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庶野漁港における衛生管理施設の整備について
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えりも岬東側に位置する庶野漁港において、平成25年度より整備を開始した水産物の衛生管
理対策の強化を目的とした「屋根付き岸壁」、および用地不足の解消や津波からの一次避難を
目的とした「人工地盤」が、平成31年3月に完成した。本報文では、4月の供用開始からこれま
でに明らかとなった施設の利用上の課題や効果について報告する。
キーワード：衛生管理、屋根付き岸壁、人工地盤

１. はじめに
庶野漁港は、平成18年4月の庶野、えりも、冬島の3単
協の合併により、えりも岬以東の生産流通拠点として位
置づけられた。これに伴い、「えりもブランド」の更な
る推進に向けた衛生管理体制の構築が必要となった。
また、平成23年に発生した「東北地方太平洋沖地震」
に伴う津波により、荷捌所などの施設の破損や、機材の
水没・流出など大きな被害が発生した。
このような情勢から、平成25年度より水産物の陸揚げ
から流通に至る総合的な衛生管理対策の強化を目的とし
た「屋根付き岸壁」、および用地不足の解消や津波から
の一次避難を目的とした「人工地盤」の整備を開始し、
平成31年4月より供用を開始したところである。

庶野漁港

めている。
衛生管理の漁業種類は、サケ定置網漁業を中心として、
採藻漁業（コンブ類）を除く全てを対象としており、そ
の年間の操業時期は表-1のとおりである。
表-1 衛生管理対象漁業種類の操業時期
漁業種類

隻数

サケ定置

５隻

タラ・カレイ刺網

６隻

タコ漁業

６隻

ツブ籠

５隻

ケガニ籠

漁期
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

６隻

ホッキ桁引き

１０隻

シシャモこぎ網

６隻

(２) 陸揚げ・出荷作業状態
サケ定置網漁業では、陸揚げ後の選別、保管、積込作
業は全て野天で行われる（写真-2）。また、タコ漁業お
よびシシャモこぎ網漁業では、陸揚げ後の選別作業を岸
壁上で行った後、荷捌き所内へ運ばれる。
この他の漁業については、籠もしくは網ごと陸揚げさ
れた後、荷捌き所内で選別作業が行われている。

衛生管理エリア

写真-1 庶野漁港の位置と全景写真

２. 庶野漁港における漁業の現状
(１) 庶野漁港における漁業形態
庶野漁港では、年間約4,000～5,000ｔの陸揚げ量があ
り、この内の約７割を主力であるサケ類とコンブ類が占

(３) 衛生管理における諸課題
庶野漁港では、現状での野天作業や施設の老朽化等に
より、水産物の衛生管理に対して以下の課題があった。
・野天での選別作業や保管により、直接日射や雨水の
影響による鮮度低下や鳥糞などの異物が混入する。
・現在の取水ポンプでは、盛漁期ピーク時において岸壁
洗浄等に使用する海水量が不足する。
・えりも漁業協同組合が所有する荷捌所は、築50年以上
が経過し、老朽化により床面に汚水が滞留する。

Toshinobu Ohta, Takeshi Ishizawa, Yoshimi Makita
－ 155 －

・荷捌所内や岸壁洗浄等で発生した汚水の流末が、陸揚
岸壁前面の水域となっている。

(２) 衛生管理施設の概要
a）屋根付き岸壁
既設－3.5ｍ岸壁の耐震性を強化した上で、延長160ｍ
（柱間隔10m）、幅10mの屋根を整備した。図-2に、屋
根の断面規格を示す。
b）人工地盤
人工地盤の施設規模は、2F部分に所要台数の75％に当
たる82台の車両が駐車可能となる面積から決定した。
図-3に、人工地盤の断面図を示す。

