
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 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：松崎町、西伊豆町、伊豆市 

漁業種類：一本釣漁業   採藻漁業 

漁業者数：23 隻 24 名   100 隻 250 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 

 松崎町、西伊豆町、伊豆市の１市２町は、伊豆半島西岸に位置し駿河湾に面し、

海岸は起伏に富み風光明媚な温暖地域で、堂ヶ島を中心とした観光地でもある。

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、松崎町

から伊豆市土肥までの西伊豆地域は、かつてカツオやサンマの遠洋漁業が主体で

あったが、現在はイカを主とした一本釣り漁業やテングサを主体とした採介藻漁

業が営まれている。 

 

一本釣り漁業では、駿河湾、石廊崎沖を主漁場として多種多様の魚が水揚げさ

れ、特にイカの漁獲量は約 78 トンと県下一となっている。中でも夏場のスルメ

イカの漁獲は約 58 トンで、高鮮度を保った「昼獲れイカ」として市場出荷され

ている。しかし、市場での多量化により安値で取引されている。そこで船上にて

釣りたてのイカを開き、船上に干して仕上げることにより、鮮魚扱いより約３倍

の価格で受け取られるようになった。この「船上干しイカ」は、伊豆地域や各漁

協直売所で販売されている。 

また、イカ類の水揚げ量が最も多い西伊豆町仁科地区では、平成 24 年に新鮮

なスルメイカを利用した漁協直営食堂「沖あがり食堂」を開店した。開店以降、

現在までに県内外からの来客数は徐々に増加している。 

また、夏のスルメイカの他に、秋から冬にはヤリイカが漁獲される。「仁科の

ヤリイカ」は平成 24 年に静岡県のしずおか食セレクションに認定され、さらに

「仁科のヤリイカ」および「船上干しイカ」は西伊豆町商工会が主催する町の自



慢品の認定を受けている。仁科のヤリイカは「活イカ」として活魚車にて主に関

東方面に出荷され、肉厚で独特の甘みにより高値で取引されているが、活魚車の

運搬には量的に限界があり、止むを得ず活〆として出荷することも多く、これら

は活イカの半値の取引となってしまうため、ヤリイカの価格低下は重要な課題と

なっている。 

 

採藻漁業では、テングサについては、水揚げが約 100 トンと全国有数を誇り、

共同販売入札に掛けられ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。しかし漁場の荒廃などにより水揚量は増減を

繰り返しつつ長期的に減少傾向にあるため、商品化のほか、安定供給のための漁

場環境の整備と効率的な漁場管理が求められている。 

また、松崎町では、春先に柔らかいひじきが収穫され、「早獲れひじき」とし

て同町のブランド品として認定を受け、町イベントで販売している。さらに町が

実施する「ふるさと納税」の謝礼品として提供する等、様々な機会を通じ知名度

アップを図っている。しかし、ひじきについては、競りによる市場出荷ではなく、

漁協が漁業者から販売に応じた受取り量を決定し買い取っているため、地域販売

だけでは漁業者の収穫量に十分対応することができず、さらなる販路開拓が課題

となっている。 

 

 以上のことから、西伊豆の漁業を再生するには、地域の特産品を生かした商品

開発と販売強化や、漁業者の高齢化と漁業者数の減少に対応する効率的な運営が

求められている。 

このため、西伊豆地区では規模の比較的大きい仁科地区を中心にして、主力で

あるイカの加工施設の検討や西伊豆全体の運営体制の見直しに取り組むことと

する。また、漁業運営に必要な製氷施設や給油施設等の設備更新も運営体制に見

合った見直し等が必要である。 

  

（２）その他の関連する現状等 

 松崎町、西伊豆町、伊豆市は伊豆半島西岸一帯に位置し、風光明媚な観光地で

あり、観光産業と連携した漁業振興が望まれる。しかし、東南海地震による津波

の風評被害やアクセスの不便さなどの課題もあり、これらの課題を克服して地域

の安全と魅力ある景観、美味しい水産物を PR すること等により、観光と水産業

が連携して地域の活性化を図っていく必要がある。 

 

