
別記様式第１号　別添

1 地域水産業再生委員会

※再生委員会規約及び推進体制のわかる資料を添付すること。

※策定時点で対象となる漁業者数も記載すること。

2 地域の現状
（１）関連する水産業を取り巻く現状等

浜の活力再生プラン

オブザーバー 青森県三八地域県民局八戸水産事務所、三八漁港漁場整備事務所

再生委員会の
構成員

三沢市漁業協同組合、三沢市経済部水産振興課、
各漁業者団体、仲買人組合

組織名

代表者名

三沢市地域水産業再生委員会

会長　　種　市　廣　喜

　底びき網漁業（ホッキ）　 46経営体

①漁協直売所の開設による水産加工品やブランド品開発

対象となる地域の範囲及び漁業の種類

地域：青森県三沢市地区
漁業の種類：
　いか釣り漁業　　　　　　　21経営体

　平成2年には、第10回全国豊かな海づくり大会が盛大に開催されている。

　定置網漁業　　　　　　　　　2経営体

　一本釣り ・刺網漁業　　　64経営体

　三沢市地域は、青森県の太平洋側に位置し、古くから漁業を営んできており、現在は大型漁船等が入
港できる第3種漁港となり、一層の漁港基盤整備を進めている。

 　漁港の南側には、マリノベーション構想により、三沢ビードルビーチが整備され、市民の憩いの場として
賑わっている。

②しごとづくり支援事業（ふるさと創造事業：経済産業省）

　鮮度抜群の昼イカは、夕方５時からの入札後直ちに輸送されている。

　プロトン冷凍機・解凍機の購入により、神経抜き活締めヒラメの鮮度を保持させたまま保管し、魚価の
安定と販路の拡大を可能にする取組に挑戦しようと模索している。

（２）その他の関連する現状等

　平成26年11月に漁協直売所を開設した。近隣のマーケットに勝る商品の鮮度や価格安を売り出し、周
辺地域から徐々に顧客を獲得できるよう努めている。
　また、人気商品を開発しブランド化を目指した取組みを進めている。

　そして三沢市は、米軍三沢基地を抱える防衛拠点という側面があり、北部の天ヶ森射爆撃場の海域で
は漁場の分断を余儀なくされており、漁業関係者による国際防衛協力が成されている。

　また、東日本大震災により、漁港施設は壊滅的な大損害を受けたが、関係機関等のご支援をいただ
き、平成26年度末には何とか漁港施設機能の概ねは復旧が完了した。

　水揚げの主力であるスルメイカは、漁獲数量・金額ともに全体の65%（平成25年度）であり、これがピーク
だった平成8年と比較すると約半分までに落ち込んでいる。

　過去5年間の年間水揚総額の平均は、約14億円台を推移しており、そのうちスルメイカは約9億円を占
めている。これは昼イカの出荷が好評であり、「赤トンボ」の愛称で流通している。

　しかしながら、漁業者にとっての経済状況は未だに大変厳しく、燃料高騰の長期化や資源の減少・全国
的な魚価の低迷などに消費税の増税と漁業者の負担が多くなかなか経営が向上していない。このような
状況下で、漁業者の後継者づくりに対しては先行きが暗く、高齢化が顕著に進んでいることから、山積す
る課題に向かい中長期的な視点に立った改善策が求められているところである。

　また、その他にホッキ貝が近年好評になりつつあり、約１億円の水揚額となっている。
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3 活性化の取組方針

（１）基本方針

⑨「三沢の浜の挑戦。総力結集シンポジウム」の開催（平成28年１月23日）

④魚市場高度衛生管理推進事業

　しかし、離れてしまった分の不便さがあり、緊急時や防犯用のため遠隔からでも漁港全体を監視し、
かつ記録できるカメラシステムが不可欠であり、連動する放送設備で連絡等が実現できるよう、市の単
独補助を得て平成２８年度の完成を目指して進めている。

　神経抜き活絞めの技術認定講習会を５回シリーズで実施する。これにより商品開発につなげる。

　東日本大震災で漁港にあった漁協施設機能が全廃した。そして、平成26年11月に国道沿いの高台に
漁協組合施設は新設され復旧している。

③防災監視カメラ整備事業

　みさわ港まつりやホッキまつり等を開催し、漁協と三沢市が連携して市民へのサービス提供に努め好
評を得ている。港まつりは平成26年度が第30回記念大会であり、６,０００発の花火が観客を魅了し、来
場者は５５，０００人を数えた。漁業の宣伝をテーマにしたイベントを継続的に実施していることで地元以
外の消費者にも知名度が定着していることから、このイベントを活かしたブランド品開発及び販売を計
画的に実現していきたいと考えている。

　A-FIVEと防衛省の支援を受けて、三沢市国際交流教育センターの大ホールを会場に、漁業関係者を
集めて、浜の活力の再生をかけた盛大なシンポジウムを開催した。

　平成24年度から、推進協議会を組織し研修会及び先進地視察並びに、検討会議を重ねてきている。

　このことにより、魚市場の改修及びイカ荷揚揚所の新設が実現するよう、さらなる検討を進めている。

　平成27年度は、基本計画の策定、平成28年度は国への概算要望と実施設計書業務発注を行い、平
成29年度に工事を着工し、平成30年度中に完成、これによって高度衛生化を計画している。

⑧イベント開催による市民交流事業

⑤サケ稚魚放流事業

⑥ひらめ稚魚放流事業・アワビ養殖事業

⑦ホッキ貝漁場耕うん・移植放流事業

　平成26年度から６０万尾の放流を行っている。

　平成26年度にひらめ１万尾、アワビ１,３００個の放流を行っている。

　ホッキ貝漁業者全員で資源増殖向上のため、水産多面的機能発揮対策事業を活用し、漁場の耕う
ん・移植放流を実施している。

　次に、資源変動に左右されない漁業環境づくりの実現により、安定的な収入を確保するよう養殖漁業に
力を入れ、効率的に成果を上げなければならないと考えている。

　そこで、サケ稚魚放流事業を平成26年度から開始し、６０万尾の放流を行い「育てる漁業」として第一歩
を進み始めている。継続的に事業を推進していくため、資源保護のための漁獲制限など、ルールづくり等
にも着手している。

　また、水産物普及事業を進め、市外からの収入の獲得を目指し、新たなる基盤の開拓を図ることが重
要であると考える。そのためには、市全体で商品開発及び販路拡大に努めることが不可欠であり、魚価

上昇 結び く と より漁業所得 向上も期待 きるも と考え る

　漁業は三沢市の基幹産業として重要な役割りを果たしている。

　しかしながら、東日本大震災後の状況は、漁業資材等の高騰をはじめ産地間競争がより厳しさを増して
いるため、当市漁業としても総体的な底上げを図って早急に対応する必要に迫られている。

