
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

オブザーバー 徳島県農林水産部水産課

対象となる地域の範囲及び漁業の種類 北灘漁業協同組合の地区（計69経営体、漁業者数108名）
内訳：小型定置網（11経営体）、小型機船底びき網（26
経営体）、サワラ刺網（9経営体）、機船船びき網（2経
営体）、雑漁業（20経営体）、魚類（ブリ・カンパチ）
養殖（8経営体）、ノリ養殖（4経営体）、ワカメ養殖
（27経営体）…のべ107経営体
（※当プランは、鳴門市のうち北灘地区のみのプランで
ある。）

　播磨灘に面している徳島県鳴門市北灘地区では、古くから多様な漁業が営まれ、漁業が地域の基幹
産業としての役割を果たしてきた。昭和24年11月に北灘漁業協同組合（以下「漁協」という。）が設
立され、平成25年現在、108名の組合員が所属し、小型定置網や小型機船底びき網、刺網、ブリ・カン
パチ養殖、ワカメ養殖などの漁業に従事している。当地区の周辺海域の激しい潮流にもまれて育った
タイやワカメは非常に味が良く、「鳴門鯛」や「鳴門ワカメ」などと呼ばれ、銘品として全国的にも
知られている。
　しかしながら、水産資源の減少、魚価の低迷、漁業生産コスト・養殖コストの増大、販売不振など
の漁業を取り巻く環境条件の悪化を背景に、漁業経営の悪化、後継者不足、漁業従事者の高齢化など
が進み、地域漁業の衰退は深刻な状況にある。とくに、地域漁業を支える中核的な水産物であるブ
リ・カンパチなどの養殖魚類、養殖ワカメ及びマダイ・ヒラメ・サワラなどの主要漁獲物について
は、魚価の低迷が継続している状況となっている。
　そこで、当地区ではこれまで水産資源への対策として、清掃事業による漁場環境の改善、人工魚礁
や投石などによる漁場整備、種苗放流などの諸対策を講じてきた。
　また、水産物の高付加価値化の取り組みとして、すだちを配合した餌を与えた養殖ブリを「すだち
ぶり」として売り出し、小型定置網で漁獲された天然鯛を「べっぴん鯛」として商標登録し全国にPR
するなど、北灘水産物ブランドの確立に努めている。
　「すだちぶり」の特徴としては、粉砕したすだちの皮を混ぜた飼料により飼養されるいわゆる「フ
ルーツ魚」であり、通常飼料で育てた養殖ブリの約４倍もあるビタミンＥの効果により、ブリ特有の
脂っぽさが抑えられ、さっぱりとした後味になる。鮮魚として販売する際、血合の黒ずみがネックと
なっていたが、すだちによる抗酸化作用により変色が遅れるため、より長く鮮度を保持できることが
特徴である。
　「べっぴん鯛」は、鳴門海峡の激しい潮にもまれた歯応えのある身が特長で、春先に多く漁獲さ
れ、魚体が美しいため「べっぴん鯛」と命名された。これら両ブランド魚は、これまでの高付加価値
化の取り組みの努力により、非ブランド品よりも高値で取引されているが、「べっぴん鯛」は鳴門市
以外ではほとんど知られておらず、更なる認知度の向上が、「すだちぶり」はすだちを特別に配合し
た餌料を与えているため、養殖コストの高さが問題点として残っている。
　また、観光漁業への取り組みのほか、水産物の新たな販売チャネルを確立すべく水産物直売所「さ
かな市」および漁協食堂を平成23年にオープンし、地産地消の推進による収益の増大を目指してき
た。
　このように、これまで漁協が主体となって水産物の販売強化策に取り組んできたが、漁家経営は依
然として厳しい状況にあり、全漁業者によるコスト削減を行うとともに、一層の販売努力に基づく地
域水産業の高付加価値化が必要である。そうした取り組みにもとづく漁家所得の向上が、いわば安定
的な漁家経営を実現するための必要不可欠な条件である。
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３　活性化の取組方針

※プランの取組に関連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。

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。
サワラ瀬戸内海系群資源回復計画に基づく漁獲努力量の削減措置及びその効果に関する公的担保措置
がある。

