
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。

【地域の範囲】
島根県海士町地域

【対象漁業の種類】 （平成26年3月31日現在）
一本釣り 経営体 採貝類 経営体
刺し網 経営体 養殖 経営体
延べ縄 経営体 定置網 経営体

合計 経営体
※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
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オブザーバー

代表者名

対象となる地域の範囲及び漁業の種類

　海士町は島根半島の沖合60kmの日本海に位置する一島一町の離島で、周囲は対馬暖流と大陸からの冷
水塊が交差する日本海でも有数の好漁場であり、その豊かな資源のもとに水産業が営まれてきた。
  古くは平安時代、朝廷の御食國として干したワカメ、アワビを献上し、江戸から明治に掛けては干し
イカを長崎俵ものとして中国へ輸出してきた歴史がある。
　平成25年度における海士町漁協管内の漁獲量は396tで、6年前の798tに比べて半減しており、漁獲高も
6割に落ち込んでいる。漁業種類別に見ると養殖と延縄は若干伸びているものの、一本釣り、定置網は半
減している状況である。
　また、平成１４年から養殖いわがきの生産・販売、平成１７年からは細胞を壊さない冷凍装置（CAS）
を使った水産加工品会社の創業、平成２０年からは干しナマコ加工・販売に取り組むと共に、海藻に特
化した研究・商品開発にも取り組み漁業者の所得向上を目指してきた。
　しかしながら、古くから状況が変わらない魚価の低迷、燃料費の高騰、漁獲量の減少、海外からの水
産物の輸入増、離島特有の輸送費と時間のハンディに加えて、近年では気象変動の影響と考えられる漁
獲量の減少、食卓における魚介類消費の減少等による魚価の低迷等の要因により、４０歳以下の正組合
員は０名、准組合員ではＵターンが１名、Ｉターンの研修生が数名という深刻な漁業後継者不足であ
り、水産業を営むものにとっていっそう厳しい状況になっている。
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浜の活力再生プラン

組織名
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再生委員会の
構成員

隠岐海士地区地域水産業再生委員会

海士町漁業協同組合、海士町

島根県隠岐支庁水産局、島根県海士町産地協議会、島根県漁業担い手確保・
育成支援協議会、海士町離島交付金運営協議会

会長　山内道雄
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漁業種類別 年次別漁獲量の変動            ※ 海士町漁協業務報告書（総会資料）より 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25
一本釣 204,139 91,798 105,378 159,553 177,093 44,752 117,718
刺網 22,238 22,474 42,028 44,964 42,698 62,115 31,731
延縄 19,289 15,481 21,954 9,599 8,319 8,584 14,715
採貝藻 49,278 55,965 39,052 50,227 35,448 40,461 22,773
養殖 360 418 1,603 9,278 9,713 14,662 10,545
定置網 502,917 285,906 190,558 430,376 217,377 245,857 198,493
合計 798,221 472,042 400,573 703,997 490,648 416,431 395,975

漁業種類
漁獲数量(kg)



（１）で示した数値は漁協から境港市場へ出荷したデータであるが、漁協の水揚げ以外にＣＡＳ凍
結水産加工品、養殖いわがき「春香」、干しナマコ加工品として出荷された水産物が海士町の水産
を支える新たな基軸に成長してきている。

（２）その他の関連する現状等

　また、海士町はコンブから海藻エネルギー、ミルから口腔ケア成分、イワノリ養殖実証実験等、
海藻に特化した未利用資源等のあらゆる可能性について、学者、企業等と連携しながら新たな水産
資源を模索し、漁師の所得向上にむけて取り組んでいる。

0 0 

26,842 

41,705 

58,787 75,632 

80,803 

93,861 

113,917 111,571 

151,320 

0
50,000

100,000
150,000
200,000

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

ＣＡＳ凍結加工品 売上額（単位：千円） 

0 0 0 0 0 

10,612 

10,058 
16,520 

25,992 

15,000 

17,897 

0

10,000

20,000

30,000

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

干しナマコ 売上額（単位：千円） 

336,593 

227,730 225,121 
285,923 

214,672 231,220 223,777 

0

200,000

400,000

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

海士町管内 漁獲高(千円) 

漁獲高(千円) 

