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表紙写真
震災後、銀鮭の初陸揚げで賑わう志津川漁港
（平成23年10月24日）

1 漁港招へい講師の技術指導に感謝
沖縄県農林水産部漁港漁場課 課長　安里 和政

沖縄県は今年で復帰40周年を迎えます。振り返って漁
港行政技術について調べてみました。
本土復帰の年は、昭和47年です。それ以前は琉球政府

時代で、漁港法を参考に琉球政府は、独自の漁港法を昭
和34年に制定しております。
漁港整備計画を樹立するにあたり、漁港行政に関する

技術指導を受けるため、水産庁漁港部より講師の招へい
をお願いしました。当時の琉球政府は漁港行政に関し組
織的にも又技術的にも未熟なものでその強化対策を図る
こととしました。
初めての漁港招へい講師は、水産庁漁港

部建設課長自らが来島し、約一月間滞在し、
沖縄本島はもとより宮古、八重山へも足を
延ばし漁港としての可能性調査を行った。
その結果を基に初の第１次漁港整備計画が
策定された。また、現在の琉球政府では漁
港の専門技術者がいないことが大きな障害
となっているため、速やかに漁港建設技術
者を確保すべきであると提言した。
その後12次に渡る24名の招へい講師がお見えになり、

計画、実施及び管理にかかる様々な角度から延べ315日も
の長期に渡る貴重なご指導を賜った。
そのうちいくつかを列挙してみる。
精力的に漁港可能性調査、実測した海図がないため講

師自ら服を脱ぎ裸になって海へ飛び込み地形の実測、実
施設計作成指導が行われたこと。
当時の防波堤の天端高はD.L.+2.5m程度で荒天時には越
波する状況にあったところを、D.L.+4.0mへの設計施工の
指導は、当時として桁違いの高さで出入港する船から見

上げるとあたかも城壁を思わせる感じがしたとのこと。
日政援助資金が２年繰り越しの様相を呈してきたこと
により、事業執行上の問題点の検討に重点を置き、高等
弁務官府（USCAR）の厳重な査定が事業執行の遅延の原
因と指摘したこと。
関係市町村の職員を集めて講習会を開催し漁港建設技
術者の強化育成を図ったこと。漁港法の精神、指定業務、
維持管理業務の重要性等について、細かな指導。
コの字形の泊地において、重複波の発生を懸念し直立

消波岸壁の配置、漁港施設用地の利用計画に
関する指導。
滞在中に甚大な災害が発生したため、漁港
講師から災害査定官となり災害査定設計書
の作成等の指導。
さらには、社団法人漁港協会設立への助言
等々貴重な指導をいただいております。
 復帰後、第５次漁港整備長期計画に修築
10港、改修12港が採択され沖縄県の漁港整備

も本土に追いつけと、がむしゃらに漁港の整備促進に努
めてきております。
水産庁漁港漁場整備部の徹底した熱烈な指導のもと、
今日の沖縄の漁港があると思います。深く感謝と尊敬を
申し上げます。
ご指導をいただいて半世紀、今年11月17日、18日に沖

縄県で全国豊かな海づくり大会が「まもろうよ　きせき
のほしの　あおいうみ」を大会テーマに開催されます。
これからも、時代のニーズに乗った施策を進める上で
技術の研鑽を積み重ねて行かなければならないと考えて
おります。
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理事長　影山 智将

九月に開催された中央防災会議において南海トラフの巨
大地震により32万３千人もの死者が発生する恐れがあると
の衝撃的な報告がなされた。死者のうち、津波による死亡
者は23万人（約70％強）とされ、あの東日本大震災におけ
る死者・行方不明者の数がおおよそ２万人であったことに
鑑みると、その被害の甚大さ深刻さは比べようもない。
ところで、中央防災会議は、昨年、今後の津波対策では、
発生頻度が高く、津波高は低いものの大きな被害をもたら
す津波（L1津波）と発生頻度は極めて低いものの、発生す
れば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波
（L2津波）の二つのレベルの津波を想定する
こととし、前者については海岸保全施設等の
建設で、後者については、住民避難を柱とし
た総合的防災対策を構築し対応するという方
向性を示した。L1津波には「防災」で、L2津
波には「減災」で対応するという考え方であ
る。私の解釈が正しければ、生命・財産を津
波から守るという行政サービスはL1津波まで
は保証・提供できるが、それ以上は困難なので、破局を避
けるために各人の自助努力に期待し、行政としては、それ
をできる限り側面支援していくということである。L2津波
への対応の中心を自助努力に置くからには、関係者間での
危機意識の共有が必要不可欠で、今回の被害想定の公表は、
その危機意識の醸成を強く意識したものであろう。
さて、これまでL2津波と書いてきたが、これは漠然とし
たイメージのような概念であって、具体的な津波を特定す
るものであってはならないというのが私の意見である。L2
津波は、一定規模以上の大きさを持つ津波群とでも言うべ
きもので、特定の津波を「想定」した途端、言い古された「想
定外」が生まれ、同じ悲劇が繰り返されかねないからである。

この点特定の津波を想定したL1津波と性格を異にしている。
これに関連し、７月24日付の河北新報に興味深い記事が
出ていた。津波の浸水予測シミュレーションを県と市が異
なる条件で行い、ある地区の住民説明会で、市は「浸水の
可能性は高くない」としたのに対し、県は「浸水の恐れが
ある」としたため、住民は「『安心』してよいのかどうか」
困惑しているというのだ。県の見解は、満潮位にL1津波が
来た場合を想定して堤防をつくるので、L2津波が来れば乗
り越え浸水するというもの、市の見解は、東日本大震災時

と同じ条件（干潮）の下で同じ津波（L2津波）
がきても堤防を乗り越えることはないという
ものである。要は、潮位をどのように想定し
たのかの問題に帰着するようであるが、私は
どちらの想定が妥当かを論ずることには、あ
まり意味がないと思っている。問題は住民の
意識の側にある。特定の津波による浸水域を
絶対視し「安心」の指標としてしまうことが
怖いのである。具体的なL2津波の想定は、危

険の予測には有用ではあるが、決して安心の道具としては
ならないのではないかと思う。
ところで、東日本大震災の復興に当たっては、今回の津波
の浸水域には住民が望んでも新たに住宅を建てることを禁止
している市町村もあると聞く。しかしながら、特定のL2津波
に対する安全性は所詮相対的なものに過ぎない一方、頻度の
極めてまれなL2津波のリスクを過度に評価するのも合理的で
はない。リスクの正しい認識と評価が必要である。L2津波
への対応は自助努力が中心という考え方に立つならば、L2津
波の浸水域への居住は個々人の意思を尊重すべきなのであっ
て、一律に行政が居住を禁止するというのは、行政の過剰介
入ではないかと思われるのだがいかがなものであろうか。

L2 津波雑感2
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田老町漁協におじゃまして

岩手県はワカメ養殖の主要拠点で、全国生産量約5.6万
トンの42％を占める。田老地区（旧田老町）のある宮古
市の収穫量は約７千トンで、全国の12％、岩手県の29％
は宮古市で生産されている1。2012年のワカメは生育が
良く、田老町漁業協同組合では例年の７割程度を収穫で
きたと見ている。漁協が生産者から買い取る価格は例年
より数十円高い150円/kgに設定された。まだ三陸全体の
供給が少ないためでもあるが、品質の良さも価格を下支
えした。放射能の影響も免れた。今年の収穫は震災で痛
めつけられた人々の暮らしにとって物心両面での支えに
なったことだろう。
ワカメは種付けから収穫まで一年弱で一サイクルが回
り、この地域の養殖生産物のなかでは最も早く収穫まで
たどりつける。そうしたことからも、震災復興の象徴と
してワカメ養殖には期待が寄せられていた。三陸のワカ
メはそうした人々の期待に応えてくれたのだ。　
筆者は2012年４月初旬、全日本漁港建設協会の長野章
会長に随行してワカメ収穫に忙しい田老町漁協におじゃ
まして話を伺い、「ボランティア」と称して収穫の「おじゃ
ま」までさせていただいた。本稿ではこの体験に基づいて、
復興の状況と今後の課題について考えてみたい。

特別寄稿 .01
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たくましき田老たくましき田老の
人々人々とワカメワカメ

明海大学経済学部教授

山下 東子
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ワカメの育成は例年の7割

ワカメ養殖の手順を辿りながら被災時と翌年の状況を
確認していこう2。ワカメのシーズンは６月の採苗から始
まる（表１）。天然のメカブを海から採取して水槽に浸
し、胞子が放出したら種糸に付着させる。次の保苗の段
階では水槽ごと海中に沈めて光を当て成長を促す。通常
ここまでの作業はワカメ養殖漁家がそれぞれ実施するが、
2011年夏には県が一括して採苗・保苗を行った。例年の7
割の苗を確保できた。
秋にはワカメの芽が肉眼で見えるようになってくる。

その芽を本養成用のロープに巻きつけ、養殖漁家がそれ
ぞれの養殖場へ設置する。このとき僅か１－２cmだった
芽は、２ヶ月ほどで30－40cmに成長する。均質なワカメ
を製品化するために、間引きして生育密度を調整してい
く。田老町漁協では漁業者が自家消費していた間引きワ
カメもミネラルが豊富で販売に耐えると判断し、「岩手の
わかめ　春いちばん」というブランド名で、２月に限定
販売するようになっていた。2012年の間引きは１月17日
から３月２日まで行われたが、収穫量が少なかったため
販売に至らなかった。

早朝5時から収獲体験

収獲時期は３月から４月に集中する。ワカメ養殖漁家
がもっとも繁忙な時期である。これより早いとワカメが
十分育っておらず、これより遅くなると水温が上昇して
ワカメの養殖に適さなくなってしまうためである。また、
６月からはワカメと同じ場所で養殖しているコンブの収
獲時期がやってくる。ワカメの収獲は通常３月10日から
４月10日の１ヶ月間だが、2012年は３月16日から５月３
日まで長めに設定された。収獲のシーズンには未明から
家族総出で働く。アルバイトを雇用する漁家もある。刈
り取りは１日２回行う。１回目は夜１時ごろ船外機船に
１－２名が乗り込んで漁場へ行き、４時前にワカメを陸
揚げする。再び漁場へ向かい、２回目は６時前の陸揚げ
となる。３回上げることもあり、一日の漁家当たり収穫
量は２トン程度になる3。

