
浜の活力再生プラン 
 
１ 地域水産業再生委員会 

組織名 北茨城市平潟地域水産業再生委員会 
代表者名 武 子  寛 

 
再生委員会の 

構成員 
平潟漁業協同組合，北茨城市（環境産業部），平潟底曳網船主会， 
平潟小型船組合，平潟海産商組合，茨城県沖底協会 

オブザーバー 茨城県（漁政課，水産試験場），茨城沿海地区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 

北茨城市平潟地域 
沖合底びき網（はえ縄兼業含む）３名，小型機船底びき網機３名， 
沿岸小型船漁業（遊漁船兼業含む）52 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 
平潟漁業協同組合は茨城県最北部に所在し，平潟漁港（第３種漁協）を根拠とし，沖合

底びき，小型船底びき網などの底びき網漁業（以下，底びき網），船びき網・一本釣り・は

え縄・潜水漁業を組み合わせて操業する沿岸小型船漁業のほか，漁業と遊漁船の兼業など，

様々な漁業形態が営まれている。 
底びき網では，水揚げ金額順にイカ類，ヒラメ・カレイ類，タコ類，貝類，エソ類（メ

ヒカリ）など，多種多様な魚を水揚げしており，組合取扱額の８割を占めている（H25 年）。 
4.9 トン未満の小型船で操業する沿岸漁業においては，船びき網ではシラス，コウナゴ，

