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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分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

高知地区地域水産業再生委員会中央部会
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オブザーバー 　高知県水産振興部水産政策課

高知県漁業協同組合、安芸市、高知市、香南市、芸西村、土佐市、
高知県水産振興部中央漁業指導所

　県都・高知市を含む中央地区は、高知県下では最大の消費地であり、また県外への物流の拠点と
もなっている。そのため、流通や販売における地理的な条件は整っている地域ではあるが、地域の
基幹漁業である機船船びき網漁業ではイワシシラス、シイラまき網漁業ではシイラと、それぞれ対
象魚種が１種でしかないため、ニーズが限定されてしまうことが、大きな課題である。
　機船船びき網漁業においては、エンジンの老朽化の進行が地域全体の課題として挙げられる。ほ
とんどの船に装備されているエンジンは老朽化が進む一方で、現在は製造されておらず、また部品
もないものが多いために、故障すれば新規のものに換装しなくてはならない。このことは、漁業経
営に大きな影響を与えることは明白であり、漁業者の懸念材料となっている。また、地域で見る
と、南国市から高知市東端にかけて産地市場が整備されておらず、砂浜に船を乗り上げて水揚げす
るという方法が古くから取られている。しかし、屋根もない砂浜で魚が扱われていることからくる
衛生面の課題が、また、砂浜に船を直接乗り上げる操船方法のため、操業の安全面での課題が浮き
彫りとなっている。
　底びき網漁業では、多品目の魚種が水揚げされるものの、船上保管に木箱が使用されているなど
の点で衛生管理が課題として挙げられる。
　このような状況の中、それぞれの浜では、機船船びき網漁業者は鮮度向上と水揚集約化、シイラ
まき網漁業では漁協の加工事業による付加価値の向上、底びき網漁業者は漁具改良や漁船の小型化
などに取り組んでおり、課題解決を図っている。
　また、後継者不足による浜の衰退に歯止めをかけるため、「漁業担い手確保育成対策基金事業」
の活用により、新規就業者の確保に取り組んでいる。

漁業の種類：シイラまき網漁業（7）
            機船船びき網漁業（82）
            底びき網漁業（24）
　　　　　　　　※（）は経営体数

漁業者数　690名（兼業含む）

　高知県の中央部に位置する当地区は、県都を含む６市村が海岸線に沿って所在し、人口が約491千
人と高知県人口のおよそ３分の２を占めている。近年は、県都を中心として東西に高速道路が整備
されつつあり、県内外への物流の拠点となっている。（なお、中央部にある南国市に所在する協同
組合は、当再生委員会を構成する高知県漁協の所管ではないため、当再生委の対象地域は５市村と
している。）
　水産業においては、機船船びき網漁業・シイラまき網漁業・底びき網漁業を基幹漁業とし、一本
釣漁業や曳縄漁業などの小規模漁業も各地で営まれている。漁獲される魚種としては、イワシシラ
スやシイラ、沖ウルメ（ニギス）、メヒカリなどを主体に、ハモ、アカムツ等の底物魚類、カツオ
等の回遊性魚類が水揚げされている。
　漁業経営においては、国内水産業に共通する課題である燃油の高騰や魚価の低迷により厳しい状
態が続いており、漁業者の高齢化や後継者の不足も相まって、各浜の経営体数は年々減少し続けて
いる。また、底びき網漁業を始め、各漁船漁業における漁船の老朽化等による操業効率の悪化も課
題となっている。

地　　　　域：安芸市、芸西村、香南市、高知市、
　　　　　　　土佐市（新居地区）
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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。

