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浜の活力再生プラン 

 

１ 地域水産業再生委員会 

組 織 名 射水市地域水産業再生委員会 

代 表 者 名 会長 尾山春枝（新湊漁業協同組合 代表理事組合長）

 

再 生 委 員 会 の 

構 成 員 

新湊漁業協同組合、堀岡養殖漁業協同組合、庄川沿岸漁業協同組合連合会、

大門漁業協同組合、近畿大学水産研究所富山試験場、新湊水産物商業連合協

同組合、富山県漁業協同組合連合会、富山県農林水産部水産漁港課、富山県

農林水産総合技術センター水産研究所、射水市産業経済部 

オ ブ サ ー バ ー  

※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。 

 

対象となる地域の範囲及び漁業の種類 

新湊魚漁協同組合管内 

定置網漁業 90 名、小型底曳網漁業 68 名、かごなわ

漁業 21 名、刺網漁業 15 名、延縄漁業７名 

※以下の漁業は上記漁業と重複 

一本釣漁業 33 名、いか釣漁業４名、採貝 

漁業７名、たこかご（つぼ）なわ漁業６名 

合計 201 名 

※策定時点で対象となる漁業者数も記載すること。 

  

別記様式第１号 別添 
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２ 地域の現状 

（１）関連する水産業を取り巻く現状等 

第３種漁港である新湊漁港は、富山湾西部に面する射水市の北西部に位置しており、地先の海

岸線延長は約８キロメートルである。 

射水市の西端から庄川、小矢部川の二大河川が富山湾に流れ込んでおり、その地形は海岸線か

ら急に深くなる多くの海底
あ い が

谷
め

が発達し、表層の日本海を北上する対馬暖流と冷たい日本海の固有

水（深層水）が層をなしている。そこへ、立山連峰に源を発する河川の水や地下水が多くの栄養

を供給することによって暖流系と冷水系の魚貝類が生息し、四季を通じて多彩な魚介類漁獲され

る好漁場となり、定置網、底曳網、かごなわ、刺網漁業など、日本海で行われているほとんどの

漁業が行われている。春はホタルイカ、白エビ、夏にはコヅクラ、アジ、秋にはズワイガニ・ベ

ニズワイガニ、カマス、フクラギなど、冬には ブリ、スルメイカ、タラ類、ホッコクアカエビ、

その他年間を通して漁獲されるバイ貝など、季節によって様々な魚介類が市場を賑わしている。

しかしながら、魚の回遊状況の変化や海水温の上昇などの漁場環境の変化等により、平成 16

年から平成 25 年の平均漁獲量は 5,346 トンであったが平成 26 年の漁獲量は 4,570 トンまで減

少している。そのため、ブランド魚の育成など魚価向上の取組みによって漁獲高を何とか横ばい

に維持（平成 16 年から平成 25 年の平均漁獲高 2,037 百万円、平成 26 年の漁獲高 2,069 百万円）

している状況であり、漁獲量の維持及び更なる魚価の向上を図ることが緊急の課題となってい

る。 

さらに、燃油高騰などによるコスト増などの問題に加え施設の老朽化や漁業従事者の減少（漁

業従事者数1：平成 20 年 250 人、平成 25 年 225 人）及び高齢化（高齢化率（65 歳以上の割合）：

平成 20 年 23％、平成 25 年 30％）などの問題を抱えており、これらへの対応も併せて重要な課

題となっている。 

 

（２）その他の関連する現状等 

 平成 27 年３月の北陸新幹線開業による観光客の増加2などの要因からシロエビなどが高値3で

推移している。この状況を一過性のものに終わらないよう安定した漁獲量の維持及び資源保護を

図るとともに、定置網漁業で漁獲されるカマスやシイラ、サバ、イワシ等の大量漁獲魚種の魚価

向上策を講ずることも課題となっている。 

 

 

  

                                                  
1 「2013 年漁業センサス」（農林水産省）http://www.maff.go.jp/j/tokei/census/fc/2013/kekkano_gaiyou.html 
2 「北陸新幹線開業による富山県内への経済波及効果」（株式会社日本政策投資銀行富山事務所地域企画部,2013 年３月）による

と「新幹線開業により、富山県への首都圏からの入込数は、22.7％増加」すると見込んでいる。 
3 平成 27 年シロエビの初競りでは「新幹線開業による需要増をにらみ、例年より 3 割ほど高値で取引され」た。（『北日本新聞』

2015. 4. 2 朝刊） 
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３ 活性化の取組方針 

（１）基本方針 

漁獲量の増加が大きく期待できない現状においては、漁業者の経営の安定を図るためには適正

な魚価を形成すること並びに漁業コストをいかに削減していくかが重要な課題となる。   

これらに係る取組みとしては、魚の鮮度保持のための対策を充実することや地域ブランド化等

による付加価値をつけることで、消費者ニーズに対応した安全で良質な水産物の供給を目指すと

ともに、燃油消費量を削減するため以下の取組みを実施するものとする。 

１ 漁業収入向上のための取組 

（１）魚価向上に向けての取組 

①水産物の高鮮度化・販路拡大 

水産物の高鮮度化等を図るため、鮮度保持機械の導入や水産施設の新設・改修を行うととも

に、高鮮度化した水産物の地域ブランド化及び販路拡大を図る。 

②地域交流・啓発普及 

市内 15 校の小学校の６年生にカニ一人一杯給食4や、高校生、大学生を対象に魚のさばき方

教室を継続して実施することで魚食文化の継承及び普及を図るとともに、小学校においてはさ

らに訪問授業を行うことで地元消費の拡大を図る。また、イベントやセリ見学、マスメディア

等を効果的に利用し、広報活動の充実を図る。 

（２）環境保全・資源の維持、増大 

藻場の維持管理、漁場及び漁港の清掃活動並びに流域での植林活動等を継続するとともに、漁

法ごとに適した資源確保及び増殖を研究・実施していく。 

（３）人材の確保・育成 

（公社）富山県農林水産公社が主催する就業相談会等5へ積極的に情報提供を行い、漁業の担

い手の確保に努めるとともに、漁業研修及び居住に係る支援・補助を活用することで他漁港との

差別化を図り、新規担い手の確保に努める。また、漁協青年部は活〆や網掛け等の漁業技術の向

上を図るために定期的に講師を招くなど、講習会を積極的に開催する。 

 

