
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。

　　青森県むつ市脇野沢村

※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

３　活性化の取組方針

(1)　基本方針
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再生委員会の
構成員

 脇野沢村漁業協同組合

 むつ市脇野沢庁舎

 青森県（下北地域県民局地域農林水産部むつ水産事務所）

対象となる地域の範
囲及び漁業の種類

地　　　域

漁業の種類
ホタテガイ養殖漁業、ナマコ桁網漁業、
底建網漁業、小型定置網漁業

38経営体が、上記漁業に従事

(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
　組合の区画漁業権行使規則及びＴＡＳＣ（タスク：、陸奥湾内のホタテガイ生産量の総量規
制）制度の遵守によりホタテガイの安定的生産を図るとともに、マダラ陸奥湾産卵群資源回復
計画に基づく放卵放精後の親魚及び小型魚の再放流等の資源管理を継続するほか、組合内規に
よるナマコ小型個体の再放流や輪採方式の継続によるナマコ資源管理の強化を図る。

(1)　関連する水産業を取り巻く現状等

　 むつ市脇野沢地区は、下北半島の南西端に位置する総面積58.50平方キロの漁業を基幹産業
とした地域である。地区内の漁業はホタテガイ養殖の他、底建網漁業や定置網漁業、ナマコ桁
網漁業が行われ、近年の水揚金額は4億5千万円前後で推移している。
　当漁協は古くから鱈漁で知られ、平成初期にはマダラのみで水揚量約1300トン、水揚金額4
億円余りを記録したが、近年は水揚量が激減し100ｔに満たない状況が続いている。
　こうした中で、ナマコは単価向上により漁獲金額が増大し組合運営の柱となっており、漁協
経営の健全化が図られつつあるものの、近年、ナマコ以外の魚価低迷や燃料高騰と、後継者不
足による漁業従事者の高齢化の進展により、漁家経営は厳しい状況が続いている。

(2)　その他の関連する現状等
　脇野沢漁協では、水産資源の維持増大を図るため、マダラの資源管理型漁業に取り組むとと
もに、マダラ・ヒラメ・ナマコ等の放流事業を継続的に実施している。
　また、「むつ市・川内町・脇野沢村3漁協協議会」を組織し、販売・購買事業の共同化に取
り組み、水産物の安定供給による魚価の向上とコスト削減に努めている。

　ホタテガイの安定的生産と生産性の向上に努めるとともに、ナマコ資源の増大による漁業収
入の向上を図る。また、マダラ資源管理と人工種苗放流の実施による資源の維持・増大を図
る。併せて、燃油価格の高騰によるコスト削減を図るため、減速航行を実施するとともに、高
齢化による生産額の減少を抑制するため、協業化の取り組みも進める。
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(3)　具体的な取組内容(毎年ごとに数値目標とともに記載)

　以降、以下の取組内容は、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

以下の漁業収入向上のための取組を推進する。

1）養殖ホタテガイ成貝づくりの推進による所得向上
　ホタテガイ養殖漁業者は、陸奥湾全域での半成貝の生産過剰傾向による
価格低下を抑制するため、市場ニーズに応じて、これまでの半成貝出荷の
一部を成貝出荷へ移行することを検討するが、この場合の長期間飼育によ
るへい死リスクの低減を図るため、（地独）水産総合研究所の指導の下、
以下の取り組みを行う。
・春先の低水温や夏場の高水温によるへい死被害や成長不良を抑制するた
め、漁協と協力し定期的な水温把握を行うとともに養殖施設の設置水深を
調整する。
・ホタテ稚貝の健苗化を図るべく、漁場での養殖密度を分散時の1段当た
り15枚以下の収容枚数、連間隔50㎝以上等とする統一ルールを新たに設定
し、遵守する。
・ホタテの成長促進を図るため、ラーバ調査、付着稚貝調査の実施、潮流
など海況情報や貝毒情報などの情報収集に努めるとともに、成長促進状況
をモニタリングしつつ、必要に応じて稚貝の間引きや袋替え作業の実施な
どの対策を進める。

