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オブザーバー 三重県水産研究所 
 ※再生委員会規約及び推進体制の分かる資料を添付すること。 
 

対象となる地域の範囲及び漁業の種類 三重県の魚類養殖経営体  １３３ 
鳥羽市（１）、南伊勢町（７３）、大紀町（１４）、 
紀北町（２０）、尾鷲市（２２）、熊野市（３） 

※H27.9 現在 
 
２ 地域の現状 
（１）地域の魚類養殖業を取り巻く現状等 

  
三重県の魚類養殖業は昭和 50 年代はブリ養殖の先進地として、平成に入りマダイ養殖を中心

として、熊野灘海域の漁村のみならず、地域の基盤産業として発展してきた。 
 しかしながら、平成 4 年に 10,000（t/年）以上生産があったマダイは、平成 26 年では 4,600（t/
年）程度にまで落ち込み、経営体数は当時の 2 割にまで落ち込んできている。 
 三重県の志摩半島から熊野にかけての沿岸はリアス式で小さな湾や入江が多数あり、魚類養殖

に適した穏やかな海域が多い反面、小規模でやや浅めの漁場が多い。地域、個人によって差があ

るものの保有生簀数が 10 台に満たない経営体が多く、マダイ稚魚の毎年の池入れが 20,000 尾

～40,000 尾程度の経営体がほとんどである。 
魚類養殖業は、近年の販売価格低迷により厳しいコスト競争にさらされつつ、飼料の高騰によ

り過酷な経営環境が続いている。また、他県に見られるように経営の大規模化を図れる生産者は

ほとんどなく、小規模経営体（あるいは家族経営、単身養殖業）が多く、変化する流通環境、消

費環境の中、抜本的な対応に迫られている。 
また、養殖の主力魚種であるブリは、株式会社による養殖を除けば、養殖業者数は極端に減少、現

在、数件程度しかなく、周年出荷に対応することもできなくなっている。 
 

 



（２）その他の関連する現状等 
 
持続的養殖生産確保法の施行以降、各湾毎に「漁場改善計画」を作成、それぞれの漁場に見合った

環境対策を実施している。高騰する飼料価格の中においては、生産者それぞれが飽食給餌から適正給

餌を追求しコスト削減に取り組んできたものの、今年度さらに飼料価格が高騰したため、ほぼ全養殖

業者が漁業経営セーフティーネット構築事業を活用している。 
近年では伊勢まだいなど小グループの取組みによるブランド化や、希少性のあるマハタ養殖などを

取り入れた多魚種化、養殖業者自らが高度な加工を行って販売するなど、小規模ながらも工夫して経

営資金をうまく回転させる取り組みを行っている業者も存在する。 
また、近年はマグロやブリなどで会社単位で養殖を行う事例も出現、とりわけ系統団体が中心とな

って立ち上げた養殖会社㈱ブルーフィン三重によるクロマグロ「伊勢まぐろ」養殖も実施されている。 
なお、三重県ではこれまで県漁連による買取販売機能が、養殖魚出荷の中心として流通の大きな役