漁業種類別 年次別漁獲高の変動            ※ 海士町漁協業務報告書（総会資料）より 
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H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25
一本釣 108,242,463 52,276,891 76,724,824 87,699,461 98,030,534 90,140,062 78,745,811
刺網 11,744,249 11,600,414 13,071,361 13,131,372 8,344,737 8,485,910 12,630,804
延縄 24,728,582 21,131,698 14,370,352 12,545,915 11,122,692 11,510,951 20,547,840
採貝藻 46,861,191 45,605,695 35,968,997 40,288,623 26,547,569 31,086,285 23,957,152
養殖 172,242 1,757,593 1,322,017 4,084,977 5,396,187 8,056,851 7,231,583
定置網 144,844,140 95,358,148 83,663,088 128,172,521 65,229,829 81,939,594 80,664,147
合計 336,592,867 227,730,439 225,120,639 285,922,869 214,671,548 231,219,653 223,777,337

漁獲高(円)
漁業種類



３　活性化の取組方針

　漁獲努力量の削減等については、海士地区延縄漁業の資源管理計画（体長制限、種苗放流
等）、海士地区なまこ桁網漁業の資源管理計画（休漁設定等）、海士地区いか釣り漁業の資源
管理計画（休漁等）を確実に履行している。
　また、アワビの稚貝放流を実施した箇所は2年半禁漁区に設定、自治体が魚礁を整備した箇所
については管理規定により2年間の禁漁区を定める。

※プランの取組に関連する漁業調整規則や漁業調整委員会指示等について記載する。

（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

（１）基本方針

　海士町の漁業は古くから言われ続けてきた魚価の低迷、燃料費の高騰、後継者不足、漁獲量
の減少が延々と現在も続いており、危機的状況がどんどん進んでいる。しかしながら、それで
あっても漁業の漁獲高（売上）は島外からの収入の少ない海士町においては貴重な生活財源と
なっているため漁業の再生への道のりは険しいが、「漁師になりたい」、「漁師にさせたい」
と考える人が、ひとりでも増えるように一歩一歩着実に事業を展開していく。

■漁業収入向上のための取組■

【離島のハンディの克服】
①鮮度維持等手法の確立と輸送コスト削減

【基幹漁業の成長戦略】
②地産地消の推進
③いわがき養殖業の推進
④水産加工品の販売促進
⑤定置網漁業の再構築
⑥６次産業化の推進

【新漁業の研究開発】
⑦有用海藻の養殖実証実験
⑧未利用海藻の有用化

【水産資源の増殖と管理・保全】
⑨地域資源の効果的な増殖方法の実現
⑩環境保全体制の強化
⑪新素材（木材）を活かした魚礁の検討

【担い手育成と魅力ある漁村づくり】
⑫新規就業者への支援
⑬環境保全体制の強化（再掲）
⑭漁港施設及び漁業集落の基盤整備・防災減災対策

■漁業コスト削減のための取組■

①燃料の急騰に対する備え
②省燃料活動の推進
③機械化による労務費の削減
④自然再生エネルギー導入に向けた検討



1年目（平成２６年度）
漁業収入向上のための取組（基準年より0.00％増加）

【離島のハンディの克服】

【基幹漁業の成長戦略】

漁業収入向
上のための
取組

（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　鮮度維持等手法の確立と輸送コスト削減
　３１０経営体すべてと漁協が中心となり、活魚や活〆の高鮮度魚を生産し築地へ出荷して、
市場評価とコストを検証するほか、町においても全経営体を対象として、海上輸送費（隠岐～
本土）を支援する。
　→具体施策：活〆手法確立、活魚手法の確立、築地出荷実証実験、海上輸送費支援

①　地産地消の推進
　海士町漁協が中心となり、町内の水産加工グループや企業と連携し、島内で製造された水
産加工品の販促活動を行う。また、島の海域に生息する水産動植物の生態や食べ方などを紹
介した魚図鑑を作成するための調査を行う。これら魚食推進活動を通じて地元における鮮魚
の売上向上を図る。
　→具体施策：水産加工品販促活動、海士の魚図鑑作成調査、魚食推進活動

