
1 地域水産業再生委員会

(地域の範囲） 和歌山県東牟婁郡串本町

（漁業の種類） イセエビ刺網漁業　178経営体
採藻漁業　　　　　　107経営体

　　　　　　　　　　　　採貝漁業   　　　　　 71経営体
曳き縄漁業　　　　　248経営体
クロマグロ養殖業　    5経営体
※兼業含む

※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。

2 地域の現状
（１）関連する水産業を取り巻く現状等

（２）その他の関連する現状等

3 活性化の取組方針
（１）基本方針
　地域の基幹産業を魅力ある産業とし、漁業後継者や新規規就業者が安定して着業できるような、
効率的で安定した漁業経営を目指すとともに、資源管理型漁業や造り育てる漁業を推進し、豊か
な海を将来にわたり持続的に利用するため、次の活動に取組み、地域の活性化を図ります。

〇水産資源の維持、増大

対象となる地域の範囲
及び漁業の種類

浜の活力再生プラン

組織名
代表者名

串本地区地域水産業再生委員会
会長　太田　正也

再生委員会の
構成員

和歌山東漁業協同組合、串本町

オブザーバー
和歌山県漁業協同組合連合会
和歌山県東牟婁振興局企画産業課

近年アジ、いわし等の漁獲量の減少により、地産での原材料確保が困難となり、結果水産加工工

　串本地区地域水産業再生委員会が所官する地域は、黒潮の香り漂う本州最南端にあり茫々たる太
平洋に面し、黒潮が接岸する事からカツオのひき縄釣り、一本釣り、イセエビ刺網、定置漁業、アワビ・
トコブシ・ヒジキ・テングサ等の採貝・採藻漁業及びクロマグロ、マダイ等の魚類養殖業が主体的に営ま
れている。　当地域の水揚げ金額は年間約13億円であるが、近年海を取巻く急激な環境の変化等に
伴い、特に、主力魚種であるカツオ、マグロなどの水揚げは、最盛期では26億円あったものが近年は

　また、消費者の嗜好の多様化や輸入水産物の増加により水産物の消費や魚価が低迷しているほか
、漁場環境においても、海水温上昇に伴う磯焼けにより海藻類、貝類の漁獲量が大幅に減少しており
漁業を取りまく環境は非常に厳しい。
　また、今日の養殖飼料高騰による経費の増加で主力産業の一つである養殖業も経営を圧迫するな
ど、当地域の水産業を取り巻く環境は、より一層厳しい状況に置かれている。

10億円を下回る水準となっており、大幅に減少している。

　さらに、漁業者の高齢化や厳しい就労環境による離業者の増加が進行しており、後継者や漁業従

おり、3月～5月の最盛期には、串本の飲食店に鰹料理を目当てとした観光客が、多く来町する。
又、町外に住んでいる親類に、鰹を送るなど春を告げる風物詩となっていたが、漁獲量の減少に
より観光客の期待に添えないだけではなく、観光関連産業や飲食店業界、宅急便業界にまで多

事者の確保対策が必要となっている。

大な影響を及ぼしている。
　

　当地域は漁業への依存度が高く、近年漁業の盛衰が直接地域へ影響を及ぼしている。

場の経営を圧迫し、水産加工工場が著しく減少した。
　更に、漁獲量の減少による漁家経営の悪化より、漁業者の設備投資が抑制され、漁船や漁具等
の漁業関連産業の低迷を招いている。
そのほか、串本町はケンケン漁の発祥の地でもあり、多くの漁業者が鰹漁を主に漁業を営んで



１、操業規制や休漁日の設定による漁業圧及び漁獲努力量の削減による資源保護
２、種苗放流や母藻の保護による資源の維持・増大
３、漁場や海岸清掃活動による漁場環境の保全

〇販売、流通体制の強化及び付加価値向上の推進
１、蓄養施設等の活用による計画出荷の推進と流通体制の整備
２、蓄養施設の整備、活〆技術の普及、施氷の徹底による鮮度保持向上への取組み強化
３、鮮度保持の向上と衛生管理によるブランド化の推進と付加価値向上の推進
４、魚食普及による消費・流通の拡大対策とＰＲ体制の強化
５、漁業生産性向上のための基盤整備
６、６次産業化法に伴い、当漁業組合が主導し未利用、低利用の水産資源独自の保存

