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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

　高知県中央部に位置する本地域は、リアス式の内湾であり波浪の影響を受けにくい静穏な湾であり
ながら、湾口部は広く海水交換が良いという条件を備えている。また、沖合いを黒潮の分流が流れる
ため、一年のほとんどの時期で非常に温暖な環境となっている。

▼地域の漁業
 当地区の主な漁業は、この温暖な環境を生かしてのマダイ、カンパチ、シマアジの養殖であり、兼
業で沿岸・沖合の釣り漁業、定置網漁業、刺し網漁業、採介漁業等も行われている。近年は燃料費や
飼料費の高騰、魚価安により、漁業経営は非常に厳しい状況にある。
　
　野見地区においては、多くの養殖業者が家業として親子で養殖業を営んでおり、若手後継者も育ち
つつある。一方で、飼育方法等については養殖業者がそれぞれ独自の方法で行っており、地域での養
殖技術の普及やノウハウの蓄積、また若手後継者間での情報共有はほとんどなされていない。
　カンパチ養殖においては、ハダムシの寄生による品質の劣化や斃死が問題となっている。ハダムシ
の防除のためには淡水浴が効果的であるが、費用が嵩むこと等の課題がある。
　そうした状況の中、後継者である若手養殖業者が養殖協業体を結成し、漁業経営の改善と野見地区
の養殖業及び地域の活性化を目的に、野見産養殖魚の品質向上や知名度向上、販路拡大等の取り組み
を始めようとしている。

（参考）
　県内の養殖業者は養殖協業体を結成し、飼育魚のＰＲ・販促活動のほか経営の効率化や新規就業者
の確保等にも取り組んでいる。野見地域でも養殖業の後継者を中心に薄飼いによる高品質魚の飼育を
目指して養殖協業体の結成に向け協議を重ねている。

※養殖協業体：３経営体以上で構成されるグループで養殖業共同改善計画を作成し、それに取り組んでいくことで、県か
ら認定される組織。

※薄飼い：１小割当たりの飼育密度を下げた状態で飼育すること。１つの小割に多くの養殖魚を入れた場合、疾病が発生
しやすくなるほか、すべての魚に餌が行き渡らずに品質にバラツキが生じたり、魚同士が接触することで魚体にキズがで
きて評価が下がるといったリスクが発生する。薄飼いすることでこうしたリスクが低減される。

※ハダムシの寄生と淡水浴：ハダムシはカンパチに多い寄生虫で、これが寄生すると体表に違和感が出るためにカンパチ
が網に肌をこすりつけ、肌荒れによる品質の劣化が著しくなる。さらに放置した場合には肌荒れした箇所から感染症が起
こり、斃死に至ることもある。カンパチの体表に寄生したハダムシを除去するため、カンパチを淡水中に５分程度漬ける
「淡水浴」を行う。通常、月に１～２回の頻度で行われるが、真夏は淡水の溶存酸素量が低くなるために淡水浴できる時
間が短くなるため頻度を多くする。この淡水浴には水代等の経費負担が大きいため、漁業経営上の課題にもなっている。

（２）その他の関連する現状等
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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

（１）基本方針
■漁業収入の向上

【養殖協業体による野見産養殖魚の高品質化と知名度向上の取り組み】
○若手養殖業者のグループ化とデータの共有による養殖の効率化
・若手養殖業者が中心となって養殖協業体を結成し、養殖技術の向上とノウハウの蓄積及び情報共有
を図る。
・また、地域内の養殖業者に養殖協業体への参加を広く呼び掛け、蓄積した養殖技術の普及と共有を
図り、地域全体の養殖技術の底上げを目指す。

○薄飼いによる高品質魚の飼育
・養殖協業体は、これまで野見地区で行われてきていなかった『薄飼い』による飼育に取り組むこと
で、高品質魚の生産を図り、漁業収入の向上につなげる。
・野見漁協の管理する区画では、就業者の減少により空き漁場が目立つようになっている。養殖協業
体は、この漁場を有効活用して生産施設を増設、これにより飼育密度を引き下げ薄飼いを実施する。
・これまで野見地区では薄飼いによる飼育は行われてこなかったため、養殖業者に薄飼いのノウハウ
がない。そこで、養殖協業体は県の協力も得て薄飼いに関する様々な試験を行い、成長速度、最適密
度、外観及び身質の改善効果などのデータを蓄積、最終的に薄飼いマニュアルを作成しこれに基づく
飼育を実施する。

