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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 秋田県南部地域 241 経営体、307 名（底曵網 11 名、定置

網 22 名、沖合刺網 23 名、一本釣・延縄 83 名、採貝・採

藻漁業 119 名、浅海刺網 86 名） 

経営体と着業者数は複数が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 

当該地域は山形県境に位置し、鳥海国定公園などの豊饒な自然環境に恵まれ、尚且つ（株）TDK に

代表されるような工業も盛んで、近年は観光にも注力している地域である。 

平成 25 年度の当該地域の漁業生産量は 1,904 トン、生産額は 863 百万円で、10 年前（平成 15 年

度、2,735 トン、1,437 百万円）と比較して、生産量で 831 トン、生産額で 574 百万円の減少となっ

ている。 

 また、組合員数も平成 25 年度が 307 名（正組合員 280 名、准組合員 27 名）で 10 年前(平成 15 年

度は 456 名（正組合員 400 名、准組合員 56 名）)と比較して、▲149 名（正組合員▲120 名、准組合

員▲29 名）となっている。 

 漁獲量は減少傾向にあり、魚価は低迷が続き、漁業用資材や燃油価格は高騰するなど漁業を取り

巻く環境は厳しく、漁業所得は減少しており、後継者不足の要因となっている。 

 当該地域の漁業の特性として多種少量生産が挙げられるが、一部の種類を除いて鮮魚形態での上

場が主であり、また開設している市場においては買参人数も減っていることから、漁場環境・生産・

販売・流通・消費等多岐にわたってきめ細かい方策を策定することが急務である。 

 経費削減策としては、漁業経営セーフティネット構築事業への加入促進や省燃油につながるよう



2 
 

な航行速度の調整などに取り組んでいる。 

 

（２）その他の関連する現状等 

 当該地域は交通の利便性が良いとは言えず、流通において非常にハンディキャップを負っている。

そのため、大消費地への流通が困難である。 

 また、知名度の高い魚介類が少ないため、特産品となり得る商材も現状では見当たらない。 

 漁業に関連の深い水産加工業や飲食業、食品販売業等の経営体は多くはなく、人口減とも相まっ

て消費が伸び悩んでいる。 

 

 

３ 活性化の取組方針 

（１） 基本方針 

 現状からの脱却を図り、当該地域の水産業を活性化させるには、生産から消費までの各分野にお

いて効果的な方策を施し、無理なく適正に漁業所得を増大させることが重要である。そのため、漁

場環境の向上、漁獲物の品質向上、販路拡大などに各関係機関・関係者が一丸となって取り組む。

 また、漁業コストを削減させるため、固定費用を現在の水準で維持しつつ、低燃費な減速運航な

どにより変動費用（燃油・魚箱等）に係るコストの削減に取り組み、効率的かつ安定的な漁業経営

の確立を図るため、以下の取り組みによって、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 

 

・漁獲物の血抜き・神経抜きなどの技術習得や活魚出荷の推進・導入など高付加価値化を目指した

取り組みの推進 

・漁獲物サイズ等の規格統一や販売方法の見直しによる流通ルートの開拓および魚価向上対策 

・水産加工商品の開発やレシピの考案による魚食普及および消費拡大 

・海岸清掃活動、海底耕耘、漁場清掃など漁場環境整備への取組 

 

 

漁業コストを削減するための取組 

 

・航行速度の減速や船底清掃の徹底による燃油消費量の削減、その他変動費用の削減を推進する。

 

（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 

 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。 
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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 5.09％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漁業協同組合は血抜き・神経抜きによる漁獲物の高付加価値化を図るため飲食

店等エンドユーザーのニーズの調査や調理方法等の用途にあわせた規格につい

ての情報収集を行う。また、トラフグ等活魚として生産可能な魚種（漁獲後も生

存し、活魚としての需要が高い魚種）について取り扱いを検討するとともに、試

験出荷を開始する。 

②漁業協同組合は魚価の向上のため競売方法や一度に大量に水揚げされる漁獲

物の販売方法等の見直しや流通ルートを拡大するため、聞き取りにより流通業者

等のニーズの把握を行う。 

③漁業協同組合は、地場産魚介類についてのアンケート等により消費者ニーズの

把握を行い、関係する加工業者や飲食店と連携し、商品開発やレシピ考案に取り

組む。 

④底曳網漁業者は魚の住みやすい環境を整えて資源の増大を図るため、海底清掃

や海底耕耘の計画検討を行う。 

その他の漁業者は海上の浮遊物回収に努め、地先海岸線や藻場等の清掃活動を

行い、水産生物の周辺環境の保全を図る。 

⑤漁業協同組合は秋田県水産振興センターと連携し、藻場の規模等に応じたアワ

ビの適正放流数算定の為の調査を行う。 

また、漁業協同組合は資源の増大を図るため、にかほ市および由利本荘市と連

携の上、アワビ・ガザミ等の放流を実施し、漁業者も種苗放流活動に協力金拠出

等で協力する。更に、漁業者は小型魚の保護など、資源管理と一体的な取り組み

により資源の持続的利用を図る。 

⑥漁業協同組合、関連行政機関および漁業者は、地域漁業の活性化を図るため、

漁業研修・体験を連携して実施し、新規就業者の確保・育成に取り組む。 

⑦漁業協同組合は秋田県水産振興センターと連携し、調査船による漁海況データ

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 0.78％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漁業者は船底清掃を行い、付着物を取り除くことで、燃費を良くし燃油消費量

