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対象となる地域の範囲 

及び漁業の範囲 

地 域；御前崎市、牧之原市、吉田町 

 

    （南駿河湾漁業用同組合管内） 

漁 業；遠洋カツオ漁業   ２経営体 

    近海カツオ漁業   ２経営体 

    シラス船曳網漁業  38経営体（43カ統） 

    定置網漁業     ３経営体 

    沿岸漁業       209名 

      内、刺網漁業     63名 

     内、一本釣り漁業  146名 

組合員；正組合員 586名、准組合員 2,604 名、計 3,190名 

    （以上、平成 25年 12月 31日現在） 

 
２ 地域の現状 
 （１）関連する水産業を取り巻く現状等 
当地域は、静岡県中央部のほぼ南端に位置し、東部は駿河湾に、南部は遠州灘に接し、約

50ｋｍにおよぶ海岸線を擁する風光明媚なところである。 

 古くから漁業が盛んな地域であり、カツオを主体とする遠洋・近海漁業から、シラス船曳

網・定置網・刺網・一本釣り・採介藻漁業等の沿岸漁業まで、その漁業種類は多岐にわたり、

県内で圧倒的なシェアを誇る鮮カツオの水揚だけでなく、シラス・キンメ・イセエビ・サワ

ラ等多種多様な魚が水揚げされ、県下でも有数な漁業地域のひとつとなっている。 

 平成 24 年 12 月までの当地域には、御前崎漁協・地頭方漁協・相良漁協・吉田町漁協の４

つの漁協が存在していたが、平成 25 年１月 1日、経営基盤の強化と所属組合員の漁業生産の

維持・安定を図り、ひいては地域全体の振興・発展を担う組合組織を構築することを目的に

合併し、新たに南駿河湾漁協が誕生するところとなった。 

 合併後２年が経過したものの未だ様々な問題が解決途上にある。特に合併協議と同時進行

で協議してきた魚市場の統合問題については、地頭方・相良魚市場の統合は合併時に実現で



きたものの、最終段階である御前崎・地頭方魚市場の統合については、平成 26年度は２回の

試験的実施を行い、現在その問題点の抽出・解決策の検討を行っている段階であり、早期実

現の達成が強く望まれている。又、シラス船曳網漁業においては、合併時に旧相良所属９カ

統、旧地頭方所属２カ統がそれぞれ吉田、御前崎への水揚統合を行い、現在、大量水揚時に

は旧地域を超えてプール計算を実施している。さらに、漁業権の行使方法・取締基準をはじ

め他の漁業種類においても徐々にではあるが統一化が図られ、地域漁業の融合化が進められ

てきており、現在、合併漁協としての円滑な運営と初期の目的の実現に向け、役職員が一体

となり、懸命に努力している最中にある。 

 

 
 （２）その他の関連する現状等 
 当地域は、全国屈指のウミガメの産卵地として知られる御前崎海岸をはじめとして、広大

で遠浅な砂浜を各地区にいくつもかかえており、又、北には全国有数の茶産地である牧之原

台地が広がっている。そのため、マリンスポーツや海水浴等の海のレジャーにとどまらず、

幅広い観光地域としての重要性が高い。そのため、今後漁協が「浜の活性化」を図るに当た

っては、単に地域の漁業振興策にとどまらず、地元市町・観光協会・商工会等と緊密な連携

をとり、協同して地域振興・地域活性化を図っていかればならない。 

 又、近隣には浜岡原子力発電所があり、発電所の排水を利用してタイ・ヒラメ等の種苗生

産が県温水利用センターで行われている。県が公表した東海地震の第４次地震被害想定で最

大 21メートルの津波が想定されている当地域では、発電所の十分な安全対策と温水利用セン

ターのさらなる有効活用が求められている。 

 

