
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 福山市地区水産業再生委員会 

代表者名 会長 渡辺 冬彦 

 

再生委員会の構成員 田尻あんずの里漁業協同組合、横島漁業協同組合、走島漁業協

同組合、千年漁業協同組合、鞆の浦漁業協同組合、田島漁業協

同組合、福山市 

オブザーバー 広島県 

※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 

広島県福山市地区対象漁業者 

小型底びき網漁業４６名、小型定置網漁業７１名、アサリ漁業

２３名、刺し網漁業１６０名、あなご筒漁業７名、たこつぼ漁

業４２名、ノリ養殖業１１名、他養殖業７名 計３６７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） 関連する水産業を取り巻く現状等 

 当地域は、広島県の東部に位置しており、瀬戸内海の燧灘に面している。平安の時代か

ら瀬戸内海の要所として栄えた鞆の浦があり、四季折々様々な魚介類が水揚げされる。ま

た、ノリ養殖の生産量は広島県内の９割以上である。 

福山市の漁獲量は、昭和６３年をピークに、 ２０年以上にわたり減少傾向であり、内訳

はシラス・カタクチイワシが最も多く、次いで、タコ、イカ、カレイ、タイ類、カニ・エ

ビ類になっている。 

また、魚価についても全国と同様に低迷していることに加え、販売については、漁協に

よる集荷・販売はほとんど行われておらず、漁業者の販路が限られているため、漁業者は

所得の減少を余議なくされている。 

こうした水産業を取り巻く厳しい状況から、福山市の漁業者は減少し、平成２５年には、

４４３人で３０年前の約３分の１となっている。 

また、漁業者を年齢別に見ると、６５歳以上が全体の約半数であり、３５歳未満は全体

の５％となるなど、漁業者の高齢化と後継者不足は深刻な問題となっている。  



こうした中、福山市では、水産資源の増大に向け、種苗放流・漁場環境整備などに取り

組んできたが、依然として福山市の水産業を取り巻く状況は厳しく、更なる取り組みが必

要とされている。 

（２）その他の関連する現状等 

・上記に記載したものの他、燃油や資材の高騰・高止まり等のコストの増大等、水産業を

取り巻く環境はますます厳しさを増している。 

・福山市の公設魚市場は、最も近い水揚げ港から１０ｋｍ余りの内陸部にあり、沿岸部か

ら離れているため、漁業者の多くが仲買業者に地魚を販売し、多くが市外へ流通している。 

・福山市は人口４７万人を有する消費地であるが、水産物の地産地消は進んでいない。 

 

３ 活性化の取組方針 

（１） 基本方針 

 水産業を取り巻く厳しい状況の中、次のことを総合的に展開することで、漁業者を始め

市民、関係団体等が協働して、豊かな里海を再生・保全し、意欲を持って就業できる夢の

ある水産業を実現するとともに、活力ある漁村を創造し、将来にわたり持続的に発展する

福山市の水産業を目指す。 

１ 地産地消の推進・６次産業化・魚価の向上 

 ○直販機能の強化による多様な販路の確保 

 ○未利用・低利用水産物の利活用 

 ○カキ養殖の導入による漁家経営の多角化 

 ○ブランド化や地魚の PRによる市内流通の促進 

 ２ 漁業経営の安定化 

  ○後継者・新規漁業就業者への支援 

  ○低コスト操業の推進による漁業コスト削減 

３ 水産資源の増大 

○漁場環境に適した種苗放流の充実・強化 

○漁獲制限等総合的な資源管理の実施 

４ 漁場環境の維持・回復 

 ○海底耕うん・海底清掃の実施による海中環境の保全 

 ○豊かな海作りに向けた汚水処理場等の管理運転及び漁場の基盤整備の実施 

５ 豊かな里海・浜の魅力発信 

 ○水産資源を活用した海洋性レクリエーションの情報提供等を通じた漁村の魅力発信 

○食育の推進 

（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） 

（具体的な取組内容については、取組の進捗状況や得られた成果等を踏まえ必要に応じて

見直すこととする。） 

１年目（平成２６年度） 

漁業収入向上

のための取組 

１ 地産地消の推進・６次産業化・魚価の向上 

○直販機能の強化による多様な販路の確保 

田尻あんずの里漁業協同組合、横島漁業協同組合、走島漁業協同組合、

千年漁業協同組合、鞆の浦漁業協同組合、田島漁業協同組合、（以下「本

漁協」）は漁業者とともに、市等の関係者の協力も得ながら、漁港で水揚

げ直後の新鮮な漁獲物の新たな販売方法と流通方法の調査・開発のため、

視察等による先進地の情報収集を行う。 

 

