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解禁初日、ベニズワイガニの水揚げで賑わう境漁港
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巻  頭  言
地域の合意・みんなの研究所

水産庁漁港漁場整備部 部長　宇賀神 義宣

「漁村総研」の関係者の皆様、水産庁漁港漁場整備部長
の宇賀神です。今後ともよろしくお願いいたします。
これまで、「漁村研」あるいは「財団」の通称で親しまれ
てきましたが、一般財団法人への移行を機に、「漁村総研」
と改められました。新しい通称名とともに漁村総研がなお一
層発展されますことを祈念いたします。
さて、現在の重点課題として、東日本大震災の復旧・復
興の加速化があります。被災地では、技術者やコンクリー
トの不足、用地の取得に時間がかかるなど様々な課題に直
面しながらも、各種の復旧・復興事業が懸命に進められて
おり、一歩一歩復興に向けて前進しているところです。
そうした各種事業の中で、人の生活に密接であったり、

これまでのあり方を大きく変える事業の場合は、地域の合意
が不可欠になりますが、そのために事業の進捗が遅くなる
場合もあります。
例えば、高台移転です。今回の東日本大震災では、岩手県、

宮城県、福島県で津波の浸水があった漁業集落は361集落
ありますが、そのうち、約240の集落が高台に移転したり、
土地の嵩上げをして、津波の届かない安全な場所に集落を
築く計画になっています。
明治29年や昭和８年の津波の時も一部では行われました
が、これほど大規模に高台移転を実行するのは歴史上初め
てであり、画期的なことであると言えます。
ただし、これによって、漁業者の職と住が分離され、漁
業活動の形態が変わってきます。
このため、高台移転に当たっては、漁業者を始め地域の
人々の合意の下に、高台集落と低地の漁港周辺の両方の整
備を進め、日々の生活と漁業活動が円滑に行われるよう配
慮することが重要です。
地域の合意が必要なもう一つの例として防潮堤の整備が

あります。今回のような巨大津波に対しては避難を中心に対
策を検討しますが、頻度の高い百年に一度程度の津波に対
しては防潮堤等を整備して津波を防御することが基本です。
百年に一度の津波といっても、その高さはかなり高い場合

もあり、これまでの防潮堤を一段と高くしたり、防潮堤がな
かった地域については新たに設置することになります。
生命・財産を守るため、ぜひとも防潮堤を造るべきだとい

う意見と景観や日常の活動が制約されるので設置すべきで
はない、あるいはもっと低い高さで設置すべきだなど、様々
な意見が出てきます。
高台移転も防潮堤も、事業主体である市町村あるいは海岸
管理者が地域の様々な意見や状況を総合的に勘案して決定す
ることになります。多様な意見を集約して合意形成を図ること
は容易なことではなく、復旧・復興の難しさがここにもあります。
さて、「漁村総研」は、その発足の当初から“みんなの研究所”

と称して来られました。
その想いは、市町村職員、漁業者、地域住民の方々が水産

関係の補助事業等に対する疑問や質問がある場合に、これに
丁寧に答えること、特に、漁集事業を始め地域の合意が必要
な事業の場合、何回も地元に入って話し合いを重ね、合意さ
れる計画をつくる研究所です、と表明したものだと思います。
これからの水産基盤整備事業を進めるに当たっては、震
災の復旧・復興や全国の防災・減災対策の速やかな実施に
加えて、衛生管理型漁港、フロンティア漁場整備を始め、
未来に向けた夢のある新たな事業の展開、技術の開発が重
要であると思います。
それらを進める際に、地域の関係者との話し合いを重ね、
情報を提供し、合意を形成して事業を進めていく、” みんな
の研究所” としての漁村総研の本領発揮が大いに期待され
ているところです。
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中国の海南大学との技術交流で六月に海南島を訪問す
る機会があった。私にとって中国訪問は六度目であった
が、前回が15年も前のことなので、新聞やテレビ等で見
聞きしている最近の中国の発展ぶりをこの目で直に見ら
れることが楽しみであった。「海南島」と聞くと情報が少
ないこともあって「熱帯の未開の島」というイメージを
持っていたが、実際訪れてみると、先進地深圳には遠く
及ばないまでも、その経済発展は目覚ましいものがあっ
た。生き生きと活動する多くの若者の笑顔。縦横無尽か
つ無秩序に走り回る自動車。平日であるにもかかわらず
大量に押し寄せる観光客の波。あらゆる光景が活力に満
ち溢れていた。そして、何より驚いたのは、世界的に有
名となったあの中国新幹線「和諧号」が海南島内を走っ
ていたことである。乗り心地も実に快適であった。
さて、海南島では、連日、朝昼晩と大歓迎を受けた。

とにかく食事の量が多いのである。テーブル一面に料
理が並べられ、毎回その半分程しか食べられない。私
達だけ特別かと思ったら、同じレストランで食べてい
る全く別の中国人グループも似たようなものであった。
子どもの頃から食事を残すことは罪悪であると教育さ
れた私どもの世代には、食事を残すことにどうしても
抵抗感がある。私の祖母などは、農家の出だったこと
もあり、お米は育てるのに八十八回もの人の手がかかっ
ているのだから、一粒も粗末にしたり残したりしては
いけない、とよく言っていたものである。ところが、
中国では、客を自宅やレストランで招待するときには、
食べきれないほどの料理を用意するのが招待者の誠意
であり美徳であるとされているようだ。招待者にとっ
て宴席が終わったときに食卓になにも残らないほど恥
ずかしいことはないという。

この日本と中国の文化の違いに関して、ある中国人留
学生が次のような笑い話を教えてくれた。
ある日本人が中国人の家庭に招待された。その家の奥
さんは、日本人客を最大限におもてなししようと食べき
れない程の料理をつくって歓待した。ところが、招待さ
れた日本人は、料理の多さに目を丸くしながらも、折角
作って頂いた料理を残しては申し訳ないと相当無理をし
て全部の料理を平らげてしまった。これを見ていて、慌
てたのは中国人の奥さんである。奥さんは客に失礼があっ
てはならないと再び予定になかった新しい料理をつくり
始めたのだという。
かつて中国が貧しく、人々が三度の食事を満足にする
ことが困難だった時代、「你吃饭了吗？（ご飯は食べまし
たか）」という表現が挨拶として使われていたという。特
権階級ではない多くの中国人にとって、心ゆくまで食事
をするということは、一番の楽しみ、贅沢であり、また、
長い間の夢だったことであろう。食べきれない程の御馳
走を持って来客をもてなすという文化もそういう時代背
景と無関係ではあるまい。
翻って現在、中国は大変豊かになった。FAOの統計に

よれば、１人当たりの供給食料は、既に飽食の日本を超
えている。いつでもお腹一杯の食事ができるようになっ
た人々が、いつもテーブル一杯に料理を並べ食べ残す、
という習慣を繰り返すならば、世界に食料がいくらあっ
ても足りないことになりはしないかと心配になる。何し
ろ中国には十三億という莫大な人口がいるのである。中
国の文化は尊重したいと思うけれども、日常的に無駄を
生んでいるこの食文化だけは節度を持ったものに改めて
欲しいと思う。こんなことを海南島で思ったのだが、杞
憂に終われば幸いである。

中国の食文化について思ったこと
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時間に移動するため、魚礁に蝟集する魚群の空間的規模や
蝟集範囲及び時間を推定することが難しいこと。②生物情
報と海洋環境情報はデータの形式や時空間スケールが異な
ることから、これらのデータの関わり合いを総合的に処理・
解析することが困難であることによります。
一方、多種多様な複合情報をマッピング、可視化、３次
元化することにより、これら情報の相関を解析、表示でき
る有効な手法としてGIS技術が水産海洋分野においても積
極的に活用されています。
そこで、本稿では、筆者がこれまで行ってきた人工魚礁
漁場周辺における、水中音響リモートセンシング法とGIS
（Geographic Information System）技術を統合した調査研
究事例を通して沿岸漁場の資源や環境保全のための音響モ
ニタリング技術の役割と課題及び今後の展望について述べ
てみたいと思います。

沿岸浅海域を対象とした
海藻群落の分布推定

最初のテーマは沿岸域において漁場造成や藻場造成を行
う際に、事前に把握しておかなくてはならない海藻群落の
分布域の調査です。ここでは山口県下関市北浦沿岸におけ
る岩礁域と藻場、そして小魚礁が点在する浅海域を対象と
しました。そこで、この海域において音響調査を行うわけ

はじめに

近年、国際的な魚礁設置事業に関する関心の高まりとと
もに、従来魚群の蝟集効果や増殖効果が主流であった魚礁
に対する考え方にも、人工魚礁のもつ産卵場、幼稚魚保育
場、過剰漁獲の防止などの資源保護機能が重視され、多様
な価値観とともに定量的な評価法の確立が求められるよう
になってきました。例えば、藻場造成などによる漁場造成
やマウンド魚礁の設置は、新たな小生態系の創出とも言え、
また保護礁を目指した魚礁設置は、海洋保護区の設定とも
捉えることができます。従って、水産資源の持続的な資源
利用を図るためには、生物多様性の保全と水産資源の利用
を一連のものとして捉え、保護される海域と、人が形成す
る生態系までを連続したものとして、これらを有機的に繋
げるような柔軟な発想が要求されます。そのような視点か
ら人工魚礁設置の意義を問い直すと、魚礁に蝟集する魚群
分布などの生物情報だけではなく、魚礁周辺における海洋
物理環境や海底地形、海底底質などの複合情報も合わせた
多次元的なデータの収集と解析が不可欠であることが浮か
び上がってきます。しかしながら、人工魚礁周辺における
生物や海洋環境に関する様々な情報を連続的に収集し、空
間的位置情報に基づいてこれらの関係を定量的に解析する
ことは容易ではありません。それは、①魚礁に蝟集する魚
群は複雑な海洋環境の影響を受けて三次元的に、しかも短

特別寄稿 .01
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ですが、ご存じの通り音響調査で得られる情報は、計測定
線直下の線情報であるため、計測定線間の水平方向の情報
は得られません。従って、パッチ状の分布をする海藻類の
分布、すなわち水平的な繁茂状況をこの音響情報だけで明
らかにすることはできません。ここで、定線上で連続的に
得られる直下情報を面情報に拡張する方法として、空間的
統計手法の一つであるクリギング法が一般的に用いられて
います。これは、ある既知点のデータに基づき別のある地
点における値を推定する手法で、推定値は、既知データの
線形和で表されるという仮定に基づいています。この方法
はもともと鉱物資源の埋蔵量の推定などに用いられてきま
した。ここで、補間する予測値の誤差を最小にするために、
空間変動を表示すべく、空間的相関を考慮したバリオグラ
ムを利用します。このクリギング法を用いて藻場面積を求
めた例を図１に示します。ここで得られた海藻分布の面積
は1.94km2であると推定されました。1）そこで、この結果
を水中テレビカメラで検証した結果、91％の確率で音響計
測と直接計測の結果が一致しました。この結果から、音響
計測法は、例えば水中テレビ調査では直接観測できない透
明度が低い海域であるとか、時期に、利用できる実用的な
計測手法であると考えられました。さらに、空間統計学的
手法の発展型として共変量クリギング法など高度な手法も
利用されるようになっています。この方法は、音響情報に

加え、水温、塩分、水深、さらに底質のような環境要因も
加味することにより、藻場の分布面積をより正確に推定し
ようとする方法であります。このようにして得られた藻場
分布域を、GISを用いて表示することにより、他の情報と
の関連性がより明らかになってくるものと考えられます。
加えて、計量魚群探知機で得られるエコー信号の強度は、
海藻群落の分布密度と比例関係にあるため、音響反射強度
で表すSa値（単位面積当たりの反射強度（dB））を海藻の
藻体あたりのターゲットストレングス、もしくはそれに相
当する単位重量当たりの反射強度で割ることにより、藻体
を採集することなく海藻群落の現存量を推定することがで
きます。音響とGISの空間統計的手法を活用した海藻群落
の分布域の推定と現存量の推定法の進展が今後益々期待さ
れるところです。

人工魚礁漁場における
音響的多次元データの可視化と情報解析

この項では、下関市沿岸に設置された人工魚礁漁場を対
象として、魚礁周辺に蝟集する魚群分布と海洋環境、魚礁
と魚群分布との関係を位置情報に基づいて多次元的に可視
化、分析した結果2）について紹介します。
対象とした人工魚礁漁場は、1955年から1997年にかけて

山口県下関市北浦沿岸に造成された魚礁群です。これら魚
礁周辺に蝟集する魚群と多次元データを時系列的に解析す
ることができるGISソフト（EonFusionVer.2.0）を用いました。
図２は音響調査で検出、識別された魚群情報に水温
データを位置情報に関連づけて表示した結果であります。

来留見ノ瀬

村崎鼻

福
江

図1　   音響調査による海藻群落の分布域と海藻の高さの推定１）

白丸は水中カメラで海藻が見られた点、
黒丸は海藻が確認されなかった点を表している。

図2　   魚群分布と水温との関係２）

緑のラインは音響調査定線、赤茶色は海底。
球（円光）の大きさと球色は魚群の規模と水温を表している。
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この図では魚群の規模すなわち魚群の長さを円光（Halo）
として表示し、魚群と水温構造との関係を幾何学的にマッ
ピングした結果を示しています。この結果から、浅い水深
に分布する魚群の水温は，深い水深に分布する魚群に比べ
約１ºCほど高い傾向にあり、また水深が浅く、海底近くに
分布した魚群は比較的規模が大きいことが分かりました。
一方、人工魚礁と魚群との関係については、魚礁材質と
蝟集魚群との関係、魚礁設置水深と魚群との関係、さらに
魚礁からの魚群との距離を表１に示しました。この結果、
検出された97個の魚群に一番近接して設置された魚礁の材
質は主にコンクリート素材と石材で構成されており、また
その割合は石材では81％、コンクリート素材は18％でした。
一方、魚群は５～10mに設置された魚礁に最も多く蝟集し、
その割合は85％で、次いで11～15mに設置された魚礁に蝟
集する割合は10％でした。また魚群から魚礁までの距離に
ついては、魚群の77％が800m以内に分布していることが
分かりました。このように、異なるデータソースから得ら
れたデータをもとに、GIS解析ソフトを活用することによ
り、魚礁周辺に蝟集する魚群分布と海洋環境、魚礁と魚群
分布との関係を位置情報に基づいて明らかにすることがで
きました。

ソナー情報を用いた魚群の３次元画像化
と魚群分布３）

前項までに述べてきた音響情報は垂直魚探機で得られた
音響データを、統計的方法を用いて魚群分布及び魚群規模
の推定を行うものでした。前述の通り、海洋生物は環境の
影響を受けて海中空間を三次元的にしかも短時間に移動す