２ 漁業コスト削減のための取組 

漁業コスト削減のため、①定期的な船底清掃、係留中の機関停止、積載量の減量の実施、②１

ノット以上減速航行の徹底による燃油消費量の削減、③省エネ機器の導入による漁業経費の削

減、④漁具の処分費を抑えるためのシステムづくりに取り組むとともに、他組合の先進事例も参

考にすることで事業内容の検討を随時進めていく。 

 

（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 

 現在、富山県資源管理指針に基づき作成された資源管理計画を徹底するとともに、漁法ごとに

自主的な禁漁区や期間、休漁日を設定し資源保護に努めている。 

※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。 

                                                  
4 カニ学校給食は、平成 15 年度から旧新湊市内の小学校で実施され、平成 18 年度からは射水市内の小学校へ実施を拡大してい

る。カニ給食の様子は、射水市立放生津小学校ホームページ http://wp-houjoudu.imizu.ed.jp/?p=4434 
5 （公社）富山県農林水産公社ホームページ http://www.taff.or.jp/sui/suisan-ninai.html 
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（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） 

◎下記の取組内容は、その進捗状況や成果等を踏まえて必要に応じて見直すものとする。 

漁業収入向上

のための取組 

１ 魚価向上に向けての取組 

（１）水産物の高鮮度化・販路拡大 

①新湊漁業協同組合（以下、「漁協」とする。）は、高鮮度保持、高度衛生管

理、作業の効率化と維持経費の軽減を図るため、水産施設の配置再編、給水

施設、製氷施設、漁具倉庫の新設や改修などを検討する。 

②若手漁業者らは、海の富栄養化をくい止めるため、窒素やリンなど海の富

栄養化の原因となる物質を吸収して育つ性質がある昆布の養殖を行ってい

る。また、これらの柔らかい昆布は市場からの需要が高いので、保存方法の

改善や新たに地元スーパーなどへの販売を検討し販路の拡大を目指す。 

③若手漁業者らは、産官学の連携したいみずマリンバイオテクノロジー研究

会が育成試験、食の安全性確保等をはじめとした研究を基礎に養殖事業化の

検討等に取り組んでいる岩ガキの養殖について、生育状況により試験販売を

検討する。 

④延縄・刺し網漁業者は、ブランド魚「万葉かれい」6のイベント会場で試食

会を実施するなど認知度の向上と種苗の確保等による生産量の安定に努める

とともに、高値が期待できるガザミを「越のわたり蟹」7として新たに地域ブ

ランド化を図る。 

 

（２）地域交流・啓発普及 

①漁協は、地元消費拡大に伴う魚価向上を目指し、市内全小学６年生に対す

るカニ一人一杯給食や高校生、大学生を対象に魚のさばき方教室を継続して

実施することで魚食文化の継承及び普及を図る 

②漁協青年部8と射水市（以下「市」とする。）は共同で市内小学校において訪

問授業を行い、漁業や魚、海の環境保全に対する大切さを伝え、身近な魚食

の普及活動を行う。 

③漁協組合員は、「新湊カニかに海鮮白えびまつり」のＰＲイベントにおける

直接販売等を継続して実施し、全国ブランドとなっているベニズワイガニや

シロエビのさらなる知名度の向上を図るとともに、他の魚種についても効果

的なＰＲ方法について検討する。また、姉妹漁港の由比港漁港（静岡県静岡

市）と連携し、継続的にＰＲ活動行う。 

④漁協組合員は、全国豊かな海づくり大会9のメーン会場であることや北陸新

                                                  
6 『北日本新聞』2015. 10. 21 朝刊「射水産 知名度全国に」 
7 『富山新聞』2015. 10. 16 朝刊「越のわたり蟹 初せり、高値」 
8 「会員相互の連絡を密にし、協同組合運動の実践活動を通じて、積極的に新湊漁業協同組合に協力するとともに、漁村の中核

としての教養を高め会員の親睦を図り、新湊地区の漁業発展に寄与することを目的（新湊漁協青年部規約）」として、平成 7 年

9 月 29 日設立。 
9 第 35 回全国豊かな海づくり大会富山県実行委員会ホームページ http://www.yutakanaumi-toyama.jp/ 
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幹線の開業効果、映画やテレビの舞台10となったこと、さらには「ディスカバ

ー農山漁村の宝」グランプリの受賞11など、さまざまな要因によって射水市新

湊地区の知名度が上昇したことにより増加した県内外から訪問客に対して鮮

度の高い地元の魚を提供することで、地元魚の消費拡大を図る。 

 

２ 環境保全・資源の維持、増大 

①漁協は、ヒラメやクルマエビ、アワビなど種苗放流を行い資源の維持及び

増大を図る。 

②漁協組合員は、富山湾を愛する会（高見貞徳 理事長）等のＮＰＯ法人が実

施する藻場の維持管理や再生活動等12に協力し、資源の維持及び増大を図る。

③漁協組合員は、海底清掃や海岸清掃による漁場の環境保全に取り組む。 

④漁協組合員は、豊かな海づくりに向け植樹活動13を庄川流域等にて行う。 

⑤かごなわ漁業者は、資源確保のための水曜日の自主休漁を継続する。 

⑥小型底曳漁業者は、漁業者同士の過度な競争を抑え十分な水揚げを効率よ

く確保し、さらに海の資源を保護、再生産を促すために、水揚げ金額を全員

で頭割りする「プール制」及び２チームに分かれて日ごとに操業する「輪番

制」を引き続き実施する。また、富山県農林水産総合技術センター水産研究

所等の調査結果を参考にしながら、漁獲方法や漁獲場所等について改善して

いく。 

 

３ 人材確保・育成 

①漁協は、（公社）富山県農林水産公社主催の各就業相談会やフェアへ情報提

供を行い、担い手の確保に努める。市は、漁業研修費及び居住費の支援を行

い他漁港との差別化を図る。 

②漁協青年部は、定期的に講師を招き、活〆や網掛け等の講習会を開催して

漁業技術の向上を図る。  

⇒ 以上の取組みにより、漁業所得を基準年比 6.7％向上させる。 

漁業コスト削

減のための取

組 

・漁協は、燃油高騰に備え、漁業経営セーフティーネット構築事業への漁業

者の加入を促進する。 

・漁協組合員は、定期的な船底清掃、係留中の機関の停止、積載量の減量を

実施するとともに、１ノット以上減速航行の徹底をすることにより燃油消

費量を削減し、漁業経費の削減を図る。 

                                                  
10『北日本新聞』2015. 10. 2 朝刊など 
11「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」は、「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村」の実現のため、農山漁村の有す

るポテンシャルを引き出すことにより地域の活性化、所得向上に取り組んでいる優良な事例を選定し、全国への発信を通じて

他地域への横展開を図ることを目的に実施。 
農林水産省ホームページ http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/discover.html 

12 『北日本新聞』2015.9. 13 朝刊「藻場再生に漁礁ブロック」 
13 富山新湊大漁ネットホームページ http://www.tairyonet.or.jp/katsudou/katsudou.htm 
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・漁協組合員は、国立研究開発法人水産総合研究センターが公開している「Dr.

