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浜の活力再生プラン 

 

１ 地域水産業再生委員会 

組 織 名 船越湾漁協地域水産業再生委員会 

代 表 者 名 会長 湊 謙 

 

再生委員会の構成員 船越湾漁業協同組合、山田町 

オブザーバー 岩手県(沿岸広域振興局水産部宮古水産振興センター) 

※再生委員会の規約及び推進体制の分かる資料を添付すること 

 

対象となる地域の範囲

及び漁業の種類 

１．対象となる地域 

  岩手県山田町船越地区(船越・田の浜) 

２．漁業の種類（正組合員 388名、準組合員 63名） 

  養殖漁業者 (ワカメ、カキ、ホタテ、アワビ、ホヤ)   28名 

  漁船漁業者 (延縄、刺し網、かご漁業)         30 名 

  採介藻漁業者 (ウニ、アワビ)             233 名  

                           計 291名 

 

２ 地域の現状 

(１) 関連する水産業を取り巻く現状等 

 岩手県山田町は、面積 262.81平方㎞、人口 16,476名、世帯数 6,733戸(平成 27 年 10月 1日現在)

で、岩手県沿岸部のほぼ中央部に位置し、北部は宮古市、南部は大槌町に隣接しており、その沖合で

は親潮と黒潮が交差し、世界でも有数の漁場であることから、水産業を基幹産業として発展してきた

地域である。また、山田町は山田湾と船越湾の二つの湾を擁しているが、船越湾に面している当漁協

を除く、4漁協が平成 21年 10 月に合併しており、現在では現在町内に二つの漁協が存在している。 

 当漁協は、震災前は組合員 546 名(正組合員 499 名、准組合員 47 名)で、従前よりサケ、サバ等の

定置網漁業が基幹漁業として営まれ、また、組合員はサケ・タラ延縄漁業等の漁船漁業及びホタテ・

カキ・ワカメ等の養殖漁業並びにウニ・アワビを主とした採介藻漁業を営んでいた。 

 平成 23年 3月 11日に発生した東北地方太平洋沖地震により発生した大津波によって、養殖施設や

漁船、漁港等水産業関連施設は壊滅的な被害を受け、漁家経営の根幹を揺るがす大惨事となった。震

災後は、水産業経営基盤復旧支援事業や共同利用漁船等復旧支援対策事業及び水産業共同利用施設復

旧支援事業などの補助事業を活用し、水産業関連施設、養殖施設及び漁船・漁具等の整備はほぼ終了

したものの、漁港内の防潮堤復旧工事及び嵩上げ工事や漁業者及び地域住民の住宅環境整備としての

高台移転先の宅地造成工事にはまだまだ時間を要する状況にあって、漁村集落の再生は成し遂げられ

ない状況にある。 

 震災後は、津波の被害によって尊い命を失った組合員や、漁業の継続を諦めて組合員を脱退する者

が多く発生し、平成 27 年 3 月末現在の組合員数は、451 名(正組合員 388 名、准組合員 63名)であり、 

組合員の多くはウニ、アワビ等の採介藻漁業を主体としていることから、一組合員当たりの水揚げ金

額が 200 万円に満たない組合員が 421 名と、その割合は全体の 94％となっている。なお、「対象と

なる地域の範囲及び漁業の種類」欄に記載している漁業者数は、H27年度の実際の出漁者数であり、

組合員数と一致していない。また、震災の影響によりアワビ・ウニ資源の減少が懸念されており、震

災によって県内のアワビ種苗生産施設が全て被災したため、24年度から 26年度までのアワビ稚貝放

流数が激減している。今後は、採介藻漁業での水揚げ増大は勿論のこと、それ以外の漁業等との兼業

を推進し、一組合員の漁業収入を増加させることが課題である。 

 このような状況の中にあって、原油価格の影響により漁船用燃油や漁業資材が高騰したことに加

え、福島第一原子力発電所事故の影響による風評被害による水産物の消費低迷と魚価安等によって、

漁業者の漁業所得が減少している。また、漁業者の高齢化、担い手不足問題など地域の基幹産業であ

る漁業を取り巻く環境は厳しい状況にあることから、漁業所得を向上させて漁家経営の安定を図り、

魅力ある漁業・漁村を構築が極めて重要である。 

 

