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浜の活⼒再⽣プラン

１ 地域⽔産業再⽣委員会

組織名 ⻑万部地区地域⽔産業再⽣委員会

代表者名 髙 野 勇 ⼀

再⽣委員会の構成員 ⻑万部漁業協同組合、⻑万部町

オブザーバー 北海道渡島総合振興局

対象となる地域 ・地域の範囲：北海道⼭越郡⻑万部町
の範囲及び漁業 ・対象漁業種類 組合員数 ９２経営体
の種類

着業経営体数
・定置網漁業 ９２経営体
・採介藻漁業（ウニ・ナマコ等） ９２経営体
・その他兼業

（ホタテ⾙養殖漁業 ８０経営体）
（ホッキ⾙漁業 ４５経営体）
（底建網漁業 ３０経営体）
（各種刺し網漁業 １０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

当再⽣委員会の位置する⻑万部町は北海道の渡島半島噴⽕湾奥部に位置し、⾯積３１０㎢
で三⽅を⼭に囲まれた海岸に隣接した⼟地に約６千⼈の住⺠が暮らしており、酪農と⽔産業
を基幹産業とする町であり、農業⽣産額は年間約１１億円、漁業関係では海岸線約３４㎞に
４つの漁港があり、ホタテ養殖漁業を中⼼に沿岸漁業が営まれ、平成２５年度は約１万４千
トン、約３０億円の⽔揚げとなっている。
そのうち、ホタテ養殖漁業は、８０経営体で漁獲⾦額の８５%を占め、当該地域の太宗漁

業となっており、⼤規模⽔産加⼯業者３社と中規模加⼯業者４社の主⼒加⼯品として利⽤さ
れ、地域に⽋かせない漁業となっている。
また、漁協・漁業者・加⼯業者が⼀体となり、ホタテの⽣産から加⼯製品になるまでの衛

⽣管理を徹底し、ＥＵや東南アジアへの輸出の拡⼤を進めている。
漁業環境については、⾼⽔温等の影響により、来遊する⿂種の変動や資源量の減少、⻑引

く不況による価格の低迷、原油⾼騰による燃油や漁業資材の⾼騰等により、漁業経営は厳し
さを増している。
更に、主要漁業であるホタテ養殖漁業では、外来種であるヨーロッパ産のザラボヤの異常

付着により、⾙の⽣育阻害、⾙の脱落や斃死問題等、新たな課題が発⽣し、その対策が急務
となり、駆除経費の増⼤なども課題となっている。

のような状況下において、漁業者の経営安定を図るためには、燃油対策、コスト削こ
減対策、資源管理型漁業に取り組む⼀⽅、消費者ニーズの急激な変化、国際情勢の変
動な に対応した流通形態の⾒直し、地産池消対策の強化などを官⺠⼀体となって取りど
組ん ⾏く必要がある。で

（２）その他の関連する現状等

漁業経営が厳しい状況のなか、漁業経営安定対策として、漁獲共済・積⽴プラス・漁業経
営セーフティーネット構築事業の加⼊促進に努めいる。また、省エネ機関や各種養殖機器類
を導⼊し、機器の共同利⽤をすることにより、経費の削減の実施、減速航⾏の推進や出漁⽇
数の抑制により、燃油使⽤量の削減に取組んでいる。
また、⽔産資源の保護と増⼤のため、資源管理型漁業を推進し、漁獲物の種類により体⻑

制限の実施、有害⽣物や有⽤資源捕⾷⽣物の駆除を実施し、漁労活動で発⽣する漁業系廃棄
物を、漁協が所有している廃棄物処理場で堆肥化処理等有効利⽤を⾏っている。
これらのほか、関係機関と協⼒し、漁場の環境調査を実施している。



３ 活性化の取組⽅針
（１）基本⽅針

地域の現状を踏まえ、次の対策の検討を⾏う。
【⿂価対策】
○ 出荷量に応じた適正な衛⽣管理が可能なプラスティックタンク及びメッキ製衛⽣管
理タンクの導⼊

○ 海外輸出の拡⼤を含む、⾼鮮度出荷等の実施
○ 販売戦略に基づく、消費者ニーズ・流通市場の情報等を踏まえた販売促進活動の取
り組み（新商品開発・地産地消を核とした６次産業化の推進）

【ザラボヤ対策】
○ 噴⽕湾ほたて⽣産振興協議会が実施する漁場環境保全対策の実施
○ 有害⽣物漁業被害防⽌総合対策事業の実施
○ 駆除対策に必要な機器整備や処理施設の改善

