
 

 

 

浜の活力再生プラン 

１ 地域水産業再生委員会 

組織名 オホーツク雄武地区地域水産業再生委員会 

代表者名 会 長  片 川 隆 市 

 

再生委員会の構成員 雄武漁業協同組合、雄武町 

オブザーバー 
北海道オホーツク総合振興局水産課、北海道漁業協同組合連合会、 

北見漁船保険組合 

※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：北海道紋別郡雄武町 
漁業種類：ほたてがい漁業（桁引き網漁業、養殖漁業）（109名） 
     さけ定置網漁業（47名） 
          採貝藻漁業（うに、こんぶ等）（53名）、 
     その他兼業 
           かに籠漁業（56 名） 

刺し網・底建網漁業（33名） 
 
漁業者数：正組合員 110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 

 
当再生委員会のある雄武町は、北海道の北東部、オホーツク管内の最北端に位置する東西４０km、南北

２４km、総面積６３７．０６ｋ㎡の広大な町域を有するオホーツク海沿岸のまちであり、海岸線延長３５
km の水産資源の豊富なオホーツク海を漁場とし、第１種沢木漁港･幌内漁港、第２種雄武漁港、第４種元
稲府漁港の４つの漁港は、町の水産物供給基地としての役割を担っている。一年を通じて比較的冷涼であ
り、冬期間はオホーツク海特有の流氷が接岸し、海上一面を覆いつくすために休漁となっている。 
雄武漁業協同組合では、１１０名の組合員を有し、全ての漁業者がほたてがい漁業に参画し、他にかに

籠漁業、さけ定置網漁業、採貝藻漁業などが営まれており、平成２５年度の水揚量は約２３，１２７ト
ン、水揚金額は約６３億円で、地域の基幹産業として重要な役割を果たしている。 

主要漁港である雄武漁港や元稲府漁港では、漁船の大型化による秋の最多利用期の狭隘化が顕著とな
り、岸壁を増やすなどの拡張が求められており、また、当地区の将来を見据えた水産物の高付加価値化を
図るためには、荷捌き施設が狭いうえに老朽化していることから、衛生管理型の荷捌き施設の整備も求め
られている。 
 水揚げは、ここ数年高水準で安定しているが、昨今のいわゆる「魚離れ」により、国内の水産物消費量
が減少傾向にあることから、今後は輸出の割合を高めることを検討しており、そのためには、対ＥＵＨＡ
ＣＣＰにも対応した高度な衛生管理体制の整った加工場の整備も必要となっている、また、水産物のブラ
ンド化にも力を入れており、特に毛がに、ほたて、さけ（めじか・雄宝）は町を代表する特産品として、
消費者に好評を博しており、近年では、利尻こんぶの加工販売にも取組んでいる。 
 さらに、「つくり育てる漁業」の重要性に着目し、漁場の環境保全のための植樹運動や、漁港内外の有
効活用によるこんぶの養殖化、しじみ貝の増産事業、また、漁業者からの強い要望により、なまこの天然
資源増加を図るため、漁港内を利用した試験調査の実施など、多種多様な事業に取り組み、安定した漁家
経営を目指している。  
 しかし、近年の燃油や資材の高騰等による経費の圧迫で、不安定な漁家経営となっており、特に漁網は
経費に占める割合が高いことから対策を進めるとともに、近年は比較的高水準であるが、年変動が大きい
水産資源を安定的かつ持続的に確保していくための努力と工夫が必要である。 
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（２）その他の関連する現状等 
 
