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別記様式第 2 号 別添 

 

浜の機能再編広域プラン 
 

１ 広域水産業再生委員会 

 

広域委員会の

構成員 

秋田県地域水産業再生委員会 
○北部部会 

秋田県漁業協同組合（北部総括支所）、八峰町、白神八峰商工会、秋田県 

○北浦部会 
秋田県漁業協同組合（北浦総括支所）、男鹿市、各種関係団体、秋田県 

○船川部会 
秋田県漁業協同組合（船川総括支所）、男鹿市、各種関係団体、秋田県 

○天王部会 
秋田県漁業協同組合（天王支所）、天王の風、潟上市、各種関係団体、秋田県 

○南部部会 
秋田県漁業協同組合（南部総括支所）、由利本荘市、にかほ市、各種関係団体、秋田県 

○部会に属さない構成員 
秋田県漁業協同組合(本所･秋田支所)、能代市浅内漁業協同組合、三種町八竜漁業協同組合、

八峰町峰浜漁業協同組合、能代市、三種町、秋田市、公益財団法人秋田県栽培漁業協会 

オブザーバー   

※再生委員会の規約及び推進体制については、別紙のとおり 
 

対象となる地

域の範囲及び

漁業の種類 

秋田県漁業経営体数及び漁業就業者数（758 経営体、1,011 名） 

  

【経営体数】 

・底びき網   （ 27 経営体）  ・はえ縄    （ 29 経営体）   

・船びき網     （  3 経営体）  ・釣り     （ 94 経営体）   

・刺し網      （274 経営体）  ・採貝・採藻   （169 経営体）   

・大型定置網    （ 6 経営体）  ・その他の漁業  （ 43 経営体）   

・小型定置網    （101 経営体）  ・海面養殖業  （ 12 経営体）   

 

【就業者数】 

〔北部地区〕        〔中央地区〕     〔南部地区〕   

 ・八峰町（123 名）  ・男鹿市（493 名） ・由利本荘市（ 70 名） 

 ・能代市（ 27 名）  ・潟上市（ 52 名）  ・にかほ市  （180 名） 

 ・三種町（ 31 名）   ・秋田市（ 35 名） 

組織名 秋田県広域水産業再生委員会 

代表者名 会長 藤田 博英 
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２ 地域の現状 

（１）地域の水産業を取り巻く現状等 

秋田県の海岸線の総延長は 264.2km であり、これに沿って６市２町が存在する。海岸線は男

鹿半島と県北部及び県南部の一部が岩礁海岸（27％）で、これに挟まれて米代川、雄物川、子吉

川の県３大河川による平野がひらけ、大部分の海岸は平坦な砂浜海岸（73％）を成している。 

 平成 25 年の海面漁業生産量は 7,713 トン、生産額は約 3,177 百万円で、平成 20 年度（11,809

トン、4,267 百万円）と比較して生産量で 4,096 トン、生産額で 1,090 百万円の減少となってい

る。また、漁業就業者数については、減少の一途をたどっており、漁業センサスによると、平成

25 年は 1,011 人で、平成５年（1,786 人）の約６割に落ち込んでいるほか、60 歳以上が約７割

と高齢化も進行しており、経営体数も 758 経営体で、最盛期の昭和 53 年（1,772 経営体）から

半減以下にまで落ち込んでいる。 

 こうした状況を踏まえ、資源水準の低迷により安定的な漁業経営が困難な状況であることが、

就業者の減少にもつながっていると考えられることから、地域の水産業を持続的に発展させてい

くためには、水産資源の維持・増大が重要である。このため、県の栽培漁業基本計画に基づき、

つくり育てる漁業と適正な資源管理の推進を図るとともに、漁港・漁場等の生産基盤やつきいそ

等の計画的な整備に取り組む必要がある。 

また、県内で漁獲される魚介類は、ハタハタを除くと漁獲ロットが小さく盛漁期が比較的短い

という特徴があるほか、生鮮出荷が主であり、産地価格が不安定となっていることから、今後は

鮮度維持や産地加工等による高付加価値化やブランド化による新たな販売戦略の推進が重要で

ある。 

さらに、秋田県漁業協同組合が有する製氷施設等の共同利用施設は、老朽化に伴う機能低下や

中長期的な観点から維持更新費の縮減が課題であるため、より効率的な利用を図るための再編・

整備を進める必要がある。 

加えて、若い新規就業者の確保・育成が大きな課題であるとともに、中核的漁業者が安定かつ

収益性の高い漁業を営むための経営支援として漁業用機器等の導入を図る必要であり、持続的な

漁業の展開を支える担い手の確保・育成が求められている。 

 

