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あの辛く悲しい震災の日から早くも
半年が経ちました。被災地では瓦礫
の撤去・整理が進み、漁港での水揚
げが細々とではありますが再開される
など、徐々に復旧のきざしは見えてき
てはいますが、本格的な復旧・復興

と言うには、ほど遠い感じがします。深く大きな傷みを受け
たにもかかわらず、それに挫けることなく、日夜、被災地の
復旧・復興のために尽力されている多くの方々のご努力に、
私どもは、深く敬意を払うとともに、お亡くなりになった方々
のご冥福を心よりお祈り申し上げるものです。
さて、震災から半年を迎えるに当たり、昨今気がかりな点
を三点ばかり述べたいと思います。
一点目は、「復旧」が軽視されているのではないかという懸
念です。被災地の復旧・復興に関しては、震災直後から様々
な提言がなされてきました。これらの提言は確かに有益なも
のが多いのですが、中には、震災により壊滅的な被害があっ
たことを、あたかも好機到来とでも言わんばかりに便乗した
と思われるものもあり、①本当に被災者の方々が望んでいる
ことなのか、②被災者の方々が困難な状況に置かれている現
時点において議論されるべき事項なのか、という物差で見た
場合、疑問に思うものも少なくありません。なぜなら、被災
者の方々が望んでいるのは、「世界に誇るべき立派な復興」
ではなく、「一日も早い復旧」、「一日も早い元の生活の回復」
ではないかと考えるからです。「立派な復興」をするための議
論を続けていたため、「復旧」が遅れてしまうことがあっては
ならないし、被災者の更なる犠牲の上に「立派な復興」が出
来上がったとしても何の意味もありません。現時点において
最も価値があるのは、復旧時間の短縮であり、そのために最
大限の努力を払うべきだと考えます。

二点目は、被災者の抱かれている切実感や時間意識が復旧・
復興計画の時間スケールにおいて共有されているかどうかの
懸念です。現在多くの市町村で住居の高台移転や地盤の嵩上
げが検討され、原地盤における建築に制限が課せられている
ようです。一方において、被災者の方は、仮設住宅から２年
間で出なくてはいけない、すぐにでも商売を再開しないと生
活に困ってしまうという切実な状況に置かれています。仮に
高台に住宅を移すことになったとして、それが実現するのが
10年も先ということでは困窮してしまうでしょう。被災者の目
線に立ち、被災者と時間スケールを共有したきめ細かいプロ
グラムの作成が望まれるところです。
三点目は、被災市町村の中心市街地以外の周辺部の漁村

が取り残されていないかという懸念です。平成の大合併によ
り多くの市町村が合併されましたが、今回の震災においては、
それが悪い方向に働いているように感じられてなりません。
どうしても行政の目が人口の集積した中心部に向かいがちで、
このため人口の少ない漁村部が後回しにされているのではな
いかと懸念しています。行政の担当者の方にはこの点でもき
め細かい配慮をお願いしたいと思います。
私どもは、復旧・復興の主役は、その地域を大切に思い、

その地域で再び住み続けようとされる方々であり、復旧・復
興計画は、トップダウン的に一律に行政が決めていくのでは
なく、幅広い選択肢を用意し、住民の意見を吸い上げながら
ボトムアップ的に進めていくという思想が大事ではないかと
考えています。このような思想に基づき、震災半年を一つの
節目として、有識者の先生方にもご参画いただき、今後漁業
地域の復旧・復興を図っていく際に考慮されるべき視点や考
え方について、提言としてまとめました。是非ご一読下さい。
最後に、被災地の一日も早い復旧・復興を心よりお祈り

申し上げます。
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早いもので、あの時から６ヶ月が
過ぎようとしている。もうすぐ午後
３時、お茶を飲もうと立ち上がった
途端、経験したことのない激しい揺
れに襲われ、あわてて机の下に潜り
込んだ。恐怖さえ覚える強く長い揺

れの中で、「大津波だ」と直感的に思った。停電でテレビ
からの情報もなく、帰宅途中、沿道のラジオで大津波の
来襲を知った。その晩は絶え間なく続く不気味な余震の
中で、実家のことや親類の安否が気になり、殆ど眠るこ
とができなかった。翌朝の新聞で、黒い激流となった海
水が防潮堤を軽々と乗り越え街を飲み込む様子や瓦礫と
化した市街地の写真を見て、とんでもないことになった
と思った。
本県沿岸は津波常襲地帯で過去にも明治29年、昭和８年

の三陸大津波、昭和35年チリ地震津波など幾度となく大き
な津波に襲われている。このため、本県では防潮堤や避難
路の整備、避難訓練やハザードマップの作成などハード、
ソフト両面から津波の防災対策に熱心に取り組んできた。
それだけにまるでパニック映画を見ているような津波の猛
威とその惨状に、言葉を失い、無力感を感じた。
特に犠牲者は、５ヶ月後の８月11日現在で死者・不明

者が6,695人と昭和８年三陸大津波の死者・不明者2,671人
を大きく上回ることとなった。知人、友人の中にも犠牲
者がおり、彼らの無念さを思うと未だ気持ちが晴れない。
なぜこれ程の犠牲者が出たのだろうか。今回の地震、津
波が日中だったこと。大津波を予感させる大地震だった
こと。津波の第１波が到達するまで30分程度の余裕があっ
たことなどを考えると、もっと救えたのではないかと言
う気がしてならない。

最近、今回の津波の教訓として避難の遅れを指摘する
声が多い。政府が８月16日に公表した「東日本大震災の
避難行動調査」によると、地震直後に避難した人は57%に
留まったとしている。すぐに避難しなかった人達の多く
は、「当初の津波警報では３mの津波とのことだったので、
大丈夫だと思った」。「これまで津波警報が出ても大した
津波は来なかった」。「チリ地震津波でもここまでは来な
かった」。などの理由を上げている。しかし、現在の科学
の力を持ってしても「いつ」「どんな」津波が来るか正確
にはわからないのが現状である。三陸地方には昔から「津
波てんでんこ」という言葉がある。「津波の時はてんでん
に早く逃げろ」との意味である。
今、被災地では高台移転や多重防災の街づくり等の議
論がなされている。英知を結集して津波に強い都市、漁
村づくりを進めなければならないが、同時に防災教育や
避難訓練等の中で、「津波てんでんこ」の意味を再確認
しながら、今回の津波の教訓を風化させないよう、後世
にしっかり引き継いでいくことが最も重要ではないかと
思っている。
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東日本大震災から6ヶ月以上が経過しましたが、その被害状況の全容は未だ明らかとはなってはおりません。しかし、平成

23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）は、平成23年9月6日17：00現在、死者15,769名、

行方不明4,227名、建築物の被害は、全壊114,995戸、半壊160,263戸となっており、平成16年の新潟県中越地震、平

成7年の兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）と比べ、桁違いの被災状況となっています。

また、水産関係の被害も甚大で、8月23日17：00現在、約2万5千隻の漁船が流出や破損し、漁港施設は329港、共同利

用施設に至っては1,625施設が、養殖においても施設と養殖物が被害を受け、その総額は1兆2千億円を超え、今後も増え

る状況にあります。

さらに、岩手県、宮城県、福島県の主要水産物の生産量の全国シュアを見ると、「養殖わかめ」約8割、「養殖かき」約3割、「さんま」

約3割を占め、全国への水産物供給にとってもその被害は大きく、そして、水産物の漁獲時期は季節的なものであることから、

1日も早い復旧が望まれます。

そこで、震災後、これまで当研究所が行ってきた被災地での現地調査等から、再度、各施設の特徴的な被災状況を確認すると

ともに、これら調査から見えてきた復旧に向けての問題点や課題等を、漁港施設、荷捌き・市場施設、漁業集落排水施設、海

岸保全施設について報告します。

平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震の被害状況

1）地震の概要（気象庁）
　⑴ 発生日時 平成23年3月11日（金）14時46分
　⑵ 震源及び規模（推定）
　　 三陸沖（北緯38.1度、東経142.9度、牡鹿半島の東南東130㎞付近）
　　 深さ24km、モーメントマグニチュード Mw9.0
　⑶ 津波
　　 3月11日　14時49分　津波警報（大津波）を発表
　　 津波の観測値（検潮所）

2） 被害状況等
　⑴ 人的被害
　　 ①死者　15,769名　②行方不明　4,227名　③負傷者　5,929名
　⑵ 建築物被害
　　 ①全壊　114,995戸　②半壊　160,263戸　③一部破損　554,995戸

※ここまで「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）について　平成23年9月6日（17：00）緊急災害対策本部」より

①えりも町庶野 最大波　15：44 3.5m
②宮古 最大波　15：26 8.5m以上
③大船渡 最大波　15：18 8.0m以上
④釜石 最大波　15：21 4.2m以上
⑤石巻市鮎川 最大波　15：26 8.6m以上
⑥相馬 最大波　15：51 9.3m以上
⑦大洗 最大波　16：52 4.0m

特集01 東日本大震災による
被災状況と漁業地域の復旧に向けて



5漁港漁場漁村研報 Vol. 30

3）農林水産関係被害

区　分 主な被害 被害数 被害額（億円） 主な被害地域

水産関係

漁船  25,008 隻  1,684 北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、
茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、
静岡県、愛知県、三重県、和歌山県、徳島
県、高知県、大分県、宮崎県、鹿児島県、
沖縄県（富山県、石川県、鳥取県の漁船が被災地
で係留中に被害）

漁港施設  319 漁港  8,230
養殖施設   737
養殖物   575

共同利用施設  1,625 施設  1,228

小　計    12,454  

農地・
農業用施設

農地の損壊  17,456 箇所  3,992 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、
千葉県、神奈川県、長野県、静岡県、
新潟県、三重県

農業用施設等の損壊
（農業用施設等：主に、ため池、水路、揚水機、
農地海岸保全施設）
（農村生活関連施設：主に、集落排水施設）

 21,867 箇所
 （21,458 箇所）

 （409 箇所）

 3,911
 （3,278 ）

 （633 ）
小　計    39,323 箇所   7,903

農作物等

農作物、家畜等   118
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、
山梨県、長野県、新潟県

農業・畜産関係施設等
（農業関係施設は、主に、カントリーエレ
ベーター、農業倉庫、パイプハウス等。
畜産関係施設は、主に、畜舎、堆肥舎等）

  397

小　計      515

林野関係

林地荒廃  429 箇所  238

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、
新潟県、長野県、静岡県、高知県

治山施設  253 箇所  1,146
林道施設等  2,600 箇所  41
森林被害  (1,065 ha)  10
木材加工・流通施設  112 箇所  508
特用林産施設等  470 箇所  25

小　計  （1,065 ha）
 3,864 箇所   1,967

合　計   22,839

表－1　農林水産関係被害状況

表－2　平成における震度7以上の震災の比較

表－3　岩手県・宮城県・福島県の農林水産業の概況（平成21年）

●被害額について、単位未満四捨五入のため、計が一致しない場合がある。
※ここまで「東日本大震災について ～東北地方太平洋沖地震の被害と対応～ 平成23年8月24日 農林水産省」より

名　称 震度 農林水産被害 人的被害
平成23年（2011年）
東北地方太平洋沖地震［東日本大震災］ 震度7  M9.0 ［8月23日 17時00分現在］

 2兆2,839 億円
[8月23日現在]
死者：15,726名　不明者： 4,593名

平成16年 新潟県中越地震 震度7  M6.8  1,330 億円 死者：68名　負傷者： 4,805名
平成7年 兵庫県南部地震［阪神・淡路大震災］ 震度7  M7.3  900 億円 死者： 6,434名　不明者：3名

水産業（漁業生産額※） 農業（農業産出額） 林業（林業産出額）
岩手県  399億円（2.9%） 2,395億円（2.9%）  195億円（4.7%）
宮城県  791億円（5.7%） 1,824億円（2.2%）  82億円（2.0%）
福島県  160億円（1.2%） 2,450億円（2.9%）  130億円（3.2%）
合　計  1,350億円（9.8%） 6,669億円（8.0%）  407億円（9.9%）

資料：農林水産省統計部「漁業・養殖業生産統計年報」、
「生産農業所得統計」及び「生産林業所得統計報告書」
●漁業生産額は海面漁業・養殖業の合計。ただし、福島
の生産額は海面漁業のみ（水産業のシェアは全て海面
漁業・養殖業の全国計に対する割合）
●「林業産出額」には,合板等木材産業の産出額は含ま
れない。

岩手県・宮城県・福島県の主要水産物の生産量の全国シェア（平成21年）
●養殖わかめ ...........................約8割（79％）
●養殖かき ...............................約3割（29％）
●さんま ...................................約3割（32％）

資料：農林水産省統計部「漁業・養殖生産統計年報」
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1被災の特徴
東北地方沖地震による大津波により、
福島、宮城、岩手の漁港施設は大きな被
災が発生しました。
被災は外郭施設、係留施設など多岐に

わたり、漁港機能施設にも大きな被害が
発生しました。
写真1～3は防波堤が津波により、滑動、

転倒している状況です。写真3では、防波堤
がほとんど流失していることがわかります。
今回の防波堤の被災は、津波の波力に

より、本体工（ケーソン等）が滑動や転
倒し、状況によっては破壊されて、流失
したケースもあります。また、消波ブロッ
クの散乱やパラペットのみが被災してい
るケースなど、様々な被災形態が見受け
られます。
さらに、水位差や流れによる港口部マ
ウンドの被災や被覆ブロックの散乱など
も報告されています。

泊地、航路などの水域施設の多くは散
乱した消波ブロックや船舶、がれきなど
が堆積しています。
写真4、5から岸壁や物揚場なども津波

により本体工が流失し、エプロンも沈下、
散乱している状況がわかります。
健全に見える係留施設でも、宮城県や

岩手県中南部地域では、地盤沈下により
荷役に支障が生じています。
写真6に示すように荷さばき施設や製氷
施設なども大きな被害を受けています。
今回の被災の特徴は、大津波による波

力などで施設の安定が保てなかったことと、
また流れの影響で部分的な被災から構造物
自体の安定に影響が出たこと、さらに大き
な地盤沈下によることが考えられます。

2復旧方法
漁業活動を維持するために、まず、泊
地、航路を浚渫、がれき撤去などにより、
必要な水深まで応急復旧させることが必
要です。
そして引き続き、水揚げのための岸壁、
静穏度確保のために防波堤の整備、輸送

施設である道路などの必要最小限の整備
を早急に行います。
これらは、原形復旧を基本に、基本的
には災害査定結果に基づき、各漁港施設
を整備していくことになります。

3復旧にあたっての
　問題点・課題
防波堤の被災の要因は、図1のように津
波の波力による滑動や越流、流れによる
基礎マウンドの洗掘と考えられます。
岸壁や物揚場、護岸などの施設は引き

波時の基礎マウンドの洗掘、越流による
背後用地の洗掘や津波波力による本体工
の倒壊などが考えられます。
従来、漁港施設は高波浪による検討の

みで、津波を想定外力として、考慮して
いません。水産業の継続を考えれば、特
に、流通拠点の漁港では、津波による漁
港機能が壊滅的な被災を受けることは避
ける必要があると考えられます。そのため
地域経済の中心である産業のBCPを考え
るべきです。
従来の設計法は想定された外力に対し

漁港施設の復旧にあたって

第1調査研究部　丹治 雄一

写真1：防波堤被災状況（島の越漁港）

写真4：岸壁の被災状況（大槌漁港） 写真5：物揚場の被災状況（平井賀漁港） 写真6：荷さばき施設の被災状況（大槌漁港）

写真2：防波堤、消波工被災状況（平井賀漁港） 写真3：防波堤被災状況（田老漁港）

特集01
東日本大震災による被災状況と漁業地域の復旧に向けて
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て、安定であることを求められます。
今後は漁港施設も、性能設計を考慮し

た粘り強い構造にする必要があると考え
られます。
粘り強い構造とは、想定以上の外力（こ

こでは、津波を考えています）が作用し
たときに、完全には、破壊されず、ある
程度の機能（性能）を維持できるように
することです。例えば、基礎マウンド被
覆材や根固めブロックの重量増加や構造
の強化、堤体幅野獣猟の増加などが考え
られています。
当面は、漁港機能の確保のため、外郭、
水域、係留の各施設の整備を原形復旧で
進め、将来的には、特に流通拠点などの
漁港では、津波等の外力も考慮した施設
整備が必要と考えています。

1鉄骨造建物に見られる
　被災の特徴
4月22日初めて被災地南三陸町志津川

に入りました。町には3本の川が流れてい
ます。大津波はこれらを遡上し、こんなと
ころまで…と驚愕を覚えました。町中、瓦
礫の山が延々と広がっています。
海際のRC造3階建アパートの屋根に瓦
礫が乗っていました。津波の高さは12m
を越え、屋根を乗り越えていたのがわか
ります。津波を受けた木造家屋はコンク
リートの布基礎を残し流出していました。
鉄骨造の建屋は骨組みだけになったもの
が多く見受けられました。これらの中に、
遠藤未希さんが残って最後まで避難を呼
び続けた南三陸町役場防災対策庁舎（3
階建）や今回仮設を設計するきっかけと
なった南三陸町の魚市場がありました。
写真2と写真3を比べると、被害状況が
異なっています。庁舎（写真2）は骨組
みがしっかり残っており、構造体は津波
に耐えたことが分かります。町長がアン
テナに掴まって助かったように、この建
物が4階以上であれば、避難ビルとして
20人もの犠牲者を出さなかったのではな
いのかと後悔の念がぬぐえません。一方、
魚市場（写真3）は全壊でした。柱は10
度近く倒れており、鉄骨フレームは破壊
していました。

この違いはどうして生まれたかを考え
てみます。庁舎は津波の破壊力を受け、
壁は吹き飛びましたが、フレームは水の
流れや漂流物に抵抗しています。流れに
対する壁面積が小さかったこと、柱と梁
がしっかりと剛接で組まれていたため津
波に耐えられたと考えられます。一方、
魚市場の大きな屋根面は、元々、風＋雪
＋地震に耐えるよう設計されていますが、
津波の波力は想定外です。流れ方向に対
し横に長いカマボコ型、広い屋根面が水
の流れに引っ張られ、大きな水平力となり、
柱を根元から曲げてしまいました。
今回の津波災害によって、特に堤外地

に設ける施設の構造体のヒントが垣間見
えた気がします。

2南三陸町仮設魚市場の
　復旧計画
⑴緊迫と混乱の中のスタート
志津川の魚市場は全壊し、陸揚げ岸壁

も大きく沈み破壊されたため、本復旧ま
での3年間、県有地を借りて仮設の魚市
場を建てる策と、漁業者から鮭の上がる9
月までに何とかしてほしいとの声を受け、
とりあえず5月15日にスタートしました。

