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停止装置と事業スキーム

香川県漁業協同組合連合会
漁協、県、メーカーが連携した補助事業によるネットローラー停止装置の導入と普及

背景

取組
内容

成果

◼ 事業は令和2年をもって終了したものの、引き続きネットローラー停止装置の普及
推進に努める。

今後の
展開

取組の概要

◼ 本事業により、平成30年から令和2年度まで、計11漁協、28漁船において導入
された。

◼ 漁業者から「とっさの時にすぐに停止できるため助かっている」、「安価に装置を導入で
きて助かった」等、ネットローラー停止装置及び本事業に対する高い評価が聞かれた

◼ 平成24～29年における香川県の漁業死亡事故のうち、小型機船底びき網漁船の
ウィンチの巻き込まれ事故は、全体の約1/3を占め（5件の発生）、犠牲者の多く
が若者であった。

◼ 危険を伴う底びき網漁であるが、ウィンチの緊急停止装置の設置は、法規制や
メーカーによる自主規制もなく、具体策が取られていなかった。

◼ また、漁業者においても、ネットローラーの巻き込まれ事故件数の多さや自身のヒヤリ・
ハット経験から、当該事故に対する危機感が高まっていた。

▲補助事業スキーム▲ネットローラー停止装置

本金属バーを奥に押すとネッ
トローラーが即時停止する

＜補助事業の整備＞
◼ そこで、香川県漁連及び香川県（水産振興協会）が連携し、平成30年より小型
底びき網漁船を対象にネットローラー停止装置の普及を促進する「漁業操業安全推
進事業」を施行。

◼ 本事業では、当該装置の導入費用におよそ10万円程度要するところ、県漁連より
3万円、県水産振興協会より３～５万円（年により変動）が補助される。

◼ 装置の設置を担う地元のメーカーは、元々当該装置の製造ノウハウ・実績を有して
おり、スムーズな導入が可能であった。

＜事業推進＞
◼ 県漁連から単協を通した、漁業者への呼びかけや、漁業者間の口コミにより、多くの
漁業者が関心を持ち広く導入が進んだ。

漁業
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✓ 漁協、県の連携による補助
事業整備

✓ 地元造船メーカーの
ノウハウ活用

取組のキーワード

取組年表
H24-29
小型機船底びき網漁船のネットローラー事故が、この6
年間で5件発生
H30
・漁業操業安全推進事業が施行
・当年で3件の導入
R1 ４件の導入
R2 23件の導入

人 物人 物

環境 管理

対策
分野
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＜合羽一体式の救命胴衣開発＞
◼ そこで、兵庫県漁連では、海中転落での死亡事故防止のため「命を守る運動」を
実施し、各漁協での海上安全講習会（落水時サバイバル訓練や着用訓練）の
開催等に取り組む。その一環としてライフジャケット着用率向上の取組を開始。

◼ 新たにライフジャケットを着用させることに抵抗感があることをふまえ、普段身に着けて
いるものに浮力を与えるという考えのもと、県漁連資材部と救命道具メーカー
（㈱日本救命器具）、合羽メーカー（ ㈱愛和産業、㈱久保製作所）が連携し、
「浮力合羽」を制作・販売。販売促進として購入助成も実施した。

◼ 桜マークの取得も目指したものの、合羽生地の強度等の面でライフジャケットとしての
規格を満たすことが難しく、開発は一時期とん挫。

＜桜マークの取得＞
◼ H29.2のライフジャケット着用義務拡大に対応するため、H28年より再度桜マーク
取得を目指した開発に着手。県漁連指導部が担当となり国土交通省や全漁連、
水工研とも協議し解決策を探り、合羽部分を固形式ライフジャケットのカバーと
位置付ける発想の転換により、規格を満たすことに成功。平成29年に桜マ－クを
取得した合羽 「救命合羽」が完成。

兵庫県漁業協同組合連合会
県漁連、ライフジャケットメーカー、行政の連携による製品開発と着用率改善

背景

取組
内容

成果

◼ 認証取得の手間等が大きく、今後のバリエーションの開発、改善等の対応が困難。
救命器具メーカーによる改良やバリエーションの拡大が望まれる。

今後の
展開

取組の概要

◼ 浮力合羽約3000着、救命合羽約600着の販売実績があり、これにより、少なくと
も３名の命が助かった。

◼ サバイバル訓練を含めた安全講習会をH21からH31まで、計80回開催し、ライフジャ
ケット着用率も向上したと考えられる。

◼ 兵庫県漁連管内では、毎年水中転落や衝突による死亡事故が発生。作業性に
支障が出るといった漁業者の声をふまえ、着用推進に取り組む必要があった。

研修の様子と開発製品

H22 「命を守る運動」の開始
H24 「浮力合羽」を開発
H28 「救命合羽」の開発(開発期間: H28-H29)

