
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 宮古漁協地域水産業再生委員会 

代 表 者 名 会長 大 井 誠 治 
 

再生委員会の構成員 宮古漁業協同組合、宮古市 
（別添宮古漁協地域水産業再生委員会名簿参照) 

オブザーバー 岩手県（水産技術センター、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 

（地域の範囲） 
 岩手県宮古市の沿岸地域（旧田老町、重茂地区を除く） 
（漁業の種類） 
 養殖漁業（カキ、ホタテ、ワカメ、コンブ、ホヤ等）   65 名 
 漁協自営定置                     47 名 
 採介藻漁業（ウニ、アワビ、アサリ、ホッキ等）    701 名 
                        計  813 名 

 
２ 地域の現状 
(１) 関連する水産業を取り巻く現状等 

当地域は、岩手県沿岸中部に位置しており、当地域の北部沿岸は太平洋、中部～南部は宮古湾に面し

ており、主に定置漁業（サケ、イワシ、スルメイカ）、養殖漁業（カキ、ホタテ、ワカメ、コンブ、ホヤ

等）、採介藻漁業（アワビ、ウニ、アサリ、ホッキ等）が営まれている。 
平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災及び津波により甚大な被害を受けたが、現在は漁業施設

（漁船、漁具、養殖施設、魚市場、荷さばき施設、作業施設等）については概ね計画どおり復旧が進ん

でおり、これから本格的な復興に向け取組むところである。 
一方、施設復旧に要した負担は大きいうえ、漁協経営の要となる自営定置網は主力である秋サケの回

帰が不安定であり、安定経営を行なううえでネックとなっている。 
また、燃油や漁業資材の高騰など漁業経費が増大していることに加え、主要生産物の一つである養殖

わかめやこんぶの単価も不安定であり、漁協や各漁家の漁業経営を圧迫している。 
区画漁業権は地先の漁場でしか行使できないため、地区によって空き漁場が発生し、漁場を有効利用

できていない。 
第一種共同漁業権も同様であるため、アサリやホッキの種苗放流を実施しているものの、行使者が少

なく、放流資源を十分に回収できていない状況にある。 
ウニは震災後に大量発生し、資源量が多い状態であることが、調査で明らかになっている。 
アワビは津波により資源が流失しており、特に稚貝が大幅に減少していることが、国や県の研究 

機関の調査からも明らかになっているうえ、県内の種苗生産施設が全て被災したため、平成 24 年度から

平成 26 年度までの種苗放流数が震災前の 1～2 割に留まっていることから、今後数年間、資源状態が悪

い状態が続き、漁獲が低迷する恐れがある。 
さらに、漁業者の減少や高齢化が進むなど、当地域の水産業を取り巻く環境は非常に厳しい状況であ

る。 
 
(２) その他の関連する現状等 
・当組合では安全・安心・高品質な生産物を供給するため漁場環境の保全対策として組合員・役職員 300

人が一体となって管内全域の海浜で一斉清掃活動を実施し生産環境の維持管理に努めている。 
・宮古湾は豊富な栄養塩を含んだ閉伊川と津軽石川が注いでおり、貝類・藻類養殖場として、魚類の産

卵場所、仔稚魚の生育場所としての機能を有している。しかしながら湾奥ではサキグロタマツメタ等

害敵による影響で天然貝類（アサリ、ホッキ）の漁獲量が減少しており、水産多面的機能発揮対策事

業を導入し、害敵駆除を行い、生産量の回復に取組んでいる。 
・カキ養殖で発生するカキ殻を野菜・果樹農家・牧場等の土壌改良材として有効利用を図っている。 

 
 



３ 活性化の取組方針 
(１) 基本方針 
次の取組を行うことにより、10％の所得向上の達成を目指す。 
 
○漁業収入向上のための取組 
①養殖漁業の生産量増加、生産性向上 
・区画漁業権の柔軟な行使と意欲ある養殖経営体への漁場配分 
・ホヤ種苗生産技術の確立とホヤ養殖の拡大 
・干しワカメ生産拡大 

