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対象となる地域の範囲

及び漁業の種類 

愛知県常滑市鬼崎地区 

ノリ養殖業（51経営体） 

 

２ 地域の現状 

（１）関連する水産業を取り巻く現状等 

伊勢湾の北東部に位置する当地区は、名古屋都心に近く、南には中部国際空港が整備

されている。その地先は、木曽三川から流入する豊富な栄養塩に支えられ、優良な海苔

養殖漁場となっている。このことから、鬼崎漁業協同組合のノリ養殖業は、県内一の生

産量であり、県内シェアの28％を占める。地区の主な漁業は、生産金額の85％を占める

ノリ養殖業であるが、それ以外にも、伊勢湾奥部に生息する豊富な魚介類を対象とする

底びき網漁業（シャコ、エビ、アナゴ、カニ、タコ等）、潜水漁業（タイラギ等）、採

貝漁業（アサリ、バカガイ、トリガイ等）などが営まれている。 

鬼崎漁協のノリ養殖業の概要  年間生産枚数：98,152千枚 

    （平成23年度実績）   年間生産額：1,170,077千円 

                経営体数：51経営体 

                柵  数：13,602柵 

                漁場面積：293,803m² 

 

鬼崎漁協は、ノリ加工設備への投資による経営の圧迫、消費形態の変化による価格低

迷、地域の宅地化による加工場の騒音問題、高い生産性を支える労働力の確保といった

課題を抱えており、その解決を図るため、平成19年に「鬼崎漁業協同組合のり共同加工

団地基本構想」を策定した。本構想では、宅地内に点在する海苔加工場を集約するため

の海苔加工団地（＝用地及び大型海苔加工場）の整備、加工委託や協業による共同加工

化の推進を課題解決策と位置付けている。 

本構想に基づき、平成20年度から25年度にかけて水産基盤整備事業により常滑市が加

工場用地を鬼崎漁港に整備し、産地水産業強化支援事業により鬼崎漁協が、平成25年度

に海苔共同加工施設3棟を整備し、平成26年度に同3棟を整備している。また、平成27

年度には更に3棟の整備を計画中で、合計9棟の加工施設の整備に取り組んでいる。 



また近年は、クロダイなどの藻類を捕食する魚類や草食性のカモによるノリの食害が

増加しており、さらに海水温の上昇に伴いノリ漁期が縮小し、生産量が減少するなどの

問題を抱えており、これらの課題への対応が求められている。 

（２）その他の関連する現状等 

 鬼崎漁協は平成20年2月20日に大野漁協と合併し、経営の合理化に努めている。 

漁場周辺においては、現在、名古屋港航路浚渫土砂の埋立処分が検討されており、埋

立に伴う潮流の変化や栄養塩類の低下が危惧される。また、このような海況変化に伴い、

あかぐされ病や感染性スミノリ症等ノリ葉体の病気の蔓延等の懸念がある。 

また、中部電力西名古屋発電所第7系列の機能拡張に伴う温排水により、海水温が上

昇し、ノリの養殖期間の縮小、温かい水を好む魚類によるノリの食害被害の拡大等が懸

念されている。 

  

  



３ 活性化の取組方針 

（１）基本方針 

 漁業者が漁協と連携して以下の課題に取り組むことにより、漁業者の所得向上を目指

すことを基本方針とする。 

１. 海苔共同加工場の整備を進め、共同加工化によるコスト削減を図る。 

２. 共同加工化によって産み出された余剰労働力を用いて、養殖柵数の増加やノリの

食害対策等に取り組み、生産量の増加を図る。 

 