【⽔産資源対策】
○ ナマコ種苗⽣産技術の取得及び種苗放流、漁港に付着するウニ種苗、稚ナマコ
の移植放流、マツカワ稚⿂の放流による資源増⼤の事業

○ 漁種毎の体⻑制限の実施
【衛⽣管理対策】
○ ⼀段と厳しくなる衛⽣管理に対応できる⿃害対策に適合した天蓋施設の整備
○ 漁港内の⽼朽化漁業資材の撤去及び清掃

【漁港機能保全対策】
○ 漁業⽣産活動の拠点となる漁港機能の整備と保全

【漁業経営安定対策】
○ 漁獲共済・積⽴プラス・漁業セーフティネット構築事業の加⼊促進
○ 協業化・作業の共同化・燃油費削減等のコストの削減対策の実⾏
○ 養殖作業機器を導⼊し共同利⽤による経費の削減

【漁業後継者対策】
○ 北海道漁業就業⽀援協議会を活⽤した研修⽣の受け⼊れの実施
○ 漁業後継者対策の充実

（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

資源管理計画による操業期間の短縮や、噴⽕湾ほたて⽣産振興協議会による噴⽕湾海域
良質ホタテガイ安定⽣産推進漁場改善計画に基づく漁場環境の改善に取り組むと共に漁獲
共済、積⽴プラス加⼊により効率的かつ安定的な漁業経営を確⽴する。



（３）具体的な取組内容
１年⽬（平成２６年度）
以降、以下の取組内容は、取組の進歩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 全漁業者と⻑万部漁協の取組
のための取組 （本地区では、全ての漁業者が定置網漁業への参画と採介藻漁業に着業し

ており、また、ほとんどの漁業者がホタテ養殖漁業ほか各種漁業を兼業し
ている ）。

①衛⽣管理の向上による⿂価対策（ホタテ養殖漁業８０経営体）
・ホタテ養殖漁業者及び漁協は、中国など海外からの需要の⾼まりや国内
消費者の安全意識の⾼まり等を踏まえ、⻑万部漁港における衛⽣管理の強
化に取り組む。具体的には、道の協⼒を得て、関係漁業者及び⻑万部漁協
は、ホタテ⾙の⽔揚げに際して⾙殻洗浄⽅法や選別時の規格などにかかる
取扱いマニュアルを作成する。その上で、その周知徹底を図るため、荷受
け者である市場職員とも連携し、衛⽣管理研修会を開催し衛⽣管理の意識
の啓発・普及に努めるとともに、漁港機能の保全を図るべく北海道へ保全
整備の要請を⾏いつつ⾃らも漁港における各種作業にかかる動線を整理し
輻輳化を回避する（⽔産物への細菌混⼊リスクの低減に努める）ための漁
港内の作業ルールを設定する。なお、確実に冷却殺菌海⽔及び海⽔氷を⽤
い５℃以下とするべく、これまでホタテ⾙運搬の主⼒である⽊箱タンクか
らメッキ製タンクへ移⾏することで、低温管理によるホタテ⾙の鮮度管理
を図ることを通じて東南アジア向け輸出販売の拡⼤を図る。

②鮮度保持の向上・ブランド化の推進による⿂価対策
（定置漁業９２経営体・採介藻漁業９２経営体・その他漁業（ホッキ⾙漁業４５経営
体・底建網漁業３０経営体・各種刺し網漁業１０経営体 ））
・定置網、底建網、刺網漁業者及び漁協は、消費地販売店からの需要に応
じ、活⿂及び活〆販売の導⼊を図るため、漁船への氷の供給⽅法を統⼀し
活⿂⽔槽の⽔温を殺菌海⽔を使⽤しつつ５℃以下に保つこととし漁獲物を
⾼い鮮度で均⼀化できる出荷体制の構築に努めるべくルールを定める。ま
た、活〆技術の普及を図るため、漁協が中⼼となり関係漁業者への活〆講
習会等を開催する。
・採介藻、ホッキ⾙漁業者は、消費者ニーズに応えるため、漁協荷捌所の
畜養施設を拡⼤し「活」保管を⾏い、砂抜きの徹底（ホッキ⾙のみ）と消
費地市場の市況を勘案しての調整出荷による⿂価の向上、さらには荒天時
等にも安定して出荷することで量販店の信頼向上に取り組む。
・刺し網漁業者及び漁協は、近年、北海道漁連が中⼼となって進めている
スケソウダラの海外出荷を確実かつ継続的に⾏うべく、殺菌海⽔の使⽤や
加⼯業者の要請を受けてのプラスチック容器を導⼊などを含め、鮮度管理
や衛⽣管理のあり⽅を検討し、衛⽣的な流通体制の構築に努める。

③ザラボヤ対策（ほたて養殖漁業８０経営体）
・ホタテ養殖業者及び漁協は、ヨーロッパザラボヤの異常付着による養殖
ほたて⾙の⽣育阻害、⾙の脱落や斃死を減少させるための洗浄作業、駆除
したザラボヤの全量回収後の堆肥化処理などの漁場環境保全対策の実施及
び、駆除に必要な機器の導⼊を順次図り、徹底した駆除対策に努めること
で、⽔揚量の増加と有害⽣物の根絶を⽬指す。

