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 長野  章  
（公立はこだて未来大学 名誉教授）  
 
 
水産基盤 

 
１．総合力（漁場施設、漁港施設、海岸、漁村、その他公共施設）

の全体で津波を防ぐような施設配置及び計画を制度化する。  
 
２．生産と生活を基本にした防災計画とする。  
 
３．海岸事業における画一的な縦割り排除し、各漁村の生産様式に

対応した海岸事業と漁港施設を組み合わせる。  
 
４．復旧復興を行う漁村の類型化の中で類型分類法を一視点からの

分類でなく住民や復旧復興手法がきめ細かく適応できるよう多

軸分類を行う。（水産都市型、大漁村型、小漁村型）、（被害大中

小分類）（高、中、低地）（主たる漁業による分類）  
 
５．漁村復旧事業に住民の意見が幅広く取り入れることが出来て、

メニューに特認事業などがある漁港集落環境整備事業を中心に

し、他の事業を組み合わせて行う。  
 
６．漁港、海岸施設の設計手法を改訂する。  
 
７．10 分以内に 1000 年レベルの津波に対応した避難できるビル・

高台を義務化する。そのために漁港、漁村及び海岸事業に施設

を導入する。兼用工作物の場合はその部分を補助対象とする。  
 
８．復旧復興において 3 次元的（地形及び高低要素）に提案すると

ともに、財源の手当ての面から 4 次元的（地形及び高低要素に
加え時間的な要素）な提案を行う。  

 
水産業 

 

１．復興に向けて段階的協業化（協業化の段階分析を行う）を行い。

協業化に資する新規の必要な漁港施設を取り入れる。  
 
２．漁業生産及び経営に IT を導入し、新しい漁業を行う。 (例：オ

ーナー制養殖業・定置網業、契約栽培、 IT を利用した販売 ) 
 
３．定置網漁業および養殖業を組合営にし、新規参入を促進すると
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協業化・共同経営体の実施

・徹底した資源管理
・水産基盤整備（漁港、漁場）
・技術開発
・共販体制及び各種の6次産業化

効果の出現：漁業生産、所得の向上

協業体維持のため定年制の導入

行政支援

以上のサイクルを維持する

ともに定年制を導入する。また、定年漁業者の活動のための磯

根漁場（瓦礫処理）を造成する。  
 
瓦礫 

１．漁港漁村ごとに瓦礫処理連絡協議会を設置し、国、県、市町村、

漁組、住民団体および地域の建設業者を構成員とする。  
 
２．査定、応急工事、復旧工事を透明化し、公示する制度とする。  
 
３．査定提案計画および工法及び査定後のものを透明化する。  
 
地域の自主性、地域力の向上 

 
１．市町村単位で「地域復興ビジョン協議会」、岩手県、宮城県、福

島県で漁港漁村復興ビジョン推進協議会を作る。全国版で漁村

復興ビジョン協議会を作り、これから 10 年くらい PDCA を行
う。  

 
後継者対策 

 

１．サロマの例を見ても次の要素が後継者対策、高所得の要因であ

る。したがって息長く協業体共同経営体を行うべく提案してい

く  
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山下 東子  

（明海大学経済学部 教授）  
 
 
水産業  
 
【漁業インフラの原状復帰は最低条件】  
  多様な就労希望を持つ老若男女（特に高齢者）がこれまで以上

に効率的かつ安全に漁業を営めるような漁業インフラの整備、職

場と居住地の配慮が必要である。  
早期に漁業に復帰できる環境を整えることは、震災で途絶した

収入を補填し、喪失した資産を再形成する機会を保証することに

つながるため、スピード感を持った復旧・復興が必要である。  
なお、原状復帰を希望する漁業者にとってはその希望が叶えら

れることが最低条件であると思われる。  
 
水産経済  
 
【協業化終了後の姿の模索】  
  漁船や漁具の絶対的不足を背景に、漁協単位で漁船・漁具を調

達し、漁業者がグループ化して協業する取り組みが進んでいる。  
これまで単独あるいは家族経営を行ってきた自営漁業者にとっ

て共同での漁業運営は困難も多くある反面、軌道に乗れば 6 次産
業化など規模の経済・範囲の経済による利益がもたらされる期待

もある。  
個々の経営者が従来どおり漁船・漁具を所有できる見込みがつ

く頃までに、協業化の一部または全部を残すか解散するかの方向

性を定める必要がある。方向性が固まるまでに数年を要するであ

ろうが、先行して復旧される漁業インフラはそのいずれの形態に

も柔軟に対応できるようデザインされるべきである。  
 
担い手  
 
【廃業予定者層の分析】  
  宮城県漁協が震災直後の 4 月末までに実施したアンケート調査
によると、漁業を廃業する予定の者が 28.5％にも上った。しかし
今後の漁村・漁業インフラ構築にあたって「漁業者 3 割減」を前
提にすべきではないだろう。震災直後の絶望的状況では過剰反応

