フードシステム学領域 教授

1970年、東京に生まれる。日本大学法学部卒業後、北
海道札幌市に移住。建設コンサルタント企業でシステム
エンジニアとして勤務しながら公立はこだて未来大学大
学院を修了し、博士（システム情報科学）の学位を受け
る。専門は生産物流通支援システム、参加型メディア、
知能情報システム。Webやモバイルを活用した実践的な
情報システム構築に多年携わってきた。水産物の流通の
特性に配慮したトレーサビリティシステムやECサイトの
構築において実績を有しており、実験段階を終えて商業
ベースで運用されている例もある。近年は単に生産・流
通履歴を一方的に発信するのではなく消費者の側からも
積極的に関わりをもてるような双方向型の流通支援の実
現に取り組んでいる。

 菅野 勇紀氏

●愛媛大学客員教授／
　NPO法人水産物トレーサビリ
　ティ研究会

▲ JIFIC 公開セミナーの様子
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第1回水産基盤開発賞を募集し、選考委員会にて審
査した結果、以下の技術が入賞いたしました。

水産基盤技術開発賞紹介

「第1回 水産基盤技術開発賞」が決まりました！

1．趣旨
わが国の水産業・漁村は、世界的な水産物需要の
高まりが見られる一方で、水産資源の状況の悪化、
漁業就業者の減少・高齢化が進行するなど大変厳し
い局面を迎えています。
このような中、水産基盤整備においては、平成
19年6月に閣議決定された漁港漁場整備長期計画に
て、①わが国周辺水域における水産資源の生産力
の向上、②国際競争力の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
心な漁村の形成の三点を水産基盤整備の重点課題と
し、国としてその実現に向け取り組まれているとこ
ろですが、これらの計画の成果を一層高めていくた
めには、様々な分野での技術開発、技術革新により、
効果的・効率的な事業展開が必要になっています。
本「水産基盤技術開発賞」は、漁港、漁場、漁村の
整備、維持管理、運営に関連する実用化されたハー
ド、ソフトの新技術の中から、特に優秀な新技術を
対象としてこれを表彰することにより、広く技術者
の研究開発意欲の啓発並びに技術水準の向上を図
り、もって漁業地域の振興、発展に寄与することを
目的として創設されたものです。

2．募集概要
主催：財団法人 漁港漁場漁村技術研究所
　　　社団法人 水産土木建設技術センター 
後援：水産庁 
協賛：社団法人 全国漁港漁場協会
　　　社団法人 フィッシャリーナ協会
　　　全日本漁港建設協会 

募集期間：平成20年10月15日～12月15日 
応募総数：21件 

3．選考委員会
開催月日: 平成21年2月23日（月）
選考委員: 
水産庁漁港漁場整備部 部長 橋本 牧
水産庁漁港漁場整備部 整備課 課長 宇賀神 義宣
水産庁増殖推進部 研究指導課 課長 武井 篤
独立行政法人 水産総合研究センター
　水産工学研究所 所長 和田 時夫
財団法人 漁港漁場漁村技術研究所 理事長
 岸野 昭雄
社団法人 水産土木建設技術センター 理事長
 鹿田 正一

（以上、敬称略）
選考のポイント：
　実績、社会的ニーズの適合性、独創性・新規性、
応用性・普遍性、長期計画の施策の方向との合致、
効率的な整備に及ぼす影響等を総合的に評価。

4．選考結果
⑴最優秀賞（水産庁長官表彰）
●技術の名称：浮体式構造による流氷制御システム 

⑵優秀賞（選考委員会表彰）
●技術の名称：水中コンクリートの施工 
●技術の名称：底質汚泥の除去から減容化・
　　　　　　　　　　　無害化処理に至る一連工法 

※表彰技術の概要は次ページの通りです。
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浮体式構造による流氷制御システム
【副題】アイスブーム

