
別記様式第 2号 別添 

浜の機能再編広域プラン 

 

１ 広域水産業再生委員会 

 

広域委員会の

構成員 

・加賀地区地域水産業再生委員会 

・金沢地区地域水産業再生委員会 

・中部外浦地区地域水産業再生委員会 

・輪島地区地域水産業再生委員会 

・珠洲地区地域水産業再生委員会 

・能登地区地域水産業再生委員会 

・七尾地区地域水産業再生委員会 

・石川県漁業協同組合 

・一般財団法人 石川県水産振興事業団 

・石川県 

・株式会社ジェファ 

オブザーバー  

 

 

対象となる地

域の範囲及び

漁業の種類 

石川県全域 

・加賀地区（加賀市～白山市） 

底びき網漁業（9経営体）、船びき網漁業（2経営体）、定置漁業（7 経営体）、 

刺網漁業（52 経営体）、採介藻漁業（18 経営体）、延縄（釣）漁業（54 経

営体） 

・金沢地区（金沢市～かほく市） 

底びき網漁業（23 経営体）、刺網漁業（32経営体）、かご漁業（1経営体）、

定置漁業（1 経営体） 

・中部外浦地区（かほく市～志賀町） 

まき網漁業（3経営体）、底びき網漁業（27 経営体）、かご漁業（12経営体）、

船びき網漁業（12経営体）、定置漁業（6経営体）、刺網漁業（196経営体）、

採介藻漁業（81 経営体）、その他（279 経営体） 

・輪島地区（輪島市） 

底びき網漁業（42経営体）、まき網漁業（4経営体）、定置漁業（8経営体）、

刺網漁業（248 経営体）延縄（釣）漁業（55経営体）、いかつり漁業（1経

営体）、その他（13 経営体） 

組織名 石川県広域水産業再生委員会 

代表者名 小川 栄 



・珠洲地区（珠洲市） 

底びき網漁業（18経営体）、定置漁業（14経営体）、刺網漁業（233経営体）、

いかつり漁業（3経営体）、船びき網漁業（2経営体）、延縄（釣）漁業（161

経営体）、採介藻漁業（225経営体） 

・能登地区（能登町） 

定置漁業（27 経営体）、いかつり漁業（46経営体）、刺網漁業（43 経営体）、

底びき網漁業（5経営体）、かご漁業（2 経営体）、その他（137経営体） 

・七尾地区（穴水町～七尾市） 

定置漁業（46 経営体）、底びき網漁業（44経営体）、延縄漁業（23 経営体）、

刺網漁業（149 経営体）、カキ養殖業（76経営体）、トリガイ養殖業（33 経

営体）、まき網漁業（5 経営体） 

 

