
１　地域水産業再生委員会

※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。

: 北海道網走市及び北海道斜里郡小清水町字浜小清水

:
※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

　当再生委員会のある網走地区は、北海道の北東部、オホーツク管内の南部に位置しており、農業、畜産
業、林業、漁業といった第一次産業が盛んな地域である。
　網走漁業協同組合は、正組合員２６８名を有し、サケ定置網漁業、ホタテガイ漁業、沖合底引き網漁業を
基幹漁業として、ウニ等の採介藻漁業など沖合から磯まで様々な漁業が営まれており、平成２５年の水揚げ
量は約５．９万トン、水揚金額は約１３６億円となっており、地域の基幹産業として重要な役割を果たして
いる。
　当地区の主要魚種である、サケ、ホタテガイは、増殖技術の進歩により、生産量が飛躍的に増加し、「栽
培漁業の優等生」と言われているが、水揚げの年変動が大きく、また漁価も国内外の経済情勢等により大き
く変動し、漁業所得に大きな影響を与えているが、組合員の２２５名が着業している組合の主幹漁業であ
り、地域経済に欠かせない漁業となっている為、衛生管理を徹底し、海外輸出の拡大を進めている。平成２
６年には、我が国初となるＥＵ向け秋サケ出荷が開始されたところである。
　漁業者の経営経費に大きな割合を占めている漁船燃油環境については、長引く原油取引価格の高止まりや
円安により、漁業用燃料はもとより資材等の漁業経費の増加を招き漁業経営を圧迫しており、経営経費削減
に向けた取り組みを進める必要がある。
　また、網走市郊外の鱒浦地区の唯一の漁港である第１種鱒浦漁港は、近年老朽化が進んできていることか
ら、早急な施設の補修が望まれている。

（２）その他の関連する現状等
　　当地区は、持続的に水産資源を利用するべく環境保全活動（植樹、清掃活動、周辺パトロール、水質モ
ニタリング、シンポジウム開催等）に積極的に取り組んでおり、この活動の継続、さらなる発展を目指し
て、周辺自治体、農協、森林組合、大学、研究機関等各団体と連携・一般市民への啓蒙を図る組織の立ち上
げを進めている。
　地区の民間水産加工会社では、ホタテガイ・サケの対米向け、対ＥＵ向けＨＡＣＣＰの取得が徐々に増え
てきており、輸出を促進させる環境が整ってきている。

オブザーバー
北海道オホーツク総合振興局産業振興部水産課
北海道漁業協同組合連合会北見支店

対象となる地域の
範囲及び漁業の種
類

地域
漁業 : サケ定置網漁業　　　　　　　　　　　　　　　　   166名

ホタテガイ漁業（桁引き網漁業、養殖漁業）　　　　 207名
採介藻漁業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12名
沖合底びき網漁業　　　　　　　　　　　　　　　　　 3名
その他兼業
　かに籠漁業、キチジはえ縄、ホッキガイ漁業、タコ漁業、
　刺し網漁業（かに、すけとうだら、たら）等

漁業者数 正組合員268名

浜の活力再生プラン

組織名 網走地区地域水産業再生委員会
代表者名 会長　山　田　邦　雄

再生委員会の
構成員

　　網走漁業協同組合、網走市
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３　活性化の取組方針

②魚価向上や販路拡大の取組
　・全ての漁獲物に対する滅菌海水の使用による鮮度保持や衛生管理の徹底
　・ホタテガイのＥＵへの輸出拡大に向けた漁船及び水揚げ場所における徹底した衛生管理の取り組みや、
　　作業員を対象とした研修会等の開催による品質管理の強化
　・各種イベントでの宣伝、魚食普及の推進による消費・販路の拡大対策とＰＲ体制の強化
　・我が国初となるサケのＥＵへの輸出の拡大
　・ブリの販売先に応じた最適保存方法の検討と販路拡大

③経費の削減の取組
・省エネ機器等の導入による漁業用燃油経費の削減
・漁場までの低速航行の徹底や船底・プロペラ清掃による省燃油活動の推進
・漁業経営セーフテフィネット構築事業への加入促進
・第１種鱒浦漁港の機能回復により、安全で効率的な操業の実現