また、直接の所得向上には算定しないが、漁業者が関係機関と協力して以下の課題に

取り組むことで将来的な浜の活性化を図ってゆく。 

３. ノリの直売事業の拡充や、地域の小学校等での食育活動等に取り組むことで、地

域におけるノリの認知度向上や普及を図る。 

４. 若手漁業者数名で構成される鬼崎漁協のり研究部は、ノリの養殖生産に関する調

査･研究･開発を担う組織として活動している。鬼崎漁協のり研究部を始め、知多

地区各漁協のり研究部が構成員となっている知多のり研究会により、栄養塩調査、

葉体病障害調査等を実施し、漁場環境や葉体の健全度を把握する。この情報を元

に漁業者は、これまで以上にきめ細かな網管理を行い、品質の向上を図る。また

漁協は、ノリの加工技術や品質管理に関する研修を実施し、人材育成を図る。こ

れらの取り組みによりノリの品質を向上させ、流通での評価を高める。 

５. ノリ養殖は、通常、海水温が23℃を下回ると養殖を開始するが、近年は海水温上昇に

より開始時期が遅くなり、20年前と比べると漁期が2週間程度短くなっている。水産

試験場の開発した｢あゆち黒誉れ｣は、葉体の多層化等の障害の起こりにくい高温

耐性種苗であるが、この種苗を実際の養殖に適用し、温暖化で短くなった養殖期

間を拡大させるための技術開発が課題である。漁協のり研究部は、水産試験場の

協力の下、養殖期間を１０日程度拡大させることを目標に、この種苗を用いての

早期育苗技術の開発に取り組み、将来的なノリ生産力の向上を図る。 

６. 共同加工に参加することで、従来の家族労働から漁業者主体の労働へ転換を促す。

従来の家族労働が抱えていた問題点である花嫁対策、後継者問題の解決のきっか

けとすることで、将来的なノリ養殖の担い手の確保につなげてゆく。 

 

（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 

持続的養殖生産確保法に基づく知多地区漁場改善計画の適正な推進 

愛知県知多地区10漁協で構成される知多のり協議会で策定された知多のり養殖基準の

遵守によるノリ養殖漁場環境の保全 

 

  



（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２６年度） 

漁業収入向上の

ための取組 
○平成 25年度に鬼崎漁港に整備した海苔共同加工施設３棟に対し、

個人経営体（15経営体、漁協生産量の約 25％）が共同加工に参加

する。共同加工化により発生する余剰労働力を用いて、漁業者は、

食害防除網の設置等による食害対策及び養殖柵の増柵による生産

量増大を図る。 

魚に対する防除網は、ノリ網から垂下するように設置し、侵入

を防ぐことで防除する。カモに対する防除は、支柱柵の上部を網

で囲う、浮き流し網を沈下する、等の方法により防除する。防除

網等の設置には多くの労力が必要なため、零細な漁業者は充分な

対策を取る余裕が無かったが、共同加工化で得られた余剰時間を

これに当てることが出来る。 

養殖柵は５年間で 600柵（面積：12,960m²程度）増柵すること

とし、漁場環境への影響を確認しつつ、毎年 120柵ずつ新たに設

置する。漁場は、平成 21年に 55経営体（14,364柵）だったが、

年々、漁業者の廃業に伴う未利用漁場の増加に対し、これまでは

各経営体に余力が無いために利用できずにいた。この未利用漁場

について、共同加工に参加する 15経営体が作業の余力や環境影響

を考慮しつつ徐々に柵数の増加に取り組む。 

 

→食害対策および増柵による生産量増大により、1.1％の収入向上

を図る。 

 