オキアミ，サヨリ，一本釣りではメジ（クロマグロ幼魚），ヒラメ，はえ縄ではマダラ，潜

水漁業では，名産品のウニ貝焼きの原料であるキタムラサキウニやアワビ，岩ガキを主に

漁獲している。 
当地域は底びき網で漁獲される地魚料理と，平潟温泉とを名物とする宿泊施設を中心と

した観光業が盛んな地域であり，その中でも底びき網が漁獲するアンコウ（キアンコウ）

を使ったアンコウ鍋（どぶ汁）が当地域の代表な郷土料理にあげられる。 
一方，漁獲量の減少，魚価の低迷，資材や燃料価格高騰による漁業所得の減少は，漁家

経営の不安定化，新規就職者の不足による高齢化，漁船，設備の老朽化に影響を及ぼして

おり，地域漁業または地域経済の低迷につながっている。そこで，漁業収入以外の収入確

保策として漁業と兼業する遊漁船業に取組み，経営の改善を図る者も現れている。 
 

 
（２）その他の関連する現状等 

各漁業種類においては，平成 23 年 3 月に起きた福島第一原発事故で発生した放射性物質

の拡散による風評被害がみられるほか，国による出荷制限が掛かった魚種等が 10 種あるた

め（H27 年 3 月末現在），制限のある魚種を漁獲する漁船（特に底びき船）は，制限のない

海域での操業を行っている。そのため福島県に最も近い平潟近辺で行う平時の操業に比べ

茨城県南部沖へと足を延ばすことから，操業時間の減少や燃油消費量の増加に苦しんでい

る。 
 



 
３ 活性化の取組方針 
（１）基本方針 
１．収入向上策   
① 底びき網漁業者と沿岸小型船漁業者が魚種・漁獲状況に応じて日帰り操業を行うとと

もに，漁協が滅菌海水導入等による市場の衛生環境整備を行い，ヤリイカ，ヒラメ等の

鮮度・生産管理を通じた魚価向上による収入向上を図る。あわせて漁協は，荷捌所天井

に網を張る等の鳥類の進入防止策や，現在はディーゼルエンジンのフォークリフトを電

動化し排ガスを減少させるなど，衛生管理体制を向上させる。 
 
② 沿岸小型船漁業者と漁協が，ウニやアワビなどの磯根資源や遊漁船業の活性化を含む

地域 PR を行うことで，地域のイメージアップ，観光客増加を図るとともに，地域水産物

の知名度向上，消費拡大を通じた収入向上を図る。 
 
２．漁業コスト削減策 
③ 全漁業者が減速航行，船底清掃の強化等の省燃油活動を行うとともに，経営状態や船

齢等に応じ，省エネ型の代船建造や，エンジン等を導入することで，稼働率を上げ修理

休漁などを減少させるとともに，漁業コストを削減する。 
 
④ 現在，繰越欠損金を有する平潟漁協は，事業管理費の削減や販売手数料や指導賦課金

の増額を行い経営改善を実施している。当プランの実施期間内に繰越欠損が解消するこ

とが見込まれるため，現在漁業者（組合員）に負担を強いている販売手数料や指導賦課

金の見直しを行い，漁業者の経費削減を支援する。 
 
 
（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 
・ヒラメの資源管理：全長 30ｃｍ未満の採捕制限  （茨城海区漁業調整委員会指示） 
・イカナゴの資源管理：操業期間と操業時間と漁獲量の制限 
 （茨城県小型船漁業協議会申合わせ） 
・ヤナギムシカレイ，アンコウの資源管理：保護区の設置 
 （太平洋北部沖合性カレイ類資源回復計画） 
・シライトマキバイの資源管理：殻長７cm 未満の小型貝の再放流 
 （茨城県シライトマキバイ資源回復計画） 
※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） 基準年比＋8.2% 

