
１　地域水産業再生委員会

※再生委員会規約及び推進体制の分かる資料を添付すること。

※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

再生委員会の
構成員

牟岐町漁業協同組合，牟岐東漁業協同組合，徳島県牟岐町

　当地域は，徳島県南部地域に属し，県庁所在地の徳島市から車で2時間以上もかかる牟岐町
に立地している。牟岐町にはかつて，４集落をベースとする４漁協（牟岐東，牟岐中央，牟
岐西，出羽島の各漁協）が存在していたが，現在では当漁協と牟岐町漁協(他の３漁協合併に
より設立された)の２つが併存している。
　当地域では，採貝藻，一本釣り，延縄，磯建網（刺網）が主要漁業種類となっており，水
揚金額の主要は，アワビ（クロアワビ・メガイアワビ・マダカアワビ），トコブシ，ハモ，
アオリイカやイセエビによっている。いわば，典型的な沿岸漁業依存型，とりわけアワビ，
トコブシなど採貝漁業依存型の零細な個別漁家経営が展開されている。このような漁業特性
を背景に，当地域では，これまでにアワビやトコブシ資源を対象に徹底した資源管理を実施
してきた。資源管理への取り組みは稚貝の自主放流や資源管理ルールの徹底・密漁防止対策
などを中心としており，現在でも継続実施されている。
　また，漁協運営においては，昭和40年代から積極的な共同出荷運動を展開し，販路拡大と
魚価向上を目指すべく地元産地市場入札から共同出荷(漁協一元集荷体制下での京阪神や関東
市場への出荷)へと体制を切り替えている。このより短い流通チャンネルのもとで高い付加価
値を目指そうとする漁協共販体制はいまでも堅持されている。
　さらに，地元で地場の魚が購入できる場所がないこと，都市部等他地域との交流促進によ
る地域活性化の要請などから「地産地消」にも積極的に取り組み，平成に入ってからはダイ
ビング事業の積極的誘致など，国民のニーズにこたえられるような経営努力をつづけ，地域
漁業経営を展開してきた。
　しかし，近年，磯根資源の悪化，魚価の低迷，燃油・資材価格の高騰，高齢化や後継者不
足などを背景に，漁家および漁協の経営が悪化しつづけている。最盛期には13億円を超えた
地域漁業の水揚高は，近年5分の1程度まで低下しており，アワビやサザエなど磯根漁獲物の
資源状況や関西市場への流通体制の改善（県南部全体の課題として水産関係の運送事業者が
事業撤退・縮小しているため）が課題となっている。また，当地域に自生しているヒジキや
天草，ワカメやモズクなどの有用資源について，高齢化や担い手不足などにより十分に効率
的に利用できていないという問題もある。
　こうした状況に対応するために，これまで以上にアワビやトコブシの種苗放流を積極的に
行うとともに，新たな禁漁区域を設けるなどして資源の回復に努める必要がある。また，地
域ブランドの確立，新たな経営形態の導入による資源利用効率の向上などに，今後は地域一
丸となったより一層の取り組みが求められている。
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３　活性化の取組方針

　当地域を含む徳島県南部各地で水揚げされた水産物は，それぞれの地域（漁協）単位で陸
路で運搬しているため，出荷コストが大きな負担となっている。また，これまでに地域水産
物の物流を多く担っていた地元運送会社が撤退し，それに取って代わった運送形態の利便性
がこれまでより低く，出荷先選択や出荷時間帯などが限られるようになり，地域漁業全体が
大きな影響を受けている現状がある。

（２）その他の関連する現状等

（１）基本方針

３．新たな経営形態の導入による資源利用効率の向上
　自然生産力を最大限に有効利用するために，漁協および漁業者は新たな経営形態の導入を
目指し，漁業所得の向上を図る方策について検討する。具体的には，ヒジキや天草などの利
用効率の向上を目指す。丁寧な扱いによる高品質な加工方式を維持しながら，労働力の確
保，作業の効率化によるコスト削減，品質の向上などが図られるように，集団で作業できる
委託加工利用体制等について検討する。

４．新たな海藻養殖業の導入
　当地域には天然ワカメ，モズク，ヒロメ(アンロク)が自生しており，これらの海藻の生育
に適した自然条件がある。これらの養殖技術に関し人材及び知識・技術を有する徳島県研究
機関の協力を得ながら，当地域の採貝藻経営体が取り組む新たな漁業として海藻養殖業の導
入を目指す。

