
1 
 

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 

組 織 名 秋田県地域水産業再生委員会 

代表者名 会長 中村 彰男 

 

再生委員会 

の構成員 

秋田県漁業協同組合、八峰町、男鹿市、潟上市、由利本荘市、にかほ市

秋田県（農林水産部水産漁港課、水産振興センター） 

オブザーバー  

※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種類 秋田県男鹿市の秋田県漁業協同組合船川総括支所管

内（船川、船越、脇本、椿、若美地区）183 経営体、

着業者数：底びき網 4、大型定置網 1、エビかご 3、

ベニズワイガニかご漁業 2、ハタハタ小型定置網 59、

小型定置網 9、刺網 134、釣り 23、採貝藻 63、藻類

（ワカメ、コンブ）養殖 53 

※経営体及び着業者数は複数が漁業種類を兼業する

ため、同じにならない 

※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 

 当該地域は秋田県中央部に位置し、男鹿半島など県内有数の観光地としても栄えてきた 

港町である。 

 平成 25 年度の当該地域の漁業生産量は、2,370 トン、生産額は 774,904 千円で、10 年前

（平成 15 年度 2,165 トン、867,090 千円）と比較して、生産量では 205 トンの増加となっ

ているが、生産額で 92,186 千円の減少となっている。 

また、組合員数は平成 25 年度が 345 名と、10 年前の平成 15 年と比較して 243 名の減少と

なっている。 

 底びき網漁業及び大型定置網漁業は、地域の主力漁業として中心的存在であるが、魚価

の低迷や燃油価格の高騰などにより厳しい経営状況となっている。 

また、高齢化による漁業者の減少や新規就業者の確保対策なども課題となっている。 
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当該地域で水揚げされた漁獲物は大半が鮮魚出荷であり、魚価向上のためには、血抜き

や神経抜きなどの鮮度保持技術の習得による高品質な鮮魚の生産や、活魚出荷体制の充実

が流通業者等から求められている。 

燃油高騰対策としては、漁業経営セーフティ－ネット構築事業の加入促進や漁業者の取

組として減速航行など経費節減に努めているところである。 

さらに、大型定置網漁業については、平成 26 年度にもうかる漁業創設支援事業を活用し、

地域の新たな漁業経営モデルとなる改革に平成 27 年度から取り組むこととしている。 

 

（２） その他の関連する現状等 

・ 漁業振興、地域活性化のため、地元観光協会等と連携し、主力魚種のハタハタやマダ

イの加工品開発や飲食店の統一したメニュー開発などの町おこしにも取り組んでおり、

生産物の加工向け一次処理や高品質な鮮魚の出荷のニーズが高まっている。 

・ 漁協の製氷・貯氷施設や荷捌き施設、上架施設等が老朽化しており、漁業者の作業効

率が低下している。 

 

３ 活性化の取組方針 

（１） 基本方針 

当該地域の基幹産業である漁業の低迷を打開し再生させるためには、魚価の向上が不可

欠であることから、漁獲物の品質向上、販路拡大などに取組む。 

また、低燃費な減速航行を徹底するなどコストの削減に取組み、効率的かつ安定的な漁

業経営の確立を図る。 

これらについて、以下の取組により、プラン終了後には 10％以上の所得向上を目指す。

 

漁業収入を向上させるための取組 

・マダイやヒラメをはじめとする漁獲物の船上での鮮度保持管理の徹底 

・漁獲物の血抜き・神経抜きの技術修得による鮮度保持やブランド化を目指した取組みの

推進 

・製氷・貯氷施設の充実、荷捌き作業の効率化による漁獲物の品質向上 

・地元加工業者等との連携による加工品の開発や、新技術凍結機の活用による漁獲物の付

加価値向上を目指した取組みの推進 

・活魚出荷体制の充実と流通ルートの開拓 

・漁獲物のサイズの基準設定による全船の商品の統一化 

・海底清掃、海底耕耘など漁場環境整備への取組み 

 

