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ま え が き

日本の沿岸漁業については、就業者の減少や高齢化、後継者不足などが久しく指摘さ

れております。しかしながら、それらの問題に対する調査研究の多くは新規就業者問題

が中心となっており、包括的な実態把握が求められます。

こうした課題に対して、後継者問題等の背景にある漁家世帯の世代交代などがどのよ

うな様相にあるのか実地調査によって把握するため、平成20年度に調査研究委員会「沿

岸漁業における漁家世帯の就業動向に関する実証的研究」を設置しました。本事業は 2

ヶ年事業とし、漁家世帯の世代交代の背後条件や、高齢漁業就業者および女性漁業就業

者の現状などについても併せて考察し、今後の見通しと政策的課題についても検討する

ことを目的としております。

本報告書は平成21年度の調査結果および 2ヶ年の研究成果をとりまとめたもので、関

係各位の参考にしていただければ幸いです。

なお、本事業の実施に際しましては、座長の国立大学法人東京大学 教授 加瀬 和俊 氏

をはじめ、委員・調査員としてご尽力いただいた各位、並びに種々ご協力いただいた皆

様方に厚くお礼申しあげます。

財団法人　東京水産振興会

会　長　中 澤　齊 彬
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第Ⅰ部

漁家世帯の就業動向の今日的特徴点



はじめに

2008～2009年度の二年間にわたって実施した本調査研究の課題は、沿岸漁業の多様な就業実態を把握

し、そのよってきたる因果関係を世帯特性・漁業生産力・地域社会・漁業者集団等との関連に留意しな

がら解明することであった。

就業実態に視点をおいて沿岸漁業の現状と動態を分析する作業は、全国の沿海部に隙間無く、個性を

もって存在している沿岸漁業の社会的・経済的重みにふさわしい規模と内容でなされているとは言い難

い。それゆえ二年間にわたって14名の調査者が実態調査に取り組んだ今回の機会は参加者にとって貴重

な経験であっただけではなく、沿岸漁業の実態把握と将来展望の検討にとっても重要な知見を提供する

機会となった。

沿岸漁業の実態を把握するためには、通常、「漁業センサス」、「漁業・養殖業生産統計年報」、「漁業

経営調査報告」等、農林水産省統計部が作成・公表している統計類が参照される。日本の漁業統計は、

調査個票のとりまとめにおいて実質的に大きな役割を果たしている漁協の存在もあって、国際的に最も

詳細で正確であり、漁業実態を把握するための情報の宝庫であったから、これを用いてなされる分析は

実態把握にとって極めて有効であった。

しかしながら官庁統計の持つ限界は小さなものではなく、それに過度に依存すれば実態を歪めて把え

ることにつながる場合も無しとしない。官庁統計において公表される単純な平均値や、限られた相関表

を分析するだけでは、地域ごと・階層ごと・漁業種類ごとに多様な沿岸漁業の実態に接近することは困

難である。利用者に個票の組み替え集計の便宜が与えられれば統計の価値は飛躍的に高まるであろうが、

統計法の定める「学術的利用」が実質的に機能していない今日では、早急にその改善を期待することは

困難である。加えて、行政機構圧縮の影響で漁業統計の簡略化が進み、調査対象のサンプル数も急激に

減少している現状では、原数値そのものの信憑性も充分には確保されていない。

それゆえ現地実態調査の意義はますます高くなっていると判断される。どのようなすぐれた官庁統計

が与えられたとしても、数値的に把握される漁業経営構造の背後にある漁家の戦略や今日に至る歴史的

変遷については統計は何も教えてくれないのであるから、漁協・漁業者からのヒアリングを通じて問題

を発見し、論点を明確にしつつ、実態に迫る調査者の役割は重要であり、統計から何を読み取ることが

できるのか（あるいは読み取ってはならないか）についても、そうした実態調査の裏付けを必要とする

と言える。

この一文では以上のような立場から、調査を通じてえられた成果を概観し、関連する論点に言及して

おきたい。なお、以下で出てくる（20年度Ⅲ－ 1）などは、本年度及び20年度報告書の目次番号である

（20年度報告書目次は別表を参照）。
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漁家世帯の就業動向の今日的特徴点

―二年間の調査のまとめを兼ねて－

東京大学　加瀬和俊



１．漁業就業者の減少は必ずしも沿岸漁業の衰退を意味しない

本研究においては沿岸漁業の盛んな地域が多く調査されているが、そうした地域といえども漁業就業

者が増加している事例は稀であり、多くは減少傾向を免れていない。実際、沿岸漁業者が増加をしてい

る地域は、ホタテ養殖が成功した後のオホーツク沿岸域、サケ定置網の水揚高が急増した200海里体制

発足直後の北海道東部・三陸地方等、その事例は限られている。この点から見れば、沿岸漁業が堅調で

ある地域においても、漁業就業者が減少している以上、しょせんは衰退のレベルが緩やかなだけではな

いかという疑問が生ずるかも知れない。

本研究では、山内昌和がこの点について明示的な検討を行った（20年度Ⅲ－ 1，21年度Ⅲ－ 1）。山

内は所属している国立社会保障・人口問題研究所で深められてきた計量的な人口学の手法を用いて、漁

家経済が好調で後継者が確保されたとしても、現在の漁家の人口構成にもとづく限り漁業就業者が減少

することは避けられないことを計量的に明らかにした。すなわち、漁家世帯の年齢階層別世帯員構成の

示す出産可能性と子供総数からみて、後継者が充分に確保されたとしても漁業就業者の減少は避けられ

ないという指摘である。

ここから導かれる論点は、漁業者数・漁業経営体数の減少は直ちに沿岸漁業衰退の指標となるとはい

えないこと、沿岸漁業の安定的存続は漁業者数・漁業経営体数の減少と併存・両立している場合があり

得ること、したがって漁業就業者の年齢構成から判断してその顕著な減少を確実に予期せざるをえない

地域においても漁業の将来的存続を構想することは充分に意義のあることであること、といった諸点で

ある。また、例外的に沿岸漁業者が増加した地域事例は、後継者が確保されたという単純継承事例とは

異なって、複数の子弟が分家によって漁業者となった場合や、外来者由来の雇用者が自営漁業者化した

場合などにおいて限定的に生じていることが推測されることになる。これらの論点は従来から感覚的に

は理解されていたが、計量的に明確に示された点で有効な指摘であったといえる。

実際、漁村においても少子化の傾向が歴然としていることは明瞭であり、したがって男子子弟が不在

の漁家が少なからず存在していること、婿養子をとるだけの高い所得がある漁家は稀であるから、これ

による漁家の消滅は避けられないことが、調査事例にそくして指摘されている（20年度Ⅱ― 7）。

以上のような意味での後継者難は、漁業経営上の結果というよりも人口論的な帰結として念頭におか

れる必要がある。

２．沿岸漁家の現状と推移をとらえる視点－本調査の特徴

次に本研究では沿岸漁家の現状と推移を捉える視点としていくつかの点を共通に重視している。その

うちの重要なものについて以下、整理しておこう。

（１）家族協業のあり方を重視する

本実態調査においては、漁家の性格を把握する上で海上作業の乗組員構成を重視している。それは、

海上作業者が単身か、父子か、夫婦か、あるいは経営主と雇用者かという違いが、経営のあり方にとっ

て規定的な意味を持っていると判断しているためである。

同時に、海上作業に加わらないで陸上作業だけに従事する世帯員についても、漁業種類によっては決

定的に重要な意味を持っている場合があることに留意して、その実態把握に努めた。たとえば藻類養殖

業においては陸上作業だけに従事する妻が引退すると、経営主本人は未だ海上作業の余力を残していて

2
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も、廃業＝引退する事例が多いことが指摘されている（21年度Ⅱ－ 3）。

家族協業のあり方には地域差が大きい。特に夫婦操業が普通に行われている地域と女子はほとんど海

上作業に従事しない地域の違いはかなり顕著である。しかもこうした地域差は固定的なものではなく、

経営環境の変化によって可変的であることが調査を通じて明らかになった。たとえば、かつては男子だ

けが海上作業に従事していた地域において、後継者不足等によって夫婦操業が多くなった事例が存在す

る一方で、水揚高が好転して男子複数操業（親子操業ないし兄弟操業）が基本タイプとなったために夫

婦操業がなくなった事例も見られ（20年度Ⅱ－ 5）、必要労働の質・量と世帯の労働力配分との間で地

域特性に応じた調整がなされている事情が推測できる。

このように本研究は、海上作業の労働力構成を中心として、さらにそれに陸上作業の労働力構成も加

えて、家族協業のあり方にできるだけ注意を払うよう努力している。

（２）漁業種類の変化を重視する

本研究の中では地域漁業の現状をとらえるだけでなく、今日にいたる漁業種類の歴史的変化について

も調査するように努めた。それは今日の当該漁家の乗組員・陸上労働力の構成がどのような漁業種類と

就業構成の推移の結果としてもたらされているのかを明確にすることによって、今日の状況の客観的根

拠とその下での主体的選択のあり方（漁家の経営戦略）を知ることができると考えられるからである。

当該漁家がどのトン数規模の漁船を用いているか、どれだけの養殖漁場を保有しているかといった現

在の水揚高を直接に規定する事情も、単純に現在の保有労働量によって規定されているとはいえず、地

域内で選択可能であった漁業種類の変容過程で、漁家がどのような判断の積み重ねを行ってきたのかに

よって大きく影響を受けていると推測される。たとえば漁船漁業の地域に二人の労働力を必要とする養

殖業が導入された時には、その時点で壮年の経営主とその妻が漁業に従事していた世帯が当該養殖業の

担い手になり、他の世代や男子一人で漁業を行っていた世代は漁船漁業を継続する傾向が強かったとい

った事例がある。あるいは小型底引き網の地域に船びき網（ 2そう曳）が新規に導入された時には、同

一世帯内の兄弟や世帯を別にした兄弟とその後継者がいる親族集団が最も積極的にそれに着業すること

ができたといった事例がそれにあたる。

こうした事例にみられるように、新たな漁業種類が導入された際に、どのような条件を有した漁家が

その担い手となって今日に至っているのかを知ることは、地域漁業の客観的推移と漁家の主体的選択の

相互関係を具体的に理解するために重要であろう。特定の漁業種類の水揚げが大幅に下がってしまい、

他の漁業種類に転換せざるをえない場合に、同質的な労働力構成で操業可能な漁業種類が選択されざる

をえないという関係は経験的にも良く知られているところである。

（３）潜在的漁業者を考察に加える

本調査においても同様であるが、漁業実態についての調査は通常、現在の漁協および漁業者を対象と

して実施せざるをえないから、調査対象となる漁業者は引退・廃業をせずに今日に至っている現役の漁

業者に限られてしまう。しかしながら、現在の漁業就業者の性格を把握するためには、現在は漁業就業

者でなくなっている人達との対比や、今後漁業者になるかも知れない人達との比較が必要である。すな

わち、今日の漁業者はどのような条件に支えられ、どのような意思決定を通じて、現在において漁業者

でありえているのか、それは漁業者としてとどまらなかった人々とどの点でどう異なっているのか、あ



4

るいは今後参入する可能性のある潜在的な漁業者はどの点で現在の漁業者と対比されるのかといった論

点である。たとえば高齢漁業者の実態把握にとっては、健康に恵まれて漁業就業を継続している現存の

高齢漁業者－それはかつて漁業者であった同世代の者の一部でしかない－についての知見だけでは不

十分であり、彼等と同年配でありながらすでに引退・死亡したり、他産業に転じたり、さらには他地域

に流出している人々との対比が必要である。

この点については本調査においても充分に目配りができたとは言えないが、廃業した経営体や流出し

た漁業者子弟についての情報を重視して、可能な限りそうした比較に留意しようと努めた。本調査の中

で廃業漁業者の事例を検討した実態調査からは、70歳以前に死亡ないし病気によって引退する者が相当

に多いことも明らかにされている（20年度Ⅱ－ 3，21年度Ⅱ－ 3）。この点については、今後、より意

識的な実態調査と統計解析の必要性が実感されたところである。

（４）漁協・行政等の方針の就業実態への影響を考慮する

漁協・行政、あるいは漁業者の漁業管理に関わる団体等の施策は漁業の経営事情に影響するという意

味で就業実態にも影響を与えるが、本調査の中でもこれに関係する事例は相当数調査対象となっている。

オホーツク沿岸域のホタテ地撒養殖業の就業者の事例は、漁協による強固な漁場利用規制の下で既得

権利者集団が特定化され、高い所得が確保されることによって、後継者が確実に確保されている関係を

簡明に示している（21年度Ⅱ－ 1）。ただし、こうした好循環が順調に回るためには既得権利者集団が

期待する高い所得が確保され続けること、操業にとって不可欠な非権利者の非権利性が持続できること

という条件が必要であり、その条件が弱い地域では強い管理方式が採用できないことも明らかにされて

いる（21年度Ⅱ－ 1の 3 . ）。

ホッキ桁曳網漁業を漁協による強い漁獲規制＝漁場共同利用体制の下で実施している事例について

は、漁業者は地域内の勤労者よりも高い所得を得ていたが、ホッキ価格の低下によって勤労者の水準を

下回るようになったこと、その結果、平等主義的な漁場利用の下で世帯ごとに後継者確保実態に差が生

じ、漁場利用規制のあり方の再編が課題になっている現状が報告されている（21年度Ⅱ－ 2）。

アワビの漁獲を少数の権利者集団（採鮑組合）だけに限定している事例においては、強い参入障壁に

よって就業者が大幅に低下して操業上かえって不利となってきたと自覚された結果、新規参入希望者を

募って操業者を増加させている（20年度Ⅱ－ 4）。漁協が特定の漁業者集団に漁業権管理の一部を完全

に委任している場合に、少数者の内部で生じる意思決定の様相とそれが就業者の増減に及ぼす影響につ

いて示唆する事例である。

３　世代別の就業事情

本調査では漁業就業の世代別特性の把握を重視している。若年者、壮年者、高齢者の別に主な論点を

整理しておこう。

（１）若年者

若年者の漁業就業については、地域事例にそくして種々の指摘がなされているが、特に、注目すべき

傾向としては以下の諸点がある。

① 不況が長引いている中で若年者の漁業就業の減少傾向が止まり、あるいは増加傾向にある地域が見
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られる。漁業者の子弟が後継者にならずに就職する場合、その就職先が正規雇用でなく、不安定雇用

化していることが聞き取りでは指摘されている。就職先を解雇されて親の漁業を手伝い始める者が増

加しているという指摘もあった（20年度Ⅱ－ 6，7）。有明海のノリ養殖業では、娘婿が会社を解雇さ

れて後継者となった事例や、逆にいったん若年でノリ養殖業についた娘婿が仕事が合わずに再び流出

した事例等も報告されている（21年度Ⅱ－10）。今後の景気動向によっては、労働事情の悪化を背景

として若年漁業就業者が増加傾向に向かう可能性があり得ると予測される。

なお、若年漁業者のアンケート結果から見ると、スムーズに漁業後継者になった者には、同世代の

仲間の多くが漁業後継者になるので自分もごく自然にその道を選んだという者が多い（21年度Ⅱ－

4）。後継者が多い地域では漁業経営面から適正な水準を超えて後継者が確保される傾向が見られる

のに対して、後継者が少ない地域では適正な水準をはるかに下回ってしか後継者が確保されないとい

った対照的な事情も、この点にかかわっていると推測される。

② 後継者が多数の地域では修学期間終了直後に漁業に就業しているが（20年度Ⅱ－ 5）、一般的には

職業選択期間が長期化している傾向があり（20年度Ⅱ－ 7）、漁業に就業するまでにかなり長い試行

錯誤期間が見られる。特に生活時間帯等を大きく変える必要がない養殖業の場合には、職業選択期間

中に一時的に養殖業に従事するといった事例が少なくないようである（20年度Ⅱ－ 6）。

③ 後継者の候補者が修学期間を終えた時点では、経営主が壮年であって自家漁業のための追加の労働

力を必要としていない場合が多い。このため地域内に漁業での雇用機会があると、数年ないし十数年

の漁業雇われ期間を経由して後継者化するというコースがとられることが多い（20年度Ⅱ－ 5，7，9）。

ただし北洋漁業が盛んであった200海里以前の時代とは異なって、遠隔地で漁業労働者になってから

自営漁業に入るという事例は少なく、出身地域における旋網、船曳網、定置網等が若年期の主要な就

業の場となっている。

④ 父から子への自営業の継承が一般的ではあるが、一代飛ばして祖父から孫への継承という事例も報

告されている（21年度Ⅱ－ 6）。自営漁業の所得が不安定で、安定した兼業所得を必要とする世帯の

場合に、父が漁業、子が会社員となっている事例が多いが、それがそのまま年齢を重ねて代替わりし、

祖父と孫が漁業、間の父親が会社員という形で漁業所得と兼業所得が維持されているタイプである。

現象的には、高齢者だけが漁業に従事していて漁家としては廃業が見込まれていた状況に、「漁業が

好きだ」という孫が現れて一定期間、祖父と操業して技術を習得して自立していくといった事例であ

る。漁業者が全体として減少していく中で、漁場利用の制約が緩やかになり、各種の漁業に挑戦でき

る可能性が高まり、工夫次第で高い所得を得ることが期待できるようになると、こうしたタイプでの

継承が増える可能性も期待できるかも知れない。

⑤ 父子が個々の漁船で別々に操業する方式は確実に増加しているように観察される（20年度Ⅱ－ 5）。

その背景には機器類の発展によって一人で操業できる漁業種類が増加したこと、漁業者の減少によっ

て中古船・漁業許可の取得が容易になったこと、後継者が親の操業方式を身につけるよりも自分の判

断で自由に操業することを望む傾向が強いことといった種々の次元での変化があると思われる。漁業

管理が厳格で、1世帯から一人しか操業できない漁業種類においては、当該漁業部分に後継者が新た

に参入する余地はないから、父子別々の操業が促進されるといった事例も見られる（21年度Ⅱ－ 2）。

また、総じて父子協業期間が短縮している傾向が見られるようであり、それが「一瞬ともいえるタイ

ミング」に過ぎないとの解釈もある（21年度Ⅱ－ 2）。この点は、漁業種類によってはかならずしも
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従来のような長期にわかる技術伝承期間が必要ではないという変化も対応しているのであろう。

⑥ いったん後継者化したからといって、必ずしも安定的に自家漁業就業を継続するとは限らない。着

業した漁業におもしろみを見いだせない場合、想定していた現金所得が得られない場合、親＝経営主

の指示に納得できない場合、勤労意欲を失った場合等において、若年者が漁業就業を放棄する場合が

相当に多い（20年度Ⅱ－ 5，6）。その場合にはいったん成立した親子協業が崩れるため、漁業の操

業・経営が不安定化し、漁業種類の変更を余儀なくされる場合もある。また、後継者が何時漁業外に

出て行くかわからないといった状況の下では、経営主が15年前後の二世代操業期間を前提として漁船

の大型化投資を行うといった経営戦略をとることが制約されるから、投資全体が消極化している今日

的状況の背景には、こうした点についての配慮があるとも想定される。

⑦ 親が経営主として健在である期間に後継者が取得する所得の形態は、地域・漁業種類によって差が

大きく明確な傾向は見出しにくいが、一般的傾向としては以下のようにいえる。まず独身期間中は毎

月こずかい程度の金額を親から受け取り、自動車等の大きな買い物は現物で買い与えられる（20年度

Ⅱ－ 7）。続いて後継者が結婚して以降には定額給与方式がとられる場合が多いが、その時点は結婚

した時点、子供が生まれた時点、子供が小学校または中学校に入学した時点等、地域による幅が大き

いようである（都市近郊の養殖業では後継者化と同時に給与方式が採られている事例が報告されてい

る。20年度Ⅱ－ 6）。近年、子供夫婦がアパートに入って別世帯を形成し、操業時にだけ父親と一緒

になるというタイプが多くなっているが、この場合には住居を別にした時点から定額給与が与えられ

るのが普通である（定額ではなく、水揚の何割という歩合給的形態を含む）。また父子が別々に操業

する部分が確実に増加している背景としては、後継者が自分名義の販売部分を確実に持ちたいという

家計独立の意思も関係している場合が多い。一方、親から息子に経営権が移動するのは、子供が小学

校に入るころから親の体力・気力が弱った時点まで、相当に幅が大きいように見える。

⑧ 直系世帯の維持されている度合いについては、漁業後継者がいる場合は息子夫婦が同居して直系世

帯が維持されるのに対して（20年度Ⅱ－ 7）、漁業後継者がいない場合には勤め人となっている息子

が近辺に居住している場合にも親世帯・子供世帯が分離している傾向が強い。しかし、都市近郊の漁

業でアパート等が得やすい場合には、後継者がある世帯においても親子で居住を分離し、息子夫婦が

通いで漁業に従事する事例が養殖業では存在している（20年度Ⅱ－ 6）。

⑨ 後継者の独身率は継続的に高まっていると見られる。その原因についての漁業者自身の認識は、か

つてのように漁業所得の低さ・不安定さ、女性の漁業労働・生活スタイルのきつさといった要因が指

摘されるよりも、「都市でも漁村でも独身が増えている」、「どこでも女性が結婚したがらなくなって

いる」といった指摘が多かった。また地区内結婚から地区外からの婚入へ移行した時期については地

域差が大きいと見られるが、今回の調査の中では「現在の50歳代半ば前後が分岐点」という指摘があ

った（20年度Ⅱ－ 9）。とはいえ現在でも、一部の離島等では地域内での婚姻率が高い傾向が見られ

る。

⑩ 漁業者の高学歴化傾向は一般世帯を後追いする形で進行しているようであり、上級学校への進学志

向は特に母親に強いと指摘されている。ただし下宿させて大学に行かせることは漁家にとってはかな

り大きな経済的負担となるので、水揚高の高い漁家ほど子弟の学歴が高くなり、後継者率がかえって

下がるといった傾向があるとも見られる。もっとも所得が相当額に達する養殖業では大学卒業者もか

なり後継者化しており、販売方針の工夫など従来の漁業者を越える試みに挑戦している人々も少なく
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ない（20年度Ⅱ－ 6）。

（２）高齢者

高齢者の就業と引退過程の特徴については、とりあえず以下のような特徴点を確認しておきたい。

① 海上作業者の高齢化にともなって労働強度が低下し、水揚高が顕著に低下してくることは一般的な

傾向として確認できる。同一漁業でその実質的な経営規模を縮小していく場合があるとともに、漁業

種類を労働強度の緩やかなものに転換していく例も多く、たとえば北海道においては、漁船漁業・定

置網→こんぶ養殖→採介藻、陸上作業雇われというコースが報告されている（20年度Ⅱ－ 1）。それ

に対して地域の中で主要な漁業が限定されている場合や、他の漁業種類に移ることを好まない漁業者

の場合等においては、体力が弱って特定の作業がこなせなくなった場合に、引退・廃業が決断される

という指摘があった。たとえば、養殖施設の敷設・修理をする際の錨を持ち上げられなくなったら引

退するという、かき養殖業者の事例（20年度Ⅱ－ 6）、2人操業が基本の漁業では一方が死亡、病気、

後継者を得ての独立等によって 2人操業から離脱した際に他の一人が廃業してしまう傾向が強いこと

（20年度Ⅱ－ 5）等の指摘があった。また、体力面以外に引退を決断させる事情としては、機関の更

新が必要になった際に高齢を理由に制度資金の借入を断られて引退する必要性を自覚したという事例

も報告されている（21年度Ⅱ－ 6）。

他方、高齢化にともなって重荷となる作業を外部化するという変化も進行している。コンブ養殖業

のボイル加工工程の漁協自営工場への一元化（21年度Ⅱ－ 3）、有明海におけるノリの委託加工の進

展（21年度Ⅱ－10）等がその事例である。後者の事例では、高齢経営主の引退時期が先送りされ、就

職先を決めかねている跡取りがノリ養殖業に参入するための検討期間が確保された例や、協業化では

経営主の妻同士の仕事についての判断の違いがトラブルを招きやすいのに対して、委託加工では女子

は漁協のパート雇用者になるので仲良く仕事ができるようになったことなども指摘されている。

② 高齢者が一人で操業するのではなく協業の中で働いている場合には、年齢に応じた分業関係が形成

される。通常は高齢者が操船作業を行い、若年者が力の必要な甲板作業を行うという方式が多い。こ

の場合、高齢者の体力が一定のレベルを下回ると高齢者の存在が全体の労働力の強化にはならず、操

業時間の短縮、荒天時の出漁見合わせによる出漁日数の低下、近場漁場への集中等を余儀なくされ、

水揚げが低下してしまう。この段階になると親子で操業を分離して父親は小舟で操業するようになる

か、父親は陸上作業に限定して補助労働力化し、壮年の後継者が労働能力を発揮できるようにする方

式が採用される。

③ 陸上作業においても「高齢者が役立つ」段階から、一定年齢を超えると「引退が期待される」段階

に移る場合があり得ることが報告されている。たとえば、かき養殖業において市場条件に対応させて

高品質の製品の個人売りを行っている経営体にあっては、かき打ち作業の質的達成度を重視するため

に高齢者を排除する傾向があり（その代替労働力としては中国人が好まれている）、その結果、高齢

者は協業のかき打ち作業を離れて、一人で操業するなまこ採り等に移っているという（20年度Ⅱ－ 6）。

④ 「サラリーマンは仕事がなくなると早く死ぬが、農業・漁業をやっている人は長く働けるので惚け

ずに長生きする」といった俗説がある。従来の調査では高齢でも現役の漁業者から話をうかがうこと

が多かったのでこうした見方が妥当かと思われたが、廃業者についての知見を加えて考えると、沿岸

漁業者の海上作業からの引退時期は70歳以前の者が多く、かつ漁業者は平均的なサラリーマンよりも
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短命であるという印象が強い（20年度Ⅱ－ 5）。調査事例の中にも長年にわたって潜水漁業に従事し

てきた者が体がしびれるようになって、簡易な漁業に転換せざるをえなくなった事例が紹介されてい

るが（21年度Ⅱ－ 7）、平均的な引退年齢は農業よりも漁業の方が早いと見てよさそうである。沿岸

漁業者の希望としては「死ぬまで無理のない漁業をしていたい」という希望が強いが、現実には引退

後に漁業から離れて生活している期間がかなり長い状況が見受けられる。漁協を通じて調査を行うと

漁協に日常的に出向いてくる現役の元気な高齢漁業者についての情報が多く得られるため、「死ぬま

で働く」イメージが強いが、平均的に見れば漁業から引退して以降、相当期間、生活を続けている者

が多い。

⑤ 漁業者の年金事情は農業者に比較しても劣悪であり、そのことが生活のために体力が許す限り（あ

るいは体力的に無理をしても）操業を継続せざるをえないという事情をもたらしている側面も否定で

きない（20年度Ⅱ－ 1，7）。このことは、高齢者の体力に見合った簡易な漁業への移行の条件を作る

ことが政策的に必要であることを示唆していると同時に、漁業者の年金事情の改善も要請している。

⑥ 年金の不備を補うために高齢漁業者が引退する際に慰労金、退職金等を支給している漁協が存在し

ている。経営状態の良好な組合や、補償金等を原資とする基金を有する組合にその事例が多いが、こ

の給付制度が高齢者の就業継続判断に影響を与えている場合が多い。たとえば、漁協の経営が厳しく

なって慰労金制度を圧縮する方向が示されると駆け込み的に引退が増えた事例が報告されている（20

年度Ⅱ－ 5）。逆に、経営難の漁協の再建のために減資が議論されると操業日数・水揚額のわずかな

高齢漁業者が急いで脱退しようとするといった事例も指摘されている（20年度Ⅱ－ 2）。こうした事

例から判断すると、今後における漁業管理、漁場利用関係の再編のために、この種の給付金制度や出

資金の保証等の仕組みを適切に活用することが考慮されて良いと思われる。

⑦ 「定年帰農」は農業では相当に事例が多く、かつ産業的意義も小さくないが、サラリーマンが定年

後に沿岸漁業に従事する事例は、従来はほとんど見いだせなかった。この原因としては漁業の場合、

農業とは異なって夜間操業等で生活スタイルがかなり変更されること、海上作業がきつくリスクも大

きいこと、漁場探索等で未経験者には習得が難しい情報・技術が多いことといった諸事情が関わって

いたとみられる。ただし、釣りを趣味とする者が定年後に組合員となって自前の小さな船も持つとい

った事例は決して少なくない。漁協の釣り部に定年退職後のUターン者など100人程が加入している

という事例の報告もこの一例である（21年度Ⅱ－ 6）。こうした人々の漁業との関わりの意義につい

て、より積極的に評価するような視点が今後は求められるのではないかと思われる。

（３）壮年者

壮年漁業者の就業に関わって今回の調査の中で特徴的な点は以下の通りであった。

① 漁家が操業する漁業種類の組み合わせは地域別に大きな差異があるが、同一地域においては多数の

漁業種類に挑戦する段階から、少数の漁業種類に限定されるまでの変化が進行していることが指摘さ

れている。すなわち、若年時には数多くの漁業種類に挑戦しつつ次第に自分に適した漁業種類の比重

を高めるようになり、壮年期においては水揚高の高いいくつかの漁業種類を中心に据えるようになり、

50歳代を過ぎると漁業種類の絞り込みをさらに進め、高齢期に入ると労働強度の低い少数の漁業種類

に特化するという変化である（21年度Ⅱ－ 9）。通常最も水揚額の高い壮年期の漁業種類の組み合わ

せを地域における標準的タイプとして捉え、若年期をそれに至る準備期、高齢期をそのタイプを維持
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できない簡易労働期として整理すると、地域漁業の推移の相当部分を説明できるように思われる。

② 壮年期におけるＵターンが、労働市場の不安定性の増大の下で、相対的に所得が安定している漁業

種類において、相当見られている（20年度Ⅱ－ 6、21年度Ⅱ－10）。この点が今後長期の傾向として

定着するのか、一時的事態として再び会社員の有利性が主要な傾向となるのかについては国際競争の

行方ともからんで予測が困難であるが、今後の所得補償政策の組み方等によってはＵターンの増加が

相当に進むことも予想される。

③ 夫婦操業タイプについて豊富な知見が得られたことは今回の調査の大きな収穫であった。これまで

は、夫婦操業の経営体に後継者が加わると、妻が下船して父子操業タイプに移行すると単純に考えら

れていたが、直ちに妻が下船するのではなく「夫婦＋息子」の期間を一定程度経てから父子操業タイ

プに移行する積極的なタイプがあることがわかった（20年度Ⅱ－ 9）。これは、夫婦操業タイプが後

継者確保までのつなぎの意味を越えた積極的な内実を有していることを示している事例である。また、

瀬戸内海の小型底曳網についての報告では、夫婦操業が基本型であり、それに後継者が加わると母親

が下船して父子操業を 1～ 2年行った後で、後継者が漁船と許可を入手して独立して経営体を離れ、

再び夫婦操業に戻る事例が見られた（21年度Ⅱ－ 6）。この他にも、父子操業から父親が引退して夫

婦操業に移った後で、妻の出産・育児期間中に父親が再び復帰して父子操業タイプを維持した事例も

報告されている（21年度Ⅱ－ 6）。このように、夫婦操業タイプはライフコースの様々な局面で柔軟

な役割を果たしていることが確認できる。

さらに通常の夫婦操業タイプを越えて、夫婦で他地域に出稼出漁していた経験を持つ潜水器漁業に

従事した漁家の事例も調査されている（21年度Ⅱ－ 7）。これは子供を親に託して地元を離れ、夫婦

で操業するものであって、家事・育児と両立させている通常の夫婦操業タイプの論理を超える積極的

経営展開を示すといえる。

④ 労働力の構成に変化のない壮年期間中の主要な経営戦略の一つは、漁船投資をめぐる判断であろう。

新船の建造は多くはないが存在しているし、中古船の売買も広く行われている。今回の調査ではこの

点の把握が充分でなかったので、操業者数の全体としての減少の下で漁船市場がどのように展開し、

漁船価格の低下によって漁船更新需要がどのように生じるのかについては、聞き取りを越えた独自の

調査を試みることが必要であろう。

⑤ 今回の調査では漁家経済の客観的な把握と同時に、漁業者の意向についても注意を払い、可能な限

り壮年漁業者の後継者確保の意向についてうかがうように努力した。その結果、かなり水揚高の高い

漁家にあっても、すでにほとんどの地域で「後継者になることを期待する」とした親が非常に少なく、

「他産業につくことを望む」とする者が多数を占め、実際に水揚高の高い漁家は子弟を大学に進学さ

せて、陸上産業の有利な企業への就職の条件を準備している場合が多いことがわかった。特に母親が

子供に対して漁業以外の職につくことを望み、学歴志向も強いことが聞き取りからはうかがわれる

（21年度Ⅱ－ 7）。

（４）女子

沿岸漁業における女子の就業面の特徴についても、いくつかの重要点が確認された。

① 養殖業の陸上作業面での中心としての役割の大きさである。かき養殖業のように雇用労働を統括す

る必要がある場合（20年度Ⅱ－ 6）、わかめ養殖業のように労働のピークを家族でこなす必要がある
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場合（21年度Ⅱ－ 3）等、高齢化・病気・介護労働等によって家族内の女子がその役目を果たせなく

なると円滑な経営が継続できなく傾向が強い。

② 夫婦操業の担い手としての女子就業の重要性である。伝統的に女子就業が存在しなかった地域も少

なくないが、海上作業に二人の労働力が必要な漁業で相当の水揚額が得られる場合には、そうした伝

統を越えて夫婦操業方式が導入されているし、逆に水揚高が安定して高くなり後継者が確保されるこ

とによって女子の海上作業の伝統が消滅した地域もあり（20年度Ⅱ－ 5）、女子就業は経営事情の変

化に対応して可変的であると見られる。依然として女子の単独操業がほとんど存在していない事実が

今後は変化していくのか否かを含めて、観察を要するところであろう。また女子の海上作業従事の年

齢については、独身期に親の漁船に乗って操業している事例は例外的であり、大半は漁家子弟との結

婚後に初めて漁船に乗るようになっている。それも結婚直後から漁船に乗るというかつてのスタイル

が減り、子育ての負担が軽減してから夫婦操業が開始されるようになり、したがって操業開始年齢が

中年化していると指摘されている（20年度Ⅱ－ 9）。また、夫婦操業タイプの年齢が上昇し、かつて

は45～54歳層を中心としていたのに対して、今では50～69歳階層に中心を移しているとも指摘されて

いる（20年度Ⅱ－ 5）。これは後継者の漁業参入年齢が次第に高まってきたことと連動した動きとも

見られる。

③ 小口の販売工程を女子が担当している事例である。この仕事は水産物の流通ルート全体の中ではマ

イナーな位置しか占めていないとはいえ、個々の漁家にとっては販売金額を相当大きく伸ばす役割を

もっている。女子が海上作業に参加して漁獲物は漁協市場で一括販売されるのか、海上作業は夫だけ

で行って女子が個別に販売するのかの選択は、漁業生産力のあり方（二人操業にすれば水揚が増える

のか否か）にも、価格形成のあり方（個別対面販売で実質価格がどれだけ上がるか）にも、漁協の方

針（組合員の漁獲物の直接販売を認めるのか、漁協市場から購入する方式をとるのか）にも関係する

総合的問題として検討される必要があろう。

④ 以前であれば夫婦操業の形態がとられたはずの場合でも、雇用者をいれて妻は海上作業に従事しな

いという事例が特に若年者において増加しているようである。ノリ養殖業において母親がノリの繁忙

期に重労働を強いられていることを見て育った跡取り息子が、妻の養殖業従事を求めずに雇用者を雇

い入れている事実がそれである（21年度Ⅱ－10）。

⑤ 建築学の分野では漁業に関与しない漁家の女子が、漁業者を含む地域内の人々の交流と漁業の積極

性を支えているとの指摘もある。本調査ではこの点は検討しなかったが、女子の非産業的役割につい

ても目を向ける必要があるであろう（20年度Ⅱ－ 5）。

おわりに

二年間にわたる調査によって20以上の地域を対象として、沿岸における漁船漁業・養殖業の就業実態

について実地調査を通じた検討を進めてきた。その結果、地域の自然条件と資源管理の積み上げを含む

歴史的条件の違いに応じて、それぞれの地域において個性的な就業実態が見られること、地域の特性の

下で個々の漁家世帯が保有労働力に見合うように漁業種類を組み合わせ、就業規模を選択していること

を確認できた。それは、就業者の減少、高齢化といった量的な指標で捉えられる単調なイメージとは異

なって、海洋＝資源状況の推移、市場＝経営環境の動態、漁家世帯の主体的事情の変化等、諸事情の総

合的帰結として沿岸漁業が構造的変化を遂げつつあることを教えている。
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自然産業である漁業においては、漁獲・養殖可能な品目についての選択の幅が地域ごとに限定されて

いるから、漁業者の意思によって自由な経営展開が図れるわけではなく、自然的制約とそれを前提にし

た地域社会的制約の枠内で経営戦略＝就業選択がなされているわけである。

とはいえ沿岸漁業をとりまく状況は大きく動いており、それにつれて沿岸漁業の構造自体も変容しつ

つある。過密養殖が宿痾とされたかつての段階に比べると養殖業において漁場に余裕ができていること

は「漁業センサス」の数値によっても確認される。漁船漁業においても漁船数の減少は確実に進行して

いるから、1経営体当たりの漁獲努力量を増加させることは保有労働力に余裕があれば可能な状況にな

りつつあるし、漁業者内部で合意ができればより効率的な漁法への転換も可能となる。

そうした可変的な状況の中で、現在の就業のあり方がその変化にどのように対応していくことができ

るのか。漁業就業者が緩やかに、しかし確実に減少していく今後において、漁業者の就業の変化と沿岸

漁業の維持・再編がどのように進展していくのか、引き続き観察を続けていきたい。

最後に、本年度の調査研究委員を以下に掲げる。

東京大学　社会科学研究所　教授

（独）水産大学校　水産流通経営学科　講師

海とくらし研究所　代表

東海大学　海洋学部　准教授

茨城大学　地域総合研究所　客員研究員

（社）漁業情報サービスセンター　技術専門員

北海道大学大学院水産科学研究院　教授

（独）水産大学校　水産流通経営学科　准教授

北海道大学大学院教育学研究院　教授

国立社会保障・人口問題研究所　情報調査分析部　室長

（独）水産大学校　水産流通経営学科　助教

鹿児島大学　水産学部　准教授

全国水産業改良普及職員協議会　前理事

加瀬　和俊　

大谷　誠

関　いずみ

二平　章

廣吉　勝治　

三木　奈都子

宮崎　隆志

山内　昌和

副島　久実　

鳥居　享司　

柳田　洋一

座長

委員

〃

〃

〃

〃

〃

〃

調査員

〃

〃

所属・役職氏　名役職

平成22年 3月31日現在（敬称略、順不同）

注：大谷委員は平成22年 2月末まで（独）水産総合研究センター中央水産研究所に所属され、
　　本調査研究に参画頂いた。

平成21年度委員・調査員名簿
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別表　20年度報告書目次

「沿岸漁業における漁家世帯の就業動向に関する実証的研究」
平成20年度事業報告書目次

第Ⅰ部　調査研究の意図と視点

第Ⅱ部　事例調査報告
Ⅱ－ 1 昆布の里、北海道南茅部地区における高齢漁業者世帯の存立構造
Ⅱ－ 2 松前さくら漁協地区における漁業就業の特質
Ⅱ－ 3 沿岸漁業上層経営体の構成と引退過程　－茨城県大津漁協の事例から－
Ⅱ－ 4 茨城県那珂湊漁協地区における採鮑組合員の就業実態
Ⅱ－ 5 瀬戸内海離島における後継者確保事情　－兵庫県坊勢島の実情－
Ⅱ－ 6 カキ養殖産地における陸上作業の労働力編成の変化と高齢漁業者の存在

－岡山県邑久町を事例として－
Ⅱ－ 7 長崎県勝本町漁協地区における漁家世帯の就業動向
Ⅱ－ 8 福岡県姫島地区における漁業後継者の就業実態と課題
Ⅱ－ 9 大分県における漁家世帯の夫婦操業と就業構造の変化について

－大分県臼杵市・武蔵町のタチウオ漁家を事例として－
Ⅱ－10 劣悪な漁村生活環境と家族形成の崩壊

－鹿児島県南さつま市秋目地域の事例から－

第Ⅲ部　漁業センサス分析
Ⅲ－ 1 自営漁業就業者の再生産に関する人口学的検討

―自営漁業就業者と個人経営体世帯員に関する漁業センサスの分析－

猿払村

沙留
常呂

苫小牧

南茅部
松前

田老町

大津
那珂湊

房州ちくら

坊勢島池ノ浦

邑久町・牛窓町

宇部

武蔵町

臼杵市

佐賀県有明

秋目

五島ふくえ

姫島

勝本町

２ヶ年の事例調査地区一覧



第Ⅱ部

事例調査報告



１．調査の概要とまとめ

北海道におけるホタテガイ漁業生産は宗谷、網走、根室の三支庁（2010年 4月より支庁は振興局に再

編）における、いわゆるオホーツク沿海地域（稚内から別海に至る砂浜域）が中心である（表 1）。そ

れぞれ1970年代に種苗採捕・中間育成・種苗放流・成貝採捕というホタテガイ独自の栽培漁業技術と生

産体系を確立させた歴史的背景をもって生産が維持されている。

オホーツク沿海地域を中心とする主要産地は、特徴的な共同の生産技術と漁場管理と経営・分配方式

をもってホタテ漁業生産を高い漁業収入を維持し得てきた産地として全国に紹介され高く評価されてき

たといってよいが、その具体的内容は画一的なものではなく、地域の実態に対応して多様である。

本調査の対象である猿払
さるふつ

、沙留
さる る

、常呂
とこ ろ

各漁業地区も同様であり、ホタテガイ漁業をめぐる生産力形成

と生産関係の内容は様々である。

調査報告は、ホタテガイ漁業生産を低位かつ変動性の高い成り行きまかせの漁業の段階から、先人の

叡智と努力を通して全国的、モデル的な資源管理型漁業として維持発展させ、高い漁業収益・漁業所得

を実現させてきた諸関係が、近年、様々な生産諸条件や市場条件等の不安定要因によって絶えず変更と

13

ホタテガイ漁業の共同経営を中心としたオホーツク沿海地域における
漁業就業の動向と変化

―北海道猿払・沙留・常呂地区を事例として―

北海道大学大学院　　廣吉勝治

鹿児島大学　　　　　鳥居享司

（財）東京水産振興会　栗原　修

表１　宗谷、網走、根室３支庁における主要産地のホタテ生産
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再編を余儀なくされている実態を明らかにしたい。同時に、安定した漁業経営と漁業就業の協同的な維

持管理の内容に関わって存在する問題と検討課題について考察したい。

本稿では、漁業生産実態のそれぞれ異なった調査対象三地区それぞれにおいて上記のレビューと課題

を検討するものであり、三地区の比較考察が主な目的ではない。

当該調査地区の漁業経営はいずれも70年代開発されたホタテ栽培漁業の生産力形成によって所得を大

いに伸長させてきたが、この生産力水準はここ十数年、市場再編を主たる要因として不安定化と縮小再

編を余儀なくされている。

その影響はホタテへの漁業依存度、生産関係のあり方により地区別に差がある。漁業就業における位

置づけについても同様で、オホーツクにおけるホタテ漁業生産は、サケ定置やケガニ漁業などの展開の

中で相対的な位置づけを与えられている。程度の差はあるが、いずれも当該漁業への新規参入の制限や

既得権の維持、着業数の抑制や調整などの新たな対応が見られる。但し、その影響やあらわれの厳しさ

は、地区の環境条件の相違とホタテ漁業への依存度、共同的生産関係のあり方（地区外漁民の従事を認

めるか否か等）、組合員の負担と収入の関係変化などにより、地域的に隔たりのあることが分かった。

ホタテ漁業への累年投資規模と依存度の高さ、若手漁業従事者数の相対的多さ、権利者（既得権者）の

漁業収入の高さ、共同体的経営の規制の強さ等において際だっている猿払村漁協地区の場合、今日のホ

タテ漁業の生産関係への順応・再編成（つまり縮小再編）の展望は、他の地域と比較してより厳しいも

のがあると思われた。

以下では、調査事例の三漁業地区について、地理的な立地順（北から順）に、2．猿払村漁協（担

当：廣吉）、3．沙留漁協（担当：栗原）、4．常呂漁協（担当：鳥居）として、それぞれの調査結果概要

と課題に対する所見をまとめた。

２．猿払村漁協地区における漁業就業

（１）地区の歴史と特徴

猿払村漁協地区は、北海道において高位な生産力地帯であるホタテガイ主産地を代表する存在である

ことは既に表 1に明らかであり、1970年代後半におけるホタテの栽培漁業技術（大量放流技術）の成果

と生産共同化の成功例として非常に有名である。

猿払村はホタテ資源の発生が見られる有数の地区であったが、終戦直後の無秩序漁獲とホタテ資源の

衰退に見舞われ、1949年漁協発足当時400名いた組合員は1961年176名、1971年76名に大幅減少した。

漁業者は土建就業や出稼で食いつなぎ、漁協も当時道内にあった134漁協のうち猿払村漁協の経営ラン

クは133番目で「倒産寸前の超貧乏漁協だった」（木村専務談）。

しかし、漁協は70年代に入り、信漁連の融資、村の援助、試験研究機関等の協力を得てホタテの自主

禁漁を行う一方、増殖準備金（ 5％）の天引き等を伴うホタテ稚貝の大量地蒔き放流事業をスタートさ

せ、ホタテ漁業の一大産地形成を成し遂げた。当時「オイルショック」不況にも関わらず、1970年代後

半から80年代にかけてホタテの栽培管理をしながら協同で採る漁業は概ね順調な成績を続け、一時期水

揚げの困難な時期は存在したものの漁業者も漁協も大きな経営改善を達成し、ホタテの大量放流とその

一元管理システムの構築を基礎として、地域経済に高位安定した就業と所得をもたらしてきたのである

（図1）。
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（２）高収益漁業地区の形成を巡る動向・内容

高所得地区と評価される当該地区の特徴を、漁協の組織とホタテ漁業を中心とする販売高水準、組合

員年齢構成、及び地域における貢献等との関係で把握する。

１）漁協地区の現況

漁家数は約200世帯。2008年度、組合員数は正225、准39の計264名、職員数57名（内、正規職員41

名－内、大卒者14名）。出資金は35億円、貯金残高は124億円、販売取扱高51億円、一時80億円を超える

販売高実績もあったがここ10年は50億円台，60億円台で推移している（販売に占めるホタテの割合は

90％以上）。当期剰余は約 4千万円（前年は約1.1億円）である。正組合員数は1980年頃は100名を超え

た程度であったが、10年後は170名、2000年には200名の大台に乗り、今日もなおも増える傾向である

（図 2）。このようにホタテ漁業の展開の中で組合員数増加を図ってきたことは、当該地区の際だった特

色といえる。

２）漁家の経済水準

組合員の個人財産をいちべつすると、出資金と貯金残高を足し込んだ資産額だけでも、1漁家平均約

8千万円となり、他の地区漁協では見られない強力な蓄積がある。また、おおよその地元漁家の所得水

準を類推するために、正組合員数の推移と重ね合わせて、正組合員 1人当たりのホタテの販売額の推移

も図 2に整理した。1人当たりの水揚金額はH19は4,200万円、H20は3,000万円であった。この15年間の

推移において、H15の2,900万円を例外として、年間3,000万円台を下回ったことはない。ちなみに、稚

内税務署管内で1,000万円以上課税所得者の6割以上は猿払村であるといわれる。

図１　猿払村漁協によるホタテガイ販売実績と単価の推移
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３）組合員の年齢構成

表 2は、直近の年齢階層別組合員数（総数258名）の現況である。30歳未満が23％を占める。40歳未

満とすると組合員数シェアは40％である。逆に70歳以上高齢者は10％、60歳以上で高齢者を見ると22％

である。年齢構成はむしろ若い世代にウエイトがあり、高齢層は比較的少ない。労働強度の厳しい地元

の漁業就業を考慮するとむしろバランスのとれた組合員構成であると評価できるかも知れない。後継者

のいない組合員は少ないという。

４）漁村集落の地位

村内には14の集落がある。集落別の世帯員数をみると知来別
ちらいべつ

、浜鬼志別
はまおにしべつ

といった漁業集落では村平均

（2.55人：2009年 9月）よりも世帯員数は0.5～0.8人ほど多い。北海道新聞（2009.9.24）によれば村内 6

小学校のうち、浜鬼志別小学校と鬼志別小学校では今後児童数の微増が予想されるという。基幹産業で

あるホタテ漁業の安定的確立によるものと注目をしているのである。

図２　正組合員数と１人当たり販売額の推移

表２　年齢階層別組合員数



17

５）地域への貢献

漁協は地域に対して利益還元を実施している。組合はこの26年間、村に対し老人福祉対策ということ

で寄付を行ってきたが、その累計は5.8億円になるといわれる。また、組合はかつて稚貝購入など増殖

事業開始当初、村財政から損失補償等の財政支援を受けたお礼として、11月の漁期終了後、全村民世帯

に対しホタテ貝を配給してきた（1977年以降）。

（３）ホタテの栽培漁業の管理と操業の特徴

１）漁場利用管理

比較的に広大な共同漁業権（第１種漁場）を区画してホタテの計画的大量稚貝放流と採捕事業が仕組

まれる。1981年には四輪採から五輪採へ移行し、大貝指向と規模拡大主義に基づき確実なホタテの収獲

を画策し、また1985年には共同漁業権漁場の沖出し・拡張（130km2）など拡大型生産力増強が図られ

る。このことで、貝の変動性リスク（生物生態的な生産変動と購入種苗の変動リスク、及び生物の人為

的管理リスク）を回避するいわゆる危険分散策に見えながら、反面、放流と採捕を計画通り確実に連繋

させる変動リスクは付きまとうことから、細分化した輪採制をきっちりやればやるほど経営破綻の管理

リスクは大きくなったと言える。漁場管理担当によれば、輪採の前倒しはしばしば実施され幾度も制度

の危機に直面してきたという。しかし、いったん始めた五輪採に基づく管理方式は「ブレーキのきかな

い構造になった」（専務談）と言われるように、後戻りは出来ないようである。

２）労働工程と管理労働

輪採制度の下で、操業に参加する34隻（後述する）が行う協同管理に基づく小底・桁曳き（八尺）は、

専業船の場合漁期は 3月下旬～11月下旬で年間操業日数は140～165日である。結氷期を含む冬場の12月

～ 3月は休漁である。

稚貝の放流規模は年間約2.5億粒であり、うち地場の種苗は 4％程度である。3月下旬からヒトデ駆除

等の漁場整備があり、4月には放流作業がある。地場の採苗作業は 5月から始まり夏から 9月にかけ養

殖カゴへの仮分散と本分散作業を繰り返す。こうした中間育成作業により翌春 4月の放流サイズ（ 4～

5㎝）まで管理する。

以上のように、ホタテ栽培漁業は漁場の整備と種苗の放流管理、採苗と稚貝の育成管理、そして輪採

漁場での成貝採捕という労働過程を繰り返すのであるが、このため、外敵駆除等の漁場整備、漁場状態

と種苗と漁海況の評価、増養殖稚貝の育苗・育成、放流・採捕量の決定、輪採漁場における育成観察・

モニタリング等の弛まぬ生産計画と調査、管理が必要となるのである。猿払では、道の普及指導所の支

援をもらいながら漁協の開発研究室のスタッフが専門にこれらに当たっている。外敵被害、過密育成、

小型化、斃死などの管理リスク回避や人為的管理の弊害を最小限に司る当該栽培漁業の司令塔でもある。

上述したように、細かな輪採制の実施は、大量放流したホタテ漁業生産管理のリスクをより助長させる

要素ともなるからである。

３）「ほたて漁業共同企業体」（以下、企業体）の形成

これはホタテの種苗放流、採苗と中間育成、漁場管理、及び採捕収獲に至る、共同の生産従事と分配

の計画に基づく共同経営の事業主体である。この事業主体は猿払においては漁協の漁種別下部機構（生
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産部会等の）ではなく、正組合員を母体とする構成員による共同企業体という任意の別組織である

（1971年に設置）。当該企業体の規程により稚貝購入・放流、漁場の整備・造成、桁曳きの共同操業、並

びに持分の利益配分によるプール計算という一連の事業運営がなされ、構成員は漁労従事や種苗放流等

の義務行使により利益配分の権利が付与される仕組みである。

ホタテの採捕漁業については、第１種共同漁業権の行使資格を有する組合員が組合の漁場管理の下で

権利行使する漁場利用として展開している。また採苗・稚貝育成については特定区画漁業権漁業として

行使される。従って、当該企業体の管理・運営等は運営委員、配分委員、監査委員等により自主的に行

われる仕組みではあるが、組合管理の実態が強く反映され、漁協が企業体の実務・経理の委託を受けつ

つ強力な組合指導のもとに置かれている。

４）３つの操業形態

企業体の操業に参加する漁船は全部で34隻である。船型は10～15トンの桁曳船で近年はアルミ船がメ

インである（ 1隻 1億円以上の投資となる）。内訳は、①桁曳き専業船24隻、②採苗作業船 2隻、③ケ

ガニ篭船 8隻である。採苗船は主にホタテ採苗、中間育成の従事を果たす桁曳き船、ケガニ船はケガニ

篭（ 3～ 8月）との兼業が許された桁曳き船である。これらは企業体のチャーター船として 6つの船団

に分けられ、桁曳き、放流、採苗等の共同操業の指揮下に入る。桁曳船の所有関係は大方組合員の単有

であるが、2～ 3名の組合員の共有が 3割程度ある。平均であるが、ホタテの1日の処理能力（500トン）

に合わせ、共同操業の 1隻 1日のノルマは 8～12トンといわれる（ 1日 2～ 3回の操業）。

桁曳船の 1隻の乗組員数を 4名と定めているので、基本は桁曳き専業船には96名、ケガニ兼業船も約

30名、採苗船の場合は 1隻約10名で計約20名、よって従事者総数は企業体の権利者を含め150名前後と

なる。1隻 4名を基本とする企業体の権利者を中心とする従事者は地元では「スタメン」と呼ばれ、ホ

タテ共同操業従事の賃金と権利者の利益配当の収入に与ることが出来る。ホタテの従事者となるには採

苗作業の3年以上経験を条件とする予備員制度がある。

しかし、後述するが、近年は漁村内の若手の余剰労働力を吸収する必要から、繁忙となる採苗船での

追加的乗務員をローテーションにより認めたり、専業船にプラス 1名の特別の乗船枠を設けたりしてい

る（地元では「研修生」と呼ばれる）。

（４）企業体の収支、従事者賃金、及び構成員階層と利益分配

１）企業体の収支構成と賃金

近年の企業体の収支と賃金に関する資料は公表されていないが、十数年前の資料からおおよその内容

を類推できる。

操業の収支計算の基本は鮮ホタテの水揚から支出〔①漁場造成経費（構成員負担を除く）＋②漁労経

費（ 3操業形態）＋③その他業務委託費や老齢手当等〕を差し引いた利益を漁業収益とするもので、こ

れが企業体構成員の分配の原資となるのである。支出の中には種苗購入費借入金償還や利息、漁労経費

の中にはチャーターする漁船の減価償却費等も含まれることからこの漁業収益は純収益である。支出の

構成は①18～20％、②78～80％、③ 2～ 3％である。稚貝代・労賃・用船料・償却費・漁具費・保険

料・燃油費なども多くの支出項目が水揚に関係なく固定費的であり、水揚げ額変動費部分の支出構成は

販売手数料など一部であり比較的小さい。従って、分配金の原資となる漁業利益の幅は水揚金額に大き
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く左右される。例えば、水揚が70億あれば純収益は水揚の70％前後になるし、45億では純収益50％程度

となる計算である。

漁労に従事する専業船（10ヶ月）の従事者の賃金（月給制）は年間で一人前の甲板員350～280万円、

船頭380～350万円。主婦等の家族が水揚時に手伝う「陸回り」（ 1隻 4名）も月 5万円の賃金が支払わ

れる（10ヶ月で50万円）。ケガニ兼業船の場合は 8月からの 5ヶ月計算であり、また甲板員の月給は採

苗船においてはやや安くかつ経験年数等でより幅の大きい階梯を設けている（160～310万円）。このほ

かに、上述したように、スタメンの予備軍としての「研修生」制度があり（全体で約70名という）、彼

らの乗務には手当が支給される（1日 1万円程度と思われる）。

なお、船主には用船料（船前）と償却費が支払われる。前者は 1隻 1ヶ月90万円～100万円、後者は

船齢で異なるが10年前は 1隻当たり専業船で300万円、兼業船で150万円という水準であった。

２）企業体の構成員と利益分配

表 3は企業体の構成員を持分点数階層別に区分したものである。現在193名であるが、これは正組合

員の88％に相当する。見られるとおり、満度100点が63名、90点台32名、80点台30名、70点台18名、60

点台15名、50点台14名、40点台 9名、40点未満12名である。ここから 1点当たりの分配金が計算される。

例えば、企業体の純利益が仮に25億円であるとすれば、100点：1,600万円、90点：1,440万円、80点：

1,280万円、70点：1,120万円、60点：960万円、50点：800万円となる。最小配分点の10点台では配分は

160から320万円の間である。

企業体の会則により60歳定年制が設けられており下船するが、直ちに後継者が権利を継承した場合は

配分も漁家として100％承継する。しかし、60歳定年下船で、5年以内に承継する場合、後継者がいな

いか継承させない場合（後継者が独立して新規加入者となっている等）は、61歳から77歳に至るまで一

定の減点方式により配分がなされる（77歳で40点、或いは30点の配分）。また、権利者が定年前下船者

の場合や病気療養中、若しくは婦女子組合員、並びに他業種の兼営者の場合など減点方式の特例など、

細かい配当の規程がある。現在、60歳以上の正組合員数が57名いるが（表 2）、表 3に示した持分点表

の中には、以上のように定年・下船して減点方式で配分だけ受ける権利者が多く含まれている。

推定であるが、先の事例では企業体の100点構成員で専業船の船頭の場合、労賃で約400万円、分配金

で約1,600万円、計約2,000万円が漁業所得となる。持点数50点の構成員で比較的若い甲板員・参入者で

表３　ほたて共同企業体の持分点数階層別構成員数
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は労賃で約350万円、分配金で約800万円、計約1,150万円の所得である。持点数10点からスタートした

新規参入者の場合は280万円＋160万円＝約440万円となる。

３）構成員の持分点の算出基準

持分点の算出については「ほたてがい漁業持分算出規約」による。最高点：100点に至る配分につい

ては以下のような決まりである。

①　加入年次採点：20点・・・ 1年経過につき 2点×10年。

② 出資金採点：20点・・・毎年10月末時点の正組合員平均出資金額に達している者を最高点とし、そ

の20分の 1を 1点とする。

③ 出荷高採点：20点・・・過去 1カ年のケガニ・サケマス・ニシン・ズワイ等販売額の平均最高限度

を4点とし 5年間（新規配分者には但し書き）。

④ 増殖協力採点：20点・・・稚貝購入資金10点（ 1年 2点× 5年）＋ほたて漁場改良事業 5点（ 1年

1点× 5年）＋ほたて増殖準備金（ 1年 1点× 5年）。

⑤ 勘案採点：20点・・・漁業権証券を有するもの並びに昭36～38年の 3年間に漁場改良事業に協力し

たもの10点（新規配分者には但し書き）＋ほたて漁業依存度合い 5点（新規配分者には但し書き）＋

その他組合貢献度5点（新規配分者には但し書き）。

特徴点をまとめる。第 1に、以上のように構成員の持分計算は経験・年功、その時の（前年の）貢献

度、その他勘案事項などの要素があり、経験・年功に偏らないバランスの取った多様なファクターがあ

るが、この算出の結果として表3のように持分格差はかなりある。第 2に、100点を取るにはかなり長年

を要するが、持分点階層の中心は上限の100点（63名：33％）にあるところから、実際はホタテ漁業の

出自から長年着業してきた構成員やその後継者が既得権的な地位を占めている。点数基準「勘案採点」

のなかに歴史性も含まれる。第 3に、すなわち、猿払は若手の組合員は少なくないが、なかでも後継者

（ 1名）の地位にある場合はそのまま100％の承継者となるので、持点数を積み上げていく新規参入者と

ははじめから格差があることになる。第 4に、ホタテ従事が義務付けの構成員は60歳定年制によりリタ

イアーしなければならないが、後継者を（権利承継）確保できない場合等は加齢による逓減的な持分配

当を実施（77歳まで）しており、企業体は年金的・福祉的な機能を持たせていると言える。

（５）漁業就業者の構造と制約

１）ホタテ漁業就業者の構造

漁業就業者の基礎となる漁家数は約200世帯、漁協組合員数は正220・准38であるが、正の60歳以上者

（26％）はホタテ漁業（企業体）の引退者が含まれること、准は若手の正組合員予備軍であり漁業従事

者であること、及び組合員資格・企業体構成員の資格のない若手の存在があること等を考慮すると、ホ

タテ漁業に関わる漁業就業者（海上作業者）は総勢220～230名であることが分かった。

この構成は大きく 2つに分けられる。①専業船・兼業船・採苗船に企業体構成員・正規乗組員を中心

に従事するもの（いわゆるスタメン）が約150名、②企業体構成員や正規の乗組員にもなれない乗組員

の予備員、及び准組合員などで約70名と存在すると思われる。前者は正規の乗組員賃金、並びに企業体

構成員であれば利益配当を持分に従って受け取る。後者は人手の欲しくなる採苗や中間育成作業時期に
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アルバイト従事するか、成貝採捕船に「研修員」として乗り組み手当を受ける。12～ 3月期は漁閑期と

