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巻  頭  言
新たなスタートを切った一般財団法人「漁村総研」

水産庁漁港漁場整備部 部長　橋本 牧

昭和57年に創設され、平成15年に名称が変更された財
団法人漁港漁場漁村技術研究所は（私達漁港漁場の関係
者は、愛情と信頼を込めて「財団」と呼んできました。）、
漁港漁場整備のシンクタンクとして重要な役割を果たし
てこられました。
この度、新たに一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所

としてスタートを切られることに、期待を込めてお祝い
の言葉を申し上げます。
これまで水産業や漁港・漁村を取り巻く環境の変化等

に即応するため取り組んできた、自然環境や流通加工に
配慮した漁港の整備、藻場・干潟等の沿岸
環境整備、漁村の生活環境の向上、或いは
都市と漁村の交流など多様な政策は、関係
者のご努力により、現場で少しずつ実を結
んできたところです。これら施策の実現に
あたっては、貴財団の調査研究を通じた技
術の蓄積や技術を普及するための取り組み
が大いに貢献したと考えており、感謝して
いるところです。
また、漁港・漁村に大規模災害が生じた際は、水産工

学研究所とともに貴財団に被災原因の調査や対策検討を
支援していただいています。今般の東日本大震災では、
直後から現地において、漁港、漁村及び漁場の被害状況
の把握や復旧・復興の計画の作成などに、組織を挙げて
取り組んでいただき、地域と水産業の再生の力強い後押
しになりました。とりわけ漁村の復興に当たっては、防
災機能の強化だけでなく、水産業の再生と漁村コミュニ
ティの維持・再生の検討がポイントとなるため、貴財団
に蓄積された知見や人的資源の活用が極めて重要と考え

ます。引き続き被災地のため頑張っていただくことに、
大いに期待しています。
さて、ITのめざましい発展やグローバル化の流れによ

り、世界の産業構造には大変革が生じています。流通業
界やマスメディアなども変革の波にさらされ、競争の中
大きく変わろうとしています。我が国の水産業に関して
言えば、家庭内消費が、外食・中食に流れ、またその外
食も減少して、水産物消費の伸び悩みが問題となってい
ますし、鮮魚販売業からデパート、スーパー・マーケッ
トに流れた水産物の販売についても、ネット流通等が少

しずつ存在感を示してきました。
しかし私達は、優れた漁場に近接した漁港
において衛生管理と水産加工を効率的に行
うことで、我が国水産物は他の水産国に負け
ない競争力を持つことができると考えます
し、肉類に対しても価格格差を縮めること
で、水産物の持つ健康で多種・多様な魅力を
アピールできると考えます。また、水産資源
の減少が世界的な課題となっている中、水産

生物の誕生から産卵に至る時間的・空間的な情報把握と
対応が必要であり、「水産環境整備」への取り組みの強化
を急ぎたいと考えています。　
新たなスタートを切った一般財団法人「漁村総研」に
おかれても、これまで培われた多くの知見を活かすこと
に加え、国が行う新たな課題への挑戦に先んじた調査・
研究を継続することにより、引き続き我が国の水産業と
沿岸地域の発展のためのシンクタンクとしてご活躍いた
だくことを強く期待いたします。
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Allons ! through struggles and wars ! 
（さあ、出発しよう！悪戦苦闘を突き抜けて！）
The goal that was named cannot be countermanded.　
（決められた決勝点は取り消すことができないのだ）

2月20日付けで「財団法人漁港漁場漁村技術研究所」は
「一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所」（略称「漁村総
研」）と名称を変更し再出発致しました。新しい法人制
度との関係で「一般財団法人」にはなりましたが、漁港
漁場漁村に関する調査研究とその成果の普及啓発活動を
行っていくという法人設立の目的も活動も
従来と何ら変わるところはありません。私ど
もは、引き続き、所期の公益活動を目的とし
て設立され活動していく非営利法人であっ
て、株主等への利益の分配を目的として活動
している営利企業とは全く性格を異にして
いることをここで改めて強調しておきたい
と思います。
さて、新生「漁村総研」ですが、私は、今

後取り組むべき重要課題として、三点を掲げておきたい
と思います。
第一は、「漁村研究」に関する情報センターとしての役
割と発信力の強化です。ここで「漁村」とは、単に人が
住んでいる集落という意味での狭義の漁村ではなく、生
活と生産が一体となった沿海の生活空間としての広義の
漁村です。この中には、漁港も漁場も集落も、そこで営
まれている生活までもが含まれている概念と考えて下さ
い。東日本大震災の後、この国の知識人達は、「漁港の集
約化」、「集落の高台移転と統廃合」、「漁業権の開放」等

を声高に唱えました。私どもは、それに対して、これら
の議論は地域の実情を無視した乱暴な議論であり、現場
に即して慎重に対処すべきである旨を、シンポジウムな
どを通じて訴えて参りました。しかし、残念ながら流れ
を動かす大きな力となることはできなかったのではない
かと感じております。今後は、漁村研究の中核を担う機
関としての実力をつけ、対外的な発信力を強化していく
ことが必要であると痛感しています。
第二は、若手研究者の育成ということです。漁港漁場
漁村分野を専門としている研究者は、わが国にさほど多

くはありません。しかも、大変残念なことに、
年齢層が高くなってきており、若手研究者
があまりいないのが現状です。今後、この
分野に関心を持つ若い研究者を糾合し育て
ていくのも私ども研究所の重要な役割であ
ると考えています。
第三は、地域の活動主体との連携・協働の
強化です。これまでも地方公共団体や漁業協
同組合等と連携して、津波避難訓練や都市漁

村交流イベント等を開催して参りましたが、今後は、この
取り組みを一段と強化し、調査研究の成果を研究報告で終
わらせるのではなく、事実の上でも活かされる様、様々な
努力をして参りたいと思います。
いずれにしましても、新生「漁村総研」は、設立以来
のモットーである「みんなの研究所」としての理念を大
事にし、誰もが気軽に相談できる研究所でありたいと願
い、今後とも水産業と漁村地域の発展のため尽力して参
りたいと思いますので、引き続きのご支援をお願い申し
上げます。

新生「漁村総研」をよろしく

01巻頭言.indd   3 14/05/08   11:31



4 漁港漁場漁村研報 Vol. 33

現在、我が国の漁業は、地球温暖化や獲り過ぎによる水
産資源の減少、国際的な漁業規制、地球規模での消費の拡
大などにより厳しい局面を迎えている。このような中で、
獲る漁業から作り育てる漁業への転換、農林水産業などの
第一次産業が食品加工・流通販売にも業務展開する経営形
態への移行などを示す６次産業化などの新たな政策展開が
なされている。我が国の水産業の問題は、漁師の高齢化や
後継者不足、生産原価が所得に反映しない仕組み、漁師の
年平均所得が生活保護費程度であるという現実などの構造
的な問題があり、これらを克服するには、ある時代におけ
るある集団を支配する考え方が、非連続的かつ劇的に変化
するという所謂、パラダイムシフトが必要となる。
水産業におけるパラダイムシフトは幾つかの局面で考え

る必要があろう。それらの局面とは、大別すると生産、値
決め（セリ）、流通に分けられる。生産の面では効率の良
い生産システムの構築、この場合は養殖漁業のあり方が問
われよう。一例としてノルウェーのフイヨルドにおけるサ
ケ・マスの養殖があげられよう。ノルウェーでは、民間研
究機関が品種改良や配合飼料の改良を行い、生産コストの
削減につながる非常に大きな功績を挙げ、また、民間企業
が大規模に生産を行い、機械を導入して省カ化およびコス
トの軽減を図っている。さらに、生産と加工を一貫して行
い、消費者二一ズに合った品質の確保がなされている。こ
れらによって、ノルウェーはサケ・マス類の生産における
高品質化かつ低価格化を実現していると考えられる。さ
て、水産業におけるパラダイムシフトのベーステクノロ
ジーはやはり、ICT※というツールを用いて、合理的で安全

特別寄稿 .01

ICTICT時代時代におけるにおける
水産業の高次化水産業の高次化に関する一考察に関する一考察
近藤 健雄
日本大学 教授
一般財団法人 漁港漁場漁村総合研究所 評議員

（HACCP）で、商品の品質を担保する仕組みを構築するこ
とが時代要請となっている。このことが水産業における構
造改革に大きな影響を与えるものと期待されている。特に
水産業のリスクヘッジという観点での新たなシステムを構
築することがが緊急の課題である。
水産庁では既にICTを用いて水産業の６次産業化とICT

を用いたクラウド・アーキテクチャーについて調査研究を
行っており、上記の生産、値決め、流通を通して生産者と
消費者の利便性と経済性の向上を目指している。しかし、
日本の特性やグローバル市場を考慮した水産業という視点
が若干欠如しているように思われるので、ジャパニーズ・
スタンダードを用いたグローバル市場における水産業につ
いて、新たな提案を試みるものである。その対象となる商
品は真珠である。周知の通り真珠養殖は御木本幸吉により
養殖技術が開発され、世界に普及していったが、我が国の
養殖真珠の生産量は昭和40年代をピークに減少の一途をた
どっている。ピーク時の真珠売上高は６億ドル／年といわ
れ、それが現状では約10％まで減少している。さらに、ピー
ク時の生産量は約230トン／年で世界シェア―のほぼ100％
を占めていた。現在の生産量はピーク時の６％で10数トン
に激減している。その要因は、他の養殖真珠との競合、生
産コスト高と円高問題、養殖による海の汚染（富栄養化）
などがあげられる。そのような中において、世界における
日本の真珠養殖の位置付けは、全種類の真珠取引の中心で
あること、あこや真珠の主要な生産国であること、真珠の
主要な消費国であることである。それ故、世界に先駆けた
ICTを用いた真珠の先物取引所を日本に設立し、日本スタ
ンダードによる養殖真珠品質管理及び保証のシステムを確
立し、世界の生産者や取引業者のリスクヘッジとなる市場
を創出できる可能性があると信じている。

※ICT：《Information and Communication Technology》情報通信技術。ITとほぼ
同義。日本では、情報処理や通信に関する技術を総合的に指す用語としてITが普
及したが、国際的にはICTが広く使われる。
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昨今の漁業を取り巻く環境は、地球温暖化や乱獲等によ
る漁業資源の減少、長引く不景気による魚価の低迷、漁業
者の高齢化、後継者不足等、誠に厳しいものがあります。
大分県唯一の一島一村で、漁業立村である姫島村も、ご多
聞にもれず同じような状況にあります。特に、漁業資源の
減少と魚価の低迷による水揚げ高の減少は、魚業者を直撃
し、後継者不足に拍車をかけています。
姫島村では、漁業資源を保護する目的で、禁漁期等を決

める「漁業期節定め」を、明治時代中頃から漁業者が毎年
定める制度があります。しかしながら、この「漁業期節定
め」は、現在ではあまり効果があがっていません。「漁業
期節定め」を制定した明治時代中頃は、漁法や漁具が幼稚
で、禁漁期だけ守れば魚を取り尽くす事はありませんでし
た。しかしながら、現代は、漁法や漁具が当時とは比較に
ならないほど進化しているにもかかわらず、獲る量をほと
んど規制していなかったことから、乱獲につながり、漁業
資源が減少しています。このため、これからは、稚魚の放流、
魚礁の投入に加えて、獲る量を規制し、漁業資源を保護し
ていくことが大きな課題となっています。
このような状況に対処し、水揚げ高を増やして漁業の活
性化を図っていくためには、水産加工に力を入れて、水産
庁が提唱する六次産業化を図っていくことが大きな力にな
ります。加工することによって付加価値をつけ、加工する
ことによって雇用の場が生まれます。もちろん漁業資源を
回復させることが大事ですが、資源回復計画の効果が出る
のは時間がかかります。
平成15年に整備した水産加工場をフル稼働して、加工に
力を入れていきます。
姫島村は、国、県の温かいご支援のもと、上を見ればキリ

がありませんが、漁港等の水産基盤施設はほぼ整備され、現

特別寄稿 .02

姫島村姫島村の
漁業漁業への取組みについてへの取組みについて
藤本 昭夫
姫島村長
一般財団法人 漁港漁場漁村総合研究所 評議員

在は、水産物供給基盤機能保全事業に取り組んでいます。
また、生活環境面においても、平成10年に上下水道普及率
100％を達成しております。下水道の整備にあたっては、村の
中心部は、国交省の特定環境保全公共下水道事業で、周辺
の地域は、水産庁の漁業集落環境整備事業を活用しました。
さらに、平成16年、水産庁の漁業集落環境整備事業で、
村内一円にケーブルTV網を整備しました。この事業の設
計監理は（財）漁港漁場漁村技術研究所にお願いし、リア
ルタイムの漁港監視カメラが設置され、村民に好評を博し
ています。現在、姫島村は、交流人口の増加を目指し、漁
業と共存共栄できる観光の振興、「水産業と観光の村づく
り」に取り組んでいますが、そのなかで、瀬戸内海唯一の
火山によって生まれた島である姫島は、「地質学の宝庫」
といわれており、「おおいた姫島ジオパーク構想」の実現
を目指した活動を展開しています。
漁業を取り巻く厳しい環境のなかで、漁港、漁場、漁村

に関する科学技術を研究開発し、これらの成果を漁業の発
展のため、漁業関係者に広く普及されている貴研究所の役
割は、ますます大きくなってまいります。
この度、一般財団法人に移行する貴研究所の一層のご発
展をお祈りいたします。

02特別寄稿.indd   5 14/05/08   11:30



6 漁港漁場漁村研報 Vol. 33

業組合の組織を整備しました。そして漁業権を背景にして
漁港の整備をはかって、そして沿岸漁業のまず振興をはか
ろうとしました。」
「衆議院に当選して、最初に常任委員会で取り上げたの
が、漁港の整備の問題で、漁港法をつくるという問題に取
り組んだわけです。当時は占領下でありますから日本政府
はGHQ、占領軍総指令部の統制下に、コントロールの中
にあったわけです。もう１から10まで、このGHQの承認
を得なければ、何一つできないという状況でした。当時の
GHQには、まず漁港なんて言うようなことは彼らの頭には
全然ありませんでした。彼らの常識では、アメリカの本国
の事情からいって、実体からいって、各州に３つから５つ
の港湾があって、そして港湾の中の一角に漁港区というよ
うなものがおかれている。その漁港区というのが、何かと
いうと缶詰工場であるとか、冷凍工場であるとか、そうい
う水産の処理、加工、保存、そしてこれを消費者に販売す
るそういう企業団体が、集まっている地区、これが彼らの
言う漁港区です。これが、各州に存在する港湾の一角にあっ
て、それが日本でいう漁港のような形をしているんです。
しかし、実体はまるでちがいます。ですから漁港の整備の
問題にしても、運輸省の港湾局が、盛んにGHQと同じ事
を言うし、またGHQの人達の常識においても、それがわ
かり易い。まあ港湾も漁港も似たような形になっています
から、最初は、運輸省の港湾局の主導する港湾整備計画で
の漁港整備が、案外、GHQに受けが良く理解してもらい
易かったので、そういう方向にだんだん進んでいった。我々
がいくらその漁港の実体等を説明しても、漁港に対する理
解がいかないと、こういうような状況で本当に苦労したわ

