
別添（別記様式第１号） 

 

浜の活力再生広域プラン 

 

１ 広域水産業再生委員会 

 

 

広域委員会の

構成員 

・紀州日高地区地域水産業再生委員会（紀州日高漁業協同組合、御坊市、由良

町、美浜町、印南町、みなべ町、和歌山県） 

・由良町漁業協同組合 

・比井崎漁業協同組合 

・三尾漁業協同組合 

・和歌山県漁業組合連合会 

・和歌山県 

・御坊市、由良町、日高町、美浜町、印南町、みなべ町 

オブザーバー なし 

 

 

対象となる地

域の範囲及び

漁業の種類 

（地域）和歌山県御坊市、由良町、日高町、美浜町、印南町及びみなべ町 

（漁業種類）一本釣り漁業、はえ縄漁業、まき網漁業、定置網漁業、刺網漁業、

敷網漁業、ひき網漁業、採貝藻漁業、養殖漁業、その他 

（漁業就業者数） 

由良町 133人、日高町 127人、美浜町 67人、御坊市 175 人、印南町 68人、 

みなべ町 101人  計 671人（2013 年漁業センサス） 

 

 

組織名 日高地区広域水産業再生委員会 

代表者名 小谷 繁 



２ 地域の現状 

（１）地域の水産業を取り巻く現状等 

和歌山県日高地域の沿岸域は、1市 5町（御坊市、由良町、日高町、美浜町、印南町、みなべ

町）にまたがり、南北に約 115km の海岸線を有する。 

 当地区は日ノ御崎を挟んで、瀬戸内海と太平洋の二つの海域に面し、まき網漁業（イワシ・ア

ジ・サバ）が漁獲の大半を占めているほか、釣り漁業（タチウオ・カツオ・サワラ・イサキ等） 

採貝・採藻漁業（アワビ・トコブシ・ヒジキ）、刺網漁業（イセエビ・ヒラメ）・敷網漁業（イワ

シ）や定置網漁業（タチウオ・ハマチ）等の沿岸漁業のほか、ワカメ養殖漁業等多種多様な漁業

が営まれており、年間の漁業生産量は約 7,800 トン、生産金額は約 22 億円である。しかし漁業

者の高齢化と新規就業者の減少、漁場環境の荒廃等による生産量の低下、消費者の魚離れや魚価

の低迷等により生産額も減少している。さらに、漁業経費の多くを占める燃油価格の変動が経営

を圧迫し、漁家所得の減少に拍車をかけている。 

 

（漁業協同組合） 

 当地域の漁業協同組合（以下、漁協）としては、1市 4町（御坊市、由良町、美浜町、印南町、

みなべ町）にまたがる紀州日高漁協、由良町漁協（由良町）、比井崎漁協（日高町）、三尾漁協（美

浜町）がある。 

 