○未利用・低利用水産物の利活用 

  本漁協の女性部が中心となり、冬場の魚種の少ない時期でも安定的な

商品提供を行うべく、低価格魚、未利用魚を用いた練り製品（ボラコロ）

に次ぐ、新たな商品開発を行う。 

 ・ボラコロ：ボラをメインに、エビ、イカ、グチ等を調合したすり身で、 

       かまぼこ等の練り製品やハンバーガー等に広く使用可能。 

       平成２３年に商標登録をしている。 

 

○カキ養殖の導入による漁家経営の多角化 

カキは、広島県が養殖生産量日本一のシェアを誇り、県を代表する水

産物だが、本市では現在、養殖を全く行なっていない。漁家経営の多角

化を図り、新たな地域の特産品とするため、本漁協の実施意欲のある漁

業者は、カキ養殖に向けた具体的な取組方法等を検討する。 

 

２ 漁業経営の安定化 

 ○後継者・新規漁業就業者への支援 

  本漁協は、市や新規漁業就業者支援協議会等の関係機関と連携し、研

修費や就業に必要な漁具購入費等の補助や技術指導等を行うことによ

り、新規漁業就業者の育成･就業を支援する。 

 

３ 水産資源の増大 

○漁場環境に適した種苗放流 

本漁協は漁業者とともに、市等の関係者の協力も得ながら、生産力向

上のため、本市沖合の泥質または砂泥質の海底、または海岸線の岩礁地



域の特性に合ったメバル、カサゴ、ヒラメ、キジハタ、オニオコゼ、ヨ

シエビ、ガザミなどの種苗放流を実施することにより、資源増加を行う。 

 

４ 漁場環境の維持・回復 

○海底耕うん・海底清掃の実施による海底環境の保全 

本漁協の漁業者は、底泥への酸素の供給及び海底ゴミの回収を目的と

した海底耕うんを実施し、海底環境の保全に取り組む。 

 

○豊かな海作りに向けた汚水処理場等の管理運転及び漁場の基盤整備の 

実施 

本漁協は漁業者とともに、行政機関等に対し、豊かな海作りに向けた

汚水処理場等の管理運転を実施するよう働きかけを行う。 

 

これらの取組により、基準年に対し、０．３％の漁業収入向上を目指す。 

 

漁業コスト削

減のための取

組 

２ 漁業経営の安定化 

○低コスト操業の推進による漁業コスト削減 

本漁協は、燃油の急騰による漁業コストの増加に備えるため、漁業経

営セーフティネット構築事業への加入を関係団体と推進する。 

また、全漁業者は、定期的な船底清掃（船底の付着物除去と塗装）、係

留中の機関の停止、不要不急の積載物の削減による船体の軽量化、減速

走行の徹底等を実施して燃油消費量を抑制する。 

 

これらの取組により、基準年に対し、２％の漁業コスト削減を目指す。 

 

活用する支援

措置等 

産地水産業強化支援事業、漁業経営セーフティネット構築等事業 

 

２年目（平成２７年度） 

漁業収入向上

のための取組 

１ 地産地消の推進・６次産業化・魚価の向上 

○直販機能の強化による多様な販路の確保 

本漁協は漁業者とともに、市等の関係者の協力も得ながら、引き続き

視察等による先進地の情報収集を行う。また、そこで得た知識を踏まえ、

次年度に向け、本漁協の漁業者による直売の開催を検討する。 

 

○未利用・低利用水産物の利活用 



  本漁協の女性部が中心となり、引き続き新たな商品開発を行う。また、

試作品は、次年度に計画している直売で販売を行う。 

 