　■漁業収入向上の取組
　これまで各浜で取り組まれてきた事業を継続・発展させることを基本的方向性とし、併せてコス
ト削減を推進することで漁業収入の向上を図る。
　香南市手結でのシイラまき網漁業においては、平成21年から未利用であった小型シイラの付加価
値向上を目的に、漁協が加工場を運営及び加工品の販売を行っており、軌道に乗りつつある。今
後、衛生管理体制の強化や冷凍保管施設の整備に取り組み、加工品の販路拡大と原魚の底値の押し
上げを図る。
　高知市三里地区での機船船びき網漁業においては、会員となっている「高知沖シラス産地協議
会」の活動に積極的に参画し、鮮度向上や水揚集約化に向けて取り組んでいく。
　高知市御畳瀬地区での小型機船底びき網漁業においては、平成25年度より試験等を行っている漁
具改良による省エネ化に引き続き取り組み、さらに、漁獲物（ハモ）の付加価値向上を目的に温度
管理試験を実施して、魚価の向上を図る。また、沖合底びき網漁業においては、１漁業者が「漁業
構造改革総合対策事業（もうかる漁業創設支援事業）」により平成26年１月に策定した御畳瀬地域
プロジェクト改革計画に基づき、漁船の小型化に取り組み、省人化、省エネ化を図る。
　ここに挙げられていない地区での漁業または漁業種類については、該当する漁業者や漁協は収入
向上の取り組みを検討していく。
　地域全体では、新規就業者の確保に向けた取り組みを継続し、後継者不足の解消を図る。

漁獲努力量の削減等については、資源管理計画（種苗放流、休漁期の設定、操業時間及び漁獲制限
等）を確実に履行している。また、操業にあたっては高知県漁業調整規則、海区漁業調整委員会指
示等の法令を遵守している。

　機船船びき網漁業については、所属漁協や行政区域をまたいだ交流や取組が行われている。高知
市三里地区（高知県漁協）と南国市（十市及び浜改田漁協）においては、産地水産業強化支援事業
を活用し、「高知沖シラス産地協議会」を組織し、鮮度向上や水揚集約化の取り組みが進められて
いる。また、高知市浦戸・長浜地区（高知県漁協）と高知市春野町（春野町漁協）及び安芸市穴内
地区（高知県漁協）と安芸市の他地区（安芸漁協）は、それぞれ操業区域が同じ海域でもあり、交
流が深く、省燃油活動等の取り組みも協力して行っている。

（１）基本方針

■漁業コスト削減の取組
　地域全体で船底清掃の定期的実施や減速航行に取り組み、燃油消費量の削減を図る。
　機船船びき網漁業においては、エンジンの計画的な更新を行い、漁業経営の安定化を図る。ま
た、底びき網漁業においては漁具の改良や漁船の小型化により、操業効率の向上による燃油消費量
及び人件費の削減を図る。
　これらの取組と平行して、漁業経営セーフティネット構築事業への加入を促進し、燃油高騰に備
え、漁業経営の安定化を図る。

（２）その他の関連する現状等
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1年目（平成２６年度）
（３）具体的な取組内容（毎年ごとに数値目標とともに記載）

　以下の取り組み内容は、取り組みの進捗状況や得られた知見を踏まえ、必要に応じて見直すこと
とする。

【シイラまき網漁業の取組み】
　シイラまき網漁業者は、加工用原魚を安定供給するため、従来は未利用であった
小型シイラに対しても船上活〆を施し、鮮度管理を徹底した水揚を促進する。
　漁協は、シイラ加工事業（シイラフィーレを中心として、ロイン、切り身加工及
びラウンド凍結）の取組みとして、高知県が定める「高知県食品高度衛生管理手法
認定制度」に則った自主管理マニュアルを作成し、加工場の衛生管理の徹底を図
る。
 また、学校給食における地元食材の活用推進のため、従来から行っているシイラ
フィーレの提供を継続して行うとともに、県外水産加工会社に委託して製造するフ
ライ用粉付き切身を新たな食材として提案していく。
　さらに、加工品の品質を維持したまま長期間の保管を可能とするため、真空包装
機の導入を検討しつつ、漁協販売部や漁協の販売子会社「ＪＦこうち・海の漁心市
株式会社」とも連携して新規販路の開拓に取り組む。

【機船船びき網漁業の取組み】
　機船船びき網漁業者は県と連携し、氷の使用量や扱い方法の違いが漁獲物の品質
に与える影響などを調べる鮮度試験を実施し、その結果を学習会により普及するこ
とで、漁獲物の品質向上を図る。
　産地水産業強化支援事業による「高知沖シラス産地協議会」の会員となっている
高知市三里地区の機船船びき網漁業者においては、高知新港に新たに設置される製
氷機を活用し、常時十分な量の氷を使用することで漁獲物の鮮度向上を図る。ま
た、高知県産シラスの知名度を高め、消費の拡大を図るために協議会で実施する、
県内外での生鮮シラスやチリメン加工品のＰＲ活動に積極的に参画する。