（浜の機能） 

 日高町阿尾漁港、御坊市塩屋漁港、みなべ町堺漁港は、当地域の漁獲量のうち約 80％を占める

まき網漁業の拠点漁港（以下まき網拠点漁港という。）であり、まき網漁業の漁獲対象魚のほか、

その他漁業種類による漁獲物の約 35％が水揚げされている。特に、御坊市の塩屋漁港は当地域の

中央部に位置することから、漁業者による船舶輸送あるいは陸送による集約の利便性が高く、集

約が最も期待される漁港であるが、現在の製氷・貯氷施設では、氷の供給能力が不足しており、

漁獲物の集約はもちろん、まき網漁業の安定操業にも支障を来している。 

 また、紀伊水道で漁獲されるマサバやマアジは全国的に評価が高く、まき網漁業の拠点漁港と

なっている日高町阿尾漁港やみなべ町堺漁港では鮮度管理を徹底することで地域ブランド力の

強化を図っている。しかし、御坊市塩屋地区では氷の供給能力の不足により他地域と比べ漁獲物

の鮮度が低いことから、地域内での品質に格差が生じている。地域内での品質格差を解消し、ブ

ランド力を強化させるためにも塩屋漁港の製氷能力の強化が急務となっている。 

一方、当地域内に点在する他の漁港では、少ロット多品種の水揚げとなっており、市場ごとに

銘柄の基準（大・中・小などサイズの基準）も異なるため、量販店が求めるような定量安定供給

が困難となっている。 

これらの、漁獲物をまき網拠点漁港に集約することで、量販店や海外に販路を有する仲買人に

よる買い付けが増加し販路が広がるほか、仲買人の集約も図られ、競争原理により水産物の単価

向上が期待される。しかし、共同利用施設の老朽化が進んでいることに加え、製氷・貯氷施設に

関しては、漁業者の鮮度管理意識の向上により、漁業操業に係る氷の使用量は増加しているため、

今後、まき網拠点漁港への漁獲物の集約を推進するには、製氷・貯氷施設をはじめ、必要に応じ

た機能強化を図る必要がある。 

 



（漁業就業者） 

 当地域の漁業就業者数は 2013年漁業センサスによると 671人であり、そのうち生産年齢人口、

（65歳未満）は 376人（56％）となっている。しかし、今後、生産年齢人口の割合はさらに低下

すると考えられるため、中核的漁業者の確保と育成が必要となっている。 

中核的担い手の育成に関しては、漁協青年部や日高地区漁村青年協議会や漁業士会等が設置さ

れ、漁業者相互の情報交換の場としてや、水産業普及指導員による知識や技術の導入を実施し、

中核的漁業者の育成を行ってきた。 

しかし、高齢化による漁業就業者の減少を食い止めるためには、各種支援施策の活用とあわせ

て漁協や中核的漁業者による、漁家の子弟も含めた新規就業者への研修や指導等、受け入れ体制

の強化が重要となっている。 

 

（２）その他の関連する現状等 

 当地域は大阪からのアクセスが良いこともあり、釣りやサーフィン、スキューバダイビング等

のレジャーや漁船や漁港施設を利用した体験漁業も行われている。 

漁協による水産物の加工や直販も行われており、地元消費者のみならず観光客向けにも販売を

行っている。 

また、「道の駅 白崎海洋公園」は団体観光客の観光ルートに組み込まれている。由良町は当

該施設において、鮮魚等の販売を行う環境整備に取り組んでおり、漁協や漁業者による鮮魚や加

工品の販売を検討中である。 

その他、漁業者による民間企業運営の直販施設での販売も始まっており、一定の所得向上につ

ながっている。 

 



３ 競争力強化の取組方針 

（１）機能再編・地域活性化に関する基本方針 

① まき網漁業の水揚げ拠点となっている御坊市塩屋漁港において、製氷・貯氷施設等の機能を

強化する。氷供給能力を増大させることで、まき網漁業の安定操業による漁獲の増加とともに、

施氷の強化により全国的に評価の高い生鮮用としてのマアジやマサバの出荷量を増加させ、競

争力を強化させる。 

  また、地域内の各漁港で水揚げされた釣り漁業等による漁獲物（タチウオ、サワラ等）をま

き網拠点漁港に集約することで、量販店や海外への販路を有する仲買人の買い付けを増加さ

せ、販路拡大につなげる。 

さらに、集約漁港において漁協による市場での水産物買付けを行い、農業協同組合のファー

マーズマーケットや民間企業が運営する農水産物直販店等への販路を拡大し、紀州日高地区地

域水産業再生委員会が策定した｢浜の活力再生プラン｣に掲げる地域水産物の販路拡大の範囲

を当地域全体の水産物へと対象範囲を広げ、より効果的なものとする。 

 

② 広域再生委員会は、当地域で水揚げされる鮮魚や管内漁協が生産している種々の加工品（由

良町の塩蔵ワカメやワカメの佃煮、イワシのオリーブオイル漬け、湯がきアカモク、御坊市の

アジ・サバの干物、印南町及びみなべ町のウツボの唐揚げ等）について、地域内消費者や観光

客への需要喚起と消費拡大を目的として、広域的な連携による品揃えの充実や販売機会の共

有、販売量などを検討し、各漁協が定期的に開催している朝市、各市町で行われている直売イ

ベント、団体観光客の観光ルートに組み込まれている「道の駅 白崎海洋公園」、｢浜の活力再

生プラン｣を策定していない漁協が運営する直売施設等での販売を実施する。 

 

