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浜の活力再生プラン 

 

１ 地域水産業再生委員会 

組 織 名 五ヶ所湾地域水産業再生委員会 

代表者名 畑 金力 

 

再生委員会の 

構 成 員 
三重外湾漁業協同組合、南伊勢町 

オブザーバー 三重県 

 

対象となる地域の範囲及び漁業の種類 

南伊勢町五ヶ所湾地域（３５９名） 

貝類養殖（６７名）魚類養殖（３０名）、小型定置網

漁業（８名）、刺し網（１６０名）、一本釣り（７７名）、

採貝藻（１６１名） 

※複数漁業での兼業有り。 

 
 

２ 地域の現状 

（１）関連する水産業を取り巻く現状等 

五ヶ所湾地域ではリアス式海岸の入り組んだ内湾を利用して魚類養殖（マダイ、ハマチ他）、

真珠養殖、貝類養殖（マガキ、岩ガキ、檜扇貝）を中心とした各養殖業を始め、定置網、刺し網、

一本釣など、多種多様な漁業が営まれており、平成 25年度の漁業・養殖生産量は 588t、生産額

は 652百万円となっている、また、五ヶ所湾地域の中でも湾口部に位置する宿、田曽及び相賀浦

地区では生産量 356t のうち漁船漁業が 337t と 95％を占めるのに対して、それ以外の湾内部地

区では生産量 231tのうち養殖業が 223tと 97％を占めている。 

水産業は地域の基幹漁業としての地位を維持しているものの、魚価の低迷、真珠養殖におけ

る感染症、高低水温・赤潮などの漁場環境の悪化に加え、燃料代や資材・餌飼料等の高騰により

不安定な経営が続いており、昭和 63 年には 686 あった経営体が 359（2008 年センサス）に半減

している。 

このような中、養殖業を中心として、 

① 持続的な養殖生産の確保をめざした養殖漁場改善計画の設定および実施 

② マガキのシングルシード養殖や柚子真鯛、お炭付き鯛などの付加価値を付けた養殖生産物の

開発と生産 

③ イベント参加、移動販売による PR 

④アサリ稚貝着底促進基質を用いた稚貝採苗試験およびアサリ垂下養殖試験（二枚貝緊急増殖

対策事業）など、 

経営の安定化に向けた取組を進めている。 

 

 

（２）その他の関連する現状等 

地域には、漁協直営の釣り筏をはじめ釣り筏や釣り堀など海洋性レクリエーションが多く存在

し、訪れる遊漁者や観光客等も多くなってきている。 

 

 
 

  