ライフジャケット着用義務拡大（H29.2）
H30 桜マークを取得した「救命合羽」の販売開始

▲型式承認を得た救命合羽 ▲サバイバル訓練の様子

漁業
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✓ メーカー・行政と連携した
製品開発

✓ サバイバル訓練による着用
推進

取組のキーワード

取組年表

物人 物人

環境 管理

対策
分野
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株式会社ライトハウス
漁業効率化と安全対策を両立するIoT情報共有システム

背景

取組
内容

成果

◼ 利用電波を拡大し、サービス展開領域を拡大するとともに、各種関係機関と連携し
トレーサビリティや資源管理、漁獲報告等の機能を拡充していく。

今後の
展開

取組の概要

◼ これまでのISANAの導入実績は、西日本を中心に250事例超700隻程度
（10～200トンの小規模から大規模漁船まで）。漁業者ヒアリングにおいても、
「漁労効率化とあわせて、コストパフォーマンスよく活用が可能であり、安全な環境づく
りにも寄与している」との評価が寄せられている。

◼ まき網漁や船びき網漁といった船団で実施する漁法では、「他船と連携した行動や相
互の位置把握が難しい」、「操業中に思うように船団に指示出しができない」といった
課題があり、事故発生時にも状況を的確に伝えにくい作業環境となっていた。

ISANAの機器

▲ソナー、魚群探知機

▲船上のカメラ

H29 株式会社ライトハウスが設立
R1 情報共有システム「ISANA」を開発

漁業
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✓ 漁労効率化と併せた安全
対策

✓ 高いコストパフォーマンス

取組のキーワード

＜ISANAの開発と機能＞
◼ 上記課題をふまえ、ライトハウスは2019年にIoTを活用した情報共有システム
「ISANA」を開発（ISANA: 携帯電話の電波を活用し、船団内でソナーや魚群
探知機の画像共有や、他船の位置把握機能などの機能を保有）。

◼ 上記の基本的機能に加え、船舶にカメラを設置し、漁労の様子をリアルタイムに
共有できる機能も開発。本カメラは、夜間でも映像を確認できるように暗視に対応
する他、船上の作業場所を俯瞰できるように設定。

＜漁業者からの声＞
◼ 漁業者ヒアリングから、以下などの局面で安全性の向上に寄与していることが判明して
いる。
• 危険場所（ライフジャケット未着用時の声がけ、魚がこぼれ滑りやすくなっている
箇所指摘、ローラー付近の危険個所やロープに足をかけそうな場所に作業者が
いる場合など）の注意喚起。

• 非熟練者への操業の監督及び指示出しが他船から可能であり、安全性にも配
慮しながら、早期に人を育てることに寄与。

• 仮に落水が発生した場合にも、発生場所をすぐに他船に共有することが可能。

取組年表

人 物人 物

環境 管理

対策
分野
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八雲町漁業協同組合
27MHz無線を活用した漁船一括管理システムの導入と運用

漁業

4
人 物人 物

環境 管理

対策
分野

✓ 水産庁補助事業の活用
✓ 維持費不要で漁協職員が
運用できるシステム

取組のキーワード

H23 転覆事故が発生し3名が行方不明となった
H24 産地水産業強化支援事業により、古野電気㈱
に製造依頼し、導入

◀海岸局システム
の設置状況

船舶の入出港の
状況一覧▶

取組年表

安全情報伝達システム

背景

取組
内容

成果

◼ 引き続きシステムを活用し、安全な運行管理業務を実施する。
今後の
展開

取組の概要

◼ 本システム導入後に、漁労・船舶事故は発生していない。
◼ ただ、帰港が遅い漁船を心配する家族へ船舶状況を伝える等、事故時以外におい
ても有効に活用されている。

◼ 平成23年3月に、エビかご漁中の漁船が転覆し3名が亡くなった。事故当時、転覆
場所の有力な手がかりがなく、八雲町漁協関係者、海保等、暗闇の中手探りで捜
索するよりほかなく、結局3名を見つけることができず、漁協も大変なショックを受けた。

＜水産庁補助事業によるシステムの導入＞
◼ こうした事故を二度と起こしてはならないと、同漁協は平成24年産地水産業強化支
援事業を活用し、古野電気株式会社に漁船の状態や位置情報を一括管理できる
システム（安全情報伝達システム）を製造依頼し、導入した。

＜システム＞
◼ 本システムは以下の機能を有する。

• 入出港管理…ポーリング機能により、漁船の出港、帰港及び直近1時間前の全
漁船の緯度経度を把握できる。

• 陸船間双方向緊急通報システム
➢ 船舶事故等のトラブル時にボタン1つで陸上局（漁協）に緊急通報ができる。
➢ 陸上局（漁協）から船舶に対して、津波情報等の緊急事態を文字情報で
知らせることができる。
➡上記両機能を活用し、トラブル発生時に周辺船舶への救助連絡を迅速に
行うことができる。

＜運用・管理＞
◼ 費用は導入コストのみで、本システムの利用料は掛からない*1。
◼ 日中は業務中の漁協職員が、夜間は当直の漁協職員が管理し、船舶の安全状況
を見守っている。

*1 無線局定期検査費用と電波利用料は発生する


