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浜の活力再生プラン 

 

１ 地域水産業再生委員会 

組織名 志摩地域水産業再生委員会 

代表者名 井上 作廣 

 

再生委員会の構成員 三重外湾漁業協同組合、志摩市、海女振興協議会 

オブザーバー 三重県 

 

対象となる地域の範囲及び漁業の種類 志摩市の海女漁業 

海女漁業者数 ３６６人 

海士漁業者数 １６１人 

 

２ 地域の現状 

（１）関連する水産業を取り巻く現状等 

 三重県では、古くから鳥羽・志摩地域で、アワビ等の磯根資源を漁獲主体とした海女

漁業が盛んに行われ、地域の基幹産業として重要な役割を果たしてきた。また、地域ご

とに定められた厳しい資源管理ルールに沿った操業や種苗放流、藻場保全の取組等、資

源や漁場を大切にしながら漁業を営んできた。しかし、この２０年間で三重県における

アワビ漁獲量は約１／５に激減、それにともない、海女漁業者数も１／２に減少、高齢

化も進み、海女漁業の存続自体が危ぶまれている。産業だけでなく文化面でも重要な海

女漁業を存続させるためには、所得向上による海女漁業の活性化と経営の安定化が急務

となっている。そのような中、海女漁業や海女文化の振興による地域活性化を目的に、

平成 24 年 6 月に志摩市、鳥羽市、漁業協同組合、海の博物館、県、及び海女漁業者を構

成員として海女振興協議会が設立され、海女文化の振興・保存に関することや海女漁業

の振興に関する取組が行われている。 

 また、志摩市においては、地区ごとの特徴を生かした競争力のある経営体の育成や活

力ある就業構造の確立、適切な水産資源管理などについての具体的な推進施策を盛り込

んだ「志摩市水産業振興計画」に基づき事業を展開している。 

 

 

（２）その他の関連する現状等 

 平成２５年に伊勢神宮式年遷宮を迎えたことを契機に、内宮・外宮の参拝者数が過去

最高になるなど、伊勢志摩地域を訪れる観光客が大幅に増加した。また、海女を題材に



したＴＶドラマが人気を博したことから、海女にスポットをあてた観光イベントなどが

行われ、注目を集めた。さらに、平成２５年５月に文化財の保護団体である「海女保存

会」が全国ではじめて設立され、平成２６年１月には「鳥羽・志摩の海女による伝統的

素潜り漁技術」が県無形民俗文化財指定されるなど海女に対する文化面での取組も積極

的に進められている。 

 さらに、平成２８年度に日本で開催される主要国首脳会議（サミット）の開催地が三

重県に決定し、その中で志摩市の賢島がメイン会場に指定され、世界的な注目を受けて

いる。 

 