５．地域ブランドの確立による付加価値向上と販路拡大
　当地域で漁獲されるアワビについて，漁協および採貝漁業者は，漁獲区域・漁獲時期・漁
獲サイズ・肉厚の程度などを取り決め，関西方面を中心に商談会や市場まつり等を通じて市
場・販売関係者や一般消費者にPR強化・販路拡大に取り組む。地域ブランド化を目指すアオ
リイカについても，県内外のプロモーション活動や流通時の鮮度保持技術の改良等を実施
し，近隣12漁協及び町で構成する「海部水産物品質確立協議会」において知名度向上のため
の商品名，シール・タグ等を導入に取り組む。さらに，ハモやイセエビなど，その他主要水
産物についても，販路拡大による単価向上を目指す。

６．出荷・販売体制の強化
　一元集荷制の共同出荷を基本とする漁協共販事業の要諦として，多様な出荷先候補を保有
すること，そのなかから状況に応じ有利に出荷できる先を漁協の意志で選択できることが挙
げられる。さらにそれが成立する要件として，充実した物流体制が構築されていることが必
要不可欠である。しかし，当地域を含む徳島県南部地域では，近年物流体制が弱体化し，柔
軟な出荷先選択が行えない状況にある。このため，海部郡の近隣漁協と連携・協力し，自家
出荷あるいは共同出荷による集荷・販売体制の強化・改善に取り組む。

◇漁業収入向上のための取組
１．資源管理の強化による水産物の水揚増加
　アワビ及びトコブシの資源増大を図るため，採貝漁業者及び漁協を中心に，稚貝放流や密
漁監視を継続するとともに，藻場造成と食害対策（ウニ類駆除）をあわせて実施する。ま
た，アワビ礁の設置や投石，禁漁区域の設定，密漁監視の強化等，更なる生産量の増大に資
する取組の実施を検討する。さらに，アワビについては，共同漁業権を共有する牟岐町漁協
と共同あるいは調整を図りつつ，新たな安定的な増産手法として，増殖漁場(輪番制漁場)の
導入を検討・着手する。

２．中層型浮魚礁の設置
　近海カツオ・マグロ等の漁獲量増大および一本釣り漁業や遊漁利用拡大の手段として，太
平洋沖に周辺漁協と共同で整備・利用できるような中層型浮魚礁の設置について，県や関係
機関と協議を行い，事業化に向けた検討を進める。本取組は，実現に向け時間を要するが，
近隣12漁協で構成する「海部水産振興会」などで，実施に向けた関係者調整を進める。



徳島県漁業調整規則により，水産動植物の採捕期間，体長の制限を設けている。

◇漁業コスト削減のための取組
１．流通体制の整備による出荷コストの削減
　漁協は，海部郡に点在するほかの漁協と協力し，水産物の流通拠点を整備して，効率的な
出荷販売を行う。つまり，近隣漁協と協力しながら，これまでに各漁協がバラバラで行って
きた運送業者依存の出荷体制に代わって，漁協の自家トラックによる近隣漁協からの一元集
荷システムや新たな共同出荷体制を構築する。これにより，南部地域全体で出荷コストの削
減を図るとともに，漁協販売担当職員の労働の軽減に資する。

２．定期的な船底清掃および減速航行による燃油コストの削減
　全漁業者が定期的に船底清掃，プロペラ等の洗浄をすることで水中抵抗を減らし，漁場ま
で減速航行することで燃油コストの削減を図る。

（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

７．地域活性化の推進
　牟岐町は，徳島市内から自動車で約2時間もかかるが，当地域でしか味わえない魅力のある
釣りやダイビングスポットがあり，週末の日帰り旅行などに適した地域である。歴史的な文
化財や行事もあり，観光資源も豊富であるが，地元の水産物を提供する飲食店や販売店が非
常に少ないため，素通りしてしまう観光客も多い。少しでも滞在時間を伸ばすめには，漁村
ならではの食事や体験が重要であるため，地元漁協が中心となり，朝市や観光漁業などに関
係漁業者が気軽に参加できるイベントを定期的に開催する等により，地域内消費の拡大，地
域の活性化を図るとともに，漁業者の所得向上を目指す。



