
別添：地域概要書 

 
 

（５）ランドスケープ及びシースケープの特徴 

１．地域の営みと環境の相互作用によって形成されたシースケープ 

氷見の沿岸域には、海岸付近までせり出している魚つき保安林や広大な藻場１１）２９が

あることで３００種類以上もの多様な魚種が生息し、地域の人々の知恵と技術により、

４００年以上、定置網漁業が営まれ続けている。 

さらに、半農半漁の営みにより、海だけでなく、森林、棚田やため池などの農地の環

境保全や地域をつなぐ伝統と文化が関連しあい地域的なつながりを形成してきた。漁業

を中心として農山漁村が深く結びついていることで独特なシースケープが形成されて

いる（図４１）。 

 

また、富山湾は、世界的にも稀な３０００ｍ級の立山連峰を望める雄大な景観（図 
４２）や、漁業、工業、商業、観光などの経済活動、住民参加による海を守る活動など

が評価されたことなどにより、フランスに本部があるＮＧＯの「世界で最も美しい湾ク

ラブ」（世界の４４湾（２６ヵ国１地域）が加盟）に加盟している。２０１９年１０月

図４１ 地域的まとまりと相互作用 
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には、日本初となる世界総会が富山県で開催され、「未来への展望～沿岸域の持続可能

な発展のための環境保全～」をテーマに議論され、その成果の骨子が「富山宣言」とし

て採択された。 

 

ⅰ）地域を支え続けた漁業風景 

氷見の沿岸域には、大境洞窟や朝日貝塚、薮田遺跡など多くの遺跡が点在しており、

縄文時代中期（約４５００年前）の土器や石器などが発掘されていることから、古くか

ら人々の生活の場として選ばれてきたことがわかる。 

そして、４００年以上前からは、台網を敷設し、定置網漁業を営んでいた。台網には

春網・夏網・秋網があり、そこから水揚げされる春の「氷見鰯」、夏の「氷見鮪」、冬の

「氷見鰤」は全国的にもその名を轟かせている。現在も氷見では沖合に広く分布する大

陸棚を漁場として利用し、約２０ｋｍの海岸沿いには大小様々な形の定置網が敷設され、

大きい定置網では網全体が６００ｍ、魚を誘導する垣網が１ｋｍを超えるものもある

（図３８）。 

氷見には、市街地から灘浦地域にかけての１４ｋｍの範囲に県営、市営をあわせて７

箇所の漁港がある（図４３）。これらは地域の漁業者が地元の漁港から出漁し、地先の

定置網から水揚げし、帰港する昔から続く日々の営みから育まれてきたものである。漁

港には、船、網や番屋などがあり、陸揚げした網の補修など昔と変わらぬ漁業の営みが

伝わる風景である（図４４）。 

図４２ 氷見地域から海越しに見える立山連峰（左）、氷見沖に並ぶ定置網（右） 
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ⅱ）持続可能な漁業と里山での営み 

１９４９年の水産庁の調査では、灘浦地域の泊地区では住民の約８割が農漁兼業であ

った。人々は、定置網漁業からの魚と里地からの米や野菜、稲藁、そして里山からの山

菜や木材、竹を日々の営みに活かしてきた。また、この営みを通じて、陸地での農業や

図４３ 氷見の漁港 

 

   

   
① 氷見漁港〈県営・第３種〉、② 阿尾漁港〈市営・第１種〉、③ 薮田漁港（薮田）〈市営・第１種〉、

④ 薮田漁港（泊）〈市営・第１種〉、⑤ 宇波漁港〈市営・第１種〉、⑥ 大境漁港〈市営・第１種〉、

⑦ 女良漁港〈市営・第１種〉 

①

② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦

図４４ 漁港周辺の営み 

  
左：定置網漁の風景、右：網の修復作業 
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保全活動が、海洋・海洋資源の持続にもつながることを感じていた。 

現在、漁業や農業に使う用具などは耐久性の高いものや機械化され、交通インフラも

向上したことにより、農漁兼業の形態は少なくなってきている。しかし、地域には定置

網漁業だけでなく、稲作やため池の維持管理、里山の保全活動が受け継がれ、海岸部の

背後に広がる魚つき保安林や、中山間地域の水田などを経由して、栄養と餌となるプラ

ンクトンを多く含んだ水を海へ供給し、豊かな海を守っている。（図４５） 

 

