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※再生委員会規約及び推進体制の分かる資料を添付すること。

２　地域の現状
（１）関連する水産業を取り巻く現状等

（２）その他の関連する現状等

　八戸市において、水産業は市の基幹産業として永年営まれてきた。生産量では過去６回水揚げ数量日本一となり、昭和
６３年には八戸漁港における過去最高水揚数量819千トンを記録した。しかし、以降は２００海里専管水域設定以降の規制
強化に伴う遠洋などの大型漁業の衰退などにより減少を続け、平成２５年にはペルー海域での操業許可が下りないことに
より、例年１万トン前後の水揚げのあったアメリカオオアカイカの事実上の消滅、主力魚種であるサバやイカなど回遊性
魚種の漁獲量の減少などにより年間水揚げ数量は97千トンまで落ち込み、昭和２９年以来、約６０年振りに年間水揚数量
１０万トン台を下回る結果となった。
　沿岸では春先の低水温によるスルメイカの来遊の遅れや、東日本大震災時に陸上から流出したと思われる瓦礫等のゴミ
が底びき船の網に混入し網の破損の原因となる問題も発生している。
　また、近年では消費者ニーズの多様化・高度化や流通環境の変化、魚価の低迷のほか、追い打ちをかけるように原油取
引価格の高騰などが漁業用燃料や資材の高騰を招き、漁家経営を圧迫するなど、当地域の水産業を取り巻く環境はより一
層厳しい状況に置かれている。

　イカについては長年、日本一の水揚げ数量を誇っており、サバについては、特に八戸前沖で漁獲されるサバは、適度な
脂肪分のほか、ＥＰＡやＤＨＡなどの栄養素も豊富に含まれることから非常に品質の高いものとなっている。
　八戸地区では、これら主力であるイカやサバを中心とした「八戸ブランド」の確立を目指し、水産業関係者や飲食店、
大学、観光業者からなるブランド推進協議会の立ち上げや関係イベント開催のほか、新加工品の開発や販路拡大に取り組
んでいる。
　また、水産物の流通構造改革を目指す当地区においては、産地市場機能の集約と生産・流通の効率化、品質・衛生管理
の高度化を図ることにより、その拠点となる八戸漁港において産地の国際競争力強化を含めた魚市場機能の高度化を図っ
ている。
　特に、漁港の衛生管理については、近年の安全・安心な水産物を求める消費者ニーズへ対応すると共に、高度な衛生管
理の取組みを基礎とした水産物の付加価値化、ブランド力の強化等による当該地区の水産物の活性化推進が期待される。
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３　活性化の取組方針

（２）漁獲努力量の削減・維持及びその効果に関する担保措置

※プランの取組に関連する漁業調整規則や漁業調整委員会指示等について記載する。

（１）基本方針

　市では、老朽化の進んだ現在の開放型の市場から、閉鎖型の高度衛生型の市場へ更新するため順次整備を進めている。
現在の開放型から閉鎖型となることで、船から荷捌き所までの水産物搬入をフード付きベルトコンベアで行うとともに、
壁で仕切られた建屋内で作業を行うことで、水産物を直接外気に露出する時間を減らすことにつながり、羽や塵芥などの
異物の混入のほか、外気に触れることによる水産物の鮮度低下や細菌増殖による汚染等のリスク軽減効果と鮮度管理が可
能となり、施設で取り扱う鮮魚及び凍結魚の高付加価値化が期待されることから、漁獲量の極端な変動等による要因がな
ければ、単価の向上が見込まれる。
　また、小型いか釣り船などでは、今まで船から荷捌き所まで人力で水産物を搬入していた状況からベルトコンベアを使
用することが可能となり、荷役労務作業の軽減につながる。
　これら整備中の市場の効果を活用しつつ、漁業者自身のできる範囲の努力により魚価の向上や漁業コストの削減にかか
る施策を考え、下記の基本方策により漁業経営の活性化を目指す。

