
 
浜の活力再生プラン 

 
１ 地域水産業再生委員会 

組織名 厚岸地域水産業再生委員会 
代表者名 会長  川 崎 一 好 

 
再生委員会の構成員 厚岸漁業協同組合、厚岸町 

オブザーバー 北海道釧路総合振興局、北海道漁業協同組合連合会釧路支店 
北海道信用漁業協同組合連合会釧路支店、共水連北海道事務所釧路支所 

  ※再生委員会規約及び推進体制組織図を別添資料に示す。 
 

対象となる地域の範囲
及び漁業種類 

・地域の範囲：厚岸町（厚岸漁業協同組合の範囲） 
・対象漁業種類                   着業者数 
・こんぶ漁業                  ３４５経営体 
・あさり養殖業                 １４４経営体 
・かき養殖業                  １１０経営体 
・さんま棒受網漁業                ２３経営体 
・刺網漁業等                   １５経営体 
・その他漁業（兼業：７０経営体） 
（たこ空釣縄漁業、北海えび、毛がに、あさり挟み、 
ほたてがい漁業、さけます流し網漁業等） 

 
・正組合員数＝４８８経営体 

 
 
２．地域の現状 
（１）関連する水産業を取り巻く現状等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

別記様式第１号（別添） 

当厚岸地域水産業再生委員会が所管する厚岸町は、北海道東部の太平洋に面し、栄養豊富な親潮の
影響を受け、さんま、北洋鮭鱒の全国的な漁業基地として、又、こんぶ漁業、かき養殖業の先進地と
して発展してきた。 
厚岸漁業協同組合では、沖合漁業であるロシア水域や日本200海里水域でのさんま棒受網漁業及び沿

岸のこんぶ漁業、かき、あさりの養殖業等を中心に営み、平成25年の水揚量は約２万㌧、水揚額は約
５０億円となっており、厚岸町の地域経済を支える基幹産業として重要な役割を果たしている。 
 平成 23年 3月 11日発生の東日本大震災に伴う津波により、厚岸湖内の垂下式かき養殖施設、並び
に覆砂マウンド式あさり養殖施設が壊滅的な被害を受けるとともに、かき養殖の移入種ガキは、全量
を道外産に依存しているが、産地が大震災により被害を受けたことで地元厚岸産の種ガキ生産の必要
性が認識された。なお、あさり養殖は、覆砂マウンドでのラーバの自然発生から成貝出荷まで５年を
要するため、未だ震災前の水揚水準の 69％程度にしか達しておらず、早期の資源回復が望まれる。 
主力のさんま漁業は、近年の漁群形成が遠方且つ局所的、更に道東海域の漁場形成が短期間という

状況から水揚量が減少傾向にある。 
また、沿岸漁業の主力であるこんぶ漁業は、海水温上昇や盛漁期の天候不順等により低調な水揚が

続いており、当地域の岩盤清掃（雑藻駆除）～禁漁～漁獲の３年及び４年サイクルの輪採操業方式の
継続と新たな資源増大方策の開発が急務となっている。 
さらに、漁場が遠方となっている、さんま棒受網漁業やさけます流し網漁業を中心に、近年の燃油

価格及び漁業資材の高騰による経費高から採算性が悪く漁業経営を圧迫させている。 
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（２）その他の関連する現状等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

厚岸漁協では、地域ブランドの創出による販売拡大および付加価値付与による所得向上を目的に、船
上選別の大型さんまを、船上での紫外線殺菌海水と施氷で鮮度保持した「大黒さんま」として開発し、
高級さんまとして消費者に認知されており、更に「大黒さんま」の認知度向上を受け、厚岸産の厳選魚
類を「大黒シリーズ」、厳選貝類を「えもんシリーズ」で命名し付加価値付与による所得向上に努めて
いる。 
また、漁業班や女性部と連携し、「厚岸毛がに祭り」「ほっき祭り」「感謝祭」などのイベントを行い

町内外から多くのお客様を迎え入れているほか、厚岸町や地元団体と協力し産業感謝祭や厚岸町民の森
植樹祭へも積極的に参加し地域貢献と販売拡大に努めている。 
さらに、釧路や札幌圏での販売活動、インターネット販売、ふるさと小包にも対応した販売促進を行

っており、年間を通した厚岸産海産物のＰＲ、厚岸オリジナル新商品の開発等、海産物への付加価値付
与による更なる需要喚起に努めている。 
 

 

アザラシによる刺網漁業での漁業被害が増加しているため、関係機関と協力し海獣被害防止対策協議
会を設立し、東京農業大学の生息調査へも積極的に協力している。 
厚岸漁協としては、漁業と野生動物との共存を念頭に、的確な頭数管理の実現を国・北海道へ要請を

