
浜の活力再生プラン 
 
１ 地域水産業再生委員会 
組織名 北茨城市大津地域水産業再生委員会 

代表者名 会長  鈴 木 將 之 
 
再生委員会の 

構成員 
大津漁業協同組合，北茨城市（環境産業部），大津旋網船主会，大津小型船

組合，茨城県信用漁業協同組合連合会 
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 

北茨城市大津地域 ２９経営体 
沖合底びき網１，小型機船底びき網１，沿岸小型船漁業 27 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、茨城県北部にあり、第３種漁港に指定されている大津漁港を拠点として、大

中型まき網漁業、沖合底曳網漁業・小型機船底曳網漁業（以下「底曳網漁業」という。）、

船曳網漁業・アワビ漁・一本釣り等（以下「沿岸小型船漁業」という。）が営まれている。

当地域の沖合では親潮と黒潮が交錯しており、イワシ類、サバ類、シラス、コウナゴ、ツ

ノナシオキアミ等の好漁場が形成され、沿岸にはアワビ等の漁場となる磯場やヒラメ、カ

レイ類等の漁場となる天然礁がある。 
 当地域には，大中型まき網の船団が６ヶ統あり、常磐～道東海域で周年操業し、サバ類、

イワシ類を漁獲している。また，底曳網漁業は２隻あり、イカ類、ヒラメ、カレイ類、タ

コ類、メヒカリ等、多種多様の魚を水揚げしている。沿岸小型船漁業においては船曳網漁

業を主として、一本釣り、アワビ漁などを行い、主力の船曳網ではシラス、コウナゴ、サ

ヨリ等を水揚げしている。 
 近年は、衛生管理型市場への対応の遅れ、魚価の低迷、消費者の魚離れ、燃油高騰によ

る漁業経費の増大、若年層の漁業就業者数の減少、漁業就業者の高齢化等、様々な漁業情

勢や課題を抱えており、漁業経営は厳しい状況にある。 
 
 
（２）その他の関連する現状等 
 平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災により、漁業拠点である大津漁協の荷捌

施設、製氷施設、係留施設等の共同利用施設が被災した。また、漁業者も漁船の沈没、漁

具の流失、自宅が全半壊する等、甚大な被害を被った。 
 漁港機能の復旧作業は現在も進行中であり、漁業者自身の生活も落ち着きを取り戻しつ

つある。しかし、大震災からの完全復旧までには、まだ長い時間を必要とする。 
 大震災に伴い発生した福島第一原子力発電所事故で海中に放出された放射性物質の影響

により、一時は漁業の全面操業自粛に追い込まれた。現在はほとんどの漁業が操業を再開

してはいるものの、未だ一部の魚種において出荷規制があるほか、操業自粛区域の設定等

の制約は依然大きい。 



 当地域では安心安全な魚を提供するため、茨城沿海地区漁業協同組合連合会と協議し、

操業地域や出荷魚種の自主規制等を行っている。また、風評被害を払拭するため、北茨城

市が放射性物質を非破壊で検査できる機器を設置し、検査公表することで水産物の安心安

全を目に見える形でＰＲしている。 
 
３ 活性化の取組方針 
（１）基本方針 
 今後、意欲的な活動により当地域の活性化を図ることが必要不可欠であり、再生委員会

の指導のもと、漁業者と漁協が中心となって以下の活動を行う。 
１．収入向上策 
① 鮮度向上策 
 底曳網漁業者と沿岸小型船漁業者は魚種・漁獲状況に応じて日帰り操業を行うとともに，