②貝類（アサリ、ホッキ）の生産量増大 
・第１種共同漁業権の柔軟な行使 
・害敵駆除（サキグロタマツメタ）、干潟の耕運等漁場改善の実施 

③ウニ生産量の増大と付加価値向上 
・資源水準に応じた積極的な漁獲 
・塩ウニ生産量の増加 

④アワビの資源管理、資源造成と適正利用 
・資源状況の把握と適正利用 
・種苗放流適地調査と適地放流 

⑤６次産業化の取組の支援強化の実施 
・漁業者グループが行なう直売等の支援 

⑥定置網漁獲物の高鮮度出荷による高付加価値化 
・定置網漁獲物の活〆、血抜の実施 

 
○漁業コスト削減のための取組 
①漁業経営セーフティネット構築事業の加入促進 
・燃油を多く使うすきコンブ、干しワカメ養殖漁業者を対象にした加入促進 

②省燃油航行の推進 
・漁船船底やプロペラ清掃の実施、減速航行の実施、漁船の軽量化（不要な荷物を積まない） 

により、燃油使用量を削減 
③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 
・アワビ漁業における自主的資源管理の取組 

アワビ稚貝放流適地漁場調査を実施し、好漁場へ稚貝を放流すると共に資源増殖・維持のため操業 
回数、時間、漁獲量を制限している。 

・ウニ漁業における自主的資源管理の取組 
ウニ資源増殖・維持のため、操業回数、時間、漁獲量を制限している。 

・秋サケ資源の維持・回復の取組 
ふ化場におけるサケ稚魚生産においては、種卵確保、放流稚魚の健苗性の向上、適期放流に努める。 

 
 
 
 
 
 



(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、以下の取組みについては、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

見直すものとする。 

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 0.1％向上させる。 
 
① 養殖漁業の生産量増加、生産性向上 

・漁協は、養殖漁業の空き漁場が有効利用できるよう、行使規則の見直しをする。 
・漁協は、ホヤ種苗を安定供給できるよう、岩手県水産技術センター等から講師を招

いて講習会を開催し、安定供給を図る。 
・ワカメ養殖業者は、他のワカメ製品より単価の高い干しワカメの生産拡大を図るた

め、漁消費者の動向調査を実施する。 
 
② 貝類（アサリ、ホッキ）の生産量増大 

・漁協は、第１種共同漁業権の行使規則の見直し（行使地区の拡大）を行い、行使可

能な漁場が拡大することで放流資源の有効利用を図る。 
・採介藻漁業者及び漁協は、貝類の害敵であるサキグロタマツメタの駆除や干潟の耕

運による漁場改善を実施し、貝類の生息環境を整備する。 
 
③ ウニ生産量の増大と付加価値向上 

・採介藻漁業者は、ウニを資源水準に応じ、積極的に漁獲することで生産量を増やし、

また、漁獲時のウニの相場を勘案のうえ、塩ウニ製造を行うことで付加価値向上に

努め、価格の維持・向上を図る。 
 
④ アワビの資源管理、資源造成と適正利用 

・採介藻漁業者は、東北区水産研究所・岩手県水産技術センター等と協力し、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

高める。 
 
⑤ ６次産業化の取組の支援強化の実施 

・漁協は、宮古産水産物の PR に繋げるため、市内でカキの直売を行っている津軽石

牡蠣養殖組合及び宮古湾牡蠣養殖組合（いずれも漁協の組合員が組織する団体）に

対して、機器の整備の支援を行う。また、その他の漁業者グループから希望があれ

ば随時取組を支援する。 
 
⑥ 定置網漁獲物の高鮮度出荷による高付加価値化 

・漁協は、ブリ、ヒラメ、タラなどの漁獲物の一部を活〆・血抜き処理して高鮮度を

維持して市内鮮魚店や飲食店へ出荷し、付加価値を向上する取組を試験的に行い、

評価を分析する。 

漁業コスト削減 
のための取組 

 以下の取組により、経費を基準年比 0.3％削減させる。 
 
漁業経営セーフティネット構築事業の導入 
・漁協は、すきコンブ、干しワカメの生産で燃油を多く使用する養殖漁業者に対し、

漁業経営セーフティネット構築事業への加入を勧める。 
 
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（年 1 回以上）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 低燃費推進機関の導入推進 

