
海に感謝して
－瀬戸内の豊かな恵みを未来へ－

親切・丁寧、身近な相談しやすい農政局



中国四国農政局

瀬戸内海は多くの島や入り江が点在し、潮の流れが
複雑なため、多様な水産物の宝庫となっています。

岡山県でも、さまざまな漁業が営まれ、海の恵みが
わたしたちの食卓をにぎわしています。

豊かで美しい海も、時として自然の猛威を振るうこ
とがありますが、海は癒しの空間でもあり、わたした
ちの心に安らぎをあたえてくれます。

この豊かな海を未来へと引き継いでいくために、多
くの取り組みが行われています。



（撮影 ： かき筏（瀬戸内市 虫明））



日本人の食卓にとても身近な「魚」。魚料理はふだんの献立だけでなく、
お正月やお祝いのときにも欠かせない日本の食文化の重要な一端を担ってい
ますが、最近は「骨があって食べにくい」｢においが苦手｣「調理が面倒」な
どの理由から魚離れが進み、昔と比べて魚介類の消費量も減少しています。

一方で、海外では健康に良いなどの理由から寿司や刺身が人気を集めてい
ます。
あなたも、食卓へ新鮮でおいしい魚を取り入れてみませんか？

水産物には、動物性たんぱく質だけでなく、カルシウムや鉄分
などが豊富に含まれているほか、その脂質に含まれるＤＨＡ
（ドコサヘキサエン酸）、ＥＰＡ（エイコサペンタエン酸）は、
高血圧などの生活習慣病の予防や脳の発達などに効果があるこ
とが知られています。1

（べいかの酢みそあえ） （まながつおの照り焼き） （たい茶漬け）

（がしら（あかめばる）の煮付け） （たこ飯） （たこの煮付け）

（焼きままかりの酢漬け）

（あさりのニンニクしょうゆ漬け） （貝（かき）のつくだ煮）



瀬戸内海では、季節によってさまざまな魚介類が港にあがります。その季節ごと、つまり“旪”のおいし
い地魚を食べることは、海の資源の活用や食料自給率の向上にもつながります。普段の生活の中で、地元
のおいしい魚を上手に取り入れてみませんか？
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子どもに「好きな魚料理は？」と聞くと必ずあがる｢にぎり寿司｣。
日本食の代名詞にもなっている｢にぎり寿司｣も、外国から輸入された
ネタが多く使われています。
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日本人の魚の消費量は世界でもトップレベルです。
しかし、世界でも健康ブームなどから魚の消費量が急増しているため、今後

は魚を輸入して食べることができなくなってしまうかもしれません。
また、遠い外国からの輸入は、輸送によるＣＯ２排出などで環境にも負担が

かかっています。
地魚など近くでとれた物を食べ、あなたもエコ活動に参加してみませんか？

資料：農林水産省『漁業・養殖業食料水産年報』、財務省「貿易統計」
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資料：NGO「“大地を守る会”調査」

★テレビを１時間消すと…CO２ 10g削減できます

さば(ノルウェー) 【約8,600km 】

なら CO2 36g 

なら CO2 1,258g 

まぐろ(インドネシア) 
【約4,300km 】

なら CO2 16g

各地～岡山市まで魚を100g輸送した場合のCO2量を見てみましょう

さば(三重)
【約270km 】

CO2 ４g

まぐろ(千葉)
【約640km 】

CO2 11g
ちなみに、近くの
「備前市」から来ると…
【約30km 】

CO2 0.5g

さけ(チリ) 【約17,700km 】

なら CO2 67g 

なら CO2 2,676g 

資料：農林水産省『食料需給表』

「フード・マイレージ」という言葉を聞いたことがありますか？
日本は周りが海に囲まれているため、食料を輸入する際には必ず船舶・飛行機などが使われます。
いま、地球温暖化を抑制するためにCO2削減の取り組みが行われています。
地元の魚を食べること、これも１つのエコ活動。あなたもエコ活動に参加してみませんか？

