
 

浜の活力再生プラン 
１ 地域水産業再生委員会 
組織名 白糠地区地域水産業再生委員会 
代表者名 柳 谷 法 司 

 

再生委員会の構成員 白糠漁業協同組合、白糠町 

オブザーバー 北海道釧路総合振興局 

 

対象となる地域の範囲 
及び漁業の種類 

・地域の範囲：白糠郡白糠町、釧路市音別町（白糠漁業協同組合の範囲） 

・漁業の種類： さけ定置網漁業            21経営体 

ししゃもこぎ網漁業        34経営体 

毛がに篭漁業           69経営体 

たこ漁業             29経営体 

つぶ篭漁業            31経営体 

ほっき桁網漁業          15経営体 

その他兼業            26経営体 

（さんま棒受網漁業、各種刺網漁業、あいなめかご漁業、 

いか釣り漁業、昆布漁業 等） 

・漁業者数：正組合員数 106名 

２ 地域の現状 
（１）関連する水産業を取り巻く現状等 

 
 白糠地区地域水産業再生委員会が所管する地域は、北海道東部太平洋側の釧路振興局西南部に位置し、さけ定置網
漁業、ししゃもこぎ網漁業、毛がに篭漁業、たこ漁業、つぶ篭漁業、ほっき桁網漁業などの沿岸漁業が中心であり、
平成 25年の水揚量は約 3,000t、水揚金額は約 15.5億円となっている。当地域内には、道内でも数少ないシシャモ
の遡上河川があり、シシャモ資源の増大および漁業所得の向上をめざし平成 12 年に「庶路川シシャモ人工ふ化場」
の整備を行った。また、柳ダコは、築地市場からも高い評価を受けるようになってきている。 
 しかしながら、近年、海水温の上昇等による漁場環境の変化、来遊資源量の減少、魚価の低迷、資材や燃油の高騰、
漁業者の高齢化や後継者不足など、漁業者を取り巻く環境は年々厳しさを増し、7 年前まであった 20 億円以上の水
揚金額もここ数年 15 億円前後と低迷している状況から、漁業関係者と行政が一丸となり、地域の活性化や漁業者の
所得確保に向けた抜本的な対策に早急に取組む必要がある。 
 

（２）その他の関連する現状等 

 
 白糠町は、人口が約 9,000人で、他の道内市町村と同じく、少子高齢化と若年層の地元離れが進み、ここ 10数年
で人口が 20％以上も減少している状況である。町内には、白糠町振興公社が運営する道の駅「恋問館」があり、館内
にはレストランの他、町の特産品やお土産などを取扱う売店や白糠漁協の直売店があり、地元客、観光客で賑わって
いる。さらに館内には、細胞を傷めずに冷凍できる漁協所有の CAS冷凍装置を装備した小規模な製品加工室があり、
地域の水産物を活用した加工品の商品開発や製造を行っている。 
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３ 活性化の取組方針 
（１）基本方針 

 
漁業者の所得向上、地域の活性化に繋がる対策を漁業者や漁協、行政が一体となり展開し、将来へ向けた漁村存続

の有益な活動を進めるよう、次のとおり取組む。 
 
○資源管理による持続的生産体制の確保 
サケ、シシャモ、マツカワカレイの資源の維持・増大に向けた種苗放流を行うほか、次の取組を進める。 
・サケの回帰率向上に向けた茶路さけますふ化場の整備の推進 
・刺網漁業、定置網漁業のカレイ類の漁獲体長制限やタコの漁獲重量制限の実施による資源の維持増大 
・タコの産卵礁や、魚礁の設置によるカレイ類などの資源の維持増大 

 
○水産物の単価向上 
魚価の安定・向上、漁業収入の向上に向け、次の取組を進める。 
・サケのニーズに合った直接取引による魚価の向上 
・シシャモの新たな加工品開発による魚価の向上 
・毛ガニの漁獲サイズアップ等による魚価の向上 
・タコ加工品の新たな市場開拓による魚価の向上 
・マツカワの活〆や活出荷による魚価の向上 
・ホッキ、ツブ、カニなどの蓄養と調整出荷による魚価の安定、向上 
・作業性や鮮度、衛生管理等の向上のための荷捌き施設や冷蔵冷凍設備、魚価安定のための蓄養施設、付加価値
向上に向けた加工施設などの一体的整備の推進 

 
○漁業経営の基盤強化 
漁業経営セーフティーネットの継続活用、燃油コストの削減を目的とした減速航行等の実施とともに、次の取組を
進める。 
・漁船の更新や環境対応型機関（排ガス規制・省エネ対応）への換装による燃油使用量の削減 
・給油タンクの新設による軽油単価の引き下げの取組 
・浚渫等の漁港整備の促進による、漁港の安全利用、漁業コストの削減 

