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A対象となる地域の         E 
範囲及び漁業の種類 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・地域の範囲：北海道厚岸郡浜中町 
       琵琶瀬地区、仲の浜地区 
       新川地区、暮帰別地区 
       湯沸地区、霧多布地区 
       榊町地区、奔幌戸地区 
       貰人・恵茶人地区 
      （浜中漁業協同組合の範囲） 
 
 
・対象漁業種類 
 こんぶ漁業 
 さんま棒受け網漁業 
 たこ空釣縄漁業 
 あさり漁業 
 うに養殖漁業         
うに潜水器漁業           

 さけ定置漁業 
  ほっき桁網漁業 

 
 
     
 
 
 
 
 
組合員数372名  
 

対象着業者数 
327経営体 

9経営体 
10経営体  
30経営体 
53経営体 
16経営体 
6経営体 

90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 

 
 浜中町における漁業は、就業人口の半分を第一次産業が占め、そのうちの２／３の約1,500人が漁業に従事す
るなど重要な基幹産業となっていいます。 
 当地区の漁業形態は、漁家の9割でコンブ漁業が営まれているほか、定置網による春・秋サケ漁、小型船によ
るサンマ・タコ漁などを主力とする沿岸漁業が行われています。 
 また「環境と調和した持続可能な漁業」をめざし、ウニの養殖事業を積極的に展開しているほか、昆布荒廃
漁場の雑海藻駆除事業、アサリ礁の環境改善に努めています。 
 一方、主要漁業であるコンブは、気象不良による出漁日数の減少や荒廃漁場の拡大等が減産傾向となってい
ます。 
 また、サンマ漁業は漁期当初から漁場がロシア水域当方に形成されることが近年続いているほか、道東海域
への南下時期の遅れや魚群の薄れ等もあり、漁獲高は不良であった前年の70％となっています。 
更には原油価格の高騰から漁業用資材や燃料などの漁業経費が増加しており、漁業所得の減少など漁業経営

の環境は一層厳しい状況となっています。 
そのため、漁業関係者、行政、一丸となり、町の基幹産業である水産業を支えていく体制づくりを進め、「

浜の活力再生プラン」を策定し、漁業所得の向上による当地区の活性化を目指します。 
 

 
 

別記様式第 1号 別添 



 
 （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、漁業の衰退は直接地域産業に影響を及ぼすため、特に主要となっているサ

ンマやこんぶの漁獲量減少は、地元加工業者にとって原材料確保先を他地域へ求めることによる輸送費などの
経費の増加や、地産の魚介類を使用した特産品の製造減などによる経営を圧迫の要因となっています。 
 

３ 活性化の取組方針  
（１）基本方針 

 
 浜中地区地域再生委員会は、基幹産業である漁業を地域を支える活力ある産業として発展させるため、水産
資源の持続的利用や効率的で安定的な漁業経営の確立を目指すとともに漁業後継者や新規就業者が安心して着
業できるよう、次の活動に取り組む。 
 
○豊かな海を持続的に利用するためには、資源維持・増大対策とあわせ、漁獲努力量の削減による資源保護、
さらには漁業収入を維持できる単価向上対策が必要である、これらを実現するため、下記の取組みを行う。 
 
  ・種苗放流（うに）や雑海藻駆除（コンブ）による資源の維持・増大 
  ・操業規制や休漁日の設定による漁獲圧および漁獲努力量の削減による資源保護（ほっき） 
  ・鮮度保持の向上と衛生管理の徹底によるブランド化の推進と付加価値向上対策の強化（さんま・さけ） 
  ・活〆技術の普及による鮮度保持向上への取組（さけ） 
  ・畜養施設等の整備や活用による計画出荷の推進と流通体制の整備（ほっき・あさり） 
  ・魚食普及による消費・流通の拡大対策とＰＲ体制の強化 
  ・水産基盤整備事業によるタコ産卵礁の整備促進 
   
○効率的で安定的な漁業経営の確立を目指すため、省エネ機器等の導入や効率的な操業による燃料経費の削減、
操業体制の見直しを図るため、下記の取組みを行う。 
    
  ・省エネ機器等の導入による漁業用燃料経費の削減 
  ・船体および機器メンテナスの実施による負荷の低減 
  ・減速航行や漁場情報の共有化など効率的な操業体制の構築による省燃油活動の実施 
  ・集団操業や協業化などの操業体制の見直しによる操業経費の節減 
  ・漁港の機能を回復し、安全で効率的な操業の実現 
 