 
３ 活性化の取組方針 
 （１）基本方針 
 全国の漁業全体が、輸入水産物の増大による魚価の低迷、燃油を初めとする漁業生産資材

の高騰、資源状況・漁業環境の悪化、漁業者の高齢化と後継者不足等に苦慮する中で、基本

とする問題点については当地域の漁業も全く同様である。 

 遠洋・近海カツオ漁業から各種沿岸漁業まで、幅広い漁業種類を抱える当地域には、かつ

ては榛南４漁協として４つの漁協が存在し、それぞれが協力し合いながらも独自の活動を行

ってきたが、平成 25年１月１日の漁協合併により、ようやく漁業振興活動基盤となりうる組

織として一本化することができた。今後は、組合員の一致協力の下、この合併組合を基盤と

して各種の施策を実施していくこととなるが、その基盤整備の第一歩としてとらえているの

が早期魚市場統合の実現であり、これによりさまざまな周辺施設の整備を含め、鮮度の向上・

付加価値づけ・販路の拡大等により魚価を向上させ、漁業者の所得増大に寄与したい。 

 又、市町・観光協会等と連携した「カツオ祭り」「シラスマーケット」等を効果的に開催す

るとともに、その他の関係施策も連携して実施し、地元水産物のＰＲと、幅の広い地域振興

を図っていきたい。 



 各漁業種別では、まず遠洋カツオ漁業については、もうかる漁業創設支援事業を活用した

新船建造により操業の効率化・経営の安定化を図る。近海カツオ漁業については、外国人技

能実習制度により漁協が無料船員職業紹介事業を実施し、外国人実習生に対する職業訓練・

技術指導に取り組む。本取組は雇用船員の確保対策等にも資する。 

 シラス漁業については、協業化による隻数の合理化への模索、曳網時間の短縮や船上選別

等による魚価の向上、大量漁獲時におけるプール制の円滑な実施による乱獲の防止と魚価の

維持安定を図る。なお、船員の確保対策については今後の重点課題である。 

 定置網漁業については、国の施策である「もうかる漁業」制度への参画の可能性を含め、

今後さらに検討を進め、協業化による新たな漁場への移動・網張の拡大・新運搬船の建造等

について、関係漁業者との調整・意見交換を行いながら、その実現に向け全力で努力する。 

 刺網・一本釣り・採介藻等の沿岸漁業については、磯焼け対策推進事業等により地域的に

効果が見え始めたカジメ群落の更なる造成、各種の種苗放流・繁殖保護の継続実施、自主協

定・休漁日の設定を含む資源管理の徹底、組合員の安全操業講習会の開催等により、より一

層の漁業振興を図っていく。 

 なお、漁業セーフティネット構築事業への参画、省燃油活動の実施等については全業種の

共通事項であり、また、未利用魚・低利用魚の新たな調理方法の開発・販路開拓、定期的な

朝市の開催や漁協の自主出荷（地産地消を目的とした地域住民向けを中心）、「道の駅風のマ

ルシェ」「東名サービスエリア牧之原 SA」への出店の検討等による地元水産物の消費拡大、女

性部を中心とした魚食普及活動、地元幼稚園・小中学生・高校生を対象とした市場見学会・

漁船体験乗船・漁業体験実習等よる水産業に対する一層の理解を深める努力等についても、

今後積極的に展開していきたい。 

 
（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 

○シラス資源管理計画 

 御前崎、地頭方、相良、吉田の４地区でそれぞれ策定しており、この実行の徹底化を図る。 

 また、シラス大量漁獲時には、吉田地区、御前崎地区それぞれにおいて、水揚金額のプー

ル制を発動することにより、乱獲の防止と魚価の維持安定に努める。 

○キンメダイ資源管理計画 

 御前崎・地頭方地区合同で策定しており、この実行の徹底化を図る。 

 上記以外に、更に自主協定・申し合わせにより、投縄回数の制限（朝１回のみに制限）、漁

具・漁法の規制、天候等を踏まえた出漁・休漁の一斉実施（当番制により当番者が決定）を

行う。加えて、禁漁期間中には、海底に絡まったまま放置されている漁具等の回収作業（海

底清掃）を行い、漁場の保全に努める。 

○小型定置網資源管理計画 

 地頭方地区で策定しており、この実行の徹底化を図る。 

○旧第 94号漁業権管理運営委員会の開催 

 御前崎地区漁業権漁場への、地頭方地区漁業者の入漁協議を毎年実施し、円滑な操業と資

源管理に努める。 



（３）具体的な取組内容 
○１年目（平成 27年度） 下記の取組により１％の所得向上を図る 
 以降、以下の取組内容は、取組みの進捗状況や得られた成果等を踏まえ、必要に応じて見直し

することとする。 
 
 
 
 
 
 
 

