北海道漁村における女性活動と地域水産振興施策との関連に基づく活動支援
The support for women’s activities based on relation of the fisheries promotion policy
at the fisheries-regions in Hokkaido
小泉 聡美*
Satomi KOIZUMI
* 北海道大学大学院水産科学院
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Women in fishing villages participate “Regional Marine Vision（MV）”, such as planting trees or
cooking class in Hokkaido. Although it is good, MV Association does not know what to do for it. In this
study, it found they need fabrication facility, how to make fabricated food and the information about
some similar cases from the questionnaire and case studies in active areas. Also, it revealed the supports
by fisheries cooperative helped the l the area develop, which is essential to success it.
Key Words : women, MV, support

1．はじめに
北海道では 2004 年に北海道開発局により，水産業
を核とした漁村の地域振興施策としてマリンビジョ
ン 21（以下，ＭＶ）が策定され，これに基づいて 2012
年までに全道の 29 地域で地域ＭＶが策定された.こ
のうちの雄武，サロマ湖，ウトロ，羅臼，根室歯舞，
根室落石，大津，三石，登別・白老，室蘭追直，福
島，寿都，苫前の 13 地区はモデル地区として先進的
に事業を展開しているが，各地域ＭＶ事業の実効的
活動には漁協女性部（以下，女性部）を中心とした
地域女性が参画しており，女性の働きは植樹や漁港
清掃，地域イベントでの販売活動，料理教室，水産
加工食品の製造・販売，都市交流などの漁村地域振
興事業にとって必要不可欠な地域力となっている.
しかし，ＭＶ推進計画においては，このような女
性の働きや役割が明示的に取り上げられてはおらず，
確定的な位置づけにない.このためＭＶ協議会にお
いても地域事業への女性の積極的な参加を推進して
おり，地域の女性代表で構成するＭＶ女性交流会議
を設置して，女性の意見の取り込みと活動参加の仕
様を検討しているが，これまで地域事業に参画する
女性の活動状況についての詳細な調査は行われてお
らず，事業と女性活動の対応関係を明確にすること
が出来ていない.そのために，活動の内容に応じて存
在する必要条件の中でも独自には達成できない用件
について，地域と活動の特徴を考慮した支援策を具
体化することが困難な状態にある.
本研究の目的は，地域振興事業と女性主体の活動
との対応関係を明らかにし，新たな地域振興事業計
画に参画する女性の活動力の顕在化と，施策検討に
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おける女性活動への支援策についての考察を行うこ
とにある.
そのためにまず，北海道の漁村地域振興施策である
ＭＶを策定している地域において，事業に参画して
いる地域女性を対象にヒアリング調査を行い，地域
事業への参画状況と活動内容，活動に関わる必要用
件の獲得と達成，および効果と成果を明らかにした.
次に，マリンビジョンに参画していない地域も含め
た，全道的な漁村地域での女性部活動の傾向を明ら
かにするために，ヒアリング調査の結果を基に，全
道の漁協女性部長を対象にした活動への取り組み状
況についてのアンケート調査を行った.

２．ヒアリング調査

2.1

調査の概要

対象地域：13 のモデル地域から，女性が主体となっ
た特徴的な活動を行なっている，雄武，ウトロ，
羅臼，根室歯舞，根室落石，大津の 6 地域と，最
も新しいＭＶ策定地域として 2009 年に策定され
た利尻地域を対象地域に選定した.
地域ＭＶ策定地域と対象地域を図-１に示す.
ヒアリング対象：漁協女性部長および役員を中心に
役場の地域ＭＶ担当者，漁協ＭＶ担当者，観光協
会職員とした.
調査期間：雄武，羅臼，根室歯舞，根室落石，大津
の 6 地域は 2012 年 6 月～7 月，ウトロ，利尻の 2
地域は 10 月である.
ヒアリング項目：2009 年から 2012 年までに開催さ
れた女性交流会議（2009 年 2 月・9 月，2010 年 2