 
○漁村の活性化と漁業人材の確保 
北海道漁業就業支援協議会と連携して、漁業後継者の確保に取組むとともに、魚食普及の推進や消費者との交流な
どに取組む。 
・漁村の食文化や漁業を学べるイベント等の開催 
・地元産の魚介類を活用した消費拡大・魚食普及に向けたイベント等の開催 

 
 

 

（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 

・操業期間等の規制遵守による資源へ与える負荷の抑制（北海道海面漁業調整規則） 
・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（北海道資源管理協議会） 
・共同漁業権行使規則に基づく制限の徹底による資源確保（漁協） 
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（３）具体的な取組み内容 
 １年目（平成 26年度） 

以降、以下の取組みについては、その事業の進捗状況や新たに得られた知見も踏まえ段階的に見直すものとする。 

漁業収入向上のため
の取組 

○ さけ定置網漁業者（21 経営体）と漁協は、サケ稚魚の放流する際に、前浜におけるプラ
ンクトンや水温など水質環境のモニタリングを行うことで放流適期を把握し、適切な放流の
実施により、資源の維持・増大に努める。 
さらに、漁協は、資源の生残率や回帰率の向上を図るため、十勝釧路管内さけます増殖事

業協会と連携し、茶路さけますふ化場の整備を検討する。 
   また、秋鮭は通常、魚卵（イクラ）の価値からメスの単価が高く、オスはメスに比べ単価
が安い傾向に有るが、東北地方の水産加工会社から品質の高い白糠産のオスの需要が高まっ
ていることから、新たな取り組みとして、ニーズを把握したうえでオスの水産加工会社への
直接取引を進めることで、秋鮭全体の価格向上を目指す。 

   
○ ししゃもこぎ網漁業者（34 経営体）と漁協は、研究機関等の協力により資源量調査を実
施の上、漁業者自ら上限漁獲量を設定し、計画的な操業により資源管理を徹底するとともに、
漁期中の調査等から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、産卵親魚の河川遡上を促進する。また、近隣の釧路市、釧路町のししゃもこぎ網漁
業者とともに組織する「釧路ししゃもこぎ網漁業運営協議会」は、河川遡上した産卵親魚を
捕獲し、庶路川シシャモ人工孵化場に収容し、適切な管理により孵化放流事業を行うことで、
シシャモ資源の維持・増大を図る。 

  さらに、孵化事業で捕獲した親魚を活用し漁協女性部は、開発した加工品『黒上ししゃも』
を道の駅「恋問館」で限定販売しているが、今後も「釧路ししゃもこぎ網漁業運営協議会」
等と連携し、新たな加工製品等の開発販売を促進し、干しししゃもを含め、白糠産ししゃも
の知名度向上と販路拡大を目指す。 

 
○ 毛がに篭漁業者（69経営体）と漁協は、研究機関等の協力により資源量調査を実施の上、
漁業者自ら上限漁獲量を設定し、計画的な操業により資源管理を徹底するとともに、限られ
た漁獲量の中で、小ガニ（甲長９㎝未満）については、海中還元することで翌年以降の漁獲
対象資源を増加させるとともに、単価の高い中ガニ（甲長 10 ㎝未満）や大ガニ（甲長 10
㎝以上）の漁獲割合を増加させ、水揚げ金額の向上を図る。また、漁獲後の鮮度保持対策と
して、夏場は船倉内に氷を敷き詰めることによる温度上昇の防止や冬場には凍結防止のため
に暖房によって温度低下を防止するなどにより季節に応じた温度管理を徹底することで、鮮
度と品質の維持向上と魚価の向上に取組む。 

 
○ たこ漁業者（29 経営体）と漁協は、北海道庁に対してたこ産卵礁の整備促進を引続き要
請するとともに、漁業者自らも漁獲サイズを 1.8㎏以上に制限することや保護区の設定など
資源保護に努める。また、販売にあたっては、価格変動が激しいタコの魚価安定と単価向上
を図るため、北海道漁業協同組合連合会と連携し、タコを活用した商品開発を行う菓子メー
カーなど水産加工業以外の食品製造会社へのタコの供給を行うなど、販路拡大に取組む。 

 
○ さけ定置網漁業者（21 経営体）（その他兼業で行う各種刺網漁業者を含む）、漁協は、北
海道庁に対して魚礁の整備促進を引き続き要請する。また、釧路管内栽培漁業推進協議会や
公益社団法人北海道栽培漁業振興公社と連携し、漁業者自らもマツカワ種苗の放流を行うと
ともに、漁獲サイズを自主的に規制（体長３５㎝以上）することで資源の維持安定に努める。
加えて、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。  
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○ 漁協と白糠町は、市場関係者と連携し、安心・安全な水産物の供給体制を構築するべく、
老朽化が進んだ卸売市場の改良・整備を検討する。 
検討にあたっては、北海道産地市場機能強化等検討委員会の助言を得て、作業効率、鮮度