定置漁業９２経営体・採介藻漁業９２経営体・その他漁業（ホタテ④資源の増殖（
）⾙養殖漁業80経営体・ホッキ⾙漁業４５経営体）

・全漁業者及び漁協は、⿂種ごとに体⻑制限基準を⾃主的に設定し遵守す
るとともに、ホタテ・ホッキ・ウニなどを対象に⽔産指導所・⽔産試験場
などの協⼒を得て、資源量調査や地元ホタテ種苗の安定確保を図るための
ラーバ調査の実施を通して資源管理に努める。また、定置網漁業者はマツ
カワ稚⿂の放流（H26年度は２万５千尾：あわせて標識放流等の試験調査
も⾏う 、採介藻漁業者はナマコ種苗⽣産技術の取得に努めつつ安定した）
放流に努める。
・また、採介藻漁業者は各漁港内に付着する稚ウニ及び稚ナマコを有効活
⽤するため、天然藻場の状況を把握しつつ雑海藻駆除などに取り組み藻場
の成⻑⼒の向上を図るとともに、摂餌⼒との間で均衡をとりつつ稚ウニや
稚ナマコの移植放流を実施する。また、ホッキ⾙漁業者は海底耕耘による
漁場整備を⾏いつつ、ホッキ稚⾙の過密状態の改善を図るための移植放流
に取り組む。

⑤販売促進（全漁業種類）
・全漁業者と漁協は、札幌など⼤消費地への販売促進活動を⾏うための販
売戦略を定めるとともに、全ての漁業種類で、産地直販、販売促進イベン
トなどを通じて、地元産⽔産物の知名度向上と販路拡⼤を図る。

上記の取組により基準年より０．４％の漁業収⼊向上を⾒込む。



漁業コスト削 ・全漁業者は、燃油⾼騰による経費の増⼤に備えるため、漁業経営セーフ
減のための取 ティーネット構築事業への加⼊促進を図ると共に、全漁船を対象に減速航
組 ⾏の徹底及び定期的な船底清掃を実施することにより、航⾏時の抵抗削減

を図る事で、燃油消費量１０％削減の取組を実施し経費の削減を図る （H。
26年度は加⼊漁船延べ116隻（ほたて養殖80隻・漁船漁業10隻・定置漁業
23隻・採介藻漁業3隻）において取り組む）

・全漁業者は、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、燃油の節減の取り組みを推進する。

・漁協は、ザラボヤ駆除対策⽤の機器及び各種養殖機器を取得し組合員に
共同利⽤による駆除の共同実施など、漁業者の経費の削減に取り組む。

上記の取組により基準年より０．２％の漁業経費削減を⾒込む。

活⽤する⽀援 ⻑万部町⽔産基盤整備事業（町）
措置等 有害⽣物漁業被害防⽌総合対策事業（国）

地域づくり総合交付⾦（道）
省燃油活動推進事業（国）
省エネ機器等導⼊事業（国）
⽔産基盤整備事業（国）



２年⽬（平成２７年度）

漁業収⼊向上 全漁業者と⻑万部漁協の取組
のための取組 （本地区では、全ての漁業者が定置網漁業への参画と採介藻漁業に着業し

ており、また、ほとんどの漁業者がホタテ養殖漁業ほか各種漁業を兼業し
ている ）。

①衛⽣管理の向上による⿂価対策（ホタテ養殖漁業８０経営体）
・ホタテ養殖漁業者及び漁協は、平成２６年度に作成したホタテ⾙の⽔揚
げに関する⾙殻洗浄⽅法や選別時の規格などにかかるマニュアルに基づく
対策の周知徹底を図るため、荷受け者である市場職員とも連携し、衛⽣管
理研修会を開催し衛⽣管理の意識の啓発・普及に努めるとともに、漁港機
能の保全を図るべく北海道へ保全整備の要請を⾏いつつ⾃らも漁港におけ
る各種作業にかかる動線を整理し輻輳化を回避するためのマニュアルを作
成し、衛⽣管理の向上に必要なメッキ製タンクを順次導⼊し、東南アジア
向け輸出販売の拡⼤を図る。