ている.経営は全て部員で行っており，自立度の高い
活動形態であるが，漁協が施設を貸与して修繕改築
を請け負うなど，漁協においても積極的に女性部の
活動を支援しており，また期待感も高い.しかし平成
26 年度の新漁港供用開始に伴う利用客の減少が予
測され，食堂以外の事業展開についての検討が喫緊
の課題である.
根室歯舞地域ＭＶでは昆布等の産物の販売促進に
漁協女性部が参画している.料理教室では全国の地
婦連を対象に昆布料理教室の講習を行なっており，
これまで全国 27 都道府県に出張講習に赴いている.
まさに女性部なくしては出来ない事業である.
一方自主事業として歯舞昆布の消費拡大を目的と
した昆布料理発表会を自立的に開催しており，10 支
部で集まって昆布創作料理の試食会を行なってい
る.
しかし，女性部の専用加工施設がないため加工食
品の製造販売が行えず，かつて女性部の独自商品で
あった揚げ昆布が製造できなくなった.女性部専用
の加工施設と販売所が欲しいが独自に保持すること
はできず，支援を必要としている状況である.
根室落石はＭＶをきっかけに，漁港をきれいに使
う意識が向上した.またＭＶ事業として始めた「味ま
つり」は，共同で作業することによって，それまで
希薄だった地域の人のつながりに変化をもたらし，
地域内の連携が取れるようになった.
漁協は女性部を積極的に支援しており，活動や公
務には全て日当を支給するなど，個人負担をなくし
て活動しやすい環境を整備している.
羅臼は通過型観光地であるが，近年は修学旅行や
エコツアー，客船の寄港などによる集客数が増加し
ている.このような客層に対して地元産物を食材と
した食事を提供したり，ホッケを捌いて料理する体
験プログラムなどを女性部が担当している.
また，女性部員の収入獲得の方略として「ごっこ
市」を自主開催しているが，開始当初は男性から「で
きるわけがない，続かない」と言われてＭＶ事業に
取り上げてもらえなかった.現在は女性部有志で開
催しているが，周囲の理解と認知を得て，協力体制
も整ってきている.
特徴的なのは，羅臼観光協会の局長が女性であり，
女性部に対して積極的に協力・支援を行なっている
ことで，「ごっこ市」や「体験プログラム」は局長の
支援によって自立的活動が可能になった.局長と女
性部長が同性であるということが有利に働いた局面
があると思われる.
大津の主要水産物は鮭であり，鮭の販売促進事業
に漁協女性部が参画している.
鮭イズシは大津漁協の定番商品としてブランドに

月，2011 年 3 月・10 月，2012 年 2 月）での報告
を基に，以下の項目を設計した.
（1）地域イベント活動：参加イベント，開催時
期，活動内容，参加部員数，売上，日当
（2）料理教室：きっかけ，開催場所，開催時期，
対象者，講習内容，旅費日当
（3）加工食品の製造販売，食堂経営：きっかけ，
経緯，加工場所，作業人数，製造量，販
売量，販売価格，販売方法，売上，給料
（4）その他の活動：活動内容
（5）活動全体：問題点，課題，活動成果・効果
（6）地域資源；地勢的，地域的
（7）ＭＶとＭＶ女性会議に対する認識
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＊

稚内地域

利尻地域

＊

遠別地域

雄武地域

＊
ウトロ地域

苫前地域
サロマ湖地域

＊
羅臼地域

古平地域
積丹地域
寿都地域

＊

室蘭追直地域

根室地域(歯舞地区)

＊

登別・白老(虎杖浜)地域

せたな町大成地域

根室地域(落石地区)
厚岸地域

奥尻地域

＊

砂原地域
八雲町熊石地域

大津地域

三石地域
襟裳以東地域
函館地域(臼尻地区)

松前江良地域

函館地域(入舟地区)
福島地域

様似地域
注：□ 囲いの地域はモデル地域
＊印は調査地域

「モデル地域におけるビジョンへの取組状況」から著者作成

図-1 地域マリンビジョン策定地域

2.2 結果 1：モデル地域における女性活動
雄武では，ＭＶ開始当初は商工会メンバーが韃靼
そばを利用したコロッケの開発に取り組み，商工会
女性メンバーもこれに参加していた.現在も韃靼そ
ばを活用した商品の開発を継続しているが，ＭＶ事
業に商工会女性メンバーが参加することは少ない.
経過とともに参加者の浮沈が生じていると思われる.
現在は漁協が中心となって事業を行なっており，
女性の活動参加も漁協女性部によるものがほとんど
である.女性部では地域のイベントに漁協の要請で
参加する他，東京生活クラブでの料理教室にも講師
として出張し，地域産物の販売促進に多大に寄与し
ている.この料理教室は活動女性自身にとっても知
見を広める活動として満足感の高い活動である.
ウトロでは，漁協女性部による「婦人部食堂」が
地域のブランドになっており，また小規模ながら新
たな開発商品として海鮮弁当の製造・販売を手がけ
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いており，作業人数の補充について何らかの対策が
求められる.
各地区の活動参加状況と活動内容，活動形態につ
いて，ヒアリング調査の結果を表-1 に示す.