 漁業経営安定対策としては、漁獲共済、積立ぷらす、漁業経営セーフティネット構築事業の加入促進に
努め、漁業経営基盤強化に取り組んでいる。 
 オホーツク海の魚介類消費促進・地産地消を図る観点から、漁協においては、ほたて、ます、さけの旬
な時期に学校給食への食材提供を行い、また、全町民を対象にほたてを配布する事業も行っており、地場
産品の素晴らしさを訴えながら食育推進を図っている。 
 漁業者・漁協及び町が連携して植樹活動を行っており、豊かな海を育てる取組を行い、併せて森林や河
川及び海域環境が守るべき地域資産であることを啓蒙するために、河川流域における環境保全活動を実施
している。 
 上記活動に漁協青年部の積極的な参画を促し、浜の次代を担う若手漁業者を育成している。 
 
  
 
３ 活性化の取組方法 
（１）基本方針 
 
 雄武町は、漁業及び漁業関連産業が基幹産業であり、漁業の好不良が地域経済へ大きな影響を及ぼす状
況となっていることから、現状とこれまでの取組みを踏まえ、漁業者と地域が一体となり水産資源の安
定、魚価の向上、経費の削減に係る対策に取組むため、「浜の活力再生プラン」を策定し、漁業所得の向
上による魚価経営の安定と地域の活性化を目指す。 
 
①水産資源の安定増大への取組 
 ほたて漁場へのほたて貝殻の散布の実施による底質改善やヒトデの駆除事業を実施し、ほたて貝の生息
環境の向上による漁獲量の増加を目指すとともに、次の取組を実施する。 

・囲い礁の整備により、こんぶ･うにの生息環境を改善し、漁獲量の増加を図る。 
・しじみ貝生息域の耕うんによる漁場の改善を実施し、漁獲量の増加を図る。 

 ・こんぶの生育状況を調査し、適正な漁獲時期の設定により、漁獲量の増加を目指す。 
 ・さけ稚魚の中間育成施設の設置により、回帰率の向上を図る。 
 ・かに籠漁業者は水産試験場など研究機関と協力して実施している資源量調査により算出された適正漁

獲量を厳格に遵守して操業し、かに資源の維持・持続的な利用に努める。   
 ・漁港内静穏水域において、ナマコの天然増殖試験調査を実施し、天然資源の増加を図る。 
 
②魚価向上や販路拡大の取組 
 ・当地区を含む網走北部海域がほたてのＥＵ出荷の海域指定をされたことから、岸壁の整備など一体的

な漁港整備による陸揚げ環境の改善を図るとともに、加工施設をＥＵ向けＨＡＣＣＰ認定施設に整備
するなど、ＥＵ向け出荷体制の確立と付加価値向上を図る。 

 ・ほたて桁引き網漁業者は、国内に比べ厳しいＥＵ仕様の水揚げ基準を遵守のうえ操業を行う。 
 ・けがに、ほたて、さけ（めじか、雄宝）の既存ブランドの強化と販売促進及びこんぶのブランド化と

製品開発による消費の拡大を目指す。 
・町内外でのイベント開催、参加による販路と消費の拡大を目指す。 

 ・生活クラブ等との提携等による販路拡大を目指す。 
 
③漁港等の整備促進の取組 

・漁港内や航路の浚渫により水深を確保し、漁獲物の満載による帰港を可能とし、操業の効率化と安
全性の向上を図る。 

・屋根付き岸壁の整備促進により、水産物流通拠点として安全・安心な水産物の流通を図るととも
に、老朽化した荷捌き施設の更新により効率的な流通体制の構築をはかる。 

  
④経費の削減 
 ・漁船の省エネ機器の導入や低速航行の徹底などにより燃油消費量の低減を図る。 
 ・漁網洗浄施設の導入により、漁網等資材の長寿命化を図る。 
 
⑤漁場の環境保全のための植樹運動 
 河川上流域において植樹活動を行うことにより水環境を向上させ、漁場環境の保全と資源の増加を図
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 
 
・雄武漁協の共同漁業権行使規則における行使方法書の設定 
・資源調査、稚仔発生状況調査、産卵状況及び環境調査を実施し資源の持続的利用 
（毛がに漁業、ほたて漁業、なまこ漁業、しじみがい漁業 ） 

