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巻  頭  言
漁港・漁場整備技術の研究開発推進を目指して

水産工学研究所 所長　大石 浩平

「漁村総研」の関係者の皆様、水産工学研究所長を勤め
ております大石です。早いもので、水産工学研究所に着
任してからまもなく２年となります。
水産工学研究所は、昭和54年３月に、水産業に水産工

学技術を開発・導入するための国の専門研究所として設
立され、平成13年より独立行政法人水産総合研究センター
水産工学研究所となっています。
水産総合研究センターの第３期中期計画（平成23～27年度）
において、水産土木工学部では、「水産業の生産基盤の整
備、維持、管理及び防災技術の開発」を課題とし、工学
的見地から現場ニーズや行政の要請に即応した研究・技
術開発を行っています。
具体的には、漁港漁場整備関係の調査研究として、
① 漁場関連では、有用水産生物の初期段階の評価、沿
岸の生物生産性評価、地理情報システムによる総合
解析、磯焼け問題、漁場施設設計技術等

② 漁港、海岸施設関連では、防波堤波力等水理学的問題、
土砂移動、津波・高潮・波浪等の水理現象解明等

に取り組んでいます。
さらに、東日本大震災からの復旧･復興のため、放射性

物質の挙動に関する沿岸流動、底質の連続観測調査、漁港・
海岸保全施設に作用する津波外力の定量的評価に基づく
合理的設計手法への反映など多岐にわたり精力的に対応
してきています。
基本的に地公体が事業主体となって補助事業等により

行う水産基盤整備事業において、当所は、上記課題を実
施する中で、設計手法の核となる事項や根幹的な漁港漁
場整備技術、復旧・防災技術を開発する中核的組織とし

ての役割を果たしてきたものと自負しております。
しかしながら、現在の当所の運営は、御多分に洩れず
大変厳しい状況にあります。まず、水産土木部門の研究
者が減少するとともに、広大な敷地に点在する実験施設
についても、古いものは建設から30年以上を経て老朽化
が進み、その維持管理費用が重くのしかかっております。
さらに、研究費自体も縮減傾向にあります。
このような中、漁港･漁場等の整備に係る問題について
は、現場対応型の課題が多く、その技術開発が多岐にわ
たることから、水産工学的な技術開発には、国･地方公共
団体はもとより、「漁村総研」をはじめとする団体、大学、
民間企業などとの幅広い連携・協力が不可欠であると考
えております。今後も、関係者の皆様方と連携した事業
展開が必要となりますので、よろしくお願いします。
最後に、独立行政法人改革ですが、昨年末、「独立行政
法人の改革等に関する基本的な方針」が閣議決定され、
水産総合研究センターは水産大学校と統合することとな
りました。このような組織の見直しと併せ、独法全体に
共通する制度の見直し、組織運営の効率化、組織の機能
強化等が求められることになります。
今後、改革の実施時期を含め、新たな法人の設置に向
けた検討がなされることとなりますが、水産総合研究セ
ンターの業務や役割が見直しされるわけでありません。
当所においても、現在の調査・研究機能をさらに向上させ、
水産土木工学分野における技術開発について中核的役割
を引き続き全うしてまいる所存ですので、関係者の皆様
方の御理解･ご協力をお願いいたします。
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早いもので東日本大震災から３年が過ぎた。被災地にお
いては、道路や港などのインフラの復旧も相当程度進み、
現在新しい住宅地の整備が急ピッチだ。水産業においては、
漁獲量は被災前の70％の水準にまで回復したと聞く。関係
者の努力に敬意を表したい。一方において、いまだ約27万
人の方が避難生活を送り、９万８千人の方が仮設住宅での
不自由な生活を強いられている。一日も早く「普通の生活」
に戻れる様一層の努力が望まれるところである。被災者の
忍耐も限界に近づきつつある。現在被災地において最も優
先されるべき課題は、復旧復興の「スピードアップ」である
ことは論を待たない。
これに関連し、最近主として景観や海へのアクセスの観
点から「巨大防潮堤」に関する議論が種々なされていると
ころ、私の思うところを述べたい。
被災地における防潮堤は、2011年10月に中央防災会議が

示した基本的考え方、すなわち、「発生頻度は高く、津波
高は低いものの大きな被害をもたらす津波（L1津波）に対
して生命・財産を守る」との考え方の下で計画されている。
具体的には明治三陸地震津波（1896年）を対象とした施設
を計画している場所が多いようである。従って、当然のこと
ながら、東日本大震災級の津波が襲来すれば、「巨大」防潮
堤であっても乗り越えてしまう。「巨大」に見えるのは、三
陸地方の条件がそれだけ厳しいということの裏返しであり、
「過大」なものでは決してない。要するに、防潮堤の高さの
問題は、背後地の安全のレベルをどの水準に置くかという
問題と等しい。防潮堤が低くなれば、それだけ「災害リスク」
は高くなる。防潮堤問題の解決には、災害リスクを背負うこ
ととなる浸水区域に居住する人々のリスクについての正しい
理解が不可欠で、そのリスクを踏まえどのような「暮らし」
を構築していくのか関係者でよく話し合い、その意向に最大

限配慮していくことが重要である。
なお、東日本大震災は、①大きな地震を伴い津波発生の
予測が容易であった（明治三陸地震は余り大きな揺れがな
かったと言われている。）②平日の昼間に発生した（昭和三
陸地震は夜中の２時半の発生だった）③潮位が低かった、
という三条件下で起きたものであり、仮に一つでも条件が悪
ければ、もっと多くの犠牲者が発生したことが容易に予測で
きる。自治体が高い安全な防潮堤にこだわる理由の一つが
ここにあることを敢えて付言しておきたい。
防潮堤に関して忘れてはならないもう一つの重要な論点

は、防潮堤は単独で存在するのではなく、その周辺の土地
や水面の利用形態（ここでは敢えて「まちづくり」と呼ぶ。）
と密接に関係しているということである。背後に住居や重要
な施設が立地する場合にはそれを守るためにレベルの高い
防潮堤をつくることが要求されるし、背後に重要な施設が
ない場合には、防潮堤が全く必要とされないかもしれない。
また、防潮堤をつくったために漁業活動に必要な用地が確
保できなくなるというような本末転倒も避けなくてはならな
い。防潮堤は「まちづくり」の構成要素のひとつであり、そ
の文脈の中でのみ存在意義があることを指摘しておきたい。
防潮堤に関する議論が盛んである。意見は傾聴すべきで

はあるが、中には「防潮堤の高さは町民の住民投票で決め
るべきだ」などという浸水区域に住まない人々の無責任な
意見も散見される。忘れてはならないのは、現在の最優先
課題は避難生活や仮設住宅住まいをしている人々に一刻も
早く新しい住まいと仕事に移っていただくことであり、無
責任な議論に時間を費やし復旧・復興が遅れることがあっ
てはならないということである。復旧・復興の遅れは被災
者の皆さんの困難を増すことはあっても軽減することはな
いのだから。

防潮堤問題について思う
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歯舞地区マリンビジョン協議会の設立

歯舞地区のマリンビジョンを推進するに際し、母体とな
る組織は、平成16年度に設立された。その後、当地区をイ
メージする「最東端の海からのメッセージ」と言うキャッ
チフレーズを採用し、同時に、各活動方針の策定に当たっ
ては、この地域に無いものをねだるより、あるものを掘り
起こしながらその特性を活かそう！としてスタートする事
となる。具体的には、①漁村たる水産物のブランド化に取
り組む。②漁民が多く居住する事による多面的な機能を
強化する。③地域の衛生・環境問題に積極的に取り組む。
④都市・漁村交流を推進し、この地域の良さをアピールす
る。以上、四つの観点から地域活性化を目指す事となった

地区紹介

はじめに、歯舞地区の地理的概要から紹介します。当
地区は、根室半島の中央部に位置し、北に流氷が接岸す
るオホーツク海、南には広大な北太平洋の紺碧の海が広
がる。その境である「本土最東端の納沙布岬」に立つと、
眼前に北方領土の島々が眺望出来る。凪の良い日は、こ
れ等の島嶼と相俟って風光明媚な景色を醸し出し、季節
風が吹き抜ける時季には、海面に小さな白波が立つ事か
ら、地元では「兎飛ぶ海」と表現する。納沙布岬から最
短の貝殻島までは、僅か3.7kmしかなく、この小さな砂利
島には、日本側が昭和11年に建てた「一本灯台」が今も
立っている。周辺海域は昆布の宝庫であり、地元漁民等は、
昔から「貝殻島昆布漁業」を営んできた。昭和38年から
は、ロシアとの協定の下に行われているが、当地域の特
性を良く現す漁業であるので、後にまた述べる。根室市
全体の人口推計としては、北洋減船が始まった80年代中
盤から徐々に減少し始め、数年前には３万人を割るなど、
北洋漁業の衰退と北方領土問題の影響を受け続けている。
歯舞地区もまた同様であり、現在は、一部の酪農者と、
多くは漁業者その家族等の居住により、２千500人程の人
口となっている。

特別寄稿 .01

歯舞地区マリンビジョン歯舞地区マリンビジョンの
取り組みについて取り組みについて
～オーライ！ニッポン大賞 受賞～～オーライ！ニッポン大賞 受賞～

伊藤 康彦
北海道根室市歯舞
歯舞地区マリンビジョン協議会（歯舞漁業協同組合 専務理事）

いとう・やすひこ

歯舞地区マリンビジョン協議会幹事（2006年より）。歯舞漁業協同組合 専務理事（2012年より）。1947年北海道生まれ。1966年歯舞漁業協同組合に入所。
指導部長、信用部長、会計主任、参事、常務理事などを経て現在に至る。
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のである。特に留意した点としては、方向性やそれぞれの
活動が、将来、自然消滅的な流れとならないよう強く意識
しなければならないと言う事。結局、この意識こそが、歯
舞地区のその後の活動成果に大きくつながったように思
う。一つとして、それぞれの活動が永続的に継続されるに
は、先ず、地域ぐるみの協調力が絶対的に必要となる事だ。
何かを始めた途端、俺は聞いていないとか、邪推が始まる
ようでは、活動が停滞する事になりかねない。二つとして、
出来る限り個々の手柄取りを廃し、若い人たちのモチベー
ションを堅持させる事こそを必須要件としなければならな
い。良く「あれは俺がやった。これもやった。」と法螺を
吹き、周囲の顰蹙をかう困った存在の人間がいる。まった
く馬鹿げた話で、これでは地域のモチベーションが低下す
るだけである。三つとして、何事も直ぐに利益につながる
話ではないから、短絡的にその行動等を制約させないよ
う、長期的な視点で留意する事が肝要だ。従って、組織と
しては、少々図体が大きくなるが、包括的なものとしなけ
ればならない。歯舞地区マリンビジョン協議会は、このよ
うに能力のある活動を目指し、地域の主要メンバーに参画
して貰う事を第一義とした。その中で、前述したように歯
舞地区そのものが漁業を中心とする漁村であり、当然、漁
協のメンバーを主体としなければならない事は論を待たな
いし、漁協が核となって率先垂範する事が大事となる。そ
れ等を前提とする体制の中で、最終的なメンバーとしては、
地域住民、町会・地元教育関係者、商工・観光業界、農・
漁業従事者、地域の関係企業、商工会議所や青年会議所、
根室市を始めとする行政機関等々、多くの方々に参画して
もらった次第である。また、オブザーバーとして、北海道
開発局や北海道根室振興局の関係部門にも協力頂き、御意
見番的役割を担って頂いた。歯舞地区マリンビジョン協議
会は、今後の具体的計画の樹立、その帰趨こそが将来的方
向性を決定付ける事となるので、会議の進めなどは、北海
道大学や財団法人漁港漁場漁村技術研究所の方々にコー
ディネートしてもらった。実に有用な意見が飛び交うなど、
良い組織になったとの内部評価が高い。

具体的活動を実践する四つの専門部会

一方で、余りに組織が大き過ぎると、いざ実践行動に入
る時に、やや有力者の発言のみが先行し、議論倒れに終わっ
てしまう事が良くある。だから、歯舞地区マリンビジョン
協議会では、同協議会の中に四つの専門部会を編成し、同
時に地元住民の若手懇談会と連携し推進する事とした。こ
の部会を「顔が見えて議論しやすい10名程度の委員の配置」
とし、活発な意見交換、そして計画を実践指揮するための
機動的組織と位置付けする。一つ目は「地域ブランド化専

門部会」である。歯舞地区には、偶々、昭和三十八年から
当時のソ連邦との間で昆布操業協定を結び、北方領土・貝
殻島周辺で取れる柔らかい昆布がある。夏に本格的に採取
する昆布の棹入れ前に採取する昆布だから「さおまえこん
ぶ」と呼ばれるが、今ではこの昆布が柔らかくておいしい
とブランド化している。元々、特定の消費地では評価され
ていたが、昭和58年から「全国地域婦人団体連絡協議会」
と提携し、同会に北方領土返還運動の一環として、全国の
会員等へ紹介頂いた事から飛躍的に普及した。また、平成
元年に入って間もなく、苦くて、しょっぱい普通の醤油に
昆布のダシをブレンドしたらどうなるか？と言うことで、
通常の醤油に歯舞産の１等昆布をブレンドしたら、あのま
ろやかな味の昆布醤油となった。元祖「はぼまい昆布しょ
うゆ」の誕生である。当初こそみな半信半疑ではあったが、
北海道内における販売権を得て市場へ流通させたところ、
これが二年目当りから飛ぶように売れ、あっと言う間に有
名ブランドへと変貌した。この醤油は、平成８年をピーク
に大きな販売実績を上げ、その後、いろいろな経過を経て、
現在では全国ブランドの大手醤油メーカーとの提携の下、
特性を堅持しながらブランドを守っている。このような歯
舞ブランドに端を発し、これに続けとばかり、平成18年に
は歯舞漁協所属の19の漁業部会が連携し「歯舞水産物ブラ
ンド化推進協議会」が設立されるきっかけとなった。この
組織は、漁業者自らが漁獲しているそれぞれの魚類のブラ
ンド化を推進し「一部会一品運動」を展開する事となる。
そして、歯舞地区マリンビジョン協議会のブランド化専門
部会との連携の下、その後、当部会からは「鮮度抜群のタ
ンク分別の歯舞さんま」、更に進化して「沖詰め一本立ち
歯舞さんま」、「塩水パックの歯舞日の出うに」、秋さけの「歯
舞しゃけ丸」、「特殊な鮭の鮭児」、「活〆たらのふとっぱら」、
「海藻スジメから抽出される歯舞フコイダン」などが続々
と誕生した。今では、歯舞ブランドの商標登録も17を数え
るまでに至っている。また、ブランド水産物組み合わせの
一例として、北海道
じゃらんの提案を受
け、根室市を中心と
して特殊な巻き寿司
づくりに挑戦する事と
なった。①定番であ
る海草ノリに代わっ
て、地元の柔らかい
貝殻棹前昆布を使用
する。②中身にブラン
ドサンマを使用する。
当時、歯舞の一本立
ち歯舞さんまは、厚
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岸や釧路とともにその先頭を走っていた。③醤油は、地元
ブランドのはぼまい昆布しょうゆを使用する。④勿論、お
米は道産米のななつぼしである。その他、諸々の条件下に
おける巻き寿司づくりであった。根室市の担当職員の尽力
で地元の寿司屋さんが７店ほど参加し、その商品づくりに
精力をつぎ込んだ。しかし、最初から、昆布の場合はすべっ
て上手く行かない旨の技術的問題が惹起し、寿司屋さんか
らその旨の意見が噴出したため、提案者のじゃらんからは
「駄目なら、他の地区で行いたい。」との話になった。歯舞
マリンビジョン協議会として、ここで手を引く訳には行か
ない。何とか、地元の寿司屋さんに工夫し、これを乗り越
えてもらえるよう、当方から無償で原料を提供する事を申
し出た。暫くして問題をクリアした時には、関係者の喜び
の声が大きく上がった次第である。以後、参加した寿司屋
さんは、この巻き寿司が「北海道じゃらんに掲載された事」
もあり、更に、その後TVでも注目を浴び、今でも根室市
限定の人気の寿司となっている。

二つ目には「漁業経
営専門部会」がある。
冒頭、記述したように、
当地域には旧ソ連邦に
占拠された「北方領土
問題」があり、未だに
日・ロ間には平和条約

が締結されていない。従って、現実的な中間的ラインとし
ては、最も近いところで貝殻島までの距離3.7km、その半
分の1.85kmしかない。しかし、これ等北方の海域において、
多くの沿岸漁業者が漁業を生業としている以上、漁業その
ものが元気を失ったら、そっくり地域は崩壊せざるを得な
くなる。そのような環境下、取り分け、前浜沿岸漁業にお
いては、これまで培ってきたつくり育てる漁業環境の整備
と、人材の育成は欠かせない。中心的な沿岸漁業の資源づ
くりとしては、昆布の生活環境改善のための雑海藻駆除事
業、秋さけの稚魚飼育・放流、帆立稚貝・稚うにの放流、
あるいは干潟の整備・あさり貝の放流などを行っている。
マリンビジョン活動としては、このための体験型学習とし
て、地元小学生を対象とした沿岸での地曳網体験、水産教
育の実施、さけやうにの放流体験などを通じて人づくりを
行っている他、地元中高生を対象にしたあさり貝の移殖放
流体験やうに人工採苗技術の習得、あるいはまた、原料を
提供してさけのフレークづくりやさんまの燻製づくり、更
には歯舞漁協女性部によるお魚の出前料理教室など、高校
生に対する食育活動なども積極的に行っている。また、平
成19年からは、九州長崎県の上五島町漁協との人事交流も
行われていて、魚類の鮮度保持技術、水産加工品製造技術、
産地直送の鮮魚取り扱い技術の交流、そしてお互いの特産

品販売の催事等々を行っている。双方の漁協職員等は、北
と南、全く違った漁業環境の中で良いとこ取りのたゆまぬ
研鑽を行っている。その他、マリンビジョンの縁により、
千葉県保田漁協の番屋食堂や、四国足摺岬の窪津漁協との
交流を通じ、何かと活動の参考にする事が多い。
三つ目には「衛生環
境専門部会」がある。
この部会は地域のそれ
ぞれの漁港愛護会のメ
ンバーや地域住民等が
連携して、幅広い地域
ぐるみの清掃活動を活
発に行っている。地域の清掃活動が行き届くと、それま
で捨てっぱなしであったゴミ類が徐々に減少したように思
う。やはりゴミ類を放置すると、その雰囲気の中で汚れが
増幅してしまう事となり、今更ながらそれを皆が実感した
次第である。それからまた、自然の木々を植樹する事が将
来の漁業存続に大きく役立つ。衛生環境専門部会としては、
近隣の野山に魚付林植樹を実施する他、漁港周辺の環境整
備として、北方領土の象徴的な樹木たる「千島桜の移植」
にも取り組んでいる。現在では、歯舞漁港市場の裏の丘に
は、浜で育った２～30年ものの千島桜の移植が実施されて
いる。苗木の植樹とは違って難しい面は多々あるが、周辺
の厳しい環境の下でも根を張り始め、近年、漸く桜並木の
様相をなして来た。花の満開は６月10日前後となるから、
文字通り「日本一遅く咲く桜」と言っても過言ではないだ
ろう。ところが、最近では野生のエゾシカがこの木の葉を
食べに来るようになり、やや驚かされる。風景としてはと
もかく、一先ず、食害と交通事故の方が心配であり、止む
を得ず追い払うようにしている。漁港の周辺は、常日頃、
漁船の出入港と市場への荷揚げ風景、魚の輸送などで活気
に満ち溢れているが、環境の整備は、衛生管理型漁港とし
て重要な要素となる。歯舞漁港では、平成23年度に国直轄
の清浄海水の導入や屋根付岸壁が完成以来、カモメなどの
鳥類侵入防止が顕著となり、一般遊漁者や北方領土、納沙
布岬周辺のパノラマクルージングを求める遠方外来者との
交流も活発となってきた。また、後述する地元のお魚催事
でも、漁港としてのダイナミックな機能強化が好評を博し
ている。まさにマリンビジョンの継続は地域の力であり、
同時に国の漁港整備の促進には、地域の皆が感謝している
次第である。
四つ目は「漁村交流専門部会」である。主な取り組みと

しては、漁業からの新たな取り組みによる観光振興である。
具体的には、先ず、地元ブランド水産物の販売等の催事で
あるが、当地区では、地元における単体の催事である「春
の歯舞おさかな祭り」、夏の「歯舞こんぶ祭り」、それか

歯舞地区マリンビジョン歯舞地区マリンビジョンの取り組みについて ～オーライ！ニッポン大賞 受賞～の取り組みについて ～オーライ！ニッポン大賞 受賞～
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ら、秋に連合の北方領土返還運動の全国大会
が平和ノサップ集会として行われ、その際「ね
むろ水産フェスタ」と称して歯舞漁港岸壁にお
いて行われる。この他に、根室市を中心とする
共催の「秋の根室カニ祭り」、同じく「秋の根
室さんま祭り」、更には「収穫祭である秋の根
室産業フェスティバル」などにも参加する。こ
れ等の催事では、歯舞地区単体でも３千500人
ほど、根室市内の合同祭においては３万人超もの集客力と
なっている。また、都市部との交流事業では、都市部のデ
パート催事の他、当地区と大きくかかわっているのが、大
阪の居酒屋チェーン店との企業連携がある。これには大
手ビール会社も加わって、夏のビアガーデンとして、毎年３ケ月
間で６万人超の集客力となっている。一方、当地域への観
光客に対しては、①自然に親しんでもらう事。当地域は春
から夏にかけては海霧の発生が頻繁で、まさに天然の避暑
地である。この時季の貝殻島の昆布漁などは、漁船の数も
260隻と多く、実に壮観な眺めとなる。他方、10月当りか
ら翌年の３月位までは、比較的海霧がかからなくなるので、
平成20年からは、北方領土を目近で眺望出来るこの時季に
クルージングを開始した。納沙布岬までの途中に、ラッコ
やゼニガタアザラシ、クジラやシャチなどの海洋動物、そ
れに数多くの渡り鳥などにも出会えるとして好評を博して
いる。外国からのバードウォッチャーも多くなった。②地
域で漁業の体験をする。例えば、海岸域での地曳網漁業、
エビ篭漁業の体験、それと独自に、トーサムポロ第一種漁
港内の未利用の入り江に干潟整備を実施し、そこへアサリ
貝を放流して潮干狩りを行うなど、都市住民等との交流を
積極的に展開している。漁業体験については、特に子供づ
れの親たちには好評で、年々、集客は増加の一途を辿って
いる。また、近年では、大阪近郊からやってくる高校生の
修学旅行に対する漁民家へのホームステイも人気があり、
毎年、数十名の生徒を受け入れしている。このように漁村
交流事業は軌道に乗りつつあるが、まだまだ不十分であろ
う。今後、歯舞漁港における漁業や荷捌き施設内の整備促
進に伴う見学、それ等を地道に進める努力が必要である。

歯舞地区マリンビジョンの総括

おわりに、記事の字数には制限があるから、この辺で
歯舞地区マリンビジョンの総括をしたい。歯舞地区マリ
ンビジョン協議会は、①地域活性化のための協調力のあ
る全体協議会、②それぞれの活動を機動的に実践する四
つの専門部会、③地域マリンビジョンを風化させないた
めに、特に若い人の力を結集する。歯舞地区では将来を
担う各地区青年の会との懇談会を実施し、それ等の意見