氷見の中山間地域にはため池を水源とした棚田が多く形成されている。特に急な傾斜

地に階段状に作られた長坂の棚田は、大

小合わせて１２０枚の田があり、１９９

９年７月２６日に日本の棚田百選に認定

された。長坂の棚田から望む海越しの立

山連峰はまさに絶景であり、毎年実施さ

れる棚田オーナー事業には、この空間で

の田植えや稲刈りを楽しみに多くのオー

ナーが参加している（図４６）。 

  

図４５ 海岸までせり出す魚つき保安林（左）、藻場と魚群（右） 

  
 

図４６ 長坂の棚田 
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ⅲ）地域に継承されている伝統的な文化 

氷見の伝統的な食文化や漁業にまつわる祭礼は、漁村の人々が一体となり、漁場を

持続的に管理し、その恵みを利用、そして感謝することで育まれ継承されている。 

船上で分け前の魚をぶつ切りにして味噌で味付けした漁師鍋「カブス汁」や鮮度の

落ちやすい魚介類のおいしさを保つため加工した保存食「こんか漬け」や「ミリン干

し」などを酒のつまみやごはんのおかずとして食べてきた。 

日常の生活を支える海の恵みに感謝し、旬の魚を供え、豊漁と海上安全を願う祭礼

も多く継承され、今も親しまれている。 

また、氷見市漁業文化交流センター（ひみの海探検館）や氷見市立博物館などの施

設（図４７）では、定置網漁業を地域の誇りとして展示し、こうした漁業文化を発信

することで、地域の活性化にもつながっている。 

  

図４７ ①氷見市博物館、②、③氷見市漁業文化交流センター（ひみの海探検館） 

   

① ② ③
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（６）変化に対するレジリエンス 

１．災害に対応するために取組んできた歴史 

ⅰ）定置網に被害を与える海流や海岸漂着物への対応 

富山湾では、台風や低気圧による大雨に見舞

われると、寄り回り波や急潮が発生し、漁具が

流されるなどの被害を受ける。また、富山県は

急流河川が多いため、富山湾の沿岸域には流木

など河川からの大量の漂着物が流れつく。 

氷見では、１９５７年に発生した急潮により、

定置網漁具の被害が報告されている。その後も、

定置網の破損につながるような急潮や寄り回り

波が発生しており、漁業者は大型台風が通過する際には網を上げ災害を回避する努力を

している。 

また、１９９９年の台風１６号に伴う豪雨では、氷見海岸全体に大量の流木が漂着し、

多大な被害を受けた。その際、漁業者は漁船１１５隻を出し漂流・漂着している流木を

除去・回収し、海岸に漂着した流木などは地域の住民が協力して取り除いた。 

市民の海を守る意識は高く、今でも漁業者は

漂流している流木を回収し陸揚げしており（図

４８）、毎年実施されている海岸清掃活動には、

地域住民や事業所から多くの方々がボランティ

アとして参加している（図４９）。 

また、灘浦小学校の児童は、毎年地域住民や氷

見市自然保護員協議会、高岡生物研究会の人々

と一緒に、県指定文化財の虻が島周辺の清掃活

動や生物の観察を通して、氷見の海を守っていく活動を実施している。 

 

ⅱ）地すべりや水害による被害と解決してきた歴史 

氷見は、丘陵の大部分が風化しやすく、崩れやすい新第三紀の泥岩でできており、地

すべり危険地域が市域の４分の１を占める１７など、富山県内でも地すべりが多いとこ

ろである。 

  

図４８ 陸揚げされた大量の流木 

 

図４９ ボランティアによる海岸清掃活動 
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１９６４年の 胡桃
く る み

の地す

べりでは、８７戸の家屋のう

ち６１戸が全壊（図５０）し

た１７。また、１９７７年の

五十
い か

谷
だ に

の地すべりでは、家

屋５戸のほか、農地や山林も

壊滅的な被害を受けた。 

そのほか、大雨などによる

被害に対しても、地域全体で

復旧に取り組んできた。 

十二町潟を中心とする低湿地帯では、１９８２年の十二町潟排水機場の運転開始など

で完全な乾田化が果たされるまでは、大雨などによる水害、海水の逆流による塩害など

幾度となく自然災害に悩まされながら、十二町潟特有の湿田農耕を粘り強く営んできた

歴史がある（図５１）。 

図５０ 胡桃地すべり 

 
左：発生直後、右：復旧後 

図５１ 十二町潟付近での農作業 

  

