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巻  頭  言
東日本大震災を振り返って

水産庁 漁港漁場整備部 計画課長　岡 貞行

平成23年３月11日午後２時46分、これまで経験したこ
とのない長く大きな揺れが襲った。テレビでは大津波警
報が報じられていたが、ただならぬ事態であることは容
易に想像できた。水産庁の非常体制を整備するとともに、
被害状況を把握するため、関係県等への連絡を試みたが
全く通じない。しばらくして政府調査団への参加要請が
あり、自衛隊のヘリにて、宮城県庁内に設置された政府
緊急災害現地対策本部に派遣された。現地視察で目にし
た焼け野原のような被災地、５日間にわたる不休不眠の
疲労の中、テレビの向こうで東京電力福島第２原発の爆
発が報じられていた。一体この国はどうなるのかと思っ
た。帰京後も、災害復旧事業直轄代行制度の創設や３千
件を越す災害査定など、全力疾走であった。震災当時、
水産施設災害対策室長として、東日本大震災による水産
関係公共施設の災害復旧業務全体を担当した。あれから
５年、震災当日を振り返ってみたい。

１．非常体制の整備と官邸緊急参集チーム対応
大津波警報が発令された場合、水産庁では非常体制を

整備するとともに、官邸の危機管理センターに設置され
る緊急参集チームに漁港漁場整備部長が参加することと
なっている。このため、地震直後、すみやかに非常体制
を整備のうえ関係者の安否確認、被害状況の把握等を試
みるとともに、緊急参集チームの構成員である漁港漁場
整備部長が官邸に走った。主な任務は、水産関係被害情
報の提供など政府の緊急対応業務であった。

２．政府調査団への参加
地震発生から約二時間後、官邸の緊急災害対策本部か

ら各省庁に対して政府調査団への派遣要請がなされた。
このため、他局庁の担当官とともに農水省の公用車に
て、集合場所として指定された市ヶ谷の自衛隊基地に向
かった。沿道は既に大混雑で、歩道も自宅等に向かう人々
で溢れかえっていた。市ヶ谷の基地に遅れていることを
伝えようにも携帯電話が通じない。結局、途中で下車し
走って行った。市ヶ谷の基地に到着して間もなく、内閣
府防災担当副大臣を先頭に、輸送ヘリに乗り込んだ。ヘ
リの密閉性は低く、上空でのプロペラからの爆音は半端
ではなかった。着陸後、政府の緊急現地対策本部となる
宮城県庁に運ばれた。県庁到着時１階のロビーは、帰宅
困難者等に開放され既に大混雑していた。

３．政府緊急災害現地対策本部での活動
現地対策本部では、防衛省、国土交通省、海上保安庁、
消防庁、農水省など各省庁ごとに机を囲み、担当任務に
あたった。被災直後は、特に人命救助を最優先に、行方
不明者の捜索や約50万人にも上る避難被災者の生活回復
に重点がおかれた。このため、農水省チームでは、不足
していた食料や漁協等が所有するＡ重油等を被災地に供
給するため、必要な情報を収集・整理し本省へ送り続け
た。この間、福島第２原発の爆発によりヘリが上空を飛
べなくなり、結果として５日間業務が継続することとなっ
た。携帯電話が通じず、また、停電かつ断水が続く制約下、
過酷な作業環境であったことが忘れられない。
平成28年３月、漁港等の復旧はかなり進展してきて
いるが、漁業集落や海岸堤防等の復旧はまだ道半ばの
状況にある。被災地の早期完全復興を、心よりお祈り
いたします。
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春が来た。震災後六度目の春だ。春は希望あふれる新た
な出発の季節。満開の桜の便りとともに被災地といまだ避難
生活を送られている多くの方々に大いなる希望と幸の風が
訪れることを祈るばかりである。
この３月11日、被災地は５年という節目を迎えた。５年と
いう歳月は短いようで案外長い。「つなみ　５年後の子ども
たちの作文集」（森健編、文藝春秋社刊）を手にすると子ど
もたちの成長の軌跡とともに被災地の時間の流れを感じるこ
とができる。あの日、幼稚園の年長だった女の子は小学５年
に、中学２年だった女の子は昨春高校を卒業して、地元の
企業に就職した。５年というのはそういう時間の長さである。
政府が掲げた「集中復興期間」はこの３月に終了し、次

の５年間は「復興・創生期間」と銘打たれることとなった。
集中復興期間中には、道路、港などインフラの復旧整備が
集中的に行われ、防潮堤と住宅・まちづくりを除き、着実に
復興への歩みを進めてきた。水産業においても約９割の漁
港で水揚げが可能となり、水揚量も約８割まで回復してき
ている。被災地の一つである宮城県石巻や岩手県大船渡に
おいては、時代の先端を行く衛生管理型市場が完成し、未
来に向けた積極的な取組も始まっている。他の主要水揚げ
港においても近々新しい市場が復旧完成する見込みである。
これらのハード復興の成果を踏まえつつ、今後「復興・創
生期間」においては、ハードだけでなく長期避難者の心の
ケアやコミュニティ形成支援などソフトも含めたきめ細かな
対応を図っていくこととされている。
集中復興期間を終えて明らかになってきたことが幾つか

ある。その第一は、大きな被害を受けた東北３県の中でも
岩手、宮城は風評被害に苦しめられながらも復興への確か

な道筋が見えてきているのに対し福島はいまだ厳しい状況
に置かれ、二極分化が進んでいるということである。福島
県全体の避難者は本年２月時点で10万人弱にも及んでおり、
政府の努力にもかかわらず、事態終息の目途はたっていな
い。避難先で福島の子どもがいじめに合っているなどという
新聞記事を見たりすると一体この国はどうなっているのかと
悲しくなってしまう。
第二は、防潮堤を含むまちづくりの「遅れ」と沿岸市町
村からの人口の流出である。まちづくりが「遅れ」ていると
いう認識は正確ではない。通常であれば20年以上かかる規
模（３月７日付岩手日報）の事業を「復興事業」として着手
しそれを急ピッチで進めているというのが現実だからだ。集
中復興期間に完成した高台移転の戸数は約45%にとどまり、
住まいの確保に関する事業が概ね完了するまでにはなお３
か年が必要であるとされている。被災者の方が避難先等で
新しい生活を始めるのは極めて自然である。
第三は、まちづくりの「遅れ」の産業への影響である。
水産加工業や養殖業では、港周辺に人が住んでいたため、
季節的に必要とされる労働力が確保できたという側面があ
るが、仮設住宅が高台に分散配置されている現在は、土木
工事など他の高賃金の収入確保の道があることも手伝って
人手不足となり、それが産業再生の足かせとなっている。
震災５年を経て被災地の人々は心に痛みを抱えながら
もたくましく未来へ歩きだしたようである。３月に閉局
した宮城県女川町の女川さいがいFMが流した最後のリク
エスト曲はサザンオールスターズのTSUNAMIだったと
いう。私たちはこれからも被災地の方々とともに歩んで
行きたいと願っている。

六度目の春
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陸域栄養負荷の増大が
環境悪化の主因ではない！

私は愛知県水産試験場（以下水試と称する）に1974年に
配属以降1986年までの12年間伊勢・三河湾の水質モニタ
リング調査に従事しました。この時期はちょうど赤潮の発
生及び貧酸素水塊の規模が年々拡大の一途をたどった時期
であり、急激に深刻化してゆく漁業被害に対し、緊急な対応
を迫られていました。当時その原因は陸域からの流入負荷
の増大、いわゆる閉鎖性水域の過栄養化現象と判断され、そ
の対策としてCOD、TN（総窒素）、TP（総リン）の水質総量
規制が強力に実施されるようになりました。（当時、私自身
の考えも総量規制の強力な推進を是とするものであったが、
後にこの考えは大きな誤りであったことを認識することに
なる。）そのような状況の中で、流入負荷が比較的小さい三
河湾東部の渥美湾で赤潮・貧酸素化がより顕著に発現する
現象に着目し、三河湾固有の富栄養化機構の解析を試みま
した（Suzuki & Matukawa，1987）。その結果意外なことが
わかりました。隣接する伊勢湾口下層からエスチュアリー
循環１により三河湾に流入する栄養塩フラックス２が三河湾
集水域からの流入負荷よりも数倍大きいという意外な結果

はじめに

平成27年度に水産庁漁港漁場整備部により設けられ
た藻場・干潟ビジョン検討会によって今後の中長期的
な藻場干潟造成の基本的な考え方や造成方針が策定さ
れました（水産庁，2016）。藻場・干潟が水産資源を回
復するために何故大切なのかは論を待ちません。しか
し、急激な低下が顕著な沿岸水産資源回復のために干
潟・藻場を積極的に造成することは必要条件ではあり
ますが十分条件ではないという点に留意しなければな
りません。私は検討会のメンバーとしても発言してきま
したが、読者の皆様が藻場・干潟ビジョンをベースに事
業を展開される際に、その効果をより確かなものとする
ためにご理解いただきたいのはこの点なのです。結論か
ら申し上げれば、干潟・藻場域への適切な栄養塩供給、
ソフト事業（たとえば種苗放流や有害生物除去等）との
連携、造成と併せ現存する藻場・干潟・浅場をこれ以上
喪失しないための漁業者の強い声がなければ十分な効
果は望めません。このことを理解して頂くために、僭越
ながら生涯の研究フィールドである三河湾における私
自身の思考の変遷過程や愛知県漁連の活動を軸に少し
お話ししたいと思います。
　

特別寄稿 .01

三河湾から考える三河湾から考える沿岸域環境管理沿岸域環境管理
－藻場・干潟ビジョン成功藻場・干潟ビジョン成功を願って－を願って－

すずき・てるあき

1950年愛知県生まれ。京都大学農学部卒、東北大学大学院農学研究科修士課程修了。農学博士、元愛知県水産試験場長。専門：水産海洋学。

鈴木 輝明
名城大学大学大学院 総合学術研究科 特任教授

１ 内湾では河川流入に伴う密度勾配によって、上層では湾奥から湾口に、下層
では湾口から湾奥に向かう流れが発達する現象。

２ 単位時間当たりの栄養塩供給量
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です。つまり三河湾には陸域からと外海下層からの二つの
栄養塩供給経路があり、後者がより重要であり単に三河湾
流域の負荷削減のみでは三河湾の栄養レベルは顕著に減少
しないということをこの研究は示唆していました。この時点
で地先主義的負荷削減による環境改善はあまり効果は上が
らず三河湾においては誤りではないかと考えるようになり
ました。（後にこの研究結果は三河湾における1970年代以
降30年間のTN、TPを含む各態栄養塩類濃度の経年変化の
解析（石田・鈴木，2009）から確認された。）

三河湾の生態系の特徴はトップダウン型！

植物プランクトン現存量の変動機構は移流、拡散、沈降、
沈積という物理的過程、及び成長、自然死亡、捕食という
生物的過程の混合過程です。植物プランクトン現存量の変
動からこの生物的過程だけを抽出するため、その変動要因
の解析に初めてボックスモデル法を適用しました。その結
果、植物プランクトンの生産は数日周期で大きく変動し、
かつその生産速度はいつ赤潮になっても不思議ではない
ほどの大きさであったが、その大部分は動物プランクトン
やマクロベントス等動物群集による摂食圧によりその現
存量を強く抑制されており、更に動物プランクトンにもマ
イワシ個体群による摂食圧が大きくかかっていることが
明らかとなりました。この研究（Suzuki et al.，1987）は干
潟・浅場の埋立によるマクロベントス群集の喪失や貧酸
素化による動物プランクトンの減少による低次生産系の
動的バランスの破壊による赤潮発生の可能性を強く示唆
するものであり、三河湾における低次生態系の構造はいわ
ゆる農産モデル的なボトムアップ型ではなく、上位捕食者
が一次生産に大きく影響するトップダウン型の構造であ
ることを強く印象付けることになりました。この研究を通
じて私は三河湾集水域からの流入負荷増加だけで1970年
代に入ってからの急激な赤潮および貧酸素化の拡大を説
明することはできないと感じ、これ以降私の三河湾修復の
イメージは流入負荷削減から「場の修復」による動物群集
摂食圧の回復へと大きく変化していきました。（このよう
な摂食圧の重要性に関する現象確認は何ら新しいもので
はなくすでに1930年代にHarveyらが中緯度海域における
珪藻の大増殖について観測しており、彼らは大増殖の大き
さを制御しているのは栄養の制限因子ではなく植食動物
の摂食活動であると明言している。さらに後に気付いたこ
とであるが本研究に先立つこと10年あまり前にアメリカ

東部ナラガンセット湾において生態系モデルによりこの
摂食圧の重要性については数理的に定量化されていた。）

干潟域における二枚貝類の
水質浄化機能は予想以上に大きい！

その頃、水産庁東海区水研海洋部（現中央水研）が中心
となって三河湾中央部一色干潟域をフィールドに「潮間
帯周辺海域における浄化機能と生物生産に関する研究」
が行なわれ、干潟域の特徴的な物質循環がやっと注目さ
れるようになり、水試もその研究の一端を担うことにな
りました。私はその途中で県庁での漁港整備業務、豊か
な海づくり大会事務局業務等８年間の行政職勤務を経験
することになりましたが、1994年から再び水試に転じた
後、この干潟域の物質循環に関する研究を継承し、伊勢・
三河湾の干潟域を対象として、ボックスモデル法（青山・
鈴木，1996；青山ほか，2000）、生態系モデル法（鈴木ほ
か，1997）、マクロベントス現存量からの推算法（鈴木ほ
か，2000）及びチャンバー法（青山・鈴木，1997）等の様々
な手法により水質浄化機能を定量化する調査、研究を進
めることに努めました。また、浄化機能を経済的に評価
（青山ほか，1996；今尾ほか，2001）する試みも行ないま
した。これらの研究により①通常時の干潟域の懸濁物除
去速度は6.3～9.9mgN m-2 hour-1（干潟単位面積当たり、
単位時間当たりの窒素除去量、以下同様）、総窒素除去速
度は ‒1.3～0.9mgN m-2 hour-1。②赤潮時では、それぞれ
21.5mgN m-2 hour-1、28.0mgN m-2 hour-1、に増加。③水
質浄化機能は底生生物群集の構造変化に伴って時空間的
に変化し、懸濁態有機物除去速度はろ過食性マクロベン
トス、総窒素除去速度は大型藻（草）類の現存量によっ
て大きく変化。④マクロベントスによる海水ろ過速度は
21.7l gN-1 hour-1。⑤干潟（10km2）での通常時の懸濁態有
機物除去能力（約988kgN day-1）は計画処理人口10万人、
処理対象面積25.3km2程度、建設費総額 878.2億円の下水
処理施設に相当、⑥湾全体の1.7％の干潟（10km2）での
マクロベントスによる海水ろ過速度は成層期湾口海水交
換速度の15％～34％（過去の現存量ではこの３倍程度）
に相当。等の結果を報告し、私自身の予想以上に干潟域の
水質浄化機能は高く、この機能低下が環境悪化の主因で
あることを確信するようになりました。
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貧酸素化の拡大により湾は水質悪化の
スパイラルに嵌り込んで抜けられなくなる！

干潟研究と並行して、貧酸素化の進行に伴う浅場で
の底生生物群集の変化（鈴木ほか，1998a；鈴木ほか，
1998b）や、底泥－海水間の窒素収支の変化に関する研究
（鈴木ほか，1998c）を行ないました。この研究からわかっ
たことは、いったん何らかの原因で貧酸素化が拡大し浅
場にまでその影響が及ぶと、底泥と水中との栄養物質の
収支が大きく変化し、高い水質浄化機能を持つ浅場は逆
に大きな負荷源に変質することで、さらなる貧酸素化が
誘発され、湾全体が逸脱困難な「水質悪化のスパイラル」
（鈴木，1996）に嵌り込んでしまうという危険性です。近
年三河湾の動物プランクトン群集の長期的変動が貧酸素
化によって影響を受けていることが明らかにされており
（山田ら、2014）、貧酸素化による動物プランクトンの摂食
圧の低下がさらに赤潮や貧酸素化に拍車をかけるという
「水質悪化スパイラルの浮遊系への波及」ともいうべき現
象も明らかになっています。

赤潮・貧酸素化の主原因は
干潟・浅場の埋め立てに起因する
動物群集の捕食圧の低下！

これら一連の研究を総括し、1970年代からの赤潮・貧
酸素水塊の急激な進行は同時期の1200haに及んだ干潟・
浅場の大規模埋め立てによる水質浄化機能の喪失が契機
となり、湾全体が底生系、浮遊系ともに貧酸素化による水
質悪化のスパイラルに嵌り込んだものと結論づけました
（Suzuki，2001）。その後リセプターモードモデルを利用
して主要生息域へのアサリ浮遊幼生の供給源を推測する
ことを試み、湾奥の埋め立てはその場の水質浄化機能を喪
失させるだけでなく、湾全域への浮遊幼生供給量を大きく
低下させ、間接的に湾全体の水質浄化機能を大きく低下
させた可能性があることを示しました（鈴木ほか，2002）。
（その後、和久ほか，（2012）により埋立により消失した
1200haだけでなく同時期に行われた浅場の浚渫によって
生物生息の無いデッドゾーン化した面積が航路、泊地を中
心として2780haにも及び水質浄化機能の喪失に拍車をか
けていたことが明らかになった。）

湾の自律的回復をめざすための大規模干潟・
浅場造成の実施へ！

漁場環境の悪化に危機感を抱いた愛知県漁連は1996年、
1997年に漁場環境改善部会を設け、漁場環境改善のため
には残存する干潟・浅場の保全のみならず、新たな干潟・
浅場の造成によって、湾の水質浄化能を回復させ、自律的
な「水質改善のスパイラル」に乗せることが最も重要かつ
緊急であることを主張しました（愛知県漁業協同組合連合
会，1996；愛知県漁業協同組合連合会，1997）。その後、愛
知県漁連の強い要望により1998年から2004年までの間に
湾口部中山水道航路浚渫砂を利用した約600ヘクタールの
干潟・浅場造成が国土交通省中部地方整備局と愛知県水
産課、港湾課の３者連携によって実施されました。しかし
実施にあたっては砂の性状がやや細かく、粒径が均一なこ
とからその効果に懐疑的な意見もありましたが、様々な協
議・検討の結果、冒険ではあるが現状よりはましであり嵩
上げして貧酸素水塊の影響を軽減するだけでも十分意味
がある。また大量の良質土砂を今後確保できる機会は極
めて少ないとの判断から実施に踏み切った経緯がありま
す。幸いにも試験的に実施した湾奥の造成海域には翌年に
はすでに予想以上の二枚貝類の生息やカレイ類稚魚の蝟
集等の成果が見られたことから、それまでの慎重意見は収
束し、逆に砂の配分を望む声が一層強まることとなりまし
た。このことから今後も継続する干潟・浅場造成の効果を
より高めるためには、生物の多様性、水質浄化機能、有用
水産生物の出現といった生物学的条件から、地盤高、造成
適地、造成基質等を検討する必要があると判断し、地盤高、
底質等の干潟・浅場造成手法に関する水産工学的研究（鈴
木ほか，2000；今尾ほか，2001；今尾ほか，2004；本田ほか，
2004）についても実施しました。また貧酸素防止対策の速
効性を期待する漁業者要望に応え、貧酸素化の直接的な解
消を目的とする上層水の下層連行等の工学的手法につい
てもその効果評価（鈴木・寺澤，1997）を行ないましたが、
これについては良好な結果は得られず、干潟・浅場の造成
以外に有効な修復方法は無いことも明らかになりました。
人工干潟域の造成効果についても研究（武田ほか，2007）
がなされ、短期間で自然干潟に準ずる生物生産機能や水質
浄化機能を有するようになること、造成が小規模であるこ
とに起因する生態系サービスの低下も生ずることなどが
明らかにされました。この600haに達する干潟・浅場の大
規模造成は三河湾豊川河口域六条干潟に大量発生する稚
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貝の移植放流の大規模化と相まって愛知県のアサリ漁獲
量を倍増させ全国一位に押し上げる原動力の一因となり
ました。

漁獲量向上に効果的だったのは大規模干潟・
浅場造成と並行して行われるようになった
稚貝移植放流の大規模化！

愛知県は全国のアサリ漁獲量の７割弱を占めています
が、その理由は上記の大規模造成だけではなく、三河湾奥
に流入する一級河川である豊川河口域六条干潟に毎年大
量に発生する稚貝の移植放流に大きく依存しています。
この六条干潟において何故稚貝が毎年大量に発生する

のかについては様々な見解があり現在調査が進行してい
ますが、六条干潟に発生する稚貝の由来が六条干潟ではな
く埋立を免れた三河湾東部沿岸域一帯の浅場であり（市川
ら，2010）、供給源が多様であること、河川流入に伴ない
発生する時計回りの循環流により当該海域から浮遊幼生
が逸散せず、当該海域に留まる確率が高い可能性があるこ
と、豊川等からの豊かな栄養塩供給が常時あること、河川
水の卓越によりキセワタ等の食害動物等が排除されるこ
となどがその理由として推測されています。現在この六条
干潟域は愛知県漁連の強い要望により港湾区域内にあり
ながらも保全すべき貴重な場として今後埋立ができない
保全海面に指定されています。また六条干潟の生態系に影
響を与える可能性のある全ての開発行為は漁業影響調査
指針（後述）による調査・評価により漁業者自身により厳
しくチェックされることになっています。

六条干潟域の稚貝の生残率を向上させる
ため周辺の浚渫深堀跡の埋め戻しを実現！

しかしこの六条干潟のアサリ個体群はそのほとんどが
１年程度で消滅します。消滅の理由は夏季から晩秋にかけ
ての貧酸素水の湧昇によるものと考えられてきました。貧
酸素水の湧昇現象である苦潮（青潮と同じ現象）によるア
サリの数千トンにのぼる大量へい死が2001年、2002年と
連続して発生しました。その主原因は干潟域の近傍にある
過去の臨海用地造成のための浚渫による深堀跡が極端に
貧酸素化し、苦潮の発生源として周辺海域へ悪影響を与え
ているためとわかり、県漁連の強い要請により2003年か
ら国、県の関係部局の迅速な努力によって埋め戻しによる
環境修復作業が行われました（石田・鈴木，2006）。現在
も湾内の浚渫深堀跡について順次その状況の調査、修復が
継続されています。この斃死事故が契機となり、（独）港湾
空港技術研究所が中心となった大型研究プロジェクトが
開始され東京湾や大阪湾にも修復の動きが波及していま
す。浚渫土砂はこれまで埋立用材として利用され安易な浅
場の埋立が全国で行われてきましたが、浚渫窪地の埋め戻
しはこの埋立圧力を軽減させるためには有効な浚渫土砂
の利用方法であると思います。浚渫窪地はその規模が相対
的に小さくても周辺生態系に与える影響は非常に大きい
ものがありますが何故無酸素水の無限発生装置化するの
かについても浚渫窪地への大量の有機物集積機構が調査
され近年その特異なメカニズムが解明されています（和久
ほか，2011）。

干潟域の生産力低下は栄養不足!?

