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別記様式第1号  別添 

浜の活力再生プラン 

 

１ 地域水産業再生委員会 

 

組織名 岡山県地域水産業再生委員会玉野市地区部会 

代表者名 部会長 國屋 利明 

 

再生委員会の構成員 胸上漁業協同組合，玉野市 

オブザーバー 岡山県漁業協同組合連合会，岡山県（農林水産部水産課） 

 

対象となる地域の範囲及び漁業の種類 岡山県玉野市（対象漁業者数４２名） 

○ノリ養殖・漁船漁業２５名 

・ノリ養殖専業          ２名 

・小型底びき網漁業と兼業    １４名 

・建網漁業と兼業         １名 

・流網漁業，建網漁業と兼業    １名 

・流網漁業，小型底びき網漁業と兼業７名 

○漁船漁業１７名 

・小型底びき網漁業専業      ４名 

・建網漁業と兼業         １名 

・建網漁業専業          ３名 

・流網漁業と兼業         ２名 

・つぼ網漁業専業         ４名 

・たこつぼ漁業専業        ３名 

 

２ 地域の現状 

 （１）関連する水産業を取り巻く現状等 

・玉野市地区は，岡山県の南端に位置し，瀬戸内海に突き出た出崎半島と，そこから

1kmほど沖合にある石島北側とで構成されている。当地区には，吉井川，旭川，児島

湖から栄養豊富な淡水が流れ出ることから，産卵のため集まってくる魚も多く時節

の魚が多く漁獲され，また，主要漁業であるノリ養殖では高品質のノリが生産され，

自然の恵みを受けている。 

・胸上漁協では，小型底びき網漁業，建網漁業，流網漁業等の漁船漁業とノリ養殖漁

業が営まれている。胸上漁協はノリ養殖が盛んで，岡山県内で も収穫量が多い漁

協である。漁船漁業により漁獲される魚種は，年間を通じて様々であるが，特に，

春にベイカ，サワラ，夏にマナガツオ，ガラエビ，四季を問わずゲタ，タイ，スズ

キ，タコ，ガザミ，ハモ，ツナシがよく水揚げされる。秋，冬は水温が低下し，漁

獲量が減るが，同時にノリの収穫に集中する時期でもある。 

・近年，当海域付近の藻場が減っており，稚魚が生息する環境が少なくなってきてい

る。そのため，成魚になる前に，沖に出て他の魚に捕食されることも多いと考えら

れる。また，ノリ養殖では，養殖海域の栄養塩が低下することにより色落ちが発生

しており，品質の低下により単価が引き下げられている。 

・近年，魚離れによる消費の減少，量販店主導による低価格設定，産地仲買人の取扱
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量の減少等，様々な要因によって産地における魚価の低落が加速している。また，

当地区で生産されるノリは，その多くが業務用として流通しているため，消費者の

認知度はそれほど高くない。 

・小売段階では，特に量販店において，昔から言い伝えられている魚ならではの季節

感を無視し，誰でも知っている売れる魚しか置いていない状況が見受けられる。現

在のように量販店が乱立する以前は，町の魚店において，消費者が知らない魚でも，

漁獲が増え価格が安ければ，その美味しい食べ方を教えて販売することにより，食

文化が伝えられていたと考えられる。 

こうした状況から，魚の名前も分からない，食べ方も知らない，魚をさばくことが

できない等，消費者には様々な影響が見られ，魚食文化の衰退を招いている。 

・ 近は，燃油や漁業用資材の価格が高騰し，高止まりの状態にあるため，漁船漁業，

ノリ養殖業の経営を圧迫している。さらに，新規就漁者の減少と後継者不足による

漁業者の高齢化といった課題も浮き上がっている。 

 

 

 （２）その他の関連する現状等 

・当地区は，政令指定都市岡山市という大都市部の南に位置しており，海釣りなどの

レジャーや水産加工物に対するニーズが高い地域であるが，沿岸部であるポテンシ

ャルや地域水産資源の活用が十分にできていない状況である。 

 

 

 