○知名度向上と新たな販路開拓の取り組み
・養殖協業体は、薄飼いで生産した高品質魚を、新たな野見産養殖魚として、知名度向上や販路の開
拓に取り組む。
・養殖協業体は、地元や近隣地域でのイベントに参加し、野見の養殖業及び生産する養殖魚の紹介・
ＰＲを実施し、知名度の向上と地産地消の推進に努める。
・これまでの流通は、飼料会社等を通じて卸売市場へ出荷することが主であった。養殖協業体では、
薄飼いによって新たに生産する高品質魚を、航空便を活用するなどして高鮮度・高品質の流通に取り
組み、販路の獲得を図る。

○新規就業者の確保と指導
・養殖協業体が中心となり、地元の未就業の若い人材を発掘するとともに、指導者として新規就業者
に対して技術研修を行うことで、担い手の育成を推進し、将来的な地域の水揚量の増加を図る。
・養殖業者及び漁協は漁業研修生と定期的に面談等を行い、漁業研修生が養殖業者として定着できる
よう支援する。

【漁場環境保全に関する取り組み】
　野見湾（大谷漁協、野見漁協）の養殖業者で休餌日（毎木、日曜日）を設定し、これを徹底、漁場
環境に与える負荷軽減を図る。

【採介漁業の登録制度】
・野見湾周辺では、長太郎貝（ヒオウギガイ）やちゃんばら貝（マガキガイ）といった貝類が生息し
ており、野見漁協を含む野見湾周辺の５漁協の漁業者が採介漁業を行っている。しかしながら、漁業
者以外も漁獲するために漁獲圧が高く、漁獲量が減少している。そのため、採捕にかかる漁業者を登
録制とし、漁獲圧の低減を図る。

■漁業コストの削減
○セーフティーネット、漁業共済「積立プラス」への加入
　漁業者は、漁業経営セーフティーネット構築支援事業、積立プラス等の漁業収入安定対策などを活
用し、漁業経営の安定化を図る。
○省燃油活動
　漁業者は、省エネエンジンの導入、船底清掃の励行及び出漁時間を早めるなどの減速航行を行うこ
とにより燃油消費量を削減する。
○ハダムシ対策の効率化
　カンパチ養殖では、寄生虫であるハダムシを体表から除去するために淡水浴を行っているが、夏場
は使用する淡水の溶存酸素量が少なくなるために、除去に十分な時間とされる６分間以上、カンパチ
を淡水に漬けることができない。淡水に漬ける時間が短いとハダムシの除去が不十分となるため、淡
水浴の効果が薄まり、結果的に淡水浴を月２回以上行わざるを得ない状況である。この対策として、
淡水中に酸素を供給し、淡水浴の時間を延長させる効果が期待されるファインバブル発生装置を用い
て、夏場のハダムシ除去効果の効率を高めることで、淡水浴の総回数を削減する。

　※ファインバブル発生装置：水中ポンプの先に取り付け、微細な気泡を水中に噴出する。気泡が小さくなることで、
水と接する表面積が増え、溶存酸素を高める効果が高いとされる。
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※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。

　野見湾周辺のちょうたろう、ちゃんばらを対象とする採介漁業は、海区調整委員会指示により平成
27年より周辺漁協組合員（大谷、野見、須崎釣、錦浦、須崎町の5漁協：30名）の登録制となったの
でこれを遵守する。
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1年目（平成２７年度）

　

　○ハダムシ対策の効率化
　カンパチ養殖では、寄生虫であるハダムシを体表から除去するために淡水浴を
行っているが、夏場は使用する淡水の溶存酸素量が少なくなるために、除去に十分
な時間とされる６分間以上、カンパチを淡水に漬けることができない。そのため、
ハダムシが体表に残ってしまうので、淡水浴自体の回数を１ヶ月に２回程度実施す
る必要がある。これにより、１ヶ月に１回程度の実施でよい冬場に比べて倍のコス
トがかかる。
　この対策として、淡水中に酸素を供給し、淡水浴の時間を延長させる効果が期待
されるファインバブルがある。淡水浴の時間を６分間にまで延長することでハダム
シが十分に落ちるため、淡水浴を行う頻度を１回に減少させることができ、コスト
の削減に繋がる。しかし、ファインバブル発生装置を操作し、期待する効果を得る
ためには一定のノウハウの獲得が必要である。
　そこで、ファインバブル発生装置の効果を検証するため、養殖協業体を代表する
メンバーが同装置を試験的に導入する。