るため、垂直魚探機だけでは、魚群分布を正確に把握する
ことはできません。特に、人工魚礁海域のような魚礁近傍
に魚群が集中的して分布する海域では、水平ソナーのよう
な機器を活用した海中空間の３次元探査が重要となります。
ここで、魚礁に蝟集する魚群規模や形状を直接計測し、３
次元画像化することができれば、魚礁周辺に分布する魚群
形状だけでなく、魚群規模の推定が可能となり、魚礁設置
効果を評価する上でも極めて有益な情報がもたらされます。
そこで本項では、スキャニングソナー情報による魚礁周辺
における魚群の空間的表示と３次元画像について述べます。
図３は山口県阿武町沖の魚礁漁場においてスキャニン
グソナーから得られた魚群位置（船からの水平距離）、深
度、魚群断面積などの魚群情報をもとにGISの3D機能を用
いて、魚群断面積の空間分布を三次元海底地形図上に表
示したものです。この図から、二島グリと呼ばれる海底
丘陵の丘陵頂上部付近、さらに高層魚礁や設置魚礁など
に多くの浮魚魚群が分布している様子を立体的に見るこ
とができるとともに、魚群が海底から20mの深度帯に多く
分布していることが分かりました。
また、魚礁周辺に蝟集する魚群規模を三次元画像とし
て表わしたのが図４です。これはスキャニングソナーで
得られた断層画像を三次元画像ソフト（Slicer）を用いて、
針路方向（調査定線方向）に重ね合わせる方法により立
体画像化したものです。この結果、魚礁に蝟集していた
魚群の横方向への広がりは100mにも及ぶことが分かりま
した。このように、ソナー情報とGIS技術を応用すること
により、魚礁漁場全体に広く分布する魚群を見落としな
く探査するとともに、魚礁近傍や周辺域に分布する魚群
分布特性を、三次元的に表示することができました。こ

沿岸魚礁漁場沿岸魚礁漁場を対象としたを対象とした音響モニタリング技術音響モニタリング技術の役割と課題の役割と課題

表1　人工魚礁の材質、設置水深、魚礁位置と魚群との関係

魚礁の材質 魚礁の設置水深 魚礁からの距離

材質 個数 パーセンテージ
（％）

水深
（m） 個数 パーセンテージ

（％）
距離
（m） 個数 パーセンテージ

（％）

石 79 81 0-4 ４ ４ 0-400 47 48
コンクリート 17 18 5-10 82 85 400-800 28 29
不明 1 1 11-15 10 10 800-1200 10 10

16-25 1 1 1200-1600 11 11
1600-2000 1 1

計 97 100 Total 97 100 計 97 100
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こで示した３次元魚群分布や魚群規模の推定手法は、今
後の漁場開発や漁場造成のための情報として有効に利用
できると考えられました。

おわりに

現在、漁業が置かれている問題の一つに、漁業バッシン
グがあります。それは漁業活動が地球の多様な生物を絶滅
に追いやっているのではないかという指摘であります。海
からの食料供給を使命とする漁業の役割は決して軽んじ
られてはなりませんが、かつてのように食料生産の大義に
おぼれて資源を食いつぶすことは許されません。最近の
FAOによる世界の水産資源状況のレポートによれば、過
剰利用または枯渇状態の資源及び限利用状態の合計は80％
を超えており、限りある地球上の水産資源を、満限まで取

り尽くしていく従来の資源利用の現況
に対して、果たしてこのままで良いの
だろうかという強い懸念を世界は持ち
始めています。このように21世紀が直
面している食糧危機を考えるとき、持
続的な水産資源の生産管理方法の開発
は重要な課題であります。沿岸漁場を
保全管理し、健全な漁業生産を維持、
持続していくためには海洋生態系に調
和した「責任ある漁業」の実践はもち
ろんのこと、沿岸漁業資源のモニタリ
ングシステムの構築は極めて重要な意
義を持つと考えられます。しかし、現
実には魚礁設置方法、また設置効果評
価法に関しては、その実態は各都道府
県にゆだねられ、残念ながら、今まで
統一された評価方法やデータの整合性
もなく、データベースとして取り扱え
る等質データの蓄積もありません。こ
のような状況を改善する上でも、等質
なデータとして扱える音響データの重
要性は益々大きくなってくるものと思
われます。持続的な漁業は健全な生態
系があって始めて成り立つものであり
ます。このような視点で考えると、長

期的な水産資源の安定的、持続的な利用を可能とするた
めにも、モニタリングシステムの構築は極めて重要な意味
を持つものと思われます。水中音響リモートセンシングと
GIS技術を統合した手法は、沿岸漁場の資源や環境を管理・
保全するためのモニタリング技術の一つとして、今後とも
重要な役割を果たすものと考えられます。今後、益々の研
究の発展を期待するところです。

特別寄稿 .01

１） 南 憲吏・濱野 明・東条 斉興・中村 武史・安間 洋樹・宮下 和士：音
響手法を用いた来留見ノ瀬周辺におけるガラモ場の分布推定.日水誌, 
2012；78：171-179.

２） Kang M, Nakamura T, Hamano A: A methodology  for acoustic and 
geospatial analysis of diverse artifi cial‒reef datasets. ICES J.Mar.Sci., 
2011;68:2210-2221.

３） Hamano A: Assessment of the effect of artificial reefs on fish 
distribution: the combined use of acoustic data and GIS. Global 
Change：Mankind-marine environment interactions. H. Ceccaldi et 
al.(eds.),  Springer-Verlag, Paris,2011; 99-104.

図4　高層魚礁に蝟集する魚群の３次元画像 (a) と垂直魚探画像 (b)３）

図 3　人工魚礁漁場における魚群の空間分布表示３）

魚群

魚礁

二島グリ高層魚礁

魚礁

Athwarship direction（m）
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 dir
ect
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D
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m
）
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寄稿に当たって

「平成17年11月」北海道開発局長から、「根室地域（落
石地区）マリンビジョン」は地域の目指す姿及び取り組
みの内容に独創性・先駆性が認められるとして初年度の
モデル地域に指定された。
今般、その内容の報告であるが、小生は昭和41年から

平成15年まで根室管内歯舞漁協（参事職まで）、平成16年
から同じ管内の落石漁協（専務職）に本年３月まで勤務し、
47年間の漁協生活も終わりと思ったが、現在は胆振管内
の苫小牧漁協との縁ができ、平成25年５月から専務職と
して勤務している。本稿では、落石地区におけるマリン
ビジョンの取り組みと、それを成功に導いた手法につい
て報告する。いささかデータ不足の感はあるが、８年に
亘る活動をイメージ頂くとともに、これからの地域振興
の参考になれば幸甚である。

マリンビジョン策定の経緯

一つの仕組み（北海道マリンビジョン21）がこのように地域
活性化に継続的に好影響を与えている例は稀でないだろうか。
平成16年、北海道開発局は水産業や漁港を核とした地

域振興方針（北海道マリンビジョン21）を打ち出した。
北海道の第３種、第４種の漁港を有する地域はこの仕

組みに関心を持ち、利用する方向に理解を示したと思われ
る。一般的に、仕組みや制度というものは、概して理解に

特別寄稿 .02

北海道北海道
「落石地区におけるマリンビジョン」「落石地区におけるマリンビジョン」
の取り組みについての取り組みについて

長山 和雄
苫小牧漁業協同組合 専務理事
（前落石漁協専務理事）

苦しみ、行動へつながらない内容が多い。当初、この方針
も同様であったと記憶しているが、北海道開発局は丁寧な
説明を行ってくれた。常日頃から漁協は地域そのものを
指導する準公共性の役目も担っていると自覚しており、新
任地での初めての取り組みであっただけに、漁協の実務責
任者として、制度活用のリーダーとして相当の覚悟で臨ん
だ。その際に、丁寧な説明で取り組む勇気を与えてくれた
ことに対し、今でも感謝に堪えない思いでいる。自論では
あるが制度や仕組みというものは運用されて初めて成果
を発揮するものであり、利用しやすく出来る方法を親切丁
寧に表すべきである。たとえばマンガ調の説明であっても
よい。過去に業界誌にある事例がマンガ調に説明されたこ
とがあり、納得したものである。
この平成16年をきっかけに落石地域は飛躍的な変化を
遂げることになるが「地域振興計画」を樹立した経緯を
述べる。
まず、将来の地域振興策を検討する検討委員のメンバー
であるが、組合の全役員を検討委員から外した。なぜな
らば、それなりの地位にある者が発言し、判断すれば次
の会話が続かない例がよくあり、せっかくの地域計画が
台無しになると考えた。しかし会議の状況についてはそ
の都度、理事会に報告した。
検討委員会のメンバーは漁業関係者に偏らず、商工・
農業・金融・学校・地域住民等、各界各層から地域をあ
げて広く選出し、会議においては全員が思いを述べても
らうために、発言者への反論、指摘は一切認めず、全員
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の発言を求めた。検討委員全員の地域に対する思いは強
く、活発な将来を語る会合になったことは言うまでもな
い。このような会合を続けた末に、将来のあるべき計画
を取り纏めて応募したところ、夢にも思わない初年度採
択となった。この採択は単なる初年度を乗り切るためだ
けでなく、計画の事業を継続し、さらに新たな取り組み
を盛り込むことにもなっており、毎年計画・実績の提出
義務もあり、市役所の事務局を含め、緊張感を持って今
現在も取り組んでいる。挫折せずに継続できたことは、
素晴らしいことではないだろうか。
国道から離れ、ややもすると封建的な地域住民は、こ

の採択後の事業実施に感動し、このことによって、取り
組んでいる内容が大きな反響を与えたことも事実である。

マリンビジョンの概要

平成17年、マリンビジョン採択後の主な取り組みを可能
な範囲で概要を説明し、各事業の内容を報告する。（順不同）
① 衛生管理型漁港の整備
② 落石味まつりの実施
③ 女性起業グループの活動開始
④ 根室ブランド事業（さんまロール寿司）
⑤ 落石ブランド化事業
⑥ フットパス事業
⑦ ネイチャークルーズ事業
⑧ 津波対策の勉強会

具体的取り組み

１．衛生管理型漁港の整備
今の流通事情は安心・安全を求められ、バイヤーが現

地に出向いている。
現場の業務対応マニュアルを作成し対応しており、漁

業者や女性部が出来る環境整備は自らが行うがハード面
は行政へお願いすることとなる。
屋根つき岸壁の整備や港外からの海水を取水すること

によって衛生面のアピールも出来る。また、就労環境へ
の配慮も可能となる。
２．落石味まつり
漁港を利用したイベントである。中央埠頭の整備によっ

て６月の第１日曜日に魚介類の販売を中心とした落石味
まつりを実施した。回数を重ねるごとに魚種ごとの部会
の参加が増え、ほぼ完成された祭りになっている。６月
の根室地域はイベントが少なく落石味まつりは近郊を巻
き込んだ大きなイベントに発展している。後日談ではあ
るが、マリンビジョンメンバーである農業関係者は漁港
への立ち入りを禁止と考えていた。笑い話のようである
が事実である。なぜかといえば生産へ迷惑をかけると思っ
たようである。このような誤解はすぐに解けたが他業種
への見方はいろいろあり、過去は漁港が市民のものになっ
ていなかった感がある。
３．女性起業化グループの活動開始
本州の漁村地域の視察や独自性の考えからグループが
誕生した。全女性部員を対象に公募し、浜の母さんで組
織された女性企業家グループとして活動中である。漁協
の協力もあったが独立意欲も素晴らしく地元・市内まで
浸透し、新鮮な魚貝類を素材にした弁当は絶品である。
各種イベントや落石ネイチャークルーズの乗船者など
へ販売している。
４．根室ブランド事業
マリンビジョン採択をきっかけに生まれた事業である。
開発局のフォローアップ事業の利用で「北海道じゃらん」
との協議を重ねて完成した。
根室のブランド品は、この一品のみである。
手の込んだ『さんまロール寿司』であり、根室を訪問
した際は是非味わっていただきたい。

根室市内唯一のブランド品『さんまロール寿司』
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北海道北海道「落石地区におけるマリンビジョン」「落石地区におけるマリンビジョン」の取り組みについての取り組みについて

５．落石ブランド化事業
落石産の水産物及び水産加工品の付加

価値化などを図るため、「しおかぜ」のブ
ランド名で展開中である。新鮮な魚をぜ
ひ利用していただきたい。
６．フットパス事業
落石地域マリンビジョンのメンバーであ

る農業関係者が北海道で初めて取り入れた
事業である。フットパスはイギリスが発祥
地であり、森林や田園地帯、古い町並みな
ど地域に昔からあるありのままの風景を楽
しみながら歩くこと【Foot】ができる小

こみち

径
【Path】のことで、遊歩道的に自然や景観
を堪能できる歩行者専用道のことである。
農業・漁業コース含め５本のコースを整備
しており、充分満足をいただけると思って
いる。特に海岸コースは落石漁協の漁業者
の手作りであり道内、道外からたくさんの
方々の利用を願っている。その後、北海道
の各地で急速に伸びている事業でもある。
７．ネイチャークルーズ事業
落石沖合は海鳥が多数生息する日本有

数の地域である。味まつりの遊覧航行で
このことを知り、約１年かけて状況を調
査した。平成22年５月21日から運行開始
するとリピーターを含め年々利用者が増
えており、特に海外からの利用者が顕著
である。
事業は漁業者が漁船を使い運行してい

る。専門ガイドも乗船しており、漁船の
使用によるクルーズは全国初である。無
料の地域資源（海鳥）によって事業展開が出来ている。
当然のことであるが運輸局の許可も得た正規の観光事

業である。
８．津波対策
平成19年から津波発生時の漁船避難について勉強会を

続けている。
初回の勉強会開催時には稚拙だった知識も、今では状

況を判断できるレベルに達している。素晴らしい指導者
に感謝している。チリ沖津波・東北沖津波への対応もほ

ぼ万全であった。津波対策の課題もまだまだ多いが行政
力による判断も必要である。日本国民のために早急に英
知を結集する努力が必要である。
多くの報道によって、２度の避難の成果が全道・全国
へ発信されたので、参考にして頂けたならうれしいこと
である。
以上が主な事業であり、小さな事業展開もあるが、マリ
ンビジョンの組織として、枝葉も多く組織しており、短期
間で事業展開を重ねている。地域には自然財産や、漁業資

フットパス。景観を堪能

日本では道東沖のみ生息『エトピリカ』
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特別寄稿 .02

源財産や、人的財産が眠っている。これら
を何らかのきっかけで掘り起こしてくれれ
ばいいのであるし、そのためには、特定の
リーダーが必要になってくる。
事業の展開にあたり、苦しみや重圧や非

協力的な場面によく出くわしたが、人生経
験で全て乗り切ったと自負している。また、
数々の成功の陰に、天候には随分助けられ
た。特に野外イベントは天候が第1であり
感謝している。
マリンビジョンの採択後、多くの事業を

継続しているが、指導をいただいた多くの
方々との出会いには感謝を尽くしても尽く
しきれない。特定の氏名を公表できないこ
とをご容赦願いたい。
なお、活動の概要については以下のホー