　当市漁港は平成26年度末までに漁獲状況も含め、震災前の状況にほぼ元通りとなった。しかし、三陸
沿岸の主要な他産地は復旧をさらに進め、従前をはるかに超えたレベルの新鋭機器や衛生管理体制
（HACCPなど）を導入するなど目覚しい刷新が実現している。当市は競争に遅れを取った状況であり、こ
のままでは産地として生き残れないという強烈な危機感を感じている。

　加えて近年は、イカ・さけを始めとする回遊魚の漁獲量が不安定になり、資源の減少傾向が顕著になっ
ており、主力水揚魚種であるこれらの落ち込みは最大の不安要因であり、水産業を取り巻く環境は非常
に厳しい状況にある。

　この状況を改善させ漁業所得の向上を図るためには、まず出来ることはコスト削減であり、省エネ漁業
の推進であると考える。
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（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

：　防衛区画海域の設定により漁船の通行を制限している。

：　漁業期間、操業方法、漁獲量、漁獲サイズを制限している。

：　漁獲期間、漁獲位置、枠長、枠幅を制限している。

：　操業方法、船上鮮度保持処理法、漁獲量、漁獲サイズを制限している。

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

（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２７年度）

(1)

(2)

(3)

の上昇に結びつくことにより漁業所得の向上も期待できるものと考えている。

　後継者不足や漁業者の高齢化、燃料・資材の高騰等、漁業環境の抱える問題は山積しているが、漁業
関係者、仲買人、近隣有識者、行政等が一丸となって、水産業の将来を支えていく体制づくりを行うため
の「浜の活力再生プラン」を策定し、漁業所得の向上と地域の活性化を検討する。

　今後は、以下に示す「基本方針」により、平成２７年から平成３１年までの５年間の実施期間で漁業所得
向上１０％を目指すものである。

　④ 養殖事業の構築と生産量拡大による所得向上

　⑤ 省エネ漁船や省エネ漁業資材の導入による経費節減

　⑥ 市場情報配信管理システムの導入による労務節減及び経費節減

　⑦ 的確な漁業資源管理と漁場整備事業の実施

　⑧ 漁船の避難ルールづくり実現による防災体制の強化

◎浜の活力再生プラン・基本方針

　① 浜の活力再生プランに関する意識連携と施策の協力実施

　② 水産物普及推進事業の展開と商品ブランド化の実現による所得向上

　③ 直売所の運営と水産物加工商品の開発による所得向上と商標登録の実現

・射爆場の防衛補償

・ホッキ貝漁業規制

・定置・底曳網漁業

・昼イカ釣り漁業

・漁港の管理整備計画

　⑨ 三沢市単費補助事業を活用した防災監視カメラ整備による漁協運営体制の向上

　⑩ 魚市場の高度衛生化事業による販路の信頼性向上

　⑪ 若手漁業者の育成による漁業関係体制の活性化

　⑫ １０年後以降の漁協のあり方・事業方針に関する検討会開催による魅力ある漁業づくり

・漁礁の漁場管理整備計画

　以下の収入向上の取り組みにより、イカ釣漁業においては、0.3％、それ以外については
0.2％の漁業者所得向上を図る。

①水産物の付加価値向上の取り組み
　当市のイカ釣漁業において、船上での鮮度保持処理及び箱詰めに係る技術・
技法は徹底管理のもと確立されているが、更なる技術向上と維持を目的として漁
協組合員の全漁業者対象の講習会や、意識啓発を促すための漁業者シンポジ
ウムを開催し、技術・技法の共有と認識の統一を図り、もって品質の均一化・安
定化を行うことで、商品としての付加価値の向上を目指す。

　イカ以外の魚種、特に当市の場合、ヒラメについて、神経抜き活絞めの船上実
施の普及を促進する。併せて魚市場から大消費地への直送出荷販路を確保し、
希少性と高付加価値の「超鮮度ヒラメ」として高値販売での取引の実現を目指
す。また、船上活絞め以外でも、水揚げ後の活魚の神経抜き活絞めを促進し、特
殊凍結機器を活用することで、解凍時にドリップがなく鮮度や旨みが損なわれな
い商品開発を積極的に展開する。このことで、安価期の鮮魚を高付加価値商品
に変え、通年での販売、長距離輸送、長期保存、加工品や海鮮料理など、多様
な用途に応用がきくようにすることで、有効な商品開発とブランド化を実現させ
る。

　ヒラメ、アワビ、さけの飼育・種苗放流事業への取り組みを現在より倍増して積
極的に実施する。当市漁港は元来、遠浅の砂浜であり、岩場・磯場がなく、これら
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③地理的表示保護制度登録認証（GIマーク）の取得
　三沢沖のイカ釣漁業は、昼操業で夕方入札の体制で迅速な出荷を実現してお
り、早朝に東京築地市場へ到着し、「赤とんぼ」の愛称でブランド力を獲得してい
る。更なるブランド価値の向上のため、この認証取得に挑戦している。
　２７年度は本申請前協議として、ＧＩサポート中央デスクからの助言を受け申請
内容等を精査する。

④㈱農林漁業成長産業化支援機構（A－FIVE）による取組み

漁業収入向
上

のための取
組

の魚種が自生する環境がないが、広い漁港区域内を活用し、消波ブロックなどに
発酵処理した間伐材や堆肥分解性ブロックなどを組み合わせ人工藻場とし、ア
ワビ類の養殖に良好な環境を整備する。また、岩手県野田村漁協が取組んで高
評価を獲得している、野田村ほたて貝の養殖事業を見習い、同じ太平洋沿岸で
の小規模養殖実験事業に挑戦する。
　これらの取り組みにより、作り育てる漁業を実践すると同時に、港内の安定した
環境下で、品質の高いヒラメ、アワビ、さけ、ホタテ等を育成・出荷することによ
り、高値販売及び安定収入獲得の実現を図る。

②観光誘客と直売所の強化による販売促進の取り組み
　現在、冬期のホッキ貝消費促進イベントを実施しているが、それ以外にも主力
魚種であるスルメイカやヒラメ等について、その品質の良さをPRする小イベントを
漁協直売所と店舗前の広場を活用して年に数回実施する。
　これらの取り組みにより、観光誘客を行い、イカ・ヒラメのブランド化及び知名度
の向上が図られる。また、同時に仲買人が好まない主力魚種以外の雑魚類を漁
師直送直売価格で提供する等の取り組みを行い、直売所の強化と売上げ増を図
り、かつ、獲った漁師の顔が見える販売によって、消費者への安全・安心の提供
と、信頼性の向上を図る。また、首都圏の催事などにおいて、特殊凍結によるヒ
ラメ商品などを出品しその鮮度と食味の良さをＰＲする。