この貧酸素による大量へい死問題が埋め戻しにより
いったん収まったかに見えたのですが、近年、六条干潟の
稚貝を放流している漁業者から発生稚貝のサイズが小さ
い、放流後の生き残りが悪い、冬を越せない個体が多い、
等の問題が提起されるようになりました。実際六条干潟域
の岸側のエリアでは貧酸素化が解消している11月中旬ご
ろに急激な現存量低下が確認されています。一山超えれば
また一山という感じです。近年行われている様々な調査結
果を見ると貧酸素に起因する夏季の斃死だけではなく、栄
養不足による生理死亡の可能性が疑われるようになりま
した。貧酸素時期以外の大量斃死は伊勢湾東部の前浜干
潟である小鈴谷（コスガヤ）干潟域でも発生して大きな問豊川河口のアサリ稚貝
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題になっています。平成26年春にアサリ稚貝が大量斃死
し、その年の潮干狩りが中止されたことがあり、現在も資
源低下が続いていますが、その死亡過程や環境要素の変動
を見ると、冬季水温が例年よりも高くかつ毎年春に起こる
植物プランクトンの増殖が小さかったことがその原因と
して疑われています。栄養不足による大量へい死の可能性
です。伊勢湾や三河湾は閉鎖性海域と定義され今でもＮ，
Ｐの水質総量規制が実施されていますが、上述したように
赤潮や貧酸素化の主因は流入負荷増大ではなく干潟・浅
場の埋め立てに起因しているのですから栄養塩類の削減
は的外れな対策であり、逆に干潟・浅場の生産力を低下さ
せ海の豊かさを損ねている可能性が高いと考えています。
いまや伊勢・三河湾は富栄養化海域ではなく貧栄養化し
ているのかもしれません。干潟や浅場を折角苦労して造成
してもそこに十分な栄養が供給されなければ水産資源の
回復は見込めません。（このような栄養不足に対する危機
感は瀬戸内海でも大きな問題となっており、播磨灘のノリ
養殖業、小型底曳網、イカナゴ漁業の漁獲量の低下は水質
総量規制に伴う窒素の流入負荷減少がその主因である（反
田，2015）とされ、緊急提言もなされている（全国水産技
術者協会，2015）。）

底層溶存酸素（DO）の環境基準化に伴う
達成方策は水質総量削減から場の修復へ！

現在までのCOD、TN、TPの総量規制では貧酸素化の進
行を抑制することが困難であること等から現在底層DOの
環境基準化が環境省（第４次環境基本計画，2012）により
検討されており、近年中に実現するものと思われますが、
その対策の方向性は従来の水質汚濁防止対策だけでなく、
藻場・干潟の造成や、前述の深堀跡の埋め戻し等の対策も
組み合わせていくことが明記されました。この底層DOの
環境基準化は従来からの流入負荷削減主体の環境行政か
ら場の保全・再生施策の強化への転換の一歩であり今後
の内湾環境管理において評価に値すると感じています。基
準化が実現され各海域に適用されれば藻場・干潟ビジョ
ンの実現にも大きな力となるでしょうし、干潟・浅場の大
規模埋め立て等に係る今後の環境影響評価の在り方にも
大きな影響を与え、現在の環境影響評価の形骸化傾向に一
定の歯止めとなる可能性が高いと期待しています。

干潟・藻場を造成するとともに保全に最大の
力を！ －漁業影響調査指針の策定と実施－

1970年代以降の伊勢・三河湾の環境劣化が進んだ最大
の要因は港湾整備等に伴う埋め立てであったにもかかわ
らず、その都度実施された環境影響評価法に基づく環境影
響評価は何ら歯止めになるどころか開発の手続きとして
の免罪符として機能してきたことは残念ながら事実です。
その証拠に影響は軽微とされてきたこれまでの環境影響
評価の積み重ねの上に現在の内湾域の惨憺たる状況が存
在しています。この不幸な歴史から漁業者は現在の環境影
響評価制度を単なる開発の手続きと認識するようになり、
漁場を守るために機能している制度とは理解していませ
ん。これはそもそも環境影響評価が漁業など特定の産業に
対する影響を評価の対象とはしていないこと、影響の評価
が富栄養化指標としての環境基準（COD，TN，TP）の達
成の有無によってなされ、対策として挙げられるのは負荷
削減だけであり、地形変化等による生態系の構造の変化や
漁場形成機構の変化に対する評価ではないこと等によっ
ています。健全な海洋生態系の構造や機能に強く依存し
ている漁業生産に対する影響は到底評価することはでき
ないため、回避を含めた有効な緩和策の提示もできない状
態が続いているのが現状です。このような事態を受け、事
業者ではなく公平な第三者機関による科学的調査、評価を
主軸とした漁業影響調査指針（㈳日本水産資源保護協会・
全国漁業協同組合連合会・全国漁場環境保全対策協議会、
2005）が策定されました。漁業影響を科学的かつ定量的に
評価するためには時空間的に緻密な観測に基づく生態系
の構造を記述した生態系モデルを利用することが有益で
あると考えます。生態系モデルの端緒はRileyが 1940年
代半ばにロングアイランド湾における低次生産をLotka-
Volterraの理論を踏まえて農産モデルに代わる生態学モ
デルを確立したことに始まりますが、その後1978年に
Kremer & Nixon （Kremer & Nixon，1978）によりアメリ
カ東部ナラガンセット湾において沿岸生態系の解析に初
めて本格的な生態系モデルが作成されました。このモデル
により計算された湾の低次生産機構の描像は、一次生産の
ほとんどが動物プランクトンと底生動物の摂食で消費さ
れるというトップダウン型の構造であり、前述した三河湾
における低次生産系の動態解析結果（Suzuki et al.，1987）
はこの結果とほぼ一致しています。1987年ナラガンセッ
ト湾を訪れ、彼らと直接会う機会を得ましたが、彼らの沿
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岸生態系に関する知識の豊富さや共同研究者の膨大さに
圧倒されたことを今でも記憶しています。このモデルは原
子力発電所の建設や都市下水の三次処理の環境影響につ
いても適用が試みられました。彼らはその適用や得られた
結果に極めて慎重な表現をとりながらもその結果の持つ
意味については自信を持っていることが記述から伺えま
す。この漁業影響調査指針に基づく漁業影響評価は内湾生
態系モデルの利用を主軸にその再現性を検証するための
様々な調査や実験を駆使し、漁業者の危惧する漁業影響を
極力定量化しようという、我が国初めての試みであり、現
在伊勢・三河湾においては関係漁業者及び愛知県漁連の
強い要請により発電事業に伴う温排水、浚渫土砂処分のた
めの大規模埋め立て、港湾整備に伴う防波堤建設等におい
て現在実践されています。できうれば伊勢・三河湾の愛知
県海域のみならず他海域においても広く運用、実践され、
現在ある干潟・浅場・藻場を守り、藻場・干潟の造成と相
まって漁業生産の維持や漁業経営の安定化に寄与するこ
とを強く望みたいと思います。しかし現在の生態系モデル
によるアプローチは多様な魚種を対象とする漁業影響評
価においては限界があるのも事実であり、今後のモデルの
進展が強く望まれます。それに付帯する現場調査のさらな
る充実は言うまでもありません。

おわりに

現大村愛知県知事の要請により、干潟・浅場の造成を
中心とした今後の三河湾の環境再生の手順をまとめ作
成した行動計画「三河湾環境再生プロジェクト行動計画
（2013）」がインターネット上で見られますので興味のある
方は見ていただければ幸いです。今後各県版のビジョンが
策定されるとのことですが、三河湾という特定の海域にお
ける私的経験を基にした拙文が少しでも読者のお役にた
てれば幸いです。全国の各地域で海域生産力の向上や漁業
生産の回復を目指し、日々活動されている皆様の益々の発
展を祈念します。
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特別寄稿 .02

私たちのJFグループ

⑴ JF新湊
平成15年に新湊市（現在の射水市）の新湊、堀岡及び海老
江漁協と高岡市の伏木漁協の合併により誕生し、現在正組合
員259名、准組合員162名　計421名で構成されています。
主な漁業種類は、定置網、小型底曳き、いかつり、かご
縄、刺網漁業で取扱い金額は約24億円となっています。
新湊の産地市場は、通常の朝セリ（午前５時30分）に加え、
全国でも珍しい昼セリ（午後１時）も行われています。漁
場も近いこともあり、セリ人と買い手の真剣なやりとりを
身近に見てもらうために産地市場の２階に専用スペース

はじめに

私は、定置網漁業を経営する漁家に嫁ぎ、漁協婦人部活
動への参加がきっかけとなり、現在JF新湊の代表理事組
合長を務めております。当時は、専業主婦でしたので何も
わからず、多くの方々に聞いたり教えてもらいながら、た
だ前に進んでまいりました。
今日、私が健康で定置網漁業を経営し、JFグループ活動

を行うことができるのは、これまで支えていただいた方々
のおかげと思っています。

地区紹介

JF新湊は、富山湾西部に面する射水市の北西部に位置
しており、海岸線は、約８kmです。射水市の西端から庄
川、小矢部川の２大河川が富山湾に流れ込んでおり、河口
付近から湾央部にかけて「あいがめ」と呼ばれる急峻な海
谷が発達した海底地形となっているのが特長です。
このため、地先の漁場には、回遊魚が集まるとともに、

深海性の魚介類も多く、四季を通じて、多種多様な魚介類
が漁獲される好漁場となっています。
平成28年１月より全国東宝系で放映された「人生の約

束」の舞台となった場所で風光明媚で魚が大変美味しいと
ころです。

ささえあう心ささえあう心は、生きていくは、生きていく私の力私の力
－JF新湊JF新湊における地域貢献への取り組み－における地域貢献への取り組み－

尾山 春枝
新湊漁業協同組合 代表理事組合長

おやま・はるえ

平成15年４月新湊漁業協同組合理事、平成20年10月同代表理事組合長　現在に至る。昭和59年４月新湊漁協女性部長、平成２年富山県漁協女性部連合
会長　現在に至る。平成17年６月全国漁協女性部連絡協議会会長歴任。

富山県の魚
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を設け、観光の方々にも見学をしていただいており、大変
喜ばれています。また、衛生管理面としては、荷揚げ岸壁
に屋根を設置したり防鳥ネットの設置や床に勾配をつけ、
排水の流れも良くしています。魚や産地市場の清掃用に
水深20mからきれいな海水をくみ上げて利用しています。
（写真１・２・３・４・５）
県の魚は、「ホタルイカ」「ブリ」「シロエビ」ですが。

３種類が揃って漁獲され地区は射水市と富山市のみであ
ることも特長のひとつです。

⑵ 富山県漁協女性連
昭和36年に設立。浜の暮らしを少しでも豊かなものに

したいとの思いで「貯蓄の推進」を主な活動目的としてス
タートし、当初は富山県信漁連が事務局を担当。女性のパ
ワーは当時の「生活改善」にととまらず、漁村・漁場の環
境保全及び魚食普及活動が地域内外に密着した活動等に
発展してきたことから事務局は富山県漁連に移管され、今
日に至っています。

⑶ 新湊漁協女性部
昭和36年に設立され、部員はピー
ク時で360名でしたが、漁業の廃業
や高齢化に伴い年々減少しています。
しかしながら残された部員が一丸と
なって魚食普及活動をはじめとして、
海岸清掃、無公害洗剤の推進、森と川
と海をつなぐ環境保全運動などに積
極的に取り組んでおります。

〇魚食普及活動
地元の魚を自分たちで調理して食べてもらいたいとの
思いから、長年魚のさばき方教室に講師として積極的に
取り組んでいます。短大や地元の高校に出向き、魚をさ
わったことがない学生、魚が嫌いな学生も多く、地元なら
ではの食べ方や伝承料理を紹介し、地産地消にも努めてい

写真１　JF新湊 全景 写真３　防鳥ネット

写真５　産地市場２階

写真２　荷揚げ岸壁屋根

写真４　産地市場 午後セリ

写真６　富山県漁協女性連 設立50周年記念大会
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ます。（写真７）毎年秋に開催され、
５万人以上が訪れる「新湊カニかに
海鮮白エビまつり」では、熱々の「か
に鍋」を振る舞っています。（写真８）
平成15年よりJF新湊漁協女性部食
堂を開設しています。朝獲れの新鮮
な魚を提供しているため、口コミで
美味しく安いという評判が広がり、
県内外から食べにきていただいてい
ます。平成22年に国の支援により新
食堂を建設し、これまで以上に浜の
味おふくろの味を提供しています。
（写真９）また、JF新湊と連携し、学
校給食にも力を入れ、これまで射水
市の小学校20校へ毎年1,000匹のべ
にずわいかにを提供しています。（写
真10）この活動の評価をいただき平
成28年１月にJF新湊は富山県教育
委員会長表彰を受賞し、更に昨年10
月にディスカバー農村漁村の宝で最
優秀賞グランプリを安倍総理大臣か
ら直接いただきました。（写真11）
JF新湊組合員と女性部員の今後の活
動の励みとなりました。
〇漁場環境保全活動
毎年海の日に地元の海へ感謝を込
めて地元の小中学生徒の海岸清掃や
射水市や岐阜県の森林で関係団体と
連携し植樹も行っています。JFグ
ループの全国運動の一環として無
公害せっけんの利用普及にも努め、
きれいな海を守っています。（写真
13・14・15）

 第35回全国豊かな
海づくり大会を終えて

平成27年10月25日　「海と森つな

ささえあう心ささえあう心は、生きていくは、生きていく私の力 私の力 －JF新湊JF新湊における地域貢献への取り組み－における地域貢献への取り組み－

写真７　富山短期大学 魚のさばき方教室

写真８　新湊カニかに海鮮白エビまつり

写真９　JF新湊漁協女性部食堂

写真10　学校給食にベニズワイカニ提供
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がる未来命の輪」をテーマに、射水市
海王丸パーク等で開催されました。
天皇・皇后両陛下は、平成27年３月
に開業した北陸新幹線をご利用され、
ご臨席されました。この大会は、毎
年全国で開催されており、第１回は
昭和56年に大分県で開催されていま
す。ヒラメ等のご放流や海上からの
歓迎行事としてJF新湊の組合員によ
る漁船パレードも行われ地元組合長
として一生の思い出となりました。

おわりに

漁業環境は年々厳しさを増してお
り、JFグループの運営も難しくなっ
てきています。
私たちは、これまでの活動を踏ま

え、地道ではありますがこれからも
組合員・地域の人たちと手をつなぎ
JFグループの組織人として誇りを持
ち、お互いに支えながら歩んでいき
たいと思っています。

写真11　ディスカバー農村漁村の宝で最優秀賞グランプリ受賞 写真12　同 祝賀会（射水市内）

特別寄稿 .02

写真13　海岸清掃

写真14　植樹

写真15　無公害せっけんの実験 写真16　JF新湊事務所展示
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「みんなの防災手帳」

「みんなの防災手帳」は、東日本大震災をはじめ、過去に
起きたさまざまな自然災害の研究成果を活かして、災害
意識の啓発を行うとともに、発災後の迅速な応急対応や復
旧・復興につながる実践的なツールである。「みんなの防
災手帳」は、単なる読み物ではなく、いざという時にきっ
と役に立つ家族のルールや情報が書き込める、一家に一冊
なくてはならない「手帳」として開発されたものである。
著者らが所属する東北大学災害科学国際研究所の設立理
念の一つに「実践的防災学の推進」、言い換えれば「災害対
応の実践に役立つ研究の展開」がある。「みんなの防災手
帳」は、まさに実践的防災学という理念をカタチにしたも
のであり、「防災のノウハウを国民一人ひとりの手元に届
ける」、実践的な取り組みなのである１）。
「みんなの防災手帳」は母子健康手帳から発想を得たも
のである。母子健康手帳は、「子どもが生まれる前から、生
まれた後しばらくの間まで」使われる。「みんなの防災手
帳」は、そのアナロジーで、「災害の発生前から発生後の復
旧・復興まで」使い続けられるような構成にしている。「み
んなの防災手帳」のサイズは、一般的な母子手帳のサイズ
と同様、A6サイズである（写真１）。手に取り易く、ポケッ
トやかばんへの収納も容易である。

「みんなの防災手帳」には、次のような特徴がある。
１） いざという時役に立つ、家族のルールや大切な情報が
書き込める：序章は、実際に災害に見舞われる前に、
家族の中で事前に決めておくべき避難場所や安否確認
の方法を書き込めるようにしている。本章は「わが家
の防災手帳」と名付けられており、「防災家族会議」が
行えるつくりになっている。

２） 発災前から復旧・復興まで、その時々で必要な情報が
すぐに引き出せるように、「被災時間軸」に即した編
集になっている：災害は、発生から10時間、100時間、
1,000時間、10,000時間と10のべき乗時間ごとに状況
や求められる対応が質的に変化すると言われている２）。
「みんなの防災手帳」は、この法則にしたがって、１章

家族のいのちを守る家族のいのちを守る
「みんなの防災手帳」「みんなの防災手帳」

佐藤 翔輔
東北大学災害科学国際研究所 助教

さとう・しょうすけ

専門分野：災害社会情報。2011年京都大学大学院 情報学研究科 社会情報学専攻 博士後期課程修了、博士（情報学）。2011年東北大学大学院工学研究科
附属災害制御研究センター／東北大学防災科学研究拠点、助教。2012年東北大学 災害科学国際研究所　情報管理・社会連携部門（専任）／東北大学大学院 
工学研究科 土木工学専攻 ‒工学部 建築・社会環境学科　津波工学研究室（兼務）、助教。

写真１　「みんなの防災手帳」の表紙と内容（一部）

特別寄稿 .03
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「発災前　生きるための備え」、２章「発災～10時間 命
を守るために」、３章「10～100時間　生きのびるため
に」、４章「100～1000時間　生きぬくために」、５章
「1,000～10,000時間　よりよく生きるために」といっ
たように、時間フェーズごとに必要となるであろう汎
用性の高い情報を掲載している。

３） 最後の章には、それぞれの地域の特性に応じた「各自
治体」独自の地域情報を組み込んでいる：６章には各
自治体の “オリジナルの地域情報” を組み入れること
ができる。地域情報の具体的なものとしては、地域の
過去の災害履歴、各種ハザードマップ、避難場所の一
覧、発災後の自治体の連絡担当窓口などが挙げられ
る。「みんなの防災手帳」はビニールカバー形式を採用
しているため、６章を別冊にすることで、差し替えが
可能になり、掲載内容の更新をすることもできる。

４） 東日本大震災の被災者の「生声」を収録している：被災
者から聞き取った体験談をもとに、各章の各ページに
関連する「生声（実際の体験・コツ）」をコラム形式で
掲載することで、被災者の実感と実践的教訓を伝える。

５） 各ページの冒頭で「動詞」を用いて語りかけている：
被災時の具体的な行動指針を提示する目的で「動詞」
によって冒頭文を示している。

６） 文章は簡潔に「140字」を目安としている：この文字
数は、ソーシャルメディアの「Twitter」の投稿制限文
字数と同様であり、被災時に瞬時に次の行動を選択で
きるように配慮している。

 「みんなの防災手帳」が目指すもの：
防災家族会議の定着化

「みんなの防災手帳」の最も大きな役割は、家庭での「防
災家族会議」の開催を支援することにある。災害が起きる
前に家族で決めておかなければならないことを決める会
議を「防災家族会議」と呼んでいる。著者らは、この「防災
家族会議」を事前に家庭で開くことが、家庭の防災の第一
歩だと考えている。
このような考えに至るには、東日本大震災やそれよりも

前に発生した津波災害の教訓とされている「津波てんでん
こ」が強く影響している。「津波てんでんこ」は、一般に「津
波が来たら、各自てんでんばらばらに一人で高台へと逃げ
ろ」「自分の命は自分で守れ」という、自助原則の意味で捉
えられている。一方で、矢守（2012）は、「津波てんでんこ」

には４つの意味があることを指摘している。このうち、第
３の意味である「相互信頼の事前醸成」が以上の「防災家
族会議」に強く関係している。東日本大震災では、地震発
生時に、外出中の人が沿岸の自宅に戻り、命を落とした事
例が多くあると言われている。この自宅に戻った意図は
様々であるが、意図の一つに、家に残っているであろう家
族を心配して家に向かった事例があるという。「津波てん
でんこ」第３の意味の「相互信頼の事前醸成」は、「家族が
『てんでんこ』することを信じる」ことで、自分が「てんで
んこ」に専念できることを意味している。すなわち、災害
（津波災害）が起きる前に、「防災家族会議」を開いて、事
前に避難場所について決めておくということは、いざ津波
が発生した場合に、家族がばらばらであっても、「防災家
族会議」で決めた場所に家族が確実に避難していることを
信じて、自分自身も避難行動を徹底することができるので
ある。
よく「防災に正解はない」と言われている。災害ごとに
共通して発生する事象・問題はあるにしても、個別・具
体的なレベルで、発生する事象・課題のすべてが事前に分
かっているわけでない。つまり、災害に対する万能であっ
たり、完全であったりするような備え（正解）はないので
ある。ここで大事になることは、災害が起きる前に、災害
に備えること、災害が発生したときにどうするか、につい
て家族で話しあっておき、それについて家族全員がお互い
に納得することである。家族でお互いに納得して決めたこ
と、それが、それぞれの家族のとっての「防災の正解」に
なる。「防災家族会議」は、災害への備えに関する合意形成
の手段として位置づけられる。

「みんなの防災手帳」導入の例

「みんなの防災手帳」は、2016年３月現在、４県34市町
村の約57万世帯に配布されている。下記に、「みんなの防
災手帳」が配布されている地域とその特徴を述べる。

⑴ 宮城県多賀城市
全国に先駆けて、宮城県多賀城市で「みんなの防災手帳」
が導入された。多賀城市内では、東日本大震災により188
名の命が失われ、１万1000棟を超える家屋が被害を受け
た。多賀城市は、この震災で得た教訓や知見を活かし、災
害による被災を最小化する減災都市を目指している。その
活動の一環として、「みんなの防災手帳」は2014年４月に、
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市内全世帯約２万5,000世帯に配布された。多賀城市版「み
んなの防災手帳」では、６章のオリジナルの地域情報とし
て、多賀城市の津波ハザードマップ、大雨時の雨水浸水ハ
ザードマップ、大規模避難所や一時避難所マップ、復旧・
復興の手続き関係の対応窓口一覧などの情報が掲載され
ている（図１）。

⑵ 宮崎県高鍋町
東日本大震災の被災地以外でも「みんなの防災手帳」の

導入が進んだ。2014年４月には、宮崎県高鍋町で導入さ
れた。高鍋町は、過去に大きな災害の経験はないものの、
2012年９月の中央防災会議による「南海トラフ巨大地震
の被害想定」では10m程度の津波が発生する可能性が指
摘されている地域である。高鍋町の導入には「みんなの防
災手帳」の導入を同町健康福祉課が担当したという特徴が
ある。高鍋町は、例に漏れず高齢化が進行している。前述
のように南海トラフ地震の想定が発表されたことにより、
災害に対する町民から不安の声が上がった。また、大規模
な災害においては公助支援が十分に及ばないことが予想
され、自助・共助のエンパワーメントは必須である。高鍋
町の健康福祉課では、高齢者自身の自助能力を向上させる
ことで、地域の防災力を底上げできることを構想し、同課
が「みんなの防災手帳」の導入を検討・決定するに至った
という経緯がある。

