
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 磯崎地区地域水産業再生委員会 

代表者名 委員長 飛田 弘 

 

再生委員会の構成員 磯崎漁業協同組合、ひたちなか市 

オブザーバー 
茨城県漁政課、茨城県水産試験場、 

茨城沿海地区漁業協同組合連合会 

 

対象となる地域の範囲及

び漁業の種類 

ひたちなか市磯崎地区 

船びき網漁業(５)、固定式刺し網漁業(６)、採介藻漁業(９)、曳き釣り

漁業(９)、一本釣り漁業(６) 

 

2 地域の現状 

(1)関連する水産業を取り巻く現状等 

 ひたちなか市磯崎地区は、茨城県沿岸部のほぼ中央にあり、沖合に黒潮・親潮が交錯した豊かな

漁場を持ち、シラス、ヒラメ、アワビなど多様な水産物の水揚があります。 

 漁業勢力としては、５トン未満の沿岸小型船漁業が占めており、船びき網、さし網、釣り、採介

藻など、多様な漁業が営まれております。当地域の水産業の現状としては、地区の漁協によって、

稚魚の中間育成・放流・漁獲制限等の資源管理努力や、直接出荷・加工品の開発等の販売努力が行

われている一方で、漁獲量の減少、魚価の低迷は続き、漁家経営は大変厳しい状況となっておりま

す。また、漁業者の人数についても高齢化や後継者不足により、年々減少しております。 

 さらに、平成２３年３月に発生した東日本大震災の地震・津波において、漁船や共同利用施設の

被害や、その後の原発事故による魚への風評被害がおきました。現在は、復興交付金事業により、

新たに荷捌き施設を整備し、優良衛生品質管理市場を目指すなどの取り組みをしております。 

 

(2)その他の関連する現状等 

○観光業との連携 

 磯崎地区には、県内外から新鮮な魚介類を求めてくる利用客が多く、白亜紀層などの風光明媚な

土地柄であることから、水産業のほかバスツアーによる観光にも力を入れております。水産業を活

用した観光客の誘客は、地域の活性化に非常に有効であるため、観光業と密接に関係した水産業を

発展させることが、地域発展のための大きな役割となっております。 

○イベント等の開催 

 現在、市主催の産業祭等において、一口アワビの販売等、水産物のＰＲを行っており、市外・県

外からの観光客に対し磯崎産の水産物を販売することにより、水産物の生産地・観光地として認知

度向上やイメージアップを通じた地域の振興に貢献しております。 

○漁業体験 

 ①ヒラメの放流 

ヒラメの資源管理型漁業にあたり、効率的な稚魚放流のため、県栽培センターから提供された稚

魚について、漁業研究会員により中間育成を行っています。また、放流の際には地元小学校と共同

して、５年生を対象とした放流体験を行っています。 



②地びき網漁 

地域の要望に応じ地場産業である沿岸漁業に対する理解促進のため、漁業研究会員による地びき

網漁体験を行っております。 

 

