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対象となる地域の範囲及

び漁業の種類 

東茨城郡大洗町 

沿岸小型船漁業(137)、大中型まき網(1) 

 

2 地域の現状 

(1)関連する水産業を取り巻く現状等 

 大洗町は、茨城県沿岸部のほぼ中央にあり、沖合いに黒潮・親潮が交錯した豊かな漁場を持ち、

シラス(大洗港水揚額の約５割)、イワシ類(大洗港水揚額の約２割)を中心にヒラメやタイなど多様

な水産物の水揚があります。また、大洗岬から利根川河口まで広がる砂浜域である鹿島灘には県内

２漁協とともに共同漁業権が免許されており、貝けた網漁業によって鹿島灘はまぐりやホッキガイ

が水揚げされます。 

 漁業勢力としては、１ヶ統の大中型まき網が操業するほか、５トン未満の沿岸小型船漁業が占め

ており、シラスを漁獲する船びき網を中心に、貝桁網、建網（固定式さし網）、釣り、たこ樽流し、

磯根漁業など、多様な漁業が営まれております。しかし、当地域の水産業の現状は、漁獲量の減少、

魚価の低迷、さらには燃油価格の上昇などにより大変厳しい状況となっております。 

 特に漁業収入の安定化に大きく寄与していた鹿島灘はまぐりの水揚げは、漁場環境の変化などに

より最盛期から比べると約1/10に減少しており、漁家所得の減少・不安定化の一因となっておりま

す。また、漁業者の人数においても高齢化や後継者不足により、年々減少しております。 

 さらに、平成23年３月に発生した東日本大震災の地震・津波において、漁船や共同利用施設の被

害もあり、現在も、復旧・復興に向けて事業等を進めております。福島第一原発事故による放射性

物質の影響で、いまだ国の出荷規制がされている魚種もあるほか、他の魚種においても魚価に悪影

響を及ぼしております。 

 

 

(2)その他の関連する現状等 

○観光業との連携 

 当町は、水産業のほか観光業も主産業であり※、県内外から新鮮な魚介類を求めてくる方も多く

いることから、水産業を活用した誘客は、地域の活性化に大きく影響します。そのため、観光業と

密接に関係した水産業を発展させることが、地域発展のための大きな役割となっております。現在

も魚市場でのイベント、漁業体験を開催するほか、町内外の行事等で魚食普及を積極的に進めるこ

とで、水産業の振興を図っております。そのようななか、平成22年４月に、漁師のかあちゃん達が

働く漁協直営の飲食店「かあちゃんの店」をオープンしました。平成23年の東日本大震災の津波で



被害を受けましたが、同年の６月に再オープンしました。現在、年間約10万人の来客があり地域の

賑わいの創出に貢献しております。 

※ 平成25年度茨城県観光客動態調査（茨城県商工労働部観光物産課） 

市町村別入込客数県内１位、海水浴客数の市町村別構成比54％（同１位） 

 

○イベント等の開催 

 現在、町主催で魚市場において、ホッキまつり（６月）、シラスまつり（９月）といった水産物を

主体にしたＰＲイベントを行っております。町外・県外からの観光客に対し大洗産の水産物を販売

することにより、水産物の生産地・観光地として認知度向上やイメージアップを通じた地域の振興

に貢献しております。 

○漁業体験 

 当町では、小学生を対象とした漁業体験を、平成14年から継続実施しております。小学５年生の

社会科で漁業を学習するため、現在は小学校の授業として、町内３校の小学５年生全員を対象とし

た漁業体験を行い、地場産業である沿岸漁業に対する理解促進と、魚介料理の提供を通じた魚食の

普及にも努めております。また近年は、町外・県外の学校も漁業体験の対象として門戸を広げ、漁

業の理解促進および魚食普及を図っています。 

 また、新規就業者対策として、当町に隣接する那珂湊地区にある茨城県立海洋高等学校と連携し

て、高校生に対し、沿岸漁業に対する理解促進と、就業先として検討してもらうための漁業体験を

行っております。 

 このような漁業体験は、上記イベント時に一般客を対象にも実施しており、水揚した魚介類だけ

でなく、魚をとる行為についても身近に感じてもらうような努力をしております。 

 

