
浜の活力再生プラン 

  

１ 地域水産業再生委員会 

組織名 古平町・積丹町地区地域水産業再生委員会 

（積丹町分会） 

代表者名 白濱 昌樹 

 

（再生委員会の構成員） 

積丹町分会 

（東しゃこたん漁業協同組合、積丹町、古平町） 

東しゃこたん漁協（美国支所・積丹支所）、積丹町 

オブザーバー 北海道後志総合振興局、北海道漁業協同組合連合会小樽支店、北海

道開発局小樽開発建設部、北海道立総合研究機構中央水産試験場、

公益社団法人北海道栽培漁業振興公社 

 ※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。 

対象となる地域の範囲及

び漁業の種類 

・地域の範囲：北海道積丹町地区(東しゃこたん漁業協同組合の範囲) 

・漁業の種類： 

○網漁業（171名）  各種刺し網漁業（98 名） 

              定置網漁業（50名） 

              底建網漁業（23名） 

   ○えび籠漁業（3名） 

   ○浅海漁業（151名） 

 

   ○その他 兼業    たこ漁業（94名） 

              火光を利用する敷網漁業（54名） 

 

・漁業者数 ：正組合員数 １９９名 

 ※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 

 当東しゃこたん地区地域水産業再生委員会が所管する地域は、北海道の日本海に面した積丹半

島の先端部に位置し、主要漁業は刺網、定置網、えび籠、ウニ、採介漁業等、共同漁業権区域を

主に積丹半島周辺を漁場とする沿岸漁業である。漁業経営体は、ウニ等の浅海漁業等の船外機等

の小型漁船の利用を主とする経営体と、刺網・定置網等の漁船漁業を主とする経営体に２分され

る。 

 当地区の水産業を取り巻く現状は、主に以下の課題がある。 

 

①漁場環境・水産資源 

 これまでの深刻な磯焼け現象は、漁業者によるウニの密度管理や母藻の投入などの取り組み

により回復傾向にあるものの、未だ海藻類が減少している場所もあり、関係研究機関などによ

る調査を進めているが原因究明には至っていない。地球温暖化による海水温の上昇や海流の変

化など海域環境の変化が懸念されているが、沿岸の海藻類は、陸域由来の栄養を利用している

ことが明らかになりつつある中、森・川・海の栄養循環の観点からも、植樹や育樹活動に努め

るなど環境保全の取り組みが重要である。 

 また、積丹町の地域振興では海域の多面的な利用が求められ、漁業と海洋レクリエーション

を両立させるために、海域利用のルール化やゴミ捨て防止の啓発活動が必要である。 

 更に、近年では密漁や海獣による被害が深刻化しており、これらへの対応が求められている。 
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②漁業生産 

 漁業生産（H19～23 年の 5ヶ年平均生産量 2,726 ﾄﾝ、金額 10.4 億円）は、主力のイカやスケ

トウダラ、タラ、ほっけ等が減少傾向にあり、積丹町では海域条件や地形条件等から海面養殖

による増産は難しいため、将来的にも大きな増産は見込みにくい。そのため、稚魚放流等の継

続実施や漁獲管理やつくり育てる漁業の推進、未利用資源の開発や漁獲物の付加価値の向上を

図るとともに、効率的な操業による漁業経費の削減等が課題である。 

 

③流通・加工 

 町内に 3 市場があることは、これまでの操業形態や流通体制からの必然であったと思われる

が、それぞれに取扱量が分散するため、規模の拡大による体制の強化や効率化の観点から東し

ゃこたん漁協にて市場機能の本所集約が検討されている。出荷形態の多様化や地元での観光活

用等への対応を考えると、冷凍冷蔵庫や蓄養施設の整備等により、出荷調整機能の強化が必要

である。 

 ウニ以外には地域の特色を出してブランド化できる魚介類がないという意見があるが、積丹

というネームバリューを更に高め、取扱方法や販売先を限定することなどによって、大量販売

ではなくてもブランド化は可能と思われる。また、ブランド化に限らず、品質の向上、加工製

品の開発、地産地消の拡大等による付加価値の向上のために共同加工場の整備による漁業者が

加工に取り組める体制づくりなど水産業と加工業の連携強化が必要である。 

 

④漁業の担い手 

 漁業経営体数は 20 年前(S63)から 27%の減少、漁業就業者数は 31%減少と大きな減少となって

おり、特に美国地区で後継者不足、高齢化が顕著となっている。現在の年齢構成と新規着業者

の動向からみると、更に減少することは確実であり、後継者の育成と新規着業者の確保が急務

となっている。そのためには漁業収入の向上や就労環境の改善により魅力のある漁業を確立す

る必要がある。また、漁業者数の減少や高齢化を想定して、漁業活動の効率化や省力化、女性

や高齢者の就労を支援する対策が必要である。 
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 （２）その他の関連する現状等 

 

当地域では、積丹半島という道内有数の景勝地であるメリットを最大限に生かし、漁業、農業、

商業、観光業といった、各産業の連携による町の活性化が最も重要な課題とし、基幹産業の活性

化による雇用機会の創出と定住人口の維持が求められている。 

 

①生活・まちづくり 

 「人口の減少と高齢化、若者の流出、少ない雇用の場」等が解決すべき喫緊の課題である。

また、「安心安全な地域づくり」に関する近年の課題として、積丹町の大部分が泊原子力発電所

から 30ｋｍ圏内（ＵＰＺ）に位置していることから、有事に備えて、近隣市町村や関係機関と

の連携を強化するとともに国道が寸断され孤立集落が発生した場合において漁港を活用した海

路での救助・避難等関係機関と検討し進めている。 

 

②自然・環境保全 

 町の総面積の 8 割を森林が占めており、積丹岳・余別岳を源に保護水面余別川をはじめ、積

丹川、美国川の三河川が海へ注いでいる。かつてはニシン漁で栄えた町で、約 43kmの海岸線に

は、7 漁港が点在している。近年、水産資源の減少から、森の役割についての認識が高まり、

漁協青年部・女性部や商工会女性部などと漁業者を中心とした「植樹・育樹活動」を行ってい

るほか、民間企業の支援のもと、町と企業との共同により「海を育む水源の森づくり」をテー

マに森林整備や保全活動を進めている。森と川と海のつながりは、そこで暮らす住民にとって

も重要なことであり、その貴重な資源を保全する運動を通し、各団体の自主性を尊重しつつ、

お互いの活動を共有し、まちづくりや異業種連携へ繋げていくことが求められる。 

 