○カキ養殖の導入による漁家経営の多角化 

  漁家経営の多角化を図り、カキを新たな地域の特産品とするため、本

漁協の実施意欲のある漁業者は、市からの委託を受け、カキ養殖に向け

た試験を開始する。 

 

○ブランド化や地魚の PRによる市内流通の促進 

本漁協は漁業者とともに、福山市及び近隣の沿岸市（尾道市・三原市・

笠岡市）と連携し、備後圏で漁獲された水産物の付加価値の向上と圏域

内流通を推進するため、地魚のブランド化について検討を進める。 

特に、県が県東部地域に集中放流を行うガザミや備後圏域で漁獲量の

多いマダイをブランド化の重点魚種に選定し、品質基準等について検討

を進める。 

   

２ 漁業経営の安定化 

 ○後継者・新規漁業就業者への支援 

  本漁協は、市や新規漁業就業者支援協議会等の関係機関と連携し、

引き続き研修費や就業に必要な漁具購入費等の補助及び技術指導等を

行うことにより、新規漁業就業者の育成･就業を支援する。 

また、より多くの新規漁業就業者の確保のため、漁協の受け入れ体

制の整備を行うとともに新規漁業就業者の住居等の支援について検討

を行う。 

 

３ 水産資源の増大 

○漁場環境に適した種苗放流 

本漁協は漁業者とともに、市等の関係者の協力も得ながら、引き続き

種苗放流を実施するとともに、県が実施する集中放流に合わせ、放流数

や魚種の再検討を行う。 

 

○漁獲制限等総合的な資源管理の実施 

本漁協は漁業者とともに、市等の関係者の協力も得ながら、県が行う

ガザミ等の集中放流に合わせ、現行の資源管理を踏まえ、持続的に資源

が増大していくよう新たな資源管理のルールを検討・決定する。 

 



４ 漁場環境の維持・回復 

○海底耕うん・海底清掃の実施による海底環境の保全 

本漁協の漁業者は、引き続き底泥への酸素の供給及び海底ゴミの回収

を目的とした海底耕うんを実施し、海底環境の保全に取り組む。 

 

○豊かな海作りに向けた汚水処理場等の管理運転及び漁場の基盤整備の 

実施 

  本漁協は漁業者とともに、行政機関等に対し、引き続き豊かな海作

りに向けた汚水処理場等の管理運転を実施するよう働きかけを行う。 

また、管理運転の取組がより広域で効果的になるよう近隣市の漁協に

対しても取組の必要性について発信していく。 

 

５ 豊かな里海・浜の魅力発信 

○水産資源を活用した海洋性レクリエーションの情報提供等を通じた漁 

村の魅力発信 

 本漁協は漁業者とともに、市等の関係者の協力も得ながら、川から海

へと至る豊かな生態系の保全に向けた意識啓発を図るため、漁業体験、

魚の加工体験、アサリ掘り、海水浴、遊魚船釣り等の水産資源を活用し

た海洋性レクリエーションの情報提供に努め、漁村の魅力発信を行う。 

 

○食育の推進   

本漁協は漁業者とともに、市、自治会、教育関係者、関係団体などと

連携しながら、食の知識の習得、食生活の改善などに取り組む食育につ

いて、食の大切さや漁業への関心を高めるため、家庭や地域、保育所、

学校などにおいて推進していく。 

 

これらの取組により、基準年に対し、０．６％の漁業収入向上を目指す。 

 

漁業コスト削

減のための取

組 

２ 漁業経営の安定化 

○低コスト操業の推進による漁業コスト削減 

本漁協は、燃油の急騰による漁業コストの増加に備えるため、漁業経

営セーフティネット構築事業への加入を関係団体と推進する。 

また、全漁業者は定期的な船底清掃（船底の付着物除去と塗装）、係留

中の機関の停止、不要不急の積載物の削減による船体の軽量化、減速走

行の徹底等を実施して燃油消費量を抑制する。 

 



これらの取組により、基準年に対し、２％の漁業コスト削減を目指す。 

 

活用する支援

措置等 

産地水産業強化支援事業、漁業経営セーフティネット構築等事業 

 

