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第１ 趣旨 

 漁獲量の減少や資材高騰等により疲弊している水産業や漁村を再生し、水産業の持続

的な発展及び活力ある漁村を実現するためには、改革に取り組む意欲のある漁村が、そ

の実態に応じた総合的かつ具体的な取組内容及び改善目標を定めた浜の活力再生プラン

を策定し、実行することにより、漁村における漁業者の所得向上を実現させ、もって漁

村の活性化を図る必要がある。また、地域全体の活性化を図るためには、浜の活力再生

プランに取り組む各地域が連携し、地域全体の機能再編やネットワーク化を図るための

浜の機能再編広域プランを策定し、他産業とも連携しつつ水産業を核とした漁村の活性

化に取り組む必要がある。 

 本通知は、浜の活力再生プラン及び浜の機能再編広域プランにかかる策定方法並びに

浜の活力再生プランと関連施策の連携等について定めるものである。 

 

第２ 策定方法 

１ 浜の活力再生プランは、次に掲げる方法により策定するものとする。 

（１）浜の活力再生プランは、漁村地域の活性化を図るための漁業者の所得向上を

目的として、浜の活力再生プラン等支援事業実施要綱第２の１に掲げる事業等

を実施し、得られた成果を踏まえ、別記様式第 1 号により策定するものとし、

漁業収入向上及び漁業コスト削減に向けた対策等の内容を記載しなければなら

ない。 

（２）浜の活力再生プランの策定に当たっては、関係者の合意を得たものでなけれ

ばならない。 

（３）浜の活力再生プランの実施期間は５ヶ年度とするが、当該期間を超えて当該

プランと連携して実施する事業がある場合には、当該事業の終了年度を浜の活

力再生プランの終了年度とする。 

２ 浜の機能再編広域プランは、次に掲げる方法により策定するものとする。 

（１）浜の機能再編広域プランは、浜の活力再生プランに取り組む複数の漁村地域

が連携し、広域で地域全体の活性化を図ることを目的として、浜の活力再生プ

ラン等支援事業実施要綱第２の２に掲げる事業等を実施し、得られた成果を踏

まえ、別記様式第２号により策定するものとし、対象海域及び地域の範囲、広

域連携の方針、具体的な取組内容、活性化指標等を記載しなければならない。 

（２）浜の機能再編広域プランの策定に当たっては、各漁村地域の機能分担や地域

間連携を図ることにより、当該地域全体の活性化を目指すプランであることを

踏まえ、都道府県、関係市町村、関係漁協等関係者の合意を得たものでなけれ

ばならない。 

（３）浜の機能再編広域プランの実施期間は５ヶ年度とするが、当該期間を超えて

当該プランと連携して実施する事業がある場合には、当該事業の終了年度を浜

の機能再編広域プランの終了年度とする。 

 

