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多面的機能の発揮に資する活動事例（海難救助活動） 

 

 

 

①活動の拠点となっている場所： 都道府県名  香川県    市町村名  さぬき市   

②活動組織（漁協名又は組織名）： 

香川県水難救済会 

 

 

      

 

 

 

③活動実施への主な参加者（漁業者、漁協関係者、住民、 

外部住民、児童、NPO等より記載）： 

漁業者、漁協関係者、海上保安部 

④活動の主な概要：高松保安部の職員１０人と、鴨庄漁協の

組合員でつくる県水難救済会鴨庄救難所のメンバーら約７

０人が参加。漁協内では救急救命士の実演などを通して心肺

蘇生法を学んだ。 

⑤今後の計画及び課題： 

①活動の拠点となっている場所： 都道府県名  北海道   市町村名  常呂町、佐呂間町、湧別町   

②活動組織（漁協名又は組織名）： 

常呂漁協、佐呂間漁協、湧別漁協 

 

 

       な    し 

 

 

 

③活動実施への主な参加者（漁業者、漁協関係者、住民、 

外部住民、児童、NPO等より記載）： 

漁業者、漁協関係者 

④活動の主な概要：サロマ湖入り口付近で遊漁船が転覆、釣

り客ら10名が海に投げ出され、5名が行方不明となり、3漁

協の漁業者が延べ 4日間で 42隻、257名が捜索活動を実施

した。 

⑤今後の計画及び課題： 
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多面的機能の発揮に資する活動事例（災害時の救援活動） 

 

 

 

①活動の拠点となっている場所： 都道府県名    全  国    市町村名           

②活動組織（漁協名又は組織名）： 

社団法人日本水難救済会 

 

 

  

 

③活動実施への主な参加者（漁業者、漁協関係者、住民、 

外部住民、児童、NPO等より記載）： 

漁業者、漁協、住民、外部住民 

④活動の主な概要：全国で漁業関係者やマリーナ関係者など

約5万6千人のボランティアが救助員として全国に702箇所

の救難所、533 箇所の救難支援所があり、海上保安庁などか

ら遭難情報を受け取り現場へ向かいます。 

⑤今後の計画及び課題： 

①活動の拠点となっている場所： 都道府県名   北海道   市町村名  せたな町（旧熊石町）        

②活動組織（漁協名又は組織名）： 

日本水難救済会熊石救難所 

 

 

救援物資を運ぶ漁船 

 

③活動実施への主な参加者（漁業者、漁協関係者、住民、 

外部住民、児童、NPO等より記載）： 

漁業者、漁協、海上保安庁 

④活動の主な概要： 

北海道南西沖地震発災時、7月14日から19日までの5日間、

救援物資の輸送、行方不明者捜索など、延べ36隻、139人が

救援活動を実施した。 

⑤今後の計画及び課題： 
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多面的機能の発揮に資する活動事例（環境保全活動：漁業者等による油除去) 

 

 

① 活動の拠点となっている場所： 都道府県名  京都府      市町村名  伊根町     

② 活動組織： 

漁業者、漁協関係者、海上保安部、地域住民、ボランティア

等 

 

③ 活動実施への主な参加者： 

漁業者、漁協関係者、海上保安部、地域住民、ボランティア

等 

④ 活動の主な概要： 

座礁した貨物船から流出した重油（916kl）の回収状況。 

従事した漁業者のべ16,000人、漁船のべ1,600隻に及ぶ。  

（柄杒、タモ等によるすくい取り、へら等による油の掻き取

り回収等） 

⑤ 今後の計画及び課題：  

 

① 活動の拠点となっている場所： 都道府県名  福井県等９府県     市町村名       

②活動組織： 

漁業者、漁協関係者、海上保安部、地域住民、ボランティア

等 

 

③活動実施への主な参加者： 

漁業者、漁協関係者、海上保安部、地域住民、ボランティア

等 

④活動の主な概要： 

破壊したタンカーから流出した重油（6,240kl）の回収状況。 

従事した漁業者のべ数万人、漁船のべ数千隻（詳細不明）に

及ぶ。（柄杒、タモ等によるすくい取り、へら等による油の掻

き取り回収等） 

⑤今後の計画及び課題：  
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多面的機能の発揮に資する活動事例（藻場の保全活動） 

 

 

 

 

①活動の拠点となっている場所： 都道府県名  岡山県      市町村名  備前市     

②活動組織：  

日生藻場造成推進協議会（日生町漁協） 

 

③活動実施への主な参加者： 

漁業者、漁協関係者、児童（日生中学校など） 

④活動の主な概要： 

主としてアマモの播種を実施。活動に伴い、日生地先海域

のアマモ場は、昭和６０年の１２haから、平成１９年には８

０haに、平成２２年度には２００ha以上にまで回復した。 

⑤今後の計画及び課題： 

活動の担い手の若返りなど。 

①活動の拠点となっている場所： 都道府県名  大分県      市町村名  佐伯市     

②活動組織： 

名護屋地区藻場保全組織（大分県漁協名護屋支店）  

 

