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１ 地域水産業再生委員会 
 組織名 根室地区地域水産業再生委員会 
 代表者名 大坂鉄夫 
   
 再生委員会の 

構  成  員 根室市、根室漁業協同組合 

 オブザーバー 北海道根室振興局、北海道漁業協同組合連合会根室支店、北海道信用漁業協同組
合根室支店、北海道漁業共済組合根室支所 

 ※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 

①対象地域 
 根室港根室港区及び花咲港区 
 （根室漁業協同組合の範囲） 
②対象漁業者            １０５経営体 
サンマ棒受網漁業                 １７経営体 
サケ定置網漁業                   １２経営体 
刺網漁業                         ３７経営体 
コンブ漁業             ２５経営体 
小定置・底建網・刺網漁業         ４３経営体 
カニ篭漁業                 ６経営体 
タコ漁業                  ９経営体 
ウニ漁業（たも取り）           ２３経営体 
 
その他漁業：兼業 
（サケマス流網漁業１３経営体、イカ釣漁業１経営体、
はえ縄･篭漁業３４経営体、浅海漁業４９経営体、 

  ウニ潜水･ホヤ桁･ホッキ桁漁業２２経営体、）  
※ １経営体が複数漁業を兼業 
 

  
２ 地域の現状 
 (１) 関連する水産業を取り巻く現状等 
 北海道根室半島に位置する当地区(根室市)は、古くから水産業を基幹産業として発展してきたが漁

業専管水域２００海里の設定以降、隣接するロシアの漁業規制強化等により、漁業者、水産加工業者
を始め関連産業にも大きな影響を及ぼし、根室市の人口は減少の一途をたどっている。 
当根室漁協の市場取扱も、国際漁業規制強化等により、昭和５２年の４３０億円をピークに平成２

５年度は１２６億円にまで減少し、漁協経営も厳しい状況に置かれている。 
近年は、水産資源の悪化や魚離れによる消費低迷からの魚価安等で、各漁業の水揚が低迷する中で

サンマ漁業は比較的に安定しており、サケマス流網漁業に代わって当漁協の主要漁業になっている。 
 一方で、沿岸漁業の中心をなす秋サケ定置網漁業は、ピーク時１５ヶ統６７名の協業者を有してい
たが、来遊資源の減少等から水揚が大幅に減少し、現在は１３ヶ統２２名にまで規模が縮小されてい
る。 
また、近年の燃油や資材の高騰がコスト面でも漁業経営を圧迫し、漁船の老朽化、後継者不足問題

とともに漁業経営の継続維持に大きな懸念を及ぼしている。 
 

 
 (２) その他の関連する現状等 
 当地区が所在する根室市の経済は６割以上を水産業に依存し、特にサンマ、サケマス漁業において

は水産加工業、運送業、製函業等の関連産業のみならず、一般商店やサービス業等に至るまで経済波
及効果が大きい。 
また、近年の魚離れは魚価の低迷だけでなく、当市の塩蔵・冷凍品等の一次加工が主体の水産加工

業の収益性をも悪化させているが、漁業環境の悪化により基本となる原料の安定供給にも不透明感を
払拭できないでいる。 
地域活性化のためには港湾関連施設の整備を促進し、外来漁船の維持・確保も欠かせない要件とな

っている。 
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３ 活性化の取組方針 
 (１) 基本方針  
  

水産業を基幹産業とする当地域の活性化のためには、漁業者・水産関連業者のみならず、一般商店
やサービス業等裾野まで経済波及効果が大きいサンマ漁業の持続的発展が不可欠である。 
また、低迷する当地区沿岸漁業の活性化には、沿岸漁業の中核をなす秋サケ定置網漁業の回復も不

可欠であり、当再生委員会において、サンマ漁業及び秋サケ定置網漁業を中心に改革に取り組む。 
具体的には、当再生委員会を構成する漁業者・漁協・根室市の連携はもとより、漁協系統組織等と

も連携を図りつつ、以下に示すような付加価値向上、秋サケを始めとする水産資源の増大対策や未利
用資源の活用、消費流通対策などの漁業収入向上対策並びに基盤整備、漁業収入安定対策、経費の節
減、経営効率化対策を進める。 
 
① 付加価値向上対策 
・ ステンレスタンク増設によるタンク販売の強化や、魚倉での冷却効果の向上により、鮮度保持
や衛生管理等による付加価値向上を図る。 

② 水産資源増大対策 
・  秋サケ資源増大対策として、 (一社)根室管内さけます増殖事業協会が実施する再生産用親魚

(種卵)確保対策や生産稚魚放流対策等に連携して取組み、漁獲量の増大を図る。 
・ 沿岸漁業の主要漁種である昆布・ウニ・刺網について、漁場環境の改善や漁獲規制等により資
源の安定・増大を図りながら、漁業の持続可能性を高める。 

・ カゴ漁業においてもハナサキガニやタコ資源について、種苗放流や水産基盤整備事業による産
卵礁や魚礁の整備を促進し、資源の安定・増大を図る。 

③ 未利用資源の有効活用 
・ ホタテ桁やホヤ桁漁業で混獲されるキンコの有効活用を促進するため、操業体制・資源管理体
制、販売体制等を整え、漁業所得の向上を図る。 

④ 消費・流通対策 
・ 「根室市アジア圏輸出促進協議会」との連携による水産物のベトナム、タイ、シンガポールな
どへの輸出促進や「ねむろ水産物普及推進協議会」を通じた、根室産水産物・水産加工品の普及
宣伝による販路拡大や魚食普及に取り組むほか、根室市水産加工振興センターの開発力を活用し
た給食素材等の開発や商品化とＰＲ活動に取組む。 
また、定置網漁船を必要に応じて改良し、「対ＥＵ輸出水産食品取扱施設」への登録を促進す

