
海岸が現存することを活かした
栽培・養殖漁業を中心に営む

漁業動線は生産加工販売住宅
までをシームレスにつなぐ

コンクリート護岸で整備された場を活かし
中型漁船で沿岸漁業を中心に営む

舳倉島の水産物出荷時刻は 16 時であり、漁業可能時間である 9 時から 15 時に捕れた水産物は一時保管されている。
その時間差を利用し、朝とれた食材を販売に出すことで価値を上げ販売し、売れ残った水産物を漁場に出荷することで
バランスを保つ。

住宅と小屋に挟まれている防災用道路は
旬な水産物で商業を営む一本の道となる

季節移住漁業者住宅は
みんなで補修し、みんなで漁業を営む

小屋と住宅が複数繋がり
集合漁業住宅を営む

漁業者住宅

小屋（作業場）

空き家（季節漁業者住宅）

倒壊住宅（瓦礫使用後、商業場）

永住漁業者＋季節漁業者 住宅

+ 季節漁業者 住宅

漁業者 動線

住民・来訪者動線

08. 配置図：島全体が季節移住漁業の場と捉える

栽培漁業推進事業

訓練→外的生物の駆除

空き家瓦礫撤去

消費することで島活性化

安山岩

篠材
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永住漁業者

季節漁業者

島

漁業道具 空室漁業施設

舳倉島に住む永住漁業者。漁業に関われなくなっても新しい漁業の稼ぎ方を季
節漁業者に提供・共有することで獲得する。季節漁業者の特技の恩恵を受ける。

共に住み、双方が互いにお互い
の利点を発揮し利益を生む。

季節漁業者はその場で住んでいる
ときに稼ぎ、バカンスではない誰
もが行える二拠点居住となる。

季節漁業者。一季節という枠があるため漁業の敷居が軽くなり、経験や漁業者
の一歩として、永住漁業者に漁業を学び、自分の能力を活かして島に貢献する。

住民・来訪者

営業→販売 内職→加工 DIY→補修

警察官島民 観光客 買付業者 医師

デザイナー料理人→飲食

￥

￥

住民・来訪者。経済活動の関係は漁業と観光客の関係を深くする。また、季節漁
業者がいることで一季節だけ人口が増加し、一時的に公共が復活する。

09. 経済：季節移住の再考による島経済

料理人の季節移住者は特技を生かし、レストランを営む 相乗り船で七つ島まで漁業を営みに来る 栽培漁業で捕るものを育て、単一だけでない漁業を経験する

篠竹稲架安山土間

繋がり動線

漁業者動線

投網漁業小屋 瓦礫栽培養殖施設

島の素材

応用・転用使用

住宅（ネマ）

作業場（コヤ）

仕事場（ウミ）

住民調査による家と周辺アイソメ（改修範囲） 改修後の漁業住宅アイソメ（二対モデルタイプ）

竹害による独自植生破壊の被害緩和

衰退による放置

倒壊危険により解体放置

安山岩

篠竹

漁業道具

瓦礫資材

10. 建築提案：島による島の為の漁業住宅改修 11. 建築機能：漁業と住むの間

海から既存住宅までをつなぎ、家を共有していく従来の一家族一漁業

季節移住の再考としての枠組みを建築提案として行う。枠組みとして、既存の建築を活かし、リノベーションする。
その為に、島にあるもので島にないものを作る。流通の確保が難しい島では、島以外の素材の確保・廃棄は困難で
ある。その為、島の材料で、島民が作り、島民が直し、季節によって変えられる建築をつくる。それは、島民によっ
て、島に根差し島に合った建築へと形を徐々に変えていく。

季節移住者が永住漁業者と共に住むことや、空き家に季節移住者が挿入されることを前提とした、漁業住宅の提案。
小さく様々なものを増減築し、季節移住を再考することで、共有の可変性が必要であることを考える。その為、
二つの住宅をつなげ、共有空間を拡張させ、漁業という生業に適した住宅へと作り替えていく。その住宅は拡大し、
やがて島全体の人々をつなげる。

