
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
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再生委員会の
構成員

高知県漁業協同組合、羽根町漁業協同組合、吉良川町漁業協同組合、室戸
市、東洋町、高知県室戸漁業指導所

高知地区地域水産業再生委員会芸東部会

対象となる地域の範囲
及び漁業の種類

部会長　林　康弘

地　　　　域：高知県室戸市、安芸郡東洋町

対象漁業種類：大型定置網漁業（5組合）、
　　　　　　　沿岸マグロ延縄漁業（10経営体）、
　　　　　　　近海マグロ延縄漁業（19経営体）、
　　　　　　　沿岸釣り漁業（兼業含む712名）

オブザーバー 　高知県水産振興部水産政策課

　高知県東部に位置する本地域は、海底の隆起により太平洋に突出した地形を形成しており、室戸
岬周辺海域は湧昇流や黒潮の接岸地域であることから、魚の回遊も多く漁業が盛んに行われてい
る。
　かつては、遠洋漁業で栄えた地域であるが、国際的な漁獲規制や資源の減少により、現在では、
遠洋マグロはえ縄船９隻を残すまでとなっている。そのため、現在では全域にわたっては定置網漁
業、沿岸釣り漁業及び宝石サンゴ漁業を中心とした沿岸漁業が、室戸市では近海マグロ延縄漁業
が、東洋町甲浦地区では沿岸マグロ延縄漁業が主体となっている。
　漁業全般の課題として、漁獲量の減少による水揚金額の減少、燃油費、漁具資材費、餌代などの
高騰による操業コストの増大、将来の担い手不足が深刻な問題となっている。
　それぞれの漁業における個別の現状と課題は下記の通りである。

■定置網漁業
　室戸市周辺海域は日本有数の漁場として知られており、室戸市内では５つの地区で大型定置網が
あり、「大敷組合」と呼ぶ経営体により営まれている（以下、「大敷組合」といい、「組合」を単
位とする。）。大敷組合は、地域雇用の場として重要な役割を担っていることに加え、本地域の水
揚げ量の９割近くを占める基幹漁業となっており、特に夏季のメジカ（マルソウダ）や冬季のブリ
は主要な収入源となっている。
　しかし、平成25年10月には室戸岬から東側の地域、平成26年4月には室戸岬から西側の地域で急潮
による漁具の破損や流出といった被害が発生し、大きな打撃を受けた。

■沿岸釣り漁業
　黒潮の接岸地であり、起伏のある海底地形を有していることから、サバやカツオといった回遊
魚、キンメダイやメダイといった底棲魚が漁獲されているが、中でもキンメダイの水揚げが多く、
西日本一の水揚げを誇っている。
　しかし、漁業者の高齢化による廃業等により、担い手が不足し、漁獲量は減少している。

■近海マグロ延縄漁業
　漁場が当地域から遠方であり、主に宮城県塩釜港、千葉県銚子港及び勝浦港、和歌山県那智勝浦
港等で水揚げされているため、地元への水揚げが少ない。また、沿岸マグロ延縄漁業と同様に、国
際的な資源量の減少や燃油の高騰が当漁業に与える影響は大きい。さらに、多くの漁船が船齢15年
を越えるなど、高船齢化も問題となっている。

■沿岸マグロ延縄漁業
　東洋町甲浦地区においては、古くからマグロ水揚地として発展してきた。しかし、国際的な資源
量の減少や燃油費の高騰が当漁業に与える影響は大きく、近年は、隻数の減少に加え、全国でも有
名な水揚地である和歌山県へ水揚げする船が多くなり、甲浦地区へのマグロ水揚量は激減してい
る。
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 このような厳しい状況の中、当地域では漁業者、漁協、行政が上記の問題を打開するべく取り組み
を進めている。
　定置網漁業においては、室戸市内の５組合で室戸市定置漁業振興協議会を立ち上げ、他漁場の見
学による技術交流に加え、漁具の保守管理や漁獲物の鮮度保持技術等の研修会を開催し、操業技術
のレベルアップや漁獲物の品質向上に取り組んでいる。

　釣り漁業では、高知県東部地区の漁協・市町村・漁業者団体等で構成される「芸東水産業改良普
及協議会」が、高知県東部地区で漁獲されるキンメダイを日戻り高鮮度を売りとして「土佐沖どれ
金目鯛」と銘打ち、認知度向上や販路拡大に向けて取り組んでおり、産地市場でのキンメダイの価
格が向上するなど、徐々に成果も上がっている。（当地域はキンメダイの操業を行う漁場が近く、
日戻り操業が行われているが、他県では漁場が遠いことから1週間程の連続操業が行われている事例
がある。）