2）漁業間連携による水産物PR活動及びネット販売による販路拡大
　漁協及び漁業者は、沿岸漁業リーダー・女性育成支援事業を活用し、消
費者ニーズの把握と販路拡大を図るため、「むつ市・川内町・脇野沢村３
漁協協議会」による、消費地での出荷サイズにかかるニーズ調査を行い、
出荷先に応じた出荷形態の見直しを進めるとともに、東北管内や青森市並
びにむつ市内における試食イベント等の実施や、ネット販売の充実等の販
売促進活動を展開する。

3）ナマコ資源増大のための藻場造成と資源管理の推進
　ナマコ桁網漁業者は、ナマコ資源の増大を図るため、漁協の指導の下、
１００ｇ以下の小型個体の再放流・操業区域・漁獲量制限の遵守等の資源
管理に努める。また、漁協及び漁業者は、青森県に対して天然採苗したナ
マコ稚仔の保護育成場となるホンダワラ藻場造成事業の着実な促進を要請
するとともに、漁業者は天然採苗するナマコ稚仔の増加を図るため、追加
投入する採苗器の製作を行う。

4）マダラ資源の維持増大のための人工種苗放流と資源管理の推進
　マダラ資源の維持・増大並びに品質向上を図るため以下の取り組みを行
う。
・漁協及び底建網・定置網漁業者は、商品価値の低い放卵・放精後の親魚
及び２㎏以下の小型魚については、漁場へ再放流することで資源の回復を
図るとともに、研究機関の協力を得て、放流魚の一部には標識を取り付け
て放流し、マダラの移動回遊経路の解明に努める。
　併せて、出荷時におけるマダラの品質向上を図るため、船槽へ収容する
際に１槽当たりの収容量を削減することにより、魚体や卵巣・精巣の圧迫
による鮮度低下の軽減に努める。また、漁獲時期が厳寒の12月、1月であ
ることから魚体の乾燥・凍結による品質劣化を防止するため、これまで蓋
なしの魚箱に上氷で出荷していたものを、蓋付きの魚箱にすることで密閉
化を図るとともに、下氷に変更し、箱の下部に水抜き穴を施すことで氷水
による浸潤を防ぐ。
・漁業者は引き続き種苗生産に必要な親魚の提供に協力し、漁協は市の支
援を受け、人工種苗生産放流事業を実施することにより資源の増殖を図
る。

漁業コスト削減
のための取組

　全漁業者は、1ノットの減速走行による燃料費削減に取り組むことによ
り、基準年の漁業所得に対し4.4%の所得向上を図る。

活用する支援
措置等

沿岸漁業リーダー・女性育成支援事業、水産環境整備事業、省燃油活動推
進事業、むつ市栽培漁業総合振興対策事業
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漁業コスト削減
のための取組

　引き続き漁業者は、1ノットの減速走行による燃料費削減に取り組むこ
とにより、基準年の漁業所得に対し4.4%の所得向上を図る。

活用する支援
措置等

沿岸漁業リーダー・女性育成支援事業、水産環境整備事業、むつ市栽培漁
業総合振興対策事業

漁業収入向上の
ための取組

以下の漁業収入向上のための取組により、基準年に対し0.8％の所得向上
を図る。

1）養殖ホタテガイ成貝づくりの推進による所得向上
　ホタテガイ養殖漁業者は、陸奥湾全域での半成貝の生産過剰傾向による
価格低下を抑制するため、市場ニーズに応じて、これまでの半成貝出荷の
一部を成貝出荷へ移行することを検討するが、この場合の長期間飼育によ
るへい死リスクの低減を図るため、（地独）水産総合研究所の指導の下、
以下の取り組みを行う。
・春先の低水温や夏場の高水温によるへい死被害や成長不良を抑制するた
め、漁協と協力し定期的な水温把握を行うとともに養殖施設の設置水深の
調整を継続する。
・設定したルール（分散時1段当たり15枚以下の収容枚数、連間隔50㎝以
上等）に基づく適正養殖管理を行い、ホタテ稚貝の健苗化を図る。
・ホタテの成長促進を図るため、ラーバ調査、付着稚貝調査の実施、潮流
などの海況情報や貝毒情報などの情報収集に努めるとともに、成長促進状
況をモニタリングしつつ、必要に応じて稚貝の間引きや袋替え作業の実施
などの対策を継続する。