水産基盤技術開発賞

　 最優秀賞
応　募　者 国土交通省／北海道開発局／網走開発建設部／網走港湾事務所

なし

該当なし 

共同開発者

技術開発者

①技術開発の背景及び契機
サロマ湖漁港は北海道北東部、オホーツク海とサロマ湖を
つなぐ湖口部に位置する第4種漁港である。
本漁港周辺の北見市、佐呂間町、湧別町では、サロマ湖内
での内水面漁業、オホーツク海での海面漁業を行っており、
ホタテガイの漁獲量は全国の2割を占めている。
オホーツク海の流氷は豊富なプランクトンを育み資源豊
かな漁場を生成する反面、様々な漁業被害を発生させ、昭
和49年1月には、サロマ湖沿岸に接岸した流氷が湖口から大
量に流入し、養殖施設がことごとく破壊（養殖施設全体の
70%）され、22億7千万円の被害を受けた。
このような背景から、養殖施設等の被害対策としてサロマ
湖湖口に浮体式構造による流氷制御システムを開発・整備し
た。
②技術の内容
平成3年度から2ヵ年にわたって調査委員会（座長は北海
道大学の佐伯 浩教授「現在、同大学総長」）が設置され、
流氷制御システム計画に対する条件整理及び構造形式等の検
討が行われた。平成6年度に構造設計を行うとともに、同年
度より現地着工し、平成10年度をもって全13スパンが概成
した。
流氷制御システムは潮流・波力・風力・氷圧力等の自然条
件に対する耐久力を持ったロープ構造である。
構造は大きく分けてロープに浮体を取り付けた一般型と、
これに改良を加え浮体下部にネットを取り付けた特殊型があ
り、特殊型は流速の速い湖口中央部に配置している。
なお、サロマ湖漁港第2湖口地区においても、沿岸漁場適

正利用促進事業で平成13
年度に概成している。
なお、本技術は北海

道開発局網走開発建設部
網走港湾事務所が中心と
なって開発したものであ
る。
③技術開発の効果
◎湖内に流氷が入って
くると養殖籠等にあ
たり、それらのものを引きずり回し壊す。

　　アイスブームを整備することにより、流氷流入を阻止で
きるため、養殖籠等の破損被害を防止できる効果がある。
◎流氷来襲期はその年によって前後する。アイスブームが
なければ、湖内に流氷が流入し押し寄せて折り重なり流
氷が巨大化し厚くなり、解氷の時期が遅くなる。

　　アイスブームを設置することにより、流氷流入を阻止
できるため解氷時期が速まり、海開け後、直ちにオホー
ツク海での操業が可能となる。

④技術の適用範囲
◎オホーツク海のように、流氷が押し寄せる外海と湖内を
結ぶ地域及び湾の湖口。

⑤技術の適用実績
　◎サロマ湖漁港防波堤（防氷）建設工事
　　平成6年5月～平成10年11月　他1件

技術の概要

▲写真左：アイスブーム整備前
　写真右：アイスブーム整備後
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水産基盤技術開発賞紹介

水中コンクリートの施工
【副題】プレキャスト型枠ブロックによる施工の省力化

水産基盤技術開発賞

優秀賞
応　募　者 国土交通省／北海道開発局／函館開発建設部／函館港湾事務所

共和コンクリート工業株式会社

該当なし  

共同開発者

技術開発者

①技術開発の背景及び契機
岸壁・物揚場をコンクリートにて構築する場合、従来は、
陸上で組み立てた鋼製の型枠を、海側からの場合は台船のク
レーンにて、陸上からの場合はクレーン車のクレーンにてそ
れぞれ海中の所定の位置に据え付け、その後、この型枠内に
水中コンクリートを打設してこの型枠内で硬化させ、その後
硬化した水中コンクリートから上記クレーンにて型枠を脱型
して陸上へ引き上げるようにしている。
このような作業を現場にて繰り返し行う場合、水中コンク
リートが硬化するまでは、次の工程へ進むことができず、本
体工の施工に長期間を要した。また、埋立土砂をストックヤー
ドに堆積しておかなければならず、ヤードが狭い現場では不
都合であった。
②技術の内容
上下方向に貫通する中空枠状に形成されたプレキャスト
コンクリート製の中空ブロックを、陸上にて複数個積み重
ね結合して積層型枠とし、ついでこの積層型枠を岸壁を構築
する位置の水中に設置し、この積層型枠の中空部内に水中コ
ンクリートを打設して上記中空ブロックごと岸壁とすること
を特徴とする。また、積層型枠を構成する複数の中空ブロッ
クのうち、下側の中空ブロックの奥行き方向の幅を上側のも
のより広くしたことを特徴とする。さらに、積層型枠上に吊
り台を載置し、この積層型枠と吊り台に複数本の結合棒を上
下方向に挿通すると共に、この結合棒の下端に、最下部の中
空ブロックに回転方向に係合するナット部材を螺合して、こ
の各結合棒にて積層型枠と吊り台とを着脱可能に結合し、こ
の吊り台ごとクレーンにて吊り上げ移動して積層型枠を所定の