漁業収入向上の 
ための取組み 

＜全体＞ 
○漁協合併に伴う御前崎・地頭方の両魚市場の統合の実現に向けて、漁協、

漁業者、仲買人、行政等の関係者により協議し、平成 29 年度に統合実

現を目指す。これにより、分散していた魚と仲買人を一元集中させ、衛

生的かつ効率的な施設の新設により、鮮度の向上・魚価の向上等を可能

とし、漁業所得の増加と漁協経営の合理化・安定化を図る。 
○全漁業者及び漁協が中心となり、「御前崎カツオ祭り」「吉田シラスマー

ケット」等のイベントを、市町・観光協会等と連携して積極的に開催す

ることにより、地元水産物のＰＲ・消費拡大、魚価の向上、地域の活性

化を図る。 
○漁協女性部を中心として、地元小学校・学校給食センター等における魚

料理講習会を積極的に開催することにより、地元水産物使用を推進し、

魚食普及に取り組む。又、地元幼稚園・小中学生等を対象として「チリ

メンモンスター探し（ちりめんに混ざっている小さなカニやエビ探し）」

や市場見学会、体験乗船等を実施し、水産業に対する理解を深め、地元

水産物の消費拡大を図る。 
○漁協青壮年部有志等により自己漁獲物（キンメ・シラスなど）の加工作

業を行い、付加価値を付けた加工品等の販売による漁業収入増加を目指

し、試作品の作成や具体的な販売方法、販売先の検討を行う。 
 
＜遠洋・近海カツオ漁業＞ 
○遠洋カツオ漁業において、もうかる漁業創設支援事業（平成 27 年度～

31 年度まで実施）を活用し新船建造に着手する。これにより、操業効率

を高め、経営の安定化を目指すとともに、労働環境・船内環境の改善・

向上により新規就労者・若年層の雇用促進を図る。 
○近海カツオ漁業において、国の外国人技能実習制度を活用し、平成 22
年度より行っているインドネシア技能実習生の受け入れを継続し、漁業

