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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 伊豆地区地域水産業再生委員会 

代表者名 佐藤 泰一 
 

地域再生委員会の 

構成員 

東伊豆町、河津町、下田市、南伊豆町、松崎町、西伊豆

町、伊豆市、伊豆漁協 

オブザーバー 静岡県（水産技術研究所） 

  ※再生委員会の規約及び推進体制の分かる資料を添付すること。 
 

対象となる地域の範囲

及び漁業の種類 

地  域：東伊豆町  

漁業種類：一本釣り、刺し網、採介藻 

漁業者数：145 名 

  ※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 

東伊豆町は、温暖な気候に恵まれた伊豆東海岸の中央部に位置し、豊な温泉が

湧出、観光・漁業・農業が主な産業である。 

伊豆漁協は賀茂郡東伊豆町稲取から伊豆市土肥までの旧８漁協が平成 20 年度

に第１次、平成 21 年度に第 2 次合併した広範な漁協である。このうち東伊豆町

稲取地区では一本釣りを主体に刺し網、採介藻等の沿岸漁業が営まれ、キンメダ

イ、イセエビ、アワビ、サザエ、テングサ等の様々な漁獲物が水揚げされている。

一本釣り漁業では、伊豆東岸と大島との間を漁場とした日戻り操業で漁獲した

キンメダイが殆どを占め、それらは「稲取キンメ」として知られている。平成

26 年におけるキンメダイの水揚量は 106 トン、水揚金額は 179,000 千円で、水

揚量の 6～7 割を漁協稲取支所による共同出荷として東京、神奈川へ送られ、残

りの 3～4割を地元の仲買人と取引きしている。 

「稲取キンメ」は、船上で一尾ずつ丁寧に針からはずし素早く水氷で氷温保存

し、水揚げ後はサイズ別に素早く選別し、出荷まで再び水氷で保存しており、徹

底した鮮度管理により高鮮度を維持している。平成 23 年 2 月にはしずおか食セ

レクションに認定され、さらに平成 25 年 6 月には特許庁の地域商標に登録され

た。出願から登録までの 3年余りの間、マスコミ、新聞、雑誌等への積極的なＰ

Ｒを行った。このような取組みにより、「稲取キンメ」は全国的に知られブラン

ドとして確立した。 

しかし、キンメダイの資源が減少傾向にあり、漁業者は将来への不安を抱いて

いる。休漁日の設定や針数制限などの資源管理を行っているが、限りあるキンメ

ダイの価値を高める取組みとして、脂肪量測定器を利用して脂の乗った稲取キン



メを選別し、取引先から要望がきた場合は最高品質のものに地域団体商標登録の

タグを付け出荷している。平成 26 年 2 月には機能性成分アンセリンの含有率が

高いことがわかり、今後は健康面でも効果があることを加えブランド力の向上お

よび販売力強化による所得向上を目指す。 

刺し網漁業のイセエビについては、平成 26 年の水揚げが 10.5 トン、42,000

千円で、8～9 割を伊豆漁協南伊豆支所に出荷し、残りを地元業者が買い取って

いる。南伊豆までは保冷車で約１時間かけて運搬しているが、運搬中にイセエビ

が弱ってしまうことがあり、その対策が課題となっている。一方、一部の漁業者

は稲取以外の市場に出荷しており、中には業者と直接取引きしている漁業者もい

る。運搬や集荷に課題があるが、今後も集荷地である南伊豆支所との連携が大切

だと考えている。その他、アワビについては平成26年の水揚げが2.4トン、13,000

千円、サザエについては 31.7 トン、29,000 千円で、主に地元で消費されている。

テングサは平成 26 年には 14.0 トン、4,000 千円の水揚げがあり、伊豆の高品

質なテングサとして寒天生産地である長野県や岐阜県方面に出荷されている。特

に稲取産のテングサは評価が高く一部は首都圏の甘味処にも取引きされている。

しかし、現在テングサ漁を行っているのは高齢の海女 1人となってしまい、後継

者不足から、今後の稲取でのテングサ漁の存続の危機および漁場環境の悪化が懸

念され、その対応が急務の課題となっている。 

  