割を果たしてきており、浜価格の維持等にも大きく寄与してきている。 
 

 
３ 広域連携の方針 
（１）活性化の基本方針 
 ※水産業の振興を核とした地域全体の活性化にかかる基本方針を記載 

 
飼料の高騰や販売価格の低迷に加え、県外の大規模養殖の台頭、流通形態の変化などにより、規模

の小さい零細型の三重県の魚類養殖は厳しい状況に追い込まれている。 
 養殖業者は従来型の経営形態だけでなく、大規模化、協業、協動、多魚種化、複合養殖など、あら

ゆる可能性から自らの取組みを模索し、適正な形態を実践していくことで、強い養殖漁家を目指す必

要がある。さらに県漁連を中心とした流通販売強化戦略と方向性をしっかりと合わせることで、持続

可能な生産体制構築を図っていく。 
また、これらの取組み方向を漁協、関係団体等が共有することで、それぞれの役割を発揮し、三重

県全体の魚類養殖業の活性化を図っていく。 
 

 
（２）機能分担・連携に関する基本方針 
※地域活性化を図るための各浜の機能分担・連携にかかる基本方針を記載 

 
【１】機能再編・地域活性化に関する基本方針 
 生産体制の見直しと販売流通機能の再整備を連携して実施していくことで、三重県の魚類養殖業の

競争力強化を図る。 
 
（１）経営形態の再検討 
 三重県海水養魚協議会において「経営検討部会」を設置し、各浜の状況に合った適正な経営形態の

検討を行うものとし、生産におけるコスト削減策と系統団体等の販売戦略の連携を焦点に、浜毎に将

来性のある経営形態の案を打ち出し、実践していくものとする。 



   （ａ）現状維持経営体の健全化 
   （ｂ）個人経営体の大規模化 
   （ｃ）複数個人経営体による協業化 
   （ｄ）個人経営体連携による部分的協業化（同一漁場内、同一取組み） 
   （ｅ）個人経営体連携による部分的協業化（別漁場、同一取組み） 

（ｆ）会社等新組織による養殖経営体の構築 
   （ｇ）他の漁業と複合経営に取り組む個人経営体の構築 
   （ｈ）多魚種化による効率的な経営の構築 
   （ｉ）６次産業化による新たな経営形態の構築 
   （ｊ）その他 
 
（２）コスト削減対策 
 養殖業を継続発展させるのためには、コスト削減の取組みは永遠の課題である。 
養殖業者個々人のコスト削減努力も一定のレベルに達しており、今後は特に餌飼料の十分な確保と

価格安定対策が不可欠であり、養殖業者、漁協系統一丸となり諸対策を講じていく。 
 

（ａ）餌飼料対策（外部要因への対応、現場で取り組むべき対策） 
 ・試験研究機関及び飼料メーカーと連携した低魚粉飼料及び低コスト型飼料開発 
・モイストペレット製造工場を活用したコスト削減型飼料等の活用 
・スケールメリット等による配合飼料の低価格化の実現 
・県内外で水揚げされる餌料原料等の有効活用 

 
   （ｂ）その他の効率化対策 
    ・機器導入による省力化・大規模化等への対応 

・機関換装等による省エネ化 
    ・漁網防汚剤等養殖用資材の効率的な使用 

・漁協による養殖業者間の連携体制づくりによる省力化 
 
（３）資金、諸制度 
 サイズなど末端のニーズを捉えた販売戦略と養殖業者の生産スケジュールをより強固に連動させ

るため、必要な資金対策等を行う。 
   （ａ）養殖生産スケジュールと販売スケジュールの連携体制の確立 
   （ｂ）販売戦略と連動した貸付制度の創設（信漁連） 
   （ｃ）諸制度の活用（漁業共済、積立ぷらす、漁業経営セーフティーネット等） 
   （ｄ）その他 
 
（４）流通諸課題への対応 
県漁連等の営業戦略と連携して商品力の高い魚づくりを行い、様々な流通チャネルに合わせた弾力

的な出荷体制を再構築する。 
 



（ａ）販売体制の整備 
    ・養殖業者、漁協と連動した県漁連による販売戦略の構築と実践 
    ・築地の移転やオリンピック需要に向け首都圏以北のマーケット確保のため、 

三浦活魚流通センターの活用（県漁連） 
 ・新たなマーケットの開拓【市場外や輸出】（県漁連） 
・人員体制等営業力強化（県漁連） 

 
（ｂ）出荷体制の整備（漁協、漁連） 

    ・様々なマーケットに対応可能な拠点施設の活用と整備 
①三浦活魚流通センター（最重要拠点施設） 

      ②牟婁事業所・尾鷲生鮮加工センター（最重要拠点施設） 
      ③南島水産流通センター 
      ④南伊勢水産流通センター 
      ⑤錦製氷水産流通センター 
      ⑥紀伊長島水産加工流通センター 
      ⑦各漁協出荷関係施設 
 

（ｃ）ブランド化と販売戦略との連携 
    ・伊勢茶、海藻、柑橘類を餌料に添加した『伊勢まだい』の生産、出荷、販売体制の確立 
    ・三重県産養殖マダイの新ブランド（第２ブランド）の構築 
    ・ブリ、マハタ等その他魚種のブランド化 

