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再生委員会の構成員 大井川港漁業協同組合 焼津市 大井川桜えび船主会 
オブザーバー 静岡県経済産業部水産業局水産振興課 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 
静岡県桜えび漁業組合大井川地区で桜えび 2 そう船びき網漁業

を営む船主（１８ヶ統、１９名）。（平成２６年４月１日現在） 
なお、うち１４名（１４ヶ統）は、しらす２そう船びき網漁業

も営んでいる。 
 
２ 地域の現状 
 （１）関連する水産業を取り巻く現状等 

・駿河湾は、大井川をはじめ富士川、安倍川等大きな河川が駿河湾内の黒潮系水に流れ

込み、また、海底の２００ｍ以深の急峻な地形も生育に有利に働いていて、桜えび・

しらすにとって好漁場が形成されている。特に桜えびについては、全国で漁を行って

いるのは当漁協と由比港漁業協同組合（静岡市）のみである。当漁協が開設する魚市

場には２そう船びき網によって漁獲された桜えび・しらすの水揚げがあり、平成２５

年の水揚げ量は桜えび２９４．６トン、しらす７８．４トン、水揚げ金額は桜えび約

７億１千万円、しらす約５千３百万円となっている。 
・桜えび漁業（漁期４～６月・１０～１２月）は、昭和５２年（１９７７年）より由比

港漁業協同組合と足並みをそろえ、桜えび漁業を営む全船主・乗組員が均等の収入を

得られる総プール制をとり、由比地区４２ヶ統及び大井川地区１８ヶ統の全船で資源

管理型漁業を行っている。しかし近年、桜えびの主生息域であると思われる駿河湾奥

で、かつてないような資源量の減少が見られ、それに伴い漁場が狭くなり、水揚量は

減少傾向が続いている。 

 

サクラエビ漁獲の推移
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・このような状況の中、漁業者による経費削減については、以前より総プール制による

資源管理型漁業を徹底してきた経緯があり、更なる有効な手立てはなかなか見つから

ない状況であるが、船底清掃などにより燃油費削減に努めている。また、人件費につ

いては、静岡県桜えび漁業組合で規約を定め、１ヶ統あたりの乗組定員を定めている

が、人件費削減を図るための定数削減を行ってきている。一方、乗組員の高齢化対策、

後継者対策として、一定の基準を満たした新たな若年漁業者を後継者として所得を保

障するための「後継者乗船取決め事項」を静岡県桜えび漁業組合で定めている。 
・桜えび漁は、前述のとおり全国で当地区と由比地区のみで操業される漁業であるが、

古くから当地区漁協魚市場は生産地市場としての性格が強く、また、仲買人も消費者

に直接販売するというより水揚げされた桜えびを素干しや釜揚げに加工することが

多かった。逆に由比地区は大規模食品関連企業も多く、古くから地元の業者や漁協で

積極的に販売・広報に力を入れてきた経緯もあり、『さくらえびと言えば由比』とい

うイメージが定着している。桜えび漁業が焼津市で、あるいは大井川港で行われてい

ることを地元住民でさえも知られていない現状である。 
・桜えび漁業において混獲されるハダカイワシ（特に小型の通称「クロンボ」「シロン

ボ」と言われる種類）については、今まですべて破棄されてきたが、静岡県水産技術

研究所の協力の元、その食品や美容品への有効利用について研究を進めている。 
・しらす漁業（漁期３月下旬～翌年１月）については、近年は漁獲量の変動が大きく、

特に不漁の年の水揚げは大変厳しいものとなっている。また、当魚市場での仲買人の

減少もあり、他地区への水揚げが禁止されている現在、近隣のシラスを主要とする漁

協魚市場に比較して、各漁業経営体あたりの水揚げの減少が見られる。 
・桜えび及びしらす漁業者は全員、セーフティーネットに加入しているが、軽油価格の

高騰は止まらず、近年、特にしらす漁においては水揚金を上回る燃料費がかかってし

まう事態が起こるほど、経営を圧迫している。 
 
（２）その他の関連する現状等 
・当地区周辺は、富士山の世界遺産登録をきっかけに静岡空港を利用する国内外の観光

客の増加が見込まれ、平成２８年度竣工の東名高速道路藤枝大井川スマート IC の開

設や国道１５０号線バイパスの４車線化整備など、当地区へのアクセスが格段に向上

していくことから、これまで以上に水産物を売り込むチャンスが到来している。 
・焼津市では、東日本大震災以降、東南海・南海大規模地震津波等を想定した沿岸部の

防災減災対策を進めている。 
 

  



