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水産物輸出促進における
水揚げ港と輸出港の生産・物流機能について

02 

▲  

漁港や漁場の砂問題の解決に向けて

漁場整備には、その目的に従って、①効率よく漁獲を
行うための魚礁や浮魚礁、②稚仔魚のすみかや育成の場
としての増殖場、③低層に多く含まれる栄養塩を湧昇さ
せプランクトンの増加など海洋の基礎生産力の強化を図
るためのマウンド礁、④養殖場等を守るための消波施設、
⑤水域環境を保全するための作澪、浚渫、海底耕耘、藻
場・干潟の整備など、多様な手法がとられており、また、
コンクリートに留まらず、木材、石材、鉄をはじめ、石炭
灰までも使用されるなど、その材質も様々である。
漁場整備は、漁場を利用している漁業者のニーズを踏

まえて実施されることがほとんどであり、その点で、対
策手法や魚礁等の形状・材質を含めて要請者たる漁業者
の意見は尊重されるべきではあるが、その効果が明らか
になっていないものについては、行政担当者としてはそ
の採用を躊躇しがちになってはいないだろうか。という
のも、行政担当者は、最近、費用対効果という言葉に拘
束され、効果が明らかでないものには手が出せないとい
う呪縛にかかっているからである。一方で、海のことを
一番知っているのは漁業者であり、海の中の様子をさも
見えるかのごとく魚の習性を熱く語ってくる。その漁業
者たちが熱く語る要請内容に耳を傾け、多少、費用対効
果に疑問が残ったとしても、新たな手法、形状、材質の
漁場整備にトライしない限り、将来的な水産業の活路は
見いだせなくなってきているのではないだろうか。とい
うのも、地球温暖化等を背景として、魚や藻の繁殖域が
変わってきており、現在の地域に存在する魚や藻に対し、

従来の漁場整備手法では対応しきれていないのではない
かと考えるからである。
さて、話は変わるが、浮魚礁を公共事業で整備するよ
うになって久しい。この浮魚礁というものは、水深に関
係なく設置でき、非常に集魚効果が高い。大海原に釣り
糸を垂れても魚は釣れないが、浮魚礁の周りに釣り糸を
垂れれば、びっくりするほど魚が釣れる。しかも大物で
ある。このため、それを利用しようとする漁業者からは
非常に熱い要望が寄せられる一方で、底引き漁業者や延
縄漁業者など浮魚礁とは無関係に操業し、かつ、障害物
の無い広い漁場を必要とする漁業者からは、邪魔もの扱
いされる代物である。
人気が高いが故に、当初、地元の漁業者の意見だけを
聞き、他地域や他県から来ていた様々な漁業者からの意
見を聞かずに浮魚礁設置していたため、漁場操業をめぐ
り刃傷沙汰となったり、浮魚礁を切られたりもしている。
効果は高いが、ハイリスクなのである。
昨年、浮魚礁設置をめぐって、２県の漁業者のみなら
ず、行政関係者を含めてトラブルとなった。効果が高い
が故の悲劇かもしれないが、しっかりと漁業調整をとっ
た上で設置されるのであれば、これほど効果の高い魚礁
もないのかもしれない。
今、将来の漁業のため、それほど効果の高い漁場整備
手法を何か探して、モデル的にもやってみて、漁業者が
熱く語る姿を夢見たいと思っている。
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安政の三地震
理事長　影山 智将
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安政の三地震のことを書こうと思う。今から160年程
前に発生した地震と津波の話である。
「安政」という年号を聞くと、歴史好きの人は「安政の
大獄」を想起するに違いない。黒船の来航を受けて開国
か攘夷かで国論が二分する中、国力を考えて開国に舵を
切った政府（幕府）の方針に反対する人々を捕え処刑し
た幕末大河ドラマおなじみの事件である。安政の三地震
と言われる大地震は、実はこの黒船来航から安政の大獄
が始まる間のわずか数年間に次々と発生し大きな被害を
もたらし国の存立基盤を大きく揺るがしたのであるが、
このことはあまり知られていない。
安政東海地震は、嘉永7（1854）年11月4日、東海道沖を

震源地として発生し（推定M8.4）房総半島から高知ま
で津波が来襲し、死者は 2～ 3千人と言われる。時恰も
前年に黒船が来航。この年の 3月には、日米和親条約が
締結されたばかりで、伊豆下田においては、日本とロシ
アの交渉が行われていた。津波により下田の町の殆どが
被災し、停泊中のロシア艦船も座礁したにもかかわらず、
交渉は続けられたという。
翌11月5日、今度は安政南海地震が発生する。紀伊水
道から四国南方沖を震源とするこの地震（推定M8.4）も
津波による大きな被害をもたらした。死者は数千人に上
るという。大阪では余震を恐れた人々が川船に避難して
いたため、やがてやってきた津波によって多数亡くなっ
た。和歌山県の広村では、濱口梧陵が夜間避難を円滑に
進めるため稲わらに火をつけ人々を安全な場所に誘導し

多くの命を救った。この逸話を素材として、後日、「稲む
らの火」という戦前の教科書にも掲載された有名な物語
が創作され、11月5日は、昨年、国連総会で「世界津波の
日」に制定された。
異国船来航、度重なる地震、内裏炎上等凶事が重なっ
たため、嘉永 7年 11月 27日、安政に改元されたが、翌
安政 2（1855）年 10月 2日、今度は安政江戸地震（推定
M6.9）が発生する。今でいう首都直下型地震である。
安政江戸地震は、江戸の埋立地を中心に被害が発生し、

倒壊した家屋2万、死者は1万人余ともいわれ、大名屋敷
にも被害が及んだ。地震後、火災が発生したが、風が穏
やかであったことが幸いし、江戸市中の焼失面積は、関
東大震災（1923）のときの約20分の1であったという。
このように見てくると、安政期のわが国の置かれた極
めて困難な状況がわかるだろう。東海地震の翌日南海地
震が発生し、翌年には首都直下型地震が起き、社会的に
は、外国の軍艦がやってきて脅迫まがいのことをしてい
る。時の政府（幕府）は、このような困難な中でもよく耐
え、頑張ったと思う。
思えば、次に発生した南海トラフの地震、東南海地震
は戦時中（1944年）、南海地震は戦後の混乱期（1946

年）であった。災害は単なる自然現象ではない。自然現
象と経済社会活動との関係性である。では、果たして現
代社会は安政期と比べて優れた災害対応力（レジリエン
シー）を持っていると胸を張って言えるのかどうか、改
めて考えてみることも有意義ではないかと思う。
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特別寄稿

01 水産物輸出促進における
水揚げ港と輸出港の生産・物流機能に
ついて

国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所／港湾空港技術研究所　中泉 昌光
昭和58年農林水産省（水産庁）入省。研究休職（漁港漁場漁村総合研究所）、北海道開発局水産課長、水産庁水産施設災害対策室長、大臣
官房国際部国際交渉官、水産庁整備課長、計画課長を経て、現職（特別研究主幹）に至る。工学博士、技術士。

はじめに
食文化と食産業のグローバル展開のため、政府と民間

が水産物の輸出倍増に取り組んでいる中で、産地から輸
出まで一貫した生産・物流体制の高品質化及び効率化が
求められている 1）。産地においては、漁港や加工場を中
心に衛生管理対策が進められているが、その後の輸出先
国までの輸送はどうなっているのだろうか。
農産物、林産物、そして水産物の輸出港・空港や利用

輸送機関、温度管理を比較してみると、農産物は国際戦
略港湾（東京、神戸、大阪港）を中心に輸出されている
が、水産物は、主要な産地である北海道（苫小牧港、千歳
空港）と九州（博多港・福岡空港）も主要な輸出港・空港
となっている。輸送機関の中で、コンテナ貨物輸送は一
般的であるが、水産物に関してはその温度帯を反映して、
鮮度保持のためのリーファーコンテナの割合は91%（農
産物は40%）と極めて高い。このように水産物は、農林
産物と明らかに異なる特徴を有している。
そこで本稿では、水産物の特徴である①HACCP基準

の順守（衛生管理対策）、②貯蔵期間の極めて短いものの
鮮度保持対策や③魚種、温度帯や輸出先国に応じた物流
特性を踏まえ、水揚げ港の生産機能や輸出港・空港の物
流機能を明らかにするとともに、輸出促進に向けた課題
と対応について述べる。なお、これらは、財務省貿易統
計を基本に品目、通関地、輸出先国及び輸送機関別に水
産物の輸出量・額を分析し、通関地と輸出港湾・空港の
関係は、国土交通省の全国輸出入コンテナ貨物流動調査
及び国際航空貨物動態調査から水産物に関す
る個別データを抽出して確認した結果に基づ
くものである。また、国内外の輸送機関、リー
ドタイム等については、生産者・加工業者、
輸出業者、船会社等からのヒアリングによる
こととした。 なお、国別品目別の輸出の見通
しや産地の衛生管理対策については、発表論
文 2）を参考とされたい。

輸出水産物の特性
水産物輸出額の推移を図1に示す。東日
本大震災の影響により輸出額が大きく減少
していたが、近年は増加傾向にあり、リー

マンショック以前にほぼ回復している。輸出先国別に
は、2007年のピーク時までの回復に至っていないのが
韓国、EUとロシアであり、他方、新たに輸出先国として
輸出が増加しているのが、ベトナムと台湾である。現状
（2014年）では、香港、中国、タイ、ベトナムなどアジア
が77%、米国が18%を占めている。品目別には、ほたて
貝、真珠、さば、まぐろ類、ぶり、調整品の貝柱、なまこ、
練り製品などが多い。
国ごとに輸出品目に特徴があり、香港へは、真珠、ほ
たて貝柱、乾燥なまこ、米国へは、ほたて貝、ぶり、中国
へは、ほたて貝、さけ・ます、韓国へは、活魚、すけとう
たらが輸出されている。ほたて貝、さば、さけ・ます、
養殖ぶり、さんま等は、国内生産の変動により国内生産
価格が乱高下しやすい魚種である。例えば、さけ・ます
は、輸出により国内生産価格とともに輸出価格も増加し
ている。しかし、ほたて貝は輸出量が国内生産量の 8割
近くに達しており、国内消費量は半減している。ほたて
貝については、本来の国内消費需要への対応を考える
と、現状の生産レベルでは輸出の増加は難しくなってく
るものと考えられる。ほたて貝は、殻付き（冷凍）での
中国輸出が増え、自国での殻除去や水漬け等の加工の後
に自国消費や米国へ輸出されている。さけ・ますはドレ
スやセミドレスで中国へ輸出され、自国でフィレ等に加
工して欧米へ輸出されている。なまこは中華料理の高級
食材として需要が高く、高値で取引されることから、国
内生産の 7、8割が輸出に仕向けられ、資源状況が懸念

図1　水産物輸出額の推移
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されている。養殖ぶりはフィレ等に加工したものが米国
へ、かつお・まぐろ類は缶詰加工向け原料としてタイへ
輸出されている。
輸出は国内生産価格の安定に寄与するものの、魚種に

よっては今後資源状況への影響や国内加工業の空洞化が
懸念される。
水産物を活、生鮮、冷凍やラウンド、フィレに分けて、

過去の輸出額ピーク時（2007年）と 2014年を比較して
みると、水産物全体の平均価格に対して価格の低い魚
（冷凍）は 5割から 4割に減少し、価格の高い魚（生鮮・
冷蔵）が約半減する一方で、価格の比較的高い軟体動物
（貝・いか・ほや等）がほたて貝の輸出増により4割に倍
増している。活魚と魚（生鮮・冷蔵）はここ数年高い価
格に支えられ増加の兆しがある。活魚、魚（生鮮・冷蔵）
等についてさらに国別に比較してみると、活魚は近隣の
韓国，台湾に輸出されているが、中国はこ
れまで皆無に近い。これは活水産物の輸
出の際に必要とされる輸出証明書の取扱
が十分整備されていなかったことによる
ものである。魚（生鮮・冷蔵）については、
韓国の大幅な減少が見られ、経済情勢等が
反映された結果である。他方、魚（フィレ）
は2008年から始まった養殖ぶりの輸出に
支えられ米国を中心に輸出が増加してい
ることや、ほたて貝（活・生鮮・冷蔵）が
ここ数年急増加するなど新たな傾向が見
られる。

利用輸送機関の特性
輸出港・空港からの輸送機関としては、

海上貨物（コンテナ）輸送が主体である
が、航空貨物輸送が金額で3割近く占める。
海上貨物（コンテナ）輸送により魚（冷凍）
や調整品、海上貨物（非コンテナ）輸送に
より活魚、生鮮・冷蔵・冷凍もの、航空貨
物輸送により活魚、生鮮・冷蔵もの、フィ
レ加工もの、調整品、真珠等が輸出されて
いる。輸送には温度管理が求められるこ
とから、コンテナ貨物ではリーファーコン
テナ（91%）が使用されている。その他の
海上貨物（非コンテナ）は生鮮・冷蔵もの
であれば蓄冷・保冷剤とともに発泡スチ
ロール箱に箱詰めされ、これを積み込ん
だ保冷車ごとフェリーで輸送されている。
航空貨物も発砲スチロール箱に箱詰めさ
れて輸送されている。混載状況をみると、
海上貨物（コンテナ）はFCL貨物（99%）、
航空貨物は小口貨物（直行貨物）（92%）
である。
水産物の温度帯・形態と価格の関係及

び輸送機関の輸送コストとリードタイムの関係を表した
のが図2である。航空貨物輸送は、輸送コストが高いが
短時間（離陸から到着まで：アジア1～8時間，EU・北
米 10～ 13時間）で輸送できることから、価格の高いも
のや高い鮮度保持のため短時間での輸送が必要なものに
利用されている。海上貨物（コンテナ）輸送は、輸送時間
（出航から到着まで：アジア1～9日，北米9～33日）が
長いにもかかわらず輸送コストが低いことから、輸送時
間にこだわらず価格の低いものの大量輸送に利用されて
いる。海上貨物（非コンテナ）輸送はこれら中間的な特
徴を有し、高い鮮度保持が必要なものを近隣国へ輸出す
る場合などに利用されている。
輸出促進のためには、価格の低い冷凍ものよりは価格
の高い活魚や生鮮・冷蔵、フィレ等加工ものを拡大すべ
きだが、活きたまま、あるいは高い鮮度保持での輸送が

図2　利用輸送機関の特性
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必要であることから、リードタイムを短くしなければな
らない。こうしたことから、航空路を利用した輸送では、
主要産地（北海道、九州・四国）に所在する新千歳空港、
福岡空港や、世界各地への便数の多い成田空港から香
港・台湾・北米・欧州へ輸出されているが、近接航路を
利用した輸送では、主要産地（九州・四国）に所在し輸出
先国に近い博多港、下関港から毎日就航するフェリー等
で韓国、及び産地から直接活魚運搬船で韓国へ輸出され
ている。

利用港湾及び空港と物流経路
国土交通省「全国輸出入コンテナ貨物流動調査」と「国
際航空貨物動態調査」の水産物に関する個別データを分
析したところ、貿易統計による通関地を概ね輸出港ある
いは輸出空港と見なせることが明らかになった。通関地
別の輸出を図3に示すが、主な輸出港・空港は、国際路
線の多い京浜港、阪神港、成田空港と主要産地に所在す
る苫小牧港、千歳空港、博多港、福岡空港である。
通関地と利用港湾及び空港の関係や利用輸送機関特性

を踏まえ、漁業・養殖業統計と貿易統計を分析すること
で、生産地から輸出先国までの経路と利用輸送機関が明
らかになる。例えばほたて貝について生産から輸出まで
の経路をみてみると、流通拠点港には周辺漁場から生産
されたほたて貝が水揚げされ、背後地等に所在する登録
及び認定加工施設で輸出向けの荷姿にされる。冷凍もの
は苫小牧港（金額で51%）、石狩湾新港（13%）から、あ
るいは東京港、横浜港（21%）から輸出、活・生鮮・冷蔵
ものは新千歳空港から中国、香港へ、下関港と博多港か
ら韓国へ輸出されている。水産物の輸出において、漁港・
港湾・空港は、衛生管理対策を含めた水産物の流通拠点
であり、港湾・空港は鮮度保持対策を含めた輸送機関の

拠点として、生産地から輸出先国までの重要な生産・物
流機能を果たしていることがわかる。

輸出先国と品目の重点化
これまでの取組のように、政府（行政）と民間が、輸出
先国の需要や資源状況、国内生産動向や消費動向等の情
報を共有し、重点国・品目を設定することは重要である。
重点国としては、かつてのピーク時までの回復に至って
いない国と新たに輸出先国として輸出が増加している国
であり、品目としては温度帯や形態の選択や新たな魚種
の開発があげられる。施設登録や証明書等発行の手続き
は輸出先国との取り決めを伴うことから、輸出現場から
の要請を踏まえつつ、国及び地方政府（行政）による輸出
環境の整備は不可欠である。

活・生鮮・冷蔵、フィレの輸出拡大
品目については、資源状況や国内加工業の空洞化の懸
念を考慮しつつ、価格が高い活魚、生鮮・冷蔵やフィレ
等加工ものを拡大すべきである。このためには、水揚げ
港や産地市場の関係者（行政・民間）は輸出関係者も関
与させながら輸出品目にも注目した衛生管理対策を講
じ、輸出関係者（行政・民間）は輸出先国までの鮮度保持
対策を強化する必要である。活魚や生鮮・冷蔵ものは、
速やかに船積みし、短時間に輸送しなければならないこ
とから、世界各地と結ぶ国際航空路やフェリー、RORO

船による近接航路を十分に活用すべきである。しかしな
がら現時点では、活用されている近接航路は下関港・博
多港から韓国への輸出に限られている。
魚種や貯蔵方法に応じて、初期鮮度やその後の鮮度低
下の速度が異なるが、リードタイムは、所要の鮮度が保
持できる貯蔵期間以内でなければならない。リードタイ

ムは、国内外での輸送機関機関やその経
路の選択だけでなく、証明書の発行等
の円滑化に要する時間の影響も受ける。
また、鮮度保持速度を遅延させることが
できれば、所要の鮮度が保持できる貯蔵
期間が長くなり、（リードタイムが長く
なるものの）低コストの輸送機関や経路
の選択の範囲が広がる。すなわち、活・
生鮮・冷蔵ものの輸出拡大には低コス
トでの輸送の効率化と高い鮮度保持が
必要であり、前者については、リードタ
イム短縮として、①適切な輸送機関（積
込・荷卸の速い近接航路や内航フェリー
（高速）の活用、活魚運搬船の活用）と経
路の選択、②輸出に係る証明書の発行等
の円滑化、後者は、③鮮度低下の遅延化
（衛生管理対策、漁獲・水揚げから輸出
先国までの鮮度保持対策の向上）が考え
られる。図3　通関地別輸出（港湾利用と空港利用）
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産地北海道からの直接輸出（海上輸送）
韓国、中国に最も遠隔に位置する産地北海道からの直