加工し、資源の有効利用と販売拡大を計画し、1次産業者の収益向上

〇漁業後継者確保と高齢化対策
１、漁業就業に必要な資格の取得に対する支援の実施
２、新規漁業就業者の漁業研修制度を活用した研修支援
３、漁労作業の省力化および共同化・協業化を推進するための共同利用施設の整備
４、漁業者の就労環境改善のための生産基盤施設の整備

○操業経費の削減
１、漁獲努力量の削減による漁業経費の削減
２、省エネ機器等の導入による漁業用燃料費の削減
３、効率的な操業体制の構築による省燃料活動の実施
４、船体および機器メンテナンスの実施による負荷の低減
５、養殖漁場の再整備による操業経費の低減

（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、操業隻数、期間等の規制遵守による資源へ与える負荷の制御

（海洋生物資源の保存及び管理に関する法律、和歌山県海面漁業調整規則）
２、和歌山東漁業協同組合における資源管理計画に基づく自主的資源管理措置の実施による

資源保護と漁業経費の削減（和歌山県資源管理協議会）
３、共同漁業権行使規則に基づく制限の徹底による資源保護（和歌山東漁業協同組合）
※プランの取組みに関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共に記載）
１年目（平成28年度）

１、イセエビ刺網漁業者、採藻漁業者、採貝漁業者及びひき縄漁業者は、資源
管理計画等に基づく休漁日の遵守による資源保護に取組む。
　また、資源管理計画以外にも各浜の現状に沿った資源保護を目的として、漁
協は各支所で、漁業種類ごとに会議を開き漁期の短縮等を検討していく。

２、全漁業経営体が各支所で開催する雑海藻駆除活動や漁場および海岸の清
掃活動に参加し漁場保全と管理体制の強化をはかる。
　また、町及び漁協によるイセエビ等の種苗放流、ヒロメやテングサの母藻設置
事業を推進することで資源の維持・増大に取組む。漁協は商品価値の低い小型
イセエビをストックし、漁業者が地域内のイセエビ漁場に再放流を行う。

藻を挟み込んだものを海底に設置するなどの藻場造成を実施する。
　さらに、漁協は、民間業者に移植した藻類の生育調査等を実施し、専門的な知
見を得ながら管理体制や資源保護を検討していく。

３、串本地区に漁協も出資し設立した新会社について、その会社の運営につい
ての基本方針を下記のように定め推進していく。
・シイラや小型のカツオ等の未利用魚を加工した新商品の検討。
・養殖クロマグロの加工品開発、内臓等の未利用部位を使用した商品開発の
検討。
・現在、釜揚げヒジキを関東地区に卸しているが、その流通網を活用した流通
　展開を検討。流通の推進に全漁業者で取組む。

４、全漁業経営体が施氷の徹底による鮮度保持向上への取組み強化を図る
ため、漁業者や仲買人に聞き取り調査を実施する。現状角氷のみの使用で
あるが、よりよい鮮度保持方法を検討する。

５、全漁業経営体が活〆の実施による鮮度保持の向上に取組むため、漁協は
活け〆の技術を持っている講師を招聘し、講習会の開催を検討する。

６、串本町水産振興会（漁協、観光協会、商工会、町で構成）は、県内外のイ
ベント等において串本産養殖マグロやカツオ（しょらさんカツオ）をはじめとした
水産物を広くＰＲし、串本産水産物の広報活動を実施する。
　また、現在年１回開催している朝市に地元のみならず観光客の呼び込みを
行うべく、朝市の規模拡大等を検討する。

７、和歌山東漁業協同組合が担い手の確保につとめ、漁業収支の向上を図る
ため、補助事業を継続活用すると共に、フェイスブック等のSNSを活用し、漁業
研修や空き屋などの情報発信を検討する。

８、現状２機ある表層型浮き魚礁を更に1機増設する。浮き魚礁管理組合にお
いて、利用時間帯や遊漁者への対応等、浮き魚礁にかかるルールづくりを確
立させる。　漁業者は、積極活用による水揚高の向上を目指す。（表層型浮き
魚礁は県が設置。平成24年度から29年度にかけて6基設置）