３ 活性化の取組方針 

（１）基本方針 

【漁業収入向上のための取組】 

① 海女の漁獲物の高付加価値化による収入向上 

○商標登録（海女もん）による商品の差別化 

鳥羽志摩地域の海女が採取した漁獲物を「海女もん」商品としてシールやタグを取り

付けることで海女が漁獲したことが一目でわかるようにするとともに、海女の魅力をＰ

Ｒして付加価値向上を図る。また、漁協直販の他、海女という付加価値を最大限に発揮

できるターゲットとして観光客向けの販売方法を検討する。 

○未利用資源の積極的な活用 

漁業者による６次産業化を推進すべく、志摩市において整備される藻類加工試験場

で、乾燥海藻など簡易加工による付加価値の向上や、「アカモク」等の未利用・低利用

海藻類の積極的な採取と販売に取り組む。 

② アワビ等資源の増産による収入向上 

○アワビ種苗放流個数の増加 

 漁業者及び漁協による種苗放流に加え、市から無償配布を受けるアワビ種苗を放流す

ることで資源の増大を図る。 

○アワビ種苗放流マニュアルの普及 

科学的な見地からより効果的な放流手法を解説した「アワビ種苗放流マニュアル（発

行：三重県水産研究所）」について、放流を実施する海女漁業者が勉強会を実施するこ

とで、より一層の普及・定着を図り、放流アワビの回収率を高める。 

○アワビ種苗の大型化 

三重県により実証試験が行われている大型アワビ種苗について、放流試験に協力する

などして積極的な活用を図り、回収率を高める。 

○コンクリート板によるアワビ放流漁場の造成 

千葉県で成果を上げているコンクリート板によるアワビ放流漁場の造成に協力し、モ

ニタリングにより効果を確認し、他地区への波及効果を図る。 



○アワビの住み場、餌場の整備 

藻場造成など、アワビ等磯根資源の餌場や住み場の整備に協力し資源の増産を図る。

○ナマコの増殖 

漁業者及び漁協による種苗放流を積極的に行うことで資源の増大を図る。 

 

【海女文化の情報発信による漁獲物の付加価値向上の取組】 

○海女小屋体験施設を活用した情報発信 

海女小屋体験施設「さとうみ庵」を活用し、現役海女による交流やアワビ等の提供を

通じて、漁獲物の付加価値向上に努めるとともに、都市部との交流による賑わいのある

漁村づくりを行う。 

○海女を活用した志摩市の観光ＰＲへの協力 

志摩市などが行う海女文化を活用した観光ＰＲ等に協力し、志摩ならではの海女が漁

獲した水産物の需要拡大を図る。 

 

【漁業コスト削減のための取組】 

① 効率的な操業の推進によるコスト削減 

○コンクリート板造成漁場における効率的な操業 

コンクリート板による造成漁場において、一斉取り上げなど効率的な操業を推進し、

漁業コスト削減に取り組む。 

○燃油使用量の削減に向けた取組 

 漁船の減速航行の実施などにより、燃油使用量の削減を図る。 

 

 

（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 

・三重県漁業調整規則：第３６条（禁止期間）、第３７条（体長等の制限） 

・各地区の漁業権行使規則により操業日、操業時間、操業方法など独自の操業制限が行

われている。 

・漁業者自らが作成する資源管理計画により、アワビやサザエ等の資源を守る取組が実

施されている。 

 

 

