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 別記様式第２号 別添

浜の活力再生プラン

令和４～８年度

（第２期）

組織名 野田地区地域水産業再生委員会

代表者名 会長 小谷地 勝（野田村漁業協同組合 代表理事組合長）

再生委員会の構成員

野田村漁業協同組合（以下：漁協） 

野田地区漁業生産実行組合 

玉川漁業生産実行組合 

野田養殖組合 

野田漁友会 

下安家漁業研究会 

株式会社のだむら（以下：（株）のだむら） 

野田村（以下：村）

オブザーバー 岩手県（県北広域振興局水産部）

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 野田村（野田村漁協管内） 

２漁業の種類 

養殖業（ワカメ、ホタテガイ、カキ、マボヤ等） 延べ 38名 

定置漁業（８ヶ統）    延べ 62名 

漁船漁業（刺網漁業、かご漁業）   延べ 126名 

採介藻漁業    延べ 330名 

合計 正組合員 111名、准組合員 8名 

※ １組合員が複数漁業を兼業

※ 人数については、漁業種毎の漁業者を合計したものであり、組

合員数とは一致しない

（R4.3.31現在、野田村漁協調べ）
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２ 地域の現状

（１） 関連する水産業を取り巻く現状等

 当地域は、岩手県沿岸北部に位置し、東方一帯に広がる海岸線の総延長は 11.02ｋｍで、野

田湾に面している北側には十府ヶ浦に代表される砂浜が広がり、南側にはリアス式海岸が続

いている。また、西部は北上山系が連なる自然豊かな地域である。 

当地域では、養殖業、定置網業、漁船漁業、採介藻漁業が営まれており、主な生産物は、ホ

タテガイ、ワカメ、サケ、ウニ、アワビなどがある。

平成 23年３月 11日に発災した東日本大震災及び津波（以下「震災」という。）により、当

地域の漁船や水産関連施設は甚大な被害を受けたが、平成 27年３月までに、被災した漁船や

水産関連施設の復旧整備は完了している。 

 こうした中、震災により被災した船舶や漁業用資機材の復旧に要した経費に加え、原油取

引価格の高騰による漁業用燃料や資材、ワカメ加工作業などの経費の増加が漁業経営を圧迫

しているほか、不漁による漁獲量の減少や担い手不足の問題など、当地域の水産業を取り巻

く環境は厳しさを増している。 

当地域での養殖の主力であるホタテガイ生産量は、震災後、徐々に回復し、平成 30年度に

は震災前と同程度まで回復している。 

野田湾は外洋に向けて大きく開けた湾であるため、潮が早く、波当たりが強いため、貝類

養殖には適していないといわれていたが、当地域の漁業者は、この外海でのホタテガイ養殖

を長年にわたって研究し、カゴによる養殖方法を確立させた。 

 漁協、漁業者、（株）のだむら（※）、村で構成する「荒海団」は、野田村での漁業をＰＲす

るとともに、野田村産のホタテガイなどの質の高い水産物の周知と付加価値向上を図り、県

内外での認知度とブランド力の向上、出荷体制の増強、後継者育成等、長期的視点に立った

ブランディングと体制構築に取り組んでいる。 

特に、野田湾のホタテガイは、身が大きく、肉厚であり、かつ、濃厚な味わいが特徴である

ため、このホタテガイを「荒海ホタテ」としてブランディングし、積極的にＰＲしているほ

か、「野田ホタテまつり」を行うなど地域活性化にも繋げている。 

また、当地域にはホタテガイの他にも水産物が生産され、販売量が徐々に増加しており、

漁協は、ワカメ、ホタテガイ、カキをはじめとする養殖業経営の強化・安定化、水産業従事者

の所得向上を目指している。 

なお、定置網の主要な漁獲物であるサケの漁獲量は震災前から低迷しており、震災後も低

調に推移している。 

平成 30 年 10 月 16 日に野田村、野田村漁協、漁協下部組織の漁業生産実行組合、養殖組

合、研究グループ等で「野田村漁業担い手育成協議会」を設立し、村内の漁業担い手育成問題

を協議し、課題解決に取り組んでいる。 

※（株）のだむら：野田村が出資、村長が代表取締役を務める第３セクター会社で、農林水産

物の加工製造、販売、山葡萄のワイナリー、観光関係の事業を行っている。

（２）その他の関連する現状等