（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
　　・網走漁協の共同漁業権行使規則における行使方法書の設定
　　・資源調査、稚仔発生量調査、産卵調査を実施し資源の持続的利用を図っていく。

※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。

（１）基本方針

　現状とこれまでの取組を踏まえ、水産資源、魚価、経費削減に係る対策に取組み、所得向上を目指し、漁
業経営の安定を図る。

①水産資源の安定増大と資源を保全する取組
　・全漁業者及び漁協は、害敵駆除等による漁場改善、一定サイズ以上での稚貝等の放流による持続
　　的な資源利用と資源保護、維持増大
　・囲い礁の整備やコンブ・ウニの移植・放流等による漁獲量の増加



1年目（平成26年度）

○

○

○

○

○

サケ定置漁業者１６６名及び漁協は、26年度から開始する我が国初となるEU向け秋サ
ケ輸出の更なる拡大を目指し、漁業者は使用する漁船の登録を、また漁協は網走港岸壁
での水揚げ、加工場への搬送のための設備において「北海道対ＥＵ輸出向けサケ出荷管
理要領」等を遵守した体制となるよう、民間加工場関係者を交えた研修会等を通じて、
安全衛生管理の確認を行う。確認結果をもとに、漁業者と漁協は、民間加工業者のEU-
HACCP認定の動きと連動して、研修を受けた衛生管理意識の高い関係者を確保し、国内
向け出荷に比べ手間・労力が増加するＥＵ仕向け増大に対応できる操業、水揚げ体制の
強化を行う。
　また、ブリについては、ここ数年漁獲量が増加傾向にあるが、これまでなじみなく流
通形態が確立していなかったことから魚価が低いため、販売先の需要を踏まえつつ最適
保存方法を検討し、道漁連と連携し、道内のみの販売から東北、関東、関西方面への販
路を広げる。

（３）具体的な取組内容（毎年ごとに数値目標とともに記載）

　以降、以下の取り組み内容は、取り組みの進捗状況や得られた知見等を踏まえ、必要に応じて見直すこと
とする。

漁業収入向上の
ための取組

ホタテガイ漁業者２０７名及び漁協は、採苗した貝を放流できるサイズにまで中間育成
するにあたり、１カゴの収容枚数を抑制することにより、放流稚貝としてのサイズの大
型化を図る。さらに放流に先立って周辺海域の底質調査を実施し、未利用海域のうちホ
タテガイの生息条件を満たす海域でヒトデ等の外敵を駆除することで、漁場の拡大を図
るとともに、放流稚貝を一定サイズ（3.5cm以上）とすることにより、生残率向上や漁
獲サイズの大型化に努め、安定した水揚げの確保と漁獲量の向上及び魚価向上を目指
す。

また、漁協は、ＥＵ向け輸出の拡大を目指し、船上での作業や網走港岸壁での水揚げ、
加工場への搬送において「北海道対ＥＵ輸出ホタテガイ管理要領（網走南部海域）」等
を遵守した体制となるよう、漁業者および民間加工場関係者を交えた研修会を開催し、
安全衛生管理の確認を行う。確認結果をもとに、漁業者と漁協は、民間加工業者のEU-
HACCP認定の動きと連動して、研修を受けた衛生管理意識の高い関係者を確保し、国内
向け出荷に比べ手間・労力が増加するＥＵ仕向け増大に対応できる操業、水揚げ体制の
強化を行う。

採介藻漁業者１２名と漁協は、漁場の拡大を目的として、囲い礁の整備にむけた適地選
定調査を行う。また、比較的高齢でも操業可能な、減産傾向にある浅海域のウニの効率
的な資源増大のため、人工種苗の放流や３ｍ以深に生息する実入りの悪いウニを適正な
密度管理の下で海藻等餌料の豊富な漁場への移植放流を実施する。放流後は、試験研究
機関と共同で、実入りの歩留まり状況や生息密度、餌料海藻繁茂状況のモニタリングを
行い、必要に応じて、ウニの外敵生物の駆除等を行うことで、効率的な資源の増大を図
る。

