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巻頭言

海業（うみぎょう）
水産庁 漁港漁場整備部 部長　田中 郁也

本年 3月に閣議決定された水産基本計画において、漁
村活性化のための海業（うみぎょう）の振興が位置づけ
られました。同時期に定めた漁港漁場整備長期計画では、
重点課題の一つに「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を位置づけ、具
体的な数値目標として令和8年度までに全国で海業の新
たな取組を500件展開するとともに、都市漁村交流人口
の200万人増加を掲げました。
また、水産基本計画では、海業等の推進に当たり民間

活力の導入を図るとして、「民間事業者の資金や創意工
夫を活かして新たな事業活動が発展・集積するよう、漁
港において長期安定的な事業運営を可能とするため、漁
港施設・用地及び水域の利活用に関する新たな仕組み
の検討を進める」としており、2023年度までに所要の措
置を講じる予定となっています。
ここで、民間事業者とは、海業等に取り組む漁業協同

組合や民間企業を想定しています。現在、漁港に立地し
ている直販所や食堂は、地元の漁協や市町村等が設置し
たもので、地方単独用地や長期利用財産として財産処分
手続きを経た漁港施設用地に立地しています。民間企
業が施設等を設置しているケースは、漁港施設用地の大
半を占める国庫補助用地上では極めて少ないのが実情で
す。このように漁港の海業への利用は限定的であること
から、仕組みの検討においては、漁港を海業に利用する
根拠と民間事業者が利用するための手続きを示すととも
に、事業者が新たな事業のための投資を行う上で必要と
なる長期にわたる事業活動を担保することなどを目指し
ています。

漁港の海業利用は、地域の発意により、地元の理解と
協力の下で進めることが大事です。地域の漁業活動の
基盤としての役割をしっかりと確保しながら、海業に活
用するスペースを創出します。地域の立地条件、自然条
件などにより、地域の強みは異なります。集客に適した
ところ、水質などから増養殖に適したところなど、全国
津々浦々の漁村がそれぞれの強みを生かした海業の取
組を展開していただくことを願っています。そして、こ
れらの事業活動により、漁業活動の生産性を向上し、地
元水産物に付加価値をつける、また人が集まりにぎわ
いを生むことで雇用を創出し、地元での消費活動を促進
するなどの効果を期待するものです。
水産庁では、海業の普及促進の取組を開始しました。
いくつかご紹介をすると、海業の取組に活用できる支援
策を、他省庁の事業も含めて、分かりやすい形で情報を
整理した「支援策パッケージ」を作成します。補助施設
等の財産処分の手続きなど海業全般にかかるご相談に応
じる「相談窓口」の設置の準備を進めています。また、新
たな500件の取組を展開するにあたり、モデル地区を設
定し、計画づくりや民間とのマッチングの取組を支援し
ます。そこでのノウハウを他の地域の取組に活かしても
らう、いわゆる横展開できるようにしていきたいと考え
ています。さらに、地元での事業活動が地元経済に及ぼ
す効果を示す地域経済循環分析などの手法を活用し、海
業の効果を見える化を試みます。
これから地域の皆様と一緒になって、「海業（うみぎょ

う）」をキーワードに漁村の活性化に取り組んでいきます。

表紙写真

2021漁港漁場漁村海岸写真コンクール
佳作　「冬場の内職」上野　一豊 氏
青森県大畑漁港
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大震災を乗り越え人のつながりを財産に
～速やかな復旧・復興の要因と村の存続に向けた取組み～

小田祐士
岩手県九戸郡野田村長

1955年生まれ。1979年野田村役場入庁。
水道課、農林商工課勤務等を経て2005年より現職

東日本大震災から11年が経過し、インフラの復旧・復興はほぼ終了しました。これからは、その経験を今後発生が懸念さ
れる大規模災害への備えに活かすことが重要です。また、温暖化等環境の変化、人口減少・高齢化の進行、新型コロナによ
る社会情勢の変化等を踏まえ、今後の漁村地域をどのように維持・発展させるか考えることが必要になっています。
岩手県野田村は、大震災により大きな被害を受けましたが、三陸で最も復興が早かった村と言われています。また、恵まれ
た自然環境を活かし、特産の荒海ホタテ、のだ塩、山ぶどうなどを用いた産業振興に積極的に取り組んでいます。
震災当時から村長として復旧・復興の先頭に立ち、さらには持続可能な村を目指して様々な施策を打ち出してこられた
小田祐士村長に、復旧・復興にあたっての経験やこれからの村づくりなどについて、当研究所理事長の髙吉がお聞きしま
した（2022年8月3日オンライン）。

髙吉晋吾
（一財）漁港漁場漁村総合研究所 理事長
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自然に恵まれた心豊かな村
髙吉　コロナの第 7波の感染拡大となり、オンラインで
開催することにしました。久しぶりに小田村長と現地で
お会いできるのを楽しみにしていましたので残念です
が、コロナが落ち着いたら本日の話で出てくるであろう
リアルの野田村をぜひ訪ねたいと思います（※ 10月 13

日に訪問）。まずは、普段はどのように野田村を紹介され
ているのでしょうか。
小田　野田村は小さな村で、人口約4千人、縦横10数㎞
で面積は80.8㎢です。昔から海あり山あり川ありと自然
に恵まれ、食材も豊富で、村民の方が豊かな気持ちで暮
らしてきた村です。野田村には東北のリアス式海岸の中
でも珍しく十府ヶ浦
海岸という砂浜があ
ります。昔は漁港がな
かったので、砂浜から
物を揚げて、それを内
陸の方へ運ぶ物流の
要衝として発展して
きましたが、各地に港
が整備されてくると、
要衝としての役目は
廃れていきました。野
田村には県管理の第2

種野田漁港と村管理
の第1種漁港である玉
川漁港と下安家漁港
があります。

2011.3.11東日本大震災発生
髙吉　東日本大震災から11年が経ちました。当時電話で
小田村長から、「家は流されたけど自分は無事です。親戚
の家に仮住まいしています。」と聞いてほっとしたことを
思い出します。ご自身も被災者の立場でありながら、村
長として村の復旧の陣頭指揮に立たれました。たいへん
なご苦労があったと思いますが、震災直後の状況やまず
何から手を付けられたかお聞かせください。私は村で復
旧・復興の経緯をまとめられた「野田村復興記録誌」を
見ながらお話を伺いますのでよろしくお願いします。
小田　野田村は、震度5弱、最大津波約18m、村内の3分
の1に当たる515棟が被害を受け、37名の方がなくなり
ました。私も経験したことのないほど大きな地震でした
が、子供のころから、大きな地震の後には津波が必ず来
ると教わっており、実際にチリ地震津波では、自分は妹
の手を引き、母が弟を背負って近くの高台の神社に逃げ

た記憶があります。
　これは津波が来ると思い、まずは職員に村民の避難所を
開設するように指示しました。しかし避難所に行くため
には海沿いの道路を通る場所もあり、もしかしたら職員が
津波に巻き込まれるのではと、指示した後で気づきハラハ
ラしましたが、幸い全員無事で胸をなでおろしました。
　自分は、職員たちと役場の 2階へ避難し、そこから海
の方を見ると、昭和三陸地震の後に住民が協力して植え
た樹齢約 70年のクロマツの防潮林がバタバタと倒れて
いくのが見え、役場の周りを歩いていた住民の方に、「役
場に入れ。早く逃げろ。」と叫びながら、我々はさらに役
場の 3階に避難しました。後で降りてみると 1階は津波
が入りゴミやヘドロが堆積していました。
　悲惨な被害状況を見て、すぐに岩手県や自衛隊などに
応援を要請しました。そしてこの後の対応をどうするか、
今被災している方々をどのように助けるか、冷静になっ
て考えました。だんだんと薄暗くなってくるなかで、助
けてほしいという声も聞こえましたが、瓦礫の山で役場
から出ることができず、出ると二次災害になる可能性も
ありました。大声で「明るくなるまでそこで待ってくだ
さい。明るくなったら助けに向かいます。」と声をかけ続
けるしかありませんでした。
　あまり記録等には載っていないと思いますが、野田村で
は津波で多くのプロパンガスのボンベが流出しました。昔
は毎晩外に出て元栓を閉めていましたが、最近は建物内の
栓を閉めればよいという構造になっています。津波でボン
ベをつないでいるホースがちぎれ、開いている元栓から
シューというガスの漏れる音が聞こえていましたが、幸い
にも引火することはありませんでした。明け方になってガ
スの抜ける音がしなくなり安心したのを覚えています。

行方不明者全員の確定に全力
髙吉　直接お話を聞いて、迫ってくる大津波の恐怖や日
暮れを迎えて不安が募る様子がよく分かりました。
小田　次は、村民の安否確認を急ぎました。とにかくひ
とりずつ確認しなければなりませんでした。白い大きな
紙に、避難所に来た方、親戚の家などに行った方、残念
ながら遺体で見つかった方、そして住民票等のデータを
活用して確認の取れない方の名前を書いて貼り出しまし
た。そうすると、役場に身内の情報の確認にきた方が「○
○さんは××で会った」と居場所を教えてくれたりして、
震災発生から3日後くらいには、行方不明者全員の人数
と名前を把握できました。
　行方不明者が全員見つかるまでは次の段階に移行でき
ないと思っていました。まだ生存者がいるかもしれない、

野田村

岩 手 県

野田村の位置
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たとえ生存が難しくてもそこに住民の方がいるかもし
れない、そういう中では、大きな機械を入れて瓦礫を片
付けることは出来ません。消防の方々の仕事の基本は遺
体を探すことではなく生存者を探すことですから、しば
らくすると本部から撤退の話も出ましたが、隊長になん
とか協力してほしいとお願いしたところ、本部からも役
場の指示に従ってよいということになり、3月28日まで
に行方不明者全員が見つかりました。
　一方で、行方不明者を見つけるためには、建物を壊さ
なければなりません。2階が残っていた人には、最低限
のものだけ持ち出して残りは我慢してほしい、早く仲
間を見つけるために家を壊させてほしいとお願いしたと
ころ、皆さんが了承してくれ、了承を得られた家には『解
体OK　○月○日』という文字をペンキで書いていきま
した。

３つの堤防でまちを守ることに
髙吉　それでは、暮らしの復旧・復興についてお聞きし
ます。村の中心部は今後の津波に備えて三段構えの堤防
で復旧されました。このような考え方はどのような検
討を経てできあがったのでしょうか。
小田　被災した人たちから、「村の復旧の方向性が見えな
いとこれからどうするのか判断に悩むので早く決めてほ
しい。」という声が大きくなっていました。大きな枠組を
決めるうえで、私も被災者だったということが非常にプ
ラスであったと考えています。もし私の家が無事であっ
たとしたら、私も被災者の方々と話しにくいですし、住
民の中にも「お前の家は助かっているだろう」といった
意見も当然出てきたと思うのですが、同じ被災者として、
思い切ったことが言えました。
　海から役場までの被災状況は大きく3つに分かれてい
ました。一番海側のエリアは、たくさん住宅があったの
ですが、建物が影も形もなくなってしまい、焼野原のよ
うな状況でした。その次のエリアは、私の家も含まれる
のですが、家は流されたけれども形は残っており、2階に
あったものは持ち出すことができる状況のエリアです。
3つ目のエリアが、一番役場に近いエリアで、津波は到達
したが家は流されなかったエリアです。
　この3つのエリアで、過去の津波被害と今回の被害の
状況を踏まえ復旧することを考えました。一番海側のエ
リアに再び住んでもいいとは言えません。もう一度住み
たいという方もいましたが、そこは災害危険区域にする
ことに決めました。ただ、図面上だけの危険区域だと時
間が経てば人が住んでしまう可能性があるので、いわゆ
る第三堤防とよばれる土の堤防を作り、それよりも海側

は危険区域と目に見える形にしようと思いました。
　具体的にどのような事業を使うかなどは後になってか
らなのですが、既に私の頭の中では、三つの堤防を建設
して、海側に危険区域を設定して、どこかに高台を作っ
て移転し、役場の周辺は区画整理して、ということが 3

月中には出来ていました。
　4月になって、そのような考え方を村民に説明したい
と言ったところ、村の技師たちが、「説明会をやるには図
面を作らなければならないので2～3ヶ月時間が欲しい。」
と言ってきました。自分は「堤防の位置、危険区域の設
定、高台のイメージを模造紙にマジックで描いて、危険
区域内になってしまった住民の方はそちらに移動してほ
しいといった話は明日にでもやりたい。」と言ったのです
が、さすがに明日は無理だということになって、平成23

年 5月 12日と 16日に住民懇談会を 1日 2回、地区割を
しながら開催しました。住民の皆さんは「分かった。」と
反対意見は一切ありませんでした。その後6月までに1ヵ
月ほどかけて復興の基本イメージを図面に起こし、改め
て説明しました。
　なお、危険区域にする場所のラインは私のイメージで
引いただけでしっかりとシミュレーションをする必要が
ありましたので、最終的な境界線が確定したのは、その
年の秋頃だったと思います。
　①第一の堤防として海岸堤防を再建し、②その背後に
第二の堤防として国道と三陸鉄道、さらにもうひとつ内
側に、③土の第三堤防を作るのです。このことについて

3つの堤防で村を守る

区画整理
事業

城内
高台団地

三陸鉄道

役場

③第３堤防

①第１堤防

②第２堤防

③第３堤防（盛土）

①第１堤防（防潮堤）

凡　例

②第２堤防
（三陸鉄道＋国道45号
の海側に側壁）

野田
漁港

建築制限エリア

↓至　下安家

十府ヶ浦・南浜
高台団地

米田高台団地
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は、野田村復興記録誌の15ページに記載しています。
　①のラインでは、壊れた堤防を14mでかさ上げしまし
た。実際に来た津波は18mだったので、この防潮堤では
津波の威力を弱めることしかできませんが、なるべく壊
れないような堤防を作ってほしいので、堤防の中に土を
入れて再建しました。②のラインの国道がある場所は、
私が小さい頃は土の堤防だった場所に被覆してバイパ
スを通しました。また三陸鉄道は、鉄道を敷くために盛
土をしています。これら二つを合わせて第二のラインと
しています。そして、③のラインが新たに盛土で作った
第三堤防になります。第三堤防と第二堤防の間は公園に
しました。
髙吉　震災後の中央防災会議で、海岸堤防は東日本大震
災のような最大規模の津波L2ではなく発生頻度の高い
津波L1で設計し、L2津波に対しては避難を軸として土
地利用などを組み合わせて総合的な津波対策を考えると
いう方針が出されました。また、隣の普代村の太田名部
漁港では、漁港の防波堤で津波が弱められたおかげで、
その背後の海岸堤防を津波が越えずに集落が守られたこ
とから、これをもとに漁港の防波堤と海岸堤防による多
重防護という考え方が水産庁で整理されました。野田村
の対策はこれらの考え方をうまく組み合わせた形になっ
ています。

土の堤防にこだわり
小田　また、私が第三堤防など土にこだわったのには理
由があります。津波でコンクリート製の海岸堤防は壊れ
ましたが、その内側にあった国道は壊れませんでした。
国道の場所は、先ほど言ったように元は土の堤防で、ま
た北部の農地海岸堤防も壊れませんでしたが、それも私
が小さい頃は土の堤防で、後に被覆かさ上げしたもので
した。このことから、個人的な考えですが、コンクリー
トだけで作った堤防は古くなると壊れるが、土の堤防は

壊れないというイメージが私の中にできていました。私
は土木を勉強していたわけではないのでわかりません
が、土は50年100年経つと、大地と一体的になるのでは
ないかと思ったのです。
　③のラインの背後には区画整理事業を投入し、危険区
域に指定した場所に住んでいた人たちには、高台を整備
しました。米田高台団地、十府ヶ浦・南浜団地、一番大
きなエリアが城内高台団地です。

三陸沿岸でもっとも復興が早かったと言われる
髙吉　野田村の復興が三陸沿岸で一番早かったと言われ
ていますが、何がポイントとなったとお考えでしょうか。
小田　早々に住民の方と復興のイメージを共有できたこ
と、私自身も被災者だったこと、行方不明者が3月28日
までに全員見つかったことに加えて、国土調査がちょう
ど終わっていたことが挙げられます。この4点だと思い
ます。
　国土調査が終わってないと、個人個人の土地の境が分
かりません。昔の手書き図面だと、例えば千坪あるとこ
ろに、5人なら 5人の図面を重ねると千坪を超えてしま
うわけです。そこで国土調査というのは、500坪持って
いると言っている人が実は 450坪しかないですよ、と
いうのを了解させながら、境界を打っていきます。そう
いう調査作業を、山も住宅地もすべて実施します。一カ
所起点を決めると、土地を正確に再現できます。だか
ら、家を壊してほしくないという人がいても、壊しても
ちゃんと再現できるので安心してほしいと伝え、取り壊
し作業にかかることができました。
髙吉　今後の災害に備え事前復興を検討するうえで、大
変貴重な情報だと思います。村の中心部以外でも漁港が
ある下安家地区などで大きな被害がありました。
小田　野田村はもともと明治の合併で、野田村と玉川村
が一緒になってできた村です。旧野田村で被災したのは、
十府ヶ浦の南浜地区、米田地区、泉沢地区、役場がある城
内地区、北に行くと、新山地区、そして村の一番北側の中
沢地区です。この中沢地区は、隣の久慈市久喜地区で昔、
山津波で被災した人たちが移ってきたところです。中沢
地区の漁業権は実は久慈市にあり、ここから移動すると
漁業権を持てなくなるので、津波で流されても中沢地区
に住むしかないということです。旧玉川村では下安家地
区で大きな被害がありました。

コミュニティの維持に配慮
髙吉　昨年当研究所のシンポジウムで震災復興 10年を
テーマにし、特に漁村のコミュニティを維持することが海岸防潮堤から三陸鉄道・国道、第三堤防を望む
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暮らしと産業の復興に欠かせないのではないかという視
点で議論をしました。野田村では仮設住宅に移ったり、
高台に移転したりする際に、地区のまとまりやコミュニ
ティの維持にどのように配慮をされましたか。
小田　村中心部については、応急仮設の時にもなるべく
同じコミュニティの人がまとまるようにしました。次の
段階では、どこの高台に行きたいか、区画整理をした場
所に戻って住みたいか、自主再建したいかそれとも災害
公営住宅か希望を聞きました。例えば、危険区域に設定
した海側の地区には 100世帯ほどが住んでいたので城
内地区に一番大きな高台を整備することになりました。
まずは希望者の数で設計をして、災害公営住宅に住み
たい人も自主再建する人も同じようにどこに住みたい
かを聞きました。親戚同士でも自主再建したい人と災害
公営住宅に住みたい人もいたので、バラバラにしてしま
うのはよくないと考えて、地区ごとにまとめるだけでは
なく、どの区割りに住みたいか住民同士で話し合って調
整をしてもらいました。どうしても決まらない場所や住
みたい場所が被ってしまった場所については抽選にす
ることにしましたが、結果的に抽選を行ったのは 2軒の
みでした。
　村南部の下安家地区は、川を遡上した津波で大きな被
害が生じましたが、漁業集落機能強化事業を活用し、以
前の土地をかさ上げして自主再建したり、近くに高台を
整備しそこに自主再建したり災害公営住宅に入居したり
とコミュニティがそのまま維持されました。米田地区に
は専業や兼業の漁師が住んでおり、浜に近く、家から浜
見ができる場所がいいとの希望があり、すぐそばにある
海の見える高台に移転しました。