ムページも参考にしていただきたい。
http://www.hkd.mlit.go.jp/zigyoka/z_

gyoko/mv21_about.html

組合事業との関わり

マリンビジョンの事業展開とは別に組
合事業が本来の業務であることは当然で
ある。
マリンビジョン展開中、次のような大

きな事業・事故にも遭遇した。
・ 縁ができた平成16年には中央機関か
ら財務健全化への命令
・ 平成17年９月には所属のさんま漁船
がイスラエル船籍のコンテナ船と衝
突、７名死亡、１名が奇跡の救助。３
年間にわたり裁判が継続した末、結審した。
・ 平成18年10月、爆弾低気圧の襲来で約50隻の漁船が
転覆、岸壁乗りあげ等の被害。正に地獄絵的な状況
に遭遇…
等々、筆舌に尽くせない組合事業への苦難もあったが

地道に、正直に組合員などへ理解を求め、ほぼ全て乗り
切った。組合の将来への路を敷いたことを報告し、３月
の退任を迎えたのである。

終わりに

最後になるが、現在、国際拠点港湾（特定重要港湾）
を有する苫小牧市漁協に勤務しているが、今後の漁港整
備に思いを馳せている。
水産基本法にあるように水産物の自給率を向上させる
ためにも生産に努力している漁業者の思いを叶えたいと
考えている。

群馬大学片田教授による津波時の『漁船沖出し避難勉強会』
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はじめに

大船渡市は岩手県にあります。
唐突にごく当たり前のことから始まっていて不思議に

思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、大船渡を
宮城県の北端に位置する気仙沼と混同される方が少なく
ないので（逆の場合もあるみたいです）、誤解のないよう
最初に掲げさせていただきました。
さて、平成25年９月現在、私は水産庁漁港漁場整備部

整備課で水産基盤整備事業の執行のお手伝いに従事して
おりますが、平成22年４月から平成24年３月までの２年
間、大船渡市役所水産課に出向しており、その時の経験
についてお話しいたします。

大船渡市について

まずは大船渡市の概要についてご紹介いたします。
昭和27年に盛町、大船渡町、末崎村、赤崎村、猪川村、

立根村、日頃市村が合併してできた旧大船渡市と、昭和
31年に綾里村、越喜来村、吉浜村が合併してできた三陸
町とが平成13年に合併して現在の大船渡市が誕生しまし
た。元々の町村単位は住所に名前が残っているだけでな
く、現在も行政の基本単位として機能している他、元々
の町村単位でのお祭りの開催など町村単位による市民の
強いつながりがあります。
東西南北25km四方に広がる市域の面積は約323km2で、

旧越喜来町の東端の首崎沖にある中島は領海起点になっ
ています。北は釜石市、西は住田町、南は陸前高田市と
隣接しておりますが、市域が峠で囲まれているため、隣

接市町へは公共交通機関もしくは車で移動します。盛岡
市にある岩手県庁から車で２時間、東北新幹線水沢江刺
駅から車で１時間10分の距離にあり、東京からは新幹線
とJR大船渡線を乗り継いで５時間弱かかりました。
気候については、親潮の影響で夏は涼しく（夜は寒い
くらいです）、最高気温が30度を超える日は年間に数日し
かなく、市内の公共施設に冷房設備が付いていないこと
も珍しくありません。一方で、雪は降れども積もること
は少なく、冬の岩手県の中では最も温暖で、県内で一番
最初に桜が開花します。
大船渡市の漁業は、リアス式海岸を活かしたワカメ、
カキ、ホタテ、ホヤなどの養殖業、ウニ・アワビなどの
採貝漁業、秋サケ、サバ、ブリ、マグロなどの定置網漁業、
サンマ、イカ、イサダ（ツノナシオキアミ）などの漁船
漁業など、三陸の豊かな海の幸を十分に活用して盛んに
営まれています。また、大船渡では、三陸漁場から水揚
げされる豊富な水産物を原料とした水産加工業も盛んで
あり、平成22年７月には宮城県の水産加工会社が市内に
新工場を建設しました。
東向きに小さく開いた湾口から北に細長く延びた大船
渡湾は天然の良港であり、大船渡港に国際コンテナ航路
が就航していたほか、大型客船が大船渡港に来港するな
ど、海を活かした都市経営が行われていました。
昭和35年には、チリ地震津波が到達し、死者行方不明
者が国内最悪の53名にのぼり、以降、津波到達時刻に合
わせて毎年５月24日早朝に津波災害対応の訓練が行われ
ています。
そして、平成23年を目途に大船渡市で高度衛生管理にも
対応した新しい大船渡魚市場が、水産基盤整備事業を用い

特別寄稿 .03

大船渡市役所時代大船渡市役所時代の経験の経験

片石 圭介　水産庁整備課

かたいし・けいすけ

1978年千葉県生まれ。2004年農林水産省入省。水産庁整備課、計画課、企画課を経て2010年4月から2012年3月まで大船渡市水産課に出向。大船渡市
出向中に東日本大震災に被災。
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て整備されることがきっかけとなり、平成22年４月からの
２年間、大船渡市水産課に出向することになりました。

着任から東日本大震災の発災まで

着任にあたり、住居を確保する必要がありましたが、
大部分の職員が市内や隣接市町村に住んでいる市役所に
は職員寮のようなものは当然存在せず、総務課の方から
何件かの民間アパートのリストをもらいました。市役所
へ徒歩通勤が可能で、夜10時まで営業しているスーパー
が近所にある川沿いの１件をリストから選び、月２千円
の価格差を惜しんで２階ではなくその１階の部屋に入居
しました。
住居も決まり、４月から大船渡市水産課兼魚市場建設

推進室の課長級スタッフ職として着任しましたが、それ
まで大船渡には縁もゆかりも全くなかったため、大船渡
のことを何も知りませんでした。そんな私を大船渡の方々
は暖かく迎えてくださり、業務内外でいろいろと気にか
けていただきました。私も大船渡の方々の多大なる好意
に甘えてばかりもいられないので、大船渡に対して私が
貢献できることを考えるために、まずは学生時代に教わっ
た「都市を愛せよ」という基本を実践することにしました。
そして、愛するためには相手のことを知らなければと思
い、水産関係の現場や地域の行事に積極的に出かけていっ
て、少しずつ大船渡のことを勉強していったのですが、
大船渡のことを知れば知るほど大船渡のことがどんどん
好きになっていきました。
大船渡での２年目の出来事が強烈すぎて、１年目の業

務で覚えていることが多くはないのですが、大船渡に対
する愛情だけは日増しに強くなっていったことははっき
り覚えています。しかしながら、地元水産業の知識が必
要不可欠な水産課の業務に私が貢献できる場面は、市議
会の答弁作成のただ１つを除いて、恥ずかしながらほと
んどなかったように思います。

東日本大震災の発生

出向期間が１年を経過しつつあった平成23年３月頃、
残り１年間をどのように過ごしていこうかとぼんやり考
えていました。そんな中、平成23年３月11日午後２時46分、
東日本大震災が発生しました。発災時は市議会の一般質
問の最中で、強い揺れの発生で質疑が中断し、長い揺れ
の途中で議場の明かりが消え、揺れが収まったときには
議場は騒然としていました。私は、揺れが収まった後に
一旦議場を離れ、水産課の自席にラジオと携帯電話を取

りに戻りました。水産課から再び議場に戻る最中にラジ
オで大津波警報が発令されたことを知り、議場に着くと
同時に大津波警報の発令を叫びました。議会は休会になっ
たため、担当職員は普段の訓練のとおり、災害対応のた
めに旧町村単位に設置されることになっている地区本部
の立ち上げに向かいました。私は、水産庁では安否確認
の連絡が必要だったことを思い出し、発災直後は使用可
能だった携帯電話で「とりあえず無事なこと」の旨のメー
ルを出向前の上司に送りました。
大船渡市役所は、海岸から約２kmの距離にある高台に
建っており海を直接見ることはできませんでした。強い
揺れから30分くらいたった後、市役所の下にある商店街
の前の道路が冠水し、ゆっくりと車が流れていきました。
自宅方向に目をやると川の水かさが増していて、市役所
からは絶対に見えないはずの川面が見えたかと思うと、
自宅アパートの前を小型トラックが流れていくのが見え
ました。ナビ付きの車で見たニュース映像では、押し寄
せる津波で１階部分が水没している気仙沼魚市場が映し
出されていました。人間には、災害による何らかの被害
が予想される状況下において、自分にとって都合の悪い
情報を無視したり、「自分は大丈夫」と考える「正常性バ
イアス」という心の特性があるそうですが、この時の私
がまさにその状態であり、窓が閉まってるから自宅は大
丈夫、気仙沼にはひどい津波が来てるけど大船渡は大丈
夫、という全く根拠のない間違った考えをごく自然に持っ
ていました。

応急対応

発災後２日間ほど大津波警報が解除されなかったため、
自宅の様子を見に行くこともできずにずっと市役所内で
過ごしていました。発災後は電気、水道、ガスに加えて
電話まで止まってしまっており、外の状況を知ることも、
外に大船渡の状況を伝えることもできませんでした。私
としては、国からの出向者という立場を活かして、なん
とか大船渡の状況を水産庁に伝えることで現状の改善に
役立てればと思ったのですが、何もできませんでした。
発災直後は、何も見えず、何も聞こえず、何もしゃべれ
ない不安な時間を過ごしていました。
発災から数日して、全国からの支援物資が大船渡に続々
と届き始めました。特に、旧三陸町時代から交流のあっ
た相模原市からは毎日のように大型トラックいっぱいに
積まれた支援物資が届き、自分たちが見捨てられていな
いことを確認でき、大いに勇気づけられました。全国か
らの支援物資のおかげもあって、発災後の食料の確保に
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対する不安はほとんどありませんでしたが、一方で、被
災地における燃料の不足が深刻であり、届けられた支援
物資を各避難所を統括する地区本部に届ける手段や地区
本部から各避難所に配達する手段に課題がありました。
余所者の私から見て、大船渡市の発災直後の応急体制

の立ち上げは、被災地の中でもトップクラスだったと思
います。避難行動への好影響・悪影響は別として、大船
渡市は、昭和35年のチリ地震津波の経験を着実に引き継
いでおり、発災後すぐに旧町村単位の地区本部が立ち上
がったこと、普段から消防団活動が地域社会の一部とし
て当たり前のように存在しており、発災直後から消防団
が機能していたことなど、普段からの備えが復旧への早
急な対応につながりました。また、本庁舎が海岸から２
km離れた高台にあったため、沿岸市町村で唯一本庁舎
が被災しなかったことに加え、大船渡警察署、大船渡消
防署、県立大船渡病院も津波被害を受けなかったため、
電話の不通という障害があったものの、応急体制の指揮
機能が発災直後から構築できていました。余談として、
震災直後に海外からの救助隊が大船渡で活動しました
が、その派遣先が大船渡だった理由が、海外からの救助
隊派遣の申し出があったけれども、当時、現地の自治体
と全く連絡をとることができず、唯一連絡がつながった
現地の自治体が大船渡市役所だったからという話を聞き
ました。
大規模災害が発生した場合、現場の対応の大部分を地

元の市町村が担うことになりますが、その対応能力のほ
とんどを被災者の安全や生活の確保に集中しなければな
らず、市管理漁港の被害状況の把握など通常業務に関連
した応急対応には人を割けないのが現実です。加えて、
大規模災害の場合には市町村の職員も被災者である場合
が多く、市町村の対応能力が絶対的に不足するため、大
規模災害発生時における市町村に対する人的支援は必要
不可欠です。一方、大規模災害発生時において、都道府
県庁は、国やその他外部機関と市町村との連絡調整業務
が増大し、その対応に追われることになります。そのため、
大規模災害発生時の通常業務に関連した応急対応におい
ては、都道府県支分局の役割が重要になります。大船渡
の場合では、市水産課の職員は、支援物資の受入・管理・
配送や地区本部の運営などの応急業務に従事しなければ
なかったのですが、岩手県の支分局が県管理・市管理を
問わず市内の漁港の被害状況を把握し、その情報を市水
産課に伝えてくれました。大規模災害への応急体制の構
築には、平時からの県庁の支分局と市町村との密な連携
体制の構築が重要です。

応急から復旧へ

前段で応急体制の構築について偉そうなことを書いて
しまいましたが、発災直後の私自身は、端的に言えば地
元のことを知らず、土地勘のない全くの足手まといでし
た。何かを手伝いたい、何かの役に立ちたいと思う気持
ちがあれども電話もつながらない中で私にできることは
ほとんどありませんでした。
発災からある程度の期間が経過し、災害派遣の自衛隊
が到着し、他の都道府県や市町村からの応援職員が着任
し、現場の災害対応能力が増強されるとともに、業務の
中心が応急対応から復旧へと移行していきました。水産
課の職員も応急業務から復帰し、通常業務に関連した復
旧業務に従事できるようになりました。大船渡市水産課
は、魚市場関連業務を担当する漁政係、主に漁協を対象
とした生産振興業務を担当する振興係・漁港関連業務を
担当する漁港係の３つの係から構成されており、発災以
降は、それらの係の業務に関連した復旧業務に対応する
こととし、３つの係で対応できない部分については私が
担当することになりました。

被災地への取材・視察

水産課の３係が本来業務に専念できるよう、その他業務の
担当となった私の最初の主な業務は、外部との対応でした。
発災直後から、被災地の現状を全国に伝えるため、様々
な報道機関が被災地で取材活動を行いました。始めのう
ちは津波による流出被害や避難所が取材の対象でした
が、応急から復旧に移行するにつれて水産関係の復旧状
況に対する取材や問い合わせが多くなってきました。漁
協が仮事務所を開設し、業務を再開したのですが、漁協
への取材が集中してしまい、「一日中取材に対応しなけ
ればならず復旧業務に従事できないので何とかしてほしい」
という声が水産課に寄せられたため、報道機関に対
して冷たい対応をとらなければならないこともありました。
また、報道機関の方は１週間交代で被災地に派遣されるら
しく、毎週のように大船渡市の水産概要について説明して
いるうちに、プレゼンスキルが上がったように思います。
国内のみならず、海外の報道機関の方も大船渡にいらっ
しゃいました。中でも、滞在予定の１週間をノープラン
で来大された海外メディアへの対応は強く印象に残って
います。広報担当課長から「大船渡の被災状況の取材の
ために海外メディアが来大するので対応をお願いしたい
が、先方は養殖業の被災状況についての取材を希望する
他は取材プランを全て市役所にお任せしたいと言ってい
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る」という話が来たときは正直言って呆れてしまってま
した。取材プランを考えたのですが、養殖施設は津波で
全て流されており、何もなくなった海の映像では番組に
ならないと思い、「稚魚を育てるという部分においては養
殖業に似ている」「津波で被災した施設が流出していない」
「組合長がテレビ受けしそう」の３点から市内のサケふ化
場を養殖業の代わりに紹介し、その他、震災前は海外に
も製品を輸出していた水産加工会社と干しアワビの加工
場のアポイントを取り、海外メディアをお迎えしました。
大船渡の吉

よしはま

浜地区で獲れるアワビはキッピン（吉浜）ア
ワビとして海外で高い評価を受けており、江戸時代には
俵物として中国に輸出されてもいる逸品でした。１週間
の取材も無事に終わり、海外メディアの方も帰国されま
した。後日、大船渡での取材をもとに製作された震災関
連の番組が放映されたのですが、番組自身が好評だった
だけでなく、番組で大船渡の被災状況を見た海外の視聴
者の方から大船渡の干しアワビの加工場あてに支援が届
いたという話を聞いたときには、大船渡の現状をより多
くの人に伝えることのできるメディアの魅力に気づかさ
れました。
また、発災からある程度時間が経ってくると、報道機

