
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洲本炬口漁協部会 

代表者名 会長 竹岡 千尋 

 

再生委員会の構成員 洲本炬口漁協、洲本市、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 

 

対象となる地域の範囲及び漁業種類 

※兼業を含む 

洲本炬口漁業協同組合の地域 

・機船船びき網漁業（１７名） 

・た こ つ ぼ 漁 業（１７名） 

・刺 網 漁 業（１１名） 

・一 本 つ り 漁 業（１０名） 

・小型底びき網漁業（ ５名） 

・定 置 網 漁 業（ １名） 

・ノ リ 養 殖 業（ ３名） 

・ワ カ メ 養 殖 業（ ８名） 

 合 計  のべ   ７２名 

 

２ 地域の現状 

（１）関連する水産業を取り巻く現状等 

当部会の地域は、淡路島東岸中部の大阪湾に面し、市街地近郊に位置し、機船船びき網、

たこつぼ、刺網、一本つり、小型底びきなどの漁船漁業と、ノリ、ワカメの養殖漁業が営

まれており、養殖ノリ、イワシシラス、イカナゴのほかアジ類、カレイ類、タチウオ、マ

ダコなど四季を通じて多種多様な水産物が水揚げされている。 

 しかしながら、漁業の状況は、漁獲量の減少、消費の低迷、魚価の下落、さらには原油

価格高騰とともに円安へのシフトに伴う燃油や資材の高騰により、漁業経営の継続が非常

に困難な状況となっている。 

 当部会では、ワカメ養殖を平成 24 年から開始し、生産増大に力を入れて取り組んでいる

等、漁家経営の安定のため新たな方策を検討している。 

当部会の地域では、地元市場を開催していないため、漁業者が個人個人で仲買業者、鮮

魚店へ販売している。機船船びき網漁業者１７名は、平成 24 年 3 月から漁協と協力し、季

節魚の生イカナゴを地元の消費者へ短期間だけ直売所を開設し販売している。 

 

（２）その他関連する現状等 

 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。 

市街において大型スーパーの出店が相次いでおり、地元の鮮魚店の閉店があり、地域に

おいての地元産の水産物の消費が減少傾向にある。 

 

別記様式第１号 別添 
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３ 活性化の取組方針 

（１） 基本方針 

 水産業を振興する様々な施策を活用しつつ、省燃油活動等による漁業コストの削減や地

元消費者への直接販売による魚価の向上、既存の漁種の漁獲量の減少を補うために新たな

漁業種類への取組等による漁業収入の向上に全員で取り組むことで、漁業所得の向上を目

指す。このことにより、漁業の元気を取り戻すことで、地域の中核的な産業である漁業が

中心となって、浜の活力を再生することにより地域全体の活性化を図る。 

 

● 漁業収入向上のための取組  

 ・新規漁業種等への取り組み 

 ・地元消費の拡大 

 ・漁獲物の価格向上 

 ・漁場環境の保全と資源量の増大 

 ・漁業者の育成 

● 漁業コスト削減の取組 

  ・省エネ機器の導入 

・省エネ運転の徹底 

・燃油急騰に対する備え 

 

（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（漁獲物の体長制限、操業時間及び期間の制限、休漁等）に則って確実に履行して

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。 

 

（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。 

・新規漁業種等への取り組み 

漁協は、ワカメ養殖漁業者８名と協力して自家種苗を生産すること

により、徳島県から購入していた種糸への依存を縮小する。自家種苗

生産により種苗費用が削減されるとともに、早期張り込みや収穫時期

の調整など養殖期間の自由度を増すことで、養殖規模の拡大や養殖作

業にかかる時間を有効に活用した船曳網や刺網等の既存漁業との兼業

が可能となる。 

  さらに、ワカメ養殖漁業者が中心となり平成 26 年度から新たにアサ

リの垂下式の試験養殖に取り組む。当地区海域の波浪や潮流、生育環

境等への適合状況、身入りの状況を確認しながら平成２７年春季には

漁協直売所で試験販売することにより、地域の消費者の評価やニーズ

を検証するなどして新規漁業として定着を促進する。 

  このことにより、ワカメ養殖の規模拡大、漁船漁業の新規着業を促

進し、ワカメ生産量の増大と多角的魚家経営により経営の安定化を図

る。 

  ノリ養殖漁業者３名は、近年のノリ養殖海域の栄養塩低下により色
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落ちが発生し、生産したノリの品質が低下することにより生産が減少

