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巻頭言

新たな漁港漁場整備長期計画の
開始に当たって

水産庁 漁港漁場整備部 部長　矢花 渉史

3月25日に新たな漁港漁場整備長期計画が閣議決定さ
れました。計画の策定に当たり、多大な御協力をいただ
いた全国の関係者の皆様に対しまして、この場をお借り
して深く御礼申し上げます。今後は、本計画と同日に閣
議決定された水産基本計画をはじめとした各種施策と密
接に連携しながら、計画に盛り込んだ内容を推進してま
いります。
今回の長期計画は、水産業の成長産業化、持続可能な

漁業生産の確保、漁村の魅力と所得の向上という３つの
重点課題を設定しております。
一つめの「水産業の成長産業化」については、地域にお

ける漁港の適切な役割分担に基づき、漁港機能を再編・
強化し、低コストで高付加価値の水産物を国内・海外へ
供給する拠点をつくり、陸揚げから出荷までの一貫した
高度な衛生管理に対応した整備を進めます。また、マー
ケットイン型の養殖業に対応し、需要に応じた安定的な
養殖水産物の供給体制を構築するため、「養殖生産拠点地
域」を新たに設定し、静穏水域の確保・活用、漁場環境
の改善による養殖適地の拡大に加えて、種苗の確保から
加工・流通に至る一体的な施設の整備や漁港の活用の促
進を図ります。
二つめの「持続可能な漁業生産の確保」については、海

洋環境の変化を的確に把握する体制を強化し、漁獲対象
魚種の多様化に対応した漁場整備を推進するほか、新た
な資源管理の取組と連携した漁場整備のほか、海域ごと
に策定された藻場・干潟ビジョンに基づきハード・ソフ
トが一体となった藻場・干潟対策を推進します。また、
頻発化・激甚化する自然災害や切迫する大規模地震・津
波に対し、漁港施設の耐震・耐津波・耐浪化や予防保全

型の老朽化対策を推進するとともに、漁業地域を一体的
に捉えた事業継続計画の策定や就労者等の避難対策を進
めることにより、災害リスクへの対応力強化を図ります。
三つめの「漁村の魅力と所得の向上」については、特
に今回、海や漁村の地域資源の価値や魅力を活用する事
業を「海業（うみぎょう）」という言葉で表し、この海業
の推進によって、漁港・漁村を中心とした地域のにぎわ
いや所得と雇用を生み出すことを目指しています。その
ために、地域の漁業実態に即した施設規模の適正化と漁
港施設、用地の再編・整序により漁港の利活用環境を改
善し、漁港と地域資源を最大限に活かした増養殖、水産
物の販売や漁業体験の受け入れといった活動を振興しま
す。また、「浜の活力再生プラン」などの所得向上の取組、
渚泊やワーケーション等による交流人口や関係人口拡大
の取組との連携により、地域活性化の相乗効果を図るほ
か、年齢、性別や国籍等によらず多様な人材が生き生き
と活躍できる漁港漁村の環境を整備します。
これらの重点課題に加えて、脱炭素化等によるグ
リーン化の推進、ＩＣＴを活用したデジタル社会の形成、
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響等に伴う生活ス
タイルの変化への対応についても、共通する課題として
設定し、取り組んでまいります。
今後は、長期計画に掲げた「目指す姿」の実現や成果目

標の達成に向け、全国の関係者に対して長期計画の内容
の周知徹底を図り、地方公共団体や漁業関係者等への支
援などを通じて、長期計画に明示した施策を着実に推進
してまいります。引き続き、御指導と御協力をよろしく
お願い申し上げます。
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巻頭言

気候変動への対応
理事長　髙吉 晋吾

近年、猛烈な台風や豪雨災害の発生が常態化してきた
ことから、気候がおかしくなっていると感じている方は
多いのではないでしょうか。水産の世界でも、サンゴ礁
の大規模な白化、南方系の植食魚による磯焼けの拡大、
北海道でのブリの豊漁、サワラの北上、サケ、サンマ、ス
ルメイカの不漁など気候変動の影響があると言われてい
ます。
このような中、昨年のノーベル物理学賞は真鍋淑郎

さんが受賞されました。今から約 50年前に、大気中の
CO2濃度の上昇が地球表面の温度上昇をもたらす仕組
みを解明し、現在の気候変動予測の基礎を築かれたこと
が受賞理由です。このような研究の積み重ねを経て、昨
年8月の IPCC

※の作業部会報告では、人間の影響が大気、
海洋、陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がない、
人為起源の気候変動は、世界中で熱波、大雨、干ばつ、熱
帯低気圧のような極端現象に既に影響を及ぼしていると
結論づけられました。
先日聴講した温暖化による海洋の酸性化をテーマとし

たシンポジウムでは、大気中のCO2の増加に伴い海水中
に溶け込むCO2が増加し海水が酸性化すると、炭酸カル
シウムからできている貝殻やサンゴの成長を妨げる恐れ
があるとのこと。このほか、海面付近の海水温が上昇す
ると、海の成層構造が強化されて低層への酸素供給が減
り、貧酸素化が進むなど、海の生物への影響が様々危惧
されています。
政府は地球温暖化対策として、温室効果ガスの排出削
減対策 (緩和策 )と被害の回避・軽減対策 (適応策 )を車
の両輪として取り組みを進めています。2020年10月には、
2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにするい
わゆるカーボンニュートラルを目指すことが宣言されま

した。本年3月に閣議決定された水産基本計画や漁港漁
場整備長期計画でも地球温暖化に起因する気候変動への
対応は重点課題のひとつとして取り上げられています。
水産業は漁獲から加工、流通に至るまで多くの化石燃
料を消費しており、緩和策も積極的に取り組む必要があ
ります。燃料を多く使用する漁船については、電動化・
水素化の研究が進められています。再生可能エネルギー
への転換も必要で、近年は衛生管理型荷捌き所等の整備
に当たり太陽光発電施設の導入について検討することが
増えています。そしてウインドファームと呼ばれる大規
模な洋上風力発電計画が漁業との協調関係を大前提とし
て各地で検討されています。漁業への影響を適切に評価
し、漁業や漁村と共存・共栄をいかに図るかが重要となっ
ています。またアマモ等の海草や海藻は海中のCO2い
わゆるブルーカーボンの吸収源として期待されており、
CO2固定効果の評価手法の検討が進められています。
水産基盤整備においては、魚種の変化に対応した漁場
の整備、高水温に強い藻場の造成や食害生物対策、海面
上昇や強い台風の増加による高潮や高波浪を考慮した漁
港施設の設計など適応策の検討が進められています。
漁村総研では、国からの受託調査として上述の検討に
携わっているほか、地方公共団体からの受託調査として
設計沖波の見直し、不漁や磯焼け問題に対応して漁港水
域を活用した魚類養殖の実証試験や痩せウニを利用した
給餌養殖試験、自主研究として洋上風力発電による魚介
類の行動への影響の研究などを行っています。気候変動
は水産業や漁村の存立に大きな影響を及ぼす重要な問題
ですので、今後もしっかりと取り組んでいきたいと思い
ます。
※ IPCC：国連気候変動に関する政府間パネル
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特別寄稿

01 新たな漁港漁場整備長期計画の
策定について

水産庁漁港漁場整備部整備課設計班 性能規定係長　鈴木 航
1992年岐阜県生まれ。2015年に岐阜工業高等専門学校専攻科を卒業し、同年水産庁入庁。2017年から岩手県沿岸広域振興局に出向。
2020年に水産庁に復職し、新たな漁港漁場整備長期計画の策定に携わる。

１．はじめに
令和4年3月25日、新たな漁港漁場整備長期計画が閣

議決定されました。
我が国水産業の健全な発展と国民への水産物の安定供

給を図るための基盤である漁港や漁場は、これまで一貫
してその時代の要請を的確に捉えながら、漁港漁場整備
長期計画に基づき、総合的・計画的に整備を進めてきた
ところです。一方で、水産資源の減少による漁業生産量
の長期的な減少、漁業者の高齢化、漁村の人口減少が進
み、加えて、気候変動に伴う海洋環境の変化、自然災害の
頻発化・激甚化等により、水産業と漁村を取り巻く環境
は依然厳しい状況が続いている状況において、令和4年
度から8年度までの5年間に重点的に取り組むべき課題を
掲げ、その課題への対応のための具体的な施策、その目
標や必要な事業量を定めているのが今般決定された漁港
漁場整備長期計画です。本稿では、新たな漁港漁場整備
長期計画の内容について、その考え方や特徴などにも触
れながら、ご紹介したいと思います。

２．新たな漁港漁場整備長期計画の基本的な方針
前長期計画（平成29年度～令和3年度）では、TPP（環
太平洋パートナーシップ協定）への参画等の水産物の輸
出入に関する国際情勢を踏まえた「水産業の競争力強

化」をはじめとした 4つの主要な課題を設定し、総合的
かつ計画的な整備を進めてきたところですが、今長期計
画では昨今の情勢の変化等を踏まえ、以下の3つを重点
課題として設定し、それぞれに具体的な実施の目標を掲
げています。
⑴ 産地の生産力強化と輸出促進による水産業の成長産業
化
ア 拠点漁港等の生産・流通機能の強化
イ 養殖生産拠点の形成

⑵ 海洋環境の変化や災害リスクへの対応力強化による持
続可能な漁業生産の確保
ア 環境変化に適応した漁場生産力の強化
イ 災害リスクへの対応力強化

⑶ 「海業（うみぎょう）」振興と多様な人材の活躍による
漁村の魅力と所得の向上
ア 「海業（うみぎょう）」による漁村の活性化
イ 地域の水産業を支える多様な人材の活躍
また、これらの重点課題への対応に当たり、脱炭素化
等によるグリーン化の推進、ICTを活用したデジタル社
会の形成、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響等に
伴う生活スタイルの変化への対応についても、漁港や漁
場における共通する課題として取り組んでいくこととし
ています（図1）。

図１　新たな漁港漁場整備長期計画の基本的な方針
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本長期計画の特徴として、それぞれの重点課題につい
て、「目指す姿」を掲げている点があります。これは、ど
のような漁港、漁場そして漁村の姿を目指して、長期計
画に掲げた施策を推進していくのかを明確にし、その将
来像を関係者により分かりやすく提示することとしたも
のです。また、これまでの長期計画と比較すると、養殖
の生産力強化に関するパートを設けたことや、漁村の活
性化にあたり、「海業（うみぎょう）※」についても初めて
長期計画の中で明記したほか、事業の円滑な実施のため
に必要な事項として漁港・漁場、漁村を支える人材の育
成と推進体制の強化についても位置付けられています。
次項からは、その背景や具体の施策等に触れながら、各
重点課題についてご紹介いたします。
※ 海業（うみぎょう）：海や漁村の地域資源の価値や魅
力を活用する事業をいい、国内外からの多様なニー
ズに応えることにより、地域のにぎわいや所得と雇
用を生み出すことが期待されるもの

３． 産地の生産力強化と輸出促進による水産業の成
長産業化

ア 拠点漁港等の生産・流通機能の強化
水産業の成長産業化の実現に当たっては、産地の価格

形成能力の向上と生産・流通コストの縮減により、漁業
者の所得向上と水産物の安定供給の確保を図ることが必
要であると考えています。また、増加する海外の水産物
需要を捉え、我が国水産物の輸出を促進するための体制
構築が急務となっています。
このため、目指す姿を「地域における漁港の適切な役

割分担に基づき、漁港機能を再編・強化し、サプライ
チェーンの起点として、低コストで高付加価値の水産
物を国内・海外に供給する拠点をつくる。」と設定し、そ
の実現に向けて施策の展開を図ることとしています。
主な具体の施策として、水産物の生産又は流通に一体
性を有する範囲である「圏域」において、その漁港機能の
役割分担等を踏まえた水産基盤整備の方向性を定める計
画である「圏域計画」に基づく産地市場等の集出荷機能
や製氷施設等の準備機能等の再編・集約、漁船の大型化
に対応した岸壁の延伸や泊地の増深、輸出先国の基準・
ニーズに対応した高度衛生管理や安定供給のための漁港
機能の強化等を推進することとしています。
イ 養殖生産拠点の形成
養殖業においては令和 3年 7月に改定された「養殖業
成長産業化総合戦略」等に基づき、生産目標や輸出目標
の達成に向けた主要産地の生産から加工・流通に至る基
盤強化等が必要です。
このため、目指す姿を「養殖適地の拡大、安定的な種苗
の確保、養殖作業環境の改善、加工・流通の機能強化を
一体的に行い、国内・海外の需要に応じた安定的な養殖
生産を行う拠点をつくる。」と設定し、次のように施策の
展開を図ることといたしました。
主な具体の施策として、圏域計画において養殖生産の
ための種苗の確保から養殖水産物の加工・流通に至る一
体性を有する地域を「養殖生産拠点地域」として新たに
設定し、養殖適地の拡大のための静穏水域の確保・活用、
漁場環境の改善、種苗の確保から加工・流通に至る一体
的な施設の整備等を推進することとしています。（図2） 

図２　養殖生産拠点の形成
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４． 海洋環境の変化や災害リスクへの対応力強化に
よる持続可能な漁業生産の確保

ア 環境変化に適応した漁場生産力の強化
海水温の上昇等の海洋環境の変化による漁場変動や魚

種変化が顕在化する中で、持続可能な漁業生産を確保す
るため、漁場整備においては、環境変化への適応と新た
な資源管理の取組との連携が重要になります。加えて、
豊かな生態系を育む場として重要であり、二酸化炭素の
吸収源としても期待される藻場・干潟等において、実効
性のある保全・回復対策が喫緊の課題となっています。
このため、目指す姿を「海洋環境を的確に把握し、その
変化に適応した持続的な漁業生産力を持つ漁場・生産体
制をつくる。」と設定し、施策の展開を図ることとしてい
ます。
主な具体の施策として、海域の環境変化を的確に捉え

るためのモニタリングと漁獲対象魚種の多様化等に対応
した漁場整備、沖合域におけるフロンティア漁場整備や
水産生物の生活史を踏まえた広域的な水産環境の整備等
の資源管理の取組と連携した漁場整備、ハード・ソフト
一体的な藻場・干潟対策等を推進することとしています。
イ 災害リスクへの対応力強化
沿岸部や離島等の条件不利地域に位置し、自然災害に

対して脆弱である漁業地域においては、南海トラフ地震
及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震等の大規模地
震・津波の発生が切迫しており、また台風・低気圧災害
が頻発化、激甚化する傾向にあり、災害リスクは高まっ
ている状況にあります。さらに、建設後 50 年を経過した
漁港施設等が増加し、老朽化が進行する中、施設のライ
フサイクルコストの縮減を図りつつ、将来にわたり必要
な施設機能を確保していくことは、持続的な漁業生産活
動に当たって重要な課題です。このため、漁業地域の安
全・安心の確保等災害リスクへの対応力の強化や施設の
効率的かつ効果的な維持管理を進めることが急務です。
このため、目指す姿を「頻発化、激甚化する自然災害や

切迫する大規模地震・津波に対して、しなやかで強い漁
港・漁村の体制をつくる。効率的な施設の維持管理等を
行い、将来にわたり漁港機能を持続的に発揮する。」と設
定し、施策の展開を図ることとしました。
主な具体の施策として、大規模地震・津波等に備えた

漁港施設の耐震・耐津波・耐浪化、浸水対策や漁港・漁
村における就労者等の避難対策や機能保全計画に基づ
く、予防保全型の老朽化対策への転換等を推進すること
としています。

５． 「海業（うみぎょう）」振興と多様な人材の活躍に
よる漁村の魅力と所得の向上

ア 「海業（うみぎょう）」による漁村の活性化
漁村に目を向ければ、人口減少や高齢化、漁獲量の低
迷に伴う漁業所得の減少等により地域の活力低下が懸
念されています。このため、地域水産業の活性化の取組
と併せて、人々のライフスタイルや価値観が多様化する
中で、豊かな自然や漁村ならではの地域資源の価値や魅
力を活かした海業（うみぎょう）等の取組により、人々が
その豊かさを実感し、地域の所得向上と雇用機会の確保
に繋げていくことが必要であると考えています。
このため、目指す姿を「海や漁村に関する地域資源を
活かした海業（うみぎょう）等を漁港・漁村で展開し、地
域のにぎわいや所得と雇用を生み出す。」と設定し、施策
の展開を図っていくこととしています。
主な具体の施策として、地域の漁業実態に即した施設
規模の適正化と漁港施設の再編等による漁港の利活用環
境の改善や漁港と地域資源を生かした「海業（うみぎょ
う）」等の振興と漁港に関連産業を集積させるための仕
組みづくり、ポストコロナを見据えた渚泊やワーケー
ション等の交流人口・関係人口の創出等を推進すること
としています（図3）。
イ 地域の水産業を支える多様な人材の活躍
漁港・漁村における生産活動を支える人材が減少して
きている中で、多様な人材を確保するためにも安全で働
きやすい環境と快適な生活環境の整備が重要です。
このため、目指す姿を「年齢、性別や国籍等によらず
多様な人材が生き生きと活躍できる漁港・漁村の環境を
整備する。」と設定し、施策の展開を図ることとしていま
す。
主な具体の施策として、越波防止や防風施設整備等の
安全対策の推進や浮体式係船岸や岸壁、用地等への屋根
整備など軽労化施設の整備、漁村における漁業集落排水
施設や漁業集落道など、快適な生活環境の整備等を推進
していきます。

６． 漁港・漁場の整備における共通課題及び事業の
円滑な実施のために必要な事項について
社会情勢の変化に伴い求められるグリーン化の推進、
デジタル社会の形成、生活スタイルの変化への対応につ
いても重点課題への対応にあたっての共通する課題とし
て取り組んでいくこととしています。
具体的には、「グリーン化の推進」にあたっては設備等

の電化や給電施設の整備、省エネ対策、再生可能エネル
ギーの導入、二酸化炭素の吸収源としても注目が集まる
藻場の保全・創造等を進めていきます。「デジタル社会
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の形成」にあたっては産地市場の電子化の普及や海域環
境観測システムの活用、ICTやドローン・ロボット技術
の活用促進、「生活スタイルの変化への対応」にあたって
は消費者ニーズに対応できる水産物の提供体制づくりや
衛生管理と併せた感染症対策、移住・定住や交流の受入
環境づくり等を推進することとしています。
また、事業の円滑な実施のために必要な事項として、

新たに地域の将来の漁港・漁場の姿を見据えた活動が可
能となるよう、漁港・漁場整備の将来像の「見える化」
や、漁港・漁場、漁村を支える人材の育成と推進体制の
強化を推進することとし、その旨明記しています。

７．おわりに
新たな長期計画の策定にあたっては、特に海業（うみ

ぎょう）の取組について、様々な御意見をいただきまし
た。水産業が厳しい状況にある中で、新たな海業等に取

り組みたいという前向きな声や、漁港の利用には地元の
理解が必要だという声もありました。
漁村には様々な資源や魅力があり、昨今のコロナ禍の
情勢の中、観光やレジャーの場としても大きなポテン
シャルを有しています。そのポテンシャルを地域の理解
と協力の下で活用していくためにも、漁港や漁村のあり
方について、この機会に地域の皆様にも考えていただき、
漁村や地域の活性化につなげていってほしいと思ってい
ます。
最後になりましたが、長期計画の策定にあたり、関係
地方公共団体、関係団体、漁業関係者の皆様には意見交
換や各種調査への対応など、様々な御協力をいただき、
この場を借りて厚く御礼を申し上げます。新たな長期計
画に掲げた目標の達成に向けて取り組んでまいりますの
で、関係者の皆様におかれましては、変わらぬ御協力を
賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

図３　「海業」による漁村の活性化
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特別寄稿

02 小規模漁業の持続性とジェンダー
－「漁する女子ジャパン」の挑み－

東海大学海洋学部准教授・TBTI ジャパン研究ネットワークコーディネーター　李 銀姫
李 銀姫　Yinji Li（東海大学海洋学部・准教授）
1977年中国生まれ、博士（海洋科学）。海洋政策研究財団・研究員を経て現在に至る。カナダニューファンドランドメモリアル大学・客
員教授(2019)。専門は、小規模漁業・沿岸漁業。 TBTI ジャパン研究ネットワーク・コーディネーター、V2Vグローバルパートナーシップ・
日本カントリーコーディネーター、IMBeR・社会科学WGメンバー、IPNLF（国際一本釣り財団）・理事等を務めている。「In the Era of 
Big Change(2020)」を共編著、「水面上の生命（2022）」を共編訳。

はじめに
本稿を執筆中である 2022年 4月は、日本で初めて開

催される小規模漁業関連国際会議の準備がいよいよ終
盤に入る頃である。主催側代表として、本会議が成功
裡に終わることを切に願っている。とくに、今年 2022

年は、国連で定められた「零細漁業と養殖業の国際年
（International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture：
IYAFA）」であり、本会議の開催は、日本を含む世界の小
規模漁業にとって極めて意義深いものである。

世界小規模漁業会議とジェンダー
上述した国際会議の正式名称は、「世界小規模漁業会
議・アジアパシフィック（World Small-Scale Fisheries 

Asia-Pacifi c）※1」である。世界各国から小規模漁業に関心
のある研究者、行政関係者、実務家、学生、漁業者及び漁
業者団体、環境団体、政策立案者等が集まり、研究発信と
議論を行う超学際的会議の場である。4年に一度開催さ
れる本会議は、小規模漁業研究のための大規模グローバ
ルパートナーシップ「TBTI（Too Big To Ignore）※ 2」が
リードしており、2022年に第4回目の開催を迎えている。
コロナ禍の影響により、第 4回は、アジア太平洋、北米、
ヨーロッパ、ラテンアメリカ・カリブ、アフリカの 5つ
の地域に分けての開催となり、
アジア太平洋地域の会議は、
2020年に日本で立ち上げられ
た「TBTIジャパン研究ネット
ワーク (TBTI Japan)

※3」がホス
トしている（写真1）。
表 1で分かるように、本会
議では、「漁（りょう）する女
子ジャパンシンポジウム」や
「ジェンダープレナリーセッ
ション」等、一般公開イベント
も含め、ジェンダー関連のセッ
ションが多く企画されており、

「ジェンダー」は、メイントピックスの中でも重要なト
ピックとなっていることが伺える。前述の IYAFAは、小
規模漁業だけではなく、小規模漁業における女性の役割
が見落とされ、ないがしろにされること等の潮流をも変
え、小規模漁業で働く女性のサポートを促進する年でも
あるとされている。このような中、本会議が、日本漁業
におけるジェンダー問題の認識の向上とともに、問題改
善に向けた様々な革新的取り組みが生まれるきっかけと

写真１　 第４回世界小規模漁業会議・アジアパシフィック－「ビ
ルド・フォワード・ベター」

表１　世界小規模漁業会議・アジアパシフィックのプログラム概要

※１　 会議ウェブサイト：https://www.4wsfcongress.com/asia-pacifi c-may-2022
※２　 TBTI ウェブサイト：http://toobigtoignore.net/
※３　 TBTI Japan ウェブページ：https://tbtiglobal.net/tbti-japan/
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なり、2022年が日本漁業の「ジェンダー元年」のような
存在になることまで、大胆に期待を寄せているところで
ある。