写真-2 サケの陸揚げ･出荷作業状況

３. 衛生管理施設の概要
(１) 衛生管理エリアの設定と施設配置計画
庶野漁港では、衛生管理の諸課題に対応するため、え
りも漁業協同組合の荷捌所の移転とあわせて、陸揚げ岸
壁や荷捌所用地が十分に確保できる隣接地区を新たな衛
生管理エリアとして設定した（写真-1）。
衛生管理エリアでは、衛生管理対象魚種の盛漁期の陸
揚げに対応可能な規模の屋根付き岸壁、および人工地盤
を整備した（写真-3）。
人工地盤の1Fには、漁獲物の一時保管場所、出荷トラ
ックへの積み込みスペースの他、えりも漁業協同組合の
荷捌施設を配置した。また、衛生管理エリア内は車両が
制限されることから、人工地盤2Fに漁業関係者の駐車ス
ペースを確保した（図-1）。

人工地盤

人工地盤１F

人工地盤２F（駐車可能台数 82 台）
図-1 衛生管理施設平面図

清浄海水導入施設

屋根付き岸壁

荷捌施設
（えりも漁協）

図-2 屋根付き岸壁（-3.5m岸壁）断面図

写真-3 衛生管理施設全景

図-3 人工地盤平面図

図-3 人工地盤断面図（保管・積込スペース）
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c）清浄海水導入施設
港外と水質に差が無い港内（埠頭前面）より取水した
海水は、清浄海水導入施設内においてろ過した後、屋根
付き岸壁や人工地盤１Fの給水栓へ送水されている。
清浄海水導入施設は、想定ピーク使用水量75m3/hrと
して、ろ過装置（30m3/hr）1基、貯水槽（30m3）2基を
有している。また、給水栓は、屋根付き岸壁に8カ所、
人工地盤1Fに2カ所設置されている。

(３) 施設規模・構造に関する実感
a）屋根付き岸壁
屋根付き岸壁に関するアンケート結果を図-5に示す。
屋根の延長では、タコ漁業の2人より「短い」との回
答を得た。これは、ほぼ同時刻に係船する隻数がサケ定
置の4～5隻に対し、漁期によっては他漁業も含め6隻以
上となることが要因と推察される。
屋根幅や天井高さでは、主にサケ定置や刺網漁業者よ
り「狭い・低い」との回答を得た。これは、屋根下での
運搬作業におけるフォークリフトの輻輳や、陸揚げにク
レーンを使用しているためと推察される（写真-5）。
屋根の柱間隔では、「狭い」との回答が90％を占める
結果であった。サケ定置の場合、フォークリフト9台が
常に稼働し、スケール2台が並んだ荷捌施設前では渋滞
する場合がある（写真-6）。そのため、従前の野天での
柱のない状況（写真-2）に対し､「狭い」と感じる利用
者が多いものと推察される。

写真-4 清浄海水導入施設内（左）、給水栓（右）

４. 施設利用に関する調査結果
(１) アンケート調査の実施
平成31年4月の供用開始以降、屋根付き岸壁では、採
藻漁業を除くほぼ全ての漁獲物が陸揚げされている。
この施設の規模や構造、整備効果に関して、利用者が
どのように実感しているかを把握するため、アンケート
調査を実施した。アンケートは、えりも漁業協同組合の
協力により、10月中旬に配布し、秋サケ定置が終了した
11月下旬に回収した。以下にその結果を示す。

図-5 屋根付き岸壁の施設規模・構造

(２) 回答者
図-4に回答者の職業および漁業者の漁業種類を示す。
アンケート回答者数は、調査期間中の利用者の約1/3に
相当する28人であった。職業は、漁業者が75％を占める
が、施設内で出荷作業等を行う組合職員が20％となって
いる。漁業種類では、漁期に当たる全ての漁業種類の漁
業者より回答を得た。なお、1人がサケ定置とツブ籠に
従事しているため、合計人数は22人となっている。
写真-5 サケの陸揚げ・選別作業（10月）