「文句を言う村長がいる」と噂が広がる
髙吉　野田村の災害公営住宅は集合住宅ではなくすべて
戸建て住宅なのですね。
小田　そうです。全部一戸建てです。面積は基本100坪。
国からは集合住宅ではどうかという話もありましたが、
「それではダメです。元々田舎の人たちは戸建てに住ん
で庭にちょっとした家庭菜園も作って生活してきたの
が、集合住宅だったら精神的にもちません。」となんとか
戸建てで建てられるようお願いをしました。また、100

坪は広いと言われましたが、「すいませんが都会と違うん
です。4人いると車が 5台必要です。4人が仕事に行く
ためには4人それぞれに車が必要ですし、田んぼ等で作
業するために軽トラも必要となり、そのためには、100

坪は必要です。それが田舎の生活です。」と訴えました。
なんとか要望が通りました。そのころから、「野田村には
文句を言う村長がいる。」と噂されていたようです。
髙吉　以前土木学会誌上で建築の内藤廣先生が野田村の
話をされていたので、小田村長にコピーを送ったことが
ありましたが、そこにも国にも県にも言いたいことを住
民の立場に立ってずばずば言う村長がいると紹介されて
いました。そのことですね。
小田　野田村の復興方針を県に説明に行ったときに、東
大の副学長だった内藤廣先生が岩手県の復興委員として
おられ、土の盛土で第三堤防を作りたいという話をしま
した。その時に、どこのコンサルが提案したんだと聞か
れましたが、私個人が考えたことだと話したら、面白い
ねということで、野田村に来られるようになりました。
高台の道路線形について、当初は碁盤目に整備しようか
と考えていましたが、先生にその話をしたら「普段生活を
するのに碁盤の目や同じ高さで山を切ったら、つまらな
い生活空間になってしまうのでだめだ」と言われました。
そこで、高台を整備する際には、上の方にいくにつれて
だんだんと高くなるようにし、道路もカーブを描くよう
に設計しました。私自身は内藤先生のことをあまり知ら
なかったのですが、コンサルの方々は恐縮していました。

日本海溝・千島海溝地震にも今の体制で
髙吉　先般、日本海溝・千島海溝で東日本大震災を超え
るような津波の被害想定が発表されました。東日本大震
災を最大クラスの津波と考えて防潮堤等を整備してきた
自治体からどうしたらいいのかと不安の声も上がりまし
た。野田村はどのように対応しようとしていますか。
小田　これまで東日本大震災の規模が最大ということを
前提に、国も野田村もそれに対応できるように進めてきま
した。極端な話をすれば、自然災害は来るかもしれないし

下安家地区の現位置嵩上げの様子（左側はサケ・マス孵化場）
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来ないかもしれない、大きいかもしれないし小さいかもし
れない。これまでやってきた整備・対応というのは、元々
避難を前提にしたもので、東日本と同じ規模の津波でも
止められるものではありません。ですから、今後もこれま
での対策のもとで、被害を軽減し、避難を前提に安全を考
えながら生活していくということになると思います。

漁業者のすばらしい心意気
髙吉　それでは、野田村の生業である漁業の復旧につい
てお聞きしたいと思います。漁船、漁具、漁港などほとん
どが失われたと思いますが、漁業の再開に向けてどのよ
うに取組まれましたか。
小田　漁師の絆はすごいと思ったことがあります。東日
本大震災によって漁船がほとんど流されてしまって、自
分がこれからどうしようかという時に、がれきの撤去を
しながら、残った 2隻の小さな船で、ホタテの稚貝を育
てるためのラーバの採取をすぐに始めました。私は単純
に自分たちの生活のためだろうと思っていたのですが違
いました。野田村のホタテ漁は今は成貝も作りますが、
もとは稚貝を育てて出荷するというのがスタートでし
た。その稚貝出荷をしなければ、同様に被災した県南の
ホタテ漁師の生活の糧がなくなってしまうので、その人
たちのためにも稚貝を作らなければならないという思い
で始めたそうです。すばらしいと思いました。

温暖化、人手不足等により水産業は厳しい状況
髙吉　東北では近年サケ、サンマ、スルメイカなど主要
な魚種が極端な不漁になっています。また天然資源に依
存するばかりでなく、養殖業への転換を進めている地域
もあります。震災後の野田村の漁業の状況はどうでしょ
うか。
小田　これまでサケは村の漁業の柱でしたが、回遊が激
減しており、サケの資源回復をどうしていくかが大きな
問題です。また、3年ほど前からホタテが斃死していま
す。寒いところで育つ貝なので当初は海水温が高いこと
が原因だと考えていましたが、今はそれ以外に何かの病
気なのではないかと言われています。今年は生産量の 7

割以上が斃死してしまいました。中成貝、9cm前後のホ
タテは生残率が比較的高いのですが、成貝が大量に死ん
でいます。早く原因を究明しないと、せっかく“荒海ホ
タテ”として頑張っているのに厳しい状態が続いてしま
います。一方で、これまで磯焼けで騒いでいたのに、な
ぜか今年は海藻が生えています。ウニの実入りがいいん
ですよ。どうなってるんだって話です。海のことは分か
らないことが多いのです。

　高齢化もあり、震災を契機として漁師をやめるという
方も結構いました。震災前には190前後の漁家数があり
ましたが、令和3年度末時点で123まで減少しています。
ホタテの養殖業者も震災前は30あったものが、震災後は
17になりました。その後は横ばいで推移しています。何
とか頑張っている状況です。ホタテ養殖は沖の作業もあ
りますが、陸上での作業も結構多いのです。今までは親
子三代に近所の親戚に手伝ってもらって成り立っていま
したが、高齢化で作業を行えなくなってくると、生産を
増やすことができません。漁をする若い人たちを連れて
くるのも課題ですが、陸上の作業を行う人たちを組織化
していかないと、厳しくなると思います。これはウニも
同じで、採ってきてもウニをむく人が必要です。

荒海ホタテのGI登録と荒海団の結成
髙吉　“荒海ホタテ”の話がありましたが、野田村自慢の
ホタテは早い段階で地理的表示（GI）登録※を取得され
ました。その経緯や狙いについて教えてください。
小田　農水省に要請活動に行った際に、たまたま担当課
長からGIという制度ができたが、まだ応募が少ないとい
う話を聞きました。面白い制度だなと思い、野田村には
ホタテと塩があるという話をしました。それはいけるん
じゃないかということになったので、村に帰り、漁協に
話に行って、村も全面的に応援するから是非やらないか
と持ち掛けたところ、漁協もやりますということになり
ました。ホタテは“岩手野田村荒海ホタテ”と称してGI

登録できましたが、塩は野田村の塩の特別なところが弱
いと言われて、登録申請しましたがダメでした。
　“荒海ホタテ”は、自前の海で採った幼生をネット籠に
入れて、まさに荒海の中で成貝になるまで何度も成長に
合わせてカゴの中の入数を調整し、入れ替え、貝殻の掃
除を行って成長管理を行い、水揚げ後は野田漁港内にあ
る蓄養水槽で保管しストレスをなくして出荷します。身
が締まり肉厚で透き通った味が特徴です。外海での作業
は大変で「ホタテは天国、漁師は過酷」と言われています。
　かつては、漁師が一生懸命作ってくれているホタテが、
普通の市場を通して、スーパーに行って、ホタテが安い
ですよって売られるわけです。せっかく日本一と言って
もいいくらいのホタテが他のホタテと同じ値段になって
しまう。そうじゃなくて、良いものは高い値段で買って
ほしいと。GI登録をし、ブランド化して単価を上げ、漁
師に少しでもお金が残るようにということが狙いでス

※ 地理的表示（GI）保護制度は、地域で育まれた伝統を有し、その高い品
質等が生産地と結びついている農林水産物や食品等の名称を知的財産
として保護する制度（令和4年8月時点で119の農林水産物等が登録）
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タートしました。うまくいっていたのですが、今はホタ
テの斃死があったりして、需要に応えきれていません。
今でも、ネットで販売するとすぐに売り切れてしまうの
で、斃死への対応と陸上作業の人手を確保できれば、“荒
海ホタテ”で、蔵までは建てられなくとも、漁師の生活は
もっと豊かになると考えています。
髙吉　GI登録をして、東京の有名なホテルなどと取引さ
れていると聞いていますが、そのような販売ルートの開
拓はどのようにされたのでしょうか。
小田　特産品を作る支援事業があり、ホテルニューオー
タニをコンサルの方から紹介され、中島総料理長のとこ
ろにホタテを持っていったところ、「これは良いものだ。
わかる。においがいい。」と評価していただきました。先
週、東京での会議の時にも、「岩手県軽米町の雑穀で作っ
た Jシリアル、普代村のサケ、野田村のホタテもニュー
オータニで使っているのですが、野田村のホタテは注文
してもないと言われるんです。」という話を中島総料理長
からされました。
髙吉　ホタテ漁師の方々が“荒海団”を作ってお祭りや
ホームページなどで販促に取組まれていますね。
小田　GI登録をした後、野田村のホタテを外に売り出し
ていこうということで結成されました。「だんだんだん
だん荒海団♪」という歌も作っています。“荒海団”は
よい発想をしたなと思っています。ひとつは、生産者の
気持ちを盛り上げるということ。それまでは個々にホ
タテを作って出荷していたのですが、そうではなくて、
みんなで力を合わせて、絶対にいいホタテだからと自
信をもって売りに出るぞという気持ちを団という形にし
たものです。

稚魚の大型化でサケの不漁に対抗
髙吉　サケの不漁が岩手県下でも大きな問題になってい
ます。天然資源だけに頼るわけにはいかないということ
で、サーモンの養殖に取り組む動きも広がっています。
小田　サケの不漁を受け、県内各地でサーモン養殖に取

組んでいますが、湾のない野田村のようなところはどう
するのか、自分は外来サーモンの養殖ではなく、サケの
回帰率を上げることに挑戦したいと考えています。昔の
サケの回帰率はいい時期には3%、4%の時もありました
が、今は0.0数％です。自然環境もあるのでしょうが、回
帰率が悪くなっても、放流数を増やせば確保できると考
え、特段の対策をしなかったことが原因かもしれません。
今、下安家漁協では、以前より大きめの稚魚にして海に
放流することに取り組んでいます。これは県の増殖協会
の事業で行っていますが、経費もかかるので、村でも単
独の補助をしています。やはり、回帰率を上げていくこ
とが大事です。下安家の孵化放流施設は震災時の津波で
壊滅した後も相次ぐ台風で再び被災し、放流できない、
そして回帰率も上がらないという悪いスパイラルに入っ
てしまいました。それを戻すためには時間がかかると思
うのですが、ここで諦めるのではなく、サケを昔ほどで
はなくとも、ある程度ひとつの漁業の柱となり得るよう
な形にしていかなければならないと考えています。
　生業を成り立たせていくためには、これから何を組み
合わせるかも今後の課題だと思っています。今までは、
定置網でサケを獲って、サケが終わったらワカメ養殖や
ホタテ養殖をしたりというようにサケがひとつの柱でし
た。しかし今はサケが獲れなくなっているので、その中
で、時期をずらして養殖できるものをどう組み合わせる
か。野田村全体で話し合って、考えなければなりません。

漁業後継者の参入の兆し
髙吉　厳しい状況ですが、震災やコロナ禍を経験し、仕
事や生活に関する考え方も変わってきたように思いま
す。外から漁師になろうということで野田村に入ってく
る方はいるのでしょうか。
小田　今までいなかったのですが、この間一人入ってき
ました。なかなか面白い人で、今はいろいろなことを勉
強してもらっていますが、ホタテをメインでやっていこ
うとしています。他にも、ホタテ漁師の息子が、野田村に
帰ってきて、漁師をやることになりました。明るい兆しが
ようやく見えてきたところです。その矢先に、ホタテが斃
死したりサケが獲れなかったりしている状況はちょっと
かわいそうだなと思っています。漁師で飯が食えるよう
に、村としても支援していきたいと考えています。

海業（うみぎょう）等への取組み
髙吉　国では漁村の存続を図るため、漁業を中心にしつ
つ海業に力を入れ、所得確保や漁村のにぎわいを取り戻
そうとしています。分かりやすいのは、食堂、直売、加工、

荒海ホタテと荒海団のマーク
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漁業体験などですが、野田村では何か取り組みがされて
いますか。
小田　野田村ではこれからです。野田村の漁師は田ん
ぼを持っている人も多く、海業ではない副業は行ってい
ます。隣の普代村では新規参入した若い漁師が食堂をし
ようと言っており、うらやましいなと思っています。野
田村の中沢地区には刺身やイカの塩辛などちょっとした
加工をして産直に出している漁師がいます。それが結構
売れています。新しく三陸道ができ、2，3年後になると
思いますが道の駅に現在の直売所を移転し、そこに水産
物も置きたいと思っています。設備投資があまりかから
ない形で、簡単な加工品も販売できればと考えています。
1.5次加工のようなことを含めた海業ができないとこれ
からの漁業は厳しいと思っています。
髙吉　そのほか、野田村には、有名な“のだ塩”、山ぶど
うなどがあり、それらを使ったお菓子や山ぶどうを使っ
たワインなどにも挑戦をされていますね。

小田　塩は歴史がありますが、震災前は重油を使ってい
ました。震災後は原点に戻って、昔ながらの薪で焚いて
塩を作っています。それから、山ぶどうそのものは昔か
ら自然にあったのですが、それを栽培するようになっ
ていたので、津波の後の色々な支援を使い山ぶどうのワ
インを作ろうということで“涼海の丘ワイナリー”を作
りました。山ぶどうワインは少し酸味が強いという特徴
があります。「日本産の山ぶどうのワインを生産してい
ます。」とイベントでやると売れるのですが、今はコロナ
でイベントがないのでやや苦戦しています。しかし、厳
しいとばかり言ってはいられません。これからも色々な
加工に取組み、ワインや水産物などのコラボができない
かと考えています。
髙吉　野田村が誇る産物を外に売り込むことと合わせ
て、野田村に人を呼び込み、外貨を野田村の中で落とし
てもらえるよう、宿泊先、飲食店、直売所等でできるだけ
地元のものを提供できる体制ができるといいですね。先
ほど中島総料理長の話にもありましたが、近隣の市町村

と連携するとさらに魅力があるサービスができるかもし
れません。

たくさんの小さな輪を広げて持続可能な村に
髙吉　全国的に人口が減少し、高齢化が進む中で、野田
村を持続可能な村にするために今後どのような取組をお
考えでしょうか。
小田　私はまだまだ捨てたもんじゃないと思っていま
す。漁師の後継ぎや新しく漁師になりたいという人もい
ます。やはり第1次産業を柱にして地に足をつけ地場産
業を作っていくことが大事だと思います。
　津波以降、支援をしていただき様々な付き合いが生ま
れたので、これからは、そこに産業という部分を入れ込
む形でネットワークを作り、村の産業をもっと発展させ
ていきたいと考えています。今もいくつかの大学の学生
が野田村を知ろうということで来ていますが、特に若い
人たちとのコラボが出来てくるようになると、村は活性
化してきます。また、現在、“心はいつものだ村民”とい
う取組みをしていますが、1,200人以上の人たちが、住
民票はないけれど、野田村の準村民のような登録をして
います。それをまだ活用しきれていません。コロナが落
ち着いたら野田村に行ってみたいという人たちが多いの
で、「野田村は良いところですよ。食べ物も美味しいです
よ。何だったらここにきて生活してみませんか。」という
ように、そのような人たちとの関りをもっと深め、さら
にそのネットワークを広げていければいいと思います。
　東京にも野田村のホタテを使ってくれるお店があり、
そこに野田村荒海団東京支部という看板があったりす
るんですが、嬉しいですよね。小さなお店でホタテを食
べてくれる野田村のファンの人たちがいて、さらにそ
れを聞きつけて、野田村を好きな人たちが集まってきま
す。そういう小さいつながりがたくさんあって、それを
さらにつないでいって、野田村をどんどん知ってもらっ
て、ファンを増やしていきたい、それによって野田村が
元気になっていく、そのような方向にもっていきたいと
考えています。
髙吉　去年の暮れに都営地下鉄に乗っていたら、偶然、
「盛岡までで4時間、岩手県野田村」というポスターを見
ました。4時間もかかったかなとは思ったのですが、あ
のポスターの意図は何だったのでしょうか。
小田　私も全然知らなかったのですが、「呪術廻戦」とい
う漫画があり、その作者が東北出身、岩手出身らしいと。
その中に、盛岡までで 4時間かかるというフレーズがあ
るようなんです。それで職員が、「盛岡までで4時間とい
う広告を出したい。呪術廻戦を知っている人には絶対目

山ぶどうワインと昔ながらの“のだ塩”づくり
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につきます。」と言うのです。全国に野田村を訴えたくて
も、野田村って何？で終わってしまう。それで、呪術廻戦
とその作者が岩手出身であることを知っている特定の人
にとっては、そこに小さく野田村と書いてあると、野田
村って何だってことで興味を持ってくれるのではないか
と。私も決裁するかどうか悩みましたが、今の若い人の
考えはもしかするとアリかなと思いハンコを押しました。

髙吉　反響はどうでしたか。
小田　ありました。見たという電話や”心はいつものだ
村民“のホームページにも問い合わせがあったようです。
あれを見て、例えば 100人の人から反応があれば、野田
村にとっては御の字です。決して1万人、10万人を期待
していません。
髙吉　今年、当研究所が事務局をしている都市漁村交流
推進協議会では、ワーケーションをテーマに講演会をし
ました。ワーケーションはコロナの感染拡大の中でテレ
ワークが急速に普及し、それが今後は地方にも拡大して
いくかもしれないという程度の認識でしたが、各地域は
もう積極的に動き出していました。ワーケーションで体
験し、出来れば最後は移住してもらったり会社を移して
もらったりという動きが出ていますが、先ほどの「盛岡
までで4時間」という広告もこのようなことを考えて出
されたのではないでしょうか。
小田　それを今ようやく始めているという段階です。お
試しワーケーションという形です。コロナの補助金を
使い、山のほうにあるかやぶき屋根の宿泊施設や街中に
ワーケーションが出来るスペースを村内に4か所作りま