なり防雪柵や出稼ぎ就労をする者もいる。

２）正組合員、漁業権行使・企業体構成員、及び正規乗組員の参入、資格、条件

正組合員となるか、正組合員となって漁業権行使＝企業体構成員或いは正規の乗組員となるか、これ

らのことは猿払のホタテ漁業就業の重要な要件である。規約等の背景として、組合員資格審査規程、第

一種共同漁業権行使規則、ほたて漁業共同企業体会則、及びほたて漁業行使並びにほたて養殖業の行使

又は乗船に関する規約などがある。

① 地元外者が正組合員資格を得る場合、地元組合員の後継者を別として、一般的な経過はまず申請か

ら1年後に准組合員資格を取得し、6年目に正の資格取得となる。これは、ホタテ漁業（共同漁業権）

の行使資格が正組合員取得後 5年以上漁業を営むこと（但し、定置やケガニ漁業等に従事する者はホ

タテ漁業は従事できない原則）と対応しているためである。

② かくして、ホタテ漁業への従事資格は組合加入後から11年目に得られることとなる訳である。しか

も、正組合員資格取得後はホタテ漁業の「資源保護培養を図ることに 5年以上寄与」する者であるこ

と（稚貝購入や採苗事業への協力）が同時に規定され、ホタテ漁業従事への道のりは厳しい。

③ 以上のような経過をもった共同漁業権行使資格者となって初めて企業体の構成員となる資格を得る

ことが出来るが、新たに定置漁業やケガニ漁業に従事しつつ正組合員になった者は企業体の構成員に

なることは出来ないという規程が2009年 3月から加わった。即ち、これらの漁業従事とホタテ漁業と

の厳しい分野調整を図ったのである。なお、構成員の権利は後継者（1名）に承継できる

④ 企業体の構成員には採苗・漁場造成・採捕等の従事や事業協力義務があることは先述したが（稚貝

購入の負担は年間 1人平均300万円前後）、新規参入の義務としてまず採苗・中間育成漁家として従事

すること（3年以上、地元外からの新規者は 5年以上）という形でスタメン乗船の予備員登録がある。

予備員がスタメンへの登竜門である。しかし実態は、漁船数や乗員数を増やす方針ではないので、企

業体・スタメンへの新規参入は（後継者承継を別として）60才定年で退出が出た場合に限られ、また

3年の採苗従事後に必ず上がれるという保証はない。

⑤ 近年、約70名程度というこうした地元若手の過剰化した労働力を、漁船 1隻に付き 1名（場合によ

っては 2名）を追加乗船させることで吸収しようという「研修員制度」が申し合わせでスタートした。

ひとまず採苗・分散時期の繁忙期就業やローテーション従事で若者の失業は回避されているが、正規

に従事できる展望が必ずしもある訳ではない。

（６）当該地域の課題

開拓者・先覚者の弛まぬ漁業管理活動により、共同企業体経営によるホタテ漁業の高位な生産力水準

は長期に、かつ比較的安定的に維持されてきたところから、若手を中心に漁業就業者の定着が進み、他

地域・他産業からも猿払は注目をされ、高水準の漁家所得維持、組合員数増加、順調な世代交代等が展

開してきたところである。

しかしながら、ここ十数年ほどの間に状況、様相はかなり変化し、順風満帆の動向を妨げる要因が現

れていることである。まず、ホタテ栽培漁業の自然的、経済的変動を最小限に制御・抑制して収獲を維

持していく諸対応において、一定の手直しと再編が迫られてきていると思うことである。同時に、若手
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を中心として増加を見てきた漁業の担い手の動向を管理しつつ、また広がりつつある組合員間の格差拡

大を抑制しつつ、共同企業体方式の組織体制維持を図らなければならないという難しい舵取りを迫られ

ているからである。さらに、詳しく見ることとする。

１）生産の不安定化にどう対応するか

ホタテ漁業にとって資源的に当該地区は地勢的な有利性が高い。しかしながら、ホタテの生物的変動

を抑制しつつ稚貝の大量確保と放流を基礎とする生産体制の維持・推進は、経験豊富な当該漁協が優秀

なスタッフ確保と道などの専門家を巻き込んだ体制整備の努力をしつつも、容易ではない。1日生産処

理能力500トン、桁曳き 1隻 1日当たりノルマ12トンといった目標に対応させるようなホタテの栽培管

理体制は必ずしも平仄が合わない。どうしても幅を持ったシステムが必要であろう。しかし、既に述べ

たように、管理漁場の拡張と四輪採から五輪採への漁場細分利用の管理再編は、資源変動リスク回避策

に見えながらじつは結果として生産変動リスクを高めるような問題を潜在・潜勢化させているかも知れ

ない。

生産変動を左右する要因は生物管理の問題のみに還元できない。市場変動、需給変動にどう対応する

かの経済的問題も加わっている。生産を抑制した効果が常に価格に跳ね返るとは限らない。2008年はは

じめて干貝柱の越年在庫がでた。今後の干貝柱の香港市場は為替相場のみならず中国産ホタテなど国際

的な競合要因を考慮する必要がある。優良主産地として市場対応力も要請されているのである。また、

2008年度の猿払産ホタテの用途別仕向け（産地処理のメインとなる漁協自営加工場）は出荷額ベースで

干貝柱：58％、ボイル加工・缶詰加工・ソフト貝柱：6％、玉冷・生玉：37％、であり、生鮮・惣菜市

場のウエイトがたかまりつつあり相場の短期変動が避けられない。主産地として主体的な市場対応が必

要となっていると思われるのである。

２）企業体構成員への参入抑制の展開と影響

順調なホタテ漁業の発展の中で正組合員数と企業体構成員数の双方は増加拡大が図られてきた。1980

年代半ば150名に満たなかった正組合員数は2001年に200名を超え、さらに今日220名となった。表 3に

見たように、併せて企業体構成員数は増加しある意味で利益配分対象組合員を拡げる役割を果たしてき

たと言える。

しかし、近年、一方で生産調整的な要因が強まる中で増加する組合員に対応し、企業体構成員数の抑

制的な対応策を講じる必要が生じてきた。内容は、①昨年、いわゆる一戸一人制の組合員制度を確認し、

かつて経営者組合制を撤廃して従事者組合としてきた1983年の規程を改変した。②現に漁業権の行使者

並びに企業体構成員である者の後継者一人は権利を承継しうると規定する一方、新規参入者は組合員資

格を得て企業体構成員になるには先述の通り事実上11年を要する。③桁曳き漁船に従事するには採苗漁

家として 3年以上の貢献・経験が必要であるが、採苗漁家として乗船資格は現資格者の子弟を原則とす

る。④ケガニ漁業や定置漁業の従事者はそれらの従事に専念するものとし構成員にはしない。これらの

漁業従事において組合員資格を有するに至った者は構成員にはしない。但し、これは現在構成員である

者には適用しない。

以上のように、既得権者の利益は確保しつつ新規参入を中心とする構成員の増加を抑制し、かつ定置

やケガニ漁業との分野調整を図るという内容である。既得権者との公平性をどう確保するか。若手の更
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なる新規参入抑制は活性化、モラールの低下を招かないような方策やホタテ以外のケガニ篭、定置網漁

業等の他業種の振興を図っていく展望、方策を示すことも重要であろう。

３）若手就業者の確保、維持方策

ホタテ漁業（桁曳き）の従事は肉体的な消耗が激しく、若手層の乗船は不可欠とされる。猿払はこれ

まで表2でも見たように、地元次男・三男や若干の地元外就業者を含め若手の追加的参入が少なくなく、

組合員の後継者不足と高齢化の問題に悩まされることはなく、バランスのとれた年齢構成を維持し得て

きた。

しかし、以上に見てきたような事情と対応変化の中で、既得権者の後継者（一人）を除き、正規就業

の展望が必ずしもない過剰化した若手が約70名前後存在する。漁協は、ひとまず既得権を優先すると共

に、隻数やスタメンを増やしたりワークシェアリング等の方向をとらない方針であるが、今後の対応次

第では若手従事者確保のあり方に禍根を残す恐れがある。予備員制度（ 3年の採苗従事経験でスタメン

乗船）も機能しなくなると思われる。対応として、数年前から彼らを「研修員」という形でいわば非正

規・臨時雇用をして追加的な乗船を認め手当を支給することとしているが、スタメン乗船への展望を示

している訳では必ずしもない。ホタテ漁業の安定的生産力維持の対策と併せこの問題でも漁協は正念場

にきていると思われる。

３．沙留漁協地区における漁業就業

（１）地区と漁協の概要

沙留漁協のある興部
おこっぺ

町は、オホーツク沿海地域のほぼ中央に位置する人口4,327人（2010年 3 月末）

の町である。北側で雄武
おう む

町、南側で紋別市に接し、漁業の他、水産加工、酪農、林業などが主要産業と

なっている。

沙留漁協は町内にある唯一の沿海地区漁協で、1949年の設立当初から合併も無く単独の経営者組合と

して存続してきた。設立時の正組合員数は153名で、以後、1975年130名、1985年124名、1995年から

2002年までは126～127名で推移してきた。現在は法人の正組合員はおらず漁業者のみの経営者組合であ

り、基本的に漁家内で父親から後継者の子息に正組合員資格（経営権）が継承されている。また、娘婿

への継承も可能でそうしたケースも数件あるとのことである。年齢階層別の正組合員数を見ると、こう

した継承は後継者が40歳台以降になった時に多いことが伺える。20歳台以下の正組合員は皆無に近い。

また、組合員に定年制は無く、70歳以上も 2割近く存在する（表 4）。なお、後述のとおり2002年のホ

タテ漁業生産部会の組合脱退共済金制度の改定を機に、2003年までに18名が組合を脱退し109名に減少

した。2009年期首の組合員数は正107名、准10名となっている。

漁協事業の主力は販売事業であり産地卸売市場を開設、町内および雄武、紋別の水産加工業者が主要

な買受人となっている。主要産品であるホタテ、ケガニ、秋サケなどの一部は漁協が買取り、製氷冷凍

事業として自営の加工工場において各種冷凍加工品（ホタテ玉冷、毛ガニボイルなど）を製造、加工業

者への委託加工品である干貝柱とともに「サルレイ」ブランドとして出荷・販売している。また、漁協

事務所のそばに直売所を設けている。
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（２）地区漁業におけるホタテ漁業の位置

他のオホーツク沿海地区漁協と同様、沙留においても天然ホタテ漁業の歴史は古く、その創始は明治

20年代という記録がある。その後、乱獲などを背景とする資源状態の悪化からたびたびの禁漁措置を余

儀なくされたが、1960年代以降、地区外産稚貝の放流（1961年～）、地先海面での稚貝生産体制の確立

（1970年代）、四輪採制開始（1978年）などによりホタテ漁業を重要漁業種の一つとして確立してきた。

しかし、本共同調査の他の二地区（猿払、常呂）と比べると、下記のとおりホタテ漁業生産が圧倒的に

大きな位置を占めている訳ではない。

１）水揚高に占めるホタテ漁業

2008年の市場取扱総額は33.8億円、そのうちホタテ漁業（桁曳き網）は18.1億円で漁業種別の最上位

だがそのウェイトは54％で、猿払や常呂と比較して大きいとは言えない（図 3）。サケ定置（5.8億）、

ケガニ篭（2.0億）、底建網（1.5億）、マス小型定置（1.0億）などといったホタテ以外の多様な漁業種の

図３　沙留漁協のホタテ漁業水揚金額とその割合の推移

表４　沙留漁協の年齢階層別正組合員数の推移

単位：人、％
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存在も大きく、近年、ホタテ水揚金額が停滞傾向にある中、それ以外の漁業の割合はさらに高まってい

る（図4）。

２）ホタテ種苗（養殖による稚貝生産）の調達

放流用のホタテ種苗（稚貝）は、地区内生産分は11名の正組合員が専業的に営む養殖経営（一部共同

経営を含むため経営体数は 8である）により年間約 1億枚が生産されている。しかし、外海に面する漁

場条件から、湖内養殖が可能な常呂などと比べて稚貝生産条件が必ずしも最適ではなく、地区外からの

調達枚数が若干上回っている。

その他の漁場条件（海面の広さ・底質など）からもホタテ漁業のさらなる拡大生産の可能性が高いと

は言えず、最も重要な漁業であるものの、それのみに依存しない多種多様な漁業に支えられている地区

だと見ることができる。

なお、ホタテ漁業以外の主要漁業種であるサケ大型定置、ケガニ篭などはそれぞれ数グループごとの

共同経営で行われており、各漁業収入はプール計算によりそれぞれの経営者間で均等配分されている。

これら主要漁業種の共同経営者として配分に与ることができる正組合員がいる一方で、小規模な漁業権

漁業などを主な着業種とする正組合員も一部にいて、組合員間で漁業経営収入の格差が見られる。こう

した格差を是正するために、漁業種間で兼業禁止や統数制限など様々な制限事項が設けられている。例

えばサケ定置の経営者はマス小型定置などの着業が認められず、底建網も統数制限されている。

以上の地区漁業の特徴を踏まえ、ホタテ漁業生産の概要を見ていく。

（３）ホタテ漁業生産の概要

１）生産部会組織と操業形態

オホーツク沿海地域のホタテ漁業（輪採制による地蒔養殖）においては、共同漁業権漁場を長期的・

広域的に利用し、稚貝調達・放流にも莫大な資本投下や労働力を要する。そのため、ホタテ漁業は個別

経営にはなじまず、ホタテ資源を組合員共有の財産として位置づけ、費用・労働（稚貝放流作業など）

は共同で負担、利益も共同で分配するという共同経営的な理念のもとで発展させてきた歴史がある。そ

図４　沙留漁協における主要漁業種別水揚金額の推移
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のため、組織形態や漁業労働負担などに差があっても、各漁協で部会あるいは協業体などが設けられ、

共同的なホタテ漁業が行われている。

沙留漁協においては、漁協正組合員の96％を占める103名（2008年現在）が構成員となって組織する

「ほたて漁業生産部会」（以下、「部会」、「部会員」と略す）によって、地先海面への稚貝放流による四

輪採制のホタテ漁業が運営されている。「部会」は「さけ定置部会」など他の漁業種類別組織と同様に、

漁協内部の組合員組織の一つという位置づけである。正組合員の大半によって組織され、稚貝購入資金

をはじめとしたホタテ漁業にかかわる諸経費を全員で負担し、利益を配分する。年次の収支決算書も作

成している。

ホタテの操業船は全11隻（20トン未満船）で、うち 8隻が組合員の所有船、3隻が漁協所有船「さる

る丸」である。組合員の所有漁船は「部会」が直接用船し、用船料や船頭・乗組員の人件費など諸経費

を支出している。また、漁協所有船については、将来的なホタテの増産体制（年間水揚げ2万トン規模）

を見込み、操業船増隻を計画した際、その建造費・維持費を一部の組合員の直接負担とするのを避ける

ために漁協所有船として建造してきた経緯がある。それら漁協所有船についても減価償却費見合いの額

を「部会」の年間支出項目（漁協所有船の用船料）として計上している。

その年の生産規模＝輪採漁場への稚貝放流規模などにより、実際の稼働隻数は11隻より少ない年もあ

る。また、操業船 1隻当たりの漁獲量下限を日産16トン（殻付重量）と定めており、それ以上に達した

段階で帰港し水揚げする。

1隻当たりの乗船人員は船頭および乗組員の 5名体制で、各船頭が乗組員の人選を行う。この人選へ

の、漁協や「部会」の関与はほとんど無いという。また、「部会員」のうち操業船に直接乗船している

のは十数名との事で、他の乗船者は「部会員」の後継者（後述の権利承継予定者）を含む漁家子息（非

組合員）か、紋別や雄武などの地区外居住者である。

乗組員の定年は59歳である（漁協組合員および「部会」自体には定年制は無い）。

２）生産規模

過去10年の稚貝放流規模は2.1～2.3億枚/年である。先述のとおり、その 4割程度は専業養殖漁家の生

産による地区内調達分（0.8～1.0億枚）である。5割以上は地区外調達で、うち新星マリン漁協（留萌

市）や増毛
まし け

漁協（増毛町）など道北地方日本海側から0.75～1.0億枚、網走支庁管内の他漁協から0.4～

0.5億枚を購入している。2008年の放流実績は地区内産1.05億枚、日本海産0.79億枚、網走支庁管内産

0.37億枚の合計2.21億枚であった。

こうした稚貝の養殖生産規模および購入計画は、漁協理事会の決定事項である。なお、道産の稚貝購

入単価は道ほたて漁業振興協会の統一値決めにより、1枚 3円に固定されている。

ホタテの水揚規模は1983年は 4千トン弱であったが、以後急増し1990年に 1万トンを超え、2003年に

2.2万トンとピークに達した。しかし、翌2004年冬期に発生した大型低気圧に伴う大時化によりホタテ

漁場にも被害が及び、放流貝の大量斃死をもたらした。その影響で数年後の水揚げは大幅減産（2006年

1.26万トン、2007年0.72万トン）を余儀なくされた。2006年秋にも大時化があった。2008年は1.45万ト

ンに回復したものの、こうした自然災害によるホタテの減産が不安要素となっている。（近年、冬期の

流氷接岸が少なく海面結氷が進まない結果、海が荒れやすくなっているという）
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（４）「部会」によるホタテ漁業収益の配分

「部会」においてはホタテ漁業生産の収支を単純プール計算し、その余剰分を「人権
にんけん

」（権利上限100

点＝「一人権」）と呼ぶ持分権を単位として均等割し、「部会員」に配当金として分配している。

その収支および配分の概要は下記のとおりである。

１）収入項目

水揚げしたホタテの市場販売収入（鮮貝および貝柱製品）など。

２）支出項目

① ホタテ操業船人件費：一般乗組員の場合、基本給＋歩合給で月100万程度（年間500～600万）。2008

年の 1隻当たりの「給料手当」総額は平均2,540万であった。

② 用船料：月70～80万×年間 7～ 8か月（年間500～600万）。2008年の 1隻当たり「用船料」（組合所

有船除く）は529.2万であった。

③　組合脱退共済金の支払い（後述）

④　その他：市場販売手数料、燃油費、漁具費など

３）収支計算方法

上記1）の収入総額と 2）の支出総額との差引きから得られる利益総額を「人権」の合計で均等割し、

それぞれの配当金を算出する。また、稚貝の購入や放流に要した費用は「部会員」による、漁協指導事

業の繁殖保護費にかかわる「負担金」および「償還金」という形で人権に応じた額で負担する形をとり、

上記配当金からの両経費の天引きにて徴収される。これら「負担金」と「償還金」の総額は、2008年の

収支決算では 1人権で約750万円という大きなものとなっている。さらにその残額から漁協の備荒貯金

（3％）などの天引貯金を差引した金額が最終的な配当となる。

４）「人権」（配当金持分権）の計算方法

一人権＝100点満点は以下の 3種類の基準の合計点数である。

①　行使年数　：20点満点（権利行使 1年で 4点加算。5年目で満点）

②　漁協出資金：30点満点（権利者の平均出資金額の70％を30点とする）

③　出荷高　　：50点満点（権利者本人または漁協理事会が認める「後継者」が直接乗船

かつ許可を有する漁業の過去3ヶ年の平均出荷高の70％を50点とする）

以上のとおり、点数計算においては、自ら乗船し各種漁業生産に寄与した水揚金額など（出荷高）に

重点が置かれている。なお、この出荷高については、1990年代後半に「後継者登録制度」が設けられ、

権利者が正組合員の後継者として漁協に登録申請し漁協理事会が承認した者（子息または娘婿 1名）の

直接乗船分については、出荷高計算に計上できるように定められた。現在、この「後継者」として27名

が承認・登録されている。

一方、収益性の高い漁業種を直接経営できない「部会員」は、「人権」点数計算上の出荷高を増やす

ために、有力漁業者と組み共同経営を行うケースも一部にある。その場合、出荷高（点数）の調整を踏

まえた上で、共同経営における収入配分や費用負担の割合を双方で協議・調整するという（漁業者への
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ヒアリングによる）。

2008年では、「部会員」103名のうち100点が89名、出荷高あるいは出資金不足などにより100点に満

たない者が14名（0.5人権～0.99人権）で、合計99.13人権であった。

５）2008年の実績

2008年のホタテ漁業生産は、収入総額19.08億円、支出総額8.38億円で差引き10.7億円の利益であった。

これを99.13人権で割ると、1人権あたり1,080万円となる。そこから上記の「負担金」および「償還金」、

備荒貯金などを差し引いた結果、1人権あたりの配当は264.7万円となっている。

この配当金はホタテ漁業収入の良い年では、500～800万円にもなったという。しかし近年は、自然災

害による不漁などの影響でホタテ漁業収入が低下傾向にあるため、配当金の額も落ち込んでいる。

（５）組合脱退共済金制度の改定

「部会」では、ホタテ漁業利益分配の一形態として、漁業引退者、高齢者などに対する福利厚生的な

側面から「組合脱退共済金」制度も設けている。これは、「部会員」が漁協から脱退する場合（当然、

本人は「部会員」でもなくなる）、「脱退共済一時金」または「脱退共済年金」のいずれかを選択し、給

付を受けるという仕組みである。

この制度は昭和60年代に導入されたものだが、前述のとおり近年、ホタテ漁業生産が停滞傾向にある

ため、「部会」の収支構造を見直し、将来的な共済金支出の増大を抑制するため、2000年から改定論議

を開始した。その結果、2002年に制度改定し、2003年以降の給付条件を厳しくした。改定後の脱退共済

金は下記の1）、2）のとおりである。

1）脱退共済一時金：脱退時の「人権」を基準とした毎年の配当金見合額を、脱退の次年度より 3ヶ年

支給。

2）脱退共済年金：脱退時の「人権」を基準とした毎年の配当金見合額の一定割合を、脱退の次年度よ

り15年間支給（ 1～ 5年目20％、6～10年目15％、11～15年目10％）。

なお、いずれかを選択したら途中変更は不可である。

この改定に際しては、既得権者尊重および脱退勧奨策として、2003年10月31日を期日として組合脱退

届けを提出した者に限り、上記 1）または2）の改定支給基準に対して上乗せ支給をする優遇措置を採

った。その結果、18名の正組合員が組合を脱退した。その多くは、後継者のいない人か高齢で自ら乗船

できないために、出荷高点数が無いことによる配当人権の少ない者である。

（６）まとめ　－後継者事情など－

沙留漁協の正組合員数の推移を見ると設立時の153名から漸減していき、2002年までほぼ120～130名

台で維持されてきたことから、経営者組合として正組合員数の拡大を抑制してきたことがうかがえる。

先述のとおり「後継者登録制度」により、子息または娘婿 1名は将来的に正組合員として漁家の漁業経

営を継承できるが、それ以外の子息が正組合員になろうとする場合、分家など親と世帯を別にして独立

した漁業経営者となることでその道は開ける筈である。しかし、実際にはそうしたケースは多くないと

の事である。多くは漁業従事者になるか、漁業外就業などを選択している。漁業従事者として准組合員

となっている者のうち「登録後継者」以外の漁家子息が 5名、また地区外出身者で沙留地区に居住して
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図７　沙留漁協におけるホタテ（成貝）の水揚量と単価の推移

図６　沙留漁協におけるサケ水揚量と単価の推移

図５　沙留漁協におけるケガニ水揚量と単価の推移
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漁業従事している者が 4名とのことである。いずれも正組合員になるには今のところハードルが高いよ

うである。

こうした背景として、サケ定置（経営者免許）やケガニ篭（知事許可）など比較的収益性の高い漁業

種の着業可能統数が限られている条件のもと、その他の共同漁業権漁業種などとの兼ね合いから、可能

な範囲で組合員間の漁業経営収入格差の是正を図ろうとする漁協による漁業調整策がある。「部会」に

よるホタテ漁業利益の分配も、そうした収入格差是正の一助という意味合いがあるという。こうした漁

業調整と利益配分の仕組みは、配分に与る者の人数をある程度制限することによって維持され得るもの

である。

ここで主要水揚魚種であるケガニとサケ、ホタテ成貝について1989年（平成元年）以降の水揚量と単

価の推移を見てみる。ケガニでは1995年以降は水揚量に関係なく、単価が低下傾向にあることが分かる

（図5）。サケとホタテ成貝の方は、水揚量に反比例して単価が上下する傾向が見られるが（図6、図 7）、

ホタテでは図 3でも示されたとおり近年の生産動向が不安定で、その結果としてホタテ漁業の配当金が

低下傾向にある。その背景には水揚金額や単価が市況により変動（年によっては低迷）しても、稚貝調

達コストは固定的であるというホタテ漁業の特徴がある。以上のような主力水揚魚種の生産動向からも、

しばらくは漁協正組合員数＝「部会員」の抑制傾向は続くものと見られる。

先に述べた組合脱退共済金制度の改定なども、後継者のいない、すなわち「後継者登録」により出荷

高点数の確保が望めない者あるいは収益性の高い漁業種の経営に与れない者で、その一方ホタテ稚貝調

達に関わる高額な費用を毎年負担しなければいけないような「部会員」などの、組合からの脱退を結果

的に促した。表 4で2002年から2003年の正組合員数の変化を見ると、70歳以上階層の減少数が最多の14

名であることから、後継者のいない高齢者層を中心に組合脱退があったと見られる。

こうした抑制策の結果、有力漁業経営者層を主体にした構成員で今後も同じ生産規模でホタテ漁業を

継続していく場合、現状よりさらに人数が減ればその分、個々の負担経費は増大することになろう（稚

貝調達費用など多くの費用が固定的であるため）。しかし配当金も相応の額を得られる可能性があり、

ホタテ漁業以外についても限られた海面・資源に対して種々の漁業が錯綜して利用している現在の状況

では、漁協の方針としてある程度までの組合員数の絞り込みが指向・容認されているようである。今後

の後継者の確保や継承関係もこうした漁協の組織維持策が、引き続き大きく影響してくるものと思われ

る。

＜参考・引用文献＞

・『興部町百年史』（興部町史編纂委員会、1993年）

４．常呂漁協地区における漁業就業

（１）地域漁業の概要

常呂漁協は経営者組合であり、1漁家 1組合員となっている。2008年12月末現在、正組合員162名、

准組合員42名、合計204名が所属している。主な漁業は、ホタテ漁業、サケ・マス定置網、毛ガニ篭で

ある。なお、共同漁業権漁業は正組合員に限るとしている。

ホタテ漁業の着業者数162名、サケ・マス定置網の着業者数162名であることからも分かるように、当

地区の正組合員は、「ホタテ漁業とサケ定置あるいはマス定置」との組み合わせ経営を行っている。こ
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れは次項でも触れているが、外海ホタテ漁業への着業要件のひとつに「サケ定置への乗船」が挙げられ

ているためである。

（２）組合員制度

１）漁家継承

常呂漁協は経営者組合であり、1漁家 1組合員となっている。親から子へと漁業権が継承されており、

漁家の長男以外は経営者になることはできない。このため、長男以外の男性は乗組員（定置網、ホタテ

養殖、外海ホタテ等）、あるいは漁業以外の職を選択する必要がある。

男子が生まれなかった漁家では、娘婿をもらって継承する必要があり、実際にこうしたケースが数例

見られる。後継者を確保できなかった漁業者のなかには、養子縁組して権利を継承するケースが見られ

るようになったことから、養子縁組による権利継承は原則として認めないこととなっている。

こうした取り決めに加えて、ホタテ漁業からの利益配分の仕組みも非漁家出身者の新規参入を阻む要

因となっている。つまり、ホタテ漁業へ着業しても10年間は一切、収入が得られない一方で、多額の投

資が必要になるという利益配分システムが、既存漁家の既得権を擁護する機能を有していると見ること

ができる。

２）非漁家出身者の新規参入

時折、漁家後継者以外の者から新規参入の可能性について問い合わせを受ける。漁協としては、事業

計画を出されれば受けざるを得ない。ホタテやホッキなど共同漁業権漁業は正組合員に限るとしている

ので、一本釣りなどの自由漁業を目的ならば受け入れ可能であると回答している。

ただし、一本釣りなどの自由漁業だけでは生計を維持することは難しく、実際に漁家後継者以外の参

入は長らく見られない。組合員数は減少傾向にあるが、既存漁業者一人あたりの事業規模を拡大できる

ため、問題視していない。

３）定年の設定と福祉厚生制度

漁協では、「60歳」をホタテ漁業からの定年としている。定年後は、いくつかの福祉厚生制度によっ

て、高齢漁業者に対して手厚い生活支援が実施されてきた。

第 1は、年金制度である。年間2,000円を自己負担すれば、引退後に年金として、「加入年数 1年×

6,000円」を10年間支給するという制度である。例えば20年間加入した漁業者は自己負担金 4 万円

（2,000円×20年）で、引退後、年間12万円（6,000円×20年）を10年間、総額120万円の年金を得られる

計算になる。第 2は、医療共済制度である。医療費の自己負担分を全額、漁協で負担する制度が設けら

れてきた。第 3は、ホタテ年金である。1971年より外海ホタテ漁業の年金として、20点分の配当が設定

されてきた。

しかし、定年を迎える漁業者の増加によって、漁協の支払総額が増加するようになった。1999年の組

合長交代を機に、年金制度、医療共済制度を廃止、ホタテ年金の縮小を断行した。現在、高齢者への福

祉厚生として存在するのは、ホタテ年金制度のみである。そのホタテ年金制度も1999年に一部改正され、

配当期間が設けられた。経過措置が終了した2005年以降、20点分の配当を10年間にわたって支給するこ

ととされている。また、ホタテ年金を受給した漁業者は、原則として准組合員として扱われることにな
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り、共同漁業権漁業を営むことはできない。

（３）ホタテ漁業の概要

１）生産

①　養殖ホタテ漁業：種苗生産

当地区では、放流用のホタテ生産を「養殖ホタテ漁業」と呼んでおり、162名の漁業者が養殖ホタテ

漁業を行う権利を有している（つまり、全正組合員が養殖ホタテ漁業を営む権利を取得している）。養

殖ホタテ漁業を営むためには、①正組合員であること、②誠実に漁業を営むものであること、③同一家

族に同様の漁業を営むものが居ないこと、④漁業以外の事業を主として営んでいる・従事しているもの

ではないこと、⑤第3者の承認を受けたものであること、などの条件を満たすことが必要である。

かつては、養殖ホタテ漁業を営むためには「種苗生産以外の漁業からの水揚げ金額300万円以上」と

いう条件が課されており、漁業者はカレイ刺網やホッキ漁などを兼業していた。しかし、魚価低下によ

ってこの基準を満たすことができなくなったため、1999年より「誠実に漁業を営むものであること」と

いった条件となった。

また漁協は、ホタテ漁業者に対して放流用の種苗（殻長3.5㎝以上）を年間200万粒生産することを義

務として課している。ただし、生産方法はそれぞれの自由であり、自身で種苗を生産するケースが大半

を占めるが、雇用者を用いて種苗を生産するケースもわずかに見られる。

ホタテの種苗生産を行う漁業者組織として養殖ホタテ部会がある。養殖ホタテ部会の役割は、おもに

ふたつある。第 1は、成貝の荷揚げ調整である。部会員の多くがホタテの成貝養殖を営んでおり、一度

に水揚げしたら処理できないため、それぞれの荷揚げ量を調整している。第 2は、トラブル発生時の内

部調整である。種苗生産の過程で、200万粒に達しそうもないことが事前に分かれば部会で対応する。

なお、種苗生産の手順は次の通りである（もっとも、種苗生産の時期については経営体によってやや

異なっており、マス定置を営む組合員はマス漁の繁忙期とホタテ種苗の仮分散・本分散と重なるため、

種苗生産の時期がややずれる傾向にある）。まず 5月末頃から採苗を開始する。春の採苗は 5名体制で 4

日間、9月の本取りは 6名体制で10日間ほどの労働となる。各経営体が一斉に労働力を雇用して採苗を

開始することから労働力の確保が大変であり、派遣業者に依頼するケースもあった。現在は、農業従事

者や周辺の人々（学生）を雇うことが多い。賃金は男性 1万円（海上作業者1.2万円）、女性8,000円が基

本であり、交通費や食事代といった手当は経営体によって異なる。

採苗したホタテ貝が 1㎝くらいに成長したところで取り込み、7月末から 8月にかけて仮分散、9月

に本分散する。

種苗の生産海域（サロマ湖）については、各経営体へ特定区画漁業権が割り当てられており、毎年決

まった場所で生産することが原則である。漁協では、当事者同士で生産海域を交換したり貸したりする

ことを認めているが、引退 3年前からは交換禁止としている。仲間内で優良漁場が継承されることを防

ぐことがその目的である。なお、1経営体に認められる種苗生産施設は、100mロープ17本である。ロー

プ 1本に50連が目安であるが、何連つり下げるかはそれぞれの判断に委ねられている。成貝養殖を行っ

ている漁業者については50本前後まで認められている。

春、サロマ湖で育成した種苗（平均 5㎝）を採りあげて精算する。2008年までは 1トン15万円で計算

しており、大きな種苗を生産すればするほど収入へ反映するシステムであった。しかし、2008年は種苗
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の成長が悪く、生産トン数が少なかったことから、2009年よりトン数と粒数を併用して精算することと

なった。

そして 5月中旬から下旬にかけて放流する。漁協の理事会において種苗放流の日時を決定し、養殖ホ

タテ漁業を営む漁業者総出で実施する。それだけでは労働力が不足するため、雇用者を用いて総勢

2,000名体制で放流を行う。

なお、養殖ホタテ漁業からの売り上げは、それぞれの生産が反映される仕組みとなっている。2008年

までは種苗の総重量、2008年以降は種苗の総重量と粒数を併用して精算する。

②　外海ホタテ漁業：成貝漁獲

当地区では、地まきしたホタテを漁獲する漁業を「外海ホタテ漁業」と呼んでおり、162名の漁業者

が外海ホタテ漁を行う権利を有している（つまり、全正組合員が外海ホタテ漁業を営む権利を取得して

いる）。外海ホタテ漁業を営むためには、①正組合員として 5年を経ているもの、②同一家族に同様の

漁業を営むものが居ないこと、③大臣許可漁業を営んでいないこと、④ホタテ種苗の生産実績が 3年あ

ること、⑤ホタテおよびサケ定置漁業に乗船したものでホタテ種苗生産委託金を支払いしたもの、⑥漁

業以外の事業を主として営んでいる・従事しているものではないこと、⑦第3者の承認を受けたもので

あること、などの条件を満たす必要がある。

外海ホタテ漁にかかわる基本方針（船頭の選出、資源調査、操業開始・終了日時、漁獲目標、操業方

式、利益配分方針など）は漁協が決定する。たとえば、「1.8ノットで曳くこと」、「400ｍ以上曳かない

こと」、「 1日のノルマ22トン/隻」といった規則があり、監視船が規則の遵守状況をチェックする。

なお、船頭（13名）や雇用者（65名）の管理、悪天候時の出港判断、操業管理などは、外海ホタテ漁

の権利者（約160名）の中から選出される代表者（操業委員長）が担当する。

漁船は15トン未満の小型機船底曳網船を用いる。かつては漁船を船主から借りて漁獲を行っていたが、

用船料の支払いによって特定の組合員に利益が偏ることとなった。こうしたことから1979年、ホタテ漁

業の権利者186名で漁船12隻を共同所有する形態をとった。2004年からは、漁協が新造した13隻の漁船

を利用事業の一環として養殖ホタテ部会へ貸し、ホタテ漁業が行われている。減価償却費に相当する用

船料を養殖ホタテ部会が支払っている。

労働力は、雇われ船頭と乗組員である。放流したホタテを漁獲する権利はホタテ経営者が有している

ものの、種苗生産で多忙であり成貝の漁獲を行うのは無理があることから、実際の操業は雇われた船頭

と乗組員が操業するのである。1隻あたり 6名体制（船頭 1名、乗組員 5名）で合計13隻78名によって

漁獲を行っている。なお、乗組員を確保するのは船頭の役割である。船頭は地元や周辺を中心に労働力

を募っており、ホタテ漁業者は船頭が確保した乗組員を 4月から12月にかけて雇用する。毎年、募集を

かけるが、よほどのことがない限り同じ人を採用する。雇用される労働者の年齢層は20歳代後半から50

歳までである。体力的にかなり厳しいことから若い人が多い。

雇用者を全て雇用保険へ加入させ、雇い止めとなる 1月から 3月は保険金を受けさせている。給与は

基本給（約30万円）と歩合給である。歩合給は船ごとに計算して支払うため、年間10万円から15万円ほ

どの差が発生する。9ヶ月間の給与は、一般乗組員（39名）の場合、基本給270万円と歩合給230万円前

後、合計500万円前後である。甲板長（13名）は1.1倍、機関長（13名）は1.2倍、船頭（13名）は1.5倍

に設定されている。かつては歩合給であったが、現在は基本給と歩合給の組み合わせである。なお、給
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与については毎月支給するが、歩合給の一部を積み立てておいて、雇用期間終了後に支給することにし

ている。これは雇用期間中の離職率を下げることが目的である。

主な作業は、漁具投入、漁具を曳く、漁具をあげる、ホタテを大きさ等によって5種類ほどに分別す

る、漁獲後のホタテを水槽へ入れる、である。満船になったら帰港するというルールであるため、船頭

次第で操業時間に差が出る。漁の初期は資源が豊富であることから午前 5時から 3時間程度、後半以降

は午前 5時から午後 4時頃まで操業するケースも見られる。

外海ホタテ漁業からの利益については、点数制によって配当する仕組みである。総権利数を20,000点

として、加入年数、出資金、種苗生産状況、水揚出荷高などによって個々の配分を決定する。利益配分

に最も大きく影響するのが「加入年数」である。漁協に加入してホタテ漁業を新規に開始した場合、漁

協へ加入後10年間、配当はゼロである。11年目にようやく10点から始まり、100点満点の配当を受け取

ることができるのは新規参入から20年後のことである。この間、種苗生産施設、漁船、倉庫などへ多額

の投資が必要であり、ホタテ漁業へ新規参入するのは経済的負担が大きい。つまり、この点数制は非漁

家出身者の新規参入を排除するよう機能しているとも言える。

ホタテ漁家の後継者の場合、漁協へ継承を申請してそれが認められれば、親の持ち点を継承すること

ができる。後継者に男子がいない漁業者については、女子（独身であって同一戸籍内にあるもの）、娘

婿に対して持ち分を譲渡することが認められている。ただし、この場合、その女子、娘婿は譲渡人の家

業を 2年以上誠実に行うことが求められる。また、漁協の地区内外で漁業以外の事業を経営・従事して

いたものが持ち分を継承する際、譲渡する側が死亡あるいは老齢等のやむを得ない理由がある場合は、

持ち分全てを継承することができる。それ以外の場合は、持ち分の60％を継承することができる。

③　成貝養殖

当地区では、成貝までホタテを養殖する漁業を「成貝養殖」（耳吊り式）と呼んでおり、121名の漁業

者が成貝養殖を営んでいる。成貝養殖に用いる種苗は、放流義務200万粒を出荷した後の余剰分である。

1経営体あたりの生産規模は 7万粒から30万粒であり、噴火湾に比べると生産規模は遙かに小さい。生

産規模が小さいことから家族労働が中心である。

なお、以前は140名近くの漁業者が成貝養殖を営んでいたが、成貝の価格が下落したため、成貝養殖

を中止して余剰分を種苗として販売する漁業者も見られるようになった。1年で代金回収できる点も種

苗販売のメリットとされている。

２）外海ホタテおよび成貝養殖の出荷処理

外海ホタテ漁、成貝養殖で生産したホタテの処理は、地元と近隣地区で行う。網走、常呂、佐呂間、

湧別、遠軽などに仲買人が20業者以上存在する。処理能力は 1日あたり 1トンから40トンまで幅がある。

漁協も自営工場を構えており、その処理能力は 1日あたり生鮮20トン、干し貝柱40トンである。漁協で

は加工場を常にフル稼働させて効率性を高めることを目的に、外海ホタテ船に対して「 1日のノルマ22

トン/隻」といった基準を設けている。

現在の単価は94円/㎏であり、1枚あたり約20円である。2008年の経済危機以降、価格はやや下落し

ている。とくに干し貝柱の価格下落が著しく、前年比70％前後で推移している。

用途は、干し貝柱、生玉、玉冷、むき身である。成貝養殖で生産したホタテは、外見が地まき式のホ
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タテよりも劣るため、殻付きでの出荷はしない。干し貝柱へ向けられることが多い。また、成貝養殖に

よって生産したホタテは砂を噛んでいないため、むき身出荷も行われている。

漁協の自営工場では干し貝柱の生産が中心である。また、漁協の直販店では殻付きホタテを販売して

いるが、その出荷量は全体の 1％にも満たない。直販店では 1枚60円で販売しており、加工業者への販

売単価よりも 1枚あたり40円ほど高く売ることができる。しかし、直販店での販売量は限られているう

え、砂出し、梱包、スチロール、クレーム処理など多くの作業が必要になるため、消費者への直接販売

は容易ではない。

仲買人が購入したホタテについては、玉冷が中心である。処理能力の小さな業者は生玉中心、大きな

業者は玉冷中心といった傾向にある。

（４）労働力確保

当地区のホタテ漁業において雇用労働力が必要になるケースは、①外海ホタテ漁業の船頭・乗組員、

②採苗、③種苗放流、である。

外海ホタテ漁業は 1隻 6名体制、計13隻で行われているが、漁船の乗組員の確保については雇用され

た船頭に委ねられている。船頭は地元や周辺を中心に労働力を募っている。給与水準を 9ヵ月550万円

（残る 3ヵ月は失業保険で対応）と高めに設定することによって、労働力を安定的に確保している。

春の採苗は 5名体制で 4日間、9月の本取りは 6名体制で10日間ほどの労働となる。各経営体が一斉

に雇用することから、労働力確保に苦労するのが現状である。また、時期によって必要とする労働者数

が異なるため、短期雇用となる場合が多い。男性を雇用する場合、フォークリフトやトラックに乗って

作業する場面があるので、作業を熟知する人を雇用する。女性を雇用する場合、顔見知りの婦人、近隣

で時間に余裕のある人に依頼することが多く、毎年、同じような人を雇用している。ただ、最近は学生

（東農大、北見工大）を雇用するケースが増えている。また、派遣会社に依頼するケースも見られる。

種苗放流時には2,000名の体制で実施する。漁業者総出で放流事業を実施するが人手が足りないため、

雇用者を大量に用いて放流事業を行う。しかし、同時期に他の漁協も一斉に放流事業を実施するので、

労働力の確保に苦労している。

賃金水準は男性 1万円（海上作業者1.2万円）、女性8,000円が基本であるが、交通費や食事代といった

手当を支給することによって労働力の安定確保を目指す経営体も見られる。

（５）労働スケジュール

以下では、常呂漁協の正組合員であり、ホタテ漁業に着業する2名の年間労働スケジュールについて

見てみる。

１）Ａ氏

＜ 1月～ 3月：漁具の修繕・作成＞

結氷する 1月から 3月は、漁業の閑散期にあたり、ゆったりと過ごすことが多い。ホタテ種苗を採捕

する漁具修繕・作成、ホタテを耳吊りするためのピン刺し作成などを行う。漁具の修繕作業については

閑散期である 1月から 3月はもちろん、ほぼ周年に渡って行う。たとえば、種苗生産に必要な座布団の

数は 4万枚を超え、その修繕や洗浄には多くの時間が必要となる。修繕を外部委託すると、満足できる
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修繕レベルでないことも多いため、自身で行っている。

＜4月～ 5月上旬：漁船の整備、成貝養殖開始、漁具洗浄・修繕＞

陸揚げした漁船の整備を行い、15日ごろから海上作業を開始する。まず、サロマ湖に沈下させた施設

を浮上させる。夜明けから作業を開始、午後3時過ぎまでかかることもある。そして、座布団で育成し

た種苗のうち、成貝養殖するものをポケットへ移す。空いた座布団の洗浄や修繕を行う。

＜5月20日～ 5月下旬：種苗放流＞

2週間ほどかけて種苗放流を実施するが、この時期が最も忙しい。朝 1時に起床し、朝 3時より出港

してサロマ湖より種苗をとりあげる。とりあげた種苗を種苗放流船に積む（実際の放流作業は外海ホタ

テの役割）。積み込み作業は午前11時頃まで続く。体力的に厳しいため、午後は休みとしている。

＜6月上旬～ 7月中旬にかけて：採苗器の投入、漁具の洗浄・修繕＞

採苗器を投入する。波浪の穏やかな朝方に出港して、昼頃には作業を終える。うまく種がつけば短期

で終了するが、種がつかないと長期にわたり体力的に厳しくなる。その後は、座布団の洗浄・修繕など

を行う。漁具の修繕は女性（妻、母）が行う場合が多い。

＜7月末：仮分散＞

3日から 4日かけて仮分散を行う。朝方から作業して昼頃には終了する。成貝の出荷作業と重なると

多忙になる。

＜8月：成貝出荷、漁具の洗浄・修繕＞

仮分散が終了したら、2週間かけて養殖生産したホタテを出荷する。4名ほどの体制で実施する。成

貝出荷終了後は、ポンプやポケットの洗浄を行う。漁具の洗浄は 3名から 4名体制（本人、妻、雇用

者・男性）で2日間ほどで終了する。

＜ 9月：本分散、耳吊り作業、漁具の洗浄・修繕＞

9月 1日から本分散を行う。本分散は 5名体制で10日間ほどで終了する。9月20日ごろから成貝養殖

の耳吊り作業を開始する。操業から開始して、女性は午後 1時、男性は 2時から 3時を目安に切り上げ

る。7名から 8名体制で 1週間から10日ほどで終了する。空いた時間は漁具の洗浄・修繕に充てる。

＜10月～12月上旬：漁具の洗浄・修繕、ホッキ漁、養殖施設の沈下、船揚げ＞

耳吊り作業終了後、ホタテ種苗を育成したポケットの修繕・修理を行う。また、10月よりホッキ漁を

行う。2軒で漁船を 1隻だし、2名体制で操業する。海が静穏であれば毎日出漁する。夜明けから午後1

時まで操業することが多い。空いた時間に漁具の修繕作業を行う。さらに、11月 5日頃までに種苗・成

貝養殖施設を水面下へ沈下させる。この作業は 3名体制で 1日ほどで終了する。そして漁船を11月15日

を目処に陸揚げする。

２）Ｂ氏

＜1月～ 3月＞

結氷する 1月から 3月は閑散期にあたる。ホタテ種苗を採捕する漁具修繕・作成、ホタテを耳吊りす

るためのピン刺し作成などを行ったり、税務申告書の作成を行ったりしている。

＜4月～ 5月上旬：漁船の整備、成貝養殖開始、漁具洗浄・修繕＞

陸揚げした漁船の整備を行い、15日ごろから海上作業を開始する。

＜ 5月18日～ 5月下旬：種苗放流＞
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2 週間ほどかけて種苗放流を行う。

＜ 6月：漁具の洗浄・修繕、仮分散の準備、マス定置網の準備＞

種苗生産で使い終わった漁具の洗浄・修理、仮分散に向けて採苗器やチョウチンの準備を行う。また、

マス定置網の準備も併せて行う。この期間は漁業操業は行わない。

＜7月10日～20日：成貝出荷＞

マス定置網の操業が始まる前までに、成貝出荷を終える。

＜7月20日～ 9月12日：マス定置網、仮分散＞

7月20日ごろから本格的にマス定置網操業を開始する。波浪が穏やかであれば日曜日を除き操業する。

2隻 5名体制で実施するが、大漁が続けば追加雇用する。操業時間は午前 4時から午前 7時くらいまで

であるが、漁場の往復に1時間かかるため、沖合での作業時間は2時間程度である。

なお、7月下旬から 8月上旬にかけて仮分散を行うが、マス定置網の作業と重なるため多忙となる。

＜9月上旬～ 9月末：本分散、耳吊り作業＞

9月10日頃から10日間ほどかけて本分散を行う。午前 4時から午後 2時過ぎまで行う。本分散終了後

は成貝養殖の耳吊り作業を9月末まで行う。この作業も、午前4時から午後 2時過ぎまで行う。

＜10月：漁具の修繕＞

ポケット、座布団、耳吊りに使うピン刺しといった漁具の洗浄・修繕を行う。妻と 2名で行ってきた

が、今年から息子が帰ってきたため3名体制で行うことになるだろう。

＜11月～12月：採苗器の作成、養殖施設の沈下、船揚げ＞

翌年の採苗器の作成、サロマ湖の養殖施設の沈下、船揚げ作業を行う。

（６）外海ホタテ漁などを自ら営むのは可能か

かつてはホタテの種苗生産を行うと同時に、外海ホタテ漁やサケ定置網に乗船するケースが多かった。

しかし、現在は種苗生産の義務数量が200万粒と多く、種苗生産や採苗に時間がかかるようになったた

め、自ら外海ホタテ漁やサケ定置網を行う時間的余裕はないと判断されている。

仮に外海ホタテ漁やサケ定置網に乗船すれば、種苗生産の義務数量を達成するために労働者を雇用す

る必要がある。それであれば、種苗生産を自ら行い、外海ホタテ漁やサケ定置網で労働力を雇用する体

制とかわりがないことに加えて、外海ホタテ漁業の生命線である種苗生産を他人任せにすることには不

安が残ることが指摘されている。

こうしたことから、種苗生産は自ら行い、外海ホタテ漁は雇用労働者に任せるといった現体制が良い

と判断されている。
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１．課題

漁業就業がなされるか否かは、地域労働市場の構造と水準とともに、労働力の追加投資の効率性によ

って規定されることは言うまでもない。投資効率の限界を規定する諸要因として、個別漁家の家族労働

力構成と分業・協業の編成条件、および漁場利用条件があるが、この二つの要因は相互に関連している。

個別漁家の経営目標が家族生活の再生産である限り、それを保障することが漁場利用形態を正当化する

論理の基軸に置かれることになるからである。例えば、漁場利用機会の単なる均等配分は、ライフサイ

クルに対応した家族労働力の再生産動態を無視することになるし、追加投資の可能性を制約することに

なるであろう。他方で、個別漁家の投資効率の最大化を求めれば、漁場用益権の集積によって周辺的な

立場にある漁家の排除をもたらし、地域漁業の生産力的・社会的な前提条件を掘り崩すことになりかね

ない。

問うべきは、これらの要因間のバランスを規定する条件は何かという点にあり、個々の地域の実情に

即していかなるバランスがどのようにとられていくのかを明らかにすることにある。それによって世代

継承の地域的な（＝漁場利用単位に即した）条件を検討することができるであろう。

そこで、小論では資源管理の水準や漁場利用の共同性が相対的に高い地区を対象としてとりあげ、そ

こでの世代継承問題の構造と対処の論理について検討する。その際、地域労働市場の展開状況は検討の

前提条件として考慮されるべきであるが、今回は一定の地域労働市場が形成され、それへのアクセスが

容易な地区を対象とすることにした。

２．対象

上記の課題意識に鑑み、小論では北海道の苫小牧漁協を対象としてとりあげる。この漁協は、製紙業

や自動車関連産業を中心に工業都市として成長した苫小牧市（人口17.4万人、2009年）の中心部に位置

し、札幌からも 1時間程度の距離にある。そのような背景もあって、苫小牧漁協は公害問題や開発に伴

う漁場埋立問題に対峙することを余儀なくされてきたが、近年では千歳川放水路問題での反対運動を展

開し、環境保全団体や市民運動との接点を持った経験を有する。

（１）概要

基軸になる漁業はホッキ桁曳網漁業（以下、ホッキ桁曳と略記）であり、資源管理は相対的に容易で

あるが、最近は価格の低迷が顕著で経営面では厳しい状況を迎えている。表 1によれば、最近の15年間

でホッキ単価は半分に下落している。

かつては「ホッキだけでサラリーマンより収入がよかった」というが、現在ではホッキ桁曳だけでは

経営は成り立たない状況にある。このような推移の下で、組合員数はゆるやかに減少し続けている。
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（２）課題の限定と方法

苫小牧漁協を対象にする際の課題を以下のように設定し、限定する。第一は、基幹漁業であるホッキ

桁曳の漁場利用＝配分方式を中心に、漁場利用方法と就業動向の関連を明らかにすることである。第二

は、非経済的要因も含めた家族対応が漁業就業動向にもたらす影響を検討することである。その上で、

これらの二つの要因の相互関連とその調整論理について検討したい。

調査は苫小牧漁協職員への面接調査及び資料収集として行った他に、漁家子弟のうち漁業就業者・非

漁業就業者10名をサンプリングし、郵送形式による質問紙調査を実施した。この調査では 6名から回答

を得ることができたが、そのうち3名の方は面接調査にもご協力いただいた。

３．漁業就業の構造

（１）営漁類型

当該地区では、ホッキ桁曳の他に、カニかご、カレイ刺、スケソ刺などが営まれており、これらの漁

船漁業の他に個人経営体のサケ定置が 5ヶ統ある（経営者は15名）。かつて北洋サケマスに出漁してい

た経営体は、現在はサンマ流し網などに着業している。

これらの漁業種類への着業パターン（営漁類型）は以下のように区分できる。これは主とする漁業に

基づく区分であり、表示漁業種以外に、いくつかの漁船漁業を営む場合もある。

Ａ ：サケ定置＋その他漁業

Ｂ－1：ホッキ桁曳（夏）＋その他漁業

Ｂ－2：ホッキ桁曳（夏）＋カニかご

Ｂ－ 3：ホッキ桁曳（冬）＋定置乗組員

Ｃ ：その他漁業（サンマ流し網、カレイ刺網、エビかご等々の漁船漁業）

ホッキ桁曳に着業可能な者は2009年度では105名（全正組合員の83％）で、割り当てられたホッキ着

表１　苫小牧漁協販売金額の推移

表２　組合員数の変化

うちホッキ
販売金額
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業枠（60隻）に基づいて 2名共同体制がとられている。ホッキ桁曳の漁期は12月 1日～ 4月30日（冬ホ

ッキ）、7月 1日～11月30日（夏ホッキ）の 2期に分けられている。Ｂ－ 1は夏ホッキに着業したあと、

刺網などを営み、Ｂ－ 2 はカニかご（ 7 月10日～ 8 月末）を営んだ後に夏ホッキや刺網に着業する。

Ｂ－ 1形態のホッキ桁曳は10隻が操業し、Ｂ－ 2では16隻が操業しており、夏ホッキには合計26隻が着

業している。

Ｂ－ 3は冬ホッキに着業した後は乗組員として定置に従事する。漁期の終了は12月 3日であり、その

後は再び冬ホッキに着業する。この形態のホッキ着業隻数は21隻であり42名が該当するが、定置は一ヶ

統あたり平均9名を雇用するので、45名の従事枠があり、現時点ではバランスがとれている。

Ｃ類型は、いわゆる中小漁業に該当し、1億円を超える水揚げがある。基本的には北洋サケマスの経

験を有する経営体と考えて良い。

（２）ホッキ桁曳の経営形態

既述のようにホッキ桁曳は 2人共同で操業されている。歩合は船主が 6で、乗り組む者は 4である。

漁獲量は 2名共同で年間16ｔ、一日250㎏の上限が設定されている。漁場は、陸（水深 2ｍ～）、中間

（ 4・5・6ｍ～）、沖（10ｍ～）の 3つに区分されており、陸漁場についてはプール制（部会で一律にあ

げて売り上げはプール）が導入されている。沖は個別決算であるが、船団長に実績を報告することが義

務づけられている。

ホッキ桁曳に着業する権利は組合加入後 5年目から付与されていたが、後継者が経営継承し、親と交

替で参入する場合は直ちに着業できる。逆に、親がホッキ桁曳を営んでいる場合は、後継者でも 5年が

経過しないと着業できなかった。後継者確保という観点からすれば、参入障壁が高いため、現在は必要

経過年数を2～ 3年に縮めて70～80％の権利を与えるように緩和されている。

（３）漁場利用の実態と就業動向

以上の枠組みの下での実際の就業形態・動向について確認しておく。

１）年齢別構成

表 3は年齢別の組合員構成である。この表で後継者とされているのは、親が組合員として営漁してい

る組合員を意味している。従って親が引退した場合は、後継者にカウントしていない。このような定義

に基づいて組合員数に占める後継者の比率をみると14.6％となっている。継承の実態をみるために、30

年間隔で世代継承がなされると仮定し（実態は平均28歳間隔）、後継者の確保率を例えば、50歳代に対

する20歳代の後継者の比率としてみると、15～25％程度の世帯で後継者が確保されている（70・80歳代

は一括）。他方、既に親世代が着業していない担い手や親子関係がない担い手を含めて、地域全体での

世代継承をみれば（基準は後継者確保率と同じ）、現時点の70歳以上世代は40・50歳代世代をほぼ同数

確保できており、60歳代の次世代確保率は低いものの、50歳代は約半数を確保できていることになる。

なお、60歳代の確保率が低い背景には、この世代が苫小牧東部地区開発に伴う漁業権放棄に直面し、起

死回生策として位置づけたホタテ増殖も不調に終わるなどの地域漁業の危機を経験してきたことがあ

る。

但し、苫小牧漁協の場合は、70歳以上の高齢の組合員数が少ないため、確保率を算出する際の母数が



42

小さくなっていることに留意する必要がある。既述のように、ホッキ桁曳の場合、後継者にスムーズに

継承させるためには親が組合を辞めることが要請される。高齢漁家の構成比が少ない背景にはそうした

事情もある。したがって、70歳以上の組合員は後継者を確保できていないか、ホッキ桁曳以外の漁業に

着業する者と考えてよく、厳密な意味で後継者確保率や世代継承率を検討するには、脱組合員化した者

も母数に含めて考えるべきであろう。

その点では、50歳代や60歳代の場合も、ホッキ桁曳に関するそのような制約がある下での確保率であ

ることに留意する必要がある。この層では、親がホッキ桁曳に着業している間は後継世代の参入は抑制

される可能性が高く、親の引退時期が来れば確保率は向上する可能性はある。しかし、後述のように、

親の引退と後継者の参入が重なるのは、ほぼ瞬間的とも言える期間しかなく、後継者の漸近的あるいは

周辺的な漁業参加が可能な事例は例外的であろう。

２）後継者の参入形態と参入条件

実際に後継者を確保した漁家の特徴を確認しておこう。表 4は営漁類型別に後継者を確保した漁家の

実数を見たものである。Ａ類型で28.6％、Ｂ類型で11.8％、Ｃ類型で50％の確保率を示し、営漁類型毎

に後継者確保率に差異が生じていることがわかる。ホッキ桁曳を中心とする類型での確保率の低さが顕

著である。

さらに各類型の中でも、後継者を確保した漁家とそうでない漁家の間の水揚金額格差は、表 5にある

ように顕著である。この数字には水揚金額が大きいから後継者を確保できたという側面と、後継者を確

保したから水揚金額が増加したという二つの側面が含まれている。

この水揚金額の差異は、着業種類数の差異に基づく。表 6によれば、後継者のある漁家の場合は、な

い漁家の 2倍近い着業数となっている。申込数（いわゆる「所有権利数」）で見れば、この格差はさら

に大きくなる。漁家数の減少もあって、漁場に余裕（着業枠と実際の操業隻数の差）があるため、生産

表３　2009年度年齢別組合員

表４　営漁類型別後継者確保漁家数（漁獲実績のある親世帯漁家のみ、後継者漁家を除く）
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性があがるか否かは別として、投資の余地はあり、経営意欲の差によって着業数の差が生じることは当