を多くマリンビジョン計画に反映させると同時に、各地
区から関連する行事等に参加する事を求めてきた。今で
は、地域の催事等にはこれ等の若手を中心として構成す
るなど、マリンビジョンの流れは、着々と浸透し始めてい
る。このようにして、歯舞地区マリンビジョン協議会の活
動は「老・壮・青」のバランスを取ってきた事で、お互い
の理解は一段と深まってきたように思う。良く近隣の地区
から「最初はみな活発に活動していたが、いつの間にか
風化し始めてきた。」と聞かされる事がある。しかし、こ
と歯舞地区に関しては、そのような流れは全く感じられな
い。先述したように、漁協を核とした各専門部会が、それ
ぞれの分野において「継続は力なり」と認識され、計画
をスムーズに実行する事が、最早、当たり前の流れとなっ
ている。この点こそが特筆すべき事と思う。歯舞地区マ
リンビジョン協議会は、着実に計画を推進している事で、
平成19年度には、北海道開発局の「モデル地域」に指定
され、その後、平成20年には「立ち上がる農山漁村有識
者会議賞」として、首相官邸で体験発表の栄誉に浴した。
また、平成21年１月には、北海道開発局の「我が村は美
しく北海道」において地域特産品部門の金賞を受賞、同時
に平成21年から始った同開発局のマリンビジョンコンテ
ストの第１回審査において、総合部門賞と部門賞（さんま
ロール寿司）を受賞、同22年度第２回コンテストにおいて
も、連続して総合部門賞、同25年度第５回コンテストでも、
三たび総合部門賞を受賞するに至っている。その他、関連
して頂いた賞も数多く、直近の平成25年11月には「都市と
農山漁村の共生対流推進会議」の下、全国レベルの「オー
ライニッポン大賞」を受賞するに至った。重ね重ねこれ等
の高い評価に対し、地域住民のマリンビジョンに関する
モチベーションは益々高まっている。今後とも、歯舞地区
マリンビジョン協
議会は、少子高齢
化が顕著となって
いる今、有効な地
域活性化のために
鋭意努力を続ける
所存である。

特別寄稿 .01
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特別寄稿 .02

生や里海づくりのようなより積極的で環境修復型の保全
（active conservation）に変わりつつある。

沿岸漁業からの視点

水産分野から見れば “海” は漁業の場、漁場である。
1974年に沿岸漁場整備開発法が制定され、長年に亘って続
けられてきた漁場整備の考え方は、漁場となる場の整備や、
特定の水産有用種の増殖場の整備であった。水産庁は、こ
れまでの整備手法では、水産資源水準を早急に改善できる
見通しを立てることは困難な状況にあると判断し、2009年
に「海洋・沿岸域における水産環境整備のあり方検討会」
を設置、生態系に着目した新たな観点から、2010年に新た
に「豊かな海を育む総合対策事業」を創設、同年12月には
「水産環境整備の推進に向けて」としてとりまとめ公表し
た。海域での生物生産が持続され漁場としての価値が存続
するためには、本来の生物多様性と正常な生態系が維持さ
れていることが重要である。そこで、大きく見直されたの
が従来の「対象魚種の漁獲増加」から「生態系全体の生産
力の底上げ」への目標転換である。最も重要な視点は “生
態系を本来あるべき姿に修復し、維持または拡大すること”
であり、“物質循環の正常化” に他ならない２）。
現在の沿岸漁業が抱えている問題は、①海水温の上
昇、②底質の悪化、③貧酸素水塊の発生、④貧栄養化

はじめに

我が国における沿岸環境保全策は時代の流れに沿って
大きく様変わりしてきた。関係法令や制度を年代順に概観
すると大きな流れを把握することができる１）。公害対策基
本法（1967）、水質汚濁防止法（1970）からは、1960年代
から1970年代にかけて公害対策と水質汚濁防止が重要課
題であったことがわかる。その後、瀬戸内海環境保全臨時
措置法（1973：1978年に特別措置法として恒久化）、地球
サミット（1992）、環境基本法（1993）、河川法の大改正（1997）
などが続き、20世紀の最後の段階で環境保全、地球環境の
問題が大きく台頭してきた。21世紀に入って法的な枠組み
に大きな変化が生じた。水産基本法（2001）、自然再生推
進法（2002）、新・生物多様性国家戦略（2002）、有明海・
八代海再生特別措置法（2002）などが制定され、自然再生
や生物多様性がクローズアップされることとなった。さら
に、海洋基本法（2007）、同法に基づく海洋基本計画（2008）、
生物多様性基本法（2008）、同法に基づく生物多様性国家
戦略2010（2010）、海洋生物多様性保全戦略（2011）、生物
多様性国家戦略2012－2020（2012）と続き、より分野横断
的で生態系に配慮した法律や制度が整備され、国家戦略が
策定されてきた。以上を総括すると、環境施策は当初の
規制行政を中心にした「良いものをできるだけ残す」と
いう消極的な保全（passive conservation）から、自然再

沿岸環境のこれから沿岸環境のこれからを考えるを考える
－環境保全と漁場整備－－環境保全と漁場整備－

田中 丈裕
NPO法人里海づくり研究会議

たなか・たけひろ

1953年生まれ。専門分野：水産行政全般、沿岸環境修復、魚類学。1978年高知大学大学院農学研究科栽培漁業学専攻修士課程修了、1978年高知県漁業
協同組合連合会、1979年から岡山県水産課に勤務し2008～2010年岡山県水産課長、2011～2012年海洋建設㈱水産環境研究所長を経て、現在NPO法人
里海づくり研究会議理事・事務局長
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に代表されるであろう。海水温の上昇は、磯焼けの主
な要因であり、海生生物の分布や種組成にも大きな影
響を与えているが、人によってコントロールできるも
のではない。底質の悪化は、干潟や河川の干潮域、流
れの停滞域はもとより、広範囲の底びき網漁場でも底
質の悪化が見られ、瀬戸内海の漁業者からはアナゴの
胃の中が空っぽだというような話も聞かれる。また、
瀬戸内海では大阪湾、播磨灘、広島湾に貧酸素水塊が
発生し、東京湾でも依然として長期的な青潮の問題を
抱えている。貧栄養化は800億円産業であるノリ養殖に
大きなダメージを与えているほか、瀬戸内海では漁船
漁業の漁獲量も同時期から減少を続けており、海域の
生産力低下につながっていることが懸念されている３）。
瀬戸内海や三河湾などでは溶存無機態窒素（DIN）、東
京湾や博多湾では溶存無機態リン（DIP）の枯渇現象
が起きている４）。しかし、東京湾、伊勢湾、大阪湾な
どで依然として富栄養状態が生じているのも事実であ
り、ひとつの閉鎖性水域の中で、沿岸表層の栄養塩不
足－沖合底層の栄養塩過多、冬季の栄養塩不足－夏季
の栄養塩過多というように平面的、鉛直的または季節
的な栄養塩の偏在が生じているのである。

沿岸環境問題の原点 ～物質代謝の停滞～

海洋に現存する〈非生体〉有機物の総量は、〈生体〉有
機物の量より２桁は確実に高いと言われている５）。底質
の悪化・貧酸素水塊の発生・貧栄養化は、本来、太く・
長く・滑らかであるべき物質循環６）が、細く短い物質循
環に分断されたことによるところが大きいと考えられる。
これに対しては何らかの解決策を講じなければならない。
藻場・干潟は沿岸海域における物質循環の要であり、今
後とも、藻場・干潟を中心とした浅場の環境修復は最も
重要な課題である。しかし、これまでに失われた藻場と
干潟を取り戻すのは一気呵成に達成できるものではなく、
多額の予算と長年月を費やさなければならない。沿岸環
境の改善は急務である。物質循環の停滞を改善するため
には、藻場・干潟など浅場の再生だけでは間に合わない

のではないだろうか。物質循環とは、生物を構成する炭素、
窒素等の循環であり、豊かで多様な生物相の回復があっ
て始めて達成される。
2007～2011年に水産庁委託事業「新たなノリ色落ち対

策事業のうち二枚貝増養殖技術の開発」が実施され、こ
れらの成果を基に2012年には「ノリ色落ち対策に寄与す
る二枚貝増養殖技術ガイドライン」７）が作成された。アサ
リ、カキなどの二枚貝は、珪藻などの植物プランクトン
や有機懸濁物を餌料として成長し、アンモニアなどの栄
養塩を尿として海水中に排出する。すなわち、ろ過食性
の二枚貝は植物プランクトンや有機物の除去と無機態窒
素などの栄養塩供給の役割を果たす。しかし、全国のア
サリ漁獲量は年間16万tから３万tに減少し８）、二枚貝資源
は極めて少なくなっているため、増殖した植物プランク
トンや有機懸濁物は利用されないままに枯死・沈降、堆
積し、底質の悪化や貧酸素化が進行して二枚貝類より汚
濁に強い底生生物までが死滅し、環境劣化のスパイラル
に陥っている。様々な技術を導入して二枚貝の資源を積
極的に増殖したり、新たに二枚貝の養殖を導入したりす
れば、二枚貝が摂餌することにより植物プランクトンの
増殖や有機懸濁物の沈降堆積をコントロールして、同時
に栄養塩をもたらすといった生態系機能が発揮する環境
創出が可能となり、水産資源の確保という面でも大きな
成果が得られる。しかし、環境劣化のスパイラルに陥っ
た底質環境の下で二枚貝資源を回復させることは容易で
はない。

物質代謝促進技術としての貝殻利用
～ 沿岸環境関連学会連絡協議会
第29回ジョイント・シンポジウムから～

増殖した植物プランクトン、有機懸濁物や堆積物を
除去するのは二枚貝類だけではない。2014年２月９日、
東京海洋大学において「沿岸環境関連学会連絡協議会
第29回ジョイント・シンポジウム “沿岸環境修復技術
としての貝殻利用の最前線～物質循環の促進向上に
向けて” ～」が開催され、全国で実施されている貝殻
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沿岸環境のこれから沿岸環境のこれからを考えるを考える －環境保全と漁場整備－－環境保全と漁場整備－

を用いた様々な環境修復技術の最新情報が集約され
た。貝殻利用技術をもってすれば、干潟等の浅場から
もっと深い水深帯まで含め、より広い沿岸域で物質循
環を担う多様な生物を増やすことが可能になると考え
られる。
① 貝床（貝の巣・コガイ）と呼ばれる水深数ｍ～20ｍ
の海底に形成されるホトトギスガイのマット状の群
落、カキ礁（カキ床Oyster reef）と呼ばれる潮間帯
から潮下帯に形成される立体構造のカキ群落、カキ
殻が堆積した場所などでは、多毛類などのベントス
が多量に生息し、魚介類の良好な餌場となって好漁
場が形成される。

② 300～500℃で熱風乾燥したカキ殻は生物にとって猛
毒となる硫化水素発生を抑制する。その効果の持続
性は、泥に対して１：４で混合した場合約５年、１：２
で混合した場合約10年と見積もられた。

③ 粉砕カキ殻を締め固めにより底質悪化した干潟にす
き込むと、透水性が向上して底質が改善され、底生
生物の種数や個体数、湿重量が明らかに増加し、底
質の攪乱作用（bioturbation）の促進、酸化・還元の
界面の増大が図られる。

④ カキ殻にはアサリ稚貝の着底を促進する効果がある
と考えられる。貝殻粉末を天然の粘土に混練し、押
し出し成型した後に高温焼成して磁器化したものを
着底促進基材として干潟に敷設すると最大で平均
10,000個体／㎡以上、５kg／㎡のアサリの着底が確認
された。

⑤ カキ殻はアマモ草体を支持するアンカー材としての
役割を果たすだけでなく、浮泥の巻き上げを抑制し、
光合成阻害を防ぐ役割を果たし、アマモ場再生のた
めの底質改善に有効である。

⑥ 底質の悪化した沖合浅場（水深数ｍ）に全形カキ殻
を敷設すると、底生生物の種数や個体数、湿重量が
増加し、多くの魚介類の生息場になるとともに、波
浪等による底泥の巻き上げが抑制され透明度が大幅
に改善された。また、底生生物による有機物の取り
込みと高次生物による底生生物の捕食を通じた系外

への持ち出しは堆積物除去に大きな役割を果たして
いる。
⑦ 貝殻を利用した魚礁構造物には多様な小型動物が多
く増殖して有機物を取り込んで無機化し、さらに魚
類等が小型動物を摂餌し、これらが季節変化や成長
に伴って移動し、あるいは漁獲されることで物質循
環が促進される。
北九州市洞海湾では、1960年代沿岸に林立する各工場

からの大量の未処理排水流入のために極度の海洋汚染が
進行し、毎年成層期には洞海湾奥の表層で赤潮、底層で
貧酸素水塊が発生し、ほとんど海洋生物が存在せず「死
の海」と呼ばれるほどに環境が悪化していたが、TP・TN
負荷量削減などの環境改善努力を続けるとともに、二枚
貝養殖、海藻養殖、海底にイトゴカイを散布し蓄積した
有機物を分解させるというバイオレメデーション（生物
による環境修復）方策を実践し、2011年には夏季洞海湾
で貧酸素水塊が発生しない状態にまで改善させた９）。貝殻
利用技術は、多様な底生生物・付着生物を増殖させ、そ
れらが堆積、浮遊している〈非生体〉有機物を摂食する
ことで、排泄を通じて栄養塩を供給するとともに、〈非生体〉
有機物を〈生体〉有機物に置き換えていくバイオレメデー
ション技術といえよう。

漁場造成からハビタットの整備、
そしてエコトーンの創生へ

筆者は、長年に亘って岡山県において水産行政の一員
として漁場環境の整備に携わってきた。岡山県が推進し
てきた沿岸漁場整備の基本的考え方は、ある海域が本来
持っているポテンシャルを引き出して生態系そのものを
嵩上げすることを目指すものである。その姿や内容はそ
の海域の環境特性に応じて異なるが、共通する重要なキー
ワードは生息地ネットワーク（habitat networks）の創生
と生態学的連続性（ecological continuities）の確保であ
る。しかしながら、近年において広域的な底質の悪化や
貧栄養化などが顕在化するに至り、太く・長く・滑らか
な物質循環の姿を取り戻すためには、より巨視的な “エ
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特別寄稿 .02

コトーンの創生” という概念に見直す
必要性を感じている。エコトーンとは
「移行帯」や「推移帯」と訳されており、
２種類以上の生態系の境界で、異なる
環境が移行する生物多様性の高い場所
を指す。その捉え方には様々な空間ス
ケールがあり、マクロ（大規模）スケー
ルでは陸域と海域の境界、メソ（中規模）
スケールでは干潟・藻場の境界、砂質
域から泥場への移行帯、岩礁域と砂場
の境目、ミクロ（小規模）スケールで
はひとつの自然石や人工魚礁の周囲な
どが考えられる。問題の抜本的解決に
は、森里海の連環を意識したマクロス
ケールで、本来の多様性豊かな広域生
態系の修復が望まれるが、これは具体
的アプローチが困難なので、まずはメ
ソスケールのレベルで地域ごとに取り組み、メソコスム
としてのモニタリング評価などを通じて、より広域的な
展開に結びつけていくための目指すべき方向性や戦略を
固めていくことが現実的であろう。
岡山県はカキ養殖業生産量、生産額ともに全国第２位

（2011）を誇っているが、備前市日生は主産地としてその
一翼を担っており、我が国沿岸の縮図とも言える環境条件
を備え、ほとんど消失したアマモ場を200ha以上にまで回
復させることに成功した先駆的地域である。貝殻利用技術
は、カキ殻など貝殻の持つ特性を活用して小型動物を増殖
させ、これらが有機物を摂食することに始まる腐食連鎖の
拡大と、これらを上位の魚介類が捕食し生食連鎖に繋がる
ことで達成される広域的な生物多様性・生物生産性の向上
と物質循環の促進を図るための要素技術である。カキ養殖
に伴って発生するカキ殻を利用してアマモ場、干潟、カキ
礁、貝床（ホトトギスベッド）を再生整備し、カキ殻堆（カキ
殻を盛り上げて造り出された砂堆のような海底地形）を造
成し、またカキ殻を利用した餌料培養礁等を設置し、カ
キ養殖筏をも含めてこれらをエコトーンとして捉え、三次
元空間的にモザイク状に配置することで、生物にとって多

様な生息環境を創出することができる。2011年には兵庫・
岡山・香川３県において播磨灘水産環境整備マスタープラン
策定され、さらなる展開が図られることになり、今まさに
“モザイク状エコトーンの創生” による太く・長く・滑ら
かな物質循環の実現を基軸においた新たな構想づくりが
進められている10）。

１） 松田 治：瀬戸内海の生物生産と環境管理　海洋と生物，2013；205，
vol.35，no.2：110-115．

２） 田中丈裕：生態系に着目した水産環境整備のあり方　アクアネット，
2011；3：25-29．

３） 反田 實・原田 和弘：瀬戸内海東部海域の栄養塩環境の現状および改善に
向けた取り組みと課題　海洋と生物，2013；205，vol.35，no.2：116-124．

４） 藤原 建紀・渡邉 康憲・樽谷 賢治：「海の貧栄養化とノリ養殖」によせて
海洋と生物，2009；vol.31，no.2：111．

５） 西沢 敏：海洋学講座９海洋生態学（山本護太郎　編）　３・３食物連鎖
における海洋有機懸濁物　1980；東京大学出版会，東京：156-157．

６）柳 哲雄：里海論　2006；恒星社厚生閣，東京．
７） 水産庁増殖推進部研究指導課ほか：ノリ色落ち対策に寄与する二枚貝
増養殖技術ガイドライン　2012；東京．

８） 水産庁増殖推進部：二枚貝漁場環境改善技術導入のためのガイドライン
2013；東京

９） 柳 哲雄・山田 真知子：洞海湾における貧酸素水塊の消滅　沿岸海洋研究,
2014（印刷中）

10） 田中 丈裕：アマモとカキの里海 “ひなせ千軒漁師町”（岡山県日生）　
日水誌，2014；80(1）：72-75．
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特別寄稿 .03

はじめに

東日本大震災では、353の漁業集落で家屋浸水が
あった１）。その多くは、居住地の高台移転（以下、高台
住宅移転という。）を選択した。震災前、これらの漁業
集落では、浸水した低地において漁業者の居住と水産業
（生業）の営みとが混在・融合して行われてきた。しかし、
この高台住宅移転により、暮らしの場と生業の場とが分
離・分断され、従来と違った生活状況となる。この変化
を考慮し、必要な対策を講じることが漁業集落復興に求
められる２）。漁業集落にとって、居住の場及び生業の場
の復興は車の両輪である。両者の復興なくして、健全な
漁業集落の復興はない。このためにも、漁港と高台住宅
地との間にある、被災跡地（低地）を生業の場として復
興させる必要がある。
高台住宅移転の具体的な方策は、ほぼすべての集落

で明確になり、すでに居住の場が完成し入居が始まっ
ている漁業集落もある。しかし、被災後４年目を迎え
た今でも、被災跡地整備の必要性が十分に理解・検討
されていない地域があるように思える。また、十分な
施工体制が構築できず、漁業集落整備がうまく進まな
い地域がある。これは、まず、居住の場づくりを当然、

山本 竜太郎
元（財）漁港漁場漁村技術研究所
第１調査研究部 部長

優先しているためであり、漁業集落復興は少ない職員
でぎりぎりの対応をしてきた。平成26年３月、「これか
ら解決が求められる課題として、跡地利用がある。現
在は、高台移転など新たな街づくりが最優先のため、
自治体が災害危険区域内の買い上げた宅地を、どのよ
うに使うかまでは手が回らない状態だ。」４）とのコメ
ントが新聞に掲載された。漁業集落はこれでは厳しい。
そろそろ、生業（水産業）の場づくりに人を配置し、
強化していく時期だと考える。
また、被災地の地場産業の自立に役立つ復興が重要で
あること５）や、住宅地を高台に移し、元の市街地に商業
地などの集積を図ることによって生じる「職住分離」の
課題６）が指摘されるが、漁業集落の被災跡地整備の必要
性や考え方について、これまでの復興過程で、具体的に
議論なされていない７～９）。
漁業集落における被災跡地の整備は、当該集落の生業
である水産業を復興するために、極めて重要である。水
産業は三陸沿岸地域の基幹産業であり、これを、まず、
少なくとも震災前の状態に再生させ、さらに漁業集落を
復興・活性化させることが重要である。
被災跡地整備に関係する話題としては、震災直後から、
防潮堤整備の議論がある。そこでは、海へのアクセスや

漁業集落被災跡地漁業集落被災跡地におけるにおける
土地利用計画策定土地利用計画策定の重要性と考え方の重要性と考え方
～避難路・水産関係施設・防潮堤整備の前提～～避難路・水産関係施設・防潮堤整備の前提～

やまもと・りゅうたろう

1999年4月水産庁水産流通課課長補佐。2003年3月独立行政法人国際協力機構長期派遣専門家（水産流通）。2009年4月財団法人漁港漁場漁村技術研究所 
第1調査研究部部長。2011年4月水産庁防災漁村課課長補佐。2012年8月～独立行政法人都市再生機構復興支援リーダー。
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景観の視点から防潮堤の賛否が論じられている10）。この視
点は非常に重要であるが２次的な評価項目であると著者
は考えている。まず検討しなければならないのは、被災
跡地の土地利用計画である。この計画が整えば、被災跡
地に必要な避難路・水産関係施設（用地）の位置が決まり、
そして防潮堤の位置・高さは自然に決まる。漁業集落（ま
ちづくり）計画が、十分に検討されている地区では、こ
れら施設整備計画が漁業集落づくりに整合し調和したも
のになる。
一方、集落復興を議論する際、防潮堤整備の担当者は

「まちづくり計画（土地利用計画）が定まらないから防波
堤法線等が決められない。まちづくりに合わせて防潮堤
法線を設定する。」と言い、まちづくり担当者は「防潮堤
法線が決まらないから、まちづくり計画が策定できない。」
と発言する場面に何度となく出くわした。さまざまな漁
業集落（まち）づくりの手法があることを否定しないが、
前者の防潮堤整備担当者を支持する。なぜなら、今復興
では、高台住宅移転する集落の跡地は居住が行われず、
被災前と全く異なった土地利用がなされるはずであり、
そのことを当担当者は理解し対応しようとしている。換
言すれば、漁業集落（まち）づくり計画（土地利用計画）
がない状態で、防潮堤等の施設整備をしようとする地域
で、問題が発生する懸念がある。

本稿では、このような問題意識に立ち、漁業集落被災
跡地における土地利用計画策定の重要性と考え方につい
て、今後の参考に検討する。

漁業集落復興で考慮すべき前提条件

現在、漁業集落の復興では、都市計画を専門とする自
治体職員やコンサルタントが活躍されている。その多く
は、これまで水産業や漁業集落に関する業務を経験した
ことがない。彼らと意見交換すると、漁業集落を復興す
る際の前提条件に齟齬を感じることがある。今一度、漁
業集落復興を行う際の前提条件を整理したい。
１．漁業集落の基幹産業は、水産業である
三陸は、漁業生産性の高い地域である２）。これを担う漁
業就業者の割合（表１、２）は、宮古市以南石巻市以北
の沿岸市町で４％を超え、普代村・山田町・女川町・南
三陸町では13%以上となっている（全国平均0.3%）。これ
ら自治体では、製造業や卸売業の就業者も多く、この中
には水産物を扱う事業者が相応の割合を占めるものと推
測され、三陸は水産業に特化した産業構造になっている。
このような漁業集落で、水産関係施設・用地の利用検
討がなされることなく、被災跡地に、例えば大規模な太
陽光発電施設を誘致する話が持ち上がる。これも重要な

表1　岩手県：主な産業の就業者割合

男女総数
（人）

主な産業の就業者割合（％）

Ａ
農業、林業

Ｂ
漁業

Ｄ 
建設業

Ｅ 
製造業

Ｉ
卸売業、小売業

Ｍ
宿泊業、飲食
サービス業

Ｐ
医療、福祉

全国 59,611,311 3.7 0.3 7.5 16.1 16.4 5.7 10.3 

岩手県 631,303 10.9 1.1 8.7 15.5 15.9 5.4 11.3 

普代村 1,398 7.7 14.1 13.4 15.5 9.4 4.1 9.7 

山田町 8,327 5.0 13.5 9.9 18.5 14.4 3.4 11.0 

田野畑村 1,776 17.0 9.3 14.1 12.9 7.3 7.7 10.2 

大船渡市 18,663 3.6 7.0 9.9 18.9 16.0 4.8 11.1 

野田村 2,056 10.7 7.0 15.9 13.8 14.5 4.3 9.0 

陸前高田市 10,633 8.1 6.9 9.7 18.5 15.1 4.4 11.6 

釜石市 16,900 1.8 5.2 8.7 20.7 15.4 5.0 11.8 

大槌町 6,677 2.9 4.9 11.4 23.7 15.7 4.9 10.7 

洋野町 7,732 16.6 4.8 17.2 13.0 12.4 3.3 10.4 

宮古市 25,669 5.3 4.6 8.4 16.7 16.1 5.5 13.5 

岩泉町 4,917 23.9 2.2 9.5 12.1 11.1 4.4 8.8 

久慈市 16,282 7.7 2.1 13.0 14.7 15.0 4.7 12.5 

参　考

大阪市 1,143,389 0.1 0.0 6.3 14.3 18.4 7.5 9.5 

神戸市 665,482 0.7 0.0 5.5 13.1 18.2 6.5 11.5 

資料：22年国勢調査
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ことではあるが、まず、従前の基幹産業である水産業の
再生・復興が前提であると著者は考える。残留住民の生
業が不安定なままでは、地域の活性化は安定しないと考
えるからである。
越澤は、今震災の復旧・復興におけるポイントの一つ

