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なぎさシリーズ No.12 

～ハマグリ復活に取り組む赤須賀の漁師さん～ 

先祖からの財産を次の世代へ 

新美貴資 
 

伊勢湾のもっとも奥にある漁師町 
 

 今回訪れたのは、伊勢湾のもっとも奥に

位置する三重県桑名市の漁師町・赤須賀。

木曽、長良、揖斐川の３つの大きな川の河

口域では、シジミやアサリ、ハマグリ、シ

ラウオをとる漁が盛んだ。環境保全や資源

管理への取り組みに力を入れている赤須賀

漁協では、毎年 11 月に地元の小学生を招

いてハマグリの稚貝放流を行っている。こ

の活動の中核を担っているのが 24 人の漁

業者で構成する「赤須賀漁業協同組合青壮

年研究会（以後、青壮年研究会）」である。 

 

漁業者の環境を守る取り組みを当日の放流

行事の模様とあわせて紹介したい。 

 この日は青空が広がるも、桑名駅に到着

すると、ものすごい強風が吹きあれるあい

にくの天候。はたして稚貝の放流は予定通

り行われるのだろうか。若干の不安を胸に

しつつ、赤須賀の漁港へと向かった。 
 

貝の成育に欠かせない人工干潟 
 

 江戸の時代よりハマグリの産地として有

名な桑名。名物の「焼きハマグリ」は全国

でも知られている。城下町の雰囲気が残る
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「なぎさシリーズ」 

今回の旅は、三重県桑名市。この地に、

江戸の頃から漁師町と呼ばれる「赤須賀

（あかすか）」がある。この漁師町で、先

祖がまもってきた財産を引き継ぎ、そし

て次の世代に残そうとガンバル漁師さん

を、ライターの新美さんが訪ねました。 

～  藻場・干潟・サンゴ礁・ヨシ帯・浅場… 「なぎさ」は人と海との共生の場  ～ 
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市内を移動していると、ハマグリを煮炊き

した「しぐれ煮」を売る店がいくつもなら

んでいる。 

 戦国の時代から漁師町としての歴史をも

つ赤須賀では、昔から多くの魚貝類がとれ、

さまざまな漁が営まれてきた。木曽三川の

栄養分たっぷりな淡水が伊勢湾の海水とま

ざりあう河口域で、現在も 100 人ほどの漁

師が操業する。漁は一人、もしくは夫婦で

行う「貝桁」とよばれる小型の底びきが中

心で、シジミやアサリ、ハマグリの二枚貝

を主にとっている。 

 木曽三川の河口域の先には、造成された

２つの人工干潟が広がっている。この干潟

が、漁獲対象となる貝の生育に欠かせない

大切な場となっており、研究会のメンバー

がさまざまな保全活動に力を入れている。 
 

新たな生命を放つ 
 

 昼過ぎに漁港に着くと、子どもたちの元

気な声が聞こえてくる。大漁旗をかかげた

５隻の漁船が待機し、多くの漁師が放流の

準備で忙しい。港に集まったのは地元の小

学校５年生とその父兄、教員ら。地元の子

供たちを招いてのハマグリの稚貝放流は、

青壮年研究会のメンバーが中心となって平

成９年から行われている。 

 朝からの強風が止まないため、子供たち

は安全なところまでの体験乗船とし、放流

は漁業者、県や市の職員らの手によって行

われることになる。放流の場面を見せても

らえるということで、急いで救命胴衣を着

用し、漁船へと乗り込む。多くの漁師さん

や父兄のみなさんが見守るなか、稚貝を乗

せた船は人工干潟近くの放流地点へと出発

した。 

 揖斐川の下流から海へと近づくにつれて、

風はさらに強まり、波はますます高くなる。

漁船は上下に激しくゆれ、そのたびに冷た

いしぶきを浴びる。港をでてから 20 分ほ

どで河口域に広がる人工干潟の地先、水深

約２メートルの地点に到着。年に一度の待

ちにまった放流が始まった。 

 漁師さんらによって、水槽からたくさん

の小さな生命が一斉に放たれていく。大き

なゆれのなか、なんとか顔を海面へと近づ

資料：はまぐりプラザ資料館
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け、新たな生育の場へ消えていく稚貝たち