漁業収入向上の

ための取組 

①  底びき網漁業者（6 名）と沿岸小型船漁業者（52 名）は魚種・漁

獲状況に応じて日帰り操業を行い，ヒラメ，ヤリイカ等の魚価向上

を図る。 
底びき船は、現在も日帰り操業を一部行っているが、1 泊 2 日操

業を行うことも多い。2 日操業で水揚げした漁獲物は、鮮度低下や

変色など（特にヤリイカ等）で魚価が下がるため、可能な限り漁場

や漁模様に合わせ日帰り操業を行い，ヤリイカ等漁獲物の鮮度向上

を図る。 



沿岸小型船は，操業時間の短縮化等を行い、釣りや刺し網で漁獲

されたヒラメ等の鮮度の向上を図るとともに、ヒラメ、タコ等の一

部魚種について、現在も行っている活魚出荷の取扱量を増やすため、

漁協は海産商組合の意見を聴いて、需要が見込まれる時期を踏まえ

年間の活魚出荷計画の検討を開始する。 
 

②  潜水漁業等の沿岸小型船漁業者（12 名）はウニやアワビ等の磯根

資源の保全活動を行うとともに，遊漁船業を兼業する者（8 名）は

ホームページなどを通じて遊漁拠点としての地区 PR に努め，地域

の特色づくりを推進する。 
また，漁協は北茨城市が設置した非破壊放射能検査施設等を活用

して漁獲物の安全安心を確認，公表し，地域水産物のイメージアッ

プ，消費拡大を図る。 
 

漁業コスト削減

のための取組 

③  全漁業者（58 名）は減速航行，船底清掃による航行時の抵抗削減，

エンジン整備などを通じて燃油消費量の抑制を図る。併せて，経営

状態や船齢等に応じ，省エネ型の代船建造，エンジン等の導入，底

びき網漁業者はエンジン（補機）の削減することで，漁業コストを

削減する。 
 

活用する支援措

置等 
水産多面的機能発揮対策事業， 
省燃油活動推進事業，省エネ機器等導入推進事業 

 
２年目（平成 27 年度）基準年比＋8.9% 

漁業収入向上の

ための取組 

①  底びき網漁業者（6 名）と沿岸小型船漁業者（52 名）は前年度の

成果を踏まえつつ，魚種・漁獲状況に応じて日帰り操業を行うとと

もに，ヒラメ，タコ，アナゴ等の活魚出荷量を増やしていくことで

魚価向上を図る。  
底びき船は漁場や漁模様に合わせ日帰り操業を行い，ヤリイカ等

漁獲物の鮮度の向上を図るとともに，アナゴ等の活魚出荷量増加に

向け，船上で揚網から容器移送までの時間短縮や収容量の適正化を

図る。 
沿岸小型船は，操業時間の短縮化等を行い，釣りや刺し網で漁獲

されたヒラメ等の鮮度の向上を図るとともに，ヒラメ，タコ等の活

魚出荷量増加に向け，船上で揚網から容器移送までの時間短縮や収

容量の適正化を図る。 
②  潜水漁業等の沿岸小型船漁業者（12 名）は前年度の活動を踏まえ，

磯根資源のより効果的な保全活動を行うとともに，ウニの貝焼き等，

加工品も含めて地域の磯根資源 PR に努める。 
また，遊漁船業を兼業する者（8 名）は引き続き地区 PR に努め，

地域の特色づくりを推進する。 
漁協は北茨城市が設置した非破壊放射能検査施設等を活用して

漁獲物の安全安心の確認検査および公表を継続するとともに，地域

水産物のイメージアップ，消費拡大を図る。 
 



漁業コスト削減

のための取組 
③  全漁業者（58 名）は前年度の取組を踏まえて，減速航行，船底清

掃による航行時の抵抗削減，エンジン整備などを通じて燃油消費量

の抑制を図る。併せて，経営状態や船齢等に応じ，省エネ機器導入

の検討・導入，代船建造の検討・実施を行い，漁業コストの削減に

努める。 
 

活用する支援措

置等 
水産多面的機能発揮対策事業， 
省燃油活動推進事業，省エネ機器等導入推進事業 

 
３年目（平成 28 年度）基準年比＋9.7% 

漁業収入向上の

ための取組 

①  底びき網漁業者（6 名）と沿岸小型船漁業者（52 名）は，漁協が

整備する除菌海水を活用したシャーベット氷を使った漁獲物の新た

な氷冷方法の検討・実証を行うとともに，魚種・漁獲状況に応じて

日帰り操業を行い，市場水揚げ後も除菌海水を活用して鮮度保持に

努め，鮮度向上と活魚出荷を通じた魚価向上を図る。 
底びき船は，氷漬けの改善と，漁場や漁模様に合わせ日帰り操業

を行い，ヤリイカ等漁獲物の鮮度向上を図るとともに，活魚出荷に

より魚価向上を図る。 
沿岸小型船は，操業時間の短縮化や氷漬けの改善等を行い，釣り

や刺し網で漁獲されたヒラメ等の鮮度向上を図るとともに，活魚出

荷により魚価向上を図る。 
 
②  潜水漁業等の沿岸小型船漁業者（12 名）は，前年度までの成果を

踏まえつつ，磯根資源の保全活動と活用を行うとともに地域 PR に

努め，磯根資源，遊漁を活かした観光客の増加と地域の特色づくり

を推進する。 
また，この時点で遊漁船業を兼業していない漁業者と兼業してい

る漁業者（8 名）の意見・情報交換を行い，課題を整理したうえで

遊漁船業新規加入を推進する。 
漁協は漁獲物の安全安心の確認実績をさらに積み重ねるととも

に，茨城が産地として有名であり，市の魚でもあるアンコウや，近

年底びき網漁業の主要魚種となっているヤリイカ等のPR 等を強化

し，地域水産物のイメージアップ，消費拡大を図る。 
 

漁業コスト削減

のための取組 

③  全漁業者（58 名）は前年度までの取組を踏まえるとともに，各船

の取組成果を共有することで，減速航行，船底清掃による航行時の

抵抗削減，エンジン整備などを通じてより効果的な燃油消費量の抑

制を図る。併せて，経営状態や船齢等に応じ，省エネ機器導入の検

討・導入，代船建造の検討・実施を行い，漁業コストの削減に努め

る。 
 

活用する支援措

置等 
省燃油活動推進事業，省エネ機器等導入推進事業 

 
 