（２）その他の関連する現状等
　養殖ワカメの非可食部の処理作業が養殖業者の負担となっている。

（１）基本方針
【漁業収入向上のための取組】

１．資源管理の推進及び漁場環境の整備による水産物の安定供給
　当地区では水産資源の減少により慢性的な漁獲低迷に陥っていることから、魚礁の設置、藻場造成
により水産物の増殖を図り、水産物の安定的な生産・供給に向けた取り組みを推進する。

２．水産物の高品質化及びマーケティングの強化による魚価の向上
　漁家所得低下の大きな要因である魚価の低迷を食い止めるため、漁獲水産物および養殖魚の付加価
値を高め、魚価の向上を図る。当地区では、天然鯛を「べっぴん鯛」として、すだちを餌として与え
た養殖ブリを「すだちぶり」としてブランド化戦略を展開している。これらの魚も含め当地区の水産
物のプロモーション活動を強化し、漁業者の収入の増大を図る。

３．養殖水産物の高度加工等の６次産業化の推進による販路拡大
　当地区の養殖ワカメは、鳴門ワカメとして全国的な知名度を誇っている。しかし、当地区では高次
の加工手段を持たないことから、出荷されるワカメは生原藻のほか、一部漁業者による低次加工の湯
通し塩蔵品のみであり、単価が高く需要の見込める高次加工であるカットワカメ加工には対応出来て
いない。このため、高次加工し付加価値を付け、販売単価を上げることにより、漁業者の収益向上を
図ることが課題となっている。そこで漁協は、漁業者および徳島県漁連（以下「県漁連」という。）
と連携し、販売単価が高く市場での需要が見込めるカットワカメを販売の主力に置くことで、漁業者
の収入の増大を図る。

４．観光漁業・地産地消の推進及び地域資源の有効活用による地域の活性化
　本州からのアクセスも良く、徳島市内から30分程度で訪れることができるという有利な地理的条件
を活かしながら、これまで行ってきた底びき網、小型定置網等の体験漁業および漁協運営の水産物直
売所・食堂事業の一層の推進を図る。また、廃校を新たな地域資源として捉え、地元の水産物を提供
する魚食レストランや民宿や加工施設等として活用し、都市住民や農村部の住民との交流を進め、地
域の活性化を図る。さらに、利用度が低くなっている漁港を海上釣り堀として活用することで、付加
価値の向上をはかるとともに、地域の養殖魚や漁獲物の新たな利用先を創出する。

【漁業コスト削減のための取組】

５．省エネ設備の導入による陸上施設の運営コスト削減
　製氷施設や直売所等の陸上施設に係る光熱費が漁協経営にとって大きな負担となっていることか
ら、省エネ設備（太陽光パネル等）の導入により、陸上施設の運営コストの削減を図る。

６．省燃油活動による漁業コストの削減
　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、また漁場までの
減速航行に努めることで燃油コストの削減を図る。

７．養殖ワカメ残渣の廃棄の効率化による漁業作業の軽労化
　養殖ワカメの非可食部であるめかぶや茎などの残渣処理に伴う運搬作業等が漁業者の労働時間の延
長を招いているため、漁協敷地内に非可食部を乾燥粉末にするなど（アルコール抽出の原材料やバイ
オマスとしての活用も検討）の設備を設置することにより、漁業者の運搬作業等の労働の軽減を図る
とともに、漁業者の作業コストを削減する。

（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



1年目（平成27年度）
（３）具体的な取組内容（毎年ごとに数値目標とともに記載）

漁業収入向上の
ための取組

１．資源管理の推進及び漁場環境の整備による水産物の安定供給
　小型定置網漁業を始めとした漁船漁業者は、水産資源の減少に対応し当地域での資
源管理の推進および漁場環境の整備を図るために、これまで行ってきたサワラ瀬戸内
海系群資源回復計画に準ずる網目規制や14センチ以下のマダイの再放流などの資源保
護を継続する。
　また、全漁業者は年６回の海岸清掃を引き続き実施し、漁場環境の向上に努める。
　さらに、当地先では平成18年から19年にかけて、県が事業主体となり、海藻の胞子
や幼胚が着生しやすい自然石を当地先に投入し、海藻類の生育に適した光量を確保で
きる水深に海底をかさ上げする藻場造成工事を実施した。その結果、海藻の増加によ
る水質浄化や生物の生息地の増加などの効果がみられた。これら結果を踏まえ、今後
漁協は、漁業者と協力して藻場造成や魚礁設置を可能な範囲で追加実施し、資源の維
持増大を図ることで漁獲向上・漁業者の所得向上を目指すため、具体的な場所の選定
及び可能な範囲での魚礁設置を行う。