が起こりがちだからである。  
ガレキ処理が進み漁業インフラの復旧が進むとともに、漁業継

続意思が戻って来ている。廃業動機として、他に就労機会のある
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青壮年層が前向きに転職、あるいはやむを得ず廃業するのか、新

規投資をためらう高齢者層がやむを得ず引退するのかを把握して

おくべきである。  
復興のスピードも廃業に影響を及ぼす。  

 
高齢者 

 

【高齢漁業者の処遇について】  
  65 才以上の就労者が岩手で 37％、宮城で 32％を占め、貝類・
海藻類養殖が沿岸漁業の主要漁業種類である両県漁業の特徴に鑑

み、高齢者が引き続き漁業を営める環境を復旧すべきである。  
自らの意思でいつまでも就労を継続し収入を得ることのできる

漁業は、国の目指す「生涯現役社会」の先進的モデルであると受

け止め、震災によってこの良きモデルが消滅することのないよう

に、住み慣れた漁村に暮らして働き続けられるように処遇される

ことが必要である。  
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宮田  勉  

（水産総合研究ｾﾝﾀｰ中央水産研究所 主幹研究員）  
 
 
～迅速な漁業再開とそのツールとしての協業化の成功に向けて～ 

 
１．漁家所得と復興ステップ 

ガレキ処理の事業は、漁家の仕事と所得を生み、漁業生産者の

流出抑制に大きな役割を果たしている。また、岩手県や宮城県は

無給餌養殖業を営む経営体が圧倒的に多いことから、7 月の共同作
業によるワカメ採苗は多くの漁業生産者にとって漁業復興の第一

歩となり、この成功に多くの漁業生産者が胸を撫で下ろしていた。

このように、漁業生産者が、生活するための所得を得ることがで

き、また漁業の復興に向かってステップアップしていることが実

感できる政策が今後も重要である。さらに、各ステップについて、

その概要、予算や時期などを明確にした計画を漁業関係者に提示

することが必要である。  
 

２．協業化の難しさと協議の場の必要性 

メーカーの供給能力不足から、漁船、艤装、養殖施設、漁具な

どが著しく不足しているため、漁業継続を希望する全ての生産者

が漁業を再開するためには協業化が必須となる。また、津波によ

って奪われた労働手段等を被災した漁家が一度に再取得すること

は困難であり、さらに公的資金を個人に投下できないため（激甚

災害法など特例は除く）、迅速な復興には協業化が必要不可欠とな

る。  
  しかし、漁家はこれまで長きにわたり個人経営を続けてきた。

個人の経営判断、個人の操業方法、個人による品質へのこだわり

などがあり、複数の漁家を束ねて協業化することは非常に困難で

ある。協業化には共同利用、共同作業、共同利用＋共同作業、協

業経営など幅広い概念があるが、後者になればなるほど協業化は

困難となる。  
これを解決するためには、協議の場を増やして各問題について

議論するしかない。ガレキ処理作業、養殖資材づくり等、現場で

は共同で作業する時間も被災前より長いので、話し合う機会は増

加している。問題は協業化について話し合う機会と集会場が少な

いので、これらをつくる必要がある。  
 
３．協業化支援アドバイザーの必要性 

協業化のプランニングで生じる関係者の疑問や問題に対してア

ドバイスを行うために、当該漁業や経営に詳しいアドバイザーが
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必要であり、協業経営体数が多いほどアドバイザーの人数も多く

する必要がある。また、準備期間が非常に短い状況から協業化が

スタートするため、協業体には種々の問題が続出することが予想

されるので、プラン実施中においてもアドバイザーは支援する必

要がある。  
 
４．ランニングコストや所得の確保対策 

  協業化の諸問題がクリアーにされ、協業化が実現されれば、補

助金などが投下され、労働手段は比較的低額で利用できるように

なろう。しかし、ランニングコストや漁家所得は補助対象になら

ず、融資を受けて漁業を再開せざるを得ない。複数年間出荷がで

きないカキ養殖業、ホヤ養殖業、ホタテガイ養殖業の場合は、数

年間、無収入のうえランニングコストを支払い続けることとなる。

さらに、津波や地盤沈下等の影響で漁場環境が変化し、これまで

のような漁業ができないかもしれないリスクがある。これらのよ

うな状況を緩和するために「もうかる漁業創設支援事業」のよう

に所得がある程度保障されるような政策が必要である。  
  ただし、このように種々の公的資金が被災漁村に注入されるこ

とになるが、復興においては、過剰投資によって、漁協や漁家の

ランニングコスト /生産産金額の比率が高まらないよう注意する必
要がある。また、自治体事業のベネフィット /ランニングコストも
意識する必要がある。すなわち、コスト意識を持った復興プラン