1年目（平成27年度）

５．地域ブランドの確立による付加価値向上と販路拡大
　当地域で漁獲されるアワビはこれまでも関西市場においては関係者に高い
評価を受けているが，地域のブランド力が弱く，一般消費者には知られてい
ない。そこで，漁協および採貝漁業者は，漁獲区域・漁獲時期・漁獲サイ
ズ・肉厚の程度などを取り決めて，その内容を商談会や市場祭り等を通じて
市場関係者や一般消費者に周知・PRすることにより，アワビの地域ブランド
を確立し，付加価値向上と販路拡大をめざす体制を構築する。
　また，当地域のアオリイカは，味も鮮度も良く市場では大変高い評価を受
けているが，市場流通量が少なく，知名度が低い。このため，漁協および漁
業者は，県内外にてプロモーション活動によるPRの強化や流通時の鮮度保持
技術の改良等を実施するとともに，近隣12漁協及び町で構成する「海部水産
物品質確立協議会」などで，知名度向上を図るための商品名，シール・タグ
等を導入に向けた検討を開始し、京阪神など徳島県から比較的近い大都市圏
をターゲットに試験販売を実施し，販路の拡大を試みる。さらに，漁協およ
び漁業者は，当地域で水揚げされるハモやイセエビをはじめとするその他の
主要水産物も合わせてブランド化を推進する取組を開始する。

３．新たな経営形態の導入による資源利用効率の向上
　自然生産力を最大限に有効利用するために，漁協および漁業者は新たな経
営形態の導入を目指し，漁業所得の向上を図る方策について検討する。具体
的には，ヒジキや天草などの利用効率の向上を目指す。現在は各漁家が個別
零細に取り組んでいるヒジキ加工等について，丁寧な扱いによる高品質な加
工方式を維持しながら，労働力の確保，作業の効率化によるコスト削減，品
質の向上などを図るため，集団的に作業できる委託加工利用体制の構築に向
けた検討を行う。

漁業収入向上
のための取組

１．資源管理の強化による水産物の水揚増加
　当地域では，アワビ及びトコブシが水揚げ金額ベースで全体の1/4を超える
主要水揚魚種の１つであり，採貝漁業者がこれまでアワビ及びトコブシの稚
貝放流や密漁監視を積極的に実施してきた。今後もこれらの取り組みを継続
するとともに，水産多面的機能発揮対策事業を利用しウニ類駆除を行う漁場
に種苗を重点放流するなど，資源への加入量増加につながる効果の高い取り
組みを実施することにより，アワビ及びトコブシの資源増大を図る。加え
て，漁協は漁業者と連携して，藻場造成，投石，アワビ礁の設置，禁漁区域
の設定，密漁監視の強化等，更なる生産量の増大に資する取り組みの実施を
検討する。
　なお，アワビについては，新たな安定的な増産手法として，増殖漁場(輪番
制漁場)の導入を目指し漁業者間で検討・調整を開始する。本取り組みは，共
同漁業権を共有する牟岐町漁協と共同あるいは調整を図りつつ実施し，1年目
は，水深や海流，栄養塩，既存漁場への影響などを考慮し，適地の検討・調
査を行う。

２．中層型浮魚礁の設置
　近海カツオ・マグロ等の漁獲量増大等を目指し，漁協と漁業者は，県や町
の協力を得ながら太平洋沖に周辺漁協と共同で整備・利用できる中層型浮魚
礁の設置を｢海部水産振興会｣(近隣12漁協で構成)で検討する。1年目は，設置
場所の検討や蝟集効果の把握，操業調整方法にかかる検討を開始し，県や関
係機関と協議を行う。
なお，本取り組みは実現に向け時間を要する案件と考えられ，プラン実施期
間中に所得向上に直接結びつかない可能性が高いが，プラン内の取り組みと
位置付け，実施に向け取り組む。

（３）具体的な取組内容（毎年ごとに数値目標とともに記載）

４．新たな海藻養殖業の導入
　当地域には天然ワカメ，モズク，ヒロメ(アンロク)が自生しており，これ
らの海藻の生育に適した自然条件がある。これらの養殖技術に関し人材及び
知識・技術を有する徳島県研究機関の協力を得ながら，当地域の採貝藻経営
体が取り組む新たな漁業として海藻養殖業の導入を目指し，所得向上を図る
ための検討および適地調査を開始する。



６．出荷・販売体制の強化
　一元集荷制の共同出荷を基本とする漁協共販事業の要諦として，多様な出
荷先候補を保有すること，そのなかから状況に応じ有利に出荷できる先を漁
協の意志で選択できることが挙げられる。さらにそれが成立する要件とし
て，充実した物流体制が構築されていることが必要不可欠である。しかし，
当地域を含む徳島県南部地域では，近年物流体制が弱体化し，柔軟な出荷先
選択が行えない状況にある。このため，海部郡の近隣漁協と連携・協力し，
自家出荷あるいは共同出荷による集荷・販売体制の強化・改善に向けた検討
を開始する。

