ＣＮＡＣ

シーナック

みなとの元気は
日本の元気

たててややまま盛盛大大にに開開催催

ます。ご協力いただいた館

いる会員が多いこともあり
した環境学習プログラム

いて、港周辺の環境を活用

全国各地の港湾事務所にお

回

おります」と述べた。

につながることを期待して

素晴らしい取り組みが今後

黒潮躍る太平洋と穏やかな

の海岸線に

東京湾の両面を兼ね備え、
理事長が「記念すべきＣＮ

また鬼頭平三みなと総研

して独自の発展を遂げてま
ＡＣ 周年の全国フォーラ

古 か ら 、『 海 辺 の ま ち 』 と
いりました。また館山港は
年に当時の運輸省

認定を受けて以来、観光と

定地域振興重要港湾として

（現 国土交通省）より特

に賛同し公益目的事業の一

につきましても、その趣旨

総研』は、ＣＮＡＣの活動

し上げます。私共『みなと

ム開催に心からお祝いを申

レクリエーションに特化し
環として、全面的に支援し

平成

た施策を進めています。平

あうイベントも多く開催し

タル観察会』など海とふれ

まちフェスタ』や『ウミホ

図 る と 共 に 、『 た て や ま 海

プンなど海辺の拠点整備を

『渚の駅たてやま』のオー

係の皆様に感謝を申し上げ

め館山市の皆様、そして関

ております。金丸市長はじ

みに繋げていきたいと思っ

組みを学び、今後の取り組

親しんでいる個性ある取り

ォーラムを通じ地域で海に

いると思います。本日のフ

成 年には『館山夕日桟橋』 ています。海離れが進んで
の供用開始、平成 年には

ています。是非ＣＮＡＣの

ワールドの役割として、イ

房総から発信する鴨川シー

国際海洋生物研究所所長が

ワールド総支配人兼館長兼

続いて荒井一利鴨川シー

ます」とあいさつをした。

法人たてやま・海辺の鑑定

終わりに竹内聖一ＮＰＯ

めていくつもり」
と述べた。

進にもつながり、両軸で進

イルを楽しむことで移住促

「海を生かしたライフスタ

ー・デイズ代表取締役が、

いいものを提供することで

のもの、好きと実感できる

これらを受けて「本物、真

佐藤コーディネーターが

長のような熱い気持ちが聞

はキーワードです。石井課

のだと思います。官民連携

信用を得て、広がっていく

ます。近い将来、これがで

進法』を作る議論をしてい

会議員と『自然体験活動推

けてよかったです。私は国

閉会のあいさつをした。

集大成できて幸せです」と

ます。節目の年にこの地で

と近いです。美しい海と豊

から車で一時間二十分ほど

から得た経験に基づく具体

て示しながら、各自の活動

者がキーワードを紙に書い

って出す質問に、事例報告

ご活用頂けたらと思いま

です。以前の日本にあった

『くらし』であり『文化』

れはまさに今日のテーマの

ものを目指しています。そ

験に終わらず継続性のある

たちの活動は、一過性の体

す」と述べ、三好代表は
「私

くから活発でした」と乾杯

ました。館山はＮＰＯも早

ビジョンの委員長をしてい

山市の助役の時に私も長期

見えている福田功さんが館

（ＣＮＡＣ顧問）が「今日

部海洋建築工学科特任教授

その後、フォーラムで発

の音頭を取った。

表のあったクジラ料理など

保清司ＣＮＡＣ副代表理事

も振舞われ歓談があり、神

（大房岬自然の家所長）が

ＡＣも支援していきます」
ディスカッションの後、

キラキラ輝く紺青の海に感

に触れたのがここ館山で、

うございました。初めて海

に終了した。

す」と中締めをして盛会裏

繋げていけたらと思いま

た。いろんな人たちを横に

ーディネーターをしまし

「今日の事例報告の人材コ

動しました。ＣＮＡＣは交

／ ＣＮＡＣが海辺の文化とくらし

$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%

流と連携を目標としていき

が「皆様、本日はありがと

