
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南淡漁協部会 

代表者名 部会長 前田 吉計 

 

再生委員会の構成員 南淡漁協、南あわじ市、兵庫県淡路県民局 

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種類 南淡漁業協同組合の地域 

・小型底びき網漁業（ ５名） 

・機船船びき網漁業（１０名） 

・定 置 漁 業（ ６名） 

・刺 網 漁 業（２９名） 

・一 本 つ り 漁 業（２６名） 

・ノ リ 養 殖 業（ ２名） 

・た こ つ ぼ 漁 業（１９名） 

・雑 か ご 漁 業（２０名）  合計 １１７名 

 

２ 地域の現状 

（１）関連する水産業を取り巻く現状等 

当組合の地域では、小型底びき網、機船船びき網、刺網、延縄、一本つりなどの漁船漁

業と、ノリの養殖漁業が営まれており、四季を通じて多種多様な水産物が水揚げされてい

る。 

近年の海洋環境の変化等による漁獲量の減少や魚価の低迷 等 、更に原油価格の高騰によ

り漁業経営の継続が非常に困難な状況になっている。 

当地域は、淡路島南東端に位置し、現在、地域の一部が離島に指定されている。離島地

域の指定は平成 27 年に解除されることとなっているものの、島内他地区に比べ消費地への

流通条件が不利なこと、地元市場の仲買業者が少数で競争原理が希薄なため、魚価が低く

抑えられている。 

平成 23 年に取引大手仲買業者が倒産したことを契機に、これまで仲買業者任せであった

漁獲物の選別や市場出荷について、漁協が漁獲物を直接市場に出荷する新たな取組を平成

23 年 12 月から開始している。 

平成 27 年 3 月に南あわじ市内に農水産物の大型直販施設として「あわじ島まるごと食の

拠点」が供用開始する予定である。当該施設は、当組合を含めた市内５漁協も出資者とな

っており、地元水産物のＰＲや消費拡大を推進する施設として活用することとなっている。 

 

（２）その他関連する現状等                 

別記様式第１号 別添 



 地域全体で高齢化や人口減少が進んでおり、地域経済を支えている漁業が衰退すること

により、地域の活気も失われつつある。このため、漁業を再生させることにより、地域全

体の繁栄を取り戻す必要がある。 

 又、漁獲量を維持するために休漁・漁獲サイズの制限等に取組むとともに、水産資源 

の繁殖事業として、アオリイカ資源増大事業、産卵用たこつぼ設置事業、魚礁設置事業 

等に取組んでいる。 

 

３ 活性化の取組方針 

（１） 基本方針 

○漁業収入向上のための取組 

直送販売の基盤強化 １）漁獲物の品質管理 ２）市場への販売拡大 

  ３）地産地消の推進 

資源管理の取組み  １）アオリイカ産卵床設置 ２）産卵用蛸壺設置 

            ３）有用種の放流 

漁業後継者育成   １）漁業後継者が安心して就業できる漁村づくり 

○漁業コスト削減のための取組 

  省燃油活動の推進 

  省エネ機器導入の推進 

  燃油高騰に対する備え 

 

（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 

 水産資源の持続的な利用を図るために取り組む漁獲努力量の削減等については、資源管

理計画に則って確実に履行する。 

（網入れ時間の設定・休漁日の設定・漁獲物も体長制限） 

（のり養殖については、兵庫県のり養殖漁場改善計画に遵守している。） 

 

（３）具体的な取組内容 

 １年目（平成 26 年度） 

取組内容は、取組の進捗状況や得られた成果等を踏まえ、必要に応じ見直すこととする。 

漁業収入向上の

ための取組 

 