７．地域活性化の推進
　豊かな自然を有する牟岐町は，徳島市内から自動車で約2時間もかかるが，
当地域でしか味わえない魅力のある釣りやダイビングスポットがあり，週末
の日帰り旅行などに適した地域である。歴史的な文化財や行事もあり，観光
資源も豊富であるが，地元の水産物を提供する飲食店や販売店が非常に少な
いため，素通りしてしまう観光客も多い。少しでも滞在時間を伸ばすめに
は，漁村ならではの食事や体験が重要であると考えられるが，人口の減少や
高齢化により大規模なイベント開催や店舗運営は難しい状況におかれてい
る。これらの状況を踏まえ，これまでの生活購買事業の経験を活かしなが
ら，地元漁協が中心となり，朝市や観光漁業などに関係漁業者が気軽に参加
できるイベントを定期的に開催する等により，地域内消費の拡大を図ること
で，地域の活性化を図るとともに，漁業者の所得向上を目指す。

以上の取り組みにより，漁業所得を基準年より0.5％向上させる。

水産多面的機能発揮対策事業（水産庁），県南の漁村を元気にするブランド
支援モデル事業（徳島県）

漁業コスト削
減のための取
組

活用する支援
措置等

１．流通体制の整備による出荷コストの削減
　漁協は，海部郡に点在する他漁協と協力し，水産物の流通拠点を整備し
て，効率的な出荷販売を行う。つまり，近隣漁協と連携・協力し，自家出荷
あるいは一元集荷システムなどの新たな販売システムを構築することによ
り，出荷コストの削減及び漁協販売担当職員の労働の軽減がどれくらい図れ
るか，検討を開始する。

２．定期的な船底清掃および減速航行による燃油コストの削減
　全漁業者が定期的に船底清掃，プロペラ等の洗浄をすることで水中抵抗を
減らし，漁場まで減速航行することで燃油コストの削減を図る。

以上の取り組みにより，漁業コストを基準年より2.5％削減させる。



２年目（平成28年度）

６．出荷・販売体制の強化
　漁協は，近隣漁協と連携・協力し，自家出荷あるいは共同出荷による集
荷・販売体制の強化・改善を図るため，具体的な集出荷方法や実施体制，各
漁協の役割分担，費用負担，共同出荷のリスクなどについて，関係漁業者で
検討・協議を行う。

７．地域活性化の推進
　引き続き地元漁協が中心となり，朝市や観光漁業など地元の漁業者が気軽
に参加できるイベントを定期的に開催する等により，地域内消費の拡大を図
ることで，地域の活性化を図るとともに，漁業者の所得向上を目指す。

以上の取り組みにより，漁業所得を前年より0.7％向上させる。

１．資源管理の強化による水産物の水揚増加
　引き続き，採貝漁業者によるアワビ及びトコブシの稚貝放流や密漁監視を
積極的に実施するとともに，水産多面的機能発揮対策事業を利用した藻場に
おけるウニ類駆除を行う漁場に種苗を重点放流するなど，資源への加入量増
加につながる効果の高い取り組みを実施することにより，アワビ及びトコブ
シの資源増大を図る。加えて，藻場造成，投石，アワビ礁の設置，禁漁区域
の設定，密漁監視の強化等により，更なる生産量の増大に資する取り組みの
実施を引き続き検討する。
　また，牟岐町漁協と共同あるいは調整を図りながら，アワビの増殖漁場(輪
番制漁場)の導入を目指し，引き続き，水深や海流，栄養塩，既存漁場への影
響などを考慮した適地の調査を行うなど，漁業者間で検討を進める。

２．中層型浮魚礁の設置
　魚類の生産量増大および一本釣り漁業や遊漁利用拡大の手段として，漁協
および漁業者は県や町の協力を得ながら太平洋沖に周辺漁協と共同で整備・
利用できるような中層型浮魚礁の設置を｢海部水産振興会｣(近隣12漁協で構
成)で検討する。設置場所の検討や蝟集効果の把握，操業調整方法にかかる検
討を進め，県や関係機関と協議を行う。