写真-6 サケの計量作業（荷捌施設前）（10月）

図-4 回答者の職業、漁業者の漁業種類
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b)人工地盤１F（保管・積込スペース）
人工地盤に関するアンケート結果を図-6に示す。
保管・積込スペースの面積では、漁業種類に関係なく
「狭い」との回答が26％であった。これは、トラックの
入場を積込スペースのみに制限したため、同時に数台の
トラックが入場した場合には積込作業のスペースが制約
される。そのため、どこでも積込ができた従前と比較し、
狭くなったと感じる利用者が多くなったものと推察され
る（写真-7）。
保管・積込スペースの柱間隔では、「狭い」との回答
が面積の約２倍の48％を占めた。面積では「ちょうど良
い」と回答した人も柱間隔では「狭い」と回答している。
柱が作業の支障になっていると感じている利用者が多い
ことから、屋根付き岸壁も含め、柱間隔は可能な限り広
くする必要があることが改めて確認された（写真-8）。

(４) 整備効果に関する実感
a)作業時間
作業時間削減に関するアンケート結果を図-7に示す。
屋根付き岸壁において、採藻漁業を除くほぼ全ての漁
獲物の陸揚げが行われるようになり、漁船の輻輳が懸念
された。また、図-5に示すとおり90％が屋根の柱間隔が
「狭い」と回答しているが、陸揚げ作業や選別作業では
作業時間が「増加した」との回答は無かった。
鳥害や日射防止のためのシート掛け作業については、
「削減された」との回答が23％であった。この回答者は、
組合職員の半数とタラ・カレイ刺網の漁業者の半数を占
め、魚箱で陸揚げし、直接荷捌き所へ搬入する他の漁業
種類では「変わらない」との回答であった。
岸壁洗浄では、組合職員全員が「増加した」との回答
であった。これは、サケ定置の漁業者が従来と同じ陸揚
げ箇所のみの洗浄（写真-9）であるのに対し、組合職員
は保管・積込スペースの洗浄が新たに増加したためであ
る。しかし、給水栓のおかげで作業は楽になったとの回
答を得ている。
一時保管作業では21％、運搬・出荷作業では15％が
「削減された」と回答している。保管・積込スペースの
柱間隔が「狭い」との回答が48％であったが、「増加し
た」との回答は1人のみであり、柱の存在による作業時
間への影響は少ないものと推察される。

図-6 人工地盤の施設規模・構造

写真-7 サケの積込作業（積込ｽﾍﾟｰｽ）（10月）

図-7 作業時間の削減

写真-8 人工地盤１F（保管・積込スペース）

写真-9 漁業者（サケ定置）による岸壁洗浄状況（10月）

Toshinobu Ohta, Takeshi Ishizawa, Yoshimi Makita
－ 158 －

b)作業環境（働きやすさ）
作業環境の改善に関するアンケート結果を図-8に示す。
陸揚げから運搬・出荷作業までの全ての工程において、
「改善された」との回答が25～30％であった。
作業時間は、陸揚げや選別作業では「変わらない」、
岸壁洗浄作業では「増加した」との回答が多かった。ま
た、柱間隔では「狭い」との回答が多かったが、作業環
境としては、従来の野天作業に比べ多くの利用者が「改
善された」と感じていることが明らかとなった。
なお、作業環境が「改善された」と回答した多くは、
組合職員、および陸揚げを主に籠で行うタラ・カレイ刺
網、ツブ籠漁業者であった（写真-10）。
これに対し、岸壁上で選別作業を行うサケ定置やタコ
漁業者のほとんどは「変わらない」との回答であった。
これは、サケやタコの選別作業は岸壁際で行われること
から、選別までで作業を終える漁業者にとっては、従前
の野天での作業環境と変わらないと感じているものと推
察される（写真-5）。

も漁業協同組合が整備した荷捌施設への電動フォークリ
フト2台、滅菌装置付き活魚水槽4基、および冷蔵庫の新
たな導入が「改善された」と感じる大きな要因となって
いるものと推察される（写真-11）。