接輸出の実現可能性について、輸出業者・船会社等から
のヒアリングに基づき検討してみた。図4に検討に用い
た輸送経路を示す。現状で主に利用されている輸送機関
及び経路〔①生鮮すけとうだら：陸送（保冷車）→下関
港（通関地）→国際定期フェリー（毎日就航）（保冷車乗
船またはリーファーコンテナ）→釜山港　②活ほたて・
活ほや：陸送（活魚車）→小樽港→内航定期フェリー（毎
日就航）→敦賀港か舞鶴港→陸送（活魚車）→下関港か博
多港（通関地）→国際定期フェリー（毎日就航）（活魚車
乗船）→釜山港〕のリードタイムは3～4.5日である。就
航便数が少ないことや証明書発行等の関係から、北海道

からの直接輸出は、一部〔生鮮すけとうだら：陸送（保
冷車）→石狩湾新港（通関地）→国際定期コンテナ船（週
1便）（リーファーコンテナ）→釜山港〕に限られている。
証明書発行等の円滑化や鮮度保持対策の向上により、苫
小牧港及び石狩湾新港からの直接輸出の可能性が考えら
れる。中国向けに対しては、道内からの直接輸出ではな
いが、中国航路（フェリー）を有する大阪港からの輸出が
考えられる。活魚車や保冷車の中国乗り入れに向けた環
境整備も必要である。

輸出促進に向けた課題と対応
輸出促進のためには、価格の高い活魚や生鮮・冷蔵も
の、フィレ等加工ものを拡大すべきである。速やかに船
積みし、短時間に輸送しなければならないことから、低
いコストでの輸送の効率化（リードタイム短縮）や高い
鮮度保持（鮮度保持対策の向上）が求められる。すなわ
ち、世界各地と結ぶ国際航空路や、内航フェリー（高速）
等を活用しながらフェリー、RORO船による近接航路を
十分に利用すべきである。証明書発行等の円滑化はリー
ドタイム短縮に寄与する。鮮度保持対策の向上は、鮮度
の低下速度を遅らせ、低コストでの輸送機関や経路の選
択の範囲が広がる。こうした取組により、中国輸出や北
海道からの直接輸出の実現の可能性も高まる。中国への
輸出拡大や北海道からの直接輸出に関しては、漁獲・水
揚げ・加工段階、輸送段階における鮮度保持に係る実証
試験等を通じて、新たな鮮度保持対策の開発や国内外の
利用輸送機関及び経路の適切な選択が求められる。

  参考文献  

1） 農林水産物・食品の輸出に係る物流検討会（国土交通省・農林水産省）：
課題と対応、pp.1-12、2014

2） 中泉昌光：水産物輸出促進における漁港・港湾等の生産・物流機能に
ついて、土木学会論文集B3海洋開発）Vol.72、No2、 2016図4　検討に用いた産地北海道からの輸送経路
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特別寄稿

02 漁港や漁場の砂問題の解決に向けて
国立研究開発法人 水産研究・教育機構
水産工学研究所 水産土木工学部 部長　中山 哲嚴

昭和56年農林水産省（水産庁）入省。水産工学研究所漁港水理研究室研究員、水産庁漁港部計画課整備計画係係長、国土庁計画・調整局
調整課計画官、水産庁漁港部計画課計画官、水産工学研究所漁港水理研究室主任研究官、水産工学研究所漁港水理研究室室長、独立行政
法人水産総合研究センター 水産工学研究所 水産土木工学部水産基盤グループ長を経て現職に至る。

1．はじめに
漁港は港湾に比べて利用水深が浅く、防波堤などの施

設も浅い水深に整備される。こうしたことから、波の動
きが強いために砂が大量に移動する水深帯に位置するこ
とが普通である。このようなことから、全国的に砂の漁
港内への侵入も大きく、いったん港内へ輸送された砂は
波浪等の外力が弱いので港外へ輸送される量は極めて少
ない。その結果、港内の水深が浅くなり、漁港利用に大
きな支障が出ることとなる。漁港利用を確保するために
は浚渫するなどの管理が不可欠である。しかし、漁港の
管理の多くは、市町村であり、浚渫などの維持管理のた
めの財政負担は厳しい状況にある。
漁港での砂の堆積問題は今に始まったことではなく、

漁港整備初期の時代からの問題であるが、先に述べたよ
うに、漁港は水深が浅い、土砂供給の多い河口に位置す
るなどの理由から、長きにわたり大きな課題の一つに
なっている。漁港内への砂の侵入を少なくする努力は
営々として行われてきた。当然ながら、海岸工学におけ
る主要課題である土砂移動に関する研究成果を取り入れ
ながら、対策が行われてきたが、完全には解決されない
大きな問題の一つとなっている。さらに東日本大震災に
おいては港口部や港内で激しい土砂移動が起こり、港口
部周辺では大規模な洗堀や港内の土砂堆積が生じてい
る。洗堀は、周辺構造物の安定性を損なう可能性がある
ことや港内の過剰な堆積は救助活動や災害復旧活動に支
障となる。こうしたことから、津波来襲に伴う漁港周辺
の地形変化を予測し、漁港施設安定性確保のための対策
や災害発生後の支援・復旧活動確保のための対策を講じ
る必要があるであろう。
漁港のみではなく、干潟造成などの漁場整備も土砂移

動をコントロールし、良好な漁場を造成することが求め
られているが、好適な漁場環境の長期的な維持が大きな
課題となっている。また、岩礁藻場では砂による埋没な
どのために良好な藻場が消失する例も少なくはない。あ
るいは砂礫が荒天時に岩礁に押し寄せ、海藻のみならず
アワビなどの岩礁性水産生物に大きな被害をもたらすこ
ともある。
漁港や漁場での土砂移動をコントロールするために

は、波、流れによる砂の動きを精度よく予測することが
最重要項目と考えられるが、砂の移動を正しく予測する

ことは現在でも海岸工学上大変難しい問題であり、研究
が進められている。
本稿では、近年漁港周辺の地形変化を精度よく予測で
きる数値計算手法が開発され、多くの漁港で既に適用し
ている例を紹介するとともに今後の漁港漁場での砂移動
対策の方向性について述べる。

2．漁港における維持浚渫等の現状と方向性
まず、漁港での維持浚渫等の実態について、漁港漁場
漁村総合研究所が行った調査結果（平成24-25年度水産
基盤整備調査委託事業航路・泊地埋没対策手法調査報
告書）の一部を紹介する。我が国はご承知の通り、海岸
浸食が進行しているが、その中で漁港では逆に埋まって
困っている漁港が全体の 33パーセント余りに達してい
る。茨城、富山、千葉、愛知、山口、岡山が管理する漁港
の 50％以上の漁港に問題があると回答している。北海
道が全国の問題有り漁港数の17％を占め、次いで千葉の
8％になる。
維持浚渫の実態の概要は以下の通りである（図1参照）。
① 維持浚渫の実績としては、1位泊地、航路とも 1年

1回、1年3回以上の漁港8

② 平均規模は5000m
3以下で航路は約74％、泊地は約

84％であった。 

③ 平均金額は 1000万円以下で、航路は約 46％、泊地
は49％であった

上記のようなこととなるが、港内・航路に堆積した土

図1　 漁港での浚渫の状況
（平成24-25年度水産基盤整備調査委託事業航路・泊地埋
没対策手法調査報告書より）
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砂は浚渫量よりはるかに多く、利用に支障をきたさない
よう最小限の領域を浚渫しているのが実態である。漁港
全領域が正常に機能できる状態とはなっていない。維持
浚渫は漁港管理者が行うが、財政が逼迫している管理者
が多く、機能維持に苦労しているのがデータに現れてい 

る。港内への堆砂を減少させる対策を行わない限り、財
政負担の規模を減らすことは困難であるのは言うまでも
ない。対策には、施設整備が必要で当然財政負担を強い
られることになるが、現状がどのような状況で、どのよ
うな整備をどこまで行うかについて十分な検討をしてい
る漁港は極めて少ない。また、有効な対策を見出すため
には、これまでの漁港周辺での地形変化を把握するモニ
タリングが必要であるが、多くの漁港では実施していな
いのが現状である。
上記のような背景を踏まえて、「どのように漁港内の堆
砂問題を解決するか？」であるが、主要な点は以下のよう
であろう。
① 前提条件として、砂の侵入を完全には止められな
い。周りには砂があり、波流れがあるから、砂は動
く。当然港内にも入ってくる。漁港内は漁船を係留
するところだから、当然港外より静かであり、いっ
たん入った砂は港外に輸送されにくい。

② 砂の動きを精度よく予測できる数値計算手法を現状
分析、対策の効果評価に利用する。

③ 砂の動きをできるだけ正確に把握する。漁港周辺の
地形変化や漁港施設の整備段階での地形変化、港内
への堆砂状況の把握が重要である。荒天時に大量に
砂が堆積することが比較的多い。何より、現地での
モニタリングが重要であり、コストパフォーマンス
の良いモニタリング技術開発が必要となっている。

④ これまで採用されていない新たな工法の検討が必要
である。

3． 漁港の地形変化に適した数値モデル
（以下港内埋没モデル）
砂は波や流れにより、巻き上がったり、砂面上を転が

りながら、移動する。砂が移動する量は、流れが大きい
ほど多くなる。台風や冬季風浪などの時、海岸に押し寄
せる水塊は砂を大量に含んで濁っているのをよく観察す
る。特に台風などの激浪時には、水深が浅い領域では巻
き上がった砂つまり浮遊砂による移動が卓越する。
砂の動きは、来襲する波浪や流れによって大きく変動

する。漁港など防波堤で囲まれた領域は、基本的に港内
が静穏なために港内での砂の巻き上げによる移動は小さ
くなるので、浮遊砂を多量に含んだ水塊が港口部から輸
送されるとその砂のほとんどが沈降する。このような現
象の積み重ねによって、港口部周辺に砂が堆積すること
となる。更に波が不規則に砕けることにより、波の周期
より数倍から数十倍の長い周期の波（長周期）が発生す
る。場合によっては沖から長い周期の波が来襲する場合

もある。この波は漁港内ではなかなか減衰しない上、輸
送距離が波より極端に大きくなる。このような現象が浮
遊砂を多く含んだ水塊を港内奥に輸送する。
上記のような砂の動きをよく表現できる数値計算手法
が数年前に開発され、漁港に適用され、その有用性が確
認されている。
ここでは数式等は紹介しないが、この数値計算手法は、
波・流れを計算できる非線形波動方程式（修正ブシネス
ク波動方程式）と浮遊砂の巻き上げ・移流・拡散する挙
動を精度よく予測できる準三次元浮遊砂輸送モデルを結
合したものである。波流れにより、砂が巻き上がり、輸
送されるプロセスを時間、空間で計算できる手法である。
砂移動に伴う地形変化は逐次地形に反映され、地形変化
による波流れの変化も同時に考慮できる仕組みになって
いる。数値計算のフローを図2に示す。

4．港内埋没モデルの適用例
前述の数値計算手法を適用した青森県三沢漁港を紹介
する。既に述べたが、ここで紹介した以外でも多数の漁
港で適用している。詳しくは平成24-25年度水産基盤整
備調査委託事業航路・泊地埋没対策手法調査報告書な
どを参照されたい。
青森県三沢漁港は、太平洋側に位置し北向き漂砂の遮
断による北側海岸の侵食の問題とともに、航路・港内埋
没が大きな課題となっている。
そこで、2007年に実態把握及びその対策を検討するた
めに、これまでの漁港周辺の地形変化や現地調査による
浮遊砂・砂面変動等現地調査並びに港内埋没モデルによ
る解析を行った。
簡単に現状を以下に述べる。同漁港は砂浜に整備さ
れ、漂砂対策が継続的に行われてきた。港内・航路静穏
確保のために島堤が整備されたが、その周辺で顕著に砂
が堆積した。その量は4年間で9万m

3程になる。図3に

図2　港内埋没モデルの計算手順
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地形変化の例を示す。この図から、島堤、主防波堤に囲
まれた航路部で大きな堆積が生じていることがわかる。
図4に港内埋没メカニズムの模式図を示す。三沢漁港周
辺の漂砂は大略的に紙面左向き（北向き）
に流れている。したがって、紙面右側から
砂が供給され、島堤周辺を流れ、島堤・主
防波堤背後航路部に生じる循環流により、
航路部に堆積する結果となる。
このようなことから、紙面右から航路部

に供給される砂の量を如何にするかが対
策のポイントとなる。この対策を検討する
ため港内埋没モデルを適用した。
図5に計算結果を示す。なお、同図の
堆積量は、計算結果（大波浪時短時間）を
1年間に換算している。短期的な埋没を
換算しているために、計算結果は実測（図
3）と若干異なるが、概ね傾向は同様であ
る。対策としては前述の埋没メカニズムか
ら、島堤と主防波堤を連結し、かつ航路部
に生じる循環流を抑制することとなる。こ
のような点から種々の対策を同モデルに
より検討した。その一例を図6に示す。同
図では、島堤と主防波堤の連結は共通であ
り、図（a）は航路部を囲むような防波堤配
置、図（b）は突堤上の防波堤及びその先端
に潜堤及びその背後不透過堤を配置して
いる。このような対策により、航路部の堆
積を大幅（現況の数％程度）に減ずること
が可能と考えられた。特に図（b）は航路
に堆積する砂を潜堤＋不透過堤間の水路
により、漂砂下手（図左側）に効率よく輸
送することが示されている。

5．簡易な地形変化計測手法
三沢漁港の検討においては、現地観測を

実施したが、その際に、簡易に砂面の変
動を計測できる圧力計を利用した砂面変
動計測法をここで紹介する。
砂面変動は、図7に示すような高さを

固定した水位計と、砂面変動に追従するよ
うに比重調整した水位計の出力差から変
動を計測した。その結果、時化の間に生じ
た 1m程度の地形変化（侵食）を計測して
おり、潜水士による目視確認等からも妥当
な砂面変動であった。本計測法はその後
多数の漁港で利用されており、精度は超音
波式の砂面計と同意程度であることが確
認されている。更に本計測器は1台あたり
10万円以下で製作可能で、かつ設置も容
易である。

漁港周辺の地形変化を連続的に捉えることは漂砂対
策を検討する上で極めて重要である。
これ以外にも小型船舶による遊漁用のプロッタ魚探を

図3　三沢漁港周辺の地形変化（実測）

図5　三沢漁港港内埋没モデル現況計算結果

図4　三沢漁港港内埋没メカニズム模式図
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用いた簡易な深浅測量も可能であり、計測に要する日数
は通常の漁港では1日程度で十分であり、精度も十分あ
り、有効かつ経済的である。

6．新たな工法について
ここでは紹介しないが、検討ではこれまであまり対策

で用いられていなかった構造がある。それが潜堤である。
潜堤は港口の漂砂対策ではこれまで実施されたことがな
い。しかしながら、潜堤は、通常波浪時では。砂止堤とし
て機能し、激浪時には港口部への砂の侵入を阻止する効
果があり、有効な手段であることが今回の検討で明らか
になった。三沢漁港に見られるように、潜堤と不透過堤
の設置による砂輸送水路とも言える構造も効果があるこ
とが示され、漂砂下手側へのサンドバイパス機能を付加
することができることを示した。
潜堤は波の反射も小さく、港内・航路部への悪影響が

少ない。しかし、水没しているためにその
位置を視認しにくいために、注意しないと
漁船が座礁する危険があることから、敬遠
されがちなようである。このために潜堤部
位置をハッキリと認識できるよう標識を
設置したり、航路部からできるだけ離すな
どの対策が不可欠である。

7．終わりに
本稿では港内埋没モデルを中心に紹介
したが、河口周辺の土砂移動や漁港周辺の
砂浜を広く含んだ長期的な地形変化予測
や津波による漁港周辺の土砂移動のため
の数値計算手法も開発されており、別の機
会に紹介したい。
砂移動は計算のみでは十分ではなく、過
去の諸データの見直しや現地調査あるい
は水理模型実験による検証等が不可欠で
ある。現地観測等に際しては、ここに紹介
した砂面計測法や簡易な遊漁用魚探の利
用も有効である。加えて、先に述べたよう
な新たな構造物へのチャレンジも必要だ
と考えられる。こうした検討を行うため
には、全国の港内埋没で悩んでいる技術者
の皆様の協力なくしては不可能です。今
後ともご支援、ご協力よろしくお願いいた
します。
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報  告

01 第19回日韓漁港技術交流会議発表報告

1．はじめに
「第 19回日韓漁港技術交流会議」が平成 28年 6月 23

日（木）に公益社団法人全国漁港漁場協会の主催、当研究
所の共催により、札幌コンベンションセンターにて開催
されました。
今年は、「新しい流通・加工に対応した漁港のあり
方」をテーマに日韓両国から計5件が報告され活発な議
論が行われました。
ここでは、日韓両国から報告された5件の発表の概要を

お知らせします。

2． 漁港における品質・衛生管理の取り組み
（水産庁計画課　高原 裕一 課長補佐）
漁場において漁獲された水産物や養殖された水産物

は、漁港等で陸揚げされた後、産地市場や消費地市場、ま
た加工場、小売店或いは量販店などを流通し、消費者の
もとへ届けられている。
食の安全・安心に関する社会的関心

が高まる中、特に食品の中でも品質が劣
化しやすく、腐敗までの時間が短い水
産物に対して、消費者は「鮮度」ととも
に「安全・安心」を重視している。また、
様々な水産物について漁獲から食卓に
至るサプライチェーンの入口となって
いる漁港における水産物の取扱につい
ても、消費者は高い関心を有しており、
衛生管理の取組により、水産物の品質の
安定や信頼性の向上等が期待される。
また、世界的に水産物の需要が高まっ

ている中、「和食ブーム」などとも相まっ
て、我が国の水産物の輸出は増加傾向に
あるが、輸出相手国が求める食品の衛生
基準に適合する必要がある。なかでも
EUへの輸出においては、生産（養殖場、
漁船）から加工・流通に至るまで、それ
ぞれの段階で衛生基準を満たすことが
求められている（図2.1）。
水産物は一度その品質を低下させて

しまうと、その後の流通過程で回復させ
ることは困難であることから、漁獲から
食卓までのサプライチェーン全体で適
切な衛生管理が必要となる。
具体的には、食中毒菌などの混入を防

ぐため、適切な排水・廃棄物の処理、清

浄な水の利用、鳥獣などの侵入防止などハード面、ソフト
面での対策を行うとともに、施設を利用する関係者（生産
者、市場開設者、卸売業者、仲卸業者、流通業者及び漁港
管理者）間で意識を共有し、衛生管理の実施体制を構築し、
衛生管理に関わるルールづくりとそれをもとにした定期的
なモニタリングの実施などの管理、運営面での取組が非常
に重要である（図2.2）。
水産庁では、漁港における衛生管理の重要性を踏まえ、

漁港漁場整備長期計画（平成23年3月閣議決定：計画期
間平成 24年度～平成 28年度）において、水産物の流通
の拠点となる漁港における品質・衛生管理対策について、
重点的に取り組む課題として位置づけ、漁港漁場整備事
業などを通じて推進している。
また、平成20年6月には、漁港の衛生管理を進めるに

あたっての目安となるよう、漁港における衛生管理基準
（水産庁漁港漁場整備部長通知）を策定し、水産物流通の

図2.2　漁港の衛生管理対策

図2.1　EU諸国へ輸出に当たって必要な対応について
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拠点となる地区における衛生管理対策の強化を図ってい
る（表2.1）。
品質・衛生管理の取組により、鮮度の保持、ブランド

