
別記様式第１号 別添 

 

浜の活力再生プラン 

1 地域水産業再生委員会 

組 織 名 兵庫県地域水産業再生委員会明石浦部会 

代表者名 部会長 戎本 裕明 

 

再生委員会(部会)の構

成員 

明石浦漁業協同組合、明石市、兵庫県東播磨県民局加古川農林水産振興

事務所 

オブザーバー 兵庫県漁業協同組合連合会 

＊ 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 

兵庫県明石市明石浦地域 

小型底曳網漁業 11８名、一本釣り漁業 76 名、ノリ養殖漁業 59 名、

船曳き網漁業 11 名、五智網漁業 8 名、計２７２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 

 当地域は、兵庫県明石市の東端に位置し、眼下には明石海峡が広がり、前方には淡路島、東に

大阪湾、西に播磨灘を望んでいる。最速で 7.5 ノット（時速約 14 ㎞）にもなる明石海峡の潮流

によってつくり出された複雑な海底地形は、日本有数の豊かな漁場となっており、全国的に知名

度の高い「明石鯛」や「明石たこ」のほか、四季折々に様々な魚介類が水揚げされている。また、

大阪、神戸が流通圏内にあり、生産地と大消費地が非常に近いことも特徴である。 

 当地域では、小型底曳網漁業、一本釣り漁業、船曳網漁業等の漁船漁業とノリ養殖漁業が営ま

れている。 

漁船漁業により漁獲される魚種はマダコが最も多く、ついで、イカナゴ、シラス、マダイとな

っており、流通する魚の種類は実に 70 種類を超える。水揚げされる魚介類は全量共販を基本と

しており、漁協が開設する産地市場において競りに掛けられる。当地区の漁業者は水揚げした魚

介類を丁寧に取扱い、活かせるものは可能な限り活かして競りに出している。競り落とされた魚

介類は、極めて高い鮮度を保持させるため、活魚で流通させるものについては活け越し、鮮魚で

流通させるものについては活け締めや神経抜き等の当地区独自の処置を施している。時には漁業

者自らが船上で活け締めを行うこともあり、魚種や流通形態にあわせて最適な鮮度保持の処置を

施された高品質な魚介類は、市場での評価も高い。 

当地域では、水揚げされる魚介類の品質については絶対の自信を誇っているものの、近年、マ

ダコやイカナゴを除き、魚価が総じて下落傾向にある。全国的にも魚価は下落しているが、以前

から他の地域よりも高級魚が多く、高価格で取引されていた当地域では、その下落幅は特に大き

い。また、季節によって様々な魚種が水揚げされるものの、それぞれが一度に獲れる数量は限ら

れており、一年を通して安定して大量供給をすることができない。 

魚離れによる消費の減退、量販店主導による低価格設定、産地仲買人の取扱量の減少等、様々

な要因によって産地における魚価の低落が加速している。一方で、消費者が魚の名前も分からな

い、食べ方も知らない等、魚食文化自体の劣化といった実態も浮かび上がっている。 



 当地域ではノリ養殖漁業も盛んであり、地域内で生産されるノリは「明石海苔」と呼ばれてい

るが、その多くが業務用として流通しているため、一般消費者の認知度はそれほど高くない。ま

た、ノリ養殖は近年養殖海域の栄養塩が低下することにより色落ちが頻発し、生産したノリの品

質が低下することや生産枚数が減少するなど不安定な状況にある。 

 これらの経営改善のために、1 経営体当たりの養殖柵数を増やし、また、これに対応した全自

動乾燥機や高性能刈取船によるコスト削減、最新の異物除去機の導入と金属センサー等による品

質管理にも力を注いでいる。しかし、ノリ養殖業者の努力により品質が向上したからといっても、

それが価格には反映されていない。 

 これらに加え、近年は漁業用資材や燃油の価格が高騰し、高止まりの状態にある。漁業経費の

増加が収益の減少を引き起こし、漁船漁業、ノリ養殖漁業の経営を圧迫している。さらに、新規

就業者の減少と漁業者の高齢化による後継者不足といった課題も浮かび上がってきている。 

（2）その他の関連する現状等 

・ 地震、津波、高潮等の災害対策が進んでいない。 

・ 平成７年阪神大震災の影響を受けた、組合施設の老朽化が進んでいる。又、施設機器のエネ

ルギー効率が悪く、経費の増大により収益が悪化している。 

・ 地域資源が活かされず、にぎわいに繋がっていない。 

 

