
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 尾鷲地域水産業再生委員会 

代表者名 長野 規一 

 

再生委員会の 

構 成 員 

尾鷲漁業協同組合、尾鷲市、尾鷲海産物商業協同組合、尾鷲水産加工組合、尾

鷲物産株式会社、三重県漁業協同組合連合会牟婁事業所、尾鷲商工会議所 

オブザーバー 三重県 

※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 

尾鷲市尾鷲地区、行野浦地区、早田地区 

刺網漁業（40 経営体）、一本釣漁業（31 経営体）、か

ご漁業（7 経営体）、はえ縄（9 経営体）、定置網漁業

（11経営体）、魚類養殖（12経営体） 

※策定時点で対象となる漁業者数も記載すること。 

 

２ 地域の現状 

（１）関連する水産業を取り巻く現状等 

尾鷲地区の水産業は古くは熊野灘沖合でのカツオ一本釣りで繁栄してきたが、近年はカツオ漁

場の形成がなくなり、尾鷲市内のカツオ船の隻数は少数となり、水揚げは員外船の水揚げに依存

している。かつての沖合でのカツオ一本釣り漁業から、定置網、いせえび刺網、及びカツオやイ

カ等を対象とした一本釣り等の沿岸漁業への移行が見られている。また、尾鷲湾内ではマダイを

中心にした魚類養殖が盛んに行われているが、魚価の低迷、飼料価格の高騰等により、経営が厳

しい状況にある。近年の尾鷲地区の漁業を取り巻く状況は厳しいものとなってきている。平成元

年には主要漁業の水揚げ量、水揚げ金額は 6,135t、3,440,316 千円（かつお一本釣り：

2,811t(991,070 千円)、定置網漁業：2,299t(531,250 千円)、刺網漁業：12t（23,590千円）、魚

類養殖：1013t（1,337,700 千円））であったものが平成 26 年は 3,388t、2,883,610 千円（かつ

お一本釣り：141t（64,975千円）、定置網漁業：2,686t（556,706千円）、刺し網漁業：19t（77,887

千円）、魚類養殖：542t（413,080 千円））となっており、近年の尾鷲地区の漁業を取り巻く状況

は厳しいものとなってきている。 

 近年、水揚げの増大を目的に員外マグロ延縄船の誘致に力を入れてきたことに加えて、平成２

３年６月に地域内において鮮度保持能力の高い近海マグロ延縄船が新たに竣工したことにより、

尾鷲港におけるマグロの水揚げ量が３０トン（平成２３年度）から１７１トン（平成２６年度）

に増大している。また、水産物の付加価値向上を図るためにアオリイカの鮮度保持方法を確立し

ブランド化の取組を行うとともに、シイラやヒラソウダ等の活〆等による付加価値の向上にも取

り組んでいる。 

 現在の厳しい状況を改善するために、現在取り組んでいるブランド化の取組を引き続き実施し

することに加え、魚食普及や地域内での消費拡大、地先資源の有効活用や水揚げ量の増加にかか

る取組を実施していく。これらの取組により尾鷲地区の基幹産業である水産業の活性化を図りな

がら、老朽化している市場施設の建替えを視野に入れて、市場の衛生化に係る取組も実施してい

く必要がある。 

 



（２）その他の関連する現状等 

 平成２５年度より尾鷲市内の一部区間を除き、熊野市まで自動車専用道路が伸展した結果、名

古屋市や津市など都会からのアクセスの利便性が飛躍的に向上した。また、観光スポットとして

世界遺産登録されている熊野古道を有しており、県内外から多くの観光客が訪れることが期待さ

れる地域となっている。 

 