  
①：昭和 30 年ごろの湿田での田植え、②：昭和 30 年ごろのテンマによる稲の運搬、

③：現在の乾田での田植え体験、④：現在の乾田でのはさ掛け体験 

① ②

③ ④
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（７）多様な主体の参画 

１．多様な主体によるシステムの保全 

氷見では、「世界定置網サミット in 氷見」や「ＪＩＣＡ国際協力」などの定置網漁

業の国際交流のほか、第一次産業者だけでなく市内の児童・生徒やその保護者、氷見商

工会議所や氷見市観光協会などが連携し、漁港でのセリの見学会や漁業体験教室、漁場

や藻場の保全活動、環境に優しい農業の推進など様々な活動が行われている。 

 

ⅰ）定置網漁業の普及と次世代の担い手の確保 

基幹漁業である定置網漁業の理解を深めるため、小学校の授業では、児童が船上か

ら定置網を見学し、その構造や海洋保全について理解を深めている。そのほか、氷見

漁業協同組合の職員の協力を得て、市内の小・中学生とその保護者を対象に定置網漁

や朝セリ、氷見漁港の見学会を開催している（図５２）。 

また、市内の定置網経営体の協力のもと、氷見高等学校海洋科学科の生徒が５日間

にわたり、実際に定置網漁業の操業を体験する「高校生漁業体験教室」を開き、漁業

への理解と担い手の育成に努めている（図５３）。 

 

ⅱ）漁業者等による森林や藻場の保全活動 

氷見では昔から漁師の間で「木一本、鰤千本２１」という言葉が使われているように、

古くから後背地の森林を保全してきた。現在も、氷見漁業協同組合や富山県立氷見高等

学校及び氷見市内小中学校、氷見市観光協会、氷見市などから構成する「氷見市水産多

面的機能発揮対策協議会」により、漁業者が中心となって『豊かな海は森づくりから』

を理念として中山間地域での広葉樹の植林や下草刈りなどの森林保全活動に取り組ん

でいるところである。具体的な森林保全活動実績については表９に示すとおりであり、

平成２５年度に氷見市中谷内地内の２，０００㎡の竹林を伐採し、広葉樹のコナラやク

図５２ 定置網見学会 

 
 

図５３ 漁業体験教室 
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ヌギ計４７５本を漁業関係者、氷見高校生、県西部森林組合、市職員など約８０人で植

樹した。平成２５年度以降、毎年度、漁業関係者を中心に植林を行うとともに、下草を

刈る取組を定期的に実施しており、今後もこの活動を継続していくこととしている。 

表９ 漁業関係者等による森林保全活動 

年度 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 

月日 11/27 11/21 11/16 9/13 10/5 5/25 10/19 6/25 10/11 

場所 中谷内 中谷内 西朴木 
中谷内 
西朴木 

西朴木 西朴木 西朴木 西朴木 西朴木 

種別 植林 植林 植林 下草刈 下草刈 植林 下草刈 植林 下草刈 

面積 2000 ㎡ 1000 ㎡ 2200 ㎡ 4200 ㎡ 2200 ㎡ 2000 ㎡ 2000 ㎡ 2000 ㎡ 2000 ㎡ 

本数 475本 200本 400本 ― ― 200 本 ― 200 本 ― 

樹種 
コナラ 

クヌギ 

ケヤキ 

コナラ 

クリ 

ケヤキ 
― ― 

クリ 

コナラ 
― 

クリ 

コナラ 
― 

人数 80人 65人 80人 44人 18人 19人 17人 24人 20人 

 

