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１　地域水産業再生委員会

※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。

※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

浜の活力再生プラン

組織名

代表者名

再生委員会の
構成員

オブザーバー 高知県水産振興部水産政策課

地　　　　域：高知県黒潮町及び四万十町（興津地区）

高知地区地域水産業再生委員会幡東部会

対象となる地域の範囲
及び漁業の種類

中野　明信

高知県漁業協同組合、黒潮町、四万十町（興津地区）、土佐清水漁業指導
所、中央漁業指導所

　当地区は高知西部に位置し、黒潮が流れ込む土佐湾では春の上りガツオ、秋の戻りガツオが回遊す
る好漁場を有し、カツオ一本釣り・曳き縄漁業をはじめ、小型機船底びき網漁業や深海延縄式立縄漁
業等は当地区の基幹産業となっている。
　しかし近年では、魚価の低迷、燃油の高等、漁村の高齢化等の様々な問題により安定した漁業経営
が難しい状況になっており、漁業者数の減少や水揚げ量の減少を招いている。さらに、基幹漁業にお
いては以下のような課題を抱えている。

【カツオ曳縄漁・一本釣漁】
 当地区の佐賀漁港は漁協職員の人員不足により、盛漁期に複数のカツオ船が同時に入港すると、水
揚時に時間がかかり停泊時間が長くなることや、漁獲が見込める日であっても産地市場が休市のため
にカツオ船が出漁できないことがある。
 また、カツオ船の操業には餌となる生きたカタクチイワシが必要であるが、周辺には安定してイワ
シが獲れる漁場がないため、買い回し（※）によって活餌が供給されている。しかし、その輸送コス
トが上乗せされるため、活餌販売価格は四国近隣の港に比べ高く、漁業者の負担になっている。
※買い回し：専門業者が県外で活餌を買い付け、海路でカツオ船が入港する港へ運搬し、小割で蓄養を行い、
カツオ船へ供給すること。買い回し業者は、複数ある買い付け先とのネットワークを持っており、活餌の買い
付けから販売まで専門的なノウハウを必要とする。

【小型機船底びき網漁業】
　当地区の小型機船底引き網漁業においては、ハモ、タイ、小エビ、アンコウなどが漁獲されるが、
鮮度管理技術が未熟であるために、魚価の低下を招いている。そのため、効果的な鮮度管理技術を導
入することで魚価を向上させ、収入の増加に繋げていくことが課題となっている。
　また、当該漁業者の家族が女性グループを結成し、干物などの加工品の製造・販売を行っている。
この加工に用いる魚を当該漁業者から高値で買取り、加工品作成にかかる労働賃金をメンバーに支払
うことで漁家所得の向上を目指しているが、商品の販路開拓や製造規模の拡張が課題となっている。

【深海延縄式立縄漁】
 深海延縄式立縄漁でアカムツが漁獲される入野漁港では、「共販」と呼ばれる販売方式を取ってい
る。当地域の共販は、漁協が出荷先の顧客情報等を集約し、漁業者自らも漁協とともに選別及び荷造
りまでを行う形式を採っている。これにより、直接消費地市場等の顧客に出荷し、出荷先での取引価
格が漁業者の収入となる。産地市場で仲買人を通さないことで販売額（収入）の増加につながること
となる。
　現在、入野産アカムツは、鮮度の良さやキズの少なさから、流通先の市場から高い評価を受けてい
るが、末端での販売促進やＰＲ活動を行っていないため、他産地のアカムツと競合しているのが現状
である。
　この状況のもと、漁業者の所得を増やすためには、末端の消費者にまで直接“入野産”アカムツを
ＰＲし、認知度を向上させることが急務となっている。

対象魚業種類：一本釣り(383)、カツオ一本釣り(16)
小型機船底びき(16)、深海延縄式立網漁（10）、イセエビ建網
（5）、シイラまき網（13）※（）は経営体数

別記様式第１号 別添
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（２）その他の関連する現状等

【エビ建網漁業】
　高知県沿岸域ではイセエビを対象とした建網漁業が営まれており、同漁港は幡東地区においても重
要な沿岸漁業種類の一つである。しかし近年、イセエビをはじめとする磯根資源の減少により、建網
漁業の経営は非常に不安定になっており、資源の増大が課題となっている。

【シイラまき網漁業】
　四万十町興津地区では、主にシイラまき網漁業が営まれており、四万十町の基幹産業となってい
る。しかし、平成26年度に同地区の興津漁業協同組合が解散し、平成27年４月より漁業者高知県漁業
協同組合の所属組合員となった。
　これに伴い、シイラ等の興津地区漁業者による漁獲物は佐賀漁港に水揚げすることとなったが、以
下の課題が残っている。

①佐賀漁港への水揚げ
　佐賀漁港はカツオ曳縄・一本釣りや小型機船船びき網漁業の水揚げが多い港であり、これまでは、
カツオ漁業の混獲としてのシイラの取り扱いはあったものの、シイラを専門とするシイラまき網漁業
による水揚げは取り扱いがなかった。そのため、シイラの水揚げから市場での取り扱いに関する設備
やノウハウが十分でない。