・養殖魚を使った加工品の開発 
    ・三重県産養殖魚の統一基準の設置 
    ・広報対策、地域を巻き込んだＰＲ 
 

（ｄ）輸出対策 
  ・出荷施設と連動した輸出戦略の構築と実践 

    ・輸出事業者とのコラボレーションによる三重県産養殖魚の輸出 
 
（５）指導諸課題対応 
 県産養殖魚の強固な生産体制確立、中核的経営体の継続発展に必要な対策を講じ、必要に応じて行

政関係機関等と連携を図る。 
   （ａ）安全安心対策 
    ・県産養殖魚の安全安心基準の設置（可視化） 
 
   （ｂ）生産指導対策 
    ・防疫体制の再構築や赤潮等への迅速な対応 
    ・パソコンによる生産者個々の養殖管理の推進 
 

（ｃ）かん水組織のあり方検討 



 
【２】中核的担い手の育成に関する基本方針 
 昭和３０年代から広がった三重県の魚類養殖業は、現在２代目、３代目にその経営主体が移ってい

る。生産体制の再構築と販売戦略と連携した魚類養殖業の活性化を図ることは、これら中核的養殖業

者の経営安定化につながり、さらには地元に残る新たな後継者と U ターン後継者の確保が可能とな

る。 
三重県海水養魚協議会の経営検討部会の協議などを踏まえ、経営形態の変更など養殖業者の要望に

応じて、「水産振興室（漁協系統団体で設置）」、「三重県担い手対策協議会（事務局：県漁連）」と連

携し、I ターン従事者などの新たな担い手確保にも取り組んでいく。 
 また、若手養殖業者のスキルアップを図るため、これらを対象とした担い手対策協議会の経営の研

修等に参画するとともに、三重県海水養魚協議会内に若手部会を設置、勉強会の開催など、知識向上、

技術研鑽に取り組んでいく。 
 

 
 
（３）漁獲努力量の削減・維持及びその効果に関する担保措置 

持続的養殖生産確保法による湾毎の漁場改善計画を基に、漁場環境の管理、漁場行使を行う。 
 
 
（４）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２８年度） 

地域活性化に

向けた取組 
（１）三重県海水養魚協議会「経営検討部会」において、経営実態調査を行い、各

浜毎の目指すべき経営形態の方向性を策定検討する。 
（２）試験研究機関、飼料メーカーと連携したコスト削減、低魚粉型飼料の開発を

行うとともに陸上モイスト施設の有効活用や新規設置を検討する。 
（３）『伊勢まだい』の生産体制の確立と養殖マダイの新ブランドの取組内容を検討

する他、マハタ、シマアジ等のブランド化の可能性を検討する。 
（４）生産が減少している養殖ブリの周年出荷体制を構築するとともに、三重県産

ブランドブリの養殖を検討する。 
（５）三重漁連の販売計画と連携し、適正な魚体管理や飼育スケジュール管理の体

制を構築する。 
（６）三重信漁連と連携し、販売計画と連動した資金対策が可能な体制を検討する。 
（７）三重県漁連の餌飼料取扱部門と連携し、県内巻網等で漁獲される多獲性魚の

他、県外魚の餌料活用可能魚種も含め、生餌の安定確保に取り組む。 
（８）県漁連三浦活魚センターを再稼働し、築地移転等を視野に首都圏等に向け養 

殖魚のマーケット拡大が可能な稼働体制の検討とそのための施設・機器整備を 
行う。 

（９）県漁連尾鷲生鮮加工センター等県内養殖関係施設における出荷用施設や新し

い加工機械の導入を視野にさらなる有効活用の検討を行う。 
（10）新たなマーケット開拓のための養殖魚を使った高度加工商品の開発や販売方



法の企画を検討する。（県漁連企画開発部、県水産研究所等と連携） 
（11）三重県産養殖魚の輸出拡大を図るため、輸出戦略の検討、合同実施事業者の

模索、新たな海外マーケットリサーチを実施する。また、シンガポールの全

漁連アンテナショップ「わだつみ」で三重県産養殖魚のフェアを実施する。 
（12）中核的養殖業者への経営支援として、生産操業の省力化等による強固な経営

形態構築のための必要な機器整備を行う。 
（13）水産振興室、三重県担い手対策協議会と連携し、U ターン、I ターン従事者

の確保対策を行うほか、若手養殖業者には知識向上のための研修を行う。ま

た、三重県海水養魚協議会若手部会において勉強会を開催する。 
 

活用する支援

措置等 
・広域浜プラン実証支援事業（１）～（６） 
・効率的な操業体制の確立支援事業（１）（４） 
・水産業競争力強化金融支援事業（６） 
・広域浜プラン緊急対策事業【養殖用生餌供給安定対策支援】（７） 
・水産業競争力強化緊急施設整備事業（８） 
・水産物輸出促進緊急推進事業（８） 
・輸出促進機器整備事業（８） 
・国産水産物流通促進事業（10） 
・浜の担い手漁船リース緊急事業（12） 
・競争力強化型機器等導入緊急対策事業（12） 
・新規漁業就業者総合支援事業（13） 
・産地水産業強化支援事業 
・水産基盤整備事業 
・漁業経営セーフティーネット構築事業 
・漁業収入安定対策事業（積立ぷらす） 
・６次産業化対策事業 

