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 特別寄稿
01 

▲  

洋上風車の魚礁としての利用可能性と課題：
欧州の研究事例を中心に

漁村は、漁獲量の減少や漁業コストの増大など厳しい
漁業環境の中で、高齢化や人口の減少が一層進行してい
ます。将来に亘って、水産物の安定供給と水産業の持つ
多面的な機能の発揮を図るためには、漁村の活性化が不
可欠です。
漁村の活性化を考えるときに、大きく二つの側面があ

ります。一つは産業振興策としての漁業の振興です。漁
村の活性化のためには、漁村の基幹産業である漁業が生
業として健全に営まれることが必要です。このため、水
産庁では、「浜の活力再生プラン」（浜プラン）の取組を
推進しています。浜プランは、漁業所得の向上を目的と
して、漁業者自らが課題と対策を検討し、各浜の特性を
生かしながら創意工夫により漁業収入の向上とコスト
削減を実践していくものです。令和 2年 3月末現在、全
国647地区で浜プランの取組が実施されており、既に第
1期の 5か年を終了した地区では、約 6割が漁業所得の
10％以上の向上といった目標を達成するとともに、多く
の地区がさらなる漁業所得の向上を目指して、異業種と
の連携や ICTの活用などさらに取組を強化した第2期プ
ランに移行しています。
さらに、漁村の活性化を図るもう一つの重要な側面が、
地域振興策としての「漁村の振興」です。漁業の振興に加
えて、漁業や漁村が持つ地域資源を生かした6次産業化や
観光業等により、漁村を訪れる「交流人口」を増やし、漁村
の賑わいを創出することが重要です。このため、水産庁で
は、漁村における滞在型旅行を「渚泊」と呼んで推進して
います。漁村には、新鮮な魚介類食やそれを使った地元料

理、伝統文化や景観など、魅力的な観光資源が数多くあり
ます。それらを活かして、漁村に宿泊・滞在してもらうこ
とで漁村の振興を図るのが「渚泊」です。一方、生産・流通
の拠点となる漁港に漁港機能が集約化されることにより、
漁港の用地や水面に余裕が生じている漁港もあります。そ
れらを養殖場、直販施設、レストラン、プレジャーボートの
受入施設など漁村の振興のために有効活用する取組を進め
ており、そのための漁港施設の利用規制の緩和も行ったと
ころです。
第4次漁港漁場整備長期計画（平成29年3月年閣議決定）

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」を重点課題の一つとして掲げ、各種施策を通じて、令
和3年度までに都市漁村交流人口を100万人増加させるこ
とを目指しています。しかしながら、日本全体の人口が減
少する中で、漁村の交流人口を増やすためには、リピーター
の確保に加え、外国人観光客やシニア層等をターゲットに
した戦略的な取組が必要であり、民間事業者と連携した誘
致態勢の充実、漁村の持つ観光コンテンツの充実や情報発
信力の強化など、多くの課題があります。加えて、今回のコ
ロナショックにより大きく衰退した観光需要の回復も容易
ではありません。
漁村に住む人も漁港を利用する漁船も減っていくこ
とは避けられません。その中で、漁村の活性化を図るた
めに、観光等による漁村の振興と漁港ストックの有効利
用をさらに強力に進めていく必要があると考えていま
す。

1

3

10

2 漁港漁場漁村研報 Vol. 47



巻頭対談

02 

▲  

漁村をデザインする

基調講演

▲

 築地から豊洲へ
～豊洲市場の移転と現状について～

パネルディスカッション

▲

 築地から豊洲へ
～何が変わった日本の水産物の取り扱い～

 Topics
01 

▲

第1調査研究部
  漁港施設の維持管理情報プラットフォームの構築
02 

▲

第2調査研究部
 漁港ストックの有効活用事例について  陸上養殖編
03 

▲

総務部
 令和元年度 漁港漁場整備事業関係技術者育成研修会の実施

 Interview Talk
  地域のみんなと“食べていける漁業”をつくる

40

46

20

みんなで持続可能な島を実現
～ないものはない！海

あ ま

士町の挑戦は続く～

日本全体で本格的な人口減少・高齢化社会が到来する中、漁村では一層深刻な状況となっています。
このような中、本土から60kmの日本海に浮かぶ海士町は、このままでは島が消えるという危機感の下、
徹底した行財政改革の実行、島外との交流の促進、新たな産業や商品の開発による就業の場の確保、
教育や子育て環境の整備などにより、多くのIUターンを呼び込むのに成功し、注目を浴びてきました。
今回は大江和彦海士町長に、海士町の経験や島の活性化にかける思いなどについてお聞きし、全国
の漁村が今後持続的に発展していく上でのヒントを探りました（2020年3月14日海士町役場にて）。

大江和彦
島根県隠岐郡海士町長

1959年生まれ。1985年海士町役場入庁、地産地商課長、
産業創出課長を経て、2018年5月より現職。

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。1982年農林水産省水産庁入省、2017年1月漁港漁
場整備部長を最後に退官。2018年8月より現職。

3Vol. 47巻頭対談



本土から60㎞、歴史ある自給自足可能な島
髙吉　大江さんには平成27年に水産庁が開催した「漁村
活性化のあり方検討会」の委員として参加していただき
ました。当時は地産地商課長をされており、私は水産庁
の担当部長をしていました。４年ぶりにお会いすること
になります。
　本格的な人口減少社会になり、各地の漁村は高齢化過
疎化が一層進んでいます。水産物の提供や様々な多面的
機能を発揮する漁村をいかにして持続可能なものにす
るかが大きな課題となっています。今日は、本土から遠
い離島海士町がなぜ多くの若者を引付け、人口減少にス
トップをかけるのに成功したか、その仕掛けをじっくり
とお聞きしたいと思いますので、どうぞよろしくお願い
します。まず海士町の紹介からお願いします。
大江　海士町は隠岐諸島の島

どうぜん

前地域を構成する３つの
島のうちの中ノ島のことで一島一町です。島根半島から
60km、フェリーで２～３時間、高速船で約１時間です。
冬は大体週一日は欠航します。人口は 2,300人です。面
積は33.5㎢の小さな島ですが、海岸線は約90㎞と長く、
水産物に恵まれています。また90haの農地があり、湧き
水も豊富で、半農半漁、自給自足ができる島です。大山
隠岐国立公園にあり、世界ジオパークに認定されました。
髙吉　後鳥羽上皇の配流など歴史もありますね。
大江　奈良時代から政治犯の遠流の島であり、また、平
城京跡からは海士の干アワビ等が献上されていた木簡が
出てくるなど「御

み け

食つ國
くに

」とされています。鎌倉時代に
は、承久の乱に敗れた後鳥羽上皇が海士に流されてきま
した。なぜ隠岐諸島の中であえて海士だったのか、おそ
らく食べるのに困らない豊かな地だったからではないで
しょうか。江戸時代になると一般の罪人も流されてきま
す。海士の人々は罪人と生活を共にしてきたことになり
ますが、各集落に無縁仏の五輪塔があるように、これら
の人々を手厚く弔ってきた歴史があります。明治時代に
は、小泉八雲が妻セツを伴い海士に８日間滞在しました。
現在フェリーが着く菱浦の景観や人情が気に入り、日本
に家を建てるなら海士がいいと言ったそうです。

人口減少、超少子高齢化、超財政難の課題先進地
髙吉　さっそくですが、徹底した行財政改革に取組まれ
たそうですが、その背景や経緯を教えてください。
大江　人口は昭和 25年の７千人から現在は 2,300人と
1/3になりました。高校を卒業するとほとんどが島外へ
出てしまい、今は若干変わってきましたが、20代～40代
が少ないため、高齢化率は41％です。
　昭和28年に離島振興法ができ、補助率嵩上げのおかげ
で、島に14ある漁港や港湾､ 背後の集落間を結ぶ道路整
備などの公共事業で生きてきました。しかし、平成13年
度末には100億円を超える借金を抱え、基金も取り崩し
ました。平成 16年度の三位一体改革による地財ショッ
クで、このままでは財政再建団体に落ちるという危機に
直面しました。平成の大合併の嵐が吹く中、島前の３つ
の島にも合併の圧力がかかりましたが、海を隔てた市町
村合併にメリットなしと判断し、単独町政の道を決断し
ました。合併しなければ国や県からの支援も期待できな
い、自立しかない、ということで町の改革に否応なく着
手することになりました。
　人口減少、超少子高齢化、超財政難と島の現状は日本
各地が将来迎える姿です。海士町は社会の縮図、課題先
進地、これらを解決することは日本の未来にもつながり
ます。生意気な考え方ですが。

身を削り、守りと攻めの両面作戦
髙吉　どのような改革に取り組まれたのでしょうか。
大江　自分は役場で産業一本できましたが、改革を始め
た平成16年は、ちょうど管理職になりました。それから
前町長と一緒に改革をやってきました。まずは、町の職
員や住民代表など 50名が集まり、自分たちはどう生き
ていくか、「海士町自立促進プラン」を作りました。その
キーワードが「自立・挑戦・交流」です。具体的には、「守
り」と「攻め」の両面作戦で行くことにしました。
　「守り」は身を削る改革です。厳しい時はよく住民サー
ビスカット、公共料金値上げとなりますが、自らの身を
削らないと支持されないと思い、自らの報酬を削ること
にしました。三役は 50～ 40％、職員も自発的に 30～
16％、平均で 22％をカットしました。職員が労使交渉
で賃下げ交渉をしたと新聞に面白おかしく書かれ注目を
浴びました。ラスパイレス指数 72.4%と日本一低い水
準になりました。また、議員等も自発的に協力し、総額
２億円の人件費を削減しました。
　これにより住民の信頼を得ることになります。老人ク
ラブの人たちが町内公共バスが半額のところを一般並
みに値上げしてくれと申請してくるなど、嬉しいことが
起きました。自分たちも給与カットして借金の返済ばか海士町の位置（chiiki.sfc.keio.ac.jp）
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りでは面白くないので、議員と相談して「子育て支援条
例」を作り、人件費カットの５％相当分を充て、結婚祝金
や出産祝金を出すことにしました。４人目以上の子が生
まれると100万円で、これまでに４組がもらっています。
また、妊婦検診、出産等は本土に行くので、交通宿泊費を
支援します。お母さんたちからお礼を言われると給与を
カットされてもいい気持ちになったものです。
　しかし、「守り」だけでは地域振興になりません。「攻
め」の戦略が必要です。それは「島まるごとブランド化」
で、島の資源を使って、加工産業などの新たな産業と雇
用の創出を図ることにしました。職員には、国に行って
高補助率のソフト事業をとってこいと号令がかかり、数
次にわたる地域再生計画の認定で10/10予算を獲得した
り、構造改革特区も早い段階で認定を得ました。
　町の職員の働き方も変えました。それまで職員はすべ
て本庁舎にいましたが、菱浦漁港の船舶離発着施設、こ
れは水産庁の当施設に対する補助の全国第一号ですが、
ここに町の事務職の３割を占める産業三課の職員を配置
することにしました。この施設には道の駅の機能を持た
せたキンニャモニャセンターがあり、役場の机上の空論
ではなく、観光客やビジネスマンの生の声を聴けるよう
にしたのです。産業三課とは、「地産地商課」、「消」では
なく「商」としたのは、地元消費だけでなく商いをして外
貨を稼ぐという意味があります。そして農水産業を軸と
して雇用を創出する「産業創出課」、出会いや定住促進を
担う「交流促進課」です。これら産業三課は年中無休で、
職員の休みは土日ではなく変則週休二日制です。
　キンニャモニャセンターの直売所に置く農産物は、朝
６時半から役場の職員がボランティアで高齢の農家を
回って集荷をします。これは独居老人の見守りの役割も
果たしており、大きな評価をいただいています。こういっ
た働き方により住民目線を養うことができ、現場に立っ
た考え方や行動が職員に備わりつつあるように思います。

官民寄り添って島の商品を創って売る
髙吉　これまでの新しい産業や商品の開発の成果につい
てお聞かせください。
大江　まずは、「島じゃ常識サザエカレー」です。カレー
の具材に島の周りにごろごろあるサザエを入れるのは隠
岐地域しかありません。島独特の食文化の商品化をしよ
うということでレトルトカレーを作りました。
　次に、全国で初めて養殖に成功した「いわがき春香」で
す。隣の西ノ島町の中上光さんから技術を学びました。
平成 14年から出荷を開始し、築地で最高値が付きまし
た。３年かけてきれいな海で丹念に作ることが評価され、
首都圏の多くのオイスターバーでも取扱われています。
　隠岐ではイカが年中獲れますが、夜中に漁獲、朝の
フェリーで本土に運搬、競りにかけられるのは翌朝です。
仲買人からは離島のイカは鮮度が落ちているとして買い
叩かれます。それでも昭和 40年､ 50年代はまだイカの
単価が高いので漁師の実入りはよかったのですが、近年
は海外等からもイカが入ってきて競争が激しく、魚価が
低い上にフェリーの輸送賃かかり、漁師はやっていけな
くなっていました。そこで、水産庁の補助で、全国で初
めて自治体が「CASシステム」を導入し、平成17年から
稼働しています。これは、磁場を使った特殊な冷凍装置
で､ 解凍しても獲れたての状態を再現できる優れもので
す。漁期の初めなど値がいいうちは市場に出荷しますが、
値が下がってくると市場よりも高い価格で町が全量を買
取ります。これで漁業者の手取りが約３割アップしまし
た。まだ、全ての水産物とは行きませんが、イカ、イワガ
キ、アジに使っています。島でカンシマメと呼ぶスルメ
イカの漬け丼などの加工品にも使っています。
　畜産では、「隠岐牛」のブランド化を行いました。隠岐
は昔から和牛の産地で、子牛を松坂や神戸などに出して
いましたが、肥育する文化はありませんでした。そこに
公共事業の減少で困っていた島の建設業者が経営多角化
の一環で着目しました。この会社は、漁業権を取得して
定置網にも参入していました。農地は農家しか使えない
ので、構造改革特区の認定を受け、株式会社が農畜産業
に参入できるようにしました。本土や外国の飼料に頼ら
ず、自前の安全安心な餌を得るために荒れた遊休農地を
約10ha復活させました。海風によるミネラル豊富な草を
食べ、急峻な放牧地で足腰が強く、病気にも強い幻の黒
毛和牛です。水産物と逆で、流通経費をかけてまで本土
から買いに来てくれます。IUターンの若手６名が繁殖に
新規参入し、島

どう ご

後の隠岐の島町でも二社が参入するなど
隠岐諸島では畜産がブームになっています。
　さらに隠岐牛の糞といわがき春香の殻を使った肥料を
使って「海士の本気米」という米を作りました。銀座の島の玄関「承久街道キンニャモニャセンター」
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百貨店で1kg1,800円の値が付きました。
　「海士乃塩」という塩作りもしています。名水百選が流
れ込む湾の海水を使い、伝統的な海水の窯炊き、天日干
しで作ります。それで梅干し､干物等も作っています。
髙吉　数々の成果を上げていますね。これらに続いて、
新たに商品開発に取組まれていることはありますか。
大江　海藻にも着目しています。豊かな海藻のおかげで
魚介類に恵まれてきましたが、島の周辺でも若干磯焼け
が見られるようになりました。そこで海の植林をやろう
としています。海藻は食用になるだけではなく、CO2を
吸収し、またバイオマス利用も考えられます。
　それから、ワイン事業です。先般、海士町内にワイン
の醸造所を建設しました。今後、隠岐牛やいわがきに地
元のブドウで造ったワインを合わせることで、互いの付
加価値が上がることを期待しています。
　海士町産のワカメも好評です。本土の会社がモナカの
皮の中に海士のワカメを入れた吸い物を作っていますが、
社長がモナカの原料の餅米も隠岐産にこだわりたいとい
うので、ワカメの生産者が餅米作りに取組んでいます。
髙吉　新たな商品を開発する際には、成功ばかりでなく
失敗もあったのではないでしょうか。また、資金面等で
はどのような支援をしていますか。
大江　まだ商品開発や販路拡大は役所の仕事ではないと
いう感じがあった頃に、海士町はいち早く各省の予算を
取りに行きました。商品開発ですから、うまく行かな
いことがあって当たり前です。「施設を建ててあげたで
しょ、販促活動費付けてあげたでしょ、あとはもう自力
でやりなさい。」というのが普通ではないでしょうか。し
かし、これまで育ててきた若手Ｉターンや企業に対し、
もし町が支援を打ち切ればその段階でたぶん失敗してい
たでしょう。成長著しい、いわがきでさえ、今でも「浜プ
ラン」を作り、施設の増強、海外への販売促進等のソフト
事業を国県の予算を使ってやっています。うちは、ずっ
と寄り添って失敗がないようにフォローしているので
す。Ｉターンの人の様々な発案やセンスに町の職員が気
づく感性も大事です。職員と二人三脚でやっているもの
は順調に進んでいるように思います。

髙吉　町がしっかり支え続けることが成功の秘訣という
ことですね。
大江　過疎地には国による様々な支援措置があります。
島根県で最もうまくやったのは奥出雲町です。全ての産
業振興は町が率先する「公設民営方式」で「奥出雲方式」
とも呼ばれます。民間資金でやろうと思っても勘定に合
わないから企業は手を出さない。それではさらに過疎化
が進んでしまうので、行政が補うべきなのです。今まで
お話ししたように、海士町でもありとあらゆる産業振興
に行政が手を出し、これを若者が使い活躍してもらって
います。今では、多い年は 2,500人もの人が公設民営は
どうしたら住民に理解されるか海士町に視察に来ます。
髙吉　いい商品を作っても販路の開拓は大変ではなかっ
たでしょうか。
大江　生産者などが産地のこだわり､ 観光情報等を映像
にし、ICTを使って首都圏のオイスターバーや居酒屋な
どに配信してお客さんに見てもらっています。このこと
が観光客の獲得にもつながってきました。また平成27年
には海士町観光協会が東京神楽坂に「離島キッチン」を
オープンしました。海士町だけでなく全国 80地域の離
島の食材を使っています。今では､ 全国４店舗を展開し
ています。隠岐牛も銀座に高級和食店をオープンしまし
た。おかげさまで、いわがき春香、隠岐牛、CAS商品など
主力商品の販売高、雇用人数とも着実に伸びています。

Iターンの活躍
髙吉　これまでお聞きした商品開発などは Iターンの人
たちによるものが多いようですね。
大江　地元の人によるものもありますが、多くは若者・
馬鹿者・よそ者というように IUターン組が議論しなが
ら、いい方向で化学反応を起こし発案したものです。
　都内の大学生が呼びかけ、年５回バスで海士に来る
「AMAワゴン」という取組みがあります。島民との交流
により、学生たちも島に愛着を持ってくれます。また、
海士町には島の宝をＩターンの目で発掘する「商品開発
研修生」の制度があります。今の地域おこし協力隊の先
取りです。予算の制約で年２人しか採用できませんが、
これまでに約30人が卒業しました。このような中から、
役場に就職したり、町内で起業する人が出てきました。
　大分出身の後藤君は「ふくぎ茶」を作っています。島
では「ふくぎ」とよぶ黒文字の木を煎じて飲む習慣があ
ります。これを障害者の方たちと一緒に商品化しました。
　群馬出身の宮崎君は干ナマコを作っています。商社に
就職が決まっていましたが、海士で漁業をしたいと戻っ
てきました。中国でナマコが高値で取引されていたので、
自分でナマコを獲って市場に出したところ二束三文にし

さざえ入りレトルトカレー いわがき春香
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かなりませんでした。漁業の厳しい現実を実感し、今度
は自分で干ナマコを作って輸出すれば、漁業者からもっ
と高い値段でナマコを買取ってあげられるようになるの
ではと思ったそうです。しかし、計画書を作ってみると
工場建設に７千万円もかかり、とてもペイしません。そ
れなら町で施設を作ればどうかということになりまし
た。ところが議員が全員反対です。どこの馬の骨か分か
らない者に７千万円も出せるかと言うのです。町長と自
分で議員一人ひとりを回り、「一見彼への投資に見える
が、中国で成功したら外貨が入り漁師の所得が上がりま
す。この施設は彼のものでなく海士の漁業者のものなん
です。」と説得に努めました。結果は全会一致で承認され
ました。
　東京出身の岩本君は、「隠岐島前高校魅力化プロジェク
ト」を手がけました。ソニーにいる時にAMAワゴンに参
加し、小中学生への出前授業をしたところ、海士町の教
育が気になり、島に来ると言うのです。給料は大幅に減
るのですが、お金じゃないと。ちょうど高校が廃校か統
合かでもめていた時で、彼は全国から意欲ある生徒を呼
ぶという運動を始めました。今では過疎地域では異例の
学級増を実現し、全国的に注目を浴びています。
　大阪出身の掛谷君は「隠岐牛」の飼育を、観光ではマ
リンポートホテル支配人になった北海道出身の青山君、
CATVの番組制作をしている神戸出身の山口君、企業の
研修を行っている愛知出身の阿部君など多彩です。
　彼らの先輩になりますが、勢いに乗っている海士いわ
がき生産株式会社の大脇社長はUターン、鈴木専務は I

ターンです。もう20年ほどになりますが、本当に研究熱
心です。
髙吉　全国に多くの市町村がある中で、なぜ海士町に多
くの若者が集まるのでしょうか。
大江　海士町に行けばＩターンでもチャレンジできる
ぞ、海士町は面白いぞ、と彼らの後輩たちに口コミで
広がったようです。普通は移住政策に予算をかけると、
「こんなに予算をかけて、移住してきたのはたったこれ
だけか。」と言われるでしょう。難しくて当たり前なの
に。海士町は「来る者は拒まず。去る者は追わず。」です。

去る者は仕方がない､ 新たに来た人を応援しようと切り
替えることが移住政策の成功につながっていると思いま
す。子育ての優遇施策もあるでしょうね。今年から中学
生も医療費を無料にしました。また、海士町独特の自然
環境の魅力や歴史的に培われた文化、島外者に対する人
情など今に息づいているからではないでしょうか。移住
してきた人に聞くと一番は海士の人たちの人柄だねと言
われます。

島を担う子供たちを育てる
髙吉　話は変わりますが、子供たちに将来地域を担って
もらうには地元に愛着を持ってもらうことが重要です。
何か特別の教育をされているのでしょうか。
大江　まず、隠岐島前高校の島留学です。今では新入生
の５割が島外出身です。自然と異文化、多様性も学びま
す。島外者は身元引受人が必要ですので、島民がボラン
ティアで島親を務めます。また、民間では学習塾が成り
立たないので、「隠岐國学習センター」を作り、都会から
先生を呼んでいます。単なる学力アップだけではなく、
都会ではできない地域課題解決によるまちづくりを高校
生にやってもらう「夢ゼミ」を行っています。
　また、小中学生を対象とした「親子島留学」がありま
す。子供と母親に１～２年間島暮らしをし、島の魅力を
体験してもらっています。今年も４組が来ます。
　それから、年１回子供議会を開いています。今年で16

回目です。町内の小学５、６年生が参加して、自ら地域
の課題を探し、住みよいまちづくりのための提案をして
もらいます。町長が全部答弁します。子供たちと町長が
真摯に向き合うことによって､ お互いに地域のことを理
解し合うように努めます。そしてこの体験が、子供たち
の記憶に残ることが大事だと思っています。

水産業の課題は後継者問題
髙吉　島の主要産業である水産業の状況はどうですか。
大江　残念ながら、従来の水産業は厳しい状況です。
後を継ぐ人がいません。唯一いわがき春香が伸びてお
り、これを軸にしてやっていかないといけない状況で
す。ナマコ加工の宮崎君は、「ナマコをとる漁師がいな
くなると加工も存続できなくなるので、漁業者を見つけ
ないと俺の将来はない。」と言っています。農業も同じ
状況です。
　できれば、イカ釣りの高齢漁業者に一人ずつ弟子を付
け、後を継がせるのが最大のソフト事業だと思っていま
す。船の初期投資もいらないので十分にやっていけるの
ですが、なかなか集まらないのが悩みです。船を引継い
でもらうと島で困っている廃船の問題も解消できます。

きれいな風でナマコを乾燥
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髙吉　所得が少ないのが原因でしょうか。
大江　所得が上がれば後継者が付くかと言えば必ずしも
そうではないように思います。儲かることは大事な要素
ですが、儲けと生きがいがセットになる必要があります。
髙吉　漁業への IUターンの状況はどうでしょうか。
大江　Iターンは大型定置に８人、一本釣りに２人、いわ
がきに７～８人といったところです。農業や漁業が島の
自然や歴史文化を守ってきました｡ IUターンの人たちに
も海士町のアイデンティティであるこの風土を継承して
もらいたいと思います。農業漁業は地域の核であり絶対
に捨てられません。