然のことではある。しかし、この表からは、漁場用益権の特定漁家層への集中が強まり、結果的には後

継者の確保条件にも格差が生じているという傾向も伺える。

そこで、後継者着業の実態をやや詳しく確認しておきたい。表 7は、表 4の後継者あり漁家の営漁類

型別の内訳を見たものである。これによればホッキ桁曳に着業する漁家の中でも、Ｂ－ 3類型つまり自

営漁業としてはホッキ桁曳のみに着業し、他は定置に乗り組むという就業形態の場合、後継者は 1漁家

しか確保できていない。ホッキ桁曳以外に漁船漁業を展開する自由度を有する者のほうが後継者を確保

しやすいと言える。サケ定置やその他の漁船漁業の場合は、その自由度が高いため、後継者確保率が相

対的に高いことは先に確認したとおりである。

ホッキ桁曳ではノルマ制が導入されているために、水揚金額の格差は生じない（図 1）。大多数の漁

家にとって、生活基盤を支える漁業がこの漁業であり、平等主義的配分原理は資源再生産の保障という

表５　後継者有無別平均水揚金額（2009年）

表６　後継者有無別平均着業漁業種類数

表７　営漁類型別後継者確保漁家数

図１　年齢別水揚金額（Ｂ－３）

（万円）

ホッキ桁曳＋
その他

ホッキ桁曳
＋カニ

ホッキ
桁曳
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観点のみならず、地域の漁業者の持続的な生存つまりは地域社会を維持するための共通の基盤を維持す

るという論理によって正当化されていると思われる。しかし、当該漁業に即する限りでは、そのことが

労働力の追加投資を制約し、世代更新を難しくしている。

では、後継者はどのような着業形態をとっているのであろうか。表 8によれば、Ｂ－ 3類型、つまり

ホッキ桁曳のみに着業する者が表 7に比べて増加する。つまり、親は定置などに着業しつつ、後継者は

ホッキ桁曳に着業する場合が多い。Ｂ－ 1、Ｂ－ 2類型も含めて、ホッキ桁曳以外の漁業を複数展開す

る場合は、ホッキ桁曳が後継者の参入のテコになっていると言えよう。

これらに基づけば、やはり後継者を確保できる類型と困難な類型は分化していると言えるであろう。

もちろん、Ｂ－ 3類型の場合でも後継者の参入を機に、経営意欲が向上し、漁船投資を行いつつ漁船漁

業に展開することも可能であるが、中古船であっても漁船投資に伴うリスクが高まることは避けられず、

また着業権がない場合は実質的には借り上げとなるため不安定性が免れないし、借り上げにあたっての

地域内での信頼・信用の成熟度が投資を左右することも考えられる。これらのリスクは追加投資の形式

的な可能性を実質的に制約している。逆に、それらのリスクが低い層に後継者確保の可能性は開かれて

いる。

３）漁協による指導の論理

漁協職員は、後継者が参入する際には、ホッキ桁曳でも定置でも親子が別の経営体として分離するこ

とを推奨している。直ちに親子協業体制をとることのデメリットが意識されているからである。つまり、

第一に、一方がケガをした場合などのリスクに対応する上で、弾力性に欠けること、第二に、労賃が不

明確になり、経営管理面でも問題が生じやすいこと、そして第三に、漁業者・組合員としての成長のあ

りかたに関わる危惧があるからである。「親子でも他人扱いしないと、次の代でつぶれる」との意見も

聞かれたが、組合員の間でも「息子に経験させるにはよその船に乗らせたほうがいい」、「自分のところ

しか乗ったことのないと仕事に甘えがでる」という声が多く、漁協職員の指導方針は組合員間でも基本

的には支持されていると見て良いであろう。

先に確認したように、ホッキ桁曳に着業できるまでの数年間（准組合員期間も含めて）は、親が着業

している限り、刺網等の漁船漁業に雇われることが不可避であり、必然的に他経営体に雇用されること

になるが、この文脈では、この仕組みは参入障壁というよりは「一人前」の漁師や組合員になるために

肯定的な意義をもつものとして評価されている。このような評価の背景には、胆振地区の刺網では「て

んで網」と言われた「共同経営」方式が存在していたこともあるように思われる。これは船主の船に、

乗組員が自前の網を仕立てて持ち込む経営方式であるが、船主と乗組員との関係は流動的であった。

「他人の釜の飯を食う」経験が自然なものとして理解されやすい風土が残っている。

表８　営漁類型別後継者数

ホッキ桁曳＋
その他

ホッキ桁曳
＋カニ

ホッキ
桁曳
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高齢漁家に対しては、縮小・合理化対応を認めている。ホッキ桁曳の中には高齢者を中心に「船なし

層」（14～15名）が出現しているが問題にはなっていない。組合全体で漁船保険加入は71隻（但し無保

険船も有り）であるので、約50名が漁船を持たない経営者であることになるが、このような一種の合理

化対応も認められている。このような対応によって、行使されない権利が増加することになり、特定の

漁業種を除けば「新規参入しても取り分が少ないということはない」状況が生まれている。つまり、参

入障壁を緩和するような漁業権行使の合理化を推奨している。

４．退出・参入の状況と規定要因

以上のような漁場利用および漁業就業構造の下で、実際の退出・参入はどのように行われているのか。

以下では主にアンケートおよび面接調査によって確認できる事実に基づいて検討する。

（１）漁協による現状評価

漁協では後継者の確保率を20％とみているが、これは上述の組合資料からも妥当な推測と言える。今

後の組合員数については、高齢者の増加に伴い引退事例も増加しつつあることから、組合では「このま

までは110名台」との予想をたてている。ホッキ桁曳の60隻体制は維持できないことになる。場合によ

っては定置の乗組員に不足が生じる可能性もあるであろう。将来のカムバックや新規参入を期待するし

かない、というのが大方の見通しであるが、カムバックについては、やや悲観的である。非漁業就業の

漁家子弟に関しては、「苫小牧から出ている息子は、後継者にはならないと即答する。きつい、遊ぶ時

間がない、定休日がない、自由になる時間がないというのが理由」との見方を示している。

したがって新規参入への期待が相対的に大きいと見て良いであろう。実際に、ハローワークで乗組員

を募集する例も出始めたという。また、北洋サケマスの乗組員供給地帯であった道南から准組合員で参

入した事例もあり、漁協では今後は地元外の担い手が増えることも予想している。

漁家子弟に対しては、親からの排除圧力が働いていることも示唆された。例えば、「かつてはホッキ

だけでサラリーマンの年収を稼げたが、今は無理」なので「親の気持ちとしては、継がないで外へ出て

やってほしいというのが多い。逆に息子が継ぐと、親も辞めるタイミングを逃してしまう」という指摘

もあったが、これは苫小牧の労働市場の労賃水準をホッキ桁曳の収益が下回ってしまっていることが誰

の目にも明らかになっていること、および後継による専業化圧力の高まりが逆に経営体の自由度を制約

するという状況を踏まえたものであろう。「船無し層」に象徴されるように、現在の局面では漁業投資

を極力減少させることが個別経営体の存続条件になっているとすれば、最大の投資たる労働力追加投資

は、もはや個別漁家レベルの対応では困難になりつつあると言える。

新規参入については、このような家族的制約は働かない。「むしろ親子のしがらみがないほうが入り

やすい」という認識は、このような事情を指すのであろう。しかし、後述のように漁業は必ずしも参入

が容易な産業ではなく、実際の新規参入事例を見ても、その困難さを克服する動機や条件を持つ場合に

限られるように思われる。この点は次項で確認する。

（２）アンケート結果から

１）回答者の属性

今回のアンケートの目的は、漁家子弟で非漁業就業を選択した場合の非漁業就業の理由と今後の漁業
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就業の可能性を検討することにあった。しかし、非漁業就業者の現住所は親から紹介してもらう必要が

あり、相当の時間と労力を要する。そこで今回は、漁協で紹介可能な数名の非漁業就業者および現在の

漁業就業者で非漁業就業の経験のある者、さらに新規参入者に対象を絞り込み、10名の方々へ質問紙を

送付した。6名の方から返信があったが、そのうちの 3名の方にはお集まり頂き、アンケートの内容に

ついて補足的な説明をして頂いた。面接調査の結果については次項で言及する。

回答者は、漁業就業者が 4名（その内、非漁業就業経験がある方が 3名）、非漁業就業者が 2名で、

年齢は漁業就業者が20歳代と40歳代の 2名ずつ、非漁業就業者はともに30歳代であった。

２）職業選択の規定要因

サンプル数が少ないこととプライバシー保護の必要からアンケート結果の表示は行わず、特徴的な傾

向のみを記す。

第一に、職業選択の時期について、漁業就業を第一優先順位として選択した 2名はともに小中学校の

時点で漁業就業を希望し、中学校卒業後に就業している。就業理由は「海が好き」、「家を継ぐ」である。

それに対し、他の 4名は高校修了時点で漁業を離れている。就業しなかった理由は、「親の反対」、「危

険」、「収入が不安定」である。

第二に、親から漁業就業の要請を受けた者はいなかった。むしろ上記のように反対された場合もあっ

た。

第三に、現在の年収は20歳代漁業者で600～799万円、40歳代漁業者で1,000万円以上であり、非漁業

就業者はともに400～599万円であった。希望年収は漁業者は1,000万円以上であるのに対し、非漁業就

業者は、600～799万円であった。

第四に、仕事への満足度は、すべての漁業者が「大いに満足」と答えているのに対し、非漁業就業者

（卸小売業・建設業）は「やや不満」「大いに不満」と回答している。

第五に、漁業者に「求職者へ漁業就業を勧めるか」尋ねたところ、「大いに勧める」から「全く勧め

ない」まで回答は分散した。漁業非就業者には、漁業就業の可能性を尋ねたが、二人ともその可能性は

ないと回答していた。

３）特徴

親から説得された者が皆無であったことは、先に指摘した家族からの排除圧力の強さを裏付けている。

一貫して漁業に就業している者は、少年期に意思を固め、中学卒業後に着業していることと対比すれば、

高校時点で判断する場合は、親からの反対圧力がより高くなっている可能性がある。つまり、学歴によ

る進路選択の自由度の高まりや接続しうる労働市場が拡大する下で、選択肢としての漁業就業の価値が

低下し、そのことが家族からの排除圧力を高めているように思われる。

但し、排除・参入の分岐は、収入水準のみで決まるわけではない。この限られたデータを見る限りで

は、漁業就業者の収入水準のほうが非漁業者よりも高く、仕事の満足度も高いが、非漁業就業者にとっ

ては検討の対象になっていない。現在就業している者の主たる就業動機は「家を継ぐ」であり、この理

由には「継ぐに値する経済的価値がある」という判断のみならず社会的な要因も含まれていると見たほ

うがよいであろう。また早期に就業した場合は、「海が好き」という理由もあったが、これも非経済的

要因である。
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（３）後継者面接調査から

以上のアンケート結果が示唆する点について、漁業就業者への面接調査で確認された点に基づき検討

しておく（プライバシー保護の必要から、漁業種類や年齢には言及していない）。

１）事例紹介

＜山本さん（仮名）＞

・経歴：高校卒業後に建設関係の仕事に従事。親戚が「漁師にはさせるな」と言っていた。勤務先は苫

小牧近辺。サラリーマンのころは工期に縛られ、睡眠時間が 3時間くらいしかないこともあった。た

まに「今日中（0時前）に帰れる」と喜ぶような状況であったという。

・漁業就業状況：父の病気によって権利を継承し着業した。通常は組合員になってホッキ桁曳の権利を

得るまでに何年もかかるが、父が辞めたので直ちに参入できたケースであった。ホッキ以外の許可漁

業の権利もあったので、参入を決意したが、ホッキ桁曳だけだったら戻って来なかったという。許可

漁業では「自分の腕が試される」というように努力のしがいがあることが強調されていた。

＜山田さん（仮名）＞

・経歴：高校卒業後、市内の大手メーカーの工場で勤務。小さい頃から「漁師をしなくていい環境」で

育てられたため、家を継ぐ気はなかったという。しかし、興味はずっとあったので高卒後も何度か

「仕事変えて船乗ろうかな」といってみたが、そのたびに「しなくてもいい」という返事で参入には

至らなかった。

・漁業就業状況：父が亡くなったことを機に参入した。当時の経営状況は厳しかったが、「自分として

はやってもいいという気持ちはあったし、海が好きだった」ので後悔はしなかった。

＜山川さん（仮名）＞

・経歴：漁業研修所を経て乗組員になり、組合にも加入した。実家は非漁業世帯である。物心がついた

頃から漁師をやりたかったという。

・漁業就業状況：一旦、漁業外就業に転ずるが、家族の危機をきっかけに「しっかりしなければ」と思

い、再度、漁業就業へ戻った。

２）漁業就業に関わる課題

3人とも経歴、年齢は異なるものの漁業就業に関する共通したコメントや言及があった。

第一に、本人たちはいずれも漁業に対する興味をもっていたが、親の反対にあっている。しかし、漁

業者の場合は「内心は継いでもらいたかったのだろうけど」という感想や、「切り替えの問題で、親父

はいつ息子に任すか悩んでいる」との評価もあった。漁業収益の見通し、権利継承（着業資格）、漁船

更新等の再生産条件と後継者の年齢、就業状況や家族の意向等々のバランスを斟酌した最適解を模索し

ているということであろう。タイミングを誤れば継承のリスクは大きくなる。親による「反対」の内実

としては、このような側面も含まれている。

第二に、参入者は周囲の人々の厳しい評価に直面していることがある。船上では年齢や経験年数では

なく、「力」があるか否かが評価基準であるため、場合によっては罵声を浴びせかけられ屈辱的な思い

をする場面も稀ではない。

また、新規参入者（「町の人間」）に対して「どうせすぐ辞めるのだろう」という見方がなされるのは、
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他地区や農村でもよくあることであるが、苫小牧でも似たような状況があったと思われる。

しかし当事者たちは、それを乗り越えることを課題として意識し（「自分も力をつけるしかない」）、

徐々に信頼を得るに至っていた。

第三に、そのような経験を経て、漁師の間での信頼を得ることが漁業就業を継続する条件とされてい

た。組合員資格の審査や資金借入時の審査はもとより、実際の漁場でも「ここに網をいれてもいいぞ」

というような声をかけてもらえるには信頼が必要であるという。

第四に、そのような状況を考えれば、「30歳代ならなんとかなるが40歳代の新規参入やＵターンは難

しい」というのが漁業者の共通見解のようである。

５．小括

（１）平等主義的漁場利用の意義と課題

ホッキ桁曳は工業開発による漁場喪失の危機の下で資源管理の努力を重ねてきた結果として存立して

いる漁業であり、組合員の共有資産といえる。現在でも当該地区の生活・経営の基盤となっており、平

等主義的な配分と一定の参入規制が働くことは当然である。しかし、世代継承の側面からみれば、個別

漁家の継承判断を制約していることも事実である。

第一に、ホッキ桁曳への依存度が高い場合は、後継者がホッキ桁曳の着業が可能になるまでの数年間

を見越した継承を想定する必要がある。多くの場合は、他人の船に乗り組み「育ててもらう」ことにな

るが、その間の就労環境が厳しいことは既述のとおりである。

第二に、自営漁業内部で継承する場合は、親の引退が必要になる。ホッキ桁曳については言えば、ほ

ぼ均等な水揚げになっているものの、技術継承の困難さを考えれば、多少の水揚げ低下も想定せねばな

らないし、他の漁船漁業を営む場合はその影響は更に大きい。一時期とはいえ、このような水揚げ低下

に耐える経済的な力がなければ、親と交替して参入するという形態は取りづらいであろう。親の病気や

死去などのやむにやまれぬ事情がある場合は、この形態が取られるが、おそらく例外的な参入形態と考

えてよいのではなかろうか。

第三に、上記の事情に加えて、後継者側の就業状況や家族の事情があるために、親の側で継承すべき

時期を迎えても、後継者の側の事情が合致するとは限らない。もちろん、漁業の側の吸引力が大きけれ

ば、後継者側の事情はそれほど考慮されないが、そもそも吸引力が弱いために後継者を外部に排出せざ

るを得なかったのがこの地区の実態である。したがって、親と後継者の両者の事情が合致するのは、僅

かな期間に限られることになる。その一瞬とも言えるタイミングが合えばよいが、それさえもホッキの

価格低迷などの不安要因が偶然的瞬間的にでも大きくなれば、判断は保留されてしまうであろう。

ホッキ桁曳の平等主義的漁場利用は、以上のような継承の難しさを生み出している面があることにも

留意すべきであろう。親と後継者の事情の接点を大きくすること、あるいは継承可能な期間をより長期

化することが、参入の障壁を下げる事になると思われるが、そのためにはホッキ桁曳以外での後継者の

就業機会の整備と生活基盤整備（例えば、定置経営形態の見直しに基づく安定就労と所得保障など）が

必要ではなかろうか。

（２）後継者確保条件の格差調整

（1）で述べたような状況があるため、現状ではホッキ桁曳以外に個別的な漁業経営を展開し得る漁家



49

層に後継者が集中している。それぞれの着業には歴史的な経緯もあり、現行の漁場利用に極端な不公平

があるとは言えないが、今後の世代継承局面を考えれば、許可漁業の「権利」が流動化することは十分

に考えられる。その際に、どのような再配分を行うかによって、後継者確保の前提条件は大きく異なる

であろう。

個別的漁業経営のありかたによって後継者確保のあり方が決まるということは、後継者問題は個別漁

家の問題として理解されていることを意味している。しかし、地域漁業の生産力、産地競争力を維持し

ていくためには、個別漁家レベルでの判断のみならず、「産地・地域の後継者」を育てる仕組みを考え

る必要がある。ホッキ桁曳を主とする漁家の後継者が参入を希望する場合や、新規参入を希望する者が

いる場合、それらの参入者の就業機会を保障するように、地域全体で相互の着業形態の調整を行うこと

も検討されてよい。そうした観点から、個別的漁業の権利移動を考えることも今後は課題になるように

思われる。

（３）合理的漁場利用による就業者確保戦略

以上のような調整を行うには、家族単位というよりも地域全体で労働力を編成するという発想が必要

になるように思われる。年齢階層や経験も加味しつつ、後継者・新規参入者が入りやすい就業体系を、

家族に閉じることなく地域的に整備するという発想である。家族を単位にすることによって、例えば後

継者就業のための新規着業に伴って漁船投資が必要になるなど、家族単位の経営は地域全体でみれば過

剰投資を生み出す場合もある。経営組織の基本単位を再編するのは容易ではないが、ホッキ桁曳に示さ

れるような管理能力に鑑みれば、そのような方向も選択肢に入るであろう。
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はじめに

本稿は、夫婦協業（ただし女子は陸上作業にほぼ限定）を基本とするワカメ・コンブ養殖業の実態に

そくして、高齢化段階における就業と経営の変容事情を明らかにすることを課題としているが、分析の

視点としては以下の二つの事情を重視している。

第一に、就業と経営の変容を単純に高齢化の帰結として捉えるのではなく、高齢化にともなって生じ

る諸問題に対する漁協の対応的施策の効果を含めて検討することである。ワカメ養殖におけるボイル塩

蔵工程は通常は漁家の作業となっており、それが収穫期の重労働を強いて高齢漁家の養殖規模の急減、

早期引退をもたらす傾向があるが、本稿で取り上げる岩手県田
た

老
ろう

町漁協では、この工程を漁協の自営加

工場が担当し、漁家はワカメを原藻形態で漁協に販売する方式がとられている。このことが高齢漁家の

経営規模の維持、引退の先延ばしにつながって、藻類養殖業が高齢化段階にふさわしい産業になりえて

いるか否かがここでの関心事である。

第二に、田老町漁協では養殖業への参入、養殖施設規模の増加についての第一次的な決定権限が各集

落を基本単位とする養殖組合に保有されており、漁協の権限は基本的には養殖組合によって参入・規模

拡大の可否が決定された後でそれを確認することに限られている。同漁協は合併漁協ではないが、南北

に長い海岸線を有し、それぞれの集落の自主性が強いために、養殖組合ごとに養殖施設の設置場所が定

まっており、その範囲内で参入・規模拡大の適否を養殖組合が判断する方式になっているのである。養

殖業従事者の高齢化にともなって避けられない漁場生産性の低下の下で、構成員の多くが高齢化してい

る養殖組合が若壮年者の新規参入・規模拡大要求に対して肯定的に対処できているのか、それとも自分

達の従来からの養殖規模を維持して新規参入に対して阻止的に対応しているのかがここでの関心事であ

る。

以上の二つの事情は調査対象漁協に固有の特性であるが、高齢者の労働軽減の課題も、世代別の漁場

配分に関して改善の余地が大きいことも、全国の沿岸漁協の多くが直面している共通事項である。した

がって本稿は、個別漁協の具体的検討を直接の課題とするが、全国共通の問題に対しても示唆するとこ

ろが大きいと思われる。

１．漁協の特性と藻類養殖業の位置

田老町漁協は、岩手県三陸海岸の中央部に位置する田老町（現・宮古市）の海岸地域一体を地区範囲

としている中堅規模の漁協である。主要な漁業は、ワカメ・コンブの養殖業（95漁家）、アワビ等の地

先資源の採捕（准組合員を含む500世帯程度）、漁協自営のサケ定置網漁業の三者である。

まず、表 1を参照しつつ、田老町漁業の概況について確認しておこう。正組合員数は520人、准組合

員数は186人であるが（2008年度）、専業的漁業者は養殖業を営む約100世帯であって、他の組合員は地

先資源の採捕だけを行う副業的漁業者である。当漁協では伝統的な一戸一組合員制が長い間取られてき
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―岩手県田老町漁協を事例として―

東京大学　加瀬和俊
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たが、それが世代交替にとって阻止的に作用しているのではないかという反省から、漁協内での討議を

経て、2004年から個人組合員制度に移行している。ただし実質的には一世帯一組合員が大半である。

漁協の出資金は4.7億円であるが、そのほかに任意積立金が11.5億円に上っており、サケ定置網のかつ

ての好調さを反映して内部留保がかなり厚いといえる。正副組合員一人当たりの出資金は単純平均で70

万円弱、任意積立金も含めれば230万円強となる。

地域内の漁業生産額は15億円前後であるが、漁協が経営している定置網が 3～ 5億円前後（これに対

応する乗組員賃金は 8月半ばから 1月までの半年間で平均200～250万円）で、残りの10億円前後が組合

員自身の経営による水揚高である。このうち養殖業が約100戸で 4～ 6億円程度、したがって 1戸当た

り400～600万円程度である。他方、地先資源は 3～ 5億円前後であり、これが養殖漁家を含む約500世

帯によって漁獲され、一戸平均100万円弱の水揚額となっている。したがって、息子が定置網に乗って

いる養殖漁家の場合には、養殖収入約500万円、地先資源約100万円、定置網賃金約200万円といった水

準にあるといえる。

当漁協の戦後の推移をごく簡単に整理してみると、第一期は敗戦直後から1960年代半ばまでの時期に

当たる。この期には、地先資源の採捕が中心で、これに漁協経営の遠洋・沖合漁業が加わっていた。沿

岸の漁船漁業はわずかであり、地先資源に依存していた受動的段階であって、それを遠洋漁業乗組みを

含む出稼労働が補完していたといえる。1960年代末から1970年代末までの第二期は、養殖業が基幹漁業

となった時期である。ワカメ養殖は1965年に試験的に導入されたが、1967年以降200戸以上が一挙に着

業して拡大した。漁業センサスによれば養殖漁家数は、1968年に227戸、1973年に252戸であったから、

漁場が平等主義的に配分され、組合員中の希望者が広く参加して小規模な養殖漁家が一挙に創出された

と解釈される。この後の養殖漁家数は155（1978年）、156（1983年）と推移しているので、1970年代半

ばに一定の整理がなされた後、1980年代半ばまで養殖漁家数は安定的に維持されていたといえる。続く

第三期が200海里体制に入った1970年代末から1995年頃までの20年近い期間であり、養殖業と定置網漁

業の好調によって特徴付けられる。1977年の200海里体制以降、サケ定置網の漁獲が急増したが（1976

年の 5千万円から1984年の 9億円まで）、1978年に減船制度にのって北洋漁業から撤退して、その補償

金で新たに定置網を取得し（1979年）、1984～1994年の11年間は定置網水揚げが毎年 7～ 9億円台に達

する当漁協の黄金時代であった。これに対して、1995年に始まる第四期はサケ価格低落の下での定置網

水揚高の低迷と養殖漁家数の顕著な減少によって特徴付けられる。ただし養殖生産額は年ごとの豊凶差

を示しつつもほぼ維持されており、進行する高齢化の影響にも関わらず一人当たりの生産額はむしろ増

加してきた。

２．漁協自営加工場の経営とワカメ原藻買上方式

養殖業はウニ・アワビ・ホタテ等も少量存在するとはいえ圧倒的にワカメ・コンブに集中している。

このうちコンブは各漁家が乾燥室を設置して干しコンブにして系統共販にかけているが、ワカメは漁家

が自家加工することなしに原藻のまま漁協に販売する。そこで漁協自営加工場の経過と現状について一

瞥しておきたい。

漁協が自営加工場を経営したのは1953年からであるが、加工場経営はその前年の1952年に町長のイニ

シアテイブによって地元雇用機会の確保を意図して町営工場として発足し、それが翌年に漁協経営に移

ったという。その後、漁協では冷水の荒海で肉厚のワカメがとれるという産地特性を生かして、これを
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「真崎ワカメ」としてブランド化し、高値を実現するための努力を続けた。そのために、各漁家がバラ

バラに製品化するのではなく、漁協で品質をそろえて加工することが目指されて、漁協への原藻販売が

奨励されるようになり、1995年に原則的に漁協が全原藻を買い上げる方式に移行したのである。ただし、

現在でも自らボイル加工することが禁止されているわけではなく、ボイル加工品を自ら生産している漁

家が1戸だけ存在している（そのワカメ販売額は400万円強）。

全量買い取り方式への移行に際しては漁協内で議論が進められたが、その際の漁協の説明では、単一

製品化＝品質向上による高値維持とともに、高齢養殖漁家の労力軽減という位置付けも強調された。す

なわち、各漁家のボイル加工を廃止することによって陸上労働を軽減して摘採期の長時間労働を緩和す

るとともに、そのための雇用労賃も不要にしようという位置づけであった。

このように、壮年者が養殖業の中心であった時期に品質の改善による販路確保＝高値販売の目的で開

始された漁協のワカメ加工事業が、高齢化段階における労働緩和対策として位置付け直されることにな

ったのである。特に世帯内の若年女性が他産業に流出し、雇用労働力も低賃金では集まりにくいという

状況の下で、漁協の呼びかけが強い説得力を持ったと見られる。

ところで漁協加工場の売上高は年間約10億円、そのうちワカメ製品は 8億円程度であって圧倒的な比

重を占めている。養殖業者の漁協へのワカメ販売高は 2～ 4億円であるから、漁協経営の利益の源泉と

してのワカメ加工業の意義は相当に大きいと言える。

もちろん漁業者が原藻の全量買い上げ方針を受け入れるためには、組合員が満足できる価格体系が必

要になるから、漁協では「他漁協の原藻の県漁連共販での販売価格よりも安くしない」ことを組合員に

保証している。

原藻買い上げ方針は現在では完全に定着しているが、それだけに販売リスクは漁協が負わなければな

らない。漁協は県内の主要スーパーマーケットと全国規模の量販店に継続的に製品を納入する契約を結

んでいるが、地域全体の原藻が2,000トンを越えると生産過剰気味となって販路確保が難しくなり、年

によっては在庫品を抱えたり、原藻のままで転売せざるをえない場合もあるという。

なお、ワカメの自営加工場を持つ漁協は三陸地方にはいくつかあるが、他の漁協では養殖漁業者が原

藻を漁協自営加工場に販売するか、漁家自身がボイル加工をするかを自由に決められることになってい

る。このため原藻の市価が上昇すると漁協の集荷が困難になって工場が原料不足になってしまうといっ

た事態が生じている。

３．藻類養殖業の概況と養殖漁家の階層性

（１）養殖施設・漁場とその配分

ワカメ・コンブの養殖施設は延縄式で、基本は200メートルの幹縄に種糸をまきつける方式をとる。

上段がワカメ、下段にコンブを成育させるというこの地域の通常の方式がとられており、したがって基

本的に各人が利用できる施設の長さはワカメとコンブで等しい。

養殖漁業者はほぼ集落ごとに組織されている11の養殖組合のいずれかに所属するが、各養殖組合は漁

協に認められた漁場を管理し、共同作業を行い、漁協の指示を構成員に徹底する役目を負っている。ま

た、構成員が養殖施設の増加を求めた場合には養殖組合の管理している漁場の中でそれが可能であるか

どうかを判断してその適否を決定し、漁協理事会に申し出る役目を負っている。さらに養殖業への新規

参入希望者はまず集落の養殖組合に加入希望を届け出て、その養殖組合が管理下の漁場の余裕度等を勘
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案して承認・否認の判断を漁協理事会に伝える仕組みとなっている。その意味で養殖漁場の管理は漁協

が直接に行なっているのではなく、第一次的には各養殖組合の権限に属しているといえる。

このように養殖組合が大きな力を持っている背景には、養殖施設の設置費を養殖組合で負担し、施設

の所有権も養殖組合が保有しているという事情がある。200メートルの幹縄を設置する施設 1台の費用

は、アンカーロープが 7万円前後、アンカー（ 2トンブロック 2個）が 2万円程度であり、その他も含

めて総額で20万円程かかるといわれているが、新規参入者、施設台数増設者はこの費用を負担して施設

を作り（あるいは廃業者から施設を買い取り）、それによって養殖組合の保有資産が増加することにな

る。同時にその設置のためには養殖組合員全員が共同で無償の作業をする慣行が継続している。

養殖施設の造成には補助金が入っている場合が多いこともあって、それを漁協所有にしている地域が

多いが、当漁協では養殖組合の所有下にある。その背景には、漁協所有の方式をとった時期に漁業者自

身による管理が不十分となり、漁協に対して修理要求等が相次いだため、漁協の方針として養殖組合の

自己責任体制に改めたという経緯がある。

養殖組合員に配分される施設規模は各世帯の労働力の保有度を主要な基準として緩やかに増減してい

るといえる。自家の従来の施設規模で労働力に余裕がある者は施設の増加を申請し、逆に高齢者は徐々

に施設規模を減少させるという変化が一定のタイムラグをともないつつ進行しているのである。

先にふれたように、施設設置・修理等の際には養殖組合内での共同作業が必要であるが、養殖業者が

減少して共同作業が困難になってきたという事情もあって、近年においては新規参入が歓迎されるよう

になってきている。同様の事情から、新規参入を受け入れるだけの漁場的余裕のない養殖組合地域の参

入希望者に対して、漁場に余裕のある他の養殖組合が参入を受け入れるという柔軟な対応がとられるよ

うになっており、漁場の地先優先原則は絶対的な原則ではなくなってきている。また、漁協の方針によ

って10年程前に 1世帯の養殖漁場規模の上限が撤廃されたことも、全体として漁場に余裕が生じつつあ

る状況を反映した動きであるといえる。

田老町漁協では、県の方針である「岩手県ワカメ養殖漁業構造改革アクションプログラム2005」等に

そって、「基準漁家（養殖規模1,600ｍ以上）の育成と後継者養成を支援」する方針を立て、その方向に

そって漁場の有効活用を図ることを目指している。

前掲表 1によるとワカメもコンブも毎年の水揚額変動がかなり大きいが、比較的安定している最近の

2005～2008年について見ると、ワカメは2.5億円前後、コンブは 4億円前後であって、漁業者段階では

コンブの方が多額である。しかし原藻のまま漁協に売るワカメのコスト率（家族労賃を含まず）は油代

を含む資材費や雇用労賃が不要であるため 2～ 3割程度であるのに対して、乾燥機を使用するコンブの

コスト率は 4割前後に達するので、所得額では余り大きな差はなくなってくる。他方、地域としての販

売額としては、漁協によるワカメ加工品の出荷額が 7～ 8億円であり、地域経済にとっての経済規模は

コンブよりも相当に大きい。

（２）養殖業の労働

同じ岩手県内でも内湾性の広田湾地区等と異なって田老町地区は外洋性の海洋条件であるため、海上

作業はきつく、女子は基本的に海上作業には従事していない。摘採作業を含めて海上作業は船外機船で

男子一人で行うことが通例であり、女子は陸上作業のみを担当している。しかしそのことは女子労働が

副次的であることを意味しない。というのは、高齢者の引退プロセスにおいては、経営主本人が海上作
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業に堪えられなくなって引退する場合もあるが、経営主の妻が陸上作業を十全にこなせなくなることを

きっかけとして廃業する事例も少なくないといわれており、養殖漁家としてどこまで存続できるのかは、

海上作業を担当する経営主の状況だけでは決まらないのである。

ワカメの収穫期は 3月中旬～ 4月中旬、コンブは 6～ 7月であり、いずれもこの時期が最繁忙期であ

って、他の時期には採苗、種糸の幹縄への巻きつけ、沖出し、施設修理等の日常的作業が行われる。摘

採後にはワカメは原藻のまま漁協に販売すれば良いのに対して、コンブは 1枚ずつ水洗いし、切って大

きさをそろえ、乾燥室に入れて干コンブに仕上げなければならない。

コンブもワカメも海上での摘採作業は深夜から男子一人で行い、朝の 4時頃には漁業者の妻・母が岸

壁で待機していてその後の一連の作業を担当する。漁業者の妻が陸上作業に従事できなくなると廃業し

やすいというのは、こうした作業の流れがスムーズに進行しなくなるためである。

ところで漁協自営の定置網には60歳定年制の下で37名の乗組員が雇用されているが、このうち半数を

大きく超える23名（表 3で表示した2005年には25名）は養殖漁家の世帯員であり、定置網以外の時期に

は養殖業中心に労働し、定置網の時期にも拘束時間を除いて自家の養殖業に従事している。

この37人の年齢別の構成は、2009年現在、60歳が 1名、55～59歳＝ 9名、50～54歳＝ 3名、45～49

歳＝ 9名、40～44歳＝ 2名、35～39歳＝ 3名、30～34歳＝ 3名、25～29歳＝ 3名、20～24歳＝ 4名とな

っており、年齢階層はかなり分散していて若壮年者も多いと言える。養殖漁家の世帯員が過半を占めて

いるという事実は、漁協が養殖漁家以外からは定置網乗組員として若年者を調達しにくい状況にあるこ

とを示している。季節的雇用では地元の若年者を充分に引きつけることが困難であるためであろう。

そこで定置網と養殖業との作業の競合関係が問題となる。定置網経営の雇用期間は 8月のお盆明けか

ら 1月までである。具体的には乗組員が失業保険の特例一時金を受給できるように、8月半ばから雇用

し、9、10、11、12と 4ヶ月間を継続就労し、1月は11日以上を就労して終了となる。一方、養殖の摘

採期はわかめは 3～ 4月、コンブは 6～ 7月であるので、最繁忙期の摘採期は定置網の時期とほとんど

ぶつからないですむのである。

（３）養殖漁家と養殖従事者の性格

表 2で養殖漁家の性格について検討してみよう。同表は2005年に存在していた111の養殖漁家のタイ

プ別の内訳を示しているが、男子 1世代のみが養殖業に従事している（ここでは陸上作業だけの者も従

事者としている）漁家が79戸、男子 2世代が従事している漁家が32戸である。また後者のうち、経営主

（正組合員）とその息子（後継者）が操業しているものが23戸、経営主とその父親が操業しているもの

が9戸である。

男子 1世代のみの79戸について見ると、ワカメ養殖施設規模は800～1,400メートルの範囲に集中して

おり、2世代型世帯に比較して規模が小さいことがわかる。このうち漁業従事者が60歳以上の世帯が33

戸存在しているが、これはその子弟の年齢から推測して後継者の確保がほぼ期待できないから、その大

半は今後10年前後で引退・廃業にいたることが想定される（実際、その後、2009年までのわずか 4年間

でこの中から12戸が廃業している）。他方、44歳以下の男子が一人で養殖業に従事している事例が 8世

帯あるが、これは親が早く引退した場合や分家による新規着業を含んでいる。このタイプでは、50歳以

上の世帯については、高齢化するにしたがってワカメ養殖施設規模は確実に減少しており、対応して総

水揚高も高齢化するほど減少していることが読み取れる。経営主一人が海上作業に従事している漁家に
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あっては、体力の弱体化が意識されるにともなって利用漁場の規模縮小、漁獲活動の消極化が進んでい

ると判断することができる。これに対して30歳代～40歳代にあっては、ワカメ養殖施設規模が1,000～

1,200メートルを中心にして800～1,600メートルの範囲に集中しており、漁場配分の平等主義的傾向が推

測される。体力的には勝ると見られる40歳代よりも、養殖組合内での経験序列・年齢序列で勝る50歳代

の方が養殖施設規模で優位に立っており、この点は40歳代よりも50歳代の方が総水揚高で上位にある世

帯が多いこととも対応している。このことは、35～49歳階層においては12経営のうち経営主本人が定置

網乗組員となっているものが 7経営を占めており、この年齢階層では十分な施設規模を確保しにくい養

殖業の規模拡大よりも定置網従事を兼ねる方向に努力が向かっていることを推測させるといえよう。

次に、男子 2世代型の32漁家について見よう。まず確認できることは、1世代型の漁家に比較して養

殖施設規模が大きく、総水揚高も高いが、2世代型の中では「経営主＋後継者」タイプに比較して「経

営主＋親」タイプの方が養殖施設規模が大きく、総水揚高も前者が200～800万円階層に集中しているの

に対して、後者は800万円以上が大半であることである。世帯が確保している漁業労働力に対して養殖

施設の規模が直ちに対応するのではなく、一定のタイムラグをもって対応するという実情の下では（そ

の一端は新規着業者について後に確認する）、1世代タイプを経て後継者を確保した「経営主＋後継者」

タイプ世帯に比較して、2世代タイプの期間を経てから後継者が経営権を継承した「経営主＋親」タイ

プの方が、2世代の男子労働力を保有している期間が長かったのだから、それだけ多くの養殖施設を確

保できることになると判断される。現時点における労働力の量・質が現在の養殖施設規模を直接に決定

するのではなく、待機期間の長さが重要であると理解される。

また、定置網乗組員については、「経営主＋後継者」タイプの世帯では経営主の年齢が45～69歳の17

世帯のうち10世帯で後継者が定置網に雇用されていること、「経営主＋親」タイプの世帯では経営主の

年齢が35～44歳の6世帯のうち 3世帯で経営主本人が定置網に従事していることがわかる。子の年齢が

30歳代前後までであれば、養殖業に全労働力を投入するよりも親がもっぱら養殖業に従事し、子は定置

網従事を兼ねる方が合理的な選択であることが示されているといえよう。特に、「経営主＋後継者」タ

イプで経営主が45～59歳の 9世帯のうち 6世帯の後継者が定置網従事者である事実は、定置網に従事す

ることができなければ子の後継者化が困難であることを示唆しているとも見られる。ちなみに養殖業の

水揚高は父親名義で漁協から支払われるのに対して、定置網に従事することは子にとっては、自分名義

の現金所得が直接に入手できることを意味するのであって、そのことは定置網従事による効果として、

世帯の合計所得が増加すること以上に子にとって魅力的な事情であると推測される。

（４）世帯員と養殖業従事者

表 3は、海上作業・陸上作業を問わず養殖漁業に従事している養殖漁家世帯員について漁協が調査し

た結果を示したものである。この統計は、漁業センサスのように「海上作業に30日以上従事した者」と

いった条件をつけていないので、陸上作業のみの者も、海上作業日数の少ない者もカウントしている点

で、ここでの検討にとって好都合である。

同表から2005年時点の状況を見ると、いくつかの特徴を確認することができる。第一は、女子の養殖

業従事者数は男子を若干下回る程度であり、基本的には夫婦が一体となって養殖業に従事しているとみ

られることである。第二は、男子では50～64歳階層が最も多数であるが、年齢階層は広く分布しており、

現在の全国漁村の平均的状況から見れば、若年者の比率も低くはなく、また80歳を越えた高齢者も相当
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の人数が従事していることである。第三は、女子の養殖業従事者は65～79歳階層において男子よりも人

数が多く、男子が引退した後も後継者の母親が陸上作業を担当している場合が多いという指摘を確認す

ることができる。第四は、世帯員の 8割以上が養殖業に従事している年齢階層を見ると、男子では50～

74歳であるのに対して、女子では50～79歳とより高齢時にまで及んでいる。これに対して 5割以上が養

殖業に従事している年齢階層では、男子では30歳以上のすべての階層が該当するのに対して、女子では

40～79歳に限られている。若年男子の多くが家業に従事しているのに対して、若年女子が次第に家業に

関与しなくなっている―周年的な漁業外の雇用機会の増加に対応―様相が読み取れる。第五に、年齢

階層別の世帯員数を見ると、男子については50歳代がやや多くなっている以外は、ほぼ各年齢階層の人

数がそろっており、若壮年層が地元に残っていることを確認することができる。全国平均的な沿岸漁村

に比較して安定的沿岸漁業地域の強みを反映しているものといえよう。

続いて同じ表 3で、1995年から2005年までの漁業従事者数のコーホートとしての推移を確認しておこ

う。この間に養殖経営体数は136から111に減少しているのであるが、年齢階層別に見ると男女ともに

1995年の40～45歳層までの若壮年層で10年間で従事者数が増加していることがわかる（女子の35～39歳

層は例外）。また、養殖業従事者の高齢化の進展は明らかであり、男子で10人以上の従事者がいる年齢

階層は1995年では35～74歳であったのに対して2005年には40～80歳以上にまで広がっている。このた

め同一の年齢階層で比較すると55歳以上ではすべての年齢階層で従事者層が増加し、その年齢より下の

世代ではすべての年齢階層で従事者数が減少していることがわかる。女子についても傾向は同様であり、

10人以上の従事者がいる年齢階層は1995年には30～69歳であったのに対して、2005年には40～79歳へ

と正確に10歳幅で上昇しているのである。

他方、世帯員の人数構成について前掲表 2を見ると、養殖漁家111戸のうち、世帯員が 2人であるの

は 1世代型の 8世帯のみであることがわかる。逆に世帯員が 6人以上であるものが、1世代型では79世

帯中10世帯（12.7％）、「経営主＋後継者」タイプでは23世帯中10世帯（43.5％）、「経営主＋親」タイプ

では 9世帯中 4世帯（44.4％）に上っている。高齢者単身、ないし高齢者夫婦のみ世帯が少なくない過

表３　養殖業従事者数と養殖漁家世帯員数
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疎地の平均的状況とは大きく異なって、伝統的世帯がかなりの比重を占めていると判断される。もっと

も、両親と子供一人に対応する 3人世帯が全体で24世帯（21.7％）に達することなど、「嫁不足」等の

下で世代の再生産が順調に進んでいない世帯の存在についても、留意しておかなければならない。

この傾向の因果関係については判断が難しい。一つの考え方は、漁船漁業よりも水揚高が高位・安定

的な養殖業においては、子弟の後継者率が高いか、あるいは子弟の要求賃金水準が低くてすみ、したが

って労働市場的に不利な地方漁村においても通勤可能な賃労働機会を見出すことが困難ではないという

理解である。他方、高齢核家族になれば養殖業から脱落せざるをえないという指摘を重視すれば、地域

において高齢核家族化は進行しているが、そうならなかった世帯だけが養殖漁家として存続できるので、

養殖漁家だけを見れば高齢核家族化が進行していないように見えてしまうとする見方も成り立つだろ

う。また、漁村周辺においても商業・運送業・サービス業等の流動的労働市場の比重が高まっている事

実や、若年者の職業確定までの浮遊的期間（その間には後継者の候補者として親元に同居していること

も多い）が長期化している傾向の背景を、地元の就業実態と関連付けて検討することも残された課題で

ある。

（５）養殖業の生産性

ここでは本稿冒頭で言及したワカメ養殖の加工工程の漁協自営方式が、高齢化段階における漁家経営

にどのような影響を与えているのかについて考えてみたい。表 4は2005年の水揚高別に全養殖漁家を区

分して、各階層の水揚高の内訳と養殖施設生産性（養殖施設 1メートル当たりのワカメ、コンブの生産

額）を表示したものである。

一見して明らかなことは、ワカメ養殖における養殖施設生産性が階層別にわずかな差しか示していな

いのに対して、コンブ養殖では階層間の差が極めて大きいという事実である。すなわち、ボイル塩蔵加

工を自家で行っている 1漁家（総水揚高1,000～1,200万円に属する 1世帯でワカメの販売額が他の世帯

の倍以上になっている）を集計から除外すれば、ワカメ施設 1メートル当たり漁場生産性は860円から

1,230円の範囲に収まっているのに対して、コンブのそれは720円から3,290円に広がっており、水揚高階

層別の生産性格差が明瞭に見られるといえる。

表４　水揚高階層別の養殖漁家の生産性等（2005年）
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この事実は最終製品段階まで漁家が担当するコンブの場合には、各世帯の養殖従事労働力の量・質の

差がダイレクトに表れるために、十分な労働力を確保している高水揚漁家の生産性が高く表れ、労働力

構成が劣る低位水揚漁家の生産性が大幅に低くなるのに対して、原藻販売ですむワカメの場合にはそう

した違いがほとんど表面化しないことを示している。

すなわち、漁家の担当する作業工程を短縮している漁協一元加工方式は、客観的には高齢漁家等の保

有労働力の劣る世帯に対しても漁場生産性を維持する方式として機能していると言える。このことは逆

にいえば、十分な労働力を保有している積極的経営にとってはワカメ生産に積極的に労力を投入しても

その経済的成果は少ないことを意味しているのであって、このことが水揚高の高い漁家ほどワカメに比

べてコンブ養殖への依存度を高くしている（表4のc/b）根拠となっていると解釈される。

４．養殖漁家の動態

前節では2005年時点の階層性についてみたが、ここではその前後の養殖漁家の廃業・新規参入・存続

の実態について検討し、漁家の漁業就業の改廃をめぐる諸事情について考えてみよう。

（１）廃業

まず1995年の養殖漁家136世帯のうち2005年までに廃業した29世帯について表 5をみよう。これによ

ると60～64歳階層に最大の11世帯が属しており、60歳代後半から70歳代前半の間に引退することが標準

的な動きであることが読み取れる。これより高齢の世代に移るにつれて養殖施設規模が確実に減少して

いるのは引退過程において養殖施設を徐々に譲渡＝返還していることの反映といえる。

次に2005年から2009年の間に廃業した21世帯についてみると、上で見た2005年までに廃業した世帯に

比較して1995年時点の年齢階層が 5歳ほど若く、施設規模も1000メートル以上の世帯が過半（21世帯中

11世帯）をしめているなど、存続の条件を備えていたといえる。この階層は2005年まで存続した後でそ

の後順次廃業に向かったのであるが、1995年から10年間の施設規模の動きについては、規模縮小11世帯，

規模維持 4世帯、規模拡大 6世帯となっている。たとえば1995年に45～49歳であった 2漁業者はそれぞ

れ1,000ｍから1,400ｍへ、1,000ｍから1,600ｍへと施設規模を増加させたが、後継者を確保することな

く、前者は廃業を選択し、後者は病気で死亡している。40歳代後半から50歳代前半の時期はその子弟が

後継者化するかどうかの決定時期でもあるだけに、条件のある者は養殖規模の拡大を図るが、後継者を

得られないことが確定すると規模の横ばいから縮小にむかう傾向に転じることが読み取れる。

なお、表には示していないが、2005年以降の廃業21事例についてその廃業事情を見ると、大半が「高

齢化」であることは自然であるが、「死亡」が 2名、「体調不良」が 3名あり、50歳代で健康上の理由で

引退する者が一定数存在していることが注目される。自営業者の常として労災や職業病が注目されるこ

とは少ないが、季節的に集中する重労働のゆえもあって、一般産業に比較して職業生活の意図せざる中

断も少なくないことに留意しておきたい。

（２）代替わりした漁家

1995年から2005年初頭までの間に経営を継承（経営主の名義が息子に変更）した漁家は17世帯あるが、

そのうちの 1事例は継承後に廃業しているので、2009年度にも存続しているのは16世帯である。このう

ち漁場規模の10年間の変化がわかる15漁家については表 5のような施設規模の分布が見られる。また表
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には示していないが個々の漁家の養殖施設の動きについては、規模増加12世帯、規模維持 2世帯、規模

減少 1世帯となっている。後継者に経営を継承するまでの二世代協業の時期に、養殖規模を拡大したこ

とが推測される。2009年現在の養殖施設規模は2,000メートル以上が 3世帯、1,500～2,000メートルが 5

世帯であって、平均規模に比較して相当に大きいといえる。親子二人の海上作業タイプから代替わりし

て壮年者単身の海上作業に移行した場合でも、施設規模は減少せず、むしろ増加しているものが多いの

である。

またこれらの世帯の経営主の年齢は2005年時点で31歳から59歳の範囲に収まっており、漁協の中心的

階層を形成している壮年層として、地域漁業の今後の中心的担い手となることが予想される。

（３）単純継続経営

1995年から2005年までの間に代替わりを経ることなく同一の経営主が経営を続けていた漁家は70世帯

存在している。この中にはこの間に後継者が加わって単身操業から父子操業に移行した世帯も、父子操

業ないし単身操業のままで推移した世帯も含まれるが、まず1995年における年齢階層別に10年間の施設

規模の増減状況を整理すると、以下のようにまとめられる。

65～69歳： 4世帯のうち増加 1、横ばい 2、減少 1で、ほぼ横ばいと言える。

60～64歳： 6世帯のうち増加 1、減少 4で、減少傾向にある。

55～59歳： 7世帯のうち増加 3、横ばい 3、減少 1で増加傾向にあるといえるが、増加の規模はいず

れも50メートル程度とごくわずかであり、横ばいに近い。

50～54歳：11世帯のうち増加 6、横ばい 2、減少 3で増加傾向が勝っている。

45～49歳：22世帯のうち増加17、横ばい 3、減少 2、および40～44歳：13世帯のうち増加11、横ばい

2で減少はゼロであって、圧倒的に増加傾向を示している。施設規模も全年齢階層中で最

も大きく、経験と体力の双方を備えて積極的経営を行っているといえる。

35～39歳： 5世帯のうち増加 3、横ばい 2、減少ゼロで増加傾向を示す。

25～29歳： 1世帯で増加。

以上のように後継者を確保しえなかったと見られる60歳以上層では施設規模は縮小傾向にあるのに対

して、55歳未満階層では後継者の確保の有無に関わらず施設規模を拡大させている傾向が顕著である。

このことは、これらの階層の規模拡大の要望に対して養殖組合が積極的に応え、廃業者の空き漁場の融

通等の措置がなされたことを推測させる。

（４）新規着業

親の養殖経営の後継者となるのではなく、新規に養殖業を創業した者は1995～2005年初頭までに 4世

帯、それ以降2009年までに 4世帯存在する。それぞれの新規着業事情は以下の通りである。表 6に示し

た各人の養殖施設規模の推移と合わせて検討してみよう。

Ａ：父親と息子二人が養殖業を営んでいたが、兄が父親の経営を継承したので、弟であるＡが独立し

た。2008年まで定置網乗組員であったので規模は拡大しなかった。

Ｂ：父親と息子二人が養殖業を営んでいたが、兄が父親の経営を継承したので、弟であるＢが独立し

た。養殖施設規模の拡大を希望し、時間をかけてそれを実現してきた。

Ｃ：定置網乗組員であったが、定置網仲間や同級生達が養殖業を営んでおり、仲間のつてで養殖組合
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加入を認められた。現在も定置網乗組員のため規模拡大は希望していない。

Ｄ：定置網乗組員を退職してから居住集落の養殖組合に加入して着業した。

Ｅ：漁船漁業を営んでいたが、その経営が困難となったので、漁協が斡旋して養殖漁業に着業し、規

模拡大を進めている。

Ｆ：漁船漁業を営んでいたが、イガイ養殖に興味を持ち着業した。資産があり、養殖は趣味に近く、

技術的に面白みの少ないワカメ養殖はせず、イガイ養殖の規模もごく少ない。

Ｇ：病気で漁協職員を退職してから親類のつてで養殖組合に加入して着業した。

Ｈ：養殖漁家の二男。関東からＵターンして父親の養殖業を手伝っていたが、後に兄もＵターンして

きたので弟のＨが独立した。

以上によれば、8名の新規着業者のすべてが地元出身の漁業関係者であったことがわかる。養殖業世

帯が複数の経営体に分化したもの（Ａ、Ｂ、Ｈ）、漁船漁業を営んでいた組合員が養殖漁業を始めたも

の（Ｅ、Ｆ）、定置網乗組員が乗組員のままで、あるいは乗組員を引退してから養殖業を始めたもの

（Ｃ、Ｄ）、漁協職員から養殖業者に転じたもの（Ｇ）と多様であるが、いずれも町内の出身者で地先資

源の採捕権をもつ准組合員以上の世帯の子弟であったことは共通している。

なお、以上の 8名のうち 5名は居住集落の養殖組合とは異なる養殖組合に入っている。彼等の多くも

養殖組合への加入に際してその集落と何らかの関係があった者が多いというが（例えば親が当該集落の

出身であったり、親類縁者が居住していたり等）、集落性を強く維持しているとみなされてきた養殖組

合にあっても、かなり柔軟に新規着業者を受け入れるようになっている様相がうかがわれる。

それぞれの漁家の養殖施設規模の推移を見ると、定置網乗組員は労働の過重化を避けるためにワカメ

施設を1,000メートル前後に押さえていること（Ａ、Ｃ）、これに対して施設規模の拡大に積極的な者が

壮年者にはもちろん60歳代にも見られること（Ｂ、Ｅ）、自分の興味関心から特定の対象だけを小規模

に実験的に行っている者が見られること（Ｆ）といった事情がうかがわれる。またＢの事例からうかが

われるように、規模拡大を希望しても直ちにその要望が認められるわけではなく、数年間は施設台数不

足の状態を甘受せざるをえない実情も読み取れる。

５．養殖漁場過小利用の認識と漁協自営養殖構想

（１）漁場有効利用をめぐる漁協の認識

高齢化・後継者不在の結果として養殖漁業者の人数が毎年確実に減っている。これによって利用され

表６　養殖業新規着業者の施設規模
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なくなった養殖施設は、規模拡大希望者や新規着業希望者に融通されている。そうした事実を基盤とし

て、集落を越えてでも余剰化した漁場を有効利用することが適切であるという認識は漁協内で成立して

いるといえる。

したがって既存養殖業者の排他性が強いために漁場が有効に活用されていないという弊害を強調する

ことは不適切である。むしろ当地区の場合には、生産物の市場条件との関係で規模拡大、新規参入希望

が充分には大きくなく、さらには参入希望を積極的に支援する体制がとりにくいという状況にあると見

られる。すなわち、制度が市場に反しているのではなく、市場適合的に制度が機能しているというべき

状況にある。

ところで、ワカメ・コンブの生産量は海洋条件によって毎年相当程度の増減があり、そうした幅の中

で見ると、養殖業者の減少が地域としての養殖漁業の生産減退をもたらしてきたとはいえない。むしろ、

養殖業者の減少にもかかわらず、養殖生産量は一定レベルに保たれていると考えられており、実際の数

字もそれを裏付けている。

こうした認識は市場条件に対応している。漁協加工場の経営にとって重要なワカメ製品に十分な販路

が保証されているわけではなく、ワカメの適正生産量2,000トンを超えて供給がなされると、漁協加工

場が販売難に直面することも少なくない。このため漁協としては、地域内の生産増加を積極的に図らな

ければならないという状況にはなく、漁協全体の生産規模としてはほぼ適正な状況が継続しているが、

漁業者の所得の向上と、将来展望から考えて、就業者確保に努力すべきであると判断されているのであ

る。すなわち、現在の年齢構成からみた場合、引退者の増加傾向が速度を速め、10年後、20年後には養

殖業者の数が相当に減少することが確実であるため、現時点では養殖生産が減少しているわけではない

にも関わらず、若い就業者の参入について努力することが必要であると考えられているのである。

（２）漁協自営養殖業の構想

将来の漁業就業者の確保については、養殖業経営体が確実に減少傾向にあること、サケ定置網の乗組

員の確保が次第に困難になりつつあることの二点が危惧されており、その対策として漁協では2010年 4

月から漁協自営養殖事業をスタートさせる計画である。この事業は、空いた養殖漁場を利用して漁協自

身が養殖業を経営し、従来のサケ定置網とともに、新たに加えるワカメ養殖と夏定置網を組み合わせて

周年雇用の漁協自営漁業を開始しようとするものである。

漁協の定置網の雇用期間は 8月中旬から 1月までであるが、これを今後は夏網（雇用は 4月中旬～ 8

月中旬）、秋網（ 8月下旬～ 1月中旬）、養殖での雇用（ 1月下旬～ 4月初旬でワカメの収穫終了まで。

ただし定置網雇用の時期にも必要な養殖用作業を付加的に行う）として周年雇用を実現するという構想

である。養殖施設については、既存漁場内の遊休場所を使うが、国庫補助がつけば新たな自営養殖施設

を作る構想である。

この方式によれば、第一に、乗組員にとって漁協に雇用されて周年での所得確保が可能になること、

第二に、養殖業者が急減している下で親が養殖業者でない若年者を養殖業就業者として確保でき、将来

的な養殖業の担い手の充実につながること、第三に、遊休漁場を漁業権管理主体である漁協に返還させ

ることによって一元的に利用でき、今後起こりえる生産の減少を回避できること、といった利点がある

と考えられる。その意味でこの構想は、養殖組合が漁場利用の権限を有している体制は維持しつつ、そ

のマイナス面－養殖業者の子弟以外は新規着業がほとんど不可能であること、施設規模拡大の要望が実
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現するまでのタイムラグが長いこと等－を克服しようとする試みであると見られる。

組合員経営の縮小に対応して協同組合が組合員経営を部分的に代位するという動きは、農業において

JA出資法人等の形態で進展しているが、漁業におけるその本格的事例としてこの試みは大いに注目され

るところである。

おわりに

本稿の冒頭に述べた視点との関係で本稿の事例を意義付けるとすれば、以下のように言えるであろう。

第一に、高齢者の労働軽減の意味を持つ漁協自営加工場へのワカメ原藻販売方式は、各漁家の労働力

保有条件の相違にも関わらず平均的な漁場生産性を実現することを可能とし、漁協加工事業と合わせて

地域の海洋生産力を最大の地域内所得に結びつける成果を上げていると言える。しかし、その効果はコ

ンブ養殖を継続できなくなった高齢者がワカメ養殖だけは継続できるというほどに大きなものではな

く、養殖漁業からの引退年齢が他地区に比較して特に遅くなっているともいえない。その意味で、高齢

化段階にみあった漁業労働の軽減のためには、コンブ養殖業の陸上作業の軽減も含めたトータルな対応

が必要であろう。ただし、ブランド化によってワカメにおいては実現できている相対的高価格がコンブ

においても実現できる保証はないから、この課題に取り組むためにはコンブの販路確保を含む新たな工

夫が必要とされよう。

第二に、集落ごとの養殖組合に漁場管理権限を委ねている現行方式は、各世帯の保有労働力と施設規

模を対応させることを大きく妨げているとはいえない。それは一定のタイムラグを経ることによって、

あるいは集落と養殖組合との関係の柔軟な組み替えを介して、規模拡大・新規着業の要望を受け止める

ことを可能としている。しかしながらそれは地縁血縁で結ばれた集団内部における柔軟性であって、地

域外出身者や組合員外に対して同様に機能しているとは言えない。外部者の着業申請を明示的に拒否し

たといった事例は見られないが、そうした要望が出されていないこと自体を問い直すことが、長期的に

は必要になってくるといえよう。



１．はじめに

1960年代には、2万人（1967年：20,287人）を超える生徒が全国の水産系高校で学び、「漁業就業者」

となる者も 2～ 3割を数えた。しかし近年、在籍者はピーク時から半減しており（2009年：9,045人）、

2008（平成20）年度に全国の水産系高校を卒業した3,231名のうち、「自営漁業」と「漁船乗組員」の職

に就いた者は、わずかに136名にとどまっている。水産系高校が46校あることを踏まえると、1校あた

り 2～ 3人の漁業者を送り出しているに過ぎない（平成20年度全国公立水産関係高等学校一覧）。

かつて、「漁家に生まれれば、漁師になるのは当然である」というような風潮もあり、いわゆる水産

高校漁業科の生徒の半数近くは漁家子弟であった。ところが近年、漁家子弟の占める割合が減少してお

り、年によっては漁家子弟が皆無なことも珍しくない。

学歴取得の面でも変化はある。高校への進学率が高くないころには、漁家子弟が中学卒業後に直ぐに

家業である沿岸漁業に就くことも多かったけれど、高校への進学がなかば当然となるなか、現在ではほ

とんどの漁家子弟も高校に進学するようになった。しかし、進学した高校をみると、普通科、商業科、

工業科などが多く、水産（海洋）高校を卒業した者が少なくなってきており、漁家子弟の水産（海洋）

高校離れが進んでいる。

一方、漁業就業支援フェアが盛況であることにもみられるように全国的には漁業外・非漁家から漁業

への就業を希望する者は増加傾向にある。さらに、2008（平成20）年度からは、文部科学省と水産庁の

連携による漁業への優先的雇用システム（キャリア・パス）を目標に掲げた「水産高校等を中心とした

地域の漁業・水産業の担い手育成プロジェクト事業」が立ち上がり、水産（海洋）高校を担い手育成機

関として位置づけようとの試みが進められている。水産（海洋）高校という豊富な教育経験を有する

“資産”1）を活用して、地元の若者を地域漁業の中核に育てようとする試みがスタートした。

このプロジェクトは始まったばかりであり、その有効性については、これからの評価によって確認さ

れるであろうが、漁業の地盤沈下に対する危機感が広く浸透してきており、担い手確保事業が行政機関

における水産政策の一端に位置づけられたことは確認できる。

本調査では、こうした現状を踏まえ、茨城県内の沿岸漁業者に対して、アンケートと聞き取りを実施

し、進学先として水産（海洋）高校を選んだ理由、または選ばなかった理由、沿岸漁家が漁家子弟に水

産（海洋）高校で学んでもらいたい技術・技能や取得してもらいたい資格などについて調査を行った。

加えて、高校卒業後の職業選択がどのような判断によってなされたのかについても実態把握を行った。

本稿では、以上の調査結果を分析することで、これからの水産（海洋）高校が沿岸漁業者にとって魅

力あるものになるためには何が必要なのかを明らかにしたい。さらに、明らかになった実態を基に沿岸

漁業就業者を育成するために望ましい水産（海洋）高校のあり方についても言及できればと考えている。

なお、水産（海洋）高校の現状調査及び沿岸漁業者の期待に応える水産・海洋教育のあり方に関する

考察については、佐々木貴文氏（函館短期大学）にご協力頂き、同氏が執筆した「高校水産教育の戦後
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―茨城県の事例を中心に―

