
別記様式第 1 号 別添 

浜の活力再生プラン 
 

１ 地域水産業再生委員会 

 

再生委員会の構成員 大阪市漁業協同組合、大阪市、大阪府 

オブザーバー 大阪商工会議所 

※再生委員会の規約及び推進体制の分かる資料を添付すること 

 

対象となる地域の範囲及び

漁業の種類 

地域の範囲: 大阪市 

漁業種類: 船びき網漁業 13 名、囲刺網漁業 3 名、採貝漁業 10 名、

刺網漁業 10 名、うなぎ漁 17 名、合計対象者 53 名 

 ※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 

大阪府の現状:淀川の河口域に位置する大阪市地区は江戸時代より漁業が盛んで、水産業協同

組合法に基づき発足した昭和 24 年 10 月時点の大阪市漁業協同組合は組合員数 300 名余りを誇

る府下有数の組織であったが、その後の大阪湾埋立工事の進行などにより、昭和 44 年 9 月に漁

業権が消滅し、以降組合員は漁業許可で漁業を営んできた。 

高度経済成長期以降の埋立工事・急速な工業化は、大阪湾水域環境の悪化及び漁業資源の減少を

招来し、生産量の減少は漁業への新規就労者の減少と漁業者の高齢化をもたらし、組合員は一貫

して減少してきた。加えて最近の燃油急騰も漁業経営に大きな負担となっている。 

ところが近年美しくなった淀川は依然大阪市地先海域に豊富な栄養供給を続け、現在でも大阪

湾の中で一大漁場を占めている。 

また、最近になってやっと漁協が育てたやる気のある若い組合員が中心に、大阪湾で獲れたイ

カナゴ、イワシシラスをはじめ、淀川河口域で採れるウナギ、ハゼ、シジミ、スズキ等の販売事

業やこれらの漁獲物を地元復興事業（地域の活性化）に取り入れだすなど、少しずつではあるが

漁業も盛んになりだした。しかし残念ながら、イベント参加の市民および飲食店(割烹他)50 店舗

以上に対してアンケートをしたところ、これまでは、大阪湾・淀川への関心は低く、大阪に漁業

があり、漁師がいることすら知られていないことがわかった。また、大阪湾で獲れる魚種をほと

んどの店主が知らず、どこで販売しているかも知らなかった。大阪湾で漁獲された魚介類であっ

ても荷揚又は加工地が大阪でないことから、中央市場での販売や一般の流通では、東京・愛知・

京都・兵庫県産とされ、この方が評判が良いことが判った。この理由の主な一つは、かつての大
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阪湾の汚濁イメージが強く影響していることも判った。大阪産(いかなご・いわししらす・すず