②シイラ加工品による魚価向上
　興津地区の漁業者有志は、興津産シイラの消費拡大と魚価向上を目的に、平成21年に興津地区で企
業組合を設立し、興津漁協横に整備した加工場でフィーレ加工等の加工事業に取り組んできた。水揚
地が佐賀漁港になることで、当該企業組合へのシイラ供給が困難となりえたが、漁業者、漁協、行政
等による協議を経て企業組合が使用するシイラについては、特例的に興津漁港への水揚げが可能と
なった。しかしながら、従来とは異なる方法となるため、今後の対応策を検討していく必要がある。
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３　活性化の取組方針

【カツオ曳縄漁・一本釣漁】
　漁協（佐賀統括支所）は、以下の取り組みによりカツオ水揚港として、漁業者にとって水揚げ・出
港しやすい環境を整える。
　漁業者は、この取組により整備された環境を活用し、カツオの水揚げ量を増大させることで、産地
市場の価格競争力を向上させ、魚価を向上させ漁業収入の向上を図る。

■カツオ船へのサービス向上
・漁協は、水揚げの促進と活餌の利用の促進を図るため、土佐湾周辺で操業しているカツオ船を中心
に、電話連絡等により市場水揚げ情報や活餌の販売情報を提供する。
　漁業者は、自らが積極的に水揚げ情報等を収集するとともに、漁協から得られた情報を活用し、よ
り高い単価での水揚げを行えるよう努める。
・漁協は、水揚げにかかる停泊時間の短縮を図り、カツオ船に効率的な操業環境を提供するため、タ
ンク取り方式（※）での水揚げや、盛漁期の市場人員確保を行う。
　漁業者は、タンク取り方式を活用し、待ち時間を短縮することで作業の効率化を図るととともに、
漁船からの水揚げ作業の迅速化を図り鮮度低下を防止する。
・カツオ船の操業日数を増やし水揚げ量の増大を目的として、漁協は盛漁期間中の休市日を撤廃し、
市場開設体制の構築を図る。
　漁業者は、これまで休市日となっていた日にも出漁することで、水揚量を拡大させ収入向上を図
る。

※タンク取り方式：入港したカツオ船が、岸壁に置かれた大型コンテナへ魚を移して水揚げを行うこと。当漁港では水揚
用のベルトコンベアが１台のみで、同時に複数の船が入るとコンベアの順番待ちが発生する。この様な場合にタンク取り
を行うことで、スムーズに水揚げを行うことが出来る。その一方で、十分な市場スペース及び人員が必要となる。

■活餌供給体制の構築
・イワシ活餌の販売価格を引き下げるため、輸送距離の短い県内宿毛湾で漁獲及び蓄養されたカタク
チイワシを佐賀漁港へ海路輸送し、カツオ船へ供給する体制の構築を漁協が中心となって行う。ま
た、イワシを低コストで輸送できる方法の検討及び体制の構築も併せて行う。
・活餌買い回し業者から漁協職員へ、買い回しに必要なネットワークやノウハウの継承を行う。
・漁業者、漁協、行政などの関係者で構成される黒潮町活餌供給機能強化対策協議会を設立し、佐賀
漁港での活餌供給に関して協議を行う体制の構築を図る。

■市場機能の充実と衛生管理の徹底
・漁協は消費者へ安全性、信頼性の高い水産物を消費者へ提供するため、市場機能の充実と衛生管理
の徹底を図る。

（１）基本方針

【小型機船底びき網漁業】
■鮮度管理技術の導入
・漁協は、当該漁業の魚を取り扱う県内の水産加工業者に聞き取り調査を行い、鮮度管理技術の導入に向
けた課題の抽出と改善策の取組みを行う。
・漁協は、網を揚げてから港に戻るまで漁獲物に海水を散水し、鮮度管理を行うシャワー方式及び、市場へ
の水揚げ後に冷海水の入ったコンテナに漁獲物を浸漬し、鮮度保持管理を行うコンテナ方式を、当該漁業者
全員に普及を行う。漁業者は、シャワー方式及びコンテナ方式による漁獲物の取り扱いを徹底し、魚価の向
上を図る。
・当該漁業で水揚げされる、クダヒゲエビをはじめとする小エビ類の頭部黒化を抑制し、魚価の向上に繋げる
ため、漁協は大学や水産加工業者の協力を得ながらその防止策の検討と導入を図る。

■漁獲物の付加価値の向上
・漁家所得の向上のため、当該漁業者の家族で構成される女性グループは、規模を拡大していくため、販路
拡大、新商品の開発、施設整備を行う。
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（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

※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。

■新規漁業就業者支援事業
・漁業後継者の育成確保、UIターン者の漁村への受け入れ促進のため、漁協は当該漁業への就業希望する
者に対して県の新規漁業就業者支援事業を活用し、長期または短期研修の実施と、就業時における初期投
資の負担軽減を行う。

【エビ建網漁業】
・高知県幡多郡黒潮町に位置する田野浦では、機船船びき網漁業及び、イセエビ建網漁業が主要な漁業と
なっている。近年、漁業者の減少が進むにつれ、田野浦漁港は係留する漁船数が減少し、現在ではほとんど
利用されなくなっている。そこで漁協及び漁業者は同漁港内の水域を有効に利用するため、同漁港内に投石
を行ない、イセエビの養成漁場を造成し、そこへ若齢エビを放流して資源の増加を図る。
・漁協及び漁業者は、放流による資源増大に加え、同港内に海藻が着生する基質及びスポアバック（※）を設
置し、藻場を造成することで、イセエビの餌料となる生物や稚エビの隠れ場の増加を図る。
・漁協及び漁業者は、養成漁場の禁漁期間を設定するなど、自主的な資源管理に取り組み、持続的な漁場
利用を図る。