２．水産物の高品質化及びマーケティングの強化による魚価の向上
　当地区では、これまで春先の魚体が美しい天然マダイを「べっぴん鯛」、魚類養殖
業においてスダチを餌に配合し与えた養殖ブリを「すだちぶり」としてPR・販売して
いる。これまで出荷・販売は漁業者が行うが、PRは漁協が中心となって行ってきた。
しかしながら、「べっぴん鯛」については知名度の低さ、「すだちぶり」は養殖コス
トの高さなどが問題として残っている。
　そこで、漁業者は漁協と連携し、インターネットやメディアでの両ブランド魚の宣
伝やイベントや祭りなどでのチラシ配布、ポスター貼付などのプロモーション活動を
強化し、認知度の向上を図る。
　「すだちぶり」はいわゆるフルーツ魚であり、各地で多くの商品が開発されている
現状があり、そのなかに埋もれることのないよう、品質向上を継続することが重要で
ある。このため、漁業者は餌料業者等と連携し、スダチの配分量や給餌時期の検証に
取り組み、検証結果を踏まえ養殖魚の品質を高めることで、大手寿司チェーンとの取
引を拡大し出荷量の増加を目指す。「べっぴん鯛」についても、大口取引業者などに
新規に取引ができるよう、漁協と漁業者が連携して京阪神、首都圏などに積極的に出
向き、水産物を取り扱う小売店や飲食店などに売り込みを行う。
　また、漁協は漁業者と連携し、東京や大阪にある徳島県のアンテナショップやシー
フードショー、各種商談会などにおいても出品を行い、認知度向上や販売先の獲得に
努める。
　さらに、平成23年度に漁協が開業した直売所や食堂において、新鮮な地元の水産物
に加え「べっぴん鯛」や「すだちぶり」を販売するとともに、これらのブランド魚を
用いた料理メニューを提供することで、当地域を訪れる観光客に対してブランド魚の
イメージ向上と普及を進め、消費拡大を図る。



３．養殖水産物の高度加工等の６次産業化の推進による販路拡大
　当地区の養殖ワカメは、鳴門海峡の激しい潮流にもまれ、風味が豊かでしっかりと
した歯ごたえがあり、鳴門ワカメとして全国的な知名度を誇っている。
　しかしながら、当地区では高次の加工手段を持たないことから、漁業者が生産する
ワカメのほとんどは単価の低い生原藻（うち一部は個人による湯通し塩蔵品）での販
売となっており、その多くが漁協を通じて県漁連へ販売されている。
　一方、ワカメは調理や保存のしやすさ等からカットワカメの需要が高まっており、
中でも生産履歴の明らかな国産物のニーズが高く、この傾向は今後も継続するものと
考えられる。また、カットワカメに対応する加工機械は高額なため、漁業者自らが導
入することは困難な状況となっている。このことから、当地区では新たに県漁連が
カットワカメ加工機器を導入・加工を行い、漁業者は漁協及び県漁連と連携して生産
履歴の明らかな、高付加価値で販売単価の高いカットワカメ商品を販売する。

　以上を踏まえ、次の①～④のとおり漁業者・漁協・県漁連が連携することにより、
当地区で生産されるワカメをカットワカメに加工し、漁協ブランドとして販売し、漁
業者の所得向上を図る取り組みを行う。
　① 漁業者は生産履歴管理簿等を作成することにより、生産履歴を明らかにし、漁
協へ出荷する。
　② 漁協は集荷した生産履歴の明らかなワカメについて、県漁連へ加工委託を行
う。
　③ 県漁連はカットワカメ加工機械を導入し、カットワカメ加工を行う。
　④ 漁協は漁業者及び県漁連と連携し、漁協ブランドのカットワカメの商品化を行
い、広く販売を行う。
　１年目は次の取り組みを行う。
　漁業者は漁協の指導の下、養殖ワカメの生産履歴管理簿の作成を開始し、履歴の明
らかなワカメを生産する。漁協は漁業者および県漁連と連携し、当地区で生産される
ワカメをカットワカメに加工し、漁協ブランドとして販売することについて、採算性
や漁業者の所得向上率の検証を行う。県漁連は、漁協および漁業者と連携し、カット
ワカメ加工機械の整備に関する概略設計を行う。

