
 
 

浜の活力再生プラン 
 
 
１ 地域水産業再生委員会 

組織名 広尾地区地域水産業再生委員会 

代表者名 長 岡 郁 夫 

 

再生委員会の構成員 広尾漁業協同組合、広尾町 

オブザーバー 北海道十勝総合振興局産業振興部水産課 

 

対象となる地域の範囲 
及び漁業の種類 

 

・地域の範囲：広尾町 
・漁業の種類： 

さけ定置網漁業（１６８）、ししゃも桁網漁業（５０）、たこ漁業（３）、 
つぶ篭漁業（４）、こんぶ漁業（１４５）、つぶ（えぞばい）漁業（８）、 
ほっき桁網漁業（１０）、うに漁業（３０）、沖合底曳き網漁業（２）、 
助宗刺し網漁業（５） 
 
その他兼業 
（さんま棒受け網漁業（１１）、さんま流し網漁業（２０）、 
 いか釣り漁業（４）、さけ・ます流し網漁業（５）、 
 かじき流し網漁業（１）、その他採介藻） 

・漁業者数：正組合員数 １７９名 
 

 
２ 地域の現状 
（１）関連する水産業を取り巻く現状等 

 
当広尾地区地域水産業再生委員会の所管する広尾町は、十勝総合振興局管内の南部に位置し、以前はさけます流し網漁業で栄え

てきたが、現在は秋さけ定置網漁業を主要漁業として、ししゃも、つぶ、たこ、昆布が代表する漁業となっている。また、平成２
５年度の生産高は２万４千トン・４３億円であるが、近年、水産資源の減少や燃油・資材価格の高騰化、更には、漁業者の高齢化
や後継者不足、船体老朽化問題など厳しい漁業環境下におかれている。 
 更に、地域事情による加工処理能力不足やトラック等の輸送能力の低下による価格影響が著しく、これらに対応する改善方策が
必要な状況にある。 
 

 
（２）その他の関連する現状等 

 
当地域は漁業への依存度が高く、漁業を中心とした産業構造となっていることから、漁業の衰退が直接地域経済へ影響を及ぼす

産業構造となっている。また、厳しい漁業環境の中、広尾漁業協同組合では、漁業経営安定対策として、自主的な資源管理のほか
漁業収入安定対策事業（漁業共済、積立ぷらす）、漁業経営セーフティーネット構築事業の加入促進に努め、漁業コスト削減のため
省エネ機器の導入や減速航行等の省エネ活動を実施している。 
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３ 活性化の取組方針 
（１）基本方針 
 
 広尾町の漁業は町の基幹産業として繁栄してきたが、近年の漁業環境は益々と厳しさをましている。 
特に、異常気象や温暖化により漁場環境が変化し、沿岸回遊魚の減少で取扱漁獲高も減少傾向となっており、それに加えて魚価

の低迷や燃油の高騰化が漁業経営を非常に圧迫している状況にある。 
よって、これらの現状を踏まえて、水産資源の安定、魚価の向上、漁労経費の削減にかかる施策を考え、「浜の活力再生プラン」

として、下記の基本方策により漁業所得を向上させ漁業経営の活性化を目指す。 
 
１） 漁業生産拡大施策による所得向上方策 

ウニ・昆布その他沿岸資源の安定増大に向けた事業展開をし、適正な資源管理のもと水産資源の安定維持を図って行くため、
つくり育てる漁業の確立を目指して次のとおり取り組む。 
・昆布漁場における雑海藻駆除や漁場造成 
・ウニやマツカワ、サケの種苗放流や中間育成放流事業の促進 
・水産基盤整備事業による大型魚礁やタコ礁の整備促進 
・自主休漁や漁獲制限による資源管理型操業体制の確立 
・前浜漁場環境の調査（プランクトン調査・潮流調査等）の実施と有効的な稚魚の放流研究 

  
２） 水産物の付加価値向上と普及促進施策による所得向上方策 

市場魚価の向上や魚介類消費拡大を目指して次のとおり取り組む。 
・活締めやブランド化による付加価値の向上 
・鮮度保持や価格向上のための加工施設・製氷施設などの流通加工施設の整備 
・近隣市町村を含めた地産地消活動（食育活動）の実施 
・各種イベントを利用した広尾産（十勝産）魚介類のＰＲ活動の実施 
・販路拡大維持を目的とした消費地視察の実施（昆布等）  

 
３） 漁業経営改善施策による所得改善方策 
   燃油高騰対策として次のとおり取り組む。 

・省エネ機器等の導入による漁業用燃油の削減 
・漁場までの減速航行や上架時における船底清掃などの省燃油活動の促進 
・漁業経営セーフティーネット構築事業への加入促進 
・協業化等による操業体制の構築による操業経費の節減 

   ・漁労作業の省力化及び協業化を推進するための共同利用施設等の整備 
 
以上の取り組みに加え、漁村地域の活性化のため、若者が新規着業しやすい環境を整え地域の雇用増加と船員や後継者の安定確

保を図るため、次に努める。 
・漁業就業に必要な資格取得に対する支援の実施 
・新規漁業就業者の漁業研修制度を活用した研修支援 
・漁船老朽化対策として新たな補助事業を活用した建造計画 

 
 
（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 
 
漁業関係法令などの公的規制の遵守 
北海道資源管理指針に基づく自主的資源管理措置の徹底 
資源量調査に基づく漁獲制限措置 
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（３）具体的な取組内容 
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いつつ関係者が一丸となって取組む。 
漁業収入向上の
ための取組 

○さけ定置網漁業者（168 経営体）と漁協は、色合いや魚体サイズ、重量など一定要件を満たす良質な銀系ザ
ケについて、洋上での迅速な活締めと高鮮度保持を行うことで「広輝」との名称で差別化を図っているが、漁
獲後の船倉に詰め込む際の選別および活締め作業、その後の保管体制等を考慮すると、その取扱い量に限界が
あり、このため、要件を満たす良質な銀系ザケがどんなに漁獲されても１日に数尾の出荷にとどまっていた経
緯がある。 
そこで、来漁期開始前から全船上作業員を対象とした研修会などで、船上での船倉に投入を行う過程で要件

を満たす秋さけの選別を行う手法や活締め技術の習得に努める。加えて、船上タンクにおける活締め後、出荷
までの低温管理（５℃以下）を行うための海水殺菌装置の活用や施氷方法の統一化を図ることによって、漁獲
物を高い鮮度で均一化できる出荷体制を構築するよう検討することで課題の解消を図る。 
これらにより「広輝」の増産を図り、PR活動の強化（道内大手販売店が行う農水産物コンクール出展等）を

しながら広尾産秋さけの知名度向上と販路拡大を目指す。 
 また、サケの増産に努めるべく、稚魚放流に際しては、新たに前浜における潮流調査やプランクトン調査、
水温調査など水質環境のモニタリングを行うことで適切な放流時期・放流場所での放流に努めるとともに、こ
れまでの河川放流のほか海中飼育放流のための生け簀の更新・拡張を検討し、生育環境の変化に順応できるよ
うに取り組むことで、生残率や回帰率の向上を図る。 
 さらに、関係団体と連携し植樹活動や海岸の流木撤去作業を実施することで漁場環境の保全を図るとともに、
海岸・河川のパトロールを実施し密漁防止対策にも取組む。 