２ 地域の現状 

（１）地域の水産業を取り巻く現状等 

石川県は、海岸線総延長が約 583ｋｍにおよび、広大な砂浜海岸で底びき網に適した加賀海域、

岩礁地帯で多くの天然礁が存在し刺網などの好漁場となっている能登外浦海域、冬でも静穏で急

深なため日本有数の定置網地帯となっている能登内浦海域、貝類養殖が盛んに行われている七尾

湾海域など変化に富んだ様相を呈している。 

このように海域の特性に応じた種々の漁業が営まれているが、水産資源水準の悪化や家庭での

「さかな離れ」に代表される需要の低迷により、漁業生産量、漁業生産額ともに減少傾向にある。

さらに近年の燃油及び漁業資材価格の高騰により漁業経営が悪化している。 

また、石川県の漁業就業状況については、平成 25 年の漁業センサスによれば、漁業就業者数

は 3,296 人であり、前回に比べ 724 人減少している。漁業就業者を年齢階層別にみると 60 歳以

上の漁業就業者数は 1,958人と全就業者の 59.4%を占め、高齢化が顕著である。漁業経営体数も

就業者と同様に減少しており、前回調査から 471 経営体減少し、1,718経営体となっている。 

このような状況を改善するため、本県の 7地域において地域水産業再生委員会を立ち上げ、平

成 26 年度に策定した「浜の活力再生プラン」において、「機能的な流通システムの確立」、「水産

資源の回復と維持」及び「魅力ある漁業経営の確立」により漁業所得の向上に取り組んでいると

ころである。 

【流通機能】 

県内各地区で水揚げされた漁獲物は、各地区の産地市場に出荷されるほか、県漁協が金沢港に

開設する産地市場である「かなざわ総合市場」に集荷・取引されている。各地区の浜プランでは、

「機能的な流通システムの確立」として、各地区の産地市場の機能強化や衛生管理対策、漁獲物

の高鮮度出荷による付加価値向上等に取り組んでいるところであるが、仲買人の減少や購買力の

低下といった課題があり、取組効果が魚価に反映されにくい状況にある。そこで、県内各地区の

産地市場の機能強化や流通の合理化を進めるとともに、かなざわ総合市場の拠点性をさらに高

め、県下の漁獲物の集約化を図る。 



また、かなざわ総合市場に新たに急速冷凍冷蔵機能を備えた水産鮮度保持施設を整備すること

により（石川県は鮮魚出荷が中心で、各地区の産地市場には冷凍冷蔵施設があまりない）、これ

までは多獲時に単価が下落していたものが、総合市場で県漁協が加工向け・冷凍向けに買い取り

販売を強化することで、魚価の下支えを図るとともに、多様化する消費者ニーズに対応できる水

産物供給体制の確保が求められている。 

さらに、県内産地市場の水産物荷捌施設は老朽化が著しく、機能の低下が危惧されていること

から、各地区の産地市場の機能分担を検討し、施設統合等により出荷・販売体制の一元化に向け

た取組が求められている。 

 

【氷供給機能】 

鮮魚流通においては、鮮度保持のために安定した氷供給能力の確保が重要であるが、県漁協が

保有する製氷・貯氷施設は、施設の老朽化に加え、氷供給能力が不足しており、需要期には民間

製氷業者からの買い入れが余儀なくされている。しかしながら、現状では、設備改修に多大な費

用を要することから老朽化対策は未だ進んでおらず、氷の需要期には、民間製氷業者の供給能力

自体が不安定であることから、氷の供給原価が増加し供給価格を押し上げ、漁業経営に影響する

ことが懸念されている。また今後、施設の老朽化のさらなる進行や民間製氷業者の廃業により県

内の氷供給機能が低下した場合、氷不足が恒常化し、水産物の鮮度保持に多大な影響を及ぼすと

考えられるため、速やかな氷供給機能の強化が求められている。 

 

【漁業経営・担い手】 

 本県の漁業生産量及び漁業生産額は、年変動があるものの長期的にみると減少傾向にあり、近

年の燃油高騰等によるコスト上昇から漁業経営が悪化している。また、水産物の安定供給の役割

を担う漁業者は減少・高齢化が進んでおり、さらに漁業経営体も減少傾向である。 

そのため、各地区の状況に応じて、就業前の体験乗船や実地研修、就業後のスキルアップ講習

などを積極的に実施し、担い手の確保・育成対策を図るとともに、漁業経営の改善に取り組んで

きた。しかしながら、漁業生産量及び漁業生産額が減少傾向にある状況の中では、思うように経

営改善が進まず、代船取得等が困難な状況である。このような状況が継続した場合、県内の漁船

数が減少し、水産物の安定供給に支障がでることから、持続可能な収益性の高い漁業経営に向け

た取り組みとして、中核的漁業者が所得向上に取り組むために必要な漁船の導入支援が求められ

ている。 

 