○以上の取組みに加え、漁業後継者などが新規着業しやすい環境を整えるとともに、高齢漁業者が健康に就業
できるよう、就労環境の改善を図るため、次の取組みを行う。 
 
  ・漁業就業に必要な資格の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 
  ・漁労作業の省力化および共同化・協業化を推進するための共同利用施設等の整備 
 

 
 
 （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（ほっき・あさり） 
・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（うに） 
 

 
 
 
 
 
 



 （３）具体的な取組内容 
   １年目(平成２６年度) 

以下の取組については、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 
 
 
 

・こんぶ漁業327経営体は、荒廃漁場や疲弊した漁場の雑海藻駆除を行った翌年は自主禁漁とし
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、モニタリング調査を計
画的に実施することで、資源増大と収入の向上を図る。 
さらに、浜中漁協職員及び浜中漁協女性部は「浜中なが昆布」の販売促進を図るため、販売戦

略を定め、販促及びＰＲ活動等を行うことで、消費拡大に取り組む。 
 
・さんま棒受け網漁業者9経営体は、漁獲後の魚倉内のさんまの品質向上（腐敗を促進する雑菌
の死滅化）のため、各漁船に紫外線海水処理装置を順次導入し、魚倉内の海水浄化を通じて衛生
管理とともに品質向上による付加価値の向上に取り組む。 
 
・浜中漁協とたこ空釣縄漁業者10経営体は、北海道が実施する水産環境整備事業によるタコ産
卵礁の整備促進を要請するとともに、漁獲体長制限を自主的に行うことにより稚ダコを保護し効
率的な資源増大を目指す。 
 
・アサリ漁業者30経営体は、アサリ漁場において、アサリの種苗放流や害敵（ヒトデ）の駆除
の強化のほか、計画的に漁場に覆砂をすることにより、漁場環境の向上による資源増大を図る。 
 
・うに潜水器漁業者16経営体は、うにの種苗放流を行うとともに、実入りの悪い漁場にあるう
にを海藻等餌料の豊富な好漁場へ分散して移植することにより、効率的に漁獲資源の増大を図る
。また、このように分散して移植することは、日本海側での天然うにの操業が8月までであるこ
とから、当海域での操業が開始する11月頃は全道的に出荷量が少なく単価が総じて高くなるな
かで、１１月と１２月の出荷割合を可能な限り増やすことが可能となると考えており、このため
の実証調査を行うことで、収入の向上に向けた課題整理を行う。 
また、うに養殖漁業者53経営体は、給餌量の調整などのきめ細かい養殖管理を徹底し、上記

の理由から、天然うにの漁獲ができない９月と１０月の出荷割合を順次増やすことで､収入の向
上を目指す。 
 
・さけ定置漁業者6経営体は、春の定置網漁業で水揚げするものの中から漁獲サイズや色など一
定基準を満たした良質なトキシラズを選別し、船上にて迅速に「船上活〆」処理のほか、施氷方
法を統一化し鮮度の均一化に努めるとともに、港内での荷捌き作業時に殺菌海水を使用すること
により、衛生管理を徹底することで魚価の向上を図る。 
 
・ほっき桁網漁業者90経営体は、ほっき漁場において荒廃した漁場を桁曳き網による耕耘を実
施することで稚貝の２次発生を促すとともに、市場内に設置する畜養施設の活用により砂抜きを
行い、消費地市場の市況を勘案の上、調整出荷することにより魚価の向上を図る。 
 
・全漁業経営体及び浜中漁協は衛生管理の徹底のため、荷受者である市場職員を衛生管理意識向
上のために各種衛生管理講習会などに参加させ、衛生管理意識の向上にむけた取り組みを行うと
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イベント等を
通じてＰＲを行い販売促進を図っていく。 
 
●これらの取組みにより、基準年より1.３％の漁業収入向上を目指す。 

漁業コスト削
減のための取
組 
 
 

 ・全漁業経営体は、省燃油活動推進事業の活用などにより、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組む。 
 