３．活性化の取組方針 

 （１）基本方針 

 各地域での取組により、対象となる漁業者の所得向上を 10％以上増加させる。

 ●テングサ漁場造成 

伊豆市土肥におけるテングサ水揚量は約 52 トンあり、特に漁場の広い八木沢

地区では約 34 トンとなっている。伊豆市の漁場整備事業を利用して、投石によ



るテングサ漁場を造成し、着生面積を増大させることで、漁獲量の安定と増加を

図る。 

●漁獲物の価値向上と販売強化 

主たる漁獲物であるスルメイカ、ヤリイカを対象に活魚出荷の取り扱い方法や

加工による付加価値化などの見直しを行う。 

伊豆地域の観光業は地元水産物を活用する意欲はあるが、宿泊施設での調理担

当者の減少により厨房内で下処理が難しい状況にある。そこで、漁協内に小規模

の簡易な加工施設を整備し、スルメイカを中心とした一次加工を行い、食堂での

利用や直売所での販売、宿泊、飲食業者等への販売を拡大しながら、「仁科のイ

カ」のブランド化を図り、価値向上と仁科地区への集荷増加を図る。 

●地域全体の生産・出荷体制の効率化 

現在の製氷施設（日産 3t/・貯氷 20t・昭和 58 年建設）は、安良里地区にあり、

西伊豆全域への供給に対応している。しかし、各地区で漁業、事業規模が縮小し

ているため、貯氷施設への転換を含め適正な規模を検討し、漁業者への効率的な

供給を維持する。 

また、現在の給油施設は、新耐震基準を満たしていないため、田子地区に給油

施設（重油 215kl タンク）を設置し、今後の燃油高騰に備え、給油の安定・低価

格供給に備える。 

さらに、出荷体制については、現在、西伊豆の 4地区で個別に行っている体制

を見直し、活魚出荷の拠点となっている仁科地区に集約することで、市場の効率

化と経費節減を図る。また、仁科地区ではイカの他にイセエビ、サザエなどの活

出荷も取り扱っているが、現設備では水槽の形状や海水供給が充分でないため、

設備の改修・整備を行い、安定した活魚出荷と市場の効率化を図る。 

 

 

 （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 

●一本釣り漁業（イカ） 

・賀茂船主組合連絡協議会のイカ釣りに関する申し合わせ 

●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） 

漁業収入向上の 

ための取組 

●テングサ漁場造成 

伊豆市土肥の八木沢地区において、造成の海域、時期、方法、

事業規模、利用計画および効果の検証方法について漁業関係者

で検討を行う。また行政と漁業関係者で事業実施に向けた検討

を行う。 

●漁獲物の価値向上と販売強化 
 イカ関連の加工品に関する情報収集を行う。また、地域の特

性を生かし、かつ消費者ニーズに対応した商品開発（イカの煮

付け、刺身、干し物など）を行い、西伊豆などに３カ所程度あ

る漁協直販所や道の駅等、地域での販売の可能性を探る。 
試験的に、仁科地区に他地区（松崎、安良里、土肥）の漁船

の水揚げを集約して、イカの活魚や活〆としての取扱い数量を

増加させ、これまで以上の輸送販売車を呼び込み、地域外への

販路拡大を図る。 

漁業コスト削減 

のための取組 

●集荷体制 
 現在４地区（松崎、仁科、安良里、土肥）で行われている水

揚げ、販売、出荷等を一箇所へ集約するため、現状の実態把握

や課題の整理、検討を行う。 
●製氷施設 
 現在 5 支所（松崎、仁科、田子、安良里、土肥）で分散して

氷を調達しているが、将来の地域漁業を見据えた施設の規模・

能力、設置場所、運営計画などについて、次年度の産地協議会

での策定に向けた関係者による検討を行う。効率的で安定した

供給により、漁業の経費削減や効率化を目指す。 

活用する支持措 

置等 

沿岸漁業者の確保 

漁場造成事業 

漁業経営セーフティーネット事業 

水産物の価値を磨く事業 

６次産業化事業 

 

