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小本浜地区地域水産業再生委員会

三 田 地 　和 彦

対象となる地域の範囲及び漁業の種類

・地域の範囲：岩泉町沿岸全域(小本浜漁協所管域）
・漁業の種類：漁協自営大型定置網              21名
            ：漁船漁業(延縄､刺網､篭、いか釣り等) 23名
            ：養殖業(わかめ養殖・こんぶ養殖)      8名
            ：開口(採介藻)漁業　             162名
・漁業者数　：正組合員数                     162名

　岩泉町は人口10,351人、世帯数4,644世帯（平成23年現在）で、県都盛岡市に接するが、東西に
51km(南北41km)と町土は広く、散在する集落の孤立性は高い。東で太平洋に面するが、海岸線は比
較的短い。
　小本浜漁協の漁業地区は小本地区のみで、北から中野、小本、茂師、小成の４漁業集落、須久
洞、小本、茂師の３漁港が立地し、組合自営定置の他、沿岸漁船漁業(延縄、刺網、篭、イカ釣り
等)、海藻養殖業（わかめ、こんぶ）及び開口(採介藻)漁業が営まれている。
　東日本大震災により、小本漁業発祥の地であった小本集落の低地部が流出するとともに、漁業根
拠基地であった小本、茂師漁港が壊滅的被害を受けたため、現在、漁村の暮しと生業の復旧・復興
に向け、両漁港の原形復旧と併せて漁業集落防災機能強化事業等が進行中である。

　これまで、小本地区は立地上、大規模市場である久慈、宮古に近接しているため、評価の高い秋
鮭を始め漁獲物は全て宮古市場を中心とした域外出荷（養殖ものは県漁連の系統販売）を行ってお
り、地場産の漁獲物を町民が直接購入する機会はなかった。

　このような状況から、小本浜漁協と岩泉町は、震災前から①観光活用を含めた町民の水産物の地
産地消体制の確立要請が高まっていたこと、②漁家経営向上（宮古市場までの各漁家による輸送費
の軽減や市場で安価に扱われる資源の付加価値化等）が必要であることから、地域振興と結びつい
た漁業振興、漁家所得向上を図るべく地域水産物の地場流通システムのあり方を見直すことが不可
欠と考え検討を行っていたが、さらに、震災後は、③小本集落の移転跡地活用による賑わいの場づ
くりを通じた小本漁業発祥の地である小本集落復興・活性化の推進などについても検討を行ってい
る。

　なお、当地区の水産業を取り巻く環境については、高齢化による漁業者の減少や後継者不足など
の大きな問題を抱えており、依然として厳しい状況が続いている。また、漁業経営は、秋鮭の不漁
をはじめ、その他の水産物についても資源の減少により漁業収入が低下していること、燃油価格や
資材価格の高騰等により経費が増加していることから、極めて厳しい状況が続いている。
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（２）その他の関連する現状等
　被災前から町と小本浜漁協の間で水産物地産地消システム構築を図るべく、断続的に話し合いが
持たれていた。被災後、漁港災害復旧事業や小本地区漁業集落防災機能強化事業と並行して漁協、
町及び住民参加型の「小本地区地域資源利活用促進支援事業(H25年)」が実施され、小本集落の移転
跡地活用と合わせた直販・水産加工・交流機能を備えた空間・施設の整備について検討されてい
る。
　中でも、浜の活力再生委員会の立ち上げ後、当該施設の活用を念頭に置きつつ、漁協及び漁協女
性部による魚食普及、川鮭（メス）などの未利用資源を活用した水産加工品開発の取り組みを始め
ており、町内で開催された各種イベントに積極的に出店し、伝統食の「鮭のするみ汁」や規開発品
「おもと浜っこ揚げ(さつま揚げ)」の、販売・試食会を行うなどの結果、町内での認知度は向上し
つつある。
　また、販売・試食会におけるアンケート調査の実施や外部講師を招いた勉強会を開催し、水産加
工品の改良や開発技術のスキルアップを図っている。

　一方、漁業経営は厳しい状況であるが、漁業経営安定対策として漁獲共済・積立プラス・漁業経
営セーフティーネット構築事業の加入促進に努めると共に、経費節減のため全漁業者を対象とした
減速航行や船底清掃の回数増による燃油消費量削減等を実践すると共に、さらに定置漁業及び小型
船漁業については、省燃油活動推進事業に着手している。
　また、震災以降、漁協は町と連携しつつ、漁業復興担い手確保支援事業を活用し、新規就業者の
研修を行い後継者不足解消に取り組んでいる。