また、氷見市水産多面的機能発揮対策協議会は、台風や大雨などの自然災害により大

量の土砂や流木が海へ流れ出し、漁場環境が変化することでブリやイワシが不漁になら

ないよう、沿岸域や漁場の清掃（詳細は４６ページの「定置網に被害を与える海流や海

岸漂着物への対応」を参照）のほか、森林の植林活動や「海とろめし」の原料となって

いるアカモク母藻設置、岩盤清掃などの藻場の保全活動を行い、豊かな海を守っている

（図５４）。 

これにより、氷見の植生豊かな藻場は仔稚魚にとって重要な生育場になるほか、水質

の浄化機能を果たしている。 

図５４ 植林活動（左） 岩盤清掃（右） 
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ⅲ）農業者等による環境に優しい農業の推進 

氷見市は、２００７年に策定された「とやまエコ農業推進方針」に基づき、土づく

りと農薬及び化学肥料の低減（慣行レベルの５割以上削減して栽培）に一体的に取り

組むエコファーマーの認定や環境保全型農業を推進しており１６、氷見市の農地の９割

近くを占める水田では、特別栽培米や、有機質肥料を用いた米の栽培割合が増えてき

ている。 

氷見市農業協同組合では、川や海に流れても影響が少ない化学肥料、除草剤の使用

を推奨している。化学肥料については、近年は被覆資材を用いた緩効性肥料が重宝さ

れているが、被覆資材が土中に残留しないように崩壊性が高いものへの転換（ＬＰコ

ートからＪコート）を進め、除草剤についても、魚毒性の低い農薬への転換を進めて

いる。 

現在では、氷見市における農業経営体数のうち約１３％、延べ１４６名の農業者が

エコファーマーに認定され、環境に配慮した農業を行っている。 

また、水田の用水や地区を流れる河川、水路の草刈りでは、雨での増水により刈り

倒した草が流されて海に行かないように配慮している。畑で苗を定植する際に使用す

るマルチなどビニール用品は、越冬による劣化で、風や雨により海に流れることがあ

るため、秋には回収するよう心掛けている。 

こうした水田や河川周辺の草刈りや水路の泥上げ（詳細は３４ページ「文化や価値

観を継承する農業の集落営農」を参照）等は、陸域と水域の水の循環にもつながって

いる（図５５）。 

 

  

図５５ 草刈り（左） 泥上げ作業（右） 
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２．多様な主体が参加しやすくなる取組 

ⅰ）地域住民や企業など多様な主体による富山湾の資源管理 

氷見では、富山湾の資源量を向上させる取組として、市内にある富山県栽培漁業セン

ターなどでふ化させ、育成させたヒラメやクロダイ、クルマエビなどを放流する種苗放

流事業が行われている。この取組には氷見漁業協同組合や漁業者のほか、高校生や中学

生、保育園児、地域の釣振興会など多様な主体が参加（図５６）し、富山湾の資源管理

と定置網漁業の持続に努めている。 

今後、氷見栽培漁業センター（富山県栽培漁業センター）の改修が予定されており、

種苗生産をこれまで以上に充実させ、富山湾の水産資源管理を積極的かつ継続的に実施

し、また、小学生の社会見学や中学生の職場体験、一般の観光客の受け入れなど漁業を

通じた教育・産業観光にも取り組んでいく計画である。 

 

ⅱ）多様な主体による耕作放棄地対策 

氷見では、耕作放棄地を有効活用し、保育園児や小学生が、農業に親しむ場として、

米やハトムギ、マコモタケ、白ネギなど氷見の特産農産物の播種や植え付け、刈り取り

などの体験学習を行い、国土の保全や水源の涵養など農業の有する多面的機能の低下や

図５７ 多様な主体による耕作放棄地対策 

  

図５６ 多様な主体が参画する稚魚の放流活動 
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鳥獣被害の防止に努めている（図５７）。 

 

また、氷見市耕畜連携農業推進協議会と

連携し、耕作放棄地に牛を放牧（図５８）

する耕畜連携の循環型の農業体系を推進し

ている。これにより畜産農家の負担軽減と

農地の有効利用が図られる。 

 

 

  

図５８ 牛放牧による放棄地対策 
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（８）６次産業化の推進 