下記の取組により、漁業収入を基準年から 1％向上させる。 

○漁獲物の品質向上 

漁協が新たに開始した市場への直接出荷の取組において、漁船漁業

者１０５名（ノリ養殖漁業、船びき網漁業を除く）は、漁業者自らが

漁協の指導を受け、以下の取組により水揚げ、出荷時の選別、鮮度保

持等の品質管理の徹底を図り、魚価の向上に努める。 

マダイなどの活魚出荷については、同梱する魚種や収容量によって

ロス（死魚）が出やすいため、活魚用コンテナ収容時に１尾ごとに仕

切りを設置し、輸送時の魚体への負荷を軽減するとともに輸送水温を

14～16℃として代謝調整を行なう。 

伊勢えびの取扱については、選別・収容する容器内にメッシュを貼

り付け、伊勢えびの足が容器に引っ掛かって脱落し、商品価値の低下

をまねかないよう注意する。 

鮮魚については、小だい・あじ等で色が白いものが目立つため、箱

詰めにおいて、魚体に直接氷が接触しないようパーチシートをかける

対策や海水氷の濃度を魚種により調整し、体色の変化が起こらないよ

う取扱いに注意する。 

船びき網漁業者１０名は、鮮度が落ちやすいシラスについて、１曳



網にかかる操業時間を短縮し、１操業での漁獲量を調整することによ

り漁獲物の冷却効率を向上させ鮮度保持に努める。 

○市場への販売拡大（漁獲物の価格向上） 

漁船漁業者１０５名（ノリ養殖漁業、船びき網漁業を除く）は、漁

協と連携し、市場・仲買人から需給動向などの情報収集を積極的に行

い、高級魚や需要の高い魚種は、取引価格の高い築地市場へ出荷を集

中するとともに、地元鮮魚店等への販売促進によって流通経費のかか

らない浜売りの機会を増やすことにより地元消費者が新鮮で安価な魚

を購入できるようにして、消費の拡大と魚価の安定を図る。 

また、魚価は漁獲量によって変動するので、市場・仲買人との情報

交換を積極的に行い、大量に漁獲された際は、出荷先の振分けにより

価格の暴落を防ぐよう努める。 

○地元消費の拡大  

全漁業者は漁協と連携し、平成 27 年 3 月に供用が予定されている直

販施設「あわじ島まるごと食の拠点」を活用し、鮮魚等地元水産物に

ついて、地元住民等の購入機会を増やし地元での消費拡大を図るとと

もに、地元民宿にも地魚の積極的な使用を促し消費拡大を図る。 

○資源管理の取組 

  全漁業者は、アオリイカ産卵床の設置やマダコの産卵蛸壺の設置、

マダイ、ヒラメ、クルマエビ、オニオコゼ等の有用種の放流を実施し、

水産資源増大の取組を推進する。 

○漁業後継者育成 

全漁業者は、漁業後継者が安心して就業できるよう、漁協が進める

様々な分野の研修に参加できる体制づくりに協力する。 

漁業コスト削減

のための取組 

下記の取組により、漁業コストを基準年から１％削減させる。 

○省燃油活動の推進  

小型底びき網漁業４名、船びき網漁業２名、定置漁業４名、刺網漁

業７名、一本釣漁業１名、ノリ養殖業２名が参加し、低速航行、係留

中のエンジン停止、船体の軽量化、定期的な船底清掃など省燃油活動

推進事業の取組を推進し、燃油消費量を削減する。 

○省エネ機器導入  

平成 26 年度の省エネ機器等導入推進事業により、船びき網漁業２

名、定置漁業１名が、省エネ機器導入を推進し燃料消費量の削減を図

る。 

○燃油急騰に対する備え 

小型底びき網漁業４名、船びき網漁業３名、定置漁業４名、刺網漁

業７名、一本釣漁業１名、ノリ養殖業２名が、漁業経営セーフティー

ネット構築事業への加入を推進し、燃油急騰に備え、漁業支出の低減

を図る。 

活用する支援 

措置等 

 

○省エネ機器導入推進事業 

○漁業経営セーフティーネット構築事業 

○省燃油活動推進事業 

○漁獲共済 

○積立プラス 

 