図1：防波堤の被災要因
（中央防災会議地震・津波対策に関する

第4回専門調査会資料より）

写真1：志津川町の被災状況
（google地図より）

写真2：南三陸町役場防災庁舎

写真3：南三陸町魚市場

荷捌き・市場の復旧にあたって
（宮城県南三陸町の事例）

第1調査研究部　大村 浩之



8 漁港漁場漁村研報 Vol. 30

しかし、予算の目途が立っていない。敷
地が確定していない。施設の内容が決まっ
ていない。五里霧中の中、南三陸町役場
の係員と手分けして、国の予算付け、県
との計画内容の交渉、漁協とのヒアリン
グを行った結果、約3,500m2の建設予定
地に約1,200m2の魚市場を10月末までに
建てる計画が見えてきました。敷地を6月
15日に測量し、仮設魚市場の設計を開始
しました。
この時点で決断したスケジュールは設
計を7月末までに終わらせ、工事着工に必
要な確認申請を8月末までに取得する。工
事は9月初から10月末までの2ヶ月とする。
といった非常にタイトな工程となります。

⑵仮設魚市場の工法と材料の選択
仮設と言っても、1年限りの応急仮設で

はないため、確認申請は通常の手続きと
なり、構造計算が必要です。また工期も2ヶ
月と短く、コンクリートの強度確保には
1ヶ月かかるため、使用する部位を限定し、
RCは独立基礎に限定しました。構造は鉄
骨フレーム、そして屋根材にはテント膜を
用いて、工場製作を中心とした品質確保
と、組み立て完成まで、2週間でできる工
法と材料を選定しました。
 

⑶仮設魚市場の衛生管理
また、仮設と言え衛生管理の原則を守
る必要があります。
①屋根と防鳥ネットを設け風雨日射鳥の
危害を防止

②海水井戸、ろ過殺菌装置による
　清浄海水の確保
③貯氷または製氷装置による氷の
　確保
　設計や機器の調達もこの原則に
基づき行いました。
③について、幸い冷凍コンテナ

が寄贈され、隣接地に貯氷庫とし
て4台置かれました。また、敷地内
にはスラリー海水氷製造装置を設

置する予定です。②には昨年当研究所で
研究した宮古式の海水井戸を採用し、護
岸の直近に設けて採水のリスクを軽減し
ています。また、海水井戸のため、濁り
や貝類の発生を抑えることが可能です。
①にはテント膜式を採用しました。水産
物の荷捌所としての実績は少ないものの、
屋内テニスコート等では、防球ネットと組
み合わせたテント施設は多く存在してい
ます。このため、メーカーも経験があり、
設計製造の不安が無く、製作期間も予測
が可能でした。

⑷仮設魚市場の平面計画
入札公告が7月22日。設計に掛けられ

た時間は約1ヶ月。このため、単純な平面
計画を採用しました。機械選別機を複数
台使用する与条件から、選別機を中心と
した選別・陳列を1ユニットとして15m×
20mスパンを採用し、選別機は4台あるた
め、4ユニット（60m×20m）で平面を構
成しました。

3復旧にあたっての
　問題点・課題
この応急復旧のプロジェクトには、南
三陸町役場の方々を含め、多くの漁業関
係者の熱意と努力により、着工に至りま
した。ただし申請を受理し規制を守る側
の方々は、大震災前の通常時の手順通り
に物事を処理するため、プロジェクト関
係者の努力の一方で、多くの時間と手間
が掛かりました。

時と場面に合った行動が可能なよう、
知恵才覚のある人間になるべきと自分自
身に問いました。

1被災の特徴
漁業集落排水施設は沿岸部に立地して

いることから、ほとんどの施設が大津波
の直撃を受け、その機能を失いました。
漁業集落排水施設は、汚水を収集する
管路施設と汚水を浄化する汚水処理施設
に大別されます。
汚水処理施設は管理棟屋根のもっと

も高い位置まで海水を被っています。
（写真－1）
機械電気設備は、ほとんどが非冠水型

であるため、本来の機能を失いました。
管理棟では屋根軒部の鉄筋コンクリー

トの損壊、屋根材及び樋類の変形・飛散、
ドア・窓など鋼製建具類の変形・流出等
が見られます。室内は、内装材・ドア・
照明灯等の脱落・損壊等がみられます。
幸い、水槽構造物にはあまり損壊・損
傷はみられませんが、地上式の場合の外
階段等、小断面の構造物に損壊・クラッ
クなどの発生が見られます。
場内設備については、アスファルト舗
装の隆起・沈下のほか、植栽・フェンス・
門扉等が流出しています。

漁業集落排水施設の
復旧にあたって

第1調査研究部　大賀 之総

写真4：テント膜式魚市場イメージ

写真1：漁業集落排水処理施設
（吉里吉里地区）

特集01
東日本大震災による被災状況と漁業地域の復旧に向けて
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管路施設の被害の多くは、中継ポンプ
施設の電力引込柱の折損・流出または転
倒です。これらの被害によって、引込柱
に架設してあったポンプの操作盤等も損
壊・流出しています。また、道路もろとも
汚水管が損壊流出した施設がありました。

2復旧方法
被災した漁業集落排水施設を放置する

と、未処理の汚水によって、各種病原性
細菌等による集落内住民の感染リスクが
大きくなるため、集落から汚水を速やか
に排除して処理する必要があります。
上述したように、漁業集落排水処理施

設の被害は甚大で、本来の機能を回復す
ることは容易ではありません。したがいま
して、漁業集落排水施設を段階的に復旧
することが必要です。すなわち、応急復
旧の考え方です。
応急復旧計画では、まず被災後に発生

する生活排水量を調査する必要がありま
す。被災を免れた地区及び仮設住宅の汚
水量の設定に当たっては、既往の原単位
汚水量からの検討とマンホールに流量計
を設定した実測値との比較検討によって
決定しました。
管路施設については、被災した中継ポ

ンプ施設の電力引込設備を復旧すること
及び道路とともに破損流出した汚水管に
ついてはバイパス配管を設置しました。
このバイパス配管はあくまでも “仮” です
から、できるかぎり、経済性を考慮しまし
た。（写真－3）
汚水処理施設では簡易処理（沈殿後、
消毒処理）によって沿岸域に放流する計
画としてますが、設備の損傷が激しい地
区では仮設処理装置を設置しています。
（写真－4）

3復旧にあたっての
　問題点・課題
本格的な復旧をするにあたり、次のよ

うな課題があります。
①避難住民の方々が、どの程度戻ってく
るのか。
②集落の地盤高の嵩上げや高台への移転
など、集落の再編はあるのか。
これらがどのような年次計画で進行す
るのかが現状ではわかりません。
設計上の観点から考えると、基本的に

は管路施設の設計の基本は汚水を高いと
ころから低いところへ流すという自然流下
方式です。地形条件が変われば、まった
く違う路線計画となります。
汚水処理施設は運転管理が必要です。

このため、漁業集落排水施設は今後、手
戻りの無い実施設計を進めるためには漁

業集落の復興計画と十分に整合性を図る
ことが必要です。

1海岸保全施設について
平成23年3月11日に発生した東北地方

太平洋沖の地震よる大津波で、海岸保全
施設、漁港施設や背後の集落などに大き
な被害をもたらしました。
背後集落や住民の生命、財産を守るべ

く設置された防潮堤などの損被災は、海
岸保全施設の機能喪失し、高潮・高波な
どの背後集落などへの2次災害を引き起こ
すことが考えられます。
したがって、海岸保全施設の早急な復
旧が望まれます。

2海岸保全施設の
　被災状況について
当研究所では、漁港海岸保全施設や漁
港施設、漁港機能施設、集落などの被災
状況を調査しました。ここでは、海岸保全
施設の被災状況について、調査結果から、
その特徴などについて記載します。
海岸保全施設の被災状況を写真1～4に
示します。
写真1は整備された防潮堤が完全に破
壊され、海水が背後の陸地に浸水してい
ます。写真2は引き波により前壁が海側に
倒壊している状況、写真3は押し波により
前壁が倒壊している状況です。また、写
真4は裏法面が破壊され、天端が沈下し
ていることがわかります
三面張り防潮堤は越流などにより裏法
面が破壊、中詰め土砂が流失し、防潮堤
全体の倒壊につながるケースが多く見受
けられます。また、津波波力によりパラペッ
トや胸壁の破壊されているケースも見受
けられます。
図1に従来から指摘されている被災形態

海岸保全施設の復旧にあたって

第1調査研究部　加藤 広之

写真4：仮設処理装置の外観

写真2：施設内の被災状況

写真3：道路側溝に埋設した仮配管
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を示します。
今回の被災においても、同じような被

災形態が見られます。
従来いわれていたパラペットだけが破

壊されるだけでなく、胸壁本体工が剪断
破壊したり、防潮堤全体が完全に破壊さ
れ、被災形態がわからないような状況も
見受けられ、今回来襲した津波の大きさ
が実感されます。
また、同一漁港区域内の防潮堤でも、
設置位置や向きにより、被災していない
施設と被災している施設があり、津波の
波向きや津波流速の影響についても、今
後の検討課題になっています。
防潮堤の他、離岸堤や消波堤も海岸
保全施設ですが、当研究所の調査では、
今回の津波による被災は、防潮堤などに
比較して少なく、防潮堤が被災した地区

でも、離岸堤や消波堤が完全に飛散した
ケースは、数カ所しかありませんでした。
写真5では、防潮堤は破壊されている

一方、前面の離岸堤は一部消波ブロック
の散乱沈下はみられますが、離岸堤の機
能は維持されています。尚、防潮堤前面
は応急復旧用の道路です。
今後は離岸堤や消波工の津波の被災

特性やその原因などについても調査して
いく予定です。

3復旧にあたって
防潮堤の機能を早急に復旧させ、高潮

や高波からの2次災害を防ぐことがきわ
めて重要です。
今回のような大津波対策を考慮した海

岸保全施設については、研究途上ですの
で、背後集落や水産業などの状況を勘案
し、海岸保全機能の原形復旧を早急に行
うべきと考えています。
今後の海岸保全施設における津波の

考え方としては、比較的、来襲頻度の高
いレベル1津波（従来の想定津波）と今
回の大津波のようなレベル2津波にわけ
る方が主流になっています。
すなわち、レベル1津波には越流など
が発生せず、安定であるような海岸保全

施設とし、レベル2津波が来襲し、越流
などが生じた場合にも、粘り強く完全に
は壊れず、津波を減衰させる機能を保持
するようにすることを目指しています。
また、レベル2の津波については、防
潮堤だけの線的な防護ではなく、越流し
た津波を防ぐ堤防や道路、緑地などや広
場の整備による面的（広域的）な整備も
考えられています。
粘り強さの発揮する構造に関する技術

的な対策については、前述のように研究
途上ですが、防潮堤、堤防などの3面被
覆の一体化、天端や裏法被覆材の構造強
度の増加、堤体幅や水たたきの拡幅、根
固めの強化などが考えられています。
さらに、津波の向きによる波力、越流
量（天端上の越流水深）による堤体への
流体力の研究や引波の流速による根固構
造の検討などの課題について、研究を進
める必要があります
海岸保全施設は住民の生命財産を守

る第1線であり、想定外の外力が作用し
ても、容易に破壊されないような施設整
備を目指すべきと考えています。

写真5：防潮堤と離岸堤

写真1：防潮堤が破壊され、海水が浸水 写真2：前壁が海側へ倒壊

写真4：裏法が破壊、一部天端も破壊 図1：被災形態写真3：前壁が陸側へ倒壊

特集01
東日本大震災による被災状況と漁業地域の復旧に向けて
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特集02「漁業地域復興支援プロジェクトチーム」提言

漁業地域の復旧・復興に向けて
～震災から半年を迎えて～

はじめに

平成23年（2011年）3月11日午後2
時46分に発生した「東北地方太平洋沖
地震」による未曾有の大津波は、わが
国東日本太平洋沿岸の漁業地域※）にお
いて、多くの尊い人命を奪うとともに、
漁港、漁村を始めとして、市場、冷蔵
庫、水産加工場、漁船・漁具に至るま
で、戦後わが国がこの地域において営々
と築き上げてきた水産業の資産（基盤）
に対して一瞬にして壊滅的な打撃を与
えた。被災地においては、ようやく細々
と漁業活動が再開されようとしている
が、いまだ本格的な復旧・復興には程
遠い状況にある。私どもは、この災害
でお亡くなりになられた尊き犠牲者の
方々に対して深く哀悼の意を表すると
ともに、復興のため、被災地において日
夜ご尽力されている関係者各位に対し
て深く敬意を表するものである。
さて、これらの地域の復興に関して
は、これまで、例えば高台への集落の
移転と職住分離、漁港の集約化等といっ
た様々な構想が提唱され、それらの構
想を踏まえた復興計画が策定されつつ
ある。しかしながら、本来、漁業地域、
とりわけ、沿岸漁村については、資源
（漁場）があるところに人々が住みつき、
漁業を中心とする生産活動と生活が一
体的に営まれる場所として発展してき
たという経過に鑑みると、トップダウン
的な発想で一律に規定するのではなく、
個別の漁業地域の持つ地理的・社会的・

漁業条件上の特質やそこに居住する漁
業者や住民の「住み続けようとする」意
思、あるいはそれらの地域において形
成されてきた地域文化やコミュニティに
ついて最大限尊重した計画づくりをボ
トムアップ的に進めていくことが肝要で
はないかと考えている。例え同じ漁業を
主要な経済基盤とする地域であっても、
企業的な漁船漁業とその流通加工基地
として発展してきた水産都市、家族労
働を主体とする沿岸漁業・養殖業を中
心に成立している漁村については、その
復興の方向は全く異なっているのでは
ないかと考える。
かかる問題認識に基づき、財団法人
漁港漁場漁村技術研究所では、長年漁
業地域の津波・減災問題に取り組んで
きた知見・経験を生かしつつ、水産業、
漁港、津波・防災、地域づくりの各分
野における高い見識と経験を有する大
学及び研究機関所属の有識者から構成
される「漁業地域復興支援プロジェク
トチーム」を設置した。当プロジェクト
チームは、現地の声を聞きながら、個別
の地域の復興計画づくりへの助言等の
支援を行うとともに、これらの過程で得
られた成果を踏まえ、各地域の実状を
十分精査した上で、今後漁業地域の復
旧・復興を図っていく際に考慮されるべ
き視点や考え方について提言を行うこ
とを目的としている。
もとより、時間的な制約がある中でで
きることは限られており、また、各種学
会や関係団体から数多くの有益な提言
が出されていることを考慮し、全てを網

羅的に取り上げることは止め、当研究
所が最も得意とする漁港、漁場、漁村
の計画・設計の分野について、減災及
び被災地の早期復旧・復興の視点から
重点的に取り上げることとした。
また、今回のような悲惨な津波被害
は、決して三陸地方に特異なものでは
なく、近いうちに発生すると言われて
いる東海、東南海、南海地震において、
人口と資産の集積地である中日本～西
日本の太平洋沿岸においても同様の被
害が発生する可能性が高いとの認識か
ら、これらの対策にも役立つ提言となる
よう取りまとめた。
なお、今回の津波災害においては、
原子力発電所の被災による大規模で悲
惨な被害が発生しているが、この被害
は、人為的な要素が大きく、また、原
子力発電に起因する特殊な事故である
ことから、原子力発電に関し門外漢で
ある当研究所の能力を超えていること
もあり、提言においては、敢えて触れな
いこととしていることを予めご容赦願い
たい。
最後に、本提言が、被災地の一日も

早い復興と今後の津波防災・減災対策
に少しでもお役に立てれば幸いに思う。

漁業地域復興支援
プロジェクトチーム一同

漁業地域復興支援
プロジェクトチーム

「漁業地域復興支援プロジェクトチー
ム」は、水産業、水産基盤、津波・防災、
地域づくりを専門分野とし、これまで当

※）漁業地域とは、漁業を主要な経済基盤とする地域の総称。具体には、企業的な漁船漁業やこれに関連す
る流通・加工基地を有する水産都市、家族労働を主体とする沿岸漁業・養殖漁業を中心に成立している漁村。

平成23年9月11日を節目として発表した「漁業地域復興支援プロジェクトチーム」提言の全文を掲載します。
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研究所の活動等に深く関わっていただ
いた有識者によって構成され、3回の会
合と現地視察を重ね、本提言を取りま
とめた。
◇座長・水産業
長野 章
（公立はこだて未来大学 名誉教授）

◇水産業
山下 東子（明海大学 経済学部 教授）
宮田 勉
（独立行政法人 水産総合研究センター中央

水産研究所 経営経済研究センター

主幹研究員）

◇水産基盤
浅川 典敬
（独立行政法人 水産総合研究センター

水産工学研究所 水産土木工学部

主幹研究員）

◇津波・防災
藤間 功司
（防衛大学校システム工学群

建設環境工学科 教授）

◇地域づくり
後藤 春彦
（早稲田大学理工学術院創造理工学部長、

同大学院研究科長 教授）

宮崎 隆昌
（日本大学生産工学部創生デザイン学科

教授、建築工学科 教授）

◇アドバイザー
今村 文彦
（東北大学大学院工学研究科・工学部

災害制御研究センター 教授）

田中 淳
（東京大学大学院 情報学環総合防災情報研

究センター長 教授）

（事務局）
財団法人　漁港漁場漁村技術研究所
 

1・災害の基本認識と問題意識

⑴東日本大震災の被災状況
2011年3月11日14時46分に三陸沖に

おいて発生したM9.0の地震とこれに起
因する津波災害は、従前の想定をはる
かに超え、広域にわたって大規模な被
害が発生するという、わが国が近代以
降経験したことのない未曾有の災害で
あった。
水産関係の被害は、水産庁調査（平

成23年8月23日）によれば、漁船2万
隻以上、漁港3百港以上、共同利用施設
1千2百施設以上で、水産関係施設等の
被災額は、漁船1千億円以上、漁港施設
7千億円以上など、また養殖業などを含
めた水産関係全体の被害額については
1兆円以上、とされている。
漁港施設については、津波を設計外

力として考慮していないこともあって、
防波堤や岸壁をはじめ、その多くが壊
滅的な被害を受けた。また、背後の漁
業集落においては、防潮堤がその役割
を果たし、被害を受けなかった地域もあ
れば、防潮堤そのものが倒壊するなど
したため、壊滅的な被害を受けた地域
もあった。また、津波対策の生命線で
ある防潮堤の倒壊は被害の拡大防止及
び早期の復旧・復興の観点から致命的
であった。
今回の地震・津波では、その直接的

な被害をはじめ、漂流物による被害の
拡大、危険物による火災などの2次的被
害をもたらした。これらの事象について
は、ある程度想定されていたことではあ
るが、津波の規模が、想定以上にあま
りに大きいものであったため、復旧・復
興にあたって従来の考え方では対応で
きない課題が多数明らかになった。

⑵各種提言における
　復旧・復興の考え方
これまで、復旧・復興にあたり、「東

日本大震災復興構想会議」、「中央防災
会議」、「国土交通審議会」等の各種審
議会や水産庁、岩手県、宮城県等の各
種行政機関等から様々な提言がなされ
てきた。
その多くの提言の中で、以下の考え
方について言及されている。
1防災の考え方
●従来からの被害を防ぐ「防災」から、
被害を最小化する「減災」の概念
の導入
●防潮堤等の「線」による防御から、
河川や道路、まちづくりも含めた
「面」による総合津波防御の考え方
が重要
●発生頻度の高い津波と、発生頻度
はきわめて低いが被害が甚大な最
大クラスの津波の２つのレベルの
津波を想定し、前者については防
御、後者については減災・避難を
コンセプトとする対策を検討
●最大クラスの津波でも倒壊しにく
い粘り強い構造物の検討