（２）その他の関連する現状等 

対象地域（石川県全域）の人口は、1,152,581 人で、男性 558,340人、女性 594,241人、世帯

数は 459,483世帯で、１世帯あたりの人数は約 2.5人である（平成 27年 8 月時点）。年少人口（0

～14 才）の比率は 13.2％で全国平均（12.8％）より 0.4 ポイント高く、生産年齢人口（15～64

才）では 59.6％で、全国平均（61.3％）より 1.7 ポイント低い。また、老年人口（65 才以上）

では 27.1％で全国平均（26.0％）より 1.1 ポイント高い。（平成 26年 10 月時点） 



産業別就業者数では、総数 582,449人で、第 1次産業 18,402人（3.2％）、第 2 次産業 159,109

人（27.3％）及び第 3 次産業 377,337人（64.8％）である。なお、漁業就業者数は 2,627 人で、

総数に占める割合は 0.45％である（平成 22 年 10月 1日時点 平成 22 年国勢調査産業等基本集

計結果より）。 

平成 27 年 3 月 14 日の北陸新幹線金沢開業により、東京－金沢間が最短 2 時間 28 分で繋がる

など首都圏からのアクセスが一段と向上した。またこれに先駆け、平成 25 年度から金沢と能登

を結ぶ自動車専用道路「のと里山海道」の無料化により、首都圏から多くの観光客の来県が見込

まれ、全国に石川県の新鮮な水産物をＰＲする絶好の機会が到来している。 

一方、家計調査年報（総務省）によると、全国の県庁所在地で金沢市（石川県）の年間生鮮魚

介類購入量が全国 4 位（平成 26 年）であるが、10 年前（平成 17 年）と比較すると、約 32％低

下しており（平成 17 年：55,076ｇ → 平成 26 年：37,333ｇ）、「さかな離れ」が深刻化している。 

このため、漁業者は県内小中学校での「おさかな給食」等の普及啓発活動により、次の世代へ

の県産水産物の PR に取り組んでいるが、需要の拡大には、消費者が購入しやすい店舗や飲食店

など販売先の拡大も必要であり、今後更なる情報発信の強化が課題となっている。 

 

３ 広域連携の方針 

（１）活性化の基本方針 

本県 7地域において「浜の活力再生プラン」を策定し、①機能的な流通システムの確立、②水

産資源の回復と維持、③魅力ある漁業経営の確立による取組みを進め、漁業所得の向上を図って

いるところ。 

各地域の取組みとあわせて、今後さらに、地域間を超えた県下全域での流通や水産関係施設の

機能再編、持続可能な漁業の推進にかかる取組みを進めることにより、石川県全体の水産業の競

争力強化を目指す。具体的には、 

１．流通システムの再編 

２．氷供給機能の強化 

３．県産魚の情報発信機能の強化 

４．持続可能な漁業の推進と担い手の育成 

の４本柱を活性化の基本方針とし、かなざわ総合市場に県内水産物の集約を進めるとともに、７

地域ではそれぞれ、産地市場の拠点化や施設の統廃合を検討し、効率的な流通システムの構築を

目指す。 

また、氷供給機能については、かなざわ総合市場と矢田新支所に新たな製氷・貯氷施設を整備

し、県下への氷供給の拠点とするとともに、各地域に数多く存在する老朽した製氷・貯氷施設に

ついては、地域ごとに今後の施設の更新修繕と統廃合を検討する。 

さらに、昨年の北陸新幹線開業による観光客の増加を好機と捉え、石川県産魚の情報発信に積

極的に取り組み、県漁協直営の鮮魚市場・鮮魚レストランでの消費拡大を図るとともに、持続可

能な漁業に向けた取り組みとして、資源管理型漁業・栽培漁業を推進し、新規就業者の求人・ス

キルアップ支援及び意欲ある漁業者の漁業経営支援に取り組む。 



 

（２）機能分担・連携に関する基本方針 

１．流通システムの再編 

○ かなざわ総合市場において急速冷凍冷蔵機能を備えた水産鮮度保持施設の整備を平成 27

年度に完了し、県漁協による買い取り販売の強化を図るとともに、県内の各地区の産地市場

で取り扱われない漁獲物を、かなざわ総合市場に効率的に集約する。 

○ 県漁協によって買い取った多獲時の漁獲物については、急速冷凍冷蔵機能を活用し、加工

原料又は高品質な加工品として販売することにより付加価値を高めるとともに、漁獲量の変

動を緩和し、通年で安定供給を図ることにより、魚価の下支えを図る。 

○ 多獲時に買い取られた漁獲物や高品質な冷凍品を飲食店等向けに供給するため、商品開発

や販路拡大に取り組む。 

○ かなざわ総合市場の老朽化している水産物荷捌施設の統廃合を行い、新たな水産物荷捌施

設を整備し、販売体制の一元化を図る。また、市場内での品質・衛生管理の基準の統一及び

市場関係者の意識改革に取り組む。 

○ かなざわ総合市場の拠点化を進めるとともに、県内でブロックごとに（７つの地域水産業

再生委員会ごとに）、市場や荷捌き施設の統廃合に向けた具体的な検討を進める。 

 