漁業コストを削減するための取組 

・燃油消費量の削減を図るため、減速航行や船底清掃を推進 
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・船底清掃を徹底し、燃費の改善を図る。また、効率的な船底清掃を図るため、上架施設

を増強し上架に係る待機時間を短縮 

 

（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 

 秋田県資源管理計画を履行することによって、漁獲努力量の削減・維持に努めていく。 

 

※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。 
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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） 

 以下の取組により漁業所得を基準年対比 5.32％向上させる。 

  以降の取組については、進捗状況等の検討により、目標達成のために必要に応じて見直し

を行うこととする。 

漁業収入向上 

のための取組 

① 漁業協同組合は、高品質な漁獲物の生産により魚価向上を図るため、

飲食店などエンドユーザーのニーズを調査するとともに、ユーザーが求

める用途や規格について把握する。主要な魚種であるマダイやヒラメを

はじめとした漁獲物の船上での鮮度保持や、漁獲物の迅速な選別、血抜

き及び神経抜き、活魚出荷を実施するための技術の習得に努める。 

  また、漁業協同組合は、漁獲直後に砕氷、氷水締めを行うとともに、

プレート氷など漁獲物の鮮度保持能力の高い氷の使用により、品質向上

と高価格化を図るため、老朽化している製氷・貯氷施設及び荷捌き施設

の整備について検討する。 

② 漁業協同組合は、地元観光協会や飲食店、水産加工業者等と連携し、

ハタハタの加工品など地域の特産物となる商品開発を検討する。 

③ 漁業協同組合は、より効率的な漁獲物の出荷体制を構築するため、漁

獲物の流通ルートの開拓を行い、鮮魚及び活魚の販路拡大を図る。 

④ 漁業協同組合は、地元水産高校等と連携し、漁業研修の受け入れなど

により、新規就業者の確保に積極的に取組み、漁業の衰退を防ぎ、活性

化を図る。 

⑤ 底びき網漁業者は、海底清掃や海底耕耘を行い、魚の住みやすい環境

を整えることにより資源の増大を図る。 

  採貝・採藻、藻類養殖漁業者は、アワビ、イワガキ、海藻類の成長を

妨げる原因とならないよう、海中の廃棄物等の回収を行う。 

  その他の漁業者は、海上の浮遊物や漁港及び海岸の堆積物・漂着物の

回収に努め、水産生物の周辺環境の保全・美化を図ることにより、地域

のイメージアップにつなげる。 

⑥ 採貝漁業者は、アワビ資源の増大を目的として、餌となる海藻の繁茂

状況モニタリングにより放流適地を調査した上で、稚貝の放流を行う。

また、イワガキ資源の回復を図るため、漁場の輪番制の実施や効率的な

岩盤清掃を検討する。 

⑦ 全漁業者は、資源の増大を図るため、マダイ・ヒラメ等の種苗放流活

動に積極的に参加するとともに、小型魚の保護など資源管理と一体的な

取組みにより資源の持続的利用を図る。 

⑧ 漁業協同組合は、県水産振興センター等と連携し、調査船による海況
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データ等の活用を図りながら、新たな漁場の開発や漁具の改良などにつ

いて漁業者への情報提供を行う。 

 

以上の取組により漁業収入を基準年対比 1.27％向上させる 

漁業コスト 

削減のため 

の取組 

 

① 全漁業者は、漁場までの往復航行速度を毎時２ノット減速することと

し、燃油消費量の削減を図る。 

② 全漁業者は、船底清掃を行うことで付着物を取り除き、燃費を良くし

て燃油消費量の削減を図る。 

③ 漁業協同組合は、漁業者が効率的に船底清掃を実施するため、上架能

力の改善を検討する。 

 

以上の取組により漁業コストを基準年対比 8.74％削減させる 

活用する 

支援措置等 

・もうかる漁業創設支援事業 

・産地水産業強化支援事業 

・省燃油活動推進事業 

・漁業経営セーフティ－ネット構築事業 

・漁業構造改革総合対策事業 

・漁業担い手確保・育成対策基金事業 

・海底清掃事業 

・水域環境保全創造事業 
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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） 

