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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 

 

組織名 岩手県九戸地区広域水産業再生委員会 

代表者名 会長 皀 健一郎 

 

 

広域委員会の構成員 ・久慈地区地域水産業再生委員会（久慈市漁協、久慈市） 

・野田地区地域水産業再生委員会（野田村漁協、漁業者代表、株式会社

のだむら、野田村） 

・普代地区地域水産業再生委員会（普代村漁協、普代村、漁業者代表） 

・岩手県漁業協同組合連合会 

・岩手県 

 

オブザーバ 特になし 

 

対象となる地域の範囲 

及び漁業の種類 

 

1.対象となる地域 

 岩手県久慈市地区～同野田村地区～同普代村地区 

2.漁業の種類 

[久慈地区：正 932名、准 2名] 

・養殖漁業（ワカメ、ホタテ）            延べ 6名 

・定置漁業                     延べ 7経営体 

・漁船漁業（イカ釣、延縄、刺網、かご）       延べ 139名 

・採介藻漁業（ウニ、アワビ、海藻類ほか）      延べ 927名 

[野田地区：正 144名、准 20名] 

・養殖漁業（ワカメ、ホタテ、カキ、ホヤ等）     延べ 56名 

・定置漁業（従業員）                延べ 75名 

・漁船漁業（刺網、かご）              延べ 91名 

・採介藻漁業（ウニ、アワビ、海藻類ほか）      延べ 164名 

[普代地区：正 263名、准 46名] 

・養殖業（ワカメ、コンブ、ホヤ）          延べ 181名 

・定置漁業（従業員）                延べ 115名 

・漁船漁業（イカ釣、延縄、刺網、かご）       延べ 161名 

・採介藻漁業（ウニ、アワビ、海藻類ほか）      延べ 309名 

（※1経営体が複数の漁業を営んでいることから、組合員数と一致しない。） 

 正組合員数合計 1,339 名、准組合員数合計 68名 
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 久慈市漁協 

２ 地域の現状 

（１） 地域の水産業を取り巻く現状等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※九戸の由来は、鎌倉時代に郡内を一ノ戸から九ノ戸に分けて、１戸ごとに門（木戸）を設けて、南部

馬を育成した名残と言われる。 

※この地域は、以前から嫁入りや婿入り婚を始めとして人的交流が盛んであったこと、事業所等への相

互通勤圏であったために経済的交流も行われていたことから、広域再生委員会として組織した。 

 

１ 資源増殖と種苗生産 

【現状】 

当地区の多くの漁業者が採捕しているウニについては、比較的小規模の漁業者の主要な収入

源となっている。 

また、ウニ採取は磯焼け防止などの漁場環境の整備にも役立っている。 

ウニは、餌となるコンブなどの大型海藻の繁茂状況により、身入り変動が激しいことが問題

となっている。 

身入り向上策の一環として、民間会社のダイバーによるウニの移殖作業を実施しているが、

民間会社のダイバーを雇っているため、費用が係り増しとなっており、漁業者の負担増とな

っている。 

  【課題】 

   地元ダイバーを育成し、そのダイバーが移殖作業を実施することで、これまで民間会社に対

して支出していたダイバー労賃を抑制する必要がある。 

 

久慈市漁協 

普代村漁協 

野田村漁協 
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２ 生産性 

（１）コンブ 

  【現状】 

岩手県は北海道に次ぐコンブの生産地であるとともに、当地区のコンブは柔らかいため調理

しやすく、主に関西方面につくだ煮や煮しめ用の食材として出荷されているが、北海道と比

較すると知名度・生産量とも低位である。また、当地区のコンブは天然コンブであることか

ら生育状況が海水温や波浪・低気圧等の影響を受けやすいために、漁協ごとの生産量の年変

動が大きい。 

九戸地区で生産される干しコンブ製品は、県漁連久慈共販所で保管と荷さばきを行っている

が、保管倉庫の構造上、車輛を乗り入れて屋内で入出庫の作業を行うことが非常に困難であ

ることから屋外に停車した車輛から手作業で積み下ろしをしている。そのため、久慈共販所

へ常駐している職員２名では人手不足となることから、入出庫の際には北部支所から職員の

派遣をしており、時間と労力を多大に要し非効率である。 

また、干しコンブは濡れると白化して入札価格が大幅に下落することから、入出庫作業時は

雨天を避けて実施する必要があるが、納期に間に合わせるため等やむを得ない事情により雨

天時に作業を行うことがあり、製品の一部に品質劣化が生じて平均単価を押し下げている。 

【課題】 

作業性を向上させつつ、製品の品質を保持するため、屋内での入出庫作業が可能な干しコン

ブ製品の保管・荷捌き施設の整備が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上の写真が荷捌き倉庫。車の荷台を倉庫内に差し入れることができないため天候に左右される屋外での作業とな

る。 
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 ※左側は別地区の入札に上場された通常の干しコンブ製品。一方、右側は白化したために等級を落として入札にか

けた当地区の干しコンブ。等級を落として入札にかけるために平均単価を押し下げている。 

 