野田村の人口は減少傾向にあり、国勢調査における人口は、平成 22 年度の 4,632 人から、

令和２年度には 3,936 人まで減少している。 
 産業構造的に村内の主要な産業は農林水産業の一次産業であり、村内に規模の大きな就業

先が無いため、他市町村での就業が多い。人口の減少に伴って、漁業を含めた一次産業の就

業者も減少している状態にある。

村は、人口減少、若年層の減少に対する対策として、保育料、18 歳までの医療費の無償化

や移住定住者への各種支援を実施している。

特に、当地域の基幹産業である漁業の盛衰は、地域産業に大きく影響を与えるため、漁業

就業者の確保対策として、平成 28 年度から新規漁業就業者に対する助成制度を開始したとこ

ろである。

３ 活性化の取組方針

（１） 前期の浜の活力再生プランにかかる成果及び課題
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（３） 今期の浜の活力再生プランの基本方針

前述の取組により課題となった項目について、以下のとおり対応する。

【漁場の効率的な利用による生産性の向上】

（１）ホタテガイ生産量の回復 

ホタテガイ養殖業者は、引き続き水産技術センター及び県北水産部指導のもと、従来の

生産・管理方法（採苗器の投入時期、稚貝の分散時期等）を見直し、安定した生産を図り、

震災前の水準を維持する。 

  漁協はホタテ養殖就業に必要な養殖資材について、新規就業者と休業者、廃業者との仲

介を行えるよう情報収集を行った上で、漁業者間の斡旋を行う。 

県内漁業者からの種苗購入希望数に対応できるよう、新たな漁業従事者の雇用によって

労働力不足を補い、種苗生産を休止している経営体の生産を再開させることで、種苗生産

量を増加させる。 

高齢化、病気療養等により養殖業を休業せざるを得ない漁家が増え、遊休施設が発生し

ているため、有効活用に向けた取組みが必要となっていることから、漁協は空き漁場を有

効に利用できるための漁場利用ルールを作る。 

（２）新規養殖（マボヤ・給餌用コンブ）の事業化 

漁協は、空き漁場を有効に利用できるための漁場利用ルールを作る。 

ワカメ、ホタテガイ養殖漁業者は、空き漁場を最大限活用し、養殖生産量の増大を図る

ため、マボヤを養殖対象種に加えた複合養殖に取り組む。 

マボヤ養殖業者は、水産技術センター、県北水産部の指導の下、安定的な種苗生産と種

苗巻込みまでの保苗技術（稚ボヤの脱落防止方法、付着物軽減方法等）について検討し、事

業化を図る。 

カキは野田村での養殖品目としては適さないと判断されたため、新規養殖の事業化をせ

ず、代わりに地域連携に資する給餌用コンブ養殖について事業化（養殖した餌料用コンブ

を利用したい漁協（海藻を養殖できない漁協）等へ販売すること）を検討する。 

【付加価値向上】

（１）荒海ブランドの強化

荒海団の活動は、漁協担当職員の負担軽減を図るため、集客力があり、ＰＲ効果の高い

イベントに参加することとするほか求人などを講じて人材確保に努める。

漁業者、漁協、（株）のだむら、村は、「荒海ワカメ」としてのブランドを確立するため、

荒海ブランドとしての基準等を十分に検討し、荒海商品としてのシリーズ化に取り組む。

新規養殖種であるマボヤについても、「荒海ホヤ」としてのブランドの確立を目指す。

【資源管理の推進】

（１）サケの資源回復に向けた取組

漁協は、サケの資源回復を図るため、従来の海中飼育放流及び下安家漁協から購入した

稚魚の宇部川からの放流を休止し宇部川に遡上するサケ親魚、村内の定置網（磯建網含む。

以下、定置網等）で漁獲した海産親魚を近隣の下安家漁協ふ化場に供給する。

【担い手対策】（新規）

（１）関係機関の連携による漁業担い手の確保・育成

村と漁協は、全国漁業就業者支援フェアへの参加や村の漁業就業に関する助成金のＰＲ

等、野田村漁業担い手育成協議会の活動を通じて担い手の確保を図る。

また、新規漁業就業者の確保・育成に向けて、「いわて水産アカデミー」の活用を促すな

ど、関係機関と連携し、漁業担い手の確保に努める。

【漁業経営基盤の強化】

（１）共済制度等への加入促進

漁協は、生産者の漁業共済・積立プラス・漁業経営セーフティーネットへの加入を引き
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続き促進する。

