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別記様式第１号 別添 

浜の活力再生プラン 

 

１ 地域水産業再生委員会 

組 織 名 鳥羽磯部地域水産業再生委員会 

代表者名 藤原隆仁 

 

再生委員会の 

構 成 員 
鳥羽磯部漁業協同組合、鳥羽市、志摩市 

オブザーバー 三重県伊勢農林水産事務所、三重県漁業協同組合連合会 

 

対象となる地域の範囲及び漁業の種類 

鳥羽磯部地域（819経営体） 

小型機船底びき網漁業(47)、中型まき網漁業(1)、刺し網

漁業（293）、一本釣り漁業（435）、はえ縄漁業(38)、機船

船びき網漁業(160)、大型定置漁業(1)、小型定置漁業

(20)、採藻(158)、青のり養殖(38)、かき養殖(203) 

※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 

鳥羽磯部地域は、三重県の東端に位置し、２市にまたがった２２漁村地区からなる広域の漁業

地域であり、栄養塩の豊富な伊勢湾の海水と太平洋からの暖かい海水が交差し、好漁場が形成さ

れており、また、海岸線が入り組んだ様々な島々や岩礁群が広がるおかげで多種多様な漁業が行

われている。 

漁業の特徴としては、殆どが個人経営で、伊勢湾や伊勢湾口部を漁場とした 20 トン未満の漁

船を使用した、一本釣りや刺網、船びき網、底びき網などの沿岸漁業が主に営まれ、また、波静

かな湾内や入り江を利用したノリやワカメ、カキ、魚類などの養殖業も営まれている。 

しかし、地域漁業を取り巻く環境は、全国的な魚価の低迷、燃料や資材などの経費の高騰、ま

た漁獲量の減少などにより、漁業者の高齢化や後継者不足に陥り厳しい状況となっている。その

ため、地域においては、漁家経営の安定化を図る取り組みが重要となっており、水産物の高付加

価値化、水産資源の保護・育成、漁業関連施設の整備など各種事業の展開を図っている。 

 

（２）その他の関連する現状等 

平成２５年に伊勢神宮式年遷宮を迎えたことを契機に、内宮・外宮の参拝者数が過去最高にな

るなど、伊勢志摩地域を訪れる観光客が大幅に増加した。 

来年の５月末には志摩市の賢島でサミット（主要国首脳会議）が開催されることから、連日の

ように伊勢、鳥羽、志摩地域のことがマスコミ報道されている。よって、これら地域の水産物を

国内外にＰＲする絶好の機会が到来している。 

鳥羽市では、平成２６年度からは、漁協と観光協会、行政が一体となり、全国でも珍しい「漁

業と観光の連携促進計画」を策定し、漁業と観光業が連携して、それぞれの強みと魅力を活かし

た事業を展開している。 

 また、志摩市では「新しい里海創生によるまちづくり」に取り組んでおり、沿岸域の総合的な

管理体制を構築して、自然の恵みの利用と保全を行いながら地域産業の振興を図っている。 
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３ 活性化の取組方針 

（１）基本方針 

当該地域での基幹産業である漁業の経営安定化と漁業所得を向上させるため、以下の取組を行う。 

 

１．資源の維持増大及び漁場の生産力向上の取組 

・体長制限や休漁期間等を定めた資源管理計画に基づいた自主的な漁業管理を推進し、資源の維持

増大及び持続的な活用を図る。 

・必要に応じて、地区間やまき網漁業とその他の沿岸漁業等異なる漁業種間の漁業者協議に基づい

た自主的な漁業調整を積極的に推進することで、相互理解を深めるとともに、資源の合理的かつ持続

的な活用を図る。 

・種苗放流及び小型魚の再放流を継続的に実施し、資源の維持増大を図る。 

・伊勢湾口養殖漁場管理計画及び的矢湾養殖漁場管理計画の実行を遵守するとともに、漂流漂着物

の除去や海岸清掃活動等を実施することで漁場の保全及び改善を図る。 

・アラメやアマモ等の藻場再生に取り組むことで漁場の保全及び改善を図る。 

 

２．観光業との連携による消費拡大の取組 

・漁業と観光業との連携強化を目的とした鳥羽市の施策「漁観連携」の展開により、旅館、民宿、ホテ

ル等での地元水産物の消費拡大を図る。 

・漁協直営の食堂「魚々味」、農漁協が出資し設立した直売所及びレストラン「鳥羽マルシェ」を活用し、

地元水産物の消費拡大を図る。 

・地域イベントや朝市等で漁業者グループや水産加工業者が出展することにより、地元水産物の消費

拡大を図る。 

・伊勢志摩サミット開催地に隣接する当地域の知名度向上やマスコミで取り上げられる機会を逃さず、

後々の消費につながるＰＲ活動を推進する。 

 

３．漁獲物の価値向上の取組 

・低未利用魚種を活用した商品を開発し、地域水産物の付加価値の向上を図る。 

・漁業者自らが漁獲物を加工処理する等の商品開発に取り組むことで漁家所得の向上を図る。 

・製氷施設や活魚運搬車等の整備により漁獲物の品質向上を図る。 

 

４．地域漁業への理解促進の取組 

・青壮年部活動を地元小中学生と共同で行ったり、漁業者が漁業体験教室等を行うことで漁業や漁業

者の活動に対する理解を促進し、地元消費の拡大や後継者育成を図る。 

・次世代を担う子供たちに地元水産物に親しみを持ってもらい、おいしさを知ってもらうため、地元水産

物を学校給食用食材として提供する。 

・小中学生や漁業者以外の視察等を積極的に受け入れ、地元の漁業に対する理解促進を図る。 

 

５．漁業者間の交流による技術の向上の取組 

・地域内外の漁業者間の交流による情報交換を積極的に推進し、先進的な知識や技術を習得すること

で生産力や魚価向上を図る。 

 

６．福祉との連携に関する取組 

・福祉作業所への作業委託等により、漁労作業の効率化や良質な漁業資材の確保を図るとともに、地

域活性化のための社会貢献を行う。 

 

７．漁業コストの削減の取組 
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・定期的な船底清掃、減速航行、省エネ機器の導入等により燃油等コストの削減を図る。 

・漁業経営セーフティネット構築事業への加入を促進し、燃油高騰時の費用の抑制を図る。 

・県漁業調整規則の改正に伴う小型機船底びき網漁船の高出力推進機関への換装により使用漁船の

統合を図り、燃油コスト等の削減を図る。 

 

（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 

三重県漁業調整規則（第 26条 許可等の定数） 

三重県漁業調整規則（第 36条 禁止期間） 

三重県漁業調整規則（第 37条 体長等の制限） 

三重県漁業調整規則（第 40条 漁具の制限） 

三重県漁業調整規則（第 42条 禁止区域） 

三重県漁業調整規則（第 44条 電気設備の制限） 

三重県漁業調整規則（第 47条 漁船の馬力数の制限） 

三重県漁業調整員会委員会告示第 7号（ふぐはえなわ漁業に係る指示） 

太平洋広域漁業調整委員会指示第 20号（伊勢湾、三河湾イカナゴ資源管理に係る指示） 

我が国の海洋生物資源の資源管理指針 

三重県資源管理指針 

三重県伊勢湾口海域及び熊野灘海域における中型まき網漁業の資源管理計画 

伊勢湾イカナゴ資源管理計画 

伊勢湾口・熊野灘海域における定置網漁業の資源管理計画 

愛知県及び三重県の「漁業に関する協定」 
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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） 

１年目（平成２７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１．７％向上させる。 

 

（全体の取組） 

 

①資源の繁殖保護及び漁場保全活動の取組 

・体長制限や休漁期間等を定めた資源管理計画に基づいた自主的な漁業管理を推

進し、資源の維持増大及び持続的な活用を図る。 

・必要に応じて、地区間やまき網漁業とその他の沿岸漁業等異なる漁業種間の漁業

者協議に基づいた自主的な漁業調整を積極的に推進することで、相互理解を深める

とともに、資源の合理的かつ持続的な活用を図る。 

・漁獲対象魚種の種苗放流や小型魚の再放流を継続的に実施することで、資源の維

持増大を図る。 

・密漁、違反操業対策として必要に応じ夜間警戒活動を実施するとともに、行政や取

締機関を含めた緊急連絡体制を整備する。 

・ＮＰＯ団体や市民ボランティアとの協働による漂流漂着物の調査や海岸清掃活動等

に継続的に取り組み、漁場の保全及び改善を図る。 

・伊勢湾海岸漂着物対策セミナー等に参加し、漁業者の視点から海洋環境保全の取

組の重要性を啓発する取組を行う。 

・アラメやアマモ等の藻場再生に継続的に取り組み、漁場の生産力向上を図る。 

 