1.漁業所得向上に向けた取組み
（1）中、小型いか釣り漁業における高度衛生型荷捌き施設活用や新規格による魚価向上
①中、小型いか釣り漁業者は、市が整備を進める高度衛生型荷捌き施設を活用するとともに、操業時の箱詰め作業時など
に漁獲物の鮮度保持向上を図ることで、異物の混入や細菌等への汚染リスクの少ない安全・安心な地域水産物の市場への
供給に努める。
②市が定期的に行う衛生管理講習会を活用することで漁業者や水揚げに関わる職員の衛生管理意識の啓発・普及を図り市
場への安全・安心な水産物の提供に努める。
③現状の規格にこだわらず、消費者のニーズに対応出来る出荷形態を目指して、漁業者や漁協は改善に努める。

（2）小型底びき網漁業における出荷形態の検討
①小型底びき網漁業者は、低・未利用魚の積極的な水揚げを図ると同時に、漁協と共に、販売ルートの構築やそれらの加
工・販売に向けた検討を行う。

(3) 小型定置網漁業における出荷形態と協業化等の検討

①小型定置網漁業者は、「低･未利用魚」や端物などの積極的な水揚げを図ると同時に、他の沿岸漁業者との協業化等によ
る効率的な操業体制を進め省力化された高性能の改革漁船等を導入する。

（4) 直販施設を含む海業支援施設整備やイベント参加による魚食普及活動

漁業者は、市と漁協が主体で新たに整備する直販施設併設の海業支援施設を活用し、自ら加工品の開発や鮮魚の提供を図
るとともに、市内で定期的に開催されている地域イベント等に参加し、鮮魚の提供などで参加することを通じて「八戸ブ
ランド」の推進と魚食文化の普及を目指す。

　2.漁業経費削減に向けた取組み

①漁船漁業者全員は、船底清掃の定期的な実施など、燃費向上による漁業コストの削減に努める。

②小型いか釣り、小型底びき網漁業者は省エネ機器を導入することにより、燃油消費量を抑えることで漁業コストの削減
の努める。

・資源管理・収入安定対策に係る青森県資源管理計画に基づき、休漁、禁漁期等の設定とそれら規制遵守による資源へ与
える負荷の抑制と資源の維持・回復を図る。
・共同漁業権行使規則に基づく漁獲量制限等の徹底による資源保護。
・操業時混入したゴミ等については陸に持ち帰り処分することで、漁場の環境保全を心がける。



（３）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（平成２６年度）
　以降、以下の取組は、取組の進捗状況や得られた知見を踏まえ、必要に応じて見直しを行う。

漁業収入向上
のための取組

（1）中、小型いか釣り漁業における高度衛生型荷捌施設活用や新規格による魚価向上
○漁協は、市が定期的に行う衛生管理講習会を活用し、漁業者に対して積極的な受講を呼びかけ、漁
業者と協力して船上での選別や箱詰め作業にかかる取扱いルールを定めるなど、衛生管理意識の啓
発・普及を図る。また、漁業者は船上での選別や箱詰め作業にかかる取扱いルールに基づき、衛生に
関する技術の習得に努め、対策の徹底を図る。
○中型いか釣り漁業者は、高度衛生型荷捌き所がＨ28年度末に完成されるのにあわせて、一層の価格
向上を目指し、船上での分別等の作業工程を凍結までの時間短縮や、釣り針破片の混入防止のために
目視検査体制を強化するなどの観点で再点検を行い、必要に応じて見直しを図ることで、鮮度・品質
向上に取り組む。
加えて、従前の出荷形態（規格サイズ毎にまとめたブロック凍結）から１尾毎に分けて凍結する一本
凍結（ＩＱＦ）へ移行するが、さらに市場等の要望を聞きながら漁協と共に、刺身用食材として活締
個体のＩＱＦや、頭足を胴から外した坪抜きＩＱＦ等の製品の開発にも取り組む。
なお、盛漁期は作業に余裕がないことから、比較的漁獲の少ない漁期の序盤や終盤に試験的に行うこ
ととする。
○小型いか釣り漁業者は、中型いか釣漁業者と同様に、高度衛生型荷捌き所の完成に合わせて、一層
の価格向上を目指し、水揚げ時の鮮度を現状よりも向上させるため、漁獲量の少ない時期や夏場の昼
操業の際は直射日光による品質低下を防ぐため、施氷量を調整したり、積み上げた魚箱に遮光シート
を被せるなど保温（５℃以下）に努め、鮮度保持を図る。
　また、漁業者は市場等の要望を聞きながら活イカの出荷や、神経締めした個体を下氷に直接触れな
いようシート等を挟んだ活〆イカの出荷にも取り組むこととし、あわせて販売ルートの開拓に漁協と
漁業者が協力して取り組む。