が重要である。
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浅川 典敬  

（水産総合研究ｾﾝﾀｰ水産工学研究所 主幹研究員）  
 
 
水産基盤施設 

 
【漁港・漁村の防災を施設の副次的目的に追加】  

漁港漁場整備法に基づき推進される漁港漁場整備事業は、第一

義的に水産業の健全な発展及びこれによる水産物の供給の安定を

図ることであり、この目的を達成するため、各種施設が整備・管

理されてきた。  
一方、漁村の防災については、海岸法に基づく海岸保全事業や

予算制度上の漁村の整備が推進されてきている。今般の震災では、

①防波堤が津波を軽減する一定の効果が指摘されていること。②

荷捌き所の屋上を避難場所として多くの人命が救われたこと。③

産業振興との関係で漁港背後の防潮堤築造が遅延している地域が

存在したことなどが判明している。  
これらは、事業間連携などにより推進していくことも可能であ

る、漁港施設に防災機能を積極的に導入することにより、より効

果的な整備が推進されると考える。漁港施設の副次的な目的とし

て、防災機能を位置づけることを提案したい。  
 
（具体的提案）  

  漁港施設に防災機能を付加した具体的施設として、例えば防災

機能を具備した荷捌き施設を提案したい。建屋は、想定津波高以

上確保するとともに背後への津波の影響を軽減するよう発災時に

は堤構造として機能し、漁村側と沖側への情報発信源として機能

するものである。  
 
BCP 
 
【システムの継続を可能とする BCP】  

今般の震災により事業継続計画の重要性が再認識された。同時

に想定災害に基づく計画の脆弱性も露呈した。また、各漁港で復

興に向けて確実に前進しているが、そのスピードに差が生じてい

ることが認識されている。  
水産業は、漁獲から流通まで正にシステムとして成立している

ことから、被災後に例えば加工場の単独事業主体が復旧してもシ

ステムが機能しない。一般的な BCP は個別事業主体ごとに計画を
立案することが前提であったが、今般の震災のように全体が被災

することを想定して、システムが機能する最小単位の系で BCP を
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立案する必要性が認識されたところである。  
某漁港にて製氷工場 1 社が機能したことにより、市場再開が早

期に実現した事例もあり、水産システムを機能させるクリティカ

ルパスを想定して、BCP を構築することが肝要と考える。  
 
（具体的提案）  

水産システムを機能させる系とは、地方公共団体に存する水産

関係主要団体である。水産業が基幹産業である地方公共団体では、

これら団体の早期復興が地域全体の復興の鍵になる。  
よって、BCP の立案及びその実施にあたって必要となる措置に

ついて、公的主体が助成する制度の創設を提案する。
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藤間 功司  