②漁獲物の消費拡大及び価値向上の取組 

・魚食普及スキルの向上のため、行政が実施する魚食普及研修会等への参画を推

進する。 

・鳥羽マルシェの地元の農産物と水産物を合わせた新メニュー開発支援等により、消

費者に地元水産物のおいしい食べ方の提案を行うことを検討する。 

・アカモク、サメ等の低未利用資源を活用した新しい商品開発の推進を検討する。 

・地元水産物を使った手軽でおいしい料理を開発し、全国にＰＲするため、鳥羽マル

シェのｓｅａ級グルメ全国大会への参加を支援する。 

・地元水産物の消費拡大を図るため、イベント等を活用した観光と漁業を関連させた

市の「漁観連携」施策を積極的に推進する。 

・市が地元水産物をふるさと納税記念品として活用することで地区内外へのＰＲを行

う。 

・平成 28 年に開催される伊勢志摩サミットを地元水産物の国内外へのＰＲのための

大きなチャンスととらえ、サミット開催記念企画等、官民挙げて行われるサミット関連

施策へ積極的に参画する。 

・漁村地域の活力及び漁家所得の向上を図るため、漁業者グループによる朝市での

漁獲物や加工品の販売促進を検討する。 

・漁村地域の活力及び漁家所得の向上を図るため、市が誘致した「地域おこし協力

隊」の活用を検討する。 

・魚価を下支えし、漁業収入の安定及び向上を図るため、漁協の販売部門の積極的

な市場参入の推進を検討する。 

・鮮度保持による船びき網漁業の漁獲物の品質向上を図るため、既存施設を最大限

活用するとともに氷不足を解消するため、製氷施設の新設を検討する。 
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・付加価値の高い活魚の輸送拡大に取り組むため、新たな活魚運搬車の整備を検討

する。 

・漁獲物の付加価値向上のため、行政が開催する6次産業化に関する研修会等への

漁業者の参加を推進するとともに、漁協や漁業者が整備した加工施設の活用の推進

を検討する。 

 

③地域の漁業への理解促進の取組 

・地域の漁業や漁業者の活動に対する理解を促進し、地元消費の拡大や後継者育

成を図るため、青壮年部活動を地元小中学生と共同で行ったり、漁業者自らが子供

たちを対象にした漁業や魚食を体験する出前授業等を行うことを検討する。 

・次世代を担う子供たちに地元水産物に親しみを持ってもらい、おいしさを知ってもら

うため、地元水産物を学校給食用食材として提供することを検討する。 

・地元の漁業に対する理解促進を図るため、小中学生や漁業者以外の視察等の積

極的な受け入れを検討する。 

 

④漁業者間の交流による技術の向上の取組 

・先進的な知識や技術を習得することで生産力や魚価向上を図るため、地域内外で

の漁業者間の積極的な交流推進を検討する。 

 

⑤福祉との連携に関する取組 

・障がい者福祉作業所等への作業委託等により、漁労作業の効率化や良質な漁業

資材の確保を図るとともに、地域活性化のための社会貢献を行うことを検討する。 

 

（漁業種類別取組） 

 

○小型機船底びき網漁業の取組 

・「伊勢湾・三河湾小型機船底びき網漁業対象種資源回復計画（平成 23 年度終了）」

の内容に自主的に取り組むことで資源の維持増大を図る。 

・漁協及び漁業者が整備した加工処理施設を活用することで、低未利用魚の付加価

値向上に取り組み、魚価の向上を図る。 

・ヒラメ、マダイ、クロダイ等の種苗放流に取り組むことで資源の維持増大を図る。 

・伊勢湾内における小型機船底びき網漁船の馬力制限の緩和（平成 26 年の県漁業

調整規則改正）に伴い、高出力機関への換装を推進することで漁獲効率の向上を図

る。 

 

○中型まき網漁業の取組 

・「三重県伊勢湾口海域及び熊野灘海域における中型まき網漁業の資源管理計画」

に取り組み、適切な資源管理を行うことで資源の維持増大を図る。 

 

○刺し網漁業の取組 

・イセエビについて、適切な資源管理を行うことで資源の維持増大を図るため、資源

管理計画の策定を検討する。 

・さわら流し網について、県内及び愛知県漁業者間で毎年定期的に協議し、自主的な

操業ルールを取り決めることで、円滑な操業及び資源の維持増大を図る。 

 

○一本釣り漁業の取組 
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・ヒラメ、マダイ、クロダイ、カサゴの種苗放流に継続して取り組むことで資源の維持増

大を図る。 

 

○はえ縄漁業の取組 

・ヒラメ、マダイ、クロダイ、カサゴの種苗放流に取り組むことで資源の維持増大を図

る。 

・県内外の漁業者と協議し、トラフグの禁漁期間、操業区域や漁獲制限等の資源管

理の取り組みを共同して行うことで資源の維持増大を図る。 

 

○機船船びき網漁業の取組 

・「三重県伊勢湾・伊勢湾口海域における機船船びき網漁業の資源管理計画」による

適切な資源管理を行うことで資源の維持増大を図る。 

・三重、愛知両県のデータ分析によるイカナゴ稚仔魚の体長予測に基づき、操業開始

日を両県で協議し設定することによる資源管理の取組を推進する。 

・翌年度の産卵に加入するイカナゴ親魚 20億尾を確保するため、操業日毎の漁獲実

績データの分析結果に基づき、三重、愛知両県で協議し、禁漁区、操業時間制限、休

漁日、終漁日の設定等の自主的な操業ルールによる資源管理の取組を推進する。 

・地域の水産加工の処理能力を超える過剰な漁獲を行わないよう、水産加工業者と

連携した操業を実施し、資源の効率的な有効活用に取り組む。 

・資源状況に応じて、県内の船びき網漁業者が所属する三重県ばっち網漁業協同組

合及び三重県船びき網漁業組合で協議のうえ、出漁地区を交代する輪番操業による

資源管理の取組を推進する。 

・漁獲物の鮮度保持による高品質化を図るため、既存の製氷施設を最大限活用する

とともに答志地区及び神島地区の氷不足を解消するため新設による拡充を検討す

る。 

 

○定置網漁業の取組 

・「伊勢湾口・熊野灘海域における定置網漁業の資源管理計画」に取り組み、適切な

資源管理を行うことで資源の維持増大を図る。 

 

○採藻漁業の取組 

・アカモク等、低未利用資源の加工品開発及び販路拡大の取組を推進する。 

・アラメ、ヒジキ等の異物除去を徹底することで品質の向上を図る。 

・障がい者福祉作業所等への作業委託によるアラメ干し等作業の効率化及び品質向

上について検討する。 

 

○青のり養殖漁業の取組 

・的矢湾養殖漁場利用計画の内容を遵守し、漁場環境の改善に取り組むことで生産

量の維持、増加を図る。 

・水揚げ時及び乾燥後の異物除去の徹底による品質向上に取り組み、単価向上を図

る。 

・養殖技術及び製品管理の向上に取り組むことで生産量の増加及び単価の向上を図

るため、先進地視察等の実施を検討する。 

・複合的養殖による漁業収入増を図るため、新たな藻類養殖として糸のりの試験養

殖に取り組む。 

 



7 

 

○かき養殖の取組 

・伊勢湾口及び的矢湾養殖漁場利用計画の内容を遵守し、漁場環境の改善に取り

組むことで生産量の維持、増加を図る。 

・県水産研究所の赤潮発生情報の活用等によるへい死対策により生産量の向上を

図る。 

・東日本大震災以降、県外産種苗の供給が不安定になっていることから、研究機関

や行政と共同で地先での天然採苗技術の開発及び向上に取り組む。 

・オイスターバー等での需要に対応した付加価値の高いシングルシード（一粒かき）

養殖等の新しい技術の開発への取組について検討する。 

・生食用かきについては、紫外線滅菌海水による浄化とともに、漁協、かき養殖業

者、消費者団体、研究機関及び行政等で構成する「みえのかき安心協議会」におけ

るＨＰでの情報発信及び講習会の受講により、ノロウィルス感染防止対策を行うこと

で消費拡大を図る。 

・県及び自主的な貝毒検査を定期的に行うことで安全安心なかきの提供に取り組む。 

・焼きがき小屋での直販による消費拡大及び付加価値の向上を図る。 

・かき祭り等イベントの開催、県内外の販売促進イベントに積極的に参加することによ

り消費拡大及び付加価値の向上を図る。 

・かき出荷時期以外の漁業収入の向上のため、アサリ、トリガイ、ヒジキ、ワカメ等、

複合的な養殖に取り組む。 

・三重ブランド認定等、付加価値向上の取組を活用した販売戦略を検討する。 

・天然採苗に使用する良質なコレクターの確保を図るため、障がい者福祉作業所へ

作成を委託する。 

・担い手の育成確保を図るため、県のモデル実証事業を活用し、社会福祉協議会へ

の養殖作業委託について検討する。 

 

