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の 策定について
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平成25年6月、9年ぶりに北海道マリンビジョン21が見直しされ、近年の水産業を取り巻く情
勢変化や最新の水産施策に対応した改訂が行われた。
本稿では、上記の上位ビジョン改訂に基づき見直しを行った遠別地域マリンビジョンについ
て、オーナー制度である「ひらめ底建網オーナーin遠別」、低利用資源のブランド化方策等、
独創性のある取り組みに加え、それらを支援する漁港整備事業について、その概要を報告する
ものである。
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１．はじめに
遠別町は、北海道北部の日本海に面し、留萌市の北95
㎞に位置している。町域中心部には、天塩山地の主峰ピ
ッシリ岳を源流とする遠別川が北西に流れ、その河口部
に遠別市街地、遠別漁港（写真-1）が立地している。
また、日本海有数の好漁場である武蔵堆が近傍に控え
ている。

写真-1 第 4 種漁港遠別漁港
遠別の産業は、農業が基幹産業となっているが、人口
減少に伴い、農林業、製造業への就業者が減少している
なか漁業は横ばいで推移しており、相対的に重要性が高
まっている。
遠別の漁業は、ホタテの稚貝養殖を中心に、ホタテ成
貝養殖、タコ函、サケ定置網、底建網、小型定置網、刺
網、ヒラメ一本釣りが営まれている。漁業生産高は、近
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年10カ年ではホタテ稚貝養殖の増産により、全体として
は増加傾向で推移している。
遠別漁港は、第4種漁港、水産物生産拠点に位置づけ
られており、沿岸漁業の拠点港、ホタテガイの種苗（稚
貝･半成貝）供給拠点として重要な役割を担っている。
遠別地域では、平成16年6月に策定された北海道マリ
ンビジョン21を受け、遠別町、遠別漁協、観光協会、関
係行政機関等で構成される「遠別地域マリンビジョン協
議会」が結成され、平成18年3月に「遠別地域マリンビ
ジョン」が策定され、本ビジョンを元に様々な地域起こ
しプロジェクトが実施されてきている。一方、北海道開
発局では、本ビジョンを受け水産物の衛生管理対策や安
全･安心な漁業活動を行うための静穏度対策等の漁港整
備を行ってきたところである。
平成25年6月の北海道マリンビジョン21の改訂を受け、
当地域の「遠別地域マリンビジョン」の改訂するにあた
り、北海道開発局としては、国の漁港整備事業と密接な
関係があることから、地域と連携を図りオブザーバーと
して取り組みを行ったところである。

２．マリンビジョンについて
２－１北海道マリンビジョンについて
北海道が我が国の水産食料供給基地として、地域の資
源を活かしながら、多様な主体の連携・協働により活力
ある水産業や漁村の実現を図るため、概ね10年後を通過
点として、その先の目指すべき姿を定めた長期的構想で

あり、水産物の安定供給と水産業の健全な発展を目指し、
平成16年に策定された。
その策定から10年近く経過し、情勢変化等に対応する
と共に、これまでの取り組みの経験を踏まえ、より効果
的に推進するための充実・強化を図ることを目的として、
平成25年に改訂された。
改訂の背景として、北海道は日本海、太平洋、オホー
ツク海に囲まれ、海域毎に水産業を取り巻く課題や地域
の特性、漁業情勢等が大きく異なることから、日本海北
部、日本海南部、えりも以西太平洋、えりも以東太平洋、
オホーツク海の5区域に分けた将来像としている。なお、
遠別地域が位置する日本海北部は、下記に示す3つの将
来像が示されている。
①漁場環境の保全創出による資源増大と自然との
共生【資源・環境】
②ホタテガイ種苗を通じた他地域との連携と衛生
管理の強化による特産品の開発【生産･物流】
③エコ化と自然との共生を核とした地域起こし
【地域振興】
２－２地域マリンビジョンについて
北海道マリンビジョン21で示されている将来像を実現
させるため、各地域が抱える課題や問題点を踏まえて、
水産業を核とする地域固有の資源や利点を生かした地域
振興方策であり、漁業者や地域住民、関係団体、行政機
関等で策定し、推進されている。
北海道内では、第3種及び第4種漁港を中心として29地
域で地域マリンビジョンが策定されており、各地域で多
様な主体の連携・協働により、ハード･ソフト一体とな
った取り組みが実施され、水産業や地域の活性化に繋が
っている。
北海道開発局では、マリンビジョンを策定した地域の
中から、他の地域のモデルと見込める地域を「モデル地
域」（遠別地域は、平成25年度の改訂版により指定）、
北海道マリンビジョン21の具現化に資する地域を「推進
地域」として指定し（図-1）該当地域のＰＲや有識者に
よる助言、フォローアップなどの支援を行ってきている。