⑶ 岩手県（沿岸12市町村、内陸21市町村）
2014年秋には、岩手県沿岸12市町村に、2015年秋には、

岩手県内陸21市町村に、すなわち岩手県の全世帯約52万
世帯に「みんなの防災手帳」が配布された。全県的に配布
されたのは、2016年３月現在で岩手県のみである。岩手県
での「みんなの防災手帳」の導入は、岩手県の民間放送局
であるテレビ岩手の協力により、24 時間テレビ（日本テレ

ビ系列）の岩手県震災復興チャリティー事業の支援によっ
て実現した。
岩手県での導入は、テレビ岩手の24時間テレビの関連
事業であるため、１）同番組内での配布の紹介（特設会場
での中継）、２）一定期間内における配布告知のCM放送
（写真２）、３）「みんなの防災手帳」の内容を紹介する特別
番組と防災家族会議を模擬的に行うミニドラマ番組の制
作と放送（写真３）といったメディアミックス戦略による
「みんなの防災手帳」の利用普及を展開した。

⑷ 埼玉県鴻巣市
2016年２月に、埼玉県鴻巣市でも「みんなの防災手帳」

が配布された。鴻巣市では、関東地方においては東京湾北
部を震源とする地震で最大震度５強の揺れが予想されてい
るとともに、荒川と利根川に挟まれているため、台風や集中
豪雨による風水害に注意を払う状況にあることから、「みん
なの防災手帳」が導入された。別冊の「鴻巣市防災マップ」
は、「地区別避難所・避難場所マップ」と「地震・洪水・土
砂災害ハザードマップ」の２つのパートからなっている。

図１　多賀城市版「みんなの防災手帳」

写真２　「みんなの防災手帳」の告知CM

写真３　 「防災家族会議」を模擬・レクチャーするミニドラマ
（テレビ岩手）

家族のいのちを守る家族のいのちを守る「みんなの防災手帳」「みんなの防災手帳」
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「みんなの防災手帳」使い方講座

「みんなの防災手帳」を使った「防災家族会議」のやり方
を講義したり、実際にシミュレーションしてもらう機会と
して、「みんなの防災手帳」使い方講座を実施している。講
座の参加者には、グループになってもらい、父、母、祖父母、
子どもなどの「役」を決めて、ロールプレイング方式で、「防
災家族会議」をやってもらう。「役」の設定では、年齢や職
業を決めてもらい、「その立場になって」発言をしてもらう。
全域で挿入された岩手県では、計10回の使い方講座が

開催されている。2015年１月に釜石・大槌地域産業育成
センター（対象：釜石市、大船渡市、陸前高田市、大槌町）、
宮古市文化会館（対象：宮古市、岩泉町、山田町、田野畑
村）、久慈市防災センター（対象：久慈市、洋野町、野田村、
布田村）の３会場で、2016年２月に岩手医科大学災害時地
域医療支援教育センターで（対象：八幡平市、葛巻町、岩
手町、滝沢市、盛岡市、矢巾町、雫石町、紫波町）、二戸消
防署で（対象：二戸市、軽米町、九戸村、一戸町）、江刺総
合コミュニティセンター（対象：奥州市、金ケ崎町、住田
町、花巻市、北上市、西和賀町、一関市、平泉市、遠野市）
の３会場で、同年３月に奥州市江刺総合支所で行われた。
同講座では、受講した参加者が、地域住民を対象にした講
師となり、それを受けた地域住民が家庭内で実際の防災家
族会議を行うという展開を意図して、防災家族会議を広め
るために企画した（写真４）。全会場あわせて約600名の参
加をいただいている。参加者からは、「地域の自主防災会
で早速実践してみたい」「これを使うと、家族会議が簡単
に行える」「講座を受けて、はじめて便利さに気づいた」な
どの感想をいただいた。
「みんなの防災手帳」使い方講座は、子ども向けにも開
催している。高鍋町立高鍋西小学校５年生を対象にして、

同趣旨の内容を「みんなの防災家族会議」として、2015年
３月に開催した（写真５）。同小学校５年生91名に「みん
なの防災家族会議」として、児童同士で模擬の家族会議を
行うワークショップを開催した。ワークショップの最後で
は、「お家に帰ったら、防災家族会議の司会者になってく
ださい。今日のワークショップのように『みんなの防災手
帳』を使ってやってみてください。」と伝えた。このワーク
ショップ内容は、NHK宮崎放送局の協力により実施した。
同局では、ワークショップの様子を撮影したものを編集
し、「みんなで防災！」というミニ番組を作成した。同番組
は、「①家族の情報を確認しよう」「②非常持出品を準備し
よう」「③災害時の連絡先を確認しよう」「④防災の役割を
決めよう」「⑤避難場所を確認しよう」「⑥発災後の役割を
決めよう」の計６回からなり、2015年５月以降、普及策と
して定期的に放送を繰り返している。

おわりに

冒頭の繰返しになるが、家庭の防災は、「防災家族会議」
を開くことから始まる。この「防災家族会議」は、言わば、
家族が災害と向き合う場である。家族が災害と向き合う場
を提供し、少しでも多くの人が、災害から生き抜き、災害
を乗り越えられるよう、「みんなの防災手帳」に関する活
動を継続していきたい。

  参考文献  

１） 東北大学災害科学国際研究所 社会連携オフィス 特定プロジェクト「『生
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写真５　「みんなの防災家族会議」ワークショップの様子

特別寄稿 .03
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はじめに

これから話すテーマは、「漁村の魅力と地域活性化への
挑戦」です。
皆さんもご承知のように、活性化への取り組みはさまざ

まな分野で行われていますし、さまざまな考え方がござい
ます。今日は時間の関係で「鮮度維持」、「６次産業化」、「経
験学習交流」という三つの分野の取り組みについて、私の
考えを申し上げ、それを踏まえて活性化の視点を考えてい
きたいと思います。

鮮度維持 ～ブランド化戦略

最初に、「鮮度維持」という問題ですが、結論としては、
効果的な鮮度維持対策をするためにはブランド化戦略を
同時並行してやったほうがいいということです。
私どもが漁村へ調査に行くと、「うちの魚は、実は一番
おいしい。日本一だ」という自慢をよく聞きますが、これ
は地域によって異なる“旬の魚”が供給されていること、
漁村地域で食べるのは “とれたての魚” で新鮮であること
が理由だと思います。日本には、全国津々浦々に地域独自
の食文化が形成され、鮮度に応じた魚の調理法や食べ方が
あり、魚食の多様性があります。それと表裏一体の関係と

して、鮮度、サイズに応じた用途別仕分けが行われます。
魚は一物一価ではなく、一物多価な商品なのです。
このような文化的背景により水産物市場は一様ではあり
ません。例えば、サンマの需要曲線はサンマの刺身市場、サ
ンマの焼き魚の市場、缶詰や一夜干しやみりん干しなど、
さまざまな加工市場から構成されており、最後に、餌やミー
ルに回されていきますが、それぞれ独立した市場がありま
す。日本のマーケットにおいては、加工用のサンマと刺身
用のサンマというのは同じ商品ではないのです（図１）。

平成27年12月18日に当研究所主催による第9回調査研究成果発表会を開催しました。このうち第二部「魅力あふれる

日本の漁村～活力ある漁村の創出に向けて～」について東京海洋大学教授 婁小波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。

漁村の魅力と地域活性化への挑戦

婁 小波
■東京海洋大学 教授

中国生まれ。
京都大学大学院農学研究科博士後期課程修了。農学博士。
現在、東京海洋大学海洋科学部海洋政策文化学科教授。
水産経済学、地域経済論。京都大学では祖田修門下（農学原論）。近畿大学農学部講師、鹿児島大学水産学部助教
授、東京水産大学助教授を経て現職。日本沿岸域学会、国際漁業学会。全漁連のシンポジウムや水産庁「漁村の
地域リーダー養成研修会」などで講師を務めている。

プロフィール

講演

図１
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特に日本では鮮度により商品が異なってきます。時間の
経過に従い、刺身用から焼き魚・切身用、その他の加工用
へ、最後は廃棄というように、価値が低下してくるため、
鮮度が命です。私たちが鮮度維持に努めるのは、価値低下
を極力防ごうという思いが根底にあるのではないかと思
います。
鮮度維持は、様々に行われてきましたが、この20年間で

方法が大きく変わりました。卸売市場での取扱いをみて
も、さまざまな工夫が行われてきていることがわかります。
ここからが問題なのですが、鮮度維持に一生懸命取り組

む所からは、鮮度維持の取り組みが価格の向上につながら
ないという声が聞こえてきます。つまり、漁村の魅力とも
言える “新鮮さ” がなかなか消費者に伝わらない、評価し
てくれない、という声なのです。なぜなのでしょうか。
まず、鮮度維持の目的は二つあります。一つは、安全・

安心な魚を消費者に提供することです。BSE問題や鳥イ
ンフルエンザの問題などをきっかけに、1990年代後半か
ら、消費者の食の安全・安心のニーズが非常に高くなって
きており、ある種の社会的責任として、安全・安心のニー
ズに対応することが一つの大きな目的になってきました。
しかし、このような社会的な義務や責任に対して消費者

はなかなか対価を払ってくれません。消費者は生産者に対
して責任は求めますが、それに対する対価を支払う意識は
決して高くはありません。
鮮度維持のもう一つの目的はおいしい魚を購入者にそ

のまま供給することです。なおかつ、それを価格向上につ
なげていきたいところに、大きな問題、美しい誤解がある
のではないかと考えています。
鮮度の維持は、普通はおいしさと直結はしません。そも

そも脂が乗っていない、旬ではない魚であれば、どれほど
鮮度の高いものでも、それ自体おいしくなることはありま
せん。おいしい魚の鮮度をとにかく長く維持すること、お
いしく食べられる日数を日延べすることが、鮮度維持のも
う一つの目的ではないかと私は考えます。
それでは、そこができているのに、なぜ評価してくれな

いのか、この点についてもう少し考えてみたいと思います。
まず、需要家がなぜ鮮度の高いものを欲しがるかという

ことから考えてみましょう。その一つは、やはり差別化戦
略で、競争戦略上、鮮度のいいもの、要するにおいしいも
のを欲しがるだろうということ。二つめは、延期・投機理
論とよく言われるもので、仕入れる側は在庫リスク等への
対応のため注文から納品までのリードタイムをできるだ
け短く（延期）することを欲しているということです。三
つめは、ロス対策で、廃棄等のロスを極力削減することを

需要側が求めるということがあります。このように、短い
リードタイムやロスを極力避けたいという需要家にとって
は、鮮度維持の取り組みは非常に大きな価値があります。
それに対し、例えば、仕入れる魚を２～３日で消費して
しまうような需要家にとっては、鮮度維持の取組はそれほ
ど必要ではありません。私どもはあまりそのようなことを
はっきり考えて販売していませんが、鮮度維持を行う場合
は、鮮度維持の価値を評価している需要家に売り込むこと
が大前提だと考えないといけません。短いリードタイムが
必要な需要家、あるいは、見込み市場が求められる需要家
に供給するとなれば、それこそ、鮮度維持への取組の意義
は高くなります。
このような需要家に売り込むためには、ブランド化戦略
が大事です。「この魚は、１週間くらい刺身で食べられる」
などの一つの信頼の証や、商品の顔・名前として、あるい
は、需要家とのコミュニケーションツールとして、ブラン
ドが大事になってくると考えます。具体的な方策に興味の
ある方は、私どもの『水産物ブランド化戦略の理論と実践』
という本を読んでいただければと思います。
ブランド戦略の意義に疑問をお持ちの方もいると思い
ますので、ブランド戦略の効果が著しく現れていると思わ
れる例を紹介したいと思います。
富山県のとやま市漁協、岩瀬地区という所のブランド戦
略で、シロエビをブランディングしたものです。殺菌・電
解水を使って鮮度維持を行いブランドに箔を付けるとい
う取組が行われ、かつて300円・400円／kgだったシロエ
ビが、大手ビール会社とのタイアップPRや鮮度保持技術
の導入とともに値段がどんどん上がり、今では2,300円／
kgくらいになっています（図２）。ブランド化戦略により

図２
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価値が価格に反映されていることがわかります。もちろ
ん、値段を上げることがブランド化戦略の唯一の目標では
ありませんが、価格の上昇により価値が反映されることも
大事な要素なので、このシロエビのブランド化は大きな成
功を収めた事例ではないかと思います。
ただし、鮮度維持を考えるときに、最適水準を考えていく
必要があります。過剰な鮮度維持によりコストがかかって
便益が下がっては意味がありません。鮮度維持は積極的に
やればいいですが、100パーセント鮮度維持する努力は別に
しなくてもよくて、最適水準があるということを申し上げた
かったわけです。以上が鮮度維持とブランド化の問題です。

６次産業化 ～戦略的連携モデル

次に、二番目の問題として、６次産業化、その中でも “連
携” というキーワードを取り上げたいと思います。結論と
しては、６次産業化を進めていく上で、戦略的な連携が一
つの大きな手段になり得ることを紹介したいと思います。
これまで、経済の発展に応じて世の中は分業が進み、生

産者と消費者の距離が拡大すると言われてきました。とこ
ろが現代では、例えばトヨタが直接販売店を経営して消費
者に売っているように、経済の成熟により生産者と消費者
を近づける努力が必要と言われています。６次産業化法は
こういうことを目指そうとしているわけで、ここが重要な
ポイントだと感じます。
６次産業化法では、二つの方向性が示されています。

一つは、第28条で示されている、直接進出というもので、
農林漁家が加工・流通・小売り・飲食等々に直接進出する
ことを応援するということ（図３）。二番目は、第27条で定
められていますが、自らが進出するかわりに関連事業者と
連携することにより付加価値を上げ、地域の活性化につな
げていくというものです（図４）。
つまり、６次産業化は、生産者と消費者間の距離をより
短い流通とし、食と農のかい離を埋めることを目指してい
ます。
このような方向性が示された背景についてもう少し確
認してみます。食のビジネス空間の状況として、農業食料
関連産業の国内総生産額と農林水産業の推移のグラフを
見ると、1970年代以降その差は拡大し、多いときは100兆
円を超えています。食料関連産業の産業規模の中に占める
第一産業、農林漁業の生産額の割合はどんどん下がってき
ており、全体に占める割合は、1970年代の農業関連全体で
は24.2%だったものが、今では11.8%。漁業を見ると70年
代は3.8%ありましたが、今は1.5%になりました（図５）。
つまり、経済が発展し、食のビジネス空間は拡大してきて

いるものの、農林漁業者が実際に得られる利益はどんどん
低下し、小さくなってきているということです。食産業のメ
インは農林水産業だというイメージがありますが、今はそ
うではなくなっている。そこで６次産業化により、食のビジ
ネス空間に進出していくことが推し進められているのです。
では、漁業はこの二つの方向にうまく対応できるかとい
うと、必ずしもそうではありません。

図３ 図４
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例えば、直接進出していくという方向性１ですが、水産
加工業などを含む水産業とのバッティングが問題として
挙げられます。水産業はよく考えると半分くらいは漁業の
６次産業化された姿だと言ってもよいためです。もう一つ
は、漁業を支える大きな事業である漁協共販事業とどう調
整したらいいのかという問題があります。さらに、経営資
源の欠如が挙げられます。６次産業化というものは、２次
産業、３次産業に進出するわけですから、そのノウハウ、
人材、資本等の経営資源をどのように獲得するかが大きな
問題になります（図６）。
同じように、関連事業者と連携するという方向性２に対

しては、連携先の不在や連携によるメリットが見えないこ
と、経営資源が欠如していることが挙げられます。
現状では漁業の６産業化は非常に遅れていると、私は思

います。コストの問題、価値の問題、リスクの問題、経営資
源の欠如という問題、さらには、連携が可能かどうか等の
諸々のことが問われている中、すばらしい事例もあります。
沖縄県の勝連漁協と、コープおきなわとの連携で、「肝高の
もずく餃子」という商品を開発した例です。
勝連漁業、コープおきなわ、製造メーカーの「琉珉珉」、
それに県、自治体、漁連、大学等々、様々な支援関係者の
住民団体20名以上がこの連携にかかわっています。皆、
商品開発委員会に入り、それぞれの役割を果たすという
形です（次ページ図７）。
この連携は、もずくの日本一の生産地である勝連漁協が販
路拡大、消費拡大のために料理コンテストを開催し、その中

の「もずく餃子」の商品化に取り組んだことがスタートでし
た。いろいろといきさつがあり、琉珉珉という加工メーカー
さんにたのみ込んで加工を始めたという、よくある話です。
加工開始から１年後、学習会等で、漁協の参事さんと
コープおきなわの石原さんという方が出会い、意気投合
し、琉珉珉の社長さんと３人で新しく商品開発をしよう
と議論し、もずく餃子を開発し直しました。当初は月１
回の販売で300パック程度の本当に小さな商売だったの
ですが、価格を下げ、コストも下げ、商品仕様を変更し、
おいしさを増し、パッケージも変え、全て変えることで、
2013年３月のデータでは累計1.2億円、年間10万パック
の販売規模となりました。また、この商品に地元振興の旗
を掲げ、地元の伝統芸能を応援する基金を積むという形
が取られました。
この戦略的連携を行うに当たり、まずは役割分担を決め
ました。
勝連漁協は「もずく餃子」を漁協の商品とし、その代わ
りに原材料を100％供給します。クレーム対応は漁協の責
任になります。コープおきなわは、この仕組み全体を考え
付いた石原さんが、全体をコーディネートし、なおかつ餃
子の購入を担当しました。琉珉珉は加工を担いますが、生
産された餃子を直接販売することも可能です。そのほか、
県、自治体等々は、その開発やパッケージのデザイン、PR
等々を支援しています。
月１回や２カ月に１回の発注を受けて、琉珉珉が加工
するという注文生産が中心で、取引は全部定価にすると

図５ 図６
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いう二つの仕組みを作っています。ブランドは勝連漁協
がもちますが、実際は琉珉珉から全部定価で買い、地元の
特産品として漁協が売ります。地域貢献については、勝連
漁協は１パック売ったら９円のブランドフィーを受け取
り、メーカーは１パック売ったら２円を伝統芸能保存会
に寄付するという仕組みをつくった結果、一定の販路が
築かれ、ヒットしています。
そこで改めて考えたいのは、この連携の経済性です。連

携というのは、スポット取引に対する一つの関係性取引
と理解したらいいと思います。スポット取引は、一瞬一瞬
の自己完結で終わる取引関係で代金決算が終わったら終
わり、後腐れがありません。連携はそうではなくて、共通
の目標を達成する上での長期的・固定的な取引関係がつ
くられます。
その経済性は何かというと、私はシステム競争力の向上

かと思います。個別競争からシステム競争の時代になろう
という現代において、この連携はまさしくシステム競争力
の向上を図る仕組みであると考えられます。時間の関係で
詳しい説明は省略しますが、これは価格競争力向上や非価
格競争力の向上、リスク低減にもつながります（図８）。
その結果、「肝高のもずく餃子」の仕組みに参加してい
る関係者は、それぞれ一定の経済的メリットを享受してい
ます（図９）。勝連漁協では、もずくの消費拡大という目標
を達成し、産地ブランドを手に入れ、自前の工場などの経
営資源抜きで商品をつくることができ、リスクを回避でき
ました。また、地域振興などにも貢献できています。
琉珉珉はもともとは6,000万円くらいの小さな売り上げ

しか持っていない会社でしたが、この取り組みを始めてか
ら年々売上が伸び、今は2.6億円くらいの売り上げとなり
ました。さらに、企業イメージの向上、企業ブランド力の
向上もあります。オンリーワン・オンリーユーという商品
を獲得できたことが非常に大きいと思います。
コープおきなわは地域に貢献でき、消費者の満足も得ら
れた、あるいはコープとしてイメージが向上された、職員の
やりがいも上がった、このようなメリットがあります。当然
商品を売っているわけですから、その利益もあります。
三者は共に利益を得た上、地域に貢献できているという

ところにも非常に満足していると言っております。
この中でも、特に、この仕組みは漁協にとって大きな意
味を持っています。
あるマーケティングの学者は、現代の経営にとって大事
なのは、工場を持つことよりも市場を持つこと、市場を持
つのに最もいい方法はブランドを持つということをおっ
しゃいました。勝連漁協にとっては、自営加工場を持たず
にブランド持つことができたことに大きな意義があった
と思います。まさに工場を持つよりも市場を持ったとい
うことになります。もう一つは、投資しなくても特産品づ
くりができ、専従の担当者を置かなくても、地域活性化商
品が確保できて、地域の誇りや思いの結集を商品にするこ
とができた。このようなことが、漁協にとって非常に大き
かったと思います。
６次産業化はなかなか水産漁業サイドではうまく進ん
でいないと申しましたが、このような仕組みであれば、別
の局面展開もあり得るかと考えています。

図８図７
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この事例から、実際に連携を図る上で大事な三要素が
あることがわかります。一つは、共益関係。皆さんが利益
を得られるような仕組みでないといけない。二つめは信
頼醸成で、参加する経済主体の皆さんが、合意形成や意思
決定において、お互いが信頼し合うことがまず大事だと
いうことです。かけ引きではなくて協調です。三つめは
情報の共有。徹底した情報共有がなく、どこかの段階で誰
かが隠事をしているのではないかということがあるとう
まくいかなくなります。この三つが非常に大事だろうと
感じております。

体験・学習・交流 ～中間支援組織

次に、体験学習交流をやるときには、中間支援組織が大
事だということを申し上げたいと思います。
今、国民生活において、余暇が生活需要の一つとなって

おり、余暇ニーズにうまく対応できた体験学習交流の例と
して田野畑村がございます。
田 野 畑 村 は、東 京 か ら は 盛 岡 経 由 で さ ら に

２～３時間かかる、岩手県内の、場所的には辺ぴな所です。
ところが、ここは鵜ノ巣断崖や北山崎など景色のよい名所
があり、ほかの観光スポットの入込客数が軒並み減ってき
ている中で、ここだけ伸びているようです。
これを地域振興につなげようと調べてみると、ほとんど