➁鮮度保持の向上・ブランド化の推進による⿂価対策
（定置漁業９２経営体・採介藻漁業９２経営体・その他漁業（ホッキ⾙漁業４５経営
体・底建網漁業３０経営体・各種刺し網漁業１０経営体 ））
・定置網、底建網、刺網漁業者及び漁協は、消費地販売店からの需要に応
じ、活⿂及び活〆販売を実施し、漁船への氷の供給⽅法を統⼀し活⿂⽔槽
の⽔温を５℃以下の殺菌海⽔を使⽤し、漁獲物を⾼い鮮度で均⼀化できる
出荷体制のルールを定める。また、活〆技術の普及を図るため、漁協が中
⼼となり関係漁業者への活〆講習会等を開催する。
・採介藻、ホッキ⾙漁業者は、消費者ニーズに応えるため、漁協荷捌所の
畜養施設を活⽤し「活」保管を⾏い、砂抜きの徹底（ホッキ⾙のみ）と消
費地市場の市況を勘案しての調整出荷による⿂価の向上、さらには荒天時
等にも安定して出荷することで量販店の信頼向上に取り組む。
・刺し網漁業者及び漁協は、近年、北海道漁連を中⼼にスケソウダラの海
外出荷を進めており、刺し網漁業者等関係漁業者及び漁協は、鮮度管理や
衛⽣管理のため、殺菌海⽔の使⽤などのほか加⼯業者のニーズにより、プ
ラスチック容器を順次導⼊し衛⽣的な流通体制を構築させることで、海外
出荷の促進に努める。

③ザラボヤ対策（ほたて養殖漁業８０経営体）
・ホタテ養殖業者及び漁協は、ヨーロッパザラボヤの異常付着による養殖
ほたて⾙の⽣育阻害、⾙の脱落や斃死を減少させるための洗浄作業、駆除
したザラボヤの全量回収後の堆肥化処理などの漁場環境保全対策の実施及
び、駆除に必要な機器の導⼊を順次図り、徹底した駆除対策に努めること
で、⽔揚量の増加と有害⽣物の根絶を⽬指す。

定置漁業９２経営体・採介藻漁業９２経営体・その他漁業（ホタテ④資源の増殖（
）⾙養殖漁業80経営体・ホッキ⾙漁業４５経営体）

・全漁業者及び漁協は、⿂種ごとに体⻑制限基準を⾃主的に設定し遵守す
るとともに、ホタテ・ホッキ・ウニなどを対象に⽔産指導所・⽔産試験場
などの協⼒を得て、資源量調査や地元ホタテ種苗の安定確保を図るための
ラーバ調査の実施を通して資源管理に努める。また、定置網漁業者はマツ
カワ稚⿂の放流（２万５千尾 、採介藻漁業者はナマコ種苗⽣産技術の取）
得に努めつつ安定した放流に努める。
また、採介藻漁業者は各漁港内に付着する稚ウニ及び稚ナマコを有効活

⽤するため、天然藻場の状況を把握しつつ雑海藻駆除などに取り組み藻場
の成⻑⼒の向上を図るとともに、摂餌⼒との間で均衡をとりつつ稚ウニや
稚ナマコの移植放流を実施する。また、ホッキ⾙漁業者は海底耕耘による
漁場整備を⾏いつつ、ホッキ稚⾙の過密状態の改善を図るための移植放流
に取り組む。

⑤販売促進（全漁業種類）
・全漁業者と漁協は、札幌など⼤消費地への販売促進活動を⾏うための販
売戦略に基づき全ての漁業種類で、産地直販、販売促進イベントなどを通
じて、地元産⽔産物の知名度向上と販路拡⼤を図る。

上記の取組により基準年より０．８％の漁業収⼊向上を⾒込む。



漁業コスト削減 ・全漁業者が減速航⾏の徹底及び定期的な船底清掃を実施することによ
のための取組 り、航⾏時の抵抗削減を図る事により、燃油消費量１０％削減の取組を実

施し経費の削減を推進する。

・全漁業者は、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、燃油の節減の取り組みを推進する。

・漁協は、ザラボヤ駆除対策⽤の機器及び各種養殖機器を取得し組合員に
共同利⽤させ、また、ザラボヤ駆除の共同実施など、漁業者の経費の削減
に取り組みを推進する。

・漁業⽣産活動の拠点となる漁港施設の保全整備を国と北海道へ要望し、
漁業者は機能保全と衛⽣管理の適合が図られた漁港の有効活⽤をし、航⾏
の安全および作業効率の向上を推進する。

上記の取組により基準年より０．６％の漁業経費削減を⾒込む。

活⽤する⽀援措 ⻑万部町衛⽣管理整備事業（町）
置等 有害⽣物漁業被害防⽌総合対策事業（国）

地域づくり総合交付⾦（道）
⽔産基盤整備事業（国）
省エネ機器等導⼊事業（国）



３年⽬（平成２８年度）

漁業収⼊向上 全漁業者と⻑万部漁協の取組
のための取組 （本地区では、全ての漁業者が定置網漁業への参画と採介藻漁業に着業し

ており、また、ほとんどの漁業者がホタテ養殖漁業ほか各種漁業を兼業し
ている ）。

①衛⽣管理の向上による⿂価対策（ホタテ養殖漁業８０経営体）
・ホタテ養殖漁業者及び漁協は、平成２６年度に作成したホタテ⾙の⽔揚
げに関する⾙殻洗浄⽅法や選別時の規格などにかかるマニュアルに基づく
対策の周知徹底を図るため、荷受け者である市場職員とも連携し、衛⽣管
理研修会を開催し衛⽣管理の意識の啓発・普及に努めるとともに、漁港機
能の保全を図るべく北海道へ保全整備の要請を⾏いつつ⾃らも漁港におけ
る各種作業にかかる動線を整理し輻輳化を回避するためのルールマニュア
ルを⾒直し、衛⽣管理の向上に必要なメッキ製タンクを順次導⼊し、東南
アジア向け輸出販売の拡⼤を図る。

