
１　地域水産業再生委員会

※再生委員会規約及び推進体制組織図を別添資料に示す。

： 北海道北見市（常呂漁業協同組合の範囲）

： ホタテガイ漁業　　　　　１４９名

ホタテガイ養殖漁業　　　１１５名

サケ定置漁業　　　　　　１４１名

その他兼業

　（マス小定置、カキ養殖、底建網漁業、

： 正組合員１４９名

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

　常呂港、河口港、サロマ湖第２湖口港と各港の航路に砂の堆積が見られる。春の流氷明けとともに浚渫し
ているが、大きな時化が来ると航路に砂が堆積し、漁船の航行に影響がでることから、漂砂対策が求められ
ている。また、地区には老朽化している漁港が多く存在し、安全で効率的な操業のため、漁港の補修による
機能回復が求められている。

対象となる地域の範囲及び漁業の種類

地域

漁業

ホッカイシマエビ漁業、カニ篭漁
業）

漁業者数

　当委員会のある北見市地区は北海道の北東部のオホーツク管内に位置しており、国内有数の漁場であるオ
ホーツク海に面し、西部にはサロマ湖を抱える漁業の盛んな地域である。
　常呂漁業協同組合は、正組合員１４９名を有し、ホタテガイ漁業、ホタテガイ養殖漁業、サケ定置網漁業
の主要漁業のほか、マス小定置漁業、カキ養殖漁業、ホッカイシマエビ漁業、カニ篭漁業等が兼業で行われ
るなど、様々な漁業が営まれており、平成２５年の水揚げ量は約５．１万トン、水揚金額は約１１７億円と
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。
　このうち、「つくり育てる漁業」の代表であるホタテガイとサケは、増殖技術の進歩により、その生産量
が飛躍的に増加したが、水揚げの年変動が大きく、また魚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ところであるが、全組合員が参画している主幹漁業として、地域経済に欠
かせない漁業となっている為、価格の安定、向上を目指して海外輸出への展開を進めている。
　当地区の主要な漁港である常呂漁港は、岸壁の延長を行い、漁船の大型化による狭隘化に対応してきたと
ころだが、高度な衛生管理が求められているＥＵ等諸外国への輸出を図るには、ソフト面での対応のみでは
難しい状況となっており、陸揚げから出荷に至る一連の行程で衛生管理の高度化を図るべく関連施設の整備
が必要となっている。
　また、輸出は主に漁協直営または地区の民間水産加工場を経て出荷しているが、地域では人手不足が深刻
で、現状は外国人研修生に頼らざるをえない状況が続いているため、労働力の円滑な確保が課題となってい
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、経営補削減に
向けた取組を進める必要がある。
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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

○衛生管理対策の取組
・高度な衛生管理に対応できる近代的な荷捌き施設等の整備
・滅菌海水を使用した製氷施設の整備
・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

○漁港機能保全対策に向けた取組
・漁業生産拠点となる漁港機能の整備保全
・漁船保全修理施設の整備

・共同漁業権行使規則に基づく制限の徹底による資源保護（常呂漁業協同組合理事会）
・常呂漁業協同組合における資源管理計画に基づく、自主的資源管理措置の実施による資源保護（北海道資
源管理協議会）

※プランの取組みに関連する漁業調整規則や漁業調整委員会に指示等について記載する。

○経費の削減の取組
・ホタテガイ養殖漁業の漁具の仕様変更及び一部機械化による省力化による経費の削減
・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
・漁業経営セーフテフィネット構築事業への加入促進
・漁業用作業保管施設の整備による出漁準備の効率化等による経費の削減

○労働力確保に向けた取組
・一般人を対象とした漁業活動研修会の開催
・「水産業学んでなっとく」事業、「お魚普及・料理講習会」、「ところ物産まつり」等の機会を通じ、広
く生産・加工現場の周知による安定した労働力の確保