※スポアバック：成熟した海藻を天然藻場から採取し、これを専用の袋に詰めて基質の上に浮かすことで、袋から海藻の
胞子を周辺の岩盤等に拡散させ、藻場の造成を助ける道具のこと。

【シイラまき網漁業】
・漁協は、シイラまき網漁業による漁獲物の水揚げに際して、カツオの水揚げに採用されてるタンク取り方式
を応用し、水揚げが滞りなく行われるようにし、かつ鮮度の保持を図る。
・漁業者が設立した企業組合は、シイラの加工・販売に継続して取り組み、シイラの魚価向上と消費の拡大を
図る。また、企業組合への安定供給を図るために、漁業者間の連絡体制の強化を図る。

【深海延縄式立縄漁】
■入野産アカムツの認知度及び魚価の向上
・漁協及び立縄漁業者は流通先市場において評価の聞き取り調査を行い、現場のニーズの聞き取りや、新
たなPR方法を検討するための情報収集を行う。
・漁協と立縄漁業者は漁業収入の向上のため、関東及び関西の飲食店を中心に販路拡大を図る。そのため
に、飲食店へサンプルの提供及びPRなど営業活動を行う。
・漁協と立縄漁業者は“入野産”アカムツの知名度を高めるため、魚体へ商標タグを取り付ける。また、商談
会や販路拡大のための営業活動に使用するリーフレットを作成する。
・鮮魚として出荷できないキズ物を干物に加工し、付加価値をつけて販売するため、立縄漁業者及びその家
族が加工グループを結成し、加工技術の習得及び販路開拓を行う。
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1年目（平成２６年度）

【カツオ曳縄漁・一本釣漁】
■カツオ船へのサービス向上
・漁協（佐賀統括支所）は、土佐湾周辺で操業しているカツオ船に対して電話連絡
にて市場取扱情報を随時提供することで、地域内外の漁船の水揚げの促進と活餌の
利用の促進を図る。
・当地域の漁業者は、自らも電話連絡にて積極的に水揚げ情報等を収集し、得られ
た情報を活用することで水揚げ場所を選定する等、より高い単価での水揚げを行え
るよう努める。
・漁協は、水揚げ効率を上げカツオ船の停泊時間を短縮するため、タンク取り方式
（３（１）※参照）による水揚げ作業を行う。また、盛漁期の水揚げにかかる人材
確保を確保するため、臨時作業員の登録制度の導入を検討する。
・漁業者は、漁協が採用したタンク取り方式を活用し待ち時間を短縮することで作
業の効率化を図るととともに、漁船からの水揚げ作業の迅速化を図り鮮度低下を防
止する。
・漁協及び漁業者は、水揚量の向上を目的として盛漁期の休市日を撤廃するととも
に土曜日も市場を開設するため、その実施計画について関係者で協議を行う。

■活餌供給によるカツオ船誘致
・漁協は、漁業者の活餌購入費を低減させるため、これまで当地区の買い回し業者
に委託してきたカツオ船への活餌（カタクチイワシ）供給事業を自らが主体となっ
て取り組む。供給事業の実施に向け、活餌事業者から漁協職員に買い回しのノウハ
ウ等を継承するため、漁協担当職員の選出を行う。
・漁協は、黒潮町活餌供給機能強化対策協議会を設置し、漁協や行政などの関係者
で販売価格などについて協議を行う。

■市場機能の充実と衛生管理の徹底
・漁協は、市場を拡張し、タンク取り方式に伴う荷捌きスペースを確保するため、
市場に隣接する臨港道路の改良工事を行う。

【小型機船底びき網漁業】
■鮮度管理技術の導入
・小型機船底びき網漁業者と漁協は、練り製品に使用されているエソやヒメジ等に
ついて、その品質の改善を図るため、現状の鮮度管理方法について県内水産加工業
者からの聞き取り調査を実施する。

・小型機船底びき網漁業では、船上での漁獲物の保管にはカゴを使用し、甲板に置
いたまま帰港している。漁場から港が近く帰港に時間がかからないこと、船が小型
のため氷を積載するスペースが確保しにくいこと等の理由で、伝統的にそのような
取り扱いをしているが、真夏など気温が高く日差しが強いときには、漁獲物が傷み
魚価も安くなるという課題がある。
・そこで漁協は、各漁業者の船に散水用シャワーパイプを設置し船上で漁獲物に海
水を散水する方式（シャワー方式）による鮮度管理の導入を推進する。シャワー方
式により、船上での漁獲物の温度上昇や乾燥を防ぎ鮮度の低下を抑える効果が期待
される。これまでに漁業者１名が実施しており、本年度は散水用シャワーパイプを
取り付けていない漁業者に対して導入を進める。
・また、漁協は漁獲物を市場へ水揚げし選別作業を行う間、漁獲物をカゴごと氷及
び冷海水の入ったコンテナに漬けておくことで、鮮度管理を改善するコンテナ方式
の導入も推進し、今年度は試験的に一部の漁業者が実施する。
・当該漁業で漁獲されるクダヒゲエビをはじめとする小エビ類は頭部の黒化が急速
に進むため、魚価の低下を招きやすい。漁協は、水産加工業者や大学の研究機関の
協力を得ながら黒化防止策の情報収集を行う。