沖合底びき網漁業者３名は、漁船に積み込む滅菌粉砕氷の必要量を確保し、確実に魚槽
の冷却を行うことで低温管理に努める。また、積載する漁獲量を一定量に制限すること
で漁獲物の損傷等を抑え、鮮度の持続を図ることにより、鮮魚流通における単価向上を
目指す。



○

○

○

○

活用する支援措
置等

水産基盤整備事業（国）
省燃油活動推進事業（国）
漁業経営セーフティネット構築事業（国）

全漁業者及び漁協は、屋根付き岸壁や滅菌海水装置設備が整備された網走港におい
て、同施設下での水揚げによる衛生管理の徹底のほか、漁業者・漁協職員・仲買業者
を対象とした衛生管理研修会を実施し衛生管理の意識の啓発・普及に努める。また漁
港での作業にかかる動線を整理し輻輳化を回避することで水産物の細菌混入リスクの
低減に努めるべく漁港内での作業ルールを定める。さらに、自らが水揚げした水産物
について衛生管理された水産物であることを産地イベント等を通じてＰＲ活動を行い
販売促進を図っていくとともに、特に、タラバガニ、サケと比較して、総じて低い価
格となっているアブラガニやカラフトマスの魚価向上を目指し、産地イベントを通じ
て試食会を行うなどの活動を行い、販売促進を図っていく。

これらの取り組みにより、基準年より1.2％の収入向上を目指す。

漁業コスト削減
のための取組

全漁業者及び漁協は、漁船の環境対応型機関（排ガス規制・省エネ対応）への換装によ
り燃料使用量を抑え、コストの削減を図る。

全漁業者は漁船上架時の船底・プロペラ清掃の実施や減速航行の徹底及び漁場情報の共
有により、燃費向上による漁業経費の削減を図る。

関係漁業者及び漁協は、第１種鱒浦漁港の老朽化や機能低下による漁業生産活動の非効
率化を解消するため、整備促進等を国及び北海道へ要望するとともに、漁業者自らも漁
港の利用ルールを定め、入出港時の時間ロスの解消を図る。

これらの取り組みにより、基準年より0.5％の経費削減を見込む。



2年目（平成27年度）

○

○

○

○

○

サケ定置漁業者１６６名及び漁協は、26年度から開始した我が国初となるEU向け秋サ
ケ輸出の更なる拡大を目指し、漁業者は使用する漁船の登録を、また漁協は網走港岸壁
での水揚げ、加工場への搬送のための設備において「北海道対ＥＵ輸出向けサケ出荷管
理要領」等を遵守した体制となるよう、民間加工場関係者を交えた研修会等を通じて、
安全衛生管理の確認を行う。確認結果をもとに、漁業者と漁協は、民間加工業者のEU-
HACCP認定の動きと連動して、研修を受けた衛生管理意識の高い関係者を確保し、国内
向け出荷に比べ手間・労力が増加するＥＵ仕向け増大に対応できる操業、水揚げ体制の
強化を行う。
　また、ブリについては、ここ数年漁獲量が増加傾向にあるが、これまでなじみなく流
通形態が確立していなかったことから魚価が低いため、販売先の需要を踏まえつつ最適
保存方法を検討し、道漁連と連携し、道内のみの販売から東北、関東、関西方面への販
路を広げる。

漁業収入向上の
ための取組

ホタテガイ漁業者２０７名及び漁協は、採苗した貝を放流できるサイズにまで中間育成
するにあたり、１カゴの収容枚数を抑制することにより、放流稚貝としてのサイズの大
型化を図る。さらに放流に先立って周辺海域の底質調査を実施し、未利用海域のうちホ
タテガイの生息条件を満たす海域でヒトデ等の外敵を駆除することで、漁場の拡大を図
るとともに、放流稚貝を一定サイズ（3.5cm以上）とすることにより、生残率向上や漁
獲サイズの大型化に努め、安定した水揚げの確保と漁獲量の向上及び魚価向上を目指
す。