近年、日本では魚離れが進み、魚
を食べる量が減少しています。
平成18年には肉と魚の消費量が逆
転しました。
また、魚介類の自給率をみると、
微増傾向にあります。

★ 魚介類の自給率（重量ベース)はこのように計算されます。

日本でとれる量（国内生産量）
自給率（％）＝

日本でとれる量（国内生産量）＋ 輸入量 － 輸出量 ± 在庫増減

さけ(北海道)
【約1,420km 】

なら CO2 24g

なら CO2 214g
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漁業経営体は平成10年から10年間で

151経営体(8.9%)減少しました。

また、漁業就業者も10年間で330人

(12.9%)減少しました。
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漁業就業者の年齢別構成割合（岡山県）

漁業就業者の年齢別割合を見ると、

平成20年には70歳以上が３割近くを

占め、高齢化が著しいことがわかり

ます。

資料：農林水産省「漁業センサス」

岡山では昔から底びき網、つぼ網など、さまざまな漁法で魚を獲ってきまし

たが、近年は獲る漁業から育てる漁業への転換を図るなど、漁師さん達は日夜

奮闘しています。

漁業で働く人たちや生産量は今どうなっているのでしょう。
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平成20年における主な働き手の年齢

別構成割合を見ると、海面養殖業に

比べ、海面漁業に従事している人の

高齢化が著しいことがわかります。

地元の漁師さん達は四季折々の魚介類を供給してくれます。
岡山の漁業・養殖業の特徴について調べてみましょう。
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資料：農林水産省「海面漁業生産統計調査」

資料：農林水産省「漁業センサス」
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かき類、のり類養殖収獲量ランキング

（平成21年）

全国順位 都道府県 収獲量 （ ｔ ）

1 広島県 105,882

2 宮城県 48,108

3 岡山県 18,260
収獲量は殻付き重量に換算しています。

（平成21年）

全国順位 都道府県 収獲量 （ ｔ ）

1 佐賀県 67,577

2 兵庫県 59,083

： ：           ：

10 岡山県 9,532
収獲量は生重量に換算しています。

か き 類

の り 類
岡山県は、“かき”や“のり”などの養殖が盛

んで、平成21年のかき類の収獲量は全国で

第３位です。



沿岸開発による藻場・干潟の減少、地球温暖化からの海水温の上昇などによ
る環境変化は、瀬戸内の水産物にも影響を及ぼしつつあります。
また、魚価格の低迷、漁業資源の減少、漁業従事者の高齢化など漁業を巡る

厳しい現実を抱えるなかで、豊かな海を守り育てていくために、漁業者が中心
となったさまざまな取り組みが行われています。
あなたも、豊かな海を次世代の子どもたちに伝えるため、出来ることから始

めてみませんか？

藻場や干潟は「海のゆりかご」ともいわ
れます。藻場は魚類の産卵の場や幼稚魚
の生育の場、干潟は貝類やゴカイなどの
生息の場となっており、水を浄化させる
機能をも果たしています。しかし近年、
沿岸開発による埋め立てや水質汚染など
によって、藻場や干潟が減少し、水産資
源の減少や漁場環境の悪化を招いていま
す。

資料提供：水産庁
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豊かな海を守り育てていくために漁業者や漁協、行政機関が中心となり、浜辺の清掃や稚魚の放流など
さまざまな取り組みが行われています。また、魚料理教室や朝市などの消費者との交流も行われ、魚の
消費拡大や地域活性化の大きな原動力となっています。

干潟・藻場の再生

稚魚放流植 樹

魚介類の産卵・育成の場として、また水質の
浄化にも重要な役割を持つ干潟・藻場の回復に
取り組んでいます。

笠岡市大島地先や浅口市寄島町地先では人工
干潟を造成して
いる他、アマモ
を増やし藻場の
回復を行ってい
ます。

＊アマモ・・・浅い海に群生している海草で、水をきれいに
したり幼稚魚の住みかや産卵の場所として欠
かせません。

漁師さんが山で植林！不思議な感じがしますが、
山の栄養分が川から海へ流れ、植物プランクトンが
発生し魚が集まってきます。

森林の環境を守ることが、海の環境を守ることに
なります。

漁業者や市民が
協力して、植樹を
実施しています。

地域資源である水産物の育成のため、地域
の特性にあった魚介類（オニオコゼ、ガザミ
等）の放流や、
底びき網の網目
を大きくして、
幼稚魚をとらな
いようにしてい
ます。