（２）その他の関連する現状等 

平成２５年度に秋田県地域水産業再生委員会を立ち上げ、２７年度にかけ県内５地区において

「浜の活力再生プラン」を策定し、漁業収入向上と漁業コスト削減に向けた取組を地域全体が一

丸となって協議してきた。 

 これらプランの共通のテーマについて、地域が連携し、広域的に取り組む必要があることから、

平成２８年２月に組織のメンバーを全県域に拡大し、「浜の機能再編広域プラン」の策定を進め

てきたところである。 

 具体的には、安定した漁獲を図るために、栽培漁業の積極的な推進、禁漁区の設定や輪番漁獲

など資源管理の徹底、つきいそ漁場や海底耕うんによる漁場整備の実施といった資源の維持・増

大に向けた取組を強化していくとともに、流通対策として、血抜き・神経抜きの技術習得や活魚
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出荷の導入・促進など漁獲物の高付加価値化を目指した取組を進めるほか燃油消費量の削減に努

めるなど、低コスト化に向けた取組を定着化させることとしている。また、各浜の担い手の確保

を図るために、地域の漁業者が、新規就業希望者の漁業研修受け入れを積極的に行っていくとと

もに、引き続き、漁協においても担い手の確保・育成のための支援を行うこととしている。 

 

３ 広域連携の方針 

（１）活性化の基本方針 

 秋田県広域水産業再生委員会は、地域水産業再生委員会（５部会）及び部会に属さない漁協等

で構成することとし、その構成メンバーである県・市町、県栽培協会、漁業協同組合、漁業者が

連携し、相互に役割分担を図りつつ、①つくり育てる漁業による生産量の増加、②漁場の改善・

拡大による生産量の増加、③高付加価値化や直売等による魚価の向上、④燃油消費量の削減、⑤

新規就業者の確保及び中核的漁業者の経営強化に取り組むこととする。また、本プランに基づく

取組による所得向上効果の把握に努めるとともに、プラン内容は、毎年度見直し・改善（PDCA）

を図ることとする。 

①つくり育てる漁業による生産量の増加 

 秋田県では、国の栽培漁業に関する基本方針に基づき、平成２７年４月に第７次栽培漁業基本

計画を策定し、県内の漁業生産の安定化を図るため、つくり育てる漁業と適切な資源管理及び漁

場等の計画的な整備を一体的に推進することとしている。本計画では、漁業者ニーズや海洋環境

の変化等を踏まえ、栽培漁業の対象魚種や放流目標数等の見直しを行っている。本計画の目標達

成のために最も重要なことは、県水産振興センター及び公益財団法人秋田県栽培漁業協会の栽培

漁業施設の整備である。現在の施設は、既に耐用年数を超過したものもあり、古い設計のため非

効率で、時代のニーズにマッチした種苗生産に支障があることから、最新の技術に対応した施設

の整備を早急に進める。 

②漁場の改善・拡大による生産量の増加 

 融雪期に河川から流出した土砂等によって生産力が低下している沖合の天然漁場の機能回復

を図るため、海底耕うんによる底質改善を実施していくとともに、イワガキ等の磯根資源の増大

に向けて新たなつきいそ漁場の整備を行う。 

③高付加価値化や直売等による魚価の向上 

 ＴＰＰ合意を受け、産地販売力の強化がこれまで以上に重要となることから、品質向上を図る

ための鮮度保持・活魚出荷の取組や、産地加工による高付加価値化やブランド化に加え、新鮮な

魚介類を消費者に提供するための「獲れたて鮮魚」の直売実施などの流通販売のあり方を見直す

とともに、漁業者と流通業者等が活け締めの知識と技術を習得し、鮮度保持効果をエンドユーザ

ーや消費者にＰＲする。 

また、秋田県漁業協同組合の製氷施設等の再編整備のあり方を協議するとともに、短期間に集

中的に漁獲されるために価格低下が生じている魚種や未低利用魚については、加工利用を推進す

ることで魚価の向上につなげていくこととし、加工原料の冷凍・保管・流通に関する効率的な方
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策について関係機関と協議を進めていく。 