 

3 活性化の取組方針 

(1)基本方針 

【収入向上の取組み】 

①鮮度管理技術による高付加価値化 

 大洗港の主要水産物はシラスですが、鮮度低下が早いため、おいしい生シラスを食べることは

難しいとされてきましたが、茨城県水産試験場が開発した「凍結生シラス」の技術指導を受け、

漁業者が操業から加工まで行う凍結生シラス「海の輝き」の生産が可能となりました。現在は、

「かあちゃんの店」での提供分を中心に生産していますが、加工施設を整備することで生産体制

を強化し、土産物や外部飲食店・旅館等への提供など販路の拡大を行います。 

 現在、漁協の製氷事業では角氷の生産供給を行っていますが、今後漁協が整備する全自動製氷

施設では異なるサイズの設定が可能で、より適切な温度管理に対応した施氷が可能な砕氷を製造

することが可能となります。この氷を利用し氷冷方法を改善することで、水揚する魚の鮮度向上

を図ります。 

 現在の漁協では活魚場を利用して、ヒラメ等の活魚を一時蓄養し県外の市場に出荷していま

す。しかし、老朽化と水揚およびセリを行う市場から離れていることによる非効率な状態を解消

するため、新しい活魚場を市場近くに整備し、活魚の効率的な出荷方法や、これまで行っていな

かった活魚の販売（セリ）を検討するなど、魚価の向上を図ります。 

 

②６次産業化による魚価の向上 

 現在、漁協において「かあちゃんの店」を運営していますが、団体向け施設として平成 26 年

12月に「かあちゃんの店 別館」の営業を開始しました。今後は、バスツアーなど団体を取り込



むことで一層の誘客を計るほか、今まで以上に地元水産物や地元でしか味わえない料理(土産土

法※)などの販売･提供を行い、漁業の６次産業化を進めていきます。（※地元産食材を地元に伝

わる調理法で調理して食べること） 

 大洗町は、地域資源の活用とイメージアップのため、町独自のブランド認証制度を設けており、

この制度にて、漁協が商品化した「かあちゃんの店大洗地魚の干物」を認証しました。今後も新

たな水産加工品の開発とブランド認証を行うことで、水産加工品の認知度向上と販売促進を図り

ます。 

 平成26年の８月には漁協･ローソン・大洗町・筑波銀行との連携により、大洗のシラス干しを

使用した「しらすご飯」が関東甲信越地区のローソンにて発売され、好評を博しました。この評

価を元に、今後も４者が連携し、主力漁獲物である大洗のシラス干しを利用したコンビニ向け商

品の開発を行い、大洗産シラス干しの認知度および魚価の向上を図ります。 

 現在、農商工連携事業（関東農政局所管）により、町内のお弁当業者と漁協が地元産ホッキ貝

を利用した商品開発を実施しております。また、魚市場で行われる「大洗魚市場ホッキまつり」

というイベントを行っていますが、引き続きこの取組を行うことでホッキ貝の認知度および向上

を図ります。 

 

③資源管理型漁業 

 資源管理型漁業への取組として、県栽培漁業センターにおいて生産したヒラメ・ハマグリ・ア

ワビなどの種苗放流や小型魚･貝の保護を引き続き行います。また、ハマグリについては、県水

産試験場と連携し、標識づけしたハマグリ小型貝の移殖放流を行い、種苗放流の適地選定を行う

ためのその後の追跡調査に引き続き協力します。 

 

