
浜の活力再生プラン 

 
１ 地域水産業再生委員会 

組織名 三国底曳地区地域水産業再生委員会 

代表者名 会長 濵出 征勝 

 

再生委員会の 

構成員 
三国港機船底曳漁業協同組合、福井県漁業協同組合連合会、坂井市、福井県 

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の種類 
三国機船底曳網漁業協同組合管内 

底曳網漁業 １０経営体 

※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 

当地域は福井県北部、一級河川九頭竜川の河口に位置し、北前船で栄えた港町で「こしひかり」

や「越前がに」のブランドで知られ、その豊かな資源に支えられて水産業を基盤に発展してきた。 

当地区の漁業はズワイガニ、ホッコクアカエビ（甘エビ）を中心とした小型・沖合底曳網漁業

が行われ県内一の漁獲量を誇る。 

しかし、近年の原油価格の高騰により燃油はもとより、関連資材の値上がりと法定検査の費用

等も高くなり、魚価の低迷が長期にわたり水揚げ金額は激減して、非常に厳しい漁業経営が続き、

廃業者も続出し、漁業存続のため後継者の育成、担い手の確保も急務となっている。 

当地域のズワイガニは毎年２月、天皇家に献上されるが、この献上ガニに並ぶような形、大き

さ、身入りの良いズワイガニには、通常のズワイガニタグとは別に「献上品質タグ」を設けてい

る。当地域は、更なるブランド強化のために、毎年の水揚げ全量の５％程度のズワイガニの献上

品質タグやせいこがにの中でも大きさ、身入りを基準に「せいこがにタグ」を付ける取組と共に、

海底耕耘及び海底清掃事業を行い資源保護及び資源管理に努めている。 

今後もこれまでの取組みを継続するとともに、漁船の省エネエンジンや船底清掃による燃油コ

ストの削減、産地直送等の流通体制の強化・改善、水産物の高鮮度化に力を入れ、漁獲量の多い

甘エビのブランドを確立する等、魚価の向上を図る。また、高鮮度の水産物の供給や流通を図る

ため、高鮮度保持施設（窒素氷の製氷施設）を整備していく必要がある。 

 

（２）その他の関連する現状等 

 

 

３ 活性化の取組方針 

（１）基本方針 

ズワイガニのタグ付けによるブランド強化の取組みや、海底耕耘及び海底清掃事業を継続する

とともに、「水産物の高鮮度化等による漁業収入の向上」と「船底清掃等や鮮度保持施設導入に

よる漁業コストの削減」等により所得向上に結びつける 

このため、以下の取組みを基本方針とする。 

【漁業収入を向上させるための取組】 

①新たな販路開拓と流通体制の整備 

②水産物の高鮮度化による市場魚価向上 

③地元水産物の利用促進や地産地消の推進 

④漁場環境の保全や水産資源の保護、増殖の推進 

 



【漁業コストを削減させるための取組】 

①漁船の船底清掃、省エネ航行の実施による経費削減 

②鮮度保持施設導入による漁船待機時間の短縮、氷購入コスト削減 

 

 

（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 

・平成２６年度より石川県漁協と連携し、石川県沖合海域での水ガニ（脱皮後間もない雄のズワ

イガ二）の操業期間の短縮に取り組んでいる。 

※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。 

 

（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26年度）以下の取組により漁業所得を基準年比１％の向上を図る 

漁業収入向上 

のための取組 

以下の取組により漁業収入を０.０１％向上させる 

① 新たな販路開拓と流通体制の整備 

漁協は漁業者と協力して、漁獲物の酸化を防いで鮮度をより長く保てる「窒

素氷」を利用した新たな販路開拓のため、仲卸、首都圏の飲食店や個人に甘

えびの供給を開始するための検討を始めることとする。 

 この「窒素氷」を使った鮮度保持方法については、県内・近隣に「窒素氷」

を製造する施設がないことから、現在、釧路より取り寄せて行っている現状

にある。具体的には、出荷先毎に担当経営体を決めて取り組んでいるが、漁

船の魚倉や甘えびの出荷時に「窒素氷」を使用し、酸化を防ぐ中で鮮度保持

を行うものである。しかしながら、この間の取組では、出荷先毎に担当を決

めて取り組んでいることから、操業場所や経営体毎に、漁獲する甘エビの大

きさにバラツキがあり、出荷先のニーズに合わないという課題が発生してい

る。今年度は、仲卸、首都圏の飲食店や個人に甘えび供給をいかに促進させ

るかとともに、各顧客ニーズに応じた取組方法についても検討することとす

る。 

 