  ２年目（平成２８年度） 

 以下の取組により漁業所得を基準年対比 5.32％向上させる。 

  以降の取組については、進捗状況等の検討により、目標達成のために必要に応じて見直し

を行うこととする。 

漁業収入向上 

のための取組 

① 漁業協同組合は、高品質な漁獲物の生産により魚価向上を図るため、

主力魚種のハタハタをはじめとする漁獲物の船上での鮮度保持や、箱詰

め作業の前段階での漁獲物の迅速な選別、血抜き及び神経抜き、活魚出

荷の技術を底びき網、定置網などの漁業者に対し、講習会や研修会を行

い、普及する。 

  また、漁業協同組合は、漁獲直後に砕氷、氷水締めを行うとともに、

プレート氷など鮮度保持能力の高い氷の使用により、漁獲物の品質向上

と高価格化を図るため、老朽化している製氷・貯氷施設及び荷捌き施設

等を支援制度などを活用し整備する。 

② 漁業協同組合は、地元観光協会や飲食店、水産加工業者等と連携し、

ハタハタの加工品など地域の特産物となる商品の試作を県総合食品研究

所等の協力の下行う。 

③ 漁業協同組合は、より効率的な漁獲物の出荷体制を構築するために、

地元流通業者とのマッチングにより、鮮魚及び活魚の販路拡大を進める。

④ 漁業協同組合は、地元水産高校等と連携し、漁業研修の受け入れなど

により、新規就業者の確保に積極的に取組み、漁業の衰退を防ぎ、活性

化を図る。 

⑤ 底びき網漁業者は、海底清掃や海底耕耘を行い、魚の住みやすい環境

を整えることにより資源の増大を図る。 

  採貝・採藻、藻類養殖漁業者は、アワビ、イワガキ、海藻類の成長を

妨げる原因とならないよう、海中の廃棄物等の回収を行う。 

  その他の漁業者は、海上の浮遊物や漁港及び海岸の堆積物・漂着物の

回収に努め、水産生物の周辺環境の保全・美化を図ることにより、地域

のイメージアップにつなげる。 

⑥ 採貝漁業者は、アワビ資源の増大を目的として、餌となる海藻の繁茂

状況に応じた稚貝の放流を行い、資源の維持・管理に努める。また、イ

ワガキ資源の回復を図るため、漁場の輪番制の実施や効率的な岩盤清掃

を実施する。 

⑦ 全漁業者は、資源の増大を図るため、マダイ・ヒラメ等の種苗放流活

動に積極的に参加するとともに、小型魚の保護など資源管理と一体的な

取組みにより資源の持続的利用を図る。 
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⑧ 漁業協同組合は、県水産振興センター等と連携し、調査船による海況

データ等の活用を図りながら、新たな漁場の開発や漁具の改良などにつ

いて漁業者への情報提供を行う。 

 

以上の取組により漁業収入を基準年対比 1.27％向上させる 

漁業コスト 

削減のため 

の取組 

 

① 全漁業者は、漁場までの往復航行速度を毎時２ノット減速することと

し、燃油消費量の削減を図る。 

② 全漁業者は、船底清掃を行うことで付着物を取り除き、燃費を良くし

て燃油消費量の削減を図る。 

③ 漁業協同組合は、漁業者が効率的に船底清掃を実施するため、上架能

力の改善を図る。 

 

以上の取組により漁業コストを基準年対比 8.74％削減させる 

活用する 

支援措置等 

・もうかる漁業創設支援事業 

・産地水産業強化支援事業 

・省燃油活動推進事業 

・漁業経営セーフティ－ネット構築事業 

・漁業構造改革総合対策事業 

・漁業担い手確保・育成対策基金事業 

・海底清掃事業 

・水域環境保全創造事業 
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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） 