2012年４月７日の５時、筆者らがまだ薄暗い田老漁港
に着いたとき、人々は１回目の収獲を船から岸壁に引き
上げて並べていた。漁家ごとに敷き詰めた青いビニール
シートの上に、20－30本単位で根元で結束したワカメを
並べる。ここからの作業に筆者ら「ボランティア」も携
わることができた。水を含んだワカメの束は10kg以上も
あり足元も滑りやすいのだが、浜の女性たちは腰を落と
して力を込め、てきぱきと根元を揃えて並べていく。
われわれも一束ごとに担当させてもらった（写真１）。
一方が葉の先端部分30cm程度をナイフで切り落とす。こ
の部分はプラスチック籠にまとめて入れ、後でウニの餌
として漁場に投入される。もう１人は根元の担当だ。結
束ひもをほどき、茎を20cmほど残してナイフで切り落と
していく。切り落とした茎は竹定規のような形になる。
茎ワカメ製品用に売却していたが、今年は買い手がいな
いため海中に投入するという。水産加工会社はまだ動き
出していないのだ。
「ボランティア」は次にメカブの処理を体験した。メカ
ブとは茎がフリル状になった根元の部分であり、陸揚げ
するときにすでに葉の部分とは切り離され、まとめて籠
に入っている。船上でロープからワカメをはずすとき、
まずまっすぐな茎の部分で切断して船に載せ、後からロー
プに絡みついているメカブを切断するためだ。籠のなか
から商品になる細かいフリルを選り分け、不要な茎を切

特別寄稿 .01

543211211109876月

ワカメ全長

海上作業

陸上作業

0cm 1-2cm 30-40cm 180cm

採苗

芯取り、　袋詰め、　出荷

保苗 本養成 間引き 収穫

水槽内→水槽ごと海中へ カット、煮沸、塩蔵、冷凍

出所：長谷川・鈴木（2005）、JFたろうウェブサイトから作成

表1：田老地区でのワカメ養殖の年間スケジュール

写真1：刈り取り作業（2012.4.7 田老漁港岸壁）
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り落としたりピーラーでフリルだけ切り取ったりする仕
事は楽しかった（写真２）。

缶コーヒーの意外な用途

こうして大量のワカメを切断し選別する作業を２時間
ほど続けた。工程は複雑なものではなく、要領を覚える
のにそれほど時間はかからない。しかし着膨れしている
うえに防寒と衛生のために頭部を二重に覆っているので
体の自由がきかない。厚い手袋をはめた手で鋭利なナイ
フをつかみ、もう一方の手に持ったぬめるワカメを切断
しながら、宇宙飛行士の船外作業はこんな感じかなどと
想像した。
合羽の下に防寒用衣類を着込んでいても早朝の海岸で

は末端から体が冷えていく。コンクリートから冷気が伝
わる。働いて汗をかいてまた冷える。傍らの鍋で何やら
煮ていると思ったら、缶コーヒー。われわれにも分けて
下さった。まず熱々の缶を抱きかかえて暖をとり、胃袋
に流し込んで内からも暖めていく（写真３）。「この辺に
しておきますか」という参事さんのかけ声で作業を終え
たら、空がすっかり明るくなっていた。普段なら起きる
時間なのにもう一仕事終えている。早起きは三文の得だ。

先駆的な田老漁協の取り組み

漁家が一次加工したワカメはその日のうちに田老町漁
業協同組合の共同利用施設に持ち込まれ、計量ののち組
合に引き渡される。ワカメ養殖は採苗から塩蔵まで漁家
単位で行うのが通例だが、田老町漁協では60年も前から
加工を漁協自営で行ってきた。2004年からは「真崎わかめ」
のブランドで大手スーパーに卸し、アワビやサケなどに
も事業を拡張している。協業化と６次産業化は漁業再生
のキーワードだが、そのような言葉ができる前から組合
主導で取り組んできたのである。
組合の加工場は流出してしまったが、岸壁に急ごしら
えの加工施設ができていた（写真４）。温泉の湯船ほども
ある桶のなかで１分湯通しして冷却し、ベルトコンベヤ
式のドラムを通るときに塩をまぶす。それから一昼夜、
ワカメは大きな桶に詰め込まれて水抜きされる。水分の
抜けたワカメを15kgずつ青いビニール袋に袋詰めする作
業も手伝わせてもらった（写真５）。詰めているワカメは
前日かそれ以前に収獲したものである。何でもない作業
のはずだがコツがあり、自力で詰め終えることはできな
かった。それを木箱に積み重ね、冷凍倉庫で長期間保存
する。
こうしてわずか１ヶ月の間に収獲し塩蔵したワカメを
冷凍保存しておき、１年を通じて製品化して市場へ出し
ていく。しかし2012年期は前年の在庫がないうえに収獲
も例年の７割程度にとどまり、冷凍施設も十分確保でき
ていないため、より短いサイクルで販売し終えている。
JFたろうのホームページには、製品の裏に書かれた賞味
期限を入力すると製造日などの情報が出てくる仕掛けが
あり、トレーサビリティを実現しているところも先駆的
である。

写真3：缶コーヒー鍋（2012.4.8 樫内漁港岸壁）

写真4：ワカメ加工場
（2012.4.7 田老漁港
岸壁）

写真5：塩蔵ワカメの袋詰め
（2012.4.8 田老漁港岸壁）

写真2：メカブの仕分け（2012.4.8 樫内漁港岸壁）
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芯抜きは一日にして成らず

市場へ出す前の
最後の難関が芯抜
き作業である。ワ
カメは葉が茎につ
いたままの状態
で塩蔵されてい
る（写真６）。芯
抜きを専門にする
地元の人々が手作
業で１本のワカメ
を中央の茎と左右
の葉の３片に裂い
ていくのだが、製
品となる葉は茎の
薄皮一枚でつな
がってのれん状に
なっている（写真
７）。われわれも
芯抜きを体験し、熟練を要することを実感した。人によっ
て熟練度が異なるため賃金は箱単位で支払われる。箱と
は、15kg単位の青いビニール袋が入った、あの箱である。
完成品には担当者の名札が付けられる。
長谷川・鈴木（2005）の調査によると芯抜きに要する
時間が全工程の50％を占め、他の作業に比べて群を抜い
て長い。言い換えれば、この工程には労働生産性を向上
させる余地が相当残されている。一方、この仕事は出来
高払いであるため好きな時間に来て好きなだけ働いてよ
い（写真８）。毎日来る人もいればたまに来る人もいる。
一年を通じて地域の女性が継続して収入を得るのに好都
合なシステムになっている。限られた地域資源が生み出
す付加価値を地域の人々が分け合うワークシェアリング
が、この地域には根付いているのである。

これからの田老の漁業

頑丈な二重の防波堤をも乗り越えた津波が町の風景を
一変させた。鉄筋５階建ての漁協事務所（写真９）と６
階建てのたろう観光ホテル以外には残骸も残っていない。
しかし海の中ではワカメが育ち、６月からはコンブも収
獲できた。漁協事務所の1階に間借りした芯抜き作業場に
も馴染みの顔が集まってくる。一見廃墟にも見える田老
地区ではあるが、その内部では経済活動が立ち上がり、
人が集まり、金が回り始めている。何とたくましい人々
だろう。

田老町漁協の組合員は733名（うち正組合員525名、
2009年３月末現在）だが、漁業者は３割減ったという。
辞めた人のなかには高齢のため廃業した人と、まだ若い
ので別の仕事に就いた人がいる。ワカメ・コンブの養殖
も同年には93経営体が存在したが、やはり３割の減、芯
抜きをする人も60名いたのだが今期は34名しか来ていな
い。担い手の数で３割サイズダウンしていることを前提
に生産量も３割減に甘んじるのか、あるいは漁協自営の
強みを生かしてより一層の規模と範囲の経済性を追求し
ていくのか、行く道が２つに１つだとすれば、答えはす
でに出ているように思われる。水産加工場の再稼動、安
全で快適な居住空間の確保、商店街の再生など漁業活動
のためのインフラ整備はこれからが本番だ。

1  生産量はいずれも2008年～2010年の平均値。データは海面漁業生
産統計調査、関係各年より。

2  この項の記述は長谷川・鈴木（2005）「養殖ワカメの収獲および塩
蔵加工作業調査」『水工研技報』No.27，61-80、JFたろうウェブサ
イト、および田老町漁業協同組合参事藤井氏からの2012年4月7-8日
のヒヤリングに基づいている。

3  この記述は長谷川・鈴木（2005）p.72-73に記載された、2004年3月
24日の観察事例とヒヤリングに基づいている。

特別寄稿 .01

写真6：芯抜き前の塩蔵ワカメ

写真7：真崎わかめの包装と中身

写真9：田老町漁協事務所（2012.4.7）

写真8：芯抜き作業場（2012.4.7 田老町漁協1階）
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国的にも、地震・津波を想定した避難訓練がこれまで以
上に熱心に行われているのではないだろうか。しかしセ
ミナーの中では、現実の災害を体験して、「これまで行っ
てきた避難訓練は、果たして役に立ったのだろうか」と
いう疑問を抱いたという意見が出された。つまり、「何時
何分にあの高台に上がりましょう、というように全部お
膳立てをして、分刻みの予定で進行し、炊き出しの順番
まで決めて」行われるような計画的な防災訓練では、何
が起こるかわからない現実に対応することができない、
というのだ。もちろん、防災意識を喚起するという面か
ら考えると、訓練を行うこと自体には非常に大きな意味
があるだろう。しかし、もともと津波の常襲地帯であっ
た三陸の地域であっても、防災訓練の参加者は年々少な
くなっていた、という意見もあり、訓練の内容や参加状
況については課題が多い。
また、災害はその瞬間だけではない。道路が壊れ、あ
るいは港が壊れ、孤立化した地域では、人も物資も入っ
て来られなかったし、電気・水道・ガスの復旧は、長い
ところでは３ヶ月ほどもかかったという。そのような状

女性たちの防災セミナー

平成24年３月12日、東日本大震災から１年の節目を迎
え、社団法人全国漁港漁場協会では、『女性から見た漁村
の防災・減災』をテーマとして、セミナーを開催した。
セミナーには岩手県および宮城県の漁協女性部連絡協議
会会長が出席され、震災当日の状況や被害の様子、その
後の避難生活について貴重な体験が語られた。セミナー
の後半では、今後起こるであろう災害に対して、私たち
はどのような心構えや準備をしていかなければならない
のか、というテーマで、全国から参加した女性たちによ
る意見交換が行われた。ここでは、その時に交わされた
いくつかの印象深い発言を中心に、漁村女性と防災につ
いての現状や課題について述べてみたい。