② 水産物の高鮮度保持による市場価格向上 

現在、三国産の甘エビの漁獲量の約９０％が石川県に出荷されているが、

三国港の漁獲物の陸揚げから出荷までの流れは、18時から19時に陸揚げされ

た甘えびは20時のセリ（夜セリ）にかけられ、1時間30分程度のトラックによ

る陸送で石川県に運ばれる。しかしながら、石川県の甘えびのセリは、深夜2

時から開始されることから、三国産と石川県産との甘えびの鮮度差は明確で、

魚価低迷が発生している。「窒素氷」を使用することで鮮度保持が可能とな

り、三国産甘エビ本来の品質が保てることにより魚価向上が期待できること

からも、漁協は平成２９年度の製氷施設の供用開始に向けて漁業者と協議を

開始することとする。 

 

③ 地元水産物の利用促進や地産地消の推進 

坂井市と漁協は、坂井市教育委員会との連携により、甘エビの学校給食へ

の提供を開始することで、三国地水産物のＰＲと地域住民に向け地産地消消

費拡大を図ることとする。 

具体的には三国町の保育所、幼稚園、中学校で年２回実施する。 

 

④ 漁場環境の保全や水産資源の保護、増殖の推進 

漁業者は、水産資源の安定供給を図るため、漁場の海底耕耘事業と海底清掃

事業を継続的に実施し、水産資源の保護育成や漁場環境の保全に努める。 

 



漁業コスト削 

減のための取 

組 

漁船の船底清掃、省エネ航行の実施による経費削減 

全ての漁業者は漁船の燃油コスト改善の為、年１回の船底、舵、プロペラ

等を洗浄、研磨し付着生物防止処理を行う。また、満タン時２０％～３０％

程度の燃油積載量の低量化や２ノットの減速航行により基準年度に対し７%

燃油消費削減を図る。 

 

活用する支援 

措置等 

① 漁業経営セ－フティ－ネット構築事業 

② 資源管理・漁業経営安定対策事業 

③ 産地水産業強化支援事業 

 

２年目（平成27年度）以下の取組により漁業所得を基準年比１％の向上を図る 

漁業収入向上 

のための取組 

以下の取組により漁業収入を０.０１％向上させる 

① 新たな販路開拓と流通体制の整備 

漁協は漁業者と協力して、水産物の鮮度をより長く保てる「窒素氷」を利

用した新たな販路開拓のため、前年度の協議結果を踏まえて、仲卸、首都圏

の飲食店や個人に甘えびの試供給を拡大することで漁業所得の向上を図る。

具体的には、首都圏の飲食店３店舗に、仲卸２社への販路拡大を図る。また、

宅配便利用による個人への販売について、関西圏へ輸送し鮮度保持の可能性

を模索する。 

また漁協は、釧路から取り寄せている「窒素氷」の入手量に制限があるた

め、平成２９年度窒素氷も製造できる製氷施設の供用開始に向け組合員と具

体的な協議を進める。 

 

② 水産物の高鮮度化による市場魚価向上 

現在、三国産の甘エビの漁獲量の約９０％が石川県に出荷されているが、

三国港の漁獲物の陸揚げから出荷までの流れは、18時から19時に陸揚げされ

た甘えびは20時のセリ（夜セリ）にかけられ、1時間30分程度のトラックによ

る陸送で石川県に運ばれる。しかしながら、石川県の甘えびのセリは、深夜2

時から開始されることから、三国産と石川県産との甘えびの鮮度差は明確で、

魚価低迷が発生している。「窒素氷」を使用することで鮮度保持が可能とな

り、三国産甘エビ本来の品質が保てることにより魚価向上が期待できること

からも、漁協は平成２９年度の製氷施設の供用開始に向けて漁業者と協議を

行い製氷施設の供用開始による「窒素氷」による出荷に備える。 

 

③ 地元水産物の利用促進や地産地消の推進 

坂井市と漁協は、坂井市教育委員会との連携により、甘エビの学校給食へ

の提供を開始することで、三国地水産物のＰＲと地域住民に向け地産地消消

費拡大を図ることとする。 

具体的には三国町の保育所、幼稚園、中学校で年４回実施する。 

 

④ 漁場環境の保全や水産資源の保護、増殖の推進 

漁業者は、水産資源の安定供給を図るため、漁場の海底耕耘事業と海底清

掃事業を継続的に実施し、水産資源の保護育成や漁場環境の保全に努める。 

 

漁業コスト削 

減のための取 

組 

漁船の船底清掃、省エネ航行の実施による経費削減 

全ての漁業者は漁船の燃油コスト改善の為、年１回の船底、舵、プロペラ

等を洗浄、研磨し付着生物防止処理を行う。また、満タン時２０％～３０％

程度の燃油積載量の低量化や２ノットの減速航行により基準年度に対し７%



燃油消費削減を図る。 

 

活用する支援 

措置等 

① 資源管理・漁業経営安定対策事業 

② 産地水産業強化支援事業 

③ 新規漁業就業者総合支援事業 

 