・ホッキガイ漁業者90名は、漁獲対象とならない未成貝に配慮しつつ、一日漁獲制限量を全体
で9ｔから10ｔに見直しすることにより出漁日数を減らし、燃油消費量を基準年と比べ削減す
る。（出荷量の調整は蓄養施設の活用により実施する） 
 また、共同作業の見直しにより、効率的な操業体制を構築し、出漁日数及び隻数を抑制するこ
とにより漁業経費の削減に取り組む。 
 
・琵琶瀬漁港の北防波堤、物揚場、船揚場の整備を要請し、施設の機能を回復し、安全で効率的
な操業に取り組む。 
これらの取り組みにより、基準年の漁業経費より0.9％の削減を目指す。 

 
活用する支援
措置等 
 
 
 

 
・浜中町沿岸漁業構造改善対策事業補助金（種苗放流） 
・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） 
・水産多面的機能発揮対策事業（国） 
・水産基盤整備事業（国） 

 



２年目(平成２７年度) 
漁業収入向上
のための取組 
 
 
 

・こんぶ漁業者327経営体は、荒廃漁場や疲弊した漁場の雑海藻駆除を行った翌年は自主禁漁と
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、モニタリング調査を
計画的に実施することで、資源増大と収入の向上を図る。 
さらに、浜中漁協職員及び浜中漁協女性部は「浜中なが昆布」にかかる販売戦略にもとづき、

販促及びＰＲ活動を積極的に実施することで、消費拡大に取り組む。 
 
・さんま棒受け網漁業者9経営体は、漁獲後の魚倉内のさんまの品質向上（腐敗を促進する雑菌
の死滅化）のため、各漁船に紫外線海水処理装置を順次導入し、魚倉内の海水浄化を通じて衛生
管理とともに品質向上による付加価値の向上に取り組む。さらに、流通業者や消費者のさらなる
ニーズに応えるため、より高鮮度保持が可能な海水シャーベット氷製造機の導入を検討し、低温
管理による一層の品質向上を通して付加価値の向上を図る。 
  
・浜中漁協とたこ空釣縄漁業者10経営体は、北海道が実施する水産環境整備事業によるタコ産
卵礁の整備促進を要請するとともに、漁獲体長制限を自主的に行うことにより稚ダコを保護し効
率的な資源増大を目指す。 
 
・アサリ漁業者30経営体は、アサリ漁場において、アサリの種苗放流や害敵（ヒトデ）の駆除
の強化のほか、計画的に漁場に覆砂をすることにより、漁場環境の向上による資源増大を図る。 
 
・うに潜水器漁業者16経営体は、うにの種苗放流を行うとともに、実入りの悪い漁場にあるう
にを海藻等餌料の豊富な好漁場へ分散して移植することにより、効率的に漁獲資源の増大を図る
。また、このように分散して移植することは、日本海側での天然うにの操業が8月までであるこ
とから、当海域での操業が開始する11月頃は全道的に出荷量が少なく単価が総じて高くなるな
かで、１１月と１２月の出荷割合を可能な限り増やすことが可能となると考えており、これまで
の調査結果を踏まえ、順次出荷割合を増やすことで、収入の向上を目指す。 
また、うに養殖漁業者53経営体は、給餌量の調整などのきめ細かい養殖管理を徹底し、上記

の理由から、天然うにの漁獲ができない９月と１０月の出荷割合を順次増やすことで､収入の向
上を目指す。 
 
・さけ定置漁業者6経営体は、春の定置網漁業で水揚げするものの中から漁獲サイズや色など一
定基準を満たした良質なトキシラズを選別し、船上にて迅速に「船上活〆」処理のほか、施氷方
法を統一化し鮮度の均一化に努めるとともに、港内での荷捌き作業時に殺菌海水を使用すること
により、衛生管理を徹底することで魚価の向上を図る。 
 
・ほっき桁網漁業者90経営体は、ほっき漁場において荒廃した漁場を桁曳き網による耕耘を実
施することで稚貝の２次発生を促すとともに、市場内に設置する畜養施設の活用により砂抜きを
行い、消費地市場の市況を勘案の上、調整出荷することにより魚価の向上を図る。 
 
・全漁業経営体及び浜中漁協は衛生管理の徹底のため、荷受者である市場職員を衛生管理意識向
上のために各種衛生管理講習会などに参加させ、衛生管理意識の向上にむけた取り組みを行うと
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イベント等を
通じてＰＲを行い販売促進を図っていく。 
 