するなど不安定な状況にある中、兵庫県漁連加工部門と協力し、従来

の板ノリ加工に加えて、「バラ干しノリ」の製造や佃煮原料として原藻

出荷することでノリの利用の多様化を進める。 

 

・地元消費の拡大 

  現在、仲買人が休業日の土曜日は、休漁日としており、また、漁協

は直売所を保持しているが、その利用は３月のみで船びき網のイカナ

ゴを販売するといった限定的なものとなっている。 

  このため、漁船漁業者は、漁協と協力し、土曜日に直売所において、

アジ類、キス、シタビラメ、マダコなど刺網や定置漁業の漁獲物を地

元の消費者へ販売し、新鮮な魚介類を味わっていただくことにより地

産地消を拡大する。 

また、全漁業者は、地域の小学生と保護者の親子を対象とした地引

網体験漁業及びその漁獲物を用いたバーベキューなどを開催すること

により、漁業への親しみと魚食普及を啓発する。 

・漁獲物の価格向上 

刺網、一本釣、たこつぼ漁業者３８名は、５月から６月の期間のみ

ヒラメの中間育成に使用している陸上水槽を中間育成時期以外に活用

し、これまで少量の漁獲の場合、安価で取り引きされていたヒラメや

カレイ類、マダコなどを畜養し、ある程度の数量にまとめて販売する

ことで価格の向上に努める。 

・漁場環境の保全と資源量の増大 

  漁業者全員が、海底耕耘、海岸清掃等、漁場環境の保全にかかる活

動を推進する。 

  また、アオリイカ産卵礁の設置やマダコの産卵蛸壺の設置、ヒラメ

の中間育成やオニオコゼ、クルマエビの種苗放流等の栽培漁業や資源

管理等に積極的に取り組むことにより、資源の増大を図る。 

・漁業者の育成 

  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 

 

 

下記の取組により基準年から１％削減させる。 

・省エネ機器の導入 

  船曳網漁業者の１グループは漁船機関を省エネ機器等導入推進事業

を活用して、26 年度に現在よりも１０％の省エネ効果が認められる機

器に交換し、当該漁業者の漁労コストを削減する。 

・省エネ運転の徹底 

漁業者全員が、漁場への行き帰りの定速運転、係留中のエンジン停

止、不要不急な積載物の削減による船体の軽量化、定期的な船底の清

掃による航行抵抗の低減など徹底した省エネ運転を励行することによ

り燃油の消費量を抑制し、漁労コストを削減する。 

・燃油急騰に対する備え 

  漁協は、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推進する。 

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 

省燃油活動推進事業 

省エネ機器導入推進事業 

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 

漁業共済、積立プラス 
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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。 

