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対象となる地域の範囲及び漁業の種類 銚子地区 沖合底びき網漁業 ５隻、２経営体

・銚子市漁業協同組合は、平成８年に銚子地区の６漁協が合併し設立された。まき網、沖合
底びき、さんま棒受網などの沖合漁業から、一本釣り、はえなわ、小型底びき網などの沿岸
漁業まで様々な漁業が営まれている。
・このうち沖合底びき網漁業は、１そう曳きによる板曳き（トロール）漁法により、底魚の
ヒラメ、カレイ類をはじめ、イカ・エビ・カニ類などを漁獲している。水揚実績は、平成25
年で水揚量1,898トン、水揚金額で8億3,600万円、銚子漁港全体（21万トン、270億円）の水
揚量の0.9％、金額で3.1％と少ないが、多種多様な魚種を水揚げする本漁業は、銚子地域に
とって重要な漁業である。
・当地区の沖合底びき網漁船は、当初30トンクラスの掛け回し漁法からスタートし、大型化
を進めてきたが、昭和30年代には40隻あった沖合底びき漁船は平成５年には17隻、平成10年
には８隻、現在は５隻となっている。５隻のうち４隻が平成19年に銚子市沖合漁業生産組合
を設立しており、協業化及び小型船への転換による生産コストの削減、付加価値向上による
流通・販売対策を進めている。（４隻中２隻は、漁船漁業構造改革総合対策事業を活用し代
船取得に向けた改革計画を策定し平成19年に国の認定。平成20年から22年まで３年間実証事
業を実施した。今後さらに、残る２隻についても、もうかる漁業創設支援事業により改革型
小型漁船の導入に向け準備中である。また、当該漁業の主力であるヤリイカ等について、高
鮮度化や加工品開発のための基礎調査や流通経路の整理を実施中である。）

（２）その他の関連する現状等

・各漁業種類とも、魚価の低迷による漁獲金額の伸び悩み、漁業資材や燃油価格の高騰など
による漁業経費の増大から漁家経営は不安定になっており、新規就業者の不足、高齢化が進
行しているほか高船齢の漁船の更新ができない状況が続いている。
・地元に水揚げされる水産物については、観光を意識した事業展開を見据えているが、具体
的な方向性が定まっていない。



３　活性化の取組方針

（１）基本方針

長引く魚価低迷や資源の悪化、高船齢化や原油高騰などから構造的に儲からない漁業とな
り、個々の経営体では代船建造しようにも資金調達できない現状を打破するため、①協業化
と小型船への転換による生産の改善、②高鮮度化や付加価値向上による流通・販売対策の改
善に取り組む。

①高鮮度化や付加価値向上による流通・販売対策の改善

●鮮度保持機能の強化
・新たに建造する小型化漁船の保冷機能を強化するとともに、微弱性酸水（食品に利用可能
な安全な衛生水）等を利用した殺菌冷海水の導入により、船上での水産物の高鮮度化による
魚価向上を目指す。
・銚子市漁業協同組合が整備を予定している新製氷工場を利用し、砕氷と角氷の使い分け等
による鮮度保持機能の強化を図る。

●付加価値向上対策
・沖底で漁獲されるヤリイカは、沖底水揚高全体の約３割を占め、収入増にはヤリイカの持
続的利用と単価向上が最も効果的であると考えられることから、県水産総合研究センターに
協力し、ヤリイカの資源調査及び資源管理方法の検討を行うとともに、上述の高鮮度化の取
組とあわせてヤリイカを県と連携して、県が認定する「千葉ブランド水産物」に向けた取組
を進める。
・近年安価で取引されているヒラメ及び沖合漁場で漁獲されるサメガレイ等の低・未低利用
魚の付加価値向上を図るため、千葉県漁連等の協力により商品開発及び販路拡充を行い収入
の向上を目指す。
・銚子市漁協魚市場食堂（H27新設仮称）の運営を開始し、低未利用魚を納入販売するとと
もに、ヤリイカの直接販売による収入向上を目指す。

●新たな操業形態の導入
・新たに建造する19トン型漁船は２そう曳と１そう曳の両方が操業可能なタイプで建造し、
操業形態の使い分けにより、２そう曳による新たな漁法・漁場開拓を目指す。

●その他
・県、市、観光協会等と連携し、インターネット、地元広報誌や観光雑誌等の媒体を利用し
た情報発信で観光客及び地元消費者の呼び込みを行い、地元誘致や商品販売等による漁獲物
の消費の増大による収入の向上を目指す。