を、次のように述べている。「地元の基幹産業は水産業し
かあり得ない。この単純明快なことが（中略）明確になっ
ていない。国や県の復興構想会議で、エコタウン、（中略）
未来型の産業から精神論まで議論されていた。しかし、
三陸地方の復旧・復興に必要なことは、きわめてシンプ
ルであり、水産業の復旧による産業と雇用の早期再建、
そして、住まいの確保と本建築の早期着工という２点の
みでよい。この２点が円滑に進めば、それ以外の課題は
自ずと解決に向かうはずである。迅速な水産業の復旧の
ための措置が、三陸地方の復旧・復興の鍵である。」11）

２．漁業者は漁業集落から離れて生活できない
水産業は場所に依存する産業であり、漁業者は従前地
を離れて漁業を営むことは困難である。
漁業集落復興を検討する人の中に、集落人口が大幅に
減ること、高齢化率が極めて高いことを過度に心配し、
計画検討に不安を感じている者を見受ける。このような
集落状況は計画策定の前提状況である。しかし、漁業集
落を知る者にとって、ある程度、想定されることであり、
むしろ次のことにしっかりと着目すべきである。
活力のある被災漁業集落では、漁業世帯以外の世帯は
集落を離れるが、漁業世帯数・漁業者数は、従前と大き
く変わらない傾向が見られる（表３）。牡鹿半島や女川町
では若い世代が比較的残る浜もある12）。残留漁業者は、漁
業で生きることを決めており、漁業集落は、人口は減少
するが水産業に純化していく。活力のある漁業集落では、

表２　宮城県：主な産業の就業者割合

男女総数
（人）

主な産業の就業者割合（％）

Ａ
農業、林業

Ｂ
漁業

Ｄ 
建設業

Ｅ 
製造業

Ｉ
卸売業、小売業

Ｍ
宿泊業、飲食
サービス業

Ｐ
医療、福祉

全国 59,611,311 3.7 0.3 7.5 16.1 16.4 5.7 10.3 

宮城県 1,059,416 4.2 0.8 8.9 13.1 18.7 5.9 10.1 

南三陸町 8,257 6.0 17.4 11.7 16.3 13.6 6.1 8.6 

女川町 4,933 0.5 14.7 8.4 23.9 12.3 6.2 6.0 

気仙沼市 32,519 4.0 5.6 7.2 18.6 18.1 5.6 10.1 

石巻市 71,623 4.4 4.4 10.9 18.1 16.7 5.0 9.7 

東松島市 19,907 6.5 2.6 11.2 14.2 15.5 5.5 10.0 

七ヶ浜町 9,398 0.6 2.6 12.0 13.7 21.4 4.6 7.7 

松島町 6,864 4.1 1.5 8.9 11.0 19.3 12.2 7.8 

塩竈市 24,993 0.3 0.7 9.5 14.0 22.8 6.2 9.4 

山元町 7,442 10.7 0.6 8.3 23.0 15.0 3.7 10.6 

亘理町 16,218 8.9 0.4 8.5 21.1 17.3 4.4 8.6 

資料：22年国勢調査

集落 世帯数
（Ａ）

残留世帯
（Ｂ） 漁家世帯 B/A

（％） 集落 世帯数
（Ａ）

残留世帯
（Ｂ） 漁家世帯 B/A

（％）

a 33 24 22 72.7 f 27 11 11 40.7

b 79 53 56 67.1 g 32 22 24 68.8

c 67 38 20 56.7 h 54 18 23 33.3

d 29 21 14 72.4 i 99 42 52 42.4

e 96 41 53 42.7 j 628 約 60 41 約 10

表３　漁業集落の人口動向

（注）残留世帯は、24年時点の希望者数。漁家世帯は、22年３月末時点の数。

花露辺地区（釜石市）　72世帯 219人、漁業者 57人（H22）→　67世帯 189人、漁業者 56人（H24）
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『漁で生きていくことを選択している若い人が多い12）』。そ
れは、ワカメやホタテの養殖や定置網漁などを組み合わ
せることで一年を通じて漁が可能であり、それによって
かなりの収入を確保できる仕組みになっていることがそ
の背景にあると考えられる12）。
また、漁業集落の高齢化が問題視される。しかし、「ワ

カメのボイルは年寄りが働ける仕事。その季節になると
年寄りはみな元気になる」という14）。70～80代でも元気
に漁に出ている人は珍しくない12）。
漁業集落の復興検討では、対象者、その大半を占める

漁業者の状況を、まず、しっかりと把握することが必要
である。そのうえで、彼らが従前と同等以上に生業を営
めるように、環境整備が求められる。
３．  水産業者に対する安全対策は不可欠

である
水産業者は、多くの作業を海際の低地、

しかも防潮堤の海側で行わざるを得な
い。彼らのため、非常時対策が不可欠で
ある。漁業集落では、避難ビルに指定で
きる高い建物が少なく、新たに避難路や
避難施設が必要である２）。
このことが意識されない、あるいは軽

んじられるケースに遭遇したこともあ
り、改めて、ここに書き留める。
４．  水産業には水産関係施設（用地）が

必要である
漁業集落では、被災を受けた漁家

敷地に、住宅のほか、水産用の作業
場や倉庫が設けられていた。なかに
は、百坪程度の敷地に居を構え、それ
に隣接する百坪以上の用地に作業場や
倉庫を設けていたものも少なくない
（図１）。したがって、居住が高台移転し
ても、低地（被災跡地）には水産関係施
設（用地）が必要である（図２）。さらに、
漁業集落内に、新たに避難路・避難施設
や防潮堤が整備されるために水産関係用
地を拠出し、生業（水産業）を継続する
ための代替地が必要になっている場合も
ある。
また、被災跡地には、作業に使用する

清浄海水、上水、排水処理等のための水
産関係施設も必要である。ある漁業者の
次の話がある。「震災後、４年目を迎えよ
うとしているのに、被災低地で水道が使

えない。これでは、やっていけない（水産業を続けられ
ない）。」
早急に、被災低地に公共施設や水産関係施設を復旧・
復興する必要がある。
５．漁業集落では借地者は多い
震災後２年目の秋、ある漁業者から、こんな相談を
受けた。「これから、本格的に養殖を再開したい。資材
を大量に購入したいが、どこに置けばよい？借地者だ
から自分の土地がない。地元説明会では、土地所有者
でないから意見を言えない。（また、被災跡地の）整備
計画が決まらないから、どこが邪魔にならない場所か
検討がつかない。」
漁業集落では、借地を利用していた漁業者が多く、その

図１　ある漁業者の敷地

図２　漁業集落の土地利用変化のイメージ（断面図）
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中には、震災後、自立再建が困難との理由から公有地の
借用を望んでいる者がいる。自力で、倉庫・加工場等の
施設を整備できない漁業者のためには、共同利用施設を
整備するための用地の検討が重要である。
６．水産業者の作業時間は長い
例えば、鮫浦湾（石巻市）のホタテ養殖漁業者の漁撈

作業は、最盛期18時間に及ぶ２）。その長い時間を、漁業
者は海上または漁港近辺で過ごす。被災前に低地の自宅
等にあったトイレ・休憩所は流失している。作業時間を
確保するためには、高台の自宅に、その都度帰るわけに
はいかない。また、この地域の漁業は、家族労働である
場合が多い。女性や子供にも配慮した施設が低地に求め
られる。漁業者の生活時間に配慮し、新たに、暖や休息
を取るための場所、更衣室、トイレ、子供たちの遊び場
等の施設・用地が求められることもある２）。
７．  水産関係施設・用地の中には、海とのアクセス性が

重要なものがある
水産業者は、多くの作業を海際の低地、しかも防潮堤

の海側で行わざるを得ない。漁具修理等の漁撈（準備）
作業や水揚げ・加工作業がある。海水を必要する作業も、
海から離れることは難しい16）。これらの作業用施設・用
地に加え、漁期に利用する漁具倉庫や臭気を発する網干
し場も、防潮堤海側への配置が求められる。
また、漁業者は、これらの施設と岸壁との間を漁獲物

や漁具を移動させる。このため、両者の施設間は極力近く、
また高低差の無いことが望まれる。某地区では、都市計
画の専門家が、軽微な津波には効果があるだろうと、漁
港背後の水産関係用地を数m嵩上げる土地利用計画を提
案した。これでは、水産業者には実に利用しづらいもの
になる。
水産関係用地整備では、海や漁港施設からの位置関係

や高低差が重要である。
８．  水産業の作業や使用漁具は、季節・時期によって異なる
漁業者は、季節に応じて様々な漁具を用いる。対象時

期に必要な漁具は、いつでも利用できるように漁港周辺
に置いておきたい。利用しない漁具は、低地に保管して
おく必要はない。次の漁期まで、津波時にも安全な高台
や防潮堤背後に保管したい２）。これに対応した用地が、そ
れぞれの場に求められる。
漁業者の年間作業形態が地域や漁業種類によって異な

ることを理解し、これを考慮することが重要である。
９．  震災により変化した水産業者の作業形態の効率化が

必要である
住宅が高台に整備されることにより、低地の作業用地に

通うために車の駐車スペースが新たに低地に必要となる。

また、漁業者は、長時間労働に対処するため、居住と仕事
とを融和させて生活しており、会社員の生活スタイルとは
異なる。被災後も水産業を引き続き営むためには、漁撈作
業が円滑に行えるよう、漁具保管や作業のための水産関係
施設（用地）が低地に加え、高台住宅地にも必要である15）。
これを踏まえ、（独）都市再生機構が整備した花露辺地区
復興公営住宅では、日常使用する漁業作業着や簡易な漁具
を洗浄・保管する空間が設けられている17）。
また、防潮堤整備では、消防団員等の生命・安全を守
るため、陸閘を設けず、防潮堤を乗り越える道路を利用し、
漁港と住宅とを行き来する手法が採用される地区も少な
くない。このような場合、防潮堤の海側及び陸側に配置
した水産関係施設（用地）間の往来作業の効率性に配慮
することが求められる。
10．  被災跡地では土地利用が明確にならない土地も

ありえる
防災集団移転促進事業により高台住宅移転をした被災
跡地では、建築基準法に基づく災害危険区域が設定され、
居住が制限される。新たな土地利用がない限り、住宅の
跡地は、利用されない。
しかし、都市計画を専門とする漁業集落復興の担当者
から、被災跡地で土地の利用がない。どうすれば良いか
と問われることがある。なかには、無理やりに土地利用
を作り出そうとし、事業計画策定に時間を浪費する場合
も見られる。どうも、都市部の土地区画整理事業のイメー
ジが頭から抜けないようである。漁業集落で同事業を導
入するには一工夫が必要なようである。被災跡地整備の
制度問題は、今後の検討課題であろう。
小規模な漁業集落では、水産業以外の事業者は、おい
それとは見つからないだろう。今復興で、まず検討する
ことは、
①これまで不足していた避難路・避難施設
② 生活・作業形態の変化に伴い新たに必要となる水産
関係施設・用地
③同様に新たに必要となる漁村活性化施設・用地
について、当該地区の変化状況・将来像を分析し、対
応可能な計画を立案することである。
おそらく、それでも土地は余るだろう。それが民有地
なら、所有者の意思に委ねればよい。公有地なら、将来
の地域発展に委ねればよい。想定困難な検討に時間を費
やし、漁業集落の復興を遅らせてはならない。ただし、
水産関係用地は、今、必要な土地である。
11．地域活性化対策を含めた漁業集落復興を考える
漁業集落の復興は、地域活性化方策（ソフト対策）に
施設整備（ハード対策）を組み合わせて推進させる必要
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がある。土地造成等施設整備を専門に担ってきた者にとっ
て、前者の対応は難しいようだ。場合によっては、その
検討や配慮が必要なことすら、理解されない。居住空間
が整えば、漁業集落復興は、生業（水産業）を核とした
再建・復興を意味する。それは経済活動であり、地域振
興である。これを目指した漁業集落復興、被災跡地整備
でなくてはならない。
三陸では、被災前、年間入込客が30万人を超える「道

の駅」や「農水産物の販売施設」があった。復興に当たっ
ては、このような都市漁村交流等をうまく活かし、６次
産業化等新たな視点で漁業集落の活性化を図ることが重
要である。たとえば、被災低地において、民有地や公有
地の土地交換等を行い、新たに水産物直
販施設、漁業体験施設、商業施設のスペー
スを集合・集約化し、活力ある漁業集落
づくりを実施することが考えられる。こ
の際、計画づくり、事業の実施・運営に、
民間事業者や行政機関等が連携すること
が重要である。

漁業集落被災跡地の
土地利用計画の必要性

被災跡地の整備について、昭和三陸津
波復興計画では次のように述べられてい
る。「家屋が流失倒壊区域にして海浜に
接する区域は、部落の共同作業場として
之を利用し又は倉庫、納屋、工場、事務
所その他の非住家屋の建築地並びに網干
場、船揚場等としてこれを利用するの途
を講じたり。」３）

水産業を基幹産業とする漁業集落で
は、海とのアクセスを確保した水産関係
施設（用地）、及び津波時にも安全を確
保できる水産関係施設（用地）が、防潮
堤海側・陸側及び高台に必要である。水
産関係土地利用、特に、海に隣接する水
産関係用地の面積・位置が具体的に決ま
れば、防潮堤の法線はその陸側（山側）
になる。そして、その陸側（山側）の土
地利用が決まれば、保護すべき施設の有
無が明確になることから防潮堤高さが決
まる。これを踏まえて、水産業者の安全
を確保するため、最も重要な避難路・避
難施設について、整備する位置や規模を

決めることになる。すなわち、水産関係土地利用が具体
的に決まれば、被災跡地の各種施設の整備方針が確定す
る（図３）。
この際、三陸沿岸の多くの集落では、山側に防潮堤を配
置すればするほど、原地盤が高くなるので、地面からの防
潮堤自体の高さは低くなる（図４）。場合によっては、海側
に必要な水産関係用地が配置され、防潮機能の必要な施設
の位置が山側にずれると、結果的に防潮堤高さがゼロ（存
在しない）になりえる。
なお、海岸保全施設の技術上の基準を定める省令（平
成十六年三月二十三日農林水産省・国土交通省令第一号）
第三条には次の規定が設けられ、堤防の天端高・法線

図３　被災漁業集落整備のイメージ

図４　水産関係用地と防潮堤との関係イメージ（図は文献13）より）
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等は、堤防の背後地の状況を考慮して、その機能を確保
することとされている。また、宮城県は、「海岸堤防の整
備については、背後集落や主要幹線等の有無により整備
高さを変えることを基本とし、背後集落や主要幹線等の
重要施設が存在する場合は、頻度の高い津波【レベル１
津波】に対応する高さとし、重要施設が存在しない場合
については、原形復旧による被災前の高さで整備するこ
と」18）としている。

【参考】  海岸保全施設の技術上の基準を定める省令
（堤防及び護岸） 

第三条　 堤防及び護岸（以下「堤防等」という。）の型式、天
端高（波返工がある場合においては、これを含む高さ
とする。以下この条において同じ。）、天端幅、法勾配
及び法線は、当該堤防等の背後地の状況等を考慮し
て、設計高潮位の海水若しくは設計波又は設計津波の
作用に対して、次の各号のいずれかに掲げる機能が確
保されるよう定めるものとする。
一　 高潮又は津波による海水の侵入を防止する機能
（以下略）

整備事例

被災跡地（低地）の土地利用計画に関する検討事例を
示す。これらは、都市計画や住宅の専門家と漁業集落計
画の専門家とが相互理解したうえ、それぞれ、工夫を凝
らし、地域特性に即した計画となっている。また、いず
れの事例も漁港の直背後に水産関係用地を配置し海との
アクセスを重視したため、防潮堤を、従前の法線より山
側に設置する、あるいは、結果的に配置しない。
１．志津川地区（南三陸町）（図５）
南三陸町は、漁業就業者割合が17.4％と三陸では最も高

く、水産業は基幹産業である。その町の中心市街地、志
津川地区は、志津川漁港の背後に位置し、水産加工場が
集積する。それを支える秋サケ、サンマ等の漁業生産の
ほか、ワカメ・カキ等の海面養殖が主に行われている。
志津川地区の復興では、居住空間を高台移転させ、被災
跡地には商業や水産業施設を立地させることとしている。
被災前、水産関係施設は、防潮堤の海側及び陸側に分

布し、各所にあった陸閘を通り、岸壁・魚市場等漁港施
設と防潮堤陸側の水産関係施設とは容易に行き来するこ
とができた。しかし、今復興では、防潮堤天端高を4.6m
から8.7mに引き上げ整備することとし、防災機能を高め
るため陸閘を設けず乗り越え道路で漁港と背後地とを結
びつける構造を予定している。これにより、防潮堤の海

側と陸側の往来は、従前に比べて、困難となる。これに
対処するため、海または漁港とのアクセスが重視される
施設は、海側に集約される。これにより、水産関係用地
が海側で増えることから、新たな防潮堤の法線を従前の
位置より陸側にずらしている。この計画の策定では、新
たな防潮堤の海側及び陸側に必要とされる水産関係用地
規模は、漁村総研が行った水産関係者への調査や将来動
向分析を踏まえ、検討されている。
また、水産関係用地を含めた土地や公共施設が的確に
配置されるよう、漁港区域内を含めて、土地区画整理事
業施行区域が設定され、事業が実施される。
２．花露 辺地区（釜石市）17）（図６）
花露辺地区は、三陸の典型的な漁業集落である。同地
区では、水揚げの拠点である漁港の背後に集落が形成さ
れ、居住の場と、水産加工や作業を行う生業（水産業）
の場とが混在・融合し、空間が構成されていた。また、
同地区の大宗を占める漁業者は、ウニやアワビ等の水産
資源を共同で管理し、ワカメ養殖を協力し営んでおり、
彼らを中心に集落は強固なコニュニティを形成している。
同地区町内会は、自ら復興計画を練り上げ震災後わずか
４か月後に市に提案している。これらは、市街地では、
あまり見られない、漁業集落独特の特徴であろう。この
ため、同地区のコミュニティ・生活形態・土地利用形態
を極力損なわないよう、地区住民の意向は可能な限り聞
き取られ、それは尊重されている。
この意向を踏まえ、同地区の復興では、住民の方々
に本来の生活を早期再建していただくために、居住の
みならず生業を合わせて再生・復興することとし、住
まいの場と生業の場とが総合的に整備されている。住
まいの場の復興では、居住と生業との一体性や地域住
民のコニュニティを壊さないよう既存集落の高台に、
復興公営住宅（災害公営住宅整備事業）・高台移転用宅
地（防災集団移転促進事業）が計画配置され、ともに
平成25年12月に整備完了している。すでに、公営住宅
の入居や自立再建住宅の建設が進んでいる。一方、生
業の復興では、漁業者が海際で作業せざるを得ないこ
とを踏まえ、非常時の避難路や作業・資材置き場に利
用される水産関係用地が被災跡地に整備（漁業集落防
災機能強化事業）される。そのうち、漁港に隣接する
エリアの水産関係用地については、今春のワカメ漁に
活用できるように、平成26年１月に整備完了されてい
る。これにより、当地区は、被災集落の中で、居住の
場と、部分的ではあるが生業の場の双方を、最も早く
総合的に復興した事例となった。おそらく、両者が総
合的に整備完成される最速事例になるだろう。
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また、復興公営住宅では、地元
住民の生活形態が考慮されてい
る。例えば、高齢者に配慮し、各
戸玄関内及び外にベンチが設置さ
れている。また、漁業者の生活形
態を想定し、正面エントランス脇
に、海水にまみれた軽トラックや
合羽を洗ったり乾したりできる屋
根つきの水場（地元では「かけ下
げ」と呼ぶ。）が整備され、さらに、
各戸玄関脇には、洗った合羽を掛
けられる収納スペースが設けられ
ている。
この地区では、必要な水産関係

用地面積を具体的に算定し、それ
を海側に集約配置するとともに、
漁港や低地の作業場からの避難路
を配置する被災跡地の土地利用計
画が、漁村総研により作成されて
いる。この水産関係用地は漁具置
き場や作業場等海とのアクセスが
重要な施設であり、防潮堤の海側
に配置する必要がある。しかし、
被災跡地は狭く、水産関係用地と
避難路を配置すると用地はもうな
い。この水産関係用地の陸側（山
側）に防潮堤が必要となるが、整
備するスペースがない。ところ
が、花露辺地区は、リアス式海岸
の急傾斜地に立地する集落である
ため、山側に行くにつれ標高は高
まっていく。海から水産関係用地
を配置すると、最も山側地点の標
高は、すでに今津波の遡上高にほ
ぼ合致する。この位置に設置され
海岸線と並行する避難路を嵩上げ
し、それに防浪機能を付加するこ
とにより、防潮堤を整備する必要がなくなっている。同
地区は、海側に水産関係用地を配置する土地利用計画を
明確に定めたことが、避難路や防潮堤の配置の有無の検
討につながっている。仮に、被災跡地に、水産関係施設
以外の民間施設（防御すべき施設）を建設する計画を立
案していれば、あるいは同地区が平坦であれば防潮堤が
必要になったと想定される。

漁業集落計画専門家の活用

漁業集落復興について、それにかかわる方々と意見
交換した際、話が噛み合わない経験をすることが多かっ
た。その場合、相手方に水産業や漁業集落・地域活性
化の知見がないケースが多い。現在、漁業集落復興を
担っているのは、都市計画を専門とする自治体職員や
コンサルタントである。彼らが、水産業を即座に理解

図６　花露辺地区：被災跡地整備イメージ

図５　志津川地区：海際地帯の整備イメージ
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することは困難であろう。水産行政を担ってきた他自
治体の派遣職員が、集落復興検討を請負った都市系コ
ンサルとの意見交換で認識のずれを感じ、苦労してい
る事例も見られる。
一方、漁業就業者割合が０％であるような自治体か

らの派遣職員の方々は、水産業・漁業集落の実態を理
解するのに、相当苦労されていることだろう。著者も
大阪出身で、就職し水産を学び出したころは、都市民
が持っている慣習や常識との違いを感じ続けた。二十
数年たった今でも、水産の奥深さには、驚かされる。
いわんや、地元の地理や慣習も知らず、水産も知らな
い者が、急きょ被災地に派遣され、漁業集落の復興を
行うには、短期間に相当の学びが必要である。
復興について、自治体職員と専門家がうまく連携でき

たところはうまくいっているが、できていない自治体
も多いとの指摘19）がある。これは、漁業集落復興の場合、
自治体職員も都市系コンサルタントも漁業集落復興の
経験と自信がなく、かつ、このことについて、互いの
能力を信頼できないことによるものであろう。
日本には、漁業集落計画の専門家がいる。この問題を

解決するためには、彼らを活用すべきである。漁業集
落復興の検討に当たっては、①地域特性の適切な把握、
②地域活性策の検討、③復興検討期間の短縮等のため
に、漁業集落計画の専門家の活用を推奨したい。先に
示した事例では、彼らが活躍した。
漁業集落の土地利用計画を作成する際、「水産関係用

地が、防潮堤の海側及び山側に最小限どの程度必要な
のか。」「どのような時期に、どのような利用をするの

か。」「避難はどうするのか。」「どのような活性化対策
がありえるか」を検討することになる。これは、集落
ごとに作業形態等が異なることから、低地（被災跡地）
における土地利用の主体者である水産業者に聞くしか
ない。彼らの年間作業形態、使用漁具量等を精査し、
適切な土地利用計画を策定することが不可欠である。
今回の震災復興の計画策定では、都市計画分野の専門
家や学識経験者のみにより、集落計画が立てられてい
る場合が多い。その中には、水産業や水産土木技術の
知見がないため、十分な実態調査がなされず、水産に
考慮した漁業集落づくりの検討になっていないものが
ある。これに対処するためには、漁業集落計画の専門
技術を持った組織・人材（例えば、（一財）漁港漁場漁
村総合研究所（漁村総研）や専門家（技術士（水産土木）
等））の活用が有効である。
また、漁業集落計画専門家は、将来の地域活性化を
検討し、それと整合させた漁業集落整備計画を策定す
る。ソフト対策とハード対策とを融和させた地域活性
化策の検討が得意である。
さらに、漁業集落計画の専門家は、都市計画や住宅
分野の専門家と重複することは少ない。このため、両
者を活用し、居住の復興（住宅地整備）と生業の復興（被
災低地整備）との検討を時間的に直列に実施するので
はなく、並行的に検討し復興期間を短縮している事例
も見られる（図７）。
加えて、今震災復興では、心理的理由から、住宅地
整備と被災低地整備との並行的な検討を嫌った漁業集
落もある。しかし、このような集落においても、漁村