漁港、漁村、漁場の一体性

漁港、漁村そして漁場の計画、建設、維持補修を調査研
究する場合、それぞれ漁港、漁村、漁場の三つを独立して
行うことは出来ません。なぜなら、漁獲物の生産の場、陸
揚げ流通加工の場、生活の場は一体でなければ、漁業も漁
村の生活も成立しないからです。漁業者と繁忙期に漁業を
手伝う家族は、生活の場から漁港へ、さらに漁場へと日々
通います。それらの生産と行動の実態から、効率性、安全
性、他地域とのアクセス、さらには災害からの防護を考察
することから、漁港、漁村、漁場の調査研究は始まります。
したがって、漁港、漁場、漁村を調査研究する機関であっ
た漁港漁場漁村技術研究所が、その一体性をさらに強く意
識し計画及び建設に関する調査研究を行う立場から、その
名を「総合」を付して漁港漁場漁村総合研究所に改めたこ
とは、必然であったと思います。

漁港、漁村、漁場の一体性は
漁港整備の原点

漁港、漁村、漁場に一体性を持たせることは、昭和25年
の漁港法制定の時からの命題でした。
漁港法制定の時の状況を、平成12年に漁港漁場整備法改

訂に際して、元総理大臣の鈴木善幸さんにインタビューし
ました。その時の記録は次のようでした。
「漁村には専用漁業権という、漁業権が付与されていま
した。だから魚を獲るには漁業組合に、組合員にならなけ
ればならないわけですから、この漁業権を背景にして、漁

特別寄稿 .03

漁港、漁村、漁場漁港、漁村、漁場の
一体性を考える一体性を考える

長野 章
一般社団法人 全日本漁港建設協会 会長（公立はこだて未来大学 名誉教授）
一般財団法人 漁港漁場漁村総合研究所 理事
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けです。ところが、さすがに、やっておる間に、とても港
湾法の一角に漁港区なんかを設けて、それでもって全国の
漁村、漁民、そして漁業の拠点にすることはできないこと
が、段々わかってきた。そこで、国会の水産常任委員会が、
強く求めていた、漁港法の議員立法というものに、彼らも
関心を持って、これを認めてやろう、これを何とか軌道に
のせてやろうとなりました。ようやく、この漁港法が、議
員立法として正式に取り上げられる道が開かれたと、こう
いう経過になっているわけであります。そこまでくるのに、
大変な時間がかかり、昭和22年に始まったこの水産漁業政
策の第一の懸案が、昭和26年にいたってようやく、GHQ
の理解を得て、議員立法として国会で成立をする事になり
ました。」

漁港の分散整備は必然の結果

したがって、漁港法成立から漁港整備の港数は増え続け
最大時では、第９次漁港整備長期計画では2,948漁港のう
ち1,442港が整備する漁港となっています。それは、全国
の指定漁港数の半分近くになっています。このことは、漁
港法においては、漁港整備が集約を目的としたものではな
く、分散している漁場を有効に利用しそれぞれの漁村を活
性化しようとする目的であるからです。
そこで、全国に分散する2,948の漁港を日本地図にプロッ

トすると図－１のようになります。まさに、国境海域離島
まで含め日本の陸域の外郭を表しています。そして、これ
ら個々の漁港には先に述べたように、漁場と漁村が付帯し
ているわけです。この漁港前面には漁場があり、背後には
人々の住む漁村があります。したがって、このプロットさ
れた点は、線となっていますが、海面側では、３～５km
の漁村がウニ、アワビや海藻を採る権利である共同漁業権
区域の海面を帯状に描くことができます。また、背後の陸
域には、多くの場合、山が迫ったり、海岸段丘であったり
する場所に、漁業者の居住区すなわち漁村が形成されてい
ます。線で描かれている漁港を中心とする漁業者の居住区
の同心円があり、これも海面側と同様な日本陸域を包む線
条帯が存在します。
一方、漁港漁場整備法の目的は、豊かで住みよい漁村を
振興することであり、漁港は、水域及び陸域の総合体と定
義されています。すなわち、漁港は、生産の場である漁村

に属する漁場を対象にすることから、陸域と水域を含む総
合体とし、その総合体を通して、豊かで住みよい漁村を作
るものです。そして、漁村とそれに属する漁場が分散して
いるのですから、それに付帯して建設される漁港が、分散
するのは運命づけられているのです。但し、陸揚げ流通加
工のだけの場として「港」が成立することもあります。こ
れは、沖合、遠洋漁業の場合で、港湾法での港湾において
この様な漁業を対象とする港は存在することを付け加えて
おきます。

経済原則に従っても一体性は有利

漁場、漁港と漁村が一体であり、漁村に付帯する漁場が
分散していることから、漁港のうち、沿岸漁業を営む小規
模漁港においては、分散的に整備する方が経済的にも有利

図－1　日本の全漁港のプロット図
＜資料＞早大修士論文（齋藤亮）
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です。このことを生産性と生活の利便性と漁港の建設費の
３点から、「漁港集約的整備は果たして効率的か？」（雑誌
漁港、第39巻第１号、1997）において述べています。
まず第一に、生産活動の場合、分散する沿岸の漁場へは、
分散したそれぞれの漁港からアクセスするほうが、効率
的で、経済的です。漁場は自然環境的条件から、条件と
して分散しているので、これを大規模化するとか、集約
するというのは、言葉上ではありえますが、現実には無
いことです。
次に生活の利便性です。漁業生産の繁忙期は、家族や

近隣の支援労働から成立しています。この支援なしに漁
業を行うことは、平時に無駄な装置と雇用を抱えること
となります。したがって、この支援と漁家の生活を両立
するためには、漁村と漁港は一体で無ければなりません。
生活する場の直ぐそばに漁港を建設することは、漁業者
のわがままではなく、生産活動と生活を両立するためな
のです。
第三に、小さな漁港を漁場と漁村の一体性を維持しな

がら、建設することは、大きな漁港をひとつ作るより、
建設費は少なくなるということです。漁港の建設費は、
平面的広がり、漁船の喫水を満足する深さと波浪から静
穏を保つという3つの要素で決まります。すなわち、建設
費からみると、分散している湾や島影を利用してそれぞ
れの規模の大きさの範囲で、建設するのが一番経済的で
す。
以上のことは、むりやり生産、生活、建設の三つの側

面から漁港の分散的整備を論じたものです。しかし、論
じられるべきことは、漁村での生活、漁港と漁場での生
産活動の一体性が論じられなければいけないものです。

東日本大震災における漁港の災害復旧

東日本大震災の漁港、漁場、漁村の復旧においても、
それぞれの漁場において地域の漁業者が営む漁業と言う
産業の成立過程及び経済的な有利性から、それらの一体
性は維持されなければ、復旧復興はできません。
東日本大震災の復旧復興の第一義は、漁業の再開が目

的であり、漁港や漁村の施設として構造物の復旧が目的
ではありません。したがって、漁場は自然海面であり、
瓦礫などを取りのぞいた後に、漁業再開のために最速に

行うべきことは、最小限の岸壁と主要道路とのアクセス
です。当然これらのことは漁場に従属して分散的になり
ますが、最も生産活動の再開が早く、復旧復興の実があ
がります。
漁業の再開を第一に考えるなら、漁港を集約して、集
約した漁港の規模を大きくして復旧復興しなくとも、分
散している既存の漁港の一部の接岸施設を復旧するだけ
で、その漁港に在籍している漁船全部が利用でき、漁業
が再開できます。特に小型漁船だけが在籍している第一
種漁港では、接岸水深も－3mあれば良いし、太平洋岸の
干満差があるところでは、通常潮待ちという言葉で称さ
れますが－2mの水深の接岸施設があれば、不便でも漁業
再開が可能です。さらに、これら小規模漁港は、磯根漁業、
養殖漁場及び定置網漁業の漁場と漁業者の住んでいる漁
村を結節するもので、災害復旧とは、漁場、漁港、漁村
の一体性を復旧すことと同義語になります。
漁村と漁村の有する漁業権漁場を一体的にする漁港を
復旧する費用を考えてみます。一体性を持たせるために
必要な小規模漁港の最小限の施設を次のように仮定しま
す。３トン未満の漁船２隻が接岸できる岸壁20mとメイン
道路から岸壁へのアクセス道路100mです。岩手県宮古地
域の漁港における復旧工事費原単位を調べると、岸壁は
80万円/m、道路７万円/mで、一体性を保つための最小限
の費用は2,300万円/漁港です（資料提供岩手県事例）。こ
の額が、とりあえず漁業を再開するために必要な工事費
で、漁港、漁村、漁場の一体性を復旧する費用です。
多くの計画行政に関する学識経験者、マスコミ及び為
政者が述べるように漁港の集約や意味不明の漁場の大規
模化による復旧は、多大な工事費を必要とし、しかも災
害復旧の本来の目的である漁業の再開を遅らせるもので
す。

漁港漁村漁場に関して集約と大規模化の
議論が亡霊のように蘇るのはなぜか？

著名な知識人や、正義を振りかざすマスコミ、日本経
済を先導する経済評論家が、漁港、漁村漁場に関して、
集約すべき、安全のために海からセットバックすべき、
民間会社を進出させて大規模化し効率的な漁場とすべき
と言う議論が、災害や経済社会の曲がりかどで、漁港、

漁港、漁村、漁場漁港、漁村、漁場の一体性を考えるの一体性を考える
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漁村、漁場の個別の議論として亡霊のように出てくるの
はなぜなのでしょうか？水産行政出身の水産学の専門家
の間からもそのような議論が出てきて、社会でもてはや
される現象が起きたこともありました。これらのことは、
漁港、漁村、漁場について現実の知識がないと言う初歩
的な誤りは論外として、多くの人たちが陥っているのは、
それら三者を個別のものとして、認識し、考察すること
によるものです。
これら漁港、漁村、漁場の三者の地理的関係は勿論で

あるが、社会人文的繋がりが漁業と漁業地域の生命線で
す。繋がり具合が産業の優位性と地域の維持の決め手と
なります。それぞれの漁港、漁村、漁場を独立して、経
済的な優位性等を持たせるための、議論をしても、三者
の繋がりを持たなければ、意味はありません。
このことを日本国土全体に当てはめると、図－１の日

本国土の輪郭の陸地側には、都市、農村、山村があり、
それらと共に「日本」を形成しています。経済的にも漁
業は、我が国514兆円のGDPを生み出す産業の一つとして
存在し、産業連関表の連立方程式を構成する式となって
います。
例えば、毎日新聞で行動する哲学者と呼称されている

「萱野稔人」いる人が、漁業を独立部分として経済指標値
で論じ、次にそのGDPの大小によりこれからの行動を選
択すると言う二分法を交えて論じる次の記事がありまし
た。結論は漁業を続ける立場で論じているものであるが、
この論理の展開の仕方は多くの知識人が用いるもので、
誤りであると思います。
「一次産業である漁業の産業規模はGDPの１%にも満た
ない。今すぐの豊かさを求める立場からは、採算の取れ
ない斜陽産業だとして放棄するか、集中投資して設備の
近代化を図り漁獲量を増やすかの二者択一になるでしょ
う。」（毎日新聞３月14日（2013年））
我が国で産業の一つを構成し、GDPを生み出している

漁業は、その産業が欠如することにより、産業連関表の
連立方程式は成立せず、末端の飲食店や特に「寿司屋」
は成立しないし、そこでのGDPは消滅してしまいます。
これらは、著名な知識人や、正義を振りかざすマスコミ、
日本経済を先導する経済評論家が、漁港、漁村、漁場を
論じる場合に陥る論法の典型的な事例であります。要素
部分で最適なものの積み重ねた全体は最適になるという

幻想、最大のものだけを選んでいけば答えも最大になる
と言う間違い、そして、その思考過程で用いられる部分
として扱う場合小さくなったものに対する判断を二分法
で判断を迫る手法は、大きなあやまりです。

これからの漁港、漁村、漁場整備

今までも、そしてこれからも、現実に存在しているもの、
形作られているもの繋がりを無視して、存在しているも
のの全体は捉えることは出来ません。現実に存在してき
た漁港、漁村、漁場の全体を捉え、漁港、漁村、漁場を
計画、建設、維持補修する態度が必要であります。その
中で、私たちは、いつも全体を把握することに悩んでい
ます。言い換えれば、部分を捉えた後、全体を論じ、全
体を変えるために、部分を変える方法をどうするかとい
う手順のことです。しかし、この悩みを回避すると、多
くのマスコミや知識人たちが、漁業、漁港、漁村そして
地域に対して持つ、小さい、集めろ、大規模化しろ等の
意見となってきます。
結論を言うと、漁港、漁村そして漁場の計画、建設、
維持補修を調査研究することは、漁港、漁村、漁場を一
体として捉えることです。なぜなら、漁獲物の生産の場、
陸揚げ流通加工の場、生活の場が一体でなければ、漁業
も漁村の生活も成立しません。さらに、東日本大震災で
甚大な被害を受けた漁村においては、この一体性の大き
な構成要素として、災害からの安全性が加わったのが現
在の状況であると思います。
平成25年２月に（財）漁港漁村漁場技術研究所は一般
財団法人漁港漁村漁場総合研究所となりました。この中
の「総合」の持つ意味は非常に大きく重いと思います。
なぜなら「総合」は、一体性を考えることと同じ意味で
あるからです。私は、変化する経済社会の中で、漁港、
漁村、漁場という部分を考え、そして漁業地域あるいは
我が国沿岸域の全体を考え、二分法ではなく常に部分と
全体が成立する方法を「総合」と考えています。したがっ
て、私は、漁港、漁場、漁村を調査研究する機関であっ
た漁港漁場漁村技術研究所が、それらの一体性、すなわ
ち総合を追求する漁港漁場漁村「総合」研究所に変貌す
ることに大いに期待するものです。