③ 地域内の広域的な磯根資源の増大を目的として、水産試験場が開発したマナマコの種苗生産

技術を当地域で展開し、マナマコの広域的な資源の増大を図る。マナマコ漁業は高齢漁業者や

漁労技術が未熟な新規就業者にとって、比較的安全に低コストで営むことが可能である。 

  日高町阿尾漁港の陸上蓄養施設はマナマコの種苗生産に必要な施設を有しているため、当地

域において先駆的に種苗生産を開始し、5年後に本格的な放流を実施する。 

 

④ 燃油価格の変動による漁業経営の圧迫を軽減するため、減速航行や定期的な船体清掃の実

施、新船建造や機関換装時における省エネエンジンの導入などを当地域全域ですることで、操

業コストを削減させ、漁家所得向上を図る。 

 

 

（２）中核的担い手の育成に関する基本方針 

当地域における 65 才未満の漁業者数の減少率を半減させるため、下記の方針により中核的担

い手の確保・育成を行う。 

⑤ 漁業士やその他中核的漁業者について知識や技術の導入を行い更なる資質の向上を図る。 

⑥ 65才未満の新規就業者を確保するため、和歌山県漁業就業者確保育成センターと協力し漁業

求人情報の収集・提供を行い、中核的漁業者による技術指導等により新規就業者の操業技術の

向上を図る。 



⑦ 中核的漁業者および漁家子弟を含めた新規就業者への支援として漁船リース事業や省力・省

コスト機器の導入を推進する。 

 

（３）漁獲努力量の削減・維持及びその効果に関する担保措置 

 漁業法及び和歌山県漁業調整規則による規制のほか、体長制限や操業時間の制限等の自主的な

資源管理を行い、漁業資源の維持に努める。 



（４）具体的な取組内容（年度ごとに数値目標とともに記載） 

 １年目（平成２８年度） 

取組内容 ①広域再生委員会は、まき網拠点漁港への漁獲物集約に関して必要な機能強化

検討し、実施していく。 

平成 28年度は御坊市塩屋漁港の製氷・貯氷施設を改修し、タチウオ、サワラ

等について近隣町から御坊市塩屋漁港への集約を開始させる。 

日高町阿尾漁港及びみなべ町堺漁港においてもタチウオ、サワラ、ヒラメ等

についてそれぞれの近隣町からの集約を検討する。 

漁協は、御坊市塩屋漁港の市場での買付けに参加し、地域の水産物を農業協

同組合が運営するファーマーズマーケットや民間企業が運営する農水産物直販

店への販売を開始する。 

 

②地域内の鮮魚や加工品の販路拡大 

・日高町内の比井崎漁協が運営する直販所で地元消費者や観光客向けに販売す

る加工品の品目、数量について検討する 

・「道の駅 白崎海洋公園」で販売する鮮魚や加工品の品目、数量を検討する。 

・漁協・漁業者及び各市町は、各町で観光協会や商工会、その他関係団体が連

携して開催している地域産品の直販イベントや漁協朝市の開催情報を共有

し、出展販売を検討する。 

 

③水産試験場および水産業普及指導員の指導のもと、日高町の比井崎漁業協同

組合において試験的に種苗生産を開始する。 

 

④漁業者は、減速航行や定期的な船体清掃の実施や新船建造や機関換装時に省

エネエンジンを導入することで、操業コストを削減させ、漁家所得の向上を図

る。また、｢競争力強化型機器等導入緊急対策事業｣等の支援施策については、

下記の今後の漁村を担う中核的な漁業者や漁業を優先させていく。 

 