を見送った。 

 こうしてハマグリの放流はあっという間

に終わった。まかれた稚貝は地元でとれた

親貝を使い、漁協独自の種苗生産によって

育てられた大切な生命である。 

 多くの人たちの想いを受けてまかれた

170 万個の稚貝。漁場に定着して母貝へと

育ち、自然のなかでの産卵が期待される。

５ミリのハマグリが３センチの漁獲サイズ

にまで育つのは３年後だという。 
 

種苗を絶やさない 
 

 放流されたハマグリの稚貝は、漁協の種

苗生産施設で産卵から半年かけて育てられ

たもの。全国でも他にないという漁協が運

営する施設は、平成元年に竣工し、２年か

ら本格的な生産が始まった。現在、親貝の

産卵から放流までの間、稚貝の飼育を一人

で行っているのが諸戸敦さん。種苗の生産

を担当して 10 数年になる。働き始めた当

時を振り返り、「マニュアルもなかった。

貝の様子をみて自分で考える。大変でした

よ」と笑顔で答える。 

 卵から産まれた 0.065 ミリの微細な幼生

を放流サイズの５ミリ前後にまで育てる。

小さな稚貝は環境の変化にとても敏感で

「水温が２度下がると弱ってしまう」ほど。

水温の調整や餌の選択、生育に適した塩分

での取水など、つねに様子を見守りながら

刻々と変わる状況のなかで判断をくだして

いく。気を抜くことができない大変な作業

の連続である。 

「漁協が種苗を絶やしてはいけない」。諸

戸さんの確かな言葉から、この仕事にかけ

る強い意気込みが伝わってきた。 
 

ハマグリ復活にかける 
 

 昭和 40 年代には 2,000 トンから 3,000

トンの漁獲があったハマグリだが、干拓に

よる埋め立てや地盤沈下によって干潟のほ

とんどが失われると、その後は激減。海の

汚染の影響などもあって、50 年代以降は

数十トンにまで落ち込む。そして、平成７

年からは１トンを切るまでに減ってしまい、

絶滅の危機に直面する。 
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 そんななかで、30 年以上も前から桑名

のハマグリを復活させようと活動し続けて

きたのが組合長の秋田清音さんである。 

「干潟が失われ、ハマグリの親がいなくな

り、新たな生命が育まれなくなった。引き

継がれてきた赤須賀の財産をここで失った

ら、あの世に行って、ご先祖さんに顔向け

できん」。こうした想いからハマグリを復

活させる挑戦がはじまった。 

 ハマグリが激減した昭和 51 年、それま

であった赤須賀漁業振興クラブを再結成し

て現在の青壮年研究会を組織。「なんとか

地元のハマグリをつかって稚貝を人工的に

つくり、その種が次の世代のハマグリを育

む助けにならないか」。秋田さんをはじめ

とする研究会のメンバーが、各地の研究者

をたずね歩き、漁の合間をぬって昼夜ハマ

グリと向きあったすえ、種苗の人工生産を

実現させる。 

「フラスコ５つとビーカーぐらいから始め

て。施設の建設にたどりつくまで 15 年か

かった」と、苦労の連続だった当時を振り

返る。 

 また、もう一つの念願であったハマグリ

の生息場である干潟が、平成５、６年に長

良川河口堰の建設によってでた浚渫土砂を

利用して、２カ所造成される。 

 この人工干潟に自分たちで生産した稚貝

をまいてみたところ、定着することが調査

でわかり、種苗生産・放流事業への期待が

さらに高まる。 

 その一方で、操業日数や１日の漁獲量に

厳しい制限をもうけ、どの地点でどれだけ

とれたかを記録する操業日誌も青壮年研究

会で作成。漁業者の意識改革をかねた資源

管理の徹底が図られた。こうした地道な努

力の継続が実をむすび、漁獲量は 150 トン

近くまで回復した。 

 さらに、干潟だけでなく、豊富な栄養分

をもたらす山に目を向けて植樹活動を平成

10 年から開始。そして、赤須賀の漁業や

そこで水揚げされる魚介類のこと、また、

それらを育む干潟の存在や大切さについて、

流域にすむ一般の人たちや次世代をになう

子どもたちに知ってもらおうと、今回の放

流活動のほかにも、干潟の観察会を企画し
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たり、社会科見学を受け入れたり、地元の