　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。

○水産資源の安定増大と資源を保全する取組
・ホタテ漁場へのホタテ貝殻の散布による底質改善やヒトデの駆除によるホタテ貝の増産
・一定サイズ以上でのホタテ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
・カニやマスなど研究機関と協力して実施する資源量調査により算出された適正漁獲量の厳格な遵守や適正
放流などによる資源増大

○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を徹底
・各種イベントでの宣伝、料理講習会等魚食普及の推進による消費・販路の拡大対策
・現状の小規模で簡素な構造の産直施設を建て替え、常呂産水産物の現地からの発信力の向上による消費・
販路拡大



（３）具体的な取組内容（毎年毎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。

①漁業収入向上
のための取組

　ホタテガイ漁業者１４９名、ホタテガイ養殖漁業者１１５名と漁協は、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、ホタテガイ漁業者は、放
流に先立って生産力の低下したホタテ漁場において、ホタテ貝殻の漁場への散布によ
る底質改善やヒトデの駆除の強化を図ることで、生産力の改善を図るとともに、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輸出の需要の高まりから、ＥＵ向け輸出の拡大を目指し、船上で
の漁獲作業や常呂漁港岸壁での水揚げ、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（網走中部海域）」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、安全衛生管理状況の確認を行う。確認結
果を基に、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、荷捌き
施設の整備、漁船の大型化に取り組むことを検討し、ＥＵ認定工場向けの仕向け量を
順次増やす。

　さらに、今後のＥＵ輸出向け出荷量の増大に対応するため、ＥＵｰＨＡＣＣＰ認定の
漁協直営加工施設の整備について検討する。

　サケ定置網漁業者１４１名は、水揚げ後に冷却水タンク保管や漁船の魚倉に砕氷等
を投入し運搬するなど冷却効果を高めることで、水揚げ後出荷までの低温管理（５℃
以下）を徹底する。加えて、鮮度保持・衛生管理強化・サケ魚卵の歩留まり向上を図
るため、海水殺菌装置の整備を検討する。

　また、漁協は、全漁業種類を対象に施氷の徹底による衛生管理と鮮度保持を図るた
め、殺菌海水を使用した海水氷の安定的な供給を目指し、製氷・貯氷施設の整備を検
討する。

　その他、カニ篭漁業やマス小定置網漁業など兼業で行う全ての漁業者と漁協は、試
験研究機関と連携し資源量調査等を行うとともに自主的な漁獲制限ルールの徹底を通
じてケガニやマスなどの資源増大、収入向上に努める。

　全漁業者及び漁協と北見市は、販売戦略を定めるとともに、道内外で開催されるイ
ベントを通じて宣伝活動を行い、消費者ニーズの把握に努めつつ、ニーズに応じた出
荷体制及び販売先の拡大を図る。
　また、現状の小規模で簡素な構造の産直施設の建て替えを行い、従来からの水産物
販売に加えて農産物やレシピ集等の展示等による集客の向上に取り組み、６次産業化
による常呂水産物の消費・販路拡大に取り組む。

これらの取り組みにより、基準年より0.8％の収入向上を目指す。



・

・

・

・

・

活用する支援措
置等

・学んでなっとく事業（市）
・流通促進取組支援事業（国）
・産地水産業強化支援事業（国）
・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）

②漁業コスト削
減のための取組

　全漁業者は、減速航行や漁場情報の共有及び船体清掃と機器・設備メンテナンスに
よる燃費向上の省燃油活動等に取り組む。

　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。

漁業用作業保管施設の整備による出漁準備の効率化・省力化により漁業経費の削減に
取り組む。

　ホタテガイ養殖漁業者及び漁協は、順次、養殖カゴをザブトンカゴから丸カゴへの
仕様変更及び稚貝放流作業の一部機械化による作業人員の少人数化を図り、人手不足
の改善及び人件費の削減に取り組む

　全漁業者及び漁協は、漁港が航路等の土砂堆積による漁業作業の非効率化や波浪に
よる港内の静穏性が十分に保たれない等による漁業生産活動の非効率化を解消するた
め、防波堤の整備や港内、航路の浚渫を国や北海道へ要望するとともに、漁業者自ら
も潮位変化に影響されない効率的な操業体制を組むことで燃油の消費を抑え経費の節
減に努める。