（２）減速走行、船底掃除等による燃油削減

 漁業者は、漁船の低速走行（１～２ノット減速、出漁時間 30 分早出）、積載物整理（燃

料積載８割まで）及び船底清掃等への取組を継続するとともに、早期の気象・海況予報を

得ながら、より計画的な作業に取り組むことで燃油削減を図る。

（３）省燃費エンジン導入等によるコスト削減対策

漁業者は、経年劣化により燃油消費量や修繕費用が増大している機関について省燃油エ

ンジン等への機関換装を推進する。

また、漁協は機関換装に必要な情報を漁業者に提供する。

（４） 漁獲努力量の削減・維持及びその効果に関する担保措置

漁獲努力量の削減・維持の担保措置として次の項目に取り組み、遵守する。

【共通項目】

 資源管理計画を遵守し漁業資源の維持管理に取り組む。

【漁船漁業】

１ 岩手県漁業調整規則による操業期間、操業区域、操業時間、漁獲サイズ、漁具等規制の遵

守。

２ 岩手県海区漁業調整委員会指示による定置漁業の保護区域の設定等に基づく適正操業。

３ 共同漁業権行使規則による規制措置の適正行使。

（例：全長制限（殻長９cm 以下のアワビ、殻径５cm 以下のキタムラサキウニ、全長 30cm
以下のヒラメ、全長 20cm 以下のマコガレイの採捕禁止）、禁漁期間（アワビ漁業 3/1～10/30） 

（５） 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（令和４年度）  所得向上率（基準年比）27.8％
漁業収入向上の

ための取組

【漁場の効率的な利用による生産性の向上】

１ ホタテガイ生産量の回復

漁協と漁業者は、ホタテガイラーバ調査、付着調査、環境調査を拡充し、

収集したデータを基に、採苗器投入時期の見直しを検討する。 

空き漁場を有効利用するための漁場利用ルールを検討するため、漁協

は漁業者から意見を収集する。 

新規就業者に利用可能な養殖資材の情報提供を行えるよう、漁協は休

業者、廃業者の利用可能な所有資材をリスト化する。 

漁協は、シルバー人材センター等の人材派遣関係機関から漁業従事希

望者の情報を入手し、労働力不足で種苗生産を休止している経営体に周

知することで、種苗生産の作業従事者を確保させ、休止している種苗生産

を再開させる。また、漁協は、将来的に新規就業者が独立して養殖着業で

きるようにするため、技術習得を目的に、積極的に漁業者に新規漁業就業

希望者を斡旋することで、種苗生産の作業従事者を確保し、種苗生産を休

止している経営体の生産再開を促す。

２ 新規養殖（マボヤ・給餌用コンブ）の事業化

ホタテガイ、ワカメ養殖業者は、複合養殖による経営の安定と収入増大

を図るため、マボヤの養殖に取り組む。

漁協と漁業者は、安定的なマボヤ養殖を実現するために、安定的な種苗

生産を行うと共に、保苗期間中に発生する、採苗器からの稚ボヤ消失原因

を調査する。

漁協は、地域連携に資する餌料用コンブの委託試験の結果を基に事業
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化の検討を行う。

