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"The Great East Japan Earthquake” occurred on Friday, March 11, 2011 at 2:46pm and the entire
Ishinomaki Wholesale Fishery Products Market that had displayed a catch capacity amounting to
approx. 120,000 tons and a catch quantity worth over 15 billion yen, was totally destroyed by the
Tsunami. There was no doubt that restoration of the Ishinomaki Fish Market was a most important issue
for Ishinomaki City in order to restore the fishing industry of the city.
In order to restore the Ishinomaki fish market, which ranks as the 5th best production and distribution
base in the country and has also been selected as a specified third-kind fishing port, a decision was
made to introduce advanced hygiene control measures proposed by the government in order to secure
food as able to be exported to EU and USA.. For this reason, a master plan of the advanced hygiene
control measures has been decided, and comprehensive measures in terms of hardware and software for
hygienic control are being taken at each process of handling of fishery products. For those facilities
where the amount of landed quantity is considerably large and the loading of the products from the
floor onto a van is required, the floor planning for realizing advanced hygienic control and efficient
utilization of facilities is being proposed.
Keywords: wholesale fishery products market, hygienically controlled freight handling facilities,
hygiene control area, management of vehicle, production and distribution base

1．はじめに

（1）従来の陸揚げ方法を変更するリスク
従来方法では，衛生管理型荷さばき施設において衛生
管理エリア外（一般の道路等）を走る車両は，衛生管理
を行う岸壁や荷さばき所内には進入させないよう規制し
ていた．しかし大量に水揚げされる水産物を容器に積み
替え，更に出荷時にトラックに移し替える作業は，時間
がかかり，また魚体の傷も発生するため，水産物の鮮度
に影響すると共に，労力を要する．

平成 23 年 3 月 11 日（金）PM2：46 に「東日本大震災」
が発生し，水揚げ量約 12 万トン，水揚げ額 150 億円を超
える石巻市水産物地方卸売市場（以下，石巻魚市場と言
う．
）のすべてが津波によって壊滅した．石巻市にとって
石巻魚市場の復興復旧が，石巻市水産業復興につながる
一番の鍵であった．
全国 5 位の生産流通拠点であり，特定第三種漁港でもあ
る石巻魚市場の復興のため，国が目指す高度衛生管理を
導入し，輸出も可能なレベルの食の安全安心を確保する
ため，まず，水産物の取扱いの各工程でハード及びソフ
トの衛生管理対策を施した高度衛生管理基本計画を策定
する．中でも，水揚げ量が膨大なため，トラック直積み
による荷さばき方法を採用する必要がある沖合底引網漁
業について，今までは施設内から排除していた車両を対
象に，衛生管理の高度化と施設の効率的利用を実現する
ための平面計画を提案する．

（2）従来型に高度衛生管理を導入する考え方
移し替えの作業を省き，更に高度衛生管理に対応する
ためには，従来行われてきた車両進入可能型直接積込み
タイプを平面計画から見直す必要があった．このタイプ
は，図-1 のように，陸揚げ・積込み・出荷作業から構成
されている．この図からわかるように衛生管理エリア内
の衛生状態を維持するためには，一般道を走ってきたト
ラックのタイヤや荷台を洗浄する設備を待機スペースに
設ける必要がある．これにより，トラックの汚染の危険
性を低減し，岸壁の陸揚げスペースに汚染を持ち込ませ
ないようにする．また，車両の入出庫の際に，確実に洗

2．車両進入可能型直接積込みタイプにおける
高度衛生管理
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回，石巻魚市場では，ゾーンディフェンス型の汚染防壁
を設け対応することとした．

浄等が実行されているかの見極めも必要となっている．
さらに，衛生管理の観点から自由に出入りしていた人の
入出退管理も必要であった．これらを解決するため，今

汚染防壁の設置

洗浄設備
入出庫管理装置

図-1 車両直接積込みタイプにおける車両の移動フロー

3．石巻魚市場における衛生管理上の問題点

［ハード面の問題］
①陸揚げは屋外での作業となっており，日射，風雨カモ
メ等を避ける施設が設置されていない．
②出荷車両のタイヤや荷台の洗浄が徹底されていない．
［ソフト面の問題］
①車両や関係者以外が自由に進入できる状況であり，管
理・確認がされていない．
②密閉容器，シートによる露出防止の徹底及び定期的な
確認が実施されていない．
③泊地前面から漁船ポンプで取水した海水で岸壁等を洗
浄している．
④市場内に出荷車両が進入しているため，リフト運搬と
の交差汚染が起こっている．
⑤市場と屋根の無い岸壁をリフトが行き来し，岸壁の汚
染を場内に持ち込んでいる．