の削減を図る。 

③魚箱等の資材類も、適正な内容量を検討し、可能な限り削減に努める。 
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以上の取組により漁業コストを基準年対比 8.24％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 5.09％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漁業協同組合は血抜き・神経抜きによる漁獲物の高付加価値化を図るためエンド

ユーザーのニーズを確認した上で、漁業者を対象とした技術研修を開催する。また、

トラフグ等活魚として生産可能な魚種について出荷体制を検討するとともに、試験

出荷を行う。 

②漁業協同組合は、魚価の向上のため、競売方法や一度に大量に水揚げされる漁獲

物の販売方法等の見直しを行うとともに、地元流通業者とのマッチングや未利用資

源の販売先開拓により流通ルートの拡大を進める。 

③漁業協同組合は、関係する加工業者や飲食店と連携し、地場産魚介類を用いた商

品開発やレシピ考案に着手する。また、地場産魚介類の魅力について情報発信を行

うとともに効率的な情報の発信方法について検討する。 

④底曳網漁業者は魚の住みやすい環境を整えて資源の増大を図るため、海底清掃や

海底耕耘の計画策定を行う。 

その他の漁業者は海上の浮遊物回収に努め、地先海岸線や藻場等の清掃活動を行

い、水産生物の周辺環境の保全を図る。 

⑤漁業協同組合は秋田県水産振興センターと連携し、藻場の規模等に応じたアワビ

の適正放流数算定の為の調査を引き続き行う。 

また、漁業協同組合は資源の増大を図るため、にかほ市および由利本荘市と連携

の上、アワビ・ガザミ等の放流を実施し、漁業者も種苗放流活動に協力金拠出等で

協力する。更に、漁業者は小型魚の保護など、資源管理と一体的な取り組みにより

資源の持続的利用を図る。 

⑥漁業協同組合、関連行政機関および漁業者は、地域漁業の活性化を図るため、漁

業研修・体験を連携して実施し、新規就業者の確保・育成に取り組む。 

⑦漁業協同組合は秋田県水産振興センターと連携し、調査船による漁海況データ等

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 0.78％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漁業者は船底清掃を行い、付着物を取り除くことで、燃費を良くして燃油消費量

の削減を図る。 

③魚箱等の資材類も、適正な内容量を検討し、可能な限り削減に努める。 
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以上の取組により漁業コストを基準年対比 8.24％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 10.49％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漁業者はエンドユーザーが求める用途や規格に応じた、血抜きや神経抜きの技術

を習得する。また、トラフグ等活魚として生産可能な魚種の出荷に本格的に取り組

む。 

②漁業協同組合は、魚価の向上のため、競売方法や一度に大量に水揚げされる漁獲

物の販売方法等を改善するとともに、引き続き地元流通業者とのマッチングや未利

用資源の販売先の開拓により流通ルートの拡大を進める。 

③漁業協同組合は、関係する加工業者や飲食店と連携し、地場産魚介類を用いた商

品やレシピを開発するとともに、効果的な宣伝方法について検討する。また、地場

産魚介類の魅力について情報発信を継続する。 

④底曳網漁業者は魚の住みやすい環境を整えて資源の増大を図るため、計画に基づ

き海底清掃や海底耕耘を行う。 

その他の漁業者は海上の浮遊物回収に努め、地先海岸線や藻場等の清掃活動を行

い、水産生物の周辺環境の保全を図る。 

⑤漁業協同組合は秋田県水産振興センターと連携し、藻場の規模等に応じたアワビ

の適正放流数の検討を行う。 

また、漁業協同組合は資源の増大を図るため、にかほ市および由利本荘市と連携

の上、アワビ・ガザミ等の放流を実施し、漁業者も種苗放流活動に協力金拠出等で

協力するとともに、県が造成するイワガキ等の増殖場の適正な管理を検討する。更

に、漁業者は小型魚の保護など、資源管理と一体的な取り組みにより資源の持続的

利用を図る。 

⑥漁業協同組合、関連行政機関および漁業者は、地域漁業の活性化を図るため、漁

業研修・体験を連携して実施し、新規就業者の確保・育成に取り組む。 

⑦漁業協同組合は秋田県水産振興センターと連携し、調査船による漁海況データ等

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 2.71％向上させる。 

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漁業者は船底清掃を行い、付着物を取り除くことで、燃費を良くして燃油消費量

の削減を図る。 

③魚箱等の資材類も、適正な内容量を検討し、可能な限り削減に努める。 

 



8 
 

以上の取組により漁業コストを基準年対比 8.24％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 10.49％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漁業協同組合および漁業者はマダイ・ヒラメ等をエンドユーザーが求める用途や