  ３年目（平成２９年度） 

 以下の取組により漁業所得を基準年対比 10.27％向上させる。 

  以降の取組については、進捗状況等の検討により、目標達成のために必要に応じて見直し

を行うこととする。 

漁業収入向上 

のための取組 

① 底びき網、定置網漁業者は、高品質な漁獲物の生産により魚価向上を

図るため、主力魚種のハタハタをはじめとする漁獲物の船上での鮮度保

持や、箱詰め作業の前段階での漁獲物の迅速な選別、血抜き及び神経抜

き、活魚出荷の技術を習得し、実践する。 

  また、漁業協同組合は、整備した製氷・貯氷施設を活用し、プレート

氷など鮮度保持能力の高い氷の使用により漁獲物の品質向上と高価格化

を図る。 

② 漁業協同組合は、ハタハタの加工品など地域の特産物となる商品を地

元加工業者と連携し作製するとともに、原材料の品質維持が可能な新型

凍結機の導入について検討する。 

③ 漁業協同組合は、より効率的な漁獲物の出荷体制を構築するために、

地元流通業者とのマッチングにより、鮮魚及び活魚の販路拡大を進める。

④ 漁業協同組合は、地元水産高校等と連携し、漁業研修の受け入れなど

により、新規就業者の確保に積極的に取組み、漁業の衰退を防ぎ、活性

化を図る。 

⑤ 底びき網漁業者は、海底清掃や海底耕耘を行い、魚の住みやすい環境

を整えることにより資源の増大を図る。 

  採貝・採藻、藻類養殖漁業者は、アワビ、イワガキ、海藻類の成長を

妨げる原因とならないよう、海中の廃棄物等の回収を行う。 

  その他の漁業者は、海上の浮遊物や漁港及び海岸の堆積物・漂着物の

回収に努め、水産生物の周辺環境の保全・美化を図ることにより、地域

のイメージアップにつなげる。 

⑥ 採貝漁業者は、アワビ資源の増大を目的として、餌となる海藻の繁茂

状況に応じた稚貝の放流を行い、資源の維持・管理に努める。また、イ

ワガキ資源の回復を図るため、漁場の輪番制の実施や効率的な岩盤清掃

を実施する。 

⑦ 全漁業者は、資源の増大を図るため、マダイ・ヒラメ等の種苗放流活

動に積極的に参加するとともに、小型魚の保護など資源管理と一体的な

取組みにより資源の持続的利用を図る。 

⑧ 漁業協同組合は、県水産振興センター等と連携し、調査船による海況

データ等の活用を図りながら、新たな漁場の開発や漁具の改良などにつ
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いて漁業者への情報提供を行う。 

 

以上の取組により漁業収入を基準年対比 3.24％向上させる 

漁業コスト 

削減のため 

の取組 

 

① 全漁業者は、漁場までの往復航行速度を毎時２ノット減速することと

し、燃油消費量の削減を図る。 

② 全漁業者は、船底清掃を行うことで付着物を取り除き、燃費を良くし

て燃油消費量の削減を図る。 

③ 全漁業者は、上架施設を利用し、効率的に船底清掃を実施する。 

 

以上の取組により漁業コストを基準年対比 8.74％削減させる 

活用する 

支援措置等 

・産地水産業強化支援事業 

・省燃油活動推進事業 

・漁業経営セーフティ－ネット構築事業 

・漁業構造改革総合対策事業 

・漁業担い手確保・育成対策基金事業 

・海底清掃事業 

・水域環境保全創造事業 
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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） 