➁鮮度保持の向上・ブランド化の推進による⿂価対策
（定置漁業９２経営体・採介藻漁業９２経営体・その他漁業（ホッキ⾙漁業４５経営
体・底建網漁業３０経営体・各種刺し網漁業１０経営体 ））
・ 漁業者及び漁協は、消費地販売店からの需要に応ホタテ養殖を除く全
じ、活⿂及び活〆販売を実施し、漁船への氷の供給⽅法を統⼀し活⿂⽔槽
の⽔温を５℃以下の殺菌海⽔を使⽤し、漁獲物を⾼い鮮度で均⼀化できる
出荷体制のルールを定める。また、活〆技術の普及を図るため、漁協が中
⼼となり関係漁業者への活〆講習会等を開催する。
・採介藻、ホッキ⾙漁業者は、消費者ニーズに応えるため、漁協荷捌所の
畜養施設を活⽤し「活」保管を⾏い、砂抜きの徹底（ホッキ⾙のみ）と消
費地市場の市況を勘案しての調整出荷による⿂価の向上、さらには荒天時
等にも安定して出荷することで量販店の信頼向上に取り組む。
・刺し網漁業者及び漁協は、近年、北海道漁連を中⼼にスケソウダラの海
外出荷を進めており、刺し網漁業者等関係漁業者及び漁協は、鮮度管理や
衛⽣管理のため、殺菌海⽔の使⽤などのほか加⼯業者のニーズにより、プ
ラスチック容器を順次導⼊し衛⽣的な流通体制を構築させることで、海外
出荷の促進に努める。

③ザラボヤ対策（ほたて養殖漁業８０経営体）
・ホタテ養殖業者及び漁協は、ヨーロッパザラボヤの異常付着による養殖
ほたて⾙の⽣育阻害、⾙の脱落や斃死を減少させるための洗浄作業、駆除
したザラボヤの全量回収後の堆肥化処理などの漁場環境保全対策の実施及
び、駆除に必要な機器の導⼊を順次図り、徹底した駆除対策に努めること
で、⽔揚量の増加と有害⽣物の根絶を⽬指す。

定置漁業９２経営体・採介藻漁業９２経営体・その他漁業（ホタテ④資源の増殖（
）⾙養殖漁業80経営体・ホッキ⾙漁業４５経営体）

・全漁業者及び漁協は、⿂種ごとに体⻑制限基準を⾃主的に設定し遵守す
るとともに、ホタテ・ホッキ・ウニなどを対象に⽔産指導所・⽔産試験場
などの協⼒を得て、資源量調査や地元ホタテ種苗の安定確保を図るための
ラーバ調査の実施を通して資源管理に努める。また、定置網漁業者はマツ
カワ稚⿂の放流（２万５千尾 、採介藻漁業者はナマコ種苗⽣産技術の取）
得に努めつつ安定した放流に努める。
また、採介藻漁業者は各漁港内に付着する稚ウニ及び稚ナマコを有効活

⽤するため、天然藻場の状況を把握しつつ雑海藻駆除などに取り組み藻場
の成⻑⼒の向上を図るとともに、摂餌⼒との間で均衡をとりつつ稚ウニや
稚ナマコの移植放流を実施する。また、ホッキ⾙漁業者は海底耕耘による
漁場整備を⾏いつつ、ホッキ稚⾙の過密状態の改善を図るための移植放流
に取り組む。

⑤販売促進（全漁業種類）
・全漁業者と漁協は、札幌など⼤消費地への販売促進活動を⾏うための販
売戦略に基づき全ての漁業種類で、産地直販、販売促進イベントなどを通
じて、地元産⽔産物の知名度向上と販路拡⼤を図る。

上記の取組により基準年より０．９％の漁業収⼊向上を⾒込む



漁業コスト削減 ・全漁業者が減速航⾏の徹底及び定期的な船底清掃を実施することによ
のための取組 り、航⾏時の抵抗削減を図る事により、燃油消費量１０％削減の取組を実

施し経費の削減を推進する。

・全漁業者は、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、燃油の節減の取り組みを推進する。

・漁協は、ザラボヤ駆除対策⽤の機器及び各種養殖機器を取得し組合員に
共同利⽤させ、また、ザラボヤ駆除の共同実施など、漁業者の経費の削減
に取り組みを推進する。

・漁業⽣産活動の拠点となる漁港施設の保全整備を国と北海道へ要望し、
漁業者は機能保全と衛⽣管理の適合が図られた漁港の有効活⽤をし、航⾏
の安全および作業効率の向上を推進する。