（２）ワカメ 

  【現状】 

岩手県は全国一の養殖ワカメの生産地であり、品質維持対策やクレーム防止対策に力を入れ

ていることから、製品への買受人の評価が高いため、応札値が他県に対し高く優位性がある。 

この優位性を保つためには、ワカメの品質の高さを維持する必要があり、養殖作業の段階に

おいては、ワカメの変色の原因となる刈取りの遅れを防止するため、「三陸わかめ全国共販

漁期方針」で刈取終期を定めている。 

ワカメの加工作業の段階においては、生産者および漁協は品質向上のため自主選別、自主検

査に取り組んでいる。加えて、県漁連は食品表示法に基づき、湯通し塩蔵ワカメの「仕様書」

を作成して情報を伝えるとともに、異物混入防止に努めている。 

また、刈取作業後のワカメの加工作業は集中的に人手を要するが、作業場が仮設住宅の在所

から遠いことや復興工事で建築業等の求人数が増加していること等の理由により人手不足と

なっており、労働力を確保する必要がある。現在、刈取作業・加工作業の協業化、集団化に

努め作業の効率化に取り組んでいるが、十分な生産力を確保しているとは言えない状況にあ

る。 

震災前５カ年間の養殖ワカメ生産数量に占める芯抜ワカメの占有率は、５中３方式（最大値

と最小値を除いた中庸３カ年の平均）で 10％であったものが、震災後は芯抜作業に従事する

人手を要さない芯付ワカメにシフトしており、4％で推移している。 
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【課題】 

ワカメの芯抜き作業（湯通し・塩蔵したワカメを、元葉、芯、葉の部分に分ける作業）は、

養殖ワカメの刈取終期が定められているため作業が短期間に集中すること、熟練が必要な作

業であることから慢性的な人手不足となっているため、震災後は芯付ワカメによる出荷にシ

フトしている。入札単価が高い芯抜ワカメの比率を高めるためには、芯抜き作業の労働力を

確保する必要がある。このことについて、ＪＡでは、９月上旬から始まり１２月いっぱい続

くリンゴ出荷作業を終えたパート従業員が、その後、別の職場に移ると次期の出荷作業に戻

ってこないという課題を抱えていることから、ＪＡとＪＦ双方とも生産体制の再編を検討す

ることが必要となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※岩手県では製品の品質を維持するために、2 月下旬頃から始まる加工用原藻の刈り取りを 4 月 25 日までには終わ

ることとしており（三陸わかめ全国共販漁期方針より）、最終の入札会が 4月 29日であることから作業が短期間

に集中する。 
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※特に（８）の芯抜き作業については、熟練が必要であるために人手不足の原因となっている。水産工学研究所によ

れば、芯抜き 1本に 30秒かかるとして、8時間労働で 960本/人・日となる。ワカメ 1本を 300ｇと仮定すれば、1

日に 1人で 288㎏のワカメを芯抜き可能と推定される。（写真および試算は水産工学研究所の水工研技報 「養殖

ワカメの収穫および塩蔵加工作業調査」長谷川勝男・鈴木四郎より引用した） 

 

（３）漁船漁業 

  【現状】 

イカについては近年不漁が続いているが、これは世界的に資源量が減少していることが原因

とされている。早急な水揚の回復は困難と言われているが、ＴＡＣ制度を保持して資源保護

を行っている。 

東日本大震災発災時に、沖出しにより流失を免れた高船齢の漁船については、毎年の修繕費

用が割高となっており、燃費も悪く余計に燃油を消費する等のコスト高となっており、所得

向上の妨げとなっている。 

  【課題】 

   機械化による漁労作業の負担軽減を図るとともに、操業経費に占める油費の割合が高いこと

から、省エネ型エンジンやイカ釣り機の導入などによりコスト削減を図る必要がある。 

 

３ 新規就業者の確保と育成 

（１）地元からの漁業担い手 

  【現状】 

地域に溶け込みやすい新規就業者として期待される地元高校生への就業アプローチには進路

指導担当教員の協力が不可欠だが、教員本人から「漁業について情報や知識が不足している

ために積極的な指導が困難な現状となっている」という意見がある。 

【課題】 
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 漁協個々で教員へアプローチしてしまうと情報が錯そうしてしまうので、地元高校生への就

業アプローチに先立ち、委員会でまとめた地域漁業の現状や就業情報を指導担当教員へ提供

することが必要である。 

（２）地域外からの漁業担い手 

  【現状】 

   地域外から漁業未経験者を漁協個々で呼び込むことは、情報提供を個別で行う必要があるこ

とや就業支援フェアへの単独出展への費用支出等で困難となっている。 

  【課題】 

   漁協個々では獲得できない担い手協議会からの情報を委員会がまとめ、広域で連携しながら

就業支援フェアに出展し、費用支出を抑制しながらマッチングを行うことが必要である。 

 

 

（２）その他の関連する現状等 

岩手県九戸地区は、消費地である八戸市が近いことから、前浜の魚介類を材料とした水産加工業

が発達し、古くから農林水産業を基幹産業として発達してきた。 

東日本大震災後は、水産関係補助事業を活用して、津波で流失した漁船、漁網、養殖施設等の漁

業関連施設の復旧と復興に取り組むとともに、ウニ、アワビ、ナマコの種苗放流や移殖、サケ稚魚

の放流などによる資源回復に取り組んでいる。 

地域の生産物の周知と付加価値向上を図るために、広報・PRの実施や飲料店への販路促進出荷体

制の構築に取り組んでいる。 

各行政においては、人口減少を喫緊の課題として、地域活性化や定住・移住促進など人口減少対

策につながる施策を検討している。 

東日本大震災により被災した漁協は、地域漁業の再生に向けた「地域再生営漁計画」を策定して

生産性の向上等に取り組んでいる。 

燃油価格の高騰による漁業経費増加対策として、漁業経営セーフティーネット構築事業に参画し

て、燃油高騰に備えるとともに、競争力強化型機器等導入緊急対策事業を活用して、省エネルギー

性能に優れた機器設備の導入を促進して、高収益型漁業への転換を図っている。 

 

 

３ 競争力強化の取組方針 

  以下の基本方針により競争力強化に取り組むとともに、これらの取り組みについては、

広域再生委員会を開催して、その実施状況等を検証し、ＰＤＣＡサイクルへの導入を図

る。 

（１）機能再編・地域活性化に関する基本方針 

１ 資源増殖と種苗生産 

（１）委員会として、潜水士資格取得に向けた学科講習会を共同で開催するとともに、合格者を対

象として実技講習会を共同で開催する。これにより地元ダイバーを育成して、民間会社に支

出していたダイバー労賃を抑制する。 

 

