
浜の活力再生プラン

１ 地域水産業再生委員会

組織名 北海道湧別町地域水産業再生委員会 

代表者名 会長  石 本 武 男

再生委員会の構成員 湧別漁業協同組合、湧別町

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支店

対象となる地域の範囲 

及び漁業種類 

・地域の範囲：湧別町（湧別漁業協同組合の範囲） 

・対象漁業種類    着業者数  

・サケ定置網漁業  １８２名 

・ホタテガイ漁業  １８１名 

・刺網漁業等    １１７名 

・小型定置網漁業（カラフトマス、イワシ、ニシン） 

   ４８名 

・底建網漁業等（イカ、ホッケ、カレイ） 

   ３０名 

 ・アサリ漁業     １４名 

・正組合員数 １８２名 

２ 地域の現状

（１）関連する水産業を取り巻く現状等

（２）その他の関連する現状等

別記様式第１号 別添

当北海道湧別町地域水産業再生委員会が所管する湧別町は、北海道北東部の栄養塩豊富な流氷が

接岸するオホーツク海に面し、網走国定公園・サロマ湖を有する風光明媚な観光地でもあります。 

湧別漁業協同組合では、サケ定置網漁業、ホタテガイ漁業等の沿岸漁業を中心に営み、平成25年

の水揚量は約3.6万㌧、水揚金額は約94億円となっており、湧別町の地域経済を支える基幹産業とし

て重要な役割を果たしています。 

湧別漁港は、屋根付き岸壁や殺菌海水装置整備による衛生管理の徹底により水産物流通拠点漁港

としての位置付けが確立され、湧別漁港で水揚されるホタテガイは、対ＥＵ向け輸出を行い海外で

の評価も高く安定的な輸出量確保を目指していますが、為替差益による魚価、及び国内向けでは市

況の影響による魚価の価格安定が課題となっており、これらに加え、燃油や漁業資材の高騰により

漁業経費が増加しているため、漁業利益を確保できない漁業者の経営を圧迫しております。更には、

新規漁業就業者の減少による労働力不足といった課題も浮かび上がってきております。 

 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、更に、経費削減のため省エネ機器の導入、出漁日数の抑制により燃油使用料の削減に取組

んでいます。 

 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、自主休漁、漁獲努力量の削減、有

用資源捕食生物の駆除及び堆積物の除去を実施しています。 
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３ 活性化の取組方針 
（１）基本方針 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（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 
 
 

当地域は、漁業及び漁業関連産業が基幹産業であり、漁業の好不漁が地域経済へ影響を及ぼす状況

となっております。現状とこれまでの取組みを踏まえ、水産資源の安定、魚価の向上、漁労経費の削

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漁家経営の安定

と当地域の活性化を目指します。 

① 産資源の安定・増大と出漁機会の増大による生産性向上 

 ・ホタテガイ漁業の高価格期での２回操業の実施により漁業収入の向上を図る。 

 ・サロマ湖内の環境整備よる生息環境の改善を図り、アサリの成長促進及び資源増大に努め生産量

の増大により漁業収入の向上を図る。 

 ・水産基盤整備事業により漁港整備が促進されることで、サケ定置網漁船の大型化が可能となり、

荒天時の出漁機会の増加を通して漁業収入の向上を図る。 

 ・ホタテガイ稚貝の育成促進により生残率を高めることで、ホタテガイ生産量の増大により漁業収

入の向上を図る。 

・ホタテガイ沖合漁場の有効利用と生産性向上を目的に、ホタテガイ操業漁場沖 7マイルまでのヒ

トデ駆除を実施し生産性を強化する。 

②ブランド化の推進等による付加価値向上 

 ・販売単価が割高となる対ＥＵ輸出ホタテガイの仕向量の増大で漁業収入の向上を図る。 

 ・屋根付き岸壁での荷揚げによる衛生管理の徹底と衛生管理研修会の実施による衛生管理意識の向

上の取組みを行う。 

・漁業者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直販イベント等

を通じてＰＲするとともに、冷凍保冷車を導入し販売促進を行うことにより漁業収入の向上を図

る。 

 ・製氷・貯氷施設の整備による自家製造氷の安定的な供給を図り、鮮度保持された良質な水産物を

消費者へ供給することで漁業収入の向上を図る。 

③経費削減 

 ・漁業用作業保管施設の整備による出漁準備の効率化・省力化により漁業経費の削減に取組む。 

・漁船の船底清掃及び減速航行の省燃油活動を行い、燃油使用量の削減を図る。 

・ホタテガイ漁船の低抵抗型の次世代船形漁船への新造更新や環境対応型機関(排ガス規制・省エ

ネ対応)への換装による燃油使用量の減少により漁業経費の削減に取組む。 

 ・水産基盤整備事業により漁港整備が促進されることでサケ定置網漁船の大型化が可能となり、積

載能力の向上による出漁回数の減少で漁業経費の削減を図る。 

 