小池潔ＣＮＡＣ副代表理事

と締めくくった。

っている地域の団体をＣＮ

社会性を復活したい。頑張

近藤健雄日本大学理工学

会を行った。

引き続き場所を変え交流

ルカやアザラシの保護やウ
団理事長が、館山の豊かな

かな自然を守りながら地域

きて地域の自然体験活動に

ミガメの保全活動を例に挙
た海辺の体験活動を紹介

自然と、沖ノ島を中心とし

引き続き、房総を舞台と
し、地域自然保全の取り組

げて基調講演をした。
した４つの活動事例報告を
みはいろいろな人と連携し
と地域振興が両立するよう

１番目に櫟原八千代 株南
美舎代表取締役が、代表を
な取り組みをしていきたい

なくてはならず、海の魅力

行った。

務める「くじら食文化おか
と述べた。
休憩をはさみ、自然体験

みさんの会」の活動状況な
どを発表して、くじらを通
活動推進協議会（ＣＯＮＥ）
ＮＡＣ顧問がコーディネー

代表理事である佐藤初雄Ｃ

じ地域を元気にしていきた
い、と述べた。
２番目に石井博臣館山市
ターを務め、ディスカッシ
佐藤コーディネーターが

プロモーションみなと課課
の駅たてやま」を活用した
「海辺の文化とくらしのこ

ョンを行った。

地域の活性化の取り組みに
れから 年」のテーマに沿

長 が 、「 館 山 夕 日 桟 橋 ・ 渚

つ い て 話 し 、「 館 山 は 東 京

の活性化をしていきたいと

した。

れに三好代表がコメントを

的な意見を次々と出し、そ

３番目に八代健正ＮＰＯ

思います」と述べた。
法人おせっ会理事長兼 株シ

CNAC第１０回全国フォーラム会場の模様（ディスカッション）

し、参加者は海辺の体験活

多種多様の生き物をガイド

内氏がその環境に育まれる
三好利和ＣＮＡＣ代表理

動を楽しんだ。

ーなども紹介した。

館を見学。宮坂新館山市立

を訪れ、館山市立博物館分

橋は千葉県が整備を行い、

施設管理係係長が「この桟

済観光部商工観光課みなと

の説明を田邊健一館山市経

続いて『館山夕日桟橋』
で文化とくらしを体験して

博物館学芸員が「館山と房

その後『渚の駅たてやま』
いただきます」とあいさつ

総全体の中でもここは特に

で、身近なところから毎回

海と森のつながったところ

これらの貴重な地域資料を

は千葉県の指定文化財で、

ルーズ船の就航などのプラ

興ビジョン』を作成し、ク

す 目 的 で 、『 館 山 港 港 湾 振

す。また『万祝
（まいわい）
』 る海を活用し来訪者を増や

沖ノ島では竹内聖一ＮＰ

いろんなものを発見できる

いかして、展覧会なども行

ン実現のためにできたのが

館山市では利用調整を行っ

場所です」と述べ、漂着物

っています」と述べ、館内

この桟橋と渚の駅たてやま

ています。最大の魅力であ

や黒潮の影響で種類の多い

の展示を案内しながら解説

です。道路から先端まで５

国の指定文化財の、漁業に

サンゴやタカラガイの説明

した。さらに『渚の駅たて

Ｏ法人たてやま・海辺の鑑

をした。

００ あり、にっぽん丸や

行うのか」ということが

森に入ると急に静まり、竹

るとき強かった風が、島の

○委員有識者、船社、港運

研究所教授

かなクン」の新設ギャラリ

た「館山おさかな大使・さ

整備局

北陸信越運輸局、北陸地方

協定団体、海上保安本部、

大型客船も着岸していま

ぱしふぃっくびいなすなど

沖ノ島にいたる砂浜を渡

やま』の名誉館長に就任し

定団理事長が、「沖ノ島は、 特 化 し た 展 示 を し て い ま

をした。

ました。今日は実際に海辺

活動内容を紹介してもらい

事が「昨日のフォーラムで

造船所の紹介もあった。

体験エコツアーを館山市で開催
２月７日にＮＰＯ法人海
に学ぶ体験活動協議会（Ｃ
ＮＡＣ）は、海辺の文化体
験エコツアーを千葉県・館
山市で開催した。前日６日
のＣＮＡＣ第 回全国フォ
ーラムの発表を受けて行な
当日は９時半に集合し、

