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組織名 中部外浦地区地域水産業再生委員会 
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再生委員会の構成員 石川県漁業協同組合,羽咋市,かほく市,志賀町,宝達志水町,石川県 

オブザーバー なし 

 

対象となる地域の範囲及び漁業種類 石川県漁協西海支所、福浦港支所、志賀支所、高浜支

所、柴垣支所、羽咋支所及び押水支所管内 

中型まき網漁業          ３経営体 

底びき網漁業          ２７経営体 

 かご漁業            １２経営体 

 ごち網漁業           １３経営体 

定置網漁業            ６経営体 

 刺網漁業           ２１６経営体 

 採貝・採藻           ８７経営体 

 その他            ３３６経営体 

          計     ７００経営体 

 

２ 地域の現状 

（１）関連する水産業を取り巻く現状等 

当該地区は、石川県能登半島の中程の日本海側に位置し、沖合は対馬暖流やリマン海流が交 

錯する海域に加え、天然礁にも恵まれ、古くから中型まき網漁業、かご漁業、底びき網漁業、

ごち網漁業などの漁船漁業や定置網漁業が盛んに行われている。 

 一方、沿岸域では、定置網漁業の他に、南部は砂浜域を利用した地びき網漁業が、北部では

岩礁域で、岩ガキ、岩のり等の採介藻業も盛んに行われている。 

さらに、初夏には沖合いにスルメイカ漁場が形成され、県外船が富来漁港を拠点に操業を行

っている。 

こうした中、漁船漁業においては、経営の安定化を図るため、年間を通して複数の漁業を行

う経営体もいるところである。 

さらに、冬場には時化により出漁日数が減少することなどから、まき網漁業では漁獲したサ

バやフクラギ（ブリ類）を海上生簀網で蓄養して出荷したり、甘エビをかご漁業で漁獲し活魚

として出荷するなど付加価値を高めながら出荷しているところである。 



こうした中、特に、漁船漁業においては、現在の燃油価格の高止まりは、支出の多くを燃 

料費が占めることから非常に厳しい経営の中にあっても、低速航行による燃油費の削減や休漁

等による資源管理、また、地区内の支所が連携しながらヒラメなどの種苗放流による資源の増

大にも継続して熱心に取り組んでいる。 

また、漁協、市・町、学校が連携し、学校給食で地元産の水産物を使用しているとろである。 

このように、資源管理や地元水産物のＰＲ等に取り組んでいるが、輸入魚の増大や、近年の

全国的な家庭での魚離れなどによる魚価の低迷が続いており、所得の向上に向けてこれまでの

対策に加え、漁獲物の一層の付加価値向上対策が喫緊の課題となっている。 

 

（２）その他の関連する現状等 

当該地区は、平成２３年６月に当該地区内の羽咋市、志賀町、宝達志水町を含めた能登半島

に広がる４市５町が「能登の里山・里海」が新潟県佐渡島とともに日本で初めて世界農業遺産

に登録され、また、交通機関では、平成２７年３月１４日には北陸新幹線が開業する予定であ

り、これに先駆け平成２５年度から実施している、金沢－能登間を走る「のと里山海道」の無

料化により、首都圏から多くの観光客が訪れると見込まれる。 

 

３ 活性化の取組方針 

（１）基本方針 

当該地区は、海況や地形などを活用しながらまき網漁業、底びき網漁業、定置網漁業、刺網

漁業など幅広い漁業が営まれている。 

しかしながら、資源の変動、燃油の高騰、魚価安等により漁業経営は厳しい状況にある。 

そのため、今後は以下の対策を総合的に進めながら、漁業所得の向上を図り、安定した漁業

経営の確立を図る。 

１ 機能的な流通システムの確立 

・直売施設の開設などによる水産物のＰＲ・即売による収益の向上 

・付加価値向上による魚価の安定、向上 

２ 魅力ある漁業経営の確立 

・減速航行や省エネ機器の導入等による燃油消費量の削減 

・学校給食での利用促進 

・漁業後継者の確保、育成 

３ 水産資源の回復と維持 

 ・休漁等による資源管理の推進や種苗放流による資源の増大 

・水ガニの漁獲自粛などによる資源の有効利用の推進 

 