省エネ」14等のスマートフォン向けソフトウェアを使用し減速運航による燃

料削減量を確認するなどし、漁船の省エネ航行に配慮する。 

・漁協組合員は、船内機及び船外機の更新時に省エネ機器を導入し、漁業経

費の削減を図る。 

・漁協は、古くなった魚網などの漁具の処分費を抑えるため、フィリピンや

タイ、ラオスなどの中古でも需要がある国々に提供15できるシステムづくり

を検討する。          

⇒ 以上の取組みにより、基準年から経費を 0.4％削減する。 

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） 

・水産物流通機能高度化対策事業 

・富山県地域団体ブランド発信応援事業 

・射水市ブランド商品開発等支援事業 

・沿岸漁業振興助成事業（県・漁獲物付加価値向上設備補助） 

・水産多面的機能発揮対策事業 

・種苗放流補助事業（市） 

・漁業経営セーフティーネット構築事業 

・就業研修者支援事業（市） 

・就業者居住支援事業（市） 

・省燃油活動推進事業 

・省エネ機器等導入事業 

 

２年目（平成 28 年度） 

漁業収入向上

のための取組 

１ 魚価向上に向けての取組 

（１）水産物の高鮮度化・販路拡大 

①漁協は、高鮮度保持、高度衛生管理、作業の効率化と維持経費の軽減を図

るため、水産施設の配置再編、給水施設、製氷施設、漁具倉庫の新設や改修

などを関係団体の意見も取り入れながら引き続き検討する。 

②若手漁業者らは、海の富栄養化をくい止めるため、窒素やリンなど海の富

栄養化の原因となる物質を食べて育つ性質がある昆布の養殖16を行っている。

これらの柔らかい昆布は市場からの需要が高く、保存方法や地元スーパーな

どへの販売先を検討し販路の拡大を目指す。また、産官学の連携により資源

の確保及び魚価の向上を目指し取り組んでいる岩ガキの養殖についても生育

状況により試験販売を開始する。 

③若手漁業者らは、産官学が連携したいみずマリンバイオテクノロジー研究

会の研究成果を基礎として、新たに養殖事業化の検討等に取り組んでいる岩

                                                  
14 燃料削減量概算ソフト「Dr.省エネ」http://nrife.fra.affrc.go.jp/seika/syouene/syouene_index.html 
15 『北日本新聞』2015.4. 11 朝刊「放置漁網 東南アジアへ」 
16 『北日本新聞』2015.3.4 朝刊 「「春告げ昆布」いかが 新湊・養殖２年目、収穫順調」 
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ガキの養殖について、生育状況により試験販売を開始する。 

④漁協及び漁業者は、窒素水、窒素氷17及びプロトン凍結機18等の鮮度保持機

械を試験運用し、魚価の向上が期待できる魚種について以下のとおり鮮度保

持効果等を検証する。 

・定置網漁業者は、高値が期待できる魚種について鮮度保持効果を検証する

とともに、マグロ、大型のサワラ及びマアジ等活〆により魚価の向上が期

待できる魚種の活〆技術の習得を行う。 

・小型底曳漁業者及びかごなわ漁業者は、ゲンゲ及び各種バイ貝の地域ブラ

ンド化を目指し、プロトン凍結機等の鮮度保持機械を試験運用して、鮮度

保持効果を検証する。また、小型底曳漁業では、漁獲したシロエビ等の鮮

度の保持及び漁船作業甲板や漁具の除菌に資する滅菌海水・殺菌力のある

海水を作ることのできる海水電解装置の効果を検証・研究し、所属漁船へ

の搭載についても併せて検討する。 

・延縄・釣・刺し網漁業者は、引き続き「越のわたり蟹」や「万葉かれい」

の認知度の向上と生産量の安定に努めるとともに、高値が期待できる他の

魚種（キジハタ、アカムツ等）について鮮度保持効果を検証する。 

⑤定置網漁業者は、市場価格の低い小型のソウダガツオを背後地にある国際

コンテナ貨物航路を利用してタイ等へ輸出するため、新湊水産物商業連合協

同組合の協力のもと販路の開拓19を検討する。 

⑥漁協（小型底曳漁業者等）は、日本海沿岸において広く漁獲されるホッコ

クアカエビの差別（他県の水揚げ物と味の違いを明確）化を図るために、そ

のうまみ成分の分析を研究機関に依頼することを検討する。 

 

（２）地域交流・啓発普及 

①漁協は、地元消費拡大に伴う魚価向上を目指し、市内全小学６年生に対す

るカニ一人一杯給食や高校生、大学生を対象に魚のさばき方教室を継続して

実施することで魚食文化の継承及び普及を図る。 

②漁協青年部と市は市内の小学校において訪問授業を行い、漁業や魚、海の

環境保全に対する大切さを伝え、身近な魚食の普及活動を行う。 

③漁協組合員は、「新湊カニかに海鮮白えびまつり」のＰＲイベントにおける

直接販売等を継続して実施し、全国ブランドとなっているベニズワイガニや

シロエビのさらなる知名度の向上を図るとともに、他の魚種についても効果

的なＰＲ方法について検討する。また、姉妹漁港の由比港漁港と連携し、継

続的にＰＲ活動を行う。 

④漁協組合員は、北陸新幹線の開業効果や映画やテレビの舞台となったこと、

                                                  
17 「窒素氷で鮮魚の鮮度保持効果が 3 日間程度から 5 日間程度まで伸びる」（株式会社昭和冷凍プラントホームページ 

http://www.showareitou.jp/kouka.html）  
18 『読売新聞』2011. 9. 27 朝刊 
19 『農林水産物・食品の輸出取組事例（平成 27）年度版』農林水産省 pp.85「水産業者・仲卸業者と連携し、地元空港を起点