４．観光漁業・地産地消の推進及び地域資源の有効活用による地域の活性化
　現在、観光客や学生への体験メニューとして、底びき網や小型定置網の体験漁業や
の見学ツアー、養殖魚の餌やり体験、魚のさばき方教室などを行っているが、利用客
はまだ少ない。このため、今後は漁協は漁業者と協力し、県内外の旅行会社等へのPR
やイベント等で来場者にチラシを配布するなどでの積極的な宣伝により、観光客や県
民の利用拡大を図る。体験漁業は漁協を通じて行われるが、実際に利用客を案内する
のは漁業者であり、体験漁業の利用拡大により漁業者の所得の向上が見込まれる。ま
た、漁協は漁業者と協力し、体験者に直売所や食堂の利用を呼びかけるなどのPRも同
時に行い、利用客を増やすことで水産物を出品している漁業者の収益の向上を図る。
　また、漁協は鳴門市や漁業者、漁協の女性部と連携して、市内にある廃校を活用し
た地元の水産物を提供する魚食レストランや民宿等の開設を検討する。地元水産物を
利用した料理メニューとして提供することで、漁業者の出荷先を増やし、観光客に地
元水産物の良さを知ってもらうことで知名度の向上を図る。
　さらに、漁協は、利用度の低い漁港において海上釣り堀の設置及び漁業者から養殖
魚および定置網の漁獲物を買い取り、釣り堀に放流して、釣りの対象として利用する
取り組み実施の検討を開始する。漁港内の釣り堀が実現すれば、沖合の釣り筏に比べ
て女性や子供でも利用しやすく、家族連れなどの利用が期待され、地域の活性化が図
られるとともに、漁業者は養殖魚および漁獲物の新たな販売形態が増えることとな
り、所得向上が図られる。

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。



漁業コスト削減
のための取組

５．省エネ設備の導入による陸上施設の運営コスト削減
　漁協は、既存の製氷施設や直売所等の陸上施設に省エネ設備（太陽光パネル等）を
設置し、陸上施設の運営コストを削減する。

６．省燃油活動による漁業コストの削減
　全漁業者は、定期的に船底清掃、プロペラ等を洗浄するとともに、漁場までの減速
航行に努めることで燃油コストを削減する。

７．養殖ワカメ残渣の廃棄の効率化による漁業作業の軽労化
　養殖ワカメの非可食部であるめかぶや茎などの残渣処理に伴う運搬作業等が漁業者
の労働時間の延長を招いているため、漁協は、養殖ワカメ残渣の廃棄処理設備を漁協
の敷地内への設置することにより、漁業者の運搬作業等の労働の軽減を図るととも
に、漁業者の作業コストを削減する。１年目は設置方法や規模等を検討する。

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

漁業経営セーフティネット構築事業
産地水産業強化支援事業
水産多面的機能発揮対策事業
水産環境整備事業
とくしま明日の農林水産業づくり事業



２年目（平成28年度）

漁業コスト削減
のための取組

５．省エネ設備の導入による陸上施設の運営コスト削減
　漁協は、既存の製氷施設や直売所等の陸上施設に設置した省エネ設備（太陽光パネ
ル等）により、引き続き陸上施設の運営コストを削減する。

６．省燃油活動による漁業コストの削減
　全漁業者は、定期的に船底清掃、プロペラ等を洗浄するとともに、漁場までの減速
航行に努めることで燃油コストを削減する。

７．養殖ワカメ残渣の廃棄の効率化による漁業作業の軽労化
　養殖ワカメの非可食部であるめかぶや茎などの残渣処理に伴う運搬作業等が漁業者
の労働時間の延長を招いているため、漁協は、養殖ワカメの非可食部である根の廃棄
処理設備を漁協の敷地内へ設置することにより、漁業者の運搬作業等の労働の軽減を
図るとともに、漁業者の作業コストを削減する。２年目は補助事業の利用等を検討す
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。