　組合員の動力船の全てを対象に、省エネ機器導入事業等を活用し、省エネ型
エンジン及び船外機の導入を順次進めていく。これにより、燃料コストの低減が
図れる効果がある一方で、同量の燃料でより長時間操業が可能になる効果も期
待できることから、魚価向上の取組と併せることで、水揚げ量向上や高単価魚種
の漁獲などをを狙う意欲的な漁業者に対し支援することができ、ひいては組合員
全体のモチベーション向上も喚起できる。

⑥イカの変色防止のための設備機器の購入支援
　船上衛生処理作業性の向上のため、UV紫外線海水殺菌装置の購入を促進す
る事業を展開し、同時に、生け簀内での海水冷却装置の導入促進を実践するこ
とにより、魚価の向上を図る。

　直売所を設けたメリットを最大限に活用した魚価向上を図る取組みを展開する
ため、A-FIVEプランナーによるアドバイスを活用する。
　漁協直売所からの直接発送の出荷体制を整え、新規の販路開拓や商品開発
によって所得向上につながる方策を検討していく。
　この点についてもA－FIVEプランナー派遣事業を活用することでプランニングを
効果的に行うことができる。

⑤省エネ・エンジンの購入支援

⑦シャーベットアイス設備の構築による魚価向上
　近年、鮮度保持にシャーベットアイス水を用いる冷却が主流となりつつあり、市
場での鮮度に対する評価も、これの用・不用によって大きく変わり、魚価に少な
からず影響を与えてきている。当市においては特に秋サケ漁において、魚体の
鮮度維持に極めて有用である。実際、シャーベットアイス水の効果は顕著であ
り、鮮度保持だけでなく腐敗防止による衛生向上にもなることから、これを導入す
ることで魚価向上、ひいては漁業者の所得向上につなげる。

⑧イカ荷揚場の屋根かけ施設の整備
　現在、野天で荷揚げ、競り、積込みを行っているイカ漁について、日照害や鳥
糞害を効果的に防ぐため、イカ荷揚場の屋根かけ施設を高度衛生化事業として
新設・整備する計画を進めている。既に市場では評価の定着している三沢沖産
昼イカ「赤とんぼ」であるが、これを整備することで、野天の影響に対する懸念を
払拭し、鮮度に加え衛生面もアピールして更なる魚価向上をめざし、ひいては漁4



 ２年目（平成２８年度）

(1)

(2)

⑨魚市場の高度衛生化事業による施設整備
　既存の魚市場を、高度衛生化に対応した施設に改修することにより、輸出前提
のHACCP施設のレベルとまではいかなくても、大日本水産会の評価認証を取得
する水準まで引き上げることで、当市魚市場を介して売りさばかれる魚介類全体
のイメージ向上を図り、魚価向上と漁業者の所得向上につなげていく。なお、市
場としてのハード整備と並行してソフト面での衛生管理マニュアルの整備も実施
し、運用面での衛生化についても検討を進め、並行して大日本水産会の認証取
得も目指す。

⑩漁港内監視カメラ整備

業者の所得向上を図る。なお、付帯設備については産地水産業強化支援事業
等を活用し、電動フォークリフトやベルトコンベア等の整備を図る。

　衛生化や鮮度向上など、水産物の品質に直接影響がある取組み以外で、魚市
場の防犯・保安上の問題もクリアされるべき懸案である。生鮮魚介類を扱う魚市
場において、故意・過失は別にして部外者の侵入による汚染が、市場のイメー
ジ・評価の低下⇒魚価低迷⇒所得低迷となる恐れがあることから、これらの損失
を未然に防ぐ取組として、漁港内での衛生管理対策として、遠隔操作が可能な監
視カメラを設置し、放送設備と連動することにより効果的な衛生管理を行う。

漁業コスト
削減

のための取
組

①燃油の高騰に対する備え
　漁協は、燃油の高騰による漁業コストの圧迫に備えるため、漁業経営セーフ
ティーネット構築事業への加入を積極的に推進する。

②省燃油活動の推進
　漁業者は、定期的な船底清掃の実施や不要な積荷を減らすことにより、航行時
の負荷を低減し、燃油消費量を抑制する。
　漁業者は、出航時間を早め、低速航行により燃油消費量を抑制する。

③省エネ・エンジンの購入支援
　組合員の動力船の全てを対象に、省エネ機器導入事業等を活用し、省エネ型
エンジンの導入を順次進めていく。これにより、燃料コストの低減が図られる。

活用する支
援

措置等

　産地水産業強化支援事業（強い水産業づくり交付金）、
　省燃油活動推進事業、省エネ機器等導入推進事業、
　水産業の省エネ・低コスト新技術導入加速化事業
　電源立地地域対策交付金（経済産業省）、民生安定施設整備事業（防衛省）

　以下の収入向上の取り組みにより、イカ釣漁業においては、0.7％、それ以外については
0.5％の漁業者所得向上を図る。

①水産物の付加価値向上の取り組み
　当市のイカ釣漁業において、船上での鮮度保持処理及び箱詰めに係る技術・
技法は徹底管理のもと確立されているが、更なる技術向上と維持を目的として漁
協組合員の全漁業者対象の講習会や、意識啓発を促すための漁業者シンポジ
ウムを開催し、技術・技法の共有と認識の統一を図り、もって品質の均一化・安
定化を行うことで、商品としての付加価値の向上を目指す。

　イカ以外の魚種、特に当市の場合、ヒラメについて、神経抜き活絞めの船上実
施の普及を促進する。併せて魚市場から大消費地への直送出荷販路を確保し、
希少性と高付加価値の「超鮮度ヒラメ」として高値販売での取引の実現を目指
す。また、船上活絞め以外でも、水揚げ後の活魚の神経抜き活絞めを促進し、特
殊凍結機器を活用することで、解凍時にドリップがなく鮮度や旨みが損なわれな
い商品開発を積極的に展開する。このことで、安価期の鮮魚を高付加価値商品
に変え、通年での販売、長距離輸送、長期保存、加工品や海鮮料理など、多様
な用途に応用がきくようにすることで、有効な商品開発とブランド化を実現させ
る。
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(3)

②観光誘客と直売所の強化による販売促進の取り組み

③地理的表示保護制度登録認証（GIマーク）の取得

④㈱農林漁業成長産業化支援機構（A－FIVE）による取組み

　 これらの取り組みにより、観光誘客を行い、イカ・ヒラメのブランド化及び知名
度の向上が図られる。また、同時に仲買人が好まない主力魚種以外の雑魚類を
漁師直送直売価格で提供する等の取り組みを行い、直売所の強化と売上げ増を
図り、かつ、獲った漁師の顔が見える販売によって、消費者への安全・安心の提
供と、信頼性の向上を図る。また、首都圏の催事などにおいて、特殊凍結による
ヒラメ商品などを出品しその鮮度と食味の良さをＰＲする。