平成18年3月に策定された「遠別地域マリンビジョン」
においては、「食のクリーン産地」をキーワードに、農
業等との異業種連携、漁業体験等を実施してきた。一方
で、地域資源をより生かした中で、他地域を先導する独
創的な取組みが少なく、改訂にあたっての課題であった。

３．検討手法および検討における工夫
遠別地域マリンビジョン改訂にあたり、遠別町役場を
事務局に、地域関係者と十分な議論・調整等を図った。
検討において特に工夫した事項について、以下に示す。
①フォローアップ委員会は、遠別漁協、農協、商工
会、森林組合、小・中・高等学校、教育委員会、
プレジャーボート団体等12団体15名と多種多様な
メンバー構成とした。合意形成を図る観点から、
平成25年度において2回開催した（写真-2）。
②上記①の委員会のみでは、掘り下げた作業レベル
の議論が困難と考え、主要漁業の漁業者（部会長
レベル）、まちづくり団体等との関係者ヒアリン
グを3回実施した（写真-3）。

写真-2 地域マリンビジョンフォローアップ委員会
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図-1 地域マリンビジョン策定状況（H26.11 末現在）
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③改定された北海道マリンビジョン21における新た
な課題（水産環境、エコ化、流通強化・需要拡大、
輸出、安全(防災)等）を踏まえることが重要と考
え、遠別地区に適用可能な全国の参考事例を提示

し、関係者の理解を高めることで、議論を促した。
④一方的な説明、または偏ったメンバーによる発言
等を避けるため、事務局による指名式を基本とし、
全会議で全員発言を達成した。また、会議後にア
ンケートも実施し、発言し難い事項等へのフォロ
ーも行った。
⑤他事業との広域連携等も重要と考えた。特に、シ
ーニックバイウェイ北海道（萌える天北オロロン
ルート）において、「ひらめ底建網オーナーin遠別」
が食材オーナー制度プロジェクトとして位置付け
られていることから、既存の繋がりを生かした更
なる連携策等を検討した。
⑥防災・減災等の検討においては、客観的な判断指
標を示すことが重要と考えた。特に、遠別地域は、
漁港背後の市街地に10m以上の高所が無い地形特性
を有すため、数値解析による避難シミュレーショ
ンを実施し（図-2）、その結果を示した上で、今
後の防災等の具体的な意見交換を行った。

４．遠別地域マリンビジョンの改訂について
４－１遠別地域マリンビジョンについて
北海道マリンビジョン21の基本理念を踏まえつつ、地
域の様々な課題･問題点に対応していくため、平成17年
に遠別町役場を事務局に遠別地域マリンビジョン協議会
（北海道開発局オブザーバーとして参画）を結成し、平
成18年3月に「遠別地域マリンビジョン」が策定されて
いる。
平成25年度においては、北海道マリンビジョン21の改
訂を受け、同協議会により遠別地域マリンビジョンの改
訂を行った。概要版を以下に示す（図-4）。

避難開始 14 分後（発震後 19 分）

津波到達時間
(発震から 19 分)