き他)・淀川産(うなぎ、しじみ、はぜ他)鮮魚は脂がのり、実質的に高品質な評価がされており、

地元で販売すれば、鮮魚の高品質に加え、加工品とすれば高付加価値化も見込まれる。ここにブ

ランド化していく理由がある。これらのことから、悪いイメージをチェンジし、大阪産、淀川産

魚介類を大阪市内に流通させることが出来れば、大阪の背後人口の大きさを考えれば、相当な需

要を喚起し大きなマーケットを形成できる可能性があると考える。 

実際に悪いイメージをチェンジした例として、平成 26 年 10 月 18 日に大阪市環境局、西淀川

区役所主催で淀川において親子対象にした「楽しい水辺教室」という名で開催された囲刺網によ

るすずき、ちぬ、ぼらの体験漁業見学がある。 

見学前は親子共淀川に対するイメージは悪かったが見学後は悪いイメージが良いイメージに

変わっていた。市民の淀川に対するイメージは汚い、くさいというマイナスイメージが強く、 

魚介類は食べられないという印象が強い。しかし、実際に淀川に船に乗ることで接してもらうと、

汚い、くさいというマイナスイメージが全くなく、親、子供共に良いイメージに変わることが 

分かった。 

 また、大阪商工会議所が平成 26 年度に大阪の特産品・開発促進ワーキングチームにて大阪で

「食」と「農」「漁」を結ぶ大都市型農商工連携検討調査を行い、汽水性魚種の塩水〆を見出し、

平成 26 年 11 月に飲食店店主を対象に大阪湾産しらす、すずき、ちぬ、ぼら他の汽水魚の 3 食材

勉強会を開催し、飲食店に対して汽水性魚種の塩水〆を広めた。その結果数店舗で取引が始まっ

ている。 

ところで、現在の組合所在地は堤防の外に漁船を停泊させ、内側に別の 

土地を挟んで事務所があること、分区用途が工業工区である為、販売事業が出来ない等、漁業を

営む上で非常に不便な場所である上、大阪市からの借地であり、平成 32 年に借地契約が切れる

ため、そのまま借りるか別の場所に移転する必要がある。移転するのであれば事務所機能のみで

なく漁業者の所得向上の為加工販売もできるようにと考えている。又、加工販売の為の雇用、加

工する生産物を確保する必要性から、生産量増加のための新規就業者の受入も考えている。 

  

 

（２）その他の関連する現状等 

６次産業化総合化事業により淀川産魚介類の販路促進事業を取り組んでいる。 

森づくり活動では、植林育林をすることで豊かな漁場になるよう取り組んでいる。 

海底耕耘活動では、土壌を改良することにより、漁獲量の増加を図っている。 

 

 

 

 

 



３ 活性化の取組方針 

（１）基本方針 

 大阪湾、淀川で漁獲された魚は、荷上場、加工地が大阪でないことから他県産として主に流通

しているが、品質の評判は上々であり、かつての大阪湾、淀川の汚濁のイメージを払拭し、地元

の大阪市で流通させることができれば、大消費地大阪の相当の需要を喚起し大きなマーケットを

形成できる可能性がある。このために大阪湾・淀川産の魚介類を実際に食してもらい、消費者・

流通加工者のイメージ・評価を向上させ、ブランド化など高付加価値化を実現し、漁業者・関係

者の収入向上につなげる。具体的には次の通りである。 

・大阪市内の飲食店に大阪湾産・淀川産の魚介類、加工品を取り扱ってもらうよう自らの営業 

活動及び関係者への働きかけ（大阪商工会議所による「汽水魚の塩水〆」の発信等）を行い、販

路・流通の拡大を図る。 

・大阪 NPO2 団体(大阪産鮮魚を使った料理紹介・普及活動をするもの)と連携し PR 活動に取り

組む。 

・淀川における体験漁業見学を継続することで、淀川のイメージを良くするだけでなく魚介類の

ついても同様のイメージを与えることができる。大阪湾・淀川に対する市民の親水性を高め、漁

業実態を理解し、よって大阪湾・淀川産のイメージ向上を図るため、淀川での体験漁業(見学)を

実施する。 

・淀川での生産物(うなぎ、しじみ、はぜ)について大阪市と連携して「淀川ブランド」のような

生産証明、大阪市産の認定をすることで地元産を使いたい飲食店が多い中、その証明又は認定を

取扱い飲食店で提示できれば、消費者に対して認知度が上がりイメージアップと共に地域活性、

生産物ブランド化に貢献できると考えられる。そこで、淀川での生産物(うなぎ、しじみ、はぜ)

の生産証明、認定についてはまず、大阪市、大阪府、専門家(水産技術センター)、有識者、漁業

者で委員会を作り認定プレート又はステッカーを作成し、うなぎ、しじみ、はぜ取扱い店に提示

してもらい、認知度、イメージアップを図る。 

・黒鯛醤油粕漬けのフィレ加工品を JA、生協、その他と連携し、販売先を増やすことにより委

託加工から組合加工へと変えていく。 

・しらすコロッケをイベントで揚げたてを販売する事に加え JA、生協、その他と連携して冷凍

販売にも取り組む。 

・組合として、HACCP 対応の加工施設を整備し、フィレ加工の道筋が出来た場合、フィレマシ

ーン、真空パック器を導入し、加工を進めていく。 

・他県産牡蠣を一時保管し牡蠣の販売を行う。大阪港は夏場の貧酸素、低塩分の問題はあるが、

冬場の時期を選べば栄養が非常に多く牡蠣の蓄養に向いている海域である。他の船舶の航行に支

障をきたさない場所に牡蠣筏を設置し牡蠣を一時保管し販売する。 

 次に、漁業経営上のコストにおいて大きな割合を占める燃油使用量の削減及び価格急騰に対応

することで、経営安定化を図る。そのために省燃油活動推進事業及び省エネ機器設備等導入推進

事業を活用する。  



 