  ４年目（平成３０年度） 

 以下の取組により漁業所得を基準年対比 10.27％向上させる。 

  以降の取組については、進捗状況等の検討により、目標達成のために必要に応じて見直し

を行うこととする。 

漁業収入向上 

のための取組 

① 底びき網、定置網漁業者は、高品質な漁獲物の生産により魚価向上を

図るため、主力魚種のハタハタをはじめとする漁獲物の船上での鮮度保

持や、箱詰め作業の前段階での漁獲物の迅速な選別、血抜き及び神経抜

き、活魚出荷の取組みを定着させる。 

  また、漁業協同組合は、整備した製氷・貯氷施設を活用し、プレート

氷など鮮度保持能力の高い氷の使用により、漁獲物の品質向上と高価格

化を図り、市場で評価される規格や品質の基準をクリアしたものに対し、

タグやステッカーを使用することで、他地区との差別化を図る。 

② 漁業協同組合は、ハタハタの加工品など地域の特産物となる商品を地

元加工業者と連携し、加工品の生産・販売に取組むとともに、原材料の

品質維持が可能な冷凍機を導入する。 

③ 漁業協同組合は、より効率的な漁獲物の出荷体制を構築するために、

地元流通業者とのマッチングにより、鮮魚及び活魚の販路拡大を進める。

④ 漁業協同組合は、地元水産高校等と連携し、漁業研修の受け入れなど

により、新規就業者の確保に積極的に取組み、漁業の衰退を防ぎ、活性

化を図る。 

⑤ 底びき網漁業者は、海底清掃や海底耕耘を行い、魚の住みやすい環境

を整えることにより資源の増大を図る。 

  採貝・採藻、藻類養殖漁業者は、アワビ、イワガキ、海藻類の成長を

妨げる原因とならないよう、海中の廃棄物等の回収を行う。 

  その他の漁業者は、海上の浮遊物や漁港及び海岸の堆積物・漂着物の

回収に努め、水産生物の周辺環境の保全・美化を図ることにより、地域

のイメージアップにつなげる。 

⑥ 採貝漁業者は、アワビ資源の増大を目的として、餌となる海藻の繁茂

状況に応じた稚貝の放流を行い、資源の維持・管理に努める。また、イ

ワガキ資源の回復を図るため、漁場の輪番制の実施や効率的な岩盤清掃

を継続する。 

⑦ 全漁業者は、資源の増大を図るため、マダイ・ヒラメ等の種苗放流活

動に積極的に参加するとともに、小型魚の保護など資源管理と一体的な

取組みにより資源の持続的利用を図る。 

⑧ 漁業協同組合は、県水産振興センター等と連携し、調査船による海況
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データ等の活用を図りながら、新たな漁場の開発や漁具の改良などにつ

いて漁業者への情報提供を行う。 

以上の取組により漁業収入を基準年対比 3.24％向上させる 

漁業コスト 

削減のため 

の取組 

 

① 全漁業者は、漁場までの往復航行速度を毎時２ノット減速することと

し、燃油消費量の削減を図る。 

② 全漁業者は、船底清掃を行うことで付着物を取り除き、燃費を良くし

て燃油消費量の削減を図る。 

③ 全漁業者は、上架施設を利用し、効率的に船底清掃を実施する。 

 

以上の取組により漁業コストを基準年対比 8.74％削減させる 

活用する 

支援措置等 

・産地水産業強化支援事業 

・省燃油活動推進事業 

・漁業経営セーフティ－ネット構築事業 

・漁業構造改革総合対策事業 

・漁業担い手確保・育成対策基金事業 

・海底清掃事業 

・水域環境保全創造事業 
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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） 