2）漁業間連携による水産物PR活動及びネット販売による販路拡大
　漁協及び漁業者は、引き続き沿岸漁業リーダー・女性育成支援事業を活
用し、消費者ニーズの把握と販路拡大を図るため、「むつ市・川内町・脇
野沢村３漁協協議会」による、消費地での出荷サイズにかかるニーズ調査
を行い、出荷先に応じた出荷形態の見直しを進めるとともに、東北管内や
青森市並びにむつ市内における試食イベント等の実施や、ネット販売等の
販売促進活動を展開する。

3）ナマコ資源増大のための藻場造成と資源管理の推進
　ナマコ桁網漁業者は、ナマコ資源の増大を図るため、漁協の指導の下、
１００ｇ以下の小型個体の再放流・操業区域・漁獲量制限の遵守等の資源
管理を継続する。また、漁協及び漁業者は、引き続き青森県に対して天然
採苗したナマコ稚仔の保護育成場となるホンダワラ藻場造成事業の着実な
促進を要請するとともに、整備効果を高めるため造成された藻場を保護区
に設定し、ナマコ操業の禁止による親ナマコや稚仔個体の保護育成に努め
ることにより、成長に伴う増殖場外への移動量の増加と、ラーバ数の増大
による広域的な資源増加を促進する。併せて、漁業者は、製作した天然稚
仔ナマコ採苗器により採苗した種苗を35,000個を目処にホンダワラ藻場に
放流することで、ナマコ資源の増大を図る。

4）マダラ資源の維持増大のための人工種苗放流と資源管理の推進
　マダラ資源の維持・増大並びに品質向上を図るため、引き続き以下の取
り組みを行う。
・漁協及び底建網・定置網漁業者は商品価値の低い放卵・放精後の親魚及
び２㎏以下の小型魚については、漁場へ再放流することで資源の回復を図
るとともに、研究機関の協力を得て、放流魚の一部には標識を取り付けて
放流し、マダラの移動回遊経路の解明に努める。
　併せて、出荷時におけるマダラの品質向上を図るため、船槽へ収容する
際に１槽当たりの収容量を削減することにより、魚体や卵巣・精巣の圧迫
による鮮度低下の軽減に努める。また、漁獲時期が厳寒の12月、1月であ
ることから魚体の乾燥・凍結による品質劣化を防止するため、これまで、
蓋なしの魚箱に上氷で出荷していたものを、蓋付きの魚箱にすることで密
閉化を図るとともに、下氷に変更し、箱の下部に水抜き穴を施すことで氷
水による浸潤を防ぐ。
・漁業者は種苗生産に必要な親魚の提供に協力し、漁協は市の支援を受
け、人工種苗生産放流事業を実施することにより資源の増殖を図る。
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漁業収入向上の
ための取組

以下の漁業収入向上のための取組により、基準年に対し1.6％の所得向上
を図る。

1）養殖ホタテガイ成貝づくりの推進による所得向上
　ホタテガイ養殖漁業者は、陸奥湾全域での半成貝の生産過剰傾向による
価格低下を抑制するため、市場ニーズに応じて、これまでの半成貝出荷の
2.0%を成貝出荷へ移行することを検討するが、この場合の長期間飼育によ
るへい死リスクの低減を図ることとし、（地独）水産総合研究所の指導の
下、以下の取り組みを行う。
・春先の低水温や夏場の高水温によるへい死被害や成長不良を抑制するた
め、漁協と協力し定期的な水温把握を行うとともに養殖施設の設置水深の
調整を継続する。
・設定したルール（分散時1段当たり15枚以下の収容枚数、連間隔50㎝以
上等）に基づく適正養殖管理を行い、ホタテ稚貝の健苗化を図る。
・ホタテの成長促進を図るため、ラーバ調査、付着稚貝調査の実施、潮流
などの海況情報や貝毒情報などの情報収集に努めるとともに、成長促進状
況をモニタリングしつつ、必要に応じて稚貝の間引きや袋替え作業の実施
などの対策を継続する。