　その他、建網漁業や採貝藻等の漁業も行われているが、兼業や小規模な運営が多く、これらの漁
業では船底清掃や減速航行といった省燃油活動の取り組みがなされている。

　高知県の最東端に位置する当地域は、昭和39年に室戸阿南海岸国定公園の指定を受けた、風光明
媚な海岸線を有する地域である。
　徳島県との県境に位置する東洋町は、白砂青末の美しい砂浜が広がる四国屈指の遠浅のビーチで
ある白浜海岸と、全国屈指のサーフポイントとして年間９万人もの若者たちで賑わう生見海岸が有
名である。
　また、県東部地域の最南端に位置する室戸市は、全国に先駆けて海洋深層水の利活用に取り組ん
でおり、また、平成23年には世界ジオパークに認定されたことで、全国から観光客が来訪する地域
となっている。直近では、地元自治体によるふるさと室戸応援寄付金（ふるさと納税）の制度を活
用した地域産品のＰＲの取組と連携し、漁獲物や加工品を「特典品」として積極的に供給すること
を通じて、地域農水産物の認知度向上を図っている。この「特典品」は反響も大きく、多くで生産
待ちの状態が続いている。

（２）その他の関連する現状等

　沿岸釣り漁業者等で構成される「室戸小型船主組合」及び「室戸岬小型船主組合」では、サバ漁
場での有害魚による漁具の破損や漁獲物の損失による被害を軽減するために行う有害魚駆除や、キ
ンメダイ漁場やサンゴ漁場の廃棄漁具を回収する掃海作業を実施している。また、室戸地域全体
（漁業者、漁協、室戸市）でアオリイカの産卵床設置やイサキ等の種苗放流を行い、漁獲量の向
上、漁場の維持保全、資源回復に向けて取り組んでいる。
　地域の漁協や漁業者団体で構成される「芸東地区沿岸漁業協議会」では、自主的に使用漁具の制
限や禁漁区域の設定を行うなど、地域の漁業資源の管理や操業秩序の維持に取り組んでいる。
　近海マグロ延縄漁業においては、室戸地区のマグロ水揚げを通して地域の活性化につなげよう
と、漁協や市が中心となり、室戸への水揚げ促進活動を行っている。



３　活性化の取組方針

（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。

　当地域の定置網漁業３組合は、資源管理のため、自主的に７月～９月までのうち30日間は２～３
統所有する網を１統のみの操業とし、漁業収入安定対策事業に加入している。
　キンメダイ漁業者が、輪番制（操業漁船の制限）での操業を行っている事に加え、漁具、操業時
間及び漁場の制限を行い、資源管理に取組んでいる。

（１）基本方針

■漁業収入向上の取組
　定置網漁業においては、潮流の方向や速度によって変化する網成り（水中形状）が漁獲量を左右
する一因となっており、特に急潮時には網容積が縮小することによる漁獲効率の低下や、漁網に負
荷がかかることで損傷するといった課題がある。しかしながら、現状では実際の敷設状況の調査・
検証がほとんどなされておらず、漁業者の経験則に基づいて設置されている。そこで、高知県定置
網経営改善促進事業を活用して実地調査を行い、網成りの適正化による漁獲効率の向上と、急潮に
強い漁具構造への改良による漁具の損耗の軽減を図り、その後も必要に応じて網の改良を行うこと
で、漁獲効率と急潮対策のさらなる向上を図る。さらに、漁獲物の高鮮度処理（即殺、血抜き、神
経抜き）による鮮度向上を進めることで、魚価アップを図り、所得の向上を実現する。
　沿岸釣り漁業については、キンメダイの認知度向上と販路の拡大に継続して取り組み、産地市場
での価格の向上につなげていく。

　沿岸のマグロ延縄漁業については、鹿児島沖から伊豆諸島近海にかけての海域で操業するが、甲
浦以西で操業し、甲浦地区へ水揚げする場合は、和歌山へ回って水揚げする場合に比べて燃油コス
トが低減することや操業日数が増加する等のメリットがある。しかし、それを上回る水揚金額が期
待できる和歌山へ水揚げするマグロ延縄漁業者が多くなっていることから、甲浦地区へのマグロ水
揚量が激減している。そこで、漁業者自らが高鮮度処理（即殺、血抜き、エラ、ハラワタ抜き）を
行い、キハダやビンナガの高値取扱に向けて取り組むことで、水揚金額の増大を図り甲浦地区への
水揚げ誘致を促進させる。このことにより、水揚量増加に伴う地域の活性化に資するとともに、甲
浦地区で水揚げするメリットを活かし、漁業者の水揚金額の増加と漁業コスト低減による漁業所得
の向上を目指す。

