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英国の漁港における品質・衛生管理、市場取引

4月 1日付け異動にて整備課長を拝命しました。何卒
よろしくお願いいたします。前職は、水産施設災害対策
室長を勤めましたが、毎年各地で自然災害が発生し、し
かも激甚化の傾向にありまして、昨年も西日本豪雨・台
風 21、24号・北海道胆振東部地震などにより多大な被
害が発生しました。自然災害に対する備えと発災後の対
策の重要性を改めて痛感したところです。また、東日本
大震災の水産基盤施設の復旧・復興も担当しましたが、
関係各位のご協力により、被災した全ての漁港で陸揚げ
機能が回復し、平成32年度までに全ての漁港施設の復旧
が完了する予定です。漁村の復興にあたっては、漁村総
研の皆様が地元の方々からきめ細やかに要望を伺い、そ
れを図面に落としながら、手作りで復興計画を仕上げた
と認識しております。一日も早く安全・安心で賑やかな
漁村が実現するよう祈念する次第です。
さて、先般の国会において漁業法が 70年ぶりに改正
されました。水産資源の適切な管理と水産業の成長産業
化を両立させ、漁業者の所得向上と年齢のバランスのと
れた漁業就業構造を確立することを目的としています。
水産基盤整備としましても、水産改革に即した水産業の
成長産業化に向け、生産・流通機能強化対策、水産資源
の回復対策、漁業地域の強靭化対策、漁港ストックの最
大限の活用等を推進していきます。漁港ストック活用
では、漁港の有効活用が促進されるよう適正化法等の運
用を緩和し、港内での増養殖等の利用が促進されるよう
手当したところです。インバウンド需要の受け入れ拠点
となり、観光による地域振興に資するよう漁港の有効活
用が図られることを強く望みます。
また、品確法等の適正な公共工事の執行に向けた対応

や働き方改革関連法、特定技能外国人の建設分野への受

け入れなど新たな課題への対応も必要となっています。
従来から劣悪な職場環境が指摘されている建設業界です
が、新たな改革の流れに後塵を拝さないよう事業主体と
ともに取り組みを進めていく所存です。
小職の整備課勤務は、旧建設課時代を含めて 3度目と
なりますが、時代の変遷とともに整備課の業務が多様
化・複雑化し所掌する課題が広範となりました。課題
のキーワードを並べてみますと、フロンティア漁場整備
事業、漁港施設の長寿命化対策、磯焼け対策、施工積算
基準、ICT活用、沖ノ鳥島でのサンゴ増殖技術開発等々
です。いずれも重要なテーマでありますが、特にフロン
ティア漁場整備事業については、平成19年度の創設以来
事業の充実が図られ、今までに5地区（完成1地区）で事
業が実施されています。予算担当時に財務省折衝での産
みの苦しみを体験しましたので、本事業の着実な推進と
更なる充実に向け尽力する所存です。
さて、最後に技術支援について一言述べなければなり
ません。昨今、地方公共団体、特に市町村の水産基盤事
業のご担当に土木職以外の職員が配置されるケースが
多くなっています。技術系職員がいない市町村の割合は
約3割との報告もあり、懸念される状況となっています。
技術者の不足は、計画の策定から工事の施工まで全ての
手続きで困難性を高めています。この事態を少しでも解
消できるよう、漁村総研をはじめ関係団体と連携して市
町村の支援策の検討を始めています。このことについて
は、相互理解の醸成が大切だと考えていますので、是非
ともご忌憚のないご意見を頂きますようお願いします。
末尾になりましたが、漁村総研におかれましては、「みん

なの研究所」として水産基盤整備の計画から執行までお支
えいただくことをお願いしまして就任の挨拶とします。
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四国西南端で漁業地域の最先端を走る
～市場統合・衛生管理と地域防災の先進地～

四国の最も西南に位置する高知県宿毛湾において広域合併により誕生した「すくも湾漁協」は、
管内の市場を統合して全国に先駆けた高度衛生管理型漁港の整備を行うとともに、迫り来る南海トラフ地震・

津波に備えて漁協独自の水産業BCPを策定するなど、次々に先進的な取組を行っています。
その「すくも湾漁協」の浦尻和伸組合長に、その先取に富んだ行動の背景、とりまとめの苦労談や
今後の展望について、当研究所理事長の髙吉がお聞きしました（2019年２月８日すくも湾漁協にて）。

浦尻和伸
すくも湾漁業協同組合代表理事 組合長

1958年生まれ。2001年6月より、すくも湾漁業協同組合代表理事
組合長。1999年から2015年まで宿毛市議会議員を４期務める。

髙吉晋吾
（一財）漁港漁場漁村総合研究所 理事長
1957年生まれ。2018年8月より（一財）漁港漁場漁村総合研究所
理事長。
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組合合併を振り返る
髙吉　私はここ田ノ浦漁港を訪ねるのは今回で3回目に
なります。以前駆け足ですが浦尻組合長の熱意あふれる
お話をお聞きし、一度じっくりとお話を伺いたいと思っ
ていました。早速ですが、まず組合合併に至るまでのこ
とについてお聞きします。
浦尻　自分は昭和 53年に大海漁協という小さな組合に
就職しました。当時は赤字を抱え宿毛湾内で最も経営状
況の厳しい組合でしたが、若者がものを言える漁協で、
高知県初の職員理事になり、後に組合長となりました。
宿毛湾内は養殖が盛んでしたが、不況等により倒産す

る業者が出るような厳しい状況を迎え、バブルが崩壊し
た平成5年頃から一気に合併の機運が高まりました。平
成 13年 1月 1日に 16漁協が合併してすくも湾漁協が発
足しましたが、発足直後の決算で大きな赤字を計上しま
した。この問題を解決せよという使命を受ける形で、13

年6月に自分が組合長になりました。宿毛市と大月町の
支援を受けて立ち直ることができました。大月町議会に
呼ばれ4時間にわたり説明や答弁をして、ダメかと思っ
た最後に一転して支援を受けられることになりました。
一息つく間もなく、その年の 9月には 100年に一度と

言われるような大水害が発生し、養殖魚が大量に死滅し
ました。この時ほど天を恨んだことはありません。

衛生管理型統合市場の整備が起爆剤に
髙吉　今般の水産改革の中でも産地市場の統合や品質・
衛生管理の強化による物流改革がうたわれています。田
ノ浦漁港に市場を統合整備するにあたり、統合される側
の市場関係者との調整などご苦労があったのではないで
しょうか。
浦尻　各浜には小さな市場や荷捌き所があり、組合合併
当初は、それらを統合して現在のすくも湾中央市場があ
る田ノ浦漁港と既存の片島市場の二つの市場を並立させ
ることとしていました。しかし、運営上非効率であるこ

と等から、田ノ浦漁港の市場に統合することにしました。
市議会で市場合併について反対陳情があったり、組合合
併時の約束と違うと嘘つき呼ばわりされたりするなど大
変でした。
以前は宿毛湾の魚を宿毛湾内の市場だけで買いとるだ
けの力がありませんでしたが、宿毛湾で捕れた魚は全部
田ノ浦漁港に受け入れることを宣言したため、他地域の
市場ともめたこともあります。
しかし苦しいことばかりではありません。平成17年11

月にすくも湾中央市場の一期工事が終了した翌18年には
50年ぶりにマイワシが大漁となり、雰囲気が一変しまし
た。加工業者が参入してくるなど活気が出てきました。
髙吉　新しい市場は全国に先駆けて衛生管理型の市場と
なりました。衛生管理型市場にしようというのはどのよ
うな経緯でしょうか。
浦尻　そもそも市場というものに対する知識が不足して
いましたが、合併の効果を上げ、漁業者の所得向上を実
現するために新たな市場を整備することにしたのです。
県、市、町、そして計画当初から関わってきた漁村総研

から、これからは衛生管理型の市場でなければいけない
と強く言われました。閉鎖型市場ではありませんが、防
鳥対策、抗菌床等の整備、パレット使用による水産物直
置きの禁止を行いました。平成 19年度から水産基盤整
備事業で荷捌き所が整備できるようになり、二期工事に
ついては、公共事業による整備の第一号として採択され
ました。
平成 24年には優良衛生品質管理市場に認定されまし
た。これまで国内外から千人を超える見学者が訪れてい
ます。
髙吉　衛生管理は漁業者、仲買人、輸送業者など多くの
人の理解と協力がなければうまくいきません、衛生管理
をどのように徹底されていますか。
浦尻　時間の経過とともにそこまで厳しくしなくてもよ
いのではないかという雰囲気が出てきました。衛生管理

すくも湾漁協の概要
地域　高知県宿毛市、大月町
平成13年１月  宿毛湾内の20漁協の内16漁協が合併して発足し、

その後２漁協が参加
平成17年 田ノ浦漁港にすくも湾中央市場を整備
平成25年 平成16年に７つあった市場が１つの市場に統合

組合員数 1,635人（H29.3.31現在、準組合員含む）
主要漁業 中小型旋網、釣り、定置網、養殖
市場取扱量 １万４千トン
取扱金額 16億円

田ノ浦漁港
すくも湾中央市場
すくも湾漁協本所
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の徹底には、職員の育成、市場関係者への地道な声かけ
が重要です。昨日も衛生管理講習会を開催しました。市
場の職員にも厳しく指導し、「衛生管理を売りにしている
市場で食中毒が起きたら一発でアウトになるので、そこ
をよく分かってくれ。」と言っています。規則を守らない
漁業者には「いやなら守らなくてもいい、その代わり罰
金を取るぞ。」と言って脅かしています。
髙吉　よく衛生管理をしてもコストがかかるだけで魚価
が上がらないと言われることがあります。私は衛生管理
を行うことは食品を扱う上でのスタンダードだと思って
いますが、目に見える効果を関係者から求められるのが
実状です。すくも湾漁協では、市場の統合と併せて衛生
管理型市場を整備したことにより、販路の拡大や魚価の
向上が実現できたと聞いていますが、最近の状況はどう
でしょうか。
浦尻　市場統合により豊富な魚種が大量に水揚げされる
ようになったことから、仲買業者の参入が増え、魚価単
価が上がりました。現在も他の地域より高値で取引され
ています。仲買が量販店、ホテル、飲食店と取引をした
り、加工業者が東京の学校給食に提供するといった新た
な動きも広がっています。若い職員が多い元気な加工場
も出てきました。漁協としても漁業者の所得向上のため、
買参権を取得して漁協の加工場で加工を行っています。
冷海水施設や高速選別機を導入し、鮮度向上を実現し

たことも貢献していると思います。もっとも選別機を導
入した当初は、身質が軟らかくなるので買わないと言っ
ていた業者が、今では選別機を通した魚でなければ買わ
ないと言っているぐらいです。
髙吉　これから市場の統合や衛生管理に取り組もうとい
う地域に勇気を与えるお話ですね。昨年開業した豊洲市
場も閉鎖型の高度衛生管理型の市場になりました。すく
も湾のような産地市場から中央の消費地市場まで衛生管
理のネットワークができることにより、安全・安心や鮮
度・品質保持の面から市場の評価が一層高まることを期
待しています。

養殖業の振興と輸出にチャレンジ
髙吉　国では需要が旺盛な海外市場への輸出も視野に養
殖業に力を入れようとしています。宿毛湾では養殖業も
盛んなようですが、養殖業の現状をお伺いします。
浦尻　宿毛湾はリアス式海岸で水温も高いことから養殖
に適しています。昔、生餌を与えていた頃は約 400の業
者がいましたが、だんだんと淘汰され、現在は50業者程
度となりました。近年は比較的経営は安定しています。
宿毛湾のブリは他の海域よりも成長が早く、1年で5kg

ほどになるため、早く出荷できるという特徴があります。
しかし人工種苗が使われるようになり、他海域での成長
が早くなってくると、うかうかしてはいられなくなりま
す。鯛も適度な脂がのり天然物よりおいしく感じます。
生け簀から逃げた鯛が500円、生け簀の中の鯛が800円
と値段が違うことがあり、そりゃおかしいだろうと笑う
ことがあります。離島の沖の島ではマグロの養殖も行わ
れています。
髙吉　すくも湾漁協の管内での輸出への取組み状況や今
後の展望についてお聞かせください
浦尻　当漁協は、3年前に設立した高知県養殖魚輸出促
進協議会に参加しており、餌料販売業者をはじめ関係
する業者が集まり、JETRO等の指導を受けながら、ベ
トナム、シンガポール、香港等の見本市に参加していま
す。加工業者の中にはコンテナで水産物を輸出する社が
現れるなど効果も少しずつですが出てきました。EU―
HACCPは難しいので、まずは東南アジアを狙うことに
しています。国外への視野を広げるなどいろいろと勉強
してきたことにより、輸出はそれほど難しいものではな
いことが分かって来ました。

迫り来る南海トラフ巨大地震に備える
髙吉　南海トラフ地震が今後 30年以内に 70～ 80％の
確率で発生すると言われています。まずは、命を守るこ
とが最優先されますが、すくも湾漁協では就業中の職員
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や漁業関係者のための避難マニュアルを作られました。
　さらに、災害が起きた後は速やかに業務を再開できる
よう、すくも湾漁協の業務についての「水産業事業継続
計画（BCP）」を策定され、これが高知県下の他の漁協の
モデル計画となっているようですね。これらの先駆的な
取組の契機となったことは何でしょうか。
浦尻　まずは漁業者の人命を守り、次に元通りの仕事が
できるようにすることが必要です。東日本大震災の映像
を繰り返し見て、南海トラフの地震が発生したら、漁業
者や市場で働く多くの人をどうしたら守ることができる
のかを考えなければならないと思い、避難マニュアルを
作りました。またこれだけのお金を投じた荷捌き所や設
備をどのようにして守り、早く復旧させたらよいのかと
考えていたところに、県からBCPを作らないかという話
があり飛びつきました。
策定後は避難訓練、AEDや人工呼吸の訓練も実施して

います。
髙吉　東日本大震災では漁船が沖出しをする際に被災す
るケースがありました。例えば岩手県では、津波発生時
に操業中の漁船が安全な水域に避難できるよう漁船を
使った実証実験も行いながら避難ルールの策定を行って
おり、漁村総研がお手伝いしています。
浦尻　すくも湾漁協では、海上保安本部と津波防災勉強
会を開催したり、海上での避難訓練も実施しています。
陸で高台に逃げるように、漁船は避難海域（海の高台）ま
での避難訓練をしています。漁業者はとてもまじめに参
加してくれます。道路が遮断さ
れた場合を想定し、船による物
資の運搬訓練も実施していま
す。すくも湾漁協は遭難者の救
助で表彰を受けたこともある
ように、海上での救助訓練を以
前から実施していたおかげで、
地震津波に対する避難訓練、防
災訓練を抵抗なく実施するこ

とができたと考えています。
髙吉　なるほど海難救助訓練などが行われてきた漁村で
は避難訓練の重要性についても理解されやすいというこ
とですね。避難計画や漁協のBCPを策定するにあたって
難しかったことや工夫をされたことがありますか。
浦尻　当地域も過去に何度も地震や津波に遭っているの
ですが、私たち自身が直接被災した経験がないので、ま
ず何をどうしたらよいかが分かりませんでした。発生頻
度の高い地震では、震度6弱、津波浸水深は３～５ｍ、最
大クラスの地震では10～15mの津波の発生が予測され
ています。
組合事務所の 1階はガラス張りとし、津波が建物を通
過する構造にしました。2階にはコンピュータ室と書庫
を設備し、大切なデータと書類を管理しています。また、
避難場所となっている旧保育園の一室を漁協の事務所と
して使えるようにしました。漁協の職員には防災士の資
格を取得させたり、炊き出しなど市の防災訓練や講習会
に派遣しています。
髙吉　同時に被災する可能性が低い日本海側の JFしまね
と相互支援協定を結ばれました。水産業界では先進的な
取組だと思いますが、どのような経緯で締結に至ったの
でしょうか。
浦尻　JFしまねとは古くから交流があり、職員の相互派
遣研修や、必要な水産物が不足する場合に助け合ったり
する関係があります。島根県の大田市場を衛生管理型市
場として整備する際には、すくも湾中央市場の構造など
を大いに参考にされました。JFしまねと相互支援協定を
結んだのは職員からの発案です。協定では、災害発生時
の職員の派遣、市場業務に必要な資材の提供、水産物の
委託販売、冷凍冷蔵庫等の施設使用を内容としています。
実際に豪雨などが発生した際には、お互いに連絡を取り
合い状況を確認し合う関係になっています。
ほかに長崎県、沖縄県、四国四県の漁協等とも長い交
流があります。将来、漁協、県漁連、全漁連と全国での防
災協定ができると、太平洋側が被災すれば日本海側が助
けるといった形で島国日本皆が協力できるようになり、
素晴らしいことだなと思っています。また、防災に限ら
ず交流が進むと新たな物流が生まれるなどプラスの効果
が広がってきます。
髙吉　現在、私たち漁村総研では、当地域において、漁協
に加え、行政、加工業者をはじめとした広く宿毛湾地域
の水産関係者を対象としたBCPの策定を支援していま
す。防災・減災対策について、今後さらに検討が必要と
お考えのことはありますか。
浦尻　管内に廃船が多く、津波がくるとこれらが凶器に
変わることを恐れています。そのため、漁協で土地を取
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得し、廃船を集めて一次処理を行うこととしました。既
に県内の中土佐町久礼で実施していたので、それを参考
にしたいと思います。
また、漁協の取引データがなくなると仕事がストップ

するため、山口県と石川県にデータをバックアップして
います。漁協では全国初めてではないでしょうか。
それから、昨年の豪雨では養殖魚の大量の死骸を処分

する際に、県の土木部局と環境部局それぞれとの調整が
必要でたいへん苦労しました。地震津波ではなく洪水災
害時の問題ですが、県、市町、漁協とで災害時に死んだ
魚の処分方法について検討を始めました。管内各地から
死んだ魚を処分場に運ぶのに汚水が漏れない特殊な構造
のトラックもあるようなので所有する業者と協定を結ぶ
ことも検討しています。
そして、災害対応の一番重要なことは指揮官である自分
がつぶれないようにしなければならないと思っています。

漁村の活性化に外国人実習生も一役
髙吉　全国的に人口が減少し、高齢化が進んでいます。
漁村ではさらに進行しています。これからも全国各地で
水産業・漁村が存続していくことは、水産物の供給のみ
ならず、国土や環境の保全、文化の継承など多面的機能
の発揮の観点から重要です。すくも湾の漁業後継者の状
況や確保対策についてお伺いします。
浦尻　当漁協の組合員も全体的に減少しています。小釣
り（沿岸小型の釣り）は減少していますが、養殖業は法人
化しており比較的安定していますし、定置網も新しいや
り方を取り入れ頑張っています。
旋網は厳しい状況です。資源の減少による水揚量の不

安定さが経営を圧迫し、乗組員の高齢化が出漁日数を少
なくしています。今年度から漁村の活性化や国際交流等
を目的に旋網事業者へ外国人実習生を受け入れました。
異文化の交流は保守的な漁村では受入が困難と思ってい
ましたが、実習生たちは漁村になじみ地域の神祭や様々
な行事に積極的に参加しています。１月には地元行政主
催の成人式にも参加しました。これからの漁業・漁村も
国際化が進んでくると実感しています。

あきらめない気持ちと人づくりが大切
髙吉　最後に、すくも湾漁協の将来展望や水産業界・漁
協のリーダーとして、心がけておられることをお聞かせ
ください。
浦尻　本当にたいへんでしたが、改めて合併してよかっ
たと思っています。なにごとも以前だめだったからとあ
きらめることなく、汗をかき、怒られても何度もぶつか
ることが大事だと考えています｡ 合併から時間が経ち、

だんだんと合併当初の大変さを忘れてきてしまっている
ように感じることがあります。またいずれ厳しい時代が
来ると思いますので、経費の使い方などを締めておくと
ともに、利益を上げられる商社のような漁協となるよう
指導をしていきたいと思います。
漁協は職員が財産ですので、職員の育成に努めなけれ
ばなりません。防疫士の資格を取らせて病理検査用の
電子顕微鏡を覗けるようにしたり、漁協の監査士の資格
を取らせたりしています。職員に対しては、仕事の時は
とても厳しく指導しますが、仕事を離れると親しく話を
するように心がけています。麻雀のメンツが足りないと
いって、夜中に電話をかけてくる職員がいたり、失恋の
報告に来る職員もいます。また、漁協に来る人たちにも
積極的に声をかけるようにしています。職員や組合員、
その子供、家族などいつの間にか1,800人の連絡先が携
帯電話に入っています。
将来は組合員のいろいろな相談に乗れるような福祉課
を作り、高齢となった漁業者が海を見ながらゆっくりと
過ごせる介護施設を漁協が提供することが私の夢です。
これからも職員を大事に育て、組合を発展させ、次世代
につないでいきたいと思います。
髙吉　ここまで来られるには、浦尻さんの人柄と何度も
困難に立ち向かう粘り強い気持ち、そして職員、組合員、
自治体始め地域の関係者との心の交流や信頼があったか
らだと感じました。人づくりは私たち漁村総研にとって
も最も重要な課題です。職員が調査研究に集中できる環
境を整備したり、資格取得にチャレンジすることを奨励
するなど資質の向上に努めることにしています。また、
専門性を磨くとともに漁村の様々な課題に対応できる言
わば町医者のような役割が果たせる目線を養えるとよい
と思っています。
今後も当地域では先進的な取組にチャレンジし続けら
れることを期待します。私たち漁村総研としてもそのお
手伝いさせていただくことができれば幸いです。本日は
どうもありがとうございました。
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特別寄稿

01 英国の漁港における品質・衛生管理、
市場取引

東京海洋大学 先端科学技術研究センター 特任教授　中泉 昌光
1983年東北大学工学部卒業、同年農林水産省水産庁入省、主に水産庁の漁港漁場整備事業、漁村環境整備に関わる業務に携わるほか、大
臣官房国際部、北海道開発局、国立研究開発法人海上・港湾・航空鵜技術研究所（港湾空港技術研究所）に出向、2017年2月に退官。同
年7月より現職。ICT技術の活用や国内に限らず海外も含めた現地調査を通じて、国際的な水産物消費に対応した漁港の管理運営や人口
減少・高齢化が急進する漁村における滞在型旅行の推進に取り組んでいるところ。

はじめに
国民への安全で安心な水産物・食品の提供、国際的な

水産物需要の増大と輸出拡大に対応するため、水産物・
食品の安全性の確保や鮮度等品質管理に加え、トレーサ
ビリティの確保、資源管理の徹底など流通拠点となって
いる漁港（産地市場）の役割・機能はますます需要となっ
ている。他方、人手不足に対応した働き方改革に取り組
む中で、特に漁業地域においては人口減少・高齢化が深
刻な影響を与えており、市場取引業務における省力化・
省人化が課題となっている。
水産物の流通拠点漁港（産地市場）においては、高度衛

生管理型漁港・市場の整備とともに、市場取引業務を中
心に電子化・ネットワーク化を推進することで、省力化・
時間短縮、データや情報の正確性の確保を実現するとと
もに、記録・保存された情報（電子化）に基づき、トレー
サビリティや資源管理にも対応できるシステムの導入が
早急に求められる。漁港水産物情報システムの導入・普
及により漁港（産地市場）の役割・機能を確保し維持し
ていくことが期待される。
欧米では主にせりによる販売が行われており、1980年

代に省力化や効率化、手作業によるミスの防止のため、
商品情報が表示される表示盤機械と買受人が応札するリ
モコンからなる電子せり（当時は機械せりとも呼ばれた）
が導入され、1990年代には、せりの機器類はコンピュー
タやPC、スクリーンにかわった。

2000年代、ブロードバンド、そして 2010年代にスマ
ホやタブレットが普及するとともに、webサイトを利用
した情報発信も一般に行われるようになったことで、漁
港の電子化・ネットワーク化は飛躍的に
進展し、市場拡大に向けて国内外から広く
バイヤー（買受人）が参加できるように、
webサイトを利用した電子せりやweb取
引も行われるようになった。こうした漁
港の電子化・ネットワーク化により、市場
取引業務を通じて販売情報に関わるデー
タはリアルタイムでサーバーや PCに記
録・保存され、トレーサビリティにも対応
している。
そこで、今回は、周辺に豊かな漁場を有