３ 活性化の取組方針 
 （１）基本方針 
【漁業収入を向上させるための取組】 

① 仲買人を増やす、あるいは現状の仲買人に購入の更なる増大を図ることには限界

があるため、漁業者及び漁協が直接消費者へ漁獲物を提供するために、関係者と

の調整を進め、漁協直営の直販所・食堂を開設する。また、『大井川港産の桜え

び、大井川港産のシラス』という当地区の２枚看板について、富士山世界遺産登

録や東名高速道大井川スマート IC 開設など周辺の集客力向上を機会に、積極的

に商品 PR やイベントでの販売・宣伝活動を行う。これらの取組により、新たな

消費者需要の拡大、知名度向上による魚価向上を図る。 
② 桜えび漁業に混獲され、今まで利用されず廃棄されていたハダカイワシ類のセン

ハダカ（通称「クロンボ」）、イワハダカ（通称「シロンボ」）の有効利用を図る

ため、静岡県水産技術研究所行っている未利用魚の研究に協力し、食品や美容品

への活用に向けた検討を関係機関と協力して進め、販売促進を図る。 
③ 桜えびの鮮度保持向上を図るため、水揚げ時のフィッシュポンプの使用、魚市場

まで運搬時の保冷シートの活用、水切りや保冷をよくするための魚箱の改良、魚

市場内での適切な保冷及び施氷の実施を継続する。 
④ 桜えびの適切な資源管理を図るため、網掛け回数や漁網の大きさ、操業時間の制

限等による自主的な漁獲努力量の抑制を継続する。また、静岡県水産技術研究所

と連携し、桜えびの産卵調査を行うとともに、漁業の効率化を図るため、春秋の

漁期当初に、全船で駿河湾内各ポイントの資源量及びサイズ調査を実施する。 
【漁業コストを削減させるための取組】 
① 船底やプロペラにつく貝類や藻の清掃を定期的に行い、燃料消費を抑える。また、

これまで以上に燃料消費を抑えるため、操船時、特に帰港時において、最も省燃

油に有効と思われる速度を守り航行する。 
② 桜えび総プール制の中で、決められている乗組員の定数を現在の１２名から１０

名に削減し、人件費を圧縮するとともに、分配金の増大を図る。その際、単純に

高齢者をリストラすることは行わず、新たな乗組員を乗せないこと、期限の年度

を超えた場合余剰人員を他船に乗船させる等の対策を取る。 
 
 （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 
・桜えび漁業は、大井川地区１８ヶ統と由比地区の４２ヶ統の計６０ヶ統（９２名の船

主あるいは団体）により操業が行われているが、その船主により静岡県桜えび漁業組

合が組織されていて、総プール制について等、規約や会則が決められている。定数削

減についてはその団体の規約に則って進めて行く。 
 
 