③産業 

 「異業種連携」「周年型観光への転換」が課題として挙げられる。特に、積丹町の観光は、6

月のウニ漁の解禁から 8月の海水浴シーズンに集中しており、景勝地巡りといった「見る観光」

を楽しむ観光地のイメージがある。また、札幌市が日帰り圏内にあることと、夏の観光地とい

うイメージが強く、冬の見せ方や観光資源の発掘等を行い、滞在型観光へ移行する必要がある。

この他、修学旅行や近年注目されているツーリズム、漁業体験や農業体験といった「体験型観

光」に対応する必要がある他、冬期の集客を増やすため、小樽やニセコ地域を訪れる外国人を

含む観光客を集客するなど、広域的な視点も重要である。 

 また、「ブランド化の推進」として、積丹地域はウニが非常に有名なあまり、他の農水産物の

イメージが薄いのが現状である。そのため、ウニに続く積丹ブランドの確立が必要である。ま

た、主力のウニについても荒天時においても安定的に供給できる体制づくりが求められている。

ブランド化の推進には、効果的な情報発信が必要不可欠であるため、継続的に進める必要があ

る。 
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３ 活性化の取組方針 

 （１）基本方針 

 当地域は豊かな自然資源を有し、年間約 100万人の観光客が訪れる札幌・小樽に近いという恵

まれた条件下にあるが、人口の減少・高齢化に歯止めが掛からず、地域の活力低下が懸念されて

いる。こうした中で、地域産業の基盤である自然環境の保全を図り、水産業を核とした地域内の

あらゆる人と産業の連携・協働によって以下のような将来像を目指す。  

 

【水産業を核とした地域全体の将来像】 

１．安心・安全な水産物を全国に供給し、収益性が高く、安定した漁業の確立 

 海域環境の保全、資源管理やつくり育てる漁業を推進するとともに、水産物のストック機能

を確保することで、安定的な生産を実現する。また、衛生管理の向上や流通対策等により、安

心・安全な水産物を全国に供給する。さらに、町内での加工産業の取り組みによって、新鮮な

農水産物と観光地としての知名度を活かした 6次産業化の推進を図る。 

２．各産業連携協働による地域資源の活用と誘導強化を図る。 

道内有数の観光地であるポテンシャルを活かして、漁業をはじめとした町内各産業の連 

携により地域一体となった産業振興を進める。また、既存地域資源を再評価した新たな誘導策

による体験型・滞在型観光へのシフトに加えて、積丹ブランドの確立や情報発信の強化により

地域全体の振興を実現する。 

３．積丹の自然を守り、防災・減災対策の実施により、住み良く・安全なまちづくり 

 森・川・海のつながりに配慮した環境保全活動の継続実施や、高齢化の進行を踏まえた高齢

者への配慮、自然学習による子供たちの郷土への関心の高まりによって、住み良く・活気のあ

るまちづくりを実現する。また、孤立化が懸念される半島立地及び原発の影響等を考慮した安

全な地域づくりを推進する。 

 

 上記の地域全体の将来像を踏まえ、以下の３本柱に重点を図った基本方針とする。 

 

【浜の活力再生プランにおける基本方針（重点事項）】 

 

①「森・川・海の栄養循環や藻場再生」による沿岸域の生息環境の向上 

②「既存漁港施設の多面的活用等」による水産資源増大・経営安定 

③「観光立地を生かした唯一無二の付加価値化」による積丹ブランド形成 
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上記の基本方針（重点事項）の実現に向けて以下の取り組みを行う。 

 

１．漁業資源・生産対策 

1)ウニ・ニシン・ヒラメ・さけ・ます等の種苗や稚魚の放流 

2)ホッケ・ヒラメ・カレイなどの網目拡大などによる資源保護 

3)水産資源増大に向けた漁業者活動による藻場回復対策 

4)密漁の監視 

5)トド・アザラシ等の海獣駆除 

6)河川を遡上するサクラマスにかかる資源調査等 

２．付加価値化・６次産業化等の活性化・所得増大への取り組み対策 

1)エビの鮮度保持対策などの品質向上対策 

2)カレイ･ヒラメを中心とした活〆やヤリイカ・マイカの活出荷への取組 

3)サクラマスサンクチュアリーセンターを活用した環境生態系保全への取組 

4)各種観光イベントとの連携(積丹ソーラン味覚祭り、さくらます祭りなど関係機関と連 

携し実施) 

5)各種体験ツアーの開催(ウニの殻むき体験等を実施し、体験＋食育ツアーによる集客) 

6)天候に左右されない常時出荷体制の確立のための畜養への取組 

３．漁業生産基盤整備の強化 

1)漁港整備における作業の効率化・衛生管理の強化 

４．漁家経営安定化対策 

1)漁獲物の鮮度保持・衛生管理に必要な設備の充実 

2)波浪予測情報の収得により安全操業・コスト削減 

3)セーフティーネット事業の活用と町補助などによる負担軽減措置 

５．漁業就業者・後継者・女性対策 

1)就労環境の整備 

６．漁村生活環境・防災対策 

1)災害時における海路避難のための拠点漁港整備(孤立集落等が発生した場合の救助・物 

資補給等の海路拠点としての漁港整備) 

７．漁協組織力・経営力強化対策 

1)系統や北海道など関係機関などから経営に対する指導体制を強化 

 

 （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 

・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 

・東しゃこたん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（浅海漁業、各種刺網漁業 等） 

 

 ※プランの取組に関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。 
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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、以下の取り組みについては、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り組む。 