・湧別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に努めます。 

（ホッキガイ漁業、エゾバカガイ漁業、ウニ漁業、ホタテガイ養殖漁業、ホクカイエビ漁業、 
シジミガイ漁業） 
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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） 

次のとおり漁業収入向上の取組と漁業コスト削減の取組を実施し、基準年と比較して 1.9％の漁業所
得の増加を図ります。 
なお、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んでいきます。 

漁業収入向上の 
ための取組 

全漁業者と湧別漁協の取組 
（本地区は、サケ定置漁業、ホタテガイ漁業を中心に、刺網漁業、小型定置網漁
業、底建網漁業、アサリ漁業を兼業で行っている） 

①水産資源の安定・増大と出漁機会の増大による生産性向上 
・ホタテガイ漁船全 12 隻は、産地水産業強化支援事業を活用して漁業用作業保
管施設及び出漁待機室を漁港内に整備することにより、出漁準備にかかる漁具
運搬時間の削減を通じて操業時間の増大を図ります。特に、歩留りが良く高価
格で販売できる７月～９月期には１回目操業後に当施設に保管している予備
の漁具を利用して効率的な漁獲を行うことで、可能な限り１日２回操業を実施
することとし、1年サイクルを通して漁獲しきれなかった残存量の低減に努め、
所得の向上を図ります。 
加えて、出漁前作業を、これまでは漁港から離れた場所で行っていたものを漁
港で行うことで、海明け判断を含め、荒天時明けの出漁判断が容易に行える（最
低限の操業時間の範囲内で出漁判断をすれば良く柔軟な判断が可能となる）こ
とで出漁機会の増大に努めます。 

・ホタテガイ漁業者 181名は、ホタテガイの安定した生産を図るため、漁協で規
定しているホタテガイ稚貝の放流サイズを、自主的に順次、大型化（4cm以上
→5cm以上など）するよう稚貝の育成に努めることにより生残率を高め、生産
量の増大を図ります。 

・ホタテガイ漁業者 181名は、沖合漁場の有効利用と生産性向上を目的に、ホタ
テガイ操業漁場沖 7マイルまでを対象に、ヒトデ駆除を段階的に拡大して実施
し生産性の向上を図ります。 

・漁協とサケ定置網漁業に従事する漁業者は、水産基盤整備事業での湧別漁港や
サロマ湖漁港の航路等の改良整備を国・北海道へ要請するとともに、これら整
備を契機に漁船の船体の大型化を進めることで、荒天時などの出漁機会の増加
により、生産増大を図ります。 

・アサリ漁業者全員及び漁協並びに町は、サロマ湖内で耕耘事業などを段階的に
拡大して実施することを通じて漁場環境の改善を図り、アサリの成長促進及び
資源増大を図ります。 

 
②ブランド化の推進等による付加価値向上 
・漁協は、販売単価の向上が見込まれる対ＥＵ向けホタテガイの仕向量を増大す

ることで所得の向上を図ります。 
・全漁業者は、衛生管理型漁港として屋根付き岸壁や殺菌海水装置設備が整備さ

れた湧別漁港において、同施設下での荷揚げによる衛生管理の徹底のほか、衛
生管理研修会を実施し、漁業者・漁協職員・荷受業者の国内外に対応した衛生
管理意識向上を図り魚価向上に取組みます。 

・全漁業者は、漁協が漁業振興事業（町）により 26年度に導入した２トン冷凍
保冷車を活用して各地のイベント販売に参加し、漁業者自らが対面販売するこ
とで安全性の高さをＰＲするなど販売戦略を立て、販売拡大することにより漁
業収入の向上を図ります。 

漁業コスト削減 
のための取組 

・漁協が行う漁業用作業保管施設及び出漁待機室の漁港内への整備により、全漁
業者はこれまで漁業者が自宅等で行っていた操業準備や出漁準備を漁港で全
て行うことで漁具等の運搬経費の削減を図ります。 