3 活性化の取組方針 

（1）基本方針 

漁業者が減少し、明石浦地域の活力衰退が懸念されるため、全国的に知名度の高い「明石鯛」

や「明石たこ」を始めとした“明石のまえもん”を活用したにぎわいの創出や 6 次産業化（特に

観光・サービス業的側面）を推進するとともに、防災・津波対策に向けた施設の再編・リニュー

アルや協業化による経費の削減により、所得の向上と魅力ある漁村づくりを進める。 

 

●漁業経営の基盤強化 

・省エネ漁船、漁具近代化施設の導入、低コスト操業の推進 

・ノリ加工場施設の整備と経営体の協業化、分業化の検討 

●漁業者の育成と魅力ある漁村づくり 

・計画的な漁業経営を行うことができる意欲のある漁業者の育成 

・漁業後継者が安心して就業できる魅力ある漁村づくり 

●安心・安全で高品質な水産物の供給 

・漁獲物の品質管理の徹底と販路拡大の推進 

・水産加工技術開発による高付加価値化と農水産商工連携の推進 

・市内他漁協と連携した産地販売体制の再構築 

・地産地消の推進 

●美しい漁村と災害に強い漁村の秩序形成 

・津波、高潮対策のための防潮堤整備を行政と連携し推進 

・上記と併せ、漁港の老朽化施設を再整備し、施設の合理化並びに効率化を図るとともに、漁村

コミュニティとして地域住人が憩える場を提供 

・海底耕うんやため池放流等、環境や生態系の保全活動を積極的に推進 

 

 



（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 

漁獲努力量の削減等については、資源管理計画（漁獲物の体長制限、操業時間及び期間の制限、

休漁等）を確実に履行している。また、ノリ養殖については兵庫県のり養殖漁場改善計画に基づ

く生産対策等を遵守している。 

＊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する。 

 