１．当システムの特徴を活かした６次産業化の推進 

ⅰ）当システムの漁獲物を使用した水産加工業 

氷見の水産加工業者は、水揚げされたばかりの新鮮な氷見の魚を使い、伝統的な干鰯

やこんか漬けや桜干し、煮干し（図５９）のほか、企業や団体と共同して付加価値の高

い新商品の開発を積極的に進めている。 

また、江戸時代から続く市内の魚問屋が設立した「ＳＡＹＳ ＦＡＲＭ（図６０）」は、

中山間地域の荒廃した農地に魚の内臓などの 残滓
ざ ん し

を使用して開拓した自社農園で、氷

見の気候、風土にあったブドウを栽培し、氷見で漁獲される魚に合うワインを製造し

ている。 

２０１７年には、同社が製造したワインが日本ワインコンクールの欧州系白ワイン部

門で北陸のワイナリーでは初となる金賞を受賞している。 

同社では、ワイン製造のほかにもレストランやゲストハウス、ウェディングなどの経

営を行っており、地域の資源を活かした新たな産業が展開され始めている。 

 

ⅱ）生産者・流通業者の連携による「氷見」ブランド 

氷見魚市場に水揚げされた全ての魚は、仲買業者が買い取り、市内の鮮魚店やスーパ

ー等で販売するほか、水産加工品の製造、市外の小売業者等に流通しており、未利用魚

はない。 

また、全国各地に出荷される氷見の鮮魚は、その品質の良さをもって「きときと（新

鮮）の魚」として高く評価されてきた。特に、氷見を代表する魚であるブリは、古くか

ら時の権力者や高貴な人々への献上品にも使われ、そのブランド力は確固たる地位を築

いている。  

図５９ 氷見の伝統的な水産加工食品 

 

図６０ 魚問屋が営むブドウ農園「SAYS FARM」 
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１５９５年、京都伏見にいた前田利家は氷見灘浦のブリ１７本に背刀を入れ辛塩にし

て送るように命じている。この「塩鰤
し お ぶ り

上納
じょ う のう

申付け
も う し つ け

状
じょう

」は、氷見ぶりに関する最も古い

史料とされている（図６１）。 

現在も「ひみ寒ぶり」（図６２）を初めとして、イワシ、マグロなど氷見で水揚げされ

る魚は、氷見漁業協同組合や生産者、仲買人などの漁業団体からなる氷見魚ブランド対

策協議会が管理することで、消費者から信用、信頼を得ている。加えて、ブランド管理

をすることで、漁獲物の付加価値を向上させ、限られた資源を持続的かつ有効的に活用

しつつ、漁業者の高収益化にも貢献している。 

  

図６２ ひみ寒ぶり 

 

図６１ 荻野家文書 
塩鰤上納申付け状（レプリカ） 

 
出典：氷見市立博物館 



別添：地域概要書 

 
 

３ 引用・参考文献 

1. 有元貴文．（２００８年）．日本式村張り定置網の技術移転による漁村コミュニティ

振興．日本水産学会漁業懇話会報．５４．４１－５１． 

2. 有元貴文，武田誠一，佐藤要，eｔal．（２００６年）．日本の定置網漁業技術を世界

へ―タイ国ラヨン県定置網導入プロジェクトの起承転結，日本定置漁業協会 機関

誌「ていち」．１１０．１９－４１． 

3. 井上喜洋．（１９８７年）．垣網の阻止、誘導効果．日本水産学会誌．５３．１１３

５－１１４０． 

4. 岩崎繁野（１９７６年）．漁業労働に関する調査報告(その１)．労働科学．５２．２

４５－２５４． 

5. 大崎晃．（１９６１年）．定置網漁業経営の諸型と漁村の存在形．地理学評論．４２

４－４３５． 

6. 柿本典昭，須古勇輔．（１９６７年）．富山湾岸の漁村の地理学的一考察．人文地理．

１９．３６８－３９９． 

7. 片岡千賀之, 伊藤康宏, & マルティネス,サラス・ロシルダ. (１９８２年)．近代

におけるブリ漁業の発達と漁場利用．鹿児島大学水産学部紀要．３１．５７－８０． 

8. 金田禎之．（１９７７年）．日本漁具・漁法図説，第８章 定置網漁業．山堂書店． 

9. 金崎肇．（１９６２年）．北陸地方の季節出稼ぎ．Geographical Review of Japan，

３５．２５１－２６２. 