３ 活性化の取組方針 

（１）基本方針 

もうかる水産業を実現するため、以下の取組を行う 

（１） マガキシングルシード養殖による地域産業の創出 

餌料がいらず経費負担が軽く、水域の浄化にもつながるマガキ養殖に着目し、新たな養

殖種類としてマガキのシングルシード養殖に取り組み、複合養殖による経営の安定化に取り

組むとともに、むきガキ加工などの 6次産業化を進めることで、漁業収入の向上、就業者の

確保など地域産業の創出に繋げる 

（２） 五ヶ所湾におけるアサリ漁業の再生 

   アサリ着底促進基盤材等を用いたアサリ稚貝漁場の創出や保護により、五ヶ所湾内のアサ

リ資源の増大を促し、アサリ漁業の再生をめざすとともに、五ヶ所湾でのアサリ垂下養殖の

実用化を進めることで、複合養殖による養殖業の経営安定化を図る。 

（３） 魚類養殖業の高品質化・複合化による経営の安定化 

   魚価の低迷と飼料価格の高騰により所得が低迷していることから、三重県産の柑橘等を餌

に添加して養殖マダイの高付加価値化を図る。また、養殖の主力魚種であるブリ、マダイの

他に、新たな貝類・藻類等の養殖への取組により収入の複合化を図る。 

（４） 魚価向上に向けた 6次産業化の取組 

生産された養殖生産物を漁協の移動販売車で販売することで、都市部での販路拡大や直

売による収入の増大を図るとともに、高齢化が進む農山漁村地域へ新鮮な生産物を提供する

ことでの買い物難民対策に資する。また、地域の生産者が取り組む 6次産業化の促進を図る。 

（５） 魚食普及に向けた取組 

地域で毎月第３日曜日に開催される青空市「五ヶ所湾 SUN！３！サンデー！ふれあい

市」や町が主催する魚食普及イベント「おさかなフェスタ南伊勢」などのイベントに参加す

るほか、南伊勢町魚々の日における給食食材の提供などを実施し、魚食普及を推進する。 

（６）自主的な資源管理の徹底による高齢化への対応や経営の安定化 

資源の減少や高齢化の進展等により経営環境が厳しくなっていることから、三重大学等

と連携して藻場造成を計画的に進めるとともに、平成２５年度から南伊勢町が生産を開始し

たカサゴ種苗の放流の実施、磯掃除等によるヒジキ藻場の拡大・造成を進めることにより、

漁場が近く、高齢者でも漁獲しやすい定着性の水産物（カサゴ、ヒジキ）の増殖を図る。 

（７）持続的な養殖経営体制の構築 

養殖漁場改善計画を遵守し、持続的な養殖生産を行うとともに、漁業経営セーフティー

ネット構築事業や漁業経営安定対策事業（積立ぷらす）を活用し経営の安定化を図る。また、

作業の共同化等によりコストの削減を図る。 

（８）漁場までに要する燃油使用量の削減 

カサゴの放流やヒジキ藻場の再生を実施し、漁場が近く、高齢者でも漁獲しやすい定着

性水産物の資源増大を図ることで、漁場までに要する燃油使用量を削減し、燃油コストの削

減を図る。 

（９）省燃油に向けた取組によるコストの削減 

省燃油活動推進事業を活用するとともに、全漁業者が定期的に船底清掃に取り組むことで

燃油コストの削減を図る。 

 

（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 

なし 

 

 

 

 

  



（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） 

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。 

漁業収入向上 

のための取組 

以下の取組により漁業所得を基準年より１．０％向上させる。 

① 餌料等の経費がかからず、水域の浄化にもつながるマガキをはじめとする貝

類養殖に着目し、シングルシード養殖による南伊勢町産マガキのブランド化

をめざして、国、県の指導の下に養殖試験を開始する。また、県の保健部局

と連携し安心・安全対策について、情報提供の仕組み等の検討を進める。 

② アサリ着底促進基盤材等を用いたアサリ稚貝の採集試験や被覆ネットによ

る放流稚貝の保護試験を実施する。また、複合養殖による養殖業の経営安定

化を図るため、五ヶ所湾でのアサリ垂下養殖試験を実施する。 

③ 養殖マダイに三重県産の柚子を添加した「柚子真鯛」や竹炭を餌に配合した

「お炭付き鯛」など付加価値の向上をめざした養殖生産物の開発、生産を進

めるとともに、三重県がブランド化を進める「伊勢まだい」への生産者の参

加を促進する。それぞれの生産者が、消費者ニーズにあった付加価値の高い

養殖マダイを生産することで、地域内で相乗効果を発揮していく。 

また、複合養殖による経営の安定化をめざして、ヒロメの養殖試験を実施

する。 

④ 生産された養殖生産物を漁協の移動販売車で販売することで、都市部での販

路拡大や直売による収入の増大を図るとともに、高齢化が進む農山漁村地域

へ新鮮な生産物を提供することでの買い物難民対策に資する。また、マダイ

の西京漬けや燻製など、地域の生産者が取り組む 6次産業化の促進を図る。 

⑤ 地域で毎月第３日曜日に開催される青空市「五ヶ所湾 SUN！３！サンデ

ー！ふれあい市」や町が主催する魚食普及イベント「おさかなフェスタ南伊

勢」に参加するほか、南伊勢町魚々の日における給食食材の提供などを実施

し、魚食普及を推進する。 

⑥ 禁漁区を設定した海域へヒレカットしたカサゴ標識種苗の放流を実施し、海

域ごとのカサゴの定着性の評価を行うとともに、積極的に資源保護を図るこ

とで漁獲量の拡大を図る。また、漁家所得の向上のため、ヒジキ藻場の拡大・

造成に向けて、県や町の支援のもとヒジキ幼胚の採取や磯掃除、幼胚の散布

等の試験に取り組む。 

 