漁業収入向上の
ための取組

１．資源管理の推進及び漁場環境の整備による水産物の安定供給
　引き続き漁業者によるサワラ瀬戸内海系群資源回復計画に準ずる網目規制や14セン
チ以下のマダイの再放流などの資源保護を継続する。
　また、全漁業者は年６回の海岸清掃を継続実施し、漁場環境の向上に努める。
　また、漁獲増大・漁業者の所得向上を図るため、漁協は漁業者と協力して、引き続
き魚礁の設置場所等の検討を行い、可能な範囲での魚礁設置を行う。

２．水産物の高品質化及びマーケティングの強化による魚価の向上
　引き続き「べっぴん鯛」および「すだちぶり」の認知度向上のために、漁協は養殖
業者と連携し、県内外において、インターネットやメディアを利用したPR活動を展開
する。また、販売拡大のために、シーフードショーやアンテナショップ、各種商談会
に積極的に出品し、新規の取引先を獲得するよう努める。また、引き続き漁業者は餌
料業者等と連携し、養殖を行いながらすだちの配分量や給餌時期の検証を行い養殖魚
の品質を高めることで、既に取引のある業者にも取引拡大を働きかける。さらに、直
売所や食堂を通じて、新鮮な地元の水産物とともに「べっぴん鯛」や「すだちぶり」
を直売所で販売、またこれらのブランド魚を用いた料理メニューを提供することで、
当地域を訪れる観光客に対して、ブランド魚のイメージ向上と普及を進めるととも
に、漁業者の所得向上を図る。

３．養殖水産物の高度加工等の６次産業化の推進による販路拡大
　漁業者は漁協の指導の下、養殖ワカメの生産履歴管理簿の作成を引き続き行い、履
歴の明らかなワカメを生産する。漁協は漁業者および県漁連と連携し、カットワカメ
の販売方法（どこでどのような客層に販売していくか、内容量等商品形態をどうする
か、普及宣伝をどう行うか等）について、漁協直売所や地元スーパー等でアンケート
調査を行うなどにより、市場調査を行う。県漁連は、カットワカメ加工機械の設置場
所や機械の仕様・性能、資金調達（補助事業利用の検討）等に関する詳細な設計を行
う。

４．観光漁業・地産地消の推進及び地域資源の有効活用による地域の活性化
　漁協は、体験メニューである底びき網や小型定置網の体験漁業や見学ツアー、養殖
魚の餌やり体験、魚のさばき方教室などについて、引き続き県内外の旅行会社等にPR
するとともに、イベントなどで積極的に宣伝を行い、観光客や県民の利用拡大を図
る。このことによる体験メニューおよび直売所・食堂の利用拡大により、漁業者の所
得向上を図る。また、漁協は鳴門市や漁業者、漁協女性部と協議し、市内にある廃校
を活用した魚食レストランや民宿等の開設を引き続き検討する。さらに、漁協は、利
用度の低い漁港において海上釣り堀を設置することを目指して、関係各所と具体的な
協議（制度上の問題や利用方法、釣り堀の仕様等）を始める。漁港内の釣り堀が実現
すれば、沖合の釣り筏に比べて女性や子供でも利用しやすく、家族連れなどの利用が
期待され、地域の活性化が図られるとともに、漁業者は養殖魚および漁獲物の新たな
販売形態が増えることとなり、所得向上が図られる。

以上の取り組みにより、漁業所得を前年より0.5％向上させる。



３年目（平成29年度）

漁業コスト削減
のための取組

５．省エネ設備の導入による陸上施設の運営コスト削減
　漁協は、既存の製氷施設や直売所等の陸上施設に設置した省エネ設備（太陽光パネ
ル等）により、引き続き陸上施設の運営コストを削減する。

６．省燃油活動による漁業コストの削減
　全漁業者は、定期的に船底清掃、プロペラ等を洗浄するとともに、漁場までの減速
航行に努めることで燃油コストを削減する。

７．養殖ワカメ残渣の廃棄の効率化による漁業作業の軽労化
　養殖ワカメの非可食部であるめかぶや茎などの残渣処理に伴う運搬作業等が漁業者
の労働時間の延長を招いているため、漁協は、養殖ワカメ残渣の廃棄処理設備を漁協
の敷地内への設置することにより、漁業者の運搬作業等の労働の軽減を図るととも
に、漁業者の作業コストを削減する。３年目は、廃棄処理設備を設置する。