※プランの取組に関連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します。 

 



 

（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、取り組み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 
 

  
ほぼ全ての漁業者がほたてがい漁業（桁引き網漁業、養殖漁業）に着業し、兼

業として、さけ定置網漁業、採貝藻漁業などを行っている。 
 
・ほたてがい漁業者（109 名）と漁協は、生産力の低下したほたて漁場におい
て、ほたて貝殻の漁場への散布による底質改善やヒトデの駆除を実施すること
で、生産力の改善を図る。また、稚貝の分散作業において選別機器（陸上作業用
ベルトコンベアー）の導入により作業の効率化を図るとともに、放流稚貝を一定
サイズ以上（3.5cm 以上）のみを選別し放流することにより、生存率（歩留り）
の向上を図る。 
 また、ＥＵ輸出の需要の高まりから、当地区を含む網走北部海域においてほた
てがいのＥＵ出荷の海域指定を受け、今後のＥＵ出荷量を増やす（1.5 万ﾄﾝ→1.8
万ﾄﾝ（H28）→2 万ﾄﾝ（H30））べく、漁船の大型化を進める。さらに、拠点漁港
である元稲府漁港と雄武漁港において引き続き屋根付き岸壁の整備などを北海道
に要請し陸揚げ環境の改善を図るとともに、漁協直営加工施設のＥＵ向けＨＡＣ
ＣＰ認定に向けた整備を計画する。加えて、漁業者自らも漁港利用にかかる安全
衛生管理マニュアルの見直し・強化を図り、漁協においてもまずは元稲府漁港に
おいて荷捌き施設の改良に向け施設計画の策定に取り組むなど、ＥＵ出荷体制の
確立を目指す。 
 
・さけ定置網漁業者（47 名）と漁協は、さけの増産に努めるべく、北見管内さ
け・ます増殖事業協会の技術指導を受け、雄武漁港ほか４漁港において中間育成
施設を設置し、Ｈ２６年は前年度の２００万尾から３５０万尾に増やして海中飼
育放流を実施することより、生育環境の変化に順応できるように取り組み生残率
や回帰率の向上を図る。また、漁船の老朽化が懸念されることから、順次、漁船
の大型化を進めることとしており、荒天時などの出漁機会の増加にあわせ生産量
の増大を図る。 
 
・採貝藻漁業（53 名）と漁協は、うに及びこんぶの生息環境を確保するため、北
海道開発局の協力を得て漁港の防波堤整備において構造形式を工夫することで創
出した静穏なマウンド域をこんぶ漁場に改良するほか、囲い礁の整備促進を北海
道にも要請する。加えて３ｍ以深に生息する実入りの悪いうに（未利用）を適正
な密度管理の下で当該漁場へ移殖し資源増大に努める。 
 また、しじみ貝についても、漁協青年部と連携し、しじみ貝漁場で毎年資源量
のモニタリング調査を行いつつ、桁網による耕耘や高密度に生息する貝を密度の
低い漁場へ移殖放流することにより、効率的な資源増大を図る。 
 さらに、なまこについても、漁港内静穏水域を活用し試験的に石詰礁の設置に
よる増殖試験調査を行い、資源増大の可能性を検討する。 
 
・漁協と全漁業者は、毛がに、ほたて、さけ（めじか、雄宝）などの知名度向上
のため、販売戦略を定め、町内各団体との連携によるＰＲの強化や、毛がに祭
り、産業観光まつり、うまいもん祭りの町内イベントはもとより、道内外各地の
イベントに積極的に参加することで、新たな製品開発や漁協直売店での販売促進
に取り組む。 
 また、漁協女性部と生活クラブの提供による販路拡大や消費拡大を図る。 
 
 