漁業収入向上の
ための取組

【小型機船底びき網漁業の取組み】
　小型機船底びき網漁業は、操業時における海中での網の形状や動きが、漁獲量や
作業効率、燃費等に大きく影響するため、漁網構造が大変重要である。網の形状や
動きは、潮の流れ等の環境に因るところが大きいが、網口が狭いまま操業すると、
網の抵抗が少なくなるので燃費はよくなるが、漁獲量は少なくなる。一方で、網口
が広いと、漁獲量は多くなるが、潮の抵抗が強くなるため、燃費が悪化する。この
ことから、潮の抵抗を抑える構造を取り、かつできるだけ多い漁獲を上げるために
網口を広げるといった漁網構造の改良は、小型底びき網漁業にとって重要事項であ
る。
　平成25年に高知市御畳瀬地区の小型機船底びき網漁業者は、漁網の海中での挙動
を把握するため、使用している漁具の縮小模型網を作製し、水槽実験を行った。
　この実験結果を踏まえ、漁具改良による作業効率の向上、漁獲量の増加及び省エ
ネを図るため、小型機船底びき網漁業者は、県と連携し、網漁具の専門家の協力を
得て従来の漁網構造から変更したモデル網を製作する。また、製作したモデル網を
用いて試験操業を実施し、実用化に向けて試験結果を検証する。
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　【漁業経営セーフティーネット構築事業の取組み】
　漁協は、個人加入を促進し燃油高騰に備える。

【省燃油活動推進事業の取組み】
　漁業者は、船底清掃を定期的に実施することで燃費の向上に努めると共に、減速
航行による燃費向上に努める。

【機船船びき網漁業の取り組み】
　機船船びき網漁業者は、エンジンの計画的な更新を図るため、漁協及び行政関係
者と協議を行い、更新に関する計画策定と活用できる支援策を検討する。

これらの取組みにより、漁業コストを基準値より0.2％削減する。

漁業コスト削減
のための取組

【沖合底びき網漁業の取組み】
　もうかる漁業創設支援事業の実施に向け、高知県漁業協同組合が事業で使用する
漁船を認定する。
　沖合底びき網漁業を営む１漁業者は、主要魚種である沖ウルメ（ニギス）、メヒ
カリ（アオメエソ）、アカムツ等の販路を拡大するため、従来より氷を多く使うこ
とで鮮度保持を徹底する。また、漁協販売部やＪＦこうち・海の漁心市㈱を通じて
県内外の飲食店等へのサンプル出荷等に取り組む。
　沖ウルメについては、県内の加工業者が干物等を製造しているが、近年は加工業
者が減少し、それに伴って加工原料としての需要も減少している。そこで、干物等
の加工品需要を掘り起こすため、これまでに取り扱いのなかった県内加工業者に対
して営業活動を行う。
　産地市場への水揚後から所定の入札時間までのタイムラグが大きく、漁獲物の鮮
度低下と流通のタイミングのミスマッチが課題となっている。この課題を解決する
ため、漁業者と漁協、産地仲買人は協議し、漁獲物の一部に関して相対取引を実施
することで産地流通に柔軟性を持たせる。また、漁協の所有する冷蔵施設で漁獲物
を保管することで、鮮度低下を避けることも併せて取り組む。
　漁協は、水揚げ市場の衛生管理水準の向上及び市場での漁獲物の品質向上を目指
し、市場に殺菌海水装置を導入する等、今後の取組内容について関係者で協議す
る。

　これらの取組みにより、基準値より0.3％の収入向上を目指す。

活用する支援措
置等

漁業経営ＳＮ構築事業
省燃油活動推進事業
漁業担い手確保育成対策基金事業
漁業構造改革総合対策事業
産地水産業強化支援事業
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２年目（平成２７年度）
【シイラまき網漁業の取組み】
　シイラまき網漁業者は、加工用原魚を安定供給するため、従来、未利用であった
小型シイラに対しても船上活〆を施し、鮮度管理を徹底した水揚を促進する。
　漁協は、加工事業の取組みとして、前年度に作成した衛生管理自主マニュアルに
よる加工場運営を徹底し、「高知県食品高度衛生管理手法認定制度」の認定を取得
する。また、学校給食に対して、前年度から引き続いて食材提供や県外水産加工業
者と連携した新商品の開発・提案に積極的に取り組んでいく。
　さらに、真空包装機を導入し、加工品の品質維持と長期保管を可能とする体制を
整え、漁協販売部やＪＦこうち・海の漁心市㈱と連携して新規販路の開拓に取り組
む。