計画の専門家が根気よく漁業者の話を
聞き、先導することにより、比較的早
期に被災低地の計画が策定された事例
もある。

おわりに

本稿冒頭で高台住宅移転の有効性を
唱えた。海との一体性を考えた場合、被
災した漁業集落の土地を嵩上げ、避難
手法を確保し、集落を復興する手法が
ある。これが望まれる地区もあることは
承知している。そのような復興は、漁
業集落の特性を考えれば、優れた手法
である。一方、高台住宅移転は、漁業集
落の在宅者の生命・身体、財産を守るた
めには有効である。沖合操業していた図７　漁業集落計画専門家の活用による復興期間短縮のイメージ
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漁業者が津波警報発令等のため何日も漁港に帰れず、家
族の安否を心配した事例を考えると、著者は、漁業者が
選んだ高台住宅移転なら賛同する。今震災では65の漁業
集落で家屋浸水が無い２）。その多くは高台の集落である、
それは、過去の津波経験を活かし、居住を高台で形成し、
漁港とを行き来することによって、生業を営んでいる事
例である。
しかし、高鍋は、被災直後、高台にしか住めないとい

う空気になって高台住宅移転が前提となり、地域づくり
の発想が縮まってしまったこと、住む場所・生業・生活
形態をトータルに考えて居住を十分に検討できなかった
ことを指摘している20）。漁業集落の復興については、水産
業・漁業集落・地域活性化をよく知る者が対応していれば、
それぞれの地区に適した、現計画と違った形の復興があっ
たかもしれない。
漁業集落の復興は、多くの自治体で都市計画を専門と

する職員で構成される復興担当課が担っている。その課
に、水産担当課が漁業集落復興の考え方や留意点をアド
バイスしても、多忙であったこともあり受け入れられな
かったとの声をよく聞いた。聴く方に基本知識がなけれ
ば、相互理解は容易ではない。また、漁業集落の復興を
町場より早めてはならないと言った話を聞いたこともあ
る。三陸では、水産業が基幹産業であることを考えると、
水産関係者が故郷を離れていかないようにするため、む
しろ漁業集落の復興を先行してもよかったと著者は考え
る。このような狭間で、漁業者や漁業集落住民がしわ寄
せを受けることは避けたい。
さらに、高台住宅地・低地部・道路整備がそれぞれ別

のコンサルタントに発注され、事業調整が図られない。
自治体に地域全体を考える部署がなく、それを考えるプ
ランナーやコンサルタントもいないまま、バラバラに話
が進んでいったとの指摘がある20）。このような状況を踏
まえ、合意形成や計画支援のシステム化20）や復興にあ
たり、通常のコンサルタント業務とは異なる組織化のプ
ロセスが求められている19）。居住整備・市街地整備では、
（独）都市再生機構が、先導的役割を担い被災市町村を
牽引している。一方、漁業集落復興でそのような組織・
機関・リーダーシップが十分に機能しているのか。その
成果と課題を分析し、今後に活かせて行くことが必要で
ある。
漁業集落復興に関するこのような状況を解きほぐして

いくのが、水産庁であり、水産関係組織であろう。漁村
総研は、漁業集落の活性化策・地域整備等を総合的に検
討する機関の一つである。漁村総研は、今復興でも、被
災漁業集落の復興計画や被災跡地（低地）の土地利用計

画を策定している。中には、前述のように、自治体の担
当職員の知識不足のため理解が得られず、苦労をされて
いる事例もあるようだが、日本で、おそらく世界で唯一、
漁業集落の振興・整備を研究している団体であるのだか
ら、漁村総研には、漁業集落について、今回の成果と課
題を分析し、次の機会に活かせるよう、被災に対処する
BCP対策、迅速な復興を図るための計画及び施工方策・
組織体制等を提案していただくことを期待する。また、
同様の検討を水産土木技術士の皆様にもお願いしたい。
最後に、自然を対象とする場合、人知を超える現象、
想定外が必ずあることを認識しておくべきである。例え、
高台住宅地であっても、避難することが常に優先する21）。
東日本大震災では、少なくとも49集落は、家屋浸水して
いるが人的被害がない２）。漁村コミュニティで助け合い避
難した事例がよく聞かれた。この地域に継承されたソフ
ト対策の効果である。避難の重要性は忘れてはならない。
津波てんでんこ！
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漁獲からはじまる衛生管理

漁業、増養殖ともに食品としての魚介類の安定的な生
産と安全な水産物の提供が必要で、この分野を15年取組
み、安全管理がゴールと考えております。FAOとWHOの
合同の国際食品規格委員会（CODEX委員会）でリスク分
析手法を用いて食品由来の被害軽減のため最初に始めら
れたのが、何が問題かという危害分析を行い、どうコン
トロールすればいいかという手法で、食品加工場からこ
のシステムは動き出しています。漁獲から産地市場そし
て食卓までの危害分析を実施して、リスク評価をし、安
全性を図ってゆきたいと考えています。安全性に関しま
しては科学的に証明ができます。品質管理、衛生管理と
もにデータが取れますので、食中毒菌がいなければ事故
は起きないわけです。科学的に分析が可能です。けれども、
安心感の提供に関しては、心理的なところも含まれ、信
頼関係をどう築くかが課題になります。
平成12年に北海道庁が委員会を開き作成しました「品
質管理高度化モデル計画」の報告書の最初のページの写
真・イラストが話題になりました。ここから始めるべき
だと強引に漁獲のイラストを載せていただきました。水
産物の危害分析を行う場合、当然、魚の病原ウイルス・
細菌、従来の食中毒細菌、寄生虫、人の病原ウイルス、

はじめに

今日は、なぜ衛生管理が必要なのかという基本的なと
ころをご紹介したいと思います。私は、以前、北海道で
起きた病原性大腸菌O157によるイクラの食中毒以来、衛
生管理の仕事を始めることになりました。今日のテーマ
は「漁獲から食卓までの衛生管理を！」です。畜産や農
業ではFarm to Tableというタイトルでいろんな仕事が
なされています。私が水産の立場で参加した時に一番強
みだと感じたのが、「魚介類は安全です！」でした。とい
うのは、家畜には人獣共通感染症がありますが、魚は寄
生虫を除きないのです。漁獲してすぐのものは安全です。
あとは、食中毒菌と寄生虫対策、化学物質その他に対す
る対策をたて、鮮度を保持し食中毒菌を付けない、増や
さないことを守れば、安全性が確保できるという有利な
立場にあると考えるようになりました。汚染の防止、低
温管理、清浄海水の確保で食中毒菌対策をとることによっ
てお腹を壊さないようになってきました。漁港は食品と
しての魚の流通のスタートであるということを認識して
いただき、さらにトレーサビリティーが重要という話を
最後にしたいと思っています。

平成26年１月21日に当研究所主催による第７回調査研究成果発表会を開催しました。このうち第二部「安全でおいしい

水産物を食卓へ ～これからの衛生･品質管理～」について北海道大学名誉教授 吉水守先生の基調講演の要旨と、その後

行われたパネルディスカッションを紹介します。

水産物の安全性確保と安心感の提供

吉水 守
■北海道大学 名誉教授

昭和23年、大阪府枚方市生まれ。
出身校･卒業年次： 昭和47年　北海道大学 水産学部 水産食品学科卒業。

昭和52年　北海道大学 大学院水産学研究科 水産食品学専攻博士課程修了。
卒業後の略歴： 日本学術振興会奨励研究員、函館短期大学助教授、北海道大学水産学部助手･講師･助教授･教授、

同大学院水産科学研究院･海洋応用生命科学部門教授･特任教授。平成24年より北海道大学名誉
教授。

研究テーマ： 魚類病原細菌・ウイルスに関する研究を行い、魚病対策として飼育用水および排水の殺菌、親魚
の検査、抗体検査の導入、ワクチンの普及等を提言、産業被害の軽減に努めている。また、安全・
安心な増養殖産物の提供を目ざし、漁獲から産地市場までの衛生管理・品質管理の向上に取り組
んでいる。

プロフィール

講演
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毒素（フグ毒、貝毒）、化学物質、異物混入等がリストアッ
プされます。魚を病気にするウイルス、バクテリアの中
で一つだけ気になるものがありますが、大部分は人には
感染しません。魚介類の安全性確保のための管理点とし
ては、幸いなことにこれらが外れました。サケ科魚類の
寄生虫、日本海裂頭条虫（サナダムシ）、アニサキス等、
魚介類に存在する寄生虫は冷凍すれば殺せます。それか
ら、生物濃縮されるヒトの病原細菌、ウイルスに関して
は浄化をすればよい。ノロウイルスもそうです。フグ毒、
貝毒は浄化に時間がかかりますので規制するしかありま
せん。食中毒細菌、腐敗細菌については温度管理を主体
にして、付いても増やさなければよい。化学物質は検査
して必要に応じ規制する。物理的要因は検知器等を使う
ことになります。
水産物のリスク評価にかかる微生物をリストアップし

ますと、皆さんがよくご存知の腸炎ビブリオ菌やコレラ
菌、病原性大腸菌（O157：H7）その他が挙がってきます。
寄生虫はサナダムシ、アユに付いている横川吸虫、肺吸虫、
ドジョウの顎口虫が含まれ、生では食べてはいけません。
昔から、北海道ではサナダ虫対策にルイベにしてサケを
食べる習慣があります。幼虫プレロセルコイドは通常
２ミリくらいしかありません。幼虫を食べるとお腹の中
でサナダ虫が育つことになります。アニサキスが２回目
に刺さるとアナフィラキシーになりますので、水産物を
生で食べて胃に激痛を感じたら病院へ行ってその経過を
話し内視鏡で取ってもらうことになります。ホタルイカ
の旋尾線虫も寄生率が10パーセントくらいですから、絶
対に生で踊り食いをしないでください。ボイルすると簡
単に死にますので昔からの食習慣に従うのがベストです。
10数年前には、魚は地面に並べられ、長靴を履いた方

が鉤を持って引っ張って歩く、蹴っ飛ばす、トイレにも
その長靴で行く。生で食べる魚の取り扱いとしてこれで
よいのかという話になりました。ぜひ魚を地面から離し
てくださいとずっと言い続けて約10年近くかかりました。
今もそうですが、畜産分野は殺す時には地面に倒れます
が、それ以降地面には置きません。以前からスーパーマー
ケットでの販売様式も魚と違ってきれいに低温管理され
ていました。なぜ地面に置くのかから始まって、10年が
たってやっと法律上最低10センチ離すことになりました。
現状では、氷を入れたタンクに魚を入れるなど、だんだ
ん良くなってきました。
サケの危害分析を行いますと、病原性大腸菌O157：H7

汚染、プレロセルコイド、アニサキス、さらにリステリ
ア菌が挙がってきます。築地市場で調べますと、リステ

リア菌がマグロの中落ち、サケのイクラ、タラコから検
出されると報告されています。海にいるサケにはいませ
んから、陸上に揚がってからの汚染です。対策をたてな
ければなりません。管理点を考えますと、魚体を地面か
ら離せばいいということになります。北海道では牧場の
近くを歩いて加工場に来る従業員の方がおられます。地
面から離すと大腸菌は付きません。万が一付いても増殖
を抑えればいいので保冷をする。さらに、卵を１回洗う
と菌数は一桁減ります。通常３回洗いますので、洗浄効
果はすごく大きい。寄生虫は凍らせる。刺身も凍らせる。
鳥害対策に保冷シートをかけるといったことが管理点に
なります。
出港の時に船を洗い、氷を船倉に入れていく、漁場で海
水を船倉入れ、漁獲した魚を入れます。漁港の岸壁では、
選別を選別台で行い、地面に置きません。これは腰痛防止
のためにもすごくいい。そしてタンクに入れてカバーをか
けます。その後、競りをしてそのまま工場へ持っていき、
HACCP認定工場で加工されます。それから、輸送する時
も温度の記録をつけて、事故の時にトレーサビリティーが
かかるようにしています。食べる方に「おいしくて安全な
のが一番ね」と言ってもらえるのが一番で、標津のサケの
例ではパンフレットが作られています。2001年の新聞に、
魚価がキログラムあ
たり１～２円上がりま
したと紹介されていま
す。10年が経ち、氷
代がかさむなど不満
も出ていますが、地域
全体で考えるとプラ
スに作用しています。

漁港海岸全体の衛生管理

漁港海岸や港にゴミや漂着物がないか、漁業者・作業
者の健康診断、沿岸・港内海水の現状、清浄海水の確保
等を調べてまいりました。港内の車の流れなど少し大ま
かなところをご紹介したいと思います。漁港を含む湾全
体を漁港海岸といい、その全体の衛生管理をきちっと進
めるとすごく有利になります。例えば、港の中に川が流
入する場合は、人の生活排水が入ります。漂着物、棲息
動物、ネズミなどは危害要因となります。天日加工の場
合、裏側に日光が当たりませんので温度が上がって菌が
増えるかもしれません。海水浴場ですと人による汚染の
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講演

水産物の安全性確保と安心感の提供

危害要因が加わります。現実的には、港の中にゴミが漂っ
ている、カモメがたくさんいる、港が混雑している、洗
浄した水を港に戻している等の課題が出てきます。岸壁、
車のタイヤ、トイレの出入り口などで拭き取り検査をし
て、培養後菌数を値化しました。もう一つ、食中毒菌の
増殖シミュレーションを見て頂きました。37度では全て
よく増殖しますが、ここに３%食塩水と15度という条件
を加味しますと、大腸菌と黄色ブドウ球菌だけが増殖し、
10度まで下げますと両方とも増殖の勢いが下がり、９度
で黄色ブドウ球菌が消え、8.9度になると大腸菌も増殖し
なくなり画面から消えます。この時に声が漏れると、漁
協さんはやってくれます。何度も何度も紹介をしますと、
「じゃあ冷やすか」ということになって取組が進みました。
産地市場での腸炎ビブリオ対策について、10数年前に厚
生労働省が通達を出しました。魚介類の洗浄を行う場合
は、飲用適の水か清浄な海水、清浄海水とは殺菌海水か
人工海水です。活魚槽の海水も同じです。器具、設備、
床の洗浄は同じく水道水か清浄な海水を用います。当時、
使用可能な装置は紫外線殺菌装置しかありませんでした
ので、私達の魚の飼育水の殺菌に必要な紫外線照射量の
データが多く引用されました。
我が国の漁港の水質実態の把握ですと、北海道に関し

ては、港の中で有機物量が少し高くなっていますが概ね
良好です。腸炎ビブリオについては、北海道ではほとん
ど分離されません。８月に本州中部で、９月に九州でか
なりたくさん分離されました。ただし、毒素産成性を調
べておりませんので、これが全て腸炎を起こす菌かどう
かは別です。大腸菌は全ての港から分離され、河口から
遠くに行くにしたがって菌数が下がってきます。流通拠
点漁港150港のデータで漁港の入口と河口の位置関係を分
類しますと、港の中に川が流入する、防波堤の入口が河
口に向いているパターンが共に約４分の１です。漁港の
入口が河口側を向いていない港形にしていただくのが一
番よいのではないかと考えています。

漁港・産地市場の新たな衛生管理基準

消費者等の意識として、一番強化してほしい対策はと
調査された結果では、水産物を扱う場所を清潔に保つ、
品質を保つ、扱う人が衛生管理を熟知し実行している、
水産物の温度管理の徹底等がそれぞれ70パーセント台、
作業終了後に床面や器具類を殺菌処理水を用いて洗浄、
排水は処理を行ってから海に出す、水産物を扱う場所に
入る前の手洗いの励行、殺菌処理した水や氷を使うなど

の衛生管理項目を求めています。設置者側のアンケート
では、殺菌海水を用いた容器、床等の洗浄の実施が一番
高く、排水の問題などは意識が低いようです。取水海水
の殺菌方法としては、紫外線殺菌が広く使われています
が、大量に処理することができません。それで、塩素添
加や電解殺菌装置が挙げられています。同じ塩素濃度で
比べるとほぼ同じ殺菌効果が得られています。標津漁港
の電解装置では、電極２つで1,000トンの水をタンクに貯
めています。塩素濃度で0.1ppm、実測値0.09ppmでしたが、
99.87パーセントの細菌を殺しています。腸炎ビブリオの
殺菌率は、0.2ppmで99.99%以上です。電解した場合と次
亜塩を添加した場合に産生される総トリハロメタン量を
比べるとppbの単位でほとんど変わりません。この数値
は水質基準を確実にクリアしていました。以前調査した
羅臼漁港は海洋深層水、標津と由比漁港は電解海水、博
多漁港は次亜塩素酸添加海水、宇和島と深浦漁港は紫外
線殺菌海水で、いずれも99パーセント以上殺菌されてい
ました。そういったデータを基にして、港の衛生管理は
安心を提供する台所ですというパンフレットが作られて
います。漁港での水揚げ時に庇をつけて直射日光を避け
る、岸壁もしくは床を洗う水は防波堤の外から引いてく
る、できれば殺菌して冷やす。排水は処理をして出すと
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いう図が描かれています。もう一つ、漁港の調査をする
と、港奥のほうが生菌数、有機物量も多く、防波堤に穴
を開ける・橋脚を設ける等を施し、海水交換を提案しま
した。水揚げ時における危害要因としては、選別台をき
れいにする、鳥が来ないようにする。地面から60センチ
以上離せば水溜りの中を長靴で歩いても飛び上がらない
ので、タンクの高さを１メートルにする、やむを得ずシー
トを使う場合はきれいにする、引っ張らない、直置きを
防ぐ、フィッシュポンプを使う、活魚槽にはきれいな水
を入れるなど、現在はかなり改善され状況は良くなって
きました。
新たな品質衛生管理基準の策定の背景として、消費者

ニーズの産地での衛生管理に対する意識の高まりがあり
ます。しかし、現状はなかなか進みません。それはなぜ
でしょう？魚価が低迷している、施設が老朽化している
けれども更新コストがない、取組み意欲が欠けている、
生産コストが反映されない等が挙げられています。この
中で負担が増えるので少し尻込みをするというのが現状
ではないかと思われます。この対応策は、消費地で適切
な評価をしてもらう、目指す水準の明確化、各作業の見
直しを図るなどで基準の見直しが一昨年行われました。
平成20年に水産庁から漁港の衛生管理指針が示されて

います。レベル１は、現在の食品衛生法を満たすという
最低条件で、現在日本の漁港はほぼこれを満たしている
と思われます。この次に目指すレベル２で、各種対策に
よって食中毒菌の混入のないことが確認されているとと
もに効果の持続化が図られている漁港を目指すのが現段
階だろうと思われます。HACCPを入れてトレーサビリ
ティーをきちっとするとレベル３になる。新たな品質衛
生管理基準の基本的な考え方として、レベル２を基準に
して大日本水産会（以下、大水）の基準にある優良衛生・
品質管理市場と漁港認定基準を融合したかたちで進めて
いってはどうか論議されました。漁港基準、大水基準、
それから、水産物を外国に買ってもらおうという動きが
ありますので、輸出基準も考えて取り入れていかなけれ
ばならない状況にあると思います。
大水の優良衛生・品質管理市場認定において、漁港の

衛生管理レベル２と合せて新しい基準が一昨年検討され
ました。その結果、基準達成認定マークを作り、例えば、
レベル２だと星２つ、レベル３までいくと星３つにする
とか、一般消費者の方に分かりやすい基準マークを付け
て皆さんにアピールすると安心して買っていただけるの
ではないかということです。さらに、輸出する場合には、
アメリカ向け、ヨーロッパ向け、中国、ロシア、ブラジル、

ナイジェリアその他要求事項を満たすようにプラスaを設
定し、ここの港で水揚げされた漁獲物に関しては輸出OK
というように出来ればと願っています。

安心感の提供とトレーサビリティー

食品の安全性確保は、危害分析をして抑えるべき点を
きちっと抜き出し、そこを管理することでクリアできる
と考えています。次は、安心システムです。安心感の提
供というトレーサビリティーをなんとかしなければなら
ないと考えます。牛肉のトレーサビリティーシステムは、
2004年に法制化され、耳に番号を付けています。マグロ
ならいいかもしれませんけれども、小さな魚に一匹ずつ
番号を付けることは不可能ですので別の方法を考えなけ
ればなりません。天然魚のトレーサビリティーに関して
は海域証明を付けるか、漁船単位の管理をするか、温度
管理や船の中の保管条件に関しての項目が挙がっていま
す。必要という声が大きいのです。
養殖魚に関してはかなり進んでいます。飼育群として
の管理を海面小割生簀単位にする。陸上養殖ですとタン
ク毎の管理にするということが言われています。家畜に
対して家魚という言葉を使い、完全閉鎖循環飼育ですと
水槽ごともしくは事業者ごとの単位になろうかと思い
ます。親魚は、一部標識を付けて個別管理が行われて
います。養殖魚は、養殖生産工程管理手法GAP（Good 
Aquacultural Practice）制度がヨーロッパで進み、日本
でも検討されています。考え方は HACCP とほぼ同じで
す。施設管理、種苗導入、飼育、取上、出荷のプロセス
をそのまま追跡することになります。リスク要因の検討
として、水質、底質、餌料、添加物、医薬品、寄生虫、
その他で、対処法は最初にお話したものとほぼ同じです。
このチェックリストを作成して、バーコードも試作的に
作られ、スーパーマーケットで端末を叩くと、どこの養
殖場で誰が飼育し、いつ出荷されて今店頭にありますと
いうこと分ります。これを誰が認証するかが現在の課題
です。養殖魚の履歴書ですが、魚種、出荷年月日、出荷
地域、生産者、稚魚の履歴、養殖履歴、魚場、医薬品使
用状況、ワクチンの使用、餌はどこの会社のものを使っ
たか、出荷者、加工履歴が書き込めるようになっています。
CODEX委員会の言うフードチェーン・アプローチと同じ
発想です。養殖場から私達の家庭の食卓までの追跡が必
要ということになります。
適正農業規範（Good Agricultural Practice）に相当す

る水産の適正規範、Good Aquacultural Practiceの普及と
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HACCPの導入は水産業でも同じです。水産物の漁獲生産
段階で行われているエコラベルの認証、GAP、それから
漁港での衛生管理基準認証、優良衛生・品質管理市場認
証等を含み、加工場を中心としたHACCP 認定制度から
一連の規範、基準を満たすGood Practiceの創設が求めら
れます。例えば、海域の海水はどうすることもできませ
ん。できる限り最善を尽くすことでGood Practiceでない
かと思います。これらの各段階をつなぐ流通・加工企業
の認証、CoC認証が必要です。その記録を残すとトレー
サビリティーの導入が可能になります。こちらはこれか
らの課題ではないかと思っております。このイラストの
理念、資源管理認証、GAP、漁港における衛生管理基準、
優良衛生・品質管理市場の制度、HACCPの認証、対米
HACCPの認証あるいは対EUの認証を取って外国に輸出
します。国内、国外でおいしく、しかも安全に安心して
水産物を食べることができる制度が出来上がればよいの
ではないかと考えています。

なぜ進まない品質衛生管理

社会的な要請があり、水産物の品質衛生管理は進んで
いる所は進んでいますが、全国一律には進んでいません。
産地では、価格に反映しない、氷代がかかるのに値段が
上がらない、手間がかかる、維持管理に費用がかかる、
やめたいという所もあります。やめた時にどれだけマイ
ナスになるか数値を示すとやめられません。それから、
水産物は食品ですので、やらなければ事故が起きるかも
しれません。将来の話としては、衛生管理は当然のこと
になると思われますが、そのコストをどうするかという
ことがこれからの課題ではないかと思います。良いこと
ずくめなのに、賛否両論で実施段階では詳細は合意され