　三沢沖のイカ釣漁業は、昼操業で夕方入札の体制で迅速な出荷を実現してお
り、早朝に東京築地市場へ到着し、「赤とんぼ」の愛称でブランド力を獲得してい
る。更なるブランド価値の向上のため、この認証取得に挑戦している。
　２８年度は本申請を行い、ＧＩサポート中央デスクの助言を得て所要の調整を行
いつつ、年内の認定を目指す。認定後は年度末までにＧＩマークを加えたステッ
カーやパンフレットなどの頒布用ＰＲアイテムを準備し、GI効果の活用を実践す
る。

　これらの取り組みにより、作り育てる漁業を実践すると同時に、港内の安定した
環境下で、品質の高いヒラメ、アワビ、さけ、ホタテ等を育成・出荷することによ
り、高値販売及び安定収入獲得の実現を図る。

　当該年度より、ホタテの養殖事業に着手し、本格的な育苗を実施する前の環境
整備を進める。並行して種苗を適量確保し、小規模で試験育苗を実施する。

　ヒラメ、アワビ、さけの飼育・種苗放流事業への取り組みを現在より倍増して積
極的に実施する。当市漁港は元来、遠浅の砂浜であり、岩場・磯場がなく、これら
の魚種が自生する環境がないが、広い漁港区域内を活用し、消波ブロックなどに
発酵処理した間伐材や堆肥分解性ブロックなどを組み合わせ人工藻場とし、ア
ワビ類の養殖に良好な環境を整備する。

　船上衛生処理作業性の向上のため、UV紫外線海水殺菌装置の購入を促進す
る事業を展開し、同時に、生け簀内での海水冷却装置の導入促進を実践するこ
とにより、魚価の向上を図る。

　近年、鮮度保持にシャーベットアイス水を用いる冷却が主流となりつつあり、市
場での鮮度に対する評価も、これの用・不用によって大きく変わり、魚価に少な
からず影響を与えてきている。当市においては特に秋サケ漁において、魚体の
鮮度維持に極めて有用である。実際、シャーベットアイス水の効果は顕著であ
り、鮮度保持だけでなく腐敗防止による衛生向上にもなることから、これを導入す
ることで魚価向上、ひいては漁業者の所得向上につなげる。

　現在、冬期のホッキ貝消費促進イベントを実施しているが、それ以外にも主力
魚種であるスルメイカやヒラメ等について、その品質の良さをPRする小イベントを
漁協直売所と店舗前の広場を活用して年に数回実施する。

　この点についてもA－FIVEプランナー派遣事業を活用することでプランニングを
効果的に行うことができる。

⑤省エネ・エンジンの購入支援

⑥イカの変色防止のための設備機器の購入支援

⑦シャーベットアイス設備の構築による魚価向上

⑧イカ荷揚場の屋根かけ施設の整備

漁業収入向
上

のための取
組

　現在、野天で荷揚げ、競り、積込みを行っているイカ漁について、日照害や鳥

　漁協直売所からの直接発送の出荷体制を整え、新規の販路開拓や商品開発
によって所得向上につながる方策を検討していく。

　直売所を設けたメリットを最大限に活用した魚価向上を図る取組みを展開する
ため、A-FIVEプランナーによるアドバイスを活用する。

　組合員の動力船の全てを対象に、省エネ機器導入事業等を活用し、省エネ型
エンジン及び船外機の導入を順次進めていく。これにより、燃料コストの低減が
図れる効果がある一方で、同量の燃料でより長時間操業が可能になる効果も期
待できることから、魚価向上の取組と併せることで、水揚げ量向上や高単価魚種
の漁獲などをを狙う意欲的な漁業者に対し支援することができ、ひいては組合員
全体のモチベーション向上も喚起できる。
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 ３年目（平成２９年度）

(1)

(2)

活用する支
援

措置等

　以下の収入向上の取り組みにより、イカ釣漁業においては、2.4％、それ以外については
1.6％の漁業者所得向上を図る。

　産地水産業強化支援事業（強い水産業づくり交付金）、
　水産業の省エネ・低コスト新技術導入加速化事業
　電源立地地域対策交付金（経済産業省）、民生安定施設整備事業（防衛省）

①水産物の付加価値向上の取り組み

　衛生化や鮮度向上など、水産物の品質に直接影響がある取組み以外で、魚市
場の防犯・保安上の問題もクリアされるべき懸案である。生鮮魚介類を扱う魚市
場において、故意・過失は別にして部外者の侵入による汚染が、市場のイメー
ジ・評価の低下⇒魚価低迷⇒所得低迷となる恐れがあることから、これらの損失
を未然に防ぐ取組として、漁港内での衛生管理対策として、遠隔操作が可能な監
視カメラを設置し、放送設備と連動することにより効果的な衛生管理を行う。当該
年度では市の一部助成を得て漁協主体で機器を設置する。

　イカ以外の魚種、特に当市の場合、ヒラメについて、神経抜き活絞めの船上実
施の普及を促進する。併せて魚市場から大消費地への直送出荷販路を確保し、
希少性と高付加価値の「超鮮度ヒラメ」として高値販売での取引の実現を目指
す。また、船上活絞め以外でも、水揚げ後の活魚の神経抜き活絞めを促進し、特
殊凍結機器を活用することで、解凍時にドリップがなく鮮度や旨みが損なわれな

①燃油の高騰に対する備え

②省燃油活動の推進

③省エネ・エンジンの購入支援
　組合員の動力船の全てを対象に、省エネ型エンジンの導入を順次進めていく。
これにより、燃料コストの低減が図られる。

　漁業者は、定期的な船底清掃の実施や不要な積荷を減らすことにより、航行時
の負荷を低減し、燃油消費量を抑制する。

　漁協は、燃油の高騰による漁業コストの圧迫に備えるため、漁業経営セーフ
ティーネット構築事業への加入を積極的に推進する。

　当市のイカ釣漁業において、船上での鮮度保持処理及び箱詰めに係る技術・
技法は徹底管理のもと確立されているが、更なる技術向上と維持を目的として漁
協組合員の全漁業者対象の講習会や、意識啓発を促すための漁業者シンポジ
ウムを開催し、技術・技法の共有と認識の統一を図り、もって品質の均一化・安
定化を行うことで、商品としての付加価値の向上を目指す。

⑨魚市場の高度衛生化事業による施設整備
　既存の魚市場を、高度衛生化に対応した施設に改修することにより、輸出前提
のHACCP施設のレベルとまではいかなくても、大日本水産会の評価認証を取得
する水準まで引き上げることで、当市魚市場を介して売りさばかれる魚介類全体
のイメージ向上を図り、魚価向上と漁業者の所得向上につなげていく。なお、市
場としてのハード整備と並行してソフト面での衛生管理マニュアルの整備も実施
し、運用面での衛生化についても検討を進め、並行して大日本水産会の認証取
得も目指す。