（2）小型底びき網漁業による出荷形態の検討
○小型底びき網漁業は、漁業種の性格上、多くの魚種が一度に混獲されるが、漁業者は大きさや数が
揃わず商品価値のあまりない所謂「低・未利用魚」について、洗浄や鮮度管理を他の魚種と同様に扱
うよう改め、魚価の高いキチジやヒラメなどと同一箱に詰め販売するよう試みることで、市場要望の
発掘に努める。漁協はこれらの魚種を用いた流通、販売を試験的に行い流通経路の構築を目指す。

（3）直販施設を含む海業支援施設整備やイベント参加による魚食普及活動
　漁業者及び漁協は、「八戸ハマリレーションプロジェクト」等の地域イベントの活用等販売戦略を
たて、当地域における水産物の販売促進を目指す。加えて、将来的な魚食普及の観点から、地域の子
供を対象とした魚食に関する体験学習など、魚食や漁村文化伝承機会を県内外の子供達に広く提供す
るため、直販施設を含む海業支援施設の整備に向け、協議検討を行う。

漁業コスト削減
のための取組

・中型いか釣り船、小型イカ釣り船および小型底びき網船の漁業者は、船体清掃などによる燃費向上
のための省燃油活動に取り組む。この取組から、小型いか釣り漁業者、小型底びき網漁業者は7％、
中型いか釣り船については3％の燃油に係る経費削減を目指す。

・小型イカ釣り船および小型底びき網船の漁業者は、船内機を新たに整備し、省エネに取り組む。

活用する支援
措置等

・水産多面的機能発揮対策事業（国）
・省燃油活動推進事業（国）
・省エネ機器等導入推進事業（国）



２年目（平成２７年度）

活用する支援
措置等

漁業収入向上
のための取組

（1）中、小型いか釣り漁業における高度衛生型荷捌施設活用や新規格による魚価向上
○漁協は、市が定期的に行う衛生管理講習を活用し、漁業者に対しての積極的な受講を呼びかけ、船
上での選別や箱詰め作業にかかる取扱いルールに基づく衛生管理意識の啓発・普及を図る。また、漁
業者は船上での選別や箱詰め作業にかかる取扱いルールに基づき、修得した衛生に関する技術の実行
に努める。
○中型いか釣り漁業者は、高度衛生型荷捌き所がＨ28年度末に完成されるのにあわせて、一層の価格
向上を目指し、船上での分別等の作業工程を凍結までの時間短縮や、釣り針破片の混入防止のために
目視検査体制を強化するなどの観点で再点検を行い、必要に応じて見直しを図ることで、鮮度・品質
向上に取り組む。
加えて、従前の出荷形態（規格サイズ毎にまとめたブロック凍結）から１尾毎に分けて凍結する一本
凍結（ＩＱＦ）へ移行するが、さらに市場等の要望を聞きながら漁協と共に、刺身用食材として活締
個体のＩＱＦや、頭足を胴から外した坪抜きＩＱＦ等の製品の作製にも取り組む。
なお、盛漁期は作業に余裕がないことから、比較的漁獲の少ない漁期の序盤や終盤に試験的に行うこ
ととする。
　これらの取組みにより中型いか釣り漁業では基準年に対し、漁業収入の1％向上を目標とする。
○小型いか釣り漁業者は、中型いか釣漁業者と同様に、度衛生型荷捌き所の完成に合わせて、一層の
価格向上を目指し、水揚げ時の鮮度を現状よりも向上させるため、漁獲量の少ない時期や夏場の昼操
業の際は直射日光による品質低下を防ぐため、施氷量を調整したり、積み上げた魚箱に遮光シートを
被せるなど保温（５℃以下）に努め、鮮度保持を図る。
　また、漁業者は市場等の要望を聞きながら活イカの出荷や、神経締めした個体を下氷に直接触れな
いようシート等を挟んだ活〆イカの出荷にも取り組むこととし、あわせて販売ルートの開拓に漁協と
漁業者が協力して取り組む。