小規模漁業とジェンダー問題
世界的に見ると、小規模漁業の総労働力の50％は女性

が占めている。その数は、加工や流通を中心に 5,600万
人以上に上っており、食料安全保障、貧困撲滅等におけ
る女性の役割は、非常に大きいとされている（Metzner 

and Franz, 2015）。しかし、前述したように、その女性達
の役割はしばしば見落とされており、さまざまなジェン
ダー関連問題が存在するのが現状である。発展途上国を
中心に、低賃金問題や劣悪な就業環境問題、女性差別問
題等に加え、アクセス問題も挙げられる。女性による投
資や資金へのアクセスが制限され、漁船を入手すること
ができず、浜や海岸での魚介類の採集しかできないこと
や、漁業の従事を希望する女性が文化的・制度的な背景
により、海や資源へのアクセスが制限されることなどが
挙げられる※4。
一見、先進国である日本の状況とはだいぶ違うように

見えるが、本質はそれほど違わないように思われる。す
なわち、この問題を大きく二つに分けて考えることがで
きる。一つは、「多」に関する部分である。ジェンダー問
題とは、必ずしも女性が「少」ないということによるも
のではない。世界的には漁業関係従事者の5割が女性と
なっているが、日本でも漁業・水産業従事者の4割に相
当する約 23万人が女性であり（水産庁、2020）、日本の
水産業を支える不可欠な存在となっている。しかしなが
ら、上述の発展途上国における低賃金問題、劣悪な就業
環境問題までは行かないとしても、必ずしも、これらの
女性の役割が十分に認識され、認められているとは限ら
ない状況である。そこには、さまざまなレベルの意思決
定の場に女性が十分に参画できず、女性の意思がうまく
反映されていないことも挙げられる（Soejima 2020）。
それから今一つは、「少」に関する部分である。いわゆ

るジェンダーギャップと呼ばれる部分であるが、漁業就
業者、陸上作業従事者、水産加工場従事者の中で、特に
この問題にあたるのが漁業就業者部分であろう。全体の
漁業就業者に占める女性の割合（海面漁業）を見ると、
1988年時点で 17%台であったのが、2013年には 13%

台へと下がり、2018年頃からは 11%台へとさらに減
少しているのが現状である※5。従って、女性漁業者の数

が増え、このギャップが改善されることが、まずジェン
ダー問題の改善に大きく寄与できることは疑いがない。
しかし、もっぱら数だけで物事を判断することは避けた
い。実質的なジェンダー平等は、単なる男女の数が同じ
であるということでは決してなく、本来享受すべき機会
や権利が、性別によってその享受が妨げられることが
あってはならないということである。近年、数や量等に
おいて「同じ」を表す「イクオリティ（Equality）」より、
実質的な「同じ」を表す「エクイティ（Equity）」が多く用
いられるようになったのも、このような考え方からであ
る。世界的には、女性の資金へのアクセスや文化的・制
度的背景による資源へのアクセス問題などが、女性漁業
者の少ない背景要因として挙げられているが、日本では
女性の漁業へのアクセス環境はどうだろうか？次元は違
うが、問題の本質はそれほど変わらないかも知れない。

漁する女子ジャパンイニシアチブ
このような中、日本の漁業におけるジェンダー問題を
みんなで考えようと、TBTI Japanがスタートさせたのが、
「漁する女子ジャパン（Girls Who Fish Japan）」プログラ
ムである。本プログラムのコーディネーターで、TBTI 

Japanのコーディネーターでもある筆者が、国際会議の
参加や国際プロジェクトへの参画等を通して、日本は国
際社会の動きと比べて、ジェンダー関連の研究や取組み
が断然遅れていると感じていた頃に、カナダのニュー
ファンドランド地域で出会った「漁する女子カナダ」プ
ログラムがきっかけである。大西洋タラの島とも呼ぶこ
とができ、タラ漁業とともに生きてきた地域でもあるカ
ナダ大西洋岸のニューファンドランド島であるが、タラ
資源の崩壊により、1992年にタラ漁業のモラトリアムが
実施されており、それが解除できないまま現在に至って
いる。「漁する女子カナダ」は、地域の伝統・文化・アイ
デンティティである漁業が、人々に忘れられつつある状
況を危惧したペティハーバー漁村という地域のタラ漁師
夫婦が、2014年から実施してきているプログラムの一つ
であり、8歳から80歳までの女児・女性を対象とした体
験型教育プログラムである（写真２）。
「漁する女子カナダ」の姉妹プログラムとして、2021

年10月からスタートした「漁する女子ジャパン」も同じ
く、8歳から 80歳までの女児・女性を対象としており、
しらす漁業で知られる静岡県の用宗地域を舞台に、月 1

回ペースで座学と体験を合わせたプログラムで実施し

※４　 TBTI ジェンダー研究クラスター：http://toobigtoignore.net/research-cluster/women-and-gender/
※５　 男女共同参画局ウェブサイト：https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r02/zentai/html/zuhyo/zuhyo01-03-03.html
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ている。筆者以外に、東海大学の教員 3名（関いずみ教
授、平塚聖一教授、中村雅子准教授）が共同コーディネー
ターを務めている。第 1期のメンバーとして、静岡市内
の20名ほどが参加しており、最少年齢が小学5年生、最
高年齢が 83歳となっている。実施においては、TBTI 

Japanの主催のもと、清水漁業協同組合・用宗支所、東海
大学海洋学部、静岡県水産・海洋局、静岡県水産海洋技
術研究所、静岡市経済局農林水産部・水産漁港課、静岡
県漁業協同組合連合会、うみ・ひと・くらしネットワー
ク、漁する女子カナダ、TBTIグローバルパートナーシッ
プ（本部カナダ）、V2V グローバルパートナーシップ（本
部カナダ）、パッカード財団（本部アメリカ）、及びその
他の漁協・大学・国際プロジェクト等と連携しながら進
めている。少し前からは、「海の宝！水産女子の元気プロ
ジェクト※6」からも講師の紹介等の協力を得られるよう
になった。
下記は、本プログラムの参加呼びかけをしていた頃、

コーディネーターからのメッセージとして用いた言葉
であるが、ここでも記しておきたい。「こんにちは、本プ
ログラムに興味を持っていただき、ありがとうございま

す。世界経済フォーラムが毎年発表しているジェンダー
ギャップ指数の日本のランキングは、今年も衝撃的であ
ると言わざるを得ません。日本は120位で史上ワースト
2、G7ダントツ最下位となっております。これは、かつ
てから男社会と呼ばれてきた漁業分野でも例外ではあり
ません。本プログラムは、カナダ・ニューファンドラン
ド地域で実施されている、漁する女子プログラムにイン
スパイアされ、日本の漁業におけるジェンダー問題の意
識を高めることを通じて、魚離れ・漁業離れの現状を改
善し、特に女性の漁業への認識・参画を高めることをね
らいとして企画したものです。漁する女子ジャパンとい
う一つのチームを育成する考えのもとで、参加者には本
プログラムへの参加だけではなく、様々な地域活動に参
加する機会も提供し、漁業だけではなく、地域全体につ
いて知り、学び、考え、関わっていく機会を提供したいと
考えております。」

小規模漁業の持続性に向けて－女性の漁業へのアク
セス環境の整備
まだ日本では認知度が低い「FAO小規模漁業ガイドラ

写真３　左：プログラム立ち上げの準備　左：用宗漁師さんのガイドによる釣り体験（TBTI Japan 提供）

※６　 水産庁の本プロジェクトウェブページ：https://www.jfa.maff .go.jp/j/kenkyu/suisanjoshi/181213.html
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写真２　左：ペティハーバー漁村　右：ロープワークを学びながら交流する女性達（2019年筆者撮影）



イン（正式名：食料安全保障と貧困撲滅の文脈において
持続可能な小規模漁業を保障するための任意自発的ガイ
ドライン）」では、ジェンダーに関して明記されており、
下記は関連部分の抜粋である。「すべての関連当事者は、
ジェンダー平等を実現するために、関連当事者全員の協
力が必要であり、ジェンダーを主流として組み込むこと
が、すべての小規模漁業の開発戦略に必要不可欠である
ことを認識すべきである（8.1）… ..各国は、小規模漁業
に向けた政策決定のプロセスにおける女性の平等な参
加を確保するよう努力すべきである（8.2）… ..すべての
関連当事者は、小規模漁業における女性の労働にとって
重要で適切な、より良い技術の開発を促進しなければな
らない（8.3）…（FAO 2015）。」本ガイドラインは、初め
て小規模漁業に関して国際的に合意された政策文書であ
り、世界中の国に向けてその履行が呼びかけられている。
「漁する女子ジャパン」の推進母体であるTBTI Japanで
は、上記ガイドラインを十分認識するとともに、日本漁
業におけるジェンダー問題の改善を促進することを、重
要なビジョンの一つとして掲げている（李 2021）。そし
て、女性が適切にサポートされ、主体的権利が認められ
れば、漁業の担い手不足問題の改善や漁村地域の総合的
力の向上など、小規模漁業の持続性の確保に寄与できる
その力は、無視できないほど大きいと考えている。
そのためにクリアすべき課題はたくさんあるが、女性

の漁業へのアクセス環境の整備・改善が急務の一つで
あるように思われる。そこには、まず物理的なものとし
て、例えば、漁船トイレの整備、漁協事務所内の女子ト
イレや更衣室の整備、女性用漁具やウェアの開発等々が
挙げられる。個人的には、港々に女性漁業者の番屋が立
つランドスケープも描いてみたい。それから、漁業の従
事に興味を持つ女性を受け入れるための現場の体制づく
り、仕組みづくりが必要である。ある漁業者専門学校に
よれば、進学を希望する女子生徒は毎年一定程度見られ
るが、卒業後の就職先がないため、つまり、漁業現場の受
入れがないため、女子生徒を受け入れられる学校の環境
は備わっていながらも、進学を断らざるを得ない状況で
あるという。漁業に関心を示す女性が少ない現状の中、
これは極めてアイロニックな現実であり、すぐにでも止
めなければならない課題である。他には、漁業・漁村と
は縁もゆかりもない女性達の、漁業・漁村への関心を引
き起こすことであり、重要なアクセス環境の整備の一つ
であると考えられる。そして、これは、「漁する女子ジャ
パン」が直接寄与できる部分である。すなわち、「漁する
女子ジャパン」は、一般女児・女性の漁村・漁業への魅

力を知ってもらうことを第1義の目的に、日本の漁業に
おけるジェンダー問題への認識の向上とともに、その問
題の改善に寄与することを大きな目的としている。

おわりに
発足して半年ほどなる「漁する女子ジャパン」である
が、8割方「恋する女子」と呼び間違えられながらも、少
しずつその認知度を上げており、漁業者をはじめとする
周りの人々からも徐々に理解が得られるようになって
いる。そして、何よりもプログラム参加者の漁業・漁村
への関心が高まってきたように見える。本プログラムの
必要性を実感するとともに、筆者の小規模漁業研究への
道を歩ませてくれた学生の頃の漁村体験を時々思い浮か
べるこの頃である。水産庁の「都市漁村交流事業」の学
生支援団として、京都府伊根町の本庄浦という漁村に滞
在した頃に、漁船に乗船しながら「マイ・ハート・ウィ
ル・ゴー・オン」を心の中で奏でていた筆者であった。
その「ハート」は、今も「ゴー・オン」していることに間
違いない。そして、「漁する女子ジャパン」の挑みもこれ
からも止まらない。

参考文献
Metzner and Franz (2015). SSF Guidelines: Vital 

momentum for small-scale fishers. Rural 21. https://

www.rural21.com/fileadmin/downloads/2015/en-03/

rural2015_03-S20-21.pdf.

水産庁 (2020) 「漁政の窓」 Vol 169. 

https://www.jfa.maff.go.jp/j/koho/pr/mado/attach/pdf/

index-42.pdf

FAO (2015) 「食料安全保障と貧困撲滅の文脈において
持続可能な小規模漁業を保障するための任意自発的ガイ
ドライン（和訳版）」　p1-28. 

http://toobigtoignore.net/wp-content/uploads/2015/02/

SSF-Guideline_Japanese_20170612.pdf

Soejima, K. (2020). From Attention to Action: A Long 

Road Towards Gender Equality. P 69-76. In: Li, Y & 

Namikawa, T. (Eds.) In the Era of Big Change: Essays about 

Japanese Small-Scale Fisheries. TBTI Global Publication Series, 

St. John's, NL, Canada. 

https://tbtiglobal.net/wp-content/uploads/2020/07/In-

the-Era-of-Big-Change-ebook_Final_small.pdf

李銀姫 (2021) 「小規模漁業研究のための大規模グロー
バルパートナーシップ─TBTI」Ocean Newsletter 第509号. 

https://www.spf.org/opri/newsletter/509_3.html?latest=1

11Vol. 51特別寄稿



特別寄稿

03 近年の水中音響計測技術と漁場調査

水産技術研究所 環境・応用部門 水産工学部長　高尾芳三
1987年東京水産大学大学院水産学研究科修士課程修了、1987年水産庁水産工学研究所 研究員、1997年～1998年米国アラスカ漁業科
学センター客員研究員、2000年水産庁水産工学研究所 資源情報工学研究室長、2016年国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産工学
研究所 漁業生産工学部長、2020年 同 水産技術研究所 環境・応用部門 水産工学部長

はじめに
水中音響技術は漁場の生物や環境を探査する手法とし

て広く使われてきました。水産大学校校長（当時）の濱
野明先生による漁港漁場漁村研報No.34の特別寄稿「沿
岸魚礁漁場を対象とした音響モニタリング技術の役割と
課題 1）」では、音響計測データと地理情報システムを使っ
た海藻群落の分布推定、人工魚礁漁場データの可視化と
解析、魚群の3次元形状計測の事例が紹介されています。
その後も、音響送受波器の複合素材振動子アレイによる
広帯域化、PCの高速化や記憶媒体の大容量化を背景と
したエコー信号のデジタル収録とデータ処理の高度化な
ど、水中音響計測技術は進化しています。
また2020年12月に、水産資源の適切な管理と水産業

の成長産業化、漁業者の所得向上と年齢バランスのとれ
た漁業就業構造を確立することを目指して漁業法が 70

年ぶりに改正・施行されました 2）。そこでは、資源管理
のために個別漁獲割当（IQ）制度を、大臣許可漁業を始
めとして準備が整ったものから順次導入するとされてい
ます。IQ制度下では、漁獲してしまうと割当量の一部を
消費するので、漁獲前に魚群価値を評価・判断すること
が収益性の向上に重要となります。よって漁場において
魚群探知機やソナーにより魚のサイズや種類の精確な情
報を得る必要性がますます高まると考えられます。
本稿では、近年の水中音響計測装置や国際標準化の動

きなど漁場調査に活用できる技術について、国立研究開
発法人水産研究・教育機構水産技術研究所の取り組みを
中心に紹介します。

漁業用魚群探知機の漁場調査への活用
最近は安価な漁業用魚群探知機でもデジタルエコー

データを出力できる機器が増えています 3）。図１は館
山湾内の高層魚礁周辺で、水産研究・教育機構調査船
「たか丸」に搭載された 2周波タイプの漁業用魚群探知
機（古野電機（株）製 FCV-588）のデジタルエコーデー
タを 1秒毎に収録し、携帯電話回線を使って陸上へ自
動転送したデータを PC上で再生したエコーグラム（魚
探映像）です 4)。図１の左は低周波（50 kHz）、右が高
周波（200 kHz）によるエコーグラムで、魚群の形状や
分布、魚礁の構造などの情報を得ることができている
ほか、表層の層状反応は高周波で強く、プランクトン
のような小型散乱体であることが推察できます。また
標準球のエコーを計測・収録して較正しておけば、定
量的な指標である体積散乱強度（魚群の分布密度に比
例）等へ変換することも可能です。資源調査用の計量
魚群探知機に比較すれば計測精度は劣りますが、この
ように漁船に大きな改造や高価な装置を追加するこ
となく魚群探知機データが得られるようになったことで、
漁船活用による漁場調査の可能性が広がっています。

図１　漁業用２周波魚群探知機で観測された高層魚礁周辺のエコーグラム4）
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多周波音響プロファイラーによる動物プランクトン
計測
漁場や魚礁の調査では、漁獲対象となる生物に加えて

その餌生物のモニタリングも重要となります。サケの回
帰率の向上を目指し、サケ稚魚の放流適期を知るために
放流河川の流入する湾内で、動物プランクトンの体サイ
ズ別個体数密度と海洋環境をモニタリングしている事
例 5）を紹介します。音響センサーとしては多周波音響プ
ロファイラー（ASL Environmental Sciences製 Acoustic 

Zooplankton Fish Profi ler
6））を用い、深度 15‒20m程度

に音響送受波器を上向きに設置して水面下 15‒20mの
範囲を観測しています。体サイズ別の個体数密度を推定
するためには、複数の音響周波数で同時計測する多周波
インバース法という手法を使います。計測される体積散
乱強度 (SV)とプランクトン 1個体当たりの音響反射強
度であるターゲットストレングス (TS)、個体数密度（ｎ）
の関係は次の行列式で表せます。

式中の Sv、Tsはそれぞれ SV、TSの線形値、fは音響周
波数で添字Nは測定に使用する周波数の数、Lは体サイ
ズでMは体サイズ区分の数です。各TSを周波数と体サ
イズ等から理論モデルにより与え、最小二乗法により体
サイズ毎の個体数密度（n(L)）について最適解を求めます

7,8）。図２は現場で得られた4種の音響周波数毎のエコー
グラム（上段）とそれらから推定された 6種の体サイズ
毎の個体数密度の深度分布変化（下段）の例です。この
時は体サイズ3mmクラスの動物プランクトンが多く出
現していました（下段右端）。

広帯域スプリットビーム計量魚群探知機
従来の魚群探知機は単一音響周波数（狭帯域）の超音
波パルスを使っていますが、幅広い周波数を含む超音波
パルスを用いる広帯域魚群探知機 9）の実用化が世界的に
進んでいます。広帯域魚群探知機は、パルス圧縮処理に
より従来機より数倍高い距離（時間）分解能が得られ、反
射の周波数特性もわかるなどの特長があります。図３は
同一の魚群に対し、狭帯域の送受信と広帯域の送受信を
交互に行って、それぞれに作成したエコーグラムです。
狭帯域（左）では深さ方向の分解能が50 cm程度で、個々
の魚からのエコーが重畳したエコーとなっているのに対
し、広帯域（右）では分解能は 8 cm程度で、個々の魚か
らのエコーの連なり（エコートレース）を分離・計測で
きています。エコートレースを解析すれば魚体長や遊泳
ベクトルなどの情報を引き出すことができます 10）。さら
に、個々の魚について幅広い周波数の音響反射特性が得
られることを利用した対象識別、魚種判定の研究が進め
られています。図４は 1尾あたりの音響反射強度（TS）
について、縦軸を音響周波数（60-110 kHz）、横軸を魚
体に対する音響入射角（魚の姿勢角）として図化したも
ので、魚種によって特徴があることがわかります。例え
ば、図の左下のマイワシはガスで満たされた細長い鰾か

図２　音響周波数毎のエコーグラム（上段）と推定された体サイズ別分布密度（下段）（澤田ら５）の図を改変）
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らの反射が他の部位からの反射に卓越するため、入射角
に対して鰾の断面積が最大となる -15度付近に最大値を
持ち、周波数による差はあまり大きくありません。一方
で右下のマダイは、鰾がずんぐりしており、また鰾以外
に大きな頭骨などからの反射もあり、それらが干渉して
複雑なパターンとなっています。これらの魚種（魚体構
造）による違いを利用して魚種の区別や推定をする方法
の研究を行っています。

マルチビーム計量魚群探知機
一般のマルチビームソナーは、扇状の送信ビームと複

数の扇状受信ビームを交叉させて、詳細な海底地形（水

深）を効率良く計測します。一方、マルチビーム計量魚
群探知機はそれぞれが独立して送受信するスプリット
ビーム型計量魚群探知機のビームを扇状に配置し、魚
群や海底を定量的に計測することができます。図５は、
水産研究・教育機構調査船「陽光丸」が装備するマルチ
ビーム計量魚群探知機（SIMRAD ME70

12））により得ら
れた扇状断面のエコーグラム 13)です。このように調査
船下の魚群を幅広く定量的に計測することができます。
また、得られた断面像を重ね合わせることで魚群を 3次
元的に表すことが可能です。図６は同一魚群について計
量魚探機のエコーグラム（左）とマルチビーム計量魚探
機による 3次元化した魚群（右）を比較 14）した例です。

図３　従来型（狭帯域）魚群探知機（左）と広帯域魚群探知機（右）のエコーグラムの比較24）

図４　 音響周波数と音響入射角に対するTS特性の魚種間比較11）。音響入射角は体軸に垂
直を０度とし、頭方向からの入射を正、尾方向からの入射を負とする
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船の直下のみを計測する計量魚群探知機では2つの独立
した魚群 a、bと認識されましたが、実際にはこれらは大
型の魚群の一部を捉えていたことがわかりました。この
ようにマルチビーム計量魚群探知機では魚群の形や大
きさについての新たな知見を得ることができ、また海底
地形や魚礁の形状・状態についても効率良く計測するこ
とができます。マルチビーム計量魚群探知機はまだ高価
な装置ですが、計量魚群探知機がそうであったようにい
ずれ小型化、低価格化が進み導入数が増えることを期待
しています。

水中音響計測機器の国際標準データフォーマットの
策定
計量魚群探知機は個々の魚を分離して捉え、そのTSを
測定するために音響ビーム幅（指向性）が特に鋭くなっ
ています。そのため船底装備された魚群探知機では浅海
域の計測範囲が狭くなり表層魚の調査では探知漏れや
誤差が大きくなる可能性があります。一方、全周ソナー
は表層近くでも広い範囲を探知できるという利点があ
り、その定量化のための研究が世界的に行われてきまし
た 15）。デジタルエコーデータの収録ができるソナーも出
現し魚群の分布把握や量の推定が可能になってきまし
たが、出力データフォーマットは各メーカー独自のもの

図６　 同一魚群について得られた計量魚群探知機のエコーグラムとマルチビーム計量魚群探知機による
３次元魚群形状（松裏ら14）の図を改変）

図５　マルチビーム計量魚群探知機による扇状断面のエコーグラム13）
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で、ユーザーがデータを利用する際には非効率的でした。
そこで、International Council for the Exploration of the 

Sea（国際海洋探査協議会 ,以下 ICES)のWorking Group 

on Fisheries Acoustics, Science and Technology (水産音響
科学技術部会 )が全周ソナーのデータフォーマットの標
準化に関するグループを立ち上げ、標準フォーマットの
策定を行いました。日本を含む世界のソナーメーカー 5

社、ソナー関連のソフトウェア開発会社、研究者が参画
し、国内ではこの国際標準化に対応するため、特定非営
利活動法人海洋音響学会の研究部会として全周ソナー
の標準データフォーマット研究部会を立ち上げました。
研究部会では産官学の協力のもと、定量化に必要なパラ
メータを定め、ソナー方程式に基づく合理的な全周ソ
ナーのデータフォーマットについて検討・提案してい
くとともに、計量ソナーの実現に向けた幅広い議論を行
い 16）、ICESへの提案やフィードバックを行うとともに
報告書 17)を取りまとめました。そして、2018年に国際
標準フォーマットが ICESより“Th e SONAR-netCDF4 

convention for sonar data, Version 1.0
18）”として公表さ

れました。これにより、ソナー機種に依存しないソフト
ウェア開発が国際的に進み、ソナーによる定量的な魚群
計測手法の研究が加速することが期待されます。さら
に 2022年 4月に計量魚群探知機やADCPにも対応した
Version 2.0が公表されました。
また ISO（国際標準化機構）により、標準球による水