地下鉄のポスター

南部曲り家内のワーケーションのスペース

した。流れはでき始めていると思っています。また、移
住も前よりもハードルが低くなっているような気がしま
す。野田村がうまく定住条件を整備して、需要があると
ころにコンタクトをとれるかという、そこにかかってい
ると思います。これまでは、復旧ばかりでしたが、最近
はようやく落ち着いてきたので、人口減少という問題に
対してどこまで頑張れるか分かりませんが、仕事を作る
ことによって向き合っていきたいと思います。“心はい
つものだ村民”という関りを持っている人をとっかかり
にして色々な人たちとの交流を深めるなかで、ワーケー
ションや移住が広がるといいと思います。
　それから“地域おこし協力隊”がありますが、これまで
は漁業なら漁業、農業なら農業という形で募集していま
したが、野田村という空間の中で何か地域おこしをして
みたいという人たちに来てもらって、自分たちで考えて、
3年のうちに、何かしら形をスタートさせる、そのような
形をとっていきたいと思っています。村側から何かして
ほしい、あれをしてほしいなどというのはもう古いのか
なと思います。今までの我々の感覚とこれからの若い人
たちの感覚、都会から来た感覚というのは全然違うと思
うのです。
髙吉　野田村は人と人のつながりを大事にされているこ
とがよく分かりました。“心はいつものだ村民”など小さ
くても様々な人のつながりの輪を地道に広げ、外部の人
に村の魅力を知ってもらうことにより、関係人口を大き
くして将来を開こうとされていると理解しました。漁業、
海業、ワーケーション、移住などを進めていくうえで、こ
れらの取組みは土台となっていくものだと思います。ま
た、今日は震災復興の貴重な教訓についてもお聞きする
ことができました。野田村が小さくとも心豊かに安心し
て暮らせる村として発展されることを期待しますととも
に、漁村総研としても取組のお手伝いをさせていただく
ことができれば幸いです。本日は本当にありがとうござ
いました。

後日訪問した時のリアル対談の様子
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特別寄稿

01 沖縄県水産公社地方卸売市場（高度衛生管理型）
の整備と今後の展開
～沖縄県内初の高度衛生管理型卸売市場～

沖縄県農林水産部 水産課 副参事　上田 美加代
沖縄県国頭村出身。高校生の時、恩師の影響で魚に興味を持ち、鹿児島大学水産学部へ進学。その後、東京水産大学の博士後期課程を修
了し、平成13年に沖縄県に就職する。最初の配属先は沖縄県栽培漁業センターで、魚類の種苗生産を担当。令和4年4月より、現職。

１．地域の概要
沖縄県は、熱帯性海域に位置し、東西約1,000㎞、南北

約400㎞に点在する160の島々からなる海洋島しょ県で、
近海を通る黒潮の影響を大きく受けた漁場に囲まれ、沿
岸域はサンゴ礁が発達し、多種多様な生物が育まれてい
ます。
沖合海域では、マグロ類・カジキ類・カツオ類等の回

遊性魚類を対象としたはえ縄漁業、パヤオ漁業及び一
本釣り漁業、ソデイカを対象とした旗流し漁業、マチ類
等を対象とした底魚一本釣り漁業が行われています。
また、熱帯性海域の特性であるサンゴ礁海域では、多様
な魚介類を対象とする釣り、潜水、定置網等の漁業が行わ
れるとともに、モズク・アーサ（ヒトエグサ）・海ブドウ
（クビレズタ）等の海藻養殖業が盛んに行われています。

２． 泊漁港における課題と高度衛生管理型荷捌き施
設建設の動き
沖縄県内には平成30年時点で、生鮮魚介類の卸売市場
として沖縄県漁業協同組合連合会地方卸売市場（以下、
「沖縄県漁連市場」という。）、那覇地区漁業協同組合地方
卸売市場（以下、「那覇地区漁協市場」という。）及び沖縄
県水産公社地方卸売市場（以下、「公社市場」という。）の
3つの地方卸売市場と各地域の漁協が開設する「その他
卸売市場」が17市場ありました。
その中で市場取扱量が最も大きいのは、那覇市の泊漁

港にある沖縄県漁連市場と那覇地区漁協市場で、平成30

年の両市場を合計した取扱量は7,338トンであり、沖縄
県内の生鮮魚介類卸売市場取扱量 12,651トンの内、約
58％を占めていました。
魚種別取扱量は、マグロ類が5,938トンで約81％を占
め、次いで、カジキ類が 477トン（6.5％）、イカ類が 31

トン（0.4％）となっており、マグロ類の取扱量が最も多
いという特徴があります。
そのような沖縄県内一の水揚げを誇る泊漁港ですが、

泊漁港にある沖縄県漁連の荷捌き施設は建設後42年、那
覇地区漁協の荷捌き施設は建設後43年が経過しており、
老朽化に伴う床面破損部の溜水、天井や構造材の塗料の
剥がれ･錆、給水･排水設備の劣化、部外者や鳥獣類の侵
入防止が難しいなど、施設の衛生管理上の問題が山積し

ている上に、施設の構造の影響により、水産物及び作業
員等の動線管理が困難であるなど、作業性も悪い施設と
なっていました。
さらに、マグロ類等の主要品目が大量に水揚げされた
場合には、荷捌き施設内に魚の陳列場所が不足し、セリ時
間に遅れが生じたり、冷凍･冷蔵施設や加工施設の不足に
より魚価の乱高下が引き起こされる状況が見られました。
これらの課題解決に向け、市場関係者は荷捌き施設の
建替えを模索していましたが、泊漁港内では建替えに必
要な用地の確保が難しく、衛生面や作業性改善等の対
策を取ることが困難となっていました。
このような状況を打開するために、県は用地確保が可
能で、空港や県内の主要な消費地である那覇市までのア
クセスが良い糸満漁港へ沖縄県漁連市場を移転し、衛生
管理対策及び集出荷機能の集約に取り組むため、市場関
係者等との協議を重ねていました。その結果、平成30年
に沖縄県漁連は市場機能を泊漁港から糸満漁港へ移転す
ることを組織決定しました。
沖縄県が糸満漁港に「高度衛生管理型荷捌施設」を新
設し、沖縄県漁連市場が移転、糸満漁港にある公社市場
及び糸満漁協市場と統合し、沖縄県水産公社が開設者と
なる新しい水産物地方卸売市場の整備計画が動き始めま
した。
糸満漁港は海人の町糸満に位置し、沖縄県が本土復帰
した昭和 47年度以降、沖縄県内 87漁港の内、広く県外
船も対象とした唯一の第三種漁港として、沖縄振興開発
計画に基づき本格的な整備が始まり、本県周辺海域を主
漁場とするマグロ漁業の前進基地及び圏域最大の流通拠
点としてこれまで整備が進められてきました。漁港周辺
には、西崎工業団地が形成され、多くの水産加工場が立
地している他、宿泊や飲食・産物販売機能が集積し、県
内の水産業の中心的・前進的な役割を果たしていました。
そこに、産地市場機能を集約した県内最大の水産物地
方卸売市場を整備することになりました。

３． 「高度衛生管理型荷施設」の整備と衛生管理対策
の方針
まず、新しい荷捌き施設の整備に向けて、統合する 3

つの市場、沖縄県漁連市場、公社市場及び糸満漁協市場
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における衛生管理上の問題点を洗い出し、ハード面及び
ソフト面の改善策を検討するために、市場関係者及び県
の保健部局等を交えたワーキングチームを立ち上げ、施
設整備と衛生管理対策の方針を決定することにしまし
た。実際に施設を使う関係者の作業効率や取り組める内
容を考慮しつつ、衛生管理を確保する必要があります。
特に、高度な衛生管理に取り組むためにはハード面の整
備だけではなく、市場関係者を含めたソフト対策が重要
です。
そのため開設者となる沖縄県水産公社を中心に、市場

の衛生管理を推進するためのルールづくり（衛生管理マ
ニュアルの作成等）、啓発活動（看板等作成設置、リーフ
レット作成配布、衛生管理講習会の開催等）を継続的に
行い、関係者の理解と協力を得ると共に、ルールに基づ
いた行動が取られているかをチェックし、必要に応じて
改善を図る運営体制の構築も進める必要があります。
ワーキングチームにおける話し合いの結果、次の（1）
から（4）の対策や取り組みを行っていくこと、その対策や
取り組みが可能となる施設を整備することになりました。

（1）衛生的な取扱い工程と使用機器・容器、作業形態
・ 敷地内の車両進入を外構整備により制限し、車両由
来の危害要因を排除する。

・施設内へ、車両の進入は行なわない。
・水産物の床への直置きは行なわない。
・ 太物（マグロ等）は、船からクレーンで荷受け台上に
下ろし、施設内へ搬入する。

・ 容器入りの鮮魚･小魚の搬入は、清潔な容器を用いる。
・ 場内で使用する運搬具等は専用の機材とし、場外と
の往来は行なわない。

・ 市場内で使用するフォークリフト等は電動式とする。

（2） 作業工程･内容と取扱い規模に見合う作業スペース
の確保
陳列･販売スペースを基本に、そこへの搬入作業･一

時低温保管に要するスペース、販売後の搬出作業に要す
るスペース、関連する従事者へのサービススペース、機
材等の保管や水･氷の供給･処理に要するスペースを適
切に確保し、作業の滞りや危険な状況が発生しないよう

にする。
施設の規模は、盛漁期の平均的な 1日の取扱い量に対
応できる規模を基本とする。また、施設管理の労力･時
間の負担が拡がらないこと、稼働率のよい運営を行なう
ことも考慮して、衛生管理への影響が生じない範囲で
コンパクト化する方針とする。

（3）衛生管理の対策レベルに応じたエリアの明確化
沖縄の水産物を衛生的に取り扱う拠点市場として、新
市場の敷地全体及び陸揚げ用岸壁敷を「衛生管理エリア」
とする。その中で、直接水産物を取り扱うエリアを「高
度衛生管理エリア」とし、入場管理を実施する。

（4） 清潔保持・鮮度保持に適した効率のよい作業環境の
確保
①適切な作業スペース配置･動線計画と入場口の限定
高度衛生管理エリアへの入場箇所を限定し、靴と
手を確実に洗浄する。漁船から高度衛生管理エリアへ
入場する場合には、搬入口横の靴・手洗浄場所で洗浄
して入場する。
水産物の搬入から搬出に至る流れは、原則として一
方向に流れるよう作業スペースを配置し、販売された
ものが再び洗浄等で濡れた作業スペースに逆行しない
ようにする。
②事前搬入品の低温保管庫の設置
先島諸島や沖縄本島北部等の遠方からの水産物は事
前に入荷されるため、セリ販売開始まで鮮度を保持す
るために低温一時保管庫を設置する。
③水･氷供給システムの確立
場内での水産物洗浄、場内清掃用の水として、清浄
海水を供給する。
雑用水については、上水道に接続し供給する。
場内で使用する氷は、製氷施設から樹脂性の大型
タンクに入れ、上空からの異物等が混入しないように
し、専用の搬入口から運び込む。
④廃棄物の適正処理
場内で発生する水産物の残滓等は、速やかに容器に
回収しておき、作業終了時には所定の集積場に保管で
きるようにする。

衛生管理エリアの構成と考え方

衛生管理エリアの区分 エリアの考え方と対象スペース

新
糸
満
市
場

衛生管理エリア
水産物を取り扱うエリア全体
荷捌き施設の立地する敷地全体･駐車場、陸揚げ用係船泊地
建屋のうち管理機能、共用サービス機能部分

高度衛生
管理エリア

開放部 水産物を取り扱う作業を行うエリア
道路を通行した人や車両が入場する際に手･
くつの洗浄過程を経て入場するエリア

囲壁で区画された荷捌き施設内を除くエリア
陸揚げ用岸壁敷、水産物搬入･搬出用の上屋下スペース

閉鎖部 囲壁で区画された荷捌き施設内エリア
冷蔵保管倉庫、荷捌き施設内、一次処理作業スペース
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４．「高度衛生管理型荷捌施設」の完成
平成30年から整備が始まった「高度衛生管理型新荷捌

施設」は、各所に市場関係者の意見を取り入れながら整
備が進み、令和4年3月に完成しました。
延べ床面積 5,368㎡、セリ場面積 4,536㎡の鉄筋コン
クリート造の2階建てで、取扱量は5,500tを予定してい
ます。
完成後の 4月以降は、施設内で使用するフォークリフ

ト、床洗浄機、パレットや魚箱等の準備を進め、10月の
市場開設に向けての準備を開始しました。
また、新しい市場の卸業者となる沖縄県漁連と糸満漁

協による JF沖縄魚市場有限責任事業組合は、これまで
とは異なる作業である、荷受け台を使ったマグロ等の搬
入、パレットを使った陳列、電動フォークリフトの操作
等について、開設後に滞り無く作業が出来るように練
習を重ねました。しかし、3つの市場が統合することで、
水揚げを行う漁船や水揚量も増加する事に加え、最近の
材料費の高騰により、5台設置予定であった荷受け台が

3台しか設置できなかったため、開設後しばらくは、ス
ムーズな陸揚げが課題となるのではないかと考えられ
ます。
セリに参加する買い受け人に対しては、施設の見学
日を設けて、実際の施設を案内しながら、施設で行う衛
生管理対策、持ち込める器具や水産物の運搬・取り扱い
方法等を説明し、新しい施設での取り組みを理解しても

衛生管理エリアの設定

衛生管理の全体像

2. 高度衛生管理を推進する
    ソフト面の取組
①衛生管理を推進する体制の設置
②作業従事者の意識普及・啓発活
　動の持続的な実施
③日常的・定期的な点検の実施

(2) 作業工程・内容と取扱い規模に見合うスペースの確保

(3) 衛生管理の対策レベルに応じたエリアの明確化

(4) 清潔保持・鮮度保持に適した効率よい作業環境の確保
　① 適切な作業スペース配置・動線計画と入場口の限定
　② 事前搬入品の低温保管庫の設置
　③ 水・氷供給システム確立
　④ 廃棄物の適正処理システム確立

(1) 衛生的な取扱い工程と
     使用機器・容器、作業形態

１. 高度衛生管理を推進するハード面での取組
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らいました。さらに衛生管理については、開設者となる
水産公社による衛生管理講習会を開催することで、より
理解を深めることができるように取り組みました。開
設後も定期的に、衛生管理に関する勉強会を開催する予
定です。
市場関係者はこのような色々な備えを行い、令和 4年

10月11日に沖縄県水産公社地方卸売市場の開設を迎え
ました。  

５．今後の展開について
分散していた沖縄県漁連市場、公社市場及び糸満漁協

市場の産地市場機能を糸満漁港に集約し、沖縄本島南部、
沖縄本島周辺離島及び先島諸島等からの空輸・陸送品も
取り扱う一大集散拠点、新たな沖縄県水産公社地方卸売
市場ができました。
現在、市場の周辺では今年中の供用開始を目指して、

鮮度保持施設や共同の一次加工処理施設等、関連施設の
整備も進められており、市場を中心に鮮度保持や加工施
設等の整備を推進することで、産地市場機能の強化が図
られると共に、連続的な衛生管理が可能となります。
今後、新市場から出荷された水産物は、一貫した衛生

管理の元で取り扱われることから、消費者に対して、安
全性・高品質を前面に出した販売戦略を行うなど、付加

価値を高める活動に取り組んでいきます。また、那覇空
港と近接している地理的条件を生かし、県外はもとより、
海外も含めた販路開拓も推進していきます。さらに、観
光や教育分野との連携により、観光資源としての市場の
活用や社会学習の機会としての活用を進め、沖縄の水産
物を PRするなど、市場関係者や関係市町村等と協力し
ながら、沖縄県水産公社地方卸売市場を中心に、沖縄県
の水産業の活性化を推進していきます。

６．おわりに
沖縄県水産公社地方卸売市場は沖縄県内初の高度衛生
管理型卸売市場であるとともに、県内初の開設者と卸売
業者が異なる水産物卸売市場です。2つの初が重なる期
待の大きい市場ではありますが、新型コロナウイルス感
染症の拡大に加え、燃油・漁業用資材の高騰の影響を受
けながらの開設となりました。先行きは不透明であり、
不安もありますが、市場関係者と協力しながら、新市場
の PRを行い、県内外の漁船による水揚げが行われる拠
点漁港となるよう、取り組みを進めてまいります。
最後になりましたが、今回の「高度衛生管理型荷捌施
設」整備にあたり、水産庁をはじめとした関係者の皆様
には様々な御協力をいただきました。この場を借りて厚
く御礼を申し上げます。

（新市場開設前） （新市場開設後）

糸満漁港

公社市場

糸満漁協市場

統合
新設

沖縄県水産公社地方卸売市場

【課題】
•水産物集出荷に向けた施設整備が必要。
【利点】
•十分な用地及び係留機能を有し、一貫した
　衛生管理体制構築のポテンシャルが高い。

泊漁港

沖縄県漁連市場

那覇地区漁協市場

【課題】
•施設の老朽化、衛生管理の不備、漁港の狭隘性。
•産地機能と消費機能の錯綜。
【利点】
•消費地圏に立地。

•荷さばき施設や一次加工処理施設、冷凍・冷蔵
施設等の一体的な整備により、流通機能の高度
化や一貫した衛生管理体制を構築。

•県内外、海外へ安全・安心な水産物を安定供給。

15Vol. 52特別寄稿



特別寄稿

02 スマート水産業による成長産業化

地方独立行政法人 北海道立総合研究機構 栽培水産試験場　佐野 稔
1972年山梨県生まれ。2000年東北大学大学院農学研究科博士課程修了、博士（農学）、2001年科学技術特別研究員、2003年北海道立
稚内水産試験場 研究職員、2019年北海道立総合研究機構法人本部 研究企画部主幹、2022年同栽培水産試験場 調査研究部長。

1．はじめに
平成29年度水産白書 1）において、水産現場で利用され

ている ICTの事例が20件紹介された。それは沿岸漁業、
沖合漁業、養殖業、加工・流通等と水産業全般にわたり、
すでに水産現場に変化の波が訪れつつあることを示して
いた。翌年の平成30年度水産白書では、初めて「スマー
ト水産業」という言葉が登場し、日本でスマート水産業
が始まった節目となった。令和元年には水産庁が「水産
業の明日を拓くスマート水産業研究会」を開催して、水
産資源の持続的利用と水産業の成長産業化という将来
像を目指すことが示された。令和 2～ 3年度には「水産
分野におけるデータ利活用のための環境整備に係る有識
者協議会」を開催して、令和4年3月に「水産分野におけ
るデータ利活用ガイドライン」（https://public-comment.

e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000234784 

2022年9月13日）を策定、公開した。また、同年には「水
産業のスマート化推進支援事業」により漁業者やサービ
ス事業体による生産性向上を目的としたスマート機械等
の導入を支援する事業が始まり、関連機械の導入を促進
している。このように、水産業の将来を見据えて、ユー
ザが安心してシステムや機器を利用し、サービス提供事
業者が集まったデータをもとに新しいサービスを展開し
やすくする環境が整いつつある。令和 4年 3月に刊行さ
れた「スマート水産業入門」2）では 100件の事例が紹介
されており、4年間でスマート水産業に関する新たな情
報システムや機器、それを提供する企業、団体が着実に
増えていることがうかがえる。スマート水産業の市場規
模は2027年に63.5億円となる試算もあり（https://www.

seedplanning.co.jp/archive/press/2020/2020072001.html 

20220年 9月 13日）、日本の水産現場はスマート水産業
の実現にむけて進んでいる。

2．なぜ、スマート水産業なのか？
これまで日本の水産業は、地域の基幹産業として多く

の漁業者、加工・流通等の関係者を巻き込むことで地域
経済を支え、地域社会の発展と持続性に貢献してきた。
漁業者は行政コストをかけずに自主的な管理のもとで
漁業を行い、加工・流通関係者は複雑で多様なサプライ
チェーンを形成して不確実、不安定に水揚げされる多様
な水産物の需給調整を行い、国民に豊かな国産水産物を
長年安定供給してきた。しかし、少子高齢化の現在の日