（2）小型底びき網漁業による出荷形態の検討
○小型底びき網漁業は、漁業種の性格上、多くの魚種が一度に混獲されるが、漁業者は大きさや数が
揃わず商品価値のあまりない所謂「低・未利用魚」について、洗浄や鮮度管理を他の魚種と同様に扱
うよう改め、魚価の高いキチジやヒラメなどと同一箱に詰め販売するよう試みることで、市場要望の
発掘に努める。漁協はこれらの魚種を用いた流通、販売を行い、引き続き販路拡大を目指す。

（3) 直販施設を含む海業支援施設整備やイベント参加による魚食普及活動

漁業者及び漁協は、「八戸ハマリレーションプロジェクト」等の地域イベント等において鮮魚提供の
ほか、地域の子供を対象とした魚食に関する体験学習など魚食や漁村文化伝承機会を提供するなどに
より魚食の普及およびPRするなど活動の実施に取り組むことで、当地域における水産物の販売促進を
目指す
また、直販施設を含む海業支援施設の整備に向け、漁業者の意見・要望を踏まえた上で具体的な仕
様、規格、見積もり等について検討するほか、同施設における鮮魚や加工品の販売計画を立案する。

漁業コスト削減
のための取組

・中型いか釣り船、小型イカ釣り船および小型底びき網船は、船体清掃などによる燃費向上のための
省燃油活動に取り組む。
この取組から、小型いか釣り漁業者、小型底びき網漁業者は7％、中型いか釣り船については3％の燃
油に係る経費削減を目指す。

・小型イカ釣り船および小型底びき網船は、導入した省エネ機器により、一層の省エネに取り組む。



３年目（平成２８年度）

漁業収入向上
のための取組

（1）中、小型いか釣り漁業における高度衛生型荷捌施設活用や新規格による魚価向上
○漁協は、市が定期的に行う衛生管理講習会を活用し、漁業者に対して積極的な受講を呼びかけ、船
上での選別や箱詰め作業にかかる取扱いルールに基づく衛生管理意識の啓発・普及を図る。また、漁
業者は船上での選別や箱詰め作業にかかる取扱いルールに基づき、修得した衛生に関する技術の実行
に努める。
○中型いか釣り漁業者は、高度衛生型荷捌き所が本年度完成されるのにあわせて、一層の価格向上を
目指し、船上での分別等の作業工程を凍結までの時間短縮や、釣り針破片の混入防止のために目視検
査体制を強化するなどの観点で再点検を行い、必要に応じて見直しを図ることで、鮮度・品質向上に
取り組む。
加えて、従前の出荷形態（規格サイズ毎にまとめたブロック凍結）から１尾毎に分けて凍結する一本
凍結（ＩＱＦ）へ移行するが、さらに市場等の要望を聞きながら漁協と共に、刺身用食材として活締
個体のＩＱＦや、頭足を胴から外した坪抜きＩＱＦ等の製品の作製にもさらに取り組み、漁協と共に
販路開拓をする。
これらの取組みにより中型いか釣り漁業では基準年に対し、漁業収入の3％向上を目標とする。
また、漁協や漁業者は新たな規格がないか市場調査に努める。
○小型いか釣り漁業者は、中型いか釣漁業者と同様に、度衛生型荷捌き所の完成に合わせて、一層の
価格向上を目指し、水揚げ時の鮮度を現状よりも向上させるため、漁獲量の少ない時期や夏場の昼操
業の際は直射日光による品質低下を防ぐため、施氷量を調整したり、積み上げた魚箱に遮光シートを
被せるなど保温（５℃以下）に努め、鮮度保持を図る。
　また、漁業者は市場等の要望を聞きながら活イカの出荷や、神経締めした個体を下氷に直接触れな
いようシート等を挟んだ活〆イカの出荷にもさらに取り組むこととし、あわせて販売ルートの開拓に
漁協と漁業者が協力して取り組む。
　これらの取組みにより、小型いか釣り漁業では基準年に対し、1％の漁業所得向上を目標とする。

