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東北 食の力プロジェクト

⑥宮城県 仙台市

サメの街気仙沼構想推進協議会

⑤宮城県 気仙沼市

糸島漁業協同組合加布里支所ハマグリ会

⑱福岡県 糸島市

山口県漁業協同組合田布施町支所

⑮山口県 田布施町

室津漁業協同組合女性部

⑬兵庫県 たつの市



① 地域資源「サケ」を活用した都市漁村交流
（北海道標津町：標津町エコ･ツーリズム交流推進協議会）

○ 概要・データ
・日本最東端に位置し、有数のサケの出荷量を誇る漁村。
・標津町観光協会など、町内の関係18団体が平成13年に協議会

を設立
・平成17年度オーライ！ニッポン大賞 受賞

平成25年度ディスカバー農山漁村の宝 選定地区

○ 特徴的な取組
・都市住民に対し、サーモンフィッシング、秋サケの加工体験、

郷土料理づくりなど、地域資源である「サケ」を中心に据えた、
多様な観光体験プログラムを提供し交流を行っている。

・高度な衛生管理を徹底する「地域HACCP」を導入し、産地の衛生管理
の取組への理解を促進することにより、安全。・安心な水産物の付加
価値を向上。

・近年は、千人以上の修学旅行生を受入れ。また毎年約２千人が体験
プログラムに参加。食材の地域調達率の高まりと相まって、地域経済
に貢献。

○ 今後の展望等
・体験プログラムの質の向上や、酪農民泊の拡大に取り組む。
・地場産品を活用した加工品の開発とブランド化を図り、雇用の拡大や

定住人口の拡充を推進。

秋サケ加工体験

地域食材を使ったお弁当

漁港の見学ツアー



② 歯舞水産物のブランド化を核とした漁村活性化
（北海道根室市：歯舞地区マリンビジョン協議会）

○ 概要・データ
・地域の主要産業である水産業を核とした地域振興計画を策定・各アクショ
ンプログラムを実行するため、漁業者、漁協、地域住民、商工・観光、農
業・行政など多様な主体の参画を得て、平成18年に協議会を設立。

・「漁業経営」「漁村交流」「地域ブランド化」「衛生環境」の４つの専門
部会を設置し、歯舞の良さをアピール。

・平成19年度立ち上がる農山漁村 選定地区
平成25年度オーライ！ニッポン大賞 受賞

○ 特徴的な取組
・地域商標登録として「はぼまい昆布しょうゆ」「一本立ち歯舞さんま」
「歯舞こんぶ」を出願するなど、ブランド力の高い商品開発に取り組む。

・活動内容について広報誌（マリンビジョンニュース）を発行し、漁協組合員
全道の漁協系統団体、官公庁、新聞社等に配布（850部）する他、根室市の
ホームページにも掲載。 （本年10月末で61号を発行）

・「歯舞こんぶ祭り」において、来場者と売上金額が増加。

（来場者） Ｈ19年（第１回）2,500人 ⇒ Ｈ26年（第8回）4,300人
（売 上）Ｈ19年（第１回）100万円 ⇒ Ｈ26年（第8回）230万円

○ 今後の展望等
・本年６月に開設したインターネット通販サイト「歯舞おさかな市場」を活用し

たＰＲにより、更なる歯舞ブランドの確立・販路開拓を図る。
・漁業体験メニューの充実、市場食堂の開設等により、地域活性化を目指す。

・地域の中学校で開催してきた水産教室について、後継者育成対策の観点からも

重要であることから、今後も積極的に推進。

お魚料理講習会

漁業体験

「歯舞こんぶ祭り」



③ 幻の魚マツカワの資源回復・ブランド化
（北海道伊達市：えりも以西栽培漁業振興推進協議会）

○ 概要・データ
・北海道えりも以西太平洋海域（日高管内えりも町～渡島管内函館市南
茅部)で栽培漁業の推進を所管する5つの関係水産団体で構成（関係15
漁協及び20市町）