 
２年目（平成２９年度） 

地域活性化に

向けた取組 
（１）浜毎の目指すべき経営形態の指導推進を行う。（指導経営体数目標 30） 
（２）試験研究機関、飼料メーカーと連携したコスト削減対策として、低魚粉型飼

料の試験的活用に取り組む。（県漁連） 
（３）陸上モイスト施設を使った低コスト飼料の提供を実施する。（県漁連） 
（４）養殖マダイの新ブランドの試験養殖開始とマハタ、シマアジ等のブランド方

向性を確定するほか、クロマグロの人工種苗を導入し、養殖安定化を目指す。 
（５）三重漁連の販売計画と連携し、適正な魚体管理や飼育スケジュール管理の体

制を確立する。 
（６）三重信漁連と連携し、販売計画と連動した資金対策が可能な体制の検討及び

運用を図る。 
（７）三重県漁連の餌飼料取扱部門連携し、県内巻網等で漁獲される多獲性魚の他、

県外魚の餌料活用可能魚種も含め、生餌の安定確保に取り組む。 



（８）県漁連尾鷲生鮮加工センター等の施設・機器整備を行う。 
（９）マーケット開拓のための商品開発と試験販売を実施する。（県漁連、県水産研

究所等と連携等） 
（10）三浦活魚センターの活用を軸に、パートナー事業者と羽田空港等を活用した  

輸出促進を行うほか、神奈川県三浦市と連携した輸出対策にも取り組む。 
（11）これまで取り組んできた安全安心対策、トレーサビリティー手法を統一し、

三重県産養殖魚の安全安心基準にかかるマニュアルを作成する。 
（12）中核的養殖業者の経営支援として、生産操業の省力化等による強固な経営形

態構築のための必要な機器整備を行う。（継続） 
（13）水産振興室、三重県担い手対策協議会と連携し、U ターン、I ターン従事者

の確保対策を行うほか、若手養殖業者には知識向上のための研修を行う。ま

た、三重県海水養魚協議会若手部会において勉強会を開催する。（継続） 
 

活用する支援

措置等 
・広域浜プラン実証支援事業（１）～（６）、（11） 
・効率的な操業体制の確立支援事業（１）（４） 
・水産業競争力強化金融支援事業（６） 
・広域浜プラン緊急対策事業【養殖用生餌供給安定対策支援】（７） 
・水産業競争力強化緊急施設整備事業（８） 
・水産物輸出促進緊急推進事業（８） 
・輸出促進機器整備事業（８） 
・国産水産物流通促進事業（10） 
・浜の担い手漁船リース緊急事業（12） 
・競争力強化型機器等導入緊急対策事業（12） 
・新規漁業就業者総合支援事業（13） 
・産地水産業強化支援事業 
・水産基盤整備事業 
・漁業経営セーフティーネット構築事業 
・漁業収入安定対策事業（積立ぷらす） 
・６次産業化対策事業 
 

 
３年目（平成３０年度） 

地域活性化に

向けた取組 
（１）浜毎の目指すべき経営形態の指導推進を行う。（指導経営体数目標 30） 
（２）試験研究機関、飼料メーカーと連携したコスト削減対策として、低魚粉型飼

料の供給と活用の増加を図る。 
（３）陸上モイスト施設を使ったブランド養殖魚の生産と販売を行う。 
（４）養殖マダイの新ブランドの養殖開始とマハタ、シマアジ等のブランドの本格

生産、販売、広報を行うとともに引き続きクロマグロの人工種苗導入を行う。 
（５）三重漁連の販売計画と連携した飼育スケジュールの管理運用体制を確立させ

本格運用を開始する。 



（６）三重信漁連と連携し、販売計画と連動した資金対策を実施する。 
（７）三重県漁連の餌飼料取扱部門連携し、県内巻網等で漁獲される多獲性魚の他、

県外魚の餌料活用可能魚種も含め、生餌の安定確保に取り組む。 
（８）マーケット確保のための漁連新規施設・機器整備の検討を行う。 
（９）新規開発商品を販売展開する。（県漁連等） 
（10）合同実施事業者（パートナー事業者、三浦市等）との輸出の取組み推進し、