２年目（平成２８年度） 

漁業収入向上の 

ための取組 

●テングサ漁場造成 

 伊豆市土肥の八木沢地区において漁場造成を実施する。造

成後、年 4回、潜水調査等により漁場環境のモニタリングを

行う。 

●漁獲物の価値向上と販売強化 
 水揚・販売・出荷体制の検討を踏まえ、漁協職員や生産者

らを中心に販売人員を確保するなどして、現在の「船上干し



イカ」や「早獲れひじき」などの商品の売り込みを行う。ま

た引き続き、地域や消費者に求められる商材、特に地域性を

生かしたスルメイカの加工商品の開発を行うとともに、直売

所等、地域での販売の可能性を探る。 
仁科地区に水揚げを集約することで、イカの活魚や活〆と

しての取扱い数量を増加させ、これまで以上の輸送販売車を

呼び込み、地域外への販路拡大を図る。なお、販路拡大によ

り漁協が漁業者からの漁獲物の買取りを強化することで、漁

業者の所得向上を図る。 
以上により、一本釣り漁業収入を 3％向上を見込む。 

漁業コスト削減 

のための取組 

●集荷体制 
仁科地区に他地区の漁船の水揚げを誘致、集約し、市場の

運営経費の削減を図る。 
●製氷施設 
 分散している製氷施設の配置見直しにかかる前年度の検討

を踏まえ、行政、漁業関係者、流通・加工関係者などで構成

する産地協議会を開催し、施設整備に向けた計画策定や事業

申請などを行う。 
●市場設備の見直し  
 安定した活魚出荷に対応するため、活魚出荷水槽の形状を

四角形から楕円形へ変更（楕円形にすることで水質改善や品

質が保たれる）や、十分に海水供給が可能な市場設備の改修

を行う。なお、市場設備の改修にあたっては、省エネ機器の

導入による市場作業の効率化や経費節減を考慮した設計を行

う。 

活用する支持措 

置等 

・沿岸漁業者の確保 

・漁場造成事業 

・漁業経営セーフティーネット事業 

・水産業共同施設整備事業(県単事業) 

・水産物の価値を磨く事業 

・６次産業化事業 

・産地水産業強化支援事業 

 