⑤水産業普及指導員は漁協青年部員や日高地区漁村青年協議会員、漁業士等の

中核的漁業者に対して販路拡大等に関する知識や技術の導入を図るため、研修

会や先進地視察を実施する。また、上述の地域活性化に関する直販等のイベン

トへの参加を漁協とともに促す。 

 さらに、水産試験場等と協力して資源管理等に関する知識や技術の導入を図

るため、研修会を開催する。 

 

⑥｢和歌山県漁業就業者確保育成センター｣と協力し漁業求人情報の収集および

ホームページや就業者フェア等での提供を行い新規就業者の確保を図る。 

 

⑦中核的漁業者は、漁家子弟も含めた新規就業者に対して、操業技術の指導を

行う。「競争力強化型機器等導入緊急対策事業」や「浜の担い手漁船リース緊急



事業」の活用については、中核的漁業者や新規就業者を優先させていく。  

 

活用する支援

措置等 

① 水産業競争力強化緊急施設整備事業  

④、⑦競争力強化型機器等導入緊急対策事業  

⑦浜の担い手漁船リース緊急事業  

⑦効率的な操業体制の確立支援事業  

 

 ２年目（平成２９年度） 

取組内容 ①広域再生委員会は、まき網拠点漁港への漁獲物集約に関して必要な機能強化

の検討を継続する。 

タチウオ、サワラ等について近隣町から御坊市塩屋漁港への集約を継続する。 

日高町阿尾漁港及びみなべ町堺漁港においてもタチウオ、サワラ、ヒラメ等

についてそれぞれの近隣町からの集約を開始する。 

漁協は、まき網拠点漁港の市場での買付けに参加し、地域の水産物を農業協

同組合が運営するファーマーズマーケットや民間企業が運営する農水産物直販

店への販売を継続する。 

 

②地域内の鮮魚や加工品の販路拡大 

・日高町内の比井崎漁協が運営する直販所で地元消費者や観光客向けに加工品

の販売を開始する。 

・「道の駅 白崎海洋公園」で販売する鮮魚や加工品の販売を開始する。 

・漁協・漁業者及び各市町は、各町で観光協会や商工会、その他関係団体が連

携して開催している地域産品の直販イベントや漁協朝市で、鮮魚や加工品の

販売を実施する。 

 

③県水産試験場が平成 27年度に開発し、マニュアル化したマナマコの種苗生産

技術を活用し、水産試験場および水産業普及指導員の指導のもと、日高町内の

漁協において種苗生産を開始する。 

 

④漁業者は、減速航行や定期的な船体清掃の実施や新船建造や機関換装時に省

エネエンジンを導入することで、操業コストを削減させ、漁家所得の向上を図

る。また、｢競争力強化型機器等導入緊急対策事業｣等の支援施策については、

下記の今後の漁村を担う中核的な漁業者や漁業を優先させていく。 

 

⑤水産業普及指導員は漁協青年部員や日高地区漁村青年協議会員、漁業士等の

中核的漁業者に対して販路拡大等に関する知識や技術の導入を図るため、研修

会や先進地視察を実施する。また、上述の地域活性化に関する直販等のイベン

トへの参加を漁協とともに促す。 

 さらに、水産試験場等と協力して資源管理等に関する知識や技術の導入を図

るため、研修会を開催する。 



 

⑥｢和歌山県漁業就業者確保育成センター｣と協力し漁業求人情報の収集および

ホームページや就業者フェア等での提供を行い新規就業者の確保を図る。 

 

⑦中核的漁業者は、漁家子弟も含めた新規就業者に対して、操業技術の指導を

行う。「競争力強化型機器等導入緊急対策事業」や「浜の担い手漁船リース緊急

事業」の活用については、中核的漁業者や新規就業者を優先させていく。 

 

活用する支援

措置等 

④、⑦競争力強化型機器等導入緊急対策事業  

⑦浜の担い手漁船リース緊急事業  

⑦効率的な操業体制の確立支援事業  

 