また、漁協は、ＥＵ向け輸出の拡大を目指し、船上での作業や網走港岸壁での水揚げ、
加工場への搬送において「北海道対ＥＵ輸出ホタテガイ管理要領（網走南部海域）」等
を遵守した体制となるよう、漁業者および民間加工場関係者を交えた研修会を開催し、
安全衛生管理の確認を行う。確認結果をもとに、漁業者と漁協は、民間加工業者のEU-
HACCP認定の動きと連動して、研修を受けた衛生管理意識の高い関係者を確保し、国内
向け出荷に比べ手間・労力が増加するＥＵ仕向け増大に対応できる操業、水揚げ体制の
強化を行う。

採介藻漁業者１２名と漁協は、漁場の拡大を目的として、囲い礁の整備にむけた適地選
定調査を行う。また、比較的高齢でも操業可能な、減産傾向にある浅海域のウニの効率
的な資源増大のため、人工種苗の放流や３ｍ以深に生息する実入りの悪いウニを適正な
密度管理の下で海藻等餌料の豊富な漁場への移植放流を実施する。放流後は、試験研究
機関と共同で、実入りの歩留まり状況や生息密度、餌料海藻繁茂状況のモニタリングを
行い、必要に応じて、ウニの外敵生物の駆除等を行うことで、効率的な資源の増大を図
る。

沖合底びき網漁業者３名は、漁船に積み込む滅菌粉砕氷の必要量を確保し、確実に魚槽
の冷却を行うことで低温管理に努める。また、積載する漁獲量を一定量に制限すること
で漁獲物の損傷等を抑え、鮮度の持続を図ることにより、鮮魚流通における単価向上を
目指す。



○

○

○

○

活用する支援措
置等

水産基盤整備事業（国）
漁業経営セーフティネット構築事業（国）
省エネ機器導入支援事業（国）

これらの取り組みにより、基準年より1.6％の収入向上を目指す。

漁業コスト削減
のための取組

全漁業者及び漁協は、漁船の環境対応型機関（排ガス規制・省エネ対応）への換装によ
り燃料使用量を抑え、コストの削減を図る。

全漁業者は漁船上架時の船底・プロペラ清掃の実施や減速航行の徹底及び漁場情報の共
有により、燃費向上による漁業経費の削減を図る。

関係漁業者及び漁協は、第１種鱒浦漁港の老朽化や機能低下による漁業生産活動の非効
率化を解消するため、整備促進等を国及び北海道へ要望するとともに、漁業者自らも漁
港の利用ルールを定め、入出港時の時間ロスの解消を図る。

これらの取り組みにより、基準年より0.5％の経費削減を見込む。

全漁業者及び漁協は、屋根付き岸壁や滅菌海水装置設備が整備された網走港におい
て、同施設下での水揚げによる衛生管理の徹底のほか、漁業者・漁協職員・仲買業者
を対象とした衛生管理研修会を実施し衛生管理の意識の啓発・普及に努める。また漁
港での作業にかかる動線を整理し輻輳化を回避することで水産物の細菌混入リスクの
低減に努めるべく漁港内での作業ルールを定める。さらに、自らが水揚げした水産物
について衛生管理された水産物であることを産地イベント等を通じてＰＲ活動を行い
販売促進を図っていくとともに、特に、タラバガニ、サケと比較して、総じて低い価
格となっているアブラガニやカラフトマスの魚価向上を目指し、産地イベントを通じ
て試食会を行うなどの活動を行い、販売促進を図っていく。



3年目（平成28年度）

○

○

○

○

○

漁業収入向上の
ための取組

ホタテガイ漁業者２０７名及び漁協は、採苗した貝を放流できるサイズにまで中間育成
するにあたり、１カゴの収容枚数を抑制することにより、放流稚貝としてのサイズの大
型化を図る。さらに放流に先立って周辺海域の底質調査を実施し、未利用海域のうちホ
タテガイの生息条件を満たす海域でヒトデ等の外敵を駆除することで、漁場の拡大を図
るとともに、放流稚貝を一定サイズ（3.5cm以上）とすることにより、生残率向上や漁
獲サイズの大型化に努め、安定した水揚げの確保と漁獲量の向上及び魚価向上を目指
す。