②　いわがき養殖業の推進
　島のブランド、いわがき「春香」は、これまでのブランド化の取組によって、市場等にお
いて高く評価され、現在、約３０万個まで出荷実績を伸ばしている。市場からは「年間５０
万個出荷体制」の構築を求められており、海士町が養殖筏を整備し漁協に貸与することで増
産体制を構築し生産量の増加を図る。
　従来の養殖方法である塊体養殖からシングルシード法（個体養殖）に切り替えることがで
きれば、更なる品質向上、規格外品の軽減、出荷作業の軽減などが可能となる。そこで、養
殖業者は、漁協、町、県及び関連企業などと連携し、新技術・機器の開発を試みる。特に、
テグスによる耳吊り方式に換えて、セメント接着剤（カイデライト）を使用した養殖を実施
しているが、更に、稚貝生産作業の機械化（稚貝をコレクターから剥がすための機械等）の
開発を試みる。
　養殖業者は、効率よく生産から販売まで行うため、直接販売等の販売促進や食害対策等に
ついての先進事例調査を行う。さらに、稚貝を捕食する「ヒラムシ」など、天敵を駆除する
ための方策についての調査研究を行うことで増産に努める。
→具体施策：いわがき養殖筏整備、販促活動、先進事例調査、いわがき食害対策調査、いわ
がき養殖生産性向上機器開発検討（新型採苗器開発、脱貝機システム開発等）

③　水産加工品の販売促進
　細胞を壊さずに瞬間冷凍し解凍後にドリップを発生しないシステム「ＣＡＳシステム」を
導入した第3セクター「ふるさと海士」は、地元原料を使った冷凍食品の製造・販売によっ
て、離島のハンデ克服や需要創出を図ることを目的に設立された町等が出資する組織であ
る。主力商品はシロイカ（ケンサキイカ）や「いわがき春香」などであり、ふるさと海士の
売上増加が漁業者の売上増加に直接つながっている。ふるさと海士は、平成１７年の創業以
来、毎年売上を伸ばしており、未だ需要を満たせない状況にあることから、今後も更なる売
上増加が期待できる。そこで、町ではＣＡＳ凍結センターの冷凍保管庫を増改築し貸与し、
②に記載するいわがきの増産体制の構築と連携することによって、漁業者の所得向上を図
る。
→具体施策：ＣＡＳ凍結商品販売促進活動、ＣＡＳ凍結センター改修工事

④　定置網漁業の再構築
　定置網漁業はふるさと海士に原材料を供給する重要な漁業の一つである。しかしながら、
過去5年間（H21～H25)漁獲量300t、漁獲高1億円を下回っており、その存続が危惧されるな
ど再興に向けた取組が急務である。そこで、漁協が中心となり限られた漁獲量に対していか
に付加価値を高められるか等について、定置網漁業における成功事例を学ぶために先進地体
験研修を行い、また、水産経営の有識者などの講師を招き、定置網漁師を対象に講演会・討
論会などを開催することで経営改善と漁獲の安定化に向けた再構築を図る。
→具体施策：定置網先進地体験研修、定置網漁業の再構築検討会議

⑤　６次産業化の推進
　このような地元での生産及び加工の取組の更なる発展を図るため、町は消費地の小売店や
飲食店などの３次産業との連携について模索する。
→具体施策：６次産業化に向けた検討



【新漁業の研究開発】

【水産資源の増養殖と管理・保全】

　魚価の低迷、燃油の高騰、担い手不足などの問題のほか、島ならではの輸送コスト・鮮度
競争問題などに直面していることから、町や漁協は、“これまでの漁業をこれまでどおり
やっていては前進しない”と考え、未利用資源である”海藻”に着目し、その商品価値（低
労務漁業・エネルギー抽出の可能性・医薬効果等）を最大限に活かすことによる新規漁業の
創出及び新たな収入源の確保を試みる。

①　有用海藻の養殖実証実験
　漁協が中心となり大学や民間会社等の協力を得て、国内では養殖技術が確立されていない
「ミル」及び「ウップルイノリ（十六島海苔）」の養殖技術を確立するための実証実験を行
う。
　なお、ミルは”レクチン”（医薬品等の原料）の原料である。
　→具体施策：海藻ミル養殖実証実験、ウップルイノリ養殖実証実験

②　未利用海藻の有用化
　町が中心となり漁協、大学及び民間企業数社等と連携して、海藻バイオエネルギーの生産
を行う。その方法は、昆布から”マンニトール（糖アルコール）”を抽出し、バクテリアの
力を利用して水素を生産するものである。実証試験では、マンニトール抽出、マンニトール
含有率の高い品種製造及び二期作・三期作栽培技術の開発を試みる。このための海藻成分抽
出研究棟の整備は町において行う。
　最終的には、町内で養殖した昆布から水素を生産して電力エネルギーの自給を目指し、併
せて、エネルギー自給率の向上による費用削減と環境に優しい漁村の形成を図る。
　→具体施策：海藻バイオエネルギー実証試験、海藻成分抽出研究棟整備