 
○ししゃも桁網漁業者（50経営体）は、水産試験場等に協力して行う資源調査の結果を基に、漁業者自らが上
限漁獲量を設定するなど、計画的な操業に努めながら資源管理を徹底するとともに、河川遡上時期を特定のう
え、遡上開始時には自主的に操業の終了措置を講じることで産卵親魚の保護と遡上の促進を図る。 
また、シシャモは北海道太平洋沿岸のみで漁獲される固有種であり、シシャモの持つ希少価値・付加価値は

非常に高く、十勝管内は主要な生産地であるにも関わらず、「十勝産シシャモ」は全道・全国的には知名度が低
い。このため、管内ししゃも漁業者等で組織する「十勝管内ししゃも漁業調整協議会」を中心として、関係団
体と連携し販売戦略を定め、同協議会が主催して行っているフェア（帯広市内における飲食店やホテルで「生
シシャモ」を使い創意工夫した料理を提供している。）を、道内各都市、道外都心部でも同様のイベントを主
催するなどし、PR活動を強化しながら「産地」「素材（シシャモ）」「希少価値」の知名度アップを図り、販路
拡大・消費拡大に努める。 
 
○さけ定置網漁業者（168経営体）、ししゃも桁網漁業者（50経営体）と漁協は、上記の取組のほか、本漁業
で混獲されるマツカワについても、関係漁業団体と町村で構成する「十勝管内栽培漁業推進協議会」と連携し
て種苗放流に取り組む。また、漁業者単独でも自主的に漁獲サイズ規制などを通じてマツカワの生産量の安定
を図るとともに、消費者ニーズに基づき、近隣漁協での成功例を参考としながら、新たに活締めや活出荷を検
討することで付加価値向上に取り組む。  
  
○つぶ（えぞばい）漁業者（8 経営体）と漁協は、これまで取り組んできた卵塊放流について、課題を整理し
ながら生残率向上に努めるとともに、その効果を高めるため、自主的な禁漁期間や許容漁獲量の設定による資
源管理の徹底を図る。 
また、これまでの繁殖生態調査の結果と平成25年度に実施した消費地（九州）におけるニーズ調査の結果を

踏まえ、フルイ目合を拡大し選別を行うことで、繁殖未加入サイズ（未成貝）の保護・漁獲防止を図るととも
に、漁獲サイズの大型化を図る。加えて、漁獲後は畜養水槽や殺菌海水を活用した砂抜きや漁獲物の洗浄、消
費地市場の市況を勘案しての調整出荷に取り組むべく関係者との調整に努める。 
 
○沖合底びき網漁業者（2 経営体）は、すけとうだらを対象に、漁獲量が多い一方で、気温の高さから鮮度劣
化が懸念される9月、10月に、出漁前に漁船に積み込む粉砕氷の必要量を確保し、確実に魚槽の冷却を行うと
ともに、積載する漁獲量を一定量に制限しつつ鮮度の持続状況を調査し、漁獲後の管理ルールを確立する。こ
れにより、より鮮度の向上を図り鮮魚流通における単価向上を図る。 
 また、漁業者は漁協と協力して、韓国水産物輸入規制状況を確認しつつ、広く東アジアを対象に、すけとう
だら（粉砕氷をひきつめた発砲での出荷）の輸出の可能性を検討する。 
 
○たこ漁業者（3経営体）、つぶ籠漁業者（4経営体）、刺し網漁業者（5経営体）及び漁協は、北海道に対して
魚礁や産卵礁の整備促進について要請するとともに、自主的に漁獲量制限や体長制限（ツブ、スケトウダラ）、
種苗放流（ハタハタ）などを実施することにより事業効果を高め、資源増大の促進に取り組む。 
さらに、畜養水槽と殺菌海水の活用により、「活」保管を行い、つぶ貝における砂抜きのほか、消費地市場の

市況を勘案しての調整出荷に取り組むべく関係者との調整に努めることで、魚価の向上を図る。 
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○こんぶ漁業者（145 経営体）と漁協は、9月から 12 月にかけて成熟した葉状体から放出される胞子の付着
を促進するため、雑海草駆除を行った翌年は自主禁漁区とし、輪番操業をすることにより、常に生産性の高い
漁場を確保するとともに、定期的なモニタリングを実施しながら必要に応じて食害生物の駆除をあわせて行う。 
 また、販路拡大・維持のため、関西地区などの主要な消費地視察を通じて、買受人や量販店、加工業者から
直接、意見を聴取しながら需要が高い加工形態と出荷方法を工夫するなど、他の有名産地との競合に対応しう
る製品作りを検討する。 
 
○ほっき桁網漁業者（10経営体）は、試験研究機関等と行う資源調査の結果を基に、漁業者自ら禁漁区域と許
容漁獲量の設定とともに、生産力の低下した漁場において海底耕耘や新たに外敵となるヒトデ等の駆除に取り
組みつつ未成貝などの成長の遅い貝を当該漁場へ移植放流することで、資源管理および安定生産に努める。  
 
○うに漁業者（30経営体）と漁協は、資源増大を目的とした種苗生産放流とあわせて、磯焼け漁場の藻場回復
を目的とした岩盤清掃や母藻の設置等を行い、海藻の生育状況のモニタリングにより、ウニの食圧と藻場の成
長力の均衡を保つべく適正な密度管理を図る。 
なお、実入りの悪いウニが出現する場合には、餌環境の良い漁場へ分散するため移植などを効率的に実施

するとともに、必要に応じて畜養施設を整備し、岩盤清掃において駆除した雑海藻などを餌料として与えるこ
とで、確実なウニ生産に努め、資源維持と価格の向上を図る。 
 
○全漁業者と漁協は、上記各取組みと併せ、全ての漁業を対象に衛生管理の徹底した荷さばき体制の構築を図
るため、さらには、サケやシシャモなどの自営加工について施設の老朽化を改善するため、市場施設、加工場、
製氷貯氷施設の整備や改修などの検討を行う。また、市場職員・加工職員とともに各衛生管理や鮮度管理等の
研修などに参加し、管理意識向上を図る。 
なお、製氷貯氷施設は平成２８年度、市場施設は平成２９年度、加工施設はH３０年度を目標に整備する。 
 
○全漁業者と漁協は、女性部、青年部、町、管内各漁業協議会等と連携して販売戦略を定め、広尾独自の各種
イベントを通じた広尾産水産物のPR活動を強化するとともに、各種フェア、販促などの広域的なPR活動も強
化し、「広尾産」「十勝産」の知名度向上による魚価底上げを図り、漁業収入の向上を図る。 
  また、一般家庭での魚食の普及・消費拡大のため、レシピの開発や小学校等での食育事業を実施する。 
 
これら取り組みにより、基準年より 0.4パーセント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、省燃油活動推進事業などを活用し、減速航行の徹底や定期的な船底及びプロペラ清掃、係
留時の機関停止などのほか、漁場の共同探索や漁場情報の共有を行い、省燃油活動に取り組むとともに、漁船・
漁具・漁労機器等の定期的なメンテナンスを行い、修理費等の経費削減に取り組む。 
 