し、徹底した資源管理の下、品質管理や販売の電子化・
ネットワークによる取扱量の増大や価格の向上に取り
組んでいる英国の漁港について調査研究した成果を紹介
する。

１．英国の水産業
海面漁業・養殖業生産量は1990年以降80～100万トン

の間を推移（図1）しているが、底魚資源の減少が大きな
変動の要因となっている。主な漁場は北海北部海域とス
コットランド西部海域であり、タラ、シタビラメ、サバ、ニ
シン、サケなどが主要な水揚げ魚種となっている。漁業者
数は、11,757人（2016年）と10年間で9%減少し、漁船
隻数は、6,191隻（2016年）と10年間で8%減少した。漁
船隻数の約8割は全長が10m以下の小型漁船である。資
源状況の悪化を踏まえ、例えば2003年よりタラを中心に
トロール漁船の漁獲努力量が35%削減されている。
英国の水産物市場規模（図2）は、1,170千トン（2016

年）で、うち69%が輸入である。1990年以降、輸入量が

図1　英国の漁業・養殖業生産量の推移

図2　英国の水産物需給（国内生産・輸出・輸入）
FAO Online Query Panels, UN Comtrade Databaseより作成
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16%減少する一方、輸出量は65%増加した。輸入額（2017

年）は$3.1bn、輸出額は$2.2bnである（同じ統計データ
によると、日本の場合、輸入額$10.8bn、輸出額$1.4bnで
ある）。北海周辺の北欧諸国と中国が輸入上位5か国、フ
ランス、スペイン、イタリア、アイルランドと米国が輸
出上位5か国を占めている。輸入水産物では、鮮魚、チ
ルドとフィレは、輸入水産物の約70%、輸出水産物の
約60%を占めている。英国は、漁業国であると同時に、
水産物輸入国・輸出国でもあると言える。

2013年のデータであるが、年間の国民一人当たり
年間水産物消費量を算出すと、20.8kgであり、ほぼ欧
州の平均（21.9kg）と同じである（同じ算出法による
と、日本の場合、48.6kg）。小売市場では、上位5社の
スーパーマーケットが8割近いシェアを持ち、流通業
者に対してサステイナビリティとトレーサビリティに
関して厳しい要求を行っているとのことである。

２．英国の漁港
浮 魚 は、ノ ル ウ ェー 浮 魚 販 売 組 合 Norges 

Sildesalgslagのインターネットによる電子入札を通じ
て販売され、漁船は漁場から落札したバイヤーの指定
する加工場（漁港に所在）に向かい、前面の岸壁に接
岸、そしてフィッシュポンプで加工場内へ搬入する。
これに対して底魚は、漁獲された後船上にて計量さ
れ、施氷のうえ箱詰めされる。魚種によっては、船上
にて頭が切り落とされるものや内臓が除去されるもの
があり、洗浄された後に箱詰めされる。漁港に入港し、
市場前面の岸壁で陸揚げされ、場内へ搬入される。魚
箱には一定の規格のプラスチック製容器が使用され、
その寸法は、施氷したうえで適切に箱詰めされた状態
での水産物の重量が一定になるように定められてい
る。当該重量は名目上の重量と呼ばれ、国内では40kg

もしくは45kgとされている。
漁港で陸揚げ、市場取引されている底魚について、

漁港別の陸揚げ量と平均価格の推移を図3に示す。
総陸揚げ量は、1996年をピークに減少し、2006年
にはおよそ半減している。2007年以降は横ばいに推
移している。漁港別には、2010年以降アバディーン
Aberdeenでの陸揚げがなくなり、他方隣接するピー
ターヘッド Peterheadの陸揚げが増えている。また特
徴的なのは、シェットランド Shetland Islands（シェッ
トランド諸島の漁港）であり、1996年より陸揚げ量が
減少傾向にあったが、2003年以降は徐々に増加へ転
じている。各漁港の平均価格は、陸揚げ量の減少とと
もに増加し続けている。
全魚種について、漁港別陸揚げ量を図4に示す。陸

揚量が第 1位の漁港はピーターヘッドであり、これに
シェットランドが続く。豊かな漁場に面しているスコッ
トランドの漁港が陸揚げ量の上位漁港を占め、これに
イングランド南西部の漁港が続いている。

図3　（上）漁港別陸揚げ量の推移　（下）漁港別平均価格の推移

図4　 （右）英国漁船による漁港別陸揚げ量（2016年）
（左）英国・外国漁船による漁港別陸揚げ量（2016年）

UK Sea Fisheries Statistics, UK Government Services and Information

および Scottish Sea Fisheries Statistics, Scottish Government　より作成

UK Sea Fisheries Statistics 2016, UK Government Services and Information　より作成
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３． シェットランドの漁港
（ラーウィック・スキャロウェイ）

⑴ 概要
シェットランド諸島の漁場と漁港

の状況を図5に示す。
英国漁船による漁獲量（陸揚げ量）

および外国船による英国内への陸揚
げ量の把握のため、市場での販売情
報はその日の分をまとめて水産当局
へ提出することになっている。他方、
航海日誌（logbook）や船に搭載され
たVMS装置と自動計量スケールによ
り、船上から操業位置と漁獲量などの
情報は水産当局へ報告されることに
なっている。
シェットランドには22の漁港があ

り、ラーウィックLerwickとスキャロ
ウェイ Scallowayで 95%を占めてい
る。シェットランド諸島は、主要漁場
である北海の北部中央に位置し、周
辺漁場は地元漁船、外来漁船（英国漁
船と外国漁船）に利用され、陸揚げは
島内や島外（英国本島または外国）の
漁港で行われている。底魚について、
地元および外来漁船による島内漁港
への陸揚げは、72千トン、79百万ポン
ド（2016）であった。周辺漁場で操
業する漁船からの漁獲情報や諸島内
の市場からの陸揚げ情報は、水産当
局（研究機関）に報告され、資源管理
の分析が行われている。
シェットランドの数量と金額およ

び平均価格について、同じスコット
ランドの漁港や英国全体と比較した
のが図6である。シェットランドの
陸揚げの数量と金額は 1990年以降
減少し、半減近くまで落ち込んだ。
しかしシェットランドについては、
2003年以降数量が増加しているが、
同時に価格も上昇傾向を示している。
2003年を挟んでシェットランドが劇
的に変わったのはなぜなのか。
シェットランドの主要漁港であ

るラーウィックとスキャロウェイ
の漁港を図7に示す。港は商港と漁
港で棲み分けされ、港全体は港務局

図5　 （上左）シェットランド諸島の漁港　（上右）周辺水域での漁獲量及び金額
（下） シェットランド諸島への陸揚げ

図6　（上）漁港別陸揚げ量の推移　（下）漁港別平均価格の推移

Shetland Fisheries Statistics 2016 by NAFC Marine Center of the Highlands and Islands より作成 

Shetland Fisheries Statistics 2016 by NAFC Marine Center of the Highlands and Islands  より作成
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Lerwick Port Authority・Shetland Islands Councilが所有・
管理し、市場は市が所有しシェットランド・シーフード・
オークション社 Shetland Seafood Auctions Ltd.（卸売会
社）が管理運営している。両港には直接漁船が接岸して
魚箱ごと陸揚げ・搬入しているが、諸島内から陸送・搬
入されるものもわずかにある。スキャロウェイには自
動選別機が導入されており、特定の魚種について利用さ
れている。販売はスキャロウェイの分も合わせてラー
ウィックのオークション・ルームで行われる。浮魚はノ
ルウェー浮魚販売組合を通じて販売されている。ラー
ウィックの港には、ペラジア社の加工場Pelagia Shetland 

Ltd.（図8）があり、漁船が加工場の岸壁に直接接岸し、
フィッシュポンプで陸揚げ・場内搬入を行っている。

⑵ 市場取引業務
市場取引業務の流れを図9に示す。前日昼過ぎまで
に陸揚げ情報（入船予定情報・漁獲情報に相当）を収集
し、webサイトに公開する。午後から入港した漁船は、真
夜中までに陸揚げ・場内搬入を終える。この段階で市場
側に荷受けされることになり、魚箱には船名・魚種・規
格の記載した紙が投函されている。場内は、低温（1℃
～ 3℃）に管理されている。（自動選別機による）選別・
（サンプルとしての）計量が行われ、その結果は紙に印
刷され、投函される。早朝には、魚箱に投函・貼付され
た紙の内容をタブレット入力し、販売カタログ（販売原
票）が作成される。販売カタログはリストとして印刷さ
れ、せりの前にバイヤーへ配布される。せりは、オーク

ション・ルームで定刻（8:00）に開始される。落札され
たロットごとに逐次、せり結果はラベルに印刷され、魚
箱に投函される。これで引渡が終了し、バイヤーや手配
した運送業者が、追加施氷とラップでの梱包を行って、
保冷車へ積込、搬出される。せりは概ね2、3時間で終わ
り、搬出も含めれば午前中には場内清掃もすべて終了。
◆陸揚げ情報
陸揚げ情報（図10）は、入船予定情報あるいは漁獲情
報に相当し、船上から船主の事務所、そして市場に入る。
これを市場が一覧表に整理しwebサイトに公開している。

◆陸揚げ・市場内搬入
漁船のクレーンで船倉から魚箱を搬出し陸揚げする

（図11）。岸壁には屋根はなく、市場の庇もないことか
ら、クレーンの稼働に支障はない。魚箱は台車に載せ
られ、場内に搬入される。場内では、生産者あるいは
代理店が魚箱に船名・魚種・箱数等を記載した紙を投
函する。
◆サンプル計量
船上では、電子機器等を使用して魚箱ごとに実重量
が計量されているが、市場ではサンプル的に計量（図
12、13）を行う。台秤にタブレットとプリンターを搭

図7　ラーウィックとスキャロウェイ

図9　市場取引業務のスケジュール

図10　陸揚げ情報の確認（webサイト掲載前）

図8　ペラジア・シェットランド社（浮魚の加工場）
上写真　http://pelagia.com/pelagia-shetland-limited/
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載し、自動計量により、計量結果を印刷出力するとと
もに、サーバーへ送信する。計量結果は一覧表にして、
せり前に販売カタログリストともにバイヤーへ配布さ
れる。
◆商品カタログの作成とリスト
魚箱に投函された紙に記載された内容をタブレット

入力（図14）することで、販売カタログが作成される。
これは、販売原票の作成に相当する。タブレットは、

耐衝撃と耐低温用に製造されたものである。情報のほ
とんどはデフォルトであり、その都度入力する情報項
目はわずかである。このタイミングで、バイヤーの下
見も行われている。販売カタログはリストとして印刷
（図15）され、バイヤーへ配布される。
◆電子せり
せり室（図16）において、クロック表示盤を使っ
た電子せりが行われる。せり人は、ロットごとにこれ
までの経験や相場情報から初期値を決め、下げせり方
式で販売する。数量が多い場合には、落札者は入れた
価格で購入したい数量をせり人に伝え、順次他のバイ
ヤーも数量を告げて購入する場合がある。バイヤーは、
オークション・ルームに入室して卓上のキーパッドを

図12　計量作業 図14　販売カタログの作成（タブレット入力）

図13　計量結果一覧 図15　販売カタログリスト（バイヤーへ配布）

図11　陸揚げ・市場内搬入
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操作することでせりに参加するローカル・バイヤーと
インターネットを介してオンライン（図17）からせり
に参加するリモート・バイヤーがいる。リモート・バ
イヤーは 7社登録されているが、うち数社はデンマー
ク等海外の会社である。

◆荷渡し・梱包・搬出（配送）
落札されたロットごとにせり結果は、商品が陳列・

保管されている場所に隣接した部屋で自動的にラベル
に印刷される（図18）。このラベルは魚箱に投函され
る。これと同時に落札したバイヤー（会社の職員）は
自分の会社の名前が印刷された名札を魚箱に投函す
る。これで市場からバイヤーへの荷渡しが終了。すぐ
にバイヤーまたはバイヤーが手配した運送業者が購入
した魚箱を集め、積み上げ、追加施氷のうえラップで
梱包する（図19）。これを保冷車に積み込み、搬出・
配送する。
◆販売通知書等の作成・発行
販売通知書等の作成は電子データをサーバーから販

売情報を引き出すことで自動作成される。文書は紙媒
体で発行しており、これが市場と買受人、生産者の間
のトレーサビリティを確保している。発行と保存を容
易にするため、電子媒体にすることを検討している。

⑶ 市況（相場）等の情報提供
Webサイトにアクセスすることで、当日や過去の陸揚
げ情報を閲覧できるが、さらに過去の日別「魚種・規格・
数量・最大価格（£ /kg）・平均価格（£ /kg）」のリストを
閲覧、またはExcel形式でダウンロードすることができ
る。週別に集計した販売箱数についても同様の情報提供
が行われている。このほか、市場取引の概要や品質管理
方法等の情報についてもwebサイトで公開している。
⑷ オンライン販売システム
多様な市場取引とその拡大を目的に、貝類やサー
モン・フィレなどの加工品については、webサイトを通
じたオンライン販売が行われている。セラー（販売者）
とバイヤー（買受人）は事前に登録することが必要であ
る。販売時間は6:00～10:30と定められており、セラー
による販売商品の登録と市場が作成する販売カタログに
基づいて取引が行われる。
初めにセラーは、販売したい商品の魚種・規格・品質
等級・数量そして希望価格をシステムに送信し、これ
ら情報を販売カタログに盛り込む。このとき、荷渡し場
所を指定し、そこまでの配送（費用も含む）はセラーが
責任を持つ。バイヤーは、希望価格またはそれを下回る

図16　せり室での電子せり（ローカル・バイヤー）

図17　場外からの電子せり（リモート・バイヤー）のPC画面

図18　せり結果を印刷出力したラベルを投函

図19　梱包・搬出・配送
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価格で購入したい場合には、その応札情
報をシステムに送信することで、セラー
へ伝達する。セラーは、バイヤーの応
札を受けるか却下するかどうかを決め、
その結果をシステムに送信してバイヤー
へ伝達する。本システムの特徴・効果と
しては、インターネットを通じて世界各
地から販売に参加できること、漁獲・収
穫や陸揚げ前段階から販売取引（先物取
引）ができる点である。
⑸ 品質評価・品質向上のスキーム
品質は、消費者の安全や嗜好への対応

と価格の維持・向上において極めて重
要なことである。シェットランドでは、
「シェットランド水産物・食品品質管理
会 社（ SSQC: Shetland Seafood Quality 

Control Ltd.）」がサーモンと底魚につい
て品質確保や向上の支援を行っている。具体
的には、①市場で陸揚げされる水産物を定期的に品質検
査すること、②一定の評価指標（表1）に基づき船別に水
産物の品質評価を行うこと、③品質に関する情報（品質
等級）を魚箱に投函することである。②について、2001

年より品質評価指標や評価スキームを開発している。
過去数か年の評価スキームによる品質向上を図20に示
す。2017年については、漁船466隻、魚箱1,398箱につ
いて品質評価を行いその結果を船主へフィードバックさ
せ品質向上の指導を行った結果である。
各 評 価 指 標 の 点 数 は、Excellent=100, Good=75, 

Fair=50, Poor=25である。8つの評価指標の点数を合
算した後、800点満点を 100点満点に換算して点数表示
している。
船名別の評価には、相当の抵抗があったものの、徐々

に理解と協力が得られ、他方で価格の向上へ反映されて
くことへの認識も高まり、品質向上に向けた取組が生産
者、市場、SSQCの間で共有されてきている。
⑹  市場取引の電子化・ネットワーク化の効果
ラーウィック・スキャロウェイでは、底魚資源の悪化
や、北海という主要漁場の中央に位置しながら島という
条件不利のため陸揚げ量の減少が続いていた。減船と廃
業の補償という選択が迫られる中で、島外からのバイヤー
の参加や販路拡大のため、2003年にインターネットを利
用したオンラインによる電子せりを導入した。浮魚につ
いては、この時すでにノルウェー浮魚販売組合がオンラ
イン・オークションを開始していた。ICT技術を活用し
て市場取引の電子化・ネットワーク化が進む中で、品質
管理の徹底指導も行われてきた。

1990年以降の底魚、浮魚の陸揚げ量および平均価格の
推移を図21、22に示す。いずれも電子化・ネットワー
ク化以降の劇的な変化が見られるが、底魚については陸
揚げ量の増加とともに平均価格も上昇していることは、販
路拡大と品質管理の効果が表れているものと考えられる。

図20　品質の評価・指導による評価点の向上
Shetland seafood Quality Control (SSQC) 提供資料より作成

図21　シェットランドの底魚の陸揚げ量および平均価格の推移

表1　品質評価の指標・基準等
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⑺ 新漁港（市場）整備計画
取扱量が増えたことと、魚箱の陳列高さが 3、4段にな

ることで、市場職員が内容物を確認することや、バイヤー
が下見をすることが困難になっている。このため、2020年
の供用開始を目途に、スキャロウェイは隣接場所に仮設市
場を設けながら、同じ場所に取り壊して新設し、ラーウィッ
クは、フェリーターミナルに隣接する場所に新設する計画
である。商品の魚箱を陳列・保管面積を1.7倍することで、
過去3か年（2015-17年）の週別魚箱数のデータに基づき、
平均魚箱段数を推計すると、現状では、両港とも最大3.3

段、平均1.9段であるが、新漁港では、両港とも最大2段、
平均1.2段に減少する。言い換えれば、現状で2～4段に
積み重ねられる魚箱が、2段になるということである。

４．ピーターヘッド
⑴ ピーターヘッドの概要
ピーターヘッドの港を図23に示す。港は、商港、漁港、
マリーナから構成され、港全体および漁港は港務局が所
有・管理運営し、市場には卸売会社2社が入っている。
漁港での陸揚げ量（浮魚・底魚・貝類）は、1990年代

中ごろから減少（図6）していたが、2004年には増加に
転じ、2010年には2004年当時の倍増（図24）となり英
国第 1位の陸揚げ漁港となっている。他方、1990年代、
隣接するアバディーンは、北海油田開発の前線基地とス
コットランドの陸揚げと水産加工の拠点であった。その
後資源状況の悪化で陸揚げ量が減少し、2011年には市場
は閉鎖・取り壊しされた。港の使用料や市場販売手数料
がピーターヘッドをはじめとする周辺漁港よりも高かっ
たことも理由として指摘されている。
ピーターヘッドと隣接するアバディーンには加工場が
多く立地し、陸揚げされた水産物はいったん加工場で加
工または詰替や梱包され、最終的に英国本土およびEU

各国へ輸出される。陸揚げ量のおよそ6割は輸出向けで
ある。底魚は市場でせり人による発声による下げせり販
売が行われ、浮魚についてが、ノルウェー浮魚販売組合
のオンライン・オークションで購入し、港内の加工場に
直接接岸し、フィッシュポンプで陸揚げされる。

⑵ 市場取引業務
◆陸揚げ情報と入港情報の提供
陸揚げ情報は、販売の前日に船から船主の事務所を
通じて市場に電話で連絡が入る。陸揚げ情報（図25）
には、船名・魚種・箱数が含まれ、さらにMSC漁業
認証の対象魚種とその箱数もわかるように、港務局
のwebサイトと市場管理事務室前に掲載・掲示され
る。この情報とは別に、漁船が入港すると、入港情報
（図26）として、船名、入船した日時、販売予定日、箱
数、状態（ラウンド・内臓除去等）を含む情報が港務局
webサイトに掲載される。
◆陸揚げ・計量・保管（陳列）
陸揚げから販売、搬出までの一連の状況を図27に

示す。前日の午後から、屋根や庇のない市場前面で漁
船のクレーンを使った魚箱の陸揚げが始まる。入港前
に船上で一定規格の容器である魚箱に入れて選別・計

図22　シェットランドの浮魚の陸揚げ量および平均価格の推移

図23　ピーターヘッド

図24　ピーターヘッドの陸揚げ量と平均価格の推移
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量が行われている。魚種によっては船上で内臓除去等
の一次処理が行われている。魚箱は、市場が貸し出し
ているが、出漁から陸揚げ、せり、搬出・配送先まで使
用される。これらはシェットランドの漁港をはじめ英
国内で行われていることである。魚箱が搬入された市
場内は、低温管理（1℃～3℃）されている。
◆販売・荷渡し・搬出（配送）
翌朝の定刻（7:00）に販売が開始される。せり人は

発声による下げせり方式で販売を行い、せり結果を伝
票に手書きで記載する。落札したバイヤーは、名前を
印刷した名前札を魚箱に投函する。これで荷渡しも終
了することになる。この時点で魚箱には、漁獲情報・
販売情報が印刷あるいは手書きで記載された様々な
紙が投函（図28）されている。落札されたロットごと
にバイヤーまたはバイヤーが手配した運送業者が商
品をまとめて保冷車に積み込み、搬出する。商品の数
量にもよるが、せり人は通常卸売業者 2社から各 2名
出ており、せり全体が、1時間半程度で終了（8:30）す
ることを目途としている。その時間までにせりを終わ
らせることで、市場からの商品の搬出が概ね10:00ま
でに終わらせることができる。その時刻にこだわるの
は、陸揚げされた商品の多くが、EU各国への輸出向け
であることから、加工場に搬入した商品を加工または
梱包し、再度保冷車に積み込んで、翌朝のドーバー海
峡を渡るフェリーの時刻（6:00）に間に合わせる必要
があるからである。

◆販売通知書等の作成・発行
一連の販売が終了すると、伝票に記載した販売結果
の内容を事務室内のPCより入力して販売情報を電子
化する。販売通知書等の作成は、サーバーから電子化
された販売情報を引き出すことで自動作成される。こ
れを紙媒体に印刷出力し、バイヤー等のボックスへ投
函。その日の販売情報を関係当局へ報告する。市場か
らバイヤーや生産者への文書は紙媒体で発行している
が、これが市場と買受人、生産者の間のトレーサビリ
ティを確保している。
⑶ 品質向上の指導
衛生管理や品質管理については、当該港務局が専門
家を配置し指導を徹底するとともに、州政府が定期的に

図28　魚箱に投函される漁獲情報・販売情報

図27　陸揚げ・搬入から保管、販売・搬出

図26　webサイト公開：入港情報

図25　webサイト公開・場内掲示：陸揚げ情報
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検査を行っている。品質管理に取り組むことが価格の向
上につながる調査結果をwebサイトに公開している。
⑷ 新漁港（市場）への移転
取扱量が増えたことと、魚箱の陳列高さが３、4段に

なることで、市場職員が内容物を確認することや、バイ
ヤーが下見をすることが困難になっている。このため、
新漁港（市場）が港奥に配置され、2018年 6月より新漁
港（市場）へ移転（現地調査の翌日）することとなってい
る。商品の魚箱を陳列・保管する面積は倍以上となって
おり、魚箱の陳列高さは最大2段を想定している。2階に
は会議室があり、将来の市場取引の電子化・ネットワー
ク化に対応し、せり室にも容易に利用できる構造（高床）
となっている。泊地および岸壁の水深は、大型漁船への
対応のため、3.5mから6mに浚渫されている。

５．ブリクサム
イングランド南西部に位置する港であり、漁港とマ

リーナから構成されている。港全体は、トーベイ（自治
体）が所有・管理している。漁港（市場）は、100隻以上
の漁船が陸揚げしている。市場は、ブリクサム・トロー
ラー・エージェント社Brixham Trawler Agents Ltd.が委
託を受けて運営している。毎朝 6:00にせりが開始され
る。場内は低温管理され、衛生管理上白衣等適切な服装
でなれば入場できない。せり人はタブレットを見ながら、
発声による下げせり方式で販売（図29）する。販売結果
は、ロットごとにタブレット入力し、同時に落札したバ
イヤーは自分の名前を印刷した名札紙を投函する。販売
結果はロット毎に場内の電光表示盤に表示する。

６．プリマス
英国本土の最南西部に位置する港であり、サットン・

ハーバー Sutton Harbor と呼ばれている。漁港とマ
リーナから構成されている。港全体は、サットン港務
局とキャットウォーター・ハーバー・コミッショナー

ズ Sutton Harbour Authority and Cattewater Harbour 

Commissionersが所有・管理している。漁港・市場（プ
リマス・フィッシャリーズPlymouth Fisheries）は陸揚げ
量においてイングランド第2位の漁港であり、英国本土
で唯一電子せりが導入されているほか、自動選別機や電
子計量器が使用されている。毎日 40隻近い漁船が陸揚
げしているが、市場の取扱量の約7割はウェールズやイン
グランド各地から陸送されてくる。市場は、プリマス・
トローラー・エージェントPlymouth Trawler Agents Ltd.