・全漁業者は、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

への機関換装を推進する。 
・漁協は、機関換装にあたり、必要な情報（低燃費推進機関の情報、省エネ機器等導

入推進事業等の情報）を提供する。 

活用する支援措 
置等 

・漁業経営セーフティネット構築事業（国） 
・省エネ機器等導入推進事業（国） 
・地域再生営漁活動支援事業（県） 



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 0.1％向上させる。 
 
① 養殖漁業の生産量増加、生産性向上 

・漁協は、区画漁業権の行使規則の改正内容を組合員に周知徹底するとともに、意

欲ある漁業者に優先的に漁場を配分し、規模拡大を促す。 
・漁協は、ホヤ養殖について 27 年度までにホヤ種苗生産技術を確立し、今年度に

安定供給できる体制を整備する。 
・ワカメ養殖業者は、干しワカメについて需給動向調査の結果を受け、生産の拡大

を実施するかどうかを判断する。 
また、すきコンブの漁期（4 月～）になると干しワカメ生産が終了するため、よ

り早い時期から刈取できる種苗（早期の沖出しが可能で、成長が早い）の開発に

取組み、干しワカメ生産期間の延長を図る。 
 
② 貝類（アサリ、ホッキ）の生産量増大 

・漁協は、第１種共同漁業権の行使規則の改正内容（行使地区の拡大）を組合員に

周知徹底するとともに、採介藻漁業者が放流したアサリ、ホッキを積極的に漁獲

することで、放流資源を有効利用する。 
・採介藻漁業者は、貝類の害敵であるサキグロタマツメタの駆除や干潟の耕運によ

る漁場改善を実施し、貝類の生息環境を整備する。 
 
③ ウニ生産量の増大と付加価値向上 

・漁協は、ウニの資源状況を把握し、採介藻漁業者が資源水準に応じた積極的な漁

獲を継続することで、生産量を増やす。 
・漁協は、その時のウニの相場を勘案のうえ、塩ウニ製造を積極的に行なうことで

付加価値向上に努め、価格の維持・向上を図る。 
 
④ アワビの資源管理、資源造成と適正利用 

・漁協は、アワビの資源状況を把握し、資源水準に応じた漁獲規制による資源保護

を継続する。 
・漁協は、種苗放流適地調査、放流適地への種苗放流を継続して実施する。 
 
⑤ ６次産業化の取組の支援強化の実施 

・漁協は、宮古産水産物の PR に繋げるため、市内でカキの直売を行っている津軽

石牡蠣養殖組合及び宮古湾牡蠣養殖組合に対する、支援を継続する。また、その

他の漁業者グループから希望があれば随時取組を支援する。 
 
⑥定置網漁獲物の高鮮度出荷による高付加価値化 
・漁協は、自営定置網漁獲物の一部を活〆・血抜き処理して高鮮度を維持して出荷

する試験を継続する。 

漁業コスト削減 
のための取組 

 以下の取組により、経費を基準年比 0.3％削減させる。 
 
① 漁業経営セーフティネット構築事業の導入 

・漁協は、すきコンブ、干しワカメの生産で燃油を多く使用する養殖漁業者に対し、

漁業経営セーフティネット構築事業への加入を勧める。 
 
② 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（年 1 回以上）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。 
 
③ 低燃費推進機関の導入推進 

・全漁業者は、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

関への機関換装を推進する。 
・漁協は、機関換装にあたり、必要な情報（低燃費推進機関の情報）を提供する。 

活用する支援措 
置等 

・漁業経営セーフティネット構築事業（国） 
 

 