３．新たな経営形態の導入による資源利用効率の向上
　漁協および漁業者は，ヒジキや天草など，より有効利用を図る余地がある
資源の利用効率向上を目指す。丁寧な扱いによる高品質な加工方式を維持し
ながら，労働力の確保，作業の効率化によるコスト削減，品質の向上などを
図るため，集団的に作業できるような委託加工利用体制の構築に向けた検討
を引き続き行う。

４．新たな海藻養殖業の導入
　当地域の採藻経営体を中心に，地域での新たな漁業としての海藻養殖業の
導入を目指し，所得向上を図るための検討を引き続き実施するとともに，適
地調査を開始する。

漁業収入向上
のための取組

５．地域ブランドの確立による付加価値向上と販路拡大
　当地域で漁獲されるアワビについて，漁協および採貝漁業者は，漁獲区
域・漁獲時期・漁獲サイズ・肉厚の程度などを取り決めて，その内容を商談
会や市場祭り等を通じて市場関係者や一般消費者に周知・PRすることによ
り，アワビの地域ブランドを確立し，付加価値向上と販路拡大をめざす体制
を構築する。
　また，漁協および漁業者は，アオリイカについて，ハンマー締め以外にも
箱詰めや施氷量の調整など出荷方法の改良に取り組み，高品質化に取り組
む。また，近隣12漁協及び町で構成する「海部水産物品質確立協議会」など
で，新たに考案した商品名に基づきシール・タグ等の実証運用を開始する。
京阪神など徳島県から比較的近い大都市圏をターゲットに試験販売を実施
し，販路の拡大を試みる。さらに，当地域で水揚げされるハモやイセエビを
はじめとするその他の主要水産物も同様に県内外にPR，販売促進に取り組
み，単価向上を図る。



１．流通体制の整備による出荷コストの削減
　漁協は，海部郡に点在する漁協と協力し，水産物の流通拠点を整備して，
効率的な出荷を行う。近隣漁協と連携・協力し，自家出荷あるいは一元集荷
システムなどの販売システム等を構築することにより，出荷コストの削減及
び漁協販売担当職員の労働の軽減がどれくらい図れるか，引き続き検討す
る。

２．定期的な船底清掃および減速航行による燃油コストの削減
　全漁業者が定期的に船底清掃，プロペラ等の洗浄をすることで水中抵抗を
減らし，漁場まで減速航行することで燃油コストの削減を図る。

以上の取り組みにより，漁業コストを基準年より2.5％削減させる。

活用する支援
措置等

漁業コスト削
減のための取
組

水産多面的機能発揮対策事業（水産庁），産地水産業強化支援事業（水産
庁）



３年目（平成29年度）
漁業収入向上
のための取組

３．新たな経営形態の導入による資源利用効率の向上
　漁協および漁業者は，ヒジキや天草など，より有効利用を図る余地のある
資源の利用効率の向上を目指す。丁寧な扱いによる高品質な加工方式を維持
しながら，労働力の確保，作業の効率化によるコスト削減，品質の向上など
を図るため，集団的に作業できる委託加工利用体制の構築に向けた検討を引
き続き行う。

４．新たな海藻養殖業の導入
　当地域の採藻経営体を中心に，地域での新たな漁業としての海藻養殖業の
導入をめざし，所得向上をはかるための検討および適地調査を引き続き実施
するとともに，試験養殖の実施について検討を行う。

５．地域ブランドの確立による付加価値向上と販路拡大
　当地域で漁獲されるアワビについて，漁協および採貝漁業者は，漁獲区
域・漁獲時期・漁獲サイズ・肉厚の程度などを取り決めて，その内容を商談
会や市場祭り等を通じて市場関係者や一般消費者に周知・PRすることによ
り，アワビの地域ブランドを確立し，付加価値向上と販路拡大をめざす体制
を構築する。
　また，漁協および漁業者は，アオリイカについて，これまでの取り組みを
踏まえて，高鮮度出荷による販売効果，問題点の検証を行う。また，引き続
き，近隣12漁協及び町で構成する「海部水産物品質確立協議会」などで協力
して，シール・タグ等の普及，京阪神方面への販売強化に取り組む。当地域
で水揚げされるハモやイセエビをはじめとするその他の主要水産物も同様に
県内外でPR，販売促進に取り組み，単価向上を図る。

６．出荷・販売体制の強化
　漁協は，近隣漁協と連携・協力し，自家出荷あるいは共同出荷による集
荷・販売体制の強化・改善を図るため，具体的な集出荷方法や実施体制，各
漁協の役割分担，費用負担，共同出荷のリスクなどについて，関係漁業者で
検討・協議を行いつつ，自家トラックまたは共同配送による試験出荷を開始
する。

