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▲  

まちづくりから見た最適津波対策
─沿岸コミュニティ発展のために─

１．はじめに
いま、日本の水産業は、海洋環境の変化などにより、イ

カ、サンマ、サケが不漁状態にあるなど水産資源は大変
厳しい状況にあります。このような状況のなか、水産庁
では、昨年12月に施行された改正漁業法等に基づき、漁
業者をはじめとする関係者の協力を得ながら、資源管理
ロードマップに沿って新たな資源管理システムを推進す
るとともに、漁場の総合的な利用を図り、計画的な生産
が可能な養殖業の成長産業化を進めています。また、水
産基盤整備においては、藻場干潟の保全創造を引き続き
進めるとともに、回遊魚に比べ比較的安定的な生産状態
にあるヤリイカ、メバル、アワビなどの沿岸性魚種や磯
根資源を対象とした広域的な増殖場の整備を推進し資源
回復に努めています。
しかし、資源の回復が緩やかな場合に備えて、漁村に

おいて水産業に関連する経済活動を強化し、地域の雇用
や所得を向上させていくことが必要です。具体的な対策
として、漁業者や民間事業者による漁港や漁港内施設の
利用を促進し、①増養殖の推進、②都市漁村交流などに
よる関係人口の拡大が考えられます。

２．漁村における経済活動の現状
（1）漁港を活用した増養殖の推進
近年、漁港の陸域や水域を活用した増養殖は増加傾向

にあります。漁港における陸上養殖の取組件数は、1980

年代から増加しており、平成31年3月時点で144漁港で
す（図1）。また、同時点で、漁港の水域を活用した増養
殖は、385漁港です。例えば、走漁港（広島県）では、未
利用となった漁具保管修理施設用地及び加工場用地を民
間事業者に占用させ、アオノリの陸上養殖が進められて
います。このように、水産庁では、漁港施設の有効活用を

推進するため、平成31年4月に貸付制度、占用許可制度
の規制緩和を行うとともに、漁港を活用した増養殖を推
進するため、令和 2年に「漁港水域等を活用した増養殖
の手引き」を公表していますので御活用ください。

（2）都市漁村交流などによる関係人口の拡大
漁村における交流人口は、平成 27年から 30年の 4年
間は、概ね1,960～2,000万人であり、また、水産物直売
所と食堂との合計施設数は、同期間で概ね1,570～1,687

施設であり、概ね横ばい傾向で推移しています。この後、
コロナ禍の影響を受けていることから、減少傾向になっ
ていることが想定されます。
次に、1漁港あたりの水産物直売所の施設数は、集落規
模が大きくなるにつれて、増加します。これを、漁港機
能の集約化が進められる拠点漁港とそれ以外の漁港とで
比較すると、いずれの集落規模においても、拠点漁港で
大きくなっています。また、単位漁港当たりの施設数は、
人口が 5,000人以上の集落において拠点漁港で 1.8、そ
れ以外の漁港で1.1、人口が1,000～4,999人の集落では、
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陸上養殖の実施件数は増加傾向
（主な対象魚種は、アワビ、ヒラメ）

陸上養殖の実施漁港数（累積）
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図1　漁港における陸上養殖の取組件数の推移

2 漁港漁場漁村研報 Vol. 49



それぞれ、0.6、0.3です（図2。平成30年データ）。
今後は、地方回帰やワーケーションの拡大傾向を捉え

るとともに、特定地域づくり事業協同組合制度の活用に
より関係人口の創出・拡大に努めることが重要です。例
えば、人口規模1,000～4,999人の集落において、単位当
たりの水産物直売所施設数を1.0に引き上げることが一
つの目標にならないかと考えています。水産物直売店の
平均的売り上げは、自動車で約30分範囲に居住する人口
に0.3万円／人を乗じた額になるとの報告を踏まえると、
この規模の集落では、少なくとも300万円から1,500万
円が基礎的販売額と想定され、これに、集落外から自動車
で来訪する者をどの程度、見込めるかが課題となります。

３．漁港管理者の意向と今後の動向
現在、漁港については、輸出先国や消費者のニーズに
応えた水産物の供給を進めるため、品質面・コスト面で
競争力のある流通構造の確立を目指し、漁港機能の再編・
集約化を進め、生産・流通拠点の強化を図っています。
この再編・集約の過程において、これまで利用されて

いた施設に余裕が生じることが考えられることから、こ
れらの施設・水域・用地を民間事業者と連携し活用し、
漁村の経済活動を強化することについて、令和2年9月、
全国2,790漁港を対象に全漁港管理者の意向を確認しま
した。その結果、2,789漁港について回答があり、そのう
ち、724漁港において、既存施設の有効活用が望まれて
います。漁港の内訳は、第1種漁港が458漁港、第2種が
186漁港、第3種が47漁港、第4種が33漁港であり、種

別ごとに、2割から4割の漁港で要望があります。具体的
な活用については、漁港の水域・陸域を活用した増養殖
の要望が最も多く、続いて、食堂や直売施設などの地域
交流促進施設、釣りやダイビングなどのレジャー施設、
プレジャーボート（PB）の受入施設に活用する要望が
多くなっています。また、構想が定まっていない地区が
206漁港あります（図3）。
例えば、陸上養殖に着目すると、79漁港で要望があり、
現時点での実施が144漁港であることを考えると、漁港
の有効活用は様々な分野で引き続き増加していくものと
思われます。

４．おわりに
漁村を活性化するためには、漁村において水産業に関
係する経済活動を強化することが必要です。このために
は、ここに紹介した、漁港の水域や陸域を活用した増養
殖の推進や、漁港漁村における水産物の加工・販売、漁
業体験、釣り、渚泊などの海の関連産業である海業の促
進を、漁業者や民間事業者が積極的に進められるよう、
漁港や漁港内施設の利用促進を図っていくことが重要で
す。このためには、全国の漁港管理者の主体的な取組と
連携していくことが不可欠であることから、漁港管理者
皆様のご理解を賜りますようにお願いします。
また、これらの取組を加速化するためには、関連技術
が十分でないことから、この分野の調査研究について、
漁村総研の積極的な取組を期待しています。
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集落規模が大きいほど、水産物直売所の施設数は
多い。また、その数は拠点漁港の方が多い
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図2　漁村における水産物直売所の施設数
図3　漁港の空いたエリアの活用促進の意向

※ 回答に当たっては、漁港毎に複数の活用の回答を許容
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巻頭対談

世界品質の「鰤
ぶり  お う

王」を島でつくり育てる
～漁港内の無人島が養殖魚の一大加工拠点に～

現在、国においては、輸出も視野に入れながら養殖業の成長産業化に取り組んでおり、漁港漁場整備に
おいても、これからの養殖業や輸出振興を支える観点から養殖拠点産地整備が打ち出されています。
日本一のブリ養殖生産量を誇る東町漁協（鹿児島県長島町）は、加工事業を推進しながら、鰤王ブラン
ドの定着と全国への販路の拡大、世界31もの国へ輸出をするなど、全国から注目されています。また、
関連する基盤整備の面では、養殖拠点漁港として必要な機能の充実が図られてきました。さらには、
観光客の誘致など漁村の活性化にも積極的に取組んでいます。
東町漁協の長元信男組合長に、養殖業の発展のためのこれまでの取組や今後の展望、養殖業振興のた
めの漁港漁場整備への期待などについて、当研究所理事長の髙吉がお聞きしました（2021年3月15日
東町漁協にて）。

長元信男
東町漁業協同組合代表理事組合長
1947年生まれ。
2006年10月より第10代東町漁協代表理事組合長。
2017年6月より（一社）全国海水養魚協会会長。

髙吉晋吾
（一財）漁港漁場漁村総合研究所 理事長
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養殖を中心とする一次産業のまち
髙吉　国において、養殖業成長産業化、水産物の輸出拡
大を強力に進める中、東町漁協の取組は大変注目されて
います。いつも笑顔で明るい長元組合長に久しぶりにお
会いできるのを今日は楽しみにしてきました。どうぞよ
ろしくお願いします。まずは、長島町はどのようなまち
ですか。
長元　長島町は鹿児島県の最北端で、すぐ上は熊本県の
天草になります。平成の大合併で旧長島町と東町が合併
してできた長島町は、1次産業のまちで、ブリやアオサの
養殖等の水産業、ジャガイモ、柑橘、養豚等の農畜産業
が盛んです。焼酎もおいしいですよ。人口はピーク時に
は2万人、今は1万人に減少しましたが、近年は横ばいで
粘っています。もとは、4つの有人島と無人島からなる
離島でしたが、昭和49年に黒之瀬戸大橋が開通して本土
と繋がったことにより長島町の産業経済は大きく進展し
ました。

髙吉　養殖業が始まったのはどのような経緯があったの
でしょうか。
長元　かつては長島には 26ケ統の旋網がありました。
カタクチイワシがたくさん獲れるものですから、これを
うまく使えないかということで、網元たちが養殖を始め
ました。自分の家も旋網の網元でした。餌代がいらない
し、ブリの相場も当時はよかったんです。しかし、我も
我もと生産を始めるものですから、過剰生産で養殖は
どんどん厳しくなっていきました。平成 26年に需給バ
ランスをとるため水産庁が示した養殖生産ガイドライン

によって経営が安定するようになりましたが、このコロ
ナ禍によって再び厳しい状況になりました。

若い人が多い元気な組合
髙吉　東町漁協についてお聞きしたいと思います。
長元　昭和24年の組合設立から70年が経ちました。漁
協の職員は 87名、職員の平均年齢は 34歳です。パート
タイマーで働く方が65名います。組合員の数は、正組合
員が 366名、准組合員を合わせると 603名です。漁業者
の平均年齢は40歳代で、養殖業者の多くには後継者が確
保されています。事業規模は、販売が 100億円でそのう
ち8割はブリ、購買が80億円、加工が120億円など経済
事業は約300億円です。ただ資源が減少している漁船漁
業は厳しい状況です。
髙吉　漁協の職員は漁家の出身の方が多いのですか。
長元　漁家、農家、他地域からの人など様々です。
髙吉　新たなことに取組むためには、漁協の職員の皆
さんも大変だと思いますが、どのように育成されている
のでしょうか。
長元　現状維持はあり得ない、加工など次々に攻めてい
くために、あらゆる研修に派遣して勉強してもらい、職員
の能力を高めるようにしています。そして組合員のため
に頑張ろうという気持ちを植え付けることが大事です。

養殖と加工の品質管理を徹底追及
髙吉　それでは、東町漁協のブランド魚「鰤王」の定着な
ど、養殖業発展の取組についてお聞きします。
長元　いろいろなことに全国に先駆けて取り組んできま
した。何事も一番になるのが好きですね。輸出は早く、
昭和 57年に米国に輸出を始めました。これは歴代の組
合長たちの指導のおかげです。
髙吉　今でこそ国を挙げて輸出振興と言っていますが、
40年も前から始まったのですね。驚きます。
長元　昭和 63年に加工事業を始めましたが、当時はす
べて手作業でした。平成5年に薄井漁港の目の前にある
無人島の竹島に新加工場を建設しました。船で従業員を
運んでいましたが、平成7年に漁港整備によって竹島大
橋が整備され、物流機能が飛躍的に高まりました。平成
10年には全国初の養殖魚加工場としてのHACCPを取
得しました。平成 13年に商標を「鰤王」としました。平
成15年には、これも養殖魚では全国初の対EU輸出水産
食品取扱施設に認定されました。平成17年には「鰤王」を
商標登録しました。平成20年にはブリの加工尾数が100

万尾を超えました。
髙吉　多くの生産者がいる中でブランドを守るのは大変

東町漁協がある鹿児島県長島町位置図
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だと思いますが、どのように行っているのですか。
長元　漁協の主導の下で、ぶり養殖管理基準書を策定し、
オリジナル飼料開発などにより品質の均一化を図り、全
量を共販出荷、独自のトレーサビリティーシステムを開
発するなどブランドの維持と発展に努めています。
髙吉　そもそも各生簀の魚は同じ大きさの魚に育つもの
なのでしょうか。どのように出荷を決めているのですか。
長元　生簀毎に違いは出てくるので、カメラを入れて体
長の計測をして、誰の生簀にはどれくらいのサイズの魚
が何匹いるかをおよそ把握しています。注文が来たら誰
にいくら出してくれとお願いするのです。

赤潮被害を乗り越え沖合養殖を展開
髙吉　順風満帆に見えますが、ここまで来るのに、ご苦
労も多かったのではないでしょうか。
長元　平成21年と22年の赤潮では大打撃を被りました。
東町のブリは周年出荷が強みですが、21年は 41日、22

年は51日間出荷が止まりました。周年出荷ができないと、
その間他の産地に販路をとられてしまいます。この時ば
かりは、漁協ももう終わりかと思いましたが、養殖業者
だけでなく、全組合員、町民、国、県、町、取引先など様々
な方々の協力と支援のおかげでピンチを乗り切ることが
できました。感謝しかありません。その後、内湾は赤潮
のリスクが高いため、東シナ海に面した外海養殖を始め
ることにし、平成23年に浮沈式生簀を設置しました。
髙吉　消波施設がない沖合での養殖は波や流れに対して
もちこたえられますか。
長元　昨年の台風9号と10号は長島にとって最悪のコー
スをたどりました。もう駄目かなと思いましたが、生
簀を 10m沈めたところ、10m級の波が来ても大丈夫で
した。設備の進化はすごいですね。ロープは伸縮します
が、生簀が変形しないようになっており、魚が擦れて傷
まないようにできています。これにより、もし内湾で赤
潮が発生しても、沖合は大丈夫なので、周年出荷が可能
となります。
　昨年は八代海で豪雨災害があり、大量の土砂が流出し
ました。するとその年は赤潮が出ませんでした。赤潮プ
ランクトンのシストを土砂が埋め尽くしたのではないか
と思っています。
髙吉　赤潮被害の後も様々な取組みが進んでいるようで
すね。
長元　平成 31年にすべての養殖場でマリンエコラベル
MELを取得しました。令和元年には一部の漁場でASC

認証を取得し、現在拡大中です。いずれも養殖魚では国
内初です。平成 25年には水産物の有効利用を目的に、

より細かな加工処理ができる総合加工場を土地がない
ものですから丘の上に作りました。加工場は平成 31年
に食品安全マネジメントの国際規格である ISO22000・
2005を取得しました。
　頭が痛いのは、HACCPもそうですが、これらの認証を
維持するのに費用がかさむことにあります。認証は輸出
には有利なのですが、なかなかこれが価格に反映されな
いので、経費を支援してもらえるとありがたいですね。
髙吉　食の安全・安心、SDGsが注目されている時代で
すから、HACCPやMELの認定を受けていることが消費
者に評価されていくのではないでしょうか。話は変わり
ますが、種苗はどのようにしていますか。

これからは人工種苗の導入が必要
長元　現在は、天然モジャコに種苗供給のほとんどを依
存しています。大手水産会社では人工種苗の活用が進ん
でいます。人工種苗だと、選抜育種も容易だし、安定的
な生産につながります。私たちも人工種苗の利用を始め
ています。水研機構に長崎県五島で作ってもらったブリ
の種苗を種子島で中間育成して長島町に持ってきていま
すが、昨年から三重県の海域でも中間育成を行っていま
す。そこでは、地下水がわき上がって豊富な栄養が供給
されることで、500グラムのサイズまで成長させること
ができます。そこまで成長できれば、あと 1年間長島の
海で養殖すれば出荷サイズまで成長します。企業に対抗
するには、早期出荷が必要であり、今後人工ふ化による
種苗をさらに導入していく必要があると考えています。

コロナ禍で加工ニーズも変化
髙吉　竹島の新加工場、高台の総合加工場と、積極的に
加工に取組まれていますが、それぞれの役割分担や今後

針尾展望台から薄井漁港を背景に
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の計画はありますか。
長元　竹島ではフィレ加工まで行いますが、廃棄される
未利用部分もあり、これを有効利用するために総合加工
場を建設しました。養殖魚以外の市場に揚がる魚も加工
し付加価値を付けて販売しています。また、総合加工場
ではロイン加工（フィレをさらに背と腹にカットしたも
の）も行っています。コロナ禍では、これら加工場を整
備しておいてよかったと思っています。というのは、出
荷の形態がラウンドからフィレ、さらにはロインに変
わってきたからです。昨年末にはラウンドは 30%減少
しましたが、フィレは逆に30%増えました。コロナが収
まってもこの傾向は続くのではないかと見ています。
髙吉　そもそも無人の竹島によく加工場を作りました
ね。またそこに橋を架けたのも画期的だと思います。
長元　長島には土地が少ないから竹島に作らざるを得な
かったと思います。橋は加工場を作ってしまえば、架け
ざるを得なくなるだろうという作戦が成功したものです。
竹島の新加工場は老朽化し、規模も不足してきました。
計画段階ではありますが、3～4年先には建て替えたいと
考えています。加工の需要は増えており、今年度は 150

万尾まで行きそうです。また、ロインからさらには刺身ま
で加工が必要になるのではないかと思っています。

髙吉　加工場は漁村の就労の場としても重要ですが、ど
のような方たちが働いているのですか。
長元　2つの加工場でパートを入れて65人の人が働いて
います。加工パート従業員が高齢化してきたので、平成
28年からベトナムの技能実習生に来てもらっています。
10年後のことを考えると自動化をさらに進める必要が
あると考えています。

漁協初の株式会社JFAを設立
髙吉　東京の私の家の近くのスーパーでも鰤王を売って
いますが、国内販路の開拓はどのように行っているので
しょうか。
長元　量販店や生協など市場外流通に力を入れていま
す。関東、関西はもとより北海道にも出荷しています。
温暖化で北海道でも天然ブリがとれるようになり、養殖
も静岡まで北上してきたので、国内の競争はさらに厳し
くなるでしょう。他の産地と勝負するには品質確保がさ
らに重要となってきます。
　販路の開拓は、平成 27年に全国の漁協の中で東町漁
協が初めて作った株式会社 JFAが行っています。小さな
スーパーや店舗もきめ細かく回っており、売り上げも増
えてきました。
髙吉　JFAについてもう少し教えてください。
長元　組合が9割出資しています。作った目的は組合員
の所得向上です。当時、組合は買参権を取得できなかっ
たので、JFAに取得させ競争を盛んにし、魚価の向上を目
指しました。長島大陸食堂、長島大陸市場という直売所、
ネット通販も運営しています。当初 2～ 3億円でスター
トしましたが、現在6期目で18億円を売り上げるまでに
育ちました。職員数は食堂を除くと10名、全員漁協から
の出向者です。
髙吉　ところでなぜ長島大陸というのですか。
長元　長島は島ですが、面積は結構大きいでしょう。橋
が架かって、島じゃないぞ、大陸だぞということです。

輸出拡大が成長のポイント
髙吉　ブリが輸出重点品目になり、また長島町は輸出産
地指定を受けました。輸出の状況や課題と今後の展望は
どうでしょうか。
長元　竹島の新加工場を拠点に海外販路開拓をしてきま
した。国内は人口が減少していくので、活路は海外と考
えています。最初に米国へ輸出を始めたころは、3年物
の冷凍ブリで、ほとんど寿司店向けでした。今も主体は
寿司など和食店向けです。和食が世界遺産になってから、
輸出増加に拍車がかかりました。現在は北米を中心に、
東南アジア、中国、ロシア、そしてEUなど世界 31カ国
に輸出実績があります。昨年はコロナの影響で減少しま
したが、その前は約20億円を輸出していました。対米輸
出は少しずつ回復してきています。
　国では、輸出拡大に向けブリの養殖生産を 2025年ま
でに3.2万トン増産することにしていますが、餌のEPが
8万トン必要になります。魚粉を40%とすると3.2万トン
必要です。魚粉は輸入が50%程度、あとは国産です。こ

新加工場がある竹島と竹島大橋（もとは無人島）
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れからは資源管理の強化で、国内のカタクチイワシの漁
獲量も抑えられるでしょう。低魚粉の餌料開発をぜひお
願いしたいです。ブリは餌代が経費の7割もかかるので
大きな問題です。
髙吉　もっとも厳しいといわれる対EU-HACCPを持っ
ていればどこでも輸出できるのですか。
長元　いいえそうではありません。各国の基準に対応す
る必要があります。平成 17年に対中国、平成 19年に対
ロシア輸出認証をとりました。
髙吉　輸出先の開拓は商社等が行うのでしょうか。
長元　企業は海外拠点を持っているので、自分で養殖を
行い輸出するのにも強みがあります。自分たちはそのよ
うな手足がないので、大手企業や商社に頼らざるを得ま
せんでしたが、JFAが輸出にも取り組んでおり、今後は漁
協直販での輸出もしていきたいと思います。国の輸出拡
大政策に乗って輸出はさらに頑張っていきます。

養殖振興を漁港整備が強力に支援
髙吉　それでは、養殖振興とインフラ整備についてお聞
きします。まず、ブリの陸揚げ作業はどのように行われ
ているのでしょうか。
長元　養殖生簀のある沖でブリを活〆にし、漁港まで
運んできます。
髙吉　沖で〆る作業は大変ですね。生簀ごと漁港に運ん
でフィッシュポンプで揚げることはできないのですか。
長元　ノルウェーでは、運動量が少なく、餌料効率のい
いサーモン養殖はフィッシュポンプを使ったりすること
により、例えば90万尾のサーモンを5人で養殖していま
す。しかし、ブリは運動が激しいので、フィッシュポン
プでは生きたまま揚げるのは無理だと思います。
髙吉　今後、養殖業を進めていくうえで必要な漁港整備
はどのように考えますか。
長元　検討中の竹島の加工場の再整備では、できれば岸
壁から直接加工場に〆たブリを搬入し、自動検量等がで
きるとよいと考えています。また、現在は、岸壁と加工
場の間に道路があるため、通行車両が原料ブリの搬入に
支障となっています。そこで、現在竹島大橋の取り付け
位置の変更工事を予定しており、加工場の背後に道路を
迂回させる予定です。養殖生産拠点としては、やはり加
工能力の向上が必要です。また、岸壁、消波施設、浮き桟
橋など施設の老朽化対策も必要となってきています。

養殖漁場の環境を守ることが大切
髙吉　よいブリを育てるためには、漁場の環境が重要だ
と思いますが、何か対策をとっていますか。

長元　沖で活〆したブリは運搬船の生簀に血水ごと入れ
て岸壁に運んできます。今後は海の環境を守るため、生
簀の血水も一緒に陸揚げし、浄化処理したいと考えてい
ます。また〆たブリであればフィッシュポンプの活用も
可能かもしれません。
　土地がないこの地域では、漁港整備のおかげで加工場、
養殖生簀の組み立てなど様々な作業場所を確保すること
ができ、大変便利になりましたが、埋め立ては漁場環境
にはよくないでしょうね。昔は竹島には小石の砂浜があ
り、環境浄化にも役立っていたと思いますが、これもな
くなってしまいました。これからはできるだけ環境をよ
くする工夫が必要だと思います。養殖の餌もそうです。
かつてはイワシのミンチを与えていたので、半分は食べ
残しで海に流れ出て、夏場にはガスが海面に沸くような
状況でした。ロープには油がべっとりとついていました。
その後、モイストペレット、さらにEPへと変わっており、
環境は良くなってきました。
髙吉　漁場の環境を守るために藻場の保全活動などは
行っていますか。

大型トラックが乗り入れ可能な大型浮桟橋

養殖生簀の制作には広大な用地が必要
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長元　内湾には藻場がありますが、外海では磯焼けが広
がっています。母藻の投入、ウニやアイゴの駆除などを
行っています。漁船漁業は資源が減少し、厳しい状況で
すので、そのためにも藻場の保全は必要です。

沖合養殖とICTによる生産管理を導入
髙吉　それでは、養殖場の今後についてお伺いします。
国では沖合大規模養殖を政策的に進めようとしています
が、東町漁協ではどうでしょうか。
長元　私たちも沖合養殖は進めなければなりません。赤
潮の心配がありませんからね。昨年の台風でも安全が確
認されたので、東シナ海に面した場所で生簀をさらに拡
大していきたいと思います。隣接する漁協との調整は必
要ですが、一緒に進めていければいいと考えています。
髙吉　養殖漁場の管理には ICT（情報通信技術）を活用
していますか。
長元　漁協の職員に ICTに詳しい大卒者を採用していま
す。HACCPを維持するためには餌の種類や量、ワクチン
などの情報を記録する必要があります。各漁業者にタブ
レットを渡してデータを入力してもらっています。研修
すればほとんどの人が入力できるようになります。以前
は日誌を付けて魚の管理をしていました。またカメラを
生簀に入れて魚の体長等を把握しています。今は誰の魚
がどういう状態かがすぐに分かります。

ブリによる観光と奨学金で漁村を活性化
髙吉　漁業の振興と併せて、地域が存続していくために
は漁村の活性化が必要です。漁協としてどのような取り
組みをしていますか。
長元　1次産業と観光の組み合わせが重要だと考えてい
ます。島の入口にある道の駅まで来て帰ってもらっては
困ります。島の中まで来てもらわないといけません。平
成 20年から、薄井漁港で始めた「長島おさかなまつり」
には毎年2万人が来ます。また、平成27年に阪急交通社
と協定を結び、長島大陸食堂で鰤王定食などを食べても
らい、長島大陸市場でお土産を買ってもらうツアーを企
画しており、好評です。これに、餌やり体験などを取り
入れてリピーターを増やしたいと思います。ふるさと納
税でも魚の活用が増えており、今後も町と一体となって
進めていきたいと考えています。
髙吉　後継者は順調なようですが、特別に行っている対
策はあるのでしょうか。
長元　後継者対策として町と協力して作った「ぶり奨学
金」の制度があります。長島に帰ってくれば償還免除、