【付加価値向上】

１ 荒海ブランドの強化

漁協、漁業者、村は、集客力があり、ＰＲ効果の高いイベントに引き続

き参加し、販売促進を図る。

漁協、漁業者、村は、「荒海ワカメ」についてのブランドの条件等を、

荒海団会議で検討する。

【資源管理の推進】

１ サケの資源回復に向けた取組

漁協は、宇部川にそ上するサケ親魚を下安家漁協に供給する。 

漁協及び定置網等漁業者は、下安家漁協が親魚不足となった場合、村

内の定置網等で漁獲したサケを海産親魚として下安家漁協に供給する。 

【担い手対策】

１ 関係機関の連携による漁業担い手の確保・育成

漁協及び村は、全国漁業就業者支援フェアへの参加や村の漁業就業に

関する助成金のＰＲ等、野田村漁業担い手育成協議会の活動を通じて担

い手の確保を図る。

漁協及び村は、村内漁業者の子弟等を中心に担い手候補に関する情報

収集を行い、新規就業希望者がある場合には、「いわて水産アカデミー」

入講を斡旋すると共に、村の漁業就業者に対する助成金制度について情

報提供する。

漁協及び村は、村外からの漁業就業者を積極的に確保するため、「いわ

て水産アカデミー」修了者を中心に就業希望者募集を行う。

漁協及び村は、新規漁業就業者の養殖業での独立に係る漁協独自の研

修制度創設を検討する。

漁業コスト削減

のための取組

【漁業経営基盤の強化】

１ 共済制度等への加入促進

漁協は、生産者の漁業共済・積立プラス・漁業経営セーフティーネット

への加入を引き続き促進する。

２ 減速走行、船底掃除等による燃油削減

 漁業者は、漁船の低速走行（１～２ノット減速、出漁時間 30分早出）、

積載物整理（燃料積載８割まで）及び船底清掃等への取組みを継続すると

ともに、早期の気象海況予報を得ることによる、より計画的な作業に取り

組むことで燃油削減を図る。

３ 省燃費エンジン導入等によるコスト削減対策

 漁業者は、経年劣化により燃油消費量や修理費用が増大している機関

について省燃油エンジン等への機関換装を推進する。また、漁協は機関換

装に必要な情報を漁業者に提供する。

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

効率的な操業体制の確立支援事業

競争力強化型機器等導入緊急対策事業

水産業強化支援事業（浜の活力再生、成長促進交付金）

２年目（令和５年度） 所得向上率（基準年比）28.1％ 
漁業収入向上の

ための取組

【漁場の効率的な利用による生産性の向上】

１ ホタテガイ量の生産回復
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漁協と漁業者はホタテガイラーバ調査、付着調査、環境調査を拡充し、