３　活性化の取組方針
（１）基本方針

　
（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

・小本浜漁業協同組合における資源管理計画に基づく自主的資源管理措置の実施による資源
　保護と漁業経費の削減。(岩手県資源管理指針に基づく小本浜漁業協同組合の管理計画による)
  ｱﾜﾋﾞ漁業については資源の枯渇を防ぐ為、11月から2月末日までの間10日間以内の操業期間を設
け、それ以外は休漁とする。又、鮭の資源維持による自主的管理措置として操業期間を4月1日から1
月31日までとしている。

　小本浜漁協では、岩泉町が整備する地域振興施設（水産加工、直販、食堂、体験学習）の指定管
理を請け負う予定であり、被災前からの課題であった地場流通の拡大を基軸に据え、当該施設の活
用を中心とした以下の活動に取り組むことにより、魚価の低迷に歯止めをかけ、六次産業振興を通
じた付加価値化を確立し、漁業所得の向上による漁業経営の安定と地域の活性化を図る。
①低利用資源等の新たな水産加工への取り組みと付加価値向上対策
　漁協、漁協女性部及び漁業者等は、協働で以下に示す小本産の低利用水産物を活用した新たな加
工品の開発に取り組み付加価値向上を図る。
・低価格の川鮭を利用した水産加工と販売を行い小本川鮭の付加価値向上を図る（採卵後の価
　値の低い川メス鮭を利用した「おもと浜っこあげ」(鮭のすり身のさつま揚げ風天ぷら)の商
  品化と価格向上）。
・小本地域の熟練職人による指導の下、かつて盛んであった当地域の川鮭を利用した水産加工品
  「小本川新巻鮭」の改良及び販売を推進する。
・漁協自営定置に水揚げされる低価格の魚種（サバ等）を利用した新たな水産加工にも積極的
　に取り組む。
・養殖わかめ・こんぶ養殖漁業者を中心に、未利用部分（茎、メカブ）を有効活用した加工品
  開発を進めており、商品化を図る。
・採介藻漁業者を中心に、現在、全て県漁連経由のむき身出荷となっているウニについて、
  一部を伝統的な加工法である塩ウニとして商品化し、付加価値向上を図る。
②水産加工品及び鮮魚の地場流通による消費拡大
  岩泉町及び漁協は、
・計画中の小本地域振興施設直売所での地場産鮮魚の販売に取り組む。
・町内の道の駅（２か所）での販売促進に取り組む。
③市場取り扱い魚種の付加価値向上対策
  漁船漁業者及び漁協は、
・現在、全てを宮古市場に陸送、場合によって直接水揚げしている組合自営定置、沿岸漁船漁業を
　中心に、一部（ﾔﾘｲｶ､ｽﾙﾒｲｶ､ﾌﾞﾘ､ﾀﾅｺﾞ､ｱｲﾅﾒ､ｶﾚｲ､ﾒﾊﾞﾙ､ﾋﾗﾒ等）活魚化、施氷や魚種によっては
　神経〆などの工夫、市場価格の低い型や魚種の地場流通化等に取り組むことにより、総体として
　の単価向上を図る。
④後継者対策及び水産物の普及等の取り組み
  岩泉町及び漁協は、
・岩泉町と漁協は、漁業就業者育成協議会の設立により漁業担い手の確保・育成に取り組む。
・あわせて町内の児童・生徒を対象とした「小本川新巻き鮭」作りなどの体験学習、出前授業等を
　開催し、児童・生徒の漁業への理解を深め、後継者の育成に取り組む。
  漁協女性部は、
・町内で開催される各種イベントに参加し「おもと浜っこあげ」、「鮭汁」等の販売を行い、
　魚食の普及や伝統食の継承を図る。
  漁協は、
・年間を通じた養殖わかめ芯抜き委託作業により、高齢者の収入増加を図る。
⑤資源管理の推進
  漁協は、
・鮭稚魚の健苗育成と適期放流により回帰率を向上させ、資源量の増大と所得向上を図る。
・アワビ種苗の放流方法を改善する他、禁漁区を設置する等の取り組みにより良質な
　アワビを育成することで資源の増大を図る。
⑥経費削減
  全漁業者及び漁協は、
・省燃油活動推進事業の取り組みにより漁業コストの削減を図る。
・全漁業者を対象とした減速航行等による燃油消費量の削減を図る。
・漁業経営セーフティーネット構築等事業への加入を推進する。
・省エネ機器等導入推進事業の取り組みによる燃油経費の削減を図る。
・クラゲポンプ、クラゲバイパス網を使用しての大型クラゲ等による漁業被害対策の実施。