（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２７年度） 

以下の取組により、漁業収入を基準年比１．８％向上させる。 

漁業収入向上

のための取組 

① 海女の漁獲物の高付加価値化による収入向上（基準年比０．５％）

○商標登録（海女もん）による商品の差別化 



漁業者及び漁協は、鳥羽志摩地域の海女が採取した漁獲物が一目でわ

かるように「海女もん」シールを作成し、「海女もん」商品として漁協

直販等を開始する。 

また、平成２８年度に開催されるサミットへ向けて、海女という付加

価値を最大限に発揮できるターゲットとして観光客向けの販売方法の

検討を行う。さらに、志摩市が計画する海外プレスツアーや外国語表記

のポスター等の作成に協力することで、海女や漁獲物の魅力を世界に発

信していく。 

○未利用資源の積極的な活用 

漁業者及び漁協は、志摩市において整備される藻類加工試験場を活用

し、未利用・低利用海藻類やウニ類の簡易加工法について試験を行う。

② アワビ等資源の増産による収入向上（基準年比１．１％増） 

○アワビ種苗放流個数の増加 

 漁業者及び漁協による種苗放流に加え、市から無償配布を受けるアワ

ビ種苗を放流することで資源の増大を図る。 

○アワビ種苗放流マニュアルの普及 

漁業者及び漁協は、従来から実施してきたアワビ種苗放流の回収率向

上を目指し、より効果的な放流手法を解説した「アワビ種苗放流マニュ

アル」の勉強会を行うとともに、要約版を作成して配布し、より一層の

普及・定着を図る。 

○アワビ種苗の大型化 

漁業者及び漁協は、三重県栽培漁業センターにおいて行われている放

流用種苗の大型生産試験に対して、試験放流等に協力を行う。 

○コンクリート板によるアワビ放流漁場の造成 

漁業者及び漁協は、三重県が平成２６年度に整備したコンクリート板

造成漁場において実施しているコンクリート板の安定性や周辺環境の

モニタリングと標識放流したアワビ種苗の成長や生残に関する調査に

協力する。 

（コンクリート板造成漁場を行っている県外の事例では、稚貝を放流

すると回収率が上昇していることから、志摩市海域でもこの手法による

回収率向上を目指して、モデル地区で実証を行うこととし、漁業者及び

漁協はこれに協力する。） 

○アワビの住み場、餌場の整備 

漁業者及び漁協は、三重県が実施する藻場造成など、アワビ等磯根資

源の餌場や住み場の整備に協力する。 

○ナマコの増殖 



漁業者及び漁協による種苗放流を積極的に行うことで資源の増大を

図る。 

 

海女文化の情

報発信による

漁獲物の付加

価値向上の取

組 

○海女小屋体験施設を活用した情報発信 

海女小屋体験施設「さとうみ庵」を活用し、現役海女による交流やア

ワビ等の提供を通じて、漁獲物の付加価値向上に努めるとともに、都市

部との交流による賑わいのある漁村づくりを行う。 

○海女を活用した志摩市の観光ＰＲへの協力 

志摩市などが行う海女文化を活用した観光ＰＲ等に協力し、志摩なら

ではの海女が漁獲した水産物の需要拡大を図る。 

 

漁業コスト削

減のための取

組 

① 効率的な操業の推進によるコスト削減（基準年比０．２％） 

○コンクリート板造成漁場における効率的な操業 

漁業者及び漁協は、三重県が整備したコンクリート板造成漁場におい

て、一斉取り上げなど、効率的な操業について検討を行う。 

○燃油使用量の削減に向けた取組 

 漁業者は漁船の減速航行の実施などにより、燃油使用量の削減に取り

組む。 

 

活用する支援

措置等 

・水産環境整備事業 

・水産多面的機能発揮対策事業 

・農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業 

・海女資源増大対策事業（県単） 

・「元気な海女さん」による里海創生モデル構築事業（県単） 

・県単沿岸漁場整備事業（市・県） 

 

２年目（平成２８年度） 

以下の取組により、漁業収入を基準年比４．０％向上させる。 

漁業収入向上

のための取組 

① 海女の漁獲物の高付加価値化による収入向上（基準年比１．５％増）

○商標登録（海女もん）による商品の差別化 

漁業者及び漁協は、鳥羽志摩地域の海女が採取した漁獲物を用いた

「海女もん」商品について、シールやタグを取り付け、漁協直売等を行

うとともに、外部専門家による勉強会や現地指導を実施し、海女ならで

はの魅力ある商品開発につなげる。また、三重県を訪れる観光客への販

売を想定し、県内の土産店や宿泊施設への営業活動を実施する。 

○未利用資源の積極的な活用 



漁業者及び漁協は、未利用・低利用海藻類やウニ類の採取方法や加工

方法を検討し、製品の高品質化に取り組むとともに、販売先の開拓を行

う。 

② アワビ等資源の増産による収入向上（基準年比２．３％増） 

○アワビ種苗放流個数の増加 

 漁業者及び漁協による種苗放流に加え、市から無償配布を受けるアワ

ビ種苗を放流することで資源の増大を図る。 

○アワビ種苗放流マニュアルの普及 

漁業者及び漁協は、「アワビ種苗放流マニュアル」の活用について徹

底を図る。また、種苗放流後には、海女漁業者自身が参加する効果調査

を実施し、放流効果を実感することでマニュアルの定着を図る。 

○アワビ種苗の大型化 

三重県栽培漁業センターにおいて大型種苗の生産数を増加し、アワビ

種苗の量産体制が進むことから、漁業者及び漁協は、放流効果把握のた

めの試験放流を実施する。 

○コンクリート板によるアワビ放流漁場の造成 

漁業者及び漁協は、三重県が整備したコンクリート板造成漁場におい

て実施しているコンクリート板の安定性や周辺環境のモニタリングと

標識放流した放流アワビの成長、生残に関する調査に協力する。 

○アワビの住み場、餌場の整備 

漁業者及び漁協は、三重県が実施する藻場造成など、アワビ等磯根資

源の餌場や住み場の整備に協力する。 

○ナマコの増殖 

漁業者及び漁協による種苗放流を積極的に行うことで資源の増大を

図る。 

海女文化の情

報発信による

漁獲物の付加

価値向上の取

組 

 