（２）漁獲努力量の削減・維持およびその効果に関する担保措置 

該当なし 



（３）具体的な取組内容（毎年ごとに数値目標とともに記載） 

（取組内容については、取組の進捗状況や得られた成果等を踏まえ必要に応じて見直すこととする。） 

１）１年目（平成２６年度）■下記の取組により、漁業所得を５．４％向上させる。 

漁業収入向上のた

めの取組 

以下の取り組みにより基準年より漁業収入を０.２％向上させる。 

なお、以下の取組内容は、取組の進捗状況や得られた成果等を踏まえ

必要に応じて見直すこととする。 

１ 機能的な流通システムの確立 

（１）付加価値向上対策 

 ① 漁協（西海支所）は、まき網で漁獲した小型のブリやサバは商

品価値が低く、魚価も安いことから、海上生簀網で商品サイズま

で飼育した後に出荷することや、かご漁で活かして漁獲した甘エ

ビについて、漁獲後の船上や陸上水槽において１℃で飼育管理し

ながら、ビニール袋に滅菌海水とともにパック詰めし生かした状

態で出荷するなど多様な付加価値向上策に取り組んできたところ

であるが、家庭での消費低迷等による現在の魚価安により厳しい

状況が続いている。 

そこで、新たに、子供や外国人にも人気のある寿司を漁協所属

の定置網会社が支所とも連携しながら販売することにより、地元

水産物の認知度のアップと付加価値向上に取り組むこととし、全

国的にも珍しい漁業者による漁港内での回転寿司店を年度内に開

店させることとする。 

② 漁協（志賀支所）は、魚価向上対策として、これまで、マダイ

やヒラメなどを漁獲後箱立て前に紫外線殺菌冷海水で洗浄し、衛

生・鮮度管理を行いながら出荷してきたが、魚価の向上には効果

が限定的況であることから新たな衛生・鮮度管理対策について市

場関係者等との協議を開始する。 

（２）販路の多角化 

  ① 直売所の開設 

漁協（西海支所）は、これまで、まき網や定置網などでブリ類

などが大量に漁獲された際には、臨時的に直売所を開設し販売し

てきたところであり、利用者の中には常設を求める声などもあっ

たところである。 

そこで、直売所利用者の要望や新たに開店する回転寿司の利用



者が帰りの買い物や土産などとして地元の魚を買い求めることが

出来るよう直売所の常設化を検討し、開設させることとする。 

② 地域特産の岩がきについては次の取り組みを行う 

ア 柴垣支所の採貝漁業者は、これまで岩ガキの通信販売を行っ

てきたが就業者の減少等により需要に応えることが難しくなっ

てきた。 

そこで、新たなに対策を検討し、漁期中の毎週火、金曜日に

支所で直売市を開催し、収益の向上を図ることする。 

イ 一方、高浜支所の採貝漁業者は、価格の安定化を図るために

支所の荷捌所内に設置されている陸上水槽を活用し、出荷調整

を行いながら金沢市内の産地や消費地市場へ出荷してきたとこ

ろであるが、価格については厳しい状況が続いている。 

そこで、県外の水産会社などに対する直接取引など、新たな

販路開拓について検討を開始する。 

（３）地元水産物のＰＲ・即売等 

① ＣＤ等を活用した商品ＰＲ  

    漁協（柴垣支所）は、特産の天然岩がきについて、販路開拓に

向け、ＰＲ資材として昨年制作したＣＤ「歌になった柴垣天然岩

ガキ」の、さらなる普及を目指し、今年度は全国に向けて同曲の

カラオケ配信を行うこととする。 

 また、柴垣産岩ガキを使用する飲食店や販売店ではＣＤを流し

てもらい、岩ガキのＰＲを推進する。 

  ② イベント等による地元水産物のＰＲ 

    志賀町富来漁港で、毎年２月に開催され定着してきた志賀祭大

漁起舟祭で、漁業者や漁協は、鮮魚や加工品の即売等を通じ地元

産の水産物のＰＲを図っていく。 

    また、漁業者等は地元志賀町の道の駅で水産物の販売を行い、

地元水産物のＰＲ・販売を行っているが、道の駅の新たな取り組

みとして和歌山県の山間部の道の駅と姉妹協定を結び、互いに特

産品を出荷することとなった。 

志賀町からは地元で漁獲される水産物も出荷されることとし、

この機会も活用して志賀町産の水産物のＰＲを図っていくことと

し、出荷する内容について検討を開始する。 



    また、羽咋地区の漁業者等は、千里浜に建設を計画している道

の駅について、地元水産物の漁獲状況等の情報提供を積極的に行

いながら、道の駅での販売による収入の向上を図るための検討を

開始する。 

 