保持、衛生管理に配慮した構造とし、「北海道産地市場衛生管理ガイドライン」に基づき、
衛生管理の徹底を目指す。 

  また、漁協と全漁業者は、整備を予定する卸売市場に備える冷凍・冷蔵庫や海水氷製造設
備などの活用を検討し、水揚げ後、出荷までの間、低温チルド管理（2度～－１度）の実現
を目指す。 

 
○ つぶ篭漁業者（31経営体）、ほっき桁網漁業者（15経営体）及び毛がに篭漁業者（69経
営体）は、滅菌海水等の蓄養施設を活用した、高鮮度保持と衛生管理の徹底による鮮度の均
一化と水揚げ量や市況を勘案した活での出荷に向けて関係者との調整を図る。 

 
○ 全漁業者と漁協は、集客の相乗効果が見込め、漁協の直売所のある道の駅「恋問館」等に
おいて、地域の食文化や漁業を学べるイベントの開催、ならびに地元産の魚介類を活用した
ワンポイント調理教室などのイベント開催や製品加工室を活用した新たな加工製品等の開
発や販売を通して、魚食の普及および魚介類の消費拡大に努める。 

 
これらの取組みにより、基準年より 0.9％の漁業収入向上を目指す。 
 

漁業コスト削減のた
めの取組 

○ 全漁業者は、１ノット減速航行および漁船エンジン回転数の低減により更なる燃油コスト
の削減に取組む。 

 
○ 全漁業者は、漁船の更新や環境対応型機関（排ガス規制・省エネ対応）への換装による燃
油使用量の減少により漁業経費の削減に取組む。 

 
○ 関係漁業者と漁協は、漁港の航路等の土砂堆積によって入出港等の安全性確保のために漁
港の浚渫や港内の静穏度を確保するため防波堤の嵩上げなどを北海道庁へ要望するととも
に、機能が回復した漁港を有効活用し、荷降ろし作業の軽減、漁船の損傷防止を図り、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。 

 
これらの取組みにより、基準年の漁業経費より 0.6％の削減を目指す。 

 

活用する支援措置等 

・省燃油活動推進事業 
・水産基盤整備事業 
・漁業経営セーフティーネット構築事業 
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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（21 経営体）と漁協は、サケ稚魚の放流する際に、前浜におけるプラ
ンクトンや水温など水質環境のモニタリングを行うことで放流適期を把握し、適切な放流の
実施により、資源の維持・増大に努める。 
さらに、漁協は十勝釧路管内さけます増殖事業協会と連携し、茶路さけますふ化場の整備

を行い、資源の生残率や回帰率の向上を図る。 
   また、秋鮭は通常、魚卵（イクラ）の価値からメスの単価が高く、オスはメスに比べ単価
が安い傾向に有るが、東北地方の水産加工会社から品質の高い白糠産のオスの需要が高まっ
ていることから、新たな取り組みとして、ニーズを把握したうえでオスの水産加工会社への
直接取引を進めることで、秋鮭全体の価格向上を目指す。 

 
○ ししゃもこぎ網漁業者（34 経営体）と漁協は、研究機関等の協力により資源量調査を実
施の上、漁業者自ら上限漁獲量を設定し、計画的な操業により資源管理を徹底するとともに、
漁期中の調査等から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、産卵親魚の河川遡上を促進する。また、近隣の釧路市、釧路町のししゃもこぎ網漁
業者とともに組織する「釧路ししゃもこぎ網漁業運営協議会」は、河川遡上した産卵親魚を
捕獲し、庶路川シシャモ人工孵化場に収容し、適切な管理により孵化放流事業を行うことで、
シシャモ資源の維持・増大を図る。 

  さらに、孵化事業で捕獲した親魚を活用し漁協女性部は、開発した加工品『黒上ししゃも』
を道の駅「恋問館」で限定販売しているが、今後も「釧路ししゃもこぎ網漁業運営協議会」
や女性部等と連携し、新たな加工製品等の開発販売を促進し、干しししゃもを含め、白糠産
ししゃもの知名度向上と販路拡大を目指す。 

 
○ 毛がに篭漁業者（69経営体）と漁協は、研究機関等の協力により資源量調査を実施の上、
漁業者自ら上限漁獲量を設定し、計画的な操業により資源管理を徹底するとともに、限られ
た漁獲量の中で、小ガニ（甲長９㎝未満）については、海中還元することで翌年以降の漁獲
対象資源を増加させるとともに、単価の高い中ガニ（甲長 10 ㎝未満）や大ガニ（甲長 10
㎝以上）の漁獲割合を増加させ、水揚げ金額の向上を図る。また、漁獲後の鮮度保持対策と
して、夏場は船倉内に氷を敷き詰めることによる温度上昇の防止や冬場には凍結防止のため
に暖房によって温度低下を防止するなどにより、季節に応じた温度管理を徹底することで、
鮮度と品質の維持向上と魚価の向上に取組む。 