ず反対されるのはなぜかということです。たぶん関係者
の意識が低いわけはないと思います。現行の取扱い手法
で問題が生じていないからかもしれません。先般、ノロ
ウイルスにパンが汚染され問題になりました。以前はカ
キが問題になりましたが、現在カキは浄化し、検査して
出荷していますので、ここ２年、生食での事故例はあり
ません。やっと人のウイルスだという認識も世の中に広
く普及しました。それから、この衛生管理手法はハード
ルが高いと思われていますが、高くないということを理
解していただく必要があります。
衛生管理の効果を地域として見ればどうなのかを考え
ますと、直接効果は鮮魚出荷用ブランドの魚を生産し生
産者の利益が増加する、そのために、例えば魚箱、運送
用車両、冷凍庫、製氷その他に従事している方の収入が
増える、これが第２段の効果です。その人が町に行って
買い物をする、レストランで食事をする、売り上げが上
がり地域全体として見ればプラス効果になります。ただ、
漁業者の方にしてみれば、キロあたり３円上がったけれ
ども収入は大して上がらないという声になってしまいが
ちですが、ぜひ地域で全体像を見ていただければと思い
ます。標津町の産業連関表ではGDP増加分7,000万円のう
ち漁業・水産加工以外が1,800万円あります。ここを皆さ
ん評価しないので、氷代がかさむ、手間がかかる、面倒
くさいという声が出てきます。町としては収益が上がっ
ているという理解を得ることが必要です。
安全性の確保とともに安心システムを構築することが
求められていることをお話ししてきましたが、もう一つ、
フェアトレードの普及への理解を頂きたいと考えていま
す。例えば品質衛生管理を進めると、Kgあたり２～３円
必要ということですとgにすると１円にもなりません。品
質のよいもの・安心して食べられるものが１円余分に払
えば手に入る。物消費者の方にぜひ理解をしていただき
たいと考えます。そういう社会ができてこないと駄目な
のではないかと考えております。安いものにはそれなり
の理由があり、生産者の皆さんが努力されていることに
ついては対価を払ってでも買うべきではないでしょうか
と言い続けております。今の日本で理解が得られている
ものに鶏卵があります。いろんな名前が付けられていま
す。値段は倍以上の開きがあります。それでも買って頂
けるという状況です。水産物に関してもこういう取り組
みが必要ではないかと思っております。そうしますと、
安全管理、資源管理をして、安全な食品を作り、かつ追
跡もできれば、安心な水産物を食べていただけるのでは
ないかと考えております。
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安全でおいしい水産物を食卓へ
～これからの衛生・品質管理～
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パネリスト パネリスト パネリスト

現在の取組

吉水　最初に各パネリストから自己紹
介を兼ねまして現在の取組をご紹介し
ていただきます。
山道　八戸漁港は特定第３種漁港で、
まき網、イカ釣り、底びき網の三大漁
業が主力となり、右手に第１魚市場、
左側に第２魚市場、中央に第３魚市場
とそれぞれの水揚げ形態や販売形態に
応じて、昭和１桁から順次整備されま
した。しかし、全国的な傾向ですが、
昭和63年の約82万トンをピークとして
近年は10万トン前後、８分の１の水揚
げになっています。現状では、効率的
な市場運営が困難、40年程度経過し老
朽化が進行、オープンな構造で鳥の侵
入等も防御できないなど消費者の安全安心ニーズへの対
応が困難等の課題がありました。このため、水産物流通
機能高度化対策事業を活用して、市場機能の集約、衛生
管理の高度化計画を進めております。従来の第１魚市場
では、漁船からタモ網でトラックへ水揚げでしたが、A棟

を整備して、漁船からフィッシュポンプで魚と水を取り
込み、シャーベット氷が入ったスカイタンク（プラスチッ
ク容器）に魚を一定量投入して蓋をして出荷する工程が
全てオートメーションです。この１ラインに対して緊急
時停止対応の一人でやっています。漁船１隻に対して
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２ラインで、同時に２隻水揚げできる施設です。対EU輸
出の市場登録を目指して現在準備を進めています。従来
の第３魚市場では、漁船から冷凍のブロックイカが岸壁
上のコンベヤーを通って上屋のみの施設内で選別して出
荷していましたが、整備後のB棟では、岸壁上のベルト
コンベヤーにポリカーボネート製のフードをつけて鳥糞、
砂埃等を防御し、閉鎖型の施設の中で選別し、出荷となっ
ております。八戸漁港では漁船も市場も衛生管理し出荷
されるのはまさに高度に衛生管理された魚ですので、こ
ちらをビジネスチャンスとして、加工分野、流通分野の
衛生管理の高度化をしていただくと、八戸に水揚げされ
た魚の評価が上がります。吉水先生もおっしゃった地域
全体での衛生管理が進み、それが地域の利益となる、安全・
安心な魚の供給基地八戸を目指しております。
橋本　三重県の志摩半島の東、答志島の東端に鳥羽磯部
漁協があります。ここは、伊勢湾の木曽三川から流れて
くる水と太平洋側の黒潮の影響で、地先は岩礁が多く潮
流の速い格好の漁場で、古くは万葉の時代から奈良・京
の都に海産物を献上し、観光客も多いところです。平成
14年に、志摩半島の北部一帯、鳥羽市の16漁協と志摩の
磯部地区の６漁協あわせて22漁協が合併して鳥羽磯部漁
協となりました。この答志集約市場は、漁港整備事業で
1,000平米程の場所を確保し衛生管理市場の認定を受ける
べく施設を整え、平成17年から稼働し昨年度も優良衛生
管理市場として継続認定を受けたところです。魚種は、

鯛、スズキの一本釣り、ヒラメ、伊勢エビの刺網、また、
タコ壷、ちりめん、鰯、イカナゴの機船船曳が主な漁業
です。衛生管理として、施設は常に衛生さを保ち、施設
内の水槽、かご類、床面、秤等を毎日業務終了後に高圧
洗浄機、デッキブラシで男性５名の職員で清掃作業を行っ
ております。菌を持ち込まない、触れさせない、増やさな
い原則のもとに入場の際は必ず帽子・長靴を着用し、消
毒槽で消毒し、トイレでは履物を変え、40センチ程の段
差を乗り越えて消毒をしています。また、車両は市場内
へは乗り入れを禁止、職員は健康管理チェックシートを毎
日欠かさず記入し人の管理を実践、市場関係者以外の入
場場所を限定し許可制とし、入退場、搬入の出口を限定
して人と荷物の出入りを体系化をしています。また、北海
道の標津、富山の魚津等の先進地視察や研修会等で衛生
教育をするとともに、小学校、中学校等をはじめとして三
重県で比較的珍しい衛生市場の見学を受け入れています。
中村　漁港の衛生管理基準では、自分達の漁港がどの程
度のレベルかを分かりやすく示しています。レベル１は
最低限の基準、レベル２は例えば、岸壁の屋根や清浄海水、
温度管理をしているなどハード的なものを担保し、レベ
ル３は記録し情報開示できるように整えるということで
す。全国的にはレベル１がほとんどで、ようやくレベル２、３
が出てきて、今後５年くらいでレベル２にもっていき
たいと考えています。漁港漁場整備長期計画では、水
産物の流通拠点漁港150港において、高度な衛生管理

のもとに出荷された水産物（レベル２
以上）の割合を、平成21年の３割から７割
へと目標として掲げています。農水省では、
攻めの農林水産業の展開において、水産物
輸出を、現在1,700億円から3,500億円と倍以
上の水準を期待されています。マーケティ
ング戦略として、例えば、日本の水産物が
すでに評価されている地域と、今後魚の需
要が見込まれる地域に分けてターゲットを
絞って対応する動きをしています。また、
EU輸出にあたって、水産物が市場を通過す
る場合、市場の登録が必要です。一方、市
場を通らない場合も、北海道のホタテ、九
州のブリの養殖場の登録の中で陸揚場が衛
生的かというチェック項目があります。特
定第３種漁港のうち八戸、気仙沼、石巻、
塩釜、銚子、境港、下関、枕崎、長崎の



29漁港漁場漁村研報 Vol. 35

９漁港で取組が始まっているなど、流通機能高度化対策
事業を約20ヶ所で支援しています。
坂本　大学の水産学部卒業後、鹿児島県漁連で中央卸売
市場の卸売業をしており、その後、日本航空・鹿児島県・
鹿児島県漁連等が出資する鹿児島産業貿易に出向し、鹿
児島産の魚の輸出に携わり、それぞれの国の様々なレギュ
レーションに対応してきました。今は、日本適合性認定
協会（認定機関）で、審査機関を認定する認証業務及び
各国の認証機関において二者監査／HACCP／ISO／FSSC
等の規格の監査をしています。食品工場、フードチェー
ンを通じての審査を通じて感じた、食品の安全性の確保
に関する動向、或いは食品安全規格の動向についてお話
させていただきます。食品規格には、HACCP／ISO9001／
ISO22000／FSSC22000等の規格があり、ISO22000はまだ
JIS化されていませんが、ほとんどの規格は、日本工業規
格として規格化されております。ISOという言葉を聞く
と、ほとんどの方が抵抗感があるように感じられますが、
戦後復興期を考えるとIEC（電気業界の規格）や日本工業
規格を国際規格とリンクさせながらシステムを作って海
外に輸出してきました。活路を海外に求めるならば、水
産業界も本来はそうあるべきかと思います。大手量販店
を中心とする今の小売業界では、ISO26000（企業の社会
的責任）を上位規格として、その下に、労働安全マネジ
メント、事業継続マネジメント、環境マネジメント、食
品安全マネジメント等のリスクマネジメントシステムの
構築が要求されるようになってきています。そのような
環境を背景として、食品安全審査の中ではISOやHACCP
より、SQFやFSSC22000等の小売業協会のプログラムが
主流を占めてきています。それはISOやHACCPが形骸化
してきていることを意味するのだろうと思います。実際、
二者監査やEUの監査、米国FDAの監査（食品安全近代化
法制定後増えています。）で指摘事項を受けることなく、
安全な食品を製造するシステムとして正確に機能してい
ることが一番大事なポイントだと思います。小売業協会
の規格策定には、製造業界も入っており、今後主流を占
めてくるものと思われますし、認証を受ければ今後、二
者監査を行わないという面で、コストパフォーマンスも
上がります。日本を含め、世界中で一番認証が増えてい
る規格はFFC22000という規格で、ISO22000の上に英国
規格協会が定めた一般衛生管理プログラムが加わった
規格です。

なぜ品質・衛生管理なのか

坂本　今なぜ安全性かと言えば、最近の事例を見てもノ
ロウイルスの問題、農薬混入事故、等、多数の事故事例
が出てきており、単に水産物の衛生管理というよりも消
費者が食品安全に抱く不安は非常に強くなってきていま
す。食品安全基本法ができて食品衛生法とJAS法及び関
連法が見直され、どちらかと言えば消費者重視の考え方
へ移行しつつあります。併せて、大手量販店の寡占化の
進行、消費者のクレームの増加等の背景もあります。食
品の安全性については、その地域内で販売するのであれ
ば営業許可の範囲内で衛生管理をやっておけばいいので
すが、大手量販と取引するのであれば、それなりの覚悟
がいります。食品の安全性の確保に対する組織の理念、
HACCP、コンプライアンス、緊急時の対応、このへんが
バランスよく構築されていないと、システムとしては機
能しづらいかと思います。HACCP導入初期とは異なり、
現在では、リスクマネジメントの観点から、かなり高度
なレベルが求められるようになっており、ハザード分析
に於いても、病原菌ごとの詳細なハザード分析が求めら
れるようになってきています。
吉水　例えば腸炎ビブリオですと、溶血毒を産成する
TDH陽性株が食中毒の原因菌なので、その株がいるのか
どうか。種としてたくさんいればその中に病原性の菌もい
るという種のレベルでやっていますが、遺伝子解析の時間
が短く簡単になれば、原因菌の検出ができると思います。
中村　漁港の衛生管理について、行政を通じて20年近く
やってきたわけですが、土間置きしている水産物を見て、
家庭の主婦が自分のキッチンでかなり丁寧にやってもス
タートラインの漁港で駄目だったら、その信頼性が揺ら
いでしまうのではないかと思うのです。当然のことなが
ら、マーケティングの面でも漁港も市場もスタートライ
ンであり、きちっと衛生管理しなければという認識です。
もう一つは、衛生管理をベースにすると、例えばブラン
ド化、６次産業化など地域ぐるみの取組みを進める一歩
が踏み出せ、付加価値や地域に循環していくものが潜在
的にあります。
橋本　私達の地域では関アジ、関サバと同じようにタコ
とかトラフグ等でもブランド化が行われております。私
達の漁場とその近辺の漁協の漁場は、捕れる魚はよく似
ていますが、他の所はブランド化をされていますが、答
志の集約市場は遅れをとっていました。付加価値をつけ
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るためブランドとしての、答志のタコ、答志の鯛ではな
しに、衛生管理の行き届いた答志市場の魚ということで
出せば一番いいのではないかが、衛生市場をやるきっか
けの一つでした。市場の施設整備はBSE問題、O157問題
が流行っていた時でしたので、的を射たような進め方に
なりました。
林　これまで水産物を食品の材料という視点で見ていた
のではないか。消費者側が水産物イコール食べ物だとい
う意識になってきた。これまで経験的に衛生管理や鮮度
保持に努めてきた以上に、様々な食品に関する不祥事か
ら消費者の目として求められてきたのではないかと思い
ます。衛生管理に加えて、危害が起こった時のリスク管
理が必要になってきていると思います。
坂本　このシンポジュームのテーマは産地市場をテーマ
としていますけれども、食品の安全性を考慮するのであ
れば、フードチェーン全体で取組むことの方が好ましい
と思います。農水省が主導するフードコミュニケーショ
ンプロジェクトはもっと消費者の意見を聞いていこうと
のスタンスになってきている。やはり、産地と消費者の
間を短くしていかないと、これから水産業は生き残って
いけないので連携が避けて通れないと思っております。
吉水　漁場から食卓までを通して認証できる制度ができ
てくれば、もっと安心して、また、皆様方の努力も報わ
れる流れになってくると思います。ぜひ行政のほうで実
現していただければと願うところです。

なぜ進まない品質・衛生管理

吉水　10何年やってきて、値段が少し上がった、ブラン
ドが付いた、地域としてはもう根づいていると、このあ
と当然の流れとして、日本中が全部そうやってくれれば
いいが、そうなった時に差別化ができなくなる。またそ
の時は先進的に頑張ればいいですが、コストの回収がで
きるか、フェアトレードの理解なども含めて、どう考え
ておられるかお聞きしたいと思います。
坂本　経営者の意識が非常に大きく作用すると思ってい
ます。経営の観点からみれば、製造業では、品質だけで
は駄目で、品質管理、原価管理、納期管理、開発力のバ
ランスの上で経営は成り立つため、経営者は安全性管理
だけにお金を使いたがらない傾向があり、これは産地市
場を開設している漁協においても一緒かと思います。こ
れを前進させるためには、地域で連携する組織づくりが

必要です。昨年、歯舞漁協では、職員70～80名が衛生管
理勉強会を開いたりと、皆さん積極的にやられている。
そういう取り組みや姿勢は施設面での整備以上に大切な
事です。また、水産の衛生管理が進まないのは、法令がしっ
かり運用されていないからではないかと思います。本来、
大多数の産地市場は地方卸売市場として、魚介類競り売
りの営業許可を受けています。許可営業者がやらなけれ
ばいけないことは、食品衛生法施行条例50条、51条（一
般的な衛生管理プログラム）に網羅されています。本来
コンプライアンスの観点から、開設者はこれを遵守する
義務があります。
橋本　仲買人は地元に36あり、その半数近くは旅館業で、
関西とか名古屋方面の観光客を引率して衛生管理市場を
見学させ、その魚を実際に食べていただいていますので、
地域の中では衛生管理に対する考え方は広まっていると
思います。逆に、漁師さんの意識が低いのではないかと
いう感想を受けます。
山道　八戸は前沖サバというブランド化を商工会議所が
中心となって進めています。仲買さんの大部分は水産加
工場も兼ね76名、経営者で意識の高い方は自分の企業の
グループ全てでHACCPの認定を取っています。市場を
EUに登録できれば、その次の方々が施設整備をされて認
定を取っていただければと考えおります。
中村　市場開設者の方々の意識は向上してきたと感じま
す。アンケート調査をすると、進まない理由は、だいた
いコストがかかることと衛生管理をしても魚価が上がら
ないことの２つです。例えば木箱を他の箱に変えるとか
フォークリフトを電動に変える等の、自己投資の部分で
二の足を踏むという話もあります。車と人の動線や作業
環境を工夫することで、必ずしも衛生管理を向上させた
からといって作業効率が悪くならないよう、トレードオ
フにならないようにしていきたいと思っています。
林　衛生管理を進めていく上にはその先の価格の面も含
めて生産者、市場関係者だけではなく仲買人と連携を取
ることが必要で、衛生管理をした魚、品質のいい魚をど
うやって売っていくかというところも重要で、一体となっ
て衛生管理に取組まないといけないと思います。また、
衛生管理に取組んでいる漁協は、インターネットで分か
りますが、トレーサビリティ、PRなど川下に知らせる方
法が重要ではないかと考えております。
吉水　衛生管理をやっている所の魚は品質・鮮度がいい
けれども、やらなければ元の状態に戻ってしまう。事故



31漁港漁場漁村研報 Vol. 35

防止は生産者がすごく努力をされているこ
とが大きい。一時ヒラメの刺身を食べて下
痢をする事例があり、長いことヒラメトキ
シンと言われていましたが、クドアという
寄生虫だと原因がはっきりしたため、生産
者がチェックを行い、この事例は今ほとん
ど聞かなくなりました。このところ、生食
用カキを食べてのノロウイルス食中毒等の
事故例の報告はないですよね。市場に出す
前の段階での広い意味での衛生管理が徹底
されてきたのだと思います。そこまで日本
の食べ物はしっかり管理されていると思い
ますが、例えばテレビで市場が映された時
に魚が転がっている、蹴飛ばしている、プ
ラスチックの箱の上に長靴で乗っている
と、あれはなんとかならないのかとうちの
学生は言います。魚を地面から離してほし
い、なかなか現場では理解されなくて、水産高校の学生
さんに生で食べるんだけどどう思うと聞いたら、「マズイ、
マズイ」って、それをお父さんに言ってくれるというの
が最初のきっかけでした。地道な取り組みが必要なので
はないかなと思います。
坂本　吉水先生が提案された「フェアトレード」という
概念（いわゆる公平な貿易の推進）とは、努力した分だ
けちゃんと理解してもらえるような流通のあり方が問わ
れているのかと思います。大手量販主流の流通寡占化状
態が果たして妥当なのか今後考慮すべき事項ではありま
す。今、大阪で、食品に強い中堅スーパーで生産者価格
を反映して努力した分を上積みしてくれる取引先を一つ
でも多く作っていこうという考え方で様々な取組みを
やっています。衛生管理の考え方は、北海道と九州は異
なります。自分たちの環境に見合ったシステムを構築し、
実直に行うことが大切です。販売するためには相手の要
求を聞かないと、単価と一緒で商売になりません。だから、
どこに売るかによってその考え方が変わってきます。大
手量販でも自分達のブランドを守ることは極めて重要で、
事故を起こさない為のリスク管理として衛生管理は避け
ては通れない時代です。
林　衛生管理の認定を受けた漁港から出された魚が九州で
食中毒の事故を起こした。その後、魚ではないもので食中
毒を起こしたと判明しましたが、その時に、保健所がどう
いうかたちで出荷されているのかとたずねた時にちゃんと

記録が残っていて、ここが問題ではないですねと簡単に済
んだ事例があります。衛生管理には、危害が起こった時の
このような効果があるのではないかと思います。
山道　平成11年に、八戸市の加工場で作ったイカ製品が
さらにイカの乾燥菓子が全国でサルモネラ中毒を出した
ことがあり、保健所は、検査で市場まで入り、各部の拭
き取り検査までされました。結局、市場での検出はあり
ませんでしたが、そこから衛生管理の取組みが始まりま
した。計画段階で、組合長さん、仲買、卸売業者のトッ
プさらに市、県の行政のトップで八戸漁港検討会議を作
り、その中で衛生管理型の市場を作っていきましょうと
決まりますと、漁業者は対応する船を造ったほうが絶対
に有利だろうと思われ、現在、八戸漁港所属では遠洋の
底刺網漁船と大中型まき網漁船そして中型イカ釣り漁船
それぞれ１隻がEUの登録の漁船となっております。
橋本　生産者の理解は得られにくいですが、魚価や単価
はそれ程上がり下がりはないと思いますが、漁獲量では
なく漁獲高は、漁師さんの数は減っているにもかかわら
ず年々少しずつ伸び、年３パーセントくらいの効果はあ
るのかなという気はしております。近隣の漁協、生産者
の漁獲単価はある程度下がっているけれどもうちはそれ
ほど単価は下がっていないところが、衛生管理のメリッ
トかなという気がしております。漁師さん、仲買人さん
も関心を持ってこのままずっと続けていければという思
いでおります。
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輸出を視野に入れた品質・衛生管理

吉水　具体的にどういう認証が必要か、この後の方向性、
取組み事例をご説明いただけますでしょうか。
坂本　EUへの輸出を考えると、ヨーロッパの食品安全法
を理解する必要がありますが、欧州食品安全機関が日本
の食品安全委員会と合意書を設けているように考え方、
範囲等がリンクしてきております。オーストラリアの安
全性管理システムや業界の基準はEUの概念を考慮した上
で、食品安全基準でカバーされる全ての事業者（生産者
から消費者）を網羅し、資格を持つ食品安全審査員によ
る審査等、輸出に積極的な国の考え方として非常に参考
になります。日本では、認定と認証が一緒に論じられたり、
認証の考え方自体が理解されていない等の問題点を抱え
ており、今後、日本水産物の輸出やグローバルマーケティ
ングへの対応も考慮すると整理しておくべき事項でもあ
り、ルールの見直しや国際的な動向との整合性は必要か
と思います。また、６次産業化の進展により、産地市場
を経ずに直接消費者に販売する形態も出てきており、生
産者に対する指導も不可欠かと思います。また、今後の
課題として、海域のモニタリングが不足していることが
考えられ、ハード面の整備と共にとソフト面の整備も同
時進行的に進めて行かねばならないと思います。
世界の中で、衛生管理を実施する際に重要な規格は何

かということを世界中の審査員仲間に聞くと、皆同じよ
うにEUのレギュレーションとCODEXという言葉を口に
します。CODEXの中にはGood Delivery PracticeやGood 
Hygienic Practice等、様々な規範があります。規範は模
範とすべき慣行です。これらの内容を吟味し、自分たち