（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） 

漁業収入向上 

のための取組 

以下の取組により漁業収入を２％向上させる。 

①魚価の向上 

・当地区自慢の「明石鯛」、「明石たこ」、「明石海苔」という明石の３大水産物

の単価の向上と流通量の増大を図るため、漁業者２７２名が参加して、首都

圏や海外等へのプロモーション活動としてマーケット調査を実施する。 

・地元の観光協会や商工会等と提携して“明石のまえもん”の PR を推進し、

漁村のにぎわいの創出を図り、水産物の消費流通量を増大させるとともに、

付加価値向上を目指す。 

・小型底びき網漁業者及び一本釣り漁業者 20 名が参加して、主に小型底びき

網漁業で漁獲される鯛やヒラメ、一本釣り漁業で漁獲されるハマチなど、最

適な状態で冷凍保存するための技術を研究、開発することで、周年の販売単

価を向上させる。 

②ノリ生産量及び生産額の増大 

・ノリ養殖業者 5 名が参加して、産地水産業強化支援事業によりノリ高性能

刈取船１隻を導入し、ノリ生産枚数を増大させる。 

・ノリ加工場の移転集約に向けて、関係機関とノリ養殖業者間の調整を図る。 

③漁場環境の保全と資源量の増大 

・漁業者２７２名が参加して、海底耕耘、二枚貝放流、ため池のかいぼり等、

漁場環境の保全にかかる活動を推進する。また、栽培漁業や資源管理等に積

極的に取組むことにより、資源の増大を図る。 

④漁業者の育成と魅力ある漁村づくりの推進 

・計画的で効率の良い漁業経営を行うことができ、漁業収入の向上に繋がるこ

とに意欲を持って取り組む漁業者となるため、様々な分野の研修に参加し、

自己研鑽に努める。 

・減少する漁業就業人口や高齢化により消失しつつある漁村の活気を回復する

ため、漁業者 11 名が講師となり、漁家の後継者候補等に対する研修を実施

し、新規就業者の確保に努める。若い漁業者が増え、漁村が活性化されるこ

とで、生産量を増やし、漁業収入の向上に繋げる。 

・効率的で新しい操業体制への転換を図り、所得向上に繋げるため、漁業構造

改革総合対策事業(もうかる漁業沿岸版)の活用を検討する。 

漁業コスト削 

減のための取 

組 

以下の取組により漁業コストを１％削減する 

①燃油の急騰に対する備え 

・燃油の急騰による漁業コストの圧迫に備えるため、漁業経営セーフティネッ



ト構築事業への加入を更に推進する。 

②省燃油活動の推進 

・小型底びき網漁業 105 名、一本釣り漁業５２名、五智網漁業４名、船びき網

漁業２経営体、ノリ養殖漁業１０経営体、計 173 名の漁業者グループが減速

航行の徹底、係留中の機関の停止、不要不急な積載物の削減による船体の軽

量化、定期的な船底清掃による航行時の抵抗削減など、省燃油に繋がる活動

を実施し、燃油消費量を抑制する。 

③省エネ機器の導入 

・小型底びき網漁業 19 隻、一本釣り漁業６隻、ノリ養殖漁業３隻、船びき網

漁業４隻、計 32 隻の漁船機関について、省エネ機器導入推進事業を活用し

て、現在より 10％以上燃油消費量を削減できる省エネ機関に換装する。 

④共同利用施設等の再整備 

・老朽化が進む共同利用施設等の再整備に向けた検討を行う。 

活用する支援 

措置等 

産地水産業強化支援事業、漁業経営セーフティネット構築等事業、水産多面的

機能発揮対策事業、新規漁業者就業者総合支援事業 

 

2 年目（平成２７年度） 

漁業収入向上 

のための取組 

以下の取組により漁業収入を２％向上させる。 

①魚価の向上 

・「明石鯛」、「明石たこ」、「明石海苔」の単価の向上と流通量の増大を図るため、

全漁業者が参加し、首都圏や海外等へのプロモーション活動として、流通販

売業者及び飲食店等と商談会を実施する。 

・地元の観光協会や商工会等と提携して“明石のまえもん”の PR を推進し、

漁村のにぎわいの創出を図り、水産物の消費流通量を増大させるとともに、

付加価値向上を目指す。 

・主に小型底びき網漁業で漁獲される鯛やヒラメ、一本釣り漁業で漁獲される

ハマチなど、最適な状態で冷凍保存するための技術を研究、開発することで、

周年の販売単価を向上させる。 

②ノリ生産量及び生産額の増大 

・ノリ高性能刈取船、大型ノリ全自動乾燥機を導入し、ノリ生産枚数を増大さ

せる。 

・ノリ加工場の移転集約に向けて、関係機関とノリ養殖業者間の調整を図る。 

③漁場環境の保全と資源量の増大 

・海底耕耘、二枚貝放流、ため池のかいぼり等、漁場環境の保全にかかる活動

を推進する。また、栽培漁業や資源管理等に積極的に取組むことにより、資

源の増大を図る。 

④意欲ある漁業者の育成と新規就業者の確保 

・計画的で効率の良い漁業経営を行うことができ、漁業収入の向上に繋がるこ

とに意欲を持って取り組む漁業者となるため、様々な分野の研修に参加し、

自己研鑽に努める。 

・減少する漁業就業人口や高齢化により消失しつつある漁村の活気を回復する



ため、漁業者 11 名が講師となり、漁家の後継者候補等に対する研修を実施

し、新規就業者の確保に努める。若い漁業者が増え、漁村が活性化されるこ

とで、生産量を増やし、漁業収入の向上に繋げる。 

・効率的で新しい操業体制への転換を図り、所得向上に繋げるため、漁業構造

改革総合対策事業(もうかる漁業沿岸版)に取組む。 

漁業コスト削 

減のための取 

組 

以下の取組により漁業コストを１％削減する 

①燃油の急騰に対する備え 

・燃油の急騰による漁業コストの圧迫に備えるため、漁業経営セーフティネッ

ト構築事業への加入を更に推進する。 

②省燃油活動の推進 

・小型底びき網漁業 105 名、一本釣り漁業５２名、五智網漁業４名、船びき網

漁業２経営体、ノリ養殖漁業１０経営体、計 173 名の漁業者グループが減速

航行の徹底、係留中の機関の停止、不要不急な積載物の削減による船体の軽

量化、定期的な船底清掃による航行時の抵抗削減など、省燃油に繋がる活動

を実施し、燃油消費量を抑制する。 

③省エネ機器の導入 

・小型底びき網漁業 13 隻、一本釣り漁業 3 隻、ノリ養殖漁業 3 隻、計 19 隻

の漁船機関について、省エネ機器導入推進事業を活用して、現在より 10％以

上燃油消費量を削減できる省エネ機関に換装する。 

④共同利用施設等の再整備 

・老朽化が進む共同利用施設等の再整備に向けた検討を行う。 

活用する支援 

措置等 

産地水産業強化支援事業、漁業経営ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ構築等事業、水産多面的機能発揮