２．氷供給機能の強化 

○ 県内には浜ごとに製氷・貯氷施設が 39 ヶ所整備されているが、多くが老朽化しており、

さらにフロン R22問題等により設備の修繕が必要とされている。しかしながら、全ての施設

の修繕には多大な費用を要する。また、老朽化により突発的な不具合が生じた場合、供給に

支障をきたすおそれがあるほか、氷の需要期には、現状でも既に氷の供給が不足し、民間の

製氷業者からの買い入れ等で対応している状況である。よって、かなざわ総合市場と矢田新

支所に、県下への氷供給機能の拠点となる製氷・貯氷施設を整備し、その後ブロックごとに

氷供給を補完すべく県内の氷供給体制の整備・強化を図る。 

 

３．県産魚の情報発信機能の強化 

○ 流通拠点化を図る「かなざわ総合市場」、金沢港に直結する鮮魚市場「金沢港いきいき魚

市」（平成 11年 3月開設）とあわせて、石川県漁協が入居する石川県水産会館（金沢市）で、

平成 27年 11月に、県漁協直営の鮮魚レストラン「かがのと海鮮処 旬魚亭」を開設した。

両施設を活用し、地元住民や金沢駅を利用する観光客等に新鮮な県産水産物を提供するとと

もに、県産水産物の情報発信及び消費者ニーズの収集等に取り組むことで、県内外の消費者

に対して県産水産物の PRを図る。 

 

４．持続可能な漁業の推進と担い手の育成 

 ○ 県内の漁業への就業に関する相談窓口を一本化し、石川県漁業就業者確保育成センター

（事務局：石川県漁協）が設置されており、当センターの HP において、石川県の漁業情報



及び各地域の漁業者の求人情報を掲載し、担い手の確保を図る。 

○ 就業希望者に対して就業前に短期間の体験乗船を実施し、漁業に対する適性（船酔い等）

を確認し、漁業現場の実態の理解を図る。さらに、新規就業者に対して漁業現場での実地に

よる長期研修を実施することにより、漁業での定着を図る。 

 ○ 就業後の各段階（乗組員、幹部船員、経営者）に応じたスキルアップを目的とした講習会

を開催し、漁業者の資質向上を図る。 

 ○ 意欲ある漁業者の経営負担を軽減し、収益性の高い漁業経営への転換を図るため、意欲あ

る漁業者の漁船及び漁業用機器等の導入を支援する。また、意欲ある漁業者の取組内容を県

内の関係漁業者と共有し、県下全域の収益性向上に取り組む。 

○ 水産資源の持続的な利用に向け、資源管理型漁業・栽培漁業を推進する。 

 

（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 

石川県資源管理指針に基づく資源管理計画による自主的な資源管理措置 

 

（４）具体的な取組内容 

 １年目（平成 27 年度） 

地域活性化に

向けた取組 

１．流通の拠点化 

・ 魚価の安定と多様化する消費者ニーズに対応するため、かなざわ総合市

場に急速冷凍冷蔵機能を備えた水産鮮度保持施設を整備する。 

・ 水産鮮度保持施設を活用した買い取り販売の体制づくりを図る。 

・ 県漁協及び㈱ジェファは、北陸新幹線開業により、首都圏や都市圏への

アクセスが一段と向上したことから、県内及び首都圏や都市圏を中心とし

た商談会等へ積極的に参加し、販路拡大に取り組む。 

 ・ かなざわ総合市場内の老朽化している２ヶ所の荷捌施設を統廃合し、新

たな水産物荷捌施設を整備する方針について、協議を開始する。 

 

２．氷供給機能の強化 

・ 県漁協各支所の保有する製氷施設の統廃合を進めるため、「かなざわ総合

市場の自動製氷施設」及び「矢田新支所の角氷製氷貯氷施設」の整備方針

について協議を開始する。 

 

３．県産魚の情報発信機能の強化 

・ 県産水産物の情報発信機能と消費者ニーズの収集等のアンテナ機能拠点

となる県漁協直営の鮮魚レストラン「かがのと海鮮処 旬魚亭」の運営を

開始する。 

・ 鮮魚レストランにおいて、各地区で水揚げされた新鮮な漁獲物を消費者

に提供し、県産水産物の PR や石川県の漁業に関する情報を発信する。 



・ 店頭だけでなく HPや SNS 等を活用した水産物の PR にも取り組む。 

 