にあったシステムを構築することが望ましいと思います。
アメリカに輸出する場合、FDA等国としての規制以外に、
ウォルマートやクローガー等の小売業協会独自の要求も
ありますので、売り先ないしは製品の特性に応じたシス
テムの構築が必要です。食品の特性として非破壊検査無
しに全量検査ができませんので、安全性管理はプロセス
毎にシステムで管理しなければいけません。そのプロセ
ス管理がきちっとできていないと、加工段階や流通段階
で製品上問題が起きます。今後、輸出を考慮する場合、
日本独自の考え方が果たしていいのか、日本の考え方を
グローバルスタンダードにできないか、具体的にやるた
めに何が課題かということをもっと明確にお互いに論議
をしていかないといけない時期にきているのではないか
と思います。
山道　生産、市場、加工の一気通貫のラインで登録認定
されれば、EUのシーフードショーに出品できるように
なってきます。サバの加工業者では、震災以後EUから注
文は全然入っていないが、EUの認定番号が付いた時点か
ら世界中から引き合いがありますので、世界中といわず
国内でもとにかく売っていこうという考えです。また、
対米輸出のしめサバのラインを持っている加工場があり
ますが、原料はノルウェーサバを使いなさい、国産サバ
の衛生管理は確認されてないから国産サバを使っては対
米輸出できませんよとなっています。EUの認定が市場で
取れれば、EU登録の漁船もありますし、申請し直して、
八戸産のサバでしめサバの対米輸出ができると期待して
おります。
坂本　波崎の事例は、茨城県の水産部局と保健部局の両
方に話して、これは地域振興の一環だから全面的に一緒
になってほしいという話し合いのもとでいろいろな問題
点をクリアしてきました。EU認定は、EUに輸出するだ
けではなくて、中東、アフリカへの輸出の際にも一つの
ステータスになりますので、ビジネス上も有利に運びま
す。また、水産物の特性から考えた場合、一番懸念され
るのは、先程お話ししましたが、海域のモニタリングだ
ろうと思います。アメリカに輸出する場合は、検査方法
はISO17025の試験所認定が基本です。安全性管理のシス
テムは、法令を踏まえ、このような国内での動き、世界
の動きを見据えながらシステムを作っていく必要があり
ます。
吉水　日本ももう少し頑張って、値段意外にも、輸出先
の人の意見を聞いて、味はどうか、食べ方はどうかの研
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究が必要で、そのためのコストはそれ程かからないと思
います。もう一つ、魚の健康証明が必要に今なっていま
す。例えば日本にあってノルウェーにない病原体を輸出
する魚が持っていたら全部止まってしまうということで
す。相互主義ですので、日本政府が要求すると先方も要
求してくることも起こり得ます。今、中国はフリーですが、
中国は検疫の制度が整ったそうですので「そろそろやる
ぞ」と向こうの友達が言っていますので、皆様にご紹介
しておかなければならないと思います。
伊藤（歯舞漁協）　根室市は地元の水産加工業と連携して、
ベトナムへサンマを輸出し、ここ３～４年で100トン単位
で増えてきています。少し小型のサンマですが、きちっ
と冷凍され品質の評価は非常に高いですが、台湾からの
値段が安い冷凍物と比較されていますが、徐々に伸びて
きています。ベトナムの通りで炭火のサンマ焼きを行っ
て地元の人に提供するサービスもしながら徐々に普及拡
大をしています。
吉水　魚をそんなに食べないEUやアメリカが、なぜ日本
の魚食に文句をつけるのか、少なくとも日本、韓国、中国、
ベトナム、カンボジア、タイ、マレーシア、シンガポール、
フィリピンまで含めて、魚食文化圏で魚の衛生管理のルー
ル作りをしてアジア圏で流通するのはいいのではないかと
各国の大学間で話をしますと、皆さん合意してくれます。
魚食文化、特に和食が今注目されておりますので日本の
魚がいろんな国で食べていただければうれしいのですが、
心配なのがお寿司で出てくる魚が果たしてきちんと衛生
管理されているのか、いろんな所で食べられていますの
で、ぜひそういう方向でも進めていければいいなと思っ
ております。

今後の衛生管理に向けて

坂本　工場監査で、いつも言うことは、まずできること
からやりましょうということです。地方卸売市場として
「魚介類せり売り営業」の営業許可を取っているのであ
れば、従業員教育とか従業員の検便とかやれることは今
でもあります。そこから進めていって来年どこまでのレ
ベルに上げるのか、販売先と相談しながら一歩一歩進め
ていくというのがいいかと思います。漁業者の中にも熱
心な方々がいますので、今後どうしたらいいかを一緒に
なって考えてあげる仕組み作りも必要と思います。また、
今後の衛生管理に向けてですが、基本的には法令順守、

２番目にお客さんの要求事項の順守です。産地市場が減っ
ていく中で、市場関係者の皆がWin-Winの関係を作るた
めにどうしたらいいのか、衛生管理の位置づけはどのレ
ベルが求められているのかを関係者全員で考えていく必
要があると思います。
橋本　答志の水産市場に併設し加工場を造り、ソフト面
で国の交付金を利用して加工場の衛生管理に取組み始め
ています。漁師の船から、加工場から売り先までトレー
サビリティに取組んでいます。衛生管理市場から鳥羽市
内の学校給食へスズキ等の魚を販売しています。あとは、
生産者さんの意識改革という状態です。
山道　衛生管理の意識改革が一番大きいと思います。平
成19年から産地市場として市場関係者、卸、仲買、生産者、
市場開設者で、セミナーや講習会を行っております。さ
らに、検討会議では、総論はOKですが、詳細を現場の人
と詰めていくとそれじゃ動かないという場合が有り、今
までの大量水揚げの効率性をどうしても求めるので、ス
テップを上げて効率も衛生管理もになっていけばと思い
ます。
中村　地域の視点では、魚価は安定する、下落は少なく
なった、信頼を得られるようになった等の話をPRしたい
と思います。それと、衛生管理をすることによって、自
分達の魚を可愛がる、誇りを持つようになるらしく、も
う少し丁寧に扱おう、付加価値を付けて高く売ろうとの
取組につながるとお聞きしています。輸出はかなりハー
ドルが高いというイメージがありますが、日本の衛生管
理レベルの向上により１歩でも２歩でも輸出に近づきま
す。プラス、ソフトを取組めばベースが整います。
林　大きな港では、いろいろな魚種、漁法があり、異な
る対応をしていますが、いろいろな戦術を考えて、区分
して対応したほうがいいと思います。一番基礎にある、
一般的衛生管理、地域を支えている沿岸漁業の衛生管理
について、個々の港に、魚種、漁法に合った衛生管理を
行えばいいと考えております。
吉水　「安全でおいしい水産物を食卓へ」に関して、皆さ
ん理解を示していただけたのではないかと思います。こ
の後は実際の実践の話になりますので、ぜひ今日の話を
参考にしていただいて日本の水産業の振興をよろしくお
願いしたいと思います。日本の水産物はおいしいと世界
的に評価をいただいておりますので、さらにサポートし
ていきたいと思います。どうもありがとうございました。
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はじめに

平成23年3月11日（金）に発生した東日本大震災に
より、水揚げ量約12万トン、水揚げ額150億円を誇る
石巻市水産物地方卸売市場（以下、石巻魚市場と言う。）
は津波により破壊されました（写真1）。

6月にはようやく石巻魚市場まで行ける仮設道路がで
き、施設の状況が確認できるようになりましたが、土
地は1ｍほど陥没し、コンクリート部分は残っているも
のの使用できる状態（写真2）ではありませんでした。
石巻にとって石巻魚市場の早期の復興が、石巻の水

01 第 1調査研究部

産業復興につながる一番の鍵でした。
石巻漁港は全国5位の生産流通拠点で、特定第三種漁
港として日本の水産業を支える産地市場です。この重
要な石巻魚市場の復興にあたって、将来を見据えて高
度衛生管理を導入し、輸出も可能なレベルの食の安全
安心を確保するという目標が定められました。この目
標を達成するため水産庁は、水産物の取扱いの手順ご
とに従来の魚の取扱いを改善し、ハードおよびソフト
において衛生管理対策を施した高度衛生管理基本計画
を策定しました。

石巻高度衛生管理基本計画

石巻漁港ではさまざまな漁業が行われ、200種類を超
す水産物が陸揚げされていました。この石巻漁港の陸
揚げ岸壁と魚市場とに高度な衛生管理手法を導入する
こととなりました。この中には、品質が高く全国に流
通している鮮魚「金華ブランド」の魚があります。
⑴ 石巻魚市場の高度衛生管理
水産物の陸揚げから荷さばき、出荷に至る過程で、
①生物的・化学的あるいは物理的な危害を分析
② 危害要因を取り除くため、ハード・ソフト対策に
より持続的な取組みを実施
③定期的な調査・点検の実施・記録の管理
④要請に応じて管理記録の情報提供
以上の総合的な衛生管理体制の確立を目指します。
⑵ 石巻魚市場の整備方針
整備にあたっては、
①効率的かつ衛生的な水揚げ・荷さばき体制の構築
②岸壁・荷さばき所一体整備と衛生管理の実現
③車両・人・水産物の動線を明確化
④水産物の温度管理・低温室の導入等
⑤清浄海水取水施設の導入
⑥岸壁・荷さばき所の作業排水を適正処理

じじじじじじめにめにめにめにめにめにめにめにに

▲写真1：被災した石巻魚市場（Googleより）

▲写真2：石巻魚市場事務棟被災状況
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⑦岸壁・荷さばき所の清潔保持の徹底
⑧情報の記録・保管
の方針を立て事業計画が作られました。

石巻魚市場建設事業の推進手法

⑴ 事業推進方法の検討
この事業では、延べ床面積50,000㎡を超える市場

（図1）を平成27年6月末までの2年ほどで早急に実現す
る必要がありました。しかし、通常の発注手順では完

成時期が遅延します。そこで、石巻市は今までの分割
発注方式ではなく、早期に事業を立ち上げるため、民
間の活力を最大限利用したCM（コンストラクション・
マネジメント）設計施工一括発注方式（図2）の採用を
決断しました。これにより、事業主体である石巻市は、
人材、施工技術力、資材調達力を確保し、地元企業の
活用も図れることとなりました。現在、建設工事は順
調に進んでいます。

おわりに

被災地では石巻漁港だけではなく、多くの漁港で衛
生管理型荷さばき施設の計画が進んでいます。ただし、
自治体側にCM方式の理解が進んでいないため、復興計
画に時間を要しています。早期の経済復興に対応する
ためには、CM方式の採用が解決の糸口と考えます。
今回の提案は、水産庁を含め、多くの関係者のアド
バイスをいただき、実現に結びつきました。支援いた
だいた方々に感謝を申し上げるとともに、多くの方々
と石巻市水産物地方卸売市場の完成に向け、全力を尽
くしたいと考えています。

（第1調査研究部　大村 浩之） 

わわわわわわりりにりにりにりにりにりにりに

▲図1：石巻市水産物地方卸売市場完成イメージ

▲図2：石巻市水産物地方卸売市場における事業スキーム
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はじめに

平成22年度より水産庁の5か年の補助事業として「木
材利用を促進する増殖技術開発事業」が実施され、今
年度で4か年目となります。本事業において、当研究所
では、①事業の実施団体との技術情報交換により実施
成果のとりまとめ、より効果的な木材増殖礁の標準化
についての検討、②各地域からの応募に対して審査す
る評価委員会の設置・運営、③当事業の普及活動を行っ
ております。
現在、「木材利用を促進する増殖技術開発事業」は、
当研究所を含めた全国版（「木材の利用率が高い増殖礁
の開発・普及事業」）2団体、地域版（「地域の木材を活
用した増殖礁の実証事業」）15団体で実施されています。
各地域で製作・設置された木材増殖礁は、設置後の継続
的なモニタリング調査により、次第にその効果が明ら
かになってきています。「木材増殖礁連絡会議」は、各
事業実施団体における木材増殖礁に係る共通の認識と
技術の向上を図る目的で当研究所が主催し、平成23年
度から毎年度開催しています。平成26年度が最終年度
ということを踏まえ、本年度は各地域の事業の状況報
告に加えて、本事業終了後の各地域の事業化に向けて、
各事業実施団体から提供された調査データから当研究
所で試算した費用対効果をもとに議論を行いました。

連絡会議内容

⑴ 開催概要
開催日時：平成26年1月17日（金）13:00～16:20
開催場所：エッサム神田ホール　5階イベントホール2
主　　催：（一財）漁港漁場漁村総合研究所
参加者数： 地域版15団体、全国版1団体、事業評価

推進委員6名、水産庁4名　計48名
●プログラム
①開会　主催者挨拶
②水産庁挨拶

02 第 2調査研究部

③事業推進評価委員の紹介
④16地域（全国版1、地域版15）の事業報告
⑤各地域の事業化に向けて（費用対効果試算）
⑥ディスカッション（事業化に向けた課題等）
⑦事業推進評価委員長　講評
⑧水産庁　講評
⑨閉会

連絡会議内容

⑴ 各地域からの事業報告
全国版、地域版の事業を継続して行っている各地域
から、過年度の成果を含めた今年度の事業の中間報告
が行われました（表1）。
各地域からの報告内容は、木材増殖礁の効果評価の
基礎データとなる魚介類の蝟集量、アオリイカの卵数、
木材の餌料動物量、効果発現期間にかかわる木材の食
害状況、増殖機能を継続させるための木材交換などで、
地域によっては来年度の本補助事業終了後の事業化に
向けて、費用対効果を試算している地域もありました。
また、各地域の過年度の調査結果から、木材増殖礁に
は次のような効果があることがわかってきました。
①魚体重の増重効果
②幼稚魚の育成効果
③アオリイカやエビ類の産卵育成効果
報告について、委員からアドバイスもあり、各地域
とも他の地域の報告も参考にしながら、事業の残りの
期間について、成果を上げていくことが期待されます。
⑵ 各地域の事業化に向けて（費用対効果試算）
当研究所では、最終年度以降に各地域が本格的な事
業展開を開始することを踏まえて、過年度の調査デー
タを提供頂き、木材増殖礁の目的と構造からタイプ別
に分類し（表2）、費用対効果の算定を試みました。試
算の結果では、木材増殖礁の効果による便益（B）と木
材増殖礁にかかる費用（C）（木材の交換も含む）の比、
費用対効果（B/C）が1を超える地域は、16地域のうち

じじじじじじめにめにめにめめにめにめにめに
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5地域でした。但し、今回の補助事業は開発実証で、製
作設置基数が少なく、一般の増殖礁や魚礁に比べ費用
が過大になっていること等もあったため、B/Cが低い地

域については、費用の見直しや、他地域を参考に新た
な木材増殖礁の効果を取り入れるなどを行えば、費用
対効果が高くなる可能性があります。

おわりに

当研究所では、今回の会議の各地域からの報告をも
とに事例集としてとりまとめ、過年度と同様に木材増
殖礁の普及活動の一環として、ホームページ（http://
www.jifi c.or.jp/）に掲載する予定です。各地域の過年度
の内容などにご興味のある方は、ご覧になってくださ
い。木材増殖礁の参考になれば幸いです。

（第2調査研究部　田中 浩生）

表1：事業実施地区と地域協議会名称 表2：各地域の木材増殖礁の分類（当研究所案）

No. 地区／地域協議会名称 事業区分

１ 兵庫県淡路市沼島
沼島地域協議会 全国版

２ 新潟県魚沼市
魚沼地域協議会

地域版

３ 富山県魚津市
魚津市地場産木材活用魚礁実証事業協議会

４ 静岡県伊豆市西伊豆町
田子漁港木材増殖礁技術開発地域協議会

５ 福井県小松市
若狭の木で海づくり地域協議会

６ 三重県度会郡大紀町
大紀町漁業活性化推進協議会

７ 三重県尾鷲市
尾鷲市水産振興協議会

８ 大阪府泉南郡岬町
岬町木材魚礁開発推進協議会

９ 島根県隠岐郡隠岐の島町
隠岐の島町木材活用増殖礁開発促進地域協議会

10 島根県出雲市
神西湖地域協議会

11 愛媛県松山市
伊予灘松山地区海の種場つくり有志会

12 愛媛県西宇和郡伊方町
三崎地区一本釣り漁業再生協議会

13 長崎県対馬市女連
対馬海域における木材利用増殖実証事業協議会

14 長崎県対馬市岩見
対馬地域増殖礁開発実証事業協議会

15 長崎県雲仙市
雲仙小浜木材増殖礁技術開発協議会

16 沖縄県島尻郡与那原町
木材活用増殖礁沖縄地域協議会

▲ 平成25年度木材増殖礁連絡会議　報告状況
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はじめに

水産庁と（一財）漁港漁場漁村総合研究所の共催で、
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
います。
平成25年度も同研修会を開催し、全国各地の漁港整

備事業担当者が参加していただき、無事に研修会を終
了しました。

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います。
平成25年度には、水産庁の重要な施策に関する特別

講義、漁村の振興、漁港における品質・衛生管理、漁
港施設の地震・津波対策、災害に強い漁構造づくりな
ど喫緊のテーマについても講義を行いました。

【主 催】
水産庁と（一財）漁港漁場漁村総合研究所が主催し

ています。

【開催日時】
平成25年9月30日（月）から10月4日（金）までの5日間

03 総務部

【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】
内閣府沖縄総合事務局、北海道から沖縄県までの全
国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66名が参加されました。
全講義を受講された方は、そのうち、62名ですが、
全講義を受講された方には、修了書が授与されました。

【講義題目および講師】
平成25年9月30日
①特別講義
講師：水産庁整備課長　中泉 昌光
②漁港漁場整備の計画・調査
講師：第一調査研究部長　中村 克彦

平成25年10月1日
③波と流れ（演習含む）
講師：  水産庁整備課 事業調整係長　塚本 邦芳

水産庁計画課 保全活動支援係　本城谷 多一郎
④構造物への波の作用と施設の基礎
講師：  水産工学研究所

水産業システム研究センター　山本 潤
第一調査研究部 主任研究員　北村 道夫

⑤漁港施設の設計（設計条件、施設と構造形式）
講師：第一調査研究部 主任研究員　後藤 卓治

平成25年10月2日
⑥漂砂対策
講師：  水産工学研究所 水産基盤 グループ長

八木 宏
⑦防波堤等の設計（演習含む）
講師：水産庁整備課 漁港漁場専門官　片石 圭介

じじじじじじめにめにめにめにめにめにめにめにに
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39漁港漁場漁村研報 Vol. 35

▲ 水産庁中泉昌光整備課長挨拶

▲ 受講風景

▲ 受講風景

⑧水産基盤等のストックマネジメント
講師：水産庁整備課 漁港漁場専門官　片石 圭介

⑨漁港における品質・衛生管理対策
講師：第一調査研究部 次長　林 浩志

⑩漁村の振興について
講師：技術審議役　堀越 伸幸

平成25年10月3日
⑪藻場干潟の計画
講師：第二調査研究部 主任研究員　三浦 浩

⑫人工魚礁の計画
講師：第二調査研究部長　伊藤 靖

⑬漁場造成の設計（設計事例を含む）
講師：  水産工学兼研究所

水産業システム研究センター長
明田 定満

⑭水産基盤整備事業の効果分析（分析事例含む）
講師：水産庁防災漁村課 企画係長　正岡 克洋

平成25年10月4日
⑮漁港施設の地震・津波対策
講師：水産庁整備課 課長補佐　西崎 孝之

⑯災害に強い漁業地域づくり
講師：  水産庁防災漁村課 防災技術専門官

浅川 典敬

漁港漁場整備事業関係技術者育成研修会の開催され
た9月30日には、懇親会も開催し、漁港管理者の意見交
換の場となっていました。
また、講義終了後には受講者にアンケートを行い、

次年度以降の講義の充実を図るための資料とさせてい
ただいています。
平成26年度も同研修会を開催予定ですので、都道府

県や市町村の漁港関係業務担当者で、興味のある方は
参加いただきますようをお願いいたします。
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この人に聞く 久慈浜丸小漁協･地魚アドバイザー
（ひたち地域資源活用有限責任事業組合）

関
い ず み

の

持続する漁業を目指す
－ 自信がもてる魚をつくる －

今橋 一也 氏

今橋 一也（いまはし・かずや）

1964年生まれ。Iターンで漁業の世界に飛び込み、30代
の若さで会瀬漁協の組合長を務める。現在は久慈浜丸小
漁協のスタッフとして、組合員によるシラス加工の販促
やPRを行う傍ら、ひたち地域資源活用有限責任事業組合
の地魚アドバイザーとして、ひたち地魚倶楽部の会員で
ある飲食店に地元の新鮮な魚を届ける仕事をしている。

関　今橋さんの実家はサラリーマン家庭で、ご自身も高
校を出てすぐに企業に就職されたのですよね。それがど
うして漁業に転職することになったのでしょう。
今橋　その頃同じ職場にいた妻の実家が漁業をやってい
ました。結婚前から、休みのたびにそこに手伝いに行っ
ていました。そもそも義父は東京で働いていたんです。
義父の父親は日立で漁師をしていたそうですが、義父自
身は菓子職人でした。それがたまたま日立に戻ってきた。
仕事はあくまで菓子作りだったのですが、元々釣りが好
きだったようで、趣味が高じて船まで買ってしまった。
でも、あまりに釣れるので、周りから「漁師になれば」
なんて言われて、40過ぎで漁業に転職したわけです。
当時は活魚ブームで、義父は義母と夫婦船で海に出て、
一本釣り、刺網、採鮑を営んでいました。手伝いに行く
と三人で海に出て、そのうち、伝票の仕事も任されるよ
うになりました。何しろよく獲れて、水揚げ金額も半端
ではありませんでした。一日で、サラリーマンの初任月
給分なんて言うのはざらで、サラリーマンなんて目では
なかった。
私は1986年に会社を辞め、本格的に船に乗り始めまし

た。その頃は細くて色白で、最初は網あげするとダウン
してしまって。網あげしてから朝ご飯になるのですが、
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食べられないくらい疲労困憊していました。今じゃ考え
られないでしょ？
よそ者だったこともあり、正組合員として認められたの
は同期に参入した人たちの１年遅れで、25歳の時でした。
関　でも、サラリーマン時代よりすごい高給取りになっ
たんですよね？
今橋　いえいえ。転職した翌年結婚し、子供も生まれま
したが、きちんとした給与という形での収入はありませ
んでした。妻が在宅で仕事をしていたのですが、実質的
な生活費はそこから出ている状態で。
けれど、28歳の時に義母が亡くなり、義父は船を降り、

船も経営も私が受け継ぐことになりました。船は1.5トン
と船外機がありましたが、これまで三人でやっていたの
が一人で何もかもというのはとても無理だったので、刺
網は辞めて、1.5トンでは竿釣り、船外機でアワビという
経営になりました。
関　そしてここから今橋さんの怒涛の人生が幕開けとな
るわけですね。組合長になったのはどういう経緯だった
のでしょう。
今橋　代替わりした後、30歳の時に組合監事になりまし
た。その頃、バイパス道路の補償金問題で組合内部がゴ
タゴタして、補償金の配分ができないままに日が経って
しまっていました。これではうまくないので、内々に「一
也に組合長やらせろ」という声も出てきたんです。あま
り地区にしがらみがない、ということもあったんだと思
います。最初はとんでもないと断ったのですが、１期だけ、
といわれ、私も補償金の配分について意見を言わせてく
れ、という条件で引き受けました。33歳の組合長でした。
組合の定置網経営も当時あまりうまくいってなくて、そ
の建て直しという仕事もありました。
組合長になって、まず補償金の配分を決めました。当

初は定置には関わらない配分となっていたのですが、私
が組合長となって、定置の負債にかなりの額を当てまし
た。とにかく定置を継続するためには、今ある負債をど
うにかする必要があったからです。
関　当時、日本一若いIターンの組合長、ということがす
ごく話題になりましたね。定置網の建て直しでは、若き
組合長、今橋さんの様々な改革があったと聞いています。
今橋　組合長になったばかりの頃は、定置網の従業員が
23名、平均年齢は60歳を超えていました。当時は大半が
岩手県宮古の人で、お正月になると宮古まで今年もよろ

しくと、お願いに行ったものです。その頃の定置は５月
から12月の営業でした。
組合長になって３年目くらいから定年制を決めたり、
新規採用をスタートさせたりしていきました。経験豊か
なベテラン乗組員はもちろん必要な人材ですが、若手を
育てていかなければ次につながらない。それで、若くて
元気でやる気のある乗組員を探していきました。国の事
業を使って海洋高校の漁業実習もやりましたし、出前授
業も行いました。私が組合長を辞める時には、定置の乗
組員は10名、平均年齢は40歳くらいになっていました。
若返りは図れましたが、震災前までに雇った新規採用の
従業員18名中、定着しているのが４名です。継続する、
というのは本当に大変なことだと思います。
今、海洋高校を対象とした漁業実習は県の事業として
続けられていますが、最近の４年間では、毎年12、３人
が卒業後の進路に漁業を選択しているそうです。主にま
き網の乗組員ですが、２年に１人は会瀬の定置に入って
きています。

◎定置網の水揚げ風景（2004年）
会瀬漁協（現久慈町漁協会瀬支所）より
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関　以前、会瀬に調査に行ったとき、まだ20歳そこそこ
の新卒トリオがいましたね。定置から帰ってくると自分
たちで買った船外機船で海に出て、今日はイセエビが大
漁だった、なんて嬉しそうに話していて、その時組合長
だった今橋さんが、どれくらいとったの？と聞いたら片
手の指で足りるくらいで大笑いしたのを覚えています。
でも、あの時の彼らの楽しそうな顔が本当に忘れられま
せん。
今橋　震災があって、あの時の若手が何人か陸に上がり
ました。その時はすでに結婚していて、子供がまだ小さ
くて、海の仕事への不安というのが家族にもあったのだ
と思います。でも、そのうちの一人は、やっぱり海の仕
事がいいということで戻ってきて、今は若き漁労長とし
て頑張っています。
関　従業員の体制も整い、網も増設し、順風満帆といい
たいところですが、その後、試練が待っていましたね。
今橋　水産庁の事業を入れて定置網を１ヶ統増やし、さ
あこれから、という時に、どこかの船が網をひっかけて
壊していった。海上保安庁に依頼して調べてもらいまし
たが、結局逃げた船は見つかりませんでした。網の損失
はもちろん、水揚げの半分を失うということで、その分
を如何に流通でカバーできるか、というのが大きな課題
でした。
関　流通については、どのような取り組みをされていっ
たのでしょうか。
今橋　網の事故の少し前から、いわき市に本社を持つ
スーパーが、地元の魚がほしいということで話を持って
きていました。最初は買受人を通して販売していました
が、ここのバイヤーさんは非常に熱心な人で、毎朝港に
足を運んでくれました。それでだんだんと信頼関係がで
き上がって、直接取引を開始しました。スーパーへの配
達は私自身がやりましたが、どんな魚もこちらの希望す
る値段で引き取ってくれましたし、会瀬の定置物には『会
瀬のさかな』というシールを貼って販売してくれました。
店では他の産地の物より割高な設定になっていましたが、
新鮮で美味しいということで、とても人気がありました。
港での朝市は市と協力して毎月第４日曜日に開催して

