
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。

※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
（１）関連する水産業を取り巻く現状等

対象となる地域の範囲及び漁業の種類

　日出町は大分県の中央部にある別府湾を漁場とした漁船漁業が盛んな地域であり、海底湧水
に育まれた「城下かれい」（マコガレイ）が有名である。漁業経営体は船びき網漁業２経営体、小
型底びき網漁業２５経営体、その他県知事許可漁業（定置網１１経営体、刺網４１経営体）及び
漁業権内漁業（一本釣り、採藻など）が２経営体となっている。大分県漁協日出支店に加入する
正組合員８３名のうち、７割にあたる５８名が６０歳以上と高齢化が進んでいることから、組合員
の減少に歯止めがきかない状況である。
　漁獲金額は約１，０００ｔ、漁獲金額は約６億円であり、内訳はシラスやカタクチイワシを漁獲す
る船びき網が約６５％とハモやイカ、エビを漁獲する底びき網が約２０％を占めている。
　また、近年の燃油価格高騰や資材費の値上がりと、漁獲量の減少及び魚価の低迷によって漁
家経営は厳しさを増している。こうした状況のため漁業者の新規加入はごく稀であり、漁家子弟
も漁業以外の職種に就くことが多くなっている。

（２）その他の関連する現状等

日出地区に住所を有する再生委員会の会員135名
　船びき網漁業  　　２経営体
　小型底びき漁業　２５経営体
　定置網漁業　　　 １１経営体
　刺網漁業　　　　　４１経営体
　その他漁業　　　　 ２経営体

　漁協が運営する大神魚市場では魚価の向上のため、仲買人が競り落とした新鮮な魚介類をそ
の場で販売する朝市を毎日開催しており、地元住民はもちろん、町外や遠方からも人が訪れて
賑わっている。近年では魚市場来客数が市場セリ値に大きく影響するまでに発展していることか
ら、集客人数を増やすことが魚価向上に有効であり、魚食普及にも繋がる。
　小型底びき網漁業者は、漁獲量の安定しているハモの流通改善と名産化を目的としたハモ部
会を平成２４年に発足させた。流通改善では、骨切りなど一次加工する捌き所を整備し、直売や
町内・近隣市町村の飲食店などに販売するほか、東京築地市場へ鮮魚出荷を行うなど販路拡大
に取り組んでいる。名産化では、町内のハモ食文化が乏しく漁獲される事すら知られていなかっ
たため、ハモのフライや唐揚げ、すり身揚げ等の商品を開発し、町内外のイベント等に積極的に
参加・販売してＰＲ活動している。
　また、捌き所ではハモだけで無く、朝市で購入した魚を有料で捌くサービスも行う等、魚市場の
活性化に協力しているが、漁協施設は老朽化が進んでおり、活魚販売等による集客力や付加価
値の向上を目指すうえで施設を改修する必要が生じている。
　一方、資源の増大を図るためガザミなどの種苗放流やクルマエビの囲い網馴致放流に取り組
んでいる。中でも町特産として振興を図ってきた「城下かれい」（マコガレイ）は近年、資源の減少
が特に危惧されているため、中間育成（5cmサイズ)や稚魚の育成場となるアマモ場の造成等に
も取り組んでいる。
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３　活性化の取組方針

1年目（平成２６年度）
　以下の取り組みにより漁業所得を基準年対比５．３％向上させる。
　以降、以下の取り組み内容は、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
て見直すこととする。

漁業収入向上
のための取組

１）朝市の活用
　　漁協は、市場で毎朝行われる朝市への来客数が市場セリ値にも影響を与え
ている現状を踏まえ、朝市への集客力向上策について仲買業者、行政と三者協
力体制を構築し、協議を開始する。また、一般家庭では魚の処理に生じる生ゴミ
を敬遠する傾向が強いことから、朝市の捌き所が購入者の希望に応じて有料で
魚をおろす等の処理をして家庭内での生ゴミを減らす等のサービスを充実する
ことやその周知方法について検討を開始する。