３ 活性化の取組方針 

 （１）基本方針 

魚価の低迷，燃油の高騰によるコスト増大など，経営環境は非常に厳しい状況にあ

り，玉野市地区の活力衰退が懸念されるため，瀬戸内海の特徴である少量多品種の漁

獲物の高付加価値化や県下でも有数の胸上産ノリ等を活用した賑わいの創出や商工業

者との連携を推進するとともに，低コスト操業の推進や分業化・協業化等による経費

の削減により，所得の向上と魅力ある漁村づくりを進める。 

また，稚魚の育成場である藻場が減少していることが，漁獲量が減少している１つ

の要因であることから，藻場再生を推進する。 

さらに，学校給食に地元産の水産加工物を積極的に使用してもらうとともに，フェ

イスブックなどのＳＮＳを活用し，市内外の消費者，商工業者等に対するＰＲを実施

するなど，胸上産ノリや魚のイメージアップを推し進め，地元水産物の消費人口の増

加に努める。 

これらを踏まえて，具体的な取り組み方針は次のとおりとする。 

 

① 安心・安全で高品質な水産物の供給（魚価向上・消費拡大） 

・神経締め等の鮮度保持技術の導入による高付加価値化を推進する。 

・ノリのごみ除去率の向上を図るなど，高品質のノリの提供に取り組む。 

・規格統一による漁獲物の高付加価値化（ブランド化）に取り組むとともに，販

路拡大を図る。 
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・学校給食での地元水産物の利用促進，魚を使った料理教室，魚離れの防止を目

的とした魚のさばき方講座等の開催により，地産地消の推進に努める。 

・飲食店や道の駅等の商工業者と連携を図り，地元の水産物を活用したメニュー

を提供することにより，消費の拡大を図る。 

・生産者，生産現場がわかる安心・安全な水産物の生産体制をＰＲし，生産者も

販売促進に参画する。 

・新たな冷凍技術の導入，水産加工品の開発，研究等による高付加価値化の推進

を図る。 

② 美しく豊かな海と漁村づくり 

・種苗放流により水産資源の維持・増加を図る。 

・漁場改善活動を積極的に推進する。 

・魚礁ブロック，魚礁としての機能を有する筏等を設置し，漁場造成に取り組む。

また，筏等に藻類の付着基質等を設置し，藻場造成に取り組む。 

③ 賑わいの創出 

・出崎海岸を一体として所有する地元企業と連携を図り，藻場造成用の筏を釣り

筏として活用した釣り大会やアマモの種取会等のイベント開催により，地域の

活性化を図る。 

・瀬戸内国際芸術祭や宇野港でのイベント等において，商工業者等と連携し，特

産品販売の拠点等の設置を模索する。 

④ 漁業経営の基盤強化 

・漁船の省エネ化（エンジンの入替等），漁業施設・機器の更新，船底清掃や低

コスト操業の推進を図る。 

・ノリ加工場施設（ノリ乾燥機）の整備など，経営体の協業化，分業化に取り組

む。 

・漁港の老朽化施設を再整備し，施設の合理化並びに効率化を図るとともに，漁

村コミュニティとして地域住人が憩える場を提供する。 

・漁港の整備，保全，防災対策を行う。 

⑤ 意欲のある漁業者の育成 

・計画的な漁業経営を行うことができる意欲のある漁業者の育成に努める。 

・新規就漁者，漁業後継者に対する体験研修等の受入体制を整備するとともに，

住居のあっせん等を含めた就漁相談の場を設けるなど，安心して就漁できる魅

力ある漁村づくりに取り組む。 

 

 

 （２）漁獲努力量の削減・維持及びその効果に関する担保措置 

岡山県資源管理指針に基づき，マコガレイ，メイタガレイ，その他10魚種について

は大きさを定め，それ以下の大きさの魚を再放流している。その他，小型底びき網袋

網の目合いの制限，抱卵ガザミの再放流，休漁日などを設定している。 

岡山県ノリ養殖漁場改善計画に基づき，養殖柵数量，養殖漁場及び期間等について

制限している。 
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 （３）具体的な取組内容（毎年ごとに数値目標とともに記載） 