特別寄稿 .03
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私が本格的に漁村計画の仕事に就いた年に、現在の一般
財団法人漁港漁場漁村総合研究所の前身である財団法人漁
港漁村建設技術研究所が誕生した。昭和57（1982）年のこ
とだ。当時、水産業や漁村をはじめ地方のまちづくりをとり
まく状況は、変革の只中にあったと言っていいだろう。第二
次石油ショックを経て、既に高度経済成長の夢は過ぎ去り、
安定成長とか成熟社会といった言葉で時代が語られていた。
昭和52（1977）年に発表された「三全総」の定住構想を契
機とした “地方の時代” の掛け声の下、地域主義やまちお
こし運動が列島各地で実践されるようになっていた。それ
は、今も継続しているのだが、過疎化の渦中にある地域に
おける、従来型の外発的力による開発から脱却した地域コ
ミュニティ自身の力による｢内発的地域振興｣をめざす思想の
根本的転換点でもあった。同時に、漁業・漁村の世界では、
1970年代後半から世界の漁業国が200海里規制をとるように
なり、わが国の遠洋・沖合漁業漁獲量は減少に転じ、昭和
60（1985）年のプラザ合意以降の円高の進行による水産物
輸入拡大は、わが国固有の資源である沿岸域や沿岸資源の
重要性と有効活用に対する関心を高めることになる。
このような時代的必然の中、昭和51（1976）年には沿岸漁
場整備開発事業が、昭和53（1978）年にはモデル事業を経て、
漁業集落環境整備事業が本格稼働することになる。つまり、
厳しい状況を背負いながらも、沿岸の時代、地方・まちおこ
しの時代の潮流の中で、“財団” は産声を上げたのである。
“財団” 誕生の経緯は、このような大きな時代背景があっ

てのことであることは間違いないだろう。一方で、産業とし
ての漁業振興と共に、もう一つの重要な柱として漁村という
地域社会あるいは人やしくみ自体が、施策・研究・計画対
象になり、その拠点として “財団” が生まれた点が重要なの
だと思う。
今、まさに30歳を越えた “財団” は、これまで身近に接し

てきた自分自身の漁村研究・計画の歴史と重なる部分が思
いの外多い。“財団” 誕生から現在までを比較的近くで見て
きた立場から、今でも心に残る、｢集まり散じた人々の思い
や言葉｣を、次の “財団” にバトンタッチしておきたいと思う。

“財団” 誕生後これまでの膨大な実績を支える思想の基礎
的方向付けをされたのは、初代理事長の根本清英さんだろ
う。心優しい中に厳しさをたたえた薩摩の古武士然とした
根本さんが常に言い続けたのは、｢みんなの研究所｣だった。
最初の赤坂にあった事務所には、地方から水産庁ヒアリン
グに来ては怒られたと言って、缶ビールと柿の種をぶら下げ
て主任研究員たちに議論をふっかけにやってくる市町村や
県の担当者の姿があった。当時の某部長に、｢仕事するふり
なんかしてるんじゃない。一緒に飲め！｣と一括され、｢明日
締切の原稿だから、飲めない｣と言うと、｢地方の人の話を聞
くのが一番大事。それが終わったら徹夜で書き上げろ｣と無
茶なことを言われて大いに閉口した。しかし、今思えば、当
時、議論した市町村や県の人々とは今でも親交があり、大
きな財産になっている。
根本さんには、もうひとつ忘れられない思い出がある。ま

だ30歳になったばかりの新米主任研究員のころ、根本さん
が提唱し続けた｢みんなの研究所｣を具現化するようなパン
フレットの企画・作成を任され、どうにか作り上げ印刷・納
品された。根本さんは、知らぬ間に、感謝の手紙と共にでき
あがったばかりのパンフレットを私の両親に送っていた。後
で、田舎の両親から聞いた。何をやってるんだか分からな

特別寄稿 .04

ザイダンザイダンDNADNA
～集まり散じた多くの人々の思いと漁港漁場漁村総研への期待～～集まり散じた多くの人々の思いと漁港漁場漁村総研への期待～

富田 宏　株式会社 漁村計画 代表　　
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い息子の仕事を、２人はその時初めて認めてくれた。
別の部長の一言である。当時は次長制で、彼も水産庁の
現役出向者。当時、一番若かった主任研究員の名前を呼び
捨てで呼ぶ次長を、部長がこっぴどく叱るのである。「ここは、
役所でも民間でもない。みんな対等の立場で仕事をする場
だ。○○さんと呼べ！｣…もちろん、○○さんとは、当時、“財
団” に出向していた私であり、その大声は、他の主任研究員
にもわざと聞こえるような演出が施してあった。
計画・構想の仕事は、終わりがない。いつあきらめるか

が勝負どころだ。本来、委員会資料等は、少なくとも前日に
は関係者に見せておくべきだろう。私は、特に往生際が悪く、
徹夜で時間切れになるまでやってしまいがちで、これまで周
りに大いに迷惑をかけてきた。その委員会も、時の部長は、
既に委員会会場のある地方都市に前日飛んでいたが、例に
よって私は、徹夜で仕上げ、当日の飛行機で当地に飛ぶつ
もりだった。ところが、突然の大雪で飛行機が飛ばないか
も知れないとの情報。その旨電話し、数十ページの資料を
とりあえず会場にFAXした後、｢資料説明どうしましょう｣。
すると、｢もし来れなくても、君が考えていることは大方分
かってる。それに、こんな分厚い資料の説明なんかしないよ。
俺の考えを開陳するさ。ガハハ…｣。幸い、飛行機は飛び、
件の委員会には10分遅れで間に合い、その部長には、「俺の
せっかくの桧舞台をなくしやがって」と、にやりと皮肉られ
はしたが、事なきを得た。
いろんな部長と付き合った。｢理不尽なことを言うクライ

アントとは喧嘩して来い。後始末は俺がやる｣、｢ガイドライ
ンやらマニュアルやら最低ラインの60点だ。“財団” は、そ
んなものを越えた100点、120点を目指す連中を全力で応援
しろ｣、「せっかく出張いくなら、役所だけじゃなく漁師と話
をして、漁村見てこい」等々…いい時代といってしまえば、
それまでだが。
一方、“財団” は、その組織体制上、常に人が変わる。全

く異なる思想の持ち主が、組織を動かすこともある。その前
後の落差に悩み苦しみ、場合によっては去って行った人々も
いる。アイゼンハワーが言った｢時として、我々は国を守る
ために、国家と戦わなければならない時がある｣という言葉
を肴に、別れの盃を交わした何人かとの思い出もある。

田舎から都会の学校に入った誰しも同じ思いを持つのか
もしれないが、私の場合、愛憎半ばする母校に対し、唯一
文句なしにすっと心に入ってくるのが、校歌の三番の歌詞
「集まり散じて人は変われど、仰ぐは同じき理想の光」とい
うフレーズである。“財団” は、何度か名を変え、組織体制
も変わり、場所も変わった。そして、何より、一部のプロパー
職員を除き、構成員が変わる組織のシステムになっている。
そのことが、功罪相半ばするのかもしれない。はっきり言
えることは、昭和57年に産声を上げた当時の思想、哲学は、
今も何も変わらないし、変わりようがないだろうということ
である。人を含めたあらゆる生物と同様、組織にもDNAが
存在すると思いたい。
“財団” の一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所としての
船出を心から祝福すると同時に、“ザイダンDNA” が、時代
の要請や困難な課題に揉まれながら進化しつつ頑固に継承
され、常に、浜のくらしと人を見つめ続ける応援団であり続
けて欲しいと願う。
思いもかけぬ東日本大震災と被災漁村復興という重い課
題に、地に足のついた先鋭的役割を果たす30年の蓄積と自
負を持つトップランナーとしての行く末を、今後も期待を
持って見つめていきたい。そのためには、是非、オープンで
平らかで自由闊達な議論と研究の空間としての“財団”であっ
て欲しいと願う。
気になることがある。“財団” 誕生当初の組織図を当時の
福屋初代部長に見せてもらいながら説明を受けたことがあ
る。主任研究員と専門技術員が横並びの図になっていた。
組織図としておかしくないですかと聞いた覚えがある。福屋
さんは「わざと並列にしている。なぜならば、“財団” はそ
の道を深く知りつくしたプロ、すなわち専門技術員と相互依
存関係でなりたっているからだ」。今、財団の組織図は、縦
方向の図になっている。オープンで平らかな自由なみんなの
研究所のＤＮＡが、新しい組織図の中にも脈打っているも
のと信じている。
大学、実務を通じて漁村研究・計画の道を開いていただ

いた故地井昭夫先生と、若い頃の稚拙な仕事振りを驚異的
な忍耐力で常に暖かい眼差で見ていただいた故根本清英元
理事長に感謝を込めて。
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想定外に備える

3.11の震源域は、南北500キロ。本当にこんなことがあり
得るかというほどの、「想定外」という言葉が使われるほ
ど大規模な大震災、大津波でした。日本は４枚のプレート
から成り立っています。地球のつなぎ目みたいなところに
日本はあるのです。この間からはマグマが出てきたり、火山、
地震、津波が多い、台風まで多いという、災害のデパート
みたいな状況にあります。
ここで大きい地震の前後に、周辺でどんなことがあった
のかを見てみます。東日本で貞観津波があり、今から1,100年
以上前の巨大津波と言われているものです。慶長三陸、明
治三陸、昭和三陸の各地震の前後で、例えば首都圏で、東
海、西日本でどんな地震があったのかを見てみると、やは
り何か関係がありそうです。若干はずれるものもあります
が、東日本の地震の前後10～20年の間に、大規模な地震が
発生しています。やはり大きな地震があれば、前後なんら
かの関係性を持ってほかの地域にも波及する。こういう構

はじめに

群馬大学の片田と申します。どうぞよろしくお願いい
たします。今日は「想定を超える災害にどう備えるか」、
特に漁業集落において、津波防災をどう考えるかという
ことでお話しをしていきたい。津波は来るかもしれない、
来ないかもしれないではなく、残念なことに、絶対来る
のです。私は、防災というのは事前に取り組んでこそ防
災だと思うのです。災害に遭う前に、どう犠牲者を減ら
すか、どう被害を減らすかを考える。これが防災である
というふうに私は考えているのです。
日本全国が巨大津波に対してどう向かい合えばいいの

かとおびえている状況かと思います。3.11の震災をわれわ
れはどう受け止めるべきか、いわゆるマグニチュード９
の南海トラフ想定にどう向かい合えばよいのかについて
ご紹介し、前向きにちゃんと備える社会を形成するため
お話ししたいと思います。

平成24年12月14日に当研究所主催による第6回調査研究成果発表会　「安全で安心な漁業地域づくりに向けて ～これから

の防災・減災対策～」を開催致しました。群馬大学大学院の片田敏孝教授の基調講演の要旨を紹介します。

想定を超える災害にどう備えるか
～漁港漁場漁村における
　　　　　　　　津波防災を考える～

片田 敏孝
■群馬大学大学院 教授

昭和35年 岐阜県生まれ。平成2年、豊橋技術科学大学大学院博士課程修了。平成2年、東海総合研究所研究員。
平成3年、岐阜大学工学部土木工学科助手。平成5年、名古屋商科大学商学部専任講師。平成7年、群馬大学工
学部建設工学科講師、平成9年、同助教授。平成17年、同教授。（平成19年：群馬大学大学院工学研究科社会
環境デザイン工学専攻に所属名変更)、平成22年、広域首都圏防災研究センターセンター長。平成22年、東京
大学大学院、豊橋技術科学大学、静岡大学客員教授。この間平成12年4月～平成13年9月、京都大学防災研究
所客員助教授。平成13年4月～平成14年3月、米国ワシントン大学客員研究員。
　専門分野は災害社会工学。災害への危機管理対応、災害情報伝達、防災教育、避難誘導策のあり方等について
研究するとともに、地域での防災活動を全国各地で展開している。特に、釜石市においては、平成16年から児童・
生徒を中心とした津波防災教育に取り組んでおり、地域の災害文化としての災いをやり過ごす知恵や災害に立ち
向かう主体的姿勢の定着を図ってきた。平成24年には、防災の功労者として2つの内閣総理大臣表彰を受賞して
いる。
　また、内閣府中央防災会議や中央教育審議会をはじめ、国・外郭団体・地方自治体の多数の委員会、審議会
に携わり、研究成果を紹介しながら防災行政の推進にあたっている。主な学会活動として、日本災害情報学会
理事、日本自然災害学会理事がある。

主な著書等
｢みんなを守るいのちの授業 ～大つなみと釜石の子どもたち～｣NHK出版。
｢子どもたちに『生き抜く力』を ～釜石の事例に学ぶ津波防災教育～｣フレーベル館。
｢3.11釜石からの教訓 命を守る教育｣PHP研究所。｢人が死なない防災｣集英社新書。

プロフィール

講演
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造にあることを考えれば、今は警戒しなければいけない時
期です。警戒するに越したことはないですから、過去の実
績がそうであるように、この状況をわれわれはしっかり受
け止めておく必要があると思います。
南海トラフについて、新たにマグニチュード９を想定し、

これに伴って生じる津波は、黒潮町、土佐清水市で34m、
下田市で33m、徳島県の太平洋沿岸でも24mなど、全国各
地で20～30mの津波が想定されています。全国の沿岸部の
方々はおびえていらっしゃると思います。この状況の中で、
地域の方々が津波対策というものを放棄し始めているとい
う状況を本当に憂えています。
この想定の津波、1,000年に１回の津波というのはどんな津
波かと言われれば、昔からこのリスクはあり、今もあり、将
来もある。そういう数字です。私はこの想定というものを、
正しく住民が迎え撃つという姿勢こそ大事だと考えています。
私は、海に近付き、海に住まうということは、そこにあ

る地域のリスクというものがあり、そしてその一方できれ
いな景色と海の恵み、利便性、そういったものを全部受け
取りながら暮らすという行為です。そして、リスクを精一
杯やり過ごす知恵を働かせ、今できることを粛々と行いな
がらその地に住めばよいということだろうと思うのです。
それを避けるために、せっかくの海の恵みを放棄してまで
逃げることなのだろうかという冷静な考え方も必要になる。
ただし、車に乗る時に精いっぱい安全運転を心掛けるよう
に、精いっぱい安全というものに向かいあって、精いっぱ
いのことをやりながらという条件付きで、その地に住めば
よいではないかと思うのです。
私は和歌山県で、段階的避難所計画という考え方を提唱

