
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 徳島市地域水産業再生委員会

代表者名 中川 誠司

再生委員会の

構成員
徳島市、川内漁業協同組合、徳島市漁業協同組合

オブザーバー 徳島県水産課、徳島県漁業協同組合連合会

※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。

対象となる地域の範囲及び漁業の種類

徳島県徳島市川内町（対象漁業者数 12 名） 
黒のり養殖業（7 名）、すじ青のり養殖業（5
名）

※策定時点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

 当地区周辺地域は紀伊水道に面した徳島県東部に位置しており、四国一の大河吉野川

とその支流がつくり育てた三角州が発達し、様々な生物が生息しており吉野川の恵みを

受けた好漁場を有し、藻類養殖業を主体として漁船漁業や沿岸漁業が盛んに行われてい

ます。主体の藻類養殖業では、すじ青のり及び黒のりを養殖し、特に養殖されたすじ青

のりは、品質も良く全国有数の生産量となっている。

（※徳島県においては、いわゆる「のり養殖業」に通常のアマノリ類のほか、スジアオ

ノリを対象とした養殖が含まれるため、便宜上スジアオノリを対象とした養殖は「すじ

青のり養殖業」、アマノリ類を対象とした養殖は「黒のり養殖業」と、徳島県内での呼

び方で表記している。）

 しかし、昨今の温暖化による海水温上昇等により、種苗育成状況の悪化、海水温の影

響を受けやすい本張りと言われる種網の張り込み時期の遅れや、春先早くの海水温上昇

もあり、生産期間が年々短くなる傾向にある。また養殖海域での魚類による食害や、少

雨量等による栄養塩の低下もみられるなど、漁獲量の減少、色落ちによる品質低下など

が危惧されている。

（２） その他の関連する現状等
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 消費者の嗜好の多様化が進み、消費量の減少等による黒のり価格の低迷などにより、

藻類養殖の安定が失われ、担い手育成の困窮・経営者の高齢化による廃業に歯止めがき

かなくなっている。また、追い打ちをかける様に原油取引価格の高騰が、漁業用燃料や

資材などの漁業経費の増加を招き、漁業経営を圧迫するなど水産業を取り巻く環境はよ

り一層厳しい状況に置かれている。のり養殖業者においても漁場改善計画や異物除去

機・金属探知機などの導入により、品質向上に努めているものの、経費割合が経営を圧

迫し、経営改善には繋がらない現状がある。 
 
３ 活性化の取組方針 
（１） 基本方針 

① 原油取引価格の高騰に対し、省エネ機器の導入や機器設備等のメンテナンス実施に

よる負荷の軽減。 
② 船底清掃による燃油コストの削減。 
③ 減速航行や漁場情報の共有化など漁業経費の削減を図る。 
④ 漁場改善計画での養殖枠の間隔を広げる事により品質管理の徹底により単価の向

上を図る。 
⑤ 漁業後継者の育成と確保。 
⑥ 養殖技術及び経営能力の向上。 
⑦ すじ青のり乾燥機を利用し、黒のりの乾燥を行うことにより、ばら干しのりを生産

するなど、他種業との協同化を図る。 
 
（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 

 特になし。 

 ※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。 
 
（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） 
 取組内容は、取組の進捗状況や得られた成果等を踏まえ、必要に応じ見直すこととする。 

漁業収入向上 
のための取組 

対象構成員 12 名で漁場 3 ヶ所（長原沖、小松沖、吉野川沖）の水

温、比重、栄養塩等の調査、漁場改善計画による養殖枠の間隔を広

げるなど、品質管理を行う事により、品質・価格の向上に努め基準

年度の漁業収入に対し 3％向上を目標に取り組む。また、黒のり養殖

業者がすじ青のり養殖業者と協力し、すじ青のり加工乾燥機を利用

し、黒のり原藻をそのまま乾燥加工し製品化する「ばら干しのり」

加工を新たに行うことについて、２年目の実施に向け検討を行う。 
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漁業コスト削 
減のための取 
組 