●これらの取組みにより、基準年より1.5％の漁業収入向上を目指す。 

漁業コスト削
減のための取
組 
 

・全漁業経営体は、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組む。 
 
・さんま棒受網漁業の漁船1隻の機関換装を行うとともに昆布漁業の船外機10台を導入すること
で省燃油を実現し、漁業コストの削減を図る。 

 
・ホッキガイ漁業者90名は、漁獲対象とならない未成貝に配慮しつつ、一日漁獲制限量を全体
で9ｔから10ｔに見直しすることにより出漁日数を減らし、燃油消費量を基準年と比べ削減する
。（出荷量の調整は蓄養施設の活用により実施する） 
 また、共同作業の見直しにより、効率的な操業体制を構築し、出漁日数及び隻数を抑制すると
ともに、噴流式ポンプを導入し、漁業経費の削減に取り組む。 
 
・コンブ選別機の導入により、選葉作業に係る労賃の削減を図る。 
 
・琵琶瀬漁港の北防波堤、物揚場、船揚場の整備や奔幌戸漁港の泊地・航路浚渫を要請し、施設
の機能を回復し、安全で効率的な操業に取り組む。 
●これらの取り組みにより、基準年の漁業経費より1.0％の削減を目指す。 

活用する支援
措置等 
 

・浜中町沿岸漁業構造改善対策事業補助金（種苗放流） 
・漁業経営セーフティネット構築事業（国） 
・省エネ機器導入推進事業（国） 
・水産多面的機能発揮対策事業（国） 
・地域づくり総合交付金（道） 
・水産基盤整備事業（国） 



３年目(平成２８年度) 
漁業収入向上
のための取組 
 
 
 

・こんぶ漁業者327経営体は、荒廃漁場や疲弊した漁場の雑海藻駆除を行った翌年は自主禁漁と
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、モニタリング調査を
計画的に実施することで、資源増大と収入の向上を図る。 
さらに、浜中漁協職員及び浜中漁協女性部は「浜中なが昆布」にかかる販売戦略にもとづき、

販促及びＰＲ活動を積極的に実施することで、消費拡大に取り組む。 
 
・さんま棒受け網漁業者9経営体は、漁獲後の魚倉内のさんまの品質向上（腐敗を促進する雑菌
の死滅化）のため、各漁船に紫外線海水処理装置を順次導入し、魚倉内の海水浄化を通じて衛生
管理とともに品質向上による付加価値の向上に取り組む。さらに、流通業者や消費者のさらなる
ニーズに応えるため、より高鮮度保持が可能な海水シャーベット氷製造機を試験導入し、低温管
理による一層の品質向上を通して付加価値の向上を図る。 

 
・浜中漁協とたこ空釣縄漁業者10経営体は、北海道が実施する水産環境整備事業によるタコ産
卵礁の整備促進を要請するとともに、漁獲体長制限を自主的に行うことにより稚ダコを保護し効
率的な資源増大を目指す。 
 
・アサリ漁業30経営体は、アサリ漁場において、アサリの種苗放流や害敵（ヒトデ）の駆除の
強化のほか、計画的に漁場に覆砂をすることにより、漁場環境の向上による資源増大を図る。 
 
・うに潜水器漁業者16経営体は、うにの種苗放流を行うとともに、実入りの悪い漁場にあるう
にを海藻等餌料の豊富な好漁場へ分散して移植することにより、効率的に漁獲資源の増大を図る
。また、このように分散して移植することは、日本海側での天然うにの操業が8月までであるこ
とから、当海域での操業が開始する11月頃は全道的に出荷量が少なく単価が総じて高くなるな
かで、１１月と１２月の出荷割合を可能な限り増やすことが可能となると考えており、これまで
の調査結果を踏まえ、順次出荷割合を増やすことで、収入の向上を目指す。 
また、うに養殖漁業者53経営体は、給餌量の調整などのきめ細かい養殖管理を徹底し、上記の
理由から、天然うにの漁獲ができない９月と１０月の出荷割合を順次増やすことで､収入の向上
を目指す。 
 
・さけ定置漁業者6経営体は、春の定置網漁業で水揚げするものの中から漁獲サイズや色など一
定基準を満たした良質なトキシラズを選別し、船上にて迅速に「船上活〆」処理のほか、施氷方
法を統一化し鮮度の均一化に努めるとともに、港内での荷捌き作業時に殺菌海水を使用すること
により、衛生管理を徹底することで魚価の向上を図る。 
 