してきました。避難所の安全レベルをあらかじめ評価し、
星３つとは、3.11クラスの津波でも大丈夫なところ。昭和
19年の東南海地震や昭和21年の南海地震、近年の普通の津
波でも大丈夫なようにこれまで準備してきた避難場所は星
１つといった具合です。したがって、ここに3.11クラスの
大津波が来たら、それはアウトということもある。でも、
ここにしか行けなかったらここに行けばよいではないか。
そして、ここに行って余裕のある人は、より安全な星２つ
の避難場所に向かうべきです。星２つというのは中間ぐ
らいに置くものです。星２つに行って余裕のある人は、
星３つに行けばよい。
ある住民が市役所に来て、「ここに駆け上がり階段を１つ
作ったら星いくつになる？」と相談に来たそうだ。「それだっ
たら星２つですね」と職員が答えると、「そうか」と言って、
住民みんなで土日に出て、竹やぶに自分たちで避難路を付
けたそうだ。官民挙げてみんなでこの地域のリスクを迎え

撃つという、行政も住民もみんなで備えるということがで
きれば、それでよいと思いませんか？　
今われわれは、決してあきらめることなく、前向きに備

えるという文化を醸成していく時期にきています。本当に
大きいリスクに対して、一生懸命みんなで前向きに向かい
合う、そういう漁業集落をどう形成していくのかが重要だ
と思うのです。

釜石の奇跡

こういう大きい災害に対してどう備えるべきかを、私は
釜石でも子どもたちに教えてきました。現に過去100年ぐ
らいの間隔で大きい津波が来ているということも事実です
から。そして、今回の東日本大震災であの子たちがとって
くれた行動は、それをちゃんと反映してくれた行動だった
と思います。釜石は、1,000人もの方が亡くなった。このほ
とんどはお年寄りです。残念なことに、この中に子どもた
ちは５人含まれています。守ってやれなかった子どもも５
人いるのも事実です。私は子どもたちの行動は褒めてやり
たいです。あの子たちは本当によく逃げました。例えば鵜
住居地区。16メートルの津波が襲いました。海面が16メー
トル上がってそのまま押し寄せてきました。海の水は無限
にありますから、川の水害と違って16メートルまで水位が
上がったら16メートルのまま、このまま攻めてきます。一方、
川からの水害はピンポイントで水が出始めて、所詮川幅
いっぱいの水しかないのです。だから、薄く入ってきて徐々
に水位が上がるわけですが、津波は違います。16メートル
水位が上がったらこのままで走ってくるから、少なからず
標高16メートル以下のところは瞬時に水で埋めようとする。
鵜住居地区では、家は流され、堤防も全部なくなりました。
そして、津波が引いていく時に、全部のがれきを含んで海
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講演

想定を超える災害にどう備えるか ～漁港漁場漁村における津波防災を考える～

に持っていってしまったのです。
この小高い山のすぐ脇に釜石東中学校、その隣に鵜住居
小学校という２つの学校があった。この２つの学校の子ど
もたちの避難の状況をご紹介しますが、本当に見事でした。
鵜住居地区には16メートルの津波が襲いましたが、中学生
が小学生の手を引いて避難しました。私は、釜石の中学生
には、「君たちはもう助けられる立場ではない。助ける立
場だ」と教えていました。釜石でも、朝、お父さん、お母
さんが仕事に行き、高校生が街の学校へ行くと、地域に残
るのは小さな子どもとお年寄りばかりです。ですから、も
う中学生は助けられる立場ではない、助ける立場だと。で
も、ついこの前まで小学生でした。加護の対象でしかなかっ
たものですから、助ける立場であることを教えなければい
けないのです。私は、「災害で亡くなるのは大抵お年寄り
だ。君たちが老いたもの、幼きものを守るんだ」と教えて
いました。震災当日は、中学生は地震が揺れている最中か
ら、すぐに駆け出し、小学校の校庭の前を横切りながら子
どもたちに「津波が来るぞ。逃げるぞ」と声をかけ、そし
て逃げていった。小学生の子どもも次から次へと降りてき
て、不安がる子どもたちの手を引きながら中学生は逃げて
くれました。お年寄りのことを守るような練習をしていた
子どもたちですから、この子たちが懸命に逃げる姿を見て、
近所のお年寄りたちもこの中にどんどん入ってきました。
逃げて行く途中に、鵜住居保育園の保育士さんが、ゼロ
歳児はおんぶして、１歳児、２歳児は大きなベビーカーに
いっぱい子どもたちを乗せて、年長さんの手を引いて避難
していました。中学生はみんなでワーッと駆け寄って、一
人一人抱きかかえて逃げてくれました。そして、震度６弱
か６強かといった大きな揺れが５分ぐらい続いていますか
ら、年寄りがへたり込んでいるわけです。そんな年寄りを
見つけると「じいちゃん、何やってる」と言って声をかけ
て、肩を貸して逃げてくれたのも中学生です。この子たち
は、こうやって一生懸命逃げました。地形的になかなか高
さが稼げないところなのですけれども、一回逃げて、「先生、
まだ余裕がある。次行こう」と言って、逃げて逃げて逃げて、
最後ギリギリだったのですけれども、ちゃんと命を守り抜
いてくれました。この子たちの避難というものに対しては、
僕はどう褒めても褒め足らないと思っています。

津波てんでんこ

高学年の小学生に、津波てんでんこを使って、先人たち
に思いをはせるという授業をやりました。津波てんでんこ。
もう皆さんご存じの通りの言葉です。この言葉を子どもた

ちに「津波てんでんこって薄情じゃないか？おじいちゃん、
おばあちゃんのことを放っておいて逃げろと言っている。
お母さんに、子どものことを放っておいて逃げろと言って
いる。昔の人はどうしてこんな薄情なこと言うの？」なんて、
こう言うのです。子どもたちは分かっているのです。これ
は薄情な言葉ではないと。でも、明快に言えないわけです。
「どうしてこんな薄情な言葉ができたんだ？」そんな問いか
けをしていく中で、子どもたちにこのてんでんこが出てき
た背景を考察させるのです。釜石は明治三陸津波では、当
時の人口6,500人のうちの4,000人が亡くなっているのです。
旧田老町は村人1,859人全滅しているのです。沖合に出たサ
バ漁師36名が生き残っただけです。なぜこんなに人が亡く
なるのかというと、家族のきずながあることが、逆に大き
く災いとなっています。そうです。おじいちゃん、おばあ
ちゃんを助けに行って死ぬのです。お母さんが子どもを迎
えにいって死ぬのです。こういう状況、悲しい歴史の中で
津波てんでんこという言葉が出てきている。そこに、子ど
もたちに思いをはせさせるわけです。「てんでんこっていう
言葉は薄情な言葉か？」と。
子どもたちにも、「じいちゃんやばあちゃんに、てんでん

こっていう言葉を聞いたことはあるか？」と聞くと、何人
か手を挙げます。その中の１人がこんな話を紹介してくれ
ました。昭和８年の昭和三陸津波の時に、あるおじいちゃ
んが高台まで一生懸命上がって、周りを探したけど、おじ
いちゃんやおばあちゃんがいないことに気付いた。迎えに
行かなければと思って行こうと思ったら、みんなに押さえ
つけられて「行くな」と。「でも、行かなかったらおじいちゃ
ん、おばあちゃんが死んじゃう」と、自分の良心の呵責も
あって行こうと思った時に、地域の長老が胸ぐらをつかん
で言ったことが、「しょうがねえ。津波てんでんこだ」と。
こんなことを言われたというエピソードを出してくれたわ
けです。この「しょうがねえ。津波てんでんこだ」という
言葉は、「お前の良心の呵責も分かる。でも、誰もお前を
責めやしない。それでいいんだ。仕方がなかった。みんな
分かってるからな」という、全部そんな言葉を包含してい
ます。本当に「しょうがねえ。津波てんでんこだ」という
この一言の中に、どれだけその人に対する優しい思いがあ
り、「しょうがないんだ。みんな分かっててあげるからな」
というそんな思いだとか、全部そんな言葉を託した「しょ
うがねえ。津波てんでんこだ」というこの言葉が薄情であ
ろうはずがないと、こういうところまで行きつくわけです。
そんな中で、現代に津波てんでんこを生かすにはどうし

たらいいのかと議論し始めると、子どもたちが気付きます。
津波てんでんこができる家庭であること、それはなんなの
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だと。それは、この子が「僕、逃げるもん」と言って逃げ
ているからお母さんが逃げられているわけです。一人一人
が自分の命に責任を持つ。そして、それを信頼しあうこと。
それによって津波てんでんこが可能になるということ。「家
族の絆を切ってしまえ」というように聞こえる津波てんで
んこなのだけれども、決して絆を切れと言っているわけで
はなく、絆を大事にし、それを信頼で結び合えと言ってい
る。それがてんでんこできるということなのだということ
を教えているのだろうと。

漁船の沖出し避難

私は、根室市の落石地区で、漁船の沖出し避難、沖出し
の基準作りに、漁師さんと一緒に取組んでいます。今回の
東日本大震災では、ある程度余裕があったから、沖出しを
すべきタイミングでした。沖出しし漁船は大丈夫でした。
そして、この沖合に出た漁師が津波ということをちゃんと
よく理解していて、家族に携帯電話で「戻るな」という指
令を出して、家族も避難所でみんな長くとどまってくれま
した。その１年前のチリ津波の時もそうでした。
全国各地で沖出しをしたり、とどめておいて船を沈めた

り、いろいろな被害がある中で、水産庁のガイドラインでは、
原則沖出し禁止となっている。実際は、高台にちゃんと避
難しないと自分が犠牲になるということと、そのまま置い
ておくと船が駄目になるというこの葛藤の中で、北の船と
いうのは大きいから、やはりついつい沖出ししてしまうわ
けです。自分の命の問題については、正常化の偏見とか楽
観視バイアスといって、「まあまあ大丈夫だろう」と、つい
つい思ってしまう。一方で、船のことは損失が大きな心配
です。生活の糧を得る手段だし、漁業保険だって十分保障
はしてもらえないだろうし、そのまま船を停泊しておくと
沈めてしまうし、「俺はもう行くさ」といって出て行き、絶
対駄目であろう大きな津波の時にも無防備にも、なんら合

理的な判断をすることなく、「とにかく出さなければ」とい
う気持ちの中で船を出してしまう。
そこで、漁師さんに「船を守ろう」「船を守るために勉
強しよう」と。津波とはどういう現象なのか、いかに不確
実な現象なのか。道東地域をまとめて１本の津波警報が
出るのに、実際の津波は入江ごとに状況が変わるわけで的
確に言えるはずがないという情報の限界もあります。漁師
だって大きい津波が来ることを分かっていて、死ぬことを
分かっていて出す人はいません。出したくないと言ってい
るんです。でも「大抵大丈夫だ」とか、「１mの津波でも転
覆してしまうから、これは一か八かで」と言って出してい
る。これを回避できないかと思って、津波の勉強や情報の
勉強、その中で安全率を取りながら、どれぐらいまでなら
出すべきか、これを過ぎたらもう出すべきではないという
ような基準作りをやったのです。落石の港の入り口に信号
機があるとして、まだ間に合う間は信号が青になっている
からすぐに沖へ行く。でも、ちょっと出遅れて、今から行っ
たら水深50mにたどり着く前に大きい津波が来て飲まれて
しまうというタイミングになったら、赤の点灯にするといっ
た具合だ。基準作りについては、漁師は船を守るためです
から一生懸命勉強しました。はたと気付いたら、一家に
１人、津波の専門家です。だから、今回も沖出しをして、
沖合から家族に「戻るな」と電話を入れているわけです。
漁民も船を守っているし、家族も守られるというような、
「一家に１人津波の専門家を作ろうプロジェクト」として、
私はこの漁民問題に取り組んだのです。

おわりに

私がぜひお願いしておきたいことは、子どもたちに「津
波が怖い」というアプローチばかりをしてはいけないとい
うことです。そんなことをしたら子どもたちは地域を嫌い
になります。思いきり海の恵みをいただいている、未来永
劫これを受け取るために、これを大事にしていくことが一
番重要なのだと。しかし、海に近付いているから、時に自
然の大きな振る舞いにも向き合わざるを得ない。その日そ
の時だけ、パチッと行動できる地域の人であれ。そうする
ことが、その地に暮らすお作法なのだと、子どもたちには
教えてきました。決して「津波怖い」という話ばかりで津
波防災を進めるということのなきようにというのが、私か
らのお願いです。海の安全、特に災害に対して向かい合え
るような漁村づくりということに対して、ご尽力をいただ
きたいと思います。ご清聴いただきましてどうもありがと
うございました。
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01 第 1調査研究部

なお、水産業振興が計画に考慮されない場合、以下のこ
とが懸念されます。
①漁村の伝統的コミュニティが維持されない
②集落空間の分断
③漁港背後用地利用の低下未利用化
④低地避難路（漁港及び漁港背後用地などの作業空間→
高台）が十分確保できない
⑤伝統的漁村景観や祭祀・集会空間などの喪失
このようなことから、漁業地域においては、水産業振
興を考慮したマスタープランを作成し、これらマスター
プランを実現する手段の一つとして、漁集事業での検討
を行う必要があります。なお、水産業振興を考慮したマ
スタープランの作成にあたっては、浸水地・漁港周辺用
地・既存集落等、周辺用地のきめ細かな土地利用を踏ま
え、次の視点で整理します。
①産業の再生 ～番屋型・船屋型土地利用～
◎漁港周辺用地の番屋・水産加工場・漁具・漁船等修
理保管用地利用

②コミュニティの維持 ～既存集落の空間価値の重視～
◎既存の神社や祭祀空間等集落の記憶を大事にした
人々の集いの場の再生

◎一部残存家屋周辺のコミュニティ再生等
③災害に強い海辺のまちづくり
　～低地→高台安全避難路の確保～
◎漁港・漁港周辺低地空間の安全性確保

これらの結果は、防集事業だけでなく、漁集事業と連
携することによって、より効果的に、水産業振興を考慮
したマスタープランの実現へとなります。
また、マスタープランの作成にあたっては、東日本大
震災の経験から、津波は海岸堤防や防潮堤などを越える
ことを前提に避難を計画と合わせた漁業地域のマスター
プランを策定する必要があることから地域防災協議会な

はじめに

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、わが国の東日本太平洋沿岸の漁業地域
において、多くの人命を奪うとともに、漁港・漁村をは
じめとして、市場、冷凍・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を一瞬にして壊滅的な打
撃を与えました。
そして、震災から2年以上が経過した現在、被災地域

において住民の居住に適当でない地域にある住居の集団
移転を行う「防災集団移転促進事業（以降、防集事業と
いう。）」や被災地の漁業集落において、安全・安心な居
住環境を確保するための地盤嵩上げ、生活基盤や防災安
全施設の整備等を実施し、災害に強く、生産性の高い水
産業・漁村づくりを推進する「漁業集落防災機能強化事
業（以降、漁集事業という。）」が進められてはいますが、
移転居住地の議論が先行し、住居移転後の低地部のこと
や非被災居住地との一体性など、漁業の視点か集落を一
体的に捉えた復旧・復興計画は少ないように思われます。
そこで、これまでの調査・研究より、漁業地域におけ