交流人口を増やす
髙吉　移住だけでなく、交流も地域経済や社会にとり重
要です。滞在型観光による漁村の活性化をする「渚泊」
など交流促進にはどのように取り組まれていますか。
大江　「地域を見せる観光」から「地域を磨く観光」によ
り、島を繁盛させる観光の魅力化に取り組んでいます。
　また、中央省庁の機関移転の話がありましたが、海士
町は JICAに働きかけ、２名の職員を役場に派遣しても
らっています。世界各地の研修を海士町で行い、外国人
と交流できるようになりました。ミクロネシアとは海士
町が東京オリ・パラのホストタウンになっています。
　来年４月にマリンポートホテルがリニューアルオー
プン予定です。カルデラの一部が海に出ているのは世界
に２つしかありません。ギリシャの島と島前のみです。
三階建てのホテルを作り、インバウンドを呼び込もうと
考えています。
　また、国の渚泊予算を使い、体験宿泊施設を整備しま
した。企業研修､ 学生交流、行政視察、JICAの関係で稼
働率が高く、もう一軒作りたいと思っています。
髙吉　せっかく交流で稼いだ外貨ですから、それを島内
でうまく循環させることが大事ですね。
大江　そのとおりです。仕入れを島外にすると漏れバケ

ツのようにお金が出て行きます。以前は島内の宿泊施設
のリネン類のクリーニングは島外に出していましたが、
Ｉターンが島ファクトリーという会社を立ち上げ、リ
ネンサプライ事業を始めました。また、先ほどのホテル
では調味料以外は地元食材調達率100％を目指します。
　廃業しかけた島唯一のパン屋は移住者が事業承継しま
した。お酒の醸造所は島内にありませんが、海士町には
名水百選の水があり、それと町内で採れた米を隠岐の島
町の醸造所に運んで日本酒を作り､ 海士町内のみで販売
しています。野菜も作ってほしいのですが、まだやる人
がいません。有人国境離島法で本土への輸送費が3 / 4補
助できるので、やりたい人がいれば施設は町で支援して
もいいと考えています。役場職員もバケツの穴を塞ぐ仕
事を見つけ、島内の経済循環率を高めるように努めてい
ます。やる気さえあればいろいろなことができるのです
が、なにせ人がいません。

人口の１割強が移住者に
髙吉　地方消滅が話題になりましたが、それを吹き飛ば
すように色々なことに積極的に取り組まれていますね。
大江　約15年改革に取組んできて、若者・よそ者・馬鹿
者が連携して地域を動かしてくれています。地方創生の
原点は人づくりです。移住者は平成16年から30年の15

年間で 669人 472世帯になりました。そのうち 46％が
海士に残り、人口の１割強が移住者です。
　５年毎の国勢調査では毎回100名以上が減少していま
したが、平成 22年は 2,374人、平成 27年は 2,353人と
20人しか減少しておらず、この５年は頑張ったなと思っ
ています。また人口問題研究所の推計では平成 27年は
2,007人になると予測されていましたが、これを 346人
上回っています。今年は国勢調査の年で、2,300人を目
指しています。全国で人手が不足し、他の地方との競争
も厳しく、なかなか人が集まらないのが悩みです。
　うちも一休みしたいと思ったら、後戻りしてしまいま
す。過疎化の現実を見て、危機感を持ち続けられるかど
うかが勝負です。
髙吉　よく漁村は閉鎖的で外部の人を受入れないと言わ
れますが、海士町は違うのでしょうか。
大江　他の地方と同様、海士町でも少なからず閉鎖的な
ところはありました。地域が受け入れるようになったの
は、Iターン者が本当に頑張って提案をし、成果を出した
からではないでしょうか。長い積み重ねですね。日本中
の田舎では子供にはいい大学を出て､いい会社に入って、
もう帰ってくるなよと外に送り出す教育をしてきまし
た。結果東京一極集中です。ところが海士町には本土か
ら優秀な人が来るという逆の現象が起きています。
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髙吉　医療環境も移住するにあたって重要な問題だと聞
きます。
大江　町内には医師が２名います。医療設備の水準はか
なり高いのですが、重症患者はドクターヘリで本土へ搬
送しますし、産婦人科がないといったハンデがあります。
そういった不安があっても若い移住者が来るのは、自然
や人の魅力の方が強いということなのでしょうね。
髙吉　移住者が増えていますが、地元の超高齢化問題に
は何かいい影響がありますか。
大江　元気なお年寄りは多いのですが、最後は介護のお
世話になります。残念ながら介護人材の確保は大きな課
題で、島の介護で働くきっかけづくりのイベントを東京
で開いていますが、容易ではありません。昨日も議会で
「町長は産業振興など攻めのことばかりやっているが、
足元を見てみろ､ 福祉の人材不足をもっと考えたらどう
か。」と質問され、「ごもっともでございます。」と回答せ
ざるを得ない状況です。

「ないものはない」の精神で心ひとつに島づくり
髙吉　大江町長は就任されて２年目ですが、どのような
信条・考え方で町政を進めていますか。
大江　前町長の時の「自立・交流・挑戦」を継続し、これ
に「継承・団結」を加え、「心一つに！みんなでしゃばる
島づくり」を進めています。「しゃばる」とは方言で引っ
張るという意味です。島には伝統の綱引きがあり、心を
ひとつにして団結し引っ張ることにより、まちづくりを
やろうというのが自分の考え方です。
　「自立」は地域の資源を見つめ直し、それを磨き活かし
切ることで、人も経済も自然環境も循環していきます。
「挑戦」は老若男女が粘り強く、失敗してもあきらめずに
挑戦を続けます。「交流」は心が通う多様な交流により地
域の誇り､ 愛郷心、新たな地域活力を生み出します。「継
承」は海士の伝統文化、方言、半農半漁の暮らし、田舎
だからこその豊かな暮らしを後世に継承します。「団結」

は世代、立場を超えて、
みんなで寄り合って物
事を決め、助け合って、
楽しく、幸せに生きてい
こう。このような信念を
もってやっていきたいと
思っています。
　それから、公務員もマ
ルチワーカーで副業をし
てもいいと思っていま
す。ただし特産品開発な
ど地域振興につながる事

業に限定です。「半農半X」ではなく「半官半X」です。職
員の採用条件に公務員でも半分は地域振興が仕事という
募集の仕方をしようと思っています。また、島内の人材
募集については、地域商社「島の人事部」をつくり、町内
のすべての事業所の就職窓口は町がまとめてやることに
します。
　海士町の信条「ないものはない」の意味は、一つは、あ
りません、ないんです、なくていいんです。都会には便
利なものがたくさんあります。コンビニが代表ですが、
こんな田舎にコンビニなどなくてもいいんです。捨て台
詞ですね。もう一つは、すべてある、都会にはない人と
人が接し人情豊かに島で暮らし、自給自足できて､ 食材
も全て豊富にある。都会にないものは全て島にはある。
このような、「ない」と「ある」の精神を大事にしてまち
づくりをしていきたいと思います。そして、もし無くて
困って何か欲しいものがあれば、みんなで作ればいいん
です。みんなでつくる過程にこそ意味があり、それが思
い出づくりになります。

離島や農山漁村が日本、世界をリードする時代に
髙吉　最後に全国の漁村が同じような悩みを抱えていま
す。全国の関係者に何かエールをお願いします。
大江　高度経済成長期は、地方は最後尾にいました。日
本はアメリカに追従し、地方は東京に追従する最後尾で
す。これからは逆で、海士町や離島、農漁村が日本を引っ
張り、それにアメリカが付いてくるように、島が持続可
能な社会を引っ張り、日本の未来を変えるモデルを作ろ
うと思います。小さくてもきらりと光る「ないものはな
い」の精神をアメリカにも分かってもらいたいと思いま
す。ハンデをアドバンテージと考えて日本全国の農山漁
村が一緒にやっていけば必ず最先端に行けます。勢いだ
けは大きいのです。強いて他の農山漁村と海士町に違い
があるとすれば､ 官民一体、地域一体ということでしょ
うか。「自立に向けた挑戦に終わりはない」今も正念場､
これからも正念場、やるしかありせん。
髙吉　海士町が人を引きつける魅力が分かりました。今
後漁村が生き残るためには、地元、Uターン、Iターンな
どみんなが互いを尊重し理解し受け入れること、そして
意欲ある若者等のチャレンジを役場も一緒に地域全体で
しっかりと支え続けることが重要だと思いました。海士
町のさらなる展開を期待し、それを漁村総研もお手伝い
できれば幸いです。本日はありがとうございました。

最後に、対談にあたり、木村克彦いわがき春香特命担当課長、磯谷光司地
産地商課主査をはじめ海士町役場の皆様にたいへんお世話になりました。
感謝申し上げます。
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特別寄稿

01 洋上風車の魚礁としての利用可能性と
課題：欧州の研究事例を中心に

長崎大学 名誉教授　中田 英昭
1950年長崎市生まれ。1977年東京大学大学院農学系研究科博士課程修了、農学博士。その後、東京大学海洋研究所助手、助教授、長崎
大学水産学部教授を経て、現在、長崎大学名誉教授、三洋テクノマリン㈱技術顧問・海洋再生エネルギー研究所長。

１．はじめに
化石エネルギーに代わる資源として、洋上風力発電な

ど海洋再生可能エネルギー資源の開発が進められてお
り、欧州では2000年代後半からウィンド・ファームの設
置海域が急速に拡大している。洋上風車が海域に設置さ
れると、その材質や形状等に応じて構造物に付着する生
物が増加し、そこに餌生物やシェルター（隠れ場）を求め
て魚類、さらにはそれを餌とする大型捕食動物が蝟集し、
新たな生息場が創出される可能性がある。欧州でも洋上
風車や海底の洗堀防止のための構造物が、人工魚礁と同
じような働きをすることから「魚礁効果」と呼ばれ注目
されている 1, 2)。魚礁効果による生息場の創出は、漁業に
恩恵をもたらす可能性があることから、漁業との協調関
係を構築していく上でも重要な課題となってきている。
一方、上記のような洋上風車の魚礁効果を科学的に解

明していく上で、これまでに蓄積されてきた人工魚礁に
よる漁場整備に関する知見（たとえば柿元 2004)

3）は有
用と考えられる。最近の人工魚礁研究に関する総説 4）に
よれば、人工魚礁に関する研究論文の発表数は世界的に
増加しており、洋上風車の洗堀防止構造物も魚礁を構成
する要素の一つに含められている。魚類等の蝟集や生

産を本来の目的とするものではない洋上風車のような人
工構造物は、二次的な人工魚礁（secondary artifi cial reefs）
と呼ばれている 5）。
ここでは、洋上風車の魚礁効果に関する欧州の研究事
例とくに継続的にモニタリングが実施されているベル
ギーの事例 6）を中心に、研究の到達点を示すとともに、
人工魚礁と共通する研究課題や洋上風車に特有の問題に
ついて考察し、洋上風車の魚礁としての利用可能性を考
えてみる。

２． 洋上風車の魚礁効果：
ベルギーにおける研究事例
図1に底棲魚類の生産につながる洋上風車の魚礁効果
の全体的な構図を示した。洋上風車はこの図では「風車
魚礁」と表現されている 7, 8）。流れや底質等の生息環境の
変化や餌の供給に加えて、水中騒音や捕食圧のようなス
トレスの影響、漁業操業制限によるシェルター効果等が、
魚礁効果に複合的に関与していることが分かる。以下に、
北海のベルギー沿岸（距岸27㎞、水深18‒24mの砂地の
海底）に位置するウィンド・ファーム（Th orntonbank）
における研究事例を概説する。このウィンド・ファーム

では、2008年に重力式タービン
6基が設置され、その後、2013年
までにジャケット式タービン 48

基が増設されている。
2. 1　生物の付着基盤の創出
タービン近傍における付着生物
モニタリング（2008年秋～2012

年夏）の結果、砂地の海底にター
ビンが設置されて1年以内に深度
に対応した生物群集の帯状構造
が形成され、1年半ほどで安定化
したことが報告されている 9）。固
い基質の出現によって底棲生物
の種類数が増加し、生物多様性の
ホットスポットの形成に寄与する
ことが期待される一方で、外来生
物10種の出現が確認されており、
創出された生息基盤が有害外来
生物の分布拡大のための飛び石

図1　 底棲魚類の生産に影響する洋上風車の魚礁効果の全体的な構図8）

太線は餌利用可能度、破線はストレス、点線はシェルター効果、細線は生息場の
環境にそれぞれ関連するプロセス （Reubens et al. 2014のFig. 2をもとに作成）
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（stepping stones）の働きをすることが懸念されている。
一方、生物量については、単一の重力式タービンで設

置前の約 4000倍の増加が認められたことが報告されて
いる 10）。これは主に固い基質に付着する生物量の増加に
よるものであり、空隙が多く付着面積が大きい洗堀防止
構造を持つ重力式やモノパイル式で増加が顕著である
ことがあわせて示されている。Coates et al. (2014)

11）は
2011-2012年に、このウィンド・ファームのタービン配
列に沿った方向とそれに直交する方向に測線を配置し、
タービンからの距離に対応した底質の粒径や有機物含有
量、マクロベントス生息密度の変化を調べている。それ
によれば、タービン近傍（タービンから 15mの地点）で
は、周辺（タービンから 100-200mの地点）よりも粒径
が細かく、有機物含有量が有意に高い。それに対応して
マクロベントスの生息密度や生物量はタービン近傍で大
きな値を示し、種類数も相対的に多い。洋上風車近傍の
比較的広い範囲の底質や底棲生物の変化を検証した事例
として注目される。
2. 2　魚類の蝟集行動
風車魚礁への魚類の蝟集については、タラ類 2種（タ

イセイヨウマダラとフランスダラ）のCPUE（漁業者 1

人の単位時間あたり釣獲尾数、2009～ 2011年）の生息
場所による違いが報告されており、砂地の海底や沈船魚
礁の設置海域に比べて風車魚礁への蝟集傾向が際立っ
ていることが示されている 7）。さらに、図２はテレメト
リー送信機を装着したタイセイヨウマダラの位置受信記
録を示したもので、上段は長期間の記録（2011年5月～
2012年7月）、下段は短期間（2011年5月～10月）の詳
細な記録である 12）。多くの個体が 5-10月に風車魚礁近
傍に継続して滞在していることが分かる。タービン近傍

への蝟集状況を詳しく調べた結果、位置が受信された個
体の97％がタービンから50m以内で検知されたことが
確認されており、タイセイヨウマダラが生息場として風
車魚礁に強い選択性を持つことがうかがえる。長期間の
記録を見ると、秋から受信数が低下し冬にはほとんどい
なくなるなど、風車魚礁の利用には季節性がある。なお、
2歳魚以降は出現数が著しく減少しているが、これは食
性の変化や捕食者からのシェルターの必要性の低下、漁
獲の影響によるものと考えられている。一方、オランダ
のウィンド・ファームで実施された同様のテレメトリー
調査では、タイセイヨウマダラが 250日以上の長期に
わたって滞在し受信頻度が高いのに対して、ヨーロッパ
ソールはごく短期間しか滞在せず受信頻度も低かったこ
とが報告されている 13）。このように風車魚礁への蝟集状
況は、魚種や同じ魚種でも発育段階によって異なる点に
注意が必要である。
なぜ蝟集するのかに関連してReubens et al. (2013)

14）

は、風車魚礁で採捕されたフランスダラの胃内容物組
成を、周辺の砂地の海底で採捕された個体と比較し、風
車魚礁に蝟集する個体がそこに多数生息している2種の
餌生物を主に食べていることを明らかにした。このこと
は、風車魚礁が好適な摂餌の場を提供し蝟集する魚類の
生産に寄与していることを示している。
2. 3　風車魚礁のポジティブ／ネガティブな影響
以上に述べたように、風車魚礁の出現は、生物多様
性を高めるホットスポットとして、また、そこに蝟集す
る魚類資源の生産の場として機能することが期待されて
いる。その反面、沖合で外来生物の分布拡大を促す「飛
び石」のような働きをする可能性や、付着生物の生産と
崩落による構造物近傍の水質・底質への影響を懸念する

報告もある 15）。新たな生息場の
出現に伴い、砂泥底など従前の生
息場が喪失されることにも注意
が必要である。
魚礁効果の基盤は各種の生物
が相互に作用し合うダイナミッ
クなシステムであり、ポジティブ
な影響をもたらす可能性もある
ことから、これまでの環境影響評
価の枠組みで対応することは難
しい。ケースごとに実態を把握
することが必要であるが、洋上
風力発電の事業区域周辺に人工
構造物や天然礁が存在する場合
は、そこを起点にして分布を広げ
る生物が多いものと考えられる。
その意味で周辺の構造物や生物
群集に関する情報は重要である。
有害外来生物の分布拡大やター

図2　 テレメトリー送信機を装着したタイセイヨウマダラの位置受信記録14）

A：長期（2011年５月～2012年７月）　B：短期（2011年５月～10月）
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ビン近傍の水質・底質の変化についてはまだ知見が少
ないので、モニタリングによって周辺への影響波及の状
況を十分に把握することが求められる。
魚礁効果を定量的に把握する上で、生態系モデルの適

用は今後の重要な研究課題となっている。すでにMaar 

et al. (2009)
16）は、タービン近傍に蝟集するムラサキイ

ガイのエネルギー収支モデルと 3次元の物質循環モデ
ルを組み合わせて、ムラサキイガイの摂餌や排出物が
タービン近傍の生態系に及ぼす影響の解析を試みた。ま
た、Adams et al. (2014)

17）は、浮遊期の幼生の流れによ
る輸送に粒子追跡モデルを適用し、スコットランド沖に
設置されるウィンド・ファームの「飛び石」効果につい
て検討している。予測の精度が確保されれば、外来生物
の分布拡大のモニタリング地点の設定等に有用な情報
が提供されるものと期待される。さらに魚礁効果による
生態系の変化について、Raoux et al. (2017)

18）は37個の
生物群で構成されたEcopathモデルをフランスのウィン
ド・ファームに適用し、まず洋上風車設置前の食物網
のバランスを再現した。そして、魚礁効果による生物量
の増加が想定される一部の生物群にその最大値を与え、
Ecosimモデルを用いて設置30年後の食物網のバランス
の変化を予測することを試みた。その結果、大型捕食動
物やデトリタス食性の生物量が増加するなど一部に増減
が認められるものの、食物網全体の構造や機能への影響
は限定的であることが報告されている。魚礁効果による
生態系の機能変化を科学的に解明するためには、このよ
うな生態系のモデル解析と組み合わせて、現場で仮説検
証型の研究を展開していくことが必要と考えられる 19）。

3．人工魚礁と共通する研究課題
3. 1　蝟集／生産をめぐる議論
人工構造物に魚類が蝟集するだけなのか、そこに魚類

の生産や再生産が関与しているのか、人工魚礁の蝟集機
能（attraction）と生産機能（production）をめぐる議論
は、洋上風車にも共通する課題の一つである。上述のベ
ルギーにおける風車魚礁のモニタリングでも、この課
題の解決が重要な目的に掲げられている 8）。Bohnsack 

(1989)
20）によれば、「蝟集か、生産か」を決定する要素に

は、周辺海域における天然礁の利用状況や漁獲強度、資
源量の制限要因、さらには魚礁への依存度や遊泳水深、
移動能力等の行動特性が関与するものと考えられてい
る。いずれにしても魚礁に蝟集する魚類がどこから何の
ために来遊するのか、その発育段階や体サイズなどの生
物特性を含む詳細な調査が必要である。
蝟集／生産のメカニズムを解明するために、耳石の化

学成分や安定同位体比の分析、バイオテレメトリーによ
る行動解析等を新規に導入することが必要との指摘もあ
る 21）。最近、地中海沿岸のマルセーユ湾で、Cresson et al. 

(2014)
22）は安定同位体比を用いて人工魚礁設置海域の食

物網解析を試み、その後、生物量の経年変動を組み合わせ
た詳細な検討により、この問題の新たな見方を提示してい
る。それによれば、蝟集と生産は二者択一の機能というよ
りも、相互に関連する一連の生態的機能の両極に位置する
ものと考えられている 23）。すなわち、人工魚礁に卓越して
出現する定在性の底棲魚類は生産機能によって魚礁で増
殖するのに対して、魚礁にそれほど依存しない移動性の
浮魚類の個体数は主に魚礁の蝟集機能によって増加する。
二枚貝等のろ過食者が魚礁の食物網で決定的な役割を果
たしていることが示されている点も興味深い。
3. 2　魚礁効果評価の方法論の確立
人工魚礁の効果評価の場合も、短期間の定性的な調査
データにもとづく科学的根拠が不十分な評価事例が多い
ことが問題点として指摘されており、評価の方法論の確
立は、洋上風車の魚礁効果に共通する重要な課題である。
そのためには比較対照とする事前のベースライン調査の
データを含め、評価の基礎となる良質のデータを蓄積す
ることがまず必要である。それに関連して、カリフォル
ニア沖のオイル・ガス採取用のプラットフォームで実施
された魚類生産のモニタリングの事例が注目される 24）。
この調査では、16基のプラットフォームとベースライン
として設定された周辺7か所の天然礁で、魚類等の二次
生産量のデータを、少なくとも 5年間、長いところでは
15年間にわたって継続して取得し、プラットフォームに
おける生物生産が際立って大きいことを統計的に検証可
能な形で示している。なお、この知見は、プラットフォー
ム撤去時にそれを魚礁として活用しようとするRigs-to-

Reefsプログラムの、科学的な根拠としてもしばしば用い
られている 25）。
3. 3　魚礁効果を高めるためのデザインの検討
人工魚礁の潜在的な生産力を最大化するには、適切な
デザインと漁業管理が重要との指摘がある 26）。魚礁効
果を高めるデザインを検討することも、洋上風車と共通
する課題といえよう。実際にこれまで、洋上風車の設置
場所の環境や生物群集の特性に加えて、タービン基礎や
洗堀防止構造のデザイン（形状、構造の複雑さ、設備の
配置等）、材質、サイズ、設置時期や期間、設置場所の距
岸距離など様々な要因が、魚礁効果に影響を与える可能
性があることが報告されている 1, 27, 28）。将来的には、工
学に生物生態学の知見を取り入れたエコ・デザインの開
発を進めることが提起されており 29）、人工魚礁研究との
連携は重要と考えられる。
なお、洋上風車の場合にはその基礎形式によって生物
の生息条件が異なる点に注意が必要である。図３は一例
として、ドイツのウィンド・ファームに卓越して出現する
大型甲殻類の一種、ヨーロッパイチョウガニの生息状況の
タービン基礎形式による違いを示したものである 30）。モ
ノパイル式だけ調査年が異なるが、いずれもタービン設
置2年後に調査が行われている。空隙の多い石積みの洗
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堀防止構造を持つモノパイル式
の海底部で個体数がきわめて大
きいことが分かる。なお、甲羅幅
の平均値（黒丸）を比べると、基
礎形式に関係なくタービンの水
柱部に生息する個体のサイズが
海底部よりも小さい傾向が認め
られる。甲羅幅6㎝以下の個体の
年齢は 2歳以下と推定されるこ
とを考え合わせると、これはター
ビン近傍の生息場が固い基質を
好む生物を蝟集させるだけでな
く、その幼生や稚仔の成育の場
として再生産に寄与しているこ
とを示唆している。

４． 魚礁としての利用可能性
と課題

4. 1　洋上風車に特有の問題
洋上風車の魚礁としての利用可能性を考えていく場

合、人工魚礁と異なる洋上風車に特有の問題に留意する
ことが必要である。たとえば洋上風車単体は人工魚礁に
比べて占有面積が非常に小さい。それがファームの規模
になると、相互に連結された小型魚礁のネットワークを
形成することになる 28）。人工魚礁についても、単体の大
型魚礁より小型魚礁を組み合わせて配置した方が、効
果を及ぼす範囲が広く蝟集する魚類の個体数や種類数が
増加する可能性があることが示唆されており 31）、そうし
た規模や配置の観点からウィンド・ファームの魚礁と
しての機能を見ていくことが必要である。また、海底設
置型の人工魚礁に対して、洋上風車は海底から海面まで
水柱全体に生息場を創出する可能性を持っている。先に
言及したカリフォルニア沖のプラットフォームの事例で
も、形状が複雑な構造物の出現によって多様な生息場が
水柱全体に創出されたことが、魚類の再生産を高める働
きをしたものと推察されている 24）。さらに、ウィンド・
ファームの場合は風車間のスペースを活用して、貝類や
海藻類の養殖とのコラボ 32）、あるいは定置式漁具を用い
る漁業との共存 33, 34）に向けた検討が行われている。漁業
や養殖業を含む多目的・多機能の海域利用は今後の方向
として興味深い。
一方、洋上風車の設置は基本的に海域の自然に対する