上記の取組により基準年より０．６％の漁業経費削減を⾒込む。

活⽤する⽀援措 ⻑万部町衛⽣管理整備事業（町）
置等 地域づくり総合交付⾦（道）

漁業経営セーフティーネット構築等事業（国）
⽔産基盤整備事業（国）



４年⽬（平成２９年度）

漁業収⼊向上 全漁業者と⻑万部漁協の取組
のための取組 （本地区では、全ての漁業者が定置網漁業への参画と採介藻漁業に着業し

ており、また、ほとんどの漁業者がホタテ養殖漁業ほか各種漁業を兼業し
ている ）。

①衛⽣管理の向上による⿂価対策（ホタテ養殖漁業８０経営体）
・ホタテ養殖漁業者及び漁協は、平成２６年度に作成したホタテ⾙の⽔揚
げに関する⾙殻洗浄⽅法や選別時の規格などにかかるマニュアルに基づく
対策の周知徹底を図るため、荷受け者である市場職員とも連携し、衛⽣管
理研修会を開催し衛⽣管理の意識の啓発・普及に努めるとともに、漁港機
能の保全を図るべく北海道へ保全整備の要請を⾏いつつ⾃らも漁港におけ
る各種作業にかかる動線を整理し輻輳化を回避するためのルールマニュア
ルを⾒直し、衛⽣管理の向上に必要なメッキ製タンクを順次導⼊し、東南
アジア向け輸出販売の拡⼤を図る。

➁鮮度保持の向上・ブランド化の推進による⿂価対策
（定置漁業９２経営体・採介藻漁業９２経営体・その他漁業（ホッキ⾙漁業４５経営
体・底建網漁業３０経営体・各種刺し網漁業１０経営体 ））
・定置網、底建網、刺網漁業者及び漁協は、消費地販売店からの需要に応
じ、活⿂及び活〆販売を実施し、漁船への氷の供給⽅法を統⼀し活⿂⽔槽
の⽔温を５℃以下の殺菌海⽔を使⽤し、漁獲物を⾼い鮮度で均⼀化できる
出荷体制のルールを定める。また、活〆技術の普及を図るため、漁協が中
⼼となり関係漁業者への活〆講習会等を開催する。
・採介藻、ホッキ⾙漁業者は、消費者ニーズに応えるため、漁協荷捌所の
畜養施設を活⽤し「活」保管を⾏い、砂抜きの徹底（ホッキ⾙のみ）と消
費地市場の市況を勘案しての調整出荷による⿂価の向上、さらには荒天時
等にも安定して出荷することで量販店の信頼向上に取り組む。
・刺し網漁業者及び漁協は、近年、北海道漁連を中⼼にスケソウダラの海
外出荷を進めており、刺し網漁業者等関係漁業者及び漁協は、鮮度管理や
衛⽣管理のため、殺菌海⽔の使⽤などのほか加⼯業者のニーズにより、プ
ラスチック容器を順次導⼊し衛⽣的な流通体制を構築させることで、海外
出荷の促進に努める。

③ザラボヤ対策（ほたて養殖漁業８０経営体）
・ホタテ養殖業者及び漁協は、ヨーロッパザラボヤの異常付着による養殖
ほたて⾙の⽣育阻害、⾙の脱落や斃死を減少させるための洗浄作業、駆除
したザラボヤの全量回収後の堆肥化処理などの漁場環境保全対策の実施及
び、駆除に必要な機器の導⼊を順次図り、徹底した駆除対策に努めること
で、⽔揚量の増加と有害⽣物の根絶を⽬指す。

定置漁業９２経営体・採介藻漁業９２経営体・その他漁業（ホタテ④資源の増殖（
）⾙養殖漁業80経営体・ホッキ⾙漁業４５経営体）

・全漁業者及び漁協は、⿂種ごとに体⻑制限基準を⾃主的に設定し遵守す
るとともに、ホタテ・ホッキ・ウニなどを対象に⽔産指導所・⽔産試験場
などの協⼒を得て、資源量調査や地元ホタテ種苗の安定確保を図るための
ラーバ調査の実施を通して資源管理に努める。また、定置網漁業者はマツ
カワ稚⿂の放流（２万５千尾 、採介藻漁業者はナマコ種苗⽣産技術の取）
得に努めつつ安定した放流に努める。
また、採介藻漁業者は各漁港内に付着する稚ウニ及び稚ナマコを有効活

⽤するため、天然藻場の状況を把握しつつ雑海藻駆除などに取り組み藻場
の成⻑⼒の向上を図るとともに、摂餌⼒との間で均衡をとりつつ稚ウニや
稚ナマコの移植放流を実施する。また、ホッキ⾙漁業者は海底耕耘による
漁場整備を⾏いつつ、ホッキ稚⾙の過密状態の改善を図るための移植放流
に取り組む。
・漁業者及び漁協は、ウニ囲い礁の整備を道に要望するとともに、整備後
の囲い礁にウニ種苗の放流を⾏い、効果的な資源増⼤を図る。