漁業コスト削減 

のための取組 

以下の取組により漁業所得を基準年より０．１％向上させる。 

① 養殖漁場改善計画を遵守し、持続的な養殖生産を行うとともに、漁業経営

セーフティーネット構築事業や漁業経営安定対策事業（積立ぷらす）を活

用し経営の安定化を図る。 

② 漁業者が省燃油活動を推進し、定期的に船底清掃に取り組む体制づくりを

進めることで燃油コストの削減を図る。 

③ カサゴの放流やヒジキ藻場の再生を実施し、漁場が近く、高齢者でも漁獲

しやすい定着性水産物の資源増大を図ることで、漁場までに要する燃油使

用量を削減し、燃油コストの削減を図る。 

活用する支援 

措置等 

二枚貝緊急増殖対策事業 

漁業経営セーフティーネット構築事業 

漁業経営安定対策事業 

 

 

 

 



２年目（平成２７年度） 

漁業収入向上 

のための取組 

以下の取組により漁業所得を基準年より２．５％向上させる。 

① シングルシード養殖による南伊勢町産マガキのブランド化をめざして、養

殖施設や浄化施設の整備を行うとともに、国、県の指導の下に養殖技術の

向上、共同出荷による規格の統一、浄化処理など衛生管理の徹底による品

質の向上を図り、高品質な商品を持続的に安定供給できる体制の構築を進

める。また、県の保健部局と連携し安心・安全対策について情報提供の仕

組みの構築を図るとともに、研修会に積極的に参加して生産者の資質向上

と PRに努める。 

② アサリ着底促進基盤材等を用いたアサリ稚貝の採集試験や被覆ネットによ

る放流稚貝の保護試験及び稚貝採集試験を実施する。また、複合養殖によ

る養殖業の経営安定化を図るため、五ヶ所湾でのアサリ垂下養殖試験の実

施箇所を拡大する。 

③ 養殖マダイに三重県産の柚子を添加した柚子真鯛や竹炭を餌に配合したお

炭付き鯛など付加価値の向上をめざした養殖生産物の開発、生産を進める

とともに、三重県がブランド化を進める「伊勢まだい」への生産者の参加

を促進する。また、複合養殖による経営の安定化をめざして、ヒロメの養

殖試験を実施する。 

④ 生産された養殖生産物を漁協の移動販売車で販売することで、都市部での

販路拡大や直売による収入の増大を図るとともに、高齢化が進む農山漁村

地域へ新鮮な生産物を提供することでの買い物難民対策に資する。また、

マダイの西京漬けや燻製など、地域の生産者が取り組む 6 次産業化の促進

を図る。 

⑤ 地域で毎月第３日曜日に開催される青空市「五ヶ所湾 SUN！３！サンデ

ー！ふれあい市」や町が主催する魚食普及イベント「おさかなフェスタ南

伊勢」に参加するほか、南伊勢町魚々の日における給食食材の提供などを

実施し、魚食普及を推進する。 

⑥ 禁漁区を設定した海域へヒレカットしたカサゴ標識種苗の放流を実施し、

海域ごとのカサゴの定着性の評価を行うとともに、積極的に資源保護を図

ることで漁獲量の拡大を図る。また、漁家所得の向上のため、ヒジキ藻場

の拡大・造成に向けて、県や町の支援のもとヒジキ幼胚の採取や磯掃除、

幼胚の散布等の試験に取り組む。 

漁業コスト削減 

のための取組 

以下の取組により漁業所得を基準年より０．２％向上させる。 

① 養殖漁場改善計画を遵守し、持続的な養殖生産を行うとともに、漁業経営

セーフティーネット構築事業や漁業経営安定対策事業（積立ぷらす）を活

用し経営の安定化を図る。 

② 漁業者が省燃油活動を推進し、定期的に船底清掃に取り組む体制づくりを

進めることで燃油コストの削減を図る。 

③ カサゴの放流やヒジキ藻場の再生を実施し、漁場が近く、高齢者でも漁獲