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。  
 

 ・全漁業経営体は、省エネ型エンジンや省エネ型船外機及び乾燥機等の活用によ

る漁業用燃料経費の削減に取り組む。 

・関係漁業者及び漁協は、沢木漁港及び幌内漁港において港内、航路の浚渫を北

海道へ要望することで、漁船の大型化に取り組み、ほたて養殖漁業にかかる出漁

回数の低減化を図る。 
 
 これらの取り組みにより、基準年より０．４％の経費削減を見込む。 

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 
・水産多面的機能発揮対策事業   ・地域づくり総合交付金 

（地域づくり推進事業） 



 
２年目（平成２７年度） 
 

漁業収入向上のため
の取組 
 

 
 ほぼ全ての漁業者がほたてがい漁業（桁引き網漁業、養殖漁業）に着業し、兼
業として、さけ定置網漁業、採貝藻漁業などを行っている。 
 
・ほたてがい漁業者（109 名）と漁協は、生産力の低下したほたて漁場におい
て、ほたて貝殻の漁場への散布による底質改善やヒトデの駆除を実施すること
で、生産力の改善を図る。また、稚貝の分散作業において選別機器（陸上作業用
ベルトコンベアー）の活用により作業の効率化を図るとともに、放流稚貝を一定
サイズ以上（3.5cm 以上）のみを選別し放流することにより、生存率（歩留り）
の向上を図る。 
 また、ＥＵ輸出の需要の高まりから、当地区を含む網走北部海域においてほた
てがいのＥＵ出荷の海域指定を受け、今後のＥＵ出荷量を増やす（1.5 万ﾄﾝ→1.8
万ﾄﾝ（H28）→2 万ﾄﾝ（H30））べく、漁船の大型化を進める。さらに、拠点漁港
である元稲府漁港と雄武漁港において引き続き屋根付き岸壁の整備などを北海道
に要請し陸揚げ環境の改善を図るとともに、漁協直営加工施設のＥＵ向けＨＡＣ
ＣＰ認定に向けた整備（設計）に取り組む。加えて、漁業者自らも漁港利用にか
かる安全衛生管理マニュアルの見直し・強化を図り、漁協においても元稲府漁港
において荷捌き施設の改良に向け施設計画の策定に取り組むなど、ＥＵ出荷体制
の確立を目指す。 
 
・さけ定置網漁業者（47 名）と漁協は、さけの増産に努めるべく、北見管内さ
け・ます増殖事業協会の技術指導を受け、雄武漁港ほか４漁港において中間育成
施設を設置し、引き続き稚魚３５０万尾の海中飼育放流を実施することより、生
育環境の変化に順応できるように取り組み生残率や回帰率の向上を図る。また、
漁船の老朽化が懸念されることから、順次、漁船の大型化を進めることとしてお
り、荒天時などの出漁機会の増加にあわせ生産量の増大を図る。 
 
・採貝藻漁業（53 名）と漁協は、うに及びこんぶの生息環境を確保するため、北
海道開発局の協力を得て漁港の防波堤整備において構造形式を工夫することで創
出した静穏なマウンド域をこんぶ漁場に改良するほか、囲い礁の整備促進を北海
道にも要請する。加えて３ｍ以深に生息する実入りの悪いうに（未利用）を適正
な密度管理の下で当該漁場へ移殖し資源増大に努める。 
 また、しじみ貝についても、漁協青年部と連携し、しじみ貝漁場で毎年資源量
のモニタリング調査を行いつつ、桁網による耕耘や高密度に生息する貝を密度の
低い漁場へ移殖放流することにより、効率的な資源増大を図る。 
 さらに、なまこについても、漁港内静穏水域を活用し試験的に石詰礁の設置に
よる増殖試験調査を行い、資源増大の可能性を検討する。 
 
・漁協と全漁業者は、毛がに、ほたて、さけ（めじか、雄宝）などの知名度向上
のため定めた販売戦略に基づき、町内各団体との連携によるＰＲの強化や、毛が
に祭り、産業観光まつり、うまいもん祭りの町内イベントはもとより、道内外各
地のイベントに積極的に参加することで、新たな製品開発や漁協直売店での販売
促進に取り組む。 
 また、漁協女性部と生活クラブの提供による販路拡大や消費拡大を図る。 
 