また、漁協は、ＥＵ向け輸出の拡大を目指し、船上での作業や網走港岸壁での水揚げ、
加工場への搬送において「北海道対ＥＵ輸出ホタテガイ管理要領（網走南部海域）」等
を遵守した体制となるよう、漁業者および民間加工場関係者を交えた研修会を開催し、
安全衛生管理の確認を行う。確認結果をもとに、漁業者と漁協は、民間加工業者のEU-
HACCP認定の動きと連動して、研修を受けた衛生管理意識の高い関係者を確保し、国内
向け出荷に比べ手間・労力が増加するＥＵ仕向け増大に対応できる操業、水揚げ体制の
強化を行う。

サケ定置漁業者１６６名及び漁協は、引き続き、EU向け秋サケ輸出の更なる拡大を目指
し、漁業者は使用する漁船の登録を、また漁協は網走港岸壁での水揚げ、加工場への搬
送のための設備において「北海道対ＥＵ輸出向けサケ出荷管理要領」等を遵守した体制
となるよう、民間加工場関係者を交えた研修会等を通じて、安全衛生管理の確認を行
う。確認結果をもとに、漁業者と漁協は、民間加工業者のEU-HACCP認定の動きと連動
して、研修を受けた衛生管理意識の高い関係者を確保し、国内向け出荷に比べ手間・労
力が増加するＥＵ仕向け増大に対応できる操業、水揚げ体制の強化を行う。
　また、ブリについては、ここ数年漁獲量が増加傾向にあるが、これまでなじみなく流
通形態が確立していなかったことから魚価が低いため、販売先の需要を踏まえつつ、
ニーズに応じた保存方法に取組み、道漁連と連携し、道内のみの販売から東北、関東、
関西方面への販路を広げる。

採介藻漁業者１２名と漁協は、漁場の拡大を目的として、囲い礁の整備を北海道に要請
する。また、比較的高齢でも操業可能な、減産傾向にある浅海域のウニの効率的な資源
増大のため、人工種苗の放流や３ｍ以深に生息する実入りの悪いウニを適正な密度管理
の下で海藻等餌料の豊富な漁場への移植放流を実施する。放流後は、試験研究機関と共
同で、実入りの歩留まり状況や生息密度、餌料海藻繁茂状況のモニタリングを行い、必
要に応じて、ウニの外敵生物の駆除等を行うことで、効率的な資源の増大を図る。

沖合底びき網漁業者３名は、漁船に積み込む滅菌粉砕氷の必要量を確保し、確実に魚槽
の冷却を行うことで低温管理に努める。また、積載する漁獲量を一定量に制限すること
で漁獲物の損傷等を抑え、鮮度の持続を図ることにより、鮮魚流通における単価向上を
目指す。



○

○

○

○

活用する支援措
置等

水産基盤整備事業（国）
漁業経営セーフティネット構築事業（国）

これらの取り組みにより、基準年より2.1％の収入向上を目指す。

漁業コスト削減
のための取組

全漁業者及び漁協は、漁船の環境対応型機関（排ガス規制・省エネ対応）への換装によ
り燃料使用量を抑え、コストの削減を図る。

全漁業者は漁船上架時の船底・プロペラ清掃の実施や減速航行の徹底及び漁場情報の共
有により、燃費向上による漁業経費の削減を図る。

関係漁業者及び漁協は、第１種鱒浦漁港の老朽化や機能低下による漁業生産活動の非効
率化を解消するため、整備促進等を国及び北海道へ要望するとともに、漁業者自らも漁
港の利用ルールを定め、入出港時の時間ロスの解消を図る。