２ 魅力ある漁業経営の確立 

（１）体験地引網の開催 

    新幹線開業や能登里山街道の無料化により千里浜なぎさドラ 

イブウェーへ観光客の増大が見込まれることから、地引網漁業者は、

小学生等を対象にした体験地引網漁の開催を検討する。 

（２）学校給食での地元産水産物の利用促進 

   管内の小中学校の給食において、地元の旬な水産物の利用を進 

めるため、漁業者や漁協は、原魚の供給に努めるとともに、利用 

された魚の生態や漁法などを説明する出前講座も行いながら、魚 

食普及並びに地元の水産業の理解を深める取組を行う。 

（３）新規就業者の確保・育成 

漁業者は漁協とともに、県の漁業体験制度や国の新規漁業就業 

者の研修制度等を活用した就業者の確保・育成により、安定操業 

の実現に取り組む。 

 

３ 水産資源の回復と維持 

（１）資源管理の推進 

全ての漁業者は、操業期間内に自主的な休漁期の設定等により資

源管理を進める。 

また、ズワイガニについては、持続的漁獲を目指し、悪化してい

る資源状況に対応するため、平成２５年度から開始した香箱（メス

ガニ）の漁期を１０日間短縮する取り組みを継続する。 

さらに、脱皮直後で低価格で取引される「水ガ二」については 

漁獲を自粛し、資源の有効利用により収入の安定を図るとともに、

効果的なＴＡＣの使用に努める。 

（２）資源の増殖 

① 種苗放流 

刺網等漁業者は漁協と協力して県などから購入したヒラメ、サ

ザエ、アワビの種苗放流を行い、資源の増大を図る 



② 岩ノリ漁場の機能保全 

福浦港支所の採藻漁業者は、岩ノリ漁場の機能を確保するため

ノリ面の清掃、除藻等を行いながらノリ漁場の機能の保全を図る。 

漁業コスト削減の

ための取組 

なお、以下の取組内容は、取組の進捗状況や得られた成果等を踏まえ

必要に応じて見直すこととする。 

１ 漁業者は、漁船の船底掃除を年 1～２回実施することや、また、燃

油積載量を低量化による漁船重量低量化や従来の航行速度１２～１６

ノットから２ノット減速するなど低燃費航行の実施により、最大２％

の漁業コストの削減し、漁業所得の向上を図る。 

２ 漁協は、低燃費型漁船用エンジンなどの省エネ機器の導入について

漁業者への説明会を開催しながら推進し、燃油消費削減を図る。 

３ 漁協は、漁業経営セーフティネット構築事業へ加入推進を行う。 

活用する支援措置

等 

１ 資源管理・漁業経営安定対策 

２ 省燃油活動推進事業 

３ 省エネ機器等導入推進事業 

４ 漁業経営セーフティーネット構築事業 

 