（３）具体的な取組内容（毎年ごとに数値目標とともに記載）

　以下の取り組み内容は、取り組みの進捗状況や得られた知見を踏まえ、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
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【燃油費用の削減】
　全漁業者は、定期的な船底清掃と減速航行（出漁時間の前倒し）の励行により燃
料使用量の削減を図る。

【燃油費高騰への備え】
　漁協は、燃油の高騰による漁業経営の圧迫に備えるため、漁業経営セーフティー
ネット構築支援事業の加入を促進する。

　上記取り組みにより基準年比1.4%の燃油使用量の削減を図る。

漁業コスト削
減のための取
組

活用する支援
措置等

漁業経営セーフティーネット構築支援事業
省燃油活動推進事業
新規漁業就業者総合支援事業

■漁獲物の付加価値向上
・漁業者の家族で構成される女性グループは、小型機船底びき網漁業で漁獲される
アジ、ヒメジ、アンコウ、エビ類等を使用した干物、フライ、唐揚げ等を製造販売
し、付加価値の向上に努めている。
・これらの加工品の販路を拡大するため、県内の飲食店や直販所へ営業活動を行
う。
・女性グループは売上げ向上を目指すため、県内の物販イベントに参加し、魚のフ
ライ及び唐揚げを中心に販売する。また、イベント時のフライ及び唐揚げの製造効
率を上げるため、ガスフライヤーを購入する。
・鍋用のアンコウ切り身セットなど季節物の新商品を開発する。

【深海延縄式立縄漁】
■入野産アカムツの認知度及び魚価の向上
・アカムツの浜値及び評価の向上を目的とし、さらなる品質の向上や販売方法検討
を行うため、漁協及び立縄漁業者は流通先である金沢での評価や要望等の聞き取り
調査を行う。
・漁協及び立縄漁業者はこれまでの共販に加え、アカムツを直接飲食店に販売する
ことで、漁業者の収入の向上を目指す。そのため、県が推進している高知県の食材
を使用した料理を提供する飲食店と産地をマッチングする「高知家応援の店」制度
を活用し、関東及び関西の飲食店へアカムツのサンプル提供を行い、評価の聞き取
り及び販路拡大を行う。
・漁協は消費者まで“入野産”の知名度を高めるため、魚に取り付けるタグを作成
する。また、アカムツを紹介するためのリーフレットの作成も行う。
･立縄漁業者は鮮魚販売できないキズ物を付加価値の高い干物に加工及び販売するた
め、立縄漁業者およびその家族から加工メンバーの募集を行う。
･漁業後継者の育成確保、UIターン者の漁村への受け入れ促進のため、漁協は就業希
望する者に対して県新支援事業を活用し、長期または短期研修の実施と初期投資の
負担軽減を行う。

　上記取り組みにより、基準年比1.3%の収入向上を図る。
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２年目（平成２７年度）

■漁獲物の付加価値向上
・女性グループは、「高知家の魚応援の店」制度や商談会を活用し、四国内の飲食店や直
販所へ営業活動を行い、前年度に開発した季節物商品の販路の獲得を図る。
・また、季節物商品に加え、高知県特産の柚子や生姜で香り付けした干物類を開発するこ
とで、高知県特産品とのコラボレーションを売りにした、県外マーケットにも売り込みやすい
商品作りを行う。
・女性グループは、四国内の物販イベントに出展し、魚のフライ及び唐揚げを中心に販売す
ることで売上げ向上に繋げるとともに、当グループ及び商品の知名度を向上させる。

【カツオ曳縄漁、一本釣り漁】
■カツオ船へのサービス向上
・漁協は、土佐湾周辺で操業しているカツオ船に対して電話連絡にて市場取扱情報
を随時提供することで、地域内外の漁船の水揚げの促進と活餌の利用の促進を図
る。
・当地域の漁業者は、自らも電話連絡にて積極的に水揚げ情報等を収集し、得られ
た情報を活用することで水揚げ場所を選定する等、より高い単価での水揚げを行え
るよう努める。
・水揚げ効率を上げカツオ船の停泊時間を短縮するため、漁協はタンク取り方式に
よる水揚げ作業を継続して行う。また、盛漁期の水揚げにかかる人材確保を確保す
るための、臨時作業員登録制度のルール作りを行う。
・漁業者は、待ち時間を短縮することで作業の効率化を図るととともに、漁船から
の水揚げ作業の迅速化を図り鮮度低下を防止するため、タンク取り方式を継続して
活用する。
・漁協は、漁業者等関係者との協議を踏まえ、水揚量の向上を目的として、盛漁期
の休市日を撤廃するとともに土曜日も市場を開設するため、予想される水揚高と人
件費を算出することで生産性の検討を行う。

【小型機船底びき網漁業】
■鮮度管理技術の導入
・前年度に導入したシャワー方式及び試験的に実施したコンテナ方式の導入後の評価を検
証するため、試験実施した漁業者と漁協は、県内水産加工業者からの聞き取り調査等を実
施する。
・漁協は検証結果を踏まえ、シャワー方式及びコンテナ方式の全船導入を進める。また、試
験実施した漁業者は、シャワー方式及びコンテナ方式による漁獲物の取り扱いに継続して
取り組む。
・漁協は水産加工業者や大学の研究機関からの情報を踏まえ、小エビ類の頭部の黒化を
抑制する方法の導入を検討する。