これらの取組みにより、漁業コストを基準値より0.1％削減する。

（３）具体的な取組内容（毎年ごとに数値目標とともに記載）

　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

【養殖協業体による野見産養殖魚の高品質化と知名度向上の取り組み】
○若手養殖業者のグループ化とデータの共有による養殖の効率化
・地域内の若手養殖業者が中心となり、養殖協業体の年度内の結成を目指す。
○薄飼いによる高品質魚の飼育
・養殖協業体は、薄飼いによる高品質魚の飼育に向け、周辺漁協等から事前の情報
収集を行う。

○知名度向上と新たな販路開拓の取り組み
・養殖協業体は、地元や近隣市町村のイベントに積極的に参加し、野見の養殖業及
び生産する養殖魚の紹介・ＰＲを実施し、知名度の向上と地産地消の推進に努め
る。

・これまで野見産養殖魚は、飼料会社等を通じて卸売市場等へ出荷することが主で
あったため、統一された規格やブランド名もなかった。
養殖協業体では、薄飼いによる高品質魚の生産に取り組み、これに新たなブランド
名を銘打ち、販路を開拓していくこととしている。それに向けて、養殖協業体は、
高知県や高知県地産外商公社の協力を得て、関東圏を中心に市場調査や需要調査を
実施する。

○新規就業者の確保と指導
・養殖協業体が中心となり、地元の未就業の若い人材を発掘するとともに、指導者
として新規就業者に対して技術研修を行い、担い手の育成を推進し、将来的な地域
の水揚量の増加を図る。
・養殖業者及び漁協は漁業研修生と定期的に面談等を行い、漁業研修生が漁業者と
して定着できるよう支援する。

【漁場環境保全に関する取り組み】
　野見湾（大谷漁協、野見漁協）の養殖業者で休餌日（毎木、日曜日）を設定し、
これを徹底、漁場環境に与える負荷軽減を図る。

○採介漁業の登録制度
　野見湾周辺で採捕される貝類について採捕にかかる漁業者を登録制とし、漁獲圧
の低減を図る。

これらの取り組みにより漁業収入を基準値より0.2％向上させる。

漁業コスト削減
のための取組

■漁業コストの削減
○セーフティーネット、漁業共済「積立プラス」への加入
　漁業者は、漁業経営セーフティーネット構築支援事業、積立プラス等の漁業収入
安定対策などを活用し、漁業経営の安定化を図る。
○省燃油活動
　漁業者は、省エネエンジンの導入、船底清掃の励行及び出漁時間を早めるなどの
減速航行を行うことにより燃油消費量を削減する。
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活用する支援措
置等

漁業経営ＳＮ構築事業
省燃油活動推進事業
漁業担い手確保育成対策基金事業
中核的養殖業者養殖生産者協業化促進事業
新規漁業就業者総合支援事業
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２年目（平成２８年度）

　

漁業収入向上の
ための取組

【養殖協業体による野見産養殖魚の高品質化と知名度向上の取り組み】
○若手養殖業者のグループ化とデータの共有による養殖の効率化
・地域内の若手養殖業者が中心となり養殖協業体を結成し、勉強会の開催等によ
り、個々の養殖技術の向上並びに情報共有を図る。また、それぞれが持つ、既存の
飼育データを持ち寄り、従来型の飼育方法を総括するとともに、ノウハウの蓄積と
技術向上の手法について検討する。

○薄飼いによる高品質魚の飼育
・薄飼いに取り組んでいくため、養殖協業体メンバーは、１業者当たり1小割程度の
飼育施設の増設を行う。増設は本年は一部のメンバーで行い、残りのメンバーは翌
年以降に順次行っていく。
・最適密度の検討や従来型の飼育方法との比較を行い、ノウハウの蓄積を図るた
め、小割を増設したメンバーは、その小割での飼育密度を変えて、飼育データの蓄
積に取り組む。

○知名度向上と新たな販路開拓の取り組み
・養殖協業体は、地元や近隣市町村のイベントに積極的に参加し、野見の養殖業及
び生産する養殖魚の紹介・ＰＲを実施し、知名度の向上と地産地消の推進に努め
る。