３年目（平成２８年度） 

漁業収入向上

のための取組 

１ 地産地消の推進・６次産業化・魚価の向上 

○直販機能の強化による多様な販路の確保 

本漁協は漁業者とともに、市等の関係者の協力も得ながら、前年度の

検討結果をもとに直売を実施する。 

直売開催場所は、市民が訪れやすいことに配慮し、市中心部からもっ

とも近い（約９km）漁港である田尻地区とし、直売する水産物の調達に

ついては、本漁協所属漁業者に出荷等を要請し、魅力ある商品展開によ

り集客力を向上させる。また、直売会場で地魚の試食や調理方法等の紹

介をすることにより、集客・魚食普及及び地魚の PRに努める。 

 

○未利用・低利用水産物の利活用 

本漁協の女性部が中心となり、引き続き新たな加工品を開発する。ま

た、試作品を直売で販売するとともに、販売状況や消費者のニーズを調

査し、改良を加え、より良い商品になるよう努力する。 

 

○カキ養殖の導入による漁家経営の多角化 

  本漁協の実施意欲のある漁業者は、カキ養殖に向けた試験を継続する。

また、本漁協は商品としての販売方法等について検討を行う。また、本

漁協は、本格的な養殖を開始するため、漁業権の免許に向けた関係者間

の調整等を行う。 

 

○ブランド化や地魚の PRによる市内流通の促進 

本漁協は漁業者とともに、福山市及び近隣の沿岸市（尾道市・三原市・

笠岡市）と連携し、重点魚種であるマダイ・ガザミの品質基準を決定す

る。品質基準は、前年度に決定した新たな資源管理ルールを踏まえ決定

するものとし、ブランド化で資源管理ルールの遵守の機運を上昇させる。

その基準をクリアしたものついて新たなブランドとして認定し、認定シ

ールを貼って出荷することで、他商品との差別化を図る。また、他団体

主催のイベントでの試食会や市街地での PRイベント、販売店やレシピを

掲載したマップの作成など PR活動に力を入れ、地域ブランドとしての定



着を図るとともに、販路拡大を推進する。 

 

２ 漁業経営の安定化 

 ○後継者・新規漁業就業者への支援 

 本漁協は、市や新規漁業就業者支援協議会等の関係機関と連携し、引

き続き研修費や就業に必要な漁具購入費等の補助及び技術指導等を行う

ことにより、新規漁業就業者の育成･就業を支援する。 

また、より多くの新規漁業就業者の確保のため、漁協の受け入れ体制

の整備を行うとともに新規漁業就業者の住居等の支援について関係機関

等と調整を進める。 

 

３ 水産資源の増大 

○漁場環境に適した種苗放流 

本漁協は漁業者とともに、市等の関係者の協力も得ながら、引き続き

種苗放流を実施するとともに、放流効果の把握に努め、最適な放流場所

について検討を行う。 

 

○漁獲制限等総合的な資源管理の実施 

本漁協は漁業者とともに、市等の関係者の協力も得ながら、前年度決

定した新たな資源管理ルールの周知を行うとともに、遵守するよう指導

を行う。 

 

４ 漁場環境の維持・回復 

○海底耕うん・海底清掃の実施による海底環境の保全 

本漁協の漁業者は、引き続き底泥への酸素の供給及び海底ゴミの回収

を目的とした海底耕うんを実施し、海底環境の保全に取り組む。 

 

○豊かな海作りに向けた汚水処理場等の管理運転及び漁場の基盤整備の 

実施 

本漁協は漁業者とともに、行政機関等に対し、引き続き豊かな海作り

に向けた汚水処理場等の管理運転を実施するよう働きかけを行う。 

また、管理運転の取組がより広域で効果的になるよう近隣市の漁協に

対しても取組の必要性について発信していく。 

さらに、藻場・干潟の造成等の基盤整備については、国・県・市等と

可能な限り連携を図る。 

 