■活餌供給によるカツオ船誘致
・漁協は、漁業者の活餌購入費を低減させるため、活餌供給事業を進め、買い回し業者が
アドバイザーとなり漁協担当職員に活餌の手配、運搬及び蓄養技術などのノウハウを伝承
する。
・漁協は、買い回しにおける買い付け先の新規確保のため、宿毛湾のまき網漁業で漁獲さ
れた小型のカタクチイワシを活餌として蓄養し、低価格でカツオ船に供給する体制の構築を
目指す。そのためにまず、イワシを宿毛湾から佐賀漁港へ低コストで輸送可能な方法の検
討を行う。
・漁協は、黒潮町活餌供給機能強化対策協議会を開催し、事業の安定的な運営に向け関
係者で協議を行う。

■市場機能の充実と衛生管理の徹底
・漁協は、拡張された市場荷捌きスペースを活用するとともに、同スペースの屋根や床面の
工事について検討する。

漁業収入向上
のための取組
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【深海延縄式立縄漁】
■入野産アカムツの認知度及び魚価の向上
・アカムツの浜値及び評価の向上を目的とし、さらなる品質の向上や販売方法検討を行う
ため、漁協及び立縄漁業者は流通先である築地及び名古屋での評価や要望等の聞き取り
調査を行う。
・漁協及び立縄漁業者は、これまでの共販に加え、関東及び関西の新たな飲食店へアカム
ツのサンプル提供を行い、評価の聞き取り及び販路拡大を行う。
･漁協は流通先市場からの評価も取り入れ、タグをつける魚のサイズについて検討する。ま
た、シーフードショーなどでリーフレットを配布しPRを行う。
･立縄漁業者は地元の水産加工グループの協力を得て講習会を開催し、干物の加工の技
術の習得を図る。
･漁業後継者の育成確保、UIターン者の漁村への受け入れ促進のため、漁協は就業希望
する者に対して県新支援事業を利用し、長期または短期研修の実施と初期投資の負担軽
減を行う。

【エビ建網漁業】
・漁協は、投石によるイセエビ養成漁場の造成を計画している田野浦漁港内において、潜
水調査及び環境測定を行なうことで、環境や生物の分布状況を把握し、投石に適した区画
を検討する。
・漁協及び漁業者は、イセエビの餌料生物や稚エビの隠れ場の増加を図るための藻場を
造成するため、海藻着生基質およびスポアバックを試験的に田野浦港内の数箇所に沈設
し、適切な藻場造成手法を検討する。

【シイラまき網漁業】
　今年より、シイラまき網漁業者は佐賀漁港へ水揚げすることとなる。これまでシイラまき網
漁業の水揚げ実績がない佐賀漁協における課題を整理するとともに、今後の対応策につ
いて検討する。
　漁業者が設立した興津地区の企業組合へ漁獲物の供給を一定確保するため、興津地区
への水揚げの特例など、漁業者と漁協でルール作りに取り組む。

漁業コスト削
減のための取
組

　上記取り組みにより、基準年比2.8%の収入向上を図る。

【燃油費用の削減】
　全漁業者は、定期的な船底清掃と減速航行（出漁時間の前倒し）の励行により燃
料使用量の削減を図る。

【燃油費高騰への備え】
　漁協は、燃油の高騰による漁業経営の圧迫に備えるため、漁業経営セーフティー
ネット構築支援事業の加入を促進する。

上記取り組みにより基準年比2.8%の燃油使用量の削減を図る。

活用する支援
措置等

漁業経営セーフティーネット構築支援事業
省燃油活動推進事業
新規漁業就業者総合支援事業



9

３年目（平成２８年度）

漁業収入向上
のための取組

■活餌供給によるカツオ船誘致
・漁協は、漁業者の活餌購入費を低減させるため、活餌供給事業を進め、買い回し業者が
アドバイザーとなり漁協担当職員に活餌の手配、運搬及び蓄養技術などのノウハウを伝承
する。
・漁協は、黒潮町活餌供給機能強化対策協議会を開催し、事業の安定的な運営に向け関
係者で協議を行う。
・漁協は、宿毛湾からカタクチイワシを低コストで佐賀漁港へ輸送可能な方法を確立する。

■市場機能の充実と衛生管理の徹底
・漁協は、拡張された市場荷捌きスペースの屋根や床面の工事に着工する。

【小型機船底びき網漁業】
■鮮度管理技術の導入
・漁協及び漁業者は、鮮度管理技術導入後の評価を知るため、引き続き県内水産加工業
者から聞き取り調査を行う。
・漁業者は、港に戻るまでの漁獲物の鮮度低下を防ぐため、船上で漁獲物に日除けのシー
トを設置し、シャワー方式と併用することでより効果的な鮮度管理を行う。
・漁業者は漁協の協力を得て、コンテナ方式による漁獲物の鮮度保持における冷海水の作
成に使用する氷の経費を抑えるため、既存の大型冷蔵庫を利用して冷海水を作成する方
法を検討する。
・漁協は小エビの頭部黒化を抑制する方法を試験的に導入し、仲買人や水産加工業者か
らの評価の聞き取りを行う。