 これらの取り組みにより、基準年より０.１％の収入向上を見込む。 

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。  
 

 ・全漁業経営体は、省エネ型エンジンや省エネ型船外機及び乾燥機等の活用によ

る漁業用燃料経費の削減に取り組む。 

・関係漁業者及び漁協は、沢木漁港及び幌内漁港において港内、航路の浚渫を北

海道へ要望することで、漁船の大型化に取り組み、ほたて養殖漁業にかかる出漁

回数の低減化を図る。 
 
 これらの取り組みにより、基準年より０．４％の経費削減を見込む。 
 

活用する支援措置等 

 
・省エネ機器導入支援事業     ・水産基盤整備事業 
・水産多面的機能発揮対策事業   ・産地水産業強化支援事業 
 

 
 
 



 
３年目（平成２８年度） 
 

漁業収入向上のため
の取組 
 

 
 ほぼ全ての漁業者がほたてがい漁業（桁引き網漁業、養殖漁業）に着業し、兼
業として、さけ定置網漁業、採貝藻漁業などを行っている。 
 
・ほたてがい漁業者（109 名）と漁協は、生産力の低下したほたて漁場におい
て、ほたて貝殻の漁場への散布による底質改善やヒトデの駆除を実施すること
で、生産力の改善を図る。また、稚貝の分散作業において選別機器（陸上作業用
ベルトコンベアー）の活用により作業の効率化を図るとともに、放流稚貝を一定
サイズ以上（3.5cm 以上）のみを選別し放流することにより、生存率（歩留り）
の向上を図る。 
 また、ＥＵ輸出の需要の高まりから、当地区を含む網走北部海域においてほた
てがいのＥＵ出荷の海域指定を受け、今後のＥＵ出荷量を増やす（1.5 万ﾄﾝ→1.8
万ﾄﾝ（H28）→2 万ﾄﾝ（H30））べく、漁船の大型化を進める。さらに、拠点漁港
である元稲府漁港と雄武漁港において引き続き屋根付き岸壁の整備などを北海道
に要請し陸揚げ環境の改善を図るとともに、漁協直営加工施設のＥＵ向けＨＡＣ
ＣＰ認定に向けた整備に取り組む。加えて、漁業者自らも漁港利用にかかる安全
衛生管理マニュアルの見直し・強化を図り、漁協においても元稲府漁港において
荷捌き施設の改良に向け施設設計を行うなど、ＥＵ出荷体制の確立を目指す。 
 
・さけ定置網漁業者（47 名）と漁協は、さけの増産に努めるべく、北見管内さ
け・ます増殖事業協会の技術指導を受け、雄武漁港ほか４漁港において中間育成
施設を設置し、引き続き稚魚３５０万尾の海中飼育放流を実施することより、生
育環境の変化に順応できるように取り組み生残率や回帰率の向上を図る。また、
漁船の老朽化が懸念されることから、順次、漁船の大型化を進めることとしてお
り、荒天時などの出漁機会の増加にあわせ生産量の増大を図る。 
 
・採貝藻漁業（53 名）と漁協は、うに及びこんぶの生息環境を確保するため、北
海道開発局の協力を得て漁港の防波堤整備において構造形式を工夫することで創
出した静穏なマウンド域をこんぶ漁場に改良するほか、囲い礁の整備促進を北海
道にも要請する。加えて３ｍ以深に生息する実入りの悪いうに（未利用）を適正
な密度管理の下で当該漁場へ移殖し資源増大に努める。 
 また、しじみ貝についても、漁協青年部と連携し、しじみ貝漁場で毎年資源量
のモニタリング調査を行いつつ、桁網による耕耘や高密度に生息する貝を密度の
低い漁場へ移殖放流することにより、効率的な資源増大を図る。 
 さらに、なまこについても、漁港内静穏水域を活用し試験的に石詰礁の設置に
よる増殖試験調査を行い、資源増大の可能性を検討する。 
 