⑤販売促進（全漁業種類）
・全漁業者と漁協は、札幌など⼤消費地への販売促進活動を⾏うための販
売戦略に基づき全ての漁業種類で、産地直販、販売促進イベントなどを通
じて、地元産⽔産物の知名度向上と販路拡⼤を図る。

上記の取組により基準年より０．９％の漁業収⼊向上を⾒込む



漁業コスト削減 ・全漁業者が減速航⾏の徹底及び定期的な船底清掃を実施することによ
のための取組 り、航⾏時の抵抗削減を図る事により、燃油消費量１０％削減の取組を実

施し経費の削減を推進する。

・全漁業者は、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、燃油の節減の取り組みを推進する。

・漁協は、ザラボヤ駆除対策⽤の機器及び各種養殖機器を取得し組合員に
共同利⽤させ、また、ザラボヤ駆除の共同実施など、漁業者の経費の削減
に取り組みを推進する。

・漁業⽣産活動の拠点となる漁港施設の保全整備を国と北海道へ要望し、
漁業者は機能保全と衛⽣管理の適合が図られた漁港の有効活⽤をし、航⾏
の安全および作業効率の向上を推進する。

上記の取組により基準年より０．６％の漁業経費削減を⾒込む。

活⽤する⽀援措 ⻑万部町衛⽣管理整備事業（町）
置等 地域づくり総合交付⾦（道）

漁業経営セーフティーネット構築等事業（国）
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、全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 全漁業者と⻑万部漁協の取組
のための取組 （本地区では、全ての漁業者が定置網漁業への参画と採介藻漁業に着業し

ており、また、ほとんどの漁業者がホタテ養殖漁業ほか各種漁業を兼業し
ている ）。

①衛⽣管理の向上による⿂価対策（ホタテ養殖漁業８０経営体）
・ホタテ養殖漁業者及び漁協は、平成２６年度に作成したホタテ⾙の⽔揚
げに関する⾙殻洗浄⽅法や選別時の規格などにかかるマニュアルに基づく
対策の周知徹底を図るため、荷受け者である市場職員とも連携し、衛⽣管
理研修会を開催し衛⽣管理の意識の啓発・普及に努めるとともに、漁港機
能の保全を図るべく北海道へ保全整備の要請を⾏いつつ⾃らも漁港におけ
る各種作業にかかる動線を整理し輻輳化を回避するためのルールマニュア
ルを⾒直し、衛⽣管理の向上に必要なメッキ製タンクを順次導⼊し、東南
アジア向け輸出販売の拡⼤を図る。

➁鮮度保持の向上・ブランド化の推進による⿂価対策
（定置漁業９２経営体・採介藻漁業９２経営体・その他漁業（ホッキ⾙漁業４５経営
体・底建網漁業３０経営体・各種刺し網漁業１０経営体 ））
・定置網、底建網、刺網漁業者及び漁協は、消費地販売店からの需要に応
じ、活⿂及び活〆販売を実施し、漁船への氷の供給⽅法を統⼀し活⿂⽔槽
の⽔温を５℃以下の殺菌海⽔を使⽤し、漁獲物を⾼い鮮度で均⼀化できる
出荷体制のルールを定める。また、活〆技術の普及を図るため、漁協が中
⼼となり関係漁業者への活〆講習会等を開催する。
・採介藻、ホッキ⾙漁業者は、消費者ニーズに応えるため、漁協荷捌所の
畜養施設を活⽤し「活」保管を⾏い、砂抜きの徹底（ホッキ⾙のみ）と消
費地市場の市況を勘案しての調整出荷による⿂価の向上、さらには荒天時
等にも安定して出荷することで量販店の信頼向上に取り組む。
・刺し網漁業者及び漁協は、近年、北海道漁連を中⼼にスケソウダラの海
外出荷を進めており、刺し網漁業者等関係漁業者及び漁協は、鮮度管理や
衛⽣管理のため、殺菌海⽔の使⽤などのほか加⼯業者のニーズにより、プ
ラスチック容器を順次導⼊し衛⽣的な流通体制を構築させることで、海外
出荷の促進に努める。

③ザラボヤ対策（ほたて養殖漁業８０経営体）
・ホタテ養殖業者及び漁協は、ヨーロッパザラボヤの異常付着による養殖
ほたて⾙の⽣育阻害、⾙の脱落や斃死を減少させるための洗浄作業、駆除
したザラボヤの全量回収後の堆肥化処理などの漁場環境保全対策の実施及
び、駆除に必要な機器の導⼊を順次図り、徹底した駆除対策に努めること
で、⽔揚量の増加と有害⽣物の根絶を⽬指す。