中音響機器較正手法に関し、ウッズホール海洋研究所
のK. G. Foote 博士をコンビーナーとする作業グループ
が Standard-target method of calibrating active sonars for 

imaging and measuring scattering （音響散乱の計測やイ
メージング用のアクティブソナーを較正するための標準
球手法）として検討を行っており、その成果はTechnical 

Specifi cationとして発行される予定です 19）。

環境DNA調査と組合せた音響調査
これまでの水産音響調査では、計測する対象生物種の

確認は漁獲などによる標本採集を主な手段としていまし
た。しかし限られた調査時間や採集器具の体サイズ選択
性などの制約がありました。そこで近年、環境DNA計
測との組合せ 20）による調査手法が検討されています。私
たちも図１に示した館山湾の高層魚礁の周辺で調査を行
い、計量魚群探知機による音響散乱強度と魚由来の環境
DNA量に正の相関がみられたことを報告 21）しています。
音響計測と環境DNAの組合せ調査は長期モニタリング

や自動計測にも向くと考えられ、今後の発展が期待され
ます。

洋上風力発電施設の調査への活用
国内の洋上風力発電は、実証試験段階から 1海域に数

十基かつ複数海域に展開される実用段階に向けて進んで
います。長崎大学名誉教授中田英昭先生の特別寄稿「洋
上風車の魚礁としての利用可能性と課題：欧州の研究事
例を中心に 22）」では先行する欧州での事例が紹介されて
います。また、海洋音響学会は海中騒音の評価手法検討
部会を立ち上げ、洋上風力発電施設周辺の海中音計測・
評価手法のガイダンス 23）を公表しています。
水産総合研究センター水産工学研究所（当時）による
洋上風力発電施設の漁業協調型活用方策の提案 24）では
「沿岸域の漁業や生態系は不確実性が高いことから、洋上
風力発電施設の建設前、建設中のみならず、建設後にお
いても定期的に環境モニタリングを行い、その観測結果
に合わせて対応を変えるフィードバック管理（順応的管
理）の実施が不可欠」とし、洋上風力発電施設に海洋観測
プラットフォームの機能を付加して海洋環境や水産資源
の動態把握のための広域モニタリングネットワークを構
築することを提案しています。今後、先行研究例がある
着床式に加え、浮体式の洋上風力発電施設も増えていく
状況で、水中音響計測技術を用いた生物や環境の連続的
なモニタリングの重要性は高いと考えます。
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1． パネルディスカッションの趣旨説明とパネラー
の紹介

山下　これからシンポジウムを開催したいと思います。
東日本大震災から 10年が経過しました。今年の漁村総
研のシンポジウムでは、これまでの水産業、漁村の復旧、
復興の取り組みを振り返り、その経験を踏まえて、今後
発生が予想される大規模災害にどのように備えていけば
よいかについて考えることにします。
　先ほど漁村総研から、これまで関わってきた水産業、
漁港、漁村集落の復旧、復興等の調査事例について話題
提供をいただきました。これからは実際の現場に携わっ
てこられた行政の関係者や、水産業やまちづくりに関す
る有識者の方々をお招きして意見交換をしていただきま
す。これから 2時間半という非常に長丁場です。4つの
柱を4つのセッションとしまして、区切りながら話を進
めていきたいと思います。
　まず1つ目のセッションを開始したいと思います。パ
ネラーの方々から自己紹介を兼ねて、ご自身の震災復興
との関わりについてお話をいただきます。私に近いとこ
ろから順番にお願いしますので、まずは岩手県田野畑村
の佐々木村長にお願いします。
佐々木（靖）　まず、年が明けて来年は震災から11年目を
迎えます。この間に全国の方々、また全世界の方々から
大変温かいご支援をいただきましたことに対しまして、
心から感謝を申し上げます。
　発災当時、私は村の職員で、当時新年度予算を決定す

る村議会の最終日でした。議会が終わり庁舎に移動する
途中に大きな揺れを感じて、長く揺れているなというこ
とで、職員等と共に外に避難しました。すぐに停電にな
り、ラジオを聞きながら情報収集に務めました。揺れが
終わって、当時津波監視カメラもなかったものですから、
広報と共に海の方を監視するため鵜（う）の巣断崖とい
うところに行きました。
　最初は海全体がぐにゃぐにゃして、何か変だなという
思いで見てましたが、津波が来た、という時にはあっと
いう間に海面が盛り上がりました。その後打ち当たった
津波が、今度は返し波として沖のほうにうねりを伴って
いきました。
　島越という集落があるのですが、港に停泊してあった
大きなケーソン、ドッグヤードが沖に流されていきまし
た。
　次が引き潮です。押し寄せた津波が、今度はナイアガ
ラの滝のように戻ってきました。引き潮と共に、今度は
第2波が襲ってきて、引き潮と第2波がぶつかり、海底が
すっかり見えています。
　それで、この断崖から見た風景を、役場に無線で、「津
波が襲った」と報告して戻りました。役場に戻ってから
は、沿岸部の状況が分からなかったので、いろいろと情
報収集をしていました。集落の周辺の避難場所に逃げた
住民が孤立しているということが消防団の方からあり、
バスをチャーターして、消防団と共にがれきを乗り越え
ながら、その避難場所に行き避難した人たちを誘導して

第15回調査研究成果発表会
令和3年12月1日に当研究所主催による第15回調査研究成果発表会を開催しました。このうち第二部「東日本大震災から10
年を振り返る ～漁業地域における大規模災害への備え～」と題して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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避難所に送り届けました。ずっと停電だったので、電灯
や暖房、石油ストーブ、それ等も準備しながらも情報収
集に努めました。
　その後はいろいろと住民からの要望がありましたし、
支援物資等も徐々に届き、その仕分け等がありましたし、
あとは消防団と共に行方不明者の捜索等、必死にやって
きたつもりです。
山下　ありがとうございました。現場を見られた方の鬼
気迫るお話だったと思います。続きまして、岩手県宮古
市水産課の佐々木課長にお願いします。
佐々木（勝）　宮古市水産課課長の佐々木勝利です。どう
ぞよろしくお願いします。まず宮古市について説明させ
ていただきます。
　宮古市は岩手県の太平洋岸のほぼ中央に位置していま
して、本州最東端の地です。三陸漁場を目の前に抱えて、
古くから豊富な魚種が水揚げされて、「水産のまち宮古」
などと言われてきました。これまでサケのふ化放流事業
や、ワカメやコンブ、カキ、ホタテの養殖事業など、つく
り育てる事業も推進してきました。
　2011年 3月 11日に発生した東日本大震災で甚大な
被害が発生しました。被害状況ですが、被害推計総額が
2,457億円で、うち水産関係施設が 215億円、漁港施設
が150億円となっています。人的被害等は死者が517人、
うち行方不明者が96人、被災世帯が4,948世帯、住家等
被害が9,088棟で、これは岩手県内で最多となっていま
す。
　これを受けまして、宮古市では復興計画を策定し、復
旧、復興を進めてきました。当時私は水産課の水産振興
係長で、宮古市魚市場の担当をしていました。
　この間に、災害復旧事業や水産業共同利用施設の復旧

の補助事業などによって、漁港や水産関係施設、あとは
防集事業や漁集事業によって高台移転、復興交付金事業
などによりまして復興が進められてきました。
　おかげさまで復興計画に掲げた事業の進捗率は、令和
2年度末で99.3％です。残すは道路整備事業の1件となっ
ています。そして住宅再建世帯の割合は、令和3年3月6

日時点で被災世帯の全てが再建を完了し、100％となり
ました。これも皆さまのご支援とご協力によるものと感
謝しています。大変ありがとうございました。
山下　ありがとうございます。続きまして、東京海洋大
学の婁先生にお願いします。
婁　ご紹介いただきました東京海洋大学の婁小波です。
本日はこのような素敵な機会を与えていただき、大変光
栄に思います。震災復興 10周年を振り返るというこの
機会をお借りしまして、震災復興にご尽力された全ての
方々に敬意を表したいと思います。
　私の研究テーマが水産経済、地域経済ですので、震災
復興にも関わらせていただきました。今回このテーマを
頂きまして、3.11当時の状況をいろいろ振り返ってみま
したら、大変だったという記憶がよみがえりました。
　私自身の状況を今だから少し申し上げますと、実は震
災発生の1週間後に禁足令が出されまして、出ないよう
にとのお達しがありました。この禁足令を破って3週間
後ぐらいに岩手、それから宮城のほうを回らせて頂きま
した。本日出てこられている方々、あるいは事例を紹介
された地域を一通り見て回りましたが、非常にショッ
クを受けたというか、悲しいなという記憶があります。
　その後、震災復興に関してどのような関わり方をした
ら良いかというのは、よく思い出せない部分はあるので
すが、確かに2カ月、3カ月後に震災復興に向けていろい
ろと計画が作られ、政府も復興構想のようなものがあり、
某新聞ではいろいろな提言を公募したりしていました。
　私はうちの研究室の学生たちに、このような公募に
しっかり応募したほうがいいですよとすすめて、実際に
応募した学生もいました。結果公募では選に漏れました
が、なぜ漏れたかというと、理想を求めたが、われわれは
現実の解決策を考えたことで少しずれがあって、その後
で実際に震災復興計画を見ると学生たちがいろいろ議論
した提言が、現実としては非常に有効な方策だったのか
なと思いました。
　その後、実際に田野畑村の復興計画づくりにも関わら
せていただきましたし、他にも幾つかの自治体の計画づ
くりでアドバイスを求められたりといったことで関わり
ました。

写真１　田野畑村 鵜の巣断崖の引き波の様子
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　自分の研究としては、やはり漁船の共同利用問題や共
用化の問題など、中でも特に漁協の経営問題には非常に
興味を持ち、研究を進めてきました。
　それから、農水省関係ではないですが、文科省関係で
震災復興のプロジェクトで東北マリンサイエンス拠点
形成事業というものがあり、それの審査委員、評価委員
等々という形で関わらせていただきました。
山下　ありがとうございます。続きまして、芝浦工業大
学の佐藤先生にお願いします。
佐藤　初めまして、芝浦工業大学建築学部の佐藤です。
私の専門は、建築や都市計画です。建築、都市計画を中
心にしながら、私自身が港町が昔から大好きで、震災前
から中小漁村のまちづくりに関わってきた経緯がありま
す。多分今日来られている多くの方が水産系の方だろう
とは思っていました。ただ漁村、漁場、漁港はある意味
まちと海が接するところで分野的に重なるところもある
のではないかと思い、きょう来られる方、あるいはZoom

で見られている方のメンバーを見せて頂いたところ、普
段お会いする方は一人もいなくて、そのような意味では
全く重なっていなかったのではないかなと、きょう改め
て思った次第です。
　私自身、漁村の問題を考えるときに、漁村だけでなく
漁港の問題、漁場の問題も当然一緒に考えなくてはいけ
ないと前から思っていましたので、このような場でお話
ができるというのは非常にありがたい機会を頂いたなと
考えています。今後、このような機会が増えていけばい
いなと思っている次第です。
　先ほどもお話ししたとおり、震災前から中小漁村のま
ちづくり、具体的には集落の活性化や集落デザインに関
わってきた経緯があります。そのような経緯もあって、
東日本大震災で被災した中小漁村の状態に、これは大変
なことになったなと思って、震災発災直後から被災集落
のまちづくりに関わってきました。
　具体的には山田町の2つの集落からスタートして、気
仙沼、陸前高田の漁集事業計画の策定をやる傍らで、今、
西日本では、この 5年ぐらい小さな集落で、地元の方と
一緒に事前復興のまちづくり計画を作ろうということで
取り組みを進めています。
　気づいたら10年がたっていますが、まだまだ問題が多
くて、これからも継続してやっていかなければいけない
なと考えている状況です。
山下　ありがとうございました。それでは最後に、水産
庁水産施設災害対策室の中村室長にお願いします。
中村　水産庁の中村です。今、東日本大震災から10年が

たちまして、被災者の方々、そしてこの復旧、復興に携
わられた方々に、まずは敬意を表したいと思います。私、
被災直後は、3月11日は国土交通省にいました。霞が関
のビルの中で揺れを感じたということです。その後、4

月に、きょうの主催者の漁村総研のほうに出向という形
で２年間行かせていただきました。
　その間、毎週のように被災地に赴き、現地の方々の大
変な苦労や思いを感じ取りました。そして復興計画、復
旧計画に向けた地元の方々との話し合いや計画づくりに
参画させていただきました。きょう田野畑村の方と宮古
市の両佐々木さんがおいでになりますけれども、そのよ
うなところにも赴きまして、地元の方々のご苦労様を感
じたわけです。
　そして、自然の驚異とともに、人が復活、復興しようと
する力を現地で感じました。その後、2年後に水産庁に
戻りまして、今度は計画課というところで計画に携わり、
予算の担当をしました。予算の担当では、復興庁と一緒
になり、現地のニーズに応えるように予算を確保してい
くという仕事でした。
　公共事業については、ハード事業でかなり負担がかか
るということで、地元の市町村や県の方々にご負担のな
いように、実質はほとんどゼロという形で支援をさせて
いただいたところです。
　そして現在は災害復旧のために、水産庁の災害対策室
というところにいます。ここでは地震や津波をはじめ台
風や豪雨災害、そして軽石も含めてですが、そのような
災害の対応、特に最近は初動の対応に力を入れています。
できるだけ早期に復旧、復興できるように、少しでも立
ち上がりを早くできるようにということで、努力をして
います。
　そして、後ほど少し触れますが、水産庁では災害のガ
イドラインを抜本的に見直そうということで、今取り
組んでいるところです。きょうのシンポジウムのご意見
やご議論も参考にしながら、引き続き取り組んでいきた
いと考えています。
山下　中村室長、ありがとうございます。
　漁村総研のお二方が着席されていますけれども、先ほ
ど話題提供をいただいた林部長と伊藤部長に後ほどご発
言いただく予定にしています。

2．高台移転の漁業への影響について
山下　それでは、2つ目のセッションに入りたいと思い
ます。ここは高台移転の漁業への影響について考えると
いうセッションです。
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　漁業地域は、漁業活動と住居集落との関係が密接であ
るということが特徴なのですが、被災によって漁港背後
の低地に住むことができなくなりました。そのため、漁
港とは離れた高台等に住居を構える必要が生じました。
その結果、少なからず漁業への影響が生じ、漁業コミュ
ニティにも変化が生じたことが考えられます。
　ここでは、被災地での被災後の住居移転と、漁業活動
や地域コミュニティについて、それぞれの視点からご意
見を頂きます。まず漁村総研の林さんから、集落や住居
の再建はどのような形で行われたのかについてお話しく
ださい。
林　漁村総研の林です。復興に当たって、やはり高台移
転といった話が先行していたかと思います。しかし、そ
う簡単に高台に用地を確保できるところはありませんで
した。さらに、漁業と居住地が離れてしまうということ
もあり、先ほどの提言で話したように、断面的に 4つの
ゾーンという考え方を示したところです。
　さらに、具体的な復興のイメージとして数種類の漁業
集落の復興パターンを示させていただきました。それが
この図となります。
　始めは断面的にゾーンを決めていったのですが、漁港
は第 4種漁港から第 1種漁港までの漁港の規模と、背後

の地形等によって、一律に4つのゾーンで簡単に分けら
れないことから、漁港や、背後の集落の規模、背後の地形
といったところから、より具体的にイメージしていただ
けるよう提示したところです。
　左から、比較的規模が広いところ、漁業活動が行われ
ているだけではなくて、商業、さまざまな産業も営まれ
ているようなところです。中央の黄色い部分は、中小規
模のところ、上側の地区は小規模漁港、このようなとこ
ろにおいて、どのような選択が考えられるのか、そこに
住む住民の方々や行政の方々等と、地形、漁港の規模と
いったものを踏まえてどのような形が考えられるのかを
示したところです。
　これは一つの例ですが、小規模漁港で、その背後に斜
面が迫っているようなところ、背後において高台に用地
が確保できるところは居住地を設け復興していこうと
いった事例を示しています。
山下　ありがとうございました。それでは、次に佐々木
村長と佐々木課長、それぞれから田野畑村と宮古市で
住宅のための用地確保をどのように行ったか、住民の意
向をどのように反映できたのか、あるいはできなかった
のか、また漁村は昔ながらのコミュニティが形成されて
いたと思いますが、コミュニティの維持に向けてどのよ

図１　漁業集落の復興パターンイメージ図
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うに配慮されたのかについてお話しいただき
ます。先に田野畑村の佐々木村長からお願いし
ます。
佐々木（靖）　先ほど後藤さんからの話題提供
として、田野畑村の復興計画についてご紹介し
ていただきました。私は平成 29年に退職しま
して、少しブランクがあって、そうだったな、
懐かしいなと思いながら見させていただいた
ところです。
　田野畑の災害復興計画の策定に当たりまし
ては、本日パネラーの婁先生、また水産庁の中
村さんにもお手伝いいただきました。改めてこ
のお2人と主催者の方々に感謝を申し上げたい
と思います。
　田野畑村の移転団地の決定につきましては、
被災者と丁寧に意見交換しながら決めていったつもりで
す。月に 1回懇談会を開き、意見を吸い上げながら務め
てきました。冒頭で被災者の方々に、どこに家を再建し
たいのかを問い掛けました。絶対に二度と津波に遭いた
くないという方、そう言いながらも少し海に通いたい、
集落の奥のほうで津波が来なかった高台というか、集落
の奥の方にしたい、奥さん方の中には、もう海は二度と
見たくないという方もおられましたけれども、月に1回
ずつ意見交換しながら住宅再建の意向を確認していきま
すと、その方々も毎月意向が変化していったりしました。
　中には、住宅を再建するにも資金がない。どのような
支援をしてくれるかという具体的な話も出てきました。
国では生活再建支援金制度があります。基礎支援金、加
算支援金というものもありました。また、村に来た交付
金を使って、村独自としてプラスアルファの支援を行う
ような制度を組み合わせながら、丁寧に意見をくみ取っ
てきたつもりです。
　移転団地につきましては、最初は、島越と羅賀と大き
な集落が2つあったわけですが、それぞれ別に意見を求
め、もう二度と津波に遭わない高台、集落近くの高台と
いうことでまとめてきました。最初は数を把握しながら
団地の規模を決めていくわけですが、最初は 10カ所ぐ
らいの候補を提示して、あなたはどこを選びますか、と
数を集約して、この数であればここの土地は少し狭いな、
広いなと、それを毎月繰り返しまして6回ぐらいの意向
調査で、先ほど紹介のあった 2つ、3つの移転団地に決
まったというところです。
　また住宅については、自宅を再建しますか、災害公営
住宅に入りますかというような意見を丁寧に聞いてい

き、結果的に余った土地がない、区画がないという状況
に、住宅再建、移転団地を決めたところです。
　コミュニティの維持については、避難所ですが、アズ
ビィ楽習センターとアズビィホールというところがあり
まして、主にアズビィホールについては島越地区の方々、
アズビィ楽習センターにつきましては羅賀の方々とい
うような、場所等も自然にそのような使い分けがありま
した。また、仮設住宅を造るに当たりましても、高校の
グラウンドには羅賀地区の方々、中学校には島越の方々
といった、仮設住宅の振り分け方からも島越、羅賀とコ
ミュニティを維持するやり方でやっていました。
　今は移転団地もできましたけれども、それぞれ被災し
なかった方々が下にいます、盆祭りなどではみこしをト
ラックに載せて移転団地のほうに上がってきて回った
り、意図的にそのような交流を深めるようにやっている
ようです。
山下　ありがとうございます。続いて、宮古市の佐々木
課長、お願いします。
佐々木（勝）　宮古市では防集事業5事業、漁集事業7事
業、土地区画整理事業2事業、津波復興拠点事業2事業を
活用してきました。本日は具体的な事例として、宮古市
の中でも被害規模の大きかった田老地区についてご説明
します。田老地区では防集事業と土地区画整理事業の連
携によってまちづくりを行っています。
　これが被災前後の田老地区です。市街地のほとんどが
津波により流出しています。私も田老出身ですので、私の
家も流されてしまいました。幸いにも家族は無事でした。
　これが事業完了直後の状況です。ここが防潮堤なので
すが、これまでより5メートルほど高くして標高14.7メー

写真２　田野畑村 整備した災害公営住宅
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トルで整備しています。ただ、防潮堤を整備した後でも、
津波による浸水が想定される地域、これは住むことがで
きない災害危険区域ということで指定しまして、高台に
まちごと移転することにしました。また低地部の市街地
においては、国道45号を山側にルートを変更してかさ上
げをして整備しています。
　住まいの再建場所については、山を切り開く高台団地
と、かさ上げした市街地を造成することで事業を進めて、
防集事業で買い取った土地については国道 45号と第 2

線堤の間に集約して、野球場や道の駅など整備して、に
ぎわい拠点となるような整備を行っています。
　このようなまちづくりの計画を策定するに当たりまし
ては、市民の皆様に検討していただいて、まちづくり計
画を策定しました。被災から3カ月ほどで宮古市の復興
基本方針を策定し、その後、市民の代表の方々で構成し
た復興計画策定委員会を開催して、宮古市の復興計画の
基本計画を策定しました。その基本計画を基に具体的な
復興まちづくり案の検討を開始しました。
　また、検討委員の皆さまには内覧会という場を設け
ていただき、意見の集約だけでなく、検討内容の浸透を
図っていただきました。このような進め方をすることで、
宮古市全体として認知された市民提言書として、市長に
提言をいただきました。その提言を尊重した上で、被災
から 1年が経過した 2012年 3月に各地区の復興まちづ
くり計画を策定し、事業をスタートしました。事業開始
後においても段階的に住民説明を実施して事業を進めて
きました。
　このことで、総論としての合意が図られ、用地取得など
のご協力が得られるなど、その後の事業展開がスムーズ

に進んでいます。そして、当初の予定より半年ほど
早い2015年9月に事業が完了しています。このよう
に住民の意向が反映された計画に基づいて事業実施
がなされたことで、コミュニティについても配慮し
た事業実施ができたと考えています。このことから、
コミュニティについては大きな混乱もなく、今は推
移していると思っています。
山下　ありがとうございました。続きまして芝浦工
大の佐藤先生から、その他の地域において、住宅用
地の確保に当たって特徴的な対応があったか、ある
いはコミュニティ機能の維持のために配慮されるこ
とがあったかについてお話しいただきます。
佐藤　ご紹介させていただきましたとおり、私は建
築学科の人間です。建築やまちづくりの分野だと、
大体大学時代にこのような図を見せられて、集落と