行っている。 
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３ 活性化の取組方針 

（１）基本方針 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
（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 
 
 

当地域は、漁業及び水産関連産業が基幹産業として重要な役割を果たしている。 
漁業者は、国産水産物の安定供給に対して大きな責務を背負っており、そうした負託に応えるために

も水産資源を持続的に利用していくことが重要であるとの認識を基に、水産業を取り巻く現状とこれま
での取組みを踏まえ、「浜の活力再生プラン」を策定し、漁業所得の向上による漁家経営の安定と当地域
の活性化を目指す。 
 
① 水産資源の安定と資源増大による生産性向上 
・雑海藻が繁茂するこんぶ漁場の岩盤清掃と昆布胞子の人工的散布によりこんぶ資源の増大を図る。 
・東日本大震災の教訓から他県産種ガキの全量移入が困難となる場合を想定して、厚岸産種ガキの生
産促進を目的とした「ほたて盤」の使用による厚岸産カキ種苗の生産を本格実施し厚岸産種ガキと
して生産増大を図る。 

・あさり養殖漁業は、震災前の資源量回復を目標に関係機関の支援も受け徹底した資源管理を行うと
ともに、未利用区画漁場を含めた計画的な覆砂による漁場管理の取組みにより資源増大を図る。 

・魚礁や産卵礁を積極的に活用し漁業収入の向上に取り組む。 
 
② ブランド化の推進と付加価値付与による魚価の向上 
 ・こんぶ漁業は、女性部・青年部との連携により消費拡大に向けた食育活動と地産地消の推進に取組

む。 
・さんま荷受専用タンクの増設により、車積販売から荷受専用タンク販売に完全移行を図る。 
・特大サイズのアサリの新規ブランド開発に取り組む。 
・まつかわ、ばばがれいなどを対象に、活魚水槽を増設し、活魚出荷増大並びに出荷調整による単価 
向上を図る。 

・屋根付き岸壁や清浄海水導入施設等を整備する衛生管理型漁港の整備を促進する。 
・荷揚げ～市場陳列～出荷までの一貫した衛生管理対応に重要な役割を果たす荷捌き施設の早期完成
を図り、鮮度保持、品質保持、並びにトレーサビリティの信頼性を高める。 

 ・漁業者、漁協職員、仲買人を対象に衛生管理研修会等を開催し意識向上の取組みを行う。 
 ・「大黒シリーズ」、「えもんシリーズ」の販路拡大、並びに漁業者自らの産直イベント等への参加とＰ

Ｒを通した販売促進に努める。 
 

③ 漁労経費の削減 
・漁船の漁場移動時や操業時の減速航行による省燃油活動を実施し燃油消費量の削減を図る。 
・漁船機関、こんぶ乾燥機、さんま集魚灯の省エネ型機器への換装により燃油消費量の削減を図る。 
・貯氷施設の増設による氷価格の引下げにより漁業経費の削減を図る。 
・共同経営による操業体制の見直しにより漁労経費の削減を図る。 

 
④ 漁業後継者対策 
・漁業就業に必要な資格取得に対する支援に取り組む。 
・先進地視察等研修に対する支援に取組み漁業者の資質向上を図る。 
・漁労作業の省力化を推進するため選葉機等の共同利用施設の整備に取り組む。 

・厚岸漁協の共同漁業権、区画漁業権行使規則の遵守 
・厚岸漁協の承認方針、操業要項の遵守 
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（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） 

以降、以下の取組みについては、毎年、取組の進捗状況や成果等を踏まえ、段階的に対策範囲を拡
大するなど、必要に応じた見直しを行う 

漁業収入向上
のための取組 

 
・ あさり養殖漁業者 144 経営体は、東日本大震災により被害を受け再整備した養殖
施設（あさり区画島）を、釧路地区水産技術普及指導所の指導のもと、アサリ成熟度
調査及びラーバ調査を行いつつ、その結果を踏まえ資源管理を徹底する。また、既存
漁場の覆砂を実施することで漁場環境の向上を図り、さらに未利用となっている区画
漁場についても計画的に覆砂作業を実施することで、アサリの生息密度を適正に設定
し直すことが可能となり、特大サイズのアサリの生産増を図る。そして特大サイズの
アサリの新規ブランド開発に取組み、厚岸「えもんシリーズ」の一つとすることを検
討する。 