【カツオ曳縄漁・一本釣り漁】
■カツオ船へのサービス向上
・漁協は、水揚げの促進と活餌の利用の促進を図るため、土佐湾周辺で操業しているカツ
オ船に対しての情報提供を、従来の電話連絡に加えメール及び漁協ホームページを活用
して行う。
・当地域の漁業者は、自らも電話連絡等にて積極的に水揚げ情報等を収集し、得られた情
報を活用することで水揚げ場所を選定する等、より高い単価での水揚げを行えるよう努め
る。
・水揚げ効率を上げカツオ船の停泊時間を短縮するため、漁協はタンク取り方式による水
揚げ作業を継続して行う。また、盛漁期の水揚げにかかる人材を確保するため、前年度に
ルールを策定した臨時作業員制度を試験的に運用する。
・漁業者は、待ち時間を短縮することで作業の効率化を図るととともに、漁船からの水揚げ
作業の迅速化を図り鮮度低下を防止するため、タンク取り方式を継続して活用する。
・漁協は、水揚量の向上を目的として、盛漁期の休市日を一部撤廃し、土曜日の市場開設
を試験的に実施する。漁業者は、当該試験実施日にあわせて出漁し、水揚量を拡大させ収
入向上を図る。
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漁業経営セーフティーネット構築支援事業
省燃油活動推進事業
新規漁業就業者総合支援事業

　上記の取り組みにより、基準年比4.3%の収入向上を図る。

【深海延縄式立縄漁】
■入野産アカムツの認知度及び魚価の向上
・アカムツの浜値及び評価の向上を目的とし、さらなる品質の向上や販売方法検討を行う
ため、漁協及び立縄漁業者は流通先である関西の京都、大阪及び神戸での評価や要望等
の聞き取り調査を行う。
･漁協及び立縄漁業者は、これまでの共販に加え、名古屋の新たな飲食店へアカムツのサ
ンプル提供を行い、評価の聞き取り及び販路拡大を行う。
･漁協及び立縄漁業者は、魚体へのタグ付けを行い、流通先からの評価の聞き取りを行う。
また、引き続きシーフードショーなどでリーフレットを配布しPRを行う。
･立縄漁業者は地元の道の駅等で、キズ物を加工した干物の試験販売を行う。
･漁業後継者の育成確保、UIターン者の漁村への受け入れ促進のため、漁協は就業希望
する者に対して県新支援事業を利用し、長期または短期研修の実施と初期投資の負担軽
減を行う。

【エビ建網漁業】
・漁協は、前年度の調査結果を基に、田野浦漁港内に投石を行い、イセエビ養成漁場を造
成する。
・漁協および漁業者は、投石した養成漁場に若齢エビを放流し、下記の藻場造成区画と合
わせて禁漁区域及び期間を設定する。
・漁協及び漁業者は、前年度に検討した藻場造成に適した区画に、海藻着生基質およびス
ポアバックを設置し、生物が生息・増殖しやすい環境を整備する。

【シイラまき網漁業】
・漁協は、佐賀漁港でのシイラ水揚げに際し、カツオ釣り漁業で行われているタンク取り方
式を採用することで、水揚げ作業の効率化と鮮度保持を図り、魚価の向上につなげる。
・漁業者と企業組合は相互の連携し、一定のルールのもと、加工用シイラの安定供給を図
るとともに、加工事業の維持継続と魚価の向上を図る。

■漁獲物の付加価値向上
・女性グループは、「高知家の魚応援の店」制度や商談会を活用し、四国から関西地方の
飲食店へ営業活動を行い、前年度までに開発した季節商品や特産品とのコラボ商品（初出
です。昨年度開発した商品でしょうか）の販路獲得を図る。
・女性グループは、出展する四国内の物販イベントを定番化することで、売上げの安定を図
るとともに、当グループ及び商品を定着させる。

活用する支援
措置等

【燃油費用の削減】
　全漁業者は、定期的な船底清掃と減速航行（出漁時間の前倒し）の励行により燃
料使用量の削減を図る。

【燃油費高騰への備え】
　漁協は、燃油の高騰による漁業経営の圧迫に備えるため、漁業経営セーフティー
ネット構築支援事業の加入を促進する。

上記取り組みにより基準年比4.3%の燃油使用量の削減を図る。

漁業コスト削
減のための取
組
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４年目（平成２９年度）

【カツオ曳縄漁・一本釣り漁】
■カツオ船へのサービス向上
・佐賀統括支所が土佐湾で操業しているカツオ船に対してメール及び漁協ホーム
ページも活用して、市場取扱情報の提供を行う。
・当地域の漁業者は、自らも電話連絡にて積極的に水揚げ情報等を収集し、得られ
た情報を活用することで水揚げ場所を選定する等、より高い単価での水揚げを行え
るよう努める。
・水揚げ効率を上げカツオ船の停泊時間を短縮するため、漁協はタンク取り方式に
よる水揚げ作業を継続して行う。
・漁業者は、待ち時間を短縮することで作業の効率化を図るととともに、漁船から
の水揚げ作業の迅速化を図り鮮度低下を防止するため、タンク取り方式を継続して
活用する。
・また、前年度の臨時作業員制度の試験導入と土曜日の市場開設試験の結果を踏ま
え、盛漁期における制度の運用と土曜日の市場開設に取り組み、漁業者は、これま
で休市日となっていた日にも出漁し、水揚量を拡大させ収入向上を図る。

■活餌供給によるカツオ船誘致
・漁協は、漁業者の活餌購入費を低減させるため、活餌供給事業を進め、漁協担当
職員が活餌を手配、運搬及び蓄養し、カツオ船への供給を行う。
・漁協は、黒潮町活餌供給機能強化対策協議会を開催し、事業の安定的な運営に向
け関係者で協議を行う。
・漁協は、宿毛湾で蓄養したカタクチイワシを佐賀漁港へと運搬し、カツオ船への
供給を行う。