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

漁業経営セーフティネット構築事業
産地水産業強化支援事業
水産多面的機能発揮対策事業
水産環境整備事業
とくしま明日の農林水産業づくり事業

漁業収入向上の
ための取組

１．資源管理の推進及び漁場環境の整備による水産物の安定供給
　引き続き漁業者によるサワラ瀬戸内海系群資源回復計画に準ずる網目規制や14セン
チ以下のマダイの再放流などの資源保護を継続する。
　また、全漁業者は年６回の海岸清掃を継続実施し、漁場環境の向上に努める。
　また、漁獲増大・漁業者の所得向上を図るため、漁協は漁業者と協力して、引き続
き可能な範囲での魚礁設置を行う。

２．水産物の高品質化及びマーケティングの強化による魚価の向上
　引き続き「べっぴん鯛」および「すだちぶり」の認知度向上のために、漁協は漁業
者と連携し、県内外において、インターネットやメディアを利用したPR活動を展開す
る。また、販売拡大のために、シーフードショーやアンテナショップ、各種商談会に
積極的に出品し、新規の取引先を獲得するよう努める。漁業者は餌料業者等と連携
し、養殖を行いながらすだちの配分量や給餌時期の検証を行い養殖魚の品質を高める
ことで、既に取引のある業者にもさらなる取引拡大を働きかける。さらに、引き続き
直売所や食堂を通じて、新鮮な地元の水産物とともに「べっぴん鯛」や「すだちぶ
り」を直売所で販売、またこれらのブランド魚を用いた料理メニューを提供すること
で、当地域を訪れる観光客に対して、ブランド魚やのイメージ向上と普及を進めると
ともに、漁業者の所得向上を図る。

３．養殖水産物の高度加工等の６次産業化の推進による販路拡大
　漁業者は養殖ワカメの生産履歴管理簿の作成を引き続き行い、履歴の明らかなワカ
メを生産する。漁協は漁業者が生産したワカメについて、県漁連へカットワカメへの
加工委託を開始するとともに、漁業者および県漁連と連携し、漁協ブランドのカット
ワカメの商品化及び地元スーパーや直売所等における試験販売を行う。県漁連は、
カットワカメ加工機械の導入を行い、漁協から委託されたワカメについて、カットワ
カメ加工を開始する。これらの取り組みにより、漁業者の所得向上を図る。

４．観光漁業・地産地消の推進及び地域資源の有効活用による地域の活性化
　漁協は、体験メニューである底びき網や小型定置網の体験漁業や見学ツアー、養殖
魚の餌やり体験、魚のさばき方教室などについて、県内外の旅行会社等にPRするとと
もに、イベントなどで積極的に宣伝を行い、観光客や県民の利用拡大を図る。体験メ
ニューおよび直売所・食堂の利用拡大により漁業者の所得の向上を目指す。また、漁
協は鳴門市や漁業者、漁協女性部と協議し、市内にある廃校を活用した魚食レストラ
ンや民宿等の開設を検討する。さらに、漁協は、利用度の低い漁港に海上釣り堀を設
置し、インターネットや広告などで宣伝を始めるとともに、漁業者から釣り対象の魚
を購入し、試験的な利用を開始することにより、漁業者の所得向上を図る。

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。



４年目（平成30年度）

漁業コスト削減
のための取組

５．省エネ設備の導入による陸上施設の運営コスト削減
　漁協は、既存の製氷施設や直売所等の陸上施設に設置した省エネ設備（太陽光パネ
ル等）により、引き続き陸上施設の運営コストを削減する。

６．省燃油活動による漁業コストの削減
　全漁業者は、定期的に船底清掃、プロペラ等を洗浄するとともに、漁場までの減速
航行に努めることで燃油コストを削減する。

７．養殖ワカメ残渣の廃棄の効率化による漁業作業の軽労化
　養殖ワカメの非可食部であるめかぶや茎などの残渣処理に伴う運搬作業等が漁業者
の労働時間の延長を招いているため、漁協は、養殖ワカメ残渣の廃棄処理設備を漁協
敷地内へ設置することにより、漁業者の運搬作業等の労働の軽減を図るとともに、漁
業者の作業コストを削減する。４年目は、廃棄処理設備を試験稼働させる。