避難訓練を考える

地震大国である日本では、地域や職場で常日頃から避
難訓練が行われてきた。今回の東日本大震災の後は、全

特別寄稿 .02

せき・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。

漁村女性漁村女性と
防災防災

東海大学海洋学部准教授

関 いずみ
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況の中で生き抜いていくためには、一体
どのような備えを行えばよいのだろう
か。避難訓練にしろ、災害に対する備え
にしろ、個人レベルだけでは対応できな
い。暮らす地域の中でどのような役割分
担をするか、地域だけでは対応しきれな
いことは何か、行政はじめ外部との協力
体制をどうつくっていくか、そういうこ
とを常に考え、話し合っていくことは大
切だ。

漁協女性部の活躍

今回の災害においては沿岸の漁協女
性部の活躍が際立っていたという。避
難所での炊き出しなど、決して派手では
ないがいざというときにまとまって、そ
の時々の状況に見合った重要な役割を担うことができた
のは、女性部のような組織が日常的につながりを持って、
様々な活動を実践しているからこそではないだろうか。
茨城県大洗町は、今回甚大な津波被害に見舞われたが、

幸い人的被害が出なかった地域である。大洗町漁協女性
部は、港で食堂と加工所を運営している。地震がおさまっ

たとき、店にいた客に返金し、いち早く避難を促したと
いう。その後津波警報が鳴り、女性部のメンバーたちも
急いで避難した。大洗町では地震から30分後、１時間後、
２時間後と３回にわたって津波が襲い、第３波は５メー
トル程に達したと言われている。この津波によって加工
所は流失、食堂も天井近くまで浸水し、すべての機材が

被害に遭った。しかし、女性部のメンバー
たちは連日店のヘドロを片づけ、震災後
３カ月足らずの６月１日には店の再開に
こぎつけた。
漁協女性部は、1950年代に漁家経営を

計画的に営むための貯蓄推進活動の推進
組織として各地に誕生した。高度経済成
長期に全国で公害問題が浮上した際に
は、開発から地先の海を守るために、時
には実力行使を伴う社会運動を展開し
た。その後、植樹活動や天然素材の石鹸
を普及させる運動、浜掃除など、環境に
関わる地道な活動が活発化し、その他に
もお年寄りの給食サービスや独居老人へ
の声かけなどの、きめ細やかな福祉活動
を行っている女性部もある。漁協女性部
は漁村女性による最も基本的な地域組織
として大きな存在意義を持っている。

特別寄稿 .02

大洗町漁協女性部のかあちゃんの店（2012年 3月）

復旧後、客足は戻り女性部のメンバーが元気に働いている
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防災と女性組織

意見交換の中で最も印象に残ったのは、「地域で地震が
起きたり津波が来るとなると、男性は船と一緒に沖へ出
てしまう。そうすると、女性が家族や地域を支えていか
なければならない。（能登沖地震では）お年寄りを避難
させるのがすごく大変だった。足が立たない年寄りを高
台へ連れて行くには、３人も４人も手がかかる。男手が
ないときに、女性がとるべき行動について考えてほしい」
という発言だ。この発言には参加者の多くが共感し、各
地域で女性の意見をくみ上げ、防災計画に反映させるこ
との大切さについての議論が交わされた。漁船の沖出し
に関しては、その行為自体が命がけであり、女性たちの
意見の中には「漁船は保険に入っているのだから、やは
り命を第一に考え、沖に出ることはやめた方がよい」と
いう意見も強く聞かれた。しかし、「他の人がなんと言お
うと、漁業者は船が大事、漁具が大事。それが咄嗟の時
の現実だった」という今回の津波経験者の発言には、漁
業を営むという生活について深く考えさせられた。

ある県の女性リーダーは、「お父さんが海に出ている最
中に津波が来たら、陸にいるお母さんたちがとにかく頑
張らなければ、漁村の防災・減災は成り立たない」とい
うことで、今回の災害を機に消防団に加入したことを披
露した。地域によっては、組織的に女性による防災体制
を整えているところもある。高知県大月町安満地地区は、
４ヶ統の巻網船団を有する集落である。巻網は夜間操業
を行っているので、日中に比べより避難が困難になると
考えられる夜間に災害が起きた時には、集落に残ってい
る女性たちの肩に地域の運命が託されることになる。こ
のような地域を多く抱える大月町では、町内の各集落に
女性防火クラブを組織し、女性たちを核とする防災訓練
やミニポンプなどの機材の使い方の練習が日常的に行わ
れている。また、地域内で一人暮らしをするお年寄りの
家をマーキングして、集会所に掲示している地域もある。
近年は個人情報ということが厳しく言われるようになり、
このようなやり方についても問題はあるかもしれないが、
地域の中でこういった情報を共有することは、防災面や
福祉面から見れば必要なことなのではないだろうか。

地区の集会所に掲示された独居高齢者宅の地図
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女性の声の反映

防災をはじめ、女性たちは地域生活の様々な場面で活
躍している。しかし、地域における意思決定の場において、
女性たちが場外に位置づけられていることも多い。例え
ばこれまで多くの地域で、集落の計画を話し合う住民懇
談会を行ってきたが、そういった話し合いの場に女性の
参加がほとんどない、あったとしても会議のお茶出し要
員で話し合いには参加していない、ということはいくら
でも見てきた。地域内で冠婚葬祭を行う時に、女性の席
は設けられないというような慣習が残っているところも
ある。今回の災害でも、その復興計画を話し合う場に女
性の姿は少ないということも聞く。
しかし、多くの漁村の女性たちは日ごろから浜と自宅

とを行き来して漁業活動に参加している。災害時には陸
上での避難活動の要となるのは女性たちだ。女性たちの
意見を防災計画に反映させる、復興後の地域のあり方を
話し合う時に、最も生活に関わっている女性たちの意見
をくみ上げる、ということは絶対必要だ。また、阪神淡
路大震災の時には、避難生活の中で女性や子供に必要な
物資の不足が問題となったという報告もある。避難時の
物資の要望や避難生活の細かいルールづくりといった場
にも、女性たちの意見を取り込むことは大切だ。
いざ、という時に女性の意見のくみ上げが機能するた

めには、普段からもっと女性たちが意見を持ち、それを
表現する機会をつくることは必須条件だ。そのためには、
地域の話し合いや関連機関の委員のような要職に積極的
に女性を取り込む環境を整える、また女性の側もそういっ
た話し合いの場に進んで入っていく習慣を身につけると
いった、地域全体での意識改革がとても重要なのではな
いだろうか。

これからの地域と防災の課題

今後日本では東海、東南海、南海といった広範にわた
る連動型の激甚災害が予測されている。沿岸地域では、
特に津波対策に重点が置かれ、避難路や避難施設の整備、
防潮堤の見直し、避難経路の確保や水、食料などの備蓄
といった対策が講じられている。これまでに経験のない
大災害が予測される中で課題は山積しているが、漁村に
おける最大の課題のひとつは高齢化なのではないだろう
か。
例えば、高知県大月町は沿岸地区が12あるが、その高
齢化率の平均は46.2％（平成24年７月末現在）と非常に高
い。地域では一人暮らしのお年寄りについては周囲が常
に気にして、今日は朝から姿が見えないとなれば様子を
見に行ったり、声かけをして安否を気遣うなど、強い結
束力を有している。しかし、高齢者を見る立場の人々も
高齢者の枠に入りつつあるのが現状である。女性防火ク
ラブのメンバーは保険に加入する関係から70歳までとい
う年齢制限があるが、地域によっては中心メンバーが60
歳代であったり、年齢制限をかけると人数が集まらない
ため70歳を過ぎてもメンバーとしてとどまっているケー
スもある。このような現状の中での防災・減災は大きな
課題である。
前述した安満地地区では、町内中心部などから通って
くる巻網の若い乗組員たちに声をかけ、地域の祭りに参
加してもらったり、そこで一緒にお酒を飲んで交流を図っ
ている。これは、単に祭りの維持というだけでなく、例
えそこに住んでいなくとも、何かの時にはお互い助け合
える関係を日常的に形成しておくという、大切な意味を
持っている。
地理的に不利な条件にあり、高齢化といった問題を抱
える漁村であるが、地域が有する結束力の強さは都市部
にはない強みである。この強みを活かし、様々な地域で
行われている工夫を参考にしながら、地域でできること、
外からの支援として必要なことを整理して、防災のあり
方をそれぞれの地域のみんなで考え、話し合っていくこ
と。月並みではあるが、日常生活の中の小さなことの積
み重ねが、本当に大切なことなのかもしれない。

特別寄稿 .02

避難場所？

物資確保？
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概　　要

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖の地
震による大津波で、漁港集落や漁港施設被害の規模は
想定を大きく超えており、漁港地域の防災・減災対策
の必要性、重要性が再認識されました。
本調査は、発生確率が極めて高いとされる東海・東

南海地震などにより、被害が予想される地震防災対策
推進地域の215漁業集落において、津波に関する防災計
画を中心に緊急点検を実施、現状を把握するとともに、
防災・減災対策の課題を抽出しました。

調査方法

調査は、東海・東南海地震などにより被害の発生が
予想される漁業集落を有する地震防災対策推進地域13
県48市町村の225集落について実施しました。
調査は事前に調査票（アンケート）を配付し、後日、

ヒアリングと調査票を回収し、現地踏査を実施し、防災・
減災対策の現状を把握しました。
調査概要を以下に示します。
①調査時期：平成24年1月～2月上旬
②調査箇所：225漁港集落
③ 調査対象者：市町村担当者（水産、防災）および
漁業協同組合等関係者

④調査方法：アンケート、現地踏査、ヒアリング

調査結果

調査結果は,以下の内容に分けて整理を行い、現状を
把握するとともに、課題を整理しました。
①防災組織に関する調査結果
②計画作成に関する調査結果
③災害に備えた整備に関する調査結果他

01 第 1調査研究部

⑴ 防災組織に関する調査結果
主な調査項目は、防災組織・災害時要援護者支援他
に分類しました。
防災組織は概ね８割の集落で整備されており、自治
会の住民組織、次いで行政と住民により運営されてお
り、住民主体の組織になっています。

