
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 岡山県地域水産業再生委員会備前市地区部会 

代表者名 部会長 淵本 重廣 

 

再生委員会の構成員 日生町漁業協同組合、伊里漁業協同組合、備前市 

オブザーバー 岡山県漁業協同組合連合会、岡山県農林水産部水産課 

 

対象となる地域の範囲及び

漁業の種類 

【備前市地区対象漁業者 104名】H26.9.1現在 

○カキ養殖業(専業) 14名 

○カキ養殖業と漁船漁業の兼業 43名 

 小型底びき網漁業と兼業 23名 

 流網漁業と兼業 7名 

 小型定置網漁業と兼業 3名 

 その他漁船漁業(建網、かごなわ、さし網等)と兼業 10名 

○その他の漁業 47名 

 小型底びき網漁業 20名 

 小型定置網漁業 4名 

 その他漁船漁業(建網、かごなわ、さし網等) 21名 

 ノリ養殖業と小型底びき網漁業の兼業 2名 

 

２ 地域の現状 

（１） 関連する水産業を取り巻く現状等 

 当海域は、岡山県南東部の瀬戸内海に面し、瀬戸内特有の温暖な気候に恵まれている。そのため、

古くから漁業が盛んに行われており、比較的安定した生産量と需要が見込まれるカキ養殖のほか小

型底びき網が漁業の中心となっている。 

しかしながら、水産資源の減少や魚価の低迷に加え、資材や燃油価格が高騰しており、漁業者を

取り巻く環境は厳しさを増している。さらに、近年の海水温の上昇により、カキの出荷時期が遅れ

ているほか、採苗不良による生産への悪影響が懸念されている。 

 また、当海域では、稚仔魚の育成場として重要なアマモ場が昭和 20年代には約 600ha存在してい

たが、高度成長期頃から大幅に減少し、昭和 60 年には 12ha にまで衰退した。そのため、漁業者が

中心となってアマモ場の造成活動を積極的に実施し、現在ではアマモ場が 200ha 程度まで回復した

が、より一層の回復が望まれている。さらに、長年の有機物の堆積等によって底質が悪化しており、

カレイ類等の底生性魚類に悪影響を及ぼしていることから、底質改善の取組が必要となっている。 

 

（２） その他の関連する現状等 

 厳しい経営状況、労働環境によって後継者が育たず高齢化が深刻化しており、漁業・漁村の活力

が失われつつある。水産資源の適切な管理と持続的な利用を維持するためには漁業・漁村の活性化

が必要であり、後継者の育成や担い手を確保することが課題となっている。 
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３ 活性化の取組方針 

（１） 基本方針 

○循環型カキ養殖の推進 

  日生町漁協及び漁業者は、県、市と連携して循環型カキ養殖体制を構築し、漁場の持続的かつ

効率的な利用を進めるとともに、｢里海｣を柱としたブランド化を推進し、地域活性化を図る。 

○安定したカキ養殖体制の構築 

  両漁協及びカキ養殖業者は、種を安定的に確保するため地種の割合を増やす。そのために、ま

ず抑制棚を増設する。また隣接の組合と情報共有を密にして、漁場を融通できるような体制を構

築する。加えて、地種の採苗不良の場合に備えるため、他県の漁業者や業者と積極的に交流を図

り、購入先の多様化を図る。 

○カキ養殖業者の新たな収入源の確保 

  伊里漁協は、カキ養殖業者の休漁期における新たな収入源にするため、地先の干潟を活用し、

ケアシェルもしくはカキ殻を使ったアサリ採苗試験と垂下養殖試験を行う。漁協が主体となって、

3ヶ年の調査を実施し、採苗の可能性や、垂下養殖の費用対効果を検討する。その後、実現が可能

ならばカキ養殖業者に導入を進める。 

○直売所等を活用した販売促進と地元水産物の PR 

  両漁協及び漁業者は、漁協直売所の強化に取組み、地元水産物の販売促進と PRによって収入の

増加を図る。 

○観光漁業の推進 

  日生町漁協及び漁業者は、鹿久居島と頭島が架橋によって本土とつながり、観光客の増加が見

込めることから、漁業外収入の増加を目的に、観光と漁業を融合させたサービスを展開する。 

○アマモ場造成の取組 

  日生町漁協は、漁場改善のため、民間企業や地元中学校と連携し、アマモ場造成を積極的に行

うとともに、取組を積極的に PRすることにより、地域のイメージ向上につなげる。 

○資源管理型漁業の推進 

  両漁協の漁船漁業者は、資源の維持増大を図るため、種苗の中間育成や適地放流を推進する。

また、抱卵したガザミや小型魚の再放流に努める。 

○省燃油活動、省エネ機器導入の取組 

  全漁業者は、省燃油活動に積極的に取組むとともに省エネ機器の導入に努め、燃油代を削減さ

せる。 

○その他 

  両漁協は、計画的に漁港の整備、保全、防災対策について県、市に要望する。 

 

