
資源維持と市場需要を考慮したシャコ漁業（愛知県Ａ町） 

１ 概要 
 ① ≪概要・データ≫ 
  ・シャコ漁獲量が、1980年代 500トン/年→99年以降 200トン/年と減少                      
  ・02年から、シャコを漁獲している小型底びき網漁業の全経営体が 
   参加して資源回復に取組み｡その結果､資源量が回復傾向(資源水準は 
   ｢低位｣→｢中位」へ)                                         
 
 ② ≪特徴的な取組≫ 
  ・定期休漁日の設定→10年前と比べて出漁日数は1割程度減少 
  ・愛知県水産試験場が、春の産卵シャコの資源量を維持するため冬季 
  の水揚上限を提示。その際、冬場の水揚量や市場価格のデータを基に 
  水揚金額が減少しないように配慮 
  ・これを基に漁業者が12～2月に１隻１日当たりの水揚上限(カゴ数制 
  限)を設定。 →産卵シャコ量の増加と漁業収入の確保を図る 

【資源管理に取り組む漁業者への支援】  

カゴ(20kg)数による制限 

漁業者による協議 

２ 発見した現場の宝 
 【Ｂ漁業協同組合】 
  資源量維持と経営安定を両立させる、全経営体による資源管理の実践。 
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【資源管理に取り組む漁業者への支援】  

２ 発見した現場の宝 【Ａ漁業協同組合・Ｂ漁業協同組合】 
   ＩＱを通じた計画的漁獲による資源維持に加え、６次産業化にもチャレンジ 
   
  

 

個別漁獲枠制度を活用したホッキガイ漁業 （北海道Ａ市） 

１ 概要 
 ① ≪概要・データ≫ 
  ・1970年代よりホッキガイ資源の維持・増大を図るため資源量調査、外敵駆
除、  
   移殖放流などを実施。80年頃から個別漁獲枠制度(ＩＱ)を導入し、科学的知 
   見に基づく資源管理を推進（全漁業者が参加）  
  ・この結果、70年代半ばから100ｔ水準で推移していた漁獲量は、2000年以降増 
   加し、近年は300t水準まで回復   
 
 ② ≪特徴的な取組≫ 
  ・自主的ＩＱによる資源管理：北海道Ａ区水産技術普及指導所が資源量を推
定。 

   漁協部会において、兼業漁業の漁獲状況等も考慮して地区全体の漁獲限度量 
     を設定し､漁船毎に漁獲限度量を配分 
      ⇒ 資源維持と計画的な漁獲の実現 
  ・６次産業化:漁業者がむき身加工の上、袋･パック詰めを行い、最終製品を生 
   産。漁協・漁連から量販店へ直接販売 
 

移殖放流時の殻長測定状況 

漁協の直販商品 
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元気な島の漁業担い手確保（Ａ島） （山口県Ｂ市） 

１ 概要 
 ① ≪概要・データ≫ 
  ・Ｂ市の沖８kmの日本海に浮かぶＡ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13名） 
 ② ≪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  

【漁業経営の安定人材の育成・確保】  

２ 発見した現場の宝 
 ・新規就業者にとっては収入の不安定さがネックだが、中型まき網船の正社員としての 
 固定給を得つつ、実際の漁を通して「海・漁を知る」指導を受けることが可能 
 ・将来の独立経営への基礎固めができるよう、地域ぐるみの指導により不安を軽減する 
 ことで、「家庭を築き」定着 
 ・さらに、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への直送  
 取引を開始する新たな取組 

直送鮮魚BOX （イメージ） 
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若手漁業者によるサンゴ保全（Ａ島）（沖縄県Ａ村） 

 
１ 概要 
 ① ≪概要・データ≫ 
  ・沖縄県Ａ漁協の若手漁業者、漁協職員が、過去の白化現象等によっ 
   て衰退したサンゴ礁を再生するため、Ａ島周辺海域において、平成21 
   年度から国の「環境・生態系保全対策事業」を活用し、「食害生物（オ 
     ニヒトデ）の除去」、「浮遊・堆積物の除去」等を実施。 
  