④燃油消費量の削減 

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するとともに、その円滑化に向けて

上架施設や燃油補給施設の整備を進める。 

⑤新規就業者の確保及び中核的漁業者の経営強化 

 新規就業者確保のため、漁業への関心及び就業意欲向上を図るためのＰＲに積極的に取り組む

ほか、就業希望者に対する漁業研修を充実させる。また、技術習得を終えて自立を志向する者に

対しては、漁船のリース等を実施することにより自立経営における初期の負担を軽減させる。さ

らに、底びき網・定置網・さし網・はえ縄・釣り等を主に強化・改革を進めるべき漁業とすると

ともに、将来にわたって当地域における生産の担い手となる漁業者を中核的担い手と位置づけ、

当該担い手を地域ぐるみで育て、定着させるための取組を行う。すなわち、経営能力の向上等に

資する研修会の開催、生産力の向上や競争力強化に資する漁船や機器の導入を推進するなど、地

域を支える漁業者の育成を図る。 

 

 以上により、高価格を維持できる魚種の産地化と県産ブランドの評価向上を一体的に取り組む

ことにより攻めの水産業を推進し、漁獲量及び魚価を高めることで、漁業者の所得向上につなげ

ていくほか、担い手の確保育成に向けた取組を強化し、漁村の持続的な発展を実現させる。 

 

（２）機能分担・連携に関する基本方針 

 県は、第７次栽培漁業基本計画に基づき、栽培漁業の拠点となる施設を整備し、新たな対象種

や省力化に関する種苗生産技術の開発を行うほか、受益が広域に及ぶ沖合漁場において海底耕う

んを実施し、漁場の機能回復を進める。また、各地域の浜の活力再生プランの取組について調整

を図るとともに、地域独自の取組や漁業の担い手確保対策などを支援する。 

 県栽培漁業協会は、県が整備する最新式の栽培漁業施設を利用し、マダイやヒラメ等種苗の健

苗育成に努めるほか、保有するアワビ種苗生産施設の機能強化を図り、アワビ種苗について自県

産供給量の増加と養殖用種苗の生産に努める。 

 各市町は、地先の水産資源の増大に向け、つきいそ等漁場の造成を推進するほか、漁業協同組

合や漁業者の取組に対し、きめ細かなサポートを行う。 

 漁業協同組合は、産地の競争力を強化するため、県や市町の協力を受けながら、製氷・鮮度保

持・活魚施設、上架施設、燃油補給施設といった共同利用施設について、より効率的な利用を図

るための再編・整備を進める。また、産地加工による高付加価値化やブランド化及び新たな流通

販売に取り組むとともに、漁業者のスキルアップを図るため、講習会や実習等を開催するなど、

積極的な指導を行う。 

 漁業者は、漁協の指導を受け、品質向上を図るための鮮度保持・活魚出荷に取り組むこととし、

活け締めの知識と技術を習得するほか、鮮度保持効果をエンドユーザーや消費者にＰＲする。ま

た、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し、省コスト化に努める。 

 その他、流通・加工、観光等に関する事業者は、水産資源の活用による地域活性化の取組につ
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いて、漁業者と連携しながら進める。 

 

（３）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。 

 

（４）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２８年度） 

地域活性化に

向けた取組 

〈① つくり育てる漁業による生産量の増加〉 

・県は、低コストで効率的な栽培漁業の推進及び新たな栽培魚種の種苗生産技

術の開発・普及を図るため、県水産振興センターの栽培漁業施設を整備する。

・栽培漁業協会は、自県産の放流アワビ種苗の供給増加を図るため、アワビ種

苗生産施設をフル活用するとともに、養殖を視野に入れた施設として増強を

検討する。 

〈② 漁場の改善・拡大による生産量の増加〉 

・県は、機能の低下した天然漁場において、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ため、海底耕うんによる底質改善を実施する。 