漁業収入向上

のための取組 

◎網漁業者 171名は、次の取り組みを行う。 

①漁業者は、ホッケ、カレイ、ヒラメなど主力資源について、将来におい

て安定的に生産できるよう自主的に各魚種ごとに漁網の網目を拡大し体

長制限により資源保護を図る。さらにサケ、ニシンは資源量が不安定で

あることから研究機関の協力を得て、回帰率の向上による資源増大を目

指し、漁港内での稚魚の中間育成（海中飼育）を含めた効果的な放流方

法を検討する。また、漁協と漁業者は、資源増大を図るため、漁場周辺

海域への魚礁等の整備を道に要請する。 

②漁業者は、漁協・観光協会・商工会と連携し、当地区の主要魚種である

ウニに替わる新たな魚種としてウニ漁期外に漁獲されるサクラマス（現

在はほぼ域外出荷されている）の増産及び域内での販売促進を図るべく、

余別川への放流（その後の回帰状況についての調査を含む。）を増大する。

また、その生態や森・川・海をテーマとする各種イベント等の機会を活

用して、漁業者による創作料理の提供等を行うなどサクラマスの魚食普

及と観光食材としての定着に努めるとともに、観光シーズンの延長化に

つなげることで地域振興を図る。なお、町においてもサクラマスサンク

チュアリーセンターを活用して余別川の環境生態系についての定期的な

調査を行い、必要に応じて漁業者とともに植樹等の活動を行う。 

加えて、ヤリイカ・マイカについても、漁港内に地場産品直売所の建設

とともに活魚水槽の導入を検討し「活での提供」による産地ならではの

良さを示していくことで、札幌・小樽から日帰り圏内にあって年間３万

人を越える観光客が見込まれる好条件を活かした販売活動に取り組む。

さらに、カレイやヒラメを中心に、通常の消費地向けの出荷においても

活〆や活出荷に向けた体制づくり（漁業者への活〆講習会の開催や活魚

での搬出方法にかかる勉強会の開催を通じた普及・啓蒙等）について検

討し、販売単価の向上を図る。 

 

◎えび籠漁業 3名は、次の取り組みを行う。 

 ①漁業者は、資源保護の観点から、自主的に篭数を制限するなど更なる資

源管理に取り組む。また、鮮度保持や品質向上に努めるべく船上での活

魚水槽による搬送に加えて陸揚げ後には施氷により－１℃前後での保管

を示した統一ルールを定め、高鮮度での均一化に努める。さらに、網漁

業者とも協力し、既設直売所における高品質な鮮魚販売の充実を図るこ

とで収入の向上を図る。 
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◎浅海漁業者 151名は、次の取り組みを行う。 

①漁業者と漁協は、町や水産試験場などの研究機関と連携し、母藻設置や

施肥などの対策を通じて磯焼け解消や藻場造成に取り組むとともに、継

続的にモニタリング調査を行う。ウニの放流にあたっては、休止中のウ

ニ種苗センター（町所有）の改修・再活用を図り種苗生産を行うととも

に、放流後に摂餌による磯焼けが生じないよう放流場所や放流量を調整

し適正密度となるよう管理する（ウニが過剰と判断される場合には、雑

海藻を餌料とする蓄養等の可能性について関係機関と調整する）ことで

環境保全に取り組む。また、昼間及び夜間の密漁監視（6～10月）に取り

組む。 

②漁業者は、漁協・観光協会・商工会と連携し、観光シーズン(6～8 月)に

ウニ「蓄養」を行うことで観光客に対して天候に左右されず常時提供が

できる体制の確立を図る。また、「殻付き」ウニの提供に取組み、産地な

らではの良さを示していくことで来訪者の増加に努めるとともに販売促

進活動に取り組む。 

③漁業者と漁協は、高齢化による労働力不足が懸念される中、安定して加

工処理が行われるよう、また衛生管理に対する消費者ニーズが高まる中、

作業の「協業化」を進め、処理海水の殺菌化による取組が徹底できるよ

う、漁協自営のウニ加工施設の整備を検討する。 

④漁業者は、漁協、系統関係機関、町と連携し、漁港内泊地を活用しナマ

コ等の種苗の中間育成について実証試験を実施し、今後に向けての課題

の整理を行いつつ、ナマコの増産を図る。 

 

 ◎その他にも、次の取り組みを行う。 

①たこ漁業者は、資源保護の観点から、自主的に空釣り縄の針数を制限す

るとともに、鮮度保持や品質向上に努めるべく、漁獲時に内蔵除去など

一次加工処理を行うよう漁業者を対象とした研修会を企画し、その徹底

に努める。 

 

 ◎漁協は、次の取り組みを行う。 

①漁協は、系統、町と連携し、既存の最大ブランドのウニに加え、生産量

が少なく商品力が弱いサクラマス・ヤリイカ、薄利多売の状況のマイカ

等や、タコ・小女子・磯のり等の低漁獲魚種や低利用魚種等などに特に

着目し、積丹観光の拠点的立地も生かし付加価値化を図るべく、新たな

販売戦略を定め、美国漁港内町有地を活用した地場産品直売所の建設を

検討し、漁業者の所得向上を図る。 
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②漁協は、系統や町などの関係機関と連携し、衛生管理をソフト・ハード

両面から推進するべく、拠点漁港である美国漁港の屋根付き岸壁の整備

を開発局に要請するとともに、漁業者を対象とした衛生管理マニュアル

の作成とそれに基づく活動ルールの周知を目的とした講習会の開催等の

ソフト対策を通じて、観光客のニーズへの対応と漁業者の所得向上を図

る。 

 

漁業コスト削

減のための取

組 

 ◎全漁業者は、減速航行の徹底や岸壁係留時における機関の停止、定期な 

船底清掃により燃油コストの削減に努める。 

 

 ◎全漁業者は、漁船老朽化による更新時においては、積極的に環境対応型 

機関（排ガス規制・省エネ対応）への転換を図り、燃油使用量の削減に 

より漁業経費削減に努める。 

 

 ◎網漁業者及びえび籠漁業者は、波浪予測システムを利用し、操業の安全 

性向上に加え、操業の効率化により経費削減に努め、また、省燃油活動 

推進事業を活用し、低速航行の励行等により漁業用燃料経費の削減に 

取り組む。 

 

 ◎全漁業者は、入出港時や港内の安全航行や荷揚げ作業の短時間化に努める

ことで燃油コストの削減を図るべく、港内の浚渫、静穏域の確保のための防

波堤嵩上げなど国・北海道に要請するとともに、漁業者は安全航行を徹底す

る。 

 