２ 生産性 

（１）コンブ 

県漁連では、当地区の干しコンブの主な出荷拠点である、県漁連久慈共販所のコンブの保管・

荷捌き施設３棟を改修して１棟に集約する。 
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事
務
所
・
入
札
棟 

これにより、倉庫内に荷台を進入させて入出庫作業をすることが可能となり、天候に左右さ

れずに作業が可能となることから、作業の効率化が図られる。特に、これまでは屋外に駐車

せざるを得なかった 10トントレーラーによる作業が可能になることにより、大口の出荷の利

便性が向上する。 

また、倉庫内に荷台を進入させられるため、干しコンブ製品が雨に濡れなくなり、天候に左

右されずにいつでも製品の入出荷が可能になるとともに、納品時の品質劣化を予防し、単価

の下落が防止される。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１号倉庫・２号倉庫 

 

３
号
倉
庫
・
４
号
倉
庫 

県漁連久慈共販所のコンブの保管・荷捌き施設３棟を改修して

１棟に機能再編する。 
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【現施設の現状と課題】 

①収穫⇒②漁協集荷⇒③県漁連久慈共販所搬入（※雨天時は休止調整）⇒〈入札〉⇒④出荷（※同） 

 

       

 

 

 

①   ②         ③           ④ 

 

  

 

 

 

 

 

 

【新荷捌施設による課題解消】 

①収穫⇒②漁協集荷⇒③県漁連久慈共販所搬入（※倉庫内車両乗入可）⇒〈入札〉⇒④出荷（※同） 

 

 

 

 

 

 

 

①   ②      ③            ④ 

 

 

A.漁業者コンブ収穫 
B.漁協が集荷 
C.トラックで県漁連
久慈共販所へ搬入 

【現状】 
a. トラック、フォークリフト車両が倉庫内に乗入できないため、屋外
での入出荷となっており天候に左右されている。 

b. 倉庫の構造上、暴風雨、湿度面において共販品の保管施設として問
題が出て来ている。 
 

【課題】 
c. 降雨時は、入出荷を休止するなど調整を要している。 
d. ２階建倉庫のため、２階倉庫に保管するなど入出荷の際に倉庫内に
設置するローラーコンベアの曲部に人員を要するため、県漁連久慈共
販所職員２名の外にアルバイトを雇用して対応するため管理費（経費）
が発生している。 

A.漁業者コンブ収穫 
B.漁協が集荷 
C.トラックで県漁連
久慈共販所へ搬入 

【課題解消】 
a.c. トラック、フォークリフト車両が倉庫内に乗入可能となる。 

天候に左右されることなく、降雨時にも入出荷が可能となり、計画
的な共販体制を構築することが可能となる。 

b. 防湿管理が向上する倉庫となり、共販品の品質劣化を生じさせない保
管が可能となる。 

d. 作業スペースを十分に確保される平屋倉庫となり、入出荷作業の効率
が向上し臨時雇用人員数の減少により管理費（経費）の削減が図られる。 
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（２）ワカメ 

養殖ワカメの出荷における芯抜き作業（湯通し・塩蔵したワカメを、元葉、芯、葉の部分に

分ける作業）は、作業場が仮設住宅から遠いこと、熟練が必要であること、作業がほぼ２カ

月という短期間に集中するため就労先として不安定であること、復興工事で建築・土木業の

求人数や賃金がアップしていること等の理由から、人材不足が続いている状況にある。 

震災前５カ年間の養殖ワカメ生産数量に占める芯抜ワカメの占有率は、５中３方式（最大値

と最小値を除いた中庸３カ年の平均）で 10％であったものが、震災後は上記の理由で人手を

確保できないために芯付ワカメにシフトしており、4％で推移している。 

所得向上へつながる入札単価が高い芯抜ワカメの比率を高めるためには、芯抜き作業の労働

力を確保する必要があるが、漁協単独では事業の仕組みづくりと関係先への働きかけや調整

がマンパワー面等で困難である。 

このため、委員会と県漁連は、ＪＡと連携して、リンゴ出荷作業が終了したパート従業員へ

芯抜き作業の研修を施して芯抜き作業へ誘導する。 

 

   【製品別の平均単価】 

養殖生ワカメ 1,073（円/10㎏） 

養殖塩蔵ワカメ 5,965（円/10㎏） 

 

   【製品仕向別の平均単価】 

塩蔵芯付ワカメ 1,663（円/10㎏） 

塩蔵芯抜ワカメ 4,720（円/10㎏） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リンゴ集荷時期（9月上旬～12月下旬） 

ワカメ集荷時期（2月下旬～4月下旬）

であることから、リンゴ集荷のパート

従業員を対象として 2 月上旬に芯抜作

業の研修を行い、希望する漁業者から、

芯付ワカメを集荷して、リンゴ集荷期

間が終了したパート従業員が芯抜作業

をします。その後、芯抜ワカメとして

漁業者へ戻します。広域浜プラン実証

調査事業により事業化の有効性を検証

 

 

2.8 倍 

5.5 倍 

https://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=77478&sw=%E6%B5%B7%E8%97%BB%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%81%E3%81%A1%E3%82%83%E3%81%BE


11 
 

（３）漁船漁業 

機械化による漁労作業の負担軽減を図るとともに、操業経費に占める油費の割合が高く所得

向上の妨げになっていることから、各漁業者は省エネ型エンジンやイカ釣り機の導入などに

よりコスト削減を図ることで所得を向上させ、経営体質強化を図るために機器の換装を進め

る。 

漁協は、燃油高騰によるコスト圧迫に備えるために、漁業経営セーフティーネット構築事業

への参加を組合員に推進する。 

 

