
浜の活力再生プラン 

 
１ 地域水産業再生委員会 

組 織 名 小川地区地域水産業再生委員会 

代表者名 橋 ケ 谷 善 生 
 

再生委員会の 
構成員 

小川漁業協同組合、焼津市、善生丸漁業生産組合 
有限会社 藤丸 

オブザーバー 静岡県、静岡県水産技術研究所 

※再生委員会規約及び推進体制は別添のとおり 

 

対象となる地域の範囲 
及び漁業の種類 

静岡県焼津市 
大型かつお一本釣漁業（１経営体） 
さば棒受網漁業及びさばすくい網漁業（２経営体） 
大型定置網漁業（１経営体）、刺網漁業（５名） 
沿岸一本釣漁業（２４名）、沿岸はえなわ漁業（１１名）

沿岸底立て漁業（８名） 
※沿岸漁業者については、複数漁業を兼業 

 
２ 地域の現状 
（１）関連する水産業を取り巻く現状等 

 焼津市は、遠洋・沖合漁業の基地として知られる特定第３種漁港焼津漁港と、

地方港湾である大井川港の２つの港を持つ全国有数の水産都市である。 
 焼津漁港には、主に遠洋漁業の拠点である焼津地区と沿岸・沖合漁業の基地で

ある小川地区があり、カツオ・マグロの水揚げを主とした焼津漁業協同組合と、

サバ・アジ類、イワシ類等の水揚げを主とする当小川漁業協同組合が所在する。

大井川港には駿河湾特産のサクラエビの水揚げを主とする大井川港漁業協同組合

が所在する。当市は焼津漁港の豊かな水揚げを背景に水産加工業も盛んで、かつ

お節・さば節類、練り製品、缶詰など多くの特産品を生産している。 
 また、小川漁協が開設する小川魚市場には、サバ漁船のほか、大中型巻網漁船、

中型巻網漁船、定置網等の水揚げがあり、地域の生鮮魚の供給、生鮮魚の加工を

行う水産加工業者を支える重要な役割を担っている。小川魚市場の平成２５年の

水揚げは、数量約１５，８００トン、金額約１６．７億円、主な魚種はサバ（金

額で約６割）、アジ（金額で約２割）である。水揚量の約４割を占める戸田漁協所

属の大中型巻網漁船の水揚げは夏季には行われないことから、周年水揚げを行う

小川漁協所属のサバ漁船、内浦漁協所属の中型まき網漁船が重要な漁業となって



いる。 
 当地域のサバ漁船は、１～４月にかけてたもすくい網漁業でマサバを、その他

の季節には棒受網漁業でゴマサバを漁獲するという、特色ある漁法で現在も行わ

れている。当地区で水揚げされるマサバは、昔から塩蔵加工されて関西方面に出

荷され、現在でも京都の料亭でバッテラ寿司に使われるなど、「焼津さば」として

普及している。また、鮮魚に向かない小型ゴマサバは、地域の加工業者により「さ

ば節」に加工されている。このようにサバ漁業は、当地区の水産業の発展に大き

く寄与してきたが、近年の経営環境の悪化により、最盛期の昭和４２年には小川

漁協に３４隻あったサバ船も、現在は２隻にまで減少した。その２隻も船齢が３

０年以上経過（昭和５５年建造）し、船体の老朽化が進んでいる。このため、２

隻のうち１隻については、もうかる漁業創設支援事業を活用し新船建造の計画を

進めている。 
 また、定置網漁業においては、近海アジ、イカ、タイ、ブリの他、近海の多用

な魚種が水揚げされ、又、沿岸小釣漁業でもタイ類、金目だい、赤むつ、太刀魚

等が水揚げされ、貴重な生鮮魚の供給源となっている。しかし、燃油価格の高騰、

漁業資材の値上がりなどにより漁撈経費が増大し漁業経営を圧迫しており、漁業

者をとりまく環境は厳しい状況が続いている。 
さらに、すべての漁業種類において、漁業者の高齢化が進んでおり、正組合員

に占める７０歳以上の漁業者が４１％を占め、組合員数も年々減少している。 
 このほか、当地区の市場施設については、小川魚市場（卸売施設）を昭和６３

年度に建設（平成２年度に増設）したが、２５年を経過し施設の老朽化が進んで

おり、高度衛生管理に対応する施設への改修の検討を進めている。 

 
（２）その他の関連する現状等 

 小川港に水揚げされるサバの魅力を発信し、サバの魚食普及と消費拡大に繋げ

るため、漁協、水産関係団体などにより実行委員会を組織し、焼津漁港小川地区

を会場に平成１８年から継続して「小川港さば祭り」を開催している。 
 会場ではサバ炭火焼 10,000 食の無料配布をはじめ、水産品の販売、漁船体験乗

船などを行い、市内外からの多くの来場者で賑わっている。 
 また、小川漁協では、水産物の潜在的な価値を磨き、新たな高付加価値水産物

をつくり上げるための「水産物の価値を磨く事業」（静岡県水産振興課事業）を平

成２６年度から実施しており、小川港産の活〆ゴマサバを利用した水産加工品の

開発に取り組んでいる。 

 
 