が通過型で、景色は見るものの、田野畑村には滞在しない
ということが分かりました。そこからまちの取り組みが始
まりました。田野畑協議会という組織をつくり、通過型か

ら滞在型観光への転換を目指す取組を始めたのです。
2003年に推進プランをつくり、10月に協議会を発足し、
2004年に体験プログラムを試行錯誤して開発しました。
番屋群を生かした「番屋エコツーリズム」です。2008年に
組織を「NPO法人体験村・たのはたネットワーク」という
協議会とし、現在に至ります。この「体験村・たのはた」
というのは、実際に事業主体でもありながら、実は中間支
援組織としての機能を強く持っており、だからこそ、いま
だに盛んに事業を展開しているのです。
この協議会の組織構造を示しますが、運営事務局が設
置され、そこに「若者、よそ者、ばか者、切れ者」とかいい
ますが、こういう方々をヘッドハンティングしてきていま
す。あとは、体験観光メニューを担当する方々で運営委員
会をつくる。そういう形で、漁業体験、自然・文化体験、
食体験、酪農、林業、民泊等のメニューをつくり、料金を
設定し、実施しています（図10）。特に注目されているの
は、「サッパ船アドベンチャーズ」です。２名以上乗船し
て、１名あたり3,500円を徴収します。そして断崖絶壁を
海の上から見るというプログラムです。
これらの体験プログラムによる経済効果は非常に伸び
ています。震災が平成23年３月にあり、７月に再開した
後もどんどん伸びています。震災前の資料では、サッパ船
のインストラクターとガイドを行う漁業者の売上げは年
間132万円です。季節の数カ月分の収入ですから、大きな
小遣い稼ぎにつながったのかなと思っています。
この組織がうまく回っている理由はNPO法人が中間支
援組織としての機能を果たしているためです。つまり、対

図９ 図10
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外的機能としてメニューをつくり、実際にガイド・インス
トラクターを育成し、彼らに対して研修やノウハウを提供
し、お客さまとの連絡調整、プログラム全体の管理、代金
支払といったところを組織が担い、実際に事業をやるイン
ストラクター、行業ガイド、漁家、民泊等々は各々独立し
た経営主体として参与しているのです。独立経営させて、
その経営への支援をやっているという意味で中間支援組
織という役割が果たされています。
結局この中間支援組織的なものがあることにより、それ

ぞれバラバラに分散していた事業体、漁家、民家が、あたか
も一つのまとまった企業体として機能するわけです。この
ようなインキュベーター機能、インターミディアリー機能、
インフラストラクチャー機能が果たされている、そこがこ
の組織の面白さなのではないかと思いました（図11）。
この組織に期待される具体的な役割をもう少し考えて

みたいと思います。活性化事業に必要な担い手に対する要
求事項として、一つは高度な経営管理能力が必要です。経
営資源の獲得、経営能力の獲得が求められます。二つめは、
地域資源というコモンズを使うわけですから、地域全体で
利用可能なルールをつくる必要があります。三つめは、個

別・零細な資源のビジネス化で、バラバラなものもまとま
ると一つの組織として成り立ちます。最後は、規模の経済、
範囲の経済、専門化の経済、いわゆる経済性の追及です。
このような条件に合うものが、この中間支援組織ではない
かと思います。
つまり、個別の企業が対応することには限界があるとい
う場合に、誰がこの限界を補うのかということです。従来
は市町村や漁協が支援していましたが、ご承知のように、
市町村財政減等々で合併が進み、機能が低下している状況
の中では、この中間支援組織的な組織が非常に大事になっ
てくるかと思います（図12）。
それでは、この組織をどのようなかたちでつくったら
いいのか。この点について簡単に申し上げます。一つは
レジティマシーの獲得、正当性です。組織が地域に認め
られる組織でなければなりません。組織形態は、地域の
資源や社会的な条件により、いろいろな選択ができます。
はっきり言って企業になってもいい、公社でもいい。人
材が大事なのですが、リーダーの問題、専門家の問題、応
援者、指導者、よそ者、若者、ばか者、切れ者、このよう
な人材をどのように獲得するのか、あるいは育成するか

が問われることになります。もう一
つは機能の問題です。合意形成を図
る、直接支援をする、あるいは組織
自体が事業主体になる、といったこ
とです（図13）。いずれにしても、
これをやるためには、組織の正当性
がものを言います。周囲から納得さ
れ、そこに任せましょうとなった場
合にできるものです。

おわりに
～漁村の魅力を
価値創造するには

最後に漁村の魅力を価値創造する
とはどういうことなのかを、申し上
げます。
６次産業化では地域の魅力が問
われます。地域の魅力はすなわち地
域資源の大小に左右されますが、住
民、漁業者、国民、観光客、それぞ
れにとって異なるという多様性が
あります。
そして、漁村地域には農村よりも図11
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山村よりも多様な地域資源があると
思います。
地域資源の価値創造には、イノ

ベーションが必要です。イノベーショ
ンは、ご承知のように、シュンペー
ターが定義したもので、五つのイノ
ベーションがあるのですが、時間の
関係で今日は詳細は話せません。
私たちが日常的に「イノベーショ

ン」と言うものの中には、技術革新と
言われる技術イノベーション、経営
革新と言われる経営イノベーション、
この二つがあります。価値創造には
当然両方必要ですが、私どもの専門
からすると、やはり経営イノベーショ
ンが大事になってくるかと思ってお
ります。
漁村・漁業での経営イノベーショ
ンは、どういうかたちで可能なのか
というとき、経営革新として、事業
の多角化や統合、連携などがありま
す。流通の世界にも流通の革新が
あり、ブランド化もその中の一つで
す。もう一つ大事なのは、新事業の
創出です。新事業の創出には、水産
物以外の地域資源を使った新しい
事業の創出、新しいビジネスモデル
の創出が考えられます。例えば、コ
ミュニティビジネスや、先ほど申し
上げました、戦略的連携ビジネスモ
デルなど、そういうことが優れた経
営イノベーションではないだろうか
と思います。
私どもは、新たな地域ビジネスを
海業と呼んだり、あるいは、新たな
食産業と言ったりしております。こ
のような海業を興すことにつきまし
ては、『海業の時代』という本がござ
いますので、興味のある人はぜひ読
んでいただきたいと思います。
以上、ちょうど１時間ですので、
私の話を終わらせていただきます。
ご清聴ありがとうございました。
 （拍手）

図12

図13
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第９回調査研究成果発表会 パネルディスカッション

魅力あふれる日本の漁村
～活力ある漁村の創出に向けて～

開催にあたり

婁　皆さんご承知のように、日本社会にとって、今日、
人口減少問題が非常に深刻化してきています。国立社会
保障・人口問題研究所の予測によりますと、2048年の総
人口は１億人を割り、9,913万人になります。さらに45年
後の2060年になりますと、8,574万人という予測が出てお
ります。その中で生産年齢人口、つまり15歳から64歳ま
での人口が、2010年の段階ではまだ全体の63.8％でしたが、
2060年になりますと50.9％となります。高齢人口（65歳以
上）を見ますと、2042年は3,828万人、そこをピークとして、
その後、減少に転じますが、2060年には3,454万人という
予測結果が出てきております。高齢化率は2060年になり
ますと39.9％に達し、これがどういう意味かというと、そ
の時には、2.5人に１人が高齢人口となります。このように、
人口減少・高齢化問題が、日本社会にとって大きな問題
になってまいります。これまで、農村と漁村は日本の課
題先進地と言われてきました。課題先進地ということは、
人口減少・高齢化問題が全国に先駆けて深刻化すること
を意味します。その結果、漁村集落の活動停滞、あるい
は市町村や漁協の支所・病院・店舗等の減少、さらには
生活環境の悪化などの地域問題が、ますます深刻化する

ことが予想されます。そうした中で集落や自治体それ自
体が消滅するという事態が、もうそろそろ起きるという
ことが最近しきりに話題となっています。今日のパネル
ディスカッションのテーマ設定の背景はまさにここにあ
るわけです。
さて、人口減、高齢化問題を解決するためには、定住促
進が方策として期待されています。では、定住促進を図る
ためには、どうすればよいのでしょうか。本日はこの点
を中心に、いろいろと自由にご議論いただきたいと考え
ております。議論の柱としては以下の三点を考えており
ます。一つは、漁村は今どういう問題を抱えているのか、
改めてそれぞれの理解をお示しいただきたい。いま一つ
は、そうした課題を克服するために、活力ある地域づくり
に向けてどのような取り組みが展開されているか、その
中でどのようなプロセスを経た方が成功への近道なのか。
あるいは、失敗しないための方法はあるのか。こういうこ
となら絶対に失敗するということまでお話しいただきた
い。それを踏まえた上で、最後にこれからの漁村づくりに
求められることとは何か、それぞれのお考えをお伺いし
たいと思います。

講演

婁 小波
■ 東京海洋大学
教授

関 いずみ 
■ 東海大学 教授

山内 満子
■ 愛媛県
遊子漁業協同組合
女性部 部長

高木 栄充
■ 一般社団法人
若狭三方五湖
観光協会 営業主任

田村 真弓 
■ 水産庁
漁港漁場整備部
防災漁村課
課長補佐

伊藤 靖
■ （一財）漁港漁場漁村
総合研究所 
第２調査研究部 部長

座　長 パネリスト パネリスト

パネリスト パネリスト パネリスト
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パネラーの自己紹介・現在の取り組み

関　以前、財団（現漁村総研）に所属し、漁村・漁業の
調査をしてきました。現在は、漁村の女性と漁業や水産
業との関係、漁村地域での女性の役割ということに一番
の関心を持って調査研究を続けています。漁村の女性た
ちは、今、非常に起業ということを始めています。その
多くは小さな規模の経済活動ですが、活動している女性
たちはすごく元気です。私たちは、様々な活動をする漁
村女性の勝手に応援団をしています。また、漁村の暮ら
しについても非常に興味があります。水域の生き物の供
養碑が、日本には1,000以上あるのですが、最近は、その
供養碑を巡りつつ調査をし、漁村の深層の世界といった
ら少し大げさですけれども、その心に迫りたいというこ
とで活動しています。
山内　私達は、遊子（ゆす）漁協で活動しております。
愛媛県南部のさらに端の三浦半島という地域に住んでい
ます。傾斜30度を超える段々畑が家の後ろからそびえ立っ
ており、平成19年７月に重要文化的景観に選定されまし
た。今まではこれが財産だと思わずにいましたが、景観
選定された途端に、観光バスが通るようになり凄いこと
だと思いました。

遊子漁協では、主にハマチ、マダイの海面養殖業を行っ
ており、わが家もマダイ養殖をしています。女性部は、昭
和30年から活動し、45年から海を美しくする運動、合成
洗剤追放運動など、漁協と連携して活動をしております。
平成11年頃から魚価の低迷が始まり、廃業あるいは廃業
しないまでも、漁家のお母さん達がパートなどで地域を離
れていくという現象が起こり始めました。女性部の部員数
も結成当初は264名だったのですが、徐々に減り始め、解
散がささやかれました。しかしながら、今まで先輩達が築
き上げた50年余りの歴史を考えた際に、解散はないだろ
うと、平成20年にやる気のある人だけで新たに再スター
トを切ることにしました。現在は24名で活動を続けてお
ります。
女性部が開発した商品の販売活動に取り組んでいます。
最初は、ユニフォームもなしに普段の私達主婦の格好で
そのまま行っておりました。ほんの十数分で写真を撮る
間もなく全部売れてしまったので、調子に乗り、道の駅や
松山大学、愛媛大学、地元のお祭り等ありとあらゆるイベ
ント会場で販売を開始しました。このような販売活動を
重ねていくうちに、宇和島の遊子が他の地域ではあまり
に知られていないということを知り、販売活動をするよ
りも地域を知っていただくことが先決なのではないかと
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気付きました。
初めは、イベントに参加しても素人でトラブルが次から

次へと起こり、悩みがたくさん出てきました。それを解消
するために、色々なセミナーや、市や県に相談に行き、そ
の結果、「遊子の台所プロジェクト」を平成20年４月に立
ち上げ、商品開発から始めることとなりました。鯛の形の
鯛めしをお客さまにアツアツのまま提供できる商品を開
発し、「たべ鯛」と名づけ商標登録しました（図１）。
販売はキッチンカーで行うことにし、車の横には「将来

の地域の子どもたちに、地域の宝を残していく」コンセ
プトでつくった子どもたちのシルエットデザインを描き
ました（図２、図３）。このデザインの販促グッズやユニ
フォームなどもつくりスタートしました。その後、お客様
に応じて様々な商品を開発していきました。毎日はイベン
トに参加できないのでお土産売り場に置いておける保存
商品も開発しました。キッチンカーでの販売は３人１組
で、色々な所にPRに行きます。
このようなことをしていると、色々な受賞をいただくこ

ととなり、その結果、漁協を通り越して段々畑に行ってい
たお客さまが、手前の漁協で観光バスが止まるようにな
り、不思議な光景になっております。地元への貢献という
ことで、地域のお祭りや敬老会等にも参加しています。小
中学校でお魚教室も開催しています。コスモス宴遊会と名
づけた敬老会は、参加型のイベントにして、お年寄りに見
てもらい、食べてもらい、自分達でも作ってもらうという
活動に発展しています。地元の小学校では、給食にお魚が
出ない日に、「煮干し３匹運動」として、漁協女性部が煮干
を持っていって給食のプレートの横に３匹のせて食べてい
ただきます。また、地元の保育園では、冷凍のお魚を食べ
ていましたので、私達が地元の魚を持ち込み、今では月に
３回食べてもらっています。このように、私達は子供達に
どうしたら今の漁業を残せるか、海を残せるか、遊子の宝
が残せるかということを考えながら活動を続けています。
高木　若狭町には「若狭三方五湖わんぱく隊」という団
体があり、中学生などを受け入れる体験学習の専用の事
務局をしています。まず、受け入れの実績ですが、今年
度は約4,000名の中学生・小学生、おおよそ40校の受け入
れ状況となっています。次に、私達がこの取り組みを始
めたきっかけをお話ししますと、若狭町に「神子」とい
う漁業兼業の民宿が13軒くらいある小さな集落があり、

図１　「たべ鯛」の商品開発

図２　遊子の子供達のシルエットデザイン

図３　キッチンカー
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その神子集落のある漁師が定置網に一般客を乗せること
を考えました。定置網には様々なしきたりがあったので
すが、その漁師は集落の皆を一生懸命説得し納得してい
ただき、体験型漁業がスタートしました。
最初は、民宿に来た一般客を定置網に乗せて体験しても

らう、体験と言っても基本的に網に触ることはできないた
め、魚がどのような形で獲れ、どのような形で出荷される
かを見ていただくという体験を始めました。しかし、その
漁師さんは、漁業に対する漁師の仕事や、漁師が
どのような事をしているかを子供達に伝えたい
と考えており、やがて教育旅行の受け入れが始
まりました。教育旅行の受け入れは一人ではで
きないため、集落の皆と協力して行うことが前
提で、平成元年くらいから取り組みをしていま
す。当時は、民宿の客は放っておいても来ていた
状況なので、あえて学生も入れて取り組む必要
があるのかという意見もあったようですが、そ
の漁師は、今後のことを考え絶対やりたいと集
落の人を説得され、教育旅行の受け入れが始ま
りました。
次に取組内容です。若狭三方五湖観光協会の中

に体験型事業である「若狭三方五湖わんぱく隊」
の専用事務局があります。学校や一般の団体を
受け入れる際の予約や細かな調整、学校が旅行会
社に委託した場合の旅行会社との調整等の仕事
を行っています。また、本地域には、神子以外に
７つの集落があり、各集落に観光組合長という観
光に関する長を仕組みとして持つ漁業組合があ
り、その観光組合長が集落のまとめ役を担ってい
ます。体験の船の手配をする、人の手配をすると
いう現場の具体的な仕事は観光組合長に全部段
取りをしてもらう仕組みとなっています（図４）。
何故これができるかというと、集落自体が一つに
まとまり教育旅行の受け入れをしたいという思い
があるためです。
その仕組みの中で、先程話しました定置網漁

見学体験があります。インストラクターは、そ
の集落の漁師やおかみさんなど地域の方です。
また、生徒と漁師さんの語らいの場も必ず設け
ています。

数年前から、日本の観光客が徐々に減ってきている状況
の中、民宿で行っている教育旅行を海外旅行客にもしてい
ただくことを企画し、台湾の高校生に修学旅行を利用して
私達の漁村に来ていただいて、漁業体験をしていただいて
います（図５）。地域内の連携が重要になってきており、若
狭町の小さい町だけでは、受け入れが難しい状況にもある
ので、今後は広域的な連携も必要になってくると考え取り
組みを進めています。

図５　台湾からの教育旅行

図４　教育旅行の受入システム
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田村　水産庁に入庁して11年目になります。現在、「浜
の活力再生プラン」を担当しています。「浜の活力再生
プラン」は、漁村地域の活性化を目指して、浜ごとに抱
える課題を整理し、これから自分達がどのような地域を
目指して具体的に何をやっていくかを話し合って計画を
作成するものです。ポイントは、そこに住んでいる地域
の方々や漁業者が、地域の将来を見据えて、地域の戦略
をたてて活性化の活動に取り組むということです。その
結果として、漁業所得の向上を５年後の成果目標に掲げ
ています。浜プランの中では、所得向上に繋がるように、
例えば、地元水産品のブランド化や、体験漁業や直販な
どの具体的な取り組みを計画し、それを実行するために
必要な政策的支援を講じるというスキームになっていま
す。それ以外には、集落道や集落排水施設など漁村の生
活環境の改善、災害に強い漁業地域づくりのための避難
路・避難地の整備などを担当しています。振り返れば、

私は、10年前、食にこだわる仕事がしたい、農山漁村地
域の振興に関わる仕事がしたいと思って農水省、水産庁
に入りました。今の漁村の仕事はまさにそれで、色々な
地区の事例や課題などを問題提起し、他の地域にも紹介
して、何かを変えたいあるいは動き始めた地域が何かを
するそのときの一助になれればと行政の立場から取り組
んでいます。
伊藤　先に報告事例を発表させていただきましたが、事
例地域の大槌町の出身で高校生まで大槌町にいました。
親父は教師だったのですが母親の実家は漁師でした。漁
師は閉鎖的で協調性がなく、うるさいおじさん達が嫌で、
大槌には帰りたくないと思い、私は大学卒業後東京に残
りました。震災があり、地元の町長から水産のことを支
援して欲しいとの依頼もあり、現在でも月に３、４回行き、
担い手の活動等を行っています（図６、図７）。面倒な事
が多いながらも、手をかけた以上やり続けなければと思っ

図６　岩手県大槌町の担い手対策プロジェクト
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ています。そのような中、町長、組合長、町の担当者も
多くが代わり、大変苦労して行っています。
私の本来の活動は、人工魚礁の研究であり、魚の行動生

態学等を研究しています。そのツールを使い、例えば、銚
子では、キンメの漁場の状況をROV等で映像により漁協
の皆さんにお見せし、見たら、次はどうしたら増えるかと
聞かれ、これからアイディアを出していく所ですが、そう
いったツールを使い地元に入り、今は「かあちゃん食堂」
や市場、銚子の今後の展開などをお願いされ、トータル的
なパッケージの仕事もしています。私のツールは、元々は
魚の行動データだったのですが、様々な経緯でこのような
活動を行っています。

今、漁村が抱えている問題点は何か

婁　最初に、今、漁村が抱えている問題点についての現

状認識についてお伺いします。
関　現在、私が在籍しているのは海洋学部であり、これを
一般解として語ることはできないかもしれませんが、色々
な学生に接していると潜在的に漁業や水産業というもの
に、すごく興味を持っている学生が多いことを日々感じて
います。自分の将来の仕事として、水産に関連した職に就
きたいという学生も多く、漁協や漁連、水産関係の会社に
就職している実績もあります。競り人になりたいと言って
水産会社を受ける学生がいたり、漁師の嫁になりたいとい
う学生がいたり。特殊で小さな範囲かもしれないけれど、
潜在的にそういう若い人は結構いるのだと思っています。
ただ、実際にその人達が現場に入っていきたいと思った際
に、どのようなアプローチをしていいか分からないのも、
また事実です。そういう人と水産の世界をつなぐ部分がう
まく機能していない、漁村と漁村以外の所の地域の距離感
があるように感じており、色々な問題の中の一つのきっか

図７　担い手対策プロジェクトの実施状況と課題
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けになっているような気がしています。
山内　関先生のお話を聞いて「ぜひ、来てください」と
言いたいです。特に嫁を募集しております。やはり嫁不
足が一番ですので。私が嫁いだ頃はまだ魚の価格もよく
て、養殖業のバブルの時代だったため、放っておいても
嫁が来る、放っておいても子供が増える。小学校が１ク
ラスだったのが、10年の間に３クラス増えたなど、学校
を増設、教室を増設しないといけないという時代があっ
たのですが、今は１クラスぎりぎりです。是非マッチン
グをお願いしたい。子供がいないと、やはり消滅という
言葉が出てくると思います。
高木　若狭町のことになりますが、漁村は高齢化が大変
進んでいます。先程の定置網も、高齢化によって徐々に
人が減っていくと、数年後には乗組員がいなくなってし
まうのではないかというのが、今の一番の問題点です。
その原因の一つとして、地域の利便性が高くなり、若い
人が漁村に住みながらサラリーマンになる方が結構増え
てきている状態です。一方、働きに出て、違う土地に行っ
てしまう方も結構多く問題となっています。漁師は、基本、
民宿と漁師を営んでいますが、民宿が儲かる、民宿がい
いというイメージが、今の若い人には全くない状況です。
現時点では子供が継ぐと思いますが、民宿自体が衰退し
てきている状況です。集落によっては、定置網の乗組員
が40歳くらいの若い集落もあるのですが、そうではない
集落の方が多くなっています。若い人達に、民宿を経営
することは良いこと、漁師は良いのだということを伝え
ていくことも必要と思います。
田村　漁村が抱える問題として、三点問題提起したいと
思います。一点目は、担い手の問題です。人口減少や高
齢化により担い手が減少・高齢化すると生産量が減少
し、そうすると漁家経営が悪化して担い手がいなくなる
という悪循環におちいります。そうすると、漁業が産業
としてシュリンクしてしまう。実際に国内生産量はここ
数年、どんどん減ってきています。他方、一経営体当た
りの生産金額は生産効率が上がったため増えています。
そうすると、津々浦々の漁村地域ではなく、集約化して
も良いのではとの流れにもなります。しかし、津々浦々
の漁村がなくなると、地域に人が暮らしていることによ
る機能が失われるという大きな問題があり、結果として
さらなる人口流出による生産量低下という負のスパイラ