これらの取り組みにより、基準年より0.5％の経費削減を見込む。

全漁業者及び漁協は、屋根付き岸壁や滅菌海水装置設備が整備された網走港におい
て、同施設下での水揚げによる衛生管理の徹底のほか、漁業者・漁協職員・仲買業者
を対象とした衛生管理研修会を実施し衛生管理の意識の啓発・普及に努める。また漁
港での作業にかかる動線を整理し輻輳化を回避することで水産物の細菌混入リスクの
低減に努めるべく漁港内での作業ルールを定める。さらに、自らが水揚げした水産物
について衛生管理された水産物であることを産地イベント等を通じてＰＲ活動を行い
販売促進を図っていくとともに、特に、タラバガニ、サケと比較して、総じて低い価
格となっているアブラガニやカラフトマスの魚価向上を目指し、産地イベントを通じ
て試食会を行うなどの活動を行い、販売促進を図っていく。



4年目（平成29年度）

○

○

○

○

○

漁業収入向上の
ための取組

ホタテガイ漁業者２０７名及び漁協は、採苗した貝を放流できるサイズにまで中間育成
するにあたり、１カゴの収容枚数を抑制することにより、放流稚貝としてのサイズの大
型化を図る。さらに放流に先立って周辺海域の底質調査を実施し、未利用海域のうちホ
タテガイの生息条件を満たす海域でヒトデ等の外敵を駆除することで、漁場の拡大を図
るとともに、放流稚貝を一定サイズ（3.5cm以上）とすることにより、生残率向上や漁
獲サイズの大型化に努め、安定した水揚げの確保と漁獲量の向上及び魚価向上を目指
す。

また、漁協は、ＥＵ向け輸出の拡大を目指し、船上での作業や網走港岸壁での水揚げ、
加工場への搬送において「北海道対ＥＵ輸出ホタテガイ管理要領（網走南部海域）」等
を遵守した体制となるよう、漁業者および民間加工場関係者を交えた研修会を開催し、
安全衛生管理の確認を行う。確認結果をもとに、漁業者と漁協は、民間加工業者のEU-
HACCP認定の動きと連動して、研修を受けた衛生管理意識の高い関係者を確保し、国内
向け出荷に比べ手間・労力が増加するＥＵ仕向け増大に対応できる操業、水揚げ体制の
強化を行う。

サケ定置漁業者１６６名及び漁協は、引き続き、EU向け秋サケ輸出の更なる拡大を目指
し、漁業者は使用する漁船の登録を、また漁協は網走港岸壁での水揚げ、加工場への搬
送のための設備において「北海道対ＥＵ輸出向けサケ出荷管理要領」等を遵守した体制
となるよう、民間加工場関係者を交えた研修会等を通じて、安全衛生管理の確認を行
う。確認結果をもとに、漁業者と漁協は、民間加工業者のEU-HACCP認定の動きと連動
して、研修を受けた衛生管理意識の高い関係者を確保し、国内向け出荷に比べ手間・労
力が増加するＥＵ仕向け増大に対応できる操業、水揚げ体制の強化を行う。
　また、ブリについては、ここ数年漁獲量が増加傾向にあるが、これまでなじみなく流
通形態が確立していなかったことから魚価が低いため、販売先の需要を踏まえつつ、
ニーズに応じた保存方法に取組み、道漁連と連携し、道内のみの販売から東北、関東、
関西方面への販路を広げる。

採介藻漁業者１２名と漁協は、漁場の拡大を目的として、囲い礁の整備促進を北海道に
要請するとともに、計画策定に係る調査に協力する。また、比較的高齢でも操業可能
な、減産傾向にある浅海域のウニの効率的な資源増大のため、人工種苗の放流や３ｍ以
深に生息する実入りの悪いウニを適正な密度管理の下で海藻等餌料の豊富な漁場への移
植放流を実施する。放流後は、試験研究機関と共同で、実入りの歩留まり状況や生息密
度、餌料海藻繁茂状況のモニタリングを行い、必要に応じて、ウニの外敵生物の駆除等
を行うことで、効率的な資源の増大を図る。

沖合底びき網漁業者３名は、漁船に積み込む滅菌粉砕氷の必要量を確保し、確実に魚槽
の冷却を行うことで低温管理に努める。また、積載する漁獲量を一定量に制限すること
で漁獲物の損傷等を抑え、鮮度の持続を図ることにより、鮮魚流通における単価向上を
目指す。