関の方だけでなく被災地に視察に来られる方も増えてき
ました。国会議員、復興委員会、復興庁など様々な方々
の来大に対応し、１人でも多くの方に被災地の景色を記
憶していただきたく、懸命にご案内いたしました。ただ、
中には「仕事の休み」を利用して、日曜に現地視察に来
られる方もおり、そういった方には、被災地の職員はい
つ休めばいいのか聞きたい気持ちをグッとこらえながら
ご対応させていただきました。
蛇足ながら、外部対応を担当している間、私から名乗

らない限り、私がプロパー職員でないと気づかれる方は
ほとんどいませんでした。気仙の言葉を全くしゃべらず、
東京の言葉をすらすらと使いこなす大船渡市職員でした
が全く気づかれませんでした。不謹慎な表現になってし
まいますが、半分の背徳感と半分のいたずら心で取材や
視察に対応しておりました。けれども、私が大船渡で説
明した内容は全て本当のことですし、質問されたことに
対しても全て正直に答えていましたので、取材や視察が
無駄になることはありませんのでご安心してください。
ついでに言わせていただければ、大船渡のことを愛する
気持ちに全く嘘はありませんでのでご安心ください。

復旧・復興の基本方針

震災被害からの復旧が進み、「復旧・復興」という言葉

も聞かれるようになったころ、特に誰にも相談しなかっ
たのですが、大船渡(水産業)の復旧・復興にあたっては、
「大船渡が本来持っている魅力を活かした復旧・復興」を
心がけていました。そして、大船渡の魅力を活かすため
には、「目立たないこと」に気をつけていました。私自身、
この原稿を書いているまさに今でも大船渡の魅力に惚れ
続けていますが、大船渡の魅力は、他の地域から来た人
にとって一見もどかしさを与えてしまいがちな類のもの
です。大船渡の魅力を言葉で表現するのはとても難しい
のですが、無理矢理に表現すると、「ゆるやかな空間が全
体に満ちていて、その全てがいい方向に動いている」と
いった感じで、人によっては「日に日にぬるま湯が冷め
ていってるのにも関わらず、誰も火をつけようとしない」
と見えるようです。しかしながら、しばらく一緒に過ご
してみると、ゆっくりではあるが着実に動いていること
やフリーライダーがいないことに気づき、相手を追い詰
めてまで自分がよくなろうとする人がいないことが、も
どかしさを感じていた原因だったと気づきます。中には、
残念ながら大船渡の魅力に気づくことなく復旧当初に無
責任な復興プランを描き出した支援者もいましたが、た
くさんの人が大船渡の魅力に取り込まれ、大船渡の魅力
の一部となっていきました。そんな大船渡の復旧・復興
には、大船渡自身の自主性の確保が必要不可欠かつ最短
経路であり、そのためには、大船渡を踏み台にして自分
の名を挙げるような者から隠す必要があったため、「目立
たないこと」に気をつけていました。

中締め

震災当時のことを思い出してメモを綴っているうちに、
気がつけば原稿の締切を大幅に超過してしまいました。
様々な方々の支援のおかげで被災の年に全国５位のサン
マ水揚げを達成できたことなど、皆様にお伝えしたいこ
とはまだまだあるのですが、ここでひとまず中締めとさ
せていただきます。
まちづくりや地域活性化の話題において、「若者」「よ

そ者」「バカ者」が必要と言われることがありますが、
大船渡市にとって、私はたまたまその３条件を同時に
言
● ● ● ● ● ●

葉どおりに満たしており、大船渡の深い包容力をベー
スにその立場をフル活用して大船渡の水産業の復旧・復
興に取り組むことができました。誠に不本意ながら出向
期間は予定どおり２年間で終わってしまい、平成24年度
からは水産庁に帰任いたしましたが、大船渡市出向時の
経験を決して忘れることなく毎日を過ごしていきたいと
思っています。
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はじめに

漁業就業者をはじめ漁港を利用する人々は、防潮堤
など津波防災施設の外(海)側にいることが多く、常に津
波の脅威にさらされている。
また、多くの漁港の背後には、漁業集落が形成され、

漁業活動と生活が一体となって営まれており、これら
集落においても防潮堤のないところでは、漁港と同様
に津波の脅威にさらされているとともに、防潮堤が整
備されているところでも防潮堤を越える津波が来襲す
る可能性はあり、そのためには、漁港を利用する人々、
漁業集落に居住する人々が津波から迅速、かつ、安全
に避難するためのルートを確立しておく必要がある。
津波からの避難は、漁港・漁村の各所から安全な高

所や避難場所・避難所に、徒歩で計画目標時間内に到
達できることが基本となる。そして、より早く、より
高いところへ、そして、避難途中で標高が下がらない
こと、水際から遠ざかる方向へ、そして、できるだけ
高台や避難場所・避難所から遠ざかる向きにならない
ことが原則となる。
また、津波は、真っ暗な夜間にも来襲することや地

震直後にはライフライン機能（電力機能）が停止する
ため、これらに対応した避難ルートを確保しておく必
要がある。

公開実験

一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所（漁村総研）
では、公益社団法人土木学会地震工学委員会「突発災
害時における避難誘導に関する調査研究小委員会」な
らびに高知県黒潮町とともに、最大約20mの津波高が
予想される黒潮町佐賀明神地区で4月20日（土）に「蓄
光材を使った夜間の避難誘導実験」を実施した。
この公開実験は、災害は真っ暗な夜間にも発生する

01 第 1調査研究部

ことや地震直後には、ライフライン機能（電力機能）
はダウンすることを想定し、街路灯を全て消してより
実際に近い環境で実施した。
実験のルートは、出発地点であるカツオふれあいセ
ンター黒潮一番館より避難高台入り口までの100mの路
上に25mの間隔で蓄光避難誘導標識を設置。高台入口
から海抜21mの高台へつながる53段の階段は、条件が
異なる三つの状況、手すりやステップなどに蓄光材が
施されている区間、手すりのみに蓄光材がないところ、
蓄光材が全くない区間からなる。

じじじじじじめにめにめにめにめにめにめにめにに

公開公開開開開開開実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験

▲写真1：高台へつながる階段

▲写真2：くっきりと浮かび上がる蓄光材
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使用した蓄光材はJIS Z9096に適合する耐久性と日
の出（12時間後）まで10mcd/㎡以上の発光性能を併
せ持ち、かつ、実績が一番多い蓄光材（NETIS登録、
KT-120031『高輝度蓄光式屋外用案内標示板』、KT-
090032『高輝度蓄光式防滑階段材』）とした。
実験当日は、小雨が降る中で行われ、気温も12℃と

この時期にしてはかなり寒い状態にもかかわらず、高
齢者から子供まで100人を越える住民が参加した。悪天
候にもかかわらず、幼児を抱えた家族での参加が印象
的であった。
実験は、午後7時からスタートし、徐々に暗闇が迫る

と共に、蓄光材が避難方向や階段段差をくっきりと浮
かび上がらせ始めた。実験中、「これなら避難できる」「こ
んなに明るいとは思わなかった」「階段面だけではなく
手摺にもあった方がいい」等々といった会話が数多く
聞かれたことが印象的だった。

実験終了後には、アンケート調査を行ったが、午後
7時から7時30分くらいまでは、まだ、暗闇にはなって
おらず、避難階段のみで蓄光材料なしの状態において、
大変満足～ふつうの回答があるように、薄暮の影響が
回答にでていたようである。
しかし、全体的にみると、「蓄光材料なし」に比べ「階

段段鼻のみへの蓄光材料」、さらには、「階段段鼻およ
び手すりへの蓄光材料」が満足度は高く、蓄光材料の
効果は明らかとなっている。一方、「階段の幅が少し広
い」、「階段の高さがある」、「雨の日の滑り止めを考え
てほしい」と言った蓄光材料以外の面での意見もあり、
今後は、これらも含めた総合的な夜間の避難誘導を考
えていかなければならない。

おわりに

これら実証実験の結果から、当然のことながら蓄光
材が避難誘導において有効であることは実証された。
同時に、数多くの参加者の取り組みに対する意識の高
さから、日頃からの避難訓練も重要で、この訓練を重
ねることで、いつも使い慣れた道が避難路となり、かつ、
蓄光材による避難誘導が一体となって始めて効果を発
揮することが確認できた。
今後、さらに蓄光材による避難誘導の重要性を広報
することにより、広く世の中に普及させ、災害に強い
国づくりに貢献したいと考える。

（第1調査研究部　林 浩志）

わわわわわわりりにりにりにりにりにりにりに

▲写真3：実験終了後アンケートに記述する参加者

▲図1：避難階段のみで蓄光材料なしの状態

▲図2：  避難階段に蓄光材料を階段段鼻のみに
取り付けてある状態（手すりは除く）

▲図3：  避難階段に蓄光材料取り付けてある状態
（階段段鼻および手すり）

大変満足
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はじめに

スケトウダラ（日本海北部系群）は、これまで沖合
底びき網漁業、沿岸漁業ともに自主的な様々な資源管
理の取組を行っているにもかかわらず、平成2年度を
ピークに資源量は減少を続け、産卵親魚量は過去最低
の水準を更新するという厳しい状況となっている。
しかしながら、当該魚種の生態はほとんど明らかに

なっておらずこれまで漁場整備の対象となっていない。
このため、当該魚種について、武蔵堆周辺海域にお

いてフロンティア事業を実施することを想定した場合
に実施すべき漁場整備を検討するため、スケトウダラ
の成長段階別の分布特性や摂餌状況などの生態を明ら
かにすることを目的とし調査を実施している。
調査は平成22年度から24年度にかけて実施してお

り、本稿では、平成24年度に折込根沖で実施したROV
（Remotely operated vehicle）調査の結果を報告する。

平成24年度ROV調査結果

⑴ ROV調査の概要
使用したROVの仕様は図1の通りであり、調査水深が

200m前後であるため、水深250mでも調査可能な機種
(RTV-200MKⅡ EX)を選定した。GPS装置および水中位
置検出装置(トランスポンダ)を用意し、ROV本体の海底
での位置を測定できるようにした。
調査箇所は、図2に示すとおり、本稿にて報告する折

込根沖の約150mの水深帯と約190mの水深帯と、小樽
堆沖の水深約190mの砂泥底において実施した。
調査実施に当たっては、海底地形を参考に調査位置

の座標を決定し、GPSを使用して調査海域に移動した。
調査海域到着後、調査船の音探映像によってスケト

ウダラの魚影を探索し、それらしい魚影が確認できた

02 第 2調査研究部

後にROVを海底に着底させ、0歳魚のスケトウダラの分
布の確認を試みた。0歳魚を発見できれば、それを追尾
しながら海底の状況を動画に撮影するとともに、静止
画像を撮影した。1潜航あたりの観察時間は30分前後で
行った。

じじじじじめにめにめにめにめにめにめにめにに

年度年度年度年度度度 OROROROROROOV調V調V調VV調V調V調調調調査結査結査結査結結査結査結査結結果果果果果果果果

▲図2：平成24年度ROV調査箇所

▲図1：使用したROVの仕様

・水深250m以上対応（トリムコントロール） 
・18倍ズーム付TVカメラ 
・スチールカメラ対応（銀塩、デジタル） 
・後部低照度TVカメラ 

RTV-200MKⅡ EX（三井造船㈱製）

・高解像度カラースキャニングソーナー 
・水中位置検出装置（トランスポンダ） 
・水温・濁度計付き

折込根沖

小樽堆沖
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⑵ 折込根沖調査結果
観察した海底の概要を表１に示す。転石のある砂泥

底でベントスが多い海底であった。水深約150mで観察
された魚類は、スケトウダラの0歳魚、ガヤモドキ、ホッ
ケの3種であった。スケトウダラの0歳魚は4尾確認され、
海底付近を単独あるいは数尾で遊泳していた。水深約
190mで観察された魚類は、上記の種に加えカレイ類が
観察され、スケトウダラ0歳魚が多く、約60尾が海底付
近を単独または小群で遊泳していた。
なお、海底面上5～6mにはスケトウダラ0歳魚の餌料

であるヤムシが多数観察され、餌料環境が良い海域と
考えられた。

おわりに

ROV調査の結果、折込根沖の水深約200mの砂泥底お
よび転石混じりの砂泥底にスケトウダラの0歳魚が単独
もしくは小さな群れを作って遊泳している状況が観察
できた。当該海域は、太平洋側に比べ貧栄養で生物生
産は少ない海域ではあるもののエビ類やベントスが分
布し、定性的ではあるが海底の生物は多いと考えられ
た。また、底層付近にはヤムシのスウォームが確認され、
これら動物プランクトンの群れは0歳魚の好適な餌料に
なっている可能性が示唆された。
このROV調査結果、過年度に別途実施している、水
質調査、植物プランクトン調査、動物プランクトン調査、
底層の流動環境調査、0歳魚や底魚の食性調査等を踏ま
え、平成26年度中を目標に、現在、スケトウダラ0歳魚
をターゲットとした、漁場整備の事業化の方策を検討
中である。

（第2調査研究部　松本 卓也）

表1：平成24年度 折込根沖でのROVの観察概要

わわわわわわりりにりにりにりにりにりにりに

観察項目 ROVでの観察結果

底質 各地点とも海底は砂泥質であり、所々で転石が
確認された。

透視度 海底付近は自然光が届いておらず、透視度は
ROVのライトの照射範囲の2～3m程度であった。

ベントス
海底面には、イソギンチャク類、ウニ類、クモ
ヒトデ類が生息していた他、岩礁や転石表面に
はウミシダ類の着生も確認された。

主な魚類
スケトウダラの他には転石帯でガヤモドキが
多数確認された。ガヤモドキは転石に寄り添
うように滞泳しており、中には腹部の張り出
した産仔前と思われる個体も確認された。

スケトウダラ
0歳魚

合計230尾程度確認された。ただし、ROVのライト
やストロボ光によって逸散している可能性が高い。

その他 海底面や5～6m浮上した所でスケトウダラの
餌料となるヤムシの遊泳が多数確認された。

▲写真1：転石帯のスケトウダラ0歳魚

▲写真2：ガヤモドキ

▲写真3：海底から5～6m上に群れるヤムシ
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第1期事業年度第2回理事会を平成25年4月11日（木）
に東京都千代田区コ－プビルに於いて、高吉水産庁計
画課長を来賓として迎え、また、第1回評議員会を平成
25年4月16日（火）に東京都港区ホテルオ－クラに於
いて、宇賀神漁港漁場整備部長を来賓として迎え、開
催いたしました。
第2回理事会では、平成24年度事業報告及び決算報

告書（平成24年4月1日から平成25年2月19日までの
期間）、第2期事業年度事業計画及び収支予算案（平成
25年6月1日から平成26年5月31日）などが審議・
承認されました。第2期事業年度事業計画においては、
「災害に強く安全な地域づくりの推進」、「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」との第3次漁港漁場整備長期計画の掲げる重点課
題に沿い、具体的な計画立案、実施に必要な調査研究