これらの取組みにより、１％の収入向上を見込む。

１、イセエビ刺網漁業者、採藻漁業者、採貝漁業者及びひき縄漁業者は、資源
管理計画等に基づく休漁日の遵守による漁業経費の削減に取り組む。

漁業用コスト削減 ２、全動力船経営体および和歌山東漁業協同組合が省燃油活動推進事業を活
のための取組 用し、減速航行や漁場情報の共有および船体清掃と機器、設備メンテナンスに

よる燃費向上のための省燃油活動に取組む。

３、全動力船経営体が省エネ機器等の導入推進事業の活用により省燃油型エ

漁業収入向上

のための取組

　漁業者は、スポアバックを用いたテングサの母藻移植や、ロープにヒロメの母



ンジンへの換装による漁業用燃料経費の削減に取り組む。

４、養殖漁場の再整備の検討として、現在2箇所の養殖漁場がある。その１つで
ある浅海漁場は、整備後40年が経過し方塊の埋没やアンカーの腐食が問題と
なってきているため、これらの整備にかかる検討会を開く。

これらの取組みにより、1％の経費削減に努める。

活用する支援 １、串本町磯根漁場再生事業（雑海藻駆除、藻場再生）［和歌山県］
措置等 ２、串本町イセエビ稚貝稚魚放流事業［串本町］

３、新規漁業就業者総合支援事業［水産庁］



（3）具体的な取組内容（毎年ごとに数値目標と共に記載）
２年目（平成29年度）

１、イセエビ刺網漁業者、採藻漁業者、採貝漁業者及びひき縄漁業者は、
資源管理計画等に基づく休漁日の遵守による資源保護に取組む。
　また、資源管理計画以外にも各浜の現状に沿った資源保護を目的として、
漁協は各支所で、漁業種類ごとに会議を開き漁期の短縮等を実施していく。

２、全漁業経営体が各支所で開催する雑海藻駆除活動や漁場および海岸の
清掃活動に参加し漁場保全と管理体制の強化をはかる。
　また、町及び漁協によるイセエビ等の種苗放流、ヒロメやテングサの母藻設
置事業を推進することで資源の維持・増大に取組む。漁協は商品価値の低い
小型イセエビをストックし、漁業者が地域内のイセエビ漁場に再放流を行う。

母藻を挟み込んだものを海底に設置するなどの藻場造成を実施する。
　さらに、漁協は、民間業者に移植した藻類の生育調査等を実施し、専門的な
知見を得ながら管理体制や資源保護を検討していく。

３、串本地区に漁協も出資し設立した新会社について、その会社の運営につ
いての基本方針を下記のように定め推進していく。
・シイラや小型のカツオ等の未利用魚を加工した新商品の検討。
・養殖クロマグロの加工品開発、内臓等の未利用部位を使用した商品開発
　の検討。
・現在、釜揚げヒジキを関東地区に卸しているが、その流通網を活用した流
　通展開を検討。流通の推進に全漁業者で取組む。

４、全漁業経営体が施氷の徹底による鮮度保持向上への取組み強化を図
るため、引き続き漁業者や仲買人を対象に調査を実施する。
　より良い鮮度方法を模索するため、協議や先進地の視察を実施。

５、全漁業経営体が活〆の実施による鮮度保持の向上に取組むため、漁協
は活け〆の技術を持っている講師を招聘し、講習会を開催する。

６、串本町水産振興会（漁協、観光協会、商工会、町で構成）は、県内外のイ
ベント等において串本産養殖マグロやカツオ（しょらさんカツオ）をはじめとした
水産物を広くＰＲし、串本産水産物の広報活動を実施する。
　また、現在年１回開催している朝市の規模拡大し、地元のみならず観光客
の呼び込みを行う。

７、和歌山東漁業協同組合が担い手の確保につとめ、漁業収支の向上を図る
ため、補助事業を継続活用すると共に、フェイス
ブック等のSNSを活用し、漁業研修や空き屋などの情報発信を行う。