・養殖協業体は、前年度に引き続き、高知県や高知県地産外商公社の協力を得て、
関東圏の飲食店を中心に市場調査や需要調査を実施する。また、薄飼い飼育魚の付
加価値を更に高めるため、他産地の取り組み等についても併せて情報収集する。

○新規就業者の確保と指導
・養殖協業体が中心となり、地元の未就業の若い人材を発掘するとともに、指導者
として新規就業者に対して技術研修を行い、担い手の育成を推進し、将来的な地域
の水揚量の増加を図る。
・養殖業者及び漁協は漁業研修生と定期的に面談等を行い、漁業研修生が漁業者と
して定着できるよう支援する。

【漁場環境保全に関する取り組み】
　野見湾（大谷漁協、野見漁協）の養殖業者で休餌日（毎木、日曜日）を設定し、
これを徹底、漁場環境に与える負荷軽減を図る取り組みを継続。

【採介漁業の登録制度】
　野見湾周辺で採捕される貝類について採捕にかかる漁業者を登録制とし、漁獲圧
の低減を図る。

　これらの取組みにより、基準値より0.4％の収入向上を目指す。

漁業コスト削減
のための取組

■漁業コストの削減
○セーフティーネット、漁業共済「積立プラス」への加入
　漁業経営セーフティーネット構築支援事業、積立プラス等の漁業収入安定対策な
どを活用し、漁業経営の安定化を図る。
○省燃油活動
　漁業者は、省エネエンジンの導入、船底清掃の励行及び出漁時間を早めるなどの
減速航行を行うことにより燃油消費量を削減する。

○ハダムシ対策の効率化
　養殖協業体は、前年度に一部のメンバーで試験導入したファインバブル発生装置
の夏場における淡水浴の時間を６分間にまで延長し、頻度を１回に減少させるとい
う効果の検証とメンバー間での情報共有を図る。効果が認められれば、使用マニュ
アルの作成にも取り組む。

これらの取組みにより、漁業コストを基準値より0.2％削減する。

活用する支援措
置等

漁業経営ＳＮ構築事業
漁業担い手確保育成対策基金事業
新規漁業就業者総合支援事業
沿岸漁業設備投資促進補助金
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３年目（平成２９年度）

　

漁業収入向上の
ための取組

【養殖協業体による野見産養殖魚の高品質化と知名度向上の取り組み】
○若手養殖業者のグループ化とデータの共有による養殖の効率化
・養殖協業体は、勉強会を開催して技術向上を図るとともに、薄飼いによる飼育
データの検討と情報共有を行う。
・養殖協業体は、非加入の養殖業者にも取り組み結果の提供を行うなどして養殖協
業体への参加を呼び掛け、協業体の基盤強化を図る。

○薄飼いによる高品質魚の飼育
・前年度に小割を増設しなかった養殖協業体メンバーは、薄飼いに取り組んでいく
ため、飼育施設の増設を行う。
・養殖協業体は、県の協力を得て、薄飼いに関する飼育データの蓄積と従来型飼育
方法との比較を継続し、併せて薄飼いのマニュアルを作成する。作成したマニュア
ルは、養殖協業体のメンバーで共有する。

○知名度向上と新たな販路開拓の取り組み
・養殖協業体は、地元や近隣市町村のイベントに積極的に参加し、野見の養殖業及
び生産する養殖魚の紹介・ＰＲを実施し、知名度の向上と地産地消の推進に努め
る。

・養殖協業体は、翌年度から出荷体制に入る薄飼いによる養殖魚について、関東圏
の飲食店等に向けて販路を獲得するため商談会等に参加する。

○新規就業者の確保と指導
・養殖協業体が中心となり、地元の未就業の若い人材を発掘するとともに、指導者
として新規就業者に対して技術研修を行い、担い手の育成を推進し、将来的な地域
の水揚量の増加を図る。
・養殖業者及び漁協は漁業研修生と定期的に面談等を行い、漁業研修生が漁業者と
して定着できるよう支援する。

【漁場環境保全に関する取り組み】
　野見湾（大谷漁協、野見漁協）の養殖業者で休餌日（毎木、日曜日）を設定し、
これを徹底、漁場環境に与える負荷軽減を図る取り組みを継続。