漁業収入向上の
ための取組

【機船船びき網漁業の取組み】
　機船船びき網漁業者は、県と連携して鮮度保持試験を実施し、その結果を学習会
により普及することで、漁獲物の品質向上を図る。
　「高知沖シラス産地協議会」の会員となっている三里地区の機船船びき網漁業者
は、引き続き協議会活動に参画し、製氷機の活用による漁獲物の鮮度向上や、県内
外での生鮮シラスやチリメン加工品のＰＲ活動に取り組む。また、協議会の命題で
もある高知新港への水揚集約化に向けても検討を重ねていく。
　漁協浦戸支所の荷捌き施設が、地震対策のために取り壊される。そのため、関係
地区の漁業者は、将来に向けての効率的な水揚げ方法を検討するとともに、新たな
荷捌き施設の建設についても要望していく。

【小型機船底びき網漁業の取組み】
　小型機船底びき網漁業者は、前年度の試験結果を踏まえ、漁具の改良を検討する
こととし、従来の漁網構造を踏襲する改良を施し、試験操業を行う。また、前年度
の試験結果とも比較し、適切な漁網構造を検証する。
　主要漁獲物のひとつであるハモは活魚及び鮮魚で水揚げされているが、市場価格
は活魚の方が高く、漁獲量に対して活魚の水揚割合が高まることは、漁業収入の向
上に繋がる。しかし、ハモは高い水温の魚槽では生残率が悪く、特に夏場は漁獲後
から水揚げまでの間に弱ってしまい、活魚扱いができなくなる。そこで、ハモの船
上魚槽での生残率を高め、活ハモの水揚量を増加させるため、漁業者と県は連携
し、船上魚槽の水温管理試験を実施する。

【沖合底びき網漁業の取組み】
　沖合底びき網漁業を営む１漁業者は、小型漁船を新船建造する。
　新船には、漁獲物の鮮度品質向上のため船上殺菌冷海水装置を導入する。また、
保管用の魚倉には断熱材を採用し、アカムツなどの高級魚は発砲スチロールに漁獲
物を並べて保管することで、水揚げまでの鮮度品質の維持向上を図る。
　また、船上殺菌冷海水装置を活用した活魚槽を併せて設置し、ハモなどの活魚需
要の高い漁獲物を活魚出荷する。
　主に加工品原料として扱われている沖ウルメやメヒカリについて、刺身用商材と
して流通させるため、アカムツなどと同様に発砲スチロールに並べて保管すること
で、鮮度管理を徹底する。この刺身用沖ウルメやメヒカリは、ＪＦこうち・海の漁
心市㈱を通じて県内飲食店に流通させ、郷土料理として定着を図る。（沖ウルメや
メヒカリの刺身は、鮮度落ちが早いことなどの理由でほとんど流通されていなかっ
た）。
　漁協は、活魚を除く全ての漁獲物について、鮮度低下を避けるため、所有する冷
蔵施設での保管管理を実施する。
　漁協は、水揚げ市場の衛生管理水準の向上及び市場での漁獲物の品質向上を目指
し、今後の取組内容について関係者で協議する。

　これらの取組みにより、基準値より1.7％の収入向上を目指す。
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３年目（平成２８年度）

漁業収入向上の
ための取組

【シイラまき網漁業の取組み】
　シイラまき網漁業者は、加工用原魚を安定供給するため、従来、未利用であった
小型シイラに対しても船上活〆を施し、鮮度管理を徹底した水揚を促進する。
　漁協は、加工事業の取組みとして、高知県食品高度衛生管理手法による衛生管理
を徹底し、さらに高知県が定める「高知県食品衛生管理認証制度（県版HACCP認
証）」に基づく衛生管理認証を取得する。また、学校給食に対して、前年度から引
き続いて食材提供や県外水産加工業者と連携した新商品の開発・提案に積極的に取
り組んでいく。
　さらに、前年度に導入した真空包装機を活用し、漁協販売部やＪＦこうち・海の
漁心市㈱と連携しての新規販路の開拓に、引き続き取り組んでいく。
　加工用原魚の冷凍保管に係る冷凍庫使用料等の外注コストを軽減するため、漁協
は急速冷凍庫及び保管庫の整備を検討する。