全国水産業改良普及職員協議会　柳田　洋一



の歩みと現代に直面する課題」『技術教育研究（66号）』2）を再構成し、掲載した。

２．水産（海洋）高校の現状

2001（平成13）年の「水産基本法」（法律第89号）において、第27条で「国は、水産に関する技術の

研究開発及び普及の効果的な推進を図るため、これらの技術の研究開発の目標の明確化、国、独立行政

法人、都道府県及び地方独立行政法人の試験研究機関、大学、民間等の連携の強化、地域の特性に応じ

た水産に関する技術の普及事業の推進その他必要な施策を講ずるものとする。」として（水産系）大学

を活用することが規定されたものの、水産（海洋）高校について言及はされていなかった。

それが2007（平成19）年 3月20日に閣議決定された新たな「水産基本計画」においては、「次代の水

産業を担う幅広い見識と技術を身に付けた人材を育成するため、水産に関する高校・大学等を通じた実

践的な専門教育の充実を図るとともに、専門知識を生かした雇用や就業の機会の確保を図る。また、国

北茨城地区

大洗・那珂湊地区

日立南部地区

鹿島灘地区

はさき地区

日立北部地区

海洋高校
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図１　茨城県沿海地区の位置
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民の水産に対する理解と関心を深めるため、学校教育や社会教育における水産に関する学習機会や漁業

体験の機会の充実を図る。」旨が盛り込まれている。

しかしながら、我が国の漁業後継者養成機関として、最も重要な位置にあると考えられる水産（海洋）

高校は、担い手機関として役割を十分発揮できないでいる。漁業者の減少と高齢化の進行に歯止めがか

からないにもかかわらず、水産（海洋）高校に対する期待感がなかなか大きくならない背景には、水産

（海洋）高校そのものの規模の縮小と、卒業生の漁業離れ（卒業者の「漁業作業者」となる割合の低迷）、

カリキュラムの問題などがある。

以下、それぞれの問題について見ていくこととする。

（１）規模の萎縮

現在の水産（海洋）高校は統廃合の真っ只中にあり、もっとも多くの在籍者をかかえていた1967（昭

和42）年には、58校（全日制52校、定時制 4校、全定併設 2校）あった水産（海洋）高校が、現在では

46校に減少している。過去に、一県で3校の水産高校を設置していた岩手県、千葉県、高知県における

統廃合の動向がその傾向を端的に示している。高知県はすでに 1校に減少しているし、千葉県では、銚

子水産高校が2008（平成20）年に銚子商業高校に統合されたことが象徴的といえる。岩手県では複数校

体制を維持しているが、総合学科やコース制をとる教育体制への切り替えが進んでおり、専門性の点で

問題なしとしない。

この背景には、実習船を擁し普通科高校の10倍ともいわれる教育費負担が、財政難の地方自治体を直

撃していることや少子化による入学者の減少がある。さらには、水産（海洋）高校の専門性と就業動向

のミスマッチが「整理統合やむなし」の声に説得力を与えている。

一方、水産科を維持し続けている学校でも、入学定員を確保できないケースが散見されるようになっ

ている。こうした現実や地方財政の逼迫を背景に、水産（海洋）高校においては「効率のよい」総合学

科への改組や、普通科高校との統合が現在の潮流となっている以上、さらなる学校数の減少を予見する

向きもある。

水産（海洋）高校在籍者も、1967（昭和42）年度の20,287人をピークに減少をつづけ、2009（平成21）

年度には9,405人と、一万人割れが恒常化してきている（表 1）。これは水産（海洋）高校在籍者が、す

でにピーク時のほぼ半分しかいないことを意味している。

全国水産高等学校長協会の白井理事長 3）が指摘しているように、水産（海洋）高校の量的な縮小は、

少子化も影響していることは否めない。1989（平成元）年度の高校全体の在籍者数は、5,637,947人をピ

ークに減少局面に入っており、水産（海洋）高校在籍者数の減少もこの傾向とかさなる。ところがよく

みると、水産高校は、高校全体の在籍者数がピークとなっていた1989（平成元）年度には、その割合を

すでに0.28%と、現在までの最低比率に下げていた。

これには、1973（昭和48）年度以降、高校在籍者数が下落基調から上昇基調へと転換するなかでさえ、

水産（海洋）高校が生徒数を減少させ、萎縮傾向を決定付けた1974（昭和49）年度から1988（昭和63）

年度までの「15年問題」がある。事実、この15年間で、水産（海洋）高校在籍者が全高校在籍者に占め

る割合は、ピークに近い0.46％からボトム水準の0.29％にまで下げられた。

そして、少子化が顕在化するなかで、水産（海洋）高校のシェアは、このボトム水準に張りつかざる

を得なくなったといえる。すなわち水産（海洋）高校は、少子化が顕在化する以前に、すでにその量的
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表１　水産科の在籍生徒数の動向
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規模を今日のレベルにまで縮小させており、少子化はそれを固定したに過ぎない。

（２）卒業生の漁業離れ

漁業における水産（海洋）高校の存在感の低下は、高等学校を卒業して漁業作業者となった者に占め

る水産（海洋）高校卒業者の割合が減少し続けていることからもみてとれる。

1960年代においては、高等学校を卒業して漁業作業者となる者の 6割から 7割が水産（海洋）高校卒

業者であったけれども、遠洋漁業の衰退が決定的となる1980年代の後半には、恒常的に 5割を下回るよ

うになり、近年では 3割台に落ち込むことが珍しくなくなっている（表2）。

就職動向をより詳細にみるため、『平成21年度全国公立水産関係高等学校一覧』を確認する。水産学

校長協会に参加している、46高校の2008（平成20）年度卒業生は3,382人で、そのうち「自営漁業」に

就業したものはわずかに35人で、卒業生の1.0％にとどまっていることがわかる。「漁船」乗組員となっ

た者も45名（1.3％）と多くはない。

水産関係の高等教育機関に進学した者は428人（12.7％）、水産関係の民間企業に勤めた者は731人

（21.6％）、水産関係の官公庁に勤めた者は22人（0.7％）であった。専攻科に進学（232人、6.9％）し、

「漁船」乗組員となる者が少なからずいることを考えると、とりわけ、「自営漁業」就業者を養成できて

いない水産（海洋）高校の姿が浮かび上がる。すなわち水産（海洋）高校は、沿岸漁業への人材供給と

いう側面において、弱点を有しており、後述する調査結果からも沿岸漁業者の水産（海洋）高校離れが

進んでいるといえよう。

かつての水産（海洋）高校は、「近代的な沿岸漁業を担当するにふさわしい資質を備えた漁業技術者

および自営者」（昭和42年『水産白書』）を養成することが期待される存在であった。しかし、実際は、

遠洋漁業型水産教育を展開したことで沿岸漁業とのかかわりを築いてこなかったことが、今日の低迷の

基礎にあるように思われる。遠洋漁業を意識した活動をおこなってきたことは、大型実習船を用いた遠

洋漁業実習（船舶職員養成）を現在も継続していることからもわかる。

遠洋漁業を意識した活動は、大型実習船を用いた遠洋漁業実習を現在も継続していることからもわか

る。漁業系学科のカリキュラムはもちろん、学校の施設・設備も海技士養成を強く意識したものとなっ

ている。2009（平成21）年 4月現在、水産系高校が保有する100トン以上の大中型実習船は36隻（185～

666トン）で、平均トン数は478.7トンとなる。実習船には、トロールウインチや延縄ラインホーラーが

装備されており、各種遠洋漁業実習に対応する。

高等学校学習指導要領（教科「水産」科目「漁業」の「内容の取扱い」）にも、「地域の実態や学科の

特色等に応じて、主要な沿岸漁業、沖合漁業、遠洋漁業及び魚介類や藻類等の栽培漁業の中から適切な

ものを選択して生産に必要な知識と技術を習得させること」（文部科学省『高等学校学習指導要領（平

成11年 3月）』）と、さりげなく「遠洋漁業」の文字を組み入れ、その教育の正当性を顕示している。

水産（海洋）高校が、地域漁業を支える漁業者から必要とされ、その意義を顕示するためには、この

「遠洋漁業型水産教育」から脱皮し、地域の漁業に呼応した教育実践を展開する必要がある。

確かに近年、水産高校は「高級船員」だけでなく、小型船舶操縦士をも養成できる施設として認定を

受けた。1993（平成 5）年の運輸省告示第190号による「船舶職員施行細則」の改定が契機となったこ

の変化には、漁業者の大半を占める沿岸漁業就業者が使用する小型漁船の操縦資格を付与することで、

水産（海洋）高校の存立意義を確保しようとする意志が働いているといえる。
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だがいずれにしても、水産（海洋）高校が船舶職員や小型船舶操縦士の養成に力を入れつづけること

の弊害は少なくない。端的に現れるのが、後述するカリキュラムの問題であろう。

表２　高等学校卒業者の漁業作業者となる割合
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（３）カリキュラムの問題

規模の萎縮に直面する現在の水産（海洋）高校は、この大きな流れからの脱皮と生き残りを模索しな

ければならなくなっている。しかし、今から10年程前には、「水産高校」から「海洋高校」へと校名を

変更する学校が相次ぎ、それが落ちついた現在では、水産高校と普通科高校との統合や、総合学科への

改組による学校数・水産系学科数の集約化が進み、水産（海洋）高校の存在そのものが見えにくくなっ

ている。

存在感を薄れさせているのは、何も統廃合や名称変更だけに起因するものではない。水産（海洋）高

校ももちろん、「学校教育法」に規定される高等学校であることから、水産に関する科目（漁業、漁船

運用、栽培漁業、水産生物、水産食品製造、水産食品管理、水産流通など）のほか、普通科目（国語、

英語、数学、理科、保健体育など）をも必修として教授しなければならない。

問題はその内訳であり、1960（昭和35）年には35単位（卒業単位85単位）を必修とされていた専門科

目は、1978（昭和53）年に30単位（卒業単位80単位）、1999（平成11）年には25単位（卒業単位74単位）

と削減され続けている。

水産に関する専門性を薄れさせる原因ともなっているこの施策は、「船舶職員法」にもとづき船舶職

員を養成する水産（海洋）高校にとってより重要な意味をもってくる。すなわち、水産（海洋）高校

（漁撈に関する教育を行なう小学科）は、修業年限内に船舶職員資格の取得を目指すため、専門科目

「航海・計器」、「漁船運用」、「総合実習」（いわゆる実習船教育）に大半の授業時数を割り当てる必要が

あり、専門科目の必修単位削減は、それ以外の科目に割ける時間の削減をも同時に意味している。

換言すれば、専門科目の時間が減少することは、水産（海洋）高校の教育活動の硬直性を意味するも

のであり、水産（海洋）高校の専門性を薄れさせる以上の問題を有しているといえる。このことについ

ては、前出の白井理事長も「（前略）海技資格の単位を習得しなければなりませんので、教育課程、カ

リキュラムに縛りがかかるという非常に硬直した状態になっている。（中略）これは本科3年と専攻科 2

年で一つの教育課程を組むということで、これも海技資格に特化していくと非常に教育課程が膠着して

いくというジレンマがあります。」と指摘している 4）。

こうした教育活動で養成されるのは、5級海技士（航海・機関）であり、さらに多くの水産（海洋）

高校では、船舶職員の養成を主要な目的とする専攻科が置かれ、乗船実習中心の課程によって「高級船

員」（3級海技士）が養成されている。

しかしながら、20トン未満の漁船で沿岸漁業を営む場合には、小型船舶操縦士 1級と第二級海上特殊

無線技士等の資格を持っていれば実質的に問題はない。また、これらの資格は水産（海洋）高校でなく

ても民間団体が主催する講習会を受講することで、比較的容易に短期間で取得することができるので、

後述する調査結果でも進学先は水産（海洋）高校でなくとも十分であるという意見もあるように沿岸漁

業者の水産（海洋）高校離れの一因となっていると考えられる。

また、多くの水産（海洋）高校では、ハワイ沖やインド洋での遠洋漁業実習として、マグロ延縄を操

業しているが、例えば、茨城県の遠洋まぐろ延縄船は那珂湊漁協に所属する 1隻が南米ペルー沖で操業

しているだけであり、沿岸漁業で操業されている漁業種類と水産（海洋）高校の実習内容に乖離があり、

実際、漁業者からは茨城県の実態に即した実習内容への転換を望む声が高まっている。

この漁業実習内容と実際の沿岸漁業との乖離が、沿岸漁業者に魅力を感じない要素になっているとい

っても過言でない。
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３．実態調査結果

茨城県における沿岸漁業の主力であるしらす船びき網を中心に操業する 3～ 5トン未満の小型船漁業

者を対象にアンケートと聞き取り調査を実施した（対象：223、回答：153）（文末・付表参照）。

（１）水産（海洋）高校への進学に関する調査結果

茨城県立海洋高校は、県のほぼ中央のひたちなか市（旧・那珂湊市）に位置し、県内全ての漁業地区

から生徒を受け入れている 5）。同県は、北は福島県、南は千葉県に隣接し、これらの地域と社会・経済

的関係が強く、県北部の北茨城地区は、福島県いわき市内、県南部のはさき地区は千葉県銚子市内の高

校へ進学することが少なくない。

また、同県は、南北190㎞の海岸線に12漁協が点在しており、地区ごとの特徴を明らかにするため、

県内を便宜的に、はさき、鹿島灘、大洗・那珂湊、日立南部、日立北部、北茨城の 6地区に分けて、調

査・検討を行った。

１）はさき地区

神栖市波崎を区域とするはさき漁協に所属する沿岸漁業者で水産（海洋）高校を進学先として選んだ

者は、9名（29％）である。利根川を挟んで対岸にある千葉県銚子市に近いこともあり、全員が銚子水

産高校（現・銚子商業高校海洋校舎）への進学者である。

漁業的には、しらす船びき網のほか、利根川河口域でしらすうなぎ掛け袋網で養鰻業者向けにシラス

ウナギの採捕を兼業する者が多い。シラスウナギだけで12月～翌年 4月の 5ヶ月間に2,000万円近い高次

で安定した収入を得られることから、漁業後継者の確保率は高い。

また、漁業以外へ就業してからＵターン就漁する者が多いのも、この地区の特徴である。それも数年

の腰掛け程度の勤務ではなく、10年以上サラリーマン生活を送り、会社等でもある程度の地位になって

から、Ｕターンしているのも特徴である。Ｕターン前の職場は、鹿島臨海工業団地内の企業が多いが、

町役場や郵便局など公務員であった者もいる。

これは、高次で安定した漁業収入が得られることに起因しているものと推察される。

２）鹿島灘地区

鹿島市、鉾田市、神栖市の一部を区域とする鹿島灘漁協に所属する沿岸漁業者で水産（海洋）高校を

進学先として選んだ者は、6名（23％）である。聞き取り調査の結果、当該地区で水産（海洋）高校へ

進学した者は 7名おり、うち 6名が那珂湊水産高校（現・海洋高校）、1名が銚子水産高校への進学者で

ある。

当該地区は、1985（昭和60）年に鹿島臨海鉄道が開通するまでバス以外に公共交通機関がなく、交通

不便地であった。1973（昭和48）年に当該地区から初めて那珂湊水産高校へ進学した者は、当時は学生

寮があったが、入学後すぐ閉寮になったので、旧・那珂湊市内に下宿した。そのほか同鉄道が開通する

までに同校へ進学した者も親類縁者宅に下宿して、通学していた。現在では、当該地区から同校までは

同鉄道を利用することで、十分、通学圏内となっている。

なお、銚子水産高校への進学者は、自宅からバスで通学したということである。

このような背景があるためか、当該地区では水産（海洋）高校へ進学しなかった理由として「家の近
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くになかったから」をあげていること、『水産（海洋）高校が漁業者に魅力あるものになるためには何

が必要でしょうか』の問いには、「学生寮の完備」を9名（39％）が回答していることが目立った。

漁業的には、しらす船びき網を中心に、鹿島灘はまぐり等を漁獲する貝桁網、ヒラメやカレイを漁獲

する建網（固定式刺網）、小型底びき網、たこつぼなど多種多様な沿岸漁業を営むことで年間1,500～

2,000万円と県内でも比較的高い水揚収入を得られるとともに、歴史的には、農家が農閑期の副業とし

て営んでいた小生産的漁業が、漁港が整備されたことにより発展して行った経緯があり、現在でも農業

の兼業率が高いのが、この地区の特徴であり6）7） 8） 9）、農業を兼業することで、個別経営体として安定

した経営を行っていることで、漁業後継者の確保率は高く、そのほとんどは、高校を卒業後、就漁して

いるケースが目立つ。

３）大洗・那珂湊地区（三浜地区）

那珂川を挟んで南北に位置するこの漁業地区は、三浜地区とも呼ばれ、社会・経済圏を共有しており、

大洗町を区域とする大洗町漁協、ひたちなか市の内、旧・那珂湊市を区域とする那珂湊漁協と磯崎漁協

がある。

これらの漁協に所属する沿岸漁業者で水産（海洋）高校を進学先として選んだ者は12名で、アンケー

ト調査で回答があった者に占める割合も48％と県内で最も高い。

地理的に自宅から自転車による通学が可能であり、かつては漁家・非漁家を問わず那珂湊水産高校

（現・海洋高校）の約半数が当該地区の出身者であった。

漁業的には、大洗町漁協は、鹿島灘漁協やはさき漁協と漁業権を共有し、ほぼ同じような漁業種類を

操業し、県内でも比較的高い水揚収入が得られることから、はさき地区や鹿島灘地区ほどではないが、

漁業後継者の確保率は高い。

一方、那珂湊漁協と磯崎漁協は、しらす船びき網と小型底びき網を中心に操業するが、水揚収入がカ

タクチシラスやコウナゴなどの来遊に左右されるため、水揚収入はやや不安定である。

なお、後継者の確保率は県内で最も低い傾向にある。

４）日立南部地区

日立製作所の企業城下町である日立市南部には、久慈町漁協、久慈浜丸小漁協、河原子漁協、会瀬漁

協の4漁協がある。

これらの漁協に所属する沿岸漁業者で水産（海洋）高校を進学先として選んだ者は 7名であるが、そ

の内 3名は、会瀬漁協の自営定置網の乗組員で県外の水産（海洋）高校（青森県立八戸水産高校 2名、

栃木県立馬頭高校 1名）であり、これを除くと18名中 4名（22％）が那珂湊水産高校（現・海洋高校）

への進学者である。

日立市南部に位置する当該地区には、市内にある県内有数の進学校を含む県立高校 6校中 5校（普通

科 3校、商業科 1校、工業科 1校）と私立高校 3校（うち通信制 1校）があり、その進学校を卒業後、

家業の沿岸漁業に就業している者も少なくない。

当該地区から、那珂湊水産高校（現・海洋高校）への通学時間は、電車を乗り継いで、1時間半程度

かかるものの、かつては漁家子弟の多くが同校へ進学していたが、近年は少ない傾向にある。後述する

ように漁家でも普通科志向が強まっていることがあげられる。
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当該地区でもＵターン就漁が見られるが、そのほとんどは市内の日立製作所及びその関連企業へ勤務

していた。

漁業的には、しらす船びき網と建網（固定式刺網）を中心に操業し、那珂湊漁協、磯崎漁協と同様に

水揚収入がカタクチシラスやコウナゴなどの来遊に左右されるため、水揚収入はやや不安定であるが、

近年は、遊漁船案内業を兼業する者も多くなり、そのことによって漁家収入が向上し、そのような漁家

では、後継者を確保しているが、そうでない漁家での後継者の確保率は低い。

なお、会瀬漁協では、漁業外・非漁家から就業した定置網の乗組員が正組合員資格を得て、現在、5

名が自分の漁船を所有して自営漁業を兼業している。

５）日立北部地区

日立市北部と同市に合併した旧・十王町を地区とする川尻漁協に所属する沿岸漁業者で水産（海洋）

高校を進学先として選んだ者は、アンケート調査では 1名だけであったが、聞き取り調査の結果では、

当該地区から水産（海洋）高校へ進学先した者は7名いるということである。

当該地区から、那珂湊水産高校（現・海洋高校）への通学時間は、2時間程度かかるが、同校と同じ

旧・那珂湊市内にある部活動の盛んな高校へ進学した漁家子弟もいることから、決して通学不可能な地

区ではないが、地理的な要因もあり、水産（海洋）高校への進学者は少ない傾向にある。

漁業的には、しらす船びき網を中心に操業するが、近年では、アワビ漁業において資源管理の徹底と

協業化による効率化を図ったことで、水揚収入が向上している。

後継者の確保率は、はさき地区や鹿島灘地区など県南部ほど多くはないが、日立南部地区よりは多い

傾向にある。また、そのほとんどは、高校を卒業後、就漁しているケースが目立つ。

６）北茨城地区

北茨城市平潟町を区域とする平潟漁協、北茨城市（平潟町を除く）と高萩市を区域とする大津漁協に

所属する沿岸漁業者で水産（海洋）高校を進学先として選んだ者は、5名（15％）である。

当該地区は、福島県いわき市内と隣接し、同市を社会・経済圏としていることもあり、全員が小名浜

水産高校（現・いわき海星高校）への進学者である。しかし、那珂湊水産高校（現・海洋高校）同窓会

である湊水会会員名簿をみると、かつては当該地区から進学していたことが確認できる。これは、鹿島

灘地区でも触れたが、以前、同校は学生寮を所有していたことから、遠距離の学生の受け入れも可能に

していた証であるといえる。

漁業的には、大津漁協は、しらす船びき網が中心というより、ほぼ専業で操業するので、水揚収入が

カタクチシラスやコウナゴなどの来遊に左右されるものの、北から来遊するコウナゴやオキアミを県内

でいち早く漁獲できるメリットがあり、やや不安定さはあるが、しらす船びき網の水揚だけでも県内で

は高位に位置している。

一方、平潟漁協は、しらす船びき網のほか、曳釣り、あなご筌、採貝採藻（アワビ、ウニ）など多種

多様な沿岸漁業を営んでおり、比較的高い水揚収入を得ている。

両漁協とも後継者の確保率は日立北部地区と同程度である。

なお、当該地区でもＵターン就漁が見られるが、そのほとんどはいわき市の工業団地内企業や日立製

作所及びその関連企業へ勤務していた。
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７）小括

水産（海洋）高校を進学先として選んだ沿岸漁業者は、40名で26％を占めている。

地区別では、大洗・那珂湊地区が12名（48％）と最も高い。次いで、はさき地区 9名（29％）である

が、これは銚子水産高校（現・銚子商業高校海洋校舎）への進学者である。その次が、鹿島灘地区の 6

名（23％）である。また、北茨城地区の 5名（15％）は、小名浜水産高校（現・いわき海星高校）への

進学者である。

『水産（海洋）高校へ進学した理由は何ですか』という質問に対しては「漁家に生まれて、漁師にな

るために、当然だと思ったから」が28名（18％）と最も多かった。

一方、水産（海洋）高校以外を進学先とした者の理由は、「水産（海洋）高校でなくても、十分だと

思ったから」が16名（11％）、「漁業以外に就きたい職業があったから」が15名（10％）、「部活動が盛ん

だから」が13名（ 8％）、「まわりのみんなが行くから」が11名（ 7％）、「大学・短大等に進学したかっ

たから」が9名（ 6％）の順になっている。

なお、鹿島灘地区では水産（海洋）高校へ進学しなかった理由として「家の近くになかったから」を

あげていることが目立った。

『水産（海洋）高校が漁業者に魅力あるものになるためには何が必要でしょうか』という質問に関し

ては「漁業に必要な資格取得」が96名（63％）、「漁業に必要な技術や知識など教育内容の充実」が69名

（45％）、「地域漁業に貢献できる人材の養成」が46名（30％）、「地域漁業や家庭（漁家）との密な連携」

が35名（23％）、「奨学金制度の創設」が28名（18％）の順になっている。

（２）沿岸漁業者の就業動機に関する調査結果

水産（海洋）高校の卒業か否かにかかわらず、103名（67％）が高校卒業直後に沿岸漁業に就業して

おり、その理由として「漁家に生まれて、漁師になるために、当然だと思ったから」が51名（33％）、

「漁業に就くのには、高校卒業で十分だと思ったから」と「直ぐにお金を稼ぎたかったから」が各々15

名（10％）、「進学や就職するより、早めに漁法を覚えたり、漁場を知る方が有利だと思ったから」が 8

名（ 5％）、「まわりのみんなが漁業に就くから」が7名（ 5％）となっている。

一方、高校卒業後、直ぐに漁業に就業しなかった者44名（29％）のうち、25名（16％）が漁業以外へ

就業した後、Ｕターン就漁しており、その理由として 「漁業以外に就きたい職業があったから」が16

名（11％）、「親が漁業以外への進路を勧めたから」が12名（ 8％）、「漁業以外の社会経験をしてからで

も遅くないと思ったから」が9名（ 6％）となっている。

４．水産（海洋）高校への進学動機

今回の調査の結果から、沿岸漁業者は、水産（海洋）高校に対して、漁業に必要な資格取得や、技術

や知識など教育について期待している一方、沿岸漁業を営むうえで、進学先としては、水産（海洋）高

校でなくても十分であるという意識でいることがわかる。こうした結果には、大別して 2つの要因があ

るように思われる。

第一には、沿岸漁業と水産（海洋）高校の教育内容に乖離があることである。

従来の水産（海洋）高校で実施されてきた水産教育は、行政機関が実施している担い手確保策の柔軟

性とは反対に、しばしば硬直性が指摘されてきた。それは、200海里体制が確立し、遠洋・沖合漁業か
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ら沿岸漁業の重要性がささやかれてもなお遠洋漁業型水産教育を継続し、大型漁船乗組員としての海技

士養成に力を注いできた結果であるといえる。

近年、水産（海洋）高校は海技士養成だけでなく、小型船舶操縦士を養成できる施設として認定を受

け、漁業者の大半を占める沿岸漁業者が使用する小型漁船の操縦資格を付与し、専門高校としての水産

（海洋）高校の存立意義を確保しようとしている。

しかし、前述したように、水産（海洋）高校が海技士や小型船舶操縦士の養成に力を入れつづけるこ

との弊害は少なくない。端的に現れているのが、カリキュラムの問題で、その内訳の問題である。卒業

単位数が削減され続けており、水産（海洋）高校は、修業年限内に船舶職員資格の取得を目指すため、

専門科目「航海・計器」、「漁船運用」、「総合実習」に大半の授業時数を割り当てることが必要となり、

教育課程やカリキュラムに縛りがかかる。それはすなわち、専門科目の必修単位削減は、沿岸漁業者が

期待している漁業に必要な技術や知識などの水産に関する科目に割ける時間の削減をも同時に意味す

る。専門科目の時間が減少することで、水産（海洋）高校の教育活動の硬直性を意味するものであり、

水産（海洋）高校の専門性を薄れさせている。さらに沿岸漁業者のニーズとの乖離をもたらしており、

沿岸漁家子弟の水産（海洋）高校離れに拍車を掛けているといえよう。

第二には、漁家でも普通科志向が強まっていることがあげられる。

確かに20トン未満の漁船で沿岸漁業を営む場合には、小型船舶操縦士 1級と第二級海上特殊無線技士

等の資格を持っていれば十分であり、これらの資格は水産（海洋）高校でなくても民間団体が主催する

講習会を受講することで、比較的容易に短期間で取得することが可能であることから、漁家子弟の学力、

通学手段、学費等を総合的に判断したうえで、「とりあえず」普通高校等へ進学させようとする。そし

て、漁業へ就業するときに必要となる資格は、後々、取得すればよいという考えとなる。

このことは、水産（海洋）高校以外を進学先とした者の理由に「水産（海洋）高校でなくても、十分

だと思ったから」が11％あることからも裏付けられる。

５．沿岸漁業者への就業動機

水産（海洋）高校の卒業か否かにかかわらず、67％が卒業直後に沿岸漁業に就業しており、その理由

として「漁家に生まれて、漁師になるために、当然だと思ったから」が33％を占めている。「子は親の

背を見て育つ」という諺があるように、漁家の家庭内で親が子に職業としての沿岸漁業の魅力や仕事の

誇り等について話し合いが行われている証ではないかと推察される。

また、「直ぐにお金を稼ぎたかったから」が10％おり、豊漁時は、サラリーマンの給料を 1日で稼い

でしまうように、同年代の他産業では手にすることができない現金収入が得られる魅力的な職業である

ことが就業動機になっているようである。

反面、沿岸漁業は、家族経営で営まれていることが多く、固定費は、好不漁にかかわらず、支出され

るため、不漁時は、家族労賃が調節弁の役割を果たす。この現状が、漁家子弟にとって魅力的であるか

どうかは疑問であり、高校卒業後、直ぐに漁業に就かなかった理由として、「親が漁業以外への進路を

勧めたから」が 8％あるように、そのことが阻害要因となって親が子に漁業を後継させることを躊躇し

て、勧めていないといえる。

特に近年、資源の減少、魚価の低迷、燃油の高騰などにより、収入が安定しない（儲からない）こと

から、親が子に漁業への後継を望まない傾向がある。
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漁師としての生産の喜びだけ、食糧を供給するという使命感だけでは、もはや漁業を継続することが

難しいと言っても過言ではない状況にある。

言い換えれば、高水準の安定した水揚を得られる「儲かる漁業」経営体は後継者を確保し、そうでな

い経営体は確保できない（あるいは継がせない）ということになるのではないだろうか。

就業動機として、「まわりのみんなが漁業に就くから」を理由とした者は 5％と少ないが、東京大学

社会科学研究所の加瀬教授 10）が指摘しているように、確かに後継者が多い年代とそうでない年代があ

る傾向は見られる。詳細については、今回の調査では把握できなかったが、組合自営定置網に漁業外・

非漁家から新規参入者を受け入れている会瀬漁協では、同年代が数名おり、互いに励ましながら、就業

を継続しているケースがあり、同年代の仲間の存在が重要であることは否めない。

また、高校卒業後、直ぐに漁業に就かなかった理由として、「漁業以外に就きたい職業があったから」

が10％あったり、16％が漁業以外へ就業した後、Ｕターン就漁しており、親が子の職業選択について比

較的寛容になっているという向きもあるが、近年、漁ろう作業が機械化により省人・省力化されている

こともあり、子が就漁年齢に達しても子は漁業以外に就職して、しばらくは祖父と父での操業を継続し、

祖父が漁業から引退する時期を契機にＵターン就漁する傾向が見られる11）。親が他人を雇用して、操業

するのであれば、自分が船に乗るとＵターン就漁したケースも複数認められている。

その他、高校卒業後、直ぐに漁業に就いた理由として、「進学や就職するより、早めに漁法を覚えた

り、漁場を知る方が有利だと思ったから」が 5％いたり、自由記入欄に「中学生のころに、漁業に必要

な技術は身に付けたので、高校へ進学する必要はなかった」という回答があったことは、家業の漁業を

日常的に手伝っていたことを示唆するものであり、子供の時からの漁業との接し方が就業動機に影響を

与えているのではないかと考えられ、非常に興味深い。

６．沿岸漁業者の期待に応える水産・海洋教育のあり方について（まとめに代えて）

現在の水産（海洋）高校は、海技士養成に傾倒しており、沿岸漁業者のニーズと乖離した教育課程や

カリキュラム編成となっているので、沿岸漁業に対応した授業や実習内容に変えていくことが何より重

要である。

北海道大学の宮崎教授12）が北海道苫小牧漁協の調査で、「親子でも他人扱いしないと、次の代でつぶ

れる」「息子に経験させるには、よその船に乗らせたほうがいい」「自分のところしか乗ったことのない

と仕事に甘えがでる」という声が多く聞かれたと報告しているように、よく沿岸漁家では、子弟が後継

すると、極端に厳しくなるか、甘くなるかのどちらかになりがちなので、しばらくの間は他人の漁船に

乗せてもらい修行を積んでから、後継してくれることができれば、それが一番よいというような話が聞

かれる。「他人の釜の飯を食う」のような経験をさせる、その役割を水産（海洋）高校が担うことがで

きれば、沿岸漁業者のニーズに応えられるかもしれない。

2008（平成20）年度から 3年計画で文部科学省と水産庁の共同事業により漁協と連携し、生徒に現場

の漁業を体験させることを主とした「水産高校等を中心とした地域の漁業・水産業の担い手育成プロジ

ェクト事業」が立ち上がり、水産（海洋）高校を担い手育成機関として位置づけ、地元の若者を地域漁

業の中核に育てようとする試みがスタートした。この取り組みが、その任を果たすことを期待する。

また、近年、入学時に目的意識が十分でない生徒が少なくないとされている点については、東京海洋

大学の信田客員教授13）も指摘しているように「15歳で将来の職業選択をすることは簡単ではない」ので、
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京都府立海洋高校や神奈川県立海洋技術高校等のように、いわゆる「くくり募集」を行い、1年次では、

水産・海洋科学について総合的に学び、2年次から自分の興味・関心のあるコースを選択するようなカ

リキュラムを編成することによって、水産に関する職業選択の明確化を図ることが期待できる。

なお、カリキュラムに柔軟性を持たせるためには、組織の一部又は全部を、学校教育法14）に基づき専

修学校化することも検討できる。専修学校は、高校と比較して設置基準が緩やかで、教員や施設なども

高校と比較して、小さい規模で設置できる。普通科高校の10倍ともいわれる教育費負担を軽減でき、ロ

ーコスト15）での運営が可能となる。

普通科志向や大学進学志向の漁家ニーズに応えるために、現在の専攻科を専修学校の専門課程（専門

士の資格を授与する）に改組することで、一部4年制大学への編入学が可能となり応えることができる。

文部科学省では、専攻科から4年制大学へ編入学できように学校教育法を改正しようとしている16）が、

専攻科からの編入学では、水産・海洋系大学に限られることも考え、専修学校で専門士の資格を付与す

ることで、編入学先の幅を広げることも可能となる17）。さらに茨城県立農業大学校研究科のように 4年

制の課程を設けることで、高等専門士の資格を得ることができ、地元にいながら 4年制大学と同等の教

育を受けることもできる。

専修学校化に併せて、学校教育法第55条による技能連携制度18）を活用し、連携する通信制高校へ同時

入学（いわゆるダブルスクール）することもできる。生徒が海技士資格の乗船履歴を満たすため、長期

の乗船実習が義務づけられる乗船期間中に、通信制で卒業に必要な普通科目の単位を取得すれば、沿岸

漁業者が期待している漁業に必要な技術や知識などの教育と両立できる。

少なくないメリットが考えられる専修学校化については、都道府県立水産大学校などとして設立する

地方自治体が現れることを期待したい。
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いる。専攻科も学校教育法第 1条に規定され、高等学校設置基準に基づく高校教育の課程であり、

技能連携制度が適用される。通信制高校専攻科には、介護福祉士を養成する富山県立雄峰高校など

をはじめ、全国に数校存在する。



83



84

補論

水産（海洋）高校を経由した新規漁業就業者を体系的に育成する枠組みを考察してきた。結果、現行

では、沿岸漁業の振興に資する担い手育成機関としての体制を十分に整えているとは言いがたい現実が

みえてきた。

現行制度の課題に対して、どの部分を改変していくのかは慎重に検討しなければならない。財政問題

がクローズアップされるなか、維持と運営にかかる経費がひときわ大きい水産（海洋）高校（普通科高

校のおよそ10倍の経費が必要とされる）は、改編が統廃合と短絡的に結び付けられやすい。一度、統廃

合されてしまうと、再建することは極めて難しい。

この意味で、水産科から総合学科への改編は、その後の統廃合への布石とも理解でき、動向を注視し

ていきたい。

では、水産政策に水産教育機関が位置づけられようとしている現状を鑑み、ここまで概観してきた問

題をいかに扱うべきか、漁協との連関関係など、佐々木貴文氏が作成した「漁業協同組合と水産高校の

連携による漁業の担い手育成」（平成21年度水産業普及指導員研修会（第二回）配付資料）1）に依拠し

ながら、これまでの検討結果から論点を整理してみたい。

海技士養成を中心に教育活動を継続している水産（海洋）高校専攻科の位置づけは、小さくない論点

となりうる。遠洋漁業が実質的に崩壊し、海技士需要が減退している現在、歴史的使命を終えたといえ

る現行の専攻科は、水産資源の管理に関するプロフェッショナルや、水産物流通に関するプロフェッシ

ョナルを育成する機関に再構築することが求められているように思う。

最近では、海技士を養成する専門学校は、日本海洋技術専門学校 2）などが設立されているが、実質、

漁業や水産に関する専修学校（専門課程）がない我が国において、水産（海洋）高校の専攻科は、水産

（海洋）高校の卒業生や、高校を卒業して水産に興味をもつ若者を受け入れることができる、あまりに

貴重な存在に生まれ変わる可能性を有している。教育資格（学歴）のインフレ傾向が続くなか、水産

（海洋）高校卒業生が大学や専門学校に進学することも珍しくなくなった。

しかし、水産系への進学（196人）よりも、非関連学校への進学（669人）が多数を占める。水産の世

界からあふれ出る人材の受け皿機関となるべく、拙速な統廃合ではなく、地域に根ざした魅力ある高等

教育機関に生まれかわることが望まれる。

また、UJIターンで就漁を希望する者の受け皿機関となることも期待に値する。漁業就業支援フェア

が盛況を呈するなど、非漁家・漁業外から就漁を希望する者も少なくはない。このフェアに付随した研

修制度では、直接、漁家や漁業会社で1～ 2年の研修を行うが、その後の定着率は必ずしも高くない。

その一因には、十分な予備知識もなく、いきなり漁業現場へ放り込まれることによるギャップが存在

する。その橋渡し役を担い手育成機関としての水産（海洋）高校が果たすことで、存在意義は拡大する。

現行では、普通高校等から水産（海洋）高校の専攻科へ進学することは、一部を除き入学者選抜実施

要項において水産高等学校漁業系学科（又は機関系学科）を卒業又は卒業見込みの者で、20トン以上の

漁船で 3か月以上の乗船履歴を有するものという制限があり、実質、不可能である 2）。

これは、仮に普通高校等卒業者を受け入れた場合、修業年限内に乗船履歴の関係で 5級海技士資格を

取得できないことを考慮したためであると考えられる。

しかし、現在、国（国土交通省）では、内航海運事業者の船員不足に対応するため、6級海技士制度

を設けた。6級海技士は、船舶の運航に関する学術を教授する学校教育法上の専修学校の課程を卒業し
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た者等について、その乗船履歴を 5トン以上の船舶で 8か月以上とするものである。

現行制度上では、専修学校のみを筆記試験を免除する養成施設としており、水産（海洋）高校には適

用されていない。ここでも専修学校化するメリットが出てくる。しかし、これは筆記試験の免除を考え

た場合であり、海技士試験は、筆記試験だけであれば、乗船履歴に関係なく最上級の 1級でも受験可能

であり、事実、高知県立高知海洋高校の生徒が 1級海技士試験に合格している（高知新聞2008年 1月 6

日）。

また、6級海技士を取得しておけば、5級海技士の筆記試験を受験する際に、乗船履歴を短縮するこ

とが可能である。普通高校等の出身者については、進学後、補講等を実施することで筆記試験に十分対

応可能である。

一方、小型船舶操縦士については、民間団体等が主催する国家試験免除講習会を活用すれば、最短 4

日で取得可能であり、授業期間が短縮でき、余裕のできた時間を沿岸漁業者が期待している水産に関す

る科目へ拡充することもできる。さらになおかつローコスト化での学校運営が可能となる 4）。

このように、専攻科の位置づけを地域性に応じ、多様な役割を持つ組織へと転換させることで、水産

（海洋）高校そのものが新しくなることもできる。専攻科においては、3級海技士資格を取得すること

を”あきらめる”という英断を下し、本科では、食品製造や衛生管理、機械・情報工学、食品流通など

のコースを有した「沿岸漁業科」に集約し、漁業・水産業とともに歩む学校像を提起することもできる。

事実、京都府立海洋高校は海洋学科群、神奈川県立海洋技術高校は海洋科学科として入口を一本化し

ている。この場合、海技士養成という軸で連結されていた本科と専攻科は、独自の道を歩むことが容易

となる。専攻科は、教員の雇用形態や処遇などで解決すべき点はあるものの、専修学校（専門課程）へ

と組織改編することも不可能ではない。県立の農業大学校のような組織でもよいだろう。もちろん、海

技士養成にこだわる学校は、専攻科で海技士養成をおこなってもよいだろう。海技士養成から”解放”

された本科も、柔軟に教育活動の選択肢を広げることができよう。いずれにしても、専攻科の位置づけ

を見直すことは、本科も含めた水産系高校の位置づけを再考するスタートラインになろう。

一方、水産教育機関が付与できる職業資格の見直しについても言及すると、カリキュラムのあり方も

含めて鋭く問われる問題といえる。現在、社会的威信があるとはいえ、水産教育機関が付与する海技士

資格は、重厚長大ではないだろうか。海技士資格は、国家資格であることから、水産（海洋）高校の

「象徴」ともなっているが、海技士養成に拘泥することで、遺失する利益は少なくない。遠洋漁業型水

産教育への疑義を正す姿勢であるとか、カリキュラムの柔軟な運用が困難になるなど、多岐にわたる。

もちろん、地域の要望を受け、海技士養成を継続することもできる。しかしこの場合でも、水産（海

洋）高校が現在の3級海技士の養成を一律的に目標とし続けるかどうかは検討課題となろう。

海運業界では、2級以上を求めるフェリー業者を除けば、概ね 5級海技士資格で就業に差し支えない

という。もとより漁業界では、3級海技士などの上級資格を活かせる大型漁船そのものが減少し、1級

小型船舶操縦士資格でほとんど問題なくなっている。

専攻科を含めた水産（海洋）高校が、どの資格をターゲットとするかは、柔軟に検討すべきだろう。

そろそろ、水産教育と商船教育の本来的な役割分担を踏まえた検討が必要な時に来ている。例えば、専

修学校レベルで取得できる 6級海技士、ならびに水産（海洋）高校本科レベルで取得できる 5級海技士

までを水産（海洋）高校（専攻科を含む）が受け持つ範疇とし、それ以上の資格は、商船系学校（海技

学校、高等専門学校、大学）で養成するとしてもよい。水産教育と商船教育に一線を設けることは、本
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来の学校教育体系では必要となる。

かかる問題意識に立つと、現在の水産（海洋）高校で、海技士にかわる真に効果的な職業資格の付与

が可能であるかどうかは、喫緊の課題として検討しなければならない。ところが現状を見渡してみても、

海技士にかわり「象徴」となるような職業資格は見当らない。教育資格を職業資格化できるような資格

を創出する、関係者の努力が求められている。

最後に地域漁業と水産（海洋）高校の連携について言及する。

安定的に入学生を確保するため、水産（海洋）高校は漁村からの生徒募集を考えていく必要があるが、

現状では、都市部に存立している学校ほど安定的に入学生を確保できており、本来、地域漁業との距離

が近いはずの地方の水産（海洋）高校が生徒募集に苦労している現実がある。かくして、地方の水産

（海洋）高校は、入学者不足にみまわれ、普通科高校と統合される傾向にあり、多様な漁業への対応が

ますます困難となっている。これが意味するところは、漁村からの生徒募集が容易ではない現実であろ

う。かかる現状への対応は、入口と出口にわけて考える必要がある。

入口の問題を解決するためには、漁村からの生徒の受け入れを円滑にする方策の検討が必要となる。

例えば、水産（海洋）高校と漁家とをつなぐ漁家子弟の推薦入学（漁協に対して組合員子弟の推薦入学

枠を設定する）と、それを後押しするための奨学金制度（就学支援事業）の整備などは一考してよいだ

ろう。少ないなかでも、卒業後、漁業に就業する者の一定割合は、漁家や漁村の出身者である。完全な

Ｉターンによる新規就業に期待するよりも、漁村から若者を迎えいれ、漁村に”お返し”するという形

態が定着率やマッチングの面を考えても優れているのではないだろうか。

入口を拡充する方策として、2008（平成20）年 3月に告示された『中学校学習指導要領』に、水産物

を含む「生物育成に関する技術」（技術・家庭科の技術分野）が登場したことは注目できる。保護者が

組合員ともなっている地元漁協の協力を得ながら、漁村に存立する中学校（中学校教師）との連携によ

って、入学希望者を募る努力ができるようになった 5）。

出口の問題は、既述した「教育資格を職業資格化する」という視点を広義に解釈して、解決策を模索

してはどうかと考える。水産（海洋）高校卒業という教育資格（学歴）にインセンティブを付与しつつ、

高齢化が進む漁村に人材が還流する道筋を構築するためには、例えば、水産（海洋）高校卒業者に（居

住地の移転を条件として）漁業協同組合の准組合員資格の付与を行うなどの優遇措置を採るなどの策が

あるだろう。

今般の担い手育成プロジェクト事業が企図するところの「優先的雇用システム（キャリア・パス）」

の構築にもなる。組合員資格の問題は、「水産業協同組合法」の改定や、既得権問題を刺激しかねない

センシティブな問題であるため、全国一律というよりは、効果を見極めたうえで、個々の地域で導入を

検討することから始めたい。

ともあれ、水産政策に水産教育機関が位置づけられようとしていることについては、一定の評価がで

きる。しかし、いうまでもなく、教育機関や漁業協同組合の自主性を尊重することも重要である。漁業

者養成機関や漁業協同組合が、水産業に魅力を感じている若者の夢を現実に変えられる場となるよう、

水産政策が支援するとともに、各機関が自らの役割を自覚的に問い直す作業が求められている。
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補論脚注）

1）全国の水産業普及指導員を対象に水産業改良普及事業推進要綱（昭和40年 4 月21日付け40水調第

181号農林事務次官依命通達）に基づき水産庁（増殖推進部研究指導課）が主催する研修会である。

2）「海で働くスペシャリスト」を養成することを目的に広島県尾道市にある財団法人尾道海技学院が

運営する日本初の海洋技術の専門学校である。海洋デュアルシステム学科では、学校の座学と企

業における長期実習訓練を同時に行う産学一環の教育システムを取り入れている。

このデュアルシステムを採用することで、より実践的な技術や知識を取得することが可能となるだ

けではなく、運営経費のローコスト化が期待できる。

3）「くくり募集」を行っている京都府立海洋高校や神奈川県立海洋技術高校などを除けば、全国ほと

んどの水産（海洋）高校では、入学後に転科することができないだけでなく、専攻科への入学資

格も与えられない。入学後に漁業系学科（又は機関系学科）へ興味・関心が移った生徒に対応で

きない現実がある。

4）民間団体等の講習を活用している例として、静岡県立焼津水産高校では、調理師免許の取得におい

て、中遠調理師家政専門学校と提携して授業を実施し、入学金や学費の一部を免除するとともに、

校外学修活動調理師資格10単位（校内）として認定している。

5）茨城県立海洋高校が同校の入学者を対象に実施したアンケート調査結果では、36.5％が志望動機と

して同校が実施している出前授業や体験入学をあげており、入口の部分で効果が確認できる。平成

17～18年度に、文部科学省の「みんなの専門高校プロジェクト推進事業」の指定を受け、「海洋高

校における小・中学校連携の実践～海洋高校へ探検だ～」として地域の小中学生に水産業に関する

普及活動を積極的に行い、この事業については、指定終了後も県単独事業として継続して実施して

いる。
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１．房州ちくら漁協地区の概要

（１）組合

房州ちくら漁協は、南房総市の旧千倉町地域に位置し、南から白
しら

間津
ま づ

、大川、七浦、平磯、川口、怱
こっ

戸
と

、千倉、白子の 8つの漁港を有する（図 1）。房州ちくら漁協は、もともと七浦、七浦東部、川口、

怱戸、平
へ

舘
だて

、千倉、瀬戸、白子の 8つの漁協であったが、昭和46年から漁協合併の取り組みが始まり、

順次合併がなされ、平成9年11月に最終的に当時の 4漁協が合併してできた組合である。

表 1に漁協管内地区の人口、表 2に地区別組合員数とあま数を示す。漁協管内地区総人口は平成19年

3月末で12,433人、そのうち漁協組合員数は総人口の15.2％にあたる1,891人である。あま数は66人、そ

のうち女性が 6人である。表 3、表 4に漁港別のトン数階層別漁船隻数および漁業種類別漁船隻数を示

す。白子地区の定置網、千倉地区のさば・さんま・かつお漁業を除き、ほとんどが採貝藻・刺網・雑一

本釣漁業に従事し、漁船規模も 3トン未満階層が89％を占め、ほとんどが磯根、つり漁業を中心とする

中小零細業者が大半である（南房総市, 2007）。

（２）年間就労形態

房州ちくら漁協の平成18年および平成20年度の組合員数および各事業の取扱金額を表 5に示した。平

成20年度で、正組合員数は1,612人、そのうち女性が312人と19％を占める。

89

房州ちくら漁協地区におけるアワビ漁業の就労実態

茨城大学　二平　章

図１　房州ちくら漁協の漁港位置
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表１　房州ちくら漁協管内地区の人口

表２　房州ちくら漁協における地区別組合員数とあま数

出所：南房総市（2007）

出所：南房総市（2007）
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受託販売金額は平成20年度で年間約9.5億円のうち、4億円（42％）、平成18年度で年間9.7億円のうち

5.4億円（56％）が磯根資源（アワビ、イセエビ、サザエ、海藻）、残り58％（H20）、44％（H18）を魚

類（一本釣り、定置 2ヶ統）が占め、磯根資源を重要視した経営が特色である。操業形態はアワビ、イ

セエビ刺網、アジつりの 3種を中心としている。白間津・大川・千田・平磯・川口の 5地区は半農半漁

が多く、冬は花つくりなどを行っている。漁協の自営定置網が 2ヶ統あり、平成18年で9.7億円、平成

20年で9.5億円の水揚げをしている。

年間の各漁業および対象漁業権漁種の漁期を図 2に示した。アワビ操業の調整規則は 4月 1日から 9

表３　漁港別トン数階層別漁船隻数

表４　漁港別漁業種類別漁船隻数

出所：南房総市（2007）

出所：南房総市（2007）
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月15日であるが、組合自主規制で操業は 5月 1日から 9月 5日としている。イセエビ網は 1月から 5月、

8月から12月の操業であり、サザエ混りで漁獲している。8月解禁のイセエビ刺網は昔は「あま」引退

の老人だけの漁業であったが、現在はほとんどの「あま」が出漁している。8月の 2週間でイセエビの

年間漁獲の 2分 1を、9月までで90％を漁獲する。たまに 4・5月にイセエビがよい年もある。6月と 7

月はイセエビ・サザエ漁は禁漁なのでアワビ漁のみの操業となる。サザエ網も 8月から翌年 5月末であ

る。

ひじき漁は15年ほど前までは集落全体の共同狩が行われ、収益は集落ごとの区費に当てられていた。

時代と共に集落にサラリーマン世帯が増加したことにより、共同狩への不参加者が出現、集落全体での

ひじき漁行事でなくなってきたため、現在は組合員のみでの共同狩となっている。採鮑業者は 9月から

翌年 5月までの 9ヶ月間は、観光業を中心とするパート労働で副収入を得ている者が多い。

表５　房州ちくら漁協の組合員数および各事業の取り扱い金額

出所：業務報告書



２．房州ちくら漁協のアワビ漁業

（１）千倉地域におけるアワビ漁業

房州のアワビ漁は古くから知られ、奈良時代の722年（養老 6）にはすでに朝夷郡健田郷からアワビ

が調として奈良の都に送られ、「延喜式」（927年）には 6種類のアワビが安房国から都に貢進されたと

ある。江戸時代には、アワビ漁は一層発展し白浜村ではアワビ株がおこり、各浦々毎に鮑商人が選定さ

れた。アワビの売買はこの商人に委ねられ、当時、鮑商人と海士には御殿普請の冥加金などが課せられ

ている（千倉町, 1985）。

房州のアワビ漁はこのように古い歴史をもつが、現在、旧千倉町のあま（海士、海女）は平成20年で

63人が現役であり、うち 4名が女性（全員60歳以上）である。あまは「あま連絡協議会」を作って、健

康診断、年金積み立て、研修などの事業を行っている。「あま」には、専業とするものから、会社勤め
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図２　年間の各漁業および対象漁業権漁種の漁期（南房総市, 2007）
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と兼業で土日のみ操業するものまで、その形態は様々である。名ばかりの組合員も多く、あま連非加入

で土日のみ出漁するあまは300から350人いる。あま連会員は一夏で一人当たり300～400万円の水揚があ

る。ウェットスーツ、足ひれは禁止、従来からの綿のあま服を着て操業する。操業時間は8 : 30～15:00、

3人以上で出漁する。千倉のアワビは地形的に穴の中に生息するのでボンベが使えない背景があった。

（２）千葉県および千倉地区におけるアワビ漁獲量の変遷

図 3に千葉県全体および千倉地区におけるアワビ漁獲量の経年推移を示す。全県では昭和44年の842

トン、千倉地域では昭和42年の144トンが最高でその後は一方的に減少し、近年は全県で約110トン、千

倉では35から40トンの漁獲になっている。比較的漁獲量水準が高かった昭和50年と平成18年の対比で漁

獲量水準が低い内房域を除いて地区別漁獲量の減少傾向を比較した（表 6）。全県平均が14％に対して、

東安房が29％、千倉が24％、白浜16％、勝浦12％、夷隅 2％と白浜・勝浦・夷隅の減少率が高く、特に

夷隅の減少が著しい。それに対して、東安房と千倉地区は比較的減少率が低い。

千倉地区のアワビ生産量は千葉県のアワビ生産量のおよそ25～30％を占め、千葉県水産公社が生産す

る種苗の30％を千倉で放流している。種苗代金の50％は町（旧千倉町）からの補助である。

千葉県水産試験場ではアワビの減少要因について、乱獲による母貝密度の低下が再生産に悪影響を与

えていると推察している。

図３　千葉県全体および千倉地区におけるアワビ漁獲量の経年推移
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（３）漁業権行使規則

アワビ操業をおこなう、共第38号第 1種共同漁業権漁場は合併前の 8つの旧組合の地先に分割され、

行使規則上各地先漁場は当該地区に住所を有するもののみに行使権が与えられている。この 8つの共同

漁業権漁場において、白間津・大川地先区域と千田・平磯地先区域にはそれぞれ 2支部、瀬戸と白子の

地先地区は合わせて 1支部、他は地先区域ごとに 1支部の合計 9つの「あま連絡協議会支部」が置かれ

ている（図4）。行使規則ではあわび漁業を営む期間は4月 1日から 9月15日、漁法は「すもぐり漁法」、

アワビの殻長12センチ以下は採捕禁止とされている。

（４）アワビ漁場

漁場は通常の操業を行う一般漁場と、コンクリート板を沈設した造成漁場（パイロット漁場・海洋牧

場・営漁漁場）の 2種がある。造成漁場のうちパイロット漁場・海洋牧場での操業は造成漁場の管理組

織としてつくられた営漁計画委員会会員に限定され、営漁漁場とその他の一般漁場は営漁計画委員会非

会員や非組合員である家族も自由にアワビ採捕・販売が認められている。

営漁計画区のほかに各地区には 1～ 2箇所の禁漁区がある。禁漁区は 1年に 1日解禁する。組合員が

皆で漁獲し、人工放流アワビがない時代から小さな天然貝を放流し、あま連が運営管理している。集落

禁漁区・青年部専用禁漁区など目的別に設定されている。漁業権は2.5～ 3㎞沖まであり、距岸距離 2㎞

で水深20ｍである。漁場の地形は遠浅で水深15ｍほどが素潜りのできる限度である。沖 1㎞以遠は器械

潜り（ヘルメット潜水）の漁場であるが、平成11年以降は器械潜りは行われていない。

（５）アワビ販売・出荷の現況

水揚は地区ごと（旧 8組合）で、計量・種別記載（メガイ、クロ、マダカ）および放流貝の判別をあ

ま自身が行う。仲買業者等（漁協を含む）は漁港を回って、水揚物を回収する。魚価は入札により決め

られており、半旬（ 5日）ごとに行う。例えば 1～ 5日の魚価は前月30日に入札、6～10日のそれは 5

日に入札する。落札者はその期間に水揚されたアワビを全て買い取る方式をとっている。

仲買業者は12～13人おり、うち 5～ 6人がアワビを買う。また漁協も同程度の額で購入する。平成20

年は47トンのうち24トンを漁協が買いあげている、さらに漁協では他県（岩手、那珂湊、九州甑島、対

馬など）から購入したものを合わせ、41トンを蓄養、販売した。周年、築地の需要にこたえられるよう

にしており、築地の信頼は厚いようである。漁協では組合員が水揚げするアワビは全部国内向けに出荷

し、中国への輸出は民間業者から行われている。

イセエビは端境期に三重県へ多く出荷し、メガイアワビは地元消費と伊豆へ、クロアワビは鮮鮑とし

表６　地区別アワビ漁獲量の減少傾向
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て 7千円/㎏程度で築地へ、また、ここ数年は乾鮑用として12～13千円/㎏で出荷している。サザエも他

県・他国（韓国済州島）から購入し、蓄養・販売している。近年地元サザエが豊漁で、輸入は減ってい

る。中国向け乾鮑を製造した時期もあったが、難しく数年で取りやめている。ヒジキについては、全量

漁協が買い上げ、加工・販売をしている。平成19年の実績は122トンである。イセエビの生産量は千葉

県が全国一であるが、三重県への出荷が多い。メガイ・マダカアワビは地元消費がほとんどで、クロは

活鮑で築地・消費市場へ出荷している。

図４　共第38号第１種共同漁業権漁場の位置
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（６）アワビ養殖事業