規格に応じて行う血抜き・神経抜きの技術を地域全体に普及・定着する。また、ト

ラフグ等活魚として生産可能な魚種について出荷を行いつつ、魚種や取り扱い方法

等について再検討する。 

②漁業協同組合は、魚価の向上のため、競売方法や一度に大量に水揚げされる漁獲

物の販売方法等をの改善について再検討するとともに、引き続き地元流通業者との

マッチングや未利用資源の販売先の開拓により流通ルートの拡大を進める。 

③漁業協同組合は、関係する加工業者や飲食店と連携して開発した地場産魚介類を

用いた商品やレシピを試験販売・普及するとともに、消費者の意見を基に商品やレ

シピについて再検討する。また、地場産魚介類の魅力について情報発信を継続する。

④底曳網漁業者は魚の住みやすい環境を整えて資源の増大を図るため、計画に基づ

き海底清掃や海底耕耘を行う。 

その他の漁業者は海上の浮遊物回収に努め、地先海岸線や藻場等の清掃活動を行

い、水産生物の周辺環境の保全を図る。 

⑤漁業協同組合は秋田県水産振興センターと連携し、藻場の規模等に応じたアワビ

の適正放流の現地試験を行う。 

また、漁業協同組合は資源の増大を図るため、にかほ市および由利本荘市と連携

の上、アワビ・ガザミ等の放流を実施し、漁業者も種苗放流活動に協力金拠出等で

協力するとともに、県が造成するイワガキ等の増殖場の適正な管理を計画する。更

に、漁業者は小型魚の保護など、資源管理と一体的な取り組みにより資源の持続的

利用を図る。 

⑥漁業協同組合、関連行政機関および漁業者は、地域漁業の活性化を図るため、漁

業研修・体験を連携して実施し、新規就業者の確保・育成に取り組む。 

⑦漁業協同組合は秋田県水産振興センターと連携し、調査船による漁海況データ等

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 2.71％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漁業者は船底清掃を行い、付着物を取り除くことで、燃費を良くして燃油消費量

の削減を図る。 

③魚箱等の資材類も、適正な内容量を検討し、可能な限り削減に努める。 
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以上の取組により漁業コストを基準年対比 8.24％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 10.49％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漁業者はマダイ・ヒラメ等をエンドユーザーが求める用途や規格に合わせて、

船上において血抜きや神経抜きを行い、魚価向上を図るための取組を定着させる。

また、トラフグ等活魚として生産可能な魚種の出荷を定着させる。 

②漁業協同組合は、魚価の向上のため、競売方法や一度に大量に水揚げされる漁

獲物の販売方法等を再度改善するとともに、引き続き地元流通業者とのマッチン

グや未利用資源の販売先の開拓により流通ルートの拡大を進める。 

③漁業協同組合は、関係する加工業者や飲食店と連携して開発した、地場産魚介

類を用いた、商品の本格販売を開始するとともに、レシピの普及を図る。また、

地場産魚介類の魅力について情報発信を継続する。 

④底曳網漁業者は魚の住みやすい環境を整えて資源の増大を図るため、計画に基

づき海底清掃や海底耕耘を行う。 

その他の漁業者は海上の浮遊物回収に努め、地先海岸線や藻場等の清掃活動を

行い、水産生物の周辺環境の保全を図る。 

⑤漁業協同組合は秋田県水産振興センターと連携し、藻場の規模等に応じたアワ

ビの適正放流を行う。 

また、漁業協同組合は資源の増大を図るため、にかほ市および由利本荘市と連

携の上、アワビ・ガザミ等の放流を実施し、県が造成するイワガキ等の増殖場の

適正な管理を実施するとともに、漁業者も種苗放流活動に協力金拠出等で協力す

る。更に、漁業者は小型魚の保護など、資源管理と一体的な取り組みにより資源

の持続的利用を図る。 

⑥漁業協同組合、関連行政機関および漁業者は、地域漁業の活性化を図るため、

漁業研修・体験を連携して実施し、新規就業者の確保・育成に取り組む。 

⑦漁業協同組合は秋田県水産振興センターと連携し、調査船による漁海況データ

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 2.71％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漁業者は船底清掃を行い、付着物を取り除くことで、燃費を良くして燃油消費

量の削減を図る。 

③魚箱等の資材類も、適正な内容量を検討し、可能な限り削減に努める。 
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以上の取組により漁業コストを基準年対比 8.24％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・由利本荘市・にかほ市の各行政機関や漁業共済組合等の関係団体、更に地区商工会、地

区観光協会、JA 秋田しんせい、当該地域内外の飲食店、各宿泊施設、水産加工業者等あらゆる団体

との連携を強化し、漁業者の所得向上と地域漁業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 
プラン全体の支援 

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 燃油価格高騰時の補てん金 

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・育成 

海底清掃事業 底曳網漁業者による海底清掃 

水域環境保全創造事業 底曳網漁業者による海底耕耘 

※具体的な事業名が記載できない場合、「事業名」は「未定」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。 