第３ 策定主体 

１ 浜の活力再生プランを策定する策定主体は、以下に定める要件を満たす地域水



産業再生委員会とする。 

（１）市町村、漁業関係機関（水産業協同組合、漁業者団体等）、漁業者及び本事

業の取組に参加する加工業者、流通業者等を構成員とすること。ただし、次に

掲げる者は必須の構成員とする。 

ア 当該地域で水産業の中核をなす水産業協同組合又は漁業者団体 

イ アの水産業協同組合又は漁業者団体が位置する市町村。ただしアの区域が

当該市町村を超える広域である場合にあっては、浜の活力再生プランに取り

組む漁業者の活動拠点となる市町村。 

（２）浜の活力再生プラン策定にかかる取組の中心的組織として活動しなければな

らない。 

（３）地域水産業再生委員会の活動を適正かつ効率的に行うため、同委員会の代表

者及び意思決定の方法、事務・会計の処理方法及びその責任者、財産管理の方

法、公印の管理・使用方法及びその責任者、内部監査の方法等を明確にした地

域水産業再生委員会の運営等に係る規約（以下「委員会規約」という。）があ

ること。 

  ただし、委員会規約において、一の手続につき複数の者が関与する等事務手

続に係る不正を未然に防止する仕組みが設けられており、かつ、その執行体制

が整備されていなければならない。 

（４）地域水産業再生委員会は、必要に応じて議決権を持たないオブザーバーを置

くことができるものとし、オブザーバーは、会議に出席して意見を述べること

ができることとする。 

 ２ 浜の機能再編広域プランを策定する策定主体は、以下に定める要件を満たす広

域水産業再生委員会とする。 

 （１）原則として、複数の地域水産業再生委員会の構成員で組織することとし、次

の掲げる者は必須の構成員とする。ただし、一つの地域水産業再生委員会の構

成員が複数の市町村にまたがるなど、地域水産業再生委員会が既に広域な範囲

を対象としている場合は、この限りでない。 

   ア 当該地域で浜の活力再生プランを策定した地域水産業再生委員会の代表 

   イ 当該地域が位置する都道府県 

 （２）浜の機能再編広域プラン策定にかかる取組の中心的組織として活動しなけれ

ばならない。 

 （３）広域水産業再生委員会の活動を適正かつ効率的に行うため、同委員会の代表

者及び意思決定の方法、事務・会計の処理方法及びその責任者、財産管理の方

法、公印の管理・使用方法及びその責任者、内部監査の方法等を明確にした広

域水産業再生委員会の運営等に係る規約（以下「広域委員会規約」という。）

があること。 

 （４）広域水産業再生委員会は、必要に応じて議決権を持たないオブザーバーを置

くことができるものとし、オブザーバーは、会議に出席して意見を述べること

ができることとする。 

 

第４ 承認 

１ 浜の活力再生プランは、次に掲げる方法により承認するものとする。 

（１）第２の１により浜の活力再生プランを策定した地域水産業再生委員会は、関

係する都道府県を通じて水産庁長官に承認申請を行うものとする。その際、当

該都道府県は、当該プランが都道府県及び市町村の施策に整合していることを

確認するものとする。 

（２）水産庁長官は（１）により承認申請のあった浜の活力再生プランが、以下の



要件を全て満たす場合に、承認するものとする。 

  １）当該漁村地域における関係漁業者の所得が、当該プランに掲げる目標年度

までに１割以上増加することが見込まれること 

  ２）漁業収入の向上及び漁業コストの削減に対する取組を合わせて実施するも

のであること 

  ３）水産基本法（平成 13 年法律第 89 号）等、国の施策に整合していること 

（３）承認後に生じた内容の変更は、第２の１並びに（１）及び（２）に準じて行

うものとする。ただし、変更前のプランに掲げる目標の引き下げを伴う変更に

ついては、災害その他やむを得ない理由がある場合を除き、認められないもの

とする。 

（４）承認後において、（２）の要件を満たさないことが判明した場合は、当該プ

ランの承認を取り消すものとする。 

２ 浜の機能再編広域プランは、次に掲げる方法により承認するものとする。 

（１）第２の２により浜の機能再編広域プランを策定した広域水産業再生委員会は、

関係する都道府県を通じて水産庁長官に承認申請を行うものとする。その際、

当該都道府県は、当該プランが都道府県及び市町村の施策に整合していること

を確認するものとする。 

（２）水産庁長官は（１）により承認申請のあった浜の機能再編広域プランが、以

下の要件を全て満たす場合に、承認するものとする。 

  ア 水産業の振興を核とした地域全体の活性化を目指し、定住促進、雇用確保、

生産活動等の観点から地域の実情に応じた活性化指標を目標に掲げ、機能再

編や地域間連携にかかる具体的取組が位置付けられていること。また、それ

らの取組を実施することにより目標達成が見込まれること。 

  イ 当該プランの取組内容が、当該地域で浜の活力再生プランを策定した地域

水産業再生委員会が掲げる漁業収入向上及び漁業コスト削減にかかる取組並

びに所得向上目標と整合していること。 

  ウ 水産基本法（平成 13 年法律第 89 号）等、国の施策に整合していること 

（３）承認後に生じた内容の変更は、第２並びに（１）及び（２）に準じて行うも

のとする。ただし、変更前のプランに掲げる目標の引き下げを伴う変更につい

ては、災害その他やむを得ない理由がある場合を除き、認められないものとす

る。 

（４）承認後において、（２）の要件を満たさないことが判明した場合は、当該プ

ランの承認を取り消すものとする。 

 