帰ってこなくても利子免除です。漁協もブリ1匹で1円を
積み立てて財源にしています。

組合と組合員の信頼関係が一番
髙吉　それでは、最後に、長元組合長が漁協職員、組合
員をリードしていくうえでの、モットーを教えてくださ
い。
長元　うちの一番の強みは漁協と組合員がまとまってい
ることです。平成 21年、22年の赤潮への対応でさらに
強くなったように思います。組合員のための漁協であり、
組合員に信頼される組合でなければなりません。組合員
が漁業で生活できるようにすること、消費者の期待に応
え安全安心な水産物を安定供給することが漁協の使命で
す。現状維持はあり得ません。常に攻めの気持ちを忘れ
ず、成長を目指して、「挑戦、創造、変革」を漁協の行動指
針にしています。
　できれば組合長もそろそろ若い人に代わってほしいと
思っていましたが、コロナで 2～ 3年は厳しい時代が続
きそうです。これまでの経験などを活かして、もう一期
だけは頑張ろうと思っています。幸い体もまだ元気で、
今度のオリンピックの聖火ランナーには県内最高齢で走
ります。
　東町漁協の養殖業がここまで発展してこられたのは、
漁港の整備をしっかりと進めてもらったことが大きいで
す。これからも活力のある地域、元気のある地域の基盤
整備をしっかり応援してほしいですね。
髙吉　おっしゃる通り地域の前向きな取組を支えるのが
基盤整備の大きな役割だと思います。今後も日本初、漁
協初が東町漁協から生まれることを期待しています。本
日はありがとうございました。

長島大陸食堂で提供される食事の例
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特別寄稿

01 まちづくりから見た最適津波対策
─沿岸コミュニティ発展のために─

東京海洋大学教授・学術研究院海洋資源エネルギー学部門　岡安章夫
1961年東京生まれ。1989年東京大学大学院工学系研究科単位取得満期退学、同年10月に工学博士。1989年より横浜国立大学助手、同
助教授、東京水産大学助教授を経て、2003年大学統合により東京海洋大学助教授、その後2005年に同教授に就任。学内組織改革により
2017年より現職。本年4月より東京海洋大学副学長（研究・情報化担当）。

東日本大震災から10年、防潮堤整備や盛り土・宅地整
備などによりおおよそ被災地復興の外形ができ、それと
同時に漁港や周辺設備の再整備も行われてきた。一方で、
震災以前から続く人口減少の大きな流れもあり、漁業従
事者の減少や高齢化に歯止めがかからず、水産業を主体
としてきた地域の構造変革は待ったなしの状況であると
思われる。本稿においては、津波防潮堤とまちづくりの
議論を行ってきた土木学会減災アセスメント小委員会の
検討内容を紹介し、防潮堤整備や高所移転などによる安
全性の向上と、それらによる産業・環境・景観等への影
響とのバランスの見いだし方について述べると共に、そ
の議論の延長として、豊かな暮らしを実現するための地
域共同体運営についても私見を述べることとする。

津波防護とまちづくりの問題点
震災直後、被災地の復興のために早期のまちづくりプ

ランを提示する必要があったが、まちの外形を与える条
件として、防潮堤を代表とする津波防護施設の配置をど
のようにするのかがまず大きな問題であった。津波に強
いまちづくりのために、新しい基準による防潮堤の整備
や土地の嵩上げを行う必要性は早くから認識されていた
ものの、これらは今後襲来する津波の具体像、つまり津
波発生過程に依存する問題であり、まちづくり側は基本
的に受け身としての立場を強いられた。
防潮堤の再整備については、東日本大震災の後 2011

年5月には土木学会により基準となる津波高さとしてL1

（数十年から百数十年に一度の津波規模）、L2（考えられ
る最大規模の津波、およそ千年に一度程度の津波規模）
の概念が提示され、L1津波に対しては背後地を守る、つ
まり津波越流を許さない、L2津波に対しては避難を含め
あらゆる手段を用いて人命を守る、という考え方が提案
された。この方針は政府（中央防災会議）により承認さ
れ、被災地域の多くでいわゆるL1防潮堤が災害復旧の延
長として整備されてきた。このL1防潮堤の考え方はシン
プルであるものの、実際のまちづくりの観点からは幾つ
かの問題を抱えることとなる。
そのうちの一つは、いうまでもなく L1津波の不確定

性の問題である。津波防護施設を計画する時点で設計値
としてのL1津波は既知でなければいけないが、かといっ
て各地点での L1津波の真値が明らかなわけでもない。

次善の策としては、その時までに得られた科学的知見に
基づいて、最も確からしい L1津波像を描くわけである
が、このことは逆に、新しい知見が加えられる度にL1津
波が変化することを意味している。また、L1津波には「数
十年から百数十年に一度」という表現によって、最初か
らある程度の恣意性（あるいは選択性）が内包されてい
た。再現期間に幅を持たせたのは、震災当時の予測能力
の限界と津波防護に関する地域性の加味という二つの要
素があったように思うが、いずれにせよ津波研究の進展
に伴い、L1津波は変化して良い。ただし、このことは既
に建設された、あるいは計画中や建設途上の津波防護施
設の条件設定に瑕疵があったということではない。
より本質的と思われる問題は、L1防潮堤の高さが津波
発生のプロセス（基本的には発生する地殻変動＝地震）
のみにより規定され、まちづくり側のフィードバックが
ない、という問題である。一般に防災設備は、災害時に
のみその機能を発揮し、それ以外の時には機能を発現し
ない。一方でそれら設備は、設置や維持に費用がかかる
上、形態によっては日常的に生活や業務への支障となり
得る。これらプラス面とマイナス面は、本来、災害に対
するまちの安全と発展（あるいは豊かなまち、住みやす
いまち）とを総合的に考え、ベストバランスを探るべき
ものと思う。しかし、L1防潮堤の考え方は、津波災害に
おける防護施設が満たす安全要件（＝防潮堤高さ）につ
いては変更の余地がない、ということを意味している。
この防護レベルの設定方法は、シビル・ミニマムある
いはナショナル・ミニマムという考え方とも関連してい
ると思われる。この考え方は社会要求（この場合は津波
防災）に対する政府の最低限のサービス（この場合はL1

防護）を国民合意または政府として一律に保証しようと
いうものである。津波防災に対してのナショナル・ミニ
マムについて考えてみると、現状でほとんどの津波襲来
危険地域で L1津波の設定がなされており、この整備に
向けて各自治体が努力をしているところである。なお、
災害復旧以外の津波防護施設整備においては、一般公共
事業としての費用便益分析が行われ、費用対効果（B/C）
が十分でないものについては整備が行われない。従って、
ナショナル・ミニマムがどこでも無制限に適用されるわ
けではない。
安全要件への要求が高いところ（防潮堤高さとしてよ
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り高いものを要求しているまち）については、ナショナ
ル・ミニマムの要件を超えるため財政支出に国民合意が
得られていないと考えられ、L1より高い防潮堤の整備に
自治体からの支出は困難である。しかし、より高い防潮
堤により「まち」として得られるメリットが大きいと考
えられれば、前掛かり的に投資すること自体は経済合理
性のない話ではない。一般公共投資として考えても、十
分な便益が得られるのであれば、L1より高い防潮堤の整
備は一律に否定されるものではないと思う。しかし現実
的には予算的制約が非常に厳しく、東日本大震災の被災
地以外の地域の多くでL1防潮堤の整備すら進んでいな
いということの方が問題であろう。
一方、L1高さより低い防潮堤を要求するまちは、上述

の日常的な生活、環境や業務への支障が大きいと判断し
ているまちであると考えられる。これは L1防潮堤整備
のトータル・メリットをゼロ（あるいはマイナス）と判
断しているわけではなく、より低い防潮堤の方がより大
きなトータル・メリットが実現できる、と考えていると
理解される。しかし、ナショナル・ミニマム的発想によ
り、自治体にとっては積極的に L1より低い防護施設の
整備を行った場合に将来の不作為責任を問われかねない
という問題があるため、その実現には十分な根拠資料の
作成が必須となろう。

まちの発展を考えた津波防御プランの選定
東日本大震災の復興整備事業では、L1津波に対応し

た防護という原則で津波防護施設の再整備が行われて
きたが、L1防潮堤より低い防潮堤を要望する一部の地
域において、行政と住民との間の摩擦が生じた。これに
ついて土木学会は 2014年 9月に「東日本大震災後にお
ける津波対策に関する現状認識と今後の課題」と題する
提言をまとめ、今後の津波対策の進め方と取組みの課題
として、①津波対策は地域の社会経済活動を支えるため
であり、②防護施設の整備と防災意識の向上とのバラン
スを考慮して行い、③対策の合意形成における具体的住
民参加手法の検討をすることが必要、との認識を示し
た。併せてこれら問題の解決に向けて、④このための技
術開発や諸制度の導入については、土木学会が中心と
なって学際的・分野横断的に検討すること、とした。こ
れを受ける形で、2014年 10月に土木学会海岸工学委員
会と土木計画学研究委員会の合同小委員会として、減災
アセスメント小委員会が設置され、以降、津波防護とま
ちづくりという二つの観点から津波防護施設整備を論
じていった。
まちづくりに配慮した津波防護施設、という考え方

は、これまでの海岸保全施設整備のあり方とは大きく異
なるものである。従来からの海岸保全施設の整備レベル
は、ある一定の防護レベルを満たすよう物理的検討のみ
によって設定されており、後背地の社会経済活動を包含
するファクターはない。一方で沿岸地域におけるまちの
活性化は、海岸の利用形態や構造に大きく左右されるた
め、地域の社会経済活動の活性化を主目的としたときの
最適な防護施設の姿は物理要因からのみでは決定でき
ない。
問題は、いかにして常時の社会要求と防護レベルとの
バランスをとるかという点であるが、これについては
「残余のリスク」という考え方を用いて、後背地の土地利
用状況に応じた最適津波防護施設高を求める手法を論じ
た藤間・樋渡 1)のアプローチが参考になる。「残余のリス
ク」はある災害防護施設を整備した際に、その防護施設
で守り切れない期待損失のことであるが、沿岸浸水につ
いて考えれば、損失とは浸水による資産損失と人命損失
である。藤間・樋渡は津波防潮堤高さの選定において、
この残余のリスクと整備費用の和が最小となるものが最
適防潮堤高さであると述べた。期待損失を減らすことを
すなわち便益ととらえれば、この考え方は防護施設整備
費用をマイナス要因とした純便益最大化と同等であると
考えられる。
上記の考え方では、損失リスクが減ることを「便益」、
施設整備コストを「費用」ととらえ、純便益（便益－費
用）を求めたが、まちづくりという観点からはこのほか
様々な便益や費用の要素が考えられる。例えば、景観へ
の悪影響や防潮堤がまちを分断することのデメリットは
負の便益（＝費用。「負の便益」という言葉を用いるか「費
用」という言葉を用いるかは定義の問題で、本質的には
どちらでも良い。ただ、「費用」は直接整備費や維持・管
理費などに限定されて用いられることが多いので、ここ
ではそれ以外のコストは「負の便益」として整理する。）
と考えられる。便益評価の中には津波の生起確率特性や
社会資本蓄積の状況、避難・人命の考え方、景観や環境
への影響、対象期間における社会構造変化など、考える
べきさまざまな要素があり、これらの変動や規制・イン
センティブを通した誘導などの要因を考えればさらに複
雑な評価とならざるを得ない。減災アセスメント小委員
会では、この視点に立って様々な便益をどのように査定
するか、またそれらを現実的な評価手法として社会実装
するための議論などを行ってきた。
図は、津波防潮堤の配置を既定としたときの、防潮堤
の高さ（横軸）とそれによる便益および費用（縦軸）との
関係を表した概念図である。防潮堤整備による期待損失
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の低減量（便益）が実線で、防潮堤整備費用が破線で表
されている。防潮堤高さ変化に対する期待損失の低減量
は、防護地域の資産の分布や地形に大きく影響されるが、
一般に海岸付近に低平地が広がっていることを考慮する
と、比較的低い防潮堤でもある程度の設置効果が得られ
る傾向にある。一方整備費用は、防潮堤の幅が高さと共
に大きくなり横断面積がおおよそ高さの2乗に比例する
ことから、一般に凹形の曲線となる。これによって純便
益（便益－費用）を評価すると、どこかに純便益最大とな
る防潮堤高さがあることが期待される（図中のH*）。
この最適防潮堤高さは、一般に L1対応の防潮堤高さ
とは異なる。また、この最適高さを求めるためには、防
潮堤の期待便益を正確に算定しなければあまり意味が
ない。このため減災アセスメント小委員会では、まず津
波の発生確率分布の再整理を行い、それを沿岸まで計算
し、地先での津波波高の分布としている。この時の津波
波高は、L1津波のように一つには決まらず、たくさんの
津波の集合となっている。被害の見積りには、この様々
な津波に対しての浸水状況を逐一評価していくことによ
る。計算された浸水の状況により、それぞれの津波によ
る資産被害と人的被害を見積り、それを対象津波の被害
とする。これらを確率的に足し合わせることにより、あ
る防潮堤高さに対する期待損害値を得、さらに防潮堤高
さを変化させることにより図にあるような期待被害曲
線を得る。これらの見積りはまた、防潮堤の配置（位置）
やその他の施策（二線堤であったり、避難タワーであっ
たり）との組み合わせで異なってくるので、その多様性
の数だけ便益曲線も費用曲線も変化する（同様の図が複
数描けることとなる）。単純に考えれば、この中で最も
純便益の大きな配置・対
策と防潮堤高さの組み合
わせが最適の選択となる
はずである。このプロセス
は、防潮堤高さを積極的に
変化させて評価する、とい
う意味では新しい考え方
である。 

ここまでは便益として
津波被害軽減のみを考え
たが、これに防潮堤整備に
伴う景観や環境、社会生
活への影響を加味すると、
例えば右図の点線のよう
にその便益曲線は変化し、
防潮堤高さの最適値も異

なってくる。このときの便益は長期にわたって発生する
各時点での便益の時間積分であり、整備時に多くが支出
され確定値が算出しやすい整備費用とは異なり、その後
の社会経済活動の変化に大きく左右される。津波防護施
設がまちの外形を与えるようなまちづくり計画の場合に
は、防護施設そのものがまちの発展に大きく影響するの
で、一般的な人口変化などの他、防護施設整備の影響も
含めて便益を評価することが望まれる。
実際にこれらの変化（あるいは影響）を加味した便益
の算定は様々な要因があり簡単ではない。例えば、防潮
堤の景観への影響一つをとっても、人によりその評価が
異なることもあり、それを価値化（貨幣化）することは簡
単ではない。また、単一の施策にもプラス面とマイナス
面はあり、大きな防潮堤を作りまちがより安全になれば
それはプラス便益であるが、一方その大きな防潮堤がま
ちを分断してしまえばマイナスの便益が発生する。この
ように個々要素の影響の正確な評価が難しいとはいえ、
防潮堤の整備により人口の変化や移動がどのように起
こったのか、などのマクロ的な影響の分析を通して、ま
ちの変化の概略を評価することは可能であろう。これら
によって、物理的（あるいは直接的）防護手法のみではな
く、災害危険区域の指定など土地利用の規制・誘導等の
施策も含めて、総合的に防災・減災施策を検討すること
が必要である。
まちづくりにおいて、産業や生活の維持は本質的な事
項である。安全なまちづくりも、前述の土木学会提言に
あるように、基本的には地域の社会経済活動を支えるた
めであり、安全のためにまちの維持・発展が阻害される
ようであれば効果的整備とは呼べない。そのためには対

図　純便益基準に基づく物理的防御レベルの設定
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策によるまちの長期展望をなるべく正確に描くことが必
要である。減災アセスメント小委員会では、防潮堤施設
の整備や危険区域の指定などにより津波に対する安全を
向上させることが、地域の人口や経済活動にどのような
変化をもたらすのかについて、定量的な分析を試みてい
る。様々な要素がある中で、予測の対象とできる項目は
未だ限定的ではあるが、防護施策の影響をまちの長期展
望に生かすことが可能となってきている。
もちろん、この種の総合的な施策の実現を推し進めて

いくには、地域住民の合意形成が欠かせない。このため
には、早い段階から計画の立案・実施過程への住民の関
与が重要であると思われる。計画主体の自治体も、少な
くとも地域社会が抱えている諸課題に関する理解の上に
立ち、住民が積極的に計画づくりやその実施に関与でき
るような仕組みを作っていくことが重要であろう。これ
まで述べてきたような便益算定は、防災・減災システム
の、様々な選択肢に対する具体情報として、住民の意思
決定に大きく寄与することが期待される。また、これに
ついてわかりやすく検討できるような、視覚性と柔軟性
に優れた情報提供の手法も整備していく必要があると考
えられる。

まちから地域へ。より広いエリアでの長期発展の模索
ここまでは単一のまちについての津波防護施設の最適

化議論を述べてきた。前述のモデルでは、津波防潮堤を
整備することによるまちの変化を、予測・フィードバッ
クすることが最も新しい要素である。津波防潮堤以外に
も、他の沿岸災害のための設備はもちろん、高所移転や
避難路整備といった内容についても適切にフィードバッ
クが可能となることを目指している。人口動態を予測す
る、ということは非常にチャレンジングな内容であると
は思う。しかし、産業構造や人口変化をある程度予測で
きるのであれば、その要因は沿岸防災施設整備のみでは
なく、その他の（主要な）まちの要素の変化であってもよ
いだろう。
我が国の人口減少傾向はいっそう鮮明化してきてお

り、特に地方ではその傾向が激しい。このような状況下
では、まちの長期展望を予測したときに、それぞれのま
ちの安全が確保されていても単一のコミュニティとして
は明るい将来が描けないかもしれない。既に指摘されて
いるように、人口が減少すれば基本的な社会サービスの

維持管理費用が嵩むので、まちとして広いエリアを維持
することは難しくなる。津波防災・減災と同一線上で議
論することは難しいが、まちの将来像を描くという意味
では、これまで述べてきたような手法＝まちの発展のモ
デル化が援用できる可能性もある。
例えば水産業は沿岸コミュニティの主要な産業の一つ
であるが、水産業における生産性の向上＝利益率・収入
の増加がなければ、コミュニティの魅力が相対的に小さ
くなり、人口の減少が加速してしまう。そうなれば社会
サービスの維持も困難になってしまう恐れがある。対応
策としては、生産性向上のために、例えば複数のコミュ
ニティの生産機能（例えば漁港など）を集約するような
まちのあり方（新たな地域共同体運営）を選択肢として
考えても良いかもしれない。コミュニティの生産機能の
集約は、生産者にとって短期的にはマイナス面が目立つ
かもしれないが、長期的には所得の増加や、生業を中心
としたまちの維持・活性化などが期待できるのではない
かと思われる。
このような手法は、結局ところ自治体の合併と同じこ
とかもしれない。市町村の合併により、役所や病院が集
約化され利用者には不便となり、また主要な社会機能を
失ったコミュニティが衰退していくという姿は多くの地
域で見られた。そうでなければもっと酷かった、という
言い訳はあるかもしれないが、地域の生産性を上げる努
力をする前にサービスを集約化してしまったことによ
り、不利益（あるいはマイナス便益）だけが目立ってし
まった側面もあるように思う。まずは地域の体力＝生産
性を向上させることを目的として、主体的に変化してい
くことが望まれるのではなかろうか。そのためにもう少
し予測ツールを整えて、地域の将来像を具体的にほどほ
どに正確に描けるようになってくれば、少ない正解を選
択できるようになると期待したい。
いずれにせよ、まちのあり方は住民の合意によるべき
ものと考えられる。どのような施策が行われるにしても、
住民に対する丁寧な説明と意見の反映が必要であり、ま
た住民の側にも積極的に内容を理解し、提案していく姿
勢が求められているように思う。
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特別寄稿

02 漁業集落の復興まちづくり：
復興10年の経験から学ぶ

芝浦工業大学建築学部　教授　佐藤 宏亮
早稲田大学大学院博士後期課程修了。博士（建築学）。株式会社都市建築研究所、早稲田大学創造理工学部建築学科助教、芝浦工業大学建
築工学科准教授を経て、2018年より現職。

１．復興10年を迎えた被災地を歩く
10年前の4月、ようやく車での通行が可能になった頃
だったと記憶している。大船渡市に向かうため、一面の
瓦礫の中を縫うように三陸沿岸を北上した。その時の光
景は今でも鮮明に覚えている。自然の脅威の前に人間の
無力さを感じると同時に、防潮堤のない大海原を前にし
て、人間も自然界の一部なんだと改めて実感させられた。
時代は成熟社会へと移行し、度重なる構造改革によって
公共事業のあり方が問われ始めた時代だった。眼前に広
がるこの風景は、国土の形を人間の力と技術が大きく改
変してしまったことに対する自然の治癒力が働いたので
はないか、とさえ感じられた。それから 10年が経過し、
復興まちづくりは強力な財源とパワーをもって進められ
た。まだ日本にもこれだけの力が残っていたのかと驚か
されるばかりであった。

復興10年が経過した被災地を歩いてみると、住まいの
再建に関わる事業は完了し、復興事業は海岸対策など一
部を残すのみとなっている。街や生業は再生し、日常を
取り戻しているように見える。私自身も漁業集落の復
興まちづくりに携わりながら、時にもどかしさや理不尽
さを感じることもあったが、多くの地域で安心と日常を
取り戻しつつあることに安堵している。その一方で、残
念ながら、震災前からの人口減少は継続している。被害
の大きかった自治体の人口推移を見てみても、震災後に
そのトレンドが加速したということはなさそうである
が、復興まちづくりが人口減少を食い止めるには至って
いない（図1）。さらに、被災した中小漁業集落の人口推
移を見てみると、特に宮城県の漁業集落の人口減少が著
しく、被災前の半数以下にまで減少している（図2）。直
接的な被害の影響もあるが、被災後に都市部や内陸部へ
移転した人が多かったことも影響していると思われる。
今回の復興事業による基盤整備は人口減少トレンドの中
において実施されたこと、そして、整備されたインフラ
は将来にわたって維持していかなければならないことに
は留意しておかなければならない。

２．復興からリハビリへ
東日本大震災からの復興まちづくりの評価については
様々な議論がある。地域が望まない防潮堤が建設された
り、コミュニティ内部での対立が先鋭化したといった事写真1　復興10年目の山田町大浦地区

図2　被災した中小漁業集落の人口推移図1　被災者率と被害の大きかった自治体の人口推移
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例は多くあるが、その評価は立場や見方によって大きく
変わる。ただ、客観的に今回の復興事業を俯瞰すれば、
数十年から百数十年に一度の頻度で発生している津波を
想定した防潮堤の建設や、防災集団移転促進事業による
被災集落の高台移転、土地区画整理事業等による基盤整
備など、外科手術的な復興事業が各地で進められた。31

兆円を超える税金が投入され、土木構造技術に依拠した
復興事業が強力に推進された。その結果として三陸沿岸
の漁業集落の構造は大きく変容した。
三陸沿岸の中小の漁業集落を対象として高台移転後の

居住地の、漁港からの直線距離を調べてみると、1.0km

未満の集落が大多数である（図3）。宮古付近より南部の
リアス海岸は比較的奥行きのある集落も多く、同じ集落
の中で移転適地が用意できたことも影響していると考え
られる。一方で、漁港から1km以上も離れてしまった集
落も存在している。また、たとえ直線距離が近くても、
山を切り拓いて造成された高低差のある高台であれば
移動手段は大きく変化することになる。漁業集落にとっ
ては漁場や漁港が生業の舞台であり、生業と生活は一体
化している。しかし、今回の復興事業ではこのような集
落の構造が大きく変容してしまったのである。何か問題
が起きているのではないかと思い、漁業者の方にお会い
する機会があれば高台移転の影響についてお伺いしてき
た。ところが、これが不思議と大きな不満は聞かれない
のである。将来的に車が運転できなくなった際の移動手
段に対する不安などは聞かれるものの、現時点ではそれ
ほど影響はない、という声が多いのだ。
果たして本当に問題はないのだろうか。被災地ではよ

うやく日常を取り戻しつつある。被災者にとって、これ
までの 10年は復興への長い道のりを歩む緊張感の中で
の 10年だっただろう。人間なら誰でも、課題を克服し
て心にゆとりが生まれてきた時、これまで見えなかった
ことに視線が向かうということは往々にしてある。漁業
集落において、長い年月を経て積み上げられてきた地域
の記憶や生活文化は、それが海とともに生きる生活像の
中から生まれてきたものだとすれば、集落構造の改変に
よって次第に薄れていくかもしれない。生活と生業との

関係が変化し、社会の構成員も変化していく中で、そこ
に生まれる軋轢や矛盾はまだ十分に顕在化していないと
思われる。機能の問題が精神の問題となったとき、今回
の集落構造の改変がどのような影響を与えるのか、注視
していく必要はあるだろう。
復興まちづくりの課題は、集落基盤の復興から、地域
の再生、コミュニティの再生など、地域の持続を目標に
した長期的な取り組みへと移行していく。この段階で求
められるのは、急性期の治療を終え、回復期、維持期へと
移行するための集落のリハビリである。住宅の高台移転
や防潮堤整備などによって集落構造が大きく変容した集
落において、コミュニティや生活基盤を再構築し、医療
や教育など様々な生活課題を整合させていくための取り
組みを始めていく必要があるだろう。

３．ヒューマンセントリック復興
東日本大震災からの復興まちづくりの経験から何を
学ぶか。重要な視点として「ヒューマンセントリック復
興」を指摘したい。ヒューマンセントリックという用語
は主に ICTにおいて、メインフレームから人間を中心に
設計される ICT技術への移行を表現するキーワードとし
て使われてきた。東日本大震災からの復興まちづくりの
プロセスを改めて思い起こしてみると、人間がつくった
制度や仕組みに人間自身が不自由となってしまい、地域
中心、あるいは集落の固有性に依拠した事業プロセスが
希薄になってしまったことが反省点として挙げられる。
我が国では地方分権のプロセスの中で都市計画やまち
づくりに関わる制度の修正が進められてきた。しかし、
その過渡期であったことと、基礎自治体において復興事
業を担うためのスキルの蓄積が間に合っていなかったこ
とに原因があったように思う。そのため、これまでと同
様に、国が示す基準や方針に沿って個々の地域が水平的
に事業を進めざるをえない状況から大きく変わることは
なかった。
財源の配分における公平性や、広域かつ複数の自治体