これらの取り組みにより、基準年より０．４％の経費削減を見込む。



・

・

・

・

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。

　２年目（平成２７年度）

①漁業収入向上
のための取組

　ホタテガイ漁業者１４９名、ホタテガイ養殖漁業者１１５名と漁協は、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、ホタテガイ漁業者は、放
流に先立って生産力の低下したホタテ漁場において、ホタテ貝殻の漁場への散布によ
る底質改善やヒトデの駆除の強化を図ることで、生産力の改善を図るとともに、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輸出の需要の高まりから、ＥＵ向け輸出の拡大を目指し、船上で
の漁獲作業や常呂漁港岸壁での水揚げ、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（網走中部海域）」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
基に、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、荷捌き施設
の整備についての計画を策定するとともに、順次漁船の大型化に取り組むことで、Ｅ
Ｕ認定工場向けの仕向け量を順次増やす。

　さらに、今後のＥＵ輸出向け出荷量の増大に対応するため、ＥＵｰＨＡＣＣＰ認定の
漁協直営加工施設の整備について検討する。

　サケ定置網漁業者１４１名は、水揚げ後に冷却水タンク保管や漁船の魚倉に砕氷等
を投入し運搬するなど冷却効果を高めることで、水揚げ後出荷までの低温管理（５℃
以下）を徹底する。加えて、鮮度保持・衛生管理強化・サケ魚卵の歩留まり向上を図
るため、海水殺菌装置を順次整備する。

　また、漁協は、全漁業種類を対象に施氷の徹底による衛生管理と鮮度保持を図るた
め、殺菌海水を使用した海水氷の安定的な供給を目指し、製氷・貯氷施設の整備計画
を策定する。

　その他、カニ篭漁業やマス小定置網漁業など兼業で行う全ての漁業者と漁協は、試
験研究機関と連携し資源量調査等を行うとともに自主的な漁獲制限ルールの徹底を通
じてケガニやマスなどの資源増大、収入向上に努める。

　全漁業者及び漁協と北見市は、販売戦略に基づき、道内外で開催されるイベントを
通じて宣伝活動を行うとともに、消費者ニーズの把握に努めつつ、ニーズに応じた出
荷体制及び販売先の拡大を図る。
　また、建て替えられた産直施設を活用し、従来からの水産物販売に加えて農産物や
レシピ集等の展示等による集客の向上に取り組み、６次産業化による常呂水産物の消
費・販路拡大に取り組む。



・

・

・

・

・

活用する支援措
置等

・学んでなっとく事業（市）
・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）

②漁業コスト削
減のための取組

　全漁業者は、減速航行や漁場情報の共有及び船体清掃と機器・設備メンテナンスに
よる燃費向上の省燃油活動等に取り組む。

　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。

漁業用作業保管施設の整備による出漁準備の効率化・省力化により漁業経費の削減に
取り組む。

　ホタテガイ養殖漁業者及び漁協は、順次、養殖カゴをザブトンカゴから丸カゴへの
仕様変更及び稚貝放流作業の一部機械化による作業人員の少人数化を図り、人手不足
の改善及び人件費の削減に取り組む

　全漁業者及び漁協は、漁港が航路等の土砂堆積による漁業作業の非効率化や波浪に
よる港内の静穏性が十分に保たれない等による漁業生産活動の非効率化を解消するた
め、防波堤の整備や港内、航路の浚渫を国や北海道へ要望するとともに、漁業者自ら
も潮位変化に影響されない効率的な操業体制を組むことで燃油の消費を抑え経費の節
減に努める。