（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 

該当なし 

 ※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。 

 

（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） 

漁業収入向上の

ための取組 

 主力である船びき網のいかなご、しらす漁については、平成 26 年 3 月より

大阪府鰮巾着網漁業協同組合にて、いかなご、しらすの共販事業が開始され、

地場で水揚げでき運搬時間が短縮され鮮度が保たれること等から、過去の 

相対取引に比べ高値で取引されている。このため、関係者間の調整を図り、

同漁業協同組合が行う共販事業に参加することで漁業収入の向上を図る。 

また、組合の中心として全漁業者が協力して、大阪市民に大阪湾産、淀川産

の魚介類を実際に食べてもらうことでイメージを変えていく。そのため、 

魚食普及活動として市内飲食店に大阪湾産・淀川産魚介類又は加工品の取扱

い営業活動をする。また、平成 25 年度 6 次産業化地域支援事業において浪速

魚菜の会と共に販路促進を行い、平成 26 年度第一四半期には淀川産魚介類 

(しじみ他)の販売高が上がった経験も踏まえ、地元 NPO「浪速魚菜の会」 

「大阪料理会」と連帯して、料理勉強会に大阪湾産、淀川産魚介類を使用し

て、試食 PR 及び販売を行い、料理店で使っていただく。販売方法も漁協が 

漁業者から魚介類情報を得て大阪料理会会員等飲食店まで入荷情報を FAX 及

びメールで提供し、現物配達もする。協力店の開拓や直接販売は組合が行う。

これらの取組により基準年より 1％漁業収入を向上させる。 

漁業コスト削減

のための取組 

今までは、いかなご、しらすの水揚げを淡路島で行っていたが、大阪府鰮

巾着網漁業協同組合が行う共販事業に参加することで大阪で水揚げが出来る

こととなる。これにより淡路島までの燃料を削減することが出来る。また、 

全漁業者が漁船の燃油向上のため船底状態を改善し減速航行を行う。(以上 

省燃油活動推進事業)。また、船曳網漁業者 2 名が新規エンジンに換装するこ

とで燃費を向上し燃油使用料を削減する(以上、省エネ機器等導入推進事業)。

これらの取組により基準年より 1％漁業コストを削減させる。 

活用する支援措

置等 

省燃油活動推進事業・省エネ機器等導入推進事業(以上、漁業コスト削減策) 

6 次産業化地域支援事業(以上、漁業収入向上策) 

 

 ２年目（平成 27 年度） 



漁業収入向上の

ための取組 

● 主要取組は前年を基本としつつ、その実施結果を踏まえて反省と改善を 

検討し、2 年目以降は重点を置いて実施する。 

● 当委員会の検討・活動を漁協経営や施策に反映させ、調製して地域一体

の活動を目指す。具体的には以下のとおり。 

・ 既述の NPO 団体の外に詳細に祭等の地域コミュニティ行事に積極的に参

加して、鮮魚販売・魚料理教室開催、大阪漁業の紹介などきめ細かな営業・

PR 活動を推進する。 

・ 策定推進事業を活用し事務所移転については出口調査を始める。まず、

現在付き合いのある割烹店主、大阪商工会議所を介して外食チェーンに調査

する。又一般についてはイベント販売会、地元 NPO の関係する主婦層をター

ゲットとして実態調査する。 

・ 加工販売については、すぐに加工設備を整えられないので、調査と並行

して加工委託先を探し、加工品の試作品を作成する。 

これらの取組により基準年より 2％漁業収入を向上させる。 

漁業コスト削減

のための取組 

大阪で水揚げすることによる燃油使用料削減に加え、引き続き全漁業者が 

漁船の燃油向上の為、自主的船底状態改善・減速航行を行う。さらに公的 

融資の活用を奨励して省エネ機器の導入等効率的漁業経営を目指す。 

これらの取組により基準年より 1％漁業収入を向上させる。 

活用する支援措

置等 

漁業近代化資金及び沿岸漁業改善等資金など公的融資の活用奨励・6 次産業化

地域支援事業、「浜の活力再生プラン」策定推進事業、6 次産業総合化支援事

業 

 