 
○ たこ漁業者（29 経営体）と漁協は、北海道庁に対してたこ産卵礁の整備促進を引続き要
請するとともに、漁業者自らも漁獲サイズを 1.8㎏以上に制限することや保護区の設定など
資源保護に努める。また、販売にあたっては、価格変動が激しいタコの魚価安定と単価向上
を図るため、北海道漁業協同組合連合会と連携し、タコを活用した商品開発を行う菓子メー
カーなど水産加工業以外の食品製造会社へのタコの供給を行うなど、販路拡大に取組む。 

 
○ さけ定置網漁業者（21 経営体）（その他兼業で行う各種刺網漁業者を含む）、漁協は、北
海道庁に対して魚礁の整備促進を引き続き要請する。また、釧路管内栽培漁業推進協議会や
公益社団法人北海道栽培漁業振興公社と連携し、漁業者自らもマツカワ種苗の放流を行うと
ともに、漁獲サイズを自主的に規制（体長３５㎝以上）することで資源の維持安定に努める。
加えて、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。 

 
○  漁協と白糠町は、老朽化が進んだ卸売市場の整備計画を策定し、整備にあたっては、作業
効率、鮮度保持、衛生管理に配慮した構造とし、品質確保のために低温チルド管理（2度～
－１度）が可能となる冷凍・冷蔵庫や海水氷等の製造設備、更には滅菌海水の活用した蓄養
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施設などの付帯設備を併せて整備することを検討する。 
 
○ つぶ篭漁業者（31経営体）、ほっき桁網漁業者（15経営体）及び毛がに篭漁業者（69経
営体）は、滅菌海水等の蓄養施設を活用した、高鮮度保持と衛生管理の徹底による鮮度の均
一化と水揚げ量や市況を勘案した活での出荷に向けて関係者との調整を図る。 

 
○ 全漁業者と漁協は、集客の相乗効果が見込め、漁協の直売所のある道の駅「恋問館」等に
おいて、地域の食文化や漁業を学べるイベントの開催、ならびに地元産の魚介類を活用した
ワンポイント調理教室などのイベント開催や製品加工室を活用した新たな加工製品等の開
発や販売を通して、魚食の普及および魚介類の消費拡大に努める。 

 
これらの取組みにより、基準年より 0.9％の漁業収入向上を目指す。 

 

漁業コスト削減のた
めの取組 

○  全漁業者は、１ノット減速航行および漁船エンジン回転数の低減により更なる燃油コスト
の削減に取組む。 

 
○  全漁業者は、漁船の老朽化による新造更新や環境対応型機関（排ガス規制・省エネ対応）
への換装による燃油使用量の減少により漁業経費の削減に取組む。 

 
○  関係漁業者と漁協は、漁港の航路等の土砂堆積によって入出港等の安全性確保のために漁
港の浚渫や港内の静穏度を確保するため防波堤の嵩上げなどを北海道庁へ要望するととも
に、機能が回復した漁港を有効活用し、荷降ろし作業の軽減、漁船の損傷防止を図り、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。 

 
○  白糠漁協は、軽油の民間業者からの都度購入方式を改め、大量購入による軽油価格の引き
下げと安定供給を図るため、北海道漁業協同組合連合会と連携の上、軽油タンクの新設を検
討する。 

 
これらの取組みにより、基準年の漁業経費より 0.6％の削減を目指す。 

 

活用する支援措置等 

・省エネ機器等導入推進事業 
・水産基盤整備事業 
・漁業経営セーフティーネット構築事業 
・産地水産業強化支援事業 
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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（21 経営体）と漁協は、整備された茶路さけます孵化場を有効に活用
し、稚魚の生産数を増産させるとともに、稚魚の放流に際しては、前浜におけるプランクト
ンや水温など水質環境のモニタリングを行うことで放流適期を把握し、適切な放流の実施に
より資源の維持・増大を図る。 

    また、秋鮭は通常、魚卵（イクラ）の価値からメスの単価が高く、オスはメスに比べ単価
が安い傾向に有るが、東北地方の水産加工会社から品質の高い白糠産のオスの需要が高まっ
ていることから、新たな取り組みとして、ニーズを把握したうえでオスの水産加工会社への
直接取引を進めることで、秋鮭全体の価格向上を目指す。 