これらの取り組みにより、基準年より０．４％の経費削減を見込む。



・

・

・

・

　３年目（平成２８年度）

①漁業収入向上
のための取組

　　ホタテガイ漁業者１４９名、ホタテガイ養殖漁業者１１５名と漁協は、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、ホタテガイ漁業者は、
放流に先立って生産力の低下したホタテ漁場において、ホタテ貝殻の漁場への散布に
よる底質改善やヒトデの駆除の強化を図ることで、生産力の改善を図るとともに、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輸出の需要の高まりから、ＥＵ向け輸出の拡大を目指し、船上で
の漁獲作業や常呂漁港岸壁での水揚げ、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（網走中部海域）」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
基に、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、荷捌き施設
の整備、漁船の大型化に順次取り組むことで、ＥＵ認定工場向けの仕向け量を順次増
やす。

　さらに、今後のＥＵ輸出向け出荷量の増大に対応するため、ＥＵｰＨＡＣＣＰ認定の
漁協直営加工施設の整備について、民間加工場の動向を踏まえ、関係者と協議する。

　サケ定置網漁業者１４１名は、水揚げ後に冷却水タンク保管や漁船の魚倉に砕氷等
を投入し運搬するなど冷却効果を高めることで、水揚げ後出荷までの低温管理（５℃
以下）を徹底する。加えて、鮮度保持・衛生管理強化・サケ魚卵の歩留まり向上を図
るため、海水殺菌装置を順次整備する。

　また、漁協は、全漁業種類を対象に施氷の徹底による衛生管理と鮮度保持を図るた
め、殺菌海水を使用した海水氷の安定的な供給を目指し、製氷・貯氷施設の整備を行
う。

　その他、カニ篭漁業やマス小定置網漁業など兼業で行う全ての漁業者と漁協は、試
験研究機関と連携し資源量調査等を行うとともに自主的な漁獲制限ルールの徹底を通
じてケガニやマスなどの資源増大、収入向上に努める。

　全漁業者及び漁協と北見市は、販売戦略に基づき、道内外で開催されるイベントを
通じて宣伝活動を行うとともに、消費者ニーズの把握に努めつつ、ニーズに応じた出
荷体制及び販売先の拡大を図る。
　また、建て替えられた産直施設を活用し、従来からの水産物販売に加えて農産物や
レシピ集等の展示等による集客の向上に取り組み、６次産業化による常呂水産物の消
費・販路拡大に取り組む。

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。



・

・

・

・

・

活用する支援措
置等

・学んでなっとく事業（市）
・ホタテ貝殻利用漁場造成事業（道）
・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）

②漁業コスト削
減のための取組

　全漁業者は、減速航行や漁場情報の共有及び船体清掃と機器・設備メンテナンスに
よる燃費向上の省燃油活動等に取り組む。また、船体清掃を円滑に行うため、大型化
した漁船に対応する漁船上架施設を新たに整備するとともに、関係漁業者及び漁協
は、施設の利用についてのルールを作成し、安全を確保しつつ作業が短時間で行われ
るよう努める。

　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。

漁業用作業保管施設の整備による出漁準備の効率化・省力化により漁業経費の削減に
取り組む。

　ホタテガイ養殖漁業者及び漁協は、順次、養殖カゴをザブトンカゴから丸カゴへの
仕様変更及び稚貝放流作業の一部機械化による作業人員の少人数化を図り、人手不足
の改善及び人件費の削減に取り組む

　全漁業者及び漁協は、漁港が航路等の土砂堆積による漁業作業の非効率化や波浪に
よる港内の静穏性が十分に保たれない等による漁業生産活動の非効率化を解消するた
め、防波堤の整備や港内、航路の浚渫を国や北海道へ要望するとともに、漁業者自ら
も潮位変化に影響されない効率的な操業体制を組むことで燃油の消費を抑え経費の節
減に努める。

これらの取り組みにより、基準年より0.4％の経費削減を見込む。



・

・

・

・

　４年目（平成２９年度）

①漁業収入向上
のための取組

　ホタテガイ漁業者１４９名、ホタテガイ養殖漁業者１１５名と漁協は、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、ホタテガイ漁業者は、放
流に先立って生産力の低下したホタテ漁場において、ホタテ貝殻の漁場への散布によ
る底質改善やヒトデの駆除の強化を図ることで、生産力の改善を図るとともに、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輸出の需要の高まりから、ＥＵ向け輸出の拡大を目指し、船上で
の漁獲作業や常呂漁港岸壁での水揚げ、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（網走中部海域）」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
基に、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、整備した荷
捌き施設を活用するとともに、漁船の大型化に順次取り組むことで、ＥＵ認定工場向
けの仕向け量を順次増やす。