に鮮魚を米国へ」など http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/torikumi_zirei/index.html 
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さらには「ディスカバー農山漁村の宝」グランプリの受賞などの要因によっ

て射水市新湊地区の知名度が上昇したことで増加した県内外から訪問客に対

して鮮度の高い地元の魚を提供することで、一層の地元魚の消費拡大を図る。

⑤漁協及び漁業関係者は、セリに参加する関係者のマナーの徹底や荷捌き所

の清潔保持に努めるため他の漁協等から情報収集をするとともに、業者等か

ら聞き取ってどのような対策があるか検討し、県内外からのセリ見学者に新

鮮な魚介類をＰＲする。 

⑥漁協と市は、協力して漁協の公式ホームページ等において、旬のさかなや

調理方法などの掲載の拡充を図ることにより情報発信を充実させる。 

⑦漁協女性部は、カタクチイワシ、コアジなど市場価格の低い多獲性魚の手

軽で美味な調理方法を研究する。 

 

２ 環境保全・資源の維持、増大 

①漁協は、ヒラメやクルマエビ、アワビなどの種苗放流を行い資源の維持・

増大を図る。 

②漁協組合員は、富山湾を愛する会をはじめとするＮＰＯ法人等が実施して

いる藻場の維持管理や再生活動等に協力し、資源の維持及び増大を図る。 

③漁協組合員は、海底清掃や海岸清掃による漁場の環境保全に取り組む。 

④漁協組合員は、豊かな海づくりに向け植樹活動を庄川流域等にて継続的に

実施する。 

⑤定置網漁業者は、資源の減少や乱獲への対策として、漁網の更新時に稚魚

をなるべく漁獲しない網目サイズや構造の漁網を導入する。 

⑥かごなわ漁業者は、資源確保のための水曜日の自主休漁を継続する。 

⑦小型底曳漁業者は、漁業者同士の過度な競争を抑え十分な水揚げを効率よ

く確保し、さらに海の資源を保護、再生産を促すために、水揚げ金額を全員

で頭割りする「プール制」及び２チームに分かれて日ごとに操業する「輪番

制」を引き続き実施する。また、富山県農林水産総合技術センター水産研究

所等の調査結果を参考にしながら、漁獲方法や漁獲場所等について改善して

いく。 

 

３ 人材確保・育成 

①漁協は、（公社）富山県農林水産公社主催の各就業相談会やフェアへ情報提

供等を行い、担い手の確保に努める。市は、漁業研修費及び居住費の支援を

行い他漁港との差別化を図る。 

②漁協青年部は、定期的に講師を招き、活〆や網掛け等の講習会を開催して

漁業技術の向上を図る。  

⇒ 以上の取組みにより、漁業所得を基準年比 7.2％向上させる。 
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漁業コスト削

減のための取

組 

・漁協は、燃油高騰に備え、漁業経営セーフティーネット構築事業への漁業

者の加入を促進する。 

・漁協組合員は、定期的な船底清掃、係留中の機関の停止、積載量の減量を

実施するとともに、１ノット以上減速航行の徹底をすることにより燃油消

費量を削減し、漁業経費の削減を図る。 

・漁協組合員は、船内機及び船外機の更新時に省エネ機器を導入し、漁業経

費の削減を図る。 

・漁協は、古くなった魚網などの漁具の処分費を抑えるため、フィリピンや

タイ、ラオスなどの中古でも需要がある国々に提供できるシステムづくり

を目的とする協議会の設置を検討する。          

  ⇒ 以上の取組みにより、基準年から経費を 0.5％削減する。       

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） 

・水産物流通機能高度化対策事業 

・富山県地域団体ブランド発信応援事業 

・射水市ブランド商品開発等支援事業 

・沿岸漁業振興助成事業（県・漁獲物付加価値向上設備補助） 

・水産多面的機能発揮対策事業 

・種苗放流補助事業（市） 

・漁業経営セーフティーネット構築事業 

・就業研修者支援事業（市） 

・就業者居住支援事業（市） 

 

３年目（平成 29 年度） 

漁業収入向上

のための取組 

１ 魚価向上に向けての取組 

（１）水産物の高鮮度化・販路拡大 

①漁協は、高鮮度保持、高度衛生管理、作業の効率化と維持経費の軽減を図

るため、水産施設の配置再編、給水施設、製氷施設、漁具倉庫の新設や改修

など総合計画を作成する。 

②若手漁業者らは、昆布消費量全国トップクラスの県内消費者にサラダやし

ゃぶしゃぶ等の養殖昆布を生で味わう新しい食べ方を地元スーパーなどと協

力しＰＲしていく。また、岩ガキの養殖についても産官学の連携により技術

の更新を図り資源の確保に努めるとともに、販路の拡大を目指す。 

③若手漁業者らは、岩ガキの養殖について、引き続きいみずマリンバイオテ

クノロジー研究会による産官学の連携により技術の更新を図り、養殖方法の

検討等に努めるとともに、販路の拡大を目指す。 

④漁協及び漁業者は、窒素水、窒素氷及びプロトン凍結機等の鮮度保持機械

を試験運用（レンタル）し、その導入について以下のとおり検討する。 

・定置網漁業者は、マグロや大型のサワラ、マアジ等の活〆や低温管理によ
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る魚価の向上を目指す。 