■漁業コスト削減の取組
　省エネエンジンの導入、船底清掃の励行、出漁時間を早め減速航行を行うことなどにより燃油消
費量を削減する。
　また、漁業経営セーフティーネット構築事業、資源管理・漁業経営安定対策などを活用し、漁業
経営の安定化を図る。

　さらに、漁協等が、地元自治体による「ふるさと納税」の制度を活用した地域産品のＰＲの取組
と連携し、漁獲物や加工品を「特典品」として積極的に供給することを通じて、地域水産物の認知
度向上と漁業収入の拡大を図る。
　このほか、これまでも行ってきたイサキの種苗放流や、アオリイカの産卵床の造成に取り組むこ
とで、資源の維持増大を図る。
　また、独立型、雇用型を問わず、積極的に漁業就業希望者の受け入れを行うとともに、新規就業
者を対象とした各種研修（定置網の敷設技術の座学研修や派遣研修、先進事例に係る視察研修な
ど）を積極的に行い、将来の中核的漁業者の育成を図る。定置網の敷設技術の習得や先進事例の調
査などを目的とした視察研修、定置網従業員の派遣研修等を積極的に行う。

　近海マグロ延縄漁業については、もうかる漁業創設支援事業の活用により、漁船装備の近代化に
よる鮮度管理の高度化や、より収益性の高い海域での操業へのシフト等に取り組み、漁業所得の増
大を実現する。



1年目（平成２６年度）

漁業収入向上の
ための取組

【漁業後継者対策】
　漁協及び各漁業者は、漁業就業フェア（東京、大阪、福岡）に積極的に参加し、
独立型（沿岸釣り漁業）、雇用型（定置網漁業、沿岸・近海マグロ延縄漁業）を問
わず漁業就業希望者の受け入れを行う。

【近海マグロ延縄漁業の取り組み】
　１経営体がもうかる漁業創設支援事業の活用し、省エネ機器の導入や省エネ航行
の励行により燃油消費量を削減することで、これまで燃油コストと操業日数等の関
係で採算が取れず、操業を控えていた南方海域（パラオ周辺）での操業に取り組
む。当海域では、高価格で取引されるメバチを漁獲する。また、電気ショッカーを
導入し仮死状態での高鮮度処理（即殺、神経抜き、血抜き、エラ・ハラ除去）を施
すとともに、海水殺菌装置や漁獲物の高鮮度冷蔵保管が可能な魚艙の設置により水
温管理を徹底し、鮮度の向上を図る。
　室戸市は近海まぐろ延縄漁船の水揚げ誘致のため、水揚奨励金を支給し、当地域
への水揚げを促進する。それに呼応し上記取り組みを行う1経営体は、室戸市での水
揚げ（メバチ、ビンナガ 計100本）を試験的に行い、漁協流通課を通じた販路の拡
大を図る。
　
※室戸市の水揚奨励金：平成26年度に室戸市が制定した制度で、近海マグロの地元水揚げ実
績に対し、水揚手数料相当額を市が奨励金として、水揚げした経営体に交付するもの。

【ふるさと納税の活用】
　漁協と室戸市は、漁獲物をふるさと納税の贈答品（イサキ、アオリイカ等の定置
網で漁獲された鮮魚、近海マグロ延縄船が水揚げしたビンナガ等）を中心に供給す
ることで、市の高値での買取りによる漁業収入の向上を図る。

【沿岸釣り漁業の取組み】
　高知県東部地区の漁協・市町村・漁業者団体等で構成される「芸東水産業改良普
及協議会」は、当地域で漁獲されるキンメダイが西日本で一番の水揚げ量があるこ
とに加え、操業を行う漁場が近く日戻り操業が行われている（他県では漁場が遠い
ことから1週間程の連続操業が行われている事例がある。）ことから、鮮度を売りと
して「土佐沖どれ金目鯛」と銘打ち、リーフレットでの紹介や、販売促進用シール
の配布、イベントでのクリアファイルの配布等により、認知度の向上と定着化を
図っている。
　漁協及び、漁協販売部は芸東水産業改良普及協議会と連携し、沿岸釣り漁業によ
り漁獲された高知県産キンメダイの消費拡大を目的として、鮮魚、生食用冷凍
フィーレ・鍋用切身等の加工品（連携している水産加工業者への委託加工により製
造）等をシーフードショーなどの見本市や商談会などに出品し、県外飲食店・業販
等に販路を拡大する。