が運営している。電子せり（図30）には、せり室で行う
ローカル・バイヤーとインターネットを通じて世界各地
からせりに参加できるリモート・バイヤーがいる。
同じイングランド南西部のニューリン、ブリクサムと
プリマスについて、1990年以降の陸揚げ量、平均価格、
底魚・浮魚別の陸揚げ量・平均価格等について図31、
表2に示す。プリマスは価格の低い浮魚がおよそ5割を
占めており、その浮魚による陸揚げが多かったことから、
2010年ごろまでプリマスは陸揚げ量で第 1位を記録し
ていた。3漁港いずれも平均価格は上昇傾向にあり、中
でもプリマスの上昇率が大きい。底魚についてみると、
ニューリンとブリクサムの陸揚げ量は減少し、価格は上
昇している。他方、プリマスの陸揚げ量は増加し、かつ
価格も上昇している。浮魚についてみると、ニューリン
とブリクサムの陸揚げ量は増加し、価格は減少している。
他方、プリマスの陸揚げ量は減少し、価格も上昇してい
る。すなわち、プリマスでは、底魚と浮魚のいずれの平
均価格も上昇しているということである。

図29　販売状況（ブリクサム）

図30　陸揚げ・場内搬入・電子せり（プリマス）

図31　イングランド南西部主要漁港の陸揚げ等の推移
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７．考察
⑴ 販売方式
ノルウェー浮魚販売組合による浮魚

の電子入札は別として、底魚は次のよう
なせりによって販売されている。
①電子せり（下げせり）
せり室においてせり人（1人）がせ

りを執り行う。バイヤーは、当該部屋
においてせりに参加するローカルと
インターネットを通じて国内および
世界各地から参加するリモートがあ
る。ラーウィック・スキャロウェイ、プリマスが導入
している。
②発声せり（下げせり）＋タブレット
せり人（1人）が商品を陳列している場所において、
せりを執り行う。せり人は、ロット別に結果をタブ
レット入力する。ブリクサムがタブレットを導入して
いる。
③発声せり（下げせり）＋伝票 (庭帳 )
せり人（1人）が商品を陳列している場所において、
せりを執り行う。せり人は、ロット別に結果を伝票（庭
帳）に手書きで記録する。一般に漁港で行われている。
我が国との比較では、①の事例はないが、②について

は、最近の市場取引業務の電子化・ネットワーク化の動
きのなかで、大船渡市、宮古市、南三陸町、銚子市の市場
に導入されている。③は我が国も同様に一般に行われて
いる販売方法である。各々のせり方法でのスピードを算
出すると次のとおりである。
ⅰ　 電子せりのスピード

ラーウィック・スキャロウェイ（2018年6月12日）
せり人（1人）1,700箱　282ロット
せり時間　8:00～10:20

→　5.0秒／箱・人、30秒／ロット・人
ⅱ　 発声せりのスピード

ピーターヘッド（2018年6月15日）
せり人（4人）3,600箱　ロット数不明
せり時間　7:00～8:30　→　6.0秒 /箱・人
（参 考）発声せりのスピード
大船渡市魚市場（2018年10月17・18日）
せり人（1人）、タブレット入力（1人）
→　11秒／ロット・人
函館市魚市場（2018年9月19日）
せり人（2人）、伝票記録（4人）
→　12秒／ロット・人

陸揚げ量に対する販売スピードで電子せりと発声せ

りを比較すると、電子せりがわずかに早い結果を示して
いる。我が国の場合と比較すると倍以上の時間を要して
いることがわかる。
⑵ 主要漁港 (市場 )の取組とその効果
水産物の国際的な需要の高まりと資源管理の必要性、
消費者の持続可能性への関心の高まり等を踏まえ、適切
なメルクマール（評価指標）を設定した上で、英国の漁港
（市場）の取組とその効果を整理した結果を表3に示す。
電子化・ネットワーク化（電子せり）が行われている漁
港（市場）はラーウィック・スキャロウェイ、プリマス、
ブリクサムに限られているが、国内外からのバイヤーも
呼び込みながら、陸揚げ量（陸送搬入を含む）の増加と同
時に平均価格の上昇を実現している。ピーターヘッドは、
現段階では電子化・ネットワーク化には至っていないが、
品質管理とその指導、消費者の求めるエコラベルへの対
応、輸出のための加工・輸送を考慮し、迅速なせりと商
品の搬出に努めており、陸揚げ量の増加と同時に平均価
格の上昇を実現している。特に品質管理の取組が平均価
格の向上に結び付くことを調査・指導により示したラー
ウィック・スキャロウェイとピーターヘッドは注目すべ
きものである。

おわりに
我が国の流通拠点漁港（産地市場）においては、高度衛

生管理型漁港・市場の整備とともに、市場取引業務を中
心に電子化・ネットワーク化を推進することで、省力化・
時間短縮、データや情報の正確性の確保を実現するとと
もに、記録・保存された情報（電子化）に基づき、トレー
サビリティや資源管理にも対応できるシステムの導入が
求められている。英国の漁港では、電子化・ネットワー
ク化や品質管理とその指導等により、陸揚げ量の増加と
同時に平均価格の上昇を実現していることは、注目すべ
きことである。

表2　底魚・浮魚別陸揚げの推移
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基調講演

みなさん、こんにちは。これから1時間ほど、なぜ事前
復興という取り組みが重要なのか、そして、事前復興計
画はどのようにつくるのか、といったことについて、お
話ししたいと思います。
平成の時代に東日本大震災、阪神・淡路大震災という

非常に大きな災害がわが国を襲いました。
平成の始まりのころ平成 3年に、雲仙普賢岳の噴火災

害が発生し、それから、北海道南西沖地震が発生しまし
た。伊勢湾台風以降、雲仙普賢岳大噴火まではそれほど
大きな災害はありませんでしたが、その後、災害が続き、
平成で一番大きな災害が東日本大震災、次いで阪神・淡
路大震災となります。もしかすると、平成という時代は
災害の時代だったのかもしれま
せん。
これは、被害規模を示したも

のです。東日本が非常に大きな
災害であることは間違いないの
ですが、被災された方の数で見
ますと、阪神・淡路が 46万世
帯に対して東日本がおおおよそ
40万世帯です。そして、私たち
が災害で被る被害は壊れたもの
の量になります。災害廃棄物の
量で比較すると、阪神・淡路は
2,000万トン、東日本も約2,000

万トンで、被害面からは、ほぼ同
じぐらいの規模の災害といえま
す。東日本の復興規模は、私た
ちが23年前に経験した阪神・淡
路よりエリアは広いのですが、

それほど大きな違いはなく、復興を成し遂げることがで
きると思います。
ところが、今後、大地震発生の可能性の高い南海トラ
フ地震では、起きる可能性が高い3連動の場合でも被害
額は 60兆円というとてつもなく大きな規模の被害とな
ります。そして、マグニチュード 9.1では 170兆円と直
接被害だけで国家予算の2年分近い規模の災害が想定さ
れています。
東日本の復興は、漁業集落は基本的に高台に移転す
る。市街地については、すべてを移動するわけにはいき
ませんので、防潮堤をつくり、盛土するという復興が岩
手県では行われています。宮城県は、平野部が大きく広
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なぜ事前復興が重要か、どうやってつくるのか。
～南海トラフ地震を見据えた事前復興の取り組み～
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たパネルディスカッションを紹介します。



がっているので、二重の堤防をつくって市街地を守り、
住まいは内陸に移すということが行われています。
時間はかかりましたがまもなく復興事業は終了するこ

とになります。
では、復興は上手くいっているのかということですが

人口に着目すると、震災前 2009年と 2010年の人口は、
南三陸、石巻、気仙沼とも人口は若干減少しています。
それに対して仙台市や名取市は若干増えています。震災
の年は大きく落ち込みましたが、その後は大きく３つの
パターンに分かれます。人口が増えていたところでは、
変わらず人口は増えています。減っていた地域には2つ
のパターンがありある程度、大きな町の石巻市や気仙沼
市では、震災前の人口の減り方に戻っています。しかし、
女川町では、災害前よりも人口減少率が進んでいます。
震災時の6割になっています。女川町は非常に早く復興
が進んだ町として知られているのですが。
では、被災した人の復興感について宮城県名取市を事

例にみてみたいとおもいます。復興事業で新しい安全な
町をつくっているのですが、実は、転出された方のほう
が、復興満足度が高いという非常に悲しい結果となって
います。では、復興事業が早ければ、このようなことが
起こらないのかというと、比較的早かった下増田地区と、
遅かった閖上地区では、どちらもとも復興満足度は変わ
りません。つまり、復興事業のスピードに拘らず、転出
された方のほうが、満足度が高いという非常に悲しい結
果となっています。どう復興していくのが良いのかにつ
いてきっちりと考えていく必要があると思います。
なぜ復興が大変になっているのかについて考えてみた

いと思います。災害前は100％地域が活動しているので
すが、それが災害で落ち込んで、そして、元に戻っていく
のが復旧・復興のモデルになります。高度成長期であっ
た伊勢湾台風からの復興は、町を大きく新たに変える契

機となりました。経済成長をしているので、放っておい
ても元に戻りますし、さらに、上に行くということにな
ります。阪神・淡路は、成長が横ばいでしたので、これを
元に戻そうとすると非常に大変となります。人口の推移
からも分かるように、人口減少が続いている地域を災害
が襲うと、これを元に戻すのは非常に難しい。私たち防
災関係者は、元に戻すと言いますが、違う視点を持って
いる経済学の先生もおられます視点。「社会がシュリン
クしているのだから、被災後も同じように減少し、それ
がその地域の復興のラインじゃないの」と言われる方も
おられます。実は阪神・淡路大震災でも復興の大変さと
いうことに気づいてましたが、なかなか日本全体の共通
認識にはなりませんでした。そして、東日本で本当にこ
れは大変だということが認識されるようになりました
これまでの日本の防災対策に復興ということは、あり
ませんでした。復旧については災害対策基本法にも書か
れていますし、復旧のための予算措置についても書かれ
ていますが、復興ということを明示的に使うようになっ
たのは東日本以降です。
法律にも初めて復興が明記されました。特別措置法は
ありますが、恒久法としては大規模災害からの復興に関
する法律というものが 2012年にできました。この法律
は熊本地震に適応され自治体管理の箇所の復旧を国直轄
で実施されました。
国の防災対策においても復興を真面目に考えないとい
けないということ認識され、今回のシンポジウムのテー
マである事前復興ということも検討されるようになって
きたと思います。
復興計画をつくる時のジレンマですけれども、復興計
画が遅れると地域がどのように復興するのか分からない
ので、人口が流出することがあります。ある地域の話で
すが、整備した土地が余っていて、今は販売しているそ

うですが、移転を決めて土地を
売った人が再度購入している
とのことです。町ができて人が
戻ってくると、この町の復興が
ようやく理解できてやっぱり戻
ろうとなっているようです。も
ともと自分が生まれ育った町で
すし、友達もいますから、やは
り戻りたいということです。
良い復興計画とは、災害後す
ぐにこういう町に戻れるという
ことをいかにみんなで共有でき
ているのかということだと思い
ます。多くの人が地域を離れて
しまうことを防ぐためには、災
害前にきちんと復興を考えてお
くことが重要と思います。復興
には時間がかかりますが、災害
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が起きる前から考えておけばもう少し早く復興ができる
のではないかということです。
事前復興には2つの側面があります。
一つは、災害復興について事前に手順を定めたり、マ

ニュアルを作ったり、そして、計画そのものを作ってお
くことです（復興準備）。
もう一つは、計画を作ったのに、何も災害が来るのを

待つ必要はありません。来る前に防災対策の前倒しをし
ておくことです（防災・減災対策の前倒し）。今、和歌山
県下では多くの自治体で市庁舎を内陸に移転させてい
ます。被害が想定されるのであれば災害の前からその対
策を行うということです。高台移転も災害が起きてから
行う必要はありません。避難用道路も災害が起きてから
つくる必要はありません。もう一つ非常に大きな問題は、
お金になりますが、もし計画があってお金があるのであ
れば、そういったことをやっていくということです。こ
の2つのことが事前復興です。
特に防災・減災対策の前倒しという側面の事前復興を

実施していくうえで難しいのは、「これ、普通の防災対策
でしょ。今までの防災対策と事前復興はどこが違うの」
といった定義が難しいです。
事前復興の取り組みは別に新しい取り組みではなくて、

阪神・淡路以降も同じような取り組みがありました。阪神・
淡路大震災の時に、このような大変なことをするのだった
ら初めから防災対策を実施しておけばよかった、というこ
とで事前復興という考え方が生まれてきました。
では、漁業集落の事前復興計画はどのように作ればよ

いのか。問題は地震や津波だけではないというのが漁業
集落と大都市との違いと思います。漁業集落の事前復興
計画を策定しているときに言われるのは「2035年に津波
来るで。そしたら、うちの集落は誰もいてへんから、え
えね」「もう漁業をやってへんちゃうか」、多分、人口減
少、それから担い手の不足のほうが南海トラフ地震の津
波よりも実は関心が高いということです。そのような時
に南海トラフの地震対策まで考えられないいうのが実際
のところかなと思います。
ですから、災害だけではなく人口減少ということもふ

まえて地域のあるべき姿を地域がしっかりと描くこと、
きちんとしたビジョンを持っていることが重要です。そ
のビジョンに対して人口減少や南海トラフ地震がどう
いった影響を与えるのか、自分の夢と現実の間を埋める
のが事前復興計画と思います。
これは、和歌山県の由良町衣奈地区でのワークショッ

プです。何をしているのかというと「うちの町のええと
ころは、どこや」「子供の頃は、ここでこんな遊びした」
という町の記憶をみんなに言っていただいて、それを地
図に書き込んでいきました。
具体的には、1回目は、事前復興の必要性を知ることで
す。「津波が来て大変ですよ。東北は、こんなに大変でし
た」「こんなに大変やから、ちゃんと復興のこと考えとか

ないと」というきっかけづくりが1回目です。
2回目は、あなたの町のいいところは何処ですか、大事
なところは、といったことを行いました。

3回目は、防災の先生というのはいい商売ではなくて、
「みんなが大事やって言うてんねやけど、これは津波で
流されてぐちゃぐちゃになるよ」という話をして、「こう
やってあなたたちの大事なものが被害を受けたら、それ、
どうやって復興しますか」ということを最後に考えると
いうことをしました。
現状を知ることで、一番難しいのは、どのような被
害を想定するのかということです。事前復興と復興はど
こが違うのか、事前復興は幸いなことに被害は起きてい
ません。事後の復興は、実際の被害の中から復興するこ
とです。では、どうやって被害を設定するかが事前復興
において非常に悩ましいことになります。
和歌山を襲った前の地震・津波は 1946年です。経験

された方はたくさんおられます。「私は、若い頃、経験し
た。早朝でしたが。先生らが言うあんなハザードマップ、
あんな所まで来いひん。俺は見たんや、あれを。ちゃん
と知ってんねや。そこまで来いひんのに何をむちゃく
ちゃなことを言うてんねん」といったことをよく言われ
ます。ここの被害をどう想定するかが非常に難しいとこ
ろになります。
事前復興計画をつくるにあたって合意可能な津波シナ
リオということで、津波がどこまで来るかを皆さんに決
めてもらいました。これはあくまでの事前復興用のシナ
リオで、避難のシナリオとは違います。
これを海外で発表したら「それはおかしい。大人が決
めて良いことと子供が決めて良いことがある。例えば、
夜、子供が遊びに行くっていうのを親は止めないといけ
ない。でも、お昼、遊びに行くんやったら、好きに行った
らええ。人によって決めてもええことと悪いことがある。
住民に決めさすって何事だ」という議論がありました。
命を守ることについては、子供が外に出て行くのを止

めるようなことで、当然、皆さんに決めてもらうのは非常
におかしいとは思うのですが、まちづくりでしたら、みん
なに決めてもらってもいいのではないかと思い、いろい
ろなハザードシミュレーションを見ていただきました。
これは、1,500通りぐらいのシミュレーションの結果、
ここに 50や 100と書いてあります。これは 1,500通り
のシミュレーションのうち50回、100回津波が来る所で、
こういう全てのシミュレーションをお渡しして、みんな
で、わいわい、どれが来るのだろうという議論をしてい
ただきました。
その後、各グループに分かれて、私は、これだと思うと

いうことを議論しますこういうシナリオを基に防災のまち
づくりを考えようと思うとご報告いただいて、その後、ど
れがいいと思いますかということで投票いただきました。
グループ 1はこのラインで、グループ 2はピンクのラ

インです。グループ2とオレンジは似ているのですけれ
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ども、オレンジはここに川があり、川沿いはあふれるか
らそこを大きくしようというのがオレンジです。
グループ 4は「決められない」と言って決めてくれな

かった所です。グループ 3は、ここは、いつも高潮がか
ぶっていますので、それから昭和がブルーですので、高
潮は昭和ラインぐらいでいいのではないかというグルー
プです。
ここら辺は、どうも昔から低地で低いので、当然、津波

も高いですし、地盤も非常に悪くて地震の揺れも強いの
で、だんだんと住まなくしたらいいのではないかという
こともありますけれども、ここにはいろいろな方が住ん
でいますから、それぞれの思いがあって、そういうこ
とを決めていこうと考えます。
もう一つ、これよりも人口減少に関心があるのかもし

れません。現在の人口は597人です。20年後は、みんな
どう思っているのかというと、子供などは一人もいない
と思っておられるのです。人口シミュレーションで予測
すると、まだ若い子がいるのです。決して学校がなくな
るといった状況ではありません。
このようなことも踏まえて、どういう対策をしましょ

うか、検討していただいた計画がこちらになります。ビ
ジョンとしては「発展する」「こんな人がたくさん来る」と
いうことを言われるのかと思ったらそうではなくて、もと
もとの町の良さを残したいと。でも、もうちょっとだけ人
が来てほしいと。それが大きなビジョンになりました。
次はもっと具体的な災害後の土地利用計画を兵庫県南

あわじ市の福良地区で考えた事例です。
津波到達までには若干の時間があります。地震の揺

れを感じ、津波警報が発令され避難指示が出るとみな
さん、高台にある小学校を目指して避難します。

その時に、この集落に入る道を止めたら、入ってこら
れないけれども、助けに行って亡くなられた方を考えた
ら、ここを封鎖してしまおうかと。実際は、警察、道路管
理者との協議が必要ですが。津波到達前までに道路を封
鎖することとしました。
津波到達後から1日目には、当然、救援車が入らないと

いけませんので、先ほどの止めた所は開けます。しかし、
ここは浸水しているので一番の幹線道路が使えません。
物資は学校等に置いてありますので、物資はこちらか
ら配ることになります。孤立した時の最大の問題は、そ
の中でけがをされた方や急患への対応で、ヘリポートが
ここに 2か所あるので、急患については、このヘリポー
トから1日目ぐらいに使用しようと考えました。

1日目から 3日目は、一番の基幹である道路の啓開を
行うことになります。そして、ここに海上保安庁があり
ますが、港を開けたり、がれきをさらったり、給水するポ
イントをつくるということになります。
ここで問題となってくることは、東日本大震災の復興
でも大きな問題となったがれきです。がれきを漁港に置
くことは、漁業の再開からすると非常に大きな問題とな
ります。実は、がれきをどこに置くのか、各自治体は未
だにきちんと決められていないのです。
まずはご遺体捜索で自衛隊の方々も入られるので、取
りあえずがれきは脇によけておきましょうかというのが
3日目ぐらいです。そして、少し広域で 3日目ぐらいを
見ると、この町は実は恵まれて、後背地に平野が広がっ
ているので、内陸には非常に安全な場所が大きくありま
す。ここに支援職員を泊める宿を造ろうと。皆さんも支
援や復旧に行かれてどこに泊まるのかということが問題
になったと思います。医療チームにどこに入っていただ
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こうか、DMATはここ、避難所がいっぱいになった場合
には別の所に避難していただこう、それから避難所から
のし尿をどうしようかという検討となります。
それから、1週間目、ここでようやくがれき置き場が決
まります。ここにタイルを製造している会社があり、初
めはここの空き地を使わせてもらおうかとも思ったので
すが、そこもなかなか難しいだろうということで、結局、
木材はここに残すことにして、木材以外は、結構、高台な
のですが、文化体育館に一次仮置き場という形で集積す
ることとなりました。
このような計画を立てるときに、非常に重要なことは、

公共用地はどこの自治体も限られているので、ここに仮
設住宅を建てるのか、それともがれき置き場を置くのか、
何に使うのかということは、実は非常に大きな問題です。
一生懸命、造った漁港の耐震岸壁が仮置き場にされて

使えなかったという話もあります。災害直後にその町の
岸壁なり漁港なりをどう使うのかということを考える
と、各課の調整がなかなかうまくいかないのです。
初めは住宅部局がここは仮設を建てると言っていたの

ですけれども、がれき置き場がないからどいてというこ
とで、結局、ここは取りあえずがれき置き場に。これは
あくまでも案ですので、ここと決まったわけではないの
ですが、そういったことを考えます。
最終的に 3カ月以降はどうするのか、これも実は漁業
集落の復興を考えるうえで非常に重要だと思うのです
が、仮設の商店なり工業団地をどこに置いていこうかと
いうことになります。
ここにも、しらす加工場が多くあり、1カ月を過ぎてく

ると、食べていかなければなりません。どのように水産
加工場を再建しようか、他の高台に移って再建しようと
考えたのですが、やはり海の近くがよいだろうと同じ場
所に仮設工場を建てることにしました。
さらに、下水道整備はどうするか、気仙沼の水産加工

場の復旧で問題になりました。下水道が整備されなけれ
ば水産加工ができない。下水は重要なことです。仮の処
理施設や合併浄化槽でも造ればいいのかなどと思いなが
ら、そういうことも考えておかなければなりません。
そして、観光についてです。観光産業を戻さなければ、

誰もこの地域に来てもらえなければ、食べていけません。
うずしお観光が行われていますので、徳島県よりも先に
兵庫県側で再開してしまおうと。仮設商店街を町の入
り口に集めて再開しようと、ばらばらですと集客効果が
ありません。南三陸のさんさん商店街や大槌など、みん
なが集まったら、案外、人が来てくれるということが分
かっています。
そろそろ、二次仮置場、がれき処理の問題が出てきま

す。二次仮置場は非常に大きな問題で、がれきの処理に
3年ほどかかり、この間、その場所は使えません。どう
しようかということになりましたが、南淡路リサイクル

センターあるので、そこを二次仮置場にしました。
東日本大震災の復興の反省になりますが、使いやすい
公共用地もしくは水が来なかった用地を仮設で使用して
しまうと、復興の時に使えなくなり、その結果、場所がな
いということになってしまいます。それぞれの土地をど
のように使っていくのか、ということをしっかりと検討
しておく必要があります、最後の最後の復興の時に場所
がないという問題が発生してしまいます。
最後に復興計画をどのようにつくるのかということに
なります。兵庫県は、ここにL1の防潮堤を検討していま
す。そして、L1防潮堤をつくったときにL2津波が来た
らどこまで浸水するのか、についてのシミュレーション
があります。
東日本大震災の後の土地利用計画をつくったことと同
じで、L1をつくってL2が来て、2メートル以上の所は災
害危険区域に指定します。ここには住んではいけないと
ころになります。
これも東日本大震災で問題になったことですが、土砂
災害の警戒区域に新しい集落をつくらざるを得ないこ
ともありました。ここに2メートル以上の盛り土をする
ためには、高台で土砂災害警戒区域ではないところ、神
社の山などは削れませんから、それ以外のところから土
砂を切り出してきます。
次は、公共用地です。公共用地に公営住宅を建て、津
波防災拠点整備事業で盛り土と公民館などの上物を整備
する、それを公共用地が多い所にあてはめるとこうなり
ます。東日本大震災の復興まちづくりの手法でやるとこ
うなります。
これを私たちの研究会のメンバーに見せたら「東日本
大震災の復興の反省というのが全く生かされてないじゃ
ないか。何というひどい計画や」と言われたのですが、
事前復興のいいところは、ここから直せることです。
できるだけひどい案をつくって「これじゃ困るよ。も
うちょっとちゃんとした計画をつくっておかないと何と
もならないよ」という議論ができるということが、これ
らを行ってみて思ったことです。
最終的にどこかに落ち着く必要はないと思っていま
す。「こういう議論があったね」「昔、漁村総研の人が来
てやった」「大学の先生が来てやって。そういえば、あれ、
どこにある？」「あの時、誰、来はった？」といって、津
波が来た時に連絡を頂くなり、これを引っ張り出してき
てもらい、「そういえば、昔、議論したね」「あれは私たち
の町のいいところを全部残したうえでの復興計画やった
ね。あの時はもめていたから最終的にうまいこと落ち着
かへんかったけど、そこから話し合おうか」ということ
ができれば、事前復興の果たす大きな意味になるのでは
ないかと思います。
これでお話を終わらせていただきます。どうもご清聴
ありがとうございました。
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今から始める復興まちづくり ～漁業地域における事前復興計画～