   １年目（平成２６年度） 

以下の取組により漁業所得を基準年対比 1.5％向上させる。以降，以下の取組内容は，

取組の進捗状況や得られた知見等を踏まえ，必要に応じて見直すこととする。 

漁業収入向上

のための取組

○ 安心・安全で高品質な水産物の供給（魚価向上・消費拡大） 

・漁船漁業者は岡山県漁業士会が開催する「魚の神経締め講習会」に

参加するとともに，メディア等から鮮度保持技術について情報収

集する。 

・ノリ養殖漁業者は乾海苔生産ラインに高感度な異物除去機，選別機

を導入し，ノリのごみ除去率向上に取り組む。 

・ノリ養殖漁業者は色艶がよく，適度な厚みがあり，風味豊かな胸上

産の乾海苔の利用方法について検討する。また，漁協女性部は料

理教室等で絵巻寿司の作り方を講習し，子供から大人までノリへ

の親しみの持てる食文化の普及について検討する。 

・漁協女性部は玉野市と連携し，胸上産の味付け海苔の学校給食での

利用を働きかけ，地元水産物の利用促進を図る。また，親子を対

象とした魚を使った料理教室の開催により，地産地消の推進に取

り組む。 

・漁協女性部は漁協と連携し，地元飲食店とともに胸上産の鮮魚やノ

リを活用したメニューを研究する。 

・漁業者は漁協と連携し，フェイスブックを立ち上げ，生産者，生産

現場の紹介，胸上産の鮮魚やノリのＰＲ等を実施する。また，ノ

リ養殖漁業者は漁協と連携し，胸上産ノリを食べて大きくなった

という地元商工会の人気キャラクター「東児ライダー８」と連携

し，胸上産の水産加工物の消費拡大に努める。 

○ 美しく豊かな海と漁村づくり 

・漁船漁業者は玉野市と連携し，「市の魚」に制定されているメバル

（カサゴ）の放流尾数を増やし，地元特産品であるメバルの資源

の維持・増加を図る。また，市場価値の高いマコガレイについて

も稚魚放流の実施により資源の増大を図る。 

・漁船漁業者は小型底びき網漁業については休業日を週2日設定し，

抱卵ガザミを再放流する等，漁業資源の保護に努める。 

○ 賑わいの創出 

・漁業者は地元産の新鮮で安心感のある商品を，瀬戸内国際芸術祭や

宇野港でのイベント等において，生産者が直接対面販売するなど，

販売促進に参加しＰＲを検討する。 

 

以上の取組を推進することにより，基準年度の漁業収入に対し，0.2％

向上を目標に取り組む。 

 

漁業コスト削

減のための取

組 

○ 漁業経営の基盤強化 

１ 省燃油活動 

・船底清掃に取り組むことにより，燃油使用量を削減し，漁業コスト

削減につなげる。【基準年度に対し0.7％の燃料費削減等を図る。】
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２ 省エネ機器の導入 

・省エネ型エンジンに換装することにより，燃油使用量を削減し，漁

業コスト削減につなげる。【基準年度に対し 3.0％の燃料費削減等

を図る。】 

３ その他 

・燃油の急騰による漁業コストの圧迫に備えるため，漁業経営セーフ

ティーネット構築事業への加入を推進する。 

  

活用する支援

措置等 

省燃油活動推進事業，省エネ機器等導入推進事業，漁業経営セーフティ

ーネット構築事業，漁業振興特別対策事業（県），種苗放流事業（市），

水産基盤整備事業，農山漁村地域整備交付金，港整備交付金  

 