２）２年目（平成２７年度）■下記の取組により、漁業所得を５．４％向上させる。 

漁業収入向上のた

めの取組 

１ 機能的な流通システムの確立 

以下の取り組みにより基準年より漁業収入を０.２％向上させる。 

（１）付加価値向上対策 

① 漁協（西海支所）は、オープンした回転寿司店、直売施設の利

用増大に向け、漁協はＨＰやＳＮＳの活用、県や町の観光情報サ

イトや情報誌などへの情報提供など通じＰＲを強化する。 

また、回転寿司店については、同業他店での状況把握を行いな

がら、お客のニーズに的確に対応出来るようアンケートも行いな

がらリピート客の確保に努めるとともに、提供する魚類の一部は

生簀網で蓄養しながら出荷するが、消費者ニーズも見ながら肉質

の改善等蓄養技術の向上に努める。 

直売所においては、対面販売により販売する魚の情報や料理法

等の情報提供も行いながらリピート客の確保に努める。 

さらに、回転寿司店、直売所で双方の情報も提供しながら互 

いの施設の利用拡大に連携を図りながら対応する。 



② 漁協（志賀支所）は、前年度検討した付加価値向上策について

沖〆処理を行うこととし、今年度マダイやヒラメを対象に、処理

技術の講習会の開催、先進地視察等を行い、沖〆方法の完全取得

を目指し、収入の向上を図る。 

（２）販路の多角化 

   地域の特産の岩ガキについては次の取り組みを行う 

① 漁協（柴垣支所）は、支所での直売市を、販促資材として制作

したＣＤも流しながら開催し、収益の向上を図る。 

 なお、需要の確保については、新たな就業者に対し関係者が 

技術指導等を行いながら育成し、漁獲量の確保を図る。 

② 漁協（高浜支所）は、新たな販路開拓として、東京の水産会社

との直接取引について試験的に出荷を行い評価を得る。 

（３）地元水産物のＰＲ・即売等 

① ＣＤ等を活用した商品ＰＲ  

    漁協（柴垣支所）は、特産の天然岩ガキのＰＲ曲について、ラ

ジオ局での利用拡大を働きかけ普及を図る。 

また、柴垣産岩ガキを使用する、飲食店や販売店ではＣＤを流

してもら岩ガキにＰＲを推進する。 

  ② イベント等による地元水産物のＰＲ 

    志賀町富来漁港で、毎年２月に開催され定着してきた志賀祭大

漁起舟祭で、漁業者や漁協は、鮮魚や加工品の即売等を通じ地元

産の水産物のＰＲを図っていく。 

また、和歌山県の道の駅との交流においては、和歌山県側の要

望等を踏まえ、漁業者等はサザエ、岩ノリ、スルメイカなど旬な

水産物を試験的に出荷し、売上等の状況を確認し、今後の参考資

料とする。 

また、羽咋地区の道の駅計画については、漁業者等は引き続き

地元水産物の漁獲状況等の情報提供を積極的に行いながら、道の

駅での販売等について他地区の視察等を行いながら検討する。以

後検討等を重ね、オープンに備える。 

２ 魅力ある漁業経営の確立 

（１）体験地引網の開催 

   新幹線開業や能登里山街道の無料化により千里浜なぎさドラ 



イブウェーへ観光客の増大が見込まれることから、地引網漁業者 

は、小学生等を対象にした体験地引網漁の開催を町など関係機関 

に働きかける。 

（２）学校給食での地元産水産物の利用促進 

   管内の小中学校の給食において、地元の旬な水産物を利用を進 

めるため、漁業者や漁協は、原魚の供給に努めるとともに、利用 

された魚の生態や漁法などを説明する出前講座も行いながら、魚 

食普及並びに地元の水産業の理解を深める取組を行う。 

（３）新規就業者の確保・育成 

漁業者は漁協とともに、県の漁業体験制度や国の新規漁業就業 

者の研修制度等を活用した就業者の確保・育成により、安定操業 

の実現に取り組む。 

 

３ 水産資源の回復と維持 

（１）資源管理の推進 

全ての漁業者は、操業期間内に自主的な休漁期の設定等により資

源管理を進める。 

また、ズワイガニについては「水ガ二」の漁獲を自粛し、成熟後

の堅ガニとして漁獲し、資源の有効利用により収入の安定を図る。 

（２）資源の増殖 

① 種苗放流 

刺網等漁業者は漁協と協力して県などから購入したヒラメ、サ

ザエ、アワビの種苗放流を行い、資源の増大を図る。 

 ② 岩ノリ漁場の機能保全 

福浦港支所の採藻漁業者は、岩ノリ漁場の機能を確保するため

ノリ面の清掃、除藻等を行いながらノリ漁場の機能の保全を図る。 

漁業コスト削減の

ための取組 

１ 漁業者は、漁船の船底掃除を年 1～２回実施することや、また、燃

油積載量を低量化による漁船重量低量化や従来の航行速度１２～１６

ノットから２ノット減速するなど低燃費航行の実施により、最大２％

の漁業コストの削減し、漁業所得の向上を図る。 

２ 漁協は、低燃費型漁船用エンジンなどの省エネ機器の導入について

漁業者への説明会を開催しながら推進し、燃油消費削減を図る。 

３ 漁協は、漁業経営セーフティネット構築事業へ加入推進を行う。 

活用する支援措置 １ 資源管理・漁業経営安定対策 



等 ２ 省燃油活動推進事業 

３ 省エネ機器等導入推進事業 

４ 漁業経営セーフティーネット構築事業 

５ 新規漁業就業者総合支援事業 

 