 

○海女小屋体験施設を活用した情報発信 

海女小屋体験施設「さとうみ庵」を活用し、現役海女による交流やア

ワビ等の提供を通じて、漁獲物の付加価値向上に努めるとともに、都市

部との交流による賑わいのある漁村づくりを行う。 

○海女を活用した志摩市の観光ＰＲへの協力 

志摩市などが行う海女文化を活用した観光ＰＲ等に協力し、志摩ならで

はの海女が漁獲した水産物の需要拡大を図る。 

 

漁業コスト削

減のための取

組 

① 効率的な操業の推進によるコスト削減（基準年比０．２％） 

○コンクリート板造成漁場における効率的な操業 

漁業者及び漁協は、三重県が整備したコンクリート板造成漁場におい



て、一斉取り上げなど効率的な操業について検討を行う。 

○燃油使用量の削減に向けた取組 

漁業者は漁船の減速航行の実施などにより、燃油使用量の削減に取り

組む。 

活用する支援

措置等 

・水産環境整備事業 

・水産多面的機能発揮対策事業（後継事業を予定） 

・農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業 

・海女資源増大対策事業（県単） 

・「元気な海女さん」による里海創生モデル構築事業（県単） 

・県単沿岸漁場整備事業（市・県） 

 

３年目（平成２９年度） 

以下の取組により、漁業収入を基準年比６．２％向上させる。 

漁業収入向上

のための取組 

① 海女の漁獲物の高付加価値化による収入向上（基準年比２．５％増）

○商標登録（海女もん）による商品の差別化 

漁業者及び漁協は、鳥羽志摩地域の海女が採取した漁獲物を用いた

「海女もん」商品について、三重県を訪れる観光客への販売を想定した

県内の土産店や宿泊施設への営業活動を実施し、販売拡大を図る。 

○未利用資源の積極的な活用 

漁業者及び漁協は、未利用・低利用海藻類やウニ類の採取方法や加工

方法を検討し、製品の高品質化に取り組むとともに、販売先の開拓を行

う。 

② アワビ等資源の増産による収入向上（基準年比３．５％増） 

○アワビ種苗放流個数の増加 

 漁業者及び漁協による種苗放流に加え、市から無償配布を受けるアワ

ビ種苗を放流することで資源の増大を図る。 

○アワビ種苗放流マニュアルの普及 

漁業者及び漁協は、「アワビ種苗放流マニュアル」の徹底を図るとと

もに、種苗放流後には、海女漁業者自身が参加する効果調査を実施し、

より放流効果が実感できることでマニュアルの定着を図る。 

○アワビ種苗の大型化 

漁業者及び漁協は、大型アワビ種苗について、放流効果把握のための

試験を継続して実施する。 

○コンクリート板によるアワビ放流漁場の造成 

漁業者及び漁協は、三重県が整備したコンクリート板造成漁場におい

て、コンクリート板の安定性や周辺環境の変化をモニタリングする。ま



た、標識放流したアワビ種苗の成長や生残を確認する。 

○アワビの住み場、餌場の整備 

漁業者及び漁協は、三重県が実施する藻場造成など、アワビ等磯根資

源の餌場や住み場の整備に協力する。 

○ナマコの増殖 

漁業者及び漁協による種苗放流を積極的に行うことで資源の増大を

図る。 

海女文化の情

報発信による

漁獲物の付加

価値向上の取

組 

 

 

 