【機船船びき網漁業の取組み】
　機船船びき網漁業者は、これまでの鮮度保持試験で得た結果を実践し、漁獲物の
鮮度と品質の向上に努める。
　「高知沖シラス産地協議会」の会員である三里地区の漁業者は、引き続き協議会
活動に参画し、製氷機の活用による漁獲物の鮮度向上や、県内外での生鮮シラスや
チリメン加工品のＰＲ活動に取り組む。また、高知新港への水揚の集約化に向けて
も検討を重ねていく。
　漁協浦戸支所の関係地区の漁業者は、引き続き効率的な水揚げ方法を検討すると
ともに、将来的な新たな荷捌き施設の建設についても要望していく。

【小型機船底びき網漁業の取組み】
　漁具改良の試験操業で得た結果及び知見をもとに、漁業者は、自船に合う形での
漁具の改良をそれぞれ検討する。また、より効率の良い漁網構造にしていくため、
学習会などで相互に情報交換をしていく。
　水温管理試験の結果を検証し、ハモの活魚生残率を高めていく温度管理方法を確
立し、学習会などで普及する。

活用する支援措
置等

漁業経営ＳＮ構築事業
漁業担い手確保育成対策基金事業
漁業構造改革総合対策事業
産地水産業強化支援事業

【漁業経営セーフティーネット構築事業の取組み】
　漁協一括加入の契約期間が満了することから、漁協は、漁協一括加入の継続を検
討すると共に、個人加入の促進を継続して行い燃油高騰に備える。

【省燃油活動推進事業の取組み】
　漁業者は、船底清掃を定期的に実施することで燃費の向上に努めると共に、減速
航行による燃費向上に努める。

【機船船びき網漁業の取り組み】
　機船船びき網漁業者は、エンジンの計画的な更新を図るため、漁協及び行政関係
者と協議を行い、更新に関する計画策定と活用できる支援策を引き続き検討する。

【もうかる漁業創設支援事業の取組み】
　沖合底びき網漁業を営む１漁業者は、小型漁船の新船建造により、船舶検査費用
及び修繕費の削減に取り組む。新船においては、綱の巻き取り方法の変更（移動式
巻き取り機によるストップ巻きからウインチによる直巻きへの変更）により、省力
化・省人化し、人件費の削減を図る。また、省エネ機関の導入や作業灯火のＬＥＤ
化により燃油使用量を削減する。
　
これらの取組みにより、漁業コストを基準値より5.7％削減する。

漁業コスト削減
のための取組
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４年目（平成２９年度）

漁業コスト削減
のための取組

【漁業経営セーフティーネット構築事業の取組み】
　漁協は、個人加入の促進を行い燃油高騰に備える。

【省燃油活動推進事業の取組み】
　漁業者は、船底清掃を定期的に実施することで燃費の向上に努めると共に、減速
航行による燃費向上に努める。

【機船船びき網漁業の取り組み】
　機船船びき網漁業者は、エンジンの計画的な更新を図るため、昨年度までの漁協
及び行政関係者との協議を踏まえ、検討した支援策を活用し計画に沿った更新を順
次行う。

これらの取組みにより、漁業コストを基準値より5.9％削減する。

【シイラまき網漁業の取組み】
　シイラまき網漁業者は、加工用原魚を安定供給するため、従来、未利用であった
小型シイラに対しても船上活〆を施し、鮮度管理を徹底した水揚を促進する。
　漁協は鮮度管理を持続・徹底していくため、老朽化が進む製氷施設を新たに整備
することを検討する。
　漁協は、加工事業の取組みとして、前年度に取得した高知県食品衛生管理認証に
基づく加工場の衛生管理運営に継続して取り組む。また、学校給食に対して、前年
度から引き続いて食材提供や県外水産加工業者と連携した新商品の開発・提案に継
続して取り組んでいく。
　さらに、急速冷凍庫及び保管庫を整備し、加工作業効率の向上と経費の削減を図
り、削減した経費を浜値へ還元していくことによって漁業者の収入向上につなげ
る。同時に、漁業者が各自で調達していたシイラまき網漁業用餌の冷凍小型魚につ
いて、漁協が一括調達し、急速冷凍庫での冷凍保管を実施し、これにより漁業者の
負担を軽減と調達コストの削減を図る。