○全漁業経営体は、機関換装、新造及び漁労設備更新などの際には、省エネ機器を積極的に導入し、燃油節減
に取り組む。 
                  
○全漁業者と漁協は、十勝港・音調津漁港において、漁港施設の老朽化や土砂堆積などの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の施設整備など、港湾・漁港の整備促進について国や北海道に要請すると
ともに、自らも港湾・漁港の利用ルールを定め、入出港時の時間ロス等の解消を図る。 
 
○漁協、町及びさけ定置網漁業者は、アザラシ等の来遊によるサケへの食害や漁具の破損を減少させるため、
北海道や国の支援を受け、追払い事業や生態調査の実施及び駆除を推進し、漁獲ロスや漁具・漁網被害の低減
を検討する。 
 
○ほっき漁業者は、経営の合理化と協業化（プール制の導入等）を推進し、漁労経費の削減を目指す。 
 
○全漁業者と漁協は、自主的な資源管理のほか漁業収入安定対策事業（漁業共済・積立ぷらす）漁業経営セー
フティーネット構築事業の加入促進に努める。 
 
これら取り組みにより、基準年より 1.1パーセントの経費削減を目指す。 
 

 
活用する支援措
置等 

○省エネ機器等導入推進事業（国） 
○省燃油活動推進事業（国）  
○漁業経営セーフティーネット構築事業（国） 
○水産多面的機能発揮対策事業（国）   
○水産基盤整備事業（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 

○さけ定置網漁業者（168 経営体）と漁協は、色合いや魚体サイズ、重量など一定要件を満たす良質な銀系ザ
ケについて、洋上での迅速な活締めと高鮮度保持を行うことで「広輝」との名称で差別化を図っているが、漁
獲後の船倉に詰め込む際の選別および活締め作業、その後の保管体制等を考慮すると、その取扱い量に限界が
あり、このため、要件を満たす良質な銀系ザケがどんなに漁獲されても１日に数尾の出荷にとどまっていた経
緯がある。 
そこで、来漁期開始前から全船上作業員を対象とした研修会などで、船上での船倉に投入を行う過程で要件

を満たす秋さけの選別を行う手法や活締め技術の習得に努める。加えて、船上タンクにおける活締め後、出荷
までの低温管理（５℃以下）を行うための海水殺菌装置の活用や施氷方法の統一化を図ることによって、漁獲
物を高い鮮度で均一化できる出荷体制を構築することで課題の解消を図る。 
これらにより「広輝」の増産を図り、PR活動の強化（道内大手販売店が行う農水産物コンクール出展等）を

しながら広尾産秋さけの知名度向上と販路拡大を目指す。 
 また、サケの増産に努めるべく、稚魚放流に際しては、新たに前浜における潮流調査やプランクトン調査、
水温調査など水質環境のモニタリングを行うことで適切な放流時期・放流場所での放流に努めるとともに、こ
れまでの河川放流のほか海中飼育放流のための生け簀の更新・拡張を検討し、生育環境の変化に順応できるよ
うに取り組むことで、生残率や回帰率の向上を図る。 

 さらに、関係団体と連携し植樹活動や海岸の流木撤去作業を実施することで漁場環境の保全を図るととも
に、海岸・河川のパトロールを実施し密漁防止対策にも取組む。 

 
○ししゃも桁網漁業者（50経営体）は、水産試験場等に協力して行う資源調査の結果を基に、漁業者自らが上
限漁獲量を設定するなど計画的な操業に努めながら資源管理を徹底するとともに、河川遡上時期を特定のうえ、
遡上開始時には自主的に操業の終了措置を講じることで産卵親魚の保護と遡上の促進を図る。 
また、シシャモは北海道太平洋沿岸のみで漁獲される固有種であり、シシャモの持つ希少価値・付加価値は

非常に高く、十勝管内は主要な生産地であるにも関わらず「十勝産シシャモ」は全道・全国的には知名度が低
い。このため、管内ししゃも漁業者等で組織する「十勝管内ししゃも漁業調整協議会」を中心として、関係団
体と連携し策定した販売戦略にもとづき、同協議会が主催して行っているフェア（帯広市内における飲食店や
ホテルで「生シシャモ」を使い創意工夫した料理を提供している。）を、道内各都市、道外都心部でも同様の
イベントを主催するなどし、PR活動を強化しながら「産地」「素材（シシャモ）」「希少価値」の知名度アップ
を図り、販路拡大・消費拡大に努める。 
 
○さけ定置網漁業者（168経営体）、ししゃも桁網漁業者（50経営体）と漁協は、上記の取組のほか、本漁業
で混獲されるマツカワについても、関係漁業団体と町村で構成する「十勝管内栽培漁業推進協議会」と連携し
て種苗放流に取り組む。また、漁業者単独でも自主的に漁獲サイズ規制などを通じてマツカワの生産量の安定
を図るとともに、消費者ニーズに基づき、近隣漁協での成功例を参考としながら、新たに活締めや活出荷を検
討することで付加価値向上に取り組む。  
  
○つぶ（えぞばい）漁業者（8 経営体）と漁協は、これまで取り組んできた卵塊放流について、課題を整理し
ながら生残率向上に努めるとともに、その効果を高めるため、自主的な禁漁期間や許容漁獲量の設定による資
源管理の徹底を図る。 
また、これまでの繁殖生態調査の結果と平成25年度に実施した消費地（九州）におけるニーズ調査の結果を

踏まえ、フルイ目合を拡大し選別を行うことで、繁殖未加入サイズ（未成貝）の保護・漁獲防止を図るととも
に、漁獲サイズの大型化を図る。加えて、漁獲後は畜養水槽や殺菌海水を活用した砂抜きや漁獲物の洗浄、消
費地市場の市況を勘案しながら、関係者と協力して調整出荷に取り組む。 
 
○沖合底びき網漁業者（2 経営体）は、すけとうだらを対象に、漁獲量が多い一方で、気温の高さから鮮度劣
化が懸念される9月、10月に、出漁前に漁船に積み込む粉砕氷の必要量を確保し、確実に魚槽の冷却を行うと
ともに、積載する漁獲量を一定量に制限しつつ鮮度の持続状況を調査し、漁獲後の管理ルールを確立する。こ
れにより、より鮮度の向上を図り鮮魚流通における単価向上を図る。 
 また、漁業者は漁協と協力して、韓国水産物輸入規制状況を確認しながら、広く東アジアを対象に、すけと
うだら（粉砕氷をひきつめた発砲での出荷）の輸出に取り組む。 
 
○たこ漁業者（3経営体）、つぶ籠漁業者（4経営体）、刺し網漁業者（5経営体）及び漁協は、北海道に対して
魚礁や産卵礁の整備促進について要請するとともに、自主的に漁獲量制限や体長制限（ツブ、スケトウダラ）、
種苗放流（ハタハタ）などを実施することにより事業効果を高め、資源増大の促進に取り組む。 
さらに、畜養水槽と殺菌海水の活用により、「活」保管を行い、つぶ貝における砂抜きのほか、消費地市場の

市況を勘案しながら、関係者と協力して調整出荷に取り組む。 
 
○こんぶ漁業者（145 経営体）と漁協は、9月から 12 月にかけて成熟した葉状体から放出される胞子の付着
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を促進するため、雑海草駆除を行った翌年は自主禁漁区とし、輪番操業をすることにより、常に生産性の高い
漁場を確保するとともに、定期的なモニタリングを実施しながら必要に応じて食害生物の駆除をあわせて行う。 
 また、販路拡大・維持のため、関西地区などの主要な消費地視察を通じて、買受人や量販店、加工業者から
直接、意見を聴取しながら需要が高い加工形態と出荷方法を工夫するなど、他の有名産地との競合に対応しう
る製品作りを進める。 
 