   ２年目（平成２７年度） 

以下の取組により漁業所得を基準年対比2.8％向上させる。 

漁業収入向上

のための取組

○ 安心・安全で高品質な水産物の供給（魚価向上・消費拡大） 

・漁船漁業者は神経締め等の鮮度保持技術を研究し，漁協内で伝達講

習会を開き，技術普及に努める。 

・漁船漁業者は高水温期に品質低下しやすい小型エビ類，イカ類等に

ついて冷凍会社で保存して鮮度維持により単価向上することを検

討する。 

・漁協女性部は近年，漁獲量が増加傾向にあり鮮魚では単価の安いマ

ダイ等，底びき網等により混獲される未利用魚の干物等への加工

を検討する。 

・ノリ養殖漁業者は乾海苔生産ラインに高感度な異物除去機，選別機

を導入し，ノリのごみ除去率向上に取り組む。 

・ノリ養殖漁業者は色艶がよく，適度な厚みがあり，風味豊かな胸上

産の乾海苔の利用方法について検討する。また，漁協女性部は料

理教室等で絵巻寿司の作り方を講習し，子供から大人までノリへ

の親しみの持てる食文化の普及について検討する。 

・漁協女性部は玉野市と連携し，胸上産の味付け海苔の学校給食での

利用を働きかけ，地元水産物の利用促進を図る。また，親子を対

象とした魚を使った料理教室の開催により，地産地消の推進に取

り組む。 

・漁協女性部は漁協と連携し，地元飲食店とともに胸上産の鮮魚やノ

リを活用したメニューを研究する。 

・漁業者は漁協と連携し，フェイスブックを利用し，胸上産の鮮魚や

ノリのＰＲ等を実施する。また，ノリ養殖漁業者は漁協と連携し，

胸上産ノリを食べて大きくなったという地元商工会の人気キャラ

クター「東児ライダー８」と連携し，胸上産の水産加工物の消費

拡大に努める。 

○ 美しく豊かな海と漁村づくり 

・漁船漁業者は玉野市と連携し，「市の魚」に制定されているメバル

（カサゴ）の稚魚放流の実施により，地元特産品であるメバルの

資源の維持・増加を図る。また，市場価値の高いマコガレイにつ
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いても稚魚放流の実施により資源の増大を図る。 

・漁船漁業者は小型底びき網漁業については休業日を週2日設定し，

抱卵ガザミを再放流する等，漁業資源の保護に努める。 

○ 賑わいの創出 

・漁業者は地元産の新鮮で安心感のある商品を，瀬戸内国際芸術祭や

宇野港でのイベント等において，生産者が直接対面販売するなど，

販売促進に参加しＰＲに取り組む。 

○ 漁業経営の基盤強化 

・ノリ養殖漁業者は，これまで各経営体が所有する全自動乾燥機等の

乾海苔製造機械を使用し，原藻の生産から乾海苔の製造まで行っ

ていたが，製造工程を海苔製造施設に集約することにより，海上

での養殖作業と製造工程を分業化及び効率化し，製品規格の統一

化，製造枚数の増加，製造コストの削減について検討する。 

○ 意欲のある漁業者の育成 

・漁業者は漁協と連携し，新規就漁者，漁業後継者に対する体験研修

等の受入体制の整備に努める。 

 

 以上の取組を推進することにより，基準年度の漁業収入に対し0.5％

向上を目標に取り組む。 

 

漁業コスト削

減のための取

組 

○ 漁業経営の基盤強化 

１ 省燃油活動 

・船底清掃に取り組むことにより，燃油使用量を削減し，漁業コスト

削減につなげる。【基準年度に対し0.7％の燃料費削減等を図る。】

２ 省エネ機器の導入 

・省エネ型エンジンを継続使用することにより，燃油使用量を削減し，

漁業コスト削減につなげる。【基準年度に対し 3.0％の燃料費削減

等を図る。】 

３ その他 

・燃油の急騰による漁業コストの圧迫に備えるため，漁業経営セーフ

ティーネット構築事業への加入を推進する。 

  

活用する支援

措置等 

省燃油活動推進事業，省エネ機器等導入推進事業，漁業経営セーフティ

ーネット構築事業，新規漁業就業者総合支援事業，漁業振興特別対策事

業（県），種苗放流事業（市），水産基盤整備事業，農山漁村地域整備交

付金，港整備交付金 

 

   ３年目（平成２８年度） 

以下の取組により漁業所得を基準年対比4.9％向上させる。 

漁業収入向上

のための取組

○ 安心・安全で高品質な水産物の供給（魚価向上・消費拡大） 

・漁船漁業者は漁獲物に神経締め等の鮮度保持処置を施して販売す

る。 

・漁船漁業者は高水温期に品質低下しやすい小型エビ類，イカ類等に

ついて民間会社のＣＡＳ冷凍等を利用して高品質のまま保存し，
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販売することで単価向上を図る。 