者が外国人実習生に対する職業訓練・技術指導を実施する。本取組は、

雇用船員の確保対策等にも寄与することから、漁船経営の継続維持・安

定化にも資する。 
 
＜シラス船曳網漁業＞ 
○シラス船曳網漁業は、漁協合併時に旧相良所属９カ統、旧地頭方所属２

カ統がそれぞれ吉田、御前崎への水揚統合を行っており、現在、大量水



揚時には、吉田、御前崎それぞれにおいて水揚げ金額のプール計算を実

施している。本取組を今後も継続していくことにより、魚価の安定（下

落防止）を図る。 
○鮮度落ちしやすいシラスの品質向上を図るため、漁業者が一網当たりの

短時間操業や船上選別に取り組むことにより、魚価の向上を図る。 
 
＜定置網漁業＞ 
○定置網で大量に漁獲された低利用魚・未利用魚の付加価値向上を図る。

具体的には、他の県内定置網漁業者と連携し、学校給食への売り込みや

販路の拡大を図る。 
 
＜沿岸漁業（刺網漁業、一本釣り漁業、採介藻漁業）＞ 
○榛南漁場の磯焼け対策として、榛南磯焼け対策活動協議会で検討・決定

された事項について、漁業者が主体となり県水産技術研究所の協力のも

と、サガラメ・カジメの母藻の投入や種苗生産・中間育成を行うととも

に、食害魚であるアイゴの駆除を行うことにより漁場造成と漁獲量増大

を図る。現在相良沖のカジメはほぼ復活してきているので、これを御前

崎沖まで拡大させ、磯焼け対策の最終目的であるアワビ・サザエ資源の

回復を目指す。（藻場が大規模に消失する前、昭和 63 年には当該海域に

8,000ha 程度の藻場が造成しており、昭和 63 年のアワビ・サザエの水

揚げ高は約２億円あった。平成 25 年の水揚げ高は６百万円まで減少し

ており、最終目的として、平成 35 年頃までに藻場回復および水揚げの

回復に一定のめどを立てることを目指す。） 
○県榛南地域栽培漁業推進協議会が主体となり、マダイ・ヒラメ等の種苗

放流を継続して実施していくとともに、御前崎市と連携し、地元特産品

である「クエ」のＰＲ・放流等を実施していく。 
○刺網漁業者がイセエビ稚魚の中間育成・放流を実施することにより、資

源保護・増大、漁獲向上を図る。 
○一本釣り漁業者が深海魚等（ギンアナゴ、モウソウなど）の未利用魚に

ついて、新たな調理方法の開発・地元農産品等とのタイアップ等により、

新たな販路の開拓を図る。現在、御前崎市と連携し、専門の調理人に新

製品開発の可能性を研究してもらうため、原魚の無償提供を行っている

段階であり、具体的なめどが立ち次第、随時その魚種から実現化を図る。 
 

漁業コスト削減 
のため取組み 

＜全体＞ 
○燃油高騰に対する備えとして、管内全漁船へ漁業経営セーフティネット

構築事業活用を呼びかけ、全船加入を目指す。 
○省エネ機器等推進事業に参画し、シラス・一本釣り漁業者がグループ化



することにより共同して省エネ型漁業用エンジンの導入等を図る。 
○漁場まで、又は寄港時の減速航行を全漁業者で行うようにするととも

に、省燃油事業を活用し、船底・舵・プロペラ等の船底清掃による船底

付着物の除去を積極的に実施し、燃油消費量の削減を図る。 
 
＜近海カツオ漁業＞ 
○現在使用している 119 トン型中型船から 19 トン小型漁船への転換を検

討し、省人化・省エネ化を図ることによる効率的な操業体制の構築を目

指す。なお、当計画期間中においては、119 トン型船での経営維持は可

能と判断しているため、将来的な当該漁業永続化に向けた事前準備とし

て、三重県 19トン船型の経営実態等の情報収集に努める。 
 
＜定置網漁業＞ 
○地頭方支所所属１カ統、相良支所所属２カ統を対象として「もうかる漁

業」の参画を含め３カ統の協業化を検討するため、関係漁業者や、国・

県等関係機関との協議を開始する。 
 

活用する支援 
措置等 

○水産多面的機能発揮対策事業 
○省エネ機器導入推進事業 
○省燃油活動推進事業 
○もうかる漁業創設支援事業 
○御前崎魚市場水揚奨励対策事業 
 

 
○２年目（平成 28年度） 

 下記の取組により３％の所得向上を図る。 
 

 

 

 

 

 

 

漁業収入向上の 

ための取組み 

＜全体＞ 

○御前崎・地頭方の両魚市場の統合の協議を終了し、平成 29 年度統合実

現に向けた具体的な取組みを行う。協議で出された様々な意見や他市場

の事例等を参考とし、製氷冷蔵施設・活魚施設等の施設整備を進める。

統合市場の円滑な運営を行う方法を何度も協議し、統合による取扱量の

増大・鮮度の向上・魚価の向上等の効果が最大限に発揮できるよう準備

する。 

○全漁業者及び漁協が中心となり「御前崎カツオ祭り」「吉田シラスマー

ケット」等のイベントを、市町・観光協会等と連携し、前年度実績を踏

まえてより効果的に開催することを模索し、地元水産物のＰＲ・消費拡

大、魚価の向上、地域の活性化を図る。又、JAと連携し、農産物等の地

元産物の出品を現状よりも増やすことを検討し、普段水産物をあまり買



うことがない消費者にも、イベントに来てもらうことを考える。 

○漁協女性部を中心として、地元小学校・学校給食センター等における魚

料理講習会を積極的に開催することにより、地元水産物使用を推進し、

魚食普及に取り組む。又、地元幼稚園・小中学生等を対象として「チリ

メンモンスター探し」や市場見学会、体験乗船等を実施し、水産業に対

する理解を深め、地元漁獲物の消費拡大を図る。 

○漁協青壮年部有志等により自己漁獲物の加工作業を行い、付加価値を付

けた加工品等の販売による漁業収入増加を目指し、試作品の作成や具体

的な販売方法・販売先の検討等を行う。 

 

＜遠洋・近海カツオ漁業＞ 

○遠洋カツオ漁業において、もうかる漁業創設支援事業により完成した新

船により、操業効率化の向上、経営の安定化、労働環境・船内環境の改

善・向上等の実証実験を行う。 

○近海カツオ漁業において、国の外国人技能実習制度を活用し、インドネ

シア技能実習生の受け入れを継続し、漁業者が外国人実習生に対する職

業訓練・技術指導を実施する。本取組は、雇用船員の確保対策等にも寄

与することから、漁船経営の継続維持・安定化にも資する。 

 

＜シラス船曳網漁業＞ 

○大量漁獲時のプール制の実施を継続していくことにより魚価の安定（下

落防止）を図る。 

○鮮度落ちしやすいシラスの品質向上を図るため、漁業者が一網当たりの

短時間操業や船上選別の実施に取り組むことにより魚価の向上に努め

る。 

 

＜定置網漁業＞ 

○定置網で大量に漁獲された低利用魚・未利用魚の付加価値向上を図る。

具体的には、他の県内定置網漁業者と連携し、学校給食への売り込みや、

販路の拡大を図る。 

 

＜沿岸漁業（刺網漁業、一本釣り漁業）＞ 

○榛南漁場の磯焼け対策として、榛南磯焼け対策活動協議会で検討・決定

された事項について、漁業者が主体となり県水産技術研究所の協力のも

と、サガラメ・カジメの母藻の投入や種苗生産・中間育成を行うととも

に、食害魚であるアイゴの駆除を行うことにより、アワビ・サザエ等の

漁場造成と漁獲量の増大を図る。 

○県榛南地域栽培漁業推進協議会が主体となり、マダイ・ヒラメ等の種苗



放流を継続して実施していくとともに、御前崎市と連携し、地元特産品

である「クエ」のＰＲ・放流等を実施していく。 

○刺網漁業者がイセエビ稚魚の中間育成・放流を実施することにより、資

源保護・増大、漁獲向上を図る。 

○一本釣漁業者が深海魚等の未利用魚について、新たな調理方法の開発・

地元農産品等とのタイアップ等により、新たな販路の開拓を図る。 

 

 