2地域づくりの考え方
●「逃げる」ことを前提とした地域
づくりが重要
●地域の孤立防止策として、情報・
通信手段、交通手段等の広域的イ
ンフラネットワークを整備、強化す
る必要

3水産業の復旧・復興に向けて
●水産業の復旧・復興に向けて、共
同化、協業化、集約化、関連産業
との連携等を推進

特集02
漁業地域の復旧・復興に向けて
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⑶三陸地域での
　過去の地震津波の対応
三陸地域では、過去にも明治三陸、

昭和三陸、チリ地震津波等による津波
で繰り返し被害を受けている。そして、
その都度、高台移転（当時の用語では「高
地移転」）、地盤嵩上げ、防潮堤等の整備、
土地利用規制やソフト対策等がとられ
てきた。しかしながら、明治三陸及び昭
和三陸地震津波では、一旦高台移転が
行われたものの、時間の経過とともに、
その半数近くの地区は、主として生活
及び漁業活動上の利便性等の理由から、
平地に戻ってきた結果、津波による被
災が繰り返されている。
また、完成した防潮堤の堤外地に住
居がつくられるようになったため、新た
な防潮堤の築造や延伸が後追いで行わ
れるなど、土地利用と防災対策の不整
合が被災後の時間の経過とともに発生
している事例もあった。
さらに、津波避難に対する対応とし
て、自治体により津波避難ビルの指定
がなされ、今回の津波において多くの
人命を救った事例がある一方、避難所
が津波に襲われ避難した住民が亡くな
られるという悲しい事例もあった。

⑷「災害に強い漁業地域づくり
　　ガイドライン」等のレビュー
漁業地域の防災に係る基本的な考え
方については、平成18年度に水産庁に
おいて「災害に強い漁業地域づくりガイ
ドライン（以下、「ガイドライン」）」が
策定されており、「漁港（堤外地）での
労働従事者及び訪問者の安全確保」、「漁
業地域（漁村）の総合的な防災力向上」
「被災時の水産物流通機能の確保」の
3つの視点から対策が検討されている。
それ以降にもガイドラインの考え方を
具体化するための「減災計画策定マニュ

アル」等が策定され、その啓蒙・普及
が行われている。
「ガイドライン」では、津波に対する
安全性の確保として、関係者による「防
災対策協議会」の設置と漁船を含めた“早
急な避難” の考え方がベースとなってい
る。
また、「減災マニュアル」では、水
産物流通機能の確保について、特に、
業務継続計画であるBCP（Business 
Continuity Plan）の作成が重要である
としている。
今般の津波災害においては、これら

のガイドライン等において指摘された
事象が概ね発生している。しかしなが
ら、今般の津波による被災の規模は想
定できていなかったものであり、実際に
受けた大規模かつ広域な地震・津波被
害及び対応状況を踏まえ、その内容に
ついての周知徹底、さらには、詳細な
検討や考察が必要であると考えられる。
特に、水産物流通加工拠点漁港のBCP
については、災害想定及びその対策の
有無と効果について分析が必要である。

⑸支援制度
これまで、災害からの復旧・復興では、

「漁業集落環境整備事業」（水産庁）、「防
災集団移転促進事業」（国土交通省）、「小
規模住宅地区改良事業」（国土交通省）
等の集落関連事業と、漁港事業や海岸
事業等を組み合わせるなどして一体的
に実施されてきている。例えば、北海
道南西沖地震津波災害では、奥尻島青
苗地区において、人工地盤の整備、低
地部の盛り土嵩上げや再編整備が、漁
港事業、漁業集落環境整備事業、防災
集団移転事業、海岸の災害復旧事業と
いった省庁横断的な事業の組み合わせ
によって復興がなされてきた。
今般の復興にあたっても、これらの

事業等を基本として、復興計画にそっ
た事業実施が可能であると考えられる。
また、今般の災害においては、水産
庁に係る予算として、既に、第1次補正
予算（共同利用による漁船建造、共同
利用施設の復旧等）で約1千億円、第2
次補正予算（共同利用施設の復旧、原
子力被害対策等）で約2百億円が費やさ
れてきているが、本格的な復旧復興支
援は、第3次補正予算による対応になる
見込みである。現在、被災地方公共団
体の負担軽減のため、事業の拡充や予
算措置に向け、政府内部で検討中と聞
き及んでおり、注目される。

⑹問題意識
今般の東日本大震災は、多くの施設

計画の想定を超える津波であったと言
われ、これまでの対策や取り組みに対
する反省と、今後の津波対策の進め方
について抜本的に見直す契機となって
いる。
このプロジェクトチームでは、復旧・
復興に当たっては、特に、次の四つの視
点が重要であると考え、この視点に基
づき具体的な提案について整理を行っ
た。
1災害リスクとのかかわり方
　　災害リスクが全く忘れ去られた「安
心な」地域づくりではなく、災害リス
クが正しく認識された「リスクととも
に生きる」視点での地域づくり、ライ
フスタイルの構築が重要である。ど
のような復興をするにしても、復興関
係者（地域住民をはじめ行政等も含
む）は大規模災害からの「避難」「減災」
という視点を常に忘れてはならない。
　　このような視点の再認識の下、災
害に強い漁業地域づくりを進めてい
くことが重要である。
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2地域の自主性、独自性の発揮
　　地域の復興は、基本的にはその地
域を愛し、その地域に再び住み続け
たいと思う人々の手にゆだねるべき
である。
　　津波からの安全確保の観点からは、
津波の来ない高台への移転が好まし
いと言えるが、一方、海で生活する
漁業関係者にとっては、生産と生活
の場の分離により生産・生活の上多
くのデメリットが発生する可能性もあ
ることを忘れてはならない。また、漁
港も一様ではなく、拠点的な漁港か
ら小規模な漁港まで様々であり、そ
の持つべき機能も異なっているもの
の、同一視され、集約化などの議論
がなされている。
　　復旧・復興の方向性についての最
終的な判断は個々の住民が行うべき
であり、そのためには、メリット・デ
メリットを明らかにした多様な選択肢
の提示と各々の選択肢に対する国や
地方公共団体の支援の枠組みを早急
に示すことが重要である。

3地域力の向上
　　日本の漁業は、東日本大震災以前
から高齢化、資源の減少、輸入魚の
台頭、魚価の低迷、消費者の魚離れ
等と幾多の困難を抱えており、震災
は、これらの困難な状況を一層深刻
なものとしている。
　　復旧・復興にあたっては、当面、
漁業継続を希望する漁業者を早期に
再び漁業活動に戻すことを最優先さ
せるべきであるが、この間に生まれた
協業化等の新しい漁業の萌芽を大切
にしつつ、中長期的には将来展望の
開けるようなモデルづくりを進め、地
域力の向上を図ってくことが重要で
ある。

　　また、地域の復興にあたっては、
そのプロセスが重要である。地域内
外の様々な主体に復興プロセスに参
画してもらうこと、そのプロセスにお
いて培われた信頼関係を将来の連携・
協力関係に発展させていくことを目
指すべきである。

4時間軸の意識と復旧のスピード感
　　復旧・復興に当たっては、常に時
間軸を意識していくことが重要であ
る。特に、水産業は季節性のある産
業であり、時間の流れが非常に大き
な意味を持っている。時宜を失しては
折角の対策の効果が半減してしまう。
　　また、いわゆる「復旧」の過程と
「復興」の過程は明確に分けて考える
べきである。ここでいう「復旧」と
は、「施設の復旧」を意味するのでは
なく、被災者の「日常生活（安定し
た仕事や住まい等）の復旧」を意味
する。「復旧」はスピードが最重要で
ある。そのためには、即時性を優先
すべきであり、ある段階までは「復旧」
過程での投資が「復興」過程から見
ると多少の二重投資となってもやむ
を得ないと考える。また、「復旧」段
階が終了するまでは、中長期的な「復
興」過程で必要と考えられる取組み
であっても被災者に不安を与えるよ
うな要素はできるだけ排除すべきで
ある。復旧の遅れは地域の存続にとっ
て致命的である。

２・復旧・復興に当たっての
　　考慮すべき視点

正しい災害リスクの認識に
基づいた生業と暮らしの
構築

⑴基本的な考え方
我が国は、環太平洋地震帯に位置し

ており世界有数の地震国であることか
ら、日本国内においては発生確率に差
はあるものの、いずれの地域においても
常に震災のリスクにさらされている。自
助努力なしで無条件に安全・安心な地
域は存在しない。例えば高台移転にし
ても、選択を誤れば地震や豪雨による
地盤崩壊などのリスクを抱えこむかもし
れない。また、移転後にさらに大きな津
波のリスクが指摘されるかもしれない。
したがって、復興にあたっては、地域
の災害リスクを正しく認識し、それを踏
まえた新しい生業と暮らしの形を構築し
ていくことが必要である。
今般の災害では、防潮堤等の防災施

設のみでは大規模災害には対応できな
いことが改めて認識された。ハード（防
災施設等）とソフト（避難に係る取り
組み等）を組み合わせた総合的な対策
は、「ガイドライン」の基本思想である
が、改めてその重要性について強調し
ておきたい。また、防災（減災）の基
本は、まず自分自身が避難すること（自
助）であるという思想も広く啓蒙すべき
である。
一方、水産物の流通加工の拠点となっ

ている漁港の被災が地域経済的に大き
なインパクトを与えている。今後は災
害リスクを正しく評価した上で、市場や
流通等の業務が早期に再開できるよう
なBCPを整えておくことが必要である。

2-1
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また、それらの災害リスクについては、
低減を図るとともに、可能な限り分散さ
せることが望ましいと考える。
今般の東日本大震災による被害に係

る対策効果や課題等について、各関係
機関や各学会等により科学的かつ技術
的な検証が行われている。また、過去
の津波等に係る対策効果や課題につい
ても同様に知見が蓄積されてきている。
このため、これらの結果を総合的に踏ま
え、各漁業地域の復興計画へ反映させ
ることが重要である。

⑵具体的な提案
1漁業地域の復興に向けて
①災害リスク等を明確にしつつ、
　居住地等に係る多様な選択肢の提示
どこに住むかは、住民の意思がま
ず第1に考えられるべきである。
津波防災の観点からは、津波の来

ない高台が望ましいと考えられるが、
どのような災害にも無条件に安心と
いうわけではない。
また、生活と生産の一体性の観点

を踏まえると、同じ集落内の高地が
望ましいとも考えられるが、盛り土に
よる土地造成は、地震や豪雨等によ
る災害リスクを伴う。また、どの程度
の津波に耐えられるかの検証が必要
である。
さらに、低地であっても高所や高
台へ避難ができるのであれば選択肢
のひとつと考えられるが、財産を失う
危険が伴うため、地震や津波に対す
る耐力のある集合住宅とするか、ピ
ロティ式の家屋にするなどの対応が
望ましい。
漁業地域の復興にあたっては、必

ずしも高台移転を唯一の選択肢にす
るのではなく、どのような場所を選ん
だとしても、災害リスクを正しく認識

し、「避難」「減災」という視点を持ち、
災害リスクと必要な対策（ハード・ソ
フト）を明確にした上で、住民に対し
て多様な選択肢を提示すべきである。

②漁業地域のゾーニング及び
　施設配置の考え方
②－1 計画策定にあたり、
 「4つのゾーン分類・整理」
復興計画の策定にあたっては可能

な限り財産を失わないような工夫を
するべきであり、漁港施設や漁村環
境に係る各施設等は、災害時のリス
クを低減できるよう配置することが
望ましい。このため、漁業地域を災
害リスク低減の観点から津波高と地
盤高の関係と背後地形等を考慮し各
ゾーンに分類して、議論を進めること
が、検討を容易にし、相互理解につ
ながると考える。
一般的に、漁業地域は、災害に対

する安全性と立地する各種施設等を
考慮すると、概ね4つのゾーンに分類
することができる。（下図「漁業地域
の4つのゾーン分類」を参照）
このため、漁業地域の復興計画の
策定にあたっては、これら4つのゾー
ンの特性（災害リスク、各種利用へ
の適性、利用する上で必要な防災・
減災対策等）を十分に整理・把握し

た上で、各施設等の配置計画を検討
すべきである。

（利用上の留意点）
●居住地には適さない。
●漁業関連施設を立地させる場合、
ピロティ化や鉄筋コンクリート構
造など耐波性の向上対策や電気系
統施設・設備の高所化を図るとと
もに、周辺に避難のための施設を
確保する。

（利用上の留意点）
●居住については津波防災の観点か
らは避けることが望ましいが、漁業
活動上の利便性等の理由から住ま
ざるを得ない場合には、住居の高
層化等の対策を図る。

●漁業関連施設を位置させる場合、
ピロティ化や鉄筋コンクリート構
造など耐波性の向上対策や電気系

I. 堤外ゾーン

II. 堤外（低地）ゾーン

漁業において海と陸をつなぐ場で
あり、漁港施設が集積する、防潮堤
の外にあるゾーン

防潮堤の背後で、防潮堤の高さよ
りも低い場所にあるゾーン

漁業地域の4つのゾーン分類
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統施設・設備の高所化を図る
●各施設の周辺に避難ビル、避難動
線の確保など避難対策の万全を図
る。

（利用上の留意点）
●堤内（高地）ゾーンの中には、最
大クラスの津波で浸水する可能性
がある場所と浸水する可能性が低
い場所が存在する。
●盛り土、切り土により高地を確保
する場合には、地震、豪雨等によ
る災害リスクに対しても留意する。
●防潮堤で守られているとはいえ、こ
れを超える津波が来襲する可能性
もあることから、最大クラスの津波
で浸水する可能性がある場所につ
いては、避難路の整備等避難動線
の確保など避難対策の万全を図る。
●公共公益施設を位置づける場合に
は、最大クラスの津波等を考慮す
ることが必要であるが、最大クラ
スの津波で浸水する可能性が低い
場所であっても、それ以上の津波
の可能性が否定できないため、最
悪の場合に備えて、避難について
留意する必要がある。

（利用上の留意点）
●津波リスクの観点からは、住居を
始め、公共公益施設を位置づける
ことが望ましい。

●地震、豪雨等による災害リスクに
対して留意する。

●大規模な住宅開発を行う場合には、
周辺環境の破壊につながることが
あり、十分な検討が必要。

②－2 漁港施設の配置計画の検討
漁港施設については、必ずしも、

すべてが堤外地にある必要性はない。
また、堤外地に立地する場合であっ
ても施設の一部を高い所に上げれば
被害を大きく減らすことができるもの
もある。例えば、被災後の漁業再開
のためのリスクを分散するために、漁
具倉庫、漁協事務所、2次的処理の加
工場などは、堤内地等に配置すると
いった工夫も有効である。また、電
気施設や機械施設など可能な限り上
層部に上げるなど、水からの被害を
避ける工夫も必要である。
一方、今般の津波による被害状況

から、津波の進行方向によって漁港
施設の被害が大きく異なっているこ
とが見受けられる。例えば、岸壁や
市場を津波の進行方向に配慮した配
置することが有効な手段になる可能
性もある。
これらのことから、漁港施設につ
いては、津波等による災害リスクと施
設の利用性、機能性等を勘案して適
切な配置計画を検討するべきである。
このとき、海岸法において、海岸保
全区域と漁港区域が重複する部分に
ついては、漁港管理者である地方公
共団体の長がその管理を行うものと
規定されていることから、当該区域内
の漁港施設及び海岸保全施設の配置
計画や整備にあたっては、漁港管理
者が主体となって一体的かつ効率的
に進めることが重要である。
また、津波の方向性に対する漁港

施設被害への影響については、今後
科学的な検証を行い、具体的な対応
策についても検討することが必要で
ある。

②－3 漁村の生活環境に係る
 配置計画の検討
漁村の生活環境についても、堤内

ゾーンでも高地や高台にあるべきも
のと、必ずしもそうではないものがあ
る。例えば、病院や学校、福祉施設
等の公共施設は高台へ、居住地はで
きるだけ高地や高台へ、一方、漁業
活動に係る作業場、漁具保管施設や
倉庫、販売施設、また、緑地・運動
場等の利用は、堤内地の低地の空い
た土地での利用が考えられる。
漁村の生活環境の配置については、

このような考えを勘案し、検討するべ
きである。

③避難対策及びその後の対応
③－1 避難対策
今般の津波に対しては、地震発生

後に避難できる時間があったにもか
かわらず、避難行動をとらなかった
り、一旦は避難したものの、再度戻っ
たりした人々も多かったことから、想
定される津波の到達時間を事前に周
知しておく等の時間スケールの意識、
住民の津波被害に対する認識・意識
の向上を図る。また、災害リスクの
多寡を考慮した事前のハザードマッ
プの作成、正確な災害の情報の入手、
津波の到達時間を考慮した避難施設
の設置等について、相互に密接な連
携を図った避難態勢の確立を図って
おくことが必要である。
また、水門を閉めに行った消防団
員が避難できなかったといった被害
が起こっており、災害時の公共施設

IV. 高台ゾーン

III. 堤外（高地）ゾーン

既存の漁業集落から離れた場所に
ある高台のゾーン

防潮堤の背後で、防潮堤の高さよ
りも高い場所でかつ既存の漁業地域
内または近接した場所にあるゾーン

特集02
漁業地域の復旧・復興に向けて
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の管理方策、対応等についても検討
する必要がある。
さらに、今後の避難対策では、地
域によっては地震発生後津波が到達
するまでの時間が短いところもあり、
背後の避難場所等に避難することが
困難な場合も想定し、堤外ゾーン、
堤内（低地）ゾーン、堤内（高地）ゾー
ンにおいては、適切な想定津波高に
対応した避難ビルや避難路のハード
面での整備（特に夜間停電時の対応
が重要）を図る。特に、堤外ゾーン
では、荷さばき施設を避難ビルとし
て位置づける、背後への津波の影響
を軽減するような堤構造とするなど、
荷さばき施設に防災機能を具備する
ことを検討し効果的な避難対策の推
進を図る。
東日本大震災で被害が大きかった
岩手、宮城、福島3県の犠牲になら
れた約1万3千名のうち、92.5％の死
因が水死だった。このため、津波避
難の備えとして、救命器具等として、
例えばライフジャケット及びヘルメッ
ト等を常備し、被災時に着用すること
の有効性について検討することも必
要と考える。

③－2 避難後の対応
三陸地域はリアス式海岸が多く、

浦々に小規模な漁業集落が形成され
ており、陸路の寸断による物理的孤
立や停電等により情報が孤立した集
落が多く発生した。
被災後の応急復旧は国道や県道な

どの幹線道路から着手され、浦々に
立地する小規模漁業集落へのアクセ
ス回復に時間を要することから、孤立
した場合を想定して最低でも1週間程
度の食料や日用品の備蓄など、孤立
時の対応策が重要である。