（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 

 造成したアマモ場での稚魚の育成保護のため、岡山海区漁業調整委員会指示 H25 第 2 号(H26.4.1

～H29.3.31)による採捕禁止の保護区域を定めている。 

 岡山県資源管理指針(伊里漁協では伊里漁業協同組合資源管理計画を策定)により、再放流サイズ、

抱卵したガザミの再放流、休漁日、小型底びき網袋網の目合の制限を設定している。 

 漁場の持続的利用のため、カキ養殖漁場改善計画を策定し、養殖筏数の制限等について定めてい

る。 

 

- 2 - 
 



（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２６年度） 

 以下の取組により漁業所得を基準年対比 3％向上させる。 

 以降、以下の取組内容は、取組の進捗状況や得られた知見等を踏まえ、必要に応じて見直すことと

する。 

漁業収入

向上のた

めの取組 

以下の取組により、漁業収入を基準年度に対して 0.6％向上させる。 

○循環型カキ養殖の推進 

  日生町漁協及びカキ養殖業者は、県、市と連携して以下の取組により循環型カキ養

殖体制を構築する。 

  ・カキ生産時に発生するカキ殻は、底質改良に役立つだけでなく、多様な底生生物

や付着生物の生息環境の改善に有効であることから、これらを循環利用して、県、

市と連携し、魚礁、アマモ場、干潟、カキ殻堆等を整備する。 

  ・筏から落下したカキは底質悪化の要因になることから、底びき網業者と連携して

海底から取り上げ、底質環境の保全に努める。また、取り上げたカキは、落ちガ

キとして漁協直売所｢五味の市｣等で販売し、底びき網業者の収益にする。 

  ・使用済み筏は、産業廃棄物として処分されていたが、一部、地元名産の備前焼の

補助燃料として活用する。また、平成 26 年に粉砕機を導入し、筏を加工しやす

いようにチップ状にして、新たな活用について検討する。 

  以上のことにより、カキ養殖業と漁船漁業等が連携して物質循環を促すことで、持

続的かつ効率的な漁場利用を図る。また、こうした取組やアマモ場造成の取組を消費

者に PR していくことにより、｢里海｣を地域ブランドとして定着させ、当該海域で漁

獲される水産物の付加価値向上につなげていく。 

○安定したカキ養殖体制の構築 

  両漁協及びカキ養殖業者は、種を安定的に確保するため地種の割合を増やす。その

ためには抑制棚の増設が必要であるため、その適地を検討する。また、幼生調査結果

をもとに漁協同士で漁場を融通しあう体制を構築する。加えて、地種の採苗不良の場

合に備えるため、カキサミット等のイベント時に他県の漁業者や業者と積極的に交流

を図り、購入先の多様化を図る。 

  日生町漁協及びカキ養殖業者は、県、市の支援のもと、頭島地区でカキ処理場を新

設し、むきカキの生産量の平準化と鮮度向上を図る。また、日生地区では、冷凍庫が

老朽化したことに加えカキ処理場から離れていたため、県、市の支援のもと、カキ処

理場にプレハブ式冷凍庫を併設し、むきカキの鮮度向上、作業の効率化を図る。 

○カキ養殖業者の新たな収入源の確保 

  伊里漁協は、アサリ養殖による収入を確保するため、地先の干潟を活用し、ケアシ

ェルもしくはカキ殻をつかったアサリ採苗試験と垂下養殖試験を行う。水産研究所、

水産課の協力のもとアサリ養殖に関する知見を収集し、試験調査の方法を検討する。 

○直売所等を活用した販売促進と地元水産物の PR 

  日生町漁協及び漁業者は、水産物直売所｢五味の市｣の集客増加と地元産水産物の

PRを目的に、平成 26年 7月から毎月第 1日曜日に｢ぎょぎょっと祭り(五味の市大感

謝祭)｣を開催する。さらに、毎年 2月に五味の市で開催している｢ひなせかき祭｣では、

カキの販売促進だけでなく、観光客と生産者の交流を深めることにより、特産のカキ
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を核とした広域的な観光 PR を行い、消費拡大を図る。また、岡山カキの主要な取引