・1970年代に急減し、一時は「幻の魚」と呼ばれたマツカワを復活させ
るため、人工種苗生産・放流に取り組み、2006年から100万尾放流を開
始、2008年以降、100トンレベルまで漁獲が増大。2013年度の漁獲量は
126トン、漁獲金額は1.5億円となり、えりも以西地域の沿岸漁業者の
経営安定化に寄与している。

・平成22年全国豊かな海づくり大会 大会会長賞（栽培漁業部門）受賞

○ 特徴的な取組
・漁獲されたマツカワは、市場調査等の結果、ほとんどが人工種苗放流
魚で構成されていることを確認。

・一般公募により｢王蝶（おうちょう）」と命名、商標登録を行い規格の
統一に努めている。

・温泉地や地元料理店でのメニュー化の推進など地産地消の取組を実施
している。

○ 今後の展望等
・東京や札幌など大都市での販促活動や大手百貨店と連携したＰＲ活動
など、販路の拡大を目指した取組を推進している。

「マツカワ」

「放流状況」

「百貨店と連携した販促活動」



④ 徹底した資源管理とブランド化～十三湖しじみ～
（青森県五所川原市：十三漁業協同組合・車力漁業協同組合他）

○ 概要・データ
・十三湖内水面漁業権の行使の適正化を図ることを目的に昭和50年に十
三漁業協同組合と車力漁業協同組合の内部組織として内水面漁業権管
理委員会を設立。

・シジミ資源の持続的利用のため、漁具漁法、操業期間･時間、殻長制限
等資源管理について協議、シジミ漁業の安定を図るための活動を実施。
近年の水揚げ量は2,000～2,400トン、水揚げ金額は14億円前後、単価
は600～700円台と安定しており、シジミ漁業の経営安定化を通じて地
域の活性化に貢献。

・平成22年全国豊かな海づくり大会 大会会長賞（資源管理部門）受賞。

○ 特徴的な取組
・資源の持続的な利用を図るため、(1)漁具･漁法の制限（じょれんの目
合、馬力制限、指定容器の利用）、(2)操業期間･時間の制限、(3)殻長
制限、(4)禁漁区、休漁区の設定、(5)漁獲量の制限 等を実施。

・十三湖の環境保全のため、湖岸地域での植林活動、湖内の漁場耕耘、
湖岸清掃等を実施。

・持続的な漁業をアピールする水産エコラベル制度であるマリン･エコラ
ベル･ジャパン（MEL)の認証を取得。

○ 今後の展望等
・資源の持続的な利用のため、関係者が一丸となった十三湖の環境保全
活動への積極的な取組を展開。

「シジミ漁」

「シジミの選別作業」

「市場への上場」



⑤ １～３次産業の連携によるサメ肉高付加価値化
（宮城県気仙沼市：サメの街気仙沼構想推進協議会）

○ 概要・データ
・協議会は、サメ関連業者のほか、気仙沼市、漁協、商工会議所、船主
組合等で構成。

・気仙沼市におけるサメ関連業の維持・存続を目的とする。
・平成25年度及び26年度食のモデル地域育成事業採択地区

○ 特徴的な取組
・１～３次産業が連携し、低利用であるサメ肉の高付加価値化及びサメ
食のマーケット創造を実現する。

・地域の土産物店や飲食店と連携し、気仙沼の特徴的なサメ商品を開発。
加えて、既にサメ肉利用が始まっている学校給食等との連携による利
用促進とともに、外食産業や食品メーカーと個別に協議を進めて、他
地域に向けた更なる利用拡大を目指す。

・商品開発においても、より付加価値の高いものを目指すために、現在
のすり身原料から切り身原料への転換にも重きを置き、付加価値を高
めるとともに、サメ肉の消費拡大を通じて地域の活性化を目指す。