 

（２）中核的担い手の確保・育成に関する基本方針 

１ 新規就業者の確保と育成 

（１）地元からの漁業担い手 

 地域に溶け込みやすい新規就業者として期待される地元高校生への就業アプローチには指導担当

教員からの協力が不可欠であるため地域漁業の現状や就業情報を指導担当教員へ提供することが

必要だが、漁協個々で教員へアプローチをしてしまうと情報が錯そうすることから、窓口を委員

会に集約し、まとめた地域漁業の現状や就業情報を指導担当教員へ提供する。また、漁業就業支

援フェアの開催情報を提供しながら来場を呼び掛ける。 

（２）地域外からの漁業担い手 

 漁協個々で就業支援フェアへ単独出展することは費用支出やマンパワーの不足から負担増となる

ため、広域で担い手協議会からの情報をとりまとめた上で連携して出展することで費用支出を抑

制しながら人材マッチングを行う。 

２ 中核的担い手の育成 

(1) 岩手県では、平成 28 年３月に策定した岩手県漁業担い手育成ビジョン（平成 28～31年度）に

おいて、中核的担い手を「意欲を持って漁業生産に取り組み、消費者に水産物を継続的に提供

する規模や能力を有する者（経営体）及びこれを目指して経営改善に取り組む者（経営体）」

としており、本プランにおいても中核的担い手を下記の要件（規模・能力）を有する者(経営体)

と位置づけ、その育成を目指す。 

＜中核的担い手の要件＞ 

① 人的要件：個人・法人を問わず広域水産業再生委員会の方針に基づき、自らの漁業経営改善・

向上に意欲があり、将来にわたり漁業を主業者とする者 

② 年齢基準：個人の場合、原則 55 歳未満とする。ただし、55 歳以上の者が、漁家経営者である

場合、45歳未満の後継者が確保されていることが確認できた場合に限り、当該後継者を担い手

と位置付ける。法人の場合、基準は設けない。 

③ 所得基準：将来的に漁業所得向上または経営安定が見込まれること（今後 5 年間の経営計画に

て確認。法人の場合、償却前利益の有無にて判定。） 

(2) 漁協は、これら漁業者を中核的担い手として広域再生委員会に届け出る。 

(3) 広域再生委員会は、届出のあった中核的担い手を会員会議で認定する。また、認定した中核的

担い手が必要とする漁船・漁具等を確保するに当たり、競争力強化型機器等導入緊急対策事業

や水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業の導入などにより支援し、経営基盤の強化や経営改

善を促進する。 
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（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 

 各漁協においては、以下の項目を遵守し取り組むことで、その効果を担保する。 

【共通項目】 

（１）資源管理計画による漁業資源の維持管理（定置漁業、イカ釣り漁業、採介藻（アワビ）漁業）

を遵守する。 

【養殖漁業および採介藻漁業】 

（１）区画漁業権および共同漁業権の管理と行使に関する必要な事項を定めた漁業権行使規則を遵

守する。 

（２）養殖漁場の維持と改善のため、養殖施設台数や適正養殖可能数量等を定めた漁場利用計画を

遵守する。 

（３）各漁協や県漁連における漁期対策を遵守する。 

 

 

（４）具体的な取組内容 

１年目（平成２９年度） 

取組内容 【機能再編・地域活性化への取組】 

１ 資源増殖と種苗生産 

委員会として、ウニの移殖作業を実施する地元ダイバーを育成するために、

共同で開催する潜水士資格取得に向けた学科講習会のために、資格取得希望

者の掘り起こしを開始する。：支援措置⑥ 

２ 生産性 

（１）コンブ 

県漁連では、当地区の干しコンブの主な出荷拠点である県漁連久慈共販所の

コンブの保管・荷捌き施設３棟を改修して１棟に集約する。これにより、倉

庫内に荷台を進入させて入出庫作業をすることが可能となり、天候に左右さ

れずに作業が可能となることから、作業を効率化させる。また、10トントレ

ーラーによる作業が可能となるので大口出荷の利便性を向上させる。これら

により、干しコンブ製品が雨に濡れなくなり、納品時の品質劣化を予防し、

単価の下落を防止する。：支援措置③ 

（２）ワカメ 

養殖ワカメの出荷における芯抜き作業は、熟練が必要であるものの、作業が

短期間に集中するため、人材不足が続いている状況にある。一方、ＪＡでは

リンゴ出荷作業が終了したパート従業員のつなぎ就業先確保に苦慮してい

る。漁協単独で芯抜き作業のアウトソーシングについて仕組みづくりをする

ことは困難であることから、県漁連ではＪＡと連携して、パート従業員を芯

抜き作業員へ誘導するための研修を試験的に実施する。：支援措置⑥ 

（３）漁船漁業 

   各漁業者は、油費による支出が所得向上の妨げになっていることから、漁船

や施設毎に油費支出を抑制できる機器等を整備するとともに、燃油コスト削
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減のために減速航行等の取り組みを実践する。：支援措置① 