 ② ≪特徴的な取組≫ 

・取組により回復が認められる一部の海域について、「保護区域の設 
  定」を行うなどサンゴ礁の維持・保全に貢献。 
・地元小学校の児童とともにサンゴ種苗の移植を行うなど、普及啓発活 
  動を積極的に実施。 

【若年就業者を中心とした地域漁業の活性化】              

２ 発見した現場の宝 
 ・環境・生態系保全の重要性を地域の子どもたちにも伝達。 
 ・サンゴの保全等、漁業を通じた環境保全活動は、水産業・漁村の持つ多面的機能を発揮 
  することにつながり、地域全体の利益につながるという認識を醸成。 
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地域ぐるみでアマモ再生を実現（Ａ町漁協）(岡山県Ｂ市） 

【若年就業者を中心とした地域漁業の活性化】              

２ 発見した現場の宝 
 【Ａ町漁協】 
 ・地域の若年漁業者等を中心とした藻場保全の取組に、学生、地域住民等に積 
  極的な普及啓発活動を実施。環境・生態系保全の重要性を地域住民等が認
識。 
   

１ 概要 
 ① ≪概要・データ≫ 

・昭和20年代に590haであったＡ町地先のアマモ場は、昭和60年に12haに減少。 
・その再生のため、昭和60年代より、漁業者らが再生活動を独自に開始。平成21年度
からは「環境・生態系保全対策事業」を活用して「アマモの移植及び播種」を実施中。 

  
 ② ≪特徴的な取組≫ 

・上記活動により、平成19年には80ha、平成23年には約200haにアマモ場が回復。 
・近年、アマモ場と関連の深いモエビやアイゴ、コウイカ類の漁獲量が増加傾向。 

  ・学生、地域住民等を対象とした普及啓発活動を積極的に実施。 
 ・藻場保全の取組に対しては、多年生アマモが生育できる底質の環境改善の検討が

必要（現在はほとんどが単年生）。 
 
 

（写真） 
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漁協女性部による地域ブランド化への取組 （愛媛県Ａ市） 

１ 概要 
 
 ① ≪概要・データ≫ 
  ・Ｂ漁協女性部は、平成20年から、地域自体のブランド化を目指し、地元で養殖 
   された水産物等を用いた加工品の生産・販売を開始。平成22年からは、キッチ 
     ンカーによる移動販売を県内外で展開 
  
 ② ≪特徴的な取組≫ 
 ・女性部活動の停滞と組織の形骸化に直面し、平成20年に組織を大幅改編。改編 
    後はやる気のある者のみが残り、リーダーが中心となって地元水産物の加工・ 
    販売等を積極的に展開。平成25年３月現在、24種類の商品を販売 
 ・現在は、若い世代の参加も進み、20代～60代の30名体制（平均年齢45才）。全 
    ての部員が積極的に活動 
 ・専門家の意見を参考に、商品の包装・ポスター・ユニフォーム等に統一デザイ 
    ンを採用。トータルイメージを築き、地域自体のブランド化を目指す 

【漁協女性部を中心とした地域漁業の活性化】  

２ 発見した現場の宝 
 
 ・食品加工や販売戦略に関するセミナー等に積極的に参加し、得られた知識や情報を商品開発や販 
  売に活用。（地域自体のブランド化手法など） 
 ・活動を軌道に乗せる段階まで、女性部リーダーが活動を牽引。現在は部員全員が積極的に活動 

（写真） 
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ベテラン・若手連携で加工品開発 （山口県Ａ町） 

１ 概要 
  
① ≪概要・データ≫   
  ・山口県Ｂ漁協では小型機船底びき網漁業を主体に操業、カレイ、コウイカ、 
   その他多種多様な魚介類を水揚げ。 
  
② ≪特徴的な取組≫ 
  ・Ｂ漁協では漁村外からの若年就業希望者の受け入れを積極的に推進。 
  ・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受入体制の整備に努めている。 