・新規漁業種等への取り組み 

漁協は、ワカメ養殖漁業者８名と協力して自家種苗を生産すること

により、徳島県から購入していた種糸への依存を縮小する。自家種苗

生産により種苗費用が削減されるとともに、早期張り込みや収穫時期

の調整など養殖期間の自由度を増すことで、養殖規模の拡大や養殖作

業にかかる時間を有効に活用した船曳網や刺網等の既存漁業との兼業

が可能となる。 

  さらに、ワカメ養殖漁業者が中心となりアサリの垂下式の試験養殖

を継続実施し、当地区海域の条件に適合する養殖形態を引き続き検証

しつつ改良点についても検討する。生産されたアサリは、漁協直売所

で販売し、引き続き地域の消費者の評価やニーズを検証するなどして

新規漁業として定着を促進する。 

  このことにより、ワカメ養殖の規模拡大、漁船漁業の新規着業を促

進し、ワカメ生産量の増大と多角的魚家経営により経営の安定化を図

る。 

  ノリ養殖漁業者３名は、近年のノリ養殖海域の栄養塩低下により色

落ちが発生し、生産したノリの品質が低下することにより生産が減少

するなど不安定な状況にある中、兵庫県漁連加工部門と協力し、従来

の板ノリ加工に加えて、「バラ干しノリ」の製造や佃煮原料として原藻

出荷することでノリの利用の多様化を進めることで、板ノリ加工にか

かる光熱費削減により漁業収入を向上させる。 

・地元消費の拡大 

  漁船漁業者は、漁協と協力し、引き続き土曜日に直売所において、

アジ類、キス、シタビラメ、マダコなど刺網や定置漁業漁獲物を地元

の消費者へ販売し、新鮮な魚介類を味わっていただくことにより地産

地消を拡大する。 

また、全漁業者は、地域の小学生と保護者の親子を対象とした地引

網体験漁業及びその漁獲物を用いたバーベキューなどを開催すること

により、漁業への親しみと魚食普及を啓発する。 

・漁獲物の価格向上 

刺網、一本釣、たこつぼ漁業者３８名は、５月から６月の期間のみ

ヒラメの中間育成に使用している陸上水槽を中間育成時期以外に活用

し、これまで少量の漁獲の場合、安価で取り引きされていたヒラメや

カレイ類、マダコなどを畜養し、ある程度の数量にまとめて販売する

ことで価格の向上に努める。 

・漁場環境の保全と資源量の増大 

  漁業者全員が、海底耕耘、海岸清掃等、漁場環境の保全にかかる活

動を推進する。 

  また、アオリイカ産卵礁の設置やマダコの産卵蛸壺の設置、ヒラメ

の中間育成やオニオコゼ、クルマエビの種苗放流等の栽培漁業や資源

管理等に積極的に取り組むことにより、資源の増大を図る。 

・漁業者の育成 

  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 

 

下記の取組により基準年から２％削減させる。 

・省エネ機器の継続活用 

船曳網漁業者の１グループは平成 26 年度に省エネ機器等導入推進
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 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。 

・省エネ運転の徹底 

漁業者全員が、漁場への行き帰りの定速運転、係留中のエンジン停

止、不要不急な積載物の削減による船体の軽量化、定期的な船底の清

掃による航行抵抗の低減など徹底した省エネ運転を励行することによ

り燃油の消費量を抑制し、漁労コストを削減する。 

・燃油急騰に対する備え 

漁協は、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推進する。 

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 

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 

漁業共済、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。 

・新規漁業種等への取り組み 

漁協は、ワカメ養殖漁業者８名と協力して自家種苗を生産すること

により、徳島県から購入していた種糸への依存を縮小する。自家種苗

生産により種苗費用が削減されるとともに、早期張り込みや収穫時期

の調整など養殖期間の自由度を増すことで、養殖規模の拡大や養殖作

業にかかる時間を有効に活用した船曳網や刺網等の既存漁業との兼業

が可能となる。 

  さらに、ワカメ養殖漁業者が中心となりアサリの垂下式の試験養殖

を継続実施し、当地区海域の条件に適合する養殖形態による規模拡大

についても検討する。生産されたアサリは、漁協直売所で販売し、引

き続き地域の消費者の評価やニーズを検証するなどして新規漁業とし

て定着を促進する。 

  このことにより、ワカメ養殖の規模拡大、漁船漁業の新規着業を促

進し、ワカメ生産量の増大と多角的魚家経営により経営の安定化を図

る。 

  ノリ養殖漁業者３名は、近年のノリ養殖海域の栄養塩低下により色

落ちが発生し、生産したノリの品質が低下することにより生産が減少

するなど不安定な状況にある中、兵庫県漁連加工部門と協力し、従来

の板ノリ加工に加えて、「バラ干しノリ」の製造や佃煮原料として原藻

出荷することでノリの利用の多様化を進めることで、板ノリ加工にか

かる光熱費削減により漁業収入を向上させる。 

・地元消費の拡大 

  漁船漁業者は、漁協と協力し、引き続き土曜日に直売所において、

アジ類、キス、シタビラメ、マダコなど刺網や定置漁業漁獲物を地元

の消費者へ販売し、新鮮な魚介類を味わっていただくことにより地産

地消を拡大する。 

また、全漁業者は、地域の小学生と保護者の親子を対象とした地引

網体験漁業及びその漁獲物を用いたバーベキューなどを開催すること

により、漁業への親しみと魚食普及を啓発する。 

・漁獲物の価格向上 

刺網、一本釣、たこつぼ漁業者３８名は、５月から６月の期間のみ

ヒラメの中間育成に使用している陸上水槽を中間育成時期以外に活用
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し、これまで少量の漁獲の場合、安価で取り引きされていたヒラメや

カレイ類、マダコなどを畜養し、ある程度の数量にまとめて販売する

ことで価格の向上に努める。 

・漁場環境の保全と資源量の増大 

  漁業者全員が、海底耕耘、海岸清掃等、漁場環境の保全にかかる活

動を推進する。 

  また、アオリイカ産卵礁の設置やマダコの産卵蛸壺の設置、栽培漁

業や資源管理等に積極的に取り組むことにより、資源の増大を図る。 

・漁業者の育成 

  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 

 