収集したデータを基に採苗器投入時期の見直しを検討する。 

漁協は稚貝分散作業や時期に関する聞き取りを実施し、その結果を基

に漁業者は作業等の見直しを検討する。 

漁協は、漁業者から収集した空き漁場を有効に利用できるための漁場

利用ルールの意見を取りまとめ、ルールの原案を作成する。 

漁協は新規就業者に利用可能な養殖資材の情報提供を行えるよう、休

業者、廃業者の利用可能な所有資材をリスト化する。 

漁協は、シルバー人材センター等の人材派遣関係機関から就業希望者

の情報を入手し、経営体に周知する他、技術習得を目的に、積極的に新規

就業者を漁業者へ斡旋することで、種苗生産の作業従事者を確保し、種苗

生産を休止している経営体の生産再開を促す。 

２ 新規養殖（マボヤ・給餌用コンブ）の事業化

ホタテガイ、ワカメ養殖業者は、複合養殖による経営の安定と収入増大

を図るため、マボヤの養殖に取り組む。

漁協と漁業者は安定的なマボヤ養殖を実現するために、安定的な種苗

生産を行うと共に、保苗期間中に発生する稚ボヤの消失原因を調査する。 
漁協は地域連携に資する餌料用コンブ養殖の事業化の検討を行うと共

に、餌料海藻の需要把握を行う。

【付加価値向上】

１ 荒海ブランドの強化

漁協、漁業者、村は、集客力があり、ＰＲ効果の高いイベントに引き続

き参加し、販売促進活動を行う。

漁協、漁業者、村は、「荒海ワカメ」について、検討したブランドの条

件等を、養殖業者に周知する。

【資源管理の推進】

１ サケの資源回復に向けた取組

漁協は、宇部川にそ上するサケ親魚を下安家漁協に供給する。 

漁協及び定置網等漁業者は、下安家漁協が親魚不足となった場合、村内

の定置網等で漁獲したサケを海産親魚として下安家漁協に供給する。 

【担い手対策】

１ 関係機関の連携による漁業担い手の確保・育成

漁協及び村は、全国漁業就業者支援フェアへの参加や村の漁業就業に

関する助成金のＰＲ等、野田村漁業担い手育成協議会の活動を通じて担

い手の確保を図る。

漁協及び村は、村内漁業者の子弟等を中心に担い手候補に関する情報

収集を行い、新規就業希望者がある場合には、「いわて水産アカデミー」

入講を斡旋すると共に、村の漁業就業者に対する助成金制度について情

報提供する。

漁協及び村は、村外からの漁業就業者を積極的に確保するため、「いわ

て水産アカデミー」修了者を中心に就業希望者募集を行う。

漁協及び村は、新規漁業就業者の養殖業での独立に係る漁協独自の研

修制度の内容を検討する。
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漁業コスト削減

のための取組

【漁業経営基盤の強化】

１ 共済制度等への加入促進

漁協は、生産者の漁業共済・積立プラス・漁業経営セーフティーネット

への加入を引き続き促進する。

２ 減速走行、船底掃除等による燃油削減

漁業者は、漁船の低速走行（１～２ノット減速、出漁時間 30分早出）、

積載物整理（燃料積載８割まで）及び船底清掃等への取組みを継続すると

ともに、早期の気象海況予報を得ることによる、より計画的な作業に取り

組むことで燃油削減を図る。

３ 省燃費エンジン導入等によるコスト削減対策

 漁業者は、経年劣化により燃油消費量や修理費用が増大している機関

について省燃油エンジン等への機関換装を推進する。また、漁協は機関換

装に必要な情報を漁業者に提供する。 

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

効率的な操業体制の確立支援事業

競争力強化型機器等導入緊急対策事業

水産業強化支援事業（浜の活力再生、成長促進交付金）

３年目（令和６年度）  所得向上率（基準年比）29.7％ 
 漁業収入向上

のための取組

【漁場の効率的な利用による生産性の向上】

１ ホタテガイ生産量の回復

漁協と漁業者は、過去２ヶ年間の収集したデータを基に採苗器投入時

期の判断基準を確定し、種苗の安定生産を開始する。 

漁協は、稚貝分散作業や時期に関する見直し検討結果を基に漁業者と

協議し、生産体制の構築を図る。 

漁協は、空き漁場を有効に利用できるための漁場利用ルールの原案を

漁業者に提示し、漁業者と検討を重ね、漁場利用ルールを作成する。 

漁協は、リスト化した休業者、廃業者の利用可能な所有資材の情報を新

規就業者に提供し、漁業者間の賃借、譲渡の斡旋を行う。 

漁協は、シルバー人材センター等の人材派遣関係機関から就業希望者

の情報を入手し、経営体に周知する他、技術習得を目的に新規就業者を積

極的に漁業者へ斡旋することで、種苗生産の作業従事者を確保し、種苗生

産を休止している経営体の生産再開を促す。 

２ 新規養殖（マボヤ・給餌用コンブ）の事業化

ホタテガイ、ワカメ養殖業者は、複合養殖による経営の安定と収入増大

を図るため、マボヤの養殖に取り組む。

漁協と漁業者は、安定的なマボヤ養殖を実現するために、安定的な種苗

生産を行うと共に、保苗期間中の稚ボヤ消失原因の調査結果を基に、対応

策（保苗水深、保苗期間の見直し）を検討する。

漁協は、地域連携に資する餌料用コンブ養殖を養殖業者に普及させる。 

【付加価値向上】

１ 荒海ブランドの強化

漁協、漁業者、村は、集客力があり、ＰＲ効果の高いイベントに引き続

き参加する。

漁協は、（株）のだむら及び漁業者と協力し、ブランドの条件等を基に

「荒海ワカメ」を試作し、関係機関や荒海団内部で商品化の可否を検討す

る。

漁協、漁業者、村は、「荒海ホヤ」について、ブランドの条件等を、荒
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海団会議で検討する。