・漁船漁業者は近年，漁獲量が増加傾向にあり鮮魚では単価の安いマ

ダイ等，底びき網等により混獲される未利用魚の干物等への加工

を検討する。 

・ノリ養殖漁業者は高感度な異物除去機，選別機の導入率上昇を図る。

また，高感度な異物除去機，選別機を導入した生産ラインで製造

された乾海苔についてはその他の製品と差別化を図るため，別途，

品質等級付けを行う。 

・ノリ養殖漁業者は色艶がよく，適度な厚みがあり，風味豊かな胸上

産の乾海苔の利用方法について検討する。また，漁協女性部は料

理教室等で絵巻寿司の作り方を講習し，子供から大人までノリへ

の親しみの持てる食文化の普及について検討する。 

・漁協女性部は玉野市と連携し，胸上産の味付け海苔の学校給食での

利用を働きかけ，地元水産物の利用促進を図る。また，若者の魚

離れ防止を目的に，独身者を対象とした，魚を使った料理教室の

開催により，地産地消の推進に取り組む。 

・漁協女性部は漁協と連携し，地元飲食店とともに胸上産の鮮魚やノ

リを活用したメニューを研究する。また，道の駅みどりの館みや

ま等との連携を深め，対面販売やネット販売により，四季折々の

少量多品種の地魚の販売方法について検討する。 

・漁業者は漁協と連携し，フェイスブックを利用し，胸上産の鮮魚や

ノリのＰＲ等を実施する。また，ノリ養殖漁業者は漁協と連携し，

胸上産ノリを食べて大きくなったという地元商工会の人気キャラ

クター「東児ライダー８」と連携し，胸上産の水産加工物の消費

拡大に努める。 

○ 美しく豊かな海と漁村づくり 

・漁船漁業者は玉野市と連携し，「市の魚」に制定されているメバル

（カサゴ）の稚魚放流の実施により，地元特産品であるメバルの

資源の維持・増加を図る。また，市場価値の高いマコガレイにつ

いても稚魚放流の実施により資源の増大を図る。 

・漁船漁業者は小型底びき網漁業については休業日を週2日設定し，

抱卵ガザミを再放流する等，漁業資源の保護に努める。 

・漁業者は岡山県と連携し，海底浄化と藻場の再生を促進する取組に

向け，海底の環境を調査する。 

・漁業者は漁協，岡山県と連携し，魚礁ブロック，筏等を設置し，漁

場造成に取り組む。 

○ 賑わいの創出 

・漁業者は地元産の新鮮で安心感のある商品を，瀬戸内国際芸術祭や

宇野港でのイベント等において，生産者が直接対面販売するなど，

販売促進に参加しＰＲに取り組む。 

○ 漁業経営の基盤強化 

・ノリ養殖漁業者はこれまで各経営体が所有する全自動乾燥機等の乾

海苔製造機械を使用し，原藻の生産から乾海苔の製造まで行って
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いたが，製造工程を海苔製造施設に集約することにより，海上で

の養殖作業と製造工程を分業化及び効率化し，製品規格の統一化，

製造枚数の増加，製造コストの削減について検討する。 

・漁協は船着場，桟橋，荷捌き所等の老朽化施設を再整備し，漁業者

や地域住民の集会所，災害時の一時避難所として活用できる，漁

村コミュニティとして地域住人の憩いの場づくりを検討する。 

○ 意欲のある漁業者の育成 

・漁業者は漁協と連携し，新規就漁者，漁業後継者に対する体験研修

等の受入体制の整備に努める。 

・漁業者は漁協と連携し，中古の漁船や漁具等に関する情報をフェイ

スブック等で情報提供する。 

 

 以上の取組を推進することにより，基準年度の漁業収入に対し，1.0％

向上を目標に取り組む。 

 

漁業コスト削

減のための取

組 

○ 漁業経営の基盤強化 

１ 省燃油活動 

・船底清掃に取り組むことにより，燃油使用量を削減し，漁業コスト

削減につなげる。【基準年度に対し0.7％の燃料費削減等を図る。】

２ 省エネ機器の導入 

・省エネ型エンジンを継続使用することにより，燃油使用量を削減し，

漁業コスト削減につなげる。【基準年度に対し 3.0％の燃料費削減

等を図る。】 

３ その他 

・燃油の急騰による漁業コストの圧迫に備えるため，漁業経営セーフ

ティーネット構築事業への加入を推進する。 

  

活用する支援

措置等 

漁業経営セーフティーネット構築事業，新規漁業就業者総合支援事業，

漁業振興特別対策事業（県），種苗放流事業（市），水産基盤整備事業，

農山漁村地域整備交付金，港整備交付金 

 

 

   ４年目（平成２９年度） 

以下の取組により漁業所得を基準年対比7.5％向上させる。 

漁業収入向上

のための取組

○ 安心・安全で高品質な水産物の供給（魚価向上・消費拡大） 

・漁船漁業者は漁獲物に神経締め等の鮮度保持処置を施して販売する

とともに処置済みの表示を行い付加価値向上に努める。 

・漁船漁業者は高水温期に品質低下しやすい小型エビ類，イカ類等に

ついて民間会社のＣＡＳ冷凍等を利用して高品質のまま保存し，

販売することで単価向上を図る。 

・漁協女性部は鮮魚では単価の安いマダイ，グチ，小型ウシノシタ類

を干物に，コノシロを酢漬に，夏期に単価が下がるベイカを煮物

に加工して販売することにより高付加価値化を図る。 

・ノリ養殖漁業者は高感度な異物除去機，選別機の導入率上昇を図る。
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また，高感度な異物除去機，選別機を導入した生産ラインで製造