○ほっき桁網漁業者（10経営体）は、試験研究機関等と行う資源調査の結果を基に、漁業者自ら禁漁区域と許
容漁獲量の設定とともに、生産力の低下した漁場において海底耕耘や新たに外敵となるヒトデ等の駆除に取り
組みつつ未成貝などの成長の遅い貝を当該漁場へ移植放流することで、資源管理および安定生産に努める。  
 
○うに漁業者（30経営体）と漁協は、資源増大を目的とした種苗生産放流とあわせて、磯焼け漁場の藻場回復
を目的とした岩盤清掃や母藻の設置等を行い、海藻の生育状況のモニタリングにより、ウニの食圧と藻場の成
長力の均衡を保つべく適正な密度管理を図る。 
なお、実入りの悪いウニが出現する場合には、餌環境の良い漁場へ分散するため移植などを効率的に実施

するとともに、必要に応じて畜養施設を整備し、岩盤清掃において駆除した雑海藻などを餌料として与えるこ
とで、確実なウニ生産に努め、資源維持と価格の向上を図る。 
 
○全漁業者と漁協は、上記各取組みと併せ、全ての漁業を対象に衛生管理の徹底した荷さばき体制の構築を図
るため、さらには、サケやシシャモなどの自営加工について施設の老朽化を改善するため、市場施設、加工場、
製氷貯氷施設の整備や改修を進める。また、市場職員・加工職員とともに各衛生管理や鮮度管理等の研修など
に参加し、管理意識向上を図る。 
なお、製氷貯氷施設は平成２８年度、市場施設は平成２９年度、加工施設はH３０年度を目標に整備する。 
 
○全漁業者と漁協は、女性部、青年部、町、管内各漁業協議会等と連携して販売戦略に基づき、広尾独自の各
種イベントを通じた広尾産水産物のPR活動を強化するとともに、各種フェア、販促などの広域的なPR活動も
強化し、「広尾産」「十勝産」の知名度向上による魚価底上げを図り、漁業収入の向上を図る。 
  また、一般家庭での魚食の普及・消費拡大のため、レシピの開発や小学校等での食育事業を実施する。 
 
 
これら取り組みにより、基準年より 0.8パーセント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、前年度に引き続き、減速航行の徹底や定期的な船底及びプロペラ清掃、係留時の機関停止
などのほか、漁場の共同探索や漁場情報の共有を行い、省燃油活動に取り組むとともに、漁船・漁具・漁労機
器等の定期的なメンテナンスを行い、修理費等の経費削減に取り組む。 
 
○全漁業経営体は、前年度に引き続き、機関換装、新造及び漁労設備更新などの際には、省エネ機器を積極的
に導入し、燃油節減に取り組む。 
 
○全漁業者と漁協は、前年度に引き続き、十勝港・音調津漁港において、漁港施設の老朽化や土砂堆積などの
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の施設整備など、港湾・漁港の整備促進について国や
北海道に要請するとともに、自らも港湾・漁港の利用ルールを定め、入出港時の時間ロス等の解消を図る。 
 
○全漁業者と漁協は、前年に引き続き、自主的な資源管理のほか漁業収入安定対策事業（漁業共済・積立ぷら
す）漁業経営セーフティーネット構築事業の加入促進に努める。 
 
○ほっき漁業者は協業化を推進し、漁労経費の削減を目指す。 
 
○ 漁協、町及びさけ定置網漁業者は、前年度に引き続き、アザラシ等の来遊によるサケへの食害や漁具の破
損を減少させるため、北海道や国の支援を受け、追払い事業や生態調査の実施及び駆除を推進し、漁獲ロスや
漁具・漁網被害の低減を検討する。 
 
これら取り組みにより、基準年より 1.1パーセントの経費削減を目指す。 
 

 

 
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） 
○漁業経営セーフティーネット構築事業（国）   
○産地水産業強化支援事業（国） 
○水産基盤整備事業  
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３年目（平成２８年度） 
 
漁業収入向上の
ための取組 

○さけ定置網漁業者（168 経営体）と漁協は、色合いや魚体サイズ、重量など一定要件を満たす良質な銀系ザ
ケについて、洋上での迅速な活締めと高鮮度保持を行うことで「広輝」との名称で差別化を図っているが、漁
獲後の船倉に詰め込む際の選別および活締め作業、その後の保管体制等を考慮すると、その取扱い量に限界が
あり、このため、要件を満たす良質な銀系ザケがどんなに漁獲されても１日に数尾の出荷にとどまっていた経
緯がある。 
そこで、来漁期開始前から全船上作業員を対象とした研修会などで、船上での船倉に投入を行う過程で要件

を満たす秋さけの選別を行う手法や活締め技術の習得に努める。加えて、船上タンクにおける活締め後、出荷
までの低温管理（５℃以下）を行うための海水殺菌装置の活用や施氷方法の統一化を図ることによって、漁獲
物を高い鮮度で均一化できる出荷体制を構築することで課題の解消を図る。 
これらにより「広輝」の増産を図り、PR活動の強化（道内大手販売店が行う農水産物コンクール出展等）を

しながら広尾産秋さけの知名度向上と販路拡大を目指す。 
 また、サケの増産に努めるべく、稚魚放流に際しては、新たに前浜における潮流調査やプランクトン調査、
水温調査など水質環境のモニタリングを行うことで適切な放流時期・放流場所での放流に努めるとともに、こ
れまでの河川放流のほか海中飼育放流のための生け簀の更新・拡張を検討し、生育環境の変化に順応できるよ
うに取り組むことで、生残率や回帰率の向上を図る。 

 さらに、関係団体と連携し植樹活動や海岸の流木撤去作業を実施することで漁場環境の保全を図るととも
に、海岸・河川のパトロールを実施し密漁防止対策にも取組む。 

 
○ししゃも桁網漁業者（50経営体）は、水産試験場等に協力して行う資源調査の結果を基に、漁業者自らが上
限漁獲量を設定するなど計画的な操業に努めることにより資源管理を徹底するとともに、河川遡上時期を特定
のうえ、遡上開始時には自主的に操業の終了措置を講じることで産卵親魚の保護と遡上の促進を図る。 
また、シシャモは北海道太平洋沿岸のみで漁獲される固有種であり、シシャモの持つ希少価値・付加価値は

非常に高く、十勝管内は主要な生産地であるにも関わらず「十勝産シシャモ」は全道・全国的には知名度が低
い。このため、管内ししゃも漁業者等で組織する「十勝管内ししゃも漁業調整協議会」を中心として、関係団
体と連携し策定した販売戦略にもとづき、同協議会が主催して行っているフェア（帯広市内における飲食店や
ホテルで「生シシャモ」を使い創意工夫した料理を提供している。）を、道内各都市、道外都心部でも同様の
イベントを主催するなどし、PR活動を強化しながら「産地」「素材（シシャモ）」「希少価値」の知名度アップ
を図り、販路拡大・消費拡大に努める。 
 