 ◎敷網漁業者は、小女子の生産にあたって、需要の高い小サイズでの漁獲が

可能な時期に限定して、操業を行うことで、自主的に操業期間の短縮を図り、

あわせて持続的な漁業となるよう努める。 

 

活用する支援

措置等 

・積丹町補助事業（資源放流増殖事業、保護水面監視事業 等） 

・水産多面的機能発揮対策事業（国・道・町） 

・有害生物被害軽減実証試験（国） 

・省エネ活動推進事業（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 

◎網漁業者 171名は、次の取り組みを行う。 

①漁業者は、ホッケ、カレイ、ヒラメなど主力資源について、将来におい

て安定的に生産できるよう自主的に各魚種ごとに漁網の網目を拡大し体

長制限により資源保護を図る。さらにサケ、ニシンは資源量が不安定で

あることから研究機関の協力を得て、回帰率の向上による資源増大を目

指し、試験的に漁港内での稚魚の中間育成（海中飼育）を行う。 

また、漁協と漁業者は、資源増大を図るため、漁場周辺海域への魚礁等

の整備を道に要請する。 

②漁業者は、漁協・観光協会・商工会と連携し、当地区の主要魚種である

ウニに替わる新たな魚種としてウニ漁期外に漁獲されるサクラマス（現

在ほぼ域外出荷されている）の増産及び域内での販売促進を図るべく、

余別川への放流（その後の回帰状況についての調査を含む。）を増大する。

また、その生態や森・川・海をテーマとする各種イベント等の機会を活

用して、漁業者による創作料理の提供等を行うなどサクラマスの魚食普

及と観光食材としての定着に努めるとともに、観光シーズンの延長化に

つなげることで地域振興を図る。なお、町においてもサクラマスサンク

チュアリーセンターを活用して余別川の環境生態系についての定期的な

調査を行い、必要に応じて漁業者とともに植樹等の活動を行う。 

加えて、ヤリイカ・マイカについても、漁港内に地場産品直売所の建設

とともに活魚水槽を段階的に導入し「活での提供」による産地ならでは

の良さを示していくことで、札幌・小樽から日帰り圏内にあって年間３

万人を越える観光客が見込まれる好条件を活かした販売活動に取り組

む。さらに、カレイやヒラメを中心に、通常の消費地向けの出荷におい

ても活〆や活出荷に向けた体制づくり（漁業者への活〆講習会の開催や

活魚での搬出方法にかかる勉強会の開催を通じた普及・啓蒙等）に取組

み、販売単価の向上を図る。 

 

◎えび籠漁業 3名は、次の取り組みを行う。 

 ①漁業者は、資源保護の観点から、自主的に篭数を制限するなど更なる資

源管理に取り組む。また、鮮度保持や品質向上に努めるべく船上での活

魚水槽による搬送に加えて陸揚げ後には施氷により－１℃前後での保管

を示した統一ルールに基づき、高鮮度での均一化に努める。さらに、網

漁業者とも協力し、既設直売所における高品質な鮮魚販売の充実を図る

ことで収入の向上を図る。 

 

◎浅海漁業者 151名は、次の取り組みを行う。 

①漁業者と漁協は、町や水産試験場などの研究機関と連携し、母藻設置や

施肥などの対策を通じて磯焼け解消や藻場造成に取り組むとともに、継

続的にモニタリング調査を行う。ウニの放流にあたっては、休止中のウ
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ニ種苗センター（町所有）の改修・再活用を図り種苗生産を行うととも

に、放流後に摂餌による磯焼けが生じないよう放流場所や放流量を調整

し適正密度となるよう管理する（ウニが過剰と判断される場合には、雑

海藻を餌料とする蓄養等の可能性について関係機関と調整する）ことで

環境保全に取り組む。また、昼間及び夜間の密漁監視（6～10月）に取り

組む。 

②漁業者は、漁協・観光協会・商工会と連携し、観光シーズン(6～8 月)に

ウニ「蓄養」を行うことで観光客に対して天候に左右されず常時提供が

できる体制の確立を図る。また、「殻付き」ウニの提供に取組み、産地な

らではの良さを示していくことで来訪者の増加に努めるとともに販売促

進活動に取り組む。 

③漁業者と漁協は、高齢化による労働力不足が懸念される中、安定して加

工処理が行われるよう、また衛生管理に対する消費者ニーズが高まる中、

作業の「協業化」を進め、処理海水の殺菌化による取組が徹底できるよ

う、漁協自営のウニ加工施設の整備を検討する。 

④漁業者は、漁協、系統関係機関、町と連携し、漁港内泊地を活用しナマ

コ等の種苗の中間育成について実証試験を実施し、今後に向けての課題

の整理を行いつつ、ナマコの増産を図る。 

 

 ◎その他にも、次の取り組みを行う。 

①たこ漁業者は、資源保護の観点から、自主的に空釣り縄の針数を制限す

るとともに、鮮度保持や品質向上に努めるべく、漁獲時に内蔵除去など

一次加工処理を行うよう漁業者を対象とした研修会を企画し、その徹底

に努める。 

 

 ◎漁協は、次の取り組みを行う。 

①漁協は、系統、町と連携し、既存の最大ブランドのウニに加え、生産量

が少なく商品力が弱いサクラマス・ヤリイカ、薄利多売の状況のマイカ

等や、タコ・小女子・磯のり等の低漁獲魚種や低利用魚種等などに特に

着目し、積丹観光の拠点的立地も生かし付加価値化を図るべく、販売戦

略にもとづき、美国漁港内町有地を活用した仮設施設（地場産品直売所）

において試験営業を行い、消費者ニーズや採算性の調査を行う。 

  ②漁協は、系統や町などの関係機関と連携し、衛生管理をソフト・ハード

両面から推進するべく、拠点漁港である美国漁港の屋根付き岸壁の整備

を開発局に要請するとともに、漁業者を対象とした衛生管理マニュアル

の作成とそれに基づく活動ルールの周知を目的とした講習会の開催等の

ソフト対策を通じて、観光客のニーズへの対応と漁業者の所得向上を図

る。 

 