された乾海苔についてはその他の製品と差別化を図るため，別途，

品質等級付けを行う。 

・ノリ養殖漁業者は高品質の胸上産ノリを漁協等で販売する。また，

漁協女性部は料理教室等で絵巻寿司の作り方を講習し，子供から

大人までノリへの親しみの持てる食文化を普及する。 

・漁協女性部は玉野市と連携し，胸上産の味付け海苔の学校給食での

利用を働きかけ，地元水産物の利用促進を図る。また，地域住民

への魚食普及を目的に，栄養委員を対象とした，魚を使った料理

教室の開催により，地産地消の推進に取り組む。 

・漁協女性部は漁協と連携し，胸上産の鮮魚やノリを活用したメニュ

ーを開発し，イメージアップを狙いつつ地元飲食店で販売する。

また，道の駅みどりの館みやま等との連携を深め，胸上産の少量

多品種の地魚やノリの利用方法を伝えながら対面販売を実施し，

売上高の増加を図る。 

・漁業者は漁協と連携し，フェイスブックを利用し，胸上産の鮮魚や

ノリのＰＲ等を実施する。また，ノリ養殖漁業者は漁協と連携し，

胸上産ノリを食べて大きくなったという地元商工会の人気キャラ

クター「東児ライダー８」と連携し，胸上産の水産加工物の消費

拡大に努める。 

○ 美しく豊かな海と漁村づくり 

・漁船漁業者は玉野市と連携し，「市の魚」に制定されているメバル

（カサゴ）の稚魚放流の実施により，地元特産品であるメバルの

資源の維持・増加を図る。また，市場価値の高いマコガレイにつ

いても稚魚放流の実施により資源の増大を図る。 

・漁船漁業者は小型底びき網漁業については休業日を週2日設定し，

抱卵ガザミを再放流する等，漁業資源の保護に努める。 

・漁業者は岡山県と連携し，カキ殻等を投入するなど，海底浄化と藻

場の再生に取り組む。 

・漁業者は漁協，岡山県と連携し，漁場造成のため設置した筏等にガ

ラモの付着基質等を設置することにより，藻場造成に取り組む。 

○ 賑わいの創出 

・漁業者は漁協と連携し，漁場造成，藻場再生のために設置した筏等

を釣り筏として活用した釣り大会やアマモの種取会等のイベント

開催により，地域の活性化を図る。 

・漁業者は地元産の新鮮で安心感のある商品を，瀬戸内国際芸術祭や

宇野港でのイベント等において，生産者が直接対面販売するなど，

販売促進に参加しＰＲに取り組む。 

○ 漁業経営の基盤強化 

・ノリ養殖漁業者は漁協と連携し，製造工程を乾海苔製造施設に集約

することにより，海上での養殖作業と製造工程を分業化及び効率

化し，製品規格の統一化，製造枚数の増加，製造コストの削減に

ついて検討する。 

・漁協は船着場，桟橋，荷捌き所等の老朽化施設を再整備し，漁業者
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や地域住民の集会所，災害時の一時避難所として活用できる，漁

村コミュニティとして地域住人の憩いの場づくりを検討する。 

○ 意欲のある漁業者の育成 

・漁業者は漁協と連携し，新規就漁希望者との相談の場を設けるとと

もに，漁業経営指導，体験研修等の受入体制を整備することによ

り新規就漁者の確保に努める。 

・漁業者は漁協と連携し，中古の漁船や漁具等に関する情報をフェイ

スブック等で情報提供する。 

 

 以上の取組を推進することにより，基準年度の漁業収入に対し，1.6％

向上を目標に取り組む。 

 

漁業コスト削

減のための取

組 

○ 漁業経営の基盤強化 

１ 省燃油活動 

・船底清掃に取り組むことにより，燃油使用量を削減し，漁業コスト

削減につなげる。【基準年度に対し0.7％の燃料費削減等を図る。】

２ 省エネ機器の導入 

・省エネ型エンジンを継続使用することにより，燃油使用量を削減し，

漁業コスト削減につなげる。【基準年度に対し 3.0％の燃料費削減

等を図る。】 

３ その他 

・燃油の急騰による漁業コストの圧迫に備えるため，漁業経営セーフ

ティーネット構築事業への加入を推進する。 

  