８、浮き魚礁を更に１機増設し計４機の運用を開始する。前年度の実績や問題
点を精査し、浮き魚礁管理組合において、検証改善を進める。
また、漁業者は、表層型浮き魚礁を積極的に活用し、漁獲量の向上を目指す
積極活用による水揚高の向上を目指す。

これらの取組みにより、２％以上の収入向上を見込む。

１、イセエビ刺網漁業178経営体、採藻漁業107経営体、採貝漁業71経営体
曳き縄漁業248経営体が資源管理計画等に基づく休漁日の遵守による漁業
経費の削減に取り組む。

漁業用コスト削減 ２、全動力船経営体および和歌山東漁業協同組合が省燃油活動推進
のための取組 事業を活用し、減速航行や漁場情報の共有および船体清掃と機器、

設備メンテナンスによる燃費向上のための省燃油活動に取組む。

３、全動力船経営体が省エネ機器等の導入推進事業の活用により省燃油型

漁業収入向上

のための取組

　漁業者は、スポアバックを用いたテングサの母藻移植や、ロープにヒロメの



エンジンへの換装による漁業用燃料経費の削減に取り組む。

４、養殖漁場の再整備の検討として、現在2箇所の養殖漁場がある。その１つ
である浅海漁場は、整備後40年が経過し方塊の埋没やアンカーの腐食が問
題となってきている。これらの整備にかかる検討会を開く。

これらの取組みにより、１％の経費削減に努める。

活用する支援 １、串本町磯根漁場再生事業（雑海藻駆除、藻場再生）［和歌山県］
措置等 ２､産地水産業強化支援事業（ハード事業：築いそ投石）［水産庁］

３、串本町イセエビ稚貝稚魚放流事業［串本町］
４、新規漁業就業者総合支援事業［水産庁］



（3）具体的な取組内容（毎年ごとに数値目標と共に記載）
３年目（平成30年度）

１、イセエビ刺網漁業者、採藻漁業者、採貝漁業者及びひき縄漁業者は、
資源管理計画等に基づく休漁日の遵守による資源保護に取組む。
　また、資源管理計画以外にも各浜の現状に沿った資源保護を目的として、
漁協は各支所で、漁業種類ごとに会議を開き漁期の短縮等を実施していく。

２、全漁業経営体が各支所で開催する雑海藻駆除活動や漁場および海岸の
清掃活動に参加し漁場保全と管理体制の強化をはかる。
　また、町及び漁協によるイセエビ等の種苗放流、ヒロメやテングサの母藻設
置事業を推進することで資源の維持・増大に取組む。漁協は商品価値の低い
小型イセエビをストックし、漁業者が地域内のイセエビ漁場に再放流を行う。

母藻を挟み込んだものを海底に設置するなどの藻場造成を実施する。
　さらに、漁協は、民間業者に移植した藻類の生育調査等を実施し、専門的な
知見を得ながら管理体制や資源保護を活動を実施する

３、串本地区に漁協も出資し設立した新会社について、その会社の運営につ
いての基本方針を下記のように定め推進していく。
・未利用魚を使用した新製品やマグロの加工品等の新商品に関する販売
ルートの確立を漁協を中心に全漁業者で取り組む。
　①現状の流通網を発展し、積極的な県内外への営業活動を行う。
　②現在、釜揚げヒジキを関東地区に卸しているが、その流通網を発展させ、
　　 京阪神以外の流通網を確立させる。流通の推進に全漁業者で取組む。
　③地産地消の観点より、例えば学校給食や病院等への営業活動

４、全漁業経営体が施氷の徹底による鮮度保持向上への取組み強化を図
るため、引き続き漁業者や仲買人を対象に調査を実施する。
　より良い鮮度方法を模索するため、協議や先進地の視察を実施。

５、全漁業経営体が活〆の実施による鮮度保持の向上に取組むため、漁協
は活け〆の技術を持っている講師を招聘し、講習会を開催する。

６、串本町水産振興会（漁協、観光協会、商工会、町で構成）は、県内外のイ
ベント等において串本産養殖マグロやカツオ（しょらさんカツオ）や、上記３で
開発した新商品等の水産物を広くＰＲし、串本産水産物の広報活動を実施す
る。また、現在年１回開催している朝市の規模拡大し、地元のみならず観光
客の呼び込みを行う。