人為的なインパクトとして捉える必要がある。たとえば風
車の回転に伴う水中騒音や振動の発生は、人工魚礁には
ない洋上風車に特有のインパクトであり、その生物影響に
は十分の注意が必要である。また、ファームの規模が大き
くなると、ファーム上空に風速減少域（wind wake）がで
き、それに伴う流れの収束・発散により湧昇流や下降流が
誘起されることが理論やモデルで予測されている 35）。湧

昇流は栄養塩の供給を通して生物生産を増加させる可能
性もあり、現場での実態把握が必要と考えられる。
さらに漁業との関わりについても少し相違する点があ

り、人工魚礁による漁場整備は蝟集する魚類の漁獲量の
増加を目指すのに対して、洋上風車の設置海域では漁業
操業が制限される可能性がある。洋上風車の場合、その保
護区のような機能が資源の保護や周辺への資源のしみ出
し効果につながることが期待されているが、資源を増大さ
せるには適切な漁業管理の導入が不可欠である 8, 36）。
4. 2　まとめと今後の課題：漁業との協調に向けて
以上をまとめると、蝟集／生産のメカニズムの解明、
効果評価の方法論の確立、エコ・デザインの開発など人
工魚礁と共通する課題に取り組むとともに、洋上風車の
様々な特性を活かす方向で検討を進めていくことが必
要と考えられる。ここでは着床式の洋上風車に関する情
報を主に取り上げたが、今後は沖合における浮体式風車
の設置による生息場創出の可能性を検討することも重要
な課題となる。松下ら (2020)

37）は最近、五島沖に設置さ
れている浮体式風車とその周辺の魚礁で、魚類の生息場
利用状況の調査に取り組むとともに、浮体式風車と共通
点を持つ浮魚礁の漁業への利用に関する課題について考
察している 38）。
さらに、洋上風車の魚礁効果の検討に生態系アプロー
チや生態系サービスの観点を導入することの必要性が提
起されている 19, 28, 39）。図１からもうかがえるように、餌
やスペースをめぐる生物種間の競争関係や捕食者の存在
が、風車魚礁の生態系としての機能を決定する要素とな
る。その意味で生態系モデルの適用は必須と考えられる
が、そうした実用的なモデルを開発するためにも、生物
生態に関するデータの蓄積や調査解析技術の高度化はき
わめて重要である。

図3　 German Bightに設置された３種のタービン（左から、ジャケット式、トリポッド式、モ
ノパイル式、いずれも設置後２年を経過）の海底部と水柱部におけるヨーロッパイチョウ
ガニ（Cancer pagurus）の生息個体数30）。黒丸とエラーバーは甲羅幅（平均値±SD）（cm）。
ジャケット式とトリポッド式は2011年9月、モノパイル式は2014年6-7月に調査を実施。
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漁業との協調を進める上で重要な課題の一つとして、
洋上風車の魚礁効果について検討してきた。今後、魚礁
効果の利点やその科学的な根拠をさらに明確にし、そ
れを漁業者に分かりやすく提示することが必要であろ
う。また、事業の計画段階で漁場や漁期、漁業資源が育
つ重要な場所や時期への影響を回避するため、適地選定
等の予防的方策を十分に検討することや、継続的に影響
モニタリングを行い、その結果に基づいて順応的に対応
方策を検討することが、漁業協調を進める前提となるこ
とを指摘しておきたい。
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特別寄稿

02 漁村をデザインする

福井県立大学 名誉教授　大竹 臣哉
1980年東京水産大学大学院水産学研究科修了、1996年人工湧昇流の開発で博士（農学、東京大学）取得、1980年～1992年五洋建設
株式会社、1992年福井県立大学助手採用、1996年助教授、2007年～2020年同学教授、2013年～2020年日本水産工学会会長理事、
2020年福井県立大学名誉教授、2015年～漁港漁場施設の性能規定化等技術検討委員会委員長（漁村総研）

１．はじめに
水産工学会で漁村の話をこのところ聞かなくなった。

漁村振興は行政の仕事であり、自然科学を論じていたも
のにとっては入り込めないものである。社会科学者なら
ば、それを業とするであろう。それでも水産工学者を自
認する私にとって、漁村が将来どのような方向を目指す
のか無関心でいられない。実は、人工魚礁の対象魚種や
対象海域を決定するとき行政研究と位置づけてしまい、
多くの自然科学者はそこから距離を置いていた。
さて、漁村とは、何か？このあたりから始めるのが社

会科学者ではないことがお分かりだろう。工学にとって
まず定義から始めることは基本である。水産庁は平成27

年の報告に広辞苑から引用した、主に漁業を生業として
いる村、海辺の村と定義している。広辞苑らしく名詞が
多く含まれ簡潔にまとめられている。この中で漁業には
おそらく養殖業も含まれているものと思われる。現在は
レジャー用の釣り船なども含まれていると想像する。ま
た村は、行政的な区分けではなく、地域という言葉のほ
うが現在は理解しやすいと思われる。したがって海辺の
村とは、海辺の地域と位置づけたほうがわかりやすいの
ではないか。まとめると、漁村とは海の生産性を利用す
ることを生業とする海辺の地域となるだろうか。
次にデザインするとは、何か？ほうぼうの図書館でデ

ザインという名の付く書物を探したが、多くが建築の図
書か美術書である。建築であるなら設計という言葉がよ
く使われる。工学的に設計とは構造設計、機能設計、安
全設計、そして経済設計を考えればよい。これらを使わ
ないところを考えると、どこにもあてはまらないようだ。
そしてあえてカタカナを使用しているところが日本語に
はないことを意味している。これは美大にデザイン学科
があるが、カタカナで日本語になっていないことでも同
様といえるのではないか。
このデザインを考えるヒントがある。2019年度に国立
競技場が完成した。設計は東大の先生だった隈研吾教授
である。隈教授が国立競技場のデザインという言い方を
用いて、国立競技場が日本の建築物の象徴である木を多
用したと説明された。これにより私が考えるデザインに
説明がついた。すなわち、デザインとは先ほど示した 4

つの設計では説明できないもう一つの設計があるので
はないか。批判を覚悟してあえて表現すると文化を設計

するということになりそうである。結論を先走ると、デ
ザインとは従来の設計に加えて文化の設計を加えたもの
で、日本語に当てはめるものがない、あるいは日本語に
はなりにくい言葉でもある。文化を設計するとはまた難
しい。その場の空気も含めた環境、神社仏閣に代表され
る歴史、今そこに住んでいる人間が含まれ、場合によっ
ては方言も含まれて醸成されたものが文化である。デザ
イン性という言葉もよく聞く。デザイン性あふれる作品
とうたわれる芸術作品が多い。建築でもデザイン性とい
う言葉が使われる。私の定義に従えば、そこには新しい
文化の創造が表れていることになる。東海道新幹線で東
京駅近くの新橋駅を通過するときに黒川紀章氏設計のビ
ルが表れる。このビルは個室ごとに設計が異なり、それを
組み合わせた形で、当時建築学会賞を受賞している。黒
川氏は将来のビルの形を予想してこのような斬新な建築
物を構築したものと思われる。文化の創造が見て取れる。
漁村をデザインするとは、海の生産性を利用するこ
とを生業とする海辺の地域の文化を設計するということ
になる。
なぜ、このようなテーマを持ち出したのか？漁港を設
計するうえで文化を考えることは当然だろう。行政の面
で考えられていると思うが、水産工学会で発表される内
容は主として大都市に併設された漁港が主眼としておか
れていることにいささか奇異を感じるからである。とい
うのは、わが国には3000漁港があるという。そのうち、
特定第 3種漁港はわずか 13港である。それでもこの 13

港の水揚げ高は全国の総水揚げの 30%あるというから
重要であることは間違いない。特定第3種漁港は利用範
囲が全国的な漁港のうち、水産業の振興のためには特に
重要であるとして政令で定められた漁港であり、歴史的
には遠洋漁業の隆盛とともに制定されたものが多い。遠
洋漁業が縮小している現在、この特定第3種漁港を抱え
た街に焦点を当てて活性化を議論をするのは当然であろ
う。一方で、3000漁港の中で多くを占める第 1種漁港、
それを街の顔とする漁村に対して活性化を議論すること
が残された課題と言えるだろう。本稿では、漁港の中で
圧倒的に数の多い第 1種漁港を持つ漁村に焦点を当て、
懸命に活性化を目指している姿を披露し、議論したい。
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２．材料と方法
私は長い間福井県小浜市に住んでいた。小浜市は人口

3万人の小さな町であるが、海を持つ。歴史にも日本で
最初に象が上陸した港をもつことが記されており、その
後いわゆる日本海交易に利用されたことも記され、帆掛
け船の写真もある。福井県ではご存知の方も多いと思う
が敦賀市から西を嶺南地方と呼ぶ。この嶺南地方はリア
ス式海岸が形成されていて漁港が多く、漁村が多い。敦
賀市より北を嶺北地方と呼ぶが、ここでは越前漁港が控
えている。この越前漁港の港域は広く、越前市から北の
坂井市までの海岸にある漁港すべてを管理する。この形
態はわが国では珍しい。
この嶺南地方の漁港について調査したので披露する。
また、本稿を作成するにあたり、COVID-19がちょう

ど広まり始めた韓国を訪れる機会に恵まれ、釜山市周辺
の漁港を訪ね、特徴ある漁港施設を見学できた。次の 4

つの漁港を紹介する。釜山市の北にあるDaebyeon（大
辺）漁港はわが国の特定第3種漁港のように韓国政府の
指定を受けた大規模な漁港である。隣接する Songjeong

（松停）漁港は漁港を見学しに来た多くの観光客を誘致
するように多くのレストランが点在する。釜山市に近い
Cheongsapo（青砂浦）漁港は有名な海雲台地区の真下に
あり、ポケットビーチ状の砂浜海岸が隣接している。そ
して釜山市内にあるMillack（民楽）漁港は、ヨットハー
バーに隣接された小さな漁港となっている。これらの漁
港はわが国の漁港を見ているようによく似ているが、よ
く利用されていることがわかった。似ている姿や面白い
取り組みを紹介したい。

３．結果と考察
⑴ 福井県小浜市の場合
写真１、２は小浜市の東側にある阿納地区の漁港であ
る。ここでは沖に養殖場、地域では民宿経営、そして畑
には特産の梅や民宿で扱う野菜を栽培している。養殖は
昭和40年代から始め、50年代になり最盛となるが、冬の
季節風によって生じる断続的な高波浪の襲来や冬季水温
の低下などで利用する海域が狭められている。西日本に

展開するような大規模な養殖には遠く及ばない。それで
も日本海に展開する数少ない養殖場である。生産性が小
さいので民宿経営の中で消費している。それが一種の宣
伝効果にも通じている。上述したように民宿に提供する
食料の多くは自家製であることから出費は抑えられてい
る。また、養殖経営の中で用いる船を利用して釣りの誘
客にも熱心である。もちろん、養殖で用いる船をそのま
ま釣り船、もしくは渡船に用いることはない。このよう
にして、漁村の生産を維持している。
さらにこの阿納地区では、漁業を体験する教育にも熱
心でブルーパーク阿納を漁港内に設置して網で仕切り、
その中に養殖で育てられた魚や釣り上げた魚を放流して
見学者につらせバーベキューにして食事をさせるという
経営を行っている。写真３、４に施設を示す。
このようにこの阿納地区は養殖を起点に民宿を経営
して漁村を維持している。漁港は漁村の顔といっても過
言ではない。現在一つの課題を持つ。それは建設当初か
ら懸念されていたことだが、漁港整備の完成によって海
水交換が極端に滞留し、ブルーパーク阿納の建設が一層
助長させてしまったようだ。これらの影響で海水が滞留
してきており、環境の悪化が心配されている。これは人
間が自然に手を加えると、管理を続けねばならない典型

写真1　小浜市阿納地区の阿納漁港

写真2　 小浜市阿納漁港に隣接する砂浜海岸から沖を見る
手前は離岸堤、その沖に見える施設が養殖施設

写真3　 小浜市阿納漁港内に建築された交流施設
ブルーパーク阿納

16 漁港漁場漁村研報 Vol. 47



と言えそうである。幸い、まだ顕著な影響が出ていない
ので、対策を講じることに時間をかけて慎重に行うこと
ができるが、とにかく対策が必要である。なぜ環境悪化
が生じたのかは、多くの原因があげられると思うが、現
場を長年見てきた私には、悪化を遅延させている自然現
象を利用することが肝要と考えている。一つは、養殖場
環境が長年利用していても環境を維持できていることに
つながるが、冬季風浪が海水交換に大きく寄与している
こと、それにより海底に堆積する有機物を沖合に連れ出
してしまう、もう一つは現場には以前からアマモ（海草）
が生えていて、それが有機物の吸収に有効に働いていた
ことを利用すればよいと考えている。漁村は、文化の象
徴である。自然を利用した環境対策が効果は遅いが漁
村を守るうえで重要と考える。
⑵ 高浜町日引地区
嶺南地方で西のはずれに高浜町という町がある。この

町は隣がすぐに京都府舞鶴市という大きな都市が控えて
いるが、山を越えるという物理的制約もあり静かな町で
ある。高浜町日引地区も養殖が盛んである。なんといっ
ても、ここは内浦湾という深いが湾口部の狭い良好な静
隠域が広がった海域を持つ。そして原発の排水口が内浦
湾側に設けられているおかげか、海水温が高い。このよ
うな地形だから養殖適地と言っても過言ではない。養
殖開始当初は内浦湾奥部に養殖いけすが設けられてい
たが、環境の悪化で内浦湾の中央部に養殖いけすを展開
した。しかし、そこは高波浪が襲来することから浮消波
堤が設けられ、その背後にいけすが展開された。という
ことで、今でいえば沖出しが成功したことになる。静穏
な湾の中だが。それでもここでは環境悪化の話は聞かな
い。その大きな理由として浮消波堤が有効に機能して流
れを阻害していないこと、その流れは原発の温排水が作
出している。現在原発は停止させられているから、その
流れは弱いが、やはり十分な自然の流れが確保されてい
るようである。この日引地区の漁港が写真５、６に示さ
れている。比較的大きな漁港であり。撮影した日が日中

の夕方であったため、ほとんど漁船が見当たらない。多
くの漁船は、養殖の餌やりに向かっていたものと思われ
る。比較的大きな漁港面積は、避難港としての役割も持
たされているためと考える。この地区で小浜市阿納地区
と違って民宿といった副業はあまりない。せいぜい料理
屋を経営している家がみられる程度である。舞鶴市が近
いことから舞鶴市に労働を求めている。しかし、それは
道路が整備されたことによってなりたったもので、それ
までは海が玄関であった。町の中心地に行くよりも舞鶴
市に行くほうが近くなっていて、しかも途中は地盤がき
わめて弱い地域を通ることになる。いわば、孤立した地
域である。漁港整備がこの地域（漁村）にとっていかに
重要であったかを思い知らされる。このような地域がこ
の嶺南地方に数多く点在する。それぞれ歴史があり、漁
港はその地域の玄関口となっている。
⑶ 韓国の漁港
今年（2020年）2月に韓国を訪問することができた。
その中で釜山市周辺の 4つの漁港を見ることができた。
それぞれ近代的に整備されていた。私は多くが日本の漁
港のコピーと見間違えるほどだが、多くの観光客が訪れ
ており活気を見せていた。写真７～16にそれらを示す。

写真4　ブルーパーク阿納の釣り堀風景

写真6　高浜町日引地区の日引漁港と後背地に展開する日引地区

写真5　 高浜町日引漁港全景
沖に見える黄色の施設が浮消波堤その右側が養殖施設
湾内は内浦湾、左側が湾口部
対岸に原発がある。湾内に排水口が向いている
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まず、釜山市の北にあるDaebyeon（大辺）漁港、写真
７に見るように大型の漁船が停船し、その漁船からの水
揚げが直接行えるようになっている。町の風景としては
ちょうどワカメが上がるシーズンで港の通り沿いにワカ
メ干しが多く見られた。その光景はわが国の観光地を見
るようであった。
次にその隣の Songjeong（松停）漁港に寄った。そこで
多く立ち並ぶレストラン街の一軒に立ち寄り、貝のバー
ベキューを注文したが、地元で上がる貝はアワビ、タイ
ラギの2種類ぐらいで、あとはホタテ貝、サザエ、アサリ
などで多くが韓国国内からの流通や日本からの輸入であ
ると教えてくれた。
釜山市に近いCheongsapo（青砂浦）漁港は有名な海雲
台地区の真下にあり、ポケットビーチ状の砂浜海岸が隣

接している。観光地の近くでもあることから多くの観光
客らしき人々が訪れていた。防波堤の形状が弧を描いて
いて、形状にも工夫が凝らしてあった。
釜山市の高級ビジネス街で知られるCentum City（セン

タム市街）近くにヨットハーバーがあるが、その横に
Millack（民樂）漁港がある。これまでの漁港と違って静か
なたたずまいであったが、少し沖に養殖施設が設置されて
いた。釜山市には有名な Jagalchi（チャガルチ）市場があ
るがこの養殖施設から出荷されることは間違いない。
以上のように大都市釜山市近郊の漁港を見たが、どれ
も観光客の誘致を積極的に進めている様子が見て取れ
た。釜山市は日本海側に面していることから高波浪が予
想され、いずれも防波堤の高さは高い。そのため陸上か
らは海が見えない。そのため多くの防波堤は堤防上を歩
行道路にして観光客に歩かせていた。そこから眺められ
る護岸ブロックが比較的小さく見えた。この視察では韓
国北にある江陵市まで行ったが、そこの砂浜海岸に配置

写真11　 Songjeong(松停)漁港のレストラン街
写真12　 貝類のバーベキュー

内容は、アワビ、ホタテ、アサリ、タイラギ

写真9　 Songjeong（松停）漁港
奥に見える防波堤は歩くことができる

写真10　 写真9 の防波堤の先端
護岸ブロックに釣り人がいる風景は日本と同じ

写真8　ワカメを干してそのまま観光客に売る

写真14　かご網が整然と並んでいる

写真7　Daebyeon(大辺)漁港

写真13　 Cheongsapo（青砂浦）漁港。隣接する砂浜海岸。山の
向こうに目るのは海雲台のビル群
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されたヨットハーバーの防波堤が思いのほか小さかった
ことが印象的である。江陵市のほうがはるかに釜山市よ
りも直接日本海に面しているにもあまりにも小さく驚い
たぐらいである。これらのブロックの大きさは構造設計
で求められたと思われるが、漁村や後背地の景観から見
れば十分な大きさと言える。
私は2017年に国際人工生息場会議（CARAH）に出席
するためマレーシアの北東にある町テレンガル市を訪れ
る機会に恵まれた。会議の前日、会議主催者が私たちに
魚礁の設置を見せてくれた。魚礁は、わが国では漁場の
設計、魚礁の選定から魚礁の製作、洋上設置など多くの
工程がある。ところが見せられたのは、漁師たちが浜で
海岸に生えているヤシや周辺に自生している植物の葉を
集めてひとくくりにして、自分たちのボート（船）で適
当な海域に投げ入れる一連の作業である。これで魚礁設
計と設置が終了したことになる。まさに漁師が身の丈に
合った魚礁作りと漁場づくりである。これがその地域の
文化にも即している。
これらの結果を踏まえて漁村をデザインする手引きをまと
めてみた。これまでのものと少し違いがあるかもしれない。
① 民俗
● 歴史：その地域の歴史をまとめる。
● 人口構成：老齢化、次世代への継承の有無。
● 祭り：一体感への工夫の有無
●  誇りとなるもの：地域の住民が誇りに思うものが
あるかないか。

写真16　いずれの漁港でも見られる漁港沖の養殖施設

写真15　 Millack（民楽）漁港。釜山市の高級ビジネス街センタムに隣
接している。向こうに見えるのはセンタムのビル群。

② 自然環境の地域の位置づけ
● 山林：面積、植生の優占種
● 河川：季節別河川水量、雨量
● 表面土の成分
●  地下水：特に重要なことは地下水位である。漁村
の場合、地下水位は比較的高いが、50m程度まで
調べたほうが良い。純水が取れやすく飲料水が不
足がちな地域では十分な地下水が必要である。飲
料水は深い井戸水を用いて、浅い井戸は畑や漁港
の氷に用いる。

分水嶺から漁港側に山林の面積・保全措置も必要であ
る。田畑の面積、使用する農薬の種類、量の定量的評価
も必要である。

４．おわりに
今回 3か所の漁港の事例を紹介した。そのうち2か所

は福井県の漁港であり、漁村が後背地に控えていた。小浜
市阿納地区は、地元で熱心に海を利用して生業を営む姿
がみえるが、港内の環境保全が今後の課題であろうとい
うことを紹介した。一方高浜町日引地区は漁港が出来上
がったばかりで、これから利用が多くなろうことが予想さ
れる。おそらく広い港内を利用して小浜市阿納地区のよ
うな養殖施設の設置を目指すのではないかと考える。そ
のときには環境保全も一緒に取り組むべきと考える。韓
国の4つの漁港は、わが国の漁港設計に近いが、大都市近
郊という利点を十分生かして観光客誘致に積極的であっ
た。防波堤上を歩行させるなど取り組みが斬新であった。
私は立場上、地域の何とか検討会に入れられたことが
多い。幸いに決定機関ではなく学識経験者に意見を求め
るといった類である。検討されていることの多くは初め
に3章で述べた地域の歴史や自然環境などが報告された。
しかし、残念ながら、これらをどのように用いたのか、触
れられた最終結論は出てこない。多くが上位の監督官庁
が作ったマニュアル（手引書）の設計にのっとり作成さ
れた説明が結論である。
マニュアル（手引書）が悪いのではない。せっかく歴史
や自然環境に多大な資金と労力を費やして得た資料がほ
とんど使われていないことに疑問をもっているのである。
今回お示ししたマニュアル（手引き）が今後の設計の
お役に立てれば幸いであり、また大いに議論を盛り上げ
る材料になれば幸甚である。
皆さんの英知に期待する。
最後に本稿の執筆を承認していただいた一般財団法人
漁港漁場漁村総合研究所の高吉晋吾理事長並びに所員の
皆様にお礼申し上げます。また、撮影に協力していただ
いた韓国全南大学校名誉教授李文沃博士、同水産大学校
金鐘圭教授に感謝申し上げます。
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基調講演

東京都水産物卸売業者協会の専務理事の浦和です。
みなさんは、東京都水産物卸売業者協会が、どのよう

な協会か、お分かりになる方は少ないと思いますので、ま
ず、協会について説明します。豊洲市場には卸売業者が7

社あります。そして、豊洲市場の他に東京には2つの水産
の卸売市場があります。1つが千住、もう1つが大田の青
果市場の中にあります。この3つの市場に水産の卸売業
者がおり、これら東京の卸売業者を取りまとめて対外的
な交渉や業者間の調整をするのが、我々の仕事です。
私は、先ほどの7社の一つ、中央魚類㈱を10年前に退

社し、豊洲への移転のために協会に移りました。もとも
と協会へは、官の方が来られていたのですが、市場移転
があまりにも複雑で、今から 3年ほど前には、毎朝モー
ニングショー等で取り上げられていたぐらい大変な状況
で、協会から寝ずに働くようなやつをということで私が
専務理事を引き受けたということです。
本日は、豊洲市場についてお話ししますが、豊洲市場

には、いろいろな見方があります。水産物の取引といっ
た商売的な機能が1つと最近では政治的な見方もあるか
と思います。小池都知事にご尽力いただきましたが、逆
にいうと政治に利用された部分もあるかと思います。ま
た、昨今、食文化といいますか、特にグルメ番組で豊洲市
場がよく放映されています。そのような食文化や観光的
な見方や物流的な見方、ハブ機能といった側面などいろ
いろな切り口でお話することができるかと思いますが、
本日は、本流機能である卸売機能を主に話していきたい
と考えております。
はじめに、移転の必要性、豊洲市場のコンセプトと豊

洲市場の概要、豊洲市場の取り扱いの現状、豊洲市場の
運用と問題点についてお話しし、最後に、卸売市場をめ
ぐる状況について話したいと思います。
まず、築地市場があれだけブランドを持って世界の築

地といながら豊洲にあえて移転しなければならなかった
のかということです。1つは施設の老朽化です。開場が
昭和10年で創業80年となります。少しの改修ではなか
なか対応できないということです。築地市場の前は日本
橋市場だったのですが、関東大震災から10年たって築地
市場ができたという非常に長い歴史がございます。