いうのは港があって、神様は海からやって来ると習うわ
けです。その先には神社があって、来訪神型といって、
漁村というのはこのような構造でできていますよと習い
ます。なので、われわれからすると、集落と海、港、これ
は一体のものと最初から頭の中に刷り込まれて育ってき
ているわけです。
　これは実際に被災した後の写真ですが、ただの海では
なかったと言うことです。ただの海ではなく、子どもに
とっては大事なプールで夏になると遊べる場所で、海も
地元の人にとっては漁場であると同時に生活空間の一部
であると考えられるのです。
　これは2011年9月に私が撮った写真ですけれども、そ
の年にお祭りは実施されました。当然、被災した後です
から、例年通りではなかったのですが、それでも「頑張ろ
う山田」「山田の祭り再び」と、皆さんこのように実施し
ました。特徴的なのは、トラックに山車を積んでいるの
です。この先には堤防がないので海が見えて、多分昔は、
お祭りというのはこのような風景の中でやっていたのだ
ろうと思います。
　高台移転を本当にしたら、そもそもこの山車は高台に
持っていくのだろうかと、そのようなところから疑問に
思ってしまいます。元々海と一体で暮らしているから、
神社がそこにあって、山車が格納されているのです。こ
れが住宅だけ移転するというと、山車も一緒に持ってい
くのだろうかと考え始めてしまって、簡単に移転という
ことをやってしまっていいのだろうかと、率直にそのよ
うな疑問を感じたのが2011年の頃でした。
　そのようなこともあって、地元に入って地元の方と一
緒に、どのように復興していきたいかということを、ワー

写真３　宮古市田老地区 被災前後の状況
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クショップや、いろいろ意見交換をやりながら考えてい
くのですが、その時にもやはり、昔の、被災前のお祭りの
映像なども実際に地元の方に見せていただきました。
　模型を作ったりしながら、昔どの場所でどのようなこ
とをした記憶があるかといったことをみなさんにヒア
リングして成果をまとめていきました。そこに住んで
いる人にとっては生活空間として記憶がたくさんある
し、一つ一つの場所に意味があるということ、それを一
回みんなで考え直そうということで、このような意見交
換をしていきました。
　その時に、行政のほうでは復興計画を作っています。
ここに高台移転地が計画されていて、被災した住宅がま
とまって移転するという計画が動いていました。ただ、
これは当然だと思います。当時、国土交通省のいわゆる
パターン調査が進められていて、ある程度どこの地域も
一定のルールに従ってというか、方針に沿って計画を作
るということをやっていたので、そのような意味では
オーソドックスな方法で進められるし、多分当時はそれ
以外の方法はなかったと思うので、このような計画が作
られていったわけです。
　その時に私がやっていたのは、行政に対抗しようとい
う気はさらさらなくて、むしろそれをサポートできたら
いいなというぐらいだったのですが、地域の方々がみん
なで、自分たちがどのようにしたいかを一回きちんと考
えようねということを同じぐらいの時期にまとめまし
た。その時に、住む場所の選択ということで、コミュニ
ティの単位を大事にしたいなと。これはなぜかというと、
沢の一本一本にコミュニティの単位があって、このコ
ミュニティは獅子舞いを踊るなど、決まりがあるのだそ

うです。それは元々漁業でいくと網元の単位なのですよ、
といったことを教えてもらいました。そうすると、この
ような単位はやはり簡単に壊してはいけないかなと、ま
た考え始めるわけです。そのようなことを議論しながら
集落の基本的な成り立ちや、まちづくりの考え方を整理
したのが、この計画です。
　その時に、大規模にまとまって高台移転するのではな
く、これは元々なかった高台の道ですが、この道を 1本
通そうと、この大きな道です。ここに道を通して、そこ
に集落を張り付けていくという絵を描いたわけです。そ
れぞれの、自分が住んでいるエリアの少し高い所に移転
してもらう絵を描きました。この道は元々なかったので
すが、地元の人はよく知っていて、あそこは獣道だけれ
ども絶対に切れると言うわけです。本当にそのようなこ
とができるのかなと思ったのですが、実現したのです。
　実は、ここからは漁村総研さんのお仕事です。大変
だったと思うのですが、漁村総研さんにきちんとやっ
ていただきました。というのも、大規模な高台をまとめ
て造成した方が、事業の作業量としては比較的少なくて
済んだのだと思います。けれども、小さな単位で一ヶ所
一ヶ所地権者さんと相談して、となると、多分労力がか
かったのだろうと思うのですが、この辺りをきちんと
やっていただいた感じで、大浦地区の漁集は、小さな単
位で里山移転をするという形で実現できました。
　公営住宅も集落の中に入っているし、高台の造成と
いっても既存の集落のすぐ上に造成をするという形であ
まりまちを壊さずに、移転というよりは少し上に上がっ
た感じですけれども、そのような形で復興をしていった
という事例になります。

　東日本大震災からの復興プロセスについて私な
りにいろいろと課題だと思ったりしていることを
せっかくなのでこの場で少しお話ししようかなと
思います。「ヒューマンセントリックな復興」と書
きましたけれども、「ヒューマンセントリック」と
は、ちょうど 2011年頃に富士通さんが出してき
た言葉で、ICTのようなテクノロジーを、もっと
ユーザー中心のものに変えようという、そのよう
な言葉です。高台移転なども、防災集団移転促進
事業のような大きな事業をあてはめていくという
よりは、その地域の固有性に合わせて計画をカス
タマイズしてやっていく方が望ましいと思うので
すが、実際には難しかったという実感があります。
ただ、そのようなことを恐らく次の時にはもう少
し考えていかなくてはいけないだろうと思いま写真４　山田町における復興まちづくりの検討の様子
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す。
　多分生活像のほうが空間像より大事だし、そのような
意味では地域の公共性、あるいは共感なども大事です。
論理的に整合していれば事業は進むのですが、その論理
的整合よりはもっと地元の人たちの共感のようなことを
どのように担保していくかなど、この辺りをもう少し考
えるべきかなと思います。
　集落やまち側の人間からすると、風景はやはりすごく
大事だと思っています。風景は人間がつくっていくもの
ですが、だけれども、つくられた風景によって、人間はま
たつくられていくという、実はそのような構造が何十年、
何百年と続いていって、今、そのまちがあるのです。集
落の構造や風景は地域のアイデンティティを再生産して
いくということです。
　今回はある意味ではここを断ち切ってしまったので
す。そのような意味では、今までとは違うまちに移って
新しく再スタートした、でもその風景は元の姿ではない
ということが、次にどのように影響していくのだろうか
というのは、私自身はすごく注意深く見ていきたいなと
思っています。
　恐らく生業などは問題なく継続できるかもしれません
が、それが持続可能かといったときに、10年後、20年後
はどのようになっているか、もしかしたらまた別の課題
が出てくるかもしれないと思うこともあります。
山下　ありがとうございました。今、これまで低地に
住んでいた方々が住めなくなって、ではどこに住むかと
いうお話を続けてしていただきましたけれども、これま
でとは違って、高台に移転しますと、漁業活動にすぐに
出掛けることができなくなります。そのことで漁業活動
に何らかの支障を来したことがあるのか、支障を来さな
いためにどのような対応をされたのかということについ
て、佐々木村長、そして佐々木課長にお願いします。
佐々木（靖）　家が高台に建って港から遠くなって漁業が
しづらくなったという話はあるのでしょうけれども、そ
れでもって漁業をやめるという話は聞いたことがありま
せん。先ほどもご説明したとおり、移転団地の選定に当
たっては、本当に丁寧に一人一人の意向を確認して、こ
こでいいですかということで皆さんに決めてもらった場
所だと思っています。
　特に高台移転しても、今日の波はどの程度なのかなと
いうことで、海が見える場所がいいなというのも、なる
べく希望に沿ってそのような土地を選んだつもりですの
で、高齢化でもって漁業をやめるということはありまし
たけれども、海から遠くなったということでやめるよう

なことはなかったかと思います。移転団地の中にも共同
利用倉庫も建てましたし、被災地というか、低地の津波
が来たところにも、共同利用倉庫も整備しましたし、な
るべく被災者に不便をかけないように、意向に沿った形
で進めてきました。

　また、高台移転した人たちですが、あの恐ろしい津波を
思い出すと、もう二度と低地に戻りたくないと、戻りた
いという方はいませんし、高台移転した人たちは、今地
震があっても逃げる心配もなくてゆっくり寝ていられる
という、実際にそのような話も聞いたことはあります。
　被災地のほうですけれども、大きな人数が移転したこ
とでお店もなくなったりして不便な感じはしているかと
思います。移転した先でもそのような状況にはあります
けれども、今のところはコミュニティを保ちながら、お
互いが努力しながらうまく地域活動をやっているのかな
というように見えています。これが代替わりしたりすれ
ば、また違ってくるかもしれませんけれども、現在のと
ころは結構うまくやっているのかなという感じがしてい
ます。
山下　ありがとうございます。では宮古市の佐々木課長、
お願いします。
佐々木（勝）　宮古市の場合ですけれども、市街地が高台
に移転したのですが、元々は漁港へは車で行ったので、
今高台に移転してもそこは変わらないという状況です。
　ただ、家のそばにあった倉庫や作業場が高台のほうに
は造れないので、第1線堤の背後にまず中小機構で整備
した倉庫と、漁集の用地を集約した水産用地に船置き場、
網置き場、作業場、倉庫などを整備していました。これ
により、住居のほうは高台で、漁港には車で下りてきて

写真５　田野畑村 高台に整備した共同利用倉庫
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倉庫作業場で作業して船を出すような形で、特に支障や
問題はなく、スムーズに漁業活動が行われていると感じ
ています。
山下　ありがとうございました。それでは次に、漁業活
動への影響を最小限にするため、また緩和をするために
何か特徴的な対応や、重要な配慮をされたことがあるの
かについて、婁先生、お話しいただけますか。
婁　この問題を巡って、当初はいろいろ懸念事項があっ
たと思っています。その 1つは遠隔地、高台への移転等
によって、陸上作業、その労働力をどのように確保する
かということがあったかと思います。漁業者本人が通勤
するのは問題はなかったかなと思うのですが、家族労働
力や雇用労働者の確保などに若干懸念がありました。
　それから 2番目は、漁港集落の問題です。当時は創造
的復興・復旧などいろいろと議論があって、あまり遠く
離れたところで漁業できるのであれば、漁港は集約して
中核的漁港でいいですよねという問題とも絡んで、どこ
の範囲まで通えるのかといったことについて、私個人は
ぼやっとした懸念はありました。
　それから 3番目、これが一番懸念したことですが、居
住範囲、特に行政区域の外へ移住したりする人も出てい
まして、組合員資格の問題がどうしても直面します。水
協法では、漁業者になる資格というのは、漁業従事日数
が90日から120日ということや、あるいは地元に住まな
いといけない、それから総代会、総会等々での同意とい

うような幾つかの条件を課されているのですけれども、
その地元居住という条件について、どうしても懸念しな
いといけないというものがありました。
　4番目ですけれども、コミュニティ機能の弱体化です。
漁業コミュニティの役割というのがいろいろあります。
先ほど佐藤先生がおっしゃったようなお祭り等々も役割
の一つだと思うのですが、このような役割というのは、
実は濃密な日常のコミュニケーションによって保たれて
いる部分があるし、あるいはそれによって次世代につな
げていくといったこともあろうかと思います。そのよう
なことから考えると、高台移転等々によって、あるいは
分散居住によって日頃のコミュニケーションが弱体化す
る、そうすることで将来の心配が、どうしても私には強
くありました。
　そのような問題を解決するために、当初は巨大防潮堤
という議論に対していろいろな反発もあったりしたの
で、これは全く突拍子もない提案ですが、高層の建物で
も建設して、そこをマンションや商業施設やオフィス機
能などの機能を持たせるようなものが造られると、非常
に低いコストで高い効果を得られるのではないかと提案
しました。ただ、この10年間を振り返ってみますと、結
果として労働力の負担解消対策はいろいろとやられまし
た。作業場の確保、あるいは移転した高台でそのような
作業場を造ったりというのもあったりして、ただ雇用労
働者の確保という問題は、やはりどうしても残っている

写真６　宮古市田老地区 移転地完成後の状況
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のかなと思っています。
　それから2番目の問題は、復旧を通じた復興という形
でクリアできました。3番目につきましても規制緩和、
あるいは特例措置といった形で期限を切って認めるとこ
ろもありますし、認めていくところもあり、クリアをし
ました。
　ただ、4番目につきましては、やはり将来への影響があ
るのかなという気がします。ただ、高台移転、それから
かさ上げという形での移転で基本的に問題はなかったの
です。というようなことで私が懸念したことは、ほぼ杞
憂（きゆう）で終わったかなという感じを受けています。
　ただ、やはり高層建物ということにつきましては、ど
うしても生活の質の問題や生活のスタイルの問題、ある
いは制度上の問題で、なかなかクリアするのは難しい部
分もあるかと思いますが、これからのことを考えると、
あるいは特に背後に避難地があまりなくて、避難する時
間がないような地域では高層建物の建設はやはり有効な
のかなとひそかに思っているところです。
山下　ありがとうございました。車社会になったので、
それほど漁港への通勤が苦ではないという話と、そうで
はない方もいらっしゃるという話の両方を伺いました。
今度は水産庁の中村室長から、国として安全な集落の再
建と、漁業活動を円滑に行うことができるようにどのよ
うな支援をされたのかについてお話をいただけますか。

中村　今の皆さまからのお話、大変貴重なご意見だった
と思います。大まかに言いますと、このような海や山が
ありまして、従来は漁港と漁村はここの水際線に一体的
に位置していたということで、水産振興の場と生活の場
が一体的だった。これが被災によって生活の場を離れざ
るを得なくなったということで、生活の場、いわゆる住
居が山のほうに行ってしまう、これが非常に問題だとい
う議論だったと思います。
　婁先生からも佐藤先生からもありましたけれども、や
はりコミュニティも大事だというお話、そして佐々木村
長、佐々木課長からもありましたように、いろいろな事
業を組み合わせていくことが非常に重要で、現場で本当
にご苦労されたと思います。
　この水産業振興の場と生活の場、これをいかに一体
性を持たせて住民の方々の理解を得るかというのが非常
に大事だったと思います。そのような中で、われわれは
画一的な計画を提示してこれでやってくださいというの
ではなくて、やはり事業の選択肢を幾つか提示させてい
ただいて、それをうまく組み合わせたり、住民の方々に
ご納得いただくように、その制度を使っていただきたい
と考えました。
　いうなれば生活の場、これは住居の関係で、国土交通省
の防災集団移転促進事業、いわゆる防集という事業があ
ります。これは、低地のところから高台に移転するため

図２　漁業地域の4つのゾーン分類と施設配置の考え方
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の事業、これを一つ事業として提示したということです。
　一方で、残りの下側の海際線、この事業としては水産
庁のほうで漁業集落の関係の事業、漁業集落防災機能強
化事業を持ってきました。ただ、これは低地で働くとい
う危険が伴うため、津波が再度押し寄せてきて安心安全
感がないということで、土地のかさ上げをして少しでも
高い位置で安全に働いていただくという事業、この2つ
の事業を主に提示させていただきました。先ほど村長
さんと課長さんからもありましたとおり、例えば土地区
画整理事業、このような他の国交省事業もさまざまあり
ます。これらを使っていただいて、できるだけ柔軟に計
画作りを進めていただきました。
　漁港周辺でも、ただここの岸壁を整備する、復旧する
だけではなくて、後ろの加工団地、さらに道路、区画内道
路、臨港道路、のようなところも含めて全体をかさ上げ
して、漁港周辺についても安全に働いていただく工夫も
しています。
　あとは、これは岩手県さんの工夫ですけれども、宮古
市さんの音部漁港で、住んではいけないというところ、
なかなか展開ができないところに掘り込み式の水域を
持ってきました。ここで漁船が係留できるという工夫も
されています。
　人の安全性と漁業の振興、これを両立させるのは非常
に重要な問題だったと思います。これを現地の方々、そ
して先生方のアドバイスも得ながら、うまく一体化、融
合させて、地元の方々のご協力と合意を得て進まれたと
いうこの 10年は、非常に重要な 10年だったのではない
かと考えています。
山下　ありがとうございました。今、中村室長から、人の
安全と漁業の振興を両立することが大事であるというお
話をいただきましたので、これから3つ目のセッション、
漁業の復旧と復興についてに移りたいと思います。

3． 漁業の復旧と復興について【復興後の漁業の再開
と振興の取組と課題について】

山下　漁港や防潮堤などのハード面の整備は進みました
けれども、漁業の再開、そして漁業の本格化への取り組
みについてどのようになっているのかについてお話しい
ただきたいと思います。このセッションでは、まず宮古
市の佐々木課長からお話をいただけますでしょうか。
佐々木（勝）　それでは、漁業の復旧、復興について、魚
市場のことをお話ししたいと思います。魚市場も甚大な
被害を受けまして、被災後は屋根と柱だけが残っていた
ような状況だったのですが、実は被災1カ月後の平成23

年4月11日に魚市場を再開しています。
　これにはいろいろ条件がありました。まず、ほとんど
の船が流されて壊されて、もう使えない状況だったので
すが、たまたま宮古市魚市場は午後も魚市場を開場して
いまして、午後に沖合底引き網船が水揚げしていて、地
震だ、逃げろ、と沖に出て助かった船があったというこ
と、あとは田老地区の中でも山側のほうに冷蔵庫があり
ましたので、そこの冷蔵庫に800トンの氷があったとい
うことで、このような条件があり、その他は何もなかっ
たのですけれども、何とか再開しようと、それで復旧、復
興にどんどん進んでいこうということで、1カ月で魚市
場を再開しました。今考えると、よく 1カ月で再開した
なと自分でも感心しますけれども、当時は本当に無我夢
中でやっていました。
　その後、1年で復旧が完了しまして、復興交付金事業に
より平成29年3月に新たな増築棟が完成しました。おか
げさまで、震災のあった平成23年度の水揚げも大きく減
少することはなかったです。このように早期の復旧を果
たすためには、やはり首長のリーダーシップ、水産業界
の長のリーダーシップ、これらが非常に必要だなと感じ
ました。
　漁業再開には、何といっても船の確保が必要でした。
当初は全国各地に赴いて漁船を確保したのですけれど
も、なかなか漁業スタイルと船が合わないなどというこ
ともあり、補助事業によって、共同利用漁船として早期
復旧を図っています。漁業活動の場としての漁港につい
ても、平成 26年度にはほぼ利用可能となり、29年度に
全ての漁港が復旧しました。ワカメやコンブの養殖施設
についても震災の翌年から操業できるように復旧しまし
て、平成26年度までに復旧希望の全ての養殖施設が復旧
しています。
山下　ありがとうございます。では、次に田野畑村の
佐々木村長からお願いします。
佐々木（靖）　田野畑村では、まず漁業者の方々に協業と
いいますか、共同でやっていただきました。少し記憶が
定かではないので年表を持ってきましたけれども、漁港
内のがれきの撤去を、漁業者は船もない、作業もないと
いう状況ですので、雇用して自分たちでがれきの撤去の
作業をしていただいています。震災の年の3月29日に漁
師さんが約100名、そのような作業に当たっているとい
う記録があります。
　また、残った船が 34艘（そう）位しかなく、ほとんど
流されてしまったので、6月16日と17日に共同で、船に
2人乗りぐらいにして、天然ワカメの共同採取をしてま
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した。そして、田野畑村では小さい船に観光客を乗せて
断崖巡りのサッパ船アドベンチャーズというクルーズを
やっているわけですが、それも7月29日には語り部、ガ
イドも含めて再開していますし、11月1日には秋サケの
水揚げがありました。12月28日には仮設魚市場、倉庫、
その辺りも完成していますし、翌年、平成24年の3月26

日には養殖ワカメの採取も始まっています。養殖ワカメ
の採取につきましては、避難所で暮らしている漁師さん
たちはやる仕事がないものですから、では共同で準備し
ようかということで、ワカメのロープの準備をしたり、
みんな流れてしまったものですから、新しいロープで養
殖施設の準備に共同で取り組んだりして再開にこぎ着け
ています。
　現在は、共同作業というのは、やはり少し漁師さんた
ちにはなかなか難しいようで、若い漁師さんたちが1人、
2人離れていって、今は 6人ぐらいの協業でいるようで
すが、漁師さんとしては珍しく共同作業でもって再開し
たというのが田野畑の特徴かなと思います。
山下　ありがとうございます。被災直後は共同利用船を
使ったり、共同作業をしたりということをしていたとい
うことですが、時間の経過とともに、田野畑村では個人経
営のほうに戻っていったというお話も伺いました。この
辺りのことについて、婁先生からコメントを頂けますか。
婁　協業化、共同利用の優位性について幾つか考えられ
ます。1つは、被災した当初にいち早く漁業を再開する
ということを考えると、やはり漁船の共同利用はとても
考えられた仕組みだったと思います。自然のサイクルに
合わせた生産を一刻も早く再開するためには、非常に貴
重な資源である漁船をいかに有効に使っていくのかを考
えた場合、この共同利用は、私は非常
に良かったと思っています。
　先ほどご紹介した、私のほうの震災
に向けた提言を学生たちといろいろ
議論をする中でも、実はこのようなも
のを提言させていただいたわけですけ
れども、現実に行われるということは
良かったと思っています。
　もう一つは、一般論として協業化や
共同利用のメリットというのは考えら
れます。1つは規模の経済性がありま
す。それから作業の効率化、高付加価
値化、過剰投資の回避、経験と技術と
知識の共有、それと経営能力の向上、
家計と経営の分離、信用力の向上、そ

れから政策的支援や制度的優遇を受けやすいなどが考え
られます。
　ところが結果として、実際に震災復興の時につくられ
た共同利用、共同体や協業体が企業的成長を遂げたのか
というと必ずしもそうではない、あるいはもう解消され
たというようなことになりました。
　なぜそうなったのかということですが、やはりそこに
は問題点もあります。1つは有能な人材の確保の問題、
それと平等分配との矛盾があります。もう一つは後継者
の確保と育成の問題です。よく協業化すると後継者を確
保しやすいという話ですが、実はしにくいです。私ども
もいろいろな調査をした中で、協業体が後継者を確保で
きなくて解消することは結構あります。
　それから個人の意欲、能力、スキルの差と分配の問題、
意思決定、合意形成の遅さ、あるいは人間関係の煩わし
さなどの経済原理を超えたところでむずかしさがありま
した。それから税負担との関係も議論の論点なのかなと
思っています。いずれにしても協業体や共同利用という
仕組みがビジネスモデルとして競争力を持つ、それから
持続力を確保するためには、どうしてもマネジメントの
問題が出てくることがあろうかと思います。
　余談ですけれども、実は司会の山下先生も、どこかで
浜の企業というものに期待を込めて、そのようなものへ
の脱皮になればいいなと書かれたと思いますが、私もそ
うなればいいなと思ったのですけれども、なかなかそこ
までにはいっていないかなと思っています。
　ただ、実はこのような共同、協業的な取り組みでうまく
いっている地域があることを申し上げたいと思います。
　これはオホーツク沿岸の共同企業体です。その代表例