力の構築、魚価の向上といった効果がみられる。また、
産地市場の統合等との取組と相まって販路が拡大する効
果や地域に人が集まることによる地域振興に寄与する効
果も見られる（図2.3）。

３． 清浄漁港導入方案の研究
（韓国漁村漁港協会　南光薫 R&D融合チーム長）

3. 1　概要
第 2次漁村・漁港発展基本計画（2014～ 2018）の漁

港部門では、『価値ある安全な漁港づくり』を目標に、『安
全できれいな漁港の造成』を戦略とし、『衛生管理の強
化』（衛生管理型漁港の造成、クリーン漁港の育成、漁港
水質管理基盤構築）のため、“清浄漁港導入”を図ること
としている。
清浄漁港とは、国民への安全できれいな水産物の供給

にとどまらず、漁港の多元的機能のための漁港区域全般
にわたる衛生的な環境と清潔な条件を備えた漁港であり、
漁港内に水産物処理区域を中心とする漁港陸域および水
域をすべて含むだけでなく、関係者に対する教育および
広報など、ソフトウエアとヒューマンウエアまで含めた
統合開発モデルを構想し、モデル事業の推進による開発
効果を検証した後に、本事業を拡大していく計画である。
具体的には、水産物産地拠点流通センター（FPC）造

成事業により拠点型委託販売場の整備を進めている。
3. 2　漁港のリスク要素
漁港のリスクを、①水産物処理区域、
②漁港陸域、③漁港水域とに分類し、そ
れぞれの危害要因を分析した。
水産物処理区域のリスク要素として
は、漁船からの人力運搬、風雨、鳥獣侵
入、床面陳列、手指競売、運搬車両侵入
等が挙げられる（図3.1）。一方、漁港陸
域では、表出水の流出、廃漁具・魚箱の
積載、鳥獣侵入、生活ごみ投棄等が、漁
港水域では、漁船からの氷や廃棄物の投
棄、浮遊ゴミ、沈積廃棄物、水域底質汚
染、未処理用水排出などがリスク要素と
して挙げられる。
3. 3　外国（ポルトガル）の事例
ポルトガルにおいては主要拠点漁港
に漁港の運営・管理を行う専担機構
（DOCAPESCA）を設立し、漁港の衛生・
環境を効率的・体系的に管理している。
DOCAPESCAはポルトガル政府が出資
した６つの企業の主要拠点となってい
る漁港に支部を設立し 22の漁港を管理
しており、水産物の委託販売から漁港管
理運営などの業務を一括して担当して
いる。

DOCAPESCAでは、水処理施設、荷役
空間のサンルーフ、電子競売、閉鎖型の
委託販売場、フェンスによる関係者の出
入管理、コンベアベルトの利用による水
産物鮮度管理、衛生教育のための教育施
設などを設け、揚陸→選別→委託販売→

表2.1　漁港における衛生管理基準の定義と考え方

図2.3　取り組み事例：高知県田ノ浦漁港
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出荷の各段階で露出するリスク要素を最小化す
るとともに、マニュアルによる漁港関係者の教
育で人により発生する可能性のあるリスク要素
の露出の最小化を図っている。
この先進事例から以下の諸点の重要性が示唆

された。
⑴  圏域別の拠点化（圏域別に代表的なHACCP

漁港を造成し、国民に衛生的・安全な水産物
供給を行うこと）

⑵  衛生管理システムの先進化（水産資機材の現
代化及び標準化、電子競売システムの導入、
標準魚箱及び魚箱洗浄システムの導入を検討
すること）

⑶  マニュアル構築と教育・広報（漁港区域内水
処理システムの教育、水産物品質管理につい
ての教育・広報、水産物流の流れに応じたマ
ニュアルの構築を行うこと）

⑷  統合的ガバナンス体系の構築（漁港インフラ
開発と漁港施設の運営・管理の統合、衛生管
理に関する専担機関の導入を検討する事）

3. 4　清浄漁港の導入方案
分類した範囲別のリスクに対してその対策を

検討し、清浄漁港の整備を進め、漁港の機能施設
については、入港から出港までの一連の流れを
スムーズにするため漁港機能施設の再配置も行う。
清浄漁港の基本計画案（ハードウェア）及び衛生管理

ガイドライン案（ソフトウェア）を図3.2及び表3.1に
示す。
3. 5　運営・管理方案
運営管理に当たっては、図3.3の体制により進めるこ

とを提案している。また、「清浄漁港運営・管理ガイドラ
イン」を作成し、漁業者から消費者まで、持続的に教育・
広報を図ることとする。
3. 6　まとめ
清浄漁港導入方案では、水産物流の流れを考慮した漁

港機能施設の再配置、現代化された衛生管理施設の導入、
電子競売システムの導入などの水産物処理区域のハー
ドウェア改善とともに、漁港陸域および水域を含む区域
別・工種別の衛生管理ガイドラインの提示、漁港関係者
の教育履修の義務化などによる個人のコンピテンシー強
化など、ソフトウェアおよびヒューマンウェアの改善も
提示している。また、これを実現するため、政府、地方自
治体、水産業協同組合など関係機関の協力関係の構築お
よび各機関の役割分担と業務のガバナンス体系の調整、
さらには、清浄漁港を体系的かつ効率的に運営・管理す
る専担機構の設立について提示している。今後、清浄漁
港の導入・運営を通じて国民への安全な食品提供および
漁家の所得向上による漁村地域の経済活性化にも寄与す
ることが期待される。

図3.2　清浄漁港基本計画（案）（ハードウエア）

表3.1　衛生管理ガイドライン（案） （ソフトウエア）

図3.3　運営管理ガバナンス（案）

図3.1　水産物処理区域のリスク要素
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4． 北海道産地市場衛生管理高度化への
取組みについて（北海道漁業協同組合連合会　
山田 芳孝 品質管理部長）

4. 1　考え方
⑴ 全国的に食品の安全安心確保に向けた取り組みが強
まる中、水産物流通の出発点である産地市場の衛生
管理向上を図るため、平成 15年に設立された北海道
産地市場機能強化等検討委員会において、「全道産地
市場衛生管理マニュアル」が整備された。このマニュ
アルに基づく衛生管理高度化の取り組みによって、
平成 19年度全ての対象施設において当初の必須A項
目で 80％目標水準の達成をみた経緯があるが、その
後の産地市場の衛生管理水準については、評価体制
が不十分であったことから現在の水準が不明であり、
個々の組合内部での掌握に留まっているのが実情と
なっていた。

⑵ この間全国レベルでは、大日本水産会が策定した、「優
良衛生品質管理市場認定基準」に基づき道外13市場の
優良認定が行われるなど進んでいる。
また、情報の伝達・管理のための食品のトレーサビ

リティー重視や国の輸出促進対策の一環として水産物
市場のEU-HACCP登録に関するガイドラインが通知
されるなど、産地市場の衛生管理向上への取り組みが
急激に進んできている。

⑶ ついては、食品の安全性に対する消費者からの要請が
一段と高まっている中、これらの要素を加えた「全道
産地市場衛生管理マニュアル」の一部改訂を行うとと
もに、全道の産地市場の衛生管理レベル底上げと高度
化推進に向けた取組みを再構築することとした。

4. 2　取り進め方法
⑴ 北海道産地市場機能強化等検討委員会の再編による推進

本委員会は平成19年度以降休眠状態となっていたが、
本組織は漁協・系統そして行政が参画するものであり、
委員については現状の専務参事会役員が兼務し再スター
トすることとし、名称も新たに「北海道産地市場衛生管
理高度化検討委員会」とした。
⑵ 産地市場衛生管理マニュアルの一部改訂

① 上記委員会が策定した現状のマニュアルについては
ソフト重視型で完成度が高いが、トレース等の新た
なニーズを踏まえ一部改訂を行った。

② なお、マニュアルは「市場施設と施設周辺」、「市場内
設備」、「管理と運営」の3つの項目に分類され、さら
に難易度に応じた3段階のステップを設定している。
Ａステップは「必須事項管理型産地市場レベル」

103項目（ハード22項目、ソフト81項目）
Ｂステップは「高度衛生管理型産地市場レベル」

103項目+30項目（133項目）
（ハード34項目、ソフト99項目）
Ｃステップは「高度衛生管理型産地市場レベル」

103項目+30項目+19項目（152項目）

（ハード46項目、ソフト106項目）
③一部改訂の内容骨子
ア）漁協市場の管理運営に関する組織体制の構築
イ） 衛生レベル維持事項（ソフト面）の数値基準や実
施すべき頻度を明文化

ウ） 管理運営・教育の対象者として生産者を包含す
ることを明文化

エ） トレーサビリティーに関する条項を新規に設定
（情報の伝達、送り状の保管）

⑶ 産地市場衛生管理高度化に向けた新たな評価システム　

① 産地市場の衛生管理高度化推進を定着させるため漁
協による自主点検に加え振興局水産課と北海道ぎょ
れんによる衛生管理評価チェックシートによる評
価を実施。
② 評価はＡステップ必須事項管理型産地市場レベル
（103項目）ついて80％以上を合格として実施。　

4. 3　平成27年度の点検結果
⑴  全道 74漁協のうち地方卸売市場（一部、公設市
場を含む）および荷捌き所機能を有する施設で、複
数の市場施設を有する漁協については、代表市場
1施設の点検とした結果、全道で 69漁協の市場施
設を点検した。（平成 27年 6月 1日から 7月 29日
までの期間で実施）

⑵ 合格基準（Ａ項目80％以上）未達が6施設あったが、
その後、改善依頼事項に基づいた整備を行い、再点
検を実施した結果、6施設すべてが合格基準を超える
結果となった（図4.1）。

⑶ 上記合同点検で対象とならなかった施設、34組合83

施設について漁協による自主点検を実施。（平成27年
9月2日から平成28年3月29日までの期間で実施）自
主点検では、全ての実施組合が合格基準を達成した。
⑷ 合同点検・自主点検を合わせた評価
全道平均は、ハード面が 89.5%、ソフト面が 86.9%、
総合評価では87.4%（図4.2）。

4. 4　平成28年度の点検取進め
平成27年度の点検においては、必須Ａステップ（103

項目）について、80％以上の達成を目標にしてきたが、

図4.1　合同点検結果表
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衛生管理に不可欠な項目が基準に満たない場合でも合格
の取扱となることから、Ａステップのうち54項目を「重
要評価項目」として設定し、全ての市場でこの基準クリ
アに努めることとした。（点検は平成28年5月31日より
スタートし7月末終了予定）
【重要評価項目】：

ソフト面・ハード面で衛生管理上重要な項目
（ハード面で大きな設備投資を必要としないもの）
また、重点評価項目の設定に伴い、平成28年度の合

格基準を次の通りとした。
合　格： Ａ項目の評価点が 80％以上をクリアしてお

り、かつ「重点評価項目」の全項目をクリアし
ている場合。

要改善： Ａ項目の評価点の合計が 80％以上をクリア
しているが、「重点評価項目」全項目をクリア
していない場合。

平成 28年度の点検にあたっては再開 2年目となる
ことから、これの定着を図るためにも、引き続き全て
の対象市場の点検を実施する。
なお、平成29年度以降の点検頻度については、今年

度の評価結果を見たうえで、別途委員会で協議の上、
取り進めることとしている。

5． 日本における高度衛生管理型産地魚市
場 －求められる品質衛生管理　事例
紹介－ （（一財）漁港漁場漁村総合研究
所　大村 浩之 第1調査研究部次長）

5. 1　日本の産地魚市場
計画から完成まで手掛けた石巻漁港水産物
地方卸売市場石巻売場（以下、石巻魚市場と
言う。）について施設の運営手法、組み立てま
での過程と、他事例を基に計画手法等を解説
する。
5. 2　産地魚市場の計画手法
⑴ 産地魚市場の基本的な考え方

海から運ばれる水産物を扱う産地魚市場では、
○水産物を扱う場所を清潔に保つこと

○水産物の品質が保たれるよう扱うこと
○ 水産物を扱う人が品質衛生管理を実行する
が基本的な考え方となる。

⑵ 産地魚市場における水産物の流れ

産地魚市場での水産物の流れは、
①船からの陸揚げ　②選別　③陳列
④入札・セリ　⑤出荷、となっている。
この中で品質衛生管理を施すため平面計画では汚染
度が高いところから低いところに移ることの無いよう
“明確な汚染拡散防止策”を“スペースごと”で行うこと
が必要となる。図5.1のように陸揚げ→選別→陳列→
入札・セリ→出荷の各流れに区切りをつけるよう汚染を
防ぐための対策（汚染防壁）を設けるよう計画を行う。

⑶ 産地魚市場における動線の工夫

岸壁から出荷口までの水産物の流れは距離的にも短い
方が短時間に処理できるため、水産物の流れは直線的に
設定することが多い。
島根県大田市に計画した大田水産物地方卸売市場の平
面計画（図5.2）を示す。ここでは、陳列スペースを中心
に、陸揚げと出荷が直線的に配置され、作業動線が重な
らないよう計画を行っている。重要なことは陳列スペー
スと通路との関係で、通路の利用形態と頻度に応じて通
路幅を確保する。
特に衛生管理上、便所等の配置は感染源とならないよ

図4.2　自主点検結果を加えた総合評価表

図5.1　汚染防壁の考え方
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う、衛生管理エリアに戻る時は必ず手洗い足洗い（写真
5.1）を通るよう計画する。
⑷  岸壁における衛生管理の工夫

産地魚市場において陸揚げを行う岸壁側は、鳥害を含
む、日射、降雨から水産物を守るため、岸壁側に庇を設
け、これらの害から水産物を保護する。また水揚げ後の
岸壁清掃は、鳥に餌を与えず、寄せ付けないように習慣
化するため、岸壁側に清掃用の水栓を必ず設ける。
鳥害に対しては、岸壁側の出入口には防鳥ネットを設

け（写真5.2）、水産物の場内運搬が終わったら、防鳥ネッ
トを閉めるよう習慣づける。また、作業中、人が岸壁側
から出入りする場合もネットを開けたままにしない。

5. 3　産地魚市場における材料選定
⑴ 産地魚市場における材料性能

産地魚市場において使用する材料は、食
中毒原因の 90%をしめる細菌とウイルス
の除去が容易であり、自らが撥水性を持つ
などの性能が求められる。一方、産地魚市
場では食品工場のように小ロットで水産
物を扱わず、1トンタンクやパレット等を、
フォークリフト等を利用して大量・短時間
に移動が行われる。このため、床や腰壁は
摩耗や衝撃に耐える構造が必要となる。さ
らに付着物が除去しやすい清掃の容易さも
求められる。
5. 4　産地魚市場の衛生管理運営体制構築
⑴ 産地魚市場の運営上の問題点

産地魚市場施設を建てる場合、施設計画
には、将来的にも陳腐化しないよう最新の技術を織り
込んでゆく。このため施設の利用者の多くが使用し始め
ると、今まで無かった手順が発生し、混乱が生じる。人
間は従来の行動パターンを取る性向があり、新たなもの
に順応するには、よほどのきっかけがない限り進んでゆ
かない。したがって浸透させるには繰り返しの訓練と、
確実に実行に導く指導力が必要になってくる。
⑵ 産地魚市場の品質衛生管理マニュアル

［目的の設定］
被災後、水産庁の高度衛生管理基本計画策定時に

「国際水産都市・石巻を目指す。」と石巻の水産関係者
と石巻市は宣言した。
［実施体制の設定と権限の明確化］
品質衛生管理責任者と業務担当者（複数）は、ゾーン

ごとに設置する。品質衛生管理責任者は、協議会にお
いて選任する。責任者の職務については、協議会等で
承認し、文書化する。なお、市場関係者は、施設内では、
品質衛生管理責任者の指示に従わなければならない。

⑶ 品質衛生管理マニュアルの普及

産地魚市場の品質衛生管理を図るには、施設の使い勝
手を整理し、市場関係者のムダ、ムラを無くすよう考え
た施設計画がベースになる。しかし、品質衛生管理を行
うには、市場内での活動の主体となる市場関係者が品質
衛生管理上、適切でなくてはならない。このためのたた
き台となるよう品質衛生管理マニュアルを策定した。
5. 5　おわりに
産地魚市場における品質衛生管理は、これからも課
題を解決しながら、食品を扱うという大事な役割を果た
している。今後、機械化は進むと考えられるが、根本的
に人が関わっていくことに変わりはない。したがって
ヒューマンエラーが起きにくいよう計画された施設づく
りと、働きやすい環境を考えた計画とする必要がある。

図5.2　平面計画　水産物の流れ（和江漁港）

：衛生管理エリア
：一般エリア
　入出荷エリア（陳列予備スペース）
：汚染管理エリア

：汚染除去設備

：人の出入口
：フォークリフト

【凡例】

写真5.1　衛生管理エリア前の足洗い（石巻漁港）

写真5.2　岸壁・選別機と防鳥ネットの関係（田ノ浦漁港）
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6． 産地流通施設の衛生確保方案
（水協中央会 水産経済研究院　朴浚模 産業研究
チーム長）

6. 1　漁港と産地流通施設
⑴ 漁港の現況

2014年末現在、全国で989の漁港が指定されている。
このうち国家漁港は 109港、地方漁港は 285港、漁村定
住漁港は 595港が指定されており、島嶼地域に 224港、
陸地地域に 765港の漁港が位置している。国家漁港は、
島嶼地域には 37港、陸地地域に 72港があり、地方漁港
は島嶼地域に77港、陸地地域に208港の漁港が位置して
いる。一方、漁村定住漁港は島嶼地域に 110港、陸地地
域に485港の漁港がある。
国家漁港と地域漁港の地域別の分布を調べてみる

と 109港の国家漁港のうち全南が 31港（28.4%）で最
も多く、慶南が 19港（17.4%）、江原と慶北が各々 14

港（12.8%）が分布している。地方漁港は全南が 91港
（31.9%）で最も多く、慶南が61港（21.4%）、忠南が29

港（10.2%）を保有している。
⑵ 漁港と産地流通施設

産地水産物流通施設は水産物の生産から消費に至る過
程において最も中心的な機能 を果たす施設だと言うこ
とができ、委販場、加工施設、冷凍倉庫などが含まれてい
る。機能的な側面で産地水産物流通施設は、揚陸、選別、
委販、包装、保存、出荷の機能を持つ産地施設を意味す
る。（図6.1）を中心に説明すれば、産地流通の範囲は水
産物が産地委販場に揚陸されてから出荷までである。

2014年末現在、全国に分布している産地委販場は計
180か所だ。このうち国家漁港に53か所、地方漁港に35

か所、漁村定住漁港に14か所など、漁港に102か所が分
布しており、産地委販場全体の中の56.7%が漁港に位置
している。産地流通施設において漁港が重要な理由は、
産地委販場が漁港を中心に分布しているからである。国
家漁港、地方漁港、漁村定住漁港以外にも貿易港と沿岸
港にも漁船が出入し、産地委販場が運営されており、事
実上の漁港の機能を果たしている。
産地委販場の老朽状況を示す（図6.2）。21年以上30年
以下が30か所で、30年以上の産地委販場が 45か所で全
体180の産地委販場のうち20年以上の老朽委販場の割合
が41.7%である。委販場施設を備えていない18の委販場を
除いた場合には20年以上の老朽委販場の割合は46.3%に
上昇する。委販場で年数が建っているということは委販場
の水産物の衛生確保のための施設と装置がきちんと備わっ