2つ目は流通の変化です。開場時は鉄道輸送や海運が
中心でしたが、今は完全にトラック輸送です。入るとこ
ろと出るところが同じ場所となるため、車両の錯綜が起
こっています。

3つ目は品質・衛生面です。築地市場は80年間、非常
に素晴らしい先人の方々の知恵の中で対応して、いろい
ろな世の中の変化に適応してきたわけですけれども、現
在は量販店等をみてもわかるように、バックヤードは、
きれいで衛生的になっております。私は昭和 39年生ま
れなのですが、我々が小さいころ乾物屋さんや魚屋さん
の後ろにはトロ箱などが積んであり、猫やハエがたく
さん集っていて、反対に猫がいるからネズミはいないや
といった感覚で、それが普通だったと思います。しかし、
現在は衛生や品質管理は完全に対応しなければいけない
状況です。それに対して築地市場というのは、みなさん
もよくご存じのとおり、開放型の風雨にさらされる状況
でした。
そして、もう1つが施設の過密・狭隘化です。量販店等
が大型化してチェーン店が増えてきますと、以前の個々
の魚屋さんの時代であれば、買い受けたものをそのまま
車に積んで運べばよかったのですが、チェーン店になる
と、100個買ったら50店舗か100店舗に分けて配達をし
なければならない、このため、二次仕分場が必要になって
きます。築地市場では、そのスペースが大幅に不足して
いました。さすがに物流面や衛生面では限界となり、移
転しなければならないだろうと、私もあちらこちらに働
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築地から豊洲へ
～豊洲市場の移転と現状について～

東京都水産物卸売業者協会 専務理事　浦和 栄助 氏
1964年（昭和39年）生まれ。1987年（昭和62年）東京水産大学資源増殖学科卒業大学卒業後、同年中央魚類株式会社入社。近海特種部特種２課、2001年（平成
13年）開発室係長、2005年（平成17年）同室ゼネラルマネージャー兼新市場準備室長、2008年（平成20年）塩干部長兼新市場準備室長ののち、2010年（平成22年）
11月に同社を退職し、同年12月より東京都水産卸売業者協会新市場対策部参与、 2014年（平成26年）新市場対策部長を経て、2016年（平成28年）より現職に至る。

第13回調査研究成果発表会
令和元年12月12日に当研究所主催による第13回調査研究発表会を開催しました。このうち第二部「築地から豊洲へ～何が
変わった日本の水産物の取り扱い～」における東京都水産物卸売業者協会 専務理事 浦和 栄助 氏の基調講演と、その後行
われたパネルディスカッションを紹介します。



きかけながら、いろいろな議論も
ありましたが、何とか昨年移転が
できたというところです。
豊洲市場のコンセプトは、高

度な品質・衛生管理と効率的な
物流を実現する首都圏の基幹市
場です。その中心となるものが
食の安心・安全の確保というこ
とになります。我々が取り引き
しているところは完全閉鎖型と
なっており、温度管理による商品
の品質や衛生管理が担保され、日
本でも唯一の完全閉鎖型の市場
になっております。
効率的な物流については、商

品を荷さばきするスペースや駐
車場の確保です。全体としては、
ある程度の広さを確保している
と思うのですが、開場後の1年間
では整理ができていない部分も
あり、今後、改善すべき部分もあ
りますが、築地の時代よりはかな
りよくなってきています。
さまざまなニーズに応えられ

る施設として、飲食店・ホテル等
への魚介類を加工するための加
工パッケージ棟が設けられ、ま
た、仲卸棟は高床式の仕分場を設
けるなど、ハードについてはかな
りの部分で実現化されています。
次いで、豊洲市場の概要です。これは豊洲市場の鳥瞰

図です。豊洲市場は都道315号線と環状2号線で分かれ
た 3つの土地で 1つの市場となっており、このような市
場は日本に豊洲市場のみです。
豊洲市場は、緑地が多くあります。築地市場には一つ

も緑がなかったのですが、江東区の緑化条例では33%ぐ
らいは緑化しなければいけないことになっており、屋上
や周辺に緑地を造り、または、建物の側面を緑化するな
ど、緑を多くしています。また、太陽光発電もあり環境
によく配慮された市場となっています。
場所についてです。ここが築地市場で、こちらが豊海、

晴海、そして豊洲です。距離的には 2.3キロ程度移動し
ただけで歩いても行ける距離ですが、交通アクセスとい
う面ではまだまだ不便といえます。
特に、築地の場合、後背地には銀座があり、高級な魚を

扱える寿司屋や料理店等、銀座から歩いて買いに行ける
といった状況にありましたが、豊洲では、そういったお
客さんが買いに来にくくなっています。オリンピック後
には、環状2号線の開通やバス路線やトラムが整備され

るそうです。これらが整備されれば豊洲市場もこれから
よくなっていくのだろうと思います。
交通動線としては非常に便利なところに立地していま
す。首都高の豊洲、あるいは晴海の出入口があり、豊洲
出口を出たらその横が市場になっています。地方からの
入荷車両などにとっては非常に便利になっています。
豊洲市場の施設の概要についてです。
こちらが 7街区で、ここが我々卸売のセリ場のあると
ころです。
ここが管理棟、ここが5階建ての事務所棟です。そして、
ここが水産の卸売場で1階がウェットなセリ場になって
おり、マグロと鮮魚、特種もの、活魚が扱われています。

2階はウニだけのセリ場があり、3階は塩干のドライの
セリ場、4階はトラックヤード的な、いわゆる転配送セン
ターとなっています。

315号線をはさんだ6街区が仲卸のエリアになります。
こちらも1階が仲卸の店舗で、3階が積み込み駐車場と4

階に大きい駐車場ございます。
このようにどちらも多層の階で限られた面積を有効活用
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しているというのが今回の市場の
大きい特徴になります。
豊洲市場と築地市場を比較す

ると、築地市場は 23ヘクタール
ですが、豊洲市場は 40ヘクター
ルです。先ほど見ていただいた
ように 315号線と環状 2号線が
ありますので、エリア的には倍ぐ
らいの面積を持っているのが豊
洲市場です。築地市場は開放型
で、一部ウニのセリ場や低温化さ
れたマグロのセリ場は閉鎖型で
したが、豊洲市場については完全
閉鎖型で、温度管理については7

街区の卸売場は 10.5度までは下
げられますが、現実として 15～
18度ぐらいで周年管理をしてい
ます。5街区、6街区の仲卸と青
果については、豊洲地区は地域冷
暖房が入っているので、それを活
用して 23～ 25度ぐらいまでは
下げられるようになっています。
これにより飛躍的に温度管理が
できている市場であるといえる
と思います。
豊洲市場は三分割と立体運用

となっていますが、これは首都圏
にある限られた面積の中で整備
された施設として大きな特徴と
なっています。
では、豊洲市場は全国の市場

の中でどのような位置にあるの
か、全国に中央卸売市場は全部で
68あります。豊洲市場は水産、青
果を入れて 5,000億を超える日
本でダントツの取扱金額となっ
ています。大田の青果、大阪市場、札幌とございますが、
大手でも1,000億ぐらいのところがほとんどです。
扱いトン数で見ますと中央卸売市場の取り扱いの4分の

1を占めるのが豊洲市場です。約4匹のうち1匹が豊洲市
場を通っている、圧倒的シェアを持っている市場です。
世界的には、水産単独で、こちらが築地市場の扱いで

す。パリのランジス、スペインのメルカマドリッド、ロン
ドンのビリングスゲート、シドニーの市場とあります
が、ランジスは 234haございますが、ほとんどが肉で、
水産はこのぐらいしかないのです。メルカマドリッドも
200haと豊洲市場の 6分の 1ぐらいの市場ですが、扱い
としたらこのぐらいだということで、世界的にみても豊
洲市場がいかに大きいか、これでわかるかと思います。

平成30年の取扱量です。水産は36万トンで、1日当た
りが1,500トンぐらいです。この他に取り引きのないも
のが500トンぐらいあります。これは豊洲市場に入るも
の以外の荷物で、ここから千葉や埼玉の市場などに転送
されるもの、これはいわゆる物流ハブ機能となりますが、
それが500トンぐらいで、全体として2,000トンと言わ
れています。
青果が 1,000トンぐらいですので、豊洲市場では 1日

3,000トンぐらいの荷物が出入りしているという非常に
大きい市場です。
入場者数は1日4万2,000人ぐらいの出入りしており、

このうち 1万 5,000人ぐらいが市場で働いている人で、
それ以外の人は、運送屋さんや買出人です。
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車両は1万9,000台と言われております。
では、どのような業者さんが市場にいるのか、豊洲市

場は非常に大きいところで、水産は卸売会社が 7社。こ
のうち一部上場が1社、二部上場が3社、非上場が3社で
す。仲卸は我々が入社したころは1,000ぐらいでしたが。
移転前に600を少し切ったところぐらい、この移転を機
に辞められたり統合したりで現在は488です。488社に
対して 1,280のコマ割店舗があり、1業者当たり 3店舗
～2店舗ぐらい持っています。これ以外にも売買参加者
というお店はないけれども、競りに参加できる方が 290

社ぐらいあります。
青果の方は卸売会社 1社で、他に鳥卵と漬物会社の計

3社です。仲卸は 96社です。青果の売買参加者は、八百
屋さんが多く 578です。関連事業者には、飲食や物販な
ども含まれています。他には運送業者などが入っており、
全体で1,600社ぐらいです。この1,600社が昨年の10月
に移転したわけですが、この数字を見てもわかるとおり、

歴史に残る大きい事業であった
といえます。
これは余談ですが、ターレ、
フォークという言葉がよく出て
きます。ターレというのは構内
運搬車両です。これが開場前と
書いてありますが、豊洲市場で
2,000台ほどありました。フォー
クはフォークリフトですが、500

台ぐらいありました。開場後に
どうなったのか、ターレは 11月
現在で2,130台、フォークも624

台に増えています。ターレと
フォークを合わせて 2,500台と
言ってきたのですが、今は2,700

～2,800台となっています。
築地は開放型のため、気ままに
動きまわっていましたが、今度は
狭い閉鎖型の中に、これだけの
ターレとフォークがいるので、や
はり、これは変えていかなければ
なりません。しかも、ターレはか
なり馬力の強い、築地のでこぼこ
道を走っていたターレですので、
これから少し考えていかなけれ
ばいけない課題となっています。
築地市場の取り扱いです。ここ
が 2018年で、この後豊洲のデー
タとなります。2018年は豊洲と
築地のデータが入っております。
これは 2000年と 2018年を比べ
たものです。全体で 64万トンぐ

らいの取り扱いが、今年のデータで36万トンです。56%

となっています。
この理由はいくつかありますが、1つは鮮魚と大物は
資源の問題で、要するに獲れなくなっているということ
です。鮮魚は現在 14～ 11万トンで、多少減っています
がデータ的にはそんなに減っていません。これが 3～ 4

年前までは100%を維持しており、豊洲市場だけは資源
が少なくなっても何とか集荷ができていたのですが、こ
こにきてサンマやイカの不漁が影響しています。
冷凍品や塩干品については、長年の開放型市場と外の
衛生や品質管理の問題が非常に響いています。物流にお
ける必要性に対応できていなかったということで、これ
からさまざまな営業努力で回復していく必要があると思
います。大物のマグロにつきましては完全に資源の問題
と思います。
こちらが金額です。現在71%です。5,300億円が3,790

億円で 2018年には大体このぐらいのデータになってい
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るということです。
これが築地市場の扱いのベス

ト50位を色分けして並べてあり
ます。ベスト 50位までで全体の
60%ぐらいの取扱量となります。
青色が鮮魚、赤色が大物のマグ

ロと太物と呼ばれるメカジキや
カジキです。特種物というのは寿
司ネタ等、業務筋向けの関係でレ
ストランフィッシュと呼ばれる
ものが入ります。見てのわかるよ
うに塩干、冷凍というものもあり
ますが、やはり大きいのは鮮魚類
で扱いです。これまではメバチが
ダントツで1番でしたが、今は天
然ブリが1番で驚いているところ
です。ブリだけは地球温暖化によ
る水温の関係もあり飛躍的に増
えています。ベスト10を見ると、
ほとんどが鮮魚類で、市場が天然
鮮魚関係に特化して多いことが
わかるかと思います。
一方で単価の問題ですが、金額

は、昔は 1位から 10位までが大
体 100億商材と言われていまし
た。1～ 3位はマグロです。マグ
ロは品数が少ないのと単価が高
いということがございますが、メ
バチが160億ぐらいあります。生
のマグロも同じぐらいの数字に
なっております。上位のところは
中央卸売市場にあって機能しているものです。
ここにシラスが入っています。シラスは100億商材で

す。なぜシラスが入っているかと言うと、シラスはイワ
シの赤ちゃんですから天然ものなのです。ひと網、ひと
網プランクトンネットのようなもので稚魚を獲ったもの
に対してひと網でひとロットになります。ひと網毎に品
質が変わります。大体ひと網で40～50ケースとなりま
すので、その一つ一つの品質を確認していかなければい
けません。このような機能は市場の一番得意とする機能
なのです。ですからシラスが入っているのです。
マグロも天然のマグロというのは1匹ずつ品質が違い

ますので、そういったものは市場として上位にあります。
その他にウニがあります。ウニは全国から集まり、も

ちろん東京は業務筋のものが非常に強いのですが、それ
以外にもウニはダメージに弱い非常にデリケートなもの
なので、産地で出したものを消費地でもう 1回確認して
値段を決めています。
では、1998年と 2018年で変化があるものは、減りの

率の多いものというのがこちらになります。どうしてこ
ういうことが起こるのか、これは現在の市場の存在や水
産の問題など全体を内包しているのではないかと思いま
す。減った理由はいつくかあります。1つは全体で獲れ
なくなった、資源がなくなったということ、マグロ類は
1998年と2018年を比較すると、インドマグロの年間の
扱いは 1998年には 1万 1,000トンあったものが 4,000

トン、36%となっています。現在の国の状態、政治的な
問題も資源の問題も含めて、マグロについては保護の問
題があって獲れなくなっているということです。天然魚
関係ですが、コウイカやスケソウやスルメなどは40%ぐ
らいです。これは資源の問題が大きく、特に鮮魚につい
ては市場の一番得意とするところが資源の問題で少なく
なっているということです。
ブリやサワラなど南方系の魚は非常に増えている部
分もあるのですが、基本的にはカツオやその他のものも
減っています。一方で養殖ものは市場流通以外のものも
非常に多く、特にトレースしなければならないといった

24 漁港漁場漁村研報 Vol. 47



ものも含めてこういう形で減っています。
特種物もの関係も資源の問題が非常に大きいです。シ

ジミやアサリは製品になってパックになっているものが
あり、そういったものに取られているものも結構あると
思います。
最も深刻なものが塩干品関係で、メザシや身欠きニ

シンは市場外流通がどうのこうのではなく、食文化的に
食べなくなっていることだと思います。家でメザシを焼
いて食べるということはほとんどなくなりました。メザ
シをたくさん作ったとしても売れないということだと思
います。塩数の子も今までは数の子を家で戻して正月に

食べていましたが、今はそうしたことはしない、味付け
数の子になってしまっているということです。
下位のほうは国際的な買い負けの問題があります。資
源的に減っているとしてもタラバなどは中国が強くなっ
て日本の値段と海外の値段の中で買い負け状況にあると
いうところもあります。
こちらは日本の漁獲と数量の変化です。日本の漁獲量
と築地の入荷量はパラレルとなっています。カツオの数
量が 1998年と 2017年で 56%であるのに対し、築地の
入荷は72%になっています。天然魚の漁獲というのは築
地の入荷量あるいは豊洲の入荷量とパラレルに影響して
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います。要するに魚の市場とい
うのは魚が獲れないと流通が難
しくなっているということです。
こちらは開場時からの入荷量

です。毎月々の数字が出ていま
すが、開場してから 96%ぐらい
の比できており、築地の時代より
前年比で減っています。やはり
この辺が先ほどの業務筋も含め
て取りきれていない部分なので
はないかと思います。
最後に、今後の豊洲市場の課題

です。施設の設備に関してです
が、全体で2倍ぐらいの面積があ
りますので足りていると思うの
ですが、築地市場は何十年もかけ
て調整しながら使ってきました。
豊洲市場においても調査が必要
であるということです。特に天然
魚が多く入るときといと入らな
いときがあり、多く入るときに合
わせると過剰設備になってしま
います。その辺をうまく調整して
いかなければなりません。特に荷
さばき場の不足は、使用指定のな
い場所でうまくやっていく必要
があります。
買出人の利便性については、交

通アクセスが悪くて、まだまだ買
出しに来られない方がおられます。あるいは駐車場が絶
対的に足りていないということが問題としてあります。
先ほども話しましたが、ターレ、フォークは今 2,700

台ぐらい走っており、施設にぶつけて壊してしまうこと
があります。ここ 2ヵ月ぐらい減ってきましたが、やは
りまだまだ課題は大きいということです。
運用面として、交通ルールの問題や、先ほどの速い

ターレ、フォークの動きの問題、清掃の問題があります。
築地の場合は好き勝手にしていました。今、清掃につい
て一つ問題が出ております。ターレやフォークというの
はタイヤが削れて粉塵を起こします。閉鎖型の施設なの
で、それが舞うよう状況があります。今は清掃できれい
にしているのですが、そういったところはまだまだ改善
の余地があると思います。特に 2021年にHACCPの衛
生が義務化されますので、手洗いや足洗いの徹底、たば
このルールも市場の人は非常たばこを吸う方が多いので
すが、築地の場合はあちこちで吸っていましたが、今は
施設の中で吸う人はいなくなりました。しかし、吸って
いい場所ではないのですが、外ではまだまだルールが徹
底されていないという問題があります。

手洗いについて、先ほど入口のところに手洗いがある
といいましたが、実際にやってらっしゃる方は非常に少
なく、これからここも徹底していかなければとなりま
せん。
施設内の物流が垂直移動のため、人が行ったり来たり
しているとものすごく不合理なので、商品に情報を乗せ
る必要があります。現実問題としてできていないので、
今後改善していかなければなりません。
取引時間については、豊洲に来て逆に早めなければい
けない状況となっています。取引時間を早めると全体的
に夜の仕事が増え高コストになります。時間を全体的に
変えなければいけないという問題もあります。
物流上の問題として搬送距離が長いということにあり
ます。卸と仲卸の間、6街区と7街区の間を行き来します
と大体200メートルぐらいの距離があります。垂直方向
の搬送、ターレのみで本当にいいのかという問題と買出
人のスペースといった問題もあります。
私の話は以上でございます。どうもありがとうござい
ました。

26 漁港漁場漁村研報 Vol. 47



パネルディスカッション

 パネリスト 

佐藤 光男
▶ 大船渡魚市場
株式会社 
専務取締役

 パネリスト 

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

 パネリスト 

田中 修
▶  中島水産株式会社
小売営業本部商品
開発部 部長

 パネリスト 

浦和 栄助
▶  東京都水産物卸売
業者協会
専務理事

 座 長 
婁 小波
▶  東京海洋大学
海洋科学部海洋政策
文化学科 教授

 パネリスト 

不動 雅之
▶  水産庁 漁港漁場
整備部整備課 
課長補佐

築地から豊洲へ ～何が変わった日本の水産物の取り扱い～

司会　それでは時間になりましたので、ただいまからパ
ネルディスカッション「築地から豊洲へ　～何が変わっ
た日本の水産物の取り扱い～」を開催します。
婁　こんにちは。東京海洋大学の婁小波と申します。本
日のパネルディスカッションの司会進行役を務めさせて
いただきます。どうぞよろしくお願いします。
　それでは本題に入る前に、本日のパネルディスカッ
ションの趣旨を簡単に説明させていただきたいと思います。
　ご承知のように、平成 13年 12月に東京都卸売市場整
備計画で、卸売市場の豊洲への移転が決定されました。
その後、若干の紆余曲折はありましたけれども、昨年の
10月 11日に無事移転が行われ、豊洲市場が開場されま
した。
　新たな豊洲市場は 50年先まで見据えた首都圏の基幹
市場として、築地市場が果たしてきた豊富で新鮮な生鮮
食料品流通の円滑化と価格の安定という機能に加えまし
て、新たに4つの機能が強化されるようになりました。
　その1つが食の安全・安心確保です。施設を閉鎖型と
して適切な環境・温度管理を実施することによって、商
品を高温や風雨の影響から守り鮮度を維持する機能が強
化されました。2番目は、効果的・効率的な物流という
ものが図られました。3番目は、消費者ニーズあるいは
産地・小売り・飲食店等のニーズに対応するための加工・
仕分け・包装等が行える施設が新たに整備されました。
4つ目としては、省エネ、あるいは地域のにぎわいの創出
です。地域にぎわい創出は、千客万来の施設等の整備に
よって達成されます。これについては、若干遅れはして
いますが、他の機能については、非常に順調に整備・強
化されてきているといえます。
　他方、卸売市場流通を取り巻く環境条件は大きく変わ
りつつあります。例えば、制度的な側面は大きく変わり

ました。卸売市場法の改正、漁業法の改正あるいは食品
衛生法の一部改正、HACCPの義務化といったようなも
のがありますし、義務ではありませんけれども国際的・
世界的な潮流として SDGsの問題、持続的な漁業確保の
問題、そのためには国際認証、いわゆるエコラベルとい
うものが世界的な広がりというものを見せています。来
年東京オリンピックを開催することを契機としてオリン
ピックの食材調達コードとしてそのようなものが推奨さ
れているというような状況が続いています。
　そうした中で、日本で最大の水産物取扱量を誇り最新の
施設を有する豊洲市場が開場してはや1年が経ちました。
　そこで、このパネルディスカッションでは、基調講演
と先ほどの話題提供等を踏まえ、移設開場によって豊洲
市場が目指す機能強化というものは効果を発揮できてい
るのか、中でも特に高鮮度維持体制の確立、あるいは加
工配送機能の強化などが日本の水産物の取り扱いに変
化をもたらしているのか、さらには豊洲市場の開場が全
国の産地市場あるいは消費者にどのようなインパクトを
及ぼしているのか、あるいは、これからの卸売市場流通
の在り方等諸問題について、本日は水産業の最前線で活
躍されている皆さま、5名の方々をパネリストとしてお
招きして、ご見解・ご意見等をいろいろとお伺いしてい
きたいと思っています。
　これからのこのパネルディスカッションの進め方につ
いては、まず私のほうで 4つのテーマを設定させていた
だきました。この4つのテーマについて、パネリストの皆
さまにお話をお伺いしたいと思っています。
　1つは自己紹介も兼ねまして、これまで水産物流通に
関してどういうような取り組みをしてこられたのかとい
うことを。2つ目は市場が豊洲移転によって日本の水産
物はどのようなことが変わったのかということについて
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お話を伺いたいと思います。
　3点目は変わるものがあれば、当然変わらないもの、あ
るいは変わってはいけないもの、守るべきものというも
のもあるでしょうから、そういうようなものにつきまし
てもお聞きしたいと思っています。最後に4つ目として
水産物市場流通のこれから、将来像についてパネリスト
の皆さまにお伺いしたいと思っています。
　この4つのテーマについて私から質問させていただき、
その後フロアの皆さまからも質問等をいただきたいと考
えています。
　それでは最初に、水産物流通に関するこれまでの取り
組みについて、先ほど浦和さんと林さんは既にご報告さ
れましたので、他の 3名にお願いしたいと思います。最
初に大船渡魚市場の佐藤さんご説明をお願いしたいと思
います。
佐藤　大船渡魚市場の佐藤と申します。大船渡は人口
3万 5,986人の小さな町です。残念ながら震災以降電車
の来ない町といいますか、沿岸に三陸リアス線は走って
いますけれども、東京から来る電車というものがありま
せん。このため文化を運んでくれるものが少し欠けてし
まっています。
　これまで大船渡は、歌手の新沼謙治さんのふるさとと
紹介してきましたが、今は 163キロの剛速球を投げる
ロッテに入団した佐々木朗希君の町として全国に名前だ
けは知られました。
　私たちの大船渡魚市場は、実は早くから衛生管理を
行ってきた市場です。全国でも取り組みが一番早い魚市
場です。平成 14年 9月に岩手県全 13市場が岩手の指針
に合格することをみんなで決めましたが、私たちは平成
11年から衛生管理を始め20年を経過したところです。
　現在はHACCP対応として、高いレベルで魚市場から