■上記の取組みにより、基準年の漁業収入より 0.2％の向上を目指す 
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漁業コスト削

減のための取

組 

 

 ◎全漁業者は、減速航行の徹底や岸壁係留時における機関の停止、定期な 

船底清掃により燃油コストの削減に努める。 

 

 ◎全漁業者は、漁船老朽化による更新時においては、積極的に環境対応型 

機関（排ガス規制・省エネ対応）への転換を図り、燃油使用量の削減に 

より漁業経費削減に努める。 

 

 ◎網漁業者及びえび籠漁業者は、波浪予測システムを利用し、操業の安全 

性向上に加え、操業の効率化により経費削減に努め、また、省燃油活動 

推進事業を活用し、低速航行の励行等により漁業用燃料経費の削減に 

取り組む。 

 

 ◎全漁業者は、入出港時や港内の安全航行や荷揚げ作業の短時間化に努める

ことで燃油コストの削減を図るべく、港内の浚渫、静穏域の確保のための防

波堤嵩上げなど国・北海道に要請するとともに、漁業者は安全航行を徹底す

る。 

 

 ◎敷網漁業者は、小女子の生産にあたって、需要の高い小サイズでの漁獲が

可能な時期に限定して、操業を行うことで、自主的に操業期間の短縮を図り、

あわせて持続的な漁業となるよう努める。 

 

■上記の取組みにより、基準年の漁業経費より 0.4％の削除を目指す 

活用する支援

措置等 

・積丹町補助事業（資源放流増殖事業、保護水面監視事業 等） 

・水産多面的機能発揮対策事業（国・道・町） 

・有害生物被害軽減実証試験（国） 

・水産基盤整備事業（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 

◎網漁業者 171名は、次の取り組みを行う。 

①漁業者は、ホッケ、カレイ、ヒラメなど主力資源について、将来におい

て安定的に生産できるよう自主的に各魚種ごとに漁網の網目を拡大し体

長制限により資源保護を図る。さらにサケ、ニシンは資源量が不安定で

あることから研究機関の協力を得て、回帰率の向上による資源増大を目

指し、試験的に漁港内での稚魚の中間育成（海中飼育）を行う。 

また、漁協と漁業者は、資源増大を図るため、漁場周辺海域への魚礁等

の整備を道に要請する。 

 

②漁業者は、漁協・観光協会・商工会と連携し、当地区の主要魚種である

ウニに替わる新たな魚種としてウニ漁期外に漁獲されるサクラマス（現

在ほぼ域外出荷されている）の増産及び域内での販売促進を図るべく、

余別川への放流（その後の回帰状況についての調査を含む。）を増大する。

また、その生態や森・川・海をテーマとする各種イベント等の機会を活

用して、漁業者による創作料理の提供等を行うなどサクラマスの魚食普

及と観光食材としての定着に努めるとともに、観光シーズンの延長化に

つなげることで地域振興を図る。なお、町においてもサクラマスサンク

チュアリーセンターを活用して余別川の環境生態系についての定期的な

調査を行い、必要に応じて漁業者とともに植樹等の活動を行う。 

加えて、ヤリイカ・マイカについても、漁港内に地場産品直売所の建設

とともに活魚水槽を段階的に導入し「活での提供」による産地ならでは

の良さを示していくことで、札幌・小樽から日帰り圏内にあって年間３

万人を越える観光客が見込まれる好条件を活かした販売活動に取り組

む。さらに、カレイやヒラメを中心に、通常の消費地向けの出荷におい

ても活〆や活出荷に順次取組み、販売単価の向上を図る。 

 

◎えび籠漁業 3名は、次の取り組みを行う。 

 ①漁業者は、資源保護の観点から、自主的に篭数を制限するなど更なる資

源管理に取り組む。また、鮮度保持や品質向上に努めるべく船上での活

魚水槽による搬送に加えて陸揚げ後には施氷により－１℃前後での保管

を示した統一ルールに基づき、高鮮度での均一化に努める。さらに、網

漁業者とも協力し、既設直売所における高品質な鮮魚販売の充実を図る

ことで収入の向上を図る。 

 

◎浅海漁業者 151名は、次の取り組みを行う。 

①漁業者と漁協は、町や水産試験場などの研究機関と連携し、母藻設置や

施肥などの対策を通じて磯焼け解消や藻場造成に取り組むとともに、継

続的にモニタリング調査を行う。ウニの放流にあたっては、休止中のウ

ニ種苗センター（町所有）の改修・再活用を図り種苗生産を行うととも
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に、放流後に摂餌による磯焼けが生じないよう放流場所や放流量を調整

し適正密度となるよう管理する（ウニが過剰と判断される場合には、雑

海藻を餌料とする蓄養等の可能性について関係機関と調整する）ことで

環境保全に取り組む。また、昼間及び夜間の密漁監視（6～10月）に取り

組む。 

②漁業者は、漁協・観光協会・商工会と連携し、観光シーズン(6～8 月)に

ウニ「蓄養」を行うことで観光客に対して天候に左右されず常時提供が

できる体制の確立を図る。また、「殻付き」ウニの提供に取組み、産地な

らではの良さを示していくことで来訪者の増加に努めるとともに販売促

進活動に取り組む。 

③漁業者と漁協は、高齢化による労働力不足が懸念される中、安定して加

工処理が行われるよう、また衛生管理に対する消費者ニーズが高まる中、

作業の「協業化」を進め、処理海水の殺菌化による取組が徹底できるよ

う、漁協自営のウニ加工施設の整備を検討する。 

④漁業者は、漁協、系統関係機関、町と連携し、漁港内泊地を活用しナマ

コ等の種苗の中間育成について引き続き実証試験を実施し、今後に向け

ての課題の整理を行いつつ、ナマコの増産を図る。さらに、余別漁港(来

岸地区)の荷捌き施設を有効活用し、ナマコ種苗生産を試験的に実施す

る。 

 

 ◎その他にも、次の取り組みを行う。 

①たこ漁業者は、資源保護の観点から、自主的に空釣り縄の針数を制限す

るとともに、鮮度保持や品質向上に努めるべく、漁獲時に内蔵除去など

一次加工処理を行うよう漁業者を対象とした研修会を企画し、その徹底

に努める。 

 