・漁協と全漁業者は、毛がに、ほたて、さけ（めじか、雄宝）などの知名度向上
のため定めた販売戦略に基づき、町内各団体との連携によるＰＲの強化や、毛が
に祭り、産業観光まつり、うまいもん祭りの町内イベントはもとより、道内外各
地のイベントに積極的に参加することで、新たな製品開発や漁協直売店での販売
促進に取り組む。 
 また、漁協女性部と生活クラブの提供による販路拡大や消費拡大を図る。 
 
 これらの取り組みにより、基準年より０.１％の収入向上を見込む。 

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。  
 

 ・全漁業経営体は、省エネ型エンジンや省エネ型船外機及び乾燥機等の活用によ

る漁業用燃料経費の削減に取り組む。 

・関係漁業者及び漁協は、沢木漁港及び幌内漁港において港内、航路の浚渫を北

海道へ要望することで、漁船の大型化に取り組み、ほたて養殖漁業にかかる出漁

回数の低減化を図る。 
 
 これらの取り組みにより、基準年より０．４％の経費削減を見込む。 
 

活用する支援措置等 

 
・水産基盤整備事業        ・産地水産業強化支援事業 
 
 

 
 
 
 



 
４年目（平成２９年度） 
 

漁業収入向上のため
の取組 
 

 
 ほぼ全ての漁業者がほたてがい漁業（桁引き網漁業、養殖漁業）に着業し、兼
業として、さけ定置網漁業、採貝藻漁業などを行っている。 
 
・ほたてがい漁業者（109 名）と漁協は、生産力の低下したほたて漁場におい
て、ほたて貝殻の漁場への散布による底質改善やヒトデの駆除を実施すること
で、生産力の改善を図る。また、稚貝の分散作業において選別機器（陸上作業用
ベルトコンベアー）の活用により作業の効率化を図るとともに、放流稚貝を一定
サイズ以上（3.5cm 以上）のみを選別し放流することにより、生存率（歩留り）
の向上を図る。 
 また、ＥＵ輸出の需要の高まりから、当地区を含む網走北部海域においてほた
てがいのＥＵ出荷の海域指定を受け、今後のＥＵ出荷量を増やす（1.5 万ﾄﾝ→1.8
万ﾄﾝ（H28）→2 万ﾄﾝ（H30））べく、漁船の大型化を進める。さらに、拠点漁港
である元稲府漁港と雄武漁港において引き続き屋根付き岸壁の整備などを北海道
に要請し陸揚げ環境の改善を図るとともに、ＥＵ向けＨＡＣＣＰ認定を受けた漁
協直営加工施設の活用を図る。加えて、漁業者自らも漁港利用にかかる安全衛生
管理マニュアルの見直し・強化を図り、漁協においても元稲府漁港において荷捌
き施設を改良するとともに、雄武漁港においても荷捌き施設の改良に向け施設計
画の策定に取り組むなど、ＥＵ出荷体制の確立を目指す。 
 
・さけ定置網漁業者（47 名）と漁協は、さけの増産に努めるべく、北見管内さ
け・ます増殖事業協会の技術指導を受け、雄武漁港ほか４漁港において中間育成
施設を設置し、引き続き稚魚３５０万尾の海中飼育放流を実施することより、生
育環境の変化に順応できるように取り組み生残率や回帰率の向上を図る。また、
漁船の老朽化が懸念されることから、順次、漁船の大型化を進めることとしてお
り、荒天時などの出漁機会の増加にあわせ生産量の増大を図る。 
 