・市町村は、イワガキ等の磯根資源の増殖を図るため、漁業協同組合と連携し、

漁場拡大を目的とした、つきいそ等の整備を行う。 

〈③ 高付加価値化や直売等による魚価の向上〉 

・漁業協同組合は、既存活魚蓄養施設のフル活用を図るとともに、出荷体制の

構築や必要に応じて増設・新設等の検討を行う。 

・漁業協同組合及び市町村は、マダイやヒラメ、ブリ等をはじめとする漁獲物

の高付加価値化・品質管理のため、製氷施設や鮮度保持施設の導入を検討す

る。 

・他都道府県の水産物との差別化を目的に、鮮度保持による高品質化を図るた

め、水産総合研究センタ－等の関係機関指導の下、漁業者と漁協職員が中心

となって活け締め研究会を設立し、活け締めの効果が期待される魚種の締め

方や温度管理等の取り扱い方法に関する研修会を開催する。 

・漁業協同組合は、県や市町と一体となって地魚ブランド化推進チームを設立

し、各地域で開催されるイベント等とタイアップした季節の魚介類の直売や、

獲れたての鮮魚を消費者に販売するなど、魚食普及を目的とした一般消費者

向けの販売を行う。 

〈④ 燃油消費量の削減〉 

・底びき網、定置網等の漁業者は、船底清掃による燃費の改善を図ることとし、

漁業協同組合は効率的な船底清掃を行うため、市町と連携し、上架施設の整
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備を検討する。 

・底びき網、はえ縄等の漁業者は、漁場までの往復航行速度を減速することで

燃油消費量の削減を図るとともに、漁業協同組合は市町と連携し、共同利用

を図ることで経費削除につながるよう燃油補給施設の整備を検討する。 

〈⑤ 新規就業者の確保及び中核的漁業者の経営強化〉 

・県及び漁業協同組合は、担い手確保に向け、漁業への就業意欲向上を図るた

めのＰＲを推進するほか、就業希望者に対する漁業研修を充実させるととも

に、技術習得を終えて自立を志向する者に対して、漁船のリース等により支

援する。また、中核的漁業者が安定かつ収益性の高い漁業を営むため、競争

力強化に資する漁業用機器等の導入を促進する。 

活用する支援

措置等 

広域浜プラン緊急対策事業（関連項目③） 

水産業競争力強化緊急施設整備事業（関連項目①②） 

浜の担い手漁船リース緊急事業（関連項目⑤） 

競争力強化型機器等導入緊急対策事業（関連項目⑤） 

新規漁業就業者総合支援事業（関連項目⑤） 

漁村再生交付金事業（関連項目②） 

秋田県単独事業（関連項目③⑤） 

各市町単独事業（関連項目③⑤） 

 

 

２年目（平成２９年度） 

地域活性化に

向けた取組 

〈① つくり育てる漁業による生産量の増加〉 

・県は、低コストで効率的な栽培漁業の推進及び新たな栽培魚種の種苗生産技

術の開発・普及を図るため、県水産振興センターの栽培漁業施設の整備を引

き続き行う。 

・栽培漁業協会は、種苗生産施設の増強・整備により可能となるアワビ種苗生

産量の最大増加目標数を設定するほか、養殖用種苗の生産体制の検討を進め

る。 

〈② 漁場の改善・拡大による生産量の増加〉 

・県は、機能の低下した天然漁場において、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ため、海底耕うんによる底質改善を引き続き実施す

る。 

・採貝・採藻漁業者は、イワガキ等の資源再生を図るため、漁場の清掃、輪番

捕獲、禁漁区の設定に努める。 

〈③ 高付加価値化や直売等による魚価の向上〉 

・漁業協同組合は、既存活魚蓄養施設のフル活用を図るとともに、出荷体制の

構築や必要に応じて増設・新設等を行う。 
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・漁業協同組合及び市町村は、マダイやヒラメ、ブリ等をはじめとする漁獲物