舳倉島の住宅　板張りの外観と、季節移住
の住民を考慮している小さめ二階建て住宅

可変式に共有できる横のつながりを設ける

生産から加工、販売、住宅まで、
シームレスに漁業者の動線を繋げる

ポリカーボネート波板
垂木

奥壁

着替えや、簡易的な作業をこなす、
シンプルな作業場

道（ミチ）
防災用として整備された道

漁業という生業から、海を見てないと
不安という多数あり　船が小屋傍の海
岸に停留できる

安山土間

+

安山岩 + 蛇篭

篠竹 + 漁業用ロープ

漁網

加工（機械） 加工（人力）
下板目

ブイ

浮き利用

廃材の瓦、ポリカーボネート
鮑の付着版

簡易固定

篠竹

安山岩

壁減築

共有空間が広がり、
二つの住宅が一つになる。

小さい漁業加工
が行える水捌けと調湿

光を取り込む
半屋外空間

冬の季節風の受け流し

トタンやワカメ干しの設置

住宅前の屋根設置土台

生産量上昇

小屋の拡張・共有空間

網掛け設置土台

個人空間兼道具置き場

08-1. 現在の舳倉島

住宅が隣り合って建てられているということを活かし、壁
を減築し、住宅の間に島の安山岩で土間空間を、島に放置
されているポリカ波板を屋根材に使用し半屋外空間をつく
る。

過去、建材や漁業道具作成のために運ばれ、現在は島
に竹害被害を及ぼしている篠竹を、漁業の簡易加工、
季節風の対処のために利用するため稲架をつくる。

作業場 ( コヤ ) の壁を減築する。海側は季節風対策に残
し、道と平行の壁を骨組みだけにし、コヤ同士を投網
でつなげる。

空き家強制倒壊の瓦礫の下目板、漁業道具の浮きや、網を
利用し、瓦礫栽培養殖施設をつくり、三住宅から五住宅
で共有し漁業の生産量を上げる。

篠竹稲架

投網漁業小屋

瓦礫栽培養殖施設

安山土間から漁場を見る。漁場から一直線につながったこの土間は、各住戸をつなげ、季節移住者、永住漁業者が分け隔てなく共有し交流する。

冬。冬でも暖かい沖縄県慶留間島は、彩の魚介類や甲殻類を生業として生きていく。入居者のいないアパートを増減改築し、
次にこの島の大半を占める森林の木で港に開くように増築し島を栄えさせる。春。春の山口県の見島 では、旬のマグロの一本釣りを営む。石州瓦の廃材を利用し、赤いの建築が風景を彩る。

夏。夏の舳倉島では、海士・海女業で、旬の鮑や栄螺、ワカメで漁業を営む。夏の季節風が吹き、快適な生活を営みながら、島の
安山岩や住宅の瓦礫で住宅を構成する。 秋。秋は宮城県の江島でサンマを棒受け漁業を主流に営む。傾斜地を利用し産業を営む。

観光客と漁業者が交わらない関係。
漁業者同士も独立し、高齢化、
空き家の瓦礫が様々な場に点在する。

空き家や高齢化した漁業者の
住宅に、希望があれば、
季節移住漁業者を招き入れる。
季節漁業者が入ることで、
様々なものを共有、補い合う
ことで島が活性化する。

01. 敷地：石川県舳倉島00. 社会背景：職住分離する漁業 02. 問題点：漁業離れによる過疎化 03. 環境：日本海の影響を強く受ける島

04. 伝統：季節移住の文化 06. 提案：季節移住とこれからの地方漁村の在り方

07. 提案：住んでいるときに稼ぐ、季節移住の再考

05. 概念：季節移住の再考
提案現在 季節移住再考提案水産物が平均化された巨大市場 ( 本島 ) 水産物が平均化された巨大市場 (本島 )