 ◎漁協は、次の取り組みを行う。 

①漁協は、系統、町と連携し、既存の最大ブランドのウニに加え、生産量

が少なく商品力が弱いサクラマス・ヤリイカ、薄利多売の状況のマイカ

等や、タコ・小女子・磯のり等の低漁獲魚種や低利用魚種等などに特に

着目し、積丹観光の拠点的立地も生かし付加価値化を図るべく、販売戦

略にもとづき、美国漁港内町有地を活用した地場産品直売所を建設し、

漁業者の所得向上を図る。 

②漁協は、系統や町などの関係機関と連携し、衛生管理をソフト・ハード

両面から推進するべく、拠点漁港である美国漁港の屋根付き岸壁の整備

を開発局に要請するとともに、漁業者を対象とした衛生管理マニュアル

の作成とそれに基づく活動ルールの周知を目的とした講習会の開催等の

ソフト対策を通じて、観光客のニーズへの対応と漁業者の所得向上を図

る。 

■上記の取組みにより、基準年の漁業収入より 0.5％の向上を目指す 
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漁業コスト削

減のための取

組 

  

◎全漁業者は、減速航行の徹底や岸壁係留時における機関の停止、定期な 

船底清掃により燃油コストの削減に努める。 

 

 ◎全漁業者は、漁船老朽化による更新時においては、積極的に環境対応型 

機関（排ガス規制・省エネ対応）への転換を図り、燃油使用量の削減に 

より漁業経費削減に努める。 

 

 ◎網漁業者及びえび籠漁業者は、波浪予測システムを利用し、操業の安全 

性向上に加え、操業の効率化により経費削減に努め、また、省燃油活動 

推進事業を活用し、低速航行の励行等により漁業用燃料経費の削減に 

取り組む。 

 

 ◎全漁業者は、入出港時や港内の安全航行や荷揚げ作業の短時間化に努める

ことで燃油コストの削減を図るべく、港内の浚渫、静穏域の確保のための防

波堤嵩上げなど国・北海道に要請するとともに、漁業者は安全航行を徹底す

る。 

 

◎敷網漁業者は、小女子の生産にあたって、需要の高い小サイズでの漁獲が

可能な時期に限定して、操業を行うことで、自主的に操業期間の短縮を図り、

あわせて持続的な漁業となるよう努める。 

 

■上記の取組みにより、基準年の漁業経費より 0.4％の削除を目指す 

活用する支援

措置等 

・積丹町補助事業（資源放流増殖事業、保護水面監視事業 等） 

・水産基盤整備事業（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 

◎網漁業者 171名は、次の取り組みを行う。 

①漁業者は、ホッケ、カレイ、ヒラメなど主力資源について、将来におい

て安定的に生産できるよう自主的に各魚種ごとに漁網の網目を拡大し体

長制限により資源保護を図る。さらにサケ、ニシンは資源量が不安定で

あることから研究機関の協力を得て、回帰率の向上による資源増大を目

指し、試験的に行った稚魚の中間育成（海中飼育）の成果の検証を行う。 

また、漁協と漁業者は、資源増大を図るため、漁場周辺海域への魚礁等

の整備を道に要請する。 

②漁業者は、漁協・観光協会・商工会と連携し、当地区の主要魚種である

ウニに替わる新たな魚種としてウニ漁期外に漁獲されるサクラマス（現

在ほぼ域外出荷されている）の増産及び域内での販売促進を図るべく、

余別川への放流（その後の回帰状況についての調査を含む。）を増大する。

また、その生態や森・川・海をテーマとする各種イベント等の機会を活

用して、漁業者による創作料理の提供等を行うなどサクラマスの魚食普

及と観光食材としての定着に努めるとともに、観光シーズンの延長化に

つなげることで地域振興を図る。なお、町においてもサクラマスサンク

チュアリーセンターを活用して余別川の環境生態系についての定期的な

調査を行い、必要に応じて漁業者とともに植樹等の活動を行う。 

加えて、ヤリイカ・マイカについても、漁港内に地場産品直売所の建設

とともに活魚水槽を段階的に導入し「活での提供」による産地ならでは

の良さを示していくことで、札幌・小樽から日帰り圏内にあって年間３

万人を越える観光客が見込まれる好条件を活かした販売活動に取り組

む。さらに、カレイやヒラメを中心に、通常の消費地向けの出荷におい

ても活〆や活出荷に順次取組み、販売単価の向上を図る。 

 

◎えび籠漁業 3名は、次の取り組みを行う。 

 ①漁業者は、資源保護の観点から、自主的に篭数を制限するなど更なる資

源管理に取り組む。また、鮮度保持や品質向上に努めるべく船上での活

魚水槽による搬送に加えて陸揚げ後には施氷により－１℃前後での保管

を示した統一ルールに基づき、高鮮度での均一化に努める。さらに、網

漁業者とも協力し、既設直売所における高品質な鮮魚販売の充実を図る

ことで収入の向上を図る。 

 

◎浅海漁業者 151名は、次の取り組みを行う。 

①漁業者と漁協は、町や水産試験場などの研究機関と連携し、母藻設置や

施肥などの対策を通じて磯焼け解消や藻場造成に取り組むとともに、継

続的にモニタリング調査を行う。ウニの放流にあたっては、休止中のウ

ニ種苗センター（町所有）の改修・再活用を図り種苗生産を行うととも

に、放流後に摂餌による磯焼けが生じないよう放流場所や放流量を調整
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し適正密度となるよう管理する（ウニが過剰と判断される場合には、雑