にまたがる復興という状況から、国が定める一定の基準
にもとづく復興事業になることは避けられない。今回の

復興事業では、シミュレーションによって
明示された基準が広域的に適用され、交付
金事業を活用することで復興事業がスピー
ド感をもって進められた。このようなプロ
セスが自治体の担当者の負担を軽減すると
ともに、計画立案を進めていくうえでの拠
り所となったことは間違いないだろう。し
かし、制度を選択し、制度に計画を適合させ
ることで空間像が定まっていくというプロ
セスになり、複雑なパラメータを相互調整
するという本来の計画プロセスが機能しな
くなってしまった。このようなプロセスで図3　漁港からの距離別の中小漁業集落の移転地区数
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は論理的破綻はないかもしれないが、地域の理想的な将
来像に対して最適解を導くことは難しく、対症療法的な
プロセスにならざるをえないことも多かったと思われる。
次にくる震災への備えとして、地域の固有性に対応でき
る制度設計と計画技術には改善の余地があると考える。
理想としては、地域の固有性に立脚した空間像が描か

れ、その実現のために必要な事業が適材適所に選択さ
れ、相互調整の中で柔軟に組み合わされていく事業プロ
セス、ということになる。このようなプロセスでは適用
される制度や事業手法に隙間が生じることも想定され
るが、このような隙間を調整する事業的仕組みが構築さ
れることで全体最適のまちづくりが進められる。今回の
復興交付金制度にも、個々の集落の固有性に対してある
程度は対応可能な事業として効果促進事業※ 1が用意さ
れていた。しかし、実際には、地方分権の過渡期にあっ
て、効果促進事業のような地域が主体となって企画立
案していく事業の運用スキルや経験蓄積が十分ではな
かったと思われる。発災直後から事業制度の活用を含め
た明確な設計図を持って事業が進められる状況ではな
く、刻々と与条件が変わる中で個々の事業手法を理解し
ながら順を追って事業化を進めていくしかない状況で
あった。当初は自治体が提案する効果促進事業が復興庁
によって認められないという事例もあり、ポジティブリ
ストにもとづく一定の枠の中での裁量となっていたと
思われる。
効果促進事業自体は復興プロセスの中で何度か見直し

がなされ、自由度の高い事業に修正されていく。例えば、
石巻市の低平地整備事業※2のように、地域固有の課題に
対応し、集落全体を一体的にデザインするために必要な
事業として効果促進事業が活用される事例も生まれてき
た。復興プロセスの試行錯誤の過程で生み出された事例
だと言える。このような経験は次にくる災害への備えと
して蓄積していく必要があるだろう。地域固有の資源を
活用したまちづくり事業や修景などによる環境形成など
解像度の高いまちづくりを進めていく手法としての活用
も期待される。個人の財産形成につながったり、水準以
上の整備が各地でなされていく可能性など慎重を要する
ことではあるが、たとえばトータルでの事業費が削減さ
れたり、環境形成上の大きな効果が見込まれるといった
条件が整えば、地域の固有性に柔軟に対応していくよう
な制度設計は必要だと考える。公平性や論理的整合に過
度に偏った事業プロセスを見直し、基準にもとづく普遍
性をもった事業と、固有性に対応する個別具体の事業計

画との相互補完の中で事業が編纂されていくような制度
設計が求められるだろう（図4）。東日本大震災の経験を
踏まえてつくられた「大規模災害からの復興に関する法
律」（平成 25年）では、復興計画は市町村が作成できる
ものとされており、今後は基礎自治体のさらなる主体性
が求められるようになってくる。東日本大震災の復興ま
ちづくりの経験から学び、創意工夫を持って、地域の固
有性を中心に据えた復興事業を編纂していくためのスキ
ルを磨いておくことが必要になるだろう。

４．西日本太平洋沿岸の漁業集落の現在地
今後の発災が予想されている大規模な津波災害は東南
海地震による津波災害である。東日本大震災との比較で
は、浸水面積は1.8倍、浸水域内人口は2.6倍、死者・行
方不明者の想定は約 17倍という数字からも想定される
被害の深刻さが見て取れる※3。東南海地震に備える西日
本太平洋沿岸の自治体では護岸施設のかさ上げ、病院や
役場庁舎、保育園などの公共施設の高台移転などが進め
られており、限られた予算の中で工夫をしながら事前復
興まちづくりの取り組みが進められている。しかし、居
住地の計画や漁業集落単位での事前復興まちづくりの取
り組みとなると、少子高齢化や後継者問題、漁獲高の減
少などを背景に、まちづくりの長期的な展望を描きづら
い状況がある。
事前復興まちづくりについて考えていくうえでは、太
平洋沿岸の漁業集落の現在地を確認しておく必要があ
る。重要な視点として、三陸沿岸の漁業集落と西日本太
平洋沿岸の漁業集落とでは水産資源の豊かさに大きな違
いがあることを認識しなければならない。三陸沿岸のリ
アス海岸のダイナミックな地形は波風が穏やかな豊かな
恵みの海を形成し、基幹産業である漁業を育ててきた。
しかし、日本全体を見てみると漁業の見通しは厳しい。
岩手県、宮城県と、和歌山県、徳島県の4県の漁業就業者
数、漁業生産額の2003年から2018年までの推移を図5
に示した。2008年から 2013年にかけて、岩手、宮城の
両県で漁業就業者数が激減しており、震災の影響の大き

普遍性の確保

基幹的事業＝土木技術
空間像＞生活像
政治的公共性
論理的整合

補完的事業＝生活技術
空間像＜生活像
地域的公共性

共感に基づく合意

固有性への対応

相互補完関係

双方向の
対話的プロセス

図4　ヒューマンセントリック復興のイメージ
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※１　 基幹事業に関連し被災地方公共団体が自主的かつ主体的に実施する
もので復興のステージに応じた様々なニーズに対応するための事業
である。

※２　 移転跡地において民地を含めた一体的な整備を実現するためにかさ
上げ等を行う石巻市独自の事業であり効果促進事業が活用された。 ※３　南海トラフ巨大地震による被害想定、国土交通省、平成24年



さが分かる。しかし、それ以降は2013年時点の漁業就業
者数を維持している。一方で、和歌山、徳島の両県は継
続的な減少傾向が続いている。また、漁業生産額を見る
と、岩手、宮城の両県で、震災の影響で著しく落ち込んだ
生産額が、2018年には大きく回復し、2003年時点と比
べても維持、もしくは増加していることが分かる。この
データからも、三陸沿岸の漁業生産力の高さが見て取れ
る。三陸沿岸の漁業集落では、世界有数の漁場を背景と
した生産力が復興を後押しする大きな力になったという
側面もある。一方の、和歌山、徳島の両県は継続的な減
少傾向が続いており、大規模な津波災害を経験した三陸
沿岸の漁業集落に遠く及ばない。2003年からの15年間
でおよそ半分程度にまで落ち込んでおり、漁業集落を支
える生産体力の低下は深刻な状況である。そして、この
ような人口減少、漁業生産力低下のトレンドが継続する
なかで、漁港や集落の数は減少していないことを考えれ
ば、相対的にインフラや設備が過剰になっていることは
否定できない。西日本太平洋沿岸の漁業集落の事前復興
まちづくりを考えるうえでは、制度設計や計画技術、主
体の形成などの議論とともに、縮減社会への対応という
根源的な課題が横たわっている。

５．拡大のコントロールから縮減のデザインへ
東日本大震災からの復興においては全ての既存漁港

の原形復旧が基本方針として進められたが、このような
方針が東南海地震からの復興の際にも適用できるかは
不透明である。もともと狭い間隔で多くの漁港が整備
されており、西日本太平洋沿岸の漁業集落の漁業就業者
数や漁業生産額の減少トレンドが今後も継続するとす
れば、我が国の将来的な財政負担能力を考慮しても、漁
港機能をはじめとするインフラを将来にわたって維持
していくことは困難になることが予想される。インフ

ラのみならず、全体的に人口減少が進むな
かで、被災後に地域の復興が困難になる集
落が生まれることも予想される。地形的
特徴から、集落内で安全な居住地を確保す
ることが難しい場合には、離れた場所での
移転統合を余儀なくされる集落もあるだ
ろう。
事前復興まちづくりのプロセスにおい
て、漁港機能や集落の集約再編について議
論を進めていくことは必要だと思われる
が、現実には対応が非常に難しい課題であ
る。従来の都市計画は人口をフレームに組
み立てられており、拡大する都市の中での
成長のコントロールと都市基盤の整備が計
画の支柱となっていた。近年では特に地方
都市において人口減少と都市の衰退が課
題となり、持続的な都市生活と都市機能の

維持のために、既成市街地の再構築や立地誘導による都
市のコンパクト化の推進など様々な対策が試みられてい
るが、有効な処方箋が見出されているとは言い難い。縮
減をデザインすることは、拡大をコントロールするより
もはるかに難しい。
漁業集落における縮減のデザインはさらに複雑であ
る。地先の漁業資源に依存して古くから人間が住み着き、
営々と受け継がれてきた漁業集落には生産、加工、流通
などの圏域を単位とした相互依存関係、漁業協同組合や
自治会などの複層的な社会構造、生業を基盤とする生活
文化や自然環境との呼応関係など、特異なメカニズムが
複雑に絡み合い、集約再編の議論を複雑かつ困難にして
いる。計画的合理性のみから集約再編の議論が進められ
ると、漁業集落の価値を見失い、6次産業化や交流居住と
いった新しいライフスタイルを創造する芽を摘む可能性
すらある。
事前復興まちづくりのプロセスにおいて、生活を継続
しながら集約再編を進めて行くというのは現在の計画
技術では対応が困難だろう。漁港機能を廃止する、ある
いは集落をたたむという意思決定を自ら行うことは困
難である。かといって国や県が強権を振りかざして進め
て行くということも現実的ではない。それではいかにし
てこの課題に対処すればよいのか。困難が予想される漁
港機能や集落の集約再編であるが、その可能性を示唆す
る事例は生まれている。和歌山県串本町の漁業集落で、
台風によって損傷したオイルタンクを復旧せずに、近隣
の漁港で給油することにしたという事例である。部分的
ではあるが漁港機能の集約が進められたのである。串本
町では小さな沢の浦々に集落が形成されてきた。そのた
め、現在では24の漁港が存在している。この中の1つの
漁港で台風によりオイルタンクが損傷してしまった。当
初は修復する予定であったが、最終的には廃止すること

図5　岩手県・宮城県・和歌山県・徳島県の漁業就業者数と漁業生産額の推移

17Vol. 49特別寄稿



になった事例である（写真2）。このような結論を導い
た要因はいくつかあるが、漁協が合併によって串本町の
全域を含む形で統合されており予算的制約を広域で考え
るガバナンスの仕組みがあったこと、当該漁港の理事の
リーダーシップがあったこと、被災前より避難港の利用
のための往来によって両港の関係がつくられていたこと
などがあげられる。こういった仕組みや関係を日々の生
活のなかで築いていくことで、非常時に合理的な判断を
下していくことができる可能性はある。制度に頼りすぎ
ず、住民の英断に期待するだけでもなく、日々の暮らし
の中での知恵と工夫を現場合わせて積み重ねていくよう
なプロセスが求められるのではないだろうか。利害が衝
突する場合などは、当事者のみならず、研究機関など外
部の第三者が中立的かつ客観的なデータをもとにした将
来予測や集約再編のシミュレーションを実施していくこ
とも有効だろう。財政健全化のみを論拠とするような議
論に陥ることなく、段階的に社会全体をスリム化させて
いくような慎重なアプローチが求められる。

６．生き延びるための取り組み
もう一つの重要な視点は西日本太平洋沿岸と三陸沿岸
の地形的の違いに起因する災害対策である。東日本大震
災の発災以降、数多くの漁業集落を見てきたが、改めて
三陸沿岸のダイナミックな地形的特徴を実感している。
宮古付近より南部のリアス海岸は懐が深く、多くの集落
では浸水しなかった区域が残っており、連続した台地状
の地形を有する集落も多い。もちろん、遠く離れた高台
への集落移転を余儀なくされた集落もあるが、比較的規
模の大きい集落であれば近接する里山を切り拓くことで
高台移転が実現している。それに対して、東南海地震に
備える西日本太平洋沿岸の漁業集落を歩いてみると、平
野部が限られ、集落背後に急峻な山が迫るため、津波に
対してほとんど逃げ場のない集落も多い。こういった集
落のハザードマップでは小学校を始めとして、重要な公
共施設ですら浸水区域になっていることが多い。三陸沿
岸の漁業集落において、比較的高台にある小学校が被災
後の避難場所になっていたことを考えれば問題の深刻さ
に気づかされる。

多くの漁業集落では、逃げることを目標とした対策は
進んでいる。自主防災組織の組織化が進められ、避難路
の整備や避難訓練などの継続的な取り組みがされてい
る。しかしながら、被災後からの生活の継続という視点
からみると、未だ多くの課題が残されていると言わざ
るをえない。たとえ逃げ延びたとしても、そこから始ま
る長期の避難生活に耐えられるか、そのための安心安全
な場所をどのように確保していくのかなど、生き延びる
ための取り組みが不十分なのである。
私が事前復興まちづくりの取り組みを支援している徳

島県美波町木岐地区では「事前復興まちづくりゲーム」や
「段階別避難生活シミュレーション」※ 4といったワーク
ショップを実施しながら、地域の方々が主体的に事前復
興まちづくりに取り組んでいる（写真3）。しかし、避難生
活をシミュレーションする中で、例えば多くの方が頼りに
している高台避難施設の収容能力が大幅に不足している、
瓦礫で通行が困難になった場合には孤立する高台避難場
所がある、高台避難場所において救助がくるまでの数日間
の滞在を想定すると水源地にアクセスすることが困難、と
いった課題が浮かび上がってきた。高齢化が進む中小漁
業集落においては、災害弱者が避難生活に耐え得るよう
な環境が整備されているとは言えない状況がある。その
ため、まずは生き延びるための備えと対策を十分にしてお
くことが必要になる。木岐地区では事前復興まちづくり
の端緒として、数日間滞在できる高台避難広場の整備や
地域にある材料や道具で制作することのできる簡易避難
テントの設営実験などを実施してきた（写真4）。被災後
の避難生活をシミュレーションして、地域の方々が安心し
て避難生活を送ることができるのか、その検証を行ってい
くことで、生き延びるために必要な対策を集落全員で共有
し、日々の取り組みへとつなげていくことが重要である。

写真2　廃止されたオイルタンク（串本町）

写真3　段階別避難生活シミュレーションによる検討
（徳島県美波町木岐地区）
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※４　 段階別避難生活シミュレーションについては下記の資料で報告し
ているので参照して頂きたい。
植田真衣、佐藤宏亮、ほか：津波避難場所整備に向けた「段階別避
難生活シミュレーション」の開発 -漁業集落を対象とした津波防災
の取り組みにおける住民参加手法に関する研究- 、日本建築学会技
術報告集25巻59号、2019年2月



７．事前復興まちづくりに向けて
生き延びるための備えが整えば、次は事前復興まちづ

くりの取り組みである。事前復興まちづくりには、主体
の形成や多重防災に対応した基盤整備など様々な側面
があるが、事前に被災後の集落再生の計画を作成してお
くことが被災後の復興まちづくりをスムーズに進める
重要なファクターになることは間違いない。しかし、発
災直後にすでに賞味期限が切れているような計画では
意味をなさないのもまた事実である。大事なことは、発
災後に有効な計画を事前に作成しておくこと、というこ
とになるが、これがなかなか難しい。中心集落であれば、
定期的に行政が関与しながら見直しや更新を行なって
いくことも可能かもしれないが、中小の漁業集落におい
て事前復興まちづくり計画を最新のものにアップデー
トし続けるというのは容易ではないだろう。そもそも、
多くの自治体では事前復興の対策は中心集落に限定さ
れているのが実情であり、中小の漁業集落の事前復興の
取り組みは、いくつかの先進的な集落における住民の自
主的な取り組みが見られる程度である。
このような状況での事前復興まちづくりの取り組み

は、具体的な計画図の作成や住民合意のプロセスに比
重を置くよりも、日々の様々なコミュニティの活動の機
会を通して、集落の根底にある共有できる価値を確認し
ていく作業を優先させる方が良いだろう。まだ見ぬ災
害後の空間像を議論することは難しいが、営々と培われ
てきた集落の生活像を明確にしておくことは可能であ
る。私が関わってきた山田町大浦地区の復興まちづくり
では、このような作業が被災後の短期間で集中的に行わ
れ、復興まちづくり計画へ反映されていった※5。しかし、
被災後は時間的にもマンパワー的にも制約が多くなるた

写真4　高台避難広場の整備（左）と簡易避難テントの設営実験（右）（徳島県美波町木岐地区）

図6　 利用可能性のある土地や水源地のリスト化
（木岐地区防災まちづくり計画／平成30年）

め、被災前から継続的に実施して、それを受け継いでい
くのが理想である。それと同時に、最低限やっておくべ
きこととして、未来の当事者が進める復興まちづくりを
サポートするためにも、利用可能性のある土地や水源地
などの情報のリスト化を進めておくことが有効だと考え
る（図6）。集落にはいまだ共有地など権利関係が複雑な
土地が多い。地籍調査を進めておくことも、後世に負の
遺産を残さないためには重要だろう。基本的なことでは
あるが、こういった地道な事前作業を積み重ねておくこ
とが、集落単位の事前復興まちづくりに求められている
のではないだろうか。
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※５　 山田町大浦地区の復興まちづくりについては下記の資料で報告し
ているので参照して頂きたい。
佐藤宏亮、後藤春彦：漁業集落における生活と生業の一体性に配慮
した復興計画アセスメント（震災後に考える：東日本大震災と向き
あう92の分析と提言）、早稲田大学出版部、2015年3月



基調講演

１．漁港の増養殖活用に向けた課題
東海大学の櫻井と申します。今日は漁港等を活用した

増養殖についてということで、最初に漁業・漁村の置か
れている現状を踏まえて、漁港の増養殖活用に向けた課
題を、その後、漁港の増養殖活用に向けて、私どもが地域
の方々と取り組んでいるナマコの中間育成とアサリの垂
下養殖の事例を紹介していきたいと思います。
水産物の安定供給は漁業・漁村の持つ本来的な機能

で、主要な食料供給機能を担っています。また、全国に
は約2,800の漁港が存在していますが、これらの漁港を
核として海難救助や国境監視、環境モニタリング等の多
面的機能を通して国民の生命、財産を守る重要な役割を
果たしています。しかしながら、こうした漁業地域では
高齢化、過疎化の進行に伴って、漁港利用者が減少して
います。そのため、漁港水面が遊休化するといった既存
ストックの有効活用が課題となっています。
水産白書によると、漁業就業者数は年々減少していま

す。ここ数年は 39歳以下の割合が増加していると言わ
れていますが、依然として65歳以上の高齢者が占める割
合が高くなっています。また、漁港施設の多くは1960年
から90年代に整備されており、維持管理費が増大するこ
とから、陸揚げ機能や集出荷機能を拠点となる漁港に集
約するといった漁港機能の再編と集約化が進められてい
ます。また、漁業生産についても1980年代をピークに減
少の一途をたどっているということから、漁港機能の集
約化と合わせて遊休化した漁港水面を増養殖の場として
有効活用するということが求められています。
このような情勢の中で、手前みそではありますが、

2017年に日本水産学会の北海道支部大会で「漁業地域の
活性化に向けた漁港の在り方」というシンポジウムを札
幌で開催させていただきました。6つの話題提供を通し
て漁港の有効活用の課題として2つに集約されました。

1つは就業者の減少と高齢化対策です。漁業生産の低
迷や北海道では地域間の生産格差というのが大きな問題

となっています。食料自給率の維持や地域経済の活性化
に向けて、避けては通れない課題と認識しています。そ
の解決方法として漁港での就労環境を整備することに
よって、軽労化、省力化を図って高齢者、女性の参画を
増やすといった点が指摘されました。具体的にはウニの
蓄養や二枚貝を中心とした無給餌養殖、メンテナンスフ
リーのナマコの中間育成、それから漁港を使うというこ
とで海水交流施設等々の基盤整備支援といったことが
紹介されました。こうした漁港の活用によって就業者の
減少に歯止めをかけるとともに、地域特産種の開発やブ
ランド化、あるいは高付加価値化が図られ、ひいては 6

次産業化にもつながって、漁業生産の底上げや地域間格
差の解消といったところにつながるという青写真が示さ
れたわけです。

2つ目は維持管理です。これは国、地方ともに財政難
という現状の中でいかにこの既存ストックを効果的に維
持活用していくかといった問題です。残念ながら、この
シンポジウムでは解決策につながるような具体的な提
案はなかったわけですが、漁港も耐用年数があることか
ら、地域活性化のために有効活用を図りながら、それを
効率的に維持管理していくという方法が求められるわけ
です。その解決方法としては、維持費に関しては国や地
方財政に頼るだけではなく、官民による分担化や、ある
いはこうした取り組みによって地域が活性化することに
よって得られた一部の収益を基金化して運用するといっ
た意見もありました。

２．古平漁港におけるマナマコ中間育成技術開発試験
次に私が所属する大学で北海道の幾つかの地域に臨海
実験所というのを開設させていただいています。そこの
自治体の方々と地域水産業の振興ということでいろい
ろな取り組みを行っています。その中の漁港を活用して
増養殖に取り組んでいる事例をこれから2つほど紹介さ
せていただきます。まずは、古平漁港におけるマナマコ

漁港水域等を活用した増養殖について
東海大学 生物学部海洋生物科学科 教授　櫻井 泉 氏
昭和40年生まれ。昭和63年北海道大学水産学部水産増殖学科卒業後、同年北海道庁入庁。北海道立中央水産試験場研究職員、同施設
工学科長を経て、平成25年より東海大学生物学部海洋生物科学科教授（兼付属臨海実験所長）。平成30年より海洋生物科学科長、令和
2年より大学院生物学研究科長を兼任。博士（水産学）、技術士（水産部門・総合技術監理部門）。

第14回調査研究成果発表会
令和2年12月14日に当研究所主催による第14回調査研究発表会を開催しました。このうち第二部「漁港ストックの有効活用
～もっと増やそう！漁港育ちの魚介類～」における東海大学 生物学部海洋生物科学科 教授 櫻井 泉 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。
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中間育成技術開発試験ということでお話させていただ
きます。
ナマコは 2003年辺りから中国市場で日本産ナマコの

需要が高まりました。北海道ではそれまで500円／㎏程
度でしたけれども、現在は 4,000円／㎏から高い
ときは5,000円／㎏を超えるような値が付くほど
に急騰しています（図1）。
こうした中国需要に押されて、現在では日本各

地でナマコの人工種苗生産や放流が行われるよう
になりました。しかし稚ナマコの場合、放流した
後に分散したり、あるいはカニ等の外敵に食べら
れたりして、放流個体の生存率が著しく低くなる
ということが問題視されています。そこで、この
稚ナマコを一定の大きさで放流した後に分散や食
害の防止を可能とする「中間育成方法の確立」とい
うのが喫緊の課題として求められていました。
一方で、ナマコと同じ棘皮動物のウニですが、そ
の移動や行動を妨げる施設構造として空気ポケッ
トフェンスという技術が開発されています。この
技術は、ウニは空気中で移動できないとい
う特性に着目したもので、水中に空気をた
めたフェンスを敷設することによって、ウ
ニの移動を制御するという技術です。そこ
でこの技術をナマコの移動の制御にも適用
できるのではないかと考えて、空気ポケッ
トフェンスを設けた中間育成施設を制作し
ました（図2）。制作した施設は縦横が2.4

ｍで、高さが 1.1ｍの方形状の箱型をして
います。これに空気をためるためのポケッ
トを箱の内側と外側の上部に設けた構造に
なっています。それから施設の底にはナマ
コの着生基質として、建設資材の緩衝材と
して使われているヘチマロンという部材を
敷き詰めています。これは、底面をナマコ
が立体的に利用できることを狙ってこのよ
うな網構造にしました。
この試験施設を 2014年に北海道の古平
漁港の水深6ｍ地点に2つ隣接して沈めて、
翌年から3年間にわたって3つの試験を行
いました（図3）。
試験 1として、ナマコの移動制御に対す
るポケットフェンスの効果を検証しまし
た。空気を充填した施設と空気を入れない
施設に種苗をそれぞれ2,000個体収容して
その後の生産等を比較しました。
試験 2としては、種苗サイズが生残率に

及ぼす影響を検討しました。体長 26mm

の大型種苗 487個体と体長 20mmの小型
種苗を 2,000個体収容して生残率を比較

しました。
試験 3としては、給餌による成長促進効果を検討しま
した。体長23mm種苗を950個体ずつ収容して、片方に
は昆布の粉末を 2週間に 1回給餌、もう一つは未給餌で

図1　マナマコ漁獲量と漁獲金額の推移

図2　試験施設の概要

図3　古平漁港における試験実施箇所
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比較を行いました。いずれの試験も定期的に体長計測を
するとともに1年後にすべてを回収して年間の生残率を
算定しました。
結果に移ります。水温は、4.6～23.3℃の範囲にあり、

一直線に乗っているということから施設内外で水温差は
ないという結果でした（図4）。施設内の水温の3ヵ年の
月別変化は、いずれも3月から上昇して、8月にピークの
23℃に達した後、低下するという季節変化が見られてい
ます（図5）。
一般にマナマコは体重が 25g以下で、体長 100mm以

下の個体では、水温18℃以上で仮眠するといわれていま
す。仮眠というのは夏に消化管を吐き出して、高水温を
やり過ごすというようなことです。今回収容した稚ナマ
コの場合には仮眠はしないものと推察しています。また、
稚ナマコは水温 12℃以下では成長が停滞するという報
告もあるので、今回の試験では、冬季間は成長が停滞し
ていると予測できます。以上を念頭に置いて試験1の空
気ポケットフェンスの効果検証の結果（図6）を見てい
ただくと、11月に 4mmで収容したナマコは 2月までほ
とんど成長がみられませんでしたが、その後成長し、10

月までに空気充填区で28mm、未充填区でも24mmに成
長したという結果になりました。2月までナマコが成長
しなかった原因は、水温が12℃以下の低水温になったこ
とによると考えています。
試験 2の種苗サイズの効果を検証した結果（図7）で