 



３ 活性化の取組方針 
（１）基本方針 

１．漁業収入の向上 
  ①高度衛生管理対策による付加価値向上 

小川魚市場内で駿河湾海洋深層水の使用を継続するとともに、小川魚市場

を改修し、高度衛生管理への対応を講じることにより取扱水産物の品質向

上を図る。また、船上での施氷の改善によるサバの高鮮度維持に取り組む。

②活魚販売の拡大 
   現在、定置網漁業の一部の漁獲物で行われている活魚販売であるが、サバ

たもすくい漁業によるマサバについても活魚販売に取り組む。サバの活魚

流通は知見が少ないため、静岡県水産技術研究所と連携して活魚槽での輸

送調査・実証を進める。 
  ③商品開発とPR による販売力強化 

水産物の価値を磨く事業（静岡県水産振興課事業）により、静岡県水産振

興課・静岡県水産技術研究所等と連携した、小川港産ゴマサバを使った新

商品の開発・販売・ＰＲを実施する。また、生協・農協等と連携した商品

開発や地元イベント等での積極的な集客により、小川サバの知名度向上を

図る。 
２．漁業コストの削減 
  ①餌料費の削減（棒受網、たもすくい網漁業） 
   フィッシュソリュブル（ミール加工の際に副次的に製造される安価な濃縮

エキスであり、まき餌に混ぜて使用）、ＬＥＤ集魚灯等の活用による餌料使

用量の削減に取り組む。 
   漁協による一括仕入れにより安価な餌料の確保を図る。 
  ②燃油コストの削減（全魚種） 
   船底・プロペラ清掃、減速航行による燃油使用量の削減を図る。 

 
（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 

・さば漁業は、三宅島漁業協同組合と一都三県あじ・さば・さんま漁業協会との

間で夜間操業の禁止について区域、期間等定めている。 
・定置網漁業は、沿岸漁業者との確認書の中で休漁期間について、年間を通して

２ヶ月間であることや稚魚の放流等について定めている。 
・イセエビ漁業、磯魚刺網漁業、イワシ・シラス地曳網漁業については、共同漁

業権行使規則で、漁業を営む権利を有する者の資格、漁業の方法、漁業の期間

また、イセエビ漁業については、採捕してはならない大きさについても定めて

いる。 



（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２６年度） （基準年の２％増加） 

漁業収入向上 
のための取組 

・漁協は小川魚市場の高度衛生管理型市場への改修（平成２８年頃

に供用開始を目指し検討を進める）について、漁業者、市、県等

関係者と協議し、施設整備に向けた検討を行う。また、船上で十

分な量の氷を活用し、漁獲から荷捌き・セリ・箱詰め・出荷に至

るまでの一貫した温度管理を徹底することにより、サバの鮮度維

持、高品質化を図る。 
・これまでも実施してきた定置網漁獲物の活魚販売を継続して実施

する。さらに、１月から始まるたもすくい網漁業によって漁獲さ

れたマサバの一部を活魚で流通させる取組を試験的に行う。サバ

の活魚輸送については知見が少ないため、水揚げまでの生残率が

上がるよう、漁獲後の取扱い方法や活魚槽内の環境条件について

静岡県水産技術研究所と連携して調査していく。 
・漁協が市内に工場を持つ加工業者及び静岡県水産技術研究所と連

携し、漁業者の協力を得て活〆、脱血したゴマサバを使用した新

規商品（さばみそ漬け等）の開発を行う。主にさば節等に利用さ

れているゴマサバに付加価値をつけ、夏場のゴマサバの単価上昇

を狙う。 
・平成２４年度に生協、農協、漁協が連携して商品開発したメンチ

コロッケ「さばじゃが君」の販売や「小川港さば祭り」等のイベ

ント開催により、「小川サバ」の知名度向上に取り組む。 

漁業コスト削 
減のための取 
組 

・サバ棒受網漁業において、フィッシュソリュブルを用いた餌の使

用により餌料費の削減を図る。冬季のたもすくい網漁業でのフィ

ッシュソリュブルの活用や、ＬＥＤライトの活用により更なる餌

料費の削減に取り組む。 
・船底・プロペラ清掃及び減速航行により燃油使用量の５％削減を

図る。 

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 
・新規漁業就業者確保基金事業 
・水産物の価値を磨く事業（静岡県水産振興課事業） 