○さけ定置網漁業者（168経営体）、ししゃも桁網漁業者（50経営体）と漁協は、上記の取組のほか、本漁業
で混獲されるマツカワについても、関係漁業団体と町村で構成する「十勝管内栽培漁業推進協議会」と連携し
て種苗放流に取り組む。また、漁業者単独でも自主的に漁獲サイズ規制などを通じてマツカワの生産量の安定
を図るとともに、消費者ニーズに基づき、近隣漁協での成功例を参考としながら、新たに活締めや活出荷に取
り組むことで付加価値向上に取り組む。  
  
○つぶ（えぞばい）漁業者（8 経営体）と漁協は、これまで取り組んできた卵塊放流について、課題を整理し
ながら生残率向上に努めるとともに、その効果を高めるため、自主的な禁漁期間や許容漁獲量の設定による資
源管理の徹底を図る。 
また、これまでの繁殖生態調査の結果と平成25年度に実施した消費地（九州）におけるニーズ調査の結果を

踏まえ、フルイ目合を拡大し選別を行うことで、繁殖未加入サイズ（未成貝）の保護・漁獲防止を図るととも
に、漁獲サイズの大型化を図る。加えて、漁獲後は畜養水槽や殺菌海水を活用した砂抜きや漁獲物の洗浄、消
費地市場の市況を勘案しつつ、関係者と協力して調整出荷に取り組む。 
 
○沖合底びき網漁業者（2 経営体）は、すけとうだらを対象に、漁獲量が多い一方で、気温の高さから鮮度劣
化が懸念される9月、10月に、出漁前に漁船に積み込む粉砕氷の必要量を確保し、確実に魚槽の冷却を行うと
ともに、積載する漁獲量を一定量に制限しつつ鮮度の持続状況を調査し、漁獲後の管理ルールを確立する。こ
れにより、より鮮度の向上を図り鮮魚流通における単価向上を図る。 
 また、漁業者は漁協と協力して、韓国水産物輸入規制状況を確認しつつ、広く東アジアを対象に、すけとう
だら（粉砕氷をひきつめた発砲での出荷）の輸出に取り組む。 
 
○たこ漁業者（3経営体）、つぶ籠漁業者（4経営体）、刺し網漁業者（5経営体）及び漁協は、北海道に対して
魚礁や産卵礁の整備促進について要請するとともに、自主的に漁獲量制限や体長制限（ツブ、スケトウダラ）、
種苗放流（ハタハタ）などを実施することにより事業効果を高め、資源増大の促進に取り組む。 
さらに、畜養水槽と殺菌海水の活用により、「活」保管を行い、つぶ貝における砂抜きのほか、消費地市場の

市況を勘案しながら、関係者と協力して調整出荷に取り組む。 
 
○こんぶ漁業者（145経営体）と漁協は、9月から 12 月にかけて、成熟した葉状体から放出される胞子の付
着を促進するための雑海草駆除を行った翌年は自主禁漁区とし輪番操業をすることにより、常に生産性の高い
漁場を確保するとともに、定期的なモニタリングを実施しながら必要に応じて食害生物の駆除をあわせて行う。 
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 また、販路拡大・維持のため、関西地区などの主要な消費地視察を通じて、買受人や量販店、加工業者から
直接、意見を聴取しながら需要が高い加工形態と出荷方法を工夫するなど、他の有名産地との競合に対応しう
る製品作りを進める。 
 
○ほっき桁網漁業者（10経営体）は、試験研究機関等と行う資源調査の結果を基に、漁業者自ら禁漁区域と許
容漁獲量の設定とともに、生産力の低下した漁場において海底耕耘や新たに外敵となるヒトデ等の駆除に取り
組みつつ未成貝などの成長の遅い貝を当該漁場へ移植放流することで、資源管理および安定生産に努める。  
 
○うに漁業者（30経営体）と漁協は、資源増大を目的とした種苗生産放流とあわせて、磯焼け漁場の藻場回復
を目的とした岩盤清掃や母藻の設置等を行いつつ、海藻の生育状況のモニタリングを行い、ウニの食圧と藻場
の成長力の均衡を保つべく適正な密度管理を図る。 
なお、実入りの悪いウニが出現する場合には、餌環境の良い漁場へ分散するため移植などを効率的に実施

するとともに、必要に応じて畜養施設を整備し、岩盤清掃において駆除した雑海藻などを餌料として与えるこ
とで、確実なウニ生産に努め、資源維持と価格の向上を図る。 
 
○全漁業者と漁協は、上記各取組みと併せ、全ての漁業を対象に衛生管理の徹底した荷さばき体制の構築を図
るため、さらには、サケやシシャモなどの自営加工について施設の老朽化を改善するため、市場施設、加工場、
製氷貯氷施設の整備や改修を進める。また、市場職員・加工職員とともに各衛生管理や鮮度管理等の研修など
に参加し、管理意識向上を図る。 
なお、製氷貯氷施設は平成２８年度、市場施設は平成２９年度、加工施設はH３０年度を目標に整備する。 
 
○全漁業者と漁協は、女性部、青年部、町、管内各漁業協議会等と連携して販売戦略に基づき、広尾独自の各
種イベントを通じた広尾産水産物のPR活動を強化するとともに、各種フェア、販促などの広域的なPR活動も
強化し、「広尾産」「十勝産」の知名度向上による魚価底上げを図り、漁業収入の向上を図る。 
  また、一般家庭での魚食の普及・消費拡大のため、レシピの開発や小学校等での食育事業を実施する。 
 
これら取り組みにより、基準年より 1.2パーセント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、前年度に引き続き、減速航行の徹底や定期的な船底及びプロペラ清掃、係留時の機関停止
などのほか、漁場の共同探索や漁場情報の共有を行い、省燃油活動に取り組むとともに、漁船・漁具・漁労機
器等の定期的なメンテナンスを行い、修理費等の経費削減に取り組む。 
 
○全漁業経営体は、前年度に引き続き、機関換装、新造及び漁労設備更新などの際には、省エネ機器を積極的
に導入し、燃油節減に取り組む。 
 
○全漁業者と漁協は、前年度に引き続き、十勝港・音調津漁港において、漁港施設の老朽化や土砂堆積などの
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の施設整備など、港湾・漁港の整備促進について国や
北海道に要請するとともに、自らも港湾・漁港の利用ルールを定め、入出港時の時間ロス等の解消を図る。 
 
○全漁業者と漁協は、前年に引き続き、自主的な資源管理のほか漁業収入安定対策事業（漁業共済・積立ぷら
す）漁業経営セーフティーネット構築事業の加入促進に努める。 
 
○ほっき漁業者は協業化を推進し、漁労経費の削減を目指す。 
 
○ 漁協、町及びさけ定置網漁業者は、前年度に引き続き、アザラシ等の来遊によるサケへの食害や漁具の破
損を減少させるため、北海道や国の支援を受け、追払い事業や生態調査の実施及び駆除を推進し、漁獲ロスや
漁具・漁網被害の低減を検討する。 
 
これら取り組みにより、基準年より 1.1パーセントの経費削減を目指す。 
 

 

 
活用する支援措
置等 

 
○漁業経営セーフティーネット構築事業（国）   
○産地水産業強化支援事業（国） 
○水産基盤整備事業        
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４年目（平成２９年度） 
 