第５ 達成状況報告 

１ 地域水産業再生委員会は、浜の活力再生プランの目標年度の翌年度において、

目標の達成状況について、翌年度９月末日までに、関係する都道府県を通じて水

産庁長官に報告するものとする。 

２ 報告は、地域水産業再生委員会が自ら評価を行った上で、別記様式第３号によ

り行うものとする。 

３ 水産庁長官は、１の評価の報告を受けた場合には、その内容について確認を行

い、必要に応じて助言及び指導を行うものとする。 

４ 広域水産業再生委員会は、浜の機能再編広域プランにかかる達成状況報告を前

項に準じて行う（別紙様式第４号）ものとする。また、水産庁長官はその内容に

ついて確認等を行うものとする。 

 

第６ 浜の活力再生プランと関連施策の連携 



浜の活力再生プランの実施による効果を高めるためには、漁村地域自らの努力と

併せて関連施策との連携を図ることが必要であることから、第４の２に基づき水産

庁長官により承認された浜の活力再生プランと関連施策との連携については、次に

よることとする。なお、連携の具体的な方法等については、各関連施策の事業実施

要綱等において別途定めるものとする。 

１ 浜の活力再生プランを事業の採択要件とする施策 

もうかる漁業創設支援事業実施要領（平成 21 年４月１日付け 20 水管第 2906 号

水産庁長官通知）第１の４の（２）の「沿岸漁業版」に係る事業は、浜の活力再

生プランと整合した内容であることが適当であるため、当該事業は第４の２に基

づき承認された浜の活力再生プランで規定された漁業者を対象とするものとす

る。 

２ 浜の活力再生プランに関する優先配慮等を行う施策 

次に掲げる事業については、第４の１（２）に基づき、浜の活力再生プランの

承認を受けた漁村地域を優先的に支援対象とすることで施策の効果が高まること

が見込まれることから、地域の実情を踏まえつつ、原則として事業採択又は事業

費の配分に当たり、当該漁村地域に対する優先配慮等を行うものとする。 

（１）省燃油活動推進事業及び省エネ機器等導入推進事業（漁業経営セーフティー

ネット構築等事業実施要領（平成 22 年３月 30 日付 21 水漁第 3037 号農林水産

事務次官依命通知）に係るもの） 

（２）再編整備等推進支援事業（再編整備等推進支援事業実施要領（平成 21 年４月

１日付け 20 水漁第 2750 号水産庁長官通知）に係るもの） 

（３）新規漁業就業者総合支援事業（水産関係民間団体事業実施要領(平成 10 年４

月８日付け 10 水漁第 944 号農林水産事務次官依命通知)  