ていない可能性が高いということを意味する。
6. 2　産地流通施設の衛生確保のための基盤
⑴ 制度的・政策的基盤

現在、国における産地流通施設の衛生確保のための法的
根拠は、2015年に制定された「水産物流通の管理および支
援に関する法律」（以下水産物流通法）である。同法第35

条では水産物の低温流通体系などの構築を、第36条では
水産物漁獲後の衛生管理支援を明示している。これと共に
農林水産食品部の「漁獲水産物委販場衛生管理勧告事項」
（以下勧告事項）がある（表6.1）。しかし、水産物流通法は
法律の内容を実行するための具体的な後続規定がまだ作ら
れておらず、実質的な基準を提示できずにおり、勧告事項
は文字通り勧告事項に過ぎず、これに対する強制力がない
ことから基準の実効性が脆弱な状況にある。

⑵ 水産物産地拠点流通センター（FPC）建設 

水産物産地拠点流通センター（FPC: Fisheries Products 

Processing & Marketing Center）は産地から水産物を集
積して商品を生産・販売する拠点流通施設で、地域別・
品目別に物量を集積、洗浄、選別、包装など前処理加工お
よび卸売物流などを通じて商品を生産し消費地に販売す
る機能を果たす（図6.3）。

2012年から実施された水産物産地拠点流通センター
建設事業により 2015年 5月現在、束草水協 FPC（2015

年完工）、ハンリム水協FPC（2015年完工）、莞島クムイ
ル水協FPC（2016年完工）など3か所の水産物産地拠点
流通センターが完工し、慶州市水協FPC、盈德北部水協
FPC、そしてヘスン水産FPCなど3つの水産物産地拠点

5年以内 5～10年 30年以上 その他10～
20年

21～
30年

図6.1　産地水産物流通施設

図6.2　産地委販場の老朽化状況

表6.1　産地委販場衛生管理の勧告事項
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流通センター建設されている。
施設的な側面で水産物産地拠点流通センターは産地委
販場とは異なり低温流通システム、海水殺菌システムな
ど水産物衛生確保のための衛生管理施設が大幅に補強さ
れているという点だ。機能的な側面でも産地委販場は委
販機能を中心に運営されている一方、水産物産地拠点流
通センターは、委販、買取などで物量を集積し、前処理加
工と卸売物流機能を基盤に商品化およびブランド開発な
どマーケティング機能を強化している。
6. 3　産地委販場衛生管理ガイドライン（案）構築
⑴ 産地委販場衛生管理 ガイドライン（案）

最近、政府では産地委販場の衛生を効率的に管理する
ために、産地委販場衛生管理ガイドラインの制定を推進
している。
ハードウエアの側面では作業場管理、防虫網管理、用
水管理、作業管理など大きく4部分に分かれている。作業
場管理には作業場環境、建物、床・壁・天井、排水、照明、
換気、窓、出入口、トイレ、廃棄物処理施設などが含まれ
ている。防虫防鼠管理には設備管理が含まれている。用
水管理には作業用水、配管、用水保管と関連する内容が含
まれており、最後に作業管理には活魚水槽管理と設備お
よび道具管理、廃棄物管理などが含まれている（図6.4）。

ソフトウエアの側面では品質管理、営業場管理、防虫
防鼠管理、用水管理、作業管理、個人衛生管理など6つの
部門に分かれている。細かい内容としては、品質管理で

は品質管理専門人材と品質管理基準、営業場管理では建
物と出入口、防虫防鼠管理では駆除および防疫活動と設
備管理、用水管理では作業用水、配管、用水保管、鮮魚の
氷の管理に関する内容が含まれている。作業管理では鮮
魚と冷凍水産物の交差汚染防止、活魚水槽の管理、水産
物の保管管理、設備および道具の管理、廃棄物の管理、温
度管理などが含まれている。最後に個人衛生管理に、服
装管理、健康管理、衛生管理などがある（図6.5）。
⑵ 取扱部類別衛生管理ガイドライン（案）

取扱部類別衛生管理ガイドラインの主な内容は次のと
おりである。ハードウエアの側面から活魚の水槽管理は
人体に有害ではない材質（FRP、ステンレスなど）を使用
しなければならないと明示している。これ以外に排水路
の傾き、照明の明るさ、壁面の塗装に関する内容などが
具体的に作成されている（表6.2）。
ソフトウエアの側面では主に鮮魚と冷凍水産物に関す
る規定が多く示されている。特に、委販場での作業時に床
から一定の高さと間隔を維持することが明示されており、
これ以外にも温度管理、水槽管理、氷管理、保管管理など
に関する作業方法を具体的に提示している（表6.3）。

（第1調査研究部　後藤 卓治 編集）

生産者
（養殖および
沿海漁業民）

買取、受託 分散
卸売物流

産地拠点
マーケティング主体 大型流通業者

団体給食

外食業社

加工業社
前処理加工、
低温物流など

FPC
物流集積、商品の生産と販売

図6.3　水産物産地流通拠点センターの機能

図6.4　産地委販場衛生管理ガイドライン（案）【ハードウェア】

図6.5　産地委販場衛生管理ガイドライン（案）【ソフトウェア】

表6.2　取扱部門別衛生管理ガイドライン（案）【ハードウェア】

表6.3　取扱部門別衛生管理ガイドライン（案）【ソフトウェア】
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報  告

02 東日本大震災からの
漁村の復興・創生シンポジウム

はじめに
東日本大震災から5年が経過し、平成32年度までを目

途とした復興・創生期間が始まっている。漁村において
は、漁港、住宅等の復旧・復興が進む一方、課題も残さ
れている。水産業の復興・創生の場となる漁港及び漁村
に焦点をあて、現状及び今後の課題について議論された
シンポジウムの概要を紹介する。

開催概要

日時：平成28年3月24日（木）10:30～12:30
場所： 大手町サンケイプラザ（東京都千代田区大手町1-7-2）
主催： 水産庁、公益社団法人 全国漁港漁場協会

一般財団法人 漁港漁場漁村総合研究所
一般社団法人 水産土木建設技術センター
一般社団法人 全日本漁港建設協会
一般社団法人 漁港漁場新技術研究会

後援：岩手県、宮城県、福島県

プログラム

■開会挨拶

■パネルディスカッション

■議題

（1） 東日本大震災からの漁港・漁村における復旧・復
興の現状

（2） 漁港・漁村の復興・創生に当たっての今後の課題
と対策

コーディネーター

山下 東子 氏 ●大東文化大学経済学部 教授 

パネリスト

大井 誠治 氏 ●岩手県漁業協同組合連合会 代表理事会長 

小野 喜夫 氏 ●宮城県漁業協同組合 代表理事理事長 

野﨑 哲 氏 ●福島県漁業協同組合連合会 代表理事会長 

阿部 幸樹 氏 ●岩手県農林水産部 漁港漁村課 漁港課長

石川 光博 氏 ●宮城県農林水産部 次長

谷井 彰 氏 ●福島県農林水産部 次長

角田 陽介 氏 ●岩手県大船渡市 副市長

笹野 健 氏 ●宮城県石巻市 副市長

髙吉 晋吾 氏 ●水産庁漁港漁場整備部 部長

山下　東日本大震災から5年が経過した。本シンポジウ
ムでは、第一線の場で震災からの復旧・復興に携わって
きた漁業関係者・行政の方々から、これまでの道筋、今
後の課題についてお話をいただき、これからの漁村の創
生を展望する。
　前半は、東日本大震災から5年間「復興集中期間」の取
組の成果として、水産業や漁村における復旧･復興の状
況についてパネリストから話をいただく。後半では、今
後5年間「復旧･創生期間｣における水産業や漁村の課題
と対策、そして展望について話をいただく。

▲ 山下 東子 氏
  大東文化大学経済学部 
教授

（肩書きは平成28年3月24日現在）

▲ 大井 誠治 氏
  岩手県漁業協同組合
連合会 代表理事会長

▲ 小野 喜夫 氏
  宮城県漁業協同組合 
代表理事理事長

▲ 野﨑 哲 氏
  福島県漁業協同組合
連合会 代表理事会長

▲ 阿部 幸樹 氏
  岩手県農林水産部 
漁港漁村課 漁港課長

コーディネーター パネリスト

20 漁港漁場漁村研報 Vol. 40



東日本大震災からの漁港・漁村における
復旧・復興の現状
阿部　漁船の復旧状況について、震災前約1万4千隻、現
在復旧しているのが約1万隻である。漁業者等の減少も
ありほぼ復旧は終わっている。養殖施設、魚市場、サケ
の孵化場やウニ・アワビの種苗生産施設及び水産共同利
用施設についてほぼ復旧が完了している。水産加工施設
は若干遅れており、約8割程度の復旧状況である。
　漁港については、県管理、市町村管理を合わせて 111

漁港のうち、県管理31漁港と市町村管理77漁港、計108

の漁港が被災した。
　平成 26年 7月までに 108漁港で防波堤や岸壁などの
本格的な復旧工事に着手している。平成 27年度末まで
に県管理27漁港、市町村管理57漁港、合わせて84漁港
の復旧が完了する見込みである。
　漁港区域内にある海岸保全施設は、県内55海岸のうち
被災のない海岸が1海岸、背後集落がすべて高台に移転
するため復旧が不要の海岸が1海岸で復旧工事を行うの
は 53海岸である。このうち県管理 24海岸、市町村管理
26海岸、合わせて 50海岸で本格的な復旧工事にやっと
着手した段階である。平成27年度末までに県管理1海岸、
市町村管理 4海岸、合わせて 5海岸の復旧が完了する見
込みである。平成 30年度末までにはすべての漁港海岸
で復旧工事が完了するよう取組を進めていきたい。
　防潮堤の計画高さが高くなったことにより、復旧工事以
外に新しく整備しなければならない区間が生じた。県管理
9海岸、市町村管理1海岸合わせて10海岸ある。平成30

年度末までにこれらについてもすべて完了させたい。
　漁業集落の復旧について、漁業集落防災機能強化事
業を 11市町村 41地区で実施している。このうち、高台
移転を行うのが 10市町村 32地区である。そのほかの 9

地区については、避難路整備、移転跡地の水産関連用地

の整備等を実施する。
　宅地造成を行う 32地区すべてで工事に着手し、平成
27年度末までに24地区が完成する見込みとなっている。
平成 28年度中にすべての地区で工事が完了する見込み
である。
石川　東日本大震災では、漁港施設だけで4,000億円を
超える被害となっており、集中的に投資する漁港と最低
限の整備にとどめる漁港に分け、復旧・復興を進めた。
　気仙沼、石巻、塩釜、志津川、女川の主要5漁港を水産
業集積拠点漁港として再構築する一方、地域の漁船漁業
や養殖業を中心として再整備する機能強化漁港 55港を
優先的に復旧させることにしている。これ以外の 82漁
港は、地区漁港として安全に利用できるよう漁港の基本
施設を原型復旧させることを基本に取り組んできた。
　県管理漁港、市町管理漁港について順次本格的な復旧
工事に着手し、現在は被災箇所の約 5割が完了し、係留
施設の75％で供用している。
　水産庁が、気仙沼漁港及び石巻漁港の岸壁などを災害
復旧代行工事として施行し、平成26年8月に完成してい
る。県内のすべての漁港の復旧は漁業活動との調整や入
札不調の影響もあり、平成30年度の完了を見込んでいる。
　県では震災の教訓を踏まえ、高台移転、職住分離、多重
防護による津波対策を沿岸防災の観点から取り組んでい
る。漁業地域の防潮堤については工事の着手率が50％を
超え、計画の合意も80％を上回る状況である。一部を除
き、平成30年度の完成を目指している。
　復興まちづくりについては、災害公営住宅の整備計画
戸数の約半分が完成した。防災集団移転促進事業の住宅
建築が可能な地区が 70％を超えている。漁業集落防災
機能強化事業は145地区のうち約77％で工事に着手し、
大半は平成29年度の完了を見込んでいる。
　昨年の魚市場の水揚げ金額は、ほぼ震災前の水準まで

▲ 石川 光博 氏
  宮城県農林水産部 
次長

▲ 谷井 彰 氏
  福島県農林水産部 
次長

▲ 角田 陽介 氏
  大船渡市 副市長

▲ 笹野 健 氏
  石巻市 副市長

▲ 髙吉 晋吾 氏
  水産庁 
漁港漁場整備部長
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回復している。
谷井　漁船について、登録隻数1,068隻のうち被害を受
けたのが873隻、被害額は60億円を上回っている。漁港
については、10漁港の被害額が災害査定決定額で216億
円を超えている。市場や荷捌き所の被害額は140億円弱
である。水産加工施設は 135の工場が被害を受け、被害
額は70億円弱である。
　各漁協の要望を聞き、10漁港をすべて復旧することに
した。県南部の久之浜、豊間、勿来の3漁港は平成28年
3月末で完了見込みである。5漁港が平成29年度の完了を
予定している。原子力災害により、県土面積の 7％が避
難指示区域となっている。その中に請戸と富岡の2漁港
があり、30年度の完了を予定している。
　漁船の復旧件数の割合は 40％である。共同利用施設
については 35％、産地市場については 25％という状況
である。
　避難指示区域があるため、宮城県、岩手県とは復旧状
況が大きく異なる。操業についても自粛を余儀なくされ
ている。
　試験操業の頻度は週 1回～ 2回であり、沿岸漁業の漁
獲量は、震災以前の6％にしか至っていない。
　専業としての漁業の本格復活が見通せないという理由
で、十分な原料が確保されず、加工施設で従業員を雇用
するに当たっても、フルタイムの雇用やプラントのフル
稼働ができない。
角田　漁港施設に関しては平成28年度、堤防については
平成29年度にかけて、復旧していく。漁船、養殖施設につ
いてはほぼ復旧した。養殖漁業の水揚げは震災前の8割
ぐらいには回復している。
　大船渡市は震災前に魚市場の整備に着手していたが、
震災により新たに整備中の魚市場が地盤沈下し浸水した。

その後、震災 2ヶ月後には旧市場で営業を再開し、平成
26年3月に沈下した分だけ天井の高さが低いままで新た
な市場が供用開始している。魚市場の平成 27年度の水
揚げはかなり厳しい状況だが、26年度までは順調に伸び
ていた。
　漁村の復旧・復興について、防災集団移転促進事業を
28地区で実施しており、災害公営住宅についても 801

戸を整備している。漁業集落防災機能強化事業も実施し
ており、平成29年度までに完成予定である。水産流通加
工施設については、平成26年度までに要望のあったとこ
ろは復旧した。
　漁村集落の復興の考え方は、被災跡地に災害危険区
域を指定し、住居系の用途を禁止している。その区域に
ついて土地利用方針及び実現化方策を策定している。策
定に当たっては地域住民も参加し進めている。
笹野　漁業を本格的に再開しようと石巻市の市街地から
半島部の高台移転場所に住居を戻す動きが出てきてい
る。漁村集落の再生の大きなキーポイントと考えている。
　漁船やカキ処理場などの復旧は 27年度末でほぼ完了
した。
　石巻魚市場については9月1日全面再開で水揚げが戻っ
てきている。捕鯨の基地だった牡鹿半島の鮎川の魚市場
も4月に再開する。
　石巻魚市場の背後の水産加工団地についても7割ぐら
いの会社が再建済みである。これは水産庁による石巻漁
港の直轄代行工事と宮城県による加工団地のかさ上げに
よるところが大きい。私有地のかさ上げということでい
ろいろな議論があったが、実現にたいへん感謝している。
　課題としては、漁港及び県道が整備され、その背後地
がくぼんでいて、大雨になるとそこが冠水してしまう。
来年以降対応していきたい。

　魚市場、加工団地が再開し、
HACCP認定を取得する動きを
どう強めていくか、香港、シン
ガポールなどへの輸出も石巻
魚市場買受人組合が輸出に取
り組もうとしている。石巻は、
世界 3大漁場が目の前にあり
ながら魚価が低い。このような
中、亀山市長は経済界と連携し
て地域商社を立ち上げた。地域
商社と再開した施設を活かし
てどう立ち上がっていくかが
次なる課題になろう。
大井　私は震災後、被害状況を
把握して、対応策を検討するた
め、県南から県北までの浜を数
回にわたり巡回した。その後、
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3月 29日に県下の漁協組合長
会議を開催し、国、県等の関係
機関へ県水産関係団体が連携
して要望することを決定した。
　リーダーとして常に申し上
げてきたポイントが 2つある。
①生産と加工は双方が一体と
して復旧・復興しなければ、水
産業は動かない。漁港の復旧
や漁船の手配と同時に、加工流
通業者も同時に支援すること、
②漁業・養殖業には適期があ
るため、早期着手を可能とする
支援措置を早期に適用するこ
と、である。これらを訴え続け
た結果、国、県、市町村等から
の支援策を受けることができた。復旧・復興には複数年
かかることから、再建できるまで継続するよう働きかけ
ている。
　復旧・復興への対応の秘策は、①復旧・復興は漁協を
核とすべきであること、②必ず復興、再興するとの強い
意志を持ち、すぐに行動すること、③リーダーは速やか
に的確な指示を出すこと、④県や市町村と連携すること、
の4点である。
小野　子を持つ若い漁業者が、よりよい教育環境を求め
て地区外へ転出し、通いで漁業を継続している状況にあ
るが、浜にいないと漁業に支障があるということで浜に
戻っている漁業者もいる。期待をしているところである。
　高台移転地が随時完成している。平成27年度で4～5割、
28年度には8割強が仮設住宅から新居へ移る状況である。
　漁村づくりは、浜に残ってくれた若い漁業者の意見を
どのように生かしていくかがポイントになる。
　一方、漁港については、ほぼすべての漁港は整備される
状況となっている。震災後沈下した地盤が隆起したこと
により、海面と岸壁の天端の差が大きくなったこと、津波
による海底地形の変化により、波が強くなったことなど
計画段階において予測していなかったことも表れている。
　高台移転や地区外への移転によって漁港が遠くなり、
漁港、漁村、漁船の管理の問題も発生している。
野﨑　10の漁港とすべての魚市場が機能を停止するとと
もに、多くの漁船被害があった。さらに、原子力発電所
の事故による放射能汚染という問題を抱えながら復興を
目指さなければならなかった。
　平成23年3月15日に福島県と福島県漁連の協議にお
いて、当面の間、沖合、沿岸漁業の停止ということを決
定した。試験操業としての漁業の再開が、24年6月から
底びき網漁業によるミズダコ等3魚種で始まった。魚種
に関しては、福島県水産試験場の緊急時モニタリング検