しやすい定着性水産物の資源増大を図ることで、漁場までに要する燃油使

用量を削減し、燃油コストの削減を図る。 

活用する支援 

措置等 

二枚貝緊急増殖対策事業 

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 

漁業経営安定対策事業 

 

 

 



３年目（平成２８年度） 

漁業収入向上 

のための取組 

以下の取組により漁業所得を基準年より５．５％向上させる。 

① シングルシード養殖による南伊勢町産マガキのブランド化をめざして、国、

県の指導の下に養殖技術の向上、共同出荷による規格の統一、浄化処理な

ど衛生管理の徹底による品質の向上を図り、高品質な商品を持続的に安定

供給できる体制の構築を進める。また、県の保健部局と連携し安心・安全

対策について情報提供の仕組みの構築を図るとともに、研修会に積極的に

参加して生産者の資質向上と PRに努める。 

 さらに、むきガキ加工施設を整備し、直売やイベント等での販売も含め

生牡蠣から加工用むきガキまでの用途に応じた製品を製造・販売できる体

制を整備するとともに、地域の雇用拡大を図る。 

② アサリ着底促進基盤材等を用いたアサリ稚貝の採集試験や被覆ネットによ

る放流稚貝の保護試験及び稚貝採集試験を実施する。また、複合養殖によ

る養殖業の経営安定化を図るため、五ヶ所湾でのアサリ垂下養殖試験の実

施箇所を拡大する。 

③ 養殖マダイに三重県産の柚子を添加した柚子真鯛や竹炭を餌に配合したお

炭付き鯛など付加価値の向上をめざした養殖生産物の開発、生産を進める

とともに、三重県がブランド化を進める「伊勢まだい」への生産者の参加

者を促進する。また、複合養殖による経営の安定化をめざして、ヒロメの

養殖試験を実施する。 

④ 生産された養殖生産物を漁協の移動販売車で販売することで、都市部での

販路拡大や直売による収入の増大を図るとともに、高齢化が進む農山漁村

地域へ新鮮な生産物を提供することでの買い物難民対策に資する。また、

マダイの西京漬けや燻製など、地域の生産者が取り組む 6 次産業化の促進

を図る。 

⑤ 地域で毎月第３日曜日に開催される青空市「五ヶ所湾 SUN！３！サンデ

ー！ふれあい市」や町が主催する魚食普及イベント「おさかなフェスタ南

伊勢」に参加するほか、南伊勢町魚々の日における給食食材の提供などを

実施し、魚食普及を推進する。 

⑥ 禁漁区を設定した海域へヒレカットしたカサゴ標識種苗の放流を実施し、

海域ごとのカサゴの定着性の評価を行うとともに、積極的に資源保護を図

ることで漁獲量の拡大を図る。また、漁家所得の向上のため、ヒジキ藻場

の拡大・造成に向けて、県や町の支援のもとヒジキ幼胚の採取や磯掃除、

幼胚の散布等の試験に取り組む。 

漁業コスト削減 

のための取組 

以下の取組により漁業所得を基準年より０．３％向上させる。 

① 養殖漁場改善計画を遵守し、持続的な養殖生産を行うとともに、漁業経営

セーフティーネット構築事業や漁業経営安定対策事業（積立ぷらす）を活

用し経営の安定化を図る。 

② 漁業者が省燃油活動を推進し、定期的に船底清掃に取り組む体制づくりを

進めることで燃油コストの削減を図る。 

③ カサゴの放流やヒジキ藻場の再生を実施し、漁場が近く、高齢者でも漁獲

しやすい定着性水産物の資源増大を図ることで、漁場までに要する燃油使

用量を削減し、燃油コストの削減を図る。 

活用する支援 

措置等 

二枚貝緊急増殖対策事業 

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 

漁業経営安定対策事業 

 