３ 活性化の取組方針 

（１）基本方針 

 所得の向上、コストの削減を図るため、以下の取組を実施する。 

①各種漁業における取組 

 １)定置網漁業 

・ 大型定置網において老朽化した網持ち船の代船建造を行い、操業方法の効率化を行うこと

により、維持修繕費等のコスト削減を図る。 

・ 現在使用している網の改良を実施し、アジ等の漁獲量を増加させるとともに、近年漁獲量

が増加傾向にあるブリの効率的な漁獲方法を検討することにより所得の向上を図る。 

 ２）養殖業 

・ 魚価の低迷と飼料価格の高騰により所得が低迷していることから、水産研究所等で取り組

んでいる低魚粉飼料の導入等により飼料コストの削減を図る。また、養殖の主力であるマ

ダイのほかに新たに貝類、藻類の養殖に取り組み、魚類養殖の複合化による収入の安定を

図る。 

 ３）マグロ延縄 

・ 近年の水揚げ機会の増加により、需要の高まっている尾鷲マグロを安定して供給すること

ができるように、マグロ延縄船の誘致や地区内での新たなマグロ延縄船の建造を検討し、

周年マグロが提供できるような体制の整備に取り組む。 

②流通・販売対策 

・ 尾鷲漁協早田支所魚市場の仲買人の減少により、浜値の低下や市場の統合が懸念されるた

め、早田支所ではなく尾鷲漁協本所魚市場への出荷体制を構築する。 

・ ブランド化に取り組んでいるアオリイカや高鮮度生マグロを積極的にＰＲしていくとと

もに、定置網で漁獲されるシイラやヒラソウダ等の活〆等による付加価値向上を図ること

で所得の向上につなげる。 

・ 「おわせ魚まつり」や「早田寒ブリまつり」等のイベントの開催により、尾鷲の水産物の

知名度向上や地域外からの集客を行い、消費拡大を図る。 

③担い手、魚食普及 

・ 漁業体験教室や「早田漁師塾」を継続・発展させるほか、県や市等が実施する担い手対策

に積極的に関与することにより後継者の確保・育成に努める。 

・ 学生や教員を対象とした魚の調理学習や漁業体験を実施することで、若年層に漁業に関心

を持ってもらい、消費の拡大、後継者の確保につなげていく。 

④資源管理、漁場環境保全 

・ 浜プランに参画する定置網漁業者等が、自主的に作成している資源管理計画に引き続き取

り組む。 

・ 漁業者等による食害生物（ウニ類）の除去やヒラメ、カサゴ等の種苗放流、アオリイカの

産卵床の設置等により、藻場等の保全や資源の保護、育成に努める。 

⑤市場関連 

・ 老朽化している尾鷲市場の将来的な施設整備を念頭に置いて、衛生管理型市場の導入に向

けた検討や、市場関係者の意識向上を図るため研修等を実施する。 



（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（３６条、３７条） 

・尾鷲湾口における定置網漁業の資源管理計画 

・伊勢湾口・熊野灘海域における定置網漁業の資源管理計画 

※プランの取組に関連する漁業調整規則や漁業調整委員会指示等について記載する。 

 

（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）所得向上効果０％、経費削減効果０％ 

漁業収入向上 

のための取組 

 