 



 

 

(２) その他の関連する現状等 

 山田町は、東日本大震災によって、死者・行方不明者 824人という人的被害と居宅棟数 7,199 のう

ち、3,369もの家屋が全壊或いは一部損壊の被害を受けた。 

 このため、山田町では「山田町復興計画」を策定し、計画期間は平成 23年から平成 32年までの概

ね 10 年間として、平成 25年までの 3年間を「復旧期」、平成 29 年までの 4年間を「再生期」、 

平成 32年までの 3 年間を発展期と位置付け、復興に取り組んでいる。 

 

３ 活性化の取組方針 

(１) 基本方針 

地域の現状を踏まえて、次の取組を行うことにより、所得向上を目指す。 

 

◆漁業収入向上のための取組 

①水産資源の維持及び管理の取り組み 

 ・サケ資源の増大・・・海中飼育、適期放流の実施 

②採介藻漁業・養殖漁業の生産量増加、生産性向上 

 ・ホヤ養殖の実施・・・新規種目の養殖や意欲ある漁業者への漁場配分 

 ・ウニ生産量の増加・・・浅場への移殖や海中林の造成 

 ・アワビ生産量の増加・・・適地放流や海中林の造成 

・ワカメ養殖の生産量拡大・・・自営養殖の実施  

③地域水産物の付加価値向上 

 ・生ウニの付加価値向上・・・積極的な衛生管理の実施 

 ・水産物の付加価値向上・・・魚市場での水産物高度衛生品質管理計画の履行 

④担い手対策への取り組み 

 ・新規就業者の確保・・・区画漁業権の柔軟な行使 

 ・生産者の連携・・・・・労働力不足の相互補完 

 

◆漁業コスト削減のための取組 

①省燃油航行の推進 

 ・燃油使用量の削減・・・漁船船底、プロペラ清掃、減速航行、漁船の軽量化(不要な荷物を積ま

ない)の実施 

②低燃費推進機関の導入推進 

 ・ 低燃費推進機関への機関換装の推進 

 ・ 機関換装にあたっての必要な情報の提供 

 

 

 

(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 

・第一種共同漁業権におけるウニ・アワビ・ナマコ・水タコ等については、漁業期間、操業時間、操

業回数、採捕量、殻長等を制限している。 

・漁場改善計画(未来につなぐ美しい海計画)に基づく養殖施設数の遵守。 

・岩手県漁業調整規則の遵守。 

・岩手県資源管理指針(Ｈ23 年 3月 30日制定)に沿った魚種別資源管理の推進を図る。 

 

  

 

  



 

(３) 具体的な取組内容（毎年ごとに数値目標とともに記載） 

１年目（平成 27年度） 

 以降、以下の取組については、毎年、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、漁業収入を基準年比 7.9%向上させる。 

 