る復旧・復興の考え方について紹介します。

漁業地域の復旧・復興

東日本震災後、被災を受けた沿岸部の集落は、住民の
居住に適当でない地域にある住居の集団移転を行う防集
事業の実施に向けた調査・計画等が進められています。
生活の場として住居の復旧は優先されるべきものです
が、被災を受けた多くの沿岸部集落は、漁業を生業とし
職住一体となって集落が形成されてきたところであり、
防集事業による住居の高台移転と併せて移転後の跡地利
用を含む水産業の復興を踏まえた復興計画が必要です。

じじじじじじめにめにめにめにめにめにめにめに

地域地域地域域域域の復の復の復の復の復の復の復復復旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧 復興興復興復興興復興復興復興復興興
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ど地元住民が中心となった計画策定が必要です。

マスタープラン策定の視点

漁業地域は、漁業種類や漁獲規模、水産関連企業の立
地、そして、地理的・地形的条件より、様々は形態があり、
また、漁港の役割等も各々異なることから、個々の地域
の実情に応じた対応が必要です。
このため、平面的なゾーン分けや背後地形における地
盤高と津波高の関係を明確にし、その地形的特徴を踏ま
えたマスタープランを策定することが重要です。
マスタープランの策定にあたっては、防潮堤を境界と

して防潮堤の海側を堤外ゾーン、陸側を堤内ゾーン、さ
らに、堤内ゾーンについては低地ゾーンと高地ゾーンと
し、さらに、原集落と離れた高台に位置する4つのゾー
ンに分類します。次いで、堤内については、地盤の高低
からレベル（造成地盤高）B～D、さらに、高台（沿岸
から一定の距離にある背後
山地）のレベルAを加えた
4つのレベルを設定します。
このような考えを基本
に、対象とする漁業地域の
被災状況や集落規模、背後
の地形条件から創出可能な
ゾーン・レベルを設定しま
す。そして、これらレベル
（高さ）に対する長所と用
地造成による短所を明確に
し、それらを踏まえた土地
利用を計画します。ただし、
どのレベルにあっても、絶
えず災害の危険はあり、常
に避難行動が求められるこ
とを認識する必要がありま
す。
このように、ゾーン・レ
ベルを設定し、職と住の場
の一体性やコミュニティの
維持・再建などを踏またマ
スタープランとすることが
重要です。

漁業集落防災機能強化事業
マスタープラン策定後、
漁集事業で実施できる事
業内容を抽出し、漁集事業

の事業計画を策定することとなります。実際には、マス
タープラン策定においては、構想実現に向けたタイムス
ケジュールも重要となってきますので、いつ、だれが行
うのかを整理しておく必要があり、そのためにも、漁集
事業やそれ以外の事業内容を念頭に策定していくことに
なります。
 

おわりに

漁業センサス（第11次 2003年）によると漁業集落数
は岩手県194、宮城県212の計406があります。
当研究所数においても数十地区の漁集事業の事業計画

の策定を行っておりますが、未着手の箇所も数多くある
と思います。これらの考えが、未着手の漁業地域の復旧・
復興計画の役に立てればと思います。機会があれば、実
例を交えた計画手法について報告したいと思います。

（第1調査研究部　林 浩志）

プラプラプラプラプララン策ン策ン策ン策ン策ン策ン策策定の定の定の定定の定の定の定の定定 視点視点視点視点点視点視点視点視視点

わわわわわわりにりにりにりりにりにりにりに

ゾーン レベル 高さの基本的な考え方 備　考

高　台 A 最大クラスの津波の遡上高よりも
高い地盤レベル 既存の漁業集落から離れた場所にある高台。

堤　内
（高地）

B 最大クラスの津波の津波高よりも
高い地盤レベル

既存の漁業集落内または近接した場所。
集落周辺における既存高地用地の活用あるいは
切土、盛土等による高地用地の創出。

C 発生頻度の高い津波の津波高と
同程度以上の地盤レベル

既存の漁業集落内。
地盤嵩上げ、切土、盛土等による高地用地で、
頻度の高い津波を越える津波来襲時には高地へ
の避難が必要。

堤　内
（低地） D 現低地地盤高、一部嵩上げ等

既存の漁業集落内。
①居住地としての利用は極力避け、漁港施設（機
能施設）等の産業としての場、6次産業化や観
光交流の促進の場、緑地・公園等の利用を想定。
　なお、状況に応じては区域内の一部の地盤を
嵩上げして居住地とすることも想定。

堤　外 E 埋め立て用地など現低地地盤高 漁業において、陸と海をつなぐ場であり、防潮
堤の外にある場で、漁港施設が集積。
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に造成された津居山沖保護区（水深290ｍ）、および
2007年以降にフロンティア保護区（水深185～290ｍ）
として造成された、但馬沖（2ヵ所）、赤崎沖（2ヵ所）、
浜田沖（3ヵ所）保護区を対象に籠網調査を実施した。
また、2012年には兵庫・鳥取県の底曳き網漁業者に対
する、聞き取りによる利用状況調査を実施した。 

⑵ 籠網による漁獲調査
津居山沖保護区では2007年7月、フロンティア保護

区では2011年、2012年ともに6月から9月にかけ各１
回、籠網による調査を実施した。
籠網で採捕されたズワイガニの採捕尾数から、以下

の面積密度法（WATANABE、2002）により保護区内
のズワイガニ保護量を推定した。
［推定保護尾数（重量）＝採捕尾数(重量)÷籠数÷
 有効漁獲面積（1,600㎡/籠）×保護面積］

⑶ 利用状況調査
兵庫県および鳥取県下のズワイガニ底曳き網漁業の
経営体について、両県とも14経営体（兵庫県：全52経
営体、標本率26.9％、鳥取県：28経営体、標本率50.0％）
に対し、保護区周辺における操業実態調査を実施した。

結　果

⑴ ズワイガニの保護効果
津居山保護区およびフロンティア保護区における11回

の籠網調査結果を図1に、雌雄別の甲幅組成を図2に示

はじめに

日本海におけるズワイガニChionoecetes opilioの漁獲
量は、1970年に約16,000tのピークに達したが、それ以
降減少しTAC法の対象種となり、資源回復の取り組みが
行われている。資源回復のための一つの手法として、ズ
ワイガニが生息する海底に人工魚礁を用いた保護礁を設
置し、その区域を「保護区」（以下、保護区）とし、漁獲
を防止するズワイガニ保護区の設置が1982年から国の補
助事業として実施され、現在29ヵ所32,900haの保護区が
造成された。さらに、2007年から国が事業主体となるフ
ロンティア事業が創設され2007～14年の計画で、21ヵ
所、8,400haで計画され、現在10ヵ所4,000haの保護区
が造成されている。
この様な保護区の設定に関して欧米では、対象資源が
激減した場合は、全面禁漁の海洋保護区（MPA）の措置
がなされている。一方、日本では2011年3月に「海洋生物
多様性保全戦略」が閣議決定され、そこでは海洋保護区
を「海洋生態系の健全な構造と機能を支える生物多様性
の保全および生態系サービスの持続可能な利用を目的とし
て、利用形態を考慮し、法律またはその効果的な手法によ
り管理される明確に特定された区域」と定義している。日
本海に設置されてきたズワイガニ保護礁は、保護効果に加
え保護礁設置により得られる保護区周辺海域へのズワイガ
ニのしみ出した資源を漁獲として利用することを目的とし
ており、資源保護と持続的漁業を目指してる。
そこで、本研究ではズワイガニ保護礁の保護効果を明

らかにすることを目的に、保護区内において籠網による
採捕試験を行うとともに、保護区周辺で操業状況から利
用の実態を調査したので報告する。

材料と方法

⑴ 調査対象保護区
日本海西部地区では補助事業およびフロンティア事業
で、あわせて50ヶ所、41,236haが設置・計画されている（表1）。
そのうち本研究では、補助事業として1994～1996年

めめにめににに

結結結結結結 果果果果果果果果果果果
料料料料料と方と方と方と方と方と方と方と方と方と方方法法法法法法法法法法法

02 第 2調査研究部

実施主体 設置年 水深帯（ｍ） 造成箇所数 事業量（ha）
石川県 1993～1996 250～300 5 3,000
福井県 1985～2012 250 9 7,880
京都府 1982～1998 225～300 6 6,783
兵庫県 1989～2006 240～300 4 4,200
鳥取県 1992～2000 200～270 5 11,000

補助事業計 29 32,863
国（兵庫県沖） 2008～2014 260～330 3 1,200
国（鳥取県沖） 2010～2014 180～300 6 2,400
国（島根県沖） 2011～2014 185～300 12 4,800

フロンティア事業計 21 8,400
日本海西部合計 50 41,263

表1：日本海西部地区におけるズワイガニ保護礁
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す。但馬沖漁場から浜田沖で合計3,807個体が採捕さ
れた。漁場別には、但馬沖（水深260m、265ｍ）で
は雄が、津居山沖（水深290ｍ）、赤碕沖（水深180m、
240ｍ）では雌が主体であった。浜田沖では第1（水深
260ｍ）では雌が、第2、6（水深290m、185ｍ）で雄
が主体であり、地点や水深により採捕状況が異なった。
雌雄別では、雄は甲幅43～157mmが採捕され、脱
皮齢期にあてはめると8～13齢と推定され、11齢と12齢
にモードがみられた。また、最終脱皮前が54％、最終
脱皮後が46％を占めた。雌は甲幅37～95mmが採捕さ
れ、脱皮齢期にあてはめると8～11齢と推定された。

最終脱皮を行う11齢にモードがみられ、成熟個体が
97％とほとんどを占めた。
⑵ フロンティア保護区の効果算定
籠網により各保護区で採捕されたズワイガニ採捕尾
数から、面積密度法により各保護区内のズワイガニの
保護量を推定した結果を表2に示す。2012年に調査を
実施した7地区（2,800ha）の合計で、雌雄あわせて37万
個体、91tが保護されているものと推定された。

⑶ 保護区周辺での底びき網による利用状況
底びき網漁業者の操業割合を表3に示す。兵庫県で

は、但馬漁協管内、浜坂町漁協管内ともに天然漁場と
フロンティア保護区及び県営保護区を合わせた保護礁
の利用率が、それぞれ50％程度であった。一方、鳥取
県では網代支所管内では保護礁の利用率が72.7％と極
めて高いのに対し、賀露本所管内では、保護礁の利用
率12.5％と低く、漁業地区によって、保護礁の利用状
況が異なっていた。兵庫県と鳥取県を合わせた保護礁
の利用率は53%であった。

考　察

⑴ ズワイガニの保護効果
津居山保護区およびフロンティア保護区における

11回の籠網調査結果の平均原単位を用い、保護区造成
による整備面積を乗じ保護資源量を推定すると、フロ
ンティア保護区（21ヵ所、8,400ha）では85万個体、
227t、県営事業を含む日本海西部地区全体（50ヶ所、
41,263ha）では417万個体、1,114tが保護されている
ものと推定された。これらは、日本海西部地区におけ
る直近3ヵ年の資源量平均の約4.7％、同漁獲量平均の
27.9％に相当することが示唆された。
また、兵庫県・鳥取県の底曳き網漁業者の聞き取り調
査では、漁獲の約半数を保護区周辺で行っていた。この
ことから、ズワイガニ保護区の造成によって保護された
資源からしみ出した資源を漁獲として利用しており、資
源保護と持続的漁業の両立を目指す、日本型のMPAと
して先導的役割を果たしているものと考えられた。

（第2調査研究部　伊藤 靖）

▲図1：籠網調査結果

表2：籠網の結果からの推定保護量

表3：底曳き網の操業場所別操業割合

▲図2：籠網に入網したズワイガニの甲幅組成（左：雄／右：雌、2011～2012年の11地区）

考考　考　考考考 察察察察察察察察察察察
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年度 漁場名 水深帯 推定保護資源量 保護
面積

（km2）
尾数 重量（t）

（ｍ） オス メス 合計 オス メス 合計
2007 津居山 290 12,000 94,000 106,000 8.5 14.0 22.5 16
2011 但馬第 2 260 7,625 1,250 8,875 4.4 0.1 4.5 4

赤碕第 2 240 1,875 22,500 24,375 0.8 3.5 4.3 4
浜田第 2 290 55,250 0 55,250 29.3 0.0 29.3 4
計 64,750 23,750 88,500 34.5 3.6 38.1 12

2012 但馬第 1 265 25,263 13,684 38,947 8.9 2.1 11.0 4
但馬第 2 260 35,875 9,875 45,750 16.1 1.4 17.5 4
赤碕第 2 240 4,125 101,625 105,750 1.6 1.6 3.2 4
赤碕第 4 180 750 1,125 1,875 0.1 0.1 0.2 4
浜田第 1 260 28,194 51,250 79,444 15.7 7.8 23.5 4
浜田第 2 290 27,625 1,250 28,875 17.0 0.1 17.1 4
浜田第 6 185 69,750 375 70,125 18.6 0.0 18.6 4
計 191,582 179,184 370,766 78.0 13.1 91.1 28

注1）採捕結果は1連（20籠）の結果、2012年のうち但馬第1と浜田第1は一部で
籠が流失、それぞれ19籠、18籠の合計を表示

注2）ズワイガニの体重は雌雄別に甲幅－体重関係式（H23年度資源評価報告書、
ズワイガニオホーツク海系群）より算出

注3）保護資源量はカゴ網の有効漁獲面積を1,600m2/カゴとして算出

底引き
漁船
隻数

標本
隻数 標本率

保護礁
天然
漁場

フロン
ティア
事業

県事業 計

兵
庫
県

但馬漁協管内 35 9 25.7% 10.6% 41.1% 51.7% 48.3%

浜坂町漁協管内 17 5 29.4% 28.3% 20.0% 48.3% 51.7%

県全体 52 14 26.9% 16.9% 33.6% 50.5% 49.5%

鳥
取
県

網代支所管内 11 10 90.9% 25.7% 47.0% 72.7% 27.3%

賀露本所管内 6 4 66.7% 9.8% 2.8% 12.5% 87.5%

田後支所管内 11 0 0.0% ─ ─ 0.0% ─

県全体 28 14 50.0% 21.1% 34.4% 55.5% 44.5%

全体 19.0% 34.0% 53.0% 47.0%
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03 総務部