なっており，女性に地元での雇用の 場を創出して
いる.しかし女性部員が 16 名と少ない上に高齢化し
ており，今後の活動継続のためには部員を増やさな
いといけないが，困難である.人気商品なので生協の
誘いもあるが，ロット拡大や時期ずらしなどの問題
があるので対応できない.施設，事務的業務，繁忙期
の 作 業手 伝い 等 につ いて は 十分 な支 援 が行 き届

表-1 調査地域における女性部活動

雄武

ウトロ

歯舞

落石

羅臼

大津

○
○
○
○
○
☓

○
○
☓
－
－
－

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
☓

○
○
○
○
○
○

漁協
女性部

－

漁協
実行委員会
女性部

女性部

漁協
女性部

女性部

活動の有無

○

☓

○

○

○

○

開催場所

地域内
関東圏

－

全国

広島

地元

近郊

－
－
○
海鮮弁当
食堂
3名
1700個
350円

地元産物購入者
○
☓
－
－
－
－
－

消費者
○
☓
－
－
－
－
－

幼稚園，小学校，高校

学校

○
めなしの恵み

イベント
漁業直売店

道の駅

－

－

漁協直売店

○
鮭イズシ
女性部加工場
16名
2,200kg
3600円/kg
予約販売
デパート催事

売上（2012年）
給料
修学旅行
地域事業
企画

168,000円
なし
－
－

600,000円
時給
－
－

－
－
○
－

－
－
－
○

自主事業

昆布佃煮

食堂経営

昆布料理発表会

活動内容

地域

植樹
漁港清掃
活動の有無
販売
販売以外
イベント
日当
売上納入先

料理教室

加工食品

対象者
旅費・日当
活動の有無
商品
加工場所
作業人数
販売量
販売価格
販売方法

活動の有無

地元産物購入者
○
○
昆布佃煮
漁協加工施設
15名
300個

18人

なし
○
－
ごっこ市
海の幸コンテスト

8,000,000円
時給
○
○
鮭イズシ

出典：ヒアリング調査結果より，著者作成

2.3

女性部の活動には漁協のサポートが欠かせない.
食品加工では施設の有無が活動の存続を規定する条
件であり，独自に加工施設を保持する資金を持たな
い女性部では，漁協からの施設の貸与が最善策であ
る.また，保健所への申請や経理事務などは女性部員
にとっては困難な業務であり，漁協事務局の代行が
不可欠である.地域外活動では，旅費や日当の支給が
活動者の経済的負担を軽減するが，漁協に財政的余
力があることも必要条件となる.
しかし，羅臼の「ごっこ市」は観光協会のサポー
トによって実現しており，この事例はサポートの求
め先を漁協だけに留めず，地域の力を有効に使うこ
との大切さを示している.

結果２：モデル地域以外の女性活動

利尻地域は北海道の西北端の離島で，基幹産業は
漁業と観光である.しかし，観光客数は 2003 年の 27
万人をピークに，2011 年には 15 万人にまで減少し
た.町では観光 PR 活動に力を入れており，地域事業
として，未利用資源の海藻を利用した「海藻押し葉」
の活用による“島の駅”「海藻の里・利尻」を設立し，
体験を取り入れた観光を推進している.
利尻地域ＭＶでは水産資源と地域資源を活用した
地域づくりに取り組んでいるが，女性部の参加は少
なく，モデル地域のようにイベントや料理教室など
の活動を積極的に行う状況にはない.
以下に女性部長からのヒアリングによる，女性部
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ⅲ）材料購入資金，ⅳ）施設，ⅴ）保健所届出
（3）料理教室：
ⅰ)料理教室での話題，ⅱ)女性部企画の希望，
ⅲ)対象者，ⅳ)教えたい対象者，
ⅴ)日当・旅費支給，ⅵ)日当・旅費支給の要求
（4）加工品の製造：
ⅰ）きっかけ，ⅱ）販売先，ⅲ）施設，
ⅳ）保健所の届出，経理事務，
ⅴ）講習会への参加希望