安心・安全な水産物を出荷しましょうと取り組んできて
いるところです。
　これが新しい魚市場なのですが、震災前から工事が始
まりましたが、震災で一時中断をし、震災の 3年後ぐら
いに開場することができ、今で丸5年が経過しました。
　突出した箇所が選別する水産物を取り扱うところ、右
側のピンクの部分はサンマやイワシ、サバといったまき
網漁業で陸揚げされたものを取り扱うところで、漁業種
類別に分けた市場ということになります。
　これは、水産物をトラック直積みする場合、トラック
が岸壁に入ります。そうすると交差汚染が発生するため、
水揚げタイプ別にエリアを分けています。このうち選別
タイプの箇所が大日本水産会の優良衛生品質市場となっ
ており、今年で3年目ぐらいが経ちます。
　水産物の動線は、水揚げから出荷方向へ一方通行とし
ています。往復する動線では交差汚染のおそれがあるの
で、一方通行で水産物を出荷できる市場としています。
　次いで、水産物流通情報管理高度化についてです。
元々この構想はユビキタス事業でと考えていたのです
が、これを復興交付金事業で具現化しました。
　ホームページを利用した情報提供や、タブレットを活
用した受付と応札、販売が終了した時点で統計事務まで
完結してしまう仕組みです。場内は無線LANを導入し、
フォークリフトが計量した値をサーバーへ取り込んで自
動計算をしています。仮にNo.1のフォークリフトが故
障した場合、No.2が来て、No.1が計量したその値をサー
バーから引き出して、そこからNo.2で仕事が再開でき
る仕組みとなっています。
　ホームページでは、入港情報を公開しています。これ
は、魚市場に関係する方々の受け入れ準備といったこと
に非常に役に立っています。現在、1日に 6,000件から

7,000件のアクセスがあります。また、
ID・パスワード登録で販売通知書や仕
切書を閲覧・取得できます。市場が公
開する水揚統計の閲覧・取得が可能と
なっています。
　衛生管理や鮮度管理情報についても、
タブレットで入力して、これを保存し
ています。USB 1個で 1年分の情報を
記録できます。
　計量システムは、鮮度保持タンクに
ICチップがついており、フォークリフ
トが近づくと私のタンクNo.は何番で
すと自己申告してくれます。それを計
量すると、タンクNo.と計量した値、生
産者とが一体となってサーバーに記録
されます。タブレットで入札すれば計
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量と入札、値と買受人が決まりますので、そこで 1つの
取引が完結するという方法になります。
　施設管理システムは、例えば各社が持っている電動
フォークリフト、それらが使用した電気量を全て管理シ
ステムで取り込んで請求書まで出せるというようなシス
テムになっています。
　大船渡漁港に水揚げする漁業者は全国におります。北
海道や九州の漁業者も自分が捕った魚がどのように売れ
たのか、北海道や九州に居ながらパソコンさえあれば見
ることができるシステムになっています。また買受人も
販売通知書を市場に取りに来なくても自分の事務所で取
れることになります。
　このシステムは 80歳の方でも使用可能ということを
コンセプトに開発しています。買受人が高齢者でも全て
の方々がタブレットを使って入札ができるようになって
います。
　産地市場のあり方については、私たちは、やはり魚イ
コール食材・食品ということ、衛生管理・品質管理は当
然のことと言っています。そして、ブランドについては、
これは信用ですので、その信用の裏付けとしてやはり品
質・衛生管理は関係ないとは言えません。やはりここも
大事ですということです。
　私たち産地としては、より一層の品質管理・衛生管理、
これを愚直に努めるということで、市場関係者が連携し

て新鮮・良質・安全な水産物を供給する、その一念がや
はり産地として私たちの考えにあります。
婁　大船渡市魚市場では、高度衛生管理型への取り組み
はもちろんのこと、ICT技術を導入して水産物流通情報
化、情報管理高度化システムというものを開発されてい
るとのことでした。その中で、特に ICT技術導入によっ
てせり入札業務は非常に効率化されていると、特に情報
収集、入力、それから処理、そういったようなところで非
常に効率化が図られたとのことでした。
　続きまして水産庁の不動さんお願いします。
不動　不動です、よろしくお願いします。私は2001年に
水産庁に入りました。主に従事してきたのは漁港・漁場・
漁村の整備についてです。水産の現場に関わらせていた
だいたのは2010年から2年間ほど、漁村総研に出向して
いた時に東日本大震災の復興関係でいろいろと現場に入
らせていただきました。
　また水産物の流通と直接関わらせていただいたのは、
2014年からの神奈川県の三浦市へ出向する機会があり
まして、特定第3種漁港の三崎漁港の高度衛生管理基本
計画の策定またその推進に携わった経験があります。
　水産庁では、2002年の第1次漁港漁場整備長期計画か
ら漁港の品質・衛生管理の強化や生産流通機能の強化の
取り組みを始めています。平成 20年からは本格的に産
地の衛生管理、機能高度化対策に取り組み、平成20年か
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ら、荷さばき施設も含めて公共事業で産地の機能強化が
図られる体制が整ってから、これまで産地市場を主の対
象として鋭意推進してきたところです。
　そうした中で、この事業の創設と併せて漁港における
衛生管理基準が作成されています。水の環境や作業環境、
魚の取扱いについて、それぞれの基準が設けられていま
す。
　基準にはレベル1、2、3とあり、数字が上がっていくご
とに高度な衛生管理に対応しています。これからHACCP

等の対応が義務化されていく中で、漁港
はレベル 2、3の部分をしっかりやって
いこうということで今進めているとこ
ろです。このレベルが確保されれば、お
おむねHACCPに対応する部分もクリ
アされてくるということで、こういう取
り組みを平成20年から進めてきている
ということです。
　第4次の漁港漁場整備長期計画では、
水産業の競争力の強化と輸出の促進が
加わり、品質・衛生管理の環境の整備
だけではなく産地市場の集約、岸壁・市
場・冷凍冷蔵庫の一体的な整備が進め
られています。輸出については、各国か
ら要求されるHACCPに対応するため

の環境整備、こういったものにしっかりと対応できる取
り組みを進めているところです。
　平成29年からの5年間で、全国約140の流通拠点とな
る漁港において高度な衛生管理体制を確保することとし
ています。それによって品質向上・安定出荷が図られた
水産物の割合を50％まで引き上げます。
　産地の再編の考え方については、全国を200程度の圏
域に区分し、圏域の中の漁港における役割分担というも
のをもう一度明確にして、地域の振興計画と連携しなが
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ら産地市場の機能を集約・統合していき、また物流もこ
の圏域の中で効率化していくという取り組みを拠点とな
る漁港で行っているところです。
　今までの漁港整備というのは防波堤・岸壁ぐらいでし
たが、徐々に背後施設の公共的役割というのが認められ
整備の対象が陸のほうに進んできている状況です。産地
市場の機能（陸揚げから荷さばき工程、1次処理・立て替
え工程、出荷工程、加工工程）の整備を、この取り組みの
中で行っているところです。
　これまで、水産基盤整備事業によって整備した荷さば
き所の状況は、29の漁港で供用中、また9漁港で現在整
備中です。
　これは代表的な高知県の田ノ浦漁港の事例です。最も
早く機能の集約に取り組んだところです。周辺にあった
産地市場の機能をこの田ノ浦漁港に集約しました。この
結果、産地市場の取扱量、魚価、また仲買人販路、いずれ
もこのスケールメリットというもので向上して効果が出
ているという事例です。取扱量でいけば1.64、また魚価
の向上は2.24、販路の拡大は四国内をはじめ京浜・九州
への出荷が拡大しています。こういう相乗的な効果とい
うのも出ているということです。
婁　漁港も衛生管理基準を設け、レベル1、レベル2、レベ
ル3という3つのレベルで今進められているというご説明
がありました。これから衛生管理につきましては、ずっと
先ほど来からHACCPの手順に則ったやり方をしていか
ないといけないというようなお話がありまして、それに対
しましてはレベル2、3で対応していくというようなお話
だったと思います。
　それでは引き続きまして中島水産の田中さんにお話を
お願いしたいと思います。
田中　中島水産の田中です。

　はじめに、中島水産について少し紹介します。
　中島水産は、創業大正14年で、従業員も1,200名ほど
います。メインは小売業、店舗、主に首都圏の百貨店を
中心に国内で 60店舗程度出店しています。また海外に
も出店していまして、現在は 100店舗を超えています。
シンガポール、マレーシア、香港、台湾、ベトナム、イン
ドネシアに出店しています。各エリアで海外グループ会
社として独自の販売をしています。
　特徴としましては、小売りもありますが、それに伴う
仕入れを自社会社カネカ商店において、市場内に仲買店
舗として出店をしています。そこを中心に仕入れをし、
他に業務卸、ホテル関係や病院給食等外販への出荷も行
い、お互いにその情報共有をしながら全体的に販売に強
みを持って進めているところが特徴になっています。
　今回の豊洲移転においては、今までの築地市場と他の
市場からの集荷を全部、豊洲に豊洲センターを新設し、
そちらに移転しました。これまでは築地市場からはカネ
カ商店から鮮魚・マグロ・冷凍・塩干、大田市場からは
マグロ、横浜センターでは、横浜の南部市場から鮮魚・
塩干・冷凍を仕入れていました。それを豊洲市場に全部
一括に取りまとめることにしました。
　今までは、マグロの解体、冷凍については大田市場。
生マグロは築地と大田。ホテル関係の業務卸、鮮魚加工
などは築地場内に加工場を借りそこで加工していまし
た。これを全て豊洲センターに移転しました。
　そして、先ほどから話されている衛生管理を踏まえて、
分荷場や加工場の温度管理が豊洲市場に移ることによっ
て大きく変わっています。今まで築地市場の場合には開
放型の店舗でしたので、築地場内はもちろんそうですし、
それを買った後、仕分けをして店に配送出荷するところ
も常温でした。ですから長時間常温の中に鮮魚が放置さ

れているというようなことになって
いました。
　また、マグロの加工場について
も、せり場はある程度温度管理がで
きていますが、それを加工する場
所、大田市場は当社でも低温の中で
行ってはいるのですが、どうしても
築地などの場合、特に生マグロなど
についてはカネカの店頭で加工して
いますので、こちらは常温になって
います。それを今回豊洲センターに
一括管理することによって、搬入か
ら出荷まで低温での管理ができるよ
うになりました。
　開放型の市場から閉鎖型の市場へ
移ったということで、それによる温
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度管理のレベルが非常にアップしています。それによっ
て鮮魚の鮮度劣化が大きく改善されていると感じていま
す。また分荷場についても、閉鎖型の空間の中で低温管
理した中で分荷をしていますので、当然鮮度管理・衛生
管理が今まで以上にかなり向上されています。
　次に消費者のニーズについて、環境が大きく変化し少
子高齢化が進んでいます。そして共働き等が増え、専業
主婦が減少し共働きの世代と1人世帯が増加しています。
このグラフを見てもらうと分かりますとおり、青が共働
き、赤が専業主婦で、平成10年ごろに入れ替わりが起き、
現在は完全に差が大きく出ています。
　そして、現在、働き方改革等によってライフスタイル
が変わってきています。できるだけ好きなことに時間を
さきたいというのが主婦の思いで、調理時間等は節約し
たいということです。
　また、冷凍食品の品質や味が昔から比べると非常に向
上しています。食品スーパーでは定期的に4割引とか半
額の価格で販売促進を行っています。またレトルト食品
なども最近増え、加工済み商品が増加しています。
　それに併せて、消費者ニーズも、より加工度が高い食
材、最近では即食といわれて簡単にすぐに食べられる食
材が増えてきています。新しいスーパーが開店して見に
行きますと、デリカ部門が強化されて売り場の前面に出
てきています。
　家庭内での食事の形態も変化し、共働きと 1人世帯が
増えているので、個食化が進んでいます。どうしても時
短での調理をしますので、丸の魚や素材よりも加工度が
高い商品に変化してきています。また、魚自体、食べる
方が減ってきたりしていて、以前のように家で調理加工
することが難しい、できないという方が多くなってきて
いると思います。
　家族形態が少人数での世帯になっています。当然それ
に合わせて商品も今まで大型パックであったものが、基
準を2人前用に変更せざるを得ないというようなことも
起こっています。
　魚離れ。消費は減少しています。親が食べたことがな

いものは自分たちも調理しませんし、食べたことがない
ので調理方法も分からないというようなことが起こって
います。いろいろと原因はあるのですが、生活環境の変
化というのもあり、生ごみを出せない、煙が迷惑をかけ
るなどというようなこと、それから年をとってくると食
べる量も自然と減ってしまっているということです。
　とはいいながら魚を食べさせたい、食べたい、子どもた
ちにはもっと食べてもらいたいと思っています。確かに
肉の方が若者たちの食べる量は多いのですけれども、最
近は高齢化の方も肉食の方が増えています。それが長寿
の秘訣と言わんばかりに食べられる方もいるみたいです。
婁　皆さんもご承知だと思いますが、中島水産は日本を
代表する水産物専門小売店であります。この中島水産が
豊洲市場移転によって、水産物の仕入れ・加工・分荷の
体制を大きく変えていると、従来分散型の体制から豊洲
に一本化しているというような大きな変化があったと
いうことは私も初めて知りました。豊洲市場移転でいろ
いろと、客離れ等といわれているのですけれども、こう
いった形で機能強化を図られているという動きもあると
いうことがよく分かりました。
　これから2番目のテーマに移りたいと思います。豊洲
移転で何が変わったか、日本の水産物流通ということで、
それぞれの立場で、豊洲市場移転で、これが変わりまし
たというようなお話をしていただきたいと思います。で
まず浦和さん。
浦和　中島水産の田中さんからもお話がありましたが、
やはり完全閉鎖型、低温管理ということで、市場全体と
して管理の意識といいますかハードの変化による管理の
意識というものが非常に高くなったと思います。
　閉鎖することによって、今までは結構施設の中でたば
こを吸っていましたが、さすがにそのようなことは無く
なりました。衛生の部分で多少意識が変わってきている
部分はあると思います。しかし、手洗いとか、マグロの
扱いとか、まだまだ改善されていない問題もありますが、
衛生管理に対する意識は変わったと思います。
　それに、365日24時間対応です。温度管理ができるこ
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とによって荷物を、今まで築地ですと温度管理ができて
いないので、その取引時間に合わせて、荷物を下ろして
急いで取引をすることが、夏場など特にありました。そ
れが温度の管理ができることで、荷物を下ろす時間を到
着時間に合わせてできるので、我々も24時間それに対応
する仕組みをつくる、そうすることによって産地からの
車の負担が減っていると思います。
　それとともに受け側の我々卸としては、共同化の意識
というのでしょうか、24時間各社がばらばらでいたので
は非常に非効率でした。それをやはり 1つに、これは豊
洲物流という会社が行っているのですが、1つの会社で
荷物を受けて荷主さんの負担を減らすとともに、我々も
ピークタイムの山を減らして円滑に受けられるような仕
組みをつくったことが大きく変わったことと思います。
管理と共同化という部分があると思います。
　もう一つ大きいところは、夏場、商品を築地の時代で
は、放置しているわけではありませんが、長い時間温度
の高い所に置いてありました。このため商品が傷むとか、
そして開放型ですから、例えばカモメに魚の目を突かれ
るとかいろいろなことがありました。そういったことが
一切なくなりました。
　そして、それが起こったときに何が原因なのか調べる
のが非常に難しい。今は産地の方も高度化しています
けれども、温度管理ができていない時代はどこで商品が
傷んだのかということも非常に分かりにくかったのです。
　このように、品傷みがあった場合、原因が分からない

中で、値引きとか、貸し借りの関係とか、目方を少し減ら
すとかで対応していました。原因がはっきりしないけれ
ども何となく、その日のトラブルを解消して、単価が安
くなっていたと思います。そういったことが、今ではな
くなってきたことも言えるかと思います。
婁　非常に興味深い情報だと思います。従来築地市場で
は、何となく慣習としてなれ合いとかあるいは寄り合い
というようなものがあったりして、この商品は少し破損
しているのですけれども何とかしてくれとか、あるいは
少し品質劣化しているけれども何とかしてくれという
ような形でいろいろと値引きしたりというような部分が
あったというようなお話を聞いています。
　今回、移転をすることによって、衛生管理ができるよ
うになる、商品管理ができるようになる、何といっても
鮮度管理ができるように、目に見えるというような形で、
つまり責任の所在がはっきりできるようになったという
ことですか。
　つまり、従来は、値引きしたり、分かりませんけれど
も、商品劣化は卸が責任を持ってくださいとか、生産者
が責任を持ってくださいというような話が、豊洲に移転
したことによって少なくなったという感じですか。
浦和　その原因が、輸送さんですとかあるいは産地側
もありますし、受け手の運送会社さんの問題ですとか、
我々の問題なのか仲卸さんなのかその先なのかというの
がもうさっぱり分からないといいますか、原因の特定が
できなかったのです。
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　それが少なくとも入荷した荷物は、低温設備の中に入
れてしまうものですから、それはないだろうと言える部
分が出てきているということで、築地が温度管理を含め
てウイークポイントというか低かったところが、上がっ
たということはあると思います。
婁　生鮮水産物を扱うわけですから、流通システムとし
てある種のロスを出していたと言ってもいいですよね。
値引きということですから。その意味で、豊洲市場移転
することによって、そういったシステムとしてのロスが
非常に少なくなっていると理解してもいいというように
捉えました。
　それでは次に、産地市場ではどうなっているのか、佐
藤さんにお伺いしたいと思います。
佐藤　産地市場は、衛生管理というのを元々してきては
いたのですが、豊洲ができたことによって点が線につな
がったという思いがあります。豊洲が品質管理をできる
市場になったということを非常に喜んでいるところです。
　伺っていると、車の受け入れが、荷受けが非常にス
ムーズに行われているようです。これは地方からすると
非常にいいことです。ほとんどが車で来ますので、そう
いった中で車の整理がきちんとできて、品物を受けるの
がコールドチェーンでつながっていることになるので、
品質・衛生管理が非常に行き届いた、商品に対して行き
届いた扱いになるので、非常に喜んでいるところです。
婁　産地市場と消費地市場をようやくつなぐことができ
るというようなお話だったと思います。
　これから食品事業者はHACCPの義務化、実はそれだ
けではなくて、例えば対EU市場輸出に関しては、水産食
品の取り扱いにおいては一般衛生管理とHACCPの実施
に加え、コールドチェーンが途切れることがないことを
要求してきます。そういう意味で産地市場のコールド
チェーン、高度衛生管理型システム、それから豊洲のよ
うな卸売市場で高度衛生管理型のシステムが構築される
と、一体的なコールドチェーンの構築がスムーズにでき
るというような効果があると理解しました。
　林さんは産地市場の流通調査をずっとされていますけ
れども、この辺はどのような変わり方といいますか、感
じられますか。少しお聞きしたいと思います。
林　これまで、いろいろな産地市場の衛生管理計画を策
定してきましたが、その中で感じてきたことは消費地市
場、何も豊洲市場だけが消費地市場ではないのに、産地
市場で衛生管理を計画するときに、関係者の皆さんは、
豊洲のことを気にしていたと思います。豊洲がどういう
衛生管理をしていくのか、どういう市場に変わっていく
のか、産地へ高度な衛生管理を求めてくるのではないか、
産地は豊洲を非常に気にしていたと思います。
　他にも、大阪や名古屋に消費地市場はあり、それぞれ、

築地よりは衛生管理対策が行われてきてはいましたが、
先ほど浦和さんの講演にもあったように、取扱量からも
豊洲は特別であったのではないかと思っています。
　そして、衛生管理については、どちらかというと産地
のほうが一生懸命頑張ってきていましたが、シンボル的
な豊洲が衛生管理に対応した市場となって、これで全部
がつながり、産地での衛生管理の役割がより明確になっ
たと思います。
　これまで、産地市場で衛生管理をしても築地があのよ
うな取り扱いでは、衛生管理を行う必要があるのかと
いった声は無くなると思います。
婁　豊洲市場の衛生管理、閉鎖型施設による低温管理と
いうようなことは、私は非常にインパクトが大きいと思
うのです。
　衛生管理は産地市場のほうが先に進められてきまし
た。ところが卸売市場まで来ると少し途切れてしまうと
いうことがあり、今回豊洲市場がこれだけ整備されるこ
とによってつながってくることから、産地市場でも取り
組みが多分広がるでしょうし、卸売市場でも横展開とい
うものがあるのかなと期待しているのですが、ただそこ
はなかなか計画から予算等いろいろとあってすぐという
わけにはいかないかもしれませんが、いずれにしても多
分インパクトは非常に大きいだろうとは思います。
　それで、何が変わったかということで消費地、消費そ
れから小売りについて、田中さんは先ほど中島水産の事
業体制の変化ということについては触れられましたけれ
ども、他に補足がありましたらよろしくお願いします。
田中　変わった点というのは、お店での表記といいます
か、少し離れた地方店などでは、今までは築地市場直送
とか築地市場祭りなどしていたものを、豊洲市場祭りと
変えざるを得なく、消費者の方は、築地市場というのは
インパクトが強いですし昔からありましたので、急に豊
洲市場祭りといってもあまりぴんとこなかったような感
じはありました。　
婁　実は少しお聞きしにくいところがあるのですが、ぜ
ひお聞きしたいと思っているのは移転することによる変
化ということですが、築地から豊洲への移転というのは
スムーズにいっていなかったという経緯があり、そこで
よく言われていたのが風評被害、豊洲市場の安全・安心
の問題等、非常に残念な動きでしたが、実際に今例えば
豊洲市場祭りと打ったときに、消費者の中でまだこの風
評うんぬんというようなことは感じられますか。
田中　当初といいますか、多少あったのかもしれません
けれども、それこそメディアで騒いでいるときは結構そ
ういう反応も強かったのですが、完全に移転してしまっ
た後にはありませんでした。それから「移転して大丈夫
なの？」というようなことは、消費者からではなく、我々
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が入っている店舗の、百貨店のオーナーさんからの話や
確認とかはあったりしました。
　今では、それに対するお問い合わせとかはありません。
当然、我々として消費者からの問い合わせがあった場合
に返事ができるのは、「東京都が安全宣言されているの
で、我々としては、きちんとした所から仕入れをしてい
ます」というようなことの返事しかできなかったという
ところが現実です。
婁　少なくなってきているということは非常にうれしい
と思いますし、それはある意味我々みんなの責任でもあ
ると思います。豊洲が安全であるというようなことを、
ですからその意味で、皆さんが消費者に対して言い続け
てほしいなと思います。
　それで、何が変わったかということで最後に不動さん
に少しお伺いしたいと思いますが、行政を実際にされて
特に産地市場の高度衛生管理型漁港の整備等を推進され
る立場で何か感じられることはありますか。
不動　漁港では 10年以上前から流通等の拠点の漁港に
おいて品質・衛生管理、流通の効率化に取り組んできて
います。こうした中で、我が国を代表する中央卸売市場、
豊洲が今産地で実施してきている品質・衛生管理・流通
効率化に取り組むことは、産地の水産業に関わる方々の
意識を向上させ、また機運を醸成させる、良い影響を与
えていると思います。
　三浦市の経験においても、衛生管理の取り組みを進め
ていく上で最も難しいのは、地域の関係者がその衛生管
理にしっかり取り組む意識をどう醸成するか、またその
取り組みにどう参加していただけるかという環境をいか
につくっていくかということがやはり行政的にも非常に
重要だと思っています。
　こういった中で今回この豊洲の動きというのは、確実
に全国の産地に対して衛生管理、流通の効率化の必要性
や緊急性に対する意識を大きく上げているものと理解し
ています。
　そういう意味で、豊洲の市場においては、これからこ
の水産物の扱いとか流通の高度化、さらにその先導的な
取り組みをしていただきたいということと、また産地の
ほうでは豊洲の動きを契機として、この動きと連動・連
携しながら産地の衛生管理や流通の高度化を加速させて
いくことが大事だなと思っています。
婁　産地全体での高度衛生管理型への取り組みは、私は
非常に大事になってくるだろうと思います。食品衛生法
が一部改正されました、HACCPというものは義務付け
られまして、HACCPに則った衛生管理というものが義
務付けられます。ただこの義務付けというのは別に許可
うんぬんではなくて、申請して許可されるのではなくて、
皆さんの義務として課すということなのです。