②協業化と小型船への転換による生産の改善

●省エネ漁船、機器、漁具等の導入
・現在の老朽化した大型船（70トン型）から小型船（19トン型）の導入を図り、船体の維持
管理経費、小型化による乗組員の削減及び効率的な操業によるコスト削減を目指す。
・漁具・資材等の共同管理により、経費の削減を目指す。

 以上により、事業実施後５年以内に漁業所得１０％以上の向上を見込む。

（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年目（平成２６年度）
取組内容は、取組の進捗状況や得られた成果等を踏まえ必要に応じ見直すこととする。

活用する支援
措置等

漁業構造改革総合対策事業（もうかる漁業創設支援事業）、省燃油活動推進
事業（漁業経営セーフティーネット構築事業）、産地水産業強化支援事業

（３）具体的な取組内容（毎年ごとに数値目標とともに記載）

漁業収入向上
のための取組

●鮮度保持機能の強化
・今後建造予定の小型化漁船に設備する保冷機能の強化や、衛生水を利用し
た殺菌冷水器の導入について県等との関係者間で検討を行う。
・新製氷工場（28年度整備予定）を利用した効率的な氷の使用法（砕氷と角
氷の使い分け等）について関係者間で検討を行う。

●付加価値向上対策
・ヤリイカについて、県水産総合研究センターに協力し、持続的利用のため
の資源調査を継続し、今後の資源管理方法を検討する。また、上記の高鮮度
化とあわせて、ヤリイカを利用した加工品開発等を行っていく。
・産業祭や都市部で開催する産直イベントに参加し、ヤリイカを主体とした
沖底魚貝類についてPRを行い販路拡大を図る。
・安価で取引されているヒラメ及び沖合漁場で漁獲されるサメガレイ等の
低・未利用魚の活用について検討を行う。
・市場食堂（27年度予定）の運営に向け、低・未利用魚や加工品等の提供物
について関係者間で検討を行う。
・県、市、観光協会等と連携し、観光客及び地元消費者へのPR活動を実施す
る。

 上記の取組により、基準年より１％の漁業収入向上を目標に取り組む。

漁業コスト削
減のための取
組

●省エネ漁船、機器、漁具等の導入
・当地区の全ての沖底船は計画的な減速航行に取り組み、漁場間を1.5ノット
減速航行による省エネ操業を実施する。
・現在、導入中の２隻の19トン型船（１そう曳）により、人件費、燃油消費
量等生産コストの削減を継続する。
　残る大型船２隻について今年度中に「もうかる漁業創設支援事業」を活用
するため、新たな改革計画を作成し地域プロジェクトの立ち上げ及び承認、
また中央審議会の承認を得ていく。
・漁具・資材等の共同管理により、コスト削減を図る。

 上記の取組により、基準年より0.5％の漁業コスト削減を目標に取り組む。



２年目（平成２７年度）

漁業収入向上
のための取組

●鮮度保持機能の強化
・来年度建造予定の小型化漁船に設備する保冷機能の強化や、衛生水を利用
した殺菌冷水器の導入を図る。
・新製氷工場（28年度整備予定）を利用した効率的な氷の使用法（砕氷と角
氷の使い分け等）について関係者間で検討を行う。

●付加価値向上対策
・県水産総合研究センターに協力し、持続的利用のための資源調査を継続
し、今後の資源管理方法を検討する。また、上記の高鮮度化とあわせて、ヤ
リイカを利用した加工品開発等を行っていく。
・ヤリイカを主体とした沖底魚貝類のPRを行い販路拡大を図る。
・ヤリイカの資源管理方法の検討並びにヤリイカを「千葉ブランド水産物」
の認定にむけたブランド化への取組を検討する。
・安価で取引されているヒラメ及び沖合漁場で漁獲されるサメガレイ等の
低・未利用魚の活用について、千葉県漁連による加工品の開発及び生協利用
者を対象とした販売を実施する。
・市場食堂を整備・運営を開始し、低未利用魚を納入販売するとともに、加
工品等の提供について関係者間で検討を行う（試験販売等やアンケート等を
行いながら検討を進める）。
・引き続き関係機関と連携し、観光客及び地元消費者へのPR活動を実施す
る。