ルで、地域が立ち上がれないという事態にも繋がってい
くと思います。二点目が、食文化の低下。食は栄養やエ
ネルギーを得ることだけでなく、食べているものに対す
る「価値」を感じて対価を払い、選んで食事をするとい
うことだと思います。魚食によって、漁村に対する価値
を感じて、好きになって楽しむことを知ってもらい、結
果として魚価の向上に繋がっていけば良いと思っていま
す。三点目は、多面的機能の低下。生態系の保全や国境
監視機能など国土保全上の意義も含めて、津々浦々の漁
村の有する多面的な機能が維持できなくなる事について
危惧しています。
伊藤　資源がある地域は、漁業はあり続けるのだと思い
ます。例えば、大槌ならではのホタテ漁業で人口が減っ
ても漁業が無くなる事はないように、岩手県では良い資
源があれば漁業者は当然残り続けると思います。ただ、
人手不足にはなり、その際の労働力確保は大きな問題だ
と受け止めます。大槌において、私達が取り組みを始め
る前は、漁業者も後継者を取り入れる必要性を随分言っ
ていました。ところが、ホタテが良くなった途端、ある
親は自分の息子を呼びました。息子とその漁場を拡大し
ようと考え、外の人を入れたいという雰囲気がなくなっ
ています。それは目先のことであり、後継者が減れば生
産量も下がることは共通の認識ではありますが、やはり
漁師は今が儲かれば良いのです。外部から人を呼び込む
という課題についてキチンと発信すれば、一定程度人は
集まります。ただし、それを長く居続けさせるためには、
排他的だった漁業者達を慣れさせることが必要です。定
置の人達も最初は面倒くさいと感じるようですが、何回
も実施していくと、外から人が入ってくる事に対して、
少しずつ抵抗がなくなって来ている気がしており、時間
をかけて受け入れ側を慣れさせる事を今考えています。
また、女性問題として嫁さんの考え方の問題がありま
す。担い手の取り組みの中、旦那が研修に来たいという人
が何人もいました。しかし、「あんな所に行きたくない」と
嫁さんが許しません。一組、離婚してでも行きたいと言い
出した方がいて、それは困るからとこちらがお断りしまし
た。女性が入りやすい受け入れの仕組みというかそういう
物がない限り、家族労働が職となる仕事への転換の難しさ
というものが、私が３年間活動して感じた事です。
婁　何が問題なのかをご指摘いただきました。それだけ
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に、漁村が抱えている問題点が非常に多様であることが
分かりました。田村さんのお話の中には、生産・経営・
国内競争に関する問題提起もありましたが、そこで気に
なったのは、政策的な目標として果たして食料自給率だ
けでよいのかという問題があります。今日の漁村が抱え
ている問題を解決するのに、食料自給率目標だけでは限
界があるように思っています。自給率だけではなくて自
給力、自給する力の維持も今後一層重要になるように思
われます。今日の漁村が抱えているもう一つの大きな問
題として、この自給するパワーがものすごく落ちてきて
いるのではないかと、危惧しています。

漁村の抱える問題点の解決方法

婁　それでは、このような漁村の抱える問題点をどのよ
うな形で解決を図ったらよいのかお話しいただきたいと
思います。
関　先程の話の中で少し気になった嫁問題について触れ
ます。私は、漁村の起業活動をしている女性達を集め
て、仲間とシンポジウムを１年に１回ずつ、ここ10年く
らい続けています。その中で水産大学校の女子学生です
が、浜のお母さん達との意見交換の場で、「私は漁師の嫁
になりたいです。だから水産大学校に来ました」と発言
をしたのです。その途端に来ていたお母さん達が、ワーッ
とその子の周りに集まり、超モテモテ状態になりました。
その際にもう一つ、彼女は何年かシンポジウムに参加し
て、漁村のお母さん達が小さい規模だけど生き生きと頑
張って起業して働いている姿を見て、自分もそういう所
にお嫁に行って生き生きと働きたい、と言ったのです。
私は、そこに一つの光を見たと思いました。今までは女
の人の漁業というのは、旦那さんが漁師だから漁業をや
るというのが一番普通の道だったと思うのです。でも、
それだけでなく、若い女性が積極的に自分の仕事として
選べるようなものがあればもっと良いと思いました。
山内　遊子の事例ですが、嫁を持つ解決方法が間違って
いるのではないかという事例です。田舎はうるさいので
す。近所のおばちゃん達がうるさいし、昔からの恒例行
事などが沢山あります。私が嫁に来た際には、お正月も
４日から集まり、お伊勢講がある、法事がある。全て仕
出しを取らずに自分のところで作る。１年間数えきれな

いほど行事があった。そのことに自分の嫁を関わらせる
のは嫌だということで、新しく嫁をもらった人達は、30
分、40分離れた宇和島市内に家を持ち、遊子にすごい豪
邸が建っていても町から通うという不思議な現象が今起
きております。また、子供が高校で部活をしようと思う
と最終のバスが午後８時に無くなるため、野球や柔道な
ど夜遅くまで練習するのが当たり前の部活動をしている
場合にはその時間に毎日親が迎えに行かないといけない。
市内に家があれば、子供達が勝手に帰って来られるので、
親も楽、子供も楽という所から徐々に市内の方に別宅が
でき始めました。それがもうここ10年くらいのありさま
です。これが解決になったのか、ならないのか。嫁はで
き始めたけど、10年後、20年後が心配という状況です。
婁　嫁問題というのは、本当に隠れた大きな問題で、後
継者問題、高齢化問題も、実はそれと表裏一体の関係に
あります。私も高木さんのいる常神半島で調査をしたこと
があり、15年くらい前は後継者が多くて嫁問題はあまりな
いとのことでしたが、今はどのような状況でしょうか。
高木　漁師は若い時に結婚をしてしまうパターンが今は
多く、料理の勉強のため都会に１回出てそこで出会った
女性と帰ってくる状況が結構あります。今30代後半の漁
師がそのパターンとなりますが、その下の世代は数が大
変少ないのです。そこをどうするかと考えたときに、民
宿で生計を立てられるように、まず自分達の集落の若い
人達が住みやすいような環境をつくってあげる事が一番
であり、それには収入が必要となるため、漁業や民宿の
経営を盛り上げて次の世代に譲る形になれば若い人達が
残ると思います。
婁　ある島の嫁対策の話です。十数年前の話ですが、そ
こでは、子供を一旦島外に出し外で就職をさせます。そ
の間に1,000万もするような高級車を買い与え、それで嫁
を連れて帰ってくるとのことでした。島に嫁いできた奥
さんに聞いたら「だまされた」と笑って言っていましたが、
そういう対策もあるのかと、当時は目からウロコでした。
色々と問題はありますが、他に取り組まれていることは
ありますか。
高木　問題を解決するのは本当に難しい事で、私達も悩
んでいる状況にあります。やはり、収入をどうするかと
いうことが一番の問題点です。地元の漁師に現状を聞く
と、定置網で獲った魚を市場に水揚げしているだけであ
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り、加工場を造って働く場を設けたら良いのではという
話も多少出ますが、本当にそれが良いのかは悩ましく、
加工場を造ると新たな費用負担が発生する事になります。
どのように解決すれば良いのか解らない状況ですが、そ
れをどうするかは、私達観光協会や町が考えていくべき
事なのかと考えています。
婁　収入が一つのキーワードになるようですが、山内さ
んのところでは収入がある程度あがると女性部の活動が
活発になるというようなことがありますか。
山内　本音を言いますと、事業売上が億単位で上がって
いる人は危機感がないので活動に参加しません。本当に
危機感を感じている奥さんたちが「頑張らんといけん」
とやり始めたところです。でも、活動していると、いろ
いろな横のつながりが出てくるので、そこからまた収入
を得るのにどうしようかという考えは浮かんできます。
婁　島根県のある首長がかつて「究極な定住対策は所得
確保策であり、所得なき定住促進策は効果はない」旨の
お話をされていました。この言葉は、ある意味本質を突
いていると思いました。伊藤さんは、現在、後継者確保
の活動を積極的に行っておられますが、所得確保や収入
の部分で具体的な対策は何かありますか。
伊藤　大槌にこれから来て漁業者になることを志望して
いるある方は、熱心で、貯金も1,000万以上あります。商
社マンをしていたため色々なことを知っており、この町
においしいものがあり、自分がきちんと売りたいと思っ
ているとも言っています。この人が数年我慢できれば良
いと思いますが、その間に、地元側がそれを受け入れら
れるようになるかが問題です。その方は、漁業者の子弟
と組ませてもらい、相手が持っている技術と自分が持っ
ている資本と売るノウハウを組み合わせたいという事を
私に言ってきます。どのようにしてソフトな形でマッチ
ングできるのかを考えている状況です。新しい組合長さ
んは良く頑張っていますが、先程も言ったように、漁業
者達は自分達は今儲かっているから他人に使わせる漁場
はないと言い始めている訳です。地域の将来を見越して
自分達の産業を考えられるかどうかという状況です。
婁　その点は、今の制度では仕方のない事で、権利がな
いとどうにもならないかもしれませんね。新しい人が入っ
てくることはその権利を分けてもらう事となりますので、
現在の漁業者への影響はどうしても出てきます。ただ、

その方は、そこに住みつきたい、ホタテ漁業者になりたい、
という意向は強いわけですから、そういった場合に、政
策的に何かできる支援策はありますか。
伊藤　地域の中で余っている漁場や材料が沢山あるので
すが、それを貸したり譲ったりするシステムがないので
す。新しく入ってきた人たちに譲渡や借りやすくするこ
とを支援できれば非常に入ってきやすいのかという気が
します。
田村　水産庁では、新たな担い手対策として、新規就業
者や漁家子弟の方が、５年10年して技術を習得し、独立
して船を持ちたいといった場合に漁船を取得するための
支援を今年度から始めました。漁船は高価なため、新規
に参入する方や漁家子弟で新規に独立する方にとっては、
初期投資がネックとなります。他方、高齢な漁業者で数
年後にリタイアする、あるいはもう漁業をやめてしまっ
て使われなくなった中古漁船もあります。こうしたまだ
使える中古漁船を有効活用しつつ新規に参入したい方の
初期投資をできる限り抑える形で漁船取得を支援する事
業を新たにスタートしました。適当な中古船が見つから
ない場合は新船も認めています。国の政策的には、担い
手の育成支援と高齢漁業者から中若年漁業者への世代交
代を推し進め、産業として水産業が将来にわたり持続的
に発展できる就業構造を目指しています。

漁村活性化活動の失敗例、成功例

婁　話題が所得に偏ってしまいましたが、課題解決には
皆さん色々と取り組まれていると思います。そのポイン
トというかプロセス、「これをやればうまくいくけれども、
これをやると必ず失敗しますよ」といった経験談や失敗
談についてお伺いしたい。
高木　教育旅行の受け入れを私達は二十数年行ってきた
のですが、その特徴は、観光協会や行政が殆ど入らず行
われていることです。集落の漁師がこのようになろう、
このように皆でまとまってやろうと動いてくれた事が一
番重要であり、それが今に引き継がれ、良い形で残って
います。各地で取り組みを進めていますが、そこに住ん
でいる方達が、もう一回自分達がどのようなまちづくり
をしたいか、自分達の町をどのようにしたいかを考えて
いくことが一番重要だと思います。私たちの場合、民宿
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組合協議会が重要な役割を果たしてくれています。
山内　私達もキッチンカーの活動について、口癖のよう
に、「やらされていたらやっていないよね、こんな活動」
と言っています。自分達が「こうやりたい」と漁協に申
請してキッチンカーをつくる際、漁協の理事は反対者ば
かりでした。１人の賛成者もいない中、「何かせんといけ
んのやないか。このままほっといたら遊子地区から皆い
なくなりますよ。」と理事さんを説得しました。地元の漁
民がやりたい事を自分達から発信していかないと、事業
も続かないし応援もしてくれない。行政の押し付けでや
ると必ず失敗しているというのが、今までの経験です。
地域が立ち上がらないといけません。
関　女性の活動をずっと見てきていますが、10年以上も続
いて老舗的な活動になっている所もあれば、やり始めて数
カ月で終わってしまったものもありました。ある漁協の女
性部が何か立ち上げたいという事で、町のイベントで惣菜
などを作って出すという事になり、県が補助金もつけて援
助してくれました。行政の人たちも、とても協力してくれ
たのですが、失敗してはいけない、売れなければいけない、
という思いが強くありました。彼女達も、とにかくそのイ
ベントで赤字を出してはいけないとすごく思ってしまった
のです。本来ならば、「私達が作ったものですから食べて
ください」と、買ってくれる人と顔を合わせてしゃべりな
がらやり取りする、それこそが活動の醍醐味で、その楽し
さがあれば「楽しかった、またやろう」と多分思えたのでしょ
う。しかし、とにかく赤字を出してはいけないというプレッ
シャーで、結局彼女たちは裏方でずっと惣菜を作り続けま
した。そのイベントが終わったとき、彼女たちは疲れただ
けでちっとも楽しくなかったのですね。「もうやらない。絶
対やりたくない」と、それきり活動をやめてしまったのです。
それはすごく解る気がします。誰も悪くはないと思うので
すが、何が間違っていたのかという事をすごく考えさせら
れました。
山内　楽しくないと続かないですね。私達は養殖で魚を生
産しており、それを仲買さんに「売る」という言葉で表現
していました。キッチンカーを走らせて５年間販売活動を
してきたことで、自分たちがつくった魚を「売る」という
考えから「買っていただく」という気持ちにようやく到達
しました。高木さん達の取り組みや、地域が一体となった
すごい取り組みがあることを、先程から感心して聞いてい

るのですが、私達はまだそこまでは至っておらず、販売活
動・加工活動に留まっています。何れはこの気持ちが地域
一体となり、加工活動から受け入れなどの違う展開からも
収入を得られる方に行けたらと、ワクワクしてきました。
婁　先程の伊藤さんの報告の中で、いくつかの課題を指
摘して下さいました。例えば、行政の継続性がないとか、
人が代わると意思決定が変わってくるなどの問題です。
それでは、逆に、そういった問題に、きちんと対応して
取り組むことでうまくいく事はありますか。
伊藤　成功事例が頭の中に浮かばないため話しにくいの
ですが、押し付けになると駄目です。それが解っていて
も少し押し付け気味になってしまうのですが、それを受
け止めてくれるくらい漁師側が心を許せば、多分受け入
れられるのだと思います。そこまでの期間を、きちんと
誰かが面倒を見られるかが鍵です。普及員のような人が
地元にいて、そういうことを地域として必要だと認識し、
山内さんのような人が１人でもいたらできますが、地方
の人は出しゃばらないと言うか、出た者は潰すというの
がルールであり、潰されそうになっても潰れない人がい
るかということが、一番重要になってきます。

漁村活性化に向けた政策的な取り組み

婁　現場における課題や課題解決への取り組みの実態に
ついてお話を伺ってきましたが、ここでこういった漁村
の活性化、あるいは地域づくりに向けた国の政策的な支
援の状況について、田村さんからご紹介をお願いします。
田村　水産政策の根幹には、水産基本法という法律があ
ります。平成13年にできた法律です。その前は、沿岸漁
業等振興法（沿振法）というものがあり、沿岸漁業者の
生産性の向上や生活水準を他産業並みに向上させること
を目的にした法律でした。右肩上がりに生産量が伸びて
いった時代は、いかに漁獲効率をあげるか、大量に漁獲
したものをいかに流通させるか、そのための荷さばき施
設や製氷施設、保管施設、冷蔵施設などが順次整備され
ていきました。その後、200海里排他的経済水域が導入さ
れ、生産量は低下し、一部の過剰漁獲による資源悪化な
どの問題も発生し、水産資源の持続的な利用と加工流通
も含めた水産業全体の振興に包括的に取り組む必要があ
るため、新たに水産基本法が制定されました。
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水産基本法に基づく水産基本計画では、自給率目標を掲
げ、資源、担い手、漁業経営、流通加工、消費、漁村地域の
活性化、水産基盤という柱ごとに政策を進めています。計
画は５年に一度見直しを行い、現在の計画は平成24年度
から５年間ですので、次期計画を平成29年度の改訂に向
け、検討をスタートしました。例えば沿岸漁業の経営体数
について、平成19年度の将来推計では、平成15年で12.5
万経営体あったものが29年には7.7万経営体に減少すると
見通していました。直近の平成25年度の経営体数は実数
で９万経営体を切った所です。人口減少社会で漁業者の高
齢化は顕著ですから、担い手の自然減は不可避ですが、そ
の中で、効率的かつ安定的な経営体を確保し、水産業を産
業として持続的に発展させていくため、国としては、自ら
経営改善に取り組む意欲ある漁業者に政策的支援を集中
させる方向です。その代表政策の一つが「浜の活力再生プ
ラン」です（図８）。

「浜の活力再生プラン」では、漁村地域ごとに漁業者が
自ら浜の将来ビジョンを話し合い、漁業所得向上を通じた
地域活性化を図るための計画づくりを進めています。そ
して、５年後に10パーセント以上の所得向上という目標
を達成するため、浜プランに基づき、資源増殖、販路拡大、
省燃油活動など地域の課題解決に必要とされる具体的な
対策を、地域独自の発意や創意工夫のもと、関連する支援
予算も活用し進めることにしています。どのような取り組
みを実行するかは、まさに地域の「戦略」です。10年後20
年後にどういう地域でありたいか、そのためにこの５年間
何をするのかを地域が話し合い、実行することが重要だと
思います。具体的な支援としては、強い水産業づくり交付
金、離島漁業再生支援交付金など事業化段階ごとに活用で
きる予算が用意されています（図９）。また、ハード施設整
備のみでなく、計画検討、研修講習会、販売促進、新商品
の開発、新たな販路開拓などに使えるソフト経費も昔に比

図８　浜の活力再生プラン
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べると非常に充実してきているのではないかと思います。
こうした予算もうまく活用いただければと思います。

食育、食文化の継承等（フロア意見）

婁　フロアの皆さまから、今まで出たもの、あるいはそれ
ぞれのテーマで結構ですので質問等があれば受け付けたい
と思います。
質問者Ａ　関さんが感じている昔と今の漁村の問題で、
どこが変わってきているのか、感覚で分かれば教えてい
ただきたいのですが。
関　人口流出、少子高齢化、漁村の問題についてこれま
で多く書いてきましたが、今はそれが明日にも起きそう
だという危機感をすごく感じています。
質問者Ｂ　漁村の活性化は、漁業者の所得を増やすこと
が一番大きなポイントかと思います。いわゆる漁業者の

取り分を増やすということは、魚価を上げることになり
ます。その際、僕らは、流通問題がかなり大きな部分を
占めることから、直販をやっています。また、魚が嫌い
なのではなく調理するのが嫌なのだろうと考え、料理教
室を年間で30回以上実施しています。それでも調理した
魚を求められる方が多いです。そこで僕から提案です。
学校の教育課程の中で、魚の調理の授業を増やしてもら
うことです。もしかすると今の人達は魚を自分達で調理
する必要はないと考えているのではないか。私は、親が
きちんと調理して、食卓を囲むスタイルが良い文化だと
思っています。魚の調理を授業で取り入れてもらうため
の働きかけを是非お願いしたいと思います。
質問者Ｃ　私も同感です。根室はサンマの水揚げが日本
一であり、よく山のほうから小学生が漁業体験というこ
とでサンマの水揚げや港の仕組みなどを見に来るのです
が、案内をしている私に対して子供達は「魚には骨が付

図９　浜の活力再生プラン
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いていない」というのです。加工の段階で骨を全部抜い
てしまうから骨の扱いが分からないのです。魚に一番栄
養があるのはどこかというと、まず骨に栄養があり、そ
れと皮にも栄養がある。だから、「食べられるものであれ
ば、骨も食べてちょうだい」と小学校５年か６年生くら
いの子供達に話をすると、非常に喜んで帰っていきます。
先生方に聞くと、給食で骨のついたものがあれば親から
クレームが入る。そこが魚離れの一番大きな要因なのか
と、常々思っています。日本人の食文化というのは、箸
を使って食べる文化です。骨を抜くのも、骨を出すのも
箸でなければ駄目だと、子供達によく教えています。食
育の中にこういうものを組み入れてもらう。特に子供達
にそのように教えていけるような場がたくさんできれば、
魚を広める、魚を食べてもらうという教育ができるので
はないかと思います。
質問者Ｄ　漁業というのは陸上における漁獲物処理のサ
ポートがなければ成り立たない産業であり、人口の減少、
高齢化が進む漁業地域というのは、生産性が拡大できて
も生産が拡大できないという本質的問題を抱えてきてい
るのではないでしょうか。
婁　貴重なご意見ありがとうございます。質問者がおっ
しゃられるように、子供を対象とした食育、子供に魚を食
べてもらうという教育が、漁村の活性化にとってきわめて
重要であることが再認識させられました。また、生産性向
上と生産拡大の問題を考える際には、オホーツク沿岸にお
いて展開されるホタテ漁業の共同企業体経営方式などが
いいヒントを与えてくれるかもしれません。オホーツク沿
岸地域漁業の高い経営的パフォーマンスは、技術イノベー
ションとともに、その経営イノベーションが決定的な役割
を果たしてきているので、その経営イノベーションの経験
は他の地域にも応用できるのではないかと思っております。

これからの「活力ある漁村づくり」に
求められること

婁　時間も参りましたので、それでは、これから漁村を活
性化するに当たりどのような視点が大事かという点につい
てパネリストの方々から最後の発言をしていただきます。
関　今後、高齢化や人口流出で、維持できなくなる地域
がたくさん出てくる。これから交流人口を増やしていく

とか、若い人をどう受け入れていくとか、そういう対策
を講じていくことは重要です。もう片方で、今そこにい
る人達が、どうしたら楽しくその地域の中で人生を全う
していけるかということを真剣に考えることが大事だと
感じています。
山内　キッチンカーで加工品の開発等を行ってきました
が、これからもずっとやっていくには行き詰まりなのか
なと感じています。これからは若者が夢を持てるような
漁村にしていかないといけないと思い、若者が積極的に
活動できる場をつくりたいと思い始めました。
先程「浜の活力」という補助金の紹介がありましたが、
浜全体が一つになろうとするのは本当に難しいです。纏
まることがほぼゼロに等しく、たまたま纏まったのがこの
キッチンカーです。国の補助金であるため問題があるの
かもしれませんが、個人単位とは言わないにしても、本当
に小さい単位でやる気のある人に補助金を出せる、大人か
ら見たらばかみたいな突拍子のないことでも、若者達が夢
を語れるようなものに使える支援があれば、漁村も何とか
なるのかなと最近感じています。このキッチンカーの活
動と、若者達の夢の見られる活動、お母ちゃん達が元気に
なって若者が元気になると、もっと漁村の未来もあると思
うので、それが求められていると言ったらおかしいのです
が、私達が希望している所です。
高木　漁村には若者が必要だということを一番思ってい
ます。若者に住んでもらうためには収入が必要です。今
いる人達が、民宿の経営でも、県外からでもそうですけ
れども、もっと頑張っていただいて、若い人が住みたい
というまちづくりをしていくのが良いと思います。その
ために集落の人に動いてもらうのは正直難しい所もあり
ますので、例えば私は観光協会という立場で漁村に入る
機会が大変多いため、私達が集落に溶け込んでいって信
頼をしてもらい、私達が若い人達を組み入れていく形も
一つ必要かと思います。若い人達がこの町に住みたいと
思えるような漁村にしていくのが一番なのかなと。なか
なか具体的なことは言えないですが、収入があって安定
した生活ができることを、若い人達に伝えられるように
していけたらと思います。
田村　個人的な意見になりますが、活力ある漁村づくり
のためにできればと思うことは、頑張っている地域、ユ
ニークな活動をもっと取り上げて紹介し、注目を集める、
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漁村に光を当てられるような政策や広報に力を入れてい
きたいと思っています。取り上げられて、他の人から注
目されると、漁業者も地域の人達もうれしいという声を
よく聞きます。先程のご意見にあったように、地域みん
なで計画をつくり活動を継続していくことは本当に難し
いと思います。それでも、小さな努力に光を当てて、漁
村の魅力を発信していくことを、政策的に行政の立場か
らできればと思います。
伊藤　皆さんからほとんど話が出てしまいましたが、基
本的には観光や生産の資源がある場所は多分なくならな
いだろうと思っています。６次産業化のような事ができ
るのは、観光資源がある場所だし、岩手県や北海道のよ
うに資源があり意欲がある地域は事業として行っていく
のだろうと思っています。例えば、大槌は、800人いた漁
業者が250人まで減り今は300人にまで戻しています。そ
れは漁業が良い産業だということが解り、儲かるから戻っ
てきているのだろうと思います。ただし、現在は儲かっ
ている養殖で食べていますが、10年後を考えたら共同経
営などを考えていかないと恐らく成り立たないだろうと
思います。その際に、外からの人を受け入れ、地元の人
が対応できるかとなりますが、今の漁業者は自由業でわ
がままで協調性がない、そういう人達をいかに慣れさせ
ていくかを地道に行える指導者をつくっていくことが重
要です。それは多分漁協の役割であり、大槌では私たち