 

下記の取組により基準年から３％削減させる。 

・省エネ機器の継続活用 

  船曳網漁業者の１グループは平成 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。 

・省エネ運転の徹底 

漁業者全員が、漁場への行き帰りの定速運転、係留中のエンジン停

止、不要不急な積載物の削減による船体の軽量化、定期的な船底の清

掃による航行抵抗の低減など徹底した省エネ運転を励行することによ

り燃油の消費量を抑制し、漁労コストを削減する。 

・燃油急騰に対する備え 

漁協は、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推進する。 

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 

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 

漁業共済、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。 

・新規漁業種等への取り組み 

漁協は、ワカメ養殖漁業者８名と協力して自家種苗を生産すること

により、徳島県から購入していた種糸への依存を縮小する。自家種苗

生産により種苗費用が削減されるとともに、早期張り込みや収穫時期

の調整など養殖期間の自由度を増すことで、養殖規模の拡大や養殖作

業にかかる時間を有効に活用した船曳網や刺網等の既存漁業との兼業

が可能となる。 

  さらに、ワカメ養殖漁業者が中心となりアサリの垂下式の試験養殖

を継続実施し、当地区海域の条件に適合する養殖形態による規模拡大

を進める。生産されたアサリは、漁協直売所で販売し、引き続き地域

の消費者の評価やニーズを検証するほか仲買業者等市場の評価につい

ても検証を行なうなどして新規漁業として新規着業を促進する。 

  このことにより、ワカメ養殖の規模拡大、漁船漁業の新規着業を促

進し、ワカメ生産量の増大と多角的魚家経営により経営の安定化を図

る。 

  ノリ養殖漁業者３名は、近年のノリ養殖海域の栄養塩低下により色

落ちが発生し、生産したノリの品質が低下することにより生産が減少

するなど不安定な状況にある中、兵庫県漁連加工部門と協力し、従来
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の板ノリ加工に加えて、「バラ干しノリ」の製造や佃煮原料として原藻

出荷することでノリの利用の多様化を進めることで、板ノリ加工にか

かる光熱費削減により漁業収入を向上させる。 

・地元消費の拡大 

漁船漁業者は、漁協と協力し、引き続き土曜日に直売所において、

アジ類、キス、シタビラメ、マダコなど刺網や定置漁業漁獲物を地元

の消費者へ販売し、新鮮な魚介類を味わっていただくことにより地産

地消を拡大する。 

部会全漁業者は、地域の小学生と保護者の親子を対象とした地引網

体験漁業及びその漁獲物を用いたバーベキューなどを開催することに

より、漁業への親しみと魚食普及を啓発する。 

・漁獲物の価格向上 

刺網、一本釣、たこつぼ漁業者３８名は、５月から６月の期間のみ

ヒラメの中間育成に使用している陸上水槽を中間育成時期以外に活用

し、これまで少量の漁獲の場合、安価で取り引きされていたヒラメや

カレイ類、マダコなどを畜養し、ある程度の数量にまとめて販売する

ことで価格の向上に努める。 

・漁場環境の保全と資源量の増大 

  部会漁業者全員が、海底耕耘、海岸清掃等、漁場環境の保全にかか

る活動を推進する。 

  また、アオリイカ産卵礁の設置やマダコの産卵蛸壺の設置、ヒラメ

の中間育成やオニオコゼ、クルマエビの種苗放流等の栽培漁業や資源

管理等に積極的に取り組むことにより、資源の増大を図る。 

・漁業者の育成 

  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 

 

 

下記の取組により基準年から４％削減させる。 

・省エネ機器の継続活用 

  船曳網漁業者の１グループは平成 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。 

・省エネ運転の徹底 

部会漁業者全員が、漁場への行き帰りの定速運転、係留中のエンジ

ン停止、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

の清掃による航行抵抗の低減など徹底した省エネ運転を励行すること

により燃油の消費量を抑制し、漁労コストを削減する。 

・燃油急騰に対する備え 

  漁協は、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推進する。 

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 

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 

漁業共済、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。 

・新規漁業種等への取り組み 
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漁協は、ワカメ養殖漁業者８名と協力して自家種苗を生産すること

