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そ、今も昔も環境問題の最前線にあるといってよい。昨

そうしたなか、四万十川の汽水域には、この 3 年ほど

りから海に突き出すように建設されたが、それにより北

水と川水とがゆっくりと適度に混じることで作られて

年のメンバー共同による現地調査のとき、地元漁師に聞
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東方向からやってくる沿岸流が遮断されることになる。

きた汽水域が大きく減退していることを示している。適
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その結果、砂州が消失した。沿岸流が突堤により阻ま
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県の伊勢湾漁連が四万十川河口域に漁場を借りてアオサ
養殖を始めると様相は一変する。その後、アオサは養殖

もすると元に戻った。沿岸流の働きによるものである。
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数年かけて突堤は沖の方から順に作られていったが、

ろでアユがよく捕れた。また 12 月 1 日はオチアユ（落

その主たる原因が砂州の消失であり、そしてそれを引き

最後に岸と結ばれることで完全に沿岸流が遮断された。

ち鮎）の解禁日だが、その日以降もやはりアユがよく捕

起こしたのが４年前に完成した 600 メートルに及ぶ突堤

それまでは潮が通っていたのでヨコハマは保たれていた
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て以降はまったく漁にはならなくなり、どうにか自家消

漁師側は高知県に対して突堤建設とヨコハマの消失の因

費分を手に入れるのがやっとであるという。

（図）であるというのが漁師の主張である。
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コハマ（横浜）と呼ばれる砂州が伸びていた。それは図
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にあるように、緩やかに川の出口を塞ぐように張りだし

しかし、問題はヨコハマの消失にとどまらない。それ

類の生息域が影響を受けることになった。しかも、それ

降、四万十川のアオサは伊勢湾以上に有名となり、3 年

ていた。その重要性は、それが無くなってはじめて漁師

以降、四万十川河口部の汽水域ではさまざまなところで

は淡水魚だけでなく海水魚を含むさまざまな稚魚の生育

前には地域ブランドとしても登録されている。このよう

により認識されたといってよい。

漁が不振に陥っているのである。ヨコハマの消失と漁業

場所となる汽水域での出来事だけに、四万十川にとどま

不振との関係は、いまのところまだ公的には認められて

らず、今後は海への影響も計り知れないと漁師は予測す

おらず、当然、漁業補償の対象にもなっていない。

る。それが現実のものにならないことを祈念したいし、

に、現在四万十川で生産され出荷されるアオサのほとん

四万十川は河口部において下田川が合流する。その
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果関係を説明した。突堤の影響で砂州が消失したとする
漁師側の主張は後には県にも認められることになる。

３．ヨコハマ消失と漁業との関係

突堤が作られヨコハマが失われることで汽水環境が大
きく変わることになったが、その結果として、多くの魚

そうした状況に陥る前に早めの対策が必要となってこよ
う。その問題提起はすでに地元漁師によりなされている。

漁師の主張では、突堤ができる以前つまりヨコハマが
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四万十川は河口部において下田川が合流する。その

どは養殖物であり、それは高度経済成長期に伊勢湾から

合流部にできた入江が下田港として利用されている。

もたらされた技術によるものである。

四万十川からの洪水を防いで下田港をより安定したもの

それは四万十川の汽水域に暮らす人びとが主体的に選

とするため、下田川の河川改良と併せて、河川と港口の

択した変化であり、生業戦略であるといってよい。厳密

分離を目的に 600 メートルに及ぶ突堤が建設された。４

に言えば、栽培種の増大による生態系の混乱ともいえる

年前のことである。これは高知県の土木事業としておこ
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果関係を説明した。突堤の影響で砂州が消失したとする
漁師側の主張は後には県にも認められることになる。

３．ヨコハマ消失と漁業との関係

突堤が作られヨコハマが失われることで汽水環境が大
きく変わることになったが、その結果として、多くの魚

そうした状況に陥る前に早めの対策が必要となってこよ
う。その問題提起はすでに地元漁師によりなされている。

漁師の主張では、突堤ができる以前つまりヨコハマが
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