４．持続可能な漁業の推進と担い手の育成 

 ・ 石川県漁業就業者確保育成センターにおいて、県内の漁業情報及び各地

域の漁業者の求人情報を掲載し、担い手の確保に取り組む。 

・ 体験乗船制度や実地研修制度を活用し、新規就業者の確保・育成に取り

組む。 

・ 就業後の各段階（乗組員、幹部船員、経営者）に応じた講習会を開催し、

漁業者のスキルアップを図る。 

・ 水産資源の持続的な利用に向け、資源管理及び栽培漁業に取り組む。 

活用する支援

措置等 

強い水産業づくり交付金 

新規漁業就業者総合支援事業 

わかしお塾運営事業 

 

 ２年目（平成 28 年度） 

地域活性化に

向けた取組 

１．流通の拠点化 

・ 平成 27年度に整備した水産鮮度保持施設を活用し、多獲された低価格魚

を加工原料又は高品質の加工品として販売することにより付加価値を高め

るとともに、漁獲の変動を緩和し安定的に供給することにより、全体の単

価の底上げを図る。 

・ 水産鮮度保持施設を活用した買い取り販売を強化し、かなざわ総合市場

における過去 3 ヶ年平均（Ｈ24～Ｈ26 年）の販売取扱量より 5％増加を目

指す。また、各浜で水揚げされた後、各浜の産地市場ではなく、氷見市場

等へ出荷されている水揚げをかなざわ総合市場へ集荷し、かなざわ総合市

場の取扱増加と仲買人の集約を図ることにより、かなざわ総合市場の単価

向上を目指す。 

・ 県漁協及び㈱ジェファは、県内及び首都圏や都市圏を中心とした商談会

等へ積極的に参加し、販路拡大に取り組む。また、新たな販路先として海

外輸出について検討する。 

・ かなざわ総合市場内の老朽化している水産物荷捌施設の統廃合に向けた

整備計画を策定する。新荷捌施設は平成 31年度供用開始を目指す。 

 

２．氷供給機能の強化 

・ かなざわ総合市場の自動製氷施設及び矢田新支所の角氷製氷貯氷施設の

整備計画を策定する。 

 

３．県産魚の情報発信機能の強化 



・ 平成 27年度に整備した鮮魚レストランにおいて、県産水産物を県内外の

消費者に提供し、店頭・HP・SNS 等での県産水産物の PR に取り組む。 

・ 鮮魚レストランにおいて店頭アンケート等を実施することにより消費者

ニーズを把握し、今後の魚食普及の取組や商品開発へフィードバックする。 

 

４．持続可能な漁業の推進と担い手の育成 

 ・ 前年度の取組を継続し、担い手の確保・育成及び資源管理等に取り組む。 

・ 意欲ある漁業者が、収益性の高い操業を目指し漁船や漁業用機器を新た

に導入する場合や実証的な取組に対して国事業等の活用を検討する。 

活用する支援

措置等 

広域浜プラン緊急対策事業 

水産業競争力強化緊急施設整備事業 

新規漁業就業者総合支援事業 

わかしお塾運営事業 

浜の担い手漁船リース緊急事業 

競争的強化型機器等導入緊急対策事業 

効率的な操業体制の確立支援事業 

水産業競争力強化金融支援事業 

  

３年目（平成 29年度） 

地域活性化に

向けた取組 

１．流通の拠点化 

・ 水産鮮度保持施設を活用し、多獲された低価格魚を加工原料又は高品質

の加工品として販売することにより付加価値を高め、漁獲の変動を緩和し

安定的に供給することにより、全体の単価の底上げを図る。 

・ 水産鮮度保持施設を活用した買い取り販売を強化し、かなざわ総合市場

における販売取扱量を前年度より 5％増加を目指す。また、県内から他県

の産地市場へ出荷されている水揚げをかなざわ総合市場へ集荷し、かなざ

わ総合市場の取扱量増加と仲買人の集約を図ることにより、かなざわ総合

市場の取引単価の向上を目指す。 

・ 県漁協及び㈱ジェファは、県内及び首都圏や都市圏を中心とした商談会

等へ積極的に参加し、販路拡大に取り組む。また、新たな販路先として海

外輸出について引き続き検討する。 

・ 県漁協直営の鮮魚レストランにて把握した消費者ニーズをもとに、県漁

協が中心となり、ニーズに対応した商品開発に取り組む。 

・ 整備計画に基づき、かなざわ総合市場の水産物荷捌施設整備に着手する

ための準備を行う。新荷捌施設は平成 31年度供用開始を目指す。 

 