（防衛大学校システム工学群 教授）  
 
 
住居・水産施設の配置  
 
【将来の被害を少なく抑えるために投資を】  

あまりに莫大な被害を被ると、復旧・復興が困難であることは、

今回の震災が証明している。もちろん人命優先だが、復興計画の

策定にあたっては、可能な限り財産を失わないような工夫をすべ

きである。それは将来の被害を少なくするための投資であると位

置づけられる。  
 

【高台を基本にした住宅ゾーン】  
  在来型の木造住宅は津波に対して脆弱であり、破壊されると大

量の瓦礫となって救出・捜索活動の妨げにもなる。少なくとも木

造住宅は高台に建設すべきである。  
低地に住む場合は、そこが津波や水害の被害を受けやすいこと

を理解し、RC 造の集合住宅やピロティ形式にするなどの工夫が必
要である。  

 
【堤外の水産施設】  
  堤外地は、魚市場などの水産施設として利用されるだろう。計

画に際しては、波力に耐えられる構造、電気施設の上層部への設

置などが考慮されるべきである。反対に、極端に簡易なものにし

てしまい、再建費用を低く抑えることも考えられる。また大きな

魚市場なら、津波避難ビルの機能を併せ持つことが望ましい。  
 
【堤内の水産施設】  
  水産加工場、製氷工場等は堤内地に配置するのがよい。ただし、

堤防を越流してくる大きな津波を考慮し、堤防のすぐ後ろはバッ

ファー領域として空けておくのがよい。被害を抑える工夫をした

工場、津波一時避難ビルの指定を受けている工場、また BCP に基
づき設備の嵩上げや火災対策、避難訓練などを定期的に行う工場

等は、自身が被災しないことにより結果的に背後地を守るので、

優遇措置を設けて積極的に誘致するべきである。  
ただし、リスク分散のため、工場の一部は高台・内陸に設置す

ることが望ましい。  
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漂流物対策 

 
【船舶】  

係留の強化が必要である。また、流出すると陸上の構造物を破

壊する危険性が大きいので、係留ロープが切断した場合でも船舶

を港内に留めておくような構造物を開発すべきである。  
 
【養殖施設】  

養殖施設は中小規模の津波でもしばしば流出し、被害を受けて

いる。それは、通常の高波と津波とで、養殖施設に係る力があま

りにも異なり（船舶の係留ロープは高波でも大きな力を受ける）、

経験に基づいた係留方法では津波に対処できないからである。  
したがって、養殖施設に関しては、係留アンカーが満たすべき

要件や対策、被害補償などのスキームを定めておく方が良いと思

われる。  
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後藤 春彦  

（早稲田大学理工学術院 教授）  
 
 
１．はじめに 

今回の東日本大震災は、戦後の日本の社会システムの行き詰ま

りを象徴するような時代を画する節目となる出来事と言ってよい。

もちろんその兆候は 20 世紀末からはじまり、2005 年にはわが国
の総人口が減少に転じたこともひとつのアラームであったかもし

れない。特に、国家というセーフティネットに極度に依存した社

会システムが音をたてて崩れていくさまを今回の被災と原発事故

の風景が可視化した。  
 
２．ポスト＜漁港村＞としての将来像 

このレポートの対象とする「漁村地域」も戦後 60 余年で大きく
変貌を遂げた。戦前の漁村集落の形態は入江や浜などの自然地形

の特徴を最大限に活かしたものであった。  
しかし、戦後、漁村集落をとりまく環境は劇的な変化を受ける。

食料増産の役割を担うべく、水産庁の発足（昭和 23 年）、漁業法
の制定（昭和 24 年）、漁港法の制定（昭和 25 年）を経て、戦後
60 余年かけて、沿岸・沖合・遠洋へと拡大する水産業を支える基
地として、近代的な漁港を内部に抱え込んだ形態として整備され

た。地井昭夫は、戦後の漁港整備事業により漁港と漁村が一体化

した形態を＜漁港村＞と呼んだ。  
漁村人口の流出と漁業就業者の減少が進んだのちも、漁船の規

模と隻数に応じて漁港建設は継続し、防波堤は延伸し、港は拡大

する。そして、国際漁業規制等の社会情勢の変化を受けて、水産

資源の維持・培養をめざした沿岸漁場整備がはじまる。さらに、

漁港背後集落の生活環境改善（集落道路、水産飲雑用水、集落排

水処理施設、緑地広場、防災・安全施設ほか）がすすめられる。  
戦前まで、自然の入江や浜に隣接していた漁村集落は、戦後 60

余年かけて、沿岸・沖合・遠洋へと拡大する水産業を支える基地

として、近代的な漁港を内部に抱え込んだ＜漁港村＞として整備

されたのである。  
総じて、わが国の依存型社会の背景には巨額の公共投資があり、

そこには真の住民自治が育ちにくい構造的な環境がある。今回の

東日本大震災の津波被害は、漁村集落の変容のあらたな段階、す

なわち、ポスト＜漁港村＞としての将来像を描くことをわれわれ

に課している。  
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３．「人間」を介した生業の場と生活の場の相互補完 