（３）具体的な取組内容（毎年ごとに数値目標とともに記載）

　小本地域の全漁業者及び漁協は、漁協女性部、岩泉町と連携し、地域振興施設
(加工、直販、食堂の竣工は平成28年3月頃)の整備に向けて、平成26年度は、新商
品開発や催事等における試験販売を中心に取り組む。又、自営定置、小型漁船漁
業者は市場取扱い魚種の付加価値向上のため、活魚出荷や鮮魚出荷にかかる低温
管理による品質確保などの取り組みを検討する。
具体的には、以下のとおり。
①低利用資源等の新たな水産加工への取り組みと付加価値向上対策
・現在、採卵後の川鮭は、定置で採捕する鮭と比較して見劣りする等の理由から
市場へは出荷しておらず、これまで漁協は周辺地域の個人消費用又は業者へ飼
料、食品加工用として低価格で販売してきた経緯がある。このため、漁協は漁協
女性部と協働して、採卵後の低価格な川鮭を利用した水産加工品（すりみ、さつ
ま揚げ等）を試作し、町内イベントにて販売実験と同時に試食会、アンケート調
査等による広報活動を通して、小本川鮭の付加価値向上と普及の可能性を探る。
・漁協は漁協女性部と協働して、自営定置で多量に水揚げされた場合や型が小さ
い等の理由で低価格の魚種（主にゴマサバ）を利用したすりみやさつま揚げ等の
新たな加工品の開発や、販売実験、試食会を実施することにより、販売収益向上
のための実現性について検討する。
・養殖わかめ、こんぶ養殖漁業者（8名）は、これまで未利用であった茎やメカブ
部分を有効活用する為の出荷体制を検討する。又、漁協と女性部は茎やメカブを
活用した惣菜等の新商品開発による付加価値や収益の向上のための取り組みにつ
いて検討する。
・採介藻漁業者（162名）は、郷土食である塩ウニを製造し地域振興施設で販売す
るこための生産加工体制について検討する。
②水産加工品及び鮮魚の地場流通による消費拡大
・岩泉町と漁協は、地場流通鮮魚・水産加工品の消費者ニーズや販売方法、運営
体制等を検討協議する
③市場取り扱い魚種の付加価値向上を目指す対策
・自営定置及び小型船漁業者は、ﾔﾘｲｶ､ｽﾙﾒｲｶ､ﾌﾞﾘ､ﾀﾅｺﾞ､ｱｲﾅﾒ､ｶﾚｲ､ﾒﾊﾞﾙ､ﾋﾗﾒ等の魚
種については、施氷や神経〆などの工夫により高鮮度出荷に取り組むことを検討
する。
・漁協は、市場取扱い価格の低い型や魚種については、地場流通化に取り組むこ
とにより新たな消費拡大を検討し、単価の向上を目指す。
･漁協は、ウニむき身作業の衛生管理向上のため、殺菌冷海水装置を導入するとと
もに、採介藻漁業者に対して、ウニむき身作業に際して殺菌冷海水を使用した
上、保冷剤等を利用し、衛生管理、温度管理を徹底するよう指導する。
④後継者対策及び水産物の普及等の取り組み
・岩泉町と漁協は、漁業就業者育成協議会の設立による漁業担い手の確保・育成
の取り組み内容について検討する。
・漁協は、町内の児童・生徒を対象とした「小本川新巻き鮭」作りなどの体験学
習、出前授業等を開催し、児童・生徒の漁業への理解を深め、後継者の育成に取
り組む。
・漁協女性部は、町内各種イベントの参加を通じ「おもと浜っこあげ」（鮭のさ
つま揚げ）、「鮭汁」（鮭のすり身汁）等の販売促進、魚食普及の推進を図る。
⑤資源管理の推進
・漁協は、鮭稚魚の健苗育成と適期放流により回帰率を向上させ、資源量の増大
と所得向上を図る。