漁協と遊漁関係団体が

連携した取り組み

浜辺の清掃

７月２０日の「海の日」を前後して、岡山
県下全域において、漁業者や市民が協力して
漁場や浜辺のゴミを清掃する、クリーンアッ
プ作戦が実施されています。

海を守るための
取り組みをご紹
介します

守る

育てる
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その他

資料：農林水産省「漁業センサス」
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親子さかな料理教室 直売所・イベント

岡山県漁協女性部連絡協議会は、小学生の
親子を対象とした「浜の母ちゃん」の親子魚
料理教室を毎年開催しています。

地物の新鮮な魚を使い、うろこの取り方や
魚のさばき方などを教わりながら料理を作り
ます。消費者の水産物への関心を高めてもら
い、地産地消による水産物の消費拡大を図っ
ています。

ふれあう

地物の新鮮な水産物を消費者に安価で提供
するために直売所を開催しています。

また、随所で定期的に朝市やイベントなど
が開催され、県内外から多くの人が訪れ、賑
わっています。

漁協と都市住民との交流活動

【漁業体験】
地びき網、定置網、底びき網等の漁業を
実際に体験できる活動をいいます。

【魚食普及活動】
水産物の消費拡大と漁業への理解を深め
てもらうことを目的として、魚の料理教室や
パネル展示等の活動をいいます。

資料：農林水産省「漁業センサス」

知っていますか？！

魚は地方名で呼ばれることがよくあります。岡山県でもこんな風にいろいろな名前で呼んでいます。
あなたは、いくつわかりますか？

① アカメバル ② ギザミ ③ タモリ
④ ウキソ ⑤ ツナシ ⑥ ツノギ
⑦ カツオ ⑧ ベカ ⑨ ハリイカ
⑩ ワタリガニ

(注：掲載した地方名は、岡山県内でも地域により違う呼び方がある場合があります)

答え
①カサゴ②キュウセン③セトダイ④メバル⑤コノシロ⑥カワハギ⑦マナガツオ⑧ベイカ
⑨コウイカ⑩ガザミ

組合 組合 100人 組合 100人

全　  　国  1 041   200  1 209   271  10 423

岡  　　山   27   10   24   4   1

延　べ
参加人数

漁協数計

漁 業 体 験 魚食普及活動

区    分 実施した
漁協数

延　べ
参加人数

実施した
漁協数

（岡山県 水産課 HPより）
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①
五味の市（ごみのいち）（備前市）

その日に獲れた新鮮な魚介類を威勢の
良い漁師のおかみさんたちが販売してい
ます。 その場で魚をさばいてもらうこ
ともできるので、魚の種類や料理方法な
どいろいろ聞きながら買い物するのがお
勧めです。鮮魚の他、みりん干しや干し
エビ等加工品、冬場にはカキも販売して
います。

<営業時間> 9:00～16:00
(完売後閉店)

<定休日> 火曜日
(火曜日が祝日の場合水曜日）

<住所> 備前市日生町日生801-4
<問い合わせ先> 日生町漁協

0869-72-1181

海の駅しおじ（備前市）

練り製品や乾物等を中心に販売してい
ます。バーベキューコーナーも用意され
ているので、しおじや五味の市で購入し
た魚介類を炭火で焼いてすぐに食
べることができます。店のあたり
には焼きあなごの香ばしい香りが
漂っており、食欲をそそります。

<営業時間> 9:00～17:00
<定休日> お盆・年末年始
<住所> 備前市日生町日生801-4

<問い合わせ先> 日生町漁協
0869-72-1181

②
真魚市（まないち）（備前市）

地元でとれた新鮮な魚介類を販売しています。
毎週日曜日には朝早くから魚介類だけでなく、農
産物などの販売も行われ、多くの人でにぎわって
います。
<営業時間> 平日・土曜日 10:00～16:00