（写真） 

【若年就業者を中心とした地域漁業の活性化】  

（受賞暦等） 
平成○年度○○賞 

２ 発見した現場の宝 
 
 【若年就業者の経営安定を目指す漁業者グループ】 
 ・ベテラン漁業者夫婦（師匠）・若年就業者夫婦（弟子）がグループを結成。収入安定化を目指し、師匠の指 
   導のもと加工品づくり（低利用魚の付加価値化）を開始。 
 ・製品（冷凍フライ等）は町内の物産館等で販売、住民の好評を博し地産地消を推進。 
 ・経験の浅い若年就業者の取組が軌道に乗るには長期間を要するため、取組初期のハード支援だけでなく、 
  ソフト面を含めた中長期的な支援が必要。 
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１ 概要 
 

 ① ≪概要・データ≫ 
  ・昭和41年にブリの試験養殖に着手、43年からブリ養殖業を開始   
  ・ブリ養殖業者は137名。数量・金額ともＢ漁協の８～９割を占める  
 

 ② ≪特徴的な取組≫ 
  ・養殖業者と漁協が一体となって通年安定供給可能な体制を確立 
  ・漁協ブランド「鰤王（ぶりおう）」としてブリを販売 
  ・平成６年に加工場を整備。10年には対米輸出のためHACCP認証取得。 
  15年には「対ＥＵ水産物輸出施設認定」を受け、加工による付加価値向上や 
  輸出の拡大に取り組む（輸出は21か国へ輸出実績有り） 
  ・持続的養殖生産確保法の「漁場利用改善計画」認定第１号（平成11年） 

【内外の新たな需要の創出（国産水産物の流通・輸出の促進）】  

２ 発見した現場の宝 
 【Ｂ漁協】 
  ・ブランドの品質を確保するため、①オリジナル飼料を開発し全生産者が使用、②品質管理システムで 
   トレーサビリティを実施、③通年での安定供給を実現。 

養殖ブリのブランド化と内外販路拡大 （鹿児島県Ａ町） 
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漁業者のこだわりを活かしたトラフグ養殖 （兵庫県Ａ市） 

１ 概要 
 

 ① ≪概要・データ≫ 
  ・Ｂ漁業協同組合所属の漁業者が養殖トラフグ生産 
  ・平成16年から「Ａ島３年とらふぐ」ブランドで 
   出荷を開始。現在、年間約100トン生産 
  

 ② ≪特徴的な取組≫ 
  ・３年の長期養殖を可能とした技術開発、薬使用削減、 
  水温管理の徹底、大型生け簀での生産など、こだわり 
  の技術で、大きく、身の締まりがよく味も濃いと評判 

（写真） 

【内外の新たな需要創出（国内消費者向けの需要喚起）】  

上：２年もの0.8㎏          
下：３年もの約1.3kg ２ 発見した現場の宝 

 

 【Ｂ漁協、Ｃ水産株式会社】 
 ・地元の旅館・ホテル等での提供を広げ、地域観光とも連携。同時に首都圏等に飛び込み営業をかけて 
  販路拡大に取り組む。 
 ・地域団体商標登録、「ひょうご安心ブランド」認証の取得による、他との差別化、ブランド保護にも尽力。 
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協業方式による大規模トラフグ陸上養殖 （長崎県Ａ市） 

１ 概要 
 

  ① ≪概要・データ≫ 
  ・ぶり養殖業者を中心とした若手生産者10漁業者で陸上養殖の共同組織を結成。 
   トラフグの陸上養殖施設を整備（上屋3棟、水槽58基（120トン）、取水設備 
   1基）し、平成22年初出荷。 
  ・年間約7万尾出荷、90トン（当初計画は84トン/年） 
  ・主な出荷先は、関西圏内の活魚問屋、地元の加工場（地元加工向け約4割） 
    
  ②≪特徴的な取組≫ 
  ・関連する餌料会社からの良質な餌を使い、養殖、販売までの一貫生産が可能。   
  ・天候の影響を受けずに給餌ができるため、海上養殖より成長がよく、高品質   
   な魚を生産することが可能。 
   ・施設面や作業効率などは徹底して低コスト化に取り組んでいる。   