図-9 衛生管理状況

写真-11 荷捌施設（人工地盤１F）

５. 施設利用による課題と効果
今回、供用開始初年度に実施したアンケート調査等で
明らかとなった利用上の課題、および整備効果は以下の
とおりである。
図-8 作業環境（働きやすさ）の改善

写真-10 ツブの陸揚げ作業（5月）

c)衛生管理状況
水産物の衛生管理状況に関するアンケート結果を図-9
に示す。
衛生管理については、「改善された」「かなり改善さ
れた」との回答が75％であった。
これは、屋根付き岸壁や清浄海水導入施設の他、えり

(１) 利用上の課題
a)柱の配置間隔
屋根付き岸壁や人工地盤１Fの柱間隔については、ほ
とんどの利用者が狭いと感じている。これは、従前の柱
の無い野天での作業と比べての感想と思われるが、柱間
隔については可能な限り広げた配置が望ましい。
b)スケール（計量装置）の配置位置
えりも漁業協同組合では、荷捌施設の前面にスケール
2台を並べて置いているため、サケ定置ではサケタンク
を積んだフォークリフトの渋滞が生じる。そのため、ス
ケール前の岸壁では陸揚げ作業を行わせないようにして
いるが、荷捌施設におけるスケールの配置計画の策定に
際しては、フォークリフトの動線を十分考慮する必要が
ある。
c)給水栓の設置箇所
屋根付き岸壁には、東側の端から20m毎に給水栓を8基
設置し、西側の端には設置していない。これに対し、組
合職員およびサケ定置の漁業者より西側端に給水栓があ
れば良かったという意見があげられている。
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d)その他
人工地盤の両側には2F駐車場への階段室が設置されて
いるが、年に数回、気温や湿度の高い日に結露が発生し
ている。現時点では利用上の支障は生じていないが、カ
ビの発生が懸念されることから組合職員が拭き取りを行
っている。今後、同様の施設を整備する場合には、結露
対策を行う必要がある。
(２) 整備効果
a)作業時間の削減
衛生管理施設の整備によって、岸壁洗浄や漁獲物への
シート掛け作業の時間削減効果が期待されている。この
内、シート掛け作業に要する時間が「削減された」との
回答が23％であったのに対し、岸壁洗浄作業では逆に
「増加した」との回答が32％を占めた。岸壁洗浄につい
ては、洗浄面積が従前に比べ大幅に増えたことから、整
備前との比較は難しい。
保管・積込スペースの整備による時間削減効果では、
一時保管作業が21％、運搬・出荷作業では15％が「削減
された」と回答している。
b)作業環境（働きやすさ）の改善
陸揚げから運搬・出荷作業までの全ての工程において、
25～30％が「改善された」と回答している。これは、雨
風の影響が低減の他、従来の作業動線の輻輳が解消され、
作業の安全性の向上が図られたものと推察される。

c)漁価単価下落防止
衛生管理状態が「改善された」「かなり改善された」
との回答が75％であったことから、利用者の衛生管理に
対する意識が向上しているものと推察される。
また、衛生管理に対するソフト面・ハード面の両面か
らの対策が確実に行われており、現時点では衛生管理施
設の有無による漁価単価の差は把握できていないが、今
後も安全で信頼ある漁獲物の提供の現状維持が図られる
ものと考えている。

６. おわりに
庶野漁港における令和元年の秋サケ漁獲量は、4年連
続の記録的な不良で、前年までの5か年平均の44％であ
った。今回のアンケート調査は、利用開始初年度である
とともに、漁獲量が少ない状況の中で実施したものであ
る。今後、衛生管理施設の利用に慣れ、漁獲量が回復し
た際には、また違った回答結果になるものと思われる。
そのため、今回の調査結果を参考として、今後も継続し
て利用状況の把握に努めていきたい。
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