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○ 三河湾で潮干狩りがはじまりました

鷲見哲也准教授

３月中旬、春を感じるポカポカ陽気の中、蒲郡市と幡豆町へ潮干狩りに行ってきました。愛知県はア

サリ生産量で全国１位を誇っており、その中心となる三河湾には、多くの潮干狩り場があります。今年

も２月中旬から潮干狩りシーズンに入り、多くの人でにぎわっています。今回は、３つの潮干狩り場に

ついてご紹介します。

①新たにオープンした形原海岸（蒲郡市）

当事務所が実施した中山水道航路浚渫事業で発生した良質な土砂を有効活用し

て造成された人工干潟を利用した潮干狩り場です。干潟造成後にアサリがたくさ

ん育つようになったため、２５年ぶりに潮干狩り場が復活しました。白砂青松で

景観がとても良い砂地の潮干狩り場です。

②西浦海岸（蒲郡市）

岩場で遠浅の潮干狩り場です。多くの人たちが干潮時に、大きなアサリを狙っ

て沖へ沖へと移動し、潮干狩りを楽しんでいました。

③東幡豆海岸(幡豆町）

２月中旬から８月初旬までの長い期間、開いている潮干狩り場です。干潮時に

なると護岸から約５００mほど離れた前島（うさぎ島）まで浅場になり、歩いて

渡れます。当日は、多くの観光客が島まで徒歩で渡り、バケツいっぱいのアサ

リを採っていました。

三河湾産のアサリは、身が大きくおいしいです。地元ブランドにもなっており

ますので、みなさんもぜひ、潮干狩りを楽しんでみてはいかがでしょうか。

国外、国内から三河港（田原地区、大崎地区、神野地区）に来る船は、水深－１２ｍの豊橋航路を通っ

て入ってきます。特に、大型の船舶は、浅い箇所を通航すると座礁のおそれがあるため、必ず豊橋航路を

通ります。このように豊橋航路は、三河港の も大切な航路の１つで

す。

しかし、今までは、航路幅４００ｍのうち一部区間では３００ｍ分

しか－１２ｍの水深を確保できておらず、運航しにくい状況となって

おりました。また、近年は大量の貨物を一度に運べるよう船の大型化

が進んでいることもあり、早急に４００ｍの幅を確保することが求め

られていました。近くを船が通航している場所での工事であるため、

安全確保に十分注意を払ってきましたが、平成２０年度末をもって無

事に工事が完了しました。これにより、利用しやすい三河港となりま

した。引き続き三河港の機能向上に努めて参ります。

○豊橋航路全区間、水深－１２ｍ、幅４００ｍ化

豊橋航路

①オープンした形原海岸

②西浦海岸の様子

③東幡豆海岸の様子

３月２７日、平成２１年度予算が成立しました。

全国的に公共事業費が削減されている中で、当事務所が担当し

ている三河港神野地区多目的国際ターミナル事業、衣浦港武豊北

ふ頭地区多目的国際ターミナル事業、衣浦港中央ふ頭東地区岸壁

改良事業、衣浦港中央ふ頭西地区岸壁改良事業の必要性が認めら

れ、４つの事業を併せて、１８億円（前年度比６％増）が配分されました。その他には、三河湾への玄

関口である中山水道航路の管理・保全事業、三河湾の環境改善を目的とした海域環境創造・自然再生事

業（シーブルー事業）が配分されました。

本年度もよりよい港湾づくりを目指して事業を推進していきますので、ご理解ご支援よろしくお願致

します。

○平成２１年度予算成立

港　名 事　業　費
三　河　港 11.5億円
衣　浦　港 6.5億円
中 山 水 道 航 路 0.8億円
海域環境創造・自然再生事業 1.0億円

合　計 19.8億円

３月２８日、碧南市の衣浦グランドホテルで衣浦港振興会創立５０周年記念祝賀会が開催されました。

当日は、日本港湾振興団体連合会会長で、前大分県知事の平松守彦様による記念講演会

『港湾力と地域力』も行われました。平松様は四半世紀にわたり大分県知事を務められ、

“一品一村運動”の生みの親でもあります。

式典に先立ち、衣浦港のご案内をさせていただきましたが、２００

社を超える企業が臨海部に立地し、地元の活性化に寄与している状況

に特に感心されたご様子でした。

講演では、まず、船にとって魅力ある港、背後地（特に農業）との連携のよい港