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 0.1％向上させる。 
 
① 養殖漁業の生産量増加、生産性向上 

・漁協は、意欲ある漁業者に優先的に漁場を配分し、規模拡大を促す。 
・漁協は、安定供給が可能なホヤ種苗を養殖漁業者に対し周知・宣伝し、今後、ホ

ヤ養殖漁業者を増やすことで、生産量の増加を図る。 
・ワカメ養殖業者は、干しワカメの生産を拡大するため養殖規模を拡大するととも

に、より早い時期から刈取が可能な種苗の開発に取組み、干しワカメ生産期間の

延長を図る。 
 
② 貝類（アサリ、ホッキ）の生産量増大 

・採介藻漁業者は、放流したアサリ、ホッキを積極的に漁獲することで、放流資源

を有効利用する。 
・採介藻漁業者は、貝類の害敵であるサキグロタマツメタの駆除や干潟の耕運によ

る漁場改善を実施し、貝類の生息環境を整備する。 
 
③ ウニ生産量の増大と付加価値向上 

・漁協は、ウニの資源状況を把握し、採介藻漁業者が資源水準に応じた積極的な漁

獲を継続することで、生産量を増やす。 
・漁協は、その時のウニの相場を勘案のうえ、塩ウニ製造を積極的に行なうことで

付加価値向上に努め、価格の維持・向上を図る。 
 
④ アワビの資源管理、資源造成と適正利用 

・漁協は、アワビの資源状況を把握し、資源水準に応じた漁獲規制による資源保護

を継続する。 
・漁協は、種苗放流適地調査、放流適地への種苗放流を継続して実施する。 
 
⑤ ６次産業化の取組の支援強化の実施 

・漁協は、宮古産水産物の PR に繋げるため、市内でカキの直売を行っている津軽

石牡蠣養殖組合及び宮古湾牡蠣養殖組合に対する、支援を継続する。また、その

他の漁業者グループから希望があれば随時取組を支援する。 
 
⑥定置網漁獲物の高鮮度出荷による高付加価値化 
・漁協は、自営定置網漁獲物の一部を活〆・血抜き処理して高鮮度を維持して出荷

する取組をスタートする。 

漁業コスト削減 
のための取組 

 以下の取組により、経費を基準年比 0.3％削減させる。 
 
① 漁業経営セーフティネット構築事業の導入 

・漁協は、すきコンブ、干しワカメの生産で燃油を多く使用する養殖漁業者に対し、

漁業経営セーフティネット構築事業への加入を勧める。 
 
② 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（年 1 回以上）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。 
 
③ 低燃費推進機関の導入推進 

・全漁業者は、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

関への機関換装を推進する。 
・漁協は、機関換装にあたり、必要な情報（低燃費推進機関の情報）を提供する。 

活用する支援措 
置等 

・漁業経営セーフティネット構築事業（国） 
 



 
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 0.7％向上させる。 
 
① 養殖漁業の生産量増加、生産性向上 

・漁協は、意欲ある漁業者に優先的に漁場を配分し、規模拡大を促す。 
・漁協は、安定供給が可能なホヤ種苗を養殖漁業者に対し周知・宣伝し、ホヤ養殖

漁業者をさらに増やし、生産量の増加を図る。 
・ワカメ養殖業者は、干しワカメを新たに開発した種苗を用い、早い時期から刈取

や生産を始め、今までより長期間生産を行なうことで、生産量を増やす。 
 
② 貝類（アサリ、ホッキ）の生産量増大 

・採介藻漁業者は、放流したアサリ、ホッキを積極的に漁獲することで、放流資源

を有効利用する。 
・採介藻漁業者は、貝類の害敵であるサキグロタマツメタの駆除や干潟の耕運によ

る漁場改善を実施し、貝類の生息環境を整備する。 
 
③ ウニ生産量の増大と付加価値向上 

・漁協は、ウニの資源状況を把握し、採介藻漁業者が資源水準に応じた積極的な漁

獲を継続することで、生産量を増やす。 
・漁協は、その時のウニの相場を勘案のうえ、塩ウニ製造を積極的に行なうことで

付加価値向上に努め、価格の維持・向上を図る。 
 
④ アワビの資源管理、資源造成と適正利用 

・27 年度に放流したアワビ種苗の一部が漁獲サイズ（9cm 以上）に達するが、漁

協は、資源状況を把握し、資源水準に応じた漁獲規制による資源保護を継続する。 
・漁協は、種苗放流適地調査、放流適地への種苗放流を継続して実施する。 
 
⑤ ６次産業化の取組の支援強化の実施 

・漁協は、宮古産水産物の PR に繋げるため、市内でカキの直売を行っている津軽

石牡蠣養殖組合及び宮古湾牡蠣養殖組合に対する、支援を継続する。また、その

他の漁業者グループから希望があれば随時取組を支援する。 
 
⑥定置網漁獲物の高鮮度出荷による高付加価値化 
・漁協は、自営定置網漁獲物の一部を活〆・血抜き処理して高鮮度を維持して出荷

する取組を拡大する。 

漁業コスト削減 
のための取組 

 以下の取組により、経費を基準年比 0.3％削減させる。 
 
① 漁業経営セーフティネット構築事業の導入 

・漁協は、すきコンブ、干しワカメの生産で燃油を多く使用する養殖漁業者に対し、

漁業経営セーフティネット構築事業への加入を勧める。 
 
② 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（年 1 回以上）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。 
 