先である名古屋市中央卸売市場や、東京都中央卸売市場の卸売業者等からの意見・要

望を受け、徹底された衛生管理体制や、漁業者による積極的な漁場改善の取組といっ

た岡山かきの特長を PRするためのパンフレット、DVDを製作する。 

  伊里漁協及び漁業者は、水産物直売所｢真魚市(まないち)｣において、15 周年感謝

フェアーを開催するとともに、マスコットキャラクター｢まなっち｣を製作して消費者

への知名度向上を図る。また、中山間地域である吉備中央町の商工業者グループと連

携し、当地域で開催されるイベント｢大漁祭｣で鮮魚の直送販売、農産物とコラボ商品

を企画し、山間部で新鮮な魚介類の提供、PR活動を行う。 

  両漁協は、東京の新橋に県のアンテナショップ｢とっとり・おかやま新橋館｣が 9月

にオープンすることから、これらを活用した地元水産物の PR方法を検討する。 

○観光漁業の推進 

  日生町漁協及び漁業者は、平成 27年 4月に本土と鹿久居島、頭島が架橋によって

つながり、観光客の増加が見込まれることから、観光と漁業を融合したサービスを展

開し、漁業外収入の増加を図る。具体的には、底びき網の体験コース等を企画してグ

ループ客や小、中学校の修学旅行や体験学習の誘致を検討する。さらに、鹿久居島海

域で整備された海洋牧場の多面的利用を推進するため、地元観光施設と連携してシー

カヤックやシュノーケリング等の企画を検討する。 

○アマモ場造成の取組 

  日生町漁協及び漁業者は、里海づくりを推進するため、民間企業や地元中学校と連

携して行っているアマモ場造成活動をさらに拡充し、小・中学校、高校、NPO団体等

に広く参加を呼びかける。これらの取組によって培われた豊かな海を積極的に消費者

に PR することにより、里海づくりに対する消費者の意識醸成や地元水産物の付加価

値を高める。 

○資源管理型漁業の推進 

  両漁協の漁船漁業者は、資源の維持・増大を図るため、種苗の中間育成や適地放流、

サワラの受精卵放流を推進するとともに、抱卵したガザミや小型魚の再放流に努め

る。また、平成 26 年度から鹿久居島海域の海洋牧場を中心としたアマモ場や魚礁等

の広域的なモニタリング調査を実施することにより、自然環境や生物相の変化に適切

に対応した順応的資源管理を行う。 

漁業コス

ト削減の

ための取

組 

○全漁業者は、定期的な船底清掃による航行時の抵抗削減、減速航行の実施、不要不急

な積載物の削減などを実施することにより、燃油消費量を抑制し、基準年度に対して

燃油代を 1％削減させる。 

○省エネ機器等導入推進事業利用者 11 名は、省エネ機関を導入することにより、燃油

消費量を抑制し、基準年度に対して燃油代を 3％削減させる。 

○漁協は、燃油の高騰による漁業コストの圧迫に備えるため、漁業経営セーフティーネ

ット構築事業の加入を推進する。 

活用する

支援措置

等 

省燃油活動推進事業、省エネ機器等導入推進事業、漁業経営セーフティーネット構築事

業、水産多面的機能発揮対策事業、産地水産業強化支援事業、水産基盤整備事業、農山

漁村地域整備交付金、港整備交付金、漁業振興特別対策事業(県) 
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２年目（平成２７年度） 

 以下の取組により漁業所得を基準年対比 5％向上させる。 

漁業収入

向上のた

めの取組 

以下の取組により、漁業収入を基準年度に対して 1.2％向上させる。 

○循環型カキ養殖の推進 

  日生町漁協及びカキ養殖業者は、県、市と連携して以下の取組により循環型カキ養

殖体制を構築する。 

  ・カキ生産時に発生するカキ殻は、底質改良に役立つだけでなく、多様な底生生物

や付着生物の生息環境の改善に有効であることから、これらを循環利用して、県、

市と連携し、魚礁、アマモ場、干潟、カキ殻堆等を整備する。 

  ・筏から落下したカキは底質悪化の要因になることから、底びき網業者と連携して

海底から取り上げ、底質環境の保全に努める。また、取り上げたカキは、落ちガ

キとして漁協直売所｢五味の市｣等で販売し、底びき網業者の収益にする。 

  ・使用済み筏の補助燃料としての有用性を備前焼作家に対してPRし、取引量を増や

していく。また、粉砕機を使用して使用済み筏をチップ状にし、地元企業と連携

しチップの有効利用の方法を模索する。 

  以上のことにより、カキ養殖業と漁船漁業等が連携して物質循環を促すことで、持

続的かつ効率的な漁場利用を図る。また、こうした取組やアマモ場造成の取組を消費

者に PRしていくことにより、｢里海｣を地域ブランドとして定着させ、当該海域で漁

獲される水産物の付加価値向上につなげていく。 

○安定したカキ養殖体制の構築 

  両漁協及びカキ養殖業者は、種を安定的に確保するため地種の割合を増やす。抑制

棚増設の適地を選定し、試験的に運用する。また、幼生調査結果をもとに漁協同士で

漁場を融通し、効率的に採苗する。加えて、地種の採苗不良の場合に備えるため、他

県の漁業者や業者と積極的に交流を図り、購入先の多様化を図る。 

  県、市と連携して老朽化したカキ殻一次堆積場やカキ処理施設の保全を順次行い、

施設の持続的な利用を推進する。 

  日生町漁協のカキ養殖業者は、平成 26 年に頭島地区で新設するカキ処理場と日生

地区に設置するプレハブ式冷凍庫を活用し、むきカキの生産量の平準化と鮮度向上及

び作業の効率化を図る。 

○カキ養殖業者の新たな収入源の確保 

  伊里漁協は、アサリ養殖による収入を確保するため、アサリ採苗試験と垂下養殖試

験を行う。水産研究所、水産課の協力のもと干潟にケアシェルもしくはカキ殻を設置

し採苗試験を行う。また、種苗をカキ筏に垂下し、身入りやへい死の状況を調査する。 

  同時に、干潟の多面的な利用を推進するため、地元の小中学生や NPOの環境学習の

場としての利用を検討する。 

○直売所等を活用した販売促進と地元水産物の PR 

  日生町漁協及び漁業者は、平成 26年 7月から毎月第 1日曜日に開催している、｢ぎ

ょぎょっと祭り(五味の市大感謝祭)｣を継続し、集客や地元産水産物の PRに努める。

また、毎年 2月に開催している｢ひなせかき祭｣では、カキの販売促進だけでなく、観

光客と生産者の交流を深めることにより、特産のカキを核とした広域的な観光 PR を

行い、消費拡大を図る。 
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  伊里漁協及び漁業者は、平成 26 年度に制作したマスコットキャラクター｢まなっ