  ５年目（平成３１年度） 

 以下の取組により漁業所得を基準年対比 10.27％向上させる。 

  本年度は、取組の最終年度であり、前年度に引き続き行うこととするが、プラン取組の成

果について検討をし、目標達成のために必要に応じて見直しを行うこととする。 

漁業収入向上 

のための取組 

① 底びき網、定置網漁業者は、高品質な漁獲物の生産により魚価向上を

図るため、主力魚種のハタハタをはじめとする漁獲物の船上での鮮度保

持や、箱詰め作業の前段階での漁獲物の迅速な選別、血抜き及び神経抜

き、活魚出荷の取組みを定着させ、魚価の高値安定を実現させる。 

  また、漁業協同組合は、整備した製氷・貯氷施設を活用し、プレート

氷など鮮度保持能力の高い氷の使用により、漁獲物の品質向上と高価格

化を図り、市場で評価される規格や品質の基準をクリアしたものに対し、

タグやステッカーを継続して使用することで差別化を図り、引き続きブ

ランド化を目指して取組む。 

② 漁業協同組合及び加工業者は、地元商工会等と連携して、生産した加

工品の販売促進を強化することにより、特産品としての定着を目指すと

ともに、原材料の品質維持が可能な新型凍結機を活用し、安定確保を図

る。 

③ 漁業協同組合は、より効率的な漁獲物の出荷体制を構築するために、

地元流通業者とのマッチングにより、鮮魚及び活魚の販路拡大を進める。

④ 漁業協同組合は、地元水産高校等と連携し、漁業研修の受け入れなど

により、新規就業者の確保に積極的に取組み、漁業の衰退を防ぎ、活性

化を図る。 

⑤ 底びき網漁業者は、海底清掃や海底耕耘を行い、魚の住みやすい環境

を整えることにより資源の増大を図る。 

  採貝・採藻、藻類養殖漁業者は、アワビ、イワガキ、海藻類の成長を

妨げる原因とならないよう、海中の廃棄物等の回収を行う。 

  その他の漁業者は、海上の浮遊物や漁港及び海岸の堆積物・漂着物の

回収に努め、水産生物の周辺環境の保全・美化を図ることにより、地域

のイメージアップにつなげる。 

⑥ 採貝漁業者は、アワビ資源の増大を目的として、餌となる海藻の繁茂

状況に応じた稚貝の放流を行い、資源の維持・管理に努める。また、イ

ワガキ資源の回復を図るため、漁場の輪番制の実施や効率的な岩盤清掃

を継続する。 

⑦ 全漁業者は、資源の増大を図るため、マダイ・ヒラメ等の種苗放流活

動に積極的に参加するとともに、小型魚の保護など資源管理と一体的な
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取組みにより資源の持続的利用を図る。 

⑧ 漁業協同組合は、県水産振興センター等と連携し、調査船による海況

データ等の活用を図りながら、新たな漁場の開発や漁具の改良などにつ

いて漁業者への情報提供を行う。 

 

以上の取組により漁業収入を基準年対比 3.24％向上させる 

漁業コスト 

削減のため 

の取組 

 

① 全漁業者は、漁場までの往復航行速度を毎時２ノット減速することと

し、燃油消費量の削減を図る。 

② 全漁業者は、船底清掃を行うことで付着物を取り除き、燃費を良くし

て燃油消費量の削減を図る。 

③ 全漁業者は、上架施設を利用し、効率的に船底清掃を実施する。 

 

以上の取組により漁業コストを基準年対比 8.74％削減させる 

活用する 

支援措置等 

・産地水産業強化支援事業 

・省燃油活動推進事業 

・漁業経営セーフティ－ネット構築事業 

・漁業構造改革総合対策事業 

・漁業担い手確保・育成対策基金事業 

・海底清掃事業 

・水域環境保全創造事業 
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（４）関係機関との連携 

秋田県等の行政機関や漁業共済組合等の関係団体、更に商工会、ＪＡ、飲食店、ホテル、

加工業者等あらゆる団体との連携を強化し､漁業者の所得向上、漁業と地域の再生を図るも

のである。 

４ 目 標 

（１）数値目標 

漁業の所得向上   ％以上 
基準年 平成  年度：漁業所得  千円 

目標年 平成  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 

産地水産業強化支援事業 
製氷・貯氷施設の整備 

活魚蓄養施設の充実 

荷捌き施設の機能強化 

上架施設の能力改善 

給油施設の機能強化 

省燃油活動推進事業 減速航行等による燃油消費量の削減 

漁業経営セーフティ－ネット構築事業 原油価格高騰時の補てん金 

漁業構造改革総合対策事業 代船建造の検討 

漁業担い手確保・育成対策基金事業 新規漁業就業者の確保 

海底清掃事業 海底清掃 

水域環境保全創造事業 海底耕耘 

※具体的な事業名が記載できない場合、「事業名」は「未定」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。 