とすることが「港湾力」向上につながる、とのお話をいただきました。

一品一村運動関係では、カボス（国内シェア：ほぼ１００%）、シイタケ（同３４%）、焼酎（同

３０%）等が全国で高いシェアを占めるようになったこと、関サバ、関アジ等がブランド化に成功した

ことをご紹介いただきました。ユニークな視点として、１００gあたりの単価で比較すると、シイタケ

や焼酎の方が自動車よりも高価であることもご説明いただき、工場が誘致できない場合は、高付加価値

のものを作ることが大切、とのコメントをいただきました。一品一村運動は世界に広がっており、平松

会長は現在でも、フィリピンやマレーシアといったアジア諸国のみならず、マラウイや南アフリカと

いったアフリカ諸国にも足を運ばれ、活動の環を拡げられているとのこと。８５歳にしてこの行動力と

熱意。ただただ圧倒されるばかりでした。

今月に入り、当事務所も約３分の１のメンバーが入れ替わり、新しい体制となりました。引き続き、

ご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

平松守彦氏の講演

式典の様子



３月１日、高浜市の特別養護老人ホーム安立荘前の海岸で、渡し場かもめ会

による清掃活動が行われました。渡し場かもめ会は、衣浦大橋の開通で失われ

た渡し船「藤江の渡し」の文化を語り継ぐ取り組みを行っている団体で、海を

大切にする心を育てようと、海岸清掃や公園の草刈りなどを行っています。ま

た、毎年１０月には、昔ながらの渡し船によるお嫁入

りを再現した「芳川渡し場まつり」を開催し、伝統を

今に伝えています。

清掃活動は、３～１１月の第１日曜日、朝８時から行っています。今回は

４ヶ月ぶりということもあり、軽トラック２台分にもなるゴミが回収されまし

た。この伝統ある海岸保全活動に協力いただける方の参加をお待ちしています。

３月７日、豊橋市臨海運動広場にて、当事務所の主催によるエムワン

カップを行いました。エムワンカップとは中部地方整備局（港湾関係）の

サッカー愛好家が集まる１１人制サッカー大会です。試合は、清水港湾事

務所チームと伊勢湾連合チーム（中部地方整備局港湾空航部、三河港湾事

務所、名古屋港湾事務所）の２チームで行いました。

試合内容は、前後半終了後２対２となり、延長戦へ。延長戦でも決着が

つかず、同点引き分けという結果でした。予想以上に運動量が多く過酷な

ものでしたが、職場の仲間との交流を深める有意義な時間を過ごすことが

できました。

２月２７日、ＷＡＶＥ（（財）港湾空間環境研究センター：東京都港区）において「平成２０年度Ｗ

ＡＶＥ港・海辺活動振興助成」を受けた全国の３７団体による成果発表会が開催されました。当事務所

管内からは、高浜市の「渡し場かもめ会」と美浜町の「ターミナルタウン河和推進協議会ワーキンググ

ループ」の２団体がそれぞれ取り組み概要を報告しました。

市民ボランティア団体「渡し場かもめ会」からは、高浜市芦川地区の海岸に

おいて３月～１１月に毎月１回実施されている清掃活動（下の記事参照）や夏

休み親子工作教室の取り組み、芳川渡し場まつりの様子などが紹介されました。

報告後の意見交換では、会場に集まった他の団体から助成金の使い道に関す

る質問を多数受けておられ、大変興味を持って頂いたようです。

「ターミナルタウン河和推進協議会ワーキンググループ」からは、河和港と

その周辺海岸における清掃活動やカヌー体験、海辺の映画会の取り組みなどについて報告がされました。

リーダーの力量が十分に発揮された冗談混じりの流暢な説明で、会場を大いに盛り上げてくれました。

両地区からの報告は１０分間という非常に短い時間でしたが、１年間の活動が凝縮された発表内容に

なっていました。今後の他の団体の取り組みへの参考になったのではないかと思います。

３月２２日、日間賀島西港にて日間賀島に宿泊された観光客を対象に鮮魚や干物などを販売する「観

光朝市」が開催されました。このイベントは、平成１９年度より地域づくりの検討を進めている「日間

賀島まちづくり協議会」の主催で開催されたものです。

当日は、朝から強風が吹き荒れ、雨も降ったり止んだりと、ゆっくり買い