○漁協事務所内に設けられている直販所について、漁協は、常滑農

業祭を始めとしたイベントでの PRや漁協周辺道路への看板の設置

等により地域における鬼崎ノリの認知度の向上を図ると共に、漁

協と提携して直販所の商品を販売しているスーパーやその他量販

店に対し、取り扱い店舗数の増加等、販路の拡大を働きかける。 

また、漁協と漁業者は、鬼崎漁協の漁業士が参加している幼稚

園での料理教室等でノリの栄養について周知を図る、常滑市内小

中学校の給食に鬼崎ノリを提供出来るよう給食事業者に働きかけ

る、等の食育活動に積極的に取り組む。 

これらの活動により、まずは常滑市内での鬼崎ノリの認知度向

上を図ってゆく。 

漁業者は、共同加工に参加することにより、これまで個人加工

では難しかった製品規格や検査基準を統一し、問屋への信用力向

上を図る。また、漁協は、ノリ加工機械メーカーによる加工技術

の研修や、ノリ問屋などを講師に招いての品質向上のための講習

会の開催などに取り組み、鬼崎ノリの品質向上を図る。これらの

取り組みにより流通での評価を高める。 



○水産試験場が開発した高温耐性種苗による早期育苗試験を鬼崎漁

協のり研究部が実施し、実用性を検討する。高温耐性種苗につい

て、通常より１０日程度早く養殖を開始して、通常どおりの作業

をした場合に発生する問題点（変形、縮れ等の障害の程度、ノリ

葉体基部の発達の程度、病害等の発生状況）を把握する。 

 

漁業コスト削減

のための取組 
○平成 25年度に整備した海苔共同加工施設を活用し共同加工化に取

り組むことにより、51経営体のうち 15経営体が共同加工に参加す

ることにより、全生産量の 25%程度について生産コストの削減を図

る。 

→ノリ養殖経営体が共同加工に参加することで加工コストを

4.1％削減する。 

活用する支援 

措置等 
産地水産業強化支援事業（ハード）（水産庁事業） 

水産業振興対策事業（のり養殖経営構造改善事業）（県事業） 

産業団体共同施設事業（市事業） 

漁業近代化資金 

高温耐性種苗研究事業（愛知県漁連） 

  



２年目（平成２７年度） 

漁業収入向上の

ための取組 
○平成 25、26年度に鬼崎漁港に整備した海苔共同加工施設６棟

に対し、個人経営体（27 経営体、漁協生産量の 53％）が共同加工

に参加する。共同加工化により発生する余剰労働力を用いて、漁

業者は、食害防除網の設置等による食害対策及び養殖柵の増柵に

よる生産量増大を図る。 

魚に対する防除網は、ノリ網から垂下するように設置し、侵入

を防ぐことで防除する。カモに対する防除は、支柱柵の上部を網

で囲う、浮き流し網を沈下する、等の方法により防除する。防除

網等の設置には多くの労力が必要なため、零細な漁業者は充分な

対策を取る余裕が無かったが、共同加工化で得られた余剰時間を

これに当てることが出来る。 

養殖柵は５年間で 600柵（面積：12,960m²程度）増柵すること

とし、漁場環境への影響を確認しつつ、毎年 120柵ずつ新たに設

置する。漁場は、平成 21年に 55経営体（14,364柵）だったが、

年々、漁業者の廃業に伴う未利用漁場の増加に対し、これまでは

各経営体に余力が無いために利用できずにいた。この未利用漁場

について、共同加工に参加する 27経営体が作業の余力や環境影響

を考慮しつつ徐々に柵数の増加に取り組む。 

 

→食害対策および増柵による生産量増大により、1.1％の収入向上

を図る。 

 

○漁協事務所内に設けられている直販所について、漁協は、常滑農

業祭を始めとしたイベントでの PRや漁協周辺道路への看板の設置

等により地域における鬼崎ノリの認知度の向上を図ると共に、漁

協と提携して直販所の商品を販売しているスーパーやその他量販

店に対し、取り扱い店舗数の増加等、販路の拡大を働きかける。 

また、漁協と漁業者は、鬼崎漁協の漁業士が参加している幼稚

園での料理教室等でノリの栄養について周知を図る、常滑市内小

中学校の給食に鬼崎ノリの提供を開始する、等の食育活動に積極

的に取り組む。これらの活動により、常滑市内での鬼崎ノリの認

知度向上を深化させる。 

漁業者は、共同加工に参加することにより、これまで個人加工

では難しかった製品規格や検査基準を統一し、問屋への信用力向

上を図る。また、漁協は、ノリ加工機械メーカーによる加工技術

の研修や、ノリ問屋などを講師に招いての品質向上のための講習

会の開催（共同加工施設で生産されたノリの評価、改善点の検討）

などに取り組み、鬼崎ノリの品質向上を図る。これらの取り組み

により流通での評価を高める。 

 