・ほっき桁網漁業者90経営体は、ほっき漁場において荒廃した漁場を桁曳き網による耕耘を実
施することで稚貝の２次発生を促すとともに、市場内に設置する畜養施設の活用により砂抜きを
行い、消費地市場の市況を勘案の上、調整出荷することにより魚価の向上を図る。 
 
・全漁業経営体及び浜中漁協は衛生管理の徹底のため、荷受者である市場職員を衛生管理意識向
上のために各種衛生管理講習会などに参加させ、衛生管理意識の向上にむけた取り組みを行うと
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イベント等を
通じてＰＲを行い販売促進を図っていく。 
 
●これらの取組みにより、基準年より1.5％の漁業収入向上を目指す。 

漁業コスト削
減のための取
組 
 
 

・全漁業経営体は、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組む。 
 
・さんま棒受網漁業の漁船1隻の機関換装を行うとともに昆布漁業の船外機10台を導入すること
で省燃油を実現し、漁業コストの削減を図る。 

 
・ホッキガイ漁業者90名は、漁獲対象とならない未成貝に配慮しつつ、一日漁獲制限量を全体
で9ｔから10ｔに見直しすることにより出漁日数を減らし、燃油消費量を基準年と比べ削減す
る。（出荷量の調整は蓄養施設の活用により実施する） 
 また、共同作業の見直しにより、効率的な操業体制を構築し、出漁日数及び隻数を抑制すると
ともに、噴流式ポンプの導入を継続し、漁業経費の削減に取り組む。 
 
・コンブ選別機の導入を継続し、選葉作業に係る労賃の削減を図る。 
 
・琵琶瀬漁港の北防波堤、物揚場、船揚場の整備や奔幌戸漁港の泊地浚渫を要請し、施設の機能
を回復し、安全で効率的な操業に取り組む。 
 
●これらの取り組みにより、基準年の漁業経費より1.１％の削減を目指す。 
 

活用する支援
措置等 
 
 

・浜中町沿岸漁業構造改善対策事業補助金（種苗放流） 
・漁業経営セーフティネット構築事業（国） 
・地域づくり総合交付金（道） 
・水産基盤整備事業（国） 
 



   ４年目(平成２９年度) 
 
漁業収入向上
のための取組 
 
 
 

 
・こんぶ漁業者327経営体は、荒廃漁場や疲弊した漁場の雑海藻駆除を行った翌年は自主禁漁と
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、モニタリング調査を
計画的に実施することで、資源増大と収入の向上を図る。 
さらに、浜中漁協職員及び浜中漁協女性部は「浜中なが昆布」にかかる販売戦略にもとづき、

販促及びＰＲ活動を積極的に実施することで、消費拡大に取り組む。 
 
・さんま棒受け網漁業者9経営体は、漁獲後の魚倉内のさんまの品質向上（腐敗を促進する雑菌
の死滅化）のため、各漁船に紫外線海水処理装置を順次導入し、魚倉内の海水浄化を通じて衛生
管理とともに品質向上による付加価値の向上に取り組む。さらに、流通業者や消費者のさらなる
ニーズに応えるため、平成２９年度には５経営体において、より高鮮度保持が可能な海水シャー
ベット氷製造機を導入し、低温管理による一層の品質向上を通して付加価値の向上を図る。 
 
・浜中漁協とたこ空釣縄漁業者10経営体は、北海道が実施する水産環境整備事業によるタコ産
卵礁の整備促進を要請するとともに、漁獲体長制限を自主的に行うことにより稚ダコを保護し効
率的な資源増大を目指す。 
 
・アサリ漁業30経営体は、アサリ漁場において、アサリの種苗放流や害敵（ヒトデ）の駆除の
強化のほか、計画的に漁場に覆砂をすることにより、漁場環境の向上による資源増大を図る。 
 
・うに潜水器漁業者16経営体は、うにの種苗放流を行うとともに、実入りの悪い漁場にあるう
にを海藻等餌料の豊富な好漁場へ分散して移植することにより、効率的に漁獲資源の増大を図る
。また、このように分散して移植することは、日本海側での天然うにの操業が8月までであるこ
とから、当海域での操業が開始する11月頃は全道的に出荷量が少なく単価が総じて高くなるな
かで、１１月と１２月の出荷割合を可能な限り増やすことが可能となると考えており、これまで
の調査結果を踏まえ、順次出荷割合を増やすことで、収入の向上を目指す。 
また、うに養殖漁業者53経営体は、給餌量の調整などのきめ細かい養殖管理を徹底し、上記の
理由から、天然うにの漁獲ができない９月と１０月の出荷割合を順次増やすことで､収入の向上
を目指す。 
 