２．氷供給機能の強化 



 ・ かなざわ総合市場の自動製氷施設及び矢田新支所の角氷製氷貯氷施設の

整備計画の検討・検証を行う。 

・ 整備計画に基づき、かなざわ総合市場の自動製氷施設整備に着手する。

新自動製氷施設（かなざわ総合市場）は平成 30年度供用開始を目指す。 

 

３．県産魚の情報発信機能の強化 

・ 鮮魚レストランにおいて、県内各地域で水揚げされた新鮮な水産物を県

内外の消費者に提供するとともに、店頭・HP・SNS 等での県産水産物の PR

に取り組む。 

・ 店頭アンケート等により消費者ニーズの把握を継続する。 

・ 各地域の浜の活力再生プランに基づき開発された加工品や高鮮度な水産

物を試験的に旬魚亭、イベント等で販売し、消費者の評価を確認する。 

 

４．持続可能な漁業の推進と担い手の育成 

・ 前年度の取組を継続し、担い手の確保・育成及び資源管理等に取り組む。 

・ 意欲ある漁業者が、収益性の高い操業を目指し漁船や漁業用機器を新た

に導入する場合や実証的な取組に対して国事業等を活用し、操業の安定化

に取り組む。 

活用する支援

措置等 

広域浜プラン緊急対策事業 

水産業競争力強化緊急施設整備事業 

新規漁業就業者総合支援事業 

わかしお塾運営事業 

浜の担い手漁船リース緊急事業 

競争的強化型機器等導入緊急対策事業 

効率的な操業体制の確立支援事業 

水産業競争力強化金融支援事業 

 

 ４年目（平成 30 年度） 

地域活性化に

向けた取組 

１．流通の拠点化 

・ 水産鮮度保持施設を活用し、多獲された低価格魚を加工原料又は高品質

の加工品として販売することにより付加価値を高め、漁獲の変動を緩和し

安定的に供給することにより、全体の単価の底上げを図る。 

・ 水産鮮度保持施設を活用した買い取り販売を強化し、かなざわ総合市場

における販売取扱量を前年度より 5％増加を目指す。県内から他県の産地

市場へ出荷されている漁獲物をかなざわ総合市場へ集荷し、かなざわ総合

市場の取扱量増加と仲買人の集約を図ることにより、かなざわ総合市場の

取引単価の向上を目指す。 



・ 県漁協及び㈱ジェファは、県内及び首都圏や都市圏を中心とした商談会

等へ積極的に参加し、販路拡大に取り組む。また、海外輸出について試験

的に取り組む。 

・ 整備計画に基づき、かなざわ総合市場の水産物荷捌施設整備に着手する。

新荷捌施設は平成 31年度供用開始を目指す。 

 

２．氷供給機能の強化 

・ かなざわ総合市場で整備された新たな自動製氷施設を活用し、県内の氷

供給機能の強化を図る。 

・ 整備計画に基づき、矢田新支所の角氷製氷貯氷施設整備に着手する。新

角氷製氷貯氷施設（矢田新支所）は平成 31年度供用開始を目指す。 

 

３．県産魚の情報発信機能の強化 

・ 鮮魚レストランにおいて、県内各地域で水揚げされた新鮮な水産物を県

内外の消費者に提供するとともに、店頭・HP・SNS 等での県産水産物の PR

に取り組む。 

・ 店頭アンケート等により消費者ニーズの把握を継続する。 

・ 各地域の浜の活力再生プランに基づき開発された加工品や高鮮度な水産

物の試験販売を継続するとともに、消費者ニーズに対応した新たなメニュ

ー開発に取り組む。 

 