・漁協及びサケ定置漁業者は、漁船の船体の大型化を進め、積載能力増大により
出漁回数を減少させ漁労コストの削減を図ります。 

・漁協及び全漁業者は、漁船の環境対応型機関(排ガス規制・省エネ対応)への換
装による燃油使用量を抑え、コストの削減を図ります。 

・全漁業者は、船揚場への越冬上架時における船底清掃、及び漁場操業時の減速
航行による省燃油活動を実践し、燃油使用量の５％減少による漁業経費の削減
を図ります。 

活用する支援 
措置等 

・産地水産業強化支援事業（国） 
・水産多面的機能発揮対策事業（国） 
・水産基盤整備事業（国）（道） 
・省燃油活動推進事業（国） 
・漁業振興事業（町） 
・漁業経営セーフティネット構築事業（国） 
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■２年目（平成 27年度） 
次のとおり漁業収入向上の取組と漁業コスト削減の取組を実施し、基準年と比較して 4.1％の漁業所

得の増加を図ります。 

漁業収入向上の 

ための取組 

全漁業者と湧別漁協の取組 

①水産資源の安定・増大と出漁機会の増大による生産性向上 

・ホタテガイ漁船全 12隻は、産地水産業強化支援事業を活用して漁業用作業保

管施設及び出漁待機室を漁港内に整備することにより、出漁準備にかかる漁

具運搬時間の削減を通じて操業時間の増大を図ります。特に、歩留りが良く

高価格で販売できる７月～９月期には１回目操業後に当施設に保管している

予備の漁具を利用して効率的な漁獲を行うことで、可能な限り１日２回操業

を実施して所得の向上を図ります。 

加えて、これら作業を漁港にて行うことで海明け判断を含め、荒天時明けの

出漁判断が容易に行える（最低限の操業時間の範囲内で出漁判断をすれば良

く柔軟な判断が可能となる）ことで出漁機会の増大を図ります。 

・ホタテガイ漁業者 181名は、ホタテガイの安定した生産を図るため、漁協で

規定しているホタテガイ稚貝の放流サイズを、自主的に順次大型化するよう

稚貝の育成に努めることにより生残率をより一層高め、生産量の増大を図り

ます。 

・ホタテガイ漁業者 181名は、沖合漁場の有効利用と生産性向上を目的に、ホ

タテガイ操業漁場沖 7マイルまでのヒトデ駆除を段階的に実施しより一層の

生産性の向上を図ります。 

・漁協とサケ定置網漁業に従事する漁業者は、水産基盤整備事業での湧別漁港

やサロマ湖漁港の航路等の改良整備を国・北海道へ要請するとともに、これ

ら整備を契機に漁船の船体の大型化を進めることで、荒天時などの出漁機会

の増加により、生産増大を図ります。 

・アサリ漁業者全員及び漁協並びに町は、サロマ湖内で耕耘事業などを段階的

に拡大して実施することを通じて漁場環境の改善を図り、アサリの成長促進

及び資源増大をより一層図ります。 

 