①水産資源の維持及び管理の取り組み 

◆サケ資源の増大 

・漁協は、地区内にサケのふ化場が無いことから、県内全体のサケの回帰率向上

を図るため、稚魚 300 万尾を県内のふ化場より購入し海中飼育の実施を行い、

基幹漁業である定置網漁業及びサケ延縄漁業の水揚げ向上を図る。 

②採介藻漁業・養殖漁業の生産量増加、生産性向上 

◆ホヤ養殖の実施 

・漁協は、余剰漁場の再配分及び再配置の調整を実施し、施設規模拡大に意欲あ

る漁業者に対して空き漁場を再配分することを検討する。また、新養殖種目の

ホヤの養殖を検討する。 

・漁協と県は、27年度に水産業共同利用施設復旧整備事業を活用して、ホヤ養殖

施設を整備し、30年度から出荷する体制を構築する。（100ｍ×S20台） 

◆ウニ生産量の増加 

・漁協は、ウニの資源の増大と生産量を増やすため、養殖施設の海底から、未利

用資源となっているウニをカゴ漁具を用いて、1,400 ㎏程度を浅場海域や大規

模増殖場等に移殖するとともに、県の指導や先進地視察を行って海中林を造成

しながら、ウニ資源の増大と生産量を増やすことを検討する。 

◆アワビ生産量の増加 

・種苗施設が復旧し、27年度以降から種苗放流数量が震災以前の水準に戻るため、

漁協は、県や山田町の指導のもと、種苗放流適地調査を行い、確実に放流適地

に種苗を放流することで、放流効果を最大限に高め生産量を増やす。 

◆ワカメ養殖の生産量増加 

・漁協と県は、27年度に水産業共同利用施設復旧整備事業を活用して、ワカメ養

殖施設を整備する。また、漁協は、空き漁場の有効利用を図るため、新規ワカ

メ養殖業者が現れるまで自営でワカメ養殖を実施する。 

（120ｍ×S30台、150ｍ×S12 台） 

③地域水産物の付加価値向上 

◆生ウニや水産物の付加価値向上 

・漁協とウニ採介藻漁業者は、ウニの食中毒を防止するため、むき身作業から集

荷場へ搬入するまでの器具の洗浄の徹底、殺菌海水や 10℃以下の冷海水を使用

する徹底した衛生管理や低温管理の実践及び魚市場での岩手県が平成 25年 8月

に策定した「岩手県高度衛生品質管理基準」に則り、水産物高度衛生品質管理

計画の履行により、安全で安心な水産物の供給に努め付加価値向上を図る。更

に衛生管理や低温管理を強化するため、産地水産業強化支援事業により海水冷

却装置及び製氷施設の整備を検討する。 

④担い手対策への取り組み 

◆新規就業者の確保及び漁業者の連携 

・漁協は、空き漁場の有効利用や、労働力不足に陥っている漁業者と新規就業者

の連携を促し、相互補完による効率的な生産体制に取り組む。 

・漁協は、地元小学生の定置網の網起しやホタテ養殖の水揚げ体験学習等を通じ

て漁業への理解を深め、後継者育成に取り組む。 

漁業コスト削減 

のための取組 

以下の取組より、経費を基準年比 2.6%削減させる。 

 

①省燃油航行の推進 

・全漁業者は、漁船の船底及びプロペラの清掃の実施、減速航行（１ノット）の

実施、漁船の軽量化(不要な荷物を積まない)により、燃油消費量を削減する。 

②低燃油推進機関の導入推進 

・全漁業種類において、老朽化により能力が劣化している推進機関について、低

燃費推進機関への機関換装の推進と、漁協は、必要な情報（低燃費推進機関の

情報)を漁業者に提供する。 

活用する支援措 

置等 

・水産業共同利用施設復旧整備事業 

・水産多面的機能発揮対策事業 



 

  



 

２年目(平成 28 年度) 

 

漁業収入向上の 

ための取組 

以下の取組により、漁業収入を基準年比 9.9%向上させる。 

 