【定置網漁業の取り組み】
　４組合は、高知県定置網経営改善促進事業を活用して、潮流・深度計や水中ビデ
オカメラによる敷設状況の調査を行い、漁具構造の問題点を把握する。
＊大型定置網漁業で漁獲量を確保するためには網の容積を確保することが重要であ
るが、潮流が速い場合などには、網がつぶされるような形になり、漁獲量の減少に
つながる。
　また、室戸市定置漁業振興協議会の活動の一環として、会員である１組合で高鮮
度処理（即殺・血抜き・神経抜き）試験を実施し、他の組合での実施も念頭に特定
魚種（サバ、イサキ）の処理方法のマニュアル化に着手する。また、販路を確保す
るため、仲買人に対する品質評価のアンケートや需要調査を実施し、適宜サンプル
出荷も行う。さらに、漁協流通課とも連携し、同課の取引先へのサンプル出荷も併
せて行う。

【漁獲物の高品質化】
　漁協は、キンメダイ水揚げ地の一つである室戸岬市場で優良衛生品質管理市場の
認定を取得する。

※優良衛生品質管理市場認定は、社団法人大日本水産会の定める品質・衛生管理基準（ソフ
ト及びハード要件）を満たし、現地調査等を経て認定される。認定後も、衛生品質管理マ
ニュアルに基づく管理や衛生管理講習会の開催等が義務付けられる。現在、全国で10市場が
認定を取得しており、そのうち２市場が高知県の市場である。

（３）具体的な取組内容（毎年ごとに数値目標とともに記載）

　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等を踏まえ、必要に応じて見直すこ
ととする。



２年目（平成２７年度）

【資源の増大】
　漁業者、漁協、室戸市はこれまで取り組んできたイサキの種苗放流やアオリイカ
の産卵床の造成を継続して行う。

上記取り組みにより基準年比1.0％の漁業収入の向上を図る。

漁業コスト削減
のための取組

活用する支援措
置等

【沿岸マグロ漁獲物の付加価値向上】
　漁協は、東洋町甲浦地区でのマグロ魚価の低迷により、漁獲物を和歌山県へ水揚
げする船が多いことから、水揚げ誘致による当地区の活性化を図る。高鮮度処理
（即殺、神経〆、血抜き、エラ・ハラ除去）等により他産地との差別化を図るた
め、かねてより要望のあった仲買人を中心にその具体的な手法等について検討し、
実施に向けて漁業者と協議を行う。

【近海マグロ延縄漁業の取り組み】
　さらに１経営体がもうかる漁業創設支援事業の活用し、前年に取組みを始めた経
営体と同様の取り組みを行う。
　室戸市は近海まぐろ延縄漁船の水揚げ誘致のため、水揚奨励金を支給し、当地域
への水揚げを促進する。それに呼応し上記取り組みを行う2経営体は、室戸市での水
揚げ（メバチ、ビンナガ 計300本）を試験的に行い、漁協流通課を通じた販路の拡
大を図る。
　また、このうちの１経営体は、上記の取り組みに加えて、安価なビンナガの付加
向上を目的に、加工品開発といった六次産業化に取り組むべく、関係者と協議を行
うとともに勉強会へ参加する。

【沿岸釣り漁業の取組み】
　漁協及び、漁協販売部は芸東水産業改良普及協議会と連携し、釣り漁業により漁
獲された高知県産キンメダイの消費拡大を目的として、鮮魚、生食用冷凍フィー
レ・鍋用切身等の加工品（連携している水産加工業者への委託加工により製造）等
をシーフードショーなどの見本市や商談会などに出品し、県外飲食店・業販等に販
路を拡大するほか、高知県内での需要拡大のため、高知県主催の「土佐のおさかな
まつり」等に参加し、キンメダイの認知度向上に努める。
　また、リーフレット、シール、クリアファイル等を用いた認知度向上・定着化に
も引き続き取り組むとともに、リーフレットの内容についても適宜、改訂を行う。

漁業収入向上の
ための取組

【燃油使用量の削減】
　全漁業者は、船底清掃や減速航行（出漁時間の前倒し）の励行や、省燃油効果の
ある船底塗料の使用により燃油使用量の削減を図る。
　近海マグロ延縄漁業者1経営体はもうかる漁業創設支援事業を活用し、既存船への
省エネ機器導入や省エネ運航により燃油消費量の削減を図る。
【漁業経営安定化】
　漁協は、漁業経営セーフティーネット構築支援事業、資源管理・漁業経営安定対
策などの加入を促進し、制度加入漁業者の漁業経営の安定化を図る。