2）漁業間連携による水産物PR活動及びネット販売による販路拡大
　漁協及び漁業者は、消費者ニーズの把握と販路拡大を図るため、「むつ
市・川内町・脇野沢村３漁協協議会」による、消費地での出荷サイズにか
かるニーズ調査を行い、出荷先に応じた出荷形態の見直しを進めるととも
に、青森市並びにむつ市内における試食イベント等の実施や、ネット販売
等の販売促進活動を継続する。

3）ナマコ資源増大のための藻場造成と資源管理の推進
　ナマコ桁網漁業者は、ナマコ資源の増大を図るため、漁協の指導の下、
１００ｇ以下の小型個体の再放流・操業区域・漁獲量制限の遵守等の資源
管理を継続する。また、漁協及び漁業者は青森県が整備したホンダワラ藻
場造成場の整備効果を高めるため、造成された藻場を保護区に設定し、ナ
マコ操業の禁止による親ナマコや稚仔個体の保護育成に努めることによ
り、成長に伴う増殖場外への移動量の増加と、ラーバ数の増大による広域
的な資源増加を促進する。併せて、漁業者は、製作した天然稚仔ナマコ採
苗器により採苗した種苗を35,000個を目処にホンダワラ藻場に放流するこ
とで、ナマコ資源の増大を図る。

4）マダラ資源の維持増大のための人工種苗放流と資源管理の推進
　マダラ資源の維持・増大並びに品質向上を図るため、引き続き以下の取
り組みを行う。
・漁協及び底建網・定置網漁業者は商品価値の低い放卵・放精後の親魚及
び２㎏以下の小型魚については、漁場へ再放流することで資源の回復を図
るとともに、研究機関の協力を得て、放流魚の一部には標識を取り付けて
放流し、マダラの移動回遊経路の解明に努める。
　併せて、出荷時におけるマダラの品質向上を図るため、船槽へ収容する
際に１槽当たりの収容量を削減することにより、魚体や卵巣・精巣の圧迫
による鮮度低下の軽減に努める。また、漁獲時期が厳寒の12月、1月であ
ることから魚体の乾燥・凍結による品質劣化を防止するため、これまで、
蓋なしの魚箱に上氷で出荷していたものを、蓋付きの魚箱にすることで密
閉化を図るとともに、下氷に変更し、箱の下部に水抜き穴を施すことで氷
水による浸潤を防ぐ。
・漁業者は種苗生産に必要な親魚の提供に協力し、漁協は市の支援を受
け、人工種苗生産放流事業を実施することにより資源の増殖を図る。

漁業コスト削減
のための取組

　引き続き漁業者は、1ノットの減速走行による燃料費削減に取り組むこ
とにより、基準年の漁業所得に対し4.4%の所得向上を図る。

活用する支援
措置等

むつ市栽培漁業総合振興対策事業
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漁業コスト削減
のための取組

　引き続き漁業者は、1ノットの減速走行による燃料費削減に取り組むこ
とにより、基準年の漁業所得に対し4.4%の所得向上を図る。

活用する支援
措置等

むつ市栽培漁業総合振興対策事業

漁業収入向上の
ための取組

以下の漁業収入向上のための取組により、基準年に対し5.6％の所得向上
を図る。

1）養殖ホタテガイ成貝づくりの推進による所得向上
　ホタテガイ養殖漁業者は、陸奥湾全域での半成貝の生産過剰傾向による
価格低下を抑制するため、市場ニーズに応じて、これまでの半成貝出荷の
一部を成貝出荷へ移行することを検討するが、この場合の長期間飼育によ
るへい死リスクの低減を図ることとし、（地独）水産総合研究所の指導の
下、以下の取り組みを行う。
・春先の低水温や夏場の高水温によるへい死被害や成長不良を抑制するた
め、漁協と協力し定期的な水温把握を行うとともに養殖施設の設置水深の
調整を継続する。
・設定したルール（分散時1段当たり15枚以下の収容枚数、連間隔50㎝以
上等）に基づく適正養殖管理を行い、ホタテ稚貝の健苗化を図る。
・ホタテの成長促進を図るため、ラーバ調査、付着稚貝調査の実施、潮流
などの海況情報や貝毒情報などの情報収集に努めるとともに、成長促進状
況をモニタリングしつつ、必要に応じて稚貝の間引きや袋替え作業の実施
などの対策を継続する。