いました。当日水揚げされた鮮度の良い定置物に人気が
集まり、地元の人たちを中心に広まっていきました。
震災後はスーパーでは回遊魚以外の魚は取ってもらえ

なくなったりして、なかなか以前の状態には戻らないと

いうのが現状ですが、震災前から取引のあった栃木の業
者さんなどは今でも会瀬の魚を贔屓にしてくれています
し、ひたちなか辺りからも買い付けに来る人が出てきて
います。
関　組合長を辞した後、漁連の専務理事に就任され、そ
こで東日本大震災に遭われたのですね。
今橋　会瀬漁協の組合長は12年ほど勤めました。役を降
りた後、漁連にという打診を受けました。それまでも漁
連の代表監事を長く勤めていましたので、受けることに
しました。震災の２年前のことでした。
大震災の日はたまたま東京にいて、交通機関は止まっ
ているし、電話はつながらないし、これは大変なことに
なったと思いました。最終的にはレンタカーに乗りあっ
て何とか戻りましたが、戻る道々、頭に浮かんだのは原
発のことで、もう不安でいっぱいでした。
関　福島第一原発の汚染水流出の問題では、本当に大変
でしたね。全漁連さんや県漁連さんが、汚染水の海への
放出を反対することに対して、それは漁業サイドのエゴ
だ、というような判断をする国民がいたということは、
私自身にとってもショックな出来事でした。
今橋　汚染水の件では、海への放出を容認したかのよう
に誤解されバッシングを受けたり、一般の人からは、漁
業者は自分たちのことばかり言って国民の安全を考えて
いないと苦情電話が相次ぎ、大混乱でした。漁連は震災
の年の６月に退任しました。
関　漁業者として、組合長として、漁連として…と、様々
な立場から漁業に関わってきた今橋さんの、現在の活動
について教えてください。

◎地元の人でにぎわう港の朝市
会瀬漁協（現久慈町漁協会瀬支所）より
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今橋　現在は、ひたち地域資源活用有限責任事業組合の
地魚アドバイザーとして、販路拡大の活動をしています。
これは2008年に久慈町漁協と日立市内の飲食店が立ち上
げたLLP（有限責任事業組合）で、それまであまり活用
されてこなかった魚に商品価値をつけていくことを目的
としています。活動に賛同する市内の飲食店がひたち地
魚倶楽部のメンバーとなっていますが、私はこのメンバー
である店舗から注文を受けて魚を仕入れるという流れを
確立していきました。LLPでは会瀬の買参権を取得してい
たので、現在は主に会瀬から魚を買っています。また最
近は、久慈浜丸小漁協の職員として、現在組合員さんた
ちが力を入れている生シラスの冷凍加工の製品管理や営
業といったことにも関わっています。
地元水産物の流通という仕事の中で、やはり震災以後

の風評被害ということを感じます。県も補助を出してい
て、風評被害払拭のイベントは盛んです。ひたち地魚倶
楽部でも、地魚料理の講習会や試食会を開催しています
が、こういうイベントには結構参加者が集まり、手ごた
えも感じています。そこで、ひたち地魚倶楽部として安
全宣言を出しました。流通している魚は安全が確認され
たものなので、安心して味わってほしいと思います。け
れど一部の魚は未だ出荷制限がかかっていますし、生産
を自粛している魚種もあります。本当の解決には、まだ
時間がかかると思います。
関　本当に一日も早く、安心して生産活動ができる日が
来ることを願っています。最後に、今橋さんの活動の原
動力を教えてください。

今橋　漁業は絶やしてはいけない。という信念がありま
す。でも、そのためには変えていかなければならないこ
ともたくさんあります。
会瀬はずいぶん変わったと思います。でもそれは、私
一人が何かをやったということではなく、みんながだん
だんとそういう気持ちになって協力し合えたからこそで
きたことです。変わるためには諦めてはいけないんだと
思います。新規採用を充実させていこう、と言って、す
ぐみんながそうだそうだ、とはなりません。そこに至る
までには、現在の雇用の在り方を見直すなど、ある程度
痛みを受けることも覚悟しなければならないからです。
でも、そうしなければならないのだということを、漁業
者にわかってもらうためには、漁業の世界が作り上げて
きたこれまでの伝統のようなものを頭ごなしに否定する
のではなく、それを認めつつ、わかりやすい言葉で説明し、
話し合いを重ねることが大切です。

“若きIターン漁師が、組合長に！” かつて、こ
の印象的なニュースの主人公となった今橋さん

は、漁業に対して熱い想いを持ちながら、ずっと走
り続けている。見つめる先にあるのは、みんながき
ちんと儲けられる漁業、ということなのだと思う。
漁業にとって試練の時代だからこそ、またいろいろ
なアイディアで新たなニュースを創って下さい！

海とくらし研究所　関 いずみ

東京生まれ。博士（工学）。海とくらし研究所
主宰、東海大学海洋学部准教授。

ダイビングを通して漁業や漁村に興味を持ち、平成5年に（財）漁港
漁場漁村技術研究所に入所。平成19年に海とくらし研究所を立ち上
げ、漁村の生活や人々の活動を主題として、調査研究を実施するとと
もに、漁村のまちづくりや漁村女性活動の支援など、実践的活動を行っ
ている。

関 いずみ  プロフィール

◎風評被害を払拭するために、
様々なイベントが企画されている

◎自信を持って安全な魚を
届けていることをPR
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活動紹介

第7回調査研究成果発表会

はじめに
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７回調査研究
成果発表会」を開催することとしました。

日　時：平成26年１月21日（火）10：00～16：30
テーマ：  「安全でおいしい水産物を食卓へ

～これからの衛生・品質管理～」
CPD認定：  公益社団法人 土木学会の継続教育（CPD）

認定プログラム
認定番号 [JSCE13-0786]（5.3単位）

主　催：一般財団法人 漁港漁場漁村総合研究所
後　援：水産庁

◉プログラム
■開　会
■漁村総研30年のあゆみ
■第一部　調査研究論文発表
■第二部　  「安全でおいしい水産物を食卓へ

～これからの衛生・品質管理～」
①基調講演
　「水産物の安全性確保と安心感の提供」
②漁村総研の取り組み
　「衛生・品質管理に向けた漁港での問題点・課題」
③パネルディスカッション
　  「安全でおいしい水産物を食卓へ
～これからの衛生・品質管理～」

影山 智将　●一般財団法人 漁港漁場漁村総合研究所 理事長
ここ数年は漁業地域における津波防災をテーマとし
てきましたが、本年は被災地においても喫緊の課題と
なっております漁港の衛生管理の問題を取り上げるこ
とといたしました。昨今、食品の衛生管理問題が新聞
紙上を賑わせております。食の安全・安心に対する国
民の関心の高まり、生産者側の欧米への水産物の輸出
志向を受けて、いわゆる高度衛生管理型市場を整備す
る漁港も増えてきております。しかしながら、市場内
に車が乗り入れたり、働く人が中でたばこを吸ったり、
土足で魚箱に乗ったりという旧態依然の所が多いのも
事実です。一方、高度衛生管理型市場では、維持管理コ
ストを賄うのに十分な魚価の上昇がなく直接のメリッ
トが感じられないとの声もよく聞くところです。産地
市場の衛生管理は施設整備と施設運営というハードと
ソフトの両面を同時に
進めなければ目的を達
成できません。効率的
かつ効果的な市場の衛
生管理対策はどうある
べきなのか、本日の発
表会が何らかの問題提
起となれば幸いでござ
います。

宇賀神 義宣 氏　●水産庁漁港漁場整備部 部長
たくさんの皆様のご参加を得て漁村総研の成果発表
会が盛大に開催されますこと、また、漁村総研の創立
30周年、本当にお喜び申し上げたいと思います。さて、
水産基盤整備予算は、昨年政権交代しまして久しぶり
に増加し、補正予算も110億円、26年度も3.5パーセン
ト増と安定してきました。この予算の下にしっかりと基
盤整備を進めてまいります。その内容として、満３年を
迎える東日本大震災の復興加速化とその教訓を踏まえ
た避難路、避難地、岸壁耐震化といった防災対策、及
び、施設の老朽化対策であります。その他に、漁場整備、

開催概要

主催者挨拶

来賓挨拶
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あるいは、６次産業化、浜の活性化プラン、漁村の振
興も重要な課題であります。それから、全国で13ある
特定第３種漁港、150ある流通拠点漁港に衛生管理型の
荷捌き所、岸壁などの高度衛生管理型漁港の整備を進
めています。このように、本日のテーマである漁港の
衛生管理は誠に時宜を得たテーマと思います。いつの

時代におきましても難
しいこと、新しいこと
は漁村総研でやっても
らいました。今後とも
時代を切り拓く新しい
技術開発、調査研究に
積極的に取り組んでい
ただきたい。

堀越 伸幸　●技術審議役
 ※  詳細は、当研究所発行の「漁村総研30年間のあゆみ

（平成26年１月）」をご覧ください。

① 「人工マウンド礁におけるイサキの行動解析と摂餌」
 伊藤 靖　●第２調査研究部 部長
② 「漁港の生態系構造と生物現存量の推定」
 三浦 浩　●第２調査研究部 主任研究員
③  「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」

 浪川 珠乃　●第１調査研究部 主任研究員

④   「産地魚市場における衛生品質管理の計画手法
～大社漁港・和江漁港の事例から～」

 大村 浩之　●第１調査研究部 主席主任研究員
 ■研究助成 
⑤  「漁港漁村災害における災害発生材処理、再生利用の
情報化に関する調査研究」

 長野 章、田原 正之　●一般社団法人 全日本漁港建設協会
 ※  発表論文の詳細は、当研究所発行の「調査研究論文集

NO.23（平成26年１月）」をご覧ください。

① 基調講演
 「水産物の安全性確保と安心感の提供」
 講師：吉水 守 氏　●北海道大学 名誉教授
 ※基調講演の概要は「講演（p22～p26）」に掲載致しています。

② 漁村総研の取り組み
 「衛生・品質管理に向けた漁港での問題点・課題」
 林 浩志　●第１調査研究部 次長
③ パネルディスカッション
 【座長】
 　吉水 守 氏 ●北海道大学 名誉教授

 【パネリスト】
 　坂本 文男 氏 ● フードマネジメントサービス株式会社

代表取締役

 　橋本 善之 氏 ●鳥羽磯部漁業協同組合 答志支所 支所長

 　山道 尚久 氏 ●八戸市 産業振興部 水産事務所 副参事

 　中村 隆 氏 ●水産庁 漁港漁場整備部 計画課 課長補佐

 　林 浩志 ● 一般財団法人 漁港漁場漁村総合研究所
第１調査研究部 次長

 ※  パネルディスカッションの概要は「講演（p27～p33）」に掲載
致しています。

発表会の内容

漁村総研30年のあゆみ

第一部 調査研究発表

第二部 安全でおいしい水産物を食卓へ
～これからの衛生・品質管理～

▲ 伊藤 靖 ▲ 三浦 浩 ▲ 浪川 珠乃 ▲ 大村 浩之 ▲ 田原 正之
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活動紹介

大槌町新規就業者体験講座（漁業学校）の
開催報告
はじめに

開催概要

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
は水産業であり、町内を流れる大槌川、小鎚川に遡上
するサケは、重要な水産資源として地域経済を支えて
きました。一方で、近年、漁業者の減少・高齢化、資
源量の低迷、漁業経費の増大など地域漁業を取り巻く
環境は厳しく変化しており、地域漁業の生産力の低下
が進んでいます。特に、平成23年３月11日に発生した
東日本大震災により、町内水産業は生産、流通、加工
全てにおいて壊滅的な被害を受け、町の水産業を取り
巻く環境は、大変厳しい状況となっています。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。
また、大槌町はアクションプランを実行に移すべく、
平成25年度から大槌町水産振興会（会長：碇川町長）と
下部組織にあたる３部会（担い手対策部会、魚市場運営
部会、水産加工流通振興部会）を設置し、水産振興の検
討を行いました。当研究所は、本年度、大槌町よりこ
れらの運営を委託され、事務局としてアクションプラ
ンの展開に係わって参りました。
本報では、担い手対策部会での協議を経て、開催す

るに至った新規就業者体験講座（以下；漁業学校）の開
催概要について報告いたします。

◎目　的：  大槌町で漁業を営んでみたいと希望する人
が、大槌の漁業に関する技術や知識、地域
の実態等を体験し、理解を深め、新規就業
のきっかけとなる機会を創出する

◎主　催：大槌町産業振興部農林水産課
◎事務局：（一財）漁港漁場漁村総合研究所
◎開催日時：平成26年１月14日（月）～17日（金）
◎会　場：大槌町役場、新おおつち漁協他
◎受講生：  三浦 健一 氏（47）、

向 大輔 氏（37）
奈良 寿昭 氏（31） の計３名

 ■講座内容
座学①：大槌の漁業
座学②：漁業の基本Ⅰ
座学③：漁業の基本Ⅱ
座学④：市場の仕組みと水産物の流通
座学⑤：ロープワーク・網修理の技術
漁業実習①：定置網漁業
漁業実習②：養殖関係作業
漁業実習③：漁船漁業
調理実習：魚の捌き方、魚の料理法
施設見学：さけふ化場見学

座学は、岩手県水産技術センター、岩手県沿岸広域
振興局の職員及び元萩水産卸売市場長の藤田氏を講師
に招き、漁業の基本や市場の仕組みについてお話頂き
ました。受講生は講師の話に真剣に耳を傾け、鋭い質
問を投げかけていました。漁業実習は、連日厳しい寒
さの中で行われました。特に、午前３時半に出漁した
定置網漁業は、氷点下での体験となりました。この他、
養殖作業ではホタテ貝の耳吊り作業を、漁船漁業では、
タコカゴ漁を体験しました。漁業実習中は受講生の笑
顔を見る機会もあり、漁業体験を楽しんでいる様子が
伺えました。調理実習では、漁協女性部の方に魚の捌

▲ 開校式の風景

漁業学校の様子
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申し上げます。
今回の体験講座の感想を受講生に伺ったところ、短
期間ではあったが、漁業体験できたことや漁業者と交
流できたことについて一定の評価を頂くことができま
した。一方で、講座内容については、収入や初期投資
など金銭面に関する内容を充実させて欲しいとの要望
があり、来年度以降のカリキュラムに反映させていき
たいと考えています。なお、大槌町で漁業に着業する
意向については、今回は明快な回答を得ることができ
ませんでした。これは、漁業参入時の初期投資（漁業・
養殖資材等）に対する支援が明確に示されていないこと
や、住居問題が解決していないことが影響していると
考えられます。新規漁業就業者の確保に向け、来年度
以降も担い手対策部会が中心となり、これらの問題を
一つずつ解決していく必要があると感じました。

（第１調査研究部　朝倉 由紀子）

き方を指導して頂きました。受講生は、苦労しながらサ
ケやタラなど大きな魚を捌いてくれました。これらは、
調理実習後に開かれた懇親会において、指導して頂い
た漁業者や漁協職員の皆様へ振る舞われました。最終
日に開催された意見交換会では、受講生、町、事務局
の３者間で、研修の感想や今後の進展について活発な
議論が交わされました。残念ながら漁業者の出席は叶
いませんでしたが、来年度以降の漁業学校の開催に向
け、貴重な意見を頂くことができました。

今回の新規就業者体験講座の開催にあたっては、担
い手対策部会、岩手県沿岸広域振興局、岩手県水産技
術センター、新おおつち漁協同組合をはじめ多くの方々
に大変お世話になりました。特に、ご多忙中にもかか
わらず、講師をお引き受け頂いた皆様には心よりお礼

おわりに

▲ 座学の風景 ▲ 漁業実習の風景（養殖漁業）

▲ 漁業実習の風景（定置網） ▲ 漁業実習の風景（漁船漁業）
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活動紹介

平成25年度の小中学校での食育活動報告

はじめに
当研究所では、平成18年度より魚食普及活動を中心

とした食育活動を支援しております。
今年度は「NPOアイ環境研究所」へ研究助成により、

“魚食によって、現在の子どもたちの30年後の生活習慣
病の発症を抑え、健康な生活を送ってもらうこと”を目
標として活動を支援しており、その概要をご報告させ
て頂きます。
なお目的達成にあたっての目標は、“食育活動を通し

て、子どもたちに魚好きになってもらうこと。すなわ
ち日本の伝統食である和食・魚食に戻ること”です。

 ■概要
実施に当たっての基本的な考え方は、①体験をと

おして、子どもたちの感性を刺激する食育。知識を
知恵に、②年間200食近くある給食と各教科をリン
クさせる、であり、手段（方策）は、漁村地域との連
携による“出前授業の実施”と“産直食材による給食に
より素材の味を覚えさせる”の２点が中心となって
います。そして、学校の食育と漁村地域の活性化の
共存“Win-Winな関係”にすることです。
 ■取り組みの視点
〇子どもだけでなく保護者や教職員も対象
都市部に生活する子どもたちにとって、生活の場

としての海は遠い存在であり、保護者・教職も同じ
です。
〇小学生の食育は、体験が重要
子どもは、まだ知識が少ないので食育を知識とし

て教えても知恵に発展してそれを実践していくこと
は難しいです。食育も体験を通して、先人の知恵を
まだ失われていない、生まれながらに持っている様々
な感性（五感）を刺激することが効果的です。
〇手始めは学校給食からスタート
現代の都市での生活様式（生ゴミの問題など）にお
いて、いきなり家庭で魚食を復活させていくことは
難しいので、まずはゴミが発生しない学校給食にお
いて魚食を始めました。

①小学校６年間を通じての食育授業の実施
これまで活動してきた中で、どうしても食育の取り
組みは単発の活動になりがちであったため、継続して
食育を行うために、小学校６年間を通じての食育授業
を提案し、５校の小学校で年次計画に組み込み実践さ
れるようになりました。

低学年では水産物に興味を持たせる食育、中学年で
は水産物の美味しさをしる食育、高学年では社会科で
１次産業を学ぶことともリンクさせての水産業の学習
や魚の調理（捌き方）の授業を実施しました。
②鮭の孵化体験（鮭の解体）
“生きて行く為に食べること＝多くの動植物の命を頂
いてること”をその目で理解してもらうための食育とし
て、北るもい漁協天塩支所の漁業者さんの協力を頂き
鮭の孵化体験及び鮭の解体の出前授業を実施しました。
本メニューは非常に好評で、他校からも問い合わせ・希
望が多くよせられ、都内25校の小中学校で実施中です。

ご紹介した取り組みは都内公立の小中学校を中心に
活動しており、学校側の理解を得て行っています。
公立校で活動する際にデメリットでありメリットで
ある調理スタッフを含む教職員の移動は、その学校の
食育の継続に影響を与え、保護者もその一員です。通

取組内容

平成 25年度の取り組み紹介

▲ ６年間を通しての出前授業のイメージ

継続した食育活動の課題
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常では、各職域での在校年数は管理職３年～６年、教
師６年、栄養士６年、調理スタッフ（業者）は、入札制
によりますが最長５年程度で入れ替わります。
ある学校では、食育をサポートし始めてからの７年

間に校長２名、副校長３名、主幹２名、栄養士６名、
調理業者２社が異動となっています。
これらの異動の中で、その学校の食育の継続に影響

を与えるのが給食に権限を持つ栄養士、校長、そして
調理する業者の順と考えられます。
事実、栄養士がパートから都職の方に変わっただけ

で、出前授業を中心とする食育と学校給食のリンクが
なされなくなってしまった事例もありました。
そこで対応策として利用したのが給食試食会で、通

常の試食会を食育説明会の形式にして、当日の給食の
他にオリジナルの産直食材による給食メニューを加え、
１年から６年で実施している食育の出前授業で子ども
たちが調理を体験し試食するメニューあわせて11品を
バイキング形式で保護者に試食してもらい、その反応
を新任の先生方、栄養士、調理スタッフに本食育シス
テムを理解して頂き協力を得ることが出来ました。

この試食会を機に、教職員の間にも「食育を継続させ
るにはどうしたらよいか」との声があがり、来年度は
４月に職員会議を開き、食育サポートシステムの講義
にて共通認識を得た上で引き続き、各学年ごとの来年
度の出前授業と食育について協議し、年間計画を決定
することが予定されています。

小中学校での食育教育の取り組みは、実際に実施す
るとその大切さが理解されるものの、カリキュラムに
組み込まれているものでは無いこともあり、学校側や
保護者の理解を得られなければ実施出来ない状況であ
ります。
今後は、理解の得られた学校での活動の継続と、複
数の学校の関係者が集まる勉強会・研究会や給食試食
会などで食育への取り組みの理解を深め、単一の学校
でなく、区や都の単位で一貫した取組みとしてのシス
テム構築を行うことが必要だと考えられます。

（第１調査研究部　後藤 卓治）

▲ 鮭の受精卵の運搬 → 各校に配布 ▲ 鮭の構造（つくり）の観察 ▲ 鮭のアラ汁の試食

おわりに
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活動紹介

ノルウェー水産施設調査の報告

はじめに
私ども研究所では、これまで漁港の衛生・品質管理

に対応した施設整備について調査・研究を行ってきま
したが、今後、海外輸出を見据えた施設整備が求めら
れてくることから、平成26年12月３日から８日、デン
マークならびにノルウェーの衛生管理型施設を調査し
てきましたので、ここに、ノルウェーの施設等について、
その概要を報告します。

Norwegian Food Safety Authority
（ノルウェー食品安全局）
ノルウェーは、EU加盟国ではないがEFTA（European 

Free Trade Association 欧州自由貿易連合）に加盟して
おり、このEFTAとEUとは協定（European Economic 
Area（EEA）agreement）が結ばれていることから、
EU域内の市場へ参入できるようになっています。なお、
EEA協定では、食品・飼料に関するEU規則を承認する

ノルウェーの食品衛生

こととなっているので、ノルウェーの衛生法令はEUの
衛生規則に基づくものとなっています。
ノルウェー食品安全局では、①安全で健康的な食品、

②安全な飲料水、③健全な植物、魚介類および家畜、④倫
理的な畜産業、⑤環境にやさしい生産方法、⑥高品質で
誠実な生産と公正な取引について監査を行っています。

NORGES SILDESALGSLAG
（ノルウェー浮魚販売組合）
ノルウェー浮魚販売組合は、ノルウェーの浮魚（ニシ
ン、マサバ、シシャモなど）の漁業者が出資・設立した
浮魚の販売を行う漁業者と買受人のための組織です。
本組合は、ノルウェー漁業者によって所有・運営さ
れ、インターネットによる浮魚オークションを行って
います。漁業者が漁獲物を入荷する時には、組合へ現在
位置・魚種・漁獲量・サイズ・売場の希望地を連絡しま
す。その後、オークションによって買受人が決定すると、

ノルウェーにおける浮魚の流れ

日付 都市名 訪問先

12月 2日
東京（成田）
COPENHAGEN
AALBORG

→ COPENHAGEN
→ AALBORG
→ SKAGEN

12 月 3日
SKAGEN

HIRTSHALS
AALBORG

→ HIRTSHALS

→ AALBORG
→ COPENHAGEN

SKAGERAK SALMON A/S 訪問
（HIRTSHALS）

12月 4日 COPENHAGEN → ÅLESUND BRODRENE SPERRE A･S 訪問
12月 5日 ÅLESUND → BERGEN NORWAY PELAGIC AS 訪問

12月 6日 BERGEN
NORGES SILDESALGSLAG 訪問
Norwegian Food Safety Authority 会談
Norwegian Seafood Council 会談