漁業収入向上の
ための取組 

○さけ定置網漁業者（168 経営体）と漁協は、色合いや魚体サイズ、重量など一定要件を満たす良質な銀系ザ
ケについて、洋上での迅速な活締めと高鮮度保持を行うことで「広輝」との名称で差別化を図っているが、漁
獲後の船倉に詰め込む際の選別および活締め作業、その後の保管体制等を考慮すると、その取扱い量に限界が
あり、このため、要件を満たす良質な銀系ザケがどんなに漁獲されても１日に数尾の出荷にとどまっていた経
緯がある。 
そこで、来漁期開始前から全船上作業員を対象とした研修会などで、船上での船倉に投入を行う過程で要件

を満たす秋さけの選別を行う手法や活締め技術の習得に努める。加えて、船上タンクにおける活締め後、出荷
までの低温管理（５℃以下）を行うための海水殺菌装置の活用や施氷方法の統一化を図ることによって、漁獲
物を高い鮮度で均一化できる出荷体制を構築することで課題の解消を図る。 
これらにより「広輝」の増産を図り、PR活動の強化（道内大手販売店が行う農水産物コンクール出展等）を

しながら広尾産秋さけの知名度向上と販路拡大を目指す。 
 また、サケの増産に努めるべく、稚魚放流に際しては、新たに前浜における潮流調査やプランクトン調査、
水温調査など水質環境のモニタリングを行うことで適切な放流時期・放流場所での放流に努めるとともに、こ
れまでの河川放流のほか海中飼育放流のための生け簀の更新・拡張を検討し、生育環境の変化に順応できるよ
うに取り組むことで、生残率や回帰率の向上を図る。 

 さらに、関係団体と連携し植樹活動や海岸の流木撤去作業を実施することで漁場環境の保全を図るととも
に、海岸・河川のパトロールを実施し密漁防止対策にも取組む。 

 
○ししゃも桁網漁業者（50経営体）は、水産試験場等に協力して行う資源調査の結果を基に、漁業者自らが上
限漁獲量を設定するなど計画的な操業に努めながら資源管理を徹底するとともに、河川遡上時期を特定のうえ、
遡上開始時には自主的に操業の終了措置を講じることで産卵親魚の保護と遡上の促進を図る。 
また、シシャモは北海道太平洋沿岸のみで漁獲される固有種であり、シシャモの持つ希少価値・付加価値は

非常に高く、十勝管内は主要な生産地であるにも関わらず「十勝産シシャモ」は全道・全国的には知名度が低
い。このため、管内ししゃも漁業者等で組織する「十勝管内ししゃも漁業調整協議会」を中心として、関係団
体と連携し策定した販売戦略にもとづき、同協議会が主催して行っているフェア（帯広市内における飲食店や
ホテルで「生シシャモ」を使い創意工夫した料理を提供している。）を、道内各都市、道外都心部でも同様の
イベントを主催するなどし、PR活動を強化しながら「産地」「素材（シシャモ）」「希少価値」の知名度アップ
を図り、販路拡大・消費拡大に努める。 
 
○さけ定置網漁業者（168経営体）、ししゃも桁網漁業者（50経営体）と漁協は、上記の取組のほか、本漁業
で混獲されるマツカワについても、関係漁業団体と町村で構成する「十勝管内栽培漁業推進協議会」と連携し
て種苗放流に取り組む。また、漁業者単独でも自主的に漁獲サイズ規制などを通じてマツカワの生産量の安定
を図るとともに、消費者ニーズに基づき、近隣漁協での成功例を参考としながら、新たに活締めや活出荷に取
り組むことで付加価値向上に取り組む。  
  
○つぶ（えぞばい）漁業者（8 経営体）と漁協は、これまで取り組んできた卵塊放流について、課題を整理し
ながら生残率向上に努めるとともに、その効果を高めるため、自主的な禁漁期間や許容漁獲量の設定による資
源管理の徹底を図る。 
また、これまでの繁殖生態調査の結果と平成25年度に実施した消費地（九州）におけるニーズ調査の結果を

踏まえ、フルイ目合を拡大し選別を行うことで、繁殖未加入サイズ（未成貝）の保護・漁獲防止を図るととも
に、漁獲サイズの大型化を図る。加えて、漁獲後は畜養水槽や殺菌海水を活用した砂抜きや漁獲物の洗浄、消
費地市場の市況を勘案しながら、関係者と協力して調整出荷に取り組む。 
 
○沖合底びき網漁業者（2 経営体）は、すけとうだらを対象に、漁獲量が多い一方で、気温の高さから鮮度劣
化が懸念される9月、10月に、出漁前に漁船に積み込む粉砕氷の必要量を確保し、確実に魚槽の冷却を行うと
ともに、積載する漁獲量を一定量に制限しつつ鮮度の持続状況を調査し、漁獲後の管理ルールを確立する。こ
れにより、より鮮度の向上を図り鮮魚流通における単価向上を図る。 
 また、漁業者は漁協と協力して、韓国水産物輸入規制状況を確認しながら、広く東アジアを対象に、すけと
うだら（粉砕氷をひきつめた発砲での出荷）の輸出に取り組む。 
 
○たこ漁業者（3経営体）、つぶ籠漁業者（4経営体）、刺し網漁業者（5経営体）及び漁協は、北海道に対して
魚礁や産卵礁の整備促進について要請するとともに、自主的に漁獲量制限や体長制限（ツブ、スケトウダラ）、
種苗放流（ハタハタ）などを実施することにより事業効果を高め、資源増大の促進に取り組む。 
さらに、畜養水槽と殺菌海水の活用により、「活」保管を行い、つぶ貝における砂抜きのほか、消費地市場の

市況を勘案しながら、関係者と協力して調整出荷に取り組む。 
 
○こんぶ漁業者（145経営体）と漁協は、9月から 12 月にかけて成熟した葉状体から放出される胞子の付着
を促進するため、雑海草駆除を行った翌年は自主禁漁区とし、輪番操業をすることにより、常に生産性の高い
漁場を確保するとともに、定期的なモニタリングを実施しながら必要に応じて食害生物の駆除をあわせて行う。 
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 また、販路拡大・維持のため、関西地区などの主要な消費地視察を通じて、買受人や量販店、加工業者から
直接、意見を聴取しながら需要が高い加工形態と出荷方法を工夫するなど、他の有名産地との競合に対応しう
る製品作りを進める。 
 
○ほっき桁網漁業者（10経営体）は、試験研究機関等と行う資源調査の結果を基に、漁業者自ら禁漁区域と許
容漁獲量の設定とともに、生産力の低下した漁場において海底耕耘や新たに外敵となるヒトデ等の駆除に取り
組みつつ未成貝などの成長の遅い貝を当該漁場へ移植放流することで、資源管理および安定生産に努める。  
 
○うに漁業者（30経営体）と漁協は、資源増大を目的とした種苗生産放流とあわせて、磯焼け漁場の藻場回復
を目的とした岩盤清掃や母藻の設置等を行い、海藻の生育状況のモニタリングにより、ウニの食圧と藻場の成
長力の均衡を保つべく適正な密度管理を図る。 
なお、実入りの悪いウニが出現する場合には、餌環境の良い漁場へ分散するため移植などを効率的に実施