ることにより、国内・外マーケットの拡大（需要の増大）を図る。 
・ 根室さんま祭りやカニ祭りなどのイベント等を通じた情報発信を引き続き行い、根室産水産物
の知名度向上と販路拡大を図る。 

⑤ 基盤施設整備 
・ 花咲・根室港区において、屋根付き岸壁の整備等による衛生管理対策を強化するとともに、花
咲港区の岸壁の改良や港湾関連施設整備を推進し、外来漁船誘致の促進や水産加工原料の安定確
保、サンマ荷揚げ風景を観光資源として定着させ、地域の活性化を図る。 

⑥ 漁業収入安定対策 
・ 「積立ぷらす」への加入の推進を継続し、漁業収入の安定を図る。 

⑦ 経費の節減 
・ 漁業経営セーフティーネット構築等事業への加入促進を図るほか、減速航行等に取り組み燃油
コストの削減を図る。 

・ 集魚灯などのＬＥＤ化を推進し、発電用燃油費や電球交換等ランニングコストの削減を図る。 
⑧ 経営の効率化 
・ 収益性の向上を図るべく、漁労作業の共同化や経営協業化の検討を推進する。 
・ 港湾施設の整備の促進による水揚げ作業の効率化を図る。 

 
 
 (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 
  

・操業隻数、期間等の規制遵守による資源へ与える負荷の抑制 
  (海洋生物資源の保存及び管理に関する法律、北海道海面漁業調整規則) 
・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と漁業経
費の削減  

  (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保護 
  (漁業協同組合理事会) 
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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、以下の取り組み内容は、取組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。 

  
漁業収入向上 
のための取組 

・根室漁協とさんま棒受網漁業者（１７経営体）は、流通業者等からの鮮度保持や
衛生管理に対する要望に応えるため、販売形態を現在主流の車積販売から、魚体温
度管理を徹底できるタンク販売に移行することとし、新規にステンレスタンク(1t)
５０台を新たに導入することで、漁獲後のロス低下と付加価値向上を図る（これま
で導入した 200台とあわせて、全 250台体制とする）。 
 
・秋サケ定置網漁業者（１２経営体）は、水揚げ後の冷却水タンク保管とあわせて、
漁船の魚倉に粉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）を徹底するとともに、鮮度保持・衛生管理強化・魚卵
の歩留まりの向上を図るため、海水殺菌装置の整備を検討する。 
 
・根室漁協とウニ漁業者(２３経営体)は、従来から人工種苗放流や資源量調査に基
づく漁獲許容量設定等によるウニ資源の増大対策に取り組んでいるが、近年、一部
の漁場においてウニの生息状況が過密傾向にあり磯焼けの発生が懸念されることか
ら、過密状態にあるウニをたも採りし餌料環境の良い漁場に移殖することにより、
磯焼け防止と餌料環境維持に努めることで、良質なウニ資源の増大と収入向上を図
る。 
 
・昆布漁業者(２５経営体)と根室漁協は、荒廃した昆布漁場の雑海藻駆除を行い、
翌年は自主禁漁区として輪番操業をする事により、常に生産性の高い漁場を確
保し昆布漁場の生産性を回復させ、資源の増大と漁業所得の向上を図る。 
  さらに、根室漁協単独漁場にあっては、漁業者自らが大型海底洗耕機により、隣
接漁協への入会漁場にあっては隣接漁協の漁業者と共同で小型洗耕機により、海底
耕耘を行い漁場の生産性の向上に努める。 
 また、道漁連・漁協・北海道等で組織する「北海道昆布専門委員会」が実施する、
人為的にコンブ胞子散布する効率的な技術開発の一環として、胞子混合海水の比重
を高め、雑海藻駆除後の海底表面に散布する手法の有効性試験など「昆布増産に向
けた試験」に漁業者も積極的に参加協力し増産技術の開発に取り組むと共に、昆布
の消費拡大 PRに努める。 
 
・根室漁協と小定置・底建網・刺網漁業者（４３経営体）は、資源量の低下が懸念
されるとして９年間自主禁漁していた「わらずか(学名ナガヅカ)」について、刺網
調査試験操業を行う。そのデータ等を基に、水産技術普及指導所の指導を得ながら、
関係する隣接組合とも連携して、着業隻数・網反数・網目合・止め網・操業日数等
の規制の他、事前調査による沿岸来遊時期の把握に努めつつ適切な操業期間・日数
を設定して漁獲圧力を調整するなどの対策を行い、資源の有効活用と再生産の促進
を両立させた本操業への移行を目指す。 
 また、隣接組合と連携し、市場出荷日(操業日)を統一して販売数量を取りまとめ、
単価向上を図る。(高級練り物原料として紋別市・小樽市に陸送されることから、数
量が少なければ価格が下落する) 
 
・カニ篭漁業者（６経営体）は、根室市の特産品で味覚の代表ともいえるハナサキ
ガニが、２００海里制定以後に根室半島域での漁獲圧力が高まったことから一気に
資源が減少し、３年間禁漁になった経緯があることから、資源回復のため関係する
根室管内６漁協、１市１町で構成する「根室海域ハナサキガニ資源対策協議会」と
連携し、根室市水産研究所が生産する稚ガニ(人工種苗)の放流事業や追跡調査を実
施する他、資源量調査に基づき漁獲許容量を設定している。今後は、資源の維持・
回復を図りながら持続可能な漁業とするため、漁獲許容量の一部自主返納を実施す
る一方で、根室市水産研究所は大量種苗放流技術の開発を促進するとともに、根室
市が中心となって実施する「カニ祭り」を通じて一層の消費拡大や観光客誘致のた
めの情報発信に取り組む。 
 