ったものである。
バスで沖ノ島に移動した。
途中「館山は今朝のように
冬晴れの富士山と往来する
船が一緒に見える景色も素
晴らしく、黒潮の影響でサ
ンゴなど多様性ある水中生
物もいる環境です」と神保
清司ＣＮＡＣ副代表理事
（大房岬自然の家所長）が
説明をして、
館山港、
海辺の
イベントが行われる館山市
内各所、海洋大学実習船や

問われる。

事業者 港湾管理者、災害

最後に渚の駅たてやま内

す」と説明した。

で参加者から「沖ノ島では

定期的な海岸清掃を行って

いますか」などの質問や、

それに関連し「プラスチッ

クごみなども含め、なぜこ

んなものが漂着するかとい

うことがあります」と渥美

半島で清掃活動を行ってい

る経験からの発言など様々

な意見が出た。また「沖ノ

島の体験、漁業の歴史も学

べてよかったと思います」

などの感想もあり、活発な

意見交換が行われた。

竹内氏が「沖ノ島では主

に夏の来島者のルールとマ

エコツアーの模様【沖ノ島で竹内氏の説明を聞く参加者】

港湾区域内の水域等の有効

２港湾の機能を維持しつつ

の無利子貸付制度の対象

施設の建設等に係る資金

民間事業者による港湾

３公募による占用許可手続

の創設
長期にわたり使用される
施設等の設置について、港

災状況の想定シナリオを提
示し、復旧資機材の支援、
緊急物資輸送、一般貨物の
代替輸送を各港湾が連携し
て行うための行動につい
て、
関係者間の連絡調整、
行
動内容、情報、必要な資源
等について議論を行った。
◎当日の主な意見
（復旧資機材支援）
・被災港への出動を２船団
くらいと想定した場合、
冬季においても調達が可
能ではないか。
・連絡体制は地整との協定
により、会員会社まで連
絡が行くようになってい
る。
（緊急物資輸送）
・被災港へ臨時に寄港する

・被災港からの代替貨物が

増えれば、まずヤードが
パンクすることになり、
貨物流出も考えられる。
・荷主が決定すれば代替港
への変更は困難ではな
い。
終わりに小野座長が以下
のように総括して終了し
た。
・緊急物資輸送でフェリー
等を活用する場合は、港
の安全をクリアする必要
がある。
・一般貨物を代替輸送する
上で、関係者間で協力す
る体制が必要と思われ
る。
・マネジメント計画とし
て、訓練が必要かもしれ
ない。
・連絡体制として、センタ