２ 発見した現場の宝 
  ・養殖技術の向上により歩留まり約95％を達成。 
  ・大型で高品質であるため、海上養殖物より10～15％高値で取引。  
  

【漁業経営の安定と人材の育成・確保】  

（写真） 
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漁業者等による地魚ブランド化（Ａ漁協）（富山県Ｂ市） 

１ 概要 
 

 ① ≪概要・データ≫ 
  ・組合員数：１，７４３名（正組合員：２１４名、准組合員：１，５２９名）   
  ・基盤漁業：定置網漁業（漁獲量：３，０３２ｔ、漁獲高：６８３百万円） 
  ・販売事業取扱高：１，５５５百万円 
  （平成２３年業務報告書より） 
 
  

 ② ≪特徴的な取組≫ 
  ・漁業を中心に加工業者、買受人等による「LLP（有限責任事業組合）JF富山  
   フーズネットワーク」を組織し、地魚を活かした「JF魚津ブランド」製品の開 
   発・製造・販売を実施。 
  ・HACCP手法導入による高度衛生管理施設（荷捌場、加工場）を完備し、水揚げ 
   から製品加工・出荷まで一貫した衛生管理による、消費者への安心・安全な商 
   品提供を実現。 

【内外の新たな需要の創出（国産水産物の流通・輸出の促進）】  

２ 発見した現場の宝 
 

 ・徹底した品質管理と需要者の要望に対する素早い対応で、大手量販店、生協等と 
  の信頼関係構築により、商品アイテムと販売数量は年々増加。 
 ・需要に見合った加工場の規模拡大等による生産体制の見直し、効率化が課題。 
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三陸の海の恵みを食卓へ （㈱Ａ商店） （宮城県Ｂ市） 

【内外の新たな需要の創出】（国内消費者向けの需要喚起） 

１ 概要 
 

 ①≪概要・データ≫ 
 ・Ｂを拠点に三陸で、水産(卸売、加工)だけでなく、観光 
  (ホテル、飲食、物販)事業等を多角的に展開。 
 
 ② ≪特徴的な取組≫ 
 ・震災を経営戦略見直しに前向きに活用。魚の仕入販売から 
  付加価値の高い加工品製造販売へシフト。 
 ・観光部門を持つ強みを活かし、商品開発。自社のシェフの 
  メニュー考案や自社物販施設でのテスト販売等を経て、 
  「売れる」商品を研究。魚惣菜ではまだ少ない洋風テイス 
  トの加工品を開発。ファストフィッシュにも申請・選定。 
 ・震災で９工場中８工場が甚大な被害。地域を支えるため、 
  従業員約800人全雇用を維持し、早期に操業再開。 
 

２ 発見した現場の宝 
 

 ・地域の知恵を活かし、消費者ニーズを把握し付加価値の高 
  い商品の開発。    
  

三陸産のサバ、サケ、タラを使用したファスト
フィッシュ。湯煎又は電子レンジで温めるだけで、
本格レストランの味を家庭で気軽に楽しめる。常
温で１年間保存可能。 

ファストフィッシュのロゴマークを活用した販促活動 
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未利用資源等を活用した商品開発（Ａ地区） （鹿児島県Ｂ市） 

１ 概要 
 

 ① ≪概要・データ≫ 
  ・平成23年にＡ地区漁業集落婦人部が母体となり、地元水産物の普及、 
   特産品の開発を目的に加工部会を結成。   
  ・同年11月に販売施設をオープン。    
② ≪特徴的な取組≫ 
  ・試験場や先進地を訪問し、未利用資源や安価な魚種に付加価値を付けた 
  水産加工品についての研修を実施。 
  ・アイザメ、イソマグロ、タカセガイなどの未利用魚等を活用した新商品 
  を開発。また、各種イベントへの参加、試食会の実施を行い、商品開発    
  のため消費者の声を反映。 
     
  

   

２ 発見した現場の宝 
 

 ・新商品の開発による魚価の底上げ。 
 ・漁業集落代表（キーパーソン）が明確な方向性を示し、婦人部等のやる気を起こさせた。 
  

 
 