７、和歌山東漁業協同組合が担い手の確保につとめ、漁業収支の向上を図る
ため、補助事業を継続活用すると共に、フェイス
ブック等のSNSを活用し、漁業研修や空き屋などの情報発信を行う。

８、浮き魚礁を更に１機増設し計5機の運用を開始する。前年度の実績や問題
点を精査し、浮き魚礁管理組合において、検証改善を進める。
また、漁業者は、表層型浮き魚礁を積極的に活用し、漁獲量の向上を目指す
積極活用による水揚高の向上を目指す。

これらの取組みにより、３％の収入向上を見込む。

１、イセエビ刺網漁業178経営体、採藻漁業107経営体、採貝漁業71経営体
曳き縄漁業248経営体が資源管理計画等に基づく休漁日の遵守による漁業
経費の削減に取り組む。

漁業用コスト削減 ２、全動力船経営体および和歌山東漁業協同組合が省燃油活動推進
のための取組 事業を活用し、減速航行や漁場情報の共有および船体清掃と機器、

設備メンテナンスによる燃費向上のための省燃油活動に取組む。

漁業収入向上

のための取組

　漁業者は、スポアバックを用いたテングサの母藻移植や、ロープにヒロメの



３、全動力船経営体が省エネ機器等の導入推進事業の活用により省燃油型
エンジンへの換装による漁業用燃料経費の削減に取り組む。

４、養殖漁場の再整備の検討として、現在2箇所の養殖漁場がある。その１つ
である浅海漁場は、整備後40年が経過し方塊の埋没やアンカーの腐食が問
題となってきている。これらの整備にかかる検討会を開く。

これらの取組みにより、２％の経費削減に努める。

活用する支援 １、串本町磯根漁場再生事業（雑海藻駆除、藻場再生）［和歌山県］
措置等 ２､産地水産業強化支援事業（ソフト事業）［水産庁］

３、串本町イセエビ稚貝稚魚放流事業［串本町］
４、新規漁業就業者総合支援事業［水産庁］



（3）具体的な取組内容（毎年ごとに数値目標と共に記載）
４年目（平成31年度）

１、イセエビ刺網漁業者、採藻漁業者、採貝漁業者及びひき縄漁業者は、
資源管理計画等に基づく休漁日の遵守による資源保護に取組む。
　また、資源管理計画以外にも各浜の現状に沿った資源保護を目的として、
漁協は各支所で、漁業種類ごとに会議を開き漁期の短縮等を実施していく。

２、全漁業経営体が各支所で開催する雑海藻駆除活動や漁場および海岸の
清掃活動に参加し漁場保全と管理体制の強化をはかる。
　また、町及び漁協によるイセエビ等の種苗放流、ヒロメやテングサの母藻設
置事業を推進することで資源の維持・増大に取組む。漁協は商品価値の低い
小型イセエビをストックし、漁業者が地域内のイセエビ漁場に再放流を行う。

母藻を挟み込んだものを海底に設置するなどの藻場造成を実施する。
　さらに、漁協は、民間業者に移植した藻類の生育調査等を実施し、専門的
な知見を得ながら管理体制や資源保護を活動を実施する。生育調査得た結
果を踏まえ漁場保全内容の最適化や、海藻の効率的な造成活動に反映させ
る。

３、串本地区に漁協も出資し設立した新会社について、その会社の運営につ
いての基本方針を下記のように定め推進していく。
・未利用魚を使用した新製品やマグロの加工品等の新商品に関する販売
ルートの確立を漁協を中心に全漁業者で取り組む。
　①現状の流通網を発展し、積極的な県内外への営業活動を行う。
　②現在、釜揚げヒジキを関東地区に卸しているが、その流通網を発展させ、
　　 京阪神以外の流通網を確立させる。流通の推進に全漁業者で取組む。
　③地産地消の観点より、例えば学校給食や病院等への営業活動

４、全漁業経営体が施氷の徹底による鮮度保持向上への取組み強化
を図るため、引き続き漁業者や仲買人を対象に調査を実施する。
より良い鮮度方法を模索するため、協議や先進地の視察を実施。
　スラリー氷の導入等の検討。