（２）その他の関連する現状等 

東伊豆町は、伊豆急行や国道 135 号線による交通アクセスの良さから、風光明

媚な景色、豊かな温泉と農海産物を目当てに、首都圏を中心に多くの観光客が訪

れている。毎年 5月の連休に行われる稲取水産祭は、多くの来場者で賑わい地域

の活性化に大きく貢献している。その他にも 3月には雛のつるし飾り祭、9月に

は伊勢えび祭り、10 月には稲取高原すすき祭など、年間を通して多様なイベン

トが開催されている。 

しかし、東伊豆町は山が海岸線まで迫り、東南海地震による津波の風評被害も

あり観光客数は伸び悩んでいる。東伊豆町では避難マップを作成するなど、安全

対策を講じている。 

また「稲取キンメ」の知名度が上がった一方で、地元では意外と稲取産のキン

メダイを扱っている施設が少なく、地元での稲取キンメの提供が課題になってい

る。 

こうした中、平成 22 年度に行政、観光協会、漁協などから構成される稲取漁

港周辺整備推進協議会を発足し、水産業、観光業、商工業が調和した地域の発展

と活性化を目指している。 

 

 

 

 

 



３．活性化の取組方針 

 （１）基本方針 

●キンメダイの価値向上と販路力強化 

キンメダイの知名度が上昇したことにより産地間競争が激しくなっている。一

方で近年キンメダイの資源量が減少傾向にあり、今後、遠洋で漁獲される安価な

キンメダイの流通が危惧される。そこで、稲取キンメダイの差別化や加工商品の

開発などによる価値向上と販売力強化に取り組む。 

● 市場の運営・衛生管理体制 

現在の市場は築 54 年を経過しており老朽化が著しい。平成 26 年度に海水濾過

装置を導入し衛生管理の向上を図っている。今後は HACCP 対応の管理基準を検討

し高度化を図り、衛生管理に配慮した体制を整備し、国内のみならず海外への流

通展開も視野に入れた運営体制を整備する。 

●イセエビ蓄養事業 

引続き伊豆漁協の南伊豆地区と連携していく中で、保冷車による運搬体制の改

善を検討する。また、へい死イセエビについても南伊豆地区と連携した有効利用

策を図り、イセエビの価値向上を目指す。これらの取り組みにより市場の集荷量

を増大させる 

●テングサ漁業 

現在では稲取地区の海女は 1人となり、その海女も高齢であることから、今後

当地区のテングサ漁業が消滅してしまう恐れがある。当地区のテングサは高品質

として取引されており、テングサ漁を存続するため共同漁業権漁業の行使規則を

見直し、その運用について地区全体で取組んでいくこととする。 

 

 

 （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 

●立縄漁業 

・静岡県キンメダイ資源管理計画 

・伊豆漁業協同組合 （稲取地区）におけるキンメダイを漁獲対象とする立縄

漁業の資源管理計画 

・賀茂船主組合連絡協議会の金目、立縄漁における申し合わせ 

●磯根漁業（アワビ、イセエビ、テングサ） 

・静岡県漁業調整規則に定められた漁期（アワビ、イセエビ、テングサ）、漁

獲サイズ（アワビ、イセエビ） 

・静岡県栽培漁業基本計画（アワビ） 

・共同漁業権漁業行使規則 

●マダイ 

・静岡県栽培漁業基本計画 

・静岡県マダイ資源管理計画 

 

  ※プランの取組に関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。 



 

（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） 

取組の内容は、取組の進捗状況や得られた結果等を踏まえ、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 

●キンメダイの価値向上と販路力強化 

・稲取の魚市場や漁協直売所で販売する稲取キンメに、「タグ」

を付け、他産地との差別化を図る。 

・消費者ニーズに対応した商品開発（味噌付け、煮付け、刺

身、干物など）を行うため、加工技術や商品情報を収集する。

● 市場の運営・衛生管理体制 

・漁業者や仲買人を交えて「国産水産物流通促進事業」の海

洋水産システム協会による HACCP 基準等の衛生管理の講習

会を実施する。 

・漁獲物品質向上に対し衛生管理に向けたヒヤリングを行い、

市場に必要な設備や運営体制について検討を行う。 

●イセエビ蓄養事業 

・伊豆漁協南伊豆地区の蓄養事業と連携し、現在の保冷車に

よる運搬体制の見直しや、へい死イセエビの有効利用などに

より、漁業者からの買い取りの強化、稲取市場への集荷量の

増大を図る。 

・既存の施設や設備、集荷から販売までの作業手順や輸送方

法などについて問題点を抽出し、水揚げ量と価格が向上する

体制を構築するための検討を行う。 

●テングサ漁業 

・共同漁業権漁業の行使規則を変更し潜水器による採取を認

め、テングサ漁獲量の増大を図る。 

 

以上の取り組みにより漁業収入を基準年より 2％向上させる。

漁業コスト削減 

のための取組 

・沿岸漁業の一本釣り船は、省燃油活動推進事業を利用して

船底清掃を実施し、全水揚額の最大 2%の経費削減を見込む。

また、操業データを収集して、的確に漁場探索し、効率的

な操業を行う。 

・経費削減を図るため、省エネ型機器の選定を行う。 

活用する支持措 

置等 

・６次産業化推進事業 

・省燃油活動推進事業 

・省エネ機器等導入推進事業 

・減少が続く沿岸漁業者の育成、確保を行う。 

 