査の魚の科学的な数値を元に選択した。当初3種から始
まった対象魚種は72魚種に拡大し、東京電力第一原子力
発電所から20km圏外はほぼすべての海域を操業海域と
して選定できる状況になっている。出荷制限魚種は福島
県で水揚げの多いカレイ等まだ28魚種ある。
　10漁港すべての機能を事業により回復しているが、魚
市場の再建はまだ3つにとどまっている。
　原発の廃炉が完成しないと福島の漁業が完全に回復し
たという状況にはならない。漁業者としては、原発の水
処理対策のめどがつく 10年の中で福島の漁業を再構築
していきたい。
髙吉　漁港や漁村の復旧を行うに当たって、いろいろな
問題があった。一つは被災した自治体に発注事務が集中
したことである。施工業者でも技術者の不足により入札
不調が発生した。
　発注者側の支援として、全国の自治体に呼び掛け、漁
港の技術者が派遣された。CM方式という新しい施工管
理の方式を導入した。施工する側に対しては関係省庁と
連携して、技術者の確保対策、予定価格の適切な算定と
いった円滑な施工確保対策を講じている。
　また、漁村の復旧に当たっては、防災集団移転促進事
業等、国土交通省の事業やUR都市機構との連携も行っ
ているところである。

漁港・漁村の復興・創生に当たっての
今後の課題と対策
阿部　課題の1つ目は、入札不調はだいぶ減ったものの、
適時適量の建設資材の確保、技術者の確保対策である。
これに対して行政機関と民間団体等による調整会議を開
催している。その会議の中で建設資材の安定供給、作業
者の確保などの調整をおこなっていくこととしている。
　2つ目は防潮堤整備に関するもので、早期復旧、用地取
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得事務の迅速化、無堤区間の防潮堤整備の課題がある。
　このうち用地取得事務の迅速化については、用地担当
と事業担当の連携を密にするとともに、必要に応じ、土
地収用法の特例制度の活用を検討していきたい。
　3つ目の課題は、高台移転した漁業集落の跡地の利用
である。市町村が事業主体として行うものであるが、県
では跡地の土地利用計画の策定、漁集事業の導入による
跡地の有効活用を支援していきたい。
　昨年 2月に岩手県水産基盤整備方針を取りまとめた。
復旧が完了した地域から順次、漁業生産の効率化、就労環
境の向上に資する浮桟橋の整備、防災・減災対策のため
の岸壁や防波堤の耐震・耐津波対策の実施を進めている。
　高度衛生管理型の魚市場の整備、漁場生産量の向上を
はかるためのウニ、アワビ等の増殖場の整備、さらには、
安全な地域づくりを目指して、津波避難誘導デッキ、避
難路の整備もニーズに応じて行っていきたい。
石川　宮城県からは3つの課題を挙げたい。1点目は、復
旧・復興事業に関わる職員の確保である。平成 28年度
から平成29年度にかけて、防潮堤の整備が本格化してく
る。全国の地方自治体等から職員の派遣をいただいてい
るが、引き続きお願いしたい。
　2点目は、漁港背後の住居移転跡地の利活用である。漁
業者の減少傾向等を踏まえた対応が必要となってくる。
　3点目は、防潮堤に設置した陸閘等の操作である。操
作員の安全確保、防潮堤のかさ上げ等に伴う大型化から、
電動化、自動化、遠隔化を考えているが、操作品や管理経
費の確保等の対応が必要である。
谷井　課題は2点ある。一つは用地確保及び人手不足で
ある。もう一つは基幹道路、防潮堤等、他の事業との進
捗の調整である。
　例えば、海岸堤防の復旧の際に多数相続となっている

土地の取得が困難な場合があり、収容手続きも必要とな
る。また、請負業者側の技術者の不足により、まだ工事
の不調が発生している。数億円規模の海岸堤防工事の発
注に際して、数千万円程度の、例えば海岸堤防、あるいは
環境施設の復旧工事というものを付帯工事的に同一発注
するなど発注の工夫をしている。一方、県の技術者職員
の不足もあり、全国の地方自治体から職員の派遣をいた
だいている。このように技術者の確保も課題だと思って
いる。
　漁港等の背後地では、土地区画整理事業、防災集団移
転促進事業の活用により復興まちづくりが展開されて
いるが、漁港へのアクセス道の整備や海岸堤防の復旧と
の調整に時間を要している。
　他方、本県はまだ本格操業に至っていない中において、
漁業者の就業意欲の維持、向上がきわめて重大である。
新たな漁法に展開できるよう、研修あるいは漁具類の整
備への助成を行っている。さらには本格操業の展開にあ
たっても、風評対策をしっかりやっていく必要がある。
　ピンチをチャンスに変えるという観点が必要である。
操業自粛により水産資源が増えている。漁獲サイズの見
直しについて漁業者への提案などしっかりと支援をして
いきたい。
笹野　課題は3点、担い手の確保、販路の回復と拡大、交
流人口拡大策との連携である。
　新たな漁業従事者を迎え入れようと、若手の漁業者、
卸売業者等で組織している（一社）フィッシャーマン
ジャパンが県漁協と役割分担し、希望者の勧誘業務や研
修プランの策定を行い、担い手育成事業を実施している。
　加工会社の従業員が不足している。建設業からのシフ
トを見据え、何らかの方策をとっていきたい。
　販路拡大に関しては、食の安全安心のレベルアップに

取り組む中で、HACCPの取得
や輸出促進を石巻魚市場買受
人組合で行っている。
　地域商社をつくり、例えば
自転車乗りの皆さんに牡鹿半
島を周っていただく「牡鹿グ
ループライド」を推進するな
ど、交流人口の増加を目指して
取り組んでいる。
角田　担い手育成の話に絞っ
て話したい。漁業に対して誇
りを持てるよう魅力をアップ
し、所得を上げていくことが必
要である。
　自分の息子さんに継がせる
ということがだんだん少なく
なってきているという状況か
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ら、漁業をやりたいと思っておられる都会の方々も受け
入れやすい環境づくりにも努めていく必要がある。
髙吉　東日本大震災からの復興は、政府を挙げた最重要
課題の1つである。これからの5年間は、整備されたイン
フラを活用し、地域の自立発展を目指す段階である。
　大船渡、石巻をはじめ、釜石、気仙沼、塩竃、女川で高
度衛生管理型市場の整備が進んでいる。水産物の国内で
の競争力強化、海外への輸出による市場の拡大を目指し
ていきたい。
　漁村の活性化も大事な課題である。被災地でも多くの
浜で浜の活力再生プランの策定が進んでいる。3県で25

地区が計画承認されている。これらを通じて、わが国全
体の課題である地方創生のモデルとなるような再生を
図っていきたい。
小野　宮城牡蠣の家などを展開し、東京、大阪、名古屋等
の都市部の消費者に安全・安心な宮城の水産物をアピー
ルしている。
　今、取り組むべきことは、再び取り戻した豊饒の海を
永続的に利用するための漁場の管理である。
　販売面においては、共同販売体制に頼るだけでなく、
新たな流通体制の構築について模索したい。
野﨑　このシンポジウムに参加して意を強くしたのは、
福島は特別だということだ。集中復興期間を終え、平成
28年度から復興・創生期間に移行するというが、福島は
その位置に立っていない。浜プランが立てられないよう
な状況になっており、あらゆる施策が福島をとり残して
動いていってしまうという不安を持っている。今後とも
福島へのご協力をお願いする。
大井　震災後の課題については、2点ある。一つは、漁

業者の減少と高齢化による漁業生産力の低下や漁村のコ
ミュニティーの活力の低下、もう一つは安全、安心、高品
質な水産物の流通を図ることである。
　このため、関係者と連携し、担い手対策を進めるため、
岩手県漁業担い手育成ビジョンを策定した。衛生品質管
理では、宮古市魚市場が大日本水産会の優良衛生品質管
理市場として認定されており、漁獲段階からの低温管理
の徹底や関係者を対象とした衛生管理、衛生品質管理研
修会の開催など行政と業界が一緒になり取り組んでいる。
　浜プランを策定し、マダラを対象とした船上活〆の取
組が行われ、漁業所得の向上を目指している。
山下　この 5年間で、特に復旧については漁港の陸揚げ
機能の回復が図れるなど、着実に進んできた。今後は残
る復興事業の加速化とともに、これまで復旧･復興して
きた漁港、漁村のインフラの活用などによる漁業の再生、
担い手の確保、活性化ということが重要になってくると
いうことが課題として抽出された。
　道半ばではあるが、漁村の復興、再生が 1日も早く叶
えられるよう、地元のみならず、会場の関係者の皆様と
ともに頑張っていきたい。
髙吉　本日は、パネリストの皆様から被災地の状況、そ
してさまざまなご意見をいただくことができた。福島
県の野﨑会長からは、非常に厳しい状況であることもお
話をいただいた。
　今後とも、被災地に寄り添いながら、関係省庁、関係自
治体、漁業関係団体等といっしょになって水産業、漁村
の復興に当たってまいりたい。

（第１調査研究部　西崎 孝之）
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TOPICS

第1調査
研究部

漁村活性化のあり方についての検討

1．はじめに
漁村は全国の津々浦々に立地しており、水産物を安定供給

する漁業生産の場であることはもちろん、漁業者等の生活の

場であることや、観光・レクリエーションの提供による交流・

憩いの場、さらに多面的機能の発揮等の多くの役割を担って

います。

一方で、漁村は、水産資源の減少や漁業経費の増加による

漁業収入の低迷、立地条件による大規模災害に対する脆弱性、

漁業者を中心とした集落人口の減少・高齢化とそれに伴う地

域活力の低下といった課題を抱えています。

本調査では、検討会を設置し、学識経験者、現場にて活性化

に取り組んでおられる地方自治体の担当者及び漁業協同組合

の方を委員として迎え、各委員の地域での実情やこれまでの

経験に基づく議論を踏まえ、漁村の役割・機能を維持するた

めの漁村活性化のあり方について検討し、とりまとめを行い

ました。今回はその概要をご紹介いたします。

2．漁村活性化のあり方について
⑴ 漁村の活力及び目指すべき将来像
漁村の活性化を図るにあたり、そもそも漁村の活力とは何

か？や、目指すべき漁村の姿とはどういったものであるか？

が明確に定義されていない点から検討を始めました。

本検討では、漁村の活性化を図る上ではまず「どういう漁

村でありたいか」という意志や課題に対する危機感が、行政・

地域住民・漁業関係者の間で議論され、地域の総意として共

有することが重要であり、そのように地域全体が結束し、一

丸となって取り組むことこそが漁村の活力であると定義しま

した。

また、目指すべき漁村の姿については、以下の3つの考え

方として整理しました。

⑵ 有効な漁村活性化の取り組み方策の検討
次に、目指すべき将来像を実現するにあたり、有効な取り

組み方策を、取り組みの段階別に整理をしました。

1）体制づくり

漁村活性化に向けた体制としては、活性化の主体となる「漁

業者を含む地元住民」と、活性化の裾野を広げ効果的・継続

的な取り組みを実施するための「地域組織」、情報提供や計画

の調整といったコーディネーターとしての役割が期待される

「自治体」、さらにアドバイザーや実作業の人的支援として必

要に応じて「外部支援者等」を含めた体制が基本と考えられ

ます。重要なことは、これら組織が図2のように連携した体
制で活性化に取り組むことであると考えられます。

 

2）計画づくり

計画づくりの基本的な流れを整理すると、①危機感の共有

と取り組むべき活動の洗い出し、②地域資源の発見、③地域

資源の活用、④漁村や地域資源の独自性に応じたそれぞれの

取組を考える、⑤地域での合意形成、となります。ここで、特

に②に示した、地域資源（図3）は地域の人々が当たり前だと

▲図1：目指すべき将来像

▲図2：有効な漁村活性化の体制概念図

▲図3：漁村の地域資源
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等の施設の他、漁業者の減少により利用が減った水域施設等

があり、これらを活性化に利用する際の管理面や手続きにお

ける柔軟な対応が求められます。

3．おわりに
漁村の活性化は、短期的な効果の発揮も重要ですが、長期

的な視点で将来を見据えて取り組まなければならない大きな

課題だと考えます。

当研究所も「浜の応援団」に登録しており、がんばる漁村の皆様

のお力になれましたら幸いです。

（第１調査研究部　土屋 詩織）

感じているものが多く、その価値が認識

されていない場合があります。ここで重

要となるのは、自らの地域の魅力を再認

識し、地域をよく理解することが、その後

の取り組みにつながると考えられ、その

為には、他地域の取り組みを積極的に情

報収集したり、自ら地域に外部からの視

点で意見をもらう事も必要だと考えられ

ます。

3）段階的な取り組み内容の発展・拡大

活性化に取り組む際には、いきなりコ

ストや人手のかかる大きな取り組みを実

施するのではなく、まずは取り組みやす

い小さな取り組みからスタートすること

が重要です。取組みが継続している事例

の多くは、小さな取り組みを重ねて一定

の成果を得た後に、仲間の輪を広げて取

り組み内容や規模を修正・拡大していく

段階に移行しています（ステージアップ）。

このように、各取組の段階ごとに

PDCAを繰り返しながら徐々に取組内容

を発展（スパイラルアップ）・拡大させて

いくことで、着実に継続的に取組を実施

できると考えます。

4）取り組みを継続させていくには

活性化の取組を進めて行く段階で、行

き詰まりや伸び悩みを感じた際には外部

支援者にアドバイスを求めることや、他

地域の取り組みからヒントを得ることも

有効です。成功事例からはもちろん、上手

く行かなかった事例からも学ぶことは多

くあります。

また、活性化の取組は目に見えにくいので、必要に応じ

て定量的・定性的な評価を行うと、参加者が効果の実感と

満足感が得られるため、参加者が義務感からではなく楽

しんで活動を続けていけることにつながります。

⑶ 取組実施にあたって
今後の課題としては、発意を具体化する際の支援策が必要

となります。ソフトについては、漁村に無いノウハウを提供

する支援としての人材派遣や情報ネットワークの構築が考え

られます。また、ハードについては、既存ストックの有効活用

の促進等が考えられます。既存ストックには、空き家や廃校

▲図4：取組の成長・発展イメージ

▲図5：ステージアップ・スパイラルアップのイメージ

27Vol. 40TOPICS



TOPICS

第2調査
研究部

150トン水槽を用いた
スケトウダラ着定0歳魚の魚礁性の検証

1．はじめに
スケトウダラ（日本海北部系群）は、これまで沖合底びき網

漁業、沿岸漁業ともに自主的な様々な資源管理の取組を行っ

ているにもかかわらず、平成2年度をピークに資源量は減少

を続け、産卵親魚量は過去最低の水準を更新するという厳し

い状況となり、早急な資源回復方策が必要とされています。

しかしながら、当該魚種の生態はほとんど明らかになって

おらずこれまで漁場整備の対象となっていませんでした。

このため、当該魚種について、武蔵堆周辺海域においてフ

ロンティア事業を実施することを想定した場合に実施すべ

き漁場整備を検討するため、スケトウダラの成長段階別の分

布特性や摂餌状況などの生態を明らかにするとともに、スケ

トウダラ着底0歳魚（以降、着底0歳魚）をターゲットとし

た漁場整備の事業化に向けて着底0歳魚の生息条件の調査

を平成22年度から26年度にかけて水産庁委託事業により

行いました。

その結果、着底0歳魚は、平坦な砂泥底域に比べ、転石域で

の分布密度が高く、同地点には餌の動物プランクトンが多く

分布しており、転石域は着底0歳魚にとって好適な餌環境で

あることが推察されました。このことから、投石や人工魚礁

設置により、餌料環境を改善とあわせ漁業の混獲に対する保

護礁としての役割により、着底0歳魚の減耗を防ぎ資源量の

増大に繋がると考えられました。

そこで、漁村総研では、0歳魚の魚礁性の確認に向けて、北

海道大学との共同研究により、150トン実験水槽を用いて検

証しました。

2．材料と方法
実験は、2015年6月18日に函館市古部町古部沖の定置網

で採集したスケトウダラ0歳魚を用い、同年7月3日～15日

および、11月18日から27日の間に行いました。

1）実験水槽
実験には、函館市国際水産・海洋総合研究センターの大型

実験水槽（幅約10m×奥行約5m、実験時は水深3mで容量

150t）を使用し、水温11.5～12℃、流速5cm/sに設定しま

した。また、底面に茶色のシートを敷き、水槽内を幅約10m×

奥行約2.5mのA・B区と区分しました。

2）7月の実験
実験魚250個体（平均体長±SD;84±7mm：着底前期）

を用い、明条件（白色灯;1.7μmol/m2･s）・暗条件1（赤色灯; 

0.028μmol/m2･s）で行いました。コントロールとして、両

区とも何も設置していない条件で観察した後、B区を石と人

工魚礁（以下、魚礁）を設置し魚礁区としました（図1）。

3）11月の実験
実験魚70個体（平均体長±SD;118±15mm：着底期）を

用い、明条件（白色灯;1.7μmol/m2･s）・暗条件1（赤色灯; 

0.028μmol/m2･s）・暗条件2（赤色灯; 0.017μmol/m2･s）

で行いました。コントロールは行わず、観察はB区を魚礁区

とした条件でのみ行いました。また、生餌として、潜砂性端脚

類のナミノリソコエビHaustorioides japonicus 存在下に

おける観察も行いました。

4）魚礁性の検証
A・B区と泳層別（水深1mごと上中下層に区分）の水平・

鉛直的な分布個体数の計数により検証しました。計数は、10

秒間隔での写真撮影を30回、計5分間を1セットとしました。

また、魚礁上の縦約1m×横約1m×奥行約1m内に10秒間

滞在した個体を定位として計数しました。計数開始は光条件

の切り替えから2時間後、生餌投入からは30分後とし、暗条

件1・2での観察は異なる日程で行いました。

5）解析方法
解析には各条件の計数データ3セット（n=90）を用いまし

た。A・B区の差の検定には、ウィルコクソンの符号化順位検

定、泳層別の差の検定には独立性の検定を行いました。

3．結果
1）7月の実験
コントロールおよびB区を魚礁区とした両条件で、A・B

区の水平的な分布個体数に差はなく魚礁に対する蝟集行動も

みられませんでした。鉛直分布は、明条件で中下層に分布す

る個体が多かったです。ただし、魚礁設置前後で変化はみら

れませんでした。

2）11月の実験
A・B区の水平的な分布個体数は、餌あり・餌なしのどちら

▲図1：魚礁設置後の大型実験水槽
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環境の変化に対応するものと考えらます。