○ 今後の展望等
・気仙沼市におけるサメ関連業の維持・存続。
・サメ肉の消費拡大を通じての地域の活性化。

日本中国料理協会
サメ肉コンクール

霞が関でサメカツ弁当の販売



⑥ 生産者と飲食店の直接取引を通じた産地のブランド化
（宮城県仙台市：東北 食の力 プロジェクト）

○ 概要・データ
・東日本大震災後の経済復興や人材育成のため、生産者と飲食店からな
る実行委員会を発足。

・平成25年５月、「食を通して地元の復興を推進するプロジェクト」と
して一般社団法人化し、食に特化した活動に特化。

・平成25年度ディスカバー農山漁村の宝 選定地区

○ 特徴的な取組
・生産者と飲食店がダイレクトに取引・流通を行いながら、産地をブラ
ンディングし、生産者の活性化につなげる。

・仙台を中心に、行政・外食・生産者が一体となった海産物当の物販や
PRイベントを開催。産直共同購入参加店や、生産者と飲食店の直接交
流の拡大により、収益性が向上。

・メニュー開発を含めた、地域食材の定番化、地域ブランド化が定着。

○ 今後の展望等
・継続性のあるネットワークの確立に向け、外食関連企業当を囲い込み
ながら、月例勉強会等を実施。

・首都圏等の消費者にも、地域の魅力を直接訴えられる機会を提供。
・日本初となるＪＲ駅構内に、漁業生産者・飲食業・水産加工業者から
なる公設市場を2015年オープン予定。

居酒屋と鮮魚店の連携

漁業者と飲食店の合同イベント



⑦ 漁協女性部が経営する食堂『かあちゃんの店』
（茨城県大洗町：大洗町漁協女性部）

○ 概要・データ
・大洗町漁協女性部では、市場価値の低い魚に付加価値を付け魚価を向
上させることを目指し、地魚を使用した食堂メニュー及び加工品等の
開発・提供に着手。

・中小企業診断士を招いての経営勉強会、水産試験場による衛生管理指
導等を経て、平成22年４月に食堂『かあちゃんの店』をオープン。

・平成25年度全国青年・女性漁業者交流大会 水産庁長官賞 受賞

○ 特徴的な取組
・新聞・テレビ等のマスコミに取り上げられるたびに知名度を増し、連
日長蛇の列ができる人気店に成長。

・地元で水揚げされる新鮮な魚介類を用いた「漁師料理」は漁業になじ
みがない人たちにも好評で、魚食普及の推進に貢献。

・東日本大震災で大きな被害を受け、一時営業停止に陥るも、関係者の
懸命の努力により、震災後81日後には営業を再開。

・町主催の復興イベントへの参加や新商品の投入等の効果も相まって、
現在の来客数は震災前を上回る盛況ぶり。

○ 今後の展望等
・休日や連休等の来客が集中するシーズンには、長蛇の列で客を長時間
待たせる状況となっているため、現在食堂規模を拡大中。

連日行列で賑わう
『かあちゃんの店』

人気メニューの「かあちゃん御膳」
（上）と「とうちゃん御膳」（下）



⑧ 水産業の６次産業化
（静岡県伊東市：いとう漁業協同組合）

○ 概要・データ
・静岡県東部の伊東市、熱海市にまたがる広域漁協。いとう漁協が開設
する伊東魚市場では、サバ、イカ、ブリ、イワシ等100種類以上の魚
種が年間約7,000トン水揚げ。

・地産地消と魚食普及を目指して、漁協直営食堂“波魚波”を開設。
・朝獲れ鮮魚をすり身に加工し、販売したり、漁協自営の定置網漁業の
漁獲物を地元スーパーと直接取引。

・平成24年度「魚の国のしあわせ大賞」【実証事業部門】奨励賞
Fish-1グランプリ2014 プライドフィッシュ部門グランプリ

○ 特徴的な取組
・直営食堂「波魚波」で地元産の魚介類を提供することで未利用魚の活
用が図られ、提供を始めたことで価値の上がった魚も存在。

・直接取引にあたり、スーパーの水産部門担当者のべ46人が定置網漁を
体験し、海から台所までの「ストーリー」を共有した販売を実施。

・すり身製造に「骨肉分離機」を導入し、販路が拡大。

○ 今後の展望等
・漁業者自らが、販売店の店頭に立ち、魚の良さや調理方法などを積極
的に広報すると共に販売の促進に力を注ぎ、消費者ニーズに対応でき
る様々な取組を支援。