５、全漁業経営体が活〆の実施による鮮度保持の向上に取組むため、漁協
は活け〆の技術を持っている講師を招聘し、講習会を開催する。

６、串本町水産振興会（漁協、観光協会、商工会、町で構成）は、県内外のイ
ベント等において串本産養殖マグロやカツオ（しょらさんカツオ）や、上記３で
開発した新商品等の水産物を広くＰＲし、串本産水産物の広報活動を実施す
る。また、現在年１回開催している朝市の規模拡大更には複数回実施し、地
元のみならず観光客の呼び込みを行う。

７、和歌山東漁業協同組合が担い手の確保につとめ、漁業収支の向上を図る
ため、補助事業を継続活用すると共に、フェイス
ブック等のSNSを活用し、漁業研修や空き屋などの情報発信を行う。

８、浮き魚礁５機の運用について、前年度の実績や問題点を精査し、浮き魚
礁管理組合において、検証改善を進める。
また、漁業者は、表層型浮き魚礁を積極的に活用し、漁獲量の向上を目指す
積極活用による水揚高の向上を目指す。

これらの取組みにより、５％の収入向上を見込む。

１、イセエビ刺網漁業178経営体、採藻漁業107経営体、採貝漁業71経営体
曳き縄漁業248経営体が資源管理計画等に基づく休漁日の遵守による漁業
経費の削減に取り組む。

漁業用コスト削減 ２、全動力船経営体および和歌山東漁業協同組合が省燃油活動推進

漁業収入向上

のための取組

　漁業者は、スポアバックを用いたテングサの母藻移植や、ロープにヒロメの



のための取組 事業を活用し、減速航行や漁場情報の共有および船体清掃と機器、
設備メンテナンスによる燃費向上のための省燃油活動に取組む。

３、全動力船経営体が省エネ機器等の導入推進事業の活用により省燃油型
エンジンへの換装による漁業用燃料経費の削減に取り組む。

４、養殖漁場の再整備の検討として、現在2箇所の養殖漁場がある。その１つ
である浅海漁場は、整備後40年が経過し方塊の埋没やアンカーの腐食が問
題となってきている。これらの整備にかかる検討会を開く。

これらの取組みにより、３％の経費削減に努める。

活用する支援 １、串本町磯根漁場再生事業（雑海藻駆除、藻場再生）［和歌山県］
措置等 ２､産地水産業強化支援事業（ソフト事業）［水産庁］

３、串本町イセエビ稚貝稚魚放流事業［串本町］
４、新規漁業就業者総合支援事業［水産庁］



（3）具体的な取組内容（毎年ごとに数値目標と共に記載）
５年目（平成32年度）

１、イセエビ刺網漁業者、採藻漁業者、採貝漁業者及びひき縄漁業者は、
資源管理計画等に基づく休漁日の遵守による資源保護に取組む。
　また、資源管理計画以外にも各浜の現状に沿った資源保護を目的として、
漁協は各支所で、漁業種類ごとに会議を開き漁期の短縮等を実施していく。

２、全漁業経営体が各支所で開催する雑海藻駆除活動や漁場および海岸
の清掃活動に参加し漁場保全と管理体制の強化をはかる。
　また、町及び漁協によるイセエビ等の種苗放流、ヒロメやテングサの母藻設
置事業を推進することで資源の維持・増大に取組む。漁協は商品価値の低い
小型イセエビをストックし、漁業者が地域内のイセエビ漁場に再放流を行う。

母藻を挟み込んだものを海底に設置するなどの藻場造成を実施する。
　さらに、漁協は、民間業者に移植した藻類の生育調査等を実施し、専門的な
知見を得ながら管理体制や資源保護を活動を実施する。生育調査得た結果を
踏まえ漁場保全内容の最適化や、海藻の効率的な造成活動に反映させる。

３、串本地区に漁協も出資し設立した新会社について、その会社の運営につ
いての基本方針を下記のように定め推進していく。
・未利用魚を使用した新製品やマグロの加工品等の新商品に関する販売
ルートの確立を漁協を中心に全漁業者で取り組む。
　①現状の流通網を発展し、積極的な県内外への営業活動を行う。
　②現在、釜揚げヒジキを関東地区に卸しているが、その流通網を発展させ、
　　 京阪神以外の流通網を確立させる。流通の推進に全漁業者で取組む。
　③地産地消の観点より、例えば学校給食や病院等への営業活動