・小型底曳漁業者は、ゲンゲの鮮度保持期間を延ばし、刺身や軽く炙って食

べるなど、生で味わう新しい食べ方をＰＲしていく。また、漁獲したシロ

エビ等の鮮度の保持及び漁船作業甲板や漁具の除菌に資する滅菌海水・殺

菌力のある海水を作ることのできる海水電解装置の効果について有効なも

のである場合には、機器の購入（購入補助の有無も含め）及び所属漁船の

搭載を順次進めていく。 

・かごなわ漁業者は、バイ貝の鮮度保持期間を延ばし、バイの種類毎に適し

た食べ方をＰＲしていく。 

・延縄・釣・刺し網漁業者は、引き続き「越のわたり蟹」や「万葉かれい」

のブランド化を推し進めるとともに、鮮度保持機械を試験運用し、高値が

期待できる他の魚種（キジハタ、アカムツ等）について鮮度保持効果を検

証する。 

⑤定置網漁業者は、市場価格の低い小型のソウダガツオを新湊水産物商業連

合協同組合の協力のもと背後地にある国際コンテナ貨物航路を利用し、タイ

等へ試験輸出できるよう進める。 

⑥漁協（小型底曳漁業者等）は、日本海沿岸において広く漁獲されるホッコ

クアカエビの差別（他県の水揚げ物と味の違いを明確）化を図るために、そ

のうまみ成分の分析を研究機関に依頼することを検討する。 

⑦漁協（小型底曳漁業者等）は、新湊産ズワイガニ等一層の知名度上昇と消

費拡大を目指すため、「新湊港産ブランド」としてベニズワイガニ等に付けて

いるタグについてブランド認定の基準（重量や質をはじめとするもの）並び

に現在のブランドタグの形等も検討する。 

（２）地域交流・啓発普及 

①漁協は、地元消費拡大に伴う魚価向上を目指し、市内全小学６年生に対す

るカニ一人一杯給食や高校生、大学生を対象に魚のさばき方教室を継続して

実施することで魚食文化の継承及び普及を図る。 

②漁協青年部は、市内の小学校において訪問授業を行い、漁業や魚、海の環

境保全に対する大切さを伝えて身近な魚食の普及活動を行うとともに、市が

実施している「市政出前講座」のメニューにこの取組を登録することにより

対象者の拡大を図る。 

③漁協組合員は、「新湊カニかに海鮮白えびまつり」のＰＲイベントにおける

直接販売等を継続して実施し、全国ブランドとなっているベニズワイガニや

シロエビのさらなる知名度の向上を図るとともに、他の魚種についても効果

的なＰＲ方法について検討する。また、姉妹漁港の由比港漁港と連携し、Ｐ

Ｒ活動を継続的に行う。 

④漁協組合員は、北陸新幹線開業効果や「ディスカバー農山漁村の宝」初代

グランプリ受賞による情報発信により増加した県内外から訪問客へ、鮮度の



 11 / 20 
 

高い地元の魚を提供することで、価値の理解や普及に努め消費拡大を図る。 

⑤漁協及び漁業関係者は、セリに参加する関係者のマナーの徹底や荷捌き所

の清潔保持に努めるため他の漁協等から情報収集をするとともに、床面の抗

菌処理、高圧洗浄、色分けによる通路の選別を検討し、県内外からのセリ見

学者に新鮮な魚介類をＰＲする。 

⑥漁協は、新聞、テレビ等のマスメディアからの取材に協力できるよう、漁

業者との連携を図る。 

⑦漁協女性部は、カタクチイワシ、コアジなど市場価格の低い多獲性魚の手

軽で美味な調理方法の研究をＪＦ女性部食堂での試作品の提供を通じて改良

を加えながら行う。 

⑧漁協女性部は、新たに地域ブランド化を推し進める魚種の料理をＪＦ女性

部食堂において提供し、積極的に活用しＰＲする。 

 

２ 環境保全・資源の維持、増大 

①漁協は、ヒラメやクルマエビ、アワビ等の種苗放流を行い資源の維持・増

大を図るとともに、放流魚種（ガザミ等）の見直しや数を検討する。 

②漁協組合員は、富山湾を愛する会をはじめとするＮＰＯ法人等が実施する

藻場の維持管理や再生活動等に協力し、資源の維持及び増大を図る。 

③漁協組合員は、海底清掃や海岸清掃による漁場の環境保全に取り組む。 

④漁協組合員は、豊かな海づくりに向け植樹活動を庄川流域等にて継続する

とともに、活動の輪を広げる検討をする。 

⑤定置網漁業者は、資源の減少や乱獲への対策として、漁網の更新時に稚魚

をなるべく漁獲しない網目サイズや構造の漁網を導入する。 

⑥かごなわ漁業者は、資源確保のための水曜日の自主休漁を継続するととも

に高度な資源確保のため小型ガニを逃がすための脱出リングの装着を検討す

る。 

⑦小型底曳漁業者は、漁業者同士の過度な競争を抑え十分な水揚げを効率よ

く確保し、さらに海の資源を保護、再生産を促すために、水揚げ金額を全員

で頭割りする「プール制」及び２チームに分かれて日ごとに操業する「輪番

制」を引き続き実施する。また、富山県農林水産総合技術センター水産研究

所等の調査結果を利用しながら、漁獲方法や漁獲場所等について改善してい

く。 

 

３ 人材確保・育成 

①漁協は、（公社）富山県農林水産公社主催の各就業相談会やフェアへ情報提

供等を行い、担い手の確保に努める。市は、漁業研修費及び居住費の支援を

行い他漁港との差別化を図る。 

②漁協青年部は、定期的に講師を招き、活〆や網掛け等の講習会を開催して
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漁業技術の向上をはかる。  

⇒ 以上の取組みにより、漁業所得を基準年比 7.8％向上させる。 

漁業コスト削

減のための取

組 

・漁協は、燃油高騰に備え、漁業経営セーフティーネット構築事業への漁業

者の加入を促進する。 

・漁協組合員は、定期的な船底清掃、係留中の機関の停止、積載量の減量を

実施するとともに、１ノット以上減速航行の徹底をすることにより燃油消

費量を削減し、漁業経費の削減を図る。 

・漁協組合員は、船内機及び船外機の更新時に省エネ機器を導入し、漁業経

費の削減を図る。 

・漁協は、古くなった魚網などの漁具の処分費を抑えるため、フィリピンや

タイ、ラオスなどの中古でも需要がある国々に提供できるシステムづくり

を目的とした協議会を、関係機関とともに設置する。          

⇒ 以上の取組みにより、基準年から経費を 0.6％削減する。        

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） 

・水産物流通機能高度化対策事業 

・富山県地域団体ブランド発信応援事業 

・射水市ブランド商品開発等支援事業 

・沿岸漁業振興助成事業（県・漁獲物付加価値向上設備補助） 

・水産多面的機能発揮対策事業 

・種苗放流補助事業（市） 

・漁業経営セーフティーネット構築事業 

・就業研修者支援事業（市） 

・就業者居住支援事業（市） 

 