「骨肉分離機」

Fish-1グランプリ2014において
「金のだし茶漬け」がプライド
フィッシュ部門グランプリを受賞



⑨ 伝統と水産資源を守る積極的な増殖事業の展開
（富山県富山市：富山漁業協同組合）

○ 概要・データ
・富山漁協は神通川を漁業権漁場とした漁業協同組合で、今から130年前
（明治17年）からサケの人工ふ化放流事業を実施しているほか、アユ
の増殖事業やサクラマスの増殖事業などを積極的に展開。

・魚道づくりや産卵場の保護などの神通川の環境保全に対する取組のほ
か、市民に対するスポーツや行楽の憩いの場の提供などを通じて地域
の活性化に貢献。

・平成26年全国豊かな海づくり大会 大会会長賞（栽培漁業部門）受賞

○ 特徴的な取組
・放流種苗に加えて天然アユも多数遡上することからアユが多く釣れる
川として高い評価を得ている。また、サクラマスの遡上がみられる川
として全国的に認知されている。

・子供達を対象とした稚魚放流体験、サケ人工ふ化作業の見学、サクラ
マスの自然産卵観察会の実施などを開催。また、釣り団体、地域企業
等も加わった河川清掃活動を展開。環境保全にも積極的に取り組んで
いる。

○ 今後の展望等
・河川敷内に「神通川をきれいに」と書いたのぼり旗を立てるなど市民
も巻き込んだ環境美化の意識啓発を積極的に展開。神通川を核とした
地域活動にも積極的に取り組んでいる。

「土嚢と間伐材を用いた魚道を
手づくりで整備」

「遊漁者で賑わう神通川」

「放流を待つサケ稚魚」



⑩ 地域内経済循環の取組
（富山県黒部市：くろべ漁業協同組合）

○ 概要・データ
・くろべ漁業協同組合がある黒部市生地（いくじ）は、富山湾の東に位
置し、豊かな漁場である富山湾を背景に、周年、ホタルイカ、白エビ
回遊魚など多種多様な魚が水揚げ。

・魚に付加価値を付けるため、漁協で簡易加工場を整備し、スルメイカ
等の未利用魚の加工及び販売を実施。

・魚の消費拡大を目的にした取組を契機にまちおこしのために取組を
開始。

・平成22年度地域づくり総務大臣表彰（総務省）

○ 特徴的な取組
・漁協による、魚の消費拡大を目的にした「料理教室」や「一夜干し教
室」の開催を契機に、地域の企業とともに「黒部まちづくり協議会」
を設立し、桜を植える会などの取組を開始。

・地元自治会では、交流人口を増加させようと「まち歩き実行委員会」
を組織し、年1回、自治会をはじめ地域の団体と共同で「まち歩き
フェスティバル」を開催するなど、地域ぐるみの取組に波及。

○ 今後の展望等
・地域漁業の活性化への取組により、地域の活性化に向けた議論を誘発
し、地域資源を活用した交流人口の増加に発展。

白エビ

生地の塩物

海の駅「生地」



⑪ 漁業と観光の共存共栄
（愛知県知多郡南知多町：日間賀島漁業協同組合）

○ 概要・データ
・組合員数（Ｈ25.３）：706名（正組合員：446名、准組合員：260名）
・主要漁業：シラス漁、潜水漁、底引き網漁など
・日間賀島は、知多半島から高速船で約15分のところにある周囲6.6㎞、世帯
数630戸、人口約２千人の小さな島。年間25万人の観光客が訪れる。

○ 特徴的な取組
・漁業と観光業が連携し、離島の特徴を活かし、祭りや試食会、直売など多彩なイ
ベントで日間賀島は「食べに行く島」としてアピール。

・両産業の連携により、年間８千人もの修学旅行や臨海学校を受け入れ、生徒向
けの漁業体験のプログラム化や水族館とタイアップしたイルカとの触れ合いなど
の新機軸を充実。