活用する支援

措置等 

漁業経営セーフティーネット構築事業，新規漁業就業者総合支援事業，

漁業振興特別対策事業（県），種苗放流事業（市），水産基盤整備事業，

農山漁村地域整備交付金，港整備交付金 

 

 

   ５年目（平成３０年度） 

以下の取組により漁業所得を基準年対比10.5％向上させる。 

取組の 終年度であり，前年度に引き続き行うが，目標達成が確実なものとなるよう，

プランの取組状況を確認しつつ，必要に応じて施策の見直しを行う。 

漁業収入向上

のための取組

○ 安心・安全で高品質な水産物の供給（魚価向上・消費拡大） 

・漁船漁業者は漁獲物に神経締め等の鮮度保持処置を施して販売する

とともに処置済みの表示を行い付加価値向上に努める。 

・漁船漁業者は高水温期に品質低下しやすい小型エビ類，イカ類等に

ついて民間会社のＣＡＳ冷凍等を利用して高品質のまま保存し，

サイズ規格毎に数量をそろえて販売することで単価向上を図る。 

・漁協女性部は鮮魚では単価の安いマダイ，グチ，小型ウシノシタ類

を干物に，コノシロを酢漬に，夏期に単価が下がるベイカを煮物

に加工して販売することにより高付加価値化を図る。また，底び

き網等で漁獲され，雑魚として廃棄される魚介類についてフライ

等に加工して販売する。 
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・ノリ養殖漁業者は高感度な異物除去機，選別機の導入率上昇を図る。

また，高感度な異物除去機，選別機を導入した生産ラインで製造

された乾海苔についてはその他の製品と差別化を図るため，別途，

品質等級付けを行う。 

・ノリ養殖漁業者は高品質の胸上産ノリを漁協等で販売する。また，

漁協女性部は料理教室等で絵巻寿司の作り方を講習し，子供から

大人までノリへの親しみの持てる食文化を普及する。 

・漁協女性部は玉野市と連携し，胸上産の味付け海苔の学校給食での

利用を働きかけ，地元水産物の利用促進を図る。また，地域住民

への魚食普及を目的に，栄養委員を対象とした，魚を使った料理

教室の開催により，地産地消の推進に取り組む。 

・漁協女性部は漁協と連携し，胸上産の鮮魚やノリを活用したメニュ

ーを開発し，イメージアップを狙いつつ地元飲食店で販売する。

また，道の駅みどりの館みやま等との連携を深め，胸上産の少量

多品種の地魚やノリの利用方法を伝えながら対面販売を実施し，

売上高の増加を図る。 

・漁業者は漁協と連携し，フェイスブックを利用し，胸上産の鮮魚や

ノリのＰＲ等を実施する。また，ノリ養殖漁業者は漁協と連携し，

胸上産ノリを食べて大きくなったという地元商工会の人気キャラ

クター「東児ライダー８」と連携し，胸上産の水産加工物の消費

拡大に努める。 

○ 美しく豊かな海と漁村づくり 

・漁船漁業者は玉野市と連携し，「市の魚」に制定されているメバル

（カサゴ）の稚魚放流の実施により，地元特産品であるメバルの

資源の維持・増加を図る。また，市場価値の高いマコガレイにつ

いても稚魚放流の実施により資源の増大を図る。 

・漁船漁業者は小型底びき網漁業については休業日を週2日設定し，

抱卵ガザミを再放流する等，漁業資源の保護に努める。 

・漁業者は岡山県と連携し，カキ殻等を投入するなど，海底浄化と藻

場の再生に取り組む。また，海底耕うん，ため池放流等を行うこ

とで栄養塩の有効活用に取り組む。 

・漁業者は漁協，岡山県と連携し，漁場造成のため設置した筏等にガ

ラモの付着基質等を設置することにより，藻場造成に取り組む。 

○ 賑わいの創出 

・漁業者は漁協と連携し，漁場造成，藻場再生のために設置した筏等

を釣り筏として活用した釣り大会やアマモの種取会等のイベント

開催により，地域の活性化を図る。 

・漁業者は地元産の新鮮で安心感のある商品を，瀬戸内国際芸術祭や

宇野港でのイベント等において，生産者が直接対面販売するなど，

販売促進に参加しＰＲに取り組む。 

○ 漁業経営の基盤強化 

・ノリ養殖漁業者は漁協と連携し，乾海苔製造施設を整備し，製品規

格の統一化，製造枚数の増加，製造コストの削減を図る。 
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・漁協は船着場，桟橋，荷捌き所等の老朽化施設を再整備し，漁業者