災害時要援護者支援については、図2に示すように約
8割の集落において、支援することに関する規定はあり
ますが、図2からわかるように、誰が支援するかについ
て、ルール化されている集落は約3割しかありません。
このことから、集落内での支援のルールが必要になる
と考えられます。

⑵ 計画作成に関する調査結果
ここでは、物理的孤立、漂流物対策、海上および陸
上避難他について調査を行っています。
特に課題があると考えられる物理的孤立、漂流物対
策、避難に関する調査結果を示します。
図3は物理的孤立の可能性の調査結果です。図5より、
約5割が孤立の可能性があることがわかります。物理的
孤立しないための交通網の整備や孤立した場合の対策
を立てる必要があります。
図4は漂流物対策の実施状況ですが、約7割の集落が
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対策を実施しておらず、漂流物の発生対策を進めてい
く必要があります。
陸上に関する避難ルールはほぼ整備されていますが、

図5からわかるように海上の避難についてはほとんど整
備されておらず、ルール化を進める必要があります。

⑶ 災害に備えた整備に関する調査結果
この調査では、避難場所、避難路、照明設備、陸閘・

水門など施設整備に関して調査を行いました。
一次避難場所、避難場所については、約9割の集落が

指定していますが、図6、図7に示すように非常用飲料
水や非常用電源などが整備されておらず、災害時の備
えをする必要があります。
また、津波の到達時間は、ほとんどの集落で把握さ

れていますが、図8からわかるように、避難完了までの
時間が設定されていません。津波到達時間内に避難が
完了できるようにすることが重要です。
このほか、停電時の照明設備や情報伝達装置の津波
対策などの整備についても、ほとんど整備されておら
ず、地震津波に対する施設整備も緊急の課題と考えら
れます。

最 後 に

今後30年以内の東海、東南海、南海地震の発生確率
はきわめて高い状況にあり、その漁業地域について、
防災・減災計画について 調査を実施しました。
また、調査対象の漁業集落のうち、太平洋に面する
地域では、地震発生からの津波到達時間が5分程度と東
北地方太平洋沖地震における津波被害地域比べてかな
り短い地域もあります。
本調査結果では、一部集落においては、その危機的
状況から積極的に津波防災対策を実施しているものの、
多くの集落では防災・減災対策が十分とはいえない状
況にあることが分かりました。
人命の確保を第一に早急な対策を講じるとともに、
漁業集落においては「災害に強い漁業地域ガイドライ
ン2012　水産庁」を参考に、地震や津波による災害の
程度を予め想定しつつ、被害の最小化のための減災・
防災計画を策定することが緊急な課題と考えています。

（第1調査研究部　加藤 広之）
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概要

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震
による大津波は、漁業集落や漁港施設被害の規模は想
定を大きく超え、漁業地域の防災・減災対策の必要性、
重要性が再認識されました。
本調査は、実際に被災した岩手県と宮城県の181漁業

集落を対象に、講じられていた漁業地域住民等の避難
対策と発災時の住民等の避難行動に焦点をあて、その
実態を分析するとともに、地域住民等の安全確保対策
に関する問題点・課題を抽出しました。

調査方法

被災地調査は、岩手・宮城の都市計画区域から外れ
漁業依存度又は漁家比率1位の漁業集落181集落を対象
とし平成24年1～2月にアンケート方式により実施しま
した。なお、調査①として市町村防災担当者、自治会
又は自主防災組織代表者を対象に地域の防災、避難ルー
ル、情報伝達に関する状況を把握しました。調査②と
して、同集落の住民1,322人を対象に陸上・海上におけ
る避難行動について調査を行いました。

調査結果

⑴ 防災体制
被災地における防災体制は、市町村等の関係行政機

関が中心的な主体として認識されており、次いで自治
会等の住民組織となっています。ここで今般の発災時
においては、地域の防災体制が「十分に機能した」が
20%、「ある程度機能
した」が74%と一定の
評価はなされているも
のの、上部組織と各地
域の住民組織等の連携
が取れなかった点等が
「十分に機能した」と
評価されていない要因
と考えられ、各機関と
地元が一体となった防

災組織の構築が必要と考えられます。

⑵ 情報伝達に関する調査結果
各地域で防災の情報伝達は行政が担うこととして認
識されていたことから、ほとんどの地域で防災行政無
線が整備されているものの、その他の情報伝達施設に
ついては整備されている地域は少なかった。しかし、
今回の発災時において防災行政無線は「聞き取れなかっ
た」や「呼びかけはしていなかったと思う」と答えた
人が4割を超える結果でした（図2）。実際には、陸上、
海上とも「テレビ」「ラジオ」により情報を入手したと
の回答が半数程度と最も多く、次いで「防災行政無線」
との回答であり、海上においては、僚船や無線局から
の無線により情報を入手していたとの回答が多く、今
後は防災行政無線以外の情報伝達手段を確保すること
が必要と考えられます。

⑶ 避難行動に関する調査結果
①避難の初動について
被災地における避難の初動は、「何らかの行動をした

後の避難」が49%と最も多く（図3）、その理由として
は「様子を見てからでも大丈夫だと思った［20%］」、「家
族の安否を確認してい
た［18%］」が上位で
あり、その他「漁船等
確認のため漁港などへ
行った［18%］」「係留
補強、資材等の引き揚
げをした［15%］」等、
漁業地域特有の理由も
多かった。

概要概要概要概要概要概要概要要要

調査調査査査査査方法方法方法方法方法方法方法方法方法

査調査査査査査査結果結果結果結果結果結果結果結果結果
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▲図1：地域の防災体制への評価 ▲図3：陸上避難の手段

▲図2：防災行政無線の聞き取り状況
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⑷ 避難のルールに関する調査結果
陸上避難に関する避難ルールは何れも6割以上が設定
されていたものの海上避難に関する避難ルールは4割程
度しか設定されていませんでした（図7）。
今後は、海上避難ルールを設定するとともに、陸上
避難ルールについても、その内容が十分でない集落も
多く見直しの必要があると考えられます。

最後に

今回の調査結果では、ある程度の防災対策は機能し
たものの、防災体制、情報伝達体制、避難行動、陸上・
海上での避難ルール等における課題や問題点が浮き彫
りになりました。
今後は、今回の経験を踏まえ、被災地のみならず地
震防災対策推進地域等においても、各地域の地形条件、
社会条件等に応じた、地域防災計画を策定することが
重要であると考えます。

（第1調査研究部　後藤 卓治）

②車での避難について
被災地における避難

に際して、車を利用し
た人が全体の53%（途
中から降りた人を含
む）であり（図4）、相
当数の人が避難の際に
車を利用したことが分
かりました。この結果
は、中央防災会議1）
での調査結果（避難時の車の使用率57%）と同様の結
果です。また、車を選ぶ理由については、「避難をはじ
めた場所に車で来ていた［37%］」、「平時の移動に車を
使っているから［26%］」といった車が生活手段の一部
となっていることを裏付けるとともに、「家族で避難し
ようと思った［23%］」、「車で避難しないと間に合わな
かった［22%］」といった瞬時の行動意識が作用したこ
とをうかがわせる結果でした。
③海上での避難（漁船避難）について
発災時に、海上にいてそのまま沖合へ避難した人は

10％、陸上にいて海上に避難した人が約15％でした（図
5）。海上へ避難した理由については、「漁船は財産なの
で守ろうとした［72%］」を回答した人が最も多く、最
大の財産である漁船を守ろうとした「漁船の沖出し」
であったことが伺えます。
また、海上で津波に遭遇した人のうち、「極めて危険」、

「危険はあった」と回答した人が7割弱に及んでいます。
ここで、水産庁の「災害に強い漁業地域づくりガイド
ライン」では津波の物理現象として浅海ほど波高が高
くなる事から、海上での一時避難は
50m以深を目指すことが記載されてい
ますが、今回の調査で目指した水深に
よる比較を行ったところ、比較的浅い
海域（水深50m以下）を目指した避難
者は全体での結果と比較すると危険度
の実感が高まる傾向にあったこと（図
6）が確認されました。
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▲図4：避難の初動

▲図5：陸上避難と海上避難の状況

▲図6：津波遭遇時の危険性（左：全体、右：水深50m以浅）

▲図7：避難行動の基本ルールの有無

最後最後最後最後最後最後後後ににににににに
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はじめに

平成23年3月に発生した東日本大震災では膨大な量の
災害廃棄物が発生し、その処理が大きな課題となって
おります。また、一方で、津波により被災した被災地
の漁業の回復のために、漁場の早期再生も切望されて
おります。このような現状から、災害廃棄物を漁場の
造成に効率的に利用することができれば、災害廃棄物
の処理と漁場の回復の促進が期待できます。当研究所
は水産庁から業務委託を受け、漁場施設への災害廃棄
物等の再生利用について検討を致しました。本稿では
検討の概要について紹介します。

災害廃棄物等の漁場施設への
再生利用の可能性についての検討

漁場施設には、魚類を蝟集する魚礁、有用水産生物
の生育する場となる増殖施設、養殖漁場を波浪から防
護するための消波施設などがあります。
漁場施設に使用する材料

は、作用する外力、耐用年
数などを考慮して、適切な
材料を選定する必要があり
ます。漁場施設の材料には
主としてコンクリート、鋼
材および石材等の材料が用
いられますが、災害廃棄物
等のがれきを漁場施設に再
利用する場合には、作用す
る外力や耐久性等の条件を
満足しなければいけませ
ん。がれきの種類別の漁場
施設への適用性は表1に示
すとおりです。

02 第 2調査研究部

災害廃棄物等を漁場施設へ再生利用するにあたって
は、コンクリートがらが最も材質として適していると
考えられたため、コンクリートがらを効果的に漁場施
設の資材として活用することを目的として試験を実施
致しました。

▲図1：漁場施設とがれきの利用

表1：がれきの種類から整理した漁場施設への適用性

がれきの種類 漁場施設への適用性
漁場施設
への利用の
しやすさ

柱材・角材
柱材や生木、大木から木片などサイズや素材が不
均一である。木材利用魚礁への利用が考えられる
が、規格を揃えるには労力がかかる。

△

可燃系混合物 漁場への利用はできない ×

不燃系混合物
FRP漁船等の大型のものは、そのまま沈船魚礁と
しての利用が検討されている。現状では研究開発
段階で、事業として実施するには時期尚早である。

△

コンクリート
がら

ブレーカーやニブラで破砕し、鉄筋を取り除いた
ものはコンクリートがらとして利用できる。さら
に、ガラパゴス等のクラッシャーや再生骨材プラ
ントによって破砕すると、利用範囲が拡がる。