位置に設置し、ついで各結合棒及び吊り台を積層型枠から離脱
するようにしたことを特徴とする岸壁の構築工法である。
なお、本技術は北海道開発局函館開発建設部函館港湾事務

所が中心となって開発したものである。
③技術開発の効果
プレキャストコンクリート製の中空ブロックを、岸壁と

しての必要な高さにあらかじめ陸上で積み重ねて積層型枠と
し、これを岸壁設置位置に設置することができることによ
り、コンクリートの型枠となる中空ブロックの設置を短時間
で行うことができ、コンクリートの型枠を代用するプレキャ
ストコンクリートブロックを用いた岸壁の構築を短期間に、
しかも、高さを1個のプレキャストコンクリートブロックの
高さ寸法ごとに任意にとることができ、水中での工事を何ら
問題なく行うことができる。また、上記中空ブロックの積層
型枠は、結合棒及び吊り台を介してクレーンにて吊り上げ移
動できることにより安全に、かつ能率よく中空ブロックを設
置することができる。そして、このときに用いられる結合棒
及び吊り台は積層型枠の設置後に、これから離脱することに
より、繰り返し使用できるため経済的である。
④技術の適用範囲
基礎が浅い場合に施工する水中コンクリートのうち、プレ

キャスト型枠ブロックを使用する本体工工事に適用する。
⑤技術の適用実績
　◎福島漁港 -2.5m物揚場外一連工事
　　平成9年3月～平成9年12月
　　他40件（平成20年度実績除く）

技術の概要

▲写真左：プレキャストコンクリー
 トブロック組立状況
　写真右：吊り台取付状況
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底質汚泥の除去から減容化・無害化処理に至る一連工法
【副題】海域環境改善のための効率的底質有害物除去・処理工法

水産基盤技術開発賞

優秀賞
応　募　者 九州大学大学院工学研究院環境都市部門 教授　神野 健二

大石建設株式会社／海域環境改善技術開発研究会

神野 健二（九州大学大学院工学研究院環境都市部門 教授）末永 茂則（大石建設株式会社 土木部 土木部長）

近藤 亀治（海域環境改善技術開発研究会 技術開発担当）

共同開発者

技術開発者

①技術開発の背景及び契機
過去に船底塗料等に含まれるため環境ホルモンとして使用
禁止されたはずの有機スズが、その難分解性の事由で各所の
海底に残存し貝等に悪影響を与え続けているため除去しなけ
ればならない。しかし、既存の有害底質の除去・処理工法で
は、大量浚渫、除去時の2次汚染、土砂処分場の不足、除去
土砂・余水処理のコスト・処理量増大等で問題解決が困難で
ある。
このような問題を解決する為、2001年から民間拠出金、
中小企業総合事業団、長崎県産業振興財団、三浦工業（株）、
環境省、文科省の補助を受け、環境ホルモン等が堆積する海
底の有害底質を2次汚染が軽微で10cm除去できる装置の開
発、簡便な海水の処理及び除去有害泥の処理技術の開発を
行った。
②技術の内容
簡便な手法装置で迅速廉価での「有害底質汚泥の除去から
最終処分に至る一連施工」可能を最も重要視している。この
工法は、①クレーン付作業船を使用し、2次汚染を抑え最小
必要厚を薄層除去装置で除去する。②除去物は土運船を経て
凝集沈殿プラントに揚泥水し、同時に沈殿剤を添加し泥分と
余水分離する。③余水は多重不織布濾過膜にて濾過後放流す
る。 ④沈殿泥分は脱水施設に移送しドレーン材と真空ポン
プの組合せ装置で泥の間隙水を脱水する（原容積の40%程
度に減容化）。⑤有害物含有底質の場合は分解処理剤を混入
し複数物を無害化する。⑥最終地層処分の場合は脱水泥を仮
置場にてほぐし乾燥後、所定の機能保有処分場に最終処分を