【機船船びき網漁業の取組み】
　漁業者は、これまでの鮮度保持試験で得た結果を実践し、漁獲物の鮮度と品質の
向上に努める。
　「高知沖シラス産地協議会」の会員である三里地区の漁業者は、引き続き協議会
活動に参画し、製氷機の活用による漁獲物の鮮度向上や、県内外での生鮮シラスや
チリメン加工品のＰＲ活動に取り組む。また、高知新港への水揚の集約化に向けて
も検討を重ねていく。
　漁協浦戸支所の関係地区の漁業者は、引き続き効率的な水揚げ方法を検討すると
ともに、新たな荷捌き施設の建設についても要望していく。

漁業収入向上の
ための取組

漁業経営ＳＮ構築事業
漁業担い手確保育成対策基金事業
漁業構造改革総合対策事業
産地水産業強化支援事業

活用する支援措
置等

【沖合底びき網漁業の取組み】
　前年度に引き続き、沖合底びき網漁業を営む１漁業者は、船上殺菌冷海水装置を
活用した鮮度品質管理の徹底を図り、活魚出荷や刺身用商材としての取扱量増加に
向けて取り組んでいく。
　また、船上殺菌冷海水装置を活用して鮮度を向上させたアカムツについて、船上
で荷立てすることによって付加価値を付け、浜値の向上に努める。
　漁協は、漁獲物の鮮度低下を避けるため、所有する冷蔵施設での保管管理を継続
する。
　漁協は、漁獲物の鮮度低下を避けるため、所有する冷蔵施設での保管管理を継続
する。また、水揚げ市場の衛生管理水準の向上及び市場での漁獲物の品質向上を図
るため、漁獲物や市場施設（市場及び附帯施設、備品等）の洗浄等に使用すること
で、それらに付着する菌の増殖・繁殖を抑える効果がある殺菌海水装置を整備す
る。

　これらの取組みにより、基準値より2.1％の収入向上を目指す。
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５年目（平成３０年度）

【小型機船底びき網漁業の取組み】
　小型機船底びき網漁業者は、自船に合う形での漁具の改良を個々に検討し、必要
に応じて学習会などで相互に情報交換をしていく。
　ハモの活魚生残率を高める温度管理方法を実践し、活ハモの水揚増による漁業収
入の増加を図る。

【沖合底びき網漁業の取組み】
　沖合底びき網漁業を営む１漁業者は、船上殺菌冷海水装置を活用した鮮度品質管
理の徹底、活魚出荷や刺身用商材としての取扱量増加、船上荷立てによる付加価値
向上に引き続き取り組んでいく。
　漁協は、漁獲物の鮮度低下を避けるため、所有する冷蔵施設での保管管理を継続
する。また、殺菌海水装置の整備により、水揚げ市場の衛生管理水準の向上及び市
場での漁獲物の品質向上に努める。

　これらの取組みにより、基準値より2.6％の収入向上を目指す。

【シイラまき網漁業の取組み】
　漁業者は、加工用原魚を安定供給するため、従来、未利用であった小型シイラに
対しても船上活〆を施し、鮮度管理を徹底した水揚を促進する。
　漁協は鮮度管理を持続・徹底していくため、老朽化が進む製氷施設を新たに整備
する。
　漁協は、加工事業の取組みとして、高知県食品衛生管理認証に基づく加工場の衛
生管理運営に継続して取り組むとともに、学校給食に対する食材提供や県外水産加
工業者と連携した新商品の開発・提案にも継続して取り組んでいく。
　整備した急速冷凍庫における、加工用原魚の冷凍保管及びシイラまき網漁業用餌
の調達方法などについても課題を整理・検討していくことで、より一層の負担とコ
ストの軽減を図り、漁業所得の向上につなげる。

漁業経営ＳＮ構築事業
漁業担い手確保育成対策基金事業
漁業構造改革総合対策事業
産地水産業強化支援事業

【漁業経営セーフティーネット構築事業の取組み】
　漁協は、個人加入を促進し燃油高騰に備える。

【省燃油活動推進事業の取組み】
　漁業者は、船底清掃を定期的に実施することで燃費の向上に努めると共に、減速
航行による燃費向上に努める。

【機船船びき網漁業の取り組み】
　機船船びき網漁業者は、エンジンの計画的な更新を図るため、昨年度までの漁協
及び行政関係者との協議を踏まえ、検討した支援策を活用し計画に沿った更新を順
次行う。