・根室漁協とタコ漁業者(9 経営体)、関係漁業者は前浜のタコ資源などの増大を図
るため、北海道が実施するタコ産卵礁や魚礁の整備促進を要請するとともに、事業
効果を高めるため自主禁漁期間の設定や漁獲体長制限を行うなど、稚ダコを保護し
効率的な資源増大を図る。 
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・根室漁協とホヤ桁漁業者(３経営体)は、ホタテ桁やホヤ桁漁業で混獲される未利
用資源であるキンコ(別称：フジコ)には有効成分(コンドロイチン、コラーゲン等)
が豊富に含まれていることから、平成２５年に健康食品会社からサプリメントの原
材料としての供給依頼があったところ、干しキンコの製造販売を強化するべく、水
産会社と連携し、操業体制・資源管理体制・販売体制等を整え、漁業所得の向上を
図る。 
 
・根室漁協及びさんま棒受網漁業者（１７経営体）、秋サケ定置網漁業者（１２経
営体）、刺し網漁業者（３７経営体）は、「根室市アジア圏輸出促進協議会」の行
う、ベトナムを中心に７カ国６４名の水産バイヤー等を招聘して産地ＰＲや商談会、
各国で行われる広報、宣伝活動などを活用し、秋サケ、サンマ、タラなどの輸出拡
大に取り組むとともに、海外市場調査の結果を基に新たな輸出対象魚種の検討を始
める。 
 また、EU向け輸出への積極的な展開を図るとともに、国内・外マーケット拡大（需
要の増大）を図るため、必要に応じて定置網漁船の改良を行うなど「対ＥＵ輸出水
産食品取扱施設」への登録の促進に努める。 
 
・根室漁協及び全漁業経営体は、「ねむろ水産物普及推進協議会」と連携して販売
戦略を定め、根室産水産物・水産加工品の普及宣伝や、業界団体と実施する販売促
進活動への積極的な参画により、販路拡大や魚食普及に取り組む。 
 また、根室市水産加工振興センターの開発力を活用し、根室産水産物を原料とす
る新たな加工製品等の開発を促進し、知名度向上と販路拡大を図る。 
   現在、根室市水産加工振興センターでは産学官連携研究開発事業として東海大学
海洋学部と共同で、サンマを活用した学校給食用食材と加工技術の開発を行ってお
り、これまで２回にわたり市内の小中学校へ試作のサンマフライを提供しており、
今後も改良を重ねながら地元水産加工業者による商品化、全国の学校給食関係者に
向けたＰＲ活動に取り組んでいく。 
 
・根室市と根室漁協と全漁業経営体は、より安心・安全な水産物供給のため、国に
対して直轄事業による花咲・根室港区の屋根付き岸壁の整備促進を要請するととも
に、漁協及び全漁業者自らも、港湾内の水産物の取扱いルールを設定し、陸揚げか
ら搬送までの作業動線の輻輳化を排除することで、水産物の細菌の混入リスクの低
減に努めるとともに作業の効率化を図る。また、荷受者である市場職員は衛生管理
意識向上のために各種衛生管理研修会などへ参加し、衛生管理意識向上にむけた取
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
あることを産地販売イベント等を通じて PR活動を行いつつ販売促進を図っていく、
また、根室市が中心となって落石漁港とも連携を図りつつ、花咲港区の岸壁の改良
や浴場・食堂・トイレ、駐車場等の港湾関連施設整備を推進し、外来漁船の誘致を
促進させるとともに、水産加工原料の安定確保やサンマ荷揚げ風景を観光資源とし
て定着させ、地域の活性化を図る。 

 
以上の取組みにより、基準年より 8.7％の収入向上を目指す。 

  
漁業コスト削
減のための取
組 

・全漁業経営体が省エネ活動推進事業等を活用し、減速航行や船底清掃などに取り
組み燃油コストの削減を図る。 
 
・サンマ棒受網漁業者(17)は、省エネ機器導入推進事業を活用し、集魚灯のＬＥＤ
化を推進するなど、発電用燃油費や電球交換等ランニングコストの削減を図る。(２
６年度実施５経営体で取り組む) 
 
・秋サケ定置網漁業者（12経営体）は、収益向上を図るべく、漁労作業の共同化や
経営協業化について検討を行うとともに関係者との調整を進め、早期の実現を目指
す。 
 

 以上の取組みにより、基準年より 4.3％の経費節減を目指す。 
 活用する支援

措置等 
北方領土隣接地域振興等推進費補助金（国） 
水産環境整備事業（国） 
省燃油活動推進事業（国） 
省エネ機器等導入推進事業（国） 
根室港花咲港区生活基盤整備事業(国交省直轄港湾整備事業)  
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  ２年目（平成２７年度） 
  

漁業収入向上 
のための取組 

 
・根室漁協とさんま棒受網漁業者（１７経営体）は、流通業者等からの鮮度保持や
衛生管理に対する要望に応えるため、引き続き、現在主流の車積販売から、タンク
販売への移行を図り、ステンレスタンク(1t)２５０台を運用し、魚体温度管理を徹
底し、漁獲後のロス低下と付加価値向上を図る。 
 
・秋サケ定置網漁業者（１２経営体）は、水揚げ後の冷却水タンク保管とあわせて、
漁船の魚倉に粉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）を徹底するとともに、鮮度保持・衛生管理強化・魚卵
の歩留まりの向上を図るため、海水殺菌装置の整備を検討する。 
 
