第 回全国漁港漁場
大会（大阪大会）に参
加するため同僚議員４
名で 月 日７時 分
発新幹線に乗車。大
阪駅で東京都漁港漁場
協会の参加メンバーと
合流し昼食後泉佐野市
の佐野漁港及び関空マ
リーナを視察する。
泉佐野市は大阪市と
和歌山市のほぼ中間に
位置し、南部には金剛
生駒紀泉国定公園に指
定された和泉山脈が
ある。瀬戸内式気候に
属するため気候は温暖
で、年間の降雨量は比
較的少ない。
沖合には人工島の関
西国際空港があり、連
絡橋等の空港北端の施
設を含む区域が泉佐野
市域となっている。
古くから日根郡の中心
として商業・工業・農
業・漁業が盛んであ

る。関西国際空港の北
端を市域に含み我が国
の空の玄関口としての
立地を活かし目覚まし
い発展を遂げていま
す。また関西国際空港
の対岸であるため、訪
日外国人の宿泊需要が
多い。
佐野漁港の概要は第
２種漁港であり泉佐野
漁協と北中通漁協が利
用している。主な魚種
はイワシ、カレイ、ア
ナゴ、スズキ、タコ、
シタビラメ、ワタリガ
ニである。
泉佐野漁協は主に底
びき網漁業が中心で、
正組合員数 名、准組
合員数 名。登録漁船
数 隻である。
北中通漁協は地元地
区とコンビナート地区
に分かれており主に船
びき網漁業が中心で、
正組合員数 名、准組
73

37

合員数 名、登録漁船
数 隻である。漁港で
はセリがおこなわれ、
青空市場には の商店
と、２件のお食事処が
あり多くの人で賑わっ
ている。
平成３年から泉佐野
フィッシャーマンズ・
ワールド推進協議会を
設置し、関西国際空港
の整備に伴うりんくう
タウン整備事業や湾岸

線の交通体系の整備、
佐野漁港特別修築事業
などに関連して埋立整
備する土地を活用し
て、大阪ベイエリアの
新しい先導的空間とし
てのウォーターフロン
ト開発をすることで地
域の活性化と併せて漁
業の振興を図ろうとし
ている。
基本的な考え方とし
て海資源の活用、漁業
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との共生、観光誘致、
市民サービスを関連さ
せ漁業施設の活用、漁
業の観光化、賑わい施
設、憩いの場として青
空市場、海鮮焼市場、

見てのとおり壇上では来賓のあいさつ。大事な票田でもある。

３、漁場を取り巻く環
境の変化に対応した水
産資源の回復と漁場の
再生。
４、漁港施設の長寿命
化対策の推進と漁村の

10

海辺の結婚式場、マ
リーナ、コンビニエン
スストアが整備されて
いる。
翌日 月 日午前
時から泉佐野のエブノ

泉の森ホールにて第
回全国漁港漁場大会に
参加。大阪らしく開会
前、閉会前の待ち時間
には吉本新喜劇を楽し
むことが出来た。
この大会は公益社団
法人全国漁港漁場協会
の主催により泉佐野
市、大阪府、大阪府漁
業協同組合連合会、大
阪府漁港漁場協会の後
援、全国漁港海岸防災
協会の協賛で実施され
た。
主催者挨拶、来賓祝
辞、歓迎の言葉に続き
議長選出が行われ大阪
府漁港漁場協会会長で
ある泉佐野市長が選
出され、付議議案では

生産・流通機能の強
化。
２、多発し激甚化する
自然災害に備えた漁
港・漁村・海岸の強靭
化対策の推進。

69

「平成 年度漁港・漁
場・漁村・海岸整備予
算の確保に関する件」
として
１、水産業の競争力強
化と輸出促進に向けた
31

10

佐野漁港の午後。停泊中の漁船の間で釣りを楽しむ住人たち。

第 87 号  平成 31 年 3 月発行
り
よ
だ
会
議

10

26

活性化に向けた漁港の
有効活用。
以上４件の議案が提
案され満場一致で了承
された。
続いて神奈川県三浦
市の三崎漁港の高度衛
生管理と活性化につい
ての取り組み。和歌山
県串本町の防災対策と
まちづくりについての
取り組み。石川県志賀
町の「西海丸からにぎ
わいを～富来漁港、そ
して地域に～」の取り
組み。それぞれが事例
として発表された。
紙面の都合で詳しく
紹介できないが、和歌
山県串本町は私たち新
島村と同様にいつか必
ず起こるとされている
南海トラフ地震・津波
に対し、「串本町津波
防災地域づくり推進計
画」を策定しており避
難路や防災施設整備等

を着実に進めていて、
災害に強い地域づくり
を紹介されていた。
特に興味深かったと
ころは、すでに計画的
に公共施設等を安全な
高台に移転する計画が
作成され実施されてい
ること。災害への備え
が私たちの村よりも数
歩も進んでいることに
驚嘆した。
最後に次回開催予定
となっている広島県福
山市長のあいさつによ
り大会が閉会した。
今回、漁港漁場大会
や視察に参加し、私た
ちの村も今まで以上に
港を活用した地域づく
りを行っていくこと
と、津波対策をスピー
ド感と危機感を持って
進めなければいけない
ことを再認識させられ
た。

２０日

２１日
２２日

２３日
２７日
１２月 ４日

新島小学校運動会に参加
陸上自衛隊（朝霞）観閲式に招待され、出席（１４日まで）
東京都道路整備事業促進大会が都内砂防会館別館で開催され、出席
調布市・三鷹市・府中市を村長と表敬訪問
全国漁港・漁場大会が大阪で開催され、議員３名と参加（２６日まで）
お台場で開催された新島村くさや試食会に出席
都知事杯サーフィン大会に出席
新島小学校学習発表会に出席
第３１回ガラスアートフェスティバルに出席
東京都島嶼議長会臨時総会及び東京都町村議会議長会臨時総会が
「島嶼会館」で開催され、出席
第３７回離島振興市町村議会議長全国大会が都内「グランドアーク
半蔵門」会議室で開催され、出席
全国町村議会議長会がＮＨＫホールで開催され、出席
平成３０年度第３回新島村防災会議が住民センター１階会議室で開
催され、出席
平成３０年度新島村表彰式が住民センターで開催され、出席
平成３０年第 4 回議会運営委員会に出席
第４回定例会開催（５日まで）
１０月 6 日
１３日
２３日
２４日
２５日
２７日
１１月１０日
１１日
１７日
１９日
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