（2）小型底びき網漁業による出荷形態の検討
○小型底びき網漁業は、漁業種の性格上、多くの魚種が一度に混獲されるが、漁業者は大きさや数が
揃わず商品価値のあまりない所謂「低・未利用魚」について、洗浄や鮮度管理を他の魚種と同様に扱
うよう改め、魚価の高いキチジやヒラメなどと同一箱に詰め販売するよう試みることで、市場要望の
発掘に努める。漁協はこれらの魚種を用いた流通、販売を行ない、引き続き販路拡大を目指す。
　

・小型いか釣り漁業者、小型底びき網船は導入した省エネ機器により一層の省エネに取り組む。

・小型定置網船は、船底清掃や減速走行に努めつつ、省力化された高性能な漁船の建造を進める。

活用する支援
措置等

・水産多面的機能発揮対策事業(国)

・省燃油活動推進事業(国)

・省エネ機器等導入推進事業(国)

(3) 小型定置網漁業における出荷形態と協業化等の検討

○小型定置網漁業者は、良質なサケの漁獲を目指し網入れを早めるほか「低･未利用魚」や端物など
を鮮度管理等により積極的な水揚げを図り、漁協はこれら魚種を用いた流通、販売を行う。また、小
型定置網漁業者は、他の沿岸漁業者との協業化等による効率的な操業体制の推進及び省力化された安
全性の高い高性能な漁船等の改革計画を策定する。

（4) 直販施設を含む海業支援施設整備やイベント参加による魚食普及活動

漁業者及び漁協は、「八戸ハマリレーションプロジェクト」等の地域イベント等において鮮魚提供の
ほか、主に地域の子供を対象とした魚食に関する体験学習など魚食や漁村文化伝承機会を提供するな
どにより魚食の普及およびPRするなど活動の実施に取り組むことで、当地域における水産物の販売促
進を目指す。
また、市とともに整備された直販施設を含む海業支援施設が計画通りの実績になっているか確認しな
がら、更なる販売増加に向け検討するほか、同施設の利用状況を確認しながら販売品の改定や販売戦
略を考える。

漁業コスト削減
のための取組

・中型いか釣り船、小型イカ釣り船および小型底びき網船は、船体清掃などによる燃費向上のための省燃油
活動に取り組む。
この取組から、小型いか釣り漁業者、小型底びき網漁業者は7％、中型いか釣り船については3％の燃油に係
る経費削減を目指す。

・もうかる漁業創設支援事業(国)



４年目（平成２９年度）

漁業者及び漁協は、「八戸ハマリレーションプロジェクト」等の地域イベント等において鮮魚提供の
ほか、主に地域の子供を対象とした魚食に関する体験学習など魚食や漁村文化伝承機会を提供するな
どにより魚食の普及およびPRするなど活動の実施に取り組むことで、当地域における水産物の販売促
進を目指す。
また、市とともに整備された直販施設を含む海業支援施設が計画通りの実績になっているか確認しな
がら、更なる販売増加に向け検討するほか、同施設の利用状況を確認しながら販売品の改定や販売戦
略を考える。