 



２年目（平成２８年度） 

取組の内容は、取組の進捗状況や得られた結果等を踏まえ、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 

●キンメダイの価値向上と販路力強化 

・稲取の魚市場や漁協直売所で販売する稲取キンメに、「タグ」

を付け、他産地との差別化を図る。 

・また、消費者ニーズに対応した商品開発（味噌付け、煮付

け、刺身、干物など）を行うため、加工技術や商品情報を収

集するとともに、新商品の試作を行い、直売所や土産物店等

の地域での販売の可能性を探る。 

●市場の運営・衛生管理体制 

・講習会や意見交換に基づいて、行政を交えて衛生管理体制

に向けた計画作りを行う。 

・HACCP チームを編成し、市場における危害分析を実施する。

●イセエビ蓄養事業 

・南伊豆地区と連携し、前年の販売データの分析、保冷車に

よる運搬体制の見直し、へい死イセエビの有効利用などに

より、集荷・販売の強化を図る。 

・東伊豆地区においても、漁協直売所での販売や地元開催イ

ベントへの積極的な参画により、販売力の強化を図る。 

●テングサ漁業 

・変更した共同漁業権漁業の行使規則に基づいて操業を行う。

・操業にあたって、雇船や潜水者等の運営方法について地区

組合員との協議を行う。 

以上の取り組みにより漁業収入を基準年より 5％向上させる。

漁業コスト削減 

のための取組 

・沿岸漁業の一本釣り船は、省燃油活動推進事業を利用した

船底清掃と、省エネ機器等導入推進事業を利用した省エネ

機器の導入を実施し、効率的な操業のための漁場でのデー

タ収集を行う。これにより全水揚額の 2%を削減する。 

活用する支持措 

置等 

・６次産業化推進事業 

・省燃油活動推進事業 

・省エネ機器等導入推進事業 

・減少が続く沿岸漁業者の育成、確保を行う。 

 

 

 

 

 

 

 



３年目（平成２９年度） 

取組の内容は、取組の進捗状況や得られた結果等を踏まえ、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 

●キンメダイの価値向上と販路力強化 

・稲取の魚市場や漁協直売所で販売する稲取キンメに、「タグ」

を付け、他産地との差別化を図る。 

・試作品を直売所等で販売し消費者の反応を調べる。その結

果を商品開発にフィードバックして、試作品の完成度を高

める。 

・キンメダイ資源の減少に対応するため、休漁日の設定や漁

獲量の制限などの自主的な資源管理について漁業者と仲買

人と意見交換を行う。また、稲取キンメの差別化をさらに

推進するためにマリンエコラベルの勉強会を開催する。 

●市場の運営・衛生管理体制 

・関係者との意見交換、危害分析結果、作成した計画に基づ

き、必要な機器整備に対する事業申請を行う。 

●イセエビ蓄養事業 

・南伊豆地区と連携し、前年の販売データの分析やへい死イ

セエビの有効利用などにより、集荷・販売の強化を図る。 

・東伊豆地区においても、漁協直売所での販売や地元開催イ

ベントへの積極的な参画により、販売力の強化を図る。 

●テングサ漁業 

・変更した共同漁業権漁業の行使規則および前年の協議に基

づき操業を行う。 

 

以上の取り組みにより漁業収入を基準年より 6％向上させる。

漁業コスト削減 

のための取組 

・沿岸漁業の一本釣り船は、省燃油活動推進事業を利用した

船底清掃と省エネ機器等導入推進事業を利用した省エネ機

器の導入を実施し、効率的な操業のための漁場でのデータ

収集を行う。これにより全水揚額の 2%を削減する。 

活用する支持措 

置等 

・6次産業化推進事業 

・省燃油活動推進事業 

・省エネ機器等導入推進事業 

・静岡県水産業共同施設整備事業 

・減少が続く沿岸漁業者の育成、確保を行う。 

 

 

 

 

 