ち｣を活用して、子連れの客をターゲットにした PRを実施するとともに、ホームペー

ジやフェイスブック等の SNSの活用し、地域の魅力を発信していく。また、吉備中央

町の商工業者グループとの交流を継続し、新たな企画を検討していく。 

  両漁協は、東京新橋の県のアンテナショップ｢とっとり・おかやま新橋館｣において、

パンフレットの配布やDVDの上映等により都市部の消費者に地元水産物のPRを行う。 

○観光漁業の推進 

  日生町漁協及び漁業者は、平成 27年 4月に本土と鹿久居島、頭島が架橋によって

つながることから、漁業外収入を得ることを目的に、観光客を対象とした底びき網の

体験コース等を実施する。また、集客のため、ホームページ等で積極的に情報発信す

るほか、観光協会等と連携して旅行会社や小中学校への PR 活動を積極的に行う。さ

らに、鹿久居島海域で整備された海洋牧場の多面的利用を推進するため、平成 26 年

度から当海域で実施予定のアマモ場や魚礁のモニタリング調査の結果を踏まえて、地

元観光施設と連携してシーカヤックやシュノーケリング等の企画を検討する。 

  以上の取組と漁協直売所｢五味の市｣と連携した観光プランを提供することにより、

消費者の購買意欲を高め、五味の市の売上増加につなげる。 

○アマモ場造成の取組 

  日生町漁協及び漁業者は、里海づくりを推進するため、民間企業や地元中学校と連

携して行っているアマモ場造成活動をさらに拡充し、小・中学校、高校、NPO団体等

と協働して実施する。これらの取組によって培われた豊かな海を積極的に消費者に

PR することにより、里海づくりに対する消費者の意識醸成や地元水産物の付加価値

を高める。 

○資源管理型漁業の推進 

  両漁協の漁船漁業者は、資源の維持・増大を図るため、種苗の中間育成や適地放流、

サワラの受精卵放流を推進するとともに、抱卵したガザミや小型魚の再放流に努め

る。また、アマモ場や魚礁等の広域的なモニタリング調査を実施することにより、自

然環境や生物相の変化に適切に対応した順応的資源管理を行う。 

漁業コス

ト削減の

ための取

組 

○全漁業者は、定期的な船底清掃による航行時の抵抗削減、減速航行の実施、不要不急

な積載物の削減などを実施することにより、燃油消費量を抑制し、基準年度に対して

燃油代を 1％削減させる。 

○省エネ機器等導入推進事業利用者 11 名は、省エネ機関を継続使用して燃油消費量を

抑制し、基準年度に対して燃油代を 3％削減させる。 

○両漁協は、燃油の高騰による漁業コストの圧迫に備えるため、漁業経営セーフティー

ネット構築事業の加入を推進する。 

○日生町漁協の漁業者は、頭島地区の漁具倉庫の移転集約を行い、作業の効率化に伴う

コスト軽減を図る。 

活用する

支援措置

等 

省燃油活動推進事業、省エネ機器等導入推進事業、漁業経営セーフティーネット構築事

業、水産多面的機能発揮対策事業、産地水産業強化支援事業、水産基盤整備事業、農山

漁村地域整備交付金、港整備交付金、漁業振興特別対策事業(県) 
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３年目（平成２８年度） 