３年目（平成２９年度） 

漁業収入向上の 

ための取組 

●テングサ漁場造成 

 伊豆市土肥の八木沢地区において、引き続き造成漁場のモ

ニタリング調査を行う。必要に応じて海藻増殖の対策を行う。

●漁獲物の価値向上と販売強化 

観光と積極的に連携し、直売所や宿泊、飲食業者に直販品

の本格販売を行うために、小規模加工所の設置場所、規模、



能力等の設計、整備を行う。主にスルメイカの加工製造を行

い、衛生管理体制の確立や加工商品のパッケージの検討を行

う。 

仁科地区に水揚げを集約することで、イカの活魚や活〆と

しての取扱い数量を増加させ、これまで以上の輸送販売車を

呼び込み、地域外への販路拡大を図る。なお、漁業者からの

漁獲物の買取りを強化することで、漁業者の所得向上を図る。

以上により、一本釣り漁業収入 5％向上を見込む。 

漁業コスト削減 

のための取組 

●集荷体制 
仁科地区に他地区の漁船の水揚げを誘致、集約し、市場の

運営経費の削減を図る。 
●製氷施設 
施設整備を行う。整備後、産地協議会を通じて関係者を交え

た試験運用を開始し、実運用に向けた課題などを整理・検討

する。 

活用する支持措 

置等 

・沿岸漁業者の確保 

・漁場造成事業 

・漁業経営セーフティーネット事業 

・水産業共同施設整備事業(県単事業） 

・水産物の価値を磨く事業 

・６次産業化事業 

・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 

●テングサ漁場造成 

伊豆市土肥の八木沢地区において、引き続き造成漁場のモ

ニタリング調査を行う。必要に応じて海藻増殖の対策を行う。

また、試験的な採取を行い、海藻の質、量を確認し、試験販

売を行い、収入の 2%向上を見込む。 

●漁獲物の価値向上と販売強化 

スルメイカ加工品を中心とした直販品の本格的な販売を行

う。また商品のクレーム対応についても、漁協職員が中心と

なって対応できる体制も整える。 
仁科地区に水揚げを集約することで、イカの活魚や活〆と

しての取扱い数量を増加させ、これまで以上の輸送販売車を

呼び込み、地域外への販路拡大を図る。なお、漁業者からの

漁獲物の買取りを強化することで、漁業者の所得向上を図る。

以上により、一本釣り漁業収入 7％向上を見込む。 

漁業コスト削減 

のための取組 

●集荷体制 
仁科地区に他地区の漁船の水揚げを誘致、集約し、市場の



運営経費の削減を図る。 
●製氷施設 
施設の実運用を行うとともに、地域協議会において施設整

備による効果の検証や、施設の継続した計画的利用について

検討を行う。 

安定的な氷の供給体制の構築により、テングサを除く漁業

者で最大 0.5%の漁業経費削減を見込む。また、市場の効率的

な運用により、経費を抑える。 

活用する支持措 

置等 

・沿岸漁業者の確保 

・漁場造成事業 

・漁業経営セーフティーネット事業 

・水産物の価値を磨く事業 

・６次産業化事業 

・産地水産業強化支援事業 

 

５年目（平成３１年度） 

漁業収入向上の 

ための取組 

●テングサ漁場造成 

伊豆市土肥の八木沢地区において、引き続き造成漁場のモ

ニタリング調査を行う。必要に応じて海藻増殖の対策を行う。

また試験的な採取を行い、海藻の質、量を確認し、試験販売

を行い、テングサ増産とあわせて収入 10%向上を見込む。 

●漁獲物の価値向上と販売強化 

引き続き、スルメイカ加工品を中心とした直販品の販売を

行うとともに、商品のクレーム対応の体制を強化する。 
仁科地区に水揚げを集約することで、イカの活魚や活〆と

しての取扱い数量を増加させ、これまで以上の輸送販売車を

呼び込み、地域外への販路拡大を図る。なお、漁業者からの

漁獲物の買取りを強化することで、漁業者の所得向上を図る。

以上により、一本釣り漁業収入 10％向上を見込む。 

漁業コスト削減 

のための取組 

●集荷体制 
仁科地区に他地区の漁船の水揚げを誘致、集約し、市場の

運営経費の削減を図る。 
●製氷施設 
施設の実運用を行う。安定的な氷の供給体制の構築により、

テングサを除く漁業者で最大 0.5%の漁業経費削減を見込む。

また、市場の効率的な運用により経費を抑える。 

活用する支持措 

置等 

・沿岸漁業者の確保 

・漁場造成事業 

・漁業経営セーフティーネット事業 

・６次産業化事業 



 

 （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、松崎町、西伊豆町、伊豆

市）、関係団体（商工会議所、観光協会）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 年度： 採藻漁業(八木沢)    千円 

       一本釣漁業       千円 

目標年 平成 年度： 採藻漁業(八木沢)    千円 

       一本釣漁業             千円 

   

（２）上記の算出方法及びその妥当性 

 

 

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

・漁場造成事業 

・漁業経営セーフティーネット事業 

・水産業共同施設整備事業 

・水産物の価値を磨く事業 

・６次産業化事業 

・産地水産業強化支援事業 

土肥八木沢地区に投石漁場の造成（テングサ）

漁業者の経営安定対策 

イカ加工施設、給油施設の整備 

集荷販売体制の見直し、イカ加工品の開発 

商品開発、クレーム対応、販売強化への助言

製氷施設の整備 

  ※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。 