や地域住民の集会所，災害時の一時避難所として活用できる，漁

村コミュニティとして地域住人の憩いの場づくりを検討し，施設

の合理化，効率化に繋がるものについて実施する。 

○ 意欲のある漁業者の育成 

・漁業者は漁協と連携し，新規就漁希望者との相談の場を設けるとと

もに，漁業経営指導，体験研修等の受入体制を整備することによ

り新規就漁者の確保に努める。 

・漁業者は漁協と連携し，中古の漁船や漁具等に関する情報をフェイ

スブック等で情報提供する。 

 

 以上の取組を推進することにより，基準年度の漁業収入に対し，2.3％

向上を目標に取り組む。 

 

漁業コスト削

減のための取

組 

○ 漁業経営の基盤強化 

１ 省燃油活動 

・船底清掃に取り組むことにより，燃油使用量を削減し，漁業コスト

削減につなげる。【基準年度に対し0.7％の燃料費削減等を図る。】

２ 省エネ機器の導入 

・省エネ型エンジンを継続使用することにより，燃油使用量を削減し，

漁業コスト削減につなげる。【基準年度に対し 3.0％の燃料費削減

等を図る。】 

３ その他 

・燃油の急騰による漁業コストの圧迫に備えるため，漁業経営セーフ

ティーネット構築事業への加入を推進する。 

  

活用する支援

措置等 

漁業経営セーフティーネット構築事業，新規漁業就業者総合支援事業，

漁業振興特別対策事業（県），種苗放流事業（市），水産基盤整備事業，

農山漁村地域整備交付金，港整備交付金 

    

 （４）関係機関との連携 

 漁業収入向上や漁業コスト削減のための取組の効果が十分発揮されるよう，岡山県，

玉野市，岡山県漁業協同組合連合会と連携を深めるとともに，県内外の流通・販売業者，

飲食店等についても新たな連携を図る。 

 

 

４ 目標 

 （１）数値目標 

漁業所得の向上  ％以上 

（１人あたり） 

基準年  

目標年  

 （２）上記の算出方法及びその妥当性 
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５ 関連施策 

   活用を予定している関連施策名とその内容及びプランとの関係性 

事業名 事業内容及び浜の活力再生プランとの関係性 

省燃油活動推進事業 

 

 

省エネ機器等導入推進事

業 

 

漁業経営セーフティーネ

ット構築事業 

 

 

 

新規漁業就業者総合支援

事業 

 

 

漁業振興特別対策事業 

 

 

 

 

 

種苗放流事業 

 

 

水産基盤整備事業，農山漁

村地域整備交付金，港整備

交付金 

船底清掃に取り組むことにより，燃油使用量を削減し，漁

業コスト削減につなげる。 

 

省エネ型エンジンに換装することにより，燃油使用量を削

減し，漁業コスト削減につなげる。 

 

漁業者と国が１対１の負担割合で資金を積み立て，原油価

格が一定の基準を超えて上昇した場合に，積立金から補て

ん金の交付を受けることにより，漁業コスト削減につなげ

る。 

 

意欲ある若者が漁業に新規参入し，継続して漁業に携わる

ための環境を整えるとともに，漁業の付加価値化を担う人

材を確保，育成する。 

 

・稚魚放流の実施により，水産資源の増大と市場単価の高

い魚種の漁獲量の増加を図ることで，漁家経営の安定に資

する。 

・海底浄化と藻場の再生に取り組むことにより漁場を造成

し，漁業資源増大を図る。 

 

稚魚を放流することにより，玉野市沖で獲れる漁業資源の

増大を図る。 

 

・漁業活動の一層の活性化，漁業就労環境の改善及び生活環

境の改善を図るために漁港整備を行う。 

・漁港施設の機能保全を行うために必要な機能保全計画の策

定及び保全工事を行う。 

・民生の安定上，重要な地域を高潮等による被害から守るた

めに海岸保全施設整備を行う。 

 

 