○わかめ養殖の取組 

・鳥羽市水産研究所で生産される地元の海域特性に適した高品質なわかめ種苗を活

用することにより生産量の維持増大及び品質の向上を図る。 

・メヒビや茎わかめの加工製品等の開発、販売による消費拡大及び付加価値の向上

を図る。 

漁業コスト削減 

のための取組 

以下の漁業者の取組により、漁業コストを基準年より０．３％削減させる。 

・定期的な船底清掃等、省燃油活動の推進により燃油コストの削減に取り組む。 

・出港、帰港時の減速航行を実施し、燃油コストの削減に取り組む。 

・漁業経営セーフティネット構築事業への加入を促進し、燃油高騰時の費用の抑制を

図る。 

・県漁業調整規則の改正に伴う小型機船底びき網漁船の高出力推進機関への換装

により使用漁船の統合を図り、燃油コスト等の削減に取り組む。 

活用する支援 

措置等 

・省燃油活動推進事業 

・省エネ機器等導入推進事業 

・沿岸漁業リーダー・女性育成支援事業 

・水産多面的機能発揮対策事業 

・産地水産業強化支援事業 

 

２年目（平成２８年度） 

漁業収入向上 

のための取組 

前年度の漁獲実績や資源状況を踏まえ内容を見直したうえで以下のとおり取組を

さらに推進し、漁業所得を基準年より３．５％向上させる。 
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（全体の取組） 

 

①資源の繁殖保護及び漁場保全活動の取組 

・体長制限や休漁期間等を定めた資源管理計画に基づいた自主的な漁業管理を引

き続き推進し、資源の維持増大及び持続的な活用を図る。 

・必要に応じて、地区間やまき網漁業とその他の沿岸漁業等異なる漁業種間の漁業

者協議に基づいた自主的な漁業調整を引き続き積極的に推進することで、相互理解

を深めるとともに、資源の合理的かつ持続的な活用を図る。 

・漁獲対象魚種の種苗放流や小型魚の再放流を引き続き実施することで、資源の維

持増大を図る。 

・密漁、違反操業対策として必要に応じ夜間警戒活動を実施するとともに、行政や取

締機関を含めた前年度の緊急連絡体制を見直し、整備する。 

・ＮＰＯ団体や市民ボランティアとの協働による漂流漂着物の調査や海岸清掃活動

等に引き続き取り組み、漁場の保全及び改善を図る。 

・伊勢湾海岸漂着物対策セミナー等に参加し、漁業者の視点から海洋環境保全の取

組の重要性を啓発する取組を引き続き行う。 

・アラメやアマモ等の藻場再生に継続的に取り組み、漁場の生産力向上を図る。 

 

②漁獲物の価値向上の取組 

・魚食普及スキルの向上のため、行政が実施する魚食普及研修会等への参画を引

き続き推進する。 

・鳥羽マルシェの地元の農産物と水産物を合わせた新メニュー開発を引き続き支援

し、消費者に地元水産物のおいしい食べ方の提案を行う。 

・前年度に取り組んだアカモク、サメに加え、ホウボウやエイ等の低未利用資源を活

用した新しい商品開発を推進する。 

・前年度に参加したｓｅａ級グルメ全国大会で出品した料理について、鳥羽マルシェで

の販売を検討するとともに、引き続きｓｅａ級グルメ全国大会への参加を検討する。 

・地元水産物の消費拡大を図るため、イベント等を活用した観光と漁業を関連させた

市の「漁観連携」施策を引き続き積極的に推進する。 

・市が地元水産物をふるさと納税記念品として引き続き活用することで地区内外への

ＰＲを行う。 

・5 月に開催される伊勢志摩サミットを地元水産物の国内外へのＰＲのための大きな

チャンスととらえ、サミット開催記念企画等、官民挙げて行われるサミット関連施策へ

引き続き積極的に参画する。 

・漁村地域の活力及び漁家所得の向上を図るため、漁業者グループによる朝市での

漁獲物や加工品の販売を促進する。 

・漁村地域の活力及び漁家所得の向上を図るため、市が誘致した「地域おこし協力

隊」の活動や提案を最大限活用する。 

・魚価を下支えし、漁業収入の安定及び向上を図るため、漁協の販売部門の積極的

な市場参入を推進する。 

・鮮度保持による船びき網漁業の漁獲物の品質向上を図るため、既存施設を最大限

活用するとともに氷不足を解消するため、製氷施設の新設を引き続き検討する。 

・付加価値の高い活魚の輸送拡大に取り組むため、新たな活魚運搬車の整備を引

き続き検討する。 

・漁獲物の付加価値向上のため、行政が開催する 6 次産業化に関する研修会等へ

の漁業者の参加を引き続き推進するとともに、漁協や漁業者が整備した加工施設の
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活用を推進する。 

 

③地域の漁業への理解促進の取組 

・地域の漁業や漁業者の活動に対する理解を促進し、地元消費の拡大や後継者育

成を図るため、青壮年部活動を地元小中学生と共同で行ったり、漁業者自らが子供

たちを対象にした漁業や魚食を体験する出前授業等を行うことを推進する。 

・次世代を担う子供たちに地元水産物に親しみを持ってもらい、おいしさを知ってもら

うため、地元水産物を学校給食用食材として提供する。 

・小中学生や漁業者以外の視察等を積極的に受け入れ、地元の漁業に対する理解

促進を図ることで魚食普及及び後継者の育成を図る。 

 

④漁業者間の交流による技術の向上の取組 

・地域内外での漁業者間の積極的な交流を推進し、先進的な知識や技術を習得す

ることで生産力や魚価向上を図る。 

 

⑤福祉との連携に関する取組 

・障がい者福祉作業所への作業委託等により、漁労作業の効率化や良質な漁業資

材の確保を図るとともに、地域活性化のための社会貢献を推進する。 

 

（漁業種類別取組） 

 

○小型機船底びき網漁業の取組 

・「伊勢湾・三河湾小型機船底びき網漁業対象種資源回復計画（平成 23年度終了）」

の内容を引き続き自主的に取り組むことで資源の維持増大を図る。 

・漁協及び漁業者が整備した加工処理施設を引き続き活用することで、低未利用魚

の付加価値向上による魚価の向上を図る。 

・ヒラメ、マダイ、クロダイ等の種苗放流に引き続き取り組むことで資源の維持増大を

図る。 

・伊勢湾内における小型機船底びき網漁船の馬力制限の緩和（平成 26 年の県漁業

調整規則改正）に伴い、高出力機関への換装を引き続き推進することで漁獲効率の

向上を図る。 

 

○中型まき網漁業の取組 

・「三重県伊勢湾口海域及び熊野灘海域における中型まき網漁業の資源管理計画」

に引き続き取り組み、適切な資源管理を行うことで資源の維持増大を図る。 

 

○刺し網漁業の取組 

・イセエビについて、資源管理計画を策定、遵守し、適切な資源管理を行うことにより

資源の維持増大を図る。 

・さわら流し網について、引き続き県内及び愛知県漁業者間で毎年定期的に協議

し、自主的な操業ルールを取り決めることで、円滑な操業及び資源の維持増大を図

る。 

 

○一本釣り漁業の取組 

・ヒラメ、マダイ、クロダイ、カサゴの種苗放流に引き続き取り組むことで資源の維持

増大を図る。 
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○はえ縄漁業の取組 

・ヒラメ、マダイ、クロダイ、カサゴの種苗放流に引き続き取り組むことで資源の維持

増大を図る。 

・県内外の漁業者と協議し、トラフグの禁漁期間、操業区域や漁獲制限等の資源管

理の取り組みを引き続き共同して行うことで資源の維持増大を図る。 

 

○機船船びき網漁業の取組 

・「三重県伊勢湾・伊勢湾口海域における機船船びき網漁業の資源管理計画」によ

る適切な資源管理を引き続き行うことで資源の維持増大を図る。 

・三重、愛知両県のデータ分析によるイカナゴ稚仔魚の体長予測に基づき、操業開

始日を両県で協議し設定することによる資源管理の取組を引き続き推進する。 

・翌年度の産卵に加入するイカナゴ親魚 20 億尾を確保するため、操業日毎の漁獲

実績データの分析結果に基づき、三重、愛知両県で協議し、禁漁区、操業時間制

限、休漁日、終漁日の設定等の自主的な操業ルールによる資源管理の取組を引き

続き推進する。 

・地域の水産加工の処理能力を超える過剰な漁獲を行わないよう、引き続き水産加

工業者と連携した操業を実施し、資源の効率的な有効活用に取り組む。 

・資源状況に応じて、県内の船びき網漁業者が所属する三重県ばっち網漁業協同組

合及び三重県船びき網漁業組合で協議のうえ、出漁地区を交代する輪番操業によ

る資源管理の取組を引き続き推進する。 

・漁獲物の鮮度保持による高品質化を図るため、既存の製氷貯氷施設を最大限活

用するとともに答志地区及び神島地区の氷不足を解消するため新設による拡充を

引き続き検討する。 

 