図３　協業化・共同利用の優位性と問題点
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が猿払漁協のホタテ漁業共同企業体です。詳しく紹介は
できませんが、このような共同企業体的な組織化が、私は
三陸沿岸でもやれるのではないだろうかと考えています。
山下　ありがとうございます。では、佐藤先生、ご専門
ではないかもしれませんけれども、さまざまな地域を見
て回られて、協業や共同利用について何か現地でお聞き
になった話などがあればご紹介願えますか。
佐藤　本当に全然専門ではないのですけれども、2011年
の 9月に山田町に行った時に、朝に港に行ったら、漁師
さんがずらっと港に集まっておそらく組合長から説明を
受けているところを見まして、多分あれはいわゆる会社
の朝礼のようなことをやっていたのだと思います。あ
れを見た時に、正直なところ嫌だなと思いました。やは
り漁師さんは、一人一人の判断と才覚で漁をされている
という面が魅力の一部なのだろうとその時は思いました。
　ただ、今婁先生がおっしゃられたように、実際に共同
にするメリットは絶対にあるような気がしていて、そこ
はすごく難しいところだろうという気がします。個人の
スキルの問題が出てきてしまう一方で、若い人だけで生
産組合などをつくってものすごい売り上げを上げている
事例も当時あったりして、それが確かに漁業の復興を支
えている一方で、高齢者を切り捨てていいのかなど、私
も専門ではないのだけれども、いろいろ考えました。
　今の婁先生のお話で、最後に新しいビジネスモデルと
いう話をされていましたが、私のイメージだと、ビジネ
ス＋ライフの新しいモデルのようなものがきっと築ける
のではないかと、全くイメージはないのですけれども、
お話を聞いていてそのようなことを思いました。
山下　ありがとうございます。共同利用や協業が終わっ
た後ですが、漁業の本格化、そして持続可能な漁業の実
現に向けて、漁業を生かした、地域を活性化させるための
さまざまな取り組みも行われていると思います。まずは
田野畑村の佐々木村長からお話を伺えないでしょうか。
佐々木（靖）　田野畑村のワカメは、肉厚で品質が最高級
との評価を得ていますけれども、地元でボイル加工でき
ないのが最大の弱点だと思っています。漁協や漁業者等
との協議を重ねながら、何とか合意形成して地元加工を
実現したいと考えています。また、地元加工ができるこ
とになれば、品質や所得の向上だけではなくて、漁業者
の労力低減や働き方改革にもつながります。それが将来
の後継者の確保や育成にもつなげることができれば、地
域に活力が湧いてくるのかなと考えています。
　また、田野畑村では震災前から小船のサッパ船に観光
客を乗せて断崖巡りをする「サッパ船アドベンチャー

ズ」をやっています。最初は漁師さんが、何で仕事の船
に遊びで来ている観光客を乗せなくてはならないのだと
いう抵抗もありましたが、口下手な漁師さんでもありま
す、何とかいろいろご協力いただいて、今では結構人気
のツアーとなって定着していますので、これをまた若い
漁師さんにもつないでいきまして、田野畑の観光の一つ、
漁業者の所得の向上にもつながればと考えています。
山下　ありがとうございます。今のお話しで地元でボ
イル加工ができないのは、もう少しどうしてできないの
かを教えていただけませんか。
佐々木（靖）　まず個々の考えが強くて、共同でというか、
大きな加工場のような施設がないのもありますし、自分
は自分のペースでワカメを採りたいのだからという方が
います。やはりここは一つ合意形成を得まして、この時
間に採ってきてこの時間までに地元でボイル加工しよう
という呼び掛けをこれから行っていこうと思っています。
山下　ありがとうございます。それでは宮古での取り組
みについて、佐々木課長にお願いします。
佐々木（勝）　ここでは宮古市のマダラについての取り組
みをご紹介します。宮古市では 2010年から 6年連続で
マダラの水揚げ日本一を記録しています。現在でも本州
一の水揚げを誇っていますけれども、マダラについては、
冬の時期、まさに今頃からの時期と思われがちですが、
宮古市では一年を通して水揚げされています。
　主な漁法としては、沖合底引き網船と、はえ縄漁船に
よるものです。どちらの漁法も日戻りで水揚げされるこ
とから鮮度も良くて、他産地と比較して 1日ないし 2日
早く、新鮮なうちに消費地に届けられる利点もあります。
しかし課題としては、全国有数の水揚げと抜群の鮮度と
品質を誇っていたのですが、十分に認知されていないと
いうことがありました。
　そこでマダラのブランド化を図り、知名度をアップす
ることとし、これらを進めるに当たって、漁村総研のご
指導とご協力をいただきながらマダラのブランド化を推
進しています。
　具体的には、宮古市水産物販売戦略検討会を立ち上げ
て、検討会を開催しています。その中で、競合産地の調
査や宮古のマダラの強みの分析などを行い、それを PR

用のパンフレットを作成して、今活用しています。宮古
市の水産物ブランド化戦略マダラ編という戦略も策定
し、現在ブランド化の取り組みを進めているところです。
　具体的な目標としては、地理的表示のGIを取得したい
と思っていまして、それにより認知度のアップや販路の
拡大を図っていきたいと思っています。
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山下　ありがとうございます。それでは、これまで漁村
総研さんが関わった中から、何か新たな取り組みがある
か、伊藤部長のほうからお願いできますか。
伊藤　漁業の持続的発展に向けた取り組みということ
で、先ほどの報告の中で、サンマ船を誘致して加工品を
作って外に売っていこうなどのプロジェクトを作ったわ
けですけれども、実際に 2015年以降は温暖化の影響が
非常に強くて、三陸では秋サケ、サンマ、スルメイカが全
然取れていません。そこで復興した港を使ったり、それ
ぞれの漁港区域を使って新しい取り組みをしていってい
る状況をご紹介させていただきます。まずは新たな魚類
養殖の展開とウニ類の漁港内蓄養の展開ということにな
ります。
　今、水温が上がっているという話なので、簡単に 7年
以降の上昇率を見せています。まずは岩手県内における
サケ、マス養殖の取り組みということになって、これ以
外のところも少しやり始めているのでが、久慈さん、宮
古市さん、それから釜石、水揚げの多いところでは、ど
ちらかというと漁協さんが中心になって、久慈と宮古は
今年度から本免許を取ってギンザケやトラウトの養殖を
行っています。
　一方で、大槌町では、震災後、漁協が再建したという
状況の中で、漁協さんの体力が非常に小さいところです。
そこで少しやり方を変えて、2年間の試験研究を行った
後、本年度から本免許を取って今期から400トンを目標
としています。
　大槌の取り組みの概要になりますけれ
ども、先ほど来、少し体力もないという
お話をさせていただいたのですが、そこ
に地元の建設業界の組合の大槌町復光社
協同組合、ここは淡水魚の養殖、淡水魚
の飼料生産で、それから大手のニッスイ
や弓ヶ浜水産、このようなものは大槌町
全体でやっていこうということで、私ど
ものほうがここに入りましてコーディ
ネートをしていくという役割で、関連を
持って進めていっています。
　大槌町での養殖の経過ですが、2年間
の水揚げが終わり、300トンほどの水揚
げがあったわけですが、本年の 10月 1

日から区画要件を変更し、3期目の池入
れをして、本格稼働に移行する予定にし
ています。
　2015年以降は水温が低下して、サケ類

などが減少傾向にあります。一方、2020年から養殖を始
めて、ピンク色のところが養殖の生産量になるのですが、
半分以上をサーモンの養殖で占めるという逆転現象のよ
うな状況になっています。
　今はこのような資源が減った中で、新たな対象種とい
うことで、地元のブランド化なり地元の加工業の振興に
つなげればいいのかなと考えているところです。
　これからの生産目標ですけれども、2年間の試験養殖を
始めて、300トンぐらいから、今年は 400トンぐらいの
目標でやるのですが、今年が 2021年で 3生け簀で 300

トン、来年は 5生け簀で 500トンぐらいを目指していく
ようなことを、今は検討中です。それ以降、今度は免許
の書き換えの時期を迎えますので、要件の変更をしてい
ただいて増加させていこうというのがこれからの目標に
なっています。
　次に蓄養です。キタムラサキウニの蓄養ということで、
震災後、現況復旧ということで港の整備が終わりました。
そのような中で生産量が減って困っているところで、あ
る資源を使ってどうにかお金に換えていこうということ
で、県内の主な組合ではムラサキウニの蓄養ということ
にトライしています。
　2つほどの事例ですけれども、これが宮古市の重茂の
事例ですが、港の中に増殖ブロックを設置し、その中に、
一般漁場から身入りの悪いウニをこの漁港の中に蓄養
して、ここで給餌をして出荷していくという取り組みを
行っています。

図４　宮古市重茂漁港におけるウニ増殖試験
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　綾里ですけれども、これは漁港の中に同じくブロック
が入っているのでが、冬は餌食いが悪いのですが、冬に
LEDをたいて昼間のような状況にしてやって活性化を
図って、ウニの身入りの改善を図っていくことにトライし
ています。このようなLEDをたくことによって、一日中
昼だという勘違いをさせて活性化を図るという方法です。
　まとめに代えてということで、大震災から漁港が現状
復旧したのですが、自然の環境の変化から資源が減少し
ていきました。漁港内を含めた静穏な水域の活用という
ことで養殖、漁協が主体の場合の養殖業は、体力に合っ
た生産であったり、漁協自体が売り先を確保するという
ように、このような問題を解決していかなくてはならな
いと思います。
　また民間事業者、またはそれとのコラボ、大槌の場合
はコラボとなるわけですけれども、地元の漁業者なりの
メリットが何なのか、それから、民間だけがそこでもう
けても仕方ないので、きちんと市場に上げて地元にお
金を落として、うまくいったら加工施設がきちんとでき
て、加工屋さんが儲けられるようなことを考えていかな
ければなりません。ただ、この場合は、サーモンは夏場
の食材ですから、1年間加工するものではないので、この
辺りがどのようなことでやっていけるのかも少し考えて
いかなければならないと思っています。
山下　ありがとうございます。それでは今度は水産庁の
中村室長に伺います。被災地だけに特定したことではな
いかもしれませんけれども、国として今後の漁業振興に
ついてどのような方策を持っていらっしゃるかについて
お話しいただけますか。
中村　水産庁のほうは、大きく防災と減災に対するこれ
からの支援と、産業振興に関する支援、この 2つについ
て少し考えてお話ししたいと思います。
　まずは国土強靭（きょうじん）化といいますか、防災
と減災の支援です。今日の話は地震と津波の大きな話な
のですけれども、その他に豪雨や台風災害も含めますと、
このグラフにあるようにここ10年で2倍から3倍の被害
が発生しています。
　そのような中で、やはり漁港周辺、これは防波堤なり
防潮堤なり、水産業振興を継続させるという意味で、漁
港周りの防災と減災も大事です。一方で、先ほど来出て
います人の安全ということで、避難路や避難施設、この
ような居住者の方々の安全安心も大事だろうということ
で取り組んでいます。
　例えば水産業の振興の話でいきますと、BCP、Business 

Continuity Planということで、被災後も事業を継続でき

るように、事前にできるだけ考えていきましょうといっ
た地域の取り組みも進められているところです。
　とはいえ、この防災と減災だけやれば復活するか、振
興するかというものではないということです。被災地
では、例えば拠点漁港において機能再編した後、衛生管
理を一番にする。今までは汚かったけれども、ここにき
ちんと衛生管理の対応をした市場を設けて生まれ変わる
のだという動きをされています。やはりこのようなこと
が次への一歩、スタートにつながるのだろうと思います。
　ただし、そのような大きいところばかりが漁港ではな
いと、自分達のところの漁港は小さくてこのようなこと
ができないという漁港も多々あると思います。そのよ
うなところで、今水産庁で考えている有効活用というお
話を少しさせていただきます。今までの小さい漁港をイ
メージしていただければと思います。そのような漁港の
中で、施設はあった、泊地も用地もあったと、とはいえ高
齢化が進んで震災もあって漁船も少なくなって、このよ
うな中で全体が少し有休化している状況があります。こ
のようなことを考えますと、再編し少し利用を分けてや
ろうという考え方があります。
　大まかにいいますと、例えば左側に漁港の施設、漁船
が泊まるところ、そして加工場なり荷さばき施設なり、
このようなものをこちらに持ってきて、右側の空いたと
ころは他の利用促進に使いましょうということです。こ
れはどのようなことかというと、例えば空いた土地に陸
上養殖を持ってくる、空いた水域に養殖施設で展開する、
増養殖の場にするなど、そのような考え方です。
　我々は国のほうで補助事業で今までしてきましたけれ
ども、いろいろな規制があったのです。要するに、この
目的なのだからこれしか使っては駄目だよというのがあ
りましたが、もう最近はそのような規制やルールはあま
り言わなくなっています。実際に、とにかく利用されな
いよりは利用したほうがいいということで、民間の方々
が来てほしいということでお伝えしています。
　ですので、利用促進のエリアは、例えば陸上養殖、プレ
ジャーボート関係、マリンレジャー関係、あとは直販、海
業、これは婁先生がご専門ですけれども、そのような交
流、観光の場、人を呼び寄せる、そのような場に展開して
いけばどうかということです。復旧復興に当たってもこ
のような施設の有効活用を図って、少しでも地域全体が
盛り上がるように展開できればいいのではないかと我々
は思っています。
山下　ありがとうございました。それでは続いて婁先生、
そして佐藤先生から一言お願いします。
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婁　活性化ということですが、先ほど佐々木村長、それ
から佐々木課長のお話もありましたけれども、私のイ
メージの中では、田野畑村で取り組まれている「体験村・
たのはた」、あるいは「マリンテラスたのはた」などは、
まさに海業そのものです。
　それから宮古でいうと田老漁港が行っているジビエ加
工、あるいは重茂漁協が展開している事業のモデルとい
うのは、私の中では、一つの到達点だと思っています。
非常に素晴らしい取り組みをされています。それらの取
り組みを一言でいうと、今中村室長からの紹介がありま
したように、海業だろうということです。その意味で、
今度、漁港漁場整備計画、次期計画で海業を振興するこ
とを考えているということは、私はとても素敵なことだ
と思っています。
　振興という意味では、この海業に尽きるかなと思って
います。なぜ海業がいいのかについて少し申し上げます
と、1つは個別経営の再生産に寄与できるのです。所得
の追加的確保、後継者の確保、当然それらによって暮ら
しの質の向上が図られます。それから、もう一つは地域
社会の再生産に寄与できます。これは追加的所得等の確
保によって、地域後継者全体が確保される、あるいはそ
れこそ地域社会を支える漁業コミュニティが維持され

る、当然それらによって地域の生産基盤、生活基盤が保
持されていくという機能があると思います。
　それから 3つ目として、環境や資源の持続的生産、あ
るいは再生産そのものが確保されます。海業というのは
やはり共有資源を使います。共有資源を使うのですけれ
ども、そのための管理、あるいは地域の持っている環境
サービスをしっかりと効率的に利用するためには管理が
必要です。そのようなことが行われることによって、い
わゆる共有地の悲劇、コモンズの悲劇を回避し得るとい
うのが海業のいいところです。
　この3つの再生産が確保されることによって、マクロ
的に見ると国民経済的にも非常に重要な意義があると
思っています。例えば食料の安全保障問題というもの
があります。皆さまもご承知のように、今般漁業法が改
正されまして、最初の目的文が変わりました。民主化と
いう文言がカットされ、漁業調整うんぬんという文言が
カットされ、国民に良質な食料資源を提供することを使
命とするという一文が加えられました。まさに食料安全
保障の視点だと思います。
　海業を振興することによって、この食料安全にどのよ
うに寄与するかというと、自給力の保持に大いに役に立
つのです。従来の自給率の議論を越えて、自給力の話が

図５　漁業の振興による漁村の活性化
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大事になってくるだろうと思っています。
山下　ありがとうございます。海業については、婁先生
は以前からこれが大事だとおっしゃっています。それで
は佐藤先生、お願いします。
佐藤　きょう初めて皆さんの発表を聞いたのですけれど
も、水産庁さんから民間参入という言葉を聞けたのが印
象深かったです。10年前ぐらいに地元の漁師さんと話し
ていて、当時は民間参入など、本当に口が裂けても言え
ないような雰囲気があったのです。
　ただ、本当にそのような状況の中で、先ほどからお話
のあった協業化のような話は確かにあって、その時は本
当にどのようになるのだろうと私自身も思って、一部の
若い世代が生産組合などをつくり始めてどんどん復興を
果たしていく、本当に一部の人だけです。そのような状
況で本当に大丈夫なのだろうかと、本当にいろいろ考え
た、考えさせられたことがありました。
　ただ、割とすぐに漁船が漁師さんに払い下げで渡った
のです。思ったよりも早く元に戻ったなという印象だっ
たのですが、もしかしたらそのおかげで、じっくりと時
間をかけて次のステージのことを考えるゆとりができた
のではないかなと思います。どたばたの中で考える間も
なく新しい形に変化せざるを得ない状況になっていたら
どうなっていたのだろうと思うのですが、いったん落ち
着きを取り戻してから改めてじっくりと、今いろいろお
話にあったような新しいブランド化や民間とのコラボな
ど、そのようなことをいろいろとこのような場でも議論
できるようになってきたのは、すごくいいなと思ってい
ます。
　そのような意味で、先ほどからもいろいろな先生方が
お話しされていますけれども、新しいビジネスモデルと
いうときに、多分漁業地域というのは生活と生業が切っ
ても切り離せないというか、切らないほうが恐らく魅
力を維持できるということを考えると、やはりビジネス
ライフモデルというか、ワークライフモデルというか、
そのようなところをしっかりと維持できるといいのでは
ないかと思います。婁先生がコモンズの悲劇を避けると
いうお話をされたのですけれども、多分そのようなとこ
ろなのではないかなと思いました。民間の力をうまく活
用しながらコモンズを守っていく、そのようなモデルに
ついてようやく落ち着いて議論ができるようになってき
たなと、それをすごくしみじみと感じて聞いていました。
山下　ありがとうございます。このセッションは佐藤先
生にまとめていただいたと思います。それでは次のセッ
ションに移りたいと思います。

4．今後の大規模災害への備えについて
山下　4つ目のセッション、締めくくりになりますが、今
後についてです。これから発生が懸念される南海トラフ
や日本海溝の巨大地震などの大規模災害、それから台風、
高潮、豪雨のような災害が頻発していますが、このよう
なものに備えて漁業集落の円滑な復旧や漁業の早期の再
開、持続的な漁業の復興のための対策を検討、実施して
いくことが必要になります。その上で、漁業地域として
はどのような準備をしておくことが有効かということに
ついて議論したいと思います。
　まず水産庁の中村室長、どのような準備が必要かにつ
いて国の取り組みを教えてください。
中村　今、山下先生からありましたとおり、背景として
は、危惧される巨大地震や津波ということで、東日本大
震災、これが今度は太平洋側をはじめ、いろいろなとこ
ろで想定されています。首都直下型、南海トラフ、日本
海溝、千島海溝、このようなものが想定されています。
また地震、津波以外の豪雨災害、台風災害、このようなも
のも頻発、激甚化しています。
　このような中で、今回の東日本大震災で得られたわれ
われの教訓の一つとして、水産地域、この復活、復興のた
めに、やはりハード整備、ものづくりだけでは駄目だと
学びました。一つには、それが復活したとしても販売の
ルートや加工、また雇用、人々、このようなものも含めて
復活しなければ地域の復活はなし得ないということにな
ります。
　ですから、今冒頭にガイドラインの抜本的な見直しを
行っているとお話ししましたけれども、その中で漁場、
陸揚げ、市場、加工、流通に至る水産全体の取り組み、
ハードとソフトを共に底上げしていく、これが大事だと
思っています。
　一つには、先ほど少し触れましたけれども、BCP、災
害が起こる前に、事前に早期復旧のための計画を立てて
おきましょうということです。例えば氷の供給もそうで
すし、原材料の供給もそうです。どこで陸上げするのか、
他の地域に取られないために、自分のまちが少なくとも
早期に復旧、復活できるように、そのための事前の取り
組みを水産地域全体として捉えていく、このようなこと
が必要だろうと思っています。
　あとは、少し各論になりますけれども、避難対策、初
動の対策でいいますと、例えば漁港、漁村周りには漁業
者の方々、漁業者の方々は陸上にいるだけではなく海上
におられます。海上にいるときに、どのように津波の情
報を知るのかというお声も頂いています。あとは来訪者、
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全く土地勘がない人、そのような人たちへの避難情報の
提示。そして、これは全国的にいわれていますけれども、
高齢者の方々、このような方々への補助、避難誘導、この
ようなことも必要だろうと思います。
　あとは複合災害、これは最近言われていますがコロナ
禍での対応もそうです。複合災害、例えば地震や津波の
起きる際に豪雨も起きてしまったなど、このような複合
的な災害に、人はどのように備えるのか、これが今キー
ワードとして浮上しています。
　あとは、流域治水という言葉をお聞きになったことが
あるでしょうか。豪雨の際に、今までは河川だけで対応
しようとしていましたけれども、農地にあえて水をため
て、地域全体としての災害を少なくする、被害を少なく
する、このような地域連携といいますか、まずは全体の
枠組みをつくるといったことも求められています。
　そして復旧・復興でいいますと、支援策です。一番に
は支援のことが言われます。自分たちが被災した、復
活を成し得るために、例えば金銭的な話、そして住居の
話、そのようなものを今、我々はできる支援パッケージ、
全体の取り組みとしてこのような支援がありますよと、
一つ一つのきめ細かい支援策を提示するようにしていま
す。そのような被災者に寄り添う支援の仕方を我々は勉
強中です。
　そして、最後になりますけれども、最近は事前復興計
画ということが言われています。どのようなことかとい
うと、被災が起こった後に復旧、復興計画を立てると、
これでは少し遅いのではないかということです。例えば
100人全体が高台に移転するかと言えば、結果的にそう
ではなかった土地もあります。そのようなことに対して、
少し過大な計画であったという反省点もあります。田野
畑村さんと宮古市さんはかなりご苦労されて、うまい具
合に計画を立てていましたけれども、必ずしも被災地の
全部がそのようなところではないとは思います。
　そのような過大な計画にならないように、事前にどこ
の場所にどのぐらいの規模、どのようなゾーンで移転す
ればいいのかなど、自分は移転はしないなど、漁業を続
けられるのか続けられないのか、このようなことを事前
に話し合っておく、このような地元の場も非常に大事で
はないかと考えます。
　少し幅広い話になりましたけれども、国での新しい取
り組みについて、少しキーワード的に紹介させていただ
きました。
山下　ありがとうございます。それでは、今度は現場のほ
うから、まずは田野畑村の佐々木村長からお願いします。