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

漁業経営セーフティネット構築事業
産地水産業強化支援事業
水産多面的機能発揮対策事業
水産環境整備事業
とくしま明日の農林水産業づくり事業

漁業収入向上の
ための取組

１．資源管理の推進及び漁場環境の整備による水産物の安定供給
　引き続き漁船漁業者によるサワラ瀬戸内海系群資源回復計画に準ずる網目規制や14
センチ以下のマダイの再放流などの資源保護を継続する。
　また、全漁業者は年６回の海岸清掃を継続実施し、漁場環境の向上に努める。
　また、漁獲増大・漁業者の所得向上を図るために、漁協は漁業者と協力して、引き
続き可能な範囲での魚礁設置を行う。

２．水産物の高品質化及びマーケティングの強化による魚価の向上
　「べっぴん鯛」および「すだちぶり」の認知度向上のために、引き続き漁協は養殖
業者と連携し、県内外において、インターネットやメディアを利用したPR活動を展開
する。また、販売拡大のために、シーフードショーやアンテナショップ、各種商談会
に積極的に出品し、新規の取引先を獲得するよう努める。漁業者は餌料業者等と連携
し、養殖を行いながらすだちの配分量や給餌時期の検証を行い養殖魚の品質を高める
ことで、既に取引のある業者との取引拡大を実現させる。さらに、引き続き直売所や
食堂を通じて、新鮮な地元の水産物とともに「べっぴん鯛」や「すだちぶり」を直売
所で販売、またこれらのブランド魚を用いた料理メニューを提供することで、当地域
を訪れる観光客に対して、ブランド魚やのイメージ向上と普及を進めるとともに、漁
業者の所得向上を図る。

３．養殖水産物の高度加工等の６次産業化の推進による販路拡大
　漁業者は養殖ワカメの生産履歴管理簿の作成を引き続き行い、履歴の明らかなワカ
メを生産する。漁協は漁業者が生産したワカメについて、引き続き県漁連へカットワ
カメへの加工委託を行うとともに、漁業者および県漁連と連携し、漁協ブランドの
カットワカメ商品の販売を本格的に開始する。これらの取り組みにより、漁業者の所
得向上を図る。

４．観光漁業・地産地消の推進及び地域資源の有効活用による地域の活性化
　漁協は、体験メニューである底びき網や小型定置網の体験漁業や見学ツアー、養殖
魚の餌やり体験、魚のさばき方教室などを、引き続き県内外の旅行会社等にPRすると
ともに、イベントなどで積極的に宣伝を行い、観光客や県民の利用拡大を図る。この
ことによる体験メニューおよび直売所・食堂の利用拡大により、漁業者の所得の向上
を図る。また、漁協は鳴門市や漁業者、漁協女性部と協議し、市内にある廃校を活用
した魚食レストランや民宿等の開設を引き続き検討する。さらに、漁協が設置した海
上釣り堀においては、インターネットや広告などで宣伝し、観光客等に利用を呼び掛
けるとともに、漁業者から定期的に魚を購入し、海上釣掘り事業を本格実施すること
により、漁業者の所得向上を図る。

以上の取り組みにより、漁業所得を前年より2％向上させる。



５年目（平成31年度）

漁業コスト削減
のための取組

５．省エネ設備の導入による陸上施設の運営コスト削減
　漁協は、既存の製氷施設や直売所等の陸上施設に設置した省エネ設備（太陽光パネ
ル等）により、引き続き陸上施設の運営コストを削減する。

６．省燃油活動による漁業コストの削減
　全漁業者は、定期的に船底清掃、プロペラ等を洗浄するとともに、漁場までの減速
航行に努めることで燃油コストを削減する。

７．養殖ワカメ残渣の廃棄の効率化による漁業作業の軽労化
　養殖ワカメの非可食部であるめかぶや茎などの残渣処理に伴う運搬作業等が漁業者
の労働時間の延長を招いているため、漁協は、設置した養殖ワカメ残渣の廃棄処理設
備を本格的に稼働させる。漁業者の利用が開始することにより、運搬作業等の労働軽
減が図られ、作業コストが削減する。

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

漁業経営セーフティネット構築事業
産地水産業強化支援事業
水産多面的機能発揮対策事業
水産環境整備事業
とくしま明日の農林水産業づくり事業

漁業収入向上の
ための取組

１．資源管理の推進及び漁場環境の整備による水産物の安定供給
　引き続き漁船漁業者によるサワラ瀬戸内海系群資源回復計画に準ずる網目規制や14
センチ以下のマダイの再放流などの資源保護を継続する。
　また、全漁業者は年６回の海岸清掃を継続実施し、漁場環境の向上に努める。
　また、漁獲増大・漁業者の所得向上を図るため、漁協は漁業者と協力して、引き続
き可能な範囲での魚礁設置を行う。