○海女小屋体験施設を活用した情報発信 

海女小屋体験施設「さとうみ庵」を活用し、現役海女による交流やア

ワビ等の提供を通じて、漁獲物の付加価値向上に努めるとともに、都市

部との交流による賑わいのある漁村づくりを行う。 

○海女を活用した志摩市の観光ＰＲへの協力 

志摩市などが行う海女文化を活用した観光ＰＲ等に協力し、志摩ならで

はの海女が漁獲した水産物の需要拡大を図る。 

 

漁業コスト削

減のための取

組 

① 効率的な操業の推進によるコスト削減（基準年比０．２％） 

○コンクリート板造成漁場における効率的な操業 

漁業者及び漁協は、三重県が整備したコンクリート板造成漁場におい

て、一斉取り上げなど効率的な操業について検討を行う。 

○燃油使用量の削減に向けた取組 

漁業者は漁船の減速航行の実施などにより、燃油使用量の削減に取り

組む。 

活用する支援

措置等 

・水産環境整備事業 

・水産多面的機能発揮対策事業（後継事業を予定） 

・「元気な海女さん」による里海創生モデル構築事業（県単） 

・県単沿岸漁場整備事業（市・県） 

 

４年目（平成３０年度） 

以下の取組により、漁業収入を基準年比８．６％向上させる。 

漁業収入向上

のための取組 

① 海女の漁獲物の高付加価値化による収入向上（基準年比３．５％増）

○商標登録（海女もん）による商品の差別化 

漁業者及び漁協は、鳥羽志摩地域の海女が採取した漁獲物を用いた

「海女もん」商品について、三重県を訪れる観光客への販売を想定した

県内の土産店や宿泊施設への営業活動を実施し、販売拡大を図る。 

○未利用資源の積極的な活用 

漁業者及び漁協は、乾燥海藻など簡易加工による付加価値の向上や、



未利用・低利用海藻類の積極的な採取と販売に取り組む。 

② アワビ等資源の増産による収入向上（基準年比４．９％増） 

○アワビ種苗放流個数の増加 

 漁業者及び漁協による種苗放流に加え、市から無償配布を受けるアワ

ビ種苗を放流することで資源の増大を図る。 

○アワビ種苗の大型化 

漁業者及び漁協は、大型アワビ種苗について放流を実施し、回収率の

向上を図る。 

○コンクリート板によるアワビ放流漁場の造成 

漁業者及び漁協は、三重県が整備したコンクリート板造成漁場におい

て、コンクリート板の安定性や周辺環境の変化をモニタリングする。ま

た、標識放流したアワビ種苗の成長や回収率について検証し、造成に適

した漁場条件を抽出する。 

○アワビの住み場、餌場の整備 

漁業者及び漁協は、三重県が実施する藻場造成など、アワビ等磯根資

源の餌場や住み場の整備に協力する。 

○ナマコの増殖 

漁業者及び漁協による種苗放流を積極的に行うことで資源の増大を

図る。 

海女文化の情

報発信による

漁獲物の付加

価値向上の取

組 

 

○海女小屋体験施設を活用した情報発信 

海女小屋体験施設「さとうみ庵」を活用し、現役海女による交流やア

ワビ等の提供を通じて、漁獲物の付加価値向上に努めるとともに、都市

部との交流による賑わいのある漁村づくりを行う。 

○海女を活用した志摩市の観光ＰＲへの協力 

志摩市などが行う海女文化を活用した観光ＰＲ等に協力し、志摩ならで

はの海女が漁獲した水産物の需要拡大を図る。 

 

漁業コスト削

減のための取

組 

① 効率的な操業の推進によるコスト削減（基準年比０．２％） 

○コンクリート板造成漁場における効率的な操業 

漁業者及び漁協は、三重県が整備したコンクリート板造成漁場におい

て、一斉取り上げなど効率的な操業について試験導入を行う。 

○燃油使用量の削減に向けた取組 

漁業者は漁船の減速航行の実施などにより、燃油使用量の削減に取り

組む。 

活用する支援

措置等 

・水産環境整備事業 

・水産多面的機能発揮対策事業（後継事業を予定） 



・県単沿岸漁場整備事業（市・県） 

 