12月７日 BERGEN
COPENHAGEN

→ OPENHAGEN

12 月 8日 → 東京（成田）

調査メンバー 所　　　属
林 浩志 一般財団法人 漁港漁場漁村総合研究所 第一調査研究部 次長
大村 浩之 一般財団法人 漁港漁場漁村総合研究所 第一調査研究部 主任研究員
川森 晃 株式会社アルファ水工コンサルタンツ 会長
広島 基 株式会社データ設計 代表取締役社長

▼ 調査行程

▼ 調査メンバー
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漁船は買受人の加工場まで回航し漁獲物を陸揚げします。
システムは24時間開設されており、オークションは１日
に４回行われます。
NORWAY PELAGIC AS（ノルウェー・ペラジック社）
ノルウェーが産出する水産加工品の約50%のシェア

を有する水産加工会社。ニシン・マサバ・シシャモ・
マアジ等の浮魚の加工および販売。
ノルウェー浮魚販売組合で行われるインターネット

オークションに参加し、競り落とした加工原魚を搭載す
る漁船を水産加工場の岸壁に接岸しフィッシュポンプ
にて工場内へ搬送されます。工場内に入った加工原魚は、
選別－フィレ・ドレス等加工－パック詰め（魚種によっ
てはパック詰めなし）－冷凍－梱包－冷凍保管－（販売）
－輸送といった過程を経て購買者に供給されます。

BRODRENE SPERRE A･S （ブロードネ・スペル社）
マサバやニシンなどの凍結、塩漬けしたタラを天日
干しするバカラオ製造や塩蔵加工等を中心とする水産
加工会社。ニシン・マサバ・マアジ・カラフトシシャモ
等の冷凍加工品を年間約50,000トン生産。
これら加工原魚の購入についてはノルウェー・ペラ
ジック社と同様にノルウェー浮魚販売組合で行われる
インターネットオークションにより行われます。

日本での漁獲から販売までの形態と異なり、漁船が
直接加工場に接岸され工場に搬送されます。このため、
日本の漁港での作業と単純に比較して議論することは
できないが、工場内の衛生管理に関しては、ハードル
が高いものではないと思います。ただし、一貫してコール
ドチェーンが確保されていることは、今後、我々が衛
生管理に向けての課題です。

（第１調査研究部　林 浩志）

▲ ノルウェー浮魚販売組合でインターネットオークションを
確認する担当者

▲ ノルウェー・ペラジック社で
フィッシュポンプの排水処理について説明を受ける

▲ ブロードネ・スペル社における企業説明

▲ 夜のべルゲン（ハンザ同盟）
の街

▲ べルゲンの魚市場で
売られているすし
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活動紹介

国際学会「CARHA 10th」の参加報告

はじめに
2013年９月23～27日の５日間、トルコ共和国第３
の都市イズミールのエーゲ大学において「The 10 th 
International Conference on Artifi cial Reef and Related 
Aquatic Habitats」が開催され、当研究所から伊藤が参
加したので報告します。
CARHAは1974年にアメリカ・テキサス州ヒュース

トン市で第１回会議がもたれ、４年おきにオーストラ
リア、アメリカ（３回）、日本、イタリア、アメリカ、
ブラジルを経て40年の歴史の中、祈念すべき10回目と
してトルコで開催されました。
私は、３回目の参加ですが、今回の会議の日本から

の参加は私を含め、福井県立大学大竹教授、（株）エコ
ニクス山内さん、（一社）水産土木建設技術センター
武田さん、（株）シャトー海洋調査中村さんの５人が参
加いたしました。

学会はエーゲ大学のAltan Lok教授を議長としてエー
ゲ大の講演会館にて行われました。参加者は全体で
90人（24カ国）、40テーマの口頭プレゼンテーションと
10のポスタープレゼンテーションが行われました。
開会の後、本会議の主催者（呼びかけ人）を代表し、

Stephen A Bortone博士より、過去９回の参加者
の推移や内容につい
て紹介が行われ、そ
の後、中日を除いて
４日間の日程で行わ
れました。
初日はプレゼンの
後、大学内の広間と
庭でウエルカムカク
テルパーティーが開
かれ、学生による郷
土芸能などが披露さ
れました。

学会の全体概要

私の講演は「人工魚礁における魚類行動研究への超音
波バイオテレメトリーの適用とその課題」として、超音
波バイオテレメトリー技術による魚類の行動研究から
水中構造物の蝟集機能，その有効範囲および水中構造
物への滞留時間を定量的に把握した事例をもとに、こ
のような情報が人工魚礁を利用した漁場造成や増殖場
造成の有効性について報告を行いました。以下が講演
時の写真です。
エーゲ大学では自前のクルーズ船を所有しており、
関係者が来たときはこの船で歓迎会が開かれるそうで
す。今回の学会でもクルーズ船で参加者による懇親会
が開かれ、エーゲ海をクルージングしながら食事をし、
トルコの酒である「ラク」を飲んで楽しみました。昨今、
日本の大学では先生と学生が酒を飲み交わすことは少
なくなったようですが、海外の大学はとてもフレンド
リーに飲んでいるのが印象的でした。

（第２調査研究部　伊藤 靖）

講演の内容
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インドネシア共和国海洋水産省漁業総局主催
「漁港管理に関するワークショップ」

福岡県漁港漁場協会主催
「第27回福岡県市町水産関係幹部職員研修会」

インドネシア共和国海洋水産省漁業総局主催によ
り、2013年９月24日～27日に開催された下記ワーク
ショップへ、日本の漁港管理制度についての講演のた
め講師を派遣しました。本件は、海洋水産省派遣JICA
専門家 野村一郎氏を通じて依頼されたものです。

◎会議名：  「漁港管理に関するワークショップ」
（WKOPP Support the Existence and
 Operation of Fishing Port）

◎主催者：インドネシア共和国海洋水産省漁業総局
◎年月日：2013年９月25日（水）８：30～10：00
◎講義名：  日本の漁港管理制度

（Management and Operation of Fishing
 port in Japan）

◎講　師：堀越 伸幸
◎参加者：  インドネシア共和国各州の

漁港管理担当者　約100名
◎開催地：インドネシア共和国リアウ州バタム市

ワークショップ概要

開催概要

2014年２月６日に開催された福岡県漁港漁場協会主
催の研修会に講師を派遣しました。当研究所の講師か
らは、漁村の振興をテーマとし、漁村活性化のポイント、
漁村における６次産業化、先進事例などについて説明
させていただきました。

◎会議名：  「第27回福岡県市町水産関係幹部
職員研修会」

◎主催者：福岡県漁港漁場協会
◎年月日：2014年２月６日（木）14：00～17：00
◎講義名：漁村の振興（地域の活性化）について
◎講　師：中村 克彦

◎参加者：福岡県庁、県内の市町等　約30名
◎開催地：福岡県福岡市博多区
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本書は著者地井昭夫さんの遺稿集です。地井は、漁
村計画や漁村の環境・生活改善に関する研究者である
とともに、全国の漁村の懐に飛び込んで活動する実践
者でした。民俗学者として知られる宮本常一とそのグ
ループが、離島振興法の成立に深く関わりその後の離
島振興に大きな足跡を残したことはつとに知られてい
ますが、「漁村における地井」は「離島における宮本」
に相当する大きな足跡を残したと考えています。その
一例として、地井とそのグループは、津々浦々の漁村
の人々の生き方・住まい方をフィールドワークにより
調査・分析し漁村の生活環境改善の必要性や改善手法
等を提唱し、昭和52年度から水産庁の “漁業集落環境
整備事業” として制度が創設され、これまで全国の400
以上の漁業集落で環境整備が行われています。
地井は、なぜ漁村に暖かい目なざしを向け続けたの

でしょうか？漁村がコンパクトなヒューマンスケール
の空間であることがその理由のようです。漁村づくり
において、アンケートや住民懇談会を通じて漁村の方々
の考えをよく把握し、課題の解決手法を見いだすアプ
ローチは、漁村が、地先の水産資源に依存し人口規模
に限りが有り空間的にもコンパクトであるからこそ、
生活と生業が同一の空間で行われるからこそ “発見” さ

れた方法なのかもしれません。さらに、「西伊豆の漁村
を訪れた時、あたかも漁村全体がひとつの建築である
かのような光景を見て目が洗われる思いがしました。」
「＜イエとは小さなムラであり、ムラとは大きなイエ
である＞という考え方、見方の現実的な見本として漁
村に接してきました。もしかしたらこれはまた未来社
会のコミュニティのモデルになりうるのではないだろ
うか、…」と建築から漁村の研究へ進んできた理由が
説明され、これも発見です。
なお、本書の編集の労を執られ長年にわたり志をと
もにされてきた幡谷純一さん、重村力さんが、巻末に
解題と解説として本書のポイントと背景を余すこと無
く描写されています。東日本大震災は、漁村という存
在、認識を日本中に呼び戻してくれましたが、未だ復
興の道程のただ中にある漁村に関する各種の議論を耳
にするにつけ、本書があるべき視座を指し示している
ことが確認できます。おわりに、幡谷の解題の締めく
くりをご紹介させていただき、関係者の一読をお勧め
します。
「この本の読者、特に学生、若い研究者、漁村の計
画に携わる人々が地井の言葉に刺激を受け、漁村への
ロマンを感じてくれれば、と思う。」

オススメのこの1冊

漁師はなぜ、海を向いて住むのか？
漁村・集住・海廊

◎地井 昭夫 著
　工作舎　2,940円
　（ISBN-10：4875024460）
　（ISBN-13：978-4875024460）

堀越技術審議役のオススメ！
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林次長のオススメ！

東北発 災害復興学入門
巨大災害と向き合う、あなたへ

◎清水 修二 ･松岡尚敏 ･下平裕之 編著
　山形大学出版会　840円
　（ISBN-10：4903966178）
　（ISBN-13：978-4903966175）

東日本大震災の発生から３年が経過しました。未だに
復興の兆しが見えてきたとは言い難い状況にあるのでは
ないでしょうか。東日本大震災は、多くの尊い命が奪わ
れるとともに、住と職の場を失いました。そして、今回
の震災が地震と津波に加えて原子力災害という未曾有の
事態を生じたため、一部では復旧・復興に長い時間が掛
かること、つまり、被災した住民から見ると長期の避難
生活が強いられることとなります。
ここで紹介する「災害復興学入門」は、東北地方に籍を
置く人文科学、社会科学系の研究者が、学生のみなさん
に復興について語りかけるものです。これまでに経験し
た災害から復興への道のりから得られた教訓から、コミュ
ニティのこと、心的外傷体験に対する心の支援や学校教
育のことなど、社会科学的な視点でまとめられています。
構成は、序章の「「復興」のあり方を問う」において復興、「災
害に備える」で災害予防、「災害に耐える」は応急対応に
ついて語られています。そして、「原子力災害と向き合う」
は原子力災害からの復興のことを「災害を学ぶ」では災害

復興教育について述べられています。
復興の総論として、福田徳三（経済学）が示した「人間

の復興」という考え方が紹介されています。「復興事業の
第一は、人間の復興でなければならない。人間の復興と
は大災によって破壊せられた生存の機会の復興を意味す
る。今日の人間は、生存するために生活し、営業し、労
働せねばならぬ。すなわち生存機会の復興は、生活・営
業及び労働機会（これを総称して営生機会…という）の復
興を意味する。道路や建物は、この営生の機会を維持し、
擁護する道具立てに過ぎない。それらを復興しても本体
たり実質たる営生の機会が復興せられなければ何もなら
ないのである。」と。関東大震災後に、当時の内務大臣後
藤新平への批判として提示されたものです。簡素な記述
となっていますが、東日本大震災で求められいる復興と
は、このことではないでしょうか。
これから災害に強い地域づくりに携われる方の入門書

として一読されてみてはいかがでしょうか。
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著者は新進気鋭の気象学者であり、自身の地球シミュ
レータ等による研究や、豊富な既往観測結果の分析か
ら大気中の二酸化炭素の増加に伴う地球温暖化は疑う
ことができない事実と結論付けている。本書が興味深
いのは、単に気象学的な論証だけではなく、温暖化に
対応する「積極派」、「慎重派」の対立構造やリスクの
判断と市民の自己決定に至るまで踏み込んでいること
である。
積極派は、温暖化は将来ではなく現在の喫緊の課題

であり迅速な対策が求められ、更にはそれが現在のビ
ジネスチャンスになると主張する。これに対し慎重派
は、温暖化の影響は積極派が主張するような喫緊の課
題ではなく、その対策は膨大なコストが必要であり、
経済活動を損ない非現実的と主張する。著者はそこで
費用便益効果の考えでそれぞれの主張を整理するもの
の、問題設定のフレーミングが両者で異なるため、結
論も自ずと異なり、議論も噛み合わなくなることを示
している。そして、環境保護と経済価値の両者を大き
く捉える新たなフレーミングを検討することが必要と
主張している。

次いで本書で興味深いのは、環境リスクを判断し責任
をとるのは専門知識を持った学者なのか、市民が民主
的に判断すべきなのかという対立構造の解説である。
ここで著者は、専門家が単純な正解を出すことの困難さ
を解説すると共に、専門家だけではなく市民に開いた
議論により分析を透明化することと、市民による「ロー
カル知」を専門家による「専門知」を組み合わせるこ
とで判断に必要な知識を充実し得るとしている。
科学者の端くれである書評者としては、科学技術が
地球温暖化の解決や持続的な発展に大きく寄与すると
考えたい。しかしながら、それだけでは不足であり、
リスクの判断は科学者のみでは困難という著者の考え
は民主国家では当然のことと合意する。これもまた、
社会資本整備で求められているところの合意形成と同
じ趣旨なのだろう。ただし、ローカル知が信頼に値す
るものなのだろうか？あるいは特定の思想を持つラウ
ド・マイノリティにひきずられることはないのだろう
か？このようなことを考えること自体、書評者がテク
ノクラシーの呪縛にとらわれているのか？等々思索は
尽きない。実に考えさせられる一冊である。

異常気象と人類の選択

◎江守 正多 著
　角川マガジンズ　840円
　（ISBN-10：4047316229）
　（ISBN-13：978-4047316225）

吉野主任研究員のオススメ！

オススメのこの1冊
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三浦主任研究員のオススメ！

水の旅
日本再発見

◎富山 和子 著
　中央公論新社　760円
　（ISBN-10：4122058325）
　（ISBN-13：978-4122058323）

本書は、1987年に出版された単行本を文庫化したも
のである。水を通じて国土利用における農業や林業の重
要性について訴えている。「水田はダム」という視点や、
棚田という言葉が一般化した背景には、本書の指摘が発
端となったことが解説されている。著者は日本の環境問
題の評論家であり、水問題を森林林業の問題まで深め、
その総合的な研究は「富山学」と呼ばれている。
読み進めてみると、日本列島の水を視点に全国各地を
調査し、風景の背後にある先人たちの暮らしと水との関
わり合いについて考察している。「遠賀川の鮭神社」、「森
林は海のサカナを養う」、「阿蘇の水をつくる話」、「人工
河川」、「植林のはじまり」等々、各章は雑誌「旅」に連載し
た短編等を、まとめているので、興味のある章から読ん
でいける。印象的なフレーズが多々みられており、少々
長くなるが以下に一例を引用する。「私たちは自然という
ものは、人間が手を触れぬものほどよい、と考えがちで
ある。だが、日本列島の自然は山も川も、先祖が手をか

けて、後世に送ったものである。土のかけらや水の一滴
に至るまで、人間の労働の産物である。」また、「外国を
旅するたび私が痛感させられるのは、日本人は世界の奇
跡を行った民族だということである。木を植える文化を
育ててきた、ということだ。ヨーロッパをはじめ世界の
他の国々では、森林を破壊することで文化を築いてきた。
これに対して日本は、森林を育てることで文化を養って
きたほとんど唯一の文明国であった。」
執筆から４半世紀が経過しているが、自然と人間との

かかわりによって育まれた自然環境に目を向ける視点と、
水を巡る先人のたゆみない知恵が紹介されており、森、
川、海のつながりや、農林漁業の多面的機能を考える上
で、今なお学ぶべき点が多い。
本書の姉妹篇として「水の文化史」、同じく、中公新書

から「水と緑と土」、「日本の米」と合わせて富山和子の水
の四部作と呼ばれており、本書と合わせて一読をおすす
めしたい。
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01
水産庁よりお知らせがあります。

現在、漁業者の高齢化・減少や燃油・飼料コストの上
昇など、我が国水産業を取り巻く環境は厳しい状況にあ
ります。他方で、我が国水産業は、広い好漁場を有する
など、高い潜在力を保有しています。
今般、この潜在力を十分に引き出すことで、「攻め」の

水産業に転じ、浜を活性化させ、ひいては、水産日本の
復活を実現させていくために、水産庁では、「浜の活力
再生プラン」と「プロジェクト浜の応援団」と取組を開始
いたしました。

■浜の活力再生プラン
水産物は、漁獲するだけでなく、陸揚げし、生鮮、冷凍、

加工などの形態で出荷、流通し、小売店や量販店等を通
じて、消費者の食卓に届けられています。東日本大震災
でも明らかになったとおり、水産業は、関連産業の裾野
は広く、加工場や観光業等の関連産業との連携の上に成
り立っており、関連産業との連携は不可欠です。
例えば、観光業と連携した６次産

業化の取組として、宿泊施設に対し
て朝獲れた新鮮な魚介類を提供する
ことで、来訪者の増加につなげ、来
ていただいた皆さんに地元魚介類に
対する関心や購入意欲を高めてもら
うことにより漁獲物の販売先を拡大
することも可能です。
このように、漁業･漁村が総じて

厳しい状況にあっても、漁業･漁村
は高いポテンシャルを有しているこ
とから、現状の改善に向けた方策は
数多くあり漁業者の所得向上を通じ
た漁業・漁村の再生により解決でき
るのではないかと考えています。た
だ、我が国は、東西南北に長く、地
域によって漁業実態や漁村の状況も
大きく異なることから、浜ごとに、
実情や実態に応じ改善方策の検討が

必要であると思います。
「浜の活力再生プラン（以下、「浜プラン」という。）」
とは、現状で厳しい漁業･漁村の活力を取り戻すため、
漁業者の所得の大幅向上を図る総合戦略であり、漁業者
の所得向上目標やその目標を達成するための取り組みと
して、高鮮度出荷や簡易加工等による魚価向上の取り組
み、省エネ機器や漁船導入による漁業コスト削減の取り
組みを位置づけた計画を言います。

■「浜の活力再生プラン」策定推進事業
水産庁では、各浜で浜プラン策定の検討が速やかに
進められるようプラン策定に係る費用を支援する目的
で「浜の活力再生プラン」策定推進事業（以下、「浜プラ
ン策定事業」という。）を創設し、平成25年度補正予算で
150百万円、平成26年度当初予算で50百を計上してい
ます（図１）。１プランあたり50万円を上限に支援するこ
ととしていますので、来年度内に全国400地区での浜プ
ランの策定が可能となります。
浜プラン策定事業では、地域振興を担当する市町村、

◎浜の応援団募集中!!! ～水産日本の復活に向けて 浜の活力再生プラン・浜の応援団～

▲図1：「浜の活力再生プラン」策定推進事業の概要
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浜プランの取り組みを主体的に実施
する漁協や漁業者グループ等を必須
の構成員とする地域水産業再生委員
会（以下、「再生委員会」という。）が
実施主体となり、浜プランを策定す
る際に、専門家の招聘費、先進地視
察のための旅費、委員会開催費用等
について、50万円までを国費で全
額負担します。なお、浜プラン策定
事業は、原則単年度で浜プラン策定
まで行ってもらいますが、浜プラン
の実施期間としては、原則実施から
５年度目までとしています（関連施
策の終了年度がプラン実施から５年
度を超える場合には、関連施策の終了年度までとするこ
とができます）。
再生委員会で策定された浜プランは、都道府県を通じ

て、水産庁に提出していただき、水産庁で内容を確認し
た上で、水産庁長官による承認を行うこととしています。
確認する内容としては、
① 浜プランの目標年度までに漁業者の所得が、１割以
上の増加が見込まれること

② 漁業収入の向上及び漁業コストの削減の取り組みを
実施するものであること

③ 国の施策に整合しているものであることとしています。
また、浜プランの実施期間終了年度の翌年度には、再

生委員会において、目標の達成状況等を評価いただき、
水産庁への状況報告を求める予定です。
なお、浜プラン策定事業を活用しない浜プランであっ

ても、浜プラン策定事業に準じた手続きで策定され、水
産庁に提出された場合でもその内容に問題がなければ、
承認することとしています。
（ HPアドレス：
http://www.jfa.maff .go.jp/j/bousai/hamaplan.html）

■プロジェクト！「浜の応援団」
プロジェクト！「浜の応援団」は、
① 水産日本の復活に主体的に取り組む漁業者等を後押

ししようという方々に、広く「浜の応援団」となって
いただき、
② 水産庁が橋渡し役になり、後押しを望む「浜」
とのマッチングを行うものです。
具体的には、浜プランの検討段階や浜プランの策定を
行った地区の実施段階に対して「応援団」が、技術･人材･
ノウハウなどを「浜」に提供することで浜プランの実効性
を高めようとするもので現在、水産庁ホームページにお
いて登録フォームを公開していますので、個人／団体を
問わず、浜の応援団を募集しています。
（ 図２、HPアドレス：
http://www.jfa.maff .go.jp/j/kikaku/hamanoouen.html）

浜プランは、作って終わりというものではなく、実際
に取り組みを実施し、その成果を確認しながら、取り組
みの進捗や水産業や経済情勢の変化に応じ、適宜見直す
ことが重要であり、そうした不断の努力が浜の活性化に
つながって行くものと考えています。
今後は、国も含め、都道府県、市町村、漁業協同組合
連合会、漁業協同組合、漁業者等漁業関係者だけでなく、
民間も含めた漁業界やその他関連産業が一丸となって浜
プランを推進する必要があると考えていますので、御協
力お願いします。

▲図２：プロジェクト！「浜の応援団」イメージ



漁港漁場漁村研報
JIFIC Vol.35 2014.3

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

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

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

The 論文

学会・シンポジウム等への論文投稿・発表（平成25年9月～26年2月）

編集後記

「漁村総研」に名称変更して１年が経過し、年度末となりました。ここに第35号がようやく完成となりました。今回は、特別
寄稿３編と講演に加えて、しばらくお休みしていた関先生のインタビュートークも復活する等、盛り沢山の内容となりました。
編集の過程で、あれもこれもと記事を追加したところ、発刊以来の最多ページ数になったと思います。
次号は秋頃になると思いますが、全国津々浦々の興味深い話題を取り上げられるよう上半期は、気持ちを新たに活動したい
と思います。 （H.M）

日本水産学会誌 論文投稿（25.10）
「マコガレイ稚魚期の人工魚礁と非魚礁域での生物生産構造の比較」
第60回海岸工学講演会 講演（25.11）
「漁港の生態系構造と生物現存量の推定」
地震工学会－年次大会2013 論文投稿（25.11）
「津波避難施設に作用する外力の検討」
第12回全国漁港漁場整備技術研究発表会 講演（25.11）
「複数県連携による水産環境整備マスタープランの策定と課題」

活動報告（平成25年9月～26年2月）

◎インドネシア共和国ワークショップ 講師派遣（25.9.25）
◎「復旧・復興技術委員会」委員派遣 （一社）全日本漁港建設協会主催（25.10.29）
◎水産工学技士（水産土木部門）養成講習会東京開催 講師派遣（25.10.30）
◎衛生管理型魚市場整備等に関する講演会（茨城）講師派遣（25.11）
◎水産工学技士（水産土木部門）養成講習会福岡開催 講師派遣（25.11.27）
◎デンマーク・ノルウェー海外漁業調査（25.12.2～12.8）
◎はさき漁業協同組合風力発電施設建設促進協議会 委員派遣（25.12.3）
◎平成25年度積算技術情報検討委員会 委員派遣（25.12.13）
◎平成25年度国産水産物流通促進事業のうち品質・衛生管理指導者事業に係る
　産地関係者を対象とした講習会（三沢市）講師派遣（26.1.23）
◎平成25年度国産水産物流通促進事業のうち品質・衛生管理指導者事業に係る
　産地関係者を対象とした講習会（鳥羽市）講師派遣（26.1.28）
◎福岡県漁港漁場協会研修会 講師派遣（26.2.6）

この印刷物は、環境に配慮した紙とインクを使用しています。
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■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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