②ブランド化の推進等による付加価値向上 

・漁協は、販売単価の向上が見込まれる対ＥＵ向けホタテガイの仕向量を増大

することで所得の向上を図ります。 

・全漁業者は、衛生管理型漁港として屋根付き岸壁や殺菌海水装置設備が整備

された湧別漁港において、同施設下での荷揚げによる衛生管理の徹底のほか、

衛生管理研修会を実施し、漁業者・漁協職員・荷受業者の国内外に対応した

衛生管理意識向上を図り魚価向上に取組みます。 

・全漁業者は、漁協が漁業振興事業（町）により 26年度に導入した２トン冷凍

保冷車を活用して各地のイベント販売に参加し、漁業者自らが対面販売する

ことで安全性の高さをＰＲするなど、必要に応じて販売戦略を見直しつつ、

販売拡大することにより漁業収入の向上を図ります。 

漁業コスト削減 

のための取組 

・漁協が行う漁業用作業保管施設及び出漁待機室の漁港内への整備により、全

漁業者はこれまで漁業者が自宅等で行っていた操業準備や出漁準備を漁港で

全て行うことで漁具等の運搬経費の削減を図ります。 

・漁協及びサケ定置漁業者は、漁船の船体の大型化を進め、積載能力増大によ

り出漁回数を減少させ漁労コストの削減を図ります。 

・漁協及び全漁業者は、漁船の環境対応型機関(排ガス規制・省エネ対応)への

換装による燃油使用量を抑え、コストの削減を図ります。 

・全漁業者は、船揚場への越冬上架時における船底清掃、及び漁場操業時の減

速航行による省燃油活動を実践し、燃油使用量の５％減少による漁業経費の

削減を図ります。 

活用する支援 

措置等 

・産地水産業強化支援事業（国） 

・水産多面的機能発揮対策事業（国） 

・水産基盤整備事業（国）（道） 

・漁業振興事業（町） 

・漁業経営セーフティネット構築事業（国） 
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■３年目（平成 28年度） 
次のとおり漁業収入向上の取組と漁業コスト削減の取組を実施し、基準年と比較して 5.4％の漁業所

得の増加を図ります。 

漁業収入向上の 

ための取組 

全漁業者と湧別漁協の取組 

①水産資源の安定・増大と出漁機会の増大による生産性向上 

・ホタテガイ漁船全 12隻は、産地水産業強化支援事業を活用して漁業用作業保

管施設及び出漁待機室を漁港内に整備することにより、出漁準備にかかる漁

具運搬時間の削減を通じて操業時間の増大を図ります。特に、歩留りが良く

高価格で販売できる７月～９月期には１回目操業後に当施設に保管している

予備の漁具を利用して効率的な漁獲を行うことで、可能な限り１日２回操業

を実施して所得の向上を図ります。 

加えて、これら作業を漁港にて行うことで海明け判断を含め、荒天時明けの

出漁判断が容易に行える（最低限の操業時間の範囲内で出漁判断をすれば良

く柔軟な判断が可能となる）ことで出漁機会の増大を図ります。 

・ホタテガイ漁業者 181名は、ホタテガイの安定した生産を図るため、漁協で

規定しているホタテガイ稚貝の放流サイズを、自主的に順次大型化するよう

稚貝の育成に努めることにより生残率をより一層高め、生産量の増大を図り

ます。 

・ホタテガイ漁業者 181名は、沖合漁場の有効利用と生産性向上を目的に、ホ

タテガイ操業漁場沖 7マイルまでのヒトデ駆除を段階的に実施しより一層の

生産性の向上を図ります。 

・漁協とサケ定置網漁業に従事する漁業者は、水産基盤整備事業での湧別漁港

やサロマ湖漁港の航路等の改良整備を国・北海道へ要請するとともに、これ

ら整備を契機に漁船の船体の大型化を進めることで、荒天時などの出漁機会

の増加により、生産増大を図ります。 

・アサリ漁業者全員及び漁協並びに町は、サロマ湖内で耕耘事業などを段階

的に拡大して実施することを通じて漁場環境の改善を図り、アサリの成長促

進及び資源増大をより一層図ります。 

・漁協は、生産者である全漁業者、市場、仲買人への自家製造氷の安定的な供

給と、市場や消費者のニーズに対応した魚介類への施氷による品質向上と鮮

度保持に取組むため、新たな製氷・貯氷施設の整備に向けた整備計画の策定

及び実施設計により、魚価単価向上による所得の向上に向けた取組みを図り

ます。 

 