上記の取組みにより基準年比3.0％の燃油使用量の削減を図る。

【定置網漁獲物の付加価値向上】
　昨年度、敷設状況の調査を実施した４組合は、高知県定置網経営改善促進事業を
活用し、調査により判明した漁具構造の改善に取り組み、急潮被害の軽減や漁獲量
の増加を図る。
　また、新たに１組合が同事業を活用し、潮流・深度計や水中ビデオカメラによる
敷設状況の調査を行い、漁具構造の問題点を把握する。
　室戸市定置漁業振興協議会の活動として前年度に１組合が行った、高鮮度処理
（即殺・血抜き・神経抜き）試験より得られた知見から特定魚種（サバ、イサキ）
のマニュアルを策定する。また、得られたマニュアルを元に、他の２組合でも試験
的に高鮮度処理に取り組む。さらに、需要調査により得られた販路に向けた生産を
行うとともに、漁協流通課と連携し、同課の取引先への出荷を行い、販路の拡大を
図る。

漁業経営セーフティーネット構築支援事業（漁業経営安定化）
資源管理・漁業経営安定対策事業（漁業経営安定化）
新規漁業就業者総合支援事業（漁業就業者確保）
漁業構造改革総合対策事業（近海マグロ延縄漁業の取り組み）



３年目（平成２８年度）

漁業収入向上の
ための取組

【定置網漁獲物の付加価値向上】
　昨年度、敷設状況の調査を実施した１組合は、高知県定置網経営改善促進事業を
活用し、調査により判明した漁具構造の改善に取り組み、急潮被害の軽減や漁獲量
の増加を図る。
　また、既に調査を実施した４組合は継続して潮流・深度計や水中ビデオカメラに
よる敷設状況の調査を行い、適正な敷設状態を維持し、漁獲量の増加を図る。
　室戸市定置網漁業振興協議会の活動の一環として行ってきた、高鮮度処理（即
殺・血抜き・神経抜き）を３組合が事業ベースで実施する。また、策定した特定魚
種（サバ、イサキ）のマニュアルを元に、残りの２組合で試験的に高鮮度処理に取
り組む。
　さらに、対象魚種を拡大するため、他魚種（マダイ、ブリ）でのマニュアル策定
に着手する。これまでと同様、１組合で試験を実施し、翌年にマニュアルを策定、
さらに２組合ずつ普及していく。また、販売についても同様に、漁協流通課との連
携などにより取り組んでいく。

【燃油使用量の削減】
　全漁業者は、船底清掃や減速航行（出漁時間の前倒し）の励行や、省燃油効果の
ある船底塗料の使用により燃油使用量の削減を図る。
　近海マグロ延縄漁業者1経営体はもうかる漁業創設支援事業を活用し、既存船への
省エネ機器導入や省エネ運航により燃油消費量の削減を図る。さらに1経営体が省エ
ネ、省コスト型船型の新船建造により、燃油消費量の削減を図る。
【漁業経営安定化】
　漁業者は、漁業経営セーフティーネット構築支援事業、資源管理・漁業経営安定
対策などを活用し、漁業経営の安定化を図る。

上記の取組みにより基準年比3.0％の燃油使用量の削減を図る。

【漁業後継者対策】
　漁協は、漁業就業フェア（東京、大阪、福岡）に積極的に参加し、独立型（沿岸
釣り漁業）、雇用型（定置網漁業、沿岸・近海マグロ延縄漁業）を問わず漁業就業
希望者の受け入れを行う。

【資源の増大】
　漁業者、漁協、室戸市はこれまで取り組んできたイサキの種苗放流やアオリイカ
の産卵床の造成を継続して行う。

上記取り組みにより基準年比1.3％の漁業収入の向上を図る。

【漁獲物の高品質化】
　漁協は優良衛生品質管理市場の認定を受けた室戸岬市場に水揚げされる漁獲物に
ついて、同制度の認定基準に則った衛生品質管理マニュアルに基づく徹底した鮮度
管理と衛生管理を行う。また、シール、タグ等を用いた認定取得の周知PRを開始す
る。

【ふるさと納税の活用】
　漁協と室戸市は、漁獲物をふるさと納税の贈答品を中心に供給することで、知名
度の低い当地域のＰＲを行うとともに、市の高値での買取りによる漁業収入の向上
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（漁業経営安定化）
資源管理・漁業経営安定対策事業（漁業経営安定化）
新規漁業就業者総合支援事業（漁業就業者確保）
漁業構造改革総合対策事業（近海マグロ延縄漁業の取り組み）
農山漁村６次産業化対策事業（近海マグロ延縄漁業の取り組み）