 以下の取組により漁業所得を基準年対比 7％向上させる。 

漁業収入

向上のた

めの取組 

以下の取組により、漁業収入を基準年度に対して 1.8％向上させる。 

○循環型カキ養殖の推進 

  日生町漁協及びカキ養殖業者は、県、市と連携して以下の取組により循環型カキ養

殖体制を構築する。 

  ・カキ生産時に発生するカキ殻は、底質改良に役立つだけでなく、多様な底生生物

や付着生物の生息環境の改善に有効であることから、これらを循環利用して、県、

市と連携し、魚礁、アマモ場、干潟、カキ殻堆等を整備する。 

  ・筏から落下したカキは底質悪化の要因になることから、底びき網業者と連携して

海底から取り上げ、底質環境の保全に努める。また、取り上げたカキは、落ちガ

キとして漁協直売所｢五味の市｣等で販売し、底びき網業者の収益にする。 

  ・使用済み筏の補助燃料としての有用性を備前焼作家に対してPRし、取引量を増や

していく。また、粉砕機を使用して使用済み筏をチップ状にし、地元企業に販売

することで収益につなげる。 

  以上のことにより、カキ養殖業と漁船漁業等が連携して物質循環を促すことで、持

続的かつ効率的な漁場利用を図る。また、こうした取組やアマモ場造成の取組を、｢里

海｣として地域ブランド化し、漁協直売所の｢五味の市｣のほか、観光漁業の PRに活用

する。 

○安定したカキ養殖体制の構築 

  両漁協及びカキ養殖業者は、種を安定的に確保するため地種の割合を増やす。抑制

棚の増設を行うとともに、棚が不足する組合に対して融通する体制を構築する。また、

幼生調査結果をもとに漁協同士で漁場を融通し、効率的に採苗する。加えて、地種の

採苗不良の場合に備えるため、他県の漁業者や業者と積極的に交流を図り、購入先の

多様化を図る。 

  また、県、市と連携して老朽化したカキ殻一次堆積場やカキ処理施設の保全を順次

行い、施設の持続的な利用を推進する。 

  日生町漁協のカキ養殖業者は、平成 26 年に頭島地区で新設するカキ処理場と日生

地区に設置するプレハブ式冷凍庫を活用し、むきカキの生産量の平準化と鮮度向上及

び作業の効率化を図る。 

○カキ養殖業者の新たな収入源の確保 

  伊里漁協は、アサリ養殖による収入を確保するため、地先の干潟を活用し、ケアシ

ェルもしくはカキ殻をつかったアサリ採苗試験と垂下養殖試験を行う。前年度の状況

をふまえ、水産研究所の指導を参考に採苗や垂下養殖の方法を改良する。また、収穫

したアサリは漁協直売所｢真魚市｣で試験販売する。 

  同時に、干潟の多面的な利用を推進するため、地元の小中学校や NPOに声をかけ、

干潟耕耘や潮干狩り、生き物調査等を企画する。 

○直売所等を活用した販売促進と地元水産物の PR 

  日生町漁協及び漁業者は、平成 26年 7月から毎月第 1日曜日に開催している、｢ぎ

ょぎょっと祭り(五味の市大感謝祭)｣を継続し、集客や地元産水産物の PRに努める。

また、毎年 2月に開催している｢ひなせかき祭｣では、カキの販売促進だけでなく、観
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光客と生産者の交流を深めることにより、特産のカキを核とした広域的な観光 PR を