❶趣旨
漁港漁村は漁業の生産基盤、地域住民の生活基盤と

しての役割に加えて、周辺水域、沿岸域の高度で効率
的な活用や海洋性レクリエーションの場の提供等の多
面的な機能を有しています。一方、公共用水域の汚染、
漁村の生活環境の悪化等が問題となっております。
また、平成23年3月11日に発生した「東日本大震災」

によって被災した地域においては復旧・復興が進んで
いるものの、未だ多くの課題を抱えております。
一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所は、こうした

新しい時代における多様な要請等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

03 総務部

と技術開発を展開し、その成果の普及、啓発及び情報
化を図ることに取り組むこととしています。
また、新法人移行後の最初評議員会となる第1回評議
員会では、平成24年度事業報告及び決算報告書などの
審議・承認のほか監事の補充選任が行われました。
新法人移行に併せて事業期間を6月1日から翌年5月
31日までに変更した関係から第3回理事会を平成25年
7月24日（水）東京都千代田区コ－プビルに於いて、吉塚
水産庁防災漁村課水産施設災害対策室長を来賓として
迎え、また、第2回評議員会を平成25年7月30日（火）
に東京都港区ホテルオ－クラに於いて、宇賀神漁港漁
場整備部長を来賓として迎え開催し、第1期事業年度事
業報告及び決算報告書（平成25年2月20日から平成
25年5月31日までの期間）などが審議・承認されま
した。
 （総務部　川崎 直子）

港漁村地域の振興、生活環境改善、漁場の整備等に係る
創造的な調査研究に対して助成を行っております。

❷助成の対象
漁港漁村地域の振興、生活環境改善、漁場の整備等
に係わる先進的な技術の調査研究や先進的な政策の調
査研究であり、かつ、以下の2つの要件を満たすものを
対象とします。
[要件1]
研究開発の内容が、我が国の漁港、漁場、漁村の整
備及びそれらの保全・利活用を通じて水産業・漁村地
域の振興を図っていく上で今後必要になると思われる
新たな視点を有するものであること。
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[要件2]
研究開発の成果が、次のいずれかに該当するもの。
① 漁港漁場整備事業の計画立案、評価、設計、施工、
管理運営に関する技術の向上に寄与するもの。

② 防災、景観形成、環境整備など漁村における生活
の快適、安全の向上に寄与するもの。

③ 沿岸漁業・漁村地域の構造分析や漁村地域の活性
化手法の開発に寄与するもの

④ 効率的・効果的な水産基盤整備や漁村地域の振興
を推進するための幅広い政策提言に寄与するもの。

❸平成25年度の優先課題
平成25年度の研究助成事業については、以下の課題

に沿った研究を優先します。但し、これ以外の分野の
研究であっても助成の趣旨にあった内容のよいものに
ついては、助成対象とします。
① 災害に強く安全な地域づくりの推進に寄与するもの
② 水産物の安定提供・国際化に対応できる力強い水
産業づくりの推進に寄与するもの

③ 豊かな生態系を目指した水産環境整備の推進に寄
与するもの

❹平成25年度の応募結果
今年度は、新規14件、継続1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、
下記の通り決定致しました。多数のご応募有難う御座
いました。
【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　1件（申込件数11）
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

⑵平成25年度新規研究題目　3件（申込件数14件）
① 漁港とその周辺における藻場の分布特性の解明
とモニタリング手法の開発
東京海洋大学大学院 准教授　藤田 大介
【研究概要】昨今、国内では藻場が衰退傾向に
あるが、漁港では斜路や垂直面などに藻場が形
成されやすい。一方、漁港近傍では、海水流動、
河川水拡散、底質等が変化し、藻場の状態に変
化が表れやすい。このため、沿岸域の総合管理
においては、漁港と周辺の藻場に関しては、定
期的かつ一体的なモニタリングが必要である。近

年、録画の可能な垂直式水中ビデオや録画式GPS
魚探（サイドスキャン・ダウンスキャン機能保有）
がこれまでより低価格で市販されるようになっ
た。そこで、これらを組み合わせて、漁港や周
辺のマッピングと食性パターン解析を簡便かつ
迅速に行うことができる底質・藻場モニタリン
グ手法を開発する。
② 東海・東南海・南海地震に伴う津波に対する海
岸保安林の減災効果予測並びに減災対策に関す
る調査研究
日本大学理工学部まちづくり工学科
准教授　後藤 浩
【研究概要】東北地方太平洋沖地震に伴う津波
による東北地方太平洋沿岸漁村地域の人的被害
と海岸保全施設の被害は甚大である。海岸保全
施設の一つとして海岸保安林があるが、その多
くも津波によって惨たらしく流失してしまった。
一部報道では海岸保安林の津波に対する無力さ
を謳う言説も散見されたが、疑問を覚えた申請
者らは、最近、青森県八戸市から宮城県亘理郡
山元町に至る広範囲な領域を対象に海岸保安林
の津波減災効果を現地調査によって示した。
本申請は、東海・東南海・南海地震に伴う津
波の被災の可能性がある沿岸漁村地域に、申請
者等が有する知見を適用することによって被災
レベルの危険性を予測し、当該地域の減災対策
へ応用することを試みる。
③ 6次産業化の取り組みによる漁村地域活性化事業
の事業評価に関する研究
東京海洋大学大学院博士後期課程　
大学院生　呂しょう
【研究概要】本研究では、 6次産業化などの取り
組みによる漁村地域活性化事業に分析の焦点を
あてて、活性化事業の効果を評価するための手
法を体系的に確立し、その手法を用いて具体的
な活性化事例の効果を定量的に評価することを
目的として設定する。それによって、最適な漁
村地域活性化事業の事業仕組みを提案すること
ができ、さらにはそれに向けた効果的な施策の
実施を提言することが可能となる。活性化事業
の効果評価に際しては、経済性分析、効率性分析、
および有効性分析を行うこととする。具体的な
評価対象事例としては、活性化事例の到達点で
あり、典型的な特徴をもつ5つの事例を選定する
予定である。
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第16回日韓漁港漁場技術交流会議

イベント開催報告

概要

内容

日韓両国の漁村漁港漁場技術発展と水産関係者の友好
増進を目的とした「第16回日韓漁港漁場技術交流会議」が
平成25年6月に韓国のソウル市内で開催されました。
同会議には、日本から一般社団法人全国漁港漁場協会
の田中潤兒会長を団長とし総勢18名が参加しました。

会議の次第は下記のとおりで、日韓両国代表者が「漁港
漁場管理の先進化方案」をテーマに発表を行い、事例発表
として「東日本大震災の復旧・復興の状況」が報告され、質
疑応答では、活発な意見交換が行われました。発表内容
については、「漁港」55巻第1・2合併号（2013）を参照下
さい。

韓国の発表においては、課題として、漁船数が減少、施設
の老朽化、港内の水質汚染等があり、方策としては、衛生管理
等による安定的な販路確保やブランド化による漁業所得の増
大、親水空間の造成、海上風力発電等、日本の漁港漁村と類
似した課題があり、方策も類似していることが印象的でした。

会議の前後に、韓国漁村漁港協会の案内により、先進
化方策の事例視察を行いました。
①仁川総合魚市場
仁川総合魚市場は約100年にもなる伝統のある市場で、

規模の面でも、ソウルの鷺梁津、釜山のチャガルチ市場
と共に韓国の三大水産物市場です。2,300坪の売り場には、
鮮魚、卸小売部、干魚部、貝類部、冷凍水産部、活魚部、
塩辛部など、500カ所にのぼる店舗で150種類以上の水
産物を取り扱っており、営業は早朝4時から夜9時までで、
一日平均5,000人、週末は3万人が訪れ年間約8万トン／
約2,000億ウォンの取引が行われています。

第16回日韓漁港漁場技術交流会議

現地視察

▲ 仁川総合魚市場

■大主題：漁港漁場管理の先進化方案
■進　行：安 熙道（韓国海洋科学技術院 名誉研究委員）
■主題発表
[韓国発表]
「国家漁港の管理運営の先進化方案」
●李 相基（海洋水産部漁村漁港課 書記官）
「干潟産業の先進化方案」
●金 國柱（韓国漁村漁港協会漁場本部チーム長）

[日本発表]
「漁港の利活用の高度化事例」
●堀越 伸幸（（一財）漁港漁場漁村総合研究所 技術審議役）
「水産基盤整備事業の長期計画」
●中村 隆（水産庁漁港漁場整備部計画課 課長補佐）

■事例発表
「東日本大震災の復旧・復興の状況」
●中村 隆（水産庁漁港漁場整備部計画課 課長補佐）

■質疑応答
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のことです。
特徴としては、干潟の上に並べた棚の上部に水平に牡
蠣を並べ、潮の干潮差で水面に沈んだり浮き上がったり
しながら、冬の酷寒と夏の酷暑を耐えて生存する事で、
最高の味と栄養と匂いを持つ個体牡蠣に成長します。ま
た、干潟のミネラルと水中のプランクトンを摂取するの
で、ハイクオリティーの高栄養性が維持されているとの
ことでした。
現在は97%が輸出用として販売されておりますが、日

本への出荷は未だ行われていないとのことでした。

今回、私自身は初めての韓国でしたが、羽田空港から
２時間足らずで金浦空港に到着し、韓国漁村漁港協会の
方に引率されるがままに視察を行い会議に参加致しました
が、韓国の漁港漁村漁場が抱えている課題や取り組んで
いる方策が日本でのものと同じようなことであり、また、
韓国側の関係者の方々の多くは日本語が堪能で会話に不
自由することも少なかったので、韓国を非常に身近に感じ
る視察でした。
余談ですが、到着した日に歓迎会を開催して頂いたの

ですが、当日は、韓国のサッカーＷ杯出場が決まる試合が
開催される当日で、我々が滞在したホテル周辺は閑散とし
ており、お店ではサッカーの試合が放映されているものの
お客さんは少なく貸し切り状態でした。試合は引き分けで
したが得失点差でＷ杯への出場が決まったのですが、韓
国の方々は試合に勝って出場を決めないとと納得していな
い様子であり、やはり韓国のサッカーに対する思いは熱い
のだなと感じました。
今回は会議と視察ともに先進事例についての韓国の状

況について触れられただけでしたので、次回は是非、小さ
な漁港漁村の実態にも触れてみたいと思いました。

（第１調査研究部　後藤 卓治）

施設の外見は老朽化していますが、市場の中に入ると
清潔感に溢れており衛生面への気配りが感じられました。
驚いたのは陳列している鮮魚が頭の向きまで綺麗に揃えら
れており、日本の市場でもあまり見られない光景でした。
また、取り扱われている魚は日本も含めた海外からの輸入
水産物も多いとのことでした。
②前谷港マリーナ
ソウル市内から車で1時間程度の華城市にある公共マ

リーナを視察しました。
［施設規模］
外郭施設：防波堤384m、湖岸303m
係留施設：船揚場48m、副桟橋748m
 （海上145ブース、陸上55ブース）
機能施設：駐車場86台、トラベリフト（25T）1台、
 ペデスタル39台
利便施設：クラブハウス3階1,947m2

マリーナは2013年6月に竣工したばかりですが、ソウ
ル市内から十分日帰り圏内であることもありほぼ満隻の
状況でした。また、同海域は干満差が大きく浮き桟橋に
係留できる事により利便性が向上していることも人気の
要因だと思います。韓国にもマリーナを溢れんばかりに
たくさんのプレジャーボートが利用されていることに驚
きを感じました。
③ 干満差を利用した干潟での牡蠣養殖技術
（㈱SEAEVER）
前谷マリーナから、更に南へ車で2時間程度の忠清南道

にある、水平網式と言う牡蠣養殖技法で生産する牡蠣養
殖場を視察しました。
水平網式の牡蠣養殖技法は個体牡蠣の最大生産と消費

先であるフランスの養殖技法と同一の技法で、干潟の上
で網の中に小さな牡蠣の稚貝を入れて、個体牡蠣の商品
性が維持できるように養殖するので、一般牡蠣が11～6月
なのに対して年中いつでも安心して食べられる名品牡蠣と

▲ 前谷港マリーナ

▲ 水平網式の牡蠣養殖

おわりに
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イベント開催報告

海南島三亜市蜈支洲島（ウーズーザウ島）
海洋牧場プロジェクト
背景と目的
海南島三亜市蜈支洲島（ウーズーザウ島）は海南島三

亜市の沖15分ほどに位置する東西1,500ｍ、南北1,100
ｍ、全周5.7kｍほどの小さな島です。ベトナム戦争
までは軍隊の基地でしたが、現在はHainan GaoSu 
Cruise&Yacht Co.,Ltd（有限公司）が軍から島を借地
し、リゾートホテル（最大600人宿泊）、ダイビングな
ど海洋レジャー施設として経営しています。更なる、
レクリエーションとして遊漁なども目指した
海洋牧場プロジェクトが海南大学海洋学院水
産系教授　王愛民先生らの科学技術研究によ
り実施されており、今回はこのプロジェク
トの一環として日本から人工魚礁研究者を招
き、講演会および意見交換を行うことを目的
に実施され、東京海洋大学の婁先生と当研究
所から影山理事長と伊藤が参加したので報告
します。

海洋牧場プロジェクトは、国、海南省、三
亜市および民間からの資金で実施されていま
す。海洋牧場は三亜市周辺の8か所に事業が実
施され、そのうち二か所が本島で実施されて
います。取り組みは、2つあり①海洋牧場、②
海洋牧場水面を利用した真珠の増養殖です。
「海洋牧場」として既に2か所に漁場造成が
行われていました。
公益型魚礁（公共事業）

2011年に島の南側に位置する場所の500
ｍ×60ｍ＝30,000m2、水深15～20ｍの海
域に2ｍの円筒型（三角形）・3ｍの三角形型
を合計1500基が設置されています。

ビジネス型魚礁（企業から資金提供）
2012年に島の東側に位置する場所の

約8,000m2の海域に818基が設置されてい
ます。島の南と東は風向きにより時化が変
わるので、どちらの風でも利用できるよう

に考えています。また、本年度は南と東をつなげる
ような展開を図っていきたいと考えています。

①三亜市での講演会（6月5日）
三亜市ではホテルの会場で約30名の企業関係者を中
心に開催され、王先生の司会で影山理事長が「漁場造
成政策の展開と評価」について講演を行いました。

海洋牧場プロジェクト

▲ 発表中の影山理事長

▲ 司会する王先生

講演会の開催
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② 海南大学で学術講演会
（6月6日メインイベント）
三亜市から海口に移動（有名な中国の新

幹線に乗車。かなり恐怖でしたが結構快適
で時速は200km程度で移動しました。）し、
海南大学で影山理事長は再度の講演と伊藤
から「人工魚礁技術の開発と展望」について
報告を行いました。参加者は70名ほどで
した。海口の地方テレビ局も取材に来てい
ました。約3時間と短時間でしたが結構活
発な意見交換でした。
③翌日海南大学　李理事長と面談
海南大学は4万人ほどの学生が在校して