　これはどういう性質を持ったシステムか？私はこれは
20歳未満飲酒禁止・喫煙禁止というものと一緒だと学
生に説明しています。別に 20歳を越えたからしていい
という許可は要りません、勝手にすればいいです。です
が未満になったときに誰かがこれを破ってしまうと、こ
れは駄目ですということなのです。駄目ですけれども普
段は取り締まりません。有名人や強豪校の高校球児とか
になると取り締まられますというような、ある種の有名
税ではないが、有名になったときの罰というようなこと
がこの仕組みの特徴となります。
　そういうことから考えますと、例えば産地市場で実際
に先ほど高度衛生管理型レベル1、レベル2、レベル3に
分けて考えた場合。レベル 2、レベル 3に上げていって
これはHACCPに則った対応として捉えて、これから皆
さんレベル 2、レベル 3に上げていく努力をするという
ような理解でよろしいでしょうか。
不動　はい、徐々にステップアップをしていくというこ
とが重要だと思います。
　この漁港の衛生管理というのは、平成20年に漁港の衛
生管理基準を定めて通知はしているのですけれども、こ
れは義務ではなくて努力的な部分もありました。今回、
食品衛生法の改正等を踏まえ、HACCPの義務化という
のは、この漁港の衛生管理を推進する上でも非常に追い
風となると認識しています。
婁　皆さんに一通り何が変わったかというようなことを
テーマにお話を伺いました。それでは変わらないもの、
あるいは守るべきものというものは何なのかというこ
とを、それぞれご意見をお伺いしたいと思います。まず、
では浦和さん、よろしくお願いします。
浦和　基本的には社会的な使命は変わらないだろうと思
います。特に生鮮の卸売市場というものは、不安定な供
給に対していかにフレキシブルに対応していくかだと思
います。例えば天候要因ですとか海の状態ですとかそう
いったものによって、天然のお魚というのは、どこを泳
いでいるのか何だかよく分からないようなものを取っ
てきて、それを食品にしているものは魚だけです。イノ
シシなどを食材としたジビエ料理がありますが、天然素
材を基本的な流通の主体にしているものというのは水産
物だけだと思います。日本は世界の6番目の海を持って
いる、この資源をいかに使うかというところだと思いま
す。
　これら魚を小さい産地から、あるいは大きい産地から、
いろいろな所から商品を、荷物を集めて、その荷物に適
正な値段を付けて、それから今度は逆に超大型の量販店
から一杯飲み屋さん、小料理屋さんまで、適正な場所に
適正な品質の商品を適時に分荷します。
　しかも高鮮度生鮮品といいますか、高い鮮度の中でそ
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れを実現するということを毎日限られた時間の中で取
引、物流をします。非常に短時間です。やっている時間
というは夜中の10時とかそのぐらいから始まって、実際
の商売は朝の 3時から仲卸さんの時間を入れても 9時・
10時ぐらいで終わってしまいます。こういう時間の中で
毎日正確にそういったことをしていくと、アドリブで毎
日を、今は白板ですが黒板を消してといいますか、毎日
同じように書き換えていくという作業、これは変わらな
いだろうと思います。
　ただそれに対してのやり方といいますか、そういう
ような不確実なものを集荷して、適正な場所に、より皆
さんにおいしいものを供給していくという機能、これは
変わらないだろうと思います。
婁　非常に興味深い話をありがとうございます。それで
は、佐藤さんお願いします。
佐藤　今、産地では三陸、北海道もそうですけれども秋
サケがない、サンマがない、スルメがないということで、
3大魚種がなくて困っているのですが、それが前年比で
例えば 7割減ですとか 8割減とかという数字です。最大
のときと比較すると0.1％、1％を切るような水揚げ量、
そういったことでは非常にダイナミックに水揚げが動く
のが産地の魚市場です。またそれを受け入れていただく
のが豊洲等消費地魚市場ということになります。
　何が変わるのといってもそれほど変わることはない
のですが、私たちとすれば豊洲というのは日本の魚食文
化を支えてきたさまざまな、そういう役目・役割があっ
たと思うのです。私たちとすればこれからも豊洲にはそ
ういう魚食文化のリーダーとして国内の魚食文化を支え
てほしいと思っています。産地とすれば、もちろん材料
が必要なわけですから、そこにいいものを出してうまく
魚食の輪を、連携を広げていきたいと考えています。
婁　ありがとうございます。今のお話の中で、不安定な
供給というものを処理できるのがこの市場の本来の機能
というような話になると思います。それでは田中さん、
いかがでしょうか。
田中　魚を集荷する機能というのが基本的に中央卸売市
場の役目ですし、変わっていない部分だと思います。
　最近は産地市場の魚種がどんどん変わっています。今
まで獲れていた産地で魚が捕れなくなって、獲れたこと
のない所で他の魚種がたくさん獲れることが非常に多い
のです。
　それを売る方としては、中央に集荷してもらったと
ころ魚は同じ季節で、産地こそ違うけれども季節ごと
に扱える商品は一緒です。これは築地でも豊洲に移っ
ても変わらないですし、産地から直接荷物を引いたり、
いろいろとしていますが、それも変わっていません。
私などは、少し集荷する場所が変わったというような

イメージです。
婁　産地では大きく下げたり水揚げが上がったりという
場合がありますし、魚種は大きく後退したというものは
あるのですが、そういった状況の中で豊洲市場は集荷を
して安定供給の役割をずっと働き続けるというようなお
話ですね。不安定な供給というものを安定供給につなげ
ていくということだと思います。では不動さん、いかが
でしょうか。
不動　豊洲を含めた卸売市場の機能というのは、我が国
においてはしっかり有効に機能していますし、これから
も機能していくと思います。これは先ほどの方々からの
お話のとおりだと私も思っています。
　我々行政からしますと、これからこの市場の機能が今
後も確実に保持されまた強化されていくための環境づく
りというのが重要だと思っています。さまざまな要請が
あります。そういったところに応じて、またやり方が変
わるというのは浦和さんからもありました。いかにこう
いう要請を踏まえながら現場でどういう環境づくりがで
きるのか、事業等も含めて考えていかないといけないの
かなと思っています。
婁　ありがとうございます。では林さん、よろしくお願
いします。
林　私からは豊洲移転というよりも、卸売市場法の改正
も少し含むのですが、やはり守っていかなければいけな
いものという視点で少しお話ししたいと思います。
　地方の卸売市場、産地市場というのは、やはり 1次
産業、水産業を支える上で一番重要な役割を果たして
いるのではないかと考えています。先ほどのコールド
チェーンも含めて水産物のサプライチェーンを考えた
ときに、産地市場は中心、やはりこれはスタート地点と
いうことになりますので、これまでの集荷そして出荷と
いった機能はやはり水産業を支えていくというためには
重要な役割を今後も担っていくと考えています。
　ですから産地市場だけはなくて消費地市場と連携し
た形でサプライチェーンを構築していって、コールド
チェーンを形成することになるのですが、やはり地域の
1次産業を支えるというところで、今後も市場の関係そ
して産地市場の重要性というのは変わらないとなってく
るかと思っています。
婁　守るべきもの、何が変わらないのかというような話
は、私も一言申し上げたいと思います。
　水産物、魚の消費というものは、我々みんな一消費
者なのでわかるのですが、意外と気まぐれなものです。
どんなに好きな人でも毎日それを食べることはないと思
うのです。しかも決まった曜日で食べるということもな
いかもしれません。そのときの気分で食べたりします。
買い物するときもついで買いするというような形での性
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質の商品だと思っています。
　そうすると、今供給の不安定というものを皆さん言わ
れたのですが、実は我々の需要も本当は不安定なのです。
ものすごく不安定なのです。そうするとこういう不安定
な消費、一方では不安定な供給、こういうものを安定的
に斉合させる仕組みというのが多分この卸売市場ではな
いかと個人的には思っているのです。
　しかもこの消費に関しては、世界に比べると日本はも
う一つ特徴があります。どういう特徴かと言いますと、
非常に高鮮度なものを必要とするのです。これは日本の
食文化の特徴でもあります。ご承知のように和食文化は
世界の文化遺産に登録されています。この和食文化の一
番エキスの部分は多分魚食文化ではないかと個人的には
思っています。この魚食文化を支えるというのがこの卸
売市場流通制度で、これは本当に、迅速な高鮮度流通シ
ステムだと思っています。そういう意味で、我々の食文
化をずっと続けていく限りにおいては、多分この仕組み
はなくならないのではないかと思っています。
　もう1点を申し上げますと、卸売市場を議論するときに
市場経由率が下がっているという話があります。市場経
由率が下がるとなると卸売市場は要らないのではないか
というようなことに思われるかもしれませんが、実は鮮魚
の流通に関しては下がっていません。安定してそういっ
た役割を果たしています。そういう意味からすると鮮魚、
いわゆる毎日水揚げされている水産物の流通において、
多分卸売市場という役割は変わらないと思っています。
　少し長くなりましたが、次のテーマに移らせていただ
きたいと思います。それではこれからの卸市場流通とい
うものはどうあるべきなのか、あるいはどういうところ
に私どもが期待をしていきたいのかということを、それ
ぞれの皆さんにご意見を伺いたいと思います。では浦和
さん、いかがでしょうか。
浦和　ここからは私見的な要素が非常に多くなってくる
といいますか、今までの部分というのは事実・真実的な
ところです。これからの部分というのはいろいろな考え
方があります。特に卸売市場法が改正になり、それぞれ
の企業がそれぞれの立場から考えていかなければならな
いという部分だと思います。
　しかしながらそうはいっても、卸売市場の今の機能と
いうのが 4つあります。これは集荷と分荷という、いわ
ゆる荷物を全国から集めてそして分荷するということ
が 1つ。2つ目が評価機能というものです。これは価格
形成をするということです。3つ目、代金決済という機
能があります。4つ目が情報発信。このような 4つの機
能がワンパッケージになって卸売市場というものが成り
立っているというのが、今の形です。
　これはどうしてかといいますと、今までの卸売市場と

いうのはそれこそ米騒動の時代から開設区域ですとか買
い出し人を限定するとか、代金の即時決済とか、非常に
全体がクローズで守られた形になっていたわけです。し
かしながら、これからはその部分の一部が変わってくる
ということになります。
　そうしますと、この4つの機能がワンパッケージになっ
ているというところから、それぞれがそれぞれの機能
に対する対価があるわけです。そうすると、我々はユー
ザーさんあるいは産地側も、需要側も供給側もというの
でしょうか、川上も川下も卸売市場のプラットフォーム
のどの部分を使っていこうかということがこれからは考
えられるようになるのだろうと思います。
　そうすると、物流機能というのは、例えば分荷集荷機
能の中の一部の物流機能というもの、この部分を卸売市
場として使いたいということもあるでしょうし。また評
価機能の部分をメインで使いたいという方もあると思い
ます。決済が使いたい、商流の部分を使いたいと。あるい
は情報ですとか、その他にまた先ほどの日本食文化の部
分をもっと発信していきたいと、こういうものの中に卸売
市場の媒体を使いたいということもあるかもしれません。
　そういったものについて、今度はこれに対す対価を一
つ一つ機能に、機能に対する対価をつくっていく、そう
いったものが今後は卸売市場の流通の中で出てくるのだ
ろうと思います。その中にそれぞれ個々の企業が公設民
営ですから、民の部分がどこに活路を見出していくのか
というところがあるのかなというのは私が思っていると
ころです。
婁　4つの大きな機能というものがありまして、それぞ
れの機能を果たしていくというのは大事でしょうけれど
も、ただ企業によってはその重視する機能あるいは省く
機能というのは出てくるかもしれないというようなお話
です。佐藤さん、いかがでしょうか。
佐藤　産地市場というのは船が入ってから始まるわけで
すけれども、それが集荷といえば集荷になるのかと思いま
す。その後は価格の形成であるとか、あるいは代金決済と
か情報の発信、これらはおおむね中央市場もしていること
で、その最初だけが違うのかなという気はしています。
　なので、最初に産地が受け入れているわけで、そこで
私とすれば水揚げした時点で、これがいつどこで誰が
取ったものですという、要するにトレーサビリティーで
す、そこの最初に当たるわけですので、そこを魚市場が、
産地市場が証明できるようではないといけないのではな
いでしょうかと私は考えています。それがあって初めて
次のトレースに引き継がれるわけですので、まずは産地
市場がそういった部分を今後証明できる機能を持つとい
うことがこれから大事ではないかと考えています。
婁　ありがとうございます。トレーサビリティー機能と
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いうお話だと思いますが、従来私どもが、トレーサビリ
ティーという言葉は消費者に安心・安全を与えるという
ことをずっと思いがちなのですが、実際それだけではな
くて、これからの時代は資源管理というものがますます
重要になってきます。そうなりますと、そういった資源
管理のための許諾証明とか、あるいはこれから海外市場
に向けて輸出をするときにそういった証明というものが
求められると、そういう中で卸売市場の役割を果たせる
のではないかというようなお話だと思いますが、それに
こういった役割というのはますます強まる、あるは期待
されるだろうと思います。ありがとうございます。
　では産地という関係ですから、林さん、いかがでしょ
うか。そちらから少しお願いします。
林　これから流通については、情報と載せていかなけれ
ばいけないと思っています。中央市場の1つとして情報
の受発信というのもあるのですが、産地には実はいろい
ろな情報が集まっています。漁獲情報から販売情報な
ど、この中には先ほど言われましたようにトレーサビリ
ティーに関する情報も含まれています。そして消費者が、
言い換えれば消費地市場でも構わないのですが、そちら
が求める情報をいかに発信していくかというところが重
要なのかなと思っています。
婁　情報発信は伝統的な 4つの機能の 1つですので、そ
ういった機能の強化というものを卸売市場・産地市場と
してもしていくという話かと思います。産地市場ですの
で、これに関連して不動さん、いかがでしょうか。
不動　産地市場のこれからということですが、28年1月
に第10次の卸売市場整備基本方針というのが出され、川
上・川下をつなぐ架け橋としての機能・役割を強化、高
度化していくことがうたわれています。これを踏まえて
しっかり取り組むということだと思います。
　具体的に掲げられているのは産地連携強化、ブランド
化、輸出拠点化、コールドチェーンの確保、取引の規制の
弾力化に対応した流通、電子商取引の推進、あと地方卸
売市場の集荷・販売力の強化ということが具体的な内容
として掲げられているというところです。
　例えば産地機能の集約、あと拠点における品質・衛生
管理については、従前から流通の拠点漁港を中心に進め
てきましたが、これをさらに進めていく。また拠点漁港
だけではなく先ほど説明させていただいた圏域の中で、
しっかりと浸透させていくということが必要であるとい
うのが1つだと思います。
　衛生管理と品質管理ということで、特にこれからは鮮
度の保持という部分についても、加えて進めていくこと
が重要です。例えば氷でもシャーベット氷ですとか窒
素氷など、この鮮度・品質を落とさないいろいろな新技
術というのも出てきています。こういうものも利用で

きるような環境づくりというのが必要なのだろうと思
います。
　もう一つは、産地の連携、電子商取引、あと実需者への
情報提供という新たな要請が出てきています。これらの
実現のために共通して必要なのは、水産物の情報の電子
化・共有化というところだと思います。産地市場という
のは特に生産の場、流通の場の結節点という所でもあり、
水産物に関する重要な情報が集積また発信される所です
ので、ここの環境づくりというのを取り組んでいく必要
があるということです。
　しっかりと水産物の情報を水産物に乗せて流通させて
いく、それがひいては資源の管理、輸出の促進、あと市場
の効率化、この3つの部分につながっていくという重要
な取り組みですので、そこの部分はいち早く取り組み進
めていくということが大事なのではないかと認識してい
るところです。
婁　ありがとうございました。最後になりますが、田中
さんにお伺いしたいと思います。どうしてもここ数十年
間の水産物流通を見ますと、末端では量販店等が伸長し、
小売りサイドのほうがパワーを持つようになるという形
で、中島水産もかつてはカテゴリーキラーといわれて、
いろいろと場外流通を目指す等というようなことを言わ
れているのですけれども、実際は市場回帰があったり、
特に鮮魚に関しては市場を重視する仕入れに回帰したり
するような動きもあったりします。そういった状況の中
でこれから卸売市場というものに何を期待されるかとい
うのを少しお伺いしたいと思います。
田中　基本的には市場を通すことをまず基本には考えて
います。魚の扱いについても流通はいくつかあり、産直の
部分では、産地からダイレクトで各店舗に配送する方法
と、ひも付きという形になりますが、産地から市場経由で
お店に出す方法があります。また、商品は先に店舗に直
送され、帳合だけ市場を通すものというのもあります。
　細かいことについては、こだわりの差別化商品であっ
たり、例えばブランド魚については、最近では今旬であ
る風間浦のアンコウ、これなども産地から直接お店に出
してもらっています。逆に市場経由といったものは山形
県漁協の庄内おばこサワラ、これは豊洲の荷受さん経由
で出しています。さまざまな商品の流通というのがあり
ます。ここはまず変わらないと思います。
　集荷・分荷ですとか価格形成、代金決済、この辺のと
ころは活用させてもらっています。というのは、やはり
いろいろな所から商品を集める、それは漁協さんから
魚をもらうといったときに、どうしても会社と漁協さん
との契約を結んだりとかいろいろとしなければいけない
部分があります。そういった部分について代金決済等を
荷受けさんにお願いして、帳合という形でもって商流も
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踏まえて全部やっていただくというようなことで、結構
その辺の割合というのは増えています。
　普段の仕入れについても、市場法が変わりましたので、
今までせりでなければ駄目だったのがせりではなくて、
鮮魚は相対流通になっていますから、その辺のところも
価格形成にかなり影響も出ているのではないかと思いま
す。特にこの対応というのは大手量販店さんの配送セン
ターに魚をいかに出すかというところからおそらく変
わってくると。
　確かに市場への鮮魚の流通は、流通量としては減って
いません。しかし、実際に市場内に入ってきている魚は
どうなのかというと、これは減っているのです。
　逆に言いますと、いいものはほとんどスーパーさんと
か大手の量販店に、ダイレクトに配送センターに行って
しまい、逆に価格が出ない、売れないようなサイズなど
が市場に集まってきています。私はここが1つの問題と
思います。ここを少し元に戻していかないといけないの
かなと思います。
　例えば価格についてはセリできちんとした判断（目利
き）でもって価格を作るのでしょうけれども、今のセリ
人さんは悪いけれどもサラリーマン化しているので、浜
の出来値からいろいろな経費を乗せて、相対にて価格を
決定しています。それでは本当の価格形成とはならない
と思うのです。ここは昔どおりのそういった形成がない
と。産地市場などでは今までどおり入札したりしていま
すから、それはできていると思います。
　中央卸売市場では本来ならばそのようなことでなけれ
ばいけないのですが、それが今では変わってきてしまっ
ているというのが現状なので、どこかの段階でもう 1回
見直しをする必要があると思います。
　非常に魚価が下がってきています。北海道のヒラメ1

キロないものですけれども、キロ680円です。ヒラメが何
でこんな値段なのですか。私はこれを見て、何でこんな価
格なのともう憤りを感じました。買うほうも買うほうで
すが、扱うほうも、扱うほうですが、現実がそうなのです。
　この辺をもう1回見直さないと、産地生産者の方の手
取りも増えてきませんし、ブランド化するための作業と
して活き締め・脱血とかいろいろやって差別化を図るこ
とによって魚価を上げよう、自分たちで価格を付けられ
るので産地からダイレクトに消費者に届けようなど、魚
価安定のために浜、産地ではいろいろと努力しています。
　今一度本来の、価格形成についてはシステムの見直
しをする必要があるのではないかと私は思います。
婁　とてもいい話が聞けたと思います。ありがとうござ
いました。
　大体用意したテーマはこれで、私から代表質問させて
いただくというような形でしてきましたけれども、どう

でしょうか、ちょうどいい具合ですので、いったんここ
で私どもの議論は終わらせていただきまして、これから
フロアのほうから、皆さんから質問等をお願いしたいと
思います。
（質問に関しては、紙面の関係から割愛させていただきます。）

婁　本日は、中央魚類の伊藤会長がお見えになっていま
すので、いかがでしょうか、ぜひ一言コメントをお願い
したいと思うのですが。
伊藤　突然のご指名なので少しびっくりしているのです
が、今の問題は非常に大事なことと思っています。そし
て先ほどからお話に出ていますように、特に最近は大衆
魚を中心に非常に漁が悪いです。今まで水揚げのなかっ
た地区に魚が揚ったり、一方、水揚げがあったところで魚
が揚がらなくなる。そのようにいろいろな問題があると
思います。私たち消費地と産地との関係、それがいろい
ろな形で変化しているというところはあると思います。
　しかし、今までとは違って市場の取り扱いの内容も、
せりが少なくなってほとんどが相対の取り扱いとなって
きています。そのような中で、どのような売り方、どの
ような扱い方をしたらいいのかということは、1つの課
題だと私は思っています。
　今日もいろいろと話をしていたのですが、一番は、基
本的なことですが、このお魚をどのように扱っていくの
か。それは資源が減ってきて、そしてこれらを大事に消
費していかなければいけないと思います。その中で一番
大事なことは、魚を出荷される方においても、これは自
分が食べる、この魚を自分が食べるつもりで魚を扱って
いただきたいです。そしてまた消費者の我々卸売も、ま
さに自分が食べるそういうものを扱っているのだという
つもりで大事にこれを扱っていく。そして皆さんそれぞ
れお好みを、そしてまたそれらの値打ちをよく分かって
くれる人たちに買っていただく、そういうことが一番私
は大事だと思います。
　資源が減ってきている中で、私たちはそういう意味で
改めて原点に帰って魚を一つ一つ大事に、そしてまたそ
れを自分が食べるつもりで、いわゆるそこにある物では
なくて食べる、自分の食材だと、自分のおかずなのだと
いうつもりでこれを扱っていく、そういう気持ちが一番
大事だと今思っています。
婁　非常に貴重なお話を拝聴できましてありがとうござ
います。突然むちゃ振りしてしまいまして。ありがとう
ございました。
　ちょうどいい時間となりましたので、当パネルディス
カッションを閉じたいと思います。
　最後までお付き合いいただきましてありがとうござい
ました。
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TOPICS

第1調査
研究部

漁港施設の維持管理情報プラットフォームの構築

１．はじめに
水産庁では、平成29年度を初年度とする漁港漁場整備長

期計画の重点課題の推進において「ICTを活用した漁港漁場

施設の管理の高度化（ICTを活用した漁港漁場施設の管理や

機能保全の効率化など）」を図るとしています。その目指す事

業量としては「漁港施設情報の集約・電子化の実施 おおむね

900地区」と挙げられています。

漁港を管理する都道府県や市町村の多くは、厳しい財政状況

下で技術職員が減少している状況にありますが、維持管理や点

検結果にかかる情報は今度更に増加していく傾向にあります。

このような状況を踏まえ、漁港管理者に対する技術的支援

として維持管理に係る情報の蓄積・更新の適正化やそれらの

データの利活用の促進を目的とした漁港施設の維持管理情報

プラットフォームの構築を検討しました。

２．システムの構築
本システムの構築にあたっては、機能保全計画の策定・見

直しに重要な「既往図面等の基礎資料の適切な保存」及び「漁

港施設の長寿命化対策による漁港機能の維持・保全を計画的

に推進すること」に着目し、必要な機能の選定やシステムの

検討を進めました。図１に本システムの概念図を示します。

３．システムの特徴 
本システムの機能としては大きく、基本機能（データベー

ス機能）・拡張機能（分析機能等）の２つに分けられます。分

析機能の主要な例としてコスト平準化及び老朽化予測を図
２、図３に示します。

⑴ 基本機能（データベース機能）
◆施設現況調書にかかる情報データの保管

◆ 施設機能診断結果にかかる情報データの保管

◆機能保全対策にかかる情報データの保管

◆ 上記に関係する資料（図面、設計関係資料、調査記録等）

データの保管

◆日常・臨時・定期の各種点検データの格納・参照

⑵ 拡張機能（分析機能等）
◆対策コストの平準化分析機能

◆老朽化予測機能

◆漁港施設の点検システムとの連動機能

◆登録データの共有化機能

▲図1：維持管理情報プラットフォームの概念図

40 漁港漁場漁村研報 Vol. 47



４．システムの活用方法
基本機能を活用して漁港施設の基礎情報や機能保全点検記

録等の維持管理情報を一元管理することで情報の蓄積と更新

が適正に行えます。また、図４に示すように、分析機能を活

用することで登録データの利活用の促進・機能保全のPDCA

サイクルの促進を図ることが出来ます。表１に機能保全にお

いて本システムが担う具体的な用途を示します。

▲図2：機能保全対策コストの平準化分析

５．おわりに
本システムの活用により、下記の効果が見込まれます。

①情報の一元管理によるデータ管理作業の負担軽減

②漁港施設の効率的な機能保全の推進

③ 運用版システムの無償配布による市町村における維持管

理業務の支援

最後に本報告は、水産庁より受託した調査成果の一部をと

りまとめたものであり、ご協力をいただいた水産庁関係者、

漁港管理者に謝意を表します。

（第1調査研究部　尾崎 幸生）

▲図3：マルコフ連鎖モデルによる老朽化予測

▲図4：PDCAサイクルによる機能保全のイメージ

▼表1：機能保全における本システムの具体的な用途
対象項目 具体的な用途

① 機能保全計画の
策定・更新
（PLAN）

• 計画策定の基礎資料となる漁港情報、漁港施設
情報の登録・保管（空撮・台帳・安定計算表・
計算書等）
•機能保全計画書の保管

② 定期点検等の
実施（DO）

•点検結果（日常点検・定期点検）の保管
• 「漁港施設の点検システム」の点検データとの
関連付け
•健全度評価の入力・履歴記録

③ 老朽化予測等の
見直し
（CHECK）

定期点検結果から各スパンの変状ランクを元に
マルコフ連鎖による老朽化予測を行うことが可
能（機能保全計画書の更新の可否を検討する判
断材料）

④ 機能保全計画の
実施（ACTION）

•更新した機能保全計画書の保管
• 機能保全対策工事の工事記録を履歴として
残す
• 対策のコスト平準化や優先順位付けが可能

⑤データの蓄積

• 関係資料（既往情報・維持管理情報）の
一元管理
• 登録データ共有機能により登録情報の
共有化が可能
•直近の対策予定を表示（対策時期の確認）
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第2調査
研究部