するとともに、必要に応じて畜養施設を整備し、岩盤清掃において駆除した雑海藻などを餌料として与えるこ
とで、確実なウニ生産に努め、資源維持と価格の向上を図る。 
 
○全漁業者と漁協は、上記各取組みと併せ、全ての漁業を対象に衛生管理の徹底した荷さばき体制の構築を図
るため、さらには、サケやシシャモなどの自営加工について施設の老朽化を改善するため、市場施設、加工場、
製氷貯氷施設の整備や改修を進める。また、市場職員・加工職員とともに各衛生管理や鮮度管理等の研修など
に参加し、管理意識向上を図る。 
なお、製氷貯氷施設は平成２８年度、市場施設は平成２９年度、加工施設はH３０年度を目標に整備する。 
 
○全漁業者と漁協は、女性部、青年部、町、管内各漁業協議会等と連携して販売戦略に基づき、広尾独自の各
種イベントを通じた広尾産水産物のPR活動を強化するとともに、各種フェア、販促などの広域的なPR活動も
強化し、「広尾産」「十勝産」の知名度向上による魚価底上げを図り、漁業収入の向上を図る。 
  また、一般家庭での魚食の普及・消費拡大のため、レシピの開発や小学校等での食育事業を実施する。 
 
これら取り組みにより、基準年より 1.6パーセント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、前年度に引き続き、減速航行の徹底や定期的な船底及びプロペラ清掃、係留時の機関停止
などのほか、漁場の共同探索や漁場情報の共有を行い、省燃油活動に取り組むとともに、漁船・漁具・漁労機
器等の定期的なメンテナンスを行い、修理費等の経費削減に取り組む。 
 
○全漁業経営体は、前年度に引き続き、機関換装、新造及び漁労設備更新などの際には、省エネ機器を積極的
に導入し、燃油節減に取り組む。 
 
○全漁業者と漁協は、前年度に引き続き、十勝港・音調津漁港において、漁港施設の老朽化や土砂堆積などの
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の施設整備など、港湾・漁港の整備促進について国や
北海道に要請するとともに、自らも港湾・漁港の利用ルールを定め、入出港時の時間ロス等の解消を図る。 
 
○全漁業者と漁協は、前年に引き続き、自主的な資源管理のほか漁業収入安定対策事業（漁業共済・積立ぷら
す）漁業経営セーフティーネット構築事業の加入促進に努める。 
 
○ほっき漁業者は協業化を推進し、漁労経費の削減を目指す。 
 
○ 漁協、町及びさけ定置網漁業者は、前年度に引き続き、アザラシ等の来遊によるサケへの食害や漁具の破
損を減少させるため、北海道や国の支援を受け、追払い事業や生態調査の実施及び駆除を推進し、漁獲ロスや
漁具・漁網被害の低減を検討する。 
 
これら取り組みにより、基準年より 1.1パーセントの経費削減を目指す。 
 

 
  

 
活用する支援措
置等 

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

○さけ定置網漁業者（168 経営体）と漁協は、色合いや魚体サイズ、重量など一定要件を満たす良質な銀系ザ
ケについて、洋上での迅速な活締めと高鮮度保持を行うことで「広輝」との名称で差別化を図っているが、漁
獲後の船倉に詰め込む際の選別および活締め作業、その後の保管体制等を考慮すると、その取扱い量に限界が
あり、このため、要件を満たす良質な銀系ザケがどんなに漁獲されても１日に数尾の出荷にとどまっていた経
緯がある。 
そこで、来漁期開始前から全船上作業員を対象とした研修会などで、船上での船倉に投入を行う過程で要件

を満たす秋さけの選別を行う手法や活締め技術の習得に努める。加えて、船上タンクにおける活締め後、出荷
までの低温管理（５℃以下）を行うための海水殺菌装置の活用や施氷方法の統一化を図ることによって、漁獲
物を高い鮮度で均一化できる出荷体制を構築することで課題の解消を図る。 
これらにより「広輝」の増産を図り、PR活動の強化（道内大手販売店が行う農水産物コンクール出展等）を

しながら広尾産秋さけの知名度向上と販路拡大を目指す。 
 また、サケの増産に努めるべく、稚魚放流に際しては、新たに前浜における潮流調査やプランクトン調査、
水温調査など水質環境のモニタリングを行うことで適切な放流時期・放流場所での放流に努めるとともに、こ
れまでの河川放流のほか海中飼育放流のための生け簀の更新・拡張を行い、生育環境の変化に順応できるよう
に取り組むことで、生残率や回帰率の向上を図る。 

 さらに、関係団体と連携し植樹活動や海岸の流木撤去作業を実施することで漁場環境の保全を図るととも
に、海岸・河川のパトロールを実施し密漁防止対策にも取組む。 

 
○ししゃも桁網漁業者（50経営体）は、水産試験場等に協力して行う資源調査の結果を基に、漁業者自らが上
限漁獲量を設定するなど計画的な操業に努めることにより資源管理を徹底するとともに、河川遡上時期を特定
のうえ、遡上開始時には自主的に操業の終了措置を講じることで産卵親魚の保護と遡上の促進を図る。 
また、シシャモは北海道太平洋沿岸のみで漁獲される固有種であり、シシャモの持つ希少価値・付加価値は

非常に高く、十勝管内は主要な生産地であるにも関わらず「十勝産シシャモ」は全道・全国的には知名度が低
い。このため、管内ししゃも漁業者等で組織する「十勝管内ししゃも漁業調整協議会」を中心として、関係団
体と連携し策定した販売戦略にもとづき、同協議会が主催して行っているフェア（帯広市内における飲食店や
ホテルで「生シシャモ」を使い創意工夫した料理を提供している。）を、道内各都市、道外都心部でも同様の
イベントを主催するなどし、PR活動を強化しながら「産地」「素材（シシャモ）」「希少価値」の知名度アップ
を図り、販路拡大・消費拡大に努める。 

 
○さけ定置網漁業者（168経営体）、ししゃも桁網漁業者（50経営体）と漁協は、上記の取組のほか、本漁業
で混獲されるマツカワについても、関係漁業団体と町村で構成する「十勝管内栽培漁業推進協議会」と連携し
て種苗放流に取り組む。また、漁業者単独でも自主的に漁獲サイズ規制などを通じてマツカワの生産量の安定
を図るとともに、消費者ニーズに基づき、近隣漁協での成功例を参考としながら、新たに活締めや活出荷に取
り組むことで付加価値向上に取り組む。  
  
○つぶ（えぞばい）漁業者（8 経営体）と漁協は、これまで取り組んできた卵塊放流について課題を整理しな
がら生残率向上に努めるとともに、その効果を高めるため、自主的な禁漁期間や許容漁獲量の設定による資源
管理の徹底を図る。 
また、これまでの繁殖生態調査の結果と平成25年度に実施した消費地（九州）におけるニーズ調査の結果を

踏まえ、フルイ目合を拡大し選別を行うことで、繁殖未加入サイズ（未成貝）の保護・漁獲防止を図るととも
に、漁獲サイズの大型化を図る。加えて、漁獲後は畜養水槽や殺菌海水を活用した砂抜きや漁獲物の洗浄、消
費地市場の市況を勘案しながら関係者と協力して調整出荷に取り組む。 
 