 ３年目（平成３０年度） 

取組内容 ①広域再生委員会は、まき網拠点漁港への漁獲物集約に関して必要な機能強化

の検討を継続する。 

 地域内の水産物について、まき網拠点漁港への集約を継続する。 

漁協は、まき網拠点漁港の市場での買付けに参加し、地域の水産物を農業協

同組合が運営するファーマーズマーケットや民間企業が運営する農水産物直販

店への販売を継続する。 

 

②地域内の鮮魚や加工品の販路拡大 

・日高町内の比井崎漁協が運営する直販所で地元消費者や観光客向けに加工品

の販売を実施する。 

・「道の駅 白崎海洋公園」で販売する鮮魚や加工品の販売を実施する。 

・漁協・漁業者及び各市町は、各町で観光協会や商工会、その他関係団体が連

携して開催している地域産品の直販イベントや漁協朝市で、鮮魚や加工品の

販売を実施する。 

 

③県水産試験場が平成 27年度に開発し、マニュアル化したマナマコの種苗生産

技術を活用し、水産試験場および水産業普及指導員の指導のもと、日高町内の

漁協において種苗生産を実施し、得られた種苗を日高町地先海域に放流する。 

 

④漁業者は、減速航行や定期的な船体清掃の実施や新船建造や機関換装時に省

エネエンジンを導入することで、操業コストを削減させ、漁家所得の向上を図

る。また、｢競争力強化型機器等導入緊急対策事業｣等の支援施策については、

下記の今後の漁村を担う中核的な漁業者や漁業を優先させていく。 

 

⑤水産業普及指導員は漁協青年部員や日高地区漁村青年協議会員、漁業士等の

中核的漁業者に対して販路拡大等に関する知識や技術の導入を図るため、研修

会や先進地視察を実施する。また、上述の地域活性化に関する直販等のイベン



トへの参加を漁協とともに促す。 

 さらに、水産試験場等と協力して資源管理等に関する知識や技術の導入を図

るため、研修会を開催する。 

 

⑥｢和歌山県漁業就業者確保育成センター｣と協力し漁業求人情報の収集および

ホームページや就業者フェア等での提供を行い新規就業者の確保を図る。 

 

⑦中核的漁業者は、漁家子弟も含めた新規就業者に対して、操業技術の指導を

行う。「競争力強化型機器等導入緊急対策事業」や「浜の担い手漁船リース緊急

事業」の活用については、中核的漁業者や新規就業者を優先させていく。 

活用する支援

措置等 

④、⑦競争力強化型機器等導入緊急対策事業  

⑦浜の担い手漁船リース緊急事業  

⑦効率的な操業体制の確立支援事業  

 

 

 ４年目（平成３１年度） 

取組内容 ①広域再生委員会は、まき網拠点漁港への漁獲物集約に関して必要な機能強化

の検討を継続する。 

 地域内の水産物について、まき網拠点漁港への集約を継続する。 

漁協は、まき網拠点漁港の市場での買付けに参加し、地域の水産物を農業協

同組合が運営するファーマーズマーケットや民間企業が運営する農水産物直販

店への販売を継続する。 

 

②地域内の鮮魚や加工品の販路拡大 

・日高町内の比井崎漁協が運営する直販所で地元消費者や観光客向けに加工品

の販売を実施する。 

・「道の駅 白崎海洋公園」で販売する鮮魚や加工品の販売を実施する。 

・漁協・漁業者及び各市町は、各町で観光協会や商工会、その他関係団体が連

携して開催している地域産品の直販イベントや漁協朝市で、鮮魚や加工品の

販売を実施する。 

 

③県水産試験場が平成 27年度に開発し、マニュアル化したマナマコの種苗生産

技術を活用し、水産試験場および水産業普及指導員の指導のもと、日高町内の

漁協において種苗の量産化に取りかかる。 

 

④漁業者は、減速航行や定期的な船体清掃の実施や新船建造や機関換装時に省

エネエンジンを導入することで、操業コストを削減させ、漁家所得の向上を図

る。また、｢競争力強化型機器等導入緊急対策事業｣等の支援施策については、

下記の今後の漁村を担う中核的な漁業者や漁業を優先させていく。 

 