中泉　きょうのテーマ「今から始める復興まちづくり」
では、4つの視点で議論したいと思っています。まず、一
つは、なぜ、今、事前復興なのか。2つ目、東日本大震災
の復旧・復興では、一体、何が起こっていたのか。3つ目
がまさに私たちの課題である漁業集落における事前復興
とはどういうものなのか。そして、事前復興に向けた課
題にどう対応していくのか。この4つについて議論した
いと思っています。
　災害が巨大化・広域化、そして長期化・複合化してい
ます。これまで 2つの大規模な災害がありました。特色
的には、広範囲かつ甚大で、復旧・復興に多大な時間と
労力を要しました。
　それらのプロセスにおいても幾つかの課題がありまし
た。いろいろな整理の仕方はあると思いますが、私のほ
うで 4つに整理してみました。一つは、住民の合意形成
に係る課題があったことです。非常に時間がかかりまし
た。住民と行政側の方針の齟齬（そご）もありました。そ
して、行政手続きです。普段は出ないのですけれども、
こういった場合に出てくる大変な行政手続きの問題、そ
れから長期化です。
　人的・物的資源等の不足に係る課題です。人も資機材
も足りません。行政職員、技術者も足りない。もちろん、
工事を発注する時の手続きは、本来ならば、被災時のもの
ではなく、あくまでも平時のものですので、復興時におい
てどううまくやっていくかという問題がありました。
　その他、これはまさに漁業地域の問題ですけれども、
加速的な人口減少です。その中では、住民意向は時間と
共に変わるということです。これは、時間との闘いでも
あるといえます。
　首都直下型地震や南海トラフ地震等の大規模な災害と
同様な事態が生じることは懸念されています。発生が非

常に切迫しているといわれています。そうした場合に、
大規模な災害が懸念される地域において事前に取り組み
ましょうということです。
　ポイントとしては、3つです。地域の抱える自然災害
のリスク、地域特性、課題に対して、発災前から住民と共
に向き合って考えましょうということ。2つ目は、被災
地の様相です。被害をどう想定するか。3つ目は、防災・
減災です。BCPもあります。事前復興をどう考えていく
かということです。
　聞き慣れた言葉としましては、防災対策があります。
そして、防災・減災はご存じだと思いますけれども、被
害を出さないようにという考え方から被害を最小化する
減災という考え方も入ってきています。
　昨今、進めています業務継続計画、BCPです。これは、漁
港では特に水産物流通拠点で行われてきているところです。
　事前準備です。これは各事業でもいろいろ取り組み
が始まっていますが、本当の事前の準備と事前の復興計
画を作るという2つに分かれているのですけれども、きょ
うは、どちらかというと事前復興ということで議論して
いきたいなと思います。
　事前復興という言葉、最近、聞き慣れていますけれど
も、どこか法律などに記載されていないかと探していく
と、阪神大震災の後に改正されました国の防災基本計画
の中で 11番目にそれらしき文言が盛り込まれています
が、きちんと法律で位置付けたり、あるいは制度面や予
算面での措置になってきますと、どうもちょっと弱いの
かなというところはあろうかと思います。
　これから議論に入っていきます。最初に東日本大震災
の復旧・復興に向けた取り組みについて、ご説明いただ
こうかと思っています。浅川さんにお願いしたいと思い
ますけれども、東日本大震災からの復旧・復興の進捗状
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況、問題点など、そういった全般についてお話していた
だけないでしょうか。
浅川　私は、東日本大震災発生時、水産工学研究所に勤務
していました。その後も漁村総研の仕事に関わりまして、
震災については近い所でいろいろな仕事をしていました。
　東日本大震災の復旧の進捗状況などを含め総括的な
お話と東日本大震災で分かったこと、トピックス的なこ
とをレビューも兼ねてお話ししたいと思います。
　東日本大震災の被害総額は17兆円ともいわれています
が、その中でも水産の被害は1兆2,000億円強です。中で
も漁港は、ほとんど 3県ですけれども、7都道府県で 319

漁港で、漁港の被害だけで8,200億円です。国の予算は今
700億円ですから、事業費の規模とすると1,000億円で、
実に8年分、長期計画2回分弱ぐらいの資産が一瞬にして
失われたとご理解いただければと思います。
　復旧は着実に進んできています。全体的なお話で申し
上げますと、既に319の被災漁港全ての陸揚げ機能が復
旧しています。ただ、まだ施設が若干残っている所もあ
ります。今年度中には 95％ぐらい復旧が完了するとい
う状況になっています。
　復興も、流通拠点漁港と高度衛生管理型の市場が8漁
港で整備されていまして、7漁港でもう既に供用開始し
ている状況になっています。
　海岸の復旧・復興が遅れている状況は否めないところ
があります。復旧・復興含めて242カ所の漁港海岸で行っ
ているのですが、そのうち完了したのは69カ所です。率
にすると30％です。
　復旧というのは、嵩上げもしていますけれども、今ま
で防潮堤があった所をまた直したものでして、復興とい
うのは、今まで防潮堤がなかった所に新たに防潮堤を造
るということです。ですから、当然、住民の反対意見も
ありましたし、議論もなされながら造っていたので、遅
れる傾向にあります。
　そして、東日本大震災で分かったことです。他にもたく
さんありますが、トピックス的に整理してみました。まず、
それぞれの組織で圧倒的なマンパワー不足が発生しまし
た。例えば水産庁ではどういう状況かというと、災害査定
の件数が実に 7,000件となりました。一方、災害対策室
の室員は、今、私の所属している所ですが、室長含めてス
タッフは6人でした。これで7,000件の災害査定を行うと
いうことです。災害査定は原則1年以内にやるものですか
ら、いかに仕事量が人数に比して多いかということがご理
解いただけると思います。
　急きょ、北海道開発局、農村振興局、地方自治体の皆
さんの応援をいただきまして7名増員して13名の体制で
行いましたが、これでも最初の1～2カ月は休暇がない状
態でした。大ぐくり化、机上査定、簡素化など、もろもろ
の措置を講じて何とか年内に災害査定が完了したという
ことです。
　被災県では地方自治体からの職員の応援派遣があっ

て、都道府県市町村からたくさんの方に来ていただきま
したが、それでも全然足りないという状況が発生したと
いうことです。
　続いて、資材単価の問題です。例えば生コンであれば
立米単価 8,000円から 1万 3,000円で 1.6倍です。あら
ゆるもので資材単価が高騰したということでして、これ
も一つ予想できなかったことです。
　また、これも予想していなかったことですが、閖上漁港
では震災前に耐震強化岸壁を整備して防災対策を講じて
いたのです。構造は矢板式で、液状化対策もやっていまし
た。ですから、しっかりと震災後も無傷で残っていました。
　ところが、利用のされ方は、がれき置場となってしま
いました。がれきをどこに置くかは想定していませんで
した。結局、残った岸壁にがれきが置かれることとなり、
そうしますと、耐震強化岸壁を整備したのに全く機能し
ない状況になったわけです。
　次のスライドです。まちづくりの計画の負の連鎖が今回
の復興の妨げになっています。計画の遅延があって防潮
堤の法線が決まらず、用地買収できず、防潮堤が造れず、
さらに水産施設用地が造れません。この負の連鎖がある
ものですから、どんどん遅れていきます。事前復興で何と
か負の連鎖を断ち切ることができないかということです。
　そして、市民合意形成の困難さです。これはよく言わ
れていることですので、いろいろ個人のご意見がありま
す。こういった意見をどのようにくみ取りながら復興を
行っていくかは非常に難しいです。こういった合意形
成を事前に行っておくことも非常に重要かと思います。
　大変機能したのは建設業界の一致団結した啓開作業で
す。特に岩手県は事前に啓開作業を行う協定を結んでい
ました。ですから、港内、それから道路の啓開作業が被災
後に迅速に行われました。全国でこういったやり方をぜひ
とも事前復興に取り入れていくべきだということです。
中泉　続いて、岩手県の阿部さんに岩手県の漁業地域の
復旧・復興に当たっての取り組みについてご説明いただ
ければと思います。
阿部　震災発災以来、漁港関係の復旧・復興事業に携
わって、ことしで 8年目を迎えました。私から岩手県の
復旧・復興の状況と課題についてお話しします。
　岩手県の被害の状況です。総額 1兆 1,126億円です。
人的被害は、死者と行方不明者、合わせて約 5,800人で
す。それから、1兆 1,000億円のうち水産関係の被害は
5,650億円です。その中で最も大きかったのは漁港関係
の被害で、4,500億円ほどありました。県全体の約 4割
が漁港関係の被害でした。
　復旧状況です。漁船については1万4,000隻あったも
ののうち 9割ぐらいが被害を受けましたが、今現在、漁
業者の減少もありまして1万隻程度となっています。
　定置網、養殖施設、共同利用施設は、それぞれ、ほぼ
100％に近い復旧状況となっています。漁船は、漁業者
が減ったこともあり、震災前から比べると7割ぐらいに
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なっていますが、復旧需要を満たしており、ほぼ復旧が
完了しています。
　産地魚市場は13ありますが、震災の後、平成24年9月
1日までに全ての市場の営業が再開しています。しかし、
水揚げ量はまだ元には戻っていません。震災前は大体17

万トンほどありましたが、今現在、10万トン程度にとど
まっています。
　製氷貯氷施設、冷凍冷蔵施設、水産加工場については、
若干、足りない部分もありますが、ほぼ震災前と同じよ
うな状況に戻っています。
　漁港の復旧です。県内に111漁港があります。そのう
ち108漁港で被害を受けて、これまでに107漁港で復旧
が完了しています。今年度中に全ての漁港の復旧がおお
むね完了する予定となっています。
　遅れているのが防潮堤の復旧です。復旧対象は 53海
岸ありますけれども、そのうちこれまでに復旧したのが
18海岸で、約 3割です。しかし、延長比率でいきますと
約5割程度まで復旧が完了している状況です。
　漁業集落の復旧です。高台移転を行う予定の漁業集落
は32地区ありましたが、昨年度までに高台の用地造成が
全て完了しています。しかし、宅地の分譲は 1割程度が
まだ残っている状況です。
　次に課題です。まず、初動対応等からお話しします。
情報伝達手段の確保や災害協定などについて、沖出し漁
船の状況と漁港の航路・泊地等の啓開作業ですが、携帯
電話が通じなかったことがあり、すぐには把握や復旧は
できませんでした。
　県内建設会社の作業船が津波で被災したこともあり、
早期の啓開作業が困難でした。県と岩手県漁港建設協会
が災害協定を結んでいたので、多分、他県よりは早く航
路啓開ができたのかなと思いますけれども、県内作業船
が被災し影響があったので全国的なネットワークやつな
がりが必要だと感じました。
　県内の作業船が被災して動けない時、他県から幾らか
でも協力してもらい、航路啓開を早期に行えれば、おそ
らく沖出しした漁船がすぐ漁港へ戻れたのかなと思って
います。漁港の中ががれきだらけで、1～2週間、沖合で
ずっと待機しなければならなかった漁船もあったと聞い
ています。
　漁港施設の被害状況の把握ですけれども、道路啓開が
進まないと漁港に近づけませんでした。ドローンなどは
最近いろいろな場面で使われていますが、今後、空撮や
自動水中カメラを利用した調査実施体制を構築すること
が必要ではないかと考えています。
　続いて、初期対応です。臨港道路の冠水防止や倒壊し
た防潮堤・護岸の応急復旧は、土のうを設置したり、岸
壁の嵩上げなどを行いましたが、沿岸部にあった生コン
工場そのものが被災したり、土のう・作業船といった資
機材の不足、官民を合わせた技術者の不足への事前対応
が必要だったと考えています。

　また、多くの地域で困ったのが水産加工場の冷凍水産
物の処理です。水産加工場の冷凍施設にあった冷凍水産
物が腐敗して、ものすごいことになりました。停電が 1

～ 2カ月に渡ったものですから、魚が腐りだして、沿岸
中、全てがものすごく魚の臭いに包まれたことを記憶し
ています。これについては、環境関係部局と連携して事
前に検討を行っておいたほうがよいと思います。最終的
には、集めて海洋投棄しました。
　本格的な被災状況の調査に当たって、漁港台帳や昔の
工事図書で流出したものもかなりありました。近年の IT

化の流れの中で台帳の電子化やクラウド化による保存が
必要と考えています。
　入札制度についてです。震災前の入札制度の拡大版で
工事を進めようとしたのですが、今思えば対応が後手に
回ったと思っています。地域要件を大幅に緩和したり、
復興用歩掛の早期適用など大胆な特例措置を早めに講じ
ないと、入札不調が続出すると思います。一番多い時で
公告した案件の半分以上が入札不調になったことがあり
ました。行政の思い切った対応が必要と考えています。
　流通加工ですが、魚市場の早期再開に向けた施設整備
の事前の検討も必要です。これはBCPなどで検討する
必要があると思います。また、応急的な冷凍冷蔵施設の
確保がポイントになります。冷蔵庫や冷凍庫がないと現
代の水産業は成り立ちません。これがない限り、いくら
市場を再開しても生鮮でしか出荷できないという状況で
す。更には、主要電源の高層階への設置や販売データの
クラウド化も必要と考えています。
　漁村関係です。まちづくり計画ですが、事前復興計画を
作っておくことが必要です。そして、他の地域の市町村と
の通常時からの人的交流が最終的に職員の不足を解消し
てくれる有効な手段になると考えます。また、高台移転に
ついてですが、高台移転候補地の選定、地権者との事前同
意、必要となる各種行政手続きのピックアップ、事務手続
き簡素化の方法、残土処理方法などの事前検討も必要と
考えます。更に、集落移転の事業制度については、関係事
業が3つ4つありました。これが、まちづくり計画を策定
する上でのネックになった部分もあります。防潮堤計画
は、事前復興計画をつくるうえであらかじめ想定防護ラ
インを決めておけば、スムーズにいくと思います。防潮堤
の法線を決めるのにものすごく時間がかかりました。高さ
はシミュレーションすれば決まるのですが、どこに設置す
るかなどに相応の時間を要しました。
　最後になりますが、漁業再開には漁港がないと始まり
ません。これは本当に痛感しました。震災前には漁港は
もう要らないという議論もありましたが、漁港がないと
漁業すらできないという状況に陥ります。
　また、地域の歴史や文化をある程度踏まえながら計画
しなければコミュニティそのものが崩壊してしまいま
す。実際に崩壊しかけている所もあると思います。
中泉　ここでまた話題を変えて、少し前に進んでいきたい
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と思います。これからは、実際の事前復興について議論し
ていきたいと思います。実際の事前復興で取り組んでおら
れる方がいらっしゃいます。最初に情報提供ということで、
全般的な話として林さんから簡単にお願いできますか。
林　事前復興という言葉が出てきましたが、どこでどの
ようなことが進められているのか、簡単にご説明したい
と思います。
　まず、国です。こちらについては、内閣府、国交省の都
市局、四国地方整備局で復興対策のマニュアルなどが整
備されている状況です。
　次に、都道府県レベルでは、東京都については地震対
策ということでかなり早い段階から復興のマニュアルが
作られていました。そして今回の東日本大震災を踏まえ
て改訂版が出ています。あとは、東海・東南海・南海地
震に対する復興計画ということで静岡県です。
　続いて、三重県、和歌山県、徳島県、高知県です。今、
一番新しいところでは、2月 3月に出された和歌山県の
策定の手引、そして徳島県の新手引になるかと思います。
　市町村においては、静岡県の富士市、そして今回パネ
リストとして参加していただいている串本町、そして黒
潮町が計画づくりが行われています。
　最後に、先ほども紹介しましたが、復興まちづくりのた
めの事前準備ガイドラインというものが出ています。そ
の中で基礎編から始まっていろいろなステージがあるの
ですが、一番右側を見ていただければ、これは、どこで
何をやっているかという復興まちづくりの着手状況です。
　東京都が中心となって、先ほど言った富士市などが
入っているのですが、こういった所で今取り組んでいま
す。その中で、今回、またパネリストとして参加してい
ただいている美波町については、今、一番高いレベルで
整備されているという状況かと思います。以上です。
中泉　ただ今の資料の前の前の辺りに美波町や串本町が
あったと思いますけれども、ここで徳島県の美波町に入
られて実際に取り組んでおられます井若さんから取り組
みのご紹介をお願いします。
井若　美波町由岐湾内地区という小さな漁村があるので
すが、そこで東日本大震災の教訓に住民が主体となって
取り組んでいる事前復興まちづくりについてお話しさせ
ていただきたいと思います。
　美波町の位置ですが、四国の右下、徳島県の右下に
位置しています。9年ほど前にNHKの朝の連続ドラマ
「ウェルかめ」で日和佐町が舞台となったところです。
　美波町はウミガメの町で、旧日和佐町と由岐町が2006年
に2町合併して誕生した町です。人口が7,000人弱ぐらい
の小さな町です。旧日和佐町は、四国霊場の薬王寺さんを
中心とした門前町が広がっていまして、海側にウミガメが
やってくる大浜海岸があります。
　一方、旧由岐町は、古くからの漁村集落が点在してい
るところで、イセエビやアワビの漁場が広がっている地
域です。

　その由岐湾内地区は人口が今 1,300人、高齢化率が
50％、南が太平洋に面し、海と山に囲まれた小さな集落
になっています。ここは古くからの漁村で、3つの町内
会で構成されています。
　この地区の特徴は、過去に南海地震で破壊と再生を繰
り返してところで、1361年の正平の南海地震以降の被災
記録が残っています。その正平南海地震の時の死者を供
養した石碑が地域にあり、これが日本最古の津波碑とい
われています。
　地域の社会リスクですが、人口減少の進行と主幹産業
となっている漁業の生産量が低下してきているといった
問題があります。
　自然災害リスクについては、南海トラフ巨大地震の想
定では低地は99％が浸水するといわれています。一方、
山手は土砂災害のイエローゾーンやレッドゾーンに指定
され、住民から、一体、どこに住めばよいのかと言われま
す。そして、私たちの世代では結婚して家を建てたいと
思っていても、ここで安全・安心に住める家を建てる場
所がないので別の市町村に移ってしまう震災前過疎とい
う現象が起こっています。地域の担い手である若者世代
の流出は、地域の存続そのものが危ぶまれ、喫緊の課題
になっています。
　私たちの由岐は、風景、おいしい魚、人付き合い、伝統
の祭りといった日常があり、こういった幸せな何気ない
暮らしを守っていきたいと思って、自然災害と社会の両
方の問題を解決していくまちづくりとして、事前復興ま
ちづくりに取り組んでいます。
　2012年4月に地域の3つの町内会の自主防災会が連合
して、事前復興まちづくりを考える組織を設置し、勉強
会などから始めていきました。
　この組織では、短期的には、震災が起こる前に、今すぐ
に若い人がいなくならないように高台に安全な住宅を造
れないか。中長期的には、地域の将来を諦めないで、希
望を持って住み続けていくまちづくり計画をみんなで立
てていこうということを行いました。
　高台の住宅地の確保については、地域で以前から整備
が計画されていた3カ所と、地権者から活用の申出があっ
た３ケ所の合計6カ所から、2カ所を選び、大学から建設
コンサルタントに委託して開発プランを策定しました。
　1つが大きく山を削るパターンで、20億円以上の予算の
規模となり、うちの町は年間予算が60億円なので、さすが
に住民も町では無理ということで、町が県や国に、そうい
う制度がないか呼びかけていただきました。もう一方は、
田んぼになりますが、それでも3億円とのことでしたが、
20億円を示された後の3億円では、みんな「できそうな気
がする」「3億円だったら、宝くじが当たったら、うちが出
してもええよ」という話になり、町や民間での可能性につ
いて探っていくことになりました。
　住宅を建てることになりますので、次は建築士会に協
力いただき、町や大学も加わりコンペを行いました。
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　この時に考えたのが、近居ということで、今
新しく住宅を建てる方の半数が親の住居から
車で30分から1時間圏内に住んでいて、日頃、
子供に熱が出たら預かってもらったり、親の
介護をするということをしています。
　これを平時だけではなくて災害時に応用し
てみると、若い世帯が世帯分離する時に高台
に住むと、親の世帯が津波から避難してきた
後、そこで避難所生活も過ごせるということ
になり、このようなことをモデルとして考え
ています。
　高台のコンペの最優秀作品は、真ん中に公
園があり、コミュニティを生かす住宅配置と
なっています。地域内の公共施設は全部浸
水するので、入り口には避難所兼平時の集会
所をつくるかたちです。
　もう一つの事前復興まちづくり計画は、東
日本大震災の体験談や勉強会などを開催し
たり、住民の意見を聞くために意識調査を行
い、また、若い世代を取り込むために大学生と
青年会でフォトコンテストを行いました。こ
れらを行っていく中で、地域の大事な宝物の
ようなものが見えてきました。それでワーク
ショップを繰り返し、計画を策定しました。
　うちの地域では、自然環境、人間関係、地域
愛、暮らし、子育て教育、心身健康という6つ
の分野が自分たちの地域の宝であるというこ
とが分かってきましたので、それについて、ま
ちづくり、防災、復興の施策をみんなで意見を
出してまとめました。
　土地利用についても、震災の後はこういう
町にしたい、それぞれの分野で必要な施設や
住宅配置などもみんなで動かしながら考えま
した。
　ハードの部分は、予算がないので実現でき
ないのですけれども、ソフトの部分で、一つは
住民の絆が大事だということで、自主防災会
の女性部の方がコミュニティカフェを始めて
います。
　避難所がないといった問題もあります。
みんながばらばらにならないように仮設住宅
や避難所をできるだけ集落から離れない近く
の場所で確保するため、山間部ですが、別の市
の阿南市福井町に休校になっている阿南市指
定の避難所の体育館がありましたので、自主
防災会で3年間ぐらい交流を続け、昨年度首長同士で避
難所利用に関する相互協定を結んでいただきました。
　このような取り組みもあり、由岐湾内だけではなく町
全体で地区別の事前復興まちづくり計画を策定している
ところです。

中泉　続いて、和歌山県串本町の取り組みについて、枠
谷さんお願いします。
枠谷　串本町の防災に対する取り組みとまちづくりにつ
いてお話しさせていただきたいと思います。
　これは串本町の名勝橋杭岩です。これは、岩が隆起し
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て、それが波などで削られてできた名勝なのです。橋杭
岩の前に1メートル以上の石がごろごろ転がっています。
私どもが小さい頃は、これは台風で動いたと思っていた
のですが、これは津波石と呼ばれています。
　これに付いている生物の化石などを調査した結果、台
風や 1946年の南海地震クラスによるものではなく、つ
まり、それよりも大きい、400年から 600年おきに発生
している地震・津波によるものと分かりました。
　串本町は、本州の最南端です。人口が今1万6,258人、
高齢化率は約 45％です。ほぼ 2人に 1人が 65歳以上の
高齢者になります。13年前の平成 17年に合併したので
すけれども、そこから20％人口が減少しています。明ら
かに少子高齢化で、60から70歳が多く、10歳から20歳
が少なくなっています。
　串本地区には漁港が3つあります。漁業と共に発展し
てきた町です。市街地に約 3,500人が漁港に囲まれて
住んでいます。
　これは 3連動地震の浸水区域になります。昭和 21年
の南海地震の津波とほとんど同じで、町の半分ぐらいま
では浸水します。これに南海トラフの巨大地震の浸水想
定を合わせると、全てが浸水区域になります。津波は 6

分で到達する、すごく速く到達します。
　さらに、国道 42号線、唯一の幹線道路になりますが、
これも寸断するおそれがあります。それによって避難や
救助救援等にも大きな支障が起きます。
　串本町における浸水想定と被害予測ですが、最大津波
高が18m、津波の到達時間は最速で2分といわれていま
す。では被害予測は、これは県が発表した数字になりま
すが、地震・津波・火災等を合わせ、全壊が74％、半壊
が15％です。建物の9割以上が半壊以上となります。人
的被害につきましては、死者が人口 1万 8,200人のうち
死者が 8,200人、重軽傷者が 1,190人で、住民の半分以
上が死傷するということです。
　この被害想定が出されて、正直、もう駄目なのではない
かという意見がほとんどでした。それでも住民の命を守る
ために、いろいろなことを考えました。その時に、津波防災
地域づくり推進計画を策定しようということになりました。
　実際には、防災対策を進めながら、まちづくりも進めて
いこうということでこの推進計画を進めることとしました。
　具体的には、各部署でそれぞれ実施していた事業を整
理しました。国、県、町、地域ごとにどのようなことをし
てきたか、時期別、今までやってきたこと、今やっている
こと、これからやっていくこと、それら全部の事業を抽
出しました。
　これによって、情報の共有化、連携した事業実施とな
り、自分の所の防災だけでやるのではなくて、建設や産
業などと一緒にやっていこうということができることに
なりました。
　これは津波避難場所です。今、278カ所ほどあります。
背後が山なものですから山道が多いのですけれども、避