が担いましたが、今後、誰かが育って実践できる人が出
てくるかが、一番のコツだと思います。
婁　パネリストの５名の方々の話を拝聴して、私の中に
は一つのストーリーができあがりました。未来ある・将来
ある漁村をつくるためには、後継者、若者がいなければ
ならず、その若者が住みたくなるような魅力ある村・町
をつくることが一つの目標になります。そのために、ま
ず一つはお嫁さん対策であり、それを確保しないと地域
の再生は難しくなります。そして、もう一つはその前提
条件となる所得の確保であり、それによって若者達に将
来への意欲を持たせることが可能となります。フロアの
方からは、後継者育成というものは、本当は小学校から
の教育で、給食や調理実習からやらなければいけないと
いう貴重な意見も頂戴いたしました。中でも特に印象に
残ったのは、やらされたことは長く続いていない、押し
付けられたことは駄目だというご指摘でした。その意味
では、今後、自主的な取り組みをいかに育成していくのか、
そういうことを持つ主体をいかに政策的に支援していく
のかが大事になるだろうと私は拝聴して思いました。パ
ネリストの皆さまからの大変貴重なお話に感謝するとと
もに、今日の話を、ご来場の皆さま方のこれからの取り
組みに少しでもお役に立つことがあれば幸いに思います。
これをもちまして、パネルディスカッションを終わらせ
ていただきます。どうもありがとうございました。
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橋に配管を伸ばし、海底の地中にJPを固定する。このポ
ンプには動力が無く、高圧駆動水ポンプが生み出すジェッ
ト水流を２系統に分けて送ることで、片方が攪拌用ノズ
ルから噴射してJP周辺の砂地盤を攪拌し、もう１系統が
高圧駆動水配管から排砂管へ上向きに噴射する時に生じ
る負圧によってスラリー化した砂を吸引するという仕組
みである（写真１参照）。
海外ではアメリカや南アフリカにも似たシステムがあ
るが、世界で初めて採用されたオーストラリアにはサン
ドリサイクルと静岡県が採用したサンドバイパスの２種
類の先進事例がある。今回はそれぞれを視察した。

先進事例① ヌーサビーチのシステム

Noosa Sand Shifter（Shifter：移動装置）
オーストラリアの東海岸は南から北（赤道）方向に向
かって漂砂がある。その終着点は、砂で出来た世界一大
きな島、フレーザ島となるがその手前、ブリスベン空
港から車で北へ90分140kmの位置に今回視察したヌーサ
ヘッドがある。そこは観光で賑わうビーチリゾートであ
り、海と青空がすばらしくオーストラリアでも人気が高
い場所だ。
しかしこの地方は、12月～４月にかけてサイクロン（台
風）が通過すると漂砂が卓越し、メインビーチの砂を洗
掘して北側へ持って行ってしまう。
そこで、移動する砂をサンドポケットでせき止め、そ

はじめに

平成27年11月下旬、東京では少し肌寒くなる季節に、
我々は気温28度と真夏のオーストラリア第３の都市ブリ
スベン空港へ降り立った。目的は、平成26年３月に静岡
県で採用された日本初のジェットポンプ式サンドバイパ
スシステム（以下：JSBS）の今後50年にわたる効率的な
運用方法について、先進事例を視察して情報収集するこ
とだった。

JSBSの概要

この技術は、静岡県が遠州灘の福田漁港に採用してい
る。遠州灘は天竜川を起点に東へ流れる漂砂があるが、
福田漁港周辺では、漂砂上手側の堆積による港口埋没と、
下手側の浅羽海岸の侵食が見られる。これを解決するた
め、水産庁及び国交省の補助のもと、上手側に堆積した
砂を４基の特殊なジェットポンプ（以下：JP）で浚渫して、
それを別のポンプで圧力をかけて2.2km先の侵食する浅羽
海岸へ配管輸送で供給するというものだ。
海岸の堆砂浸食や漁港埋没問題で悩む全国の海岸に、

工事でなく環境面や経済面で優位であり、いつでも簡単
に稼働できる画期的なシステムとして期待される。 
簡単に仕組みを説明すると、砂浜から海に伸ばした桟

ジェットポンプ式サンドバイパスシステム
オーストラリア先進事例視察報告

報告

N

出典：国土地理院

攪拌用ノズル

排砂管

砂吸引箇所

高圧駆動水配管

（左）図１　オーストラリア地図　　（右）図２　視察位置

写真１　JP形状
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こに埋め込んだJPを、５月～７月に稼働して約８万m3の
砂をメインビーチの南端へ配管輸送してもどすサンドリ
サイクルにより砂浜を復元させている（図３，写真２，３
参照）。その後次のサイクロンの時期までは、砂は安定し
ているのでシステムは休止するとのことだ。観光拠点と
なる人気のビーチを守る事で、経済効果を確保する対策
として自治体が管理している。
日本の海岸線でも、何を守るか費用便益が確保されれ

ば砂の供給源が少ない海岸の保全対策として有効だろう。

先進事例② ネラング川のシステム

Nerang River Sand-bypassing Project
ブリスベンから車で今度は南へ2.5時間100kmの位置、
ネラング川河口にJSBS施設がある。クイーンズランド州

の管理で1987年最初に完成させたこの方式では世界初の
事例で、重要な海上交通を守る航路の埋没を防ぐために
約29年間稼働している実績がある。（写真４参照）
設計はカルドノ社、施工はマッコーネルダウエル社で、
桟橋に設置した10基のJPのうち最大４基を同時運転して、
年間約50万m3の砂を移動させる。運用は当初５年程試行
錯誤したようだが現在は安定した運転が出来るシステム
を作り上げている。
通常は電気代の安い夜間に無人運転して、昼間は３名
の職員によりメンテナンスを行うというサイクルで運用
されている。詳細は、後述するツイード川と同様なため
ここでは省く。
また、桟橋は日頃釣り桟橋として解放し、直下のビー
チと共に地域に親しまれていた（写真５，６参照）。 

Noosa Main Beach

漂砂
漂砂

吐出口 JP桟橋

図３　ヌーサメインビーチのしくみ 写真４　ネラング川の JSBS

写真２　サンドシフターで復元されるメインビーチ 写真５　JSBS桟橋直下のビーチ

写真３　サンドシフターの振動ふるいとポンプ室 写真６　日頃は釣り桟橋として親しまれている
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ジェットポンプ式サンドバイパスシステム オーストラリア先進事例視察報告

先進事例③ ツイード川のシステム

Tweed River Sand Bypassing Project
ゴールドコーストから約50km南に位置し、設計施工、
数量及び目的はネラングと同様の施設である。管理は
Tweed River Entrance Sand Bypassing Company（以下
TRESBC）という管理会社が、自治体とm3単価契約を行
い稼働している。2002年（平成14年）から運用され、今回我々
が一番重要な視察箇所として設定していた事例である。
注目したのは静岡県の例と同じように、浚渫時に海藻

や木くずなどのゴミがJPに詰まるなどして密度低下を起
こす課題がある事、またその課題に対して様々な工夫を
施していることだ（写真７参照）。
台風シーズンには、大量の漂砂があり航路埋没を防ぐ

ため24時間稼働する必要があり、その時には大量の木切
れなどのゴミも漂流するため、システムを停止させない
対策が重要となる（写真９参照）。
JPの状態は密度計にて判断する。夜間無人で運転してい

るが、運転前と密度計の数値が低下する場合には自動的に
バックフラッシュを行いJPの詰まりを解消する。それでも
解決できない場合には施設を停止させ管理者に通報する。
また、そのサイクルをシステム化してPC管理すること

で作業の合理化を図りコスト縮減を行っている（写真10
参照）。
昼間は３名の職員で施設のメンテナンスを担当してお
り、以下の密度低下対策を行っている。
〇 バックフラッシュ：排砂管上部の弁を閉じた状態で駆
動水を流してポンプ内を洗浄する方法。詰まり解消の
ため、排砂管に吊り環付の蓋をして、JPをクレーンで
吊り、上下させながら行う方法もある（写真11参照）。

吐出口

JP桟橋

写真８　桟橋全景、夜はライトアップされる

写真７　ツイード川の JSBS全景

写真11　密度低下対策の効果は濁りで確認

写真９　振動ふるいにかかるゴミ

写真10　 密度計測や点検等全てPCで管理
TRESBC社のキーマン　Kevin Filer さん
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〇 ロケッティング：駆動水を排砂管につなぎ、駆動水
を逆流させて詰まりを解消する方法（図４参照）。
〇 排砂管へ内径１インチ、長さ６m程度の鉄管にエアコ
ンプレッサーを繋いで差し込み、エアの力で詰まり
を解消、またはポンプ周辺の摩擦を低減させる。

〇 JPをクレーンでつり上げ、消耗品の交換（写真12，
13参照）や詰まりの原因を解消する。
更に、以上の対策を取りやすくするために、桟橋部と

JP部をつなぐ部分の配管をゴムスリーブ製としており、
安全な作業台等も整備している（写真14参照）。
消耗品については、専用倉庫に予備品を工具類と共に

保管しており、早い対応が出来る体制も万全だ。
オーストラリアでは、技術と経験に基づき、よく工夫

されたメンテナンス環境を作り上げていた。

おわりに

今回のオーストラリア視察は本当に有意義だった。
システムの効率的な運用方法やJPの詰まりによる密
度低下等のトラブルが生じた場合の対処方法を、しっか
りと確認することが出来た。今後、福田漁港・浅羽海岸
JSBSを効率的に運転すると共に機能保全計画を立てるた
めにおおいに役立つだろう。
ツイードでメンテナンスの全てを実演して見せてくれ
たTRESBC社、アドバイスを頂いたネラングのクィーン
ズランド州やカルドノ社、そしてヌーサの自治体など暖
かく対応頂いた方々に厚くお礼を申し上げたい。
オーストラリアは美しい海岸線があり、人々が親しむ
空間も多い。そしてそれを守る体制も自治体をはじめで
きていると感じた。３万５千キロと世界６位の海岸線を
持つ我が日本も見習う所があるだろう。
JSBSは自然を尊重したすばらしい海岸技術の一つだっ
た。Thank you OG！I will be back． 

（第一調査研究部　竹原 洋一郎）

（バックフラッシュ） （ロケッティング）

洗浄して
詰まりを解消

排砂管

弁を閉じる

写真13　消耗した高圧水噴射ノズル、右が正常品

図４　密度低下対策の模式図

写真12　JPを引き上げ消耗品交換

写真14　桟橋から JPへの接続部はゴム製管
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はじめに

前項で紹介したサンドバイパスシステム調査の帰路、
シドニーの魚市場へ訪れる機会がありましたので、ここ
に、シドニー魚市場（Sydney Fish Market：以下、SFM
と言う。）について報告します（写真１）。
SFMは、旅行誌や観光ガイドブックに必ず掲載されて

いるように、観光地として有名で、とは言っても築地で
マグロのセリを見学するようなことが目的ではなく、隣
接する飲食店等でシーフードを食べる・買うことを目的
として多くの人々が訪れています。

SFMの概要

SFMで取り扱われる水産物は、オーストラリアの全土
やニュージーランド等から集荷されており、南半球で最
大、世界でも第３位の取扱規模の市場です。
SFMの取扱量・金額（SYDNEY FISH MARKET PTY 

LTD ANNUAL REPORT 2015より）は、
取扱量 13,430トン（2014/15）
取扱金額 $127,859,964（2014/15）
  （1AUD=85.3698JPYとして109億円）

です。参考までに、築地の水産物の年間取扱量（2013年）
は483,951トン、金額4,217億2,900万円となっています。

また、取扱い上位５種（2014～2015）は、
①Snapper 742,269トン
②Tiger Flathead 695,828トン
③Blue Swimmer Crab 524,499トン
④Sea Mullet 522,075トン
⑤Mud Crab 448,675トン
金額では、
①Mud Crab $11,412,107
②Snapper $8,186,350
③Yellow Kingfi sh - Farmed $6,920,982
④Black Tiger Prawn - Farmed $6,482,258
⑤Blue Swimmer Crab $5,851,719
です。
また、各地域からの水産物の集荷量とその比率は、次
のとおりです。

NEW SOUTH WALES 7,564,983kg（56.3%）
QUEENSLAND 1,561,229kg（11.6%）
SOUTH AUSTRALIA 1,288,865kg（9.6%）
VICTORIA 636,285kg（4.7%）
WESTERN AUSTRALIA 246,834kg（1.8%）
NORTHERN TERRITORY 226,663kg（1.7%）
TASMANIA 92,140kg（0.7%）
New Zealand 1,672,017kg（12.5%）
Other overseas 140,575kg（1.1%）

シドニー魚市場

報告

写真１　SFM（Sydney Fish Market）

NEW
SOUTH
WALES

QUEENSLAND

NORTHERN
TERRITORY

WESTERN
AUSTRALIA

VICTORIA

TASMANIA New Zealand

Other overseas

SOUTH
AUSTRALIA

図１　オーストラリア全図とニュージーランド
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さらに、SFMには、年間13,000人の生徒を有するオー
ストラリアを代表するシドニーシーフード料理教室
（Sydney Seafood School：以下、SSSと言う。）も併設さ
れています。
また、SFMでは、ガイドによるツアーを行っており、

シドニー魚市場の歴史やダッチオークションや購入シス
テム等の説明、オークションフロアーでの100種類以上
の水産物の見て歩きなど、毎週の月・水・木・金曜日の
6：40～8：30に行われています。
しかし、残念ながら私たちが行ける日には、他の団体

の予約が入っており、ツアーに参加することはできませ
んでした（写真２）。

SFMの品質保証システムの概要

SFMは、オーストラリアで一番の魚市場で、品質と顧
客満足で最も高いレベルを獲得するための努力しており、
品質保証プログラムの導入、そして、1998年にはHACCP
（Hazard Analysis Critical Control Point）システムを取
り入れている。それ以来、SFMはSFMの卸売市場を通し
て売られるすべての水産物が確実に「安全に食べられる」、
「正確なラベルが付けられている」、「顧客を安心させる」
ものとしている。さらに、SSSで準備されるすべての食事
もこのプロセスを固守している。
また、システムは公認の監査役（BSI）によって、

ISO22000：2005（食品安全マネジメントシステム－フー
ドチェーンのあらゆる組織に対する要求事項）に対して、
外部的に６ヵ月毎に監査を行っている。
そして、システムは、いくつかの支援プログラムが用
意され、システムをバックアップしている。

①人の衛生方針
②実施方針
③分離方法
④システムの調整方法
⑤清掃方法
⑥害虫管理方法
⑦維持方法
⑧訓練方法
なお、SFMが位置するNEW SOUTH WALESでは、

Seafood Safety Manual（New South Wales）がつくられ
ている。

Seafood Safety Manual
Guidance and reference material to help seafood 
businesses comply with the Food Production （Seafood 
Safety Scheme） Regulation 2001   

セクション１．はじめに
セクション２．前提条件または支援プログラム
セクション３．食品安全計画
セクション４．情報と食品安全情報
セクション５．定義、略語、頭字語
セクション６．参考書
セクション７．様式、作業計画書

いざSFMへ

SFMへ向かったのは、2015年11月27日の早朝、５：
30からセリが始まるとのことで、ホテルを５時に出発。
SFMに近い（シドニーの中心部）ホテルに宿泊し、事前
に地図で道順を確認していたのですが、前日のゴールド
コーストからの飛行機が遅れ、チェックインできたのが
12時過ぎ、５時にホテルを出たら夜明け前でまだ暗く、
そして、初めてのシドニー、ここまで来て迷子になって
はと思い、タクシーで向かうことに、しかし、10分足ら
ずで着いてしまいました（次ページ写真３）。
早速、市場の中へ、２階から見学することにしました。

写真２　ツアーに向かう参加者たち
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シドニー魚市場

そして、市場内は撮影禁止のプレートが貼られており、
このようなことから、場内を写真で紹介できなく申し訳
ありません。
市場は閉鎖式で搬入・搬出口はプラットホーム側に３ヶ
所（写真４，５）、小売店。レストラン側に１ヶ所設けられ、
プラットホーム側の開口部はシャッターによる開閉で作
業中は開放されたままでした。SFCへ搬入される水産物
は、そのほとんどが陸送によるものなので、ここから搬
入され、搬出もここから運び出されています。レストラ
ン側の開口部はシートカーテンです。
私たちがSFMに滞在していた時間内では、プラスチッ
ク等の箱に入れられた水産物を台車に載せ、駐車場の車
両まで運んでいました（写真６，７）。

セリパネル（吊り下げ）

バイヤー席（１～２F階段状）

腰壁

陳列場

搬入出口 人の出口

小売店
レストラン
等

プラットホーム

図２　SFMの平面図

写真４　搬入・搬出口

写真６　台車に乗せて搬出される水産物

写真５　プラットホーム
写真３　夜明け前のSFM
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水産物のほとんどは発砲スチロールや段ボール（カニ・
エビ類）等に入れられ運び込まれ、腰壁で囲まれた陳列
場所に、床に直接、数段重ねて陳列されます。ただし、
マグロやカジキは、腰高程度の高さのテーブルに施氷し
た陳列されています。また、日本と異なり、水産物のほ
とんどが箱に入っているため、陳列場所の床は乾いた状
態となっています。
人の入場については、写真８に示すような注意が掲示

されています。
さらに、陳列場所への入り口には手を洗う場所が設け

てあります。
市場で発生した廃棄物等については、場外で専用の集

積場所が設けてあります（写真９）。
以上がSFMの施設についての概説です。
そして、SFMに足を踏み入れて感じたことが “きれい”

の一言でした。これは、施設内が明るかったこと、天井
が高く圧迫感がなかったこと、そして、時間の経過とと
もに分かってきたことですが、水産物、人、車両の動線
がシンプルで、これらが交差すること少なく、特に我が
国のようにフォークリフトが縦横無尽に走り回っていな
い（フォークリフトは数台しかなく、主に二輪台車（自
動販売機に清涼飲料水を運ぶときに見かける二輪台車）
ことから、清潔的な印象を受け、そのことが “きれい” に
繋がったと思います。
我が国でも衛生管理の一つとして、水産物、人、車両

の動線の管理が求められています。これらは、直接的に
は危害要因の進入防止を図ることになりますが、視覚的
にも人々に清潔感を与えるものであると再認識しました。
つまり、視覚的にきれいであると感じることができる環
境をつくることが、衛生管理であると。

おわりに

SFMのほんの一部を紹介させていただきました。あえ
て日本の衛生管理基準と対比することはしませんでした。
みなさんどのように感じられましたか。市場へ運び込まれ
る水産物の荷姿が異なり、また、市場で行う作業が相違す
れば、それぞれに対応した衛生管理が求められてきます。
SFMでは、SFMの卸売市場を通して売られるすべての

水産物が確実に「安全に食べられる」「正確なラベルが付

けられている」「顧客を安心させる」ものとしています。
このことが、品質・衛生管理の基本ではないでしょうか。
それでは、明日も５時にホテルを出発しなければなら
ないので、これからシドニー市内に行ってきます。

（第１調査研究部　林 浩志）

写真８　人の出入口

写真９　廃棄物の集積場所

写真７　駐車場に停車している車両へ積み込み
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はじめに

東日本大震災において多くの漁港及び背後の加工場
等の水産関連施設が被災し、地域の基幹産業である水
産業への影響が長期間におよび、その後の復興に大き
く影響を与えた。このことを受け、今後、発生が想定
されている南海トラフ巨大地震等に備えて、災害に対
しての事前準備を行い、被災後の漁業地域における水
産物の生産・流通に与える損害を最小限にとどめるべ
く、初期の稼働率を高めたり、復旧までの期間を短く
することが求められる。
ここで、水産物の生産・流通は、漁獲～漁港での陸揚
げ～市場での販売～水産物の一次保管～水産加工～小
売りと、一連の流れが整わないと機能しないことが特徴
であり、そのためには、地域の関係者が一体となった事

01 第 1調査研究部

業継続計画（以下「BCP」という）を策定する必要がある。
本調査では、被災に備えて、漁業地域が一体となっ
て地域水産業を早期に復旧するためのBCPの策定から
運用までをどのように進めていくのかを、モデル地区
調査を踏まえ検討した。

調査結果

被災後、早期に水産業を復旧させるためには、BCPを
策定することがゴールでなく、被災した際に円滑な復旧
を行うことが最終的な目的であり、その為には、BCPを
策定した後、継続的にBCPを運用していくことが重要と
なる。図3にBCPの策定と運用のフロー図を示す。

【BCPの策定】
⑴ 協議会の設立
水産物の生産・流通機能を早期に復旧するためには、
関係者が普段から被災した場合の対応について話をし
ておくことが有効であり、その手段として地域の関係
者を一堂に会した協議会を設立することが考えられる。
協議会は、BCPを策定するとともに、被災時におい

ては、被害状況を踏まえ、復旧の優先順位など復旧方
針を決定する役割を果たすこととなる。

じじじじじじめにめにめにめにめにめにめにめにに

▲図2：漁業地域におけるBCP対象範囲

▲図1：BCPによる早期復旧のイメージ

▲図3：BCPの策定と運用のフロー図

調査調査調査査査査査結果結果結果結果結果結果結果結果結果結果
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協議会のメンバーについては、各地域の実態を踏まえ
決定する必要があるが具体的には水産・防災の関係行
政、水産物を取り扱う漁業者、漁協、市場関係者、仲
買業者、加工業者の他、魚箱業者や運送業者、復旧を支
援する建設業者等も必要に応じて協議会に加わること
が望ましい。但し、検討の初期段階から多くの関係者
を集めると、議論が進展しないことも想定されるため、
まずは、水産物を取り扱う関係者で被災した際の課題・
問題点を抽出し、その課題を解決するために必要とな
る者を適宣、協議会に加えるなどの対応が考えられる。
⑵ 地域特性の把握
全国の漁業地域における水産物の生産・流通の形態