①水産資源の維持及び管理の取り組み 

◆サケ資源の増大 

・漁協は、地区内にサケのふ化場が無いことから、県内全体のサケの回帰率向上

を図るため、稚魚 300 万尾を県内のふ化場より購入し海中飼育の実施を行い、

基幹漁業である定置網漁業及びサケ延縄漁業の水揚げ向上を図る。 

②採介藻漁業・養殖漁業の生産量増加、生産性向上 

◆ホヤ養殖の実施 

・漁協は、余剰漁場の再配分及び再配置の調整を実施し、施設規模拡大に意欲あ

る漁業者に対して空き漁場を再配分することを実施する。また、新養殖種目の

ホヤの養殖を実施する。 

・漁協と県は、27年度に水産業共同利用施設復旧整備事業を活用して、ホヤ養殖

施設を整備し、30年度から出荷する体制を構築する。（100ｍ×S20台） 

◆ウニ生産量の増加 

・漁協は、ウニの資源の増大と生産量を増やすため、養殖施設の海底から、未利

用資源となっているウニをカゴ漁具を用いて、1,400 ㎏程度を浅場海域や大規

模増殖場等に移殖するとともに、県の指導や先進地視察を行って海中林を造成

しながら、ウニ資源の増大と生産量を増やすことを実施する。 

◆アワビ生産量の増加 

・種苗施設が復旧し、27年度以降から種苗放流数量が震災以前の水準に戻るため、

漁協は、県や山田町の指導のもと、種苗放流適地調査を行い、確実に放流適地

に種苗を放流することで、放流効果を最大限に高め生産量を増やす。 

◆ワカメ養殖の生産量増加 

・漁協と県は、27年度に水産業共同利用施設復旧整備事業を活用して、ワカメ養

殖施設を整備する。また、漁協は、空き漁場の有効利用を図るため、新規ワカ

メ養殖業者が現れるまで自営でワカメ養殖を実施する。 

（120ｍ×S30台、150ｍ×S12 台） 

③地域水産物の付加価値向上 

◆生ウニや水産物の付加価値向上 

・漁協とウニ採介藻漁業者は、ウニの食中毒を防止するため、むき身作業から集

荷場へ搬入するまでの器具の洗浄の徹底、殺菌海水や 10℃以下の冷海水を使用

する徹底した衛生管理や低温管理の実践及び魚市場での岩手県が平成 25年 8月

に策定した「岩手県高度衛生品質管理基準」に則り、水産物高度衛生品質管理

計画の履行により、安全で安心な水産物の供給に努め付加価値向上を図る。更

に衛生管理や低温管理を強化するため、産地水産業強化支援事業により海水冷

却装置及び製氷施設の整備を検討する。 

④担い手対策への取り組み 

◆新規就業者の確保及び漁業者の連携 

・漁協は、空き漁場の有効利用や、労働力不足に陥っている漁業者と新規就業者

の連携を促し、相互補完による効率的な生産体制に取り組む。 

・漁協は、地元小学生の定置網の網起しやホタテ養殖の水揚げ体験学習等を通じ

て漁業への理解を深め、後継者育成に取り組む。 

漁業コスト削減 

のための取組 

以下の取組より、経費を基準年比 2.6%削減させる。 

 

①省燃油航行の推進 

・全漁業者は、漁船の船底及びプロペラの清掃の実施、減速航行（１ノット）の

実施、漁船の軽量化(不要な荷物を積まない)により、燃油消費量を削減する。 

②低燃油推進機関の導入推進 

・全漁業種類において、老朽化により能力が劣化している推進機関について、低

燃費推進機関への機関換装の推進と、漁協は、必要な情報（低燃費推進機関の

情報)を漁業者に提供する。 

 

活用する支援措 

置等 
・水産多面的機能発揮対策事業 

  



 

３年目(平成 29 年度) 

 

漁業収入向上の 

ための取組 

以下の取組により、漁業収入を基準年比 11%向上させる。 

 