行い、消費拡大を図る。 

  伊里漁協及び漁業者は、平成 26 年度に制作したマスコットキャラクター｢まなっ

ち｣を、市、県外のイベントに積極的に使用してもらい、広域的な PRを推進する。ま

た、吉備中央町の商工業者グループとの交流を継続し、新たな企画を実施するととも

に、農産物とのコラボ商品の拡充を行う。 

  両漁協は、東京新橋の県のアンテナショップ｢とっとり・おかやま新橋館｣において、

パンフレットの配布やDVDの上映等により都市部の消費者に地元水産物のPRを行い、

岡山かきの認知度を向上させる。 

○観光漁業の推進 

  日生町漁協及び漁業者は、平成 27年 4月に本土と鹿久居島、頭島が架橋によって

つながることから、漁業外収入を得ることを目的に、観光客を対象とした底びき網の

体験コース等を実施する。また、集客のため、ホームページ等で積極的に情報発信す

るほか、観光協会等と連携して旅行会社や小中学校への PR 活動を積極的に行う。さ

らに、鹿久居島海域で整備された海洋牧場の多面的利用を推進するため、平成 26 年

度から当海域で実施予定のアマモ場や魚礁のモニタリング調査の結果を踏まえて、地

元観光施設と連携してシーカヤックやシュノーケリング等の企画を実施する。 

  以上の取組と漁協直売所｢五味の市｣と連携した観光プランを提供することにより、

消費者の購買意欲を高め、五味の市の売上増加につなげる。 

○アマモ場造成の取組 

  日生町漁協及び漁業者は、民間企業や地元中学校と連携して行っているアマモ場造

成活動をさらに拡充し、小・中学校、高校、NPO団体等と協働して里海づくりを推進

する。さらに、平成 28 年に備前市で開催予定の全国アマモサミットにおいて、藻場

造成活動の先進地として当地区でのアマモ場造成活動により育まれた豊かな海を全

国に発信することにより、地元水産物の付加価値の向上を図る。そして、他地域の関

係各者との交流を深め、今後の活動の充実を図る。 

○資源管理型漁業の推進 

  両漁協の漁船漁業者は、資源の維持・増大を図るため、種苗の中間育成や適地放流、

サワラの受精卵放流を推進するとともに、抱卵したガザミや小型魚の再放流に努め

る。また、アマモ場や魚礁等の広域的なモニタリング調査を実施することにより、自

然環境や生物相の変化に適切に対応した順応的資源管理を行う。 

漁業コス

ト削減の

ための取

組 

○全漁業者は、定期的な船底清掃による航行時の抵抗削減、減速航行の実施、不要不急

な積載物の削減などを実施することにより、燃油消費量を抑制し、基準年度に対して

燃油代を 1％削減させる。 

○省エネ機器等導入推進事業利用者 11 名は、省エネ機関を継続使用して燃油消費量を

抑制し、基準年度に対して燃油代を 3％削減させる。 

○両漁協は、燃油の高騰による漁業コストの圧迫に備えるため、漁業経営セーフティー

ネット構築事業の加入を推進する。 

活用する

支援措置

等 

漁業経営セーフティーネット構築事業、水産多面的機能発揮対策事業、産地水産業強化

支援事業、水産基盤整備事業、農山漁村地域整備交付金、港整備交付金、漁業振興特別

対策事業(県) 
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４年目（平成２９年度） 

 以下の取組により漁業所得を基準年対比 9％向上させる。 

漁業収入

向上のた

めの取組 

以下の取組により、漁業収入を基準年度に対して 2.4％向上させる。 

○循環型カキ養殖の推進 

  日生町漁協及びカキ養殖業者は、県、市と連携して以下の取組により循環型カキ養

殖体制を構築する。 

  ・カキ生産時に発生するカキ殻は、底質改良に役立つだけでなく、多様な底生生物

や付着生物の生息環境の改善に有効であることから、これらを循環利用して、県、

市と連携し、魚礁、アマモ場、干潟、カキ殻堆等を整備する。 

  ・筏から落下したカキは底質悪化の要因になることから、底びき網業者と連携して

海底から取り上げ、底質環境の保全に努める。また、取り上げたカキは、落ちガ

キとして漁協直売所｢五味の市｣等で販売し、底びき網業者の収益にする。 

  ・使用済み筏の補助燃料としての有用性を備前焼作家に対してPRし、取引量を増や

していく。また、粉砕機を使用して使用済み筏をチップ状にし、地元企業に販売

することで収益につなげる。 

  以上のことにより、カキ養殖業と漁船漁業等が連携して物質循環を促すことで、持

続的かつ効率的な漁場利用を図る。また、こうした取組やアマモ場造成の取組を、｢里

海｣として地域ブランド化し、漁協直売所の｢五味の市｣のほか、観光漁業の PRに活用

する。 

○安定したカキ養殖体制の構築 

  両漁協及びカキ養殖業者は、種を安定的に確保するため地種の割合を増やす。抑制

棚の増設を行うとともに、棚が不足する組合に対して融通する。また、幼生調査結果

をもとに漁協同士で漁場を融通し、効率的に採苗する。加えて、地種の採苗不良の場

合に備えるため、他県の漁業者や業者と積極的に交流を図り、購入先の多様化を図る。 

  また、県、市と連携して老朽化したカキ殻一次堆積場やカキ処理施設の保全を順次

行い、施設の持続的な利用を推進する。 

  日生町漁協のカキ養殖業者は、平成 26 年に頭島地区で新設するカキ処理場と日生

地区に設置するプレハブ式冷凍庫を活用し、むきカキの生産量の平準化と鮮度向上及

び作業の効率化を図る。 

○カキ養殖業者の新たな収入源の確保 

  伊里漁協は、アサリ採苗試験と垂下養殖試験について、これまでの採苗や垂下養殖、

試験販売の結果を考慮し、事業化できるかを判断する。 

  また、地元の小中学校や NPOに声をかけ、干潟耕耘や潮干狩り、生き物調査等を企

画し干潟の多面的な利用を推進する。 

○直売所等を活用した販売促進と地元水産物の PR 

  日生町漁協及び漁業者は、平成 26年 7月から毎月第 1日曜日に開催している、｢ぎ

ょぎょっと祭り(五味の市大感謝祭)｣を継続し、集客や地元産水産物の PRに努める。

また、毎年 2月に開催している｢ひなせかき祭｣では、カキの販売促進だけでなく、観

光客と生産者の交流を深めることにより、特産のカキを核とした広域的な観光 PR を

行い、消費拡大を図る。 

  伊里漁協及び漁業者は、平成 26 年度に制作したマスコットキャラクター｢まなっ
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ち｣を、市、県外のイベントに積極的に使用してもらい、広域的な PRを推進する。ま