 



２年目（平成２７年度） （基準年より４％増加） 

漁業収入向上 
のための取組 

・漁協は小川魚市場の高度衛生管理型市場への改修について、漁業

者、市、県等関係者と協議し、施設整備に向けた検討を行う。ま

た、船上で十分な量の氷を活用することにより、サバの鮮度維持、

高品質化を図る。 
・定置網漁獲物の活魚販売を実施・拡大する。さらに、１月から始

まるたもすくい網漁業によって漁獲されたマサバの一部を活魚で

流通させる取組を試験的に行う。サバの活魚輸送については知見

が少ないため、水揚げまでの生残率が上がるよう、漁獲後の取扱

い方法や活魚槽内の環境条件について静岡県水産技術研究所と連

携して調査していく。 
・漁協が市内に工場を持つ加工業者及び静岡県水産技術研究所と連

携し、漁業者の協力を得て活〆、脱血したゴマサバを使用した新

規商品の開発・改良を行う。主にさば節等に利用されているゴマ

サバに付加価値をつけ、夏場のゴマサバの単価上昇を狙う。開発

した製品を漁協が参加するイベント等で来場者に提供し、商品化

を目指す。 
・平成２４年度に生協、農協、漁協が連携して商品開発したメンチ

コロッケ「さばじゃが君」の販売や「小川港さば祭り」等のイベ

ント開催により、「小川サバ」の知名度向上に取り組む。 

漁業コスト削 
減のための取 
組 

・サバ棒受網漁業において、フィッシュソリュブルを用いた餌の使

用により餌料費の削減を図る。冬季のたもすくい網漁業でのフィ

ッシュソリュブルの活用や、ＬＥＤライトの活用により更なる餌

料費の削減に取り組む。 
・船底・プロペラ清掃及び減速航行により燃油使用量の５％削減を

図る。 

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 
・新規漁業就業者確保基金事業 
・もうかる漁業創設支援事業 
・水産物の価値を磨く事業（静岡県水産振興課事業） 

 



３年目（平成２８年度） （基準年より６％増加） 

漁業収入向上 
のための取組 

・漁協は小川魚市場の高度衛生管理型市場への改修について、漁業

者、市、県等関係者と協議し、施設整備に向けた調査・設計を実

施する。また、船上で十分な量の氷を活用することにより、サバ

の鮮度維持、高品質化を図る。 
・前年度までの研究結果を基に、たもすくい網漁業によって漁獲さ

れたマサバの一部を活魚で流通させる取組を本格的に実施してい

く。仲買や流通業者へのアンケートを実施し、需要を探る。定置

網漁獲物の活魚流通は継続して実施する。 
・漁協が市内に工場を持つ加工業者及び静岡県水産技術研究所と連

携し、漁業者の協力を得て活〆、脱血したゴマサバを使用した新

規商品の開発を行う。委託加工方式による販売を検討し、ゴマサ

バの販路拡大や単価の上昇を図る。開発した製品を漁協が参加す

るイベント等で来場者に提供し、周知や販売に向けた調査を引き

続き実施する。 
・平成２４年度に生協、農協、漁協が連携して商品開発したメンチ

コロッケ「さばじゃが君」の販売や「小川港さば祭り」等のイベ

ント開催により、「小川サバ」の知名度向上に取り組む。 

漁業コスト削 
減のための取 
組 

・サバ棒受網漁業において、フィッシュソリュブルを用いた餌の使

用により餌料費の削減を図る。冬季のたもすくい網漁業でのフィ

ッシュソリュブルの活用や、ＬＥＤライトの活用により更なる餌

料費の削減に取り組む。 
・船底・プロペラ清掃及び減速航行により燃油使用量の５％削減を

図る。 

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 
・新規漁業就業者確保基金事業 
・もうかる漁業創設支援事業 
・水産物流通機能高度化対策事業 
・水産物の価値を磨く事業（静岡県水産振興課事業） 

 