はじめに

水産庁と財団法人漁港漁場漁村技術研究所の共催で、
昭和58年度から国（北海道開発局、沖縄総合事務局）
都道府県及び市町村の漁港漁場整備関係事業に従事す
る職員を対象とした技術者育成研修会を毎年実施して
おります。

開催概要

【目 的】
この研修会は、新たな漁港漁場整備法に対応した事業制
度、地域整備計画手法、波や土に関する技術的な基礎知
識に加え、漁場整備に関する技術的な基礎知識など、遂
行上必要な知識及び技術の研修を行うことにより、技術
者の育成並びに技術水準の向上を図るとともに、漁港漁
場整備技術に関する専門的な知識を習得し、漁港漁場整
備事業の効率的かつ円滑な実施に資することを目的とし
て毎年実施しております。

【主 催】
水産庁・（財）漁港漁場漁村技術研究所

【開催日時】
平成24年9月24日（月）から9月28日（金）までの5日間

【研修場所】
国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都内）

【研修生数】
北海道開発局、都道府県及び市町村から漁港漁場整備事
業関係技術担当者77名

【講義題目】
①特別講義
②漁港漁場漁村整備の概論と漁港の調査・計画
③設計概論（1）　設計条件等
④設計概論（2）　漂砂、施設と構造形式等
⑤波と流れの基本的性質

じじじじじじめにめにめにめにめにめにめにめに

開催開催催催催催催概要概要概要概要概要概要概要概要概要要

▲水産庁高吉晋吾整備課長挨拶 ▲受講風景
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平成20年12月1日に新公益法人制度関連3法が施行さ
れ、民法第34条に基づいて設立された公益法人は、新
制度施行後5年以内に公益財団法人又は一般財団法人の
いずれかへの移行手続きが必要となりました。
当財団では、その間、幾度となく理事会及び評議員会

で移行の方向性について種々検討してまいりました。第
44回理事会（平成21年6月25日開催）では公益認定基準
に適合した体制が整い次第、移行認定を申請することも
考えておりましたが、第51回理事会（平成23年11月21日
開催）において、その後の推移、他の類似団体の移行動向、
公益法人と一般法人のメリット・デメリットをさらに比較
検討したところ、当法人としては「非営利型の一般財団
法人」とする方が自由度のある業務運営が可能となるこ
とからメリットが大きいとの結論に達し、第53回理事会
及び第48回評議員会（平成24年5月23日開催）で一般財
団法人への移行認可申請が正式に決まりました。

また、移行に合わせて、今後は技術だけでなくソフト
関連業務にも積極的に対応できるよう団体の名称を漁港
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
するとともに、団体の略称を「漁

ぎょ

村
そん

総
そう

研
けん

」として、新た
な一歩を踏み出すこととなりました。
移行後もこれまでどおり当研究所の設立の趣旨に沿

い、漁港・漁場・漁村に関する総合的・科学的な調査研
究とそれらの成果の普及啓発を行うことを通じ、安全で
機能的で賑わいのある漁港、効率的で安定的で豊かな漁
場及び安全・安心で快適で活力ある漁村の形成を推進
することを目的とする公益事業を中心とした業務運営を
し、「みんなの研究所」として皆様のご期待に添えるよ
う役職員一同頑張ってまいります。
今後とも、より一層のご支援ご協力を賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。
（大塚 敏行）

⑥演習 ─ 波の変形等
⑦漁港における品質・衛生管理対策
⑧水産基盤整備事業の効果分析
⑨構造物への波の作用と施設の基礎
⑩演習 ─ 防波堤等の設計
⑪漁場造成の計画論（1）　藻場干潟論

⑫漁場整備の計画論（2）　人工魚礁論
⑬漁場造成の設計論
⑭演習 ─ 漁場造成の設計
⑮水産基盤等のストックマネジメント
⑯災害に強い漁業地域づくり
⑰漁港施設の地震・津波対策

平成25年2月20付けで一般財団法人に移行しました。

区　分 常勤・
非常勤の別 氏　名 所　属

理事長 常　勤 影山 智将 （財）漁港漁場漁村技術研究所理事長
常務理事 〃 大塚 敏行 （財）漁港漁場漁村技術研究所総務部長
理　事 非常勤 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  一般社団法人全日本漁港建設協会会長
 公立はこだて未来大学名誉教授

〃 〃 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

〃 〃 上机 莞治  （社）岩手県漁港漁村協会副会長理事
 田野畑村長

〃 〃 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

〃 〃 友広 郁洋 （社）長崎県漁港漁場協会会長
 松浦市長

〃 〃 尾山 春枝  富山県新湊漁業協同組合代表組合長　
監　事 〃 紺谷 和夫  前（財）港湾空港建設技術センター参与

一般財団法人 漁港漁場漁村総合研究所
理事・監事名簿

一般財団法人 漁港漁場漁村総合研究所
 評議員名簿

氏　名 所　属

越善 靖夫
一般社団法人
青森県漁港漁場協会会長
東通村長

近藤 健雄 日本大学理工学部教授

清水 泰 前静岡県漁港漁場協会会長
前焼津市長

鈴木 光雄 前全日本漁港建設協会専務理事

角田 成功 島根県漁港漁場協会副会長

仙頭 義寛 前高知県漁港漁場協会会長
前香南市長

中村 清志
東京都漁港漁場協会専務理事
東京都漁業協同組合連合会
専務理事

野村 興兒 山口県漁港漁場協会会長
萩市長

馬場 治 東京海洋大学海洋政策文化学科
教授

藤本 昭夫 社団法人大分県漁港協会会長
姫島村長
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第6回調査研究成果発表会

イベント開催報告

はじめに

開催概要

当研究所は、漁港
の建設・漁場及び漁
村の環境整備に係る
科学技術に関する調
査・研究・開発を行
いその成果を普及啓
発し、我が国水産業
の発展に寄与するこ

とを目的として昭和57年9月に設立されました。研究所の
設立以来、国、地方公共団体、水産関係団体等から各種
の調査・研究を受託し、その研究成果のうち特に重要なも
のについては、国内はもとより、広く海外の学会で発表す
るなどして普及を図ってきました。
また、昭和62年以来、毎年、調査研究の成果を「調査研
究報告」として、関係者に広く配布してきたが、直接に調
査研究成果を報告し、水産業・漁村の将来について、関
係者と一緒に考えていく契機として「第6回調査研究成果
発表会」を開催することとしました。

テーマ：「安全で安心な漁業地域づくりに向けて
　　　　～これからの防災・減災対策～」
日時：平成24年12月14日（水）10：30～17:00
場所：発明会館（東京都港区虎ノ門）
主催：財団法人 漁港漁場漁村技術研究所　後援：水産庁
◉プログラム
■開　会
■第一部　調査研究論文発表
■第二部　「安全で安心な漁業地域づくりに向けて
　　　　　～これからの防災・減災対策～」
①基調講演
　「想定を超える災害にどう備えるか
　～漁港漁場漁村における津波防災を考える～」
②当研究所の取り組み　
③パネルディスカッション
　「地震・津波への備え
　みんなでつくる安全で安心な漁業地域づくり」

影山 智将　●（財）漁港漁場漁村技術研究所 理事長
東日本大震災におきましては、「想定外」という言葉が
流行いたしましたけれども、防災・減災対策におきまし
ては、施設の設計外はあったといたしましても、想定外
があってはならないというのが、あの大震災の大事な教
訓であったように思います。残念なことに、私どもは地
震の発生を防ぐことはできません。しかしながら、私た
ちの努力によりまして、地震に伴う被害を少なくするこ
とは可能であります。本日のパネルディスカッションが、
防災・減災対策、特に
避難ということの重要性
につきまして、あらため
て認識を深めていただ
くきっかけになるととも
に、被害軽減のため、な
んらかの問題提起ができ
たら幸いに存じます。

橋本 牧 氏　●水産庁漁港漁場整備部 部長
漁港や、まちづくりの復旧・復興に全力を挙げてい
きたいと思っています。また、この度の東日本大震災
で得た教訓をぜひ生かして、今後来ることが予想され
ている南海トラフであるとか、いろいろなわが国の他
地域における防災・減災対策に力を出していかなけれ
ばいけないと考えております。国といたしましても、
この震災の記憶をぜひ
失うことなく、皆さん
のところに再び甚大な
災害が来るということ
を想定して、全力で取
り組んでいきたいと考
えております。

主催者挨拶

来賓挨拶
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① 「東北地方太平洋沖地震津波による海岸保全施設の
 被災メカニズムの検討」
 加藤 広之　●第1調査研究部 研究主幹
② 「被害状況調査支援データベースの構築について」
 早川 光　●第1調査研究部 主任研究員
③ 「コンクリートがらの漁場施設への適用性に
 関する検討」
 田中 浩生　●第2調査研究部 主任研究員
④ 「人工マウンド礁におけるマアジの標識放流を
 用いた効果範囲について、
 ならびに、鹿児島県阿久根地先の人工マウンド礁に
 おける超音波バイオテメトリーを用いた
 マアジの行動について」
 伊藤 靖　●第2調査研究部 部長
 ※発表論文の詳細は、当研究所発行の「調査研究成果発表論文集
 　No.22（平成24年12月）」をご覧下さい。

① 基調講演
 「想定を超える災害にどう備えるか
 ～漁港漁場漁村における津波防災を考える～」
 講師：片田 敏孝氏　●群馬大学大学院 教授
 ※基調講演の概要は「特集（ｐ12～p15）」に掲載致しております。

② 当研究所の取り組み
 「災害に強い漁業地域づくりガイドラインなど
 具体的な取り組み」
 中村 隆　●第1調査研究部 部長
 ※当研究所の取り組みの詳細は、当研究所発行の「調査研究成果
 　発表論文集No.22（平成24年12月）」をご覧下さい。

③ パネルディスカッション
 「地震・津波への備え
 みんなでつくる安全で安心な漁業地域づくり」
 【座長】
 　牛山 素行 氏 ●静岡大学防災総合センター 准教授

 【パネラー】
 　川田 和徳 氏 ●高知県黒潮町 情報防災課
  　南海地震対策係長

 　大西 正隆 氏 ●三重県尾鷲市 三木浦町 町内会 副会長

 　盛合 敏子 氏 ●岩手県漁港漁村協会理事、
  　岩手県漁協女性部連絡協議会 会長

 　浅川 典敬 氏 ●水産庁 漁港漁場整備部 防災漁村課
  　防災技術専門官 

 　中村 隆 ●財団法人漁港漁場漁村研究所
  　第1調査研究部 部長

はじめに

牛山：今回の震災で、特に沿岸域を中心として巨大な災
害が発生してしまった。いろいろな教訓をもとにいろいろ
な取り組みが生まれつつあると思います。震災後、間もな
く2年近くになりますけれども、この時間の中でいろいろ
議論され、考えられてきたことについて、現場や行政機関
の立場からお話をいただきたい。特に、震災以降、あるい
は震災以前からのいろいろな取り組み、それから震災を経
てのいろいろな取り組みの変化、それから今後の防災対策
ということについて、沿岸域、漁港漁村地域というものを

発表会の内容

第一部 調査研究発表

第二部 安全で安心な漁業地域づくりに向けて
～これからの防災・減災対策～

▲ 加藤 広之 ▲ 早川 光

▲ 田中 浩生 ▲ 伊藤 靖

▲ 片田 敏孝 氏 ▲ 中村 隆
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ターゲットとしまして、いくつかの角度から考えてみるこ
とができればと思っております。

東日本大震災と防災・減災の取組

盛合：岩手県の漁協女性部連絡協議会に、震災前は
8,300人の女性部員がいましたけれども、震災後は
7,400名に減りました。犠牲になった方も多数いらっしゃ
いますし、それから転出なされた方、また、転居先が分
からない方というようなことです。岩手県の地図を思い
出していただきますと、ギザギザギザとリアス式海岸、
これは総延長674kmございまして、漁協の統合で、かつ
ては40いくつあった漁協ですが、今現在は24の漁協。そ
の中に、37の漁協女性部がございます。私はその一つの
重茂というところです。震災後、共同漁業をいち早く行い、
漁業の復活に進んでいるため、ニュースなどで全国放送
になりました。
昨年の3月11日の震災では、ギザギザした突端ですか

ら、本当にまともに受けまして、津波で一番到達点が高
く約40ｍの高さまで来たのです。その地区は、過去の明
治29年、昭和8年の津波から、定置の番屋や集落には住
めないと地区の人たちが相談して「ここより下に家は建て
るな」という石碑を作り、そこから下には家を作らなかっ
たので、無事だったのでございます。
一方で、昭和8年以降大きな津波がなかったためか、湾

の中は渦を巻いていましたが、それでも避難しない人た
ちがいました。そこに、津波が防潮堤を超えてやってきて、
あっという間に人は見えなくなったという映像がありまし
たので、「こういうことをしては駄目ですよ」ということで
皆さんに見ていただきました。
津波てんでんこということも、避難訓練のような場合

には言ってきたつもりだったのです。私が親たちから言
われてきたのは、「津波があった時にはみんなそれぞれ自

分で逃げろよ」「人に迷惑をかけるなよ」というようなこと。
それが自分の命を守ることで、人の命を守ることだとい
うような教え方をされました。しかし、人間は長い間何も
ないと忘れたり、マンネリ化するのだなということを、自
分の戒めとして思いました。
今回の津波、災害についても女性を使うのだけれども、

その反面、口を出させない、方針決定の場に全く女性が
見えないため、女性も必ず参画させてください、声を聞
いてくださいと、お話しさせていただき、活動させていた
だいております。
川田：黒潮町は高知県の西南地域に位置し人口は約1万
2,700人、平成18年3月に旧佐賀町、旧大県町の2町が合
併してできた町です。旧大方町は農業が盛んで、旧佐賀
はカツオの一本釣りなど漁業が盛んな地域です。
今年3月31日に、内閣府の有識者による検討会のほう

から、南海トラフの巨大地震想定が公表されたわけでご
ざいます。最大の震度は7、それが2～3分継続する。そ
れから、1ｍの津波高のものが沿岸部に8分で到達し、最
大の波高が34ｍ。広域的な液状化も懸念されています。
人口1万2,700人のほとんど、1万950人の方が浸水域に
住まい、被害の危険性がございます。
高知県では、国の公表を受けて5月10日に、第1段津波
浸水予測（50mメッシュ）、12月10日に、第2段津波浸水
予測（10ｍメッシュ）の推計を公表しております。黒潮町
では、5月に防災対策の基本的な考え方を策定、6月7月
で避難場所や避難路の見直し、地域課題の抽出、10月11月
に、国の2次報告について、各地域を回って防災地域懇
談会を行っております。今後、防災対策の基本的な考え
方（第2次）を、こまかいところまでを詰めた案を公表した
いと考えております。それから、町内に61の町内会をもっ
と細分化した班単位でワークショップを開き課題を抽出
したいと考えております。