４年目（平成 30 年度） 

漁業収入向上

のための取組 

１ 魚価向上に向けての取組 

（１）水産物の高鮮度化・販路拡大 

①漁協は、計画に基づき水産施設の配置再編、製氷施設、漁具倉庫の新設や

改修など優先度の高いものから整備を行う。 

②若手漁業者らは、養殖昆布を「新湊産春告げ昆布」という地域ブランド名

でＰＲするとともに、市場の反応を見ながら生食ができる期間を長くするた

めの保管方法の習得と生産量の安定を目指す。さらに昆布消費量全国トップ

クラス20の県民にサラダやしゃぶしゃぶ等、養殖昆布を生で味わう新しい食べ

方を地元小売販売店等と協力してＰＲしていく。また、岩ガキの養殖につい

ても産官学の連携により技術の更新を図り資源の確保に努めるとともに、販

路の拡大を目指す。 

                                                  
20 「家計調査結果」（総務省統計局）http://www.stat.go.jp/data/kakei/5.htm「家計調査（二人以上の世帯）品目別都道府県庁

所在市及び政令指定都市ランキング（平成 24 年（2012 年）～26 年（2014 年）平均）」 
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③若手漁業者らは、岩ガキの養殖について、引き続きいみずマリンバイオテ

クノロジー研究会による産官学の連携により技術の更新を図り養殖方法の検

討等に努めるとともに、販路の拡大を目指す。 

④漁協及び漁業者は、窒素水、窒素氷及びプロトン凍結機等の鮮度保持機械

を導入し、鮮度保持期間が延びることにより、高値が期待できる魚種の販路

の拡大やロスが減ることによる魚価の向上を以下のとおり目指す。 

・定置網漁業者は、マグロや大型のサワラ、マアジ等の活〆や低温管理によ

る魚価の向上を目指す。 

・小型底曳漁業者は、高鮮度化された新湊産ゲンゲの調理レシピをＰＲする

ことによる消費の拡大と新しい加工品の開発による需要の掘り起こしを目

指す。 

・かごなわ漁業者は、高鮮度化された新湊産バイ貝として、地域ブランド化

を目指す。 

・延縄・釣・刺し網漁業者は、引き続き「越のわたり蟹」や「万葉かれい」

のブランド化を推し進めるとともに、高値が期待できる他の魚種（キジハ

タ・アカムツ等）についても地域ブランド化を図る。 

⑤定置網漁業者は、市場価格の低い小型のソウダガツオを新湊水産物商業連

合協同組合の協力のもと背後地にある国際コンテナ貨物航路を利用し、試験

輸出できるようにするともに、ソウダガツオ以外の市場価格の低い魚種につ

いても国際コンテナ貨物航路を利用した輸出による販路を検討する。 

⑥漁協（小型底曳漁業者等）は、「新湊港産ブランド」としてベニズワイガニ

等に付けているタグについてブランド認定の基準を明確にするとともに、こ

れを目利きする漁業者の育成を図るとともに、ブランドタグの形を「カニ」

等のＰＲできるものを作成し、順次取り付けを進める。 

（２）地域交流・啓発普及 

①漁協は、地元消費拡大に伴う魚価向上を目指し、市内全小学６年生に対す

るカニ一人一杯給食や高校生、大学生を対象に魚のさばき方教室を継続して

実施することで魚食文化の継承及び普及を図る。 

②漁協青年部は、市内の小学校において訪問授業を行い、漁業や魚、海の環

境保全に対する大切さを伝えて身近な魚食の普及活動を行うとともに、市が

実施している「市政出前講座」のメニューにこの取組を登録することにより

対象者の拡大を図る。 

③漁協組合員は、「新湊カニかに海鮮白えびまつり」のＰＲイベントにおける

直接販売等を継続して実施し、全国ブランドとなっているベニズワイガニや

シロエビのさらなる知名度の向上を図るとともに、他の魚種についても効果

的なＰＲ方法について検討する。また、姉妹漁港の由比港漁港と連携し、Ｐ

Ｒ活動を継続的に行う。 

④漁協組合員は、北陸新幹線開業効果や「ディスカバー農山漁村の宝」初代
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グランプリ受賞による情報発信により増加した県内外から訪問客へ、鮮度の

高い地元の魚を提供することで、価値の理解や普及に努め消費拡大を図る。

⑤漁協及び漁業関係者は、セリに参加する関係者のマナーの徹底や荷捌き所

の清潔保持に努めるため他の漁協等の情報収集をするとともに、床面の抗菌

処理、高圧洗浄、通路の色分け表示を導入し、県内外からのセリ見学者に新

鮮な魚介類をＰＲする。 

⑥漁協は、新聞、テレビ等のマスメディアからの取材に協力できるよう各漁

業者と連携を図り、セリ場の案内や漁師の紹介等を常に行えるよう準備する。

⑦漁協女性部は、ＪＦ女性部食堂での販売やイベントでの販売を通じて改良

を加えながら、多獲性魚の普及に努める。 

⑧漁協女性部は、新たにブランド化を推し進める魚種の料理をＪＦ女性部食

堂において提供し、積極的に活用しＰＲする。 

 

２ 環境保全・資源の維持、増大 

①漁協は、ヒラメやクルマエビ、アワビ等の種苗放流を行い資源の維持・増

大を図るとともに、昨年度行った放流魚種（ガザミ等を追加）の見直し等に

伴う種苗の確保を検討する。 

②漁協組合員は、富山湾を愛する会をはじめとするＮＰＯ法人等が実施する

藻場の維持管理や再生活動等に協力し、資源の維持及び増大を図る。 

③漁協組合員は、海底清掃や海岸清掃による漁場の環境保全に引き続き取り

組む。 

④漁協組合員は、豊かな海づくりに向け植樹活動を庄川流域等にて継続する

とともに、他団体等へ活動の輪を広げていく。 

⑤定置網漁業者は、資源の減少や乱獲への対策として、漁網の更新時に稚魚

をなるべく漁獲しない網目サイズや構造の漁網を導入する。 

⑥かごなわ漁業者は、資源確保のための水曜日の自主休漁を継続するととも

に、小型ガニを逃がすための脱出リングを装着し高度な資源確保を行い、船

上での選別作業の軽減を図る。 

⑦小型底曳漁業者は、漁業者同士の過度な競争を抑え十分な水揚げを効率よ

く確保し、さらに海の資源を保護、再生産を促すために、水揚げ金額を全員

で頭割りする「プール制」及び２チームに分かれて日ごとに操業する「輪番

制」を引き続き実施する。また、富山県農林水産総合技術センター水産研究

所等の調査結果を利用しながら、漁獲方法や漁獲場所等について随時改善し、

効率化を進める。 

 