 ３年目（平成 28 年度） 

漁業収入向上の

ための取組 

・1 年目、2 年目の飲食店他に対する魚介類配達は、継続することで徐々に信

用を得て販売物も決まってきているため 3 年目以降も継続し、新規販売先を

増やしていく。  

・大阪市関係局のみならず西淀川区、港区、此花区も漁業振興に向けてチー

ムを作る為、チームをベースとして地域コミュニティ行事に積極的に参加し

て、鮮魚販売・魚料理教室開催、大阪漁業の紹介などきめ細かな営業・PR 活

動を推進する。 

・小学生を対象にした学校学習の一部に、淀川で刺網漁、しじみ潮干狩り、

投網を実際に見学又体験させるなどの体験漁業を実施する。体験漁業見学は

JR 塚本駅から徒歩 10 分の淀川右岸の緊急船付場で集合、船付場目の前にて

囲刺網漁業を行う。漁業を行う船、見学する船に分かれ、事前説明、見学を

含め 1 時間を予定している。集客について、初年度は地元議員を含め、付き

合いのある NPO 他に実際に体験してもらう。その他、大阪商工会議所の都市



活性委員会淀川活用研究会とも連携をとり発信力を強め、特に飲食店店主に

働きかけを行う。大阪市とは小学生を対象に教育の方面にも働きかけを行う。

・淀川産生産物の大阪市の認定について関係部局と協議会を設置し認定に向

けて話し合いを始める。 

・組合事務所移転の為の出口調査を引き続き行いながら事業計画を立て、土

地問題について問題提起をしていく。2 年目と同様加工委託先を探し、加工品

の試作品を作成する。出口調査を行う飲食店に調査と同時に加工品販売の営

業も行う。 

これらの取組により基準年より 3％漁業収入を向上させる。 

漁業コスト削減

のための取組 

大阪で水揚げすることによる燃油使用料削減に加え、引き続き全漁業者が 

漁船の燃油向上の為、自主的船底状態改善・減速航行を行う。さらに公的融

資の活用を奨励して省エネ機器の導入等効率的漁業経営を目指す。 

これらの取組により基準年より 1％漁業コストを削減させる 

活用する支援措

置等 
既述の支援措置 地域再生戦略交付金（内閣府） 

 

 

 ４年目（平成 29 年度） 

漁業収入向上の 

ための取組 

主要取組は前年を基本としつつ、その活動結果を踏まえて反省と改善を 

検討し、4 年目以降も重点を置いて実施する。 

・小学生を対象とした学校学習の一部に、淀川で刺網漁、しじみ潮干狩り、

投網を実際に見学又は体験させるなどの体験漁業を実施する。淀川での囲刺

網による体験漁業見学は、一般、子供、飲食店を対象に行ないイメージアッ

プを図る。 

・淀川産生産物の大阪市の認定については協議会にて認定について話し合い

を進める。 

・組合事務所移転の事業計画に基づき加工施設、事務所建設に向けて計画を

立てる。調査して需要のある魚類については、テスト販売として加工業者に

委託して加工品を作り、販売する。事務所建設が難航した場合、事務所での

加工品販売が出来なくなるのでまず、黒門市場、木津市場など別々の場所で

販売を行う。 

・他県産牡蠣を一時保管し牡蠣の販売を行う。大阪港は夏場の貧酸素、低塩

分の問題はあるが、冬場の時期を選べば栄養が非常に多く牡蠣の蓄養に向い

ている海域である。他の船舶の航行に支障をきたさない場所に牡蠣筏を設置

し牡蠣を一時保管し販売する。 

これらの取組により基準年より 4％漁業収入を向上させる。 



漁業コスト削減

のための取組 

大阪で水揚げすることによる燃油使用料削減に加え、引き続き全漁業者が 

漁船の燃油向上の為、自主的船底状態改善・減速航行を行う。さらに公的融

資の活用を奨励して省エネ機器の導入等効率的漁業経営を目指す。これらの

取組により基準年より 2％漁業コストを削減させる。 

活用する支援措

置等 既述の支援措置 

 