【資源管理の推進】

１ サケの資源回復に向けた取組

漁協は、宇部川にそ上するサケ親魚を下安家漁協に供給する。 

漁協及び定置網等漁業者は、下安家漁協が親魚不足となった場合、村内

の定置網等で漁獲したサケを海産親魚として下安家漁協に供給する。 

【担い手対策】

１ 関係機関の連携による漁業担い手の確保・育成

漁協及び村は、全国漁業就業者支援フェアへの参加や村の漁業就業に

関する助成金のＰＲ等、野田村漁業担い手育成協議会の活動を通じて担

い手の確保を図る。

漁協及び村は、村内漁業者の子弟等を中心に担い手候補に関する情報

収集を行い、新規就業希望者がある場合には、「いわて水産アカデミー」

入講を斡旋すると共に、村の漁業就業者に対する助成金制度について情

報提供する。

漁協及び村は、村外からの漁業就業者を積極的に確保するため、「いわ

て水産アカデミー」修了者を中心に就業希望者募集を行う。

漁協及び村は、新規漁業就業者の養殖業での独立に係る漁協独自の研

修制度の内容を検討する。

漁業コスト削減

のための取組

【漁業経営基盤の強化】

１ 共済制度等への加入促進

漁協は、生産者の漁業共済・積立プラス・漁業経営セーフティーネット

への加入を引き続き促進する。

２ 減速走行、船底掃除等による燃油削減

漁業者は、漁船の低速走行（１～２ノット減速、出漁時間 30分早出）、

積載物整理（燃料積載８割まで）及び船底清掃等への取組みを継続すると

ともに、早期の気象海況予報を得ることによる、より計画的な作業に取り

組むことで燃油削減を図る。

３ 省燃費エンジン導入等によるコスト削減対策

 漁業者は、経年劣化により燃油消費量や修理費用が増大している機関

について省燃油エンジン等への機関換装を推進する。また、漁協は機関換

装に必要な情報を漁業者に提供する。

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

効率的な操業体制の確立支援事業

競争力強化型機器等導入緊急対策事業

水産業強化支援事業（浜の活力再生、成長促進交付金）

４年目（令和７年度）  所得向上率（基準年比）30.0％ 
漁業収入向上の

ための取組

【漁場の効率的な利用による生産性の向上】

１ ホタテガイ生産量の回復

養殖業者は、見直した生産・管理方法（採苗器の投入時期、稚貝の分散

時期等）を基に種苗の安定生産を図り、震災前の水準を維持する。 

養殖業者は、県内漁業者からの稚貝供給希望数に対応できるよう、前年

に構築した生産体制のもとで種苗の増産に努める。 

漁協は、作成した漁場利用ルールに合わせて漁業者の漁場利用を指導

する。 
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漁協は、リスト化した休業者、廃業者の利用可能な所有資材の情報を新