   漁協では、燃油高騰によるコスト圧迫に備えるために、漁業経営セーフティ

ーネット構築事業への参加を組合員に推進する。：支援措置① 

【中核的担い手の確保と育成】 

１ 新規就業者の確保と育成 

（１）地元からの漁業担い手 

委員会では、まとめた地域漁業の現状や就業情報を指導担当教員へ提供する

ために、指導担当教員が必要としている情報について聞き取りを実施する。

また、聞き取った内容をもとに情報をまとめ提供を実施する。 

漁業就業支援フェアの開催情報を指導担当教員へ提供しながら来場を呼び

かける。：支援措置⑥、⑧ 

（２）地域外からの漁業担い手 

   漁業就業支援フェアへ漁協が単独で出展して情報提供を行うことは費用支

出が必要になることから、委員会では漁協が単独では獲得できない情報を担

い手協議会からとりまとめ、フェアへ出展して情報提供するとともにマッチ

ングを行う。：支援措置⑥、⑧ 

２ 中核的担い手の育成 

（１）漁協は、担い手となる漁業者のネットワークが組織化されていない場合には、

研究会・青年部等の組織化を検討する。すでに組織化されている漁協は、若

手漁業者が必要としている資格等のニーズを洗い出す。：支援措置⑥、⑧ 

（２）広域再生委員会は、中核的担い手が必要とする漁船等の確保にあたり、漁船

リース事業の導入を支援する。：支援措置④、⑦ 

（３）独身組合員の増加が後継者不足に拍車をかけていることから、広域再生委員

会では結婚支援について検討する。 

活用する支援

措置等 

①漁業経営セーフティーネット構築事業（国） 

②競争力強化型機器等導入緊急対策事業（国） 

③水産業競争力強化緊急施設整備事業（国） 

④浜の担い手漁船リース緊急事業（国） 

⑤水産加工業等販路回復取組支援事業（国） 

⑥広域浜プラン緊急対策事業（広域浜プラン実証調査）（国） 

⑦水産業競争力強化金融支援事業（国） 

⑧新規漁業就業者総合支援事業(国) 

⑨地域再生営漁計画（県） 

 

２年目（平成３０年度） 

取組内容 【機能再編・地域活性化への取組】 

１ 資源増殖と種苗生産 

委員会では、ウニの移殖作業を実施する地元ダイバーを育成するために、潜

水士資格取得に向けた学科講習会を共同で開催する。また、学科試験合格者
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を対象として実技講習会を共同で開催する。：支援措置⑥ 

２ 生産性 

（１）コンブ 

県漁連では、当地区の干しコンブの主な出荷拠点である県漁連久慈共販所の

コンブの保管・荷捌き施設３棟を改修して１棟に集約するという施設整備を

実施したので、その実施結果を検証する。：支援措置③ 

（２）ワカメ 

養殖ワカメの出荷における芯抜き作業は、熟練が必要であるものの、作業が

短期間に集中するため、人材不足が続いている状況にある。一方、ＪＡでは

リンゴ出荷作業が終了したパート従業員のつなぎ就業先確保に苦慮してい

る。漁協単独で芯抜き作業のアウトソーシングについて仕組みづくりをする

ことは困難であることから、県漁連ではＪＡと連携して、パート従業員を芯

抜き作業員へ誘導するための試験的な研修を継続する。：支援措置⑥ 

（３）漁船漁業 

   各漁業者は、油費による支出が所得向上の妨げになっていることから、漁船

や施設毎に油費支出を抑制できる機器等を整備するとともに、燃油コスト削

減のために減速航行等の取り組みを継続実践する。：支援措置① 

   漁協では、燃油高騰によるコスト圧迫に備えるために、組合員に対する漁業

経営セーフティーネット構築事業への参加推進を継続する。：支援措置① 

【中核的担い手の確保と育成】 

１ 新規就業者の確保と育成 

（１）地元からの漁業担い手 

委員会では、聞き取りした結果から、指導担当教員が必要としている地域漁

業の現状や就業情報の教員への提供を継続する。 

また、漁業就業支援フェアの開催情報を指導担当教員へ提供しながら来場を

呼びかける。：支援措置⑥、⑧ 

（２）地域外からの漁業担い手 

   委員会では、引き続き、漁協が単独では獲得できない情報を担い手協議会か

らとりまとめ、フェアへ出展して情報提供するとともにマッチングを行

う。：支援措置⑥、⑧ 

２ 中核的担い手の育成 

（１）漁協は、担い手となる漁業者のネットワークが組織化されていない場合には、

研究会・青年部等の組織化を検討する。すでに組織化されている漁協は、若

手漁業者が必要としている資格等のニーズを洗い出す。：支援措置⑥、⑧ 

（２）広域再生委員会は、中核的担い手が必要とする漁船等の確保にあたり、漁船

リース事業の導入を支援する。：支援措置④、⑦ 

（３）独身組合員の増加が後継者不足に拍車をかけていることから、広域再生委員

会では結婚支援について検討する。 

活用する支援 ①漁業経営セーフティーネット構築事業（国） 
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措置等 ②競争力強化型機器等導入緊急対策事業（国） 

③水産業競争力強化緊急施設整備事業（国） 

④浜の担い手漁船リース緊急事業（国） 

⑤水産加工業等販路回復取組支援事業（国） 

⑥広域浜プラン緊急対策事業（広域浜プラン実証調査）（国） 

⑦水産業競争力強化金融支援事業（国） 

⑧新規漁業就業者総合支援事業(国) 

⑨地域再生営漁計画（県） 

 