本において、漁業地域では多くの漁業者、関係者を確保
することに限界が見えている。漁業就業者は 2000年の
26.0万人から2020年には48%減の13.6万人となった3）。
また、日本の水産物の生産量、生産額は2003年に638万
トン、1兆8,753億円であったのが、2020年には34%減
の423万トン、28%減の1兆3,442億円になっており 3）、
国産水産物市場の約5,000億円を失った。国民の魚離れ
も歯止めがかからず、さらにマグロやサーモンなどの特
定の魚種に需要が偏っている。魚離れは、国産水産物市
場のさらなる縮小を示唆している。
しかし、水産業は世界的には成長産業である。世界の
水産物の生産量は、年々増加しており、2020年には2億
1,420万トンである。生産量のうち、天然の生産には限
界があるため 1980年代以降からほぼ横ばいになってい
る一方で、養殖が年々増加して水産物の生産量を押し上
げている 3）。世界では 1人 1年あたりの食用魚介類消費
量は過去50年で2倍となっており、その勢いは止まって
いない 3）。水産物は世界中から求められている。つまり、
日本の水産業の成長には、国内需要の回復と海外需要の
開拓にむけた新しい水産業の展開が必要である。
このような情勢の中で、水産資源の持続的利用と水産
業の成長産業化という将来像を目指す「スマート水産業」
は当然の流れといえる。人口減少による深刻な人手不足
で、これまでのやり方に限界が見え始めている日本の水
産業を打破する一手が積極的な情報活用である。多くの
漁業関係者は、スマート水産業への期待や関心はあるも
のの、導入の意義や効果がよくわからないため投資をた
めらっている。その理解を進めるのは、ICT導入による
小さな成功事例の積み重ねである。著者はこれまで多く
の漁業者や研究者などと協同して、ICTを利用した漁業
者による自主的な資源管理を支援するシステム構築に携
わった。以下にその事例を紹介する。なお、スマート水
産業には、養殖関連、漁協の販売や水産加工に関するシ
ステムも含まれるが、本稿では、水産資源の持続的利用
に直接関係する漁業に関するシステムを対象とする。

3．マナマコ資源管理支援システム
マナマコ資源管理支援システム 4, 5）は、自主的な資源管
理を実行する漁業者グループの操業データからマナマコ
の資源状況を見える化し、資源管理の意思決定を支援す
るシステムである（図1）。この取り組みは、2011年度～
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2013年度にかけて農林水産省農林水産技術会議委託研究
事業「新たな農林水産施策を推進する実用技術開発事業」
により行った。当時、急激に経済発展していた中国による
マナマコの需要が増大し、北海道産マナマコの単価が急
騰した。漁業現場では増産への期待が高まる一方で、過剰
漁獲の懸念もあり、資源管理の進め方について各地で頭を
悩ましていた。北海道において、マナマコの資源管理は漁
業者による自主管理であり、各地で漁業者自ら漁期、漁獲
サイズ、保護区、漁獲総量などを決定し、資源管理を実行
していた。しかし、漁獲量が安定している地区がある一方
で、漁獲量が年々減少する地区も認められており、科学的
根拠に基づく資源管理方法が求められていた。
本システム開発に参加し、資源管理に活用したのは、北

海道の日本海側に位置する留萌市にある新星マリン漁業
協同組合の留萌地区なまこ部会である。この地区もシス
テム導入前から漁業者による自主管理の取り組みを実践
しており、漁期、漁獲量、漁獲サイズなどの制限を部会で
協議、決定して操業を行っていたものの、漁獲量は減少傾
向であった。資源管理措置の根拠となるデータは曖昧で、
日々の操業で資源が減ってきているのを感じつつも、単
価急騰の背景では漁獲量を増やしたいという思いが働き、
資源状況に関する認識は人それぞれとなっていた。
私たちは、まずはマナマコの資源状況の見える化に取

り組んだ。北海道では、主に桁網と呼ばれる漁具を曳航す
ることでマナマコを漁獲している（写真1）。マナマコの
資源量は、なまこ桁引き網漁船の操業情報を用いた面積
密度法により計算する。漁船に搭載されたGPSプロッタ
から定時間隔で出力される緯度、経度、時刻の情報と、操
業の開始時刻、終了時刻を把握することで曳網する距離を
算出できる（図2）。この距離に桁網の幅を乗ずると、曳網
した面積が求められ、そのときの漁獲量を曳網面積で割
ると密度が得られる。これをマナマコ漁業に参加する漁
業者全員で行うと膨大なデータとなって、漁場全体の密
度が得られるので、漁場全体の面積を乗ずると資源量を
推定できる 6）。すなわち、漁業者の肌感覚であった曳網あ
たりの漁獲量を、データにして資源評価する手法である。
資源量の推定では、漁場を500ｍ×500ｍのグリッド
に区切って、グリッドごとに密度を計算していく。日々

の漁獲によりマナマコ密度は低下していくので、資源量
推定に用いるのは各グリッドで漁期中にはじめて曳網し
た日の密度を用いた。これにより推定された漁期前資源
量とその年の漁獲量がわかれば、その差でその年の獲り
残し量を計算できる。さらに、翌年に漁期前資源量を再
び計算すれば、漁期後から次の漁期までに自然に増えた
量（自然増加量）を把握できる。自然増加量は貯金に対
する利子であるため、漁獲量がこの自然増加量を超えな
ければ、資源を減らすことはない。さらに、自然増加量
分を少しでも残し続ければ、ベースとなる資源量を増加
させることも可能になる。
マナマコ資源の見える化に必要なデータを集めるには、
多くの人手と時間がかかる。留萌地区では漁船は16隻、
漁期は2ヶ月程度であり、時化がなければ全船出漁する。
これらのGPSプロッタから出力される信号データや操業
日誌を集め、パソコンに保存もしくは入力して計算すると
なると、多くの時間がかかることが容易に想像できる。そ
こで活用したのが ICTである。システムに必要な資材は、
操業情報を入力できるデジタル操業日誌アプリがインス
トールされた iPad（Apple Inc.）、漁船のGPSアンテナも
しくはGPSプロッタから出力される位置情報を保存・自
動送信するGPSロガー（マイクロキューブ）7）、そしてサー
バである（図1）。これら情報端末とサーバ間の通信には
3G回線を用いた。これらを全漁船に搭載し、漁業者は桁
網を曳くたびにデジタル操業日誌に曳網開始時刻、終了

写真1　 なまこ桁引き網漁業　左上：なまこ桁引き網漁船
右上：桁網、左下：海底を曳網中の桁網
右下：漁獲物からマナマコを選別する作業

図1　マナマコ資源管理支援システムの概要4） 図2　マナマコ資源量の推定方法（面積密度法）4）
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時刻とそのときの漁獲量を記録した。これにより、資源評
価に必要なデータはサーバに保存され、サーバ内のプロ
グラムで資源評価結果を出力することが可能となった。
システムを留萌地区で実際に導入、運用したところ、資
源管理の意思決定が進み、マナマコ資源を回復することが
できた6）。2010年に漁獲量を1隻あたり3トンに引き下げ、
2012年からは漁業開始日を6月中旬から7月1日に後ろ
倒しした。さらに漁期中の資源状況に応じて漁業終了日を
8月上旬に切り上げて獲りすぎを回避する取り組みを実施
した。そして資源回復を早める措置として一部漁場に偏っ
て分布する小型のマナマコを漁場全体へ移植する取り組
みを2015年に試験的に行った。その結果、当地区のマナ
マコ資源量はV字回復し、現在までその高い水準を維持
している。これにより漁業者の資源管理に対する意識は
向上した。資源が低迷していたときには、漁業そのものの
見通しが立っていなかったが、経営の柱にできる安定した
資源が誕生したことで、後継者が漁業に参加しつつある。

4．底魚資源管理支援システム
マナマコ資源管理支援システムの社会実装の次に開発

したのが、底魚資源管理支援システム 8, 9）である（図3）。
この研究開発は、2015年度から2017年度に農林水産省
農林水産技術会議委託研究事業「農林水産業・食品産業
科学技術研究推進事業」で実施した。稚内地区の沖合底
曳き網漁業は、国内最大級の160トンクラスの大型漁船
（写真2）により、日本海からオホーツク海において、ス
ケトウダラ、ホッケ、マダラ、カレイ類などの多様な魚
種を漁獲している。なまこ桁引き網と異なり、多様な魚
種を漁獲するためTAC等による国の資源管理のほか、魚
種ごとに操業ルールを個別の漁業関係者と締結し、漁獲
量、漁場、時期の制限下で操業を行っている。さらに、中
国の需要が大きいマナマコと異なり、対象としている底
魚類は魚価が高くないため、その時々の魚価も考慮する
必要がある。つまり沖合底曳き網漁業において漁場選択
は、資源管理と経営の両方に関わる重要な意思決定のプ
ロセスである。そこで、漁場選択の意思決定支援を目的
にシステムを開発した。
底魚資源管理支援システムの仕組みと必要な資材は、マ

ナマコの場合とほぼ同様である（図3）。ただし、サーバは

漁業協同組合向けのトータル情報システム「マリンマネー
ジャー北海道」（日本事務器株式会社）とも連携しており、
各漁船が市場に水揚げした魚種別の水揚げ量、金額も保存
されている。サーバ内でこれらデータは処理され、操業を
支援する情報（日別魚種別の漁獲量、金額、航跡、出入港
時間、魚種別の分布密度マップなど）とホッケ、スケトウ
ダラなどの資源管理を支援する情報が出力され、専用の
Webサイトで見える化される。サーバに保存されるデータ
には、経営上、重要な情報を含んでいるので、ユーザは個
別の IDとパスワードでWebサイトにログインする。Web

サイトの各コンテンツは、船ごとの個別情報と漁船間で共
有できる共有情報に区別されている。個人に紐付いた詳細
な操業情報は個別情報、資源管理を支援する情報は共有情
報としている。この資源管理を支援する情報の1つである
ホッケの資源管理コンテンツについて、次に紹介する。
ホッケ（写真3）は、北海道周辺海域で漁獲される重要

な水産資源である。稚内地区の沖合底曳き網漁船は、北
海道の日本海からオホーツク海に分布する道北系群と呼
ばれるホッケ資源を漁獲している。ホッケは生活史の各
段階で分布する海域を変えており、沿岸漁業でも幅広く
漁獲されている。この道北系群は、1990年代には 10万
トン前後の水揚げがあったものの 2000年頃から資源が
減少し始め、2016年には1.4万トンに低下した。資源状
況の悪化を受けて、沖合底曳き網漁業者と沿岸漁業者は
2012年からホッケ資源の自主管理に取り組んでいた。
稚内地区の沖合底曳き網漁船のホッケ漁場の中に、宗
谷海峡の西側に位置するノース場と呼ばれる海域があ
る。この漁場には、9月～12月にかけてホッケ０歳魚が
集群するため、私たちは ICTを活用してこの０歳魚を獲
り残す資源管理の支援に取り組んだ。これまでの稚内水
産試験場の研究から、ノース場における沖合底曳き網漁
船によるホッケ０歳魚CPUE（1曳網あたりの漁獲量）の
平均値から、その年のホッケ０歳魚の資源量を推定する
ことができた。底魚資源管理支援システムでは、デジタ
ル操業日誌により魚種別の漁獲量と操業位置のデータを
日々取得することができるので、ノース場におけるホッ
ケ０歳魚のCPUEを日々算出し、漁期中にホッケ０歳魚
資源量、獲り残し量を自動計算する仕組みを構築した。
この計算結果は、Webサイトでホッケ０歳魚の資源量、
累積漁獲量、獲り残し量として見える化される。データ
は日々更新されており、資源状況に応じ漁場選択の意思
決定を支援している。このコンテンツを導入する以前は

写真2　 稚内地区の沖合底
曳き網漁船図3　底魚資源管理支援システムの概要8）

写真3　 稚内地区で水揚げ
されるホッケ
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０歳魚資源量に対して10%程度を漁獲していたが、導入
後の2017年に2.5％に抑えることができた。現在、ホッ
ケ資源は、沿岸漁業者も含めた自主管理がさらに進み、
資源は回復傾向となっている。

5．ICT導入のプロセス
マナマコ資源管理支援システム、底魚資源管理支援シ

ステムともに 2022年現在も漁業者に利用されている。
対象とする漁業は異なるものの、ICTを導入して資源管
理を実行するプロセスは同様である。はじめに、私たち
は、漁業者が紙に記録した操業データやGPSプロッタか
ら出力される信号をロガー等で入手し、地理情報システ
ム等を活用して、資源量や資源の分布状況などの情報を
整理して漁業者に提供した。資源状況の見える化（資源
評価）である。この内容は、漁業者が理解でき、資源管理
の意思決定に結びつくもの、つまり漁業者の感覚と近く、
わかりやすいことが必要である。
漁業者が資源管理の意思決定をするタイミングに時間

的な余裕があり、かつ資源評価を担当する人的資源が地
域にあれば、手作業で資源管理を支援できる。しかし、
地域で資源評価担当者を確保できないとなると、資源の
見える化を継続するのは不可能である。そこで、次の段
階として、ICT導入による作業の効率化、省力化となる。
操業データをデジタル操業日誌に、漁船の位置情報をマ
イクロキューブ 7）にして送信することで、データ収集作
業を大幅に効率化、省力化できた。さらに、見える化す
る作業もサーバにプログラムを実装することで、自動化
できた。これにより、地域で資源評価担当者が確保でき
ない場合でも資源状況を持続的に把握できる。さらに手
作業で発生する属人化の問題も解消されるため、他地区
への展開も容易になる。

ICT導入による見える化、効率化、省力化の先にある
のが、ユーザの行動変容である。資源管理支援システム
で配信される情報をもとに、なまこ漁業者は、漁期中の
漁期の切り上げを効果的かつ順応的に実施し、底曳き網
漁業者はホッケ０歳魚が集群する時期でもあえて曳網せ
ずに、他魚種をねらう漁場選択を順応的に実施するよう
になった。ICT導入が契機となって漁業者が資源管理意
識を向上させ、操業行動を変えたことで、持続可能な資
源利用を実現した事例といえる。このように、業務置き
換えによる単なる省力化だけでなく、これまでのやり方、
考え方を変える新たな仕組みを創造することがスマート
水産業の本質といえる。

6．成長産業化に向けて
現在、サービスを提供する企業間の競争も活発となり、
導入システムや機材をユーザが選べる環境になってい
る。ただし、漁業経営の状況からみると、これらの機材
はいまだ高額である。令和元年の北海道の1経営体あた
り漁労収入は 1,129万円、漁労支出は 815万円、漁労所

得が 314万円となっている。「水産業のスマート化推進
支援事業」の助成対象機器の登録機械の価格は、漁船に
搭載する魚群探知機で83万円～、水温観測ブイで125万
円～となると、1/2の補助としても導入には慎重になる。
そのため、ユーザは効率化だけを目的にこれまでの作業
の代替でシステムや機器を導入し費用対効果を検討する
のではなく、新たな仕組みと新たな効果を描いて何を導
入すべきか判断する必要がある。ICT導入の最終目的は、
ユーザが見える化、効率化、省力化の先にある行動変容
までたどり着くことである。ここまでたどり着かないと
お金をかけて ICTを導入する必要性は低い。
スマート水産業の将来像は水産資源の持続的利用と水
産業の成長産業化である。この実現には、ユーザは ICT

導入により水産資源の持続的利用と国内需要の回復と海
外需要の開拓までを視野に入れた考え方と行動に変わら
なければならない。海外需要の開拓には水産物の美味し
さ、品質と安定供給は必須であるが、さらに情報の活用が
重要となる。SDGsに代表されるように、世界は持続可能
な社会的責任が担保された水産物を求めている。現在、小
売りを中心にMSCやASC、MELなどのエコラベル製品
の差別化を進めており、持続可能ではない水産物、もしく
は持続可能であることが消費者に伝わらない水産物は世
界の水産物取引から淘汰される社会情勢になっている。
生産者から消費者までを情報でつなぎ、持続可能という新
しい価値を付加することで、海外需要の開拓ひいては国内
需要の回復につなげていくことができる。今、スマート水
産業を検討している各地域の漁業現場では、この目標と道
筋をどのようにデザインするのかが求められている。
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TOPICS

第1調査
研究部

気候変動に対応した漁港海岸整備のあり方

１．はじめに
将来の気候変動による影響を踏まえた海岸保全基本方針の

変更（令和２年11月20日）が行われ、海岸管理者は海岸保全

基本計画の変更と気候変動への対応を進めていく必要があり

ます。漁業地域は、狭隘な地形が多いため、気候変動の影響を

受けやすく、都市と比べ、過疎化・高齢化が進んでいること

や、前面の漁港・漁場の利用との一体性を考慮する必要があ

る等の特徴に留意しながら気候変動対応を進めていかなけれ

ばなりません。本報では、表１のような特徴を有するモデル
漁港海岸を事例とした気候変動（外力変化）による海岸保全

施設への影響について報告します。

２．調査内容
⑴ 気候変動の影響を反映した外力設定

設定した外力は、外力上昇による影響を分かりやすくする

ために、50年後の外力変化を対象として、簡易的に設定（図１
参照）しました。平均海面の上昇量は、気候の２℃上昇の平均

値（条件－１）と上限値（条件－２）および４℃上昇の上限値

（条件－３）の３パターンとし、高潮偏差および波高の増大は、

それぞれ21世紀末に現行の設計条件の1.2倍および1.3倍へ

増大すると仮定しています。

⑵ 外力変化による影響評価

定量的評価として、現行施設を対象に、気候変動による外

力変化に伴う浸水範囲、浸水深を算定した結果を図２に、海
岸事業の費用便益分析指針に基づいた50年後の外力による

被害額を試算した結果を図３に示します。浸水範囲は、30年
後を越えたあたりから拡大範囲が大きくなっています。被害

額については、条件－３では、0.45m（床下浸水と床上浸水

の境界値）以上の浸水高が発生していることから、他の２つ

の条件よりも大きく算出されています。

外力要因 拠点漁港 施設整備 立地特性
平均海面
低気圧 生　産 胸　壁 前面に漁港

漁業集落

▲

表1　対象とする漁港海岸の特徴

▲図1　気候変動に伴う外力変化の設定内容

▲図2　浸水範囲の経年変化図

▲図3　外力変化条件による被害額比較図
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m
）

A 漁港海岸の50年後外力変化量（想定）
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m
）
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円
）

尾岱沼漁港海岸（北海道）
5.0

4.0

3.0

2.0
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0.0
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⑶ 外力変化に適応した対策断面の試設計

50年後の将来外力に対する試設計の例として、図１に示し
た外力設定による気候変動へ適応する対策断面の例を図４に
示します。各条件の必要天端高は、現況天端高から、それぞれ