④後継者育成・魚食普及活動 

 高齢化が進み、漁業者が減少しているため、後継者育成や、新規就業者についてどのような方

策があるか、漁業者・漁協・行政など関係機関と連携し後継者対策や就業者の受け入れ体制など

を定期的に話し合うための検討会を行います。 

 近隣に所在する茨城県立海洋高校と交流を図り、生徒の漁業に対する理解を深めていきます。

また、生徒に対し、漁業体験を行うことにより沿岸漁業についての理解を深め、就業しやすい環

境にしていきます。 

 現在、教育の一環として町内（３校）の小学生に漁業体験を行っていますが、町外の学校や、

イベント開催時には一般を対象度した漁業体験を行い、漁業と係わりのない方にも漁業を身近に

感じてもらい、交流を拡げていきます。 

 町の催しや学校給食で、イワシつみれ汁やシラス汁の提供を行い、食材として水産物や地元の

漁業の説明を行うことにより、魚食普及活動や漁業のＰＲ活動を行います。 

 

【コスト削減の取組み】 

⑤燃油高騰対策として省エネ活動、省エネ機器の導入 

 燃油高騰対策として、漁業経営セーフティネットへの加入を継続します。また、燃油使用量の

削減に向けた船底清掃、減速航行も引き続き実施するほか、省エネ機器の導入についても検討し

ていきます。 

 

 

 

 

 



(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 

1.ヒラメの資源管理 

 (1)小型魚の保護のため、全長30cm未満のヒラメの水揚げを規制している。(平成7年1月から委

員会指示) 

 (2)那珂川以南で岸から0.5～1マイル以内において、11月から翌年6月までの8ヶ月間操業禁止

(平成8年2月から自粛) 

2.鹿島灘ハマグリの資源管理 

 鹿島灘(大洗町～神栖市)に面する3つの漁業協同組合で構成する鹿島灘漁業権共有組合連合会で

は、資源保護と魚価安定のため、漁獲努力量の削減、水揚のプール制、漁具の改良などの資源管理

を行っている。 

3.鹿島灘の固定式刺網(建網)の資源管理 

 鹿島灘漁業権共有組合連合会では、漁業者同士の協議により、漁期を通じて漁獲量の平準化、魚

価安定のため、操業開始時期を年々遅らせるともに、操業開始当初の漁具の長さを削減している。

4.イシガレイの資源管理 

 イシガレイの小型魚保護のため、小型機船底びき網漁業の操業区域のうち、岸から1マイル以内

を禁止区域としている。 

 

(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) 

漁業収入向上

のための取組 

 

①漁協は冷凍生シラス「海の輝き」の生産体制を強化するため、自動真空包装機

などの設備を整備します。 

 漁協は新しく全自動製氷施設を整備し、製氷事業の省力化を図るとともに、サ

イズ設定が可能な砕氷を生産し、漁業者は氷冷方法を改善することで鮮度管理を

徹底します。 

②漁協女性部（45 人）は大洗ブランド認証品である地魚の干物の商品開発を行う

他、漁協はシラス干しを利用したコンビニ向け商品、ホッキガイを利用した農商

工連携事業で開発する商品の原料を生産する側として連携を継続します。 

 漁協は水揚された魚介類を買取り、漁協が東日本大震災後に新しく整備（平成

26 年度より供用開始）した加工場において、女性部が加工と「かあちゃんの店」

での提供を行います。 

③漁業者全員が県栽培漁業センターにおいて生産したヒラメ・ハマグリ・アワビ

などの種苗放流や小型魚･貝の保護を引き続き行います。また、ハマグリについて

は、県水産試験場と連携して、標識づけしたハマグリの小型貝の移植放流と、種

苗放流の適地選定を行うための追跡調査に引き続き協力します。 

④漁協および町は後継者育成や、新規就業者についてどのような方策があるか、

関係機関と連携し、後継者対策や就業者の受け入れ体制などを定期的に話し合う

ための検討会を行います。 

 漁業研究会（22 人）は町内３校の小学生を漁船に乗せシラス船びき網漁を体験

してもらう漁業体験を行います。 

 漁協は年10回程度の町の催しや学校給食で、イワシつみれ汁やシラス汁など提

供し魚食普及活動や漁業ＰＲ活動を行います。 

 

 これらの取組により、基準年より0.5％の収入向上を見込みます。 

 



漁業コスト削

減のための取

組 

⑤燃油高騰対策として、漁業者63人が漁業経営セーフティネットへの加入を継続

します。 

全漁業者が燃油使用量の削減に向けた船底清掃、減速航行も引き続き実施しま

す。 

 これらの取組により、基準年より燃油コスト2％の削減を見込みます。 

 