⑤水産業普及指導員は漁協青年部員や日高地区漁村青年協議会員、漁業士等の

中核的漁業者に対して販路拡大等に関する知識や技術の導入を図るため、研修

会や先進地視察を実施する。また、上述の地域活性化に関する直販等のイベン

トへの参加を漁協とともに促す。 

 さらに、水産試験場等と協力して資源管理等に関する知識や技術の導入を図

るため、研修会を開催する。 

 

⑥｢和歌山県漁業就業者確保育成センター｣と協力し漁業求人情報の収集および

ホームページや就業者フェア等での提供を行い新規就業者の確保を図る。 

 

⑦中核的漁業者は、漁家子弟も含めた新規就業者に対して、操業技術の指導を

行う。「競争力強化型機器等導入緊急対策事業」や「浜の担い手漁船リース緊急

事業」の活用については、中核的漁業者や新規就業者を優先させていく。 

活用する支援

措置等 

④、⑦競争力強化型機器等導入緊急対策事業  

⑦浜の担い手漁船リース緊急事業  

⑦効率的な操業体制の確立支援事業  

 

 ５年目（平成３２年度） 

取組内容 ①広域再生委員会は、まき網拠点漁港への漁獲物集約に関して必要な機能強化

の検討を継続する。 

 地域内の水産物について、まき網拠点漁港への集約を継続する。 

漁協は、まき網拠点漁港の市場での買付けに参加し、地域の水産物を農業協

同組合が運営するファーマーズマーケットや民間企業が運営する農水産物直販

店への販売を継続する。 

 

②地域内の鮮魚や加工品の販路拡大 

・日高町内の比井崎漁協が運営する直販所で地元消費者や観光客向けに加工品

の販売を実施する。 

・「道の駅 白崎海洋公園」で販売する鮮魚や加工品の販売を実施する。 

・漁協・漁業者及び各市町は、各町で観光協会や商工会、その他関係団体が連

携して開催している地域産品の直販イベントや漁協朝市で、鮮魚や加工品の

販売を実施する。 

 

③県水産試験場が平成 27年度に開発し、マニュアル化したマナマコの種苗生産

技術を活用し、水産試験場および水産業普及指導員の指導のもと、日高町内の

漁協において種苗の量産化に取りかかる。 

 

④漁業者は、減速航行や定期的な船体清掃の実施や新船建造や機関換装時に省

エネエンジンを導入することで、操業コストを削減させ、漁家所得の向上を図

る。また、｢競争力強化型機器等導入緊急対策事業｣等の支援施策については、



下記の今後の漁村を担う中核的な漁業者や漁業を優先させていく。 

 

⑤水産業普及指導員は漁協青年部員や日高地区漁村青年協議会員、漁業士等の

中核的漁業者に対して販路拡大等に関する知識や技術の導入を図るため、研修

会や先進地視察を実施する。また、上述の地域活性化に関する直販等のイベン

トへの参加を漁協とともに促す。 

 さらに、水産試験場等と協力して資源管理等に関する知識や技術の導入を図

るため、研修会を開催する。 

 

⑥｢和歌山県漁業就業者確保育成センター｣と協力し漁業求人情報の収集および

ホームページや就業者フェア等での提供を行い新規就業者の確保を図る。 

 

⑦中核的漁業者は、漁家子弟も含めた新規就業者に対して、操業技術の指導を

行う。「競争力強化型機器等導入緊急対策事業」や「浜の担い手漁船リース緊急

事業」の活用については、中核的漁業者や新規就業者を優先させていく。 

活用する支援

措置等 

④、⑦競争力強化型機器等導入緊急対策事業  

⑦浜の担い手漁船リース緊急事業  

⑦効率的な操業体制の確立支援事業  

 

 