○ 今後の展望等
・積極的なＰＲ活動や島への足を支える交通機関との連携を強化したことに

より、日間賀島の「タコとフグの島」ブランドの浸透に成功。
・漁業と観光の共存共栄の実現により、魚価の市場価格の底上げが進み、漁
業者の手取りが向上。また、漁業体験等の六次産業化にも取り組むことに
より、漁村に活気。

・タコもフグもどこにでもあるため、観光業と漁業が連携して日間賀島だけ
の「オンリーワン」を見つけていきたい考え。

タコ壺

タコのモニュメント

名物のたこ飯



⑫ ハマグリの復活による地域の活性化
（三重県桑名市：赤須賀漁協青壮年部研究会）

○ 概要・データ
・赤須賀地区の漁業の象徴であるハマグリは、高度成長期の埋め立てや地盤
沈下に伴う干潟の消失により、資源量が激減。

・ハマグリ資源を復活させるため結成された赤須賀漁協青壮年部研究会は、
種苗生産技術の確立や稚貝の種苗放流等の様々な取組を実施。

・平成25年度全国青年・女性漁業者交流大会 農林水産大臣賞 受賞

○ 特徴的な取組
・研究会の活動、漁協全体での厳しい漁業規制、人工干潟造成等の効果によ
り、一時は絶滅状態であったハマグリ資源は平成24年には年間188トンまで
水揚げが回復。

・資源の回復により、地元を離れていた漁家子弟が赤須賀にＵターン。研究
会のメンバーにも20代、30代の若手が増え、活動も活性化。

・復活した資源を守るため密漁防止のパトロール活動を実施するとともに、
資源復活への漁業者の努力を市民に理解してもらうため、干潟観察会や操
業・漁場見学会等の啓発活動を展開。

・市民にハマグリの美味しい食べ方を伝えるため、料理のレシピ開発に着手
し、考案したメニューの一部は地域交流センター内の食堂で採用。

○ 今後の展望等
・密漁防止のため、今後も漁協や漁連、行政等の協力を仰ぎながらのパト
ロール活動と資源や漁業に対する理解者を増やす取組を継続。

・赤須賀の漁業を継続・発展させていくため、赤須賀の漁業を応援してくれ
る市民を増やすための活動を継続。

赤須賀漁協青壮年部研究会の
メンバー

商工会議所青年部等との
合同パトロール

小学生との干潟観察会



⑬ 直売や料理教室等による魚食普及
（兵庫県たつの市：室津漁業協同組合女性部）

○ 概要・データ
・室津漁協女性部は、昭和34年の発足以来、海浜清掃や山の植林等、海を
守る活動に取り組んできた。
・「室津の魚を食卓へ」を目指し、平成14年には女性部が漁協と共同して運営
する直売所「魚魚市（とといち）」をオープン、平成16年からは飲食店営業の
許可を得て、総菜やお弁当販売などを開始。道の駅「みつ」で開催している
「漁師料理教室」にはリピーターが多く、魚食普及と地域活性化に寄与。
・平成26年度全国青年・女性漁業者交流大会 農林水産大臣賞 受賞

○ 特徴的な取組
・漁協が買参権を持つ産地市場から、積極的に原材料を確保。毎週土曜
に開催する「魚魚市」では鮮魚のみでなく、弁当（1日200食限定）や総菜も
販売。京阪神地域からも客が増え、年間来場者数は1万5千人に上る。
・市の教育活動と連携し、市が室津漁協の近隣に整備した道の駅「みつ」など
で市内全小学校の４年生（約800人）を対象に魚食学習を実施。