行う。以上の除去処理は3～4日／haで順次繰り返し作業を
行う。分離された砂の再利用も含め廉価に広範囲の施工が可
能となる。
③技術開発の効果
当該開発技術は対象地の規模等の諸条件への対応が可能で

あり、特にコスト・除去量の最小化及び減容化による処理泥
の最終処分の容易性が今まで困難であった小規模事業にも対
応を可能とできる点が最大の効果である。さらに除去底質に
含まれる複数の有害物質への対応、余水処理、除去時の2次
汚染が軽微な点など環境対策面、施工の速さが供用中の施設
利用者への障害の軽減化など総合的な見地からも他手法に比
べ優位性を保ち、海域環境改善、特に健全な底生生物復活と
漁場の効用回復としての底質改良に効果を発揮する。
④技術の適用範囲
◎環境ホルモン残存区域の底質除去→港湾、漁港の有機汚
泥等除去による底質浄化

◎覆砂工効果永続のための底質事前除去→水産海域、港湾
の有機汚泥等除去による底質改善

◎水産・漁港水域環境保全創造事業→硫化ガス・藻類発生
多発区域の有機汚泥堆積物除去

◎広域水産区域の浮泥等富栄養化物「誘導溜まり」築造→定
期的除去による広域底質改善

⑤技術の適用実績
　◎大村市・大村東部漁業協同組合協力（長崎県大村市）：
　　大村湾漁場環境保全創造工事（堆積物除去・覆砂工）
　　平成20年2月～平成20年3月　他6件

技術の概要

▲写真左：除去装置
　写真右：除去泥水
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少子高齢化などにより投資余力が減少し公共投資
が年々抑制されていく中、安全で快適な社会・経済
活動を維持するためには、これまでに蓄積された社
会資本のストックを有効かつ長く利用し続けていく
ことが必要です。近年では公共事業関係省庁におい
てライフサイクルマネジメントの議論が活発とな
り、各種予算制度が創設されてきております。
海岸保全施設については、高潮・高波・津波等の
自然災害から、国土を保全する目的で整備が進めら
れてきましたが、現存する施設はその多くが昭和
40年代までに築造されたものであることから、各
地で施設部材自体の老朽化や変状等による機能低下
が問題となり始めているところです。このような状
況を受け、水産庁において平成20年度に新規事業
として老朽化対策緊急事業が創設されました。ま
た、水産庁では当該事業の推進にあたり、海岸保全
施設の老朽化対策と施設の長寿命化による海岸施設
の効率的・効果的な手法を提案するものとして、「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）」を策定し、先般
公表されたところです。
このハンドブックは、実務版マニュアルに基づ

き、今後現場担当者が老朽化対策の考え方を踏ま
え、海岸保全施設の管理を適正に行うために留意す
べき点や実務版マニュアルの解説を行うとともに、
写真等で視覚的に理解が容易になるよう工夫を施
し、実務者が携行しやすい形に編集したものです。
現地を実際に調査する際に携行していただくのは勿
論のこと、漁港海岸管理者である自治体担当者が専
門調査会社やコンサルタントと打合せを行う際の参
考書としてもご活用いただける内容となっておりま
す。
今後、ストックマネジメントの考え方に基づく施