　島における「アワビ」の漁獲量は、平成23年に1.0トンを割り込み、翌年度は過去最低の
0.6トンと激減し、深刻な状況になっているため、早急な対策が必要である。
　また、平成20年から生産している干しナマコは中国向けに順調に売上額を伸ばしてきたが
平成23年の22.4トンをピークに漁獲量が年々減少し、平成26年にはピーク時の半分以下に減
少してきており、アワビ同様に早急な対策が必要な状況である。
　そのため、アワビ、ナマコの資源回復に向けた事業実施により、５年後には基準年度の１
０％以上増の漁獲量を目指す。

①　地域資源の効果的な増殖方法の実現
　海士町が整備する築いそにおいて、漁協を中心に採貝漁業者は年4回モニタリングを実施
し、着定した水産動物の生息状況（個体数・大きさなど）を確認する。併せて、アワビの稚
貝を整備した魚礁に放流し、資源の定着・増殖を図りながら年次的に生存率、成長度をモニ
タリングすることで、地先資源の効果的な増殖方法を検討する。
　さらに、漁協は県・海士町・魚礁メーカーなどの連携の下、魚礁整備を実施している先進
地に赴き、より効果の高い魚礁整備について調査する。
　→具体施策：ｻｻﾞｴ・ｱﾜﾋﾞ・ﾅﾏｺ用の築いそ等魚礁整備、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査、先進事例調査、種苗
放流

②　環境保全体制の強化
　町は海中の磯焼けの進行や底質などを確認するための環境調査を行い、併せて３１０の経
営体と地元区民も交え、海岸清掃を実施し、海洋環境の美化・保全を図り、水産生物の保護
に努める。
　→具体施策：海中環境調査、海岸清掃（漂着ゴミ処理）

③　新素材（木材）を活かした魚礁の検討
　漁協が中心となり、漁業者が海士町・隠岐島前森林組合などの指導を受けながら、「公共
建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に鑑み、町内で産出される木材を活用し
た増殖礁の整備場所、整備方法、蝟集効果及びランニングコストなどについて検討する。こ
の有効性が認められれば新たな魚礁として整備し漁獲量の増大による漁業者の所得向上を図
ることができる。
　→具体施策：木材魚礁検討会議での検討



【担い手育成と魅力ある漁村づくり】

漁業コスト
削減のため
の取組

漁業コスト削減のための取組（基準年より1.0％の削減）

①　燃料の急騰に対する備え
　燃料の急騰による漁業コストの圧迫に備えるため、漁協は、漁業経営セーフティネット構築
事業への加入を促進する。

②　省燃料活動の推進
　全３１０経営体は航行時における減速航行の徹底、係留中における機関の停止、不要不急な
積載物の除去により船体の軽量化を図る。また、町が整備し漁協が管理する漁船保全修理施設
（船舶ドック場）については、島外で行っていたドックを地元で行うことで、船舶を持ち込む
ための往復時間・往復経費の削減を図り、さらに漁業者が自らおこなう船底清掃の回数を増や
すことにより、航行抵抗軽減などを推進し燃料消費量を抑制する。

③　機械化による労務費の削減
　養殖いわがきについては前述したとおり機械化により労務の軽減と低コスト化を図る。また
冬季の収穫となり重労働を要するワカメ養殖業については、過酷な労務条件から生産者が激減
しており、生産・収穫・出荷工程における手作業部分の機械化（巻き取り機、攪拌機、陸揚げ
ウインチ、脱水機等）を図るための機器開発を漁協が行い低労務化を図り、併せて担い手の確
保に努める。さらには、町が整備し漁協が管理する漁船保全修理施設（船舶ドック場）によっ
て、漁業者が自らおこなう漁船の維持補修作業時間・経費の減少と労務費の削減を図る。

④　自然再生エネルギー導入に向けた検討
　海士町が主体となり、漁協・漁業者代表、エネルギー有識者と協議・連携を図りながら港の
施設内における海藻バイオ・太陽光・風力エネルギーによる街灯の整備に向けた検討を行い、
町・漁協が負担している経費の削減を図る。

活用する支
援措置等

産地水産業強化支援事業（国）、離島漁業再生支援交付金事業（国県）、新農林水産振興がん
ばる地域応援総合事業（県）、港整備交付金（国）、水産物供給基盤整備 機能保全事業
（国）、離島活性化交付金事業（国）、漁業担い手確保・育成支援事業（国）、地域経済循環
創造事業（国）、町単独事業