の高付加価値化・品質管理のため、製氷施設や鮮度保持施設を導入する。 

・活け締め研究会は、活け締めの効果が期待されるマダイやヒラメ、ブリ等の

締め方、温度管理、衛生管理等の取扱方法についての研修会を引き続き開催

する。 

・地魚ブランド化推進チームは、各地域で開催されるイベント等とタイアップ

した季節の魚介類の直売や、獲れたての鮮魚を消費者に販売するなど魚食普

及を目的とした一般消費者向けの販売を実施する。 

〈④ 燃油消費量の削減〉 

・底びき網、定置網等の漁業者は、船底清掃の徹底により燃費の改善を図るこ

ととし、漁業協同組合は効率的な船底清掃を行うため、市町と連携し、上架

施設の整備を行う。 

・底びき網、はえ縄等の漁業者は、漁場までの往復航行速度を減速することで

燃油消費量の削減を図るとともに、漁業協同組合は市町と連携し、燃油補給

施設の整備を行う。 

〈⑤ 新規就業者の確保及び中核的漁業者の経営強化〉 

・県及び漁業協同組合は、担い手確保に向け、漁業への就業意欲向上を図るた

めのＰＲを推進するほか、就業希望者に対する漁業研修を充実させるととも

に、技術習得を終えて自立を志向する者に対して、漁船のリース等により支

援する。また、中核的漁業者が安定かつ収益性の高い漁業を営むため、競争

力強化に資する漁業用機器等の導入を促進する。 

活用する支援

措置等 

広域浜プラン緊急対策事業（関連項目③） 

水産業競争力強化緊急施設整備事業（関連項目①②） 

浜の担い手漁船リース緊急事業（関連項目⑤） 

競争力強化型機器等導入緊急対策事業（関連項目⑤） 

新規漁業就業者総合支援事業（関連項目⑤） 

漁村再生交付金事業（関連項目②） 

秋田県単独事業（関連項目③⑤） 

各市町単独事業（関連項目③⑤） 

 

３年目（平成３０年度） 

地域活性化に

向けた取組 

〈① つくり育てる漁業による生産量の増加〉 

・県は、低コストで効率的な栽培漁業の推進及び新たな栽培魚種の種苗生産技

術の開発・普及を図るため、県水産振興センターの栽培漁業施設の整備を引

き続き行うとともに一部施設について供用を開始する。 

・栽培漁業協会は、アワビ種苗生産量の増加と養殖用種苗生産を図るため、種

苗生産施設の整備を進める。 
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〈② 漁場の改善・拡大による生産量の増加〉 

・県は、機能の低下した天然漁場において、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ため、海底耕うんによる底質改善を引き続き実施す

る。 

・採貝・採藻漁業者は、イワガキ等の資源再生を図るため、漁場の清掃、輪番

捕獲、禁漁区の設定に努める。 

〈③ 高付加価値化や直売等による魚価の向上〉 

・全漁業者は活魚として生産可能な魚種の取扱量の増加について検討する。 

・活け締め研究会は、活け締めの効果が期待されるマダイやヒラメ、ブリ等の

締め方、温度管理、衛生管理等の取扱方法についての研修会を開催し、その

技術習得を支援する。 

・地魚ブランド化推進チームは、各地域で開催されるイベント等とタイアップ

した季節の魚介類の直売や、獲れたての鮮魚を消費者に販売するなど魚食普

及を目的とした一般消費者向けの販売を継続実施する。 

〈④ 燃油消費量の削減〉 

・底びき網、定置網等の漁業者は、船底清掃の徹底により燃費の改善を図る。

・底びき網、はえ縄等の漁業者は、漁場までの往復航行速度を減速することで

燃油消費量の削減を図る。 

〈⑤ 新規就業者の確保及び中核的漁業者の経営強化〉 

・県及び漁業協同組合は、担い手確保に向け、漁業への就業意欲向上を図るた

めのＰＲを推進するほか、就業希望者に対する漁業研修を充実させるととも

に、技術習得を終えて自立を志向する者に対して、漁船のリース等により支

援する。また、中核的漁業者が安定かつ収益性の高い漁業を営むため、競争

力強化に資する漁業用機器等の導入を促進する。 

活用する支援

措置等 

広域浜プラン緊急対策事業（関連項目③） 

水産業競争力強化緊急施設整備事業（関連項目①②） 

浜の担い手漁船リース緊急事業（関連項目⑤） 

競争力強化型機器等導入緊急対策事業（関連項目⑤） 

新規漁業就業者総合支援事業（関連項目⑤） 

漁村再生交付金事業（関連項目②） 

秋田県単独事業（関連項目③⑤） 

各市町単独事業（関連項目③⑤） 

 