○定置網漁業の取組 

・「伊勢湾口・熊野灘海域における定置網漁業の資源管理計画」に引き続き取り組

み、適切な資源管理を行うことで資源の維持増大を図る。 

 

○採藻漁業の取組 

・アカモク等、低未利用資源の加工品開発及び販路拡大の取組を引き続き推進し、

生産量の増加及び製品の品質統一化による単価の向上を図る。 

・アラメ、ヒジキ等の異物除去を引き続き徹底することで品質の向上を図る。 

・障がい者福祉作業所等との連携によるアラメ干し作業等の効率化及び品質向上に

ついて引き続き検討する。 

 

○青のり養殖漁業の取組 

・的矢湾養殖漁場利用計画の内容を遵守し、漁場環境の改善に引き続き取り組むこ

とで生産量の維持、増加を図る。 

・水揚げ時及び乾燥後の異物除去の徹底による品質向上に引き続き取り組み、単価

向上を図る。 

・養殖技術及び製品管理の向上に引き続き取り組むことで生産量の増加及び単価

の向上を図るため、先進地視察等の実施を検討する。 

・複合的養殖による漁業収入増を図るため、新たな藻類養殖として糸のりの試験養

殖に引き続き取り組む。 

 

○かき養殖の取組 
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・伊勢湾口及び的矢湾養殖漁場利用計画の内容を遵守し、漁場環境の改善に引き

続き取り組むことで生産量の維持、増加を図る。 

・県水産研究所の赤潮発生情報の活用等によるへい死対策を引き続き行うことによ

り生産量の増加を図る。 

・東日本大震災以降、県外産種苗の供給が不安定になっていることから、研究機関

や行政と共同で地先での天然採苗技術の開発及び向上に引き続き取り組むととも

に採苗作業を効率良く行えるよう漁業者グループの組織化を検討する。 

・オイスターバー等での需要に対応した付加価値の高いシングルシード（一粒かき）

養殖等の新しい技術の開発への取組を推進する。 

・生食用かきについては、紫外線滅菌海水による浄化とともに、漁協、かき養殖業

者、消費者団体、研究機関及び行政等で構成する「みえのかき安心協議会」におけ

るＨＰでの情報発信及び講習会の受講により、引き続きノロウィルス感染防止対策を

行うことで消費拡大を図る。 

・県及び自主的な貝毒検査を引き続き定期的に行うことで安全安心なかきの提供に

取り組む。 

・焼きがき小屋での直販により引き続き消費拡大及び付加価値の向上を図る。 

・かき祭り等イベントの開催、県内外の販売促進イベントに積極的に参加することに

より引き続き消費拡大及び付加価値の向上を図る。 

・かき出荷時期以外の漁業収入の向上のため、引き続きアサリ、トリガイ、ヒジキ、ワ

カメ等、複合的な養殖に取り組む。 

・三重ブランド認定等を活用し、かきを目的としたツアー客の地元受け入れを推進す

る等の取組により、漁家所得の向上を図る。 

・より多くの良質な天然採苗用コレクターを確保するため、前年度の実績を勘案した

うえで障がい者福祉作業所と協議し、コレクター作成委託数量を増加する。 

・担い手の育成確保を図るため、県のモデル実証事業の結果を活用し、社会福祉協

議会への養殖作業委託の具体的な内容について検討する。 

 

○わかめ養殖の取組 

・鳥羽市水産研究所で生産される地元の海域特性に適した高品質なわかめ種苗を

引き続き活用することにより生産量の維持増大及び品質の向上を図る。 

・メヒビや茎わかめの加工製品等の開発、販売に引き続き取り組み、消費拡大及び

付加価値の向上を図る。 

漁業コスト削減 

のための取組 

以下の漁業者の取組により、漁業コストを基準年より０．６％削減させる。 

・定期的な船底清掃等、省燃油活動の推進により引き続き燃油コストの削減に取り

組む。 

・出港、帰港時の減速航行を実施し、引き続き燃油コストの削減に取り組む。 

・漁業経営セーフティネット構築事業への加入を引き続き促進し、燃油高騰時の費用

の抑制を図る。 

・県漁業調整規則の改正に伴う小型機船底びき網漁船の高出力推進機関への換装

により使用漁船の統合を図り、引き続き燃油コスト等の削減に取り組む。 

活用する支援 

措置等 

・省燃油活動推進事業 

・省エネ機器等導入推進事業 

・沿岸漁業リーダー・女性育成支援事業 

・水産多面的機能発揮対策事業 

・産地水産業強化支援事業 
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３年目（平成２９年度） 

漁業収入向上 

のための取組 

前年度の漁獲実績や資源状況を踏まえ内容を見直したうえで以下のとおり取組を

さらに推進し、漁業所得を基準年より５．３％向上させる。 

 

（全体の取組） 

 

①資源の繁殖保護及び漁場保全活動の取組 

・体長制限や休漁期間等を定めた資源管理計画に基づいた自主的な漁業管理を引

き続き推進し、資源の維持増大及び持続的な活用を図る。 

・必要に応じて、地区間やまき網漁業とその他の沿岸漁業等異なる漁業種間の漁業

者協議に基づいた自主的な漁業調整を引き続き積極的に推進することで、相互理解

を深めるとともに、資源の合理的かつ持続的な活用を図る。 

・漁獲対象魚種の種苗放流や小型魚の再放流を引き続き実施することで、資源の維

持増大を図る。 

・密漁、違反操業対策として必要に応じ夜間警戒活動を実施するとともに、行政や取

締機関を含めた前年度の緊急連絡体制を見直し、整備する。 

・ＮＰＯ団体や市民ボランティアとの協働による漂流漂着物の調査や海岸清掃活動

等に引き続き取り組み、漁場の保全及び改善を図る。 

・伊勢湾海岸漂着物対策セミナー等に参加し、漁業者の視点から海洋環境保全の取

組の重要性を啓発する取組を引き続き行う。 

・アラメやアマモ等の藻場再生に継続的に取り組み、漁場の生産力向上を図る。 

 

②漁獲物の価値向上の取組 

・地元水産物の良さを知ってもらい、魚食普及スキルの向上のため、行政が実施す

る魚食普及研修会等への参画を引き続き推進する。 

・鳥羽マルシェの地元の農産物と水産物を合わせた新メニュー開発を引き続き支援

し、消費者に地元水産物のおいしい食べ方の提案を行う。 

・前年度までに取り組んだアカモク、サメ、ホウボウ、エイ等の低未利用資源を活用し

開発した商品について、鳥羽マルシェ等での販売を促進する。 

・これまでにｓｅａ級グルメ全国大会で出品した料理について、鳥羽マルシェで販売す

るとともに、引き続きｓｅａ級グルメ全国大会への参加を支援する。 

・地元水産物の消費拡大を図るため、イベント等を活用した観光と漁業を関連させた

市の「漁観連携」施策を引き続き積極的に推進する。 

・市が地元水産物をふるさと納税記念品として引き続き活用することで地区内外への

ＰＲを行う。 

・前年度に開催された伊勢志摩サミットの関連施策の参画により知名度が向上した

地元産水産物や加工品について、引き続き地域内外への積極的なＰＲを検討する。 

・漁村地域の活力及び漁家所得の向上を図るため、漁業者グループによる朝市での

漁獲物や加工品の販売を引き続き促進する。 

・漁村地域の活力及び漁家所得の向上を図るため、市が誘致した「地域おこし協力

隊」の活動や提案を最大限活用する。 

・魚価を下支えし、漁業収入の安定及び向上を図るため、引き続き漁協の販売部門

の積極的な市場参入を推進する。 

・既存の製氷施設を最大限活用するとともに新たに製氷施設を整備することで船び

き網漁業者が使用する氷の不足を解消し、漁獲物の高鮮度化による魚価の向上を

図る。 
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・付加価値の高い活魚の輸送を効率よく行うことで魚価の向上を図るため、新たな活