海外マーケット確保のための展示会の出展・PR を行う。 
（11）広域浜プラン継続推進のためのかん水組織体制のあり方の検討を開始する。 
（12）中核的養殖業者の経営支援として、生産操業の省力化等による強固な経営形

態構築のための必要な機器整備を実施する。（継続） 
（13）水産振興室、三重県担い手対策協議会と連携し、U ターン、I ターン従事者

の確保対策を行うほか、若手養殖業者には知識向上のための研修を行う。ま

た、三重県海水養魚協議会若手部会において勉強会を開催する。（継続） 
 

活用する支援

措置等 
・広域浜プラン実証支援事業（１）～（６）、（11） 
・効率的な操業体制の確立支援事業（１）（４） 
・水産業競争力強化金融支援事業（６） 
・広域浜プラン緊急対策事業【養殖用生餌供給安定対策支援】（７） 
・水産業競争力強化緊急施設整備事業（８） 
・水産物輸出促進緊急推進事業（８） 
・輸出促進機器整備事業（８） 
・国産水産物流通促進事業（９） 
・浜の担い手漁船リース緊急事業（12） 
・競争力強化型機器等導入緊急対策事業（12） 
・新規漁業就業者総合支援事業（13） 
・産地水産業強化支援事業 
・水産基盤整備事業 
・漁業経営セーフティーネット構築事業 
・漁業収入安定対策事業（積立ぷらす） 
・６次産業化対策事業 
 

 
４年目（平成３１年度） 

地域活性化に

向けた取組 
（１）浜毎の目指すべき経営形態の指導推進を行う。（指導経営体数目標 30） 
（２）試験研究機関、飼料メーカーと連携したコスト削減として、低魚粉型飼料の

供給を行う。 
（３）県産のブランド魚の養殖体制を確立し営業販売を行うほか、評価向上のため

の広報活動を行う。また、クロマグロの安定出荷体制を確立させる。 
（４）需要先と共同開発のブランド養殖魚を生産販売する。 
（５）三重信漁連と連携し、販売計画と連動した資金対策を確立させる。 



（６）必要に応じマーケット確保のための新規施設・機器整備を行う。 
（７）首都圏マーケットに向けた販売強化対策を実施する。（営業、広報他） 
（８）合同実施事業者（パートナー事業者、三浦市等）との輸出の取組みを推進し、

海外マーケット確保のための営業活動を実施する。 
（９）広域プランの進捗管理と生産現場とマーケット情報が常時共有できる生産者

組織の在り方を検討する。 
（10）水産振興室、三重県担い手対策協議会と連携し、U ターン、I ターン従事者

の確保対策を行うほか、若手養殖業者には知識向上のための研修を行う。ま

た、三重県海水養魚協議会若手部会において勉強会を開催する。（継続） 
 

活用する支援

措置等 
・水産業競争力強化金融支援事業（５） 
・水産業競争力強化緊急施設整備事業（６） 
・水産物輸出促進緊急推進事業（８） 
・輸出促進機器整備事業（８） 
・新規漁業就業者総合支援事業（10） 
・産地水産業強化支援事業 
・水産基盤整備事業 
・漁業経営セーフティーネット構築事業 
・漁業収入安定対策事業（積立ぷらす） 
・６次産業化対策事業 
 

 
５年目（平成３２年度） 

地域活性化に

向けた取組 
（１）養殖業者と漁協系統団体の協力による三重県型養殖経営体の構築を目指し、

常にマーケット戦略と連動した養殖漁家経営体を創出する。 
（２）低コスト型で高品質な養殖魚の生産と常時出荷に取り組む。 
（３）多様な種類の三重県産養殖魚の生産・販売体制の構築とともに、マーケット