 
・ こんぶ漁業者 345 経営体は、雑海藻が繁茂するこんぶ漁場の岩盤清掃を行い、３
年サイクル及び４年サイクルの輪採操業とする中、岩盤清掃の翌年は禁漁区に設定し
モニタリング調査を計画的に実施することで生産性の高い漁場の確保に努める。加え
て、道漁連・漁協・北海道等で組織する「北海道昆布漁業振興協会」がコンブ胞子の
効率的な散布にかかる技術開発の一環として取り組む、胞子混合海水の比重を高める
ことで雑海藻駆除後の海底表面にコンブ胞子を散布する手法（「昆布増産に向けた試
験」という）の構築に漁業者も積極的に参加協力することで、コンブ増産対策として
実施していくこととする。また、都市部で行う販促活動に合わせて昆布のＰＲ活動を
行うとともに、厚岸漁協女性部・青年部と連携し漁協イベントでは、女性部手作りの
昆布加工品の販売や町内小中学校における料理教室開催による食育活動、町内学校給
食センターをはじめ町関連施設へ昆布の無償提供による地産地消を積極的に推進す
ることで厚岸産昆布の消費拡大に取り組む。 

 
・ 厚岸漁協とさんま棒受網漁業者 23経営体は、流通業者等からの鮮度保持や衛生管
理に対する要望に応えるため、販売形態を現在主流の車積販売から、紫外線殺菌冷却
海水を投入することで魚体温度管理を徹底できる荷受専用タンク販売に完全移行す
るべく関係者と導入時期についての調整を行う。 

 
・ また、厚岸漁協とさんま棒受網漁業者 23経営体は、魚体サイズなど一定要件を満
すものの中から厚岸漁協の商標登録や北海道地域団体商標に登録されている、船上箱
詰めされるブランドさんま「大黒さんま」について、これまで価格維持のため製造制
限（出荷制限）していたが、消費地飲食店等からの強い要望に応えるため、紫外線殺
菌冷却海水と施氷の供給量から確実な鮮度保持が可能な範囲で取扱い量の増大を図
る。なお、取扱い量の増大とともに、生産履歴を確認できるトレーサビリティシステ
ムを活用した消費者が「安全・安心」できる体制を確立することや、消費地での一般
さんまとの食べ比べ等によるＰＲ活動の強化など、販売戦略を定め、需要の拡大に努
める。 

 
・ かき養殖業者 110 経営体と漁協は、東日本大震災の教訓から他県産種ガキの全量
移入が困難となる場合を想定して、厚岸産種ガキの生産促進を目的とした「ほたて盤」
の使用による厚岸産カキ種苗の試験採苗を実施する。 

 
・ 厚岸漁協と刺網漁業者 15経営体ほか、兼業で行うたこ空釣縄漁業者は、北海道に
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対して魚礁や産卵礁の整備促進を要請するとともに、まつかわ、ばばかれいなど消
費地市場からの引き合いが多い特産魚種について、紫外線殺菌海水を使用した畜養水
槽による活保管と販売、調整出荷を行うべく、設備の規模や生産体制について関係者
と調整する。 

 
・ 全漁業経営体及び厚岸漁協は、厚岸漁港における衛生管理対策として屋根付き岸壁
や清浄海水導入施設の整備促進を国へ要望するとともに、荷受者である市場職員とと
もに衛生管理意識向上のために各種衛生管理研修会などへ参加し、衛生管理意識向上
にむけた取り組みのルール化を図るとともに、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販売イベントや直売施設等を通じてPR活動を行
いつつ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０.９％の収入向上を目指す。 
 

漁業コスト削
減のための取
組 

 
・ こんぶ漁業者 13経営体、あさり養殖業者 11経営体、さんま棒受網漁業者 2経営
体は、漁船機関、こんぶ乾燥機の環境対応型機関（省エネ対応）やＬＥＤへの集魚灯
の換装により燃油使用量の削減を図る。 

 
・ 全漁業者は、エンジン回転率の低減等の減速航行による省燃油活動を実践し、漁業
用燃油の削減を図る。 

 
・ こんぶ漁業者 345 経営体は、人件費等の節減のため、こんぶ選別機の導入を検討
する。 

 
 
※これらの取り組みにより、基準年より１.１％のコスト削減を目指す。 
 

活用する支援 
措置等 

 
・水産多面的機能発揮対策事業（国） 
・省エネ機器等導入推進事業（国） 
・省燃油活動推進事業（国） 
・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） 
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■２年目（平成 27年度）     

漁業収入向上
のための取組 

 
・ あさり養殖漁業者 144 経営体は、再整備した養殖施設（あさり区画島）のアサリ
成熟度調査及びラーバ調査を行いつつ、その結果を踏まえ資源管理を徹底するほか、
引き続き、計画的に既存漁場の覆砂を実施することより漁場環境を向上させるととも
に、未利用となっている区画漁場についても覆砂作業を順次実施し、資源量増大を図
る。そして特大サイズのアサリの新規ブランド開発に取組み、厚岸「えもんシリーズ」
の一つとすることを検討する。 