すが、10月に26mmで収容した大型種苗の方は1月まで
ほとんど成長しませんでしたが、その後 4月に40mmに
成長して、以降は成長しないまま、回収されたという結
果です。一方、11月に20mmで収容した小型種苗も2月
まではほとんど成長しませんでしたが、その後は成長し
て回収時には 35mmまで成長したという結果になりま
す。このように冬季に成長が停滞した原因は、低水温の
影響と考えていますが、試験 2では40mm前後のナマコ
が 5月以降本来は成長するのですが、全く成長しないま
ま回収されたという結果になりました。この原因として、
100mm以下のナマコは仮眠しないとお話しましたけれど
も、もしかしたら、ナマコは仮眠まではしないけれども、
40mm辺りから夏場に消化管が退縮して仮眠に似たよう
な状況になるのではないかということと、もう1つは閉鎖
的な施設なので餌不足というのが原因と考えられました。
そこで、試験 3の給餌の効果を検証したわけですけれ

ども、残念ながら給餌なしと差が付かない結果となりま
した（図8）。従って 40mmで頭打ちになる原因につい
ては明らかにできなかったわけですけれども、餌不足で
あれば、少なくとも 2週間に 1回程度の給餌では全く効
果がないと考えられました。ただ、これ以上の頻度でこ
の施設に他から出向いて給餌を行うというのは現実的に
は難しいため、この施設での給餌養殖というのは無理で
はないかと判断しています。

図4　施設内外の水温

図6　空気ポケットフェンスの効果検証

図8　給餌の効果検証

図5　施設内の水温の経月変化

図7　種苗サイズの効果検証
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続いて生残率です。ここでは収容個体数を100％とし
て各区における回収個体数の割合を年間生残率として換
算しています。その結果、生残率は空気のあるなし、サ
イズの大小、そして、収容数によっても異なるのですが、
8.5～71.8％と計算されました（表1）。そこで、これら
の値を既存の放流結果と比較してみますと、13mmのナ
マコを漁港の中に放流した報告によると6ヵ月後の生残
率が 0.7％（酒井 2015）と報告されており、今回得られ
た結果というのは、既往の報告より 1オーダー、ないし
は2オーダー高い値となっています。従って、このポケッ
トフェンス施設は稚ナマコの生残率向上に有効であると
考えています。さらに3つの試験における生残率と収容
数の関係を整理すると（図9）、収容数が多くなるほど生
残率が低下する傾向が見られます。すなわち、このナマ
コは密度依存型の生残を示しており、中間育成施設に許
容収容数というのがあることを示唆しています。その主
要因として考えられるのは、やはり餌ということになろ
うかと思います。
そこで、この中間育成施設への餌料供給量を評価して

ナマコが支障なく生育する許容収容数を検証しました。
方法としては、ナマコの餌は施設の中に沈降してくる有
機物ですから、これを採集するために底面にセジメント
トラップを設置して、月に1回潜水によってこれを回収
して、再設置し、沈降粒子束として餌料供給量を求めま
した。また、施設の中に堆積した有機物のうち、例えば、
底生珪藻のようなものであれば施設の中で有機物生産を
行うわけです。また、この施設の中には微生物やその他
小さな生物がたくさん住んでいます。そうした生き物に
よって堆積した有機物が消費されることもあります。そ

こで、トラップ採集と合わせて堆積した底質の定量採
集をして、前の月よりも有機物量が沈降粒子束の堆積以
上に増えた場合はこの施設の中で生産があり、そうでな
い場合は消費があったと仮定して、ナマコが餌として利
用できる有機物量を月別に試算しました。概ね 2～ 4月
と6～1月にかけて有機物生産があって、5月に顕著な分
解が起こるというのが分かります（図10上）。そこで、
この沈降粒子束に有機物生産と分解の値を加味した値を
ナマコが餌として利用できる有機物量と考えて、その月
別変化を示しました（図10下）。ナマコが利用可能な有
機物というのは6月に最小で11月に最大となりました。
サイズごとに適正収容数を試算した結果、餌料供給量が
最も低下するのが6月ですから、これを基準にしますと、
5mm種苗で540個体、10mmで280個体、15mmで190

個体、20mmで150個体と推定されました（図11）。
そこで、この適正収容数がナマコの成長や生残にとっ

て本当に妥当であるかということを検証するために、

図9　3つの試験における生残率と収容数の関係

図10　利用可能な有機物量の季節変化

図11　中間育成施設における適正収容数

表１　ナマコの年間生残率
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試験期間 区　分 収容サイズ 回収サイズ 最大サイズ（到達月） 年間生残率

2014.11-2015.10
試験区 4.0±1.2mm 26.4±8.9mm 26.4±8.9mm（10月） 20.2％

対照区 4.0±1.2mm 25.8±8.5mm 25.8±8.5mm（10月） 8.5％

2015.10-2016.10
大型区 25.9±8.9mm 38.9±13.2mm 44.3±12.7mm（8月） 70.9％

小型区 19.5±4.0mm 34.5±13.7mm 34.5±13.7mm（10月） 13.5％

2016.12-2017.11
給餌区 22.9±3.5mm 26.9±8.6mm 38.9±10.6mm（6月） 61.6％

無給餌区 22.9±3.5mm 30.1±8.5mm 40.5±9.8mm（5月） 71.8％



2019年の 11月に 20mm種苗を一方の施設に適正数の
150個体、他方の施設にその10倍量の1,500個体を収容
して、2020年11月に全数回収し、その生残数と体長を計
測しました。1,500個体で収容した方は生残率が32％で
回収時の体長が35mmであったのに対して、適正数で収
容した方は生残数が過去最高の 87％で回収時の体長も
46mmと、40mmの壁を破ったというような結果となり、
推定値の妥当性が示されたと思います。これは速報です
ので、まだ取り残し個体があって、これにもう少し加算
され、生残率はこれより上がると思われます。いずれに
しても非常に効果があると確信しています。現在、空気
ポケットフェンス施設は、古平漁港の他、留萌港（港湾）
に総務省の補助金を使って設置されており、種苗生産さ
れた一部のナマコを中間育成しているところです。この
後紹介する寿都漁港と岩内港（港湾）でも設置に向けて
協議を進めているところです。これまでせっかく種苗生
産して放流しても生残率が低くて資源の底上げ効果がよ
く分からない状況でしたけれども、この施設で 1年中間
育成することによって46mmまで成長し、漁獲まであと
1～2年というところですから、その種苗を放流すること
で資源増大が期待できるようになったと考えています。

３．寿都漁港におけるアサリ垂下養殖の適地評価
次に2つ目の事例として寿都漁港におけるアサリの垂
下養殖の適地評価について紹介させていただきます。ア
サリの漁獲量は1983年の16万トンをピークに減少を続
けていまして、2010年には 3万トンを下回り、2017年
にはとうとう7,000トンにまで落ち込んでしまいました
（図12）。こうした漁獲量低下の一要因として、干潟の
減少が指摘されています。そこで、アサリの生産量の回
復や増大を目的として、干潟を必要としない垂下養殖が
全国的に施行されるようになりました。この後、兵庫県
さんからもご紹介がありますが、その有効性も報告され
るようになって参りました。こうした中で北海道の寿都
町でも漁業者の減少や高齢化が顕著です。その一環とし
て、寿都漁港（第3種漁港）では、港内奥部にウニやナマ
コ、あるいは寿都地域で養殖が盛んなカキを一時蓄養す
るために蓄養水面が整備されました。この蓄養水面で、

その他にアサリの垂下養殖ができないかということを町
で検討しまして、2017年より養殖試験を開始しました。
蓄養水面で 1年間養成しましたけれども、殻長で

5.5mm、重量で3.3g程度しか成長しないということで、
蓄養水面での垂下養殖は難しいのではないかと判断しま
した。
その原因を検討したところ、アサリの餌の指標である
クロロフィルａは3～6μg/Lと、アサリ漁場としてはご
く標準的な値を示していましたが、流速は港の奥にある
ということで非常に弱く、平均すると概ね1cm/s程度で
あったということが示されました。アサリの餌となる植
物プランクトンというのは、流れによって運ばれてきま
すので、蓄養水面では流れが弱くて餌料供給が少ないと
いうことがアサリの成長が低かった原因と疑われたわけ
です。そこでまだ諦めるのは早いということで、もう少
し流れのある場所が漁港内にないものかと考えて、波の
侵入や漁船の往来によって発生する航跡波などが見込ま
れる港の中央部で再度試験を行って、港内における養殖
場所の適地を検討してみました（図13）。
方法ですが、2017年試験は冒頭で紹介した蓄養水面
で行った試験と、それから 2018年試験というのがこれ
から紹介する内容になります。試験には、北海道立総合
研究機構で生産・飼育された殻長 27～ 28mmの人工種
苗を使っています。丸かご（直径60㎝、深さ10㎝）を4

つ使用して、この中にケアシェルという牡蠣殻を成型し
た基質を敷いた後に、それぞれ100個体ずつアサリを収
容して蓄養水面と港中央部で垂下しました。飼育期間は
10～ 11月から 1年間です。毎月アサリの殻長と重量を
計測するのと、その際30個体だけ無作為に取り出して、
肥満度を求めました。
結果ですが、水温は、2017～ 2018年は 3～ 23℃、

2018～2019年は少し低くて1～25℃の範囲を推移して
います（図14）。特にアサリが成長する4月以降という
のは両年で明瞭な差が認められませんでした。このこと
から、今回は蓄養水面と港中央部で試験を行った年が異
なっているのですが、少なくとも水温については年の違
いというのは成長に影響はなかったと判断しています。
クロロフィル aは少し変動幅が大きいのですが、両時

図12　国内におけるアサリ漁獲量の推移 図13　寿都漁港における試験実施箇所
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期とも蓄養水面と港中央部で明瞭な差は認められません
でしたので、両地点で餌の量には差がないものと推察さ
れます。一方、流速を比較してみると、移流成分のほう
は、両月・両場所とも平均すると1cm/s前後の値であっ
たのに対して、変動成分のほうは、蓄養水面では 1cm/s

前後でしたが、港中央部ではその倍の2cm/s以上と大き
い流速を示していました（図15）。このような変動成分
の流れというのは、港外からの波の侵入と漁船の往来に
伴う航跡波に起因していると推察されます。
試験終了時の生残率を見てまいりますと、蓄養水面で

は 92～ 95％であったのに対して、港中央部では 95～
96％で港中央部のほうが若干高い値でしたけれども、そ
こまで顕著な差は認められませんでした。

殻長については、蓄養水面の方では 5.5mmであった
のに対して、港中央部では14.6mmの成長がありました。
重量についても、蓄養では3.3gに対し、港中央部では9.7g

の増重があったということで、港中央部は蓄養水面に対
して大体3倍ぐらいの成長を示すということが明らかに
なりました（図16）。
肥満度を比較した結果、ピークは蓄養水面では 5月の

16％に対して、港中央部では 19％です（図17）。ただ、
これらの値は本州のアサリに比べると低いですが、北海道
では19％いうのは割と高い値になります。それから、産
卵したことを示すのが肥満度の低下になる訳ですけれど
も、蓄養水面では6～10月の5カ月間の比較的長期間に
わたって産卵するのに対して、港中央部では7～8月の2

図15　流速・クロロフィルa量の比較

図16　成長量の比較

図14　水温の比較
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カ月の短期間に産卵が限られていました。この産卵期の長
さは場所による違いなのか、年による差なのかというのは
定かではなく、今後検討する必要があると考えています。
以上の結果から、港中央部では特に航跡波に起因した

流れによって、餌料供給が促進されてアサリの高成長に
つながったということが推察され、寿都漁港における垂
下養殖の適地は、現状では港中央部がベターであるとい
うことが示されました。
今後の展開ですが、寿都町は日本海海域にあります。

そのため、天然のアサリ漁場というのがありません。で
すから、養殖をしたくても養殖に供するための種苗の確
保が課題になっています。試験では道総研で人工採苗さ
れた種苗が使用できましたけれども、やはり事業化とい
うことになれば、自前で種苗を確保する必要があります。
とはいえ、この地域には種苗生産施設もなく、また技術
者もいない中で行き詰っていたわけですけれども、地元
の潜水業者さんから、寿都漁港の防波堤内側の根固めブ
ロックの上に砂が堆積していて、そこにアサリ稚貝がた
くさん集積しているという情報提供がありました。そこ
で、これを天然種苗として利用できないかと考えました。
今年の 10月にこの防波堤に沿って潜水調査をしたと

ころ、かなりの数の二枚貝稚貝がこの中に生息しており、
アサリの稚貝をはじめエゾタマキガイ、ビノスガイも同
時に確認されました。そして、11月にエアリフト式の
ポンプを使ってダイバーに防波堤に沿って 50ｍほどの
範囲の砂を吸い上げてもらって、これをろ過したところ、
1時間程度の作業で殻長 15～ 30mmのアサリが 6,700

個体ほど採取されました。それを網かごに収容して、港
中央部に垂下をして天然採苗から出荷に至るまでの工
程を確立するための試験設定を行ったところです。
当初は2,000個体も取れれば十分だろうと考えていた

のですが、3倍以上の収穫があったということで、関係
者一同、天然採苗の可能性を確信したところです。今後
は殻長 20mm前後の天然種苗が出荷サイズ、北海道で
は 40mmなのですが、これを超えるのにどのぐらいの
期間がかかるのかを調べるのと、来年度以降も採集する
場所を順次ずらしてポンプ採集を行って、再びブロック

の上に砂が堆積すると推測される4～5年後に再び今回
の場所で採取を行うといった、いわゆる輪採制で天然採
苗を回していけるかを検討していく予定です。

４．今後の課題
最後に今後の課題として幾つかご紹介させていただき
ます。まず、今日紹介したナマコ、アサリにしても、こ
れを誰が主体になって今後行っていくかという問題が
あります。常識的には受益者である漁業者が主体となっ
て取り組むべきではあるのですが、北海道ではこれまで
魚類養殖にしても、ウニの養殖にしても、試験研究機関
が先頭に立って技術開発をして、それを漁協さん等に技
術移転してきた例が多々あります。けれども、うまく軌
道に乗って事業展開できている例というのは、残念なが
らホタテガイの垂下養殖を除いてほとんどないのではと
思っています。これは北海道の漁業者の気質の問題かと
も思われるのですが、冒頭にも述べたように漁業生産が
先細りする中で創意と工夫を持って業務に取り組むとい
う意識改革が必要ではないかと考えているところです。
それから、今水産改革が進められる中で、これは民間
参入とまではいかないまでも漁港の有効利用を目的とし
た法人組織を地域で立ち上げて、試験事業を展開し、軌
道に乗ったところで意欲のある漁業者に技術移転をする
という方向もあるのではないかと考えています。この辺
りは皆さんの意見をいただいて、今後の参考にできれば
と考えています。さらに今回紹介した 2つの事例は、い
ずれも水深が6ｍ程度ある第3種漁港で行いましたけれ
ども、北海道で遊休化した漁港のほとんどは第1種漁港
になります。そのため、実際には第 1種漁港での取り組
みが求められていると認識しています。第1種漁港とい
うのは規模が小さいので水深もせいぜい3ｍ程度で、今
回のような施設を設置するにも浅すぎるという点が問題
となっています。今後は浅い水深にも対応した施設の検
討が課題と考えています。
以上で、私の話を終わりにさせていただきます。ご清
聴ありがとうございました。

図17　肥満度の比較
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司会　それでは、ただいまよりパネルディスカッション
「漁港ストックの有効活用～もっと増やそう！漁港育ち
の魚介類～」を開催いたします。本パネルディスカッ
ションのコーディネーターを務めて頂きますのは、国立
研究開発法人水産研究・教育機構水産技術研究所環境・
応用部門水産工学部副部長、三上様です。それでは三上
様よろしくお願いいたします。
三上　ご紹介頂きました水産技術研究所の三上です。ご
存じの方もいると思いますが、本年 7月より水産研究・
教育機構は組織再編を行いまして、これまでは水産工学
研究所という一つの研究所でしたけれども、再編後、水
産技術研究所の一つの部、水産工学部となって研究活
動を行っています。それでは、早速パネルディスカッ
ションに入りたいと思います。
　まず私から今回のパネルディスカッションの趣旨を
ご説明したいと思います。先ほどの基調講演、あるいは
話題提供がありましたけれども、現在、全国には 2,800

近くの漁港が存在しています。その多くは 1960年から
1990年代に整備されており、今後の維持管理、改修、更
新の費用の増大が懸念されています。一方で最近では複
数の漁港で連携して機能分担し、効率性を生かすという
観点で陸揚げ、集出荷機能を拠点漁港に集約するという
方向で漁港の整備を進めています。その再編、集約と合
わせて重点整備される拠点漁港以外の漁港ではいわゆる
「既存の漁港ストックの活用」ということで増養殖の場や
漁村の賑わいの創出の場として有効活用が検討されてい
るところです。
　水産庁では、第4次漁港漁場整備長期計画の重点課題
として「漁港ストックの最大限の活用と漁村の賑わいの
創出」ということでまとめられています。また、平成30

年6月に公表された農林水産業・地域の活力創造プラン

では養殖業発展のための環境整備の取り組みとして漁港
水域や陸域を養殖場として有効活用をするという方針も
出ています。また平成31年4月には漁港水域や陸域の有
効活用を促進する規制緩和を行っているところです。さ
らに、今年の 9月には「漁港水域等を活用した増養殖の
手引き」を、水産庁のホームページで公表され、今後そ
れを普及推進していくこととされています。
　これまで漁港水域の有効活用に関しての施策を振り
返ってみますと、昭和62年に漁港法改正が契機になり、
蓄養や養殖というので、漁港の水域や用地の整備を作り
育てる漁業、それに対応した漁港利用が可能になりまし
た。皆さんもお聞きになったと思いますけれども、平成
6年には「自然調和型漁港づくり推進事業」において、自
然環境との調和や環境影響緩和の観点から藻場造成を漁
港整備でも行ってきました。こうした施策の中から一定
の漁港水域や漁港施設を利用して増養殖の取り組みが進
められてきたのですが、これは私の個人的な考えかもし
れませんが、残念ながら有効活用は継続的かつ積極的に
展開されているとは言えないと状況だと思っています。
そうした観点から本パネルディスカッションでは漁港水
域での増養殖の取り組みや施策に関わられている様々な
お立場のパネラーをお招きしまして、有効活用の事例に
ついて話題提供をいただくとともに、今後の更なる活用
に向けた課題や対応策について意見交換を行いまして、
漁港水域における増養殖利用の推進を図れるようにシン
ポジウムを企画した次第です。
　最初のパネラーは、日本国内のアサリ生産量が減少し
ている中で、漁港水域を活用したアサリの垂下養殖の取
り組み、経営が厳しい中で手間がかからない安定した収
入を見込める副業としての展開に対するご説明を兵庫県
の増田さんからお願いしたいと思います。

パネルディスカッション

 パネリスト 

横山 純 氏
▶ 国土交通省
北海道開発局
農業水産部
水産課 課長

 パネリスト 

山﨑 将志 氏
▶  水産庁 漁港漁場
整備部 整備課
課長補佐

 パネリスト 

伊藤 靖 
▶  一般財団法人
漁港漁場漁村
総合研究所
第 2調査研究部
部長

 パネリスト 

鶴岡 比呂志 氏
▶  日本水産株式会社
養殖事業推進部 部長

 パネリスト 

櫻井 泉 氏
▶  東海大学 生物学部
海洋生物科学科 教授

 コーディネーター 
三上 信雄 氏
▶  国立研究開発法人 水産研究・教育機構 
水産技術研究所
環境・応用部門 水産工学部 副部長

 パネリスト 

増田 恵一 氏 
▶  兵庫県立農林水産
技術総合センター
水産技術センター
水産増殖部
主席研究員

漁港ストックの有効活用 ～もっと増やそう！漁港育ちの魚介類～

※パネリストの役職名等については、令和2年12月の講演時点のものです。
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増田　兵庫県の増田です。それでは、早速説明させて頂
きます。室津漁港は瀬戸内海側の西部、西播磨地域と呼
ばれるところにある奈良時代からの歴史を持つ古い港
で、古くは港湾として、現在では第 2種漁港として利用
されています。平成28年度港勢調査によりますと利用漁
船数は189隻、陸揚げ量は4,051トン、陸揚げ金額は12

億 8,000万円、主な漁業種類はカキ養殖業、船曳網、小
型底曳網、刺網等です。室津漁港の周辺海域の特性とし
て、南に面して西側も閉じており、冬季の風波が比較的
穏やかであることが挙げられます。また、兵庫県は明石
海峡や鳴門海峡、紀淡海峡といった海峡の多い県ですが、
それらの海峡部から離れており、潮流は穏やかです。そ
れから東側に 1級河川の揖保川、西側に 2級河川の千種
川という比較的大きな川があり、河川水の影
響を受けやすいということが挙げられます。
このため植物プランクトン量が多く、11～12

月にはクロロフィルａ量は 9～ 12㎍ /Lに達
します。低くはないけれども多すぎでもない
という量だと思います。つまり、二枚貝類の
生育に非常に適した海域であると言えます。
　室津漁港は元々、西播磨地域における漁船
漁業の中心地でありましたけれども、1990年
代よりこの海域で大量に取れていた天然アサ
リ資源の激減にはじまり、いかなご等の漁船
漁業の漁獲量の減少が起こりました。その中
で漁業経営安定化に向けた取り組みとして平
成 10年度からカキ、平成 11年度からアサリ
養殖を開始しました。最初、アサリ養殖は地
まきでやっていたようです。カキ養殖に関し
ては近くの相生や赤穂等元々盛ん
な海域がありますので、カキ養殖に
取り組む漁業組合としては県内で
は最も後発になります。平成 13年
度からアサリの垂下養殖を始めま
したが、そのきっかけは漁協青年
部が京都府で行われていましたト
リガイ養殖を視察したことと聞い
ています。アサリの天然資源は全
国的に減少していますので、それ
に伴う価格の高騰もありまして順
調に発展して、現在では25経営体、
約31人がアサリ養殖に従事してい
ます。
　養殖方法としては、ポリプロピ
レン製の 14Lのコンテナに 10Lほ
ど海砂を入れて、ここに150～200

個のアサリ種苗を入れて、食害防止用の網を取り付けて、
カキ筏から垂下して成長を待ちます。秋スタートであれ
ば、ほとんど付着物もないので放っておくだけでアサリ
は育ちます。一方、夏スタートでは洗ったり掃除をした
りと手間がかかります。
　アサリには春生まれと秋生まれがあるので、入荷時期
というのは4～11月で非常に長くなります。人工物と天
然物があるため、サイズも 5ｍｍ位のものもあれば、立
派な親貝サイズの 20mmを超えているようなものもあ
り、時期によって、まちまちです。出荷は2～6月で飼育
期間はすべて1年以内に収めています。垂下養殖を開始
した後の身入りの変化をみると殻長のほうは3ヵ月間で
5ミリぐらいしか成長しないのですが、身入りだけはどん

室津漁港の概要

アサリ養殖用コンテナ カキ筏からのコンテナ垂下
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個体生産できるそうです。初心者でも数 10万単位のア
サリを作ることができます。このようにして、漁業者自
らが種苗を生産する体制が整いつつあります。今では室
津を含め、2団体で種苗生産に取り組んでいます。
　室津漁港でのアサリ養殖は始まって 20年程度ですけ
れども、順調に発展し、次々と新しい取り組みをするよ
うになり、今では完全養殖化できるまでになりました。
以上で説明を終わります。ありがとうございました。
三上　増田さん、ありがとうございました。続きまして、
魚類養殖に関するお話を伺いたいと思います。魚類養殖
は養殖施設の配置から種苗の入手、日常管理、また出荷
までの一連の段階を確立するとともに、その中で利益を
上げていくための経営的な手腕が必要かと思います。採
算ベースを考えると大規模化も必要かと思います。今回
は民間企業として魚類養殖に取り組まれている日本水産
（株）の鶴岡様より岩手県の大槌や鳥取県の境港で展開さ
れている魚類の海面養殖の現状をご紹介頂きます。
鶴岡　鶴岡です。よろしくお願いいたします。最初に私
どもの養殖事業の概要を簡単にお話させて頂き、その
後、岩手県大槌と鳥取県の境港の事例をお話させて頂き
ます。その上で、我々のような魚類養殖をある程度の規
模でやるというところでの漁港水域の利活用についてお
話をさせていただければと思います。よろしくお願いい
たします。
　私どもで海外も含めて取り組んでいる養殖事業です
が、拠点としては、日本国内が多いですが、生産量では今
は海外のほうが多いです。国内ではサケ、マグロ、カン
パチ、ブリ、サバ、マダイ、エビ等で、主に国内向けに販
売しております。西日本を中心に多くの漁場で生産をし

どん上がり、肥満度にすると20を超え、大きいものでは
30というものも出ていました。マスコミの紹介等でも身
入りがよすぎて殻からはみ出すというような表現がされ
ています。私どもの技術センターで成分分析を行ったと
ころ、天然アサリと比べてグリコーゲン量と遊離アミノ
酸量が多いということも明らかになりました。このよう
に品質的には天然と比べてはるかに良いので、平均価格
は1,500円／㎏程度で流通しています。少し高いものは
2,000円／㎏、東京の築地辺りで 3,000円／㎏で売れた
という記録もあるようです。
　順調に発展しましたアサリ養殖ですが、近年では従事
者も増えて問題も発生しています。カキ、アサリともに
養殖生産は増大していまして、漁場の不足が発生してい
ます。これに対して、新しいアサリの養殖方法として「は
え縄式」を導入しました。これは平成25年度からスター
トしています。これにより漁場の沖合化と言いますか、
少し深いところでも養殖ができるようになりました。は
え縄養殖ですが、アンカーがあって、1本はえ縄にフロー
トが並んでいて、そのロープから先ほどのコンテナをぶ
ら下げるというやり方です。あと、「半沈下式」と我々は
呼んでいますけれども、私の前任者と事業者が共同で開
発したのですが、フロートの大部分を水中に入れてコン
テナの動揺を抑えます。コンテナが揺れると、砂が流出
してしまい当然成長に影響を与えますので、非常に安定
した養殖ができます。このような、はえ縄養殖は、密度を
上げるということはできない欠点を持っているのです
が、付着物が大変少なく、手間いらずになります。さら
にロープで吊り下げているので、人力ではなく機械の力
で収穫できるという利点もあり、今ではこれが主力にな
りつつあります。もう一つの問題点ですが、
全国的なアサリ資源の減少は深刻になって
いますが、そのため天然種苗の入手が非常
に難しくなってきています。兵庫県では、
豊かな海づくり協会の栽培漁業センターで
生産を行っておりますが、需要増に追い付
かなくて限界に入っています。それに対し
て、平成 30年度から漁業者自らが種苗生
産を始めました。アサリの種苗生産は、比
較的単純な施設でできます。浮遊幼生飼育
は 500Lパンライト水槽が基本です。大体
3～ 4週間で着底幼生になりますが、それ
以降はダウンウェリング装置で上から水を
流して下のほうに目の細かいメッシュを張
り、餌入りの水を回して飼育します。水研
の方がマニュアル化しており、500Lパンラ
イト水槽で、1ｍｍサイズのアサリが 50万