活用する支援措
置等

漁業経営ＳＮ構築事業
漁業担い手確保育成対策基金事業
新規漁業就業者総合支援事業
沿岸漁業設備投資促進補助金

【採介漁業の登録制度】
　野見湾周辺で採捕される貝類について採捕にかかる漁業者を登録制とし、漁獲圧
の低減を図る。

これらの取組みにより、基準値より0.7％の収入向上を目指す。

漁業コスト削減
のための取組

■漁業コストの削減
○セーフティーネット、漁業共済「積立プラス」への加入
　漁業者は、漁業経営セーフティーネット構築支援事業、積立プラス等の漁業収入
安定対策などを活用し、漁業経営の安定化を図る。
○省燃油活動
　漁業者は、省エネエンジンの導入、船底清掃の励行及び出漁時間を早めるなどの
減速航行を行うことにより燃油消費量を削減する。

○ハダムシ対策の効率化
　養殖協業体メンバーそれぞれがファインバブル発生装置を順次導入する。これに
より淡水浴の効率性が高まり、夏場の淡水浴時間を６分間以上に延長するととも
に、回数を現在の月２回から１回に減少させ、経費の削減を図る。また、前年度に
作成した使用マニュアルについても適宜更新を行い、協業体メンバーで情報共有を
図る。

これらの取組みにより、漁業コストを基準値より0.4％削減する。
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４年目（平成３０年度）

　

漁業収入向上の
ための取組

【養殖協業体による野見産養殖魚の高品質化と知名度向上の取り組み】
○若手養殖業者のグループ化とデータの共有による養殖の効率化
・養殖協業体は、勉強会を開催して技術向上を図るとともに、薄飼いによる飼育
データの検討と情報共有を行う。
・養殖協業体は、非加入の養殖業者にも取り組み結果の提供を行うなどして養殖協
業体への参加を呼び掛け、協業体の基盤強化を図る。

○薄飼いによる高品質魚の飼育
・まだ小割を増設していない養殖協業体メンバーは、薄飼いに取り組んでいくた
め、順次飼育施設の増設を行う。
・養殖協業体は、前年度に作成したマニュアルを共有するとともに、適宜更新を図
る。

○知名度向上と新たな販路開拓の取り組み
・養殖協業体は、地元や近隣市町村のイベントに積極的に参加し、野見の養殖業及
び生産する養殖魚の紹介・ＰＲを実施し、知名度の向上と地産地消の推進に努め
る。

・養殖協業体は、昨年度の商談会で獲得した新規顧客に向け、薄飼いによる高品質
魚の出荷を開始する。引き続き商談会等にも参加し、更なる販路の獲得を図る。
また、航空便等を活用しての高鮮度流通による高付加価値化を検討するため、物流
会社等との協議を行うとともに、商談会での情報収集に努める。

○新規就業者の確保と指導
・養殖協業体が中心となり、地元の未就業の若い人材を発掘するとともに、指導者
として新規就業者に対して技術研修を行い、担い手の育成を推進し、将来的な地域
の水揚量の増加を図る。
・養殖業者及び漁協は漁業研修生と定期的に面談等を行い、漁業研修生が漁業者と
して定着できるよう支援する。

【漁場環境保全に関する取り組み】
　野見湾（大谷漁協、野見漁協）の養殖業者で休餌日（毎木、日曜日）を設定し、
これを徹底、漁場環境に与える負荷軽減を図る取り組みを継続。

【採介漁業の登録制度】
　野見湾周辺で採捕される貝類（ちゃんばら、ちょうたろう）について採捕にかか
る漁業者を登録制とし、漁獲圧の低減を図る。

これらの取組みにより、基準値より1.0％の収入向上を目指す。

漁業コスト削減
のための取組

■漁業コストの削減
○セーフティーネット、漁業共済「積立プラス」への加入
　漁業者は、漁業経営セーフティーネット構築支援事業、積立プラス等の漁業収入
安定対策などを活用し、漁業経営の安定化を図る。
○省燃油活動
　漁業者は、省エネエンジンの導入、船底清掃の励行及び出漁時間を早めるなどの
減速航行を行うことにより燃油消費量を削減する。

○ハダムシ対策の効率化
　養殖協業体は、ファインバブル発生装置の夏場における淡水浴の時間を６分間に
まで延長し、頻度を１回に減少させるという効果や使用マニュアルの普及・情報共
有を図り、養殖協業体に参画していない養殖業者にも順次導入を推進する。

これらの取組みにより、漁業コストを基準値より0.6％削減する。

活用する支援措
置等

漁業経営ＳＮ構築事業
漁業担い手確保育成対策基金事業
新規漁業就業者総合支援事業
沿岸漁業設備投資促進補助金
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５年目（平成３１年度）