活用する支援

措置等 

水産多面的機能発揮対策事業、沿岸漁業リーダー・女性育成支援事業、 

新規漁業就業者総合支援事業、流通促進取組支援事業、 

漁業経営セーフティネット構築事業、省燃油活動推進事業、農商工連携事業 

 

2年目(平成27年度) 

漁業収入向上

のための取組 

①漁協および漁業者は冷凍生シラス「海の輝き」のお土産用の商品を生産し、漁

協直売所での販売を開始します。 

②漁協は大洗ブランド認証品、コンビニ向け商品、農商工連携で開発した商品を

イベント等でＰＲを行い、認知度向上を図ります。 

 漁協は水揚された魚介類を買取り、漁協が整備した加工場において漁協女性部

（45 人）は加工を行い、「かあちゃんの店」「かあちゃんの店 別館」にて提供し

ます。また、加工場においてお土産品(タイの干物など)を作り漁協直売所で販売

します。 

 前年に引続き、漁協は「かあちゃんの店 別館」へバスツアーなどの団体客を

取り込めるよう、ＰＲを行います。 

③漁業者全員が水産試験場の知見を元に県栽培漁業センターにおいて生産したヒ

ラメ・ハマグリ・アワビなどの種苗放流や小型魚･貝の保護を継続します。また水

産試験場と連携して、小型貝の移植放流と追跡調査を継続します。 

④漁協および町は後継者育成や、新規就業者について先進地の情報収集を行うと

ともに、就業者の受け入れ態勢などを、関係機関と連携し検討を行います。 

 漁業研究会（22 人）は町内や町外・県外の小学生を漁船に乗せてシラス船びき

網漁を体験してもらう漁業体験を行います。 

 漁協は年10回程度の町の催しや学校給食で、イワシつみれ汁やシラス汁などを

提供し魚食普及や漁業のＰＲ活動を行います。 

 

 これらの取組により、基準年より1.0％の収入向上を見込みます。 

 

漁業コスト削

減のための取

組 

⑤前年に引続き、燃油高騰対策として、漁業者63人が漁業経営セーフティネット

への加入を継続します。 

全漁業者が燃油使用量の削減に向けた船底清掃、減速航行も引き続き実施しま

す。また、燃油削減効果の高い省エネ機器の導入についても検討していきます。 

 

 これらの取組により、基準年より燃油コスト2％の削減を見込みます。 

 

活用する支援

措置等 

水産多面的機能発揮対策事業、沿岸漁業リーダー・女性育成支援事業、 

新規漁業就業者総合支援事業、流通促進取組支援事業、 

漁業経営セーフティネット構築事業、省燃油活動推進事業、 

省エネ機器等導入推進事業、農商工連携事業 



3年目(平成28年度) 

漁業収入向上

のための取組 

①漁協は冷凍生シラス「海の輝き」について町内の飲食店・居酒屋などへの販売

を開始します。 

②前年に引続き、漁協は大洗ブランド認証品、コンビニ向け商品、農商工連携で

開発した商品をイベント等でＰＲを行い、認知度向上を図ります。 

 漁協は水揚された魚介類を買取り、漁協が整備した加工場において漁協女性部

（45 人）は加工を行い、「かあちゃんの店」「かあちゃんの店 別館」にて提供し

ます。また、加工場において新たな魚種の干物（サヨリなど）などの土産品を開

発し、漁協直売所で販売します。 

 前年に引続き、漁協は「かあちゃんの店 別館」へバスツアーなどの団体客を

取り込めるよう、ＰＲを行います。 

③漁業者全員が水産試験場の知見を元に県栽培漁業センターにおいて生産したヒ

ラメ・ハマグリ・アワビなどの種苗放流や小型魚･貝の保護を継続します。また水

産試験場と連携して、小型貝の移植放流と追跡調査を継続します。 

④漁協および町は後継者育成や、新規就業者に関し、待遇や受け入れ態勢などに

ついて、定期的に関係機関と連携し話し合うための検討会を行います。 

 近隣に所在する茨城県立海洋高校と連携して、高校生を対象に漁業体験学習を

行い、沿岸漁業の理解を深め、就業意欲を高めます。 

 漁業研究会（22 人）は町内や町外・県外の小学生を漁船に乗せてシラス船びき

網漁を体験してもらう漁業体験を行います。 

 漁協は年10回程度の町の催しや学校給食で、イワシつみれ汁やシラス汁などを

提供し魚食普及や漁業のＰＲ活動を行います。 

 