③ 低燃費推進機関の導入推進 

・全漁業者は、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

関への機関換装を推進する。 
・漁協は、機関換装にあたり、必要な情報（低燃費推進機関の情報）を提供する。 

活用する支援措 
置等 

・漁業経営セーフティネット構築事業（国） 
 



 
５年目(平成 31 年度) 
 取組の最終年度であり、前年度に引き続き漁業収入向上及びコスト削減の努力を行うが、目標達成

が確実なものになるよう、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なう。 

漁業収入向上の 
ための取組 

 以下の取組により、漁業収入を基準年比 1.5％向上させる。 
 
① 養殖漁業の生産量増加、生産性向上 

・漁協は、意欲ある漁業者に優先的に漁場を配分し、規模拡大を促す。 
・漁協は、安定供給が可能なホヤ種苗を養殖漁業者に対し周知・宣伝し、ホヤ養殖

漁業者をさらに増やし、生産量の増加を図る。 
・ワカメ養殖業者は、干しワカメを新たに開発した種苗を用い、早い時期から刈取

や生産を始め、今までより長期間生産を行なうことで、生産量を増やす。 
 
② 貝類（アサリ、ホッキ）の生産量増大 

・採介藻漁業者は、放流したアサリ、ホッキを積極的に漁獲することで、放流資源

を有効利用する。 
・採介藻漁業者は、貝類の害敵であるサキグロタマツメタの駆除や干潟の耕運によ

る漁場改善を実施し、貝類の生息環境を整備する。 
 
③ ウニ生産量の増大と付加価値向上 

・漁協は、ウニの資源状況を把握し、採介藻漁業者が資源水準に応じた積極的な漁

獲を継続することで、生産量を増やす。 
・漁協は、その時のウニの相場を勘案のうえ、塩ウニ製造を積極的に行なうことで

付加価値向上に努め、価格の維持・向上を図る。 
 
④ アワビの資源管理、資源造成と適正利用 

・27 年度に放流したアワビの多くが漁獲サイズ（殻長 9cm 以上）となることから、

漁協は、アワビの資源状況を把握し、国や県などの研究機関の意見も参考にしな

がら、採介藻漁業者は資源水準に応じて漁獲する。 
・漁協は、種苗放流適地調査、放流適地への種苗放流を継続して実施する。 
 
⑤ ６次産業化の取組の支援強化の実施 

・漁協は、宮古産水産物の PR に繋げるため、市内でカキの直売を行っている津軽

石牡蠣養殖組合及び宮古湾牡蠣養殖組合に対する、支援を継続する。また、その

他の漁業者グループから希望があれば随時取組を支援する。 
 
⑥定置網漁獲物の高鮮度出荷による高付加価値化 
・漁協は、自営定置網漁獲物の一部を活〆・血抜き処理して高鮮度を維持して出荷

する取組について、自営定置での取扱量を増やすとともに、これまでの結果を普

及することにより、他定置網や他漁業種類にも波及させる。 

漁業コスト削減 
のための取組 

 以下の取組により、経費を基準年比 0.3％削減させる。 
 
① 漁業経営セーフティネット構築事業の導入 

・漁協は、すきコンブ、干しワカメの生産で燃油を多く使用する養殖漁業者に対し、

漁業経営セーフティネット構築事業への加入を勧める。 
 
② 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（年 1 回以上）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。 
 
③ 低燃費推進機関の導入推進 

・全漁業者は、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

関への機関換装を推進する。 
・漁協は、機関換装にあたり、必要な情報（低燃費推進機関の情報）を提供する。 

活用する支援措 
置等 

・漁業経営セーフティネット構築事業（国） 
 



 
(４) 関係機関との連携 
 系統団体（岩手県漁業協同組合連合会等）、地域団体（宮古漁業協同組合等）、行政機関（岩手県、

宮古市）と連携し、浜の活力再生プランの目標達成に向けて各種取組みを実施する。 
 
 
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 

漁業経営セーフティー

ネット構築等事業 
 漁業経営の安定を図るため燃油高騰の影響緩和に備えた対策により、浜

の活力再生プランの効果が高められる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