 ５年目（平成 30 年度） 

漁業収入向上の

ための取組 

計画最終年であり、今までの取組実績・成果を検証し、重点とする取組を 

定め実施する。 

・魚介類販売配達については継続して行うと共に、当委員会の検討・活動を

漁協経営や施策に反映させ、調整して大阪市、各区と地域一体の活動を目指

す。具体的には大阪市、各区、NPO 団体の行う祭、イベント等の地域コミュ

ニティ行事に積極的に参加して、鮮魚販売・魚料理教室開催、大阪漁業の紹

介などきめ細やかな営業・PR 活動を推進する。 

・又引き続き、小学生を対象とした学校学習の一部に、淀川で刺網漁、しじ

み潮干狩り、投網を見学又は体験させるなどの体験漁業を実施する。淀川で

の囲刺網による体験漁業見学は、一般、子供、飲食店を対象に行ないイメー

ジアップを図る。 

・淀川産生産物の大阪市の認定についてロゴマークを決めステッカー、板等

を作成し飲食店に配布する。 

・事務所移転については事業計画に基づき加工施設、事務所建設をする。建

設後の事務所加工場において、フィレ加工、調理品加工し事務所で販売して

いく。又、黒門市場、木津市場他別々の場所で販売を行う。テスト販売を元

に産地水産業強化計画を立て施設整備を行う。その事業に伴い、加工販売の

為の雇用、加工する生産物を確保する必要性から、生産量増加のための新規

就業者の受入を行う。 

・牡蠣の蓄養、一時保管については 2 年目となり客も増えることを予想して

牡蠣を商品化するための小屋、加工場を本格的に整備し、保管を増やす。将

来的には大阪港で牡蠣の養殖が出来るよう行政機関と調整し大阪産牡蠣を販

売、発信し大阪市民、府民に栄養分たっぷり身の大きい大阪の牡蠣を宣伝し

大阪産魚介類、淀川産魚介類のアピール、販路促進することで地域活性とと

もに漁業者所得向上を図る。 

これらの取組により基準年より 5％漁業収入を向上させる。 



漁業コスト削減

のための取組 

大阪で水揚げすることによる燃油使用料削減に加え、引き続き全漁業者が漁

船の燃油向上の為、自主的船底状態改善・減速航行を行う。さらに公的融資

の活用を奨励して省エネ機器の導入等効率的漁業経営を目指す。これらの取

組により基準年より 3％漁業コストを削減させる。 

活用する支援措

置等 

既述の支援措置、産地水産業強化支援事業(強い水産業づくり交付金)、 

新規就業者支援事業 

 

（４）関係機関との連携 

 6 次化認定を受けて大阪産ブランド化を推進させ、浪速魚菜の会、大阪料理会、大阪商工会議

所を通じて JTB 等観光ツアー、南海鉄道等公共交通機関及び大阪観光局等観光関係機関に大阪

産等 PR 及び体験漁業ツアー等を紹介してもらえるよう働きかけていく。 

 

４ 目標 

（１）数値目標 

漁業所得の向上  ％以上 
基準年 平成 25 年度：漁業所得       千円 

目標年 平成 30 年度：漁業所得       千円 

 

（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 

・省燃油活動推進事業 
・船底清掃及び減速航行により燃油使用料を削減する。(自主的活動も 

行う) 

・省エネ機器等導入推

進事業 

・新規エンジンを購入することで燃費を向上し燃油使用料を削減する。

(自主的活動も行う) 

・新規就業者支援事業 ・生産者不足を解決するため、生産量増加の為新規就業者を雇用する。



・産地水産業強化支援

事業 

・産地水産業強化計画を立て、すずき、ちぬ、ボラ、サワラ他 

フィレ加工施設整備も行う。併せて牡蠣の加工生産を行う施設整備も

行う。 

・6 次産業化地域支援

事業(大阪湾産、淀川

産魚介類の販路開拓

事業、新商品開発事

業) 

・地元 NPO の浪速魚菜の会、大阪料理会と連携し料理勉強会に大阪 

湾産、淀川産魚介類及び加工品を使ってもらい、試食 PR し、後に 

販売し料理店で使ってもらう。販売方法は、漁師から魚介類情報を 

得て会員飲食店に情報を FAX 及びメールで周知し配達する。(自主的

活動も行う) 

平成 27 年度は淀川産はぜ燻製の新商品開発を行う。 

地域再生戦略交付金

（内閣府） 

・地域しごと支援事業で、淀川において一般、小学生、飲食店を対象に

囲刺網の体験漁業見学を行う。 

※関連事業には、活用を予定している国（水産庁以外を含む）、地方公共団体等の補助金・基金

等を記載。ただし、本欄への記載をもって、事業の活用を確約するものではない。 

※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。 

 