浮遊幼生飼育
（500リットルパンライト）

着底幼生飼育
（ダウンウェリング装置）

浮遊幼生の洗浄 着底幼生の洗浄

漁業者によるアサリ種苗生産
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ています。参入経緯としては、元々西日本で事業を展開
している地域の事業者様に当社が資本参画するなどし、
ニッスイグループに入った形の事例が多いです。
　境港については、元々宮城県の女川町で取り組んでい
たギンザケ養殖が震災で被災をしたということを契機に
拠点の変更ということで境港に移動しました。大槌町に
つきましては、サーモン養殖の生産量を上げたいなどの
理由で、日本海の養殖では水温の上昇が早いので出荷期
間が限定されるところをカバーするために、北の漁場に
進出をしたいというところに端を発した訳です。両方の
漁場とも進出する上で大切なのは、漁場の適性というと
ころです。水温や漁場の面積であったりと、養殖生産を
決める上では海域環境が重要であり、事業化の際の可否
判断の要素となります。陸上に工場を建設するのとはそ
のような点が大きく異なると思います。
　大槌の事例を先にお話させて頂きます。場所は岩手県
の船越湾というところで、今は試験養殖の位置付けで県
から試験許可をいただいて、操業をしています。養殖生
簀は 2基で、ギンザケとサーモントラウトの 2種類の実
証試験をしています。試験養殖の実施に際しては、大槌
町の連携協定を締結して、地域の方々や岩手県さんも含
めながら、養殖試験をしています。実施に当たっては私
ども弓ヶ浜水産というグループ会社が組合に加入をし
て1年目の水揚げを今年の夏に終えたところです。約85

トンの水揚げをしました。すでに2年目の養殖試験を開
始していまして、今年は200トンを目標に実施している
ところです。連携協定の中身を少しお話させて頂きます。
漁協様と地域の民間の企業様と私ども日本水産とグルー
プ会社の弓ヶ浜水産です。これらを漁村研様がコーディ
ネートをしていただき、最終的には大規模なサーモン養
殖の事業化に向けて、取り組みを進めているところです。

　取り組みの概要ですが、サーモン養殖の場合には海域
だけではなくて淡水の養殖場も重要になりますので、あ
と最終的な商品にするための加工というところまでの事
業化に向けた検証を各機関が連携しながら試験をしてい
るところです。淡水の養殖場については地元の民間の団
体、復光社さんがやられていまして、海域の養殖場は私
どものグループ会社が操業しています。加工につきまし
ては、地元の加工屋さんに商品を作ってもらって、私ど
もの販売ルートや産地の主要なルートでの販売という一
連の流れを検証しているところです。このように地域で
連携をして、地域にあるものは有効活用をしながら新し
い産業を作りたいと思って取り組みを進めているところ
です。
　養殖の中身について簡単に話題提供させて頂きます
と、やるからには生産性が高く、スマート養殖と言われ
ますけれども、極力人手をかけずに新しい機械を使いな
がら養殖をするという手法を導入しています。私どもの
研究所が開発したアクアリンガルという魚の食欲を可
視化する機械ですが、これを導入して、試験をしている
ところです。品質管理についてですが、養殖自体は生産
性を上げるということで、省力化、省人化の技術開発を
していますけれども、最終的においしいと言ってもらえ
る商品を作る上では、品質管理が非常に重要になりま
す。例えば、水揚げの手法についても非常にこだわって
生産をしています。1匹1匹活締めをして血抜きの処理を
して、その後の温度管理についても徹底していますが、
最終的な事業化を目指して、こういった作業を効率的に
できるようにするため、通常であれば沖合でする作業も
岸壁に生簀を移動して、安定したところで管理ができる
取組もしています。事業化に向けて重要だと思っている
ところです。

　今後の大槌での事業の展開の方向性です
が、一つは淡水の稚魚生産については、種苗
の養殖場が近接する方が品質もいいというこ
とで地域内での生産をしていきたいと思って
います。最終的に養殖の性能を決めるのは親
の血統ですので、親魚の生産や育種をやって
いきたいと思っています。海面の養殖につい
ては、やはり競争力を維持する上では一定規
模というものが必要だろうと考えています。
ですから、それを前提に、極力省人化した養
殖スタイルをしていきたいと考えています。
品質についても国内外の他の競合の商品に負
けないようなおいしさのものを生産したいと
考えています。最終的には生産したものをお
いしく届けられるようにということで、加工
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場から出荷の段階まで我々が関与をして高品質なものを
提供できるような取り組みを考えています。岩手県の場
合は元々サケの産地ということもありますので、加工場
やさまざまな機械もあります。そのため、活用できる部
分は活用して有効利用していきたいと考えています。
　続いて境港の事例です。境港は大槌の進出から遡る
こと約 8年位になります。震災を契機に進出をしまし
て、約 2,000トンの生産をしています。これは元々宮城
県の女川町で生産をしていた数字でして、ようやく震災
前に戻ったというのが最近です。これは海上のプラット
フォームを利用した飼料サイロなのですが、ほぼ無人で
給餌作業ができるようなものも導入しながら、わが国で
も競争力のある高い生産性のサーモン養殖をしていきた
いと考えています。
　鳥取の境港は加工場がないということで、私どもの
加工場を建設してお客さまにお届けしやすい形態での、
フィレ加工等を生産しています。工場の立地
も非常に恵まれており、養殖場から加工場、
海が隣接していますので、加工場の敷地内で
先ほどの活締めの処理も機械を使いながら処
理をするというところで生産性が高く、なお
かつ品質もコントロールしやすく、競争力の
強みになっています。
　これは一般論ですが、わが国養殖生産量
は伸び悩みがありますが、1件当たりの生産
性は向上しています。ただ、海外の伸びるス
ピードが非常に速いので、まだまだ足りない
と考えています。我々もある程度の規模が必
要と考え、各地で生産量を伸ばしているとこ
ろです。漁港水域が求める機能というところ
で、これは漁港ではなくて港湾エリアが多く
含まれるのですが、先ほどのご説明をした加
工場がありまして、育成漁場は沖合3kmのと
ころにあります。沖合は波も激しいというこ
とで水揚げ作業が安定的にできないので、そ
れを防波堤の中に持ってきて生簀ごと加工場
に接舷して水揚げをするというやり方を取っ
ています。このように沖合の養殖でたくさん
作ったにもかかわらず、こういった工程がな
いとなかなか品質がコントロールできないで
すし、コストアップにもなるということでこ
の方式は我々とすると改めてよかったと思っ
ています。そのような面から考えてみますと、
やはり漁港や港湾というところは常時の水揚
げを可能にするには非常に重要だろうと思っ
ています。天然魚と違って、養殖魚は欠品す

るわけにはいかないということがありますので、そうい
う面では漁港の水域というものは非常に重要だと思って
います。
　この施設にはないですけれども、種苗の養殖場が隣接
しているともっと良いと考えています。養殖魚の競争
力を上げる上では、漁港機能の拡充は非常に重要である
と考えています。以上です。
三上　鶴岡様、どうもありがとうございました。続きま
して、漁港水域における増養殖について取り組みの先進
地であります北海道における取り組みを紹介して頂きた
いと思います。北海道開発局が整備している漁港につい
て今回はご紹介をして頂きます。北海道では対象種も多
岐にわたっていて、海藻やウニ、ナマコ等の磯根資源や
サケ等の魚類の取り組みの事例もあると伺っています
が、今回は漁港水域の増養殖の活用事例についてご紹介
頂きます。
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横山　北海道開発局の横山です。北海道には243の漁港
があり、全国の 2,790に対して約 1割ですが、私どもは
その中の第 3種と第 4種漁港（※第 3種漁港：その利用
範囲が全国的なもの、第 4種漁港：離島その他の辺地に
あって漁場の開発又は漁船の避難上特に重要なもの）を
直轄で整備させていただいており、北海道内に38の漁港
があります。先ほど、三上さんから多岐にわたっている
というお話がありましたけれども、北海道では冬場は水
温が低すぎて、養殖に適さないということで春から秋ま
での期間でどれだけ成長させられるか、そのためにどう
いった魚種ができるのかという問題があります。こうし
た中で最近では、サケ、ナマコ、ウニ、ホタテ、コンブ、
アワビ、ホッケといったものに取り組んでいますが、最
近ではトラウトサーモンやベニザケ、タラバガニ等の取
り組みをされている地区もあります。
　漁港水域の活用事例についてお話します。美国漁港は
積丹半島にある漁港です。ここではウニ漁が
盛んですが海況が厳しく、年間でも 3ヵ月程
度しか水揚げできないという海域です。こう
した中でいかに期間を延ばせるかという発想
からウニの陸上の蓄養殖を始め、また、餌料
となるホソメコンブの養殖に取り組んでい
るという地域です。ホソメコンブの養殖に関
して言えば、間引きや、ねじれが起こってい
るものを直して、コンブの製品価値を高めな
ければいけない中でなかなか人力が確保でき
ないことが課題でしたが、ウニの餌料用に使
うということであれば、そこにこだわらない
ということで、非常に省力化して養殖に取り
組んでいます。また、最近では地域の活性化
のためにこの地域で羊を飼っているのです
が、羊にホソメコンブをやるということで、
肉質がよくなったということで、非常に重宝
されており、まさに農水連携ということにも
取り組んでいます。
　次は、青苗漁港と言いまして、奥尻島にあ
る漁港です。これまでホッケの水揚げを中心
にしているところです。しかしホッケのみに
頼るというのは危険性が高いということで、
平成11年からアワビの養殖を漁港内で始め、
漁港の港内ではないですが、ホタテの地まき
養殖等も始めています。アワビに関してはふ
るさと納税の返礼品として出荷する等いろい
ろな取り組みを行っている地域です。
　次は先ほど櫻井先生のお話がありました寿
都漁港です。丸を付けているところが蓄養す

るための水域として整備したところです。漁港としての
必要水深は大体 3ｍ位ですが、ここのエリアを水深 1ｍ
から3ｍに段階的に水深を変えて整備を行ったものです。
これによってウニ、アワビ、カキ等の蓄養殖等にも使って
いますが、それだけではなくて、1ｍの浅場では現在は漁
村交流ということで、この水域に入ってもらってアワビを
採ったりするような取り組みも行い、近くにある漁協の
施設で水産物を食べたり、買ってもらったりというよう
な仕掛けをしながら、交流を促進するという取り組みを
行っている地域です。下側は東浦漁港、これは稚内にある
漁港です。サケの馴致飼育を行っているということで、こ
この漁港の丸を付けた海域で行っている事例です。
　次に漁港の整備として面白い取り組みを 3つほど紹
介させて頂きます。一番、左側は元稲府漁港と言いまし
て、オホーツク海の雄武町というところにある漁港です。
丸を付けた海域というのが防波堤を整備した時に、本来
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であればケーソンに消波工を付けて整備するのですが、
ここに隙間を開けるという工夫をしています。これによ
り、潮通しがよくなるとともに、消波工とケーソンとの
間の水域を 1～ 2ｍの水深帯を確保して、ここに藻場を
造成するという仕組みを考えました。その結果、リシリ
コンブが生息でき、増殖場として利用しています。平成
29年のデータではウニが2.2トン、コンブが19.3トンの
水揚げが確保されているということです。現在、海藻の
被度区分は密生であり、それと合わせて、水深1ｍ以浅を
対象とした水深帯でリシリコンブの被度とエゾバフンウ
ニの個体数の関係の調査をしています。エゾバフンウニ
が8個体／㎡以下であれば、密生の被度を維持できると
いう調査結果も出ており、効果を確認しながら進めてい
るというところです。
　その次が苫前漁港で、留萌管内にある漁港です。養殖
ホタテをここで水揚げをするのですが、活状態を維持す
るため、建網を吊るす作業の必要から5ｍ以上の水深を
確保しなければいけないという状況があります。本来で
あれば岸壁としては2～3ｍ程度の水深があれば十分な
のですが、こういった作業をするために、5ｍの水深を確
保できるように岸壁と水域の整備を行い、作業の効率化
が図れるように配慮したものです。また、現在のところ
はホタテの蓄養殖をしているところを活用して、海底部
にナマコの中間育成等をやることで複合的な養殖体制が
できないか検討をしています。その際に海底部分の溶存
酸素量がどのぐらい確保できるかというのを調査してい
るのですが、シミュレーションの結果では目標の6mg/L

以上を確保できるということです。一方で、静穏な水域
では水質環境が維持できなくなることも懸念されます。
そのため現在、ICTを使って、溶存酸素や水温をリアル
タイムで漁業者が確認できるよう取り組んでいます。

　次は古平漁港です。これも櫻井先生からご説明があっ
た漁港です。静穏域が確保されていることと合わせて、岸
壁でウニを効率的に水揚げできるような環境を整えると
いうことから、蓄養殖の規模を拡大して取り組んでいるも
のです。これまでは試行的に円筒カゴを使って蓄養を行っ
てみました。その結果、漁獲量は確保できるのですが、大
体6～7割が斃死してしまうという問題がありました。そ
のため、円筒カゴに加えて、石カゴも検討しています。石
カゴであれば斃死率というのはあまり問題ないというこ
とで、漁獲効率は下がるのですが、一般の市民にこういっ
た円筒カゴや石カゴを使ったウニの食味試験をやっても
らったところ、石カゴのものが色、品質、味覚ともに非常
に良好だと言われています。ということで、雑ぱくではあ
りましたが、以上でご説明を終わらせて頂きます。
三上　横山様、ありがとうございました。続きまして、
増養殖の効率化や省力化等の観点から漁港水域を利用し
た ICTの活用についての説明を頂きたいと思います。近
年は水産分野において情報通信技術、いわゆる ICTの実
用化技術開発が進んでいるところです。漁業分野におい
ても導入に向けた取り組みが進められている中で、今回
の漁港水域の増養殖に関して、ICTの活用にどのような
方向性があるのかについて漁村総研の伊藤様にご説明を
頂きたいと思います。
伊藤　漁総総研の伊藤です。ICTを活用した漁港漁場施
設の管理の高度化ということで、重点的な課題として進
められています。漁港水域でも ICTを活用したスマート
水産業の推進ということを目標としています。そこで、
まず最初に漁港水域における ICTの活用イメージについ
て説明します。
　モニタリングへの活用ということが挙げられます。こ
れも横山様の事例等いろいろ出てきますので、養殖生簀

の水温や溶存酸素といった環境のモニタリン
グになります。それから、2つ目が養殖環境
の保全ということで、モニタリングにおいて
水質環境が悪くなった際に警戒メールで知ら
せる等の活用が考えられます。それと遠隔操
作への活用ということで、ウェブカメラと給
餌機を設置して、摂餌の状況を確認しながら、
給餌をしていく。それともう 1つ最後になり
ますけれども、漁場の密漁監視への活用とい
うようなことが考えらえます。
　漁港水域における ICTの活用事例に入ら
せて頂きます。これは青森県の北金ヶ沢の漁
港です。水産庁直轄調査の中で弘前大学と新
深浦漁協が一緒になって取り組んでいる事例
です。ICTを活用して養殖環境のモニタリン
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グ、保全、遠隔給餌システムを検証したということで、最
初に申し上げたように小規模な機械を使って、簡単な管
理を目指しました。ここでは電力の問題等を風力や太陽
光パネル等を設置したのですが、やはり漁港周りでこう
いったことをする時には電力が確保が問題になります。
電源がない場合はこういった簡単なシステムでも一定程
度のことができるということを証明したということにな
ります。溶存酸素等をモニタリングして、遠隔操作で給
餌を携帯を操作しながら行ったという事例です。
　北海道の事例になりますが、神恵内での陸上養殖の
ICTの活用です。IOTを活用したウニ、ナマコの陸上養
殖の実証試験ということで、これに関しては富士通が興
味を持って入ってこられたということで、メーカーと村
が協力して、日報の管理をしていくというような取り組
みに参画していただいたというものです。
　海面養殖での ICTの活用については先程、ニッスイの
ほうから話があったので、省略します。
　福井県の小浜市で海面養殖での ICTの実用化段階とい
うことで、これは総務省の補助金を活用しまして、クラ

ウドシステムに関しては函館未来大が参画しているとい
うことで、グループとしてはKDDI、福井県立大、小浜市
漁協という組織で、これも基本的には操業日誌を電子化
して管理するということになります。
　青森県の陸奥湾の密漁監視への ICT活用ということ
で、これはもう実用化段階になっています。皆さまもご
存じの通り、陸奥湾はナマコの資源が豊富な一方で、ナ
マコの密漁という問題がずっと付きまとっているわけで
すけれども、これに関しても青森県漁連が中心となって、
密漁監視システムを作っています。密漁船のダイバーの
呼吸音やスクリュー音等水中の音響技術を活用して、警
戒にあたっているという事例になります。
　最後になりますけれども、活用のイメージということ
で、申し上げたとおりお金をかけずにいかに必要な情
報を得るかということ、それから技術としても莫大な技
術料をかけてやるのではなくて、何か簡単なシステムを
取り込むということが必要かと思っています。事例の中
でも出てきましたけれども、漁業者や大学、試験場、通信
メーカー等が参画できるようなシステムを構築するとい
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うことがうまくいく方向だと考えています。ただ、繰り
返しになりますけれども、費用が掛かりすぎてしまうと
難しいし、高齢の人が使うとなると難しすぎたらやりに
くいという問題があるので、この辺をうまく集合させて
ICTを使った取り組みというのが進めていければいいと
思っています。
　ここまでが ICTです。私ども漁村総研も若干この漁
港水域内の増養殖に対する取り組みというのを進めて
います。その事例を簡単に紹介させて頂きたいと思いま
す。まずは青森県の小泊漁港です。ここに関しては小泊
の漁港区域内でマツカワの海面養殖を行っています。こ
の養殖に関しては餌のやり方のパターンを変えているだ
けで、どれぐらいの餌をあげれば成長がよくなるか等を
1年間通して調べていて、マツカワの養殖は陸場でやっ
ていると思うのですが、漁港の中でも結構うまくいくと
いう話になります。1年間たっても生残率もいいですし、
飼い続けていけるので、これは新しい発見だと思ってい
ます。
　次は青森県の佐井漁港におけるヒラメの蓄養試験で
す。青森県でもヒラメがたくさん取れるわけですが、単
価の安い時期があります。特に 6～ 7月というのはヒラ
メが安い時期になりまして、盆ぐらいになると値段が倍
ぐらいになります。そうするとその間1ヵ月ぐらい蓄養
しておこうと漁業者からのアイデアがあって、取り組ん
でみました。これは餌をやろうと思ったのですが、ヒラ
メは死んでいる餌は食べないので、なかなかそこが難し
いところです。わかったことは4ヵ月くらい餌をやらな
くても生きるということで、出荷調整には利用できると
いうことが明らかになりました。
　それから、次に岩手県の事例になります。岩手県の田野
畑村で復興交付金を利用した事例になります。櫻井先生
等は施設を入れてナマコの中間育成ということだったの
ですが、この場合は漁港の島越の南側の漁港の中にホタ
テの貝殻を詰めたネットを敷きまして、そこに稚ナマコを
放流したという試験になります。ホタテの貝殻やカキの
貝殻の隙間にナマコが着生するというのは、皆さまもご存
じだと思うのですが、放流場ということでここでも4,000

個体程度放流しました。3～4カ月はきちんといて、大き
くなって動きが活発なものから外へ出てきて、サイズが少
し小さいものが残っていました。これを見た漁業者さん
たちは今までどこに行っていたか全然分からなかったけ
れども、漁港内にいるということがわかったから、禁漁に
しましょうということで、ずっと継続的に放流をするとい
う意識に変わってきたという事例になります。
　最後になります。これも岩手県の事例ですけれども、
北海道でやられているようなウニの蓄養に関しても、取

り組みが行われるようになってきました。岩手県も磯焼
けがひどい状況になっているわけで、身入りの改善のた
めの短期蓄養ということで県内3ヵ所の漁協さんがやり
始めたという事例です。
三上　それでは、4名のパネラーの方のご説明が終わり
ましたので、この段階でせっかく基調講演等もしていた
だいた櫻井先生のほうからご発表の方にコメントを頂き
たいと思いますけれども、全員ではなくても結構なので、
何か質問や確認事項がありましたら、よろしくお願いい
たします。
櫻井　いずれも非常に興味深い取り組みばかりで、楽
しく拝聴させて頂きました。ありがとうございます。コ
メントというのは大げさなので幾つか質問をさせて頂き
ます。まず、最初の兵庫県さんのアサリ養殖の取り組み
についてです。最初に漁港の航空写真が出ていたと思い
ます。この筏がある場所は、漁港水域と捉えてよいので
しょうか。もう一つは今、漁場が手狭になっていて、沖
合に展開をしているということで、はえ縄式の養殖では
振動等の問題があったけれども解決されたというお話を
伺いました。その中で、餌条件も筏の漁場と違うと思う
のですが、成長の差というのは出ているのでしょうか。
増田　漁場は漁港水域内外を含んでいます。また、延縄
式と筏式の成長比較はしたことはありますけれども、や
るたびに結果が違ったりもするのですが、大体、はえ縄
の深い海域はややクロロフィルが低い傾向があるのです
が、その分、流れがあるので成長は大体いいということ
が多いです。
櫻井　流れが重要だということで、改めて私も安心しま
した。2点目の鶴岡様からのご講演で、これも魚類養殖
ということで漁港水域を使う場合に蓄養にしても給餌に
しても、そこの環境負荷というのが一番問題になってく
るのかと思います。その中で、ICTを活用した飼育管理
というところで食欲センサーというご紹介がありまし
た。非常に面白い取り組みかと思うのですが、これは実
際に導入したことによって従来よりも残餌が減ると思う
のですが、例えば底質の負荷が軽減されたか等のデータ
というのはあるのでしょうか。
鶴岡　前後の比較データは取っていないのですが、食欲
センサーがあるということによって、通常の自動給餌機
ですと魚の食欲が変化することに対しては対応できない
ので、こうしたシステムがあれば残餌を出さずにできる
ことは確認できていますので、あとは環境の測定につい
ては平行して蓄積している最中です。
櫻井　これからが楽しみです。最後のところで漁港水域
への展開ということで、蓄養生簀をそこに設置すれば効
率的だというお話を伺ったのですが、伊藤様の方から紹
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介があったような水質管理システムのようなものも合わ
せて導入することで非常に集約的に管理ができるのでは
ないかと感じました。ありがとうございます。
　それから、3つ目の横山様からのご発表で、私も北海道
の幾つかの漁港で仕事をさせていただいています。大変
興味深く聞かせて頂きました。これは私の話の中でも少
し触れたのですが、試験をして、これから漁業者さんに
供用してもらうという時に果たして、生産体制がきちん
と維持できるかというのが非常に心配です。その辺りの
開発局さんのほうの支援体制はどのようなお考えか聞か
せていただければと思います。
横山　開発局というのは施設を整備するという役割から
支援体制をどうするというところまで直接的に対応でき
るというものは残念ながらないです。ただ、施設整備を
することによって、きちんと将来的に使ってもらわなけ
ればいけない。使うだけではなく効果を維持してもらわ
なければならないです。やはり、私どもとしては最初の
段階でこういう取組をすることによって、その効果をど
う持っていこうとしているのかをしっかりと聞き取らせ
ていただくことが大事だと思っています。例えば、養殖
したものを出荷する時に、付加価値を高めたものを出荷
するという場合であれば、衛生管理をした岸壁の近いと
ころに水域で養殖したものを水揚げのルートにどのよう
に持っていって、その後、どのように搬出するのか。そ
ういったところも考慮し、全体の整備イメージや工程の
中で議論させてもらう。私どもとしてはそういうところ
かと思っています。
櫻井　ありがとうございました。今日のご紹介にもあり
ましたけれども、苫前漁港の環境整備の中でナマコの環
境整備と合わせて、留萌地区の開建さんがナマコプラッ
トフォームというのを地域で立ち上げられて、地元で関
心を持って情報共有ということで取り組まれていました
ので、そういう形でのバックアップ体制の構築というの
も非常にありがたいと感じましたので、ぜひご検討いた
だければと思います。
　最後の伊藤様からのお話の中で、ICTがこれから非常
に有用になってくると思います。特に私が注目している
のが密漁監視への活用というところです。密猟監視はそ
の地区だけでデータを蓄積するのではなく、どこまで広
げるかにもよりますが、周辺にもその情報を共有するこ
とが重要かと思います。そういうネットワークのような
ものをこれから構築することが非常に重要だとお話を聞
いていて感じました。以上です。
三上　それでは、次に進みたいと思います。4人のパネ
ラーの方の発表を踏まえるわけではないですけれども、
次に水産庁の山﨑様から先ほども申し上げました今年