魚運搬車の整備を引き続き検討する。 

・漁獲物の付加価値向上のため、行政が開催する 6 次産業化に関する研修会等へ

の漁業者の参加を引き続き推進するとともに、漁協や漁業者が整備した加工施設の

活用を推進する。 

 

③地域の漁業への理解促進の取組 

・地域の漁業や漁業者の活動に対する理解を促進し、地元消費の拡大や後継者育

成を図るため、引き続き青壮年部活動を地元小中学生と共同で行ったり、漁業者自

らが子供たちを対象にした漁業や魚食を体験する出前授業等を行うことを推進す

る。 

・次世代を担う子供たちに地元水産物に親しみを持ってもらい、おいしさを知ってもら

うため、引き続き地元水産物を学校給食用食材として提供する。 

・小中学生や漁業者以外の視察等を引き続き積極的に受け入れ、地元の漁業に対

する理解促進を図ることで魚食普及及び後継者の育成を図る。 

 

④漁業者間の交流による技術の向上の取組 

・地域内外での漁業者間の積極的な交流を引き続き推進し、先進的な知識や技術を

習得することで生産力や魚価向上を図る。 

 

⑤福祉との連携に関する取組 

・障がい者福祉作業所への作業委託等により、引き続き漁労作業の効率化や良質

な漁業資材の確保を図るとともに、地域活性化のための社会貢献を推進する。 

 

（漁業種類別取組） 

 

○小型機船底びき網漁業の取組 

・「伊勢湾・三河湾小型機船底びき網漁業対象種資源回復計画（平成 23年度終了）」

の内容を引き続き自主的に取り組むことで資源の維持増大を図る。 

・漁協及び漁業者が整備した加工処理施設を引き続き活用することで、低未利用魚

の付加価値向上による魚価の向上を図る。 

・ヒラメ、マダイ、クロダイ等の種苗放流に引き続き取り組むことで資源の維持増大を

図る。 

・伊勢湾内における小型機船底びき網漁船の馬力制限の緩和（平成 26 年の県漁業

調整規則改正）に伴い、高出力機関への換装を引き続き推進することで漁獲効率の

向上を図る。 

 

○中型まき網漁業の取組 

・「三重県伊勢湾口海域及び熊野灘海域における中型まき網漁業の資源管理計画」

に引き続き取り組み、適切な資源管理を行うことで資源の維持増大を図る。 

 

○刺し網漁業の取組 

・イセエビについて、資源管理計画を遵守し、適切な資源管理を行うことにより資源

の維持増大を図る。 

・さわら流し網について、引き続き県内及び愛知県漁業者間で毎年定期的に協議

し、自主的な操業ルールを取り決めることで、円滑な操業及び資源の維持増大を図
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る。 

 

○一本釣り漁業の取組 

・ヒラメ、マダイ、クロダイ、カサゴの種苗放流に引き続き取り組むことで資源の維持

増大を図る。 

 

○はえ縄漁業の取組 

・ヒラメ、マダイ、クロダイ、カサゴの種苗放流に引き続き取り組むことで資源の維持

増大を図る。 

・県内外の漁業者と協議し、トラフグの禁漁期間、操業区域や漁獲制限等の資源管

理の取り組みを引き続き共同して行うことで資源の維持増大を図る。 

 

○機船船びき網漁業の取組 

・「三重県伊勢湾・伊勢湾口海域における機船船びき網漁業の資源管理計画」によ

る適切な資源管理を引き続き行うことで資源の維持増大を図る。 

・三重、愛知両県のデータ分析によるイカナゴ稚仔魚の体長予測に基づき、操業開

始日を両県で協議し設定することによる資源管理の取組を引き続き推進する。 

・翌年度のイカナゴ産卵加入魚保護のために三重、愛知両県の協議で禁漁区及び

終漁日を設定する資源管理の取組を引き続き推進する。 

・翌年度の産卵に加入するイカナゴ親魚 20 億尾を確保するため、操業日毎の漁獲

実績データの分析結果に基づき、三重、愛知両県で協議し、禁漁区、操業時間制

限、休漁日、終漁日の設定等の自主的な操業ルールによる資源管理の取組を引き

続き推進する。 

・地域の水産加工の処理能力を超える過剰な漁獲を行わないよう、引き続き水産加

工業者と連携した操業を実施し、資源の効率的な有効活用に取り組む。 

・資源状況に応じて、県内の船びき網漁業者が所属する三重県ばっち網漁業協同組

合及び三重県船びき網漁業組合で協議のうえ、出漁地区を交代する輪番操業によ

る資源管理の取組を引き続き推進する。 

・既存の製氷施設を最大限活用するとともに新たな製氷施設を整備することで答志

地区及び神島地区の氷不足を解消し、高鮮度化による魚価の向上を図る。 

 

○定置網漁業の取組 

・「伊勢湾口・熊野灘海域における定置網漁業の資源管理計画」に引き続き取り組

み、適切な資源管理を行うことで資源の維持増大を図る。 

 

○採藻漁業の取組 

・アカモク等、低未利用資源の加工品開発及び販路拡大の取組を引き続き推進し、

生産量の増加及び製品の品質統一化による単価の向上を図る。 

・アラメ、ヒジキ等の異物除去を引き続き徹底することで品質向上による単価の向上

を図る。 

 

○青のり養殖漁業の取組 

・的矢湾養殖漁場利用計画の内容を遵守し、漁場環境の改善に引き続き取り組むこ

とで生産量の維持、増加を図る。 

・水揚げ時及び乾燥後の異物除去の徹底による品質向上に引き続き取り組み、単価

向上を図る。 
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・養殖技術及び製品管理の向上に引き続き取り組むことで生産量の増加及び単価

の向上を図るため、先進地視察等の実施を検討する。 

・複合的養殖による漁業収入増を図るため、新たな藻類養殖として糸のりの試験養

殖に引き続き取り組む。 

 

○かき養殖の取組 

・伊勢湾口及び的矢湾養殖漁場利用計画の内容を遵守し、漁場環境の改善に引き

続き取り組むことで生産量の維持、増加を図る。 

・県水産研究所の赤潮発生情報の活用等によるへい死対策を引き続き行うことによ

り生産量の向上を図る。 

・東日本大震災以降、県外産種苗の供給が不安定になっていることから、前年度ま

でに研究機関や行政と共同で行った地先での天然採苗技術開発の研究結果を取り

入れるとともに、漁業者グループを組織化し役割分担を行うことで採苗作業の効率

化を図る。 

・オイスターバー等での需要に対応した付加価値の高いシングルシード（一粒かき）

養殖等の新しい技術の開発に取り組む。 

・生食用かきについては、紫外線滅菌海水による浄化とともに、漁協、かき養殖業

者、消費者団体、研究機関及び行政等で構成する「みえのかき安心協議会」におけ

るＨＰでの情報発信及び講習会の受講により、引き続きノロウィルス感染防止対策を

行うことで消費拡大を図る。 

・県及び自主的な貝毒検査を引き続き定期的に行うことで安全安心なかきの提供に

取り組む。 

・焼きがき小屋での直販により引き続き消費拡大及び付加価値の向上を図る。 

・かき祭り等イベントの開催、県内外の販売促進イベントに積極的に参加することに

より引き続き消費拡大及び付加価値の向上を図る。 

・かき出荷時期以外の漁業収入の向上のため、引き続きアサリ、トリガイ、ヒジキ、ワ

カメ等、複合的な養殖に取り組む。 

・三重ブランド認定等を活用し、かきを目的としたツアー客の地元受け入れを推進す

る等の取組により、漁家所得の向上を図る。 

・より多くの良質な天然採苗用コレクターを確保するため、前年度までの実績を勘案

し、障がい者福祉作業所と協議のうえコレクターの適正量の作成を委託する。 

・担い手の育成確保を図るため、県のモデル実証事業の結果を活用し、社会福祉協

議会への養殖作業委託の具体的な内容について引き続き検討する。 

 

○わかめ養殖の取組 

・鳥羽市水産研究所で生産される地元の海域特性に適した高品質なわかめ種苗を

引き続き活用することにより生産量の維持増大及び品質の向上を図る。 

・メヒビや茎わかめの加工製品等の開発、販売に引き続き取り組み、消費拡大及び

付加価値の向上を図る。 

漁業コスト削減 

のための取組 

以下の漁業者の取組により、漁業コストを基準年より０．９％削減させる。 

・定期的な船底清掃等、省燃油活動の推進により引き続き燃油コストの削減に取り

組む。 

・出港、帰港時の減速航行を実施し、引き続き燃油コストの削減に取り組む。 

・漁業経営セーフティネット構築事業への加入を引き続き促進し、燃油高騰時の費用

の抑制を図る。 

・県漁業調整規則の改正に伴う小型機船底びき網漁船の高出力推進機関への換装
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により使用漁船の統合を図り、引き続き燃油コスト等の削減に取り組む。 