 
○ ししゃもこぎ網漁業者（34 経営体）と漁協は、研究機関等の協力により資源量調査を実
施の上、漁業者自ら上限漁獲量を設定し、計画的な操業により資源管理を徹底するとともに、
漁期中の調査等から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、産卵親魚の河川遡上を促進する。また、近隣の釧路市、釧路町のししゃもこぎ網漁
業者とともに組織する「釧路ししゃもこぎ網漁業運営協議会」は、河川遡上した産卵親魚を
捕獲し、庶路川シシャモ人工孵化場に収容し、適切な管理により孵化放流事業を行うことで、
シシャモ資源の維持・増大を図る。 

  さらに、孵化事業で捕獲した親魚を活用し漁協女性部は、開発した加工品『黒上ししゃも』
を道の駅「恋問館」で限定販売しているが、今後も「釧路ししゃもこぎ網漁業運営協議会」
や女性部等と連携し、新たな加工製品等の開発販売を促進し、干しししゃもを含め、白糠産
ししゃもの知名度向上と販路拡大を目指す。 

 
○ 毛がに篭漁業者（69経営体）と漁協は、研究機関等の協力により資源量調査を実施の上、
漁業者自ら上限漁獲量を設定し、計画的な操業により資源管理を徹底するとともに、限られ
た漁獲量の中で、小ガニ（甲長９㎝未満）については、海中還元することで翌年以降の漁獲
対象資源を増加させるとともに、単価の高い中ガニ（甲長 10 ㎝未満）や大ガニ（甲長 10
㎝以上）の漁獲割合を増加させ、水揚げ金額の向上を図る。また、漁獲後の鮮度保持対策と
して、夏場は船倉内に氷を敷き詰めることによる温度上昇の防止や冬場には凍結防止のため
に暖房によって温度低下を防止するなどにより季節に応じた温度管理を徹底することで、鮮
度と品質の維持向上と魚価の向上に取組む。 

 
○ たこ漁業者（29 経営体）と漁協は、北海道庁に対してたこ産卵礁の整備促進を引続き要
請するとともに、漁業者自らも漁獲サイズを 1.8㎏以上に制限することや保護区の設定など
資源保護に努める。また、販売にあたっては、価格変動が激しいタコの魚価安定と単価向上
を図るため、北海道漁業協同組合連合会と連携し、タコを活用した商品開発を行う菓子メー
カーなど水産加工業以外の食品製造会社へのタコの供給を行うなど、販路拡大に取組む。 

 
○ さけ定置網漁業者（21 経営体）（その他兼業で行う各種刺網漁業者を含む）、漁協は、北
海道庁に対して魚礁の整備促進を引き続き要請する。また、釧路管内栽培漁業推進協議会や
公益社団法人北海道栽培漁業振興公社と連携し、漁業者自らもマツカワ種苗の放流を行うと
ともに、漁獲サイズを自主的に規制（体長３５㎝以上）することで資源の維持安定に努める。
加えて、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
出荷に取組む。 

 
○  漁協と白糠町は、市場関係者と連携し、安心・安全な水産物の供給体制を構築するべく、
老朽化が進んだ卸売市場を整備し、整備にあたっては、北海道産地市場機能強化等検討委員
会の助言を得た中で、作業効率、鮮度保持、衛生管理に配慮した構造とし、「北海道産地市
場衛生管理ガイドライン」に基づき、衛生管理の徹底を図る。 
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また、品質確保のために低温チルド管理（2度～－１度）が可能となる冷凍・冷蔵庫や海
水氷等の製造設備、更には滅菌海水の活用した蓄養施設などの付帯設備を整備することで付
加価値向上を目指す。 

 
○ つぶ篭漁業者（31経営体）、ほっき桁網漁業者（15経営体）及び毛がに篭漁業者（69経
営体）は、整備される滅菌海水等の蓄養施設を活用した、高鮮度保持と衛生管理の徹底によ
る鮮度の均一化と水揚げ量や市況を勘案した活での出荷を試行する。 

 
○ 全漁業者と漁協は、集客の相乗効果が見込め、漁協の直売所のある道の駅「恋問館」等に
おいて、地域の食文化や漁業を学べるイベントの開催、ならびに地元産の魚介類を活用した
ワンポイント調理教室などのイベント開催や製品加工室を活用した新たな加工製品等の開
発や販売を通して、魚食の普及および魚介類の消費拡大に努める。 

 
これらの取組みにより、基準年より 0.9％の漁業収入向上を目指す。 

 

漁業コスト削減のた
めの取組 

○  全漁業者は、１ノット減速航行および漁船エンジン回転数の低減により更なる燃油コスト
の削減に取組む。 

 
○  全漁業者は、漁船の老朽化による新造更新や環境対応型機関（排ガス規制・省エネ対応）
への換装による燃油使用量の減少により漁業経費の削減に取組む。 

 
○  関係漁業者と漁協は、漁港の航路等の土砂堆積によって入出港等の安全性確保のために漁
港の浚渫や港内の静穏度を確保するため防波堤の嵩上げなどを北海道庁へ要望するととも
に、機能が回復した漁港を有効活用し、荷降ろし作業の軽減、漁船の損傷防止を図り、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。 