▲ 大西 正隆 氏 （パネラー） ▲ 盛合 敏子 氏 （パネラー）▲ 牛山 素行 氏 （座長） ▲ 川田 和徳 氏 （パネラー）
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大西：尾鷲市は、三重県の一番南部、東紀州の中央に位
置し、9つの漁港を中心に、近海、沿岸漁業を営み、近
年は作り育てる漁業として、真鯛の生産も全国上位を占
める状況です。三木浦町は尾鷲市の中心市街から離れた
入り江の急傾斜地に位置し、人口は640名、高齢化率も
48.3パーセントです。中心市街地からは国道311号線が
唯一のルートで、道路が寸断されますと直ちに孤立しま
す。災害時は自分たちで守らなければいけないため、東
日本大震災後にその危機意識はさらに高まり、三木浦独
自の津波ルールを作りたいという意見が町内の中で持ち
上がったわけです。
そこで、23年3月から、三木浦地区の避難体制を考え

る懇談会を立ち上げ、町内の各地区の区長、班長、女性
部会、消防団員等の参加で5回ぐらい懇談会を重ねて、避
難ルールを検討した。第1回目の懇談会では、住民の意識
付けをするために、群馬大学の片田教授に講演していた
だきました。第2回目に、地図上に各地区の危険箇所や安
全な場所、空家や避難困難者のいる世帯を記入し、タウ
ンウォッチング等も行いました。
タウンウォッチングのあとは、今まで検討していた避
難場所や避難ルート、避難困難者のためにだけ車を利用
したらいいじゃないか等を再度確認し合いました。三木
浦は大地震発生のあと、13分後に9.8ｍの津波が押し寄
せてくるこの時間的余裕のなさが、本当に避難を難しく
させるのです。避難する時は周囲に必ず避難を呼びかけ
ながら、自らも必ず避難するという率先避難を行う、さ
らに、1人では避難が困難な方はただ助けを待つだけでな
く、緊急時には玄関先まで来ていただいてそこを通りか
かった人に引っ張ってもらうこと、を確認し合いました。
第1次の避難場所に看板、立て筒を取りつけ、その中に名
簿とペン等を入れて、簡易に安否確認ができる方法をと
りました。避難ルートと防災マップを印刷し、全世帯に

配布し町内にも張り出しました。しかしながら、懇談会
には一部の町民しか参加しないため、全町民にこの避難
ルートをきちんと周知すること、ルールに沿った訓練や
防災の取り組みを継続することが一番難しいのではない
かと思っております。
浅川：東日本大震災を踏まえた漁港漁村の整備について
総括的にご案内したいと思います。想定外という言葉が
良く聞かれましたが、想定外がないように備えをすべき
とのことで、すべてを想定しようということから、内閣
府でいわゆる南海トラフについて、24年3月に最大クラ
スの津波、8月に最大クラスの精査と物的人的の被害が
示されました。
地震津波については、L1が数十年から百数十年に一
度起こる確率の津波で、発生頻度が高い津波、L2は非
常に確率は低いけれども最大クラスの津波で、数百年に
一度起こるクラスとされました。今回、防波堤と岸壁の
耐震性、耐津波波浪性を確保して、施設が粘り強く機能
を発揮するように設計する方針を出しています。一方、
海岸保全施設は、従来から津波防災に関しては考慮され
ているわけですが、L2につきましてはいわゆるハードと
ソフト、まさに連携して総合的な津波防災を進めていく
という考えになっています。それから、今回被災事例を
検討した中で、防波堤におきましては捨石、あるいは岸
壁においては背後の土圧を軽減するとか、防潮堤の背後、
裏のりとかの被覆、天端などの脆弱なポイントがわかっ
ておりますので、そこを手当てして施設に粘り強さを持
たせることとします。
津波のレベルが高くなってもハード対策の手法は同じ

ですが、違うのはソフトと相まってハードを機能させる
ということです。例えば、準漁村的な狭隘で背後がすぐ
山が迫る高台があるようなところは、避難路や階段を設
置してすぐさま逃げられるようなことを講じれば、安価
に迅速な対応が可能かと思います。こういった高台がな
い場合には、5分以内に逃げるための緊急避難的な避難
施設の設置、津波非難ビルを民間の力も借りつつ設置、
築山を造成等の総合的な対策を講じていく必要がある。
それから、荷さばき所の屋上を避難施設とする、和歌山
県と気仙沼の荷さばき所の事例です。ちなみに気仙沼は、
今回の被災でも1,000人以上の方がこの屋上に避難され
て、漁港周辺では一名も亡くなった方がいらっしゃらな
かったと聞いています。▲ 浅川 典敬 氏 （パネラー） ▲ 中村 隆 （パネラー）
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漁船の避難については、避難海域の設定やどういうルー
ルで沖合に逃るのか、陸にいる方は沖合に出ないなどの、
それぞれの漁業地域でルールを作っていただく。さらに、
堤防の高さの設定、耐震化への対応、水門陸閘の整備、
管理、緊急時対応用地の確保（災害時の緊急物資の仕分
け、一時保管等に漁港が非常に機能します。）、ハザード
マップの整備等が防災対策推進にあたっての今後の課題
です。
中村：今回の初期行動について、数十分の余裕があった
にもかかわらず「大丈夫かな」という心情があったばかり
に命を落とされた方をいかに少なくできるかが、非常に
大きい問題だと思っています。南海トラフのことで、仮
に最大の津波が来るとしても、第1波が大きいわけではな
いですから、やはり初期行動、逃げるという時間の猶予
は少なからずあるので、即座に逃げる初期行動が非常に
大事だということを実感しました。

伝承、訓練、日ごろの備え

牛山：5人の皆さまからの、それぞれのお立場からの話題
提供をいただきました。盛合さん、経験の伝承、いろい
ろな訓練、日ごろの備えは、具体的にどのようになって
いたのかご紹介いただければと思います。
盛合：過去の津波の経験上、宮古市では毎年3月3日に防
災訓練を行います。今年は、地区全体で人口は200名弱
で参加者は20名いたかいないかです。訓練はしていたけ
れども、やはり人間の心は、どこかで「まだ大丈夫」「まだ
いいかな」というようなところがある。一方で、みんなを
助けるというゆいの気持ちが残っていた。私たちの地区で
は、「あそこの家は誰が何をしている」「どういう家族形態」
「介護者がいる」などをみんな知っていて、災害があった時
には、みんなを助けるというのが一番素晴らしかったと私
は思います。
それから、3.11が起こる前から国道45号の結構高い場
所に「ここまで津波が来ます」という看板が下がっていた。
宮古市もハザードマップが既に作られていました。有名
な田老町でも、「ほぼ全滅ですよ」というシミュレーション
もできていた。想定はされていたのです。想定されてい
たのだから、国とか行政は、それを踏まえて整備をして
いればよかったのです。けれども、看板だけ作って、あ
とは手つかずだったから、こんなに大きな災害になった
と私は思います。

牛山：私も想定外という言葉をやたらと使うのはあまり
好きではなく、例えば仙台平野は、想定していた浸水の
範囲の何倍というオーダーで浸水が広がったわけですけ
れども、いわゆる三陸地方の場合は、想定されていた浸
水深と極端に違わないところも多いのです。想定はする
けれども、いろいろな備えが追い付いてこない部分はあっ
たわけです。大きな被害になりましたが、いろいろな積
み重ねがあったからこそ救えた命もあったのではないか
と思います。そういった経験、教訓というものは、今後
被害を受ける地域にとっても非常に有益な部分があるの
ではないかという感じがいたしております。
静岡もそうですが東海以西の各地域が三陸と違うのは、
頻繁な経験をしていないことです。1つ前の海溝型地震が、
1944年東南海、46年南海地震。それから既に数十年の
時間が経っております。静岡は江戸時代以来全く経験が
ない。川田さんのお話では，こういった中で、3月、8月
の発表が出てきたものの、だんだん「もうこれでは駄目だ」
というほどの受け止め方ではなくなってきたというように
聞き取れたのですが。少しそういうふうに雰囲気が変わっ
てきているのか、あるいは変わってきているのだとすれ
ば、どういったことが要因となってその辺の変化が生じ
てきたのかをご紹介いただければと思います。
川田：3月31日に公表があった時は、住民の方は「34mの
津波」「津波の到達時間は2分」、この2つを取って「地震発
生後2分で34ｍ以下の土地は全部浸かってしまうんだ」と
言われていました。私どもは、その後、詳しい資料が出
るたびに、皆さんに詳しいことをお伝えしてきたわけなの
です。そうすることによって、住民の方々の意識もだい
ぶ変わってきたと思います。9月に毎年高知県全体で防災
訓練があるのですが、3月11日の東日本大震災以降、参
加者が増えました。今年の9月には、さらに人数が500人
増え約4,100人。町人口が1万2,700人なので、かなりの
割合の参加です。今後はどうやって継続していくかとい
う課題になってくると思っております。レベル1の地震に
対しても、避難場所は積極的に整備していこう、なるべ
く近くに数を増やしていこうということです。住宅の耐震
に限らず、ブロック塀の補助制度についても1月年明けか
ら用意していこうと考えております。
牛山：では大西さん、尾鷲での町歩き、あるいは図上訓
練などの取り組みというのは、どちらかからの指導をい
ただいたものなのでしょうか。

04ニュース.indd   26 14/05/08   11:28



27漁港漁場漁村研報 Vol. 33

大西：尾鷲市危機管理室のアドバイザーの片田先生に来
ていただいて、講演を何回かやっております。尾鷲市で
は非常に雨が多いので、平成20年に三木浦町を会場に三
重県と尾鷲市が合同で、土砂災害の総合訓練を行いまし
た。住民の訓練、炊き出し、土嚢等の作成等もしていま
したが、今回の大震災が起こる前は、避難することは、
本当に無頓着だったということをつくづく感じています。
5班に地区を分けて、それぞれの地区の中でいろいろな意
見を取り上げて、図上作成、タウンウォッチング等もさ
せていただいた中で、「想定を信じるな」「最善を尽くせ」
「率先避難者たれ」という意識が強くなったと思います。
特に、自分たちで新しく何か所か避難路、避難場所も整
備していこうと、住民の意識が変わっております。
牛山：浅川さんからは、整備してきたハード的なものが、
今回の震災において役に立った事例を聞かせていただけ
ないでしょうか．人工地盤の例などは代表例だと思いま
すが、ほかの事例はあるのでしょうか。
浅川：山田漁港では、津波は、防護ライン（胸壁）を越流
しています。胸壁の倒壊も発生しましたが、防護ライン
の外と中では、大体2ｍの津波高の差がありまして、防潮
堤はしっかり機能している。港湾局においても防波堤が
津波のエネルギーの減衰や到達時間の遅延に効果を発揮
しているということが報告されています。

漁港からの避難対策、防災意識の醸成

牛山：中村さんからは、来訪者、観光客、漁港で働く人
を含め来訪者の避難対策についてご紹介いただければと
思います。
中村：来訪者の方々は、その場所の情報を知らないので、
即時の避難のために看板や誘導灯の設置、堤外地は無
防備な状況ですので、人工地盤や市場等のすぐ上の避難
場所、避難タワーとか高台を設置するなどの対策がハー
ド施設では考えられます。もう一つ、例えばダイビング
ショップ、ライフセーバーの方、海レクの関係者ととも
に避難の仕方を考えて、その方を通じて意思疎通をする
ことも大切です。例えば、田野畑村では、サッパ船等の
修学旅行生を受け入れる方々が実際に修学旅行生を避難
させたという事例もございます。
牛山：初期行動というところが非常に重要だというご指
摘をいただきました。私も今、犠牲者の調査をしている
のですが、岩手、宮城の中の5つの市町の犠牲者、数千

人ぐらいを対象にして行動の調査をしています。そして、
うんと粗っぽく計算すると、居住地から津波の到達地点
の高台までの距離を計算しまして、通常の歩行速度、し
かもかなりゆっくりな歩行速度で移動させて、実際の津
波到達時間までとその移動時間の差を取っているのです
けれども、今のところ数千人調査しているのですけれど
も、時間的に間に合わなかったという人が、今回の震災
の場合はほぼ皆無なのです。ですので、避難しさえすれば、
ほぼみんな助かったという、非常に冷徹な事実があるわ
けで、まさに動き始めが重要で、いかにして促すかにつ
いてどうでしょうか。
中村：食育もそうなのですが、子どもさんは、家に帰っ
て親御さん、おじいちゃん、おばあちゃんにお話します。
子どもさんを通じての教育というのは、非常に有効です。
もう一つは、映像や人々の証言を通じて後世に伝え続け
ていく。非常にリアリティーがあって、人間から人間へ
伝えるいい手段ではないかと思っています。
浅川：防災に対する意識、自助を促すのはなかなか難し
いということです。意識を持っている方はいいのですが、
関心のない方は全く関心がないです。避難訓練に必ず参
加する人と、そうではない人ときっかり分かれますので、
いかにして、全体的に底上げしていくかが課題です。今は、
非常にタイミングがいいですから、この機に全体的な底
上げをするということは大切だと思います。
次に、漁村の防災について、役所のどこセクションが

責任を持って対応するのかという課題があります。防災
担当課は、細かい集落を手当てすることは困難ですし、
漁港担当課も漁港施設の整備に重点が置かれてきました。
漁港法上規定されている漁港管理者は、漁港区域内を保
全する責めにあるのですが、区域内の防災・減災までカ
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イベント開催報告

バーできていないのが実態です。今般の被災で、気仙沼
の土地の嵩上げについて漁港区域の拡張をして対応した
ことは、意義のある事例です。川田さんの報告にありま
した地域ごとに役所の担当の方がいて、取り組みをされ
ているというのは素晴らしい。漁村の防災は、それぞれ
の地域ごとに行政がフォローしていかないと難しいと思
います。これを全国的に広めていくことが重要だと思っ
ています。水産庁の策定した防災ガイドラインでは、地
域協議会を設置してそこで議論してくださいと述べてい
るのですが、設置は全国で大体3割ぐらいなのです。これ
を底上げすることが重要ですし、水産庁としても、漁村
の防災を一層充実していきたいと考えています。