２）ハモの活用
　 底びき網漁業者は、漁獲量の安定しているハモの流通改善と名産化を目的と
して「ハモ部会」を平成24年に発足させた。このハモ部会は以下の取り組みを行
いハモの付加価値向上による漁業収入向上を目指す。
①流通改善
　ハモ部会は、現在行っている築地市場への出荷を引き続き行う。築地市場の
関係者から荷の評価を関係者に確認し、必要に応じ市場ニーズに応えた出荷
の方法の改善に取り組む。
　ハモ部会は、町内外の量販店や料飲店に営業を行い、販路及び消費拡大を
図る。
　②PR
　ハモ部会は「日出はも祭り」の開催や町産業祭など各種イベントに積極的に参
加し、ハモ加工品等を販売するなどハモの知名度向上を図る。
　③協議会
　漁協及びハモ部会は、ハモの名産化や町内の消費拡大を一層推進することを
目指し、その推進母体として、料飲店や行政なども参画するハモ協議会の設立

　
　

　

　
　

　

　
　

（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
　大分県漁業調整規則による採捕禁止（クルマエビ全長10cm以下、ガザミ甲幅15cm以下）を遵
守する。
　大分海区漁業調整委員会指示による採捕禁止（マコガレイ全長15cm以下、クルマエビ全長
13cm以下）を遵守する。
　大分県漁協日出支店資源管理計画に参画する漁業者は、毎月第二土曜日（小型底曳網は12
月最終土曜日を除く毎週土曜日）の休漁と、採捕禁止（マコガレイ全長15cm以下、クルマエビ全
長13cm以下）、ガザミ抱卵個体の保護（再放流5～7月）に取り組む。

　魚市場の活性化やハモの流通改善を中心とした魚価の向上と、従来の栽培漁業や資源管理
等を継続しつつ重点的に町特産の城下かれいの漁獲量の増大を図り、漁家所得の向上を目指
す。
　また、減速航行や定期的な船底の清掃による省燃油活動を推進し操業コストの削減を図ること
で、漁家収入の底上げを図る。

（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）基本方針



２年目（平成２７年度）
以下の取り組みにより漁業所得を基準年対比６．１％向上させる。

１）朝市の活用
　漁協は、仲買業者及び行政との三者での協議を継続するとともに実施可能な
以下の取り組みを開始し、朝市の集客力を伸ばすとともに漁家所得の向上を図
る。
　①料理教室
　漁業者は小中学校保護者や一般人を対象にした料理教室を開催して魚食普
及を推進するとともに、朝市を紹介して集客に努める。
　②浜の加工品販売
　漁業者は月１回、漁家の家庭内で調理する安価な魚介類の一次加工品（ボラ
のフライやアジ・エソの一夜干しなど）を朝市で販売し、来客者と食べ方や調理
方法の交流を通じて、魚食普及と朝市へのリピーターの確保を図る。
　③サービス向上
　漁業者は町と協力して、定期的に市場に出荷される旬の魚とその食べ方を町
HPに紹介し、朝市のPRに努める。
　仲買業者の負担による無料捌き券を一定額以上の購入者に希望配布し、捌き
料の消費者負担を軽減することで朝市へのリピーターの確保に努める。

　これらの取り組みにより、朝市への集客を基準年比１人／日増加させ、組合員
所得を0.8％向上させる。

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　　

　 

　

　

　
　

　
　

について関係者と協議するとともに、町内関係機関へ協議会への参画を要請す
る。

３）水産資源の増大
　①マコガレイの大型種苗の導入
　漁業者は町と協力し、マコガレイの種苗放流効果を高めるため現行の5㎝サイ
ズの種苗から10cmサイズの大型種苗への転換を目指し、10㎝サイズの種苗の
生産技術の開発に取り組む。大型種苗の生産方法については、県の普及指導
員や水産試験場等にも協力・指導を仰ぐ。
　今年度は5cmサイズを生産している中間育成施設を活用して長期飼育（陸上
飼育）を行い、飼育密度や餌料について検討して大型種苗を生産する。
　②生息環境の整備
　漁業者は町が生産したアマモ人工種苗を町内３カ所の地先に移植した藻場造
成に取り組んだ結果、２６年度でアマモ場の造成面積が目標に達する予定であ
る。
　漁業者は町と協力して造成したアマモ場には上記マコガレイ大型種苗を標識
放流し、県水試等関係機関と協力して効果調査を行う。
　③資源保護
　漁業者は、大型種苗を放流したアマモ場について、放流種苗の保護・育成の
ため、新たに禁漁区・禁漁期間の設定について協議する。