設の管理が益々重要性を増す中、本ハンドブックが
海岸管理の現場で少しでもお役に立てれば幸いで
す。

オススメのこの1冊

漁港海岸における
海岸保全施設の老朽化調査のためのハンドブック

◎執筆者／ストックマネジメント研究会
　浅川典敬、大塚浩二、保坂三美、水野敏雄 
　社団法人 全国漁港漁場協会　2700円

保坂研究員のオススメ！
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漁港の背後に立地する5,000人未満の漁村は全国に
約5,000もの数に上ります（水産庁、漁港背後集落調
査）。これは海岸線約5kmに1ヵ所の漁村が立地してい
ることになります。このような漁村の多くは過疎化・高
齢化の進行とともに水産業の衰退が進んでいるといわ
れています。しかし、これらの漁村は古くから人々が住
み続け、漁業を生業として地域社会を形成しています。
本書は、このような漁村に足を運び、漁村に住む人々

から直接お話をお聞きした内容を取りまとめたものです。
「漁村で暮らす人たちからの聞き書きを思い立ったの
は、昭和が平成という年号に変わったときである。普
通の人、いわば常民の暮らしを通して昭和時代を見つ
めるということである。それは漁村に生まれ、今もそこ
で生かされている私にとっては、何か使命感のような
ものであった。平成という元号が、私の背中を押した
のである。（中略）
人間のいたつき、つまり日々の骨折りが記録の被写
体であるべきだ、人がかすんでしまった記録では意味
がない。そんな思いを常に持って、北へ南へと漁村で
生きる人びとを訪ねた。

48人の人びとからの話には、『決めを守る』、『誰に
も迷惑をかけない』、そして『肩を寄せ合って』などの
共通する考えがあり、それらは昨今の競争社会、格差
助長の世相には何と消極的で不似合いなことか、と笑
われそうである。だが、これらこそが本来、人間が暮ら
していく上での基本であり、本当のしなやかさというも
のではないか。一年の旅で、私はそう思う。」
以上は、著者の川口氏のあとがきの一部です。本書

は、著者が全国の漁村での聞き書きを取りまとめたも
ので、2006年2月12日の下関市彦島海女郷町の漁協所
西部の人たちを皮切りに、2007年2月27日、四国松山
市の離島、野忽那島でお話を聞くまでの、ほぼ一年に
わたる記録を集めています。
本書は全12章から構成され、訪ねた場所、訪ねた日、

お話を伺った方々と、その生の声、そして著者自らが
現地で撮影された写真がふんだんに盛り込まれていま
す。今も海と共に暮らす人たちの「漁村の暮らし、今・
昔」が、分かり易く書かれています。全国の津々浦々に
今もなお生き続けている漁村の姿がこの書で垣間見る
ことができます。

甦れ、いのちの海
～漁村のくらし、いま・むかし～

◎川口祐二 著
　ドメス出版　2300円

大塚調査役のオススメ！
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01
当研究所では、水産庁との共催により、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。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。
今年度の開催概要は以下のとおりです。詳細が決まり次第、当財団ホームページ等でご案内いたします。

平成21年9月28日（月）～10月2日（金）5日間
国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都内）
水産庁／財団法人 漁港漁場漁村技術研究所

詳細が決まり次第ご案内いたします。

◎漁港漁場関係技術者育成研修会のお知らせ

02
当研究所では、昭和62年以来、毎年、調査研究の成果を「調査研究報告」として、関係各位に広く配布し

ているところですが、今年度より、漁港漁場漁村関係者の方々に直接に調査研究成果を報告し、水産業・漁村
の将来について、今後、皆様方と一緒に考えていく契機にさせていただくために「調査研究成果発表会」を
毎年開催することといたしました。
今年度の開催概要は現在検討中です。詳細が決まり次第、当財団ホームページ等でご案内いたします。