地域性固有の漁場・水産物

集約

一般人

個人 個人 個人 個人 個人

永住漁業者 × 季節移住漁業者漁業権 漁業権 漁業権 漁業権 漁業権

販売

営業職

加工

内職

農繁期に
ともに住む

永住漁業者

島固有の小さな漁港

1000M

20
M

冬の季節風（北西）

夏の季節風（南東）
海食崖 草原 公共施設 住宅群

漁港・漁場

5 月4 月3 月2 月12 月11 月 10 月9 月8 月7 月6 月1 月

海士町での暮らし 舳倉島での暮らし

イカ・ブリアワビ・サザエワカメ販売水産加工

船での移動 舳倉島海士町

本島での暮らし 舳倉島での暮らし

漁業を生業とする（短期間）本島での多様な生業

自由に選択する

船での移動 舳倉島本島

舳倉島

舳倉島石川県

48KM

季節移住漁業 ( 二拠点漁業 )
補修 商品デザイン宣伝漁業育成

夏季

7-1. 現在の平均化された
　　水産物の日本

7-2. 島々で固有性が表れ、一時だけにぎわう地域漁村と日本

秋季

春季

冬季

飲食

料理人 DIY デザイナーコピーライター

N

主産業である小規模漁業の衰退
海女業

漁獲量減少
  漁業衰退

灯台無人化

小中学校廃校 少子高齢化

漁業者 観光客底引き網漁業・一本釣り漁業

交わらない関係

溶岩が固まり安山岩によって構成されたこの島は、北西岸は激浪により高さ 10M 以上の海食崖であり、北西から吹く強
烈な季節風によって、大きな樹木は育たず大部分が湿原性草原となっている。夏は人々が生活しやすい快適な南東の季
節風が吹く、しかし建築にとって夏の季節風は蝕む物であり、島に大工がいないこの島では老朽化が進み、空き家は危
険と判断され、昨年一斉倒壊させて瓦礫の山がつくられている。

提案として、漁業権を漁業協同組合から一般・個人・企業ごとに与える。
誰もが小さくても漁業と関われる枠組みを作り出す。また、小さい一つの
漁業が巨大市場と差別化を図るには、個性・地域性を獲得することだと考
える。

過去、地域ごとの漁村が津々浦々に形成されており、旬の水産物を
売ることで生業を成り立たせてきた。しかし、現在は舳倉島を含め、
大きな漁港に一極集中することで、漁港・漁場と住む場は分離し、
漁業というものは地域性を失い、平均化されて衰退している。

漁業に季節移住という伝統を組み込む。漁業者と季節移住者が農繁期だけ共に住み、強
すぎず弱すぎない関係で漁業を生業とする共同体をつくる。短所を補い合い、農閑期の
仕事や特技を活かし漁業という生業を発展させていく。そして、島は小さな漁港として
成り立ち、この場でしか味わえない水産物を利用し、島の固有性を獲得していく。

季節移住漁業者と漁業者が共に住む島をつくる。島と本島の二拠点での季節移住する、住んでいると
きに稼ぐ季節移住の再考を構築する。島を渡り、移住し稼ぐ。旬な住・食・稼ぎを味わい一時だけに
ぎわう、それが現在の地方漁村の在り方だと考える。今回はそのケーススタディとして季節移住の文
化がの存在する舳倉島 ( 夏 ) の枠組みを提案し、その枠組みを適応した残りの春秋冬の風景を提案する。

過去、我が国の沿岸には、地域独自の伝統文化や集落
景観を有する個性豊かな漁村が津々浦々に形成されて
いた。しかし、漁港・漁場が一極集中し、住む場と分
離したことで、国民との関係は希薄化していった。

敷地は、石川県海土町舳倉島。能登半島の北約 48km
に位置する離島である。面積としては 0.552km² と小
さいが、暖流と寒流がぶつかる大陸棚が広がる好漁場
であり、石川県における水産業の拠点の一つに挙げら
れている。

この島には様々な問題がある。もっとも重要なのは、漁業衰退による過疎化である。漁業を生業とし、この島に訪れ
ていた人々は、利便性を求めこの島を訪れなくなっている。その結果、人口減少・少子高齢化・公共施設廃止と問題
が起こり、さらに人は減り続けている。その為に、島ならではの新しい漁業の関わり方を提案し、新規漁業者を呼び込み、
漁業によって栄えた島を漁業によって復活させる。

渡り漁業 -季節移住共同体の再考 -
敷地は、石川県舳倉島。かつては漁業で栄えた島であったが、漁業衰退と共に過疎化が進み、限界集落となっている。

その為、島の伝統である季節移住を再考し、住むと漁業を結びつける。そこでは、島という環境を活かし、島にあるもので島にないものをつくる。

それはやがて、島に適した住むと漁業という関係を構築し、島を再建していく。一時だけ賑わい、稼ぎ、暮らしていく島。

渡り漁業という島での暮らしを提案する。

漁業住宅　断面図 S1/60

舳倉島は、農繁期である夏場に漁業者が舳倉島に渡り
人口が増加し、冬季には数十人に減少する季節移住の
文化が存在している。

季節移住の伝統を再考し、本島での他の生業と島漁業
の二拠点生活を提案する。漁業・島と少しでも関わり
たい人が一時的に島に住み、住むことで体験で終わら
ない漁業を学ぶことができる。

出典：「厳島合戦絵図」（廿日市市宮島歴史民俗資料館蔵）

08-2. これからの舳倉島 舳倉島全体図

拡大