・根室漁協とウニ漁業者(２３経営体)は、従来から人工種苗放流や資源量調査に基
づく漁獲許容量設定等によるウニ資源の増大対策に取り組んでいるが、近年、一部
の漁場においてウニの生息状況が過密傾向にあり磯焼けの発生が懸念されることか
ら、過密状態にあるウニをたも採りし餌料環境の良い漁場に移殖することにより、
磯焼け防止と餌料環境維持に努めると共に、移植したウニの生息状況を確認するた
めのモニタリング調査を行い、良質なウニ資源の増大と収入向上を図る。 
 
・昆布漁業者(２５経営体)と根室漁協は、引き続き、荒廃した昆布漁場の雑海藻駆
除を行い、翌年は自主禁漁区として輪番操業をする事により、常に生産性の高い
漁場を確保し昆布漁場の生産性を回復させ、資源の増大を図る。 
  また、「北海道昆布専門委員会」が実施する「昆布増産に向けた試験」に積極的
に参加協力し増産技術開発の促進を図るとともに、道漁連・北海道昆布漁業振興会
と連携し、昆布の消費拡大 PRに努める。 
 
・小定置・底建網・刺網漁業者（４３経営体）と根室漁協は、「わらずか(学名ナガ
ヅカ)刺網調査試験操業」のデータ等を基に、資源の有効活用と再生産の促進を両立
させるため、着業隻数・網反数・網目合・止め網・操業日数等の規制の他、事前調
査による沿岸来遊時期の把握に努めつつ適切な操業期間・日数を設定して漁獲圧力
を調整するなどの対策を行い、本操業への移行を目指す。 
 また、隣接組合と連携し、市場出荷日(操業日)を統一して販売数量を取りまとめ、
単価向上を図る。 
 
・かに籠漁業者（６経営体）と漁協は、「根室海域ハナサキガニ資源対策協議会」
と連携し、稚ガニ(人工種苗)の放流事業や追跡調査を継続実施する他、資源量調査
に基づき漁獲許容量を設定し、資源の維持・回復を図るとともに、根室市水産研究
所は大量種苗放流技術の開発を促進する。 
 また、根室市が中心となって「カニ祭り」を継続実施し、消費拡大や観光客誘致
のための情報発信を促進する。 
 
・根室漁協とタコ漁業者(9 経営体)、関係漁業者は前浜のタコ資源などの増大を図
るため、北海道が実施するタコ産卵礁や魚礁の整備促進を要請するとともに、事業
効果を高めるため自主禁漁期間の設定や漁獲体長制限を行うなど、稚ダコを保護し
効率的な資源増大を図る。 
 
・根室漁協とホヤ桁漁業者(３経営体)は、健康食品製造会社等からの供給依頼に応
じるため、市内水産会社と連携し、干しキンコの製造を強化するため、操業体制・
資源管理体制・販売体制等を整え、キンコの水揚げ増大を図る。 
 
・根室漁協及びさんま棒受網漁業者（１７経営体）、秋サケ定置網漁業者（１２経
営体）、刺し網漁業者（３７経営体）は、「根室市アジア圏輸出促進協議会」の行
う、ベトナムを中心に行われる産地ＰＲや商談会、各国で行われる広報、宣伝活動
などを活用し、秋サケ、サンマ、タラなどの輸出拡大に取り組むとともに、海外市
場調査の結果を基に新たな輸出対象魚種についても取組みを始める。 
 また、EU向け輸出への積極的な展開を図るとともに、必要に応じて定置網漁船の
改良を行うなど「対ＥＵ輸出水産食品取扱施設」への登録の促進に努める。 
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・根室漁協及び全漁業経営体は、「ねむろ水産物普及推進協議会」と連携して、策
定した販売戦略に基づき、根室産水産物・水産加工品の普及宣伝や業界団体と実施
する販売促進活動に積極的に参画することで、販路拡大や魚食普及に取り組む。 
 また、根室市水産加工振興センターの開発力を活用し、根室産水産物を原料とす
る新たな加工製品等の開発を促進し、知名度向上と販路拡大を図る。 
  
・根室市と根室漁協と全漁業経営体は、より安心・安全な水産物供給のため、国に
対して直轄事業による花咲・根室港区の屋根付き岸壁の整備促進を要請するととも
に、漁協及び全漁業者自らも、港湾内の水産物の取扱いルールを設定し、陸揚げか
ら搬送までの作業動線の輻輳化を排除することで、水産物の細菌の混入リスクの低
減に努め、荷受者である市場職員は衛生管理意識向上のために各種衛生管理研修会
などへ参加し、衛生管理意識向上にむけた取り組みを行う。 
 また、根室市が中心となって落石漁港とも連携を図りつつ、花咲港区の岸壁の改
良や浴場・食堂・トイレ、駐車場等の港湾関連施設整備を推進し、外来漁船の誘致
を促進させるとともに、水産加工原料の安定確保やサンマ荷揚げ風景を観光資源と
して定着させ、地域の活性化を図る。 
 
以上の取組みにより、基準年より 8.7％の収入向上を目指す。 
 

  
漁業コスト削
減のための取
組 

 
・全漁業経営体が省エネ活動推進事業等を活用し、減速航行や船底清掃などに取り
組み燃油コストの削減を図る。 
 
・全漁業経営体は、機関換装や漁船建造の際には、省エネ型機器を積極的に導
入することにより、燃油の節減に取り組む 
また、サンマ棒受網漁業者(17)は、集魚灯のＬＥＤ化を推進するなど、発電用燃