３年目（平成３１年度） 

取組内容 【機能再編・地域活性化への取組】 

１ 資源増殖と種苗生産 

委員会では、ウニの移殖作業を実施する地元ダイバーを育成するために、潜

水士資格取得に向けた学科講習会を共同で開催することを継続する。また、

学科試験合格者を対象として実技講習会を共同で開催することを継続す

る。：支援措置⑥ 

２ 生産性 

（１）コンブ 

県漁連では、当地区の干しコンブの主な出荷拠点である県漁連久慈共販所の

コンブの保管・荷捌き施設３棟を改修して１棟に集約するとともにオーバー

スライダーを設置するという施設整備を実施したので、その実施結果検証を

継続する。：支援措置③ 

（２）ワカメ 

養殖ワカメの出荷における芯抜き作業は、熟練が必要であるものの、作業が

短期間に集中するため、人材不足が続いている状況にある。一方、ＪＡでは

リンゴ出荷作業が終了したパート従業員のつなぎ就業先確保に苦慮してい

る。漁協単独で芯抜き作業のアウトソーシングについて仕組みづくりをする

ことは困難であることから、県漁連ではＪＡと連携して、パート従業員を芯

抜き作業員へ誘導するために実施している試験的な研修の内容について検

証し、継続について検討する。：支援措置⑥ 

（３）漁船漁業 

   各漁業者は、油費による支出が所得向上の妨げになっていることから、漁船

や施設毎に油費支出を抑制できる機器等を整備するとともに、燃油コスト削

減のために減速航行等の取り組みを継続実践する。：支援措置① 

   漁協では、燃油高騰によるコスト圧迫に備えるために、組合員に対する漁業

経営セーフティーネット構築事業への参加推進を継続する。：支援措置① 

【中核的担い手の確保と育成】 

１ 新規就業者の確保と育成 

（１）地元からの漁業担い手 

委員会では、聞き取りした結果から、指導担当教員が必要としている地域漁
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業の現状や就業情報の教員への提供を継続する。 

また、漁業就業支援フェアの開催情報を指導担当教員へ提供しながら来場を

呼びかける。：支援措置⑥、⑧ 

（２）地域外からの漁業担い手 

   委員会では、引き続き、漁協が単独では獲得できない情報を担い手協議会か

らとりまとめ、フェアへ出展して情報提供するとともにマッチングを行

う。：支援措置⑥、⑧ 

２ 中核的担い手の育成 

（１）漁協は、担い手となる漁業者のネットワークが組織化されていない場合には、

研究会・青年部等を立ち上げる。すでに組織化されていた漁協では、若手漁

業者のニーズに即した資格取得の研修会を開催する。：支援措置⑥、⑧ 

（２）委員会は、中核的担い手が必要とする漁船等の確保にあたり、漁船リース事

業の導入支援を継続する。：支援措置④、⑦ 

（３）独身組合員の増加が後継者不足に拍車をかけていることから、委員会では検

討していた結婚支援について実施する。 

活用する支援

措置等 

①漁業経営セーフティーネット構築事業（国） 

②競争力強化型機器等導入緊急対策事業（国） 

③水産業競争力強化緊急施設整備事業（国） 

④浜の担い手漁船リース緊急事業（国） 

⑤水産加工業等販路回復取組支援事業（国） 

⑥広域浜プラン緊急対策事業（広域浜プラン実証調査）（国） 

⑦水産業競争力強化金融支援事業（国） 

⑧新規漁業就業者総合支援事業(国) 

⑨地域再生営漁計画（県） 

 

４年目（平成３２年度） 

取組内容 【機能再編・地域活性化への取組】 

１ 資源増殖と種苗生産 

委員会では、ウニの移殖作業を実施する地元ダイバーを育成するために、潜

水士資格取得に向けた学科講習会を共同で開催することを継続する。また、

学科試験の結果から今後の学科講習会の効果的な開催について検討する。学

科試験合格者を対象とした実技講習会の開催を継続する。：支援措置⑥ 

２ 生産性 

（１）コンブ 

県漁連では、当地区の干しコンブの主な出荷拠点である県漁連久慈共販所の

コンブの保管・荷捌き施設３棟を改修して１棟に集約するとともにオーバー

スライダーを設置するという施設整備を実施したので、行っていた実施結果

検証に基づき改善を行う。：支援措置③ 

（２）ワカメ 

養殖ワカメの出荷における芯抜き作業は、熟練が必要であるものの、作業が
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短期間に集中するため、人材不足が続いている状況にある。一方、ＪＡでは

リンゴ出荷作業が終了したパート従業員のつなぎ就業先確保に苦慮してい

る。漁協単独で芯抜き作業のアウトソーシングについて仕組みづくりをする

ことは困難であることから、県漁連ではＪＡと連携して、パート従業員を芯

抜き作業員へ誘導するために実施してきた研修について事業化の可能性に

ついて検討する。：支援措置⑥ 

（３）漁船漁業 

   各漁業者は、油費による支出が所得向上の妨げになっていることから、漁船

や施設毎に油費支出を抑制できる機器等を整備するとともに、燃油コスト削

減のために減速航行等の取り組みを継続実践する。：支援措置① 

   漁協では、燃油高騰によるコスト圧迫に備えるために、組合員に対する漁業

経営セーフティーネット構築事業への参加推進を継続する。：支援措置① 

【中核的担い手の確保と育成】 

１ 新規就業者の確保と育成 

（１）地元からの漁業担い手 

委員会では、聞き取りした結果から、指導担当教員が必要としている地域漁

業の現状や就業情報の教員への提供を継続する。 

また、漁業就業支援フェアの開催情報を指導担当教員へ提供しながら来場を

呼びかける。：支援措置⑥、⑧ 

（２）地域外からの漁業担い手 

   委員会では、引き続き、漁協が単独では獲得できない情報を担い手協議会か

らとりまとめ、フェアへ出展して情報提供するとともにマッチングを行

う。：支援措置⑥、⑧ 

２ 中核的担い手の育成 

（１）漁協は、担い手となる漁業者のネットワークが組織化されていない場合には、

研究会・青年部等を立ち上げる。すでに組織化されていた漁協では、若手漁

業者のニーズに即した資格取得の研修会を開催する。：支援措置⑥、⑧ 

（２）委員会は、中核的担い手が必要とする漁船等の確保にあたり、漁船リース事

業の導入支援を継続する。：支援措置④、⑦ 

（３）独身組合員の増加が後継者不足に拍車をかけていることから、委員会では検

討していた結婚支援について実施する。 

活用する支援

措置等 

①漁業経営セーフティーネット構築事業（国） 

②競争力強化型機器等導入緊急対策事業（国） 

③水産業競争力強化緊急施設整備事業（国） 

④浜の担い手漁船リース緊急事業（国） 

⑤水産加工業等販路回復取組支援事業（国） 

⑥広域浜プラン緊急対策事業（広域浜プラン実証調査）（国） 

⑦水産業競争力強化金融支援事業（国） 

⑧新規漁業就業者総合支援事業(国) 
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⑨地域再生営漁計画（県） 