の状況についてまとめる.
女性部の現状
・女性部：平均年齢 70 歳超と高齢化しており，若
い人が入らない.この 10 年で衰退した.
・役員：会議が多く，他の役もついてくるので負
担.しかし，部長として外へ出たことは財産.
・総会：弁当や飲物の準備にお金がかかるので，
毎年はやれない.
・植樹：一人 3,000 円の日当が出るので，女性部
の活動資金に当てている.
・イベント：何かやろうという声はあるが出来な
い.
・女性連の料理教室：やりがいがあって楽しいが，
3 泊で行かなくてはならないので大変だし，天
候によっては行かれない・帰れない.
・販売：ホッケ料理の販売をやりたいと思ってい
る.（漁協はなぜやらないのかと思う）
利尻地域の女性部は高齢化によって活動そのもの
が停滞しており，モデル地域のようなイベント参加
や料理教室は行なっていない.しかし，「何かやって
みたい」「水産物を利用した商品を販売したい」とい
う潜在的欲求は存在しており，プランの実現に向け
た具体的な支援を明らかにする必要がある.
また，海藻押し葉は既に技術が確立されているが，
8 名のインストラクターが個別に活動しており，地
域力を結集した事業形態にするのは困難な状況にあ
る.地元に根付いた事業展開には，異業種間の連携と
コーディネートが必要である.

3.2

結果

配布数 124 票に対し，回収数は 88 票であった.
以下に，女性部活動の実践状況，中止した活動と
理由，施設，講習会への参加希望について結果を示
す.
(1)女性部活動の実践状況
女性部で行なっている活動を全て選択してもらっ
た.
表-2 女性部活動の実践状況

イベント

料理教室

３．全道漁協女性部長アンケート調査
加工品

3.1

調査の概要

環境

ヒアリング調査の結果をふまえ，全道の各漁協女
性部が地域事業に参画している状況について，郵送
法によるアンケート調査を行った.
調査対象：全道 116 の漁協女性部の部長 124 名とし
た.複数の部長が在籍する地域があるため，女性部
数と部長数は一致しない.
調査期間：2012 年 10 月に発送し，11 月に回収した.
調査項目：
（1）女性部の組織構造と活動の概要：
ⅰ）部長の年齢，部長年数，入部年数，
ⅱ）女性部にとって最重要事項，
ⅲ）女性部と漁協の関係，
ⅳ）活動内容，ⅴ）中止した活動と理由
（2）イベント活動：
ⅰ）収益の納入先，ⅱ）日当，

その他

活動内容
回答数
イベントで食べ物などを販売
43
イベントで食べ物などを無料配布
13
ツアーイベントなどの手伝い
27
イベントでのその他の活動
20
女性連の「浜の母さん料理教室」
72
女性連以外の地域の料理教室
42
加工食品の製造と販売
20
食品以外の加工品製造と販売
6
食品以外の加工品製造と無料配布
2
植樹
64
漁港清掃
62
食堂
1
直売所
1
民宿
0

イベントでは約半数の女性部が販売活動の他，ツ
アーイベントの手伝いや食事提供などの活動も行な
っている.
料理教室は，北海道女性連の「浜の母さん料理教
室」のほか，漁協や自治体主催の教室に参画する女
性部も増えてきた.
加工食品や石鹸などの製造・販売を行なっている
女性部もあるが，販売はイベントで行なっているも
のが多く，規模の小さい形態で頑張っている活動が
多いようである.
植樹と漁港清掃は多くの女性部が行なっている.
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加したい，少し参加したい，あまり参加したくない，
参加したくない，の 4 段階で回答してもらった.

これらは女性部単独ではなく，漁協や地域全体の活
動として取り組んでいる地域もあり，地域活動とし
ての広がりを見せている.女性部の植樹運動では，
2012 年までに道内で 90 万本が植樹された.