◎座長 小野京都大学防災

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

国総研が台風

人港湾空港技術研究所（港

総研）と、国立研究開発法

土技術政策総合研究所（国

いて、 月 日 火～ 日 水

港及びその周辺の被害につ

した高潮・高波による根室

過した台風 号により発生

にかけて北海道東方沖を通

被害状況を把握した。高

今回の高潮の特性および

範囲、浸水深等を調査し、

れた地区において、浸水

潮による浸水痕跡が得ら

辺および港湾区域外で高

／８

号により根室港付近発生の

高潮・高波に関する被災調査報告発表

空 研 ）、 北 海 道 開 発 局 （ 北

に共同で現地調査を行っ

月８日に国土交通省国

開 局 ）、 国 立 研 究 開 発 法 人

潮の原因となった台風
は、以下の共同現地調査報

中で、今後得られる新たな

する解析等を並行して実施

同日 時まで中心気圧は

低気圧に変化した後も、

号は 月８日３時に温帯

寒地土木研究所（寒地土研） た 。（ 注 ・ 今 回 の 被 災 に 対
告結果を国総研ＨＰに発表

知見にもとづき記載内容の
平成 年 月８日～９日

追加や修正を行うことがあ

した。

る）
◎調査概要

低下し続け、最大風速お

よび観測潮位も同日の

時から 時にかけて最高

浸水深はＴ Ｐ ＋１

であり、海側から市

街地への浸水は確認され

なかった。

当該地区では、昨年の被

災を受けて高潮時に暫定的

ナーが問題になっていて、

能ができたらいいですね」

魅力を連携して集約した形

的には館山・房総の地域の

す」と述べ、さらに「将来

れたらいいと思っていま

人々が楽しめる仕組みが作

境を配慮する意識を持った

コツアーとなった。

の課題も考える実り多いエ

動、個々の地域での活動へ

今後のＣＮＡＣや環境活

文化を実際に見学、体験し、

総地域の特徴のある海辺の

の豊かな自然に包まれ、房

いての参加者も多く、館山

前日のフォーラムから続

と提示した。

の情報発信と受け入れので

の効果による高潮による浸

・淺井正国総研沿岸海洋・

◎調査団員

リング結果より示された。

水深の低減の可能性がヒア

報研究チーム研究官、酒

報・津波研究領域海象情

官、田村仁港空研海洋情

象情報研究チーム研究

洋情報・津波研究領域海

研究官、藤木峻港空研海

岸海洋・防災研究部主任

防災研究部沿岸防災研究

井和彦寒地土研寒地水圏

室長、内藤了二国総研沿

(
(
(

な対策を実施しており、そ

研究グループ寒冷沿岸チ

ーム研究員、鈴木一行北

開局釧路開発建設部根室

港湾事務所長（ ／ の

み ）、 菅 原 健 一 北 開 局 釧

路開発建設部根室港湾事

務所第１工務課長、山本

剛北開局釧路開発建設部

根室港湾事務所第１工務

課事業専門官

【訂正】弊紙２月２日号

段目に校正ミスがありま

管理者等主幹課長会議」の

１面トップ記事「重要港湾

浸水被害現地調査の模様【根室市街地弥生町】

湾の管理等を適正かつ確

実に行うことができる法
人その他の団体を港湾協
力団体として指定する制

湾区域内の水域等における

協力支援について、３つ目

場合は、着岸の安全確認

ー機能（指令塔的役割）

値を記録した。調査地点

のうち、平成 年 月の

・調査地 根室港
（海岸町、

弥生町、本町周辺）及び

高潮時に市街地が浸水し

た弥生町周辺では（写

真 ）、 今 回 の 高 潮 に よ る

"

館山市立博物館分館見学の模様（渚の駅たてやま）

きる地域プラットホーム機

る方法を考えています。環

行政と民間でそこを解決す

田邊館山市みなと施設管理係長 宮坂館山市立博物館学芸員

回回全全国国フフォォーーララムム

山市に感謝します。館山と
『海辺の自然学校』を行い

活用を図るための「港湾法
施設に、旅客施設等を追

度を創設

体制』では、現在構築され

の『一般貨物の代替輸送体

が重要である。

を持たせるよう検討した

西浜地区、穂香地区（北
海道根室市）

・調査結果概要 根室港周

２１

第第

～継続は力～

房総の素晴らしさを発信す
港や海洋に対して理解を深

ッグを組み、こうした取り

の一部を改正する法律案」
加

ができる者を公募により決

占用の許可を申請すること
を提供するための施設を

定する制度を創設。

２港湾の利用に関する情報

新たに港湾施設に追加

応を図る広域事業継続計画

北陸地方整備局港湾空港部
ている支援体制で良いかど

制』では、代替港として貨

・ＲＯＲＯ船は定期運航し

方がよい。
・個別港湾ＢＣＰでできな
い部分について、行動計
画として具体的に「誰が

２３

が、閣議決定された事を発

２官民連携の促進のための

体制構築
１港湾管理者と協力して港

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

／第 ２ 回 北 陸 地 域 港 湾 の

の策定に向けた検討を行う

長が「本日の検討会では、

うか、２つ目の『緊急物資

物が増加した場合への対応

ているが、協力できる範
囲で協力する。
代替輸送）

（一般貨物（コンテナ）の

１２

表した。
背景

近年、我が国港湾への外
航クルーズ船の寄港回数の
増加や大型化により、クル
ーズ船による訪日外国人旅
行者数が急増している。訪

る事業継続計画を実効性の

もの。

検討の前提条件となる『災

輸送体制』では、フェリー

や、他港との協力支援につ
いて、ご意見をいただきた
いと思います」と開会のあ
いさつをした。

"

２３

"