 上記の取組により、基準年より２％の漁業収入向上を目標に取り組む。

漁業コスト削
減のための取
組

●省エネ漁船、機器、漁具等の導入
・漁場間を1.5ノット減速航行による省燃油活動を実施する。
・既に導入中の２隻の19トン型船（１そう曳）により、人件費、燃油消費量
等生産コストの削減を継続する。
・「もうかる漁業創設支援事業」により大型船（70トン形）２隻を生産コス
トの削減を目的とした改革型漁船２隻の建造を開始する。新たな２隻は、19
トン型船に小型化するとともに２そう曳と１そう曳が可能なタイプで建造
し、人件費、燃油消費量等のコスト削減を目指す。
・漁具・資材等の共同管理により、経費の削減を図る。

 上記の取組により、基準年より0.5％の漁業コスト削減を目標に取り組む。

活用する支援
措置等

漁業構造改革総合対策事業（もうかる漁業創設支援事業、漁船漁業再生支援
事業）
産地水産業強化支援事業、漁業経営セーフティーネット構築事業



３年目（平成２８年度）

漁業収入向上
のための取組

●鮮度保持機能の強化
・「もうかる漁業創設支援事業」により建造した改革型漁船が竣工し、これ
らに搭載した衛生水を利用し殺菌処理による魚価の向上を図る。
・新製氷工場（28年度整備）を利用した効率的な氷の使用（砕氷と角氷の使
い分け等）に向けた取組を進める。

●新たな操業形態の導入
・新たに竣工する２隻は、19トン型船に小型化するとともに２そう曳と１そ
う曳が可能なタイプで建造し、改革型漁船を用いた２そう曳（試験操業）に
よる新たな漁法・漁場開拓の実証を開始する。

●付加価値向上対策
・３年間調査を実施したヤリイカの資源について操業形態等の資源管理方法
を検討するとともに、ヤリイカを利用した加工品開発等を行い、地元観光客
への積極的なPR等によりブランド化に向けた取組を進めていく。
・安価で取引されているヒラメ及び沖合漁場で漁獲されるサメガレイ等の付
加価値向上を図るため、千葉県漁連等の協力により商品開発並びに生協利用
者を対象とした販売、新たな販路開拓に取り組む。
・市場食堂を運営し、低未利用魚を納入販売するとともに、加工品等の提供
を行う。
・引き続き関係機関と連携し、観光客及び地元消費者へのPR活動を実施す
る。

 上記の取組により、基準年より2.6％の漁業収入向上を目標に取り組む。

漁業コスト削
減のための取
組

●省エネ漁船、機器、漁具等の導入
・既存の２隻の19トン型船（１そう曳）により、人件費、燃油消費量等生産
コストの削減を継続する。
・「もうかる漁業創設支援事業」により当年８月２隻の小型船が竣工予定。
９月より改革型漁船による２隻の実証事業を開始する。新たな２隻は、19ト
ン型船に小型化されること、２そう曳と１そう曳を行うことにより人件費、
燃油消費量等のコスト削減を図る。
・新たな２隻は、減速航行を実施し使用燃料の削減に取り組む。実証船以外
については計画的な省エネ航行の継続実施する。
・漁具・資材等の共同管理により、経費の削減を図る。

 上記の取組により、基準年より１１％の漁業コスト削減を目標に取り組む。

活用する支援
措置等

漁業構造改革総合対策事業（もうかる漁業創設支援事業、漁船漁業再生支援
事業）、漁業経営セーフティーネット構築事業



４年目（平成２９年度）

漁業収入向上
のための取組

●鮮度保持機能の強化
・「もうかる漁業創設支援事業」により建造した改革型漁船が竣工し、これ
らに搭載した衛生水を利用し殺菌処理により魚価の向上を図る。
・新製氷工場を利用した氷の効率的な使用を引き続き進める。

●新たな操業形態の導入
・２そう曳（試験操業）による新たな漁法・漁場開拓の実証を継続する。

●付加価値向上対策
・ヤリイカの資源管理に取り組むとともに、引き続きヤリイカの出荷時の品
質向上やヤリイカを利用した加工品開発等を行い、地元観光客への積極的な
PR等によりブランド化に向けた取組を進め、県が認定する「千葉ブランド水
産物」の取得を目指す。
・引き続きヒラメ及び沖合漁場で漁獲されるサメガレイ等の付加価値向上を
図るため、千葉県漁連等の協力により商品開発並びに生協利用者を対象とし
た販売、新たな販路開拓に取り組む。
・市場食堂を運営し、低未利用魚を納入販売するとともに、加工品等の提供
を行う。
・引き続き関係機関と連携し、観光客及び地元消費者へのPR活動を実施す
る。