○ 今後の展望等
・活動は13名で構成される女性部役員が具体的な活動内容を協議、検討

のうえ実施。活動日数は平均して10～15日/月、時給も僅かではある
が上がってきているが、活動の幅が広がり一人一人の負担が増えてい
るため、体制整備が課題。

・ 「魚魚市」と料理教室の相乗効果で集客を増やし、新たなリピーターの獲得

に向けた「おもてなし」を大切に活動を継続していく。

魚食学習

魚食学習

女性部メンバー



⑭ 島の漁業の担い手確保
（山口県萩市：大島）

○ 概要・データ
・萩の沖８kmの日本海に浮かぶ大島。平均年齢約40歳の中型まき網４ヶ
統が島の漁業の主力。

・国の漁業就業者確保・育成事業等担い手対策の活用により神奈川県や
滋賀県など島外から新規就業（このうち平成21年度以降中型まき網に
12名）。

○ 特徴的な取組
・島をあげての「休日の設定」等、若者ニーズに即した環境づくり。
・県では市町や漁協と協力した募集、研修、就業及び定着までの一貫し
た支援体制（研修期間の延長等）を整備。市は新規就業者の住宅対策
に積極的。

・６次産業化総合事業計画の認定を受け、全国展開の居酒屋チェーン首
都圏各店舗への直送取引を開始する新たな取組。

○ 今後の展望等
・新規就業者への研修・指導体制を充実させ、漁業の持続的な発展に
不可欠な新たな担い手の定着を目指す。

大島漁港

産地直送の鮮魚（イメージ）



⑮ ベテラン・若手連携で加工品開発
（山口県田布施町：山口県漁協田布施支所「新鮮田布施」）

○ 概要・データ
・山口県漁協田布施支所では小型底びき網漁業を主体に、ハモ、コウイ
カ、カレイ類等の多種多様な魚介類を水揚げ。

・漁村外からの若年就業希望者の受入を積極的に推進。漁業をめぐる厳
しい環境下でも若年就業者が安定的に生活していけるよう、漁業技術
指導のほか漁村での生活面も含めての受入体制づくりに努めている。

・平成25年度全国青年・女性漁業者交流大会 農林水産大臣賞 受賞

○ 特徴的な取組
・ベテラン漁業者夫婦（師匠）と若年就業者夫婦（弟子）がグループ
「新鮮田布施」を結成。師匠の指導のもと、小型底びき網や建網で漁
獲される低価格魚・未利用魚の付加価値向上を図るため、加工品づく
りに着手。

・生産した冷凍フライ、一夜干し等の加工品は、町内の物産館（田布施
地域交流館）などで販売。地域住民にも好評を博している。

・市場に出しても非常に安価であった低価格魚等の単価は、加工販売す
ることにより10倍近くに上昇。また、従来の水揚げと合わせ、これま
での２倍以上の純利益を達成。

○ 今後の展望等
・新たな若年就業者を地区に招き入れ、現在の「弟子」が「師匠」と
なって「新鮮田布施」の活動を継続していきたい考え。

「新鮮田布施」のメンバー

加工場で低価格魚等を加工（上）
主力商品のフライ半製品（下）



⑯ 水産業を核とした草の根漁村交流
（徳島県美波町：伊座利の未来を考える推進協議会）

○ 概要・データ
・伊座利地区は、美波町の東端に位置し、三方を山に囲まれた小さな漁村集
落である。近年急激な過疎・高齢化により、平成４年に小中併設校の廃校
問題が勃発。これをきっかけに、住民による「地域おこし」が開始。

・平成12年、全住民が加入する「伊座利の未来を考える推進協議会」を設立
し、「交流」をキーワードに、草の根的な活動を展開。

・平成19年度農林水産祭 天皇杯（むらづくり部門）
平成19年度オーライ！ニッポン大賞

○ 特徴的な取組
・家族ぐるみでの伊座利地区への転入を呼びかけるため、子どもを対象と
した１日漁村留学体験「おいでよ海の学校へ」を実施。人口の増加、高齢
化率の低下などの成果につながっている。