海藻を餌料とする蓄養等の可能性について関係機関と調整する）ことで

環境保全に取り組む。また、昼間及び夜間の密漁監視（6～10月）に取り

組む。 

②漁業者は、漁協・観光協会・商工会と連携し、観光シーズン(6～8 月)に

ウニ「蓄養」を行うことで観光客に対して天候に左右されず常時提供が

できる体制の確立を図る。また、「殻付き」ウニの提供に取組み、産地な

らではの良さを示していくことで来訪者の増加に努めるとともに販売促

進活動に取り組む。 

③漁業者と漁協は、高齢化による労働力不足が懸念される中、安定して加

工処理が行われるよう、また衛生管理に対する消費者ニーズが高まる中、

作業の「協業化」を進め、処理海水の殺菌化による取組が徹底できるよ

う、漁協自営のウニ加工施設の整備を検討する。 

④漁業者は、漁協、系統関係機関、町と連携し、漁港内泊地を活用しナマ

コ等の種苗の中間育成について引き続き実証試験を実施し、今後に向け

ての課題の整理を行いつつ、ナマコの増産を図る。さらに、余別漁港(来

岸地区)の荷捌き施設を有効活用し、ナマコ種苗生産を試験的に実施す

る。 

 

 ◎その他にも、次の取り組みを行う。 

①たこ漁業者は、資源保護の観点から、自主的に空釣り縄の針数を制限す

るとともに、鮮度保持や品質向上に努めるべく、漁獲時に内蔵除去など

一次加工処理を行うよう漁業者を対象とした研修会を企画し、その徹底

に努める。 

 

 ◎漁協は、次の取り組みを行う。 

①漁協は、系統、町と連携し、既存の最大ブランドのウニに加え、生産量

が少なく商品力が弱いサクラマス・ヤリイカ、薄利多売の状況のマイカ

等や、タコ・小女子・磯のり等の低漁獲魚種や低利用魚種等などに特に

着目し、積丹観光の拠点的立地も生かし付加価値化を図るべく、販売戦

略にもとづき、美国漁港内町有地を活用した地場産品直売所を建設し、

漁業者の所得向上を図る。 

②漁協は、系統や町などの関係機関と連携し、衛生管理をソフト・ハード

両面から推進するべく、拠点漁港である美国漁港の屋根付き岸壁の整備

を開発局に要請するとともに、漁業者を対象とした衛生管理マニュアル

の作成とそれに基づく活動ルールの周知を目的とした講習会の開催等の

ソフト対策を通じて、観光客のニーズへの対応と漁業者の所得向上を図

る。 

 

■上記の取組みにより、基準年の漁業収入より 0.9％の向上を目指す 
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漁業コスト削

減のための取

組 

 

 ◎全漁業者は、減速航行の徹底や岸壁係留時における機関の停止、定期な 

船底清掃により燃油コストの削減に努める。 

 

 ◎全漁業者は、漁船老朽化による更新時においては、積極的に環境対応型 

機関（排ガス規制・省エネ対応）への転換を図り、燃油使用量の削減に 

より漁業経費削減に努める。 

 

 ◎網漁業者及びえび籠漁業者は、波浪予測システムを利用し、操業の安全 

性向上に加え、操業の効率化により経費削減に努め、また、省燃油活動 

推進事業を活用し、低速航行の励行等により漁業用燃料経費の削減に 

取り組む。 

 

 ◎全漁業者は、入出港時や港内の安全航行や荷揚げ作業の短時間化に努める

ことで燃油コストの削減を図るべく、港内の浚渫、静穏域の確保のための防

波堤嵩上げなど国・北海道に要請するとともに、漁業者は安全航行を徹底す

る。 

 

◎敷網漁業者は、小女子の生産にあたって、需要の高い小サイズでの漁獲が

可能な時期に限定して、操業を行うことで、自主的に操業期間の短縮を図り、

あわせて持続的な漁業となるよう努める。 

 

■上記の取組みにより、基準年の漁業経費より 0.4％の削除を目指す 

活用する支援

措置等 

・積丹町補助事業（資源放流増殖事業、保護水面監視事業 等） 

・水産基盤整備事業（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 

◎網漁業者 171名は、次の取り組みを行う。 

①漁業者は、ホッケ、カレイ、ヒラメなど主力資源について、将来におい

て安定的に生産できるよう自主的に各魚種ごとに漁網の網目を拡大し体

長制限により資源保護を図る。さらにサケ、ニシンは資源量が不安定で

あることから研究機関の協力を得て、回帰率の向上による資源増大を目

指し、試験的に行った稚魚の中間育成（海中飼育）の成果の検証を行う。 

また、漁協と漁業者は、資源増大を図るため、漁場周辺海域への魚礁等

の整備を道に要請する。 

②漁業者は、漁協・観光協会・商工会と連携し、当地区の主要魚種である

ウニに替わる新たな魚種としてウニ漁期外に漁獲されるサクラマス（現

在ほぼ域外出荷されている）の増産及び域内での販売促進を図るべく、

余別川への放流（その後の回帰状況についての調査を含む。）を増大する。

また、その生態や森・川・海をテーマとする各種イベント等の機会を活

用して、漁業者による創作料理の提供等を行うなどサクラマスの魚食普

及と観光食材としての定着に努めるとともに、観光シーズンの延長化に

つなげることで地域振興を図る。なお、町においてもサクラマスサンク

チュアリーセンターを活用して余別川の環境生態系についての定期的な

調査を行い、必要に応じて漁業者とともに植樹等の活動を行う。 

加えて、ヤリイカ・マイカについても、漁港内に地場産品直売所の建設

とともに活魚水槽を段階的に導入し「活での提供」による産地ならでは

の良さを示していくことで、札幌・小樽から日帰り圏内にあって年間３

万人を越える観光客が見込まれる好条件を活かした販売活動に取り組

む。さらに、カレイやヒラメを中心に、通常の消費地向けの出荷におい

ても活〆や活出荷に順次取組み、販売単価の向上を図る。 

 

◎えび籠漁業 3名は、次の取り組みを行う。 

 ①漁業者は、資源保護の観点から、自主的に篭数を制限するなど更なる資

源管理に取り組む。また、鮮度保持や品質向上に努めるべく船上での活

魚水槽による搬送に加えて陸揚げ後には施氷により－１℃前後での保管

を示した統一ルールに基づき、高鮮度での均一化に努める。さらに、網

漁業者とも協力し、既設直売所における高品質な鮮魚販売の充実を図る

ことで収入の向上を図る。 

 