難しやすいように階段状に整備したり、手すりを整備し
て高齢者でも避難しやすいように整備を続けています。
今、195カ所で、毎年整備を進めています。
　漁港にも、避難タワーや併設した荷さばき所もつくっ
てもらいます。ここで作業される方や地域の住民の方も
避難できる施設となっています。
　串本漁港の大規模地震津波に備えた対応力強化とし
て、漁業活動についてはBCPを策定しています。その他
にも、耐震化・耐津波化の岸壁で漁港地帯の耐震化を進
めています。
　地震が起こっても避難が間に合わない避難困難地域が
幾つかあります。その方のために津波に対しても倒れな
いように堤防の耐震化と嵩上げをしています。
　他にも、住民の方に意識を強く持ってもらうことが大
切なことから、学習会を実施しています。昨年度は、55

回、実施しました。他にも、自主防災の方に避難路や倉
庫を造ってもらいました。
　訓練についてです。これは高台への避難になります。実
際に倉庫がある所まで避難してくれば大丈夫なのですけ
れども、想定にとらわれないということで、どんどん山
道を上がっていこうという訓練をしています。いわゆる避
難三原則です。子供たちがこのような訓練をすることで
率先避難者になります。何よりもこの子たちが大きくなっ
た時に防災におけるリーダーになってくれることを期待
しています。他にも、道が閉鎖した時のためのバイクによ
る輸送訓練など、いろいろな訓練があります。消防署、自
衛隊、県と連携した救助訓練をいろいろ行っています。
　その訓練の中で、孤立する集落では中学生が主体と
なった訓練があります。高齢者が避難してくることを考
えて中学生が避難運営をする訓練です。
　最後に、これは高速道路建設と公共施設の高台移転で
す。今、和歌山県は青い所に高速が通っています。点に
なっている所は計画中になります。ペケ印は津波などで
寸断する場所になっています。串本町のここで起こるの
です。救援などがほとんど来ないことが考えられます。
実際につながっている所から串本までの道路というのが
2014年に事業化が決定して、6年から 10年ぐらいで完
成するといわれています。もう一つ、東側の道路もこと
し事業化が決定しまして、これは 10年から 15年ぐらい
でできるのではないかといわれています。国道 42号線
は寸断の恐れがあったのですが、災害時の代替道路とし
て、これによって救援や救助の活動ができることを期待
しているところです。
　浸水区域内にほとんどの官公署が入っています。青い
所は既に高台移転が進んでいる所です。これが今現在
の状態です。役場や小学校や保健センター等は、高速道
路を造っていますが、建設用道路も造ってもらいます。
その時にできた残土を造成に利用して、その他の施設が
行きます。これでほとんどの公共施設が高台に移転する
ことになります。
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　公共施設の高台移転をすることによって住
民の生活圏を高台に移していきます。沿岸地
域については、護岸のかさ上げ工事や漁港の
耐震化を図るなどして、安心して漁業に従事
できて早期復旧ができる環境を整備していく
というふうに考えています。
中泉　これからは、漁業集落に絞って事前復
興について議論していきたいと思いますが、
その前に浅川さんにお願いしたいのですが、
災害に強い漁業地域づくりガイドラインとい
うものがありますが、それが東日本大震災直
後に改訂されています。何かそこに今回と関
係することがあるのではないかと思いますの
で、その辺をご説明いただけますでしょうか。
浅川　分かりました。お答えの前に一点質問
させてください。ただ今の枠谷さんの串本の
取り組みを聞きまして、町全体でこれだけき
め細やかに対応されていて、非常に感銘を受
けました。
　行政としてできるだけの対応をされている
と思いますが、これだけの対応は財政負担も
相当なものだと思うのです。差し支えない範
囲でその辺のお話をお伺いできたらと思いま
す。
枠谷　財政については、本当に一番の問題と
いいますか、大きな課題となっています。実際
には、大きなところは過疎対策事業債と緊急
防災・減災事業債です。串本町は、平成 17年
4月に合併したものですから、合併特例債を多
く使っています。
　他の起債もですが、特に合併特例債は結構10年などで
ぎりぎりになって、また5年延ばすという通知が来てい
るのですけれども、正直、ほとんど綱渡り状態なのです
けれども、ばたばたしながら何とかそれまでに間に合わ
そうという事業計画で今までやってきています。
浅川　分かりました。町全体のご理解があってのたまも
のだと思います。
　では、私から災害に強い漁業地域づくりガイドラインの
改訂の趣旨についてお話しさせていただきます。このガイ
ドラインは、平成18年のスマトラ沖地震、それから福岡の
西方沖地震の経験を踏まえて水産庁で策定したものです。
　当時、漁村の防災に当たって、考え得るありとあらゆる
全てのアイテムを総ざらいしてガイドラインに入れまし
た。ですから、この一冊に想定し得る対策は全部入ってい
るということで、自信を持って世に送り出しました。とこ
ろが、東日本大震災で被災した時に対応できない部分が
出てきたので、ガイドラインを改訂したということです。
　何が対応できなかったかというと、とてつもない規模
で、かつ、広範であったこと、車の避難が多かったこと、
それから、門扉の閉鎖作業で亡くなった方、漁船で避難

して被災した方が多かったこと、これらについては、避
難行動のルール化が必要だろうということで、それぞれ
のルール化の議論の重要性が認識されました。
　気仙沼の市場では、津波が7～8mぐらいで、高い所は
9mぐらいだったのですが、唯一、気仙沼の市場の屋上の
高台があって、1,000人の方が難を逃れたということで
津波避難施設の重要性が認識されました。
　岩手県では高台と低地の集落の被害に明暗が出まし
た。一歩、道路を隔てて壊滅的な所とちょっと高くなっ
た所で全く被害を受けなかったということなどです。土
地の利用について高低の概念をしっかり土地利用計画に
導入することが唱えられました。
　多くの集落、それと避難所の孤立も問題となりました。
せっかく避難したのに避難所で孤立するということが起
きてしまいました。孤立防止対策の徹底が必要というこ
とが指摘されました。
　それから水産関連施設の被害です。これは、破壊的な
被害を受けて市場再開が大幅に遅延したということです
が、漁港が復旧して漁船も戻ってきたのだけれども、氷
や背後の加工場がないから市場が復旧できません。すな
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わち、広域ネットワークを考慮した業務継続
計画が必要だということが言われました。
　オイルタンクや木材や漁船等の漂流物で被
害が拡大したことも今回は特徴的でした。で
すから、津波を想定した構造設計や漂流防止
対策が必要だと言われたわけです。
　漁港の周辺の避難のルールもガイドライン
にトピックス的に何点か入れてあります。陸に
いる船は沖出ししないというのが原則です。と
ころが、既に沖にいる船は早いほうに逃げてく
ださいと。
　早いほうというのは、3mの津波を想定して
いますが、すなわち 50m以深の避難海域へ行
くか、漁港に戻るか、どちらか早いほうに移動
してくださいとガイドラインで初めて示しま
した。
　そして、移動手段についてです。実は車で逃げた人の
ほうが多いのです。車で避難した方は 47％で、徒歩が
43％でした。車で逃げるなと言われても、実際にその場
に車で行っていたり、現に車に乗っている方もいるもの
ですから、問題は車の避難も想定して計画を立てなけれ
ばいけないことが分かったわけです。これは悲しい出来
事でしたが、車の中で発見された遺体の収容者数は、宮
城だと6.1％で、岩手だと2.2％です。避難していたのか、
現に車に乗っていたのかありますが、岩手のようにすぐ
高台が背後にあれば車を使わなくとも避難できるのです
が、地形的に車を利用せざるを得なかったということで
す。なので、地形的な特徴もこういった数字に表れてき
ているわけです。
中泉　このガイドラインは、基本的に地域の関係者が自
ら考えてやれることはやっていこうというのが盛り込ま
れているのではないかと思うのです。そうしますと、こ
れは事前復興という考え方が盛り込まれていると理解し
てよろしいのですか。
浅川　当時は、事前復興という名前は全く使っていな
かったです。ただ、考え方は、先ほど基調講演で牧先生
がおっしゃったように、事前復興には準備とハードのま
ちづくりという2段階があって、前者の準備ということ
では、まさに事前復興の概念が入っています。
　つまり、備えのところをしっかり書き込んでいますの
で、ガイドラインに概念は包含されているとご認識いた
だければと思います。
中泉　きょうの重要なテーマですけれども、これからは、
漁業集落における事前復興においての課題ということ
で、関係者の皆さま方からご意見を頂こうと思います。
　最初に、阿部さん、漁業集落における事前復興の課題
についてご意見を頂ければと思います。
阿部　1つ目として、関係法令、それから事業制度の関係
ですが、復興まちづくり計画を事前に作ることは非常に
重要ですし、復興がスムーズに進むのだろうと私も考え

ています。
　しかし、この計画を推進するうえで、関係する法令、そ
れから国庫補助事業や事務手続きについて事前に詳細な
調査検討を行っておいたほうがいいです。どういったも
のがネックになるのか、早期に克服するべきものは何な
のかという目途を付けておかないと、非常に停滞します。
特に高台移転や居住地を移転する場合には、用地取得や
保安林解除、遺跡調査など、いろいろな手続きがありま
す。これがものすごくかかります。例えば、保安林解除
などは普通にやると半年から1年は軽くかかってしまい
ます。そういったものを事前に把握されておいたほうが
いいと思います。
　実際、私どもの復興の際には 1～ 2カ月でできるよう
に簡素化してもらいました。そういうものが絶対にネッ
クになってきますので、事前に調べておいたほうがよい
と思います。
　それから、地方公共団体の人材確保ですけれども、本
当に不足します。猫の手も借りたいぐらいで、用地交
渉をやるにしても何をやるにしても行政職員が必要にな
るのですけれども、圧倒的に不足して何ともならないの
は県もそうですし、特に地元の市町村の方が一番痛切に
感じただろうと思っています。
　では、どうすればいいのかというのはなかなか難しい
問題だとは思うのですけれども、先ほどもお話ししまし
たが、事前に他の市町村と人事交流などを行っておくと
いうことです。これは同一県内でもいいと思います。例
えば、津波の被害に遭わないような内陸部の市町村と通
常時から人事交流をやっておくなどすれば、いざという
時に必要な人材をスムーズに確保できるかもしれないと
思いました。
　最後に、どのような復旧・復興を目指すのか、事前復
興計画を作る時にいろいろ考えてもらえればよいのでは
ないかと思います。生活再建のスピードを求めて元に戻
すだけの復旧に特化するのか、あるいは時間がかかって
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もいいからコンパクトシティづくりのような創造的な復
興を目指すのか、事前に住民の方々のコンセンサスを得
ておけば実際にそういうものに遭遇した時に時間がかか
らずにいけるのではないかと思います。
　大規模災害を受けた時などは、いろいろな方が来て
「ああしたほうがいいんじゃないか。こうしたほうがい
いんじゃないか」といろいろな意見を話していきます。
右に振れ、左に振れという感じで、そのたびに結構揺ら
ぎます。被災して気持ちが弱っている時は、大体、人間
はそのようなものですので、こういった復旧・復興の方
向性を事前に皆さんで話し合っておいたほうがいいので
はないかと考えます。
中泉　続いて井若さん、お願いできますでしょうか。
井若　高台の住宅地の話です。事前復興のための土地整
備の補助事業について、今は防災集団移転促進事業とい
う制度しかありませんが、この事業は、今、実際に家や
土地を持っておられる方が対象となります。そういった
方は、今すぐ家を高台に移す必要性というか、メリット
は感じておられません。実際に次の世代が世帯分離して
家を建てたいという時に、これから家を建てる方への事
前復興面での事業というか、補助がありません。
　民間開発も、もちろん民間で高台をどんどん売れれば
いいのですけれども、過疎になっているような私たちの
地域では、民間業者にいっても「それ、元、取れるの？　
ボランティアじゃないからね、うちらは」という感じで、
今も継続的に続けていますが、ある程度、ますが埋まっ
て売れるという話がないと、結構、厳しい反応が返って
きています。
　小さい町なので、どうしても最後は行政にお願いに行
くことになります。行政としても予算が限られている中
で優先順位が必要になっています。うちの町は2町が合
併していますので、中心部は日和佐町になります。
　日和佐町ではURさんなどと協定を結んでご指導いた
だいているのですが、こども園の高台移転からそこに防
災公園を造ろうという話がありまして、そこで数十億円
の話が出ています。
　そちらを行ってしまうと、他の地区は何もできないと
いう状況になってしまいますので、土地を工夫して造成
費を抑えるなどして使っていかなければなりません。町
はまず土地調査に予算をつけて、今、始まっているとこ
ろです。
　もう一つ、計画策定ですが、当初はどういうふうに復興
したいという将来像を描いておけば、今でも将来でも地震
が発生した時に役に立つだろうと思って描いていました。
復興準備的な意味や目標像を共有しておこうということ
でした。しかし、いざ描いてみると、実施したくなります。
　そこで、町にどうにかできませんかという話になって、
でも、行政も、国のガイドラインはできているけれども、
予算はついてないし、板挟みになってしまうという現状
があります。

　また、東北に倣って高台移転や嵩上げなどの計画を
作っているのですが、どうやら南海トラフは東北のよう
な国の巨額な復興メニューを使えないのではないかとい
う話が出ています。そうなったらどうするのか、現地再建
も含めてやらなければいけないのか、もう一歩、踏み込ん
で考えないといけないというのが、今の課題になります。
中泉　続いて、枠谷さんにお願いしたいと思います。
枠谷　これまでの取り組みにおける課題として、予算
が一番大きなところです。そして、高台に移していくこ
とが決まった時に、住民を無視したまちづくりはできま
せんので、今までになかったことをしていくわけです。
その辺りの合意形成も含めて進めていく方法が非常に難
しかったところがありました。
　住民の命を守るため病院と消防は一番初めに移しまし
た。平成 17年 4月に串本町と隣にあった古座町が合併
する前の合併協議会で、それぞれの町にもちろん町立病
院と消防署があったものですから、両方とも沿岸にあっ
たこともあって、合併したときには統合して安全な所に
移りましょうというところまでは話ができていたので、
その辺りについては進め方も住民に対する説明もしやす
かったところがありました。
　それ以降の施設については、住民の利便性等も考えら
れるといいますか、関係してくるところも多かったので、
難しかったです。併せて、それぞれに対する予算の確保
といいますか、財源措置が難しいところでした。
中泉　大変、予算の確保が難しいということが一つの課
題で、同じようにご指摘いただきました。
　先ほどの取り組みの説明の中で、例えば高台移転にし
ても他のいろいろな防災施設にしても、非常に長期にわ
たって、およそ10年というのでしょうか、計画を作る前
から既に取り組んでいたようなのですけれども、これは
予算ではないのですけれども、10年もかけた地域との合
意形成というのはすごく難しかったのではないかと思う
のですけれども。
枠谷　そうですね。先ほども話した住民の意見は、実際に
高台移転の検討会というもので、地区の区長さんであっ
たり、有識者であったり、病院であったら病院関係者、地
域の医療の方などもいろいろ集まって会議しました。
　その中で一番大きかったのが、住民へのサービスとい
うか、利便性が下がってしまうのではないかというとこ
ろです。そういうのが続きました。役場の庁舎について
も、今、町中に位置するものですから、利便性が損なわれ
るのかと。言葉は悪いのですけれども、役場だけ逃げる
のかという意見も正直出ました。
　最初の頃は、そういった否定的な意見が、乱立という
か、結構多くて、検討会を開いてもまとまらないことが
多かったのですけれども、そうこうしているうちに東日
本大震災が起こりまして、皆さん、メディア等でも見ら
れて、役場であったり公共的な機能が失われると復旧・
復興に非常に時間がかかることが分かってきました。
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　さらに具体的な例を言うと、宮古市の市長さんに串本
町へ来ていただきまして、講演会を開いていただきまし
た。実際に被害を受けた市長さんに自ら「私たちの町は
こういうふうに苦労している。串本町は、もし被害を受
けても、こういうことで苦労しないうちに公共施設を高
台に移して今からまちづくりを進めましょう」という意
見を言っていただきました。
　そういうのがどんどん住民の中に浸透していって、役
場を高台に移すと言ったら、跡地利用も含めてですけれ
ども、そういうことに対しても皆さんに認めていただけ
るようになってきたという経過があります。
中泉　これから課題に対する対応について議論していき
たいと思います。
　ここで課題をどこか設定しなければいけないと思いま
すので、実は勝手ながら私のほうでこういうのではどう
かということで設定してみました。
　5つ、あります。1つ目が理解の情勢、意識・意欲の誘
発で、2つ目が合意形成です。1つ目と2つ目はちょっと
関わるかもしれません。3つ目は資機材・技術者不足で
す。まさにマンパワー不足です。それから、リーダー不
足です。4つ目がまさに漁業における特徴となってきま
すけれども、社会リスクです。急激な人口減少と高齢化
です。それから、漁業というなりわいの維持と安全な生
活基盤の確保です。漁村は、漁港を中心に漁業から発達
したわけです。まさに働く場と生活する場です。
　もう一つ、あります。環境です。これが非常にバラン
スの取れた形で一つの社会を形成していました。例えば、
スーパーが替わったり、漁業者以外の方は別の所に住み、
漁業者はそこに住むという昔からあった社会の維持や継
続は非常に大きな課題になるのかなと思います。
　最後ですけれども、ただ今、お話が出ましたけれども、こ
れまでのお話をまとめますと、事前復興を推進する法制度
や予算事業制度が大枠では課題になるのかなと思います。
　ただ、もちろん事前復興を考えた場合にプロセスでの
課題の整理もあると思います。取りあえず事前での復興、
それから計画づくりなどいろいろな整理の仕方はあると
思いますけれども、ここではこの5つで進めていきたい
と思います。
　それでは、最初は井若さんにお願いしたいと思います。
こうした課題に対する対応についてご意見等を頂ければ
と思います。
井若　3つほど取り上げさせていただきたいと思います。
　1つ目は理解の醸成や意識の誘発ですけれども、先ほ
ど枠谷課長からもお話がありましたし、牧先生のお話か
らもあったのですけれども、初めに必要性を考える時に
2つやることがあって、一つはマッチングです。
　特性がよく似ている地域、東北でも阪神でも新潟でも
いいのですけれども、漁村なら漁村、平野部なら平野部
という実際に被災した地域をまずマッチングして、そこ
の体験者の方に特に復興しておかないと大変だよという

ことをお話ししていただくのが私の町などでは非常に有
効だったかなと思います。
　特に感じているのが、東日本の直後は、どこの市町村
のどの立場の方が来ていただいても結構皆さん聞きに来
ていただいていたのですけれども、6年たつと風化のよ
うなところも正直あります。そうなってくると、さらに
細かく、行政なら行政職員の方の困ったこと、住民なら
住民のリーダーの方、子供なら子供たちや子育て世代と
いう形で層ごとにマッチングして意欲を続けるという工
夫を行っています。
　行政や住民でやっていますけれども、行政の方に参加
していただくことによって実現性や首長さんの参加など
によって意欲もより上がってきます。
　2つ目の合意形成ですけれども、東北からもお話があ
りましたけれども、合意形成の型というのが地域ごとに
あります。うちの町でもそれぞれ地域に歴史を持ってい
まして、組合長型や住民協議型などいろいろな型がある
わけですけれども、その型に合ったやり方でないとうま
くいきません。
　うちは自主防災会でやっているのですが、自主防災会
の上は町内会がありまして、町内会が対行政にも一番権
限を持っていますし、地域内でも偉いのですけれども、
自主防だけでまちづくりをやっていても、町内会と、う
まいこと一緒にやっていかないと、合意形成でうまくい
かなかったりという経験があります。本当は、まちづく
り協議会のようなものが事前にあって進めていくのがい
いと思うので、平時からまちづくりとしてやっていく必
要があると考えています。
　4番目の漁業地域における特徴ですけれども、先ほど
お話しさせていただきましたが、土地利用では、漁師町
ですので、海に張り付いて住んでいきたい方と漁業とは
関係なくて高台に行きたい方がいらっしゃって、実際、
私らの計画も割れています。
　低地と高地でそのまま割れているわけですけれども、
今後、復興予算なども考えながら、土地利用というか、ど
ういう町に皆さんで住んでいけばいいのかということを
これから考えていかないといけないところです。
中泉　私から質問なのですけれども、最初、私から漁村
は漁港から形成されていったとお話ししましたけれど
も、そこで生活するためには、仕事といった場合にはど
うしても漁業しかないのでしょうか。これだけ高齢化し
てくると、どうなのでしょうか。ちょっと話題がずれる
かもしれませんけれども。
井若　漁村といいつつも漁業者の従事者も 10％を切っ
ている状況ですので、まちづくり計画を立てる中でも、
「うちらって漁村だよな。でも、漁村ってどうやったら漁
村と言えるんだろうな」というアイデンティティーのよ
うな話が住民の中からも出ていました。
　そういった中で、少ないながらでも漁師を継いでいる
担い手がいて、育てる漁業のプロジェクトも始めて、漁
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協の合併問題なども踏まえながら、今、協力してやって
いるところです。
　どうにか漁村としてのアイデンティティーや暮らしを
生かして、実際に働いているのは役場職員や町外のサラ
リーマンだったりはするのですけれども、漁村の風景や
暮らしのためにはみんなでそういったところを一緒に
守っていきたいという話になっています。
中泉　続いて、串本町の枠谷さん、お願いできますで
しょうか。
枠谷　先ほども幾つかお話しさせていただいたのです
が、課題に対する対応ということで、先ほど予算という
ところがありました。この上にも理解の情勢、意識・意
欲の誘発とあります。私たちは防災に携わっている職員
なのですけれども、それ以外の職員は防災をあまり知ら
ないというか、どのようなことをやっているか分かりま
せん。横のつながりがない状態でした。
　その時に先ほどお話ししました津波地域防災づくり
推進計画を作りまして、各課から職員を呼んでヒアリン
グをして、今どういう事業をやっているのか、それは防
災に関係ないのか、防災と関連付けられないのかなど、
そういうのを全部行いまして、防災に関連するもの、例
えばこうやったら一緒にできるのではないかというヒア
リングを行って作ったものであります。
　先ほどもお話ししようと思ったのですが、この計画に
ついては先ほど講演していただいた牧先生に言葉では言
い表せられないぐらい非常に甚大な努力をしていただき
まして、物にすることができました。
　その時にもいろいろお話が出たのですが、その中で、
防災だけでするのではなくて、本当に町全体で取り組む
といいますか、コンパクトな町をつくって住民の命を
守っていくという計画を基に作りました。
　その中で、例えば、こういう資金が使えるのではない
か、別の項目の所がこちらでも該当するのではないのか
と実際に建設や財政の所と話をしました。そういう理解
というのですか、職員の意識や知識が高まってきたこと
で有効な予算の使い方や財源の取り方ができるように
なってきました。
　今度は住民なのですけれども、実際に防災に対する意
識付けというところで先ほど高台移転に対する住民の合
意形成についてはどうだったかというのがありました。
自分たちの命に関わる病院でしたら皆さんも賛成といい
ますか、新しくなるし、うれしいというお声も多かった
のですが、役場や他の公共施設についてはあまりいい声
が聞こえていなかったのも事実です。
　ただ、そこから住民に災害や防災について知ってもら
うということで、学習会といいますか、住民向けの啓発
活動を中心に行ってきました。先ほども申し上げました
が、昨年で55回、ことしは数十回やっているのです。
　防災は日常という考え方で、いつどこで起こるか分
からないのも含めて、日々、防災について意識していた