 

５年目（平成３３年度） 

取組内容 【機能再編・地域活性化への取組】 

１ 資源増殖と種苗生産 

委員会では、検討していた地元ダイバーを育成するための効果的な学科講習

会について共同で開催する。学科試験合格者を対象として共同で開催してい

る実技講習会の開催を継続する。：支援措置⑥ 

２ 生産性 

（１）コンブ 

県漁連では、当地区の干しコンブの主な出荷拠点である県漁連久慈共販所の

コンブの保管・荷捌き施設３棟を改修して１棟に集約するとともにオーバー

スライダーを設置するという施設整備を実施したので、行っていた実施結果

検証に基づき改善を継続する。：支援措置③ 

（２）ワカメ 

養殖ワカメの出荷における芯抜き作業は、熟練が必要であるものの、作業が

短期間に集中するため、人材不足が続いている状況にある。一方、ＪＡでは

リンゴ出荷作業が終了したパート従業員のつなぎ就業先確保に苦慮してい

る。漁協単独で芯抜き作業のアウトソーシングについて仕組みづくりをする

ことは困難であることから、県漁連では、これまでＪＡと連携して実施して

きた、パート従業員を芯抜き作業員へ誘導するための研修について事業化の

可能性について周知する。事業化を希望する漁協がある場合には、その支援

を行う。：支援措置⑥ 

（３）漁船漁業 

   各漁業者は、油費による支出が所得向上の妨げになっていることから、漁船

や施設毎に油費支出を抑制できる機器等を整備するとともに、燃油コスト削

減のために減速航行等の取り組みを継続実践する。：支援措置① 

   漁協では、燃油高騰によるコスト圧迫に備えるために、組合員に対する漁業

経営セーフティーネット構築事業への参加推進を継続する。：支援措置① 

【中核的担い手の確保と育成】 

１ 新規就業者の確保と育成 

（１）地元からの漁業担い手 

委員会では、聞き取りした結果から、指導担当教員が必要としている地域漁

業の現状や就業情報の教員への提供を継続する。 

また、漁業就業支援フェアの開催情報を指導担当教員へ提供しながら来場を

呼びかける。：支援措置⑥、⑧ 

（２）地域外からの漁業担い手 

   委員会では、引き続き、漁協が単独では獲得できない情報を担い手協議会か

らとりまとめ、フェアへ出展して情報提供するとともにマッチングを行
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う。：支援措置⑥、⑧ 

２ 中核的担い手の育成 

（１）漁協は、担い手となる漁業者のネットワークが組織化されていない場合には、

研究会・青年部等を立ち上げる。すでに組織化されていた漁協では、若手漁

業者のニーズに即した資格取得の研修会を開催する。：支援措置⑥、⑧ 

（２）委員会は、中核的担い手が必要とする漁船等の確保にあたり、漁船リース事

業の導入支援を継続する。：支援措置④、⑦ 

（３）独身組合員の増加が後継者不足に拍車をかけていることから、委員会では検

討していた結婚支援について実施する。 

活用する支援

措置等 

①漁業経営セーフティーネット構築事業（国） 

②競争力強化型機器等導入緊急対策事業（国） 

③水産業競争力強化緊急施設整備事業（国） 

④浜の担い手漁船リース緊急事業（国） 

⑤水産加工業等販路回復取組支援事業（国） 

⑥広域浜プラン緊急対策事業（広域浜プラン実証調査）（国） 

⑦水産業競争力強化金融支援事業（国） 

⑧新規漁業就業者総合支援事業(国) 

⑨地域再生営漁計画（県） 

 

（５）関係機関との連携 

 プランに掲げる機能再編および中核的担い手の育成に係る取り組みを確実に実施し、効果が最大

限に発揮できるようにするために、水産庁、岩手県（水産担当主務課、県北広域振興局水産部他、

水産技術センター）、久慈市、野田村、普代村、岩手県漁連他水産関係団体、地元高等学校、その

他の研究機関等から指導と協力をいただくこととする。 

 

（６）他産業との連携 

 観光業、農業及び商工業等と連携を図り、地元イベント等において協力しながら地場産品のＰＲ

活動や販売促進活動を展開し、九戸地区の認知度向上と活性化を図る。 

リンゴ出荷作業が終了したパート従業員のつなぎ就業先として、養殖ワカメの芯抜き作業に誘導

する研修実施等でＪＡと連携する。 

 

４ 成果目標 

（１）成果目標の考え方 

１ 資源増殖と種苗生産 

ウニの移殖作業を実施するダイバーを民間会社に依頼しているが、その人数が平均３人（漁協

聞き取り）であり、今後の作業効率を考慮して、国家資格である潜水士試験による資格取得者

数を目標年（平成 33 年度）において、３人以上の５人とした。 

２ 生産性 

（１）コンブ 
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  作業中のコンブ製品の水濡れ等で単価の低下が発生しているが、施設整備後は、これらの単価