○水産試験場が開発した高温耐性種苗による早期育苗試験を鬼崎漁

協のり研究部が実施し、実用性を検討する。高温耐性種苗につい

て、前年度に確認された高温耐性種苗による早期育苗の問題点（変

形、縮れ等の障害の程度、ノリ葉体基部の発達の程度、病害等の

発生状況）に対し、養殖技術（避難入庫、網洗い等）で対応する

手段を鬼崎漁協のり研究部が水産試験場の協力の下で検討する。 

 

漁業コスト削減

のための取組 
○平成 25、26年度に整備した海苔共同加工施設を活用し共同加工化

に取り組む。51経営体のうち 27経営体が共同加工に参加すること

により、全生産量の 53％程度について生産コストの削減を図る。 

→ノリ養殖経営体が共同加工に参加することで加工コストを

4.1％削減する。 

活用する支援 

措置等 
産地水産業強化支援事業（ハード）（水産庁事業） 

漁業近代化資金 

  



３年目（平成２８年度） 

漁業収入向上の

ための取組 
○平成 25～27年度に鬼崎漁港に整備した海苔共同加工施設 9棟

に対し、個人経営体（40 経営体、漁協ノリ生産量の 85％）が共同

加工に参加する。共同加工化により発生する余剰労働力を用いて、

漁業者は、食害防除網の設置等による食害対策及び養殖柵の増柵

による生産量増大を図る。 

魚に対する防除網は、ノリ網から垂下するように設置し、侵入

を防ぐことで防除する。カモに対する防除は、支柱柵の上部を網

で囲う、浮き流し網を沈下する、等の方法により防除する。防除

網等の設置には多くの労力が必要なため、零細な漁業者は充分な

対策を取る余裕が無かったが、共同加工化で得られた余剰時間を

これに当てることが出来る。 

養殖柵は５年間で 600柵（面積：12,960m²程度）増柵すること

とし、漁場環境への影響を確認しつつ、毎年 120柵ずつ新たに設

置する。漁場は、平成 21年に 55経営体（14,364柵）だったが、

年々、漁業者の廃業に伴う未利用漁場の増加に対し、これまでは

各経営体に余力が無いために利用できずにいた。この未利用漁場

について、共同加工に参加する 40経営体が作業の余力や環境影響

を考慮しつつ徐々に柵数の増加に取り組む。 

 

→食害対策および増柵による生産量増大により、1.1％の収入向上

を図る。 

 

○漁協事務所内に設けられている直販所について、漁協は、常滑農

業祭を始めとしたイベントでの PRや漁協周辺道路への看板の設置

等により地域における鬼崎ノリの認知度の向上を図ると共に、漁

協と提携して直販所の商品を販売しているスーパーやその他量販

店に対し、取り扱い店舗数の増加等、販路の拡大を働きかける。 

また、漁協と漁業者は、鬼崎漁協の漁業士が参加している幼稚

園での料理教室等でノリの栄養について周知を図る、常滑市内小

中学校の給食への鬼崎ノリの提供について提供範囲や機会の拡大

を図る、等の食育活動に積極的に取り組む。これらの活動により、

常滑市内での鬼崎ノリの認知度向上をさらに深化させる。 

漁業者は、共同加工に参加することにより、これまで個人加工

では難しかった製品規格や検査基準を統一し、問屋への信用力向

上を図る。また、漁協は、ノリ加工機械メーカーによる加工技術

の研修や、ノリ問屋などを講師に招いての品質向上のための講習

会の開催（共同加工施設で生産されたノリの評価、改善点の検討）

などに取り組み、鬼崎ノリの品質向上を図る。これらの取り組み

により流通での評価を高める。 

 



○漁協のり研究部は、昨年度までの高温耐性種苗の早期育苗試験の

結果を受けて更に問題点の改善を検討すると共に、漁業者は、こ

れまでの技術成果を生かして実際の高温耐性種苗の早期養殖生産

を試みる。 

 