3.1 被災前の衛生管理上の問題点
石巻魚市場の高度衛生管理では，すべての魚種におい
て輸出に対応可能な衛生管理を施す．このために全漁業
種類の問題点を分析した．このうち，岸壁に車両を持ち
込み，陸揚げを行っていた沖合底引網漁業（図-2）につ
いて衛生管理上の問題点を分析する．
【陸揚げ・荷捌き場所】
岸壁
魚市場
陸揚げ・市場利用箇所
【入船状況】9 月～6 月 7:00～12:00
【陸揚後の荷姿】活魚・高級魚：樽、魚箱、発泡
大量漁獲魚：トラックに直接積み込み

（2）計量・選別作業時の問題点

スカイタンクを利用
漁船
漁業種

H20
水揚量(t) 漁船規模

トラック直積みはトラックスケールにより計量され，
入札場所で待機する．スカイタンクや容器は荷さばき所
内に運び入れ，選別され売りにかけられる．
［ハード面の問題］
①入札場所の鳥獣侵入防止施設・出荷車両の進入防止対
策が実施されていない．
［ソフト面の問題］
①魚種が多く，扱いが異なり，作業動線が管理されてい
ない．
②床に直置きで選別される水産物がある．
③荷さばきを行う魚市場内に出荷トラック，関係者車両
が自由に進入できる状況である．
④魚市場で用いる氷はシートに包まれているが，車両進

主要魚種

1日当たり
最大陸揚
げ隻数

魚種

1日当たり
最大陸揚
量

沖合底引網

23,022

70t

13隻 沖はも等

500t/日

沖合底引網

23,021

69t

13隻 その他鮮魚

500t/日

図-2 沖合底引漁業に関するデータ

（1）陸揚げ作業時の問題点
作業漁船からタモ網により陸揚げを行っている．大量
漁獲魚はトラック直積みを主として，スカイタンク・タ
ル等の容器を利用して行われている．
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入等により，細菌混入の可能性がある．
⑤水産物の露出防止が徹底されていない．

（4）出荷（加工場まで運搬）作業時の問題点
トラック直積みは入札まで屋外にて待機し，スカイタ
ンクや容器はフォークリフトによりトラックに積み込む．
［ハード面の問題］
①鳥獣侵入防止施設が設置されていない．
［ソフト面の問題］
①翌朝の入札までトラックに積まれたまま魚市場外の道
路にて待機している．
②出荷車両の荷台の洗浄と温度管理が徹底されていない．
③氷解水と水産物が接触し続けている．

（3）積込み・運搬作業時の問題点
荷さばき所内でスカイタンクや容器を使ってフォーク
リフトによりトラックに積み込む．
［ハード面の問題］
①鳥獣侵入防止施設・出荷車両の進入防止対策が実施さ
れていない．
［ソフト面の問題］
①出荷車両の荷台の洗浄が徹底されていない
②密閉容器，シートによる露出防止の徹底及び定期的な
確認が実施されていない．
③市場内に出荷車両が進入しており，リフト運搬との交
差汚染がある．

3.2 沖合底引漁業に関する問題点の整理
石巻魚市場での沖合底引漁業に関する魚市場内の水産
物の流れを図-3 に示す．総体的に言えることは，
①関係者以外の立ち入り禁止が徹底していない
②入場者や車両の清潔保持が徹底されていない．

車両洗浄・温度管理が徹底されていない

(3)積込・搬出
トラック直積
併用

(4)出荷

荷捌所箇所への車両進入

鳥獣対策なし
密閉容器・露出防止が徹
底されていない

陸揚箇所への車両進入

(2)計量・選別・仕分け

土間置きでの選別

(1)陸揚げ

(4)出荷
空タンク
資材

陳列

リフト

リフト

車両・リフトの輻輳

野天での陸揚げ
漁業者車両

タンクへの施氷が不十分

市場（上屋）

スケ ール

関係者以外の立ち入り禁止が徹底されていない
入場者の清潔保持（手・足洗い，服装）が徹底されていない

図-3 沖合底引漁業に関する魚市場内の動線

4．沖合底引網漁業における衛生管理の提案

があげられる．
このため図-4 に示すように岸壁に，
陸揚げ，
車両通行，
リフト運搬の作業帯を設け，各作業が輻輳しないように
する．
また，岸壁に侵入を許可するトラックは，岸壁に入る
直前で洗浄し，荷台やタイヤの清浄度合はフォークリフ
トと同様の衛生管理レベルとする．