②ブランド化の推進等による付加価値向上 

・漁協は、販売単価の向上が見込まれる対ＥＵ向けホタテガイの仕向量を増大

することで所得の向上を図ります。 

・全漁業者は、衛生管理型漁港として屋根付き岸壁や殺菌海水装置設備が整備

された湧別漁港において、同施設下での荷揚げによる衛生管理の徹底のほか、

衛生管理研修会を実施し、漁業者・漁協職員・荷受業者の国内外に対応した

衛生管理意識向上を図り魚価向上に取組みます。 

・全漁業者は、漁協が漁業振興事業（町）により 26年度に導入した２トン冷凍

保冷車を活用して各地のイベント販売に参加し、漁業者自らが対面販売する

ことで安全性の高さをＰＲするなど、必要に応じて販売戦略を見直しつつ、

販売拡大することにより漁業収入の向上を図ります。 

漁業コスト削減 

のための取組 

・漁協が行う漁業用作業保管施設及び出漁待機室の漁港内への整備により、全

漁業者はこれまで漁業者が自宅等で行っていた操業準備や出漁準備を漁港で

全て行うことで漁具等の運搬経費の削減を図ります。 

・漁協及びサケ定置漁業者は、漁船の船体の大型化を進め、積載能力増大によ

り出漁回数を減少させ漁労コストの削減を図ります。 

・全漁業者は、船揚場への越冬上架時における船底清掃、及び漁場操業時の減

速航行による省燃油活動を実践し、燃油使用量の５％減少による漁業経費の

削減を図ります。 

活用する支援 

措置等 

・漁業振興事業（町） 

・水産基盤整備事業（国）（道） 

・漁業経営セーフティネット構築事業（国） 

・産地水産業強化支援事業（国） 
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■４年目（平成 29年度） 
次のとおり漁業収入向上の取組と漁業コスト削減の取組を実施し、基準年と比較して 5.4％の漁業所

得の増加を図ります。 

漁業収入向上の 

ための取組 

全漁業者と湧別漁協の取組 

①水産資源の安定・増大と出漁機会の増大による生産性向上 

・ホタテガイ漁船全 12隻は、産地水産業強化支援事業を活用して漁業用作業保

管施設及び出漁待機室を漁港内に整備することにより、出漁準備にかかる漁

具運搬時間の削減を通じて操業時間の増大を図ります。特に、歩留りが良く

高価格で販売できる７月～９月期には１回目操業後に当施設に保管している

予備の漁具を利用して効率的な漁獲を行うことで、可能な限り１日２回操業

を実施して所得の向上を図ります。 

加えて、これら作業を漁港にて行うことで海明け判断を含め、荒天時明けの

出漁判断が容易に行える（最低限の操業時間の範囲内で出漁判断をすれば良

く柔軟な判断が可能となる）ことで出漁機会の増大を図ります。 

・ホタテガイ漁業者 181名は、ホタテガイの安定した生産を図るため、漁協で

規定しているホタテガイ稚貝の放流サイズを、自主的に順次大型化するよう

稚貝の育成に努めることにより生残率をより一層高め、生産量の増大を図り

ます。 

・ホタテガイ漁業者 181名は、沖合漁場の有効利用と生産性向上を目的に、ホ

タテガイ操業漁場沖 7マイルまでのヒトデ駆除を段階的に実施しより一層の

生産性の向上を図ります。 

・漁協とサケ定置網漁業に従事する漁業者は、水産基盤整備事業での湧別漁港

やサロマ湖漁港の航路等の改良整備を国・北海道へ要請するとともに、これ

ら整備を契機に漁船の船体の大型化を進めることで、荒天時などの出漁機会

の増加により、生産増大を図ります。 

・アサリ漁業者全員及び漁協並びに町は、サロマ湖内で耕耘事業などを段階

的に拡大して実施することを通じて漁場環境の改善を図り、アサリの成長促

進及び資源増大をより一層図ります。 

・漁協は、生産者である全漁業者、市場、仲買人への自家製造氷の安定的な供

給と、市場や消費者のニーズに対応した魚介類への施氷による品質向上と鮮

度保持に取組むため、新たな製氷・貯氷施設の整備し、魚価単価向上による

所得の向上に向けた取組みを図ります。 

 

②ブランド化の推進等による付加価値向上 

・漁協は、販売単価の向上が見込まれる対ＥＵ向けホタテガイの仕向量を増大

することで所得の向上を図ります。 

・全漁業者は、衛生管理型漁港として屋根付き岸壁や殺菌海水装置設備が整備

された湧別漁港において、同施設下での荷揚げによる衛生管理の徹底のほか、

衛生管理研修会を実施し、漁業者・漁協職員・荷受業者の国内外に対応した

衛生管理意識向上を図り魚価向上に取組みます。 

・全漁業者は、漁協が漁業振興事業（町）により 26年度に導入した２トン冷凍

保冷車を活用して各地のイベント販売に参加し、漁業者自らが対面販売する

ことで安全性の高さをＰＲするなど、必要に応じて販売戦略を見直しつつ、

販売拡大することにより漁業収入の向上を図ります。 

漁業コスト削減 

のための取組 

・漁協が行う漁業用作業保管施設及び出漁待機室の漁港内への整備により、全

漁業者はこれまで漁業者が自宅等で行っていた操業準備や出漁準備を漁港で

全て行うことで漁具等の運搬経費の削減を図ります。 

・漁協及びサケ定置漁業者は、漁船の船体の大型化を進め、積載能力増大によ

り出漁回数を減少させ漁労コストの削減を図ります。 

・全漁業者は、船揚場への越冬上架時における船底清掃、及び漁場操業時の減

速航行による省燃油活動を実践し、燃油使用量の５％減少による漁業経費の

削減を図ります。 

活用する支援 

措置等 

・漁業振興事業（町） 

・漁業経営セーフティネット構築事業（国） 

・産地水産業強化支援事業（国） 
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■５年目（平成 30年度） 
次のとおり漁業収入向上の取組と漁業コスト削減の取組を実施し、基準年と比較して 10.4％の漁業所
得の増加を図ります。 