活用する支援 

措置等 

・省燃油活動推進事業 

・省エネ機器等導入推進事業 

・沿岸漁業リーダー・女性育成支援事業 

・水産多面的機能発揮対策事業 

・産地水産業強化支援事業 

 

４年目（平成３０年度） 

漁業収入向上 

のための取組 

前年度の漁獲実績や資源状況を踏まえ内容を見直したうえで以下のとおり取組を

さらに推進し、漁業所得を基準年より７．１％向上させる。 

 

（全体の取組） 

 

①資源の繁殖保護及び漁場保全活動の取組 

・体長制限や休漁期間等を定めた資源管理計画に基づいた自主的な漁業管理を引

き続き推進し、資源の維持増大及び持続的な活用を図る。 

・必要に応じて、地区間やまき網漁業とその他の沿岸漁業等異なる漁業種間の漁業

者協議に基づいた自主的な漁業調整を引き続き積極的に推進することで、相互理解

を深めるとともに、資源の合理的かつ持続的な活用を図る。 

・漁獲対象魚種の種苗放流や小型魚の再放流を引き続き実施することで、資源の維

持増大を図る。 

・密漁、違反操業対策として必要に応じ夜間警戒活動を実施するとともに、行政や取

締機関を含めた前年度の緊急連絡体制を見直し、整備する。 

・ＮＰＯ団体や市民ボランティアとの協働による漂流漂着物の調査や海岸清掃活動

等に引き続き取り組み、漁場の保全及び改善を図る。 

・伊勢湾海岸漂着物対策セミナー等に参加し、漁業者の視点から海洋環境保全の取

組の重要性を啓発する取組を引き続き行う。 

・アラメやアマモ等の藻場再生に継続的に取り組み、漁場の生産力向上を図る。 

 

②漁獲物の価値向上の取組 

・地元水産物の良さを知ってもらい、魚食普及スキルの向上のため、行政が実施す

る魚食普及研修会等への参画を引き続き推進する。 

・鳥羽マルシェの地元の農産物と水産物を合わせた新メニュー開発を引き続き支援

し、消費者に地元水産物のおいしい食べ方の提案を行う。 

・前年度までに取り組んだアカモク、サメ、ホウボウ、エイ等の低未利用資源を活用し

開発した商品について、鳥羽マルシェ等での販売を促進する。 

・これまでにｓｅａ級グルメ全国大会で出品した料理について、鳥羽マルシェで販売す

るとともに、引き続きｓｅａ級グルメ全国大会への参加を支援する。 

・地元水産物の消費拡大を図るため、イベント等を活用した観光と漁業を関連させた

市の「漁観連携」施策を引き続き積極的に推進する。 

・市が地元水産物をふるさと納税記念品として引き続き活用することで地区内外への

ＰＲを行う。 

・平成 28年度に開催された伊勢志摩サミットの関連施策の参画により知名度が向上

した地元産水産物や加工品について、引き続き地域内外への積極的なＰＲ活動に取

り組む。 

・漁村地域の活力及び漁家所得の向上を図るため、漁業者グループによる朝市での
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漁獲物や加工品の販売を引き続き促進する。 

・漁村地域の活力向上とともに所得の向上を図るため、市が誘致した「地域おこし協

力隊」の活動や提案を最大限活用する。 

・魚価を下支えし、漁業収入の安定及び向上を図るため、引き続き漁協の販売部門

の積極的な市場参入を推進する。 

・新たに整備した製氷施設を活用し、船びき網漁業の漁獲物の高鮮度化による魚価

の向上を図る。 

・付加価値の高い活魚の輸送を効率よく行うことで魚価の向上を図るため、新たに活

魚運搬車を整備する。 

・漁獲物の付加価値向上のため、行政が開催する 6 次産業化に関する研修会等へ

の漁業者の参加を引き続き推進するとともに、漁協や漁業者が整備した加工施設の

活用を推進する。 

 

③地域の漁業への理解促進の取組 

・地域の漁業や漁業者の活動に対する理解を促進し、地元消費の拡大や後継者育

成を図るため、引き続き青壮年部活動を地元小中学生と共同で行ったり、漁業者自

らが子供たちを対象にした漁業や魚食を体験する出前授業等を行うことを推進す

る。 

・次世代を担う子供たちに地元水産物に親しみを持ってもらい、おいしさを知ってもら

うため、引き続き地元水産物を学校給食用食材として提供する。 

・小中学生や漁業者以外の視察等を引き続き積極的に受け入れ、地元の漁業に対

する理解促進を図ることで魚食普及及び後継者の育成を図る。 

 

④漁業者間の交流による技術の向上の取組 

・地域内外での漁業者間の積極的な交流を引き続き推進し、先進的な知識や技術を

習得することで生産力や魚価向上を図る。 

 

⑤福祉との連携に関する取組 

・障がい者福祉作業所への作業委託等により、引き続き漁労作業の効率化や良質

な漁業資材の確保を図るとともに、地域活性化のための社会貢献を推進する。 

 

（漁業種類別取組） 

 

○小型機船底びき網漁業の取組 

・「伊勢湾・三河湾小型機船底びき網漁業対象種資源回復計画（平成 23年度終了）」

の内容を引き続き自主的に取り組むことで資源の維持増大を図る。 

・漁協及び漁業者が整備した加工処理施設を引き続き活用することで、低未利用魚

の付加価値向上による魚価の向上を図る。 

・ヒラメ、マダイ、クロダイ等の種苗放流に引き続き取り組むことで資源の維持増大を

図る。 

・伊勢湾内における小型機船底びき網漁船の馬力制限の緩和（平成 26 年の県漁業

調整規則改正）に伴い、高出力機関への換装を引き続き推進することで漁獲効率の

向上を図る。 

 

○中型まき網漁業の取組 

・「三重県伊勢湾口海域及び熊野灘海域における中型まき網漁業の資源管理計画」
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に引き続き取り組み、適切な資源管理を行うことで資源の維持増大を図る。 

 

○刺し網漁業の取組 

・イセエビについて、資源管理計画を遵守し、適切な資源管理を行うことにより資源

の維持増大を図る。 

・さわら流し網について、引き続き県内及び愛知県漁業者間で毎年定期的に協議

し、自主的な操業ルールを取り決めることで、円滑な操業及び資源の維持増大を図

る。 

 

○一本釣り漁業の取組 

・ヒラメ、マダイ、クロダイ、カサゴの種苗放流に引き続き取り組むことで資源の維持

増大を図る。 

 

○はえ縄漁業の取組 

・ヒラメ、マダイ、クロダイ、カサゴの種苗放流に引き続き取り組むことで資源の維持

増大を図る。 

・県内外の漁業者と協議し、トラフグの禁漁期間、操業区域や漁獲制限等の資源管

理の取り組みを引き続き共同して行うことで資源の維持増大を図る。 

 

○機船船びき網漁業の取組 

・「三重県伊勢湾・伊勢湾口海域における機船船びき網漁業の資源管理計画」によ

る適切な資源管理を引き続き行うことで資源の維持増大を図る。 

・三重、愛知両県のデータ分析によるイカナゴ稚仔魚の体長予測に基づき、操業開

始日を両県で協議し設定することによる資源管理の取組を引き続き推進する。 

・翌年度の産卵に加入するイカナゴ親魚 20 億尾を確保するため、操業日毎の漁獲

実績データの分析結果に基づき、三重、愛知両県で協議し、禁漁区、操業時間制

限、休漁日、終漁日の設定等の自主的な操業ルールによる資源管理の取組を引き

続き推進する。 

・地域の水産加工の処理能力を超える過剰な漁獲を行わないよう、引き続き水産加

工業者と連携した操業を実施し、資源の効率的な有効活用に取り組む。 

・資源状況に応じて、県内の船びき網漁業者が所属する三重県ばっち網漁業協同組

合及び三重県船びき網漁業組合で協議のうえ、出漁地区を交代する輪番操業によ

る資源管理の取組を引き続き推進する。 

・新たに整備した製氷施設を活用し、答志地区及び神島地区の漁獲物の高鮮度化

による魚価の向上を図る。 

 

○定置網漁業の取組 

・「伊勢湾口・熊野灘海域における定置網漁業の資源管理計画」に引き続き取り組

み、適切な資源管理を行うことで資源の維持増大を図る。 

 