①水産資源の維持及び管理の取り組み 

◆サケ資源の増大 

・漁協は、地区内にサケのふ化場が無いことから、県内全体のサケの回帰率向上

を図るため、稚魚 300 万尾を県内のふ化場より購入し海中飼育の実施を行い、

基幹漁業である定置網漁業及びサケ延縄漁業の水揚げ向上を図る。 

②採介藻漁業・養殖漁業の生産量増加、生産性向上 

◆ホヤ養殖の実施 

・漁協は、余剰漁場の再配分及び再配置の調整を実施し、施設規模拡大に意欲あ

る漁業者に対して空き漁場を再配分することを実施する。また、新養殖種目の

ホヤの養殖を実施する。 

・漁協と県は、27年度に水産業共同利用施設復旧整備事業を活用して、ホヤ養殖

施設を整備し、30年度から出荷する体制を構築する。（100ｍ×S20台） 

◆ウニ生産量の増加 

・漁協は、ウニの資源の増大と生産量を増やすため、養殖施設の海底から、未利

用資源となっているウニをカゴ漁具を用いて、1,400 ㎏程度を浅場海域や大規

模増殖場等に移殖するとともに、県の指導や先進地視察を行って海中林を造成

しながら、ウニ資源の増大と生産量を増やすことを実施する。 

◆アワビ生産量の増加 

・種苗施設が復旧し、27年度以降から種苗放流数量が震災以前の水準に戻るため、

漁協は、県や山田町の指導のもと、種苗放流適地調査を行い、確実に放流適地

に種苗を放流することで、放流効果を最大限に高め生産量を増やす。 

◆ワカメ養殖の生産量増加 

・漁協と県は、27年度に水産業共同利用施設復旧整備事業を活用して、ワカメ養

殖施設を整備する。また、漁協は、空き漁場の有効利用を図るため、新規ワカ

メ養殖業者が現れるまで自営でワカメ養殖を実施する。 

（120ｍ×S30台、150ｍ×S12 台） 

③地域水産物の付加価値向上 

◆生ウニや水産物の付加価値向上 

・漁協とウニ採介藻漁業者は、ウニの食中毒を防止するため、むき身作業から集

荷場へ搬入するまでの器具の洗浄の徹底、殺菌海水や 10℃以下の冷海水を使用

する徹底した衛生管理や低温管理の実践及び魚市場での岩手県が平成 25年 8月

に策定した「岩手県高度衛生品質管理基準」に則り、水産物高度衛生品質管理

計画の履行により、安全で安心な水産物の供給に努め付加価値向上を図る。更

に衛生管理や低温管理を強化するため、産地水産業強化支援事業により海水冷

却装置及び製氷施設の整備を行う。 

④担い手対策への取り組み 

◆新規就業者の確保及び漁業者の連携 

・漁協は、空き漁場の有効利用や、労働力不足に陥っている漁業者と新規就業者

の連携を促し、相互補完による効率的な生産体制に取り組む。 

・漁協は、地元小学生の定置網の網起しやホタテ養殖の水揚げ体験学習等を通じ

て漁業への理解を深め、後継者育成に取り組む。 

漁業コスト削減 

のための取組 

以下の取組より、経費を基準年比 2.6%削減させる。 

 

①省燃油航行の推進 

・全漁業者は、漁船の船底及びプロペラの清掃の実施、減速航行（１ノット）の

実施、漁船の軽量化(不要な荷物を積まない)により、燃油消費量を削減する。 

②低燃油推進機関の導入推進 

・全漁業種類において、老朽化により能力が劣化している推進機関について、低

燃費推進機関への機関換装の推進と、漁協は、必要な情報（低燃費推進機関の

情報)を漁業者に提供する。 

 

活用する支援措 

置等 

・水産多面的機能発揮対策事業 

・産地水産業強化支援事業 

  



 

４年目(平成 30 年度) 

 

漁業収入向上の 

ための取組 

以下の取組により、漁業収入を基準年比 14.5%向上させる。 

 