の評価獲得し、県内養殖業の経営安定化に資する。 
（４）三重県産養殖魚の輸出マーケット獲得とオリンピックを契機とした世界への 

三重の養殖魚ＰＲ行う。 
（５）広域プランの進捗管理と生産現場とマーケット情報が常時共有できる生産者

組織体制を構築する。 
（６）水産振興室、三重県担い手対策協議会と連携し、U ターン、I ターン従事者

の確保対策を行うほか、若手養殖業者には知識向上のための研修を行う。ま

た、三重県海水養魚協議会若手部会において勉強会を開催する。（継続） 
活用する支援

措置等 
・水産業競争力強化金融支援事業（１） 
・新規漁業就業者総合支援事業（６） 
・漁業経営セーフティーネット構築事業 
・漁業収入安定対策事業（積立ぷらす） 
 



※プランの実施期間が６年以上となる場合、記載欄は適宜増やすこと。 
※「活用する支援措置等」は、活用を予定している国（水産庁以外を含む）、地方公共団体等の補助金・

基金等を記載。ただし、本欄への記載をもって、事業の活用を確約するものではない。 
 
（５）関係機関との連携 

 試験研究機関として三重県水産研究所（尾鷲水産研究室）と常時連携する。また、新ブランド開発

には大学等との連携を検討、コスト削減対策には前者に加え、飼料メーカーとの連携を行う。 
経営検討部会では県行政及び大学教授等水産経済の専門家等にアドバイスを受ける予定である。 

 なお、漁連、漁協、信漁連、共済組合等の系統団体の連携を強化しながら、三重県の魚類養殖振興

を図っていく。 
 輸出戦略においては輸出事業パートナーを獲得し、連携した推進を図っていく。 
 

 
（６）他産業との連携 

ブランド化については外食店とのコラボを推進するとともに、自治体、広告会社、テレビ局等との

連携を図り積極的な広報戦略を実施していく。 
 

 
４ 活性化指標 
（１）活性化指標の考え方 

 
三重県地域の魚類養殖業は、漁場条件から経営規模が小さく、大規模化による合理化・効率化も図

りにくい状況にある。このことから、従前から生産者系統団体として県漁連が、養殖生産（種苗や餌

飼料供給）、流通・販売（生産物の買取・価格の底支え）を担い、県下魚類養殖経営体を支え、養殖

業の発展を牽引してきた。 
近年は、販売価格の低迷や飼料の高騰等によって魚類養殖経営の環境は過酷さを増している。この

ような状況下では、小規模養殖経営体の特徴を活かした三重県型の経営の在り方を検討・確立すると

ともに、県漁連を核とした生産・販売体制のさらなる強化との連携を図ることが、県下魚類養殖経営

体の維持・発展に極めて効果的かつ不可欠な取組となる。 
本プランはこうした基本的な考え方の下で、具体的な施策を取りまとめたものである。よって、活

性化指標としては、第一に三重県漁連による三重県産養殖魚の出荷・販売量の増加、第二に三重県漁

連の生産・販売体制に参画する養殖経営体数の増加、第三に参画する養殖経営体の経営指標（計画的

な生産による無駄な支出の抑制と資金の回転の改善を実施したい。 
 

 
 
（２）活性化指標 
 ①三重県漁連による三重県産養殖魚の出荷・販売量の増加  

三重県産養殖魚の取扱いを強化し、さらなる販売促進を行うことにより、養殖業の経営安定化を目

指す。 



マダイ 基準年 
目標年 

平成 28 年度  出荷販売尾数  1,650,000 尾 
平成 32 年度  出荷販売尾数  1,900,000 尾     115％ 

ブリ 基準年 
目標年 

平成 28 年度  出荷販売尾数    50,000 尾 
平成 32 年度  出荷販売尾数   150,000 尾    300％ 

クロマグロ 基準年 
目標年 

平成 28 年度  出荷販売尾数    3,000 尾 
平成 32 年度  出荷販売尾数     9,000 尾       300％ 

その他養殖魚 基準年 
目標年 

平成 28 年度  出荷販売尾数    50,000 尾 
平成 32 年度  出荷販売尾数   100,000 尾    200％ 

 
 ②参画する養殖経営体と経営状況について 
  上記に示す三重県産養殖魚の出荷・販売数量増加のためには、養殖経営形態を変化させ、対応して

いく必要があり、これを活性化指標の第二とする。 
マダイ 基準年 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 28 年度 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

経営体数 
（うち漁連出荷件数） 
【養殖業者の収支】 
・出荷尾数 
・収入 
 
・支出 
 
・うちえさ代比率 
 

全 101 件 
55 件（54％） 
 
30,000 尾（1 経営体平均） 
29,000 千円 
 
26,000 千円 
 
経費の 75％ 
 
 