【沿岸釣り漁業の取組み】
　漁協及び、漁協販売部は引き続き芸東水産業改良普及協議会と連携し、釣り漁業
により漁獲された高知県産キンメダイの消費拡大を目的として、鮮魚、生食用冷凍
フィーレ・鍋用切身等の加工品（連携している水産加工業者への委託加工により製
造）等をシーフードショーなどの見本市や商談会などに出品し、県外飲食店・業販
等に販路を拡大するほか、高知県内での需要拡大のため、高知県主催の「土佐のお
さかなまつり」等に参加し、キンメダイの認知度向上に努める。
　また、リーフレット、シール、クリアファイル等を用いた認知度向上・定着化に
も引き続き取り組むとともに、リーフレットの内容についても適宜、改訂を行う。

【沿岸マグロ漁獲物の付加価値向上】
　漁協は、甲浦地区の活性化を目的とした水揚げ誘致を図るために、有志漁業者に
依頼し、取引価格が比較的高いキハダについて、高鮮度処理（即殺、神経抜き、血
抜き、エラ・ワタ抜き）を試験的に実施する。
　また、仲買人へのアンケート等により品質の評価を取得する。

【近海マグロ延縄漁業の取り組み】
　もうかる漁業創設支援事業の活用した漁業者２経営体は、引き続きこれまでと同
様に、鮮度向上の取り組みなどを行う。
　室戸市は近海まぐろ延縄漁船の水揚げ誘致のため、水揚奨励金を支給し、当地域
への水揚げを促進する。それに呼応し上記取り組みを行う２経営体は、室戸市での
水揚げ（メバチ、ビンナガ 計500本）を試験的に行い、漁協流通課を通じた販路の
拡大を図る。
　また、六次化産業に取り組もうとする１経営体は、引き続き関係者と協議を行う
とともに勉強会へ参加する。

【ふるさと納税の活用】
　漁協と室戸市は、漁獲物をふるさと納税の贈答品を中心に供給することで、知名
度の低い当地域のＰＲを行うとともに、市の高値での買取りによる漁業収入の向上
を図る。

【漁業後継者対策】
　漁協は、漁業就業フェア（東京、大阪、福岡）に積極的に参加し、独立型（沿岸
釣り漁業）、雇用型（定置網漁業、沿岸・近海マグロ延縄漁業）を問わず漁業就業
希望者の受け入れを行う。

【資源の増大】
　漁業者、漁協、室戸市はこれまで取り組んできたイサキの種苗放流やアオリイカ
の産卵床の造成を継続して行う。

上記取り組みにより基準年比1.8％の漁業収入の向上を図る。

【燃油使用量の削減】
　全漁業者は、船底清掃や減速航行（出漁時間の前倒し）の励行や、省燃油効果の
ある船底塗料の使用により燃油使用量の削減を図る。
　近海マグロ延縄漁業者2経営体はもうかる漁業創設支援事業を活用し、既存船への
省エネ機器導入や省エネ運航、省エネ、省コスト型船型の新船建造により、燃油消
費量の削減を図る。
【漁業経営安定化】
　漁業者は、漁業経営セーフティーネット構築支援事業、資源管理・漁業経営安定
対策などを活用し、漁業経営の安定化を図る。

上記の取組みにより基準年比3.0％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（漁業経営安定化）
資源管理・漁業経営安定対策事業（漁業経営安定化）
新規漁業就業者総合支援事業（漁業就業者確保）
漁業構造改革総合対策事業（近海マグロ延縄漁業の取り組み）
農山漁村６次産業化対策事業（近海マグロ延縄漁業の取り組み）

【漁獲物の高品質化】
　漁協及び市場関係者は、室戸岬市場における衛生管理の徹底及びPRに継続して取
り組む。



４年目（平成２９年度）

【漁業後継者対策】
　漁協は、漁業就業フェア（東京、大阪、福岡）に積極的に参加し、独立型（沿岸
釣り漁業）、雇用型（定置網漁業、沿岸・近海マグロ延縄漁業）を問わず漁業就業
希望者の受け入れを行う。

【資源の増大】
　漁業者、漁協、室戸市はこれまで取り組んできたイサキの種苗放流やアオリイカ
の産卵床の造成を継続して行う。

【近海マグロ延縄漁業の取り組み】
　もうかる漁業創設支援事業の活用した２経営体は、引き続きこれまでと同様に、
鮮度向上の取り組みなどを行う。
　また、漁協は上記の事例について勉強会を開催するなどして、所属する近海マグ
ロ延縄漁業者への伝播を図る。
　室戸市は近海まぐろ延縄漁船の水揚げ誘致のため、水揚奨励金を支給し、当地域
への水揚げを促進する。
　さらに、漁業者は帰港時等の地元水揚げに努め、漁協流通課等を通じた販路の拡
大を図る。
　また、六次化産業に取り組もうとする１経営体は、引き続き関係者と協議を行う
とともに勉強会へ参加するとともに、試作品の開発を行う。