規就業者に提供し、漁業者間の賃借、譲渡を斡旋する。 

漁協は、シルバー人材センター等の人材派遣関係機関から就業希望者

の情報を入手し、経営体に周知する他、技術習得を目的に新規就業者を積

極的に斡旋することで、種苗生産の作業従事者を確保し、種苗生産を休止

している経営体の生産再開を促す。 

２ 新規養殖（マボヤ・給餌用コンブ）の事業化

ホタテガイ、ワカメ養殖漁業者は、空き漁場を最大限活用し、複合養殖

による経営の安定と収入増大を図るため、マボヤの養殖に取り組む。

漁協と漁業者は、安定的なマボヤ養殖を実現するために、安定的な種苗

生産を行うと共に、保苗期間中の稚ボヤ消失に係る対応策（保苗水深、保

苗期間の見直し）を検討する。

漁協は、地域連携に資する餌料用コンブ養殖を養殖業者に普及させる。 

【付加価値向上】

１ 荒海ブランドの強化

漁協、漁業者、村は、集客力があり、ＰＲ効果の高いイベントに引き続

き参加し、販売促進活動を行う。

漁協は、（株）のだむらと漁業者と共に、「荒海ワカメ」についてブラン

ドの条件等を基に商品を製造し、試験販売して、顧客のニーズを把握す

る。

漁協、漁業者、村は、「荒海ホヤ」についてブランドの条件等を、荒海

団会議で検討する。

【資源管理の推進】

１ サケの資源回復に向けた取組

漁協は、宇部川にそ上するサケ親魚を下安家漁協に供給する。 

漁協及び定置網等漁業者は、下安家漁協が親魚不足となった場合、村内

の定置網等で漁獲したサケを海産親魚として下安家漁協に供給する。 

【担い手対策】

１ 関係機関の連携による漁業担い手の確保・育成

漁協及び村は、全国漁業就業者支援フェアへの参加や村の漁業就業に

関する助成金のＰＲ等、野田村漁業担い手育成協議会の活動を通じて担

い手の確保を図る。

漁協及び村は、村内漁業者の子弟等を中心に担い手候補に関する情報

収集を行い、新規就業希望者がある場合には、「いわて水産アカデミー」

入講を斡旋すると共に、村の漁業就業者に対する助成金制度について情

報提供する。

漁協及び村は、村外からの漁業就業者を積極的に確保するため、「いわ

て水産アカデミー」修了者を中心に就業希望者募集を行う。

漁協及び村は、新規漁業就業者の養殖業での独立に係る漁協独自の研

修制度を実行する。

漁業コスト削減

のための取組

【漁業経営基盤の強化】

１ 共済制度等への加入促進

漁協は、生産者の漁業共済・積立プラス・漁業経営セーフティーネット

への加入を引き続き促進する。

２ 減速走行、船底掃除等による燃油削減

漁業者は、漁船の低速走行（１～２ノット減速、出漁時間 30分早出）、
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積載物整理（燃料積載８割まで）及び船底清掃等への取組みを継続すると

ともに、早期の気象海況予報を得ることによる、より計画的な作業に取り

組むことで燃油削減を図る。

３ 省燃費エンジン導入等によるコスト削減対策

 漁業者は、経年劣化により燃油消費量や修理費用が増大している機関

について省燃油エンジン等への機関換装を推進する。また、漁協は機関換

装に必要な情報を漁業者に提供する。

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

効率的な操業体制の確立支援事業

競争力強化型機器等導入緊急対策事業

水産業強化支援事業（浜の活力再生、成長促進交付金）

５年目（令和８年度） 所得向上率（基準年比）31.6％ 
漁業収入向上の

ための取組

【漁場の効率的な利用による生産性の向上】

１ ホタテガイ生産量の回復

養殖業者は、見直した生産・管理方法（採苗器の投入時期、稚貝の分散

時期等）を基に種苗の安定生産を図り、震災前の水準を維持する。 

養殖業者は、県内漁業者からの稚貝供給希望数に対応できるよう、引き

続き種苗の増産に努める。 

漁協は、作成した漁場利用ルールに合わせて漁業者の漁場利用を指導

する。 

漁協は、リスト化した休業者、廃業者の利用可能な所有資材の情報を新

規就業者に提供し、漁業者間の賃借、譲渡を斡旋する。 

漁協は、シルバー人材センター等の人材派遣関係機関から就業希望者

の情報を入手し、経営体に周知する他、技術習得を目的に新規就業者を積

極的に漁業者へ斡旋することで、種苗生産の作業従事者を確保し、種苗生

産を休止している経営体の生産を安定させる。 

２ 新規養殖（マボヤ・給餌用コンブ）の事業化

ホタテガイ、ワカメ養殖漁業者は、複合養殖による経営の安定と収入増

大を図るため、マボヤの養殖に取り組む。

漁協と漁業者は、安定的なマボヤ養殖を実現するために、安定的な種苗

生産を行うと共に、保苗期間中の稚ボヤ消失防止対応策を実施し、生産を

安定させる。

養殖業者は、地域連携に資する餌料用コンブ養殖に取り組む。

【付加価値向上】

１ 荒海ブランドの強化

荒海団は、盛集客力があり、ＰＲ効果の高いイベントに引き続き参加

し、販売促進活動を行う。

漁協、漁業者、村は、荒海団会議で検討した「荒海ワカメ」のブランド

の条件等を基にした商品の製造、販売を本格化する。

漁協、漁業者、村は、「荒海ホヤ」についてブランド条件の検討結果を

元に試作する。

【資源管理の推進】

１ サケの資源回復に向けた取組

漁協は、宇部川にそ上するサケ親魚を下安家漁協に供給する。 

漁協及び定置網等漁業者は、下安家漁協が親魚不足となった場合、村内
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の定置網等で漁獲したサケを海産親魚として下安家漁協に供給する。 