漁業収入向上の 

ための取組 

全漁業者と湧別漁協の取組 

①水産資源の安定・増大と出漁機会の増大による生産性向上 
・ホタテガイ漁船全 12隻は、産地水産業強化支援事業を活用して漁業用作業保

管施設及び出漁待機室を漁港内に整備することにより、出漁準備にかかる漁

具運搬時間の削減を通じて操業時間の増大を図ります。特に、歩留りが良く
高価格で販売できる７月～９月期には１回目操業後に当施設に保管している
予備の漁具を利用して効率的な漁獲を行うことで、可能な限り１日２回操業

を実施して所得の向上を図ります。 
加えて、これら作業を漁港にて行うことで海明け判断を含め、荒天時明けの
出漁判断が容易に行える（最低限の操業時間の範囲内で出漁判断をすれば良

く柔軟な判断が可能となる）ことで出漁機会の増大を図ります。 
・ホタテガイ漁業者 181名は、ホタテガイの安定した生産を図るため、漁協で
規定しているホタテガイ稚貝の放流サイズを、自主的に順次大型化するよう

稚貝の育成に努めることにより生残率をより一層高め、生産量の増大を図り
ます。 

・ホタテガイ漁業者 181名は、沖合漁場の有効利用と生産性向上を目的に、ホ

タテガイ操業漁場沖 7マイルまでのヒトデ駆除を段階的に実施しより一層の
生産性の向上を図ります。 

・漁協とサケ定置網漁業に従事する漁業者は、水産基盤整備事業での湧別漁港

やサロマ湖漁港の航路等の改良整備を国・北海道へ要請するとともに、これ
ら整備を契機に漁船の船体の大型化を進めることで、荒天時などの出漁機会
の増加により、生産増大を図ります。 

・アサリ漁業者全員及び漁協並びに町は、サロマ湖内で耕耘事業などを段階
的に拡大して実施することを通じて漁場環境の改善を図り、アサリの成長促
進及び資源増大をより一層図ります。 

・漁協は、生産者である全漁業者、市場、仲買人への自家製造氷の安定的な供
給と、市場や消費者のニーズに対応した魚介類への施氷による品質向上と鮮
度保持に取組むため、新たな製氷・貯氷施設の整備し、魚価単価向上による

所得の向上に向けた取組みを図ります。 
 
②ブランド化の推進等による付加価値向上 

・漁協は、販売単価の向上が見込まれる対ＥＵ向けホタテガイの仕向量を増大
することで所得の向上を図ります。 

・全漁業者は、衛生管理型漁港として屋根付き岸壁や殺菌海水装置設備が整備

された湧別漁港において、同施設下での荷揚げによる衛生管理の徹底のほか、
衛生管理研修会を実施し、漁業者・漁協職員・荷受業者の国内外に対応した
衛生管理意識向上を図り魚価向上に取組みます。 

・全漁業者は、漁協が漁業振興事業（町）により 26年度に導入した２トン冷凍
保冷車を活用して各地のイベント販売に参加し、漁業者自らが対面販売する
ことで安全性の高さをＰＲするなど、必要に応じて販売戦略を見直しつつ、

販売拡大することにより漁業収入の向上を図ります。 

漁業コスト削減 
のための取組 

・漁協が行う漁業用作業保管施設及び出漁待機室の漁港内への整備により、全

漁業者はこれまで漁業者が自宅等で行っていた操業準備や出漁準備を漁港で
全て行うことで漁具等の運搬経費の削減を図ります。 

・漁協及びサケ定置漁業者は、漁船の船体の大型化を進め、積載能力増大によ

り出漁回数を減少させ漁労コストの削減を図ります。 
・全漁業者は、船揚場への越冬上架時における船底清掃、及び漁場操業時の減
速航行による省燃油活動を実践し、燃油使用量の５％減少による漁業経費の