○沖合底びき網漁業者（2 経営体）は、すけとうだらを対象に、漁獲量が多い一方で、気温の高さから鮮度劣
化が懸念される9月、10月に、出漁前に漁船に積み込む粉砕氷の必要量を確保し、確実に魚槽の冷却を行うと
ともに、積載する漁獲量を一定量に制限しつつ鮮度の持続状況を調査し、漁獲後の管理ルールを確立する。こ
れにより、より鮮度の向上を図り鮮魚流通における単価向上を図る。 
 また、漁業者は漁協と協力して、韓国水産物輸入規制状況を確認しながら、広く東アジアを対象に、すけと
うだら（粉砕氷をひきつめた発砲での出荷）の輸出に取り組む。 
 
○たこ漁業者（3経営体）、つぶ籠漁業者（4経営体）、刺し網漁業者（5経営体）及び漁協は、北海道に対して
魚礁や産卵礁の整備促進について要請するとともに、自主的に漁獲量制限や体長制限（ツブ、スケトウダラ）、
種苗放流（ハタハタ）などを実施することにより事業効果を高め、資源増大の促進に取り組む。 
さらに、畜養水槽と殺菌海水の活用により、「活」保管を行い、つぶ貝における砂抜きのほか、消費地市場の

市況を勘案しながら、関係者と協力して調整出荷に取り組む。 
 
○こんぶ漁業者（145 経営体）と漁協は、9月から 12 月にかけて成熟した葉状体から放出される胞子の付着
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を促進するため、雑海草駆除を行った翌年は自主禁漁区とし、輪番操業をすることにより、常に生産性の高い
漁場を確保するとともに、定期的なモニタリングを実施しながら必要に応じて食害生物の駆除をあわせて行う。 
 また、販路拡大・維持のため、関西地区などの主要な消費地視察を通じて、買受人や量販店、加工業者から
直接、意見を聴取しながら需要が高い加工形態と出荷方法を工夫するなど、他の有名産地との競合に対応しう
る製品作りを進める。 
 
○ほっき桁網漁業者（10経営体）は、試験研究機関等と行う資源調査の結果を基に、漁業者自ら禁漁区域と許
容漁獲量の設定とともに、生産力の低下した漁場において海底耕耘や新たに外敵となるヒトデ等の駆除に取り
組みつつ未成貝などの成長の遅い貝を当該漁場へ移植放流することで、資源管理および安定生産に努める。  
 
○うに漁業者（30経営体）と漁協は、資源増大を目的とした種苗生産放流とあわせて、磯焼け漁場の藻場回復
を目的とした岩盤清掃や母藻の設置等を行い、海藻の生育状況のモニタリングにより、ウニの食圧と藻場の成
長力の均衡を保つべく適正な密度管理を図る。 
なお、実入りの悪いウニが出現する場合には、餌環境の良い漁場へ分散するため移植などを効率的に実施

するとともに、必要に応じて畜養施設を整備し、岩盤清掃において駆除した雑海藻などを餌料として与えるこ
とで、確実なウニ生産に努め、資源維持と価格の向上を図る。 
 
○全漁業者と漁協は、上記各取組みと併せ、全ての漁業を対象に衛生管理の徹底した荷さばき体制の構築を図
るため、さらには、サケやシシャモなどの自営加工について施設の老朽化を改善するため、市場施設、加工場、
製氷貯氷施設の整備や改修を進める。また、市場職員・加工職員とともに各衛生管理や鮮度管理等の研修など
に参加し、管理意識向上を図る。 
なお、製氷貯氷施設は平成２８年度、市場施設は平成２９年度、加工施設はH３０年度を目標に整備する。 
 
○全漁業者と漁協は、女性部、青年部、町、管内各漁業協議会等と連携して販売戦略に基づき、広尾独自の各
種イベントを通じた広尾産水産物のPR活動を強化するとともに、各種フェア、販促などの広域的なPR活動も
強化し、「広尾産」「十勝産」の知名度向上による魚価底上げを図り、漁業収入の向上を図る。 
  また、一般家庭での魚食の普及・消費拡大のため、レシピの開発や小学校等での食育事業を実施する。 
 
これら取り組みにより、基準年より 2.0パーセント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、前年度に引き続き、減速航行の徹底や定期的な船底及びプロペラ清掃、係留時の機関停止
などのほか、漁場の共同探索や漁場情報の共有を行い、省燃油活動に取り組むとともに、漁船・漁具・漁労機
器等の定期的なメンテナンスを行い、修理費等の経費削減に取り組む。 
 
○全漁業経営体は、前年度に引き続き、機関換装、新造及び漁労設備更新などの際には、省エネ機器を積極的
に導入し、燃油節減に取り組む。 
 
○全漁業者と漁協は、前年度に引き続き、十勝港・音調津漁港において、漁港施設の老朽化や土砂堆積などの
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の施設整備など、港湾・漁港の整備促進について国や
北海道に要請するとともに、自らも港湾・漁港の利用ルールを定め、入出港時の時間ロス等の解消を図る。 
 
○全漁業者と漁協は、前年に引き続き、自主的な資源管理のほか漁業収入安定対策事業（漁業共済・積立ぷら
す）漁業経営セーフティーネット構築事業の加入促進に努める。 
 
○ほっき漁業者は協業化を推進し、漁労経費の削減を目指す。 
 
○ 漁協、町及びさけ定置網漁業者は、前年度に引き続き、アザラシ等の来遊によるサケへの食害や漁具の破
損を減少させるため、北海道や国の支援を受け、追払い事業や生態調査の実施及び駆除を推進し、漁獲ロスや
漁具・漁網被害の低減を検討する。 
 
これら取り組みにより、基準年より 1.1パーセントの経費削減を目指す。 
 

 

 
活用する支援措
置等 

 
○漁業経営セーフティーネット構築事業（国）   
○産地水産業強化支援事業（国） 
○水産基盤整備事業   
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（４）関係機関との連携 
広尾町や十勝総合振興局と連携しながら、各種支援制度を活用し、随時、漁連・信漁連・共済組合等関係機関のアドバイスを受

けながらプラン実施をしていく。 
 

 
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 
 

 
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 

省燃油活動推進事業 
 

漁業者自らが省エネを意識し、省燃油活動を実施することで、浜の活力再生プ
ランの効果が高められる。 

 
 

省エネ機器等導入推進事業 
 

漁業経費における燃油削減効果が高められることから、浜の活力再生プランが
高められる。 

 
 

水産多面的機能発揮対策事業 
 

前浜の岩盤清掃活動を実施して、環境生態系の保全を図る。 
 
 
 

漁業経営セーフティーネット構築事業 燃油高騰の影響緩和が図られ、漁業経営の安定に繋がることから、浜の活力再
生プランが高められる。 

 
 

水産基盤整備事業 大型魚礁やたこ礁を設置して資源増大を図ることや、漁港の老朽化対策および
航路浚渫および建設海岸の浸食防止を行うことによって漁業生産活動の非効率化
の解消が図られ、浜の活力再生プランが高められる。 

産地水産業支援強化事業 共同利用施設等の整備活用により、高度な衛生管理体制の充実と流通体制の強
化が図られ、漁業者の負担軽減と所得向上が図られることから、浜の活力再生プ
ランの効果が高められる。 
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