漁業コスト削減

のための取組 
○平成 25～27年度に整備した海苔共同加工施設を活用し共同加工化

に取り組むことにより、51経営体のうち 40経営体が共同加工に参

加することにより、全生産量の 85％程度について生産コストの削

減を図る。 

→ノリ養殖経営体が共同加工に参加することで加工コストを

4.1％削減する。 

活用する支援 

措置等 
産地水産業強化支援事業（ソフト）（水産庁事業） 

漁業近代化資金 

  



４年目（平成２９年度） 

漁業収入向上の

ための取組 
○27年度までに整備した海苔共同加工施設 9棟を活用し、個人経営

体（44 経営体）が共同加工に参加する。共同加工化により発生す

る余剰労働力を用いて、漁業者は、食害防除網の設置等による食

害対策及び養殖柵の増柵による生産量増大を図る。 

魚に対する防除網は、ノリ網から垂下するように設置し、侵入

を防ぐことで防除する。カモに対する防除は、支柱柵の上部を網

で囲う、浮き流し網を沈下する、等の方法により防除する。防除

網等の設置には多くの労力が必要なため、零細な漁業者は充分な

対策を取る余裕が無かったが、共同加工化で得られた余剰時間を

これに当てることが出来る。 

養殖柵は５年間で 600柵（面積：12,960m²程度）増柵すること

とし、漁場環境への影響を確認しつつ、毎年 120柵ずつ新たに設

置する。漁場は、平成 21年に 55経営体（14,364柵）だったが、

年々、漁業者の廃業に伴う未利用漁場の増加に対し、これまでは

各経営体に余力が無いために利用できずにいた。この未利用漁場

について、共同加工に参加する 44経営体が作業の余力や環境影響

を考慮しつつ徐々に柵数の増加に取り組む。 

 

→食害対策および増柵による生産量増大により、1.1％の収入向上

を図る。 

 

○漁協事務所内に設けられている直販所について、漁協は、常滑農

業祭を始めとしたイベントでの PRや漁協周辺道路への看板の設置

等により地域における鬼崎ノリの認知度の向上を図ると共に、漁

協と提携して直販所の商品を販売しているスーパーやその他量販

店に対し、取り扱い店舗数の増加等、販路の拡大を働きかける。 

また、漁協と漁業者は、鬼崎漁協の漁業士が参加している幼稚

園での料理教室等でノリの栄養について周知を図る、常滑市内小

中学校の給食への鬼崎ノリの提供について提供範囲や機会の拡大

を図る、周辺市町へも給食へのノリの提供を検討する、等の食育

活動に積極的に取り組む。これらの活動により、常滑市内での鬼

崎ノリの認知度向上をさらに深化させるとともにその周辺への周

知にも取り組んでゆく。 

漁業者は、共同加工に参加することにより、これまで個人加工

では難しかった製品規格や検査基準を統一し、問屋への信用力向

上を図る。また、漁協は、ノリ加工機械メーカーによる加工技術

の研修や、ノリ問屋などを講師に招いての品質向上のための講習

会の開催（共同加工施設で生産されたノリの評価、改善点の検討）

などに取り組み、鬼崎ノリの品質向上を図る。これらの取り組み

により流通での評価を高める。 



 

○漁協のり研究部は水産試験場の協力の下で、高温耐性種苗を実際

の早期養殖生産に適用した際に生じた問題点の解決を図ると共

に、漁業者は、早期養殖生産への適用を拡大する。 

 

漁業コスト削減

のための取組 
○これまでに整備された海苔共同加工施設 9棟を活用し共同加工化

に取り組むことにより、51経営体のうち 44経営体が共同加工に参

加し、全生産量の 95％程度について生産コストの削減を図る。 

→ノリ養殖経営体が共同加工に参加することで加工コストを

4.1％削減する。 

活用する支援 

措置等 
産地水産業強化支援事業（ソフト）（水産庁事業） 

漁業近代化資金 

  