2）漁業間連携による水産物PR活動及びネット販売による販路拡大
　漁協及び漁業者は、消費者ニーズの把握と販路拡大を図るため、「むつ
市・川内町・脇野沢村３漁協協議会」による、消費地での出荷サイズにか
かるニーズ調査を行い、出荷先に応じた出荷形態の見直しを進めるととも
に、青森市並びにむつ市内における試食イベント等の実施や、ネット販売
等の販売促進活動を継続する。

3）ナマコ資源増大のための藻場造成と資源管理の推進
　ナマコ桁網漁業者は、ナマコ資源の増大を図るため、漁協の指導の下、
１００ｇ以下の小型個体の再放流・操業区域・漁獲量制限の遵守等の資源
管理を継続する。また、漁協及び漁業者は引き続き、青森県が整備したホ
ンダワラ藻場造成場の整備効果を高めるため、造成された藻場を保護区に
設定し、ナマコ操業の禁止による親ナマコや稚仔個体の保護育成に努める
ことにより、成長に伴う増殖場外への移動量の増加と、ラーバ数の増大に
よる広域的な資源増加を促進する。併せて、漁業者は、製作した天然稚仔
ナマコ採苗器により採苗した種苗を35,000個を目処にホンダワラ藻場に放
流することで、ナマコ資源の増大を図る。

4）マダラ資源の維持増大のための人工種苗放流と資源管理の推進
　マダラ資源の維持・増大並びに品質向上を図るため、引き続き以下の取
り組みを行う。
・漁協及び底建網・定置網漁業者は商品価値の低い放卵・放精後の親魚及
び２㎏以下の小型魚については、漁場へ再放流することで資源の回復を図
るとともに、研究機関の協力を得て、放流魚の一部には標識を取り付けて
放流し、マダラの移動回遊経路の解明に努める。
　併せて、出荷時におけるマダラの品質向上を図るため、船槽へ収容する
際に１槽当たりの収容量を削減することにより、魚体や卵巣・精巣の圧迫
による鮮度低下の軽減に努める。また、漁獲時期が厳寒の12月、1月であ
ることから魚体の乾燥・凍結による品質劣化を防止するため、これまで、
蓋なしの魚箱に上氷で出荷していたものを、蓋付きの魚箱にすることで密
閉化を図るとともに、下氷に変更し、箱の下部に水抜き穴を施すことで氷
水による浸潤を防ぐ。
・漁業者は種苗生産に必要な親魚の提供に協力し、漁協は市の支援を受
け、人工種苗生産放流事業を実施することにより資源の増殖を図る。



５年目　(平成30年度)
　取組の最終年度であり、前年度に引き続き行うが、目標達成を確実なものとするよう、プラ
ンの取組状況を確認しつつ、必要に応じて施策の見直しを行う。

漁業収入向上の
ための取組

以下の漁業収入向上のための取組により、基準年に対し6.4％の所得向上
を図る。

1）養殖ホタテガイ成貝づくりの推進による所得向上
　ホタテガイ養殖漁業者は、陸奥湾全域での半成貝の生産過剰傾向による
価格低下を抑制するため、市場ニーズに応じて、これまでの半成貝出荷の
一部を成貝出荷へ移行することを検討するが、この場合の長期間飼育によ
るへい死リスクの低減を図ることとし、（地独）水産総合研究所の指導の
下、以下の取り組みを行う。
・春先の低水温や夏場の高水温によるへい死被害や成長不良を抑制するた
め、漁協と協力し定期的な水温把握を行うとともに養殖施設の設置水深の
調整を継続する。
・設定したルール（分散時1段当たり15枚以下の収容枚数、連間隔50㎝以
上等）に基づく適正養殖管理を行い、ホタテ稚貝の健苗化を図る。
・ホタテの成長促進を図るため、ラーバ調査、付着稚貝調査の実施、潮流
などの海況情報や貝毒情報などの情報収集に努めるとともに、成長促進状
況をモニタリングしつつ、必要に応じて稚貝の間引きや袋替え作業の実施
などの対策を継続する。