0.6m、0.8mおよび1.0mが不足量となったため、天端高の

嵩上げとして対策断面を検討しました。

３．適応整備の考え方
限られた予算の中で、気候変動に適応した対策を講じる必

要があることから、適応整備にあたっては、段階的に優先順

位を設定した対策が必要です。対策時期の目安として、浸水

範囲（図２参照）を参照とした場合は、各条件で30年後から
上昇し、40年後から大きく上昇する様子が確認できます。気

▲図4　気候変動に適応した対策断面図の一例

候変化の不確実性を勘案すると、気候変動適応策の目安とし

て40年後がひとつの目標と考えられます。

４．おわりに
漁業地区では、少子高齢化による将来的な地区人口（世帯

数）の減少や漁業生産量の変動に対して、浸水被害額におい

ても現状よりも変化することが予想され、地区人口や漁業生

産量の将来予測の方法やその予想結果を被害評価に反映する

手法も今後の課題となります。

なお、本報は「令和３年度海岸保全施設設計等技術検討調

査委託事業」（水産庁）の成果の一部をとりまとめたものです。

（第１調査研究部　岩瀬　浩之）

条件 1

条件 3

条件 2

概算工事費  4.1万円／m×1,140m＝47百万円

H.H.W.L+3.10

L.W.L ±0.00 ±0.00

重防食

鋼矢板
SP-Ⅲw型

+3.53（50年後H.H.W.L）

+2.00

+4.10
+4.60

1.10コンクリート嵩上げ

H.H.W.L+3.10

L.W.L ±0.00 ±0.00

重防食

鋼矢板
SP-Ⅲw型

+3.64（50年後H.H.W.L）

+2.00

+4.10

+4.90

1.10コンクリート嵩上げ

概算工事費  4.9万円／m×1,140m＝56百万円

H.H.W.L+3.10

L.W.L ±0.00 ±0.00

重防食

鋼矢板
SP-Ⅲw型

+3.90（50年後H.H.W.L）

+2.00

+4.10

+5.10

1.10コンクリート嵩上げ

概算工事費  3.0万円／m×1,140m＝33百万円
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TOPICS

第2調査
研究部

操業日誌を用いた築磯における
イセエビの資源量の推定

１．はじめに
わが国では、資源管理の推進が図られており、「新たな資源

管理の推進に向けたロードマップ」（2020年９月、水産庁）

では、資源評価対象魚種について、2020年度に67種から

119種に、2021年度には200種程度に拡大する方針が示さ

れました。そのうち2020年度に追加された資源評価対象種

（52種）の一つにイセエビが挙げられています。

高知県黒潮町（佐賀地区）では、低迷するイセエビ資源の

回復を目的に、2018年に新たに築磯が整備されました。イ

セエビの分布を把握する方法の一つに潜水士による目視観察

があります。目視観察では、その分布状況を視覚的に詳細に

把握することができる一方、潜水時間の制約により、観察範

囲が限られてしまいます。また、イセエビは夜行性であり、

特に日中には岩の隙間に分布するため、見落とす可能性も高

くなります。そこで、築磯におけるイセエビの分布量を定量

的に把握するとともに資源管理を行う上での基礎資料を得る

ことを目的とし、漁業者に操業記録を記帳して頂き、その記

録からDeLury法により築磯別の初期資源量を推定しまし

た。また、築磯におけるイセエビと付着動物の経年変化につ

いて整理したので併せて紹介したいと思います。

２．調査概要
⑴ 調査場所

高知県黒潮町熊野浦沖において、2018年３月に水深25m

に設置されたスラグ人工石材の築磯（以下、「実験区」という）、

既設の築磯である通称「げんみ」および「ごろかんテトラ」で

調査を実施しました（図1）。

⑵ 標本船調査

実験区、対照区および既設の築磯に分布するイセエビの分

布量を把握するため、当該海域で操業するイセエビ建網漁に

より、イセエビ（成エビ）を採捕しました。

黒潮町・高知県漁業協同組合の漁業者に操業日誌を配布し

て、出漁日、操業場所、漁獲量等の記入方法について説明し、

記入していただいたものを回収しました。回収した日誌から漁

場別に、努力量、単位努力量当たり漁獲量（CPUE: Catch per 

Unit Eff ort）およびイセエビ漁獲量等を整理しました。調査期

間は、解禁となる2020年９月15日から２か月程度としました。

⑶ 潜水目視観察調査

実験区、対照区および既設の築磯におけるイセエビ（成エ

ビおよび稚エビ）の分布場所、分布状況を把握するため、潜水

士により目視観察しました。

⑷ 餌料生物調査

実験区、対照区および既設の築磯におけるイセエビの餌料

環境を把握するため、付着動物を採集、分析しました。

３．調査成果の概要
⑴ イセエビの漁獲状況、資源量の推定

累積漁獲量とCPUEに負の相関が確認された築磯につい

て、DeLury法により資源量を推定しました。

漁期前の初期資源量は、5.竜宮72kg、6.久保浦91kg、7.と

うへん16kg、8.割石89kgと推定され、漁期後の残存資源量

は、5.竜宮23kg、6.久保浦39kg、7.とうへん0.1kg、8.割

石32kgと算定されました（図2）。

⑵ 築磯におけるイセエビ、餌料生物の経年変化

2018年に比べ、2019年ではイセエビの密度が増えていま

した（図3）。目視観察では、2018年の調査では着底後の稚エ
ビが多かったのに対し、2019年では１齢のイセエビが確認さ

れ、2018年に着底した個体が成長したものと考えられます。

また、イセエビの餌料となる甲殻類や小型の貝類を含む付着

生物は、個体数、湿重量ともに前年に比べ2019年では増加し

ていることが確認されました（図3）。
より長い期間での築磯におけるイセエビと餌料生物の変化

をみると、築磯設置から時間が経つほど、付着生物およびイ

セエビのCPUEが増加する傾向がみられました（図4）。

▲図1　調査海域
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▲図2　DeLury法による初期資源量と残存資源量

▲図3　実験区におけるイセエビと付着動物

▲図4　築磯の経過年数とイセエビ・付着動物の関係
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既往の調査では、構造物の設置後約３年の間

に付着生物は著しく増加するとされています。

設置からの期間が短い実験区や対照区では、今

後イセエビの餌料となる生物がさらに付着し、

イセエビが増殖することが期待されます。

４．おわりに
操業日誌は、漁場ごとの漁獲量や整備した漁

場の効果を把握する上で有効な資料となりま

す。また、イセエビや埋在性二枚貝類のように

着底後の移動をあまり考慮しなくていい生物種

の場合、操業日誌を整理・解析することで、漁

場ごとの資源状態を把握することができます。

操業日誌の記入方法等について漁業者の寄り

合いの場で打合せをした際、漁業者の間では、

一部の漁場に禁漁期間を設定すること等につ

いても協議されていました。今後も、操業日誌

を記録し、漁場ごとの残存資源や翌年の初期資

源の情報を積み重ねることで、禁漁区や禁漁期

間、漁獲量等を設定し、持続可能な漁業を実現

することが望まれます。

（第２調査研究部　當舎　親典）
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TOPICS

総務部
第34・35・36回理事会、
第11回評議員会について 

第34回理事会を令和４年７月13日（水）に横山水産庁計

画課長を来賓として迎え開催し、第36回理事会を令和４年８

月８日（月）に開催しました。

また、第11回評議員会を令和４年８月８日（月）に田中水

産庁漁港漁場整備部長を来賓として迎え開催しました。

理事会、評議員会ともに新型コロナウィルス感染症拡大の

現下に鑑み、会場とWeb会議システム（Zoom）の併用とし、

東京都千代田区エッサム神田ホール１号館に於いて開催しま

した。

なお、第35回理事会は法人法の規定に基づく書面決議を行

いました。

第34回理事会では、①第10期事業年度事業報告及び決算

報告書の承認の件（令和３年６月１日から令和４年５月31日

までの期間）、②第11回評議員会の開催及び目的である事項

の承認の件等を審議し、承認されました。

第35回理事会では、第34回理事会において原案どおり承

認された「第11回評議員会の開催について」に係る開催場所

を変更（会場をWeb会議併用へ）する件を書面決議し、承認

されました。

第11回評議員会では、①第10期事業年度貸借対照表、正

味財産増減計算書及びこれらの附属明細書等の承認の件、

②次期理事の選任の件、③第11期事業年度役員の報酬額（総

額）の承認の件等を審議し、承認されました。

第36回理事会では、評議員会の理事選任を受けて、①理事

長、専務理事及び常務理事の選定の件、②常務理事の業務分

担の件を審議し承認され、理事長に髙吉晋吾氏（重任）が、常

務理事に吉竹正明氏（重任、総務・財務担当）と、伊藤靖氏（新

任、調査研究担当）が選定されました。

（総務部　鵜沼　陽一朗） 

▲

理事・監事

区　分 氏　名 所　　属

理事長 髙
たか

吉
よし

　晋
しん

吾
ご (一財)漁港漁場漁村総合研究所 理事長

常務理事 吉
よし

竹
たけ

　正
まさ

明
あき （一財）漁港漁場漁村総合研究所 常務理事

〃 伊
い

藤
とう

　　靖
やすし (一財)漁港漁場漁村総合研究所 常務理事

理　事 尾
お

山
やま

　春
はる

枝
え 新湊漁業協同組合 副組合長理事

〃 山
やま

下
した

　東
はる

子
こ 大東文化大学経済学部 教授

〃 大
おお

村
むら

　益
ます

男
お （一社）岩手県漁港漁村協会 専務理事

〃 髙
たか

橋
はし

　昌
まさ

幸
ゆき 北海道漁港漁場協会 会長 神恵内村長

〃 橋
はし

本
もと

　　牧
おさむ （公社）全国漁港漁場協会 会長

〃 大
おお

川
かわ

　雅
まさ

登
と 茨城県漁港協会 専務理事

〃 早
そう

田
だ

　　宰
おさむ 早稲田大学 社会科学総合学術院 教授

早稲田大学 社会科学総合学術院 学術院長

〃 比
ひ

田
た

勝
かつ

尚
なお

喜
き （一社）長崎県漁港漁場協会 会長 対馬市長

〃 八
や

木
ぎ

　　宏
ひろし 防衛大学校

システム工学群建設環境工学科 教授

〃 大
おお

森
もり

　敏
とし

弘
ひろ 全国漁業協同組合連合会 代表理事専務

〃 牧
まき

野
の

　稔
とし

智
のり （一社）全日本漁港建設協会 事務局長

〃 熊
くま

谷
たに

　　徹
とおる （公社）全国豊かな海づくり推進協会 専務理事

監　事 藤
ふじ

井
い

富
ふ

美
み

雄
お 全国漁業信用基金協会 専務理事

〃 山
やま

本
もと

　三
みつ

夫
お （一財）みなと総合研究財団 理事 兼
クルーズ総合研究所 所長

氏　名 所　　属

近
こん

藤
どう

　健
たけ

雄
お 日本大学 名誉教授

馬
ば

場
ば

　　治
おさむ 東京海洋大学 名誉教授

藤
ふじ

本
もと

　昭
あき

夫
お （一社）大分県漁港漁場協会 会長 姫島村長

高
たか

橋
はし

　征
まさ

人
と 神奈川県水産振興促進協会 会長

神奈川県漁業協同組合連合会 代表理事会長

 岡
おか

　　貞
さだ

行
ゆき （一社）全日本漁港建設協会 会長

塚
つか

本
もと

　　亨
とおる

 
東京都漁港漁場協会 専務理事
東京都漁業協同組合連合会 専務理事

濵
はま

上
かみ

　勇
はや

人
と 兵庫県漁港漁場協会 会長 香美町長

泥
ひじ

谷
や

　光
みつ

信
のぶ 高知県漁港漁場協会 会長 土佐清水市長

令和4年8月8日現在 令和4年8月8日現在
▲

評議員
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TOPICS

総務部
令和４年度研究助成事業の決定

１．趣旨
漁業地域は漁業生産活動や流通加工の基盤、地域住民の生

活基盤としての役割に加えて、我が国周辺水域の高度な利用

や海洋性レクリエーションの場の提供等の多様な役割を果た

しており、時代の要請に応じて維持・発展していくことが求

められています。現在、我が国の水産業・漁業地域は世界的

な水産物の需要の増加、地球温暖化に伴う気候変動、自然災

害の激甚化、本格的な人口減少社会の到来等の変化に直面し

ています。

このような中、令和４年３月25日に閣議決定された「新た

な漁港漁場整備長期計画（令和４年度～令和８年度）」では、

「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」

「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」「「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」が重点的に取り組

むべき課題として掲げられています。また、現在はコロナ禍

の影響により国民生活が一変し、様々な分野で従来とは違っ

た取り組みが求められております。

漁村総研では、こうした新しい時代における多様な要請等

に対応した漁港漁場漁村の整備等に関する調査研究及び成果

の普及等の活動を行っている法人であり、その研究活動の一

環として、漁業地域の振興、生活環境の改善、漁港・漁場の整

備等に係る創造的な調査研究に対して助成を行っています。

２．助成の対象
漁業地域の振興、生活環境改善、漁場の整備等に係わる先

進的な技術の調査研究や先進的な政策の調査研究であり、か

つ、以下の２つの要件を満たすものを対象とします。

［要件１］

研究開発の内容が、我が国の漁港、漁場、漁村の整備及びそ

れらの保全・利活用を通じて水産業・漁業地域の振興を図っ

ていく上で今後必要になると思われる新たな視点を有するも

のであること。

［要件２］

研究開発の成果が、次のいずれかに該当するもの。

① 漁港漁場整備事業の計画立案、評価、設計、施工、管理運

営に関する技術の向上に寄与するもの。

② 防災、景観形成、環境整備など漁村における生活の快適

性、安全性の向上に寄与するもの。

③ 沿岸漁業・漁業地域の構造分析や漁村の活性化手法の開

発に寄与するもの。

④ 効率的・効果的な水産基盤整備や漁業地域の振興を推進

するための幅広い政策提言に寄与するもの。

３．令和4年度の応募結果
今年度は、継続３件、新規12件の応募がありました。応募

された研究内容について審査委員会の審査を経て、下記の通

り決定しました。多数のご応募有難うございました。

⑴ 令和３年度継続研究題目３件（申込件数３）

① 二枚貝の化学組成分析に基づく無給餌養殖漁場の生産性

評価手法の開発

東北大学大学院 工学研究科 准教授　坂巻　隆史

② 三陸沿岸の漁港ストックと水上飛行機を活用した「水産

観光」の整備に関する研究

日本大学理工学部 海洋建築工学科 助教　寺口　敬秀

③ 海洋水産ビッグデータ構築に向けた産地魚類市場におけ

る水産物取引のデジタル化

鹿児島大学 水産学部 准教授　江幡　恵吾

⑵ 令和４年度新規研究題目３件（申込件数12）

① 水産物における高付加価値化の要素の解明：漁業関係

者・流通業者・飲食店事業者・消費者が知覚する価値の

共通性と異質性の検討

大阪公立大学 経営学研究科 准教授　圓丸　哲麻

② 漁港・漁場調査や水産業の効率性と経済性を高める水上

ドローンの開発・利用に関する研究

長崎大学大学院 水産・環境科学総合研究科 教授

松下　吉樹

③ 漁村集落における事前復興空間スクリーニング手法の提案

神戸市立工業高等専門学校 都市工学科 教授　宇野　宏司

（第１調査研究部　後藤　卓治）
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この人に聞く

関
い ず み

の 大沼健一さん・大沼瑞保さん

父と娘の漁業談義 ―漁業の魅力をさぐる―

大沼 健一 【おおぬま・けんいち】

静岡県指導漁業士。焼津水産高等学校を卒業後、まき
網船に乗る。その後、元々実家が営んでいた養殖業、有
限会社大浦水産に入る。また、まき網船に乗っていた経
験を生かして小型まき網を中心とする漁業会社、福成
丸を設立。現在は、養殖と漁船漁業を営んでいる。

大沼 瑞保 【おおぬま・みずほ】

東京海洋大学大学院修了。海洋生命資源科学専攻。魚
群制御学研究室に所属し、様々な地域の漁業を体験し
たことが、実家の漁業に興味を持つ一つのきっかけと
なる。卒業後、家業の漁業に就き、アジ養殖を中心に、
アオリイカ漁や小型まき網などにも従事している。漁
業歴は2年半。

　今回は、静岡県沼津市内浦で漁業を営む父娘に、それ
ぞれが漁業に従事するようになった経緯や、現在の漁業
のこと、これからの漁業への想いなどについて語ってい
ただきました。

小学生の時から漁師になる、と決めていた
健一さん　家は代々漁業をやってきました。自分で3代
目になるのかな。家ではいろいろな漁業をやっていまし
た。真珠養殖をやっていたこともあります。自分が小さ
い頃は、身内がまき網をやっていて、親父は養殖や釣り
堀をやりながらまき網にも行っていました。身近な人た
ちがみんな漁業をやっているという環境の中で育ってき
たので、小学生のころから、漁業で食っていこう、と思っ

ていました。その頃から親にくっついて魚を獲りに行っ
てました。楽しかったし、子供ながらに「これは儲かるん
じゃないか」と思ってました。中学の初め頃には、自分
で獲った魚がお金になるということを体験してしまって
いたので、もうこれ（漁業）しかないと思っていました。
同級生が高校進学ということを言っているときに、俺は
絶対高校には行かないと宣言してました。海にデビュー
するのが3年遅れるのが悔しいような思いがあったんで
すね。でも親父からは、遅れた 3年間を超えられないよ
うじゃあ、海で飯なんて食えないよ、とよく言われてま
した。それで、結局高校に行く羽目になっちゃって。焼
津の水産高校に行ったんだけど、結果としては、県の役
なんかをすると、その時の仲間や先輩、後輩が同じ委員
で出てきたり、漁業士や県の役員にも同窓生は沢山いる
ので、そういう人のつながりができたという面では、高
校に行って良かったかな、と今は思ってます。でも学生
の時も一番の優先順位は漁業でした。魚が獲れるときは、
勉強も部活もそっちのけで海に行ってました。
　高校の時は焼津に下宿をしていたんですが、暇な時に
作れるように刺し網の網を持って行ってました。下宿で
網を作って、その網で夏休みには漁をして、結構お金を
稼いでました。

まき網が俺の漁業の原点
健一さん　高校卒業後は、叔父さんがやっているまき網
に乗りながら、高校生の時に作ってもらった2トンくら
いの小さい船で漁をして、遊びに行くくらいのお金はそ
こで稼いでました。まき網の給料は将来自分の船をつく
るために貯金をしてました。
　まき網に乗っていたころは、いずれ漁労長になること
が夢だったんだけど、親父がその兄貴とやっていたアジ
とタイの養殖も手伝わなきゃという思いもあって、7年
くらいでまき網を降りました。親父たちがやっていた大
浦水産に入って、養殖をやりました。その後、自分の家
でも小型まき網の許可があったので、4.8トンくらいの
船を造って、福成丸という会社を立ち上げ、養殖を手伝
いながら漁船漁業もするという形を創っていきました。
　まき網に従事したことは、現在に至るまでの自分の漁
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業人生の中ですごく重要だったと思います。まき網の網
の作り方も覚えたし、魚の習性もわかるようになったし、
今の自分の漁業にものすごく役立っています。養殖をや
るにしても、やはり基本となるのは漁業だと思います。
漁業を知っていた方が役立つんです。その良い原点を、
俺はまき網で学ばせてもらいました。