 

【女性グループを中心とした地域の活性化】               
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高度衛生管理型漁港を核とした輸出促進   （青森県Ａ市） 

１ 概要 
  
① ≪概要・データ≫ 
  ・Ａ漁港は、水産業の振興上特に重要な漁港として政令で指定された特定 
   第３種漁港（全国で１３漁港）の一つ。    
  ・主に、いか類、さば類等の産地。 
 
 ② ≪特徴的な取組≫ 
  ・官民一体の輸出促進への取組（青森県農林水産物輸出促進協議会の設置） 
  ・高度衛生管理対応型の荷さばき所を整備中（H19～H28）。一部完成。 
  ・Ａ産水産物のブランド化（前沖サバ等）への取組と加工食品の開発 
  ・サバの生食を目指した冷凍技術や活魚（ヒラメ）の新たな輸送方法の研究 

【官民が一体となった輸出志向の水産業の展開】  

２ 発見した現場の宝 
 

 ・東アジア及び東南アジアを中心に輸出促進を展開中（対EU輸出生産漁船の竣工、対EU輸出対応の
荷捌き施設整備）。さらに、EU HACCPの取得を準備中。 
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雪氷を活用した漁獲物の衛生管理対策   （北海道Ａ町） 

１ 概要 
 

 ① ≪概要・データ≫ 
  ・Ａ漁港は、イカ釣り、エビ桁漁業など北海道の日本海北部有数の流通拠点漁 
   港。平成22年からハード・ソフト一体で衛生管理対策を推進 
 

 ② ≪特徴的な取組≫ 
  ・平成23年に、町、漁協が主体となって、漁港荷捌き所の夏季の温度上昇による 
  漁獲物の鮮度低下を防止するため、積雪量が多い地域特性を活かし、水産分野 
  では全国で初めて「雪氷を活用した荷捌き所の冷却システム」を開発 
 ・町の除雪事業と連携し、コスト負担なく水産物の鮮度保持を実現 
 ・荷捌き所における漁業者・仲買人の就労環境の改善 
 ・ロゴマーク等を活用し、Ａ産の雪氷鮮魚のブランド化を推進 

【再生可能エネルギーの活用、水産物の衛生管理対策の強化】   

荷捌き所内の冷却システム全景 

冷却システムの雪貯蔵庫 

２ 発見した現場の宝 
 

・寒冷地の自然を活用したシステム開発と、漁獲物の鮮度保持を実現、それをブランド化に結びつけ
「エコ漁港」として発信 
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 省コスト・高鮮度化による魚価向上  （宮崎県Ａ市） 

１ 概要 
 ① ≪概要・データ≫ 
  ・宮崎県Ａ市（南郷地区）では、平成23年度より、(社)全国近海かつお・まぐろ漁 
   業協会を事業実施者として、近海かつお一本釣り漁船の小型化により、省エネ、省 
     人、省コスト化を図り生産コストを削減するとともに漁獲物の高鮮度化による生産 
     金額向上を目指し、収益性改善に取り組んでいる。 
 
② ≪特徴的な取組≫ 
 ・漁船の小型化(70トン→19トン)による生産コストの削減(燃油消費量10％の削減) 
 ・海水滅菌装置を導入し漁獲物の高鮮度化を図ることによる漁獲物の 
  単価向上 
  ・運送業者を入札制度で選定することによる流通コストの削減 
   

２ 発見した現場の宝 
 ・脂質測定、サイズ選別等の明確な基準を作成し、高品質カツオの宮崎県水産物ブランド品 
  認証取得に向け、取組中 
  

 
 
 

【資源管理・漁業経営の安定・内外の新たな需要の創出】 
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 付加価値型漁業への転換   （千葉県Ａ市） 

１ 概要 
 

 ① ≪概要・データ≫ 
    ・Ａ沖合漁業生産組合が、平成20年6月から23年5月まで、漁船の小型 
   化及び協業化による生産コストの削減並びに高鮮度での漁獲物の販売 
   による付加価値の向上を図ることにより、収益性改善に取り組んだ。 
 