１．資源管理の強化による水産物の水揚増加
　引き続き採貝漁業者によるアワビ及びトコブシの稚貝放流や密漁監視を積
極的に実施するとともに，水産多面的機能発揮対策事業を利用した藻場にお
けるウニ類駆除を行う漁場に種苗を重点放流するなど，資源への加入量増加
につながる効果の高い取り組みを実施することにより，アワビ及びトコブシ
の資源増大を図る。加えて，藻場造成，投石，アワビ礁の設置，禁漁区域の
設定，密漁監視の強化等により，更なる生産量の増大に資する取り組みの実
施を引き続き検討する。
　また，牟岐町漁協と共同あるいは調整を図りながら，アワビの増殖漁場(輪
番制漁場)の導入を目指し，これまでの適地調査の検討等を踏まえ，試験礁を
設置し，輪番制漁場への種苗放流を開始する。

２．中層型浮魚礁の設置
　魚類の生産量増大および一本釣り漁業や遊漁利用拡大の手段として，漁協
および漁業者は県や町の協力を得ながら太平洋沖に周辺漁協と共同で整備・
利用できるような中層型浮魚礁の設置を｢海部水産振興会｣(近隣12漁協で構
成)で検討する。設置場所の検討や蝟集効果の把握，操業調整方法にかかる検
討を進め，県や関係機関と協議を行う。

７．地域活性化の推進
　引き続き地元漁協が中心となり，朝市や観光漁業など地元の漁業者が気軽
に参加できるイベントを定期的に開催しする等により，地域内消費の拡大を
図ることで，地域の活性化を図るとともに，漁業者の更なる所得向上を目指
す。

以上の取り組みにより，漁業所得を前年より1.5％向上させる。



水産多面的機能発揮対策事業（水産庁），産地水産業強化支援事業（水産
庁）

１．流通体制の整備による出荷コストの削減
　漁協は，海部郡に点在する漁協と協力し，水産物の流通拠点を整備して，
効率的な出荷を行う。近隣漁協と連携・協力し，自家出荷あるいは一元集荷
システムを構築することにより，出荷コストの削減及び漁協販売担当職員の
労働の軽減がどれくらい図れるか検討・協議を行いつつ，自家または共同の
試験出荷によるコスト削減の実証を開始する。

２．定期的な船底清掃および減速航行による燃油コストの削減
　全漁業者が定期的に船底清掃，プロペラ等の洗浄をすることで水中抵抗を
減らし，漁場まで減速航行することで燃油コストの削減を図る。

以上の取り組みにより，漁業コストを基準年より2.5％削減させる。

漁業コスト削
減のための取
組

活用する支援
措置等



４年目（平成30年度）
漁業収入向上
のための取組

４．新たな海藻養殖業の導入
　当地域の採藻経営体を中心に，地域での新たな漁業としての海藻養殖業の
導入をめざし，所得向上をはかるための検討および適地調査を引き続き実施
するとともに，試験養殖を可能な範囲で実施する。

５．地域ブランドの確立による付加価値向上と販路拡大
　当地域で漁獲されるアワビについて，漁協および採貝魚漁業者は，漁獲区
域・漁獲時期・漁獲サイズ・肉厚の程度などを取り決めて，その内容を商談
会や市場祭り等を通じて市場関係者や一般消費者に周知・PRすることによ
り，アワビの地域ブランドを確立し，付加価値向上と販路拡大をめざす体制
を構築する。
　また，漁協および漁業者は，アオリイカについて，これまでの取り組みを
踏まえて，高鮮度出荷による販売効果，問題点の検証を行いつつ，引き続
き，「海部水産物品質確立協議会」としてシール・タグ等の普及，京阪神方
面への販売強化に取り組む。当地域で水揚げされるハモやイセエビをはじめ
とするその他の主要水産物も同様に県内外でPR，販売促進に取り組み，単価
向上を図る。

６．出荷・販売体制の強化
　漁協は，近隣漁協と連携・協力し，自家出荷あるいは共同出荷による集
荷・販売体制の強化・改善を図るため，具体的な集出荷方法や実施体制，各
漁協の役割分担，費用負担，共同出荷のリスクなどについて，関係漁業者で
検討・協議を行いつつ，自家トラックまたは共同配送による試験出荷を引き
続き実施し，出荷量・出荷先による魚価単価の比較などを行う。