 漁船船底清掃・整備点検の実施を年 1 回以上行い、機器設備等の

メンテナンス実施による負荷の軽減、燃油コストの削減、減速航行

や漁場情報の共有化などを実施することにより、基準年度の燃油消

費量に対して 7%の削減に努める。対象構成員 3 隻の漁船エンジンを

省エネ型エンジンに換装することにより、基準年度の燃油消費量に

対し 30%の削減、2 台のノリ乾燥機を省エネ型乾燥機に換装するこ

とにより、基準年度の燃油消費量に対し 20%の削減にそれぞれ努め

る。 
活用する支援 
措置等 

省燃油活動推進事業、省エネ機器等導入推進事業、漁業経営セーフ

ティーネット構築事業 
 
 2 年目（平成２７年度） 

漁業収入向上 
のための取組 

 対象構成員 12 名で漁場 3 ヶ所（長原沖、小松沖、吉野川沖）の水

温、比重、栄養塩等の調査、漁場改善計画による養殖枠の間隔を広

げるなど、品質管理を行う事により、品質・価格の向上に努め、基

準年度の漁業収入に対し 3％向上を目標に取り組む。また、黒のり養

殖業者がすじ青のり養殖業者と協力し、すじ青のり加工乾燥機を利

用し、黒のり原藻をそのまますじ青のり加工乾燥機で乾燥して、ば

ら干しのり加工を行う。通常の乾のり加工時は、ミンチ機により細

かく切断するため、製品化の過程で 1 割程度のロスが生じるが、ば

ら干しのりは水洗い後原藻のまま乾燥し、ロスが少ないため、黒の

り養殖業者においては基準年度の漁業収入に対し 1%向上を目標に

取り組む。すじ青のり養殖業者においては受託手数料収入が発生す

るため、基準年度の漁業収入に対し同様に 1%向上を目標に取り組

む。 
漁業コスト削 
減のための取 
組 

 漁船船底清掃・整備点検の実施を年 1 回以上行い、機器設備等の

メンテナンス実施による航行時の船体にかかる抵抗を削減し、減速

航行や漁場情報の共有化などを実施することにより、基準年度の燃

油消費量に対して 7%の削減に努める。対象構成員 3 隻の漁船エンジ

ンを省エネ型エンジンに換装したことにより、基準年度の燃油消費

量に対し 30%の削減、2 台のノリ乾燥機を省エネ型乾燥機に換装し

たことにより、基準年度の燃油消費量に対し 20%の削減に引き続き

努める。また、すじ青のり加工乾燥機を利用してばら干しのりを乾

燥加工することにより、黒のりを生産するよりロスが少なくコスト

も削減できるため、黒のり養殖業者においては基準年度の燃油消費

量に対し、1%の削減を目標に取り組む。 
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活用する支援 
措置等 

漁業経営セーフティーネット構築事業 

 3 年目（平成２８年度） 
漁業収入向上 
のための取組 

引き続き対象構成員 12 名で漁場 3 ヶ所（長原沖、小松沖、吉野川

沖）の水温、比重、栄養塩等の調査、漁場改善計画による養殖枠の

間隔を広げるなど、品質管理を行う事により、品質・価格の向上に

努め、基準年度の漁業収入に対し 3％向上を目標に取り組む。黒のり

養殖業者がすじ青のり養殖業者と協力し、すじ青のり加工乾燥機を

利用し、黒のり原藻をそのまますじ青のり加工乾燥機で乾燥して、

ばら干しのり加工を引き続き行い、黒のり養殖業者においては基準

年度の漁業収入に対し 1%向上を目標に取り組む。すじ青のり養殖業

者においては受託手数料収入が発生するため、基準年度の漁業収入

に対し同様に 1%向上を目標に取り組む。また、漁業の活性化対策と

して、意欲ある漁業後継者候補の育成と新規就業者の確保に努める。

吉野川水系では、黒のり、すじ青のりともに色や香りが良い高品質

の原藻が採れるため、品質向上に努める。加工された黒のり（板の

り）及びすじ青のり（乾燥）は、全量が県漁連で行われる共販で取

引されるため、個別のブランド化は難しいが、すじ青のりについて

は徳島県が全国有数の産地であり、県漁連や県が行う認知度向上の

ための取り組みに積極的に協力していく。また、黒のりを原料とし

た「ばら干しのり」については、ポスターの作成やイベントへの出

品等を検討し、積極的にブランド化を図る。 
漁業コスト削 
減のための取 
組 

 漁船船底清掃の実施を年 1 回以上行い、機器設備等のメンテナン

ス実施による航行時の船体にかかる抵抗を削減し、減速航行や漁場

情報の共有化などを実施することにより、基準年度の燃油消費量に

対し 7%削減に努める。対象構成員 3 隻の漁船エンジンを省エネ型エ

ンジンに換装したことにより、基準年度の燃油消費量に対し 30%の

削減、2 台のノリ乾燥機を省エネ型乾燥機に換装したことにより、基

準年度の燃油消費量に対し 20%の削減に引き続き努める。また、す

じ青のり加工乾燥機を利用してばら干しのりを乾燥加工することに

より、黒のりを生産するよりロスが少なくコストも削減できるため、

黒のり養殖業者においては基準年度の燃油消費量に対し、引き続き

1%の削減を目標に取り組む。 
活用する支援 
措置等 

漁業経営セーフティーネット構築事業、新規漁業就業者総合支援事

業 
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 4 年目（平成２９年度） 
漁業収入向上 
のための取組 