4.1 岸壁作業の整理
沖合底引網漁業では陸揚げ時にトラック直積みとスカ
イタンク取りが行われる．このために発生している問題
としては
①陸送トラックとフォークリフトとの交差汚染
②タイプの違う車両による陸揚げ作業の非効率化
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4.2 トラック直積み岸壁とトラック動線

平面

上屋付き岸壁

市場へ運搬

トラック直積みの後，道路上にて待機していたトラッ
クは図-6 の動線を確保することにより，衛生管理を行う．
①トラック直積みのため岸壁に入る車両は，トラックス
ケールによる空荷測定の後，洗浄設備により，タイヤ及
び荷台を洗浄し，水産物を載せる．
②水産物を載せたトラックは施氷の後シートをかぶせ，
スケールで積載荷重を計量する．
③トラックごと水産物の保管が可能な上屋に移動し，入
札まで待機する．
トラック上の水産物は施氷され，シートで覆われてい
るが，エンジンを掛けた状態でトラック運転手が朝まで
待機するため，排気ガスにより水産物が汚染されないよ
う考慮する必要がある．

陸揚げ併用

空タンク等
スケールへ

リフト運搬

車両通行

陸揚げ

入札・保管時の上屋
スケール (空荷)
タイヤ 荷台 洗浄設備

図-4 沖合底引漁業における岸壁の利用
岸壁の断面計画は，日射，雨，カモメの害から水産物
を守るため，陸揚げを行う漁船のタモが岸壁上屋で覆わ
れるような高さとする．なお，リフト運搬部分は魚市場
と行き来するフォークリフトに障害にならない高さを確
保すれば良いため，図-5 のように上屋高さは抑えること
ができる．

荷揚

スケール 積載

荷揚

トラック直積み 岸壁

図-6 岸壁と入札・保管上屋との動線計画

断面

5．沖合底引網漁業エリアにおける衛生管理

漁船・陸上クレーンで陸揚

5.1 スカイタンク取り陳列作業のゾーニング
陸揚

通路

沖合底引網漁業のうちスカイタンク取りでは，岸壁の
陸揚げ作業の後，魚市場内に陳列される水産物が運ばれ
る．この際，フォークリフトの動線に支障のないよう魚
市場内への搬入口を計画（図-7）する．

リフト運搬

図-5 岸壁の断面計画
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図-7 沖合・近海・小型底引エリアのゾーニング
は翌朝の入札まで上屋内で保管される．この際，水産物
の鮮度が保たれるよう上屋を計画（図-8）する．

5.2 トラック直積み入札作業のゾーニング
沖合底引網漁業のうちトラックに直積みされた水産物

図-8 トラック直積み入札作業スペースのゾーニング
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6．石巻魚市場衛生管理エリアの構築

する．

6.2 ゾーンディフェンスによる衛生管理
6.1 車両入出庫における衛生管理

沖合底引網漁業以外にも，岸壁に侵入するクレーン等
の車両にも洗浄装置を設け，魚市場に入る手前でゾーン
ディフェンスを設けることにより，魚市場で扱われる水
産物に危害が及ばないよう配慮（図-9）する．

石巻魚市場では沖合底引網漁業の陸揚げを高度衛生管
理により行うため，岸壁に入る車両はすべて洗浄装置を
通過する．また，洗浄装置先にはゲートを設け，洗浄が
完了しない車両は岸壁に侵入できないよう管理（図-9）

図-9 石巻魚市場におけるゾーンディフェンス型衛生管理のゾーニング

7．おわりに

の導入が不可欠となっており，画像と関連付けた情報の
管理の面からもネットワーク化が必要となっている．
今回の提案（図-10）により，衛生管理の手間が省け，
衛生管理型荷さばき所の運営を容易にすることにより，
運営コスト等の削減やトレーサビリティの導入につなが
ることを期待している．

石巻漁港だけではなく，多くの漁港において車両進入
可能型直接積込みタイプで出荷を行う魚市場では，車両
に対する衛生管理が必要となっている．このため衛生管
理の手法としては，様々な情報を一括に管理が可能な IT

図-10 車両入出庫 IT 管理
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