①水産資源の維持及び管理の取り組み 

◆サケ資源の増大 

・漁協は、地区内にサケのふ化場が無いことから、県内全体のサケの回帰率向上

を図るため、稚魚 300 万尾を県内のふ化場より購入し海中飼育の実施を行い、

基幹漁業である定置網漁業及びサケ延縄漁業の水揚げ向上を図る。 

②採介藻漁業・養殖漁業の生産量増加、生産性向上 

◆ホヤ養殖の実施 

・漁協は、余剰漁場の再配分及び再配置の調整を実施し、施設規模拡大に意欲あ

る漁業者に対して空き漁場を再配分することを実施する。また、新養殖種目の

ホヤの養殖を実施する。 

・漁協と県は、27年度に水産業共同利用施設復旧整備事業を活用して、ホヤ養殖

施設を整備し、30年度から出荷する体制を構築する。（100ｍ×S20台） 

◆ウニ生産量の増加 

・漁協は、ウニの資源の増大と生産量を増やすため、養殖施設の海底から、未利

用資源となっているウニをカゴ漁具を用いて、1,400 ㎏程度を浅場海域や大規

模増殖場等に移殖するとともに、県の指導や先進地視察を行って海中林を造成

しながら、ウニ資源の増大と生産量を増やすことを実施する。 

◆アワビ生産量の増加 

・種苗施設が復旧し、27年度以降から種苗放流数量が震災以前の水準に戻るため、

漁協は、県や山田町の指導のもと、種苗放流適地調査を行い、確実に放流適地

に種苗を放流することで、放流効果を最大限に高め生産量を増やす。 

◆ワカメ養殖の生産量増加 

・漁協と県は、27年度に水産業共同利用施設復旧整備事業を活用して、ワカメ養

殖施設を整備する。また、漁協は、空き漁場の有効利用を図るため、新規ワカ

メ養殖業者が現れるまで自営でワカメ養殖を実施する。 

（120ｍ×S30台、150ｍ×S12 台） 

③地域水産物の付加価値向上 

◆生ウニや水産物の付加価値向上 

・漁協とウニ採介藻漁業者は、ウニの食中毒を防止するため、むき身作業から集

荷場へ搬入するまでの器具の洗浄の徹底、殺菌海水や 10℃以下の冷海水を使用

する徹底した衛生管理や低温管理の実践及び魚市場での岩手県が平成 25年 8月

に策定した「岩手県高度衛生品質管理基準」に則り、水産物高度衛生品質管理

計画の履行により、安全で安心な水産物の供給に努め付加価値向上を図る。更

に、冷却海水の使用によるウニむき身の低温管理及びシャーベット海水氷の使

用による水産物の鮮度保持を徹底する。 

④担い手対策への取り組み 

◆新規就業者の確保及び漁業者の連携 

・漁協は、空き漁場の有効利用や、労働力不足に陥っている漁業者と新規就業者

の連携を促し、相互補完による効率的な生産体制に取り組む。 

・漁協は、地元小学生の定置網の網起しやホタテ養殖の水揚げ体験学習等を通じ

て漁業への理解を深め、後継者育成に取り組む。 

漁業コスト削減 

のための取組 

以下の取組より、経費を基準年比 2.6%削減させる。 

 

①省燃油航行の推進 

・全漁業者は、漁船の船底及びプロペラの清掃の実施、減速航行（１ノット）の

実施、漁船の軽量化(不要な荷物を積まない)により、燃油消費量を削減する。 

②低燃油推進機関の導入推進 

・全漁業種類において、老朽化により能力が劣化している推進機関について、低

燃費推進機関への機関換装の推進と、漁協は、必要な情報（低燃費推進機関の

情報)を漁業者に提供する。 

 

活用する支援措 

置等 
・水産多面的機能発揮対策事業 

  



 

５年目(平成 31 年度) 

 

漁業収入向上の 

ための取組 

以下の取組により、漁業収入を基準年比 24.8%向上させる。 

 