○採藻漁業の取組 

・アカモク等、低未利用資源の加工品開発及び販路拡大の取組を引き続き推進し、

生産量の増加及び製品の品質統一化による単価の向上を図る。 

・アラメ、ヒジキ等の異物除去を引き続き徹底することで品質の向上を図る。 

・障がい者福祉作業所等との連携によるアラメ干し作業等の効率化及び品質向上に

ついて引き続き検討する。 
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○青のり養殖漁業の取組 

・的矢湾養殖漁場利用計画の内容を遵守し、漁場環境の改善に引き続き取り組むこ

とで生産量の維持、増加を図る。 

・水揚げ時及び乾燥後の異物除去の徹底による品質向上に引き続き取り組み、単価

向上を図る。 

・養殖技術及び製品管理の向上に引き続き取り組むことで生産量の増加及び単価

の向上を図るため、先進地視察等の実施を検討する。 

・複合的養殖による漁業収入増を図るため、新たな藻類養殖として糸のりの試験養

殖に引き続き取り組む。 

 

○かき養殖の取組 

・伊勢湾口及び的矢湾養殖漁場利用計画の内容を遵守し、漁場環境の改善に引き

続き取り組むことで生産量の維持、増加を図る。 

・県水産研究所の赤潮発生情報の活用等によるへい死対策を引き続き行うことによ

り生産量の向上を図る。 

・研究機関や行政と共同で行った地先での天然採苗技術開発の研究結果を取り入

れるとともに、漁業者間で役割分担を行うことで効率的な採苗を実施する。 

・オイスターバー等での需要に対応した付加価値の高いシングルシード（一粒かき）

養殖等の新しい技術の開発に引き続き取り組む。 

・生食用かきについては、紫外線滅菌海水による浄化とともに、漁協、かき養殖業

者、消費者団体、研究機関及び行政等で構成する「みえのかき安心協議会」におけ

るＨＰでの情報発信及び講習会の受講により、引き続きノロウィルス感染防止対策を

行うことで消費拡大を図る。 

・県及び自主的な貝毒検査を引き続き定期的に行うことで安全安心なかきの提供に

取り組む。 

・焼きがき小屋での直販により引き続き消費拡大及び付加価値の向上を図る。 

・かき祭り等イベントの開催、県内外の販売促進イベントに積極的に参加することに

より引き続き消費拡大及び付加価値の向上を図る。 

・かき出荷時期以外の漁業収入の向上のため、引き続きアサリ、トリガイ、ヒジキ、ワ

カメ等、複合的な養殖に取り組む。 

・三重ブランド認定等を活用し、かきを目的としたツアー客の地元受け入れを推進す

る等の取組により、漁家所得の向上を図る。 

・前年度までの実績を勘案し、障がい者福祉作業所と協議のうえ適正量のコレクター

作成を委託することで、より多くの良質な天然採苗用コレクターの確保を図る。 

・担い手の育成確保を図るため、県のモデル実証事業の結果を活用し、社会福祉協

議会への養殖作業委託の具体的な内容について引き続き検討する。 

 

○わかめ養殖の取組 

・鳥羽市水産研究所で生産される地元の海域特性に適した高品質なわかめ種苗を

引き続き活用することにより生産量の維持増大及び品質の向上を図る。 

・メヒビや茎わかめの加工製品等の開発、販売に引き続き取り組み、消費拡大及び

付加価値の向上を図る。 

漁業コスト削減 

のための取組 

以下の漁業者の取組により、漁業コストを基準年より１．２％削減させる。 

・定期的な船底清掃等、省燃油活動の推進により引き続き燃油コストの削減に取り

組む。 

・出港、帰港時の減速航行を実施し、引き続き燃油コストの削減に取り組む。 
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・漁業経営セーフティネット構築事業への加入を引き続き促進し、燃油高騰時の費用

の抑制を図る。 

・県漁業調整規則の改正に伴う小型機船底びき網漁船の高出力推進機関への換装

により使用漁船の統合を図り、引き続き燃油コスト等の削減に取り組む。 

活用する支援 

措置等 

・省燃油活動推進事業 

・省エネ機器等導入推進事業 

・沿岸漁業リーダー・女性育成支援事業 

・水産多面的機能発揮対策事業 

・産地水産業強化支援事業 

 

５年目（平成３１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 

前年度の漁獲実績や資源状況を踏まえ内容を見直したうえで以下のとおり取組を

さらに推進し、漁業所得を基準年より８．９％向上させる。 

 

（全体の取組） 

 

①資源の繁殖保護及び漁場保全活動の取組 

・体長制限や休漁期間等を定めた資源管理計画に基づいた自主的な漁業管理を引

き続き推進し、資源の維持増大及び持続的な活用を図る。 

・必要に応じて、地区間やまき網漁業とその他の沿岸漁業等異なる漁業種間の漁業

者協議に基づいた自主的な漁業調整を引き続き積極的に推進することで、相互理解

を深めるとともに、資源の合理的かつ持続的な活用を図る。 

・漁獲対象魚種の種苗放流や小型魚の再放流を引き続き実施することで、資源の維

持増大を図る。 

・密漁、違反操業対策として必要に応じ夜間警戒活動を実施するとともに、行政や取

締機関を含めた前年度の緊急連絡体制を見直し、整備する。 

・ＮＰＯ団体や市民ボランティアとの協働による漂流漂着物の調査や海岸清掃活動

等に引き続き取り組み、漁場の保全及び改善を図る。 

・伊勢湾海岸漂着物対策セミナー等に参加し、漁業者の視点から海洋環境保全の取

組の重要性を啓発する取組を引き続き行う。 

・アラメやアマモ等の藻場再生に継続的に取り組み、漁場の生産力向上を図る。 

 

②漁獲物の価値向上の取組 

・地元水産物の良さを知ってもらい、魚食普及スキルの向上のため、行政が実施す

る魚食普及研修会等への参画を引き続き推進する。 

・鳥羽マルシェの地元の農産物と水産物を合わせた新メニュー開発を引き続き支援

し、消費者に地元水産物のおいしい食べ方の提案を行う。 

・前年度までに取り組んだアカモク、サメ、ホウボウ、エイ等の低未利用資源を活用し

開発した商品について、鳥羽マルシェ等での販売を促進する。 

・これまでにｓｅａ級グルメ全国大会で出品した料理について、鳥羽マルシェで販売す

るとともに、引き続きｓｅａ級グルメ全国大会への参加を支援する。 

・地元水産物の消費拡大を図るため、イベント等を活用した観光と漁業を関連させた

市の「漁観連携」施策を引き続き積極的に推進する。 

・市が地元水産物をふるさと納税記念品として引き続き活用することで地区内外への
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ＰＲを行う。 

・平成 28年度に開催された伊勢志摩サミットの関連施策の参画により知名度が向上

した地元産水産物や加工品について、引き続き地域内外への積極的なＰＲ活動に取

り組む。 

・漁村地域の活力及び漁家所得の向上を図るため、漁業者グループによる朝市での

漁獲物や加工品の販売を引き続き促進する。 

・漁村地域の活力及び漁家所得の向上を図るため、市が誘致した「地域おこし協力

隊」の活動や提案を最大限活用する。 

・魚価を下支えし、漁業収入の安定及び向上を図るため、引き続き漁協の販売部門

の積極的な市場参入を推進する。 

・新たに整備した製氷施設を引き続き活用し、船びき網漁業の漁獲物の高鮮度化に

よる魚価の向上を図る。 

・新たに整備した活魚運搬車を活用し、付加価値の高い活魚の輸送を効率よく行うこ

とで魚価の向上を図る。 

・漁獲物の付加価値向上のため、行政が開催する 6 次産業化に関する研修会等へ

の漁業者の参加を引き続き推進するとともに、漁協や漁業者が整備した加工施設の

活用を推進する。 

 

③地域の漁業への理解促進の取組 

・地域の漁業や漁業者の活動に対する理解を促進し、地元消費の拡大や後継者育

成を図るため、引き続き青壮年部活動を地元小中学生と共同で行ったり、漁業者自

らが子供たちを対象にした漁業や魚食を体験する出前授業等を行うことを推進す

る。 

・次世代を担う子供たちに地元水産物に親しみを持ってもらい、おいしさを知ってもら

うため、引き続き地元水産物を学校給食用食材として提供する。 

・小中学生や漁業者以外の視察等を引き続き積極的に受け入れ、地元の漁業に対

する理解促進を図ることで魚食普及及び後継者の育成を図る。 

 

④漁業者間の交流による技術の向上の取組 

・地域内外での漁業者間の積極的な交流を引き続き推進し、先進的な知識や技術を

習得することで生産力や魚価向上を図る。 

 

⑤福祉との連携に関する取組 

・障がい者福祉作業所への作業委託等により、引き続き漁労作業の効率化や良質

な漁業資材の確保を図るとともに、地域活性化のための社会貢献を推進する。 

 