また、停電や携帯中継基地の冠水
等による情報孤立に対して、孤立集
落と外部との双方向の情報伝達が可
能な通信手段の確保や、一般の電源
に頼らないバックアップ電源の確保
を図るとともに、簡易な伝達手段とし
て、例えば、防水スピーカーやハンド
マイク等の備えも重要である。
さらに、避難場所から避難所への
移動にあたり、火災やガレキの堆積、
冠水等によりアクセスが寸断され、避
難場所が孤立し一昼夜を過ごした避
難場所もあったことから、避難場所
から避難所へのアクセスの確保も重
要である。

④漂流物対策
今般の被害の特徴的な事象として、
津波そのものだけでなく、津波により
漁船、放置艇、漁具、車等の漂流物
がさらなる被害を拡大させたことがあ
げられる。
このため、養殖施設をはじめ、放
置艇、車等に係る漂流物対策の実施
を図ることが望まれる。
対策に当たっては、係留の強化だ

けでなく、漂流物そのものを出さない、
または、漂流物を封じ込める対策等
を検討することが必要である。
また、漂流物となるものをなくす対
策として、漁港管理の中で、放置艇
をなくすなどの、日常的な取り組みも
合わせて重要である。

⑤ねばり強い構造を有する施設整備
津波により、防潮堤、護岸、陸閘、

水門等の海岸保全施設や防波堤、岸
壁等の漁港施設に甚大な被害が生じ
た。このような、海岸保全施設等の
機能流失は、高潮・高波などにより、
背後集落への2次災害の発生や漁港機

能の喪失を招くことになる。
また、このような流失した施設の
復旧のためには、多くの時間を要する
こととなる。
これらのことから海岸保全施設に
ついては、想定津波に対して安定で
あり、想定外の津波が来襲し越流な
どが生じた場合にも、粘り強く完全
には壊れない機能を保持しているこ
とが必要であり、また、漁港施設に
ついても一定の粘り強さを有するこ
とが望ましい。
構造物の粘り強さの発揮に関する

技術的検討は発展の途上にあるが、
例えば、地理的状況等を勘案し、こ
れまでの防潮堤ではなく、河川の高
規格堤防のように防潮堤の幅を拡幅
し、粘り強い構造にするとともに、そ
の土地を有効利用するなど、地域の
実情に応じたねばり強い施設整備を
検討していくことが必要である。

2水産物の流通機能及び
　生産機能の確保
2－1　水産物の流通機能の確保
①津波を対象としたBCP
①－1 個別漁業地域のBCP
これまで、漁業地域の防災に係る
各種ガイドラインにおいて、産地市
場を有する漁港では、水産物流通を
確保するためのBCPの考え方の導入
がうたわれていた。
しかし、今般、岩手県から福島県
に至る大規模な被災地において、水
産物の流通機能がストップし、暫定
的な利用の開始までも相当の時間を
要した。また、水産加工品等の水産
業に係る廃棄物等の問題も顕在化し
た。
ガイドラインでは、これまで福岡西
方沖地震の際の博多漁港の被災を念
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頭に置いた施設の耐震性の強化等の
対策にとどまっており、津波を念頭に
した対策はあまり施されていなかった
ことが考えられる。
このため、個別漁業地域での具体
的なBCPとしては以下のものが必要
である。
●日常的な利用に配慮しつつ、電気・
機械類をできるだけ建物の上部に
上げて、浸水から守るといった施
設配置の工夫、また、冷凍冷蔵庫
の代替措置として冷凍コンテナ等
の確保、製氷施設の代替として製
氷トラックの利用等、漁業地域の
外から持ち込んだ施設の活用。

●特定3種漁港等の流通の拠点的な
漁港においては、事業主体毎では
なく、漁港毎に陸揚げから出荷に
至る一連の流れを構成するシステ
ム単位でのＢＣＰの策定及び実施、
さらにはこれらへの取り組みに対
する公的機関による助成制度の創
設。

①－2 水産物供給に係る
 日本全体のBCP
今回の津波は、三陸地方を中心と

する沿岸域に対して広範かつ甚大な
被害を与え、岩手、宮城、福島の3県
にある流通機能が麻痺し、日本全体
の水産物供給に係るBCPの必要性が
浮き彫りになった。このことから、震
災による広域水産物流通網への影響
を踏まえ、我が国全体の水産物供給
という視点をもって、代替機能確保
の点に留意し、拠点漁港間との広域
連携等について検討することが重要
である。

②漁港事業による津波対策
現在の漁港漁場整備事業において

は、津波対策を目的とした整備が行
われていない現状にある。一方、今
般の津波被害により、特に特定第3種
漁港等の水産関係の資産が集積する
主要な漁港では、流通・加工機能が
ストップし、事業継続するまでかなり
時間を要していることを踏まえると、
漁港事業においても、今後積極的な
津波対策を行うことが必要である。
このため、まず、漁港施設（場合
によっては漁船）を守るため、港内
の防潮堤をはじめとした津波の防護
ラインを決めていくなど、今後、特
定第３種漁港等の水産関係の資産が
集積する主要な漁港などにおいては、
漁港事業の中で津波対策の実施を検
討する必要がある。

2－2　水産物の生産機能の確保
水産物の生産機能を確保するために

は、漁業活動を継続するため、漁船・
漁具の確保、漁船を係留する場所や資
材を置く場所の確保等が必要である。
①漁船・漁具の確保
今般の水産関係の被害については、

漁船・漁具の流失が多く、特に約９
割の漁船が被災したといわれるよう
な壊滅的な状況であった。
一方、漁船を高い場所に保管して

いたため、被災を免れたとい　　　
う事例もある。津波による流失防止
の観点から、漁閑期のため使用して
いない漁船・漁具については高地や
高所に保管することが有効と考えら
れる。また、漁船・漁具の流出を防
止するための杭の設置等の効果につ
いても検討、検証が必要である。
このため、必要に応じて、漁港関
係事業での高地や高所での保管施設

（用地等）の整備や流出防止策に対す
る支援、さらには、漁港区域の拡大
等の可能性についても、検討を行う
ことが必要である。

②漁港の早期復旧
一方、各漁業地域で、漁船や漁具

が確保されても、漁船を係留する場
所や資材を置く場所がなく、漁業を
再開できないという問題が生じてい
る。
このため、小規模な漁港において

も、その生産活動を継続する　ため、
物揚場等の漁港施設の早期復旧が必
要である。

③瓦礫等の漁港への流入防止
漁業を早期に再開し、継続するた

めには、漁船・漁具をはじめ、放置艇、
車等を含む瓦礫等の漁港の泊地や航
路への流入防止が必要である。例え
ば、泊地や航路を確保するため、陸
上部及び海上部に流入防止の杭の設
置など、漁港への瓦礫等の流入防止
策の可能性を検討することが必要で
ある。

④情報のバックアップ体制等の構築
今般の津波の被害で、役所ととも

に施設台帳等が流され、漁港施設等
の復旧に際して早急な対応ができな
い自治体が見られた。また、施設台
帳が整理されていない、または一部
しか整理されていないなどの自治体
も見られ、情報の管理・バックアップ
体制についての課題が明らかとなっ
た。
このため、早期の施設復旧のため
には、事前に、施設台帳の整備、電
子化、災害時の台帳のバックアップ
体制等の構築等が必要である。

特集02
漁業地域の復旧・復興に向けて
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地域の自主性、独自性を
踏まえた復興

⑴基本的な考え方
漁村は、資源があるところに人が住

みつき漁業を中心とする生産活動と生
活が一体的に営まれる場所であるとい
う都市部とは異なる条件下にあることを
十分踏まえ、復旧・復興にあたっては、
生産と生活の一体性に配慮することが
必要である。特に、第1種漁港の背後集
落は、地先の資源に依存して自然発生
的に形成された漁村であることを前提
に復興を推進することが必要である。
また、復興の主体は、そこに住む漁
業者を含む住民である以上、その復興
計画は行政が一方的に決めるべきもの
ではなく、地元住民や地元水産関係者
等の意向が最大限尊重されたものでな
くてはならないし、地域の主体性、独
自性が発揮されたものでなくてはならな
い。
このことに関連し、漁港の集約化が

さかんに議論されているが、漁港は、漁
業者が漁業活動を営むために必要とさ
れる基礎的な施設であり、そのあり方
は、地域の漁業や漁業者の生活・労働
の形態、漁場の管理などと密接にかか
わっている。
漁港、特に、沿岸の小規模な漁港に

ついては、居住地である漁村と漁業活
動の場である地先の漁場の結節点に位
置し、水産物の陸揚げ施設や漁業者の
重要な資産で生産手段でもある漁船・
漁具の保管場所等が立地し、主として
家族労働により漁村の地先漁場で反復
継続して行われる日常的な作業や密漁
の監視の基地であることから、土地の
少ない漁村におけるコミュニティの中核
的施設となっている。
こうしたことから、漁港を集約すると

いうことは、地域の漁業のあり方、漁業
者の生活の態様を大幅に変更すること
に繋がるため、慎重に対応すべき事項
である。
私どもは、被災漁業者に過度の不安

を与えない様、漁船等の復旧状況を踏
まえた上で、被災者が漁業活動を再開
するために必要不可欠とされる最小限
の漁港施設の復旧は早急に全て行われ
るべきであると考える。復旧の過程で
必要なことは、小規模であってもスピー
ドを持った現実的な支援である。その
後の復興の過程においては、集約化あ
りきの議論をするのではなく、地域の
漁業の状況を踏まえて、関係者間で将
来的な漁業や漁港のあり方について時
間をかけて議論をされればよいものと考
える。なお、荷さばき施設や市場等の
漁港の流通関連施設については、「漁港
の圏域」の機能分担の考え方を踏まえ、
復旧にあたって効率化できるものは効
率化することを目指せばよい。
また、復興計画の策定にあたっては、
地域がもつ固有の資源を活かすなど地
域の独自性のある将来に夢のもてる計
画とすることが必要である。

⑵具体的な提案
1目標をもった復興計画の策定
復興計画を策定するに当たっては、

単に復旧・復興を行うものではなく、そ
れぞれの地域が持つ固有の地域資源な
どの特徴を活かしながら、漁業地域の
独自性をもって、夢のあるビジョンや目
標をもった計画とすることが重要であ
る。
また、個々の地区によって、集落の形
態、漁業の状況、高齢化の状態、被災
の状況等、それぞれ集落が抱える個別
の問題、課題は異なる。このため、復旧・
復興にあたっては、個々の地区の現状

及び将来のニーズを踏まえて、時間軸
を定め目標を明確化した計画（達成目
標を定めた計画）とすることが必要であ
る。
また、それを着実に実現するためには、
初期の段階から、行政だけでなく、地
域住民、漁業者等が一体となって、話
し合いを深め、作り上げていくことが重
要である。

2漁村コミュニティの確保
「優れたプランであっても、そこにあ
る共同体や暮らしのかたちを壊しては
元も子もない」（河北新報コラム2011
年9月5日より）。
漁村では沿岸資源管理への取り組み、
前浜の共同作業などから、漁業者間に
は一般近隣住民以上の強い繋がりがあ
り、漁村コミュニティが形成されている。
これらのコミュニティは地域の復旧・
復興に当たって核となるべきものであ
り、復旧・復興にその再建・再生が欠
かせないものである。また、特に高齢者
にとっては、コミュニティが崩れてしま
うと、そこで生活し働く生き甲斐を失う
ことにもつながる。
これらのことから、可能な限り既存コ

ミュニティを壊さないよう、確保するこ
とに配慮するべきである。

3多様な年齢層への就労機会の配慮
漁業は魚価の低下、高齢化等で低迷

しているが、老若男女の多様な就労を
受け入れられる高齢化社会に適した環
境を有しているという見方も可能であ
る。
水産業の復旧に際しては、スピードを

重視する観点から、漁業の継続のため、
これまで漁業をしていた高齢者をはじめ
希望者がいつでも漁業を再開できるよ
うな環境づくり、体制づくり、支援策に

2-2
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配慮するべきである。また、これら漁業
地域を「生涯現役社会」の先進的モデ
ルとして考えていくことが重要である。
一方、復興に際しては、中長期的観
点から、若者が参入できる仕組みの導
入などの後継者対策を始めとする水産
振興の観点が重要である。

復興プロセスを通じた地域
力の向上、他産業との連携

⑴基本的な考え方
復旧・復興にあたっては、そのプロセ

スが重要である。より多くの人々、様々
な分野の人々に復興プロセスに参画し
てもらうべきであり、また、地域におけ
る話し合いを通じて合意形成を図りな
がら進めるべきである。
また、水産業の復旧・復興の過程に
おいては、当面の漁業の再開に必要な
漁船や漁具の確保に要する初期投資の
軽減等のために生まれた共同化、協業
化の取り組みを一時的なものに終わら
せることなく、将来の新しい漁業に発展
させることができる様大事に育てること
が重要である。
さらに、地域の復興にあたっては、関
連産業、観光、交流、福祉等の分野の人々
との連携を促進し、水産業の６次産業
化を図り、地域力を向上させるという視
点が重要であるとともに、災害に強いエ
ネルギーシステムなどの先導的な取り
組みについても一体的に進めることが
重要である。
加えて、今般の津波により浸水し、
今後、未利用となることが懸念される
低地等の土地利用については、地域力
の向上等のため、有効利用を図ること
が重要である

⑵具体的な提案
1地域の協議会の設置
復旧・復興に当たっては、行政、民

間企業、住民、漁業者等が同じ輪の中
で議論し話し合う場を持つことが必要
である。
また、復旧・復興にあたり、有効に
機能した地域復興協議会などの取り組
みを持続させ、今後の広域的な水産業
の振興へつなげることが有効である。
この際、例えば、漁村地域毎に様々
な主体が参画してビジョンを作成して
いる北海道マリンビジョン等の計画も
参考にすべきである。

2広域ネットワークの構築
漁業地域は、直販、食・自然・文化
体験など都市漁村交流や漁業資材や域
外からの購入などを通じた絆等により
地域外の個人、法人とのネットワークを
構築しているが、これが今回の被災に
おいて、速やかな地域の復旧・復興に
大きく寄与している。
このため、平素から広域ネットワーク
の構築に努めるとともに、被災時に明
らかになった絆をより強固な共生・活性
化のためのネットワークとして継承、発
展させていくことが必要である。
また、NPO等の多様な主体の参画も、
地域の力となる。このため、外部からの
応援団的な存在の参画も望ましい。

3水産業の共同化や協業化
水産業の復旧・復興に向けて、初期

投資軽減のため、漁協が主体となり、
段階的に、共同化、協業化の取り組み
が行われようとしている。
協業化にあたっては、漁業者の協業
化に対するメリット・デメリットの理解
が不十分であると考えられることから、
漁業者の話し合いの場を設けるととも

に、協業化ついて適切に助言すること
のできる経営に詳しいアドバイザーの
参画が必要である。
また、協業化や共同経営体による養
殖業など、メリットを見出せる漁業にお
いては将来これを核とした新たな水産
振興システムの構築へつなげていくこ
とが重要である。例えば、サロマ湖に
おいては、漁業の継続のため、徹底的
な資源管理と合わせて、定年制を設け、
世代交代を図る等のシステマティック
な漁業経営を行っており、これにより、
安定的な漁業が継続されている。
さらに、協業化がなされたとしても、
漁業者は、協業化によって得られた漁
船や機械設備等に対するその後のラン
ニングコストを支払い続けなければなら
ない。このため、コスト意識をもったプ
ランニングが必要である。

4沿岸海域の資源の維持
浅海域の藻場・干潟等を始めとした

漁場について、今般の地震・津波によ
る瓦礫をはじめ、泥や砂の堆積によっ
て、効用が十分に発揮されていない状
況にないか、これらについて早期に調査
把握することが必要である。また、効用
が発揮されていない場合、それらの効
用を維持・復旧させるための対策の検
討が必要である。

56次産業化等の推進
復興計画においては、夢のもてる計

画とすることが必要であると考えるが、
特に、地域力の向上を図るため、固有
の地域資源を有効利用するとともに、
観光との連携、高付加価値化、6次産業
化等の推進を図ることが必要である。
また、漁業地域の特性によって形成

された地域独自の景観、風景等の地域
資源は我が国の貴重な財産であること
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から、復旧・復興に際してはこれらの価
値の保全・復元に配慮することが望ま
しい。
このような方針や配慮のもと、６次産
業化等を推進することが必要である。

6低地等の土地利用
今般の津波により浸水し、今後、未

利用となることが懸念される低地等に
ついての土地利用の方策が課題となっ
ている。
このため、例えば、水産業の観点か

らは低地へ冷蔵庫、加工場等を整備す
る際の土地・建物の嵩上げ費用の助成
措置の創設が望まれる。
また、地域の6次産業化、観光・交流
の促進、次世代に被災を伝えていく場
等として有効利用を図り、地域の再生に
つなげることも重要であり、具体的には、
水産物販売施設、体験交流の場、津波
メモリアルパーク、などの利用が考えら
れる。

7災害に強いエネルギーシステムの
　構築
東日本大震災を契機として、電源を
集中化したことで、今回のように一度災
害が起きると末端への供給全てに障害
が発生するという事態が生じた。電力
の断絶は、生活や産業の復旧・復興の
大きな妨げとなる。特に、水産業では、
BCPの観点から、水、氷に加えて電気
はなくてはならない最低限必要の要素
とされており、漁業は再開できても、冷
蔵庫、加工場等の機能が麻痺し、水産
物流通機能が確保できない状況が多数
見受けられた。
このように、漁業地域においても、生
活だけでなく水産業の観点からも災害
に強いエネルギーシステムの構築が求
められており、自立分散型で災害に強い

再生可能エネルギーの導入を始め、漁
船やフォークリフトの電化や冷凍機、製
氷機の高効率設備の導入などによる漁
業地域の省エネ・省コストに取り組むこ
とが重要である。
 

スピード感をもった復旧

⑴基本的な考え方
復旧の過程と復興の過程は明確に分

けて考えるべきである。復旧にはスピー
ドが重要であり、被災者が最も望んで
いるのもスピード感のある復旧である。
復興を「単なる復旧」に終わらせないた
め、「あるべき復興」の姿を延々と議論
し続けた結果、本来被災者に最も必要
とされている復旧が遅れる様なことが
あってはならない。復旧の遅れは、被災
地の経済活動の復旧の遅れを招き、人
口や企業の流出を促進する。立派な復
興計画に従って新しい街づくりはできた
が、住む人がいない、ということのない
ように心しなければならない。特に三陸
の主要産業である水産業は季節性のあ
る産業であることを深く認識することが
必要である。
災害の復旧・復興は自助が基本であ

るが、今回のような大規模災害の場合、
国や地方公共団体による大規模な支援
がなければ立ち直れないだろう。国や
地方公共団体は、できるだけ早く支援
の枠組みを提示することが必要である。
支援の枠組みの提示の遅れは、そのま
ま復旧の遅れにつながる。

⑵具体的な提案
1主要漁港毎の関係機関による
　協議の場の設置
漁港により被災状況、関連する水産
業等が異なることから、主要漁港には、

漁港復興計画の策定とその進行管理を
するため、国、地方公共団体（県や市
町村）、漁業者、関係企業の代表等から
構成される協議の場を早期に設置する
ことが望ましい。