（４）水産加工業経営改善支援事業（水産関係民間団体事業実施要領(平成 10 年４月

８日付け 10 水漁第 944 号農林水産事務次官依命通知)に係るもの） 

（５）生産海域等モニタリング体制整備事業（水産関係民間団体事業実施要領(平成

10 年４月８日付け 10 水漁第 944 号農林水産事務次官依命通知)に係るもの） 

（６）沿岸漁業リーダー・女性育成支援事業（水産関係民間団体事業実施要領(平成

10 年４月８日付け 10 水漁第 944 号農林水産事務次官依命通知)に係るもの） 

（７）水産業の省エネ・低コスト新技術導入加速化事業（水産関係民間団体事業実

施要領(平成 10 年４月８日付け 10 水漁第 944 号農林水産事務次官依命通知)に

係るもの） 

（８）有害生物漁業被害防止総合対策事業（水産関係民間団体事業実施要領(平成 10

年４月８日付け 10 水漁第 944 号農林水産事務次官依命通知)に係るもの） 

（９）二枚貝資源緊急増殖対策事業（水産関係民間団体事業実施要領(平成 10 年４月

８日付け 10 水漁第 944 号農林水産事務次官依命通知)に係るもの） 

（１０）水産多面的機能発揮対策事業（水産多面的機能発揮対策交付金実施要領  

(平成 25年５月 16 日付け 25 水港第 124 号農林水産事務次官依命通知)に係るも

の） 

（１１）水産物供給基盤機能保全事業（水産物供給基盤整備事業等実施要領（平成 13

年３月 30 日付 12 水港第 4457 号農林水産事務次官依命通知）に係るもの） 

（１２）離島漁業再生支援交付金（水産関係地方公共団体交付金等実施要領(平成 22

年３月 26 日付け 21 水港第 2631 号農林水産事務次官依命通知)第２の別表１Ⅴ

(２)新規就業者特別対策交付金に係るもの） 

（１３）産地水産業強化支援事業（産地水産業強化支援事業実施要綱（平成 23 年３

月 30 日付け 22 水港第 2422 号農林水産事務次官依命通知）に係るもの） 

 



 

第７ 推進指導等 

国は、地域の実態に即し、策定された浜の活力再生プラン及び浜の機能再編広域

プランが適切に実施されるよう、また関連施策が効果的に実施されるよう地域水産

業再生委員会等と密接な連携を図るとともに、地方公共団体の協力を得つつ、地域

水産業再生委員会等に対して必要な助言及び指導を行うものとする。 

 

 

  附則（平成 26 年３月 20 日） 

 この通知は、平成 26 年４月１日から施行する。 

 

  附則（平成 27 年４月９日） 

 この通知は、平成 27 年４月９日から施行する。 

 



別記様式第１号（第２関係）

　水産庁長官　殿
（沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長）

地域水産業再生委員会名
所　　在　　地
代 表 者 氏 名 印

（注）添付書類として、別添を添付すること。

番　　　号　　
年　月　日　　

　　　浜の活力再生プランの（変更）承認申請について

　浜の活力再生プラン等の策定及び関連施策の連携について（平成26年２月６日付け26水港
第2656号農林水産事務次官依命通知）第４の規定に基づき、関係書類を添えて（変更）承認
申請する。



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 

 

再生委員会の構成員  

オブザーバー  

※再生委員会の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 
 

 ※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 

 

 

 

 
（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 

 

 

組織名  

代表者名  



（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。 

 
（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●●年度） 

漁業収入向上の

ための取組 
 

漁業コスト削減

のための取組 
 

活用する支援措

置等 
 

 
 ２年目（平成●●年度） 

漁業収入向上の

ための取組 
 

漁業コスト削減

のための取組 
 

活用する支援措

置等 
 

 
 ３年目（平成●●年度） 

漁業収入向上の

ための取組 
 

漁業コスト削減

のための取組 
 

活用する支援措

置等 
 

 

 



 ４年目（平成●●年度） 

漁業収入向上の

ための取組 
 

漁業コスト削減

のための取組 
 

活用する支援措

置等 
 

 
 ５年目（平成●●年度） 

漁業収入向上の

ための取組 
 

漁業コスト削減

のための取組 
 

活用する支援措

置等 
 

 
（４）関係機関との連携 

 

 
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 

  

  

  

※関連事業には、活用を予定している国（水産庁以外を含む）、地方公共団体等の補助金・基金

等を記載。ただし、本欄への記載をもって、事業の活用を確約するものではない。 

※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。 

 



別記様式第２号（第２関係）

　水産庁長官　殿
（沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長）

広域水産業再生委員会名
所　　在　　地
代 表 者 氏 名 印

（注）添付書類として、別添を添付すること。

番　　　号　　
年　月　日　　

　　　浜の機能再編広域プランの（変更）承認申請について

　浜の活力再生プラン等の策定及び関連施策の連携について（平成26年２月６日付け26水港
第2656号農林水産事務次官依命通知）第４の規定に基づき、関係書類を添えて（変更）承認
申請する。