漁業コスト削減 

のため取組み 

＜全体＞ 

○燃油高騰に対する備えとして、管内全漁船を対象にして漁業経営セーフ

ティネット構築事業への全船加入推進を行う。 

○省エネ機器等推進事業に参画し、シラス・一本釣り漁業者がグループ化

することにより共同して省エネ型漁業用エンジンの導入等を図ため、漁

業者グループの特定化と具体的な機器導入を行っていく。 

○漁場まで、又は寄港時の減速航行を全漁業者で行うようにするととも

に、省燃油事業を活用し、船底・舵・プロペラ等の船底清掃による船底

付着物の除去を積極的に実施し、燃油消費量の削減を図る。 

 

＜近海カツオ漁業＞ 

○現在使用している 119 トン型中型船から 19 トン型小型船への転換を検

討し、省人化・省エネ化を図ることによる当該漁業の永続化を図る。 

 

＜定置網漁業＞ 

○地頭方支所所属１カ統、相良支所所属２カ統を対象として「もうかる漁

業」の参画を含め３カ統の協業化の検討を、関係漁業者や、国・県等関

係機関と精力的に協議し事業実施の具体的な方向性を決定する。 

活用する支援 

措置等 

○水産多面的機能発揮対策事業 

○省エネ機器導入推進事業 

○省燃油活動推進事業 

○もうかる漁業創設支援事業 

○御前崎魚市場水揚奨励対策事業 

 
○３年目（平成 29年度） 

 下記の取組により５％の所得向上を図る。 
 
 
 
 
 
 