2情報の共有化
今般の被災にあたり、地域によって

は、養殖施設(漁具等)の準備は進んでい
るものの、漁港施設用地が冠水したた
め、資材置き場が使用できない状況等
がみられる。また、漁業者自らが土嚢を
積んだり、暫定的な用地を確保するな
どの対応をしている地域もある。
このため、現場の情報や課題をいち
早くキャッチし、逐次、行政と現場の漁
業者等が情報を共有するとともに、早
期の復旧にそれらの声を反映させること
が必要である。

3施設復旧の優先順位
被災地域の水産業の早期の再開にお

いて、市場を有するといった生産・流
通の拠点となる漁港を早期に復旧する
ことは非常に重要であることは十分理
解できるところである。
しかし、拠点以外の小規模な漁港で
あっても、漁業活動再開の準備が整っ
ているところから、泊地や航路、漁船が
発着できる岸壁や物揚場等の漁業活動
再開に必要な漁港施設について、優先
的に応急復旧をはじめ早期復旧を行う
べきであり、漁港の規模、漁業者の多寡、
市場の有無等を理由に漁港の復旧を遅
らせることはあってはならない。
また、離島部等では、水や電気さえ

も復旧していない地域があり、これら取
り残された地域で、漁業の再開に向け
た最低限の環境整備を早期に行うこと
が必要である。
さらに、漁業地域では、生業と生活

2-4
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を一体的に復旧する観点から、漁村を
復旧する事業と漁港施設等の復旧をす
る事業の横断的な連携を取りつつ、一
体的な復旧として推進する視点が重要
である。

4市町村が管理する漁港海岸施設への
　国の支援
海岸管理者は基本的に都道府県知事

であるが、漁港区域においては、漁港
管理者の長が市町村長であれば、市町
村がその区域の海岸施設を整備・管理
することとなっている。
しかし、津波対策については市町村
管理の漁港において海岸保全施設の整
備が遅れている実態が見受けられ、ナ
ショナルミニマムの確保の観点からも
重要な課題であると言える。
また、防潮堤はまちづくりを行う上で
生命線となる基本的な施設である。
このため、早期の復旧・復興を図る
ためにも、市町村が管理する防潮堤等
の津波を対象とする施設の整備に対し
ては、国土保全及び国民の生命・財産
を守る観点から、例えば、特別な財政
支援、国による直轄工事、代行制度など、
特別な支援体制を構築することが望ま
れる。

5瓦礫の処理のための取り決め等　
早期の漁業活動の再開のためには、

漁港や漁場の瓦礫処理が不可欠である。
円滑な瓦礫処理のためには、行政、
民間企業、漁業者等による瓦礫対策協
議会等の設置が望まれるところである。
また、港内の瓦礫を早急に処理し、
早期の漁業活動につなげていくために、
事前の災害協定締結などの取り組みが
必要と考える。

さらに、瓦礫の有効利用として、例
えば岩手県のある地域の瓦礫の増殖機
能としての利用に見られるように、漁港
や漁場の整備への利用も促進すること
が必要である。
一方、現在、特に海中の瓦礫につい

ては、その一部で調査されているもの
の、その全容、実態は必ずしも十分に
把握されていないのではないか。このた
め、漁港だけでなく、漁場の瓦礫の把握、
処理を進める必要がある。

３・復旧・復興の手順等

⑴復旧、復興のスケジュール
漁業は季節性のある産業であり、養
殖時期、操業期間、陸揚時期等の時期
的な制約や期間の制約等を有するため、
適切な復旧時期をひとたび逃すと、漁
業者の漁業継続の意欲をそぐことにつ
ながる。また、他の漁港に陸揚げが逃
げてしまう。これによって、漁業の再開
や漁業地域の復興において、取り返し
がつかない事態が生じる恐れがある。
このため、暫定的な漁業の復旧スケ
ジュールについては、本格的な復興を
明確に区別し、漁業の季節性等に十分
配慮しつつ早急に策定すべきである。
一方、本格的な復興にあたっては、
早期の復旧の対応を行いつつ、それと
平行して考えるべきものであり、新しく
地域を再生するため、現状認識及び将
来像を関係者でしっかり議論した上で、
中長期的な見通しや目標をもって、対
応するべきである。
また、復旧・復興に当たっては、今
後の復興計画やまちづくりの基本とな
る防潮堤について、その高さや位置等

について、早期に整備の方針を出すこ
とが重要である。

⑵合意形成のためのプロセス
1水産業の再生と集落の再生の両輪
漁業地域の復興に向けた計画策定に

あたっては、「水産業の再建方策」と「集
落再建方策」を車の両輪として、考え
ていくことが重要であり、産業・集落の
再建に対する現況把握、ビジョンの立
案、実施計画の作成及び個別事業計画
（どのような事業を活用するか）の作成
といった内容の検討が必要である。
そして、その水産業・集落の再建と

ともに、付随する
●他産業との連携
●観光の再建
●地域コミュニティの再生
●福祉の再建
等をあわせて整理検討することが必
要である。

2住民本位の計画
復興計画の策定にあたっては、住民

や漁業者への計画案の提示、対話を図
るためのワークショップの開催、専門委
員会の開催など、できるだけ幅広く繰り
返し、意見交換を行い、行政サイドの
一方的な計画ではなく、個別地域の実
情、住民や漁業者の意向を最大限踏ま
えて、住民本位の計画とすることが重
要である。
また、その際、行政、民間企業、住民、
漁業者等が同じ輪の中で、議論し、話
し合うことができる場をもつことが大切
である。できれば、個々の漁業地域毎に、
次世代を牽引していくべき若者が主体
的、中心的役割を果たしながら、進め
ていくことが望ましい。

特集02
漁業地域の復旧・復興に向けて
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【参考】漁業地域の復旧・復興に向けた各委員からの提案

【漁業インフラの原状復帰は最低条件】
多様な就労希望を持つ老若男女（特に高齢者）がこれまで
以上に効率的かつ安全に漁業を営めるような漁業インフラの整
備、職場と居住地の配慮が必要である。
早期に漁業に復帰できる環境を整えることは、震災で途絶し

た収入を補填し、喪失した資産を再形成する機会を保証するこ
とにつながるため、スピード感を持った復旧・復興が必要である。
なお、原状復帰を希望する漁業者にとってはその希望が叶え

られることが最低条件であると思われる。

水産業

1総合力（漁場施設、漁港施設、海岸、漁村、その他公共施設）
の全体で津波を防ぐような施設配置及び計画を制度化する。
2生産と生活を基本にした防災計画とする。
3海岸事業における画一的な縦割り排除し、各漁村の生産様式
に対応した海岸事業と漁港施設を組み合わせる。
4復旧復興を行う漁村の類型化の中で類型分類法を一視点から
の分類でなく住民や復旧復興手法がきめ細かく適応できるよ
う多軸分類を行う。（水産都市型、大漁村型、小漁村型）、（被
害大中小分類）（高、中、低地）（主たる漁業による分類）
5漁村復旧事業に住民の意見が幅広く取り入れることが出来て、
メニューに特認事業などがある漁港集落環境整備事業を中心
にし、他の事業を組み合わせて行う。
6漁港、海岸施設の設計手法を改訂する。
710分以内に1000年レベルの津波に対応した避難できるビ
ル・高台を義務化する。そのために漁港、漁村及び海岸事業
に施設を導入する。兼用工作物の場合はその部分を補助対象
とする。
8復旧復興において3次元的（地形及び高低要素）に提案する
とともに、財源の手当ての面から4次元的（地形及び高低要
素に加え時間的な要素）な提案を行う。

1復興に向けて段階的協業化（協業化の段階分析を行う）を行
い。協業化に資する新規の必要な漁港施設を取り入れる。
2漁業生産及び経営にITを導入し、新しい漁業を行う。(例：オー
ナー制養殖業・定置網業、契約栽培、ITを利用した販売)

長野 章 

山下 東子 

公立はこだて未来大学　名誉教授

明海大学経済学部 教授

水産基盤

水産業

3定置網漁業お
よび養殖業を
組合営にし、
新規参入を促
進するととも
に定年制を導
入する。また、
定年漁業者の
活動のための磯根漁場（瓦礫処理）を造成する。

1漁港漁村ごとに瓦礫処理連絡協議会を設置し、国、県、市町村、
漁組、住民団体および地域の建設業者を構成員とする。

2査定、応急工事、復旧工事を透明化し、公示する制度とする。
3査定提案計画および工法及び査定後のものを透明化する。

1市町村単位で「地域復興ビジョン協議会」、岩手県、宮城県、
福島県で漁港漁村復興ビジョン推進協議会を作る。全国版で
漁村復興ビジョン協議会を作り、これから10年くらいPDCA
を行う。

1サロマの例を見ても次の要素が後継者対策、高所得の要因で
ある。したがって息長く協業体共同経営体を行うべく提案し
ていく

瓦　礫

地域の自主性、地域力の向上

後継者対策

【協業化終了後の姿の模索】
漁船や漁具の絶対的不足を背景に、漁協単位で漁船・漁具を

調達し、漁業者がグループ化して協業する取り組みが進んでい
る。
これまで単独あるいは家族経営を行ってきた自営漁業者に
とって共同での漁業運営は困難も多くある反面、軌道に乗れば
6次産業化など規模の経済・範囲の経済による利益がもたらさ
れる期待もある。
個々の経営者が従来どおり漁船・漁具を所有できる見込みが

水産経済
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つく頃までに、協業化の一部または全部を残すか解散するかの
方向性を定める必要がある。方向性が固まるまでに数年を要す
るであろうが、先行して復旧される漁業インフラはそのいずれ
の形態にも柔軟に対応できるようデザインされるべきである。

【廃業予定者層の分析】
宮城県漁協が震災直後の4月末までに実施したアンケート調
査によると、漁業を廃業する予定の者が28.5％にも上った。し
かし今後の漁村・漁業インフラ構築にあたって「漁業者 3割減」
を前提にすべきではないだろう。震災直後の絶望的状況では過
剰反応が起こりがちだからである。
ガレキ処理が進み漁業インフラの復旧が進むとともに、漁業
継続意思が戻って来ている。廃業動機として、他に就労機会の
ある青壮年層が前向きに転職、あるいはやむを得ず廃業するの

か、新規投資をためらう高齢者層がやむを得ず引退するのかを
把握しておくべきである。
復興のスピードも廃業に影響を及ぼす。

【高齢漁業者の処遇について】
65才以上の就労者が岩手で37％、宮城で32％を占め、貝類・
海藻類養殖が沿岸漁業の主要漁業種類である両県漁業の特徴に
鑑み、高齢者が引き続き漁業を営める環境を復旧すべきである。
自らの意思でいつまでも就労を継続し収入を得ることのでき
る漁業は、国の目指す「生涯現役社会」の先進的モデルである
と受け止め、震災によってこの良きモデルが消滅することのな
いように、住み慣れた漁村に暮らして働き続けられるように処
遇されることが必要である。

担い手
高齢者

宮田 勉 水産総合研究センター中央水産研究所 主幹研究員

ガレキ処理の事業は、漁家の仕事と所得を生み、漁業生産者
の流出抑制に大きな役割を果たしている。また、岩手県や宮城
県は無給餌養殖業を営む経営体が圧倒的に多いことから、7月
の共同作業によるワカメ採苗は多くの漁業生産者にとって漁業
復興の第一歩となり、この成功に多くの漁業生産者が胸を撫で
下ろしていた。このように、漁業生産者が、生活するための所
得を得ることができ、また漁業の復興に向かってステップアッ
プしていることが実感できる政策が今後も重要である。さらに、
各ステップについて、その概要、予算や時期などを明確にした
計画を漁業関係者に提示することが必要である。

メーカーの供給能力不足から、漁船、艤装、養殖施設、漁具
などが著しく不足しているため、漁業継続を希望する全ての生
産者が漁業を再開するためには協業化が必須となる。また、津
波によって奪われた労働手段等を被災した漁家が一度に再取得
することは困難であり、さらに公的資金を個人に投下できない
ため（激甚災害法など特例は除く）、迅速な復興には協業化が
必要不可欠となる。
しかし、漁家はこれまで長きにわたり個人経営を続けてきた。
個人の経営判断、個人の操業方法、個人による品質へのこだわ

りなどがあり、複数の漁家を束ねて協業化することは非常に困
難である。協業化には共同利用、共同作業、共同利用＋共同作業、
協業経営など幅広い概念があるが、後者になればなるほど協業
化は困難となる。
これを解決するためには、協議の場を増やして各問題につい
て議論するしかない。ガレキ処理作業、養殖資材づくり等、現
場では共同で作業する時間も被災前より長いので、話し合う機
会は増加している。問題は協業化について話し合う機会と集会
場が少ないので、これらをつくる必要がある。

協業化のプランニングで生じる関係者の疑問や問題に対して
アドバイスを行うために、当該漁業や経営に詳しいアドバイザー
が必要であり、協業経営体数が多いほどアドバイザーの人数も
多くする必要がある。また、準備期間が非常に短い状況から協
業化がスタートするため、協業体には種々の問題が続出するこ
とが予想されるので、プラン実施中においてもアドバイザーは
支援する必要がある。

協業化の諸問題がクリアーにされ、協業化が実現されれば、
補助金などが投下され、労働手段は比較的低額で利用できるよ

～迅速な漁業再開とそのツールとしての協業化の成功に向けて～

漁家所得と復興ステップ

協業化の難しさと協議の場の必要性

協業化支援アドバイザーの必要性

ランニングコストや所得の確保対策

特集02
【参考】漁業地域の復旧・復興に向けた各委員からの提案
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【漁港・漁村の防災を施設の副次的目的に追加】
漁港漁場整備法に基づき推進される漁港漁場整備事業は、第

一義的に水産業の健全な発展及びこれによる水産物の供給の安
定を図ることであり、この目的を達成するため、各種施設が整備・
管理されてきた。
一方、漁村の防災については、海岸法に基づく海岸保全事業

や予算制度上の漁村の整備が推進されてきている。今般の震災
では、①防波堤が津波を軽減する一定の効果が指摘されている
こと。②荷捌き所の屋上を避難場所として多くの人命が救われ
たこと。③産業振興との関係で漁港背後の防潮堤築造が遅延し
ている地域が存在したことなどが判明している。
これらは、事業間連携などにより推進していくことも可能で
ある、漁港施設に防災機能を積極的に導入することにより、よ
り効果的な整備が推進されると考える。漁港施設の副次的な目
的として、防災機能を位置づけることを提案したい。
（具体的提案）
漁港施設に防災機能を付加した具体的施設として、例えば防
災機能を具備した荷捌き施設を提案したい。建屋は、想定津波
高以上確保するとともに背後への津波の影響を軽減するよう発
災時には堤構造として機能し、漁村側と沖側への情報発信源と
して機能するものである。

【システムの継続を可能とするBCP】
今般の震災により事業継続計画の重要性が再認識された。同

時に想定災害に基づく計画の脆弱性も露呈した。また、各漁港
で復興に向けて確実に前進しているが、そのスピードに差が生
じていることが認識されている。
水産業は、漁獲から流通まで正にシステムとして成立してい

ることから、被災後に例えば加工場の単独事業主体が復旧して
もシステムが機能しない。一般的なBCPは個別事業主体ごとに
計画を立案することが前提であったが、今般の震災のように全
体が被災することを想定して、システムが機能する最小単位の
系でBCPを立案する必要性が認識されたところである。
某漁港にて製氷工場1社が機能したことにより、市場再開が
早期に実現した事例もあり、水産システムを機能させるクリティ
カルパスを想定して、BCPを構築することが肝要と考える。
（具体的提案）
水産システムを機能させる系とは、地方公共団体に存する水

産関係主要団体である。水産業が基幹産業である地方公共団体
では、これら団体の早期復興が地域全体の復興の鍵になる。
よって、BCPの立案及びその実施にあたって必要となる措置

について、公的主体が助成する制度の創設を提案する。

水産基盤施設 BCP

うになろう。しかし、ランニングコストや漁家所得は補助対象
にならず、融資を受けて漁業を再開せざるを得ない。複数年間
出荷ができないカキ養殖業、ホヤ養殖業、ホタテガイ養殖業の
場合は、数年間、無収入のうえランニングコストを支払い続け
ることとなる。さらに、津波や地盤沈下等の影響で漁場環境が
変化し、これまでのような漁業ができないかもしれないリスク
がある。これらのような状況を緩和するために「もうかる漁業
創設支援事業」のように所得がある程度保障されるような政策

が必要である。
ただし、このように種々の公的資金が被災漁村に注入される

ことになるが、復興においては、過剰投資によって、漁協や漁
家のランニングコスト/生産産金額の比率が高まらないよう注
意する必要がある。また、自治体事業のベネフィット/ランニン
グコストも意識する必要がある。すなわち、コスト意識を持っ
た復興プランが重要である。

浅川 典敬

藤間 功司

水産総合研究センター中央水産研究所 主幹研究員

防衛大学校システム工学群 教授

【将来の被害を少なく抑えるために投資を】
あまりに莫大な被害を被ると、復旧・復興が困難であることは、
今回の震災が証明している。もちろん人命優先だが、復興計画
の策定にあたっては、可能な限り財産を失わないような工夫を

すべきである。それは将来の被害を少なくするための投資であ
ると位置づけられる。
【高台を基本にした住宅ゾーン】
在来型の木造住宅は津波に対して脆弱であり、破壊されると

大量の瓦礫となって救出・捜索活動の妨げにもなる。少なくと

住居・水産施設の配置
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特集02
【参考】漁業地域の復旧・復興に向けた各委員からの提案

後藤 春彦 早稲田大学理工学術院 教授

も木造住宅は高台に建設すべきである。
低地に住む場合は、そこが津波や水害の被害を受けやすいこ

とを理解し、RC造の集合住宅やピロティ形式にするなどの工夫
が必要である。
【堤外の水産施設】
堤外地は、魚市場などの水産施設として利用されるだろう。

計画に際しては、波力に耐えられる構造、電気施設の上層部へ
の設置などが考慮されるべきである。反対に、極端に簡易なも
のにしてしまい、再建費用を低く抑えることも考えられる。ま
た大きな魚市場なら、津波避難ビルの機能を併せ持つことが望
ましい。
【堤内の水産施設】
水産加工場、製氷工場等は堤内地に配置するのがよい。ただ

し、堤防を越流してくる大きな津波を考慮し、堤防のすぐ後ろ
はバッファー領域として空けておくのがよい。被害を抑える工
夫をした工場、津波一時避難ビルの指定を受けている工場、ま
たBCPに基づき設備の嵩上げや火災対策、避難訓練などを定期
的に行う工場等は、自身が被災しないことにより結果的に背後

地を守るので、優遇措置を設けて積極的に誘致するべきである。
ただし、リスク分散のため、工場の一部は高台・内陸に設置

することが望ましい。

【船舶】
係留の強化が必要である。また、流出すると陸上の構造物を
破壊する危険性が大きいので、係留ロープが切断した場合でも
船舶を港内に留めておくような構造物を開発すべきである。
【養殖施設】
養殖施設は中小規模の津波でもしばしば流出し、被害を受け