は様々であり、想定される被害状況も大きく異なるの
で、BCP策定にあたっては地域の状況を踏まえた計画
づくりが求められる。
具体的には、当該地区の生産から流通にかかる経路

を整理し、その経路の中で大きな被害が想定される施
設、失われては生産・流通がストップしてしまう機能
などを明らかにして、当該地域にとって必要不可欠な
施設や機能については、優先的に事前の対策を講じる
などの対応が求められる。
また、被災した場合には、一度に全ての施設や機能を

復旧することが困難となるため、どの施設、どの機能
から復旧していくのかの方針を決定することになるが、
被害規模、漁期などにより、優先的に復旧する漁業種
類や施設が変化することに留意する必要がある。表1に
モデル地区調査で得られた地域特性の違いによる機能
別の被害影響度の違いを示す。
⑶ 復旧をスムーズにするための事前準備
被災した場合には、前述した協議会を開催し迅速に

復旧方針を決定し、復旧工事や資材の手配を行う必要
がある。その為には、協議会を立ち上げることを含めて、
事前に復旧を実施・依頼する体制を構築し、被災後速
やかに行動出来るよう準備しておくことが重要である。
ここで、被災状況の確認や復旧工事を円滑に進める

ためには、建設協会等と協定を締結することが有効で
あるが、その際には漁港が沿岸に位置し海上工事を伴
うことにも配慮し協定の締結先を決定することが重要
となる。また、漁港には特注でないと対応出来ない資
材も多く、その手配で復旧時期が大幅に遅れてしまう
ことも懸念されるため、復旧に時間を要する資材につ
いて、同時に災害を受けにくい遠方の漁協や市場との
協力体制を構築しておくことも有効である。
⑷ 被害低減のための事前対策
津波による被害を低減させるための事前対策として、

防波堤や荷捌き所などの耐震化・耐津波化、漂流物と

なる漁具等の高所保管、油流出による火災を防止する
ための給油施設への対策等が考えられる。ここで、資
材等の高所保管は通常の漁業活動に支障を来すことか
ら、直ぐに対応出来ないことも考えられるが、漁港に
よっては不要な資材等が放置されているケースも見受
けられるので、まずは漁業活動に支障の無い資材等か
ら取り組むことから始める等の工夫も必要となる。
【BCPの運用】
策定したBCPを被災時に実際に動かすためには、常
日頃から訓練を繰り返し、また、訓練により生じた課
題について解決策を検討し、必要に応じてBCPを見直
す作業を継続的に実施することが重要である。また、
行政担当者は異動などにより人が入れ替わるので、毎
年の訓練や説明会などは、BCPを継続する観点からも
必要だと考えられる。

まとめ

被災時に水産業を早期に復旧させるためのBCPは、関
係する団体が多く、検討内容も多岐に渡るため、全てを
網羅した計画を策定するには多大な時間を要することとな
る。ここで、最初から立派な計画を策定することは理想で
はあるが、大事なことは、災害に備えて関係者で被災後
の対応について事前に話し合いの場を設けコミュニティー
を確立しておくことであり、計画の内容については訓練な
どを繰り返し徐々に充実させていけば良いもので、まずは
関係者が集まり、被災した時にどうするのかの議論を始め
ることが重要だと考える。

（第1調査研究部　後藤 卓治）

まとまとまとととととめめめめめめめめめ

表1：地域特性による機能別の被害影響度の違い
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02 第 2調査研究部

はじめに

昨今話題となっている銚子電鉄は皆様ご存知と思い
ます。では、その終点の駅名は御存じでしょうか？そ
れは外川駅と言いまして、そここそが今回のトピック
スの舞台です。犬吠埼の南側で太平洋に面する外川は
古くより漁業の町として栄えてきました。外川沖は暖
かい黒潮と冷たい親潮が衝突する天然の好漁場であり、
その恵みにより、様々な魚種が漁獲されてきました。

その中でも特に重要とされてきたのがキンメダイです。
外川のキンメダイは1年中脂の乗りが良いことで知られ
ています。漁法は一本釣りであり、魚体を傷つけない
よう細心の注意を払って漁獲されたキンメダイは非常
な高値で取引されています。また、毎年キンメダイ祭
りも開催されており、キンメダイは地域の産業・文化
の中心の一つとして位置づけられています。
しかし、そのキンメダイの漁獲量が近年、とみに低
下しております。そもそも、外川の漁業者においては、
25cm以下のキンメダイは放流する、延縄漁業を禁止す
る、漁具の釣り針数を制限する等々の様々な資源管理措
置を行っており、一定の成果を上げていました。それ
にも拘らず、近年資源水準が低下しているのはなぜか？
その原因調査の第一段階として、今回は漁獲量が低下
しているかつての好漁場「台形場」の観察を行いました。

調査の方法

台形場の位置を図1に示します。犬吠埼の南東約
50kmに位置する一辺6～9km程度の台形範囲であり、
水深は200～300mです。この範囲内で観察地点を

じじじじじじめにめにめにめにめにめにめにめにに

査査査の方の方の方の方の方の方の方の方方方法法法法法法法法法法

▲写真1：銚子電鉄外川駅

▲写真2： 釣獲キンメダイ
（銚子つりきんめ公式HPより）

▲図1： 台形場の位置（図中赤着色部）
（google earthより）
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3点設定し、遠隔操作無人探査機（Remotely operated 
vehicle、通称ROV）、水中カメラ（通称アイボール）に
て海底の観察を行いました。

観察結果

写真3～6に観察結果として海底状況の写真を示しま
す。キンメダイは、それらしい影は多数見えましたが、
明確には写真3の一尾のみ観察できました。海底は起
伏の大きい岩盤であり、テヅルモヅル類、カイメン類、
ヤギ目が多く付着していました。また、漁具の錘とし
て現在用いている鉄筋棒、十数年前まで用いていたビー
ル瓶も多く観察されました。
地元では、東日本大震災以降に漁獲量が減ったこと

から、津波で漁場に浮泥が堆積した可能性が指摘され
ていました。しかしそのような状況は見られず、むし
ろビール瓶が観察されたことから、十数年間での堆積

は微小であったことがわかりました。
今回は生産力が低下した漁場の観察を行いましたが、
今後は現在の好漁場を観察して比較検討を行い、資源
減少の原因を更に検討する予定です。

調査の労苦 ～天気晴朗なれど黒潮強し

今回の調査は強い黒潮との戦いでもありました。写
真に示した調査時は、幸いにも黒潮が南へ大きく蛇行
していたため問題無く実施できました。しかし、黒潮
が房総半島に近づいた場合は、強い流れでROV、アイ
ボールが流されて海底へ到達できず、調査を断念した
こともあります。なかなか大変な調査ですが、様々な
海況予測システム等も参照しながら、しっかりと調査
を遂行してゆく所存です。

（第2調査研究部　吉野 真史）

▲写真4：オオセ、カイメン類 ▲写真6：鉄筋棒、ビール瓶

▲写真3：キンメダイ ▲写真5：網と付着したテヅルモヅル類

観察観察察察察察察結果結果結果結果結果結果結果結果結果結果
天天天天天天気晴気晴気晴気晴気晴気晴気晴晴朗な朗な朗な朗な朗な朗な朗な朗な朗な朗なれれどれどれどれれどれどれどれどれど黒潮黒潮黒潮黒潮黒潮黒潮黒潮黒潮黒潮黒潮黒潮強し強し強し強し強し強し強し強強
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はじめに

水産庁と一般財団法人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27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27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27年9月28日（月）から10月2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93名が参加されました。
全講義を受講された方も93名で、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27年9月28日
①特別講義
講師：水産庁 整備課長　吉塚 靖浩
②漁港漁場整備の計画・調査
講師：第一調査研究部長　西﨑 孝之
③人工魚礁の計画
講師：第二調査研究部長　伊藤 靖

平成27年9月29日
④漁港施設の設計（設計条件、施設と構造形式）
講師：  第1調査研究部 主任研究員　後藤 卓治
⑤波と流れ（演習含む）
講師：  水産庁整備課 係長　佐々木 真一郎

⑥構造物への波の作用
講師：  水産工学研究所 水産基盤 グループ長

大村 智宏

平成27年9月30日
⑦漁港施設の地震・津波対策
講師：水産庁防災漁村課 係長　成田 賢仁
⑧施設の基礎
講師： 水産工学研究所水産基盤グループ

主任研究員　佐伯 公康

じじじじじじめにめにめにめにめにめにめにめにに

開催開催催催催催催概要概要概要概要概要概要概要概要概要概要
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▲ 水産庁吉塚靖浩整備課長挨拶

▲ 受講風景

▲ 受講風景

⑨防波堤等の設計（演習含む）
講師：水産庁整備課 漁港基準係長　中村 浩介

平成27年10月1日
⑩漁港における品質管理
講師：第一調査研究部 次長　林 浩志

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漁場造成の設計論
講師：水産工学兼研究所 特任部長　明田 定満

⑬漁場造成の設計演習
講師：水産工学兼研究所 特任部長　明田 定満

⑭漂砂対策
講師： 水産工学研究所 水産土木工学部長

中山 哲嚴

平成27年10月2日
⑮水産基盤整備事業の効果分析（分析事例含む）
講師：水産庁計画課　南條 侑子

⑯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　朝倉 邦友

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28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28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

関
い ず み

の

地域から考える
防災のあり方

佐藤 健一（さとう・けんいち）

気仙沼市役所に勤務し、産業部水産課、建設部開発対策
課、秘書広報室などを歴任。震災前後には、危機管理課長、
危機管理監として地域防災に取り組む。現在は、防災関
係者むけに実施されている研修の講師として、全国各地
を回っている。

札幌そして清水で学ぶ

大学では、海洋土木を専攻しました。高校は理系クラス
だったのですが、地学が好きで。それで地学で受験できる
ところを探したんです。数少なかったのですが、その中に
東海大学の海洋土木工学科がありました。「海洋」とつい
ているのが面白そうだな、と思って。最初の２年は教養課
程だったので、いくつかある校舎を選ぶことができました。
ちょうど入試の時に札幌オリンピックのジャンプ競技が
あって、札幌、すごいな、と思って札幌校舎に２年間通い
ました。その後専門課程は、静岡の清水校舎に行きました。

会社に内緒で市役所を受ける

卒業の時は、かなりの就職氷河期と言われた年でした。公
務員を受けたかったのですが、県庁の募集も土木では２名く
らい。気仙沼市役所は募集ゼロでした。そこで、橋梁関係の
会社に入社して、東京支店に研修で３カ月勤めました。その
後浦和へ異動となり、現場をぐるぐる回りました。
でも、私は高所恐怖症でね。橋の裏側を歩いたりするの
がもう大変で。そうしたら翌年は市役所が職員を募集す
るって聞いて、会社には黙ってこっそり応募しました。面

アジア航測株式会社
コンサルタント事業部 技師長

佐藤 健一 氏
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接のときには、母親に病気になってもらって、ちょっと実家
に帰ります、とか言って会社を休んだり。そうして市役所
に採用が決まり、３月で退職して気仙沼に戻ってきました。
４月から水産課の漁港の係に配属され、すぐに現場に

行かされました。最初からいきなり安定計算を任されて、
昔の教科書を引っ張り出して必死で勉強し直すような
日々でした。水産課に入って10年くらい経って、ようや
く漁港の１から10まですべてを見られるようになったと
思います。

十八鳴浜（くぐなりはま）研究会

今から30年以上前の話ですが、荒砥浜（あらとはま）と
いうところがあって、船の係留施設も何もなかったんで
す。そこに漁港指定と施設整備の計画が持ち上がりまし
た。でもすぐ隣に、鳴き砂で有名な十八鳴浜があって、荒
砥浜に漁港を造ったら、これは絶対に十八鳴浜には何らか
の影響が出るだろうということは容易に考えられました。
そこで、十八鳴浜研究会が立ち上げられました。気仙沼市
内の生物、地質、土木工学や理学、それから人文系の人達
や専門家にも入ってもらって、影響調査をしたわけです。
予算がないので、トヨタ財団の研究コンクールに応募し
て。トヨタ財団の助成金では、４年くらい調査を行い、特
別奨励賞もいただきました。

私は荒砥浜の漁港計画を立てる立場でもあり、一方で
研究会にも所属していました。研究会は鳴り砂の発音の
仕組みの解明、浜の成り立ちや環境との関係なども含む
総合的な調査を目指していました。結論としては、荒砥浜
に手を加えたら、十八鳴浜の鳴り砂の粒度組成の変化や
砂の流出等の何らかの影響が出る恐れがあるというもの
でした。それはマイナスの影響だ、ということになりまし
た。ですので、研究会としては荒砥浜の施設整備は問題が
あるという結論を出し、それを受けて漁港担当者である
私が、漁港指定および施設の整備は行わず、造らない、と
いう結論を出した、ということになりました。地元の漁業
者にはじっくり説明し、最終的には、浜に海浜流に配慮し
た波消型の船揚げ場を造ることで、みなさんには納得し
てもらいました。

無人津波観測器をつくる

1989年に三陸沖で地震がありました。この時、津波警報
が出されました。その当時の地域防災計画では、津波警報
が出ると水産課や防災担当の職員が海面変動を観測しに行
かなければなりませんでした。でも、これは危ないというこ
とで、無人観測機を作るために市役所ですぐにチームを作
りました。十八鳴浜研究会の時にお世話になった白幡先生
という方は、今は気仙沼市の教育長をされていますが、当時
は気仙沼高校の物理の先生で、波の専門家でもあり、地質学
や古生物学にも明るい方でした。そこでこの時もチームに
入っていただき、先生の指導により海面の変動を超音波で
測る機械を作りました。水産庁に出張で行った時に秋葉原
に寄って材料を買いそろえ、ハンダ付けなどをして。このモ
デルは、その後に起きたニカラグアの地震の時に、海面の変
化を国内で唯一捉えることができました。これはバージョン
アップして、現在のシステムにつながっています。

危機管理室の設立

22年間、水産課の漁港係にいました。その後は結構目ま
ぐるしく移動しました。建設部開発対策課、そして、秘書
広報室。そんなときに、防災専門の部署を作ろうという動◎震災直後の十八鳴浜（佐藤さん撮影）
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きになり、危機管理室ができました。私は秘書室と兼務で
危機管理室長補佐を仰せつかりました。最初は少人数で、
土日も使って活動しました。
2003年５月26日の三陸南地震（仮称）の時に、沿岸住民

にアンケートを取ったのですが、その結果は、津波に備え
て避難した人1.7％、ただ避難した人20％というものでし
た。あまりの危機感のなさに私たちはびっくりして、アン
ケート結果が出た翌月から、ワークショップをすることに
しました。他の係りの人たちも含め、２つのチームを作り、
各集落を廻りました。１チーム目が、被害想定を見せ、次
のチームが白地図を持って行って、集落の人たちと一緒に
どう避難すればいいのかを考える。宮城県沖地震は必ず起
こるし津波も来る。その時は県も市もそれぞれの集落に張
り付いて助けることはできない。だから、ここにいるみん
なで考えよう、ということで、全国の事例を取り入れたり、
自分たちで意見を言い合ったりして、集落ごとの防災マッ
プを作っていきました。

2011年３月11日に起こったこと

杉ノ下地区は、住民が１年間に５回も６回も自発的な
ミーティングなどを開催するような、防災に関しては非
常に熱心な地区でした。地元で避難場所を指定して、みん
なで管理していました。でも、今回の地震・津波で、この

集落のすべての家屋は流されてしまいました。そして、指
定されていたはずの避難場所（一時避難高台）で、多くの
方が犠牲になってしまいました。そこに逃げた60人程の
中で、生き残ったのは数名だった。それだけ大きな津波が
襲ったということです。本当に辛い出来事でした。

動かなかった波浪計

実は国交省のGPS波浪計は震災前にできていて、東北
の太平洋側に７基、日本海側に３基入っていたのです。こ
れはデータを光ファイバーで送る仕組みでしたが、切れて
しまって実際には稼働出来ませんでした。でも、衛星から
のデータで沖合で６メートルの津波というのはわかったん
です。気象庁では、そのデータを用い、15時14分に宮城で
は10メートルと発表しています。今回は最終的にマグニ
チュード９という記録になりましたが、これは想定されて
いなかったので、その時のマニュアルには合わなかった。
でも、波浪計のデータから10メートルに変更したわけです。
釜石沖には文科省予算で海底津波計が設置されていま
した。これは津波をいち早く見ることができたのですが、
自治体が見られるようにはなっていませんでした。
平成25年度現在、防災科研により150基の海底地震計が

設置されています。これから委員会を作って、利用につい
て話し合うことになっています。

◎2011年５月の気仙沼（筆者撮影） ◎杉ノ下地区に建てられた慰霊碑（佐藤さん撮影）
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どう防ぐかよりも、どう逃げるか、が大切

海岸管理の省庁は、土木的な考えで対応しようとしま
す。起こりうるものがあれば、それを基準にして、それ以
上のものを作る。でも、どんなものを作っても、それを壊
す力が自然にはあります。だから、そこにそういうものを
作ることを目的にするのではなく、どんなものを作っても
防ぎきれない可能性があるのだから、どういうふうに逃げ
るか、というソフト的な対応を同時に考えなければならな
いと思います。
気仙沼は長い湾になっていますから、湾の入り口から

奥までは津波が到達するにも時間がかかります。情報を
早く出すことができれば、避難の時間を稼ぐことができ
るわけです。

リアルタイム・ハザードマップ

実は平成11年に、各省庁を廻って、沖合津波計と、津波
の観測データから逃げるシステムを作れないか、とお願い
に行っていたんです。みんな興味は示してくれるのです
が、なかなか予算は付きませんでした。考えていたのは、
浸水域が示される避難支援システムです。リアルタイム・
ハザードマップとでも言えば伝わるでしょうか。
和歌山県では、昨年から潮位変動から自動的に津波警報

を出せるシステムを採用しています。潮位から警報を出
すので、震度やマグニチュードから出す値よりも正確です
し、浸水域が予測できれば、どこまで逃げればいいか、と
いうことも明確になります。
こういったシステムを住民基本台帳とリンクさせれば、

災害後、どの避難所でどのくらいの食糧が必要か、といっ
たことも見当をつけることができるのではないでしょう
か。避難する、ということだけでなく、避難後の準備もで
きるということです。

歴史から学ぶこと

気仙沼には、過去の津波のことを記した石碑がたくさん
残っています。以前からこれらの石碑を巡って確認してき

ていましたが、今回の災害の後、十八鳴浜研究会の時から
親交のある白幡先生について再び碑を訪ねて調べ直しまし
た。そして、碑の伝えることや今回の震災前後の様子を整
理してまとめ、『気仙沼市における明治・昭和三陸津波関係
碑』として発行しました。地元にいてまずできることは、地
域に伝わる過去の歴史を正しく押さえることだからです。
例えば、気仙沼大島の伝承で、過去に大津波が来て島が

３つに分かれてしまった、というのがあります。ただ、これ
がいつの津波のことなのかはよく解りません。碑などを調
べていけば、答えが出てくるかもしれませんし、今後の防災
にも役に立つことがあると思います。お墓も調べるといろ
いろなことがわかります。同じ時に大勢の人が亡くなって
いるなどというのは、これは大きな災害があった証拠です。

災害を伝えるために

2012年７月末、私は市役所を退職しました。現在は、消
防科学総合センターの企画で行われている県や市町村防災
研修をはじめ、企業や町民対象の研修など様々な依頼に応
えて講師をしながら全国を回っています。南海トラフ巨大
地震で、日本一大きな津波の予測が出ている高知県黒潮町
では、防災アドバイザーを務めさせていただいています。
でも、防災についてはこうしたら絶対安全、ということ

◎津波の石碑（鶴ヶ浦漁港付近）（佐藤さん撮影）
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はないんです。私は自分の経験について、失敗談も含めて
お話しし、そこから、それぞれの地域で有効な方策を考え
てもらうしかないと思っています。

これからの気仙沼への想い

今、気仙沼では復興工事が進んでいます。でも、元のま
ちの復興をやっているように思えてなりません。これから
人口の流出や高齢化はもっと進みます。将来の状況を考
え、そこに焦点を合わせて、どういう町が暮らしやすいか、
ということを考える必要があるのではないでしょうか。コ
ンパクトシティといったまちの形も考えに入れていく必
要もありでしょう。
その中で核となるのは沿岸漁業ではないでしょうか。身の
丈に合った、地域に根差した沿岸漁業を中心に、漁村ってい
いじゃないか、という人が集まってくるようなまちづくりが
できないでしょうか。ゼロからの出発になる今が、逆にチャ
ンスと捉えないと、先はないと思います。そのためには、50
年先の日本の姿、地域の姿を構想し、復旧と復興を同時に考
えていくという視点が大事だと思います。

財団に入所したばかりの頃、集落環境整備の計画
づくりの仕事で初めて気仙沼に行きました。当時

水産課にいらした佐藤さんは、学部こそ違うけれど、
大学の先輩でもあり、何かとお世話になりました。
その後も、港祭り同窓会や大島椿マラソンといった
イベントに参加し、私にとって気仙沼は親しみ深い
土地の一つとなっていきました。
　震災後に訪れた気仙沼は、ボロボロになった岸壁
に黒こげの漁船が係留され、港町の風情はがれきの
山と化していました。その中で、地域を背負う気概
のようなものを佐藤さんから感じました。それは５
年経った今も変わっていないと思います。佐藤さん、
また気仙沼にお邪魔します！

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

◎波路上岩井崎に残った龍の形の松（佐藤さん撮影）

◎震災翌年の気仙沼（筆者撮影）
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活動紹介

第9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ましたが、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９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27年12月18日（金）10：00～17：00
テーマ： 「魅力あふれる日本の漁村

～活力ある漁村の創出に向けて～」
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
■第一部　調査研究論文発表
■第二部　 「魅力あふれる日本の漁村

～活力ある漁村の創出に向けて～」
①基調講演
②事例報告
③パネルディスカッション

影山 智将　●一般財団法人 漁港漁場漁村総合研究所 理事長
本日は「魅力あふれる日本の漁村～活力ある漁村の創

出に向けて～」と題して、講演およびパネルディスカッ
ションを行います。現在、漁業協同組合を中心に各地に
おいて、「浜の活力再生プランづくり」が行われておりま
す。水産庁も積極的にこれを支援しています。過疎高齢
化が激しく進む地方の再生の問題は大きな政策課題と