■市場機能の充実と衛生管理の徹底
・漁協は臨港道路の付け替え工事で拡張した市場スペースの屋根および床面の工事
を着工する。

漁業収入向上
のための取組

【小型機船底びき網漁業】
■鮮度管理技術の導入
・漁協及び漁業者は、鮮度管理技術導入後の評価を知るため、引き続き県内水産加
工業者から聞き取り調査を行う。
・漁業者は、船上で漁獲物に海水を散水するシャワー方式及び、日除けシートを用
いた鮮度管理習慣を定着させる。
･漁業者は漁協の協力を得て、コンテナ方式による漁獲物の鮮度保持における冷海水
の作成に使用する氷の経費を抑えるため、既存の大型冷蔵庫を利用した冷海水の作
成及び使用を開始する。
・漁協は小エビ類の頭部黒化防止技術を普及させ、浜値の高値安定化を目指す。

【漁獲物の付加価値向上】
・女性グループは「高知家の魚応援の店」制度や商談会を活用し、四国から関西地
方の飲食店へ引き続き営業していくとともに、商談会においては水産卸売業者等へ
の販路の獲得も目指す。
・関西への販路拡大において、これまでの営業結果やＰＲ活動を踏まえ、大きい
ロットの注文に対応可能な製造量を確保するため、冷凍庫をはじめとする加工・保
存用機器を購入する。
・女性グループは、出展する物販イベントを定番化することで、売上げの安定を図
るとともに、当グループ及び商品の知名度を定着させる。また、可能な限り近隣県
や関西地方のイベントにも出展していく。
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【深海延縄式立縄漁】
■入野産アカムツの認知度及び魚価の向上
・漁協及び立縄漁業者は、これまでの評価や要望の聞き取り、タグ付けした魚の出
荷による評価の聞き取りを総括し、改善点を探るとともに、継続して販路拡大にも
取り組む。
・また、漁協及び立縄漁業者は、これまでの共販に加えて新たなマーケットの開拓
にも取り組むため、現在は流通量の少ない中国地方での評価や要望等の聞き取り調
査を行い、適宜サンプル提供や営業活動を行う。
･漁協は効果的な宣伝のため、アカムツのPR動画を作成し、漁協ホームページや各種
SNSなどで情報発信を行う。
･漁協及び立縄漁業者は干物の販路拡大のため、「高知家の魚応援の店」制度や商談
会を活用し、県内外の水産卸売業者や百貨店に営業を行う。
･漁業後継者の育成確保、UIターン者の漁村への受け入れ促進のため、漁協は就業希
望する者に対して県新支援事業を利用し、長期または短期研修の実施と初期投資の
負担軽減を行う。

【エビ建網漁業】
・漁協および漁業者は、投石した養成漁場に若齢エビの放流を行なう。
・漁協及び漁業者は、藻場の維持を図るため、海藻着生基質周辺でのアイゴ等の食
害生物の駆除及び、海藻の生育を確認するための潜水調査を行なう。

【燃油費用の削減】
　全漁業者は、定期的な船底清掃と減速航行（出漁時間の前倒し）の励行により燃
料使用量の削減を図る。

【燃油費高騰への備え】
　漁協は、燃油の高騰による漁業経営の圧迫に備えるため、漁業経営セーフティー
ネット構築支援事業の加入を促進する。

上記取り組みにより基準年比5.9%の燃油使用量の削減を図る。

漁業経営セーフティーネット構築支援事業
省燃油活動推進事業
新規漁業就業者総合支援事業

漁業コスト削
減のための取
組

活用する支援
措置等

　上記取り組みにより、基準年比5.7%の収入向上を図る。

【シイラまき網漁業】
・漁協は、佐賀漁港でのシイラ水揚げに際し、カツオ釣り漁業で行われているタンク取り方
式を採用することで、水揚げ作業の効率化と鮮度保持を図り、魚価の向上につなげる。
・漁業者と企業組合は相互の連携し、一定のルールのもと、加工用シイラの安定供給を図
るとともに、加工事業の維持継続と魚価の向上を図る。
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５年目（平成３０年度）

　取り組みの最終年度であり、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
の取り組み状況を確認しつつ、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

【小型機船底びき網漁業】
■鮮度管理技術の導入
・漁協及び漁業者は、鮮度管理技術導入後の評価を知るため、引き続き県内水産加
工業者から聞き取り調査を行う。
・漁業者は、船上で漁獲物に海水を散水するシャワー方式及び、日除けシートを用
いた鮮度管理習慣を定着させる。
･漁業者は漁協の協力を得て、コンテナ方式による漁獲物の鮮度保持における冷海水
の作成に使用する氷の経費を抑えるため、既存の大型冷蔵庫を利用した冷海水の作
成及び使用し、鮮度管理を行う。
・漁協は小エビ類の頭部黒化防止技術を当地区全体に定着させ、浜値の高値安定化
を目指す。

■漁獲物の付加価値向上
・女性グループは、四国から関西地方への営業活動を継続するとともに、関東地方
の百貨店や高級志向の飲食店に向けた販売を目指し、アンコウをはじめとする単価
の高い商品作りを行う。
・また、「高知家の魚応援の店」制度を活用し、商談会へ参加するとともに、高知
県地産外商公社の協力も得ながら、新たに関東地方の飲食店や水産卸売業者へのサ
ンプル出荷や営業活動を行う。
・女性グループは、出展する物販イベントを定番化することで、売上げの安定を図
るとともに、当グループ及び商品の知名度を定着させる。また、可能な限り近隣県
や関西地方のイベントにも出展していく。