定置漁業９２経営体・採介藻漁業９２経営体・その他漁業（ホタテ④資源の増殖（
）⾙養殖漁業80経営体・ホッキ⾙漁業４５経営体）

・全漁業者及び漁協は、⿂種ごとに体⻑制限基準を⾃主的に設定し遵守す
るとともに、ホタテ・ホッキ・ウニなどを対象に⽔産指導所・⽔産試験場
などの協⼒を得て、資源量調査や地元ホタテ種苗の安定確保を図るための
ラーバ調査の実施を通して資源管理に努める。また、定置網漁業者はマツ
カワ稚⿂の放流（２万５千尾 、採介藻漁業者はナマコ種苗⽣産技術の取）
得に努めつつ安定した放流に努める。
また、採介藻漁業者は各漁港内に付着する稚ウニ及び稚ナマコを有効活

⽤するため、天然藻場の状況を把握しつつ雑海藻駆除などに取り組み藻場
の成⻑⼒の向上を図るとともに、摂餌⼒との間で均衡をとりつつ稚ウニや
稚ナマコの移植放流を実施する。また、ホッキ⾙漁業者は海底耕耘による
漁場整備を⾏いつつ、ホッキ稚⾙の過密状態の改善を図るための移植放流
に取り組む。
・漁業者及び漁協は、ウニ囲い礁の整備を道に要望するとともに、整備後
の囲い礁にウニ種苗の放流を⾏い、効果的な資源増⼤を図る。

⑤販売促進（全漁業種類）
・全漁業者と漁協は、札幌など⼤消費地への販売促進活動を⾏うための販
売戦略に基づき全ての漁業種類で、産地直販、販売促進イベントなどを通
じて、地元産⽔産物の知名度向上と販路拡⼤を図る。

上記の取組により基準年より１．６％の漁業収⼊向上を⾒込む。



漁業コスト削減 ・全漁業者が減速航⾏の徹底及び定期的な船底清掃を実施することによ
のための取組 り、航⾏時の抵抗削減を図る事により、燃油消費量１０％削減の取組を実

施し経費の削減を推進する。

・全漁業者は、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、燃油の節減の取り組みを推進する。

・漁協は、ザラボヤ駆除対策⽤の機器及び各種養殖機器を取得し組合員に
共同利⽤させ、また、ザラボヤ駆除の共同実施など、漁業者の経費の削減
に取り組みを推進する。

・漁業⽣産活動の拠点となる漁港施設の保全整備を国と北海道へ要望し、
漁業者は機能保全と衛⽣管理の適合が図られた漁港の有効活⽤をし、航⾏
の安全および作業効率の向上を推進する。

上記の取組により基準年より０．６％の漁業経費削減を⾒込む。

活⽤する⽀援措 ⻑万部町衛⽣管理整備事業（町）
置等 地域づくり総合交付⾦（道）

漁業経営セーフティーネット構築等事業（国）
⽔産基盤整備事業（国）

（４）関係機関との連携

取組の効果が⾼められる様、構成員である⻑万部町はもとより、漁協内部の各部会との連
携を密にすると共に、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
プランの取組を遂⾏する。



４ ⽬標
（１）数値⽬標

漁業所得の向上 基準年 平成 年度：漁業所得 ⼀⼈当たり 千円
％以上

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ネ 事業の活⽤により、燃油⾼騰の影響緩和が図られ、漁業経営の安
ット構築事業 定が図られる。

省燃油活動推進事業 漁業者⾃ら省燃油活動（船底清掃等）を積極的に⾏い、漁業⽀出
の削減を図る。

有害⽣物漁業被害防⽌ 養殖ほたて⾙に異常付着したザラボヤの洋上駆除、陸上処理を進
総合対策事業 め、⽣育阻害や斃死を減少させ、⽔揚量の増加、有害⽣物の根絶を

⽬指す。⼜、養殖機器の共同利⽤をすることにより経費削減、漁業
収⼊の増加もられる。

ザラボヤ駆除に必要な機器を取得し、漁業者に共同利⽤させるこ地域づくり総合交付⾦
とにより経費の削減を図る。

⽔産多⾯的機能発揮対 ⽔産物普及・体験交流を⽬的に町内及び近隣の学校や⼀般の消費
策 者を対象に⿂⾷普及体験等の実施

⽔産基盤整備事業 漁港の整備等⾏うことにより、漁港施設の機能保全を図り⽔揚・
物流の充実を図ることにより、地域の基幹産業である漁業の⽣産の
安定、収⼊の向上を図る。

、 。ウニ囲い礁等を整備することにより ⽔産資源の安定増⼤を図る

省エネ機器導⼊推進 燃油の⾼騰に備え、低燃費の機関に切り換えることにより漁業⽀
事業 出の削減を図り、漁業所得を確保する。