佐々木（靖）　ここに吉村昭先生の書いた『三陸海岸大
津波』という本を持ってきました。吉村先生は亡くなら
れてしまいましたけれども、田野畑村の名誉村民でも
あった方です。この本は、明治、昭和と三陸を襲った過
去の津波を経験した方々から聞き取った話をまとめた本
です。震災前にも読んではいたのですが、当時はぴんと
来ませんでした。震災後に読んでみたら、こういうこと
だったのかというのが、本当に思い当たることばかりで
した。
　私が若い頃に、昭和8年の津波を経験した地元のおば
あさんから話を聞いたことがあります。沖のほうから大
砲を打ったようにドーン、ドーンという大きな音が聞こ
えた、その後はガラガラガラという音が聞こえたそうで
す。私は冒頭に津波の写真を紹介しました。断崖にぶち
当たって海水が水しぶきを上げていた写真があったかと
思います。あれが大砲の音、ドーン、ドーンという音だっ
たのだなと、今は思っています。そして、ガラガラガラ
というのは、引き潮で海底の石が沖に引っ張られていく、
そのような音だったのだなと、今回初めて分かりました。
　明治と昭和の大津波は、夜で暗闇だったために直接津
波を見た人があまり多くなくて、実際に今回も東日本大
震災では津波が来るらしいということで、どのようなも
のかを見てみたいということで岸壁に行って犠牲になら
れた方も本当に少なくありません。今回の大震災では、
写真だけでなくて動画も多く残されたと思います。大き
な犠牲を払ったわけですので、ぜひ参考にしていかなけ
ればならないと思っています。
　津波でも火山噴火でも、歴史は繰り返します。津波は
また必ずやって来ます。船を守るために沖出しする話も
ありますけれども、私はそれに対しては反対です。今回
の大震災を教訓に、とにかく 1分でも 1メートルでも高
く早く逃げるということだと思います。命があれば船は
また造れますし、漁業も再建できます。まずは皆さんに
自分の命を守ってもらいたいと思います。
山下　ありがとうございます。それでは、今度は宮古市
水産課の佐々木課長さんからお願いします。
佐々木（勝）　私からは4つのことについてお話しします。
1つ目は津波シミュレーションをよく理解すること、2つ
目は普段から情報を整理すること、3つ目は復興まちづ
くりする場合の検討推進する体制を構築すること、あと
は事前に準備できることは準備することです。
　津波シミュレーションをよく理解するということです
けれども、やはりシミュレーションはあくまでも目安で
すので、ここまでだったら大丈夫だと思わないで、目安
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として避難することを第一に考えたいと思います。
　次に、普段から情報を整理する、これは都市計画図、道
路、漁港、水道、下水道などの台帳図、これを1つにまと
めておくと非常に便利だと思います。あとは将来人口推
計や年齢別人口構成など、これは復興計画を策定すると
きに、本当に身の丈に合った現実的な計画を策定するの
に必要だと、先ほども中村室長が言ったとおり、過大な
計画にならないためにもそのようなことを押さえておく
のは必要だと思います。
　次に、検討を推進する体制をつくるということですけ
れども、学識経験者や専門家の方々と協力体制を構築す
る、これは非常に大事だと思っています。重要なことだ
と思います。あとは、関係機関との協力、これもより良
い関係を図ることでスピード化につながると思います。
自治体内部の協力体制、これはもうみんなで一丸となっ
て取り組む必要があると思います。
　あとは応援職員派遣の体制、これは本当に全国各地か
ら応援職員を派遣していただいたのですけれども、本当
に頼りになりました、ありがとうございます。あとは住
民の方々との協力体制です。日常的に協力体制を構築し
て、継続することが大事だと思います。
　事前に準備できることは準備するということですけれ
ども、地域調査の推進、よく事業を進める上で、用地買収
が終わればほぼ8割が完了と言われますけれども、本当
にそうだなと思います。あとは発注方式や契約方式の整
備、被災後は本当にいろいろな業務がたくさんあります
ので、事前に調査や復興計画の立案、やらなくてもいい
形での業務、例えばコンサルと前もって災害協力協定を
結ぶなどもいい方法かと思います。
　あとは、最後に防災機器の整備です。震災後に、宮古
市では高出力スピーカーやフラッシュライトなどを整
備しました。漁業現場からは、以前よりしっかり聞こえ
るようになった、何かがあったら赤色灯が見えて何かが
あったのだなと分かるといったご意見も頂いています。
あとは水門陸閘の自動閉鎖システムを岩手県と市町村が
連携して整備して、今も維持しています。このような準
備、ハード整備でできることは事前に準備しておいたほ
うがよいのではないかと思います。
山下　ありがとうございます。それでは続いて海洋大学
の婁先生にお願いします。
婁　私は3点を申し上げたいと思います。1つは今の佐々
木課長の話でも触れましたように、やはり受け皿組織と
いうか、被災した後の組織づくりが非常に大事だろうと
思っています。実際に復興のスピード等々をいろいろ見

させていただきますと、しっかりとした受け皿体制がで
きたところは復興が早いということを非常に感じます。
　今我々が、例えばBCPを作る等々というのはいろいろ
やられると思うのですけれども、基本は体制があって、
機能することを前提にいろいろと考えておられると思う
のですけれども、やはりまずは受け皿体制づくり、ある
いは側面の支援体制を日頃考えていく必要があるのかな
と強く感じました。
　2番目ですが、これは別に今のはやりというわけでは
なくて、公と私というものの議論は、それぞれ地域ごと
にする必要があるという気がします。個人の利益と地域、
あるいは社会の利益、そこのバッティングはどうしても
あるので、地域のそれぞれの事情に応じた形での日頃の
議論は、私は必要なのかなと思っています。もちろん公
助、自助、共助などいろいろ議論はあるのですけれども、
それとは別個に、この地域でどのような公を優先し、ど
のような私を優先するかという議論は、やはりあってし
かるべきなのかなと思いました。
　3番目は、このテーマに関係ないかもしれませんけれ
ども、反省も込めて、この震災復興等々についての研究
者の貢献の在り方は、この10年間に非常にいろいろ考え
させられました。反省も込めて、我々はもしかしたらこ
の10年間、いろいろな調査公害を振りまいて、あまり役
に立てていなかったのではないかということを、いろい
ろと感じたりしています。
　なぜそのような話をするかというと、先程も申し上げ
ましたように、文科省の東北マリンサイエンス拠点形成
事業に少し関わっていましたが、7年間で60億ぐらいの
予算を使っていました。研究プロジェクトとしては非常
に素晴らしかったです。さまざまな研究成果が出たので
すが、ところが当初、新たな海洋産業づくり、あるいは新
たな漁業モデルづくりなどに関してはどれぐらい貢献で
きたのか、つまり研究成果がどれだけ社会実装、あるい
は地域に実装されたかを問われると、非常に心もとない
ということがあります。
　その意味で、これから研究者の研究という成果をいか
に素早く社会に実装していくのかという仕組みづくり
も、今後われわれにとっての大きな課題なのかなと思い
ました。ありがとうございました。
山下　ありがとうございます。それでは佐藤先生、お願
いします。
佐藤　話したいことはたくさんあるテーマなのですが、
限られた時間ですので2点だけ絞ってお話しします。
　1点目は、やはり命に関わることで、一番私が大事だな
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と思っているのが、特に西日本の集落の多くで、私が関
わっているところもそうなのですけれども、津波が来る
と全滅のようなところが結構あると思います。ちなみに
私が通っている集落は、小学校ですら浸水区域内にあり
ます。
　どのようなことかというと、東日本の多くは、小学校
は割と高台にあったのです。なので被災後にそこで避難
生活ができたのですけれども、小学校の体育館まで浸水
区域ということはどこで避難生活をしていくのだろう
と、実は本当に切実な問題がある気がしているのですが、
地元の方と話していると、逃げさえすれば何とかなると
思っている方が多いのです。
　逃げた後、1週間ぐらいは大変なので、たとえば真冬
だったらなおさら大変なので、真夏でも今度は高台に逃
げたとしても蚊などに刺されて大変です。そのような身
近に降りかかってくることのイメージからぜひ始めてい
ただくと、早急に手を打たなければならないことはたく
さんあると思います。
　何十億もかかる事前復興は進みます。津波避難タ
ワーを造る事業などは多くの自治体で実施されている
のですけれども、でも、逃げた後にその場所で 1週間滞
在できるか、生き延びられるか、ということはなかなか
進んでいない気がしていまして、そのようなところから
も事前復興を始めていただきたいというのが1点目です。
　2点目は、事前復興という話を中村室長さんからして
いただきました。私はその辺りは専門でもあるので、や
はり事前に考えておくことは大事だと思っています。特
に被災後は考え方がどうしても極端になるところがあっ
て、恐怖心が強い中で安全性や防災などについて方針を
決めなくてはいけないとなると、大事なものを見失う可
能性がないとはいえないということです。
　やはり日常的に、本来あるべき生活の一番望ましい
姿を議論しておいていただくと、いざ
何かがあったときにそれを踏まえて、
でももう少し安全側だよね、などと落
ち着いた議論ができるようになると思
います。特に西日本は東日本と違って、
僕が調べたところだと、漁業生産高は
この 15年ぐらいで半分ぐらいに落ち
ています。東日本の多くが 15年前ぐ
らいの水準に回復しているのに比べる
と、大幅に落ち込んでいると思います。
　ということは、交流人口や関係人口
の増加、観光の側面、6次産業の側面を

多分強化していかなくてはいけない気がします。そのと
きに、例えば高台移転のようなことで集落の姿が変わっ
てしまったら、果たして観光を維持できるのだろうか、
新しい漁師がそのまちに住んで漁業をやってみようと思
うだろうかと、そのようなことも含めて、長期的な集落
の望ましいあるべき姿の議論、これを災害が起きる前に
ぜひやっていただきたいと思います。そのような意味で
も、事前復興は水産庁さんのほうでもぜひ進めていただ
きたいと思っています。
山下　ありがとうございます。予定していたパネリスト
の方々のご発言はこれで終わりましたので、残りの時間
は質疑応答に当てたいと思います。
（質疑応答に関しては、紙面の関係から割愛させていただきます。）

　そろそろ終わりの時間になってきました。きょうは 2

時間半、休みなしということで、非常に長いシンポジウ
ムでしたけれどもフロアの皆さまも辛抱強くご参加いた
だいて、大変ありがたかったと思います。
　事前復興という言葉が大変重要なものであったと、そ
れからコミュニティという言葉も大変重要なものとして
何度も出てきたと思います。ここは漁村総研のシンポジ
ウムですので、今後は漁港機能の分担を明確化すること、
圏域計画、事前復興計画の策定などを進めていくという
のが、漁村総研さんをはじめ関係の皆さまのこれからの
課題かと思います。
　それから、われわれ全員に、これからいつ何かの災害
が降りかかるか分からないということでいうと、あらゆ
る可能性に備えることが大事かと思います。そのような
ことは起こり得ない、そこまで考えるのは不吉だという
タブーをやめて、考えられる限りの想定をしておくこと
が大事なのかなと思いました。
　それでは、これで本日のこのシンポジウムは終わりたい
と思います。皆さま、ご協力をありがとうございました。
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第1調査
研究部

漁港計画の手引が改訂されました

１．はじめに
今日まで漁港計画策定の実務書として関係者に活用されて

きた「漁港計画の手引」（以下、「手引」という。）は、平成４年

に改定され、その後27年も経過し、この間、水産情勢の変化

や漁港に対するニーズの多様化、漁港関係事業制度の改訂等、

漁港行政を取り巻く環境は大きく変化しています。

また、「漁港漁場整備長期計画」における重点課題に対して

総合的かつ効率的な事業を推進し、水産物の安定供給及び水

産業の健全な発展を図る必要があります。

しかし、情勢の変化や新たな課題に対応するためには、現

行の「手引」では十分に対応できない状況にあり、早急な見直

しが必要となっていました。

このようなことから、平成30年度から平成31年度までの

２ヵ年において、「手引」の改定に向けた事業が進められ、令

和３年度に『漁港計画の参考図書』（以下、「参考図書」とい

う。）として改訂版が公表されました。

ここでは、改訂された「参考図書」について紹介します。

２．位置づけ
「参考図書」は、「漁港漁場整備事業の推進に関する基本方

針」における「Ⅰ．漁港漁場整備事業の推進に関する基本的な

方向」に示された重点課題等に関し、漁港計画の立案に必要

となる主要な施策について解説するとともに、「Ⅲ．漁港漁場

整備事業の施行上必要とされる技術的指針に関する事項」に

示された漁港漁場施設などの設計に関連し、漁港施設の配置

等が適切に行われるよう、漁港計画の観点から各施設の目的

等に即した計画策定の考え方等を解説するものであり、もっ

て漁港計画に係る業務の適正な実施に資することを目的とし

てとりまとめたものとしています。

これまで「手引」では、その位置づけ（目的）が示されてい

ませんでしたが、今回の改定で「漁港・漁場の施設の設計参

考図書」（2015年版）と同様に、その目的が明らかにされま

した。

３．構成と主な変更点
これまでの手引は、表 -1に示すとおり、「第１編 漁港の計
画」と「第２編 漁港施設の計画」から構成されていましたが、

参考図書では、「総論」、「第Ⅰ編 制度・施策」、「第Ⅱ編 漁港

施設の計画」、「第Ⅲ編 参考資料」の構成となりました。

第Ⅰ編では、新たに「漁港漁場整備法」や「漁港漁場整備基

本方針」、「漁港漁場整備長期計画」、「水産基盤整備事業」等の

事業制度が記載されるとともに、「圏域計画」、「再編・集約」、

「既存ストックの有効活用」、「衛生管理・輸出促進」、「防災・

減災対策」、「活性化」、「情報の電子化」、「まちづくり施策との

連携」といった主な施策の考え方も記載されています。この

ようなことから、より一層「漁港漁場整備長期計画」に示され

る重点課題と一体性を持った漁港計画の参考図書に生まれ変

わったと思います。

そして、これまでの漁港施設の計画では、施設計画の考え

方から計算事例までを一連で記述していましたが、新しい参

考図書では、基本的な考え方は第Ⅱ編の漁港施設の計画に、

具体的な算定例については、参考資料として第Ⅲ編に記載さ

れています。また、フィッシャリーナの計画はなくなり、プレ

ジャーボート関連については、既存ストックの有効活用のプ

レジャーボート係留保管の検討において記載されています。

さらに、荷さばき所の計画では、取扱量／（単位面積当たり

の取扱量×占有率）から施設規模を求めていましたが、参考

図書では、①選別・計量エリア、②陳列・販売エリア、③通

路、④立替等搬出エリア等、それぞれの作業エリアを求めた

上で施設規模を求める方法が示されています。この方法は、

実施計画に近い検討となり、より確度の高い施設規模の算定

となっています。

その他、航路の幅員や係留水域の余裕長、操船用水域の旋

回図等、数値が変更となっています。

是非、この機会に一読されてみてはいかがでしょうか。

漁港計画の参考図書はここに掲載されています。

▼  https://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/g_gideline/
attach/pdf/index-43.pdf

（第1調査研究部長　林　浩志）
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▲

表1：新旧対照表
漁港計画の参考図書　令和3年度 漁港計画の手引　平成4年度改訂版

総　論 第Ⅰ編　漁港の計画

第1章　漁港計画 第1章　漁港の計画とは
1.漁港計画の概念

第2章　本書の位置づけ
第Ⅰ編　制度・施策
第1章　漁港計画に係る事業制度
1.事業制度の変遷　　　　　
2.漁港漁場整備法
3.漁港漁場整備基本方針　　　　　4.漁港漁場整備長期計画
5.水産基盤整備事業　　　　　　　6.水産関係公共事業の事業評価

2.漁港計画のしくみ

第2章　主要な施策の考え方
1.概　説
2.圏域計画に基づく各漁港の役割の明確化　
3.漁港機能の再編・集約と既存ストックの有効活用
4.水産物の衛生管理・輸出促進
5.漁港漁村の防災・減災対策
6.漁業地域の活性化 　　　　　　　　　　
7.水揚げ情報電子化による資源管理の強化・荷さばき業務の効率化
8.まちづくり施策との連携による水産都市の活性化

3.これからの漁港整備の視点

第Ⅱ編　漁港施設の計画
第1章　港別計画 第2章　港別計画

2.地域レベルにおける整備方針　　　3.港別計画
第2章　計画に必要な調査 1.計画に必要な調査

第Ⅱ編　漁港施設の計画
第3章　主要な漁港施設の計画
1.外郭施設　　　　　　　　　　　2.水域施設
3.係留施設　　　　　　　　　　　4.輸送施設
5.荷さばき所　　　　　　　　　　6.製氷・冷凍及び冷蔵施設
7.漁港浄化施設　　　　　　　　　8.漁港環境整備施設

第1章　主要な漁港施設の計画
1.外郭施設（防波堤）　　　2.水域施設
3.係留施設　　　　　　　4.輸送施設
5.漁港環境整備施設

第4章　主要な漁港施設用地の計画
1.漁港施設用地の計画　　　　　　2.漁船修理場用地
3.漁具保管修理施設用地　　　　　4.給油施設用地
5.増殖及び養殖施設用地　　　　　6.蓄養施設用地
7.水産倉庫用地　　　　　　　　　8.野積場用地
9.加工場用地

第2章　主要な漁港施設用地の計画
1.概　説　　　　　　　　　　　2.荷捌所用地
3.製氷・貯氷施設用地　　　　　4.冷凍・冷蔵施設用地
5.給油施設用地　　　　　　　　6.野積場　　　　　　　　　　　
7.漁具保管修理施設用地　　　　8.加工場用地　　　　　　　　　
9.水産倉庫用地　　　　　　　10.漁船修理場用地　　　　　　 
11.蓄養施設用地　　　　　　12.増殖及び養殖施設用地

※赤字は第3章へ移行
第5章　既存ストックの有効活用
1.プレジャーボート係留保管の検討 
2.増殖施設・養殖施設の計画

第3章　フィッシャリーナの計画

第Ⅲ編 参考資料
第1章　主な漁港施設の算定例
1.係留施設
2.輸送施設
3.荷さばき所用地の面積
4.製氷・冷凍及び冷蔵施設用地の面積
5.漁港浄化施設
6.漁港環境整備施設
第2章　主要な漁港施設用地
1.漁船修理場用地　　　　　　　　2.漁具保管修理施設用地
3.給油施設用地　　　　　　　　　4.増殖及び養殖施設用地
5.蓄養施設用地　　　　　　　　　6.水産倉庫用地 
7.野積場用地　　　　　　　　　　8.加工場用地
第3章　主な施策の取組事例
1.衛生管理型漁港整備の事例（岩手県大船渡漁港）
2.防災拠点漁港整備の事例（和歌山県串本漁港）
3.漁港ストックの有効活用の事例

第４章　港別計画の事例
1.通常の漁港整備の事例
2.漁港整備と一体的な漁港整備の事例
3.ふれあい漁港漁村整備の事例

第4章　参考となる法律、通知、ガイドライン等一覧

既存ストックを有効に活用した
プレジャーボート係留保管の考
え方を記載
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第2調査
研究部

計量魚群探知機を用いた定点観測調査

はじめに
魚群探知機は、能動的音響モニタリング手法の1つであり、

調査海域に設定した測線を移動しながら、ある時間断面にお

ける魚群の空間分布を定量的に把握することができます。

一方で、魚礁やマウンド礁等の構造物に蝟集する魚群の滞

留期間といった時間的な広がりを把握するためには、連続的

な観測が必要となります。

そこで、マウンド礁周辺に蝟集する魚群を定量的かつ連続

的に把握し、その経時変化や魚類のサイ

ズごとに滞留期間を調べるために、魚1

尾ごとにエコーを検知し、精度の高い魚

体長測定を可能にした計量魚群探知機

（以下、計量魚探）を一定期間海面下に設

置し、調査を行いました。

実験概要
令和3年7月22日から8月29日に、隠

岐海峡地区特定漁港漁場整備事業におい

て整備されたマウンド礁の西側（潮上）、

東側（潮下）の2地点に計量魚探（アク

アフュージョン社製 AQM-240:周波数

240kHz, ビーム角5°）を取り付けた係留

系を設置し、定点調査を実施しました（図

1、2）。本稿では主に、西側に設置した計
量魚探の8月の結果について紹介します。

実験方法：計量魚探の観測は、海面下

30mから下方に向けて行いました。観測

の頻度は、1分間以上観測10分間休止の

断続観測とし、観測期間は30日間以上と

しました。

計量魚探の音響データの魚種判別の情

報として、設置期間中にROVによる3回

の観察調査を行いました。また、西側の

係留系に定点カメラを設置し、一定間隔

で写真撮影を行いました。

調査期間中の日出は5時半頃、日没は

19時頃のであったことから、6時～19

時を昼間、それ以外を夜間として解析を

行いました。

結果と考察
魚体長別の分布水深:観測期間中の魚

体長別個体数分布を調べたところ、マ

ウンド礁の西側、東側ともにいずれの魚体長の個体も、概ね

水深60m以浅に分布していました。西側では、8月10日頃か

ら多くの魚類が蝟集しており、8月22日には約50尾/m
3
/日

蝟集していたことがわかりました（図3）。24時間における時
刻別の体長別個体数分布の西側の結果から、体長5～10cm

の個体は日出、日没前後に、体長10～20cm以上の個体は日

出後、日没後に分布のピークがみられました（図４）。また、8
月には夜間に蝟集量が増える傾向がみられました（図５）。

▲図1　計量魚探設置位置

▲図2　係留系設置イメージ
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▲図3　計量魚探（西側）における魚体長別個体数分布 ▲図4　24時間における時刻別の体長別個体数分布（西側）

▲図5　調査期間中における日ごとの昼夜別の個体数の推移（西側）
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▲図6：魚類の水深別体長組成（上図：計量魚探調査、下図：ROV調査）

観察調査からの魚種判別： 8月20日10～13時の西側の計

量魚探では、水深55m以浅に体長5～20cmの個体が多くみ

られ、水深90～95mには体長40cm以上の個体が多くみら

れました（図６）。同時刻に行ったROV調査では、主にマウン
ド礁天端付近～海底付近（水深85m～110m）でシキシマハ

ナダイ（推定全長5～20cm）の群れが観察されました。また、

マウンド礁天端付近にはヒラマサ（図７）が、天端～海底付近
にはメダイの群れがみられました（図８）。このことから、西

側の計量魚探で確認された体長5～20cmの個体は、シキシ

マハナダイ等の魚類、水深90～95mの体長40cm以上の個

体は、ヒラマサもしくはメダイであると考えられました。

定点カメラからも、同日にヒラマサの群れが来遊している

状況が確認され（図９）、8月26日にはメダイの群れも確認
されました（図10）。このようにマウンド礁では、ヒラマサ
やメダイのような大型の魚類が分布していることがわかりま

した。
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▲図8：ROVで観察されたメダイ

▲図9：定点カメラで観察されたヒラマサ（8月20日8時50分頃） ▲図10：定点カメラで観察されたメダイ（8月26日10時40分頃）

▲図7：ROVで観察されたヒラマサ

おわりに
計量魚探を一定期間海面下に設置することにより、マウン

ド礁周辺に蝟集する魚群の経時変化や魚類のサイズごとに滞

留期間を把握できることが明らかとなりました。その結果、

マウンド礁周辺では、魚類は日出・日没頃や、8月には夜間に

蝟集する傾向を捉えることができました。今後も計量魚探の

定点調査とROV調査やカメラ撮影による魚種の判別を行う

ことで、マウンド礁の魚類の蝟集状況をより詳しく推察する

必要があると考えられます。

また、海域周辺では、マアジの対馬暖流系群が春夏に索餌

のため北上回遊、秋冬に越冬・産卵のため南下回遊をすると

されています。今回は夏季に調査を行いましたが、今後は春

季や秋季に計量魚探の定点調査を行い、マウンド礁周辺に蝟

集するマアジのような浮魚類を定量的かつ連続的に把握し、

その経時変化や滞留期間についても調査していきたいと考え

ています。

（第2調査研究部　髙原　英生）
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総務部

令和3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３年度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、全国各地の漁港整備事業担当者