○

金属くず
金属くずは変形し、そのまま漁場施設に利用でき
ない。既存の再生処理ルートが確立されており、
金属リサイクルで利用する方が効率的である。

×

じじじじじじめめにめにめにめにめにめにめに

の可の可の可可可可能性能性能性能性能性能性能性性につににつつにつにつについていていていていていていていての検の検検の検の検の検の検検検検討討討討討討討討
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試験では比較的容易に製作できる無筋のブロック（海
藻などの着定基質）としました。また、発生したコン
クリートがらに特別な処理を施さず、なるべくそのま
ま利用することを目標として、ブロック製作の一材料
（コンクリートの粗骨材）としてのコンクリートがらの
適用可否を検証致しました（表2）。図2に示す様に、室
内試験により、①実績率（ブロックに占めるコンクリー
トがらの体積割合）、②ブロックに充填するモルタルの
配合、について検討致しました。室内試験での検討結
果を基に、現地試験では実際大のブロック（幅2m×長
さ2m×高さ6m）を製作し、表2の各項目を検証致しま
した（図2）。

現地試験の主要な結果は次の⑴～⑶になります。
⑴  作業性とモルタルの充填性から、製作方法はポス
トパックド方式が優位であり、コンクリートがら
のサイズは300mm以下が望ましい。

⑵  モルタルは流動性を確保した上で可能な限り水セ
メント比を低減し，ブリーディングの少ない配合
とすることが肝要である。 

⑶  ブロック本体の強度と施工性の点からコンクリー
トがらの実績率を40％程度に設定し，均質性を確
保する事で所定の強度が確保される可能性が示唆
された。また、モルタルの強度を高強度にするこ
とによってブロック自体の強度を担保することも
考えられる。

また、コンクリートがらを粗骨材として利用した漁
場施設の沈設試験を次の3地区で実施致しました。
⒜ 岩手県上閉伊郡大槌町千枚磯地先

コンブ・ワカメ増殖礁55基を沈設 
⒝ 岩手県宮古市田老町田老漁港区域内

コンブ・ワカメ増殖礁71基を沈設
⒞ 青森県八戸市鮫町地先

コンブ養殖用アンカーブロック20基を沈設

沈設直後に潜水調査を実施し、海底への着底の際に
ブロックに損傷がない事も確認しております。

おわりに

本業務での成果をとりまとめ、「漁場施設への災害廃
棄物等再生利用の手引き」を作成致しました。この手
引きは、今年の7月に水産庁から公表されており、水産
庁のホームページからダウンロードができます。今後、
手引きを各地方自治体等でご活用いただき、被災地域
の災害廃棄物等の処理と漁場の回復に寄与できれば幸
いです。

（第2調査研究部　田中 浩生）

表2：検証項目概要

▲図3：検証したブロックの製作方法

▲図2：試験の流れ

▲図4：沈設したブロック（左：⒜、⒝の地区、右：⒞の地区）

検討項目 評価内容

①がら実績率 容器の容積に占めるコンクリートがらの体積の割合
（コンクリートがら使用量の把握）

② 充填モルタル
配合 コンクリートがらの隙間に充填するモルタル配合の選定

③製作方法 プレパックド方式およびポストパックド方式
（製作方法を上記2方法より選定）

④がら寸法 500mm・300mm・50～200mm
（施工性：充填性・ハンドリング）

⑤強度試験 テストピース（圧縮・割裂引張・曲げ）、コア供試体（圧縮強度）
（ブロックの力学的性能）

⑥転置試験 吊り作業による損傷度確認、ブロックの重量確認

わわわわわりにりにりにりにりにりにりにり
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平成24年度第53回理事会及び第48・49回評議員会
が、去る平成24年5月23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、開催された。
平成23年度事業報告及び収支決算、平成24年度事業

計画及び収支予算並びに一般財団法人への移行認可申
請を承認したほか、団体名を「漁港漁場漁村技術研究所」
から「漁港漁場漁村総合研究所」に変更する等を内容
とする移行後の新法人の定款案及び役員について決定
した。新法人の代表理事となる理事長には、現理事長
の影山智将氏が引き続き選定され、新たに設けられる
新法人の業務執行理事となる常務理事には、大塚敏行
現理事兼総務部長が選定された。
平成24年度の事業計画では、平成24年3月にあらた

な水産基本計画及び第3次漁港漁場整備長期計画が閣議

03 総務部

決定されたことを踏まえ、「災害に強く安全な地域作り
の推進」、「水産物の安定的な提供・国際化に対応でき
る力強い水産業づくりの推進」、豊かな生態系を目指し
た水産環境整備の推進」との長期計画の重点課題に沿っ
た調査研究を行うこととし、具体的には、漁港の建設、
漁場及び漁村の整備に係る科学技術に関する調査･研
究・開発として、①「計画立案技術及び計画評価技術
に関する調査、研究及び開発」、②「設計技術、施工技
術及び管理運営技術に関する調査、研究及び開発」、③
「防災技術に関する調査、研究及び開発」に取り組むほ
か、調査研究成果の概要をとりまとめ国、地方公共団
体などに啓発・普及するとともに、国内外の学会・研
究会などで研究発表を行う。また、引き続き被災され
た漁業地域の復旧・復興支援の調査研究に取り組むこ
ととしている。 （総務部　川崎 直子）

平成24年度研究助成事業について

財団法人漁港漁場漁村技術研究所は、新しい時代に
おける多様な要請に対応した漁港漁場漁村の整備等に
関する調査研究及び成果の普及等の活動を行っている
法人であり、その研究活動の一環として、漁港漁村地
域の振興、生活環境改善、漁場の整備等にかかる創造
的な調査研究に対して助成を行っております。
この研究助成は平成2年度から実施しており、平成

24年度も募集の結果、継続2件、新規10件の応募があ
りました。応募された研究内容について審査委員会の
審査を経て、下記の通り助成対象を決定致しました。

○採択研究題目及び研究者（敬称略）
⑴平成24年度継続研究題目　2件（申込件数2件）
① 漁村振興における防災と景観形成（H23～H24）
広島国際学院大学 准教授　池本 良教

② 漁港漁村災害における災害発生材処理再生利
用の情報化に関する調査研究（H23～H24）
一般社団法人全日本漁港建設協会
会長　長野 章

⑵平成24年度新規研究題目　2件（申込件数10件）
① 国際化に対応できる食糧産業クラスター形成
による水産業・漁村の振興－東日本被災地の
ソーシャルキャピタルの再構築による多面的
機能の発揮－
広島大学大学院生物圏科学研究科
教授　山尾 政博
② 北海道漁村における女性活動と地域水産振興
策との関連に基づく活動支援
北海道大学大学院水産科学院 博士課程
小泉 聡美
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平成24年度　都市漁村交流推進協議会
トーク＆トーク『まちに元気を！』
～全国発、まちおこしに向けた都市漁村交流の可能性とあり方を探る～
都市漁村交流協議会とは
都市漁村交流推進協議会では、堂故茂氏（富山県氷見

市長）を会長とし、都市と漁村の交流に関する情報交換
や資質の向上を目的として平成14年7月24日に設立され
本年で設立10年を迎えました。現在は都道府県、市町村、
漁港漁場協会、漁業協同組合など84団体が会員となり主
に以下のような活動を行っております。
① 年１回会員以外も参加できる都市漁村交流に関する
シンポジウムや講演会の開催
② 会員が主催する講演会等の支援・補助
③ 都市漁村交流に関する情報や会員が 開催するイベ
ント等の情報発信

都市漁村交流協議会では、『トーク&トーク』と題し、
年に1回、会員以外の方も参加できる、都市漁村交流に
関するシンポジウムや講演会を開催しております。
今年は、昨年の東日本大震災の影響もあり2年振りの

開催となりましたが、今年は会員以外の方も含め会場の
定員である100名にご参加頂き、盛況のうちに幕を閉じ
ました。
◎日　時：平成24年7月11日（水）15:00～17:00
◎場　所：エッサム神田ホール　3階　大会議室
◎主　催：都市漁村交流推進協議会
◎後　援：オーライ！ニッポン会議

主催者挨拶

都市漁村交流推進協議会　副会長
大西 勝也　●高知県黒潮町長

漁村は新鮮な水産物を安定して供給する機能を有する
とともに、海洋性レクリエーションの場の提供や、地域
色豊かな食文化、伝統行事の継承などを通じ、都市部の
人々にゆとりある生活、癒しや潤いを提供する機能を有
しており、都市と漁村の交流は、国民のゆとり創造に大
きく寄与するものです。
また、今般の東日本大震災において被災した多くの漁
村に、都市からの支援者が多く参画したことから、都市
から見て漁村がいかに大切なものであるかという認識を
持っていただいている証しではないかと考える次第です。
一方、漁村にとりましても都市との交流は、漁村に人

を呼び、にぎわいをもたらすことによって地域の活性化
に大きく貢献するものです。近年、漁村では地域活性化
の1つの手段として、豊かな自然環境や新鮮な魚介類を
生かし、漁業体験、朝市などの都市漁村交流活動への取
り組みが増えてきているところです。
このことは、都市漁村交流の活動が、漁村地域の活性
化の重要な手段であるとともに、都市部の人たちに漁村
を見てもらうこと、体験していただくこと、味わってい
ただくこと、触れ合っていただくこと等により、都市部
の人たちに漁村に対する理解を深めてもらい、ひいては
それが漁村地域の活性化だけではなく、都市部の活性化
にもつながるということを表わしているのではないかと
考える次第です。
つまり、都市と漁村の交流は、お互いの活性化、理解

の醸成にとって重要な役割を担っており、今般の東日本
大震災のような災害が発生した際に、その交流の成果が
都市からの支援という形で現れたのではないかと思って
おります。
ご承知のとおり、昨年度は東日本大震災もあり、活動が
休止状態となっておりましたけれども、毎年本協議会の活

トーク&トーク開催概要

トーク&トークの内容
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動の一環として、これからの都市漁村交流の展開方策を探
るための意見交換の機会として、本協議会の会員だけでな
く、都市漁村交流活動に興味を持つ多くの方々に参加して
いただけるよう、講演会形式やパネルディスカッション形
式で「トーク＆トーク」を開催しているところです。
最後になりますけれども、本日のそれぞれの発表内容