 これらの取組により、基準年より1.5％の収入向上を見込みます。 

 

漁業コスト削

減のための取

組 

⑤前年に引続き、燃油高騰対策として、漁業者63人が漁業経営セーフティネット

への加入を継続します。 

全漁業者が燃油使用量の削減に向けた船底清掃、減速航行も引き続き実施しま

す。また、燃油削減効果の高い省エネ機器の導入についても検討していきます。 

 

 これらの取組により、基準年より燃油コスト2％の削減を見込みます。 

 

活用する支援

措置等 

沿岸漁業リーダー・女性育成支援事業、新規漁業就業者総合支援事業、 

流通促進取組支援事業、漁業経営セーフティネット構築事業、 

省燃油活動推進事業、省エネ機器等導入推進事業、農商工連携事業 

 

4年目(平成29年度) 

漁業収入向上

のための取組 

①漁協は冷凍生シラス「海の輝き」について、町内の飲食店・居酒屋に加え、町

内のホテル・旅館への販売を開始します。 

②前年に引続き、漁協は大洗ブランド認証品、コンビニ向け商品、農商工連携で

開発した商品をイベント等でＰＲを行い、認知度向上を図ります。 

 漁協は水揚された魚介類を買取り、漁協が整備した加工場において漁協女性部

（45 人）は加工を行い、「かあちゃんの店」「かあちゃんの店 別館」にて提供し

ます。また、加工場において新たな魚種の干物（キス、ホウボウなど）などの土



産品を開発し、漁協直売所で販売します。 

 前年に引続き、漁協は「かあちゃんの店 別館」へバスツアーなどの団体客を

取り込めるよう、ＰＲを行います。 

③漁業者全員が水産試験場の知見を元に県栽培漁業センターにおいて生産したヒ

ラメ・ハマグリ・アワビなどの種苗放流や小型魚･貝の保護を行います。また水産

試験場と連携して、小型貝の移植放流と追跡調査を行います。 

④漁協および町は、後継者育成や、新規就業者について、待遇、受け入れ態勢の

ほか、技術習得の方法などを、関係機関と連携し定期的に話し合うための検討会

を行います。 

 近隣に所在する茨城県立海洋高校と連携して、高校生を対象に漁業体験学習を

行い、沿岸漁業の理解を深め、就業意欲を高めます。 

 漁業研究会（22 人）は町内や町外・県外の小学生を漁船に乗せてシラス船びき

網漁を体験してもらう漁業体験を行います。 

 漁協は年10回程度の町の催しや学校給食で、イワシつみれ汁やシラス汁などを

提供し魚食普及や漁業のPR活動を行います。 

 

 これらの取組により、基準年より2.0％の収入向上を見込みます。 

 

漁業コスト削

減のための取

組 

⑤前年に引続き、燃油高騰対策として、漁業者63人が漁業経営セーフティネット

への加入を継続します。 

全漁業者が燃油使用量の削減に向けた船底清掃、減速航行も引き続き実施しま

す。また、燃油削減効果の高い省エネ機器の導入についても検討していきます。 

 

 これらの取組により、基準年より燃油コスト2％の削減を見込みます。 

 

活用する支援

措置等 

沿岸漁業リーダー・女性育成支援事業、新規漁業就業者総合支援事業、 

流通促進取組支援事業、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ネット構築事業、農商工連携事業 

 

5年目(平成30年度) 