目標年 平成 32 年度 経営体数 
（うち漁連出荷件数） 
【養殖業者の収支】 
・出荷尾数 
・収入 
 
・支出 
 
・うちえさ代比率 
 
 
 

全 90 件 
54 件（60％） 
 
35,000 尾（1 経営体平均） 
39,000 千円（130％） 
 
33,000 千円 
 
経費の 70％ 

ブリ 基準年 
 

平成 28 年度 
 

経営体数 
出荷販売尾数 
 

７件 
50,000 尾 

（30,000 尾×1.3 ㎏×750 円/㎏） 

（収入の 90％） 

（35,000 尾×1.5 ㎏×750 円/㎏） 

（収入の 85％） 

※漁協系統においてブランド鯛を生産するグループ ２ 
  

※漁協系統においてブランド鯛を生産するグループ １ 
  



目標年 
 
 
 

平成 32 年度 経営体数 
出荷販売尾数 
 
 
 
 
 

８件 
150,000 尾 

クロマグロ 基準年 
 

平成 28 年度 出荷販売尾数 3,000 尾 

目標年 
 

平成 32 年度 出荷販売尾数 9,000 尾 

その他の養殖魚 基準年 
 

平成 28 年度 出荷販売尾数 50,000 尾 
※漁協系統出荷 

目標年 
 

平成 32 年度 出荷販売尾数 100,000 尾 
※漁協系統出荷 

 
（３）上記の算出方法及びその妥当性 

【マダイ】 
◆マダイの漁連出荷販売尾数目標を 15％UP させる。 
◆県内で漁連出荷必要尾数を確保し、販売との連動により経営体数の減少を最小限に抑える。 
◆経営形態を検討し、年間の平均出荷尾数を１件あたり 30,000 尾から 35,000 尾に増加、出荷平均サ

イズの大型化も実施し、収入で 30％増加させることを目標にする。 
◆餌飼料コスト削減、合理化等の取組みにより、経費全体を 5％下げ、合わせて餌の経費率を 5％削

減する。 
◆これら実現のため、計画出荷を前提とした資金計画、資金回転指標を設置する。 
 
【ブリ】 
◆漁連系統と生産者でグループをつくり、県産ブリのブランド化に取り組む。 
 
【クロマグロ】 
◆漁協系統による養殖クロマグロの周年安定出荷体制を構築することにより、県産養殖魚の産地とし

ての競争力強化に寄与する。 
 
【その他】 
◆多魚種化による強固な経営の一助とするため、三重県産マハタ、シマアジその他の三重県産養殖魚

について周年出荷体制、付加価値向上対策等を実施し、営業戦略と連動できる体制の構築を図る。 
 

 
 

※生産者の尾数増と周年出荷体制の構築、漁協系統ブランドブリの

生産グループ創設. 
 



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 事業内容及び浜の機能再編広域プランとの関係性 
広域浜プラン実証支援事業 経営検討部部会による養殖経営形態の検討など、広域浜プ

ラン推進におけるソフト面を補完する。 
水産業競争力強化金融支援事業 中核的養殖業者の経営改善・省力化等に向けた機器導入の

際の支援措置を行う。 

水産業競争力強化緊急施設整備事業 
効率的な操業体制の確立支援事業 
浜の担い手漁船リース事業 
競争力強化型機器導入緊急対策事業 

中核的養殖業者等の省力化・経営支援を行う。 

広域浜プラン緊急対策事業 
【養殖用生餌供給安定対策支援】 

安定的な生餌の供給と餌料コストの低減を図る。 

水産物輸出拡大緊急対策事業 輸出戦略展開のための機器整備、HACCP 取得を行う。 
産地水産業強化支援事業 生産、出荷、販売強化等に必要な施整備、再編を行う。 
国産水産物流通促進事業 高次加工等販売戦略上必要な機器整備等を行う。 
漁業経営セーフティーネット構築事業 養殖経営体の飼料高騰対策のためすべての経営体に活用を

目指す。 
漁業収入安定対策事業（積立ぷらす） 価格変動に対する措置として全経営体の活用を目指す。 

新規漁業就業者総合支援事業 新規就業者確保のため、長期研修等の支援を行う。 
水産基盤整備事業 出荷体制の強化に必要な施設整備を行う。 
６次産業化対策事業 生産現場での加工販売等に必要な整備を行う。 

 