○

○

○

○

活用する支援措
置等

水産基盤整備事業（国）
漁業経営セーフティネット構築事業（国）

これらの取り組みにより、基準年より2.4％の収入向上を目指す。

漁業コスト削減
のための取組

全漁業者及び漁協は、漁船の環境対応型機関（排ガス規制・省エネ対応）への換装によ
り燃料使用量を抑え、コストの削減を図る。

全漁業者は漁船上架時の船底・プロペラ清掃の実施や減速航行の徹底及び漁場情報の共
有により、燃費向上による漁業経費の削減を図る。

関係漁業者及び漁協は、第１種鱒浦漁港の老朽化や機能低下による漁業生産活動の非効
率化を解消するため、整備促進等を国及び北海道へ要望するとともに、漁業者自らも漁
港の利用ルールを定め、入出港時の時間ロスの解消を図る。

これらの取り組みにより、基準年より0.5％の経費削減を見込む。

全漁業者及び漁協は、屋根付き岸壁や滅菌海水装置設備が整備された網走港におい
て、同施設下での水揚げによる衛生管理の徹底のほか、漁業者・漁協職員・仲買業者
を対象とした衛生管理研修会を実施し衛生管理の意識の啓発・普及に努める。また漁
港での作業にかかる動線を整理し輻輳化を回避することで水産物の細菌混入リスクの
低減に努めるべく漁港内での作業ルールを定める。さらに、自らが水揚げした水産物
について衛生管理された水産物であることを産地イベント等を通じてＰＲ活動を行い
販売促進を図っていくとともに、特に、タラバガニ、サケと比較して、総じて低い価
格となっているアブラガニやカラフトマスの魚価向上を目指し、産地イベントを通じ
て試食会を行うなどの活動を行い、販売促進を図っていく。



5年目（平成30年度）

○

○

○

○

○

　取組の最終年度であり、前年度に引き続き行うが、目標達成が確実なものとなるよう、プランの取り組み
状況を確認しつつ、必要に応じて施策の見直しを行う。

漁業収入向上の
ための取組

ホタテガイ漁業者２０７名及び漁協は、採苗した貝を放流できるサイズにまで中間育成
するにあたり、１カゴの収容枚数を抑制することにより、放流稚貝としてのサイズの大
型化を図る。さらに放流に先立って周辺海域の底質調査を実施し、未利用海域のうちホ
タテガイの生息条件を満たす海域でヒトデ等の外敵を駆除することで、漁場の拡大を図
るとともに、放流稚貝を一定サイズ（3.5cm以上）とすることにより、生残率向上や漁
獲サイズの大型化に努め、安定した水揚げの確保と漁獲量の向上及び魚価向上を目指
す。

また、漁協は、ＥＵ向け輸出の拡大を目指し、船上での作業や網走港岸壁での水揚げ、
加工場への搬送において「北海道対ＥＵ輸出ホタテガイ管理要領（網走南部海域）」等
を遵守した体制となるよう、漁業者および民間加工場関係者を交えた研修会を開催し、
安全衛生管理の確認を行う。確認結果をもとに、漁業者と漁協は、民間加工業者のEU-
HACCP認定の動きと連動して、研修を受けた衛生管理意識の高い関係者を確保し、国内
向け出荷に比べ手間・労力が増加するＥＵ仕向け増大に対応できる操業、水揚げ体制の
強化を行う。

サケ定置漁業者１６６名及び漁協は、引き続き、EU向け秋サケ輸出の更なる拡大を目指
し、漁業者は使用する漁船の登録を、また漁協は網走港岸壁での水揚げ、加工場への搬
送のための設備において「北海道対ＥＵ輸出向けサケ出荷管理要領」等を遵守した体制
となるよう、民間加工場関係者を交えた研修会等を通じて、安全衛生管理の確認を行
う。確認結果をもとに、漁業者と漁協は、民間加工業者のEU-HACCP認定の動きと連動
して、研修を受けた衛生管理意識の高い関係者を確保し、国内向け出荷に比べ手間・労
力が増加するＥＵ仕向け増大に対応できる操業、水揚げ体制の強化を行う。
　また、ブリについては、ここ数年漁獲量が増加傾向にあるが、これまでなじみなく流
通形態が確立していなかったことから魚価が低いため、販売先の需要を踏まえつつ、
ニーズに応じた保存方法に取組み、道漁連と連携し、道内のみの販売から東北、関東、
関西方面への販路を広げる。