生きものとしての魚が好き
瑞保さん　私は漁業自体に、実はそれほど興味はなかっ
たんです。小さい頃は魚なんか食べなかった。お刺身、
嫌いでした。でも、魚を見るのは大好きで、中学校くら
いから海洋大学（東京海洋大学）に行きたいという思い
は持っていました。生きものとしての魚に興味があった
ので、そういう方向の勉強がしたかったんです。大学で
はいろいろな授業を受けたけど、養殖の授業はあまり面
白くなかったかな。興味を持ったのは、漁具の授業。魚
の獲り方を学ぶのはとても面白いと思いました。
　大学院時代は、研究室で長崎のイワシのまき網に行っ
たり、富山のホタルイカの定置網、北海道の定置網、福
井のイカ釣り船、いろいろなところの漁業を体験して、
漁業って面白いな、と思うようになりました。そこから、
じゃあ家の漁業はどんなだろう、と興味を持ったので、
大学4年生くらいから家の養殖でアルバイトをするよう
になりました。
　学生時代にあちこちの漁業の現場に行って、一番おい
しい魚を食べることができたせいか、魚も食べるように
なりました。
　就活の時期になって、どうもスーツを着るのにも、会
社に選ばれなきゃならないというのにも抵抗があった
し、どうせなら、人とは違うことをやりたい、という思い
もあったので、それなら家で働けばいいかなと思いまし
た。アルバイトで家の仕事に関わり始めて、漁業をやる
という流れができていたのかもしれません。

子供は女ばかり三人
健一さん　子供は女ばかり三人います。これも運命か
なって思ってはいたけれど、長女（瑞保さん）が高校に入
るくらいの時に、俺としては焼津水産（高等学校）に行っ
てほしかったし、いずれは海の方の仕事を手伝ってくれ

よって言ったことはある。
瑞保さん　覚えてない！大学なんていかなくていい、と
いうことは言われました。でも、海洋大のオープンキャン
パスに行った時、漁業に関する研究の展示があったりし
て、お父さんの方がすっかり興味を持っちゃって、この大
学なら行ってもいいよって言われました。
健一さん　海洋大に行きたいって聞いた時点で、海に
興味はあるんだなということはわかったんで、それは
ちょっと嬉しかったね。
瑞保さん　私が漁業をやることになって、お父さんが船
にトイレをつけてくれて、働きやすくなりました。
健一さん　ちょうどそのころ、漁船のリース事業という
のがあって、養殖の船を新しく作り変えることにしたん
だけど、これからの漁船にはトイレも必要と考えてつけ
たんです。娘も漁業をやる、というので、そこはちゃん
と投資しないとな、と思ってね。それでまき網の船にも
トイレをつけて、どっちでも乗れるようにしました。俺
はいいけど、女の人はそうもいかないだろうし。
瑞保さん　私としては、男の人だってちゃんとトイレを
使った方が良いと思いますよ。

基本にあるのは漁師根性
瑞保さん　私の今の仕事は、養殖が中心です。今年はいか
なかったけど、去年と一昨年はまき網にも行きました。春
から夏は、お父さんとアオリイカを獲りに行きます。アオ
リイカ漁はイカが回遊してくる場所に木を沈めておいて、
そこに網をまいて獲りますが、これはとても楽しいです。
健一さん　俺は魚を獲るのが好きだし、どうやったら獲
れるのかっていうことをいろいろ考えて試してみるのが
好きだね。そもそも、かつてはそうやって魚を獲れば儲
かったんだよ。
　15年前かな、20年前くらいかな、土砂崩れの災害があ
りました。家の前に置いておいたトラックも流されて、
養殖の魚もいっぱい死んで、海が真っ茶色になっちゃっ
て。かなりの被害を受けました。その時、親にもおか
あにも内緒で小型まき網の最新鋭の船を造ることにし
ちゃったんですよ。
瑞保さん　私が小学校4年くらいの時だ。家の前が泥だ
らけになって、よく覚えてます。その後、新造船の進水
式で学校を休んだ記憶もあります。
健一さん　災害で被害を受けたもんで、もう頭に来
ちゃって。このままじゃ養殖はダメだ、獲る方を強化
しないとだめだなと思って、勝手に船を造ることにし
ちゃった。それが今使っているまき網の船なんだけど、
とにかくその時は、毎年こんな災害が起きたらどうな
るんだ、という不安な気持ちでいっぱいでした。泳いで
る魚は一時どこかへ逃げてしまっても、いずれ戻ってく
るだろうけど、養殖の魚は逃げられない。逆に養殖に集
中して、もっと規模を大きくした方がいいかもしれない
けど、こどもの頃からの魚を獲るという漁師根性がある船上の水槽を泳ぐマアジ アオリイカ
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から、養殖一本化はできない。
瑞保さん　私もあんまり養殖は好きじゃない。獲る方が
やっぱり興味がある。でも、地域としては養殖アジを推し
ていて、お父さんは養殖はやめられないんじゃないかな。

養殖は社会の動向と連動している
健一さん　5、6年前に、養殖を一緒にやっていた従弟が
急に病気で亡くなってしまったこともあって、今は養殖
に重点が移ってきたように思います。まき網の方も継続
しているんだけど、ここ 10年くらい魚が減ってきてい
て、海自体もだんだん変わってきているのを感じます。
　でも養殖も厳しいところに立っています。コロナで養
殖に係る借金が増えてしまった。餌にお金がかかる、ア
ジは売れない。コロナで緊急事態宣言が出る度に、出荷
量が減ってしまって。ここのところは、そんな繰り返し
で、養殖やってなきゃよかったのにと、思ったこともあ
る。オリンピックに向けて養殖を増やしたことも痛手に
なっています。オリンピックは全く期待外れでした。
瑞保さん　養殖って、社会情勢とか景気と連動している
ところが面白い。コロナの感染者が増えると養殖は暇にな
る。日本の景気が悪くなればこちらも落ち込んでしまう。

養殖アジの課題
健一さん　うちの養殖アジは、いけすやさんや、地元や
都心、それから群馬県の飲食店、横浜の八景島にある釣
り堀なんかに行ってます。今、釣り堀用のアジがないと
いうことで、さっきも打合せしてました。
　地元では5、6軒のアジ養殖業者がいるけど、いけすや
さんに入れているのは、うちもいれて2、3軒かな。結構
大型のアジを求められるので、養殖業者としてはリスク
があるから、皆ができるわけではないんだよね。アジの
種苗は長崎と愛媛から仕入れています。鹿児島も少しあ
るかな。昔は種苗も自分たちで獲って育てていた時代も
あったけど、この辺りではもう全然いなくなってしまっ
たね。
　エサ代の値上がりも深刻です。20キロ5000円だった
のが今度 6000円になるっていうので、9月からアジも

値上げする方向です。値上げしたら売れないのではない
か、いくらなら売れるか、とみんなでいろいろ議論はし
たけれど、買ってくれないんだったらそれでもいいから
値上げしなきゃやっていけない状況です。もちろん本音
は買ってもらわないと困るんだけど。
瑞保さん　でも、今アジの在庫がなくなりつつあるんだ
よね。
健一さん　いつもは夏前にちょうどよい種苗（中間的種
苗）を仕入れるんだけど、今回は種苗自体があまりなく
て。秋になって良い種苗がないと、大変なことになる。

仕事は早朝から昼まで詰めてやる
瑞保さん　朝は2時、3時、今はそんなに忙しくないので
4時くらいかな、そのくらいに出荷作業をします。いけ
すのアジを船に揚げて、注文は尾数で来るので、一尾ず
つ数えます。大きさも注文する人によって幅があるので、
サイズも考えながら数を揃えます。出荷用のいけすは、
家の真ん前にあります。いけす本体はもう少し沖の方に
あって、そこから出荷用のいけすに魚を移します。近く
にあれば多少海が荒れていても出荷できるので良いので
すが、台風の時などは川のそばなので、結構濁っちゃっ
たりすることもあります。そうなると、目の前にいけす
があっても出荷できません。
　活魚屋さんが 6時とか 7時に取りに来るので、その時
間に合わせて作業をします。その後漁協や地元の料理屋
さんに運ぶものがあったりします。
　出荷がひと段落したら、餌くれ作業や沖から出荷用の
いけすに魚を移したり、網の交換もあります。何をやる
かはお父さんが決めています。海の仕事が終わったら、
陸作業で網の修理をやったりしています。イカのシー
ズンは、昼前に合間を見て出かけます。そうやって昼ま
でぶっ通しで作業をして、お昼で解散です。お父さんも
私も、最初に詰めてやってしまって、あとは自由になる
方が良いので。
健一さん　従業員もそういうやり方の方が良いみたい
です。昼以降は、仕事があれば俺はそのまま作業をして
ます。今は俺と娘、従業員が二人、バイトが二人くらい
でやってます。経理など事務仕事は弟がやってくれてい
ます。
瑞保さん　日曜日はお休みです。たまに土曜の昼から東
京に遊びに行くこともあります。でもお父さんは日曜日
も働いている。お父さんは本当に漁業の仕事が大好きで、
働いているのが一番いいんだと思うけど、これからの人
はそれではついて来ないと思う。お父さんは人に強要し
ないからいいけれど、たまにイカがすごく獲れてたりす
ると、申し訳なさそうに、ちょっと行ってくれないか、っ
て言われることもあります。
健一さん　やればお金になる。行かなきゃゼロ。そう思
うと、うんと獲れているときは、やはり行って稼ぎたい
のが漁師です。マダイの出荷
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子どものころから漁師を目指し、迷うことなく漁業に邁進
してきた父、健一さん。一つ一つ経験を積んで、いくつもの
選択肢の中から漁業を選んだ娘、瑞保さん。漁業に対する

想い、仕事への取り組み方、さかなとのかかわり方など、父と
娘は異なる視点を持っていると感じました。けれど、瑞保さん
からは、第一線で漁業と対峙し続ける父への尊敬の念が、そし
て健一さんからは、これからの娘の人生を見守るあたたかな眼
差しが伝わってきました。獲る漁業から魅せる漁業へ。これか

らの瑞保さんの挑戦を、私も応援したい
と思います。

（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

瑞保さん　用事がなければ、喜んで。でも、休む時は休ま
ないと体調を崩すこともあるので、その辺りは気を付けて
ます。今年はだいぶ慣れたせいか、熱も出さずやってます。

網に入るレアキャラにテンションが上がる
瑞保さん　日々の漁業の中で一番楽しい作業は、実は網
修理です。ミサンガを創ったりするのが好きなので、編
む作業が楽しいのかもしれません。海の仕事を終えて、
海を目の前にして海風を浴びながら、サクサク網修理す
る時間が楽しい。
　海に出ると、いろいろな生きものと出会えることも、漁
業をやっていて楽しいところです。クジラがすぐ近くに
来たときは、漁師をやっていてよかったって思いました。
ウミガメが網に入っていて、それを網から離したらスーッ
と海に帰っていって、その様子には本当に感動しました。
たまにいけすの中にもハタタテダイとかマツダイとか、
そんなレアキャラが入っていることがあります。アオリ
イカ漁に行った時も、最初はアオリイカが獲れて、ワーッ
という感じでいるのですが、だんだん、イカ以外のものに
目がいってしまって。この前も、私が大好きなイトヒキア
ジが入っていて、めちゃくちゃテンション上がりました。
　魚と出会うのが楽しいし、魚が好きです。アジとかタ
イもかわいい、と思ってしまいます。夏場は、結構アジ
が死んでしまったりするのですが、それを処理しなけれ
ばならない作業は辛いです。なんだか、殺してしまった、
というような気持になってしまって、よく「ごめん」って
言っています。
　漁業をやっていて嫌なことは、私は肌が弱いので、海
の中の小さな生き物に触れて痛くなったり痒くなったり
するのはちょっと辛いです。海水はすごく乾燥するので、
冬場はひび割れするのも大変かな。それから、手がすご
くごつくなります。

父の想い
健一さん　親子で一緒に仕事をするっていうのは難し
いところもあるけれど、娘が漁業をやってくれているの
は嬉しい。人生はいろいろあるから、これから先どうし
ていくのかはわからない。でもそれは本人次第だと思っ
てみています。俺の親父は孫が海に行くのがとても嬉し
かったと思う。最初の頃は一緒に海に出ていました。今
はケガをして、海に行けなくなってしまったけど、家の
中で孫と海の話ができるのが楽しいんだと思う。

獲る漁業から魅せる漁業へ
瑞保さん　いろいろなところに学生時代に行って、地元
ももちろん好きだけど、同じくらい好きな場所もたく
さんできました。もっといろんなところを見たいし、い
ろんな漁師さんとも知り合いたい。地元だけでなく、漁
業全体を盛り上げたいと思う。
　これからは、漁師が自分で魚を売っていく時代だと
思ってます。そもそも魚がそんなにいないから、量で稼
げる時代ではなくなっています。一匹一匹を大切にし
ていかないと。私は小さな定置網をやってみたいな、と
思っています。お金になる魚をいっぱいとって市場に
出す、ということではなくて、体験漁業だったり、獲れ
た魚をデザインしてグッズをつくるとか、おいしい魚が
獲れたら、その場で食べるとか、そういうことをしてみ
たいと思っています。人からは、漁業をやってますとい
うと、何釣ってるの？と聞かれたりするけど、漁業のイ
メージが釣りくらいしかない、一般の人はその程度なの
だと思う。だから、いろいろな漁法であるとか、そうい
うことをもっと伝えることをやっていきたい。魚を獲る
だけで終わりにしたくないんです。一つの目標に、自分
でデザインした魚グッズのお店を出すことがあります
が、そんなふうに、獲る漁業から魅せる漁業に、転換して
いきたいと思っています。

網仕事場からの海の風景

おさかなデザインのグッズたち

イトヒキアジ
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はじめに
一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所（略称:漁村総研）は、

令和４年９月13日、創立から40年を迎えました。

創立当時、漁港漁村に関する実務レベルの調査研究組織が

必要とされていたことから、創立の趣旨に賛同いただいた地

方公共団体、漁業関係団体、企業から資金の提供をいただき、

昭和57年９月13日に農林水産大臣の認可を受け財団法人漁

港漁村建設技術研究所として誕生しました。

そして、平成13年の漁港法の改正等により、漁港と漁場の

整備が一本化されたことにより、平成15年８月に、社団法人

全国沿岸漁業振興開発協会が担っていた漁場整備関係業務を

引き継ぎ、財団法人漁港漁場漁村技術研究所に改称、平成25

年２月には、公益法人制度改革により、現在の漁村総研に移

行しました。

１.沿　革
⑴ 財団法人漁港漁村建設技術研究所の設立
漁村総研は、昭和57年（1982年）９月13日に、民法に基

づく旧公益法人制度により「財団法人漁港漁村建設技術研究

所」として農林水産大臣の許可を受けて公益法人として設立

されました。

当時の漁港、漁村を取り巻く環境は、200海里体制の定着

化、魚価の低迷など水産業を巡る情勢には非常に厳しいもの

があり、漁業の根拠地である漁港においても、栽培漁業の振

興に即応した漁港の整備など、新しい時代に対応した整備が

求められていました。また、漁村と都市、農村との生活環境の

格差は、依然として大きく、地方における健全なコミュニティ

の発展のためにも、早急に有効な対策を講ずる必要に迫られ

ていました。

その一方で、これらの問題に取り組む組織・研究機関はな

く、現実に解決を迫られている技術的諸問題に的確に対応し

ていくことが非常に困難となっていました。

そこで、漁村総研は、漁港、漁村の整備に関する科学技術の

調査研究及び開発を官民一体で進め、その成果を漁港、漁村

の整備に携わる人々や漁港を利用する人々に普及することを

目的に設立されました。

発足当初の機構・組織は、役員の選任や法人の運営に関す

る理事長の付議事項の審議等を行う評議員会、業務を執行す

る事業計画・報告や収支予算・決算の他法人の運営に関する

重要事項を決議する理事会、組織は総務部、調査研究部の２部

体制、職員は水産庁、民間企業からの派遣により体制を整え、

業務の開始となりました。また、総務部に、昭和63年４月に

は総務課が、翌平成元年４月には業務課が設置されました。

⑵  漁村の生活環境等の整備や漁村振興に関する調査研
究ニーズへの対応
設立から10年を迎える平成４年（1992年）には、専務理

事１名の新設等を内容とする寄付行為の変更を申請し、同年

６月29日付け農林水産大臣認可の下、理事長、専務理事、常

務理事の常勤理事３名体制としました。また、設立当時は10

名であった常勤役職員数が、23名となりました。

平成５年（1993年）４月からは、漁村の生活環境等の整備

や漁村振興に関する調査研究ニーズに応えるため、調査研究

部門の１部体制を２部体制とし第二調査研究部を発足させま

した。主として漁港の計画、技術に関する調査研究を行う第

一調査研究部、総務部と併せて３部体制となりました。

平成13年（2001年）４月からは、多種多様な情報の収集

と調査研究成果の普及啓発を目的とする“海とくらし情報室”

を組織に追加し３部１室となりました。

⑶ 漁場関係の調査研究業務の拡充と体制の整備
平成15年（2003年）８月12日からは、漁港及び漁場関係

事業の統合等に伴い、関係公益法人の再編統合によって、社

団法人全国沿岸漁業振興開発協会から、漁村総研が漁場関係

の技術的業務の一部を引き継ぐことを内容とする寄付行為の

変更について、農林水産大臣の認可を受け、名称も「財団法人

漁港漁場漁村技術研究所」に変更しました。業務を引き継い

だ漁場造成に関する調査研究については、第一調査研究部が

担当しました。

平成18年（2006年）４月からは“海とくらし情報室”を改

組し“漁場と海業研究室”となり漁場造成に関する調査研究

の業務を担当しました。

平成23年（2011年）４月からは、財務状況の改善を図る

組織等の合理化を図るため、“漁場と海業研究室”、総務部の

２課の見直しを行い、第一調査研究部においては漁港と漁村

に関する調査研究を、第二調査研究部においては漁場に関す

る調査研究を担当することとし、役員２名を含めて役職員数

26名で業務を行うことになりました。

⑷ 公益法人改革による新制度への移行
平成25年（2013年）２月20日からは、公益法人改革に伴

い、いわゆる一般法人法等に基づいて「一般財団法人漁港漁

漁村総研は創立40年を迎えました
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場漁村総合研究所」に移行し、その略称を「漁村総研」として