（５）関係機関との連携 

 加工品に関して、商品としての魅力を高めるために、摂南大学と連携して魅力あるパッケージ

デザインの作成を目指す。 

 マナマコの種苗生産に関して、県水産試験場、水産業普及指導員、漁協が協力して、量産体制

の確立を目指していく。 

 ブルーツーリズムの一大拠点である「道の駅 白崎海洋公園」での地域内水産物の販売や各町

での水産物直販イベントや朝市に関して、各町観光協会・商工会と連携してＰＲ等を実施する。 

 

（６）他産業との連携 

水産物の販売に関して、観光客や一般の客が集まる拠点である、農業協同組合が運営するファ

ーマーズマーケットや民間企業が運営する農水産物直販店量販店との連携を強化する。 



４ 成果目標 

（１）成果目標の考え方 

御坊市塩屋漁港、日高町阿尾漁港、みなべ町堺漁港にまき網漁業の漁獲物であるアジ・サバの

ほか地域内の各漁港で水揚げされたタチウオやサワラ等の水産物を集約していくことで、市場あ

たりの買い付け人の集約も図られ、競争原理により水産物の単価向上が期待できるため、当地域

において広域的に漁獲される魚種のまき網拠点漁港への集約率を地域活性化に関する成果目標

に設定した。 

また、磯根資源の回復目標として、当広域浜プランで取り組むマナマコの種苗生産・放流に関

連して、マナマコの放流量を成果目標の指標とした。 

中核的担い手の育成に関する基本方針は、当地区全体の将来を担うことができる漁業者の育成

と新規漁業者の確保を通じて、地区を活性化していくことを目指すものである。従って、成果目

標は中核の労働力となる年齢（生産年齢）である65歳未満の漁業者数が全漁業者に占める割合を

中核的担い手の育成に関する成果目標の指標とした。 

 

（２）成果目標 

まき網拠点漁港へ

の指標漁獲物の集

約率 

タチウオ 基準年 51％ 

目標年 61％ 

  

マナマコの放流量 基準年 平成 27年度：0 尾 

目標年 平成 32年度：10,000尾 

新規就業する 65才未満の漁業者数 基準年 5 人 

目標年 8 人 

 

（３）上記の算出方法及びその妥当性 

●集約を図る主要魚種の集約率 

・魚種として当地域で広域的な漁獲対象種であるタチウオを指標として選定した。 

・地域全体の漁獲量に対するまき網拠点漁港の漁獲量を集約率とした。地域全体の単価を 2%向上

させることを想定し、まき網拠点漁港へ集約されていない漁獲物のうち、20%をさらに集約す

ることを目標とした。 

  

●マナマコの放流尾数 

 マナマコの種苗生産・放流について、本プランでは 5 年かけて種苗生産技術の醸成と地域内で

の放流を開始することとしており、漁獲量に反映されるのはさらに数年後のこととなるため、5

年後時点における地域内での放流尾数を指標とした。 

 

●65才未満の年間新規就業者数 

・2013年漁業センサスによる当地域の漁業就業者数のうち生産年齢人口（15 才以上 65 才未満の

人数）は 376人（56％）であるが、このうち 149 人が 10 年後には 65才以上となる。 

・2013年を起点として、以降 10年かけて減少する生産年齢人口 149人を半減させるためには、

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E9%BD%A2


10 年間で 75 人の新規就業者の確保が必要である。 

・当計画では、年間 8 人（75 人/10 年＝7.5人≒8人）の新規就業者の確保を目標とする。 

・なお、当地域の基準年の年間新規就業者数（15才以上 65 才未満）は 5 人である。（水産庁調査

H23～H27 の平均） 

 

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広域プランとの関係性 

水産業競争力強化緊

急施設整備事業 

① 製氷貯氷施設の改修（H28） 

 

効率的な操業体制の

確立支援事業 

④、⑦効率的な操業ルールの設定、船底掃除（H28～） 

 

競争力強化型機器等

導入緊急対策事業 

④省エネエンジンの導入（H28～） 

 

浜の担い手漁船リー

ス緊急事業 

④、⑦漁家の子弟を含む新規就業者の確保・中核的漁業者の育成（H28～） 

 