２．水産物の高品質化及びマーケティングの強化による魚価の向上
　「べっぴん鯛」および「すだちぶり」の認知度向上のために、引き続き漁協は漁業
者と連携し、県内外において、インターネットやメディアを利用したPR活動を展開す
る。また、さらなる販売拡大のために、シーフードショーやアンテナショップ、各種
商談会に積極的に出品し、新規の取引先を獲得するよう努める。漁業者は餌料業者等
と連携し、養殖を行いながらすだちの配分量や給餌時期の検証を行い養殖魚の品質を
高めることで、既に取引のある業者との取引拡大を継続させる。さらに、引き続き直
売所や食堂を通じて、新鮮な地元の水産物とともに「べっぴん鯛」や「すだちぶり」
を直売所で販売、またこれらのブランド魚を用いた料理メニューを提供することで、
当地域を訪れる観光客に対して、ブランド魚のイメージ向上と普及を進めるととも
に、漁業者のより一層の所得向上を図る。

３．養殖水産物の高度加工等の６次産業化の推進による販路拡大
　漁業者は養殖ワカメの生産履歴管理簿の作成を引き続き行い、履歴の明らかなワカ
メを生産する。漁協は漁業者が生産したワカメについて、引き続き県漁連へカットワ
カメへの加工委託を行うとともに、漁業者および県漁連と連携し、漁協ブランドの
カットワカメ商品の販売を軌道に乗せる。これらの取り組みにより、漁業者の所得向
上を図る。

４．観光漁業・地産地消の推進及び地域資源の有効活用による地域の活性化
　漁協は、体験メニューである底びき網や小型定置網の体験漁業や見学ツアー、養殖
魚の餌やり体験、魚のさばき方教室などを、引き続き県内外の旅行会社等にPRすると
ともに、イベントなどで積極的に宣伝を行い、観光客や県民の利用拡大を図る。この
ことによる体験メニューおよび直売所・食堂の利用拡大により、漁業者の所得の向上
を図る。また、漁協は鳴門市や漁業者、漁協女性部と協議し、市内にある廃校を活用
した魚食レストランや民宿等の開設を引き続き検討する。さらに、漁協が設置した海
上釣り堀においては、インターネットや広告などで効率的な宣伝を行い、利用者の意
見を聞くことにより利便性の向上を図るとともに、漁業者からの取扱量を増加させる
ことにより、漁業者のさらなる所得向上を図る。

以上の取り組みにより、漁業所得を前年より3％向上させる。



※プランの実施期間が６年以上となる場合、記載欄は適宜増やすこと。
※「活用する支援措置等」欄に記載するのは国の支援措置に限らない。

４　目標
（１）数値目標

（２）上記の算出方法及びその妥当性

※算出の根拠及びその方法等について詳細に記載し、必要があれば資料を添付すること。

５　関連施策

※本欄の記載により、関連施策の実施を確約するものではない。

※具体的な事業名が記載できない場合は、「事業名」は「未定」とし、「事業内容及び浜の活力再生プラ
ンとの関係性」のみ記載する。

千円

   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

産地水産業強化支
援事業

水産多面的機能発
揮対策事業

水産環境整備事業

燃油高騰による漁業コストの増加に備えることで、浜の活力再生プランの効果が
高められる。

廃校になる小学校・中学校の建物を、地元の水産物を提供する食堂、民宿として
活用することを検討している。陸上の水産関係施設に太陽光パネル等の省エネ設
備を設置し、運営コストの軽減を図る。

体験漁業として底びき網や鯛網などを児童生徒や一般市民に体験してもらい、都
市部や山間部との交流を図る。

藻場、増殖場、漁礁整備により、水産資源の増大を図る。

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　　

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
産地水産業強化支援事業
水産多面的機能発揮対策事業
水産環境整備事業
とくしま明日の農林水産業づくり事業

（４）関係機関との連携
徳島県漁連の施設や事業を活用し、緊密に連携しながら取り組みを進めていく。
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