により、徳島県から購入していた種糸への依存を縮小する。自家種苗

生産により種苗費用が削減されるとともに、早期張り込みや収穫時期

の調整など養殖期間の自由度を増すことで、養殖規模の拡大や養殖作

業にかかる時間を有効に活用した船曳網や刺網等の既存漁業との兼業

が可能となる。 

  さらに、ワカメ養殖漁業者が中心となりアサリの垂下式の試験養殖

を継続実施し、当地区海域の条件に適合する垂下式養殖による規模拡

大を進める。生産されたアサリは、漁協直売所で販売し、引き続き地

域の消費者の評価やニーズを検証するほか仲買業者等市場の評価につ

いても検証を行なうなどして新規漁業として新規着業を促進する。 

  このことにより、ワカメ養殖の規模拡大、漁船漁業の新規着業を促

進し、ワカメ生産量の増大と多角的魚家経営により経営の安定化を図

る。 

  ノリ養殖漁業者３名は、近年のノリ養殖海域の栄養塩低下により色

落ちが発生し、生産したノリの品質が低下することにより生産が減少

するなど不安定な状況にある中、兵庫県漁連加工部門と協力し、従来

の板ノリ加工に加えて、「バラ干しノリ」の製造や佃煮原料として原藻

出荷することでノリの利用の多様化を進めることで、板ノリ加工にか

かる光熱費削減により漁業収入を向上させる。 

  アサリ垂下養殖については、ワカメ養殖漁業者のほか新規着業者も

含めて当地区海域の条件に適合する垂下式養殖による規模拡大を進め

る。生産されたアサリは、漁協直売所で販売し、引き続き地域の消費

者の評価やニーズを検証するほか仲買業者等市場の評価についても検

証を行なうなどして新規漁業として新規着業を促進し、漁業収入を向

上させる。 

ノリ養殖漁業者３名は、近年のノリ養殖海域の栄養塩低下により色

落ちが発生し、生産したノリの品質が低下することにより生産が減少

するなど不安定な状況にある中、兵庫県漁連加工部門と協力し、従来

の板ノリ加工に加えて、「バラ干しノリ」の製造や佃煮原料として原藻

出荷することでノリの利用の多様化を進めるとともに、板ノリ加工に

かかる光熱費削減により漁業収入を向上させる。 

・地元消費の拡大 

漁船漁業者は、漁協と協力し、引き続き土曜日に直売所において、

アジ類、キス、シタビラメ、マダコなど刺網や定置漁業漁獲物を地元

の消費者へ販売し、新鮮な魚介類を味わっていただくことにより地産

地消を拡大する。 

また、部会全漁業者は、地域の小学生と保護者の親子を対象とした

地引網体験漁業及びその漁獲物を用いたバーベキューなどを開催する

ことにより、漁業への親しみと魚食普及を啓発する。 

・漁獲物の価格向上 

刺網、一本釣、たこつぼ漁業者３８名は、５月から６月の期間のみ

ヒラメの中間育成に使用している陸上水槽を中間育成時期以外に活用

し、これまで少量の漁獲の場合、安価で取り引きされていたヒラメや

カレイ類、マダコなどを畜養し、ある程度の数量にまとめて販売する

ことで価格の向上に努める。 

・漁場環境の保全と資源量の増大 

  漁業者全員が、海底耕耘、海岸清掃等、漁場環境の保全にかかる活

動を推進する。 
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  また、アオリイカ産卵礁の設置やマダコの産卵蛸壺の設置、ヒラメ

の中間育成やオニオコゼ、クルマエビの種苗放流等の栽培漁業や資源

管理等に積極的に取り組むことにより、資源の増大を図る。 

・漁業者の育成 

  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 

 

 

下記の取組により基準年から５％削減させる。 

・省エネ機器の継続活用 

  船曳網漁業者の１グループは平成 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。 

・省エネ運転の徹底 

漁業者全員が、漁場への行き帰りの定速運転、係留中のエンジン停

止、不要不急な積載物の削減による船体の軽量化、定期的な船底の清

掃による航行抵抗の低減など徹底した省エネ運転を励行することによ

り燃油の消費量を抑制し、漁労コストを削減する。 

・燃油急騰に対する備え 

  漁協は、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推進する。 

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 

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 

 

（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、地元の洲本市、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 
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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。 

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。 

水産多面的機能発揮
対策事業 

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、漁業所得を確保する。 

新規漁業就業者総合
支援事業 

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
し、地域漁業の再生を図る。 
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