が、今後の皆様の活動の一助となれば幸いです。本日は
どうぞよろしくお願いいたします。

■講演
① 『漁村地域の６次産業化について』
本田 直久 氏　●水産庁漁港漁場整備部防災漁村課 課長

② 『漁協からできる海を開く試み』
松尾 省二 氏　●（株）エンジョイ・フィッシャーマン 代表取締役

■活動事例紹介
三重県尾鷲市『輪内地区まるごと元気大作戦！』
中川 健一 氏　●尾鷲市商工観光推進課

講　演　①

『漁村地域の６次産業化について』
本田 直久 氏　●水産庁漁港漁場整備部防災漁村課 課長

防災漁村課ということで、防災の話と活性化の話の2
本柱になります。それぞれにつきまして講演できるよう
にものは用意しておりまして、要望がありましたら全国
どこへでも行って話はしますということで、各県のほう
にもお伝えしているところですけれども、今日はそのう
ちの6次産業化についてお話させていただきます。

1.漁村の現状
漁業生産の状況は右肩下がりで、
魚価は横ばい、ないしは若干低下し
ています。就業者の推移も、当然な
がら右肩下がりで高齢化の傾向だけ
が進んでいるという状況です。
漁村につきましても過疎化、高齢化というのが、日本
全体の傾向をはるかに上回るスピードで進行していると
いう状況です。
漁業が衰退すると漁村の人口減少が起こりまして、社
会的サービスの低下が起こる。つまり漁村が住みにくく
なる。そうしますと、住みにくいので、そこで暮らせな

いので漁村からさらに人が出て行ってしまう。漁業は続
けるだけの資源とか漁場があっても、漁村自体が成り立
たないぐらい人が減ってしまうと、漁村に住めないので
そこから出て行く、つまり漁業を辞めるということで、
どんどん非常に悪いスパイラルになり、最終的には漁村
がなくなってしまうのではないかという最悪のシナリオ
が想定されるという状況にあります。
では、漁業が衰退してそうなるのなら、漁業さえ盛ん
になれば大丈夫だと思っている人が多いのですが、生産
量が増えた分に応じて、人はある程度は増えるかもしれ
ませんが、昔のようにそれだけで漁村の規模が本当に維
持できるのかは疑問です。

2. 6次産業化とは
漁村に対しては都会からいろいろなニーズがあり、料
理のもととなる魚介類、環境的なよさ、漁業自体の体験
などいろいろ期待されています。
漁村という場所での6次産業化のイメージでは、漁業
者が中心にありまして、直売、加工、民宿、体験漁業、
遊漁、保養、いろいろなイベント、漁家レストランといっ
た取組があります。こういったものを漁村でやる、これ
を都市部に発信する、都市部ではこういうものを体験し
てみたいとか、魅力に感じているということもあります
ので、そういう需要に応じた形で取り組むことによって、
ここに交流関係も生まれますし、都市部の人がものを買
うとか泊まるとか体験するという形で漁村に経済効果も
生まれるということになる。我々としては、漁業者が定
住し、漁業が存続できるような地域をつくりましょうと
いう動機のもとでやるべきだということですので、なる
べく地域内に新たな経済循環を形成することが重要とい
うことで、例えば経営者が都会の人で、富はみんな都会
に流れていくというような取組であっては、せっかくの
価値がよそに出てしまうので、なるべく地域の人が取り
組んでいくようにして、漁村を維持するような形の6次
産業化をやろうという話であります。

3. 6次産業化の効果
一方、漁業に対して何か良いことはあるのかという話

ですが、とにかく6次産業化というものがその地域で動
き出すと、基本的には交流人口が増大する、あるいは需

講演内容
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要が増えるので、商品化という話になります。商品化す
るにあたって、従来から都会で高値で売れているものを
わざわざ回すことはないので、新たな資源を使って地元
で何か商品をつくっていくというような形、あるいは使
い方にしても、より地元で新たな高付加価値化の需要が
発生すれば、今まで生鮮で出荷していたものを活魚で、
という可能性がありますので高付加価値化も期待でき
る。このように水産物の需要の増大だけではなくて多様
化も期待されるということで、それが漁業に一定の影響
を与えるだろうということです。
経営面では当然ながら、こういった需要に応えるため

に、例えば今まで獲っていない、あるいは獲っていても
捨てていたものに対して、それを獲るようになるため漁
業が多様化する、あるいは多角化するということ。もの
によっては養殖という話もあるので、新しい魚種の養殖
が始まる、あるいは今まで獲れなかった魚を、新たな漁
法をよそから導入して獲るようになるということも考え
られる。そうなると、単純に魚価の向上という経営面で
のプラス効果も期待できる。
一方、資源面でも、全然使われなかった資源が使える
可能性が出てきます。それからその裏返しに、こちらに
漁獲を振り向けることによって、今まで利用しすぎてい
たという資源に対する過剰漁獲を緩和することが期待で
きる。既利用資源でも今までと違う出荷方法によって高
付加価値化ができるのであれば、大事に獲ることによっ
て、漁獲の緩和ということも期待できるということで、
うまく回せば資源面でのプラス効果も十分期待できるの
ではないか。つまり、6次産業化を進めることによって、
漁業経営の安定と資源利用のバランスが取れてきて、特
定資源に集中している漁獲のあり様が変わっていくとい
うことも期待できるということです。

4. 6次産業化への期待
6次産業化を漁村でやるということに対して、それは当
然期待されているものがないと空回りもあるのですが、現
実に意向調査をしますと結構期待があります。何に期待さ
れているかと言いますと、特産物の創出、ブランド化、観
光との連携といったものの期待値が高いという状況です。
また、特定種だけを狙って水揚げしている。これはや
はり消費地の事情による面もあるのかもしれませんけれ
ども、非常にそういう傾向が、獲る側、流通する側にも

顕著になっているということです。
地域によってはまだまだ資源が利用できる可能性があ

るということを前提として、どういう取組をするかとい
うことですが、まず現に今までどんな取組をやっている
のかということですが、断然多いのが直売、加工という
もので、体験とか漁家レストランというのも、まだまだ
取組としては少ない状況であります。

5.産地水産業強化支援事業について
産地水産業強化支援事業ですが、これは平成23年度に

つくりました。まず産地で協議会をつくっていただいて、
施設整備事業をその協議会が取り組むその地域の６次産
業化を支援するという目的に使いましょうということで
す。それから、以前はハード事業だけだったのですが、ソ
フトとハードの組み合わせ事業にし、さらに、産地の活動
への支援を強化するということで、中央に、産地協議会を
サポートする、助言、現地講習、シンポジウム、研修会
の開催、情報の発信、共有といったものをやっていく、あ
るいは全地域的な問題解決のためのいろいろな課題につ
いての答えを出して、一定の指針をつくっていこうという
一種の司令塔的な存在をつくったということです。
産地協議会の概要ですけれども、ソフト支援とハード

支援があります。当然必須メンバーが漁業関係者なので
すが、あとは市町村、地域の住民、外部専門家、地域
の関係者といったものを構成員とする協議会を産地につ
くっていただきまして、そこでその地域の6次産業化をど
うするかという議論をして、共通の合意形成が得られれ
ば、それに必要な施設整備などを支援するということと、
ソフトは3年間続きますので、その中で施設整備について
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の事前のいろいろな調査、あるいは事後の調査、いろい
ろなことがソフト事業でできますというような事業であ
ります。つくるときに地域の6次産業化という思想をきっ
ちりつくっていただくということが条件になるのでハー
ド事業のみはだめですが、無理やり施設をつくることを
目的とはしていないのでソフト事業のみはOKです。

6.まとめ
6次産業化というのは、漁村の活性化を図る上できわ

めて重要な取組だということであります。以前は漁村の
活性化を図る上で極めて重要な取組は、実は6次産業化
ではなくて海業の推進というものをメインに置こうとし
ていました。概念としては海業の推進と漁業漁村の6次
産業化はほとんど同一概念なので、そのまま頂いたとい
うようなことであります。
漁村は結構2次産業、3次産業が身近にありますので、

あまり高望みせずに周りを見て、そういった人の力も借
りつつ、身近な取組から始めましょうということで、あ
まり難しいと思わないでくださいということです。
それから、漁業者だけでなく、漁村地域全体の取組と

して、これは結構重要だと思うのですが、要するに村が
なくなってしまうと漁業もなくなるので、漁業者だけが
良ければいいと言っている状況ではないと思うので、や
はり水産資源を使って村全体がよくなるということで、
やっていただきたい。
それから、外に対して発信するためにはいいところを
伸ばさなければいけないので特長を生かしましょうとい
うことと、取り組みたい内容とか段階に応じたさまざま
な支援策が現にあるということを申し上げておきます。
防災漁村課では、6次産業化というツールを漁村のた

めに使おうということで、事業を組み上げています。6
次産業化というのをどう振興していくかというのは、農
水省の中でもいろいろ考え方がありまして、今まで言い
ましたのは、あくまでも漁村のために6次産業化という
ツールをどう使っていくかという観点から見た、われわ
れ防災漁村課の整理の仕方です。多分よそで6次産業化
の話を聞くと全然違う話をされる方もいると思いますけ
れども、漁村のためにうまく使おうという観点からする
と、こういう話になるので、そういう観点からいろいろ
質問したいときには、当課に電話をすればすぐ何でも教
えてくれます。

講　演　②

『漁協からできる海を開く試み』
松尾 省二 氏　●（株）エンジョイ・フィッシャーマン 代表取締役
今日呼んでいただいたのは、エンジョイ・フィッシャー

マン代表取締役というので呼んでいただきましたが、普
段は普通に漁師をしております。22年、23年といろいろ
なところから漁師さんに来て頂いて、この魚はおいしい
んだということで東京の方に食べて頂くというサロンを、
なかなか月1回のペースでは開催できないのですが、開催
しています。ここで新しい小さな商談が生まれたり、こ
れで新聞に載ったりということが地域の元気になるよう
な形で動いていけばというふうに考えてやっております。

1.６次産業化について
今日の本田課長のお話で良かった

なと思いましたのは、地産地消とい
う話が出てこなかったので、田舎に
住んでいますと地産地消ってくそ食
らえなのです。地産地消で量がはけ
るなら完結するので十分飯が食えるので物流を考えなく
ていいし、それだけ人口居ないだろうと。それで何を考
えるかと言いますと来て欲しいのです。交流人口として
来て欲しいということと、プラス、そこのファンになっ
て欲しいということと、あわよくばＩターンとかＪター
ンで住んで欲しいのです。そこで生産活動をして税金を
払う人間になって欲しいというのが多分一番思うところ
ではないかと私としては思います。