【担い手対策】

１ 関係機関の連携による漁業担い手の確保・育成

漁協及び村は、全国漁業就業者支援フェアへの参加や村の漁業就業に

関する助成金のＰＲ等、野田村漁業担い手育成協議会の活動を通じて担

い手の確保を図る。

漁協及び村は、村内漁業者の子弟等を中心に担い手候補に関する情報

収集を行い、新規就業希望者がある場合には、「いわて水産アカデミー」

入講を斡旋すると共に、村の漁業就業者に対する助成金制度について情

報提供する。

漁協及び村は、村外からの漁業就業者を積極的に確保するため、「いわ

て水産アカデミー」修了者を中心に就業希望者募集を行う。

漁協及び村は、新規漁業就業者の養殖業での独立に係る漁協独自の研

修制度を実行する。

漁業コスト削減

のための取組

【漁業経営基盤の強化】

１ 共済制度等への加入促進

漁協は、生産者の漁業共済・積立プラス・漁業経営セーフティーネット

への加入を引き続き促進する。

２ 減速走行、船底掃除等による燃油削減

漁業者は、漁船の低速走行（1～2 ノット減速、出漁時間 30 分早出）、

積載物整理（燃料積載 8 割まで）及び船底清掃等への取組みを継続する

とともに、早期の気象海況予報を得ることによる、より計画的な作業に取

り組むことで燃油削減を図る。

３ 省燃費エンジン導入等によるコスト削減対策

 漁業者は、経年劣化により燃油消費量や修理費用が増大している機関

について省燃油エンジン等への機関換装を推進する。また、漁協は機関換

装に必要な情報を漁業者に提供する。

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

効率的な操業体制の確立支援事業

競争力強化型機器等導入緊急対策事業

水産業強化支援事業（浜の活力再生、成長促進交付金）

（６） 関係機関との連携

村と漁協が連携と取りながら各取り組みを行い、その他オブザーバーである岩手県（県北

水産部）や専門機関からの協力・アドバイスを受け事業を推進する。

４ 目標

（１） 所得目標

漁業所得の向上

10％以上 

基準年
基準年漁業所得

（地区総額）
 千円

目標年
令和８年度漁業所得

（地区総額）
 千円

（２） 上記の算出方法及びその妥当性
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（３） 所得目標以外の成果目標

項目 基準年 目標年（令和８年度） 備考

荒海シリーズの強化 品目 １品（ホタテガ

イ）

品目 ３品（ホタテガ

イ、ワカメ、マボヤ）

ホタテ種苗生産量 生産量

71.5 トン 100 トン 
マボヤ生産量 生産量

2.1トン 4.0トン

餌料用海藻生産施設

台数

台数 

150ｍ×３台 150ｍ×９台 

（４） 上記の算出方法及びその妥当性

現在、荒海ブランドとして取り扱いしているのは、ホタテガイの１品目であるが、令和８

年度までには同海域で養殖しているワカメ、マボヤも追加し、品目を３品まで増加する。

基準年のマボヤ生産量は、平成 28年度から令和２年度の実績の５ヶ年のうち、最上位と最

下位を除く３年間の平均とした。生産量の目標値については、基準年で 2.1 トンであるが、

目標年までに養殖技術の確立と普及を図り、H30 年度時の年間水揚げ量を安定的に生産でき

るようになると見込み設定した。

地域連携策として、ウニ、アワビ用の餌料用海藻として 150ｍの養殖施設３台を使用して生

産し、洋野町管内の漁協に出荷しているが、餌料用海藻を必要としている漁協の発掘を行い、

現在の施設台数を基準年の３倍に増やすことを目標とした。

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（検討事項）

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

ーネット構築等事業
燃油高騰時の漁業者への影響緩和による漁業経営の安定化

効率的な操業体制の

確立支援事業 燃油消費量を削減する活動に対する支援

競争力強化型機器等

導入緊急対策事業 省エネ機器を導入する活動に対する支援

水産業強化支援事業

（浜の活力再生、成長

促進交付金）

所得向上、地先資源の増大、6 次産業化等の活動強化に向けた推進活

動
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