漁業収入向上

のための取組 

①漁協は冷凍生シラス「海の輝き」について、町内の飲食店やホテルに加え、県

外への販路拡大のため、ＰＲ活動を行います。 

 また、漁協は、現在老朽化している活魚場を立地の便の良い市場の近くに新し

く整備し、活魚の効率的な出荷を行うほか、現在実施していない活魚のセリを行

うなど活魚の販売方法を検討し、魚価向上を図ります。 

②前年に引続き、漁協は大洗ブランド認証品、コンビニ向け商品、農商工連携で

開発した商品をイベント等でＰＲを行い、認知度向上を図ります。 

 漁協は水揚された魚介類を買取り、漁協が整備した加工場において漁協女性部

（45 人）は加工を行い、「かあちゃんの店」「かあちゃんの店 別館」にて提供し

ます。また、加工場において新たな魚種の干物（マトウダイなど）などの土産品

を開発し、直売所で販売します。 

 前年に引続き、漁協は「かあちゃんの店 別館」へバスツアーなどの団体客を

取り込めるよう、ＰＲを行います。 

③漁業者全員が、水産試験場の知見を元に県栽培漁業センターにおいて生産した



ヒラメ・ハマグリ・アワビなどの種苗放流や小型魚･貝の保護を行います。また水

産試験場と連携して、小型貝の移植放流と追跡調査を行います。 

④漁協および町は、後継者育成や、新規就業者について、漁労技術の習得方法の

検討を行い、地域の漁業形態にあった技術研修方法の確立を行います。 

 近隣に所在する茨城県立海洋高校と連携して、高校生を対象に漁業体験学習を

行い、沿岸漁業の理解を深め、就業意欲を高めます。 

 漁業研究会（22 人）は町内や町外・県外の小学生を漁船に乗せてシラス船びき

網漁を体験してもらう漁業体験を行います。 

 漁協は年10回程度の町の催しや学校給食で、イワシつみれ汁やシラス汁などを

提供し魚食普及や漁業のPR活動を行います。 

 

 これらの取組により、基準年より2.5％の収入向上を見込みます。 

 

漁業コスト削

減のための取

組 

⑤前年に引続き、燃油高騰対策として、漁業者63人が漁業経営セーフティネット

への加入を継続します。 

全漁業者が燃油使用量の削減に向けた船底清掃、減速航行も引き続き実施しま

す。また、燃油削減効果の高い省エネ機器の導入についても検討していきます。 

 

 これらの取組により、基準年より燃油コスト2％の削減を見込みます。 

 

活用する支援

措置等 

沿岸漁業リーダー・女性育成支援事業、新規漁業就業者総合支援事業、 

流通促進取組支援事業、漁業経営セーフティネット構築事業、省燃油活動推進事

業、省エネ機器等導入推進事業、農商工連携事業、産地水産業強化支援事業 

 

(4)関係機関との連携 

 行政（茨城県、県水産試験場）、関係機関（茨城沿海地区漁業協同組合連合会など）と連携し、

プランの実現に向けて推進する。 

 

4 目標 

(1)数値目標 

漁業所得の向上 ％以上 基準年 平成  年度 ：漁業所得   千円 

 目標年 平成  年度 ：漁業所得   千円 

 

(2)上記の算出方法及びその妥当性 

 

 



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 

水産多面的機能発揮対策事業 魚食普及や漁村文化の継承を図る 

沿岸漁業リーダー・女性育成支援事業 特産品の加工開発や漁獲物の販売促進等を進めることに

より、所得の向上を図る 

新規漁業就業者総合支援事業 新規漁業就業者の受け入れ態勢を検討・整備する 

流通促進取組支援事業 目詰まり解消の取組を行うため、機器導入等を図る 

省燃油活動推進事業 船底清掃等省燃油活動に取組むことによりコスト削減を

図る 

省エネ機器等導入推進事業 省エネ機器の導入を図ることによりコスト削減を図る 

漁業経営セーフティネット構築事業 燃油高騰によるコスト増に備え経費の抑制をはかる 

産地水産業強化支援事業 活魚施設整備を含む産地水産業強化計画を策定し、漁業

者の所得向上を図る 

 