４年目（平成３１年度） 

地域活性化に

向けた取組 

〈① つくり育てる漁業による生産量の増加〉 

・県は、整備した県水産振興センターの栽培漁業施設で第７次栽培漁業基本計

画に基づく新たな栽培魚種の種苗生産技術の開発や、省コスト化に取り組む。
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・栽培漁業協会は、増強したアワビ種苗施設の本格稼働を行う。 

〈② 漁場の改善・拡大による生産量の増加〉 

・県は、機能の低下した天然漁場において、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ため、海底耕うんによる底質改善を引き続き実施す

る。 

・採貝・採藻漁業者は、イワガキ等の資源再生を図るため、漁場の清掃、輪番

捕獲、禁漁区の設定に努める。 

〈③ 高付加価値化や直売等による魚価の向上〉 

・全漁業者は活魚として生産可能な魚種の取扱量を増加させるため、県水産振

興センターの栽培漁業施設を活用し、蓄養に関する試験を行う。 

・活け締め研究会は、活け締めをした魚の有効的な販売方法を検討し、他の水

産物との差別化を図る。 

・地魚ブランド化推進チームは、各地域で開催されるイベント等とタイアップ

した季節の魚介類の直売や、獲れたての鮮魚を消費者に販売するなど魚食普

及を目的とした一般消費者向けの販売を継続実施する。 

〈④ 燃油消費量の削減〉 

・底びき網、定置網等の漁業者は、船底清掃の徹底により燃費の改善を図る。

・底びき網、はえ縄等の漁業者は、漁場までの往復航行速度を減速することで

燃油消費量の削減を図る。 

〈⑤ 新規就業者の確保及び中核的漁業者の経営強化〉 

・県及び漁業協同組合は、担い手確保に向け、漁業への就業意欲向上を図るた

めのＰＲを推進するほか、就業希望者に対する漁業研修を充実させるととも

に、技術習得を終えて自立を志向する者に対して、漁船のリース等により支

援する。また、中核的漁業者が安定かつ収益性の高い漁業を営むため、競争

力強化に資する漁業用機器等の導入を促進する。 

活用する支援

措置等 

広域浜プラン緊急対策事業（関連項目③） 

水産業競争力強化緊急施設整備事業（関連項目①②） 

浜の担い手漁船リース緊急事業（関連項目⑤） 

競争力強化型機器等導入緊急対策事業（関連項目⑤） 

新規漁業就業者総合支援事業（関連項目⑤） 

漁村再生交付金事業（関連項目②） 

秋田県単独事業（関連項目③⑤） 

各市町単独事業（関連項目③⑤） 
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５年目（平成３２年度） 

地域活性化に

向けた取組 

〈① つくり育てる漁業による生産量の増加〉 

・県は、整備した県水産振興センター栽培漁業施設をフル活用するとともに、

新たな栽培魚種の種苗生産技術の開発、低コストで効率的な栽培漁業の実現

化を図る。 

・栽培漁業協会は、放流アワビ種苗の供給をすべて自県産で対応できるよう努

めるとともに、養殖用種苗の生産に着手する。 

〈② 漁場の改善・拡大による生産量の増加〉 

・県は、機能の低下した天然漁場において、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ため、海底耕うんによる底質改善を引き続き実施す