図-4 遠別地域マリンビジョン（H25 改訂版）

被災の危険性

図-2 避難シミュレーションの例(津波到達時)
⑦関係者ヒアリングやフォローアップ委員会で議論
した内容は、マリンビジョン通信を作成し、遠別
町のホームページ等より情報発信した（図-3）。

４－２遠別地域における課題
関係者ヒアリングにおいて、「魚を育てる森づくりが
重要」「地産地消の場が無い」「低利用魚活用の可能性」
「体験学習の強化」「災害への危機意識が低い」等の多
くの意見を頂いた。これら意見と水産施策等を踏まえ、
地域の課題を以下のように整理した。
・農林漁業の担い手育成と定住促進
・漁業と農林業の連携
・よりクリーンな産地づくり
・地産地消の拡大、地域の知名度の向上
・街の魅力、にぎわいづくり
４－３遠別地域の目指す姿
４－２における課題を踏まえ、「海と大地の恵みが奏
でる元気な食のクリーン産地」をコンセプトに、以下の
3本柱の実現を目指すこととした。
①農林水産業一体の環境保全とクリーンな産地づく
りで国民に安全・安心な食を提供
②農林水商連携による多彩な食の融合と地域産業の
育成・展開
③地元学と防災対策の推進による創造的で安全な地
域づくりと担い手の育成

図-3 マリンビジョン通信
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ヒラメ選択権等の5 つの特権を付与する優先枠オーナー
を設ける等の工夫を行う。
ビジョン実現のための取り組みは、４－３に示した3
また、ヒラメに次ぐブランドとして、低利用魚のカワ
本柱毎に、実施時期、実施主体を明確に整理した。また、 ガレイに着目した（図-5）。カワガレイは底建網に混獲
フォローアップ計画としてPDCAサイクルによる継続的
され、量が少ないため一般に流通させておらず、漁業者
改善も実施していく予定である。本稿では、多種多様な
の間ではヒラメより美味との認識である。そのため、カ
取組みの中、特徴ある主な取組みについて以下に示す。
ワガレイに関する知識・レシピも含めたPR、町内飲食
店・宿泊施設の協力等により新たなブランド化を目指す。
５－１「農林水産業一体のクリーン産地形成」の取組み
水産物の品質管理体制およびクリーンな作業環境整備
として、作業方法の改善方策検討と衛生管理マニュアル
の改訂（写真-4左）を実施予定である。これらソフト面
の向上とあわせて、直轄事業による屋根付き岸壁等のハ
ード整備（写真-4右）も、継続的に実施予定である。

５．ビジョン実現のための主な取組み

図-5 カワガレイの PR 資料(素案)

写真-4 衛生管理マニュアル及び衛生管理施設

更に、「えんべつB級グルメコンテスト」の取組み強
化も行う。グランプリ受賞作品である地場のホタテ・タ
コを使用した「まるごと遠別コロッケ（写真-6）」に続
く、農水コラボの新商品開発を行う。

また、各種イベント等に対応した開かれた漁港づくり
に対応するため、従前以上に衛生管理ゾーンを明確にす
る必要がある。また、ゾーンの明確化にあわせ、汚濁が
発生するような漁業作業への対策として、ホタテ養殖洗
浄機能・排水処理等の整備も計画されている。
５－２「農林水商の相互連携と産業の育成」の取組み
ヒラメの町遠別として、既存組織である「ヒラメブラ
ンド化研究会」と連携した創作料理提供・情報発信等を
継続して実施する。また、オーナー制度で好評を博して
写真-6 地場ホタテ等使用の「まるごと遠別コロッケ」
いる「ひらめ底建網オーナーin遠別」（写真-5）も一層
の取組み強化を行う。一例として、一般オーナー枠の他、
網揚げ当日に遠別町へ確実に来訪できる人を対象として
５－３「地元学と交流活動の推進による創造的地域づく
りと担い手の育成」の取り組み
「地元学」とは、地元の特色や魅力を発見し学ぶ取組
みであり、担い手の育成に有効と考え、学校の総合学習
等と連携して推進していく。また、既存のまちづくり団
体である「地域おこし隊」との連携も継続し、商品開
発・販売組織強化等を図る。
また、観光客等にとって通過型立地の地域であるため、
まちを巡らせる仕掛けづくりの一つとして、遠別産の水
産物を紹介・食せる「海の幸マップ（図-6）」等を配布
し、通過動線を街中に誘導する取組みも進める。
写真-5 ひらめ底建網オーナーｉｎ遠別
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図-6 「海の幸マップ」(素案)
更に、平成23年の東日本大震災以降、防災・減災の観
点が重要となっている。そのため、現状の遠別町地域防
災計画を踏まえ、漁業就労者を対象にした避難計画の素
案（図-7）を作成した。今後も地域防災計画等と連携を
図り、漁港を核とした対策の推進を図る。