４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所得を基準年より７．５％向上させる。 

① シングルシード養殖による南伊勢町産マガキのブランド化をめざして、国、

県の指導の下に養殖技術の向上、共同出荷による規格の統一、浄化処理な

ど衛生管理の徹底による品質の向上を図るとともに、生牡蠣から加工用む

きガキまでの用途に応じた製品を製造・販売できる体制を整備し、地域の

雇用拡大を図る。また、県の保健部局と連携し安心・安全対策についての

情報提供や研修会への積極的な参加による生産者の資質向上に努める。 

② アサリ着底促進基盤材等を用いたアサリ稚貝の採集や被覆ネットによる放

流稚貝の保護、稚貝の採集を実施する。また、複合養殖による養殖業の経

営安定化を図るため、五ヶ所湾でのアサリ垂下養殖を実施する。養殖した

アサリは地域を中心に移動販売車で販売するとともに、各種イベントで五

ヶ所湾産アサリのブランド化をめざしたＰＲを行う。 

③ 養殖マダイに三重県産の柚子を添加した柚子真鯛や竹炭を餌に配合したお

炭付き鯛など付加価値の向上をめざした養殖生産物の開発、生産を進める

とともに、三重県がブランド化を進める「伊勢まだい」への生産者の参加

を促進する。また、複合養殖による経営の安定化をめざして、ヒロメの養

殖試験を実施する。 

④ 生産された養殖生産物を漁協の移動販売車で販売することで、都市部での

販路拡大や直売による収入の増大を図るとともに、高齢化が進む農山漁村

地域へ新鮮な生産物を提供することでの買い物難民対策に資する。また、

マダイの西京漬けや燻製など、地域の生産者が取り組む 6 次産業化の促進

を図る。 

⑤ 地域で毎月第３日曜日に開催される青空市「五ヶ所湾 SUN！３！サンデ

ー！ふれあい市」や町が主催する魚食普及イベント「おさかなフェスタ南

伊勢」に参加するほか、南伊勢町魚々の日における給食食材の提供などを

実施し、魚食普及を推進する。 

⑥ 禁漁区を設定した海域へヒレカットしたカサゴ標識種苗の放流を実施し、

海域ごとのカサゴの定着性の評価を行うとともに、積極的に資源保護を図

ることで漁獲量の拡大を図る。また、漁家所得の向上のため、ヒジキ藻場

の拡大・造成に向けて、県や町の支援のもとヒジキ幼胚の採取や磯掃除、

幼胚の散布等の試験に取り組む。 

 

漁業コスト削減 

のための取組 

以下の取組により漁業所得を基準年より０．４％向上させる。 

① 養殖漁場改善計画を遵守し、持続的な養殖生産を行うとともに、漁業経営

セーフティーネット構築事業や漁業経営安定対策事業（積立ぷらす）を活

用し経営の安定化を図る。 

② 漁業者が省燃油活動を推進し、定期的に船底清掃に取り組む体制づくりを

進めることで燃油コストの削減を図る。 

③ カサゴの放流やヒジキ藻場の再生を実施し、漁場が近く、高齢者でも漁獲

しやすい定着性水産物の資源増大を図ることで、漁場までに要する燃油使

用量を削減し、燃油コストの削減を図る。 

活用する支援 

措置等 

漁業経営セーフティーネット構築事業 

漁業経営安定対策事業 

 

 

 

  