漁業収入向上
のための取組

漁業コスト削減
のための取組

●以下の取組で、経費を基準年比０．６％削減させる。
⑥漁業コスト削減の取り組みと経営改善
　小本地区の全漁業者及び漁協は次の取り組みを行う。
・省燃油活動推進事業（自営定置漁業者、小型船漁業者）の取り組みにより燃油
使用量の削減を図る。
・全漁業者を対象とした減速航行による燃油消費量の削減に取り組む。
・全漁業者を対象とした、漁船の船底の清掃実施回数をこれまでの1回/年から、
２回/年に増やすことにより、組合員の省燃油に対する意識改革を進めることで省
燃油における活動意識を高める。
・漁業セーフティーネット構築等事業への加入を推進する。

　１年目（平成２６年度）
　以降、以下の取組内容は、取り組み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。



・漁業経営セーフティーネット構築等事業
・省燃油活動推進事業活用する

支援措置等

　２年目（平成２７年度）

漁業収入向上
のための取組

　小本浜漁協は、岩泉町と指定管理契約を予定している地域振興施設（施設内容
は加工、直販、食堂。平成28年3月竣工予定）の開業に向けて、小本地域の全漁業
者及び漁協女性部は、岩泉町と連携し、地域振興施設における水産物及び水産加
工品の本格的な販売・普及に向けた試験販売や体制整備の構築に取り組む。又、
自営定置、小型漁船漁業者は市場取扱い魚種の付加価値向上等に取り組む。
具体的には、以下のとおり。
①低利用資源等の新たな水産加工への取り組みと付加価値向上対策
・漁協は漁協女性部と協働して、採卵後の川鮭を利用した水産加工品の試作及
び、イベント等で販売実験や試食会を実施し消費者ニーズを確認することで、小
本川鮭の付加価値向上と普及を図る。
・漁協は漁協女性部と協働して、自営定置で大量に水揚げされた場合や型が小さ
い等の理由で低価格の魚種（主にゴマサバ）を利用したすりみやさつま揚げ等の
新たな加工品開発に取り組むとともに、ＰＲ活動を重ねることで周辺地域への周
知を図る。
・養殖わかめ、こんぶ養殖漁業者（8名）は、これまで未利用であった茎やメカブ
部分を有効活用する為の出荷体制を検討する。又、漁協と女性部は、茎やメカブ
を有効活用した惣菜等の新商品開発による付加向上や収益向上のために、生産量
の検討及び販路拡大等について具体的な検討をする。
・採介藻漁業者（162名）は、塩ウニ（郷土食）を加工し、地域振興施設で販売す
るための生産加工体制を構築する。
②水産加工品及び鮮魚の地場流通による消費拡大
・岩泉町と漁協は、地域振興施設（平成２８年度開業予定）における販売戦略の
検討及び町内の道の駅等を利用する消費者への販売促進活動やニーズの把握に努
める。
③市場取り扱い魚種の付加価値向上を目指す対策
・自営定置及び小型船漁業者は、ﾔﾘｲｶ､ｽﾙﾒｲｶ､ﾌﾞﾘ､ﾀﾅｺﾞ､ｱｲﾅﾒ､ｶﾚｲ､ﾒﾊﾞﾙ､ﾋﾗﾒ等の魚
種については、施氷や神経〆などの工夫により高鮮度出荷の促進に努める。
・漁協は、市場取扱い価格の低い型や魚種について、イベント等の実験市に取り
組むことにより地場流通化へ向けた新たな消費拡大を目指して、知名度向上と販
路拡大を図る。
・採介藻漁業者はウニむき身作業をする際、殺菌冷海水を使用した上、保冷剤等
を利用し、衛生管理、温度管理の徹底に取り組む。
④後継者対策及び水産物の普及等の取り組み
・岩泉町と漁協は、漁業担い手の確保・育成のため、漁業就業者育成協議会を設
立する。
・漁協は、町内の児童・生徒を対象とした「小本川新巻き鮭」作りなどの体験学
習、出前授業等を開催し、漁業への理解と後継者育成対策を図る。
・漁協女性部は、町内各種イベントの参加を通じ「おもと浜っこあげ」（鮭のさ
つま揚げ）、「鮭汁」（鮭のすり身汁）等の販売促進、魚食普及の推進を図る。
⑤資源管理の推進
・漁協は、鮭稚魚の健苗育成と適期放流により回帰率を向上させ、資源量の増大
と所得向上を図る。
・漁協はアワビ稚貝を（社）岩手県栽培漁業協会等から購入し、放流することで
資源量の増大に取り組む。
・漁協は、アワビ種苗の放流方法について、種苗放流効果の向上させるため、従
来の船上放流方式から篭方式などへの変更について検討する。
・漁協は、アワビは一部（茂師）に３年（平成27～30年度）の禁漁区を設定し資
源管理を実施すると同時に、大型で良質なアワビを育成し、水揚げ金額の向上を
図る。