⑩漁港内監視カメラ整備

糞害を効果的に防ぐため、イカ荷揚場の屋根かけ施設を高度衛生化事業として
新設・整備する計画を進めている。既に市場では評価の定着している三沢沖産
昼イカ「赤とんぼ」であるが、これを整備することで、野天の影響に対する懸念を
払拭し、鮮度に加え衛生面もアピールして更なる魚価向上をめざし、ひいては漁
業者の所得向上を図る。なお、付帯設備については産地水産業強化支援事業
等を活用し、電動フォークリフトやベルトコンベア等の整備を図る。
　当該年度では、実施設計を行う予定である。

漁業コスト
削減

のための取
組

　漁業者は、出航時間を早め、低速航行により燃油消費量を抑制する。
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(3)

②観光誘客と直売所の強化による販売促進の取り組み

③地理的表示保護制度登録認証（GIマーク）の取得後の効果検証

④㈱農林漁業成長産業化支援機構（A－FIVE）による取組み

⑤省エネ・エンジンの購入支援

⑥イカの変色防止のための設備機器の購入支援

い商品開発を積極的に展開する。このことで、安価期の鮮魚を高付加価値商品
に変え、通年での販売、長距離輸送、長期保存、加工品や海鮮料理など、多様
な用途に応用がきくようにすることで、有効な商品開発とブランド化を実現させ
る。

　ヒラメ、アワビ、さけの飼育・種苗放流事業への取り組みを現在より倍増して積
極的に実施する。当市漁港は元来、遠浅の砂浜であり、岩場・磯場がなく、これら
の魚種が自生する環境がないが、広い漁港区域内を活用し、消波ブロックなどに
発酵処理した間伐材や堆肥分解性ブロックなどを組み合わせ人工藻場とし、ア
ワビ類の養殖に良好な環境を整備する。
　前年度に続き、ホタテの養殖事業を実施し、本格的な育苗育成に移行し、継続
的な育苗に欠かせない育苗技術の成熟及び、施設の育苗サイクルの完成度向
上を図る。

　三沢沖産昼イカ「赤とんぼ」がＧIマークの取得が為された場合、その効果の積
極的活用に並行して、効果の及ぶ範囲、消費者の反応などについてのリサーチ
を実施、調査結果を精査し、ブランド効果の維持向上に努めていく。

⑦シャーベットアイス設備の構築による魚価向上

　直売所を設けたメリットを最大限に活用した魚価向上を図る取組みを展開する
ため、A-FIVEプランナーによるアドバイスを活用する。
　漁協直売所からの直接発送の出荷体制を整え、新規の販路開拓や商品開発
によって所得向上につながる方策を検討していく。
　この点についてもA－FIVEプランナー派遣事業を活用することでプランニングを
効果的に行うことができる。

　組合員の動力船の全てを対象に、省エネ機器導入事業等を活用し、省エネ型
エンジン及び船外機の導入を順次進めていく。これにより、燃料コストの低減が
図れる効果がある一方で、同量の燃料でより長時間操業が可能になる効果も期
待できることから、魚価向上の取組と併せることで、水揚げ量向上や高単価魚種
の漁獲などをを狙う意欲的な漁業者に対し支援することができ、ひいては組合員
全体のモチベーション向上も喚起できる。

　船上衛生処理作業性の向上のため、UV紫外線海水殺菌装置の購入を促進す
る事業を展開し、同時に、生け簀内での海水冷却装置の導入促進を実践するこ
とにより、魚価の向上を図る。

　近年、鮮度保持にシャーベットアイス水を用いる冷却が主流となりつつあり、市
場での鮮度に対する評価も、これの用・不用によって大きく変わり、魚価に少な
からず影響を与えてきている。当市においては特に秋サケ漁において、魚体の
鮮度維持に極めて有用である。実際、シャーベットアイス水の効果は顕著であ
り、鮮度保持だけでなく腐敗防止による衛生向上にもなることから、これを導入す
ることで魚価向上、ひいては漁業者の所得向上につなげる。

漁業収入向
上

のための取
組

　これらの取り組みにより、作り育てる漁業を実践すると同時に、港内の安定した
環境下で、品質の高いヒラメ、アワビ、さけ、ホタテ等を育成・出荷することによ
り、高値販売及び安定収入獲得の実現を図る。

　現在、冬期のホッキ貝消費促進イベントを実施しているが、それ以外にも主力
魚種であるスルメイカやヒラメ等について、その品質の良さをPRする小イベントを
漁協直売所と店舗前の広場を活用して年に数回実施し、観光誘客をも実践す
　これらの取り組みの際に、ＧＩ認証や神経締めの優位性を前面に立てて、イカ・
ヒラメのブランドにさらなる価値を付加してＰＲを行う。また同時に、魚介類の直送
直売も進展させつつ、漁業者及び仲買人への神経締めに対する理解と浸透を促
し、神経締めの積極的な導入を奨励して全体的な魚価向上を図る。漁師の顔が
見える販売での消費者の信頼性向上にも配慮しながら、首都圏の催事などにお
いて、特殊凍結に加えて、ＧＩ認証や神経締めなどの優位点を付加してＰＲを行
い、さらなる販売向上と販路拡大を図る。
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 ４年目（平成３０年度）

(1)

(2)

活用する支
援

措置等

　イカ以外の魚種、特に当市の場合、ヒラメについて、神経抜き活絞めの船上実

　漁協は、燃油の高騰による漁業コストの圧迫に備えるため、漁業経営セーフ
ティーネット構築事業への加入を積極的に推進する。

　漁業者は、定期的な船底清掃の実施や不要な積荷を減らすことにより、航行時
の負荷を低減し、燃油消費量を抑制する。

　組合員の動力船の全てを対象に、省エネ型エンジンの導入を順次進めていく。
これにより、燃料コストの低減が図られる。

⑧イカ荷揚場の屋根かけ施設の整備

⑨魚市場の高度衛生化事業による施設整備

⑩漁港内監視カメラ整備

　当該年度では、実施設計を行う予定である。

　現在、野天で荷揚げ、競り、積込みを行っているイカ漁について、日照害や鳥
糞害を効果的に防ぐため、イカ荷揚場の屋根かけ施設を高度衛生化事業として
新設・整備する計画を進めている。既に市場では評価の定着している三沢沖産
昼イカ「赤とんぼ」であるが、これを整備することで、野天の影響に対する懸念を
払拭し、鮮度に加え衛生面もアピールして更なる魚価向上をめざし、ひいては漁
業者の所得向上を図る。なお、付帯設備については産地水産業強化支援事業
等を活用し、電動フォークリフトやベルトコンベア等の整備を図る。
　当該年度では、本体工事に着工し、施設躯体の主要部分について年度内に完
成させる予定である。

　当市のイカ釣漁業において、船上での鮮度保持処理及び箱詰めに係る技術・
技法は徹底管理のもと確立されているが、更なる技術向上と維持を目的として漁
協組合員の全漁業者対象の講習会や、意識啓発を促すための漁業者シンポジ
ウムを開催し、技術・技法の共有と認識の統一を図り、もって品質の均一化・安
定化を行うことで、商品としての付加価値の向上を目指す。