２年目（平成 27 年度） 

漁業収入向上の

ための取組 

下記の取組により、漁業収入を基準年から２％向上させる。 

○漁獲物の品質向上 

漁協が新たに開始した市場への直接出荷の取組において、漁船漁業

者１０５名（ノリ養殖漁業、船びき網漁業を除く）は、漁業者自らが

以下の取組を行うことにより水揚げ、出荷時の選別、鮮度保持等の品



質管理の徹底を図り、魚価の向上に努める。 

マダイなどの活魚出荷については、同梱する魚種や収容量によって

ロス（死魚）が出やすいため活魚用コンテナ収容時に１尾ごとに仕切

りを設置し、輸送時の魚体への負荷を軽減するとともに輸送水温を 14

～16℃として代謝調整を行なう。 

伊勢えびの取扱については、選別・収容する容器内にメッシュを貼

り付け、伊勢えびの足が容器に引っ掛かって脱落し、商品価値の低下

をまねかないよう注意する。 

鮮魚については、小だい・あじ等で色が白いものが目立つため、箱

詰めにおいて、魚体に直接氷が接触しないようパーチシートをかける

対策や海水氷の濃度を魚種により調整し、体色の変化が起こらないよ

う取扱いに注意する。 

船びき網漁業者１０名は、鮮度が落ちやすいシラスについて、１曳

網にかかる操業時間を短縮し、１操業での漁獲量を調整することによ

り漁獲物の冷却効率を向上させ鮮度保持に努める。 

○市場への販売拡大（漁獲物の価格向上） 

漁船漁業者１０５名（ノリ養殖漁業、船びき網漁業を除く）は、漁

協と連携し、市場・仲買人から需給動向などの情報収集を積極的に行

い、高級魚や需要の高い魚種は、取引価格の高い築地市場へ出荷を集

中するとともに、地元鮮魚店等への販売促進により流通経費のかから

ない浜売りの機会を増やすことにより地元消費者が新鮮で安価な魚を

購入できるようにして、消費の拡大と魚価の安定を図る。 

また、魚価は漁獲量によって変動するので、市場・仲買人との情報

交換を積極的に行い、大量に漁獲された際は、出荷先の振分けにより

価格の暴落を防ぐよう努める。 

○地元消費の拡大  

全漁業者は漁協と連携し、平成 27 年 3 月に供用が予定されている直

販施設「あわじ島まるごと食の拠点」を活用し、鮮魚等地元水産物に

ついて、地元住民等の購入機会を増やし地元での消費拡大を図るとと

もに、地元民宿にも地魚の積極的な使用を促し消費拡大を図る。 

○資源管理の取組 

  全漁業者は、アオリイカ産卵床の設置やマダコの産卵蛸壺の設置、

マダイ、ヒラメ、クルマエビ、オニオコゼ等の有用種の放流を実施し、

水産資源増大の取組を推進する。 

○漁業後継者育成 

全漁業者は、漁業後継者が安心して就業できるよう、漁協が進める様々

な分野の研修に参加できる体制づくりに協力する。 

漁業コスト削減

のための取組 

下記の取組により、漁業コストを基準年から２％削減させる。 

○省燃油活動の推進  

小型底びき網漁業４名、船びき網漁業２名、定置漁業４名、刺網漁

業７名、一本釣漁業１名、ノリ養殖業２名が参加し、低速航行、係留

中のエンジン停止、船体の軽量化、定期的な船底清掃などに取り組み、

燃油消費量を削減する。 

○省エネ機器による削減  

船びき網漁業２名、定置漁業１名が、平成 26 年度に省エネ機器等導

入推進事業を活用して導入した省エネ機関により、当該漁業者の燃料

消費量の削減を図る。 

○燃油急騰に対する備え 

小型底びき網漁業４名、船びき網漁業３名、定置漁業４名、刺網漁

業７名、一本釣漁業１名、ノリ養殖業２名が、漁業経営セーフティー

ネット構築事業への加入を推進し、燃油急騰に備える。 



活用する支援 

措置等 

○省エネ機器導入推進事業 

○漁業経営セーフティーネット構築事業 

○漁獲共済 

○積立プラス 

 