平成21年11月下旬～12月上旬のうち1日
東京都内
財団法人 漁港漁場漁村技術研究所
300人

詳細が決まり次第ご案内いたします。

◎調査研究発表会のお知らせ

03 ◎HPリニューアルのお知らせ

時期
場所
主催
カリキュラム

カリキュラム
定員
主催
場所
時期

当研究所のホームページは平成9年に開設し、その後平成
15年に改正を加え現在に至っていますが、漁港漁場漁村に
係わる多くの方々に最新の情報を提供するために、本年6月
に再度改正することとしました。
各調査研究部・室の情報を随時更新するとともに、研究所
からのお知らせも更新頻度を密にし、より動きのある情報を
アップできるようにしました。各調査研究部・室の情報は、
全国の漁村地域の現地情報や最新の調査研究情報を、研究員
が自ら書き込み、最新、提供することとしていますので、是非
ご覧下さい。

URL 

▲  

http://www.jifi c.or.jp/
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04◎出前講座のお知らせ

05
マリン・エコラベル・ジャパン（MELジャパン）は、水産資源と海にやさしい
漁業を応援する制度として2007年12月に発足しました。この制度は、資源と生態
系の保護に積極的に取組んでいる漁業を認証し、その製品に水産エコラベルをつ
けるものです。このラベルがつけてある水産物を消費者の皆様に選んでいただくこ
とで、もっとしっかりと漁業を管理していこうとする漁業者が増えることが狙いで
す。
当研究所は、認証審査に際し、漁業者及び関係事業者への助言や代行業務を行う
業種別団体に登録されています。

当研究所が申請代行を行った静岡県由比港漁協および大井川町漁協の「さくらえび2そう船びき網漁業」
の生産段階認証が5月21日に承認されました。
マリン・エコラベル・ジャパン（MELジャパン）のしくみについてはhttp://www.melj.jp/index.htmlを

ご覧下さい。

◎マリン・エコラベル・ジャパン（MELジャパン）に当研究所が申請代行を行った
　「さくらえび2そう船びき網漁業」が認証

テーマ

対象

出前講座の形式

その他

当研究所では、『みんなの研究所』として地域に役立つ様々な分野について調査研究と技術開発を行い、その
成果の普及と啓発に取り組んでいます。
このたび、当研究所が取り組んでいる新しい調査研究テーマについて、地方自治体を中心とした漁業地域
の関係者の方々に分かり易く解説するために「出前講座」を行うことといたしました。

①『漁港・海岸保全施設のストックマネジメントについて』
②『衛生管理型漁港づくりについて』
③『漁村など小地域の産業連関分析について』
④『都市漁村交流による地域の活性化について』
⑤その他、地域のご要望に応じて対応します。

　都道府県、市町村、漁協、団体等

　都道府県や市町村の研修会などに出向きます。

　詳細につきましては下記事務局へお問い合わせ下さい。

　●お問い合わせ・申し込み先
　（財）漁港漁場漁村技術研究所 出前講座事務局【大塚（浩）】
　Tel：03-5259-1021　Fax：03-5259-0551
　Mail：otsu@jifi c.or.jp
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06
JICA（国際協力機構）資金で実施中のインドネシア共和国ジャ

カルタ漁港リハビリテーションプロジェクト（ホームページ：
www.jakartafi shport.com）の一環として、同国海洋水産省主催
によるインドネシア政府職員の日本での漁業関連施設見学等に
よる研修が6月10日～6月19日の間で行われました。
研修の目的は、「日本の漁港及び漁業関連施設を見学し、イン

ドネシアでの漁港建設・運営および漁業振興の参考とすること。
特に各漁港・魚市場の衛生管理、流通（水揚げ・せり・魚市場等）、
維持管理、汚水・ゴミ処理を視察・聞き取りを実施すること。」
です。
研修生は海洋水産省の7名、我が国に例えれば水産庁漁港漁場

整備部の方々といったところでしょうか。

研修の一環として、築地市場視察、水産庁及び外務省を表敬後、6月11日の午後に当研究所を訪れ、漁港
に関するお話（講義というにはあまりにおこがましいというのが本音です）をしました。
当研究所では次の2つについてお話をしました。
①『我が国の高度衛生管理型漁港の取り組みについて』（第一調査研究部 主席主任研究員　林 浩志）
②『漁港計画の立て方について』（調査役　大塚 浩二）