① 早田地区の大型定置網漁業において、老朽化が著しい網持ち船の代船建造、

建造に伴う操業体制の効率化、網の改良について検討し、もうかる漁業創

設支援事業の活用に向けた取組を進める。 

② 養殖業の複合化にかかる取組として、尾鷲湾内における貝類養殖の可能性

を検討するため、魚類養殖業者と協力しながら、試験的にマガキ養殖を実

施するとともに、区画漁業権の取得に向けた検討を進めていく。 

③ ヒラソウダ、シイラ等のブランド化を目指し、ブランドの基準となるデー

タを収集するために「フィッシュアナライザ」を導入し、尾鷲市や定置網

業者が中心となり体長や重量、脂肪含量等の定期的なデータの収集を行う。 

④ 尾鷲マグロの知名度向上のために、漁協、商工会議所、加工組合等が中心

となり、マグロを使用した料理の開発や尾鷲マグロを提供できる飲食店の

マップの作成等に取り組む。また、漁協及びマグロ延縄漁業者は、マグロ

を周年提供できる体制を構築するため、マグロ船の誘致や地区内での新船

建造の可能性について議論を進める。 

⑤ 早田支所魚市場の仲買人が減少しているため、早田地区の大型定置網漁業

者による尾鷲市場への出荷体制等の検討を行う。 

⑥ 「おわせ魚まつり」、「早田寒ブリまつり」等のイベントを実施し、尾鷲の

水産物の知名度向上を図るとともに、積極的な情報発信により県内外から

の誘客に努め、消費の拡大を図る。 

⑦ 定置網漁業を中心とした漁業体験教室、早田漁師塾の実施により新規就業

者の確保につなげる。 

⑧ 魚類養殖業者及び加工業者が中心となり、中学生を対象とした魚調理体験

を実施することにより、若年層に対する魚食普及を推進する。 

⑨ 漁協、各種漁業者が中心となり市等の協力のもと、藻場の保全のために食

害生物の駆除を実施するほか、積極的なカサゴ等の種苗放流を行い、水産

資源の増大を図る。 

⑩ 漁協職員を中心に市場の衛生化に係る意識の向上を図るため、衛生管理型

市場の視察等を行う。 

漁業コスト削減 

のための取組 

① 定置網施設や老朽化した網持ち船の代船建造による操業の効率化、維持修

繕費の削減について検討を行う。 

② 研究が実施されている低魚粉・無魚粉飼料のマダイ養殖への導入について

検討を行う。 

③ 養殖における漁場改善計画を遵守し、持続的な養殖生産を行うとともに、

漁業経営セーフティネット構築事業や漁業経営安定対策事業の活用により

経営の安定化を図る。 

活用する支援 

措置等 

水産多面的機能発揮対策 

漁業経営セーフティネット構築事業 



漁業経営安定対策事業 

もうかる漁業創設支援事業 

漁業就業者確保・育成対策事業 

 

２年目（平成２８年度）所得の増加効果０．４％、経費節減効果０％ 

漁業収入向上 

のための取組 

① 早田地区の大型定置網漁業において代船建造、網の改良等を行い、操業の

効率化を図るとともに、もうかる漁業創設支援事業を活用し、収益性の改

善を図る。 

② 貝類の区画漁業権の取得を進めるとともに、平成２７年度の養殖試験の結

果を踏まえ、魚類養殖業者を中心に尾鷲湾内での貝類（マガキ）養殖を実

施し、養殖業等の所得の安定化を図る。 

③ 平成２７年度に収集したデータを活用しながら、ヒラソウダやシイラ等の

ブランド化を進める。ブランド化に際しては、体長や重量、脂肪含量等の

基準について検討を行い、基準を満たす漁獲物については活〆等での試験

的な出荷を行い、仲買人等への周知を行うとともに魚価の向上を図る。 

④ 漁協、商工会議所、加工組合等による尾鷲マグロの知名度向上の取組を引

き続き実施するとともに、マグロの水揚量を増加させて周年供給できる体

制の構築のために、漁協、マグロ延縄業者によるマグロ船の誘致、延縄船

の建造等について議論を進める。 

⑤ 仲買人の減少している早田支所魚市場から尾鷲漁協本所魚市場への出荷体

制を構築するために、早田地区の大型定置網業者による大漁時に一部の漁

獲物を試験的に尾鷲魚市場へ出荷する方法について検討する。 

⑥ 「おわせ魚まつり」、「早田寒ブリまつり」等のイベントを実施し、尾鷲の

水産物の知名度向上を図るとともに、積極的な情報発信により県内外から

の誘客に努め、消費の拡大を図る。また、ブランド化に取り組んでいる魚

種の積極的な PRを行う。 

⑦ 定置網漁業を中心とした漁業体験教室、早田漁師塾の実施により新規就業

者の確保につなげる。 

⑧ 魚類養殖業者、加工業者が中心となり中学生、教員を対象とした魚調理体

験や漁業体験を実施し、水産物や漁業の啓発に取り組む。 

⑨ 漁協、各種漁業者が中心となり市等の協力のもと、藻場の保全のために食

害生物の駆除を実施するほか、積極的なカサゴ等の種苗放流を行い、水産

資源の増大を図る。 

⑩ 漁協を中心に市場を利用する関係者による市場の衛生化の推進に係る検討

を行うとともに、将来的な尾鷲魚市場の施設等についても議論を行う。 

漁業コスト削減 

のための取組 

① 定置網施設や老朽化した網持ち船の代船建造による操業の効率化、維持修

繕費の削減について検討を行う。 

② 低魚粉・無魚粉飼料のマダイ養殖への導入について検討を行うとともに、

より利益率の高い魚種への転換も検討する。 

③ 養殖における漁場改善計画を遵守し、持続的な養殖生産を行うとともに、

漁業経営セーフティネット構築事業や漁業経営安定対策事業の活用により

経営の安定化を図る。 

活用する支援 

措置等 

水産多面的機能発揮対策 

漁業経営セーフティネット構築事業 

漁業経営安定対策事業 



もうかる漁業創設支援事業 

漁業就業者確保・育成対策事業 

 