3 活性化の取組方針 

(1)基本方針 

【収入向上の取組み】 

① 品質衛生管理施設の適切な運用による付加価値向上 

漁協では、水産物の全面的な共同出荷という販売方法により、築地市場を始めとする近都県の

卸売市場と取引をしておりますが、平成 28年 11月から供用される豊洲市場は、品質・衛生管理

を主体とする市場であり、産地における水産物の品質・衛生管理が、いっそう注目されることか

ら、平成 27 年度に新たに整備した荷捌き施設を、優良衛生品質管理市場として大日本水産会の

認定を目指すとともに、適切に管理運用することで、水産物の品質・鮮度向上を図ります。併せ

て品質・鮮度の向上した水産物を地産地消に向けてＰＲし新たな販路を開拓します。  

② ６次産業化の推進 

 漁協においては、現在、組合の経営安定と組合員の経費削減を図ることを目的として、組合自

営の増養殖施設を利用した、一口アワビの生産・販売を行っています。また、漁協婦人部を中心

に、未利用魚等の活用による付加価値向上を目的とした、シイラのつみれ、フノリ（乾燥・凍結）

の開発・販売も行ってきました。これらの活動を継続し、婦人部を中心とした、ワカメなどの磯

根資源や、サケなどの単価の安い資源を活用した新たな加工品の開発を行うとともに、地元宿泊

施設への売り込むことで、さらなる付加価値向上を図ります。 

さらに、一口アワビを含めた、これらの加工品については、バスツアーなどで訪れた観光客に

購入いただけるようにＰＲいたします。 

③ 地先資源の管理 

 資源管理の取組として、これまでに引き続き県栽培漁業センターにおいて生産したヒラメ・ア

ワビなどの種苗放流やヒラメ等の小型魚の漁獲制限を行います。また、漁業研究会員によるヒラ

メ稚魚の中間育成及び地元小学生を対象とした放流体験事業を引き続き行います。併せて、採介

藻漁業者は、アワビの年間漁獲上限（原則 2.5トン）を順守し、乱獲の抑制、資源保護に努めま

す。なお、漁獲量の上限については、資源状況や水産試験場の知見に基づき設定します。 

【コスト削減の取組み】 

④漁業コスト削減 

 燃油高騰対策として、漁業経営セーフティネットへの加入を継続します。また、燃油使用量の

削減に向けた船底清掃、減速航行も引き続き実施していきます。さらに、漁協が製氷機を新たに

整備し、漁業者は現在購入している漁業用凍氷を自家生産に切り替えることにで、氷のコストを

削減します。 

 

(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 

1.ヒラメの資源管理 

 (1)小型魚の保護のため、全長 30cm未満のヒラメの水揚げを規制している。 

2.アワビの資源管理 

 (1)資源保護のため、年間 2.5トンの漁獲制限を設けている。 

 

  



(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 27年度) 

漁業収入向上

のための取組 

 

① 漁協は新しく整備した閉鎖型市場について、大日本水産会による優良衛生品

質管理市場認定に向けた運用を図ります。 

また、漁協関係者による市場衛生品質管理協議会を設置し、施設の運用につ

いて共通認識を持つことにより、品質・衛生管理を徹底します。 

② 漁協は、一口アワビ、シイラのつみれ、フノリ(乾燥・冷凍)等のすでに製品

化された水産加工品について、バスツアーなどで訪れた観光客に販売するため

のＰＲ活動について検討するほか、市の催し等で、これらの加工品を提供し魚

食普及や漁業の PR活動を行います。 

 また、地産地消対策として、これらの水産加工品や地元で水揚げされた生シ

ラスについて、地元宿泊施設での消費にむけた交渉を開始します。 

さらに、漁協婦人部を中心に、ワカメやヒジキなどの磯根資源や、サケなど

の安価な魚を利用した加工品の開発について検討します。 

③ 漁業者全員が県栽培漁業センターにおいて生産したヒラメ・アワビなどの種

苗放流や小型魚･貝の保護を引き続き行います。ヒラメの放流については、漁業

研究会（31人）を中心に、稚魚約 5,000尾を、全長 15～20cmまで中間育成を行

います。なお、ヒラメ種苗の放流の際には、小学生・研究会が一緒に放流し、

資源管理の啓発普及を行います。 

 また、採介藻漁業者は、アワビの年間漁獲上限（原則 2.5 トン）を順守し、

乱獲の抑制、資源保護に努めます。 

 

 これらの取組により、基準年より 0.2％の収入向上を見込みます。 

 

漁業コスト削

減のための取

組 

④ 燃油高騰対策として、漁業者８人が漁業経営セーフティネットへの加入を継

続するとともに、全漁業者が燃油使用量の削減に向けた船底清掃、減速航行も

引き続き実施します。 

 また、漁協は、製氷機を整備し、購入形式から自家生産形式に切り替えるこ

とにより漁業に使用する氷のコストを削減します。 

 

 これらの取組により、基準年より燃油コスト 5％及び氷コスト 40%の削減を見込

みます。 

 

活用する支援

措置等 

水産多面的機能発揮対策事業、漁業経営セーフティネット構築事業、省燃油活動

推進事業 

 

  



2年目(平成 28年度) 