　以下の収入向上の取り組みにより、イカ釣漁業においては、2.8％、それ以外については
1.8％の漁業者所得向上を図る。

　既存の魚市場を、高度衛生化に対応した施設に改修することにより、輸出前提
のHACCP施設のレベルとまではいかなくても、大日本水産会の評価認証を取得
する水準まで引き上げることで、当市魚市場を介して売りさばかれる魚介類全体
のイメージ向上を図り、魚価向上と漁業者の所得向上につなげていく。なお、市
場としてのハード整備と並行してソフト面での衛生管理マニュアルの整備も実施
し、運用面での衛生化についても検討を進め、並行して大日本水産会の認証取
得も目指す。

　衛生化や鮮度向上など、水産物の品質に直接影響がある取組み以外で、魚市
場の防犯・保安上の問題もクリアされるべき懸案である。生鮮魚介類を扱う魚市
場において、故意・過失は別にして部外者の侵入による汚染が、市場のイメー
ジ・評価の低下⇒魚価低迷⇒所得低迷となる恐れがあることから、これらの損失
を未然に防ぐ取組として、漁港内での衛生管理対策として、放送設備と連動した
遠隔操作が可能な監視カメラによる効果的な衛生管理体制を運用する。

漁業コスト
削減

のための取
組

　漁業者は、出航時間を早め、低速航行により燃油消費量を抑制する。

①水産物の付加価値向上の取り組み

　電源立地地域対策交付金（経済産業省）、民生安定施設整備事業（防衛省）

①燃油の高騰に対する備え

②省燃油活動の推進

③省エネ・エンジンの購入支援

　産地水産業強化支援事業（強い水産業づくり交付金）、
　水産業の省エネ・低コスト新技術導入加速化事業
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(3)

　船上衛生処理作業性の向上のため、UV紫外線海水殺菌装置の購入を促進す
る事業を展開し、同時に、生け簀内での海水冷却装置の導入促進を実践するこ
とにより、魚価の向上を図る。

　近年、鮮度保持にシャーベットアイス水を用いる冷却が主流となりつつあり、市

④㈱農林漁業成長産業化支援機構（A－FIVE）による取組み
　直売所を設けたメリットを最大限に活用した魚価向上を図る取組みを展開する
ため、A-FIVEプランナーによるアドバイスを活用する。

漁業収入向
上

のための取
組

施の普及を促進する。併せて魚市場から大消費地への直送出荷販路を確保し、
希少性と高付加価値の「超鮮度ヒラメ」として高値販売での取引の実現を目指
す。また、船上活絞め以外でも、水揚げ後の活魚の神経抜き活絞めを促進し、特
殊凍結機器を活用することで、解凍時にドリップがなく鮮度や旨みが損なわれな
い商品開発を積極的に展開する。このことで、安価期の鮮魚を高付加価値商品
に変え、通年での販売、長距離輸送、長期保存、加工品や海鮮料理など、多様
な用途に応用がきくようにすることで、有効な商品開発とブランド化を実現させ
る。

　ヒラメ、アワビ、さけの飼育・種苗放流事業への取り組みを現在より倍増して積
極的に実施する。当市漁港は元来、遠浅の砂浜であり、岩場・磯場がなく、これら
の魚種が自生する環境がないが、広い漁港区域内を活用し、消波ブロックなどに
発酵処理した間伐材や堆肥分解性ブロックなどを組み合わせ人工藻場とし、ア
ワビ類の養殖に良好な環境を整備する。
　ホタテ養殖事業を軌道に乗せ、本格的な出荷体制の整備を行う。試験販売、試
食会などを通して仲買人や消費者の反応を見つつ、育成・供給体制の熟度向上
を図る。
　これらの取り組みにより、作り育てる漁業を実践すると同時に、港内の安定した
環境下で、品質の高いヒラメ、アワビ、さけ、ホタテ等を育成・出荷することによ
り、高値販売及び安定収入獲得の実現を図る。

　現在、冬期のホッキ貝消費促進イベントを実施しているが、それ以外にも主力
魚種であるスルメイカやヒラメ等について、その品質の良さをPRする小イベントを
漁協直売所と店舗前の広場を活用して年に数回実施する。
　ＧＩ認証や神経締めによる、イカ・ヒラメのブランド価値向上のＰＲを進展させ、魚
介類の直送直売にも積極的に努め、積極的な神経締めの導入奨励と並行して、
漁師の顔が見える販売による信頼性向上にも継続して行う。引き続き首都圏の
催事などに積極的に出展し、特殊凍結・ＧＩ認証・神経締めの優位点をＰＲし、販
売向上と販路拡大を行い、消費者への浸透・定着を図る。前年の手ごたえと経験
を活かして、これら取り組みをより効果的に展開する。

⑤省エネ・エンジンの購入支援

⑥イカの変色防止のための設備機器の購入支援

⑦シャーベットアイス設備の構築による魚価向上

　漁協直売所からの直接発送の出荷体制を整え、新規の販路開拓や商品開発
によって所得向上につながる方策を検討していく。
　この点についてもA－FIVEプランナー派遣事業を活用することでプランニングを
効果的に行うことができる。

　組合員の動力船の全てを対象に、省エネ機器導入事業等を活用し、省エネ型
エンジン及び船外機の導入を順次進めていく。これにより、燃料コストの低減が
図れる効果がある一方で、同量の燃料でより長時間操業が可能になる効果も期
待できることから、魚価向上の取組と併せることで、水揚げ量向上や高単価魚種
の漁獲などをを狙う意欲的な漁業者に対し支援することができ、ひいては組合員
全体のモチベーション向上も喚起できる。

　三沢沖産昼イカ「赤とんぼ」がＧIマークの取得が為された場合、その効果の積
極的活用に並行して、前年に引き続き効果の及ぶ範囲、消費者の反応などにつ
いてのリサーチを実施、調査結果を精査し、必要に応じてインターネットを活用し
たＰＲや、物産展やトップセールスなどの機会を活用したＰＲ活動を展開し、ブラ
ンド効果のさらなる維持向上に努めていく。

②観光誘客と直売所の強化による販売促進の取り組み

③地理的表示保護制度登録認証（GIマーク）の取得後の効果検証と活用
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 ５年目（平成３１年度）

(1)

　産地水産業強化支援事業（強い水産業づくり交付金）、
　水産業の省エネ・低コスト新技術導入加速化事業
　電源立地地域対策交付金（経済産業省）、民生安定施設整備事業（防衛省）