 （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） 

漁業収入向上のため

の取組 
（目標値１％） 

① 漁業者及び漁協は、６月から１０月までの月１回、大井川港

魚市場において、桜えびかき揚げ丼と生シラス丼を試験的に

販売し、地方紙やテレビ等に積極的にプレス等を行う。これ

により、商品及びイベントの PR・普及を図り、消費者の需

要を探ると共に、平成３０年度より漁協直営の食堂開設に向

け、大井川港産の桜えび・しらすの知名度を上げ、大井川港

漁業協同組合魚市場における販売単価の増加を図る。 
（他地区との差別化を図るため、桜えびとシラスの２枚看板

を PR し、両方の丼が選べる「丼市」の開催に当地区で初め

て取り組む。料金は初年度はワンコイン５００円とし、地元

でしか味わえない魅力を提供するため、桜えび丼はその場で

フライヤーによる揚げたてを、シラス丼は朝獲れの生シラス

を基本とし、台風等で水揚げがない日は冷凍の釜揚げシラス

を提供することとする。 
なお、現在は漁協が魚市場に上がった漁獲物を直接買い付

けることはできないので、仲買人の組合等との調整・連携を

図り、取り組んでいく必要がある。） 
② 漁業者及び漁協は、未利用魚のハダカイワシ類について、静

岡県水産技術研究所の漁船を使う調査に協力し、生態を明ら

かにし成分分析等を行ったうえで、食品や美容品への活用に

向けた検討を関係機関と協力して行う。 
③ 漁業者及び漁協は、全船で桜えびの鮮度保持向上に向けた取

組を継続する。具体的には、海中の網から船へ水揚げする際

のフィッシュポンプの使用、氷水の掛け方の工夫、水切りを

よくするための魚箱の改良、魚市場へ運ぶ間の保冷シートの

導入等を全船主で進める。また、魚市場に整備された保冷庫

及び大型製氷施設を活用し、夜水揚げされた桜えびを朝売り

まで氷温にて保冷保管するとともに、適切な施氷を徹底す

る。 
④ 漁業者及び漁協は、全船で桜えびの資源管理に向けた取組を

継続する。具体的には、産卵期を避けた漁期の設定、網掛け

の回数や漁網の大きさ、操業時間の制限等による自主的な漁

獲努力量の抑制といった取組を継続する。また、漁期以外で

も静岡県桜えび漁業組合主導により、静岡県水産技術研究所

の協力の下、桜えびの産卵調査を行い、資源量の推察を継続



する。さらに、効率的な漁業を行うために、春秋の漁期当初

の全船による駿河湾内各ポイントの資源量及びサイズ調査

の実施、古くから他漁業に先駆けて導入してきた魚群探知

機、網巻揚機（ネットローラー）、ネットゾンデ（網の測深

器）等の活用に引き続き取り組む。 

漁業コスト削減のた

めの取組 
（目標値５％） 

① 漁業者は、全船による漁船の船底、プロペラの清掃を定期的

に行い、漁船の適正航行に努めることにより、基準年度より

５％の燃料費削減を図る。 
② 漁業者及び漁協は、桜えび漁船の定数１ヶ統を現在の１２名

から１０名に定数を削減するため、静岡県桜えび漁業組合に

おいて由比地区との調整を図り、関係者との調整をしながら

進めていく。 
（桜えび漁業は、大井川地区１８ヶ統と由比地区４２ヶ統、

計６０ヶ統で「静岡県桜えび漁業組合」が組織されており、

プール操業についての規約をはじめ様々な取り決めの中で

運営されている。定数削減についても大井川地区だけで決め

ることはできないため、由比地区の船主をはじめ、各関係者

と調整を図りつつ進める必要がある。） 
活用する支援措置等 省燃油活動推進事業 

 
 

  