３）３年目（平成２８年度）■下記の取組により、漁業所得を７．３％向上させる。 

漁業収入向上のた

めの取組 

以下の取り組みにより基準年より漁業収入を０.５％向上させる。 

１ 機能的な流通システムの確立 

（１）付加価値向上対策 

① 漁協（西海支所）は、オープンした回転寿司店、直売施設の利

用増大に向け、漁協はＨＰやＳＮＳの活用、県や町の観光情報サ

イトや情報誌などへの情報提供など通じＰＲを強化する。 

また、回転寿司店については、同業他店での状況把握を行いな

がら、お客のニーズに的確に対応出来るようアンケートも行いな

がらリピート客の確保に努めるとともに、提供する魚類の一部は

生簀網で蓄養しながら出荷するが、消費者ニーズも見ながら肉質

の改善等蓄養技術の向上に努める。 

直売所においては、対面販売により販売する魚の情報や料理法

等の情報提供も行いながらリピート客の確保に努める。 

さらに、回転寿司店、直売所で双方の情報も提供しながら互 

いの施設の利用拡大に連携を図りながら対応する。 

② 漁協（志賀支所）は、取り組みを開始した沖〆処理については、

出荷時の温度管理も調査しながら試行的に出荷し、市場の評価を

得る。 

（２）販路の多角化 

   地域の特産の岩ガキについては次の取り組みを行う。 

① 漁協（柴垣支所）は、支所での直売市を、販促資材として制作

したＣＤも流しながら開催し、収益の向上を図る。 

 なお、需要の確保については、新たな就業者に対し関係者が技 

術指導等を行いながら育成し、漁獲量の確保を図る。 

② 漁協（高浜支所）は、新たな販路開拓として、引き続き東京の

水産会社との直接取引について試験的に出荷を行い評価を得る。 

（３）地元水産物のＰＲ・即売等 



① ＣＤ等を活用した商品ＰＲ  

    漁協（柴垣支所）は、特産の天然岩ガキのＰＲ曲について、マ

スメディアでの利用拡大を働きかけ普及を図る。 

また、柴垣産岩ガキを使用する、飲食店や販売店ではＣＤを流

してもらい岩ガキにＰＲを推進する。 

  ② イベント等による地元水産物のＰＲ 

    志賀町富来漁港で、毎年２月に開催され定着してきた志賀祭大

漁起舟祭で、漁業者や漁協は、鮮魚や加工品の即売等を通じ地元

産の水産物のＰＲを図っていく。 

また、和歌山県の道の駅との交流においては、引き続き、漁業

者等はサザエ、岩ノリ、スルメイカなど旬な水産物を試験的に出

荷し、売上等の状況を確認し、今後の参考資料とする。 

 

２ 魅力ある漁業経営の確立 

（１）体験地引網の開催 

   新幹線開業や能登里山街道の無料化により千里浜なぎさドラ 

イブウェーへ観光客の増大が見込まれることから、地引網漁業者 

は、小学生等を対象にした体験地引網漁の開催を町など関係機関 

に働きかける。 

（２）学校給食での地元産水産物の利用促進 

   管内の小中学校の給食において、地元の旬な水産物を利用を進 

めるため、漁業者や漁協は、原魚の供給に努めるとともに、利用 

された魚の生態や漁法などを説明する出前講座も行いながら、魚 

食普及並びに地元の水産業の理解を深める取組を行う。 

（３）新規就業者の確保・育成 

漁業者は漁協とともに、県の漁業体験制度や国の新規漁業就業 

者の研修制度等を活用した就業者の確保・育成により、安定操業 

の実現に取り組む。 

 