・地域の漁師が、地域の子供たちにアワビ漁、伊勢エビ漁等の様々な体験を
教え、収穫物を学校給食に提供。

・海女さんや漁師のおばちゃんたちで運営するイザリＣａｆｅをオープン。その
日の朝獲れ鮮魚等の料理が好評で、休日には県内外から多数の人々が来訪。

○ 今後の展望等
・選ばれる田舎、外に開かれた田舎、出会い系の田舎を目指すことで創造的
に地域・集落を再生。 （「田舎deきゃばくら創造」）

海の学校の開校式

伊勢エビ料理体験教室

漁業体験



⑰ 漁協女性部による地域ブランド化の取組
（愛媛県宇和島市：遊子漁協女性部）

○ 概要・データ
・遊子漁協女性部では地域自体のブランド化を目指し、平成20年から養殖マダイや

ブリ等の地元水産物を用いた加工品の生産・販売を開始。
・平成22年から『遊子の台所プロジェクト』に着手。遊子ブランドのPRのため、移

動販売車（キッチンカー）による「たべ鯛（鯛釜飯の焼きおにぎり）」、「照り
てり寿司（ブリの照り焼きの押し寿司）」等の移動販売を県内外で展開。

・平成23年度農林水産祭 内閣総理大臣賞 受賞
平成23年度全国青年・女性漁業者交流大会 農林水産大臣賞 受賞
平成25年瀬戸内環境保全特別措置法制定40周年記念式典 環境大臣表彰 等
様々な賞を受賞。

○ 特徴的な取組
・漁協女性部活動の停滞を打破すべく、長年続けてきた女性部を絶やしてはならな

いとの思いから、平成20年にやる気のある部員を募り組織を大幅に改編。新生女
性部として女性部長が中心となり、女性部全員で地元水産物の加工・販売等に取
り組む。

・若い世代の参加も増え20代～60代までの幅広い世代が精力的に活動。
・商品の開発・販売にあたっては、専門家の意見を参考に商品パッケージ、ユニフ

ォーム、ポスター等に統一デザインを採用。トータルイメージを築くことで地域
自体のブランド化を目指す。

○ 今後の展望等
・地域活性化と対外的なPR活動に加え、将来的には長い歴史のある「海を守る活
動」や「魚食普及活動」を基盤とした地域の社会貢献事業に発展させたい考え。

キッチンカー（上）と
主力商品の「たべ鯛」（下）

統一ユニフォーム姿の
女性部メンバー



⑱ 高齢者でも取り組める漁業を目指して
（福岡県糸島市：糸島漁業協同組合加布里支所ハマグリ会）

○ 概要・データ
・ハマグリ会は、沖の漁業をリタイヤした高齢者や女性を中心に、ハマ
グリ資源の管理、漁業高齢者の生計維持を目的とし、平成9年に発足。

・ハマグリ資源の持続的利用のため、資源管理に必要な事項を協議。
また、単価向上のための出荷先、出荷方法・時期研究、資源を有効に
活用した漁業経営安定のための活動を実施。

・ハマグリの生産が安定したことにより、高齢者でも取り組める漁業と
して地域に貢献。

・平成23年全国豊かな海づくり大会 農林水産大臣賞（資源管理部門）受
賞

○ 特徴的な取組
・資源管理の取組として、(1)漁具･漁法の制限、(2)操業期間･時間の制
限、(3)殻長制限、(4)禁止区域の設定、(5)天然稚貝の移植放流、
(6)自主的な罰則の導入、(7)漁場監視、資源調査、適正漁獲量の決定
等を実施。

・経営安定のため、出荷先を地元福岡魚市場から関西方面に拡大。出荷
方法も発泡スチロールから手作りの高級木箱に変更するとともに、宅
配、相対取引に取り組むことで単価の向上を実現。

○ 今後の展望等
・ハマグリのブランド化を核として直販所での販売が拡大。漁業者自ら
によるかき小屋などが、地域の活性化につながっている。

「ハマグリの選別作業」

「出荷用木箱に入ったハマグリ」

「漁業者が運営するかき小屋」



⑲ 水産業と観光との連携
（大分県佐伯市：NPO法人 かまえブルーツーリズム研究会）

○ 概要・データ
・蒲江地区は、大分県南東部にある佐伯市の12の浦からなり、県内屈指
の水産地域。

・平成３年「大分県マリンカルチャーセンター」が建設され、地域住民
に水産業と観光の連携の意識が生まれた。平成18年には、「かまえブ
ルーツーリズム研究会」を設立し、平成20年にはNPO法人化。