2. 1日漁師証について
私のところで今やっています、「1日漁師証」という一
般の人に1日だけ漁師になってもらって、サザエを獲って

■産地水産業強化支援事業（漁業の6次産業化）
構造改善施設班（内海、小林、守田） ☎03‒6744‒2391

■産地水産業強化支援事業（漁村の魅力向上）
環境整備班（伊藤、武下） ☎03‒6744‒2392

■都市漁村交流のアドバイス
都市漁村交流専門官（村上） ☎03‒6744‒2392

■農山漁村プロジェクト交付金（定住・交流の促進）
環境整備班（伊藤、武下） ☎03‒6744‒2392

■離島漁業再生支援交付金
漁村企画班（清水、金本） ☎03‒6744‒2392
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もアワビを獲ってもタコを獲ってもウニを獲っても、も
ちろん海藻を獲ってもヒラメを突いても何でもいいとい
うことを7月1日から8月のお盆明けの日曜日まで期間限
定で現在やっています。
動機についてですが、舞鶴市の野原地区で以前から民
宿のお客さんを対象に、船で送ってサザエを2,500円か
3,000円いただいてタグをつけて、獲ってもいいという
のがありました。そこは結構儲かっているという話も聞
いていたのですが、これはそのままでは自分達のところ
には合わないし、自分たちのやりたいことではないとい
うことがありました。
最初はお年寄りの漁師さんたちは、皆さん全員反対で

した。漁師としては海水浴客に海に入って欲しくない。
海には誰も来るなとおっしゃる漁師さんが結構いらっ
しゃいました。でも誰も来ないと自分たちで獲ったサザ
エも魚も買ってもらえないからどんどん安くなるという
お話をしながら。でも売っても安いので、それなら究極
の直販をやってみませんかということで自分たちで売っ
て食べてもらってうまいというのではなくて、現場で自
分で獲ってもらって自分で食べるという直販みたいなこ
とをやってみませんかと。それによって仲間を増やすと
いう仕組みです。
最初にこれをやりたいというお話をしたときに、耳に

タコができるぐらい言われたのが、漁業権を切り売りす
るなということでした。漁業権を切り売りするつもりは
まったくなくて、ちょっと漁師になってみようかなとい
う人を増やしたかったのですが、それには漁民と協同組
合員という話をしましたが、例えば、組合員は何月何日
がワカメの解禁日ですと決めて海に入ります。でも、近
所のばあちゃんは、ワカメが生えてれば狩って来て干し
て食べるのです。それを怒れない、彼女も漁民なので。
訴えて捕まえることもできません。そこをどう埋めてい
くのかということです。
また、自分のところでもどんどん漁師さんが減っていっ
て、ほぼ70代です。
夏の暑いときに密漁の監視に行きたくないというふうに

なっていくので、漁師さんに1日なってもらって密漁監視
もやって貰おうという事から入って、何とかそういう仕組
みにしようということで、自分たちのところで合意形成が
できて、そこから漁業権の関係から別の地域も話を持って
いき同意も得なければいけないのですが、そこまで行って
またボロカス言われまして「ふざけるな、おまえたち。俺

たちの漁場をなくすのか」と言われて帰って来て、また資
料をつくり直して持って行ってということをしながら、結
局3年かかっていきましたが、最後は理事会を経てこうい
う事業をやりますということでOKを頂きました。
獲るものは何でもOKで、漁業権魚種でも何でもよくて、

漁業調整規則に乗っ取ってサザエやアワビの大きさ、タイ、
ヒラメの大きさは守ってください。私たちがこれをつけて
入ってらっしゃる方と約束をしたのは、1日漁師なので、
彼らがもし事故でいなくなったら、ちゃんと自分たちの組
合員と同じように3日間捜索をしますという約束です。漁
師なので、獲る道具も獲る装備も危ないと思ったときの判
断も、もし保険が必要なら保険もすべて自分で入ってくだ
さい。自分で用意をして下さいというものです。私たちの
約束は3日間捜索をしますというものです。それ以外に約
束が出来ないのです。体験型で指導をするとなりますと、
これにずっと目を光らせて指導員をつけていなければいけ
ないですし、事故が起きたときには、今度それをつけると
担当は何をしていましたか？ということで怒られる。それ
を海でやるのは、2,500円貰っていようが3,000円貰って
いようが5,000円貰っていようが無理なぐらい至難の業だ
ということはおわかりいただけると思います。
2,500円が高いか安いかという話をよく言われました

が、私たちとしては安いと思っています。私の組合は今
京都府漁協になりますが、組合員になるために最低出資
金が新規で30万円です。それに何もしなくても年間2万
円払わないと組合員としての資格を失います。そう考え
ますと1日入って2,500円というのはそんなに高くはない
だろう。あくまでも体験で安いぐらいではないかという
設定をしております。

3.現場を動かすための体制について
6次産業化の中でもそうですが、一番必要なものは、

よく言う「若者、ばか者、よそ者」の中で言うと、地域
として一番欲しいのは、外から入って来て貰って叩かれ
役をしてくれる人が一番地域としては欲しいだろうと思
います。地域の中で若者の役もばか者の役もファシリ
テート役もできる方がいらしたり、きちっと役分けをし
てそういうことがつくっていける状態が一番いいと思い
ますが、なかなか難しいですし、行政がかかわるときに、
協議会だけでどんどん話がふくらんで、現場に下りてく
るという作業よりは、現場と一緒に動きながら、誰が何
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の役で、誰が何の役ということをしていきながら、外に
PRをしていける仕組みというのがとても必要だろうと
思っております。

活動事例紹介

三重県尾鷲市『輪内地区まるごと元気大作戦！』
中川 健一 氏　●尾鷲市商工観光推進課

三重県の尾鷲市がどこにあるか
皆さんご存知でしょうか？尾鷲のイ
メージで何を思い浮かべるでしょう
か？よく言われるのか雨です。いつ
も鹿児島県の屋久島町と年間降水
量日本一を競っております。尾鷲と
いったら雨と覚えていただければあ
りがたいです。

◉尾鷲輪内地区まるごと振興協議会について
尾鷲輪内地区まるごと振興協議会は、農林水産省の交
付金をいただいて、平成20年度に賀田湾に面している
三木浦町、三木里町、古江町、賀田町、曽根町、梶賀町
を中心に関係団体ととともに設立した協議会です。各地
域にある地域資源を活用した町づくりをして、点と点を
線で結んで滞在時間の延長や、交流人口を増やそうと頑
張っております。

◉梶賀の『あぶり』
梶賀町には『あぶり』というのがありまして、これは、

梶賀町に古くから伝わる長期保存を目的としてサバなど
の小魚等を昔ながら製法でじっくり時間をかけていぶし
て仕上げる郷土食が梶賀のあぶりです。1時間から2時間
ぐらい、竹串で刺してじっくりいぶしてつくるのが梶賀
のあぶりです。
小サバ、サバ、小カツオ、アジ、イサキ等が原材料と

なっており、すべて手作りなので、時間も手間も暇もか
かるのですが、後継者不足で悩んでいるのですが、現在
2名から3名のおばちゃんが元気にいぶっております。
あぶりの特徴ですが、売れ残った小魚を各家庭で食す

るのに、冷蔵庫のない時代から保存食として3日から4日
長持ちするのでいぶして食したというのがあぶりの発端
ですが、竹の串に刺していぶすのですが、これは新鮮な
魚でないとなかなか竹串が刺さらないということで、特
にサバは鮮度が大切な魚で、いぶす木は桜や樫を利用し

て、この匂いもいいということで桜や樫を使用してつくっ
ております。
地域のお母さんがつくったものを梶賀まちおこしの
会が真空パックして販売しておりますので、250円から
300円というのは真空パックをして販売するので、500
円から840円の間で売っているということです。
元気なおばちゃんたちが「私ら頑張るわ」ということで、

このあぶりをメインに4年前に町の婦人会のメンバーが
中心となって、梶賀まちおこし婦人会を立ち上げて、地
域のお祭りなどを盛り上げたり、特産品を地域外にPRす
るなどの活動をしてきましたが、今年の４月に、おばちゃ
んたちばかりだとお父さんたちも黙ってなくなってきま
して、「俺らも頑張るわ」ということで梶賀まちおこし婦
人会から梶賀まちおこしの会に改名して、地域全体で頑
張っているということです。

◉尾鷲市の取組
「尾鷲よいとこ定食」というのは、よく電話で「尾鷲っ
て何が食べられるの？」「おいしいものは何？」と聞か
れると、「やっぱり魚やな」「どこで食べられる？」とい
うことで紹介していたのですが、市内に水揚げされてい
る魚介類をメインとしたものをひとまとめにしてパンフ
レットにして紹介したほうが手っ取り早いのではないか
ということで、これをパンフレットにして、一応全部魚
を使っている料理を尾鷲よいとこ定食の店と定義づけて
皆さんに配ったところ、大変好評で、スタンプラリーも
実施して、3店舗回ってもらったら、尾鷲の檜でつくっ
たマイ箸をプレゼントしようという試みもして、去年は
400件ぐらい檜のマイ箸の引き換えがありました。
今現在は14店舗ですが、平成24年度は20店舗に拡大

して現在もやっておりますので、皆さんも尾鷲に来られ
たときにはぜひ、このよいとこ定食の店でご飯を食べて
いただければありがたいです。
その他にも、「尾鷲まるごとヤーヤー便」という取り
組みをしております。
最後に、これが尾鷲の岩田市長ですが、お魚市長とい

うことで、市長になる前は「一日一魚」ということで、
自分のホームページをつくっておりましたが、今は市長
の公務が忙しいことから「三日に一魚」として尾鷲市の
ホームページに魚のコメント等を寄せております。

※本原稿は、当日お話し頂いた内容を抜粋したものです。
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後藤新平 －大震災と帝都復興－