３ 人材確保・育成 

①（公社）富山県農林水産公社主催の各就業相談会やフェアへ情報提供等を

行い、担い手の確保に努める。市は、漁業研修費及び居住費の支援を引き続
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き行うことで他漁港との差別化を図る。 

②漁協青年部は、定期的に講師を招き、活〆や網掛け等の講習会を開催して

漁業技術の向上を図る。  

⇒ 以上の取組みにより、漁業所得を基準年比 8.6％向上させる。 

漁業コスト削

減のための取

組 

・漁協は、燃油高騰に備え、漁業経営セーフティーネット構築事業への漁業

者の加入を促進する。 

・漁協組合員は、定期的な船底清掃、係留中の機関の停止、積載量の減量を

実施するとともに、１ノット以上減速航行の徹底をすることにより燃油消

費量を削減し、漁業経費の削減を図る。 

・漁協組合員は、船内機及び船外機の更新時に省エネ機器を導入し、漁業経

費の削減を図る。 

・漁協は、古くなった魚網などの漁具の処分費を抑えるため、フィリピンや

タイ、ラオスなどの中古でも需要がある国々に提供できるシステムの試験

運用を開始する。   

⇒ 以上の取組みにより、基準年から経費を 0.8％削減する。 

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） 

・水産物流通機能高度化対策事業 

・富山県地域団体ブランド発信応援事業 

・射水市ブランド商品開発等支援事業 

・沿岸漁業振興助成事業（県・漁獲物付加価値向上設備補助） 

・水産多面的機能発揮対策事業 

・種苗放流補助事業（市） 

・漁業経営セーフティーネット構築事業 

・就業研修者支援事業（市） 

・就業者居住支援事業（市） 

 

 

 

 

５年目（平成 31 年度） 

 ◎本年はプランの最終年であり、今まで実施してきた取組内容を引き続き行うものとするが、

なお確実な目標達成を目指すために取組内容の成果を検証し、必要な見直しを行うものとする。 

漁業収入向上

のための取組 

１ 魚価向上に向けての取組 

（１）水産物の高鮮度化・販路拡大 

①漁協は、計画に基づき水産施設の配置・再編、製氷施設、漁具倉庫の新設

や改修など優先度の高いものから整備を行う。 

②若手漁業者らは、養殖昆布の供給の安定や、市場の拡大、また海の富栄養

化を更にくい止めるため、生産量の増大を図る。また、岩ガキの養殖につい
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ても産官学の連携により技術の更新を図り、資源の確保に努めるとともに、

販路の拡大を目指す。 

③若手漁業者らは、岩ガキの養殖について、引き続きいみずマリンバイオテ

クノロジー研究会による産官学の連携により技術の更新を図り、養殖方法の

検討等に努めるとともに、販路の拡大を目指す。 

④漁協及び漁業者は、鮮度保持機械の導入により鮮度保持期間が延びたこと

による特性を新湊漁港産の統一ブランドとして発信し、さらなる魚価の向上

を目指す。 

・定置網漁業者は、マグロや大型のサワラ、マアジ等の活〆や低温管理によ

る魚価の向上を目指す。 

・小型底曳漁業者は、高鮮度化された新湊産ゲンゲのＰＲに努めるとともに

調理レシピを発信することによる消費拡大と新しい加工品の開発による需

要拡大を図る。 

・かごなわ漁業者は、高鮮度化された新湊産バイ貝のブランド化を目指す。 

・延縄・釣・刺し網漁業者は、引き続き「越のわたり蟹」や「万葉かれい」

のブランド化を推し進めるとともに、高値が期待できる他の魚種（キジハ

タ・アカムツ等）についても地域ブランド化を図る。 

⑤定置網漁業者は、小型のソウダガツオの試験輸出を進めるほか、ソウダガ

ツオ以外に大量漁獲されて市場価格の低いカマス、シイラ、サゴシ及びサバ

について加工品を開発してその利用を図りながら、あわせて新湊水産物商業

連合協同組合の協力のもと背後地にある国際コンテナ貨物航路を利用するな

どした輸出による販路の開拓21を検討する。 

⑥漁協（小型底曳漁業者等）は、日本海沿岸において広く漁獲されるホッコ

クアカエビの差別（他県の水揚げ物と味の違いを明確）化を図るために、そ

のうまみ成分の分析結果をもとに新たな販売戦略やＰＲを検討する。 

（２）地域交流・啓発普及 

①漁協は、地元消費拡大に伴う魚価向上を目指し、市内全小学６年生に対す

るカニ一人一杯給食や高校生、大学生を対象に魚のさばき方教室を継続して

実施することで魚食文化の継承及び普及を図る。 

②漁協青年部は、市内の小学校において訪問授業を行い、漁業や魚、海の環

境保全に対する大切さを伝えて身近な魚食の普及活動を行うとともに、市が

実施している「市政出前講座」のメニューにこの取組を登録することにより

対象者の拡大を図る。 

③漁協組合員は、「新湊カニかに海鮮白えびまつり」のＰＲイベントにおける

直接販売等を継続して実施し、全国ブランドとなっているベニズワイガニや

シロエビのさらなる知名度の向上を図るとともに、他の魚種についても効果

                                                  
21 水産物を扱う台湾の貿易会社社長が視察。「産地直送にこだわりたいので、富山から直接輸入できるルートが欲しい」（『北日

本新聞』2016. 1. 16 朝刊） 
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的なＰＲ方法について検討する。また、姉妹漁港の由比港漁港と連携し、Ｐ