た、吉備中央町の商工業者グループとの交流を継続し、新たな企画を検討していく。 

  両漁協は、東京新橋の県のアンテナショップ｢とっとり・おかやま新橋館｣において、

パンフレットの配布やDVDの上映等により都市部の消費者に地元水産物のPRを行い、

岡山かきの認知度を向上させる。併せて岡山かきの試食等を通じて都市部の消費者へ

の販売を強化する。 

○観光漁業の推進 

  日生町漁協及び漁業者は、観光客を対象とした底びき網の体験コース等について、

これまでの顧客状況を参考に、コースの改良と拡充を検討する。また、集客のため、

ホームページ等で積極的に情報発信するほか、観光協会等と連携して旅行会社や小中

学校への PR 活動を積極的に行う。さらに、鹿久居島海域で整備された海洋牧場の多

面的利用を推進するため、平成 26年度から当海域で実施予定のアマモ場や魚礁のモ

ニタリング調査の結果を踏まえて、地元観光施設と連携してシーカヤックやシュノー

ケリング等の企画を実施する。 

  以上の取組と漁協直売所｢五味の市｣と連携した観光プランを提供することにより、

消費者の購買意欲を高め、五味の市の売上増加につなげる。 

○アマモ場造成の取組 

  日生町漁協及び漁業者は、民間企業や地元中学校と連携して行っているアマモ場造

成活動をさらに拡充し、小・中学校、高校、NPO団体等と協働して里海づくりを推進

する。これらの取組によって培われた豊かな海を積極的に消費者に PR することによ

り、里海づくりに対する消費者の意識醸成や地元水産物の付加価値の向上を図る。さ

らに、他地域の関係各者との交流を深め、今後の活動の充実を図る。 

○資源管理型漁業の推進 

  両漁協の漁船漁業者は、資源の維持・増大を図るため、種苗の中間育成や適地放流、

サワラの受精卵放流を推進するとともに、抱卵したガザミや小型魚の再放流に努め

る。また、アマモ場や魚礁等の広域的なモニタリング調査を実施することにより、自

然環境や生物相の変化に適切に対応した順応的資源管理を行う。 

漁業コス

ト削減の

ための取

組 

○全漁業者は、定期的な船底清掃による航行時の抵抗削減、減速航行の実施、不要不急

な積載物の削減などを実施することにより、燃油消費量を抑制し、基準年度に対して

燃油代を 1％削減させる。 

○省エネ機器等導入推進事業利用者 11 名は、省エネ機関を継続使用して燃油消費量を

抑制し、基準年度に対して燃油代を 3％削減させる。 

○漁協は、燃油の高騰による漁業コストの圧迫に備えるため、漁業経営セーフティーネ

ット構築事業の加入を推進する。 

活用する

支援措置

等 

漁業経営セーフティーネット構築事業、水産多面的機能発揮対策事業、産地水産業強化

支援事業、水産基盤整備事業、農山漁村地域整備交付金、港整備交付金、漁業振興特別

対策事業(県) 
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５年目（平成３０年度） 

 以下の取組により漁業所得を基準年対比 11％向上させる。 

 取組の最終年度であり、前年度に引き続き行うが、目標達成が確実なものとなるよう、プランの取

組状況を確認しつつ、必要に応じて施策の見直しを行う。 

漁業収入

向上のた

めの取組 

以下の取組により、漁業収入を基準年度に対して 3.0％向上させる。 

○循環型カキ養殖の推進 

  日生町漁協及びカキ養殖業者は、県、市と連携して以下の取組により循環型カキ養

殖体制を構築する。 

  ・カキ生産時に発生するカキ殻は、底質改良に役立つだけでなく、多様な底生生物

や付着生物の生息環境の改善に有効であることから、これらを循環利用して、県、

市と連携し、魚礁、アマモ場、干潟、カキ殻堆等を整備する。 

  ・筏から落下したカキは底質悪化の要因になることから、底びき網業者と連携して

海底から取り上げ、底質環境の保全に努める。また、取り上げたカキは、落ちガ

キとして漁協直売所｢五味の市｣等で販売し、底びき網業者の収益にする。 

  ・使用済み筏の補助燃料としての有用性を備前焼作家に対してPRし、取引量を増や

していく。また、粉砕機を使用して使用済み筏をチップ状にし、地元企業に販売

することで収益につなげる。 

  以上のことにより、カキ養殖業と漁船漁業等が連携して物質循環を促すことで、持

続的かつ効率的な漁場利用を図る。また、こうした取組やアマモ場造成の取組を、｢里

海｣として地域ブランド化し、漁協直売所の｢五味の市｣のほか、観光漁業の PRに活用

する。 

○安定したカキ養殖体制の構築 

  両漁協及びカキ養殖業者は、種を安定的に確保するため地種の割合を増やす。抑制

棚の増設を行うとともに、棚が不足する組合に対して融通する。また、幼生調査結果

をもとに漁協同士で漁場を融通し、効率的に採苗する。加えて、地種の採苗不良の場

合に備えるため、他県の漁業者や業者と積極的に交流を図り、購入先の多様化を図る。 

  また、県、市と連携して老朽化したカキ殻一次堆積場やカキ処理施設の保全を順次

行い、施設の持続的な利用を推進する。 

  日生町漁協のカキ養殖業者は、平成 26 年に頭島地区で新設するカキ処理場と日生

地区に設置するプレハブ式冷凍庫を活用し、むきカキの生産量の平準化と鮮度向上及

び作業の効率化を図る。 

○カキ養殖業者の新たな収入源の確保 

  伊里漁協は、アサリ採苗試験と垂下養殖試験について、これまでの採苗や垂下養殖、

試験販売の結果を考慮し、漁業者に普及を図る。 

  同時に、これまで推進してきた干潟の多面的な利用について、メディア等を通して

広く PRし、取組の充実を図る。 

○直売所等を活用した販売促進と地元水産物の PR 

  日生町漁協及び漁業者は、平成 26年 7月から毎月第 1日曜日に開催している、｢ぎ

ょぎょっと祭り(五味の市大感謝祭)｣を継続し、集客や地元産水産物の PRに努める。

また、毎年 2月に開催している｢ひなせかき祭｣では、カキの販売促進だけでなく、観

光客と生産者の交流を深めることにより、特産のカキを核とした広域的な観光 PR を
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行い、消費拡大を図る。 