【もうかる漁業創設支援事業の取組み】
　沖合底びき網漁業を営む１漁業者は、引き続き省力化・省人化に取組み、さらに
人件費の削減を図る。

これらの取組みにより、漁業コストを基準値より12.4％削減する。

漁業コスト削減
のための取組

活用する支援措
置等

　取り組みの最終年度であり、前年度に引き続き行うが、目標達成が確実なものとなるよう、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。
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※「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　目標
（１）数値目標

（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。

【機船船びき網漁業の取組み】
　機船船びき網漁業者は、これまでの鮮度保持試験で得た結果を実践し、漁獲物の
鮮度と品質の向上に努める。
　「高知沖シラス産地協議会」の会員である三里地区の漁業者は、引き続き協議会
活動に参画し、製氷機の活用による漁獲物の鮮度向上や、県内外での生鮮シラスや
チリメン加工品のＰＲ活動に取り組む。また、高知新港への水揚の集約化に向けて
も検討を重ねていく。
　漁協浦戸支所の関係地区の漁業者は、引き続き効率的な水揚げ方法を検討すると
ともに、新たな荷捌き施設の建設についても要望していく。

【小型機船底びき網漁業の取組み】
　漁業者は、自船に合う形での漁具の改良を個々に検討し、必要に応じて学習会な
どで相互に情報交換をしていく。
　ハモの活魚生残率を高める温度管理方法を実践し、活ハモの水揚増による漁業収
入の増加を図る。

【沖合底びき網漁業の取組み】
　沖合い底びき網漁業を営む１漁業者は、船上殺菌冷海水装置を活用した鮮度品質
管理の徹底、活魚出荷や刺身用商材としての取扱量増加、船上荷立てによる付加価
値向上に引き続き取り組んでいく。
　漁協は、漁獲物の鮮度低下を避けるため、所有する冷蔵施設での保管管理を継続
する。また、殺菌海水装置の整備により、水揚げ市場の衛生管理水準の向上及び市
場での漁獲物の品質向上に努める。

　これらの取組みにより、基準値より3.0％の収入向上を目指す。

漁業収入向上の
ための取組

：

（４）関係機関との連携

漁業所得　    
漁業所得の向上   ％以上

目標年

基準年

漁業所得      

平成   年平均

平成   年

：

千円

漁業コスト削減
のための取組

【漁業経営セーフティーネット構築事業の取組み】
　漁協は、個人加入を促進し燃油高騰に備える。

【省燃油活動推進事業の取組み】
　漁業者は、船底清掃を定期的に実施することで燃費の向上に努めると共に、減速
航行による燃費向上に努める。

【機船船びき網漁業の取り組み】
　　機船船びき網漁業者は、エンジンの計画的な更新を図るため、昨年度までの漁
協及び行政関係者との協議を踏まえ、検討した支援策を活用し計画に沿った更新を
順次行う。

これらの取組みにより、漁業コストを基準値より12.6％削減する。

千円

活用する支援措
置等

漁業経営ＳＮ構築事業
漁業担い手確保育成対策基金事業
漁業構造改革総合対策事業
産地水産業強化支援事業
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５　関連施策

※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。

省燃油活動推進事業

産地水産強化支援事業

漁業者及び地域が一体となって漁獲から製品・出荷に至る
改革計画を策定、実行することにより収益性の改善を図
る。

燃油消費量そのものを根本的に削減し、漁業経営の安定を
図る。

漁業経営セーフティネット構築支援事業

漁業改革推進集中プロジェクト運営事業

※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。

   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
事業内容及び浜の活力再生プランとの関係性

燃油価格高騰時に補填を受け漁業経営の安定を図る。

事業名

新規漁業就業者総合支援事業 意欲ある若者の漁業就業を支援し、後継者を確保する。

漁船漁業再生事業
漁業経営のスリム化による漁船漁業の体質強化の促進を図
る。

当地域に水揚げされた鮮魚のイメージ向上を図る。

もうかる漁業漁業創設支援事業 改革型漁船の導入により収益性の改善を図る。
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