実際に餌のある条件では、B区の石に付着した餌をついば

む採餌行動をとり、転石域が採餌に利する環境であることが

示唆されました（図2）。

5．終わりに
本実験から、着底期の0歳魚は、平坦な砂泥海底よりも礫

や岩礁の多い海底を選好する可能性が示唆されました。

このような漁村総研における自主研究の成果が、漁場整備

の推進に寄与すると幸いです。

（第２調査研究部　松本 卓也）

でも明条件と暗条件1でB区に多く分布しましたが、暗条件2

では差がありませんでした。鉛直分布は、餌あり・餌なしのど

ちらでも明条件と暗条件1で中下層に多く分布しました。

明条件と暗条件1では、人工魚礁上で流れに逆らう向きに

定位する行動がみられました。定位は、特に魚礁上前部で多

くやや下方向に頭を向けていました。また、生餌を投入する

と、B区の石に多くが付着する様子が観察できました。この

とき明条件と暗条件1で、B区において餌をついばむ採餌行

動が多くみられました。

4．考察
7月の実験では、魚礁設置前後の行動に変化はなく着底前

の0歳魚には魚礁性がありませんでした。

一方で11月にはB区に多く分布し、餌のない条件では人工

魚礁上で定位行動をとっていました。定位行動の水流に対す

る向き、位置から、本行動は基質に依存したものではなく、人

工魚礁による流れの変化（物理的環境変化）に起因したもの

と考えられました。

実際に、流れの変化が生じる魚礁周辺には、動物プランク

トンが蝟集する様子が観察された報告もあり、主に漂泳性の

動物プランクトンを捕食する着底0歳魚において、流れの変

化に起因する定位行動は採餌に関連した行動と考えらます。

また、着底期に達したと思われる11月0歳魚の7月からの人

工魚礁に対する反応行動の変化は、底層生活移行による生息

▲図2：餌をついばむ着底期以降0歳魚

29Vol. 40TOPICS



TOPICS

総務部
第12・13回理事会、第5回評議員会の開催

第4期事業年度第12回理事会を平成28年7月13日（水）

に東京都千代田区コ－プビルに於いて、岡水産庁計画課長を

来賓として迎え、第5回評議員会を平成28年7月28日（木）

に東京都港区ホテルオ－クラに於いて、また、第5回評議員

会終了後、第13回理事会をコ－プビルに於いて、岡水産庁計

画課長を来賓として迎え、開催致しました。

第12回理事会では、第4期事業年度事業報告及び決算報告

書（案）の承認の件（平成27年6月1日から平成28年5月31

日までの期間）、第5回評議員会開催及び提出議案の承認の件

などを審議し、承認されました。

第5回評議員会では、第4期事業年度事業報告及び決算報

告書（案）の承認の件、理事の選任の件などを審議し、承認さ

れました。

第13回理事会では、評議員会の理事選任を受けて、理事長、

専務理事及び常務理事の選定の件について審議し、理事長に

影山智将氏、常務理事に長元雅寛氏が選定され、平成28年7

月28日付けで就任致しました。

（総務部　川崎 直子）

区　分 氏　名 所　属

理事長 影山 智将 一般財団法人
漁港漁場漁村総合研究所 理事長（常勤）

常務理事 長元 雅寛 一般財団法人
漁港漁場漁村総合研究所 常務理事（常勤）

理　事 長屋 信博 全国漁業協同組合連合会 代表理事専務

理　事 志岐 富美雄 長崎県漁業信用基金協会 理事長

理　事 宮﨑 隆昌 日本文理大学 非常勤講師
日本大学生産工学部 非常勤講師

理　事 山下 東子 大東文化大学経済学部 教授

理　事 友廣 郁洋 一般社団法人 長崎県漁港漁場協会 会長
松浦市長

理　事 小柳 哲朗 一般社団法人 福岡県漁港漁場協会 副会長
山門羽瀬漁業協同組合長

理　事 尾山 春枝 富山県漁業協同組合連合会 会長
富山県新湊漁業協同組合 代表理事組合長

理　事 別井 一栄 茨城県漁港協会 専務理事

理　事 橋本 牧 公益社団法人 全国漁港漁場協会 会長

理　事 森田 正博 一般社団法人 全日本漁港建設協会 事務局長

理　事 濱田 研一 公益社団法人 全国豊かな海づくり推進協会
専務理事

理　事 髙橋 昌幸 北海道漁港漁場協会 会長
神恵内村長

理　事 大村 益男 一般社団法人
岩手県漁港漁村協会 専務理事

監　事 紺谷 和夫 元 財団法人 
港湾空港建設技術サービスセンター 参与

監　事 藤井 富美雄 一般社団法人 漁業信用基金中央会 専務理事

氏　名 所　属

越善 靖夫 一般社団法人 青森県漁港漁場協会 代表理事
東通村長

近藤 健雄 日本大学理工学部 特任教授

中村 清志 東京都漁港漁場協会 専務理事
東京都漁業協同組合連合会 専務理事

野村 興兒 山口県漁港漁場協会 会長理事
萩市長

馬場 治 東京海洋大学海洋政策文化学科 教授

藤本 昭夫 一般社団法人 大分県漁港漁場協会 会長
姫島村長

長野 章 一般社団法人 全日本漁港建設協会 会長

高橋 征人 神奈川県水産振興促進協会 会長
神奈川県漁業協同組合連合会 代表理事会長

榎本 武利 鳥取県港湾・漁港協会 副会長
岩美町長

小松 幹侍 高知県漁港漁場協会 会長
室戸市長

 評　議　員 平成28年7月28日現在  理　事・監　事 平成28年7月28日現在
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TOPICS

総務部
平成28年度研究助成事業の決定

■趣旨
漁港漁村は漁業の生産基盤、地域住民の生活基盤としての

役割に加えて、周辺水域、沿岸域の高度で効率的な活用や海

洋性レクリエーションの場の提供等の多面的な機能を有して

います。一方、公共用水域の汚染、漁村の生活環境の悪化等が

問題となっております。

また、東日本大震災から5年が経過した現在でも復旧・復

興が進んでいるものの、未だ多くの課題を抱えております。

一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所は、こうした新しい

時代における多様な要請等に対応した漁港漁場漁村の整備等

に関する調査研究及び成果の普及等の活動を行っている法人

であり、その研究活動の一環として、漁港漁村地域の振興、生

活環境改善、漁場の整備等に係る創造的な調査研究に対して

助成を行っております。

■助成の対象
漁港漁村地域の振興、生活環境改善、漁場の整備等に係わ

る先進的な技術の調査研究や先進的な政策の調査研究であ

り、かつ、以下の2つの要件を満たすものを対象とします。

【要件1】
研究開発の内容が、我が国の漁港、漁場、漁村の整備及びそ

れらの保全・利活用を通じて水産業・漁村地域の振興を図っ

ていく上で今後必要になると思われる新たな視点を有するも

のであること。

【要件2】
研究開発の成果が、次のいずれかに該当するもの。

① 漁港漁場整備事業の計画立案、評価、設計、施工、管理運

営に関する技術の向上に寄与するもの。

② 防災、景観形成、環境整備など漁村における生活の快適、

安全の向上に寄与するもの。

③ 沿岸漁業・漁村地域の構造分析や漁村地域の活性化手法

の開発に寄与するもの

④ 効率的・効果的な水産基盤整備や漁村地域の振興を推進

するための幅広い政策提言に寄与するもの。

■平成28年度の応募結果
今年度は、新規20件、継続2件の応募がありました。応募

された研究内容について審査委員会の審査を経て、下記の通

り決定致しました。多数のご応募有難うございました。

1．平成27年度継続研究題目2件（申込件数2）
1-1.  ミズダコ及び沿岸魚類資源の持続的利用に資する小型

魚介類が脱出可能な改良篭の実用化研究

函館国際水産・海洋都市推進機構

函館頭足類科学研究所 所長　桜井 泰憲

1-2.  海洋エネルギー事業が漁村地域に与える社会的・経済

的インパクト－洋上風力発電実証事業の事例から－

国立大学法人東京海洋大学学術研究院

教授　川辺 みどり

2．平成28年度新規研究題目　3件（申込件数20件）
2-1.  津波・高潮による漁港周辺施設・設備の脆弱性評価手

法の構築

国立研究開発法人海洋研究開発機構

技術研究員　今井 健太郎

2-2.  魚類廃棄物の有効利用による循環型資源生産力向上技

術の事業化を目指した社会実験

国立大学法人香川大学工学部

教授　末永 慶寛

2-3.  個別要素型避難モデルを用いた漁港・漁村の津波被害

リスク評価手法の開発

国立大学法人東京海洋大学学術研究院

教授　岡安 章夫
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この人に聞く

関
い ず み

の
御宿 昭彦さん

静岡県 水産技術研究所 普及総括班 班長

相手の目線で考える
－普及の仕事は信頼関係から－

御宿 昭彦 【みしく・あきひこ】

静岡県三島市生まれ。京都大学卒業後、1984年に静岡
県庁に入庁。水産技術研究所の伊豆分場で、水産普及員
として勤務。その後、県庁、水産技術研究所浜名湖分場、
伊豆分場、再度県庁などを渡り歩き、現在は焼津の水産
技術研究所に勤務。水中写真の世界でも活躍。希少な
魚の水中写真をいくつも撮影している。

昆虫大好き少年、海と出会う
生まれは三島ですので、内陸部です。子供のころは、

とにかく昆虫が大好きだったんですよ。海との出会いは、
小学生のころ。親戚が伊東にいたので、伊東の新井海岸
へ行くうちに、海の生き物にだんだん魅せられていきま
した。中学から沼津市の学校に通うようになったのです
が、海の近くに行ける、ということが喜びでした。この
頃から釣りをするようになっていきました。
益田一さん（魚類学者、水中写真家）の魚類図鑑を購入

したのもこの頃です。当時、生態の写真を使った魚の図
鑑は斬新でした。
沼津へは高校まで通いました。普段はテニスに明け暮

れ、休日になると釣り三昧という日々でした。中学生の
頃はメジナの仔やシマスズメダイ、チョウチョウウオの
子供などを獲ってました。高校生になるとサクラダイや
イトヒキベラ、ハナハゼなど、それまでより少し大きな

魚を釣るようになりました。

魚への尽きない興味
釣ってきた魚は水槽で飼っていました。魚の行動を観
察するのはとても面白く、夢中になっていました。サク
ラダイは 15センチほどのハタ科の美しい魚です。生ま
れた時はすべて雌で、成長するとともに雄に性転換しま
す。けれど、雄ばかり同じ水槽に入れていると、その中
でちょっと小さい個体が雌に変わっていきます。
高校時代には、近所の魚屋さんに学校が休みの時、沼
津の魚市場に連れて行ってもらって、そこで雑魚として
棄てられた魚をホルマリン漬けにして標本づくりにも熱
中しました。

ダイビングサークルの創設
京都大学へ行きたかったのは、益田一さんとも一緒に
魚類図鑑を作られていた、魚類学の吉野哲夫さんが京都
大学の出身だったからです。「そうだ、京都行こう」、と
決めていました。でも、高校時代はテニスや釣りに明け
暮れていたので、現役合格は叶わず、一浪してからの入
学になりました。
大学では農学部水産学科へ進みました。学科は一学年

25名と少ない人数だったので、学科内の友人関係はとて
も親密でした。水産学科は舞鶴に研究所を持っていて、1

年の頃から先輩が定置網に乗せてくれたり、底びき網の
船長さんの話を聞かせてくれたり、自分たちで刺網をし
たりと、魚類そのものでなく初めて漁業に触れる機会が
得られ、考えるところの多い貴重な体験をしました。卒論
では、福井県小浜の底びき網からマダイをもらってきて
研究室で胃の内容物を分析したりしていましたが、たま
にサンプリングに乗船させてもらうのは楽しみでした。
大学 3年生のころ、同じ学科の仲間を中心に、幅広く

他学部や他大学にも部員を募り、ダイビングの同好会を
立ち上げました。自由に潜ってじっくり魚を観察して、
写真を撮って、そういうダイビングができる仲間を作り
たかったんです。今もこの時のサークル仲間とは付き合
いがあります。みんな様々な業種に就職しているので、
彼らとの付き合いは、視野を広げてくれます。
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研究と普及
大学卒業後は、大学院への進学を考

えていたのですが、ちょっと失敗して
しまいます。就職のことはあまり考え
ていなかったのですが、大学の友人が
たまたま持ってきたのが静岡県庁の願
書でした。友人は受けないというので、
願書をもらって受けてみたら通ってし
まったので、静岡に戻ってきました。
入った時に伊豆勤務を希望して、水産技術研究所の伊

豆分場に配属されました。普及員という立場でしたが、
どちらかというとヒラメの放流技術の研究が最初にあっ
たと思います。そういう研究を通して地元に入って行っ
て、例えば放流を共同作業で行ううちに、だんだんと漁
師さんたちと話をするようになっていきました。
でも、漁師と本音で話をする、というのは結構ハードル
が高かったですね。こちらの思いを押し付けたのでは、相
手は心を開いてくれません。漁業者さんの目線に立って、
まずは彼らの話をきちんと聞いて、そこから話をしていく
ことが大事だということが分かっていきました。それと、
やはり自分自身が動かなければ、認めてもらえない。一緒
に考え、一緒に動くことで初めて本音の付き合いができる。
伊豆には 5年、その後本庁に配属され、普及事業や栽
培漁業などの担当になりました。2年目には普及の担当
から外れて、広域の資源管理を担当しました。千葉県、
神奈川県、東京都、愛知県、三重県、静岡県の合同のワー
キンググループの幹事をやりました。人をまとめるこ
とを随分学んだ気がします。
その後、浜名湖分場に移り、ガザミの放流技術の研

究をやりました。この時は研究の色が濃かったですが、
中間育成などで漁師さんと共同作業も多く、随分知り合
いも増え、ほとんど知らなかった浜名湖のことをいろい
ろ教えてもらいました。

普及員としての仕事
それからまた伊豆分場へ行き、ヒラメやイセエビの研

究に明け暮れ、本庁で漁業調整の仕事をし、沼津に行き、
3回目の伊豆分場勤務となりました。この時伊豆には 6

年いたのですが、2年目に県の機構改革があって普及専
任のポストができたので、残りの4年間は普及を中心に
据えた仕事になっていきました。
ちょうどその時に、県庁の紹介で静鉄ストアーのバイ
ヤーさんが県内の水産物を店に出したいということで、い
とう漁協直営の富戸の定置網とスーパーの契約が成立し
て、週2回スーパーのバイヤーさんが自分でトラックを運
転して定置の魚を買いとってくれるようになりました。い
とう漁協は定置網とサバの棒受け網など漁業が盛んなとこ
ろで、それまではとにかく漁をしていれば、黙っていても市
場が魚であふれているようなところでした。でも、だんだん
そうはいかなくなってきていた。そんな時期とスーパーな

どの話がうまく重なったということもありますが、こういう
新たな動きが刺激になって、いとう漁協は直営食堂やすり
身加工など色々な活動に火が付いて行ったと思います。県
庁がリードした取り組みでしたが、普及員として漁協の後
押しをする黒子のような働きをしていたつもりです。
株式会社ヤマザキは、静岡の総合惣菜メーカーですが、
ここの総菜シリーズの一つにいわしの南蛮漬けがありま
す。ヤマザキが国産のカタクチイワシをほしがっている
ということで県庁から紹介され、カタクチイワシの漁獲
状況や脂の乗りの整理をして漁協に伝えていったりもし
ました。生産者と外の世界をつなぐパイプ役を果たすこ
とは、普及の大切な仕事の一つと考えています。

地元への入り方
普及ということを主にした時に、一番の課題はどう
やって地元に入り込んでいくか、ということではないか
と思います。自分は流通加工の知識が少なかったので、
伊豆にいた時には、毎日市場に行きました。ただ見て歩
くというのではなくて、魚を測定して資源の状況を伝え
たり、とにかく地域や漁業のために何か役に立とうと考
えて作業をしている、ということを分かってもらいたい
と思っていました。信頼関係がなければ、普及の仕事は
できません。繰り返しになりますが、それは自分が動い
ていくしかないんですよね。
由比の女性部さんに、女性部の活動や女性部としての
地域や漁業に対する思いを交流大会で発表してもらいた
いと思った時も、ただ発表してくださいね、というので
はなく、イベントの時には一緒に料理を作ったり出店の
手伝いをさせてもらって、交流大会の発表内容も一緒に
相談しながら考えていきました。
現場の人たちが、実際にどういう活動をされているの
か、という情報も誰よりも把握していなければいけない
と思っています。そのためには、普及員は部屋の中にい
てはだめだと思います。どんどん現場に行って、漁業者
の方に敬意を持って接し、見たり聞いたり話をしなけれ
ば、普及の仕事はできません。

魚の目線で魚を撮る
ダイビングは学生の時から、今もずっと潜っています。

大瀬崎（静岡県沼津市）には30年間、毎週のように通っ
てきました。ダイビングの一番の目的は水中の魚の写

ヒラメ天然放流魚の測定 ヒラメの放流
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真を撮ることです。これまでたくさんの写真を撮ってき
ました。これも普及と同じで、魚が生活しているところ
へ行き、魚の目線で考えるとうまく写真が撮れます。
駿河湾は日本一深い湾なので、深海性の珍しい生き物

がたくさんいます。また、黒潮が南方の魚を乗せてくる
こともあります。これまで誰も見つけていなかった魚や、
ほとんど記録がない魚を発見することは、本当にワクワ
クします。そうして珍しい写真が撮れると、博物館に報
告したりします。魚の図鑑に自分の撮った写真が使われ
ることもあります。
ホオベニオトヒメハゼは 1980年に採取された標本に
よって新種として記録されました。その後、2007年に
相模湾や土佐湾で標本が採取されましたが、生息水深が
100メートル前後だったので生態写真はなかったんです。
2011年に初めて撮影することができました。この写真
は、宮内庁のハゼ研究者の方から協力を求められ、日本
産魚類検索の図のベースにもなりました。ツキヒハナダ
イは奄美大島近辺の水深100メートルくらいの深い海で
見つかっていますが、それが大瀬崎にいるのを見つけま
した。キラキラハゼはそれまで一個体の標本しかなかっ
たのですが、これも大瀬崎で見つけました。伊江島でも
日本では記録のないハナダイを撮影することができまし
た。最近ようやく2個体目が見つかったそうです。
こうした画像は神奈川県立生命の星博物館を通じて、

国立科学博物館の魚類検索データベースに画像を提供し
て協力しています。

伊江島は第二の故郷
もう一つのフィールドとして、沖縄の伊江島にも 25

年くらい通い続けています。一昨年、伊江島の深海鮫を
獲っている若手の漁師さんを紹介されたときには、何か
の縁を感じました。この漁師さんはサメの肝油からスク
ワランオイルを作る方法や、その販路について相談され
てきました。焼津にも深海鮫を獲っている漁師さんがい
るということを伝えたら、伊江島からご夫婦で訪ねてこ
られました。焼津の漁師さんは、健康食品などを扱って
いる企業と提携して、注文に応じて鮫を獲っています。
伊江島は離島なので流通の条件が悪く、連携する企業を
見つけることが難しいのだと思います。
伊江島に行った時には、奥さんの方が働いている漁協

直営の食堂にも行きました。旦那さんが獲ってきたサメ

の肉がフライなどで提供されていました。

自分を見つめ直す
昨年の正月 2日にダイビングをし、その翌日脳幹梗塞

で倒れました。入院とリハビリで一年間休職しました。
最近、ダイビングも再開しましたが、右半身に若干マ
ヒが残っていて、病気前と同じ、というわけにはいきま
せん。そういうわけで、本当はもっと現場に行きたいの
ですが、現在は研究所内にいることが多くなっています。
休職して感じたことですが、自分の仕事を職場のみんな

がカバーしてくれました。病気を克服する、ということもそ
うですが、自分の仕事や自分自身を見直すきっかけになった
時間だったと思っています。変わったことは、全部自分がや
らなければと思う方だったのですが、もっと人にも任せる、
と思えるようになったことです。そうすることによって次の
世代の普及員が育っていくのだと思います。今の若い普及
員たちはしっかりしていますから、大丈夫ですよ。