 
○  白糠漁協は、軽油の民間業者からの都度購入方式を改め、北海道漁業協同組合連合会と連
携の上、30kl容量の軽油タンクを新設し、大量購入による軽油価格の引下げと安定供給に取
組む。 

 
これらの取組みにより、基準年の漁業経費より 0.6％の削減を目指す。 

 

活用する支援措置等 
・水産基盤整備事業 
・漁業経営セーフティーネット構築事業 
・産地水産業強化支援事業 
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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（21 経営体）と漁協は、整備された茶路さけます孵化場を有効に活用
し、稚魚の生産数を増産させるとともに、稚魚の放流に際しては、前浜におけるプランクト
ンや水温など水質環境のモニタリングを行うことで放流適期を把握し、適切な放流の実施に
より資源の維持・増大を図る。 

    また、秋鮭は通常、魚卵（イクラ）の価値からメスの単価が高く、オスはメスに比べ単価
が安い傾向に有るが、東北地方の水産加工会社から品質の高い白糠産のオスの需要が高まっ
ていることから、新たな取り組みとして、ニーズを把握したうえでオスの水産加工会社への
直接取引を進めることで、秋鮭全体の価格向上を目指す。 

 
○ ししゃもこぎ網漁業者（34 経営体）と漁協は、研究機関等の協力により資源量調査を実
施の上、漁業者自ら上限漁獲量を設定し、計画的な操業により資源管理を徹底するとともに、
漁期中の調査等から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、産卵親魚の河川遡上を促進する。また、近隣の釧路市、釧路町のししゃもこぎ網漁
業者とともに組織する「釧路ししゃもこぎ網漁業運営協議会」は、河川遡上した産卵親魚を
捕獲し、庶路川シシャモ人工孵化場に収容し、適切な管理により孵化放流事業を行うことで、
シシャモ資源の維持・増大を図る。 

  さらに、孵化事業で捕獲した親魚を活用し漁協女性部は、開発した加工品『黒上ししゃも』
を道の駅「恋問館」で限定販売しているが、今後も「釧路ししゃもこぎ網漁業運営協議会」
や女性部等と連携し、新たな加工製品等の開発販売を促進し、干しししゃもを含め、白糠産
ししゃもの知名度向上と販路拡大を目指す。 

 
○ 毛がに篭漁業者（69経営体）と漁協は、研究機関等の協力により資源量調査を実施の上、
漁業者自ら上限漁獲量を設定し、計画的な操業により資源管理を徹底するとともに、限られ
た漁獲量の中で、小ガニ（甲長９㎝未満）については、海中還元することで翌年以降の漁獲
対象資源を増加させるとともに、単価の高い中ガニ（甲長 10 ㎝未満）や大ガニ（甲長 10
㎝以上）の漁獲割合を増加させ、水揚げ金額の向上を図る。また、漁獲後の鮮度保持対策と
して、夏場は船倉内に氷を敷き詰めることによる温度上昇の防止や冬場には凍結防止のため
に暖房によって温度低下を防止するなどにより季節に応じた温度管理を徹底することで、鮮
度と品質の維持向上と魚価の向上に取組む。 

 
○ たこ漁業者（29 経営体）と漁協は、北海道庁に対してたこ産卵礁の整備促進を引続き要
請するとともに、漁業者自らも漁獲サイズを 1.8㎏以上に制限することや保護区の設定など
資源保護に努める。また、販売にあたっては、価格変動が激しいタコの魚価安定と単価向上
を図るため、北海道漁業協同組合連合会と連携し、タコを活用した商品開発を行う菓子メー
カーなど水産加工業以外の食品製造会社へのタコの供給を行うなど、販路拡大に取組む。 

 
○ さけ定置網漁業者（21 経営体）（その他兼業で行う各種刺網漁業者を含む）、漁協は、北
海道庁に対して魚礁の整備促進を引き続き要請する。また、釧路管内栽培漁業推進協議会や
公益社団法人北海道栽培漁業振興公社と連携し、漁業者自らもマツカワ種苗の放流を行うと
ともに、漁獲サイズを自主的に規制（体長３５㎝以上）することで資源の維持安定に努める。
加えて、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、活締めや活出荷に
取組む。 

 
○  全漁業者と漁協は、市場関係者ともに整備された卸売市場の衛生管理の取り組みにあたっ
ては、「北海道産地市場衛生管理ガイドライン」を遵守するとともに、北海道産地市場機能
強化等検討委員会などの外部審査を受けるなどで衛生管理の維持・向上を図る。 
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○ つぶ篭漁業者（31経営体）、ほっき桁網漁業者（15経営体）及び毛がに篭漁業者（69経
営体）は、整備された滅菌海水等の蓄養施設を活用した、高鮮度保持と衛生管理の徹底によ
る鮮度の均一化と水揚げ量や市況を勘案した活での出荷に取り組む。 