 上記の取組により、基準年より3.2％の漁業収入向上を目標に取り組む。

漁業コスト削
減のための取
組

●省エネ漁船、機器、漁具等の導入
・既存の２隻の19トン型船（１そう曳）により、人件費、燃油消費量等生産
コストの削減を継続する。
・２隻の改革型漁船による実証事業（２年目）を実施し、人件費、燃油消費
量等の削減による収益改善を図る。
・引き続き漁場間を1.5ノット減速航行による省燃油活動の実施。併せて当地
区全船は計画的な省エネ航行を実施し主燃料の削減を図る。
・漁具・資材等の共同管理により、経費の削減を図る。

 上記の取組により、基準年より１１％の漁業コスト削減を目標に取り組む。

活用する支援
措置等

漁業構造改革総合対策事業（もうかる漁業創設支援事業）、
漁業経営セーフティーネット構築事業



５年目（平成３０年度）
最終年であり、以下の取組を引き続き行うが、目標達成を確実なものとするようプラン取組
の成果を検証し必要な見直しを行うこととする。

漁業収入向上
のための取組

●鮮度保持機能の強化
・引き続き衛生水を利用し殺菌処理による魚価の向上及び最適な氷の利用法
を徹底する。

●新たな操業形態の導入
・新たに建造した２隻の19トン型船（小型化および２そう曳と１そう曳のハ
イブリッド化）の操業習熟を進め、操業区域の拡大を図るなど、新たな漁
法・漁場開拓の実証を実施する。

●付加価値向上対策
・ヤリイカの資源管理に取り組むとともに、引き続きヤリイカの出荷時の品
質向上やヤリイカを利用した加工品開発等を行い、地元観光客への積極的な
PR等によりブランド化に向けた取組を進め、県が認定する「千葉ブランド水
産物」の取得を目指す。
・引き続きヒラメ及び沖合漁場で漁獲されるサメガレイ等の付加価値向上を
図るため、千葉県漁連等の協力により商品開発並びに生協利用者を対象とし
た販売、新たな販路開拓を図るにことにより、６次産業化に向けた取組を進
める。
・市場食堂を運営し、低未利用魚を納入販売するとともに、加工品等の提供
を行う。
・引き続き関係機関と連携し、観光客及び地元消費者へのPR活動を実施す
る。

 上記の取組により、基準年より3.8％の漁業収入向上を目標に取り組む。

漁業コスト削
減のための取
組

●省エネ漁船、機器、漁具等の導入
・既存の２隻の19トン型船（１そう曳）により、人件費、燃油消費量等生産
コストの削減を継続する。
・２隻の改革型漁船による実証事業（３年目）を実施し、人件費、燃油消費
量等の削減による収益改善を図る。
・引き続き漁場間を1.5ノット減速航行による省燃油活動の実施。併せて当地
区全船は計画的な省エネ航行を実施し主燃料の削減を図る。
・漁具・資材等の共同管理により、経費の削減を図る。

 上記の取組により、基準年より１１％の漁業コスト削減を目標に取り組む。

活用する支援
措置等

漁業構造改革総合対策事業（もうかる漁業創設支援事業）、
漁業経営セーフティーネット構築事業



４　目標

（１）数値目標

（２）上記の算出方法及びその妥当性

５　関連施策

（４）関係機関との連携

・漁業収入向上対策：鮮度保持機能の強化や加工品開発にあたっては、千葉県漁連及び千葉
県水産総合研究センター流通加工研究室と連携して実施する。
・漁業コスト削減効果：省エネ機器・漁具の開発・導入にあたっては、（独）水産総合研究
センター水産工学研究所と連携して実施する。

漁業所得の向上　　％以上
基準年

平成　-　年度
(5中3の平均） ：漁業所得　　 千円

目標年 平成　　年度

もうかる漁業
創設支援事業

漁船漁業再生
事業

省燃油活動推進
事業

（漁業経営セー
フティネット構

築事業）

産地水産業強化
支援事業

・新たな改革型漁船の建造及び実証による経営体の効率化

・不要となった漁船のスクラップ

・減速航行による燃油消費量の削減

・銚子市漁協魚市場食堂の整備
・銚子市漁協製氷工場の整備

：漁業所得　 千円

   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


	第1号別添（浜プラン）銚子 沖合底びき