だき、考えていただくということで「こちらから本当に
どんどん教えに行きますよ。話に行きますよ」という感
じで取り組みを進めています。
　多分、こういうことをしていなかったら「串本町は防
災に対して意識が薄いんかな。何かやってないんかな」
と。聞こえてこなかったらやっていないのと一緒なの
で、アピールするわけではないのですけれども、「役場
でこんなことやっていますよ。来年、こんなん考えてま
すよ。何かやってほしいことないですか」というような
学習会をどんどん開くようにしています。住民の意識を
どんどんこちらのほうにも頂いたり、上げていくという
ことを続けています。合意形成はそういう感じです。
　3番の人材不足といいますか、そもそも人口が少ない
ものですから、さらに少子高齢化が進んでいるものです
から、今後もどんどんそれが進んでいくと思います。
　串本町は、今、自主防災組織に非常に活発に活動してい
ただいていまして、組織率が99％を超えています。ない
所は、正直、山奥の川の上流の小さな集落ぐらいです。要
は津波の危険がない所なのですけれども、それ以外は自主
防災をつくっていただいて自らが活動してくれています。
　というのは、先ほど途中で説明もあったのですが、寸
断してくるということが分かっていて、私たちもそうい
うものを隠さずに「ここはこれするから何とかしてよ」
という感じで学習会で話しています。そういう自分たち
の置かれた環境を皆さんが理解して、自分たちで何とか
しようとしています。言葉は悪いのですけれども、役場
は頼りにならないと思ってくださいと言っています。
　そういうのも含めて自分たちでどうしようかというこ
とです。そういう時は、役場も協力して、こういう対策を
しようというふうに住民と一緒になって考えていく取り
組みを進めています。
　その中で、自主防災におけるリーダーというのですか、
人材がどんどん育ってきています。子供たちについても、
先ほどお話しした毎日やっている子供の訓練はそうない
らしいです。
　この間、小さい子を持つ母親がやってきて「枠谷さん、
私、ちょっと、この間、家で涙したんやけど」と言うので
「どうしたんですか」と言ったら、避難訓練が終わった後
に自分の命は自分で守ると全員で呼唱するらしいのです
が、3歳の子供が家に帰ってきてお母さんにそれを言っ
て、お母さんは涙したらしいです。それぐらい意識が強
くなって、今 7年ぐらい続けているのですかね、中学生
になってきています。
　うちの町では、学校といっても中学生と小学生しかい
ないものですから、平日に災害が起こったら中学生以下
の学生と高齢者に非常に期待しているところです。そう
いった実際に災害が起こった時に起こる環境を意識し
て、こうやって防災対策であったり啓発を進めていると
ころです。
中泉　それでは、阿部さん、お願いできますでしょうか。
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阿部　それでは、1番の理解醸成と 2番の合意形成を合
わせてなのですけれども、漁業集落に関しては、漁協が
中心となってこういったものを進められるのであれば、
やってもらったほうがいいのではないかと私自身は感じ
ています。
　今回の震災の事例を一つ申し上げます。宮古市のある
半島が孤立しました。津波で道路も寸断されました。そ
こに住んでいた人たちがどうしたかといいますと、当然、
市の職員なども来られませんので、漁協の組合長を中心
に、自主的に被災状況の調査、それから食料がどれだけ
集落にあるのか、それらを全部調べ上げました。組織そ
のものがしっかりしていたので、すぐできたのでしょう。
　1日か 2日ぐらいで調べ上げて、派遣隊を結成しまし
て、多分、若手の方だと思うのですけれども、まだ津波警
報などが出ているさなか、冠水した道路を通って、市役
所までたどり着いて、これが足りないからいついつまで
に持ってきてほしいという要請をしたそうです。
　そういった組織力の強い漁協が存在しているのであれ
ば、ぜひ漁協を中心とした合意形成を図っていったほう
がよりスムーズに進むのではないかと考えます。
　3番目の資機材・技術者不足についてですけれども、
技術者の確保なのですけれども、私が思うには地域の建
設会社が非常に重要です。発災当時は、当然、地元の建
設会社も被災していますから、道路啓開作業といっても
なかなかできないので、まずは自衛隊が入ってきます。
でも、数日たって体勢を立て直した地元の建設会社に一
生懸命頑張っていただきました。本当に感謝してもし切
れないぐらい、非常に一生懸命やっていただいたと思っ
ています。
　こういう地域の建設会社を大切にしていかないと、い
ざという時に実は何にもできない状況になります。です
ので、一定程度、地域の建設会社が経営可能な社会を維
持していかないと、いざという時に本当に大変なことに
なるのではないかと危惧しています。
　最後の復興を推進する支援制度ですけれども、一つ、
お話ししておきたいと思っていました。漁業集落の再建
や高台移転に係る事業を統一化してほしかったという思
いがあります。ご承知のとおり、水産庁関係では漁業集
落防災機能強化事業、国交省関係では防集、土地区画整
理事業などがあったのですけれども、それぞれ一長一短

がありました。
　例えば防集ですと、移転費補助や住宅建設費補助など
がありましたけれども、被災元地において宅地扱いの土
地以外は買収できませんという制約がありました。一方
で、漁業集落防災機能強化事業は、移転費補助などはな
かったのですけれども、被災元地を水産関連用地にする
のであれば宅地以外の土地も買収可能ということで、そ
れぞれ一長一短がありました。
　最終的には、地元からの強い要請などを受けて事業制
度が徐々に改変されていって各事業が同じような仕組み
になっていったのですけれども、実は何の事業を使うか
というので地元の市町村が非常に悩みました。
　発災年の夏ぐらいから冬ぐらいまで、あるいはさらに
1年ぐらいかけて、どの事業を使えば自らの地域や集落
に一番いいのか、この事業とこの事業を組みわせたほう
が便利というような検討をものすごく時間をかけてやっ
たと聞いています。
　来るべき大震災や大津波に備えまして、それぞれのメ
リット部分を組み合わせて一つのパッケージとした集落
再建の制度をぜひ一元化していただきたい。
中泉　続いて、浅川さんには、国の方ですので、マンパ
ワー不足の課題や一番後の制度や対応等についてご意見
いただければと思います。
浅川　資機材関係や人材不足は、大規模災害に備えて常
時から用意するなどということは到底できるわけがな
く、有事の際にどういうシステムで機能させるかを考え
なければいけません。
　先ほども話しましたけれども、東日本の時も水産業は
システムで動くものですから、どこか一部がだめになっ
ても、全体として機能することができなくなるのです。
　要するに、ラインでしっかりBCPを考えることをぜひと
もやっていかなければなりません。この意識で、水産業で
あれば水産業界全体のBCPとして機能させるということを
ぜひとも事前にやっておく必要があるということです。
　それと業界だけではなくて地域間連携です。例えば高
知県のすくも湾漁協なのですけれども、JFしまねと防災
協定を組んでおられます。日本海と太平洋ですから両方
が被災することは想定できないわけですから、どちらか
が被災した時にお助けをするということができるので
す。このような備えは、是非とも必要です。
　通常は漁港管理者と漁港建設協会で防災協定を結んで
被災後の速やかな啓開作業を行うという協定を結んでい
るのですが、これプラス、例えば全国のこういう組織、全
日本漁港建設協会などをかませて3者協定にして、被災を
免れた他県の漁港建設協会に連絡調整して応援要請をす
るという広域的な連携を可能とする防災協定をぜひとも
全国的に広めていけたらと思います。
　現にもう結んでいる所があります。東日本の啓開作業
の時は、北海道の重機がかなり来ていたのです。要する
に、ここにどういう重機があるという情報も全て全国の
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協会で持っていますから、ここをかませて広域的な防災
協定を結んでいくということです。これは非常に重要な
ことですし、ぜひとも事前のソフト対策としてやられる
べきかと思っています。
　5番目の課題の制度や予算の話ですけれども、今、水産
庁では新たな漁港漁場整備長期計画の中で4本柱の一つ
として大規模自然災害に備えた対応力強化を実施してい
ます。事前復興という概念ではなく、防災事業なのです。
　L1対応であれば粘り強い漁港、それから海岸も防潮堤
などで粘り強い構造にするといったことで、L1までは
ハードで防いでいきましょうということです。L2では、
高台の避難路や避難広場、人工地盤、こういったL2対応
の避難支援施設の整備が一つ水産庁の事業制度としてあ
ります。
　これは、岩手県の大船渡の細浦です。細浦という名前
でお分かりのとおり細い浦なのです。要するに、入り口を
閉じれば裏の中の集落が全部守れるのです。実は、フ
ラップゲートで、ここは通常は漁船が通行できるのです。
　ここにせり上がり方式がありますけれども、津波が来
た時にせり上がって、これが津波防止に役立つわけです。
つまり、入り口に防波堤と防潮堤の兼用構造物のような
ものを整備して集落を全て守ります。
　これは、兵庫県の沼島にも、水門方式ですけれども、同
じようなものがありまして、今後、こういった方式も地
形によっては新しい取り組みとして導入できるのではな
いかと思っています。
　あとは、大規模災害からの復興に関する法律が現在あ
りまして、これは東日本大震災を踏まえて改正があった
ところですが、漁港については、特定漁港漁場整備事業、
これは公告・縦覧の手続きがなかなか大変なのですが、
復興計画に盛り込むことによって同じ手続きがなされた
と見なすことができるという措置です。
　あとは、漁港漁場整備事業の代行事業です。東日本の
時も、石巻、気仙沼、あとは海岸も対応しています。国が
県に成り代わって直営で代行事業をするということも実
はこの法律で入れ込みました。
　もろもろの査定についても簡素化や採択基準の緩和な
どを制度としては進めているところです。
　先週の金曜日に閣議決定がなされた重要インフラ緊急
点検の3カ年対策が事業規模で総事業費7兆円という新
聞報道がありましたけれども、これでまさに今後しっか
り早急に手当てすべきところは緊急対策として行うとい
うことです。海岸事業もその中で手当てすることになっ
ています。
　非常に中身的に広範ですので、これで全てがカバーで
きるわけではありませんので、一つの対策としてこう
いったことも強靱（きょうじん）化対策で政府を挙げて
進めているところです。
中泉　そろそろ時間になりました。きょうは、現在の取
り組み状況や課題、最後に対応について皆さま方からご

意見を頂きました。本来ならば、ここで簡単にまとめれ
ばよろしいところですけれども、実際に発言された方々
のいろいろな思いや重さを考えますと、この対応は簡単
にきれいにまとまるものではない気もしています。
　そこで、私が感じたことだけ、あるいはこのようなこ
となのかなということが幾つかありますので、1～ 2分
ばかりお話しさせていただきます。
　まず、自然リスクだけではなくて社会リスクも極め
て高いということです。そうした場合、まずは将来ビ
ジョンを描こうということがありますけれども、ビ
ジョンにおいてはどうしても社会リスクがいろいろな意
味で関わってくるということです。
　それから、もちろんこれは平時から準備しておくわけ
ですけれども、災害だけを取り上げてやるということで
はなく、本来、地域がどうあるべきかという中に一本化
して、あるいは組み込んで、常日頃から住民同士が顔を
合わせたり、役所の人あるいは関係者を交えながらいろ
いろ考えていくという、どうも皆さま方からそういう話
が出ているのかなとも受け止めました。
　一方では、なかなか難しい問題もあります。制度面の
お話もありますけれども、こうしたものも非常に厳しい
教訓だったわけですけれども、決して水産関係の事業だ
けではなくて、他の事業も大きく関わってまいります。
特に法制度になりますと、基本的に横並びという形で動
き始めると思いますけれども、今後、その辺も関係者に
おいてぜひご検討いただければと思っています。
　また、事前復興につきましては、これは決して、はじめ
てのことではありません。これからいろいろな形でいろ
いろな場で議論ができればと思っています。
　再三、災害に強い漁業地域づくりガイドラインと出て
いたと思います。大事なことは、事前に災害を想定し、起
こり得る被害や問題を把握した上でという前提です。こ
れまでの防災・減災があります。それから、BCP、今は
事前復興とありますけれども、実は、結局、これは地域で
起こる現象です。話し合うメンバーは、みんな一緒です。
　何度も言いますけれども、災害ガイドラインを読むと、
実はどうもそういうのが書かれているのではないかと感
じられるのです。まず、地域の人たちが集まって議論し
ましょうと。確か、それがスタートラインだったと思い
ます。そこにこうした新しい考えを取り込んでいくとい
うことではないかと思います。勝手ながらそこに落とし
込んでしまいましたけれども。大変、失礼しました。
　これで、きょうのパネルディスカッションを終了させて
いただきます。きょうは、どうもありがとうございました。

※役職名等については、平成30年12月の講演時点のものです。
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報  告

the 3rd World Small-Scale Fisheries Congress
参加報告01

１．はじめに
2018年10月22日～26日にタイのチェンマイで開催さ

れた the 3
rd
 World Small-Scale Fisheries Congress（第3回世

界小規模漁業会議）に参加してきました。これは、小規模
漁業に興味のある人が参加できる学際的なフォーラムで、
研究者や漁業者、環境保護団体、政策立案者等が小規模
漁業のあらゆる側面における情報を共有し、SSFガイドラ
インの実行を支援するための行動計画と能力開発プログ
ラムを策定する機会を得ることがゴールとされています。
本稿では、SSFガイドラインの成立までの動きやその
後の実践等、小規模漁業にかかわる問題の変遷を整理し
つつ、the 3

rd
 World Small-Scale Fisheries Congress の様

子を報告します。

２．小規模漁業問題
⑴ SSFガイドライン

SSFガイドライン (SSF Guidelines)は、Th e Voluntary 

Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in 

the Context of Food Security and Poverty Eradication（食
料安全保障と貧困撲滅の文脈において持続可能な小規模
漁業を保証するための任意自発的ガイドライン）が正式
な名称です。
小規模漁業は世界の漁獲量（海面及び内水面）の約半

分を占めており、そのほとんどが食用とされています。
また、世界の約 300万人の漁業者の 90％以上を雇用し
ている上、加工や流通などの関連業種を含めるとさらに
8400万人を支援していることになります。そして小規
模漁業者及び関連労働者の95％以上が開発途上国に住ん
でいるのです。
このように小規模漁業は水辺で生活する人々の経済を

支え、社会的・文化的な価値に貢献していると考えられ
ますが、これらの小規模漁業コミュニティーは不安定で
脆弱な生活および労働条件にあります。

SSFガイドラインは極めて重要でありながらも見過ご
されてきた小規模漁業セクターに全面的に貢献するため
に国際的に合意された最初の政策文書です。

2008年に FAOと対象国の政府の共催で小規模漁業
に関する国際会議「持続的な小規模漁業の保護：責任あ
る漁業と社会的発展を共にもたらすために」がバンコク
で開催され、小規模漁業に関する国際的な政策文書が
求められました。翌 2009年の第 28回 FAO水産委員会
（COFI28）でも同様に国際的な政策文書の必要性が表明
されました。

2010年には 3地域で地域協議会が開かれて小規模漁

業の統治のグッドプラクティスが特定され、その実現方
法が検討されました。2011年のCOFI29（第 29回 FAO

水産委員会）ではこの地域協議会の結論と提言に基づき、
責任ある漁業のための行動規範を補完する小規模漁業に
関するガイドラインの作成が承認されました。2012年
のCOFI30では120か国4000人以上の参加者からなる、
参加型かつ協議型のプロセスを経て、SSFガイドライン
の策定が始められ、20以上の小規模漁業の市民社会団体
が組織され、3つの地域で地域協議会が開催されました。
そして、2014年には技術協議会で文書の内容が検討さ
れ、2014年の6月のCOFI31でSSFガイドラインが承認
されたのです。
すなわち、世界の 6つの地域での地域協議、120か国

4000人以上の政府、小規模漁業者、漁業従事者とその団
体、研究者、開発パートナーおよびその他利害関係者の
代表、20以上の市民社会組織主導の全国協議会を経た、
ボトムアップ型の策定プロセスの成果として策定された
といえる政策文書です。

SSFガイドラインには日本語版が出ています（http://

www.fao.org/3/I4356JA/i4356ja.pdf）ので、詳細について
はガイドライン本体を参照いただきたいのですが、「人権と
尊厳」「文化の尊重」「非差別」「ジェンダーの平等と公正」「公
正と平等」「協議と参加」「法の支配」「透明性」「説明責任」「経
済的・社会的・環境的持続可能性」「社会的責任」「実現可
能性と社会的・経済的実行可能性」を原則に、保有権のガ
バナンスや社会開発、バリュー
チェーン、ジェンダー平等、気候
変動等を軸にしたいくつかの行
動規範を示し、法改正や法律・規
則などを新たに策定する際に「ひ
らめきを与えるもの」として活用
できるようになっています。
以降、このSSFガイドラインの

実効に向けた様々な取り組みが
進められることとなりました。

⑵ Too Big To Ignore（TBTI）
TBTIは、小規模漁業（SSF）への注目を高め、国内外
の政策における小規模漁業の周縁化に反対し、世界的な
漁業の課題に取り組むための研究とガバナンスを開発
するために設立された研究ネットワーク、知識の実践の
パートナーシップです。81か国、413のメンバーで構成
され、14の調査グループがあります。
目標として、以下の6つが挙げられています。

SSFガイドライン
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•  生活、幸福、貧困緩和および食料安全保障に対する
SSFの重要性の認識と理解を促進する。
•  SSFが経済の成長と発展、環境の持続可能性や次世
代に遺すための管理、そして地域社会の回復力に貢
献する可能性を探る。
•  小規模漁業の成長、気候変動、水産養殖開発、観光、
海洋保護地域、沿岸スペースの私有化、都市化、移
住などの人為的な地球規模の変化プロセスに対する
SSFの脆弱性を評価する。
•  SSFに関する意思決定を改善するために、政策協議を
促進し、情報を提供する。
•  SSFの将来に向けて、研究とガバナンスにおける知
識を向上させ、ローカルおよびグローバルな能力を
構築する。

TBTIでは、ネットワーキングの機会の促進、会議や
ワークショップ、オンラインセミナーの主催、学際的な
研究能力の向上、科学と政策・社会の連結、本、論文、報
告書、声明の制作、そして、世界小規模漁業会議を主催し

ています。今回の会議でもTBTIのメンバーが主要な役
割を果たしていました。

⑶ 世界小規模漁業会議
冒頭にも示しましたが、世界小規模漁業会議（World 

Small-Scale Fisheries Congress：WSFC）は、世界中の小規
模漁業に関する問題に取り組むことを目的とした学際的
なフォーラムで、地域および世界規模での解決策を提供す
るための対話型の会議です。
会議はプレゼンテーション、ポスタープレゼンテー
ション、現地視察等で構成されています。
第 1回は、2010年 10月 18日から 22日にタイのバン
コクで開催され、「問題と解決策」に焦点が当てられまし
た。第2回はメキシコのメリダで、2014年9月21日から
26日に開かれ、「小規模漁業の選択肢と機会」を焦点と
しました。
そして、第 3回が 2018年 10月 22日から 26日にタイ
のチェンマイで開催されたのです。

３．会議の様子
⑴ テーマとプログラム
第3回のテーマは「Transdisciplinarity and Transformation 

for the Future of Small-Scale Fisheries」で、5日の日程は、
1日ごとに「科学」「コミュニティ」「政策」「フィールドト
リップ」「アクションプラン」に分かれていましたが、共
通の課題として以下の5つが設定されていました。
① SSF（小規模漁業）における大きな知識格差は何か
② SSFが直面する主な課題は何か

Congress Program

TBTIのネットワーク
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③  SSFコミュニティの生存能力を高め、SSFの脆弱性を
軽減し、SSFの持続可能性を促すためには、科学、コ
ミュニティ、市場及び政策にどのような変化が必要か。

④  SSFガイドラインを改善するために市民社会団体や
研究コミュニティ、政策担当者らはどのような行動
が必要か。

⑤  政策と科学のインターフェースをどのように強化
するか。

午前中に全員出席の‘plenary’セッションがあり、主
題となるテーマの現在および今後の問題や懸念、問題解
決に向けた最新の手法やアプローチ、ツールなどについ
て学べます。午後は、通常の論文発表や5分ほどで発表を
するスピードセッションといった各参加者の研究発表の
ほか、2つの対話型のイベントがありました。

1つはサイエンスカフェで、主催者が決めたテーマ毎に
テーブルに集まり、問題の所在や解決策などについて討
論します。参加者は好みのテーマに向けて自由に座席を
移動できます。もう一つはフィッシャーズトークサーク
ルで、漁業者同士の対話を促す取組です。小規模漁業に
影響を及ぼす問題や懸念、課題、対応策や解決策につい
て、共有する場です。英語以外にスペイン語、フランス語、
ポルトガル語のサークルが開催されていました。
小規模漁業に興味のある多くの人々に共有され、対話

が促されるよう、Twitter、Facebook、YouTube等のソー
シャルメディアで議論の内容をシェアすることが出来、
現時点でも、これらを見ることが出来ます。

⑵ 主なセッション
開会にあたり、会議の議長でTBTIのプロジェクトディ

レクターの Ratana Chuenpagdee博士からの挨拶の後、 
“setting the stage”と題した最初の会議で、問題の概観が
報告されました。報告者の一人として、この分野の先駆者
であるSvein Jentoft博士がいらしており、学生時代にいく
つかの論文を読んだことが思い出され、印象的でした。
初日の次のセッションはその Jentoft博士を座長に、

SSFに関する最新の学術研究が発表され、アジア、アフ

リカ、中米等様々な地域での最新の問題が共有されまし
た。午後になると、サイエンスカフェといくつかのセッ
ションが5つの会場で並行して開催されました。

2日目以降も、基本的には同じ形式で、午前中は全体会
議、午後には個別の発表やサイエンスカフェです。筆者
は都市近郊における小規模漁業の意義について、スピー
ドセッションで発表しました。
やはり面白かったのは、対話型のテーブルで、課題や
問題の提示、理解、解決策に向けた討議という流れです
が、出身の地域が大きく異なる中、解決策を検討する際
にも自国の制度やその問題等があげられ、多様な国での
対応を意識すると同時に、問題を相対的に位置づけるこ

Ratana Chuenpagdee博士 Svein Jentoft博士

個別のセッションの様子

対話型のセッションの様子

Cultural Exchangeで自国の文化・芸能等を披露した方々
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とが出来るように感じました。
私が参加したセッションでは、SSFへのアクセスの問

題が提示されました。これは、アフリカ南部では国の発
展が進められる中、漁業へのアクセスの権利が商業的な
大規模漁業を営む企業へと許可され、小規模漁業者が沿
岸漁業に従事できない（漁業を営むと密漁として逮捕
される）という状況にあり、小規模漁業者の生存権が脅
かされているという問題です。この議論は、後述のBlue 

Justiceの提起へとつながる形となりました。
夜には、歓迎レセプション、各国のカルチャーを紹介

するCultural Excahgeといった催しが開かれ、様々な国
の人々と交流する機会が設けられていました。

⑶ 現地視察
4日目には現地視察が開催されました。行先は、伝統

的な小規模漁業がおこなわれている小さな淡水湖Kwan 

Phayao（クワンパヤオ）です。パヤオはチェンマイから
3時間ほどの場所にある人口50万人ほどの、湖を中心に
広がる素朴な雰囲気を醸し出す町です。10世紀頃にはこ
こを中心とするパヤオ王国が勢力を伸ばし、一時はタイ
北部で最も強い勢力を誇っていたといわれています。

7台ほどのバスに乗り込み、朝７:30にホテルを出発し、
昼前にパヤオに着き、伝統的な生活を送る集落を訪問し
ました。田んぼで米を栽培しつつ、淡水を利用して伝統
的漁業が営まれている集落です。
伝統漁業は網や竹でできた仕掛けを使用するもので、
四手網状のものや竹かご、投網などもあり、日本の伝統
漁業と酷似していました。
集落の見学後、歓迎の伝統芸能を拝見しながら、バナ
ナの葉を皿として伝統料理の昼食を頂きました。見学の
際に食用ガエルがいれてある活魚水槽ならぬ活カエル水

歓迎を示す飾り 投網の実演

伝統料理の昼食村の風景

◀▲漁に用いる網、しかけ
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槽がありましたが、昼食ではカエ
ルの足のから揚げが提供されまし
た。初めて食べましたが、鶏肉のよ
うにたんぱくな味に、タイ風の辛い
香辛料がまぶしてありましたので、
非常に食べやすかったと思います。
集落を辞した後は、湖を利用し

た漁業（いけすや投網漁）、伝統漁
具を模したモニュメントなどをみ
ながら、湖の周りを廻り、最後には
市場にも立ち寄りました。
市場には、米、野菜、肉、魚、香辛

料、その他、何でも売っています。
野菜については、名前もわから

ないものもありますが、ダイコン
やキャベツ、白菜のような、日本で
もなじみのある野菜も多く、様々
な種類の野菜が売られていました。
肉や魚はむき出しで陳列されて
いるため、衛生的とはいいがたく、
魚については氷による温度管理も
されていないようでした。生食を
するわけではないため、関係ないの
かもしれませんが、都会では氷を用

湖に浮かぶ龍の像（人気の写真スポット）

市場の様子（様々な香辛料や野菜）

市場の様子（魚類）

市場の様子（肉類）

伝統漁具を模したモニュメント

湖での漁業の様子
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と権利にどのように影響を与え、社会正義原則に挑
戦するかを説明するストーリーとケーススタディの
共有
•  科学漁業政策の対話の促進、あらゆるレベルでの持
続可能な開発についての議論
•  漁業の持続可能性、小規模漁業のガバナンスの改善
に向けた、政府とNGO、研究者、小規模漁村コミュ
ニティ間における学際的能力の構築