３年目（平成 28 年度） 

漁業収入向上の

ための取組 

下記の取組により、漁業収入を基準年から３％向上させる。 

○漁獲物の品質向上 

漁協が新たに開始した市場への直接出荷の取組において、漁船漁業

者１０５名（ノリ養殖漁業、船びき網漁業を除く）は、漁業者自らが

以下の取組を行うことにより水揚げ、出荷時の選別、鮮度保持等の品

質管理の徹底を図り、魚価の向上に努める。 

マダイなどの活魚出荷については、同梱する魚種や収容量によって

ロス（死魚）が出やすいため活魚用コンテナ収容時に１尾ごとに仕切

りを設置し、輸送時の魚体への負荷を軽減するとともに輸送水温を 14

～16℃として代謝調整を行なう。 

伊勢えびの取扱については、選別・収容する容器内にメッシュを貼

り付け、伊勢えびの足が容器に引っ掛かって脱落し、商品価値の低下

をまねかないよう注意する。 

鮮魚については、小だい・あじ等で色が白いものが目立つため、箱

詰めにおいて、魚体に直接氷が接触しないようパーチシートをかける

対策や海水氷の濃度を魚種により調整し、体色の変化が起こらないよ

う取扱いに注意する。 

船びき網漁業者１０名は、鮮度が落ちやすいシラスについて、１曳

網にかかる操業時間を短縮し、１操業での漁獲量を調整することによ

り漁獲物の冷却効率を向上させ鮮度保持に努める。 

○市場への販売拡大（漁獲物の価格向上） 

漁船漁業者１０５名（ノリ養殖漁業、船びき網漁業を除く）は、漁

協と連携し、市場・仲買人から需給動向などの情報収集を積極的に行

い、高級魚や需要の高い魚種は、取引価格の高い築地市場へ出荷を集

中するとともに、地元鮮魚店等への販売促進により流通経費のかから

ない浜売りの機会を増やすことにより地元消費者が新鮮で安価な魚を

購入できるようにして、消費の拡大と魚価の安定を図る。 

また、魚価は漁獲量によって変動するので、市場・仲買人との情報

交換を積極的に行い、大量に漁獲された際は、出荷先の振分けにより

価格の暴落を防ぐよう努める。 

○地元消費の拡大  

全漁業者は漁協と連携し、平成 27 年 3 月に供用が予定されている直

販施設「あわじ島まるごと食の拠点」を活用し、鮮魚等地元水産物に

ついて、地元住民等の購入機会を増やし地元での消費拡大を図るとと

もに、地元民宿にも地魚の積極的な使用を促し消費拡大を図る。 

○資源管理の取組 

  全漁業者は、アオリイカ産卵床の設置やマダコの産卵蛸壺の設置、

マダイ、ヒラメ、クルマエビ、オニオコゼ等の有用種の放流を実施し、

水産資源増大の取組を推進する。 

○漁業後継者育成 

全漁業者は、漁業後継者が安心して就業できるよう、漁協が進める様々

な分野の研修に参加できる体制づくりに協力する。 

漁業コスト削減

のための取組 

下記の取組により、漁業コストを基準年から３％削減させる。 

○省燃油活動の推進  

小型底びき網漁業４名、船びき網漁業２名、定置漁業４名、刺網漁



業７名、一本釣漁業１名、ノリ養殖業２名が参加し、低速航行、係留

中のエンジン停止、船体の軽量化、定期的な船底清掃などに取り組み、

燃油消費量を削減する。 

○省エネ機器による削減  

船びき網漁業２名、定置漁業１名が、平成 26 年度に省エネ機器等導

入推進事業を活用して導入した省エネ機関により、当該漁業者の燃料

消費量の削減を図る。 

○燃油急騰に対する備え 

小型底びき網漁業４名、船びき網漁業３名、定置漁業４名、刺網漁

業７名、一本釣漁業１名、ノリ養殖業２名が、漁業経営セーフティー

ネット構築事業への加入を推進し、燃油急騰に備える。 

活用する支援 

措置等 

○漁業経営セーフティーネット構築事業 

○漁獲共済 

○積立プラス 

 