　

※「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。

　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。

活用する支援措
置等

漁業経営ＳＮ構築事業
漁業担い手確保育成対策基金事業
新規漁業就業者総合支援事業
沿岸漁業設備投資促進補助金

【漁場環境保全に関する取り組み】
野見湾（大谷漁協、野見漁協）の養殖業者で休餌日（毎木、日曜日）を設定し、こ
れを徹底、漁場環境に与える負荷軽減を図る取り組みを継続。

【採介漁業の登録制度】
野見湾周辺で採捕される貝類（ちゃんばら、ちょうたろう）について採捕にかかる
漁業者を登録制とし、漁獲圧の低減を図る。

　これらの取組みにより、基準値より1.3％の収入向上を目指す。

漁業コスト削減
のための取組

■漁業コストの削減
○セーフティーネット、漁業共済「積立プラス」への加入
　漁業者は、漁業経営セーフティーネット構築支援事業、積立プラス等の漁業収入
安定対策などを活用し、漁業経営の安定化を図る。
○省燃油活動
　漁業者は、省エネエンジンの導入、船底清掃の励行及び出漁時間を早めるなどの
減速航行を行うことにより燃油消費量を削減する。

○ハダムシ対策の効率化
　養殖協業体は、ファインバブル発生装置の夏場における淡水浴の時間を６分間に
まで延長し、頻度を１回に減少させるという効果や使用マニュアルの普及・情報共
有を図り、養殖協業体に参画していない養殖業者にも順次導入を推進する。

これらの取組みにより、漁業コストを基準値より0.8％削減する。

漁業収入向上の
ための取組

【養殖協業体による野見産養殖魚の高品質化と知名度向上の取り組み】
○若手養殖業者のグループ化とデータの共有による養殖の効率化
・養殖協業体は、勉強会を開催して技術向上を図るとともに、薄飼いによる飼育
データの検討と情報共有を行う。
・養殖協業体は、メンバーの獲得を更に進め、薄飼いの取り組みを拡大、今後の地
域全体の養殖技術底上げに目指す。

○薄飼いによる高品質魚の飼育
・養殖協業体メンバーは、薄飼いのため飼育施設の増設を継続し、高品質魚の出荷
尾数の増加を図る。
・養殖協業体は、県の協力を得て飼育データ等の蓄積を図るとともに薄飼いマニュ
アルに新しいデータも随時反映させ、定期的に更新する。

○知名度向上と新たな販路開拓の取り組み
・養殖協業体は、地元や近隣市町村のイベントに積極的に参加し、野見の養殖業及
び生産する養殖魚の紹介・ＰＲを実施し、知名度の向上と地産地消の推進に努め
る。

・養殖協業体は、引き続き薄飼いによる高品質魚の出荷を行うとともに、商談会等
にも参加し、更なる販路の獲得を図る。
また、航空便等を活用しての高鮮度流通により付加価値を高め、漁港直送や鮮度を
売りにする飲食店を中心に出荷する。

○新規就業者の確保と指導
・養殖協業体が中心となり、地元の未就業の若い人材を発掘するとともに、指導者
として新規就業者に対して技術研修を行い、担い手の育成を推進し、将来的な地域
の水揚量の増加を図る。
・養殖業者及び漁協は漁業研修生と定期的に面談等を行い、漁業研修生が漁業者と
して定着できるよう支援する。
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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。

※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。

   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

漁業経営セーフティネット構築支援事業
【国】

燃油価格高騰時に補填を受け漁業経営の安定を図る。

省燃油活動推進事業【国】
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。

目標年 平成　　年 ： 漁業所得　　　 千円

漁業所得の向上　　％以上
基準年 平成　　年平均 ： 漁業所得　　　 千円

沿岸漁業設備投資促進事業【県】
養殖施設の増強等により、生産高の増加や養殖魚の品質向
上を図る。

中核的養殖業者養殖生産者協業化促進事
業【県】

養殖生産者の協業化を促進し、経営基盤の強化と次世代を
担う人材の育成を図る。

新規漁業就業者総合支援事業【県】 意欲ある若者の漁業就業を支援し、後継者を確保する。

漁業担い手確保育成対策基金事業【国】 意欲ある若者の漁業就業を支援し、後継者を確保する。

（４）関係機関との連携
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