◎浅海漁業者 151名は、次の取り組みを行う。 

①漁業者と漁協は、町や水産試験場などの研究機関と連携し、母藻設置や

施肥などの対策を通じて磯焼け解消や藻場造成に取り組むとともに、継

続的にモニタリング調査を行う。ウニの放流にあたっては、休止中のウ
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ニ種苗センター（町所有）の改修・再活用を図り種苗生産を行うととも

に、放流後に摂餌による磯焼けが生じないよう放流場所や放流量を調整

し適正密度となるよう管理する（ウニが過剰と判断される場合には、雑

海藻を餌料とする蓄養等の可能性について関係機関と調整する）ことで

環境保全に取り組む。また、昼間及び夜間の密漁監視（6～10月）に取り

組む。 

②漁業者は、漁協・観光協会・商工会と連携し、観光シーズン(6～8 月)に

ウニ「蓄養」を行うことで観光客に対して天候に左右されず常時提供が

できる体制の確立を図る。また、「殻付き」ウニの提供に取組み、産地な

らではの良さを示していくことで来訪者の増加に努めるとともに販売促

進活動に取り組む。 

③漁業者と漁協は、高齢化による労働力不足が懸念される中、安定して加

工処理が行われるよう、また衛生管理に対する消費者ニーズが高まる中、

作業の「協業化」を進め、処理海水の殺菌化による取組が徹底できるよ

う、漁協自営のウニ加工施設の整備を検討する。 

④漁業者は、漁協、系統関係機関、町と連携し、漁港内泊地を活用しナマ

コ等の種苗の中間育成について引き続き実証試験を実施し、今後に向け

ての課題の整理を行いつつ、ナマコの増産を図る。さらに、余別漁港(来

岸地区)の荷捌き施設を有効活用し、ナマコ種苗生産を試験的に実施す

る。 

 

 ◎その他にも、次の取り組みを行う。 

①たこ漁業者は、資源保護の観点から、自主的に空釣り縄の針数を制限す

るとともに、鮮度保持や品質向上に努めるべく、漁獲時に内蔵除去など

一次加工処理を行うよう漁業者を対象とした研修会を企画し、その徹底

に努める。 

 

 ◎漁協は、次の取り組みを行う。 

①漁協は、系統、町と連携し、既存の最大ブランドのウニに加え、生産量

が少なく商品力が弱いサクラマス・ヤリイカ、薄利多売の状況のマイカ

等や、タコ・小女子・磯のり等の低漁獲魚種や低利用魚種等などに特に

着目し、積丹観光の拠点的立地も生かし付加価値化を図るべく、販売戦

略にもとづき、美国漁港内町有地を活用した地場産品直売所を建設し、

漁業者の所得向上を図る。 

②漁協は、系統や町などの関係機関と連携し、衛生管理をソフト・ハード

両面から推進するべく、拠点漁港である美国漁港の屋根付き岸壁の整備

を開発局に要請するとともに、漁業者を対象とした衛生管理マニュアル

の作成とそれに基づく活動ルールの周知を目的とした講習会の開催等の

ソフト対策を通じて、観光客のニーズへの対応と漁業者の所得向上を図

る。 
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■上記の取組みにより、基準年の漁業収入より 1.5％の向上を目指す 

漁業コスト削

減のための取

組 

 ◎全漁業者は、減速航行の徹底や岸壁係留時における機関の停止、定期な 

船底清掃により燃油コストの削減に努める。 

 

 ◎全漁業者は、漁船老朽化による更新時においては、積極的に環境対応型 

機関（排ガス規制・省エネ対応）への転換を図り、燃油使用量の削減に 

より漁業経費削減に努める。 

 

 ◎網漁業者及びえび籠漁業者は、波浪予測システムを利用し、操業の安全 

性向上に加え、操業の効率化により経費削減に努め、また、省燃油活動 

推進事業を活用し、低速航行の励行等により漁業用燃料経費の削減に 

取り組む。 

 

 ◎全漁業者は、入出港時や港内の安全航行や荷揚げ作業の短時間化に努める

ことで燃油コストの削減を図るべく、港内の浚渫、静穏域の確保のための防

波堤嵩上げなど国・北海道に要請するとともに、漁業者は安全航行を徹底す

る。 

 

◎敷網漁業者は、小女子の生産にあたって、需要の高い小サイズでの漁獲が

可能な時期に限定して、操業を行うことで、自主的に操業期間の短縮を図り、

あわせて持続的な漁業となるよう努める。 

 

■上記の取組みにより、基準年の漁業経費より 0.7％の削除を目指す 

活用する支援

措置等 

・積丹町補助事業（資源放流増殖事業、保護水面監視事業 等） 

・水産基盤整備事業（国） 

 

 

  （４）関係機関との連携 

積丹町及び北海道後志振興局、（地独）北海道立総合研究機構、北海道開発局等と連携しな

がら各種支援制度を活用し、随時、北海道漁連・信漁連・共済組合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く。 
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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 一人当たり   千円 

目標年 平成  年度：漁業所得 一人当たり   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 

漁業経営セーフティー

ネット構築等事業 

・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。 

水産多面的機能発揮対

策事業 

・藻場の再生を行い、漁場環境の保全を図る。 

・沿岸の水域監視によりトド等海生哺乳類の出現動向・行動監視

活動を行い、海洋生物の保全を図る。 

有害生物被害軽減実証

事業 

・トドの追い払いを行い、漁具・漁網被害の軽減と、水揚げの増

加により漁業所得を図る。 

もうかる漁業創設支援

事業 

・漁船等の収益性回復実証事業を活用し、新たな漁業生産を目指

すことで漁業経営コストの軽減を図る。 

省エネ機器等導入推進

事業 

・省エネ型機器への換装により漁業用燃油経費の削減を図る。 

省燃油活動推進事業 
・漁船の船底清掃及びエンジン回転率の低減等の減速航行による

省エネ活動を実践し、燃油消費量を削減し漁業経費の削減を図る。 

水産基盤整備事業 ・漁港や漁場の整備・保全により、資源増大や効率的で安全な漁

業経営が図られる。 

・屋根付岸壁の整備等の衛生管理面を強化することで水産物の付

加価値が向上するため、浜の活力再生プランの効果を高められる。 
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