る。 

・採貝・採藻漁業者は、イワガキ等の資源再生を図るため、漁場の清掃、輪番

捕獲、禁漁区の設定に努める。 

〈③ 高付加価値化や直売等による魚価の向上〉 

・全漁業者は、活魚の取扱量の増加を実現させ、魚価の向上を図る。 

・活け締め研究会は、エンドユーザーに対し、活け締めをした魚を積極的にＰ

Ｒし魚価の向上を図る。 

・地魚ブランド化推進チームは、各地域で開催されるイベント等とタイアップ

した季節の魚介類の直売や、獲れたての鮮魚を消費者に販売するなど魚食普

及を目的とした一般消費者向けの販売を継続実施する。 

〈④ 燃油消費量の削減〉 

・底びき網、定置網等の漁業者は、船底清掃の徹底により燃費の改善を図る。

・底びき網、はえ縄等の漁業者は、漁場までの往復航行速度を減速することで

燃油消費量の削減を図る。 

〈⑤ 新規就業者の確保及び中核的漁業者の経営強化〉 

・県及び漁業協同組合は、担い手確保に向け、漁業への就業意欲向上を図るた

めのＰＲを推進するほか、就業希望者に対する漁業研修を充実させるととも

に、技術習得を終えて自立を志向する者に対して、漁船のリース等により支

援する。また、中核的漁業者が安定かつ収益性の高い漁業を営むため、競争

力強化に資する漁業用機器等の導入を促進する。 

活用する支援

措置等 

広域浜プラン緊急対策事業（関連項目③） 

水産業競争力強化緊急施設整備事業（関連項目①②） 

浜の担い手漁船リース緊急事業（関連項目⑤） 

競争力強化型機器等導入緊急対策事業（関連項目⑤） 

新規漁業就業者総合支援事業（関連項目⑤） 

漁村再生交付金事業（関連項目②） 

秋田県単独事業（関連項目③⑤） 
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各市町単独事業（関連項目③⑤） 

（５）関係機関との連携 

 水産総合研究センター等の関係機関指導の下、漁業者と漁協職員が中心となって活け締め研究

会を設立するなど、県内外の行政機関や漁業共済組合等の関係団体が連携を強化し、漁業者の所

得向上や、地域の再生を図る。 

 

（６）他産業との連携 

産地が一体となって生産・販売体制を構築するとともに県産水産物の高付加価値化・ブランド

化を図るため、飲食店や加工業者に加え、商工会や企業とも連携し、生産者から消費者まで巻き

込んだ事業を展開する。 

 

４ 活性化指標 

（１）活性化指標の考え方 

 これまでに策定した浜の活力再生プランにおいて、漁業所得の 10％向上を達成目標としてい

ることから、整合性を図るために、本プランにおいても漁業所得の向上を活性化指標とする。 

 栽培漁業施設を整備し、つくり育てる漁業を推進するとともに、海底耕うんやつきいそで漁場

の回復・拡大を図り、漁業生産量を増加させるほか、マダイやヒラメ、ブリ等の活魚出荷・活け

締め等を促進し、高品質化による魚価向上や新たな流通対策を進めることで漁業生産額を５年間

で 2.7％増加させる。また、船底清掃や減速航行を実施することにより燃油消費量の削減を図り、

漁業コストを５年間で 1.0％減少させる。これにより、漁業所得を 12.1％増加させることを目標

とする。 

 

（２）活性化指標 

１経営体当たりの漁業所得 

 

基準年 平成２５年度：  １，２０１（千円） 

目標年 平成３２年度：  １，３４７（千円） 

 

（３）上記の算出方法及びその妥当性 

 

 

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 
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事業名 事業内容及び浜の機能再編広域プランとの関係性 

広域浜プラン緊急対策事業 活魚出荷の拡大、活け締めの技術普及、鮮魚の直売等 

水産業競争力強化緊急施設整備事業 県水産振興センターの栽培漁業施設の整備、県栽培漁

業協会の種苗生産施設の増強、つきいその整備、製氷・

鮮度保持施設及び活魚施設の再編・整備 

浜の担い手漁船リース緊急事業 収益性の高い漁業への転換希望者に漁船リース支援 

競争力強化型機器等導入緊急対策事業 中核的漁業者が生産力向上を図るための機器整備支援 

新規漁業就業者総合支援事業 担い手確保対策 

漁村再生交付金事業 海底耕うんによる底質改善 

 