（漁業種類別取組） 

 

○小型機船底びき網漁業の取組 

・「伊勢湾・三河湾小型機船底びき網漁業対象種資源回復計画（平成 23年度終了）」

の内容を引き続き自主的に取り組むことで資源の維持増大を図る。 

・漁協及び漁業者が整備した加工処理施設を引き続き活用することで、低未利用魚

の付加価値向上による魚価の向上を図る。 

・ヒラメ、マダイ、クロダイ等の種苗放流に引き続き取り組むことで資源の維持増大を

図る。 

・伊勢湾内における小型機船底びき網漁船の馬力制限の緩和（平成 26 年の県漁業
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調整規則改正）に伴い、高出力機関への換装を引き続き推進することで漁獲効率の

向上を図る。 

・より適切な資源管理に取り組むため、資源管理計画の策定を検討する。 

 

○中型まき網漁業の取組 

・「三重県伊勢湾口海域及び熊野灘海域における中型まき網漁業の資源管理計画」

に引き続き取り組み、適切な資源管理を行うことで資源の維持増大を図る。 

 

○刺し網漁業の取組 

・イセエビについて、資源管理計画を遵守し、適切な資源管理を行うことにより資源

の維持増大を図る。 

・さわら流し網について、引き続き県内及び愛知県漁業者間で毎年定期的に協議

し、自主的な操業ルールを取り決めることで、円滑な操業及び資源の維持増大を図

る。 

・より適切なサワラの資源管理に取り組み、資源の維持増大を図るため、資源管理

計画の策定を検討する。 

 

○一本釣り漁業の取組 

・ヒラメ、マダイ、クロダイ、カサゴの種苗放流に引き続き取り組むことで資源の維持

増大を図る。 

 

○はえ縄漁業の取組 

・ヒラメ、マダイ、クロダイ、カサゴの種苗放流に引き続き取り組むことで資源の維持

増大を図る。 

・県内外の漁業者と協議し、トラフグの禁漁期間、操業区域や漁獲制限等の資源管

理の取り組みを引き続き共同して行うことで資源の維持増大を図る。 

 

○機船船びき網漁業の取組 

・「三重県伊勢湾・伊勢湾口海域における機船船びき網漁業の資源管理計画」によ

る適切な資源管理を引き続き行うことで資源の維持増大を図る。 

・三重、愛知両県のデータ分析によるイカナゴ稚仔魚の体長予測に基づき、操業開

始日を両県で協議し設定することによる資源管理の取組を引き続き推進する。 

・翌年度の産卵に加入するイカナゴ親魚 20 億尾を確保するため、操業日毎の漁獲

実績データの分析結果に基づき、三重、愛知両県で協議し、禁漁区、操業時間制

限、休漁日、終漁日の設定等の自主的な操業ルールによる資源管理の取組を引き

続き推進する。 

・地域の水産加工の処理能力を超える過剰な漁獲を行わないよう、引き続き水産加

工業者と連携した操業を実施し、資源の効率的な有効活用に取り組む。 

・資源状況に応じて、県内の船びき網漁業者が所属する三重県ばっち網漁業協同組

合及び三重県船びき網漁業組合で協議のうえ、出漁地区を交代する輪番操業によ

る資源管理の取組を引き続き推進する。 

・新たに整備した製氷施設を活用し、引き続き答志地区及び神島地区の漁獲物の高

鮮度化による魚価の向上を図る。 

 

○定置網漁業の取組 

・「伊勢湾口・熊野灘海域における定置網漁業の資源管理計画」に引き続き取り組
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み、適切な資源管理を行うことで資源の維持増大を図る。 

・消費拡大の促進及び魚価の向上を図るため、地区に来訪する観光客に定置網の

漁獲物を提供する直販所や食堂の新設を検討する。 

 

○採藻漁業の取組 

・アカモク等、低未利用資源の加工品開発及び販路拡大の取組を引き続き推進し、

生産量の増加及び製品の品質統一化による単価の向上を図る。 

・アラメ、ヒジキ等の異物除去を引き続き徹底することで品質の向上を図る。 

・アラメ干し作業等の効率化及び品質向上を図るため、障がい者福祉作業所等への

作業委託を試行する。 

 

○青のり養殖漁業の取組 

・的矢湾養殖漁場利用計画の内容を遵守し、漁場環境の改善に引き続き取り組むこ

とで生産量の維持、増加を図る。 

・水揚げ時及び乾燥後の異物除去の徹底による品質向上に引き続き取り組み、単価

向上を図る。 

・養殖技術及び製品管理の向上に引き続き取り組むことで生産量の増加及び単価

の向上を図るため、先進地視察等の実施を検討する。 

・複合的養殖による漁業収入増を図るため、新たな藻類養殖として糸のりの試験養

殖に引き続き取り組み、共販出荷を行うことを検討する。 

 

○かき養殖の取組 

・伊勢湾口及び的矢湾養殖漁場利用計画の内容を遵守し、漁場環境の改善に引き

続き取り組むことで生産量の維持、増加を図る。 

・県水産研究所の赤潮発生情報の活用等によるへい死対策を引き続き行うことによ

り生産量の向上を図る。 

・研究機関や行政と共同で行った地先での天然採苗技術開発の研究結果を取り入

れるとともに、漁業者間で役割分担を行うことで効率的な採苗を実施する。 

・オイスターバー等での需要に対応した付加価値の高いシングルシード（一粒かき）

養殖等の新しい技術の開発に引き続き取り組む。 

・生食用かきについては、紫外線滅菌海水による浄化とともに、漁協、かき養殖業

者、消費者団体、研究機関及び行政等で構成する「みえのかき安心協議会」におけ

るＨＰでの情報発信及び講習会の受講により、引き続きノロウィルス感染防止対策を

行うことで消費拡大を図る。 

・県及び自主的な貝毒検査を引き続き定期的に行うことで安全安心なかきの提供に

取り組む。 

・焼きがき小屋での直販により引き続き消費拡大及び付加価値の向上を図る。 

・かき祭り等イベントの開催、県内外の販売促進イベントに積極的に参加することに

より引き続き消費拡大及び付加価値の向上を図る。 

・かき出荷時期以外の漁業収入の向上のため、引き続きアサリ、トリガイ、ヒジキ、ワ

カメ等、複合的な養殖に取り組む。 

・三重ブランド認定等を活用し、かきを目的としたツアー客の地元受け入れを推進す

る等の取組により、漁家所得の向上を図る。 

・前年度までの実績を勘案し、障がい者福祉作業所と協議のうえ適正量のコレクター

作成を委託することで、より多くの良質な天然採苗用コレクターの確保を図る。 

・県のモデル実証事業の結果を活用し、社会福祉協議会への養殖作業について作
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業を委託することにより担い手の育成確保を図り、生産性の向上を図る。 

 

○わかめ養殖の取組 

・鳥羽市水産研究所で生産される地元の海域特性に適した高品質なわかめ種苗を

引き続き活用することにより生産量の維持増大及び品質の向上を図る。 

・メヒビや茎わかめの加工製品等の開発、販売に引き続き取り組み、消費拡大及び

付加価値の向上を図る。 

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１．６％向上させる。 

・定期的な船底清掃等、省燃油活動の推進により引き続き燃油コストの削減に取り

組む。 

・出港、帰港時の減速航行を実施し、引き続き燃油コストの削減に取り組む。 

・漁業経営セーフティネット構築事業への加入を引き続き促進し、燃油高騰時の費用

の抑制を図る。 

・県漁業調整規則の改正に伴う小型機船底びき網漁船の高出力推進機関への換装

により使用漁船の統合を図り、引き続き燃油コスト等の削減に取り組む。 

活用する支援 

措置等 

・省燃油活動推進事業 

・省エネ機器等導入推進事業 

・沿岸漁業リーダー・女性育成支援事業 

・水産多面的機能発揮対策事業 

・産地水産業強化支援事業 

 

（４）関係機関との連携 

資源管理、漁場環境保全活動については、国、県、市の行政及び研究機関、県漁連、関係漁協等と

の情報共有及び協働連携した取組を推進する。 

また、加工や新メニュー開発による付加価値向上については、上記に加え、県内外の流通加工事業

者、飲食店、量販店等との多様な連携を積極的に図る。 
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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（819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 

省燃油活動推進事業 定期的な船底清掃等による燃油消費量の削減 

省エネ機器等導入促進事業 省エネ機器の導入による燃油消費量の削減 

沿岸漁業リーダー・女性育成支援

事業 

低未利用資源の活用促進等 

水産多面的機能発揮対策事業 藻場再生による漁場環境の改善等 

産地水産業強化支援事業 製氷施設による鮮度向上 

 