油費や電球交換等ランニングコストの削減を図る。 
 
・秋サケ定置網漁業者（12経営体）は、収益向上を図るべく、漁労作業の共同化や
経営協業化について検討を行うとともに関係者との調整を進め、早期の実現を目指
す。 
 
 以上の取組みにより、基準年より 4.3％の経費節減を目指す。 
 

  
活用する支援
措置等 

 
北方領土隣接地域振興等推進費補助金（国） 
水産環境整備事業（国） 
省エネ機器等導入推進事業（国） 
根室港花咲港区生活基盤整備事業(国交省直轄港湾整備事業)  
水産多面的機能発揮対策事業（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 

 
・根室漁協とさんま棒受網漁業者（１７経営体）は、流通業者等からの鮮度保持や
衛生管理に対する要望に応えるため、引き続き、現在主流の車積販売から、タンク
販売への移行を図り、ステンレスタンク(1t)２５０台を運用し、魚体温度管理を徹
底し、漁獲後のロス低下と付加価値向上を図る。 
 
・秋サケ定置網漁業者（１２経営体）は、水揚げ後の冷却水タンク保管とあわせて、
漁船の魚倉に粉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）を徹底するとともに、鮮度保持・衛生管理強化・魚卵
の歩留まりの向上を図るため、海水殺菌装置の整備を計画する。 
 
・根室漁協とウニ漁業者(２３経営体)は、従来から人工種苗放流や資源量調査に基
づく漁獲許容量設定等によるウニ資源の増大対策に取り組んでいるが、近年、一部
の漁場においてウニの生息状況が過密傾向にあり磯焼けの発生が懸念されることか
ら、過密状態にあるウニをたも採りし餌料環境の良い漁場に移殖することにより、
磯焼け防止と餌料環境維持に努めると共に、移植したウニの生息状況を確認するた
めのモニタリング調査を行い、良質なウニ資源の増大と収入向上を図る。 
 
・昆布漁業者(２５経営体)と根室漁協は、引き続き、荒廃した昆布漁場の雑海藻駆
除を行い、翌年は自主禁漁区として輪番操業をする事により、常に生産性の高い
漁場を確保し昆布漁場の生産性を回復させ、資源の増大を図る。 
  また、「北海道昆布専門委員会」が実施する「昆布増産に向けた試験」に積極的
に参加協力し増産技術開発の促進を図るとともに、道漁連・北海道昆布漁業振興会
と連携し、昆布の消費拡大 PRに努める。 
 
・小定置・底建網・刺網漁業者（４３経営体）と根室漁協は、「わらずか(学名ナガ
ヅカ)刺網調査試験操業」のデータ等を基に、資源の有効活用と再生産の促進を両立
させるため、着業隻数・網反数・網目合・止め網・操業日数等の規制の他、事前調
査による沿岸来遊時期の把握に努めつつ適切な操業期間・日数を設定して漁獲圧力
を調整するなどの対策を行い、本操業への移行を目指す。 
 また、隣接組合と連携し、市場出荷日(操業日)を統一して販売数量を取りまとめ、
単価向上を図る。 
 
・かに籠漁業者（６経営体）と漁協は、「根室海域ハナサキガニ資源対策協議会」
と連携し、稚ガニ(人工種苗)の放流事業や追跡調査を継続実施する他、資源量調査
に基づき漁獲許容量を設定し、資源の維持・回復を図るとともに、根室市水産研究
所は大量種苗放流技術の開発を促進する。 
 また、根室市が中心となって「カニ祭り」を継続実施し、消費拡大や観光客誘致
のための情報発信を促進する。 
 
・根室漁協とタコ漁業者(9 経営体)、関係漁業者は前浜のタコ資源の増大を図るた
め、北海道が実施するタコ産卵礁や魚礁の整備促進を要請するとともに、事業効果
を高めるため自主禁漁期間の設定や漁獲体長制限を行うなど、稚ダコを保護し効率
的な資源増大を図る。 
 
・根室漁協とホヤ桁漁業者(３経営体)は、健康食品製造会社等からの供給依頼に応
じるため、市内水産会社と連携し、干しキンコの製造を強化するため、操業体制・
資源管理体制・販売体制等を整え、キンコの水揚げ増大を図る。 
 
・根室漁協及びさんま棒受網漁業者（１７経営体）、秋サケ定置網漁業者（１２経
営体）、刺し網漁業者（３７経営体）は、「根室市アジア圏輸出促進協議会」の行
う、ベトナムを中心に行われる産地ＰＲや商談会、各国で行われる広報、宣伝活動
などを活用し、秋サケ、サンマ、タラなどの輸出拡大に取り組むとともに、海外市
場調査の結果を基に新たな輸出対象魚種についても取組みを始める。 
 また、EU向け輸出への積極的な展開を図るとともに、必要に応じて定置網漁船の
改良を行うなど「対ＥＵ輸出水産食品取扱施設」への登録の促進に努める。 
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・根室漁協及び全漁業経営体は、「ねむろ水産物普及推進協議会」と連携して、策
定した販売戦略に基づき、根室産水産物・水産加工品の普及宣伝や業界団体と実施
する販売促進活動に積極的に参画することで、販路拡大や魚食普及に取り組む。 
 また、根室市水産加工振興センターの開発力を活用し、根室産水産物を原料とす
る新たな加工製品等の開発を促進し、知名度向上と販路拡大を図る。 
  