４年目（平成３０年度） 

取組の内容は、取組の進捗状況や得られた結果等を踏まえ、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 

●キンメダイの価値向上と販路力強化 

・稲取の魚市場や漁協直売所で販売する稲取キンメに、「タグ」

を付け、他産地との差別化を図る。 

・開発した新商品を漁協直売所、土産物店、各種イベント等

で販売するとともに、販路拡大のためのＰＲを行う。 

・キンメダイ資源の減少に対応するため、休漁日の設定や漁

獲量の制限などの自主的な資源管理について漁業者と仲買

人と意見交換を行う。また、稲取キンメの差別化をさらに

推進するためにマリンエコラベルの勉強会を開催する。 

●市場の運営・衛生管理体制 

・計画に基づき品質向上のための機器を整備し、高い衛生管

理体制の運用を行う。 

・また、海外輸出を想定して、市場の一部分を区切り HACCP

向け漁獲物を区分けした管理体制を行う。 

・高い衛生管理を徹底し、漁獲物の品質を向上させることに

より、対 26 年度比で平均単価の 5％を上昇させる。 

●イセエビ蓄養事業 

・南伊豆地区と連携し、前年の販売データの分析やへい死イ

セエビの有効利用などにより、集荷・販売の強化を図る。 

・東伊豆地区においても、漁協直売所での販売や地元開催イ

ベントへの積極的な参画により、販売力の強化を図る。 

●テングサ漁業 

・変更した共同漁業権漁業の行使規則および 2 年目に協議し

た内容に基づき操業を行う。 

以上の取り組みにより漁業収入を基準年より 8％上昇させる。

漁業コスト削減 

のための取組 

・沿岸漁業の一本つり船は、省燃油活動推進事業を利用した

船底清掃と省エネ機器等導入推進事業を利用した省エネ機

器の導入を実施し、効率的な操業のための漁場でのデータ

収集を行う。これにより全水揚額の 2%を削減する。 

活用する支持措 

置等 

・6次産業化推進事業 

・省燃油活動推進事業 

・省エネ機器等導入推進事業 

・静岡県水産業共同施設整備事業 

・減少が続く沿岸漁業者の育成、確保を行う。 

 

 

 



５年目（平成３１年度） 

取組の内容は、取組の進捗状況や得られた結果等を踏まえ、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 

●キンメダイの価値向上と販路力強化 

・稲取の魚市場や漁協直売所で販売する稲取キンメに、「タグ」

を付け、他産地との差別化を図る。 

・開発した新商品を漁協直売所、土産物店、各種イベント等

で販売するとともに、販路拡大のためのＰＲを行う。 

・資源管理の積極的な参加を目的としたマリンエコラベルの

申請を行う。また、漁獲量制限等の資源管理措置を実施す

る。 

●市場の運営・衛生管理体制 

・徹底した衛生管理による市場の高度化に伴って、HACCP 向け

の漁獲物の海外輸出を視野に取り組むことで、漁獲物の品

質が向上し、対 26 年度比の平均単価で 7%上昇させる。 

●イセエビ蓄養事業 

・南伊豆地区と連携し、前年の販売データの分析やへい死イ

セエビの有効利用などにより、集荷・販売の強化を図る。 

・東伊豆地区においても、漁協直売所での販売や地元開催イ

ベントへの積極的な参画により、販売力の強化を図る。 

●テングサ漁業 

・変更した共同漁業権漁業の行使規則および 2 年目に協議し

た内容に基づき操業を行う。 

以上の取組みにより漁業収入を基準年より 10％上昇させる。

漁業コスト削減 

のための取組 

・沿岸漁業の一本つり船は、省燃油活動推進事業を利用した

船底清掃と、省エネ機器等導入推進事業を利用した省エネ

機器の導入を実施し、効率的な操業のための漁場データの

収集を行う。これにより全水揚額の 2%を削減する。 

活用する支持措 

置等 

・6次産業化推進事業 

・省燃油活動推進事業 

・省エネ機器等導入推進事業 

・減少が続く沿岸漁業者の育成、確保を行う。 

 

（４）関係機関との連携 

取り組み効果が十分に発揮されるよう行政（静岡県、東伊豆町）、関係団体（静

岡県漁業協同組合連合会）、地域団体（商工会、東伊豆町観光協会、稲取温泉旅

館組合、農協）との連携を強める。 

 

 

 



４．目標 

 （１）数値目標 

漁業所得の向上  ％以上

基準年 

平成 26 年度 

一本釣り漁業        千円 

刺し網漁業         千円 

テングサ漁業         千円 

目標年 

平成 31 年度 

一本釣り漁業         千円 

刺し網漁業             千円 

テングサ漁業            千円 

 

（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

のこと。 

 

５．関連施設 

  活用を予定している関連施設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 

・６次産業化推進事業 

・省エネ機器導入事業 

・省エネ機器等推進事業 

・静岡県水産業共同施設整

備事業 

販売力強化など専門家のアドバイスを参考にする 

沿岸の立縄釣船の船底清掃等 

省エネ機器の導入 

衛生管理に配慮した施設設備 

  ※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。 

  ※本欄の記載により、関連施設の実施を確約するものではない。 