いるマンモス国立大学で海洋部門に力を入
れたいが中国に研究者があまりいない。日
本から婁先生はじめ若い研究者に来ていた
だきたい。待遇は考えますとのことでした。

①今回の旅行行程は成田→香港→深圳→三
亜市→海口→深圳→香港→成田です。
香港はご承知の通り非常に国際化した都

市で人口600万人ほどです。一方、深圳は
中国と香港をつなぐ都市が新たに作られ現
在は人口が1200万人と東京と変わらない
海運の街です。ところがやっぱり中国でし
た。海南市は裸で親父は闊歩しているは大
声で騒ぐわ想像通りです。中国のハワイを
目指しているようでしたが道のりは遠い感
じです。
②中国の食事
どこで食べてもてんこ盛り。三食中華三

昧でしたが、食べきるどころか半分も食べれない状況
でした。こんなに食べたら世界の食糧危機はあっとい
う間に訪れてしまいます。中国の自制を求めたいです。
③行儀の悪さ
並べない関西人が昔は目につきましたが、そんなも

の比べものにならない位、行儀の悪さが目立ち特にタ
クシー乗り場が最悪でした。
④電動バイク
なんと中国海南島は隣国東南アジアと同様のバイク

天国でした。オール電動バイクです。しかも、新品で
はなく全てを電動に改良したようです。とても静かで
すが、後ろから無音で迫るバイクには恐怖が付きまと
います。逆行・割り込み・信号無視全てお構いなしの
電動バイクでした。しかし、当研究所の省エネ電動漁
船担当者の諸君、技術は実用から中国に負けている感
が一杯でした。
以上　中国よく食べた旅でした。

（第２調査研究部　伊藤 靖）

終わりに

▲ 日本から参加した影山理事長・伊藤・婁先生
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『平成25年度　都市漁村交流推進協議会の
トーク＆トーク　まちに元気を！』開催報告
開催概要
◎日　時：平成25年7月25日（木）
◎場　所：エッサム神田ホール　4Ｆ　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

■講演：『都市漁村交流における中間支援組織の役割』
日高 健 氏　●近畿大学産業理工学部経営ビジネス学科 教授
■活動事例紹介：
①苫前町 『苫前地域マリンビジョンの取組』
森 利男 氏　●苫前町 町長
②くろべ漁業協同組合
『くろべ漁協の都市漁村交流の取組』
富山 俊二 氏　●魚の駅「生地」 支配人

都市漁村交流推進協議会　会長
藤本 昭夫 氏　●大分県姫島村長

先ほどの総会で都市漁村交流推
進協議会の会長を仰せつかりまし
た、大分県姫島村長の藤本でござ
います。
本日は、『平成25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！』にご参加いただきあり

プログラム

主催者挨拶

がとうございます。毎年本協議会の活動の一環としてこれ
からの漁村交流の展開方策を探るための意見交換の場とし
て、本協議会の会員だけではなく、都市漁村交流活動に関
心をお持ちの多くの方々に参加していただけるように講演
会形式や、パネルディスカッション形式でこの会を開催し
ているわけでございます。
今回は『都市漁村交流における中間支援組織の役割』と

題しまして、近畿大学産業理工学部経営ビジネス学科の
日高健教授にご講演をいただきます。そして本協議会会
員の都市漁村交流活動事例の報告といたしまして、北海
道苫前町の森利男町長さんに『苫前地域マリンビジョン
の取組』と、また魚の駅『生地』の富山俊二支配人さんに
『くろべ漁協の都市漁村交流の取組』をご紹介していただ
きます。本日のこの会が今後の皆さま方の活動の知恵と
なれば幸いでございます。

『都市漁村交流における中間支援組織の役割』
日高 健 氏　●近畿大学産業理工学部経営ビジネス学科 教授
皆さんは恐らくこの中間支援組織という言葉はあまり

お聞きになったことはないのではないかと思います。実
際には現場でいろいろな活動をされるときに、この中間
支援の機能を持った人や組織が現場で活動をしていま
す。話を聞いた後に考えていただけたら、そうかという
ふうに思うかも分かりません。観光まちづくりで言われ
ている中間支援組織の重要性を少し参考にしながら、都
市漁村交流について話し、私自身の観光まちづくり協議
会会長の経験も紹介させていただきたいと思います。

都市漁村交流と
六次産業化

平成17年に水産庁と財団法人漁
港漁場漁村研究所が出された研究
報告書の中で、都市漁村交流とは、
漁業や漁村の資源を活用した都
市住民とのさまざまな形の交流を
きっかけに、漁村振興を図ってい

講演

1.
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くための手法であり、ブルーツーリズムや水産物の流通、
漁村UIターンなど多様で広い範囲の活動を含むとしてい
ます。最近あまり都市漁村交流は使われなくなり、その
代わりに出てきたのは六次産業化です。若干ずれてはい
るのですが、施策としてはシフトしていっていると考え
ております。
都市漁村交流で期待されていることは、漁村の経済活
性化です。本業は難しくなってきたので漁業以外の活動で
経済を活性化しようとするものです。定住人口はなかなか
増やすのは難しいので、交流人口を増やすことによって社
会・経済を活性化しましょう。そのための方策として都市
漁村交流がある。交流人口を増やすためには、外から人が
来るような対策をしないといけないです。来た人たちを対
象としてビジネスを展開します。インフラの設備や面白い
ビジネス活動から、ビジネスにならないことまでを含め対
策を講じて、面白いところを作って人に来てもらい、その
人たちを対象に交流ビジネスをやります。
沿岸漁業の就業者数は、昭和44年に47万人から今や
20万人で半分以下に減っています。漁村の人口も同様で
す。漁村は過剰人口と言われ、漁業就業者数が多すぎる
から何とか減らそうと言われ、今度は減りすぎてしまっ
た。もう減りすぎて手の打ちようがない状況に対して何
とかしましょうという話です。最近の10年間で就業者
数が減っていて、若い人は少ないけれども高齢者も減っ
ています。可能性として女性は、割合が非常に少ないの
で、逆に漁業関係で働く余地がひょっとするとあるので
はないかと考えられます。沖に出て働くのは難しいです
が、本業以外のところでビジネスをやってもらおうと思っ
たら女性が中心になるわけです。ですから女性の力をど
う活用するかがこれからの漁村にとっては非常に重要な
テーマになります。
漁業が一次産業、加工業は二次産業、サービス販売業

は三次産業ですがこれを掛けて六次産業だというふうに
言われています。六次産業化で言われていますのは、農
山漁村に存在するいろいろな資源を有効に活用して事業
を多角化、総合化しましょうと。漁業者が自分の生産物
を生産し、加工し、販売するということで総合化です。
自分がなかなかできないので、専門家と連携していくと
いうのが六次産業化です。漁村の中の事業あるいは産業
を多角化、あるいは複合的にしていきましょうというこ
となので、漁村産業の複合化という呼び方をしています。

産地市場の強化、漁業管理、漁場造成など本業強化は当
然やらないといけないことですが、これだけではなかな
か足りなくなってきた。そのため、新しい市場を探す、
新しい流通のやり方を探していく、新しい製品を作る、
あるいは新しいサービスを考え出す、そしてさらにその
組み合わせるなどの多角化をしていきます。
どのようなものを加工するのか、どこでどのような販
売をするのか、どのような商品にするのか、値付けをど
うするのかというときに、消費者、顧客と連携するとい
うことが重要になってきます。生産者が獲ったものを加
工を別の人、専門業者と連携をしていきます。昔からやっ
てきたことではあるのですけれども、漁村の経済活性化
ですから、お金が地域に落ちてもらいたいので、漁村地
域にいる人たちと連携するほうがいいです。農商工連携
という考え方です。このときには、生産者が別の加工業
者と連携し、消費者の状況を見て、売れる物を作ってい
くということを考えますから、別の業界の人たちと連携
しながらお客さんと連携をしていくという二重の連携が
出てきます。さらにもう一つ、その地域に顧客に来ても
らい、そこでお金を落としてもらう場づくりという意味
があります。手段としての都市漁村交流、場づくりとし
ての都市漁村交流その二つの意味があります。それから、
そこで新しい製品やサービスを作る元になる魚、農産物、
景観、歴史などの地域資源の中から新しい製品、サービ
スになるようなものを引っ張り出し、商品化して実際に
販売する。地域市場の形成というのが出てきます。その
中からまた新しい資源の可能性を生み出してサービス化
していく。この考え方は、観光まちづくりの考え方と全
く同じです。漁村において新たな地域資源を発掘し、商
品化し、漁村に訪れる人に提供することを通して、漁村
の社会・経済を活性化します。これは昔から言われてい
る本業を使って漁村を活性化するのとは少し考え方が
違ってきます。
念のために申し述べておきますと、そこだけで全部が

完結するという意味では決してないです。両面あると思
います。大都市市場に出していくものと、地域市場で足
元で回していくものがあります。これは両方考えなけれ
ばなりません。漁村市場だけで完結するものではありま
せん。ただ漁村市場は活性化されていないのに都市市場
に持っていくどころではないですよね。大都市市場に持っ
ていくためにも漁村市場を活性化しなければならないで



28 漁港漁場漁村研報 Vol. 34

イベント開催報告

す。それは二本立てで振興を図ることにより全体として
の漁村振興は図られるということになります。

観光まちづくりと中間支援組織

観光まちづくりは、地域が主体となって自然、文化、
歴史、産業、人材など地域のあらゆる資源を活かすこと
によって交流を振興し、活力あふれる町を実現するため
の活動です。
新しい観光資源でそこに住んでいる人たちの生活から

離れているのがリゾート・ツーリズムですが、何十年か前
にものすごく流行りました。漁村もこの嵐にもまれました。
一部は残りましたが、大部分はだめになりました。その反
対側が、観光まちづくりという考え方です。地域資源や
観光資源は昔からある地元のものを使います。そこに住ん
でいる人たちの生活と融合している、あるいは非常に近く
にあります。集落・町並み遺産ツーリズムや都市遺産ツー
リズムで観光まちづくりと言われているところです。
観光まちづくりのやり方は、着地型観光と言われてい

ます。これに対し、マス・ツーリズムは発地型観光と言
われています。例えば、東京に住んでいる人が静岡に
観光に行きます。それを企画するのは東京の旅行社で
す。東京の旅行社が静岡の面白いところをつまみ食いし
てコースを作ってそこに東京から静岡へお客さんたちを
連れていきます。地元はどちらかというと通過するだけ、
あるいはある資源を使われるだけ、かか
わってくるのはその観光施設をやってい
る人だけになります。それに対して着地
型観光は、企画を地元の人がやります。
先ほどの話で言いますと静岡の人たちが
観光ルートを作ったり、サービスを提供
します。お客さん、発地の人たちがいろ
いろな形で着地、観光地に来て、そこの
人たちの企画に乗って観光をやっていく
という考え方、やり方が着地型観光です。
ただそこで問題はその地元の人たちが大
きな観光地ならともかく、そうではない
ところでそんなに観光資源がなく、また、
よそから来る人たちを受け入れるのに慣
れていないことです。漁村を考えますと、
漁業者はよその人を受け入れるのは得意

ではない、嫌いな人のほうが多いようです。
中間支援組織とは、地元の人たちと活動を支援やコー

ディネートし、行政と事業者の間に立ったり、消費者に
情報を発信したり、受け入れたり、申し込みを受け付け
たりという間に立つ組織です。そのような話を聞きます
と、「あ、うちこんなんやってるね」というのはずいぶん
あるのではないかと思います。中間支援組織としての観
光まちづくり事業体はマーケットに対しては地域情報の
発信、マーケット開拓、商品の販売、一元的窓口の4つ
の機能を持ちます。地元に対しては地域の価値を高める
ためのまちづくり、商品の開発、アクタープレイヤーの
方向付けやコーディネートをする役割を持っています。
いろいろな人たちがかかわらないと受け入れができま
せんので、まちづくり会社であるとか、まちづくりNPO、
道の駅の管理者、宿泊事業者などの地元の小さな観光に
かかわる人たちが入った協議会を作ります。産地協議会
はこの形です。問題は機能を果たしているか、うまく回っ
ていくのかどうかということになります。

中間支援組織の事例

南信州観光公社
長野県の飯田市にあり、観光まちづくりの中間支援組
織あるいはプラットホーム組織と言われるときのモデル
でよく出されます。真ん中に観光公社があります。この

3.

2.
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公社がこの地元の小さな観光事業をコーディネートして
います。この公社が窓口になって、コーディネーターに
なって支援したり、横の連携を取ったりします。外部に
対しても発注したり受注します。主に団体の受付やコー
ディネートが多いようですけれども、公社は専従の職員
がいますから、機能を果たすことが出来ますが、これが
一般の漁村の交流事業になってきますとそのような専従
の職員を置いた形になかなかなりません。
このように中間支援組織としての形、体裁を持ってい
るものは非常に多いということが皆さん
気づかれると思います。水産庁の産地協
議会はまさに中間支援組織として漁村の
活性化を図っていく機能を持ったもので
す。ただ、形としての中間支援組織と実
際の機能としての中間支援はやはり少し
違うのです。
嘉麻市の事例
嘉麻市は、人口が4万人ぐらいで毎年
2,000人ぐらい人口が減っています。た
くさんある小さな地域資源を守るために
地元の人たちの活動も活発なところで
す。バラバラに活動をしていて、地域全
体としてはまとまった活動をやっていな
い。そこで、嘉麻市の活性化には観光ま
ちづくりとそれを展開することが必要と
なりました。
観光基本計画では、中間支援組織、

観光まちづくり協議会で進め、その組
織と機能を提案しています。その次の
年に実際にやろうとしたら誰も知らな
いので、中間支援組織準備委員会を、
4つの地域ごとにまちづくりワーク
ショップ（中間支援組織）を作ってそれ
ぞれの活動を支援していきましょうと
しました。ところが、まちづくりワー
クショップの人たちは協議会を最高議
決機関と見てその指示を待っていて、
話が全く進まないのです。それで、公
募市民を含む有識者や農協、商工会、
関係NPOなど関係者の代表を集めて
20人で観光まちづくり協議会を作りま

した。各年度のアクションプランを作り、その上で、
協議会の人たちが実際のワークショップで活動をしま
しょうという班分けをし、関心のある市民を観光資源
発掘ワークショップに呼びかけて集めます。特産品開
発プロジェクトにチームを作り、人を集めてだんだん
と動き始めるのです。
24年の段階は、市が事務局で入っていましたからお抱

えの協議会で、経費は全て市から出ています。24年度の
後半にだんだん動き始め、支援するという体制が少しず
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つ出てきます。今はそれぞれのプロジェクト
が一番中心で、協議会の20人もばらしてはり
つけます。プロジェクトのリーダーと班長だ
けが集まり、コーディネートミーティングを
やります。全体会議は年に2～3回しか開かな
い形にして、細かなところは全部プロジェク
トがどんどん回していきます。この段階に来
てこの協議会が中間支援組織になったのです
が、地元の人たちが動いていきました。それ
を協議会事務局と班長会議で支援をする体制
がやっとできてきました。もう一つ大事なの
は、市が外れ、協議会は一つの自立した組織に、
前の年は直轄の予算で動いていたのですけれ
ども、助成金という形にして市から組織的に
切り離しました。3年後を目途に自立する形で
進めています。実際には、Tシャツ販売、観光
ルートの体験事業の窓口といろいろな販売の
何パーセントかを収入として計画を立ててい
ます。

おわりに

観光まちづくり、六次産業を含めた漁村全
体の方向性、どのような形で持っていくのか
を中間支援組織ははっきりと出さないといけ
ません。それは、漁業の中でもいろいろな漁
業者グループがいますし、農業関係者、観光協会も入り
ますからいろいろな形で連携しないと回っていきません
が、いろいろな人の思いがありますから、それを統合す
るためにビジョンがいります。重要なことは、事務局は、
いろいろな思いの違う人たちの間を飛び回り調整しなけ
ればなりません。現場にいる人たちが主役で、事務局は
支援するのだということです。従来のピラミッド型組織
では、漁村交流をビジネスにしていくのは非常に難しい
と思います。間に立って調整、支援機能を持った組織で
あり、事務局であるということを認識しないと動きませ
ん。産地協議会の話がありましたが、組織をきちんとし
すぎますと動かなくなってしまいます。常に状況に応じ
て変わっていくような組織にできればいいと思います。
場合によっては中間支援機能を持った個人ということも
ありうるわけです。機能を重視するべきで形にはそんな

にこだわらないでいいし、果たすべき機能も状況に応じ
てどんどん改善されると思います。なかなか難しいので
すが、その協議会、中間支援組織が独自の収入源を持っ
て自立を目指すべきと思います。

①北海道苫前町『苫前地域マリンビジョンの取組』
森 利男 氏　●苫前町長

苫前町は札幌と稚内の中間ぐら
いの日本海に面した人口3,500ぐ
らい、面積も454km2ぐらいの小
さい町です。当地域のビジョンの
特徴は、既存の施設を活用して都
市交流の拠点を作る水産業を核と
した賑わいのある環境形成を目指

4.