削減を図ります。 
・漁協は、製氷・貯氷施設の整備に伴い、外部移入氷を自家製造氷に切り替え
ることにより外部移入氷のコストを縮減し漁業経費の削減を図ります。 

活用する支援 
措置等 

・漁業振興事業（町） 
・漁業経営セーフティネット構築事業（国） 
・産地水産業強化支援事業（国） 

・その他の事業（ホタテガイ加工場整備）（未定） 
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（４）関係機関との連携 
 
 
 
 
 
 
 
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 

所得の向上額  千円 

所得の向上率  ％ 

 

 
（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 

①産地水産業強化支援事業 

★漁具保管作業施設の整備(所得の向上、コストの削減) 

ほたてがい漁業の漁具保管作業施設及び出漁待機室の漁港内への

整備により、１回目操業後に施設に保管している予備の漁具を利用

して効率的な漁獲を行うことにより、歩留りが良く高価格で販売で

きる 7 月～9 月期の一部期間で２回操業を行うことで所得の向上を

図ります。 

さらに、海明け時の操業準備日数の縮減や出漁準備の時間短縮に

よりコストの削減を図ります。 

★漁獲物鮮度保持施設の整備(所得の向上、コストの削減) 

製氷・貯氷施設を整備し、全漁業者は魚介類への施氷により品質

向上と鮮度保持に取組み、魚価単価向上により所得の向上を図りま

す。 

さらに、外部移入氷を自家製造氷への切り替えることにより外部

移入氷のコストを縮減し漁業経費の削減を図ります。 

②省燃油活動推進事業 

★船底清掃、減速航行による燃油コストの削減 
漁業経営セーフティネット構築事業に加入する全漁業者は、船揚

場への越冬上架時における船底清掃、及び漁場操業時の減速航行に

よる省燃油活動を実践し、燃油使用量減少による漁業経費の削減を

図ります。 

湧別町や北海道オホーツク総合振興局と連携しながら各種支援制度を活用し、随時、北海道漁連を

始め、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き

ます。 
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③漁業経営セーフティネット

事業 

★漁業経営の安定 
 全漁業者は、燃油高騰などの経済的環境の変化による漁業経営へ

の影響に対応するため、漁業経営セーフティネット構築事業に加入

し、漁業経営の安定を図ります。 

① 水産基盤整備事業 

（湧別漁港、サロマ湖漁港） 

★航路等の整備(所得の向上、コストの削減) 

湧別漁港やサロマ湖漁港などにおいて航路等の整備により安全航

行が確保され、船体の大型化を進めるサケ定置漁船の荒天時などの

出漁機会が増加することで所得の向上を図ります。 

さらに、サケ定置漁船の船体の大型化による積載能力の増大によ

り出漁回数の減少で漁業経費の削減を図ります。 

⑤水産多面的機能発揮対策 
事業 

★サロマ湖環境整備 

サロマ湖内の環境整備による生息環境の改善を図ります。 

⑥漁業振興事業（町） 

★水産物販売拡大 

 ２トン冷凍保冷車を導入し、各地のイベント販売に参加して湧別

産水産物の販売拡大することにより漁業収入の向上を図ります。 

★サロマ湖環境整備（Ｈ28～） 

 サロマ湖内の環境整備による生息環境の改善を図り、アサリの成

長促進や資源増大に努め、生産量を増加することで所得の向上を図

ります。 

★省燃油対策 

 ホタテガイ漁船の省エネ型船形漁船への新造更新や環境対応型機

関(排ガス規制・省エネ対応)への換装により漁業経費の削減を図り

ます。 

⑦その他 

★水産物加工処理施設(ホタテガイ加工場) 

湧別漁協はＥＵ基準に対応した新たな衛生管理型のホタテガイ加

工場を整備し、高度衛生管理下での品質の高いホタテガイ加工製品

を製造することにより漁業所得の向上を図ります。 

★ホタテガイ稚貝の大型育成放流 

 ホタテガイ漁業者は、ホタテガイの安定した生産を図るため、自

主的に漁協規定よりホタテガイ稚貝の大型育成することにより生残

率を高め、生産量の増大により漁業所得の向上を図ります。 

★対ＥＵ向けホタテガイの仕向量増大 

 販売単価が割高な対ＥＵ向けホタテガイの仕向量を増大すること

により漁業所得の向上を図ります。 
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