＜全体＞ 
○御前崎・地頭方の両魚市場の統合の実現の年度としてとらえる。統合の

ため必要な製氷冷蔵設備・活魚施設等の建設と、可能な限りの統合市場

の円滑な運営を行い、統合による取扱量の増大・鮮度の向上・魚価の向

上等の効果が最大限に発揮できるようスタートする。 
○全漁業者及び漁協が中心となり「御前崎カツオ祭り」「吉田シラスマー



 
漁業収入向上の 
ための取組み 

ケット」等のイベントを、市町・観光協会等と連携し、前年度実績を踏

まえてより効果的に開催することを模索し、地元水産物のＰＲ・消費拡

大、魚価の向上、地域の活性化を図る。又、JA 等と連携し、農産物等の

地元産物の出品を現状よりも増やすことを検討し、普段水産物をあまり

買うことがない消費者にも、イベントに来てもらう。 
○漁協女性部を中心として、地元小学校・学校給食センター等における魚

料理講習会を積極的に開催することにより、地元水産物使用を推進し、

魚食普及に取り組む。又、地元幼稚園・小中学生等を対象として「チリ

メンモンスター探し」や市場見学会、体験乗船等の取組を拡大・継続し、

水産業に対する理解を深め、地元漁獲物の消費拡大を図る。 
○漁協青壮年部有志等により自己漁獲物の加工作業を行い、付加価値を付

けた加工品の販売の具体的なスタートを目論む。 
 
＜遠洋・近海カツオ漁業＞ 
○遠洋カツオ漁業において、もうかる漁業創設支援事業により完成した新

船により、操業効率化の向上、経営の安定化、労働環境・船内環境の改

善・向上等について、引き続き実証実験を行う。 
○近海カツオ漁業において、国の外国人技能実習制度を活用し、インドネ

シア技能実習生の受け入れを継続し、漁業者が外国人実習生に対する職

業訓練・技術指導を実施する。本取組は、雇用船員の確保対策等にも寄

与することから、漁船経営の継続維持・安定化にも資する。 
 
＜シラス船曳網漁業＞ 
○大量漁獲時のプール制の実施を継続していくことにより魚価の安定（下

落防止）を図る。 
○鮮度落ちしやすいシラスの品質向上を図るため、漁業者が一網当たりの

短時間操業や船上選別の実施に取り組むことにより魚価の向上を図る。 
 
＜定置網漁業＞ 
○定置網で大量に漁獲された低利用魚・未利用魚の付加価値向上を図る。

具体的には、他の県内定置網漁業者と連携し、学校給食への売り込みや、

販路の拡大を図る。 
 
＜沿岸漁業（刺網漁業、一本釣り漁業、採介藻漁業）＞ 
○榛南漁場の磯焼け対策として、榛南磯焼け対策活動協議会で検討・決定

された事項について、漁業者が主体となり県水産技術研究所の協力のも

と、サガラメ・カジメの母藻の投入や種苗生産・中間育成を行うととも

に、食害魚であるアイゴの駆除を行うことによりアワビ・サザエ等の漁



場造成と漁獲量の増大を図る。 
○県榛南地域栽培漁業推進協議会が主体となり、マダイ・ヒラメ等の種苗

放流を継続して実施していくとともに、御前崎市と連携し、地元特産品

である「クエ」のＰＲ・放流等を実施していく。 
○刺網漁業者がイセエビ稚魚中間育成・放流を実施することを継続実施す

ることにより、資源保護・増大、漁獲向上を図る。 
○一本釣漁業者が深海魚等の未利用魚について、新たな調理方法の開発・

地元農産品等とのタイアップ等により、新たな販路の開拓を図る。 
漁業コスト削減 
のため取組み 

＜全体＞ 
○燃油高騰に対する備えとして、管内全漁船を対象にして漁業経営セーフ

ティネット構築事業への全船加入推進を行う。 
○省エネ機器等推進事業に参画し、シラス・一本釣り漁業者がグループ化

することにより共同して省エネ型漁業用エンジンの導入等を図ため、漁

業者グループの特定化と具体的な機器導入を行っていく。 
○漁場まで、又は寄港時の減速航行を全漁業者で行うようにするととも

に、省燃油事業を活用し、船底・舵・プロペラ等の船底清掃による船底

付着物の除去を積極的に実施し、燃油消費量の削減を図る。 
 
＜近海カツオ漁業＞ 
○現在使用している 119 トン型中型船から 19 トン型小型船への転換を検

討し、省人化・省エネ化を図ることによる当該漁業の永続化を図る。 
 
＜定置網漁業＞ 
○地頭方支所所属１カ統、相良支所所属２カ統の協業化、網張位置の変

更・規模の拡大・新規運搬船の建造等について具体的なスタートを切る。 
 「もうかる漁業制度」の対象となることができた場合は、その制度に則

り、必要な事業推進を行う。 
活用する支援 

措置等 
○水産多面的機能発揮対策事業 
○省エネ機器導入推進事業 
○省燃油活動推進事業 
○もうかる漁業創設支援事業 
○御前崎魚市場水揚奨励対策事業 

 
○４年目（平成 30年度） 

 下記の取組により８％の所得向上を図る。 
 

 

 

＜全体＞ 

○実現した御前崎・地頭方の統合魚市場の更なる効率的な運営を図るとと

もに、統合による取扱量の増大・鮮度の向上・魚価の向上等の効果が最



 

 

 

 

漁業収入向上の 

ための取組み 

大限に発揮できるよう、何度も関係者との協議を積極的に行っていく。 

○全漁業者及び漁協が中心となり「御前崎カツオ祭り」「吉田シラスマー

ケット」等のイベントを、市町・観光協会等と連携し、前年度実績を踏

まえてより効果的に開催することを模索し、地元水産物のＰＲ・消費拡

大、魚価の向上、地域の活性化を図る。又、JA等と連携し、農産物等の

地元産物の出品を現状よりも増やすことを検討し、普段水産物をあまり

買うことがない消費者にも、イベントに来てもらう。 

○漁協女性部を中心として、地元小学校・学校給食センター等における魚

料理講習会を積極的に開催することにより、地元水産物使用を推進し、

魚食普及に取り組む。又、地元幼稚園・小中学生等を対象として「チリ

メンモンスター探し」や市場見学会、体験乗船等の取組を拡大・継続し、

水産業に対する理解を深め、地元漁獲物の消費拡大を図る。 

○漁協青壮年部有志等により自己漁獲物の加工作業を行い、付加価値を付

けた加工品の販売を実施する。 

 

＜遠洋・近海カツオ漁業＞ 

○遠洋カツオ漁業において、もうかる漁業創設支援事業により完成した新

船により、操業効率化の向上、経営の安定化、労働環境・船内環境の改

善・向上等について、引き続き実証実験を行う。 

○近海カツオ漁業において、国の外国人技能実習制度を活用し、インドネ

シア技能実習生の受け入れを継続し、漁業者が外国人実習生に対する職

業訓練・技術指導を実施する。本取組は、雇用船員の確保対策等にも寄

与することから、漁船経営の継続維持・安定化にも資する。 

 

＜シラス船曳網漁業＞ 

○大量漁獲時のプール制の実施を継続していくことにより魚価の安定（下

落防止）を図る。 

○鮮度落ちしやすいシラスの品質向上を図るため、漁業者が一網当たりの

短時間操業や船上選別の実施に取り組むことにより魚価の向上を図る。 

 

＜定置網漁業＞ 

○定置網で大量に漁獲された低・未利用魚の付加価値向上を図る。具体 

的には、他の県内定置漁業者と連携し、学校給食への売り込みや、販路

の拡大を図る。 

 