日曜日 7:00～12:00
<定休日> 水曜日
<住所> 備前市穂浪2837-5
<問い合わせ先>伊里漁協 0869-67-0016

③
邑久町漁協直売所（瀬戸内市）

春から秋は県内各地の加工品を中心に販売。冬
になるとカキの販売が行われます。邑久町漁協女
性部が作る「かきの佃煮」や「しらも（海藻を干
したもの）」も販売しています。
<営業時間> 8:00～16:00
<定休日> 火曜日
<住所> 瀬戸内市邑久町虫明5165-196
<問い合わせ先> 邑久町漁協直売所

0869-25-1010

④
児島漁協直売所（倉敷市）

近年施設がリニューアルされまし
た。その日に獲れた地物水産物を豊
富に扱っています。さらに直売所内
の生け簀にはマダコなどの活魚も取
り扱っています。

<営業時間> 9:00～12:00
<定休日> 第1・2・4月曜日、第2・

4火曜日、お盆・年末年始

<住所> 倉敷市大畠1-1706-2
<問い合わせ先>児島漁協

086-479-9906

⑤
水産物展示直売所
「ふゅーちぁー」

（倉敷市）

地元倉敷市で水揚げされた魚介
類を中心に販売しており、下津井

名産の干しダコなども販売
しています。鮮魚の他にも
県内各地の土産物なども販
売しています。
<営業時間> 8:00～17:00
<定休日> １月１日～３日
<住所> 倉敷市児島駅前3-

23
<問い合わせ先>
岡山漁連｢ふゅーちぁー｣

086-473-2278

⑥
大島美の浜漁協朝市

（笠岡市）

朝８時から鮮魚を販売。施設
も新しくなった笠岡市漁協施設
内にて豊富な魚介類を取り扱って
います。

<営業時間> 8:00～12:00 
(完売後閉店)

<定休日> 水曜日､日曜日､祝日
<住所> 笠岡市大島中1839-1
<問い合わせ先> 笠岡市大島

美の浜漁協
0865-67-1009

⑦
瀬戸の市（笠岡市）

平成19年２月にオープンした直売所。毎
朝水揚げされる新鮮な魚介類の他、地元
産の野菜や果物、花も販売しています。

<営業時間> 8:30～13:00
<定休日> 第2,4水曜日､日曜日､祝日
<住所> 笠岡市美の浜47
<問い合わせ先> 笠岡市大島

美の浜漁協
美の浜支所
0865-67-2076

⑧
浜の母ちゃん 寄り道（浅口市）

平成20年12月にオープン。漁場と風土に恵まれた
寄島漁港。鮮魚の他にも花や惣菜といったものも取り
揃えてあります。おいしい味と新鮮なお魚を求めて寄
島へどうぞ。
<営業時間> 8:30～12:30
<定休日> 月曜日～水曜日、日曜日
<住所> 浅口市寄島町13003-38 
<問い合わせ先> 直売所｢寄り道｣(営業日)

0865-54-3756
寄島町漁協(休業日)

0865-54-2030

⑨
連島漁協朝市

（倉敷市）

季節に応じた地魚の対面販売を行って
います。季節によってはシラウオなど、他
の直売所ではなかなか見られない品目
の取り扱いもしています。また、ノリや干
物などの加工品の販売も行っています。

<営業時間>
毎週金曜日 9:30～(完売後閉店)

<住所> 倉敷市鶴の浦3-674-16
<問い合わせ先> 倉敷市連島漁協

086-444-8270

⑩
下津井とれとれ鮮魚市

（倉敷市）

朝６時から格安の魚を求めてたくさんの
お客さんでにぎわいます。

<営業時間>
毎週土､日曜日・祝祭日
6:00～(完売後閉店)