採介藻漁業者１２名と漁協は、漁場の拡大を目的として、囲い礁の整備促進を北海道に
要請するとともに、計画策定に係る調査に協力する。また、比較的高齢でも操業可能
な、減産傾向にある浅海域のウニの効率的な資源増大のため、人工種苗の放流や３ｍ以
深に生息する実入りの悪いウニを適正な密度管理の下で海藻等餌料の豊富な漁場への移
植放流を実施する。放流後は、試験研究機関と共同で、実入りの歩留まり状況や生息密
度、餌料海藻繁茂状況のモニタリングを行い、必要に応じて、ウニの外敵生物の駆除等
を行うことで、効率的な資源の増大を図る。

沖合底びき網漁業者３名は、漁船に積み込む滅菌粉砕氷の必要量を確保し、確実に魚槽
の冷却を行うことで低温管理に努める。また、積載する漁獲量を一定量に制限すること
で漁獲物の損傷等を抑え、鮮度の持続を図ることにより、鮮魚流通における単価向上を
目指す。



○

○

○

○

※「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。

活用する支援措
置等

水産基盤整備事業（国）
漁業経営セーフティネット構築事業（国）

全漁業者及び漁協は、屋根付き岸壁や滅菌海水装置設備が整備された網走港におい
て、同施設下での水揚げによる衛生管理の徹底のほか、漁業者・漁協職員・仲買業者
を対象とした衛生管理研修会を実施し衛生管理の意識の啓発・普及に努める。また漁
港での作業にかかる動線を整理し輻輳化を回避することで水産物の細菌混入リスクの
低減に努めるべく漁港内での作業ルールを定める。さらに、自らが水揚げした水産物
について衛生管理された水産物であることを産地イベント等を通じてＰＲ活動を行い
販売促進を図っていくとともに、特に、タラバガニ、サケと比較して、総じて低い価
格となっているアブラガニやカラフトマスの魚価向上を目指し、産地イベントを通じ
て試食会を行うなどの活動を行い、販売促進を図っていく。

これらの取り組みにより、基準年より2.4％の収入向上を目指す。

漁業コスト削減
のための取組

全漁業者及び漁協は、漁船の環境対応型機関（排ガス規制・省エネ対応）への換装によ
り燃料使用量を抑え、コストの削減を図る。

全漁業者は漁船上架時の船底・プロペラ清掃の実施や減速航行の徹底及び漁場情報の共
有により、燃費向上による漁業経費の削減を図る。

これらの取り組みにより、基準年より0.5％の経費削減を見込む。

関係漁業者は、整備された第１種鱒浦漁港を活用し、入出港時の時間ロスの解消等によ
り、経費の節減を図る。



４　目標
（１）数値目標

（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

※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。

省燃油活動推進事業
（国）

省エネ活動を実践により、燃油消費量を削減する

漁業経営セーフティ
ネット構築事業

（国）

燃油高騰などの経済的環境変化による影響を緩和し、漁労経費削減により漁業経営の安
定を図る

※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。

水産基盤整備事業
（国）

   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

囲い礁の整備により、浅海資源の生育環境を整備するとともに、継続して実施している
深浅移植放流及び人工種苗放流等の効果を高め、漁業生産の安定・増大による収入の向
上を図る。

第１種鱒浦漁港の老朽化している施設の補修を行い、その機能の回復・保全により、漁
港の安全で効率的な利用が図らる。

目標年 平成　年度 ： 漁業所得      千円

（４）関係機関との連携
　 取組の効果が高められるよう、構成員である網走市はもとより、漁協内各部会や各関係団体との連携を
密にするとともに、オブザーバーである北海道、各系統団体への支援、協力を求めながらプランの取り組み
を遂行する。

漁業所得の向上　　％以上

基準年 平成　年度 ： 漁業所得      千円
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