 
・ こんぶ漁業者 345 経営体は、雑海藻が繁茂するこんぶ漁場の岩盤清掃を行い、３
年サイクル及び４年サイクルの輪採操業とする中、岩盤清掃の翌年は禁漁区に設定し
モニタリング調査を計画的に実施することで生産性の高い漁場の確保に努めるとと
もに、引き続き、「北海道昆布漁業振興協会」がコンブ胞子の効率的な散布にかかる
技術開発の一環として取り組む、胞子混合海水の比重を高めることで雑海藻駆除後の
海底表面にコンブ胞子を散布する手法（「昆布増産に向けた試験」という）の構築に
漁業者も積極的に参加協力することで、コンブ増産対策を実施する。また、都市部で
行う販促活動に合わせて昆布のＰＲ活動を行うとともに、厚岸漁協女性部・青年部と
連携し漁協イベントでは、女性部手作りの昆布加工品の販売や町内小中学校における
料理教室開催による食育活動、町内学校給食センターをはじめ町関連施設へ昆布の無
償提供による地産地消を積極的に推進することで厚岸産昆布の消費拡大に取り組む。 

 
・ 厚岸漁協とさんま棒受網漁業者 23経営体は、流通業者等からの鮮度保持や衛生管
理に対する要望に応えるため、販売形態を現在主流の車積販売から、紫外線殺菌冷却
海水を投入することで魚体温度管理を徹底できる荷受専用タンク販売に完全移行す
るため、平成 27年度に荷受専用タンク 100基の増設を行う。 
また、厚岸漁協と厚岸町は、さんま棒受網漁業の盛漁期の氷不足を解消し、氷の安

定供給により鮮度保持の徹底を図るべく貯氷施設の新設を検討する。 
 
・ また、厚岸漁協とさんま棒受網漁業者 23経営体は、魚体サイズなど一定要件を満
すものの中から厚岸漁協の商標登録や北海道地域団体商標に登録されている、船上箱
詰めされるブランドさんま「大黒さんま」について、これまで価格維持のため製造制
限（出荷制限）していたが、消費地飲食店等からの強い要望に応えるため、紫外線殺
菌冷却海水と施氷の供給量から確実な鮮度保持が可能な範囲で取扱い量の増大を図
る。なお、取扱い量の増大とともに、生産履歴を確認できるトレーサビリティシステ
ムを活用した消費者が「安全・安心」できる体制を確立することや、消費地での一般
さんまとの食べ比べ等によるＰＲ活動の強化など、販売戦略を定め、需要の拡大に努
める。 

 
・ かき養殖業者 110 経営体と漁協は、東日本大震災の教訓から他県産種ガキの全量
移入が困難となる場合を想定して、厚岸産種ガキの生産促進を目的とした「ほたて盤」
の使用による厚岸産カキ種苗の試験採苗を実施する。 

 
・ 厚岸漁協と刺網漁業者 15経営体ほか、兼業で行うたこ空釣縄漁業者は、北海道に
対して魚礁や産卵礁の整備促進を要請するとともに、まつかわ、ばばかれいなど消
費地市場からの引き合いが多い特産魚種について、紫外線殺菌海水を使用した畜養水
槽による活保管と販売、調整出荷を行うべく、設備の規模や生産体制について関係者
と調整する。 
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・ 全漁業経営体及び厚岸漁協は、厚岸漁港における衛生管理対策として屋根付き岸壁
や清浄海水導入施設の整備促進を国へ要望するとともに、荷受者である市場職員とと
もに衛生管理意識向上のために各種衛生管理研修会などへ参加し、衛生管理意識向上
にむけた取り組みのルール化を図るとともに、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販売イベントや直売施設等を通じてPR活動を行
いつつ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４.６％の収入向上を目指す。 
 

漁業コスト削
減のための取
組 

 
・ 全漁業経営体は、機関換装や漁船建造の際には、省エネ型機器を積極的に導入する
ことにより、燃油の節減に取り組む。 

 
・ 全漁業者は、エンジン回転率の低減等の減速航行による省燃油活動を実践し、漁業
用燃油の削減を図る。 

 
・ こんぶ漁業者 345 経営体は、こんぶ選別機の導入を促進し、選葉作業の省力化に
取り組む。 

 
・ 全漁業者の盛漁期の氷不足を解消するため、厚岸漁協と厚岸町は関連業界と調整し
貯氷施設の整備を検討する。 

 
※これらの取り組みにより、基準年より１.１％のコスト削減を目指す。 
 

活用する支援 
措置等 

 
・省エネ機器等導入推進事業（国） 
・水産多面的機能発揮対策事業（国） 
・産地水産業強化支援事業（国） 
・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） 
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■３年目（平成 28年度） 