　組合員の動力船の全てを対象に、省エネ型エンジンの導入を順次進めていく。
これにより、燃料コストの低減が図られる。

　漁業者は、定期的な船底清掃の実施や不要な積荷を減らすことにより、航行時
の負荷を低減し、燃油消費量を抑制する。

　漁協は、燃油の高騰による漁業コストの圧迫に備えるため、漁業経営セーフ
ティーネット構築事業への加入を積極的に推進する。

　衛生化や鮮度向上など、水産物の品質に直接影響がある取組み以外で、魚市
場の防犯・保安上の問題もクリアされるべき懸案である。生鮮魚介類を扱う魚市
場において、故意・過失は別にして部外者の侵入による汚染が、市場のイメー
ジ・評価の低下⇒魚価低迷⇒所得低迷となる恐れがあることから、これらの損失
を未然に防ぐ取組として、漁港内での衛生管理対策として、放送設備と連動した
遠隔操作が可能な監視カメラによる効果的な衛生管理体制を運用する。

　既存の魚市場を、高度衛生化に対応した施設に改修することにより、輸出前提
のHACCP施設のレベルとまではいかなくても、大日本水産会の評価認証を取得
する水準まで引き上げることで、当市魚市場を介して売りさばかれる魚介類全体
のイメージ向上を図り、魚価向上と漁業者の所得向上につなげていく。なお、市
場としてのハード整備と並行してソフト面での衛生管理マニュアルの整備も実施
し、運用面での衛生化についても検討を進め、並行して大日本水産会の認証取
得も目指す。

③省エネ・エンジンの購入支援

⑨魚市場の高度衛生化事業による施設整備

⑩漁港内監視カメラ整備

①燃油の高騰に対する備え

②省燃油活動の推進

場での鮮度に対する評価も、これの用・不用によって大きく変わり、魚価に少な
からず影響を与えてきている。当市においては特に秋サケ漁において、魚体の
鮮度維持に極めて有用である。実際、シャーベットアイス水の効果は顕著であ
り、鮮度保持だけでなく腐敗防止による衛生向上にもなることから、これを導入す
ることで魚価向上、ひいては漁業者の所得向上につなげる。

　現在、野天で荷揚げ、競り、積込みを行っているイカ漁について、日照害や鳥
糞害を効果的に防ぐため、イカ荷揚場の屋根かけ施設を高度衛生化事業として
新設・整備する計画を進めている。既に市場では評価の定着している三沢沖産
昼イカ「赤とんぼ」であるが、これを整備することで、野天の影響に対する懸念を
払拭し、鮮度に加え衛生面もアピールして更なる魚価向上をめざし、ひいては漁
業者の所得向上を図る。なお、付帯設備については産地水産業強化支援事業
等を活用し、電動フォークリフトやベルトコンベア等の整備を図る。
　当該年度では、施設に付帯する設備関係の工事を行い、年度内の竣工を目指
す。併せて強い水産業づくり交付金等を活用し、施設で使用する動産類（電動
フォークリフト、ベルトコンベア等）の整備を実施する。

活用する支
援

措置等

　当該年度では、設備工事に着手し、年度内の整備完了を目指す。

漁業コスト
削減

のための取
組

　漁業者は、出航時間を早め、低速航行により燃油消費量を抑制する。

⑧イカ荷揚場の屋根かけ施設の整備

　以下の収入向上の取り組みにより、イカ釣漁業においては、4.7％、それ以外については
4.0％の漁業者所得向上を図る。

　当市のイカ釣漁業において、船上での鮮度保持処理及び箱詰めに係る技術・
①水産物の付加価値向上の取り組み

11



(2)

(3)

漁業収入向
上

のための取
組

　直売所を設けたメリットを最大限に活用した魚価向上を図る取組みを展開する
ため、A-FIVEプランナーによるアドバイスを活用する。
　漁協直売所からの直接発送の出荷体制を整え、新規の販路開拓や商品開発
によって所得向上につながる方策を検討していく。
　この点についてもA－FIVEプランナー派遣事業を活用することでプランニングを
効果的に行うことができる。

　三沢沖産昼イカ「赤とんぼ」がＧIマークの取得が為された場合、その効果の積
極的活用に並行して、効果範囲、消費者の反応などのリサーチを継続して実施、
調査結果を精査し、インターネットによるＰＲ、物産展やトップセールスなどのＰＲ
活動の展開戦略に反映させ、永続的なブランド効果の維持に努める。

　現在、冬期のホッキ貝消費促進イベントを実施しているが、それ以外にも主力
魚種であるスルメイカやヒラメ等について、その品質の良さをPRする小イベントを
漁協直売所と店舗前の広場を活用して年に数回実施する。
　最終年次である本年では、特殊凍結・ＧＩ認証・神経締めなどの優位点による、
一定程度のブランド価値の定着と安定化を目指し、さらに次期販売戦略の検討
を行う。イカ・ヒラメのブランドのＰＲ、魚介類の直送直売、神経締めの実施、漁師
の顔が見える販売などの取り組みは常態化させ継続する一方、首都圏催事にお
ける販売を継続しつつ、ブランドの定着効果をモニタリングし、一定程度の効果を
ひとつの目安として、これら確認できた効果をもとに他の催事への出展や新規取
引先の開拓などの販売戦略を展開する。

④㈱農林漁業成長産業化支援機構（A－FIVE）による取組み

⑤省エネ・エンジンの購入支援

⑥イカの変色防止のための設備機器の購入支援
　船上衛生処理作業性の向上のため、UV紫外線海水殺菌装置の購入を促進す

　組合員の動力船の全てを対象に、省エネ機器導入事業等を活用し、省エネ型
エンジン及び船外機の導入を順次進めていく。これにより、燃料コストの低減が
図れる効果がある一方で、同量の燃料でより長時間操業が可能になる効果も期
待できることから、魚価向上の取組と併せることで、水揚げ量向上や高単価魚種
の漁獲などをを狙う意欲的な漁業者に対し支援することができ、ひいては組合員
全体のモチベーション向上も喚起できる。

技法は徹底管理のもと確立されているが、更なる技術向上と維持を目的として漁
協組合員の全漁業者対象の講習会や、意識啓発を促すための漁業者シンポジ
ウムを開催し、技術・技法の共有と認識の統一を図り、もって品質の均一化・安
定化を行うことで、商品としての付加価値の向上を目指す。

　イカ以外の魚種、特に当市の場合、ヒラメについて、神経抜き活絞めの船上実
施の普及を促進する。併せて魚市場から大消費地への直送出荷販路を確保し、
希少性と高付加価値の「超鮮度ヒラメ」として高値販売での取引の実現を目指
す。また、船上活絞め以外でも、水揚げ後の活魚の神経抜き活絞めを促進し、特
殊凍結機器を活用することで、解凍時にドリップがなく鮮度や旨みが損なわれな
い商品開発を積極的に展開する。このことで、安価期の鮮魚を高付加価値商品
に変え、通年での販売、長距離輸送、長期保存、加工品や海鮮料理など、多様
な用途に応用がきくようにすることで、有効な商品開発とブランド化を実現させ
る。