生業の場と生活の場を一体のものとした＜漁港村＞の整備は、

アクセルを踏み込みながら坂道を上る感覚に近かったが、今後の

縮減社会における様々なシステムの転換を背景に、エンジンブレ

ーキをかけながら緩やかに坂道を下る感覚が求められるところへ、

東北の太平洋岸に大きな津波が襲いかかり、漁港を破壊し、村を

海の藻くずのように飲み込んだ。  
この復興にあたり、漁港を再生し、村を再生し、両者一体的な

＜漁港村＞を再生するのが正しい筋書きなのだろうか。  
あるいは、防災の観点にたてば、津波から生命財産を守るため

に、高台移転、地盤嵩上げ、土地利用規制、津波対策構造物など

の物理的方策がとられることになろうが、そのどれもが生業の場

と生活の場を分断する方向にすすむことが想定される。＜漁港村

＞の見直しがはじまり、＜漁港＞と＜漁村＞を別個のものとする

のだろうか。  
私の考えでは、＜漁港＞と＜漁村＞、あるいは、生業の場と生

活の場を相互に補完する関係をデザインすることが解決策であり、

ポスト＜漁港村＞を描くためのヒントである。  
具体的にいうならば、仮に空間的に＜漁港＞と＜漁村＞に距離

の隔てが生じたとしても、両者を介する要素は何かと言えば、そ

れは「人間」でしかない。漁業者であり、住民であり、生活者こ

そが＜漁港＞と＜漁村＞を媒介する。  
戦後の漁港整備をはじめとするハードな公共事業を今後もつづ

けるのではなく、「人間」へ投資することにより、依存型社会を自

立したものへと転換していくことが、真の復興ではないか。  
「人間」への投資としてのソフト事業は、新しい仕事づくりの

インキュベーションなどがイメージされる。  
 
４．むすび 

今後の漁村研究は、＜漁港＞＜漁場＞＜漁村＞の３空間の「一

体性に配慮する」というよりも、それに加えて、ダイナミックに

３空間を往来する＜人間（漁民）＞に着目することにより、３空

間の相互補完の関係を再構築するべきではないだろうか。  
実は、私の専門分野の都市計画・地域計画の最先端の議論でも、

都市や地域を物理的空間としてではなく、社会的空間として取り

扱う傾向がより顕著になってきている。物理的空間と社会的空間

は全く次元が異なるように思われるかもしれないが、その両者を

橋渡しするのが「人間」という要素で、そこに着目した計画論が

いくつも報告されている。  
漁民のガバナンスや自治などをエンカレッジしていくことが、

持続可能な＜漁港＞＜漁場＞＜漁村＞の発展への筋道である。  



 13

 
宮崎 隆昌  

（日本大学生産工学部 教授）  
 
 
瓦礫等 

 
１．被災地の瓦礫種別の処理・集積・物流の地域拠点を設ける。  

① 木材類の廃材処理。  
② コンクリートガラのリサイクル。  
③ 鉄・金属の収集と再生。  
④ ガラス・陶磁器類の分別 (ビン・板ガラス・その他 ) 
⑤ 混ガラ (分別不能 )の集積と処理  
⑥ 生ゴミ・紙等は焼却場へ移送し、焼却処理と焼却灰を埋設。  

 
２．被災住宅・建物・施設・構造物・破損船舶の解体・処理し上記

種別に分別する。  
 

・ 現在現存する破損家屋・建屋は早急に解体し、宅地・市街地

の整地・造成を公的資金で行う。  
 

・ 海岸沿いの沈下した地面は公的資金で購入して盛土・インフ

ラ整備を早急にすすめる。復旧がすんだら旧地権者に購入時

の価格で戻す。持約をつける。  
 
住宅地・市街地の復旧と集住計画の方針 

 
１．旧村の単位でのまとまりを再検討して漁港の再編・中心市街地

の集積を進める。  
（旧村は徒歩で往来できる広がりで人的にも歴史的にも物的領

域として適当である。）  
（明治時代までの旧村は人々や家の結び付き、つながりが続い

ている。 (壇家寺・神社・公民館・学校区・水利権等 )) 
 

２．本村を集約的に形成し、高度な安全性・利便性・保健性を確立

して地域中心としての快適性・持続性・定住性を醸成する。  
 
３．近年市町村の合併・統合、広域生活圏・行政権が意図されてい

るが日常生活で連続でコンパクトな高集積ができる旧村が再編

の基礎単位として拠点性を高め自治権をもたせる。  
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災害復興計画の基本概念 

 
１．今までの状態に後することを目標にしない。新しいコンセプト

を企てる。  
 
２．明治 29 年の災害復興計画の検討・検証を行いガイドラインとし

参考にする。  
 
３．百数十年前の技術で立案された居住地高所移転は日常生活の利

便性の上で様々な問題が生じている。  
 
４．これらの問題を新しい技術と都市的な空間形成で補綴する。電

動カート、動く歩道、屋外エスカレーター、エレベーター、 etc 
 
５．上下水道の完備、都市的整備、街並み形成、各居住が街路に面

するように自動車社会を想定した土地利用を考える。  