養殖は現在下火である。筏垂下式の養殖は可能性があるが、陸上施設を造っての養殖は経営が成り立

たない。千倉ではヒラメ用の水槽を転用しているので何とか維持できている。2年間飼育して 7～ 8㎝

で販売する。単価は100ｇで945円である。また、養殖のヒネものを組合管理の漁場へ放流している。海

外（豪州、ハワイ：深層水使用、韓国、中国、チリ）から安価な養殖アワビが輸入されている今、陸上

施設での養殖経営は無理であり、かつて勝浦でも行っていたが現在は撤退している。

３．生産者組織

アワビ操業者の内部組織として、相互扶助的組織としての「あま連絡協議会」と、造成漁場管理組織

としての「営漁計画実行委員会」をもつ。

（１）千倉町あま連絡協議会

１）組織

千倉町あま連絡協議会は千倉町内にあった元 8漁協組織の横断的組織・連絡協議体として昭和46年 4

月に設立結成された。福利と安全操業をめざす相互扶助的組織としてスタートしている。参考資料とし

て末尾に規約を示した。「規約」には、事業として①共済事業、②事故防止と健康管理、③教育情報お

よび繁殖保護、④福利厚生、⑤漁協および関係機関との連絡協調をおこなうとある。

会員の資格条件としては、「地区あま会の会員を正会員、その他浅海漁業等に従事し、この会が適正

と認めた者を準会員とする」とだけあり、あま連会員の資格については厳格な基準があるわけではない。

会員の認定にあたっては漁業を正業とする者かどうか班のメンバーで判断している。正業とするかは船

を所有するかで判断する。実質的には会員の先輩が判断することになる。

発足当時、千倉地区には小さな組合が多数あったため、アワビ操業者の協同・結束をめざした。当時

は大型のサバ船が多い時代でアワビ従事者の発言力が弱かったため組合内発言力を強化するねらいがあ

った。

あま連はアワビ漁についての実質的権限をもち、出漁の判断は地区ごとに、あま連の地区長が決定し

ている。会員も非会員も決定には従わねばならない。時化で中止は赤旗を、出漁は白旗で表示する。

現在、会費は年5,000円、共済掛金が年5,000円となっており、組合から一人10,000円の補助が支給さ

れ、実質的に会員の会費・掛金負担が無い形となっている。とくに定年制はない。造成事業の作業がで

きなくなると自主的に引退している。組合の行事であるアワビ供養行事もあま連の事業として実施して

いる。

２）会員数の推移

表 7に昭和46年から平成21年までの会員数の推移と平均年齢を示した。設立当初昭和46年の会員数は

273人であったが昭和60年代から減少傾向が顕著となり、平成 4年には全会員数は169名で男子会員数が

108人（63.9％）、平均年令が53.5才、女子会員数が61人（36.1％）、平均年令が59.1才となっている。会

員数はその後も減少し続け、平成21年には全会員数で62人、男子会員数が58人（94％）、平均年令が

56.7才、女子会員数が 4人（ 6％）で平均年令が68.8才となっており、女子会員数の減少が顕著である。

あま連の会員は人数はアワビ採捕者全体の30％であるが漁獲量は70％を占める。
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３）地区別会員数

表 8には平成16年から21年までの地区別あま連会員数を示した。全体では平成16年が83人で平成21年

が62人である。16年から17年に83人から69人に減少が著しいが、特に怱戸地区の減少（21人から10人へ）

の影響が大きい。17年以降は緩やかな減少傾向にはあるが、全体で60人台を維持している。地区別人数

では大川地区の一人を除き、5～10人が会員となっている。

４）引退・加入状況

表 9および表10にあま連会員の男女別年齢階層別の引退および加入状況を示した。引退は男女とも55

～59才階層で出始め、近年 6年間の合計で男子では50代で 2人、60代で10人、70代で 4人、女子では50

才代で 2人、60才代で 6人、70才代で 8人が引退している。一方、加入者は 6年間で13人で、加入年齢

表７　あま連絡協議会会員数の推移と平均年齢

表８　地区別あま連所属会員数

怱戸
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は最も若くて、25～29才階層で 1人、30～39才階層で 5人、40～49才階層で 4人、50～59才階層で 2人、

最高年齢では60～65才階層で 1人ある。

５）年齢別のアワビ漁出漁日数および漁獲金額

表11、表12、表13、図 5に、あま連会員の年齢階層別アワビ出漁日数分布、年齢別アワビ漁獲金額分

布、年齢別平均全漁業種出漁日数、漁獲金額、年齢別アワビ漁平均出漁日数、漁獲金額、全漁獲金額に

占めるアワビ漁獲金額の割合を示した。なお、この統計には、営漁計画委員会（あま連）による造成漁

場の漁獲数量は含まない。

表９　あま連会員の男女別年齢階層別引退状況

表10 あま連会員の男女別年齢階層別加入状況

表11 あま連会員の年齢階層別アワビ出漁日数分布

年齢

年齢

年齢
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アワビ漁への出漁日数は20～29日が最も多く全体の44％、次いで30～39日が33％である。若年齢層ほ

ど日数は多く、高齢者ほど少ない傾向はあるが、60才代後半までは20日以上出漁する会員が多い。70才

に近づくころから出漁日数の低下する会員が見られる。60才以上の高年齢層に位置する女性 4人もすべ

て20日以上出漁している。

漁獲金額では各年齢層ともばらつきは大きい。全体的には50万円以下が 7名、50から100万円までが

11名、100万円台が19名、200万円台が16名、300万円台が 8名、400万円台が 2名で、平均では200万円

から250万円である。出漁日数の多い30才代の若齢層では出漁日数がそろって多いが、漁獲金額・1日

あたり漁獲金額では個人差が大きい。おそらく経験年数の少なさからくるアワビ漁獲技術の未熟さが反

映しているものと思われる。

40才代以降の 1日あたり漁獲金額は、一部飛びぬけて多いものも認められるが、平均的には 5から10

万円である。60才を過ぎる頃から 1日あたり漁獲金額は低下する会員が増えだし、69才以上になると漁

獲金額は 4万円以下に落ち込んでいる。高年齢化に伴う潜水漁業に対する体力限界年齢がおよそ70才に

あると見てよい。

全漁獲金額に対するアワビ漁獲金額の割合をアワビ漁業依存度として図 6に示した。50才半ばまでの

依存度は80％以上で、60才を越える頃から他の漁業への依存割合が高くなる会員が増えだしている。50

才代と60才代でのアワビ出漁日数分布に大きな差は認められないことから体力限界とは考えられない。

おそらく定年による陸上勤務労働の消失によってできた余暇時間をアワビ以外の他の漁業出漁に置き換

えているものと思われる。

表12 あま連会員の年齢階層別アワビ漁獲金額分布

年齢

年齢

表13 あま連会員の全漁獲金額に占めるアワビ漁獲金額の割合
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図５　あま連会員の年齢別アワビ漁業出漁日数、漁獲金額

図６　あま連会員における年齢別のアワビ漁業依存度
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（２）営漁計画実行委員会

１）委員会組織

営漁計画実行委員会は、平成12年に「アワビ増殖パイロット漁場、アワビ海洋牧場・アワビ礁営漁漁

場」の漁場管理と種苗の生産・放流・採捕、会員漁業者（あま）の収益の向上と、磯根漁業の振興を図

る目的で結成された。事業としては、①漁協の種苗生産活動への協力、②漁場管理活動（アワビ増殖パ

イロット漁場、アワビ海洋牧場・アワビ礁営漁漁場・禁漁区表示用ボンデン入れ、磯根漁場の監視・環

境保全活動等）、③アワビ増殖パイロット漁場等へのアワビ種苗の放流・調査・採捕およびアワビ礁

（コンクリート平板等）の復元作業、④漁協の増殖・養殖事業への協力、⑤その他、目的達成に必要な

事業（研修会・調査研究活動等）を掲げている。会員は、正会員を「あまを職業とする正組合員で、か

つ千倉町あま連絡協議会に加入している者」とし、准会員は「あま以外の組合員であって、地区役員会

ならびに地区総会で適当と認め、かつそれぞれ三分の二以上の同意を得た者」と規定している。

9地区に営漁計画実行委員会支部を設置し、各支部の連絡組織として房州ちくら漁協営漁計画実行委

員会連絡協議会がつくられている。9地区のうち、8地区は会員はあま連会員と同一である。大川地区

だけは、あま連加入組合員が一人であるので、準会員として非あま連会員が 7人加わり委員会支部を構

成している。漁獲のプール計算の配分比は正会員10に対して準会員は 7としている。労働について差は

なく同一労働である。

２）委員会結成の経緯

営漁計画はもともと旧南部漁協が「つくり育てる漁業」としてはじめ、旧 5地区（白間津・大川・千

田・平磯・川口）が昭和57から58年にコンクリートの平板を投入して人工アワビ漁場を造成したのが始

まりである。現副組合長によれば、背景として昭和54年から55年の冬季に起きた冷水現象のためかイセ

エビ刺網やサザエ刺網にアワビが大量にかかり乱獲となって資源が減少し、その対策として営漁計画に

つながったという。もともと七浦・七浦東部・川口地区は磯根漁業が盛んであり、怱戸より南は昔から

カジメが多くアワビの良い生息場であった。

４．造成漁場

平板投入による漁場造成は昭和56年からはじまり、57年からはアワビ種苗の放流を開始している。簡

易なコンクリート平板を用いるのが特徴で、そこに種苗を放流し、3年後に成長・残留したアワビを一

括漁獲するのが特徴である。放流後 3年では殻長制限の12㎝に満たないものもあるので、4年輪採が望

ましいという意見もある。造成は組合員である営漁計画実行委員会会員が共同で行い、一般的に県がお

こなう公共事業としての大型コンクリートのアワビ礁造成とは異なる。

簡易な平板方式によるアワビ増殖方式は、千葉県水産試験場が試験して可能性を検討（坂本ら, 1982）、

種苗放流・中間育成を効率的にやる視点で砕波帯の内側へ設置した。平板方式は勝浦など他の地区でも

実施している。県の沿岸整備事業では母貝育成の視点から大型平板を敷き詰めたが失敗との評価がある。

（１）造成漁場の規模

造成漁場は、1地区ごとにＡ（アワビパイロット漁場）・Ｂ（アワビ海洋牧場漁場）・Ｃ（アワビ礁

営漁漁場）漁場をもち、それぞれに 3セット設置されている。1セットの規模は30×30㎡である。Ａ・



Ｂ漁場は営漁計画実行委員会会員のみが使用でき、Ｃ漁場は非会員も使用可能である（図 7）。コンク

リート平板の投入枚数はパイロット漁場が1,500枚、海洋牧場漁場（県単）が1,200枚で毎年追加してい

る。平板の原価は1枚3,000円であるが、事業経費は 1セット平板1,500枚漁場で1,500万円である。

海洋牧場に沈設するブロックは、1個あたり120㎏、コンクリート板の四隅と中央の5ヶ所にアワビの

潜む隙間を作るための突起がある。耐用年数は不明だが、昭和57年の事業開始時に沈設したコンクリー

ト板が現役で使われている。コンクリート板には海藻の成長を促進する目的で鉄イオンを含む赤錆色の

塗料を吹き付けている。

営漁計画は一部のあま連会員たちが、地区全体の漁業者の漁場を一部専有することになる。そのため、

事業開始当初は、地区漁業者から漁場造成の同意を取得することに苦労している。最初は深場や砂が多

い場所など、地区組合員の抵抗が少ない場所に人工漁場を造成したため、思うような効果がでず失敗し

た事例もあった。後発の造成漁場は水深2ｍ程度の採捕しやすい場所に造成している。

（２）造成漁場における操業

3 年間の輪作方式をとり、年 1回Ａ・Ｂ・Ｃ漁場にある 3セットのうち放流後 3年目にあたる 1セッ

トのみ漁獲している。放流稚貝代金は営漁計画実行委員会で捻出している。

Ａ・Ｂ漁場は営漁計画実行委員会会員だけの操業で、放流 3年後、造成漁場の平板内で成長したアワ

ビをスキューバ潜水で 1日ですべて漁獲してしまう。2日目はコンクリート平板を元に戻す作業をおこ

なう。操業は年間 1日のみであり、地区のあま総出で行う。コンクリート板を返す作業（スキューバ）、

アワビの採捕、船上での補助・操船、陸回りなど年齢に応じて分担し作業をする。造成漁場水揚げはプ

ール計算で配分する。そのほか、台風襲来後の漁場復元作業やコンクリート板の補充など漁場維持にか

かる諸々の作業は会員全員で行なうことを原則にし、採捕のみの参加は許されない。

Ｃ漁場は一般操業とし、裸もぐりであま連・一般者ともに入り合って操業する。一般者は個人水揚げ、

委員会会員は個人水揚げとせずにいったん会の口座へ入れる。Ｃ漁場では入り合って操業するが、一般

者であま連会員程度アワビを漁獲できる者は少数である。
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図７　造成漁場の概要
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（３）アワビの放流効果

１）造成漁場におけるアワビの回収率

放流種苗は、かつては漁協自営で種苗生産を行っていた。しかし、漁業公社から購入したほうが安い

ため、1㎝の剥離稚貝を購入し、3㎝まで漁協施設で中間育成し、放流している。稚貝の単価は組合自

営では 3㎝サイズで 1個100円、漁業公社では 3㎝サイズで38円、1㎝サイズで 4円である。種苗放流は

造成漁場・禁漁区のみとしている。表14に造成漁場における放流アワビの回収率を示した。回収率には

年間差や漁場間差が認められる。放流して 3年後の造成漁場での回収率は 4年間のデータで最も低い造

成漁場では2.9％、最も高い漁場で22.4％の値を示す。年間平均では6.7％から18.5％の値となっている。

表15には造成漁場における営漁計画委員会会員の一人当たり漁獲金額を示した。この金額には市場手

数料などの諸経費30％を減額していない金額であり実収入金額ではない。全地区平均の一人当たり漁獲

金額は平成16年が495千円、17年が836千円、18年が877千円、20年が590千円、21年が382千円で 5年間

平均では636千円となっている。年別地区別では差は大きいが、最低で30千円、最高で2,337千円である。

表16には地区別年齢別あま連所属会員数（営漁委員会会員数）と造成漁場における会員一人当たり漁

獲金額を示す。一人当たり漁獲金額は 5人の会員数しかいない千倉、平舘地区で162千円、128千円と特

に少ない。これら千倉、平舘地区のうち、平舘地区は30才から50才代の会員が 5人中 4人であるが、千

倉地区では 5人ともすべて60才代以上でありしかもそのうち女子が 3人である。造成漁場の管理には漁

場監視や共同作業においてそれなりの人数の確保は必要であろう。漁場特性もあろうが会員数が少ない

ことが、これらの地区における造成漁場の生産性を低めていることが考えられる。

２）一般漁場における放流アワビの漁獲効果

造成漁場以外の一般漁場ではあま連会員のほかに、あま連未加入の組合員や組合員の妻や息子といっ

た家族のアワビ漁獲が認められている。この一般漁場では平成13年から20年の間で、年間18,957万円か

ら38,561万円のクロアワビが漁獲されている。そのうちの放流アワビの割合は21.2％から46.8％であり、

放流貝の漁獲金額は5,146万円から 1億3,359万円にも上り、アワビ放流の効果は極めて高くなっている

（表17）。このように、造成漁場や禁漁区に放流したアワビのうちの一部は、3年間のうちに一般漁場に

しみだし移動し、漁獲サイズに到達してから一般漁場において組合員、非組合員のアワビ従事者に広く

漁獲されている。

（４）造成漁場におけるプール配分

市場販売手数料は一般には 8％である。造成漁場における営漁委員会共同操業の漁獲アワビは手数料

は30％でうち 8％は一般と同様の分で、残り22％分を放流貝購入費用にまわしている。放流貝購入費用

としては、これでは足りないので組合から補助がある。

表18にある地区の平成16年および17年の営漁委員会共同操業の収支およびプール配当の事例を示し

た。収入金額は、漁獲金額の70％の額である。役員は 3人、潜水は平成16年が6.5人分、平成17年が 7

人分で一人 4万円の経費をみている。2年間の一人当たり配当金は平成16年が43万円、平成17年が69万

円、それに 4万円の潜水手当が加わるので、収入は47万円と73万円である。実労働 2日間の収入として

も大きく、また年間平均アワビ漁獲金額の 1割から 2割の金額に相当する。また、採鮑を引退した者に

対して、操業は出来なくても、放流実績（投資）を還元する意味で引退3年後まで水揚げ金を支払う。
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５．あま連会員以外の従事者によるアワビ漁獲

房州ちくら漁協では、あま連会員以外の正・准組合員および非組合員である家族にもアワビ漁獲が認

められている。表19、表20に正・准および非組合員別のアワビ漁出漁日数およびアワビ漁獲金額を示し

た。あま連会員以外でのアワビ漁操業者は全体で363名とあま連会員の5.9倍の人数を有する。そのうち

表16 地区別年齢別あま連所属会員数（営漁委員会会員数）と造成漁場における会員一人当たり漁
獲金額

表17 一般漁場における放流アワビの混獲率・漁獲金額

表18 営漁委員会共同操業の収支およびプール配当の事例



107

正組合員は182人、准組合員は38人、非組合員は143人である。

出漁日数を比較すると総数363名のうち 4日以下の出漁日数の従事者が170名、5日から 9日の出漁日

数の従事者が60名と 9日以下の出漁者は230名にのぼり、全体の63％となっている。また、逆に20日以

上出漁している従事者は合計で79名、30日以上出漁している従事者も37名いる。20日以上出漁している

従事者のうち非組合員は24名である。

アワビ漁獲金額では10万円以下の従事者が173名と全体の48％、30万円以下の従事者は273名で全体の

75％となる。100万円以上の従事者は32名おり、そのうち非組合員は 7名である。

６．複数家族によるアワビ漁獲

表21に複数家族構成員のアワビ漁獲金額を示す。「夫＋妻＋子息」タイプは10経営体あり、家族合計

で100万円を超す経営体は 3で、いずれも妻が家族収入の大半を占める。家族合計で50～99万円の経営

体は 3であるが、そのうち夫が家族収入の主体となっている家族が1、子息が主体であるのが 2である。

「夫＋子息」タイプは29経営体あり、家族合計で100万円を超す経営体は 7で、いずれも夫が家族収

入の大半を占める。家族合計で50～99万円の経営体は7あるが、そのうち夫が家族収入の主体となって

いる家族が2、夫と子息がおよそ半々なのが2、子息が主体であるのが 3である。

夫のアワビ漁獲は無く、「妻＋子息」タイプとなっている経営体は 3ある。そのうち、家族合計で100

万円を超す経営体は 1で、妻が家族収入の主体となっている。

夫および妻のアワビ漁獲は無く、「子息のみ」のタイプは 6経営体あり、合計で100万円を超す経営体

は 1、50～99万円の経営体は 1である。3経営体が 2人の子息が従事している。

「夫＋妻」タイプは29経営体あり、家族合計で200万円以上が 6経営体。そのうち 5経営体は妻も90

准

准

表19 あま連会員以外の従事者のアワビ漁出漁日数

表20 あま連会員以外の従事者のアワビ漁獲金額
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表21 アワビ操業における複数家族従事タイプ別の漁獲金額
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万以上漁獲しており「夫婦共同」での操業形態である。家族合計が100～199万円の経営体は 6あるが、

そのうち妻が家族収入の大半を占めるのが 4、半々なのが 1である。家族合計で50～99万円の経営体は

6であるが、そのうち夫が家族収入の主体となっている家族が 1で、残りは妻が家族収入の主体となっ

ている。

「夫＋妻＋子息」タイプ、「夫＋妻」タイプと妻が操業に参加するタイプでは、妻が100万円以上漁獲

する家族が10、50～99万円の漁獲が 8あり、妻の家族収入に果たす役割が高い経営体が目立つ。あま連

会員の中の女性従事者の減少は著しいが、全体のなかでは女性従事者の果たしている役割は大きい。

漁獲金額にかかわらず「子息」がアワビ操業に従事する家族が48、そのうち複数子息家族が 6で、子

息従事者合計は54人にのぼり、有望な漁業後継者群を形成している。

７．考察

（１）造成漁場の拡大と後継者育成

房州ちくら漁協におけるアワビ従事者組織としては、「あま連」と「営漁計画委員会」組織がある。

この二つの組織の構成メンバーは一つの地区を除いて同一メンバーである。

「あま連」は相互扶助組織で任意の加盟組織ではあるが、組合全体や各地区におけるアワビ操業にと

もなう取り決めは実質的に、この組織がおこなう。茨城県那珂湊漁協地区（二平, 2009）や他の県にお

ける組合内組織である「採鮑組合」と同質な組織である。

「営漁計画委員会」組織は、造成漁場（人工平板アワビ礁）の排他的漁獲権利組織である。地区から

一定の面積を占有する「同意」を得る形をとっている。会員の労働義務も明確化し、また所得分配にと

もなうプール計算方式などの諸ルールの取り決めも厳密に行っている。現状における地区別の構成人数

は、5～10人であるが、地区によるプール配分による金額には差がある。金額には年間差や造成漁場環

境の良否による差もあると考えられるが、地区別委員会会員の人数、また年齢構成などによっても地区

別委員会間の「漁獲差」は大きい。つまり、造成漁場の設置、管理、共同漁獲作業において、構成会員

の人数、年齢構成、男女比が影響を及ぼしていることが考えられる。業務報告書にはある地区の造成漁

場における低いアワビ生産の要因として密漁をあげている。おそらく、種苗放流後、3年間の漁場監視

が十分に行われなかったためであろうと推察される。そのような点でも管理組織である地区別営漁計画

委員会組織は一定の人数と活動能力が必要とされる。少人数、高齢化、女性比の高さなど活動能力の上

で限界に達している委員会地区では、委員メンバーの加入充実化をはかる必要があると思われる。

造成漁場の一人当たり生産金額は 8人から11人の構成で一人あたり100万円の漁獲配分である地区も

目立つことから、現状の造成漁場の規模で一地区10人程度にまでは会員拡大は可能であろう。現状で、

5から 6人の会員地区ではおそらく労働力不足であろうから、会員増加を図るとすると全体で現在62人

の会員数は、9地区90人にまでは伸長する。

「平板アワビ魚礁」の設置は見てきたように、営漁委員会会員における魚礁からの所得の上からも、

また、「しみだし効果」として一般漁場における会員・非会員の漁獲の上からも効果は大きい。自治体

が実施する魚礁事業はもっと大規模なコンクリートブロックを投入し投資金額も大きい。漁業者はこれ

らの大規模な魚礁事業よりは、「平板アワビ魚礁」のほうが実質的効果は大きいので「平板アワビ魚礁」

補助拡大を要望している。年間 2日の労働で数10万円から100万円の漁獲が確保されるのであれば、平

板魚礁投入と種苗放流を一体化した事業展開を一層すすめることによりアワビ就労者の平均的な所得向
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上と後継者育成を推進することは可能であろう。

（２）営漁計画会員化と漁場管理

営漁会員は一地区 5人から10人であり、各地区とも多くの非営漁会員漁業者を抱える。営漁会員は造

成漁場から数十万円から100万円ほどの漁獲金額を上げるとはいえ、非会員でも一般漁場の水揚金額か

らは会員を上回る金額をあげる漁業者も存在する。非会員の場合、しみだし効果の恩恵は受けるが、造

成漁場における漁獲収入はないことから造成漁場の監視、管理には責任はもたない。

メンバー以上の漁獲金額をあげる漁業者が、あま連会員（採鮑組合員）でなく、漁場管理に責任をも

たないことも不合理である。造成漁場からの利益分配が低下することから、新規会員増に見合った平板

アワビ漁場の造成を図りながら所得を確保し、有資格者を会員化して全体としての漁場利用、漁場管理

体制へ移行することが漁協内での課題となると考えられる。

（３）潜水技術と後継者対策

岩手県や茨城県の磯根漁業地区のように、一般的には、アワビ操業は漁協正組合員で、「採鮑組合員」

のみ認められるのが普通である。房総ちくら漁協では、これまで夫が正組合員であれば、妻や息子は非

組合員でも家族従事者としてアワビの漁獲・販売を認め、売り上げも個人名として帳簿にのった。

このような背景としては、磯根漁業地区としての歴史的特質があったと思われる。先に述べたように

調査地区においては、昔、ひじき漁などは、およそ15年前まで地区住民総出で刈り取り作業を実施し、

区長が作業を仕切っていた。海の産物は地区の財産とし、区の経費は漁獲物売り上げから支出し区費は

徴収しなかった。磯根資源は地区全体のものという意識があった。漁協が組合員家族にもアワビ採捕を

認めてきた背景にはそのような面があったと思われる。

このような組合員家族への開放的なアワビ操業形態は、一方で子息の新規参入にとって積極的な意義

ももつ。「アワビの素潜り漁法」は、技術的には幼少の頃からの「遊び潜水」から培われるものである。

40年くらい前までは、子供は親と一緒に潜って働き、海藻をとって稼ぎにしていたと御宿岩和田地区や

白間津地区の記録にはある（ふるさと文化研究会, 2001、加藤雅毅, 2001）。昔からの海士の世界におい

てもそうであった（羽原, 1963）。アワビ漁業への新規参入の場合、まったく地場でアワビ潜りを経験せ

ずに、参入することは困難である。いくら、正組合員の子弟であっても、毎年の潜りの経験なしでは、

アワビ漁業の後継者となることはハードルが高い。高齢・崩壊化した採鮑組合に変わり他の漁業者が新

規参入した茨城県日立市川尻地区の場合（坂本, 2010）でも「素もぐり」ではなく、スキューバ潜水で

ある。スキューバ潜水を許可した背景には潜りの技術的困難性があったといって良い。

その点で、房州ちくら漁協地区におけるアワビ操業に、妻ばかりでなく非組合員である子息が参加自

由で、販売権まで確保している点は特筆に価する。ある組合員の子息は、東京で就業しながら、帰省時

に潜ることによりアワビ漁獲に参加している。幼少のときから潜りにいそしみ、「小遣い稼ぎ」になる

のならばと、海士らとともに潜水して、販売にまで携わる後継者たちにとって、機会があればいつでも

組合員としての新規参入は可能であろう。

この点は、アワビ漁業後継者難に陥っている他県採鮑地区も参考とすべきかもしれない。採鮑組合の

管理下のもとに、最低限でも家族後継者には特定漁場を決めて土曜、日曜のアワビ採捕を認め、販売権

を与えて「小遣い稼ぎ」の採鮑作業をさせることは、後継者育成の点で有効であろう。高齢漁業化して
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密漁地帯化している磯根漁場を管理し、優良漁場として再生させる意味でも、「一定の開放区」を設け

て家族後継者のアワビ兼業化、学生のアルバイト的アワビ潜水として採鮑漁業の後継漁民の育成をはか

ることを行政施策的にすすめることも必要かもしれない。

（４）組合員資格の見直し問題と今後の展開

漁協には夫が正組合員で家族（妻・子ども）が土・日操業の家族従事者のケースや、夫が正組合員で

公務員、家族が90日以上の操業者もいる。漁協としてはこれまで、組合員資格については、きわめて柔

軟な運用を行ってきたといって良い。今後、組合員資格審査の適正化を行った場合、正准組合員の数

（正：准＝1,603：240）は逆転すると思われる。また現在は 1戸 1名の原則であるが、息子や妻が正組

合員として入ってくる。

平成20年度業務報告書では正組合員1,603人、准組合員240人とあるが、1日以上の実際の水揚日数実

績は平成20年は525人である。この人数には組合員家族従事者も含まれていることから、千数百人が水

揚げ実績のない正准組合員であった。漁協では全国的な組合員資格制度見直しにそって、作業をすすめ

ている。アワビ行使には出資金を積んで組合員になってもらう方針ですすめており、移行過程であるこ

とから本報告書ではふれないが、平成21年 4月より家族従事者にはとりあえず准組合員となってもらっ

ている。出漁日数の基準をみたせば正組合員化をしている。厳密化することで父が准組合員に息子が正

組合員になるケースが約20人程度あり組合役員の若返りも起こり得るであろう。

茨城県などの厳格な採鮑組合に比べ技術継承と将来の新規参入にとっては、柔軟な組織として機能し

ていたといえる。営漁計画実行委員会の造成事業は、収益性が高く、専業アワビ業者の収入を支える意

味で事業効果は高い。しかし、造成漁場から年間数十万円から100万円の収入を維持しながら 1地区 5

～10人の現状のあま連会員数を増加させるためには、漁場造成の拡大が課題になる。また、一般漁場へ

の広い「自由参入」を認めた形態では、アワビ専業者の漁獲増にはおのずと限界がある。組合員資格見

直しの制度改変下にあって、茨城県那珂湊地区における少人数・高収益のアワビ漁業形態に対比して、

広く集落漁業への富の分配と新規参入の漁業形態をもつ房州ちくら漁協におけるアワビ漁業の今後の展

開が注目される。
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参考資料

●「千倉町あま連絡協議会規約」

（目的）

この会は、会員の相互扶助を基調として、その健康の管理、事故発生の防止および救済等の厚生事業

を行い、生活の安定と福祉の増進を図り、併せて資源の増殖、漁場の管理および操業の合理化等につ

いて協議し、漁業生産力の増強に努め、会員の社会的経済的地位の向上と地区漁業の発展に寄与する

ことを目的とする。

（事業）

①共済事業、②事故防止と健康管理、③教育情報および繁殖保護、④福利厚生、⑤漁協および関係機

関との連絡協調

（支部）

各地区ごとに支部をおく。地区は白間津、大川、千田、平磯、川口、忽戸、平舘、千倉、白子瀬戸の

9支部

（会員）

地区あま会の会員を正会員、その他浅海漁業等に従事し、この会が適正と認めた者を準会員とする。

●「千倉町あま共済規程」

（目的）

健康の管理、危険の防止および不慮の事故について救済し、会員およびその家族の生活の安定と福利

の増進を図る。

（事業）

①健康管理②事故防止および救済③共済金の給付

（資格）

資格としては　①千倉町あま連絡協議会の会員、②共水連の乗組員厚生共済に２口加入、③共済規程

に定める掛金を納入（掛金：3,000円）

（「規約」「共済規程」とも昭和46年 4月から施行）

●営漁計画実行委員会

１地区を除きあま連組織と重なる組織として営漁計画実行委員会支部が組織されている。

営漁計画実行委員会は「アワビ増殖パイロット漁場、アワビ海洋牧場・アワビ礁営漁漁場」など人工

アワビ漁礁の管理と種苗放流、採捕獲を目的に結成されている。各支部の連絡組織として房州ちくら

漁協営漁計画実行委員会連絡協議会がつくられている。

以下に、連絡協議会規約概要、実行委員会支部規約概要を記載した。

●房州ちくら漁協営漁計画実行委員会連絡協議会規約

支部活動の円滑化、附帯する事業活動を行う。9支部の支部役員と漁協 3役で組織。
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●房州ちくら漁協営漁計画実行委員会支部規約

（目的）

「アワビ増殖パイロット漁場、アワビ海洋牧場・アワビ礁営漁漁場」の漁場管理と種苗の生産・放

流・採捕、会員漁業者（あま）の収益の向上を図るとともに、資源管理型漁業への移行を学び、かつ、

実践する中で、一般組合員との融和・協調につとめ、もって、磯根漁業の振興と、地域社会の発展に

寄与する。

（事業）

①　漁協の種苗生産活動への協力

② 漁場管理活動（アワビ増殖パイロット漁場、アワビ海洋牧場・アワビ礁営漁漁場・禁漁区表示用

ボンデン入れ、磯根漁場の監視・環境保全活動等）

③ アワビ増殖パイロット漁場等へのアワビ種苗の放流・調査・採捕およびアワビ礁（コンクリート

平板等）の復元作業

④　漁協の増殖・養殖事業への協力

⑤　その他、目的達成に必要な事業（研修会・調査研究活動等）

（会員）

正会員はあまを職業とする正組合員で、かつ、千倉町あま連絡協議会に加入している者

准会員は、あま以外の組合員であって、地区役員会ならびに地区総会で適当と認め、かつ、それぞれ

三分の二以上の同意を得た者

●営漁計画実行委員会　支部運用規程

会　費：事業計画に定める会費を負担する

入会金：支部一会員の持分額に相当する金額

水揚金（パイロット漁場等採捕アワビ）の配分：

① 水揚げ代金から漁協販売手数料 8％および種苗生産分担金22％を差し引いた70％相当額を次のよ

うに配分

② 採捕に要した経費（用船料、スキューバ潜水手当、乗組員厚生共済掛金、弁当代）は大仲経費と

して天引き

③ 会員期間 3年以上の者が退会の場合は退会後 1回目の採捕水揚げ金から慰労金として、正・准ご

とにそれぞれの配分額の50％を支払う。

④　漁場整備費として50万円を限度に天引き内部留保。

⑤　以上経費を差し引いた残金を以下の基準で配分

正会員配分合計額を正会員数で除した金額

採捕欠席正会員：正会員の半額

准会員：正会員の70％

採捕欠席准会員：准会員の半額

新規加入正・准会員：初年度は正・准会員の50％、2年度は80％、3年度から10％、採捕欠席の

場合はそのまた半額
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営漁計画にともなう研究・調査活動に限り簡易潜水器具の使用を認める。採捕は原則1日。

一般組合員と共用するあわび礁営漁漁場の管理についても、実行委員会が主体となり、稚貝の放流・

管理あるいは採捕後の平板の復元作業等を行う。

（平成12年10月から施行）



１．はじめに

多くの漁業では、男性が海上作業に従事し、女性は陸上作業を中心に行うという明確な分業体制が確

立しているが、地域によっては、夫婦が共に乗船して海上作業を行っているところもある。岡山県牛窓

地区も、婚姻によって女性が漁船に乗り、夫婦船による操業が行われている地区の一つである。本報告

では、牛窓地区を事例として海上操業する女性たちの、出産・子育て時の操業形態や、後継者が参入し

てきたときの操業形態の変化について報告する。また、高齢漁業者が漁業引退を決意するタイミングに

ついて整理する。

２．地区の概要

（１）地理や交通

牛窓地区は岡山県の東南部に位置し、西側は岡山市と接し、東側と南側は瀬戸内海に面している。古

くから瀬戸内海の海上交通の要所として重要な役割を持ち、造船業なども盛んな地域で、千石船から漁

船まで多様な船の建造が行われていた。海岸線はリアス式になっており、島や岩礁が多く立地している

ため潮の流れが複雑で、県下でも有数の好漁場を形成している。

昭和29年に、牛窓町・鹿
か

忍
しの

町・長浜村が合併して新生牛窓町が誕生し、平成16年11月には邑久
お く

郡邑久

町・長船
おさふね

町と合併し、現在は瀬戸内市牛窓町となっている。

交通は新幹線の岡山駅からバスで約70分、岡山駅からJR赤穂線で邑久駅まで行き、ここからバスで約

20分である。
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女性の海上作業の実態と漁業後継の形態

―岡山県牛窓地区を事例として―

海とくらし研究所　関　いずみ

図１　牛窓地区位置図



（２）人口・世帯の概要

瀬戸内市の人口は39,081人で、世帯数は13,363世帯である。高齢化率は25.7％と、国全体の平均より

高くなっている。牛窓地区について見ると、人口は7,296人、高齢化率は31.6％で、合併した邑久町、長

船町と比較し、人口規模は小さく高齢化率は高くなっている（いずれも平成17年国勢調査）。

（３）産業の概要

牛窓地区では古くから野菜栽培が盛んで、傾斜地を利用した畑が作られていた。近年では白菜やキャ

ベツ、カボチャ、冬瓜等の露地野菜が生産されている。漁業はつぼ網や建網、刺網、釣り、タコつぼ等

の沿岸漁業とノリやカキの養殖業が営まれている。

その他のおもな産業としては観光が挙げられる。近畿圏からの入込客が中心で、夏場の海水浴やハイ

キング客が大半を占めている。

瀬戸内市の産業別就業者数は表 2のとおりである。第 3次産業の就業者数は全体の過半数となってい

る。第1次産業就業者の割合は牛窓地区が最も多く20.4％、最も少ない長船地区は 7％となっている。

３．漁業の概要

（１）漁業の歴史

牛窓地区では古くから漁業が営まれてきた。江戸時代にはイナ（ボラ）やナマコ、グチ、イカ等が漁

獲されていた記録がある。明治20年には漁業組合が結成され、イナの寄魚漁が組織的に行われるように

なった。明治34年には漁業者や水産物製造業者による牛窓水産組合が設立、翌年には、牛窓町、鹿忍村、

長浜村にそれぞれの漁業組合が設立された。

明治37年になると牛窓地区で養殖漁業が開始される。当初は明治35年に設置された水産試験場よるカ
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表２　瀬戸内市の産業別就業者数

表１　瀬戸内市の人口及び世帯数
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キ・ハマグリの養殖試験であった。やがて、京阪神の需要を見越し、牛窓町漁協によってカキ養殖が本

格的に行われるようになる。また大正期には、釣り漁業やつぼ網、建網、ひき網等24の漁法による漁業

が行われ、チヌ（クロダイ）、スズキ、コチ、ハモ、グチ、ママカリ（サッパ）、イカ、タコ、コノシロ、

カレイ等豊富な魚種が漁獲されていた。これら多くの漁業は、小舟に 2人から 3人が同乗して操業され

た。

戦後は新しい漁業制度の下で、共同漁業としてつぼ網、建網、寄魚が、区画漁業としてカキやノリの

養殖が行われた。昭和23年に制定された水産業協同組合法によって、牛窓町では牛窓町漁協、鹿忍町で

は鹿忍漁協と子父
こ ぶ

雁
かり

漁協が設立され、これらの漁協は昭和40年に合併、現在の牛窓町漁業協同組合とな

った。

（２）漁業の概要

現在牛窓地区では、ノリやカキの養殖、底びき、つぼ網、建網、刺網、アナゴ縄、アナゴ筒、釣り等、

多様な漁業が営まれている。平成20年度の漁協の取扱いについてみると、生鮮魚貝類が 3億740万円、

海藻（ノリ）が 2億 5千万円、塩干魚貝類は 4億300万円、合計で 9億 6千万円となっている（漁協の受

託販売分）。

牛窓町漁協の組合員数は253名、正組合員は70名（平成20年度末）、正組合員の平均年齢は60歳～65歳

程度となっている。15年程前は、正組合員数が100人余り、平均年齢は60歳であり、比較すると組合員

数の減少及び平均年齢の高齢化が認められる。現在の特徴として40～50歳代の中間層の組合員が極端に

少ないことが挙げられる。

牛窓地区には、第 1種の西脇漁港（西脇地区）と第 2種の朝日漁港（子父雁地区）、地方港湾の牛窓

港が立地している。漁協は子父雁、西脇、鹿忍、紺浦、西町、本町、東町、前島、綾浦、関中浦、幡・

師楽・長浜の11の支部がある。

漁協の中には漁業種類別の部が存在し、ノリ部15名、カキ部 7名、底びき部24名、流せ部（刺網）18

名、建網部59名、つぼ網部14名、釣部98名、アナゴかご縄部15名という構成になっている。また、その

他の組合員組織としては、青壮年部13名、女性部39名、牛窓町漁業無線部69名、子父雁フィッシングセ

ンター 8名がある。支部別の組合員及び女性部員の人数と年齢層については、表3のとおりである。

青壮年部は20歳代から50歳代の部員がいる。もともとアサリ養殖の試験を熱心に行っていたが、活動

が停止し、5年ほど前に再結成した。現在は放流事業が主で、組合事業の補佐も行っている。また 3年

前から地引網の体験活動を実施している。地引網体験は瀬戸内市内の小学生とその親を対象として、鍋

料理や浜そうじ、とれたて魚の土産をセットにした企画で運営している。

女性部は20歳代から80歳代の部員で構成されている。活動としては外部講師を呼んでの地元水産物を

活用した料理実習等、部内での交流・親睦活動が中心となっている。

（３）漁業種類毎の特徴

漁業種類ごとの操業形態については表4のとおりである。以下に漁業種類毎の概要を整理する。

１）底びき網

春から夏場は手繰り網でエビやシャコを漁獲し、秋から冬場にかけては桁こぎでカニやアカエビを漁

獲している。操業時間帯は、夏場は夜明けから昼または、昼から翌朝 3時くらいまで、冬場は夜明けか
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ら日の入りまでと、季節によって変化する。

1隻に 1～ 2人で乗船し、2人の場合は多くが夫婦船である。船上での女性の仕事は漁獲物の選別で

ある。

２）つぼ網（小型定置）

3 月から翌年 1月までの操業で、春はママカリ、夏はマナガツオ、冬はチヌが主要な漁獲物である。

1経営体が平均 2～ 3ヶ統の網を所有している。網を張る場所については、毎年 8月に翌年の場所を決

めるためのくじ引きを行って決定する。2月はくじ引きの結果に従って、それぞれの経営体が網の移動

作業を行うため、休漁となっている。

1隻に 1～ 2人で乗船し、2人の場合は多くが夫婦船である。船上での女性の仕事は漁獲物の選別で

ある。これまでは冬場のチヌがメインとなっていたが、近年単価が下がっており、経営状況は厳しくな

っている。

３）建網

通年磯建て網を操業しているが、夏場は沖建て網も行っている。主な漁獲はメバルやコチで、5月か

ら 6月にかけてはアカゲタ（アカシタビラメ）を漁獲している。1隻に 1～ 2人で乗船し、2人の場合

は多くが夫婦船である。船上での女性の仕事は漁獲物の選別である。

４）刺網（流せ網）

通年操業している。4月から 8月にかけては、サワラやマナガツオを漁獲しているが、近年サワラの

漁獲量が減少し値段も下がってきているため、操業する経営体数は減少している。1隻に 1～ 2人で乗

船し、2人の場合は多くが夫婦船である。船上での女性の仕事は漁獲物の選別である。

５）アナゴ漁

アナゴ漁には、アナゴ縄とアナゴ筒がある。

現在アナゴ縄を営んでいるのは 2経営体で、いずれも高齢漁業者である。アナゴ縄に比べて技術的に

容易とされているアナゴ筒はこれまで禁止されてきたが、アナゴ縄従事者が高齢化に伴い減少したとい

う現状を踏まえ、若手漁業者のために2～ 3年前から許可をとっている。現在15経営体が従事している。

６）釣り

漁協の釣り部には100人近くのメンバーがいるが、正組合員にはなっていない。定年退職後Ｕターン

で地域に戻って釣り漁を営む人が全体の20～30％程で、中には週末漁師といった人も多い。本業として

表３　支部別・年齢層別組合員及び女性部員数
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釣りを営んでいるのは全体の10％程度である。

かつてはメインとなる漁場（20～30か所）についてはくじ引きで場所をきめていたが、10年前くらい

からくじ引きはしなくなった。

７）タコつぼ

現在、10経営体程が操業している。通年操業で、夫婦船で操業する場合もある。

８）ノリ養殖

現在ノリ養殖を行っているのは10経営体で、そのうち 4経営体は共同経営の形態である。また、加工

所は10経営体の共同となっている。

二毛作が行われてきたが、冬場張替をしても芽が出るのに時間がかかり、二毛作のメリットがなくな

ってきたことから、平成になって一毛作へ転換した。しかし、単価は思うように上がらない状況が続い

ている。

一般的に、親から子へと経営が引き継がれてきているが、後継者のいない経営体に外部から新規参入

者が入り、経営を継いでいる例もある。

９）カキ養殖

カキ養殖は昭和30年代に入って堤防工事の影響で漁場が使用不能となり、一時休止状態となった。そ

の後昭和40年代に入って再開し、当時は20あまりの経営体が従事していた。現在7経営体となっている。

カキ養殖では海上作業は主に男性が行い、女性はカキ剥き作業に従事している。カキ剥き作業は船の作

業を終えた後に男性も参加し、さらに人を雇って行っている。

４．牛窓地区における女性の漁業就業について

（１）女性の海上作業の概要

牛窓地区では、古くから小舟に 2～ 3名が乗船して操業する形態が一般的であった。戦前までは人を

雇って乗船していたと思われるが、戦後の漁業不振の時期に経費削減を目的として夫婦で乗船する形態

が定着したといわれる。また、漁船の機械化の進行も女性の乗船を促していると思われる。

第10次漁業センサスによると、最盛期の女性海上作業従事者は家族と雇用を合わせて52名となってい

る。個人の漁業経営体数は92経営体となっているので、全経営体の56.5％で女性が海上作業に従事して

いる結果となっている。しかし、女性は正組合員にはなっていない。

今回のヒアリングは漁協女性部員に限られたが、女性部員39名のうち38名が沖に出ているという回答

があった。女性の乗船が見られるのは牛窓地区で営まれる漁業種類全般にわたっているが、カキ養殖で

は女性の作業は陸上のカキ剥きが中心であり乗船機会は少ない、釣り漁業は比較的高齢のＵターン従事

者が多いことから女性が乗船する割合が低いといった特徴がある。

（２）女性の海上作業への思いや実態

海上作業に従事している女性漁業者に対して、乗船までの経緯や思い、出産・子育て中の状況等につ

いて聞き取り調査を実施した結果について報告する。ヒアリング対象者の一覧を表5に示す。



121

＜Ａ子さん　40歳代前半＞

Ａ子さんの家族構成は、夫と息子が 2人で、息子のうち一人は社会人、一人は高校生である。Ａ子さ

んの世帯で営んでいる漁業は、カキ養殖・つぼ網・タコつぼである。Ａ子さんは、カキ養殖については

陸上のカキ剥き作業、つぼ網は海上作業に従事している。タコつぼは基本的には夫が一人で操業するが、

時々は夫と共に乗船している。

Ａ子さんの出身は近隣の農家だが、高校生の時に現在の夫と交際をしており、漁家である夫の実家に

遊びに行く機会が多かった。養殖いかだに物おじせずに上ったり、海の作業を積極的に手伝ったりして

いるうちに、義父母から請われて夫のもとに嫁ぐことになった。本人も農家の仕事より漁家の仕事に興

味があったため、結婚すれば漁船に乗って操業するということをむしろ楽しみにしていた。

Ａ子さんが結婚するまでは、つぼ網は夫と祖父が従事し、カキ養殖は義父が経営権を持っていた。Ａ

子さんが結婚してからは、つぼ網については夫の祖父が引退しＡ子さんが夫と共に船に乗ることになっ

た。カキ養殖については、経営権が義父から夫に移った。

長男を妊娠した時はカキの時期だったため、海上作業の機会はほとんどなかった。子育て中は長男を

一人で寝かせてつぼ網に出ていたが、夫の祖父が代わりに乗って行ってくれる場合もあった。つぼ網は

夏場は午前 3時から 5時半、冬場は 4時から 6時半くらいの時間帯に操業している。当時は義父母も海

上作業に従事していたため、自分が乗船するときは近所の人に声をかけて出かけていたが、子供を一人

にすることについては非常に不安があったという。子供が幼稚園に入ってからは、朝の時間帯の乗船は

避けるようにした。長男の出産から8年ほど経って次男を妊娠した時は、海上作業は行わなかった。

船上では、夫は網の仕掛や網揚げを行い、本人は次の網を揚げるまでに種類や生死の状態、高値の魚

の振り分け等を行っている。

体調不良の時は自分の判断で休むことができるが、つぼ網の場合は二人で作業をしないと非効率であ

り、魚価にも影響するため、多少無理をしても船に乗ることがある。

＜Ｂ子さん　70歳代後半＞

Ｂ子さんは夫と二人暮らしである。子供は 3人いるが、現在は成人して二人は東京や海外で暮らして

いる。長男は県内でサラリーマンをしており、年末には漁の手伝いに来てくれる。Ｂ子さんの世帯で営

んでいる漁業は、カキ養殖・つぼ網・タコつぼである。Ｂ子さんは、カキ養殖については陸上のカキ剥

き作業、つぼ網とタコつぼは海上作業を行っている。

表５　ヒアリング対象者一覧

つぼ網、タコつぼ、カキ養殖

つぼ網、タコつぼ、カキ養殖

つぼ網、建網、カキ養殖

つぼ網、タコつぼ

つぼ網、建網、釣り

底びき網

つぼ網、タコつぼ

つぼ網、タコつぼ

つぼ網、タコつぼ

つぼ網、建網

底びき網

流せ網、ノリ養殖

建網、ノリ養殖
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Ｂ子さんの出身は漁家ではないが牛窓地区内であったため、漁家に嫁いだら船に乗るということは分

かっていた。義父は戦争で体を壊していたため船には乗っておらず、Ｂ子さんが嫁ぐまでは夫は一人で

操業し、義母が網繕い等の陸上作業を一手に引き受けていた。

結婚当初は何事も珍しく、船に乗るのも苦にはならなかったが、朝が早いのは辛かった。また、夏場

はつぼ網の網を 1週間に一度揚げて掃除をするが、網は重く泥だらけになる重労働で大変だった。子供

ができた時は海上作業は休み、その間は夫が一人で操業した。つぼ網の掃除は夫とその仲間がお互いに

手伝いあって作業してくれた。

子供が保育園や学校に行くころになると海上作業に復帰した。つぼ網は早朝の操業で、家に戻ってか

ら子供を送り出したり、PTA等の学校の仕事も行うことができた。

海上作業で困ることは、波が高い時の船酔いや、天候によって仕事が左右されるため予定がたてられ

ないことであるが、ボランティア活動等自分がやりたいと思ったことは、多少わがままを言っても通し

てくることができた。二人で乗船するということは、作業の効率化ということだけでなく、安全対策面

からも意味がある。

＜Ｃ子さん　40歳代後半＞

Ｃ子さんは本人の両親と夫、3人の子供と暮らしている。営んでいるのは、カキ養殖、つぼ網、建網

である。現在暮らしているのは本人の実家で、下関出身の夫が家に入って漁業を継いでいる。子供が小

さい時には本人はほとんど船には乗らず、その間は夫が一人で操業していた。現在は長男が漁業を継い

でいる。

＜Ｄ子さん　20歳代前半＞

Ｄ子さんは漁家の出身ではないが、高校生の時に現在の夫と付き合っており、漁家の生活については

大体理解して結婚した。本人が釣りや潜りが好きだったということもあり、船に乗るということについ

ても抵抗はなかった。

Ｄ子さんは本人の母と夫、2人の子供と暮らしている。Ｄ子さんの家では、つぼ網とタコつぼ漁を営

んでおり、Ｄ子さんはつぼ網で海上作業に従事している。海上作業に出ている間は、母親が家事や子育

てを手伝ってくれるため安心して働ける。現在は、子供が生まれたばかりということもあり、海上作業

を休んでいるため、夫が一人で操業している。もともと夫は現在70歳代になる祖父（夫の母の父）と共

に操業していた。今はＤ子さんが海上に行けないため、タコつぼについては夫とともに乗船していくこ

とがある。

つぼ網の操業の時は午前 2時に起床し、Ｄ子さんは船上で漁獲物の選別作業を行っている。つぼ網で

は網の洗浄が重労働で大変だが、船に乗るのは楽しいため苦には感じない。

また、Ｄ子さんの夫は叔父（夫の母の弟）が祖父から継いで経営しているカキ養殖を手伝っている。

カキの殻むき作業は、Ｄ子さんやＤ子さんの母親もパートとして働いている。

＜Ｅ子さん　60歳代後半＞

Ｅ子さんは夫と二人暮らしで、つぼ網と冬場の建網、釣りを営んでいる。出身は岡山の平井で、漁業

とは無縁に育った。夫は結婚するまでは釣りを行っていたが、結婚してからつぼ網と建網を始めた。す
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ぐに子供ができたこともあり、夫は一人で船に乗っていた。2人目の子供が小学校にあがるころからＥ

子さんも船に乗り始めた。

船上での作業は、建網は夫が操縦している間にＥ子さんが網入れをし、夫が網揚げをすると、Ｅ子さ

んが網はずしや漁獲物の選別を行うという流れになっている。船酔い等の辛さもあるが、体調が悪けれ

ば休むことができるし、船に乗る時間は大体決まっているので、体調と相談しながら臨機応変に対応す

ることができる。若い時はトイレが困ったが、夫が岩へ船をつけてくれたので、少しずつ慣れた。

＜Ｆ子さん　50歳代後半＞

Ｆ子さんの出身は福岡県で、結婚当初、夫は自営でトラックの運転手をしていた。結婚して 7年目く

らいで夫が事故にあい（夫は30歳代前半）、また、その時に台風があって牛窓地区で半農半漁だった夫

の父の畑が流された。夫の父は農業を諦め漁業にシフトしようと新たに船を一隻購入し、これを機に、

夫も漁業に転業することを決意、夫婦で夫の実家である牛窓地区へ引っ越してきた。

やがて夫は漁船を新造し、底びき網を営むようになった。Ｆ子さん自身もたまには乗船していたが、

本格的に乗船して海上作業を行うようになったのは最近 5、6年のことである。きっかけは 3人の子供

が独立したことと、夫の年齢から考えて、二人で乗った方が効率的であるとともに、安全面でもその方

がよいと判断したためである。夫からは期待されたが、毎回乗船するようになってから、海の怖さを強

く感じるようになり、乗り始めの一年は恐怖心でいっぱいであった。

船上でのＦ子さんの作業は網揚げと魚の仕分けであるが、陸揚げした時に魚がきれいといわれるよう

に、丁寧に仕分けをしている。現在は年間200日程度、海上作業に従事している。

＜Ｇ子さん　40歳代後半＞

Ｇ子さんは夫とその両親、子供（ 2人のうち一人は現在姫路在住）と暮らしている。本人は笠岡市出

身で、漁業とは関係なく育った。Ｇ子さんの世帯では、ノリ養殖、流せ網（春はサワラ、夏場はマナガ

ツオ）を営むと同時に民宿の経営も行っている。

Ｇ子さんが嫁いだ時、ノリ養殖は夫と義父母、流せ網とつぼ網は夫と義父が海上作業に従事していた。

Ｇ子さんは船に乗ることはなかったが、結婚して 8年ほど経ち子育てが一段落した時、義父が脳こうそ

くで倒れたこともあり、夫と共にノリ養殖で海上作業に出るようになった。さらに 4年ほど経って、流

せ網にも乗るようになった。

ノリ養殖は現在、夫の兄との共同経営となっている。夫の兄嫁は外で働いており、義兄のところでは

人を一人雇っている。流せ網は夫がエンジンを担当、Ｇ子さんは浮きをつけた網をローラーで流す作業

を担当している。春のサワラの場合は、昼ごろ出港して場所取りをし、18時に網入れ、20時くらいから

約 1時間で網揚げとなる。網はローラーで巻き取り、浮きを外していく。

Ｇ子さんが結婚してから 2、3年後より青色申告を開始、この頃から、家計の管理がＧ子さん本人に

移っていった。ノリ養殖については、義父が病気で働けなくなった時点で経営の名義が夫になった。

＜Ｈ子さん　40歳代前半＞

Ｈ子さんは夫と子供（長女は独立し、現在同居しているのは高校生と中学生の子供）とで暮らしてい

る。世帯ではノリ養殖と建網を経営している。Ｈ子さんが嫁いだ時は夫と舅が漁業をやっていたが、舅
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が亡くなった後は、ノリ養殖は夫が継いで、現在は共同経営を行っている。

Ｈ子さん本人は漁業に従事せず、漁業外の仕事に就いている。現在は夫の姉の息子（20歳代）が、夫

とともに操業に従事している。家計は義母が管理をしてきたが、10年ほど前からＨ子さん本人が管理す

るようになった。

（３）牛窓地区における女性の海上作業

牛窓地区では女性の海上作業が盛んに行われている。女性が海上作業に従事するようになったきっか

けとしては、戦後の漁業不振による経費削減対策や漁船の機械化の進行等があげられるが、戦前でも、

夫に先立たれた嫁が舅と共に海上作業に従事していたという記述もあり※１、牛窓地区では女性の海上作

業の習慣は戦前からあったのではないかと思われる。女性の船上での主な作業は漁獲物の選別で、これ

は魚価を左右する重要な役割である。また、単独の乗船に比べて安全性が高まる。

女性の海上作業について、様々な年齢層の女性に聞き取り調査を行ったが、若い世代では結婚するこ

とで船に乗ることになるということを理解して嫁いできている人がほとんどで、むしろ積極的に乗船し

ているという女性もいた。ただ、子供が小さい時には、子供を置いて海に出る不安を感じる人が大半で、

出産、子育て期間は乗船を控える人も多い。牛窓地区の場合、姑もその夫と共に海上作業に従事してい

るケースが多いので、このような場合は近所の船に乗っていない年配の女性に子供の様子見を頼むこと

もある。

５．漁業の継承や引退について

（１）漁業の継承の特徴

牛窓地区では夫婦操業が基本となっており、漁船漁業については隔世代間での継承、つまり祖父から

孫への継承という形が多く認められた。後継者は修行期間として父の船に乗ることもあるが、この場合

1～ 2年で独立するのが一般的である。

Ｎさん（50歳代後半）は、両親と妻、20歳代の息子の 5人家族である。Ｎさんの世帯では、Ｎさんの

父と本人、息子が漁協の正組合員となっており、3世代で漁業を営んでいる。カキ養殖はＮさんが父か

ら権利を引き継ぎ、作業は共同で行っている。カキの殻剥きには、母や妻だけでなく、剥き手として 7

～ 8人の人を雇っている。カキ養殖以外の漁業としては、父が釣り、Ｎさんは建網とつぼ網、息子は底

びき網をそれぞれ営んでいる。父は母と、Ｎさんは妻と漁に出ている。

Ｙさん（40歳代後半）は妻と子供（社会人と高校生）の 4人家族である。Ｙさんは父とカキ養殖を経

営している。カキ養殖以外にはつぼ網とタコつぼを営んでいる。カキ養殖はＮさんが結婚した時に父親

から権利を譲られた。つぼ網はＮさんが漁業に従事した当初は祖父の船で一緒に操業していたが、結婚

してからは祖父は船を降り、Ｙさんと妻が乗船している。現在、Ｙさんの甥が後継者として参入してい

る。甥はカキ養殖に従事するとともに、Ｙさんの両親のつぼ網に乗船している。

Ｋさん（20歳代後半）は、20歳の時、本人の母親がカキ剥きで働いていた漁家にカキ養殖の手伝いと

して雇われた。経営者が引退する時に、後継者としてカキ養殖を受け継いだ。1年間は準組合員、その

後正組合員となっている。現在は流せ網も始めた。

※１ 波の音、人の声：川口祐二、ドメス出版、1995年 5月、p99
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カキ養殖については、父から子への継承が行われているが、漁船漁業については祖父（又は祖父世代）

から孫へという継承形態が見られる。具体的には、孫が新規参入してきた段階で祖母が乗船をやめ、孫

が結婚すると、祖父が引退して、孫夫婦の経営に移行する。孫の嫁が出産、子育ての期間は、祖父が孫

と乗船することもある。

（２）漁業の引退について

現在牛窓地区には、80歳代でも現役の漁業者がいる。後継者がいない場合は、自分が船に乗れる間は

漁業を続けるという例が多くみられる。引退のきっかけとしては、けがや病気で一旦休んだことがきっ

かけになった、妻がけがや病気で漁船に乗れなくなったため、自分も船を降りた。家族から言われて本

人は元気だが乗るのをあきらめた等の例が見られた。漁船の装備を交換しなければならなくなった、年

齢的に融資を受け辛くなったといったことが引退のきっかけになっている例もあった。引退後は、身体

が動くうちは網の修繕やカキの殻むきといった陸上作業に従事する人が多い。

６．おわりに

牛窓地区では夫婦操業が定着しており、お互いが元気なうちは60歳代、70歳代でも現役で夫婦船によ

る操業を行っている経営体は多い。漁船漁業については隔世代での継承が一般的である。これは、子供

世代が後継者として参入してくる時期には、親世代は夫婦ともに現役で操業をしているため、労働力が

足りているためという理由が考えられる。

孫世代が後継者として参入してくると、女性は船を降り、後継者が結婚をすると男性も引退となる。

出産や子育て期には、通常女性は海上作業を休むが、その間は祖父が復帰して後継者の手伝いをすると

いうこともある。後継者が参入しない場合は、本人や妻の健康状態によって引退時期を自らが決定する

ことになる。このような場合、かなり高齢になるまで操業する傾向が見られる。また、妻が引退した後

も一人操業で漁を続けている人もおり、周囲の家族が心配して説得し、引退をするということもある。

女性の場合は、結婚と共に海上作業に従事するようになるが、出産や育児の期間は本人の意思で乗船

図２　漁船漁業の後継と引退のモデル
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を決めている。20歳代の若手漁業者への聞き取りでは、今の時代に女性が船に乗らなければならないと

いうのは時代錯誤、自分が結婚をしたら妻は絶対船に乗せないようにしたい、という意見も聞かれたが、

女性たちへの聞き取り調査からは、海上作業は辛いこともあるが、むしろ自分なりの楽しみを見出しな

がら、積極的に海上作業に参画している様子がうかがえた。ただし、女性の場合は海上作業を担ってい

ても、漁協正組合員にはなれず、社会の中での地位は確立していないのが現状となっている。
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１．はじめに