 ２年目（平成２７年度） 

漁業収入向上のため

の取組 
（目標値２％） 

① 漁業者及び漁協は、６月から１１月（前年度より１ヶ月延長）

までの月１回、大井川港魚市場において、桜えびかき揚げ丼

と生シラス丼の試験販売を継続し、地方紙やテレビ等に積極

的にプレスを行う。これにより商品及びイベントの PR・普

及を図る。また、平成３０年度より食堂を開設するためのノ

ウハウを得るための消費者アンケートや意見交換会を開催

し、話題作りとともに大井川港産桜えび・しらすの知名度向

上、大井川港漁業協同組合魚市場における販売単価の上昇、

仲買人による購入拡大につなげ、収入向上を図る。 
② 漁業者及び漁協は、未利用魚のハダカイワシ類について、静

岡県水産技術研究所の漁船を使う調査に協力し、生態を明ら

かにし成分分析等を行ったうえで、食品や美容品への活用に

向けた検討を関係機関と協力して行う。 
③ 漁業者及び漁協は、全船で桜えびの鮮度保持向上を図るた

め、水揚げ時のフィッシュポンプの使用、氷水の掛け方及び

水切りをよくする魚箱の改良、魚市場へ運ぶ間の保冷シート

の導入等を全船主で継続して実施する。また、魚市場に整備

された保冷庫及び大型製氷施設を活用し、夜水揚げされた桜

えびを朝売りまで氷温保冷するとともに、適切な施氷を徹底

する。 
④ 漁業者及び漁協は、全船で桜えびの資源管理に取り組むた

め、自主的な漁獲努力量の抑制を継続するとともに、静岡県

桜えび漁業組合主導により、静岡県水産技術研究所の協力の

下、桜えびの産卵調査を実施する。さらに、効率的な漁業を

行うために、春秋の漁期当初の全船による駿河湾内各ポイン

トの資源量及びサイズ調査の実施等に引き続き取り組む。 

漁業コスト削減のた

めの取組 
（目標値５％） 

① 漁業者は、全船による漁船の船底、プロペラの清掃を定期的

に行い、漁船の適正航行に努めることにより、基準年度より

５％の燃料費削減を図る。 
② 漁業者及び漁協は、桜えび漁船の定数１ヶ統を現在の１２名

から１０名に定数を削減するため、静岡県桜えび漁業組合に

おいて由比地区との調整を図り、関係者との調整を行いなが

ら進めて行く。 
活用する支援措置等 省燃油活動推進事業 

 
 



 ３年目（平成２８年度） 

漁業収入向上のため

の取組 
（目標値３％） 

① 漁業者及び漁協は、３月から１２月（前年度より３ヶ月前倒し

及び１ヶ月延長）までの月１回、大井川港魚市場において、

平成３０年度より食堂を開設することを見据え、桜えびかき

揚げ丼と生シラス丼の試験販売を継続する。また、４月から

解禁となるさくらえび漁業に先立って販売することによる

宣伝効果をアンケート等で調査し、消費者需要の拡大を探

る。さらに、大井川港産桜えび・しらすの知名度向上を図り、

大井川港漁業協同組合魚市場における販売単価の上昇、水揚

金の増大、収入向上を図る。 
② 漁業者及び漁協は、未利用魚のハダカイワシ類について、静

岡県水産技術研究所の漁船を使う調査に協力し、生態を明ら

かにし成分分析等を行ったうえで、食品や美容品などの商品

開発に向けた検討を関係機関と協力して行う。 
③ 漁業者及び漁協は、全船で桜えびの鮮度保持向上を図るた

め、水揚げ時のフィッシュポンプの使用、氷水の掛け方及び

水切りをよくする魚箱の改良、魚市場へ運ぶ間の保冷シート

の導入等を全船主で継続して実施する。また、魚市場に整備

された保冷庫及び大型製氷施設を活用し、夜水揚げされた桜

えびを朝売りまで氷温保冷するとともに、適切な施氷を徹底

する。 
④ 漁業者及び漁協は、全船で桜えびの資源管理に取り組むた

め、自主的な漁獲努力量の抑制を継続するとともに、静岡県

桜えび漁業組合主導により、静岡県水産技術研究所の協力の

下、桜えびの産卵調査を実施する。さらに、効率的な漁業を

行うために、春秋の漁期当初の全船による駿河湾内各ポイン

トの資源量及びサイズ調査の実施等に引き続き取り組む。 

漁業コスト削減のた

めの取組 
（目標値５％） 

① 漁業者は、全船による漁船の船底、プロペラの清掃を定期的

に行い、漁船の適正航行に努めることにより、基準年度より

５％の燃料費削減を図る。 
② 漁業者及び漁協は、桜えび漁船の定数１ヶ統を現在の１２名

から１０名に定数を削減するため、静岡県桜えび漁業組合に

おいて由比地区との調整を図り、規約の改正を行い、削減の

最終目標年度を決定する。 
活用する支援措置等 省燃油活動推進事業 

 
 