３年目（平成28年度）以下の取組により漁業所得を基準年比１％の向上を図る 

漁業収入向上 

のための取組 

以下の取組により漁業収入を０.０１％向上させる 

①  新たな販路開拓と流通体制の整備 

漁協は漁業者と協力し、水産物の鮮度をより長く保てる「窒素氷」を利用し

た新たな販路開拓のため、前年度までの協議結果を踏まえて、仲買人、首都圏

の飲食店や個人に甘えびの試供給を拡大することで漁業所得の向上を図る。試

行的に継続出荷する仲卸、首都圏の飲食店や個人への更なる販路拡大と共に関

西圏の飲食店に甘えびの試供給を拡大する。また、関西圏仲卸への販路拡大を

図ることで漁業所得の向上を図る。 

また漁協は、前年度に引き続き、平成２９年度窒素氷も製造できる製氷施

設の供用開始に向け組合員と具体的な協議を進める。 

 

② 産物の高鮮度化による市場魚価向上 

現在、三国産の甘エビの漁獲量の約９０％が石川県に出荷されているが、

三国港の漁獲物の陸揚げから出荷までの流れは、18時から19時に陸揚げされ

た甘えびは20時のセリ（夜セリ）にかけられ、1時間30分程度のトラックによ

る陸送で石川県に運ばれる。しかしながら、石川県の甘えびのセリは、深夜2

時から開始されることから、三国産と石川県産との甘えびの鮮度差は明確で、

魚価低迷が発生している。「窒素氷」を使用することで鮮度保持が可能とな

り、三国産甘エビ本来の品質が保てることにより魚価向上が期待できること

からも、漁協は平成２９年度の製氷施設の供用開始に向けて漁業者と協議を

行い製氷施設の供用開始による「窒素氷」による出荷に備える。 

 

③ 地元水産物の利用促進や地産地消の推進 

坂井市と漁協は、坂井市教育委員会との連携により、甘エビの学校給食へ

の提供を開始することで、三国地水産物のＰＲと地域住民に向け地産地消消

費拡大を図ることとする。 

具体的には三国町の保育所、幼稚園、中学校で年４回実施する。 

 

④ 漁場環境の保全や水産資源の保護、増殖の推進 

漁業者は、水産資源の安定供給を図るため、漁場の海底耕耘事業と海底清

掃事業を継続的に実施し、水産資源の保護育成や漁場環境の保全に努める。 

 

漁業コスト削 

減のための取 

組 

漁船の船底清掃、省エネ航行の実施による経費削減 

全ての漁業者は漁船の燃油コスト改善の為、年１回の船底、舵、プロペラ

等を洗浄、研磨し付着生物防止処理を行う。また、満タン時２０％～３０％

程度の燃油積載量の低量化や２ノットの減速航行により基準年度に対し７%

燃油消費削減を図る。 

活用する支援 

措置等 

①資源管理・漁業経営安定対策事業 

②産地水産業強化支援事業 

③新規漁業就業者総合支援事業 

 



４年目（平成29年度）以下の取組により漁業所得を基準年比５％の向上を図る 

漁業収入向上 

のための取組 

以下の取組により漁業収入を１.６％向上させる 

① 新たな販路開拓と流通体制の整備 

漁協は漁業者と協力し、これまでの議論を踏まえ、製氷設備に「窒素氷」

の機能を備えた施設の整備により、水産物の鮮度をより長く保てる「窒素氷」

を船上での甘エビ箱詰めから出荷まで利用するなどして、仲卸、首都圏、関

西圏の飲食店や個人への甘えびの本格供給を開始する。また、中部圏への販

路拡大をめざし飲食店に甘えびを試行的に供給することにより漁業所得の向

上を図る。 

また、これらの取組を実施する上で発生した課題を分析し、次年度以降の

取組に生かすこととする。 

 

② 水産物の高鮮度化による市場魚価向上 

漁協は、甘エビ出荷に利用される全ての氷を「窒素氷」に変更することに

より、石川県産の甘エビとの鮮度差を克服し、三国産甘エビ本来の品質が保

つことにより魚価を向上させ、漁業所得の向上を図ることとする。 

また、同地域で窒素氷を利用する水産関係者の魚類の鮮度保持も可能とな

ることから、地域水産物の魚価向上も期待される。 

 

③ 地元水産物の利用促進や地産地消の推進 

坂井市と漁協は、坂井市教育委員会との連携により甘エビの学校給食への

提供を定着させる。このことで、学校から家庭まで一貫した食育を行い、地元

水産物の利用を活性化させ地産地消消費拡大を図る。 

 

④ 漁場環境の保全や水産資源の保護、増殖の推進 

漁業者は、水産資源の安定供給を図るため、漁場の海底耕耘事業と海底清掃

事業を継続的に実施し、水産資源の保護育成や漁場環境の保全に努める。 

 