  伊里漁協及び漁業者は、平成 26 年度に制作したマスコットキャラクター｢まなっ

ち｣を、市、県外のイベントに積極的に使用してもらい、広域的な PRを推進する。 

また、吉備中央町の商工業者グループとの交流を継続し、新たな企画を検討していく。 

  両漁協は、東京新橋の県のアンテナショップ｢とっとり・おかやま新橋館｣において、

パンフレットの配布やDVDの上映等により都市部の消費者に地元水産物のPRを行う。

併せて岡山かきの試食等を通じて都市部の消費者への販売を強化する。 

○観光漁業の推進 

  日生町漁協及び漁業者は、観光客を対象とした底びき網の体験コース等について、

これまでの顧客状況を参考に、コースの改良と拡充を検討する。また、集客のため、

ホームページ等で積極的に情報発信するほか、観光協会等と連携して旅行会社や小中

学校への PR 活動を積極的に行う。さらに、鹿久居島海域で整備された海洋牧場の多

面的利用を推進するため、平成 26年度から当海域で実施予定のアマモ場や魚礁のモ

ニタリング調査の結果を踏まえて、地元観光施設と連携してシーカヤックやシュノー

ケリング等の企画を実施する。 

  以上の取組と漁協直売所｢五味の市｣と連携した観光プランを提供することにより、

消費者の購買意欲を高め、五味の市の売上増加につなげる。 

○アマモ場造成の取組 

  日生町漁協及び漁業者は、民間企業や地元中学校と連携して行っているアマモ場造

成活動をさらに拡充し、小・中学校、高校、NPO団体等と協働して里海づくりを推進

する。これらの取組によって培われた豊かな海を積極的に消費者に PR することによ

り、里海づくりに対する消費者の意識醸成や地元水産物の付加価値の向上を図る。さ

らに、他地域の関係各者との交流を深め、今後の活動の充実を図る。 

○資源管理型漁業の推進 

  両漁協の漁船漁業者は、資源の維持・増大を図るため、種苗の中間育成や適地放流、

サワラの受精卵放流を推進するとともに、抱卵したガザミや小型魚の再放流に努め

る。また、アマモ場や魚礁等の広域的なモニタリング調査を実施することにより、自

然環境や生物相の変化に適切に対応した順応的資源管理を行う。 

漁業コス

ト削減の

ための取

組 

○全漁業者は、定期的な船底清掃による航行時の抵抗削減、減速航行の実施、不要不急

な積載物の削減などを実施することにより、燃油消費量を抑制し、基準年度に対して

燃油代を 1％削減させる。 

○省エネ機器等導入推進事業利用者 11 名は、省エネ機関を継続使用して燃油消費量を

抑制し、基準年度に対して燃油代を 3％削減させる。 

○漁協は、燃油の高騰による漁業コストの圧迫に備えるため、漁業経営セーフティーネ

ット構築事業の加入を推進する。 

活用する

支援措置

等 

漁業経営セーフティーネット構築事業、水産多面的機能発揮対策事業、産地水産業強化

支援事業、水産基盤整備事業、農山漁村地域整備交付金、港整備交付金、漁業振興特別

対策事業(県) 
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（４） 関係機関との連携 

 取組の効果が十分に発揮できるよう、岡山県、岡山県漁業協同組合連合会との連携を緊密にして

事業を行う。 

 

４ 目標 

（１） 数値目標 

漁業所得の向上 ％以上 

 (1人あたり) 

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 

  

 

 

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 

省燃油活動推進事業 

省エネ機器等導入推進事業 

 

漁業経営セーフティーネット

構築事業 

水産多面的機能発揮対策事業 

 

産地水産業強化支援事業 

 

 

水産基盤整備事業 

農山漁村地域整備交付金 

港整備交付金 

 

 

 

漁業振興特別対策事業(県) 

船底清掃等により燃油使用量を抑制し、漁業コストを削減する。 

省エネ機器導入により燃油使用量を抑制し、漁業コストを削減す

る。 

資金を積み立て、燃油価格の急騰に備え、漁業コストを低減する。 

 

藻場保全活動等の漁場環境改善の取組を行うことにより、水産資

源の生育環境を改善する。 

共同利用施設等の整備活用により、高度な衛生管理体制の充実と

流通体制の強化が図られ、漁業者の負担軽減と所得向上につなげ

る。 

漁業活動の一層の活性化、漁業就労環境の改善及び生活環境の改

善を図るために漁港整備を行う。 

漁港施設の機能保全を行うために必要な機能保全計画の策定及び

保全工事を行う。 

民生の安定上、重要な地域を高潮等による被害から守るために海

岸保全施設整備を行う。 

より効率的かつ安定した漁業経営が可能となるよう、計画的に漁

業設備を整備し、漁業の振興と漁村地域の活性化を図る。 
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