本稿は、今日における沿岸漁船漁業の夫婦操業の状況と特徴を明らかにすることを目的としている。

沿岸漁船漁業の夫婦操業には、若年者（息子）が漁業外に流出していく中でも自営漁業を続けるための

漁家家族の 1つの選択として行われてきた場合が多い。つまり、女性の海上作業従事への進展と漁家家

族の有り様は深く関わっているといえる。

最近では、漁家家族の有り様は大きく変容してきているものと推測される。例えば、世帯規模や、教

育・就職・結婚に対する意識などが、一般の賃金労働者の家族の有り様に近づいてきていると思われる。

そうした中で、漁家家族の有り様や変容が、現在の沿岸漁船漁業の夫婦操業に対して、どのような影響

を及ぼしているのか、今後の夫婦操業に対してどのような方向性をもたらすのかについて考えてみたい

と思う。

そこで、ここでは沿岸漁船漁業の夫婦操業が多い瀬戸内海地区を対象とし、漁業者からのヒアリング

を基にして、漁家家族の有り様と関連させながら、夫婦操業の状況と特徴を明らかにしていきたい。具

体的には山口県漁協宇部岬支店地区と新宇部漁協地区の漁業者を対象としている。

２．宇部地区における沿岸漁船漁業の夫婦操業の状況

（１）対象地域の概要

山口県宇部市は山口県の南西部に位置し瀬戸内海に面している。人口は約17.5万人（2009年末）で、

下関市、山口市に次いで人口が多い市である。瀬戸内海沿岸地域には国内でも有数の臨海工業地帯が形

成されており、製造業に従事している人も多い。

宇部市内には、山口県漁協の宇部統括支店である宇部岬支店の他、東
ひがし

岐波
き わ

支店、床波
とこなみ

支店、藤曲浦
ふじまがりうら

支

店と、新宇部漁協がある。この中でも漁業が盛んな山口県漁協宇部岬支店地区と新宇部漁協地区の事例

を本稿では取り上げる。

（２）宇部岬支店地区における漁業の概要

１）漁業の概要

まず、宇部岬支店地区についてみていく。宇部岬支店は2006年に漁協合併した漁協である。漁協合併

の際、増資が必要となり、多くの高齢漁業者や後継者がいない多くの漁業者が組合をやめてしまい、現

在の正組合員数は171人（女性は無し）、准組合員は38人である（2009年）。現在、1/3の経営体で後継

者を確保しているとのことである。

宇部岬支店地区はかつてはノリ養殖の主産地であった。しかしノリ養殖が不振になり、特にこの 3～

4年の間にかなりの経営体がノリ養殖をやめ、他の漁業へと転換した。現在の主な漁業種類は潜水器漁

業（41人）、ノリ養殖（40人）、小型底曳網（35人）、流し網（60人）、建網（固定式刺網）（56人）、い
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か巣網（イカ類を獲るかご漁業）・たこ壷（43人）、アナゴ・カニカゴ（10人）などである。当該地区

では、複数の漁業を組み合わせて年間スケジュールを組む。組み合わせ方は大きく 2種類あり、潜水器

漁業あるいはノリ養殖を冬場に操業し、夏は小型底曳網あるいは流せ網を営むというように、メインと

なる漁業種類を 2～ 3種類組み合わせるパターンと、カツオ流せ・建網・キスゴ流し網・タコ壷などを

複数組み合わせて操業するパターン（このパターンを営んでいる漁業者たちは「小漁（こりょう）」と

呼ばれている）がある。

どちらかというと、前者のパターンには後継者がおり出来るだけ漁業による水揚げを高めようとして

いる経営体が多い。特に、ミル貝やマテ貝を狙う潜水器漁業と流せ網を組み合わせるケースが最も水揚

金額が高く、年間1,400～1,500万円ほどの水揚げがある。後者のパターンには後継者がいない高齢漁業

者経営体が多い。小漁の場合は年間200～300万円の水揚げがあれば良い方である。

また、これらの 2パターン以外にも、年間通して小型底曳だけを営む経営体もある。小型底曳網を営

んでいる場合、水揚金額は年間500～600万円で、1日あたり 5万円を水揚げできるか否かが出漁するか

しないかの目安となっている（近場の漁場の人は 3万円が目安）。後述する新宇部漁協地区での小型底

曳網漁業は夫婦操業が中心だが、宇部岬支店地区では一人乗りが主であり、親子乗りはいない。夫婦操

業をしている経営体は 4～ 5経営体あるが、この場合、エビを狙った漁であり、選別要員のために妻が

船に乗っている。

２）主な出荷先

昔は、漁協が産地市場を開設していたが、現在は開設していない。今は、ほとんどの漁業者が宇部岬

支店から車で約12分のところにある宇部市地方卸売市場に各自で出荷している。当該市場では午前 5時

からセリが始まるが、セリへ漁獲物を出す前に、漁業者はまず自分たちの漁獲物を出す（並べる）場所

を早い者勝ちで確保しなければならない。漁獲物を並べる場所によってつけられる値が良くなったり、

悪くなったりというような駆け引きがあるようである。そのため、午前 1時ごろ、女性が急いで市場へ

行き場所取りをする。その後、彼女たちは一度港や家に戻り、選別や出荷準備を行い、午前 3時に市場

へ漁獲物を持っていく。この女性たちによる「場所取り」が当該地区においてはとても重要な作業とな

っている。

また、マナガツオは下関へ、サワラは広島へ、貝類は全国へというように他地域の市場に出荷するこ

ともあるが、その場合は地元の仲買人や運送業者を通じて出荷している。

３）宇部岬支店地区における夫婦操業の状況と漁家家族

ここからは漁業者からのヒアリングをもとに、当該地区における夫婦操業の状況と漁家家族の特徴を

みていく。ヒアリングには5人の漁業者の妻が対応してくださり、後継者のいる経営体として2人から、

後継者のいない経営体として 3人から個別に話を伺うことができた。以下では、伺った話から特徴をま

とめていく。

①　後継者のいる経営体

ａ）営んでいる漁業種類と年間の水揚金額

後継者のいる 2経営体のどちらも親が60歳代で、息子が30半ばであった。11～ 4月は夫婦＋息子の 3
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人で潜水器漁業を行い、5～10月は夫婦あるいは親子で流せ網（あるいは息子ひとりでカニかご）を行

っている。年間の水揚金額は1,000万円を超えており、潜水器漁業を営んでいる経営体は、地区内でも

高位で安定的に漁業を行っている経営体である。

ｂ）潜水器漁業と女性の関わり

ここでは、この地区において「稼ぎ頭」となる潜水器漁業についてみてみる。潜水器漁業は、聞き取

り対象者（60歳代前半）からみて親の世代にあたる人が経営主の時（約50年前）は、経営主（聞き取り

対象者からみて義父）と中学を卒業したばかりの息子（聞き取り対象者からみて夫）に加えて地元の男

性 1～ 2人を雇い、3～ 4人体制で操業するスタイルが通常であった（ 1～ 2人が潜り、1～ 2人が船の

上で操船。）。

約40年前になると（聞き取り対象者が結婚する頃）、今ではほとんど獲れなくなった本ミル貝（ミル

クイ）がよく獲れていたので、本ミル貝を狙って、潜水器漁業で小倉、岡山、下関、防府などに出稼ぎ

に行っていた。夏はタイラギを獲りに大分に出稼ぎにいく経営体もあった。出稼ぎに際しては、各地で

家も借り、女性も夫や義父のための食事の世話をするために、出稼ぎ先で生活し、出稼ぎが終わると宇

部の自宅へ帰るという生活スタイルだった。だいたい子供が3～ 4歳になる頃まで出稼ぎは続いていた。

両親とも出稼ぎのために宇部の家にはいないことも多かったので、子供の世話は義母がしていた。収入

は良いとはいえ、子供が寂しがるのは本当に嫌だったが、漁業のために嫌々ながらも出稼ぎにいった。

約30年前になると（聞き取り対象者が結婚して約10年目の頃）、それまでよく獲れていた本ミル貝が

獲れなくなり、ムラサキガイ（ウチムラサキ）を狙うようになり、やがてアサリを狙うようになった。

アサリを獲るにはバキュームで砂ごとアサリを吸い上げる。そのため、本ミル貝やムラサキガイを獲っ

ていた時とは違い、選別が必要になった。これをきっかけに、この地区で潜水器漁業を営む経営体では

女性が選別要員として一緒に船に乗るようになり、人を雇うのをやめて家族だけで操業するようになっ

た。アサリを水揚げしはじめたことが、この地区における潜水器漁業で女性が船にのるようになった大

きな契機であった。

そして、やがてアサリも獲れなくなり、今は白ミル貝（ナミガイ）かマテ貝を狙うようになったが、今

では自分たち夫婦に息子を加えた操業体制で行っている。潜水器漁業においては少なくとも 3人体制が

必要であり、現在も聞き取り対象者が船に乗っていられるのは、息子の嫁が家事全般を担当してくれて

いるため、船に乗ることができるということである。今のところ嫁は白ミル貝を加工する時など、人手

がいる時だけ漁業に関わっている。

②　後継者のいない経営体

ａ）営んでいる漁業種類と年間の水揚金額

後継者のいない 3経営体のうち、小漁のみを営んでいる 2経営体は夫も聞き取り対象者も60歳代後半

あるいは70歳代で、ノリ養殖と小漁を組み合わせている経営体は60歳代前半から半ばの夫婦であった。

前者の小漁のみを営んでいる経営体では 3～ 4種類の小漁を年間通じて組み合わせている。年間の水

揚金額は300～500万円である上に、小漁は道具代や餌代が非常にかかるので、他の漁業が 4～ 5割の経

費で抑えられるところ、小漁は経費が 6～ 7割を占めてしまう。後者のノリ養殖と小漁 1～ 2種類を組

み合わせている経営体は約1,000万円の水揚げがあり、そのうち約750万円はノリ養殖によるものである。



130

先に見た潜水器漁業も1,000万円以上の水揚げがあるが、ノリ養殖の方が経費がかかるので、漁業収入

としてはノリ養殖の方が潜水器に比べて低くなる。

ｂ）小漁と高齢漁家

小漁を中心に営んでいる経営体では、40～50年前に義父や夫が潜水器漁業を営み、先述の経営体のよ

うに潜水器で出稼ぎに行ったりしていたが、体がしびれるようになるなど、健康面に問題が出たために、

ノリ養殖や小漁へと切り替え、やがてノリ養殖も不振となり、小漁のみを組み合わせて営むようになっ

たようである。

聞き取り対象者が結婚した頃には既に義父や夫がノリ養殖をしていたケースが多く、彼女らは結婚し

たらすぐに漁業に従事している。ノリ養殖では夫婦で船に乗り、夜に作業することも多い。そのため、

夜、両親が家におらず、小さな子供たちがとても寂しがるので、当時のノリ養殖による収入は良かった

ものの、とても嫌だったという。

その後、ノリ養殖をやめて小漁となっても、小漁は多種多様な魚がたくさん獲れるため、選別要員と

して女性も船に乗っている。潜水器漁業やノリ養殖をやめて、水揚金額は大幅に減ったが、体はとても

楽になったという。

小漁の場合、経費がとてもかかり収入としては良くないが、後継者もおらず、高齢の夫婦が食べてい

ける程度のお金を得られれば良いとのことで、国民年金で生活費を補いながら、できる範囲の中で漁業

をすれば良いと考えているようである。

③　女性の論理と家の論理

今回のヒアリングでとても印象的だったのは、「家のため、漁業のために、自分も船に乗ったり、出

稼ぎに行ったりしたが、収入が良くなるとはいえ、子供たちに寂しい思いをさせてしまったことが、本

当に辛かった」という言葉を何度も聞いたことである。そのように語る、現在60歳代・70歳代にある女

性たちは、自分の論理よりも家の論理に強く規定されてきた世代であるといえる。彼女たちが漁家の一

員として入ってきてからは、人件費の削減と家の収入の拡大化という家の論理の中で、彼女たちは自営

漁業従事の要員あるいはサポート要員（出稼ぎ先での食事の世話など）として捉えられ、「子供と一緒

にいたい」という個人の考えより優先されていた。また、義母という自分以外に家事・育児をすること

ができる人が存在していたことも、彼女らの漁業従事を可能（強制？）とさせた。また、彼女らの中に

は、夫の意向で妊娠しても出産の直前まで船に乗っていた女性もいる。つわりでいつも吐きながら海上

作業をしていたという。

一方、彼女らが義母という立場に立った現在、息子が漁業に参入していても、その嫁（30歳代）は船

には乗りたがらず、女性間での海上作業の世代交代は行われていない。今後、60～70歳代の女性たちが

海上作業を引退した時に、30歳代の嫁世代が船に乗ることになるかどうかはわからないという。その時

は、女性が船に乗りたがらないということが、海上作業のあり方を変えることになるのか、あるいは漁

業そのものを廃業するという方向を強めるのか、現段階ではわからない。

（３）新宇部漁協地区における漁業の概要

１）漁業の概要
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宇部岬支店から車で約12分のところにある新宇部漁協の現在の正組合員数は178人、准組合員14人

（2008年）で、船主・船長だけでなく、妻（49人）や息子も正組合員になっている。女性正組合員の出

資金は65万円の1/3の約20万円である。新宇部漁協地区は小型底曳網漁業中心の地区で98経営体が営ん

でおり、夫婦操業も多いことから、女性の正組合員も多い。この他の漁業種類別経営体数はノリ養殖2

経営体、潜水器漁業14経営体、その他の漁業 7経営体となっている（2008年）。

新宇部漁協の今の60歳代の漁業者たちは、もともと広島県福山市横島出身の人たちである。彼らの親

の世代が横島で小型底曳網をしながら、出稼ぎとして宇部周辺に漁業をしに来ていて、やがて現在の60

歳代世代が横島の中学を卒業し、漁業に参入する頃に家族で宇部に移り住み、新宇部漁協地区を根拠地

としながら小型底曳網を営むようになった。そのため、この地区で営まれているマンガ式という小エビ

やワタリガニを狙った小型底曳網漁業で使う漁具や操業方法は横島のそれと同じである。夏（5～10月）

は夜操業でエビを獲り、冬（11～4月）は昼操業で小エビやワタリガニを獲る。

現在、当該地区で行われている小型底曳網の操業体制は、1人操業と夫婦操業が約42経営体ずつ、親

子操業が約 4経営体、2人操業（雇用者 1人）が約10経営体となっている。小型底曳網漁業の平均的な

水揚げは年間700～800万円である。1人操業よりも夫婦操業の方が200万円ぐらい水揚げが多く、雇用

者を入れている場合は300万ぐらい多くなるという。また、後継者を確保している経営体は10件だけで

ある。

２）主な出荷先

新宇部漁協地区における主な出荷先も、宇部岬支店地区と同様に宇部市地方卸売市場である。また、

当該地区では小エビがたくさん獲れるので、加工向けの赤エビを仲買人や加工業者に出荷したり、鮮魚

として扱われるエビ類は運送業者を使って北九州や広島、岡山、岩国へ出荷したりしている。最近では

若手漁業者 4～ 5経営体が活魚水槽つき軽トラを準備し、自分たちで下関にある唐戸市場に活魚を出荷

している。唐戸市場へ出荷するためには帰港時間を宇部市地方卸売市場だけに出荷する場合よりも 1～

2時間早めなければならないが、それでも活魚として出荷する方が良いという。

３）新宇部漁協地区における夫婦操業の状況と漁家家族

ここからは漁業者からのヒアリングをもとに、当該地区における夫婦操業の状況と漁家家族の特徴を

みていく。ヒアリングには 6経営体が対応してくださった。いずれの経営体も後継者を確保していなか

ったので、ここでは夫婦操業をしている 4経営体（うち 1経営体は現在は漁業をしていない）と、単身

操業をしている2経営体にわけて、伺った話から特徴をまとめていく。

①　夫婦操業の経営体

ａ）夫婦操業に至る背景

話を伺った 4人の年齢構成は60代 3 人、40代 1 人であった。聞き取り対象者の父の時代には、息子

（聞き取り対象者本人）だけでなく、若い乗組員も 1～ 3人雇って小型底曳を営んでいたが、人件費を

削減するために次第に母親が乗るようになり、聞き取り対象者本人が結婚し、漁業を独立する時に妻と

共に乗り始めるパターンと、漁業を独立した後しばらくは雇用者 1人とともに乗っていたが、雇用者は

仕事が続かないことや人件費削減のために妻が船に乗りだしたパターンがある。
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当該地区では40年前に小型底曳と並行して、冬はノリ養殖をはじめた経営体が多く、そのため漁業へ

の参入を余儀なくされた漁業者も多い。しかし、15～20年前にノリ養殖が不振となり、ノリ養殖はやめ、

小型底曳のみに変更した経営体がほとんどであるが、ノリ養殖で抱えた借金を返済するために、妻も小

型底曳の海上作業に従事し始めたというケースもある。いずれにしても、人件費の削減と漁業収入の最

大化を狙い、妻が選別要員として船に乗り始めたことが、夫婦操業に至った大きな背景となっている。

ｂ）年間水揚金額

夫婦操業をしている経営体の年間の水揚金額は700～1,000万円である。単身操業の時は500万だった

が夫婦操業にしてから700万円になったという経営体もいた。単身操業の場合、網入れが10回しかでき

ないが、2人操業の場合は13回はすることができるため、効率もよく水揚金額に結びつくという。

ｃ）女性による出漁日数の規定

子供が学校に通っている間は学費を稼ぐために、妻の意向よりも夫の意向が優先され、少々体力的に

無理をしても出漁していた。しかし、子育ても一段落し、漁業の後継者もいないという状況になると、

いかに水揚金額をあげるかよりも、体力の方が優先されるようになった。特に、出漁するか否かは、天

候だけでなく、妻の意向にも左右されるようになった。夫の方が漁に出たいといっても妻が拒否すれば

出漁しないという。最近は 2日あるいは 3日出漁すれば 1日休むというペースに押さえられている経営

体が多い。

ｄ）今後の意向

夫は年金がもらえるようになると漁業は少し手を抜き、最終的には70歳になるまでは漁業をしたいと

思っているのに対し、妻の方は年金がもらえるようになったらすぐにでも漁業をやめたいと思っている

場合が多いようである。夫の方も、二人操業体制に慣れているので、単身操業にしてまで続けたいとは

思っておらず、「70歳まで続けたいが妻がやめるなら自分もやめることになるだろう」という。引退時

期についても女性の意向で規定されているようである。

②　単身操業の経営体

ａ）年間の水揚金額

話を伺った2経営体とも経営主年齢は50歳代後半であった。年間の水揚金額は800～900万円であった。

上述の夫婦操業に比べても年間水揚金額は低くはないが、経営主年齢が若いことが反映されているもの

と思われる。

ｂ）単身操業への切り替え

高校を卒業した後、父親と一緒に小型底曳網に従事していたが、父親が60歳代半ばで引退してからし

ばらくは雇用者 1人と共に乗っていたが、自分が40歳代半ばごろになると、水揚げもよくなかったこと

から、人件費削減のため単身操業に切り替えた。妻が船に乗りたがらず、むしろ地元で漁業外のパート

をしている。
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ｃ）今後の意向

国民年金をそのうちもらえるようになるので、少しずつ出漁日数を減らしていき、体力に見合う形で

70歳まではやりたいとのことである。

③　小型底曳網の出稼ぎ

聞き取り対象者が30～40歳代の時には体力もあり、子供の学費を稼ぐためにも、加工用エビを狙って、

夏場は周防灘、柳井、室津、下松、四国あたりへ、冬は大分へ出稼ぎにいく経営体が多かった。出稼ぎ

に行くと、船の上で寝泊まりし、食事も船上で済ませる。そのため、食事などの世話をするために女性

も一緒に船に乗り、出稼ぎにいっていた。妻が出稼ぎに行かない経営体の場合、食事の準備なども全て

自分でしていたら体力的にも精神的にもきつくなったので、出稼ぎをやめたという経営体もいる。つま

り、出稼ぎによって漁業所得を拡大しようとするにしても、一緒に船にのる妻の存否が大きく左右する

といえる。

④　子供への教育と漁業参入に対する意向

当該地区においては子供の高学歴化が示された。両親は中卒あるいは高卒であるのに対して、子供は

男女問わずに高専・短大・大学・大学院などを卒業し、会社員となっているケースが目立つ。聞き取り

対象者の中にも、「自分自身もっと勉強がしたかった」という意見や、高校卒業後、家を出て漁業外に

就業したにもかかわらず、父親が小型底曳と並行して、海上作業にも陸上作業においても人手が必要と

なるノリ養殖業を開始したために、家に呼び戻されたという事例が多い。その時の悔しさがあり、子供

には勉強して自分の選択した職業に進んで欲しいと思っている漁業者も少なくないようである。そして、

漁業者である夫よりもむしろ妻の方が子供に漁業を継がせたくないと思っているケースの方が多い。

⑤　子供の結婚

30歳代の子供が漁業外に就業しながらも漁業を営む両親と同居しているケースが目立った。親も子供

もそれほど結婚には焦ってはいないようである。

３．宇部地区における沿岸漁船漁業の夫婦操業の特徴

以上、宇部地区における沿岸漁船漁業の夫婦操業の状況についてみてきた。ここでは、それらをもと

に漁家家族の有り様や変容が、現在の沿岸漁船漁業の夫婦操業に対して、どのような影響を及ぼしてい

るのか、今後の夫婦操業に対してどのような方向性をもたらすのかについて考えてみる。

（１）宇部地区における女性の海上作業従事の背景

かつては宇部岬地区においても新宇部地区においても、親子操業あるいは男性を 2～ 3人雇う形で漁

業が営まれていたが、宇部岬地区においては、主な漁業種類である潜水漁業が選別作業を必要とするア

サリを対象とするようになったために選別要員として女性も船に乗り始め、新宇部地区では雇われ乗組

員への人件費削減のために女性が船に乗り始めた。新宇部地区において主な漁業種類である小型底曳網

も選別作業を非常に必要とする漁業種類であり、女性は主に選別作業要員として乗船している。
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（２）女性の海上作業引退年齢の上昇

これまで海上作業に従事していた女性は、50歳代半ばを超えると体力的に海上作業が困難になるため

減り始め、60歳を超えれば実質的に引退し、漁業の陸上作業の手伝いや孫の世話や家事を中心に行って

いた（加瀬、1985）。しかし、今回の事例をみてみると、60代あるいは70代になっても夫と共に船に乗

っていることがわかった。この理由としては 1つには、後継者がおらず、自分たちの世代で漁業が終わ

ることがわかっている場合、自分たちの体力の限界まで漁業をしようとしていることが挙げられる。夫

婦 2人体制で漁業をすることに慣れてしまったため、1人になってまで船に乗ろうとは思わないという

漁業者の意見も多く、妻が体力的に乗れなくなった時に、漁業を廃業する可能性が高い。もう1つには、

嫁や孫がいた場合、孫がある程度の年齢に達すると、これまでは60代になった女性が船をおり、嫁が船

に乗り始めていたが、最近は嫁が船に乗ろうとしないため、家事や育児は嫁が行い、60代の女性が船に

乗り続けるようになっていることである。この場合、高齢の父あるいは母が海上作業を引退した場合、

嫁が海上作業に従事し始めるか否かは現段階ではわからない。

（３）従来型の漁家家族世帯の漁業経営における優位性

今回の事例の中で、後継者もおり、息子家族と同居し、漁業を夫婦に加えて息子も一緒に行い、季節

的には息子が親とは別の船で単身操業を行い、家事は嫁が行っているという漁家が、漁業収入が年間

1,500万円と最も高かった。息子が漁業に参入していることによって、一家全体の操業態度が積極的に

なっていることもあるが、家事をすべて行ってくれる嫁の存在も、経営主の妻が漁業に専念できる環境

を提供していることも挙げられる。

（４）子供の高学歴化

今回のヒアリングの中で印象的だったのは、子供世代の高学歴化が進んでいることである。親世代は

父親が中卒で、母親が高卒という組み合わせが多く、その子供の最終学歴が大学や大学院、高専などで

ある場合が多かった。親の方も、子供の教育のために夫婦操業で必死に漁業をしていたという。

また、子供の高学歴化が漁業への参入を抑制していた。商業家庭の場合、子供が大学に進学し、それ

なりの専門性を積んでも、その専門とは無縁の実家の小売商店の跡継ぎになるケースは今も珍しくない

ようだが（石井、1996）、漁家においては、子供に漁業を継がせたくないという親（特に妻側）の意向

が、子供の高学歴化と深く結び付いているとみられる。

（５）子供の未婚化

未婚の漁業者が増えていることはよく指摘されているが、今回の事例においては漁業に就業していな

い30代の子供（男女問わず）が結婚せず、他産業に就業しながら、漁業をしている両親と同居している

ケースが少なくなかった。彼らは一般の会社に勤めているので、両親の陸上作業にもほとんど関わって

いないようである。親も漁業を継がせたくなかったのだからと、漁業を手伝わないことに関しては特に

何も思っていないようである。

こうした状況は瀬戸内海側の地方都市に位置している漁業地区という地理的な側面も、漁家家族の有

り様が一般の賃金労働者家族の有り様に近づかせる要因となっていると思われる。いずれの特徴も、今
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後も宇部地区で漁業が継続されていくような要因とはなっておらず、今後10年の間に大きく宇部地区に

おける漁業の様相が変化する可能性が高いと思われる。
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１．はじめに

我が国の沿岸においては、漁業生産や漁村維持において沿岸漁家が重要な存在である。沿岸漁家は、

家族労働力を用いて営漁する場合が多いことから、世帯構成員の労働力を分配することによって漁業種

類が要請する労働力編成をとることが必要になる。しかし、すべての世帯構成員の就業状況は、既存調

査が少なく統計上の制約も大きいことから、実態を十分に把握できていない。そこで、本稿は、沿岸漁

家の世帯構成員の就業状況に着目しながら、保有する労働力をどのように分配して営漁を可能とする労

働力編成を築いているのかを把握したい。具体的には、①長期的な漁業構造の展開にともなう労働力編

成の変容過程。②漁家の保有する労働力構成の類型別による、営漁形態と労働力編成の今日的実態。③

世帯構成員の世代別や男女別の就業状況の傾向を明らかにする。

調査対象であるが、高知県池ノ浦地区の漁家を選択する。選択理由は、第一に50年間で漁業構造が大

きく展開しているため、長期的な労働力編成の変容過程を把握できること。第二に、家族労働力を用い

て複合的に漁家漁業を営んでいることから、世帯構成員の労働分担を把握できること。第三に、後継者

が存在する漁家の割合が35.3％と、全国平均の14.0％を上回ることから、父世代と子世代の関係性を含

めた労働力編成が把握できることにある。

２．調査地区の概要

池ノ浦地区は、高知県須崎市にある横浪半島の太平洋側に位置する（図 1）。須崎市の中心部へ車で

30分の距離にあるが、公共交通機関が未整備のため、移動手段は自家用車が中心である。総人口は1980

年の157人から大きな変動は見られず、2009年現在は146人、うち51人が高知県漁協・池ノ浦支所の正組

合員である。また、地区内の38世帯中、34世帯が漁家（兼業漁家含む）である。なお、近隣地区には浦
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図１　池ノ浦地区の位置
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ノ内湾の養殖業や山間部の施設園芸などの農業、ビニールハウスの組み立てなどの建設業が存在し、漁

家の兼業部門として一役を担っている。

次に、生活環境を確認しておきたい。まず通学事情について、小学校はマイクロバスによる送迎で片

道30分ほどの距離にあるが、中学校は自家用車と巡航船の利用による通学で片道一時間ほど要する。医

療関係については、地区内に個人開業医を含め病院が存在しないため、須崎市中心部まで通院すること

になる。さらに、商店は、地区内に小規模な個人商店が一つあるだけのため、須崎市や高知市の中心部

へ出ることが多い。このように、地理的条件の不利性や公共交通機関の未整備の影響から、生活環境の

利便性は高くない。

また、高知県漁協・池ノ浦支所は、常勤職員 3人と非常勤の委員長からなる組織体制で運営されてい

る。現在は、信用・共済・購買事業が行われており、地区内に行政機関や金融機関が存在しないことか

ら、住民の生活全般で中心的な役割が果たされている。ただし、販売事業は行われていないため、漁家

が個別に市場出荷している状況にある。正組合員数は、1970年代の60人からここ10年間で漸減傾向とな

り、2009年現在は51人、平均年齢は56.9歳である。なお、准組合員は存在しない。

３．漁業展開と労働力編成の変容過程

本節では、漁業構造の展開過程を整理しつつ、漁家の存在形態と労働力編成の変容を把握したい。時

系列的な区分は、漁家の存在形態に応じて、①1960年代まで、兼業漁家として存在した時期。②1970年

代から1990年代まで、漁家漁業に特化し専業漁家として存在した時期。③2000年以降の、一部兼業漁家

が出現し専業漁家と兼業漁家が混在している時期とする。また、漁家の労働力編成の変容については、

世帯構成員の労働分担を捉えるため、父世代と子世代、女性（母と嫁）の労働力構成を有する漁家につ

いて述べる。

（１）1960年代以前

1960年代以前は、漁家漁業として、沿岸の磯場における刺網や小型定置網、ウツボ縄、タコ籠が存在

したが、生活可能所得の要求を満たす規模になかった（各漁業種類の操業概要は後述する）。このため、

基本的に半農半漁であり、地区背後の山間部でイモ類やマメ類を対象とした農業が営まれていた。また、

漁家の兼業部門として大型定置網が存在した。立地条件として、ブリの好漁場である一方、潮流や台風

の影響から操業期間は10月から 3月とされ、期間中も降雨による仁淀川からの水流増加に悩まされたた

め、経営環境が厳しく消滅するまでに経営主体が数回移行した記録が残る。さらに、1950年前後から、

近隣地区を基地とする沖合遠洋のカツオマグロ漁業が発展し、主に若年世代が従事する動向が生じた。

このように、この時期の漁家は、漁家漁業を営みつつ、大型定置網やカツオマグロ漁業、農業を兼業部

門として有する兼業漁家として存在した。

また、この時期の労働力編成は（図 2）、父世代が漁家漁業と農業に従事し、女性が補助的労働を行

う状況が存在していた。さらに、父世代は兼業として大型定置網に従事する動向がみられた。一方の子

世代は、漁家の労働部門への関与が少なく、大型定置網や近隣地区のカツオマグロ漁業に従事する状況

が生じていた。つまり、漁家漁業や農業の小規模性により、漁家の労働部門は父世代と女性が担い、子

世代は漁家外で就業機会を確保する労働力編成が一般的とされた。また、父子操業は、父世代の引退期

に短期的に行われる動向がみられた。これは、子世代による高齢化した父世代の補助的意味合いを含み
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つつ、経営資源の父子間移行を目的としたものであったという。ただし、この時期の後継者は、必ずし

も長男ではなく、次男から末っ子まで続柄と無関係に存在した。これは、父世代の引退期までに子世代

の漁家外の就業期間が長期化するため、この間に就業先や家庭における役割移行が生じた結果、漁家に

戻りづらい事情が生じた長男がいたためである。

（２）1970～1990年代

1970年代に入ると、当地区が養殖用の種苗生産に適する資源的漁場的条件を備えていたこと。背後の

浦ノ内湾がモジャコ種苗の蓄養に適しており、さらに近隣の宇佐地区が種苗集積の拠点という地理的条

件を有したことから、カンパチ養殖用の稚魚を対象とした一本釣と、ハマチ養殖用のモジャコを対象と

したすくい網（この当時は特別採捕の許可にて操業したが、近年は船びき網漁業の許可にて操業されて

いる）が開始された。とくに後者は、漁場の沖合化と魚槽容積の大型化を要することから、表 1のよう

に漁船の複数所有化と上層階層への移行を生じさせた。この結果、沖合域への漁場拡大が可能となり、

黒潮流域付近のカツオやヨコワ（鮮魚用）のひき縄が開始された。さらに、1973年に横浪スカイライン

（図 1の47号道路）が開通したため、当道路を利用した遊漁客が増加したことから渡船業が開始された。

また、水揚物を地区内で集積して漁船にて一括出荷していた形態から、各漁家が自家用車にて個別出荷

する形態に移行した。これらの結果、池ノ浦支所による漁家の自立化促進運動もあり、漁家は漁家漁業

へ特化する動向を示した。このため、大型定置網は乗組員不足から1980年代に消滅し、農業も自家消費

程度に縮小された。このように、この時期は、漁家漁業へ特化した専業漁家へ移行する動向が生じた。

この時期の労働力編成であるが（図 3）、漁家漁業の規模や漁種が拡大した結果、海上労働部門を強

化する要請が生じたことから、父世代と子世代が担う労働力編成へ変容した。このため、後継者は大半

が長男となり、かつ新規就業直後から父子操業を開始する動向を示した。ただし、父子操業は見習い期

間として 3年程度にとどまり、その後は父が刺網などの沿岸型漁業、子がひき縄などの沖合型漁業を個

図２　1960年代以前の労働力編成の模式図

表１　池ノ浦地区におけるトン数階層別の経営体数
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別操業する動向が一般的となった（後に詳述）。また、付随して女性は、漁網の素材性能が向上し陸上

作業が軽減されたことや、新たに出現したひき縄や一本釣は陸上労働が少ないことから、漁家漁業の補

助的労働を減少させる動向が生じた。その一方、出荷形態が個別漁家対応へ変化したことから、市場出

荷における労働部門を担い、かつ近隣地区の農業アルバイトなどの漁家外の就業機会を求める動向が生

じた。

（３）2000年代以降

2000年代に入ると、ハマチ養殖の減少によるモジャコ需要量の低下や、カンパチ稚魚の価格低下が生

じた一方、クロマグロ養殖の増加に対応して、種苗用ヨコワを対象としたひき縄が2001年から開始され

た。しかし、経営的に比重の大きいモジャコ採補量が減少した影響が大きく、表 2のように漁家経営は

急速に悪化している。このため、一部の漁家では、近隣地区の養殖業や建設業へ従事する者が 5人ほど

出現している。このように、2000年以降は、一部漁家が兼業漁家に移行し、専業漁家と兼業漁家が混在

する状況になりつつ今日に至っている。

当時期において、専業漁家で有り続けている漁家の労働力編成は、基本的に変容していない。一方、

兼業漁家へ移行した漁家 5世帯のうち 4世帯は、男子労働力を 2人有する労働力構成であるという特徴

がある。これら漁家では、1人は漁家漁業を営漁し続け、もう 1人が漁家外へ就業している状況にある。

つまり、漁家における労働部門を残しつつ、漁家外の就業先にて所得補助を行う労働力編成が生じてい

ることが看取される。とくに父子労働力の漁家では、父は年齢的に漁業外の就業機会を得ることが難し

いことから、子が漁家外へ就業先を求める動向がみられている。

４．今日の漁業概要

前節で確認した漁業展開を経た当地区における、今日の漁業概要を確認しておきたい。まず、各漁業

の年間スケジュールを示しつつ（図4）、操業特性を以下に述べることにする。

（１）刺網

漁場が沿岸域であり、イセエビが高値安定しているため、漁家の労働力構成を問わず主力漁業である。

図３　1970年代から1990年代までの労働力編成の模式図

表２　池ノ浦地区における漁獲金額別の経営体数
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基本的には単身操業だが、二人乗の方が網入と取込作業が効率的なため、漁家の中には解禁時に二人乗

操業（多くは父子操業）する場合がある。また、陸上労働部門に量的労働力を要するため家族労働力が

必要となる。支所の規定により、一世帯（当支所では、同一家屋に居住する者をまとめて一世帯とする）

あたり一隻まで操業可能である。

（２）ひき縄（カツオ、鮮魚用ヨコワ）

春期の春ガツオと秋期の戻りガツオ及び鮮魚用ヨコワの漁期がある。いずれも漁場が沖合域のため、

海上労働が長時間におよぶこと。好漁時は一週間近く連続操業することから労働強度が大きい。このた

め、後継者が存在する漁家の子世代や壮年者によって単身操業される。

（３）モジャコ採捕

唯一、他地区の漁業者や日雇労働者を 2、3人雇用（後継者不在の漁家は 3、4人）して営漁される。

また、採捕後から10センチ程度になるまで 3ヶ月ほど蓄養して出荷するため、採捕は池ノ浦支所の漁家、

蓄養は浦ノ内湾に存在する深浦支所の漁家という役割分担にもとづく共同経営方式がとられる。この方

式は、漁家単位で行われ、採捕から出荷までの総経費と利益を1：1で配分する仕組みである。当漁業は、

高収益性を誇り、漁家の労働力構成は雇用人数で調整可能なことから、大半の漁家で主力漁業とされた

が、今日に営漁する漁家は2、3世帯にとどまる。

（４）一本釣（カンパチ稚魚）

漁場が沿岸域にあり労働強度が小さいため、労働力構成にかかわらず営漁される。また、基本的に単

身操業のため、後継者が存在する漁家では、父世代と子世代が別漁船に分かれて操業する。近隣の宇佐

地区が集積拠点であるため、操業後に寄港して出荷される。近年、価格が800円/尾から200円/尾まで下

落している。

（５）ひき縄（種苗用ヨコワ）

操業特性はカンパチ稚魚の一本釣と同様。現在は1,800円/尾だが漁獲量が少ないため、経営的にモジ

ャコ採捕の代替漁業となり得ていない。

（６）小型定置網

定置資材を保有する必要性から、営漁する漁家は10世帯に固定化されている。漁場は 1ヶ月交代の輪

番制がとられる。海上作業は単身で可能だが労働強度が高く、かつ陸上作業を要するため、子が海上労

図４　池ノ浦地区で営漁される漁業の年間スケジュール
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働部門を担い、父と女性が陸上作業を補助する労働力構成が必要である。

（７）渡船業

大半の漁家が、一日交替の輪番制で従事している。労働強度が低く高齢者でも可能。遊漁客 1人あた

り2,500円の収入となり、客が多い日には100人ほどに達する。刺網同様に、一世帯で一人のみ従事可能

である。

５．労働力編成の今日的実態

（１）漁家における労働力構成の類型

本節では、各漁家の労働力構成と営漁形態との関係性をふまえつつ、世帯構成員の労働分担にもとづ

いた労働力編成の今日的実態を捉えたい。このため、まず各漁家における労働力構成を把握しておきた

い。表 3に各漁家の家族構成や所有漁船などを示した。このうち、組合員NO. 5 、17、22、23、28は病

気ないし高齢のため、組合員NO. 2 、40はイセエビ料理店経営のため、組合員NO. 1 、18はゴカイ陸上

養殖を営むため漁業操業を行っていない。また、組合員NO. 7 、8、33、47、48の母は、80歳以上のた

め日常的な労働機会が減少している。これらの者を除外すると、各漁家における労働力構成の類型とし

て、父子ないし兄弟など男子労働力 2人と女子労働力を有する漁家が11世帯（表 3の労働区分Ⅰ）。壮

年（60歳未満）の男子労働力 1人と女子労働力を有する漁家が 7世帯（労働区分Ⅱ）。壮年の男子労働

力を 1人有し女子労働力を持たない漁家が 5世帯（労働区分Ⅲ）。高齢（60歳以上）の男子労働力 1人

と女子労働力を有する漁家が 6世帯（労働区分Ⅳ）。高齢の男子労働力 1人を有し女子労働力を持たな

い漁家が 2世帯（労働区分Ⅴ）。さらに、漁業操業していない漁家が 3世帯と区分される。以下に、こ

れらの類型に応じた営漁形態と労働力編成について述べる。

（２）労働区分Ⅰ

労働区分Ⅰの漁家における営漁形態は、男子労働力を 2人有することから、1人は刺網や渡船業など

沿岸型漁業を主体とし、もう 1人がひき縄など沖合型漁業を主体としている。とくに父子の場合、父世

代が労働強度の小さい沿岸型漁業、子世代が労働強度の大きい沖合型漁業を主体とする編成がとられて

いる。この要因として、当地区の漁業は基本的に単身操業が可能であり、労働力の要請が沿岸型漁業と

沖合型漁業に分散した形で生じていること。さらに、沿岸型漁業は定着性魚介類を対象とするため経営

が安定的である一方、沖合型漁業は資源変動の大きい回遊性魚類を対象とし、漁場移動にかかるコスト

も大きいことから、経営的に高リスク高リターンとなる。このため、二人で各漁業を個別操業すること

で、漁家総体として経営的なバランスを保てることが指摘される。

次に、世帯構成員の労働分担について、営漁される漁業における海上労働部門の操業時間と移動時間、

陸上労働部門に要する時間、市場出荷に要する時間を参考にしつつ実態を把握する（図 5）。まず海上

労働部門については、解禁時の刺網とモジャコ採捕を除いて男性 2人による完全分業がなされている。

しかし、沖合型漁業は日帰ながら長時間の操業を要する上に、春ガツオの漁期は一週間近く連続操業す

る場合があること。秋には 2時から刺網を二人乗操業した後で、6時から小型定置の海上労働を行い、

その後にひき縄に出漁する場合があることから労働強度が大きい。このため、沿岸型漁業を担う男性が

陸上作業を補助することで対応している。また、沿岸型漁業は海上労働が少ない半面、陸上労働が多い
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特徴を有する。このため、陸上労働部門に女性が補助的労働を行うことが通例である。

また、男子労働力が 2人の場合、女子労働力も 2人（母世代と嫁世代）のことが多いことから労働分

担がなされている。具体的には、漁業の陸上労働部門には母世代が従事する漁家が多い。これは、1970

年頃まで女性が漁家漁業の補助的労働を担った経緯から、母世代の方が漁業の知識や技術に長けている

ためである。現在60歳以下の女性になると、漁網の補修ができる者が存在しないという。その一方、嫁

世代は市場出荷を担っている。これは、市場出荷と操業時間と重なるため、男性が行うことができず、

機動力のある女性が担う必要が生じるためである。さらに、母世代より嫁世代の方が年齢的に漁家外の

表３　各漁家の家族構成と所有漁船及び労働力構成の類型



144

就業機会を得やすいことから、近隣地区の農業なのでパート就業を行う場合が多い。つまり、労働区分

Ⅰの漁家は、海上労働部門は男子労働力の完全分業であり、陸上労働部門を男性間や母世代が相互補助

するとともに、嫁世代が市場出荷やパートなどの外縁的な労働を担う労働分担がなされている（図 6）。

（３）労働区分Ⅱ、Ⅲ

労働区分Ⅱに類する漁家は、男子労働力が 1人ながら壮年者のため、労働能力と操業意欲が高く積極

的な営漁形態をとっている。このため、沿岸型漁業の刺網や渡船業を随時行いつつ、操業域を拡大して

カツオやヨコワのひき縄などの沖合型漁業を営漁している。

労働分担については、海上労働部門は男性が担い、女性が市場出荷を行う点で明確な分担がなされて

いる。また、漁業の陸上労働部門については、女性が補助的に従事しているが、むしろ労働区分Ⅰの嫁

世代と同様に漁家外の就業機会を求める傾向が強い。この傾向は、子育てなど生活可能所得の要求額が

高い壮年世代が、女性の漁家外就業により追加所得を求めることのあらわれでもある。

一方、労働区分Ⅲに類する漁家は、基本的な営漁形態は労働区分Ⅱと同様である。このことは、営漁

形態が基本的には男子労働力のあり方と関係していることを示している。しかし、女子労働力の不在に

より、多々の制約を受けている実態がある。すなわち、男子労働力のみのため、海上労働部門から陸上

労働部門、市場出荷までを一人で担う必要が生じている。具体的には、市場出荷を自身で行う場合（近

所の漁家に頼むこともある）は出荷時間と操業時間との関係から翌日の操業が難しくなる。また、刺網

図６　労働区分Ⅰの漁家における労働分担

図５　池ノ浦地区における漁業別労働別に要する時間
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など沿岸型漁業では陸上労働部門が大きいが、これらを一人で担う必要が生じてくる。さらに、家族構

成によっては男性が家事や育児を行う必要も生じている。このため、当地区においては、世帯の労働力

が 1人の場合、経営展望が描きにくい状況にある。このことは、当地区では、漁家漁業を営漁するため

には、労働力が最低 2人は必要な状況があることから、女子労働力が重要な役割を果たしていることを

示している。

（４）労働区分Ⅳ、Ⅴ

労働区分Ⅳの漁家における営漁形態は、男子労働力が高齢のため、労働能力と操業意欲が低下傾向に

あることから、刺網とカンパチ稚魚の一本釣、渡船業など労働強度が小さい沿岸型漁業を主体として営

漁している。当地区の沿岸型漁業は、経営的に安定しており操業リスクも少ないため、男性の高齢化に

伴って、沖合型操業をやめて沿岸型操業を行うことで、労働能力の低下に見合った対応が可能となって

いる。

また、労働分担については、市場出荷や陸上労働を女子労働力が担っている。ただし、区分Ⅱとの違

いは、高齢女性のため漁家外へ就業機会を求めることは少ない一方、先に述べたようにＡ期で女性が漁

家漁業に補助的に従事していた歴史的経緯から、刺網の網補修などの漁業関連技術に長けており、中に

は二人乗操業で効率化される刺網について、女性が同乗する漁家（漁家NO.28）も存在している。この

区分の漁家は、この当時の労働力編成を現在まで継続している場合も多いとみられる。

一方、労働区分Ⅴに類する漁家は、基本的に沿岸型漁業の営漁形態をとっている。しかし、労働区分

Ⅲで述べたように、女子労働力の不在によって大きな制約を受けている。このため、沿岸漁業の中でも

陸上作業部門のない渡船業のみに従事している場合が多く、基本的には年金生活をしつつ渡船業で所得

補助を行っているとみられる。ただし、当地区ではモジャコ採捕が好調の時期に、国民年金に加えて漁

業者ねんきんの加入が多かった（現在45歳以上は全員加入）ことから年金の受給金額は多い。このため、

当労働区分の漁家も生計維持は可能であるという。

６．世代別、男女別の就業状況

これまで、漁家総体としての労働力編成を明らかにしてきた。本節では、世帯構成員を若年世代と高

齢世代、女性に区分して、それぞれの就業状況の把握に努めたい。

（１）若年世代

まず、若年世代の漁業加入の動向を把握する。当地区で、ここ10年間で漁業へ加入した者は 4人であ

る（組合員NO. 6 、25、27、37）。このうち、2人は高校卒業後に他産業へ就業した後にＵターンした者

であり、残りは高校卒業後に漁業就業している。当地区の漁家数は34世帯と少数ではあるが、それでも

若年世代の漁業加入が低水準である。このことは、2000年代移以降の経営不振が影響していると考えら

れる。しかし一方で、現在の組合員の年齢構成をみると、70歳代と40から50歳代が多い特徴を有してい

る。このため、後者の漁家のうち、10世帯が就業前の子（後継者予備軍）を抱えている状況にある（漁

家NO. 2 、6 、7、9、16、19、21、27、29、34）。つまり、組合員の年齢構成に偏りがあることから、

ここ10年は後継者予備軍が少ない端境期であったという解釈も成り立ちうる。表 4は、各センサス年次

の15～19歳の男子世帯員数と次年次（ 5年後）の20～24歳の漁業就業者数、次々年次（10年後）の25～

29歳の漁業就業者数を比較したものである。この図の意図は、後継者予備軍である15～19歳の男子世帯
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員が、後に漁業後継者化した割合を把握することにある。これをみると、漁業後継者化した割合は低下

しておらず、後継者予備軍の減少が後継者数と関係していることがわかる。ただし、当支所では、家業

継承の意識が薄れつつある中で、経営不振が続くようだと、後継者予備軍の後継者化の可能性は低いと

みている。いずれにせよ、当地区のように組合員の年齢構成に偏りがある場合、後継者予備軍の年齢分

布も偏る傾向がある。このことから、このような年齢の男子を有する漁家の再生産動向次第で、地区全

体の漁業構造が大きく規定されてくることが示唆される。

（２）高齢世代

次に高齢世代の就業動向や引退動向を把握したい。当地区で組合を脱退する場合、ほとんど「死亡」

によるものである。ここ10年間で13人が脱退したが、脱退理由はすべて死亡によるものである。また、

年齢別に漁業センサスの漁業就業者数と組合員数を比較した図を示した（図 7）。この図の意図は、漁

業センサスによる漁業就業者の定義が海上作業30日以上の者であることを利用して、海上作業が30日未

満の組合員数を把握することにある。これをみると、60歳以降でも海上作業が30日以上の組合員が

88.8％存在しており、昨年度に取り上げた長崎県勝本町地区と様相が異なる（勝本町地区では四人に一

図７　正組合員数と漁業就業者数（2003年）

正
組
合
員
数
及
び
漁
業
就
業
者
数（
人
）

表４　池ノ浦地区における男子世帯員が後継者化した割合
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人が30日未満）。実際に、現在の組合員の中で、高齢のため海上労働を行わない者は80歳が 2人と79歳

が 1人である（組合員NO. 5 、22、28）。このことから、当地区では80歳近くまで海上労働を行う動向

が明らかである。また、これら高齢者は、海上労働が不可能となっても、陸上労働において子世代の補

助的労働を続けることが一般的である。このことから、当地区のように家族労働にて漁家漁業を営む漁

家においては、高齢者は肉体的な事情が許す限り漁家の労働部門の一役を担い続けており、労働力とし

て重要な存在であり続ける実態があることが示唆される。

（３）女性

最後に、女性の就業状況について、当地区では漁家漁業や農業など漁家の労働部門から、市場出荷や

漁家外へのパート就業への役割移行が確認できる。この要因は、漁家漁業の規模や漁種の拡大によって、

海上労働の労働強度が高まり、男子労働力が担うようになったこと。漁網の性能向上や陸上労働の少な

い漁業の出現によって陸上労働が減少したことが挙げられる。このため、嫁世代は漁業労働との関係性

が薄くなりつつある。しかし、漁家漁業において、男子労働力の補助を要する陸上労働部門が完全に消

滅した訳ではなく、この部分は父世代や母世代が担い続けている。このため、これらの者が完全引退

（ないし死亡）した後に、これらの労働部門の担う存在が見えてこない。今後、母世代の引退期に嫁世

代への技術伝承がなされるのか。それとも、刺網など陸上労働部門を有する漁業が縮小していくのか。

あるいは、茨城県北部などでみられるように、刺網の陸上作業を漁家外の者へ作業委託する動きが生じ

るのか、現段階では不明である。なお、女性の就業動向を把握する上で、家事や育児にともなう労働部

門も重要であろう。この点、今回は十分な調査ができなかったが、当地区において女性の家事育児を支

える条件として、地区全体で共同体的な意識が強く維持されていることが指摘できる。当地区では、5

～ 6世帯が隣組、全体で地区会が形成されており、子供は地区全体で育てることや病人や高齢者を助け

合うことが当たり前の様に行われている。このような共同体的意識の強さは、女性の家事や育児の労働

負担を軽減し、それ以外の労働部門を担う環境整備に一役かっている。

７．小括

最後に、当事例から把握された漁家の労働力編成の特徴を指摘したい。第一に、漁家は、漁業構造の

展開にともなって、労働力編成を変容させつつ存続していることが明らかである。すなわち、漁家漁業

が小規模である時期は、漁家の労働部門を父世代が担い、子世代は漁家外に就業する労働力編成をとっ

ている。そして、漁家漁業の規模拡大より海上労働の要請が強まると、父世代と子世代が担うことで強

化している。さらに、一部の漁家では、漁家漁業が不振になると、漁家漁業を部分的に残しつつ一部労

働力を漁家外に分散させている。また付随して、母世代は漁家漁業の補助的労働が中心であるが、嫁世

代は市場出荷や漁家外のパート就業などを中心とするなど、女性の役割移行がなされている。このこと

から、当地区は漁家漁業の規模拡大を経て、現在は縮小局面に入りつつあり、漁家の労働力編成は漁家

漁業への集中から漁家外の就業機会への分散という再編成が始まりつつある現状といえる。このように、

沿岸漁家のあり方は、営漁形態や経営状態と保有する労働力の編成との関係性をふまえて理解する必要

性があることがわかる。

第二に、沿岸漁家が漁業の要請する労働力編成をとるためには、男子労働力だけでなく、女性や高齢

者の労働力が重要であることが明らかである。当地区の労働力構成を類型すると、後継者が不在であっ
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ても（男子労働力 2人体制を構築できなくても）、女子労働力を保有する漁家では経営展望を描くこと

が可能である。しかし、女子労働力も不在の漁家では、海上労働と陸上労働、市場出荷をすべて 1人で

担うことになり、営漁する上でかなりの不利が生じている。また、海上労働が不可能となった高齢者も、

陸上労働部門で重要な労働力で有り続ける実態がある。このことから、漁業が男性中心の産業であると

いう評価は海上労働部門だけを切り取った一面的な評価であり、とくに家族労働力を用いて営漁する沿

岸漁家においては、女性や高齢者の就業状況が漁家のあり方を規定する条件であることが看取できる。

第三に、昨年度に調査対象とした長崎県勝本町地区をあわせて考えると、沿岸漁家の再生産のあり方

が、各地区の漁業構造と密接に関係していることが明らかである。すなわち、当地区では、父世代と子

世代が個別操業し、労働力を分散した編成をとることで漁家の再生産がなされている。一方の勝本町地

区では、父世代と子世代が漁家漁業に集中することで再生産がなされている。これらのことは、各地区

の漁業種類における労働力要請のあらわれ方によって、漁家の再生産のあり方が異なることを示してい

る。また、再生産に関連して、当地区では漁業就業者の年齢構成に偏りがあることから、後継者予備軍

の年齢分布にも偏りがある。このことは、後継者予備軍の多い時期の環境次第によって、その後の就業

構造が大きく左右されることに注意を要することを示唆している。



１．はじめに

これまで漁業の中軸を担ってきた昭和一桁世代の漁業者は高齢化し引退期を迎えている。一方、新規

参入者数は低迷しており、多くの漁村が後継者確保に悩んでいる。漁業後継者をどのように確保してい

ったらよいのかという問題は日本漁業にとって普遍的課題である。

これまで漁業後継者は漁家子息が中心であった。今でもその構造にかわりはないが、それだけでは漁

業後継者を十分に確保することできない。このため、非漁家出身者を漁業後継者として確保する取り組

みが各地で行われている。しかし、こうした対応もなかなかうまく機能していない。一般的に漁村社会

では共同体の人間関係や漁場利用慣行といった既存秩序を乱さない範囲で後継者確保を行いたいという

意識が強く働くため、外部からの参入は容易ではない。非常に困難である。また収入の低さ、労働条件

の劣等性、初期投資の大きさ、技術習得の困難さ、地域内における住宅不足なども新規参入を妨げる一

員となってきた。従って外部からの後継者獲得を可能とするためにはそのための条件整備の必要性が指

摘されている。

本稿では、漁協と地方行政が様々な支援を通じて非漁家出身者を漁業後継者として積極的に受け入れ

ている長崎県五島ふくえ漁協大浜地区の事例をとりあげ、その現状と課題を明らかにしたい。まず、大

浜地区の漁業経営と後継者有無の実態の関連を明らかにする。ついで、新規漁業就業者の確保の実態と

課題を明らかにする。

２．五島ふくえ漁協大浜地区の漁業経営と就業構造

１）五島ふくえ漁協

五島市は長崎港から高速船で約90分のところにある（図 1）。漁協の合併がすすみ、現在五島市には

五島ふくえ漁協、五島漁協、奈留町漁協の3漁協となっている。
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五島ふくえ漁協の漁業・就業構造と新規就業者確保の取り組み

鹿児島大学　鳥居享司

図１　五島ふくえ漁協の位置



事例としてとりあげる五島ふくえ漁協には、奥浦地区、大浜地区、崎山地区、久賀島地区、椛島地区、

福江地区、黄島地区の 7つの漁業地区が存在する。2009年3月現在、正組合員543名、准組合員701名が

属している。1997年に比べると正組合員62名、准組合員 9名の減少が見られる（図 2）。漁業者の年齢

構成を見ると、60歳以上が約70％を占め、漁業者の高齢化が進んでいることが分かる（図 3）。後継者

を確保できない漁家も多く、今後、漁業者数の大幅減少が予想されている（図4）。
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図２　漁業者数の推移

図３　漁業者の年齢構成

図４　今後の漁業者数の見込み
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年間漁獲金額は約9.1億円であり、うち90％近くが漁協を通じた取り扱いである（2008年度）。主力漁

業はヨコワなどを対象にした曳縄、キビナゴ等を対象にした刺網、延縄、一本釣り、魚類養殖である。

かつてはマダイ・ブリ類養殖、真珠養殖も盛んに行われてきたが、1990年代後半にはいると大きく後退

し、真珠養殖を行ってきた資本の撤退が見られるようになった。資本の相次ぐ撤退によって漁協へ支払

われる漁業権行使料が減少、さらに漁協自営定置網の漁獲が大幅に減少したことも追い打ちをかけ、漁

協経営の厳しさが増していった。漁協は漁協経営の改善を目的に、マグロ養殖を目的にした企業の受け

入れ、マグロ養殖にかかわる環境整備を推進している。

２）大浜地区の漁業経営・就業構造の実態

大浜地区には73個人経営体あり、その大半は60歳代以上である（図 5）。年間漁獲金額は約 1億円で

ある。営んだ漁業を見ると、一本釣り（47経営体）、採藻（21経営体）、曳縄（13経営体）、小型定置

網・刺網・延縄・採貝（ 8経営体）となっている（表 2）。これを総漁獲金額の多い順に見ると、曳縄、

小型定置網、一本釣り、延縄、刺網の順であるが、1経営体あたりの漁獲金額は小型定置網網430万円、

曳縄141万円、延縄109万円、刺網70万円であり、営む漁業種類によって期待できる漁獲金額にはかなり

の差がある（表3）。

次に、営んだ漁業種類を見ると、多くの経営体が複数の漁業を営んでいる（表4）。1種類のみは46経

営体であり、一本釣り（25経営体）、採藻（13経営体）、小型定置網（ 4経営体）となっている。2種類

営んだ経営体は15あり、その多くが一本釣りと曳縄、採藻などを組み合わせている。3種類以上営んだ

表１　営んだ漁業種類の推移

図５　年齢構成
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表３　漁業種類別の総漁獲金額と１経営体あたりの漁獲金額

表４　営んだ漁業種類

表２　営んだ漁業種類
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経営体は12あり、いずれも一本釣りとそのほかの漁業（曳縄、延縄、刺網など）を組み合わせている。

年代別に組み合わせ状況を見ると、40歳代は複数の漁業種類を営む経営体ばかりであるが、50歳代、

60～64歳と年代が上がるにつれて複数営む経営体の割合が減少する（図 6）。65歳を過ぎると多くの経

営体が 1種類、多くても 2種類までといった経営体がほとんどを占める傾向にある。

年代別に営んだ漁業を見ると、①いずれの年代でも一本釣りを営む割合が高い、②延縄・採貝は若い

世代ほど営む割合が高い、③採藻は高齢世代ほど営む割合が高い、④高齢世代は一本釣りと採藻を営む

割合が高い、⑤小型定置網網は世代に影響されない、といった傾向にある（図7）。

こうしたことから、30歳代以下の若い世代は一本釣り・延縄・採貝・採藻など数多くの漁業種類を営

み、40歳代にはいるとある程度漁業種類を絞るとともに曳縄など比較的高い漁獲金額を期待できる漁業

を営み、50歳代を過ぎると漁業種類の絞り込みをさらに強める。65歳を過ぎると単一の漁業を営む、し

かもそれは一本釣りや採藻といった多くの漁獲金額を期待できないものの比較的労働強度の軽い漁業を

選択する傾向があると言えよう。

次に、漁獲金額を見ると、多くの経営体が100万円未満である（図 8）。1経営体あたりの平均漁獲金

図６　年代別に見た営んだ漁業種類数

図７　年代別に見た営んだ漁業の割合
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額は137万円である。500万円以上を記録する経営体が7あり、それらが営む漁業種類は小型定置網、曳

縄、延縄が中心となっている（表 5）。小型定置網と曳縄だけで500万円以上の漁獲金額を獲得している

経営体も見られる。漁業種類別の漁獲金額割合の詳細は後述するが、この地区において一定水準以上の

漁獲金額を期待できる漁業種類は小型定置網と曳縄であり、これらの漁業を中心的に営むか否かによっ

て収入の多寡が大きく左右される傾向にある。

年代別に漁獲金額を見ると、同年代でもかなりのばらつきが認められる（図 9）。40歳代半ばから70

歳代半ばの漁業者のうち、上層経営体は400万円を超える漁獲を記録している。一方で100万円未満であ

る経営体は、とくに60歳代以上で多い。全体的な傾向を見ると、漁業経験を積むに従って増加し、「45

～49歳」でピークを迎える。その後は緩やかに減少する傾向にある（図10）。漁獲金額の多い働き盛り

は「45～54歳」である一方、65歳以上の漁業者は100万円に満たない場合が多い。

なお、50歳代から60歳代前半の働き盛り世代においても100万円に満たないケースが見られるが、そ

の多くが半農半漁世帯である。

２）後継者確保状況

後継者を確保できたのは 8経営体に過ぎない（図11）。90％近い経営体では後継者を確保できておら

ず、今後、漁家経営体の急速な減少が予測される。

図８　漁獲金額別に見た経営体数

表５　漁獲金額500万円以上を記録した経営体
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一般に、成人した漁家子息が後継者化する時点での親の年齢は40歳から65歳の範囲に収まるが、この