漁港ストックの有効活用事例について
陸上養殖編

１．はじめに
現行の漁港漁場整備長期計画（平成29年3月）では、「漁港

ストックの最大限の活用と漁村の賑わいの創出」が重点課題

とされ、漁港における施設の整備、静穏水域を増殖場として

活用する等により、漁港ストックの最大限の活用を図るとさ

れています。また、水産政策の改革（平成30年6月）では、国

際競争力につながることに留意することとし、養殖適地の拡

大に向け、大規模静穏水域の確保に必要な事業の実施や、養

殖場として、漁港（水域および陸域）の有効活用を積極的に進

めるとされています。ここでは漁港用地における増養殖の活

用状況について報告します。

２．漁港用地の活用状況
漁港用地において取り組まれている養殖および増殖の事

例について、全国39の臨海都道府県の漁港管理者を対象に、

2018年10月にアンケート調査をしました。その結果、全国

の臨海都道府県2,840漁港のうち5％にあたる147漁港にお

いて漁港用地が増養殖に利用されていました（図１）。別途調

査した漁港水域については、542漁港で増養殖利用されてお

り、漁港水域の利用の約1/4と少ない状況です。

漁港用地の利用の内訳をみると、蓄養が最多で、次いで中間

育成、種苗生産であり、陸上養殖はまだ少ないものの、近年増

加の傾向にあります（図２）。蓄養や種苗生産、中間育成では、

漁協と自治体が主であるのに対し、陸上養殖では、漁協、漁業

者の他、民間企業が約20%を占めることが特徴です（図３）。

３．活用事例
陸上養殖は、波浪等に影響されず、安全で管理しやすい作

業環境です。例えば、海面養殖では生簀内でサイズにバラツ

キが生じた際に、生け簀をサイズで区別して養殖することは

困難ですが、陸上養殖では、選抜、分養により、効率的に成長

を促進することができます。飼育水別にみると、海水井戸で

は、砂層で濾過されることにより、清浄な海水を得ることが

できますが、経年的に取水能力が低下することが課題です（図
４）。漁港内の海水では、他の取水方法に比べて簡便ですが、

水温や水質の変化幅が大きく、温暖化に伴う高水温化が懸念

されます（図５）。沖合海水では、水温が最も安定しますが、▲図1：漁港用地の増養殖への利活用

▲図2：漁港用地における増養殖の利用数の経時変化

▲図3：漁港用地における増養殖の利用数の変化と実施主体
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整備費が高額となります（図６）。閉鎖循環式については、水

温調節することにより、成長を促進することができる一方で、

維持費用が高額となります。このように、現時点において養

殖の飼育水の取水については、技術的な課題が残されており、

種々の対策が必要となります。

４．おわりに
漁港用地は、1975年頃から、蓄養や中間育成、種苗生産で

利用されるようになり、近年では陸上養殖の利用も高まりつ

つあります。漁港用地における陸上養殖については、地理的

に漁港水域よりもさらにアクセスが良く、荒天や波浪の影響

をほぼ受けず、安全で安定した作業環境を提供します。また、

海域に面するため、飼育水も供給されやすい環境です。ただ

し、飼育水の取水については、技術的な課題が残されており，

種々の対策が必要となります。さらに、海面養殖に比べて安

全な作業環境であるといえますが、津波や高潮による設備へ

の被害や台風等による停電に伴う電源遮断のリスクが懸念さ

れ、情報伝達施設や防潮堤、漂流防止柵などの整備や自動起

動発動発電機等の整備が必要となります。養殖業BCPの構

築による減災対策の構築が望まれます。

なお、本報は、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調査」の成果の一部を取りまとめたもの

です。

（第2調査研究部　當舎 親典）

▲図4：海水井戸によるヒラメの陸上養殖

▲図6：沖合海水によるサクラマスの陸上養殖

▲図5：港内海水による海ぶどうの陸上養殖
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総務部
令和元年度 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。

令和元年度も同研修会を開催し、全国各地の漁港整備事業

担当者が参加していただき、無事に研修会を終了しました。

２．開催概要
【目的】

この研修会は、新たな漁港漁場整備法に対応した事業制度、

地域整備計画手法、波や土に関する技術的な基礎知識に加え、

漁場整備に関する技術的な基礎知識など、遂行上必要な知識

及び技術の研修を行うことにより、技術者の育成並びに技術

水準の向上を図るとともに、漁港漁場整備技術に関する専門

的な知識を習得し、漁港漁場整備事業の効率的かつ円滑な実

施に資することを目的として毎年実施しています。

令和元年度には、水産庁の重要な施策に関する特別講義、

漁港における品質・衛生管理、漁港施設の地震・津波対策、

藻場・干潟の造成計画や漁港施設等の長寿命化対策など喫緊

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】
令和元年９月９日（月）から９月13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88名

が参加されました。

全講義を受講された方は87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】
令和元年９月９日

① 特別講義

講師：水産庁 整備課長　浅川 典敬

② 漁港整備の計画・調査

講師：第一調査研究部 次長　林 浩志

③漁港整備の計画・調査

講師：第二調査研究部長　伊藤 靖

令和元年９月10日

④漁港施設の設計（設計条件、施設と構造形式）

講師：第一調査研究部 主任研究員　後藤 卓治

⑤波と流れ（演習含む）

講師： 水産庁 整備課 漁港基準係　前野 彰仁

第一調査研究部 主任研究員　岩瀬 浩之

⑥構造物への波の作用

講師： 水産工学研究所 業務推進部

主幹研究員　山本 潤

令和元年９月11日

⑦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

⑧施設の基礎

講師： 水産工学研究所水産基盤グループ

グループ長　佐伯 公康
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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

第一調査研究部 主任研究員　尾崎 幸生

令和元年９月12日

⑩ 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　澤田 真希

⑪ 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

⑫漁場造成の設計論

講師： 水産工学研究所 業務推進部 研究員　明田 定満

⑬漁場造成の設計演習

講師： 水産工学研究所水産基盤グループ

研究員　古市 尚基

⑭藻場・干潟の造成計画論（概論）

講師：第二調査研究部 上級研究員　三浦 浩

令和元年９月13日

⑮漁港における品質・衛生管理

講師：第一調査研究部 次長　林 浩志

⑯漁港施設等の長寿命化対策

講師：水産庁整備課 指導係　上小林 達弥

漁港漁場整備事業関係技術者育成研修会の開催された9月

9日には、懇親会も開催し、漁港管理者の意見交換の場となっ

ていました。

また、講義終了後には受講者にアンケートを行い、次年度

以降の講義の充実を図るための資料とさせていただいていま

す。

令和2年度も同研修会を開催予定ですので、都道府県や市

町村の漁港関係業務担当者で、興味のある方は参加いただき

ますようをお願いいたします。

（総務部　松本 卓也）

▲水産庁浅川典敬整備課長挨拶

▲受講風景

▲修了式風景
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この人に聞く

関
い ず み

の
下野 尚登さん

長浜漁業集落 代表

地域のみんなと“食べていける漁業”をつくる

下野 尚登 【しもの・ひさと】

鹿児島県下甑村（現 薩摩川内市下甑町）生まれ。兵庫県
で小中高校時代を過ごす。24歳で島へUターンし、父
親の漁業を手伝う。30過ぎに独立し、現在はタカエビを
対象とする小型底曳網漁業や沖縄でのソデイカ釣りに
従事している。2005年に離島再生交付金を受けて立ち
上がった、地域活性化のための活動グループ「長浜漁業
集落」の代表を務める。グループの年配者と若者の橋渡
しをするパイプ役として活躍中。

島へUターン
祖父は漁師をしていました。でも、継ぐほどの規模で

もなかったので、父親は都会に出ました。私が6歳の時、
昭和30年代は島には現金収入の道がほとんどなく、みん
な東京や大阪に出て行った時代でした。私は兵庫県尼崎
市で小・中・高校時代を過ごしました。24歳の時に島に、
両親が先に島に戻っていたこともあり、こちらに帰って
きました。
その時はすでに結婚していました。最初、妻は都会の

方が良かったようで、島に戻ることにあまり乗り気では
ありませんでした。それで、3年やってみてダメだった
らまた考えようということで戻ったのですが、彼女も住
めば都だったのか、何とかこちらに落ち着きました。

船に乗る仕事がしたかった
私は子供の時から船が好きで、船に乗る仕事をした
かったんです。水産高校を目指しましたが、それはちょっ
と難しくて。でも、船に乗ることは子供の時からの夢で
した。島に戻った時、父親は漁師の真似事のようなことを
やっていました。私が戻ってきて手ができたので、小
型定置でもやろうかということになりました。父親と一
緒に漁業をやったり、土建業のアルバイトをしたり。小
型定置は一日中仕事が
あるわけではないので、
潜水漁もやりました。
スキューバダイビング
で瀬魚、イシダイとか
ハタ類、メジナなんかを
水中銃で突いて。小型
定置は31歳くらいまで
やりました。それから7

トンくらいの漁船を購
入して、キビナゴ刺網を
専門に7年やりました。
その後、9.9トンの漁
船を購入し、エビ底曳
網に転向しました。

沖縄でソデイカ漁
沖縄のイカ漁に行くようになって、居住性のある船が
欲しいね、ということで、7年前に少しだけ大きな船に買
い換えました。
今は、こちらでエビ底曳網をやって、12月末から 4月
初めは沖縄でソデイカ漁、という生活です。7、8月は地
区で自主的に休漁することに決めているので、この間は
漁具の補修なんかをやっています。この間は収入があり
ません。本当は何か仕事があればよいのですが、なかな
か採算の良い仕事はないですね。若いときはいろいろ挑
戦したんですけどね。
ソデイカは13年くらいやっています。1月から3月は
小型底曳網漁業の操業禁止期間となっています。昔はそ
の間にも何やかやとここで他の漁業をやってつないで行

写真①：祭りの飾りつけをした
下野さんの船
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けたのですが、だんだん難しくなってきました。そんな
ときに、イカ釣りがあるよ、という情報があって、行くよ
うになりました。糸満までは氷やら燃料も積んでいるし、
エンジンを回すと燃料費がかかるので、ゆっくり走って
48時間、漁場に直接行くときは3昼夜半かかります。結
構遠くまで行くんですよ。台湾の南寄りとか、大東島と
小笠原の中間くらいまで行くこともあります。ソデイカ
漁の間は、だいたい船で寝泊まりしています。寒い日や
体調によっては、たまにホテルに泊まることもあります
が、基本的には船の生活です。

漁師はコミュニケーションが大事
沖縄は結構開放的な地域ですが、県外船なので、なる

べく控えめにしています。ソデイカは業者に直接売って
もいいのですが、私は糸満の漁協に水揚げします。販売
手数料もちゃんと払っています。ここで漁をさせても
らっている、という気持ちを表したいということもあり
ます。甑島から沖縄に行っているのは私たちだけですね。
従弟とはいつも一緒に仕事をしています。10歳くらい年
下で、若いころはきついことを言ったりもしましたが、
もう 30年以上一緒に仕事をしています。喧嘩をするこ
とはないですよ。
イカ釣りに行くようになって最初の 5年くらいは、沖
縄の海にも慣れないし、釣れないし、赤字が続いて泣き
ました。だんだん沖縄の漁師さんたちと顔見知りになっ
て、漁場を教わったり、漁を教えてもらって、どうにか食
えるようになりました。漁師はコミュニケーション力が
ないとだめだと思います。

「長浜漁業集落」を立ち上げる
「長浜漁業集落」というのは、離島再生交付金（水産庁
事業）に取り組むことになったときに立ち上げた活動グ
ループの名前です。補助金も出るし取り組んでみないか、
という話が役場の方から来て、具体的な内容をちゃんと理
解していたわけではなかったのですが、やってみようとい
うことになって、2005年にグループを立ち上げました。

15年前は私も 50歳前だったので、当時の先輩たちか
ら中堅のお前らがやったらどうか、という声もかかり、
私を指名してくれる人もいて、ではやってみましょう、と
いうことで代表になって、以来 41、2名のメンバーで活
動しています。15年の間には、亡くなってしまったメン
バーもいますし、逆に新たに参加してきた若者もいます。
最初は自分たちだけでは何をやっていいのかもよくわ

かりませんでしたし、そんなに時間的な余裕もなかった
ので、薩摩川内市の水産の係りの人のアドバイスをもら
いながら、試行錯誤してやってきました。でも、備品を
買っていいという割には、当時流行り始めていたデジカ

メはダメ、記録をちゃんと残せ、というのにパソコンは
ダメ。だんだん変わってきましたけど、最初は使いづら
い部分もあって、大変でした。逆に最初は緩やかなとこ
ろもあって、メンバーの奉仕活動にも日当が出せたり。
だんだん縛りがきつくなって、日当を出すのは困る、皆
さんの将来のために有益なことに使え、と言われるよう
になった。でも、その理想に使うには金額的にどうなの
かな、という思いもありました。

周囲からの協力と自分たちの頑張り
それでも、薩摩川内市の担当者はやるからには、とい
う熱い思いがありましたし、県の普及員さんも頑張って
くれて、加工にも取り組むことができました。市や県の
力添えがなければ、現場だけでは何も動かなかったと
思います。いろいろアドバイスを受けて、それでも最初
はいやいややっているところも実はありました。でも、
そんなことを言っていても始まらないので、やはり理
想をもって、やるからにはみんなでやろうよ、と周りを
説得して。正直、役付きになるとしんどいところもあり
ました。

2014年度の交流大会（第20回 全国青年・女性漁業者
交流大会。「長浜漁業集落」の発表は、第4分科会の農林
水産大臣賞を受賞した）で発表をしましたが、それも本
音を言えば行かされた、という感じでした。でもその時
に市の担当の方から、私たちの提案を実践してくれる長
浜集落の人たちはすごい、と言われました。確かにみん
な、頑張りました。

加工事業の顛末
「長浜漁業集落」として、加工品の製造販売もやりま
した。加工は、組合の加工センターを借りて作っていま
した。未利用資源の活用ということで、その当時はサイ
ズが小さくて値がつかないエビもあったし、観光協会の
バックアップもありました。作っても売る場所がなけれ
ば意味がないので、観光協会があちこちで宣伝してくれ
たり、マスコミにも紹介してくれたりして、ローカルテ

写真②：長浜漁業集落の仲間たちと
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レビの取材も受けました。「フレッフレッこしき」と命名
したエビふりかけや、主にイベント用にエビつけあげを
開発しました。でも現在はやっていません。実際に稼働
しているエビ底曳網が4ケ統ありますが、加工作業は主
にその漁家の女性の方にやってもらっていました。でも、
底曳網では女性もエビの選別やパック詰めの作業に従
事しているので、そういう日常の作業に加えて、加工ま
でやるのがだんだん大変になってきてしまった。奄美大
島では、最初集落でやっていた加工を、加工のための組
織を作って専門的にやるようになり、結構成功している
ところがありました。そんなところも視察して、集落の
みんなにも、そういうやり方で続けて行ったらどうだろ
うかと計ったのですが、そこまでしてやりたくない、と
いうのがみんなの意見でした。
商品も最初は宣伝効果もあって、注文もたくさん来た

けれど、加工場や機材の問題で十分に応えることができ
なかったし、そうこうするうちに商品自体がだんだん飽
きられてきた。私の妻は加工をやっていたので、彼女が
引き継いでもよかったのですが、そうすると、事業自体が
何か個人のためにやったように見られるところもあって、
それはしないということにしました。今、妻はエビみそを
作っています。それは個人でやっていることで、集落で
やってきた加工品とはかぶらないようにしています。

できる範囲の活動をやる
「長浜漁業集落」としては、例えば、定期的に開催され
ているおさかな市のようなイベントに参加してきました。
ただ、ずっと同じことをしていても、ちょっと進歩がない
ということもありますし、月に一度とか数か月に一度と
いうペースでも、毎回となると大変で、少し遠ざかってい
ました。今回、漁協直営の川内とれたて市場が3周年を迎
え、記念感謝祭を11月に開催するにあたり、出店を考え
てもらえないか、といわれ、じゃあやってみようか、とい
うことで、タカエビのエビ入りさつま揚げなんかを臨時
的にやってみることにしました。ほかにも秋の長浜地区
で甑島えび祭りというイベントを開催しています。今年
で 5回目を迎えます。キビナゴ祭りでもよかったのです
が、それは島中どこにでもある。やはり長浜はエビの船が
５艘もあるので、エビでいこうということになりました。
でも、エビだけではなかなか人を寄せられないので、郷土
芸能などを頼んでいました。そのうち、だんだん出てくれ
る人も少なくなってしまって、そんなとき去年はフラを
やっている学校の先生が何人かいて、急遽頼んだら引き
受けてくれて、すごく盛り上がりました。今年は観光協会
の提案もあって、甑島アクアスロンというイベントがあ
るのですが、その翌日に祭りをやれば、集客も問題ないと
いうことで、10月に開催予定です。自分たちだけだった

らできないけれど、周り
から助けられて、何とか
できる範囲でやってい
ます。

「長浜漁業集落」の
代表として
「長浜漁業集落」には、

9人の役員がいます。年
齢的には自分が一番上
になりました。代表に
なって三期目。5年で一
期なので、グループがで
きて以来ずっと代表です。一番意識しているのは、代表
としての自分の役割は、上の世代と下の世代をつなぐと
いうこと。会長もそろそろ引退と思っているのですが、
何かの形でいてくれ、とは言われています。活動自体は
若い人たちがもう何でもできますが、何かあったときに
つなぐ役割は必要、ということなのかもしれません。小
さな集落とはいえ、30人、40人集まれば、それはいろい
ろ調整ごとが起こります。役員会は月に 1回、三役会議
もちょこちょこやっています。年度末の清算総会と、年
度初めの定例集会、祭りの全体説明などは、メンバーが
一堂に会します。

本当に残ることを考え始めた
活動の方向転換の理由の一つには、行政の担当者とう
まく意思疎通ができなかったこともあります。できるだ
け同じことの繰り返しにはならないように、という人も
いれば、やはりこれまでの活動を復活したら、という人
もいる。行政としても事情があるのもわかるのですが、
一度やめたことをまた始めるというのは、言うほど簡単
じゃない。それから、エビのふりかけ、あれは作ってい
る我々の中でも賛否両論ありました。当初はブームに
乗っかったから売れたと思いますが、特に若い人たちは、

写真③：イベントでタカエビの販売

写真④： 2019年海老まつりの
ポスター
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原稿を読むのは苦手で、交流大会の発表の時にはそれはそ
れは緊張しまくっていた、という下野さん。発表の後に質
問をしたら、原稿なしの発言はすごく滑らかで、固かった

表情がとても素敵な笑顔になられたことを覚えています。今回
ようやく甑島に伺い、現地でお会いすることができました。タ
カエビ漁の選別の見学や、パック詰めのお手伝い（？）もさせ
ていただきましたが、獲れたてのエビの美しいこと、美味しい

こと。島の漁業がこれからもずっと元気
に続いてほしいと思います。

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

あれはたいしておいしくない、という人も多くて、自分
たちがあまり好きでないものを作りたくないという意見
もありました。
どこでも同じかもしれませんが、この事業で加工を始

めたところは、同じような経過をたどっているのではな
いでしょうか。すべてを知っているわけではないので、
あくまでも私の感覚なのですが。そういう経緯があって、
私たちの地域の考え方も変わってきました。せっかく将
来に何かを残すのなら、本当に残るようなことにお金を
使ったほうがいいんじゃないか、ということです。それ
なら、どこか良い漁があるところに勉強しに行って、そ
れを導入する方が、お金はよりかかるかもしれないけれ
ど、やる価値があるのではないか、と思うようになりま
した。ほかのメンバーにも意見を聞くと、やはり同じ補
助金を使うのであれば、実入りのあることに使ったほう
が良い、ということで方向転換していきました。何か加
工品のようなものを作れば、目に見えるし評価もしやす
いかもしれないですが、実際に漁業者が漁業をやりなが
ら別のことを続けていくというのは、難しい面もあると
思います。

アカムツ漁の導入
以前、沖縄の人たちから、対馬へ行ってアカムツ漁を

学んできた話を聞きました。アカムツ（ノドグロ）は今
値段も良いし、調子がいい。この辺りでも、タカエビの
網を引くと、結構アカムツが入ってくるので、資源があ
ることはわかっていました。これはいけるかも、という
ことで 2年前に４、5人で対馬に行ってきました。天候
が悪くて、乗船研修はできなかったのですが、会議室や
懇親会の場でいろいろなことを教えてもらって、導入し
てみたら、対馬ほどの漁はなかったけれども、一人の漁
であれば何とかこれでも食べていけるくらいの水揚げが
あった。アカムツは釣り方がちょっと特殊です。対馬の
人も、我々が近くの漁師だったらあんなに親切に教えて
くれなかったと思うけれど、離れているので、教えても

らえたと思います。一応、漁法を習得しても、対馬の漁
場では獲りませんという誓約書も書きました。仕事がな
いと言っていた若手が 5艘ばかり就業したんですけど、
築地に直送したりして、この漁のおかげで、結構収入に
なっています。

漁業を一番に考える
私たちは漁師なので、まずは自分たちが生活できる
漁をどうにかしていかなくてはいけない。それができて
初めて、ほかの活動をやる余裕ができる。資源は減る、
魚の値段は落ちる一方。かつては鹿児島の風物詩にも
なっていた、アキタロウ（バショウカジキ）の漁に大勢が
出ていたけれど、今は 2艘だけになりました。もう獲れ
ないんです。水温上昇とかいろいろ言われていますけれ
ど、原因はよくわかりません。本来なら、9月中頃、まさ
に今頃は最盛期のはずなのですが、一番獲る船でも今の
ところ一匹とか二匹。先が思いやられる状態です。アキ
タロウだけでなく、今年はエビも不漁です。沖縄のソデ
イカも昨シーズンは不漁でした。こういう状況の中で、
どうやって飯を食っていくか、というのが目下の課題で
す。昔、先輩漁師たちは、漁師やって金を残した人はい
ないとよく言っていました。若いときはやり方次第だと
か思っていたけれど、自分がかつての先輩たちの年齢に
なったとき、すごくその意味が分かった気がしています。
でも、現実がそうだからと言ってシュンとなってしまっ
ても仕方ない。私の役目は、若い人たちのやる気やアイ
ディアを形にする環境を整えて、地域を盛り上げるエン
ジンになることですから。

※写真①②③④は下野さん提供

写真⑤：漁から戻るとみんなでエビの選別
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『都市と漁村の交流に向けた取組を学ぶ』in札幌
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、昨年度より、各地でシンポジウムの開催を行っ

ております。

今年度は、北海道札幌市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：令和元年10月15（火）13：00～
場所：TKPガーデンシティ札幌駅前
参加者数：82名

プログラム

■第１部:渚泊の効果的な推進方策について

•「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

•「北海道における『農たび』の現状と取組み」

•「歯舞漁協の渚泊の取組について」

•「 深浦マグロステーキ丼の取組み」

開会にあたり、水産庁防漁港漁場整備部防災漁村課課長補

佐剱崎様、都市漁村交流推進協議会副会長で寿都町長の片岡

様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

水産庁の剣崎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浪川より、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國武様よ