５ 豊かな里海・浜の魅力発信 

○水産資源を活用した海洋性レクリエーションの情報提供等を通じた漁 

村の魅力発信 

 本漁協は漁業者とともに、市等の関係者の協力も得ながら、引き続き

川から海へと至る豊かな生態系の保全に向けた意識啓発を図るため、漁

業体験、魚の加工体験、アサリ掘り、海水浴、遊魚船釣り等の水産資源

を活用した海洋性レクリエーションの情報提供に努め、漁村の魅力発信

を行う。 

また、より多くの観光客を取り込むため、観光と漁業を融合した新た

なサービスについて検討を行う。 

 

○食育の推進 

本漁協は漁業者とともに、市、自治会、教育関係者、関係団体などと

連携しながら、引き続き食の知識の習得、食生活の改善などに取り組む

食育について、食の大切さや漁業への関心を高めるため、家庭や地域、

保育所、学校などにおいて推進していく。 

 

これらの取組により、基準年に対し、１％の漁業収入向上を目指す。 

 

漁業コスト削

減のための取

組 

２ 漁業経営の安定化 

○低コスト操業の推進による漁業コスト削減 

本漁協は、燃油の急騰による漁業コストの増加に備えるため、漁業経

営セーフティネット構築事業への加入を関係団体と推進する。 

また、全漁業者は、定期的な船底清掃（船底の付着物除去と塗装）、係

留中の機関の停止、不要不急の積載物の削減による船体の軽量化、減速

走行の徹底等を実施して燃油消費量を抑制する。 

 

これらの取組により、基準年に対し、２％漁業コストを削減した状態を維

持する。 

 

活用する支援

措置等 

産地水産業強化支援事業、漁業経営セーフティネット構築等事業、豊かな

海を育む総合対策事業 

 

４年目（平成２９年度） 

漁業収入向上

のための取組 

１ 地産地消の推進・６次産業化・魚価の向上 

○直販機能の強化による多様な販路の確保 



本漁協は漁業者とともに、市等の関係者の協力も得ながら、引き続き

直売を実施する。また、直売会場で地魚の試食や調理方法等の紹介をす

ることにより、集客・魚食普及及び地魚の PRに努める。 

 

○未利用・低利用水産物の利活用 

本漁協の女性部が中心となり、引き続き新たな加工品を開発する。ま

た、試作品を直売で販売するとともに、販売状況や消費者のニーズを調

査し、改良を加え、より良い商品になるよう努力する。 

 

○カキ養殖の導入による漁家経営の多角化 

本漁協の実施意欲のある漁業者は、カキ養殖に向けた試験を継続する。

また、本漁協は商品としての販売方法等について引き続き検討を行う。

本漁協は、本格的な養殖業を開始するため、漁業権の免許に向けた関係

者間の調整等を完了する。 

 

○ブランド化や地魚の PRによる市内流通の促進 

本漁協は漁業者とともに、福山市及び近隣の沿岸市（尾道市・三原市・

笠岡市）と連携し、新たなブランドとして認定したガザミ・マダイの品

質基準の遵守状況や出荷体制の整備を行う。また、引き続き、試食会や

イベントを開催し、PR活動を行うことで、地域ブランドとしての定着を

図るとともに、販路拡大を推進する。 

 

２ 漁業経営の安定化 

 ○後継者・新規漁業就業者への支援 

 本漁協は、市や新規漁業就業者支援協議会等の関係機関と連携し、引

き続き研修費や就業に必要な漁具購入費等の補助及び技術指導等を行う

ことにより、新規漁業就業者の育成･就業を支援する。 

また、より多くの新規漁業就業者の確保のため、漁協の受け入れ体制

の整備と新規漁業就業者の住居等の支援を行う。 

 

３ 水産資源の増大 

○漁場環境に適した種苗放流 

本漁協は漁業者とともに、市等の関係者の協力も得ながら、引き続き

種苗放流を実施するとともに、放流効果の把握に努め、放流カゴや放流

ユニット等の活用など放流手法の高度化について検討を行う。 

 



○漁獲制限等総合的な資源管理の実施 

本漁協は漁業者とともに、市等の関係者の協力も得ながら、引き続き

資源管理ルールの周知を行うとともに、遵守するよう指導を行う。 

 

４ 漁場環境の維持・回復 

○海底耕うん・海底清掃の実施による海底環境の保全 

本漁協の漁業者は、引き続き底泥への酸素の供給及び海底ゴミの回収

を目的とした海底耕うんを実施し、海底環境の保全に取り組む。 

 