範囲で後継者を確保できた経営体を見ると、多くの経営体で500万円以上の漁獲金額を記録している。

上層経営体を中心に後継者を確保できている事実を確認できる。一方で、200万円以下の経営体では後

継者を確保できていない。漁獲金額の多寡が後継者を確保できるか否かに大きく影響している。

図９　漁獲金額の分布

図10 年代別に見た平均漁獲金額

図11 後継者の確保状況
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３）各漁業種類の実態と後継者確保状況

（１）一本釣り

47経営体が一本釣りを営んでおり、最も多くの経営体が営んでいる。一本釣りからの平均漁獲金額は

約32万円であり、半数以上の経営体では10万円以下となっている。漁獲金額が最も高い経営体でも約

230万円である（図12）。

一本釣りは漁業者にとって身近な漁業種類である。1月から 4月にかけてアオリイカ、ヨコワ、3月

から 6月にかけてマダイ、6月から 9月にかけてイサキ、ブリ、11月から12月にかけて大型のブリなど

がメインとなる。多種多様な魚介類が釣れるものの、しかし一本釣りのみで生計を営むのは困難である。

一本釣り漁業を主とする経営体は、一本釣りを営んだ経営体の約66％に達するが、平均年齢は65.4歳、

平均漁獲金額は50万円に満たない（表 6）。高齢漁業者が細々と一本釣り漁業を行うといったパターン

が多いと言えよう。

多くの収入が得られないことから、一本釣りを主力とする経営体では 1経営体を除き、後継者を確保

できていない（図13）。こうした経営体の子息は島内外において漁業とは関わりのない職へ就くケース

が大半であり、後継者化する見込みはほとんどない。

図12 一本釣りの漁獲金額

表６　一本釣りの経営的位置づけと従事者の平均年齢

図13 一本釣りを主力とする経営体の後継者確保状況
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（２）小型定置網

7 経営体が19ヵ統の小型定置網を営んでいる。平均漁獲金額は約430万円であり、大浜地区で最も多

くの漁獲金額を期待できる漁業種類である。優良経営体では700万円を超える漁獲金額を記録している

（図14、表 7）。小型定置網を営む経営体はいずれも小型定置網を周年操業（年間操業日数330日前後）

するとともに、イセエビ刺網やヨコワ曳きなどを組み合わせている。また、小型定置網を営む経営体の

多くは、経営者の配偶者が小型のアジやタチウオなどを加工して学校や老人介護施設などへ販売してお

り、その販売金額が年間200万円から300万円に達する経営体も見られる。

大浜地区で最も優良な漁業種類である小型定置網を主力漁業とする 8経営体の後継者確保状況を見る

と、半数の4経営体で後継者を確保できている（図15）。4経営体のうち 3経営体は子息による漁家継承、

1経営体は他人による漁業継承である。残る 4経営体は後継者を確保できていない。漁協では、他人に

よる漁業継承、あるいは、後継者化した4名による複数ヵ統経営を検討している。

図14 小型定置網の漁獲金額

表７　小型定置網の経営的位置づけと従事者の平均年齢

図15 小型定置網を主力とする経営体の後継者確保状況
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（３）曳縄

23経営体が曳縄を営んでおり、平均漁獲金額は約141万円である。漁獲金額が100万円に満たない漁業

者が半数以上を占める一方で、300万円以上を記録する漁業者も25％ほど見られる（図16）。漁獲金額が

最も高い経営体は600万円を超えており、当地区では小型定置網についで優良な漁業種類である。

曳縄を主とする経営体は、曳縄を営んだ経営体の約85％に達する（表 8）。多くの漁業者が主力漁業

として曳縄を位置づけている。

曳縄を主力漁業とする12経営体の後継者確保状況を見ると、3経営体で後継者を確保できている（図

17）。この 3経営体は曳縄を主力漁業とする経営体の中でも上層部に位置する。漁獲金額が高く経営良

好な経営体を中心に後継者を確保できている。

（４）延縄

7 経営体が延縄を営んでおり、平均漁獲金額は約109万円である。多くは50万円未満であるが、漁獲

金額が最も高い経営体は600万円を超え、経営体間の差が大きい（図18）。

図16 曳縄の漁獲金額

表８　曳縄の経営的位置づけと従事者の平均年齢

図17 曳縄を主力とする経営体の後継者確保状況



主・従問わず延縄を営む漁業者の平均年齢は50歳前後であり、他の漁業種類に比べて若いのが特徴で

ある（表 9）。曳縄を主力漁業とする 2経営体の後継者確保状況を見ると、50歳代の漁業者が営む経営

体では既に後継者を確保している（図19）。また、30歳代の漁業者は漁家後継者としての参入であり、

後継者問題を議論する対象ではない。

延縄漁業を営むうえで苦労する点は、漁具の作成とエサ付けである。1回の漁で20～40縄ほど使用す

るが、延縄を 1組準備するためには熟練者で30分程度の時間がかかる。漁具の作成やエサ付けについて

は、漁業者の配偶者や漁業から引退した両親へ依頼するケース、アルバイトに依頼するケースが見られ

た。しかし、漁家構成員の高齢化が進んだ結果、漁家内で全て自作することが困難になりつつあるうえ、

アルバイトの確保も難しくなりつつある。漁具の調達という課題をクリアーできなければ、延縄漁業へ

の着業は難しい。

（５）刺網

9 経営体が刺網を営んでおり、平均漁獲金額は約70万円である。漁獲金額が最も高い経営体でも約
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図19 延縄を主力とする経営体の後継者確保状況

図18 延縄の漁獲金額

表９　延縄の経営的位置づけと従事者の平均年齢
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188万円であり、刺網だけで生計を営むのは困難であろう（図20）。

刺網を主とする経営体は、刺網を営んだ経営体の約38％であるが、いずれも後継者を確保できていな

い（表10）。

（６）採藻

24経営体が採藻を営んでおり、平均漁獲金額は約11万円である。一本釣り、曳縄に次いで多くの経営

体が営んでいるが、漁獲金額が最も高い経営体でも約40万円であり、多くを期待できる漁業種類ではな

い（図21）。採藻のみ営む経営体が13あるが、そのほとんどが65歳以上の高齢者（年金受給者）である

（表11）。いずれも後継者を確保できていない。（図22）。

表11 採藻の経営的位置づけと従事者の平均年齢

図21 採藻の漁獲金額

表10 刺網の経営的位置づけと従事者の平均年齢

図20 刺網の漁獲金額
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（７）採貝

9 経営体が採貝を営んでおり、平均漁獲金額は約15万円である。漁獲金額が最も高い経営体では約45

万円である（図23）。採藻と同様、多くを期待できる漁業種類ではなく、採貝を主力漁業とするのは1経

営体にすぎない。比較的若い漁業者が他漁業との組み合わせのひとつとして位置づけている（表12）。

なお、採貝を主力漁業とする経営体では後継者を確保できていない。

４）大浜地区の漁業構造の特徴

まず、大浜地区の漁業構造の特徴を整理するとつぎのようになる。大浜地区で一定水準（500万円）

の漁獲金額を期待できる漁業種類は、小型定置網、曳縄、延縄に限られている。これらの漁業を主力漁

業とするか否かが漁業収入の多寡に強く影響する。一方、一本釣り、刺網、採貝藻を主力漁業として営

表12 採貝の経営的位置づけと従事者の平均年齢

図23 採貝の漁獲金額

図22 採藻を主力とする経営体の後継者確保状況
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む漁業者も少なくないが、漁獲金額はおしなべて低い。これらからの収入では生計を維持することは困

難である。

では、なぜ収入が期待できる漁業を主としない漁業者が多数存在するのか。小型定置網は共同漁業権

の許可が必要であるうえ、一定の投資が必要とされる。こうしたことから全ての漁業者が容易に営むこ

とができる漁業種類ではない。延縄は、漁具作成とエサ付けに多くの労力が必要であり、高齢漁業者と

その配偶者だけでは必要量を充分に満たすことが困難になる。漁具が充分に準備できなければ漁獲も期

待できず、延縄漁業の継続は次第に困難になる。曳縄は、漁具作りについてはそれほど重労働ではない。

しかしながら、一定水準以上の漁獲金額が期待できる漁場は男女群島周辺であり、高齢漁業者にとって

は体力的に厳しい。

こうしたことから、50歳代までは一定の漁獲金額が期待できる曳縄や延縄に従事可能であるが、加齢

とともに次第に漁獲強度は軽いが漁獲金額があまり期待できない漁業へと移り変わっていくのである。

なお、労働強度の強い曳縄や延縄から労働強度の軽い一本釣り、採貝藻への転換期は65歳前後である。

つぎに、後継者の確保状況を見ると、一定の収入がある経営体では後継者を確保する傾向にある。漁

獲金額別に後継者を確保できた経営体の割合を見ると、700万円以上の経営体では100％（3/3）、500万

円以上では60％（3/5）、400万円以上では44％（4/9）である一方、400万円以下の経営体では 5％未満

（2/51）となっている。漁業者の子息が後継者化するか否かは漁獲金額が大きく影響していると言えよ

う。こうしたことから、後継者を確保できた経営体は小型定置網、曳縄を主力漁業とする経営体へ集中

している。

後継者を確保できる経営体はごく少数であり、漁業者数の大幅な減少が予想されている。そこで漁協

や地方自治体では2005年より、漁業者の子息による漁家継承だけではなく、地域外からの新規参入者を

募って漁業継承化させる取り組みに着手した。

３．後継者確保に対する漁協・行政の対応

上述したように五島ふくえ漁協においても漁業者の減少と高齢化、漁獲金額の減少が見られ、自営漁

業者、雇用型漁業の乗組員の確保が課題となっている。漁協は漁業者の年齢構成、年齢別漁獲量の推移

より、今後数年間で漁業者数、漁獲量がさらに減少すると判断し、後継者育成を重点課題としている。

しかし、漁業者の子息が後継者化するケースは年々減少しており、後継者を確保できない漁家が増加

している。こうしたことから、漁協と五島市では2005年より、漁業と縁もゆかりもない地域外の人々の

中から新規参入者を募り、地域漁業の維持を図ろうとする取り組みを開始した。

五島市と五島ふくえ漁協は、大日本水産会開催の「漁業就業支援フェア」で新規着業希望者を募り、

長崎県の「技術習得支援事業」で研修を実施、「漁船取得リース事業」で漁船取得の支援を実施してい

る。なお、長崎県が実施する「技術習得支援事業」と「漁船取得リース事業」の概要は以下の通りであ

る。

１）技術習得支援事業

長崎県では、2005年度より漁業への着業希望者に対して生活費の支援を行う「技術習得支援事業」を

実施している。市町村が策定した「地域漁業担い手確保計画」に基づき、就業定着の意欲と能力がある

と市町村が認めるものを対象にしており、生活費（ 1ヵ月15万円以内、最長 2年間）を支援するもので
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ある。

2009年度からは実施要領が一部変更されたことからＩターン者に加えて漁業者の子息（Ｕターンして

新たに漁業を始める者、漁家から独立して新たに漁業を始める者）も対象とした。ただし、研修終了後

は原則として 1年以内に漁業へ従事することが求められる。また、原則として 3年間、漁業に従事する

ことが求められる。これらの条件を満たすことができなければ、研修中に支給を受けた生活費支援等を

返却することが求められる。

２）漁船取得リース事業

長崎県では、2005年度より、漁協が「地域漁業担い手確保計画」に基づく技術習得研修を終了した者

に利用させることを目的に、漁船を取得する費用に対して助成をする漁船取得リース事業を実施してい

る。2009年度からは実施要領が一部変更されたことから、漁業者子息も対象となった。

補助対象事業費の上限は 1隻あたり1,000万円である。長崎県と市町村が半額負担、残る半分を漁協

が負担する。漁協は研修終了者に対してその漁船を研修終了者へリースし、漁協負担分をリース料とし

て毎月徴収する。漁協負担分の返還期間は5年以上と定めている（研修修了者が完済しなければ漁協の

負担となる可能性がある）。

４．新規参入希望者の受け入れ手順

１）面接：漁業就業支援フェア

五島市と漁協は、大日本水産会が開催する漁業就業支援フェアで研修を希望するものを募っている。

大日本水産会では、漁業への新規参入希望者と受け入れ希望地域をマッチングさせる漁業就業支援フェ

アを各地で開催するとともに、漁業就業支援フェアを通じた研修者への指導者に対して指導料を支払っ

ており、五島市と漁協は同事業を利用している。

2005年より毎年 1名の研修生を募集している。2005年から2008年までは50歳未満といった年齢制限を

設けたほかは、応募者が希望する漁業種類の研修を受けることが可能という条件であった。しかし、

2009年度より漁業種類と研修地区を指定することとした。この背景には漁業生産現場からの要望がある。

つまり、後継者が不足すると予想される漁業種類や漁業地区へ優先的に研修者を充てることにしたので

ある。2009年度は大浜地区の小型定置網、奈留町の曳き縄釣りとした。

漁業就業支援フェアでは、漁協や五島市水産課の職員が研修希望者と面接し、意欲や人物を確認する。

２）漁業体験・勉強会の開催

漁業就業フェアでの面接を済ませた後、五島地域の漁業実態を知ってもらうことを目的に漁業体験や

勉強会を開催する。また、実際にＩターンして漁業を始めた人々の体験談等も紹介する。2008年度は14

名がこれに参加した。

同制度を利用して新規参入した漁業者の体験談、漁協職員による漁家経営の紹介などを通じて、漁業

経営の現状をよく理解したうえで、最終選考へ応募するよう呼びかけている。

３）面接：最終選考

漁業体験や勉強会を終えた後に、最終選考を行う。漁協の組合長・参事、漁業士会会長、五島市水産課
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などで組織する「五島市新規漁業就労推進協議会」が面接を実施し選考する。協議会での選考を受け、

市長が最終的に決定を下す。

2008年度は漁業体験に参加した14名中 9名が応募した。応募者の意気込み、貯蓄額、年齢や家庭環境

などが判断基準であるが、なかでも貯蓄の有無が重要な要素になる。研修を終えて独立しても、漁業経

営の収支がプラスになるには数年かかることが見込まれるため、それまでの「つなぎ資金」が重要なの

である。

４）研修：１年間

着業希望者は「技術習得支援事業」により 1年間、研修生として指導を受ける。2005年から2008年ま

では、研修生の望む漁業種類を優先していたが、2009年度より漁業現場の希望を反映させるために漁業

種類と研修地区を指定した。

受け入れ地域は、大浜地区が中心となっている。大浜地区はかつて天草出身の漁業者の寄港地であっ

た。その後、大浜地区へ住み着き、漁業を営み、旧ふくえ漁協の組合長を輩出した。加えて、大浜地区

の漁業は曳き縄釣り中心であり、漁場の競合が緩やかである。このような歴史的背景、漁業の特徴があ

るため、Ｉターン者の受け入れには比較的寛容である。そのほかの地区については、一本釣りなど共同

漁業県内での漁業が中心であり、漁場が競合する等の理由で地域外からの受け入れに消極的である。

指導者は現役の漁業者である。研修生は指導者とともに漁船に乗り込み、漁業技術等の習得を目指す。

なお、研修事業の指導者になるためには登録が必要である。漁協が指導者を推薦する場合もある。漁協

では、指導料をもらえるから指導するという考え方ではなく、後継者づくりに貢献したいといった心が

けをもった漁業者を指導者としている。

なお、研修生は1ヵ月あたり15万円（2009年度より12万円）の生活支援金を 1年間、受け取る。また、

指導者は大日本水産会より指導料を受け取る。2008年度までは半年間、指導料が支払われ、その総額は

176.4万円であった。残りの半年間については無償であった。指導者は漁業の研修だけではなく、食事

の面倒、仲間作りの世話なども行い、漁村コミュニティの一員になれるように世話をしている。2009年

度から指導料の支払期間は 1年間、総額294万円となった。

当初、研修生は研修開始後 6ヵ月すると准組合員となり、准組合員として 1年間着業した後に10万円

の出資金を支払い、正組合員となる。ただし、2008年 4月の水協法一部改正による組合員資格審査厳格

化により、現在は、研修開始から 6ヵ月後に10万円の出資金支払いによって正組合員となれるようにな

った。

５）独立

研修を終えると自営漁業者として独立する。漁船は「漁船取得リース事業」により取得する。漁具は

指導者や周囲の漁業者から安価に譲渡されることが多い。

５．研修者の実態

１）Ａ氏

（１）参入までの経緯

51歳、既婚。釣りを趣味としており、様々な離島を訪れるうちに離島に住みたいと思うようになった。
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子供が自立したことを契機に、会社を退社して漁業へ参入することを決意した。2005年、大日本水産会

が開催する漁業就業支援フェアへ参加した。隠岐島でＩターン者がイワガキ養殖をやっていることを知

り、隠岐で研修を受けた。

その後、天草、甑島、屋久島、五島などを検討した結果、街の規模がそれなりに大きいことを理由に

五島を選択し、五島市役所へ新規参入について問い合わせたところ、募集内容は一本釣りであった。貝

類養殖への着業を希望していたが、五島で生活したいという希望を叶えるために、2005年11月、Ｉター

ン者の研修事業へ応募した。

（２）研修内容

当地区でも指折りの漁獲をあげる漁業者を指導役とした研修が始まった。研修内容は、イサキ、タイ、

キビナゴ、アカイカなどの釣行技術指導が中心であった。指導者の圧倒的な技術を目の前にして、技術

習得は容易でないことを痛感した。また、当地区の一本釣りは夜釣りが中心であり、配偶者とゆっくり

した時間を過ごしたいといった希望にはそぐわない漁法であると考えるようになった。また、研修内容

が釣行技術中心であり、操船、仕掛けづくり、アンカーの打ち方、海況の見方といった指導はほとんど

行われなかったことにも疑問を抱き、研修開始から半年した頃、研修対象（漁業種類）の転換を希望し

た。

市役所の担当者、漁協職員と協議の結果、残りの期間は小型定置網の研修を受けることとなった。指

導者の年齢が近かったこともあり、意思疎通もとりやすく、操業技術だけではなく操船技術や海況の見

方などを教わった。約 3ヶ月間、研修を続けた結果、漁は早朝の数時間程度で終わらすことができ、そ

のほかの時間は網の修繕作業に充てたり、配偶者との時間に充てたりすることができることが分かり、

研修終了後は小型定置網を営みたいと考えるようになった。

（３）独立時の課題

2006年、独立した。小型定置網の漁業権に空きがあったことから、研修終了後、直ちに第 2種共同漁

業権の行使が認められた。リース事業の支援を受けて中古漁船を取得、漁具も中古の漁具を 2網10万円

ほどで譲ってもらい、生産活動を開始した。最初の網張り時には地域の漁業者が総出で手伝った。独立

後も、小型定置網の指導者の指導を仰いでいる。

（４）現在の漁業経営

現在、小型定置網を 1ヵ統、営んでいる。一時期、ミズイカを対象にした定置網を試験的に実施した

ものの、1人乗り操業であり小型定置網と並行して営むには無理があったことから、小型定置網のみを

営んでいる。漁獲物の販売は漁協への出荷に加えて、定置網のオーナー制度を展開している。同制度は、

1日6,000円で定置網のつぼ網のオーナーを募り（つぼ網が 3つあるので 1日上限 3名まで）、漁獲した

魚介類を上限3.5㎏まで宅配便にて配送するというサービスである。漁獲が少なかった際は、水産加工

品（イカの一夜干しなど）を配送するものである。

現在の漁獲金額は約150万円、漁獲金額に占める費用は10％から15％である。この収入水準では家族

を養うことができず、サラリーマン時代の貯蓄を切り崩して生活する状況にある。
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（５）今後の意向

今後は加工事業に注力したいという希望を抱いている。秋から冬にかけてタチウオが大量に入るもの

の、擦れが生じるため安価でしか取り引きされない状況にある。擦れの生じたタチウオを用いた加工品

づくりを検討している。

（６）研修制度に対する意見

研修制度については、指導者の資質が課題であると考えている。「後継者を育てる」ではなく「乗り

子がタダで使え、そのうえ指導料までもらえる」という意識で指導者登録する漁業者も見られる。

また、指導内容についても、釣行技術指導に偏っており、操船や海況の見方といった独立後に必要な

知識・技術を身につけることができるようなものへと改善が必要であると実感している。

２）Ｂ氏

（１）参入までの経緯

50歳、既婚。配偶者が五島出身であり、何度も五島を訪れているうちに、五島の豊富な水産資源を活

かした事業を興したいと思い、会社を退社して漁業へ参入することを決意した。しかし、五島出身の配

偶者は、五島において漁業で生計を立てる厳しさを十分に知っており、賛成はしなかった。

大日本水産会が開催する漁業支援フェアへ参加し、2006年より五島で研修を開始した。

（２）研修内容

一本釣り漁業者の指導のもと、研修事業が始まった。研修の内容は釣行技術が中心であった。独立後

に必要な操船技術、エンジンのエアー抜き、GPSや無線機器が故障した際の対応といった研修がほとん

ど行われなかったことに対しては疑問を感じたものの、釣行技術の蓄積に努めた。

（３）独立時の課題

2007年 9月、独立した。中古漁船リース事業の支援を受けて中古漁船を取得した。しかし、研修中に

操船指導をほとんど受けなかったことから、操船にさえ困る状態であった。

（４）現在の漁業経営

現在は一本釣りを営んでおり、主な対象魚はアカムツである。漁獲物は漁協を通じて販売している。

なお、2008年度の漁獲金額は470万円ほどであった。漁場は沖合13マイルから15マイルと近場であり、

ヨコワ曳き縄釣りなどと比べたら利益率は高いと判断している。しかし、この程度の収入では漁船保険、

燃油代の支払いは厳しく、家族を養うのも難しいことから、単身赴任生活を続けている。

（５）今後の意向

今後もアカムツを対象とした漁業を続ける予定である。漁獲向上を目的に漁具の改良を絶えず行って

おり、2009年度の漁獲金額目標を1,000万円としている。周年、アカムツ漁を行う予定である。

ただし、将来にわたって漁業操業を継続することは考えていない。五島の豊富な水産物を中国向けに

販売する事業を興したいと考えている。
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（６）研修制度に対する意見

研修制度については、指導者の資質が課題であると考えている。研修者は人生をかけて参入する一方、

独立後に必要な技術を十分に指導しない指導者も見られる。

また、指導者が固定化する点も問題がある。当地区では単一漁業種類で周年、生計を維持するのは困

難である。複数の漁業種類を組み合わせながら生計を立てる必要があるため、研修中に漁業種類の異な

る多様な指導者の指導を受けた方が、独立後に役立つのではないかと考えている。

また、五島市や漁協は毎年、Ｉターン者を受け入れているが、まずは先に来た新規参入者をどう成功

させるのかを考えるのが優先課題ではないか。先行者が成功すれば、それがＩターン者の目標となると

考えている。

３）Ｃ氏

（１）参入までの経緯

45歳、独身。釣りが好きで、小学生の頃から漁業者になりたいと思っていた。大学卒業時、漁業就業

を考えたものの、諸事情により漁協系統組織へ就職した。その後、釣り具関連メーカーへ就職し、16年

ほど働いた。

その後、インターネットで大日本水産会が開催する漁業支援フェアを知り、会社を辞める決意をした。

フェアに参加したところ、五島市では、生活支援と技術指導を受けられる研修制度があること、中古漁

船の購入費用を半額補助する中古リース事業があることを知り、応募した。

（２）研修内容

一本釣り、突きん棒などを生業とする漁業者3名が指導者候補としてあげられた。このなかから、Ｃ

氏は一本釣りを選択、研修を開始した。指導者の子息が独立を目の前にしていたこともあり、一緒に研

修を受けた。また、指導者の父親も漁業者であり、指導者の父親からも指導を受ける機会があった。な

お、過去の研修において、その内容が釣行技術指導に著しく偏っていることが問題視されたこともあり、

釣行技術のみならず、操船、仕掛けづくりなどを学ぶ機会に恵まれた。

なお、研修期間中、9月から10月はイセエビ、11月はウチワエビ、タチウオ釣り、ヨコワ曳き縄、12

月はクエ縄、2月はタチウオやシビ釣り、3月から 4月はタコツボ、シビ釣りなど多様な漁業を学ぶこ

とができた。

そして、独立を前にして、指導を受けながら漁具を大量に製造した。

（３）独立時の課題

2008年 9月、独立した。研修中に漁具を大量に製造、操船技術等も修得、漁船もリース事業によって

取得した。漁網などは漁業者から譲ってもらった。独立を前にして漁船購入の資金、独立後の経営に不

安は感じたものの、初出港時には指導者も乗船、夢を抱いて漁業を開始した。

（４）現在の漁業経営

独立後、12月前半までタチウオ釣り、1月からはタチウオ、シビ、イカ釣りなどをしている。独立当

時は漁獲も良く、何とか生計を維持できるだろうと考えていた。しかし、2009年 4月以降、タチウオの
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不漁が続いており、5月から 7月にかけてほとんど漁に恵まれなかった。夏場以降の漁を想定して漁具

づくりに専念している。

独立 1年目の漁獲金額は、わずかであり、漁具、燃油、氷、漁船リース料などを差し引くとほとんど

利益がない状態である。サラリーマン時代の貯蓄を切り崩して生活する状況にある。

（５）今後の意向

タチウオだけではなく、イトヨリ、レンコダイ、アカムツなどを釣行対象にする予定である。ポイン

トの真上に立つ操船技術、適確なアンカー技術などの修得を目指す。イカ釣りについては指導者の父親

に指導を乞う予定である。今秋からはイセエビ漁も組み合わせたいと考えており、許可を申請している。

また、販売方法の検討も行いたいという意向を持っている。現在、漁獲物の販売は漁協に頼っている

が、出荷価格に不満を感じている。インターネットを使用して直販するなど、自分自身で価格をつけた

販売も行ってみたいと考えている。タチウオの出荷に際しては、お互いにかみつかないように首を折っ

たり、ヨコワについても神経抜きなどの処理をしたりしている。しかし、共販であるため、価格に差が

でない。今後、加工場が整備される予定なので、そこで加工品を製造してみたいと考えている。

４）Ｄ氏

（１）参入までの経緯

58歳、既婚。神奈川県で会社員生活を送っており、休日は海に出かけ読書するのが趣味であった。退

職後、海にかかわる職に就きたいと考えていた。55歳を迎えた頃、子供が独立したため、人生は一度き

りだと思い漁業への参入を決意し。インターネットで情報検索したところ、大日本水産会が開催する漁

業支援フェスタの存在を知り、東京で開催されたフェアに参加した。他は高齢であることを理由に断ら

れたが、五島は60歳まで受け入れ可能であることを知り、五島で漁業をやってみようと考えるようにな

った。その後、五島を訪れ、面接を受けた結果、2008年 7月より研修を受けることとなった。

（２）研修内容

一本釣りの研修を希望した結果、イサキ釣りに長けた一本釣りの漁業者の指導のもとに2008年 8月よ

り研修が始まった。研修当初、指導者の言葉遣い、教え方などをめぐって疑問を感じたこともあったが、

研修を無事に終えた。研修期間中は、8月はアジ、10月から12月にかけてブリやヒラス、1月から 3月

にかけてシビ、4月はタイ、5月はイサキ、6月から 7月にかけてイサキとタイ（夜釣り）を対象とした

一本釣りの釣行指導を受けた。釣行技術のほかにも、操船技術、漁具の作り方などの研修を受けた。乗

り子と見なされていた初期と比べると、研修内容はかなり充実してきたと感じている。

（３）独立時の課題

2009年10月に独立する予定した。指導者の漁船・漁具を安価で譲ってもらい、一本釣り漁業を開始し

た。ただし、一括払いすると多額の資金が必要になるため、漁船については一旦漁協が購入して、それ

をリースしている（中古船リース事業を利用）。

ただし、技術的にはまだまだ未熟であり、その投入資金をいつ回収できるのか、何年後に黒字経営に

なるのか、今後の漁模様はどうなるのか、など不安はつきない。
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（４）今後の意向

研修生を独立させるにあたり、指導者への指導料、研修生への生活費や中古船リース代などで1,000

万円近い税金が投入されている。多くの税金が投入されていることを自覚し、漁業を続けていく。

（５）研修制度に対する意見

研修制度が始まった頃は、研修生を乗り子として見なし、独立後に必要な技術を身につけることがで

きなかったという意見があった。しかし、研修制度も 4年目を迎え、過去の研修内容の反省をベースに

内容が改善されており、現在の研修内容はかなり充実していると感じている。

５）Ｅ氏

40歳、既婚。2009年 9月から、新たに定置網漁業の研修を受けている。大浜地区に小型定置網を 3ヵ

統営む経営体があるが、子息が会社員になり後継者を確保できていない。経営者から漁協へ、着業希望

者に漁具・漁船など全てを譲渡したいので後継者を見付けて欲しいとの要請があり、2008年度に開催さ

れた大日本水産会の漁業支援フェアで募集をかけた。

今回は、小型定置網の共同経営者を募集した。男女群島で漁船漁業を操業する漁業者の子息とＩター

ン者で小型定置網を共同経営し、将来的には 5ヵ統を管理、漁獲金額1,500万円から1,600万円を目指す

というものである。

研修開始後 3年を目処に現在の経営者は引退し、漁具・漁船を全て譲渡する計画となっている。指導

役は現在の経営者がつとめる。

６．指導者の実態

１）ａ氏

（１）漁業概要

49歳、Ａ氏を指導した。

3トン船を用いて小型定置網（ 3ヵ統）を営んでいる。夫婦で毎日、水揚げ作業をしている。通常、

朝 4時から 6時にかけて水揚げ、その後は漁網の修繕作業をしている。1週間から 2週間に 1度、網換

え作業をしているが、これが重労働で大変である。

例年、ネリゴ（小型カンパチ）、ミズイカ、ボラなどの漁獲に恵まれる。しかし2009年は小型アジ、

雑魚（アカメ、ダツ、ハリセンボン）が中心であり、漁家経営は厳しい。また、近年ではタチウオが入

るが、体表が擦れて商品価値がほとんどない上、漁網が傷むため苦労している。

後継者はまだ確保できていないが、息子が3名いるため、誰かが後を継ぐだろうと考えている。

（２）受け入れの経緯と指導内容

漁協から依頼されたため指導役を引き受けた。Ａ氏は当初、奥浦地区で一本釣りの研修を受けていた

が、網漁業を学びたいとの希望があったため、漁協を通じて定置網を営むａ氏に依頼があった。地元に

は後継者がおらず、将来的には漁業者減少によって漁協が成り立たないだろうと考え、引き受けること

にした。漁協からは「漁業操業を見せて欲しい」との依頼であった。

研修事業の初年度だったこともあり、五島市も漁協も手探り状態だった。ａ氏も研修生を受け入れた
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ものの、どのように指導したらよいのか分からなかった。五島市や漁協からは操業の様子を見せて欲し

いと言われたものの戸惑いを感じた。漁業操業を見せるだけではなく、定置網の構造、操船技術、海況

の見方などを指導した。

（３）指導者を務めた感想

地元には後継者がいないため、他地区からでも良いので漁業を教えて後継者化したいと考えている。

息子でも他人でも、後継者が育てば日々の操業に張り合いが出る。実際にＡ氏が独立したことに対して、

同業者ができて良かったと感じている。

だたし、研修生への指導については、気遣い等が大変だった。また、第 1期生であったため、五島市

や漁協で指導方針・方法が決まっておらず、実際にどう指導して良いのか分からなかった点が苦労した。

Ａ氏が独立した後も、彼の生活が成り立つか心配である。経験豊富な漁業者でさえ非常に厳しい状況

下にあり、新規参入者が漁業で生計を立てるのは容易ではない。独立後も交流があり、操業方法等を教

えたり、集まりを開いて意見交換したりしている。

２）ｂ氏

（１）漁業概要

64歳、Ｂ氏を指導した。

6.1トンの漁船を用い、ヨコワ、タチウオ、ミズイカなどを対象にした一本釣り漁業を行っている。

近海での操業が中心であるが、12月から 3月にかけて日韓暫定水域近海でヨコワ曳縄も行う。また、近

年では、アカムツを対象にした底延縄も行っている。

かつては、対馬近海で曳縄釣り漁業を操業していたが、漁獲が見込めなくなったため、2000年代初頭

には中止した。また、五島沖合海域でも操業していたが、燃油高騰、漁獲減少によって、沿岸での操業

が中心になっている。

後継者はいない。息子が3名いるが、後継者にはなろうとしなかった。現在は県外で職に就いている。

漁獲金額が良好な漁家には後継者がいるが、多くの経営体では後継者を確保できていない状況にある。

あと4年から 5年で引退を予定しており、そこで漁家としては潰えることになる。

（２）受け入れの経緯と指導内容

五島市から漁協を通じて依頼があったため指導役を引き受けた。「見て覚えさてください。自身の操

業に支障を来さない範囲で対応してください。」との依頼だった。研修希望者と面接する機会はなかっ

た。研修希望者は外国人であったが、その配偶者が地元出身者だったので、安心して引き受けた。ただ

し、研修事業が始まって 2年目であり、五島市の対応は十分ではなかった。五島市の担当者も 3名ほど

かわり、それぞれが説明することがやや異なったため混乱したこともあった。

2006年 8月より指導を開始した。実際に対応してみると、物覚えが早く、努力家であり、意欲もあっ

た。ヨコワ、タチウオ、ミズイカなどを対象にした一本釣りに加えて、アカムツを対象にした底延縄を

指導した。底延縄については自身にとっても初めての漁業であった。このほかに漁具の作り方、操船の

仕方などを指導した。何度か指導すればすぐに習得し、さらに自己流に改良していった。

研修開始後 3ヶ月たった頃、家族を五島市に呼び寄せたいと言ってきたため、漁業で家族を養う自信
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がつくまでやめた方がいいとアドバイスした。退職後の趣味程度ならばよいが、家族を養うことが必要

である場合は大変である、と自身が実感しているためである。

さらに、漁業操業の技術習得だけではなく、仲間との関係を良好に保つこと、地元の漁業慣行などを

遵守することも重要であることを何度となく教えた。漁業操業はひとりでできるものではなく、仲間や

地域との関係を大切にすることが大切であると指導している。

（３）指導者を務めた感想

1 年間、指導者役を務めることを通じて、「若い人の考え方を知ることができた」ことが良かったと

感じている。また、新規参入者が現れたことによって、地域が活気づいたと感じている。高齢漁業者の

技術を継承する「後継者」が必要であると感じており、こうした新規参入者が後を継いでくれると良い

と考えている。研修生が独立した後も、彼らの経営状況が気がかりである。彼らが大量に釣る姿を見る

と嬉しいし、成功して欲しいと考えている。

一方で、地域の漁業者との関係や地元のルールの遵守が重要である点を教えることに苦労した。Ｂ氏

は漁協の価格形成に不満があるようだが、漁業者も漁協職員も日々努力している。その実態を良く理解

せずに、これまで漁業者がやってきた取り組みを否定するような言動は慎むようにと指導している。

（４）研修事業に対する意見

五島市が研修希望者を募集するが、五島市が説明した条件と研修生が理解した条件がかみ合わないケ

ースが多々見られる。トラブルを生む原因のひとつになっており、改善を期待したい。

また、漁業経営の厳しさを事前に理解してもらうことが必要である。経験豊富な漁業者でさえ非常に

厳しい状況下にあり、新規参入者が漁業で生計を立てるのは容易ではない。引退後の高齢者ならば年金

があるが、家族を養う必要のある者が新規着業するのはリスクが大きい。

五島市が行う事業の中で最も効果が高いのは漁船のリース事業である。漁船への投資は高額に上るた

め、こうした補助は漁船を保有しない新規参入者には非常に助かる制度であると評価している。

３）ｃ氏

（１）漁業概要

48歳、Ｃ氏を指導した。

10トン船を用い、クエ、タチウオ、ヨコワなどを対象にした一本釣り、ウチワエビを対象にした底建

網、タコツボなどを行っている。年間の操業は、10月から11月はウチワエビ底建網、12月から 1月はク

エ一本釣り、2月から 4月はタチウオ、ヨコワ一本釣り、4月から 8月はタコツボ、8月から 9月は種苗

用のヨコワ釣りを行う。漁獲量は年々減少傾向にある。

息子（19）とともに操業している。息子はもともと漁業者という仕事が好きだったことに加えて、研

修生が次々と独立する様子を見て、自分もやってみようと思ったようだ。息子と一緒に操業するように

なり、仕事も楽になるし、やる気も湧いてきた。

（２）受け入れの経緯と指導内容

五島市より指導者をやってみないかという話しを受けた。他人に教えることは自分のためにもなる、
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将来的に漁業者が大幅減少すると張り合いがなくなり困る、と思ったため指導役を受けた。「Ｃ氏は一

本釣りを希望しており、一本釣りをメインに研修をやって欲しい」との依頼を受けた。

Ｃ氏が一本釣り希望だったので、まず、自身の操業を見て学ばせた。そして、実際に操業や漁具づく

りをやった方が興味を抱くだろうと考え、一本釣りを経験させたり、道具づくり、操船方法を指導した

りした。Ｃ氏もやる気があり、意欲が伝わってきた。タチウオ釣りやヨコワ曳き縄、イセエビを対象に

した建網なども指導した。

なお、研修中、漁家継承を希望する息子とともに教えたところ、Ｃ氏と息子が競い合いながら技術や

知識の習得に努めた。競争相手がいると研修の成果も高まると感じた。

（３）指導者を務めた感想

研修が終わったら一人前だという顔をしたら周囲から嫌われるので注意を促している。実際には、Ｃ

氏をはじめ新規参入者はよく努力しており、ほかの漁業者へも迷惑をかけないように配慮していること

が伝わってくる。

４）ｄ氏

（１）漁業概要

75歳、Ｄ氏を指導した。

12.5トンの船を用い、イサキ、ブリ、アオリイカ、タイなどを対象にした一本釣り漁業を行ってきた。

1990年代はイサキが豊富であり、1,200万円ほどの水揚げを数年にわたって記録した。しかし、その後

は漁獲量も減り、単価も大幅に下落した。

後継者はいない。息子が3名おり一緒に船に乗ったこともあったが、後継者にはなろうとしなかった。

現在は島外で職に就いている。

2009年10月、漁船や漁具をＤ氏に引き渡して引退した。

（２）受け入れの経緯と指導内容

五島市から漁協を通じて依頼があったため指導役を引き受けた。「見せるだけではなく、実際に操業

させてください」との依頼を受けた。

研修ではイサキ、ブリ、アオリイカ、タイ釣りなど自身が行っている漁業をひと通り指導した。釣り

の方法を教えるために漁獲が見込めない時期も漁場へ行って指導した。このほかにも、レーダーやエン

ジン、アンカーの操作、ロープの結び方、ロープのたどり方、漁獲物のとりあげ方などを指導した。ま

た、漁を終えて帰宅した後も、PC等をさわる時間があったら漁業のことを考えて早く一人前になりな

さいとアドバイスした。

なお、Ｄ氏が独立したことを契機に、漁船や漁具等を全て譲った。漁船については漁協へ400万円で

売却し、漁協がＤ氏へリースするという方式になっている。

（３）指導者を務めた感想

当初は「Ｄ氏を漁家後継者にしたい」という思いで指導していたが、人間関係が難しい。また、研修

期間は 1年間であり、独立後に生計を立てることができるように指導するのは容易ではないと感じた。
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さらに、研修生への指導に注力したため、自身の漁獲努力量が落ちてしまい、漁獲量・漁獲金額ともに

減少してしまった。

2009年10月にＤ氏は独立したが、漁獲量に恵まれていないので経営が大変だろうと心配している。

GPS等の機器の取り扱いには優れているので、あとは経験を積むことが大切であろうと判断している。

独立後も教えてほしいと言われれば、いくらでも一緒に乗って教えたいが、アドバイスを求めてこない

のが残念であると感じている。

７．研修事業の評価

１）研修生から見た評価

研修生からは研修内容が年々充実してきたとの評価がある（表13）。研修制度が始まった頃は、研修

生を乗り子として見なし、十分な技術指導が行われなかったといった評価があった。しかし、研修のあ

り方や内容の反省とプログラムの改良を加えた結果、独立後に必要な技術や知識をある程度、習得する

ことが可能となったとの評価である。また、1年間ではあるが生活支援を受けられる点、漁船を安価に

取得できる点は大きく評価されていた。

その一方で、研修生からは改善すべき点として下記の点が指摘されている。

第 1は、研修事業の内容についてである。事業開始当初と比較したらその内容はかなり充実したもの

になったとの評価があるものの、指導方法の検討、体系的な研修内容への改善、研修内容の明文化、研

修の達成度の評価、研修内容に関する話し合いの場の設定といった要望が出されている。経済的支援を

もらうのではなく、こちらから授業料を支払ってでもしっかりした指導を受けたいといった意見も見ら

れ、研修内容の充実に対する要望は高い。また、指導者に関する改善要望も多い。五島市は登録申請が

あった漁業者を指導者として登録している。指導料目的で登録した人、漁業技術や人物的に見本とはな

らない人まで含まれている可能性があり、今後は漁協が責任を持って推薦する体制として欲しいとの意

見も見られた。さらに、指導者を 1名に固定する点についても改善を希望する意見があった。当地区で

は、年間を通じて様々な漁業種類を組み合わせる必要があることから、それぞれの漁業種類で技術等に

長けた漁業者を指導者とする方が効率的ではないかという意見もあった（この点については2009年度よ

り改善される見込みである）。

第 2は住居の確保についてである。漁業者の生活スタイルに合った住居が不足している。市営マンシ

ョンでは漁具づくりなどを行うスペースがないうえ、市街地に集中しているため、漁協の定款で定める

居住要件を満たすことができない場合が多い。漁村集落には空き家は数多くあるが、家主は貸したがら

ない。住居が確保できないために研修開始が遅れたケース、先にＩターンした漁業者や指導者の家屋に

間借りするといったケースが見られる。

第 3は、支援のあり方である。現在、Ｉターン者の中心は50歳代である。五島市や漁協は20歳代、30

歳代の若い参入者を望んでいるが、漁船や漁具の購入などの初期投資が500万円ほど必要であることに

加え、一定水準の漁獲に達するまでの生活費も必要となる。新規参入はおのずと一定の貯蓄ができる年

齢層に限られてしまうことから、経済的支援のあり方を検討する必要があるのではないかといった意見

も出されている。

第 4は、Ｉターンした新規参入者の経営は総じて厳しいという現実である。1年目は経済的支援を受

けられるものの、2年目からはそうした支援はない。生活費に加え、漁船リース料の支払い、漁具の製
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造費用などが嵩むため、利益を確保するのは厳しい。漁労技術等を完全に習得し一定の漁獲を得られる

水準に達するまでは、貯蓄を切り崩して生活することが求められる。

２）指導者側から見た評価

指導者からは、研修者が地域漁業の後継者化したことに対して、おおむね好評である。既存の漁家に

おいて後継者を確保できないケースが増しており、地域漁業や漁協経営の将来に不安を抱く漁業者も少

なくない。そのようななかで、たとえ地元外出身者であっても漁業後継者の一員になることで、地元が

活気づいた、張り合いが出る、といった評価が見られた。

その一方で、いくつかの課題が指摘されている。

第 1は、独立後の展望についてである。経験豊富な漁業者でさえ漁家経営が厳しい状況下にあって、

経験も知識も未熟な研修者が生計を維持できるのかという疑問である。引退後の高齢者であれば年金が

あるため生計を維持できるだろうが、扶養家族をもつ場合、独立後も非常に厳しい経営を余儀なくされ

る。地域漁業の維持には一定数の漁業者が必要であろうが、漁業に縁もゆかりもない人々を新規参入さ

せた後、彼らは生計を維持できる見込みはあるのか。毎年新規研修者を募り支援するだけではなく、独

立した研修者が漁家経営を成立できるよう支援することも重要なのではないか。説明会時に漁家経営の

現状についてより詳細に説明することに加えて、生活支援期間の延長を検討することが必要ではなかろ

うか、といった意見も見られる。

第 2は、人間関係である。外部からの受け入れに比較的寛容な大浜地区においても、研修者と地元の

漁業者・住民との関係を良好に保つためには少なからず努力が必要である。指導者と研修者の関係につ

いても同様であり、気苦労が絶えないことを指摘する指導者も見られる。研修期間中に、釣行・操船技

術だけではなく、地元の慣習やルールを遵守するよう指導することが重要であるとの指摘も多い。

８．おわりに

以上、大浜地区における漁業経営と就業構造の特徴、および、新規就業者確保の取り組みを見てきた。

先に見たように地域外出身者の受け入れには多くの課題が残されているが、こういった取り組みに対し

て既存漁業者はおおむね肯定的に評価している。これまで受け入れた者が独立後も漁業を継続している

ことから、事業の拡大を希望する意見も見られる。さらに、2009年度から実施要領の一部改正によって

地元の漁家子息も対象になり、募集人員が年間 4名へと拡大されたことから、同制度に対する好意的な

見方が多い。

今後、新規参入を募る際、論点のひとつになるのは「どのような漁業種類へ新規参入させるのか」と

いう点である。方向性は大きくふたつある。

ひとつは、ある程度の漁獲金額を期待できる漁業種類への参入を促す方法である。小型定置網、曳縄、

延縄は一定の経験を積めば、ある程度の漁獲金額を期待できる傾向にある。漁業からの収入で自立した

生計を営める可能性がある。その一方で、資源や漁場の競合関係が発生し、漁獲金額の水準低下による

共倒れが懸念されることから、既存漁業者との十分な調整が必要となる。

もうひとつは、後継者が確保できない漁業への参入を促す方法である。一本釣り、刺網などを主力漁

業とする経営体では、後継者をほとんど確保できていない。こうした漁業は期待できる漁業金額が少額

に留まっており、新規参入者に対してこれらへの着業を促しても経済的自立は果たせないであろう。し
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かしながら、近い将来、一本釣りや刺網を主力漁業とする高齢漁業者が一気に引退する見込みであり、

漁場が空く可能性が高い。資源の過少利用が発生し、漁業者 1人あたりの漁獲が増加する可能性も否定

できない。

どういった漁業に何人くらい受け入れるのか。新規参入者の経済的自立可能性と既存漁業者の漁業へ

の影響を天秤にかけながらの状況判断が迫られる。
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１．はじめに

佐賀県有明漁協地区のノリ養殖業では、漁家の労働力の不足をはじめ、機械投資額の高額化、騒音や

排水に対する苦情を解消するための方策として、1995年から協業化の方針が示され行政や系統により推

進された。その内容は複数経営体が 1つの経営体として経営と労働をともに行う当初の協業体の組織化

から始まり、2000年代以降は漁家ごとに行ってきた板ノリ生産を漁協の加工場に委託する委託加工も加

えられた。本稿ではこの委託加工が漁家の労働と漁家の今後にどのような変化を与えているのかについ

てみたい。

２．佐賀県有明地区のノリ養殖の生産状況

（１）全国における佐賀県有明地区の位置

1980年代後半以降の全国のノリ養殖生産は生産数量が90～100億枚水

準で推移していたが、生産金額は1,000億円を超える水準だったものが

1995年頃から1,000億円を切り、近年は800億円程度にまで減少した

（表 1）。その主な理由は単価の低落であった。1970年代後期や1982年

に17～18円であった全国平均の単価は2008年代にはおおよそ半額の8.8

円になった。
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ノリ養殖業における委託加工の導入による漁家への影響

（独）水産大学校　三木奈都子

表１　全国と佐賀有明地区のノリ養殖生産の変化

資料：佐賀県有明漁協資料

表２　行使者数と販売
数量・金額

資料：佐賀県有明漁協資料
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そのなかで佐賀県有明地区は生産数量を1980年代の10億枚水準から2005年以降20億枚前後に倍増させ

たことが大きな特徴である。かつて佐賀県有明地区のノリの単価は全国のなかでは比較的高く、現在も

10円水準を保っているが、価格の下落幅は全国よりも大きく、それを枚数の増加で対応してきたといえ

る。近年の生産金額は200億円前後であり、80年代に近い水準となった。これらの結果、ノリ養殖にお

ける佐賀有明地区の全国に占める割合は数量・金額ともに割合を伸ばし、2007年では数量が約25％、金

額で約30％を占めるに至った。

（２）佐賀県有明地区のノリ養殖の生産状況の変化

１）行使者数と柵数

行使者数は1971年の2,701にピークを示し（表 2）、その後、減少し2009年には1,000を切り979となっ

た。2008年の柵数はピークであった1980年代から約25％減少し、31万柵であった。

２）行使者数あたりの共販数量・金額

佐賀県有明地区の近年の行使者数あたりの共販数量は、80年代の約 4倍、90年代の約 2倍の190万枚

前後である。1980年代以降にノリの需要が贈答用からコンビニのおにぎり用のノリに移って全国的に単

価が低落するなかで、全自動ノリ乾燥機を導入したり酸処理を開始して枚数の増加で対応したのである。

共販数量の増加に伴い、行使者数あたりの金額は2005年以降、平均約2,000万円前後に伸長した。

３）ノリ養殖漁家の労働力編成と労働内容

ノリ養殖は家族総出の漁業として認識されており、家族従事者は 2人以上 4人程度であり、雇用者を

入れた場合、最大で5人程度となる。

ノリ養殖漁家のシーズンは 9月から 4月である。9月末から11月はじめの間の正味 1ヶ月で 1漁家あ

たり2,000～3,000本の棹立て作業を行う。夫婦でノリ養殖に従事する場合であれば、妻が櫨をこいで夫

が棹を立てていく。採苗は二人で行う。11月後半から 4月までの収穫時期になると、海上での 3～ 4時

間の摘採作業の後にやはり 3～ 4時間の酸処理があり、陸上では板ノリ製造の作業が行われる。海上で

の摘採作業は多くの場合、男子 2人で行われる。世帯内に摘採作業を行える体力のある60歳代までの男

子が 2人いない場合には、女子が入るか男子を雇用する。

収穫時期の海上作業と陸上作業の時間を合わせると通常合計10～12時間程度であるが、収穫量が多い

時期には16時間以上の長時間に及ぶときがあり、睡眠時間を削っての作業となる。例えば深夜の 0時か

ら 3時まで摘採作業を行う場合、その後に 1回あたり2.5時間かかる乾燥作業を 3回繰り返し、10時半に

なる。その他、乾燥作業と並行させて酸処理に 3～ 4時間、ゴミ取りなどに 2時間前後かかる。妻には

さらに家事や育児の時間が加わる。

３．1990年代半ば以降の協業化の進展

（１）1980年代までのノリ養殖漁家の労働力確保

佐賀県有明地区のノリ養殖では、機械化が進んでいなかった1980年代までは家族労働力と 4～ 5人の

住み込み雇用者で行われる労働集約型の労働が行われていた。雇用されていたのは主に冬季に荒天によ

り漁に出られる日が少ない呼子や伊万里、長崎、平戸、壱岐など玄海灘地区の男子漁業者であった。
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（２）1995年以降の協業化

１）事業の種類

1980年代以降、ノリの価格低下とノリ養殖従事者の高齢化、玄界灘地区からの雇用漁業者の減少など

人手不足が示された。それ以外にも、ノリ養殖漁家による騒音と汚水の発生に対して近所から苦情が出

されていたことや、機械の更新のための経費が個人経営体にとって大きいものとなっていったなどの問

題があった。

これらへの対策としてノリ養殖経営体の協業化が検討されるようになった。1995年に佐賀県が県単独

で補助する「のり養殖協業化モデル経営体設置事業」（モデル事業）を開始し、続く1996年からは県の

単独補助事業と国の海面高度化推進対策事業の合体事業（モデル高度化事業）と、国庫補助沿岸漁業活

性化構造改善事業（沿構事業）も加わり推進された。

表 3は、地区別事業別の協業化の推移をみたものである。「モデル事業」及び「モデル高度化事業」

は全面協業であるのに対し、「沿構」の「協業」は漁協が施設を用意し、協業体が生産と運営を行う施

設の共同利用であり、協業体に参加する漁家は漁協に対してノリ1枚ごとに課されている施設利用料と、

光熱費・減価償却費を払う。オペレーターや選別作業者は自分たちで調達し賃金を支払う。妻を含めた

表３　地区別事業別の協業体

資料：佐賀県有明漁協資料
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協業体メンバーである漁家の世帯員をオペレーターや選別作業者の一部として雇っているケースも多

い。

２）協業体グループの構成

当初「 5人で1,000柵以上」を目標に協業化が推進され、ある程度気心がしれた親戚関係などを核と

してグループ化が進められていったが、はじめにできた協業体の多くは、現在、構成する漁家数を減ら

したり、実態的には内部で複数グループに分かれたりしている。漁協では当初からメンバー間の関係が

必ずしも良好なままでは継続せず、グループからの漁家の脱退の可能性もあり得ることを勘案し、1～

2漁家が脱退したとしてもグループが成立する 4～ 5漁家での協業化を勧めたのであった。メンバー間

の関係では特に共同で陸上作業を担う女性間の関係の難しさがあげられた注１）。

３）地区別の状況

はじめに協業化が進んだのは経営の厳しい中部地区であった（表 3）。当該地区の市町村の土地整備

などの協力体制も協業化の動きを促進した。島が指摘したように、東部地区は大規模で単独で自立して

やれる個人経営体が多いために協業化が遅れたものの、ノリ価格の低迷により2000年頃からやはり協業

化に向かっていった。

（３）委託加工の開始：2001年以降

１）委託加工を開始する漁家の増加

2001年以降は沿岸漁業活性化構造改善事業（沿構）のひとつとして委託加工が開始された。委託加工

は加工ラインをともにするグループを組織するものの、漁協の加工施設に手数料を支払って委託すると

いうもので、従来の協業と異なりグループメンバーに気を遣うことも少ないため、ノリ養殖、特に板ノ

リ加工の作業に従事する世帯員が少なく労働力が不足していた漁家が多く委託加工を選択した。特に

2005年以降、委託加工を行う漁家が増加し、その結果、委託加工も含めて2009年に協業体に参加する漁

家の割合は約53％と半分以上となった（表 4）。

表４　協業数と協業参加行使者数（2009年）

委託加工
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中部地区の東与賀町ではノリ養殖漁家数は1998年に125だったものが、5年後の2003年に 2割減の100、

2009年には88に減少した。漁家の漁獲金額は1,500万円から3,700万円までの間で、平均的には約2,400万

円である。東与賀町では委託加工は2004年に開始された。

２）委託加工グループの形成

委託加工では多くが 1ライン 5漁家で構成されている。メンバーは漁協が柵数のバランスを考えて構

成し、地区や家族世帯員構成などに対する配慮等はほとんどない。東与賀町における 6つの委託加工グ

ループの漁家構成は、合計柵数が1,860柵から1,980柵までとほぼ同じ柵数になる組み合わせとして行わ

れた。1漁家あたりの柵数が多い東部地区の場合には、5漁家よりも少ない漁家数でも開始した。例え

ば1漁家の柵数が最高600柵の早津江地区の場合には、3漁家でも可能とした。

委託加工のグループに入った漁家は生ノリを漁協施設に委託加工に出し、委託加工料を支払う。「沿

構」の「協業」と異なり、漁協がオペレーターと選別作業従事者を24時間操業体制で雇い入れるため、

基本的には生産者は加工のための労働力を出す必要がない。表 5は、東与賀支所の委託加工ラインの月

別の加工機械の稼働時間を示したものである。盛漁期の 2月には加工ラインは日数的にも時間的にもフ

ル稼働であった。

４．委託加工を行う漁家の状況

（１）労働力編成

表 6の佐賀県有明漁協地区の中部にあ

る東与賀地区で委託加工を行う29漁家の

従事者構成をみると、大きくは 2世代型

と 1世代型に分けることができ、1世代

型は「夫婦」、2 世代型は「夫婦と息子

夫婦」、「夫婦と息子」を中心として、そ

の他に「夫婦と娘」「父と息子夫婦」「父

子」「母子」などの組み合わせがある。

海上作業は基本的に 2 人で行われ、2

世代型の場合、ほとんどが男子 2人の組

み合わせである。世帯内に男子が 2人い

ないか、1人が高齢の場合は雇用者を入

れている。多くの場合、父親は70歳代に は海上作業者

（男子）

表６　東与賀地区のノリ養殖漁家の従事者
（委託加工実施漁家）

表５　東与賀支所の委託加工ラインの稼働実績例（2007年）
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なると海上作業を引退するため、父親の引退後は、息子と雇用者が海上作業を行う。1世代型の場合、

海上作業は「夫婦」か「男子と雇用者」の組み合わせである。1世代型では妻は60歳以上になると海上

作業から引退し雇用者を導入している状況が表から読み取れ、さらに、夫が70歳代である漁家がないこ

とから男子が70歳代になって海上作業が困難になった段階で廃業すると推察される。

（２）１漁家あたりの柵数

佐賀県有明地区全体の漁家あたりの柵数は増加し続け、2008年段階で約300柵であった。標準的な個

人経営の場合、夫婦経営（労働力 2人）で300柵前後、親子経営（労働力 3人）で400柵前後、祖父母・

父母・息子というように家族労働力が多い場合には400～450柵になり、最大で550～600柵といわれてい

る。

東与賀地区で委託加工を行う29漁家の家族従事者の組み合わせと柵数の関係をみたものが表 7であ

る。漁家の分布は、1世代型の夫婦経営で320～420柵、2世代型の「夫婦と息子夫婦」で370～450柵、

「夫婦と息子」で370～440柵となっている。

それぞれの組み合わせタイプのなかで柵数の多い漁家は、海上作業者 2人の年齢が比較的低い傾向が

ある。息子と雇用者が海上作業を行っている漁家や、夫婦の年齢がともに40歳代の漁家である。委託加

工の進展により、陸上作業に従事する家族労働力の数よりも海上作業者の作業能力のほうが柵数に影響

するようになってきているのではないかと考えられる。

（３）委託加工が進展した理由

現在の漁家の約 1割は確実に後継者がおらず、現在の世代でノリ養殖を廃業するとみられている。委

託加工を開始した漁家はノリ養殖の作業を家族だけで行うには労働が加重であるものの、経営者自体は

体力的に作業が困難な状況ではなく廃業するにはまだ早いという場合にノリ養殖経営の継続期間の延長

のために委託加工を開始したケースが多い。

もちろん、委託加工が進展した理由には、従来の協業化と同様にノリ養殖に従事する家族世帯員の減

少をはじめ、騒音や排水に対する苦情や機械の更新にかかる費用の高さなどもある。排水に関しては苦

情だけでなく、数年後の下水道整備に伴う水道料金の急増も予想されていた。さらに委託加工に加わっ

た漁家の背中を押したのは、グループの構成メンバーの関係性に気を遣わなくてよいという点であった。

表７　家族従事者の組み合わせと柵数（東与賀地区の委託加工漁家）
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漁協に対する委託加工料は漁家単位で払い、また加工作業に人を出さなくてはならないわけではないの