Ｒ活動を継続的に行う。 

④漁協組合員は、北陸新幹線開業効果や「ディスカバー農山漁村の宝」初代

グランプリ受賞による情報発信により増加した県内外から訪問客へ、鮮度の

高い地元の魚を提供することで、価値の理解や普及に努め消費拡大を図る。 

⑤漁協及び漁業関係者は、セリに参加する関係者のマナーの徹底や荷捌き所

の清潔保持に努めるため他の漁協等の情報収集をするとともに、床面の抗菌

処理、高圧洗浄、通路の色分け表示を導入することで県内外からのセリ見学

者に新鮮な魚介類をＰＲする。 

⑥漁協は、新聞、テレビ等のマスメディアからの取材に柔軟に協力できるよ

う、漁法別の資料映像の作成を行う。 

⑦漁協女性部は、ＪＦ女性部食堂での販売やイベントでの販売を通じて、多

獲性魚の普及に努める。 

⑧漁協女性部は、新たに地域ブランド化を推し進める魚種の料理をＪＦ女性

部食堂において提供し、積極的にＰＲする。 

 

２ 環境保全・資源の維持、増大 

①漁協は、ヒラメやクルマエビ、アワビ等の種苗放流を行い資源の維持・増

大を図るとともに、放流魚種（ガザミ等を追加）の見直し等により追加した

種苗の確保に努めるとともに、確保できた種苗の放流を順次進める。 

②漁協組合員は、富山湾を愛する会をはじめとするＮＰＯ法人等が実施する

藻場の維持管理や再生活動等に協力し、資源の維持及び増大を図る。 

③漁協組合員は、海底清掃や海岸清掃による漁場の環境保全に引き続き取り

組む。 

④漁協組合員は、豊かな海づくりに向け植樹活動を庄川流域等にて継続する

とともに、他団体等へ活動の輪を広げていく。 

⑤定置網漁業者は、資源の減少や乱獲への対策として、漁網の更新時に稚魚

をなるべく漁獲しない網目サイズや構造の漁網を導入する。 

⑥かごなわ漁業者は、資源確保のための水曜日の自主休漁を継続するととも

に、小型ガニを逃がすための脱出リングを装着し高度な資源確保を行い、船

上での選別作業の軽減も図る。 

⑦小型底曳漁業者は、漁業者同士の過度な競争を抑え十分な水揚げを効率よ

く確保し、さらに海の資源を保護、再生産を促すために、水揚げ金額を全員

で頭割りする「プール制」及び２チームに分かれて日ごとに操業する「輪番

制」を引き続き実施する。また、富山県農林水産総合技術センター水産研究

所等の調査結果を利用しながら、漁獲方法や漁獲場所等について随時改善し、

効率化を進める。 
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３ 人材確保・育成 

①（公社）富山県農林水産公社主催の各就業相談会やフェアへ情報提供等を

行い、担い手の確保に努める。市は、漁業研修費及び居住費の支援を引き続

き行うことで他漁港との差別化を図る。 

②漁協青年部は、定期的に講師を招き、活〆や網掛け等の講習会を開催して

漁業技術の向上を図る。  

⇒ 以上の取組みにより、漁業所得を基準年比 10.0％向上させる。 

漁業コスト削

減のための取

組 

・漁協は、燃油高騰に備え、漁業経営セーフティーネット構築事業への漁業

者の加入を促進する。 

・漁協組合員は、定期的な船底清掃、係留中の機関の停止、積載量の減量を

実施するとともに、１ノット以上減速航行の徹底をすることにより燃油消

費量を削減し、漁業経費の削減を図る。 

・漁協組合員は、船内機及び船外機の更新時に省エネ機器を導入し、漁業経

費の削減を図る。 

・漁協は、古くなった魚網などの漁具の処分費を抑えるため、フィリピンや

タイ、ラオスなどの中古でも需要がある国々に提供できるシステムを本格

実施、または試験運用を継続していく。 

⇒ 以上の取組みにより、基準年から経費を 1.2％削減する。 

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） 

・水産物流通機能高度化対策事業 

・富山県地域団体ブランド発信応援事業 

・射水市ブランド商品開発等支援事業 

・沿岸漁業振興助成事業（県・漁獲物付加価値向上設備補助） 

・水産多面的機能発揮対策事業 

・種苗放流補助事業（市） 

・漁業経営セーフティーネット構築事業 

・就業研修者支援事業（市） 

・就業者居住支援事業（市） 

 

（４）関係機関との連携 

 富山県及び射水市並びに新湊漁協が緊密に連携しながら、国、県及び市並びに民間事業者（富

山県信用漁業協同組合連合会、富山県漁業共済組合）などの各種支援・補助制度を活用する。ま

た、富山県漁業協同組合連合会等の関係機関により随時アドバイスを受けながら北陸新幹線開業

による観光客の増加を生かし「新湊のさかな」のＰＲを進め、漁業者の所得向上につなげる。さ

らに、地域団体・学校等とも連携することで、漁村の活性化を図る。 
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４ 目標 

（１）数値目標 

漁業所得の向上 

％以上 

基準年 平成 26 年度 ：

■漁業所得 

定置網漁業          千円 

小型底曳網漁業        千円 

かごなわ漁業          千円 

刺網・はえ縄漁業        千円 

■漁業コスト削減        千円 

合  計          千円 

目標年 平成 31 年度 ：

■漁業所得 

定置網漁業          千円 

小型底曳網漁業        千円 

かごなわ漁業          千円 

刺網・はえ縄漁業             千円 

■漁業コスト削減           千円 

合  計              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 

産地水産業強化支援事業 

 

水産物流通機能高度化対策事業 

富山県地域団体ブランド発信応援事業 

射水市ブランド商品開発等支援事業 

沿岸漁業振興助成事業 

水産多面的機能発揮対策事業 

種苗放流補助事業（市） 

漁業経営セーフティーネット構築事業 

就業研修者支援事業（市） 

就業者居住支援事業（市） 

省燃油活動推進事業 

省エネ機器等導入事業 

給水施設、製氷施設、魚体選別機、急速冷凍庫、漁

具倉庫等の整備 

海外販路開拓、衛生設備 

地名入りの「団体商標」の出願補助 

認定ブランドの情報発信助成 

漁具の改善、漁獲物付加価値向上設備の整備 

藻場造成等の実施 

種苗放流の実施 

燃油高騰対策 

担い手の確保・育成 

担い手の確保・育成 

省燃油活動に積極的に取り組む 

省エネ船外機、船内機の購入 
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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。 