<住所> 倉敷市下津井1-9-8
<問い合わせ先> 下津井漁協

086-479-9301

（岡山県 水産課 HPより）

お盆･年末年始等の営業については、
各施設にお問い合わせください。

⑦
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岡山県では、瀬戸内海の豊かな恵みを多くの県民と分かち合うとともに、
次世代へ伝えていくため、漁業関係者をはじめ水産業に携わる人々と連携し
「豊かな海の恵みで地域を支える漁業」、「県民の豊かな食を支える漁業」
を目標と定め達成に向けて取り組みを行っています。

藻場や干潟の再生・拡大を行い産卵場や稚魚の保育場の確保、かき殻を活用した環境修復、美しい河川
流域環境の維持・拡大のために河川清掃、 森林への植林活動などの取り組みを行っています。

カキ殻の表面で成育するナマコ

藻場の底質改良技術を活用し、河口域から沖
合深場まで広範囲にわたる海域の底質改良技術
の開発に取り組んでいます。

○ 河口域干潟における底質改良技術の開発

吉井川河口干潟において、カキ殻を干潟に
すき込む方法で底質改良を施し、ハマグリの
種苗を放流して追跡調査を行っています。

○ 沖合浅場における底質改良技術の開発

倉敷市小原地先にカキ殻を散布し、底生生
物の変化を調べています。
これまでの調査で、散布したカキ殻の表面

にナマコが増殖するなど、底生生物が増加し
ていることが確認されました。

カキ殻を活用した取り組み

カキ殻の散布
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底びき網等で、網目を大きくして幼稚魚の保護、資源回復のために稚魚の放流、養殖業の安定生産の確立、
外来種・鳥類等による食害の防除などの取り組みを行っています。

岡山県の水産業を担う経営体の育成、新規就業者の確保と支援強化、地域特産物づくり、魚食普及活動
の実践、岡山県の特産品の開発とブランド化の推進、いきいきとした漁港・漁村づくりなどの取り組み
を行っています。

かき養殖

のり養殖

適切な漁場利用と衛
生面に配慮した品質管
理に努めて生産してい
ます。

「岡山かきトレーサ
ビリティシステム｣で､
育った海や、育てた漁
師さん等の情報も提供
しています。

網目を大きくして、
幼稚魚の保護に努める
とともに、決められた
サイズより小さな魚が
捕れた場合は再び海に
返すようにしていま
す。

この他にも、自主的
に禁漁日を設けるなど
資源管理に取り組んで
います。

岡山では、庶民的な魚として知られ
る岡山県産の舌ビラメを、ブランド魚
として全国に広める取り組みを行って
います。
岡山県漁連と岡山県は、この舌ビラ

メを呼び名も「岡山ソール」と名付
け、高級食材としてＰＲしています。

＊舌ビラメは、ヨーロッパなどでは「魚の
女王」と呼ばれ、「ムニエル」などの高級
食材として流通しています。

岡山ソール

資源管理 安定生産

河川から豊富な栄養
分が供給され、良質な
のりが生産されていま
す。

岡山のり

岡山かき

離島を一つの「島づくり」へ
～笠岡市もバックアップ～

過疎化・高齢化が進む笠岡諸島は、
個々の島の活性化を越えた６島を１つ
の島と考えて、互いに競争と連携を深
めながら島づくりを行っています。

その一環として、笠岡諸島で獲れた
天然魚を水揚げ後直ちに加工し、鮮魚
のみずみずしさと干し物の旨みを併せ
持った「魚の灰干し」を島の特産品と
して売り出しています。

「ほんに良い味岡山のり」の
ブランド表示のもと、県内外
に向けて消費拡大に取り組み
ます。

「美味しい・安全・安心」な
かきとして、さらなる品質向
上に努めます。
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（表紙 ： 倉敷市 下津井）

問い合わせ先

中国四国農政局 統計部
〒700-8532
岡山市北区下石井1-4-1岡山第２合同庁舎

℡ 086-224-4511（内2743、2726）

このパンフレットは中国四国農政局ホームページから
ダウンロードできます。
http://www.maff.go.jp/chushi/info/tokei/index.html

平成22年11月発刊（平成23年3月改訂）

（写真提供：岡山県、岡山県漁業協同組合連合会）