【ふるさと納税の活用】
　漁協と室戸市は、漁獲物をふるさと納税の贈答品を中心に供給することで、知名
度の低い当地域のＰＲを行うとともに、市の高値での買取りによる漁業収入の向上
を図る。

上記取り組みにより基準年比2.7％の漁業収入の向上を図る。

【定置網漁獲物の付加価値向上】
　５組合は、潮流・深度計や水中ビデオカメラによる敷設状況の調査を継続して行
い、適正な敷設状態を維持するとともに、必要に応じて漁具構造の改善を行い、急
潮被害の軽減や漁獲量の増加を図る。
　室戸市定置網漁業振興協議会の活動の一環として行ってきた、高鮮度処理（即
殺・血抜き・神経抜き）を５組合に定着させ、安定供給による魚価の向上を図る。
また、これまでの取組みで得た技術を活用し、各大敷で魚種を拡大・マニュアル策
定・協議会で共有する仕組みを作る。

【沿岸釣り漁業の取組み】
　漁協及び、漁協販売部は引き続き芸東水産業改良普及協議会と連携し、釣り漁業
により漁獲された高知県産キンメダイの消費拡大を目的として、鮮魚、生食用冷凍
フィーレ・鍋用切身等の加工品（連携している水産加工業者への委託加工により製
造）等をシーフードショーなどの見本市や商談会などに出品し、県外飲食店・業販
等に販路を拡大するほか、高知県内での需要拡大のため、高知県主催の「土佐のお
さかなまつり」等に参加し、キンメダイの認知度向上に努める。
　また、リーフレット、シール、クリアファイル等を用いた認知度向上・定着化に
も引き続き取り組むとともに、リーフレットの内容についても適宜、改訂を行う。

漁業収入向上の
ための取組

【沿岸マグロ漁獲物の付加価値向上】
　甲浦地区の活性化と漁業者の所得向上を図るため、有志漁業者は当地区と漁場が
近いときに、高鮮度処理（即殺、神経抜き、血抜き、エラ・ワタ抜き）を施したキ
ハダを当地区に水揚げする。また漁協は、キハダの高鮮度処理をすべての漁業者へ
働きかけるとともに、取引価格の低いビンナガについても、有志漁業者へ高鮮度処
理の試験的実施を依頼する。また、仲買人へのアンケート等により品質の評価を取
得する。

【漁獲物の高品質化】
　漁協及び市場関係者は、室戸岬市場における衛生管理の徹底及びPRに継続して取
り組む。



５年目（平成３０年度）

【近海マグロ延縄漁業の取り組み】
　もうかる漁業創設支援事業の活用した漁業者２経営体は、引き続きこれまでと同
様に、鮮度向上の取り組みなどを行う。
　また、漁協は上記の事例について勉強会を開催するなどして、所属する近海マグ
ロ延縄漁業者への伝播を図る。
　さらに、漁業者は帰港時等の地元水揚げに努め、漁協流通課等を通じた販路の拡
大を図る。
　室戸市は近海まぐろ延縄漁船の水揚げ誘致のため、水揚奨励金を支給し、当地域
への水揚げを促進する。
　また、六次化産業に取り組もうとする１経営体は、引き続き関係者と協議を行う
とともに勉強会へ参加するとともに、試作品の開発に継続して取り組む。

　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。

漁業経営セーフティーネット構築支援事業（漁業経営安定化）
資源管理・漁業経営安定対策事業（漁業経営安定化）
新規漁業就業者総合支援事業（漁業就業者確保）
漁業構造改革総合対策事業（近海マグロ延縄漁業の取り組み）
農山漁村６次産業化対策事業（近海マグロ延縄漁業の取り組み）

【定置網漁獲物の付加価値向上】
　５組合は、潮流・深度計や水中ビデオカメラによる敷設状況の調査を行い、適正
な敷設状態を維持するとともに、必要に応じて漁具構造の改善を行い、急潮被害の
軽減や漁獲量の増加を図る。
　室戸市定置網漁業振興協議会の活動の一環として行ってきた、高鮮度処理（即
殺・血抜き・神経抜き）を５組合に定着させ、各組合で魚種を拡大・マニュアル策
定とその遵守徹底・協議会での共有を行う。