４年目（平成 29 年度）基準年比＋10.4% 
漁業収入向上の

ための取組 
①  底びき網漁業者（6 名）と沿岸小型船漁業者（52 名）は，前年度

に導入された除菌海水の使用成果を踏まえ，更なる活用を図りつつ

魚種・漁獲状況に応じて日帰り操業を行い，徹底した鮮度保持に努

めることで魚価向上を図る。 
底びき船は，氷漬けの改善と，漁場や漁模様に合わせ日帰り操業

を行い，ヤリイカ等漁獲物の鮮度向上を図るとともに，活魚出荷に

より魚価向上を図る。 
沿岸小型船は，操業時間の短縮化や氷漬けの改善等を行い，釣り

や刺し網で漁獲されたヒラメ等の鮮度向上を図るとともに，活魚出

荷により魚価向上を図る。 
漁協は，荷捌所天井に網を張る等の鳥類の進入防止策や，現在は

ディーゼルエンジンのフォークリフトを電動化し排ガスを減少さ

せるなど，衛生管理体制を向上させる。 
 
②  沿岸小型船漁業者（12 名）は引き続き磯根資源の保全活動と活用

を行うとともに，民宿組合等と連携してさらなる PR に努め，磯根

資源，遊漁を活かした観光客の増加と地域の特色づくりを推進する。 
また，前年度の検討結果も踏まえつつ遊漁船業新規加入を推進す

る。 
漁協は漁獲物の安全安心の確認実績をさらに積み重ねるととも

に，アンコウやヤリイカ等について民宿組合等と連携してさらなる

PR に努め，地域水産物のイメージアップ，消費拡大を図る。 
 

漁業コスト削減

のための取組 
③  全漁業者（58 名）は前年度までの取組を踏まえ，減速航行，船底

清掃による航行時の抵抗削減，エンジン整備などを通じてより効果

的な燃油消費量の抑制を図るとともに，他の浜での参考となる取組

の情報収集に努める。併せて，必要に応じて省エネ機器導入の検討・

導入，代船建造の検討・実施を行い，漁業コストの削減に努める。 
 

活用する支援措

置等 
省燃油活動推進事業，省エネ機器等導入推進事業 

 
５年目（平成 30 年度）基準年比＋11.4% 

漁業収入向上の

ための取組 

①  底びき網漁業者（6 名）と沿岸小型船漁業者（52 名）は，前年度

までの取組に対する総括を行い，市場関係者等の意見も踏まえつつ，

鮮度向上に必要なことを再度整理・検討する。そのうえで除菌海水

の活用を図りつつ，魚種・漁獲状況に応じて日帰り操業を行い，徹

底した鮮度保持に努めることで魚価向上を図る。 
底びき船は，氷漬けの改善と，漁場や漁模様に合わせ日帰り操業

を行い，ヤリイカ等漁獲物の鮮度向上を図るとともに，活魚出荷に

より魚価向上を図る。 
沿岸小型船は，操業時間の短縮化や氷漬けの改善等を行い，釣り

や刺し網で漁獲されたヒラメ等の鮮度向上を図るとともに，活魚出

荷により魚価向上を図る。 



②  沿岸小型船漁業者（12 名）は前年度までの取組の総括を行い，今

後の地域のあり方を検討するとともに，磯根資源の保全活動と活用，

遊漁を活かした PR を行うことで観光客の増加を図る。 
また，引き続き遊漁船業新規加入を推進するとともに，地域で初

めてとなる釣り大会を開催し，観光客の更なる増加を図る。 
漁協は漁獲物の安全安心の確認実績をさらに積み重ねるととも

に，これまでの各種 PR の取組を総括したうえで，地域水産物全般

について民宿組合等と連携して総合的な PR に努め，地域水産物の

イメージアップ，消費拡大を図る。 
 

漁業コスト削減

のための取組 

③  全漁業者（58 名）は，前年度までに得られた成果・情報を元に取

組の総括を行ったうえで，減速航行，船底清掃による航行時の抵抗

削減，エンジン整備などを通じて更なる燃油消費量の抑制を図る。

併せて，必要に応じて省エネ機器導入の検討・導入，代船建造の検

討・実施を行い，漁業コストの削減に努める。 
 

④  漁協は，組合歩金，指導賦課金の見直しを行い，漁業者（組合員）

が負担する漁業経費の削減を支援する。 
 

活用する支援措

置等 
省燃油活動推進事業，省エネ機器等導入推進事業 

※「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（茨城県），系統団体（茨城沿海地区漁業組合

連合会），地域団体（水産加工組合等）と十分な連携を図る。 
 
 
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 
水産多面的機能発揮対策事業 藻場等の保全活動による沿岸魚介類の資源量増大と，それ

に伴う漁業収入の向上 

省燃油活動推進事業 省燃油活動による燃料費の削減 

省エネ機器等導入推進事業 省エネ型機関の導入による燃料費の削減 

※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。 