漁業コスト削減
のための取組

活用する支援
措置等

　漁業経営セーフティネット構築事業、省燃油活動推進事業、
　省エネ機器導入推進事業



３年目（平成２８年度）
以下の取り組みにより漁業所得を基準年対比７．７％向上させる。

１）朝市の活用
　漁協は、朝市への旅行客の取り込みを目指して旅行者向けのイベントを開催
するため、仲買業者、行政に加えて観光関係者や町内外の宿泊施設等と協議
を開始する。
　漁協は、朝市の会場でもある市場の蓄養施設が老朽化に伴い冷却機能や濾
過機能が低下し、活魚販売が困難になりつつあることを踏まえ、補助事業等を
活用した蓄養施設の改修を検討する。また、引き続き以下の取組を実施する。
　①料理教室
　漁業者は小中学校保護者や一般人を対象にした料理教室の開催を年２回に
増やす。
　②浜の加工品販売
　漁業者は協力者を増やして月２回、魚介類の一次加工品を朝市で販売し、魚
食普及と朝市へのリピーターの確保を図る。
　③サービス向上
　漁業者は町と協力して、定期的に市場に出荷される旬の魚とその食べ方を町
HPに紹介し、朝市のPRに努める。
　仲買業者の負担による無料捌き券を一定額以上の購入者に希望配布し、捌き
料の消費者負担を軽減することで朝市へのリピーターの確保に努める。
　漁協は市場に購入者が自ら捌くことのできる「捌きコーナー」を整備し、漁業者
は捌き方のコツを教えることによって家庭内の生ゴミ低減と魚介類の消費拡大
を図る。

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　
　

漁業収入向上
のための取組

　

　
　

　
　

　
　

　

　

２）ハモの活用
　①流通改善
　ハモ部会は築地出荷を継続し、市場ニーズに応えた高鮮度な鮮魚出荷の方
法を確立させる。
　また、町内外の量販店や料飲店への営業も引き続き行う。
　②PR
　ハモ部会は「日出はも祭り」の開催や町産業祭など各種イベントに積極的に参
加し、ハモ加工品等を販売するなどハモの知名度向上を図る。
　③協議会
　漁協及びハモ部会は、料飲店、行政などと一体となってハモ協議会を設置し、
ハモの名産化や町内の消費拡大のために必要な取り組みを検討する。

３）水産資源の増大
　①マコガレイの大型種苗の導入
　漁業者は町と協力して引き続き陸上飼育でマコガレイの大型種苗を生産する。
　漁業者と町はマコガレイ大型種苗の生産の簡素化と量産化を図るため、クル
マエビ養殖場跡地を活用した育成方法（海面飼育）を検討する。まず、クルマエ
ビ養殖場跡地にアマモ場の人工造成に取り組む。
　②生息環境の整備
　漁業者と町は地先のクルマエビ養殖場跡地に造成したアマモ場の維持拡大状
況について検証すると同時に、引き続き、マコガレイ大型種苗を標識放流して、
効果調査を行う。
　③資源保護
　漁業者は、マコガレイ大型種苗を放流した区域について、保護・育成のため新
たな禁漁区・禁漁期間を自主設定し、資源管理に努める。

漁業コスト削減
のための取組

　減速航行や船底の定期清掃を行うことで、燃油消費量を削減し、経費を基準
年度比５．３％削減する。

活用する支援
措置等

　漁業経営セーフティネット構築事業、省燃油活動推進事業
　省エネ機器導入推進事業



４年目（平成２９年度）
以下の取り組みにより漁業所得を基準年対比８．４％向上させる。

１）朝市の活用
　漁協は、関係業者と協力して「ホテルと朝市を往復する漁船クルージング」、
「町内観光施設と朝市を結ぶツアー」といったイベントを開催する。
　漁業者はハモしゃぶセットなどの旅行客などでも購入できる商品を開発し、漁
協は朝市の購入物の有料宅配サービスを開始する。
　市場の蓄養施設については、改修の規模や事業費、必要な機材を決定する。
また、引き続き以下の取組を実施する。