当初は3時間の予定でしたが、研修生の方々の熱心な質問とその対応により予定を1時間超過し、4時間を
費やしました。日本の漁港の状況についてはもちろんのこと、その維持管理運営、漁協の役割、衛生管理の
取り組み等について真剣な眼差しで話を聞いていただきました。
つたない英語の資料とパワーポイントを用いての話しでしたが、日本語⇔インドネシア語の通訳がついて

くれたおかげで、お互いに充実した4時間となりました。
休憩時には「西はどっちの方角？」との質問に、「（多分）あっち」と答えると、お祈りが始まったことは

いうまでもありません（イスラム教徒は一日5回のお祈りをします）。

◎インドネシア共和国海洋水産省からの来訪

氏 名 役  職

パルリン タムブナン（Mr. Parlin Tambunan） 海洋水産省 漁業総局 漁港局長

ムハマド ザイニー （Mr. Muhamad Zaini ） 海洋水産省 漁業総局 漁港局プロジェクトマネージャー

トト  ジュハルト（Mr. Toto Juharto） 海洋水産省 漁業総局 漁港局 プロジェクト技術管理委員長

スアルドヨ（Mr. Suardoyo） 海洋水産省 漁業総局 ジャカルタ漁港 港長

ヘリヤント マルウォト（Mr. Heriyanto Marwoto） 海洋水産省 検査局 第2部 検査官

ヨハネス ワルヨ スサント（Mr. Yohanes Waluyo Susanto） 海洋水産省 官房総局 モニタリングおよび評価部 部長

ブスタミ マヒュディン（Mr. Bustami Mahyuddin） 海洋水産省 漁業総局 官房 計画部長

◎研修メンバー
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当研究所は、漁港、漁場、漁村の整備等に係る科学技術に関する調査、研究、開発及びその成果の普及啓発

を行うことを目的として設立された財団法人であり、これまで国及び地方公共団体からの委託調査研究業務を
中心として運営を行い、多くの成果を挙げてきたところです。
ところで、昨今の公益法人改革の流れの中で、昨年12月に財団法人等に関する新しい法制度が施行され、
当研究所は特例民法法人として位置づけられ、今後5年以内に新しい法人制度に基づく組織へと移行を図っ
ていくことを義務付けられています。事業の重要性、公益性から考え、公益財団法人としての認定を受ける
方向で検討を進めているところですが、公益認定を受けるためには、公益活動を行うための経営基盤の強化
と公益活動の内容の一層の充実を図っていく必要があると考えています。この取り組みの一環として、これ
まで行ってきた研究助成活動や自主研究活動といった公益性の強い自主的事業の強化を図るとともに、必要
資金の募集をすることと致しました。
従来、賛助会員は公益法人を主体として募集をして参りましたが、これを機に、当研究所の設立趣旨に賛同、
ご協力いただける一般法人、個人にも会員となっていただき、当研究所の活動を幅広く多くの方々に支えて
いただくことをお願いすることとなりました。
つきましては、出費多端な折とは存じますが、何卒格別のご支援を賜り、賛助会員として入会して頂きた
くお願い申し上げます。

別に定める様式により、申込書を当研究所理事長宛にご提出ください。
（理事会の承認を経た後、会員となります。申込書は下記ホームページよりダウンロードする
ことができますのでご利用ください。）
http://www.jifi c.or.jp/member
法人　 一口10万円（何口でも）
個人　 一口1万円（何口でも）

◎賛助会員募集

申込方法

賛助会員
（年額）

当研究所を訪れた翌日からは、我が国の代表的な漁港の視察に出かけました。
◎神奈川県三崎漁港および周辺漁港
◎長崎県長崎漁港および周辺漁港
◎宮城県塩釜漁港および周辺漁港
約10日間に渡る日本での研修が、インドネシアの水産業の発展に少しでも寄与できれば幸いです。

インドネシアの漁港

インドネシアは世界最大の島嶼国です。
●世界で3番目の排他的経済水域（580万km2） ●世界で最多の群島国家（約17,500島）
●世界で2番目の海岸線（約81,000km） ●漁業生産高は世界第3位（日本は第5位）
多くの島々で形成され国土を海に囲まれるインドネシアにとって水産業は重要な産業です。それを支える漁港も重要な役割