③活動実施への主な参加者： 

漁業者、漁協関係者、児童（名護屋小学校） 

④活動の主な概要： 

海藻を食害するウニの除去、ウニ侵入防止柵の設置、母藻

の設置による藻場の再生活動を実施。母藻の設置を地元小学

校の児童とともに毎年実施。平成１９以降の活動で、磯焼け

海域に約３haのガラモ場を再生。 

⑤今後の計画及び課題： 

食害魚対策など。 
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多面的機能の発揮に資する活動事例（干潟の保全活動） 

 

 

 

 

① 活動の拠点となっている場所： 都道府県名  北海道      市町村名  浜中町     

②活動組織： 

火散布沼干潟を保全する会（散布漁協）  

 

③活動実施への主な参加者： 

漁業者、漁協関係者、地域住民 

④活動の主な概要： 

アサリ漁場の客土、ヒトデ・タマガイ等の害敵生物除去、ア

サリの死殻除去、アサリ漁場の耕耘を実施。これら活動に伴

いアサリ稚貝の発生量が増加。  

⑤今後の計画及び課題： アサリ分布密度のモニタリング、干

潟の適切な管理手法検討など。  

①活動の拠点となっている場所： 都道府県名  三重県      市町村名  桑名市     

②活動組織： 

赤須賀漁業協同組合青壭年研究会（赤須賀漁協） 

 

③活動実施への主な参加者： 

漁業者、漁協関係者、地域住民 

④活動の主な概要： 

干潟の機能発揮のための生物移植（ハマグリ）、稚貝の密度管

理、流域における植林などを実施。保全活動と資源管理によ

って、平成７年に１トン未満にまで落ち込んだハマグリの漁

獲量は１５０トン前後にまで回復。 

⑤今後の計画及び課題： 

密漁対策など。 
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多面的機能の発揮に資する活動事例（ヨシ帯の保全活動） 

 

 

 

  

①活動の拠点となっている場所： 都道府県名  茨城県      市町村名 行方市・鉾田市・鹿島市 

②活動組織：きたうら広域地区環境・生態系保全活動組織（き

たうら広域漁協） 

 

③活動実施への主な参加者： 

漁業者、漁協関係者、地域住民 

④活動の主な概要： 

ヨシの刈り取り・間引き、保護柵の設置、浮遊・堆積物の除

去を実施。 

⑤今後の計画及び課題：  

①活動の拠点となっている場所： 都道府県名  滋賀県      市町村名  近江八幡市    

②活動組織： 

びわこ環境保全活動組織（近江八幡漁協） 

 

③活動実施への主な参加者： 

漁業者、漁協関係者、地域住民 

④活動の主な概要： 

競合植物（主にホテイアオイ）の管理、浮遊・堆積物の除去

を実施。 

⑤今後の計画及び課題： 
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多面的機能の発揮に資する活動事例（サンゴの保全活動） 

 

 

 

 

①活動の拠点となっている場所： 都道府県名  高知県      市町村名  宿毛市・大月町   

②活動組織： 

宿毛湾環境保全連絡協議会（すくも湾漁協） 

 

③活動実施への主な参加者： 

漁業者、漁協関係者、地域住民、NPO 

④活動の主な概要： 

サンゴの種苗生産、サンゴの移植、食害生物（オニヒトデ）

の除去を実施。 

⑤今後の計画及び課題：  

駆除作業を行う潜水士の数が足りない。地域内外の方々のさ

らなる協力と理解が必要。 

①活動の拠点となっている場所： 都道府県名  沖縄県      市町村名  恩納村     

②活動組織： 

恩納村美ら海を育む会（恩納村漁協） 

 

③活動実施への主な参加者： 

漁業者、漁協関係者 

④活動の主な概要： 

サンゴの種苗生産、サンゴの移植、食害生物（オニヒトデ）

の除去等を実施。 

⑤今後の計画及び課題： 

オニヒトデ除去面積の拡大、サンゴ種苗生産の規模拡大等。 
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多面的機能の発揮に資する活動事例（流域の植林活動） 

 

 

 

① 活動の拠点となっている場所： 都道府県名  秋田県      市町村名  八峰町     

② 動組織： 

八森の海をきれいにする会（秋田県漁協北部総括支所） 

 

③ 活動実施への主な参加者： 

漁業者、漁協関係者、NPO 

 

④ 活動の主な概要： 

母藻の設置、海藻の種苗投入、浮遊・堆積物の除去、流域に

おける植林を実施。植林は、ブナやケヤキなどの広葉樹を林

業関係のNPOの協力のもとで植樹。 

⑤ 今後の計画及び課題： 

①活動の拠点となっている場所： 都道府県名  愛媛県     市町村名  西条市      

②活動組織： 

西条市藻場づくり環境保全協議会（壬生川漁協） 

 