４、全漁業経営体が施氷の徹底による鮮度保持向上への取組み強化
を図るため、引き続き漁業者や仲買人を対象に調査を実施する。
より良い鮮度方法を模索するため、協議や先進地の視察を実施。
　スラリー氷の導入等の検討。

５、全漁業経営体が活〆の実施による鮮度保持の向上に取組むため、漁協
は活け〆の技術を持っている講師を招聘し、講習会を開催する。

６、串本町水産振興会（漁協、観光協会、商工会、町で構成）は、県内外のイ
ベント等において串本産養殖マグロやカツオ（しょらさんカツオ）や、上記３で
開発した新商品等の水産物を広くＰＲし、串本産水産物の広報活動を実施す
る。また、現在年１回開催している朝市の規模拡大更には複数回実施し、地
元のみならず観光客の呼び込みを行う。

７、和歌山東漁業協同組合が担い手の確保につとめ、漁業収支の向上を図る
ため、補助事業を継続活用すると共に、フェイス
ブック等のSNSを活用し、漁業研修や空き屋などの情報発信を行う。

８、浮き魚礁５機の運用について、前年度の実績や問題点を精査し、浮き魚
礁管理組合において、検証改善を進める。
また、漁業者は、表層型浮き魚礁を積極的に活用し、漁獲量の向上を目指す
積極活用による水揚高の向上を目指す。

これらの取組みにより、７％の収入向上を見込む。

１、イセエビ刺網漁業178経営体、採藻漁業107経営体、採貝漁業71経営体
曳き縄漁業248経営体が資源管理計画等に基づく休漁日の遵守による漁業
経費の削減に取り組む。

漁業用コスト削減 ２、全動力船経営体および和歌山東漁業協同組合が省燃油活動推進
のための取組 事業を活用し、減速航行や漁場情報の共有および船体清掃と機器、

漁業収入向上

のための取組

　漁業者は、スポアバックを用いたテングサの母藻移植や、ロープにヒロメの



設備メンテナンスによる燃費向上のための省燃油活動に取組む。

３、全動力船経営体が省エネ機器等の導入推進事業の活用により省燃油型
エンジンへの換装による漁業用燃料経費の削減に取り組む。

４、養殖漁場の再整備の検討として、現在2箇所の養殖漁場がある。その１つ
である浅海漁場は、整備後40年が経過し方塊の埋没やアンカーの腐食が問
題となってきている。これらの整備にかかる検討会を開く。

これらの取組みにより、３％の経費削減に努める。

活用する支援 １、串本町磯根漁場再生事業（雑海藻駆除、藻場再生）［和歌山県］
措置等 ２､産地水産業強化支援事業（ソフト事業）［水産庁］

３、串本町イセエビ稚貝稚魚放流事業［串本町］
４、新規漁業就業者総合支援事業［水産庁］



4　　目　標
（1）　数値目標

（２）　上記の算出方法及びその妥当性

※算出の根拠及びその方法等について詳細に記載し、必要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

漁業経営セーフティネット構築事業 国の漁業経営セーフティネット構築等事業の活用により、
（緊急特別対策を含む） 燃油高騰の影響緩和が図られ、漁業経営の安定に繋が

らないことから、浜の活力再生プランの効果が高められる。

漁家所得の向上、及び資源の増大のため、築いそ（投石）
産地水産業強化支援事業 を行う。また、投石後３年は禁漁期間とし、その間資源調

査や試験操業を行うことで、浜の活力再生プランの効果が
高められる。
現在の養殖漁場（浅海漁場）は昭和53年に整備されたもの

未定 である。整備後38年が経過し老朽化が顕著になってきてい
る。方塊の適正配置や、アンカー等の再整備をおこなうこと
で養殖業の経費削減を図り、浜の活力再生プランの効果向
上を目指す。

平成　　　　年　　　　：　漁業所得　　　　　　　　千円

平成　　　　年　　　　：　漁業所得　　　　　　　　千円

基準年

目標年
漁業所得の向上　　％以上
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