漁業コスト削 

減のための取 

組 

① 漁船の船底清掃、省エネ航行の実施による経費削減 

全ての漁業者は漁船の燃油コスト改善の為、年１回の船底、舵、プロペラ

等を洗浄、研磨し付着生物防止処理を行う。また、満タン時３０％～２０％

程度の燃油積載量の低量化や２ノットの減速航行により基準年度に対し７%

燃油消費削減を図る。 

 

②鮮度保持施設導入による合理化（漁船待機時間の短縮、氷購入コスト削減） 

製氷設備に「窒素氷」の機能を備えた施設の整備が完了し本格運用する。 

これにより基準年度に対し４０％氷購入コストの削減を図る。 

期待される効果 

・漁船への氷積み込み時間の短縮（漁船待機時間の短縮） 

・氷購入コストの削減（自動製氷、自動販売システムで労務費や運賃の削減） 

・氷の質向上による砕氷時間短縮での労務費削減（角氷砕氷から固着や溶解量

の少ないプレート氷） 

 

活用する支援 

措置等 

①資源管理・漁業経営安定対策事業 

②産地水産業強化支援事業 

③新規漁業就業者総合支援事業 

 



５年目（平成30年度）以下の取組により漁業所得を基準年比１０％の向上を図る 

漁業収入向上 

のための取組 

以下の取組により漁業収入を５.２％向上させる 

① 新たな販路開拓と流通体制の整備 

漁協は漁業者と協力して、製氷設備に「窒素氷」の機能を備えた施設の整

備により、水産物の鮮度をより長く保てる「窒素氷」を船上での甘エビ箱詰

めから出荷まで利用し、首都圏、関西、中京圏の飲食店、仲卸や個人への甘

えびの直販での安定供給で漁業所得の向上を図る。 

 

② 産物の高鮮度化による市場魚価向上 

漁協は、甘エビ出荷に利用される全ての氷を「窒素氷」に変更することに

より、石川県産の甘エビとの鮮度差を克服し、三国産甘エビ本来の品質が保

つことにより魚価を向上させ、漁業所得の向上を図ることとする。 

また、同地域で窒素氷を利用する水産関係者の魚類の鮮度保持も可能とな

ることから、地域水産物の魚価向上も期待される。 

 

③ 地元水産物の利用促進や地産地消の推進 

坂井市と漁協は、坂井市教育委員会との連携により甘エビの学校給食への

提供を定着させる。このことで、学校から家庭まで一貫した食育を行い、地元

水産物の利用を活性化させ地産地消消費拡大を図る。 

 

④ 漁場環境の保全や水産資源の保護、増殖の推進（漁業者が実施） 

漁業者は、水産資源の安定供給を図るため、漁場の海底耕耘事業と海底清

掃事業を継続的に実施し、水産資源の保護育成や漁場環境の保全に努める。 

 

漁業コスト削 

減のための取 

組 

① 漁船の船底清掃、省エネ航行の実施による経費削減 

全ての漁業者は漁船の燃油コスト改善の為、年１回の船底、舵、プロペラ

等を洗浄、研磨し付着生物防止処理を行う。また、満タン時３０％～２０％

程度の燃油積載量の低量化や２ノットの減速航行により基準年度に対し７%

燃油消費削減を図る。 

 

②鮮度保持施設導入による合理化（漁船待機時間の短縮、氷購入コスト削減） 

製氷設備に「窒素氷」の機能を備えた施設の整備が完了し本格運用する。 

これにより基準年度に対し４０％氷購入コストの削減を図る。 

期待される効果 

・漁船への氷積み込み時間の短縮（漁船待機時間の短縮） 

・氷購入コストの削減（自動製氷、自動販売システムで労務費や運賃の削減） 

・氷の質向上による砕氷時間短縮での労務費削減（角氷砕氷から固着や溶解量

の少ないプレート氷） 

 

活用する支援 

措置等 

①資源管理・漁業経営安定対策事業 

②産地水産業強化支援事業 

③新規漁業就業者総合支援事業 

※プランの実施期間が６年以上となる場合、記載欄は適宜増やすこと。 

※「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）関連機関との連携 

無し 

 



４ 目標 

（１）数値目標 

漁業所得の向上 %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連性 

事業名 事業内容及び浜の活力再生プランとの関連性 

資源管理・漁業経営安定対策事業 

産地水産業強化支援事業 

漁業就業者確保・育成対策事業 

省燃油活動推進事業 

未定 

資源管理の実施 

漁獲物鮮度保持施設等の整備 

新規就業者、担い手の長期研修の実施 

消費燃料削減（漁船船底等清掃により抵抗軽減） 

付加価値向上、新たな流通経路の開拓等 

※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

の関連性」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。 