漁協が活魚施設や製氷施設の整備を行い，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。 
 
② 凍結生シラスの生産 
 沿岸小型船漁業者は凍結生シラス生産基準に基づきシラスを漁獲し，漁協女性部等によ

り凍結生シラスに加工，漁協による製品販売・活用を通じて，シラスの魚価・付加価値向

上による収入向上を図る。 
 
③ アワビ漁業による収入向上 
 沿岸小型船漁業者は茨城県栽培漁業センターが生産した種苗放流や小型貝保護などアワ

ビの資源管理、生息環境の保全活動を行うことで，アワビの資源増加を図るとともに，平

成 27 年に利用開始される活魚施設を利用し，短期畜養を行うことで魚価向上を図る。 
 
④ 魚食普及活動 
 全漁業者と漁協はこれまでも取り組んできた漁協直営食堂での水産物の積極的な提供・

販売などに引き続き取り組み，漁獲物の安全安心 PR も兼ねた魚食普及活動を行うことで，

地域水産物のイメージアップ，消費拡大を図り，収入向上を図る。 
 
２．漁業コスト削減策 
⑤ 燃油コストの削減 
 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ことで，燃油コストの削減

を図る。また、省エネ効果の高いエンジン導入を検討する。 
 
 
（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 

漁獲努力量の削減等については、資源管理計画を確実に履行しており、今後さらに資源

保護・回復に努める。 
・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） 
※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＋7.5% 

漁業収入向上の

ための取組 

①  底曳網漁業者と沿岸小型船漁業者は魚種・漁獲状況に応じて日帰

り操業に取り組み、高鮮度化による魚価向上を目指し，収入向上を

図る。 
・ 底曳網漁業者は，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。（現在も漁業者は日帰り操業を

行っているが、2 日後に帰港することも多いため、ヤリイカ等漁獲

物の鮮度低下、変色により、魚価低下の一因となっている。漁業者

が 2 日操業を行っている理由は、漁場までの移動に要する時間の短

縮・コストの削減のためである。） 
・ 沿岸小型船漁業者は，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。また、27 年度より新

たに取り組むヒラメ等の活魚出荷に向けた検討・調整を行い、漁協

が整備する活魚施設（復興交付金）の整備を実施する。 
 
②  震災で中断している凍結生シラスの生産再開に向け，沿岸小型船

漁業者と漁協は日立市，大洗町など県内他産地の凍結生シラスにつ

いての情報収集を行う。（凍結生シラスは、茨城県水産試験場が開発

した鮮度保持・製造技術を活用した生食用冷凍シラスで、「海の輝き」

として商標登録されている。当地区では、震災により生産施設が被

災・消失したため生産が中断しているが、近年、他地区でも凍結生

シラスの導入が普及し、シラスの単価向上に寄与していることから、

当地区でも生産再開にむけた情報収集を行う。） 
 
③  沿岸小型船漁業者はアワビについて，茨城県栽培漁業センターで

生産した種苗の放流等による資源の保全活動を行うとともに，生息

環境である藻場の実態把握，保全活動を行うことで，アワビの資源

増大を通じた収入向上を図る。 
 
④  全漁業者と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行い，「市民夏祭

り」や「雨情の里祭り」といった地元イベント等で地魚 PR も兼ね

た魚食普及活動を行うことで，地域水産物のイメージアップ，消費

拡大を図る。また、漁協直営の「市場食堂」（平成 19 年開設）の集

客力アップを図るため、あんこうどぶ汁、活 あわびの海鮮丼、生し

らす丼など、地元でしか食べられない地元水産物の提供、販売に積

極的に取り組む。 

漁業コスト削減

のための取組 

⑤  全漁業者（２９経営体）は前年度の活動成果を踏まえ，減速航行

の徹底、係留中の機関の停止、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の抑制を図る。

また，燃油消費量の少ない省エネ型エンジンの導入を検討する。 
 

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＋8.3% 

漁業収入向上の

ための取組 

①  底曳網漁業者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。沿岸小型船は，操業時間の短縮化

等を行い，釣りやさ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，漁協が整備する活魚施設を活用し、活魚出荷を開始する。 
 