います。漁村総研の目的は、「漁港、漁場、漁村に関する総合

的・科学的な調査研究及び漁村地域の活性化に携わる多様な

活動主体との連携・支援を行うとともに、それらの成果の普

及啓発を行うことを通じ、安全で機能的で賑わいのある漁港、

効率的で安定的で豊かな漁場及び安全・安心で快適で活力あ

る漁村の形成を推進し、もって我が国水産業と国土の均衡あ

る発展に寄与すること」にあります。

また、機構・組織では、法人の最高議決機関である評議員

会、法人の業務執行の決定とその監視を行う理事会と、総務

部、漁港及び漁村関係の調査研究を行う第一調査研究部、漁

場関係の調査研究を行う第二調査研究部による３部体制と

なって現在に至っています。

⑸ 令和の新たな時代を迎えて
平成31年（2019年）４月30日で「平成」が終わり、５月

１日に元号が「令和」に代わりました。令和４年（2022年）

３月25日には、令和４年度を初年度とする漁港・漁場・漁村

の整備に係る重点課題や共通課題を定めた「漁港漁場整備長

期計画」が閣議決定されたところです。

漁村総研としても、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

会の形成など漁村総研を取り巻く情勢に的

確に対応するため、令和４年（2022年）８

月からは、常勤理事に業務執行（常務）理事

１名を加え、理事長、業務執行（常務）理事

２名の３名とし、業務執行体制の強化を図

りました。

２.ロゴマーク
創立40周年を迎えることから、これを

記念してロゴマークの製作に取りかかりま

した。製作にあたっては、文化学園大学デ

ザイン・造形学科メディアクリエーション

コース専攻の皆さんに作品の考案をお願い

するコンペ方式としました。選定にあたっ

ては漁村総研役職員が投票を行い、ロゴマー

クを決定しました。

ロゴマークは、

・ 漁村総研の理念である「みんなの研究

所⇒人のつながり」を結び目として表

現しています。

・ その結び方は、「末永く途切れないように」との思いから

「あわじ結び」としています。

・ また、結び目は「魚」をイメージできるように工夫し、水

産業に関わりがあるように表現しています。

これからも
設立時の理念である、国や地方公共団体、漁業関係者、関係

企業など水産業や漁村の振興に関心を持つ誰もが気楽に相談

できる“みんなの研究所”として、これまでも、これからも活

動していきたいと考えております。

漁村漁場

漁港

人

働く

暮らす育む

環境への配慮を忘れない、快適で豊かな暮らしの実現。
地域の伝統を大切にしながら、都市の人々ともお付き
合いする心のふるさとともなる漁村をめざします。

自然の海、水産資源をみんなで守り、育み、賢く利用し、
次世代に引き継がれる豊かな漁場づくりを進めます。

漁港は、安全・新鮮・美味しい水産物をお届け
する、生産とふれあいの場です。
衛生的で、働きやすく、環境にやさしい漁港
づくりを進めます。

魅力ある漁村づくりは、人づくりから。地域の
意識づくりを始め、リーダーシップを担う
人材、技術者の育成をお手伝いします。

“みんなの研究所”では、漁村地域における
様々な課題に対するお手伝いをしています。 海

で
暮
ら
す
、働
く
、育
む

を
支
え
る
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１．はじめに
大気や海洋の平均温度の上昇、世界平均海面水位の上昇

などが観測されており、気候変動に関する政府間パネル

（IPCC）の第５次報告書によると、地球温暖化には疑う余地

がなく喫緊の課題、安全保障上の問題となっています。地球

温暖化の原因は、我々の生活から排出される温室効果ガスの

可能性が極めて高く、排出量削減の取り組みが求められてい

います。

我が国において、農林水産省「みどりの食料システム戦略」

では、2050年カーボンニュートラルの実現へ向けて農山漁村

における再生可能エネルギーの導入を目指し、太陽光発電の

導入を促進する方向性が示されています。令和４年３月に閣

議決定された漁港漁場整備長期計画においても、漁港・漁場

において脱炭素化に向けた対応を目指すこととしています。

以上を踏まえ、水産庁漁港漁場整備部から「漁港漁村の太

陽光発電施設導入の手引き（令和４年６月）」（以下、手引き）

が公表されました。本手引きでは、太陽光発電施設導入の検

討方法や、使用可能な制度などが取り纏められており、漁港・

漁村において太陽光発電施設の導入時の参考になります。本

稿では手引きの内容をご紹介します。

２．手引きの構成
手引きの構成を表1に示します。本手引きでは、多様な再
生可能エネルギーのうち「太陽光発電施設」について解説し

ています。建設や維持管理、設置スペースの確保が比較的容

易であることから、全国的に導入実績が最も多い「太陽光発

電施設」が漁港・漁村に最も適していると考えられています。

第１章、第２章では、再生可能エネルギーや太陽光発電施

設の概要が記載されています。第３章では、漁港への太陽光

発電施設の導入検討方法を解説し、第４章では、太陽光発電

施設導入時の法的規則や支援制度等が整理されています。参

考資料では、導入事例や導入断念事例が紹介されています。

３．漁港への太陽光発電施設導入の検討
太陽光発電施設導入の検討手順を図1に示します。ステッ
プ１では、契約容量や電力消費量を確認し、発電規模算出の

準備を行います。ステップ２では、発電電力の利用方法別に

発電容量を定め、発電容量から太陽光発電施設設置に必要な

面積を算出し、発電施設の規模を設定します。ステップ３で

は、ステップ２で決定した発電施設規模から、コストを算出

し、利用者負担費用の回収期間を算出することで、事業性を

判断します。

「漁港漁村の太陽光発電施設導入の手引き」が公表されました

第１章　再生可能エネルギーについて
　1.1　再生可能エネルギーの種類
　1.2　再生可能エネルギー導入の手順と課題

第2章　太陽光発電について
　2.1　太陽光発電の特徴
　2.2　太陽光発電システムの概要
　2.3　余剰電力の利活用

第3章　漁港への太陽光発電施設導入の検討
　3.1　漁港漁村地域の特徴
　3.2　太陽光発電導入の検討手順
　3.3　維持管理

第4章　法的規制、支援制度、申請手続き等
　4.1　法的規制について
　4.2　支援制度について
　4.3　申請手続きについて

【参考資料】
　1．導入事例の紹介
　2．導入にあたっての課題（導入断念事例）

▲

表1　手引きの構成

▲図1　太陽光発電施設導入の検討手順

年間発電量

年間売電収入

年間電気料金削減額売電収入

建 設 費

維持管理費

税　　金

利用者負担額回収期間

ステップ キーワード

ステップ１
発電規模算定の

準備

ステップ２
設置可能な

発電規模の算定

ステップ３
事業性の検討

契約容量

電力消費量

発電電力の利用方法
・自家消費
・売電（みなし自家消費）

発電容量

設置場所
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この手順で検討を行うことによって、漁港・漁村に太陽光

発電施設を導入することが経済的であるかどうかを確認する

ことができます。本手引きでは、各ステップにおける確認す

べき事項や算定方法が記載されており、各主体で検討できる

ようになっています。

４．太陽光発電施設導入の支援制度等
太陽光発電施設の導入においては様々な支援制度があり、

これらを有効活用することで、建設コストを大幅に抑えるこ

とができます。水産庁では、水産基盤整備事業や漁港機能増

進事業において補助を受けることが出来ます。他にも各省庁

（農林水産省、環境省、経済産業省）の支援制度、さらに、売電

を行う際の電力買取制度について整理されています。

また、導入時には多くの法令が関係し、計画策定から導入

に至るまで様々な申請や手続きが必要となるため、注意が必

要です。本手引きにおいては、法的規制や必要な手続きをま

とめています。

５．導入事例・導入断念事例
⑴ 導入事例
すでに太陽光発電施設を導入している漁港の事例として、

塩釜漁港と銚子漁港（写真1）を紹介しています。施設概要、
太陽光発電電力の利用方法、維持管理状況、課題等について

ヒアリング調査の結果を取りまとめています。２地区とも、

施設更新時に太陽光発電施設を設置し、荷さばき所にて発電

電力を利用していました。

漁港における特徴の１つとして、太陽光発電時間（日中）と

電力使用時間（荷さばき所の稼働時間（夜～早朝））が異なる

ことから、発電電力の効率的な活用が課題として挙げられま

した。塩釜漁港では蓄電池の導入、銚子漁港では売電または

日中に稼働する冷海水機へ利用することで、太陽光発電電力

を有効活用しています。ただし、現状では蓄電池の導入コス

トが非常に高いため、活用する補助事業の内容によっては蓄

電池の導入は厳しくなります。

維持管理については、２地区とも供用開始から７年経過

していますが、現時点では塩害等による故障など、大きな問

題はなく使用していました。今後、蓄電池やパワーコンディ

ショナーの耐用年数を迎えるため、その更新費用に注意する

必要があります。

⑵ 導入断念事例
太陽光発電施設の導入断念事例として、２地区紹介してい

ます。導入断念理由としては、初期費用の回収期間が長いこ

とや塩害等により維持管理費が高くなる可能性があることの

２点が挙げられました。先ほども述べた通り、現状では蓄電

池の導入は高コストとなりますが、コストバランスの取れた

蓄電池容量を設定することや、蓄電池以外の有効な発電電力

利用方法の検討で、導入の余地があると考えられます。

６．おわりに
太陽光発電施設の導入は、適切な施設容量や電力の活用方

法を設定し、事業性の検討を行うことが重要となります。コ

スト面では補助制度を有効に活用することも求められます。

検討方法や制度等が整理されている本手引きを、ぜひご活用

いただきたいと思います。検討にお困りの際は、ぜひ当研究

所へご相談下さい。

なお、漁港漁村の太陽光発電施設導入の手引きは以下に掲

載されています。

▶ https://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/g_
gideline/attach/pdf/index-90.pdf

（第１調査研究部 第２調査研究部 併任　淺井　貴恵）▲写真1　銚子漁港（第1卸売場の屋根）に設置した太陽光パネル
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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

令和４年７月26日に漁村総研が事務局を行っている都市

漁村交流推進協議会が主催の「トーク＆トーク　まちに元気

を！」が開催されました。

昨年のシンポジウムはフルリモートで実施しましたが、今

年は３年ぶりに対面を含めたオンラインとのハイブリッド形

式で開催することとし、ウィズコロナを踏まえた漁村での新

しい交流・働き方と

しての在り方を模索

する意味で「ワーケー

ション：漁村で働き、

漁村を味わう！」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4年7月26日（火）13：30～15：00
場所：エッサム神田ホール1号館 3F 大会議室
　　　※オンライン（ZOOM）との併用

プログラム

講演：『和歌山県におけるワーケーションの取組』

　　杉本吉美（和歌山県企画部企画政策局情報政策課課長）

　　　『漁師を中心にした漁村アクティビティ』

　　行野慎平（「Anchor.漁師の貸切アジト」オーナー）

　　　『えんを育む壱岐なワーケーション」

　　中村勇貴（壱岐市役所総務部SDGs未来課SDGs未来班）

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、令和四年度「トーク＆トーク」に

ご参加いただき、ありがとうございます。本

協議会の活動の一環として、漁村の活性化に

大きな力となっております、都市漁村交流の

展開方策を探るための意見交換の場として、

本協議会の会員だけでなく都市漁村交流活動に関心をお持ち

の多くの皆様にご参加していただき、このシンポジウムを開

催しております。

今年はコロナ下でリモートワークが増加していることから

会場とオンラインの併用により、「ワーケーション：漁村で働

き、漁村を味わう！」をテーマに、漁村でのワーケーションと

いった、都市と漁村の新たな交流の展開について考える場に

したいと考えております。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あります。

来賓挨拶
蓬田正道　水産庁防災漁村課　課長補佐

水産庁では漁港と漁村の持つ地域資源を

活用し、都市と漁村の交流を促進することに

よって漁村地域の活性化や漁業所得の向上を

図っていくことは我が国の水産業の成長に

とって極めて重要なものと考えております。

この考え方の下、本年３月に水産政策や漁港漁村整備に係る

国の基本方針、基本計画を改定し、都市と漁村の交流の促進

や地域の活性化に向けて今後漁村の人々が海や漁村の地域資

源の価値や魅力を活用して所得機会の増大等を図る取組であ

る「海業」等を漁港漁村で展開し、地域の賑わいや所得、雇用

を生み出すとともに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、関係人口の創出への取組を推進するこ

とで、今後５年間で都市漁村交流人口を200万人増加させる

ことを目指しています。

本日のシンポジウムのテーマであるワーケーションは、新

型コロナウイルス感染症によって多くの企業がテレワーク勤

務を導入している中で新たなワーク＆スタイルとして注目さ

れており、都市と漁村の交流の促進や地域の活性化に繋がる

新たな手法であり非常に有効なものとして水産庁も期待して

いるところです。本日のイベントが都市漁村の交流活動や地

域の活性化に取り組む皆様にとって有意義になることを祈念

します。

講演：『和歌山県におけるワーケーションの取組』

杉本吉美　和歌山県企画部企画政策局情報政策課課長

実は全国で初めてワーケーションを始めた

のは和歌山県です。コロナでワーケーション

というのは一気に全国的に広まったのです

が、その前の平成29年から実施しており、５

年間取組を積み重ねておりまして、多くの方

にお越し頂いております。

きっかけは、今から20年前にIT企業を誘致しようという

ことになり、海外にワーケーションという概念があるという

ことを知り、その制度を使って一度企業の方に体験して貰い、
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良かったら和歌山に立地して貰おうと考えたのが和歌山県の

ワーケーションの始まりです。

選ばれる地域になるために「その地域を訪れる理由」にな

る地域資源に目を向けて取り組んできました。他に大事なの

が受け入れ体制を作ることです。関連のビジネスを登録する

制度を作ってPRを行っています。例えば、ワーケーションの

コーディネーターがコンシェルジュのような役割を果たし、

企業に合う地域資源を提案して進めています。

地域の課題は様々で地域の素材も様々でどんな地域でも独

自の文化があって独自の歴史があり、そこで生きている人が

居れば独自のそこにしかない魅力を作ることができると考え

ています。私達もそういうものを提供しながらより多くの方

に来て頂くことで、和歌山県の関係人口を増やして和歌山県

を元気にしていきたいと思います。

講演：『漁師を中心にした漁村アクティビティ』

行野慎平　「Anchor.漁師の貸切アジト」オーナー

三重県鳥羽市浦村町で、自然体験や漁師体験もできる団体

様向け１棟貸切宿泊施設「Anchor.漁師の貸

切アジト」を運営しています。それに加えて、

地元漁師さんと連携した漁村ならではの体験

型アクティビティ「漁村アクティビティ」の

活動も行っています。

特色としては目の前の桟橋から地元の漁師さんと連携し

た漁村アクティビティが楽しめるということですが、漁船に

乗って鳥羽市の牡蛎養殖の現場に見に行ったり、牡蠣ロープ

を持ってみたり、体感できるような体験をお客様に提供して

います。エコツーリズム的な要素も強いです。

始めた経緯は、１次産業の仕事の価値や取組、活動を消費

者に伝える機会が少ないと思い、生産の場や生産者に出会う

場とサービスを作ることで何かを変えることもできるのでは

ないかと思い、思い切って脱サラして移住し、牡蠣養殖の手

伝いをしながら立ち上げにいたりました。

今日説明させて貰った漁村アクティビティは基本的に何か

特別なことはしていません。漁師さんにありのままの生産現

場に連れて行ってもらうことをサービスとしています。作ら

れたモノではないリアルな生産現場が一般の人からしたら非

日常体験であり、面白いものだなと感じて貰えていると思っ

ています。非日常体験というのは漁村ならではの体験がその

１つのコンテンツになると考えています。

講演：『えんを育む壱岐なワーケーション』

中村勇貴　壱岐市役所総務部SDGs未来課SDGs未来班

壱岐は小さい島で、15分から30分程度で

島の中を移動できる距離にあります。さら

に、島全体に光ケーブルが整備されているた

めどこでも通信が可能という環境となってい

ます。

きっかけは、2015年に対話型のまちづくりとして活動を

始め、その中で市民から地域の中だけでなく外の人とも交流

できる空間が欲しいということで市営のテレワークセンター

と、短期滞在者向けシェアハウスの整備をしました。壱岐市

の離島の自然豊かな環境でテレワークをすること自体がワー

ケーションなんじゃないかと考え、福岡エリアをターゲット

にモニターツアーを始めたのがワーケーションの発端となり

ます。企業に来てくださいというのは私達のような小さい自

治体では難しいんですけど、研修として１つのチームを壱岐

に連れて行こうというような動きが起こってくることで壱岐

に関わる関係人口の輪を広げようという取組をしています。

来ていただける方とより繋がって、満足度を上げて何度も

来て頂けるようにどうするかが重要だと考えていますし、そ

のためにはそこで出会う人達が地域の事が大好きで地域を紹

介できるコンシェルジュになることが重要かと思っておりま

す。コンシェルジュの育成や仲間作りを意識しながら色んな

事業を進めていきたいと思っているところです。

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

コロナ渦になり、ワーケーションという言葉をよく聞く

のですが、今日は具体的に理解することができました。和歌

山県の杉本様と壱岐市の中村様は、行政の立場でワーケー

ションを戦略的に取り組んでこられ、地域にある魅力的な資

源を活用、コーディネート役の重要性を強調されていました。

三重県の行野様はワーケーションを実際に行っている事業者

という立場からお話しいただき、漁村の体験そのものが利用

者にとって魅力的になっていることがわかりました。また、

旅先で仕事をすることが当たり前になっていることを今日改

めて感じました。漁村には海、漁業体験、新鮮な水産物、漁村

の人との交流など非日常のワーケーションの場として大きな

ポテンシャルがあると思います。これからワーケーションが

全国の漁村地域で広がっていくことを期待します。

（第１調査研究部　海老原 碧）
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１．海洋水産技術協議会の設立について
水産業現場関係者で構成される民間団体や水産業の現場で

直接活動している海洋水産関係の民間団体は、施策の対象で

ある関係者を取りまとめ、代表する役割を担っており、特に

海洋、水産についての現場認識や技術的側面において重要な

役割を果たしています。

一方、我が国の産業政策は、民間と政府が共同して政策を

作るようになってきており、政策等の内容や実施者によって

は、海洋水産関係民間団体が一体となって取りまとめて提言

した方がその実現には効果的です。

このような状況に鑑み、海洋、水産生物、工学、土木等の技

術分野に係る海洋水産関係の民間団体が一体となって「海洋

水産技術協議会」（法人格を有しない任意組織）を令和４年３

月１日に設立しました。

２． 洋上風力発電施設の建設に伴う漁業影響調査の
あり方についての検討

漁村総研が参加する海洋水産技術協議会は、「洋上風力発電

施設の漁業影響調査実施のために」をとりまとめ、2022年６

月30日に公表しました。これは、洋上風力発電施設の建設に

伴う漁業への影響を把握するために必要な調査や調査実施の

ための体制等について、現時点の考えを指針としてとりまと

めたものです。

指針の目次構成は以下の通りとなります。なお、全文

（22p.）は、以下よりダウンロードすることができます。

▶ http://www.jfsta.or.jp/activity/kaiyousuisan/pdf/
offshorewind.pdf

「洋上風力発電施設の漁業影響調査の実施のために」が
公表されました

１．はじめに
２．漁業影響調査についての基本的考え方
　⑴ 洋上風力発電の漁業影響とは
　⑵ 漁業影響調査の目的

３．漁業影響調査の構成
　⑴ 漁業等関係者調査
　⑵ 漁業実態調査
　⑶ ベースライン調査
　⑷ モニタリング調査

４．対象海域
５．検討委員会と法定協議会
６．漁業影響調査の実際
　⑴ 第一段階：漁業等関係者調査
　⑵ 第二段階：漁業実態調査
　⑶ 第三段階：ベースライン調査
　⑷ 第四段階：モニタリング調査

別添資料　洋上風力発電と環境影響評価

▲

表1　海洋水産技術協議会会員
（令和4年6月17日現在）

名　称

会　　員

公益財団法人 海外漁業協力財団
一般社団法人 海洋水産システム協会
公益財団法人 海洋生物環境研究所
一般社団法人 漁業情報サービスセンター
一般財団法人 漁港漁場漁村総合研究所
一般社団法人 水産土木建設技術センター
一般社団法人 全国水産技術協会
公益社団法人 日本水産資源保護協会
一般社団法人 マリノフォーラム 21