日外国人旅行者によるイン

高い計画にするため、広域

事業継続計画検討会開催
北陸地方整備局は１月

的な課題を検討し、北陸地

害の規模や状況シナリオ』

及びＲＯＲＯ船が通常寄航

冒頭吉永宙司国土交通省
り被災した場合に、地域内

を整理いたしました。また

していない緊急物資輸送岸

域の港湾が大規模災害によ
の港湾が相互に連携した対

基本的な考え方についても

壁へ着岸・荷役作業を行う

１４

バウンド観光の経済効果を
取り込み、地方創生に資す
るためには、クルーズ港促

日平成 年度第２回「北陸
地域港湾の事業継続計画検
討会」を開催した。
本検討会は、北陸地域の
重要港湾以上で策定してい

整理しております。ご議論

場合の対応や、関係者間の

２３

１２

進のための環境整備が急務
となっている。
また、我が国のエネルギ
ー事情等に鑑み、港湾にお
ける洋上風力発電施設の設

いただく内容ですが、１つ

１０

１５

１３

置需要が高まっている中、
港湾区域内の水域等を有効

目の『復旧資機材等の支援

１２

に活用することが求められ
ている。
法律案の概要
子貸付対象施設への追加

１クルーズ旅客施設の無利

淺井沿岸防災研究室長

１０

!

１０

!

す。
お詫びして訂正します。

官のご氏名は治の間違いで

～、堀田修計画課事業企画

携推進室長兼～は官民の

した。西村拓計画課完飲連

１０

１２

『館山夕日桟橋』
（手前）から望む『渚の駅たてやま』

海に学ぶ体験活動協議会

たてやま」のテーマで、第

）は、２月６日 土午後１時半から、
Council for Nature Activity along the Coast

真の体験活動の重要性を引き続き発信
ＮＰＯ法人海に学ぶ体験活動協議会（ＣＮＡＣ
千葉県・館山市のたてやま夕日海岸ホテル１Ｆマーガレットで、
「房総に根づく海辺の文化とくらし

るお手伝いとともに、さら
めて頂こうとしています。

組みを継続し、港湾・海洋

す。 ・３

全国フォーラムを盛大に開催し、環境教育の活動事例報告やディスカッションを通じ、今までの 年を踏まえ、さらにこれからの 年

に活動の仲間をつなげてい
今後も地域に根づいた活動

に向けた討論を行った。
後援は国土交通省港湾
局、国土交通省関東地方整
備 局 、 館 山 市 、（ 一 財 ） み
なと総合研究財団。協力は

けたらと思います」と開会
次に、来賓を代表して
に対する関心を高め、豊か

を展開されている皆様とタ

佐々木宏国土交通省港湾局

のあいさつをした。

海洋・環境課長が「皆様の

続いて金丸謙一館山市長

な海を次世代へ継承してい

に、献身的な活動を継続さ
が「皆様、館山にようこそ

日頃からの活動を通し、港

れていることに敬意を表し
おいで下さいました。ＣＮ

きたいと考えております」

ます。国民の皆様の海の環
ＡＣの記念すべき第 回目

湾・海岸行政に格別のご協

境に対する関心を高めるた
の全国フォーラムを、この

とあいさつした。

めの体験や触れ合う機会を
地で開催していただき、大

力に感謝申し上げるととも

増やしていくことが重要で
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す。国土交通省港湾局でも、 変ありがたく誇りに思いま

２

三好CNAC代表理事

竹内たてやま・海辺の鑑定団理事長

"

１０

ＮＰＯ法人たてやま・海辺
の鑑定団南房総市大房岬自
然の家。司会進行は浅野善
広ＣＮＡＣ事務局が行っ
初めに主催者を代表して
三好利和ＣＮＡＣ代表理事
が「海から学ぶことは青少
年、すべての世代にも必要
となってきています。体験
活動の普及のためにもネッ
トワークづくりや安全な活
動のための資料つくりなど
もＣＮＡＣはしてきまし
た。節目の 回目に館山を
選びましたのは、指導者養
成講座が行われ、活躍して

国土交通省港湾局は、２
月５日、外航クルーズ船に
よる訪日外国人旅行者数の

２６

法律案」を閣議決定 ２月５日

急増に対応するとともに、

１０

「第２回北陸地域港湾の事業継続計画検討会」の模様

た。
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荒井鴨川シーワールド総支配人 小池CNAC副代表理事
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鬼頭みなと総研理事長

近藤CNAC顧問
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