今回、会議に参加することで、小規模漁業の重要性を
改めて認識するとともに、いくつかのセッションを通し
て、小規模漁業者の権利が守られている日本の状況と比
較し、私たちが当たり前に考えており、日本の漁業者が
当たり前に享受している漁業権の存在意義と重要性を深
く感じました。
改正漁業法が発布され、漁業権についても改革がなさ
れていますが、小規模漁業の重要性と存在意義を踏まえ、
小規模漁業の存続に向けて制度が適切に運用されるこ
と、そして、沿岸の水産資源保全とともに、漁村文化や
体験型観光等による沿岸資源の多様な利活用などを通し
て、日本の小規模漁業が健全に未来に引き継がれていく
ことを願います。同時に、日本が培ってきた沿岸漁業の
制度や知見は、世界の多くの小規模漁業の存続に活かす
ことができるのではないかと考えています。

（第1調査研究部　浪川 珠乃）

いているようでしたので、
この地域にまだその意識
がないのかもしれません。
基本的に丸魚で売られて
おり、要望があれば、内臓
などをその場で取り除い
てくれるのは、日本の鮮魚
売り場と同じです。頭と
内臓を除き、軽く干されて
いるものもありました。
市場では、魚介類の焼

き物、魚のすり身を挙げ
たもの、様々なお菓子等、
その場で食べられるもの
も売っており、参加者は、
様々な食べ物、飲み物を
購入して食べていました。

４．終わりに～Blue Justiceへの動き
持続可能な開発目標（SDGs）とは、2001年に策定さ

れたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として、2015

年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発の
ための2030アジェンダ」にて記載された国際目標です。
持続可能な世界を実現するための17の目標・169のター
ゲットから構成され、目標14として、海洋と海洋資源を
持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用す
る、というものがあります。この達成ための自発的なコ
ミットメント「小規模漁業のためのブルージャスティス」
が、TBTIから2019年2月20日に提出されました。
このコミットメントは、ブルーグロース／ブルーエコ

ノミーに関する近年の議論に注意を呼び掛けるもので
す。ブルーグロース／ブルーエコノミーについての現在
の議論は、漁業資源へのアクセス、沿岸および海域への
アクセス、そして国内、国内および国際市場へのアクセ
スといった小規模な漁業の権利に対する潜在的なリス
クをもたらすと考えられるためです。
小規模漁業に関する最大の研究パートナーシップと

して、TBTIでは、小規模漁業プログラムのためのブ
ルージャスティスを通して開発アジェンダとターゲット
SDG14bの間の矛盾を是正するため、以下のことを約束
しています。
•  政策、決定、開発アジェンダが小規模漁業のアクセス

市場の様子（魚をその場でさばく） 市場の様子（その場で食べられるものも）
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TOPICS

第1調査
研究部

津波来襲時の漁船避難ルールづくり

１．はじめに
2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地

震津波による漁船の被害は著しく、水産業の早期再

開、漁業地域の復興、復旧に支障をきたしたことか

ら漁船の被害を最小限にとどめることは、極めて重

要と考えられ、今後、想定される津波に対して漁船

の被害を最小限に抑えるために津波来襲時の漁船避

難に関する検討を進めていく必要があります。

津波が来襲した際に、漁船の被害を最小限にする

ために、岩手県の田老・吉浜漁業協同組合を対象と

して漁船避難ルールづくりを行いました。

２．漁船避難ルールの必要性
漁船避難とは、地震が発生し、津波が来襲するこ

とが予想されるときに、人命を最優先にしつつ、漁

港内の漁船を沖合へ避難させる、または、海上操業

中の場合にさらに沖合へ避難する、もしくは漁港へ

戻って安全な高台へ避難するというように、漁業者

が漁船を守るための行動であり、避難ルールとは、

漁業者の漁船避難のために必要な行動の原則を示す

ものです。

津波来襲時に漁船を避難させることは、漁業地域の復興・

復旧には極めて重要です。しかしながら、従来から漁船を沖

出しする際に、人命を含め、多くの被害が生じており、漁業者

に正しい津波に関する知識や避難の可能性などについて啓蒙

しつつ、人命を最優先とした漁船このような避難の考え方を

ルール化することは漁業地域の防災・減災にとって有意義で

あると考えられます。

３．津波来襲時の漁船避難ルールの考え方
⑴ 既往の避難ルール作成の進め方
図1に漁船避難ルール作成の進め方を整理したフロー図を
示します。

図1では、協議会と表現していますが、漁港管理者や漁業
協同組合などを主体に漁業者と避難に関する考え方や避難海

域の設定などについての意見交換や津波に関する基礎知識の

研修、防災・減災意識の啓蒙などをする会になります。

図1に示す各項目の検討および協議会の検討結果を踏まえ、
津波来襲時の漁船避難ルールを作成することになります。

⑵ 実証試験
実際の避難に要する時間を把握するために、漁船避難のシ

ミュレーション（実証試験）を実施します。

小型船外機船については、「操業中に津波警報が発令された

場合」を想定して操業海域から漁港まで移動、動力船につい

ては、「漁港～避難海域、避難海域～操業場所、操業場所～漁

港」をそれぞれ移動位置と時間を計測できるGPSを各漁船に

搭載して航行速度、航行時間を計測します。

実証試験の状況を写真1に示します。
実証試験より、対象となる漁港の船外機船と動力船の移動

速度を整理し、避難海域の設定に用います。

▲図1：避難ルールの進め方
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⑶ 避難海域の設定
避難海域の設定については、㈳日本海難防止協会の調査

報告書に船速が津波流速の5倍以上あれば保針可能とされ

ていることから、漁船の最大船速と津波シミュレーション

から得られた水深ごとの津波最大流速をもとに避難海域を

設定します。

対象となる津波水位は漁港湾口付近で、気象庁の津波区分

を踏まえ、3.0m、5.0m、最大クラスの津波（10m以上）毎

に避難海域を設定します。

4．津波来襲時の漁船避難ルールの策定
海上滞在時（操業中）および陸上滞在時の避難ルールを策

定します。

⑴ 海上滞在時の避難ルール
漁船が操業中に津波が来襲した場合に船外機船と船内機船

にわけて避難ルールを作成します。

操業中の海域から避難海域との最寄りの漁港までの移動時

間と津波の到達時間から、沖合に避難するか陸上に避難する

かを検討し、避難ルールを策定します。

田老町漁協の動力船は水深の関係から田老漁港にしか避難

できないため、津波到達時間から、５分以内に田老漁港へ寄

港できる場合には、田老漁港へ帰港、それ以外の場合には、避

▲写真1：実証試験の状況

難海域へ移動することとしました。

⑵ 陸上滞在時の避難ルール
岩手県の事例では、漁業者へのアンケートや協議会（意見

交換会）において、陸上滞在時に船外機船・船内機船にかか

わらず、沖合に避難しないといことで一致しました。

⑶ 漁船避難ルールの策定
以上の検討結果を踏まえ、漁船の避難ルールを策定します。

図2に事例として、田老町の漁船避難ルールを示します。

５．おわりに
津波来襲時の漁船避難ルールを作成することにより、漁業

者に正しい津波に関する知識や避難の可能性などについて啓

蒙しつつ漁業地域の防災・減災に寄与できると考えていいま

す。

今後も漁船避難ルールの作成を進めて行きたいと考えてい

ます。

最後に本報告のとりまとめにあたり、ご協力をいただいた

岩手県農林水産部漁港漁村課、田老町・吉浜漁業協同組合に

謝意を表します。

（第１調査研究部　加藤 広之）

▲図2：漁船避難ルール（田老地区）
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TOPICS

第2調査
研究部

漁港ストックの有効活用事例について

１．はじめに
平成29年3月に閣議決定された漁港漁場整備長期計画では、

漁港ストックの最大限の活用と漁村のにぎわいの創出に重点

的に取り組むこととされています。また平成30年6月に決定

された農林水産業・地域の活力創造プランにおいては、養殖

業発展のための環境整備の取組として、漁港の水域や陸域を

養殖場として有効活用することを積極的に進めることとされ

ています。こうした背景から、平成30年度水産基盤整備調査

委託事業「漁港ストック有効活用検討調査」では、既存の漁港

において漁港水域の増養殖の取組事例について、アンケート

や聞き取り等を実施いたしました。その中から、漁港水域で

実施されている増養殖のうち、種苗放流、養殖、中間育成、蓄

養についての事例を紹介したいと思います。

２．種苗放流（京都府養老漁港）
京都府漁協養老支所では磯根資源の増加を図るため、20～

30年前よりアワビ・サザエの種苗放流に取り組んでいます。

防波堤沖側や離岸堤に餌料海藻があることから放流先に選定

し、一定の水揚量の増大にも貢献しているそうです。近年は、

藻場造成も同時に実施して餌料環境の維持増大にも取り組ん

でいるとのことです。

①対象種：アワビ・サザエ

②海域条件： 構造物周辺（防波堤や離岸堤）にはホンダワ

ラ類が繁茂し、餌料条件が良い。

③効果： 水揚量が増加し、従来の船上からの漁獲に加えて、

夏季の素潜り漁でも漁獲できるようになった。

３．養殖（佐賀県名護屋漁港）
佐賀県名護屋漁港では、平成元年頃から魚類養殖に取り

組んでいます。近年は沖防波堤の背後の静穏域において、約

40台の生簀を設置し、主にブリの養殖に取り組んでいます。

①対象種：ブリ

②主体：漁業協同組合員

③海域条件： 湾内の平均水深25ｍであり、生簀の設置に

適した水深が確保されている。水温は11～

29℃であり、水産用水基準を満たす良好な水

質条件を有する。

④特色： 冬季水温が11℃程度と低いため、大型魚を購入

し、１年で短期収穫する方法をとっている。また、

養殖エリア内に佐賀県の水質観測点があり、水温、

離岸堤

防波堤

養老漁港区域

養老漁港区域図
出典：海洋保安庁ホームページ
（https://www.msil.go.jp/

msil/htm/main.html?Lang=0）
を加工して作成

種苗放流エリア 名護屋漁港区域

沖防波堤（港湾）

ブリ養殖

名護屋漁港区域図
出典：海洋保安庁ホームページ
（https://www.msil.go.jp/msil/htm/
main.html?Lang=0）
を加工して作成

名護屋漁港区域

▲図1：種苗放流 ▲図2：養殖
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塩分、濁度、クロロフィルaの情報がPCや携帯で

随時確認することが可能。

４．中間育成（千葉県大原漁港）
千葉県大原漁港では、平成11年頃より中間育成に取り組ん

でおり、生産された種苗を約１ヵ月収容し、漁業者による中

間育成を行った後に一般海域に放流することにより生残率の

向上を図っています。

①対象種：マダイ

②主体：栽培漁業推進協議会（漁業協同組合員）

③海域条件： 漁港内の静穏域でかつ、潮通しのよい港口に

生簀を設置。

④特色： 千葉県水産総合研究センターで生産された種苗15

万尾（H30年実績）を収容し、約30日間の中間育

成を行い、地先に放流。1年半後には、漁獲対象の

20㎝を超える。

５．蓄養（神奈川県小田原漁港）
神奈川県小田原漁港では平成20年頃より、基幹漁業の定置

網の魚種を安定的かつ戦略的に販売するため、蓄養を開始し

ました。H29年に本港の蓄養水面が手狭になったことから、

外郭施設によって静穏域を新設し、通水孔を設けることによ

り、海水交換機能に配慮したことで、水域面積の拡大を行っ

ています。

①対象種：イシダイ

②主体：小田原市漁業協同組合

③海域条件： 漁港外は外洋域で、水産物を飼育できる環境

ではないことから、外郭施設によって静穏域

を形成した蓄養水面を新設。

④特色： ロットを揃えて出荷することにより魚価の上昇に

貢献。今後は、蓄養魚種を増やす予定。

６．おわりに
今回ご紹介した地区はいずれも、漁港の水域条件を活かし

て対象生物や増養殖のタイプを選定し、試行錯誤した結果、

現在のような形となっています。今後は、漁港水域で実施す

る増養殖の新たな取組を支援するために、手引きを作成する

予定です。

（第2調査研究部　三浦 浩）

港口

中間育成
エリア 新港

本港

蓄養水面

通水孔

▲図3：中間育成
下段写真は"https://www.pref.chiba.lg.jp/sj-katsuura/hama-tayori-h30-7.html"

　より引用

▲図4：蓄養
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総務部
平成30年度漁港漁場整備事業関係技術者
育成研修会の実施

１．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30年度も同研修会を開催し、全国各地の漁港漁場整備

事業担当者に参加していただき、無事に研修会を終了しまし

た。

２．開催概要
【目的】
この研修会は、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30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、災害に強い漁港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30年10月15日（月）から10月19日（金）までの5日間

【研修場所】
国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都内）

【研修生数】
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105名

が参加されました。

全講義を受講された方は91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30年10月15日

① 特別講義

講師：水産庁 整備課長　山本 竜太郎

② 漁港漁場整備の計画・調査

講師：第一調査研究部長　高原 裕一

平成30年10月16日

③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

④波と流れ（演習含む）

講師： 第1調査研究部 主任研究員　後藤 卓治

⑤構造物への波の作用

講師： 水産工学研究所 水産土木工学部

主幹研究員　三上 信雄

平成30年10月17日

⑥漂砂対策

講師： 水産工学研究所

水産土木工学部長　桑原 久実

⑦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

⑧漁港施設の地震・津波対策

講師： 水産庁整備課 係長　井上 真仁
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⑨防波堤等の設計（演習含む）

講師： 水産庁整備課 係長　井上 真仁

第1調査研究部 主任研究員　尾崎 幸生

平成30年10月18日

⑩ 藻場・干潟の計画

講師：第二調査研究部 上級研究員　三浦 浩

⑪ 人工魚礁の計画

講師：第二調査研究部長　伊藤 靖

⑫漁場造成の設計論

講師： 水産工学兼研究所 業務推進部

研究員　明田 定満

⑬漁場造成の設計演習

講師： 水産工学兼研究所 水産基盤グループ

研究員　古市 尚基

⑭漁港における品質管理

講師：第一調査研究部 次長　林 浩志

平成30年10月19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 係長　薄衣 真一郎

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 係長　澤田 真希

漁港漁場整備事業関係技術者育成研修会の開催された

10月15日には、交流会も開催し、和気あいあいとした意見

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。

本年度も同研修会を開催予定ですので、都道府県や市町村

の漁港漁場関係業務担当者で、興味のある方は参加いただき

ますようお願いいたします。

（第１調査研究部　加藤 広之）

▲水産庁山本竜太郎整備課長挨拶

▲受講風景

▲修了式風景
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この人に聞く

関
い ず み

の
綾香 良浩さん

あやか水産 代表

ほんものの魅力を全力投球で発信する

綾香 良浩 【あやか・よしひろ】

長崎県平戸市出身。代々続く漁家の４代目として、定
置網漁業を経営している。長崎県北地区の漁業士会会
長、長崎県漁業士会副会長、平戸市観光協会理事等の要
職を歴任。アイディアと実践力で体験漁業や漁師食堂
等の新たな活動に挑戦するとともに、働き方改革や漁
船リース事業に取り組むなど、これからの漁業を牽引す
る代表的漁師。

4代目定置網漁師
あやか水産は平戸市で代々続く定置網を営んでいま

す。曽祖父は戦争の時、食料供給班として、定置網を率
いて小値賀に行かせられていたと聞いています。自分は
4代目。長男だったから、生まれた時から自分は漁師に
なるんだ、と思っていました。この家のものは全て、縁
の下の猫のフンまでお前のものだ、という風に言われて
育ってきたので。自分は昔から負けん気が強かったから、
これが運命なら、やるからには一番になってやるんだ、
と思っていました。

やんちゃだった高校時代
親父は自分の従弟が水産高校を出て漁労長になって

いたので、僕のことも水産高校に行かせたかったようで
す。本当は地元の高校に行きたかったんですけどね。も
ともと長崎県の水産高等学校発祥の地は平戸市だったん

ですよ。（明治 41年に「長崎県水産講習所」が平戸市に
設立。明治 44年には長崎市に移転。昭和 23年に「長崎
県立長崎水産高等学校」と改称。平成18年には、水産科
と総合学科を設置し、長崎鶴洋高等学校と改称した。）で
も、ずっと以前から水産高校は長崎市に移っていたので、
寮に入って通いました。市役所に親父の知り合いがいて、
その人が「今からは獲るだけではなくて育てる漁業も
せんばいかん」ということで、増殖科に行かされました。
でも、2年生の時に謹慎が2回になって、学校から1年

間休学するように言われてしまいました。そこで休学し
て、生月の遠洋まき網船に乗りました。この時の経験は、
自分にとってとても良かったと思います。そのあと学校
に戻ったのですが、結局 2か月で退学になりました。で
も、高校だけはどうしても卒業したかったので、佐世保
の通信制の高校に入りました。そうしたら2年までの単
位はあるから1年で良いといわれ、通信制に1年行って、
高校卒業の資格をもらいました。
結婚したのは19歳の時。高校の卒業は20歳の時でし
た。その時にはもう家の漁業に就いていましたが、若い
ときは漁師より遊ぶことが楽しくて、親父としょっちゅ
う喧嘩しては家出をしていました。2、3日いなくなっ
て、お金が無くなったら家に戻る、というような感じで。
当時はまだ十分に人を雇えるような水揚げもなかったの
で、5人か6人くらいで定置をやっていました。休みもな
く働いて、本当に厳しかった。

転機は28歳
そのうち漁協青年部に入って、いろいろな事業に関わ
るようになっていきました。そうすると、先輩たちが結
構効率の悪いことをやっている。それに対して、意見を
していたら、だんだん青年部の中で一目置かれるように
なって、24、5歳の時には、平戸市の漁青連の役員会で意
見を聞きたい、と呼ばれるようになり、28歳の時に平戸
市漁青連の会長になってしまいました。周りの役員さん
はみんな 40歳前後の人たちで、今でも 20歳代で役員に
なった人はいないと思います。でも、今思えば、そうやっ
てみんなをまとめていけたのは自分ひとりの力ではなく
て、周りの人たちが僕を後押ししてくれたから。
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会長になったときに一つ決めたことがあります。それ
は、人から「漁師ってこがんイメージやもんね、漁師って
チャラいイメージあるよね」って思われたくない。そん
な風に決めつけられたくない。それで、それまで茶髪
だったのをやめました。それ以来、僕は一度も髪を染め
てないんですよ。
そのうち、漁業士に推してくれる人があって、県北地

区の漁業士会の会長も10年くらいやっています。もうそ
ろそろ交代せんばって思うんですけど。最近は観光協会
の理事もやっています。漁業体験のツアーもやっている
ので。でも、こういった組織もだんだんマンネリ化して
います。僕はそこにメスを入れて変えていきたいと思っ
ていますし、変えられるという自負があります。まずは
これではいけない、という同じ方向を目指す仲間を増や
していくことです。

本物の漁業体験の取り組み
平成14年に平戸市の水産課と観光課から、漁師体験を
企画して、平戸の海をもっとたくさんの人に知ってもら
える機会を作りたい、という相談がありました。市の人
口も、訪れる観光客の数も減少傾向にあって、自分でも
地域に元気がなくなっているな、と感じていましたし、
せっかくおいしい魚が毎日水揚げされているのに、そう
いうことが全然知られていないのはもったいないと思っ
ていました。そこでまず、市の職員さんに定置網の船に

乗ってもらい、網を引き揚げ中の魚をタモですくうとい
う、いつも漁師が実際にやっている作業を体験してもら
うことにしました。でも、この日は海が荒れていて、一
般の人にとってはかなりきつい体験になりました。参加
した市の職員さんたちも船酔いで青ざめて作業をしてい
るという状況でしたので、定置網体験の企画は実現しな
いかな、と思いました。ところが、観光課の人から、こ
れはいける、これは最高の観光資源だから、是非漁業体
験をやってほしい、と言われました。そこで、最初は夏
場の期間限定で試験的に漁師体験をやってみることにな
りました。市では300人の集客という目標を立てました。
あやか水産としては体験客が乗れるように漁船の仕様を
整えて船舶検査を受け、救命胴衣を購入し、さらに体験
後に朝食を提供したいと考えたので、保健所の許可も取
得しました。市も自分たちも、もう後には引けないとい
う気持ちでした。

主体となって漁師体験を運営する
漁師体験の第一日目は、当時の市長さんや地元の人た
ちでした。体験者300人の目標を立てたものの予約は入
らず、スタートを切る日にお客さんがいないのでは形な
らないという、市の苦肉の策だったのかもしれません。
でも市の懸命の呼びかけもあって、やがて毎日のように
体験客がやってくるようになり、最初の年の目標人数を
達成することができました。このことで手ごたえを感じ
たので、平成 14年 11月に漁師体験に使える漁船を新造
して、2隻体制で漁師体験に取り組むことにしました。
マスコミの取材も多くなって、市を通さずに直接あやか
水産に申し込むお客さんたちも増えてきました。体験漁
業を始めたいと考えているよその地域の漁師さんたちも
視察に来るようになり、市内でも漁師体験を始めた地区
が出てきています。
市の担当者は、体験を始めて 2年間は漁師体験の実施
日には朝の5時半に港に来て、お客さんに注意事項の説
明をし、一緒に乗船して体験のサポートをしてくれまし
た。受付業務もそうですが、最初は行政が中心になって

定置網で大物ゲット

漁師体験の水揚げ
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二人三脚で体験を作り上げていきました。そうして徐々
にいろいろな役割をこちらに移行していってくれたのだ
と思います。今では、説明も自分たちでやりますし、口
下手なはずの漁師のおじさんたちが、お客さんに平戸を
熱く紹介できるようになっています。

広がるネットワーク
漁師体験をやって良かったことは、人脈が広がり、そ

こから新たな動きも生まれていること。市街の飲食店や
百貨店の関係者が漁師体験に来てくれたことがきっかけ
で、平戸の魚を扱いたい、という話になりました。漁師
体験を始めたときに、あやか水産として市の観光協会に
入会したのですが、会員になっていた地元のホテルと連
携して台湾で平戸の漁師体験を PRしたことから、平成
20年に台湾からの体験客を受け入れました。今では台
湾をはじめ、韓国や香港、ドイツからのお客さんも平戸
に来てくれています。
本音を言えば、実際の操業時にお客さんを乗せて行く

というのは、漁業作業にかかる負担も大きいですし、大
変なんです。でも、市内の水産だけでなく、農業や商工
の分野でも体験観光が盛んになってきているし、その動
きは県にも広がっていると感じます。そういう動きの一
つのきっかけに自分たちの活動があると考えると、やは
りやってきて良かったと思います。

「漁師食堂母々の手（かかのて）」の誕生
平成 20年には、「漁師食堂母々の手（かかのて）」を

オープンさせました。漁師体験では、帰港後みんなで水
揚げした魚を使った朝食を提供していたのですが、年々
体験者が増えていき、これまで使っていた施設が手狭に
なってきました。ちょうどその頃、僕の母親や妻も漁師
体験を通してよそからくる人たちと接するうちに、もっ
と地元の魚のおいしさを知ってほしいと思うようになっ
ていました。そこで、地元の漁家の女性たちに声をかけ、
長崎市の野母崎まで漁師が経営する食堂の視察に行った

りするうちに、自分たちにもできる、という気持ちが高
まっていきました。僕は、漁師体験の人たちの朝食の場
にも使え、昼間は一般のお客さんに食事を提供する店と
いうことで、最低でも50人は収容できる施設が必要だと
考えました。でも、50人それぞれの注文を聞いて対応す
るのは難しい。いろいろ考え、定置の朝獲れ地魚の刺身
と、地元の魚や野菜を使った郷土料理や漁師めしを中心
としたバイキング形式の食堂を考え付きました。母々の
手って、覚えやすくていいネーミングでしょう。名付け
親は僕です。
お店は人家もほとんどないような場所にあります。開
店前には人が来ないのではないかと、周りの人に心配さ
れました。でも、漁師体験との連携という目的もあり、

母々の手のバイキング料理

体験や食堂への案内看板

体験後「母々の手」の前で記念撮影
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平成22年度の青年女性交流大会で、綾香さんが「浜から広
がる新しい明日へ！！」という発表をした分科会で、私は
審査員をしていました。発表の内容も素晴らしかったので