対策事業、水産業体質強化総合対策事業、新規漁業就業者総合支援事業 

 

3 年目（平成２８年度） 

漁業収入向上 

のための取組 

以下の取組により漁業収入を２％向上させる。 

①魚価の向上 

・「明石鯛」、「明石たこ」、「明石海苔」の単価の向上と流通量の増大を図るた

めの１、2 年目のプロモーション活動を基に、全漁業者が参加して、首都圏

や海外等の流通販売業者や飲食店等と取引を開始する。 

・地元の観光協会や商工会等と提携して“明石のまえもん”の PR を推進し、

漁村のにぎわいの創出を図り、水産物の消費流通量を増大させるとともに、

付加価値向上を目指す。 

・主に小型底びき網漁業で漁獲される鯛やヒラメ、一本釣り漁業で漁獲される

ハマチなど、最適な状態で冷凍保存するための技術を研究、開発することで、

周年の販売単価を向上させる。 

②ノリ生産量及び生産額の増大 

・ノリ高性能刈取船、大型ノリ全自動乾燥機を導入し、ノリ生産枚数を増大さ

せる。 

・ノリ加工場の移転集約に係る整備方針をまとめ、上屋、付帯施設の整備に取

り掛かる。 



③漁場環境の保全と資源量の増大 

・海底耕耘、二枚貝放流、ため池のかいぼり等、漁場環境の保全にかかる活動

を推進する。また、栽培漁業や資源管理等に積極的に取組むことにより、資

源の増大を図る。 

④意欲ある漁業者の育成と新規就業者の確保 

・計画的で効率の良い漁業経営を行うことができ、漁業収入の向上に繋がるこ

とに意欲を持って取り組む漁業者となるため、様々な分野の研修に参加し、

自己研鑽に努める。 

・減少する漁業就業人口や高齢化により消失しつつある漁村の活気を回復する

ため、漁業者 11 名が講師となり、漁家の後継者候補等に対する研修を実施

し、新規就業者の確保に努める。若い漁業者が増え、漁村が活性化されるこ

とで、生産量を増やし、漁業収入の向上に繋げる。 

・効率的で新しい操業体制への転換を図り、所得向上に繋げるため、漁業構造

改革総合対策事業(もうかる漁業沿岸版)に取組む。 

漁業コスト削 

減のための取 

組 

以下の取組により漁業コストを１％削減する 

①燃油の急騰に対する備え 

・燃油の急騰による漁業コストの圧迫に備えるため、漁業経営セーフティネッ

ト構築事業への加入を更に推進する。 

②省燃油活動の推進 

・小型底びき網漁業 105 名、一本釣り漁業５２名、五智網漁業４名、船びき

網漁業２経営体、ノリ養殖漁業１０経営体、計 173 名の漁業者グループが

減速航行の徹底、係留中の機関の停止、不要不急な積載物の削減による船体

の軽量化、定期的な船底清掃による航行時の抵抗削減など、省燃油に繋がる

活動を実施し、燃油消費量を抑制する。 

③省エネ機器の導入 

・小型底びき網漁業 10 隻、一本釣り漁業 3 隻、ノリ養殖漁業 3 隻、船びき

網漁業 2 隻、計 18 隻の漁船機関について、省エネ機器導入推進事業を活

用して、現在より 10％以上燃油消費量を削減できる省エネ機関に換装する。

④共同利用施設等の再整備 

・老朽化が進む共同利用施設等の再整備を行う。 

活用する支援 

措置等 

産地水産業強化支援事業、漁業経営ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ構築等事業、水産多面的機能発揮

対策事業、水産業体質強化総合対策事業、新規漁業就業者総合支援事業 

 