2）漁業間連携による水産物PR活動及びネット販売による販路拡大
　漁協及び漁業者は、消費者ニーズの把握と販路拡大を図るため、「むつ
市・川内町・脇野沢村３漁協協議会」による、消費地での出荷サイズにか
かるニーズ調査を行い、出荷先に応じた出荷形態の見直しを進めるととも
に、青森市並びにむつ市内における試食イベント等の実施や、ネット販売
等の販売促進活動を継続する。

3）ナマコ資源増大のための藻場造成と資源管理の推進
　ナマコ桁網漁業者は、ナマコ資源の増大を図るため、漁協の指導の下、
１００ｇ以下の小型個体の再放流・操業区域・漁獲量制限の遵守等の資源
管理を継続する。また、漁協及び漁業者は引き続き、青森県が整備したホ
ンダワラ藻場造成場の整備効果を高めるため、造成された藻場を保護区に
設定し、ナマコ操業の禁止による親ナマコや稚仔個体の保護育成に努める
ことにより、成長に伴う増殖場外への移動量の増加と、ラーバ数の増大に
よる広域的な資源増加を促進する。併せて、漁業者は、製作した天然稚仔
ナマコ採苗器により採苗した種苗を35,000個を目処にホンダワラ藻場に放
流することで、ナマコ資源の増大を図る。

4）マダラ資源の維持増大のための人工種苗放流と資源管理の推進
　マダラ資源の維持・増大並びに品質向上を図るため、引き続き以下の取
り組みを行う。
・漁協及び底建網・定置網漁業者は商品価値の低い放卵・放精後の親魚及
び２㎏以下の小型魚については、漁場へ再放流することで資源の回復を図
るとともに、研究機関の協力を得て、放流魚の一部には標識を取り付けて
放流し、マダラの移動回遊経路の解明に努める。
　併せて、出荷時におけるマダラの品質向上を図るため、船槽へ収容する
際に１槽当たりの収容量を削減することにより、魚体や卵巣・精巣の圧迫
による鮮度低下の軽減に努める。また、漁獲時期が厳寒の12月、1月であ
ることから魚体の乾燥・凍結による品質劣化を防止するため、これまで、
蓋なしの魚箱に上氷で出荷していたものを、蓋付きの魚箱にすることで密
閉化を図るとともに、下氷に変更し、箱の下部に水抜き穴を施すことで氷
水による浸潤を防ぐ。
・漁業者は種苗生産に必要な親魚の提供に協力し、漁協は市の支援を受
け、人工種苗生産放流事業を実施することにより資源の増殖を図る。

漁業コスト削減
のための取組

　引き続き漁業者は、1ノットの減速走行による燃料費削減に取り組むこ
とにより、基準年の漁業所得に対し4.4%の所得向上を図る。

活用する支援
措置等

むつ市栽培漁業総合振興対策事業



(4)　関連機構(機関)との連携

４　目標

(1)　数値目標

千円

千円

(2)　上記算出方法及びその妥当性

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。

　青森県水産振興課・漁港漁場整備課・水産総合研究所、むつ水産事務所、むつ市水産振興課
の指導を受けながら、年度ごとに漁場の管理及び資源管理体制の評価を行い、問題点の調査を
実施する。

漁業所得の向上　％
基準年 平成　年度：漁業所得

目標年

沿岸漁業リーダー・女性育
成支援事業のうち経営発展
等取組支援事業

PRイベント等の実施による魚貝類及焼干しイワシの単価の向上

水産環境整備事業 ホンダワラ藻場の造成によるナマコ資源の増大

むつ市栽培漁業総合振興対
策事業

ナマコ天然採苗放流、マダラ種苗生産放流事業による資源増大

平成　年度：漁業所得

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 事業内容及び活力再生プランとの関係性

省燃油活動推進事業 消費燃油量削減（減速航行による抵抗削減）

※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。
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