３ 水産資源の回復と維持 

（１）資源管理の推進 

全ての漁業者は、操業期間内に自主的な休漁期の設定等により資

源管理を進める。 

また、ズワイガニについては「水ガ二」の漁獲を自粛し、成熟後



の堅ガニとして漁獲し、資源の有効利用により収入の安定を図る。 

（２）資源の増殖 

① 種苗放流 

刺網等漁業者は漁協と協力して県などから購入したヒラメ、サ

ザエ、アワビの種苗放流を行い、資源の増大を図る。 

 ② 岩ノリ漁場の機能保全 

福浦港支所の採藻漁業者は、岩ノリ漁場の機能を確保するため

ノリ面の清掃、除藻等を行いながらノリ漁場の機能の保全を図る。 

漁業コスト削減の

ための取組 

１ 漁業者は、漁船の船底掃除を年 1～２回実施することや、また、燃

油積載量を低量化による漁船重量低量化や従来の航行速度１２～１６

ノットから２ノット減速するなど低燃費航行の実施により、最大２％

の漁業コストの削減し、漁業所得の向上を図る。 

２ 漁協は、低燃費型漁船用エンジンなどの省エネ機器の導入について

漁業者への説明会を開催しながら推進し、燃油消費削減を図る。 

３ 漁協は、漁業経営セーフティネット構築事業へ加入推進を行う。 

活用する支援措置

等 

１ 資源管理・漁業経営安定対策 

２ 省燃油活動推進事業 

３ 省エネ機器等導入推進事業 

４ 漁業経営セーフティーネット構築事業 

５ 新規漁業就業者総合支援事業 

 

４）４年目（平成２９年度）■下記の取組により、漁業所得を９．１％向上させる。 

漁業収入向上のた

めの取組 

以下の取り組みにより基準年より漁業収入を０.８％向上させる。 

１ 機能的な流通システムの確立 

（１）付加価値向上対策 

① 漁協（西海支所）は、オープンした回転寿司店、直売施設の利

用増大に向け、漁協はＨＰやＳＮＳの活用、県や町の観光情報サ

イトや情報誌などへの情報提供など通じＰＲを強化する。 

また、回転寿司店については、同業他店での状況把握を行いな

がら、お客のニーズに的確に対応出来るようアンケートも行いな

がらリピート客の確保に努めるとともに、提供する魚類の一部は

生簀網で蓄養しながら出荷するが、消費者ニーズも見ながら肉質

の改善等蓄養技術の向上に努める。 



直売所においては、対面販売により販売する魚の情報や料理法

等の情報提供も行いながらリピート客の確保に努める。 

さらに、回転寿司店、直売所で双方の情報も提供しながら互 

いの施設の利用拡大に連携を図りながら対応する。 

② 漁協（志賀支所）は、取り組みを開始した沖〆処理については、

引き続き、出荷時の温度管理も調査しながら試行的に出荷し、市

場の評価を得る。 

（２）販路の多角化 

  地域の特産の岩ガキについては次の取り組みを行う。 

① 漁協（柴垣支所）は、支所での直売市を、販促資材として制作

したＣＤも流しながら開催し、収益の向上を図る。 

 なお、需要の確保については、新たな就業者に対し関係者が 

技術指導等を行いながら育成し、漁獲量の確保を図る。 

② 漁協（高浜支所）は、新たな販路開拓として、引き続き東京の

水産会社との直接取引について試験的に出荷を行い評価を得る。 

（３）地元水産物のＰＲ・即売等 

① ＣＤ等を活用した商品ＰＲ  

    漁協（柴垣支所）は、特産の天然岩ガキのＰＲ曲について、マ

スメディアでの利用拡大を働きかけ普及を図る。 

また、柴垣産岩ガキを使用する、飲食店や販売店ではＣＤを流

してもらい岩ガキにＰＲを推進する。 

  ② イベント等による地元水産物のＰＲ 

    志賀町富来漁港で、毎年２月に開催され定着してきた志賀祭大

漁起舟祭で、漁業者や漁協は、鮮魚や加工品の即売等を通じ地元

産の水産物のＰＲを図っていく。 

また、和歌山県の道の駅との交流において漁業者等はサザエ、

岩ノリ、スルメイカなど旬な水産物を、生産者の顔写真や食べ方

などの情報も提供しながら志賀町産の水産物のＰＲ並びに収入の

向上を図っていく。 

 

２ 魅力ある漁業経営の確立 

（１）学校給食での地元産水産物の利用促進 

管内の小中学校の給食において、地元の旬な水産物を利用を進 



めるため、漁業者や漁協は、原魚の供給に努めるとともに、利用 

された魚の生態や漁法などを説明する出前講座も行いながら、魚 

食普及並びに地元の水産業の理解を深める取組を行う。 

（２）漁業者は漁協とともに、県の漁業体験制度や国の新規漁業就業 

者の研修制度等を活用した就業者の確保・育成により、安定操業 

の実現に取り組む。 

（３）体験地引網の開催 

   新幹線開業や能登里山街道の無料化により千里浜なぎさドラ 

イブウェーへ観光客の増大が見込まれることから、地引網漁業者 

は、小学生等を対象にした体験地引網漁を開催していく。 

 