７．地域活性化の推進
　引き続き地元漁協が中心となり，朝市や観光漁業など地元の漁業者が気軽
に参加できるイベントを定期的に開催する等により，地域内消費の拡大を図
ることで，地域の活性化を図るとともに，漁業者の更なる所得向上を目指
す。

以上の取り組みにより，漁業所得を前年より2.0％向上させる。

２．中層型浮魚礁の設置
　魚類の生産量増大および一本釣り漁業や遊漁利用拡大の手段として，漁協
および漁業者は県や町の協力を得ながら太平洋沖に周辺漁協と共同で整備・
利用できるような中層型浮魚礁の設置を｢海部水産振興会｣(近隣12漁協で構
成)で検討する。設置場所の検討や蝟集効果の把握，操業調整方法にかかる検
討を進め，県や関係機関と協議を行う。

１．資源管理の強化による水産物の水揚増加
　引き続き採貝漁業者によるアワビ及びトコブシの稚貝放流や密漁監視を積
極的に実施するとともに，水産多面的機能発揮対策事業を利用した藻場にお
けるウニ類駆除を行う漁場に種苗を重点放流するなど，資源への加入量増加
につながる効果の高い取り組みを実施することにより，アワビ及びトコブシ
の資源増大を図る。加えて，藻場造成，投石，アワビ礁の設置，禁漁区域の
設定，密漁監視の強化により，更なる生産量の増大に資する取り組みの実施
を引き続き検討する。このうち，禁漁区の設定及び密漁監視の強化について
は取り組みを可能な限り開始する。
　また，牟岐町漁協と共同あるいは調整を図りながら，アワビの増殖漁場(輪
番制漁場)の導入を目指し，設置した試験礁への輪番放流，成長度・生残率の
確認を行う。

３．新たな経営形態の導入による資源利用効率の向上
　漁協および漁業者は，ヒジキや天草など，より有効利用を図る余地のある
資源の利用効率の向上を目指して，丁寧な扱いによる高品質な加工方式を維
持しながら，労働力の確保，作業の効率化によるコスト削減，品質の向上な
どを図るため，集団的に作業できる委託加工利用体制構築を検討する。



活用する支援
措置等

水産多面的機能発揮対策事業（水産庁），産地水産業強化支援事業（水産
庁）

漁業コスト削
減のための取
組

１．流通体制の整備による出荷コストの削減
　海部郡に点在する漁協と協力し，水産物の流通拠点を整備して，効率的な
出荷を行う。近隣漁協と連携・協力し，出荷コスト削減及び漁協販売担当職
員の労働軽減を図るため，自家または共同配送等によるコスト削減効果の実
証を実施し，出荷量・出荷先による出荷経費の比較などを行う。

２．定期的な船底清掃および減速航行による燃油コストの削減
　全漁業者が定期的に船底清掃，プロペラ等の洗浄をすることで水中抵抗を
減らし，漁場まで減速航行することで燃油コストの削減を図る。

以上の取り組みにより，漁業コストを基準年より2.5％削減させる。



５年目（平成31年度）
漁業収入向上
のための取組

２．中層型浮魚礁の設置
　魚類の生産量増大および一本釣り漁業や遊漁利用拡大の手段として，漁協
および漁業者は県や町の協力を得ながら太平洋沖に周辺漁協と共同で整備・
利用できるような中層型浮魚礁の設置を｢海部水産振興会｣(近隣12漁協で構
成)｣で検討する。設置場所の検討や蝟集効果の把握，操業調整方法にかかる
検討を進め，県や関係機関と協議を行う。

３．新たな経営形態の導入による資源利用効率の向上
　漁協および漁業者は，ヒジキや天草など，より有効利用を図る余地のある
資源の利用効率の向上を目指して，丁寧な扱いによる高品質な加工方式を維
持しながら，労働力の確保，作業の効率化によるコスト削減，品質の向上な
どを図るために，集団的に作業できるような委託加工利用を実施し，所得向
上を図る。