①　新規就業者への支援
　４０歳以下の正組合員は「０名」、准組合員ではＵターンが１名、Ｉターンの研修生が数
名という深刻な漁業後継者不足であることから、漁協は、新規漁業就業者のための国の支援
などを活用し漁業現場での長期研修を実施する。また、町は漁業研修船を整備し、新規漁業
就業者（ＵＩターン・地元島外・漁業形態問わず）に有償で貸与することで、収入の安定し
ない就業開始時期の負担を軽減し独立しやすい環境を整える。
　→具体施策：長期漁業研修、漁業研修船の整備・貸し出し

②　環境保全体制の強化（再掲）
　３１０の漁業経営体が地元区民も交え、海岸清掃（漂着ゴミの処理）、海中環境調査を行
い、海洋環境の美化・保全を図り、水産生物の保護に努めるとともに、次世代へ限られた資
源と美しい海を繋げる。
　→具体施策：海中環境調査、海岸清掃

③　漁港施設及び漁業集落の基盤整備・防災減災対策
　漁民が安全安心な漁業経営を営むため町により漁港・港湾施設整備を実施し、施設の老朽
化対策を行いつつ適正に維持管理をすることで、暮らしやすい漁村環境を形成し魅力ある漁
村を図り漁業後継者を育成する。また、漁民は県が管理する漁港について県に対し同様の整
備・管理の要請を行う。
　→具体施策：港湾物揚場・岸壁整備、臨港交通施設整備、安全係留施設確保のための防波
堤整備、漁港機能保全計画に基づく老朽化対策の実施（県管理漁港・港湾への整備要請を含
む）



２年目（平成２７年度）

【離島のハンディの克服】
・活〆手法確立・活魚出荷手法の確立・築地出荷実証実験、海上輸送費支援
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施

【基幹漁業の成長戦略】
①地産地消の推進
・水産加工品販促活動、海士の魚図鑑作成、魚食推進活動
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施
②いわがき養殖業の推進
・整備したいわがき養殖筏を活用した増産活動の継続、販促活動、先進事例調査、
　いわがき食害対策調査、いわがき養殖生産性向上機器開発検討（新型採苗器開
　発、脱貝機システム開発等）
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施
③水産加工品の販売促進
・ＣＡＳ凍結商品販売促進活動、ＣＡＳ凍結センター改修工事
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施
④定置網漁業の再構築
・定置網先進地体験研修、定置網漁業の再構築検討会議
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施
⑤６次産業化の推進
・６次産業化に向けた検討
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施

【新漁業の研究開発】
①有用海藻の養殖実証実験
・海藻ミル養殖実証実験、ウップルイノリ養殖実証実験
②未利用海藻の実用化
・海藻バイオエネルギー実証実験、海藻成分抽出研究棟整備
　前年・２年目と２カ年に渡って整備する海藻成分抽出研究棟を活用して実施する

【水産資源の増養殖と管理・保全】
①地域資源の効果的な増殖方法の実現
・ｻｻﾞｴ・ｱﾜﾋﾞ・ﾅﾏｺ用の築いそ等魚礁整備、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査、先進事例調査、種苗放流
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施
②環境保全体制の強化
・海中環境調査、海岸清掃（漂着ゴミ処理）
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施
③新素材（木材）を活かした魚礁の検討
・木材魚礁検討会議
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施

【担い手育成と魅力ある漁村づくり】
①新規就業者への支援
・長期漁業研修、漁業研修船の貸し出し
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施
②環境保全体制の強化（再掲）
・海岸清掃（漂着ゴミ処理）、海岸清掃、海中環境調査
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施
③漁港施設及び漁業集落の基盤整備・防災減災対策

　前年の整備状況を検証しつつ予算状況により計画的に実施

漁業収入向
上のための
取組

漁業収入向上のための取組（基準年より0.00％増加）

漁業コスト
削減のため
の取組

漁業コスト削減のための取組（基準年より1.0％の削減）

①燃料の急騰に対する備え
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施
②省燃料活動の推進
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施
③機械化による労務費の削減
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施
④自然再生エネルギー導入に向けた検討
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施
産地水産業強化支援事業（国）、離島漁業再生支援交付金事業（国県）、新農林水産振興がんばる地域応
援総合事業（県）、港整備交付金（国）、水産物供給基盤整備 機能保全事業（国）、離島活性化交付金
事業（国）、漁業担い手確保・育成支援事業（国）、地域経済循環創造事業（国）、町単独事業