＜沿岸漁業（刺網漁業、一本釣り漁業、採介藻漁業）＞ 

○榛南漁場の磯焼け対策として、榛南磯焼け対策活動協議会で検討・決定

された事項について、漁業者が主体となり県水産技術研究所の協力のも



と、サガラメ・カジメの母藻の投入や種苗生産・中間育成を行うととも

に、食害魚であるアイゴの駆除を行うことによりアワビ・サザエ等の漁

場造成と漁獲量の増大を図る。毎年活動を検証し、適宜取組内容を変化

させていく。 

○県榛南地域栽培漁業推進協議会が主体となり、マダイ・ヒラメ等の種苗

放流を継続して実施していくとともに、御前崎市と連携し、地元特産品

である「クエ」のＰＲ・放流等を実施していく。 

○刺網漁業者がイセエビ稚魚の中間育成・放流を実施することにより、資

源保護・増大、漁獲向上を図る。 

○一本釣漁業者が深海魚等の未利用魚について、新たな調理方法の開発・

地元農産品等とのタイアップ等により、新たな販路の開拓を図る。 

漁業コスト削減 

のため取組み 

＜全体＞ 

○燃油高騰に対する備えとして、管内全漁船を対象にして漁業経営セーフ

ティネット構築事業への全船加入推進を行う。 

○省エネ機器等推進事業に参画し、シラス・一本釣り漁業者がグループ化

することにより共同して省エネ型漁業用エンジンの導入等を図ため、漁

業者グループの特定化と具体的な機器導入を行っていく。 

○漁場まで、又は寄港時の減速航行を全漁業者で行うようにするととも

に、省燃油事業を活用し、船底・舵・プロペラ等の船底清掃による船底

付着物の除去を積極的に実施し、燃油消費量の削減を図る。 

 

＜近海カツオ漁業＞ 

○現在使用している 119 トン型中型船から 19 トン型小型船への転換を検

討し、省人化・省エネ化を図ることによる当該漁業の永続化を図る。 

 

＜定置網漁業＞ 

○地頭方支所所属１カ統、相良支所所属２カ統の協業化、網張位置の変

更・規模の拡大・新規運搬船の運行等による効率的な操業と、漁業経営

を行う。 

活用する支援 

措置等 

○水産多面的機能発揮対策事業 

○省エネ機器導入推進事業 

○省燃油活動推進事業 

○もうかる漁業創設支援事業 

○御前崎魚市場水揚奨励対策事業 

 
○５年目（平成 31年度） 

  下記の取組により 10％の所得向上を図る。 
 ＜全体＞ 



 

 

 

 

 

 

漁業収入向上の 

ための取組み 

○実現した御前崎・地頭方の統合魚市場の更なる効率的な運営を図るとと

もに、統合による取扱量の増大・鮮度の向上・魚価の向上等の効果が最

大限に発揮できるよう、何度も関係者との協議を積極的に行っていく。 

○全漁業者及び漁協が中心となり「御前崎カツオ祭り」「吉田シラスマー

ケット」等のイベントを、市町・観光協会等と連携し、前年度実績を踏

まえてより効果的に開催することを模索し、地元水産物のＰＲ・消費拡

大、魚価の向上、地域の活性化を図る。又、JA等と連携し、農産物等の

地元産物の出品を現状よりも増やすことを検討し、普段水産物をあまり

買うことがない消費者にも、イベントに来てもらう。 

○漁協女性部を中心として、地元小学校・学校給食センター等における魚

料理講習会を積極的に開催することにより、地元水産物使用を推進し、

魚食普及に取り組む。又、地元幼稚園・小中学生等を対象として「チリ

メンモンスター探し」や市場見学会、体験乗船等の取組を拡大・継続し、

水産業に対する理解を深め、地元漁獲物の消費拡大を図る。 

○漁協青壮年部有志等により自己漁獲物の加工作業を行い、付加価値を付

けた加工品の販売を実施する。 

 

＜遠洋・近海カツオ漁業＞ 

○遠洋カツオ漁業において、もうかる漁業創設支援事業により完成した新

船により、操業効率化の向上、経営の安定化、労働環境・船内環境の改

善・向上等について、実証実験を終え、以後は漁業経営者による独自経

営を行っていく。 

○近海カツオ漁業において、国の外国人技能実習制度を活用し、インドネ

シア技能実習生の受け入れを継続し、漁業者が外国人実習生に対する職

業訓練・技術指導を実施する。本取組は、雇用船員の確保対策等にも寄

与することから、漁船経営の継続維持・安定化にも資する。 

 

＜シラス船曳網漁業＞ 

○大量漁獲時のプール制の実施を継続していくことにより魚価の安定（下

落防止）を図る。 

○鮮度落ちしやすいシラスの品質向上を図るため、漁業者が一網当たりの

短時間操業や船上選別の実施に取り組むことにより魚価の向上を図る。 

 

＜定置網漁業＞ 

○定置網で大量に漁獲された低・未利用魚の付加価値向上を図る。具体 

的には、他の県内定置網漁業者と連携し、学校給食への売り込みや、販

路の拡大を図る。 

 