○豊かな海作りに向けた汚水処理場等の管理運転及び漁場の基盤整備の 

実施 

本漁協は漁業者とともに、行政機関等に対し、引き続き豊かな海作り

に向けた汚水処理場等の管理運転を実施するよう働きかけを行う。 

また、管理運転の取組がより広域で効果的になるよう近隣市の漁協に

対しても取組の必要性について発信していく。 

さらに、藻場・干潟の造成等の基盤整備については、国・県・市等と

可能な限り連携を図る。 

 

５ 豊かな里海・浜の魅力発信 

○水産資源を活用した海洋性レクリエーションの情報提供等を通じた漁 

村の魅力発信 

本漁協は漁業者とともに、市等の関係者の協力も得ながら、引き続き

川から海へと至る豊かな生態系の保全に向けた意識啓発を図るため、漁

業体験、魚の加工体験、アサリ掘り、海水浴、遊魚船釣り等の水産資源

を活用した海洋性レクリエーションの情報提供に努め、漁村の魅力発信

を行う。 

また、より多くの観光客を取り込むため、観光と漁業を融合した新た

なサービスを展開する。  

 

○食育の推進   

本漁協は漁業者とともに、市、自治会、教育関係者、関係団体などと

連携しながら、引き続き食の知識の習得、食生活の改善などに取り組む

食育について、食の大切さや漁業への関心を高めるため、家庭や地域、

保育所、学校などにおいて推進していく。 

 

これらの取組により、基準年に対し、２％の漁業収入向上を目指す。 



 

漁業コスト削

減のための取

組 

２ 漁業経営の安定化 

○低コスト操業の推進による漁業コスト削減 

本漁協は、燃油の急騰による漁業コストの増加に備えるため、漁業経

営セーフティネット構築事業への加入を関係団体と推進する。 

また、全漁業者は、定期的な船底清掃（船底の付着物除去と塗装）、係

留中の機関の停止、不要不急の積載物の削減による船体の軽量化、減速

走行の徹底等を実施して燃油消費量を抑制する。 

 

これらの取組により、基準年に対し、２％漁業コストを削減した状態を維

持する。 

 

活用する支援

措置等 

産地水産業強化支援事業、漁業経営セーフティネット構築等事業、豊かな

海を育む総合対策事業 

 

５年目（平成３０年度） 

（最終年度であり、今までの成果を検証するとともに、取組内容を見直しつつ、引き続き

以下の取組を確実に実施する。） 

漁業収入向上

のための取組 

１ 地産地消の推進・６次産業化・魚価の向上 

○直販機能の強化による多様な販路の確保 

本漁協は漁業者とともに、市等の関係者の協力も得ながら、引き続き

直売を実施する。また、直売会場で地魚の試食や調理方法等の紹介をす

ることにより、集客・魚食普及及び地魚の PRに努める。 

 

○未利用・低利用水産物の利活用 

本漁協の女性部が中心となり、引き続き新たな加工品を開発する。ま

た、試作品を直売で販売するとともに販売状況や消費者のニーズを調査

し、改良を加え、より良い商品になるよう努力する。 

 

○カキ養殖の導入による漁家経営の多角化 

  本漁協は、漁業権免許を取得し、漁業者が養殖を開始する。 

  本漁協及び漁業者は、直売も利用しながら PRに努め、新たな地域の特

産品として販売活動を行う。 

 

○ブランド化や地魚の PRによる市内流通の促進 

本漁協は漁業者とともに、福山市及び近隣の沿岸市（尾道市・三原市・



笠岡市）と連携し、引き続き新たなブランドとして認定したガザミ・マ

ダイの品質基準の遵守状況や出荷体制の整備を行う。また，引き続き試

食会やイベントを開催し、PR活動を行うことで、地域ブランドとしての

定着を図るとともに、販路拡大を推進する。 

 