■活餌供給によるカツオ船誘致
・漁協は、漁業者の活餌購入費を低減させるため、活餌供給事業を進めるため、担
当職員が活餌を手配、運搬及び蓄養し、カツオ船への供給を行う。
・漁協は、黒潮町活餌供給機能強化対策協議会を開催し、事業の安定な運営の構築
に向け関係者で協議を行う。
・漁協は、宿毛湾で蓄養したカタクチイワシを佐賀漁港へと運搬し、カツオ船への
供給を行う。

■市場機能の充実と衛生管理の徹底
・漁協は漁業者および仲買人に対して、勉強会などを開催し、衛生管理型市場化に
向けての意識醸成を行う。

【カツオ曳縄漁・一本釣り漁】
■カツオ船へのサービス向上
・佐賀統括支所が土佐湾周辺だけでなく、四国南方及び薩南海域で操業しているカ
ツオ船に対して、メール及び漁協ホームページも活用して、市場取扱情報の提供を
行い、水揚げの促進と活餌の利用促進を図る。
・当地域の漁業者は、自らも電話連絡にて積極的に水揚げ情報等を収集し、得られ
た情報を活用することで水揚げ場所を選定する等、より高い単価での水揚げを行え
るよう努める。
・水揚げ効率を上げカツオ船の停泊時間を短縮するため、漁協はタンク取り方式に
よる水揚げ作業を継続して行う。
・漁業者は、待ち時間を短縮することで作業の効率化を図るととともに、漁船から
の水揚げ作業の迅速化を図り鮮度低下を防止するため、タンク取り方式を継続して
活用する。
・引き続き、漁協は盛漁期における制度の運用と土曜日の市場開設に取り組み、漁
業者は、これまで休市日となっていた日にも出漁し、水揚量を拡大させ収入向上を
図る。
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※「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。

【深海延縄式立縄漁】
■入野産アカムツの認知度及び魚価の向上
・漁協及び立縄漁業者は、前年度に総括し、洗い出した改善点の対策に取り組むと
ともに、継続して営業活動を実施する。
・また、漁協及び立縄漁業者は、これまでの共販に加えて新たなマーケットの開拓
にも取り組むため、現在は出荷していない九州地方での評価や要望等の聞き取り調
査を行い、適宜サンプル提供や営業活動も合わせて行う。
・漁協は前年度に作成した動画等を活用し、漁協ホームページや各種SNSでのPR活動
を継続する。
・引き続き、漁協及び立縄漁業者は干物の販路拡大のため、「高知家の魚応援の
店」制度や商談会を活用し、県内外の水産卸売業者や百貨店に営業を行う。
･漁業後継者の育成確保、UIターン者の漁村への受け入れ促進のため、漁協は就業希
望する者に対して県新支援事業を利用し、長期または短期研修の実施と初期投資の
負担軽減を行う。

【エビ建網漁業】
・漁協は、イセエビ養成漁場の禁漁区域を、漁獲期間を制限した上で解除し、漁業
者は漁獲可能なサイズまで成長したイセエビを漁獲し、所得向上に繋げる。
・漁協及び漁業者は、藻場の安定的な定着を図るため、海藻着生基質周辺でのアイ
ゴ等の食害生物の駆除及び、海藻の増殖を確認するための潜水調査を行なう。

（４）関係機関との連携

漁業コスト削
減のための取
組

活用する支援
措置等

漁業経営セーフティーネット構築支援事業
省燃油活動推進事業
新規漁業就業者総合支援事業

【燃油費用の削減】
　全漁業者は、定期的な船底清掃と減速航行（出漁時間の前倒し）の励行に
より燃料使用量の削減を図る。

【燃油費高騰への備え】
　漁協は、燃油の高騰による漁業経営の圧迫に備えるため、漁業経営セーフ
ティーネット構築支援事業の加入を促進する。

上記取り組みにより基準年比7.4%の燃油使用量の削減を図る。

　上記取り組みにより、基準年比7.4%の収入向上を図る。

【シイラまき網漁業】
・漁協は、佐賀漁港でのシイラ水揚げに際し、カツオ釣り漁業で行われているタンク取り方
式を採用することで、水揚げ作業の効率化と鮮度保持を図り、魚価の向上につなげる。
・漁業者と企業組合は相互の連携し、一定のルールのもと、加工用シイラの安定供給を図
るとともに、加工事業の維持継続と魚価の向上を図る。
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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，必要があれば資料を添付すること。

５　関連施策

※本欄の記載により，関連施策の実施を確約するものではない。

漁業所得     
漁業所得の向上    ％以上

目標年

基準年

平成   年   

平成    年平均 千円

※具体的な事業名が記載できない場合は，「事業名」は「未定」とし，「事業内容及び浜の活力
再生プランとの関係性」のみ記載する。

千円

   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

事業内容及び浜の活力再生プランとの関係性

燃油価格高騰時に補填を受け漁業経営の安定を図る。

事業名

新規漁業就業希望者の受け入れにより漁業後継者の確保と
地域の活性化を図る。

燃油消費量そのものを根本的に削減し、漁業経営の安定を
図る。

漁業所得     

新規漁業就業者総合支援事業

省燃油推進事業

漁業経営セーフティーネット構築支援事業


	浜プラン（幡東）