５年目（平成３０年度） 

漁業収入向上の

ための取組 
○27年度までに整備した海苔共同加工施設 9棟を活用し、個人経営

体（44 経営体）が共同加工に参加する。共同加工化により発生す

る余剰労働力を用いて、漁業者は、食害防除網の設置等による食

害対策及び養殖柵の増柵による生産量増大を図る。 

魚に対する防除網は、ノリ網から垂下するように設置し、侵入

を防ぐことで防除する。カモに対する防除は、支柱柵の上部を網

で囲う、浮き流し網を沈下する、等の方法により防除する。防除

網等の設置には多くの労力が必要なため、零細な漁業者は充分な

対策を取る余裕が無かったが、共同加工化で得られた余剰時間を

これに当てることが出来る。 

養殖柵は５年間で 600柵（面積：12,960m²程度）増柵すること

とし、漁場環境への影響を確認しつつ、毎年 120柵ずつ新たに設

置する。漁場は、平成 21年に 55経営体（14,364柵）だったが、

年々、漁業者の廃業に伴う未利用漁場の増加に対し、これまでは

各経営体に余力が無いために利用できずにいた。この未利用漁場

について、共同加工に参加する 44経営体が作業の余力や環境影響

を考慮しつつ徐々に柵数の増加に取り組む。 

 

→食害対策および増柵による生産量増大により、1.1％の収入向上

を図る。 

 

○漁協事務所内に設けられている直販所について、漁協は、常滑農

業祭を始めとしたイベントでの PRや漁協周辺道路への看板の設置

等により地域における鬼崎ノリの認知度の向上を図ると共に、漁

協と提携して直販所の商品を販売しているスーパーやその他量販

店に対し、取り扱い店舗数の増加等、販路の拡大を働きかける。 

また、漁協と漁業者は、鬼崎漁協の漁業士が参加している幼稚

園での料理教室等でノリの栄養について周知を図る、常滑市内小

中学校の給食への鬼崎ノリの提供について提供範囲や機会の拡大

を図る、周辺市町へも給食へのノリの提供を検討する、等の食育

活動に積極的に取り組む。これらの活動により、常滑市内での鬼

崎ノリの認知度向上をさらに深化させるとともにその周辺への周

知にも取り組んでゆく。 

漁業者は、共同加工に参加することにより、これまで個人加工

では難しかった製品規格や検査基準を統一し、問屋への信用力向

上を図る。また、漁協は、ノリ加工機械メーカーによる加工技術

の研修や、ノリ問屋などを講師に招いての品質向上のための講習

会の開催（共同加工施設で生産されたノリの評価、改善点の検討）

などに取り組み、鬼崎ノリの品質向上を図る。これらの取り組み

により流通での評価を高める。 



 

○漁協のり研究部は水産試験場の協力の下で、高温耐性種苗を実際

に本格的に早期養殖生産に適用した際に生じた問題点の解決を図

ると共に、漁業者は、早期養殖生産への適用をさらに拡大する。 

 

漁業コスト削減

のための取組 
○これまでに整備された海苔共同加工施設 9棟を活用し共同加工化

に取り組むことにより、51経営体のうち 44経営体が共同加工に参

加し、全生産量の 95％程度について生産コストの削減を図る。 

→ノリ養殖経営体が共同加工に参加することで加工コストを

4.1％削減する。 

活用する支援 

措置等 
漁業近代化資金 

 

（４）関係機関との連携 

行政（愛知県農林水産部水産課、愛知県建設部港湾課）、普及（愛知県知多農林水産

事務所水産課）、研究機関（愛知県水産試験場）や愛知県漁業協同組合連合会、愛知県

信用漁業協同組合連合会と連携を図り、課題解決に向けた取り組みを着実に実施する。 

 

 

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）数値目標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 

・産地水産業強化

支援事業 

 

 

 

・漁業近代化資金 

 

・高温耐性種苗研

究事業 

（愛知県漁連） 

・海苔共同加工施設の整備（ハード事業） 

（共同加工化によりコストダウン、余剰労働力の創出を図る。） 

・ブランド化の推進（ソフト事業） 

（直販事業の拡充、食育活動の推進） 

 

・加工場整備にかかる資金に対する利子補給 

 

・高温耐性種苗の開発と実用化試験 

（高温耐性種苗の導入で漁期を拡大し、ノリ生産量の増加を図る） 

 