①水産資源の維持及び管理の取り組み 

◆サケ資源の増大 

・漁協は、地区内にサケのふ化場が無いことから、県内全体のサケの回帰率向上

を図るため、稚魚 300 万尾を県内のふ化場より購入し海中飼育の実施を行い、

基幹漁業である定置網漁業及びサケ延縄漁業の水揚げ向上を図る。 

②採介藻漁業・養殖漁業の生産量増加、生産性向上 

◆ホヤ養殖の実施 

・漁協は、余剰漁場の再配分及び再配置の調整を実施し、施設規模拡大に意欲あ

る漁業者に対して空き漁場を再配分することを実施する。また、新養殖種目の

ホヤの養殖を実施する。 

・漁協と県は、27年度に水産業共同利用施設復旧整備事業を活用して、ホヤ養殖

施設を整備し、30年度から出荷する体制を構築する。（100ｍ×S20台） 

◆ウニ生産量の増加 

・漁協は、ウニの資源の増大と生産量を増やすため、養殖施設の海底から、未利

用資源となっているウニをカゴ漁具を用いて、1,400 ㎏程度を浅場海域や大規

模増殖場等に移殖するとともに、県の指導や先進地視察を行って海中林を造成

しながら、ウニ資源の増大と生産量を増やすことを実施する。 

◆アワビ生産量の増加 

・種苗施設が復旧し、27年度以降から種苗放流数量が震災以前の水準に戻るため、

漁協は、県や山田町の指導のもと、種苗放流適地調査を行い、確実に放流適地

に種苗を放流することで、放流効果を最大限に高め生産量を増やす。 

◆ワカメ養殖の生産量増加 

・漁協と県は、27年度に水産業共同利用施設復旧整備事業を活用して、ワカメ養

殖施設を整備する。また、漁協は、空き漁場の有効利用を図るため、新規ワカ

メ養殖業者が現れるまで自営でワカメ養殖を実施する。 

（120ｍ×S30台、150ｍ×S12 台） 

③地域水産物の付加価値向上 

◆生ウニや水産物の付加価値向上 

・漁協とウニ採介藻漁業者は、ウニの食中毒を防止するため、むき身作業から集

荷場へ搬入するまでの器具の洗浄の徹底、殺菌海水や 10℃以下の冷海水を使用

する徹底した衛生管理や低温管理の実践及び魚市場での岩手県が平成 25年 8月

に策定した「岩手県高度衛生品質管理基準」に則り、水産物高度衛生品質管理

計画の履行により、安全で安心な水産物の供給に努め付加価値向上を図る。更

に、冷却海水の使用によるウニむき身の低温管理及びシャーベット海水氷の使

用による水産物の鮮度保持を徹底する。 

④担い手対策への取り組み 

◆新規就業者の確保及び漁業者の連携 

・漁協は、空き漁場の有効利用や、労働力不足に陥っている漁業者と新規就業者

の連携を促し、相互補完による効率的な生産体制に取り組む。 

・漁協は、地元小学生の定置網の網起しやホタテ養殖の水揚げ体験学習等を通じ

て漁業への理解を深め、後継者育成に取り組む。 

漁業コスト削減 

のための取組 

以下の取組より、経費を基準年比 2.6%削減させる。 

 

①省燃油航行の推進 

・全漁業者は、漁船の船底及びプロペラの清掃の実施、減速航行（１ノット）の

実施、漁船の軽量化(不要な荷物を積まない)により、燃油消費量を削減する。 

②低燃油推進機関の導入推進 

・全漁業種類において、老朽化により能力が劣化している推進機関について、低

燃費推進機関への機関換装の推進と、漁協は、必要な情報（低燃費推進機関の

情報)を漁業者に提供する。 

活用する支援措 

置等 
・水産多面的機能発揮対策事業 

  



 

(４) 関係機関との連携 

 

 本事業の効果が十分に発揮されるよう、岩手県、山田町と連携を図り、また、その他専門機関のア

ドバイスを受けながら計画達成に向けて事業を推進する。 

 

 

 

４ 目標 

(１) 数値目標 

 漁業所得の向上  ％以上 

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 

水産業共同利用施設復

旧整備事業 

①1 区画の漁場に新養殖種目のホヤ養殖施設 100ｍ×S20 台を整備し、漁

業の兼業による所得向上を図る。 

②3区画の漁場にワカメ養殖施設 120ｍ×S30台、150ｍ×S12台)を整備し、

新規養殖就業者を推進し、漁業の兼業による所得向上を図る。 

水産多面的機能発揮対

策事業 

①採介藻漁業者の漁業所得向上を図るため、海中林の造成を行って藻場面

積の拡大を図り、身入りが良いウニ、アワビを生産する。 

産地水産業強化支援事

業 

①海水冷却装置を整備し、生ウニ集荷の作業効率の改善と、ウニの漁獲か

ら集荷まで徹底した衛生管理を行うことで、生ウニの販売単価の向上を

図る。 

②津波で被災したものの復旧工事を行い現在も使用している製氷施設は、

隣接する防潮堤の嵩上げ工事に伴い、今後は直接漁船への氷の積み込み

が出来ずトラック配達等となるので、場所を移して新しく建設し、漁業

者の作業効率や利便性と衛生管理の向上を図るとともに、水産物の鮮度

を長く維持すると言われるシャーベット海水氷が製造できる施設の整

備を行う。 

 