３ 水産資源の回復と維持 

（１）資源管理の推進 

全ての漁業者は、操業期間内に自主的な休漁期の設定等により資

源管理を進める。 

また、ズワイガニについては「水ガ二」の漁獲を自粛し、成熟後

の堅ガニとして漁獲し、資源の有効利用により収入の安定を図る。 

（２）資源の増殖 

① 種苗放流 

刺網等漁業者は漁協と協力して県などから購入したヒラメ、サ

ザエ、アワビの種苗放流を行い、資源の増大を図る。 

② 岩ノリ漁場の機能保全 

福浦港支所の採藻漁業者は、岩ノリ漁場の機能を確保するため

ノリ面の清掃、除藻等を行いながらノリ漁場の機能の保全を図る。 

漁業コスト削減の

ための取組 

１ 漁業者は、漁船の船底掃除を年 1～２回実施することや、また、燃

油積載量を低量化による漁船重量低量化や従来の航行速度１２～１６

ノットから２ノット減速するなど低燃費航行の実施により、最大２％

の漁業コストの削減し、漁業所得の向上を図る。 

２ 漁協は、低燃費型漁船用エンジンなどの省エネ機器の導入について

漁業者への説明会を開催しながら推進し、燃油消費削減を図る。 

３ 漁協は、漁業経営セーフティネット構築事業へ加入推進を行う。 

活用する支援措置

等 

１ 資源管理・漁業経営安定対策 

２ 省燃油活動推進事業 



３ 省エネ機器等導入推進事業 

４ 漁業経営セーフティーネット構築事業 

５ 新規漁業就業者総合支援事業 

 

５）５年目（平成３０年度）■下記の取組により、漁業所得を１０．４％向上させる。 

漁業収入向上のた

めの取組 

以下の取り組みにより基準年より漁業収入を１％向上させる。 

 なお、本年は取組最終年であり、下記の取組を引き続き行うこととす

るが、目標達成を確実なものとするようプランの取組を検証し、必要な

見直しを行うこととする。 

１ 機能的な流通システムの確立 

（１）価格の安定・付加価値向上対策 

① 漁協（西海支所）は、オープンした回転寿司店、直売施設の利

用増大に向け、漁協はＨＰやＳＮＳの活用、県や町の観光情報サ

イトや情報誌などへの情報提供など通じＰＲを強化する。 

また、回転寿司店については、同業他店での状況把握を行いな

がら、お客のニーズに的確に対応出来るようアンケートも行いな

がらリピート客の確保に努めるとともに、生簀網での蓄養技術を

確立し、安定した提供を行う。 

直売所においては、対面販売により販売する魚の情報や料理法

等の情報提供も行いながらリピート客の確保に努める。 

さらに、回転寿司店、直売所で双方の情報も提供しながら互 

いの施設の利用拡大に連携を図りながら対応する。 

② 漁協（志賀支所）は、取り組みを開始した沖〆処理については、

これまでの取り組み成果を踏まえ本格出荷を行う。 

（２）販路の多角化 

  地域の特産の岩ガキについては次の取り組みを行う 

① 漁協（柴垣支所）は、新規就業者の育成を踏まえ、一定の漁獲

量の増大を図り、販促資材として制作したＣＤも流しながら直売

市を開催し、収益の向上を図る。 

② 漁協（高浜支所）は、これまでの試行的な直接取引を踏まえ本

格的に出荷を行う。また、出荷箱には、生産情報（生産者や漁獲

した海の情報など）のチラシを入れ、また、専用のシールなど貼

付ながら出荷する。 



（３）地元水産物のＰＲ・即売等 

① ＣＤ等を活用した商品ＰＲ  

    漁協（柴垣支所）は、特産の天然岩ガキのＰＲ曲について、マ

スメディアでの利用拡大を働きかけ普及を図る。 

また、柴垣産岩ガキを使用する、飲食店や販売店ではＣＤを流

してもらい岩ガキにＰＲを推進する。 

  ② イベント等による地元水産物のＰＲ 

    志賀町富来漁港で、毎年２月に開催され定着してきた志賀祭大

漁起舟祭で、漁業者や漁協は、鮮魚や加工品の即売等を通じ地元

産の水産物のＰＲを図っていく。 

また、和歌山県の道の駅との交流において漁業者等はサザエ、

岩ノリ、スルメイカなど旬な水産物を、生産者の顔写真や食べ方

などの情報も提供しながら志賀町産の水産物のＰＲ並びに収入の

向上を図っていく。 

 