引き続き対象構成員 12 名で漁場 3 ヶ所（長原沖、小松沖、吉野川

沖）の水温、比重、栄養塩等の調査、漁場改善計画による養殖枠の

間隔を広げるなど、品質管理を行う事により、品質・価格の向上に

努め、基準年度の漁業収入に対し 3％向上を目標に取り組む。黒のり

養殖業者がすじ青のり養殖業者と協力し、すじ青のり加工乾燥機を

利用し、黒のり原藻をそのまますじ青のり加工乾燥機で乾燥して、

ばら干しのり加工を引き続き行い、黒のり養殖業者においては基準

年度の漁業収入に対し 1%向上を目標に取り組む。すじ青のり養殖業

者においては受託手数料収入が発生するため、基準年度の漁業収入

に対し同様に 1%向上を目標に取り組む。また、漁業の活性化対策と

して、意欲ある漁業後継者候補の育成と新規就業者の確保に努める。

また、引き続き品質向上に努め、ブランド化を図る。 
漁業コスト削 
減のための取 
組 

漁船船底清掃の実施を年 1 回以上行い、機器設備等のメンテナン

ス実施による航行時の船体にかかる抵抗を削減し、減速航行や漁場

情報の共有化などを実施することにより、基準年度の燃油消費量に

対し 7%削減に努める。対象構成員 3 隻の漁船エンジンを省エネ型エ

ンジンに換装したことにより、基準年度の燃油消費量に対し 30%の

削減、2 台のノリ乾燥機を省エネ型乾燥機に換装したことにより、基

準年度の燃油消費量に対し 20%の削減に引き続き努める。また、す

じ青のり加工乾燥機を利用してばら干しのりを乾燥加工することに

より、黒のりを生産するよりロスが少なくコストも削減できるため、

黒のり養殖業者においては基準年度の燃油消費量に対し、引き続き

1%の削減を目標に取り組む。 
活用する支援 
措置等 

漁業経営セーフティーネット構築事業、新規漁業就業者総合支援事

業 
 
 5 年目（平成３０年度） 
 取組の最終年度であり、以下の取組を引き続き行うが、目標達成を確実なものとするよ

うプランの取組の成果を検証し、必要な見直しを行う。 
漁業収入向上 
のための取組 

引き続き対象構成員 12 名で漁場 3 ヶ所（長原沖、小松沖、吉野川

沖）の水温、比重、栄養塩等の調査、漁場改善計画による養殖枠の

間隔を広げるなど、品質管理を行う事により、品質・価格の向上に

努め、基準年度の漁業収入に対し 3％向上を目標に取り組む。黒のり

養殖業者がすじ青のり養殖業者と協力し、すじ青のり加工乾燥機を

利用し、黒のり原藻をそのまますじ青のり加工乾燥機で乾燥して、
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ばら干しのり加工を引き続き行い、黒のり養殖業者においては基準

年度の漁業収入に対し 1%向上を目標に取り組む。すじ青のり養殖業

者においては受託手数料収入が発生するため、基準年度の漁業収入

に対し同様に 1%向上を目標に取り組む。また、漁業の活性化対策と

して、意欲ある漁業後継者候補の育成と新規就業者の確保に努める。

プランの実施により、4 年間である程度の地盤をつくることにより、

全体の底上げを行うとともに、特に「ばら干しのり」については、

ポスターやイベント等で品質のよい吉野川水系の黒のりを利用した

「ばら干しのり」を広く認知してもらい、ブランド化を実現する。

また、ばら干しのり用の全自動省エネ型乾燥機導入を視野に入れる。 
漁業コスト削 
減のための取 
組 

漁船船底清掃の実施を年 1 回以上行い、機器設備等のメンテナン

ス実施による航行時の船体にかかる抵抗を削減し、減速航行や漁場

情報の共有化などを実施することにより、基準年度の燃油消費量に

対し 7%削減に努める。対象構成員 3 隻の漁船エンジンを省エネ型エ

ンジンに換装したことにより、基準年度の燃油消費量に対し 30%の

削減、2 台のノリ乾燥機を省エネ型乾燥機に換装したことにより、基

準年度の燃油消費量に対し 20%の削減に引き続き努める。また、す

じ青のり加工乾燥機を利用してばら干しのりを乾燥加工することに

より、黒のりを生産するよりロスが少なくコストも削減できるため、

黒のり養殖業者においては基準年度の燃油消費量に対し、引き続き

1%の削減を目標に取り組む。 
活用する支援 
措置等 

漁業経営セーフティーネット構築事業、新規漁業就業者総合支援事

業 
 
（４） 関係機関との連携 

 国の事業を積極的に活用し、徳島県水産課・徳島市と緊密に連携して事業を行う。 

 
４ 目標 
（１） 数値目標  

漁業所得の向上 ％以上 
基準年 平成  年   ：漁業所得      千円 

目標年 平成  年   ：漁業所得     千円 

 
（２） 上記の算出方法及びその妥当性 
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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 
省エネ機器等導入推進事業 
漁業経営ｾｰﾌﾃｨ-ﾈｯﾄ構築事業 
新規漁業就業者総合支援事業 

 燃油消費量削減（省エネ型機械の導入） 
 漁業経費削減 
 後継者問題対策 
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