３年目（平成２９年度）所得の増加効果３．４％、経費節減効果０．２％ 

漁業収入向上 

のための取組 

① 早田地区の大型定置網漁業における、もうかる漁業創設支援事業の実施内

容についての検証を行う。 

② 養殖業の複合化として、魚類養殖業者による貝類（マガキ）養殖を進め、

経営の安定化を図る。 

③ 定置網により漁獲されるヒラソウダやシイラ等のブランド化する魚介類の

基準を明確化するとともに、基準を満たす漁獲物については積極的に活〆

等での出荷を行い、魚価の向上を図る。 

④ 漁協、商工会議所、加工組合等による尾鷲マグロの知名度向上の取組を引

き続き実施するとともに、マグロの水揚量を増加させて周年供給できる体

制の構築のために、漁協、マグロ延縄業者によるマグロ船の誘致、延縄船

の建造等について議論を進める。 

⑤ 早田支所魚市場から大漁時等に一部の漁獲物を尾鷲漁協本所魚市場へ試験

的に出荷し、出荷体制の問題点等について検証を行う。 

⑥ 「おわせ魚まつり」、「早田寒ブリまつり」等のイベントを実施し、尾鷲の

水産物の知名度向上を図るとともに、積極的な情報発信により県内外から

の誘客に努め、消費の拡大を図る。また、ブランド化に取り組んでいる魚

種の積極的な PRを行う。 

⑦ 定置網漁業を中心とした漁業体験教室、早田漁師塾の実施により新規就業

者の確保につなげる。 

⑧ 魚類養殖業者、加工業者等が中心となり、中学生、教員を対象とした魚調

理体験や漁業体験を実施し、水産物や漁業の啓発に取り組む。 

⑨ 漁協、漁業者が中心となり、市等の協力のもと、藻場の保全のために食害

生物の駆除を実施するほか、積極的なカサゴ等の種苗放流を行い、水産資

源の増大を図る。 

⑩ 漁協を中心に市場を利用する関係者による市場の衛生化の推進に係る検討

を行うとともに、将来的な尾鷲魚市場の施設等についても議論を行う。 

漁業コスト削減 

のための取組 

① 定置網施設や老朽化した網持ち船の代船建造による操業の効率化、維持修

繕費の削減について検討を行う。 

② 低魚粉・無魚粉飼料をマダイ養殖への試験的に導入するとともに、マハタ

等のより利益率の高い魚種への転換についても検討を行う。 

③ 養殖における漁場改善計画を遵守し、持続的な養殖生産を行うとともに、

漁業経営セーフティネット構築事業や漁業経営安定対策事業の活用により

経営の安定化を図る。 

活用する支援 

措置等 

水産多面的機能発揮対策 

漁業経営セーフティネット構築事業 

漁業経営安定対策事業 

もうかる漁業創設支援事業 

漁業就業者確保・育成対策事業 

 

 

 



４年目（平成３０年度）所得の増加効果５．５％、経費節減効果０．８％ 

漁業収入向上 

のための取組 

① 早田地区の大型定置網漁業における、もうかる漁業創設支援事業の実施内

容についての検証を行う。 

② 養殖業の複合化として、魚類養殖業者による貝類（マガキ）養殖を進め、

経営の安定化を図る。また、種苗代の削減を図るため、尾鷲湾内における

天然採苗についても検討を行う。 

③ 前年度までの結果を踏まえ、早田支所魚市場から尾鷲漁協本所魚市場への

出荷体制を構築し、効率的な運搬方法や出荷量、魚種についての見直しを

適宜行う。 

④ 漁協、商工会議所、加工組合等による尾鷲マグロの知名度向上の取組を引

き続き実施するとともに、マグロの水揚量を増加させて周年供給できる体

制の構築のために、マグロ延縄業者による延縄船の建造により尾鷲市場へ

の水揚げの増加につなげるための議論を中心に行う。引き続きマグロ延縄

船の誘致についても検討を進める。 

⑤ 「おわせ魚まつり」、「早田寒ブリまつり」等のイベントを実施し、尾鷲の

水産物の知名度向上を図るとともに、積極的な情報発信により県内外から

の誘客に努め、消費の拡大を図る。 

⑥ 定置網漁業を中心とした漁業体験教室、早田漁師塾の実施により新規就業

者の確保につなげる。 

⑦ 魚類養殖業者、加工業者等が中心となり、中学生、教員を対象とした魚調

理体験や漁業体験を実施し、水産物や漁業の啓発に取り組む。 

⑧ 漁協、漁業者が中心となり、市等の協力のもと、藻場の保全のために食害

生物の駆除を実施するほか、積極的なカサゴ等の種苗放流を行い、水産資

源の増大を図る。 

⑨ 漁協を中心に市場を利用する関係者による市場の衛生化の推進に係る検討

を行うとともに、将来的な尾鷲魚市場の施設整備についての議論も行う。 

漁業コスト削減 

のための取組 

① 定置網施設や老朽化した網持ち船の代船建造による操業の効率化、維持修

繕費の削減について検討を行う。 

② 低魚粉・無魚粉飼料をマダイ養殖等へ導入し、飼料コストの削減を図ると

ともにマハタ等のより利益率の良い魚種の導入についても検討する。 

③ 養殖における漁場改善計画を遵守し、持続的な養殖生産を行うとともに、

漁業経営セーフティネット構築事業や漁業経営安定対策事業の活用により

経営の安定化を図る。 

活用する支援 

措置等 

水産多面的機能発揮対策 

漁業経営セーフティネット構築事業 

漁業経営安定対策事業 

もうかる漁業創設支援事業 

漁業就業者確保・育成対策事業 

 