2011年大瀬崎にて撮影した
ホオベニオトヒメハゼ

2003年大瀬岬にて撮影したツキヒハナダイ 1996年大瀬岬にて撮影したキラキラハゼ

伊江島の漁師の妻、Mさんから、深海鮫の肝油からスクワ
ランオイルを作って販売したいのだけど、作り方や販売の
ノウハウを知っている人がいたら紹介してくださいません

か、と連絡をもらったとき、すぐに浮かんだのが御宿さんでし
た。なぜなら、静岡の漁業の現場で誰がどんなことをしている
か、という情報をたくさん持っていて、さらにフットワークが
軽い人だからです。案の定、御宿さんはすぐに鮫漁師に連絡を
取ってくださり、伊江島のMさんご夫妻が来静した折には、鮫
漁師の家や沼津の深海水族館などずっと付き添ってくださいま
した。私はこの時初めて、御宿さんが伊江島フリークというこ
とを知ったのですが、なにか不思議な縁のようなものを感じま
す。昨年1月に、病院からメールをいただいた時は本当に驚き
ましたが、職場復帰され、ダイビングも再開とのこと。今度ダ
イビングご一緒したいです。

海とくらし研究所　関 いずみ

関 いずみ  プロフィール

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。

海とくらし研究所 関

インタビューを終
えて
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1．概要
日韓両国の漁港漁場漁村技術発展と水産関係者の友好増進

を目的とした「第19回日韓漁村漁港漁場技術交流会議」が公

益社団法人全国漁港漁場協会主催のもと平成28年6月に北

海道札幌市で開催されました。本会議は日本と韓国とで隔年

開催しており、今年から日本での開催にあたって、一般財団

法人漁港漁場漁村総合研究所が共催となりました。

同会議には、韓国側から特殊法人韓国漁村漁港協会の柳青

魯理事長を団長とし、韓国海洋科学技術院や韓国海洋水産部

から総勢8名が来日し出席頂きました。日本側は、公益社団

法人全国漁港漁場協会の

橋本牧会長、水産庁漁港

漁場整備部整備課の吉塚

靖浩課長の他、行政、関

係団体及び民間企業から

の一般参加者も含めると

70名程度の方が参加され

ました。

2．内容
2. 1　第19回日韓漁村漁港漁場技術交流会議
会議の次第は下記のとおりで、「新しい流通・加工に対応し

た漁港のあり方」をテーマに日韓両国代表者が発表を行い、

活発な意見交換が行われました。

【開会式】＜挨拶＞

橋本 牧　●全国漁港漁場協会 会長

柳 青魯　●韓国漁港漁村協会 理事長

吉塚 靖浩　●水産庁漁港漁場整備部 整備課長

【発表】

発表は、一般財団法人漁港漁場漁村技術研究所の影山智将

理事長を座長とし進行されました。

①「漁港における品質・衛生管理の取り組み」

高原 裕一【日本】　●水産庁漁港漁場整備部計画課 課長補佐

②「クリーン漁港の導入方案の研究」

南光薰【韓国】　●韓国漁村漁港協会 R&D融合チーム長

③「北海道産地市場衛生管理高度化への取組みについて」

山田 芳孝【日本】　●北海道漁業協同組合連合会 品質管理部長

④「 日本における高度衛生管理型産地魚市場－求められる

品質衛生管理　事例紹介－」

大村 浩之【日本】　● 漁港漁場漁村総合研究所
第1調査研究部 次長

⑤「産地流通施設の衛生確保方案」

朴浚模【韓国】　● 水産業協同組合水産経済研究院産業研究
チーム長

 

第19回日韓漁村漁港漁場技術交流会議

▲ 橋本 牧 会長

▲ 吉塚 靖浩 課長▲ 柳 青魯 理事長

▲ 高原 裕一 課長補佐

▲ 山田 芳孝 部長

▲ 朴 浚模 チーム長

▲ 影山 智将 理事長

▲ 南光薰 チーム長

▲ 大村 浩之 次長
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の配慮の高さを視察団に伝える結果となり、日本ではここま

で徹底しているのかとの印象を与えられたと思います。

その後、余市へ移動し、海釣り施設を兼ねた防波堤、プレ

ジャーボートの収容施設、港内での蓄養生け簀などを視察し

ました。前述したとおり、韓国では漁港における観光への取

り組みに力を入れており、6月の北海道とは言え炎天下の中、

防波堤の先端まで行くほど、熱心に視察していました。

⑶ 中央水産試験場視察

視察の最後は、地方独立行政法人北海道立総合研究機構水

産研究本部の中央水産試験場を視察しました。北海道には

7つの水産試験場があり、3隻の試験調査船を保有していま

す。同試験場では、資源管理型漁業、増養殖技術、水産物の安

全性確保と高度利用等の推進しており、視察では、試験場の

取り組みを説明して頂き、各種試験施設を見学させて頂きま

した。ここでも韓国視察団は試験場の方へ熱心に質問してお

り、特に資源管理について興味があるようでした。

視察の最後には、ニッカウヰスキーの工場、札幌に移動し

てジンギスカンも堪能して頂きました。

3．おわりに
今回は韓国側の希望もあり北海道での開催となりました

が、多くの方が会議に参加して頂き、また、会議の議論に加え

て、韓国の方々に北海道のすばらしさを感じて頂けたのでは

ないかと思います。

（第１調査研究部　後藤 卓治）

2. 2　現地視察
会議の開催に先駆け、北海道開発局小樽開発建設部の方々

にご案内頂き、歴史的土木施設である小樽港北防波堤や積丹

半島の漁港等の視察を行いました。

⑴ 小樽港北防波堤

小樽港北防波堤は、一世紀前の明治30年に工事が開始さ

れ、11年の歳月を経て明治41年に1,289mが完成しました。

同防波堤は、近代土木の父と言われている廣井勇氏が設計を

担当し、日本人技師として初めて本格的外洋防波堤の建設に

成功しました。

視察では、小樽港湾事務所の事務所の今宗紀所長より事務

所に設けられている見学施設において北防波堤建設の経緯か

ら工法についてご説明頂きました。

その後、小樽運河を視察した後、小樽港が一望できる小樽

市内のホテルで歓迎レセプションが開催され、今年の会議の

成功に向け親睦を深めました。

⑵ 積丹半島視察

積丹町では、水中展望船に乗船し、北海道の自然を堪能し

た後、鰊番屋を視察しました。韓国でも漁村の活性化が課題

となっており、これら観光資源を活かした取り組みについて

興味を持っておられました。

次に、古平町へ移動し、古平漁港の高度衛生管理への取り

組みと漁協の加工施設及び直売店を視察しました。荷捌き所

では土足であるため施設内には入れず、加工施設ではガラス

張りの通路からの視察となりましたが、それが逆に衛生面へ
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平成28年7月26日に都市漁村交流推進協議会主催の『トー

ク＆トーク　まちに元気を！』が開催されました。

開催概要

日時： 平成28年7月26日（火）13：30～15：30
場所： エッサム神田ホール 5F

イベントホール（東京都千代田区神田鍛冶町3-2-2）

プログラム

■講　演：『都市漁村交流活動の潮流～活動の分類と方向性』

婁 小波 氏　●東京海洋大学海洋政策文化学部門 教授

■取組事例紹介

『内浦漁協直営食堂の取組』

土屋 真美 氏　●内浦漁業協同組合、「いけすや」 店長

『NPO砂浜美術館の取組』

村上 健太郎 氏　●NPO砂浜美術館 理事長

主催者挨拶

藤本 昭夫　大分県姫島村長　●都市漁村交流推進協議会 会長
本日は、平成28年度トーク

＆トーク「まちに元気を！ 全

国発、まちおこしに向けた都

市漁村交流の可能性とあり方

を探る」にご参加いただきあ

りがとうございます。毎年、本

協議会の活動の一環として、

漁村の活性化に大きな力と

なっております、都市漁村交

流の展開を探るための意見交換の場として、会員だけでなく、

都市漁村交流活動に関心をお持ちの多くの皆さんにご参加い

ただき、開催致しております。

今年度は、都市漁村交流の取り組みを継続していった事例

に焦点を挙げ、その取り組みの成立の仕組みや方向性につい

て東京海洋大学の婁教授にご講演いただき、実際の取組み

事例として静岡県沼津市の内浦漁協直営食堂の店長の土屋

さん、高知県黒潮町のNPO 砂浜美術館理事長の村上さんに

それぞれの活動をご紹介いただきます。

本日のシンポジウムが皆さまの方の活動の一助となれば幸

いです。本日はお忙しい中をお集まりいただきまして本当に

ありがとうございました。

■講演：『 都市漁村交流活動の潮流～活動の分類と
方向性』

婁 小波 氏　●東京海洋大学海洋政策文化学部門 教授
都市漁村交流活動には多様

性があり、全てをとらえて分

類するのは難しいことを前提

とした上で、①都市漁村交流

活動をみる視点として経済活

動を取り上げ、②定着してい

る事業の仕組みを分析し、③こ

れからの都市漁村交流事業の

取組の方向性や施策を考える

視点を提供できればと考えています。

【都市漁村交流活動を見る視点】
活性化や交流活動というものは、経済だけではなく、地域

に住む人々の意識を変え、地域社会システムそのものを変革

していくことが出発点となると考えています。その中で経済

に着目するのは、追加的所得を確保する取組を通じて、既存

の経済の健全化・活性化を図り、社会を活性化し、定住を促

進が図ることができるからです。

都市漁村交流の本質は地域資源を活かした活性化活動で、

これには、水産物を地域外に売る「外貨を稼ぐ」という従来型

の産業振興策と、地域に人を呼び込んでサービスやアイデア、

モノを売り地域内で経済を回す「内貨を稼ぐ」という二つのベ

クトルがあります。漁業が食品産業の中で最終商品ではなく

素材を提供するものとなり、食と漁業の距離が大きく拡大し

た現在の経済では、モノとして水産物を供給するだけではな

く、サービスやアイデアを供給する地域産業的な部分を大事

にしていくこと、従来の産地市場流通を通じて頑張るだけで

はなく、今より消費者に近づく新たな戦略や事業領域への展

開や、より品質競争度を上げる形で垂直的、あるいは水平的

に事業を多角化していく事が重要になってくると思います。

【「事業仕組み」に着目した海業の類型】
2013年に『海業の時代』を執筆した際に、水産物中心の食

の資源かレジャー資源かという軸と、個人で行うか共同で行

うかという軸の2つを持って、事業を4つの象限に分け、この

中でどういう資源の仕組みが持続性があるのかについて検討

しました。その結果、食の分野で個別経営体が行っている事

業は、域内経済循環システムを作り上げたところが残ってお

り、レジャー（遊）分野で個別経営体が行っている事業は、地

域資源の管理体制がうまく構築されているところが持続性が

あると抽出しました。共同で実施している場合には、コミュ

『平成28年度都市漁村交流推進協議会のトーク＆トーク
 まちに元気を！』開催報告
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ニティービジネスが持続性があります。また、中間支援組織

というものが非常に大きな意味を持っています。

【事例①】愛知県日間賀島の事例は域内地域循環システムの構
築の事例です。観光部門と漁協部門がブランド化された水

産物を観光客に提供するという形で地域内で様々に連携し

ており、どこかの部門が頑張れば他の部門が利益を得られ

る仕組みが作られているため、地域全体で頑張れます。連

携の紐帯として利益循環があるのです。

【事例②】沖縄県恩納村の事例は地域資源管理の事例です。地
域資源の利用ルールがきちんと定められ、地域連携ルール

として観光側が漁業者の船や労働力を使うルールがありま

す。漁業者が観光に関与する中で観光側は海を自由に利用

でき、資源の荒廃も招かない仕組みです。

【事例③】岩手県田野畑村の事例は中間支援組織の事例です。
様々な観光メニューを個別漁家が独立経営で行っていま

すが、これらの作成やガイド・インストラクター等の養

成、ノウハウの提供、連絡調整や決済等とともに、外部への

PR、営業、予約受付等を行う中間支援組織が機能していま

す。中間支援組織が必要とされるのは、消費者相手の事業

として高度な経営管理能力を発揮できる点、地域資源の活

用ルールを定める際に個別企業と比べて正当性が高い点、

零細な地域資源を活用したビジネスを繋げて大きなビジネ

スにする際に有効な点です。

【事例④】静岡県のいとう漁協の事例はコミュニティビジネス
の事例です。漁協やダイビングセンター、地域を巻き込ん

で、現在でも1億5千万程度の収入がある一つの大きなダ

イビング対応事業としています。コミュニティビジネスは

地域の問題を技術的に解決するとともに、域内利益循環の

仕組みも内包しており、地域社会の持続性を確保できます。

市場を補完し、地域資源の効率的な価値創造ができる仕組

みとも言えますが、社会的公平性を獲得しやすいビジネス

であるという点が大事です。

【事例⑤】最後に地域市場の拡大の重要性について触れます。
魚食レストラン、加工と直販を組合せた複合商業施設を創

出し、11億の売り上げを挙げている鹿児島県江口漁協の蓬

莱館の事例です。地域市場の流通上の意義は、消費者と生

産者が顔の見える関係となり安全安心な仕組みを作ること

ができること、そこにサービスが付随していること、価格

決定の主導権も生産側にあることです。

【ビジネスとしての取組み】
事業の仕組みはビジネスとして考えることが大事です。良

いビジネスの3条件は、参入障壁があること、リスクが分散

されていること、価格競争ではなくサービス競争や品質競争、

ブランド競争を中心としている事です。

ビジネスの要素には人、モノ、金、情報、ブランドの5つが

ありますが、これらの要素をいかに獲得するか、つくりあげ

るかが重要になってきます。

また、活性化事業は小さな経済ですが、歯車効果が期待で

きます。産直という小さな経済により、漁協が入札に参加し

たり仲買さんに協力を求めたりする中で、産地市場流通が活

性化していく事がよくあります。

【これからの都市漁村交流】
1点目は、地域資源の価値創造で、物、サービス、アイデア

に関わるインフラの整備が非常に大事になるでしょう。また、

ビジネスの多様性に対応した整備ということも大事ではない

かと思います。

2点目は、ソフト支援による価値創造で、商品化のための

合意形成の支援や事業の仕組み、ビジネスモデルの開発支援

といったものが大事になるだろうと思います。担い手育成、

マーケティング支援、資源の管理、人材育成といったものも

考えられるのではないかと思います。

3点目は、イノベーションが大事だということです。イノ

ベーションというと商品開発や加工方法の開発という技術革

新の方向に目が行きがちですが、新しい販路の開拓、仕入先

の確保、経営管理組織の確立、経営形態の革新といった経営

イノベーションが大事です。都市漁村交流、あるいは、地域活

性化を考えていくときに、地域の経営イノベーションを促す、

引き起こす、それを支援するという視点が非常に大事である

ということを強調して私の話を終わらせていただきます。

■取組事例紹介：『内浦漁協直営食堂の取組』
土屋 真美 氏　●内浦漁業協同組合、「いけすや」店長
少し前の内浦では、漁師が

取った魚を奥さんが家事・育

児をしながら加工して売って

いましたが、今では、地元のア

ジを使って食堂を創り、1年で

1億近い売り上げを出すよう

になりました。少しの工夫と

アイデアで来店客を増やした、

目からうろこの漁業事業を説

明します。

【取組みの経緯】
内浦漁業協同組合は静岡県伊豆半島の入口に位置してお
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り、中・小型旋網、船びき網、刺し網、小型定置、アジ・タイ

の養殖が主の漁協です。魚価の低迷や燃油の高騰、高齢化と

後継者不足という厳しい状況の中、漁業者の生活を守り、地

域存続の危機を打開するため、漁協では出荷量が日本一であ

る内浦の養殖アジを使った新たな取り組みを始めました。平

成21年の「活アジ祭」を皮切りに、平成25年から活アジを提

供する日曜日限定の市場食堂「いけすや」を始め、食堂に発展

させました。

【いけすやの仕組み】
静岡県六次産業アドバイザーや行政との連携の元、ター

ゲットの設定（休日；伊豆に来訪する首都圏の観光客、平日：

地元客）や、地元メディアの活用（準備段階から多くの情報発

信）、調理チームの団結（会いにいけるお母さん；チームIKS

の結成）、メニュー開発（平日の利用者を意識した千円以下の

メニュー）等を行い、平成27年5月に「いけすや」をオープン

させました。地域の飲食店に対しては定休日をずらし、飲食

店情報の入ったお散歩マップを発行する等、配慮しています。

【継続の中で】
開店当初は食事提供に時間がかかりましたが、最近は慣れ

てきました。待合スペースを新たに設けたり、チームの顔写

真を張ってスタッフのやる気を盛り上げたり、来店待ちのお

客様に試食を提供したり、来店の動機づけのための小さなイ

ベントの開催等の工夫を重ねています。

リピーターも増えており、平日170名、土日休日で270名

という来場者です。「いけすや」がきっかけとなって交流人口

と魚関連事業の売上増加で元気な内浦にできるように頑張っ

ていきたいと考えています。皆様もぜひ沼津の内浦に足を

運んでいただけたらと思います。

■取組事例紹介：『NPO砂浜美術館の取組』
村上 健太郎 氏　●NPO砂浜美術館 理事長
砂浜美術館は高知県黒潮町にあります。建物は無く、「私

たちのまちには美術館がありません。美しい砂浜が美術館で

す。」というのが開始当初28年前からのコンセプトです。自

分たちのまちを見るものの見方や考え方を「砂浜美術館」と

いう名前で表しているのです。

【砂浜美術館の紹介】
普通の美術館と異なり、

BGMは波の音、鳥の足跡やウ

ミガメの産卵、漂流物やラッ

キョウの花、マラソン大会の

はだしのランナー達が展示品

です。ニタリクジラを館長と

しているのは、遊び心を持っ

て地域資源に価値を見出すというコンセプトのためです。こ

のような考え方を共有し、興味を持って町に来てもらいたい

と、ホエールウォッチングやTシャツアート展、パッチワー

クキルト展、漂流物展等を実施しています。Tシャツアート

展は日本全国、海外でも展開されています。

【継続の中で】
平成元年から始まった取組みですが、15年たって、砂浜美

術館運営委員会、ホエールウォッチングの船主組合、観光協

会、公園管理協会の4組織を併せてNPO法人化しました。有

給の職員16名を抱えています。　

この6年の間に、WEBショップを立ち上げ、旅行業登録を

して自分たちで商品を企画し販売するということを進めてい

ます。また、黒潮町観光ネットワークとして地元の方々との

連携システムづくりを進め、砂浜に隣接する公園のスポーツ

施設を活用して、合宿誘致の取組も行い、平成23年の300泊

程度から、5000泊近くに増やしました。自然環境、人の温か

さがもたらすエネルギー、食といったものがリピートを生ん

でいると感じています。

今後は、①自分たちが観光地域づくりの中核となっていく

こと、②砂浜美術館のオンリーワンという考え方を積極的に

生かしていくこと、③多様な働き方が長期的にできるNPO

組織の基盤を作り上げること、が課題です。

砂浜を美術館と見立てたことで様々な事業が生まれたよう

に、今後もいろいろな方々の感性やアイデアに触れながら、

自分たちの考え、思い、感性を持って新しい地域資源の活用

法を生み出していけたらと思っています。

※本稿は、当日お話し頂いた内容を抜粋し、とりまとめたものです。

（第１調査研究部　浪川 珠乃）
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１．はじめに
石巻市水産物地方卸売市場において行ったCM（コンスト