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 

・○○地域水産業再生委員会（○○漁業協同組合、○○市（町村）ほか） 

・××地域水産業再生委員会（××漁業協同組合、××市（町村）ほか） 

・△△地域水産業再生委員会（△△漁業協同組合、△△市（町村）ほか） 

・●●県漁業組合連合会 

・●●県（行政部局、水産試験場） 

・○○法人●●県観光協会 

・株式会社□□（□□組合代表） 

オブザーバー 消費者団体○○、実需者団体○○、NPO 法人○○ 

※再生委員会の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 

●●県○○市、××町、△△村周辺地域 

   ○○市：○○漁業（ 名）、○○漁業（ 名） 

   ××町：○○漁業（ 名）、○○漁業（ 名） 

   △△村：○○漁業（ 名）、○○漁業（ 名） 

 ※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）地域の水産業を取り巻く現状等 

 
※対象地域の水産業を取り巻く現状、課題等を記載。また、各浜が有する生産・出荷・流通機能

等にかかる機能分担、地域間連携に関する現状、課題等を記載。 

 

 
（２）その他の関連する現状等 

 
※対象地域の人口・年齢構成、産業・雇用、観光・交流、物流・交通アクセス等に関する現状、

課題等を記載。 

 

 

組織名 ●●広域水産業再生委員会 

代表者名  



３ 広域連携の方針 

（１）活性化の基本方針 

 
※水産業の振興を核とした地域全体の活性化にかかる基本方針を記載。 

 
（２）機能分担・連携に関する基本方針 

 
※地域活性化を図るための各浜の機能分担・連携にかかる基本方針を記載。 

 
（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 

 
※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を記載。 

 

 
（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●●年度） 

地域活性化に

向けた取組 
 

活用する支援

措置等 
 

 
 ２年目（平成●●年度） 

地域活性化に

向けた取組 
 

活用する支援

措置等 
 

 



 ３年目（平成●●年度） 

地域活性化に

向けた取組 
 

活用する支援

措置等 
 

 
 ４年目（平成●●年度） 

地域活性化に

向けた取組 
 

活用する支援

措置等 
 

 
 ５年目（平成●●年度） 

地域活性化に

向けた取組 
 

活用する支援

措置等 
 

※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」は、活用を予定している国（水産庁以外を含む）、地方公共団体等

の補助金・基金等を記載。ただし、本欄への記載をもって、事業の活用を確約するもので

はない。 

 
（５）関係機関との連携 

 

 



（６）他産業との連携 

 

 
４ 活性化指標 

（１）活性化指標の考え方 

 
※水産業の振興を核とした地域全体の活性化を目指し、地域の実情を踏まえ、広域連携に基づく

活性化指標の考え方を記載。 

 

 
（２）活性化指標 

●●●●●● 

 

基準年 平成●年度：  ●●●● （単位） 

目標年 平成●年度：  ●●●● （単位） 

 
（３）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 事業内容及び浜の機能再編広域プランとの関係性 

  

  

※関連事業には、活用を予定している国（水産庁以外を含む）、地方公共団体等の補助金・基金

等を記載。ただし、本欄への記載をもって、事業の活用を確約するものではない。 

※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、「事業内容及び浜の機能再

編広域プランとの関係性」のみ記載する。 



別記様式第３号（第５関係）

　水産庁長官　殿
（沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長）

地域水産業再生委員会名
所　　在　　地
代 表 者 氏 名 印

（注）添付書類として、別添を添付すること。

番　　　号　　
年　月　日　　

浜の活力再生プランの達成状況報告について

　浜の活力再生プラン等の策定及び関連施策の連携について（平成26年２月６日付け26水港
第2656号農林水産事務次官依命通知）第５の規定に基づき、別添とおり報告する。