４．持続可能な漁業の推進と担い手の育成 

・ 前年度の取組を継続し、担い手の確保・育成及び資源管理等に取り組む。 

・ 意欲ある漁業者が、収益性の高い操業を目指し漁船や漁業用機器を新た

に導入する場合や実証的な取組に対して国事業等を活用し、操業の安定化

に取り組む。 

・ 収益性向上に向けた取組内容を関係漁業者と共有し、地域全体の収益性

向上に取り組む。 

活用する支援

措置等 

広域浜プラン緊急対策事業 

水産業競争力強化緊急施設整備事業 

新規漁業就業者総合支援事業 

わかしお塾運営事業 

浜の担い手漁船リース緊急事業 

競争的強化型機器等導入緊急対策事業 

効率的な操業体制の確立支援事業 

水産業競争力強化金融支援事業 

 



 ５年目（平成 31 年度） 

地域活性化に

向けた取組 

１．流通の拠点化 

・ 水産鮮度保持施設を活用し、多獲された低価格魚を加工原料又は高品質

の加工品として販売することにより付加価値を高め、漁獲の変動を緩和し

安定的に供給することにより、全体の単価の底上げを図る。 

・ 水産鮮度保持施設を活用した買い取り販売を強化し、かなざわ総合市場

における販売取扱量を前年度より 5％増加を目指す。また、県内から他県

の産地市場へ出荷されている漁獲物をかなざわ総合市場へ集荷し、かなざ

わ総合市場の取扱量の増化と仲買人の集約を図ることにより、かなざわ総

合市場の取引単価の向上を目指す。 

・ 県漁協及び㈱ジェファは、県内及び首都圏や都市圏を中心とした商談会

等へ積極的に参加し、販路拡大に取り組む。また、試験的な海外輸出の結

果を検討し、本格的な海外輸出に取り組む。 

 ・ かなざわ総合市場内に整備された水産鮮度保持施設（平成 27年度供用）

とともに、新たな水産物荷捌施設（平成 31年度供用）を活用し、販売体制

の一元化を図り、品質・衛生管理への取組みと県産水産物の付加価値化を

図る。 

 

２．氷供給機能の強化 

・ 整備された新たな自動製氷施設（かなざわ総合市場内、平成 30 年度供

用）・角氷製氷貯氷施設（矢田新支所、平成 31 年度供用）を活用し、両施

設の連携体制による民間業者等に依存しない氷供給機能の強化を図ること

により、漁業者への氷供給価格を下げ、漁業者のコスト削減に取り組む。 

 

３．県産魚の情報発信機能の強化 

・ 鮮魚レストランにおいて、県内各地域で水揚げされた新鮮な水産物を県

内外の消費者に提供するとともに、店頭・HP・SNS 等での県産水産物の PR

に取り組む。 

・ 店頭アンケート等により消費者ニーズの把握を継続する。 

・ 各地域の浜の活力再生プランに基づき開発された加工品や高鮮度な水産

物の試験販売を継続するとともに、消費者ニーズに対応した新たなメニュ

ー開発に取り組む。 

 

４．持続可能な漁業の推進と担い手の育成 

・ 前年度の取組を継続し、担い手の確保・育成及び資源管理等に取り組む。 

・ 意欲ある漁業者が、収益性の高い操業を目指し漁船や漁業用機器を新た

に導入する場合や実証的な取組に対してに国事業等を活用し、操業の安定



化に取り組む。 

・ 収益性向上に向けた取組内容を関係漁業者と共有し、地域全体の収益性

向上に取り組む。 

活用する支援

措置等 

広域浜プラン緊急対策事業 

水産業競争力強化緊急施設整備事業 

新規漁業就業者総合支援事業 

わかしお塾運営事業 

浜の担い手漁船リース緊急事業 

競争的強化型機器等導入緊急対策事業 

効率的な操業体制の確立支援事業 

水産業競争力強化金融支援事業 

 

 

（５）関係機関との連携 

金沢市中央卸売市場で卸売会社と県漁協が共同で、当日の朝に漁獲された県産魚のみを販売す

る「朝セリ」を実施している。また、北陸新幹線開業にともない多く観光客が来県していること

から、観光客向けの朝セリ見学ツアーを開催し、競りを観光資源として活用し、新鮮な県産水産

物の PRに取り組む。 

 

（６）他産業との連携 

物流業者及び外食産業との連携により、国内外の消費者市場に向けた県産水産物の販路拡大に

取り組む。 

 