4 年目（平成２９年度） 

漁業収入向上 

のための取組 

以下の取組により漁業収入を２％向上させる。 

①魚価の向上 

・全漁業者が参加し、「明石鯛」、「明石たこ」、「明石海苔」について、首都圏

や海外等の流通販売業者や飲食店等との取引を継続し、販売量を増やす。 

・地元の観光協会や商工会等と提携して“明石のまえもん”の PR を推進し、

漁村のにぎわいの創出を図り、水産物の消費流通量を増大させるとともに、

付加価値向上を目指す。 



・主に小型底びき網漁業で漁獲される鯛やヒラメ、一本釣り漁業で漁獲される

ハマチなど、最適な状態で冷凍保存するための技術を研究、開発することで、

周年の販売単価を向上させる。 

②ノリ生産量及び生産額の増大 

・ノリ高性能刈取船、大型ノリ全自動乾燥機を導入し、ノリ生産枚数を増大さ

せる。 

・ノリ加工場の移転集約に取り掛かり上屋、付帯施設の整備を進める。 

③漁場環境の保全と資源量の増大 

・海底耕耘、二枚貝放流、ため池のかいぼり等、漁場環境の保全にかかる活動

を推進する。また、栽培漁業や資源管理等に積極的に取組むことにより、資

源の増大を図る。 

④意欲ある漁業者の育成と新規就業者の確保 

・計画的で効率の良い漁業経営を行うことができ、漁業収入の向上に繋がるこ

とに意欲を持って取り組む漁業者となるため、様々な分野の研修に参加し、

自己研鑽に努める。 

・減少する漁業就業人口や高齢化により消失しつつある漁村の活気を回復する

ため、漁業者 10 名が講師となり、漁家の後継者候補等に対する研修を実施

し、新規就業者の確保に努める。若い漁業者が増え、漁村が活性化されるこ

とで、生産量を増やし、漁業収入の向上に繋げる。 

・効率的で新しい操業体制への転換を図り、所得向上に繋げるため、漁業構造

改革総合対策事業(もうかる漁業沿岸版)に取組む。 

漁業コスト削 

減のための取 

組 

以下の取組により漁業コストを１％削減する 

①燃油の急騰に対する備え 

・燃油の急騰による漁業コストの圧迫に備えるため、漁業経営セーフティネッ

ト構築事業への加入を更に推進する。 

②省燃油活動の推進 

・小型底びき網漁業 105 名、一本釣り漁業５２名、五智網漁業４名、船びき

網漁業２経営体、ノリ養殖漁業１０経営体、計 173 名の漁業者グループが

減速航行の徹底、係留中の機関の停止、不要不急な積載物の削減による船体

の軽量化、定期的な船底清掃による航行時の抵抗削減など、省燃油に繋がる

活動を実施し、燃油消費量を抑制する。 

③省エネ機器の導入 

・小型底びき網漁業 15 隻、一本釣り漁業 2 隻、ノリ養殖漁業 2 隻、船びき

網漁業 1 隻、計 20 隻の漁船機関について、省エネ機器導入推進事業を活

用して、現在より 10％以上燃油消費量を削減できる省エネ機関に換装する。

④共同利用施設等の再整備 

・老朽化が進む共同利用施設等の再整備を行う。 

活用する支援 

措置等 

産地水産業強化支援事業、漁業経営ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ構築等事業、水産多面的機能発揮

対策事業、水産業体質強化総合対策事業、新規漁業就業者総合支援事業 

 

 

 