漁業収入向上
のための取組 

 
・ あさり養殖漁業者 144 経営体は、再整備した養殖施設（あさり区画島）のアサリ
成熟度調査及びラーバ調査を行いつつ、その結果を踏まえ資源管理を徹底するほか、
引き続き、計画的に既存漁場の覆砂を実施することより漁場環境を向上させるととも
に、未利用となっている区画漁場についても覆砂作業を順次実施し、資源量増大を図
る。そして特大サイズのアサリを厚岸「えもんシリーズ」の新規ブランドの一つとし
て差別化を行い、知名度向上と販路拡大を図る。 

 
・ こんぶ漁業者 345 経営体は、雑海藻が繁茂するこんぶ漁場の岩盤清掃を行い、３
年サイクル及び４年サイクルの輪採操業とする中、岩盤清掃の翌年は禁漁区に設定し
モニタリング調査を計画的に実施することで生産性の高い漁場の確保に努めるとと
もに、引き続き、「北海道昆布漁業振興協会」がコンブ胞子の効率的な散布にかかる
技術開発の一環として取り組む、胞子混合海水の比重を高めることで雑海藻駆除後の
海底表面にコンブ胞子を散布する手法（「昆布増産に向けた試験」という）の構築に
漁業者も積極的に参加協力することで、コンブ増産対策を実施する。また、都市部で
行う販促活動に合わせて昆布のＰＲ活動を行うとともに、厚岸漁協女性部・青年部と
連携し漁協イベントでは、女性部手作りの昆布加工品の販売や町内小中学校における
料理教室開催による食育活動、町内学校給食センターをはじめ町関連施設へ昆布の無
償提供による地産地消を積極的に推進することで厚岸産昆布の消費拡大に取り組む。 

 
・ 厚岸漁協とさんま棒受網漁業者 23経営体は、流通業者等からの鮮度保持や衛生管
理に対する要望に応えるため、販売形態を現在主流の車積販売から、紫外線殺菌冷却
海水を投入することで魚体温度管理を徹底できる荷受専用タンク販売に完全移行す
るため、平成 28年度にさらに荷受専用タンク 100基の増設を行う。 
また、厚岸漁協と厚岸町は、さんま棒受網漁業の盛漁期の氷不足を解消し、氷の安

定供給により鮮度保持の徹底を図るべく貯氷施設の新設を行う。 
 
・ また、厚岸漁協とさんま棒受網漁業者 23経営体は、魚体サイズなど一定要件を満
すものの中から厚岸漁協の商標登録や北海道地域団体商標に登録されている、船上箱
詰めされるブランドさんま「大黒さんま」について、これまで価格維持のため製造制
限（出荷制限）していたが、消費地飲食店等からの強い要望に応えるため、紫外線殺
菌冷却海水と施氷の供給量から確実な鮮度保持が可能な範囲で取扱い量の増大を図
る。なお、取扱い量の増大とともに、生産履歴を確認できるトレーサビリティシステ
ムを活用した消費者が「安全・安心」できる体制を確立することや、消費地での一般
さんまとの食べ比べ等によるＰＲ活動の強化など、販売戦略を定め、需要の拡大に努
める。 

 
・ かき養殖業者 110 経営体と漁協は、東日本大震災の教訓から他県産種ガキの全量
移入が困難となる場合を想定して、厚岸産種ガキの生産促進を目的とした「ほたて盤」
の使用による厚岸産カキ種苗の試験採苗を実施する。 

 
・ 厚岸漁協と刺網漁業者 15経営体ほか、兼業で行うたこ空釣縄漁業者は、北海道に
対して魚礁や産卵礁の整備促進を要請するとともに、まつかわ、ばばかれいなど消
費地市場からの引き合いが多い特産魚種について、紫外線殺菌海水を使用した畜養水
槽による活保管と販売、調整出荷に取組み、消費地からの信頼を得、販路拡大を図る。 
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・ 全漁業経営体及び厚岸漁協は、厚岸漁港における衛生管理対策として屋根付き岸壁
や清浄海水導入施設の整備促進を国へ要望するとともに、荷受者である市場職員とと
もに衛生管理意識向上のために各種衛生管理研修会などへ参加し、衛生管理意識向上
にむけた取り組みのルール化を図るとともに、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販売イベントや直売施設等を通じてPR活動を行
いつつ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８.２％の収入向上を目指す。 
 