・さけ定置漁業者6経営体は、春の定置網漁業で水揚げするものの中から漁獲サイズや色など一
定基準を満たした良質なトキシラズを選別し、船上にて迅速に「船上活〆」処理のほか、施氷方
法を統一化し鮮度の均一化に努めるとともに、港内での荷捌き作業時に殺菌海水を使用すること
により、衛生管理を徹底することで魚価の向上を図る。 
 
・ほっき桁網漁業者90経営体は、ほっき漁場において荒廃した漁場を桁曳き網による耕耘を実
施することで稚貝の２次発生を促すとともに、市場内に設置する畜養施設の活用により砂抜きを
行い、消費地市場の市況を勘案の上、調整出荷することにより魚価の向上を図る。 
 
・全漁業経営体及び浜中漁協は衛生管理の徹底のため、荷受者である市場職員を衛生管理意識向
上のために各種衛生管理講習会などに参加させ、衛生管理意識の向上にむけた取り組みを行うと
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イベント等を
通じてＰＲを行い販売促進を図っていく。 
 
●これらの取組みにより、基準年より1.5％の漁業収入向上を目指す。 

漁業コスト削
減のための取
組 
 
 

・全漁業経営体は、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組む。 
 
・さんま棒受漁業の漁船1隻の機関換装を行うとともに昆布漁業の船外機15台を導入することで
省燃油を実現し、漁業コストの削減を図る。 

 
・ホッキガイ漁業者90名は、漁獲対象とならない未成貝に配慮しつつ、一日漁獲制限量を全体
で9ｔから10ｔに見直しすることにより出漁日数を減らし、燃油消費量を基準年と比べ削減す
る。（出荷量の調整は蓄養施設の活用により実施する） 
 また、共同作業の見直しにより、効率的な操業体制を構築し、出漁日数及び隻数を抑制すると
ともに、噴流式ポンプの導入を継続し、漁業経費の削減に取り組む。 
 
・コンブ選別機の導入を継続し、選葉作業に係る労賃の削減を図る。 
 
・琵琶瀬漁港の北防波堤、物揚場、船揚場の整備を要請し、施設の機能を回復し、安全で効率的
な操業に取り組む。 
●これらの取り組みにより、基準年の漁業経費より1.1％の削減を目指す。 

活用する支援
措置等 
 
 

・浜中町沿岸漁業構造改善対策事業補助金（種苗放流） 
・漁業経営セーフティネット構築事業（国） 
・地域づくり総合交付金（道） 
・水産基盤整備事業（国） 
 



 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 
 
 
 

・こんぶ漁業者327経営体は、荒廃漁場や疲弊した漁場の雑海藻駆除を行った翌年は自主禁漁と
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、モニタリング調査を
計画的に実施することで、資源増大と収入の向上を図る。 
さらに、浜中漁協職員及び浜中漁協女性部は「浜中なが昆布」にかかる販売戦略にもとづき、

販促及びＰＲ活動を積極的に実施することで、消費拡大に取り組む。 
 
・さんま棒受け網漁業者9経営体は、漁獲後の魚倉内のさんまの品質向上（腐敗を促進する雑菌
の死滅化）のため、各漁船に紫外線海水処理装置を順次導入し、魚倉内の海水浄化を通じて衛生
管理とともに品質向上による付加価値の向上に取り組む。さらに、流通業者や消費者のさらなる
ニーズに応えるため、全経営体において、より高鮮度保持が可能な海水シャーベット氷製造機を
導入し、低温管理による一層の品質向上を通して付加価値の向上を図る。 
 
・浜中漁協とたこ空釣縄漁業者10経営体は、北海道が実施する水産環境整備事業によるタコ産
卵礁の整備促進を要請するとともに、漁獲体長制限を自主的に行うことにより稚ダコを保護し効
率的な資源増大を目指す。 
 