の低下が起きないようになることから、目標年（平成 33年度）において、委員会の漁協におけ

るコンブの平均単価を上げる。 

（２）ワカメ 

  ワカメについては、震災後の出荷形態が芯抜ワカメから芯付ワカメにシフトしてきているので、

芯抜ワカメについて震災前の水準まで占有率を回復することをめざす。 

４．新規就業者 

  過去 5 年間の正組合員加入人数から５中３方式（連続する５年間のうち最大値と最小値を除く

中庸３年間の平均）で平均加入人数を計算し、その結果に県の担い手対策により増加が見込まれ

る人数を加えた人数とする。 

 

（２）成果目標 

ウニ移殖作業に必要な

地元ダイバーの育成 

潜水士資格所得者数 基準年 Ｈ23～27年：0人 

目標年 Ｈ33年  ：5人 

コンブ 干コンブの平均単価

向上 

基準年 Ｈ23～27年：132円/㎏ 

目標年 Ｈ33年  ：165円/㎏ 

ワカメ 芯抜ワカメの占有率

向上 

基準年 Ｈ23～27年：4％ 

目標年 Ｈ33年  ：10％ 

新規就業者 業務報告書記載の正

組合員加入人数 

基準年 Ｈ23～27年：23人 

目標年 Ｈ33年  ：37人 

 

（３）上記の算出方法及び妥当性 

１ 資源増殖と種苗生産 

  ウニの移殖作業を依頼している民間会社のダイバーの人数は平均３人（漁協聞き取り）であっ

た。一方で、潜水士試験は国家資格であり、専門的な知識を有する講師の下で計画的に試験対

策を行う必要があることから、今後の高齢化等に対応する作業効率を考慮して３人以上の５人

の潜水士資格取得をめざす。 

２ 生産性 

（１）コンブ 

  当地区の干しコンブの主な出荷拠点である県漁連久慈共販所のコンブの保管・荷捌き施設３棟

を改修して１棟に集約することで、水濡れ等による品質低下による価格下落を防止することが

できることから、基準年（平成 23 年～27 年）において、品質低下があった干しコンブ製品の

平均単価 132 円/㎏を、品質低下がなかった干しコンブ製品の平均単価 165 円/㎏まで向上させ

ることを目標とする。（詳細は別紙参照） 

（２）ワカメ 

震災前５カ年間の養殖ワカメ生産数量に占める芯抜ワカメの占有率は、５中３方式（最大値と

最小値を除いた中庸３カ年の平均）で 10％であったが、震災後は芯抜作業の人手を確保できな

いために芯付ワカメにシフトしており、4％で推移している。所得向上へつながる入札単価が高
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い芯抜ワカメの比率を震災前の水準とした。 

３．新規就業者の確保と育成 

  過去 5 年間の漁協の業務報告書に記載のある正組合員加入人数から５中３方式（連続する５年

間のうち最大値と最小値を除く中庸３年間の平均）で平均加入人数を計算したところ、23人で

あった。県の担い手対策での目標値は平成 26 年（新規就業者数県全体で 40 人）を基準年とし

て平成 31年で 65人とする計画となっているので、増加率｛（65－40）/40｝＝0.625とし、基

準数 23 人に乗じて 14.375人を計算し、23+14.375≒37人とした。 

 

５ 関連施策 

    活用を予定している関連施策名と想定される内容 

事 業 名 想定される事業内容 

①漁業経営セーフティーネット構築事業

（国） 

 

②競争力強化型機器等導入緊急対策事業

（国） 

 

③水産業競争力強化緊急施設整備事業（国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④浜の担い手漁船リース緊急事業（国） 

 

 

⑤水産加工業等販路回復取組支援事業（国） 

 

⑥広域浜プラン緊急対策事業（広域浜プラ

ン実証調査）（国） 

 

⑦水産業競争力強化金融支援事業（国） 

 

 

⑧新規漁業就業者総合支援事業（国） 

①原油価格が高騰した際の漁業用燃油等の値上がり

に備え、漁業経費の圧縮を図り、漁家所得の向上を

目的とする。 

②燃油消費量の削減が見込める機器を導入すること

で、漁業経費の圧縮を図ることで、漁家所得を向上

させ、市場競争力の強化を目的とする。 

③当地区の干しコンブの主な出荷拠点である、県漁連

久慈共販所のコンブの保管・荷捌き施設３棟を改修

して１棟に集約する。これにより、倉庫内に荷台を

進入させて入出庫作業をすることが可能となり、天

候に左右されずに作業が可能となることから、作業

の効率化が図られる。特に、これまでは屋外に駐車

せざるを得なかった 10 トントレーラーによる作業

が可能になることにより、大口の出荷の利便性が向

上する。 

また、倉庫内に荷台を進入させられるため、干しコ

ンブ製品が雨に濡れなくなり、天候に左右されずに

いつでも製品の入出荷が可能になるとともに、納品

時の品質劣化を予防し、単価の下落が防止される。 

④中核的漁業者として位置づけられた者が所得向上

に取り組むために必要な中古漁船または新造漁船

を円滑に導入できるように支援する。 

⑤地先資源を活用した新たな商品の開発、販路の拡大

を支援する。 

⑥養殖ワカメの出荷における芯抜き作業について、労

働力を確保するため他業種の作業員を研修させる

など有効性を実証する。 

⑦広域浜プランに基づき、漁船の建造・取得・改修・

漁業用機器等の導入を図る漁業者が借り入れる資

金に対して支援する。 

⑧意欲のある新規漁業就業者を確保するために、長期
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⑨地域再生営漁計画（県） 

 

研修や技術習得等、人材確保と育成を支援する。 

⑨地域の復旧・復興状況等の実情に即して、漁協が地

域再生営漁計画を策定し、県が認定することによ

り、漁協を核とする地域漁業の人づくり、場づくり

及び価値づくりの活動を支援する。 

 

 