 ② ≪特徴的な取組≫ 
  ・漁船の小型化(70トン→19トン)により、燃油消費量を47％及び乗組員 
   数を2名削減(7名→5名) 
  ・4隻の協業化により、一般管理費を削減（4,241千円） 
  ・ヤリイカを船上で箱詰めし、高鮮度で出荷することによる付加価値の 
   向上 
  

２ 発見した現場の宝 
 
・Ａ物産展との連携で、居酒屋に直販を試行（H22年度66箱） 
・ホームページの開設やポスター及びチラシ、のぼり旗等を作成し、「Ａの底魚」をPR 

 

【資源管理・漁業経営の安定・内外の新たな需要の創出】 

181 



1人でも操業可能な漁業技術開発   （大分県Ａ市） 

 

１ 概要 
 

 ① ≪概要・データ≫ 
  ・大分県Ａ市（Ａ地区）のタチウオ曳き縄漁業は、現在ほとんどの船が 
   夫婦２人で操業。 
  ・平成23年度から、将来の後継者問題を見据えて、１人乗りでも収益が確保 
   できる新たな操業技術を開発し、揺れる船上での選別・計測作業の軽減、 
   投縄・生餌の付替え作業軽減と経費節減を目指している。 
 
② ≪特徴的な取組≫ 
 ・漁業者、県水産研究部、（独）水産総合研究センター、機器メーカー等  
  が緊密に連携して、低コストの船上台秤、作業性を改善した投縄装置、耐  
  久性の高い新疑似餌を開発し、実操業で試用。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

２ 発見した現場の宝 
 

 ・開発した機器の活用によりコストを低減 
 ・新疑似餌による資源管理効果（小型魚の釣獲が抑制）を期待 
 ・販路拡大に向け，市，漁協，地元水産高校等とも連携、タチウオを弁当用の商材として製品化 
 
 
 
 

【資源管理・漁業経営の安定】  

  
 
 
 

【船上秤】 

【新擬似餌】 【投縄装置】 
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１ 概要 
  
① ≪概要・データ≫ 
  ・愛媛県は真珠生産量第１位の県であり、そのほとんどを宇和海で生産   
  ・真珠生産に必要なアコヤガイ（真珠母貝（ぼがい））の生産量も全国１位 
  ・真珠養殖業者、真珠母貝養殖業者は、それぞれ約３００経営体   
  
 ② ≪特徴的な取組≫ 
  ・愛媛県漁連が開催するパールフェスタやＡ市が開催するデザインコンテ  
  ストなど、地域一帯となって真珠のＰＲを実施 

【漁業経営の安定・新たな需要の創出】 

地域一帯で真珠の魅力発信  （愛媛県Ａ市、Ｂ市、Ｃ町） 

 
２ 発見した現場の宝 
  
 【多様な真珠生産】 
  
 ・養殖環境(海水温や生産地区毎に異なる真珠の特性)を活かした生産手法を確立 
  
 ・越物(こしもの)と呼ばれる養殖期間が通常の2倍(2年間)の真珠は高品質で高い評価 

183 



内水面漁業の活性化プロジェクト （和歌山県Ａ町） 

１ 概要 
 

 ① ≪概要・データ≫ 
  ・平成23年３月、町、漁協、県、観光協会等からなる産地協議会を設立し、 
   国の「産地水産業強化支援事業」を活用し、水産加工施設を整備 
  ・23年９月台風12号の被害を受けたが早期に復旧 
  ・24年度の加工実績：アユ６万尾、アマゴ３万尾 
 

 ② ≪特徴的な取組≫ 
  ・水産加工施設整備により、アユ、アマゴの加工品開発、高付加価値化に取
組。 

  ・学校給食へのメニュー提供のため調査を実施 
  ・県食品衛生管理認定制度のレベル１を取得（HACCP導入前提条件の一般衛生 
   管理に取り組んでいること） 

２ 発見した現場の宝 
 

 ・販路拡大を目指すため、積極的にマーケットを開拓中。今後は内外に誇れる特産品化が課題 
 
 

【内外の新たな需要の創出】  
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