漁業収入向上

のための取組 

① 漁協は、大日本水産会による優良衛生品質管理市場認定に向け、閉鎖型市場

の適切な管理・運用及び徹底した漁獲物の品質・衛生管理を継続します。 

 また、優良衛生品質管理市場認定を受け次第、認定ロゴマーク等による水揚

物の PR活動を現取引先に対して行うとともに、地産地消を目指し地元販売店へ

の新規販路開拓を行います。 

② 漁協は、一口アワビ、シイラのつみれ、フノリ(乾燥・冷凍)等のすでに製品

化された水産加工品について、バスツアーなどで訪れた観光客に販売するため

のＰＲ活動を行うほか、市の催し等で、これらの加工品を提供し魚食普及や漁

業のＰＲ活動を行います。 

 また、地産地消対策として、これらの水産加工品や地元で水揚げされた生シ

ラスについての、地元宿泊施設での消費にむけた交渉を継続します。 

さらに、漁協婦人部を中心に、ワカメやヒジキなどの磯根資源や、サケなど

の安価な魚を利用した加工品の試作に着手します。 

③ 漁業者全員が県栽培漁業センターにおいて生産したヒラメ・アワビなどの種

苗放流や小型魚･貝の保護を引き続き行います。ヒラメの放流については、漁業

研究会（31人）を中心に、稚魚約 5,000尾を、全長 15～20cmまで中間育成を行

います。なお、ヒラメ種苗の放流の際には、小学生・研究会が一緒に放流し、

資源管理の啓発普及を行います。 

 また、採介藻漁業者は、アワビの年間漁獲上限（原則 2.5 トン）を順守し、

乱獲の抑制、資源保護に努めます。 

 

 これらの取組により、基準年より 0.4％の収入向上を見込みます。 

 

漁業コスト削

減のための取

組 

④ 前年に引続き、燃油高騰対策として、漁業者８人が漁業経営セーフティネッ

トへの加入を継続するとともに、全漁業者が燃油使用量の削減に向けた船底清

掃、減速航行も引き続き実施します。 

また、漁協は、整備した製氷機について、適切な管理・運用を行います。 

 

 これらの取組により、基準年より燃油コスト 5％及び氷コスト 40%の削減を見込

みます。 

 

活用する支援

措置等 

水産多面的機能発揮対策事業、漁業経営セーフティネット構築事業、 

漁村女性地域実践活動促進事業 

 



3年目(平成 29年度) 

漁業収入向上

のための取組 

① 漁協は、閉鎖型市場の適切な管理・運用及び徹底した漁獲物の品質・衛生管

理を継続します。 

 また、認定ロゴマーク等による水揚物の現取引先に対する PR活動及び地産地

消を目指しての地元販売店への新規販路との取引を開始します。 

② 漁協は、一口アワビ、シイラのつみれ、フノリ(乾燥・冷凍)等のすでに製品

化された水産加工品について、バスツアーなどで訪れた観光客に対する販売を

開始するとともに、市の催し等で、これらの加工品を提供し魚食普及や漁業の

ＰＲ活動を行います。 

 また、地産地消対策として、これらの水産加工品や地元で水揚げされた生シ

ラスについて、地元宿泊施設への提供を開始します。 

さらに、漁協婦人部を中心に、ワカメやヒジキなどの磯根資源や、サケなど

の安価な魚を利用した加工品について、地域イベントでの試食・販売に供しま

す。 

③ 漁業者全員が県栽培漁業センターにおいて生産したヒラメ・アワビなどの種

苗放流や小型魚･貝の保護を引き続き行います。ヒラメの放流については、漁業

研究会（31人）を中心に、稚魚約 5,000尾を、全長 15～20cmまで中間育成を行

います。なお、ヒラメ種苗の放流の際には、小学生・研究会が一緒に放流し、

資源管理の啓発普及を行います。 

 また、採介藻漁業者は、アワビの年間漁獲上限（原則 2.5 トン）を順守し、

乱獲の抑制、資源保護に努めます。 

 

 これらの取組により、基準年より 0.6％の収入向上を見込みます。 

 

漁業コスト削

減のための取

組 

④ 前年に引続き、燃油高騰対策として、漁業者８人が漁業経営セーフティネッ

トへの加入を継続するとともに、全漁業者が燃油使用量の削減に向けた船底清

掃、減速航行も引き続き実施します。 

また、漁協は、整備した製氷機について、適切な管理・運用を行います。 

 

 これらの取組により、基準年より燃油コスト 5％及び氷コスト 40%の削減を見込

みます。 

 

活用する支援

措置等 

水産多面的機能発揮対策事業、漁業経営セーフティネット構築事業、 

漁村女性地域実践活動促進事業 

 



4年目(平成 30年度) 