活用する
支援措置等

・漁業経営セーフティーネット構築等事業
・省エネ機器等導入推進事業
・有害生物漁業被害防止対策事業（クラゲ駆除）

漁業コスト削減
のための取組

●以下の取組で、経費を基準年比０．６％削減させる。
⑥漁業コスト削減の取り組みと経営改善
小本地区の全漁業者及び漁協は次の取り組みを行う。
・全漁業者を対象とした減速航行による燃油消費量の削減に取り組む。
・全漁業者を対象とした、漁船の船底の清掃実施回数をこれまでの1回/年から、
　２回/年に増やすことにより、組合員の省燃油に対する意識改革を進めること
　で、省燃油における活動意識を高める。
・漁業セーフティーネット構築等事業への加入を推進する。
・省エネルギー性能に優れたエンジンに機関換装することで燃油経費の削減図
る。
・クラゲが大量発生した場合、クラゲポンプ・クラゲバイパス網を使用し
　て漁業被害対策を実施する。



　３年目（平成２８年度）

漁業収入向上
のための取組

●以下の取組で、漁業収入を基準年比０．６％向上させる。
　小本浜漁協と全漁業者は、地域振興施設（施設内容は加工、直販、食堂）を主
軸とした水産物、水産物加工品の地元知名度の向上と販路拡大を図り、魚価及び
所得の向上を目指す。又、自営定置、小型漁船漁業者は市場取扱い魚種の付加価
値向上等に取り組む。具体的には以下のとおり。
①低利用資源等の新たな水産加工への取り組みと付加価値向上対策
・漁協は漁協女性部と協働して、採卵後の川鮭を利用した水産加工品を製造し、
町内イベント等で販売実験や試食会を展開することにより、小本川鮭の付加価値
向上と消費拡大を図る。
・漁協は漁協女性部と協働して、自営定置で大量に水揚げされた場合や型が小さ
い等の理由で低価格の魚種（主にゴマサバ）を利用したすりみやさつま揚げ等の
新たな加工品製造に取り組むとともに、ＰＲ活動を重ねることで周辺地域への周
知を図る。
・養殖わかめ、こんぶ養殖漁業者（8名）は、これまで未利用であった茎やメカブ
部分を有効活用するために漁協へ出荷する。漁協、女性部は茎やメカブの未利用
部分を有効活用した惣菜等を製造し、付加向上や収益向上のための販路拡大等に
努める。
・採介藻漁業者（162名）は郷土食である塩ウニを加工製造、販売する。又、地域
振興施設で販売する他、イベントの参加等により更なる販路の拡大を図る。
②水産加工品及び鮮魚の地場流通による消費拡大
・岩泉町と漁協は、地域振興施設や道の駅等を活用し、販売戦略に基づき、消費
者への販売促進活動に取り組む。
③市場取り扱い魚種の付加価値向上を目指す対策
・自営定置及び小型船漁業者は、ﾔﾘｲｶ､ｽﾙﾒｲｶ､ﾌﾞﾘ､ﾀﾅｺﾞ､ｱｲﾅﾒ､ｶﾚｲ､ﾒﾊﾞﾙ､ﾋﾗﾒ等の魚
種については、施氷や神経〆などの工夫により高鮮度出荷の促進に努める。
・漁協は、市場取扱い価格の低い型や魚種については、イベント等の実験市に取
り組むことにより地場流通化へ向けた新たな消費拡大を目指して、知名度向上と
販路拡大を図る。
･採介藻漁業者はウニむき身作業をする際、殺菌冷海水を使用した上、保冷剤等を
利用し、衛生管理、温度管理の徹底に取り組む。
④後継者対策及び水産物の普及等の取り組み
・岩泉町と漁協は、漁業就業者育成協議会を通じて漁業担い手の確保・育成に取
り組む。
・漁協は、町内の児童・生徒を対象とした「小本川新巻き鮭」作りなどの体験学
習、出前授業等を開催し、漁業への理解と後継者育成対策を図る。
・漁協女性部は、町内各種イベントの参加を通じ「おもと浜っこあげ」（鮭のさ
つま揚げ）、「鮭汁」（鮭のすり身汁）等の販売促進、魚食普及の推進を図る。
・漁協は、年間を通じた養殖ワカメの芯抜き委託作業により、高齢者の収入増加
を図る。
⑤資源管理の推進
・漁協は、鮭稚魚の健苗育成と適期放流により回帰率を向上させ、資源量の増大
と所得向上を図る。
・漁協はアワビ種苗を（社）岩手県栽培漁業協会等から購入して、放流を実施し
資源量の増大を図る。
・漁協は、アワビ種苗の放流方法について、従来の船上放流方式から篭方式など
へ変更し、種苗放流効果の向上を図る。
・漁協は、アワビは一部（茂師）に３年（平成27～30年度）の禁漁区を設定し資
源管理を実施すると同時に、大型で良質なアワビを育成し、水揚げ金額の向上を
図る。