漁業コスト削
減のための取
組 

 
・ 全漁業者は、機関換装や漁船建造の際には、省エネ型機器を積極的に導入すること
により、燃油の節減に取り組む。 

 
・ 全漁業者は、エンジン回転率の低減等の減速航行による省燃油活動を実践し、漁業
用燃油の削減を図る。 

 
・ こんぶ漁業者 345 経営体は、こんぶ選別機の導入を促進し、選葉作業の省力化に
取り組む。 

 
・ 全漁業者の盛漁期の氷不足を解消するため、厚岸漁協と厚岸町は関連業界と調整し
貯氷施設の実施設計及び施設整備を行う。 

 
※これらの取り組みにより、基準年より１.１％のコスト削減を目指す。 
 

活用する支援 
措置等 

 
・水産基盤整備事業（国） 
・産地水産業強化支援事業（国） 
・漁業経営セーフティネット構築事業（国） 
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■４年目（平成 29年度）    

漁業収入向上
のための取組 

 
・ あさり養殖漁業者 144 経営体は、再整備した養殖施設（あさり区画島）のアサリ
成熟度調査及びラーバ調査を行いつつ、その結果を踏まえ資源管理を徹底するほか、
引き続き、計画的に既存漁場の覆砂を実施することより漁場環境を向上させるととも
に、未利用となっている区画漁場についても覆砂作業を順次実施し、資源量増大を図
る。そして特大サイズのアサリを厚岸「えもんシリーズ」の新規ブランドの一つとし
て差別化を行い、知名度向上と販路拡大を図る。 

 
・ こんぶ漁業者 345 経営体は、雑海藻が繁茂するこんぶ漁場の岩盤清掃を行い、３
年サイクル及び４年サイクルの輪採操業とする中、岩盤清掃の翌年は禁漁区に設定し
モニタリング調査を計画的に実施することで生産性の高い漁場の確保に努めるとと
もに、引き続き、「北海道昆布漁業振興協会」がコンブ胞子の効率的な散布にかかる
技術開発の一環として取り組む、胞子混合海水の比重を高めることで雑海藻駆除後の
海底表面にコンブ胞子を散布する手法を採用しこんぶ資源増産により漁業収入の向
上を図る。また、都市部で行う販促活動に合わせて昆布のＰＲ活動を行うとともに、
厚岸漁協女性部・青年部と連携し漁協イベントでは、女性部手作りの昆布加工品の販
売や町内小中学校における料理教室開催による食育活動、町内学校給食センターをは
じめ町関連施設へ昆布の無償提供による地産地消を積極的に推進することで厚岸産
昆布の消費拡大に取り組む。 

 
・ 厚岸漁協とさんま棒受網漁業者 23経営体は、流通業者等からの鮮度保持や衛生管
理に対する要望に応えるため、販売形態を現在主流の車積販売から、紫外線殺菌冷却
海水を投入することで魚体温度管理を徹底できる荷受専用タンク販売に完全移行し、
流通改善と高付加価値化を図る。 

 
・ また、厚岸漁協とさんま棒受網漁業者 23経営体は、魚体サイズなど一定要件を満
すものの中から厚岸漁協の商標登録や北海道地域団体商標に登録されている、船上箱
詰めされるブランドさんま「大黒さんま」について、これまで価格維持のため製造制
限（出荷制限）していたが、消費地飲食店等からの強い要望に応えるため、紫外線殺
菌冷却海水と施氷の供給量から確実な鮮度保持が可能な範囲で取扱い量の増大を図
る。なお、取扱い量の増大とともに、生産履歴を確認できるトレーサビリティシステ
ムを活用した消費者が「安全・安心」できる体制を確立することや、消費地での一般
さんまとの食べ比べ等によるＰＲ活動の強化など、販売戦略を定め、需要の拡大に努
める。 

 
・ かき養殖業者 110 経営体と漁協は、厚岸産種ガキの生産促進を目的とした「ほた
て盤」の使用による厚岸産カキ種苗の生産を本格実施し厚岸産種ガキとして生産増大
を図る。 

 
・ かき養殖業者 110 経営体と漁協は、東日本大震災の教訓から他県産種ガキの全量
移入が困難となる場合を想定して、厚岸産種ガキの生産促進を目的とした「ほたて盤」
の使用による厚岸産カキ種苗の試験採苗を実施する。 

 
・ 厚岸漁協と刺網漁業者 15経営体ほか、兼業で行うたこ空釣縄漁業者は、北海道に
対して魚礁や産卵礁の整備促進を要請するとともに、まつかわ、ばばかれいなど消
費地市場からの引き合いが多い特産魚種について、紫外線殺菌海水を使用した畜養水
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槽による活保管と販売、調整出荷に取組み、消費地からの信頼を得、販路拡大を図る。 
 