・採貝藻漁業（53 名）と漁協は、うに及びこんぶの生息環境を確保するため、北
海道開発局の協力を得て漁港の防波堤整備において構造形式を工夫することで創
出した静穏なマウンド域をこんぶ漁場に改良するほか、囲い礁の整備促進を北海
道にも要請する。加えて３ｍ以深に生息する実入りの悪いうに（未利用）を適正
な密度管理の下で当該漁場へ移殖し資源増大に努める。 
 また、しじみ貝についても、漁協青年部と連携し、しじみ貝漁場で毎年資源量
のモニタリング調査を行いつつ、桁網による耕耘や高密度に生息する貝を密度の
低い漁場へ移殖放流することにより、効率的な資源増大を図る。 
 さらに、なまこについても、漁港内静穏水域を活用し試験的に石詰礁の設置に
よる増殖試験調査を行い、資源増大の可能性を検討する。 
 
・漁協と全漁業者は、毛がに、ほたて、さけ（めじか、雄宝）などの知名度向上
のため定めた販売戦略に基づき、町内各団体との連携によるＰＲの強化や、毛が
に祭り、産業観光まつり、うまいもん祭りの町内イベントはもとより、道内外各
地のイベントに積極的に参加することで、新たな製品開発や漁協直売店での販売
促進に取り組む。 
 また、漁協女性部と生活クラブの提供による販路拡大や消費拡大を図る。 
 
 これらの取り組みにより、基準年より２.２％の収入向上を見込む。 

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。  
 

 ・全漁業経営体は、省エネ型エンジンや省エネ型船外機及び乾燥機等の活用によ

る漁業用燃料経費の削減に取り組む。 

・関係漁業者及び漁協は、沢木漁港及び幌内漁港において港内、航路の浚渫を北

海道へ要望することで、漁船の大型化に取り組み、ほたて養殖漁業にかかる出漁

回数の低減化を図る。 
 
・関係漁業者は、定置網や底建網などの漁網の長寿命化を図るため、付着物を除
去する洗浄施設を導入する。 
 
 これらの取り組みにより、基準年より０．４％の経費削減を見込む。 
 

活用する支援措置等 

 
・水産基盤整備事業      ・産地水産業強化支援事業 
 
 



 
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 
 

 
 ほぼ全ての漁業者がほたてがい漁業（桁引き網漁業、養殖漁業）に着業し、兼
業として、さけ定置網漁業、採貝藻漁業などを行っている。 
 
・ほたてがい漁業者（109 名）と漁協は、生産力の低下したほたて漁場におい
て、ほたて貝殻の漁場への散布による底質改善やヒトデの駆除を実施すること
で、生産力の改善を図る。また、稚貝の分散作業において選別機器（陸上作業用
ベルトコンベアー）の活用により作業の効率化を図るとともに、放流稚貝を一定
サイズ以上（3.5cm 以上）のみを選別し放流することにより、生存率（歩留り）
の向上を図る。 
 また、ＥＵ輸出の需要の高まりから、当地区を含む網走北部海域においてほた
てがいのＥＵ出荷の海域指定を受け、今後のＥＵ出荷量を増やす（1.5 万ﾄﾝ→1.8
万ﾄﾝ（H28）→2 万ﾄﾝ（H30））べく、漁船の大型化を進める。さらに、拠点漁港
である元稲府漁港と雄武漁港において引き続き屋根付き岸壁の整備などを北海道
に要請し陸揚げ環境の改善を図るとともに、ＥＵ向けＨＡＣＣＰ認定を受けた漁
協直営加工施設の活用を図る。加えて、漁業者自らも漁港利用にかかる安全衛生
管理マニュアルの見直し・強化を図り、漁協においても前年度改良した元稲府漁
港の荷捌き施設を活用するとともに、雄武漁港においても荷捌き施設の改良設計
を行うなど、ＥＵ出荷体制の確立を目指す。 
 