・根室市と根室漁協と全漁業経営体は、より安心・安全な水産物供給のため、国に
対して直轄事業による花咲・根室港区の屋根付き岸壁の整備促進を要請するととも
に、漁協及び全漁業者自らも、港湾内の水産物の取扱いルールを設定し、陸揚げか
ら搬送までの作業動線の輻輳化を排除することで、水産物の細菌の混入リスクの低
減に努め、荷受者である市場職員は衛生管理意識向上のために各種衛生管理研修会
などへ参加し、衛生管理意識向上にむけた取り組みを行う。 
 また、根室市が中心となって落石漁港とも連携を図りつつ、花咲港区の岸壁の改
良や浴場・食堂・トイレ、駐車場等の港湾関連施設整備を推進し、外来漁船の誘致
を促進させるとともに、水産加工原料の安定確保やサンマ荷揚げ風景を観光資源と
して定着させ、地域の活性化を図る。 
 
 
以上の取組みにより、基準年より 8.7％の収入向上を目指す。 
 

  
漁業コスト削
減のための取
組 

 
・全漁業経営体が省エネ活動推進事業等を活用し、減速航行や船底清掃などに取り
組み燃油コストの削減を図る。 
 
・全漁業経営体は、機関換装や漁船建造の際には、省エネ型機器を積極的に導
入することにより、燃油の節減に取り組む 
また、サンマ棒受網漁業者(17)は、集魚灯のＬＥＤ化を推進するなど、発電用燃

油費や電球交換等ランニングコストの削減を図る。 
 
・秋サケ定置網漁業者（12経営体）は、収益向上を図るべく、漁労作業の共同化や
経営協業化について検討を行うとともに関係者との調整を進め、早期の実現を目指
す。 
 
 以上の取組みにより、基準年より 4.3％の経費節減を目指す。 
 

 活用する支援
措置等 

 
北方領土隣接地域振興等推進費補助金（国） 
水産環境整備事業（国） 
根室港花咲港区生活基盤整備事業(国交省直轄港湾整備事業) 
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 

 
・根室漁協とさんま棒受網漁業者（１７経営体）は、流通業者等からの鮮度保持や
衛生管理に対する要望に応えるため、引き続き、現在主流の車積販売から、タンク
販売への移行を図り、ステンレスタンク(1t)２５０台を運用し、魚体温度管理を徹
底し、漁獲後のロス低下と付加価値向上を図る。 
 
・秋サケ定置網漁業者（１２経営体）は、水揚げ後の冷却水タンク保管とあわせて、
漁船の魚倉に粉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）を徹底するとともに、鮮度保持・衛生管理強化・魚卵
の歩留まりの向上を図るため、海水殺菌装置の整備を行う。 
 
・根室漁協とウニ漁業者(２３経営体)は、従来から人工種苗放流や資源量調査に基
づく漁獲許容量設定等によるウニ資源の増大対策に取り組んでいるが、近年、一部
の漁場においてウニの生息状況が過密傾向にあり磯焼けの発生が懸念されることか
ら、過密状態にあるウニをたも採りし餌料環境の良い漁場に移殖することにより、
磯焼け防止と餌料環境維持に努めると共に、移植したウニの生息状況を確認するた
めのモニタリング調査を行い、良質なウニ資源の増大と収入向上を図る。 
 
・昆布漁業者(２５経営体)と根室漁協は、引き続き、荒廃した昆布漁場の雑海藻駆
除を行い、翌年は自主禁漁区として輪番操業をする事により、常に生産性の高い
漁場を確保し昆布漁場の生産性を回復させ、資源の増大を図る。 
  また、「北海道昆布専門委員会」が実施する「昆布増産に向けた試験」に積極的
に参加協力し増産技術開発の促進を図るとともに、道漁連・北海道昆布漁業振興会
と連携し、昆布の消費拡大 PRに努める。 
 
・小定置・底建網・刺網漁業者（４３経営体）と根室漁協は、「わらずか(学名ナガ
ヅカ)刺網調査試験操業」のデータ等を基に、資源の有効活用と再生産の促進を両立
させるため、着業隻数・網反数・網目合・止め網・操業日数等の規制の他、事前調
査による沿岸来遊時期の把握に努めつつ適切な操業期間・日数を設定して漁獲圧力
を調整するなどの対策を行い、本操業への移行を目指す。 
 また、隣接組合と連携し、市場出荷日(操業日)を統一して販売数量を取りまとめ、
単価向上を図る。 
 
・かに籠漁業者（６経営体）と漁協は、「根室海域ハナサキガニ資源対策協議会」
と連携し、稚ガニ(人工種苗)の放流事業や追跡調査を継続実施する他、資源量調査
に基づき漁獲許容量を設定し、資源の維持・回復を図るとともに、根室市水産研究
所は大量種苗放流技術の開発を促進する。 
 また、根室市が中心となって「カニ祭り」を継続実施し、消費拡大や観光客誘致
のための情報発信を促進する。 
 
・根室漁協とタコ漁業者(9 経営体)、関係漁業者は前浜のタコ資源などの増大を図
るため、北海道が実施するタコ産卵礁や魚礁の整備促進を要請するとともに、事業
効果を高めるため自主禁漁期間の設定や漁獲体長制限を行うなど、稚ダコを保護し
効率的な資源増大を図る。 
 
・根室漁協とホヤ桁漁業者(３経営体)は、健康食品製造会社等からの供給依頼に応
じるため、市内水産会社と連携し、干しキンコの製造を強化するため、操業体制・
資源管理体制・販売体制等を整え、キンコの水揚げ増大を図る。 
 