避難の際の車の利用

木下（質問）：豊かな海づくり協会の木下と申します。1週
間前の地震は、車で逃げていらっしゃる方がかなり多い。
中央防災会議では、基本的には車は使わないという判断も
あったと思います。漁村において車が有効に使えるのかど
うか、お聞きできればと思います。
川田：黒潮町では、お年寄り、体の不自由な方もいらっしゃ
るので、地震動で影響を受けない液状化対策等々施した
道路の整備を進めていこうとしております。当然、車で
の避難となると、地域でのルール、誰が車で逃げるのか
を全部確認していく必要があろうかと思います。
大西：三木浦町の懇談会の時に、避難時には車が使える
のか、皆さん協議していただきました。そうしましたら、
ともかく最初は車を使用しない。そして、高台へともかく
逃げる。そして、残った時間がある場合には、今度は車
を使用して要援護者等の救助をする。
盛合：宮古市も震災前、「もし車に乗っていたら、車を置
いて速やかに高台に逃げなさい」という指導です。ところ
が、なぜ先週の地震で車に乗っていたか。3.11からの教
えです。この寒さで灯油がないと困るから、ガソリンス
タンドに急行しました。停電になる、お店のものがなく
なるので、スーパーなどにみんなが殺到しました。頭で
行政や自主防災関係者が考えて「こうしましょう、ああし
ましょう」というのは、全然反映されない。このようなこ
とを皆さんで考えていかないと駄目だと思います。
牛山：全くその通りだと思います。確かに原則は「徒歩で
避難しましょう」となります。ただ、中央防災会議の報告
では、確か「車による避難もやむを得ない場合は可とする」

といったような表現になっていたと思います。でも、先
週の津波の時みんな車でワーッと動いた。
そうすると、実際には避難には車が用いられることは
間違いないという前提でいろいろな物事を準備しなけれ
ば、現実には合わないのではないかと思います。中長期
的には、やはり車そのものが避難できるような避難路整
備もそうですし、あるいは車を使わなくてもスムーズに
避難できるような避難路整備、要するに避難のしやすさ
ですね。避難路だけではなく、避難施設も含めて、より
効率よく避難できるような町を作っていくということに尽
きると思います。よく「要援護者用の車だけステッカーを
貼って管理しろ」などと言うのですが、絶対に機能しない
と思います。静岡の一部では、緊急時2車線一方通行路
にするといったような規制はできないのかというような話
も出ています。ただ、やはりこれは警察等の管理が難しく、
なかなかできないという話も聞きます。たぶん、「少しで
もスムーズに逃げられるようにする」、それに尽きるので
はないかという感じが、私はしております。

おわりに

牛山：最後に私のほうから一言です。実は今回の震災で、
犠牲者の数を調べているのですが、実は漁村的なタイプ
の集落になればなるほど犠牲者率が低かったのです。今
回の震災の犠牲者は、ほとんどがいわゆる市街地での犠
牲者なのです。例えば明治三陸の時にものすごくたくさ
んの人が亡くなったのは、いわゆる漁村なのですけれど
も、そういうところでは極端に犠牲者が少ないという例
がいっぱいあるのです。それがなぜかは私にはよく分か
りません。漁村地域というところで、今日もいろいろな
ご紹介ありました長い間の蓄積、あるいはいろいろな取
り組みといったものが、何か効果を発揮していた部分も
あるのではないかという感じがいたします。皆さん漁村
を中心としていろいろな取り組みをされている方だと思
います。そういったところで、決して今までやってきたこ
とが、何もかも無駄だったとは思いません。でも、やは
り反省しなければいけない点、見直さなければいけない
点は多々あると思います。ですので、何が起こったのか、
イメージ先行ではなく実際にどういうことが起こったの
かということを見直して、今後につなげていくという取り
組みをしていくことが、われわれの責務なのではないか
という感じがしているところでございます。
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平成24年10月1日から、技術審議役を拝命し、3度
目の研究所勤務となりました。関係者の皆様、どう
ぞよろしくお願い申し上げます。3度目だからという
わけではないのですが、一般財団法人へ移行しても
変わらない当研究所設立当初からのモットーである
「みんなの研究所」について私見を記させていただき
ます。

いろいろな人（漁業者、市町村、都道府県、大学・
研究所関係者、業界関係者、水産庁、当所OB等）が
集まってくる、集まって来やすい研究所になる。わ
いわいがやがや、いろいろな雑談・意見交換をして、
その中から新しいアイデア、隙間やこれまでにない
取り組みの種を見つけて、育てていく。悩んでいる人、
こんなことをしたいというアイデアを持っている人
が気軽に相談に立ち寄れる、寄り添って一緒に考え
る。幅広い知識や経験、深い専門性を持っている先
生方や技術者の知恵を引き出し、全国津々浦々の水
産業・漁村の求めている各種問題の解決策や技術を
提案していく。そんな研究所でありたいと思ってお
ります。
このため、個々の調査・研究の推進にあたっては、

確立した考え方や技術（基準、マニュアル等）に従っ
て成果品を完成させることはもちろん重要ですが、

平成24年9月 全国漁業協同組合学校特別講義講師派遣
平成24年11月26日 第16回海岸シンポジウム　パネリスト
平成24年11月1日 産地における品質衛生管理の推進と消費拡大セミナ－講師派遣
平成24年11月10日 平成24年度水産工学技士（水産土木部門）養成講習会講師派遣
平成24年12月7日 八幡浜市水産物地方卸売り市場運営協議会講師派遣
平成24年12月7日 平成24年度積算技術情報検討委員会委員派遣
平成25年1月23日 平成24年度沖縄県漁港漁場講習会講師派遣

◎新任挨拶 ◇技術審議役　堀越 伸幸

◎活動報告（平成24年9月～25年1月）

具体的な現場への適用に際
し地域特性を最大限尊重し
さらに付加価値を高めるよ
うな提案を心がけ、さらに、
これまでの制度、基準、マ
ニュアルの改善点を見いだ
し関係行政機関へ提案して
いくことを常に留意していく姿勢で取組むことが重
要です。
また、担当者は机上の論理のみで調査・研究を進
めることは厳に慎み、現場の実情をベースにおいて
業務を進めることが重要です。例えば、出張した際
には、会議室での打合せのみならず、先生方ととも
に現場をよく歩き、地元漁業者や住民といろいろな
お話をし、地元の特産物や誇り・地域資源を知り、
地元の担当者とは打合せだけでなく漁村振興のため
の悩みや相談をお聞きしたりすることも重要です。
良い成果をとりまとめることはもちろんですが、み
んなが担当者や研究所に親近感をもっていただくこ
とも重要です。

このようなことを念頭に置き、東日本大震災から
の復旧・復興、全国津々浦々の水産業・漁村の振興
のお役に立てるよう努めて参りたいと思います。
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「海
うみ

業
ぎょう

」漁村地域の振興や活性化に関わる多くの方々
は、一度はどこかでお聞きになられたことがあるので
はないだろうか。「海業」に関しては様々定義があろう
が、本書では “海洋資源や漁村の文化・伝統などの地域
資源を新たに価値創造して展開されるさまざまな地域
の取り組みやそれによって躍動する地域の「なりわい」
や地域の姿” と定義することで、漁村地域自体のあり方
や将来の姿を描き出そうとしている。
多くの漁村地域では、水産資源の低迷、生産の縮小、

経営体の減少、後継者不足等、漁業や水産業そのもの
の停滞・衰退である「漁業の危機」をはじめ、人口減少、
高齢化、社会生活環境や社会経済的な機能の低下にみ
られる「漁村の危機」等、様々な問題を抱えている。
このような状況の中、昨今、いわゆる６次産業化法の
後押しを受け、各地域では「漁業の６次産業化」が推
進されている。
本書は、こうした漁村地域において、漁業を中心と

した生業だけでなく、水産業、海洋性レクレーション
資源、地域の文化や自然資源等含めた幅広い概念とし
て「海業」を取り上げている。漁業や水産業に加えて
新たな産業的な広がりを与えようとする地域の様々な
「海業」の試みを紹介し、事例的な検証を行うととも
に、各事業の仕組みを体系的に理論付け、今後の漁業
地域の維持・再生の方向性を示唆するものである。
本書は11章で構成されている。具体的には、まず、

第1章及び第2章で、漁業・漁村を取り巻く危機的状況
を分析し、漁村コミュニティの存続のーワードとして
「海業」を取り上げている。
そして、第3章から第9章で、各地域の「海業」の取
り組みについて、その内容、海業の展開経緯、体制、
効果等を把握し、事例的な分析を行っている。例えば、
漁家民泊経営の展開(福井県常神半島)、遊漁船業や海洋
レジャーに係るルールづくり（神奈川県平塚市）、事業
を推進するための中間組織の存在（岩手県田野畑村）
等について、それぞれの地域の特色を踏まえた上で、
その独自性や取り組みのポイントについて分かりやす
く分析している。
さらに、第10章では、各地域の具体的事例を踏まえ、
「担い手の性格」と「地域資源の性格」という観点から、
各事業の仕組みの特徴を5つ（「域内利益循環システム
の形成」「地域資源の管理」「中間支援組織」「コミュニ
ティビジネス」「地域市場の創出」）抽出し、地域づく
りへの機能発揮のメカニズムについて述べている。そ
して、「海業」は必ずしも大きな市場規模ではないが、
その地域の「小さな経済」を健全に循環させることが
可能であり、地域経済活性化のためのエンジン的な役
割を果たしうることを示唆している。
最終章の第11章では、海業の現代的意義として漁家
を中心とする地域経済主体の経済的豊かさの実現を挙
げ、経営的な課題をはじめ今後の漁村の再生のための

オススメのこの1冊

海
うみ

業
ぎょう

の時代

◎婁小波 著
　農山漁村文化協会　2,730円
　（ISBN-10：4540092324）
　（ISBN-13： 978-4540092329）

中村部長のオススメ！
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◎山本竜太郎、中村隆、中島等、丸山治 著
　東京図書出版　2,415円
　（ISBN978-4-86223-615-9）

後藤主任研究員のオススメ！

近年、食の安全・安心へのニーズが高まっており、水
産物の取り扱いにおいても、漁船の上での取り扱いや、
漁港等の荷捌き所や加工場における衛生管理の徹底な
ど、様々な取組が進められております。また、水産物を
輸出する際には、国内へ出荷するよりも高いレベルでの
品質・衛生管理が求められております。
このような、水産物の鮮度管理や衛生管理を行う際に
は、清浄な海水を使用する必要があります。現在、清浄
な海水は港内の海水をポンプで取水し、殺菌処理等を行
う手法が多く用いられておりますが、機器の維持管理コ
ストが高いこと等が課題となっております。また、水深
200m以深の清浄、低温、豊富な栄養塩を含んでいる海
洋深層水を汲み上げる手法もありますが、地形的な条件

に制約があること、初期投資に要する費用が高いこと等
により限定的な活用に留まっております。
本書では、清浄な海水をより安価に取水することが可

能である「海水井戸」に着目し、海水井戸の種類、計画及
び検討方法、必要な調査方法から、実際の設計、施工、
維持管理について、各種用途における清浄海水に関する
基準等や既存の事例を交えながら図や写真を多用し、わ
かりやすく解説されております。
清浄海水の利用は、水産物の安全・安心の確保、陸上

での栽培漁業や中間育成等、様々な場面で求められるこ
とが考えられますので、今後、清浄海水の利用をご検討
の際には、本書を手引き書の一つとして活用して頂ける
ものと思います。

海水井戸

政策的課題について言及するとともに、地域振興を価
値創造する「海業」の振興を通じた東日本大震災から
の復興の可能性について言及している。そして、最後
に、今後の漁村地域の活性化を進めるうえで、「海業」
と「漁業」を車の両輪として、漁業の持続的発展を追
求することが大切である、と締めくくっている。
358頁におよぶ盛りだくさんの内容がつまった本であ

り、最初から最後まで読み通すのは少し時間がかかる
かもしれない。しかし、本書はそういった読み手への

配慮もなされており、教科書のように1章・2章と10章・
11章を読んで、海業に係る背景や仕組みを体系的に学
んだり、辞典のように3章から9章までの各海業の具体
的事例を読みながら、自らの地域での海業興しの参考
としたり、用途に応じた様々な読み方ができる。
漁業や水産関係者のみならず、地域振興に携わる方々
を含む多くの方々に、共に今後の漁村地域の姿を考え
るきっかけとして、読んで頂きたい図書である。
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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24年9月～25年1月）

編集後記

東京では、急に暖かくなり、予想より早く桜が開花したと思ったら冬に逆戻り、気温変化の激しい日々が続いています。また、
３月10日 には、寒冷前線の接近にともない空気の対流が起こり地表付近の塵が巻き上げられる「煙霧」と呼ばれる現象が発生
し、一時的に視界が悪くなりました。このとき、「煙霧」の中にいたのですが、これまで経験がなかったこと、そして、その現象の早さ、
大きさから驚異を覚えるとともに、自然現象とのつきあい方を改めて知らされました。
とりとめのない話となってしまいましたが、平成25年２月に一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所に名称が変更となり、
新たなスタートを切りました。これまで以上に「みんなの研究所」として取り組んで参りますので、今後ともよろしくお願い
します。 （H.H）

日本地域学会 設立50周年記念第49回（2012）年次大会（24.10.8）
「災害に強い漁業地域形成のための体制と対策に関する研究」
日本地震工学会年次大会2012（24.11.8）
「東北地方太平洋沖地震津波に対する太田名部漁港の減災効果」
「東北地方太平洋沖地震津波における漁港海岸保全施設の被災状況」
第11回全国漁港漁場整備技術研究発表会（24.11.7～9）
「漁業集落排水施設の老朽化状況と機能保全対策について」
日本計画行政学会第35回全国大会（24.9.8）
「東日本大震災での漁港漁村の復旧復興構想立案と実減における仮題と解決策報告」
第31回日本自然災害学会学術講演会 論文投稿（24.9.17）
「東日本大震災における漁村の人的被害に関する－考察～宮城県南三陸町を事例として」
第59回海岸工学講演会（24.11.14）
「東北地方太平洋沖地震津波による漁港海岸保全施設の被災要因の検討」
平成24年度日本水産工学秋季シンポジウム（24.11.10）
「ズワイガニ保護区の保護効果と生物多様性」

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。

JR秋葉原駅

神　田　川和泉橋

靖 国 通 り

千葉銀行

東京メトロ日比谷線秋葉原駅
美倉橋

トナカイタワーズ

愛媛銀行
都営地下鉄新宿線
　　岩本町駅

神田
平成
通り

A5

A4

4

■都営地下鉄新宿線「岩本町駅」A5、A4出口…徒歩2分
■東京メトロ日比谷線「秋葉原駅」4番出口…徒歩3分
■JR線「秋葉原駅」昭和通り口…徒歩6分
■首都高速道路1号線本町ランプ…400m

一般財団法人　漁港漁場漁村総合研究所
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