・アサリ漁業30経営体は、アサリ漁場において、アサリの種苗放流や害敵（ヒトデ）の駆除の
強化のほか、計画的に漁場に覆砂をすることにより、漁場環境の向上による資源増大を図る。 
 
・うに潜水器漁業者16経営体は、うにの種苗放流を行うとともに、実入りの悪い漁場にあるう
にを海藻等餌料の豊富な好漁場へ分散して移植することにより、効率的に漁獲資源の増大を図る
。また、このように分散して移植することは、日本海側での天然うにの操業が8月までであるこ
とから、当海域での操業が開始する11月頃は全道的に出荷量が少なく単価が総じて高くなるな
かで、１１月と１２月の出荷割合を可能な限り増やすことが可能となると考えており、これまで
の調査結果を踏まえ、順次出荷割合を増やすことで、収入の向上を目指す。 
また、うに養殖漁業者53経営体は、給餌量の調整などのきめ細かい養殖管理を徹底し、上記の
理由から、天然うにの漁獲ができない９月と１０月の出荷割合を順次増やすことで､収入の向上
を目指す。 
 
・さけ定置漁業者6経営体は、春の定置網漁業で水揚げするものの中から漁獲サイズや色など一
定基準を満たした良質なトキシラズを選別し、船上にて迅速に「船上活〆」処理のほか、施氷方
法を統一化し鮮度の均一化に努めるとともに、港内での荷捌き作業時に殺菌海水を使用すること
により、衛生管理を徹底することで魚価の向上を図る。 
 
・ほっき桁網漁業者90経営体は、ほっき漁場において荒廃した漁場を桁曳き網による耕耘を実
施することで稚貝の２次発生を促すとともに、市場内に設置する畜養施設の活用により砂抜きを
行い、消費地市場の市況を勘案の上、調整出荷することにより魚価の向上を図る。 
 
・全漁業経営体及び浜中漁協は衛生管理の徹底のため、荷受者である市場職員を衛生管理意識向
上のために各種衛生管理講習会などに参加させ、衛生管理意識の向上にむけた取り組みを行うと
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イベント等を
通じてＰＲを行い販売促進を図っていく。 
 
●これらの取組みにより、基準年より1.5％の漁業収入向上を目指す。 

漁業コスト削
減のための取
組 
 
 

・全漁業経営体は、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組む。 
 
・けがに篭漁業の漁船１隻とさんま棒受網漁業の漁船1隻の機関換装を行うとともに昆布漁業の 
船外機15台を導入することで省燃油を実現し、漁業コストの削減を図る。 
 
・ホッキガイ漁業者90名は、漁獲対象とならない未成貝に配慮しつつ、一日漁獲制限量を全体
で9ｔから10ｔに見直しすることにより出漁日数を減らし、燃油消費量を基準年と比べ削減す
る。（出荷量の調整は蓄養施設の活用により実施する） 
 また、共同作業の見直しにより、効率的な操業体制を構築し、出漁日数及び隻数を抑制すると
ともに、噴流式ポンプの導入を継続し、漁業経費の削減に取り組む。 
 
・コンブ選別機の導入を継続し、選葉作業に係る労賃の削減を図る。 
 
・琵琶瀬漁港の北防波堤、物揚場、船揚場の整備や奔幌戸漁港の航路浚渫を要請し、施設の機能
を回復し、安全で効率的な操業に取り組む。 
 
●これらの取り組みにより、基準年の漁業経費より1.2％の削減を目指す。 

活用する支援
措置等 
 
 

・浜中町沿岸漁業構造改善対策事業補助金（種苗放流） 
・漁業経営セーフティネット構築事業（国） 
・地域づくり総合交付金（道） 
・水産基盤整備事業（国） 



（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、行政（北海道、浜中町）、系統団体（北海道漁業協同組合連合会）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 

 
漁業経営セーフティネット構
築等事業 
（緊急特別対策を含む） 
 
省燃油活動推進事業 
 
 
 
水産基盤整備事業 
 
 
水産多面的機能発揮対策事業 
 

 
燃油高騰による漁業経費の増加に備えることにより、漁業収入の安定を図り、
漁業所得を確保する。 
 
 
漁業者グループが省燃油活動に積極的に取組むことで、漁業支出の低減を図り
、漁業所得を確保する。 
 
 
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れる。 
 
 
水域の監視、藻場の着底基質改善、生物生息環境保全などの実施。 
 
 

 