の9月に公表された「漁港水域等を活用した増養殖の手
引きに」関しまして、ご説明をお願いします。手引きの
作成については昨年度委員会を設置して議論をしてい
ます。その際には漁村総研や我々水産技術研究所も事務
局としてお手伝いさせていただいておりまして、基調講
演を頂きました櫻井先生も委員の中に入っていました。
それでは、山﨑様から手引きの概要について説明を頂き
たいと思います。
山﨑　山崎です。今年の9月に公表させて頂きました漁
港水域等を活用した増養殖の手引きについてポイントを
絞ってご説明させて頂きます。
　この手引きなのですが、対象としているのは漁港管理
者、漁港を管理している県や市町村の方と実際に漁港水
域で増養殖をしようと考えている漁業者の方を対象に
作成しています。漁港水域で実際に増養殖をする場合に
一般海域と大きく違う点というところについて説明を
しています。まずは、水域が狭く、水深が浅いため、気
温の影響を受けやすいです。そのため、一般海域に比べ
て水温の振れ幅が大きく、魚が育たなくなってしまうと
いうような問題があります。あと、囲われていて静穏度
が高いのですが、その分海水交換機能が低いので貧酸素
になりやすいという問題もあります。同様に水産物が赤
潮で死んでしまうということも考えられます。また、台
風や津波等の高波浪時には生簀が壊れるということも
起こります。また、養殖や蓄養をする時には魚が糞を出
すので、それが海底に溜まって環境悪化が起こりやす
いというところも漁港水域で増養殖をする際の問題に
なっています。
　この手引きの肝になる部分なのですが、漁業者さんや
漁港管理者さんが実際に漁港水域で増養殖をしようと
思った時に、どのようにやったらいいか、誰に話したら
いいかというようなところについてまとめています。実
際にどうすればいいかということを計画フローという形
でお示しをしています。段階として 3段階あります。事
前検討という形で概略を検討するというところ。その検
討に基づいて実証試験という形で、まず小規模に取り組
み、それがうまくいったら本格実施という形で事業を実
施して下さいという形の計画フローになっています。各
段階でPDCAサイクルで確認を取って、段階を踏んで事
業を拡大して事業を進めていくことにより、手戻りがな
いように、うまく進めていけるような形をこのフローで
は示しています。
　まず1段階目です。そもそも漁港水域でなぜ増養殖を
やるのか、こういうところをまず検討して下さいと言っ
ています。ただ漁港水域が空いているから養殖をすると
いうのではなく、例えば、魚価を上げる、伊藤様の説明
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にあったヒラメが夏場のほうが値段は低いけれどもお盆
の近くになったら値段が上がる。そのタイミングの時ま
で蓄養するというような目標や、地元漁食レストランが
あるけれども、魚が少ない時がある。だから、蓄養等を
して魚を取っておくことによって安定的に供給すると
いうような、何のために漁港水域を使って増養殖をする
のかということについてまず固めましょうという話をし
ています。その後、概略検討として体制を構築すること
になります。誰に話をすればいいか、誰に相談すればい
いのか、どういう人たちと協議をして決めればいいのか
というところを決めるとともに、実際の漁港水域の環境
や、飼育数量、どういう魚にニーズがあるのかというと
ころを定めてます。また、資金をどうするのか、何を目
当てにやるのか、売り先はどうするのかというところに
ついて検討します。実際にそういう検討が大体できたら、
本格実施する前に規模を小さくして実際にその場で魚が
飼えるのかどうか。本当に作って養殖、蓄養した魚がレ
ストラン等で売れるのかというようなところを確認して
下さいと言っています。その際に確認するポイントや、
注意点についてもこの手引きの中でお示ししています。
最終的に実証試験で蓄養した魚や養殖した魚がうまくレ
ストランで売れるということが分かった時点で本格実施
に進みます。実証試験で取り組んでいただくのと、実際
の事業実施では、チェックする観点が変わりますので、
それらの項目についてもお示ししています。
　次は誰に声を掛ければいいのかというところです。漁
港水域は公共の水域です。利用にあたっては各種の調

整が必要となります。主体としては、大き
く分けて 5つを挙げています。まず 1つ目
は漁業者自身です。実際に増養殖をする人
たち、またどういう増養殖をするのか、ど
ういう魚をするのかというものを決定した
り、どれぐらいの施設か、どこに売るのか
ということについて検討する必要がありま
す。また、実際にそこの漁港を使っている
他の漁業者さんたちとの調整も必要となり
ます。2人目は漁港管理者になります。実際
に水域を使う際には漁港の水域の占用許可
や航路の調整や泊地の利用調整等を担当し
て頂きます。3つ目が市町村です。漁港管
理者は市町村または県が漁港管理者の場合
もありますけれども、それ以外に水産の支
援をしていたり、実際に県の事業の中で支
援メニュー等で協力ができたらいいです。
また、種苗の供給等、行政サイドからのサ
ポートを考えています。4つ目は研究機関

の方です。研究機関、水産試験場、指導員の方等、漁港や
その周辺水域の水質情報や養殖対象種の生物情報等の知
見を出してもらって、より計画をブラッシュアップして
いくことを想定しています。最後に市場関係者等として
います。生産した魚はどこに売るのか、どこに出荷する
のか、どういうニーズがあるのか、実際に観光して農村
交流、漁村交流の中のメニューとしてやりたいというよ
うな話を聞き取って、きちんと漁港水域でどのように使
うかを話し合って決めて下さいというものです。
　こちらは実証試験をする時にどういうところをチェッ
クしなければいけないか、どういうことを決めて実証実
験を行わなければいけないか。また、実証試験をする中
で種苗放流、中間育成、蓄養、養殖とそれぞれあります
ので、種類ごとにどういう項目についてチェックをして、
モニタリングしなければいけないかというところについ
てまとめています。また、モニタリングの結果はどうい
うふうに判断すればいいのかというようなところも示し
ております。例えば、きちんと目標通りに成長したか、
どれぐらい生き残っているか、餌のやり方はどうだった
か、斃死した場合は病気に感染していないか等です。あ
とは水温、塩分、溶存酸素、付着生物や底質等の環境情報
です。加えて収支の部分です。飼うこと自体が目的では
なくて、付加価値やもうけを出すために、かけた手間の
割にどうであったか。実際にきちんと想定どおりに売れ
ているかというようなところについてきちんとチェック
すること等を述べています。
　実際に試験養殖、実証試験がうまくいって本格的に実
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施しましょうといった時に検討しなければならない項
目をご紹介しています。規模を拡大する場合には採算
性を検証しなければいけません。生簀が少ない時には人
手もあるし、種苗もあるし、餌代もなんとかなったけれ
ども、それを 5倍に増やした時にどうか、実際の水揚げ
のタイミングや量はどうか、清掃費用や、人繰りはどう
かというようなところを再度検討して下さい。あと、売
り先はどうなのか。きちんと売り上げが立つような想定
になっていますかということについて、検証します。さ
らに、事業規模を広げる時に漁港の水域は限られている
中でどれぐらいその漁港の水域の中で養殖ができるかと
いう環境収容力を考えて、事業規模や本格事業の本格実
施に当たって下さいと説明しています。
　この他に実際のアンケートでどこの水域でどういう
魚を飼っているか、実際に養殖や蓄養の対象魚について、

生理生態情報についても取りまとめて手引き
の中に載せていますので、我こそは漁港水域
で増養殖をやって手取りを上げたいという場
合や漁港管理者の中で空いた漁港水域を活用
して地域おこしや賑わいの創出をしたいと考
えた時に漁業者さんにどう話そうかといった
時にこの手引きを見て参考にしていただけれ
ばと思います。私の方からは以上です。あり
がとうございました。
三上　山﨑様、ありがとうございました。今
の山﨑様の発表された手引きについてパネ
ラーの皆さまからご意見を伺いたいと思っ
ています。それぞれの関係者が協議会等を
作って検討することが重要だというお話が
ありましたけれども少しご意見等を伺えれ
ばと思うのですが。順番に増田さん、何かあ
りますか。
増田　今日発表したアサリの話とは異なりま
すが、兵庫県ではサーモン海中養殖というの
も進んでいまして、その場合、内水面の養殖
場から種苗を持ってきて、海に持っていくの
ですが、海水馴致をする場所というのは決定
的にないのです。その一方で私どもは閉鎖循
環の飼育施設を技術センター内に作っていろ
いろな研究をしているのですが、今後、陸上
飼育施設を漁港内に設置するとした場合、設
置するのはいいけれども、やはり費用もかか
りますから収支の計算の仕方等その辺が分か
ればありがたいと思っています。
三上　漁港施設用地の中に馴致のための中間
育成施設のようなものを整備した場合の収支

ということですが、例えば、水産基盤整備事業等で中間
養殖施設を作ったという事例が過去にあります。今おっ
しゃられているのは民間の企業等が漁港の用地内にそう
いう施設を作った場合ということについてですか。
増田　具体的にはまだ、考えていませんけれども、想定
としては漁業協同組合が管理をするというようなイメー
ジです。
三上　そういった収支等を検討する際の情報がほしいと
いうことです。次は鶴岡様の方で何か先ほどの手引きに
ついてご意見、質問はありますか。
鶴岡　私自身も今回お話を伺って、初めて手引きが作成
されたというのを聞いた次第で、我々自身が不勉強な面
もあるのですが、そういったところが分かりやすく周知
されるといいのではないかと思いました。また、実際に
検討する時にサポート体制のようなものもいただければ
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いいかと思います。
山﨑　こういう場を借りて積極的に宣伝をして広めてい
きたいと思います。サポート体制についてはなかなかこ
うというものがないのですが、例えば、考えられる方向
として別に漁村の地域等で浜の活力再生プラン等を立て
て、取り組む中にこういうものを組み込んでいくという
方法や、事例集で具体的な事例が載っているので参考に
なるかと思います。
三上　横山様からは何かありますか。
横山　最初の立ち上げの段階からモニタリングなりを
しっかりやれるような体制まできちんと考えておかな
ければいけないということで、ガイドラインには内容が
示されていると思いますが、ガイドラインを見てすぐに
自分のところで取組める人は少ないかと思います。その
辺りをうまくサポートしてあげる体制ができるとぐっと
進むだろうと思いながら、そこを誰がどのように進めて
いくのかと思いながら聞いていました。開発局の事例で
幾つかご紹介させて頂きましたが、例えば石カゴでやる
のか円筒カゴでやるのかといった時に、こういったとこ
ろを調査で確認していますというご紹介をしたと思うの
ですが、私ども開発局で漁港の整備をする際に、どうい
う形であれば一番効率がいいか、一番最適なのかという
ところをできるだけ示してあげられるよう調査を始めて
います。それから、モニタリングで水質が悪化するとい
う状況を漁業者に示せるようにというので、例えば、溶
存酸素や水温等を ICTを活用して常時漁業者の人が見え
るような仕組みを作っていくということにも取り組んで
います。それらを漁港管理者さんがやるのか、漁協さん
のほうで主体的にやるのかというのはあるのでしょうけ
れども、うまくやれるような仕組みができていくと進む
のではないかと思っています。
三上　どうもありがとうございます。たぶん、今回パネ
ラーの方が集まって話した時にも水産庁からこの手引き
がホームページで公表された（https://www.jfa.maff .go.jp/

j/seibi/zouyousyoku_tebiki.html）ということ自体を認識
のある方がいなかったので、せっかくいいものを作られ
たと思いますので、今後水産庁のこの手引きを普及して
いくために、皆さんの先ほどのご意見も踏まえていろい
ろな機会でご説明、あるいは実践をしていただければと
思います。
　それでは、山﨑様の手引きの説明に関しましては一
応、ここで終了して、ここで先ほどのパネルディスカッ
ションの取りまとめとして、今後漁港水域での増養殖を
推進する中でどういった課題があるのか、また今後どの
ような展開をしたいのかというのを再度お伺いしたいと
思います。順番に増田さんのほうから、お聞きしたいと

思います。アサリの垂下養殖は事業としてもうまくいっ
ている中で、さらなる事業展開をしていく予定だと聞い
ています。これからやろうとしている人たちに対して、
今日の話も踏まえてアドバイスをいただければと思いま
すが、いかがでしょうか。
増田　今後ですが、いろいろな意味で養殖方法、中間育
成方法、種苗生産まで事業者自らでできるというスタイ
ルがほぼ確立できつつあります。これからは、ブランド
化戦略というのが残っていて、同じアサリを売るにして
も何を売りにできるかというのは、この漁港、この漁場
でどういうものを作るのが有利なのかというのは、かな
り早い段階から明確なイメージを持っていたほうがいい
と思います。その場合、アサリというのは模様で選ぶ等
も可能なので、やりやすい水産物かと私は思っています。
三上　ありがとうございます。それでは、鶴岡様のほう
から民間の方が入っていって、大規模な養殖を始められ
ているのですが、漁業関係というのは閉鎖的で外から来
る人を歓迎するということがあまりないと思うのです。
そういった中で、いろいろと取り組まれていると思うの
ですが、そのようなハードルをうまく超えるためにはど
ういったことが重要なのかということを含めて、民間か
らの参入に対する課題等にコメントをいただければと思
います。
鶴岡　私どもは新しく漁港や漁場に進出する際に、地域
全体からの合意を得ることが出来るかが苦心をするとこ
ろです。もちろん、漁業権の範囲であれば、漁協さんが
重要な決定者になるわけですけれども、それ以外にもや
はり地域のステークホルダーとどうやって合意形成して
いくのかというのが難しいと捉えています。関係者を特
定すること自体も非常に苦労します。例えば、鳥取県の
場合ですともちろん漁協さんもそうですけれども、県の
方が非常に貢献をして頂きました。岩手県の大槌の場合
は、漁村総研様に貢献して頂き、我々が生産ができてい
るのかと思います。その辺りを構築していくのが今まで
難しかったと思いますので、何か仕組みづくりができる
となお一層進むという感じがしています。
三上　ありがとうございます。それでは、横山様のほう
から行政側からの視点でどちらかというと、横山様は漁
港を整備するスタンスだと思うのですが、今後、漁港施
設整備の観点で何か増養殖をサポートできるといったよ
うな視点から何かコメント等はありますでしょうか。
横山　開発局がやっていることに対して、他の行政の方
が同じようにできるかというのはわかりません。開発
局が今やっていることとしては、まずマリンビジョンと
いうのを作っています。このマリンビジョンというの
は漁港を核としながらその地域の水産業を中心として
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地域をどう発展させていったらいいかということを地
域をあげて考えて行きましょうという仕組みです。ま
さに今回の漁港の中の水域を使って活用してやってい
こうということもマリンビジョンの取り組みとして位
置付けており、関係する漁業者だけではなくて、地域の
方々と一緒になってその地域の発展のためにどのよう
な形で取り組んだらいいのかというのを議論してもら
う場として活用されています。そうした中で、漁業者の
方々の思いというものが、地域の漁業者以外の方にもい
ろいろと浸透してきています。例えば、先ほどの積丹地
域で言いますと、ホソメコンブを羊の餌に使うことも一
つの事例だと思うのです。結局地域の発展のためにやら
なければいけないというところで、皆さまが共有できて
目的が分かってくると、手段そのものを淡々とやるとい
うことだけではなくて目的達成のために何をしなけれ
ばいけないかという思想でものを考えられるのではな
いかと思っています。
　開発局としては今後もその仕組みというものをさらに
一層強化して地域の方と密接に議論しながら進めて行く
ということが大事だと考えています。いろいろな市町村、
都道府県、全国のいろいろな行政の方がどこまでそこに
踏み込めるかというのは別物だと思うのですが、やはり
それぞれ餅は餅屋で、サポートやアドバイスができると
ころがあるので、できるだけ漁業者の方の意見を聞いて、
行政の方がそこにいろいろと入り込んで話ができるよう
にしていくということは大事だと思っています。
三上　ありがとうございます。それでは、伊藤様のほう
から、発表の中では ICTの発表がありましたが、後半で
紹介された大槌のニッスイさんの参画された事例は漁村
総研の方がコーディネーターとして橋渡しをされたと聞
いていますので、逆にそういった漁村総研の今後の役割
も含めて増養殖に関する取り組みについて何かコメント
があれば、よろしくお願いいたします。
伊藤　ニッスイとは昨年の水産庁の養殖に関する実態調
査の中で聞き取り調査をしたことが縁で、大槌で養殖を
展開したいという話を受けました。いろいろな仕事に携
わっていたので、大槌町は、自分のふるさとだったこと、
震災復興で復光社（町の建設業者の集まり）があり、復興
事業を行っていましたが、今後復興事業が終わってくる
と人材が余るのでどうにかしたい、ワカメ養殖をやって
いるので手伝いたいという話がありました。それでも、
なかなかうまくいかないのを見ていて、それをどうしよ
うかと思った時に、やはり仕組みづくりが重要だと考え
ました。それで、漁協も新おおつち漁協という、新しい
体制になって、ニッスイ、地元の建設業者で連携を組む
という事を提案しました。私が地域の人を知っていたの

で、仕組みづくりが出来ました。実証実験の段階では、
100トン、200トンという規模であれば、漁場は確保出来
ると思うのです。今後、試験が終わり事業化となった際、
2,000トン、3,000トンとなった時に地元の漁業者との
調整が非常に大変になってきます。うまく整理整頓が出
来るかというのが、第２ステップになると考えています。
それがうまくいけば、先ほどのお話の中でも漁港をうま
く使って、実際、海水や、真水を取ったりして、いろいろ
な仕組みづくりというのは行政の力も借りながら知恵を
絞ればできると思います。これから第2ステップのとこ
ろの方が重要かと今考えています。
三上　ありがとうございます。それでは、山﨑様は最後
にして、櫻井様の方から今日のパネラーの皆さまのお話、
あるいは山崎様の手引きの説明や質疑を踏まえてご感
想を聞かせていただければと思います。よろしくお願い
いたします。
櫻井　結局誰がやってくれるのかというところが、やは
り非常に重要だと私は思います。これは山﨑様からの手
引きの説明の中で計画フローで力説されていた「きっか
けづくり」です。そこが最初にこけてしまったら、最後
は誰がやるのだという話になると思います。これは反省
なのですが、今、私が取り組んでいるのは町役場の方や
市役所の方からの要請で大学としての地域貢献として取
り組んでいるだけなのです。その中で漁協さんが入って
きているということなのですが、漁業者さんは、たまに
手伝いにきたりというところで、もう少しきっかけづく
りに立ち戻って、本当にこれは最終的には皆さんがとい
うような共通認識をやはり持たないといけないのかと今
日皆さんのお話を伺う中で、自分の中で反省として整理
されたところです。
三上　ありがとうございます。それでは、山﨑様の方か
ら、先ほども言いましたが今後の手引きの普及等、増養
殖への活用、推進に当たっての展開について、水産庁、あ
るいは山﨑様個人の見解でもいいです。お話を聞かせて
いただければと思います。よろしくお願いいたします。
山﨑　漁港の港内の水域等いろいろ説明があったとお
り、実際に静穏域があって作業がしやすい。ICTを使っ
て省力化して、実際のメインの収入以外の副収入とし
て使えるというところで利便性があります。それから
大きく漁場として使うというところの可能性もあると
いう話が出ているところです。その中で、漁港でのレス
トランや直販所等、地域振興の一環で使う時に、漁港に
来る人たちは地元の魚を目当てにきているので、そこで
の売りを安定供給する手段として漁港水域は使えると
思います。漁村の賑わい、漁村の活性化等にうまく組み
込んでいけるようにこれからさらに普及、広報を図って
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いきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいた
します。
三上　ありがとうございました。それでは、パネラーの
方からの質疑応答についてはこれで終わりにしたいと思
います。最後にまとめをさせて頂きたいと思います。
　今日のまとめ、整理を私のほうでさせて頂きました。
ここで細かいことは言いませんが、5点ほど挙げていま
す。増養殖の視点から見た漁港水域の特性ということで、
通常の漁港というのは漁獲別の水揚げや係留という観点
ですけれども、やはり増養殖の観点からすると違った見
方で特性を評価しなければいけないという話があったと
思います。また、漁港水域において増養殖に留意事項と
対応ということで、先ほども言いましたが本来の水揚げ、
係船とは違う利用の形態ですので、そういった中でいろ
いろ留意事項があると。それに対してはモニタリングや
場合によって、施設を改良するという対応は必要になっ

てくるということです。あとは、漁港本来機能と通常の
漁業活動との調和ということで、トレードオフの関係に
ありますので、理解を得るのかというのが重要かと思い
ます。あとは、皆さんの報告では実証試験段階が多いの
で、それを事業に結び付けていく前は PDCAサイクル、
山﨑様が説明されましたけれども、段階を追ってステッ
プアップをして、それを評価して次に進むというのが重
要かと思います。最後にこれは今の長期計画の中でも
目標に掲げてあります、こういったことを漁村活性化に
つなげていって、なんとか水産業の底上げを進めていけ
ればいいというのが私の取りまとめです。本日のパネル
ディスカッションはこれにて終了したいと思います。パ
ネラーの皆さま、あるいはご参加の皆さま、またリモー
トでご参加の方もどうもありがとうございました。本日
はおつかれさまでした。
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TOPICS

第1調査
研究部

食品衛生法の改正と荷さばき所（市場）の
整備について

１．はじめに
平成30年6月13日に「食品衛生法の一部を改正する法律」

が公布され、公布の日、令和2年6月1日、令和3年6月1日

に順次、施行されました。

令和2年4月7日（令和2年7月17日改訂）には「HACCP

の考え方を取り入れた衛生管理のための手引書【魚介類競り

売り営業（産地市場利用者向け）】」が全国漁業協同組合連合

会より公表されるなど、食品衛生法の改正への対応が進めら

れているところです。

ここでは、令和3年6月1日に施行される内容を中心に食

品衛生法の改正と荷さばき所（市場）の関係について紹介し

ます。

既にご存じのとおり、改正の背景とその概要は次のとおり

です。

（背景）
○ 前回の食品衛生法等の改正から約15年が経過し、世帯構造

の変化を背景に、調理食品、外食・中食への需要の増加等の

食へのニーズの変化、輸入食品の増加など食のグローバル

化の進展といった我が国の食や食品を取り巻く環境が変化。

○ 都道府県等を越える広域的な食中毒の発生や食中毒発生数の

下げ止まり等、食品による健康被害への対応が喫緊の課題。

○ 東京オリンピック・パラリンピックの開催や食品の輸出促

進を見据え、国際標準と整合的な食品衛生管理が求められ

る。

（概要）
①広域的な食中毒事案への対策強化

②HACCP（ハサップ）
※
に沿った衛生管理の制度化

原則として、すべての食品等事業者に、一般衛生管理に加

え、HACCPに沿った衛生管理の実施を求める。ただし、規

模や業種等を考慮した一定の営業者については、取り扱う食

品の特性等に応じた衛生管理とする。

※ 事業者が食中毒菌汚染等の危害要因を把握した上で、原

材料の入荷から製品出荷までの全工程の中で、危害要因

を除去低減させるために特に重要な工程を管理し、安全

性を確保する衛生管理手法。先進国を中心に義務化が進

められている。

③ 特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害

情報の収集

④国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備

⑤営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設

⑥食品リコール情報の報告制度の創設

⑦ その他（乳製品・水産食品の衛生証明書の添付等の輸入要件

化、自治体等の食品輸出関係事務に係る規定の創設等）

魚介類セリ売り営業など食品事業者にとって、最も重要な

ことはHACCPに沿った衛生管理が制度化されたことにあり

ます。これにより、食品等事業者団体による衛生管理計画手

引書が作成され、産地市場の手引書が、前述の「HACCPの

考え方を取り入れた衛生管理のための手引書【魚介類競り売

り営業（産地市場利用者向け）】となります。

２．食品衛生法等における衛生管理の基準
食品衛生法における公衆衛生上の措置に関する基準（※衛生

管理の手法（ソフト））は、食品衛生法第50条の2に基づきます。

法第50条の2
厚生労働大臣は、営業（器具又は容器包装を製造する営業

及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条

第5項に規定する食鳥処理の事業（第51条において ｢食鳥処

理の事業｣という。）を除く。）の施設の衛生的な管理その他公

衆衛生上必要な措置（以下この条において ｢公衆衛生上必要

な措置｣ という。）について、厚生労働省令で、次に掲げる事
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項に関する基準を定めるものとする。

１　 施設の内外の清潔保持、ねずみ及び昆虫の駆除その他

一般的な衛生管理に関すること。

２　 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工

程を管理するための取組（小規模な営業者（器具又は容

器包装を製造する営業者及び食鳥処理の事業の規制及び

食鳥検査に関する法律第6条第1項に規定する食鳥処理

業者を除く。次項において同じ。）その他の政令で定める

営業者にあっては、その取り扱う食品の特性に応じた取

組）に関すること。

② 営業者は、前項の規定により定められた基準（※別表第

17及び別表第18）に従い、厚生労働省令で定めるところ

により公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなけ

ればならない。

③ 都道府県知事等は、公衆衛生上必要な措置について、第1

項の規定により定められた基準に反しない限り、条例で

必要な規定を定めることができる。

ここで示される「食品衛生上の危害の発生を防止するため

に特に重要な工程を管理するための取組」がHACCPに沿っ

た衛生管理となります。

一方、小規模な営業者その他の政令で定める営業者は、食

品衛生法施行令（令和2年6月1日施行）第34条の2ならび

に食品衛生法施行規則（令和2年6月1日施行）第66条の3

および第66条の4に規定されています。

法第50条の2第1項第1号ならびに第2号の事項に関する

基準は、食品衛生法施行規則第66条の2に示されており、該

当する食品事業者は、これらを遵守することになります。

食品衛生法施行規則　第66条の2
　法第50条の2第1項第1号に掲げる事項（※一般的な衛生管理に関すること）に関する同項の厚生労働省令で定める
基準は、別表第17のとおりとする。
② 法第50条の2第1項第2号に掲げる事項（※HACCPに沿った衛生管理）に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、
別表第18のとおりとする。

（以下省略）

別表第18（項目のみ掲載）

1．危害要因の分析
2．重要管理点の決定
3．管理基準の設定
4．モニタリング方法の設定 モニタリング方法の設定
5．改善措置の設定
6．検証方法の設定
7．記録の作成
8．政令第34条の2に規定する営業者

別表第17（項目のみ掲載）

 1．食品衛生責任者等の選任
 2．施設の衛生管理
 3．設備等の衛生管理
 4．使用水等の管理
 5．ねずみ及び昆虫対策
 6．廃棄物及び排水の取扱い
 7．食品又は添加物を取り扱う者の衛生管理
 8．検食の実施
 9．情報の提供
10．回収・廃棄
11．運搬
12．販売
13．教育訓練
14．その他
※ 「食品事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針（ガ
イドライン）」の内容を踏襲
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３．施設基準
これまで地方自治体の条例に委ねられていた営業施設の基準

は、全国平準化を目的とした「参酌基準」として食品衛生法施

行規則に定められ、都道府県は、食品衛生法施行規則で定める

施設基準を参酌（参考に）する条例を制定することになります。

そして、施設は、この条例に基づいて整備されることにな

ります。

（施設基準のポイント）
• 営業許可の対象となっている業種を営もうとする者は、都

道府県知事の許可を受ける必要があります。

• 都道府県は、各営業許可業種について、条例で公衆衛生の

見地から必要な基準（施設基準）を定めることになります。

このときに、都道府県は、食品衛生法施行規則で定める施

設基準を参酌（参考に）することになります。

• 施設基準は、給排水設備、冷蔵冷凍設備などの共通基準と、

業種ごとに定められた個別基準からなります。

• 施設基準において、HACCPに沿った衛生管理の制度化に

別表第19（食品衛生法施行規則）

一　 施設は、屋外からの汚染を防止し、衛生的な作業を継続的に実施する
ために必要な設備、機械器具の配置及び食品又は添加物を取り扱う
量に応じた十分な広さを有すること。