４年目（平成２９年度） （基準年より８％増加） 

漁業収入向上 
のための取組 

・漁協は小川魚市場の高度衛生管理型市場への改修について、漁業

者、市、県等関係者と協議し、施設整備を実施する。また、船上

で十分な量の氷を活用することにより、サバの鮮度維持、高品質

化を図る。 
・たもすくい網漁業によって漁獲されたマサバの一部を活魚で流通

させる取組を拡大していく。引き続き仲買や流通業者へのアンケ

ートを実施する。 
・漁協が市内に工場を持つ加工業者及び静岡県水産技術研究所と連

携し、漁業者の協力を得て活〆、脱血したゴマサバを使用した新

規商品の開発を行う。委託加工方式により、「小川漁協ブランド」

として恒常的な販売を行う。 
・開発・商品化した「小川漁協ブランド」の販売や活魚・鮮魚流通

の取組を中心に、地元仲買や流通業者・飲食店と連携して地域全

体で、「小川サバ」の知名度向上に取り組む。 

漁業コスト削 
減のための取 
組 

・サバ棒受網漁業において、フィッシュソリュブルを用いた餌の使

用により餌料費の削減を図る。冬季のたもすくい網漁業でのフィ

ッシュソリュブルの活用や、ＬＥＤライトの活用により更なる餌

料費の削減に取り組む。 
・船底・プロペラ清掃及び減速航行により燃油使用量の５％削減を

図る。 

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 
・新規漁業就業者確保基金事業 
・もうかる漁業創設支援事業 
・水産物流通機能高度化対策事業 

 



５年目（平成３０年度） （基準年より１０％増加） 

漁業収入向上 
のための取組 

・漁協は小川魚市場の高度衛生管理型市場への改修について、漁業

者、市、県等関係者と調整を図りつつ、施設整備を実施する。ま

た、船上で十分な量の氷を活用することにより、サバの鮮度維持、

高品質化を図る。 
・たもすくい網漁業によって漁獲されたマサバの一部を活魚で流通

させる取組を拡大していく。前年度に実施したアンケート結果を

もとに活魚の量を調整し、より効果の高い方法で実施していく。

地元飲食店と連携し、活魚や鮮魚の用途を探り、新たな需要を開

拓していく。 
・漁協が市内に工場を持つ加工業者及び静岡県水産技術研究所と連

携し、漁業者の協力を得て活〆、脱血したゴマサバを使用した新

規商品の開発を行う。主にさば節等に利用されているゴマサバに

付加価値をつけ、夏場のゴマサバの単価上昇を狙う。委託加工方

式により、「小川漁協ブランド」として恒常的な販売を行う。前年

度の販売を参考に、価格や量を見直し、取組を続けていく。 
・開発・商品化した「小川漁協ブランド」の販売や活魚・鮮魚流通

の取組を中心に、地元仲買や流通業者・飲食店と連携して地域全

体で、「小川サバ」の知名度向上に取り組む。 

漁業コスト削 
減のための取 
組 

・サバ棒受網漁業において、フィッシュソリュブルを用いた餌の使

用により餌料費の削減を図る。冬季のたもすくい網漁業でのフィ

ッシュソリュブルの活用や、ＬＥＤライトの活用により更なる餌

料費の削減に取り組む。 
・船底・プロペラ清掃及び減速航行により燃油使用量の５％削減を

図る。 

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 
・新規漁業就業者確保基金事業 
・もうかる漁業創設支援事業 
・水産物流通機能高度化対策事業 

 



（４）関連機関等の連携 

・漁業者と連携し漁獲物の鮮度維持、高品質化に取り組む。 
・商品開発については、静岡県、静岡県水産技術研究所、焼津市及び静岡県立焼津

水産高校と連携し開発を進める。 
・焼津市、焼津市水産振興会及び焼津市魚仲水産加工業協同組合を始め市内水産関

係団体と連携し「小川港さば祭り」等イベントの開催を継続し、小川港産さばの

知名度向上、魚食普及に取り組む。 
・サバ棒受網、たもすくい網漁業の餌の削減について、静岡県水産技術研究所、漁

業者と連携し、フィッシュソリュブル使用の実用化に取り組む。 

 
４ 目標 
（１）数値目標 

さば棒受網・たもすくい

網漁業 
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 

その他沿岸漁業 
基準年 漁業所得 ：        千円 

目標年 漁業所得 ：        千円 

 
（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係性 

漁業経営セーフティ

ネット構築事業 
燃油高騰の影響を緩和し、浜の活力再生プランの経費削

減を図る。 

省燃油活動推進事業 船底・プロペラの清掃、減速航行を実施することにより

漁労経費の削減を図る。 

新規漁業就業者確保

基金事業 
新規漁業者の確保を支援することで漁業継続を図る。 

水産物の価値を磨く

事業（静岡県水産振興

課事業） 

漁獲物の高鮮度化、新規商品の開発、販路の開拓に取り

組む事により、漁獲物の単価上昇を図る。 

 



もうかる漁業創設支

援事業 
当地域のさば漁業の構造改善を行うため、省エネ型船型

や省エネ型エンジン、ＬＥＤ漁灯の導入等による燃油消

費量の削減、新造船建造による修繕費用等の削減を図る。

餌料についてもフィッシュソリュブル使用の実証試験を

行い餌料費の削減に取り組む。 

水産物流通機能高度

化対策事業 
老朽化した荷捌き施設を、高度衛生管理に対応する施設

への改修を図る。 

 