活動事例紹介
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しております。協議会のメンバーは、各団体の代表者で
構成し、毎年各検討部会の活動実績をフォローアップし
助言を取り入れながら各部会で取組みを行っています。
地域活性化構想の主な取り組みを紹介します。風力発

電で52,800キロワット（人口9万人ぐらいの電気をまかな
える）の風車のある町苫前の夏のイベントとして、住民参
加型イベント北海道風車祭りの開催です（今年は7月27日
土曜日）。24年度は7,000人で、ネットでも募集し、大阪
や京都や東京や北海道からおいでいただいてます。エビ
篭オーナーもこのイベントの中で開催します。99トンの
エビ篭漁船1回の操業で水揚げしたエビを実行委員会が
全部を買い、オーナーの皆さんで分けるというものです。
1キロ1,000円、3キロ3,000円というような形で、3キロ
でも4キロ500とか、5キロ近く自分ですくうのです。甘
エビ主体で鮮度は抜群ですし、無選別のために大型甘エ
ビやボタンエビも混ざり、好評で10回目と夏のイベント
として定着したという感じです。
風の町苫前町の冬の一大イベントは、北海道で一番歴

史のある凧あげ大会で34回です。凧の好きな方はポイン
トでおいでいただいており、平成19年からマリンビジョ
ン協議会も連続して凧をあげております。会場周辺では
町内の特産品を安く販売し、会場内でホタテ稚貝のみそ
汁を無料提供したりしています。
三つ目は、道の駅風W（ふわっと）のご当地料理開発
研究事業です。苫前温泉風Wは、道の駅で、町民が150
回ぐらい懇談会でどのように作るか楽しみながら作った、
1階ホールが人口芝、ドームのテント幕の屋根で、88名
宿泊できる施設です。北海道の建築賞で2位になった建
物です。北海道新聞に、例えばふわっとエビバーガーな
どの新しいメニューについて掲載があり、販売前から多
くの反響があります。
漁業、養殖業振興構想の主な取組のうち、つくり育て

る漁業の振興では、各種種苗放流、中間の飼育事業の他、
ナマコの試験採取を行っています。各産業後継者の育成
確保を学校をまき込みながらやっています。農業、林業、
漁業の体験学習として町内小中学校、保育園児も全部対
象にして一緒になって放流し、どのように魚は戻ってく
るのかを勉強の中に取り入れながら進めています。体験
内容は、農業は、籾蒔き、田植、稲刈り、そして酪農です。
林業は学年ごとに森林散策、植樹、枝打ちなど。植樹祭
も毎年あり大勢で子どもたちも一緒になって木を植えて
います。漁業は、ホタテの分散作業、ヒラメ稚魚の放流、
地引網の体験、製氷、冷凍冷蔵庫の見学など。あらゆる
ものを見せながら、体験しながら進めますので、子ども
たちも自ずから興味を持ちながらです。
水産物の流通、衛生管理対策としまして、漁協が事業

主体となり衛生管理型低温荷捌場の整備を行っています。
冬の雪は邪魔者ですが大きな倉庫に保管し、荷捌場内の
室内温度が上昇する時期に、この雪で室内を冷却し水産
物の鮮度保持を図るものです。通常保管時と比べて水産
物の鮮度が長持ちするという結果も出ており、雪氷ロゴ
マークを使ったブランド化も行っております。平成23年
度北海道省エネルギー促進大賞の新エネルギー部門で大
賞を受賞しまして、非常に視察の方も多く来ております。
水産物ブランド化プロジェクトにつきましては、北る

もい漁業協同組合の苫前支所で今度はハッカクという
魚の焼き物と揚げ物を開発し、脂がのり大変好評を得
ております。さらに、カラオケ業のシダックス株式会社
は、全国的に給食も展開しています。このシダックスと



32 漁港漁場漁村研報 Vol. 34

イベント開催報告

連携してグループ内の東京、大阪の11レストラン、全国
約650の給食受託施設、全国300のレストラン、カラオ
ケ運営委託観光施設内の4レストランで苫前産のホタテ
フェアをやっていただいておりまして、「2011冬のマザー
フードメニューフェア」として全国的展開をいただきまし
て、他に23種類が提供されております。また「マザーフー
ドマガジン旬の紙面」でも苫前産のホタテ、養殖漁場ある
いは水揚げ風景等が掲載されております。さらには、シ
ダックス社の社員向けの年末贈答品カタログにも苫前産
のホタテ、甘エビが掲載されているということで、相当
数の注文があり首都圏でも苫前産水産物のPRが図られて
います。
このように、苫前町は、さまざまな取組みを展開しな
がら都市との交流による地域活力の向上を目指していま
す。特に都市漁村交流人口を増やす対策を積極的に展開
しております。この交流も含め六次産業化、例えば農家
の法人化等々も含めて研究しながら進めています。一例
をお話すると、ホタテは現在成貝は韓国に全部出ていま
す。全国各地、太平洋、日本海、オホーツク海全部うち
の町の周辺のホタテ稚貝が出ています。ホタテをはじめ
てから10年少々経過してますが、去年はかつてない水揚
げ額になりました。また、イカ釣り漁船は、九州、本州
からずっと北上し、北海道の日本海に来てうちの港にど
んどん水揚げしていただいております。一番イカ釣り漁
船が本町の港に入ったときは、イカ釣り漁船歓迎会を開

催し交流をして、イカ釣り漁船の人たちの考え方なども
しっかり聞きながら町全体で対応しようということであ
ります。

② 富山県くろべ漁業協同組合
『くろべ漁協の都市漁村交流の取組』

富山 俊二 氏　●魚の駅『生地』支配人
黒部川河口の、いわゆる左岸に
あり、海にへばり付いたような町
が黒部市、その一部が生

い く じ

地という
ところです。黒部市生地から宇奈
月温泉までは車で30分、北陸自
動車道の黒部インターから約10
分です。黒部漁港は、富山湾が全
般的にそうですが特にこの地区は
非常に急深なために漁港を田んぼの中に掘り込んで作
りました。非常に珍しい漁港だと思うのですが、その
結果、町のメイン通りのところに生地中橋という、片
持ち式の旋回橋が架けられています。24時間県から委
託を受けて管理人が常駐して、漁船が通るたびにこの
橋を旋回します。富山県は定置王国と言われているぐ
らい定置網が多いのですが、急深な関係で、ほとんど
漁船漁業です。
平成10年当時、婦人部が行った一夜干しを、生地の

塩
しおもん

物を何とかビジネスにできないかということで、市町
村の合併が進んでいたため生地という名前
を使って、職域販売などをやっていたので
す。平成12年に、魚も販売するべきではな
いかという声がありました。ちょうどそのこ
ろに、YKKの社長が黒部にまちづくり協議
会を作り、われわれにもいろいろ振ってき
たわけです。魚がおいしというけれど、どこ
で見てどこで買ってどこで食べるんだとい
うような提案から、魚の駅という施設を検
討しました。『魚の駅生地』という名前も公
募をしました。いろいろな地域支援を模索
しながら、基本的には魚を直売しましょう、
漁業関係の情報を発信しましょう、特に食
文化については、基本として漁業者の食べ
方が一番おいしいということで、魚食普及
につなげようというものが主な目的です。
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施設をオープンし、交流人口が増加し、
年間で25万人ぐらい訪れる施設になってき
ました。そのときに、まちづくり協議会が、
今静岡県知事の川勝平太さん、空き家再生
の梶原さん等のいろいろな人を連れてきて
町に議論を湧き起こさせました。当初は漁
業振興と地域活性化ということで施設を整
備し、珍しかったせいか売り上げが一気に
あがりました。漁協としては喜んで事業利
益の6割、7割というふうにくるものですか
ら、漁協が市場で買い支える機能と、直接
漁業者が販売する人たちもかなり意欲も伸
びました。
5周年のときに、関いずみさん（現東海大

学海洋学部准教授）などをパネラーに呼ん
で、漁業者、地域住民も意識をもう少し変えてもらう
必要があるということでフォーラムを漁協が主催でや
りました。また、地元の農業者や果樹栽培の人たちに
も声をかけてフォーラムをやりました。結果、まちづ
くり協議会で一番大きいのは、今まで部外者が町に入っ
てくると、変な顔をして悪者のように扱うのが常だっ
たのですが、まち歩きマップの中にも方言が書いてあ
りますが、きちんと対応をし、自分の家の前が少し汚
いとこぎれいにしますとかがずいぶんされてきて、漁
協がこのようなことをやると少し皆さんに評価いただ
きました。
われわれは実は漁村交流という目的以上に、魚食普

及という目的で料理教室を始めたわけですが、団体で
受け付けた場合にしか当初やっていなかったのです。2
年前からは定期開催とし、年間スケジュールは組合員
が漁獲する魚に合わせていろいろな料理教室をやって
います。昨日もケンサキイカの刺身、一夜干し、冬な
どにはクルマダイのポアレ、秋にはサケのイクラの作
りなどです。全て女性部の講師にしています。自己実
現といいますか、やはり町おこしというのは人を起こ
すということのほうが大事なような気がします。去年
の実績は、定期開催が21回、団体で持ち込んで受けた
のが9回あり、30回開催しました。団体の中には、群馬
県や長野県から来ている人たちもいます。
実は北アルプスからの伏流水が町のあちこちに湧き

出ておりまして清
しょうず

水の里生地です。共同洗い場が町内

ごとに、18あるわ
けです。これに加
えて、漁港の周り
に集中して旋回す
る橋、漁港の海底
に地下道もあるわ
けです。まち歩き
は、そのようなものを見るということです。4キロぐら
い離れた牧場での乳搾りもセットにしたのですが、な
かなかうまくいかなくて昨年初めて成功しました。う
ちの施設と合わせて鉄道も通ってない町に約30万人が
訪れるようになりました。
5月に、漁業あるいは魚の駅として『魚食（うおーく）

カーニバル』を開催し、カニも叩き売ろうという感じで
やっています。毎年秋に、創業祭で、2011年から『魚食
（うおーく）＆歩く（ウォーク）』の名前を固定させ、とにか
く魚を食べる、町を見てもらおうということで3,000人
から4,000人ぐらいの人たちが町に入って年々増えてき
ております。
うちの若い女性たちがFacebookも使ったり、いろいろ
つぶやいたりもしています、また、3年前から、ホームペー
ジ上に動画を入れてありますので、ぜひ見ていただけれ
ば幸いかと思います。
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大槌町は、岩手県沿岸のほぼ中心に位置する人口約
1万5000人（2010年時点）の町です。町の産業の中心
は水産業及び水産加工業であり、町内を流れる大槌川、
小槌川に遡上するサケは、重要な水産資源として地域
経済を支えていきました。しかし、平成23年3月11日
に発生した東日本大震災により大槌町は甚大な被害を
受けました。ここに震災前から町内水産業が抱えてい
た様々な問題が重なり、町の水産業を取り巻く状況は
大変厳しいものとなっています。このような中、当研
究所は大槌町から委託を受け、平成24年度に「大槌町
水産業アクションプラン」を作成しました。本プランは
水産業の復興を図るため、町の水産業の現状と課題を
踏まえ、その目指す姿を明らかにしたものです。また、
本プランは大槌町東日本大震災津波復興計画（計画期間
Ｈ24年～Ｈ30年）の個別計画としても位置づけられて
います。
今回、この大槌町水産業アクションプランの実行を

促すため、主役となる漁業者や漁協関係者を対象に講
習会を開催し、水産業復興のヒントとなる取り組み事
例について情報提供を行いました。

主　　催：一般財団法人 漁港漁場漁村総合研究所
開催日時：平成25年5月15日（月）
 13：30～15：30
会　　場：大槌町役場　大会議室
参加者数：  漁協関係者、岩手県沿岸広域振興局、

大槌町他　26名

■講義題目：【講義題目】
講演①　 萩地方水産卸売市場の取り組みについて

～市場統合、衛生管理等の市場運営の
工夫～

講師：藤田 勲 氏　● 株式会社増昭商店 相談役
（元 萩地方水産卸売市場長）

講演②　 小さな起業の大きな可能性
～漁村女性の取り組み事例から～

講師：関 いずみ 氏　●東海大学 海洋学部 准教授
講演③　 災害廃棄物を用いた藻場礁の効果に

ついて
講師：伊藤 靖 氏　● （一財）漁港漁場漁村総合研究所

第２調査研究部 部長

大槌町水産業アクションプランにもとづく
講習会の実施報告
はじめに

開催概要

▲ 講演風景

▲ 講習会の風景
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今回の講習会には漁協関係者や行政関係者など多く
の皆様にご参加いただきました。お忙しい中お越し頂
いた皆様に心より御礼申し上げます。
さて、今回の講習会は、大槌町水産業アクションプ

ランを実行に移すための足がかりになることを目的に
開催されました。このため、講演では県内外において
実施している事例を中心に水産業振興のヒントになる
取り組みが紹介されました。講演1では、市場の改善
について萩地方卸売市場の市場長を務められた藤田氏
より同市場での取り組みが紹介されました。この講演
では、大槌町の魚市場において、明日からでも実践で
きる改善策も紹介され、漁協関係者にとって参考にな
る情報が多かったのではないかと思います。講演2では
東海大学の関准教授により、全国各地の漁業地域で展
開されている女性による起業の事例が紹介されました。
本発表には、新おおつち漁協女性部より「女性の起業に