①漂砂の影響で航路水深が浅く、出漁日数の制限や、
船底損傷といった支障が生じており、安定出荷へ
の大きな課題となる。
②漁具の洗浄用地が遠距離に分散され、作業効率が
悪い現状にある。しかし、漁港に集約整備した場
合は、衛生管理エリアや一般来訪者との明確な分
離が課題となる。
③漁船上架施設の老朽化の進行に加え、漁船大型化
に対応出来ない現状にある。また、既設の上架施
設は衛生管理エリアに近接・同一の泊地に位置し、
漁船修理作業による水産物への影響が懸念される
状況にある。
上記課題を解決すべく、以下のような対応策を図る予
定である（図-8）。
①効率的な浚渫計画を検討し、航路埋没対策を実施
することで、安定出荷を可能とする。
②衛生管理エリアと明確に分離可能な沖側に、漁具
洗浄・排水機能を整備し、作業の効率化を図る。
③衛生管理エリアと分離可能（泊地も異なる箇所）
な箇所に、漁船上架機能を移設することで、上架
機能向上に加え、衛生管理の徹底も図る。

遠別農業高校

航路埋没対策

自動車での避難を
可能とするエリア

遠別
小学校

遠別町役場

漁船上架機能

【対策案】
既存施設を活用し一時避
難ビルとして整備
（もしくは漁港内へ避難
施設の整備を検討）





漁具洗浄・排水機能

徒歩での避難を
原則とするエリア

避難開始が遅れた場合における一時的及び
緊急的に避難及び退避することが可能な施
設として、遠別町役場を避難目標地点とし
て指定（津波避難計画より）
生涯学習センター（まなぴい 21）はバッフ
ァーゾーン内であるため使用しない

分離
分離
衛生管理エリア

※津波は川を遡上するため遠別川
には近づかないこと
(大雨時も近づかないこと)

図-8 遠別漁港の整備事業案

決められた手段で遠別農業高校もしくは遠別小学校へ避難する
※避難路の選定において海、遠別川より離れる方向へ避難するルートを選択する

図-7 陸上における避難計画(素案)
５－３「遠別漁港整備」の取り組み
遠別漁港においては、改訂を行った遠別地域マリンビ
ジョンの目指す姿を実現するため、衛生管理の一層の推
進等により、品質の高い水産物を安定的に供給する必要
がある。一方で、漁港におけるイベント等の一層の推進
の観点からは、開かれた漁港、遊びに来てもらえる漁港
づくりも重要になる。
以上を踏まえ、遠別漁港における主な課題・問題点を
以下に示す。

Kenji Mikami,Makoto Fujisawa, Masahiro Kamada

６．まとめ
今回の検討を基に策定された「マリンビジョン計画
（改訂版）」により、遠別地域がモデル地域の指定を受
けたことで、地域の将来像に向けた取り組みへの意識が
更に向上することを期待している。
併せて、地域と国との連携を尚一層強化し、地域の将
来像実現の一翼を担う漁港整備事業を円滑に進めていく
ことが重要である。