２ 魅力ある漁業経営の確立 

（１）体験地引網の開催 

   新幹線開業や能登里山街道の無料化により千里浜なぎさドラ 

イブウェーへ観光客の増大が見込まれることから、地引網漁業者 

は、小学生等を対象にした体験地引網漁を開催していく。 

（２）学校給食での地元産水産物の利用促進 

管内の小中学校の給食において、地元の旬な水産物を利用を進 

めるため、漁業者や漁協は、原魚の供給に努めるとともに、利用 

された魚の生態や漁法などを説明する出前講座も行いながら、魚 

食普及並びに地元の水産業の理解を深める取組を行う。 

（３）漁業者は漁協とともに、県の漁業体験制度や国の新規漁業就業 

者の研修制度等を活用した就業者の確保・育成により、安定操業 

の実現に取り組む。 

 

３ 水産資源の回復と維持 

（１）資源管理の推進 

全ての漁業者は、操業期間内に自主的な休漁期の設定等により資

源管理を進める。 

また、ズワイガニについては「水ガ二」の漁獲を自粛し、成熟後



の堅ガニとして漁獲し、資源の有効利用により収入の安定を図る。 

（２）資源の増殖 

① 種苗放流 

刺網等漁業者は漁協と協力して県などから購入したヒラメ、サ

ザエ、アワビの種苗放流を行い、資源の増大を図る。 

 ② 岩ノリ漁場の機能保全 

福浦港支所の採藻漁業者は、岩ノリ漁場の機能を確保するため

ノリ面の清掃、除藻等を行いながらノリ漁場の機能の保全を図る。 

 

本年は取組の最終年であり、上記の取組を引き続き行うこととするが、

目標達成を確実なものとするようプラン取組の成果を検証し、必要な見

直しを行うこととする。 

漁業コスト削減の

ための取組 

なお、本年は取組最終年であり、下記の取組を引き続き行うこととす

るが、目標達成を確実なものとするようプランの取組を検証し、必要な

見直しを行うこととする。 

１ 漁業者は、漁船の船底掃除を年 1～２回実施することや、また、燃

油積載量を低量化による漁船重量低量化や従来の航行速度１２～１６

ノットから２ノット減速するなど低燃費航行の実施により、最大２％

の漁業コストの削減し、漁業所得の向上を図る。 

２ 漁協は、低燃費型漁船用エンジンなどの省エネ機器の導入について

漁業者への説明会を開催しながら推進し、燃油消費削減を図る。 

３ 漁協は、漁業経営セーフティネット構築事業へ加入推進を行う。 

 

本年は取組の最終年であり、上記の取組を引き続き行うこととするが、

目標達成を確実なものとするようプラン取組の成果を検証し、必要な見

直しを行うこととする。 

活用する支援措置

等 

１ 資源管理・漁業経営安定対策 

２ 省燃油活動推進事業 

３ 省エネ機器等導入推進事業 

４ 漁業経営セーフティーネット構築事業 

５ 新規漁業就業者総合支援事業 

 

 



（４）関係機関との連携 

当該地区は、平成２３年６月に羽咋市、志賀町、宝達志水町を含めた能登半島に広がる４市

５町の「能登の里山・里海」が日本で初めて世界農業遺産に登録され、平成２７年３月１４日

には北陸新幹線も開業することになり、首都圏から多くの観光客の来県が見込まれる。 

こうした状況を的確に捉え、県や市・町の農林業機関、観光機関等とも連携し知名度向上を

図る。 

 

４ 目標 

（１）数値目標 

漁業所得の向上  ％ 
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）上記の算出方法およびその妥当性 

 

 

 

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トの関係性 

事業名 事業内容及び浜の活力再生プランとの関連性 

資源管理・漁業経営安定対策 資源管理の推進による収入の安定化 

省燃油活動推進事業 燃油消費量の削減（船底掃除、減速航行、漁船の軽量化） 

省エネ機器等導入推進事業 燃油消費量の削減 

漁業経営ｾｰﾌﾃｨｰﾈｯﾄ構築事業 燃油高騰の影響緩和による漁業経営の安定化 

新規就業者総合支援事業 研修制度等を活用した就業者の確保による操業安定化 

 