　
　

　
　

　
　

　

　

　　

　
　

　
　

　
　

　
　　

　
　

　
　

　

漁業収入向上
のための取組

　

　

　
　

　
　

　
　

　

　

　これらの取り組みにより、朝市への集客を基準年比３人／日増加させ、組合員
所得を２．４％向上させる。

２）ハモの活用
　①流通改善
　ハモ部会は築地市場への出荷や町内外の量販店や料飲店に営業を継続して
販路を確保する。
　②PR
　ハモ部会は「日出はも祭り」の開催や町産業祭など各種イベントに積極的に参
加し、ハモの加工品を販売する等販売し、ハモの知名度向上を図る。
　③協議会
　ハモ協議会は、地元ハモの愛称公募、ハモの生態や漁獲方法、料理方法等を
記載したパンフや飲食店マップを作成して、名産化や町内の消費拡大に必要な
取り組みを開始する。

３）水産資源の増大
　①マコガレイの大型種苗の導入
　漁業者と町は引き続き協力して、陸上飼育でマコガレイ大型種苗を生産すると
ともに、海面飼育との成長、生残率、コストを比較する。同時にクルマエビ養殖
場跡地におけるアマモ場の造成面積を拡大し、海面飼育の開始サイズと時期を
検証する。
　②生息環境の整備
　漁業者は地先のクルマエビ養殖場跡地に造成したアマモ場の拡大に取り組
む。
　漁業者と町は造成アマモ場の沖合域に県営事業を活用した増殖礁の沈設を
行う等、日出町沿岸および別府湾へのマコガレイの定着を促進する。
　引き続き、マコガレイ大型種苗を標識放流して、効果調査を行う。
　③資源保護
　漁業者はマコガレイ大型種苗の放流効果及び禁漁区・禁漁期間の検証を行い
ながら取り組みを継続する。

漁業コスト削減
のための取組

　減速航行や船底の定期清掃を行うことで、燃油消費量を削減し、経費を基準
年度比５．３％削減する。

活用する支援
措置等

　漁業経営セーフティネット構築事業
　水産基盤整備事業



漁業収入向上
のための取組

　

　

　

　①料理教室
　漁業者は小中学校保護者や一般人を対象にした料理教室の開催を年３回に
増やす。
　②浜の加工品販売
　漁業者は協力者を増やして月３回、魚介類の一次加工品を朝市で販売し、魚
食普及と朝市へのリピーターの確保を図る。
　③サービス向上
　漁業者は町と協力して、定期的に市場に出荷される旬の魚とその食べ方を町
HPに紹介し、朝市のPRに努める。
　仲買業者の負担による無料捌き券を一定額以上の購入者に希望配布し、捌き
料の消費者負担を軽減することで朝市へのリピーターの確保に努める。
　三者協議会は朝市の来客者にアンケートを実施し、新しいアイデアを得ると共
に、取り組み内容を検証する。

　　これらの取り組みにより、朝市への集客を基準年比４人／日増加させ、組合
員所得を３．１％向上させる。

２）ハモの活用
　①流通改善
　ハモ部会は築地市場への出荷や町内外の量販店や料飲店に営業を継続して
販路を維持する
　②PR
　ハモ部会は「日出はも祭り」の開催や町産業祭など各種イベントに積極的に参
加し、ハモの加工品を販売する等ハモの知名度向上を図る。
　③協議会
　ハモ協議会は、情報発信や通信販売可能なHP等の作成に必要な機器と体制
を整備する。以降はハモ料理コンクールを毎年開催して、ハモ食文化の浸透に
努める。

３）水産資源の増大
　①マコガレイの大型種苗の導入
　　漁業者と町は協力してクルマエビ養殖場跡地におけるアマモ場の造成面積
の拡大を継続すると同時に、前年度までの知見を踏まえ、陸上飼育後の適した
サイズの種苗を適切な時期に収容して、マコガレイ種苗の成長と生残率を検証
する。
　②生息環境の整備
　漁業者と町はアマモ場の拡大、増殖礁の設置、大型種苗の標識放流を継続す
る。
　③資源保護
　漁業者はマコガレイ大型種苗の放流効果及び禁漁区・禁漁期間の検証を行い
ながら取り組みを継続する。
　漁業者は、近隣市町村の行政や漁業者に対して、同手法によるマコガレイの
資源増大の取り組みを提案する。