表-5 講習会への参加希望
0%

(2)中止した活動と理由
過去に行なっていたが中止した活動とその理由を
回答してもらった.

10%

食品以外の作り方

理由

１．イベントでの弁当などの販売

２．研修旅行、親睦会
３．女性連地区大会，演芸会
４．海藻の採取、乾燥販売
５．加工食品の製造、販売
６．共同購入

ぜひ参加したい

(3)利用施設
イベントと加工に使用する施設の利用先について，
回答してもらった.
表-4 利用施設
イベント
23
9
23
0
15

12

10

100%

18

9

19
少し参加したい

17

9

14

7

13

15

15

9

13
13

16

7

13
12

8

11

12

14

12

5

16
17
あまり参加したくない

6

10

参加したくない

「加工食品の作り方に参加したい」と回答した方
が 85%いることから，潜在的な加工品製造活動志向
はあるものと推察される.また，「農家女性の事例」
や「漁家女性の事例」についても参加希望率が高く，
外部から情報を得たいと考えている割合が高い.こ
のような講習会の開催も，活動の進展に必要な条件
である.

女性部員の減少と高齢化により，活動に参加でき
る部員が少なくなっていることが共通の問題であ
る.
イベントでの調理品販売や加工食品の製造・販売
には，保健所の基準を満たす加工施設が必要だが，
漁協に施設がなかったり，女性部専用の施設がなか
ったりすることで活動を継続できないケースがある.
安価な施設を借りる仲介や，公的な助成金を受ける
ためのサポートが望まれる.

内容
会場の施設
女性部専用施設
漁協施設
施設は不要
その他

90%
2

10

10
12

漁家女性の事例

80%

18

12
9

11

農家女性の事例

70%
24

13

12

地域の補助金申請

補助金を利用した活動事例

・保健所の許可が厳しくなった
・参加する部員が集まらない
・収益が少ない
・経費がかかりすぎる
・参加する部員が集まらない
・自己負担が多い
・参加する部員が集まらない
・役員の負担が大きい
・苦労する割に手取りが少ない
・保健所の許可が厳しくなった
・スーパーでいつでも買える

60%

12

7

商品の売り先の紹介

道や農水省の補助金申請

50%

11

15

経理、税金に関すること
商品をマネされないための方法

表-3 中止した活動と理由

40%

17

8

保健所の届け出に関する事
加工施設に関すること

30%

26

値段、パッケージに関すること

活動内容

20%

加工食品の作り方

加工
－
2
8
2
5

以上の結果から，イベントでの調理品の販売や加
工食品の製造・販売では，専用施設が無いために活
動の継続を断念せざるを得なかったケースが散見さ
れ，独自に加工施設を保持する資金を持たない女性
部では，漁協からの安価な施設の貸与が活動の継続
を規定する要因となることが明らかとなった.また，
保健所への申請や経理事務には漁協の事務局による
サポートが欠かせず，イベントや料理教室では，旅
費や日当が支給されることが活動者の経済的負担の
軽減につながる要素である.
漁協女性部長は「女性部は漁協の下部組織」とい
う意識が強く，漁協のサポートもこのような関係に
依拠したもので，漁協女性部の活動には漁協のサポ
ートが欠かせない.しかし，地域活動としての有効性
と女性の自立的活動の実現という側面から見れば，
広く地域全体の支援体制が望まれる.

４．まとめ
漁協施設の利用が最も多かったが，イベントでは
9 人が女性部専用施設を回答しており，施設を持つ
女性部は少なくとも 9 件存在することがわかった.

4.1

新たな地域振興事業計画への女性の参画

本調査で顕在化した女性の活動力をまとめる.
①漁業者が高齢化・減少している実情を考えれば，
女性部の高齢化・減少も当然であるが，活動主
体者の高齢化は活動の停滞を引き起こす.部内

(4)講習会への参加希望
食品加工に関する講習会への参加希望を，ぜひ参
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での若齢者の活動力を引き出す方略が必要で
ある.
②地域イベントでの女性部の出店は，「浜の母さ
んの味」として定番であり，これを目当てに来
るお客さんも多い.準備から大変であるが，漁
協のためと女性部資金獲得のために，多くの女
性部が活動している.
③料理教室では，全国で行う規模を持つ部もある.
また，恒例の教室では新たなレシピの創作も行
うなど，創造的な活動でもある.「大変だけれ
ど，喜ばれるので嬉しい」という声が多く聞か
れ，交流と友好関係がインセンティブとなって
いる.また，企画にも興味を持っていることが
特徴的であり，企画段階からの参画が望まれ
る.
④安定的な加工品の製造や食堂経営は少ないが，
女性部として雇用の場を創出しているケース
もある.小さな 6 次産業の可能性をもった女性
部は潜在しているが，情報や技術，施設などの
条件が欠如しているために実現できていない.
適切なサポートがあれば十分に実現可能であ
る.