　さらに、今後のＥＵ輸出向け出荷量の増大に対応するため、ＥＵｰＨＡＣＣＰ認定の
漁協直営加工施設の整備について、情報収集等を行い、計画策定準備を行う。

　サケ定置網漁業者１４１名は、水揚げ後に冷却水タンク保管や漁船の魚倉に砕氷等
を投入し運搬するなど冷却効果を高めることで、水揚げ後出荷までの低温管理（５℃
以下）を徹底する。加えて、鮮度保持・衛生管理強化・サケ魚卵の歩留まり向上を図
るため、海水殺菌装置を順次整備する。

　また、漁協は、全漁業種類を対象に施氷の徹底による衛生管理と鮮度保持を図るた
め、整備した製氷・貯氷施設を活用し、殺菌海水を使用した海水氷の安定的な供給に
努める。

　その他、カニ篭漁業やマス小定置網漁業など兼業で行う全ての漁業者と漁協は、試
験研究機関と連携し資源量調査等を行うとともに自主的な漁獲制限ルールの徹底を通
じてケガニやマスなどの資源増大、収入向上に努める。

　全漁業者及び漁協と北見市は、販売戦略に基づき、道内外で開催されるイベントを
通じて宣伝活動を行うとともに、消費者ニーズの把握に努めつつ、ニーズに応じた出
荷体制及び販売先の拡大を図る。
　また、建て替えられた産直施設を活用し、従来からの水産物販売に加えて農産物や
レシピ集等の展示等による集客の向上に取り組み、６次産業化による常呂水産物の消
費・販路拡大に取り組む。

これらの取り組みにより、基準年より3.5％の収入向上を目指す。



・

・

・

・

・

活用する支援措
置等

・学んでなっとく事業（市）
・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）

②漁業コスト削
減のための取組

　全漁業者は、減速航行や漁場情報の共有及び船体清掃と機器・設備メンテナンスに
よる燃費向上の省燃油活動等に取り組む。

　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。

漁業用作業保管施設の整備による出漁準備の効率化・省力化により漁業経費の削減に
取り組む。

　ホタテガイ養殖漁業者及び漁協は、順次、養殖カゴをザブトンカゴから丸カゴへの
仕様変更及び稚貝放流作業の一部機械化による作業人員の少人数化を図り、人手不足
の改善及び人件費の削減に取り組む

　全漁業者及び漁協は、漁港が航路等の土砂堆積による漁業作業の非効率化や波浪に
よる港内の静穏性が十分に保たれない等による漁業生産活動の非効率化を解消するた
め、防波堤の整備や港内、航路の浚渫を国や北海道へ要望するとともに、漁業者自ら
も潮位変化に影響されない効率的な操業体制を組むことで燃油の消費を抑え経費の節
減に努める。

これらの取り組みにより、基準年より0.4％の経費削減を見込む。



・

・

・

・

これらの取り組みにより、基準年より4.3％の収入向上を目指す。

　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。

①漁業収入向上
のための取組

　ホタテガイ漁業者１４９名、ホタテガイ養殖漁業者１１５名と漁協は、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、ホタテガイ漁業者は、放
流に先立って生産力の低下したホタテ漁場において、ホタテ貝殻の漁場への散布によ
る底質改善やヒトデの駆除の強化を図ることで、生産力の改善を図るとともに、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輸出の需要の高まりから、ＥＵ向け輸出の拡大を目指し、船上で
の漁獲作業や常呂漁港岸壁での水揚げ、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（網走中部海域）」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
基に、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、整備した荷
捌き施設を活用するとともに、漁船の大型化に順次取り組むことで、ＥＵ認定工場向
けの仕向け量を順次増やす。