②  震災で中断している凍結生シラスの生産再開に向け，急速凍結機

など、必要な生産施設の整備を漁協が行う。また、沿岸小型船漁業

者と漁協は施設完成後の生産方針の協議を実施するとともに，試験

生産を開始する。 
 
③  沿岸小型船漁業者は前年度の活動を踏まえ，アワビについて，茨

城県栽培漁業センターで生産した種苗の放流等による資源の保全活

動を行うとともに，生息環境である藻場の実態把握，保全活動を行

うことで，アワビの資源増大を通じた収入向上を図る。また，活魚

施設を活用した生産・出荷調整を行うことで，アワビ漁の収入向上

を図る。 
 
④  全漁業者と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，「市民夏祭り」や「雨情の里祭り」といった地元イベントで地魚

PR も兼ねた魚食普及活動を行うことで，地域水産物のイメージア

ップ，消費拡大を図る。また、漁協直営の市場食堂の集客アップを

目指し、試験生産を開始した凍結生シラスのメニュー導入に向けた

検討を開始する。 
 

漁業コスト削減

のための取組 
⑤ 漁業者（２９経営体）は前年度の活動成果を踏まえ，減速航行の徹

底、係留中の機関の停止、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の抑制を図る。ま

た，燃油消費量の少ない省エネ型エンジンの導入を検討する。 
 

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 

 
３年目（平成 28 年度）基準年比＋9.2% 

漁業収入向上の

ための取組 

①  底曳網漁業者と沿岸小型船漁業者は漁協が新たに整備する製氷施

設（復興交付金）を活用し，船上での一層の鮮度管理を図ったうえ

で，魚種・漁獲状況に応じて日帰り操業を行い高鮮度の魚介類を水

揚することで，収入向上を図る。また活魚施設を活用し，活魚出荷

を継続する。（底曳船は，新たに整備した製氷施設を活用しシャーベ

ット氷を使用するなど？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。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，釣りやさし網で漁

獲されたヒラメ等の鮮度の向上を図るほか，活魚出荷により，魚価



向上を図る。） 
 

②  沿岸小型船漁業者は前年度までの協議や試験生産結果に基づき、

凍結生シラス向けに船上で高鮮度処理を行い，漁協女性部等が凍結

生シラスに加工，製品化したうえで，漁協による製品販売・活用を

通じて，シラスの魚価・付加価値向上による収入向上を図る。 
 
③  沿岸小型船漁業者は前年度までの活動を踏まえ，アワビについて，

茨城県栽培漁業センターで生産した種苗の放流等による資源の保全

活動を行うとともに，生息環境である藻場の実態把握，保全活動を

行うことで，アワビの資源増大を通じた収入向上を図る。また，活

魚施設を活用した生産・出荷調整を行うことで，アワビ漁の収入向

上を図る。 
 
④  全漁業者と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，「市民夏祭り」や「雨情の里祭り」といった地元イベントで地魚

PR も兼ねた魚食普及活動を行うことで，地域水産物のイメージア

ップ，消費拡大を図る。また，漁協直営の市場食堂の集客アップを

目指し，凍結生シラスを活用したメニュー（シラス丼等）の提供を

開始する。併せて前年度までの取組成果を一度整理したうえで，次

年度以降の活動方針を整理する。 
 

漁業コスト削減

のための取組 

⑤  全漁業者（２９経営体）は前年度の活動成果を踏まえるとともに，

各船の成果情報を共有することで，減速航行の徹底、係留中の機関

の停止、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の抑制を図る。また，燃油消費量の

少ない省エネ型エンジンの導入を検討する。 
活用する支援措

置等 
 

 
４年目（平成 29 年度）基準年比＋9.9% 
漁業収入向上の

ための取組 
①  底曳網漁業者と沿岸小型船漁業者は前年度までの取組に対する市

場関係者等の意見も踏まえつつ，船上での一層の鮮度管理を図った

うえで，魚種・漁獲状況に応じて日帰り操業を行い高鮮度の魚介類

を水揚することで，収入向上を図る。また活魚施設を活用し，活魚

出荷を継続する。 
   底曳船は，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の向上を図る。 
   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