４年目（平成 29 年度） 

漁業収入向上の

ための取組 

下記の取組により、漁業収入を基準年から４％向上させる。 

○漁獲物の品質向上 

漁協が新たに開始した市場への直接出荷の取組において、漁船漁業

者１０５名（ノリ養殖漁業、船びき網漁業を除く）は、漁業者自らが

以下の取組を行うことにより水揚げ、出荷時の選別、鮮度保持等の品

質管理の徹底を図り、魚価の向上に努める。 

マダイなどの活魚出荷については、同梱する魚種や収容量によって

ロス（死魚）が出やすいため活魚用コンテナ収容時に１尾ごとに仕切

りを設置し、輸送時の魚体への負荷を軽減するとともに輸送水温を 14

～16℃として代謝調整を行なう。 

伊勢えびの取扱については、選別・収容する容器内にメッシュを貼

り付け、伊勢えびの足が容器に引っ掛かって脱落し、商品価値の低下

をまねかないよう注意する。 

鮮魚については、小だい・あじ等で色が白いものが目立つため、箱

詰めにおいて、魚体に直接氷が接触しないようパーチシートをかける

対策や海水氷の濃度を魚種により調整し、体色の変化が起こらないよ

う取扱いに注意する。 

船びき網漁業者１０名は、鮮度が落ちやすいシラスについて、１曳

網にかかる操業時間を短縮し、１操業での漁獲量を調整することによ

り漁獲物の冷却効率を向上させ鮮度保持に努める。 

○市場への販売拡大（漁獲物の価格向上） 

漁船漁業者１０５名（ノリ養殖漁業、船びき網漁業を除く）は、漁

協と連携し、市場・仲買人から需給動向などの情報収集を積極的に行

い、高級魚や需要の高い魚種は、取引価格の高い築地市場へ出荷を集

中するとともに、地元鮮魚店等への販売促進により流通経費のかから

ない浜売りの機会を増やすことにより地元消費者が新鮮で安価な魚を

購入できるようにして、消費の拡大と魚価の安定を図る。 

また、魚価は漁獲量によって変動するので、市場・仲買人との情報

交換を積極的に行い、大量に漁獲された際は、出荷先の振分けにより

価格の暴落を防ぐよう努める。 

○地元消費の拡大  

全漁業者は漁協と連携し、平成 27 年 3 月に供用が予定されている直

販施設「あわじ島まるごと食の拠点」を活用し、鮮魚等地元水産物に

ついて、地元住民等の購入機会を増やし地元での消費拡大を図るとと

もに、地元民宿にも地魚の積極的な使用を促し消費拡大を図る。 



○資源管理の取組 

  全漁業者は、アオリイカ産卵床の設置やマダコの産卵蛸壺の設置、

マダイ、ヒラメ、クルマエビ、オニオコゼ等の有用種の放流を実施し、

水産資源増大の取組を推進する。 

○漁業後継者育成 

全漁業者は、漁業後継者が安心して就業できるよう、漁協が進める様々

な分野の研修に参加できる体制づくりに協力する。 

漁業コスト削減

のための取組 

下記の取組により、漁業コストを基準年から４％削減させる。 

○省燃油活動の推進  

小型底びき網漁業４名、船びき網漁業２名、定置漁業４名、刺網漁

業７名、一本釣漁業１名、ノリ養殖業２名が参加し、低速航行、係留

中のエンジン停止、船体の軽量化、定期的な船底清掃などに取り組み、

燃油消費量を削減する。 

○省エネ機器による削減  

船びき網漁業２名、定置漁業１名が、平成 26 年度に省エネ機器等導

入推進事業を活用して導入した省エネ機関により、当該漁業者の燃料

消費量の削減を図る。 

○燃油急騰に対する備え 

小型底びき網漁業４名、船びき網漁業３名、定置漁業４名、刺網漁

業７名、一本釣漁業１名、ノリ養殖業２名が、漁業経営セーフティー

ネット構築事業への加入を推進し、燃油急騰に備える。 

活用する支援 

措置等 

○漁業経営セーフティーネット構築事業 

○漁獲共済 

○積立プラス 

 