 
○ 全漁業者は、新設した卸売市場に備える冷凍・冷蔵庫や海水氷製造設備などを活用した出
荷までの低温チルド管理（2度～－１度）や滅菌海水等の蓄養施設を活用した活での出荷な
ど、付加価値向上に努める。 

 
○ 全漁業者と漁協は、集客の相乗効果が見込め、漁協の直売所のある道の駅「恋問館」等に
おいて、地域の食文化や漁業を学べるイベントの開催、ならびに地元産の魚介類を活用した
ワンポイント調理教室などのイベント開催や製品加工室を活用した新たな加工製品等の開
発や販売を通して、魚食の普及および魚介類の消費拡大に努める。 

 
これらの取組みにより、基準年より 1.0％の漁業収入向上を目指す。 

 

漁業コスト削減のた
めの取組 

○  全漁業者は、１ノット減速航行および漁船エンジン回転数の低減により更なる燃油コスト
の削減に取組む。 

 
○  全漁業者は、漁船の老朽化による新造更新や環境対応型機関（排ガス規制・省エネ対応）
への換装による燃油使用量の減少により漁業経費の削減に取組む。 

 
○  関係漁業者と漁協は、漁港の航路等の土砂堆積によって入出港等の安全性確保のために漁
港の浚渫や港内の静穏度を確保するため防波堤の嵩上げなどを北海道庁へ要望するととも
に、機能が回復した漁港を有効活用し、荷降ろし作業の軽減、漁船の損傷防止を図り、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。 

 
○  白糠漁協は、軽油タンクを活用し、大量購入による軽油価格の引下げと安定供給に取組む。 
 

これらの取組みにより、基準年の漁業経費より 0.6％の削減を目指す。 
 

活用する支援措置等 
・水産基盤整備事業 
・漁業経営セーフティーネット構築事業 
・産地水産業強化支援事業 
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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、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（21 経営体）と漁協は、整備された茶路さけます孵化場を有効に活用
し、稚魚の生産数を増産させるとともに、稚魚の放流に際しては、前浜におけるプランクト
ンや水温など水質環境のモニタリングを行うことで放流適期を把握し、適切な放流の実施に
より資源の維持・増大を図る。 

    また、秋鮭は通常、魚卵（イクラ）の価値からメスの単価が高く、オスはメスに比べ単価
が安い傾向に有るが、東北地方の水産加工会社から品質の高い白糠産のオスの需要が高まっ
ていることから、新たな取り組みとして、ニーズを把握したうえでオスの水産加工会社への
直接取引を進めることで、秋鮭全体の価格向上を目指す。 

 
○ ししゃもこぎ網漁業者（34 経営体）と漁協は、研究機関等の協力により資源量調査を実
施の上、漁業者自ら上限漁獲量を設定し、計画的な操業により資源管理を徹底するとともに、
漁期中の調査等から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、産卵親魚の河川遡上を促進する。また、近隣の釧路市、釧路町のししゃもこぎ網漁
業者とともに組織する「釧路ししゃもこぎ網漁業運営協議会」は、河川遡上した産卵親魚を
捕獲し、庶路川シシャモ人工孵化場に収容し、適切な管理により孵化放流事業を行うことで、
シシャモ資源の維持・増大を図る。 

  さらに、孵化事業で捕獲した親魚を活用し漁協女性部は、開発した加工品『黒上ししゃも』
を道の駅「恋問館」で限定販売しているが、今後も「釧路ししゃもこぎ網漁業運営協議会」
や女性部等と連携し、新たな加工製品等の開発販売を促進し、干しししゃもを含め、白糠産
ししゃもの知名度向上と販路拡大を目指す。 

 
○ 毛がに篭漁業者（69経営体）と漁協は、研究機関等の協力により資源量調査を実施の上、
漁業者自ら上限漁獲量を設定し、計画的な操業により資源管理を徹底するとともに、限られ
た漁獲量の中で、小ガニ（甲長９㎝未満）については、海中還元することで翌年以降の漁獲
対象資源を増加させるとともに、単価の高い中ガニ（甲長 10 ㎝未満）や大ガニ（甲長 10
㎝以上）の漁獲割合を増加させ、水揚げ金額の向上を図る。また、漁獲後の鮮度保持対策と
して、夏場は船倉内に氷を敷き詰めることによる温度上昇の防止や冬場には凍結防止のため
に暖房によって温度低下を防止するなどにより季節に応じた温度管理を徹底することで、鮮
度と品質の維持向上と魚価の向上に取組む。 