に参加していただき、無事に研修会を終了しました。

２．開催概要
【目的】
この研修会は、漁港漁場整備法に対応した事業制度、地域

整備計画手法、波や土に関する技術的な基礎知識に加え、漁

場整備に関する技術的な基礎知識など、業務遂行上必要な知

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３年度は、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３年10月18日（月）から10月22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35名

が参加されました。

全講義を受講された方は33名で、全講義を受講された方に

は、修了書が授与されました。

【講義題目および講師】
令和３年10月18日

①特別講義

　講師：水産庁 整備課長　横山 純

②漁港整備の計画・調査

　講師：第１調査研究部長　林 浩志

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３年10月19日

④漁港施設等の長寿命化対策

　講師：水産庁　整備課　企画班

　　　　企画係長　南 彩

⑤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　上級研究員　後藤 卓治

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

令和３年10月20日

⑧漁港漁場整備事業の実務

　講師：水産庁整備課　企画班　課長補佐　粕谷 泉

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

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
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令和３年10月21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

　　　　計画係員　菊池 薫和

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

　　　　高度化企画係員　小林 馨子

令和３年10月22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

　

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、今年度も残念ながら開

催を中止しました。

また、講義終了後には受講者にアンケートを行い、次年度

以降の講義の充実を図るための資料としました。

令和４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）

▲水産庁横山純整備課長挨拶

▲受講風景

▲修了式風景
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この人に聞く

関
い ず み

の
奥原 誠氏

普及員として取り組む保育園の食育活動

奥原 誠 【おくはら・まこと】

鹿児島県出身。子供のころから水産の世界に憧れ、鹿
児島大学水産学部を卒業後、鹿児島県庁の水産課に就
職する。3年間漁業調整の仕事に携わった後、奄美大島
へ水産の普及員として赴任、再び県庁で4年間務め、水
産試験場へ異動し7年。その後は水産の普及員として
出水や鹿児島、奄美大島を渡り歩き、水産技術開発セン
ターにおいて主任水産業専門普及員として勤務。2022
年3月に定年退職。現在は次の活動に向けて充電中。

憧れの水産の世界
私の親父は県庁の事務屋でした。私が小学校5年生の
時、父が在籍していた漁政課の新人さんや、漁連の人た
ちを週末家に連れてきました。その人たちが、水産はい
いぞ、楽しいぞ、と子供の私に言うのです。私も単純に
楽しそうだな、と思ってしまいました。この時私を誘惑
した大人の中には、後年私の配属された水産試験場の場
長もいました。その時の思いがずっと自分の中にあって、
大学は鹿児島大学の水産に行きました。水族館で働きた
いという気持ちがありましたが、思うような学科に行く
ことができず、経営経済の方に進み、卒論では鹿児島湾
の真鯛放流の経済効果、というようなことをやりました。

県庁内を渡り歩く
県庁の試験に受かって行政で採用され、最初は漁業調

整の部署にいきました。2年目になったときに、ゴチ網
の違反の取り締まりにいかされました。当時は制限がな
かったので、2000メートルのロープを使う漁業者もい

て、それを400とか600メートルといった許可にしていっ
たときは、漁業者から吊し上げられました。
入庁 4年目の時、奄美大島の水産の普及員として赴任
しました。大島の普及員は 3人いましたが、当時は単身
駐在という形態があって、私は古仁屋に一人で配属され
ました。漁業調整は現場からは目の敵にされていますか
ら、本土の普及所に行ったらきっと誰も口をきいてくれ
なかったのではないかと思います。大島に行かされたの
は、その辺りの配慮があったからなのかもしれません。
大島では毎日暇だったので、漁師と酒ばかり飲んでい
ました。その中でいろいろな話をして、キハダを釣る新
しい漁法を検討したり、3年目にはソデイカをやったり。
これらは今ではすっかり地元に根付いています。

年間100日、7万マイルの航海
その後県庁に戻って、補助事業を担当しました。いき
なり繰り越し作業を任され、明日ヒアリングに行け、と
いう感じでもう何をしていいのか、右も左もわからない
ようなところから始めました。それから企画課で奄美振
興、県の長期開発、林業と水産の基本計画、3つの長期
計画を作りました。そこには 4年いましたが、最後には
十二指腸潰瘍になりました。
そんなこともあって、次にどこに行きたいか上司に聞
かれた時、迷わず水産試験場への希望を出しました。私
は船に乗りたかったのですが、そういう希望の人はあま
りいなかったせいか、すんなり希望が通りました。カツ
オ・マグロの担当になって、しょっちゅう船に乗ってい
ました。年間100日くらい。1回につき短くて1～2週間、
長期だと 1ヶ月くらいの航海でした。1年 1万マイル、7

年で7万マイル船に乗りました。周りの人からは半ば呆
れられていましたけれど、本当に楽しかったですよ。船
の人たちがどういうところで苦労をされているか、とい
うところもよく見えましたし、やはり何事も経験しなけ
ればわからないことはあるんだな、と思います。

20年の普及員生活
その後、行政と普及所が一緒になった出水の農林事務
所に2年、鹿児島の地域振興局に4年、大島支庁に3年と、
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普及員の仕事に没頭しました。大島ではキハダ釣りで修
学旅行を誘致するブルーツーリズムの活動をサポートし
ました。この活動については、『宝勢丸鰹漁業生産組合』
が全国の交流大会で発表し、大臣賞を受賞しました。そ
れからこの技術センターで4年、出水に1年、再びここに
戻って3年を過ごし、この3月で卒業です。普及の仕事が
一番長かったですね。普及20年で表彰してもらいました。

30年前の普及員の仕事は、交流大会で見た参考にな
りそうな事例を、漁協の青年部さんなどに紹介して、そ
れ見に行きたいね、となると視察旅行を企画して、そん
なことが普及員のメインの仕事だったと思います。視察
先で道具の作り方や餌の付け方、そういうのを教えても
らって。漁師さんたちを引率するのは大変な面もありま
したが、ちょっとした旅行のようでもあり、楽しみもあ
りました。当時はインターネットも普及してなかったの
で、そんなのんびりしたことができたのかもしれません。

普及員の評価制度を確立してほしい
普及員という仕事は、結果は表れやすいのですが、

ちっとも評価されません。縁の下の力持ちで、黒子で、
むしろ普及員は目立ってはいけないということも言われ
ます。それはそういう役割なのでしょうが、やはり普及
員にもっと光を当てていかないと、モチベーションが保
てない面もあるのではないでしょうか。同じ県庁の中で
も、普及員は何をやっているのかわからない、と言われ
ることもあります。交流大会にしても普及員の努力がな
ければ発表は成り立たないと思うのですが、そこに対し
ては全く評価されない。各県でも全漁連でも、普及員の
やる気を引き出させるためにも、もうちょっと普及員を
きちんと評価する制度を作ってほしいと思います。そう
しないと、行政、研究、普及という構造の中で、普及だけ
が日陰の存在のようになってしまっている。
県のHPにうちの係が情報をアップするところがあ

るのですが、私はやったことをもっと出せ、と言ってい
ます。そうしないと、日ごろ何をやっているのか、とい
うことが伝わらない。写真一枚でもいいんですよ。そこ
は普及員ももっと自分の仕事に誇りをもって、伝える努
力をしなければならないと思います。

普及員の醍醐味
鹿児島県も地域振興局などがミニ県庁方式に変わって

きています。例えば農業は、昔は各市町村に 1か所ずつ
農業改良普及所というのがあったのですが、今は地方振
興局の中の一つの課として組み込まれています。今の水
産の普及は林務水産課に入っていて、林業土木と林務、
水産の三係があります。仕事としては出先の漁船や遊漁
船の登録、国や県の補助事業、離島交付金や多面的、浜プ
ランなどの行政事務がほとんどです。普及の仕事は全体
の三分の一くらいで、外に出て漁業者さんと会うという

ようなことはなかなかできなくなっています。一方で農
業の方は、研究は研究職、行政は行政職、普及は普及職と
固定化されています。しかも、入ったときから担当する
作物が決まっています。どこの地域に異動になっても、
関わるのは同じ作物です。
でも、行政職の中で許認可や補助事業の仕事を覚えた
り、試験場で加工の仕事を覚えたり、普及で培った地域
ネットワークを広げたり、いろいろなことに関わること
で、バージョンアップしていくことができるのだと思い
ます。年数が経てば経つほどできることが増えていく、
普及はとても面白い仕事だと思います。

鹿児島県の食育活動のシステム
鹿児島の食育活動については、農政がまず仕組み作
りをしました。小・中学校などから例えば田植え体験の
要請があると、そこの地域振興局や支庁の農政普及課に
話がいきます。そこで自分たちが直でやるか、JAなどの
協力を仰ぐか、実働部隊はどこになるか、ということを
決めていきます。要請内容が漁業や林業関係であれば、
林務水産課に話が回ってきます。漁業関係であれば、実
働部隊として漁協や青年部、女性部といったところに打
診していくわけです。
現在食育活動をしている保育園は、３年前に食育活動

の要望を挙げてきました。振興局の水産係から、鹿児島地
区漁業士会に話が行き、こちらにも相談がきました。そこ
で、鹿児島地区漁業士会で引き受けることになり、私はお
手伝いをしています。実働部隊は、漁業士会メンバーの漁
師さん4名と振興局と私です。第1回目の活動は2019年
10月11日に行われました。昨年はコロナ禍で食材の配達
のみになったり、計画の半分の活動が中止になったりし
ましたが、3年越しのお付き合いということになります。

保育園での食育活動
保育園の食育と言っても、何をすればよいのか分から
なかったので、まず、漁業士会の代表と事務局と私が、要
望のあった保育園に直接話をしに行きました。保育園か
らは、見るだけでなく、触るだけでなく、実際にさばかせ
たいといわれ、5歳の保育園児が魚をさばくんですか？
と、急にハードルが上がった感じがしました。さすがに
包丁は無理ですよね、などと話をしていくうちに、キビ
ナゴだったらいけるかなということになりました。
プログラムとしては、まずおさかなの話をし、解体す
るところを見せ、定置網漁をしているメンバーがいたの
で、雑魚を持ってきて触らせようということになりまし
た。解体は漁業士※さんが持ってきたタイの半身で行う

※ 漁業士とは、これからの漁業・漁村のリーダーとして活動する中核的漁
業者や、優れた漁業経営を実践し指導的役割を果たしている漁業者を、
知事が「青年漁業士」や「指導漁業士」として認定するものです。女性
枠を別に設け「女性漁業士」を認定している県もあります。

47Vol. 51INTERVIEW TALK



ことになりました。そのあと実際に、こどもたちにキビ
ナゴの頭と内臓を取ってもらうという流れです。そして、
子供たちが一連のプログラムをやっている間に、保護者
のなかで魚のさばき方教室を希望される方がいれば、そ
れもできますねと、プログラムが膨らんでいきました。

プログラムが広がっていく
実際のプログラムが終わった後、メンバーと反省会を

する中で、キビナゴだけでは物足りない、という意見が出
てきて、セラミックの包丁であれば子供たちにも扱える
のではないかということになりました。その保育園では、
野菜を使った料理教室などの実績もあり、そういう包丁
なら大丈夫ということで、2回目は枕崎の加工場からカツ
オの腹皮を仕入れて、子供たちにザクザク切らせました。
保護者のさばき方教室も、漁業士の二人がやりました。

5、6人の保護者が参加し、漁業士会で用意したアジを捌
いてもらいました。若いお母さんたちとワイワイ楽しそ
うにやっているさばき方教室を横目に、私ともう一人の
漁業士さんは炊事班ということで、子供たちがさばいた、
なんというか不ぞろいのキビナゴなどを、どうにか食べ
られるように調理をしたり、みそ汁やごはんの準備をし
たり、裏方でただただ忙しく働いていました。

水産庁の事業の活用
持って行った釜が壊れて、保育園の方でご飯を炊いて

もらったこともあります。その時にたまたま、保育園の
理事長の同級生だという、衆議院議員の秘書の方が見学
に来ていたので、何かうまい予算はないでしょうか、と
尋ねたところ、直接水産庁に掛け合ってくださったよう
で、すぐに水産庁の方から事業の紹介がありました。こ
れにはびっくりしましたが、事業にエントリーして炊飯
器や他の資材を買うことができました。この予算で、漁
業士会のカレンダーも作っています。

他の団体を巻き込む
2年目は、漁業士会のメンバーが忙しくて大変になっ
てきてしまったので、『いお・かごしま魚食普及拡大推進
協議会』という、鹿児島市中央卸売市場魚類市場の仲買
さんたちで作っているグループに協力してもらって、一
緒に活動をするようになりました。
まず振興局が魚の話を紙芝居で説明して、さばき実

演を『いお・かごしま』のメンバーが行います。その後、
漁業士さんが持ってきた雑魚を触らせ、『いお・かごし
ま』メンバーの魚屋さんがアジを使って保護者の人にさ
ばき方教室をし、子供たちはキビナゴをさばいたりカツ
オを切ったりする体験をします。『いお・かごしま』から
は、毎回2名くらい参加してくれています。その裏では、
相変わらず私といつもの漁業士さんが、ヒーヒー言いな
がら食事の準備をしています。

この体制でも、6か所の活動が限界だね、という話をし
ています。もっとこういう活動を広げていきたいと思って
いるので、女性部さんの力を是非借りたいと思っています。

女性部との連携活動にしていきたい
県の漁協女性部の取りまとめ役が、九州信用漁連の職
員の方で、その方とは毎年打合せをしています。女性部
さんとの連携の話もしていますが、我々が行っている保
育園は鹿児島市内なので、そこまで（漁村地域から）ひょ
いひょいとは来られないということもあって、なかなか
女性部さんの参画は難しい状況です。
でも、ここ（指宿漁協岩本支所）の女性部さんが去年食

育活動の現場に見学に来てくれて、私たちがやってもい
いですよ、という雰囲気になりました。ところが、その
すぐ後に女性部さんの『はまの台所』の活動が動き始め
ました。『はまの台所』では、地元の魚や野菜を使った総
菜やお弁当の製造・販売をやっています。その活動が忙
しくなってきて、食育の方へは来られなくなりましたが、
『はまの台所』の活動は頑張ってほしいです。
そんなことで、なかなか女性部さんとのコラボは実現し

ないのですが、食育の活動は大事なので、漁業士さんたち
も、自分たちでやっていくということで頑張っています。

食育活動の成果
食育活動に関わるまでは、そういう活動に対して、あ
まりピンと来ていませんでした。でも、特に保育園での
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普及員という仕事や立ち位置について、今回熱く語っていた
だきました。人と人とが関わり合うことで成り立つこの仕事
は、理屈ではない面白さと、やはり大変なことも多いのだろ

うと感じます。2014年に開催した鹿児島での「うみ・ひと・く
らしシンポジウム」では、奥原さんには全面的にお世話になりま
した。今回、鹿児島県水産技術開発センターを再訪し、とても懐
かしく思いました。あの時は、夜中まで懇親会が続いた記憶が
あります。参加してくださった漁村の女性たちや、もちろん私
たちも、おいしいお酒をたくさん飲みましたが、実はその裏で、
奥原さんたちが、どんどん減っていくお酒の補充に走り回って

くださっていたようです。本当にありがと
うございました。

（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、東海大学人文
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）うみ ひと くらしネ トワ ク 関

インタビューを終
えて

活動を始めて、保育士さんは一生懸命だし、子供たちも
楽しそうなので、こういうのもいいな、と思うようにな
りました。保育園でやる、というのは最初驚きました。
でも、子供はあまり先入観がないせいか魚に慣れるのも
早い気がします。小さいうちに魚に触れさせて、三つ子
の魂ではないけれど、魚が大好き、と思わせないといけ
ないね、ということを、漁業士のメンバーといつも話し
ています。
活動の最後の食事では、小さい子に交じって自分たち

も食卓を囲むのですが、みんなパクパク食べて、お代わ
りする子もいます。それを見ているだけでも嬉しくなり
ます。活動をした後、家でキビナゴを食べたとか、そん
な話を園児がするそうです。活動がインパクトのある記
憶になって残ってくれることがいいなと思います。
活動の成果、というのはすぐに目に見えるものではな

いと思いますが、子供たちが楽しみにしているので、来
年もお願いします、と言われるのが今実感として得られ
る成果かな、と思っています。やはりこういう活動は、
続けることで意味が出てくるのではないでしょうか。
去年はコロナだったので、材料を配達するだけにして、

保育園で恵方巻を作ってもらうということもやりまし
た。巻くだけの体験でしたが、どんな状況の中でもその
時できることを考えて、地道に続けていくしかないのだ
と思います。

食育活動の可能性を考える
保育士さんや栄養士さんと懇親会をしたときに、保護
者から魚を獲っている現場を見たいという声が強いです
と言われました。いずれはそこまで含めた活動をしたい
と思っています。もう一つ保育園からの要望として、保
護者対象に調理教室をしてほしいと言われています。土
日などに課外授業のようにやれたらいいのではないか
な、と思います。また、専門学校で保育士を目指す学生
たち対象に、何かできないか、ということも考えていま
す。コロナが落ち着いたら、これらの活動に取り組んで
ほしいですね。
漁業士さんの一人は、魚1匹をさばく教室をやっても、
実際には家庭で丸の魚を扱う機会は少ないのではないか
と考え、サクの魚を用意して、『いお・かごしま』の人に、
家庭でできる刺身の切り方や盛り付け方のレクチャーを
してもらいました。手巻き寿司だけでなく、家で握り寿
司を食べられるようにしよう、ということもやっていま
す。活動の目的は、まずは魚を買ってもらうことですか
ら、丸の魚でなくても良いのです。そして、こういう活
動と連動して、寿司の日を作るとか、個々でやっている
活動を結び付ける全体的な仕掛けも必要なのではないで
しょうか。
想いは広がりますが、今のスタッフでは、現在の活動
以上はできないので、やはり活動に携わる人をもう少し
増やしていきたいと思っています。それと、日当くらい
はでるように、もう少しお金も引っ張ってきて、継続す
る活動になっていってほしいですね。

※本文写真は、奥原さんにご提供いただきました。
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令和3年10月25日に都市漁村交流推進協議会主催の「トー