二　 食品又は添加物、容器包装、機械器具その他食品又は添加物に接触す
るおそれのあるもの（以下「食品等」という。）への汚染を考慮し、公
衆衛生上の危害の発生を防止するため、作業区分に応じ、間仕切り等
により必要な区画がされ、工程を踏まえて施設設備が適切に配置さ
れ、又は空気の流れを管理する設備が設置されていること。ただし、
作業における食品等又は従業者の経路の設定、同一区画を異なる作
業で交替に使用する場合の適切な洗浄消毒の実施等により、必要な
衛生管理措置が講じられている場合はこの限りではない。なお、住居
その他食品等を取り扱うことを目的としない室又は場所が同一の建
物にある場合、それらと区画されていること。

（以下項目のみ記載）
三　施設の構造及び設備
四　機械器具
五　その他

別表第20（食品衛生法施行規則）
（魚介類競り売り営業のみを掲載）

五 令第35条第5号の魚介類競り売り営業
　イ　 鮮魚介類の入荷、荷分け、陳列、一時保

管、取引及び出荷をする場所を有し、必
要に応じて区画されていること。

　ロ　 必要に応じて冷蔵又は冷凍設備、製氷
設備並びに靴の洗浄及び消毒をする設
備を有すること。

　ハ　 海水を用いて鮮魚介類の洗浄及び冷
却をする場合にあつては、必要に応じて
海水の殺菌設備を有すること。

伴う新たな規定はありません。

• 都道府県は、食品衛生法施行規則で定める施設基準を十分

に参酌し、その結果、法令に違反しない限り、地域の実情に

応じて異なる基準を定めたり、業態に応じて斟酌規定を設

けたりすることが可能となっています。

法第54条
都道府県は、公衆衛生に与える影響が著しい営業（食鳥処

理の事業を除く。）であつて、政令で定めるものの施設につき、

厚生労働省令で定める基準を参酌して、条例で、公衆衛生の

見地から必要な基準を定めなければならない。

食品衛生法施行令

第35条第2号 調理の機能を有する自動販売機（食品衛生

上の危害防止措置等）により食品を調理し、調理された食品

を販売する営業

第35条第6号 集乳業 

食品衛生法施行規則　第66条の7
　法第54条に規定する厚生労働省令で定める基準は、令第35条各号に掲げる営業（同条第2号及び同条第6号（注）の
営業を除く。）に共通する事項については別表第19、同条各号に掲げる営業ごとの事項については別表第20、法第13条
第1項の規定に基づき定められた規格又は基準に適合する生食用食肉又はふぐを取り扱う営業の基準にあつては、別表第
19及び別表第20の基
準に加え、別表第21のとおりとする。

（注）共通基準の適用除外
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図1は改正前後を比較したもので、改定前では地方公共団
体が独自に条例にて施設基準を規定していたが、改訂後は、食

品衛生法施行規則に示された施設基準（参酌基準）を参酌し

て、条例で施設基準を規定することとなりました。このことに

より、施設基準の全国平準化が図られることになります。

４．おわりに
荷さばき所（市場）において、鮮魚介類を販売する場合、都

道府県知事の許可を受けなければなりません。

営業許可の申請では、

イ）申請者の情報

ロ）施設の所在地

ハ） 営業の種類・形態・主として取り扱う食品等に関する

情報

ニ） 食品衛生管理者又は食品衛生責任者の氏名、資格の種

類／受講した講習会

ホ） 施設の構造及び設備を示す図面（水道水以外の水を使

用する場合、水質検査の結果も必要）

ヘ） HACCPに沿った衛生管理の取組の別（HACCPに基

づく衛生管理と考え方を取り入れた衛生管理のどちら

を実施しているか）

が必要となります。ここで、荷さばき所（市場）の整備にお

いて重要なことは、ホ）とヘ）への対応であり、ホ）は、条例

の施設基準を満足していること。ヘ）は、「HACCPの考え方

を取り入れた衛生管理のための手引書【魚介類競り売り営業

（産地市場利用者向け）】を参考に、次の①～⑥の内容を実施

することになります（実施していれば、法第50条の2第2項

の規定に基づき、｢営業者は厚生労働省令に定められた基準

（一般衛生管理の基準とHACCPに沿った衛生管理の基準)

に従い、公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守している｣

と見なされます）。

① 手引書の解説を読み、自分の業種・業態では、何が危害

要因となるかを理解し、

② 手引書のひな形を利用して、衛生管理計画と（必要に応

じて）手順書を準備し、

③その内容を従業員に周知し、

④ 手引書の記録様式を利用して、衛生管理の実施状況を記

録し、

⑤手引書で推奨された期間、記録を保存し、

⑥ 記録等を定期的に振り返り、必要に応じて衛生管理計画

や手順書の内容を見直す

荷さばき所（市場）の設計にあたっては、これらに留意する

必要があります。なお、HACCPに沿った衛生管理の制度化

に伴う施設基準の新たな規定は設けられてはいません。

  参考資料  

○ 「食品衛生法等の一部を改正する法律」に基づく政省令等に関する説明会
全体版資料（参考資料込み）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/

haccp/index_00003.html

（第１調査研究部　林　浩志）

▲図2：魚介類競り売り営業の定義と主な留意点

改正前 改正後

食品衛生法施行令

基準を設けるべき営業
（34業種を規定）

食品衛生法施行令

基準を設けるべき営業
（32業種を規定）

食品衛生法施行規則

施設基準
（共通事項、営業ごとの
事項、生食用食肉・ふぐ
を取り扱う営業）

条例で規定

施設基準

条例で規定

施設基準

地方公共団体が
条例にて規定

食品衛生法施行規則に
示された施設基準を参酌
し施設基準を規定

定　義
　鮮魚介類魚介類市場において競り売りその他の
厚生労働省令で定める取引の方法で販売する営業。

主な留意点
◇厚生労働省令では、競り売りのほか入札、相対による
　取引の方法を規定。
◇仲卸は含まれない。

▲図1：施設基準
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第2調査
研究部

洋上風力発電施設からの水中音が魚類の行動に
与える影響に関する飼育実験研究

１．はじめに
風力発電は、発電ポテンシャル面から有力な電力供給源で

あり、近年は陸域に加え洋上風力発電施設（洋上風発）の建

設が進んでいます。洋上風発から発生する音は、多くの魚類

の可聴範囲である低周波数成分が主要であり、洋上風発周辺

に生息する魚類は、長期間水中音に曝露され続けることにな

ります。これまで、こうした生物や生態系への洋上風発の影

響は構造物建設に伴う採掘衝撃音の影響評価など、一時的な

音の影響を検討したものが多く、長期間水中音に曝露された

場合の海洋生物の行動に及ぼす影響を検討したものはほとん

どありません。そこで2019、2020年度に青森県営浅虫水族

館において飼育実験を行い、洋上風発からの低周波水中音が、

回遊性並びに定着性魚類の群れ、あるいは個体の行動に与え

る影響を調査・検討しました。

２．実験概要
2019、2020年度に青森特別水槽（青特水槽、長さ：13m、

左側幅：3m、右側幅：1.5m、水深：1.3m、容量：30トン、

水温：18℃）を用いて、音圧分布測定と飼育魚への影響評価

を行いました（図1、表1）。
実験方法：オーディオアンプと波形発生器を接続した水中

スピーカーを水槽内に設置し、周波数100Hz、波形発生器電

圧2.0V、アンプボリューム60の条件で環境雑音内に水中音

を発生させました。青特水槽内を19に区割りし、それぞれの

区画の音圧レベルを水中マイクで計測しました（図2）。飼育
魚への影響評価では、15分無音、15分放音を1試行として音

圧分布測定と同じ音を発生させました。観察は、複数のビデ

オカメラにより、水槽内の水平鉛直的な魚類の移動を記録し

ました。本実験では、水槽内全域を移動するマダイ（n=15）

を主な観察対象としました。

▲図1：青森特別水槽

▲図2：水中音の放射・測定

▲

表1：青特水槽飼育魚（2019年度）

▲図3：魚類の行動観察

対象魚種 イシダイ クロソイ シロメバル イシガキダイ クロダイ タケノコメバル ウマヅラハギ コショウダイ マダイ

個体数 60 10 20 10 4 3 50 1 15

対象魚種 カワハギ コブダイ ムラソイ ギスカジカ マフグ キジハタ キツネメバル フガンフグ メジナ

個体数 10 2 4 5 10 2 6 10 1
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３．結果と考察
水中音の生物影響実験 :青

特水槽の音圧レベルは、ス

ピーカー付近が高く、水槽

中央の擬岩裏が低い傾向が

みられました（図4）。2019
年にマダイ15匹の水平位置

を追跡したところ、マダイ

は実験中常に5-7匹で群泳し、試行1回目の無音時はスピー

カー付近まで遊泳していましたが、放音時はスピーカー付近

には近づかず、その手前で方向転換する行動が観察されまし

た（図5,6）。試行2回目の放音時には音源周辺も遊泳し、試
行3回目には音の有無に関わらず水槽全域を遊泳しました。

これは試行1回目終了後に、続けて2回目、3回目と実験を行っ

たため、試行1回目の影響が残った可能性が考えられました。

2020年には実験を5回行いましたが、水中音の有無でマダ

イの遊泳区域に変化はありませんでした。また、スピーカー

を水槽右側に設置して実験も行いましたが、水中音の有無で

遊泳区域に変化はありませんでした。

生物影響実験のまとめと今後の課題：2019年度の実験よ

り、マダイは音圧レベルの高い130dB以上の区画を回避した

ことから、100Hz純音は遊泳に一時的な影響を及ぼすと考え

られました。このように、マダイでは一時的な回避行動は確

認されましたが、連続する水中音に対して、次第に馴致する

可能性が高いこともわかりました。今後、実際の洋上風発設

置海域でのバイオロギングによる行動追跡試験を行い、確認

する必要があります。また、養殖施設や漁具の設置による水

中音の減衰効果についても、知見の集積が必要だと考えられ

ます。

４．おわりに
本研究の実施にあたり、青森県営浅虫水族館飼育展示部魚

類グループの皆様に多大なるご尽力をいただきました。この

場を借りて改めて御礼申し上げます。

（第２調査研究部　伊藤 靖）

▲図4：青特水槽内の100Hzの音圧分布測定

▲図5：マダイの群れの遊泳区域（試行1回目）

▲図6：マダイ大型個体の遊泳区域（試行1回目）
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総務部
令和２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2年度では新型コロナウイルス感染拡大防止対策を実

施した上で同研修会を開催し、全国各地の漁港漁場整備事業

担当者に参加していただき、無事に研修会を終了しました。

２．開催概要
【目的】
この研修会は、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2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2年9月28日（月）から10月2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25名

が参加されました。

全講義を受講された方は20名で、全講義を受講された方に

は、水産庁長官の修了証が授与されました。

【講義題目および講師】
令和2年9月28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：調査役　中西豪

③ 漁場整備の計画・調査

講師：第2調査研究部長　伊藤靖

令和2年9月29日

④ 漁港漁場整備事業の実務

講師： 水産庁　整備課　企画班　漁港漁場専門官

藤池貴史

⑤波と流れ（演習含む）

講師： 水産庁　整備課　設計班　性能規定係長　中瀬聡

第1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： 水産技術研究所　環境・応用部門

水産工学部　主幹研究員　山本潤

⑦ 漁港施設の設計（設計条件、施設と構造形式）

講師：第1調査研究部　主任研究員　後藤卓治

令和2年9月30日

⑧漂砂対策

講師： 水産技術研究所　環境・応用部門　水産工学部

水産基盤グループ　主任研究員　大井邦昭

⑨施設の基礎

講師： 水産技術研究所　環境・応用部門　水産工学部

水産基盤グループ　グループ長　佐伯公康
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⑩防波堤等の設計（演習含む）

講師： 水産庁　整備課　設計班　性能規定係長　中瀬聡

第1調査研究部　主任研究員　丸山草平

令和2年10月1日

⑪ 藻場・干潟の造成計画論（概論）

講師：第2調査研究部　次長　三浦浩

⑫漁場造成の設計論

講師： 水産技術研究所　管理部門（神栖拠点）　研究員

明田定満

⑬漁場造成の設計演習

講師： 水産技術研究所　環境・応用部門　水産工学部

水産基盤グループ　主任研究員　古市尚基

⑭ 水産基盤整備事業の効果分析（分析事例含む）

講師：水産庁　計画課　計画班　地域整備係長　鈴木航

⑮漁港施設の地震・津波対策

講師： 水産庁　整備課　機能高度化班　高度化企画係

河合萌子

令和2年10月2日

⑯ 漁港における品質・衛生管理

講師：第1調査研究部長　林浩志

⑰ 漁港施設等の長寿命化対策

講師：水産庁　整備課　企画班　企画係　上小林達弥

例年研修会初日に開催している懇親会については、新型コ

ロナウイルスの感染拡大防止のため、今年度は残念ながら開

催を中止しました。

また、次年度以降の講義の充実を図るための資料とするた

め、講義終了後には受講者にアンケートを行いました。

令和3年度も同研修会を開催予定ですので、都道府県や市

町村の漁港漁場関係業務担当者におかれては、ぜひ参加をご

検討ください。

（第1調査研究部　岩瀬 浩之）

▲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
コロナ禍の漁業・水産業の断面

新型コロナウイルス感染症拡大と緊急事態宣言
2020年1月の初めに、中国湖北省武漢でその前年の12

月から病原体が特定されていない肺炎患者が確認されて
いる、という注意喚起のニュースが入ってきた。WHO

が新型コロナウイルスを確認した、という報道が1月14

日。1月15日には、国内で初の新型コロナウイルス感染
患者が確認された。WHOは「緊急事態にはあたらない」
と判断した1週間後には、「国際的に懸念される公衆衛生
上の緊急事態」であることを宣言、3月には新型コロナウ
イルスがパンデミックといえると評価するに至った。
日本でも感染者が出始め、2月28日には北海道が独自

の「緊急事態宣言」を発表し、特に週末の外出自粛が呼び
かけられた。3月後半には、東京オリンピックの開催延
期が決定し、4月7日、7都府県（東京、神奈川、埼玉、千
葉、大阪、兵庫、福岡）に緊急事態宣言が発出されること
となった。4月16日には緊急事態宣言の対象地域が全国
に拡大された。
この第1回目の緊急事態宣言は5月14日に39県で解除、

5月25日には全国的に解除され、しばらくは小康状態を
保っていたように見えたが、秋には再び感染者が増加し
はじめ、2021年1月7日には首都圏1都3県の緊急事態
宣言、1月 13日には 7府県（大阪、兵庫、京都、愛知、岐
阜、福岡、栃木）にも緊急事態宣言が発出された。第2回
目の緊急事態宣言は、時間差で解除され、3月21日には
全面解除となった。しかし、不要不急の外出の自粛要請、
飲食店の営業時間短縮要請、イベントの制限要請などは
引き続き実施されることとなった。
しかし、コロナウイルス感染症は広がり続け、4月に入
ると大阪、兵庫、宮城に「まん延防止等重点措置」が適用
され、その後適用範囲は、東京、京都、沖縄へ拡大した。
コロナ感染症の拡大はこれまでにない勢いで進み、東京、
大阪、京都、兵庫では再び緊急事態宣言が出されること
となった。

水産物流通・消費に係るコロナ禍の影響
1年以上にわたるコロナ禍のあおりを受け、飲食、観
光、娯楽、冠婚葬祭など様々な業種が営業不振に陥る状
況となっている。緊急事態宣言によって、テレワークの
推奨、外出の自粛、飲食店の休業や時短営業が求められ
たことで、水産業界にも多大な影響が及んでいる。図1

及び図2は、東京都中央卸売市場の市場統計より、2020

年 1月から 2021年 2月の鮮魚と活魚における取扱数量
と金額の前年同月比について示している。初めて緊急事
態宣言が出された 2020年 4月、5月には、鮮魚・活魚共
に取扱数量も金額も前年比を大幅に下回っている。とり
わけ活魚の落ち込みは顕著であり、2回目の緊急事態宣
言が出された 2021年 1月以降にも、目立った影響をう
けているように見受けられる。このような「消費地市場
における鮮魚・活魚の取扱減は、沿岸漁業に対して魚価
低落や出荷抑制といった悪影響をもたらすこと」（亀岡 

2020）が懸念される。時事通信社『Agrio』（2021.3.23）
では、「高級水産物の売れ行きが極端な不振に陥り、仲卸
からの注文が少ないため、産地からの集荷を抑えざるを
得ない」という卸売業者のコメントを紹介している。
一方で、巣ごもり消費といわれるように、スーパー
マーケットやテイクアウト、デリバリーのような販売
形態の需要は高まっている。漁協や自治体、仲卸業者な
どが個人向け商品を開発してネットショップで販売す

図1　鮮魚と活魚における取扱数量の前年同月比（％）

図2　鮮魚と活魚における取扱金額の前年同月比（％）
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るといった動きも活発化している。日刊水産経済新聞
（2021.4.12）では、新型コロナと食の変化について特集
した記事の中で、寿司や刺身など消費期限が当日の商品
はコロナ禍の中での需要とマッチせず苦戦したが、日持
ちする冷凍ミールキット商品の可能性が伸びているこ
とを示唆している。

それぞれの現場から
コロナ禍でフィールドワークが困難になった。出かけ

て行って対面で話を聞こうにも、相手からやんわり拒絶
されるというような場面もある。そこで今回は、現場で
のコロナ禍の影響について電話でインタビューを試み
た。時間的な制限もあり、十分な聞き取りにはなってい
ないが、市場調査や魚食普及活動を行っている方、現場
の漁師さん、中堅の鮮魚店勤務者さんから聞いたコロナ
禍と漁業・水産業の状況について紹介したい。

高級魚の行方
豊洲市場の調査や魚食普及活動を行っているAさんは、

コロナ禍が続く中で、流通の変化を目の当たりにしてい
る。2020年4月に緊急事態宣言が出され、小中学校の休
校、飲食店の休業や時短営業により、給食や飲食店への
営業は困難となった。特に飲食店の需要は緊急事態宣言
の間に6割から8割くらい減少しているという。飲食店を
中心に商売をしている仲卸業者の売り上げが激減した一
方で、スーパーマーケットなどの量販店中心の顧客を持
つ仲卸業者は逆に売り上げが上昇している。新型コロナ
感染症拡大防止のために、外食産業が厳しい規制を受け
る中で、いわゆる巣ごもり消費が活発になっている状況
が如実に表れたということだろう。このことを、インタ
ビューした漁師の Sさんは「人の口は変わらんから」と
表現した。つまり、外食は減っても、その分家で食べる
ことが増えるので、需要は変わらない、ということだろ
う。しかし、外食で求められるものと、家で食べられる
ものは少し異なる。量販店では高級魚は売れないことも
あり、高級魚の行き先がなくなっているのだ。外食産業
の需要が低迷している状況下でも、荷主は出荷せざるを
得ないので、高級魚が市場にだぶつき、魚価は低下する
傾向にある。そこで、スーパーでも高級魚といわれるも
のが比較的安価で買えるようになり、特に市場で買い付
けができるバイヤーがいるスーパーでは、店頭にアワビ
やイセエビ、アマダイなどが並ぶという光景が見られる
ようになっている。魚価の低迷が続くことは不安要素で
はあるが、スーパーで様々な水産物を販売することで、
一般消費者の水産物への関心が高まるきっかけにはなっ
ているのかもしれないと、Aさんは言う。大切なことは、
コロナ禍が収束した後も需要が続くような方向にもって
いくことだろう。

市場で起こっている変化
さらにAさんは、居酒屋や寿司屋などの需要が激減す
る中で、仲卸業者の取扱量だけでなく取り扱う品物の種
類も減ってきているという。その要因の一つとして、市
場のキャッシュレス化や注文配送が進んだことが挙げ
られる。これらのシステムは、コロナ禍以前から進んで
きてはいたが、コロナ禍によって浸透する速度が確実に
早まった。その結果、直接市場に足を運ばずに購入する
形態が増加している。これはコロナ禍において非常に
メリットがあるが、来たついでに市場内を廻り「ついで
買い」をすることがなくなってしまった。また、都内の
安価な大衆居酒屋の購入の減少は、「なげもの（見切り
品）」を専門に扱っていた業者にとって大きな痛手となっ
ている。
このような状況下での仲卸業者の減少についてAさん
に聞いたところ、築地から豊洲に移る段階で、かなり減
少しており、今回のコロナ禍の影響では 10軒ほどの閉
店を把握しているとのことだった。これらの多くは、小
規模業者との取引が中心となっているところだという。
しかし（直接コロナとの関連はないが）、仲卸業者の新規
参入の動きもある。後継者が独立するとか、仲卸業者同
士が合併するといった動きもみられるという。

需要の変化に合わせた対応
スーパーの需要が増加していることは前述したが、こ

こに対応するためには、パックや切り身という形状にする
必要が出てくる。このプロセスをどこが担うか、というこ
とは一つの課題となるだろう。中堅の鮮魚店で働くTさん
は、コロナ禍以降、鮮魚を購入する客が増大しているとい
う。これまでスーパーの切り身の魚くらいしか買ったこと
のなかった人々が、丸の魚に目を向けている。しかしこの
客たちは、三枚おろしや鱗取りなどのサービスを求める。
Tさんはこの1年、腱鞘炎になるほど魚を捌き続けた。
水産業とは異なるが、静岡市のイチゴ農家では、いち
ご狩りへの客足が減少したことで、その分を農家自身が
収穫し販売に仕向けたために、販売用の容器が品薄に
なった。販路の変化は一つの可能性でもあるが、これま
でなかった経費や作業を生み出すことも考慮する必要が
あるだろう。

漁業の現場のいくつかの動向
山口県で遊漁とタコ漁を営む Sさんは、自身の仕事上
ではそれほどコロナ禍の影響を感じていない。1回目の
緊急事態宣言の時は、1週目でマダコをはじめとする魚
全般の値段が下がったが、2週目からは徐々に回復し、4

週目で大体元に戻ったという。Sさんは、山口県では漁
連や産地市場が頑張って魚価を支えているという印象を
持っている。遊漁については、この 1年公務員の客が来
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なくなったが、代わりに民間企業の客が増えたという。
Sさんの遊漁船は乗り合いではないので、コロナ禍でも
キャンセルもなく営業している。むしろ、街中で遊ぶこ
とができなくなった分、比較的近隣の遊漁などアウトド
アでの活動を求める傾向は強いのかもしれない。ただし、
県内でも観光客を相手に商売をしている水産物販売（道
の駅のような業態）については、かなり厳しい状況にあ
るという。
静岡県のベテランキンメ漁師Kさんに電話をしたのは、

2021年4月、ちょうど地元の直販施設2周年の記念企画
の最中だった。記念企画の実施については、地元でも検
討を重ねたが、開店 2周年の御礼ということで、開催す
ることにしたのだそうだ。キンメをサービス価格で販売
し、地元客や観光客に好評だった。しかし、毎年行って
いるゴールデンウィークの売り出しは、中止することが
決定している。2020年のキンメの流通は、量販店で2本
1000円というような値段もあり、通常価格帯の低いとこ
ろで動いたという印象だが、極端に値が下がるというこ
とはなかった。ところが、2021年に入って下げ幅が大き
くなった気がするという。地元の直販に流れる率は少し
増え、地元の人にとっては、地元のキンメが割安で購入
できるチャンス、と喜ばれている。地元消費や地元の人
が親せきや知人に送ることが増えたようである。キンメ
の生産量は 2021年 3月ころから上向いている。量が揚
がれば市場価格が低めでも何とかなるが、量が少なくな
れば現在の価格帯では経費の方が掛かるようなことにも
なりかねず、漁に出られなくなる可能性もある。コロナ
禍で外食が振るわず、販路が量販店中心になっていくと、
価格低迷が進んでいく心配がある。直販施設では三枚お
ろしのサービスをしているが、その他にも真空、冷凍な
ど付加価値をつけていくことが必要だと考えている。

オンラインの浸透と課題
コロナ禍で人々が集まって体験をしたり、その場で食
べる、ということがやり辛くなってきたが、Aさんは「コ
ロナ禍だからこそ、魚の普及をしなければ」と考え、オン
ライン料理教室を開催した。参加者に鮮魚パックを送り、
その魚を捌く動画を配信する、というもので、普段の対面
式料理教室に比べ、参加者は大幅増の500人になったと
いう。私自身、毎年対面で行ってきた漁村女性のシンポジ
ウムを、2020年度はオンラインで実施した。現地参加型
のシンポジウムでは、旅費の捻出が難しい、小さな子供や
介護する親などがいて泊りがけでの参加が難しいといっ
た課題があった。しかし、オンラインならば家にいながら
にして気軽に参加できる。コロナが終息しても、オンラ
インシンポジウムは続けてほしい、という声も聞かれた。
これまで私たちのシンポジウムに参加することがなかっ
た、民間のコンサルの方や、研究者など、ちょっと違った

層の人たちの参加もあり、新たなネットワークの広がり
も感じることができた。この便利なツールの利用は、あら
ゆる場面で今後ももっと広がっていくに違いない。
しかし、漁師のSさんは、ネット販売のような形は、今
の状況が続く限り伸びていくと思うが、鮮魚に関しては、
やはり直接魚を見て購入するという昔ながらの流通には
かなわないのではないかと考えている。特に個人で取り
組むには、送料の問題やクレーム対応など高いハードル
があるという。Aさんの話の中にあったように、対面販
売がなくなると、商品のはけは悪くなる。商品を見て歩
きながらの「ついで買い」や、買い手の様子を見ながら、
「昨日のがあるんだけど、安くするから持って行ってよ」
というような売り方は、対面の世界の中でこそ成り立つ
ものだ。オンラインの世界には、無駄がない。
コロナ禍はオンライン技術を日常生活の隅々にまで浸
透させた。なんとなく敬遠していた人たちも、受け入れ
ざるを得ない状況になっているし、それはかなり生活、
とりわけこのコロナ禍の生活を便利にしてくれる。そ
れでもやはり、顔を見合わせて直接交流する、というこ
とは何ものにも代えがたい。コロナ禍によって、そのこ
とを改めてしみじみと実感させられている。
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コロナ禍はまだまだ収束する様子が見えない。それどころ
か、変異株の出現など深刻さは一層増してきている。漁業・
水産業においても、今後も様々な影響を受けることが予想