５年目（平成３１年度）所得の増加効果８．９％、経費節減効果１．１％ 

漁業収入向上 

のための取組 

① これまでに実施してきた所得向上のための取組についての検証を行う。 

② 早田地区の大型定置網漁業における、もうかる漁業創設支援事業の実施内

容についての検証を行う。 

③ 養殖業の複合化として、魚類職業者による貝類（マガキ）養殖を進め、経

営の安定化を図るとともに、前年度の結果を踏まえながら引き続き種苗代



の節減のために尾鷲湾内における天然採苗を実施する。 

④ 漁協、商工会議所、加工組合等による尾鷲マグロの知名度向上の取組を引

き続き実施するとともに、マグロの水揚量を増加させて周年供給できる体

制の構築のために、マグロ延縄業者による延縄船の建造により尾鷲市場へ

の水揚げの増加につなげる。引き続きマグロ延縄船の誘致についても議論

を続ける。 

⑤ 前年度までの結果を踏まえ、早田地区大型定置網漁業者による早田支所魚

市場から尾鷲漁協本所魚市場への出荷体制を構築し、効率的な運搬方法や

出荷量、魚種についての見直しを適宜行う。 

⑥ 「おわせ魚まつり」、「早田寒ブリまつり」等のイベントを実施し、尾鷲の

水産物の知名度向上を図るとともに、積極的な情報発信により県内外から

の誘客に努め、消費の拡大を図る。 

⑦ 定置網漁業を中心とした漁業体験教室、早田漁師塾の実施により新規就業

者の確保につなげる。 

⑧ 魚類養殖業者、加工業者等が中心となり、中学生、教員を対象とした魚調

理体験や漁業体験を実施し、水産物や漁業の啓発に取り組む。 

⑨ 漁協、漁業者が中心となり、市等の協力のもと、藻場の保全のために食害

生物の駆除を実施するほか、積極的なカサゴ等の種苗放流を行い、水産資

源の増大を図る。 

⑩ 漁協を中心に市場を利用する関係者による市場の衛生化の推進に係る検討

を行うとともに、将来的な尾鷲魚市場の施設整備等についての議論も行う。 

漁業コスト削減 

のための取組 

① 操業作業の効率化、維持修繕費の削減に努める。 

② 低魚粉・無魚粉飼料をマダイ養殖等へ導入し、飼料コストの削減を図る。 

③ 養殖における漁場改善計画を遵守し、持続的な養殖生産を行うとともに、

漁業経営セーフティネット構築事業や漁業経営安定対策事業の活用により

経営の安定化を図る。 

活用する支援 

措置等 

水産多面的機能発揮対策 

漁業経営セーフティネット構築事業 

漁業経営安定対策事業 

漁業就業者確保・育成対策事業 

※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」欄に記載するのは国の支援措置に限らない。 

 

（４）関係機関との連携 

・系統団体、県、尾鷲市と連携し、漁業体験教室や漁師塾を実施する。 

・地元商工会や観光協会等とも連携し、各種イベントの開催や地域ブランドの認定等を進め、水

産物のＰＲ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  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（１１０経営体） 

 

 

 

※算出の根拠及びその方法等について詳細に記載し、必要があれば資料を添付すること。 

 

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 

もうかる漁業創設支援事

業（漁業構造改革対策総合

事業） 

水産多面的機能発揮対策 

 

漁業経営セーフティネッ

ト構築事業 

 

漁業経営安定対策事業 

 

漁業就業者確保・育成対策

事業 

 

大型定置網漁業における、代船建造や網の改良、操業体制の見直し

によるもうかる漁業のモデルづくり 

 

藻場等の保全にかかる活動に活用する。 

 

燃油及び養殖用配合飼料のセーフティネットへの加入 

 

 

積立ぷらすの活用 

 

漁師塾をはじめとする担い手対策の実施に際し、活用を検討する。 

 

  