おいても利益を生み出すことが大切」との意見が寄せら
れ、本取り組みに対する関心の高さが伺えました。講
演3では、当研究所の伊藤部長より、大槌町千枚磯地先
に設置した災害廃棄物を用いた藻場礁の状況について
報告されました。本報告では、藻場礁に繁茂する海藻
やウニが蝟集する様子が動画で紹介され、効果の高さ
を直に感じることができました。これには、漁協関係
者のみならず行政関係者も喜びを隠せない様子で、会
場は一気に盛り上がりました。漁業者の意識を変える
には、このように計画を目に見える形に代えていくこ
とが重要であると感じました。とりわけ漁場が回復す
る様は、漁業者の意欲向上に効果的に作用するように
感じました。
大槌町水産業アクションプランを机上の空論で終わ
らせないために、主役である漁業者が踏み出す一歩を
これからも支援していく必要があると思います。

（第１調査研究部　朝倉 由紀子）

講習会を終えて

漁場施設研究会第9回例会を開催しました
はじめに
平成25年3月15日13：00から千代田区のエッサム神

田本社ビルにおいて、漁場施設研究会の第9回例会を開
催しました。本研究会は、漁場施設の蝟集機能や増殖
機能等に関する研究及び漁場・増殖場造成に関する研
究を行うことを目的としたもので、事務局を当研究所
に置いています。会員は、漁場施設の蝟集機能や増殖
機能及び漁場造成に携わる企業及び学識者等で構成さ
れており、漁場施設の蝟集機能や増殖機能等に関する
研究、漁場・増殖場造成に関する研究等を行っています。

研究例会は、会員をはじめ水産庁、都道府県の関係
部局の計80名を超える方々の参加で開会しました。最
初に会長である当研究所の影山理事長の挨拶に続き、
水産庁漁港漁場整備部計画課宇賀神課長のご挨拶があ
りました。その後、当研究所の伊藤部長より、これま
での研究会の経過報告を行うとともに、人工魚礁をと

開催概要

りまく研究体系と課題、今後の展望に関する説明があ
り、事例報告に入りました。
事例報告では、①話題提供、②調査手法や③魚礁効果、

増殖効果などのテーマ別に13課題の発表が行われました。

開催日時：平成25年3月15日（金）13：00～17：00
場所：エッサム神田本社ビル 3階 グリーンホール

▲ 発表風景
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◉プログラム
１. 開会　会長挨拶
２. 水産庁挨拶
３. これまでの経過報告
４. 事例報告
①話題提供
1） ズワイガニ保護礁の保護効果
2） 漁港の水産増殖機能と改良策について

②調査手法
1）   超小型カメラ（ウェアラブルカメラ）による水
中撮影手法について

2）  ROV登載スキャニングソナーを利用した魚
群量の推定およびカルベース付きFP魚礁の
海藻着生事例

3）  CADMAS-SURF/3Dを用いた浅海域3次元流
速分布の解析～例えば藻場造成計画への流速
分布の活用～

③魚礁効果及び増殖機能
1）   バイオテレメトリー等を用いたイサキのマウ
ンド礁近辺での行動把握

2） 貝殻魚礁の水質改善効果
3）   人工マウンド礁内部の効果範囲および効果の
定量化

4）   コレクター機能を付加したナマコ増殖礁の
開発

5） セラポラ基質の海藻着生効果について
6）   AK増殖礁イセエビM2型のイセエビ増殖効果
について

7）   魚礁ブロックコーケンテクリーフの蝟集効果
調査報告（青森県三厩地区沈設）

④その他
1） 高機能抗菌めっき技術（水産業への活用）

５. 閉会

①話題提供：当研究所より「ズワイガニ保護礁の保護
効果」と「漁港の水産増殖機能と改良策」の２題の発表を
行いました。前者では、フロンティア漁場整備の効果
調査で得られた知見から、ズワイガニの保護効果に関
する検証結果が示されました。後者では、漁港の生態
系構造を類系化するとともに、水産生物の増殖に資す
る漁港の改良の視点や方法が示されました。

②調査手法：超小型カメラによる水中撮影手法、
ROV搭載のスキャニングソナーを利用した魚群量の推
定等に関する新技術や、CADMUS-SURF/3Dを用いた
藻場造成計画への流速分布の活用について紹介されま
した。いずれも、調査・解析技術の向上による事業へ
のフィードバックが期待されるところです。

③魚礁効果、増殖効果：魚礁効果に関する事例として、
バイオテレメトリー等によるマウンド礁近辺でのイサ
キの行動やコンクリート魚礁の蝟集効果の経時変化お
よびマウンド礁内部の効果範囲と定量化に関する発表
がありました。増殖機能に関する事例として、貝殻魚
礁の水質改善効果、基質改善による海藻の着生効果お
よびナマコやイセエビの増殖礁の開発と効果に関する
発表がありました。魚礁メーカーからの報告では、自
社の開発した製品の中から一押しの自信作についての
PRも兼ねており、プレゼンテーションにも力が入りま
した。
この他に、高機能抗菌めっき技術の水産業への活用
に関する発表が行われました。

事例報告終了後に、学識者・行政・企業を交えた総
合討論を行いました。最後に当研究所の堀越技術審議
役より、締めの挨拶があり、盛会のうちに閉会致しま
した。来年は10周年と節目を迎えることから、新たな
企画を模索中です。

（第２調査研究部　三浦 浩）

事例報告

おわりに

▲ 総合討論



オススメのこの1冊

37漁港漁場漁村研報 Vol. 34

漁業と震災

東日本大震災が発生し、岩手県、宮城県、福島県の
水産業は壊滅的な打撃を受けました。元々、日本の水
産業は、魚価の低迷や後継者不足などの様々な課題を
抱えています。水産業の盛んな被災３県においても、
その問題は深刻であったと思いますが、それに加えて
大きな津波被害を受けた訳ですから、水産関係施設な
どの目に見える被害だけでなく、目に見えにくい様々
な被害や影響が深刻となっています。
今回紹介する「漁業と震災」は、被災３県を中心に

これらの現状等がよく整理された本です。被災３県の
漁業に関し、被害状況から復興への道筋まで詳細かつ
網羅的に記載されており、なかなか見えにくい被害や
影響までとりまとめられています。被災地の今後の水
産業を考える上で、必要となる基礎情報が凝縮されて
いる本とも言えると思います。
例えば、被災３県における被害状況に加え、漁業が

各地域でどのように発展を遂げてきたのか、また、従
業員不足や多重ローン問題といった見えにくい震災の
影響が当該地域においてどのように深刻な事態となっ
ているかが説明されています。このため、断片的な被
害状況だけでなく、その被害が地域の漁業にどのよう

な影響を与えているのか繋がりをもって把握すること
ができます。
この他、被災３県における漁協の体制を整理した上
で被災後の取組状況等が記述されており、漁協に内在
する「協同の揺らぎ」といった問題点を例に、復興の
核ともなり得る漁協に関し、今後の課題等が示されて
います。
また、福島県の原発事故に関しては、放射能汚染や
風評被害などの様々な問題がある中で、一部では漁船
の建造が進められ、近隣漁港を拠点とした漁業の再開
も検討されているなど、操業再開に向けた動きについ
て説明されています。
この「漁業と震災」は、特に被災３県の漁業に着目し
たものですが、その内容としては日本の漁業が抱える本
質的な課題についても多く触れられています。大震災を
通じて浮き彫りとなった我が国の漁業のあり方について
考える上でも参考になるのではないかと思います。
水産関係に携わっておられる方はもちろんのこと、
日本の漁業の問題について勉強したいと思われる方に
も推薦できる図書です。是非、一度読んで頂ければと
思います。

◎濱田武士 編
　みすず書房　3,150円
　（ ISBN-10：4622077523
ISBN-13：978-4622077523）

中村部長のオススメ！
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01

02
2013年3月10日～3月26日に行われたJICA研修「平成24年度マレーシア国別（EPP）研修「効果・効率的な漁港／
漁業施設および漁業組合管理」おいて、漁村総研の堀越審議役が講師を務めました。研修内容は、「漁港の機能
と制度（3月14日）」であり、研修生は、マレーシア漁業開発公社、マレーシア漁業開発庁から13名の参加でした。

◎JICA研修 講師派遣

5月1日付で第1調査研究部の部長となりました中
村です。よろしくお願いします。これまで異動は何
度もありましたが、財団法人での仕事は初めてです。
担当する第1調査研究部は、漁港や漁村の関係の研

究、調査、計画、設計業務を受け持っており、東日
本大震災以降では、被災地の復旧、復興に関係する
業務も多く受託しています。
業務内容の分野で言えば、私がこれまで携わって

きた部分も多いのですが、実際に調査を行い、報告
書にまとめていくといったような業務は初めてです。
役職上、業務の進行管理や調整が中心になると思い
ますが、仕事の進め方、調整の仕方などは、しっか
り勉強しなければならないと感じています。
また、現地に行って関係者との調整や状況確認を

行うことが多くなります。第1調査研究部では多くの
業務を同時並行で動かしていく必要があるので、業
務が滞ることがないよう、仕事の段取りには特に注
意する必要があると考えています。
いずれにしても、これまで現場から離れた仕事が

多かった自分にとっては、今回の仕事で初めて経験
するような業務もあり、非常に勉強になります。早
く仕事に慣れ、戦力になれるよう頑張りたいと思い
ます。
特に、被災地の復興関係の業務については、直接

被災地の住民や漁業者の方々の生活に結びついてい
ることから、緊張感を持って着実に業務を進めてい

きたいと考えています。当
財団に来る前は、国土交通
省の離島振興課や水産庁の
防災漁村課というところで
地域振興や漁村振興に関す
る業務に携わりました。被
災地における漁村の復興は、
各集落の被災状況や住民の
意向を踏まえて慎重に進め
ていく必要があり、これまで経験してきた漁村関係
の業務と仕事の進め方が少し異なりますが、これら
の自分の業務経験を漁村の復興に携わる過程におい
て生かすことができればと思います。
ところで、私は元々体を動かすことが好きで、若
い頃には体を動かさないと体に違和感を感じ、精神
的にもイライラしてしまうことがありましたが、い
つの間にか、動かないことに体が慣れきってしまい、
逆に運動をすると体中が筋肉痛となり数日の間苦し
むようになってしまいました。最近は体力が落ち、
お酒の方も弱くなったような気がします。
当財団での業務は多種多様ですが、いずれも重要
なものばかりです。仕事を頑張れるよう、週末は少
しでも体を動かし、気力、体力を充実させていきた
いと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいた
します。

◎新任挨拶 ◇第1調査研究部長　中村 克彦
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03

04
平成25年2月 第26回福岡県市町水産関係幹部職員研修会 講師派遣
平成25年3月 マレ－シア国別（EPP）研修 講師派遣
平成25年3月 産地協議会支援事業ブロック会議（九州）講師派遣
平成25年3月 産地協議会支援事業ブロック会議（関東）講師派遣
平成25年3月 波圧算定式等検討業務検討委員会 委員派遣
 産地市場品質・衛生管理型委員会 委員派遣
平成25年3月 漁場施設研究会第9回例会開催
平成25年4,6月 平成25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25年5月 第6回フラップゲ－ト式可動防波堤実海域試験検討委員会 委員派遣
平成25年5月 大槌町水産業・水産加工業アクションプランに関する講習会開催
平成25年6月 全国漁業協同組合学校 講師派遣
平成25年6月 本州日本海北部地区水産環境整備協議会 指導派遣
平成25年7月 衛生管理型市場の運用、利活用について講師派遣（島根県大田市）
平成25年8月 平成25年度茨城県漁港漁場役職員会議講師派遣
平成25年8月 津波来襲時の漁船避難に関する研修会 講師派遣（神奈川県）

◎活動報告（平成25年2月～25年8月）

砂浜海岸や河口部付近に位置する漁港は、漂砂現象により港口や航路等が浅くなり、漁業活動に支障が生じ、
その対策が急務となっている漁港が数多く見受けられます。
しかしながら、現状では具体的な漂砂対策が行われている漁港は少なく、早急な対応が求められています。

そこで、漁村総研では、平成22年度から漂砂対策の必要な漁港において、漂砂問題診断（現地調査と浮遊砂を考
慮した数値シミュレーションにより、漂砂対策の考え方の提案）を実施してきています。

平成24年度に実施した漂砂問題診断結果は下の通りです。
①漂砂問題診断要望漁港数：15漁港
②漂砂問題診断実施漁港数： 5漁港 管理者別　都道府県：2、市町村：3
 地域別　　日本海側：3、太平洋側：1、その他：1

③主な対策 防砂突堤（循環流対策）2 ／潜堤（沿岸流対策）1 ／防砂突堤延伸（間口縮小）1
漂砂問題は全国にあり、漂砂問題診断への要望も多いことから、引き続き、平成25年度も漂砂問題診断を実施

しています。

◎平成24年度 漂砂問題診断について

平成24年度の漂砂問題診断結果
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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25年2月～25年8月）

編集後記

2013年の９月中旬となり、これから本格的な秋へと季節の移ろいを感じる時期となりました。ふり返ると、今年の夏は、全
国的に気温が高く、特に、西日本では観測以来の過去最高となりました。高知県四万十市では、41.0℃と日本最高気温を記録
しました。一方、夏の降水量は、東・西日本太平洋側や沖縄・奄美地方で少ないのに対し、東北地方や本州日本海側で多く、
記録的な豪雨となり被災された地域もありました。陸で感じられるこうした変化は、海の生きものにも当然、影響しています。
一例を挙げると、北海道においては、サンマ漁にイワシが、マスの定置網にはブリが、秋サケ漁にはクロマグロがかかるといっ
たことが起こっています。また、広島県では、養殖カキの成長が遅れていることに加えて、稚貝が充分に確保できないといっ
た事態となっています。いずれも高水温等に起因しているものと考えられます。
今後も過去の統計を更新する環境変動が起こることが予想されます。水産業においては、こうした変化に一喜一憂せず、現
実的な対応を行っていくことが求められていると思います。自然と柔軟に向き合う心構えや対処法については、日本人古来の
経験知を活かす場面があるのではないでしょうか。折しも、2020年には東京が夏季五輪の開催地に決定しました。日本が世界
から注目される中で、水産分野からもクールジャパンを発信できるようにしたいものです。 （H.M）

平成25年度水産工学会学術講演会 講演（25.5）
「人工マウンド礁におけるイサキの行動解析と摂餌」
「メバルを対象とした漁場造成に関する一考察」
第16回日韓漁港漁場技術交流会議 講演（25.6）
「漁港の利活用の高度化事例」
水産工学会 論文投稿（25.7）
「震災で発生したコンクリ－トがらの漁場施設への適用性に関する検討」
「ズワイガニ保護区の保護効果と生物多様性」
日本沿岸域学会 平成25年度全国大会（大阪）講演（25.7）
「漁港における避難誘導デッキ（人工地盤）の計画手法の研究」

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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