・さけ定置網漁業者（47 名）と漁協は、さけの増産に努めるべく、北見管内さ
け・ます増殖事業協会の技術指導を受け、雄武漁港ほか４漁港において中間育成
施設を設置し、引き続き稚魚３５０万尾の海中飼育放流を実施することより、生
育環境の変化に順応できるように取り組み生残率や回帰率の向上を図る。また、
漁船の老朽化が懸念されることから、順次、漁船の大型化を進めることとしてお
り、荒天時などの出漁機会の増加にあわせ生産量の増大を図る。 
 
・採貝藻漁業（53 名）と漁協は、うに及びこんぶの生息環境を確保するため、北
海道開発局の協力を得て漁港の防波堤整備において構造形式を工夫することで創
出した静穏なマウンド域をこんぶ漁場に改良するほか、囲い礁の整備促進を北海
道にも要請する。加えて３ｍ以深に生息する実入りの悪いうに（未利用）を適正
な密度管理の下で当該漁場へ移殖し資源増大に努める。 
 また、しじみ貝についても、漁協青年部と連携し、しじみ貝漁場で毎年資源量
のモニタリング調査を行いつつ、桁網による耕耘や高密度に生息する貝を密度の
低い漁場へ移殖放流することにより、効率的な資源増大を図る。 
 さらに、なまこについても、漁港内静穏水域を活用し試験的に石詰礁の設置に
よる増殖試験調査を行い、資源増大の可能性を検討する。 
 
・漁協と全漁業者は、毛がに、ほたて、さけ（めじか、雄宝）などの知名度向上
のため定めた販売戦略に基づき、町内各団体との連携によるＰＲの強化や、毛が
に祭り、産業観光まつり、うまいもん祭りの町内イベントはもとより、道内外各
地のイベントに積極的に参加することで、新たな製品開発や漁協直売店での販売
促進に取り組む。 
 また、漁協女性部と生活クラブの提供による販路拡大や消費拡大を図る。 
 
 これらの取り組みにより、基準年より２．３％の収入向上を見込む。 

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。  
 

 ・全漁業経営体は、省エネ型エンジンや省エネ型船外機及び乾燥機等の活用によ

る漁業用燃料経費の削減に取り組む。 

・関係漁業者及び漁協は、沢木漁港及び幌内漁港において港内、航路の浚渫を北

海道へ要望することで、漁船の大型化に取り組み、ほたて養殖漁業にかかる出漁

回数の低減化を図る。 
 
・関係漁業者は、定置網や底建網などの漁網の長寿命化を図るため、付着物を除
去する洗浄施設を導入する。 
 
 これらの取り組みにより、基準年より０．４％の経費削減を見込む。 
 

活用する支援措置等 
 
・水産基盤整備事業    ・産地水産業強化支援事業 
 



 
※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 
  
取組の効果が十分に発現されるよう、行政（北海道、雄武町）のほか、系統団体（北海道漁業協同組合

連合会、北見漁船保険組合）、地域団体（雄武漁業協同組合）との連携を強固にします。 

 
４ 目標 
（１）数値目標 

漁業所得向上  ％以上 

基準年 平成  年度：漁業所得     千円（1名あたり） 

目標年 平成  年度：漁業所得     千円（1名あたり） 

 
（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トの関係性 

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 船底清掃及び減速航行による燃油コスト削減  

水産基盤整備事業 
漁港の整備及び機能保全による漁業活動拠点整備 
囲い礁の整備による漁獲量増加 

産地水産業強化支援事業 
ＥＵ出荷に向けた冷凍冷蔵施設の整備 
漁網等洗浄施設の整備 
漁港に隣接した衛生管理型荷捌き所の整備 

水産多面的機能発揮対策事業 耕うん等による水産生物生息環境の保全 

地域づくり総合交付金（地域づ
くり推進事業） 

ほたて稚貝の選別機器の導入による健苗稚貝の放流 

※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。 
 