漁業コスト削減
のための取組

●以下の取組で、経費を基準年比０．６％削減させる。
⑥漁業コスト削減の取り組みと経営改善
小本地区の全漁業者及び漁協は次の取り組みを行う。
・全漁業者を対象とした減速航行による燃油消費量の削減に取り組む。
・全漁業者を対象とした、漁船の船底の清掃実施回数をこれまでの1回/年から、
　２回/年に増やすことにより、組合員の省燃油に対する意識改革を進めること
　で、省燃油における活動意識を高める。
・漁業セーフティーネット構築等事業への加入を推進する。
・省エネルギー性能に優れたエンジンに機関換装することで燃油経費の削減を
　図る。
・クラゲが大量発生した場合、クラゲポンプ・クラゲバイパス網を使用し
　て漁業被害対策を実施する。

活用する
支援措置等

・漁業経営セーフティーネット構築等事業
・産地水産業強化支援事業
（シャーベット氷冷蔵施設の整備,鮭孵化場飼育池の新設及び既存施設の防水補
修）



漁業収入向上
のための取組

●以下の取組で、漁業収入を基準年比２．１％向上させる。
　小本浜漁協と全漁業者は、地域振興施設（施設内容は加工、直販、食堂）を主
軸とした水産物、水産物加工品の地元知名度の向上と販路拡大を図り、魚価及び
所得の向上を目指す。又、自営定置、小型漁船漁業者は市場取扱い魚種の付加価
値向上等に取り組む。具体的には以下のとおり。
①低利用資源等の新たな水産加工への取り組みと付加価値向上対策
・漁協は漁協女性部と協働して、採卵後の川鮭を利用した水産加工品を製造し、
町内イベント等で販売や試食会を展開することにより、小本川鮭の付加価値向上
と消費拡大を図る。
・漁協は漁協女性部と協働して、自営定置で大量に水揚げされた場合や型が小さ
い等の理由で低価格の魚種（主にゴマサバ）を利用したすりみやさつま揚げ等の
新たな加工品製造に取り組むとともに、ＰＲ活動を重ねることで周辺地域への周
知を図る。
・養殖わかめ、こんぶ養殖漁業者（8名）は、これまで未利用であった茎やメカブ
部分を有効活用する為に漁協へ出荷する。漁協、女性部は茎やメカブの未利用部
分を有効活用した惣菜等を製造し、付加向上や収益向上のための販路拡大等に努
める。
・採介藻漁業者（162名）は郷土食である塩ウニを加工製造、販売する。又、地域
振興施設で販売する他、更なる販路の拡大を図る。
・漁協と全漁業者は、販売促進活動を実施する為、直販、イベントなどを通じて
地元水産物の知名度向上と販路拡大を図る。
②水産加工品及び鮮魚の地場流通による消費拡大
・岩泉町と漁協は、地域振興施設及び町内の道の駅等を利用する消費者へのアン
ケート調査やサンプル配布等による販売促進活動やニーズの把握に努め、販売促
進を図る。
③市場取り扱い魚種の付加価値向上を目指す対策
・自営定置及び小型船漁業者は、ﾔﾘｲｶ､ｽﾙﾒｲｶ､ﾌﾞﾘ､ﾀﾅｺﾞ､ｱｲﾅﾒ､ｶﾚｲ､ﾒﾊﾞﾙ､ﾋﾗﾒ等の魚
種については、施氷や神経〆などの工夫により高鮮度出荷の促進に努める。
・漁協は、市場取扱い価格の低い型や魚種について、イベント等の実験市に取り
組むことにより地場流通化へ向けた新たな消費拡大を目指して、知名度向上と販
路拡大を図る。
･採介藻漁業者はウニむき身作業をする際、殺菌冷海水を使用した上、保冷剤等を
利用し、衛生管理、温度管理の徹底に取り組む。
④後継者対策及び水産物の普及等の取り組み
・岩泉町と漁協は、漁業就業者育成協議会を通じて漁業担い手の確保・育成に取
り組む。
・漁協は、町内の児童・生徒を対象とした「小本川新巻き鮭」作りなどの体験学
習、出前授業等を開催し、漁業への理解と後継者育成対策を図る。
・漁協女性部は、町内各種イベントの参加を通じ「おもと浜っこあげ」（鮭のさ
つま揚げ）、「鮭汁」（鮭のすり身汁）等の販売促進、魚食普及の推進を図る。
・漁協は、年間を通じた養殖ワカメの芯抜き委託作業により、高齢者の収入増加
を図る。
⑤資源管理の推進
・漁協は、鮭稚魚の健苗育成と適期放流により回帰率を向上させ、資源量の増大
と所得向上を図る。
・漁協はアワビ種苗を（社）岩手県栽培漁業協会等から購入し、放流を実施し資
源量の増大を図る。
・漁協は、アワビ種苗の放流方法について、従来の船上放流方式から篭方式など
へ変更し、種苗放流効果の向上を図る。
・漁協は、アワビは一部（茂師）に３年（平成27～30年度）の禁漁区を設定し資
源管理を実施すると同時に、大型で良質なアワビを育成し、水揚げ金額の向上を
図る。