漁業収入向上の
ための取組

漁業コスト削減
のための取組

【燃油使用量の削減】
　全漁業者は、船底清掃や減速航行（出漁時間の前倒し）の励行や、省燃油効果の
ある船底塗料の使用により燃油使用量の削減を図る。
近海マグロ延縄漁業者2経営体はもうかる漁業創設支援事業を活用し、既存船への省
エネ機器導入や省エネ運航、省エネ、省コスト型船型の新船建造により、燃油消費
量の削減を図る。
【漁業経営安定化】
　漁業者は、漁業経営セーフティーネット構築支援事業、資源管理・漁業経営安定
対策などを活用し、漁業経営の安定化を図る。

上記の取組みにより基準年比3.0％の燃油使用量の削減を図る。

【ふるさと納税の活用】
　漁協と室戸市は、漁獲物をふるさと納税の贈答品を中心に供給することで、知名
度の低い当地域のＰＲを行うとともに、市の高値での買取りによる漁業収入の向上
を図る。

【沿岸釣り漁業の取組み】
　漁協及び、漁協販売部は引き続き芸東水産業改良普及協議会と連携し、釣り漁業
により漁獲された高知県産キンメダイの消費拡大を目的として、鮮魚、生食用冷凍
フィーレ・鍋用切身等の加工品（連携している水産加工業者への委託加工により製
造）等をシーフードショーなどの見本市や商談会などに出品し、県外飲食店・業販
等に販路を拡大するほか、高知県内での需要拡大のため、高知県主催の「土佐のお
さかなまつり」等に参加し、キンメダイの認知度向上に努める。
　また、リーフレット、シール、クリアファイル等を用いた認知度向上・定着化に
も引き続き取り組むとともに、リーフレットの内容についても適宜、改訂を行う。

【沿岸マグロ漁獲物の付加価値向上】
　甲浦地区の活性化と漁業者の所得向上を図るため、有志漁業者は当地区と漁場が
近いときに、高鮮度処理を行ったキハダとビンナガの水揚げを行う。
　また漁協は、すべての漁業者へキハダとビンナガの高鮮度処理の働きかけを続
け、当地区へのマグロ水揚げ促進につなげる。

活用する支援措
置等



※「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

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
   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

※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。

燃油価格高騰時に補填を受け、漁業経営の安定化を図る。

資源管理・漁業所得補償制度
休漁期間設定による資源管理と、漁業所得の補償を行い、
漁業経営の安定化を図る。

【漁業後継者対策】
　漁協は、漁業就業フェア（東京、大阪、福岡）に積極的に参加し、独立型（沿岸
釣り漁業）、雇用型（定置網漁業、沿岸・近海マグロ延縄漁業）を問わず漁業就業
希望者の受け入れを行う。

近海マグロ延縄漁業者が、加工品開発や勉強会への参加に
より六次産業化を目指す。

漁業構造改革総合支援事業
近海マグロ延縄漁業者が、当漁業の維持継続・発展を目指
す構造改革の実証に取り組む。

新規漁業就業者総合支援事業
新規漁業就業希望者の受け入れによる就労人口の増加と、
地域の活性化を図る。

千円

【燃油使用量の削減】
　全漁業者は、船底清掃や減速航行（出漁時間の前倒し）の励行や、省燃油効果の
ある船底塗料の使用により燃油使用量の削減を図る。
　近海マグロ延縄漁業者2経営体はもうかる漁業創設支援事業を活用し、既存船への
省エネ機器導入や省エネ運航、省エネ、省コスト型船型の新船建造により、燃油消
費量の削減を図る。
【漁業経営安定化】】
　漁業者は、漁業経営セーフティーネット構築支援事業、資源管理・漁業経営安定
対策などを活用し、漁業経営の安定化を図る。

上記の取組みにより基準年比3.0％の燃油使用量の削減を図る。

事業内容及び浜の活力再生プランとの関係性事業名

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（漁業経営安定化）
資源管理・漁業経営安定対策事業（漁業経営安定化）
新規漁業就業者総合支援事業（漁業就業者確保）
漁業構造改革総合対策事業（近海マグロ延縄漁業の取り組み）
農山漁村６次産業化対策事業（近海マグロ延縄漁業の取り組み）

漁業所得      

上記取り組みにより基準年比3.4％の漁業収入の向上を図る。

漁業所得の向上   ％以上
目標年

漁業コスト削減
のための取組

基準年 ： 千円

漁業経営セーフティーネット構築支援事業

※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。

漁業所得      

平成     年

平成     年 ：

【漁獲物の高品質化】
　漁協及び市場関係者は、室戸岬市場における衛生管理の徹底及びPRに継続して取
り組む。

【資源の増大】
　漁業者、漁協、室戸市はこれまで取り組んできたイサキの種苗放流やアオリイカ
の産卵床の造成を継続して行う。

農山漁村６次産業化対策事業


	浜プラン