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

女性の加工品製造販売は規模が小さいものが多く，
大津やウトロの事例の規模は例外的である.これま
で，生産規模が小さく収益も少ない，そのような活
動は，漁業・漁村においては評価が低く，積極的な
支援は行われて来なかった.しかし，農業分野におい
ては，農家女性が行うそのような小さな活動は既に
「女性起業」
「6 次産業」として評価されており，女
性の地位そのものの再評価にもつながっている.6
次産業とは，規模の大小にかかわらず，生産から加
工，流通，販売までを一貫して行う形態を指すもの
であり，農業においては，例えば 1 人の女性がジュ
ースを作って販売する事業でも 6 次産業として認知
される.そのような女性のために，加工に必要な機械
設備や施設の整備に対する公的な助成金についての
情報の提供や申請の補助，農家女性起業のための相
談会や研修を行う制度を持つ自治体もあり，全国で
1 万件近い農家女性起業の実現は，このような支援
体制に支持されてのものであろう.漁業においても，
女性の 6 次産業への取り組みには，このような評価
と支援の態勢が必要である.
一般的に女性部では「女性部は漁協の下部組織」
という認識が強く，また女性部の事務局が漁協に置
かれていることを考慮すれば，女性部が仰ぐ支援先
は第一に漁協である.しかしマリンビジョンは漁業
を核とした地域振興施策であり，活動の参加やサポ
ートについても地域内の組織や個人との広範な連携
によって行うことができる.例えば羅臼のごっこ市
では，漁協では得られなかったサポートを観光協会
によって行ったことが功を奏しており，この事例は
サポートの求め先を漁協だけに留めず，地域の力を
有効に使うことの大切さを示している.また，局長と
いう職務に女性を起用した自治体の取り組みも効果
的であり，このような女性同士の連携が女性活動の
活性化に働きかける要素は大きいといえるであろう.
新たな視点として，今後の課題としたい.

マリンビジョンは 2004 年の策定から 10 年を経過
し，新たな施策への切り替え時期となっている.北海
道開発局では，平成 25 年度改訂案において，将来像
（目指す姿）の「漁村・地域の総合的な振興」の中
で，「地域資源を活かした新たな産業の創出と都市
との多様な交流の展開」と「多様な連携による地域
振興」を掲げており，具体案として，6 次産業化の
取組の強化，都市漁村交流，地域資源を活かした産
業おこし，連携による地域活力の向上，を挙げてい
る.これらに関わる事業には女性の参画が必要不可
欠であり，既存の活動を継続させ，発展させること
が肝要である.
しかし，これまでの地域事業では，末端の実働に
のみ女性の参画が求められてきた.すなわち，女性の
視点の重要性が謳われているにもかかわらず，協議
会での事業計画の決定に女性が参画することは極め
て少なく，料理関係やホスピタリティの分野での作
業分担が割り振られることがほとんどであろう.男
女共同参画とは作業段階での共同をのみ含意するも
のではなく，総合的に男女平等の立場で参画するこ
とを目指すものであり，今後の漁村振興事業や地域
づくりにおいては，合議の場での女性の意見の取り
込みを保証することが重要である.

4.2

加工施設の安価な貸与
原材料の安価な提供
加工技術の獲得機会の提供
外部情報獲得機会の提供（講習会）
保健所への届出業務
経理，納税，経営相談
経費軽減と収益増大のための方略
日当や旅費の支給
販売機会の提供（直売所，物産館）
漁期や女性部の内部事情への配慮
勇気づけ，協力姿勢，精神的サポート
自律・自立に向けた支援

女性部の活動への支援策

女性部の活動に必要な支援策を以下にまとめる.
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