漁業収入向上

のための取組 

① 漁協は、閉鎖型市場の適切な管理・運用及び徹底した漁獲物の品質・衛生管

理を継続します。 

 また、認定ロゴマーク等による水揚物の現取引先に対する PR活動及び地産地

消を目指しての地元販売店への新規販路開拓との取引を継続します。 

② 漁協は、一口アワビ、シイラのつみれ、フノリ(乾燥・冷凍)等のすでに製品

化された水産加工品について、バスツアーなどで訪れた観光客に対する販売を

継続するとともに、市の催し等で、これらの加工品を提供し魚食普及や漁業の

ＰＲ活動を行います。 

 また、地産地消対策として、これらの水産加工品や地元で水揚げされた生シ

ラスについて、地元宿泊施設への提供を引き続き行います。 

さらに、漁協婦人部を中心に、ワカメやヒジキなどの磯根資源や、サケなど

の安価な魚を利用した加工品について、地域イベントでの販売に供します。 

③ 漁業者全員が県栽培漁業センターにおいて生産したヒラメ・アワビなどの種

苗放流や小型魚･貝の保護を引き続き行います。ヒラメの放流については、漁業

研究会（31人）を中心に、稚魚約 5,000尾を、全長 15～20cmまで中間育成を行

います。 

 なお、ヒラメ種苗の放流の際には、小学生・研究会が一緒に放流し、資源管

理の啓発普及を行います。 

 また、採介藻漁業者は、アワビの年間漁獲上限（原則 2.5 トン）を順守し、

乱獲の抑制、資源保護に努めます。 

 

 これらの取組により、基準年より 0.8％の収入向上を見込みます。 

 

漁業コスト削

減のための取

組 

④ 前年に引続き、燃油高騰対策として、漁業者８人が漁業経営セーフティネッ

トへの加入を継続するとともに、全漁業者が燃油使用量の削減に向けた船底清

掃、減速航行も引き続き実施します。 

また、漁協は、整備した製氷機について、適切な管理・運用を行います。 

 

 これらの取組により、基準年より燃油コスト 5％及び氷コスト 40%の削減を見込

みます。 

 

活用する支援

措置等 

水産多面的機能発揮対策事業、漁業経営セーフティネット構築事業、 

漁村女性地域実践活動促進事業 

 



5年目(平成 31年度) 

漁業収入向上

のための取組 

① 漁協は、閉鎖型市場の適切な管理・運用及び徹底した漁獲物の品質・衛生管

理を継続します。 

 また、認定ロゴマーク等による水揚物の現取引先に対する PR活動及び地産地

消を目指しての地元販売店への新規販路との取引を継続します。 

② 漁協は、一口アワビ、シイラのつみれ、フノリ(乾燥・冷凍)等のすでに製品

化された水産加工品について、バスツアーなどで訪れた観光客に対する販売を

継続するとともに、市の催し等で、これらの加工品を提供し魚食普及や漁業の

ＰＲ活動を行います。 

 また、地産地消対策として、これらの水産加工品や地元で水揚げされた生シ

ラスについて、地元宿泊施設への提供を引き続き行います。 

さらに、漁協婦人部を中心に、ワカメやヒジキなどの磯根資源や、サケなど

の安価な魚を利用した加工品について、地域イベントでの販売に供します。 

③ 漁業者全員が県栽培漁業センターにおいて生産したヒラメ・アワビなどの種

苗放流や小型魚･貝の保護を引き続き行います。ヒラメの放流については、漁業

研究会（31人）を中心に、稚魚約 5,000尾を、全長 15～20cmまで中間育成を行

います。 

 なお、ヒラメ種苗の放流の際には、小学生・研究会が一緒に放流し、資源管

理の啓発普及を行います。 

  また、採介藻漁業者は、アワビの年間漁獲上限（原則 2.5 トン）を順守し、

乱獲の抑制、資源保護に努めます。 

 

 これらの取組により、基準年より 1.0％の収入向上を見込みます。 

 

漁業コスト削

減のための取

組 

④ 前年に引続き、燃油高騰対策として、漁業者８人が漁業経営セーフティネッ

トへの加入を継続するとともに、全漁業者が燃油使用量の削減に向けた船底清

掃、減速航行も引き続き実施します。 

また、漁協は、整備した製氷機について、適切な管理・運用を行います。 

 

 これらの取組により、基準年より燃油コスト 5％及び氷コスト 40%の削減を見込

みます。 

 

活用する支援

措置等 

水産多面的機能発揮対策事業、漁業経営セーフティネット構築事業、 

漁村女性地域実践活動促進事業 

 

(4)関係機関との連携 

 行政（茨城県、県水産試験場）、関係機関（茨城沿海地区漁業協同組合連合会など）と連携し、

プランの実現に向けて推進する。 

 



4 目標 

(1)数値目標 

漁業所得の向上   ％ 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 

漁村女性地域実践活動促進事業 漁協婦人部が新たな加工品の開発や販売促進に取り組む

ことで、所得向上を図る 

水産多面的機能発揮対策事業 魚食普及や漁村文化の継承を図る 

（魚食普及活動：～H26，藻場の保全：H27～） 

 

省燃油活動推進事業 船底清掃等省燃油活動に取組むことによりコスト削減を

図る 

漁業経営セーフティネット構築事業 燃油高騰によるコスト増に備え経費の抑制をはかる 

 

 