２ 漁業経営の安定化 

 ○後継者・新規漁業就業者への支援 

 本漁協は、市や新規漁業就業者支援協議会等の関係機関と連携し、引

き続き研修費や就業に必要な漁具購入費等の補助及び技術指導等を行う

ことにより、新規漁業就業者の育成･就業を支援する。 

また、より多くの新規漁業就業者の確保のため、漁協の受け入れ体制

の整備と新規漁業就業者の住居等の支援を行う。 

 

３ 水産資源の増大 

○漁場環境に適した種苗放流 

本漁協は漁業者とともに、市等の関係者の協力も得ながら、引き続き

種苗放流を実施するとともに、放流効果の把握に努め、有害生物対策な

どについても研究を進める。 

 

○漁獲制限等総合的な資源管理の実施 

本漁協は漁業者とともに、市等の関係者の協力も得ながら、引き続き

資源管理ルールの周知を行うとともに、遵守するよう指導を行う。 

 

４ 漁場環境の維持・回復 

○海底耕うん・海底清掃の実施による海底環境の保全 

本漁協の漁業者は、引き続き底泥への酸素の供給及び海底ゴミの回収

を目的とした海底耕うんを実施し、海底環境の保全に取り組む。 

 

○豊かな海作りに向けた汚水処理場等の管理運転及び漁場の基盤整備 

の実施 

本漁協は漁業者とともに、行政機関等に対し、引き続き豊かな海作り

に向けた汚水処理場等の管理運転を実施するよう働きかけを行う。 

また、管理運転の取組がより広域で効果的になるよう近隣市の漁協に

対しても取組の必要性について発信していく。 

さらに、藻場・干潟の造成等の基盤整備については、国・県・市等と

可能な限り連携を図る。  



５ 豊かな里海・浜の魅力発信 

○水産資源を活用した海洋性レクリエーションの情報提供等を通じた漁 

村の魅力発信 

本漁協は漁業者とともに、市等の関係者の協力も得ながら、引き続き

川から海へと至る豊かな生態系の保全に向けた意識啓発を図るため、漁

業体験、魚の加工体験、アサリ掘り、海水浴、遊魚船釣り等の水産資源

を活用した海洋性レクリエーションの情報提供に努め、漁村の魅力発信

を行う。 

また、より多くの観光客を取り込むため、観光と漁業を融合した新た

なサービスを展開するとともに、漁業者の積極的な参加・協力を促す。 

 

○食育の推進 

本漁協は漁業者とともに、市、自治会、教育関係者、関係団体などと

連携しながら、引き続き食の知識の習得、食生活の改善などに取り組む

食育について、食の大切さや漁業への関心を高めるため、家庭や地域、

保育所、学校などにおいて推進していく。 

 

これらの取組により、基準年に対し、３％の漁業収入向上を目指す。 

 

漁業コスト削

減のための取

組 

２ 漁業経営の安定化 

○低コスト操業の推進による漁業コスト削減 

本漁協は、燃油の急騰による漁業コストの増加に備えるため、漁業経

営セーフティネット構築事業への加入を関係団体と推進する。 

また、全漁業者は、定期的な船底清掃（船底の付着物除去と塗装）、係

留中の機関の停止、不要不急の積載物の削減による船体の軽量化、減速

走行の徹底等を実施して燃油消費量を抑制する。 

 

これらの取組により、基準年に対し、２％漁業コストを削減した状態を維

持する。 

 

活用する支援

措置等 

産地水産業強化支援事業、漁業経営セーフティネット構築等事業 

 

（４）関係機関との連携 

本漁協は、国等の事業を活用するとともに、取組の効果が十分に発揮されるよう、行政（広

島県、福山市）、その他関係団体と強固に連携する。 



 

４ 目標 

（１）数値目標 

漁業所得の向上  ％以上 基準年 平成 年平均：漁業所得     千円 

目標年 平成 年  ：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 

 

 

漁業経営セーフティネット構築

事業 

 

豊かな海を育む総合対策事業 

販路開拓のための直売の実施と加工品の商品開発のため

の研究等を実施し、漁業所得の向上を図る。 

 

燃油高騰による漁業経費の増加に備えることにより、漁

業収入の安定を図り、漁業所得を確保する。 

 

既存の漁礁等の機能強化を図り、漁業資源を再生産する

環境を整える。 

 

 