すが、何より綾香さんの発表は熱い思いにあふれ、説得力があ
りました。この時彼は農林水産大臣賞を受賞され、その後もあ
ちこちで大活躍をされています。話を聞いていると、綾香さん
は人を巻き込むのがとても上手い。歯に衣着せずはっきりもの
をいう人は、時には疎んじられる場合もあるけれど、彼の場合
はなぜかみんなが聞く耳を持ってしまうのです。今回話を聞い
ているうちにわかったことは、彼の言葉が私利私欲ではなく、
地域や仕事への熱い熱い想いから出てくるのだということ。そ
して自ら汗をかいて実践しているということ。だから、みんな
が思わず耳を傾け、引っ張り込まれてしまうんだろうな。この
前「母々の手」に行ったのはもう10年近く前になってしまい

ました。また訪ねて行ってお刺身食べ放
題したいと思います。

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

ここでなければやる意味がなかったのです。それに、こ
こでやるからこそ、いろいろなメディアにも注目して
もらえたと思っています。お陰様で、今でも安定した集
客を得ています。ただ、開店して10年が経ち、スタッフ
の母さんたちもそれなりに年齢を重ねてきたこともあ
り、現在は土日祝日営業となっています。継続していく
ためには、無理をしてはいけないと思います。

働く環境を整える
かつては遠洋まき網にはたくさんの人が働き、その人

たちが定年後に定置網に再就職するというようなルー
トがありました。でも今はまき網も人手不足に悩む時代
になってきていて、定年後もまき網で雇用する動きが出
てきています。そうなると、定置網の人員不足も深刻に
なってきます。そこであやか水産ではここ数年人員を増
やしてきました。まず、サラリーマンだった弟に漁業へ
転職してもらいました。息子も学校を出て漁業を継い
でいます。現在あやか水産では 12名の乗組員（うち正
規雇用は10名）がいます。操業は6から8名で行ってい
ますから、残りの人は交替で休みをとれることになりま
す。60歳以上の乗組員は6名いますが、年金をもらえる
こともあり、一日おきに船に乗っているという人もいま
す。つまり、無理して働かなくても良い年配の乗組員が
多くの休みを取ることで、若手の人が十分に働けるとと
もに、人員に余裕があるため、若い人もきちんと休暇を

定置のメンバー新造船の上で

とれる、ということです。年配の人は無理のない労働で、
ますます元気に頑張っておられます。制度や設備の充実
にも力を入れ、特に若手が漁業に魅力を感じられるよう
な環境づくりにも取り組んでいます。平成30年2月には、
漁船リース事業（水産業競争力強化漁船導入緊急支援事
業）を活用して、船を新造することができました。この
船は安定性が高く、操業にも体験にも大活躍しています。
設備も充実して、作業効率が上がっています。

3世代で漁業
現在、親父と自分、そして息子の 3世代で漁業をやっ
ています。息子には、漁師になれとは一言も言っていな
い。でも、本人は子供のころから「漁師になる」と思って
いたようです。自分ひとりしか跡を継ぐ人間がいないの
で、それなりの責任を感じていたのかもしれません。で
も、うちの息子はすごい。僕の若い時とは全然違う。みん
なが帰った後、一人で倉庫の片づけをしていたり、仕事
も、僕が30歳のころできるようになったことを、20そこ
そこでもうやってしまっている。本当に感心しています。
父親が反面教師、なのかもしれません。でも息子は、「お
父さんがいるからできよる」という風に言ってくれてい
ます。

※本文中の写真はあやか水産さんより借用しました
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N E W S

『都市と漁村の交流に向けた取組を学ぶ』in大分
１．はじめに
都市漁村交流推進協議会は、年1回東京で開催しているシン

ポジウム（トーク＆トーク「まちに元気を！」）の参加者の増

加、特に都市漁村交流に関心のある地方都市の方々に活動を

周知し、都市漁村交流推進協議会への勧誘する機会となるこ

とを目指し、大分県でシンポジウムを開催しました。より実

のある説明会にするべく、「渚泊」の推進にむけた取組や、漁

村の各種情報を発信するポータルサイトの構築の取組につい

ての紹介も合わせて行いました。

２．開催概要

日時：平成30年12月11日 (火 )13：00～
場所：大分リーガロイヤルホテル（大分県大分市）
参加者数：64名

プログラム

■第１部:渚泊の効果的な推進方策

•「漁村活性化と渚泊」

•「全国の渚泊の取組事例の紹介」

•「漁村情報発信のためのポータルサイト構築について」

■第２部：都市漁村交流の取り組み事例

•「かまえブルーツーリズム研究会の取組について」

•「JFぼうぜ～観光漁業による島の活性化～」

•「 イタリアの漁村観光について～ペスカトゥリズモとイッ

ティトゥリズモ～」

開会にあたり、水産庁漁港漁場整備部防災漁村課の安田課

長補佐、都市漁村交流推進協議会の藤本会長（姫島村長）、大

分県農林水産部漁港漁村整備課の中村課長よりご挨拶を頂

きました。

３．講演内容
⑴ 第1部：渚泊の効果的な推進方策

水産庁の安田課長補佐より渚泊の取組のきっかけとなった

観光ビジョンや、渚泊の狙い、渚泊の実施地域について講演

があり、続いて、（一財）漁港漁場漁村総合研究所の後藤主任

研究員より、全国での渚泊の取組事例について紹介しました。

第一部の最後には、（一社）全日本漁港建設協会の長野会長

より漁村情報発信ポータルサイト（http://nagisa-portal.jp/）

をご紹介いただきました。また、ドローンによって撮影され

た各漁港の様子が見られるコーナー（漁港を空から見てみよ

う！）ではデモンストレーション映像をみることができました。

⑵ 第2部：都市漁村交流の取組事例について

第2部では、都市漁村交流に関する実践的な取組事例が紹

介されました。

最初にご登壇いただいたのは、かまえブルーツーリズム研

究会の橋本理事長です。大分県の最南東部に位置する蒲江

（かまえ）地区は、リアス式海岸にある12の浦で構成され、各

浦ごとに形成された文化のもと、お互いが競争し、切磋琢磨

しながら発展してきた地域です。水産業を取り巻く環境が厳

しさを増す中、浦々の漁業者、水産加工業者、女性団体、環境

団体、地域づくり団体等の代表者が集まり、「かまえブルー

ツーリズム研究会」が設立され、各種体験講座を行っていま

す。橋本理事長は、実際に活動に使用される法被を羽織られ、

生き生きと活動内容を報告してくださいました。

次に、坊瀬漁業協同組合の上西参事より兵庫県姫路市の家

島諸島（坊勢島）における観光漁業の取組についてご報告い

ただきました。家島諸島では、島内の暮らし・文化や食、自然

等の地域資源を活用した着地型体験プログラムを開発し、「家

島しま旅」として展開しています。食堂とバーベキューの施

設を兼ね備えた「姫路とれとれ市場」も開設し、地元水産物の

PR窓口として機能しています。漁業体験見学船の建造にも

着手され、地域の勢いを感じる講演でした。

『都市と漁村の交流に向けた取組を学ぶ』in大分
『渚泊の推進に向けた取組を学ぶ』in東北　の開催
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•「下北ジオパークの取組について」

開会にあたり、水産庁漁港漁場整備部防災漁村課の安田課

長補佐よりご挨拶いただきました。

３．講演内容
現地での取組の一つ目として、（一社）京都府北部地域連携

都市圏振興社伊根地域本部の吉田事務局長より、伊根地域で

取り組まれている伊根独特の漁村情景である船屋やその母屋

を活かした宿泊や体験の取組、インバウンド対応状況等ご講

演頂きました。

次に、地元青森で活動している下北ジオパーク推進協議会

の石川ジオパーク推進員より、取り組んでいる内容の他、他

地域への対抗手段として、「そこにしかできない」「そこだか

ら採れる」「そこにしかない」を掘り起こすために、下北では

ジオパークを活用していることについてご講演頂きました。

※ 冒頭３つのプログラムについては、前述した『都市と漁村の交流に向け
た取組を学ぶ』in大分と同様であるためここでは説明を割愛させて頂き
ました。

おわりに
非常に有意義なシンポジウムとなりました。お忙しい中、ご

参加いただき、ありがとうございました。大分のシンポジウ

ム後に設けた懇親の場でも大勢の方々と様々な話をすること

ができ、大変勉強になりました。地域に足を運び、顔を合わせ

て話をすることの重要性に改めて気づく機会となりました。

本シンポジウムの実現にあたり、大分県、青森県の皆様に

は、多大なご尽力を頂きました。この場をかりて深く感謝を

申し上げたいと思います。ありがとうございました。

当研究所が事務局となっている都市漁村交流推進協議会で

は、毎年、都市漁村交流の推進に向けたシンポジウムを開催

している他、渚泊等漁村地域の活性化の推進に向け、今後も

活動していきたいと考えます。漁村地域の活性化等でご相談

などあれば漁村総研へお問い合わせ頂けたらと思います。

（第1調査研究部　浪川 珠乃、後藤 卓治）

最後に（一財）漁港漁場

漁村総合研究所の髙吉理事

長よりイタリアにおける漁

村観光の取組が紹介されま

した。ぺスカトゥリズモは

漁船に乗りプロの漁師と一

緒に一日を体験するもの

で、イッティトゥリズモは

漁師の家や所有する建物を

利用し、その家族とふれあいながら、ありのままの暮らしを

体験するものです。EUでは、水産資源が減少するなか、持続

的な漁業を実現するため、漁業者が少ない漁獲量でも生活で

きるよう、漁村観光等経営の多角化を支援しており、日本の

渚泊推進のヒントとして整理してお話しいただきました。

『渚泊の推進に向けた取組を学ぶ』in東北
１．はじめに
当研究所と（一社）全日本漁港建設協会がＪＶで受託した

平成30年度水産基盤整備調査委託事業「渚泊の効果的な推進

方策検討調査」の一環として、全国へ渚泊事業を推進すべく、

行政のみならず渚泊の取組に興味のある民間事業者を対象と

した説明会を共催で開催しました。

説明会では、水産庁より「漁村活性化と渚泊」について、実

際に渚泊の取組を実践されている方より具体的な取組の内容

についてご講演頂き、加えて、（一財）漁港漁場漁村総合研究

所より全国各地で実践されている渚泊の取組事例の紹介、当

研究所と委託調査をJVで実施している（一社）全日本漁港建

設協会より漁村の各種情報を発信するポータルサイト構築の

取組についての紹介も合わせて行いました。

２．開催概要

日時：平成31年1月28日 (月 )13：30～
場所：ウェディングプラザアラスカ（青森県青森市）
参加者数：61名

プログラム

•「漁村活性化と渚泊」

•「全国の渚泊の取組事例の紹介」

•「漁村情報発信のためのポータルサイト構築について」

•「伊根地域の渚泊の取組について」
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１．はじめに
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います。

２．内容
研究例会は、会員をはじめ水産庁、水産工学研究所、都道府

県の関係部局の計64名の参加で開催しました。会長である当

研究所の髙吉理事長の開会の挨拶に続き、水産庁漁港漁場整

備部計画課吉塚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）話題提供、2）調査手法と魚礁効果、

3）増殖効果のテーマ別に全9課題の発表が行われ、各テーマ

の終わりに質疑応答、最後に総合討論が行われました。

開催日時：平成31年3月15日（金）　13：30～17：00
場所： エッサム本社ビル3階

グリーンホール（東京都千代田区）

プログラム

1．開会　会長挨拶

2．水産庁挨拶

3．これまでの経過報告

4．事例報告

①話題提供（30分）

1） 漁港ストックを有効活用した増養殖の事例等について

～漁港水域利用、漁港用地利用～（（一財）漁村総研）

②調査手法と魚礁効果（70分）

1） 魚群探知付衛星ブイによる魚礁に来遊する魚類の季

節変動および空間スケールの推定

南部 亮元 氏　● （国研）水工研 水産土木工学部生物環境
グループ 主任研究員

2） 壱岐・対馬海域の漁獲特性と人工魚礁の効果範囲の

推定

井上 誠章 氏　● （国研）水工研 水産土木工学部水産基盤
グループﾟ主任研究員

3） 深場における高層魚礁の定点調査事例

（神鋼建材工業㈱）

4） 日本海沿岸に設置した餌料培養基質付き鋼製魚礁

(AS-4M型)の効果について

（岡部㈱）

③増殖効果（60分）

1)サンゴ礁域における食物網の推定（(一財)漁村総研）

2) 増殖場整備の効果に関する検証

東予海域におけるキジハタの増殖事例

（海洋建設㈱）

3) 漁港内に設置したナマコ増殖礁の効果比較

（ライトンコスモ㈱）

4) 増殖ブロックにおけるヤリイカ、ミズダコの産卵事例

（海洋土木㈱）

5．総合討論（25分）

6．閉会

漁場施設研究会第15回研究例会を開催しました

▲ 来賓挨拶

▲ 発表風景
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▲事例報告▲話題提供

３．事例報告
1） 話題提供：漁港ストックを有効活用した増養殖の事例

として、漁港水域における増養殖や漁港用地における陸

上養殖について事務局側から紹介しました。また、海面

養殖の大規模化に向けて必要と考えられる、施設の整備

や漁港の活用方法について報告しました。

2） 調査手法と魚礁効果：（国研）水産研究・教育機構　水

産工学研究所から、魚群探知付衛星ブイを用いて調査し

た魚礁に来遊する魚類の季節変動および空間スケール

の推定、標本船データを基に解析された漁獲特性と人工

▲ 総合討論

魚礁の効果範囲の推定について報告がありました。

会員からは、深場の高層魚礁における定点カメラを用い

た調査、餌料培養基質付き鋼製魚礁の効果について報告

がありました。

3） 増殖効果：事務局側から、炭素・窒素安定同位体比を用

いたサンゴ礁における食物網の推定について報告をし

ました。また、増殖場整備の効果に関する検証　東予海

域におけるキジハタの増殖事例、漁港内に設置したナマ

コ増殖礁の効果比較および増殖ブロックにおけるヤリ

イカ、ミズダコの産卵事例について会員から報告があり

ました。

４．おわりに
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。調査手法と魚礁効果については、モデル解析

によって推定される人工魚礁の効果範囲が現地での感覚と近

づいてきており、今後、さらなる精度の向上と現地での検証

が期待されるなどの意見が出されました。増殖効果では、ナ

マコの研究事例で増殖の効果がみられており、今後は漁港内

外等における配置計画に資するデータの集積が必要との意見

が出されました。その他の発表も興味深い内容が多く、活発

な質疑がなされました。

（第２調査研究部　當舎 親典）
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１．はじめに
漁港利用促進全国会議（水産庁主催）は、プレジャーボート

の適正な漁港利用を推進し、漁港の利用の円滑化を図るとと

もに、漁港ストックの最大限の活用と漁村のにぎわいの創出

を推進するために設置された会議です。全国会議は、各関係

機関との意見交換を図り、プレジャーボートの漁港利用の適

正化及び漁港の有効活用に向けた効果的かつ効率的な取組の

強化を図ることを目的としています。全国会議は、原則とし

て年に1回開催することとなっており、第4回全国会議が平

成31年1月29日に水産庁で開催され、100名以上が参加さ

れました。漁村総研からは「プレジャーボートの受入れと地

域活性化の成功要因の分析」について報告しました。

２．内容
会議は、水産庁漁港漁場整備部の岡部長の挨拶で始まり、

「プレジャーボートの適正な漁港利用の促進」と「漁港ストッ

クの最大限の活用と漁村のにぎわいの創出」に関する以下の

報告がなされました。

１．「プレジャーボートの適正な漁港利用の促進」
⑴  漁港施設への無断係留船に対する行政代執行の事例

（塩釜漁港）

半田 泰史　●宮城県農林水産部 水産業基盤整備課

⑵  危害防止としての簡易代執行による沈船の撤去の事例

（乙浜漁港）

眞藤 希依　●千葉県農林水産部 水産局漁港課

⑶  地方公共団体への小型船舶の所有者特定に係る登録情報

の無償提供の仕組みについて

田中 独歩　●国土交通省 海事局検査測度課登録測度 室長

２．「 漁港ストックの最大限の活用と漁村のにぎわいの
創出」

⑴  漁港施設に関する利用規制の緩和とこれに対応した放置

艇対策及び地域活性化について

牧野 稔智　●水産庁 計画課課長補佐（利用調整班）

⑵ 「漁港関係補助事業により取得した漁港施設の財産処分

の取扱いについて」の一部改正について

澤田 龍治　●水産庁 計画課課長補佐（管理班）

⑶  プレジャーボートの受入れと地域活性化の成功要因の

分析

廣瀬 紀一　●（一財）漁港漁場漁村総合研究所

⑷ 「海の駅」の魅力について

峰本 健正　●国土交通省 海事局船舶産業課舟艇室長

⑸ 漁港ストックを有効活用した増養殖の事例等について

不動 雅之　●水産庁 整備課課長補佐（設計班）

「プレジャーボートの適正な漁港利用の促進」では行政代執

行、簡易代執行による放置艇の撤去事例の報告がなされまし

た。会場からは同様な代執行を行った事例の紹介や代執行に

至った経緯などについての質問がありました。また、放置艇

対策の実施に資することを目的とした小型船舶の登録情報の

無償提供の仕組みに関する紹介がなされました。水域、陸域

に関係なく情報が提供されます。

「漁港ストックの最大限の活用と漁村のにぎわいの創出」で

紹介された漁港施設の利用に関する利用規制の緩和や漁港施

設の財産処分の取扱いの改正によって、放置艇対策の進展や

漁港用地を利用した地域活性化施設の整備、陸上養殖施設の

整備などが期待されます。プレジャーボートの受入れと地域

活性化の成功要因の分析は、放置艇対策の観点から５か所の

フィッシャリーナにて聞き取り調査を実施した結果より、プ

レジャーボートを円滑に受け入れられた要因及び背後施設の

直販所、レストラン等による地域活性化が成功した要因につ

いてまとめられました。海の駅の魅力についてでは、海の駅

の概要、全国の登録数、楽しみ方、登録・認定手続き、広報活

動などが紹介されました。漁港ストックを有効活用した増養

殖の事例等についてでは、漁港水域における増養殖の活用状

況、対象水産物、課題等の報告がなされました。また、漁港用

地での陸上養殖の現状、形態や課題についても報告がありま

した。

漁港施設に関する利用規制が緩和されていく中、今後のプ

レジャーボートの受入れ促進、地域活性化施設の整備、養殖

への利用など、さらなる漁港利用への取り組みが望まれます。

（第2調査研究部　廣瀬 紀一）

第4回漁港利用促進全国会議に参加しました
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●●●●オススメ！

◎ 坪内 知佳 著
朝日新聞出版　本体1,400円 +税
（ISBN978-4-02-251473-8）

荒くれ漁師をたばねる力
ド素人だった24歳の専業主婦が業界に革命を起こした話

尾崎主任研究員オススメ！

筆者の坪内知佳さんはテレビ東京「カンブリア宮殿」への

出演等、各種メディアに取り上げられる事が多く、ご存知の

方もいらっしゃると思います。本書は大学中退、結婚、離婚

を経て幼子を抱えた24歳のシングルマザーであった坪内

さんが山口県萩市大島の漁師と出会い、漁業者が漁獲（生

産）だけではなく、加工・流通販売も行う6次産業化の事業

計画書作成を引き受けた縁で、3船団からなる合同会社「萩

大島船団丸」の代表に就任するという非常にユニークな新

規事業立ち上げの物語です。

萩大島船団丸の6次産業化の概要は萩大島で獲れた魚の

うちアジとサバは今まで通り、萩の市場に出荷し、漁で一緒

に獲れたスズキやイサキ等の混獲魚を「鮮魚BOX」として

箱に詰め合わせ、消費者に直接販売するというものです。事

業を進めていく際に既存の出荷体制との対立、一緒に事業

に取り組んでいくはずの漁師からの反発、顧客先からのク

レーム等、様々な問題が降りかかってきます。その中でも、

衰退する「家業としての漁業」ではなく、安定してお金を稼

げ、継続出来る「企業としての漁業」を自分たちの手によっ

て確立し、日本の水産業の明るい未来を示していくという

信念のもと、萩大島船団丸は多くの苦難と試練を乗り越え、

結束を強めていきます。

特に印象深いのは第2章の「9割の大契約を打ち切る決断」

でした。自家出荷を始めて3ヵ月、ある会社が自家出荷の

売り上げの９割を占める状況にありましたが、その会社は

節税対策として鮮魚BOXを大量に買い上げていたに過ぎ

ないと発覚した時の決断は思い切ったものでした。「うちの

コンセプトに合わないから」と契約打ち切りに踏み切りま

す。当然、漁師たち全員からの猛反対を受けますが、「魚の

数が減っているからこそ、その価値を高くしていかなけれ

ば生き残れない」と目先の利益ではなく、萩の魚の「高付加

価値」を図ることが萩の漁業の活性化へ繋がるとの高い志

を持って決断していきます。

坪内さんは現場へ実際に乗り込み漁師達と仕事をしてい

く中で信頼を勝ち取り、事業を一気に進めるのではなく、リ

スクを徹底的に排除するやり方で、結果的に成功へと導い

ていきます。このような仕事のやり方はなかなか実践でき

るものではありませんが、大きな成功を狙うのではなくリ

スクを排除すればどうにでもなるという心構えは、いろん

な分野の仕事においても言えることなのではないでしょう

か？ 

本書に飲食店への自家出荷の取組として記載のあった

「鮮魚BOX」は現在、「粋粋BOX」と名前を変え、萩大島船

団丸HPにて一般家庭でも購入可能となっています。また、

「漁師民泊」実現のためにクラウドファンディングを活用す

る（現在は募集を終了）等、本書より更に新しい挑戦を推し

進めています。「新たな漁業革命のモデル」として萩大島船

団丸の挑戦を今後も注目していきたいと思います。



The 論文

学会・シンポジウム等への論文投稿・発表（平成30年9月～31年3月）

編集後記

平成から令和に元号が変わり、最長のゴールデンウィークも終わりました。東京では、新緑の美しい時期になりました。ここにようやく研
報No.45号が完成しました。執筆頂いた皆様、お忙しい中、ありがとうございました。普段事務所までは中央線に乗って通勤しておりますが、
国立競技場が少しずつ出来上がっているのを満員電車の車窓から眺めています。折しも東京オリンピックのチケットの受付が始まりました。
職場内でも、どの種目がいいか、話題になっているところです。競技の観戦も楽しみですが、世界中から東京に人が集う中で、日本の水産物
をアピールできる絶好の機会でもあります。こうした視点での取組はないかとググってみました。すると組織委員会が提供する飲食サービス
について、天然水産物、養殖水産物それぞれに「持続可能性に配慮した調達基準」が掲げられていることがわかりました。キーワードとしては、
責任ある漁業の行動規範、資源管理、養殖水産物の生産体制、作業者の労働安全、水産物の認証やトレーサビリティの確保、さらには国産水
産物の優先的選択等です。オリンピックの開催を機に水産物調達について国際標準の基準化や実践といった動きもあるようです。美味しさの
中にも賢いストーリーが求められているようです。 （H.M）

平成30年度水産工学関係研究開発推進会議 水産基盤部会（30.10）
「漁業地域における確実な避難の実現に向けて」
the 3rd World Small－Scale Fisheries Congress（30.10）
「The value of small scale fisheries in urban areas」
第17回全国漁港漁場整備技術研究発表会（30.10）
「漁港等における海水井戸を活かした清浄海水取水技術について」
第65回海岸工学講演会（2018）（30.11）
「岩手県浪板海岸における砂浜の再生可能性に関する研究」
日本サンゴ礁学会第21回大会（30.11）
「サンゴ礁域における食物網の推定」

漁港漁場漁村研報
JIFIC Vol.45 2019.5

〒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・漁村に関する調査・研究・開発などを進めるため、
設立された非営利型の一般財団法人です。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

活動報告（平成30年9月～31年3月）

◎日本沿岸域学会平成30年度講習会講師派遣30.9.11　　◎産地関係者を対象とした品質・衛生管理講習会 講師派遣【海洋システム協会】30.9.19　
◎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】30.10.5、10.19、11.2､11.9　　◎平成30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（産地関係）講師派遣【海洋水産システム協会】30.10.23　　
◎平成30年度水産工学技士（水産土木部門）養成講習会 東京会場 講師派遣【大水・FIDEC】30.10.23､10.24　　◎平成30年度水産工学技士（水
産土木部門）養成講習会 福岡会場 講師派遣【大水・FIDEC】30.11.28､29　　◎平成30年度積算技術情報検討委員会 委員派遣【FIDEC】30.11.13　
◎平成30年度水産公共関連民間技術の確認審査・評価 第１回委員会 委員派遣【漁港漁場新技術研究会】30.12.14　　◎神奈川県水産審議会第１回
委員会委員派遣【神奈川県水産審議会】31.3.22
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