ている。それは、通常の高波と津波とで、養殖施設に係る力が
あまりにも異なり（船舶の係留ロープは高波でも大きな力を受
ける）、経験に基づいた係留方法では津波に対処できないからで
ある。
したがって、養殖施設に関しては、係留アンカーが満たすべ
き要件や対策、被害補償などのスキームを定めておく方が良い
と思われる。

漂流物対策

今回の東日本大震災は、戦後の日本の社会システムの行き詰
まりを象徴するような時代を画する節目となる出来事と言って
よい。もちろんその兆候は20世紀末からはじまり、2005年
にはわが国の総人口が減少に転じたこともひとつのアラームで
あったかもしれない。特に、国家というセーフティネットに極
度に依存した社会システムが音をたてて崩れていくさまを今回
の被災と原発事故の風景が可視化した。

このレポートの対象とする「漁村地域」も戦後60余年で大
きく変貌を遂げた。戦前の漁村集落の形態は入江や浜などの自
然地形の特徴を最大限に活かしたものであった。
しかし、戦後、漁村集落をとりまく環境は劇的な変化を受ける。
食料増産の役割を担うべく、水産庁の発足（昭和23年）、漁業
法の制定（昭和24年）、漁港法の制定（昭和25年）を経て、戦
後60余年かけて、沿岸・沖合・遠洋へと拡大する水産業を支
える基地として、近代的な漁港を内部に抱え込んだ形態として
整備された。地井昭夫は、戦後の漁港整備事業により漁港と漁
村が一体化した形態を【漁港村】と呼んだ。
漁村人口の流出と漁業就業者の減少が進んだのちも、漁船の

規模と隻数に応じて漁港建設は継続し、防波堤は延伸し、港は
拡大する。そして、国際漁業規制等の社会情勢の変化を受けて、
水産資源の維持・培養をめざした沿岸漁場整備がはじまる。さ
らに、漁港背後集落の生活環境改善（集落道路、水産飲雑用水、
集落排水処理施設、緑地広場、防災・安全施設ほか）がすすめ
られる。
戦前まで、自然の入江や浜に隣接していた漁村集落は、戦後

60余年かけて、沿岸・沖合・遠洋へと拡大する水産業を支える
基地として、近代的な漁港を内部に抱え込んだ【漁港村】とし
て整備されたのである。
総じて、わが国の依存型社会の背景には巨額の公共投資があ

り、そこには真の住民自治が育ちにくい構造的な環境がある。
今回の東日本大震災の津波被害は、漁村集落の変容のあらたな
段階、すなわち、ポスト＜漁港村＞としての将来像を描くこと
をわれわれに課している。

生業の場と生活の場を一体のものとした【漁港村】の整備は、
アクセルを踏み込みながら坂道を上る感覚に近かったが、今後
の縮減社会における様々なシステムの転換を背景に、エンジン
ブレーキをかけながら緩やかに坂道を下る感覚が求められると

はじめに

ポスト＜漁港村＞としての将来像

「人間」を介した生業の場と生活の場の相互補完
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ころへ、東北の太平洋岸に大きな津波が襲いかかり、漁港を破
壊し、村を海の藻くずのように飲み込んだ。
この復興にあたり、漁港を再生し、村を再生し、両者一体的
な【漁港村】を再生するのが正しい筋書きなのだろうか。
あるいは、防災の観点にたてば、津波から生命財産を守るた

めに、高台移転、地盤嵩上げ、土地利用規制、津波対策構造物
などの物理的方策がとられることになろうが、そのどれもが生
業の場と生活の場を分断する方向にすすむことが想定される。
【漁港村】の見直しがはじまり、【漁港】と【漁村】を別個のも
のとするのだろうか。
私の考えでは、【漁港】と【漁村】、あるいは、生業の場と生

活の場を相互に補完する関係をデザインすることが解決策であ
り、ポスト【漁港村】を描くためのヒントである。
具体的にいうならば、仮に空間的に【漁港】と【漁村】に距
離の隔てが生じたとしても、両者を介する要素は何かと言えば、
それは「人間」でしかない。漁業者であり、住民であり、生活
者こそが【漁港】と【漁村】を媒介する。
戦後の漁港整備をはじめとするハードな公共事業を今後もつ

づけるのではなく、「人間」へ投資することにより、依存型社会
を自立したものへと転換していくことが、真の復興ではないか。
「人間」への投資としてのソフト事業は、新しい仕事づくりの
インキュベーションなどがイメージされる。

今後の漁村研究は、【漁港】【漁場】【漁村】の3空間の「一体
性に配慮する」というよりも、それに加えて、ダイナミックに3
空間を往来する【人間（漁民）】に着目することにより、3空間
の相互補完の関係を再構築するべきではないだろうか。
実は、私の専門分野の都市計画・地域計画の最先端の議論で

も、都市や地域を物理的空間としてではなく、社会的空間とし
て取り扱う傾向がより顕著になってきている。物理的空間と社
会的空間は全く次元が異なるように思われるかもしれないが、
その両者を橋渡しするのが「人間」という要素で、そこに着目
した計画論がいくつも報告されている。
漁民のガバナンスや自治などをエンカレッジしていくことが、
持続可能な【漁港】【漁場】【漁村】の発展への筋道である。

宮崎 隆昌  日本大学生産工学部 教授

1被災地の瓦礫種別の処理・集積・物流の地域拠点を設ける。
①木材類の廃材処理。
②コンクリートガラのリサイクル。
③鉄・金属の収集と再生。
④ガラス・陶磁器類の分別(ビン・板ガラス・その他)
⑤混ガラ(分別不能)の集積と処理
⑥生ゴミ・紙等は焼却場へ移送し、焼却処理と焼却灰を埋設。

2被災住宅・建物・施設・構造物・破損船舶の解体・処理し上
記種別に分別する。
●現在現存する破損家屋・建屋は早急に解体し、宅地・市街
地の整地・造成を公的資金で行う。

●海岸沿いの沈下した地面は公的資金で購入して盛土・イン
フラ整備を早急にすすめる。復旧がすんだら旧地権者に購
入時の価格で戻す。持約をつける。

1旧村の単位でのまとまりを再検討して漁港の再編・中心市街
地の集積を進める。
（旧村は徒歩で往来できる広がりで人的にも歴史的にも物的
領域として適当である。）

（明治時代までの旧村は人々や家の結び付き、つながりが続
いている。（壇家寺・神社・公民館・学校区・水利権等））
2本村を集約的に形成し、高度な安全性・利便性・保健性を確
立して地域中心としての快適性・持続性・定住性を醸成する。
3近年市町村の合併・統合、広域生活圏・行政権が意図されて
いるが日常生活で連続でコンパクトな高集積ができる旧村が
再編の基礎単位として拠点性を高め自治権をもたせる。

1今までの状態に後することを目標にしない。新しいコンセプ
トを企てる。
2明治29年の災害復興計画の検討・検証を行いガイドラインと
し参考にする。
3百数十年前の技術で立案された居住地高所移転は日常生活の
利便性の上で様々な問題が生じている。
4これらの問題を新しい技術と都市的な空間形成で補綴する。
電動カート、動く歩道、屋外エスカレーター、エレベーター、
etc
5上下水道の完備、都市的整備、街並み形成、各居住が街路に
面するように自動車社会を想定した土地利用を考える。

むすび

瓦礫等

災害復興計画の基本概念

住宅地・市街地の復旧と集住計画の方針
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特集03 被災地 “発”
～震災から6ヶ月 今、思うこと～

東日本大震災により、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された方々に心よりお見舞い申し上げ

ます。そして、私ども(財)漁港漁場漁村技術研究所では、東日本大震災からの復興に向けて被害を受けられた方々、地域が、

一日も早く明るい生活が取り戻せるよう復旧・復興への協力を行っていきたいと考えております。さて、被災地では、3.11東

日本大震災より、“時” すでに6ヶ月以上が経過しました。復旧が見えず、また、復興への兆しが感じられないなど、将来への

不安を抱えながら、厳しい生活を強いられていることと思います。このようなときこそ、被災者の方々の思いを尊重した復興

計画が示されるべきであると考えます。そこで、ここでは、被災地の様々な立場の人々から、～震災から6ヶ月 今、思うこと

～として寄稿していただき、または、聞き書きしました。様々な方々の思いを感じてください。

宮城県気仙沼市は全国でも有数の災
害対策の先進的自治体です。東日本大
震災以前から防災訓練やワークショッ
プ、沿岸漁業者の海上避難訓練等を実
施し、東北大学の今村文彦教授（漁港
漁村研報第29号に掲載）の協力を頂き
ながら詳細な防災マップを作成し市内
全戸に配布するなど、今後30年の発生
確率が99％と予想された宮城県沖地震
や沖連動型地震等に備えて様々な備え
をしてきました（漁港漁村研報第29号
に掲載）。その担当が佐藤健一課長率い
る危機管理課の皆さんです。
佐藤課長と当研究所の付き合いは20
数年前に遡ります。佐藤課長は危機管
理課長に就任する前は長年漁港を担当
していました。水産・漁港・漁村が分
かる防災担当者として全国にも例を見
ない存在です。そのため水産庁委託事
業の「災害に強い漁業地域づくりガイ
ドライン（平成18年3月）」や「漁業地
域の減災計画策定マニュアル ～みんな
でつくる減災計画～（平成22年3月）」
の委員にも就任して頂き、地震・津波
災害から漁村・住民を守るために腹を
割った話し合いを続けてきました。

無力感から、これからの一歩へ！
そして全国の皆さんに伝えたい！

●宮城県気仙沼市危機管理課の皆さん

震災直後に佐藤課長の安否が気がか
りになりましたが、危機管理課の責任
者として慌しく動き回っていると思い
遠慮していました。そして震災後2週間
ほど経った夜中に私の携帯が鳴りまし
た。それは佐藤課長からの電話でした。
二人とも涙声になりながら悲惨な災害
への無念さを語り合いながらも、佐藤
課長の無事を確認することができまし
た。佐藤課長と再開できたのは震災後
1ヶ月を過ぎた頃でした。危機管理課を
訪ね佐藤課長の姿を見て、お互いに涙
を流しながら抱き合いました。その後、
私は三陸地域へ行く度に危機管理課を
拠点に活動させて頂いています。

気仙沼市危機管理課では市民に災
害情報を伝えるために「防災行政無
線」「エリアメール」「ツィッター」の
3種類を備えていました。当時、エリ
アメールは沿岸市町村で初の導入で
した。しかし、地震発災とともに停電
により全電源がダウンし、防災行政無
線は予備バッテリー、エリアメールと
ツィッターは携帯電話中継基地局の
バッテリーに頼らざるを得ない状況で
した。そのような中、伊東主査がバッ
テリーが切れるまでツィッターで情報
を発信し続けました。そのおかげで多
くの方々の命を救うことができました。
この様子はNHK「かぶんのブログ」（4

月15日）で「リポート・命を救った情
報ライフライン」として紹介されてい
ま す（http://www9.nhk.or.jp/kabun-
blog/200/78890.html）。
発災直後の危機管理課の役割は情報

を収集し発信することです。しかし、
全電源喪失とともに火災の状況や集落
孤立の状況など一切の情報収集ができ
ず、ツィッター以外に市民に適格な情
報を発信する手段がなかったのです。
気仙沼市危機管理課を訪れる度に課

員の方々との意識のズレを感じていま
した。何だか危機管理課の方々は被災
地の現場を見ていないのかな～…と。
最初は不思議な感じだったのですが、
話をするにつれその理由が明らかにな
りました。佐藤課長をはじめ課員の方々
は現地を見る暇もなく、昼夜を問わず
課に缶詰状態で被災者対応や災害対策
本部の掌握、外部対応に当たっていた
のです。

千葉 幸美さん
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そんな中、一人の若い女性が屈託の
ない笑顔で仕事に励んでいました。話
しをすると、津波で自宅が流され市役
所に泊り込んでいるとの事。夜になる
と「行って来ま～す！」と元気な声を
掛けて自衛隊のお風呂に行く姿が印象
的でした。自宅が被害を受けたにもか
かわらず、今は危機管理課の業務に従
事する傍ら集落の復興に向けてワーク
ショップに参加しています。私は彼女
のことを「危機管理課のマドンナ」と
呼んでいます。

佐藤健一 課長：「震災直後は、これま
で災害対策に取り組んできたことへの
無力感でいっぱいでした。自然の猛威
の中での無力感を感じながらも、もっ
と何かできる事はなかったのか…。そ
して半年。改めて住民に伝えなければ
なりません。二度と起こしてはならな
いという事を。東海・東南海・南海地
震をはじめ地震･津波災害は全国で起き
るもの。全国の皆さんに今回の課題を
伝えたい。「切迫感」を持って「我が事」
として、すぐに対応できるように意識
を醸成し今すぐに備えて頂きたい。」
千葉保司 補佐：「この半年間は職場に
こもり課内の仕事に追われっ放しでし
た。これから現実を現実として理解せ
ざるを得ません。」

村上学 主幹：「悪い夢だったらと何度
も思いました。でもこれが現実でした。
被災地を見るたびに震災以前の姿との
違いを痛感します。」
伊東秋広 主査：「6ヶ月経った今でも、
まだまだ復旧の段階が続きます。よう
やく復興との両輪の兆しが見えてきた
ところです。それでも前進あるのみで
す。」
鈴木敦 主査：「あっという間の半年間
でした。まるで悪夢のような半年間で
した。その間、課に詰めっ放しだった
ので、被災現場もあまり見ていないし、
被災した知人とも会えていません。本
当に現実なのか、今でも理解できない
状況です。」
鈴木秀光 主査：「これまで防災教育や
要援護者対策に取り組んできました。
今までやってきた事の無力感でいっぱ
いです。震災以降、課内の業務に追わ
れてきましたが、被害状況を見るにつ
れ、これからも一層の防災教育や普及
啓発活動に取り組まなければと思って
います。」
高橋義宏 主幹：「3月11日を境に時計
が変わりました。これまではまだまだ
先が長い復旧･復興の道のりが待ってい
ます。これからが大変です。」
千葉幸美 主事：「津波で自宅が全壊し
ました。集落も壊滅状態です。震災後
3ヶ月は市役所に泊り込み、その後家族
とともに仮設住宅に入ることができま
した。まだ夢を見てるようです。しかし、
これからは明日に向けて力強く歩いて
いきます。みんな元に戻りたいけど元
には戻れないということが、時間とと
もに分かってきています。新しい目標
を掲げて新しい気仙沼市を創りたいと
思います。」

（聞き手：大塚浩二）

南三陸町の旧歌津町の半島の先に「ば
なな漁港」があります。ここは馬場地区、
中山地区、名足地区が合併した町管理
の第1種漁港です。
「地震と津波で道路が寸断してっさ、
孤立しちまってね。みんなが馬場中
山生活センターに集まって、その夜は
240人位いだがなぁー。1ヶ月たって
も200人はいだなぁ。この地区は100
世帯ぐらいあったげど、津波の被害を
のがれだの5軒ばかりだもの。生活セ
ンターの4畳さ8～10人が寝泊まりし
たてだのさ」。幸いにも生活センターは
集落の斜面の上にあり、津波の被害を
逃れた唯一の共有施設でした。しかし、
生活センターは町の指定避難場所には
なっていなかったため、自立を強いら
れていました。
「孤立してだがら物資の補給もなくて
ね、流れでだ冷蔵庫がら食料集めだり、
流れできてだ車がらガソリン集めだり
しながら、やっとご集団生活がでぎで
だんだ。そのうぢに米軍のヘリが上空
から食料降ろしてくれで、有り難がっ
たね～」。

奇跡の4ヶ月！
そしてこれが第一歩

宮城県南三陸町馬場中山生活センター
●会長　阿部 倉善さん（60歳）
　　　　　　 きくみさん（61歳）ご夫妻

阿部会長ご夫妻

気仙沼市危機管理課の皆さん
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震災後1ヶ月経った4月11日、集落
の若者が馬場中山生活センターのHP
（http://babanakayama.client.jp/）を立
ち上げ、センターの状況を毎日更新する
と、全国から多くのボランティの方々が
支援に集まりました。この時はまだ電気
も水道も寸断されたままでした。この地
区では団結力がとても強く、被災した地
元のみんなで協力して男性は力仕事・女
性は家事と分担して、毎日いろいろな作
業をしていました。
徐々に親戚や仮設住宅への入居が進
み、震災後4ヶ月経った7月に全員が仮
設住宅に入居できるまで約60人が集団
生活を送りました。この間、多くの不
平不満や我が儘が出たことは容易に想
像できます。それらの意見をなだめ、
叱咤激励し、衛生環境が悪いにもかか
わらず食中毒も発生せずに無事に乗り
切ったのです。まさに奇跡ともいえる
凄まじい4ヶ月もの集団生活と言えま
す。それを見事に統率したのが阿部会
長ご夫妻でした。
そして震災から半年。全員が仮設住
宅に入居できました。「これが第一歩だ
よ。これがら大変な生活が待ち受けで
るのさ。明日に向げでどうやって生活
していぐががね。高台だど養殖でぎな
いがらっさ。集落がバラバラになって
もだめなのっさ。海での元の生活に戻
りだいね～。子どもや孫のためにもう
一度スタートを切るよ！」阿部さんご

夫妻の口から、逞しい言葉を聞く事が
できました。

（聞き手：大塚浩二）

平成23年3月11日、あの大地震、巨
大津波により青森県の太平洋沿岸から
千葉県までの沿岸一帯は一変した。漁
港、防潮堤は破壊され、漁村集落は流
失し、岩手、宮城、福島3県だけでも死
者・行方不明者合わせて2万人以上にの
ぼる犠牲者が出るという大惨事になり
ました。
岩手県沿岸では収穫期を迎えた養殖

ワカメをはじめ、すべての養殖施設が
壊滅的な被害を被りました。NPO法人
体験村・たのはたネットワークでも人

サッパ船アドベンチャーズの
再開とともに

NPO法人 体験村・たのはたネットワーク
●理事長　道合 勇一

馬場中山生活センターの様子

気メニューの北山崎めぐりサッパ船6
隻と、漁師体験番屋をはじめ、得にも
今年から新しく加えられる予定であっ
た全国的にも珍しい薪だけによる塩づ
くり体験番屋が完成を目前にして、25
棟の番屋群とともに跡形もなく消え去
りました。
一時は我々NPOの活動すべてが復活

できないのではないかと心配しました
が、体験村・たのはたを支援して下さ
います全国の皆様から力強い励ましの
メッセージとお見舞い等をいただき、
おかげ様で7月29日に北山崎めぐり
サッパ船アドベンチャーズが運航を再
開することができました。ご支援をい
ただきました皆様に心から感謝を申し
上げます。
すべての物を失い、0からのスター