　４年目（平成２９年度）



活用する
支援措置等

・漁業経営セーフティーネット構築等事業

漁業コスト削減
のための取組

●以下の取組で、経費を基準年比０．６％削減させる。
⑥漁業コスト削減の取り組みと経営改善
小本地区の全漁業者及び漁協は次の取り組みを行う。
・全漁業者を対象とした減速航行による燃油消費量の削減に取り組む。
・全漁業者を対象とした、漁船の船底の清掃実施回数をこれまでの1回/年から、
　２回/年に増やすことにより、組合員の省燃油に対する意識改革を進めること
　で、省燃油における活動意識を高める。
・漁業セーフティーネット構築等事業への加入を推進する。
・省エネルギー性能に優れたエンジンに機関換装することで燃油経費の削減を
　図る。
・クラゲが大量発生した場合、クラゲポンプ・クラゲバイパス網を使用し
　て漁業被害対策を実施する。



　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う。

漁業収入向上
のための取組

●以下の取組で、漁業収入を基準年比４．３％向上させる。
　小本浜漁協と全漁業者は、地域振興施設（施設内容は加工、直販、食堂）を主
軸とした水産物、水産物加工品の地元知名度の向上と販路拡大を図り、魚価及び
所得の向上を目指す。又、自営定置、小型漁船漁業者は市場取扱い魚種の付加価
値向上等に取り組む。具体的には以下のとおり。
①低利用資源等の新たな水産加工への取り組みと付加価値向上対策
・漁協は漁協女性部と協働して、採卵後の川鮭を利用した水産加工品を製造し、
町内イベント等で販売や試食会を展開することにより、小本川鮭の付加価値向上
と消費拡大を図る。
・漁協は漁協女性部と協働して、自営定置で大量に水揚げされた場合や型が小さ
い等の理由で低価格の魚種（主にゴマサバ）を利用したすりみやさつま揚げ等の
新たな加工品製造に取り組むとともに、ＰＲ活動を重ねることで周辺地域への周
知を図る。
・養殖わかめ、こんぶ養殖漁業者（8名）は、これまで未利用であった茎やメカブ
部分を有効活用する為に漁協へ出荷する。漁協、女性部は茎やメカブの未利用部
分を有効活用した惣菜等を製造し、付加向上や収益向上のための販路拡大等に努
める。
・採介藻漁業者（162名）は郷土食である塩ウニを加工製造、販売する。又、地域
振興施設で販売する他、更なる販路の拡大を図る。
・漁協と全漁業者は、販売促進活動を実施する為、直販、イベントなどを通じて
地元水産物の知名度向上と販路拡大を図る。
②水産加工品及び鮮魚の地場流通による消費拡大
・岩泉町と漁協は、地域振興施設及び町内の道の駅等を利用する消費者へのアン
ケート調査やサンプル配布等による販売促進活動やニーズの把握に努め、販売促
進に取り組む。
③市場取り扱い魚種の付加価値向上を目指す対策
・自営定置及び小型船漁業者は、ﾔﾘｲｶ､ｽﾙﾒｲｶ､ﾌﾞﾘ､ﾀﾅｺﾞ､ｱｲﾅﾒ､ｶﾚｲ､ﾒﾊﾞﾙ､ﾋﾗﾒ等の魚
種については、施氷や神経〆などの工夫により高鮮度出荷に取り組む。
・漁協は、市場取扱い価格の低い型や魚種について、イベント等の実験市に取り
組むことにより地場流通化へ向けた新たな消費拡大を目指して、知名度向上と販
路拡大を図る。
･採介藻漁業者はウニむき身作業をする際、殺菌冷海水を使用した上、保冷剤等を
利用し、衛生管理、温度管理の徹底に取り組む。
④後継者対策及び水産物の普及等の取り組み
・岩泉町と漁協は、漁業就業者育成協議会を通じて漁業担い手の確保・育成に取
り組む。
・漁協は、町内の児童・生徒を対象とした「小本川新巻き鮭」作りなどの体験学
習、出前授業等を開催し、漁業への理解と後継者育成対策を図る。
・漁協女性部は、町内各種イベントの参加を通じ「おもと浜っこあげ」（鮭のさ
つま揚げ）、「鮭汁」（鮭のすり身汁）等の販売促進、魚食普及の推進を図る。
・漁協は、年間を通じた養殖ワカメの芯抜き委託作業により、高齢者の収入増加
を図る。
⑤資源管理の推進
・漁協は、鮭稚魚の健苗育成と適期放流により回帰率を向上させ、資源量の増大
と所得向上を図る。
・漁協はアワビ種苗を（社）岩手県栽培漁業協会等から購入し、放流を実施し資
源量の増大を図る。
・漁協は、アワビの稚貝を放流方法について、従来の船上放流方式から篭方式な
どへ変更し、種苗放流効果の向上を図る。
・漁協は、アワビは一部（茂師）に３年の禁漁区を解禁して大型で良質なアワビ
を採捕し、水揚げ金額の向上に取り組む。