5 年目（平成３０年度） 

漁業収入向上 

のための取組 

以下の取組により漁業収入を２％向上させる。 

①魚価の向上 

・全漁業者が参加し、「明石鯛」、「明石たこ」、「明石海苔」について、首都圏

や海外等の流通販売業者や飲食店等との取引を継続し、販売量を増やす。 

・地元の観光協会や商工会等と提携して“明石のまえもん”の PR を推進し、

漁村のにぎわいの創出を図り、水産物の消費流通量を増大させるとともに、

付加価値向上を目指す。 

・主に小型底びき網漁業で漁獲される鯛やヒラメ、一本釣り漁業で漁獲される

ハマチなど、最適な状態で冷凍保存するための技術を研究、開発することで、

周年の販売単価を向上させる。 

②ノリ生産量及び生産額の増大 

・ノリ高性能刈取船、大型ノリ全自動乾燥機を導入し、ノリ生産枚数を増大さ

せる。 

・ノリ加工場の移転集約を図る。 

③漁場環境の保全と資源量の増大 

・海底耕耘、二枚貝放流、ため池のかいぼり等、漁場環境の保全にかかる活動

を推進する。また、栽培漁業や資源管理等に積極的に取組むことにより、資

源の増大を図る。 

④意欲ある漁業者の育成と新規就業者の確保 

・計画的で効率の良い漁業経営を行うことができ、漁業収入の向上に繋がるこ

とに意欲を持って取り組む漁業者となるため、様々な分野の研修に参加し、

自己研鑽に努める。 

・減少する漁業就業人口や高齢化により消失しつつある漁村の活気を回復する

ため、漁業者 10 名が講師となり、漁家の後継者候補等に対する研修を実施

し、新規就業者の確保に努める。若い漁業者が増え、漁村が活性化されるこ

とで、生産量を増やし、漁業収入の向上に繋げる。 

・所得向上に繋げるため、漁業構造改革総合対策事業(もうかる漁業沿岸版)に

より実証した結果を基に、効率的で新しい操業体制への転換を検討する。 

漁業コスト削 

減のための取 

組 

以下の取組により漁業コストを１％削減する 

①燃油の急騰に対する備え 

・燃油の急騰による漁業コストの圧迫に備えるため、漁業経営セーフティネッ

ト構築事業への加入を更に推進する。 

②省燃油活動の推進 

・小型底びき網漁業 105 名、一本釣り漁業５２名、五智網漁業４名、船びき

網漁業２経営体、ノリ養殖漁業１０経営体、計 173 名の漁業者グループが

減速航行の徹底、係留中の機関の停止、不要不急な積載物の削減による船体

の軽量化、定期的な船底清掃による航行時の抵抗削減など、省燃油に繋がる

活動を実施し、燃油消費量を抑制する。 

③省エネ機器の導入 

・小型底びき網漁業 20 隻、一本釣り漁業 2 隻、ノリ養殖漁業 2 隻、船びき

網漁業 2 隻、計 26 隻の漁船機関について、省エネ機器導入推進事業を活



用して、現在より 10％以上燃油消費量を削減できる省エネ機関に換装する。

④共同利用施設等の再整備 

・老朽化が進む共同利用施設等の再整備を行う。 

活用する支援 

措置等 

産地水産業強化支援事業、漁業経営ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ構築等事業、水産多面的機能発揮

対策事業、水産業体質強化総合対策事業、新規漁業就業者総合支援事業 

＊ 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（兵庫県、明石市）、系統団体（兵庫県漁業協同組合

連合会、兵庫県漁業共済組合等）、地域団体（明石市漁業組合連合会）との連携を強固にすると

ともに、県内外の流通・販売業者、飲食店等についても新たな連携を図る。 

 

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 

 

＊ 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 

産地水産業強化支援事業 

 

 

 

 

省燃油活動推進事業 

 

 

省エネ機器等導入推進事業 

 

 

水産業体質強化総合対策事業

もうかる漁業創設支援事業 

 

漁業経営ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ構築事業 

 

 

ノリ高性能刈取船、大型ノリ全自動乾燥機の導入、ノリ加工施

設の上屋、活魚水槽、漁具倉庫等の共同利用施設の整備を行い、

漁業経営体質を強化し、漁業コストの削減及び漁業所得の向上

を図る。 

 

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。 

 

省エネ機関を導入することにより、漁業支出の低減を図り、漁

業所得を確保する。 

 

新しい操業体制による収益性改善の実証を行い、漁業所得の向

上に繋がる操業体制への転換を模索する。 

 

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。 

 



水産多面的機能発揮対策事業 

 

 

新規漁業就業者総合支援事業 

 

 

 

未定 

干潟等の保全活動による資源量の増大や魚食普及や食育活動に

よる水産物の消費拡大を図り、漁業所得の向上に繋げる。 

 

意欲ある若者が漁業に新規参入し、継続して漁業に携わるため

の環境を整えるとともに漁業の高付加価値化を担う人材を確

保・育成する。 

 

災害に強い漁村づくり。 

地産地消と食育の推進。 

冷凍技術と商品開発。 

情報発信による交流人口を増やす。 

 

＊具体的な事業名が記載できない場合、「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。 