③活動実施への主な参加者： 

漁業者、漁協関係者、地域住民、児童（周布小学校・橘小学

校など） 

④活動の主な概要： 

アマモの移植及び播種、流域における植林を実施。流域にお

ける植林では、クヌギやヤマザクラ、ヤマモモなどの広葉樹

の植樹や下草刈りなどを実施。 

⑤今後の計画及び課題： 
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多面的機能の発揮に資する活動事例（教育・交流・保養活動） 

 

 

 

①活動の拠点となっている場所： 都道府県名  高知県   市町村名   土佐清水市     

②活動組織（漁協名又は組織名）： 

窪津地域都市漁村交流推進協議会 

 

 

 ③活動実施への主な参加者（漁業者、漁協関係者、住民、 

外部住民、児童、NPO等より記載）： 

  漁業者、漁協関係者、住民、外部住民、児童、市町村 等 

④活動の主な概要： 

 平成6年より定置網と融合した体験型観光事業を開始し、

平成10年からは小学校修学旅行の民泊受入を実施。 

⑤今後の計画及び課題： 

 サイトやＤＶＤによる広報を進め、３年後に利用者及び販

売を２倍の規模とすることを目標として掲げている。 

①活動の拠点となっている場所： 都道府県名  静岡県    市町村名  西伊豆町     

②活動組織（漁協名又は組織名）： 

 西伊豆いきいき漁村活性化協議会 

     

 

 

 

 

③活動実施への主な参加者（漁業者、漁協関係者、住民、 

外部住民、児童、NPO等より記載）： 

漁業者、漁協関係者、住民、外部住民、児童、観光協会、市

町村 

④活動の主な概要： 

櫓漕ぎ体験やイカ捌き体験、鰹節工場見学や礒遊びなど、海

の資源を活用した体験プロフラムを実施。 

⑤今後の計画及び課題： 

地域への経済波及効果を高めるためには、事業規模を拡大す

るための受入体制の強化や人材育成が必要である。 
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多面的機能の発揮に資する活動事例(教育・交流・保養活動) 

 

 

①活動の拠点となっている場所： 都道府県名   岩手県   市町村名   田野畑村     

②活動組織： 

NPO法人体験村・たのはたネットワーク 

 

 

 

 

 

③活動実施への主な参加者 

漁業者、地域住民、行政など 

④活動の主な概要： 

漁師の小型漁船（サッパ船）により、本物漁師が景勝地北山

崎の断崖景観や海の魅力をガイドするツアー「サッパ船アド

ベンチャーズ」の提供 

⑤今後の計画及び課題： 

① 活動の拠点となっている場所： 都道府県名   福井県   市町村名   美浜町    

② 活動組織： 

若狭美浜はあとふる体験推進協議会（コーディネート：NPO

法人はあとふる美浜ネットワーク） 

 

③ 活動実施への主な参加者 

美浜町漁業協働組合、新庄淡水漁業生産組合、JA,農事組合法

人、森林組合、生協、町（行政）など 

④ 活動の主な概要： 

漁業体験（大敷網漁体験、地引網、食体験等）をはじめ、都

市住民と地域住民の「ほんもの体験交流」の場を提供 

⑤今後の計画及び課題（２～3行）： 
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多面的機能の発揮に資する活動事例(教育・交流・保養活動) 

 

多面的機能の発揮に資する活動事例（魚食普及活動） 

 

① 活動の拠点となっている場所： 都道府県名   長崎県   市町村名   松浦市     

② 活動組織（漁協名又は組織名）： 

一般社団法人 まつうら党交流公社 

 

 

 

 

 

 

 

 

③活動実施への主な参加者 

「松浦党の里ほんなもん体験」は 13 地区の受入組織（地区

振興会や協議会）で構成 

④活動の主な概要： 

漁業体験では、たこ漁、イカ釣り、定置網漁、あじ釣り、タ

コ漁など。漁業体験と民泊をセットにした「民ぱっく」も提

供 

⑤今後の計画及び課題 

①活動の拠点となっている場所： 都道府県名  大分県     市町村名  佐伯市      

②活動組織： 

名護屋地区藻場保全組織（大分県漁協名護屋支店） 

 

③活動実施への主な参加者： 

漁業者、漁協職員、漁協女性部、児童（名護屋小学校） 

④活動の主な概要： 

体験学習、魚食普及 

⑤今後の計画及び課題： 
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多面的機能の発揮に資する活動事例（魚食普及活動） 

 

 

①活動の拠点となっている場所： 都道府県名  鹿児島県    市町村名  薩摩川内市    

②活動組織： 

川内市漁協青壭年部（川内市漁協） 

 

③活動実施への主な参加者： 

漁業者、漁協職員、学生（鹿児島純心女子大） 

④活動の主な概要： 

体験学習、さばき方教室、魚食普及 

⑤今後の計画及び課題： 

 

①活動の拠点となっている場所： 都道府県名  福井県      市町村名  坂井市     

②活動組織： 

米ヶ脇里海を守る会（雄島漁協） 

 

③活動実施への主な参加者： 

漁業者、漁協職員、児童（県内の小学生と保護者） 

 

④活動の主な概要： 

体験学習、魚食普及 

 

⑤今後の計画及び課題： 

 