ク＆トーク　まちに元気を！」が開催されました。

昨年は新型肺炎の流行のため、シンポジウムの開催を見合

わせましたが、今年度はオンラインで開催することとし、コ

ロナ禍で展開が困難になっている都市と漁村の交流について

「訪問だけではない、都市と漁村の新たなつながり方」をテー

マに実施しました。以下にその概要を報告します。

開催概要

日時：令和3年10月25日（月）13：30～15：30 
場所：オンライン（Zoom）

プログラム　

■ 講演：『海士町バーチャルツアーの取組みについて』

青山敦士（株式会社島ファクトリー代表）

『さいき・あまべ食べる通信の取組み』

平川摂（『さいき・あまべ食べる通信』編集長）

■ 取組事例紹介：『オンライン出前講座の取組みについて』

大塚英治（株式会社キットブルー執行役員）

※神恵内村

主催者挨拶
藤本昭夫　

大分県姫島村長　都市漁村交流推進協議会 会長

本日は、令和3年度トーク＆トークにご参

加いただきありがとうございます。毎年、本

協議会の活動の一環として、都市漁村交流の

展開を探るための意見交換の場として、会員

だけでなく、都市漁村交流活動に関心をお持

ちの多くの皆さんにご参加いただき、開催しています。昨年

はコロナにより開催を見合わせましたが、コロナ下でも続け

られる都市漁村交流の方法を模索する必要性も感じ、このた

び、「訪問だけではない、都市と漁村の新たなつながり方」を

テーマにオンラインで開催することとしました。

オンラインでの講演会は、今回が初めての試みです。至ら

ない点もあろうかと思いますが、ご容赦いただければと思い

ます。また、本日の講演内容が、今後の皆様の活動の一助とな

れば幸いです。

来賓挨拶　
中奥龍也　水産庁漁港漁場整備部　防災漁村課長

日頃より都市漁村交流についてそれぞれの

現場でご尽力いただいていること、この場を

借りてお礼申し上げます。新型コロナウィル

スの拡大等により、都市漁村交流に関しても

非常に厳しい状況にあると伺っています。現

行の長期計画では漁村地域の賑わいの創出を柱の一つとして

掲げ、交流人口の拡大に取組んでいるところですが、新型コ

ロナの拡大により、令和2年の実績は当初の目標を大きく下

回りました。しかし、漁村地域における交流は2千万のポテン

シャルを持っており、規制の解除が段階的に進んでいく中で

大きく伸ばしていける、底堅いものがあると考えています。

次の新たな漁港漁場整備長期計画でも交流を含めた漁村の活

性化は大きな柱だと考えているので、水産庁としてもしっか

り対応したいと考えています。そうした中、本日のトーク＆

トークが「訪問だけではない、都市と漁村の新たなつながり

方」というテーマで開催されることは、まさに時宜を得たも

のと考えています。

最後に、水産庁は漁村の活性化に向けて様々な資料（漁港

漁村における交流の推進に向けた基本構想、渚泊の参考書、

クルーズ船受入マニュアル等）を作成、HPに公表しています

ので、活用していただければと思います。

講演：『海士町バーチャルツアーの取組みについて』　

青山敦士　株式会社島ファクトリー　代表

もともと観光協会の職員として拾っても

らい、その後島ファクトリーを観光の子会社

として立ち上げ、旅行業、リネンサプライ業

等観光の土台を担ってきました。その一環

で2017年にホテルを開業、2021年7月には

ENTOというブランド名に切り替えてオープンしました。

今日ご紹介させていただくリモートトリップは島ファクト

リーの取組みとして昨年実施したものです。

当日の配信に合わせて地域の特産品を贈り、匂い・音等の

五感をフルに活用して旅を楽しむことができるような仕組み

としました。約2時間のプログラムで、単価は5000円から

9000円。お客様の手元に届いた牡蛎の開け方指南、島の民宿

の名物女将が踊るのをみることができるなどがあります。ま

た、すべてのプログラムが終了しクローズに向かうタイミン

グで5人ずつ、ブレイクルーム入っていただき、交流を行う

ことができる仕組みとしました。アンケートでも最も満足度

「トーク＆トーク：まちに元気を！～全国発、まちおこしに
向けた都市漁村交流の可能性とあり方を探る」を開催しました

50 漁港漁場漁村研報 Vol. 51



N E W S

の高いポイントです。

バーチャルツアーの取組みは、旅の前のコンテンツとして、

収益化できるかなど、可能性を探っている段階にあります。

すぐに来ることができない離島だからこそ、オンラインで関

係人口の増加を図ることが今後の大きな機会になればと考え

ています。

講演：『さいき・あまべ食べる通信の取組みについて』　

平川摂　『さいき・あまべ食べる通信』編集長

佐伯市は毎年1000人ほど人口が減少、日

本全体よりも約50年早く人口減少が始まっ

ており、減少速度が速い。このまま故郷がな

くなるかもしれないという不安があり、何と

かしなければと思いました。“佐伯の殿様、

浦でもつ”という言葉があり、2万石程度しかない佐伯藩は漁

業により潤っていましたが、現在の佐伯市の漁業には課題も

多く、厳しい状況にあります。このリアルな水産業界の現場

を知ってほしい、伝えたいと思いました。

佐伯は「食育のまち」ですが、市民の中にその誇りがあるか、

WEBアンケートで調べたところ、佐伯にずっと住んでいる人

と、一度でも出たことのある人では、食に対する意識にギャッ

プがあることが分かりました。特に魚が美味しいというとこ

ろは非常に高いポイントだったので、ここがPRのポイントと

考え、『さいき・あまべ食べる通信』の創刊につながりました。

『さいき・あまべ食べる通信』は佐伯市のあまべエリアの生

産者・加工者と読者をつなぐ食べ物付き情報誌です。申込み

は原則ネットからで、定期購読制、サブスクリプションモデ

ルと言われるものです。生産に関わる方々の生活や思いをド

キュメンタリータッチで伝えています。

生産者と読者の間を情報提供によって少しでも近づけよう

と考えています。実際、一部では動きが起きており、特に生産

者の方々の変化というものを非常に感じています。

皆さんの地域でも様々な取組があると思いますが、地元の

方々が一番の魅力ですから、その方々と一緒に動き始めるこ

とが重要だと思います。

活動事例報告：『オンライン出前講座の取組みについて』

大塚英治　株式会社キットブルー執行役員

（冒頭Youtubeで出前講座の動画を視聴）

積丹半島から挑戦する地域商社を作ろうとい

うことで神恵内村、岩内町、泊村、三町村の

出資により株式会社キットブルーが誕生し

ました。代表取締役、取締役には各町村から

就任していただき、監査役は北海道銀行と北洋銀行で、国か

らの交付金、漁協からの原料供給、民間金融機関からの資金

提供を受けています。まず、株式会社キットブルーは地域に

とって良い会社であることを目指すこととし、意識改革、陸

上養殖等の技術革新、ビジネスサプライチェーンの構築を行

い、生産者から加工流通、消費者自身を含めて広くファンを

つくり、将来の交流人口、関係人口を増やし、ビジネスモデル

化し、北海道、日本、世界へ駆け抜けて行きたいと考えていま

す。

ナマコとウニをキーワードにした様々な商品があります

が、例えば中国向けのお土産としての乾燥ナマコはインバ

ウンドの方向けとしてパッケージも工夫し一箱10万円の商

品も用意しています。また、冬ウニの陸上養殖について、大手

企業、地元企業に入ってもらい事業の推進を図っています。

こういった取組みを広めていくため、東京にあるコミュニ

ティスペース交差点の協力や北海道にゆかりのある北海道

ファンクラブの協力を得ています。定期的に購入してもらう

関係作りにより、神恵内村訪問につながるきっかけとなると

考えています。地元、札幌、首都圏への販路、ニセコのハイブ

ランドホテルへの商品販売、大手小売とのコトづくり等にも

取り組み、子供たちが「この仕事をしたい！」と思えるような

取り組みに励みたいと考えています。

閉会挨拶　
髙吉晋吾

漁村総研理事長・都市漁村交流推進協議会　事務局

今回、オンラインの強みを活かし、隠岐諸島の海士町、大分

県の佐伯市、北海道の積丹半島の神恵内村からご講演いただ

き、また、全国各地からの参加者の皆様と同じ時間を過ごす

ことができました。新型コロナにより経済活動や交流活動が

大きな影響を受けましたが、このような情報システムの活用

によって新しい交流の可能性が広がっていると思います。こ

のような取組により、これまで年に1回漁村を訪れていた人

がもう少し気軽に交流することが可能となり、そのうえで、

関心をもった地域を実際に尋ね、より中身の濃い交流ができ

るのではないかと思います。これからはリアル、バーチャル、

オンラインなど様々な形で都市と漁村の交流が進むことを期

待したいと思います。

（第２調査研究部　浪川　珠乃）
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１．松浦魚市場の概要
松浦市地方卸売市場松浦魚市場再整備実施計画は平成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、重要な役割を担っている。

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

型魚市場により安全・安心な運営体制を築くことを目指すこ

ととした。

このたび、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し、両者がEU向け輸出水産食品取

扱施設（市場）認定（以下「EU-HACCP施設認定」という。）

を取得した。

［松浦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．EU-HACCP施設認定の歩み
令和２年度からEU-HACCP施設認定に向けて準備を始

め、令和３年度は市場の認定を目指す松浦市、西日本魚市、

HACCP支援チーム（漁村総研、海洋水産システム協会、日本

食品検査）と冷凍工場の認定を目指すエンマキとが連携し一

丸となって取り組んだ。

［マスタースケジュールの作成（図１）］
松浦魚市場で平成 29 年からスタートした 4 年間の

「HACCPチーム」を対象とした高度衛生管理の講義、議論、

演習によって「HACCPチーム」のレベルは自らHACCP手

順を作り出せる段階まで到達した。

令和３年度は前年度までの準備段階からいよいよ申請の手

順に取り掛かった。

［EU-HACCP施設認定ゾーンの設定］

施設全体はSSOPにより一般衛生管理が施されているが、

EU-HACCP施設認定を行う上で施設のどこで扱う水産物を

EUの取り扱いとするかを特定する必要があった。本施設の

場合、陸揚げされた水産物は一部だけを冷凍に回すため、特

定ゾーン（図２■オレンジゾーン）を設定した。
［HACCPプランの提示］

重要管理点（CCP）と重要なハザード、管理基準を決定し、

モニタリングはどのように行うか、修正措置が有った場合は

どのようにするのかを記述する。松浦魚市場では青魚（アジ、

▲写真1：松浦魚市場全景

▲図1：松浦魚市場EU-HACCP取得スケジュール

松浦魚市場のEU-HACCP認定
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サバ）を多く扱うため、最初はヒスタミンの産生をCCPにし

ていたが、瞬時にヒスタミン量が計測できないため魚体温度

（水氷1tタンク）の状況を確認することをCCPとした。

［フローダイヤグラムの設定］

松浦魚市場でのEU-HACCP施設認定のフローダイヤグラ

ム（図３）を作成した。ポイントは単純明快に、原魚の受け入
れからEU向け水産物は搬送MB（水氷の入った1tタンク）

に流れていく。

▲図2：EU-HACCPゾーン

▲写真3：EU-HACCPゾーンのカーテン境界

▲図3：松浦魚市場フローダイヤグラム

▲写真2：EU-HACCPゾーン
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［ハザード分析ワークシートの設定］

先に示したフローダイヤグラムの「A0受入」、「A1

水揚」、「A2ホッパー投入」、「A3洗浄」、「A4選別」、「A5

計量」、「A6陳列」、「A7搬送MB」の各工程において

考えられるハザードを挙げ「YES・NO」を回答し、根

拠を示した。「YES」がハザードコントロール項目で

CCPに当たる。松浦魚市場ではヒスタミンの産生がこ

れに該当する。

［工程説明書の提示］

先の工程ごとに作業手順、主な温度、時間条件等を

説明した。

［修正措置報告書の記入］

管理基準からの逸脱が発生した場合、発生した日時、

その問題点、行った修正措置、報告する責任者とその

量、製品を評価し、最終的な処分内容を記入した。

［製品説明書の記入］

松浦魚市場で扱う製品を明示した（図４）。製品の名
称及び種類、製品説明、原材料等、包装の形態及び包装

資材の材質、製品特性、製品の規格、賞味期限、意図す

る喫食方法、意図する出荷先、意図する消費者を記述

した。

［スクリーニング審査から本審査へ］

以上を提出し本年1月12日から3日間でスクリー

ニング審査に対応した。若干の修正事項に対応し書類

関係の審査は通過し、次の本審査を待つこととなった。

特に本案件の場合、衛生管理記録を電子帳票

により対応した日本初の案件であるため、こ

の点のエビデンスがいかに取れるかが議論の

重要ポイントとなった。

［本審査］

スクリーニング審査で出された改善点に回

答し、3月1日から3日間の本審査を迎えた。

本審査では荷さばき所が稼働している状況を

審査することが主目的であった。特に改良型

の魚体選別機を導入したことにより、一定の

重量でタンクに投入されることになり作業性

が向上し、人が魚体に触れることのない過程

が衛生管理上評価された。

［EU-HACCP施設認定］

本審査で出た修正事項はHACCPチーム

の役割とHACCPチームの体制図、および

ICTを使った衛生管理記録表の見直しであっ

た。即座に対応し、令和4年3月30日に無事、

▲図4：製品説明書

▲図5：タブレットによる衛生管理チェック
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▲写真4：スクリーニング審査

▲写真5：改良型魚体選別機

▲図6：認定書（松浦魚市場・エンマキ第1工場）

▲写真6：本審査

▲写真7：EU-HACCP施設認定交付式

認定書（図６）が松浦市とエンマキ組合に交付された。
4月15日には、松浦魚市場を整備した松浦市の友田吉泰市

長と松浦第一製氷冷凍工場を整備したエンマキ組合の加藤久

雄組合長に対し、農林水産省の渡邉洋一輸出・国際局長から

認定書の交付が行われた。

３．松浦魚市場のこれから
漁村総研は松浦魚市場の計画初期から再整備事業にかか

わってきた。国、長崎県、松浦市、西日本魚市、エンマキや

市場関係者と高度衛生管理の方向性を考え、これからの水産

物流通を担うための計画を作ってきた。先人から魚市場の

先駆者であった松浦魚市場は、今回、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EU－HACCPなど高

度な衛生条件が求められる輸出も可能な施設に生まれ変わっ

た。多くの人が関わって施設整備が出来上がったことはＣＭ

(Construction Manager)として有意義であった。

「安全・安心」+「新鮮・おいしい」水産物を国内外へ広く

届けるために、EU-HACCP施設認定を取得した松浦魚市場

を先進事例に、今後より多くの人々が新しい水産流通を享受

できるよう全国での取り組みを支援していきたい。

（第１調査研究部　次長　大村　浩之）
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１．はじめに
本研究会は、漁場施設の蝟集機能や増殖機能等に関する研

究及び漁場・増殖場造成に関する研究を行うことを目的とし

たもので、事務局を当研究所に置いています。会員は、漁場

施設の蝟集機能や増殖機能及び漁場造成に携わる企業及び学

識者等で構成されており、漁場施設の蝟集機能や増殖機能等

に関する研究、漁場・増殖場造成に関する研究等を行ってい

ます。

２．内容
研究例会は、会員をはじめ水産庁、水研機構水産技術研究

所、都道府県の関係部局の計95名の参加で開催しました。(※

オンライン会議システム(ZOOM)併用)

会長である当研究所の髙吉理事長の開会の挨拶がありまし

た。続いて、当研究所の伊藤部長より、これまでの研究会の経

過報告を行いました。その後、事例報告として、1）調査手法

と魚礁効果、2）増殖効果のテーマ別に全8課題の発表が行わ

れ、各テーマの終わりに質疑応答が行われました。

開催日時：令和3年3月4日（金） 13：30～17：00 
場所：エッサム神田ホール2階 多目的ホール

【プログラム】

1．開会　会長挨拶

2．水産庁挨拶

3．これまでの経過報告

4．事例報告

①調査手法と魚礁効果（45分）

１） 洋上風力稼働時の振動音と水産生物の行動

（（一財）漁村総研）

２） 長崎県壱岐対馬における水中可視化装置を活用した効

果調査について （㈱中山製鋼所）

３) ROVによる魚礁効果調査におけるハタ類の行動特性

について （海洋土木㈱）

②増殖効果(75分)

１）海水温上昇を踏まえた漁場整備の考え方と検討事例

（（一財）漁村総研）

２）漁港水域を活用したヒラメの蓄養試験

（（一財）漁村総研）

３）漁港施設の有効利用の事例 （海洋建設㈱）

４）コーケンテクリーフ潜水調査 （日本コーケン㈱）

５）浮泥海域における多孔質藻場礁の効果事例（その2）

（日鉄神鋼建材工業㈱）

（事例報告途中　10分間休憩）

5．閉会

理事長挨拶

発表風景

質疑応答風景

漁場施設研究会第17回研究例会を開催しました

▲理事長挨拶

▲発表風景

▲質疑応答風景
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▲事例報告1

▲事例報告2

３．事例報告
１) 調査手法と魚礁効果：事務局側から洋上風力稼働時の振

動音と水産生物の行動において、洋上風発からの水中音が

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

える影響についての報告をしました。

　会員からは、長崎県壱岐対馬地区における水中可視化

装置を活用した効果調査、ROVによる魚礁効果調査にお

けるハタ類の行動特徴についての報告がありました。

２） 増殖効果：事務局側から海水温上昇を踏まえた漁場整備

の考え方と検討事例、漁港水域を活用したヒラメの蓄養試

験についての報告を行いました。

　会員からは、漁港施設の有効利用の事例、コーケンテク

リーフ潜水調査、浮泥海域における多孔質藻場礁の効果

事例についての報告がありました。
４．おわりに
調査手法と魚礁効果については、魚探、ROV、水中可視化

装置を使用することで広い範囲についても従来調査よりも高

精度の蝟集量調査が可能となり、今後さらなる精度向上と現

地での検証が期待されるなどの意見が出されました。

増殖効果については、漁港施設の有効利用の事例で増殖礁

を設置することで、新たに生息環境を創出できることを確認

できましたが、漁港水域の特性上、環境が悪化しやすいため

今後効果の持続性が注視されること。また、港内という静穏

な環境だからこそ構造物が設置できているとも考えられるこ

と。その他の発表も興味深い内容が多く、活発な質疑がなさ

れました。

（第２調査研究部　犬丸　敬之）
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◎須黒 達巳 著
　出版社：ベレ出版
　ISBN-10：4860646762
　ISBN-13：978-4860646769
　定価2,200円（本体2,000円＋税10%）

図鑑を見ても名前がわからないのは
なぜか?

浦島研究員オススメ！

皆さんは、自信を持って動植物を同定することができます

か？この書籍に興味を持ったのは、私自身が動植物を見分ける

のが苦手だからです。いくら事前に図鑑やネットで調べていて

も、いざフィールドに出てみると、似たようなものが多く、区別

するのが難しいことが多いです。

本書では、カやクモ、シダなどといった動植物を例にとって、

なぜ図鑑を使ってもうまく同定ができないのか、どういうプロ

セスで同定ができるようになるのかについて解説されています。

第１章では、著者の研究対象である『ハエトリグモ』を例にし

て、「形を見分ける目ができていない」状態で図鑑から対象を探

そうとしても、色や模様などの見た目だけでは難しいこと、図鑑

を正しく使いこなすためには、対象の動植物及び図鑑の絵や写

真から、「正しく特徴を捉える目をつくる」ことが必要だという

ことが語られています。

第２章では、第１章で触れられた「目をつくる」とはどういう

事なのかについて、例題とともに語られています。「目ができて

いない」状態であれば、いくら図鑑をみてもなかなか同定に至る

には難しいが、対象の特徴を言語化したりよく見比べたりする

ことで徐々に目が作られていくことが述べられています。

第３章では、著者の研究対象外であるシダの同定に挑戦する

過程が語られています。

第４章では、生物の同定を難しくする要素である『変異』につ

いて語られています。ここでは、一個体間の違いに囚われすぎ

ると、すべてが変種のように感じてしまう状態に陥ってしまい

かねないので、逆に「共通する特徴」を探すことが大事だと述べ

られています。

第５章では、著者がはじめて取り組んだ図鑑の作成過程を、図

鑑の見やすさや検索のしやすさなどの解説とともに述べられて

います。

第６章では、いくつかの種を例にとって、発見した種が正確に

同定されるまでの過程を紹介しています。私たちが普段、道端

などで見かけた動植物を判断するのとは違い、学術的に通用す

るために正確に同定することの難しさが語られています。

仕事にせよ趣味にせよ、知らない、興味がないからといって

避けて通るばかりでは覚えられるものも覚えられないし、いつ

までも出来ないままになってしまうかもしれません。この本を

読んでみて、動植物の同定に限らず、何事にもまずは興味・関心

を持って物事を捉え、言語化してみるということが大事だと感

じました。そして同定という作業は、水産物に関わりのある我々

にとっても必要な作業とも言えます。

魚に限らず、動植物の見分けが苦手だと感じている方、それ

がどうして苦手に感じてしまうのか、同定するにはどのように

アプローチすれば良いのかが分かりやすく解説されております。

ぜひ、読んでみてください。
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●●●●オススメ！

砂浜海岸の自然と保全

◎須田有輔 ( 編著 )
　出版社 : 生物研究社 
　ISBN-10：4909119132
　ISBN-13：978-4909119131

浅井研究員オススメ！

本書は、外海に面する波当たりの強い砂浜海岸を対象と

し、砂浜海岸について長年研究されている水産大学校の須

田教授らがとりまとめた日本で初めて砂浜生態系を扱った

ものです。

皆さんは「砂浜」についてどのような印象をお持ちでしょ

うか。彩りに富んだサンゴ礁、希少で多様な生物が生息す

る干潟などの沿岸環境と比較して、砂浜のイメージは不明

瞭ではないでしょうか。私自身、乾いた砂地や荒い波から

「生き物の少ない不毛で過酷な環境」という印象を持ってお

り、水産生物学を専攻していた私にとって、砂浜は魅力的

な場所ではありませんでした。しかし、縁あって須田教授

の研究室への配属が決まり、研究フィールドである砂浜を

訪れる度に、初めに抱いていた印象が変わっていきました。

砂浜には多様な生物が生息し、独自の生態系を形成してい

たのです。

本書の構成を概説します。第１章では砂浜生態学概論、

第２章では物理的な特性、第３章では物質循環が解説され

ており、砂浜環境について理解を深めることができます。

第４章、第５章では砂浜海岸に生息するマクロファウナ

や魚類について紹介されています。潜砂性の小型甲殻類ナ

ミノリソコエビは、波の動きに反応、対応することで（まさ

に波乗りですね）、潜砂不可となる硬さの底質を避けるよう

に分布しています。生物の分布とそれを規定する要因の１

つである土砂環境に着目し、解説されています。

第６章では外海に面する砂浜海岸における研究事例を紹介

し、砂浜タイプによる魚類の群集構造の違いを餌環境の視点

から考察しています。

第７章では砂浜海岸で生じている環境問題や指標生物につ

いて解説され、保全を行う上での課題が論じられています。

第８章、第９章では、市民による保全活動の取り組みが紹

介されています。第１０章では海岸の管理制度について述べ

られています。

以上のように、本書の執筆者は、水産学、海岸工学、生物学、

水産行政、海岸行政、市民団体と多様な分野にわたるため、砂

浜生態学の概論、最新の研究事例、市民による保全活動まで、

多角的な視点からとりまとめられています。

ちなみに、本書コラムにあるフィールド調査の裏話がおす

すめです。荒波に揉まれながらサーフネットを曳いた魚類採

取、筋肉痛に耐えつつ1日中篩いをふるった生物採取、何度

も何度も実施した環境測定と、私も学生時代には砂浜に鍛え

てもらいました。

日本の砂浜の３/４は外海に面した海岸にあり、外海の海

岸線の半分以上が砂浜で縁取られています。日本において、

砂浜海岸は重要な環境の１つですが、他の沿岸環境と比較し

て研究数が少なく、知見が不足しています。このため、砂浜海

岸への理解を深めるためのオススメの一冊です。ぜひ本書か

ら、砂浜生態系の重要性、面白さ、そして直面している環境問

題を学び、砂浜海岸に興味を持って頂きたいと思います。



The 論文

学会・シンポジウム等への論文投稿・発表（令和３年10月～令和４年３月）

編集後記

新年度に入り人事異動、新規業務の打合せ、そして、前年度業務の残務処理と、慌ただしい4月が過ぎました。ゴールデンウイークで一休
みして、5月に入ったところ、ようやく研報No.51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。
連休明けの週には今号で特別寄稿を頂いた東海大学の李先生のグループが主催した国際会議に、オンラインで参加する機会を得ました。

コロナ禍ということもあり、対面参加は少なめだったかと思いますが、小規模漁業の日本の状況はもとより、海外の事例報告、漁する女子ジャ
パンの活動、そして関先生のコーディネートによる地元静岡の漁業関係者が旬の水産物を調理しながらのインタビュー等、盛りだくさんの
内容でした。主なセッションでは同時通訳もあったため、理解が進みました。小規模漁業の課題を日本国内だけでなく、地球規模で捉えて、
海外事例と比較しつつ再び地域に立ち返る視点や、漁業におけるジェンダーの問題など、時代の変化に対応し、未来を指向するヒントが詰まっ
ていました。新緑の東京の街路を歩きながら、プレゼン内容を思い出し、自分も頑張ろうと思いました。  （H.M）

第68回海岸工学講演会（令和11.10～12）
「津波流れに対するマウンド上被覆ブロックの流体力特性と安定性評価に係る実験的検討」
「漁港区域内の海岸保全施設に対するうねり性波浪による被災と設計波への影響」
Coastal Engineering Journal（Published online: 07 Dec 2021）「Variation analysis of multiple tsunami inundation models」
技術情報誌「PARI」（令和3.10）「特集　津波モデル比較座談会」
第43回風力エネルギー利用シンポジウム（令和3.11）「北九州市沖における洋上風車基礎の有効利用に向けた魚礁効果調査」
はまべ交信第30号（令和4.3）「令和３年度海岸事業調査の概要について」
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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３年10月～令和４年３月）

◎令和3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【（一社）大日本水産会、（一社）水産土木建設技術センター、（公社）日
本水産資源保護協会】令和3.10.19　　◎早稲田大学社会科学部リサーチインターンシップ社会連携コーディネーター 講師派遣【早稲田大学社会
科学総合学術院】令和3.10．20、令和4．3．10　　◎令和3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【（一社）大日本水産会、
（一社）水産土木建設技術センター、（公社）日本水産資源保護協会】令和3年12.7　　◎2021年度第7回ＪＦマリンバンク水産業連絡会議 講
師派遣【農林中央金庫ＪＦマリンバンク部】令和3.12.10　　◎令和3年度農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち輸出環境整備推進事業
（HACCP認定加速化支援事業）に係る産地関係者を対象としたHACCP関連の講習会 講師派遣【（一社）海洋水産システム協会】令和3.12.21　
◎連携組織経営力支援強化事業（BCP緊急普及促進事業）静岡水産流通協同組合（第１回事業） 講師派遣【静岡県中小企業団体中央会】令和
4.1.14（Zoom開催）　◎連携組織経営力支援強化事業（BCP緊急普及促進事業）静岡水産流通協同組合（第2回事業） 講師派遣【静岡県中小企業
団体中央会】令和4.１.21（Zoom開催）　　◎第8回三陸海域の水産業と海洋研究集会 講師派遣【水産海洋学会、岩手大学三陸水産研究センター】
令和4.1.28　　◎令和３年度第２回神奈川県水産審議会 委員派遣【神奈川県】令和4.２.3（Zoom会議開催）　　◎連携組織経営力支援強化事業
（BCP緊急普及促進事業）静岡水産流通協同組合（第3回事業） 講師派遣【静岡県中小企業団体中央会】令和4.２.3（Zoom開催）　　◎令和３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4.３.1　　◎令和3年度第2回サンゴ
礁の面的保全・回復技術検討委員会 委員派遣【FIDEC】令和4.3.2（オンライン会議開催）