で、特に構成メンバーの関係性に神経を使う必要がない。そのため、労働力や経営の面から個別経営の

困難を感じながらもメンバーとの関係作りの煩わしさから従来の協業体に入ることを躊躇していた漁家

が、委託加工に加わり始めた。いったんは協業体に入ったものの、メンバーとの関係がうまくいかず離

脱した漁家が委託加工を開始した例もある。

（４）委託加工の課題　－漁業者の製品へのこだわりへの対応－

これまでノリの加工法に自信を持った漁家が思い通りに加工できないことを避けるために協業体に入

ることを避けることがあった。漁協では漁協加工場の技術力がでてきたことも委託加工の協業化が進ん

だ理由のひとつであるというが、その点での不満感、違和感は依然として示されている。委託加工の場

合、当初は選別作業に生産者は入らなかったが、このような不満を解消するために漁協が外部から雇用

するパートに代わって、希望する生産者が自家のノリの作業中にはパートとともに作業に入り製品に目

を配るように変更したケースもある。

加工作業の個別漁家間の交代時に機械に残っている他漁家のノリが若干、混ざることを品質低下とし

て問題にする漁家もある。佐賀市支所（旧佐賀市漁協）は旧嘉瀬漁協と旧西与賀漁協の合併漁協（支店）

で、同じ支店内に旧漁協の管理方法の違いが維持されておりノリの管理方法が異なる生産者がいる。委

託加工では旧所属の漁協の違いに関わらずメンバーを構成しているため、管理方法が異なることによる

ノリの違いにこだわる場合、交代時に行われる機械のそうじが煩雑な作業となっている。

一方で、同じような管理の方法で網数も同じという同質の漁家で委託加工のメンバーを構成している

グループの場合、1回ごとの機械の洗浄が不要なだけでなく、構成漁家のノリを混ぜて頭割りしている

ケースもある。とはいえ、結束の仕方や製品の扱い方など細かな漁家間の相違点が気になるという。

５．委託加工による漁家労働の変化とノリ養殖における雇用者の変化

（１）委託加工による漁家労働の変化

１）２世代型「夫婦と息子夫婦」の事例（東与賀町地区・2004年から開始）

夜の摘採作業を70歳代の父と40歳代の息子、昼の酸処理を息子と嫁、陸上作業を母親がやっていたが、

委託加工の開始をきっかけに父が海上作業を引退し、息子と雇用者で海上作業を行い、委託加工の選別

作業に母親と嫁が交代で出るようになった。男性も女性も労働が軽減され睡眠時間を確保することがで

き、身体が楽になった。家事にも手を掛けられるようになった。

２）２世代型「母と息子夫婦」の事例（佐賀市支所西与賀地区・2008年から開始）

家族構成は夫50歳、妻49歳、母77歳で、22歳、19歳、12歳の子供がいる。夫と妻は高校の同級生で、

夫はサラリーマンだったが第三子の誕生以降に舅の海上作業が困難になりノリ養殖業を継ぐことになっ

た。夫と雇用者が海上作業を担当し、陸上作業については夫が機械を管理し妻と母親が実際の作業を行

っていた。以前に協業体に入ろうと考えた時期があったが、他の漁家と仕事のやり方が違い、マジメに

やっている人が損する気がしたのでやめた。

漁協に加工作業を委託してからは、夫が陸上作業から完全に解放され、雇用者と二人で海上作業に専

念できるようになった。妻は委託加工の選別作業に加わっているものの、交代があるため以前と異なり
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休みをとれるようになり、母親は陸上作業を引退した。2年前まではノリ養殖の準備期間である夏季に

米を 1町 8反作り、刈り取りだけを委託していたが今年から完全委託に切り替え、全体的に家業に関わ

る肉体的負担を軽減した。

３）１世代型「夫婦」の事例（佐賀市支所嘉瀬地区・2008年から開始）

同居の家族構成は夫59歳、本人（51歳）、父91歳（ノリ養殖には従事しない）である。妻は市内の農

家出身で21歳のときに結婚した。30歳前から海上作業に従事するようになり、義母が家事を担当した。

繁忙期は 2日間寝る時間を取れないこともあった。義母が亡くなり妻が家事を担わなくてはならなくな

ったことから、近年は夫と雇用者が海上作業を行い、夫婦で陸上作業を行うようになった。妻は相変わ

らず繁忙期に睡眠時間を確保出来ない状況であったが、委託加工の開始により陸上作業の負担が軽減さ

れ睡眠時間を確保できるようになった。

（２）漁協の加工施設の雇用者

かつてノリ養殖の雇用者は玄界灘の漁業者であったが、委託加工の開始により、近隣の非漁家出身者

に移行している。

漁協の加工施設は24時間操業体制で 2交代制を組んでおり、通常、一ラインに対してオペレーターが

2人、選別作業者 6人が必要である。賃金の相場はオペレーター（多くが男子）が月給制で新規者が月

30万円、継続者が月35万円で、選別作業（多くが女子）は時給制で月約15万円になる。選別作業の時給

は時間帯によって異なり、8時から17時までが900円、17時から22時が1,000円、22時から 8時までが

1,100円である。男子 1名、女子 2名を 2交代制で合計 6名雇用する場合、1ヶ月に120万円が必要で、1

シーズン約 4ヶ月で約500万円となる。

オペレーターの月給の水準はこの地区では低くはなく、選別作業の賃金も出てくるノリを目視でチェ

ックする軽労働であることからすれば悪くはないといわれている。しかしながら、作業は12～ 3月の約

4ヶ月間の季節労働でかつ、労働日や労働時間は海況や潮汐変動に合わせて不規則であり、雇用保険も

つかないため、労働力を確保するのが大変である。漁協では雇用者を口コミだけでなく、ハローワーク

への登録、広告募集、派遣労働に広げて集めている。

選別作業者の場合、通勤時間30分前後と比較的近隣の50歳代女性が多いが、近年の雇用状況の悪化か

ら派遣労働者のなかには、20歳代の若年者や遠方から通勤する40歳代の壮年男性も少なくない。

６．委託加工がノリ養殖漁家に与えた影響

（１）委託加工によるノリ養殖従事の変化

漁家は委託加工の開始により、男性が海上作業に専念し、女性が陸上作業を時間の余裕を持って行う

ことができるようになり、男性も女性も労働が軽減され睡眠時間を確保することができ、身体が楽にな

ったという意見で一致する。このような生産者の労働軽減により現役で働ける期間を延長し、さらに、

家族世帯員数が少ない場合もノリ養殖の継続が可能となった。委託加工の場合、漁家の女子が選別作業

者として漁協に雇用されるケースもあるが、海上作業だけに従事する、あるいは全くノリ漁業に従事せ

ず家事に専念することも可能である。委託加工の協業化は、ノリ養殖漁家の女性に労働パターンの選択

肢を与えた。



185

（２）後継者と協業化・委託加工

１）後継者の確保

佐賀県有明地区の後継者率は、漁獲金額の高さから全国のなかでは比較的高いほうであるとみられる。

特に東部地区では、1漁家あたりの柵数が多いことや沖漁場で条件が良く漁獲金額が高いことが影響し

て比較的、若年後継者が多い。漁獲金額は最高で約5,000万円で、ほとんどの漁家が2,000万円以上と他

地区よりも漁獲金額水準が高い。しかしながら、全体としては現在の後継者は加工施設と船が既にあり、

当面は新規の投資が必要でない条件で確保されているようである。

現在、佐賀県有明漁協全体で漁家が約1,000、漁獲金額が約200億円であるため、平均的には 1漁家

2,000万円の漁獲金額を得ていることになる。そのうち所得はおおよそ 5割といわれており1,000万円で

ある。これをノリ養殖業に従事する世帯員数、例えば 4人（夫婦と息子夫婦）で割れば250万円/人であ

り、1人あたりでみると決して高い水準ではないものの、厳しい雇用情勢のなかで世帯収入としては悪

くないということから娘婿が継ぐ例もある。近年は娘の夫が会社から解雇されて、ノリ養殖漁家の後継

者となった例も数件示されている。20歳代の夫がサラリーマンであったが安月給であったため、実家の

ノリ養殖業への転職を勧めた妻もいる。もっとも20代の若年の婿が慣れないノリ養殖作業から早くに撤

退した例もある。

協業化、特に委託加工が生産者の労働軽減につながり現役で働ける期間を延長し、女性労働を軽減し

たことは確実であるが、経営環境が厳しいなかで協業化が後継者参入の呼び水となったり、息子の結婚

を促すという形で漁家の再生産につながっているかは不明である。それでも協業化や委託加工により父

のノリ養殖従事期間が延長し、息子に後継者化について検討してもらう時間が伸びたという。

息子が後継者となったものの、独身を続けて妻という家族労働力が追加されない場合には、陸上作業

を担当してきた母親が体力的に継続出来なくなった後の体制も問題視されてきているが、そのようなケ

ースも委託加工の導入が重要な役割を果たすと考える。

２）近年のノリ養殖漁家の労働に対する考え方

個人経営の場合、海上の摘採と酸処理の作業に 2人必要であるが、世帯内で男子労働力を確保できな

い場合は、男子を雇用するか、女子が海上作業と陸上作業の両方をこなす。かつては姑が家事と陸上作

業を主に担い、夫婦で海上作業に従事するケースが少なくなかったが、現在の30歳代以下の漁業者の場

合、妻の海上作業従事を避ける傾向にあるという。その場合、月30万円で期間中150万円が必要である

男子を雇用する。これは妻が後継者に対して結婚時につきつける条件のようにも思われるが、むしろ夫

のほうがそうしようとすることが多いという。ノリの時期に睡眠時間を削って海上作業、陸上作業、家

事と忙しかった母親の様子を見て育った息子がいまはそういう時代ではないという気持ちから、雇用を

当然とするともいわれている。

注１）島秀典「海苔養殖産地の発展と協業化　－佐賀県有明海の事例－」『漁業経営（組織・管理方式）の

あり方－事例調査研究報告－』東京水産振興会、2001年
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第Ⅲ部

漁業センサス分析



１．はじめに

本稿は、漁業センサスの大海区別データを利用して、男性の自営漁業就業者の再生産と将来見通しに

ついて人口学的に検討するものである。具体的な課題は 2つある。第 1の課題は、後継者の動向に注目

しながら男性の自営漁業就業者の減少がどのように生じているのかを分析することである。第 2の課題

は、近年の動向が今後も変化しないと仮定した場合、男性の自営漁業就業者及び個人経営体世帯員の数

が将来どのように推移するかを推計することである。自営漁業就業者のうち、本稿が男性に焦点をあて

るのは、第 1に、自営漁業就業者の大部分が男性であって、女性の多くは基幹的漁業就業者である夫と

もに操業する存在であること、第 2に、個々の漁家において自営漁業の基幹的労働力の継承は主として

父親から（義理を含む）息子へなされること、による。

さて、男性の自営漁業就業者が減少していることは周知の通りである。この点に関する検討は、加瀬

による一連の研究（加瀬1988、1991、2001、2006など）が代表的なものといえよう。それによると、

①全国でみれば、いったん自営漁業に従事すると高齢になるまで漁業を辞めることは少ないこと、②地

域別にみれば、20歳代の新規参入者が多い地域では30～50歳代に自営漁業から退出する人が多いのに対

し、20歳代の新規参入者が少ない地域では30～50歳代でも追加的な参入がみられること、③自営漁業就

業者の減少はもっぱら20歳代の新規参入が少ないために生じていること、が明らかになった。しかしな

がら、自営漁業就業者の減少の主因である20歳代までの新規参入者の少なさについては、もっぱら経済

的な要因、すなわち就業によって期待される漁業所得が他産業に従事した場合に比べ不十分であること

が指摘され、人口学的な要因については十分な検討がなされていない１。

人口学的な要因を検討することの必要性は、自営漁業就業者の再生産がもっぱら既存漁家の子弟によ

ってなされる点に由来する。なぜなら、自営漁業に従事する若年人口の規模というものは、漁業をとり

まく社会経済的な要因のみならず、そもそも自営漁業に従事する可能性のある漁家子弟がどの程度存在

するのか、という点にも依存するからである。単純化すれば、図 1に示すように、自営漁業に従事する

若年者の規模というのは、漁家子弟の規模とそのうち自営漁業就業を選択した者の割合とで決まると考

えることが可能であり、前者が人口学的な要因、後者が社会経済的な要因とみなせる。また、前者の人

口学的要因となる漁家子弟の規模は、その親世代の自営漁業就業者の規模やかれらの家族形成行動の影

響を受けることになる。こうした自営漁業就業者の再生産を論じるうえで不可欠な人口学的要因の検討

は、過去の社会経済条件が現代漁業に与える影響の一端を明らかにするとともに、自営漁業に参入する

可能性のある労働力のプールを論じるという意義ももつ。

他方、今後の自営漁業就業者及び自営漁業世帯員の数の将来推計については、管見の限りほとんど実

施されてこなかったように思われる。しかしながら、今後の漁業の担い手の数がどのように推移するの
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自営漁業就業者の再生産と将来見通しに関する人口学的検討

―漁業センサスの大海区別データを基に―

国立社会保障・人口問題研究所　山内昌和

1 秋山ほか（1997）には本稿と共通する視点が認められるものの、十分な分析はなされていない。
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かを見通すことは、政策サイドのみならず漁業関係者全体にとって有意義であろう。ただし、ここでい

う将来推計は予測（forecast）という意味ではなく、あくまで現在の動向が今後も続くと仮定した上で

過去を未来に投影したもの（projection）である。その意味で、ここで得られる将来推計は 1つの目安

に過ぎず、将来に対する様々なシナリオを想定するための出発点となるものである。

以下、次章で分析方法を説明し、3章で男性の自営漁業就業者および個人経営体世帯員の動向を整理

する。次いで 4章で若い男性自営漁業就業者の減少に対する人口学的な要因を検討し、5章で男性の自

営漁業就業者および個人経営体世帯員の将来見通しを提示する。最後に6章で全体のまとめを行う。

なお、昨年度の報告書では全国を対象に分析を行ったが、今年度は大海区別に分析を行う。その際、

昨年度と同様の分析を行っているにもかかわらず幾つかの数値が合致しないが、これは方法の違いに起

因するものであって２、分析結果に影響するものではない。

２．方法

（１）使用する統計

本研究では、主として第 5次～第11次漁業センサスの大海区別の男性の年齢別自営漁業就業者数およ

び男女年齢別個人経営体世帯員数を利用して分析を行う。漁業センサスの地域区分の 1つである大海区

は、日本国内の漁業地域を北海道区、太平洋北区、太平洋中区、太平洋南区、日本海北区、日本海西区、

東シナ海区、瀬戸内海区の 8つに区分したものである。この地域区分は、篠原（2007）が日本沿海の漁

業地域を地誌的な観点から区分したものとおおむね整合的であり、一定の地理的まとまりをもつものと

いえる。

ただし、第11次漁業センサスでは大海区の地域区分に変更がなされた。これにより、太平洋北区、日

本海北区、日本海西区、東シナ海区の 4つの大海区では第10次以前のセンサスとは統計上の不連続が生

じることとなった。このため、本稿の分析でも第11次センサスの結果は限定的に利用することとした。

（２）職業選択の指標

図1に示した職業選択に関する指標として、次のような自営漁業継承率を用いる。

自営漁業継承率＝PW ( m, 25～29, t +15 ) / PH ( m, 10～14, t )

PH ( m, x, t )：t年の年齢 x歳の男性個人経営体世帯員、PW ( m, x, t )：t年の年齢 x歳の男性自営漁業就業者

2 具体的には、0～4歳、5～9歳、10～14歳の個人経営体世帯員およびTFRの推計方法が昨年度の報告書と
異なる。新しい方法については後述する本文を参照のこと。

図１　自営漁業就業者の再生産についての本稿の分析視点
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この指標は、10～14歳時点で男性の個人経営体世帯員であった者と15年後の25～29歳時点で自営漁業

就業者であった者との比であり、男性の漁家子弟のうち自営漁業就業者になった者の割合を意味する指

標である。この他に、10～14歳時点で男性の個人経営体世帯員であった者と15年後の25～29歳時点で自

営漁業就業者ではないが個人経営体世帯員であった者との比である自営漁業非継承・世帯残留率、10～

14歳時点で男性の個人経営体世帯員であった者と15年後の25～29歳時点で個人経営体世帯員であった者

との比である世帯残留率という指標も利用する。

自営漁業非継承・世帯残留率

＝{PH ( m, 25～29, t +15 ) －PW ( m, 25～29, t +15 ) } / PH ( m, 10～14, t )

世帯残留率＝PH ( m, 25～29, t +15 ) / PH ( m, 10～14, t )

前者の自営漁業非継承・世帯残留率は男性の漁家子弟のうち自営漁業就業者にはならなかったが親元

にとどまった者の割合を意味する指標、後者の世帯残留率は男性の漁家子弟のうち親元にとどまった者

の割合を意味する指標である。

これらの指標および次節以降で述べるTFRの算出や個人経営体世帯員数の将来推計には 0～ 4歳、5

～ 9歳、10～14歳の個人経営体世帯員数が必要となる。しかしながら、漁業センサスでは、1983年以降、

15歳未満の個人経営体世帯員を一括りとして調査しており、必要なデータが存在しない。そのため、詳

細は附論 1に譲るが、1983年以降の 0～ 4歳、5～ 9歳、10～14歳の個人経営体世帯員数を推計し、分

析に必要な指標を作成することとした。

（３）家族形成行動の指標

図1に示した家族形成行動の指標としてTFR（Total Fertility Rate）を用いる。TFRを家族形成行動の

指標として用いるのは、TFRが親世代の人口規模と子世代の人口規模との関係を表すものであり、結婚

や出産という家族形成行動の結果を表すものともみなせるからである３。

TFRは、下記のように、再生産年齢（15～49歳）の女性を基準として算出されるものである。

TFRを算出するためには出生数に関する統計が必要となるが、個人経営体世帯員の出生数についての

統計は存在しない。本稿では、年齢別の個人経営体世帯員数をもとに山内（2009）の手法を用いてTFR

を推計することとした。推計方法は下記の通りである。

3 ここでの考え方は、ごく単純化して述べれば、「女性の人口×女性の出生率＝出生数」という関係を、「親
世代の人口×家族形成行動指標＝子世代の人口」と読み替えたもので、家族形成行動指標に相当する女性の
出生率としてTFRを利用するということになる。
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TFRについては、女性の配偶状態によってTFRの値が影響を受けることや、親世代の性比に歪みがあ

る場合とそうでない場合でTFRの値は異なる意味をもつことに注意が必要である４。このため、上述の

TFRの他に、男性を基準とするTFR（ここでは区別する意味でTFR’とする）もあわせて算出すること

とする５。TFR’の算出方法は、上記のTFRの算出方法と同様である。

（４）コーホート変化率法を利用した将来推計

男性の自営漁業就業者および個人経営体世帯員の数の将来推計に際しては将来人口推計で用いられる

コーホート変化率法を援用する。

将来人口の推計は、一般にコーホート法と呼ばれる推計手法が用いられる６。コーホート法とは、例

えば現時点で x歳の人口は t年後に x + t歳になることを利用し、x歳の人口が x + t歳になるまでの人口規

模の変化リスクを仮定することで、現時点でx歳の人口の t年後の規模を推計し、また、今後 t年間に新

たに発生する人口については、例えば0歳人口などの場合、出産リスクを持つ人口の規模と出産リスク、

出生後の人口規模の変化リスクをもとに推計するものである。コーホート法の 1種であるコーホート変

化率法は、x歳の人口が t年後に x + t歳になるまでの人口規模の変化リスクとしてコーホート変化率７を

4 日本のように結婚と出産とが強く関連する場合、再生産年齢の女性に有配偶の女性が多いとTFRが高くな
る可能性がある。他方、親世代の性比の歪みと再生産指標としてのTFRの値の持つ意味については、やや極
端な例を挙げる。親世代の男性と女性の人口比が2 : 1の人口集団でTFRが2.0、出生性比が100.0、死亡や人口
移動の影響が無いと仮定すれば、子世代の男性と女性の人口比は1 : 1、親世代と子世代の人口比は男性では
2 : 1、女性では1 : 1、男女計では3 : 2となって、女性の人口は変化しないが、男性の人口は半分、男女計で
は2/3に減少する。このようにTFRが2.0であったとしても、親世代の性比によっては、必ずしも子世代の人
口が再生産されるわけではない。
5 人口動態統計を利用した算出式は、x歳の父親の出生児数B

,（x）を用いて　　　　　　　　　　　となる。

男性の再生産年齢は生物学的にみれば15～49歳に限定されないが、人口動態統計によれば出生児の父親の年
齢の99％以上が15～49歳である。
5 将来人口推計の手法については山口（1990）にまとめられている。
6 コーホート変化率とは、例えば、t年にx歳の人口P（x, t）と、同人口が1年後にx+1歳となった時点の人
口P（x+1, t+1）との比（P（x+1, t+1）/P（x, t））として表されるものである。
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利用するものである８。コーホート変化率法は、人口移動のリスクが人口規模を増やす方向で寄与する

場合には不適切な手法となりやすいが９、今回推計を行う男性の自営漁業就業者および個人経営体世帯

員数の場合にそうした問題が生じる可能性は低く、簡便ながらも有用な推計手法であると考えられる10。

仮定値設定などの詳細は 5章で述べることとし、ここでは本稿で用いる基本的な推計モデルを記すこと

とする。最初に個人経営体世帯員の推計を男女別年齢 5歳階級別に行う。この場合は通常の将来人口推

計と同様に実施可能であるが、0～ 4歳人口の推計に際しては子ども女性比（CWR：15～49歳の女性人

口に占める 0～ 4歳人口の比）を利用する11。具体的な算出式は下記のようになる。

次に男性の自営漁業就業者の推計を年齢 5歳階級別に行う。就業者の場合、通常の将来人口推計と異

なり、15歳未満の人口は存在しないため、今後新たに発生する15～19歳の就業者の推計が問題となる。

本稿では個人経営体世帯員の推計結果を利用し、個人経営体世帯員の一定割合が自営漁業就業者である

との仮定に基づいて推計を行うこととした。ただし、コーホートでみた15～19歳以降の男性の自営漁業

就業者の推移は30歳頃まで不安定であることから、コーホート変化率を利用した推計は30歳以上につい

てのみ実施し、それより若い年齢層については個人経営体世帯員の一定割合が自営漁業就業者となると

の仮定に基づいて、下記のように推計することとした。

なお、推計期間については2003年を基準年として2028年までとし、5年おきに推計結果を算出した。

（男性）

（女性）

8 より精緻化した手法として、人口規模の変化リスクを死亡と人口移動に分けて推計するコーホート要因法
がある。
9 小池（2008）は純移動率を用いたコーホート要因法を念頭に純移動率がプラスになる場合の問題を検討し
たが、この問題はコーホート変化率法でコーホート変化率が1を超える、すなわち人口移動のリスクが人口
規模を増やす方向で寄与する場合にも共通する問題である。
10 世界的にみて将来人口推計は一般にコーホート要因法が用いられるが、コーホート変化率法も簡便な将来
人口推計の手法として知られている（山口1990）。日本で良く知られたものに、（財）統計情報研究開発セン
ターが提供する市区町村別の将来人口推計がある。同推計に関する情報は次のURLを参照のこと（2010年 3
月10日閲覧　http://www.sinfonica.or.jp/datalist/01/0103/Ksuikei.html）。
11 0 ～ 4歳人口の推計でCWRを利用したものに国立社会保障・人口問題研究所（2009）がある。



３．男性の自営漁業就業者と個人経営体世帯員の大海区別の動向

（１）男性の自営漁業就業者の動向

1973年以降の自営漁業就業者の動向は、1983年まで若干の変動はみられるものの、地域差を残しなが

ら就業者の減少と高齢化が全大海区で進んだ（表 1）。1998年時点で自営漁業就業者が多いのは東シナ

海区、瀬戸内海区、太平洋中区の順であり、全国に占めるそれぞれの割合は数％ポイント程度の変化は

みられるものの、1973年以降大きな変化は生じていない。各海区の年変化をみると、1983年頃までは若

干の変動がみられるが、その後はいずれの大海区でも減少が続き、近年はより減少が進む傾向にある。

減少の程度には若干の地域差があり、もっとも減少が進む東シナ海区では1978～1998年の減少率が

39.5％にも達する一方、1980年代までは比較的就業者が維持された太平洋南区では同期間の減少率は

25.1％にとどまった。就業者の高齢化については、とくに1990年代に入って全就業者に占める65歳以上

の就業者の割合が急増した。同割合の推移をみると、1973年には全ての大海区で20％を下回っていたの

に対し、1998年には全ての大海区で30％を超え、日本海北区や日本海西区では40％を超えた。

就業者の減少と高齢化の背景には、1つには高齢漁業者が引退・死亡によって数多く減少する一方で、

若い自営漁業就業者の参入が少ないことがある。表 2は、1978～1988年と1988～1998年の就業者の変化

を、高齢期の引退・退出効果12、青壮年の参入・退出効果13、新規参入効果14に分け、それぞれの寄与を

示したものである。同表によれば、全大海区に共通する傾向として、①就業者の減少の大部分が高齢期

の引退・退出効果によるものであること、②新規参入効果はこの間の就業者を増加させる方向で寄与し

ているものの、高齢期の引退・退出による就業者の減少を押しとどめるには至らないこと、③1978～

1988年に比べ、1988～1998年には新規参入が就業者を増加させる効果は低下していること、がわかる。

また、各大海区にみられる特徴として、④北海道区や太平洋北区、太平洋南区では新規参入効果が相対

的に大きいこと、⑤日本海北区や日本海西区、1978～1988年の太平洋南区では青壮年の参入・退出効果

が就業者を増加させる方向で寄与すること、⑥太平洋北区や太平洋中区、瀬戸内海区では青壮年の参

入・退出が就業者を減少させる効果が相対的に小さいこと、といった点を挙げることができる。

この他に、就業者の減少と高齢化の背景にあるものとして、世代による就業者の規模の違いを挙げる

ことができる。図 2は、1978～1988年と1988～1998年の就業者のコーホート変化率を青壮年期と高齢期

に分けてみたものである。それによると、高齢期のコーホート変化率は全大海区で1988～1998年の方が

高いのに対し、青壮年期のコーホート変化率は日本海西区を除いて1988～1998年の方が低い。前者につ

いては、この間の寿命の伸びや高齢でも操業を可能にする漁業関連機器の充実といった点を反映して漁

業を続ける高齢者の割合が高まっていることを意味する。ただし、昭和一桁世代など規模の大きい就業

者が高齢化したため、漁業を続ける人のみならず、引退や死亡などで漁業を辞める人の数も多い点には

注意が必要である。先に述べた表 2の1988～1998年の高齢期の引退・退出の寄与量は、コーホート変化

率が上昇しているにもかかわらず1978～1988年より大きい。また、近年の急速な65歳以上の自営漁業就
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12 ここでの高齢期の引退・退出効果とは、期首年と期末年の男性の自営漁業就業者の差に対する期首年の55
歳以上と期末年の65歳以上の男性の自営漁業就業者の差の寄与をいう。
13 ここでの青壮年の参入・退出効果とは、期首年と期末年の男性の自営漁業就業者の差に対する期首年の15
～54歳と期末年の25～64歳の男性の自営漁業就業者の差の寄与をいう。
14 ここでの新規参入効果とは、期首年と期末年の男性の自営漁業就業者の差に対する期末年の15～24歳の男
性の自営漁業就業者の寄与をいう。
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表１　男性の自営漁業就業者の推移

表２　男性の自営漁業就業者の減少に対する世代別の効果

図２　1978～1988年および1988～1998年の男性の自営漁業就業者のコーホート変化率
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業者の割合の上昇も、こうした規模の大きい世代が高齢期に達したことの影響である。この点は就業者

の年齢構造の時系列変化にも表れている。図 3では東シナ海区と太平洋南区の例を挙げたが、全ての大

海区で昭和一桁世代の規模が大きく、若い世代になるほど規模が小さいという年齢構造を示す。他方、

青壮年期のコーホート変化率の低下は、太平洋南区を除けば僅かであるが、1980年代半ば以降に顕在化

した魚価低迷の影響を反映したものと考えられる。ただし、青壮年期のコーホート変化率の低下は自営

漁業就業者の退出可能性の高まりを意味するが、表 2の1988～1998年の青壮年期の参入・退出効果の寄

与量は1978～1988年より小さい大海区が多い。これは、近年の青壮年期の自営漁業就業者の規模が縮小

しているためである。

以上を整理すると、若干の地域差はあるものの、①若い自営漁業就業者が少ないことが自営漁業就業

者の減少に繋がっていること、②昭和一桁世代の規模が大きく、それより若い世代ほど規模は小さいと

いう年齢構造が維持されていること、③こうした世代間の規模の違いが近年の就業者の減少と高齢化に

影響していること、は各大海区に共通していた。このため、自営漁業就業者の減少と高齢化は、人口学

的15にみれば全ての大海区で共通の過程を辿っているといえよう。

なお、大海区別にみた 1個人経営体当たりの平均漁獲金額と青壮年期のコーホート変化率との相関は

低いこと16、大海区別にみた高齢期と青壮年期のコーホート変化率には高い相関がみられること17、他方

で大海区別にみた 1個人経営体当たりの平均漁獲金額と新規参入効果にも一定の相関がみられること18

図３　年齢別にみた男性自営漁業就業者の推移（左：東シナ海区　右：太平洋南区）

15 ここでの人口学的との意味は、男性の自営漁業就業者数の変化がその年齢構造と密接に関連しているとい
う意味であり、再生産過程にまで踏み込んだものではない。
16 1988年の1個人経営体当たりの平均漁獲金額と1988～1998年の15～54歳以上→25～64歳のコーホート変化
率との相関係数は－0.34であった。なお、1個人経営体当たりの平均漁獲金額を大海区別に利用できるのは
1988年以降である。
17 1988～1998年の15～54歳以上→25～64歳のコーホート変化率と1988～1998年の55歳以上→65歳以上のコ
ーホート変化率との相関係数は0.95であった。
18 1988年の1個人経営体当たりの平均漁獲金額と1988～1998年の自営漁業就業者の減少に対する新規参入効
果の構成比との相関係数は－0.51であった。
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を考慮すると、大海区毎に年齢と自営漁業就業のあり方を関連づける特有の事情があるものと推察され

る19。この点は、自営漁業就業者の年齢構造の若い大海区で自営漁業就業者の減少率が大きいこととも

関連している可能性がある。

（２）個人経営体世帯員の動向

個人経営体世帯員についても、上述の男性の自営漁業就業者同様、地域差を残しながら共通の人口学

的な過程を経て減少と高齢化が進んだ。個人経営体世帯員の動向は男女で共通した傾向がみられ、なお

かつ男性の自営漁業就業者の動向との関連が強い。そのため、ここでは男女合計の個人経営体世帯員に

ついて整理する。

1998年時点で個人経営体世帯員が多いのは東シナ海区、瀬戸内海区、太平洋中区の順である（表 3）。

1973年には瀬戸内海区よりも太平洋中区の方が僅かに多かったものの、1978年以降は1998年まで全国に

占めるそれぞれの割合に大きな変化は生じていない。各海区の年変化をみると、1978年までは若干の変

動がみられるが、その後はいずれの大海区でも男性の自営漁業就業者以上に減少が続いた。減少の程度

には男性の自営漁業就業者とほぼ同様の地域差があり、東シナ海区の減少率がほぼ一貫して高い。1978

～1998年の減少率でみると東シナ海区で50.6％にも達し、20年間で半減した。また、比較的世帯員の維

持された日本海北区でも同期間の減少率は38.7％であり、世帯員の減少が著しく進んだことがわかる。

世帯員の高齢化ついても全国人口に先駆けて進んだ。1978年には全大海区で全世帯員に占める65歳以上

の割合が10％を超えており、1998年には全ての大海区で同割合が20％を超え、最大の日本海西区では

28.9％にも達した。高齢化の地域差は、男性の自営漁業就業者に占める65歳以上割合の地域差と同様で

ある。

個人経営体世帯員も男性の自営漁業就業者と同様の地域差を伴いながら減少と高齢化が同時進行して

いる。表 4は、1978～1988年と1988～1998年の世帯員の変化を高齢期の引退・退出効果20、青壮年期の

参入・退出効果21、若年期の参入・退出効果22に分け、それぞれの寄与を示したものである。それによれ

ば、①高齢期の引退・退出が世帯員の減少に大きく寄与していること、②青壮年期の参入・退出も世帯

員の減少に大きく寄与しており、1978～1988年には高齢期の引退・退出効果を上回る大海区が多数であ

ったこと、③若年期の参入・退出は1978～1988年は世帯員の増加に寄与する大海区が多かったが、1988

～98年は世帯員の減少に寄与する大海区が多いこと、④世帯員の減少率が相対的に低い大海区では青壮

年期の参入・退出の世帯員減少への寄与が相対的に小さいこと、がわかる。世帯員の減少における高齢

期の引退・退出効果や若年期の参入・退出効果については、男性の自営漁業就業者に類似した傾向がみ

19 加瀬（2006）によれば、漁業所得が低いために若年者の新規参入の少ない地域では跡を継がざるを得ない
者が30歳代以降に追加的に自営漁業に参入するのに対し、漁業所得が高い地域では若年者の新規参入が過剰
であるため、30歳代以降に一部が自営漁業から退出するという。
20 ここでの高齢期の引退・退出効果とは、期首年と期末年の個人経営体世帯員の差に対する期首年の55歳以
上と期末年の65歳以上の個人経営体世帯員の差の寄与をいう。
21 ここでの青壮年の参入・退出効果とは、期首年と期末年の個人経営体世帯員の差に対する期首年の15～54
歳と期末年の25～64歳の個人経営体世帯員の差の寄与をいう。
22 ここでの若年期の参入・退出効果とは、期首年と期末年の個人経営体世帯員の差に対する期首年の0～14
歳と期末年の0～24歳の個人経営体世帯員の差の寄与をいう。
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られるが、青壮年期の動向は大きく異なる特徴といえよう。表 4の青壮年期の効果には、進学や就職に

よる離家という20歳前後特有のライフイベントの影響も含まれるが、そうした影響が含まれない30歳以

上の年齢層に限っても世帯員を減少させる効果は大きい。

図 4は青壮年期と高齢期のコーホート変化率を比較したものである。同図によれば、青壮年期のコー

ホート変化率については①男性の自営漁業就業者に比べ個人経営体世帯員が0.1ポイント程度低いこと、

②1988～1998年の方が個人経営体世帯員のコーホート変化率は低いこと、③地域差のパターンは男性の

自営漁業就業者と個人経営体世帯員とは類似すること、がわかる。高齢期のコーホート変化率について

は、④1978～1988年は個人経営体世帯員が男性の自営漁業就業者を上回っていたのに対し、1988～

1998年はほぼ同じ水準となったこと、⑤1988～1998年の方が1978～1988年よりも高い値を示すこと、

⑥地域差のパターンは男性の自営漁業就業者と個人経営体世帯員とは類似すること、がわかる。

表３　個人経営体世帯員の推移

表４　個人経営体世帯員の減少に対する世代別の効果
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最後に、性比についても検討しておこう。ここでは次章で述べる出生関連指標との関係を考慮し、15

～49歳の性比を取り上げる。表 5によれば、1973年には日本海北区を除いて100～104であったのが、そ

の後は上昇基調で推移し、1998年には多くの大海区で110前後となった23。これは男性世帯員が女性世帯

員より 1割程度多いことを意味し、未婚の男性世帯員が増加しているものと推察される。大海区別の差

は1973年には太平洋北区が高い状況から、1998年には北海道区でやや低く、東シナ海区や太平洋北区で

やや高いというものへ変化した。なお、大海区による性比の違いは、年齢構造や就業者の増減の程度に

みられる地域差との相関はみられなかった。

４．若年の男性自営漁業就業者減少の人口学的な要因

（１）若い漁家子弟の減少と自営漁業継承率の低下

表 6は、自営漁業の後継者になる可能性をもった集団である10～14歳の男性の個人経営体世帯員の推

移を示したものである。10～14歳の男性個人経営体世帯員は、全国では1973年以降一貫して減少し、

1998年には14,999人となった。1978年を100とする指数でみると、1998年の全国の値は33.6であり、20

年間で約1/3の規模に縮小したことがわかる。大海区別にみると、いずれも1973年以降一貫して減少し

た。減少の程度には大海区ごとに差がみられるものの、もっとも緩やかであった日本海北区でも1978年

を100とする指数が1998年に40.3となった。また、もっとも減少が進んだ瀬戸内海区では1978年を100と

する指数が1998年に27.0となった。

自営漁業継承率、すなわち10～14歳の男性個人経営体世帯員のうち25～29歳時点で自営漁業就業者に

図４　1978～1988年および1988～1998年の個人経営体世帯員のコーホート変化率

表５　15～49歳の個人経営体世帯員の性比１の推移

23 参考として、総人口の15～49歳の性比は、2005年の国勢調査によれば102.5であった。
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なる割合について整理したのが表 7である。自営漁業継承率は、全国では若い出生コーホートほど低下

する傾向がみられ、1959～1963年出生コーホートの15.4％から1969～1973年出生コーホートの12.3％へ

と推移した24。これを大海区別にみると、自営漁業継承率自体に地域差があり、世代による差も一様で

はない。もっとも自営漁業継承率の高い北海道区では、いずれの出生コーホートとも19％前後となって

いる。それに対し、日本海北区や日本海西区は若い世代ほど低下する傾向が顕著であり、自営漁業継承

率が低い。1969～1973年出生コーホートでは、両大海区とも自営漁業継承率は5％台であった。

このように、近年の若い男性自営漁業就業者の減少は、若い漁家子弟の減少に加え、地域によっては

自営漁業継承率の低下の影響も加わって引き起こされていたことがわかった。そこで、1988～1998年に

おける25～29歳の男性自営漁業就業者の減少に対するこれら 2要因の寄与をみたのが表 8である25。全

国では漁家子弟の減少による影響が68.0％、自営漁業継承率の低下による影響が32.0％であった。大海

区別にみると、東シナ海区や瀬戸内海区では全国とほぼ同様、北海道区や太平洋北区では漁家子弟の減

少による影響がより強いのに対し、太平洋南区や日本海北区、日本海西区では自営漁業継承率の低下に

よる影響が強かった。ただし、太平洋南区や日本海北区、日本海西区では1988～1998年の25～29歳の減

少率も高く、自営漁業継承率の寄与率の高い大海区ほど1988～1998年に25～29歳の減少が進んだ。

このように、若い男性自営漁業就業者の減少の背景には、若い漁家子弟の減少という人口学的な要因

が全大海区に共通してみられるとともに、大海区によっては自営漁業継承率の低下という社会経済的要

因があることが明らかになった。参考までに、大海区別にみた 1個人漁業経営体当たりの平均漁獲金額

と自営漁業継承率の間には高い相関がみられること（平均漁獲金額が高い大海区ほど自営漁業継承率が

高い）26、また、太平洋南区が例外だが、大海区別にみた 1個人漁業経営体当たりの平均漁獲金額と自

営漁業継承率の低下の程度との間にも高い相関があること（平均漁獲金額の大きい大海区ほど自営漁業

継承率の低下は緩やか）27、の 2点を考慮すれば、漁家子弟の職業選択に際して漁業の経営条件が影響

24 SSM調査を分析した鄭（2000）によれば、父親が自営業者で本人が40歳時点で自営業者である者の割合
は、1946～1955年出生コーホートで46.2％であったという。直接の比較は困難であるものの、自営漁業の方
が継承率は低いといえそうである。なお、SSM調査とは主として社会階層と社会移動の検討を目的としたも
ので、1955年以降、10年おきに実施されてきた大規模な社会調査である。
25 1988年の25～29歳の自営漁業就業者は、10～14歳の個人経営体世帯員と自営漁業継承率を用いて次のよ
うに表すことができる。

この右辺第1項が10～14歳の個人経営体世帯員の変化による効果、右辺第2項が自営漁業継承率の変化によ
る効果となる。
26 1988年の1個人漁業経営体当たりの平均漁獲金額と1959～1963年出生コーホートの自営漁業継承率との相
関係数が0.78、1993年の 1個人漁業経営体当たりの平均漁獲金額と1964～1968年出生コーホートの自営漁業
継承率との相関係数が0.68、1998年の 1個人漁業経営体当たりの平均漁獲金額と1969～1973年出生コーホー
トの自営漁業継承率との相関係数が0.70であった。
27 1988年の1個人漁業経営体当たりの平均漁獲金額と1988～1998年の25～29歳の男性自営漁業就業者の減少
に対する自営漁業継承率低下の寄与率との相関係数は、太平洋南区を除くと－0.93、太平洋南区を含めると-
0.34であった。
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を与えている可能性は高いと考えられる。これについては加瀬（1988）の議論とも整合的といえよう。

ところで、表 7の自営漁業非継承・世帯残留率に目を転じると、自営漁業継承率とは異なる地域パタ

ーンがみられる。自営漁業非継承・世帯残留率については、北海道区や太平洋南区、東シナ海区で低く、

太平洋北区や太平洋中区、日本海北区、日本海西区、瀬戸内海区で高い。こうした背景には、家族形成

にみられる地域差と労働市場の展開度合いにみられる地域差が影響しているように考えられる。前者に

ついては、直系性の家族形成規範が主流である日本本土には、3世代同居という形で世帯形成がなされ

る東日本地域（太平洋北区や日本海北区、日本海西区）と、隠居を含む近居という形で世帯形成がなさ

れる西南日本地域（太平洋南区と東シナ海区）という差があることが知られている。また、北海道区に

ついては直系性の家族形成規範が日本本土に比して弱いことと関連していると推察される。一方、後者

の労働市場の展開度合いについては、太平洋中区や瀬戸内海区では、漁業地域周辺にも就業機会が相対

表６　10～14歳の男性個人経営体世帯員の推移

表７　自営漁業継承率と自営漁業非継承・世帯残留率と世帯残留率

表８　1988～1998年の25～29歳の男性自営漁業就業者数変化の要因分解
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的に多く存在するため、自営漁業非継承・世帯残留率が高いと考えられる。この点は、若い出生コーホ

ートにおいてもこれら 2つの大海区では自営漁業非継承・世帯残留率がほとんど低下しないのに対し、

他の大海区、とりわけ就業機会に恵まれないにも関わらず自営漁業非継承・世帯残留率が高い太平洋北

区や日本海北区、日本海西区では、同指標の低下が進んでいることからも示唆されよう。いずれにせよ、

自営漁業継承率と自営漁業非継承・世帯残留率をあわせた世帯残留率に示されるように、漁家子弟のお

おむね3～ 4割程度は、自営漁業を継承するか否かにかかわらず、世帯にとどまるといえる。

（２）親世代の規模縮小と家族形成行動の変化

前節で確認された漁家子弟の減少は、その親世代の規模と家族形成行動に規定される。親世代の規模

については、表 9で母親に相当する15～49歳の女性個人経営体世帯員の推移を示した。全国では1973年

以降一貫して減少し、1998年には1978年を100とした指数で40.3となった。大海区別にみても、全ての

大海区で1973年以降一貫して減少しており、もっとも減少が進んだ東シナ海区や瀬戸内海区では1978年

を100とした指数が1998年に36.9、もっとも減少が緩やかであった北海道区では指数が46.0であった。

漁家子弟の減少を規定するもう一つの要因である家族形成行動については 2章 3節で定義したTFRと

TFR’を利用して検討する（表10）。TFRは、全国では1973年の2.15から一貫して低下傾向にあり、1998

表９　15～49歳の女性個人経営体世帯員の推移

表10 TFRとTFR，の推移
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年には1.55となった。全人口のTFRに比べてやや高い水準であり、近年は全人口との差が拡大する傾向

にある。大海区別にみると、時系列での変化の仕方に多少の差はあるが、低下傾向にあることは共通す

る。大海区間のTFRの高低はおおむね一貫した傾向がみられ、太平洋北区や東シナ海区で高く、太平洋

中区や瀬戸内海区で低い。また、全人口と比較すると、瀬戸内海区を除いて、各大海区とも高いTFRと

なっている。

一方、TFR’については、TFR同様、全大海区で低下傾向を示し、大海区別の特徴もTFRと同様であ

る。ただし、全人口ではTFRとTFR’の値がほぼ同じであるのに対し、個人経営体世帯員の場合、全大

海区でTFR’がTFRの値を下回る。また、各大海区のTFR’と全人口を比較すると、ほとんどの年次・大

海区で全人口のTFR’の値を下回る。こうした背景には、表 5に示した性比の高さ、すなわち男性の個

人経営体世帯員の未婚者の割合が高いこと28、逆に言えば個人経営体世帯員に含まれる再生産年齢の女

性は有配偶者の割合が高いことの影響が考えられる29。

これらを踏まえ、10～14歳の男性個人経営体世帯員の動向と強い関連をもつ 0～ 4歳の個人経営体世

帯員30を対象として、その変化に対する再生産年齢女性およびTFRの変化の寄与量と寄与率を示したの

が表11である31。同表によれば、1978～1998年の 0～ 4歳の個人経営体世帯員の減少については全大海

区とも女性の減少の寄与が大きく、80％前後を示していた。20年間の期間を10年ずつに分けてみても全

大海区で女性の減少の寄与が圧倒的に大きく、その傾向は1978～1988年よりも1988～1998年に強まっ

ていた。このため、漁家子弟の減少は、その親世代の規模と家族形成行動に規定されており、とりわけ

親世代の規模の縮小の影響が大きいことが明らかになった。

なお、大海区別にみたTFR（およびTFR’）と 1個人漁業経営体当たりの平均漁獲金額との間に相関は

みられなかった。性急な結論づけは避けるべきであるが、家族形成行動と漁業経営との間に明瞭な関係

はみられないといえよう。

５．個人経営体世帯員と男性の自営漁業就業者の今後の見通し

（１）仮定

2 章 4節で示した方法に基づいて個人経営体世帯員と男性の自営漁業就業者の数の将来推計を実施す

28 国勢調査から得られる自営漁業就業者の未婚者割合については附論2の通りである。
29 個人経営体世帯員の夫婦一組当たりの子ども数については、TFRやTFR，、性比をみる限りでは全人口の
それに比べて高いとは考えにくく、同程度ではないかと推察される。現状では、平均的にみれば漁業者に子
どもが多いという状況はないであろう。
30 ここでは時系列で要因分解を行うために10～14歳の男性個人経営体世帯員ではなく0～4歳の個人経営体
世帯員を対象とした。
31 t年0～4歳の個人経営体世帯員は次の式で表すことができる。

同式の右辺第2項をA（t）、右辺第3項をB（t）とすれば、0～4歳の個人経営体世帯員の変化は次のように表す
ことができる。

このうち、右辺の{ }内の第1項がTFRの変化による効果、第2項が再生産年齢女性の効果とみなせる。



る。推計は大海区別に実施するが、あらかじめ全国の値を推計した上で、大海区別の推計結果について

は、大海区別に推計した男女年齢5歳階級別の合計値が全国の値に合致するよう一律に補正した32。

推計に必要な仮定値は以下のように設定した。コーホート変化率については1993～1998年の値を将来

にわたって変化しないものとした。1993～1998年のコーホート変化率を採用したのは、直近の1998～

2003年のコーホート変化率は大海区の区分変更により、一部の大海区で利用することができないため、

1973～1978年以降で利用可能なもっとも最近のコーホート変化率を採用したためである。1993～1998

年のコーホート変化率は、1973～1978年以降のコーホート変化率の中では低い水準に相当するため、推

計結果としてはより「厳しい」ものになると想定される。このため、参考推計として、1973～1978年以

降のコーホート変化率の中では比較的高い水準であった1998～2003年のコーホート変化率を用いた推計

を全国についてのみ実施した。

この他の仮定値である個人経営体世帯員の子ども女性比および個人経営体世帯員の 0～ 4歳性比、さ

らに個人経営体世帯員に占める自営漁業就業者の割合についてはいずれも2003年の値を用いた。

202

32 大海区別に推計した男女年齢5歳階級別の合計値と全国値との差は多くの場合1％未満であり、最大でも
数％程度である。

表11 ０～４歳個人経営体世帯員の減少に対する再生産年齢の女性の減少とTFR低下の寄与
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（２）推計結果

推計結果を整理したのが表12と表13である。個人経営体世帯員については一貫して減少し、高齢化も

急速に進行する。全国では2018年に2003年の約半分となり、2028年には2003年の1/3の水準となる。高

齢化については、65歳以上の割合が2003年の31.1％から2028年には49.9％となり、ほぼ半分が65歳以上

になるという結果となった。日本の総人口も減少過程に転じたとされるが、個人経営体世帯員の将来見

通しの方が人口減少の程度や高齢化の進捗の点で急速であると考えられる。

表12 個人経営体世帯員の将来の見通し

表13 男性の自営漁業就業者の将来の見通し
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大海区別にみても、若干の程度の差はみられるものの、基本的には全国の動向と同じように推移する。

もっとも個人経営体世帯員の減少が緩やかな北海道区でも2023年には2003年の半分以下となり、2028年

には2003年時点の 4割を下回る。北海道区は高齢化の進展も他に比べて緩やかであるが、それでも2028

年の65歳以上の割合が46.1％に達する。個人経営体世帯員の減少がもっとも進む東シナ海区では2028年

の規模が2003年時点の約1/4となり、高齢化がもっとも進む太平洋南区では65歳以上の割合が57.5％と

なる。

一方、男性の自営漁業就業者についても就業者の減少と高齢化の進展が急速に進む結果となった。全

国では2023年には2003年の半分以下となり、2028年には2003年時点の1/3近くまで減少する。高齢化に

ついては2013年に50.0％が65歳以上となり、2028年には65歳以上の割合が63.7％にも達する。大海区別

にみても、多少の程度の差はあるものの、全国と同様の推移を示し、2028年にはほとんどの大海区で男

性自営漁業就業者が 1万人を下回る。男性の自営漁業就業者の減少がもっとも緩やかな北海道区でも、

男性の自営漁業就業者は2028年には2003年時点の43.2％となり、65歳以上の割合が53.7％となる。男性

の自営漁業就業者がもっとも急激に減少する東シナ海区では2028年の規模が2003年時点の29.5％とな

り、もっとも高齢化が進む日本海西区では65歳以上の割合が2028年に78.8％になる。

これらの結果は、1998～2003年のコーホート変化率を用いた参考推計に比べて厳しいものであるが、

参考推計でも個人経営体世帯員および男性の個人漁業就業者の減少と高齢化は相当に進展する結果とな

った。このように、近年の状況が将来にわたって大きく変化しないとの仮定に基づけば、個人経営体世

帯員と男性の自営漁業就業者は大幅に減少するとともに急速に高齢化すると推察される。

以上の結果に対し、近年は、非漁家子弟の自営漁業への参入を促す取り組みが各地でなされるように

なっていることや、1998～2003年は青壮年期に自営漁業にとどまる傾向が従来以上に強まったことを踏

まえ、本稿の結果が極論に過ぎないとの見方もあろう。しかしながら、改めて述べておきたいのは、①

同一コーホートで観察すると、20歳代後半以降に男性の自営漁業就業者が大幅に増えることはなく、基

本的には減少基調で推移し、増加する場合でも僅かな水準にとどまること、②20歳代後半の男性の自営

漁業就業者の規模は基本的に親世代の規模縮小による漁家子弟の規模縮小の影響を強く受けているこ

と、③自衛漁業継承率やTFR・TFR’が低い値を示すこと、の 3点である。こうした点に変化がない限

り、多少の差はあれども本稿で行った推計結果に示されるような状況が生じる可能性は高いのではない

だろうか。個人経営体世帯員と男性の自営漁業就業者の大幅な減少と急速な高齢化を抑制するためには、

①との関連では自営漁業への参入を促すこと、②・③との関連では短期的には自営漁業継承率の上昇、

長期的には出生率の改善を促す必要がある。しかし、これまでの経緯をみる限り、いずれも容易に取り

組めるものとは言い難い。そうであれば、個人経営体世帯員と男性の自営漁業就業者の大幅な減少と急

速な高齢化を前提とした上で、今後の自営漁業のあり方を検討していく必要があるのではないだろうか。

６．結語

本稿では、漁業センサスの大海区別統計を用いて、若い男性自営漁業就業者の減少の人口学的な要因

と、今後の個人経営体世帯員および男性の自営漁業就業者の数の今後の見通しを検討した。結果を整理

すると次のようになる。

・男性の自営漁業就業者の減少と高齢化は、人口学的にみれば、高齢の自営漁業者の引退や死亡による

大幅な減少に対し、若い自営漁業者の参入が少ないことと、規模の大きな昭和一桁世代以降の若い世
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代ほど就業者数が少ないことで生じており、これらはすべての大海区に共通していた。20歳代の就業

者が相対的に多い大海区や30歳代から50歳代で追加的に就業者が増加する大海区もみられたが、男性

の自営漁業就業者の減少と高齢化の過程を変化させるほどのものではなかった。

・近年の若い男性自営漁業就業者の減少は、若い漁家子弟の減少に加え、地域によっては自営漁業継承

率の低下の影響も加わって引き起こされていたことがわかった。さらに、若い漁家子弟の減少は、も

っぱら親世代の規模の低下によるものであり、出生率の低下も若い漁家子弟を減少させる方向で寄与

していた。このため、自営漁業就業者の減少を図式化すれば、「親世代の規模縮小→漁家子弟の規模

縮小→新たに参入する自営漁業就業者の減少→新しく親になる自営漁業就業者の規模縮小→･･･」と

いう縮小スパイラルに陥っていることがわかった。

・個人経営体世帯員および男性の自営漁業就業者の今後の見通しについては、近年の状況が将来にわた

って大きく変化しないとの仮定に基づけば、大海区毎に若干の差はみられるものの、いずれも大幅な

減少と急激な高齢化が進むという結果となった。

以上の結果はマクロデータを用いて大海区別に検討した結果であり、よりミクロに観察すれば自営漁

業就業者の再生産が比較的堅調になされている地域があることを否定するものではない。実際に、筆者

の関わった範囲でもそうした地域は存在する（山内2000、山内2002）。しかしながら、本稿で示したよ

うに、全体のトレンドとしては男性の自営漁業就業者が今後一層減少し、高齢化していくことは避けら

れないであろう。

今後の課題として以下の 4点を挙げておきたい。1点目は 0～ 4歳、5～ 9歳、10～14歳の個人経営体

世帯員の推計方法の改善である。本稿で用いた推計方法には、一部に恣意性が含まれる。この点は本稿

の分析結果にも影響を与える可能性があるため、何らかの改善が必要であろう。2点目は女性の自営漁

業就業者についても大海区別の検討を行うことである。今回は触れていないが、将来の見通しとあわせ

てこれまでの動向を分析しておくことは必要であろう。3点目は、漁業センサスの個票データないし再

集計による分析である。統計法の改正にともなって国の実施した統計調査を様々な観点から分析できる

可能性が広がっている。本稿では人口学的な要因について大海区別に分析を行ったが、漁業センサスの

利用可能性が広がれば、人口学的な要因と社会経済的な要因との関連なども検討が可能である。4点目

は、本稿で行った就業者の推計を踏まえて、今後の沿岸漁業の見通しについて、漁場利用や水産物流通、

漁業関連産業を含めて検討することである。この点は筆者の能力を大きく超えることになるが、今後の

漁業政策のあり方等を検討する上では欠かせない作業であろう。
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附論１　0～ 4歳、5～ 9歳、10～14歳の個人経営体世帯員の推計

1983年以降の 0～ 4歳、5～ 9歳、10～14歳の個人経営体世帯員数は男女合計の値を先に算出し、性

比を利用して男女別の値を算出した。また、全国の値は大海区別に算出した値を合計したものとした。

推計の手順は以下の通りである。

まず、t年～ t + 5年の 0～ 4歳→ 5～ 9歳、5～ 9歳→10～14歳、15～19→20～24歳の大海区 iのコー

ホート変化率を次式で算出した。

0～ 4歳→ 5～ 9歳、5～ 9歳→10～14歳のコーホート変化率は親世代の年齢に相当する女性のコー

ホート変化率（同期間の25～29歳→30～34歳、30～34歳→35～39歳、35～39歳→40～44歳、40～44歳

→45～49歳のコーホート変化率の平均値）を、10～14歳→15～19歳の大海区別のコーホート変化率は男

女計の15～19→20～24歳のコーホート変化率をそれぞれ説明変数とする回帰式とし、1973年～1978年

のデータ（10～14歳→15～19歳のコーホート変化率は1973～1978年と1978～1983年のデータ）を利用

して係数を推定した。取り上げた説明変数はいずれも被説明変数との相関の高いものである。

次に、算出したコーホート変化率を初期値として1983年以降の 0～ 4歳、5～ 9歳、10～14歳、15～

19歳の値を算出した。具体的には、例えば1983年の値であれば、1978年の 0～ 4歳、5～ 9歳、10～14

歳の個人経営体世帯員にそれぞれ1978～1983年の 0～ 4歳→ 5～ 9歳、5～ 9歳→10～14歳のコーホー

ト変化率を乗じて 5～ 9歳、10～14歳、15～19歳の個人経営体世帯員を算出し、0～ 4歳については 0

～14歳の個人経営体世帯員から算出された5～ 9歳と10～14歳の個人経営体世帯員を引いた値とした。

しかしながら、こうして算出された15～19歳の値と漁業センサスで集計された15～19歳の値には乖離

が生じる。そこで、次の手順として、算出された15～19歳の値が漁業センサスで集計されたものと合致

するように、コーホート変化率の初期値に補正係数を乗じることでコーホート変化率を補正した。補正

係数の算出は、①年齢 5歳階級別のコーホート変化率全体のパターンに整合性があること、②算出され

た 0～ 4歳の個人経営体世帯員が時系列で減少すること、③推定されたTFRが一貫して減少すること、

を考慮した。①については、15歳未満の年齢のコーホート変化率のみ特異な値を示さないためのもので

あり、②については15歳未満の個人経営体世帯員が一貫して減少していること、また再生産年齢の女性

の個人経営体世帯員も一貫して減少していることに配慮したものである。③については、TFRが極端に

変動しないための基準である。大海区別の補正係数は附表1の通りである。

最後に、0～ 4歳、5～ 9歳、10～14歳の個人経営体世帯員の性比が15歳未満の個人経営体世帯員の

性比と一致するように男女合計の値を男女に分けた。
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附表 1 コーホート変化率の補正係数
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附論２　国勢調査にみる自営漁業者の未婚者割合

漁業センサスでは漁業就業者および漁業世帯員の配偶関係について調査されていないが、国勢調査で

は男女別年齢別従業上の地位別産業別配偶関係別人口についての集計が公表されている。ここでは1990

年以降の同集計を利用して、男性の自営漁業就業者（従業上の地位の区分の「雇用者」と「役員」を除

いた漁業就業者）と男性の総就業者の未婚者割合（国籍年齢不詳および配偶関係不詳を除いて算出）に

ついて検討した。

附図 1は1990年と2005年の年齢別未婚者割合をみたものである。中間年次のデータは除いているが、

①15～49歳の自営漁業就業者、総就業者の未婚者割合は1990年以降上昇傾向にある、②いずれの年次で

も20歳代までは自営漁業就業者の方が未婚者割合は低い、③いずれの年次でも30歳代は自営漁業就業者

の方が未婚者割合は高い傾向にある、④1990年時点では40歳代の未婚者割合は自営漁業就業者と総就業

者ともほぼ同水準であったが、2000年以降は自営漁業就業者の方が未婚者割合は高い傾向にある、こと

がわかる。

さらに自営漁業就業者と総就業者の未婚者割合を都道府県別に示したのが附図 2である。同図は、15

～49歳の年齢構造の違いによる影響を除くため、2005年の男性の総就業者を標準人口として直接法で標

準化した15～49歳の未婚者割合33を示したものである。また、海面に接していない県については算出し

ていない。附図 2によれば、①都道府県別にみても自営漁業就業者、総就業者の未婚者割合は上昇傾向

にある、②ほとんどの都道府県で自営漁業就業者の未婚者割合の方が高い、③自営漁業就業者の未婚者

割合の地域差は比較的安定している（未婚者割合が高い地域は、例えば、東北地方では山形県と福島県

以外、南関東地方と東海地方、新潟県、中国地方では鳥取県や島根県や広島県、四国地方では高知県、

九州地方では宮崎県などの南部）、④自営漁業就業者の未婚者割合の地域差と総就業者のそれとの関連

は弱い、といった点が分かる。

33 対象とする人口集団nの t年x歳の未婚者数をPn（UM, x, t）とすると、直接法で標準人化した15～49歳の
未婚者割合は次式で算出することができる。
標準化した15～49歳の未婚者割合

附図 1 男性の総就業者と男性の自営漁業就業者の未婚者割合
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附図２　都道府県別の15～49歳の標準化未婚者割合



～ 水 産 に 関 す る 調 査 研 究 事 業 ～

本会は水産業の振興に寄与するため、昭和43年 6 月「水

産物の流通事情」を発表して以来、内外漁業問題、水産物の

生産・流通・消費及び漁協・漁家の経営問題等に関する

様々な研究テーマを設定し、それぞれ専門の委員会を設け

て、現在までに30回以上の研究発表（調査研究報告書の刊

行など）を行っている。

財団
法人

〒104-0055 東京都中央区豊海町 5 － 9 東京水産会館 5 階
電　話 （ 0 3 ）3 5 3 3 - 8 1 1 1 ㈹
ＦＡＸ （ 0 3 ）3 5 3 3 - 8 1 1 6 ㈹

東京水産振興会

財団法人 東京水産振興会編集
発行

印刷　株式会社連合印刷センター
〒160-0008 東京都新宿区三栄町18番地

電　話（03）3225 - 1 2 4 1

沿岸漁業における漁家世帯の
就業動向に関する実証的研究

－平成21年度事業報告－

平成22年 7月31日印刷・発行 《無断転載を禁ず》

中 澤 齊 彬会 　 　 長