＜沿岸漁業（刺網漁業、一本釣り漁業、採介藻漁業）＞ 

○榛南漁場の磯焼け対策として、榛南磯焼け対策活動協議会で検討・決定

された事項について、漁業者が主体となり県水産技術研究所の協力のも

と、サガラメ・カジメの母藻の投入や種苗生産・中間育成を行うととも

に、食害魚であるアイゴの駆除を行うことにより、アワビ・サザエ等の

漁場造成と漁獲量の増大を図る。毎年活動を検証し、適宜取組内容を変

化させていく。 

○県榛南地域栽培漁業推進協議会が主体となり、マダイ・ヒラメ等の種苗

放流を継続して実施していくとともに、御前崎市と連携し、地元特産品

である「クエ」のＰＲ・放流等を実施していく。 

○刺網漁業者がイセエビ稚魚の中間育成・放流を実施することにより、資

源保護・増大、漁獲向上を図る。 

○一本釣で漁獲された深海魚等の未利用魚について、新たな調理方法の開

発・地元農産品等とのタイアップ等により、新たな販路の開拓を図る。 

 

 

 

漁業コスト削減 

のため取組み 

＜全体＞ 

○燃油高騰に対する備えとして、管内全漁船を対象にして漁業経営セーフ

ティネット構築事業への全船加入推進を行う。 

○省エネ機器等推進事業に参画し、シラス・一本釣り漁業者がグループ化

することにより共同して省エネ型漁業用エンジンの導入等を図ため、漁

業者グループの特定化と具体的な機器導入を行っていく。 

○漁場まで、又は寄港時の減速航行を全漁業者で行うようにするととも

に、省燃油事業を活用し、船底・舵・プロペラ等の船底清掃による船底

付着物の除去を積極的に実施し、燃油消費量の削減を図る。 

 

＜近海カツオ漁業＞ 

○現在使用している 119 トン型中型船から 19 トン型小型船への転換を検

討し、省人化・省エネ化を図ることによる当該漁業の永続化を図る。 

 

＜定置網漁業＞ 

○地頭方支所所属１カ統、相良支所所属２カ統の協業化、網張位置の変

更・規模の拡大・新規運搬船の運行等による効率的な操業と、漁業経営

を行う。 

活用する支援 

措置等 

○水産多面的機能発揮対策事業 

○省エネ機器導入推進事業 

○省燃油活動推進事業 

○もうかる漁業創設支援事業 

○御前崎魚市場水揚奨励対策事業 



 
（４）関係組織との連携 

御前崎市、牧之原市、吉田町 
県、県水産技術研究所 
県漁連、県信漁連、県漁業共済組合、県漁船保険組合、県漁業振興基金、県漁業信用協会、

共水連静岡県事務所 
御前崎市観光協会、御前崎市商工会、牧之原市商工会、吉田町商工会等関係団体 
 
 
４ 目標 
（１）数値目標 
シラス漁業 基準年 漁業所得；     千円 

目標年 漁業所得；     千円 

定置網漁業 基準年 漁業所得；     千円 

目標年 漁業所得；     千円 

沿岸漁業（刺網・一本釣り・採介

藻漁業） 

基準年 漁業所得；     千円 

目標年 漁業所得；     千円 

※ なお、遠洋・近海カツオ漁業については、別記により記載した。 
 
（２）上記の算出方法及びその妥当性  
 
 
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連性 
外国人技能実習制度 近海カツオ船２隻を技能実習実施機関とし、漁協がインドネ

シア人を対象として無料職業紹介事業を行うことにより、乗

組員の確保、漁協経営の維持・安定を図る。 
漁業経営セーフティネット構

築事業 
同事業の活用により、燃油高騰による漁業経営への影響を緩

和する。 
省燃油活動推進事業 同事業の実施により、燃油コストそのものを削減することが

でき、又、漁業者自らが省エネを意識することで、漁業経営

の安定化につながる。 
省エネ機器導入推進事業 省エネ型のエンジン等を導入することにより、燃油使用量の

削減を図る。 
もうかる漁業創設支援制度 省エネ・省人化・省力化型の改革型漁船の建造や、三者以上

の漁業者の協業化による新しい漁業体制の構築に対する助成



制度を導入することにより、漁業経営の安定化を図る。 
水産多面的機能発揮対策事業 榛南磯焼け対策活動協議会による活動を継続して実施し、サ

ガラメ、カジメ藻場の保全に取り組む。 
御前崎魚市場水揚奨励対策事

業 
御前崎市の全面的な支援を受け、近海カツオ中型漁船を対象

として、御前崎魚市場への水揚奨励を図る。 
 
 
 
 