活用する支
援措置等

・港湾物揚場・岸壁整備、臨港交通施設整備、安全係留施設確保のための防波堤整備、漁港
機能保全計画に基づく老朽化対策の実施（県管理漁港・港湾への整備要請を含む）



３年目（平成２８年度）

【離島のハンディの克服】
・活〆手法確立・活魚出荷手法の確立・築地本格出荷、海上輸送費支援
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施

【基幹漁業の成長戦略】
①地産地消の推進
・水産加工品販促活動、魚食推進活動
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施
②いわがき養殖業の推進
・整備したいわがき養殖筏を活用した増産活動の継続、販促活動、先進事例調査、
　いわがき食害対策調査、いわがき養殖生産性向上機器開発検討（新型採苗器開
　発、脱貝機システム開発等）
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施
③水産加工品の販売促進
・ＣＡＳ凍結商品販売促進活動
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施
④定置網漁業の再構築
・定置網先進地体験研修、定置網漁業の再構築検討会議
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施
⑤６次産業化の推進
・６次産業化に向けた検討
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施

【新漁業の研究開発】
①有用海藻の養殖実証実験
・海藻ミル養殖実証実験、ウップルイノリ養殖実証実験
②未利用海藻の実用化
・海藻バイオエネルギー実証実験
　前年に整備された海藻成分抽出研究棟を活用して引き続き実施する

【水産資源の増養殖と管理・保全】
①地域資源の効果的な増殖方法の実現
・ｻｻﾞｴ・ｱﾜﾋﾞ・ﾅﾏｺ用の築いそ等魚礁整備、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査、先進事例調査、種苗放流
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施
②環境保全体制の強化
・海中環境調査、海岸清掃（漂着ゴミ処理）
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施
③新素材（木材）を活かした魚礁の検討
・木材魚礁検討会議
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施

【担い手育成と魅力ある漁村づくり】
①新規就業者への支援
・長期漁業研修、漁業研修船の貸し出し
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施
②環境保全体制の強化（再掲）
・海岸清掃（漂着ゴミ処理）、海岸清掃、海中環境調査
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施
③漁港施設及び漁業集落の基盤整備・防災減災対策

　前年の整備状況を検証しつつ予算状況により計画的に実施
漁業コスト削減のための取組（基準年より1.0％の削減）

①燃料の急騰に対する備え
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施
②省燃料活動の推進
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施
③機械化による労務費の削減
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施
④自然再生エネルギー導入に向けた検討
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施

活用する支
援措置等

産地水産業強化支援事業（国）、離島漁業再生支援交付金事業（国県）、新農林水産振興がんばる地域応
援総合事業（県）、港整備交付金（国）、水産物供給基盤整備 機能保全事業（国）、離島活性化交付金
事業（国）、漁業担い手確保・育成支援事業（国）、地域経済循環創造事業（国）、町単独事業

漁業コスト
削減のため
の取組

漁業収入向
上のための
取組

漁業収入向上のための取組（基準年より10.20％増加）

・港湾物揚場・岸壁整備、臨港交通施設整備、安全係留施設確保のための防波堤整備、漁港
機能保全計画に基づく老朽化対策の実施（県管理漁港・港湾への整備要請を含む）



４年目（平成２９年度）

【離島のハンディの克服】
・活〆手法確立・活魚出荷手法の確立・築地本格出荷、海上輸送費支援
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施

【基幹漁業の成長戦略】
①地産地消の推進
・水産加工品販促活動、魚食推進活動
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施
②いわがき養殖業の推進
・整備したいわがき養殖筏を活用した増産活動の継続、販促活動、先進事例調査、
　いわがき食害対策調査、いわがき養殖生産性向上機器開発検討（新型採苗器開
　発、脱貝機システム開発等）
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施
③水産加工品の販売促進
・ＣＡＳ凍結商品販売促進活動
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施
④定置網漁業の再構築
・定置網先進地体験研修、定置網漁業の再構築検討会議
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施
⑤６次産業化の推進
・６次産業化に向けた検討
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施

【新漁業の研究開発】
①有用海藻の養殖実証実験
・海藻ミル養殖実証実験、ウップルイノリ養殖実証実験
②未利用海藻の実用化
・海藻バイオエネルギー実証実験
　前年に整備された海藻成分抽出研究棟を活用して引き続き実施する