物を楽しんでいただけるような天候ではなかったのですが、無料で振る舞わ

れたアサリの味噌汁も１時間程度で予定数がなくなるなど、この悪天候を考

えれば上々の出足だったのではと思います。今回の朝市は宿泊者を対象とし、

広くＰＲ等は行いませんでしたが、今後は日間賀島の新たな観光イベントと

して更なる検討が進められるものと思います。次回の開催が待ち遠しい限り

です。

☆最近のトピックス☆

○平成２０年度第３回ＢＣＭ研究会
３月１１日、三河港の臨海部におけるＢＣＭ研究会を実施しました。港湾全体BCMという新しい取

り組みのためか、出席者の発言も活発で、研究会を重ねる毎に参加者の防災に対する意識や考え方が

非常に高くなってきていると感じました。今年度は３回の研究会を開催しまし

たが、本研究会を通じて学識者、港湾管理者、地元自治体、臨海部企業が有意

義な議論を進める場が構築できたのではと感じました。関係者が連絡を密にす

ることにより三河港の防災体制強化につながると考えています。

今後は関係機関の具体的な行動を想定して、この中から見えてきた課題・問

題点を解消することでさらなる防災機能の強化に向けた取り組み行なっていき

たいと考えています。

右前方は西浦温泉街

研究会の様子

報告会の様子

清掃活動の様子

○渡し場かもめ会による海岸清掃

ゴール前での接戦

３月７日、伊良湖港みなと振興計画認定証授与式が、伊良湖クリスタル

ポルト（田原市）にて行われました。式典では中部地方整備局富田副局長

から事業主体である愛知県と田原市への認定証の授与、来賓として山本明

彦衆議院議員、鈴木愿県議会議員、河合煕人田原市議会議員から祝辞を頂

きました。

みなと振興計画とは、智恵と工夫をこらし「みな

と」の振興を通じて地域の活性化を図る港湾所在市

町村の取り組みを国が支援する制度です。

この制度は平成１９年度から始まり、中部地方整備局管内では、名古屋港、清

水港に続いて伊良湖港が３港目の認定となりました。今後、伊良湖港の桟橋や臨

港道路、緑地の整備などが行われ、平成２５年度に完成する予定です。

伊良湖港周辺には、海水浴場の他、恋路ケ浜や伊良湖岬灯台日出の石門などの景勝地があり、また田原

市は農業算出額日本一であり、大アサリ（アサリとは思えないほどの大きさです)やメロン、キャベツ

など食の楽しみも満喫できます。

春には道沿いに菜の花が咲き、イベントも多く行われています。そんな魅力ある伊良湖を皆さんも訪

れてみて下さい。

○伊良湖港みなと振興計画認定証授与式

○「平成２０年度 WAVE 港・海辺活動振興助成」活動報告会開催

○ Ｍーｗａｎ（エムワン）カップ開催（職場サッカー大会）

朝市での観光客の様子

○日間賀島「観光朝市」の開催

山本明彦衆議院議員からの祝辞

３月１９日、豊橋技術科学大学駅前サテライトオフィス（豊橋市松葉町）において東三河広域防災研

究会が開催されました。今回は国土交通省中部地方整備局設楽ダム工事事務所 河野副所長より「ＴＥ

Ｃ－ＦＯＲＣＥ(※）の概要と岩手・宮城内陸地震での体験」、同局港湾計画課 玉石課長補佐より

「中部地方整備局における産業防災の取り組み」の二つについて報告がありました。

河野副所長からは、昨年５月に中部地方整備局で結成されたＴＥＣ－ＦＯＲＣ

Ｅの隊員として、６月に発生した岩手・宮城内陸地震で体験した状況、実際に行

なった内容の話がありました。また、玉石課長補佐からは、災害時の港湾機能を

確保するための取り組みについて報告がありました。

国土交通省では災害に対して安心・安全な地域づくりのために、災害の事前・

事後の対応について検討を進めています。

※ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ:被災状況の迅速な把握、被害の発生や拡大を防止するための技術的な支援を被災した地域へ行

なうことを目的としています。

○東三河広域防災研究会

伊良湖クリスタルポルトにて

玉石課長補佐の報告

トラック2台分のゴミ
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