漁業コスト削減
のための取組

・中型いか釣り船、小型イカ釣り船および小型底びき網船は、船体清掃などによる燃費向上のための
省燃油活動に取り組む。
この取組から、小型いか釣り漁業者、小型底びき網漁業者は7％、中型いか釣り船については3％の燃
油に係る経費削減を目指す。

・小型イカ釣り船および小型底びき網船は、導入した省エネ機器により、一層の省エネに取り組む。

・小型定置網船は、建造した省力化された高性能な漁船を用いて漁労経費の削減を目指す。

漁業収入向上
のための取組

（1）中、小型いか釣り漁業における高度衛生型荷捌施設活用や新規格による魚価向上
○漁協は、市が定期的に行う衛生管理講習会を活用し、漁業者に対して積極的な受講を呼びかけ、船
上での選別や箱詰め作業にかかる取扱いルールに基づく衛生管理意識の啓発・普及を図る。また、漁
業者は船上での選別や箱詰め作業にかかる取扱いルールに基づき、修得した衛生に関する技術の実行
に努める。
○中型いか釣り漁業者は、高度衛生型荷捌き所が本年度完成されるのにあわせて、一層の価格向上を
目指し、船上での分別等の作業工程を凍結までの時間短縮や、釣り針破片の混入防止のために目視検
査体制を強化するなどの観点で再点検を行い、必要に応じて見直しを図ることで、鮮度・品質向上に
取り組む。
加えて、従前の出荷形態（規格サイズ毎にまとめたブロック凍結）から１尾毎に分けて凍結する一本
凍結（ＩＱＦ）へ移行するが、さらに市場等の要望を聞きながら漁協と共に、刺身用食材として活締
個体のＩＱＦや、頭足を胴から外した坪抜きＩＱＦ等の製品の作製にもさらに取り組み、漁協と共に
販路開拓をする。
これらの取組みにより中型いか釣り漁業では基準年に対し、漁業収入の3％向上を目標とする。
また、漁協や漁業者は新たな規格がないか市場調査に努める。
○小型いか釣り漁業者は、中型いか釣漁業者と同様に、度衛生型荷捌き所の完成に合わせて、一層の
価格向上を目指し、水揚げ時の鮮度を現状よりも向上させるため、漁獲量の少ない時期や夏場の昼操
業の際は直射日光による品質低下を防ぐため、施氷量を調整したり、積み上げた魚箱に遮光シートを
被せるなど保温（５℃以下）に努め、鮮度保持を図る。
　また、漁業者は市場等の要望を聞きながら活イカの出荷や、神経締めした個体を下氷に直接触れな
いようシート等を挟んだ活〆イカの出荷にもさらに取り組むこととし、あわせて販売ルートの開拓に
漁協と漁業者が協力して取り組む。
　これらの取組みにより、小型いか釣り漁業では基準年に対し、1％の漁業所得向上を目標とする。

（2）小型底びき網漁業による出荷形態の検討
○小型底びき網漁業は、漁業種の性格上、多くの魚種が一度に混獲されるが、漁業者は大きさや数が
揃わず商品価値のあまりない所謂「低・未利用魚」について、洗浄や鮮度管理を他の魚種と同様に扱
うよう改め、魚価の高いキチジやヒラメなどと同一箱に詰め販売するよう試みることで、市場要望の
発掘に努める。漁協はこれらの魚種を用いた流通、販売を行ない、引き続き販路拡大を目指す。

(3) 小型定置網漁業における出荷形態と協業化等の検討

○小型定置網漁業者は、良質なサケの漁獲を目指し網入れを早めるほか「低･未利用魚」や端物など
を鮮度管理等により積極的な水揚げを図り、漁協はこれら魚種を用いた流通、販売を行う。また、小
型定置網漁業者は、他の沿岸漁業者との協業化等による効率的な操業体制の推進及び省力化された安
全性の高い高性能な漁船を建造する。