②観光誘客と直売所の強化による販売促進の取り組み

③地理的表示保護制度登録認証（GIマーク）の取得後の効果検証と活用

　ヒラメ、アワビ、さけの飼育・種苗放流事業への取り組みを現在より倍増して積
極的に実施する。当市漁港は元来、遠浅の砂浜であり、岩場・磯場がなく、これら
の魚種が自生する環境がないが、広い漁港区域内を活用し、消波ブロックなどに
発酵処理した間伐材や堆肥分解性ブロックなどを組み合わせ人工藻場とし、ア
ワビ類の養殖に良好な環境を整備する。
　ホタテ養殖事業を実施し、品質の安定化と継続的な出荷により三沢産のホタテ
のブランド定着に努める。
　これらの取り組みにより、作り育てる漁業を実践すると同時に、港内の安定した
環境下で、品質の高いヒラメ、アワビ、さけ、ホタテ等を育成・出荷することによ
り、高値販売及び安定収入獲得の実現を図る。
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※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。

活用する支
援

措置等

　産地水産業強化支援事業（強い水産業づくり交付金）、
　水産業の省エネ・低コスト新技術導入加速化事業
　電源立地地域対策交付金（経済産業省）

漁業コスト
削減

のための取
組

　漁業者は、出航時間を早め、低速航行により燃油消費量を抑制する。

⑩漁港内監視カメラ整備

①燃油の高騰に対する備え

②省燃油活動の推進

⑦シャーベットアイス設備の構築による魚価向上

⑧イカ荷揚場の屋根かけ施設の整備

⑨魚市場の高度衛生化事業による施設整備

　近年、鮮度保持にシャーベットアイス水を用いる冷却が主流となりつつあり、市
場での鮮度に対する評価も、これの用・不用によって大きく変わり、魚価に少な
からず影響を与えてきている。当市においては特に秋サケ漁において、魚体の
鮮度維持に極めて有用である。実際、シャーベットアイス水の効果は顕著であ
り、鮮度保持だけでなく腐敗防止による衛生向上にもなることから、これを導入す
ることで魚価向上、ひいては漁業者の所得向上につなげる。

る事業を展開し、同時に、生け簀内での海水冷却装置の導入促進を実践するこ
とにより、魚価の向上を図る。

　衛生化や鮮度向上など、水産物の品質に直接影響がある取組み以外で、魚市
場の防犯・保安上の問題もクリアされるべき懸案である。生鮮魚介類を扱う魚市
場において、故意・過失は別にして部外者の侵入による汚染が、市場のイメー
ジ・評価の低下⇒魚価低迷⇒所得低迷となる恐れがあることから、これらの損失
を未然に防ぐ取組として、漁港内での衛生管理対策として、放送設備と連動した
遠隔操作が可能な監視カメラによる効果的な衛生管理体制を運用する。

　既存の魚市場を、高度衛生化に対応した施設に改修することにより、輸出前提
のHACCP施設のレベルとまではいかなくても、大日本水産会の評価認証を取得
する水準まで引き上げることで、当市魚市場を介して売りさばかれる魚介類全体
のイメージ向上を図り、魚価向上と漁業者の所得向上につなげていく。なお、市
場としてのハード整備と並行してソフト面での衛生管理マニュアルの整備も実施
し、運用面での衛生化についても検討を進め、並行して大日本水産会の認証取
得も目指す。
　当該年度以降の施設の本格運用を行い、継続的に品質及び衛生管理の維持
向上に努める。

　現在、野天で荷揚げ、競り、積込みを行っているイカ漁について、日照害や鳥
糞害を効果的に防ぐため、イカ荷揚場の屋根かけ施設を高度衛生化事業として
新設・整備する計画を進めている。既に市場では評価の定着している三沢沖産
昼イカ「赤とんぼ」であるが、これを整備することで、野天の影響に対する懸念を
払拭し、鮮度に加え衛生面もアピールして更なる魚価向上をめざし、ひいては漁
業者の所得向上を図る。なお、付帯設備については産地水産業強化支援事業
等を活用し、電動フォークリフトやベルトコンベア等の整備を図る。
　当該年度以降の施設の本格運用を行い、継続的に品質及び衛生管理の維持
向上に努める。

　組合員の動力船の全てを対象に、省エネ型エンジンの導入を順次進めていく。
これにより、燃料コストの低減が図られる。

　漁業者は、定期的な船底清掃の実施や不要な積荷を減らすことにより、航行時
の負荷を低減し、燃油消費量を抑制する。

　漁協は、燃油の高騰による漁業コストの圧迫に備えるため、漁業経営セーフ
ティーネット構築事業への加入を積極的に推進する。

③省エネ・エンジンの購入支援
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（４）関係機関との連携

4 目標
（１）数値目標

基準年

目標年

（２）上記の算出方法及びその妥当性

※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。

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

事業名 事業内容及び浜の活力再生プランとの関係性

平成２７年度　：　漁業所得　　　　　　　千円

平成３１年度　：　漁業所得　　　　　　　千円
漁業所得の向上　　%以上

　民生安定施設整備事業

[事業内容]
新荷捌施設（イカ荷揚げ屋根掛け施設）整備事業
H28 実施設計一式、
H29･30 整備工事N＝1棟／A＝2,720㎡、清浄海水導入施
設一式

[プランとの関係性]
取組内容における⑧イカ荷揚げ屋根掛け施設整備が主体
であるが、①水産物付加価値向上の(1)、③GI認証取得など
の取り組みも関連。

[事業内容]
荷捌施設（魚市場）高度衛生化事業
H29 実施設計一式
H30 受電設備一式、殺菌海水装置一式、機能性氷装置一
式
　　　速乾性床塗装一式、活魚水槽室一式ほか

[プランとの関係性]
⑦

　電源立地地域対策交付金

[事業内容]
漁船用海水殺菌装置N＝10基

[プランとの関係性]
取組内容における⑥イカ変色防止設備機器購入支援に関
連。

　省エネ機器等導入推進事業

　産地水産業強化支援事業
　　（強い水産業づくり交付金）

[事業内容]
省エネ型ハイブリットエンジン導入N＝7基

[プランとの関係性]
取組内容における⑤省エネ・エンジンの購入支援に関連。

[事業内容]
ホタテ稚貝養殖用生け簀等及び養殖機器類一式
漁船用海水殺菌装置N＝10基
計量伝送システム付電動フォークリフトN＝4台、
発泡魚箱運搬用ベルトコンベア1基
その他衛生化対応型備品類等（計量機器、パレット、活魚
水槽）

[プランとの関係性]
取組内容における①水産物付加価値向上の(3)、⑥イカ変
色防止設備機器購入支援、⑨魚市場高度衛生化事業に関

　水産流通基盤整備事業
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※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。
※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。

取組内容における⑦シャーベットアイス設備による魚価向
上及び⑨魚市場高度衛生化事業が主体であるが、①水産
物付加価値向上の(1)、③GI認証取得などの取り組みも関
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