・平成22年度農林水産祭 日本農林漁業振興会会長賞 受賞

○ 特徴的な取組
・平成19年に「あまべ渡世大学」を開校し、毎年６千人が体験。これにより、
新たな雇用も生まれているほか、地区の女性が蒲江の伝統料理等を
提供する「おばちゃんバイキング」は、新しい収入の場、高齢者の生きがい
ともなっている。

○ 今後の展望等
・６次産業化・地域ブランドづくりの取組が、養殖技術の開発、若手漁業後継

者の育成等にもつながるよう、取組を継続。

沖合のブリ養殖場で餌やり体験

緋扇貝キャンドル作り

女性グループによる蒲江料理の提供



⑳ 漁業等の体験型観光を通じた地域活性化
（沖縄県伊江村：伊江島観光協会）

○ 概要・データ
・沖縄県伊江村（伊江島）は、沖縄本島の本部港からフェリーで約３０分の
ところに位置。延縄漁やソデイカ漁、養殖業等の漁業や農業が盛んで、沖
縄県平均と比較しても第１次産業に就業する比率が高い。

・年々観光客が減少する中、2003年から日帰り型から滞在型観光への転換と
して修学旅行生の受入れを中心とする民家体験泊事業を開始。

・2013年には修学旅行の年間受入生徒数は年間約２万人、経済効果は約２億
円となるなど、地域の活性化に大きく貢献。

・平成19年度地域づくり総務大臣表彰（総務省）
平成23年度オーライ！ニッポン大賞 受賞

○ 特徴的な取組
・漁業や農業等、受入れ家庭の家業の手伝いを通じて島の暮らしを体験させ、
人間的な交流を深める「ヒューマンツーリズム」を村ぐるみで展開。

・伊江村には中学校までしかなく、進学する子どもは島を離れるため、空い
た子ども部屋を修学旅行等に活用。

・漁業・養殖体験や農業体験など、多種多様な家業体験を受入民家がサポー
トして実施。

○ 今後の展望等
・受入民家間の情報交換を密に行い、さらに魚介類や風土等の専門的なガイ
ドを育成するなど、民家体験泊事業のクオリティを向上。

・修学旅行をきっかけに伊江島ファンを増やし、再訪を促すなど、民家体験
泊事業を通じた地域活性化を推進。

漁業体験

民家宿泊体験を通じた
地域との交流



㉑ 異業種が連携した環境保全
（沖縄県恩納村：チーム美らサンゴ）

○ 概要・データ
・沖縄県内の企業６社と県外企業８社が参加して「サンゴ再生プロジエク
ト」を平成16年に結成。恩納村で地元ボランティア、ダイバーなどと
サンゴの増殖活動等を展開。サンゴ礁の保全を通じて地域の活性化に
貢献。

・平成24年全国豊かな海づくり大会 農林水産大臣賞（漁場・環境保全部
門）受賞。

○ 特徴的な取組
・公募した一般のボランティアダイバーによるサンゴ礁の植え付け活動
の際にサンゴ勉強会を開催するなど、参加者を含めた広範囲の市民に
対して環境保全意識の啓発を行っている。

・一般を対象としたサンゴの苗づくり活動や、県内外での「サンゴ
フォーラム」、「サンゴ教室」の開催などの啓発活動を行っている。

・養殖したサンゴの移植・放流を一般市民が親しみやすいよう「サンゴ
の植え付け」との造語を生み出し定着させるなど地域に密着した活動
を展開している。

○ 今後の展望等
・サンゴ礁は漁業生産だけでなく、景観、風致、観光資源等において重
要な役割を果たしており、サンゴ礁の保全のために、地域規模で企業、
市民、地域、行政がそれぞれの役割を果たしつつ一体となった先進的
な取組として評価されている。

「チーム美らサンゴ」ＨＰより

「植え付けられたサンゴ」

「サンゴの苗づくり」

「サンゴ教室」

https://www.tyurasango.com/index.html

https://www.tyurasango.com/index.html