トとなりましたが、サッパ船運航を皮
きりに子どもたちに人気のあるとこと
んエコツアーや活動5年目になる頑固
漁師と子どもふれあいキャンプ、どち

▲震災後

震災前

▲

特集03
被災地 “発” ～震災から6ヶ月　今、思うこと～
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巨大津波。食べるもの、飲む水さえなく、
命を明日に繋げるためだけに全身全霊
を注ぎ、隣にいる人と支え合った極限
の日々。
そこから学んだ教訓はただ一つ。「子
どもたちが大人の生きる源、エネルギー
源」ということ。女川町では家屋の
80％以上が流失し、人口の1割以上の
人命が失われました。しかし、翌日から、
手作業で瓦礫の撤去をする人。奇跡的
に残った水産会社のトラックに加工用
のタンクを積み込み、朝から晩まで飲
料水を配っている人など。数日後には、
人力で新しい道ができました。絶望的
な状況の中でも、人は互いに励まし、
助け合うことで、生きていけることを
経験したのでした。
本町の5つの小中学校は、あの日以来

1日も学校を閉じることはありません
でした。（初めて学校を閉庁したのが8
月13日）住む家すらない子どもたちに
とって、学校は唯一の安心できる場所
だったのです。　
例年通りに新学期が始まって1週間

後、役場の方が話してくれた言葉がい
つも思い出されます。「山の上にある学

「復興への思いを描いた女川の教え子の絵が、最
後のスペースシャトルによって宇宙に打ち上げら
れ、ISS（国際宇宙ステーション）に乗せて宇宙
を巡る、というプロジェクトも実現しました。」
※絵は「女川復興絵葉書」として発売中（1セッ
ト2枚で200円）です。ご希望の方は、当研究
所；大村（e-mail:omura@jifi c.or.jp）まで。

らも現役の漁師さんたちと実際に海に
出て漁の体験や陸でのいろいろな作業
体験、夜には漁師の家族とのふれあい、
楽しい団欒のひととき、どちらも体験
村の人気メニューです。
しかし、今回の大震災により、子ど
もたちに大変な変化が現れております。
あの巨大津波に大切な家族が、同級生
が、友人が津波に飲み込まれるのを目
の当たりにし、海に対する恐怖感と拒
絶感があまりにも大きく、漁師の後継
者が少なくなることが心配されます。

多くの尊い命、ふるさとの人々の暮
しそのものを根こそぎ奪い去ったあの

校から、子どもたちの声が降ってくる。
我々大人の生きる源が降ってる。先生、
子どもたちをお願いします。私は町の
人のため、自分にできることを精一杯
やっていきます。」
豊かな海の恵みに支えられたあの浜

の暮しができるのにはまだまだ時間が
かかりそうです。しかし、私は子ども
たちにそっと寄り添いながら、愛する
海の暮しが復活する日を応援していき
たいと思います。それが私のふるさと
を取り戻し、未来に伝えるたった一つ
の方法だから。

気仙沼湾はリアス式海岸という複雑
な地形的特性を利用して海面養殖業が
盛んな地域です。唐桑半島を廻ってい
ると、物揚場背後の建物で養殖漁具に
囲まれながら作業する漁業者に「ここ
は漁具倉庫ですか？」と問いかけたの
が畠山さんとの出会いでした。その答
えは「こごおらいだよ」（淳さん）。コ
ンクリート造りの1階部分を残し、家は
跡形もなくなっていました。「震災の日
は、ワカメの収穫最盛期で、作業して
だ30人ぐらいの人をすぐ高台さ避難さ
せでがら、息子ば船で沖に避難したの
さ」（民雄さん）。その後、親戚の家で
の避難生活を続けながら一日も休まず
養殖の準備作業に取り掛かっていると
の事でした。自宅も漁具も全て失いな
がらも、自力で漁具を調達し、漁港管
理者の了解を得て沈下した物揚場を利
用し易いように工夫したり、養殖作業

震災から学んだこと

女川町立女川第一中学校
●教諭　阿部 一彦

太平洋を庭に前進あるのみ！

宮城県気仙沼市唐桑町
●畠山 民雄さん（74歳）
　　　 淳さん（40歳）親子
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の準備を進めています。その内、多く
のボランティの方々も協力するように
なりました。ワカメ養殖は秋までに種
付け作業を終え、海に戻さなければ来
春の収穫ができないからです。まさに
「自助」「共助」の逞しさを見せ付けら
れました。
そして半年。民雄さんは呟きました。

「前さ向がって進むしかねぇな。後戻り
でぎねぇ。俺はこごがら離れだぐない
し、海が見えねぇ生活はでぎねぇ。太
平洋を庭にして前さ向がって進むしか
ねぇがらな！」

（聞き手：大塚浩二）

最初の1ヶ月は合同庁舎内に避難し

た市民への対応、支援物資の配給支援
などを行いながら、年度末の事業完了
事務手続きと市町村管理漁港を含めて
瓦礫と化した水産基盤施設をどのよう
に復旧できるのだろうかと考えながら
被害調査をしていました。
ニュースで福島原発事故のことは

知っていたが実態が明らかになってく
ると昭和35年のチリ津波での対策事業
などは期待できずに災害復旧事業でも
基本的な原型復旧の範囲までと厳しい
対応になるのではと考えるようになり
ました。
しかし、漁業者からはワカメ養殖や

定置網の再開のため漁港を使えるよう
にとの要望が被災後すぐから聞こえて
きたことから作業船を用船できる建設
業者とそれぞれ面談し航路・泊地・臨
港道路を確保する緊急応急工事の要請
を行うこととしました。
その後、倒壊した防波堤や岸壁を復

旧するために応急工事を申請したり、
一次補正での漁場保全工事を要請する
など8月上旬までに51件の工事を発注
することができ8月下旬からは災害査
定申請を行える用意ができるところま
で関係者の協力もあり漕ぎつけること
ができました。
すでに被災してから5ヶ月が経過し

たが被災した住民が安心して住める場
所や津波対策に対する方針は未だ明ら
かにならず、被災した人たちが被災当
初の恐怖心から元の生活環境に戻るこ
との気持ちが強くなってきたような報
道を聞いていると漁業者が住んでいる
漁村集落の復興について何をしてきた
のだろうか財政的な裏付けがなくてこ
れから何ができるのだろうかと思い悩
んでいます。
職場のホワイトボードには「復興の

後に施策とお金がついてくる」と5月に

畠山 民雄さん

畠山 淳さん

震災から6ヶ月
今、思うこと

岩手県沿岸広域振興局宮古水産振興センター
●技術主幹兼漁港漁村課長　藤原 庄一郎

書いて職員の目標にしてきたが6ヶ月
が経過して冷静さを取り戻してくると
いつの間にか周りは通常業務モードに
戻ってしまっているような感じがして
この投稿を書きながら市街地の中にま
だはっきりと残っている被災地との境
界線のやはり安全圏で自分たちが生活
していることを実感してしまいます。

平成23年4月1日、岩手県の職員とし
て辞令交付を受けるため宮古水産振興
センターにお昼に到着したところ担当
の漁港漁村課長から「君の担当する現
場に案内しよう」と言われ現場に向か
いました。
田老漁港は航空写真から外郭施設の

ケーソンが30函以上港内に飛散して漁
船1隻も入ってこられない状況と説明
を受けていたが辛うじて通れる漁港に
通じる唯一の道路の両脇の瓦礫の山は
ショッキングでさらに海中に転々とし
ているコンクリートの塊に呆然としま
した。
緊急応急で測量調査と作業船が泊地

被災地岩手県の職員として

岩手県沿岸広域振興局宮古水産振興センター
●漁港漁村課主任　劔埼 聖生
（水産庁より、平成23年4月より出向）

8月4日 コンクリート塊を利用した仮応急工事　

特集03
被災地 “発” ～震災から6ヶ月　今、思うこと～
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に入るための航路確保工事が始まった
4月は、毎日午前中は現場立会と漁協へ
の進捗報告と要望聞き取りを行い、し
ばらくすると漁協参事から種々の相談
を受けるようになっていました。
4月下旬に漁協の理事さん達と北海
道奥尻の青苗に復興先進地視察に同行
する頃には管内の各漁協にもそれぞれ
の事情があったり、経営方針の違いが
あることが漠然と理解できるようにな
りました。
7月の下旬に水産庁橋本部長の現地
視察があり応急工事の状況について説
明する機会があり県職員の立場として
の初めての説明をしました。
自分が初めて積算した設計書による
仮応急工事で被災地で発生した瓦礫か
らコンクリート塊を選別して巻き出し
工法で中詰めを施工し、外側を飛散し
た在り材の消波ブロックで被覆をして
いるところで、主要な材料は全て現地
で調達する工法として日本初かもしれ
ません。
8月14日の全国紙に取り上げられて
から取材が何度かあり、課長が「田老
漁港が宮古市北部の定置網とワカメ養
殖の根拠港となっていることから現地
の在り材を活用して9月までに安全泊
地を確保するのが目標」と答えていま
した。

私は岩手県大槌町の出身で、高校卒
業までの18年間を過ごした場所です。
実家は、大槌川沿いの内陸に3km程

度内側に入った場所で、私が生まれる
直前に襲ったチリ津波でも全く被害の
ない場所でしたので、港周辺に住む親
戚の避難所でした。
しかし、今回の津波で実家は全壊し

ました。幸い、一人暮らしの母親は津
波前日の3月10日に隣町の釜石県立病
院で膝の手術のため入院し、津波の難
を逃れることが出来ました。
その母親の生存を確認し、2週間後

迎えに行き、はじめて見た光景は忘れ
ることが出来ません。油と腐った磯の
混じった臭いと、焼けただれた町並み、
何かを探している人々でした。
それから2ヶ月後、脚の治った母親と

被災状況の確認にいき、その後7月中旬
に母親が仮設住宅に入居、このお盆に
墓参りに帰り、仮設住宅生活を体験し
てきました。
この、半年間という時間で瓦礫処理

や仮設住宅の建設など最低限のことは
進んでいます。また、一方で荒れ地に
は草が茂り、何事も無かったかのよう
な場所になって行くような気もします。
これは、逆に、何も進まず時だけが無
作為に進んでいるからです。
そのような荒れ果てた所でも、母親

にとっては離れることの出来ない場所
です。親族や友達と大声で話せる唯一
の場所です。
復旧・復興に向けて他人の所為にす

るつもりはありませんが、個人が考え

るだけの最低限の大きな方向をもう少
し国や行政が示して頂き、少しでも不
安ない選択が出来る状況になることを
望んでいます。そのような状況に早く
しないと地域としての存続も難しいと
ころが沢山出来てきます。
僕たちは子供の頃から毎年津波訓練

があり、津波が来る場所だと知りなが
ら生活してきました。そんな場所でも、
先祖のお墓もあり想いのぎっしりつ
まった離れることの出来ない故郷です。
そんな故郷を想いながら出来るだけ

早い復旧・復興を願っています。
最後に、亡くなった親族や多くの友

人・知人のご冥福をお祈りいたします。

全壊した実家（2階にはタコ，サバがいました） 

2階の残骸（幸い位牌と遺影は残っていました）

故郷を想う

（財）漁港漁場漁村技術研究所
●第2調査研究部長　伊藤 靖
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01 第 1調査研究部

電気で動く漁船の開発状況

私ども研究所の調査において、電力を動力とする事
例は、南茅部地区（北海道函館市）の天然コンブ漁に
おいて、漁場までをガソリンエンジンの船外機、漁場
での低速走行は電動モーター式の船外機の利用があり
ます。このモーターは船弦に万力で固定する簡易なタ
イプのもので、採藻に求められる低速域の可変走行が
可能であること、排気ガスの吸引がないこと、油分、
排気ガスのコンブへの付着が避けられること、音が静
かなため船上での会話が可能など、CO2削減効果以外に

はじめに

近年、世界規模の地球温暖化対策としてCO2削減に向
け、各分野で様々な対策が検討されています。漁業分
野では、冷蔵・冷凍・製氷等に使用する電力の発電に
伴うCO2の排出と、燃油を動力源とする漁船の排出する
CO2を減じることが量的に大きな効果を得ることができ
ることから、冷却系に使用する電力の自然エネルギー
利用や漁船の電動化等の検討が行われています。そこ
で、今回は、現在、東京海洋大学が開発を進めている
急速充電対応型電気推進漁船を紹介します。

じじじじじじめにめにめにめにめにめにめに 動動動く漁く漁く漁く漁く漁く漁漁船の船の船の船の船の船の船の船船船 開発開発開発開発開発開発開発開発開発開発状況状況状況状況状況状況状況状況状況状況

◇全長 8.04m
◇全幅 2.24m
◇全深さ 0.85m
◇船体質量
（軽荷） 1.35ton
（中荷） 1.72ton
（重荷） 2.46ton
◇総トン数 1.3ton
◇電動機推進機出力 25kw
◇計画速力
（軽荷） 14knot
（中荷） 12knot
（重荷） 10knot
◇連続航行時間 45分（最大船速時）
◇蓄電池容量 18kwh（SOC 80％）
◇定員 乗組員 11名

▲図1：電気推進式漁船
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も漁業者の作業環境の向上やコンブ製品の高品質化な
どのメリットがあります。しかし、その一方で、毎日、
重い鉛蓄電池を積み下ろして充電しなければならない
こと、速力が遅く漁場までは、どうしてもガソリンエ
ンジンの船外機が必要であることなどのデメリットも
あります。
このような状況の中、東京海洋大学では、これらの

デメリット解消に向けた急速充電対応型電気推進漁船
「らいちょうS」の開発を行っています。同船は、低速
力及び短航行時間を改善するため、大容量のリチウム
イオン蓄電池を搭載させ、最大出力で約45分（軽荷で
14knot程度）、通常の出力では3～4時間走行可能な電
気推進漁船を実現しています。定置網漁業や養殖漁業、
沿岸での採貝藻漁業では十分利用することができると
思われます。また、大容量の蓄電池への充電も普通充
電では、フル充電に8時間程度を要しますが、電気自動
車で採用されている「CHAdeMO」システムを採用して
いることで40分程度まで短縮され、今後、多くの漁船
が電化した場合にも対応が可能となるよう配慮されて
います。
また、同船は電気駆動である特性を生かして、プロ

ペラではなくウォータージェットによる推進方法を採
用しています。ウォータージェット推進は、浅場での

走行が可能となること、網やロープ等の
漁具を切断することがないこと、潜水す
る漁業において人をプロペラで巻き込む
ことがないなど、漁業者の安全性の向上
といった面もあります。そして、天然コ
ンブ漁でも述べましたが、低速領域での
可変走行も大きなメリットと言えます。

漁港への導入の可能性に
ついて

昨年度より、私ども研究所では、長崎
県対馬振興局からの業務を受けて、電気
推進船の漁業への導入、そして、その根
拠港となる漁港の役割などを含めた実証

試験を実施しています。
この実証試験は、東京海洋大学が開発した「らいちょ
うS」を、実際に現地の漁業者に使用していただくとと
もに、漁港に急速充電システムを設置し、充電作業に
対しても実体験してもらい、導入に向けた問題点・課題、
解決策等の検討を行うとともに、より一層のエコ化を
目指し、太陽光発電システムによる充電についても検
証を行う予定です。

おわりに

現状において、電気推進船は試験段階ではあります
が、漁業種類によっては、環境面以外にも操業面、安
全面において多くのメリットを有しています。さらに、
操業にかかる費用も燃油代と比べると電気代の方が安
価であり、特に燃油代が他地域よりも高値である離島
等では維持費の面でも有効です。
ただし、現時点では、蓄電池の値段が高く初期費用
が嵩むことも事実です。今後、電気自動車の普及など
が進み、蓄電池のコストが下がることと予想されます。
その結果、多くの場面で電気推進漁船が活躍する日も
遠くないものと思っています。

（第1調査研究部　後藤 卓治）

ついついついついついついいいてててててててててて

わわわわわりにりにりにりにりにりにりに
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平成23年の4月から、第1調査研究部長を拝命し
ました中村です。
3月までは、国土交通省の離島振興課に勤務して

いました。そこでは、ちょうど離島振興法の改正時
期を迎えていることから、離島の振興を図るための
施策を検討するため、現地の声を把握することが、
大きな仕事の一つでもありました。
現場と行政の橋渡しの役割を果たす当研究所で

は、それと同様に、またそれ以上に、現地の声を聞
いてまわることがいかに大切かを身にしみて感じて
いるところです。
3月11日の東日本大震災以来、当研究所では地方

公共団体の災害復旧・復興に係る支援が、業務の大
きな柱の一つとなっています。
自分自身、以前、水産庁防災漁村課に在籍時に、

災害・防災関係の業務として、災害査定や、「災害
に強い漁業地域づくりガイドライン（以下、ガイド
ライン）」の作成に携わらせて頂きました。
今回、いみじくも、当研究所で、このような貴重

な経験・体験を、少なからず活かすことができるこ
とについて、何か運命的なものを感じているところ
です。
ガイドラインでは、まず、はじめに「避難」につ

いて言及していました。しかし、今般の災害で、果
たして、この避難が十分にできていたか、避難の準
備は十分だったのか、という思いがあります。
また、漂流物や危険物による二次的災害、火災に

よる被害の拡大など、事象としては予想されていた

ものの、今回の地震・津波の被害規模が想定以上
だったことが、あげられます。
今般の被災での反省を踏まえ、改めて現地の状況
を踏まえ、漁業地域の災害・防災対策について再考
していくことが、当研究所に課せられている課題で
はないかと考えています。
これまで、岩手県、宮城県、福島県の3県を中心
に、被災地をまわり、その悲惨さを身にしみて感じ
る一方、それでも人々が生きていこうとする力も感
じました。
当初は、瓦礫の山でどこから片付けられるのだろ
うか、という状況でしたが、次第に瓦礫が処理され
て、今はようやく、各自治体が、地域の復旧・復興
に向けた計画づくりなど新たな一歩をスタートしよ
うとしている状況です。
また、浜には、他からの支援を待っているだけで
は何も進まないと、漁業を再開するために、自ら漁
具を調達、修理して、立て直しを図ろうと奮闘して
いらっしゃる漁業者もおられました。
このような方々や被災地を少しでも支えていくた
め、今こそ、当研究所は漁業地域の復旧・復興のア
シストに全力を注ぐことが重要だと痛切に感じてい
ます。
漁業地域をはじめ日本の復活のため、微力ではあ
りますが、自分自身そして当研究所がこれまでの知
見や経験、ノウハウを活かし、少しでも役に立てた
ら幸いです。

新任挨拶

第1調査研究部 部長　中村 隆 
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該海域の有効活用を図り、資源回復の取り組みを積極
的に推進することを目的に、沖合域において国が主体
となって取り組む漁場整備を実施するために、平成19
年度に漁港漁場整備法を改正し、フロンティア漁場整
備事業が創設されました。
本事業では、排他的経済水域において施設整備と資
源管理措置と合わせて実施することにより、当該海域
の水産資源の生産力を向上させ、水産物の安定供給の
確保を図ることを目的としています。現在実施されて
いる取り組み事例としては、①日本海西部におけるア
カガレイ・ズワイガニを対象とした漁場整備事業（H19
～26）と、②五島西方沖におけるマアジ・マサバ等を

はじめに

平成23年4月に「漁場と海業研究室」から、組織再編
して第2調査研究部となりました。従来通り、漁場に係
る調査研究を行っております。また、スタッフも若干
増員され、心機一転、日々の業務に邁進しています。
本稿では、第2調査研究部のトピックの紹介というこ