（4) 直販施設を含む海業支援施設整備やイベント参加による魚食普及活動

活用する支援
措置等

・水産多面的機能発揮対策事業(国)

・省燃油活動推進事業(国)

・省エネ機器等導入推進事業(国)

・もうかる漁業創設支援事業(国)



５年目（平成３０年度）
　取り組みの最終年度であり、前年度に引き続き行うが、目標達成を確実なものとするよう、
プランの取り組み状況を確認しつつ、必要に応じて施策の見直しを行う。

※プランの実施期間が６年以上となる場合、記載欄は適宜増やすこと。
※「活用する支援措置等」欄に記載するのは国の支援措置に限らない。

（４）関連機構（機関）との連携

(3) 小型定置網漁業における出荷形態と協業化等の検討

○小型定置網漁業者は、良質なサケの漁獲を目指し網入れを早めるほか「低･未利用魚」や端物など
を鮮度管理等により積極的な水揚げを図り、漁協はこれら魚種を用いた流通、販売を行う。また、小
型定置網漁業者は、他の沿岸漁業者との協業化等による効率的な操業体制の推進及び省力化された安
全性の高い高性能な改革漁船で実証事業を実施する。

（4) 直販施設を含む海業支援施設整備やイベント参加による魚食普及活動

漁業者及び漁協は、「八戸ハマリレーションプロジェクト」等の地域イベント等において鮮魚提供の
ほか、主に地域の子供を対象とした魚食に関する体験学習など魚食や漁村文化伝承機会を提供するな
どにより魚食の普及およびPRするなど活動の実施に取り組むことで、当地域における水産物の販売促
進を目指す
平成28年度に市とともに整備した直販施設を含む海業支援施設を実際に活用し、同施設において加工
品の開発、鮮魚の販売のほか、インターネットなどを用いた通信販売を行い全国展開するとともに、
イベント等を通じた施設のPRを行うことで八戸地区の水産物の普及促進と知名度向上をはかる。また
実際に施設を使用したことにより販売計画や生産体制の不備について適宜修正を行う。

漁業コスト削減
のための取組

・中型いか釣り船、小型イカ釣り船および小型底びき網船は、船体清掃などによる燃費向上のための
省燃油活動に取り組む。
この取組から、小型いか釣り漁業者、小型底びき網漁業者は7％、中型いか釣り船については3％の燃
油に係る経費削減を目指す。

・小型イカ釣り船および小型底びき網船は、導入した省エネ機器により、一層の省エネに取り組む。

漁業収入向上
のための取組

（1）中、小型いか釣り漁業における高度衛生型荷捌施設活用や新規格による魚価向上
○漁協は、市が定期的に行う衛生管理講習会を活用し、漁業者に対して積極的な受講を呼びかけ、船
上での選別や箱詰め作業にかかる取扱いルールに基づく衛生管理意識の啓発・普及を図る。また、漁
業者は船上での選別や箱詰め作業にかかる取扱いルールに基づき、修得した衛生に関する技術の実行
に努める。
○中型いか釣り漁業者は、高度衛生型荷捌き所の稼動にあわせて、一層の価格向上を目指し、船上で
の分別等の作業工程を凍結までの時間短縮や、釣り針破片の混入防止のために目視検査体制を強化す
るなどの観点で再点検を行い、必要に応じて見直しを図ることで、鮮度・品質向上に取り組む。
加えて、従前の出荷形態（規格サイズ毎にまとめたブロック凍結）から１尾毎に分けて凍結する一本
凍結（ＩＱＦ）へ移行するが、さらに市場等の要望を聞きながら漁協と共に、刺身用食材として活締
個体のＩＱＦや、頭足を胴から外した坪抜きＩＱＦ等の製品を作製し、漁協と共にさらに販路開拓を
する。
これらの取組みにより中型いか釣り漁業では基準年に対し、漁業収入の3％向上を目標とする。
また、漁協や漁業者は新たな規格がないかさらに市場調査に努める。
○小型いか釣り漁業者は、中型いか釣漁業者と同様に、衛生型荷捌き所の完成に合わせて、一層の価
格向上を目指し、水揚げ時の鮮度を現状よりも向上させるため、漁獲量の少ない時期や夏場の昼操業
の際は直射日光による品質低下を防ぐため、施氷量を調整したり、積み上げた魚箱に遮光シートを被
せるなど保温（５℃以下）に努め、鮮度保持を図る。
　また、漁業者は市場等の要望を聞きながら活イカの出荷や、神経締めした個体を下氷に直接触れな
いようシート等を挟んだ活〆イカの出荷にも取り組むこととし、あわせて販売ルートの開拓に漁協と
漁業者が協力してさらに取り組む。
　これらの取組みにより、小型いか釣り漁業では基準年に対し、3％の漁業所得向上を目標とする。