を有しています。国内最大のジャカルタ漁港をはじめ、4つのカテゴリーに分類される漁港は全国で960ヵ所にも及びます。
ジャカルタ漁港の年間水産物取扱量は約370億円、うち270億円が輸出向けです。漁港内には漁港機能エリアだけでなく、
卸売魚市場エリア、水産加工場エリア、レクリエーションエリアの4つの機能を有し、約4万人が働いている大規模漁港です。
しかし、その他の多くは零細な沿岸漁業を対象とした小さな漁港で桟橋が1本あるだけというようなものが圧倒的多数を
占めています。
豊富な水産ポテンシャルを有しながら、ハード・ソフト面の不十分さから、そのポテンシャルを十分に活用できていない
現状を克服するために、海洋水産省の方々は一生懸命に頑張っています。



日本水産学会 春季大会にて論文発表
「人工魚礁におけるマアジの行動特性」
「ズワイガニ保護育成礁における生息密度と魚介類の分布」
平成20年度岩礁域における大規模磯焼け対策促進事業第3回検討委員会にて話題提供
「宮城県指ヶ浜地区における技術支援」
日本水産工学会 学術講演会にて論文発表
「人工魚礁における増殖機能の費用便益分析手法の開発」
「標識放流による人工魚礁を起点としたマアジの滞留状況」
「佐渡海域におけるバイオテレメトリー・計量漁探を用いた人工魚礁に蝟集するマアジの行動解析
「漁港施設におけるイセエビ稚エビの生息環境の創出」
日本水産工学会 春季シンポジウムにて話題提供
「駿河湾のさくらえび2そう船びき網漁業」

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。

The 論文

学会・シンポジウム等への論文投稿・発表（平成21年1月～5月）
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編集後記

　前号より広報活動の一環として漁港漁場漁村研報の充実を図ることとし、体裁、内容を一新しましたが、いかがでしたでしょ
うか。本号も漁港漁場漁村に係わる読者の皆様方にとって、より参考となるよう内容を充実させました。
　当研究所では、国の水産基本計画及び漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針等に基づく総合的な方向性と基本的施策に
沿い、これからの新しい漁港漁場の整備及び漁村の振興・活性化のための具体的な計画立案、実施に必要な調査研究と技術開発
を展開し、その調査研究と技術開発の成果の普及、啓発及び情報化を図ることとしています。
　また、公益法人を取り巻く厳しい情勢の中、公益法人制度の改革を目的とする関係法が昨年12月１日に施行されたことを
踏まえ、当研究所としても内部実施体制の強化、公益事業の拡大、組織運営の見直しを行うとともに、社会の要請に応えるた
め積極的な事業展開を図ることとしています。
　５月28日に開催した理事会、評議員会で新たな理事、評議員が選任され、６月1日より新体制にて公益法人としての運営に
望むことになりました。同理事会、評議員会では、平成21年度の事業として、①自主研究事業の充実、②研究助成事業の拡大、
③普及・啓発活動の積極的な展開、という公益活動を推進することが承認されました。その一環として、JIFIC公開セミナー
や出前講座の実施など、新たな公益活動に取り組んでいく予定です。
　本号では、新たに理事に就任していただいた東京海洋大学の婁小波教授より、「これからの漁村活性化を考える ～ポリシー・
ミックスとしての海業振興～」と題した特別寄稿をお寄せいただきました。「日本に漁村は必要か？」との問題提起に始まり、
漁村がコミュニティとして機能するための条件整理、沿岸漁業振興と漁村コミュニティ維持のジレンマ、それを解決するため
の漁村活性化手法として「海業の展開」を提案されています。今後の漁村活性化を図る上で参考とすべき貴重な情報となるに
違いありません。
　当研究所では役職員が一体となって、全国の漁村地域の活性化につながるよう、皆様のお役に立ちたいと張り切っています。
『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）