される。そのような中で、オンラインでの魚食普及や家庭向け
冷凍総菜の開発、ネットショップを利用した水産物の販売な
ど、コロナ禍の閉塞感を打ち破ろうとする試みもどんどん生ま
れている。生産や流通の現場と消費者との繋がりも、これまで
より容易になっている部分もあるだろう。急激に変化する生活
様式が、どこに行きつくのかわからないが、たとえコロナ禍が
収束したとしても、コロナ以前にすっかり戻るということはな
いような気がする。活用できるものは積極的に取り入れて、柔

軟に対応していくことが求められている
のではないだろうか。

（一社）うみ・ひと・くらしネットワーク　関 いずみ

関 いずみ  プロフィール

東京生まれ。博士（工学）。（一社）うみ・ひと・
 くらしネットワーク代表理事、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。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。令和2年に仲間たちと（一社）うみ・
ひと・くらしネットワークを立ち上げる。

（ 社）う く ク 関

インタビューを終
えて
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１．はじめに
水産庁漁港漁場整備部より、「荷さばき所のストックマネ

ジメントのガイドライン（案）（令和2年12月）」（以降、ガイ

ドラインとする）が公表されました。

このガイドラインは、全国の荷さばき所のうち、竣工から

30年以上経過した施設が約42％を占めるなど老朽化が進行

していること。今後、荷さばき所の維持管理・更新に係る費

用が増大していくことが予測され、老朽化に起因する異物混

入等の発生や国際市場での日本の水産物の価値の低下などが

懸念されること。

そして、荷さばき所に求められる構造面・作業面・衛生管

理面の3つの機能の適切な維持管理が重要であることなどか

ら、適切な維持管理及びライフサイクルコストの最適化を図

るために取りまとめられました。

２．ガイドラインの構成と適用範囲
ガイドラインは、表1に示すとおり「総論」、「荷さばき所

のストックマネジメントの基本事項」、「荷さばき所のストッ

クマネジメントの実施手順」、「参考資料」から構成されてい

ます。

対象となる荷さばき所の構成要素は表2に示すとおりです。
荷さばき所は、建屋などの建築物と清浄海水供給設備などの

付帯設備で構成されます。建屋は屋根・天井、外壁、内壁、柱・

梁、床、階段等の部材と建具や建築設備に分類されます。また、

それぞれの部材・設備には表2に示す内容が含まれます。
なお、岸壁屋根は、これを構成する最低限の部材・設備等

を示しています。

また、付帯設備のうち、機械設備の冷凍・冷蔵設備と製氷

設備、電気設備の受変電・動力制御設備等については荷さば

き所で使用するものに限定しています。

３．ストックマネジメントの流れ
荷さばき所のストックマネジメントの標準的な検討フロー

は図1に示すとおりです。

４．荷さばき所に求められる機能への影響
各部材・設備の老朽化による荷さばき所に求められる機能

への影響は表3のとおりとなります。

荷さばき所のストックマネジメントのガイドライン（案）
が公表されました

▲

表1：ガイドラインの構成
▲

表2：荷さばき所の構成要素

第１章　総論
　1.1　ガイドラインの目的
　1.2　用語の定義
　1.3　適用の範囲

第２章　荷さばき所のストックマネジメントの基本事項
　2.1　基本的な考え方
　2.2　荷さばき所の特性
　2.3　ストックマネジメントの流れと実施概要
　2.4　建築基準法の老朽化点検との関係性

第３章　荷さばき所のストックマネジメントの実施手順
　3.1　機能診断調査
　3.2　機能診断評価
　3.3　劣化予測
　3.4　機能保全対策工法の検討
　3.5　ライフサイクルコストの経済比較
　3.6　機能保全計画の策定と見直し、および日常管理
　3.7　 維持管理における施設情報の蓄積と活用、

および新技術の採用
（参考資料）

荷さばき所の構成 部材・設備 内　容

建　屋

屋根・天井 屋根材、屋根防水材、天井材、雨樋等
外壁 外壁、外壁面の仕上げ等
内壁 内壁、内壁面の仕上げ等
柱・梁 柱・梁、柱・梁面の仕上げ等

床 床、床面塗装、排水路、
グレーチング等

階段 階段、手すり、タラップ
建具 窓、ドア、引き戸、シャッター類等

建築設備 換気扇、給水設備、屋内照明等

岸壁屋根

屋根 屋根材、屋根防水材、雨樋等
柱・梁 柱・梁、柱・梁面の仕上げ等

床 床、床面塗装、排水路、
グレーチング等

付帯
  設備*

機械
設備

清浄海水
取水設備

取水口、取水ポンプ、取水ポンプ室、
配管・バルブ類等

清浄海水
導水設備

ろ過装置とろ過水槽、受水槽、
海水殺菌装置、配管類等

冷凍・
冷蔵設備 冷凍室、冷蔵室、冷凍機等

製氷設備 製氷機、貯氷庫、冷凍機、搬氷装置等

排水処理設備 沈殿池、枡、スクリーン、
排水ポンプ、配管類

電気
設備

受変電・
動力制御設備

キュービクル、動力制御盤、現場盤、
非常用発電機等

屋外照明設備 投光器等
※これらは荷さばき所で使用する付帯設備に限る。
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▲図1：ストックマネジメントの流れ

▲

表4：老朽角判定

▲

表3：荷さばき所に求められる機能への影響

梁・天井 床 シャッター
清浄海水
関連設備水産物の上部に

位置する場合 左記以外 水産物陳列
エリアの場合 左記以外 短時間で水産物の搬出入

が求められる場合 左記以外

構造面の評価（劣化度判定結果） b b b b b b b
作業面の評価 - - B B A B -
衛生管理面評価 A B A B A B A

構造面の評価（劣化度判定結果） c c c c c c c
作業面の評価 - - C C B C -
衛生管理面評価 B C B C B C B

部位・
設備等 材　質 部位等の位置 老朽化の状況

老朽化による影響

構造面 作業面 衛生管理面

屋根
（天井）

鉄板または
RC製＋防水

水産物を陳列してい
る、あるいは運搬動
線上のエリアの上部

屋根材の鉄板の腐
食や防水劣化

雨漏りが発生し、屋根とし
ての機能が発揮できない

水産物を陳列できる面積が
制限され、作業効率が低下
する

雨漏りをした水が水産物へ
付着することによる衛生管
理上の問題が発生する

梁

鋼製

水産物を陳列してい
る、あるいは運搬動
線上のエリアの上部

塗装剥がれ、発錆 直ちに構造面の影響はない
が、老朽化の進行を放置す
ると構造面の影響が懸念さ
れる

水産物を陳列できる面積が
制限され、作業効率が低下
する

塗装の剥がれ片や錆が落下
し水産物に付着することに
よる衛生管理上の問題が発
生する

RC製

水産物を陳列してい
る、あるいは運搬動
線上のエリアの上部

鉄筋爆裂等による
コンクリート片の
浮き・剥落

直ちに構造面の影響はない
が、老朽化の進行を放置す
ると構造面の影響が懸念さ
れる

水産物を陳列できる面積が
制限され、作業効率が低下
する

コンクリート片が落下し水
産物に付着することによる
衛生管理上の問題が発生す
る

機能保全計画書の作成

機能保全計画策定

機能診断調査（初回点検）

機能診断評価

機能保全対策工法の検討

機能保全コストの
算定比較

日常管理

日常点検

定期点検

臨時点検

機能保全対策の実施

機能保全計画の
見直し

詳細調査・設計

補修・改築・更新等
の対策工法の実施

ここで、荷さばき所のストックマネジメントの特徴として、

例えば、水産物を陳列する上部の梁や天井が、S造ならば塗装

の剥がれ片や錆、RC造であれば鉄筋の爆裂等によるコンク

リート片が落下し水産物に混入する可能性があります。この

場合、老朽化度判定結果ではb、つまり緊急性は無いが、比較

的早い時期に補修や更新等の検討が必要との評価でも、衛生

管理面からみると危害混入のおそれがあるため、ランクが上

がり健全度評価は緊急性のあるAとなります。

同様に老朽化度判定結果でcの場合は経過観察であるが、

比較的早い時期に補修や更新等の検討が必要なためBとなり

ます（表4参照）。

５．おわりに
荷さばき所のストックマネジメントにおいては、施設の構

造面の判定に加えて、衛生管理面からの判定も重要となって

きます。これらストックマネジメントでお困りのときは、当

研究所へご相談ください。また、施設の劣化判定について、

一般財団法人建築保全センターから「施設管理者のための建

築物の簡易な劣化判定ハンドブック（平成30年12月）」が出

版されています。こちらも参考となりますので合わせて活用

されたらいかがでしょうか。

（第１調査研究部　林　浩志）

ランクアップ

ランクアップ
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１．はじめに
「漁村情報発信ポータルサイト（http://

nagisa-portal.jp/）」（図1、以下、ポータルサ
イトという）は、「効果的な漁村情報の発信調

査」（水産庁委託事業）において、漁港・漁村

情報を集約することで都市住民の漁村・漁港

情報へのアクセス性を高めることを目的とし、

（一社）全日本漁港建設協会により平成30年

4月に開設、運営されていました。委託事業が

終了したことを受け、令和3年1月より本サイ

トの運営事務局を都市と漁村の交流に関心を

持つ都道府県や市町村などの関係者が集まり、

当研究所が事務局となっている「都市漁村交

流推進協議会」に移行し、本サイトを継続して

いくこととしました。なお、（一社）全日本漁

港建設協会も同協議会の会員となっています。

ポータルサイトの運営にあたりましては、

より多くの方にご利用頂けるよう、サイトの

周知と関連団体の登録の推進、コンテンツの

充実を図っていきたいと考えています。

２．ポータルサイトの登録の推進
令和3年5月現在、漁協や観光協会を中心

に78の団体からご登録頂いています。登録に

つきましては、トップページの「漁村関連団

体向け」メニュー内の「このサイトについて」

ページ内にある「ポータルサイト登録用Word

ファイル」をダウンロード、該当箇所を記入の

上（図2）、お送りください。申請内容に基づ
き、「漁港めし」、「漁村に泊まる」、「漁村の絶

景」などのキーワードで分類し、一般利用者が

全国の漁村情報を入手し易いよう、トップペー

ジの「何から探すか？」や「地図から探す」、「地

方から探す」で検索できるように登録致しま

す（図3）。また、ポータルサイト内にも各団
体の個別ページを設け、各団体が個別に発信

されるFacebook、Twitter等の情報を当サイ

トにおいてもリアルタイムで更新しています。

なお、インバウンドを含め、より多くの方に本

ポータルサイトをご利用頂きたいと考えてお

り、Google自動翻訳により、11か国語（日本

▲図1：漁村情報発信ポータルサイトのトップページ

▲図2：ポータルサイト登録申請様式の記入例

「漁村情報発信ポータルサイト」について
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語、英語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、韓国語、タイ語、

フランス語、スペイン語、イタリア語、ドイツ語、ロシア語）

で閲覧することも可能です。

３．コンテンツ
ご登録いただいた団体の他、ポータルサイトのコンテンツ

には、水産庁認定の「未来に残したい漁業漁村の歴史文化財

産百選」（漁港百選）、国土交通省認定の「島の宝100景」、国

土交通省港湾局長により登録された「みなとオアシス」を地

図上にマッピング、表示しています。また、（一社）全日本漁

港建設協会のYouTubeチャンネルにアップロードされてい

▲図3：登録団体の検索例（漁港めし） ▲図4：漁港の空撮動画（空から漁港漁村を見てみよう）

る漁港の空撮動画を閲覧することも可能です（図4）。

４．おわりに
コロナ禍により漁村への往来も制限されるような状況が収

まらず、多大な影響を受けていることと思います。このよう

な時だからこそ、コロナが明けた日に備え、WEB上で情報提

供できればと考えています。

漁村情報発信ポータルサイトへの情報掲載に係る費用はか

からず、登録後の追加の作業もありませんので、登録を申請

頂き、漁村地域の活性化にご協力頂ければ幸いです。

（第２調査研究部　當舎　親典）
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松浦市地方卸売市場松浦魚市場再整備事業

１．松浦魚市場　令和3年3月31日竣工
松浦市地方卸売市場松浦魚市場再整備実施計画が平成27

年4月に策定され、松浦魚市場は松浦市の基幹産業である水

産業の重要な拠点として、地域経済への波及、水産物の流通

や雇用の場として、重要な役割を担う施設として位置付けら

れている。

隣接する松浦市水産加工団地を含めた水産基地として、将

来に亘り持続的に発展を遂げるには、魚市場と周辺の水産関

連施設が連携し、水産物の国内供給のみならず、輸出対応可

能な流通体制を構築する必要があり、高品質・高度衛生管理

型魚市場の安全・安心な運営体制を築くことを目指している。

このため、松浦魚市場と繋がる日本遠洋旋網漁業協同組合

（以下「エンマキ」という。）の製氷•冷凍工場と一体化した高

度衛生管理の物流が実現する。

漁村総研は設計当初からCM（Construction Manager）

として松浦市に専門技術のアドバイスを行ってきた。

［魚市場再整備事業の概要］

・名称：水産物輸出拡大施設整備事業

・期間：平成29年度～令和2年度（令和3年3月31日竣工）

・内容： 荷捌き所整備、仕向け作業場整備、設備整備（魚体

選別機、清浄海水供給施設、シャーベット氷供給設

備、高圧洗浄設備、1tタンク自動洗浄設備、衛生管

理ICTシステム等）

・新荷捌所床面積：11,875㎡

・建築構造：鉄骨造

２．食の安全安心　高度衛生管理対策
松浦魚市場では、安心・安全な水産物を

消費者に届けるため、衛生管理対策を徹底。

［衛生管理レベル　5つのゾーニング］

◇ 衛生管理のレベルによって5ゾーンに

分け各ゾーンの利用状況に合わせ衛生

管理を実施。特にEU輸出の水産物を取

り扱うゾーンは、国内向けの水産物を

取り扱うゾーンとは稼働式カーテンで

仕切り、対EU輸出基準に対応した衛生

管理を行う。

［衛生管理チェックリストに基づくソフト対策］

◇ HACCPの考え方を取り入れた衛生管理を行うため、施

設等の衛生管理、廃棄物・排水の取扱い、生鮮魚介類

の低温管理、市場利用者の衛生管理に関するルールを

チェックリストとし、日々の記録を残すことにより衛生

管理対策の実施を徹底している。

［衛生管理対策へ　ICTの活用］

◇ HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の実施を支援

するため、ICT「Information and Communication 

Technology」を活用し、魚市場業務の効率化を進め、市

場関係者の負担を軽減する。

① 映像記録設備：岸壁・荷捌き所・プラットホーム等に設

置した18台のカメラで市場関係者の入退場や作業を映

像で記録、安全安心なHACCPの励行を確認。

② 点検記録設備：清掃・洗浄・点検などの実施状況をタブ

レットに記録し、管理。

３．松浦魚市場が目指す姿
［産地としての競争力強化による水揚量の増加］

◇ 松浦魚市場は全国有数な水揚げを誇る産地市場であり、

中でもアジ、サバの水揚量は全国でもトップクラス。

◇ 新たな施設・設備による選別機能の強化及び作業効率化、

水産物の高規格化（細かなサイズ選別）、鮮度保持効果向上

等により、水揚量の増加、水産物の高付加価値化を目指す。

▲写真1：松浦魚市場全景
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［EU向け輸出水産食品取扱施設（市場）の認定］

◇ 松浦魚市場は、国内への出荷のみならず海外への輸出も

視野に入れて整備する。

◇ 平成29年から松浦魚市場HACCPチームを立ち上げ、

専門家を招いてHACCP講習会を行い、認定取得に向

かって、新たな施設における衛生管理ルールの策定や記

録の管理方法などについても検討を重ねた。

◇ 今後、稼働する新たな産地魚市場において、衛生管理ルー

ルや記録管理の準備段階からステップアップし、令和3

年度中には西日本初のEU向け輸出水産食品取扱施設（産

地市場）の認定を目指してゆく。

４．機能効率化　導入設備類
① 松浦魚市場では当初から機械化による陸揚げが行われ、

魚体選別機が設置されてきた。選別機に係る人手の確

保が困難になってきたため、今回の整備にあたり選別機

に定貫投入機を組み込み省人化と省力化を図っている

（写真2）。
② 清浄海水を使ってシャーベット氷を製造。荷捌き所の選

別機のホッパーに供給している（写真3）。
　魚体温度の上昇を防ぐよう計画されている。

③ 今まで4人程かかっていた箱詰め作業を自動化し、効率

化と省人化を図っている。サイズ毎のコンベアに組み込

み、箱詰め重量を一定にしている（写真4）。
④ 高圧水を利用して水産物を入れる1tタンクを自動洗浄。

市場の外に出た1tタンク容器を荷捌き所内に戻す時に使

用する（写真5）。

▲写真2：改良型魚体選別機

▲写真5：1tタンク自動洗浄装置▲写真3：海水シャーベット氷供給設備

▲写真4：定貫投入機の導入
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▲図1：映像による衛生管理支援システム

▲図2：タブレットを利用した衛生管理支援システム

▲図3：荷捌き情報配信システム

５．衛生管理の効率化・多機能化　ICT活用
① 映像記録設備：荷捌き所・岸壁・プラットホーム等に設

置したビデオカメラによって、市場関係者の施設への入

退場や作業状況を映像で記録し、清潔な服装やHACCP

が励行されていることを確認する（図1）。

② 点検記録設備：HACCPの考え方を取り入れた衛生管理

チェックリストを元に清掃、洗浄、点検の実施結果をタ

ブレットに記録し、電子化した記録票で管理する（図2）。

６．衛生管理の効率化・多機能化　ICT活用
［水産物トレース情報の電子化（荷捌き情報配信シス

テム）］

松浦魚市場では、「荷捌き情報配信システム」を新

たに導入。これにより、仲買人は入札前に荷さばき

所にて陳列されている鮮魚を目視で確認する必要が

なくなり、入札室にて船名、魚種、サイズ、箱数、重

量等の入札に必要な情報を確認することができる。
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▲図4：完成した松浦魚市場・エンマキ冷凍工場の動線

▲図5：EU-HACCPゾーンの動線

７．EU-HACCPゾーン
EU-HACCP水産物の選別ゾーンでは他の水産物と交差汚

染が起きないよう区画されている。

EU-HACCP選別ゾーンとエンマキ松浦第一製氷冷凍工場

とは建物が一体となっており、水産物は連続した室内を通り、

松浦第一製氷冷凍工場に運ばれた水産物は急速冷凍され保冷

車に積み込み出荷される。

８．松浦魚市場のこれから
松浦魚市場は陸揚げから選別・荷捌き・冷凍・出荷に至る

まで一貫して一連の施設内で行う、我が国初の「高度衛生化

閉鎖型施設」であり、EU-HACCPをはじめとした高度な衛

生条件が求められる諸外国への輸出も可能となり、高性能自

動選別機やシャーベット氷、各種殺菌海水など鮮度保持設備

も完備し高鮮度・高品質な魚を安定的に供給できる。

今後、松浦産の「安全・安心」+「新鮮・おいしい」水産物

を国内外へ広く届けるため、今年度中にEU-HACCP施設認

定を取得し、より多くの人々に新しい松浦魚市場を利用いた

だけるよう、国、長崎県、松浦市と市場関係者が一体になって

再整備事業の完成を目指してゆく。

(第1調査研究部　大村　浩之)
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●●●●オススメ！

◎ 木下 斉 著
SBクリエイティブ 本体900円＋税
（ISBN-10 : 4815609128，
 ISBN-13 : 978-4815609122）

まちづくり幻想
～地域再生はなぜこれほど失敗するのか～

中西元調査役オススメ！

これまで渚泊や地域振興の仕事を行ってきた中でご縁ができ

た方とSNSでフォローさせていただいております。その方々が

さらにフォローしたり、読了して共感するところが多かった、な

ど評価が高かったのが、「まちづくり幻想」という本です。

著者は、これまで数多くのまちづくりに関わっており、その中

の経験から、最近のコロナ禍での動きを含めて、具体的な事例を

交えて具体的な事例の紹介がなされています。全体は5章で構

成されていますが、大きくは2つに分かれており、前段はこれま

でのまちづくりにおいていわば「常識」とみられていたものが実

は「幻想」であったと数々の事例を用いて紹介されており、後段

はその「幻想」から脱却するために取るべき方策について述べら

れています。

大企業が地方に進出しても実は地域の労働資源を使って資金

は都市に還流、インバウンドによる観光消費額は国内観光の5

分の1、高品質な農林水産物を「安く」消費地に提供している実

態、予算を獲得した時点で活性化の仕事が終わったものと思っ

てしまう実態、低賃金・長時間労働は都市部に限った話ではな

いということ…。このような地域活性化に向けて取るべきと考

えられてきた事例を、進むべきでない「幻想」として取り上げら

れています。

それに対しては、まずは小さなことからでも始めるという「仮

説検証型」のアクションをとること、実務者の意欲・やる気を意

思決定層が削ぐことがないこと、個々人の能力を高めるような

投資を行うこと…、などが提起されています。

「活性化」という言葉は便利ですが、それはそこに住む人の生

き方そのものを扱うものであり、人生そのものです。今回ご紹

介させていただく本は、「活性化」を率いる行政や団体の方たち

の心の持ち方、考え方を示唆しているものと思います。

地域活性化は、まさに一日にしてならず、だと思っています。

そして、これまでと違った形でのアプローチを「まず」行うこと

がとても重要であると考えています。自ら考えてみて、行動し

てみて、ダメだったらまた違う形で行動してみて…。その繰り

返しの連続にはなると思いますが、その行動の原動力となるの

が「一人一人が幸せになってもらいたい。」という思いだと考え

ますし、その過程で得られた情報や人脈はきっといつか何かの

形で帰ってくるのではないか。そして、これまでと違った「風」

が地域に吹けば、新たなワクワク感が地域に根付いてそれに引

き寄せられる人がいる。いわゆる「成功事例」となっている地域

も、このような試行錯誤を重ねてきたはず。地域活性化に関わ

る全ての人にお勧めしたい1冊です。



The 論文

学会・シンポジウム等への論文投稿・発表（令和２年９月～令和３年３月）

編集後記

ゴールデンウィークが明けたと思ったら、東海・近畿以西では早くも梅雨入りしました。コロナウイルスの緊急事態宣言も東京では３度目
となりましたが、未だ収束の兆しはみえていません。１年以上のコロナ禍での生活・仕事の中で様々な変化に直面し、多くの方が今なお不自
由な生活を強いられていると思います。そんな中でNo.49号が完成いたしました。執筆頂いた皆様、ありがとうございました。
前号では、コロナ禍の対応におわれ、特集記事も少なかった反省もあり、今号では、いくつかの企画を行いました。巻頭対談では、ブリ

養殖生産量日本一を誇る鹿児島県東町漁協に髙吉理事長が赴き、長元組合長との対談を行い、これまでの取組や今後の展望等のお話を伺い
ました。また、東日本大震災から10年が経過したことに伴い、東京海洋大学の岡安先生と芝浦工業大学の佐藤先生より特別寄稿を頂きました。
さらに、昨年末に開催した当研究所の第14回調査研究成果発表会でのシンポジウムについても収録いたしました。加えて、関先生のインタ
ビューも復活いたしました。関係者の皆様の労に改めて感謝いたします。
さて、今年はどんな夏になるのでしょうか。巷では、高齢者のワクチン接種が始まりました。一方で、東京五輪は開催の可否が政局化して

います。そして、広く国民が接種を終えて効果が実感できるのは、いつになるのでしょうか。コロナ禍は政治に限らず、社会システムの弱点
が露呈します。様々な批判や意見が飛び交っていますが、どのような展開になろうとも、自分でできることを考え、前を向いて進んでいくし
かないと思う今日この頃です。  （H.M）

土木学会論文集B3（海洋開発）特集号（Vol.76,№2）（令2.9）　
「水産物の生産・流通機能の早期再開に向けた対策優先度の検討手法に関する研究」
月刊「養殖ビジネス」１１月号（令2.11）　
「漁業地域における防災・減災対策　－水産物の生産・流通に関するBCPの策定－」
第63回海岸工学講演会（2020）（令2.11）　
「津波の流れに対するマウンド被覆ブロックの質量算定法に関する実験的検討（その２）」
2020年度日本沿岸域学会講習会「日本における洋上風力発電の展望」（令3.2）　
「洋上風力稼働時の振動音と水産生物の行動」

漁港漁場漁村研報
JIFIC Vol.49 2021.06

〒101-0032　東京都千代田区岩本町3-4-6 トナカイタワーズビル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。
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■都営地下鉄新宿線「岩本町駅」A5、A4出口…徒歩2分
■東京メトロ日比谷線「秋葉原駅」4番出口…徒歩3分
■JR線「秋葉原駅」昭和通り口…徒歩6分
■首都高速道路1号線本町ランプ…400m

一般財団法人　漁港漁場漁村総合研究所

活動報告（令和２年９月～令和３年３月）

◎産地関係者を対象とした品質・衛生管理講習会 講師派遣【（一社）海洋水産システム協会】令和２.10.15　　◎令和２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２.10.20,21　　◎第２回鎌倉市腰越漁港指定管理者選定委員会 委員派遣【鎌倉市】令和
2.10.15　　◎令和２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2.12.8,9　　◎2020年度日本沿岸
域学会講習会 講師派遣【日本沿岸域学会】令和3.2.4　　◎令和２年度第２回水産業普及指導員研修 講師派遣【新潟県】令和3.2.15　　◎令和２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3.3.16　　◎令和２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3．3（書面開催）　　◎令和２年度地下海水を用いた陸上養殖適地調査事業第２回検討委員会 委員派遣【（一社）
マリノフォーラム21】令和3.3.2