とで、水産庁直轄の漁場整備として実施中のフロンティ
ア漁場整備事業の推進に向けた調査研究について紹介
いたします。
我が国が有する排他的経済水域は国土面積の12倍に

相当し、世界で第6位に入る広大なものです。そこで当

じじじじじじじめめにめにめにめにめにめにめにめめに

02
（（（（（（そそそそそそそのののののの１１１１１１１））））））

第 2調査研究部

▲図1：調査海域（図中の■が設置計画位置）
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対象とした漁場整備事業（H22～26）が挙げられます。
当研究所では、これらの漁場整備の計画や整備中のモ
ニタリング等に係る業務を受託しております。それぞ
れの取り組みについて、2回に分けて報告したいと思い
ます。第1回目は、日本海西部におけるアカガレイ・ズ
ワイガニを対象とした漁場整備事業の取り組みについ
て紹介いたします。

日本海西部海域における取り組み

日本海西部海域ではアカガレイ・ズワイガニを保護
育成するための増殖場を平成19年度より造成していま
す（図1）。現在までに、一部の保護育成礁の設置が完
了しています（図2）。そこで、保護育成礁の構造等の
選定や餌料環境の把握のため、造成計画箇所および造
成完了箇所において漁獲調査と観察調査を行い、対象
魚種の分布状況や生物環境に係る情報の取得・分析を
行っています。
調査は関係県や漁業協同組合の協力の下、調査船や

沖合底曳船を傭船して実施しています。漁獲調査では
籠網、トロールによる試験操業を行い、漁獲尾数や雌雄、
体長測定等を行っています。観察調査ではROV（自航
式水中テレビカメラ）を用いて、保護育成礁を探索して、
撮影を行っています。また、併せて、水質・底質や底
生動物をサンプリングして餌料環境を把握しています。
昨年度からは造成完了箇所において、漁獲調査も実施
しています。また、今年度は、造成完了箇所において、
はじめてROVにより保護育成礁の観察を行いました。
本調査で得られた成果を今後の施設整備に反映される
ように現在、保護育成礁の効果の定量化を図るべく解
析を行っています。

おわりに

日本海西部海域では沖合域の水深200～300mを対
象とした調査研究であり、沿岸域に比べると、海象条
件、調査機材や時間等の制約が多いです。従って、様々

な局面を想定した準備が精度良い調査のカギになると
思っています。今後も調査技術の向上を図り、効果的
な漁場整備に資する調査研究を行う所存です。

（第2調査研究部　三浦 浩）

▲図2：保護育成礁

▲籠網

▲ROV

▲選別作業
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03 総務部

平成23年度第50回理事会及び第46・47回評議員会
が、去る平成23年5月25日（水）に東京都港区三会堂
ビルにおいて、水産庁より橋本漁港漁場整備部長、宇
賀神計画課長を各々来賓として迎え、開催されました。
第46評議員会では、任期満了に伴う理事及び監事

の選任について、審議、決定され第50回理事会では、
①任期満了に伴う評議員の選任について、②平成22年
度事業報告、収支決算について、③平成23年度事業計画、
収支予算について、④借入金限度額について、⑤寄付

行為の一部改正について⑥最初の評議員の選任方法に
ついて（新公益法人法の整備法第92条の規定に基づき、
特例財団法人が最初の評議員を選任する方法について
承認されました。）⑦諸規程の制定等について⑧理事長
の互選について、審議・決定され、第47回評議員会では、
研究所の運営について、（理事会の②から⑧と同じ）審
議・決定されました。

（総務部　川崎 直子）

区　分 氏　名 所　属

理 事 長 影　山　智　将 （財）漁港漁場漁村技術研究所理事長

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

〃 長　野　　　章 全日本漁港建設協会会長

〃 市　村　隆　紀 （社）全国豊かな海づくり推進協会専務理事

〃 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

〃 山　下　東　子 明海大学経済学部教授

〃 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

〃 岡　田　好　平 香川県漁港協会会長／土庄町長

〃 小　柳　哲　朗 （社）福岡県漁港漁場協会副会長／山門羽瀬漁協組合長

〃 井　上　俊　昭 （社）長崎県漁港漁場協会会長理事／新上五島町長

〃 尾　山　春　枝 富山県新湊漁業協同組合代表組合長　

〃 大　塚　敏　行 （財）漁港漁場漁村技術研究所総務部長

監 事 紺　谷　和　夫 （財）港湾空港建設技術センター参与

〃 岩　田　宗　春 （社）漁業信用基金中央会常務理事

理事・監事名簿
平成23年6月1日 現在
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平成23年5月6日に13年間過ごした千代田区内神田から歩いて20分の隣町岩本町に事務所を移転致しまし
た。移転して間もない頃、靖国通り沿いの一区画に170店舗の露店が立ち並びました。年に2回開催される「ファ
ミリーバザール」という繊維問屋街から格安で放出される衣料品のバザ－でした。ここ岩本町は、江戸時代末
期から大正時代までは古着屋の露店が立ち戦後は衣料産業の復興とともに繊維問屋街になり、現在、「既製服
問屋街発祥の地」として紹介されています。
また、江戸時代には、近くに大名などの武家の屋敷が多かったことから史跡、名所も多く、千葉周作が開い

た北辰一刀流の道場である「玄武館」、地方から来る輸送用の荷車を引く牛馬の水飲み場として設けられた「岩
本町馬の水のみ広場」、お玉が池跡等があります。
そして、事務所から歩いて5～6分のところにある秋葉原電気街は、最近では若者達の発信地である「アキバ」

という新しい顔を持ち、アニメ、コスプレ、メイド喫茶、AKB48という独自な文化を生みだし、東京観光名
所のひとつにもなっています。武家屋敷街から商人のまちへそして発信する街「アキバ」へと、これからどん
な街になっていくのか楽しみな街です。
お近くにお越しの際は、当研究所へお気軽にお立ち寄り下さい。 （総務部　川崎 直子）

岩本町に引っ越しました！！

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／東通村長
船　越　　　穣（社）岩手県漁港漁村協会専務理事
渡　部　幸　男 秋田県漁港漁場協会会長／男鹿市長

大　澤　　　正
山形県漁港漁場協会専務理事／
県庄内総合支庁水産課長　

和　田　寿美男 福島県港湾漁港協会常任理事／県港湾課長
大　川　雅　登 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／
勝浦漁協代表理事組合長

中　村　清　志 東京都漁港漁場協会専務理事／都漁連専務理事

岡　　　　　彬
神奈川県水産振興促進協会専務理事／
県漁連代表理事副会長

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

細　川　明　彦
石川県漁港漁場協会事務局長／
県漁港漁村整備室長

勝　木　勘　充 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
石　井　吉　夫 愛知県漁港漁場協会参与／県水産振興監

平　野　　　繁
三重県水産基盤整備協会専務理事／
県水産基盤整備室長

青　木　幸　一 滋賀県水産振興対策協議会事務局／県水産課長

佐々木　新一郎
京都府漁港漁場協会会長理事／
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 兵庫県漁港協会参与／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

石　井　和　夫
広島県漁港協会事務局長／
江田島市土木建築部長

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／県漁連会長理事
北　尾　登史郎 香川県漁港協会／県水産課長
中　畑　保　一 愛媛県漁港漁場協会会長／県議会議員
仙　頭　義　寛 高知県漁港漁場協会会長／香南市長

有　江　康　章
（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
溝　口　敏　男（社）長崎県漁港漁場協会専務理事兼事務局長
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
神　田　美喜夫 宮崎県漁港漁場協会／県漁村振興課長
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　
鈴　木　光　雄 全日本漁港建設協会専務理事

評議員名簿
平成23年6月1日 現在
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本年6月15日に韓国・釜山市で第14回日韓漁港漁場
技術交流会議が開催されました。この会議は、日本と
韓国が交互に漁港漁場漁村の整備や維持管理に関連す
る技術の現状および課題を発表し、技術交流を図るこ
とを目的としています。
会議は「漁港漁場の整備による水産資源の管理」を

テーマとして開催され、日本側からは、（社）全国漁港
漁場協会 会長 田中潤兒氏を団長に、水産庁や漁港漁場
関係団体等から7名が参加しました。また、韓国側から
は、韓國漁村漁港協會 會長 沈好鎮 氏、農林水産食品
部水産開発課 課長 呉炳錫 氏はじめ、関係者の方々が
出席しました。
なお、当研究所からは、理事長 影山智将ならびに、

第2調査研究部長 伊藤靖が出席するとともに、伊藤より
「漁場整備を用いた水産資源の管理 ～瀬戸内海岡山県白
石島の海洋牧場における事例～」について発表しまし
た。ここに、その概要を報告します。

日　時：2011年6月15日（水）
場　所：韓国釜山市BEXCO（韓国国際展示場）
主　催：特殊法人 韓国漁村漁港協会
テーマ：漁港漁場の整備による水産資源の管理

第14回日韓漁港漁場技術交流会議

イベント開催報告

今回は、両国の漁港漁場漁村の現状と問題点を踏ま
え、減少傾向にある水産資源の回復を漁場の整備によっ
て進めようとする共通認識に基づき「漁港漁場の整備
による水産資源の管理」がテーマとなりました。

［主催者挨拶］沈 好鎮 會長
本日開催される韓日漁港漁場技術交流会議は、両国
の協会が韓国と日本を行き交いながら14年間に亘って
水産基盤産業の総合的な発展と情報の交流、そして関
係者たちの友情を深めてきた意味の深い会議である。
大韓民国と日本は世界的な水産富国であり、同じ海
を共有しながら両国の国民に良質の水産物を安定的に
提供し、美しい沿岸の保全に力を尽くす一方、21世紀
の気候変化に体系的に対応している。
このように国の緑成長の軸となる水産業を支持する
漁業基盤施設の健全な発展のために今後ともお互いの
立場を尊重して両国間の技術交流を引き継いでいくこ
とを祈る。
［日本挨拶］田中 潤兒 会長
日本と韓国の漁港協会は、1988年の漁港大会から

交流が始まり、以来密接な関係、友情で結ばれている。
このような関係の中からこの技術交流会議が設けられ、
今年でもう14回目になる。爾来、論文発表や現地調査
を通じて有益かつ重要な情報交換が行われ、また両協
会の関係が益々強まっている。
今回のテーマを「漁港漁場の整備による水産資源の
管理」であり、重要な水産業とこれを支える漁村の健
全な発展のために、有益な情報交換の場になるものと
確信する。

■主題発表
「漁港の再整備による水産資源の管理方案」
●黃 哲泯（韓國漁村漁港協會 漁港本部長）
「海洋生態基盤システム構築の基本方向に関する検討」

はじめに

開催概要

（1）オープニング

（2）日韓漁港漁場交流会議
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●柳 靑魯（釜慶大学校 海洋工学科 教授）
「漁場整備を用いた水産資源の管理
～瀬戸内海岡山県白石島の海洋牧場に
おける事例～」
●伊藤 靖
（（財）漁港漁場漁村技術研究所 第二調査研究部長）

「水産資源の管理のための藻場の
回復を目指して」
●真野 泰人（（株）センク21 事業開発部長）

■事例発表
「東北地方太平洋沖地震による漁業地域の
被害状況と復旧･復興について」
●坪田 幸雄
（水産庁 漁港漁場整備部整備課 漁港漁場専門官）

技術交流会議終了後、参加者は、バスで朝鮮半島東
海岸に位置する浦項市に移動し、良浦漁港の漁村漁港
複合公園の現況について説明を受けました。
良浦漁港は、2008年に漁村漁港複合公園が完成し、

海洋文化、海洋公園、海洋レジャーなどの漁村･漁港複
合空間に年間20万人の観光客が訪れ、都市住民と漁村
が共存する快適で美しい観光漁港となっているとのこ

とです。
なお、交流会議に先立ち、前日の14日には釜山広域
市にある「国際水産物卸売市場」（2008年に開場）を
視察しました。韓国第一の水産都市である釜山を国際
水産物物流貿易基地とするため、水産物専門卸売市場
を開場し、今後は隣地に輸出加工先進化団地の造成を
進めているとのことです。
視察後、APECの国際会議が行われた「ヌリマル」で

沈好鎮會長主催の歓迎会が催されました。

漁場整備を用いた水産資源の管理  －瀬戸内海岡山県白石島の海洋牧場における事例－
水産基盤整備事業では、2010年12月の「海洋・沿岸域における水産環境整備の技術検討会の答申を受け、翌年度より
現行の漁場整備の手法を見直し、新たに「水産環境整備」として、生態系全体の生産力の底上げを目指し、生産生物の水
産生物の動態、生活史に対応した良好な生息環境空間を創出する整備を推進して行くこととなった。
本稿では本検討会においてモデル地区となった岡山県の笠岡市白石島における漁場整備を用いた資源管理の取り組み事
例を紹介する。
笠岡市白石島地先の海洋牧場実施海域は、深所、砂泥域、岩礁並びに藻場を擁し、マダイ、クロダイ、カサゴ、メバル
等有用魚種の幼稚仔から親魚に至る成長段階に応じた生息環境要素を備え持っていた。しかし、生息環境の規模・機能は
十分とは言い難く、当該事業海域が持っている潜在的な生産力を十分に引き出すためにも、これらを補強することが求め
られていた。
そこで、魚種別または発育段階別の生息場所の規模、機能の拡大を図り、加えて、相互の連続性を確保することにより、
有用魚種の生活史を全うさせる、広域的な環境整備を行い、同海域を岡山県西部海域における資源供給源とするために、
1993年度～2001年度にわたり実施された。また、事業実施にあわせ種苗放流や漁業規制等の資源回復措置が行われた。

伊藤 靖の発表要旨

（3）現地視察

イベント開催報告
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東日本大震災以後災害関係の本を何冊か読んだが、本
書はその中の一書である。発行されたのは2004年と7年
前になるが、東日本大震災においても「避難」の重要性
が改めて認識されたところであり、現在においても十分
価値を有している。著者の専門は、災害心理学であり、
減災対策の上で最も重要な要素である「避難」が何故ス
ムーズになされないのかについて、心理学の立場から説
き明かしている良書である。
どんな災害にも原因がある。これを著者は災害因と

呼んでいる。たとえば、地震、火山の噴火、津波、台
風などが災害因である。しかしながら、災害因がある
からといって、かならずしも、その結果として災害が
起こるわけではない。災害因の発生するところに人間
社会が営まれていて、しかも災害因がもたらすインパ
クトに人間社会が十分にたえることができず、破壊的
な人的・物的な損害が生じる時、災害は誕生するので
ある。そして、人間社会から自然への働きかけが大き
くなればなるほど、災害が発生した場合の被害は大き
くなる。その結果、高コスト化と複合化が、現代の災
害の二大特徴となっている。
災害に対する態度や災害時の行動は、災害の基本的性
格をどのように理解し認識しているかによって異なる。
著者は、災害因の大きさとその制御可能性との関係にお

いて五つの反応タイプ（過剰反応、諦め、費用便益反応、
がまん、無関心）に分類している。このうち、災害因の
インパクトが小さく、しかも何らかの対策を行えばさら
に被害の軽減をはかることができる場合に典型的に見ら
れるのが、費用と便益の対比を重視した反応であるが、
災害因のインパクトが大きい場合に費用便益の考え方を
用いることについて著者は否定的である。
さて、私たちの心には、“正常性バイアス” と呼ばれる
働きがあり、ある範囲までの異常は、異常だと感じずに、
正常の範囲内のものとして処理するようになっている。
この働きが、身に迫る危険を危険としてとらえることを
さまたげて、それを回避するタイミングを奪ってしまう
ことがある。正常性バイアスによる対応の遅れを防ぎ、
正しく災害に立ち向かうための必要条件は、正しく災害
リスクを知ることである。この必要条件をみたすために
は、正確な情報が提供されるとともに、ハザードマップ
の公開を含めた、リスク・コミュニケーションが、専門
家や行政と、一般市民との間で行われ、リスクに対する
認識が共有されることが必須である。災害は、人間自体
の行為の結果がみずからにかえってくるプロセスであり、
災害の被災が避けられない以上、災害を所与の条件と考
えて生きていくのが、賢明な生き方である、とする著者
の主張に私は全く同感である。

オススメのこの1冊

人はなぜ逃げおくれるのか
― 災害の心理学

◎広瀬弘忠 著
　集英社新書0228E　735円
　（ISBN 4-08-720228-3）

影山理事長のオススメ！
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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23年1月～8月）

編集後記

東日本大震災により、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された方々に心よりお見舞い申し上
げます。
私ども（財）漁港漁場漁村技術研究所は、これまで漁港・漁場・漁村において、その地域に働く・暮らす方々とともに、漁
港計画や地域振興計画に関する調査・研究を行ってきました。今回の被災地においても調査・研究を行ってきた場であり、早
期の復旧、復興に向け、研究所一体となって取り組んでまいりたいと考えております。
3.11、私は札幌に出張しており、強い揺れの後、テレビに映し出された光景は、直ぐに理解できるものではなく、何が起こっ
ているのか、何も考えられずに、ただ呆然と映像を見ているだけでした。そして、１ヶ月後、被災地に海上から調査に入りました。
海上から漁港施設等の被災状況は確認でき、そして、ある程度は予想していた状況だったのですが、上陸し、漁港の背後、防
潮堤の向こう側に立ったときに、再び3.11のテレビ映像と同じ、茫然自失に陥っていました。「まち」がなくなったと。
あれから、６ヶ月が経過した9.11、この日はアメリカの同時多発テロから10年を迎えた日でもありました。そして、2001年
９月11日、アメリカ同時多発テロ後、世界中に配信された一つの詩が再び取り上げられるようになりました。
「最後だとわかっていたのなら（作：ノーマ コーネット マレック、訳：佐川睦）」です。テレビや新聞等で取り上げられて

いるので、多くの方々はご存じと思います。この詩の言葉に「若い人にも　年老いた人にも　明日は誰にも　約束されていな
いのだということを」があります。
これまで、私自身も防潮堤等の設計や減災計画に携わってきた立場から、本当に自分が防潮堤を越える津波がくること、そ
して、逃げることの重要性を十分に理解していたのか、反省すべきことは多々あります。これらを踏まえ、復興にあたっては、
少なくとも津波に対し、誰にも明日を約束できるような地域となるよう取り組んでいきたいと考えております。
なお、ここで紹介させていただいた書籍は、「最後だとわかっていたのなら　ノーマ コーネット マレック・作、佐川睦・訳
　発行／販売 サンクチュアリ出版  ISBN 978-4-86113-906-2」です。 （H.H）

第35回海洋開発シンポジウム
「連続静止画像に基づく島田川河川武における地形変動特性の分析検討」
「分岐した細長い海における副振動対策としての防波堤設置の効果について」
第14回日韓漁港漁場技術交流会議
「漁場整備を用いた水産資源の管理（瀬戸内海岡山県白石島の海洋牧場における事例）」
第６回 COASTAL STRUCTURE 2011
「DISASTER BY HIGH WAVES ON THE COAST OF NYUZEN FISHING PORT,
IN FEBRUARY, 2008」

この印刷物は、環境に配慮した紙とインクを使用しています。
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