　さらに、今後のＥＵ輸出向け出荷量の増大に対応するため、ＥＵｰＨＡＣＣＰ認定の
漁協直営加工施設の整備について計画を策定する。

　サケ定置網漁業者１４１名は、水揚げ後に冷却水タンク保管や漁船の魚倉に砕氷等
を投入し運搬するなど冷却効果を高めることで、水揚げ後出荷までの低温管理（５℃
以下）を徹底する。加えて、鮮度保持・衛生管理強化・サケ魚卵の歩留まり向上を図
るため、海水殺菌装置を順次整備する。

　また、漁協は、全漁業種類を対象に施氷の徹底による衛生管理と鮮度保持を図るた
め、整備した製氷・貯氷施設を活用し、殺菌海水を使用した海水氷の安定的な供給に
努める。

　その他、カニ篭漁業やマス小定置網漁業など兼業で行う全ての漁業者と漁協は、試
験研究機関と連携し資源量調査等を行うとともに自主的な漁獲制限ルールの徹底を通
じてケガニやマスなどの資源増大、収入向上に努める。

　全漁業者及び漁協と北見市は、販売戦略に基づき、道内外で開催されるイベントを
通じて宣伝活動を行うとともに、消費者ニーズの把握に努めつつ、ニーズに応じた出
荷体制及び販売先の拡大を図る。
　また、建て替えられた産直施設を活用し、従来からの水産物販売に加えて農産物や
レシピ集等の展示等による集客の向上に取り組み、６次産業化による常呂水産物の消
費・販路拡大に取り組む。



・

・

・

・

・

※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」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

・学んでなっとく事業（市）
・ホタテ貝殻利用漁場造成事業（道）
・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）

②漁業コスト削
減のための取組

　全漁業者は、減速航行や漁場情報の共有及び船体清掃と機器・設備メンテナンスに
よる燃費向上の省燃油活動等に取り組む。

　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。

漁業用作業保管施設の整備による出漁準備の効率化・省力化により漁業経費の削減に
取り組む。

　ホタテガイ養殖漁業者及び漁協は、順次、養殖カゴをザブトンカゴから丸カゴへの
仕様変更及び稚貝放流作業の一部機械化による作業人員の少人数化を図り、人手不足
の改善及び人件費の削減に取り組む

　全漁業者及び漁協は、漁港が航路等の土砂堆積による漁業作業の非効率化や波浪に
よる港内の静穏性が十分に保たれない等による漁業生産活動の非効率化を解消するた
め、防波堤の整備や港内、航路の浚渫を国や北海道へ要望するとともに、漁業者自ら
も潮位変化に影響されない効率的な操業体制を組むことで燃油の消費を抑え経費の節
減に努める。

これらの取り組みにより、基準年より0.4％の経費削減を見込む。



（４）関係機関との連携

４　目標

（１）数値目標

平成　　年度：漁業所得　　　　　　 千円

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

省燃油活動推進事業 省エネ活動の実践により、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。

産地水産業強化支援事業（国）

水揚げから出荷に至る行程の衛生管理の強化が図られ、魚価の向上に
よる漁業収入の増加を図る。
　産直施設、荷捌関連施設（天蓋施設、トラックスケール、製氷・
　貯氷　施設、車両洗浄施設）、漁船上下架施設

漁港の拡大が図られ、漁港の安全で効率的な利用が図る。
　岸壁、漁港用地、取水施設、排水施設、臨港道路

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る。

水産基盤整備事業（国）

（主な）事業名 事業内容及び浜の活力再生プランとの関係性

学んでなっとく事業（市）
水産業への理解・魚食文化の普及促進を図ることにより、水産物消費
の向上と併せて人手不足解消を図る。

流通促進取組支援事業（国）
品質の向上及び水産物の流通促進を図ることにより、漁業収入の向上
を図る。

　取組の効果が高められるよう、構成員である北見市はもとより、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 一人当たり

目標年 一人当たり
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