 ４年目（平成２９年度） 

漁業収入向上のため

の取組 
（目標値４％） 

① 漁業者及び漁協は、これまでの試験販売やアンケートをもと

に大井川港漁業協同組合の直販店、食堂による通年の販売を

検討し、施設整備にかかる詳細設計を実施する。また、この

間も桜えびかき揚げ丼や生シラス丼、さらなる商品を開発・

販売し、桜えび・しらすの知名度向上、大井川港漁業協同組

合魚市場における販売単価の上昇、水揚金の増大、収入向上

を図る。 
② 漁業者及び漁協は、未利用魚のハダカイワシ類について、静

岡県水産技術研究所の漁船を使う調査に協力し、生態を明ら

かにし成分分析等を行ったうえで、食品や美容品などの商品

開発及び利用普及に向けた検討を関係機関と協力して行う。 
③ 漁業者及び漁協は、全船で桜えびの鮮度保持向上を図るた

め、水揚げ時のフィッシュポンプの使用、氷水の掛け方及び

水切りをよくする魚箱の改良、魚市場へ運ぶ間の保冷シート

の導入等を全船主で継続して実施する。また、魚市場に整備

された保冷庫及び大型製氷施設を活用し、夜水揚げされた桜

えびを朝売りまで氷温保冷するとともに、適切な施氷を徹底

する。 
④ 漁業者及び漁協は、全船で桜えびの資源管理に取り組むた

め、自主的な漁獲努力量の抑制を継続するとともに、静岡県

桜えび漁業組合主導により、静岡県水産技術研究所の協力の

下、桜えびの産卵調査を実施する。さらに、効率的な漁業を

行うために、春秋の漁期当初の全船による駿河湾内各ポイン

トの資源量及びサイズ調査の実施等に引き続き取り組む。 

漁業コスト削減のた

めの取組 
（目標値５％） 

① 漁業者は、全船による漁船の船底、プロペラの清掃を定期的

に行い、漁船の適正航行に努めることにより、基準年度より

５％の燃料費削減を図る。 
② 漁業者及び漁協は、桜えび漁船の定数（１ヶ統）を１０名に

規約改正し、定数削減を図る。 

活用する支援措置等 
省燃油活動推進事業 
産地水産業強化支援事業 

 
 
 
 
 ５年目（平成３０年度） 



漁業収入向上のため

の取組 
（目標値５％） 

① 漁業者及び漁協は、大井川港漁業協同組合の直販店、食堂の

施設整備を行い、桜えびかき揚げ丼、生シラス丼などの販売

を行う。また、新たな商品を開発し、桜えび・しらすの知名

度を上げ、大井川港漁業協同組合魚市場における販売単価の

上昇、水揚金の増大、収入向上を図る。 
② 漁業者及び漁協は、未利用魚のハダカイワシ類について、静

岡県水産技術研究所の調査に協力し、生態を明らかにし成分

分析等を行ったうえで、食品や美容品などの商品開発及び利

用普及に向けた検討を関係機関と協力して行い、恒常的な販

売を目指す。 
③ 漁業者及び漁協は、全船で桜えびの鮮度保持向上を図るた

め、水揚げ時のフィッシュポンプの使用、氷水の掛け方及び

水切りをよくする魚箱の改良、魚市場へ運ぶ間の保冷シート

の導入等を全船主で継続して実施する。また、魚市場に整備

された保冷庫及び大型製氷施設を活用し、夜水揚げされた桜

えびを朝売りまで氷温保冷するとともに、適切な施氷を徹底

する。 
④ 漁業者及び漁協は、全船で桜えびの資源管理に取り組むた

め、自主的な漁獲努力量の抑制を継続するとともに、静岡県

桜えび漁業組合主導により、静岡県水産技術研究所の協力の

下、桜えびの産卵調査を実施する。さらに、効率的な漁業を

行うために、春秋の漁期当初の全船による駿河湾内各ポイン

トの資源量及びサイズ調査の実施等に引き続き取り組む。 

漁業コスト削減のた

めの取組 
（目標値５％） 

① 漁業者は、全船による漁船の船底、プロペラの清掃を定期的

に行い、漁船の適正航行に努めることにより、基準年度より

５％の燃料費削減を図る。 
② 漁業者及び漁協は、桜えび漁船の定数（１ヶ統）を１０名に

規約改正し、定数削減を図る。 

活用する支援措置等 
省燃油活動推進事業 
産地水産業強化支援事業 

  
  



（４）関係機関との連携 
・漁協の直販所について、現在は漁協が魚市場に上がった漁獲物を直接買い付けること

はできないので、仲買人の組合等との調整を図り、実現していく必要がある。 
・定数削減について、静岡県桜えび漁業組合を組織している由比地区の船主をはじめ、

各関連団体との調整を図りつつ進めていく。 
・ハダカイワシ類の利用普及について、静岡県水産技術研究所と連携して実施していく

必要がある。 
 
４ 目標 
（１）数値目標 

漁業所得の向上  %以上 
基準年 平成  年度：漁業所得     千円 

目標年 平成  年度：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連性 

事業名 事業内容及び浜の活力再生プランとの関係性 
省燃油活動推進事業 
 
産地水産業強化支援事業 

・漁船の上架、船底清掃やプロペラの清掃、改善や減速航

行を行い、漁業経費の削減を目指す。 
・６次産業化に向け、漁協の直販店、食堂を開設し、魚価

の向上、所得の向上を目指す。 
 
 