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。

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、札幌大谷大学の山下成治

教授です。「北海道における『農たび』の現状と取組み」とし

て、モノの所有からコトのシェア（分配）に時代が変わったこ

とを受け、これまでの地域協議会でのPlan-Do-Check-Act

のPDCA型の計画から、Observe（観察＝みる）-Orient(状

況判断・方向づけ＝わかる )-Decide(意思決定＝きめる )-

Act( 行動＝うごく )のOODA型になったこと、そのソフ

ト資源として、渚泊があることについて、お話しいただき

ました。会場の参加者に山下先生から質問するなど、会場

『都市と漁村の交流に向けた取組を学ぶ』in札幌の開催
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おわりに
お忙しい中、ご参加いただき、本当にありがとうございまし

た。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。昨今は、出張

や会議が困難な状況になっておりますが、状況が落ち着きま

したら、また、地域に足を運び、顔を合わせて話をするという

ことを進めていきたいと感じています。

本シンポジウムの実現にあたり、北海道の皆様、特に北海道

漁港漁場協会の方々には、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。

漁村総研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

があれば、漁村総研へお問い合わせ頂けたらと思います。

（第2調査研究部　浪川 珠乃）

を巻き込んだ活気あふれる、

楽しい講演でした。

次に、都市漁村交流推進

協議会の会員である歯舞漁

業協同組合の中村直樹参事

より、「歯舞漁協の渚泊の取

組みについて」として、事

例報告を頂きました。本土

最東端に位置し、歯舞群島にもほど近い歯舞地区は、マリン

ビジョン協議会の活動でも有名です。都市漁村交流活動には

熱心に取り組まれており、小中学生を対象として水産体験学

習、北方領土をめぐる周遊観光（パノラマ・クルーズ）、水産

品を活用した各種の祭り等で交流人口は増加しています。渚

泊についても、農泊推進事業を活用し、平成29年、30年に

先進地視察等を行い、パンフレットを作成、誘致活動、クラ

ブツーリズム（株）のツアー客受入、大学のゼミ生の受け入

れなど、様々な活動を行い、平成29年度の384人という受

入実績から、令和元年度には外国人を含む644名の受入れ

を果たしました。これらの経験を各地で講演するとともに、

Facebookを通じた情報発信も行っています。「継続は、力な

り！」という最後の言葉は、都市漁村交流活動を長い間地道

に実践してきている地区からの、力強い発信でした。

最後にご登壇いただい

たのは、東京で開催された

トーク＆トーク「まちに元

気を！」のシンポジウムで

もご講演いただいた青森県

深浦町深浦マグロ料理推進

協議会の鈴木マグロー事務

局長です。東京での講演が

非常に有意義だったので、

ぜひ、札幌の皆様にも！ということで、ご講演いただきまし

た。マグロステーキ丼の開発秘話から、開発の苦労、現在の

ブームとその後の展開への準備等についてお話いただきまし

た。巧みな話術で、会場も大いに盛り上がりました。

質疑応答では、様々な方々にご質問いただき、講演いただ

いた方々にとっても、参加された皆様にとっても、有意義な

シンポジウムになったと思います。
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１．はじめに
2019 年 9 月 21 ～ 24 日に長崎県長崎市において、日

本水産工学会の主催により開催された水産工学国際会議

「International Conference on Fisheries Engineering 

2019」に、当研究所から髙吉理事長、伊藤部長、後藤主任研

究員、當舎主任研究員及び私（三浦上級研究員）が参加・発

表いたしましたので報告します。

２．会議の概要
今回の国際会議は、漁場環境の保全、漁場や藻場の造成、漁

港建設、漁船工学や漁業生産技術、資源探査技術など、水産業

に関わる工学技術の現状をレビューし、将来の方向性につい

て議論することを目的に開催されました。

開催日時：令和元年9月21日（土）～24日（火）
場所： 長崎大学文教キャンパス（長崎県長崎市）

プログラム

9月21日：

全体会議：歓迎スピーチ、基調講演

ROOM1：水産土木工学

ROOM2：漁船漁業工学・資源探査技術

ポスター発表

9月22日： 

ROOM1：漁港、漁村、漁場開発

ROOM2：漁業生産技術　他

ポスター発表

9月23日：

シンポジウム「海洋再生可能エネルギーと水産工学」

バンケット

9月24日：

エクスカーション：世界文化遺産「軍艦島」の見学

会場となった長崎大学文教キャンパスの文教スカイホール

には、日本、韓国、タイ、台湾、英国、マレーシア、中国、米国、

ブラジル、フランス、ケニアの11の国と地域から144人の科

学者、技術者および学生が参加しました。また、３つの基調講

演と46の口頭発表、27のポスター発表及び9のシンポジウ

ム講演が行われ、会議の公用語である英語で活発な議論が行

われました（日本水産工学会HPより引用）。

初日の9月21日は13時から全体会議が始まり、日本水

産工学会会長の福井県立大学、大竹臣也教授の歓迎スピー

チの後、日本水産工学会副学会長の北海道大学、木村暢夫教

授による基調講演「Fisheries Engineering, Today and 

Tomorrow, for Robust Fisheries」が行われました。この

講演では、近年の水産工学研究各分野の主要な成果を振り返

り、これからの水産業のあり方、進み方に対応した水産工学

研究の方向性について語られました。その後は「ROOM1：

水産土木工学」と「ROOM2：漁船漁業工学・資源探査技術」

の2つの会場に分かれて口頭発表が行われました。

2日目は、「ROOM1：漁港、漁村、漁場開発」、「ROOM2：

漁業生産技術　他」の2つの会場に分かれて口頭発表が行わ

れました。生憎、台風17号接近のため、昼休みや休憩時間を

短縮して口頭発表が行われました。

3日目は、「海洋再生可能エネルギーと水産工学」と題し

たシンポジウムが行われ、長崎大学名誉教授の中田英昭博士

の基調講演「Habitat-creation potential is a key issue 

of the sustainable development of marine renewable 

energy」
※
に続いて、海洋再生可能エネルギー施設の計画

方法（英国 Jan Matthiesen 氏）、施設周辺の環境調査方

法（台湾Hsin-Ming Yeh博士、日本 北澤大輔博士、中村乙

水博士、英国Benjamin Williamson博士）、漁業者との調

International Conference on Fisheries Engineering 2019
（水産工学国際会議) の参加報告

▲ バンケット会場にて記念撮影（日本水産工学会HPより）
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する質問がありました。

三浦上級研究員の発表では、フロンティア漁場整備事業に

よって整備されたズワイガニ保護育成礁の保護効果につい

て、籠による漁獲調査やROVによる観察調査の結果と、今後

の課題について報告を行いました。会場からは、ズワイガニ

の雌雄別の生息水深や、籠の漁獲特性に関する質問がありま

した。（注：発表者等の所属・役職は当時のものです。）

４．おわりに
今回の国際会議には、初日から23日のシンポジウム・バン

ケットまでの3日間通して参加することができました。途中

台風の来襲により、一部プログラムの変更もありましたが、

予定通り終了しました。準備は大変でしたが、日頃の研究成

果をとりまとめ、英語で発表する機会を得られたこと、国内

外の水産工学分野の取組や今後の方向性に関する新たな情報

について触れることができたことに改めて、感謝しています。

関係者の皆様、お疲れ様でした。

（第２調査研究部　三浦 浩）

▲ 鏡びらき（日本水産工学会HPより）

整（米国Michael Pol 博士、日本 桐原慎二博士）について

話題が提供されました。そして海洋再生可能エネルギーを

水産業に活用する試みとして、水産工学研究所の三好潤博

士より「Hydrogen Fuel Cell-Powered Fishing Vessel: 

Utilization of MRE for Fisheries」という話題が提供され

ました。夜には稲佐山中腹のホテルに移動し、バンケットが

行われました。バンケットでは最初に田上富久長崎市長より

歓迎の挨拶をいただき、日本酒の鏡開き、乾杯の後、長崎大学

学生による龍踊の演舞、学生優秀賞の表彰などが行われまし

た。参加者は各自の発表が終了した安堵感も手伝って、和や

かな雰囲気で談笑し、台風一過の長崎の夜景と美酒佳肴を楽

しみました。

※ なお、中田英昭博士の基調講演内容の一部については、日本語版を作成
頂き、本誌に特別寄稿として再掲載させて頂いております。あわせてご
一読下さい。

３．発表の内容
当研究所からは、後藤主任研究員が「漁業地域における水

産物の生産と流通のための事業継続計画」、當舎主任研究員が

「ウスメバルの摂食行動の把握」、三浦上級研究員が「ズワイ

ガニ保護区の効果」の3題について発表を行いました。

後藤主任研究員の発表では、東日本大震災における漁業地

域の被害からの復旧状況をふまえた漁業地域BCP（災害が起

こる前に、事業継続計画を策定し、被害を最小化して、普及

に要する時間を短縮する取組）が日本各地で行われるように

なったことから、それらの概要と今後の課題について報告し

ました。会場からは、対象とする災害やBCP策定後の運用に

関する質問がありました。

當舎主任研究員の発表では、青森県の日本海側で2017年

に加速度センサーを用いたバイオテレメトリーによるウスメ

バルの摂餌行動や胃内容物分析結果について報告しました。

会場からは、年齢による摂餌行動の違いの生態学的意義に関

▲ 口頭発表風景

▲ 當舎主任研究員の発表

▲ 後藤主任研究員の発表

▲ 三浦上級研究員の発表
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漁港の砂堆積と砂浜侵食を同時に保全するジェットポンプ

式サンドバイパスシステムが第3回インフラメンテナンス大

賞を受賞しました。

全国的な課題である沿岸漂砂による港口の土砂堆積対策

として、国内で初めて福田漁港（静岡県磐田市）において

「ジェットポンプ式サンドバイパスシステム」を採用、運用し

ていることについて、携わった静岡県、五洋建設株式会社、漁

村総研に贈られたものです。

漁港付近の海底に堆積した砂（年間8万ｍ3・ダンプ1万6

千台分）をジェットポンプによって海水と共に吸い上げ、パ

イプライン輸送するもので、航路等の水深を効率的に保全で

きると同時に、輸送先の海岸では継続的に砂浜を保全するこ

とができます。

◆インフラメンテナンス大賞とは

インフラメンテナンス大賞は、日本国内の社会資本のメン

テナンス（以下「インフラメンテナンス」という。）に係る優

れた取組や技術開発を表彰し、好事例として広く紹介するこ

とにより、我が国のインフラメンテナンスに関わる事業者、

団体、研究者等の取組を促進し、メンテナンス産業の活性化

を図るとともに、インフラメンテナンスの理念の普及を図る

ことを目的として実施されているものです。

第3回目となる今回は、平成30年10月15日に募集が開始

され、同年12月14日までに255件の応募があり、有識者に

よる選考委員会（委員長：山極 壽一 日本学術会議会長／京

都大学総長）の審査を経て、決定されました。

◆ジェットポンプ式サンドバイパスシステムの概要

このシステムは、1000m3/hの低圧給水ポンプを使って海

水をポンプ室へ取り込み、426m3/hの高圧駆動水ポンプに

より海水に高水圧をかけて桟橋上の浚渫箇所へ送ります。そ

こにはジェットポンプ（高圧水エジェクター）4基を海底面下

の砂の中に埋設して置きます。

このポンプは駆動水を2系統に分け、一方は海底面下の砂

の中へ噴射してポンプ周辺の砂を攪拌しスラリー（海水混じ

り砂）化します。また、もう一方はポンプの下部より上向きに

噴射し、それを排砂管で受ける事で周辺に負圧を発生させて

スラリーを吸い込みます。ジェットポンプには動力が無いた

め水中においても故障が少ないメリットがあります（図１）。
吸い上げられたスラリーは、桟橋からポンプ室に送られ

再び850m3/ｈのスラリーポンプ2台で圧力をかけられて

2.2km先の吐出口までパイプ輸送されます（図２）。

（第1調査研究部　林 浩志）

「第3回インフラメンテナンス大賞」を受賞しました

スラリーを配管により
ポンプ室へ運ぶ

負圧でスラリーを
吸い込む

駆動水を噴射し
砂をスラリー化
させる▲ 授賞式の様子

▲ 図1: ジェットポンプで砂を浚渫するしくみ

▲ 図2: ジェットポンプ式サンドバイパスのしくみ
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「南大東漁港（北大東地区）整備事業【港湾部門】」と「女川

町地方卸売市場荷捌場・管理棟建設工事【特別枠　港湾部

門】」が全建賞を受賞しました。

◆ 南大東漁港（北大東地区）整備事業（受賞機関：沖縄県 農

林水産部 南部農林土木事務所、賛助会員：（一財）漁村総研）

北大東島の海岸線は15m以上の断崖絶壁に囲まれ、島の

周りの海底地形も急深で波浪条件も厳しく、沖合に展開した

漁港の建設は、施工性、経済性から困難であった。そのため、

国内ではほとんど例を見ない大規模な島内の岩盤掘り込み式

（岩掘削量約100万㎥）により漁港の建設を行った。掘り込み

により発生した膨大な掘削岩は、一度泊地に埋め戻しブロッ

ク製作ヤードやブロック据付、港口浚渫等の仮設道路として

活用した。掘削するサンゴ石灰岩は特有の多孔質と緻密部が

混在していたことから、発破時、既存岩盤として残す部分に

影響を与えないよう爆薬量等を調整して行った。また、バッ

クホウによる陸上からの水中掘削は、濁水により目視確認が

できないため、GPSやモニタ画面と音でバケット刃先をオペ

レータにガイダンスするシステムを活用し、余堀、堀残し等

がなく、正確で効率的に掘削した。

評価のポイント

直接係留・停泊できる漁港がなかった北大東島において、

国内では殆ど例のない島内掘り込み式により漁港を建設した

事業。掘り込みにより発生した膨大な量の掘削岩を有効利用

し、漁港内泊地に埋め戻すことでヤードを確保した点や、特

有の多孔質と緻密部の混在と空洞部がある膨大なサンゴ石灰

岩の掘削や、GPSを搭載した掘削機械による濁水中の掘削を

実現した点が評価された。

◆ 女川町地方卸売市場荷捌場・管理棟建設工事（受賞機関：

宮城県 女川町、賛助会員：鹿島建設㈱（一財）漁村総研）

従来発注方式では施設の完成は早くとも平成29年度後半

と考えられた。一方、今回採用したECI方式では、実施設計

中に施工者を技術提案により選定し、施工技術提案や工事準

備を先行することにより、約1年早く完成することができた。

また、工事費を施工者に聴取するため、確度の高い事業費の

算定が可能となった。

施工者の選定段階では、①荷捌場の工期短縮、②工事期間

を確実にするため、地盤調査からの技術力の高さ、③施工会

社全社を挙げて当事業をフォローする組織力、④水揚げを行

いながら工事を進めるスケジュール管理能力、⑤町全体の復

興計画との整合性などを学識者等により審査し選定した。

評価のポイント

東日本大震災による津波で壊滅した女川町地方卸売市場

を、水産庁の衛生管理基準レベル３対応で、ICTを活用した

トレーサビリティに対応した新たな市場に整備した事業。発

注・施工において復興事業では新たな取組であるECI技術提

案交渉方式を採用し、そのために発注者支援としてCM方式

を採用したことにより、建設コストの縮減や通常より１年工

期短縮した点が評価された。

◆全建賞とは
全建賞は、我が国の建設技術の発展に寄与することを目的

に昭和28年に設けられ、昭和29年に第1回表彰が行われた

歴史と伝統ある賞です。

これらの事業は、日本の社会経済活動を支えるインフラと

して既に大きなストック効果を発揮しているものや、地域の

皆様から愛される施設として利用されています。全建の技術

者たちの長年にわたる努力が目に見える形で実を結んだ成果

です。これを契機に、これまで以上にインフラ整備に努力さ

れ、国民の役に立つことが期待されています。

（第1調査研究部　林 浩志）

「全建賞」を受賞しました
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◎ 照屋華子・岡田恵子 著
東洋経済新報社　本体2,200円 +税
（ISBN978-4-492-53112-9）

ロジカル・シンキング
-論理的な思考と構成のスキル-

髙吉理事長オススメ！

以前、水産庁で漁港整備の企画や予算を担当していた頃、

漁業生産、漁船数、漁業就業者数が減少する中で、一定の整

備が進んできた漁港になぜさらに投資をする必要があるの

か、様々な場面で説明を求められることがあった。量的整

備から質的整備へ転換をするのだと説明したが、すんなり

と分かったと言ってもらえることは少なかったように思う。

その後、今から20年近く前になるが、某県に出向すること

となり、着任の挨拶の際に、知事から、魚も獲れなくなった

のでもう漁港整備はあまり頑張らなくてもいいぞとぐさり

と釘を刺された。

そこで、せっかくの出向のチャンスなので、県内の水産

業、漁港の整備や利用の状況をつぶさに見聞きし、本当に整

備は十分に進んだと言えるのか、今後漁港整備に求められ

るものは何かについて改めて考えを整理してみようと思い

立った。まったく違う意見の人を説得するには、事実に基

づき根拠を分かりやすく整理し、それを論理的に積み上げ

結論を出し、なるほどと納得してもらえるようにするしか

ない。そのような整理を行う上で参考になる本はないかと

思っていたところ、出版されたばかりの本書と巡り合った。

著者は「多くの人が論理的な思考を組み立てる道具を持

たず勘と経験に頼って試行錯誤しており、体系立った道

具立てがないと論理的に考えを組み立てることができな

い。自分の専門分野ほど一般の人が分かり易い判断基準を

示すべき。」と指摘しており、自分の問題意識に合致してい

た。本書では、①相手から与えられた課題を適切に認識し

ているか、勝手に自分が課題をすり替えてしまっていない

か、相手は何を期待しているのか、相手が納得できる理論

構成をとっているか注意せよ、②根拠となる事実関係を整

理する際はMECE（ミッシー、Mutually Exclusive and 

Collectively Exhaustive:話の重複、漏れ、ずれをなくす）

に留意すること、③MECEとなるよう事実関係をグルー

ピングする方法として3C／4C（顧客・市場（Customer）、

競合（Competitor）、自社（Company）／＋チャネル

（Channel））等が参考となること、④話の飛びをなくすた

め、So What?（事実関係から結論はそう言えるか）、逆に

Why So?（結論は事実関係によって証明されるか）で確認

すること、⑤MECE、So What?、Why So?などを基本に

論理のパターンを身に着けることなど、論理的に考える方

法が示されている。そして、「このような論理的な思考法を

マスターするには日々の仕事の中で地道な練習をすること

が欠かせない。」と読者の努力を求めている。

はたして、現在の自分がこのような思考法に沿って仕事

や文章作成ができているかというと甚だ心もとないが、一

度このようなスキルの存在を知っておくことは、当研究所

が行う調査研究をはじめ政策立案等様々な業務を行う上で

有効と考える。今でこそ多くのハウツー本が花盛りである

が、発行からずいぶん時間が経った現在でも大きな書店に

置かれている。論理的思考の基本を学ぶ上での良書といっ

てよいだろう。
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山下事務員オススメ！

◎ 山口 俊也 著
幻冬舎　本体800円 +税
（ISBN-10: 4344925084, ISBN-13: 978-4344925083）

ひじ ひざ 手首 股関節…… 

つらい関節痛は「魚のチカラ」で治す

青魚などの魚介類に多く含まれるオメガ 3 系脂肪酸

「DHA」（ドコサヘキサエン酸）・「EPA」（エイコサペンタ

エン酸）にはさまざまな効用があり、生活習慣病の対策にな

ることは多くの方がご存知でしょう。

しかしながら「DHA」・「EPA」の抗炎症作用については

ほとんど知られていません。本書ではその効果をさまざま

なエビデンスをもとに示しています。

著者自ら腱鞘炎に苦しみ、クリルオイルの服用によって

その痛みから解放された経験をもとに、自分と同じ悩みを

持つ人々を救いたいという思いで、オキアミ由来のクリル

オイルを紹介しています。

クリルオイルとは、「DHA」・「EPA」の抗炎症作用を余

すことなく摂取できると世界的に評判になっている次世代

型オメガ3系脂肪酸とのことです。

中高年の多くが関節の痛みを感じており、その症状に大

小こそあれ、痛みに耐えかねて引きこもりがちになる人も

いるそうです。食品から栄養素を摂取して効果が現れれば

非常に効率の良い健康法だと述べています。

現在の日本人の食生活では、オメガ3系脂肪酸をあまり

摂取できていないため、積極的に週3、4回程度、魚中心の

食事にすることが理想とのことです。そこで、旬の魚を選ぶ

こと、刺身などの生食を選ぶこと、養殖モノより天然モノを

選ぶこと、加熱調理するならできるだけ大きなままで調理

して摂取すること等で、魚の持つ「DHA」・「EPA」を無理

なく、効率よく摂取できるそうです。

また、魚が苦手な人や、食べる機会が少ない人には、サプ

リメントで摂る「DHA」・「EPA」のメリット・デメリット

を述べていて、そちらも大変興味深いです。

私自身の食生活を振り返ると、魚を食べる機会が減って

きているので、まずは、旬の魚を食べ、缶詰を上手に活用し

て、今後必要であれば、不足している分を適宜サプリメント

で補うのが得策だと考えます。

人間が進化し、発展を遂げることができたのは、魚を食べ

ることによって、「DHA」をとり、脳の働きをよくしたこと

にあるとされています。また、魚に含まれる「DHA」は子

どもの脳の発達はもちろん、成人にも、お年寄りの脳にもよ

いことは周知の事実です。魚はまさに自然が与えてくれた

健康の源だといえるでしょう。

今後、少子高齢化が一層加速し、健康寿命が非常に大きな

テーマといえる日本人にとって「DHA」・「EPA」の効能を

生かして健康な体をつくり、健やかな生活を送ることは、大

きな願いであると思われることから、一人でも多くの方に

読んで頂きたい一冊です。
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学会・シンポジウム等への論文投稿・発表（令和元年９月～令和２年３月）

編集後記

新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が延長され、未だ在宅勤務が続く中、No.47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。また、水産関係の皆様におかれましては、様々な影響が出ているものとお見舞い申し上げます。
振り返ると2月末より会議や出張への影響が出はじめました。4月に入り、当研究所でも在宅勤務が始まりました。また、東京から地方へ

の出張に際し、漁業協同組合への聞き取り調査や、漁船を傭船しての現地調査は、中止や延期となるものもありました。事態が収束するまで、
しばらくは変則的な生活が続くと思います。こうした状況下においてこそ、社会情勢の変化への対応力と、復元力が試されているような気が
します。新しい生活様式として、どのような取組が有効なのか考える今日この頃です。 （H.M）

International Conference on Fisheries Engineering 
2019（令和元.9）
「漁業地域における水産物の生産と流通のための事業継続計画」
「ウスメバルの摂食行動の把握」
「ズワイガニ保護区の効果」
第18回全国漁港漁場整備技術研究発表会（令和元.10）
「漁港・市場における市場取引業務の電子化・ネットワーク化に
ついて」

漁港漁場漁村研報
JIFIC Vol.47 2020.6

〒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（令和元年９月～令和２年３月）

◎さかいみなと漁港・市場活性化協議会第3回災害復旧ワーキンググループ会議 講師派遣【鳥取県】令和元.9.5　　◎2019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】令和元.10.8､9　　◎2019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】令和元.11.26､27　　◎全国漁業協同組合学校特別講義講師派遣【全国漁業協同組合学校】令和元.10.4、10.18、11.1､11.15　　◎令和元
年度第1回くまの灘地区漁港再編整備検討委員会 委員派遣【くまの灘地区漁港再編整備検討委員会】令和元.10.28　　◎令和元年度漁港漁場技術研修
会 講師派遣【富山県漁港漁場協会】令和元.11.11　　◎第64回新潟県青壮年・女性業業者交流大会 講師派遣【新潟県】令和元.11.12　　◎令和元年
度漁港漁場漁村講習会 講師派遣【（一社）岩手県漁港漁村協会】令和元.12.16　　◎令和元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【（一社）漁港漁場新技術研究会】令和元.12.20　　◎ひたちなか市地方卸売市場改修検討会 アドバイザー派遣【ひたちなか市】令和2.2.4　
◎令和元年度青森県漁港漁場整備事業技術研修会 講師派遣【（一社）青森県漁港漁場協会】令和2.2.13　　◎令和元年度水産公共関連民間技術の確認
審査・評価 第2回委員会 委員派遣【（一社）漁港漁場新技術研究会】令和2.3.11　　◎令和元年度神奈川県水産審議会 委員派遣【神奈川県水産審議会】
令和2.3（書面開催）

第66回 海岸工学講演会（令和元.10）
「日本沿岸における最大有義波高の経年変化と設計沖波への影響に関す
る考察」
「津波の流れに対するマウンド被覆ブロックの質量算定方法に関する実
験的検討」
水産工学 第56巻 第3号（令和2.2）
「気候変動に対応する漁場整備」