 
○ たこ漁業者（29 経営体）と漁協は、北海道庁に対してたこ産卵礁の整備促進を引続き要
請するとともに、漁業者自らも漁獲サイズを 1.8㎏以上に制限することや保護区の設定など
資源保護に努める。また、販売にあたっては、価格変動が激しいタコの魚価安定と単価向上
を図るため、北海道漁業協同組合連合会と連携し、タコを活用した商品開発を行う菓子メー
カーなど水産加工業以外の食品製造会社へのタコの供給を行うなど、販路拡大に取組む。 

 
○ さけ定置網漁業者（21 経営体）（その他兼業で行う各種刺網漁業者を含む）、漁協は、北
海道庁に対して魚礁の整備促進を引き続き要請する。また、釧路管内栽培漁業推進協議会や
公益社団法人北海道栽培漁業振興公社と連携し、漁業者自らもマツカワ種苗の放流を行うと
ともに、漁獲サイズを自主的に規制（体長３５㎝以上）することで資源の維持安定に努める。
加えて、消費者ニーズに基づき、活締めや活出荷に取組む。 

 
○  全漁業者と漁協は、市場関係者ともに整備された卸売市場の衛生管理の取り組みにあたっ
ては、「北海道産地市場衛生管理ガイドライン」を遵守するとともに、北海道産地市場機能
強化等検討委員会などの外部審査を受けるなどで衛生管理の維持・向上を図る。 
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○ つぶ篭漁業者（31経営体）、ほっき桁網漁業者（15経営体）及び毛がに篭漁業者（69経
営体）は、整備された滅菌海水等の蓄養施設を活用した、高鮮度保持と衛生管理の徹底によ
る鮮度の均一化と水揚げ量や市況を勘案した活での出荷に取り組む。 

 
○ 全漁業者は、新設した卸売市場に備える冷凍・冷蔵庫や海水氷製造設備などを活用した出
荷までの低温チルド管理（2度～－１度）や滅菌海水等の蓄養施設を活用した活での出荷な
ど、付加価値向上に努める。 

 
○ 全漁業者と漁協は、集客の相乗効果が見込め、漁協の直売所のある道の駅「恋問館」等に
おいて、地域の食文化や漁業を学べるイベントの開催、ならびに地元産の魚介類を活用した
ワンポイント調理教室などのイベント開催や製品加工室を活用した新たな加工製品等の開
発や販売を通して、魚食の普及および魚介類の消費拡大に努める。 

 
これらの取組みにより、基準年より 1.0％の漁業収入向上を目指す。 
 

漁業コスト削減のた
めの取組 

○  全漁業者は、１ノット減速航行および漁船エンジン回転数の低減により更なる燃油コスト
の削減に取組む。 

 
○  全漁業者は、漁船の老朽化による新造更新や環境対応型機関（排ガス規制・省エネ対応）
への換装による燃油使用量の減少により漁業経費の削減に取組む。 

 
○  関係漁業者と漁協は、漁港の航路等の土砂堆積によって入出港等の安全性確保のために漁
港の浚渫や港内の静穏度を確保するため防波堤の嵩上げなどを北海道庁へ要望するととも
に、機能が回復した漁港を有効活用し、荷降ろし作業の軽減、漁船の損傷防止を図り、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。 

 
○  白糠漁協は、軽油タンクを活用し、大量購入による軽油価格の引下げと安定供給に取組む。 
 

これらの取組みにより、基準年の漁業経費より 0.6％の削減を目指す。 
 

活用する支援措置等 
・水産基盤整備事業 
・漁業経営セーフティーネット構築事業 
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（４）関係機関との連携 
取組の効果が十分に発現されるよう、北海道庁や白糠町、北海道漁業協同組合連合会等との連携を強固にして事業

を推進するとともに、国の事業に関しては北海道庁を通じて情報収集等を行い、円滑な推進を図る。 
 

 
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 

水産基盤整備事業 ・産卵礁や魚礁設置による資源の増大 

水産物供給基盤機能保全事業 
・航路と入出港の安全性を確保するため、漁港の浚渫及び港内の静穏度向上
による荷降ろし作業の軽減、漁船の損傷防止を可能とする防波堤の嵩上げ 

産地水産業強化支援事業 

・さけます孵化場の整備による資源の増大 
・地方卸売市場の老朽化に伴い、改良又は整備を行い、衛生管理の向上や蓄
養等の関連施設を活用し、水産物の単価向上 
・軽油用給油タンクを整備し、軽油の安定供給およびコスト削減。 

漁業経営セーフティーネット構築事業 ・燃油高騰に備えた漁業所得の安定対策。 

省エネ機器等導入事業 
・漁船の老朽化による次世代船形漁船への新造更新や環境対応型機関（排ガ
ス規制・省エネ対応）へ換装し、燃油使用量の減少による漁業経費の削減。 

省燃油活動推進事業 
・減速航行や漁業者の省エネ意識向上により燃油コストの削減。 
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