・ 全漁業経営体及び厚岸漁協は、厚岸漁港における衛生管理対策として屋根付き岸壁
や清浄海水導入施設の整備促進を国へ要望するとともに、荷受者である市場職員とと
もに衛生管理意識向上のために各種衛生管理研修会などへ参加し、衛生管理意識向上
にむけた取り組みのルール化を図るとともに、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販売イベントや直売施設等を通じてPR活動を行
いつつ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９.３％の収入向上を目指す。 
 

漁業コスト削
減のための取
組 

 
・ 全漁業者は、機関換装や漁船建造の際には、省エネ型機器を積極的に導入すること
により、燃油の節減に取り組む。 

 
・ 全漁業者は、エンジン回転率の低減等の減速航行による省燃油活動を実践し、漁業
用燃油の削減を図る。 

 
・ こんぶ漁業者 345 経営体は、こんぶ選別機の導入を促進し、選葉作業の省力化に
取り組む。 

 
・ 全漁業者は、整備された貯氷施設の活用により、氷の安定供給による鮮度保持の徹
底に努めるとともに、自家製氷の大量生産並びに貯氷量増大でコストダウンを図り、
経費の節減を図る。 

 
※これらの取り組みにより、基準年より１.２％のコスト削減を目指す。 
 

活用する支援 
措置等 

 
・水産基盤整備事業（国） 
・産地水産業強化支援事業（国） 
・漁業経営セーフティネット構築事業（国） 
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■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い、目標達成が確実なものとなるよう、プランの取組

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 

 
・ あさり養殖漁業者 144 経営体は、再整備した養殖施設（あさり区画島）のアサリ
成熟度調査及びラーバ調査を行いつつ、その結果を踏まえ資源管理を徹底するほか、
引き続き、計画的に既存漁場の覆砂を実施することより漁場環境を向上させるととも
に、未利用となっている区画漁場についても覆砂作業を順次実施し、資源量増大を図
る。そして特大サイズのアサリを厚岸「えもんシリーズ」の新規ブランドの一つとし
て差別化を行い、知名度向上と販路拡大を図る。 

 
・ こんぶ漁業者 345 経営体は、雑海藻が繁茂するこんぶ漁場の岩盤清掃を行い、３
年サイクル及び４年サイクルの輪採操業とする中、岩盤清掃の翌年は禁漁区に設定し
モニタリング調査を計画的に実施することで生産性の高い漁場の確保に努めるとと
もに、引き続き、「北海道昆布漁業振興協会」がコンブ胞子の効率的な散布にかかる
技術開発の一環として取り組む、胞子混合海水の比重を高めることで雑海藻駆除後の
海底表面にコンブ胞子を散布する手法を採用しこんぶ資源増産により漁業収入の向
上を図る。また、都市部で行う販促活動に合わせて昆布のＰＲ活動を行うとともに、
厚岸漁協女性部・青年部と連携し漁協イベントでは、女性部手作りの昆布加工品の販
売や町内小中学校における料理教室開催による食育活動、町内学校給食センターをは
じめ町関連施設へ昆布の無償提供による地産地消を積極的に推進することで厚岸産
昆布の消費拡大に取り組む。 

 
・ 厚岸漁協とさんま棒受網漁業者 23経営体は、流通業者等からの鮮度保持や衛生管
理に対する要望に応えるため、販売形態を現在主流の車積販売から、紫外線殺菌冷却
海水を投入することで魚体温度管理を徹底できる荷受専用タンク販売に完全移行し、
流通改善と高付加価値化を図る。 

 
・ また、厚岸漁協とさんま棒受網漁業者 23経営体は、魚体サイズなど一定要件を満
すものの中から厚岸漁協の商標登録や北海道地域団体商標に登録されている、船上箱
詰めされるブランドさんま「大黒さんま」について、これまで価格維持のため製造制
限（出荷制限）していたが、消費地飲食店等からの強い要望に応えるため、紫外線殺
菌冷却海水と施氷の供給量から確実な鮮度保持が可能な範囲で取扱い量の増大を図
る。なお、取扱い量の増大とともに、生産履歴を確認できるトレーサビリティシステ
ムを活用した消費者が「安全・安心」できる体制を確立することや、消費地での一般
さんまとの食べ比べ等によるＰＲ活動の強化など、販売戦略を定め、需要の拡大に努
める。 

 
・ かき養殖業者 110 経営体と漁協は、厚岸産種ガキの生産促進を目的とした「ほた
て盤」の使用による厚岸産カキ種苗の生産を本格実施し厚岸産種ガキとして生産増大
を図る。 