なっています。また、農村漁村
を含む地方の活性化は、古くて
新しい問題です。東京や大都市
への人口・産業の過度な集中の
弊害を避け、国土の均衡ある発
展を図るため、地方へ人口・産
業を移転させることは、昭和
37年から始まった全国総合開発計画の主要テーマでし
た。半世紀の間取り組んできている課題ではありますが、
なかなか思うように解決できていないのが実情ではない
かと思います。一方、防災・減災の観点からは、大都市
への過度な機能の集中は避け、リスク分散を図るべきで
あると考えられています。その意味で、漁村の活性化問
題を改めて取り上げることは、時宜を得た企画と考えて
います。本日は漁村の活性化について、漁業という観点
から様々な提言をされている東京海洋大学の婁小波先生
より、「漁村の魅力と地域活性化への挑戦」と題しまして
基調講演をいただいた後、当研究所の後藤と伊藤より、
事例報告をさせていただきます。これらの講演内容を受
けて、婁先生に座長をお願いしてパネルディスカッショ
ンを行います。漁村の活性化と言っても、しょせんは人
から始まります。地域を担うリーダーや優秀な人材をど
のように発見、育成し、あるいは迎え入れることができ
るのか議論いただければ思います。最後に、本日の成果
発表会が、ご来場の皆さまにとりまして実り多きものと
なりますことを祈念いたします。

高吉 晋吾 氏　●水産庁漁港漁場整備部 部長
本日は多くの皆さまのご参加を得て、盛大に成果発表
会が開催されますことを、心からお喜び申し上げます。
現在、来年度の予算編成も大詰
めを迎えている状況です。私ど
もが今、水産基盤整備で取り組
んでいる主なことをご紹介致し
ます。一つは、国産水産物の消
費、あるいは輸出の拡大を推進
するための漁港の高度衛生管理

開催概要

主催者挨拶

来賓挨拶



活動紹介

60 漁港漁場漁村研報 Vol. 39

対策、資源の回復を目指した水産環境整備を進めていま
す。また、東日本大震災から間もなく５年が経過します。
現在では、９割以上の漁港で陸揚げが可能となっており、
残る漁港施設、防潮堤の整備等を一層加速化していくこ
ととしています。全国的には、今後発生が予想される南
海トラフをはじめとした大規模地震、津波に対して漁港
漁村の防災・減災対策も進めていきます。併せて、施設
の長寿命化対策も計画的に進めていくこととしています。
また、現在の「漁港漁場整備長期計画」が、28年度で終期
を迎えます。そのため、29年度に始まる新しい漁港場整
備長期計画の検討を開始しています。その中のテーマの
１つに、先ほど理事長からもご紹介がありました高齢化
や過疎化が進んでいる漁村の維持・活性化対策が挙げら
れます。本日の第２部では、活力ある漁村の形成につい
て講演とパネルディスカッションが行われると聞いており
ます。漁村の活性化に関する議論が、今日のシンポジウ
ムを通じて深まっていくものと期待しているところです。
漁村総研は、漁場・漁村の抱える課題の解決と、これか
らの時代を切り開いていく技術開発・調査研究に取り組
む機関でございます。今後とも各方面からの期待に応え
られるようご発展されることを、心から願っております。

① 「 水産物輸出拡大の可能性と課題
～特にEU向け輸出について～」

 浪川 珠乃　●第１調査研究部 主任研究員
② 「 東日本大震災の被災地域における低地部の土地利

用計画について（大船渡市を事例として）」
 土屋 詩織　●第１調査研究部 研究員
③  （研究助成）「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」

 後藤 浩　●日本大学理工学部
④ 「人工マウンド礁におけるイサキの行動解析」
 伊藤 靖　●第２調査研究部 部長
⑤ 「 木材増殖礁の増殖機能の評価と事業化に向けての

課題」
 柴田 早苗　●第２調査研究部 主任研究員
 ※  発表論文の詳細は、当研究所発行の「調査研究論文集NO.25

（平成27年12月）」をご覧ください。

① 基調講演
 「漁村の魅力と地域活性化への挑戦」
 講師：婁 小波 氏　●東京海洋大学 教授
 ※基調講演の概要は「講演（p18～p25）」に掲載致しています。

② 事例報告
 「活性化に向けた取り組み事例」
 後藤 卓治　●第１調査研究部 主任研究員
 「大槌町における取り組み」
 伊藤 靖　●第２調査研究部 部長
③ パネルディスカッション
 【座長】
 　婁 小波 氏 ●東京海洋大学 教授

 【パネリスト】
 　関 いずみ 氏 ●東海大学 教授
 　山内 満子 氏 ●愛媛県遊子漁業協同組合女性部 部長
 　高木 栄充 氏 ●（一社）若狭三方五湖観光協会 営業主任
 　田村 真弓 氏 ●水産庁 漁港漁場整備部防災漁村課 課長補佐
 　伊藤 靖 ●漁村総研 第２調査研究部 部長

 ※  パネルディスカッションの概要は「講演（p26～p39）」に
掲載致しています。なお、役職名等は開催時のものです。

発表会の内容

第一部 調査研究発表

第二部 魅力あふれる日本の漁村
～活力ある漁村の創出に向けて～

▲ 浪川 珠乃 ▲ 土屋 詩織 ▲ 後藤 浩 ▲ 伊藤 靖 ▲ 柴田 早苗
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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76名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
場整備部計画課岡課長のご挨拶がありました。その後、
当研究所の伊藤より、これまでの研究会の経過報告を
行い、その後、事例報告に入りました。
事例報告では、１）調査手法、２）魚礁効果、４）増殖

効果、５）その他のテーマ別に14課題の発表が行われ、
最後に総合討論が行われました。

◎開催日時：平成28年３月10日（木）13：00～17：00
◎場　　所：エッサム神田ホール２階　多目的ホール

◉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調査手法（75分）
１） 150トン型水槽を用いたスケトウダラ着底幼

魚の魚礁性の検証
２） バイオテレメトリーを用いたウスメバルの行
動追跡

３） 温暖化に伴う水産生物の出現状況の変化と今
後の漁場整備について

４）ウスメバルの食性について
５） 人工魚礁調査におけるインターバル撮影と
ROVによる撮影について

漁場施設研究会第12回研究例会を開催しました

はじめに

開催概要

▲ 来賓挨拶

▲ 発表風景

▲ 総合討論
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②魚礁効果
１） 長崎県壱岐市勝本沖における魚礁効果調査
報告

２） 視認・聴き取り調査による魚礁利用実態につ
いて

３） 高層魚礁における定点カメラを付加した効果
事例（その２）

４） 乱積み設置漁場の集魚効果の優位性について
の検証

③増殖機能
１）マウンド礁周辺の流動に関する現地観測
２）貝殻魚礁における魚礁効果の長期持続について
３） 貝殻利用による物質循環促進効果の定量化に
ついて

④その他
１）ガンガゼ駆除作業～労力軽減への取り組み～
２） 防波堤を越流する津波に対するブロックの安
定性について

５．その他
６．閉会

① 調査手法：事務局側から、スケトウダラ着定幼魚の
水槽実験による魚礁性の検証、深所に分布するウス
メバルのバイオテレメトリーによる行動追跡及び温
暖化と今後の漁場整備での対応方向に関する事例報
告がありました。会員からは、ウスメバルの食性と
題して、炭素・窒素安定同位体比による濃縮係数や
年齢別の推移に関する報告と人工魚礁におけるイン
ターバル撮影とROVによる撮影と題して、最新の機
材による調査方法の紹介やレクリエーショナルダイ
ビングにおいて魚礁が果たしている役割等が紹介さ

れました。調査成果に基づき、事業の進展が期待さ
れるところです。
② 魚礁効果：会員から、ハイブリッド魚礁の蝟集効果
事例、ROVを用いた視認及び聞き取りによる魚礁の
利用実態、鋼製高層魚礁に定点カメラを取り付け、
蝟集魚類の連続観察を行った事例及び、乱積み魚礁
の集魚効果の優位性について紹介されました。
③ 増殖機能：事務局側から、マウンド礁周辺の流動に
関する現地観測に基づき鉛直混合形態に関する考察
を紹介しました。会員からは、貝殻構造物の魚礁効
果の長期持続の事例や物質循環の促進機能の定量化
に関する報告がありました。
④ その他：ガンガゼ駆除作業を軽減するための圧縮空
気を用いた駆除器具による作業の紹介と防波堤を越
流する津波に対するブロックの安定性について水槽
実験と数値解析による事例の紹介がありました。

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。魚礁については、漁獲原単位と蝟
集量という２つの評価方法がありますが、行政側の意
見として、漁獲原単位は、算出に伴う労力が多大であり、
近年減少傾向にあること。蝟集量については、定量化
に関する課題が提起されました。また、学識者からは、
整備効果について局所的な解析のみならず、広域的な
視点を入れることや、資源回復の拠点として活用する
ことの必要性についてコメントを頂きました。会員の
皆様の事例調査は年々充実してきており、膨大なデー
タが蓄積されております。今後は、とりまとめ方針を
決めて、効果検証を行うことを事務局側で提案して会
を締めくくりました。

（第２調査研究部　三浦 浩）

事例報告

おわりに
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「国際頭足類諮問会議」（CIAC）
函館国際シンポジウム参加報告

2015年11月10～14日函館市の函館国際ホテルにお
いて開催され、当研究所より影山理事長と伊藤部長が参
加したので報告します。CIACのシンポジウムは1991年
に静岡県で開催されて以来、24年ぶりに日本で開催さ
れた。日本を含む30カ国、約250名の参加がありました。

シンポジウムのテーマは「頭足類科学の最新の進歩」
として、イカ・タコの行動生態学や保護漁場探査、水
産加工などの分科会が開かれました。
当研究所からは伊藤他２名が共著で「日本における頭
足類の漁場整備の紹介」としてポスターセッションにて
発表を行いました。
発表の内容は１．「日本における人工魚礁の歴史」と
して祖型である石塚から大型魚礁まで紹介するととも
に２．「日本における頭足類の増殖場」としてヤリイカ
産卵礁、タコ類産卵礁およびアオリイカの産卵礁の紹
介とこれらの効果及び算定方法を紹介しました。

（第２調査研究部 部長　伊藤 靖）

はじめに 学会の概要
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漁船の津波避難に関する研修会
（津波来襲時の漁船避難マニュアル作成に向けて）

神奈川県では、平塚漁業協同組合と協力し、津波来
襲時の漁船避難マニュアル作成に向けた取り組みを進
め、このたびマニュアル案を作成しました。
漁村総研では、神奈川県の依頼により、平成26年７月
から平成28年２月の５回にわたり、平塚の漁業関係者
等を対象とした津波来襲時の漁船避難に関する研修会
を行うとともに、マニュアル案の作成を支援しました。
第５回の研修会では、作成されたマニュアル（案）の
内容に関する講義のため、講師を派遣しました。

今回の研修会は、津波来襲時の漁船避難マニュアル
の考え方、内容について講義しました

◎開催日時：平成28年２月19日（金）15:00～17:30
◎開催場所：平塚市漁業協同組合 会議室
◎参加者：漁業者　約20名

◉プログラム
１．開会
２．あいさつ
３．講義　 「津波来襲時の漁船避難マニュアル案について」

第１調査研究部 主席主任研究員
加藤 広之

４．閉会

講義では
１．津波の基礎知識
２．平塚に来襲する津波
３．津波来襲時の漁船避難の基本的な考え方
４．漁船避難ルール
５．津波来襲時の漁船避難マニュアル（案）
について、説明を行いました。

特に、今回の講義では、マニュアルの基礎となる津

波の基礎知識（津波の特性、近地津波と遠地津波、波浪
との違いなど）と平成27年度に神奈川県で見直しを行っ
た平塚に来襲する最大クラスの津波（L2）、発生頻度の
比較的高いに津波関する情報、気象庁の情報伝達など
を説明し、遠地津波（来襲まで30分以上かかる津波）を
除き、陸上滞在時には、一次避難場所（陸域）避難する
など漁船の避難の基本的な考え方を説明しました。
また、平塚漁港の有志による漁船による避難シミュ
レーションをもとに、作成した漁船避難ルールについ
て説明し、上記の結果を踏まえた津波来襲時の漁船避
難マニュアル（案）の概要を講義しました。

今回の津波来襲時の漁船避難マニュアル（案）では、
津波高さと津波来襲時間により、動力船の避難のルー
ルを作成しました。
ただし、船外機船に関する津波来襲時の避難ルール
の作成に至りませんでしたので、船外機船に関する避
難ルールや津波来襲時の情報伝達手段について、シミュ
レーションなどにより、より良い手段の構築などする
必要があります。
引き続き、神奈川県とは、津波来襲時の漁船避難に
関する検討を進めていく予定です。

（第１調査研究部　加藤 広之）

はじめに

開催概要
▲ 講演風景

おわりに
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大連海洋大学来訪

人工魚礁のうち特に海洋牧場について中華人民共和
国の大連海洋大学の訪問があったので報告します。
中国北部黄海に面する大連では、近年、人工魚礁に

設置が行われていますが、今後の研究テーマとして海
洋牧場について関心があり、先進的な事例として日本
の情報収集のため訪問の依頼がありました。

陳 勇（Chen Yong）博士大連海洋大学副学長を含め３名
と、今回の訪問団のコーディネーターとして東京海洋大
学の婁小波教授が同行され当研究所に来所されました。

◎日　時： 2015年12月９日（水）14：00～16：00
◎場　所：当研究所会議室
◎来訪側参加者：
陳 勇（Chen Yong） ●大連海洋大学 副学長

劉 永虎（Liu Yonghu） ● 大連海洋大学海洋科学

技術環境学部

婁 小波  ●東京海洋大学 教授

他１名
◎漁村総研側参加者：
影山 智将 ●理事長

伊藤 靖 ●第２調査研究部長

■内　容：
１．あいさつ
陳 勇 博士より来日目的の説明があった。
影山理事長より歓迎のあいさつ

２．話題提供
①日本における漁場整備の現状：
② 海洋牧場の効果について（岡山県白石島の事例）
伊藤 靖　●第２調査研究部長

③質疑応答

話題提供後、質疑を行ったところ、浅海域における
藻場干潟の造成・稚魚の増殖場に加え、保護区の設定
により周辺海域の漁獲量の増加が見られたことについ
て、非常に関心があり大連地区においても同様の研究
を行いたいとのことであった。
2016年には大連大学において海洋牧場のシンポジ
ウムを行う予定とのことで当研究所からの参加要請が
あった。

（第２調査研究部 部長　伊藤 靖）

視察内容

▲ 左から婁 小波 博士、影山理事長、陳 勇 博士、
伊藤部長、劉 永虎 氏

はじめに
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当研究所伊藤ほか３名による研究論文が
日本水産工学会 水産工学論文賞を受賞しました

当研究所第２調査研究部長の伊藤靖ほか３名による
研究論文、「震災で発生したコンクリートがらの漁場施
設への適用性に関する研究」が、平成27年度日本水産工
学会水産工学論文賞を受賞しました。４月30日に開催
された平成28年度日本水産工学会総会にて授与式およ
び受賞記念講演が行われました。

①研究論文名と著者
◎研究論文名：「 震災で発生したコンクリートがらの

漁場施設への適用性に関する研究」
◎著者（当時所属）：
 伊藤 靖 ●財団法人 漁港漁場漁村技術研究所

 不動 雅之 ●水産庁漁港漁場整備部

 田中 浩生 ●財団法人 漁港漁場漁村技術研究所

 綿貫 啓 ●財団法人 漁港漁場漁村技術研究所

②研究論文の概要
平成23年３月の東日本大震災に伴い、被災地では膨

大な量の災害廃棄物が発生しました。発災から１年経
過した平成24年３月時点でも仮置き場に搬入された災
害廃棄物のうち処理が完了したのは6.7％であり、現場
では迅速な処理が求められていました。
災害廃棄物のうちコンクリートがらについては、再

生骨材や砕石として再利用されていましたが、再生処
理のためのプラントへの材料運搬や再生材料としての
規格にするための破砕処理費用が課題となっていまし
た。また、津波による土砂の堆積、地盤沈下等によって、
被災地沿岸では魚介類の育成に重要な藻場や干潟が消
失しました。
そこで本論文では、現場で破砕処理したコンクリート

がらをプラントで処理することなく、そのまま粗骨材
として海藻の付着基質用のブロックに再生利用し、災
害廃棄物の処理と漁場回復を同時に促進することを目
指し、岩手県大槌町・宮古市田老において、海藻付着
基質用ブロックの製作方法の立案、試験打設・試験施工、

さらに施工後のブロックの海藻着生効果調査を実施し、
結果をとりまとめました。
研究成果は、水産庁発行「漁場施設への災害廃棄物等
再生利用の手引き」に、災害廃棄物の有効な再生利用の
手段の一つとして紹介されています。

授与式では著者全員に日本水産工学会の大竹会長よ
り表彰状が授与されました。著者を代表して、当研究
所の伊藤が、震災後の復旧作業で多忙を極める中、被
災自治体や複数の建設会社の協力、検討委員の専門家
の指導を得て研究をすすめることができたことに深謝
し、受賞記念講演を行いました。

はじめに

受賞した研究論文について

▲ 授与式の様子

▲ 受賞記念講演の様子

授与式および受賞記念講演
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漁港、港湾の技術者であれば、誰しも廣井勇博士の
名前は知っているであろうが、その廣井博士が札幌農
学校で内山鑑三、新渡戸稲造という著名人と同期生で
親交があったということを知る人は多くはないであろ
う。本書は、わが国における近代港湾建設の技術的基
礎を確立した廣井博士の業績と生涯について、その土
木技師（シビルエンジニア）としての高潔で真摯な生
きざまに深く感銘し傾倒した著者が、長年にわたる研
究成果をとりまとめたものである。
著者は語る。「廣井博士が同時代の世界の築港に係わ
る技術者・研究者と格段に相違する何かがあるに違い
ないという仮説から本研究は始まった。そして、（中略）
廣井勇博士の業績が当時の港湾工学の何を変え後世に
影響を及ぼしたかという視点を中心に研究を進めてき
た。」と。
本書は大きく２部から構成されている。第１部では

廣井博士の生涯が、その人格形成に及ぼした様々な人
物との出会い・交流にも触れながら、時には、著者の
心象風景も織り交ぜながら生き生きと描かれている。
鉄道、橋梁、築港、コンクリ―ト等廣井博士が研究に

取り組んだ各分野技術の1800年代後半の状況について
詳細に調査がなされており、その部分を読むだけでも
技術発展の通史的な把握ができ面白い。「真の技術者と
は千年にわたって評価を受けることを自覚するもので
なければならない」とした廣井博士の覚悟と実行が他
の工学者との際立った相違であるという著者の主張に
同意する読者も多いことであろう。
第２部は、業績編であり、著者が本書を世に問いた

かった直接の動機をなす部分でもある。①小樽港北防波
堤 ②廣井波力式 ③コンクリートの耐海水性 ④不静定
応力解析法の４件が紹介されている。著者は、個人の業
績を評価するには①当該論文を精読し、②その工学分野
における研究の歴史的経緯を調査して、当該論文の独自
性を解明するというプロセスを経る必要があるとし、そ
の手法に従い業績評価がなされている。私たちに最も身
近な波力式について、波浪観測データの乏しい時代にお
いて、「先例港湾に倣う方法から港湾技術者を解放し、
簡便かつ有効に設計できるようにした港湾工学上の功
績は極めて大きい。」とする著者の評価は正鵠を得てい
る。漁港・港湾関係技術者必読の一書である。

シビルエンジニア
廣井勇の人と業績

◎関口 信一郎 著
　HINAS
　（北海学園北東アジア研究交流センター）刊
　本体2,800円＋税
　（ISBN 978-4-905418-06-1）

影山理事長のオススメ！

オススメのこの1冊



The 論文

学会・シンポジウム等への論文投稿・発表（平成27年10月～28年3月）

編集後記

新年度に入り、残務整理、新規業務の打合せや、春季の現地調査、そして研報の発刊と慌ただしい日々を過ごしております。例年４月までは、
年度末の忙しさが継続して、ゴールデンウィークに、ほっと一息というパターンが続いています。せっかくの休みに脱力感からか、体調を崩
して寝込むことが多いので、今年は気を引き締めて？春を味わいたいと思います。 （H.M）

第14回全国漁港漁場整備技術研究発表会（27.10）
「木材増殖礁の増殖機能の評価と事業化に向けての課題」
「漁港の衛生管理における問題点と課題について」　
日本地域学会 第52回（2015年）年次大会（27.10）　「漁村活性化の取組の段階的な発展に関する研究」
2015年度水産海洋学会研究発表会（27.10）　「150トン型水槽を用いたスケトウダラ着底幼魚の魚礁性の検証」（共著論文）
第62回海岸工学講演会 論文投稿（27.11）
「マウンド礁周辺における流動及び水塊構造に関する現地観測」
「胸壁に作用する津波波力に関する実験的研究」（共著論文）
「津波時における船舶郡の漂流・座礁に関する水理実験と数値モデルの検証」（共著論文）
CIAC2015HAKODATA（ポスタ－発表）（27.11）　「日本の頭足類における漁場整備について」

活動報告（平成27年10月～28年3月）

◎平成27年度厳しい環境条件下におけるサンゴ増殖技術開発実証委託事業第２回検討委員会オブザ－バ－派遣【FIDEC】27.10.15　　◎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【大水・FIDEC】27.10.28　　◎平成27年度水産物輸出倍増環境整備対策事業のうちHACCP認
定加速化支援に係る産地関係者を対象とした品質・衛生管理講習会（南三陸町）講師派遣【海洋システム協会】27.11.5　　◎津波来襲時の漁船避難
マニュアル作成に係るワ－クショップ講師派遣【神奈川県湘南地域県政総合センタ－】27.11.12　　◎第２回アルミニウム合金製水門設計製作指針案
改訂小委員会【日本アルミニウム協会】27.11.18　　◎平成27年度水産物輸出倍増環境整備対策事業のうちHACCP認定加速化支援に係る産地関係
者を対象とした品質・衛生管理講習会(三重県熊野市産地協議会)講師派遣【海洋システム協会】27.11.20　　◎平成27年度水産公共関連民間技術
の確認審査・評価事業第１回委員会【漁港漁場新技術研究会】27.11.24　　◎平成27年度積算技術情報検討委員会【FIDEC】27.11.26　　◎平成
27年度水産物輸出倍増環境整備対策事業のうちHACCP認定加速化支援に係る産地の現地指導（三重県紀北町長島地区産地協議会）講師派遣【海洋
システム協会】27.11.26　　◎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【大水・FIDEC】27.12.2　　◎平成27年度水産工学関
係研究開発推進会議水産基盤部会講師派遣【FRA】27.12.14　　◎福井県立大学大学院海洋生態環境学特別講義ゲストスピ－カ－派遣【福県立
大学】27.12.16　　◎岩泉町水産振興に関する懇談会【岩泉町】27.12.10　　◎第９回調査研究成果発表会【漁村総研】27.12.18　　◎津波来襲時
の漁船避難マニュアル策定に係る講演会講師派遣【神奈川県湘南地域県政総合センタ－】28.2.19　　◎平成27年度水産公共関連民間技術の確認審査・
評価事業第２回委員会【漁港漁場新技術研究会】28.3.8　　◎平成27年度漁港漁場講習会講師派遣【全国漁港漁場協会】28.3.9　　
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〒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。

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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