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 

下の取組により漁業所得を基準年より９．５％向上させる。 

① シングルシード養殖による南伊勢町産マガキのブランド化をめざして、国、

県の指導の下に養殖技術の向上、共同出荷による規格の統一、浄化処理な

ど衛生管理の徹底による品質の向上を図るとともに、生牡蠣から加工用む

きガキまでの用途に応じた製品を製造・販売できる体制を整備し、地域の

雇用拡大を図る。また、県の保健部局と連携し安心・安全対策についての

情報提供や研修会への積極的な参加による生産者の資質向上に努める。 

② アサリ着底促進基盤材等を用いたアサリ稚貝の採集や被覆ネットによる放

流稚貝の保護、稚貝の採集を実施する。また、複合養殖による養殖業の経

営安定化を図るため、五ヶ所湾でのアサリ垂下養殖を実施する。養殖した

アサリは地域を中心に移動販売車で販売するとともに、各種イベントで五

ヶ所湾産アサリのブランド化をめざしたＰＲを行う。 

③ 養殖マダイに三重県産の柚子を添加した柚子真鯛や竹炭を餌に配合したお

炭付き鯛など付加価値の向上をめざした養殖生産物の開発、生産を進める

とともに、三重県がブランド化を進める「伊勢まだい」への生産者の参加

を促進する。また、複合養殖による経営の安定化をめざして、ヒロメの養

殖試験を実施する。 

④ 生産された養殖生産物を漁協の移動販売車で販売することで、都市部での

販路拡大や直売による収入の増大を図るとともに、高齢化が進む農山漁村

地域へ新鮮な生産物を提供することでの買い物難民対策に資する。また、

マダイの西京漬けや燻製など、地域の生産者が取り組む 6 次産業化の促進

を図る。 

⑤ 地域で毎月第３日曜日に開催される青空市「五ヶ所湾 SUN！３！サンデ

ー！ふれあい市」や町が主催する魚食普及イベント「おさかなフェスタ南

伊勢」に参加するほか、南伊勢町魚々の日における給食食材の提供などを

実施し、魚食普及を推進する。 

⑥ 禁漁区を設定した海域へヒレカットしたカサゴ標識種苗の放流を実施し、

海域ごとのカサゴの定着性の評価を行うとともに、積極的に資源保護を図

ることで漁獲量の拡大を図る。また、漁家所得の向上のため、ヒジキ藻場

の拡大・造成に向けて、県や町の支援のもとヒジキ幼胚の採取や磯掃除、

幼胚の散布等の試験に取り組む。 

漁業コスト削減 

のための取組 

以下の取組により漁業所得を基準年より０．５％向上させる。 

① 養殖漁場改善計画を遵守し、持続的な養殖生産を行うとともに、漁業経営

セーフティーネット構築事業や漁業経営安定対策事業（積立ぷらす）を活

用し経営の安定化を図る。 

② 漁業者が省燃油活動を推進し、定期的に船底清掃に取り組む体制づくりを

進めることで燃油コストの削減を図る。 

③ カサゴの放流やヒジキ藻場の再生を実施し、漁場が近く、高齢者でも漁獲

しやすい定着性水産物の資源増大を図ることで、漁場までに要する燃油使

用量を削減し、燃油コストの削減を図る。 

活用する支援 

措置等 

漁業経営セーフティーネット構築事業 

漁業経営安定対策事業 

省燃油活動推進事業 

 

 



（４）関係機関との連携 

商工会や観光協会等と連携し、漁業体験イベント開催や南伊勢町ブランドの認定等を進め、南

伊勢町産水産物のＰＲを図る。 

 

 

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（３５９経営体） 

 

 

 

 

 

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 

強い水産業づくり交付金 

産地水産業強化支援事業 

（ハード） 

① 養殖施設 

② カキ浄化施設 

③ むきガキ加工施設 

 

 

強い水産業づくり交付金 

産地水産業強化支援事業 

（ソフト） 

① 地元で水揚げされる水産物を活用した加工品等の開発・販売 

 

水産環境整備事業 藻場の整備 

省燃油活動推進事業 船底清掃による漁船燃油コストの削減 

漁業経営セーフティーネッ

ト構築事業 

燃油及び養殖用配合飼料のセーフティーネットへの加入 

漁業経営安定対策事業 積み立てプラスの活用 

二枚貝緊急増殖対策事業 アサリ稚貝着底基質の設置によるアサリ稚貝の採集・垂下養殖の

実施によるアサリ資源の増大 

 