５年目（平成 30 年度） 

取組の最終年度であり、以下の取組を引き続き行うが、目標達成を確実なものとするようプ

ランの取組の成果を検証し、必要な見直しを行う。 

漁業収入向上の

ための取組 

下記の取組により、漁業収入を基準年から５％向上させる。 

○漁獲物の品質向上 

漁協が新たに開始した市場への直接出荷の取組において、漁船漁業

者１０５名（ノリ養殖漁業、船びき網漁業を除く）は、漁業者自らが

以下の取組を行うことにより水揚げ、出荷時の選別、鮮度保持等の品

質管理の徹底を図り、魚価の向上に努める。 

マダイなどの活魚出荷については、同梱する魚種や収容量によって

ロス（死魚）が出やすいため活魚用コンテナ収容時に１尾ごとに仕切

りを設置し、輸送時の魚体への負荷を軽減するとともに輸送水温を 14

～16℃として代謝調整を行なう。 

伊勢えびの取扱については、選別・収容する容器内にメッシュを貼

り付け、伊勢えびの足が容器に引っ掛かって脱落し、商品価値の低下

をまねかないよう注意する。 

鮮魚については、小だい・あじ等で色が白いものが目立つため、箱

詰めにおいて、魚体に直接氷が接触しないようパーチシートをかける

対策や海水氷の濃度を魚種により調整し、体色の変化が起こらないよ

う取扱いに注意する。 

船びき網漁業者１０名は、鮮度が落ちやすいシラスについて、１曳

網にかかる操業時間を短縮し、１操業での漁獲量を調整することによ

り漁獲物の冷却効率を向上させ鮮度保持に努める。 

○市場への販売拡大（漁獲物の価格向上） 

漁船漁業者１０５名（ノリ養殖漁業、船びき網漁業を除く）は、漁



協と連携し、市場・仲買人から需給動向などの情報収集を積極的に行

い、高級魚や需要の高い魚種は、取引価格の高い築地市場へ出荷を集

中するとともに、地元鮮魚店等への販売促進により流通経費のかから

ない浜売りの機会を増やすことにより地元消費者が新鮮で安価な魚を

購入できるようにして、消費の拡大と魚価の安定を図る。 

また、魚価は漁獲量によって変動するので、市場・仲買人との情報

交換を積極的に行い、大量に漁獲された際は、出荷先の振分けにより

価格の暴落を防ぐよう努める。 

○地元消費の拡大  

全漁業者は漁協と連携し、平成 27 年 3 月に供用が予定されている直

販施設「あわじ島まるごと食の拠点」を活用し、鮮魚等地元水産物に

ついて、地元住民等の購入機会を増やし地元での消費拡大を図るとと

もに、地元民宿にも地魚の積極的な使用を促し消費拡大を図る。 

○資源管理の取組 

  全漁業者は、アオリイカ産卵床の設置やマダコの産卵蛸壺の設置、

マダイ、ヒラメ、クルマエビ、オニオコゼ等の有用種の放流を実施し、

水産資源増大の取組を推進する。 

○漁業後継者育成 

全漁業者は、漁業後継者が安心して就業できるよう、漁協が進める様々

な分野の研修に参加できる体制づくりに協力する。 

漁業コスト削減

のための取組 

下記の取組により、漁業コストを基準年から５％削減させる。 

○省燃油活動の推進  

小型底びき網漁業４名、船びき網漁業２名、定置漁業４名、刺網漁

業７名、一本釣漁業１名、ノリ養殖業２名が参加し、低速航行、係留

中のエンジン停止、船体の軽量化、定期的な船底清掃などに取り組み、

燃油消費量を削減する。 

○省エネ機器による削減  

船びき網漁業２名、定置漁業１名が、平成 26 年度に省エネ機器等導

入推進事業を活用して導入した省エネ機関により、当該漁業者の燃料

消費量の削減を図る。 

○燃油急騰に対する備え 

小型底びき網漁業４名、船びき網漁業３名、定置漁業４名、刺網漁

業７名、一本釣漁業１名、ノリ養殖業２名が、漁業経営セーフティー

ネット構築事業への加入を推進し、燃油急騰に備える。 

活用する支援 

措置等 

○漁業経営セーフティーネット構築事業 

○漁獲共済 

○積立プラス 

 

（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に、地元の南あわじ市、兵庫県漁業協同組合連合会、

兵庫県水産技術センター、兵庫県淡路県民局洲本農林水産振興事務所との連携を図る。 

また、根拠地漁港における水産物供給基盤機能保全事業、水産物供給基盤整備事業及び

海岸堤防等老朽化対策事業の計画策定及び事業実施に協力し、当該漁港の維持管理を推進

することをもって漁家資産及び背後地住民の生命・財産を守る事に協力する。 

 

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 

 

 

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
ーネット構築事業 

燃油高騰時の経費の増加に備えることにより、漁業支出の低減を図
り、漁業所得を確保する。 

漁業共済、積立プラス 
自然災害や予期せぬ不漁などの不慮の事故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。 

省燃油活動推進事業 
できうる限りの省燃油活動に取り組むことにより、漁業支出の低減
を図り、漁業所得を確保する。 

省エネ機器等導入推
進事業 

燃油消費量を削減できる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。 

水産物供給基盤機能
保全事業 

漁港施設の長寿命化計画の策定及び漁港施設の補修を行うことで
漁家資産の保全を図る 

水産物供給基盤整備
事業 

安全・安心な水産物の品質確保や流通機能の強化に資する高度衛生
管理型荷さばき所、岸壁等の整備 

海岸堤防等老朽化対
策事業 

海岸保全施設の老朽化対策を計画的に推進することで漁家及び背
後地住民の生命・財産を守る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