やさし網で漁獲されたヒラメ等の鮮度の向上を図るほか，活魚出荷

により，魚価向上を図る。 
 
②  沿岸小型船漁業者と漁協は前年度に始まった凍結生シラスの取組

状況を整理し，原魚向け操業の輪番制の導入など，より効率的な生



産体制を構築したうえで凍結生シラスの生産・加工・販売を行い，

シラスの魚価・付加価値向上による収入向上を図る。 
 
③  沿岸小型船漁業者は前年度までの活動を踏まえ，アワビについて，

茨城県栽培漁業センターで生産した種苗の放流等による資源の保全

活動を行うとともに，生息環境である藻場の実態把握，保全活動を

行うことで，アワビの資源増大を通じた収入向上を図る。また，活

魚施設を活用した生産・出荷調整を行うことで，アワビ漁の収入向

上を図る。 
④  全漁業者と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，「市民夏祭り」や「雨情の里祭り」といった地元イベントで地魚

PR も兼ねた魚食普及活動を行うことで，地域水産物のイメージア

ップ，消費拡大を図る。また、漁協直営の市場食堂の集客アップを

目指し、凍結生シラスを活用したメニューの周年提供に取り組む。 
 

漁業コスト削減

のための取組 
⑤  全漁業者（２９経営体）は前年度までの活動成果を踏まえ，減速

航行の徹底、係留中の機関の停止、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一層の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。ま

た，燃油消費量の少ない省エネ型エンジンの導入を検討する。 
活用する支援措

置等 
 

 
５年目（平成 30 年度）基準年比＋10.8% 

漁業収入向上の

ための取組 

①  底曳網漁業者と沿岸小型船漁業者は前年度までの取組に対する総

括を行い，鮮度向上に必要なことは何か再度整理・検討する。その

上で，船上での一層の鮮度管理を図り，魚種・漁獲状況に応じて日

帰り操業を行い高鮮度の魚介類を水揚することで，収入向上を図る。

また活魚施設を活用し，活魚出荷を継続する。 
（底曳船は，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の向上を図る。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，釣りやさし網で漁獲された

ヒラメ等の鮮度の向上を図るほか，活魚出荷により，魚価向上を図

る。） 
 

②  沿岸小型船漁業者と漁協は凍結生シラスの取組状況を一度整理

し，課題の抽出，改善を図りつつ，より効率的な生産体制，PR・販

売体制を構築したうえで凍結生シラスの生産・加工・販売を行い，

シラスの魚価・付加価値向上による収入向上を図る。 
 
③  沿岸小型船漁業者は前年度までの取組に対する取組の総括を行

い，永続的なアワビ漁を可能とするためのあり方について改めて検

討するとともに，アワビの資源、生息環境の保全活動を行い，活魚

施設を活用した生産・出荷調整を行うことで，アワビ漁の収入向上



を図る。 
 
④  全漁業者と漁協は前年度までの取組に対する取組の総括を行い，

今後の安全安心 PR 及び魚食普及のあり方を検討するとともに，「市

民夏祭り」や「雨情の里祭り」といった地元イベントで地魚 PR も

兼ねた魚食普及活動を行うことで，地域水産物のイメージアップ，

消費拡大を図る。また、漁協直営の市場食堂について、これまでの

集客状況や提供メニュー・価格等について総括を行い、今後さらな

る地元水産物の提供拡大を目指し、新メニューの開発に取り組む。 

漁業コスト削減

のための取組 

⑤  全漁業者（２９経営体）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，減速航行の徹底、係留中の機関の停

止、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

る活動を一層効果的に実施し，燃油消費量の更なる抑制を図る。ま

た，燃油消費量の少ない省エネ型エンジンの導入を検討する。 
活用する支援措

置等 
 

※「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資源量の増大や魚食普及や魚食

普及活動による水産物の消費拡大による、漁業収入の向上 

省燃油活動推進事業 定期的な船底清掃など省燃油活動による漁業経費の削減 

省エネ機器等導入推進事業 省エネ型エンジンの導入による漁業経費の削減 

※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。 