【水産資源の増養殖と管理・保全】
①地域資源の効果的な増殖方法の実現
・ｻｻﾞｴ・ｱﾜﾋﾞ・ﾅﾏｺ用の築いそ等魚礁整備、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査、先進事例調査、種苗放流
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施
②環境保全体制の強化
・海中環境調査、海岸清掃（漂着ゴミ処理）
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施
③新素材（木材）を活かした魚礁の検討
・木材魚礁検討会議
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施

【担い手育成と魅力ある漁村づくり】
①新規就業者への支援
・長期漁業研修、漁業研修船の貸し出し
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施
②環境保全体制の強化（再掲）
・海岸清掃（漂着ゴミ処理）、海岸清掃、海中環境調査
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施
③漁港施設及び漁業集落の基盤整備・防災減災対策

　前年の整備状況を検証しつつ予算状況により計画的に実施

活用する支
援措置等

漁業コスト
削減のため
の取組

漁業収入向
上のための
取組

漁業収入向上のための取組（基準年より10.20％増加）

漁業コスト削減のための取組（基準年より1.0％の削減）

①燃料の急騰に対する備え
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施
②省燃料活動の推進
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施
③機械化による労務費の削減
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施
④自然再生エネルギー導入に向けた検討
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施
産地水産業強化支援事業（国）、離島漁業再生支援交付金事業（国県）、新農林水産振興がんばる地域応
援総合事業（県）、港整備交付金（国）、水産物供給基盤整備 機能保全事業（国）、離島活性化交付金
事業（国）、漁業担い手確保・育成支援事業（国）、地域経済循環創造事業（国）、町単独事業

・港湾物揚場・岸壁整備、臨港交通施設整備、安全係留施設確保のための防波堤整備、漁港
機能保全計画に基づく老朽化対策の実施（県管理漁港・港湾への整備要請を含む）



５年目（平成３０年度）

【離島のハンディの克服】
・活〆手法確立・活魚出荷手法の確立・築地本格出荷、海上輸送費支援
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施

【基幹漁業の成長戦略】
①地産地消の推進
・水産加工品販促活動、魚食推進活動
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施
②いわがき養殖業の推進
・整備したいわがき養殖筏を活用した増産活動の継続、販促活動、先進事例調査、
　いわがき食害対策調査、いわがき養殖生産性向上機器開発検討（新型採苗器開
　発、脱貝機システム開発等）
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施
③水産加工品の販売促進
・ＣＡＳ凍結商品販売促進活動
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施
④定置網漁業の再構築
・定置網先進地体験研修、定置網漁業の再構築検討会議
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施
⑤６次産業化の推進
・６次産業化に向けた検討
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施

【新漁業の研究開発】
①有用海藻の養殖実証実験
・海藻ミル養殖実証実験、ウップルイノリ養殖実証実験
②未利用海藻の実用化
・海藻バイオエネルギー実証実験
　前年に整備された海藻成分抽出研究棟を活用して引き続き実施する

【水産資源の増養殖と管理・保全】
①地域資源の効果的な増殖方法の実現
・ｻｻﾞｴ・ｱﾜﾋﾞ・ﾅﾏｺ用の築いそ等魚礁整備、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査、先進事例調査、種苗放流
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施
②環境保全体制の強化
・海中環境調査、海岸清掃（漂着ゴミ処理）
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施
③新素材（木材）を活かした魚礁の検討
・木材魚礁検討会議
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施

【担い手育成と魅力ある漁村づくり】
①新規就業者への支援
・長期漁業研修、漁業研修船の貸し出し
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施
②環境保全体制の強化（再掲）
・海岸清掃（漂着ゴミ処理）、海岸清掃、海中環境調査
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施
③漁港施設及び漁業集落の基盤整備・防災減災対策

　前年の整備状況を検証しつつ予算状況により計画的に実施

※プランの実施期間が６年以上となる場合、記載欄は適宜増やすこと。
※「活用する支援措置等」欄に記載するのは国の支援措置に限らない。

活用する支
援措置等

産地水産業強化支援事業（国）、離島漁業再生支援交付金事業（国県）、新農林水産振興がんばる地域応
援総合事業（県）、港整備交付金（国）、水産物供給基盤整備 機能保全事業（国）、離島活性化交付金
事業（国）、漁業担い手確保・育成支援事業（国）、地域経済循環創造事業（国）、町単独事業

漁業コスト
削減のため
の取組

漁業コスト削減のための取組（基準年より1.0％の削減）

①燃料の急騰に対する備え
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施
②省燃料活動の推進
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施
③機械化による労務費の削減
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施
④自然再生エネルギー導入に向けた検討
　前年の取り組みを検証しつつ引き続き実施