・根室漁協及びさんま棒受網漁業者（１７経営体）、秋サケ定置網漁業者（１２経
営体）、刺し網漁業者（３７経営体）は、「根室市アジア圏輸出促進協議会」の行
う、ベトナムを中心に行われる産地ＰＲや商談会、各国で行われる広報、宣伝活動
などを活用し、秋サケ、サンマ、タラなどの輸出拡大に取り組むとともに、海外市
場調査の結果を基に新たな輸出対象魚種についても取組みを始める。 
 また、EU向け輸出への積極的な展開を図るとともに、必要に応じて定置網漁船の
改良を行うなど「対ＥＵ輸出水産食品取扱施設」への登録の促進に努める。 
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・根室漁協及び全漁業経営体は、「ねむろ水産物普及推進協議会」と連携して、策
定した販売戦略に基づき、根室産水産物・水産加工品の普及宣伝や業界団体と実施
する販売促進活動に積極的に参画することで、販路拡大や魚食普及に取り組む。 
 また、根室市水産加工振興センターの開発力を活用し、根室産水産物を原料とす
る新たな加工製品等の開発を促進し、知名度向上と販路拡大を図る。 
  
・根室市と根室漁協と全漁業経営体は、より安心・安全な水産物供給のため、国に
対して直轄事業による花咲・根室港区の屋根付き岸壁の整備促進を要請するととも
に、漁協及び全漁業者自らも、港湾内の水産物の取扱いルールを設定し、陸揚げか
ら搬送までの作業動線の輻輳化を排除することで、水産物の細菌の混入リスクの低
減に努め、荷受者である市場職員は衛生管理意識向上のために各種衛生管理研修会
などへ参加し、衛生管理意識向上にむけた取り組みを行う。 
 また、根室市が中心となって落石漁港とも連携を図りつつ、花咲港区の岸壁の改
良や浴場・食堂・トイレ、駐車場等の港湾関連施設整備を推進し、外来漁船の誘致
を促進させるとともに、水産加工原料の安定確保やサンマ荷揚げ風景を観光資源と
して定着させ、地域の活性化を図る。 
 
以上の取組みにより、基準年より 8.9％の収入向上を目指す。 

  
漁業コスト削
減のための取
組 

 
・全漁業経営体が省エネ活動推進事業等を活用し、減速航行や船底清掃などに取り
組み燃油コストの削減を図る。 
 
・全漁業経営体は、機関換装や漁船建造の際には、省エネ型機器を積極的に導
入することにより、燃油の節減に取り組む 
また、サンマ棒受網漁業者(17)は、集魚灯のＬＥＤ化を推進するなど、発電用燃

油費や電球交換等ランニングコストの削減を図る。 
 
・秋サケ定置網漁業者（12経営体）は、収益向上を図るべく、漁労作業の共同化や
経営協業化について検討を行うとともに関係者との調整を進め、早期の実現を目指
す。 
 
 以上の取組みにより、基準年より 4.3％の経費節減を目指す。 

 活用する支援
措置等 

 
北方領土隣接地域振興等推進費補助金（国） 
水産環境整備事業（国） 
根室港花咲港区生活基盤整備事業(国交省直轄港湾整備事業) 
産地水産業強化支援事業 
 

 

- 10 - 



５年目（平成３０年度） 
    取り組みの最終年度であり、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 
  

漁業収入向上 
のための取組 

 
・根室漁協とさんま棒受網漁業者（１７経営体）は、流通業者等からの鮮度保持や
衛生管理に対する要望に応えるため、引き続き、現在主流の車積販売から、タンク
販売への移行を図り、ステンレスタンク(1t)２５０台を運用し、魚体温度管理を徹
底し、漁獲後のロス低下と付加価値向上を図る。 
 
・秋サケ定置網漁業者（１２経営体）は、水揚げ後の冷却水タンク保管とあわせて、
漁船の魚倉に粉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）を徹底するとともに、整備した海水殺菌装置の活用す
ることで、鮮度保持・衛生管理強化・魚卵の歩留まりの向上を図る。 
 
・根室漁協とウニ漁業者(２３経営体)は、従来から人工種苗放流や資源量調査に基
づく漁獲許容量設定等によるウニ資源の増大対策に取り組んでいるが、近年、一部
の漁場においてウニの生息状況が過密傾向にあり磯焼けの発生が懸念されることか
ら、過密状態にあるウニをたも採りし餌料環境の良い漁場に移殖することにより、
磯焼け防止と餌料環境維持に努めると共に、移植したウニの生息状況を確認するた
めのモニタリング調査を行い、良質なウニ資源の増大と収入向上を図る。 
 
・昆布漁業者(２５経営体)と根室漁協は、引き続き、荒廃した昆布漁場の雑海藻駆
除を行い、翌年は自主禁漁区として輪番操業をする事により、常に生産性の高い
漁場を確保し昆布漁場の生産性を回復させ、資源の増大を図る。 
  また、「北海道昆布専門委員会」が実施する「昆布増産に向けた試験」に積極的
に参加協力し増産技術開発の促進を図るとともに、道漁連・北海道昆布漁業振興会
と連携し、昆布の消費拡大 PRに努める。 
 
・小定置・底建網・刺網漁業者（４３経営体）と根室漁協は、「わらずか(学名ナガ
ヅカ)刺網調査試験操業」のデータ等を基に、資源の有効活用と再生産の促進を両立
させるため、着業隻数・網反数・網目合・止め網・操業日数等の規制の他、事前調
査による沿岸来遊時期の把握に努めつつ適切な操業期間・日数を設定して漁獲圧力
を調整するなどの対策を行い、本操業への移行を目指す。 
 また、隣接組合と連携し、市場出荷日(操業日)を統一して販売数量を取りまとめ、
単価向上を図る。 
 
・かに籠漁業者（６経営体）と漁協は、「根室海域ハナサキガニ資源対策協議会」
と連携し、稚ガニ(人工種苗)の放流事業や追跡調査を継続実施する他、資源量調査
に基づき漁獲許容量を設定し、資源の維持・回復を図るとともに、根室市水産研究
所は大量種苗放流技術の開発を促進する。 
 また、根室市が中心となって「カニ祭り」を継続実施し、消費拡大や観光客誘致
のための情報発信を促進する。 
 