学校給食に食材を提供したりしている。ま

た、木曽三川の上流に位置する岐阜県東白

川村小学校と地元小学校との間で行われて

いる干潟と山を結ぶ体験交流に協力するな

ど、さまざまな活動を展開している。 

 秋田さんの胸にあるのは、「先祖からも

らった財産を次の世代に受け継いでいく」

というゆるがない信念だ。賛同する市民ら

も加わった活動の輪は、ハマグリの復活だ

けにとどまらず、さらに大きく広がってい

る。 
 

熱々のシジミ、ハマグリを味わう 
 

 放流を終えて漁港へもどると、漁師さん

や奥さんたちが、焼きハマグリ、シジミ汁

をふるまってくれた。夢中になって貝をほ

おばる子どもたち。大きなハマグリに男の

子が「でっかい」と声をあげ、たいらげた

殻を皿にかさねていく。 

「こういうイベントがあるとすごくいいで

す。おいしい」と、子どもたちと一緒にな

っておいしそうに口にするお母さん。 

 小学校の校長も「子どもたちが自然を体

験する機会は減っており、こうしたイベン

トはありがたい。大きくなったら地元の漁

業を守って盛り上げてほしい」と期待をこ

めて話す。 

 熱々のシジミ汁をもらい一口すする。冷

え切った体に貝のうまみがしみわたり、思

わず「うまい」と声がでる。その勢いで焼

きハマグリにも手をのばす。やわらかな身

が口の中でつるんとすべり、上品な味わい

がいっぱいに広がった。 

 シジミを育む木曽三川の河口を船でくだ

り、広大な伊勢湾へとつながる干潟にハマ

グリの稚貝をまく。さらに、その恵みを味

わうという体験を通して、木曽三川と伊勢



6 

 