１　 地域水産業再生委員会

２　地域の現状（浜の活力再生プランの取組開始前）

３　成果目標の達成状況
（１）数値目標

（２）上記目標値の算出方法及びその妥当性

※算出の根拠及びその方法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。

（３）数値目標の達成状況

浜の活力再生プラン達成状況報告書（平成●●年●●月●●日付け水産庁長官承認）

組織名
代表者名

再生委員会の
構成員

○○漁業協同組合、○○市（町村）、○○漁業共済組合、株式会社○○（○
○組合代表）

オブザーバー
都道府県（行政部局、水産試験場）、消費者団体○○、実需者団体○○、NPO
法人○○

対象となる地域の範囲及び漁業の種類

（１）関連する水産業を取り巻く現状等

（２）その他の関連する現状等

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

漁業所得の向上
●％以上

基準年 平成●●年度 ：漁業所得●●●● 千円

基準年との比率

１年目 平成●●年度 ：漁業所得●●●● 千円 105%

２年目 平成●●年度 ：漁業所得●●●● 千円 105%

３年目 平成●●年度 ：漁業所得●●●● 千円 110%

４年目 平成●●年度 ：漁業所得●●●● 千円 109%

５年目 平成●●年度 ：漁業所得●●●● 千円 112%

漁業所得の
増加額

（実績値）
●● 千円 増加率 12 ％

別記様式第３号 別添 



（４）上記実績値の算出方法及びその妥当性

※算出の根拠及びその方法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。

４　浜の活力再生プランの取組に対する事後評価
（１）漁業収入向上のために行った取組内容及び評価

※必要があれば表などの資料を添付すること。

（２）漁業コスト削減のために行った取組内容及び評価

※必要があれば表などの資料を添付すること。

（３）取組の総合評価

※必要があれば表などの資料を添付すること。

５　地域の現状（浜の活力再生プランの取組を踏まえて）

６　今後について

（１）関連する水産業を取り巻く現状等

（２）その他の関連する現状等

（今後の取組の方向性について具体的に記載する。）



別記様式第４号（第５関係）

　水産庁長官　殿
（沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長）

広域水産業再生委員会名
所　　在　　地
代 表 者 氏 名 印

（注）添付書類として、別添を添付すること。

番　　　号　　
年　月　日　　

浜の機能再編広域プランの達成状況報告について

　浜の活力再生プラン等の策定及び関連施策の連携について（平成26年２月６日付け26水港
第2656号農林水産事務次官依命通知）第５の規定に基づき、別添とおり報告する。



１　広域水産業再生委員会

２　地域の現状（浜の機能再編広域プランの取組開始前）

３　成果目標の達成状況
（１）活性化指標

（２）上記目標値の算出方法及びその妥当性

※算出の根拠及びその方法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。

●●●● 単位

●●●●

（２）その他の関連する現状等

●●●●
基準年 平成●●年度 ：

目標年 平成●●年度 ： 単位

オブザーバー 消費者団体○○、実需者団体○○、NPO法人○○

（１）地域の水産業を取り巻く現状等

対象となる
地域の範囲

及び
漁業の種類

●●県○○市、××町、△△村周辺地域
　　　○○市：○○漁業（　名）、○○漁業（　名）
　　　××町：○○漁業（　名）、○○漁業（　名）
　　　△△村：○○漁業（　名）、○○漁業（　名）

浜の機能再編広域プラン達成状況報告書（平成●●年●●月●●日付け水産庁長官承認）

組織名
代表者名

広域委員会の
構成員

・○○地域水産業再生委員会（○○漁業協同組合、○○市（町村）ほか）
・××地域水産業再生委員会（××漁業協同組合、××市（町村）ほか）
・△△地域水産業再生委員会（△△漁業協同組合、△△市（町村）ほか）
・●●県漁業組合連合会
・●●県（行政部局、水産試験場）
・○○法人●●県観光協会
・株式会社□□（□□組合代表）

別記様式第４号 別添 



（３）活性化指標の達成状況

（４）上記実績値の算出方法及びその妥当性

※算出の根拠及びその方法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。

４　浜の機能再編広域プランの取組に対する事後評価
（１）地域活性化のために行った取組内容及び評価

※必要があれば表などの資料を添付すること。

（２）取組の総合評価

※必要があれば表などの資料を添付すること。

５　地域の現状（浜の機能再編広域プランの取組を踏まえて）

６　今後について

（１）地域の水産業を取り巻く現状等

（２）その他の関連する現状等

（今後の取組の方向性について具体的に記載する。）

備考

５年目 平成●●年度 ： ●●●● 単位 ●%

４年目 平成●●年度 ： ●●●● 単位 ●%

３年目 平成●●年度 ： ●●●● 単位 ●%

２年目 平成●●年度 ： ●●●● 単位 ●%

１年目 平成●●年度 ： ●●●● 単位 ●%

●●●●

基準年 平成●●年度 ： ●●●● 単位

基準年との比率
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