・根室漁協とタコ漁業者(9 経営体)、関係漁業者は前浜のタコ資源などの増大を図
るため、北海道が実施するタコ産卵礁や魚礁の整備促進を要請するとともに、事業
効果を高めるため自主禁漁期間の設定や漁獲体長制限を行うなど、稚ダコを保護し
効率的な資源増大を図る。 
 
・根室漁協とホヤ桁漁業者(３経営体)は、健康食品製造会社等からの供給依頼に応
じるため、市内水産会社と連携し、干しキンコの製造を強化するため、操業体制・
資源管理体制・販売体制等を整え、キンコの水揚げ増大を図る。 
 
・根室漁協及びさんま棒受網漁業者（１７経営体）、秋サケ定置網漁業者（１２経
営体）、刺し網漁業者（３７経営体）は、「根室市アジア圏輸出促進協議会」の行
う、ベトナムを中心に行われる産地ＰＲや商談会、各国で行われる広報、宣伝活動
などを活用し、秋サケ、サンマ、タラなどの輸出拡大に取り組むとともに、海外市
場調査の結果を基に新たな輸出対象魚種についても取組みを始める。 
 また、EU向け輸出への積極的な展開を図るとともに、必要に応じて定置網漁船の
改良を行うなど「対ＥＵ輸出水産食品取扱施設」への登録の促進に努める。 
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・根室漁協及び全漁業経営体は、「ねむろ水産物普及推進協議会」と連携して、策
定した販売戦略に基づき、根室産水産物・水産加工品の普及宣伝や業界団体と実施
する販売促進活動に積極的に参画することで、販路拡大や魚食普及に取り組む。 
 また、根室市水産加工振興センターの開発力を活用し、根室産水産物を原料とす
る新たな加工製品等の開発を促進し、知名度向上と販路拡大を図る。 
  
・根室市と根室漁協と全漁業経営体は、より安心・安全な水産物供給のため、国に
対して直轄事業による花咲・根室港区の屋根付き岸壁の整備促進を要請するととも
に、漁協及び全漁業者自らも、港湾内の水産物の取扱いルールを設定し、陸揚げか
ら搬送までの作業動線の輻輳化を排除することで、水産物の細菌の混入リスクの低
減に努め、荷受者である市場職員は衛生管理意識向上のために各種衛生管理研修会
などへ参加し、衛生管理意識向上にむけた取り組みを行う。 
 また、根室市が中心となって落石漁港とも連携を図りつつ、花咲港区の岸壁の改
良や浴場・食堂・トイレ、駐車場等の港湾関連施設整備を推進し、外来漁船の誘致
を促進させるとともに、水産加工原料の安定確保やサンマ荷揚げ風景を観光資源と
して定着させ、地域の活性化を図る。 

 
以上の取組みにより、基準年より 9.2％の収入向上を目指す。 
 

  
漁業コスト削
減のための取
組 

 
・全漁業経営体が省エネ活動推進事業等を活用し、減速航行や船底清掃などに取り
組み燃油コストの削減を図る。 
 
・全漁業経営体は、機関換装や漁船建造の際には、省エネ型機器を積極的に導
入することにより、燃油の節減に取り組む 
また、サンマ棒受網漁業者(17)は、集魚灯のＬＥＤ化を推進するなど、発電用燃

油費や電球交換等ランニングコストの削減を図る。 
 
・秋サケ定置網漁業者（12経営体）は、収益向上を図るべく、漁労作業の共同化や
経営協業化について検討を行うとともに関係者との調整を進め、早期の実現を目指
す。 
 以上の取組みにより、基準年より 4.3％の経費節減を目指す。 
 

 活用する支援
措置等 

 
北方領土隣接地域振興等推進費補助金（国） 
水産環境整備事業（国） 
根室港花咲港区生活基盤整備事業(国交省直轄港湾整備事業) 
 

 
※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。 

 
(４) 関係機関との連携 

  
 消費・流通対策については根室市並びに道漁連と、資源増大対策については(一社)根室管内さけ
ます増殖事業協会や水産技術普及指導所、根室市水産研究所と、また、港湾施設整備については港
湾管理者である根室市との連携を密にし、効果的な取り組みを行う。 
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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        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 
 

   
   

※算出の根拠及びその方法等について詳細に記載し、必要があれば資料を添付すること。 
 
 
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 
 
 
省エネ機器等導入事業 
 
 
北方領土隣接地域振興等 
推進費補助金 
 
水産多面的機能発揮対策 
事業 
 
水産環境整備事業 
 
 
根室港花咲港区生活基盤
整備事業 
 
 
産地水産業強化支援事業 

 
・省燃油活動への積極的な取組みによる燃油消費の低減 
 
 
・省エネ機器等の導入による漁業支出の低減 
 
 
・雑海藻駆除による昆布漁場の生産性回復 
 
 
・ウニの間引き放流や藻場造成等による環境保全 
 
 
・産卵礁の整備によるタコ資源の増大 
 
 
・屋根付岸壁整備による衛生管理の向上 
・岸壁改良や港湾関連施設整備による外来船誘致で水産加工原料の安定
確保 

 
・滅菌海水装置等の整備 
 

 ※具体的な事業名が記載できない場合は、「事業名」は「未定」とし、「事業内容及び浜の活力再生プラ
ンとの関係性」のみ記載する。 

 ※本欄の記載により、関連施策の実施を確約するものではない。 
 
 
 

- 13 - 