（2）小型底びき網漁業による出荷形態の検討
○小型底びき網漁業は、漁業種の性格上、多くの魚種が一度に混獲されるが、漁業者は大きさや数が
揃わず商品価値のあまりない所謂「低・未利用魚」について、洗浄や鮮度管理を他の魚種と同様に扱
うよう改め、魚価の高いキチジやヒラメなどと同一箱に詰め販売するよう試みることで、市場要望の
発掘に努める。漁協はこれらの魚種を用いた流通、販売を行ない、引き続き販路拡大を目指す。
　

八戸市や県八戸水産事務所と連携しながら各種支援制度を活用し、随時県漁連、食総研等関係機関のアドバイスを受けな
がらプラン実施をしていく。

・小型定置網船は、建造した省力化された高性能な漁船を用いて漁労経費の削減を目指す。

活用する支援
措置等

・水産多面的機能発揮対策事業(国)

・省燃油活動推進事業(国)

・省エネ機器等導入推進事業(国)

・もうかる漁業創設支援事業(国)



（２）上記の算出方法及びその妥当性

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

※本欄の記載により、関連施策の実施を確約するものではない。

４　目標
（１）数値目標

小型底びき漁業所得の向上　　％以上 基準年（Ｈ21～25平均）漁業所得　 　 千円

目標年（Ｈ30年）　　　漁業所得　　　千円

小型定置網漁業所得の向上　　％以上 基準年（Ｈ25平均）　　漁業所得　　　千円

目標年（Ｈ30）　　　　漁業所得  　　千円

※算出の根拠及びその方法等について詳細に記載し、必要があれば資料を添付すること。

事業名 事業内容及び浜の活力再生プランとの関連性

中型いか釣り漁業所得の向上　％以上 基準年（Ｈ25平均）　　漁業所得　　　千円

目標年（Ｈ30）　　　　漁業所得　　　千円

小型いか釣り漁業所得の向上　　％以上 基準年（Ｈ21～25平均）漁業所得　　　千円

目標年（Ｈ30年）　　　漁業所得　　　千円

もうかる漁業創設支援事業
(沿岸版）

協業化等による効率的な操業体制を進め省力化された改革漁船の導入により、新
たな生産体制に取組み漁業所得の向上を図る。

※具体的な事業名が記載できない場合は、「事業名」は「未定」とし、「事業内容及び浜の活力再生
プランとの関係性」のみ記載する。

産地水産業強化支援事業
場外販売施設及び関連設備(冷凍冷蔵設備、生餌等)を設備し、地域資源の付加価
値創造等による6次産業化の推進のほか流通体制の強化が図られ、漁業者の所得
向上が図られる。

消費燃料の削減(漁船船底洗浄等による抵抗軽減、減速航行推進等)省燃油活動推進事業

LED集魚灯や船内機導入により燃料消費量を抑え、漁業コストの削減に努める。省エネ機器等導入推進事業