活用する
支援措置等

・漁業経営セーフティーネット構築等事業

漁業コスト削減
のための取組

●以下の取組で、経費を基準年比０．６％削減させる。
⑥漁業コスト削減の取り組みと経営改善
小本地区の全漁業者及び漁協は次の取り組みを行う。
・全漁業者を対象とした減速航行による燃油消費量の削減に取り組む。
・全漁業者を対象とした、漁船の船底の清掃実施回数をこれまでの1回/年から、
　２回/年に増やすことにより、組合員の省燃油に対する意識改革を進めること
　で、省燃油活動意識を高める。
・漁業セーフティーネット構築等事業への加入を推進する。
・省エネルギー性能に優れたエンジンに機関換装することで燃油経費の削減を
　図る。
・クラゲが大量発生した場合、クラゲポンプ・クラゲバイパス網を使用
　して漁業被害対策を実施する。



（４）関係機関との連携

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
 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

平成　　年度：　漁業所得　　　　　　　 千円
平成　　年度：　漁業所得　　　　　　　 千円

基準年
目標年

漁業所得の向上　 ％以上

 行政（岩手県、岩泉町）のほか、系統団体（岩手県漁業協同組合連合会等）、地域団体（小本浜漁
業協同組合、小本地域振興協議会等）との連携を取りながら、浜の活力再生プランの目標達成に向
け邁進します。

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

事業内容及び浜の活力再生プランとの関係性

機関換装により、燃油使用量が削減され、浜の活力再生プランの効果
が高められる。

減速航行等の実施により、漁業者自らが省エネを意識し、省燃油活動
を実践することで、浜の活力再生プランの効果が高められる。

大型クラゲによる漁業被害が軽減されることにより、漁獲物の品質保
持と燃油使用量の削減により、浜の活力再生プランの効果が高められ
る。
新たに水産物の加工・販売等に取り組むことにより、当地区水産物の
需要が拡大し、漁村地域の活性化が図られ、浜の活力再生プランの効
果が高められる。

燃油高騰の影響緩和が図られ、漁業経営の安定に繋がることから、浜
の活力再生プランの効果が高められる。

漁業経営セーフティーネット
構築等事業

省燃油活動推進事業

事業名

省エネ機器等導入推進事業

有害生物漁業被害防止総合対
策事業（クラゲ駆除）

産地水産業強化支援事業
製氷施設の整備による漁獲物の鮮度保持徹底と鮭孵化場飼育池の新設
等による健苗育成と適期放流により回帰率の向上が図られ、浜の活力
再生プランの効果が高められる。
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