代表・議長 一般社団法人 全国水産技術協会
理事　長谷成人

顧　　問

一般社団法人 漁業情報サービスセンター
会長　和田時夫

一般社団法人 全国水産技術協会
会長　川口恭一

事 務 局 一般社団法人 全国水産技術協会

3．おわりに
漁村総研では、これまで漁場整備の効果検証に係る調査と

して、環境調査（水質、流況、底質、地形）、魚礁・増殖場にお

ける魚類の蝟集・滞留状況調査（ROV、計量魚探、定点カメ

ラ、バイオロギング、環境DNA、各種漁獲調査等）、餌料生物

調査（胃内容物分析、CN安定同位体分析）等を実施して、最

新の調査技術による実態把握に努めてきました。また、近年

は洋上風力の立地に関する調査・研究として、洋上風力発電

施設稼働時の水中音と海洋生物の行動に関する基礎研究（水

槽実験）、漁業実態調査（操業情報、ヒアリング）および、洋上

風力発電事業に関連した漁業振興策に関する調査等を実施し

ております。

海洋水産技術協議会がとりまとめた「指針」が今後の漁業

影響調査の実施に際し活用されるとともに、漁村総研の有す

る魚礁に関する調査実績や洋上風力に関連して行っている調

査研究の成果が、洋上風力発電と漁業の共存・共栄に貢献で

きれば幸いです。

（第２調査研究部長　三浦　浩）
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●●●●オススメ！

e-book のため、無料でダウンロードできるものです。
ぜひ、サイトにアクセスし、眺めてみてください。

◎  e-book のダウンロードサイト
https://45cb943d-6b5d-4134-947c-7b8ce8d1492d.
usrfi les.com/ugd/45cb94_9d6e2c9ab3934fdea5758
bf62f1eb639.pdf

◎ 出版元の紹介ページ（英文）
http://toobigtoignore.net/life-above-water-japanese-translation/

◎ 参考：翻訳を行ったTBTI-Japan のサイト
https://tbtiglobal.net/tbti-japan/

水面上の生命

浪川上級研究員オススメ！

2015 年の国連サミットにおいて持続可能な開発目標

（SDGs）が掲げられて以来、海洋・漁業分野においては、特に

SDG14－水面下の生命（Life Below Water）への関心が以前

にも増して高まっています。そうした中、漁業資源等水面下の

生命を守るには、それらの生命と密接な係わり合いを持つ水面

上の生命（Life Above Water）、すなわち、小規模漁業を営む

人々・漁村・コミュニティを守ることが重要であるという主張

を展開しているのが、TBTI グローバルブックシリーズの「Life 

Above Water（スヴェイン・イェントフト 2019）」です。そし

て、この本を和訳したものが、本翻訳書です。

「Life Above Water」は、小規模漁業の重要性を訴えると同

時に、小規模漁業の持続可能性を確保するためのガバナンスの

あり方について議論したもので、学術書でありながら、エッセ

イ形式で書かれており、とても読みやく、且つ海洋関連分野の

ホットなトピックスと小規模漁業の関連性を網羅している本で

す。日本の小規模漁業に携わる方々にも大変参考になり、広く

目を通してもらいたいと思います。

日本では、漁業集落の約７割が過疎地域にあり、漁業が基幹

産業となっているものの、漁業者の高齢化、漁獲量の減少、漁家

経営の悪化、漁業後継者不足等の「水面上の生命」にかかる深刻

な問題が、その地域の漁業に影をなげかけています。産業規模

の大小ではなく、過疎地域で営まれる基幹産業であるからこそ、

漁業が重要であるという意識は、漁業・漁村の調査や研究に携

わる者に広く共有されているとは思いますが、水産業の成長産

業化が目指される中、存在感を言語化し、広く共有していく必

要があるのではないか、と感じています。日本の小規模漁業に

関心のある方々に本書を知ってほしいと思う理由です。

本書は、「Life Above Water」から日本の小規模漁業に関係

が深いだろうと考えられる章を選び、後述するコラムも含め、全

28章に編集している翻訳書です。漁業管理における社会科学の

役割、所有権の問題、コ・マネジメント、漁業コミュニティなど

様々なトピックをとりあげています。翻訳者は各章で異なりま

すが、これは、各章で取り上げられているトピックに関心が深い

研究者の方々が翻訳をしているためです。各章末には、各翻訳

者によるコラム欄が設けられており、担当トピックとの関りや

日本との違い等が述べられていて、理解が深まるとともに、興味

深く感じられるでしょう。また、漁業者をはじめとする様々な

立場の方々からいただいたコメントも最後の2章に整理されて

いて、こちらから読むのも、小規模漁業に関係する現場の漁業者

や研究者等の方々の考えを知ることができて、おもしろいと思

います。

本翻訳書により、スヴェイン・イェントフト先生が長年考え、

温めた、豊富な知識を、広く、漁業に携わる日本の方々に伝える

ことができたら、と、編訳者の一人として、願っています。また、

22名の著者及び14名のコメンテータにより作り上げていると

いう点でも、画期的な本だと考えているので、「零細漁業と養殖

業の国際年」である今年2022年、ぜひ、手に取ってみていただ

きたいと思います。

無料でダウンロードできるe-bookなので、ぜひ、サイトにア

クセスし、眺めてみて下さい。
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山岡鉄舟　剣禅話

◎ 山岡 鉄舟　著
高野 澄　編訳
たちばな出版　2003.9.1 初版
本体　1,100円＋税
ISBN : 978-4813317272

浜谷研究員オススメ！

私は剣道を習っており、剣道に関する本をいくつか読ん

でいます。そのうちの1冊を、個人的解釈を含めながらご紹

介します。元々は剣道の稽古に役立つことを期待して読ん

だものですが、剣道に限らず、生活の道標の一つにしたい本

です。

本書は、明治維新で活躍し、剣・禅・書を究めたと言わ

れる山岡鉄舟によって記された文章とその現代語訳で、編

訳者によって「剣法論」、「修養論」、「維新覚書」の３部に分

けられています。「剣法論」は、鉄舟の剣術や禅との関わり

や、剣術の技術論、心構えに関する思想をまとめた章です。

剣術は剣道の源流ですので、本章は、剣道を習っている人に

はそのまま剣道のテキストになり、剣道を習っていない人

にとっても剣道の思想や文化に触れることができるものだ

と思います。「修養論」は、剣術を契機としながら、前章の

剣法論よりも汎用的な人生の心構えについて記した章です。

本書は全編を通じて、鉄舟が理想とする生き方が自戒を交

えながら記されていますが、中でも本章は身近な文で書か

れています。本章には「心胆錬磨之事」に「真に豪なるも

のは未だ始ぬより決して、然る後大に振ふにはあらざるな

り。決するに先ち既に決する所あるが如し。即ち、決すると

決せざると、其心頭にあらざるなり。」、「豈勤めざる可けん

哉。」という文章があります。私はこれを、決意とは必要な

時になってはじめてするものではなく、日常的な心構えにな

るように平時から心掛けておくものであるということと理解

しました。私はつい、些細・些末なことにとらわれて思い悩

みがちですので、戒めとしたい言葉です。「維新覚書」は、鉄

舟が明治維新・江戸開城を振り返った記録です。章名は覚書

とありますが、前の２章を受けての実例紹介として読むこと

ができます。「剣法論」、「修養論」にある心構えを理想とした

鉄舟が、実際にどのように考えて立ち振る舞い、江戸開城を

達成したか、その一端を垣間見ることができます。また、鉄舟

の事績や人物像について興味が湧き、伝記を読みたくなる章

でもあります。

兵法書や剣術書の古典に、孫子や五輪書があります。これ

らは説明不要の名著であり、実践的なビジネス書としても知

られますが、現代語訳であっても内容が難解です。一方、本書

は幕末から明治にかけて執筆されたものであり、著者の感性

が現代と近いためか、あるいは編訳者の構成のためか、孫子

や五輪書と比べて読みやすく、また内容も理解しやすく感じ

られます。剣と禅に関する本であるためビジネス書とみなす

ことは著者の意図から外れそうで憚りがありますが、日常生

活や業務に活かすことができる本かと思います。現代語訳だ

け読むことで、全体のページ数の割に早く読み終わることが

できるため、忙しい方や読書が苦手な方にもおすすめです。
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◎新任挨拶 ◇常務理事　伊藤 靖 01

令和4年8月8日に行われた第11回評議員会および
第 35回理事会で承認、選任されました常務理事の伊
藤靖です。宜しくお願いいたします。
私は、大学を卒業後、昭和58年4月に社団法人全国

沿岸漁業振興開発協会に入会しました。仕事の内容
は、主に水産庁からの委託調査による、漁場整備にか
かる各種指針の事務局として仕事です。漁場整備は公
共事業ですので、設計分野は①土木工学、魚介類が蝟
集する分野は②資源生態学、漁獲して事業効果を確認
する分野は③公共経済学と幅広い分野で成り立ってい
て、これらの学問を実学として学びました。
この後、平成 13年の漁港法が改正され漁港整備事
業と漁場整備事業が一体化されたことに伴い、団体も
併せて再編され平成 15年 6月に当研究所に着任しま
した。ここでも、前職の社団法人全国沿岸漁業振興開
発協会と当研究所で約 10年余り漁場造成事業の研究
が中心に調査研究を行ってきました。しかし、平成23

年の東日本大震災が起こり、その後の約 10年間は故
郷岩手県の各地で復旧・復興の仕事が中心となりまし
た。特に出身地の岩手県大槌町では被災後、直ちに水
産業マスタープランから始まり市場の再生・加工場誘
致・担い手対策など数多くの復旧・復旧事業に取り組
みました。
その縁もあり、4年前からは新おおつち漁協と日本
水産㈱、地元建設業協同組合の復光社と当研究所の間
で協定を結び大槌サーモンの養殖を試験的に行い、令
和3年度から本格事業に移行しています。現在も推進

の一躍を担いながら地元の
経済発展に取り組んでおり
ます。
今回常務理事として、研究
所の運営を担うことになり
ますが、新米理事として理事
長を補佐し、業務では、これ
までの知見を生かし、漁場造
成や震災復興を通して培っ
た地域振興の知見を生かし、自己研鑽および職員の育
成に努めてまいりたいと思います。また、これからの
新たな研究分野として、養殖業の振興や洋上風力発電
と漁業協調のあり方、カーボンニュートラルへの対応
など持続可能な社会への対応の研究、さらに海業の振
興による漁村地域の活性化への対応など新しい分野に
も微力ながら邁進していく所存です。
特に、養殖では大槌の取り組みを軌道に乗せること、

地元漁業者を取り組んでいき海業のさらなる推進に弾
みをつけることを目標にし、洋上風力発電では漁業協
調のツールの一部として漁場造成を提案し、これも海
業の推進に役立てるような取り組みに変えていきたい
と思います。
漁村総研はこれからも、創設以来のモットーである

「みんなの研究所」として水産業と漁村社会のお役に
立てるような研究所を目指します。引く続き皆様のご
支援を賜りますようお願いし、常務理事着任の挨拶と
させて頂きます。
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02 ◎新任挨拶 ◇技術審議役　渡邉 浩二

令和4年7月1日付で技術審議役を拝命しました渡
邉浩二と申します。どうぞよろしくお願い致します。
私は行政官として水産庁に入りましたが、前職は国

土交通省北海道開発局に勤務していました。また、漁
村総研の勤務は今回が初めてですが、公益法人で働く
機会をいただきましたのは、水産土木建設技術セン
ター以来2度目となります。
これまで主に勤務していた水産庁では、近いところ

で、沖合域で水産資源の増養殖を図る直轄漁場整備
（フロンティア漁場整備事業）、漁港等水産関係施設の
災害対策、漁港漁場整備の計画・評価や実施などを担
当していました。災害対策を担当していた時には東日
本大震災が発生し、東北3県沿岸部の甚大な被害を中
心として、未曾有の災害に水産庁の担当の一人として
対応にあたりました。発災直後から困難の連続でした
が、初動期にある県の方から、水産業・漁村の復旧・
復興のためには、漁船と漁港の早期の復旧・復興が不
可欠との話を伺い懸命に対応しました。震災当時担当
だったこともあるかもしれませんが、被災地の復興に
は今でも高い関心を持っています。
今回、漁村総研に勤務して感じていますのは、研究

所には漁港・漁場・漁村のスペシャリストが多いとい
うこと、また、現地によく出向くということです。漁
村総研は、今年創立40年となりましたが、この間培っ
てきた知識、経験、ノウハウなどが数多く蓄積されて
いると思います。また、現地に出向き、現場を見て、関
係者の皆さんから直接話を伺うことの重要性も認識し
ています。以前ある方から、真実は現場にあると伺っ
たことがありますが、知識や経験をもとに、現場をよ

く見聞きして、対策を考える
ことが何より重要だと思い
ます。
前職の北海道開発局では、
第3種漁港や第4種漁港の計
画・予算・実施・管理を担
当していました。北海道水
産業は、生産量・金額とも全
国の 2割前後を占めており、
我が国の水産物供給上大変重要な役割を担っています
が、近年では、生産量の減少（特に北海道を代表する
魚種であるサケ、サンマ、イカ等の減少）とともに、ブ
リ、イワシ、サバといった暖水性魚種の漁獲増といっ
た傾向が見られます。これらの要因の 1つとして、海
洋環境の変化が言われていますが、開発局ではこのよ
うな状況に対し、直轄漁港整備でどのような対応がで
きるか検討を進めています。
今後の水産業・漁村の振興を考えるにあたっては、
海洋環境の変化への対応が重要項目の1つになると思
いますが、このような比較的新しくかつ難しい課題に
対しては、これまでの経験だけでなく、関連分野の知
見習得や柔軟な発想とともに、一層の現場重視の視点
が重要になると思います。
漁村総研は、地方公共団体や漁業関係者、関係する
企業などの方々が、地域の課題解決のため気軽に相談
できる「みんなの研究所」です。水産業・漁村の振興
のため、全国各地の皆様のお役に立てるよう努力して
参りたいと思いますので、今後ともよろしくお願い致
します。
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03◎新任挨拶 ◇第１調査研究部　飯島 恵子

令和 4年 4月 1日より第 1調査研究部に配属されま
した、飯島恵子と申します。事務員として調査研究員
の方々の補助業務をしております。
出身は群馬県です。海のない県で生まれ育った私

には、研究所の仕事を通じて初めて見聞きするものが
多く、好奇心を刺激される毎日です。中でも「藻場」
は特別です。初めてモバという言葉を耳にしたとき、
「VIVAならわかるけれど、いったい何のことだろう」
と真剣に考えてしまいました。藻場を知らなかった私
にはハイカラな響きに思えたのです。今でも「藻場」を
聞いたり読んだりするたびに、頭の中にVIVAの文字
が踊ります。
群馬育ちの私にも海の思い出があります。年に一

度、家族で出かける海水浴です。自宅が県北部のため、
海と言えば新潟の日本海。まだ日が昇る前に車で出発
し、三国峠を越えて行きます。関越自動車道の名所、
関越トンネルが開通する前の話ですので、それはそれ
は大変な道のりだったのです。長時間のドライブの果
てに眺める水平線は、太陽の光を反射してキラキラと
眩しく、今でも鮮明に覚えています。
やがて峠越えのドライブから解放される日がきまし

た。関越トンネルが開通したのです。新潟の海が近く
なると同時に、新鮮な海の幸が一年を通じて味わえる
ようになりました。御寿司を食べるために関越道で出
かけ、クーラーボックスにお土産の魚介類を詰めて帰
る贅沢。海水浴が食欲に置き換わり、夏限定だった海
の思い出は、四季折々の旬の味覚になりました。

高校卒業後は都内の短期
大学（国文科）に進学し、金
融系企業に就職しました。
学生時代のサークルや就職
後の同僚・先輩に海釣りが
趣味の人がいたため、千葉の
船釣り、伊豆の堤防釣りなど
に頻繁に出かけました。私
の担当は、漁師さんや地元の
商店街の人とおしゃべりをしたり、他の釣り人たちの
バーベキューにお邪魔したり、海辺の交流に勤しみな
がらちゃっかり御裾分けをいただくこと。これはとて
も愉快な経験で、釣りをしない私を毎回誘ってくれた
仲間に感謝しています。
現在は埼玉県に住んでいます。再び海のない県で暮
らすことになりました。その影響でしょうか。旅先で
は海沿いの宿に泊まり、地元の魚介類を存分に味わう
ことが楽しみのひとつとなっています。
普段の業務のなかで漁港・漁場・漁村や水産業に関
する資料を手にすることが多く、捲っているうちに一
心に読み始めてしまうことがあります。海の資源に恵
まれた環境を再認識し、漁業や漁村について理解を深
める貴重な機会となっています。
新たな知識を身につけるとともに「段取り八分」を
念頭に置き、調査研究員の方々の業務を事務の面から
サポートしていけるよう努力してまいりますので、ど
うぞよろしくお願いいたします。
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学会・シンポジウム等への論文投稿・発表（令和４年４月～令和４年９月）

編集後記

11月に入り、東京でも朝晩は冷え込むようになり、布団が恋しい季節となりました。今夏に猛威をふるったコロナウイルス第７波は一段落
し、10月に入り全国旅行支援事業や外国からの水際対策の緩和措置がとられる中で、感染者数は再び上昇傾向に転じています。こうした中
で研報No.52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。
今号では、巻頭言・巻頭対談では「海業」、「震災復興」を、特別寄稿では、「高度衛生管理型卸売市場」、「スマート水産業」について、そ

れぞれ執筆頂いております。いずれのテーマも水産業をとりまく情勢が変化する中で、将来に向けた新たな対応を模索するものです。海域環
境の変化に大きな影響を受ける水産業においては、これまで以上に変化への対応力が問われているのだと思います。 （H.M）

2022年度日本水産工学会学術講演会（令和4.6）　
「漁港内の静穏域を活用したキタムラサキウニの蓄養事例」
「洋上風力発電施設稼働時の水中音と海洋生物の行動」
「遠隔離島海域におけるカツオ漁場と渦の分布との関係」
沿岸域学会誌 Vol.35 No.1（令和4.6）　
「小型漁船で操業する漁業者への防災情報伝達に関する研究」
日本沿岸域学会令和4年度「研究討論会」（第34回）（令和4.7）　
「漁村活性化に向けた民間事業者との連携に関する研究」
「小規模漁業の持続的存立条件に関する考察」

漁港漁場漁村研報 Vol.52 2022.11

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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活動報告（令和４年４月～令和４年９月）

◎令和４年度水産工学技士（水産土木部門）養成講習会 札幌会場 講師派遣【大水・FIDEC】令和4.4.19　　◎令和４年度水産工学技士（水産
土木部門）養成講習会 沖縄会場 講師派遣【大水・FIDEC】令和4.6.7　　◎全国漁業協同組合学校特別講義講師派遣【全国漁業協同組合学校】
令和4.6.13, 6.20, 6.27, 7.4　　◎第４回久慈市沖浮体式洋上風力発電検討委員会委員派遣【久慈市】令和4.7.1　　◎第1回徳島県水産土
木技術研修会講師派遣【徳島県・徳島県漁港漁場協会】令和4.8.26　　◎令和４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
4.8.29　　◎令和４年度第２回水産環境保全委員会委員派遣【日本水産学会】令和4.9.7　　◎海の宝アカデミックコンテスト2022全国大会
-海と日本PROJECT  審査員派遣【北海道大学大学院水産科学研究院 マリン・ラーニング事務局】令和4.9
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