５年目（平成３１年度） 

以下の取組により、漁業収入を基準年比１０．９％向上させる。 

漁業収入向上

のための取組 

① 海女の漁獲物の高付加価値化による収入向上（基準年比４．４％増）

○商標登録（海女もん）による商品の差別化 

漁業者及び漁協は、鳥羽志摩地域の海女が採取した漁獲物を用いた

「海女もん」商品について、三重県を訪れる観光客への販売を想定した

県内の土産店や宿泊施設への営業活動を実施し、販売拡大を図る。 

○未利用資源の積極的な活用 

漁業者及び漁協は、乾燥海藻など簡易加工による付加価値の向上や、

未利用・低利用海藻類の積極的な採取と販売に取り組む。 

② アワビ等資源の増産による収入向上（基準年比６．３％増） 

○アワビ種苗放流個数の増加 

 漁業者及び漁協による種苗放流に加え、市から無償配布を受けるアワ

ビ種苗を放流することで資源の増大を図る。 

○アワビ種苗の大型化 

漁業者及び漁協は、三重県栽培漁業センターにて量産体制が構築され

た大型アワビ種苗を積極的に活用するとともに、大型アワビ種苗の放流

効果を把握する。 

○コンクリート板によるアワビ放流漁場の造成 

漁業者及び漁協は、三重県が整備したコンクリート板造成漁場におい

て、コンクリート板の安定性や周辺環境の変化をモニタリングする。ま

た、標識放流したアワビ種苗の成長や回収率について検証し、造成に適

した漁場条件を抽出するとともに、他地区での造成についても検討す

る。 

○アワビの住み場、餌場の整備 

漁業者及び漁協は、三重県が実施する藻場造成など、アワビ等磯根資

源の餌場や住み場の整備に協力する。 

○ナマコの増殖 

漁業者及び漁協による種苗放流を積極的に行うことで資源の増大を

図る。 

海女文化の情

報発信による

漁獲物の付加

価値向上の取

○海女小屋体験施設を活用した情報発信 

海女小屋体験施設「さとうみ庵」を活用し、現役海女による交流やア

ワビ等の提供を通じて、漁獲物の付加価値向上に努めるとともに、都市

部との交流による賑わいのある漁村づくりを行う。 



組 

 

 

○海女を活用した志摩市の観光ＰＲへの協力 

志摩市などが行う海女文化を活用した観光ＰＲ等に協力し、志摩ならで

はの海女が漁獲した水産物の需要拡大を図る。 

 

漁業コスト削

減のための取

組 

① 効率的な操業の推進によるコスト削減（基準年比０．２％） 

○コンクリート板造成漁場における効率的な操業 

漁業者及び漁協は、三重県が整備したコンクリート板造成漁場におい

て、一斉取り上げなど効率的な操業について試験導入を行う。 

○燃油使用量の削減に向けた取組 

漁業者は漁船の減速航行の実施などにより、燃油使用量の削減に取り

組む。 

活用する支援

措置等 

・水産環境整備事業 

・水産多面的機能発揮対策事業（後継事業を予定） 

・県単沿岸漁場整備事業（市・県） 

  

（４）関係機関との連携 

取り組みの効果が十分出現されるよう、行政（三重県、志摩市）、系統団体（三重県漁

業協同組合連合会、三重外湾漁業協同組合）、関係団体（海女振興協議会）との連携を図

る。 

 

 

４ 目標 

（１）数値目標 

漁業所得の向上  ％以上 
基準年 平成２６年度：漁業所得     千円 

目標年 平成３１年度：漁業所得     千円 

 

（２）上記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 

・水産環境整備事業 

・水産多面的機能発揮対策事業 

（後継事業を予定） 

アラメ、カジメなど藻場造成 

アラメ等の藻場の保全活動 

 

 