ラクション・マネジメント）事業方式が、この度3つの賞を

受賞いたしました。

石巻市水産物地方卸売市場（以下、石巻魚市場）は延べ面積

約50,000㎡、施設延長約880mの世界的に見ても大きな産

地市場です。岸壁と荷捌き施設の一体的な整備と水産物の陸

揚げ・荷捌きエリアの再ゾーニングを行い、車両・人・水産

物の動線を明確に区分し、選別・陳列・立替等作業エリアの

区画化を行い車・人から水産物への汚染防止策としました。

管理棟は水揚げから出荷までの活動を統合管理します。外部

者の見学者通路、研修室を備えており、国が目指す高度衛生

管理に適合する食の安全安心をサポートします。（詳細につい

ては、本誌Vol.38号p12～13を参照。）

２．CM方式とは
CM（コンストラクション・マネジメント）方式とは、「建

設生産･管理システム」の一つであり、発注者の補助者・代

行者であるCMR（コンストラクション・マネージャー）が、

技術的な中立性を保ちつつ発注者の側に立って、設計の検討

や工事発注方式の検討、工程管理、コスト管理などの各種マ

ネジメント業務の全部又は一部を行うものです（国土交通

省「CM方式活用ガイドライン」）。CM方式は、工事費の保

証といった工事施工に関するリスクを発注者が担う「ピュア

CM方式」とCMRが担う「アットリスクCM方式」に大別

されます。

発注者支援型CM方式は、建設段階において発注者の技術

力等が不足する場合に、民間企業の専門技術者を配置させる

ことによって、監督員業務等を補完する方策

の1つであり、ピュアCMとして位置づけら

れます。ピュアCM方式の導入により、工事

目的物の品質あるいは複数の工事間の円滑な

調整等を図るだけでなく、工事特性及びコス

ト縮減や工期短縮等が期待されています。

一方、アットリスクCM方式は、これまで

元請企業が行ってきた施工管理を担います。

建設費の最高限度額を保証する条項（GMP：

Guaranteed Maximum Price）や工期を

保証する条項を契約に含めたり、あるいは工

事完成保証を差し入れたりする場合がありま

す。工事金額等について受注者がリスクを取

ることになります。

石巻市水産物地方卸売市場復興事業が受賞

３．石巻魚市場CM事業方式の選定
⑴ 石巻魚市場の事業推進方法
この事業では、津波で被災した旧魚市場を衛生管理型市場

として新たに復興するに当たり、市場機能を動かしつつ、大

規模な施設を平成27年8月末までに早急に実現する必要が

ありました。しかし、通常時の発注手順では完成時期が遅延

します。そこで、今までの分割発注方式ではなく、早期に完成

するため民間の活力を最大限利用したピュアCM（コンスト

ラクション・マネジメント）の採用と、設計施工一括による

アットリスクCMの発注方式を採用しました（図1）。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ることができ、1年ほど工期

が短縮できました。

⑵ 事業会計の透明性の確保
事業会計の透明性を確保するため、すべての帳票をチェッ

クするオープンブック方式を採用しました。この方式は工事

費用を専門業者（施工者等）に支払う過程で、支払金額とその

対価の公正さを明らかにするため、施工者が発注者に全ての

コストに関する情報を開示し、発注者又は第三者が監査を行

う方式のことをいいます。

４．石巻魚市場CM事業の受賞
⑴ 6th International CM Day Celebrations受賞
平成28年3月14日韓国ソウルで行われた第6回国際CM

の日表彰式において、石巻魚市場事業が優秀賞を受賞（写真
1）しました。このセレモニーは、EU、アメリカ、アジアにお
いて行われたCM事業を参加各国のCM協会が推薦、どのよ

うな内容かプレゼンテーションし、審査がおこなわれます。

▲ 図1　CMプロジェクトの体制
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５．おわりに
これらの賞は、ひとえに関係者皆様の努力が結集したもの

と感じています。施設の復旧は終わりましたが、施設を有効

に活用した真の復興に向け邁進してゆきます。

（第１調査研究部　大村 浩之）

当事業おいて、東日本大震災からの復興の重要性、スピード

感、専門性の高いチームワーク等が評価され、賞が与えられ

ました。

⑵ 日本CM選奨2015最優秀賞受賞
日本コンストラクション・マネジメント協会は、年に1度、

前年度のCM事業における技術力の高さを審査し、優秀な事

業を審査し表彰します。石巻魚市場CM事業は、ピュアCM

方式とアットリスクCM方式の特徴を生かし、石巻魚市場建

設の公共事業において日本で初めて採用し、事業費が高騰す

る中、契約当初の事業費を超えないコントロールと、事業期

間の順守、また出来上がった施設の品質の高さにおいて、特

に高い技術を発揮したとして、平成28年6月10日、最優秀

賞（写真2）が与えられました。

⑶ 全建賞受賞
平成28年6月28日、全日本建設技術協会の全建賞を受賞

しました。市町村の行う事業としては貴重な受賞です。東北

大震災で壊滅的な打撃を受けた施設を関係者のチームワーク

と総合的な技術を結集した事業として、水産庁の推薦を受け、

今回の受賞（写真3）になりました。

▲ 写真1　第6回国際CMの日 表彰式
▲ 写真2

▲ 写真3
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はじめに
韓国では人工魚礁を用いた漁場造成事業は古くから行われ

ています。中でも韓国水産資源管理公団が行っている漁場事

業は、人工魚礁を用いた増殖事業や種苗放流事業です。今回、

同公団より日本における漁場造成、特に水産環境整備事業の

考え方や国が直轄事業で行っているマウンド漁場造成事業や

ズワイガニ保護礁の効果について、意見交換したいとの依頼

があり、6月21日に来日されたので概要を報告します。

視察内容
金昌吉博士（東北大学において学位修得）を含め韓国水産

資源管理公団から3名と、民間の海洋工学関連会社から3名

の合計6名が当研究所に来所されました。金博士は水産工学

研究所（茨城県波崎）や水産大学校（山口県下関）とも古くか

ら情報交換をされ日本の事業についてはご知見があります。

日時：2016年6月21日（火）15:00～16:00
場所：当研究所会議室
来訪側参加者：

漁村総研側参加者：伊藤　靖　●第2調査研究部長

内　容

1．あいさつ

金博士より来日目的の説明があった。

2．話題提供

①日本における水産環境整備の考え方について

② 直轄事業で行われているマウンド漁場造成事効果に

ついて

③ 直轄事業で行われているズワイガニ保護礁の効果に

ついて 　話題提供者：伊藤 靖　●第2調査研究部長

④質疑応答

話題提供後、質疑を行ったところ韓国においては漁獲圧に

より資源状況が減少傾向にある。そのため、人工魚礁を用い

た増殖事業を行う必要があることから、日本の水産環境整

備事業を参考としたい。また、沖合の増殖という観点からマ

ウンド漁場造成やズワイガニ保護礁についても検討していき

たいとのことであった。ズワイガニ保護礁については既に稚

ガニの保護を目的とした保護礁は既に取り組まれているとの

ことであったが、効果検証には至っていない。また、親ガニを

対象とした場合の施工上の技術的課題が山積しているので、

これらについても日本の技術を参考にしていきたいとのこと

であった。

韓国水産資源管理公団の概要
1．設立年度：2011年1月1日

2．韓国水産資源管理公団の主な事業

⑴ 藻場造成事業（海中林造成事業）

目的： 磯焼けによって喪失された藻場（海藻類）を回復

および天然海藻類を保全

方法： 事業費は全額国費、契約による事業者選定および

指導、監督 

事業費（2015年）：約35.7億円

⑵ 海洋牧場事業（Marine Ranching Project）

目的： 海域の特性を活かして対象種を増やすために人

工魚礁を設置して漁場を造成することで1次産業

（漁獲）と3次産業（観光）をセットにして造成

方法： 事業費は国費（1/2）および地方費（1/2）、契約

による事業者選定および指導、監督 
※ 人工魚礁設置事業は各市、 道で対象種の棲息基盤造成

事業費（2015年）：約19億円

⑶ 水産種苗放流事業

目的： 資源が枯渇された海域で短期間内に資源を増やす

ために水産種苗を生産して対象海域に放流

方法： 事業費は全額国費、公団で直接的に種苗を生産し

て対象海域に放流
 ※各市、道でも水産種苗放流事業を実施しているが主に定
着性の種を、そして公団では回遊性の種を放流

事業費（2015年）：約3.6億円

⑷  その他、水産資源造成事業と関連する技術開発、適地調

査、 事後管理および効果分析等の基礎硏究事業を実施

（第２調査研究部　伊藤 靖）

韓国水産資源管理公団来訪

所  屬 職  級 姓  名 年 齡

韓國水産資源管理工團
博 士 金 昌 吉 50代

先任硏究員 金 南 一 30代
先任硏究員 李 在 鏞 40代

㈱GEOCEAN 代表理事 崔 錫 元 40代
㈱GEMATEK 代表理事 徐 榮 校 40代
㈱釜慶海洋技術 代表理事 金 昌 遠 40代
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林次長オススメ！

International Compendium of 
Coastal Engineering

◎  Edited by: Shinji Sato, Masahiko Isobe
ISBN: 978-981-4449-42-7
USD150.00

海岸工学分野の世界的な権威者の方々が著述された書籍を

私が「おすすめ」と言うのもおこがましいことですが、序文

にもあるように、この書籍は海岸工学の基本的な理論から実

践まで、包括的に、そして、それぞれの概要が述べられてい

ます。

個人的で恥ずかしいことですが、大学を卒業後、建設コン

サルタントに就職して、10年近く経ったある日、海外へ漁港

建設に向けた調査を行うため出張することがありました。英

語は苦手で、かつ、卒業後は英語を必要とする機会もなく、せ

めて海岸工学に関する単語でも整理しようと思い、堀川博士

の著書「COASTAL ENGINEERING」を読み、調査メモを

英文で作成したことがありました。本来なら「海岸工学」を学

ぶために手にしなければ行けないのですが、私と海岸工学（英

文）の出会いはこのようなものでした。このようなことから、

この書籍を初めて手にしたとき、その当時、「この書籍があっ

たらより一層良かったなあ」と思ってしまいました。

International Compendium of Coastal Engineering

は、17の章から構成されており、それぞれの章で海岸工学の

各分野の重要な話題が取り上げられ、また、参考文献の記述

も充実しており、まさに、海岸工学の専門家、研究者や学生な

ど幅広く、それぞれ方々に有益な基本的な情報をもたらして

くれる一冊です。是非、手に取ってみてはいかがでしょうか。

なお、このコーナーで書籍を紹介するときには著述内容を

もう少し具体的に取り上げて紹介しているのですが、学術書

では伝えづらいこともあり、各章のタイトルを記します。

目次

1.はじめに 2.海洋の不規則波

3.津波  4.基本的な海岸漂砂のメカニズム

5.海岸の侵食と堆積 6.波の変形

7.物理モデル  8.現地観測とデータ管理

9.養浜  10.航路浚渫 11.生態系海洋環境

12.海岸と河口の水環境アセスメント

13.沿岸域管理（1）（米国での視点）

14.沿岸域管理（2）（欧州での視点）

15. 沿岸域管理（3）（日本での港の建設による底質移動と

海浜変形）

16. 沿岸域管理（4）（海岸からの土砂供給の減少による海

岸侵食;九十九里浜北部の事例）
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加藤主席主任研究員オススメ！

◎ 濱田 政則 著
森北出版　本体3,600円＋税
（ISBN-10: 4627452713）
（ISBN-13: 978-4627452718）

耐津波学
津波に強い社会を創る

本書は、東北地方太平沖地震を経験し、巨大地震・津波災

害に強い社会を創るという考え方のもと、津波工学、地震工

学を基礎に、津波による災害対策の課題を整理し、現状にお

ける海岸・漁港・港湾・河川などの構造物等の津波対策、ま

ちづくり、インフラ、原子力発電所の対策を紹介している。

さらに、津波避難の現状、円滑化のための技術（シミュレー

ション）、津波シミュレーションに関する新しい知見なども記

述されている。これらを総合的にとらえ、津波対策を行うと

いう視点から、耐津波学というあらたな工学を提案している。

はじめに、第1章では、津波とはどのような現象か、津波

対策の考え方、必要性について述べ、第2章では津波対策の

現状と課題について整理しており、特に東北地方太平洋沖地

震津波において特徴的な被害であった漂流物、津波火災、地

盤沈下について解説している。また、津波対策の現状と課題

として安全レベルの考え方（津波の発生頻度を踏まえた安全

レベル）などを整理し、さらに、低頻度の巨大津波への対応

や津波に強いまちづくりの課題などの概要についてまとめて

いる。第3章では、東北地方太平洋沖地震津波の被害および

復興計画を踏まえた津波に強いまちづくり計画を解説してい

る。この津波に強いまちづくりのために、第4章～5章では、

海岸保全施設・津波避難施設および港湾・漁港施設の耐津波

構造の調査研究の成果について、第6章から7章では、今次津

波で大きな被害を受けたライフライン・産業施設および原子

力施設の津波対策と課題について、それぞれかなり詳細に解

説されている。3章から7章の執筆者は東北地方太平洋沖地

震津波の対策を調査研究した担当者が多く、2015年時点での

最新の知見や対策をわかりやすく紹介している。第8章は津

波避難を円滑に行うために必要な啓蒙活動（防災教育）、避難

訓練、緊急津波避難情報システムの構築についてまとめ、避

難シミュレーションについて解説し、第9章では、津波遡上

シミュレーションの実用的な手法や最新の知見である粒子法

について解説している。

津浪関係者には容易にわかるものの、各章、細目の津波対

策の執筆者、編集者が記載されておらず、また、各担当省庁間

による考え方の違いが見られる箇所もあるのが残念なところ

である。

地震・津波対策に興味のある方や取り組む方や担当する方

には、津波対策の現状と考え方の参考になる一冊である。



平成28年5月1日より総務部長としてお世話になっ
ております 石山靖幸と申します。どうぞよろしくお願
いいたします。
この3月に水産庁で定年退職を迎え、前職では在職

41年間余りで、そのうち 11年間の福岡及び下関にお
ける地方勤務を含め、本庁では主として予算、会計、人
事など総務畑を歩くことが多かったように思います。
振り返って、水産庁の現在の漁港漁場整備部関係で

印象に残っていることといいますと、昭和50年代、私
が予算編成事務に携わっていた時の話です。当時の「漁
港部」の公共予算は水産庁予算の三分の二を占めてお
り、予算編成時期には漁港部の廊下壁面に、3～5種類
の色紙で「漁港（海岸）予算〇〇〇億円獲得‼」等々の
スローガンを大書されたものがベタベタと貼り付けら
れ、その光景に目を奪われた記憶があります。また、漁
港関係の名だたる国会議員が陳情、要請等のため頻繁
に庁内に来られることを目の当たりにして、漁港部は
別格だなあ～と感じ入った次第です。
取りも直さず私の場合は直接的に「漁業者のための
水産行政」に参画したというよりは、間接的にそれに
携わってきたというのが偽らざるところだと思ってい
ます。
さて、前職時代に経験して悔いが残ることはと言え
ば両手に余るほどたくさん有るわけですが、そのうち
の一つに、あまり多かったとは言えない事業畑に在職
した数カ所の職場において、結果を出すための時間が
極めて少ない場面が多く、勢い「有りもしない知恵」を
絞りに絞った揚げ句、その弥縫策を講じることばかり

に汲々として、本当のグッドジョ
ブと言える仕事が少なかったので
はないかということです。
私は北海道函館市の出身です。
小・中学校ともに校名は「港」で
あり、水産庁に入庁したのも、当
研究所に就職できたのも少なからず因縁めいたものを
感じざるを得ません。せっかく第 2の職場として当研
究所と縁あるところとなったからには、前職時代のこ
うした苦い経験を糧として、これまで得ることができ
た専門的知識を駆使することができるように努力した
いと考えております。また、先日行われた東京都知事
選挙に立候補したT候補のセールスポイントよろし
く、「私には人の意見を聞く耳があります。」ではありま
せんが、できる限りあらゆる場面で、業務担当職員や
漁村活性化のために尽力されている国をはじめとする
多様な活動主体の皆様との連携、支援を深めながら業
務を進めることをモットーとすること。そして、当研
究所が、漁港・漁場・漁村にかかわる関係各位、ひい
ては漁業者の皆様にとって、バランスのとれた魅力溢
れる文字どおり総合的な組織として、末永く発展して
いくための、また、機能性と安全性を備えた漁港の建
設、整備等を推進し、我が国水産業の発展に寄与する
など当研究所の目的を達成するための歯車のひとつと
して力を惜しまないことをお約束しつつ、一生懸命頑
張りたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお
願いいたします。

◎平成27年度水産工学論文賞受賞講演（水産工学会）（28.4.30）

◎ 平成28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）　講師派遣（海洋水産システム協会）（28.5.27）

◎全国漁業協同組合学校特別講義　講師派遣（全国漁業協同組合学校）（28.6.16､ 29）

◎第52回水工学に関する夏期研修会 ー東日本大震災後の津波防災ー　講演（土木学会海岸工学委員会）（28.8.22）
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01◎新任挨拶 ◇総務部長　石山 靖幸

◎活動報告（平成28年4月～28年8月）



The 論文

学会・シンポジウム等への論文投稿・発表（平成28年4月～28年8月）

編集後記

今年の夏は台風が少なく、各地への出張や漁船・官庁船等を傭船した海の調査も順調に終了し、ヤレヤレ、、、。と思っていた矢先、東京で
はお盆以降、毎週台風を気にして過ごしています。中でも台風10号は、長寿命で西進後、再び反転して東進、その後北上と、これまで経験
したことのないコースをたどり、東北・北海道地方に被害をもたらしました。一方、沖縄地方では、高水温のため、サンゴの白化現象が例年
になく進んでおり、こちらは台風通過により、海水が攪拌されて、水温が低下する方がよいという説明を聞きます。
研報No40号の編集が一段落し、この原稿を書いている今晩も関東地方に台風16号が接近しており、これから雨風が強くなるということで、

事務所でも人影がまばらになりました。これも海水温上昇に伴う気候変動だとすれば、受け入れるしかないのかもしれませんが、しばらく台
風情報から目が離せない日々が続きそうです。 （H.M）

平成28年度日本水産工学会学術講演会（28.4）
「深所に生息するウスメバルのバイオテレメトリ－調査手法の確立」
「桁幅の異なる小型トロ－ルによるズワイガニ・アカガレイの入網特性」　
「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」　
第41回海洋開発シンポジウム（28.6）
「長周期波を考慮した漁船の越波による被害の再現と対策について」　
「衛生管理と鮮度保持の視点からの漁港施設整備に関する一考察」
「陸上地形の影響を考慮した内湾海上風を求めるための新たな方法」（共著論文）　
「設計沖波の検討に新たな海上風推算モデルを用いる試み」（共著論文）　
日本沿岸域学会 研究討論会（第29回）（28.7）
「市町村合併後の漁業地域の振興」
「津波の発生確率を考慮した漁港における設計津波について」
「漁業地域における水産物の生産・流通に関する事業継続計画の運用訓練に関する研究」

漁港漁場漁村研報
JIFIC Vol.40 2016.10

〒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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