～ 著者プロフィール ～ 

新美貴資（にいみたかし）氏 

フリーライター 

水産ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄの会会員 
 

伊勢・三河湾を中心に漁業・

漁村の現状と活性化に向けた 

取り組みの取材を展開。また、東海エリアにおける

地産地消の取り組みの情報発信などを手がける。 

湾がもたらす恩恵をより身近なものとして

感じることができた。 
 

飯食う以上の魚はとるな 
 

 若い漁師さんがとても多い赤須賀。20、

30 代の後継者が増え、浜はさらに活気づ

いている。取材では青壮年研究会の方々に

もお話をうかがった。会長の松崎勇さん

（30 歳）、副会長の長谷川裕志さん（34

歳）、田木優さん（22 歳）。みなさん実家

が漁を営んでいたということで、子どもの

頃から手伝っていた経験があり、漁師を職

業として選ぶことに違和感はなかったそう。

始めたばかりの頃は、体力的につらかった

り、漁具がうまく扱えなかったり、いろん

な苦労があったと言うが、その表情は屈託

がなくてとても明るい。これからの浜を背

負う若者たちを横で見守る秋田さん。その

表情はやさしさで満ちあふれていた。 

「飯食う以上の魚や貝はとるなよ。そやっ

たら孫やひ孫の代まで漁師は食っていけ

る」。秋田さんが先人から言われたという

言葉が頭から離れない。資源管理や環境保

全の思想は、この一言に凝縮されていると

思う。 

 高度経済成長の荒波をかぶり続けながら

も、恵みをもたらしてきた漁場の保全・再

生をなによりも大切にし、懸命に生き抜い

てきた赤須賀の漁師さんたち。多くの先人

たちの想いが、いまもこの漁師町にはしっ

かりと息づいており、その知恵は次の世代

へと受け継がれている。 
 

未来の赤須賀に向かって 
 

 現在行われている稚貝放流といった漁場

の保全・再生活動は、昨年度から国と地方

によって始まった環境・生態系保全対策事

業の支援を受けて実施されている。 

「私らがやっているこうした干潟の再生、

山と川、海、そして人とのつながりを推し

進める活動に、ようやく国と地方が一体と

なって目をむけてくれるようになった」と

笑顔をみせる秋田さん。その視線は、つね

に赤須賀のこれから、未来へと向けられて

いる。 
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～ 編集後記 ～ 
 
桑名市といえば、古くは東海道 53 次の 42 番目の宿場町として栄えたまち。また、九州熊本生
まれの私でも知っている「焼きはまぐり」･･「その手は桑名の焼きはまぐり」である。 
今回お邪魔した赤須賀は、昔から桑名のハマグリを獲る漁師さんたちが暮らすまち。戦国末にま
ちが起こり、江戸時代の頃にハマグリ漁が盛んになったそうだ。つまり、400 年以上もの間、こ
の地でハマグリが獲り続けられている。限られた大きさの干潟で脈々と資源がこれまでつながっ
ているとは、自然って本当に偉大だ。ただ、限りある干潟の資源を大切にまもり、時には環境を
手当しながら、干潟とともに暮らしてきた漁師さんたちの存在も大きいのではないだろうか。 
赤須賀では、高度成長期における地下水利用による地盤沈下や干拓事業で一端ハマグリ資源は壊
滅状態になる。しかし、今回、美味しく頂いたハマグリは、まさしく赤須賀の･･桑名のハマグ
リ。先祖から受け継いだ財産をまもろうという意志から始まった漁師さんたちの再生活動の賜
物。もちろん漁師さんたちの力だけでなく、さまざまな協力者があってのものだが、その人たち
を引っ張ったのも漁師さんたちなのである。もし、この地に干潟とともに暮らす漁師がいなかっ
たら、「桑名の焼きはまぐり」は大げさかもしれないが、消え去っていたのではないか。 
赤須賀の秋田組合長の先代の教えの一つに「生きとるモンは、ゴカイや虫けらでも大事。魚のえ 
さになるし･･･水の中に住んでるものには、なに一つおろそかなモ
ンはない」がある。赤須賀の漁師は先祖代々、自分たちの獲る資
源だけでなく、もっと広い視点･･干潟にかかわる山・川・海の環
境や生き物を常に意識しながら、漁業を営んできたのだろう。こ
れは、漁師が食を支えるだけでなく、水を通じた環境や生態系を
支えている証しではないか。 
今春、ヒトと干潟が交流する新たな拠点「はまぐりプラザ」が誕
生した。次の世代に財産を引き継ぐ新たな挑戦が始まった。（吉） 

「藻場・干潟・浅場・サンゴ礁・ヨシ帯の保全活動」事例発表会の開催 

“なぎさの守人”シンポジウム 2011 

 

 

 

“なぎさ”（藻場・干潟・浅場・サンゴ礁・ヨシ帯など）

の保全に取り組み、その働きを復活させようとがんばる漁

師・市民・行政･･･そんな“なぎさの守人”たちの活動を

紹介するシンポジウムを開催します。 
 

■ブロック大会：保全活動にたずさわる活動組織を全国４ブロックで紹介！  

 

 

 

 

  

■中央大会：４つのブロック大会で紹介された代表的な保全活動の事例を紹介！ 

詳しくは：JF 全漁連漁政部 環境生態系保全グループ 
                     Tel：03(3294)9617  

01/20 
青森会場 

 
青森県水産ﾋﾞﾙ 

01/27 
広島会場 

 
広島 YMCA ﾎｰﾙ 

0２/0２
静岡会場

 
クーポール会館

02/0８
長崎会場

 
長崎県 

商工会議所 

0２/28 
東京会場 

 
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱｰｸ 

半蔵門 

環境･生態系保全対策に係わる地域協議会及び活動組織の皆さまへ 
活動の紹介に関して、皆さまのご協力のほど、何卒よろしくお願いしま
す。また、ブロック大会は、特に皆さまの情報交換の場にしたいと思っ
ていますので、多数のご参加をお待ちしています。 

ヒトと干潟の新たな交流拠点 
「はまぐりプラザ」