10. 環境省．（２０１９年）．日本の重要湿地～生物多様性の観点から重要度の高い湿地

の選定～（パンフレット）． 

11. 環境庁．（１９９４年）．第４回自然環境保全基礎調査 海域生物環境調査報告書（干

潟，藻場，サンゴ礁調査）． 

12. 小境卓治．（２００８年）．資源管理につながった台網漁．水の文化．２９．２６－

２９． 

13. 清水敬子．（２００３年）．氷見市で世界定置網サミット開催--人と環境にやさしい

定置網漁業．水産界． 

14. 水産庁漁政部経済課．（１９５０年）．富山湾における定置網漁業労働に関する報告． 

15. 富山県．（２０１９年）．平成２９年度富山県森林・林業統計書． 

16. 富山県農林水産部．（２０１５年）．とやま「人」と「環境」にやさしい農業推進プ

ラン，富山県． 

17. 西本辰男．（１９５７年）．氷見市八代の地滑り 現況と対策．富山県氷見市役所編.  



別添：地域概要書 

 
 

18. 農商務省水産局．（１９１１年）．漁業ト森林トノ関係調査． 

19. 萩原宣雄．（２００３年）．定置網発祥の地からのメッセージ．漁港．４５．２２－

２６． 

20. 原田澄子，大菅洋子，塩原紘栄，深井康子，守田律子，吉田紀子．（２００６年）．

富山の魚介類の特徴と地域性．日本調理科学会誌．３９．１８０－１８３． 

21. 氷見市．（２０１８年）．氷見市木育ビジョン． 

22. 氷見市教育委員会．（１９９７年）．氷見のさかな． 

23. 氷見市史編さん委員会編集．（２００６年）．氷見市史．氷見市． 

24. 氷見市立博物館．（１９９９年）．氷見の漁業と漁村のくらし． 

25. 氷見市立博物館．（１９９９年）．氷見の漁業と漁村のくらしⅡ． 

26. 氷見市立博物館．（２０１７年）．氷見灘浦の生活誌－半農半漁の村々－． 

27. 廣瀬直樹．（２０１６年）．とやまの漁撈用具と和船．第４回日本海学講座． 

28. 深井甚三，田上善夫．（１９８８年）．天保飢饉期, 越中氷見町の漁況と漁民 環境

史の視点からの考察．会経済史学．６３．５７９－５９８． 

29. 藤田大介，新井章吾，村瀬昇，eｔal．（２００３年）．氷見市虻が島周辺のガラモ場

の鉛直分布．生産構造および葉上動物相．富山県水産試験場研究報告．１４．４３

－６０． 

30. 二橋亮．（２００２年）．富山県氷見市 乱橋池のトンボ相の現状と問題点．富山市

科学文化センター研究報告．２５．１４１-１４５． 

31. 舛田大作．（２０１５年）．定置網漁業の漁獲向上技術に関する研究．長崎大学リポ

ジトリ． 

32. 松浦勉，玉置泰司，清水幾太郎．（２０１８年）．頑張っています定置漁村．林統計

協会． 

33. 宮本秀明．（１９３６年）．鰤大謀・落し網の模型實驗的研究．日本水産学会誌．５．

１５８－１７０． 

34. 吉武孝．（２００３年）．第５回 沿岸生態系：森林の魚つき機能．森林総合研究所 

所報．２２． 

35. 吉武孝．（２０１２年）．魚つき保安林の研究史と現状．水利科学．５６．６２－７

０． 

36. Highlighting Japan. （2018 年）. Set Nets for Sustainable Fishing. 10-11. 

37. Nishio, M., Edo, K., &Yamazaki, Y.（2017 年）. Paddy management for potential 



別添：地域概要書 

 
 

conservation of endangered Itasenpara bitterling via zooplankton abundance．

Agriculture．Ecosystems & Environment. 247. 166-171. 

38. Suuronen, p., Chopin, F., Glass, C., Lokkeborg, S., etal. （2012 年）. Low impact 

and fuelefficient fishing－Looking beyond the horizon. Fisheries research. 119. 

135-146. 

39. The Japan economic review. （ 2008 年 ） . Conveying the 400years old, 

environmentally friendly Himi set net techniques to the world. 7. 

 

添付資料                                 

1. 氷見位置図 

2. 土地利用現況図 

3. 生物多様性リスト 

4. 研究成果（イタセンパラ） 

 

 