 
・ 厚岸漁協と刺網漁業者 15経営体ほか、兼業で行うたこ空釣縄漁業者は、北海道に
対して魚礁や産卵礁の整備促進を要請するとともに、まつかわ、ばばかれいなど消
費地市場からの引き合いが多い特産魚種について、紫外線殺菌海水を使用した畜養水
槽による活保管と販売、調整出荷に取組み、消費地からの信頼を得、販路拡大を図る。 
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・ 全漁業経営体及び厚岸漁協は、厚岸漁港における衛生管理対策として屋根付き岸壁
や清浄海水導入施設の整備促進を国へ要望するとともに、荷受者である市場職員とと
もに衛生管理意識向上のために各種衛生管理研修会などへ参加し、衛生管理意識向上
にむけた取り組みのルール化を図るとともに、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販売イベントや直売施設等を通じてPR活動を行
いつつ販売促進を図っていく。 

 
・ 厚岸漁協は、衛生管理型漁港整備と併行し、荷揚げ～市場陳列～出荷までの一貫し
た衛生管理対応に重要な役割を果たし、鮮度保持、品質保持、並びにトレーサビリテ
ィの信頼性を高める荷捌き施設整備の基本設計を行う。 

 
 
※これらの取り組みにより、基準年より１０.８％の収入向上を目指す。 
 

漁業コスト削
減のための取
組 

 
 全漁業者は、機関換装や漁船建造の際には、省エネ型機器を積極的に導入することに
より、燃油の節減に取り組む。 

 
・ 全漁業者は、エンジン回転率の低減等の減速航行による省燃油活動を実践し、漁業
用燃油の削減を図る。 

 
・ こんぶ漁業者 345 経営体は、こんぶ選別機の導入を促進し、選葉作業の省力化に
取り組む。 

 
・ 全漁業者は、整備された貯氷施設の活用により、氷の安定供給による鮮度保持の徹
底に努めるとともに、自家製氷の大量生産並びに貯氷量増大でコストダウンを図り、
経費の節減を図る。 

 
※これらの取り組みにより、基準年より１.２％のコスト削減を目指す。 
 

活用する支援 
措置等 

 
・水産基盤整備事業（国） 
・産地水産業強化支援事業（国） 
・漁業経営セーフティネット構築事業（国） 
 

 
（４）関係機関との連携 
 
 
 
 
 

 
厚岸町や北海道釧路総合振興局と連携しながら各種支援制度を活用し、随時、北海道漁連釧路支店・

信漁連釧路支店・共水連北海道事務所釧路支所等の関係機関のアドバイスを受けながら浜の活力再生プ
ランを実施していきます。 
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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 

所得の向上額  千円 
所得の向上率  ％ 

 
（２）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 
事業名 事業内容及び浜の活力再生プランとの関係性 

①水産多面的機能発揮対策事
業 

雑海藻が繁茂する漁場の岩盤清掃（雑海藻駆除）や害敵の駆除を行い、
水産生物の生息環境の保全を行う。 

②省エネ機器等導入推進事業 
漁船機関・こんぶ乾燥機の環境対応型機関（省エネ対応）や集魚灯の

ＬＥＤへの換装により燃油消費量の削減を図る。 

③省燃油活動推進事業  
エンジン回転率の低減等の減速航行による省燃油活動を実践し、燃油

消費量の削減を図る。 
④漁業経営セーフティネット 
構築事業 

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。 

⑤産地水産業強化支援事業 

さんま荷受専用タンクの増設により、販売形態を現在主流の車積販売
から、紫外線殺菌冷却海水を投入することで魚体温度管理を徹底できる
荷受専用タンク販売に完全移行し、流通改善と高付加価値化を図る。 
紫外線殺菌海水を使用した畜養水槽新設による活保管と販売、調整出

荷に取組み、消費地からの信頼を得、販路拡大を図る。 
貯氷施設整備により氷保管能力を増強し、氷の安定供給による鮮度保

持の徹底に努めるとともに、自家製氷の大量生産並びに貯氷量増大でコ
ストダウンを図り、経費の節減を図る。 
衛生管理型漁港整備と併行し、荷揚げ～市場陳列～出荷までの一貫し

た衛生管理対応に重要な役割を果たし、鮮度保持、品質保持、並びにト
レーサビリティの信頼性を高める荷捌き施設の整備を行う。 

⑥水産基盤整備事業 
（厚岸大黒漁場） 

大型魚礁漁場の整備。 

⑦直轄特定漁港漁場整備事業 
衛生管理型漁港整備として厚岸漁港への屋根付き岸壁や清浄海水導入

施設の整備 
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