漁業コスト削減
のための取組

　減速航行や船底の定期清掃を行うことで、燃油消費量を削減し、経費を基準
年度比５．３％削減する。

活用する支援
措置等

　漁業経営セーフティネット構築事業
　水産基盤整備事業



５年目（平成３０年度）
以下の取り組みにより漁業所得を基準年対比１０．８％向上させる。

漁業収入向上
のための取組

１）朝市の活用
　漁協は、仲買業者、行政、観光関係者等と協力して、朝市だけでなく市場その
ものを観光資源や水産関係イベントの開催場所として活用して交流人口を増や
し、漁業所得の向上や漁村の活性化へとつなげる。
　漁協は、市場の蓄養施設の改修を行い、活魚販売量の増加による集客増加、
漁家の向上を目指す。また、引き続き以下の取組を実施する。
　①料理教室
　漁業者は小中学校保護者や一般人を対象にした料理教室の開催を年４回に
増やす。
　②浜の加工品販売
　漁業者は協力者を増やして月４回、魚介類の一次加工品を朝市で販売し、魚
食普及と朝市へのリピーターの確保を図る。
　③サービス向上
　漁業者は町と協力して、定期的に市場に出荷される旬の魚とその食べ方を町
HPに紹介し、朝市のPRに努める。
　仲買業者の負担による無料捌き券を一定額以上の購入者に希望配布し、捌き
料の消費者負担を軽減することで朝市へのリピーターの確保に努める。
　三者協議会は、朝市の来客者アンケートで得られたアイデアや検証結果を参
考にして新しい取り組みに挑戦する。

　これらの取り組みにより、朝市への集客を基準年比７人／日増加させ、組合員
所得を５．５％向上させる。

２）ハモの活用
　①流通改善
　ハモ部会は築地市場への出荷や町内の量販店や料飲店に営業を継続して販
路を確保するほか町外の量販店や飲料店への営業を増やして行い販路の拡大
を目指す。
　②PR
　ハモ部会は日出はも祭りの開催や町産業祭など各種イベントに積極的に参加
し、ハモ加工品を販売する等ハモの知名度向上を図る。
　③協議会
　ハモ協議会は、ハモ以外の町内農林水産物ともコラボして新商品を開発する
とともに新たな販路の開拓も目指す。これらの取り組みをHP等による情報発信
や通信販売に繋げる。

３）水産資源の増大
　①マコガレイの大型種苗の導入
　マコガレイの大型種苗の生産・放流については、技術が確立し、効果が実証で
きたものから主体を町から漁業者に移行する。
　②生息環境の整備
　漁業者と町はアマモ場の造成、増殖礁の設置を継続する。
　アマモ場の造成・保全については、効果の確認や技術の確立ができたものか
ら、漁業者や地域住民に活動主体を移す。
　③資源保護
　漁業者はマコガレイ大型種苗の放流及び禁漁区・禁漁期間を定着させる。
　日出町だけでなく近隣の市町村や漁業者とも協力して規模を拡大し、同手法
によるマコガレイの資源増大に取り組む。

漁業コスト削減
のための取組

　減速航行や船底の定期清掃を行うことで、燃油消費量を削減し、経費を基準
年度比５．３％削減する。

活用する支援
措置等

　漁業経営セーフティネット構築事業
　水産基盤整備事業

取り組みの最終年度であり、前年度に引き続き行うが、目標達成が確実なものとなるよう、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。



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

水産基盤整備事業 カレイ増殖礁の設置

事業名 事業内容及び浜の活力再生プランとの関係性
漁業経営セーフティネット構築事業 減速航行や船底の定期清掃による経費の削減
省燃油活動推進事業 減速航行や船底の定期清掃による経費の削減

： 漁業所得　 千円

※算出の根拠及びその方法等について詳細に記載し、必要があれば資料を添付すること。

   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

（４）関係機関との連携
・朝市の活性化のため、仲買業者、観光関係者や町内外の宿泊施設等と連携する。
・ハモの消費拡大を図るため、町内料飲店と連携する。

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
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