４ 活性化指標 

（１）活性化指標の考え方 

かなざわ総合市場において新たに整備する水産鮮度保持施設を活用し、買い取り販売の強化で

の鮮魚の多段階流通の改革に取り組むことから、当該市場で取り扱われる魚種のうち、取扱量・

金額が高い魚種の取扱単価（円/kg）及び市場全体の販売取扱量及び販売取扱金額を活性化指標

と定めた。 

 

（２）活性化指標 

単価向上に取り

組む代表魚種 

※消費市場の需

用等をふまえ買

い取り販売強化

ブリ類 基準年 平成 24～26 年：  271（円/kg） 

目標年 平成 31年：      285（円/kg） 

ニギス 基準年 平成 24～26 年：  283（円/kg） 

目標年 平成 31年：      297（円/kg） 

スルメイカ 基準年 平成 24～26 年：  388（円/kg） 



等に取り組むた

め、対象魚種は

現段階での候補 

目標年 平成 31年：      407（円/kg） 

アマエビ 基準年 平成 24～26 年：1,237（円/kg） 

目標年 平成 31年：    1,299（円/kg） 

かなざわ総合市

場における販売

取扱実績 

販売取扱量 基準年 平成 24～26 年： 13,563（t） 

目標年 平成 31年：    16,276（t） 

販売取扱金額 基準年 平成 24～26 年：  5,833（百万円） 

目標年 平成 31年：      7,000（百万円） 

 

（３）上記の算出方法及びその妥当性 

○単価向上に取り組む魚種 

基準年：過去 3 ヶ年平均（H24～H26 年;1～12 月）のかなざわ総合市場での取扱単価 

目標年：単価向上に取り組む魚種は、全国の産地市場単価を上回っており、さらなる単価向上と

して、5%の単価向上を目標とした。 

【参考】：全国平均（2012～2014年;1～12月） 

ブリ類：200 円/kg、ニギス：248 円/kg、スルメイカ：250円/kg、アマエビ：1,225 円/kg 

※各魚種の取扱単価は、一般社団法人漁業情報サービスセンターが運営する「おさかなひろば」

の産地市場別年報を基にした。 

 

○かなざわ総合市場における販売取扱実績 

基準年：過去 3 ヶ年平均（H24～H26 年;1～12 月）のかなざわ総合市場（朝セリ分含）における

販売取扱量・金額 

目標年：販売取扱量の 20％向上、販売取扱金額の 20％向上を目標とした。 

 

上記の算出時における小数点以下は切り捨てとした。 

 

 

５ 関連施策 

事業名 事業内容及び浜の機能再編広域プランとの関係性 

広域浜プラン緊急対

策事業 

・㈱ジェファにおける商品開発に必要な設備を導入し、広域プランに基

づく販売促進の実証に取り組む。 

強い水産業づくり交

付金 

・かなざわ総合市場に水産鮮度保持施設の整備を行う。 

新規漁業就業者総合

支援事業 

・実地研修制度を活用し、新規就業者の育成に取り組む。 

わかしお塾運営事業 ・体験乗船制度を活用し、就業希望者が円滑に就業できるよう取り組む。 



・漁業者のスキルアップを目的に講習会を開催し、漁業者の資質向上を

図る。 

浜の担い手漁船リー

ス緊急事業 

・中核的漁業者が所得向上に取り組むために必要な漁船を円滑に導入で

きるよう支援し、収益性の高い操業体制への転換を図る。 

競争力強化型機器等

導入緊急対策事業 

・意欲ある漁業者が生産性の向上、省力・省コスト化に資する漁業用機

器の導入を支援し、収益性の高い操業体制への転換を図る。 

水産業競争力強化緊

急施設整備事業 

・かなざわ総合市場に水産物荷捌施設の整備を行う。 

・かなざわ総合市場に自動製氷施設、矢田新支所に角氷製氷貯氷施設の

整備を行う。 

効率的な操業体制の

確立支援事業 

意欲ある漁業者グループが効率的な操業を目指し実証的取組を実施し、

収益性向上を図る。 

水産業競争力強化金

融支援事業 

浜の担い手漁船リース緊急事業及び競争力強化型機器等導入緊急対策事

業を活用し、新たな漁船や漁業用機器を導入する場合、漁業者の負担を

軽減し、円滑に導入できるよう支援する。 

 