４．新たな海藻養殖業の導入
　当地域の採藻経営体を中心に，地域での新たな漁業としての海藻養殖業の
導入をめざし，所得向上をはかるため，試験養殖の結果を総括する。

１．資源管理の強化による水産物の水揚増加
　引き続き採貝漁業者によるアワビ及びトコブシの稚貝放流や密漁監視を積
極的に実施するとともに，水産多面的機能発揮対策事業を利用した藻場にお
けるウニ類駆除を行う漁場に種苗を重点放流するなど，資源への加入量増加
につながる効果の高い取り組みを実施することにより，アワビ及びトコブシ
の資源増大を図る。加えて，藻場造成，投石，アワビ礁の設置，禁漁区域の
設定，密漁監視の強化等により，更なる生産量の増大に資する取り組みの実
施を引き続き検討する。このうち，禁漁区の設定及び密漁監視の強化につい
ては取り組みを可能な限り開始する。
　また，牟岐町漁協と共同あるいは調整を図りながら，アワビの増殖漁場(輪
番制漁場)の導入を目指し，設置した試験礁への輪番放流，成長度・生残率の
確認を行う。試験礁での効果を確認しつつ，将来的な区画漁業権設定を目指
す。

５．地域ブランドの確立による付加価値向上と販路拡大
　当地域で漁獲されるアワビについて，漁協および採貝魚漁業者は，漁獲区
域・漁獲時期・漁獲サイズ・肉厚の程度などを取り決めて，その内容を商談
会や市場祭り等を通じて市場関係者や一般消費者に周知・PRすることによ
り，アワビの地域ブランドを確立し，付加価値向上と販路拡大をめざす体制
を構築する。
　また，漁協および漁業者は，アオリイカについて，これまでの取り組みを
踏まえて，高鮮度出荷による販売効果，問題点の検証を行いつつ，引き続
き，「海部水産物品質確立協議会」としてシール・タグ等の普及，京阪神方
面への販売強化に取り組む。当地域で水揚げされるハモやイセエビをはじめ
とするその他の主要水産物も同様に県内外でPR，販売促進に取り組み，単価
向上を図る。

６．出荷・販売体制の強化
　漁協は，近隣漁協と連携・協力し，自家出荷あるいは共同出荷による集
荷・販売体制の強化・改善を図るため，具体的な集出荷方法や実施体制，各
漁協の役割分担，費用負担，共同出荷のリスクなどについて，関係漁業者で
検討・協議を行いつつ，自家トラックまたは共同配送による試験出荷を引き
続き実施し，出荷量・出荷先による魚価単価の比較などを行う。試験出荷で
効果が得られ，実施体制が構築されれば，漁協事業として本格運用を目指
す。

７．地域活性化の推進
　引き続き地元漁協が中心となり，朝市や観光漁業など地元の漁業者が気軽
に参加できるイベントを定期的に開催する等により，地域内消費の拡大を図
ることで，地域の活性化を図るとともに，漁業者の更なる所得向上を目指
す。

以上の取り組みにより，漁業所得を前年より3.0％向上させる。



活用する支援
措置等

水産多面的機能発揮対策事業（水産庁）

１．流通体制の整備による出荷コストの削減
　漁協は，海部郡に点在する漁協と協力し，水産物の流通拠点を整備して，
効率的な出荷を行う。近隣漁協と連携・協力し，出荷コスト削減及び漁協販
売担当職員の労働軽減を図るため，自家または共同配送によるコスト削減効
果の実証を実施し，出荷量・出荷先による出荷経費の比較などを行う。試験
出荷で効果が得られ，実施体制が構築されれば，漁協事業として本格運用を
目指す。

２．定期的な船底清掃および減速航行による燃油コストの削減
　全漁業者が定期的に船底清掃，プロペラ等の洗浄をすることで水中抵抗を
減らし，漁場まで減速航行することで燃油コストの削減を図る。

以上の取り組みにより，漁業コストを基準年より2.5％削減させる。

漁業コスト削
減のための取
組



４　目標
（１）数値目標

（２）上記の算出方法及びその妥当性

５　関連施策

県南の漁村を元
気にするブラン
ド支援モデル事
業（徳島県）

事業内容及び浜の活力再生プランとの関係性

・アワビ礁の設置，投石等による水産物の生産増大
・中層型浮魚礁の設置
・新たな藻類養殖の導入
・流通・出荷拠点の整備

水産多面的機能
発揮対策事業

漁業所得の向上　％以上

（４）関係機関との連携

平成　年度

牟岐町漁協と緊密な連携を取りながら取り組みを進める。

事業名

平成　年度

： 千円漁業所得  　

漁業所得　　： 千円

基準年

目標年

・藻場造成

・アオリイカおよび地域水産物のブランド化の推進

未定

   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


	第1号別添（牟岐東浜プラン案）