漁業収入向
上のための
取組

漁業収入向上のための取組（基準年より10.20％増加）

・港湾物揚場・岸壁整備、臨港交通施設整備、安全係留施設確保のための防波堤整備、漁港
機能保全計画に基づく老朽化対策の実施（県管理漁港・港湾への整備要請を含む）



４　目標
（１）数値目標

（２）上記の算出方法及びその妥当性

※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。

千円

（４）関係機関との連携

　隠岐海士地区地域水産業再生委員会の事務局である海士町を中心に、島根県等のアドバイザーと連携して
事務的・技術的な指導を得る。また、地元漁民、水産関係団体等と適宜調整することで事業の円滑な遂行を
図る。

以上

漁業所得平成　年度

：

漁業所得の向上

目標年

漁業所得

： 千円

基準年 平成　年度



５　関連施策

アワビ魚礁整備、モニタリング調査、先進事例調査

築いそ整備（ナマコ夏眠用）、販促活動、先進事例調査

いわがき養殖筏整備、船舶ドック場整備

海業支援施設整備、販促活動、海士の魚図鑑作成調査、魚食推進活動

種苗放流、海岸清掃、海中環境調査

漁業研修船導入、新型採苗器開発、脱貝機システム開発

海藻ミル養殖実証実験、いわがき食害対策

係留施設整備、輸送施設整備、外郭施設整備

漁港機能保全計画策定及び保全工事

海上輸送費支援、ＣＡＳ凍結商品販売促進活動

一本釣り、いわがき養殖等の新規漁業就業者確保育成活動

海藻成分抽出研究棟整備

定置網漁業の再構築検討会議

木材魚礁検討会議

ＣＡＳ凍結センター改修工事

※本欄の記載により、関連施策の実施を確約するものではない。

・新農林水産振興がんばる
地域応援総合事業
（県単独事業）

・産地水産業強化支援事業
（国：水産庁）

・離島漁業再生支援交付金
事業
（国：水産庁、県費）

・水産物供給基盤整備 機
能保全事業
（国：水産庁）

→港における基本施設を整備することで、低労務化・安全漁業活動に寄与し、安定的
な漁業経営を図り、漁業所得を確保する。

※具体的な事業名が記載できない場合は、「事業名」は「未定」とし、「事業内容及び浜の活力再生プランとの関係性」
のみ記載する。

→島の漁獲の半数を占める定置網漁業の効率化・再構築を検討することで、漁獲の底
上げを狙い、併せて新たな魚礁の検討を行い資源管理の検討を行う。また、6次産業
化に向けた取り組みの一つであるCAS凍結センターを増改築することで、より効率的
なブランド化の確立と外貨獲得を目指す。これらの実施によりプラン全体の効果を高
め、漁業者の効率的・効果的な所得の向上を目指す。

・漁業担い手確保・育成支
援事業（国：水産庁）

→海域環境の保全、資源の増大を狙った活動をすることで、資源の維持・確保・増大
を図り、漁業所得を確保する。

→磯根資源の回復と養殖施設の整備により漁獲量の向上を図り、また、併せて事例調
査・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ等を行い、効率的な所得の向上を目指す。

・地域経済循環創造事業
（国：総務省）

・町単独事業

・港整備交付金
（国：国交省）

→従来の漁業にはなかった新たな漁業収入源として海藻に着目し未利用海藻の有効活
用による漁師の新たな収入源を模索し、漁業者の新たな所得の向上を図る。

→離島であるが為に直面する輸送コストを支援を行い、また、輸送時間のハンディを
克服するため様々な活〆方法を模索し、実際に築地へ出荷してその鮮度の評価とコス
トを検証することで効率の良い販売を展開し所得を向上させる。

→全国的にも深刻であり、特に離島においては特に深刻な問題である漁業者の高齢
化・担い手不足を打開することで、漁獲全体の底上げと漁村の活性化を図り、所得の
向上に併せ、プラン全体の効果を高める。

・離島活性化交付金事業
（国：国交省）

→未利用の海洋資源を有用にすることで漁業者の複合的な経営を図り、漁業所得を確
保する。また、作業の軽労務化を図ることによりコスト削減を図る。

   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

→漁港の機能維持管理計画を策定し保全工事を実施することで、施設の長寿命化を図
り、漁港の有効な保全を行い漁業生産体制を確保することによりプランの効果を高め
る。

事業名 事業内容及び浜の活力再生プランとの関係性
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