◎ 越沢 明 著
筑摩書房　900円
（ISBN978-4-480-06639-8）

水産庁 不動さんのオススメ！

2011年3月11日に発生した東日本大震災によって、
岩手県、宮城県及び福島県をはじめとする太平洋沿岸の
漁業地域が壊滅的な被害を受けた。被災直後から、被災
地の一刻も早い復旧・復興に対して、国及び被災県をは
じめ、関連する学会、大学、研究機関等において様々な提
言・意見が出された。中でも、高台への集落の移転と職
住分離、漁港の集約化といったトップダウン的かつ一律
的な発想が唐突として出され、従前から住民参加による
地域づくり進めてきた漁業地域の復旧・復興を如何にし
て進めていくのか、について混沌した状況となっていた。
こうした中、漁業地域の復旧・復興について検討を始め
ようとした最中に、巡り会ったのが「後藤新平 －大震災と
帝都復興－」（2011年11月発刊）であり、その著者である越
澤明先生（北海道大学大学院教授）である。先生は、東京都
市計画研究、震災・大火・津波・戦災など災害後の復興計画
研究の第一人者であり、1989年、後藤新平の帝都復興計画
の原図を発見したことで知られている。また、東日本大震
災以降は本書を著され、「日本の都市計画の父」と称される
後藤新平が稀代のリーダーシップを発揮した関東大震災
後の帝都復興等への取組みを踏まえて、論理的かつ単純明
快な震災復興のポイントを提言されておられる。特に感銘
を受けたものとしては、①「復旧」と「復興」を明確に区分し、

実行可能な復旧・復興を早期に実施し、上乗せ復興は後の
時期での検討に回すこと、②地元で暮らしてきた人々の早
期の生活再建、雇用確保が復旧・復興の大目的であること
を忘れないこと、③発生災後、大至急きちんとした現地調査
を行い、それを踏まえた議論と政策検討をすべきこと。机
上での議論は控えるべきであること、④被災・浸水した市
街地を活用せずに、全面放棄するようなことは水産業が基
幹産業である三陸ではありえないこと、などが挙げられ、
歴史的な背景を踏まえた大変正統なご提言である。
本書では、後藤新平の生涯をだどり、その功績を明ら

かにするとともに、特に東京の都市計画やその後の帝都
復興の成り立ちまでの経緯、体制及び人等について事細
かく事実を記され、また成功に至った要因等の分析がな
されており、提言の意義をより深く理解し、東日本大震災
の復旧・復興に役立てるとともに、今後の我が国におけ
る大震災に繋げる上でも、大変有用なものであり、是非と
もお読みいただくことを推薦する。
また、2012年3月には、関東大震災・戦災・阪神淡路
大震災・三陸津波被害などの復旧・復興の歴史を踏まえ
今後のビジョンを書いた「大災害と復旧・復興計画」（越
澤明著）も発刊されており、あわせてお読みいただくこと
を推薦する。
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◎ 中野 広 著
恒星社厚生閣　8,000円
（ISBN978-4-769-91256-9）

三浦主任研究員のオススメ！

近代日本の海洋調査のあゆみと水産振興
正しい観測結果はかけがえのない宝物

海洋生態系を把握し、それらの維持、修復にとって基
本となるのが、海洋環境の各種データであり、このデータ
を集積するのが海洋調査、特にモニタリング調査である。
近年、衛星情報や音響手法等の先端技術やそれらのシス
テム化により、海洋観測技術の進歩は、目覚ましい。その
一方で、わが国の水産における海洋モニタリング調査は、
漁業調査船の減船、定船調査回数の削減等、危機的状況
にある。
こうした背景の中で著者は、海洋モニタリング調査の
問題を打開するための必要事項として、以下を挙げてい
る。
１.  わが国のモニタリング調査の歴史を遡り、その考え
方、意義を明らかにすること。

２.  モニタリング調査により得た成果を具体的に明ら
かにすること。

３.  それらをもとに漁業者、為政者等に対しての積極的
な働きかけをすること。

４.  モニタリング調査が漁業生産技術のひとつであり、
漁場選択や魚介類資源の評価や漁業の管理、安全
な漁業活動にとって重要であることを理論的・経
済学的に解明すること。

本書は、以上の問題意識と解決策を具現化するために、
先人の歴史をひも解き、成果を総括して、未来に進むた
めの方向性や見解を示すことを目指してまとめられてい
る。明治から昭和（戦前）に至る近代日本の海洋調査のあ
ゆみを当時の資料をもとに取り纏め、また水産振興との
関係を検討したものである。当時の人の考え方、各研究
機関の取り組み、苦労話等々から、ともすれば歴史の中で
忘れられてきた海洋や資源調査の貴重な成果や重要性に
ついて書かれている。また、この中ではサブテーマとして
漁業生産技術、技術論や研究者論についても触れられて
いる。
構成をみると、1章～5章では明治から戦前までの水産

における海洋調査についての具体的な取り組みや考え方
を体系的に取りまとめている。6章では、それらによる研
究の到達点を明らかにしている。7章では冷害と海洋調
査、8章では、海洋調査の阻害的な要因となった戦争につ
いて触れている。9章では日本漁業の発展と海洋調査と
の関係、10章が本書のまとめとなっている。
膨大な資料の収集、整理、解読、体系化を何年もかけて

行った筆者の好奇心と熱意に脱帽する。巻末の資料や、
用語・人名索引も充実している。
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◎ 山下東子 編
日本評論社　1,900円
（ISBN978-4-535-55716-1）

朝倉研究員のオススメ！

魚の経済学　第２版
－市場メカニズムの活用で資源を護る－

本書は、2009年に発行された同名図書の第2版となり
ます。
第1版は、漁業資源の減少、魚価格の低迷、漁業就業者

の減少など、閉塞感漂う日本の漁業の現状を魚に関心を
寄せる幅広い層に開示し、問題を共有することを目的に
執筆されました。第2版となる本書には、第1版の内容に
加え、領海問題、食の安全及び、2011年3月11日に発生
した東日本大震災に関する内容が加筆されています。
第1章～第12章からなる本書は、それぞれの章が1話

完結方式となっています。大まかに区分すると、資源量
の現状に関するもの、漁業制度や施策に関するもの、消
費や流通、自給率に関するもの、先述した東日本大震災
に関するものとなっています。章ごとに、異なる切り口で
漁業資源を護る上での現状や問題点を提示しています。
あとがきには、第6章「魚市場とレモン市場」、第7章「食
料自給率のマジック」が好評とありましたが、私個人とし
ては、現行のTAC制度や、その導入に大論戦が繰り広げ
られたというIQ制度（個別割当方式）について書かれた、
第5章や第12章の内容が興味深く感じられました。

ここでは、「持続可能生産量に基づいたTAC制度であっ
ても、漁業者の設備投資が激化することで漁業経営が一
層厳しいものになること」、「欧米諸国で採用されている
IQ制度（個別割当方式）の導入には、割当量の配分から、
配分後の制度設計等、新たな難問が山積していること」
など、漁業管理方法に択一的な解決策が無いことが指摘
されています。
さて、本書のタイトルを一見し、「経済学」というワー

ドに敷居の高さを感じた方もいらっしゃるのではないで
しょうか。私もその一人で、専門用語や数式が乱立して
いませんようにと祈りつつページを捲りました。しかし、
その不安は、「タイトルには魚の経済学とつけたが、生物
学ではないというほどの意味である。」という序章の言葉
で一掃されました。同じく序章に「深刻な話をするのでは
なく、酒の肴・夕食のお供になる話題を提供することを
目指している」とあるように、本書は、漁業になじみが薄
い方にも読みやすい文章で執筆されています。
本書は、水産関係者の方だけでなく、幅広い層の方に

漁業の現状を知ってもらい、共に考えるきっかけとなる
一冊だと思います。
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The 論文

学会・シンポジウム等への論文投稿・発表（平成24年1月～8月）

日本大学学部間連携研究推進シンポジウム
「沿岸都市の大規模災害と復興計画のあり方」
平成24年度日本水産工学会学術講演会
「漁業集落排水施設における硫化水素の発生と長寿命化へのリスク
「真名瀬漁港〈自然調和型沖防波堤〉における藻場の交還と効果」
「金浦漁港沖防波堤マウンドにおける藻場造成－第２報　藻場の形成と水産生物の利用状況」
「鹿児島県阿久根地先の湧昇マウンド礁における超音波発信器を用いたマアジの行動について」
「人工マウンド礁内部の効果範囲および効果の定量化について」
「湧昇マウンド礁におけるマアジ標識放流を用いた効果範囲について」
「資源変動を考慮した漁場整備の効果評価方法について」
日本沿岸域学会研究討論会
「津波による船舶・車両の漂流実験」
水産工学会「水産工学」論文投稿
「超音波バイオテレメトリ－を用いた人工魚礁における魚類行動研究への適用と課題」
水産学会誌　論文投稿
「ズワイガニ保護礁における保護効果について」
日本沿岸域学会機関誌投稿
「災害に強い漁業地域づくりガイドラインの改訂について」
World Ocean Forum 2012
パネリスト

漁港漁場漁村研報
JIFIC Vol.32 2012

〒101-0032　東京都千代田区岩本町3-4-6 トナカイタワーズ9階
TEL.03-5833-3220  FAX.03-5833-3221
http://www.jific.or.jp

当研究所は漁港・漁場・漁村に関するさまざまな要請に対して、研究・開発など、
幅広い活動を進めるため、農林水産大臣所管の“公益法人”として設立されました。
新しい技術の導入と実用化を図り、さらに、漁村の生活や環境問題についても
考察し、これらの成果を多くの漁港・漁村関係者に普及するなど、“みんなの
研究所” として新たな課題に取り組んでいます。

私達は、皆様と一緒に、漁港・漁場・漁村
の未来（豊かな沿岸域環境の創造）を考えたいと
思います。

編集後記

10月も過ぎ去ろうとし、今年もわずか二か月余りとなりました。みなさまはいかがお過ごしでしょうか。私ども研究所の研報
をご覧ただいている方々の多くは、東日本大震災からの復興に向け多忙な日々を送っていることと思います。そんな中、今年の
5月に開業した東京スカイツリーは連日多くの人で賑わっているようで、展望台への道のりは、ほど遠いようです。しかし、ス
カイツリーを見ることは簡単で、下町周辺では思い掛けない路地裏から見ることができます。特に夜間のライトアップはスカイ
ツリーの夜の姿を見せ、時には青と紫の日替わりのライトアップ以外にも特別ライトアップもあり、今はハロウィンイベントラ
イトアップとなっています。東京へ来たときには、ちょっと目を向けてみてください。ほっと一息、特別な一日と出会うかもし
れません。 （H.H）

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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