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１ 広域水産業再生委員会 
組織名 北るもい広域水産業再生委員会 
代表者名 今 隆 
 
広域委員会の
構成員 

・北海道羽幌地区地域水産業再生委員会 
（北るもい漁協羽幌本所、羽幌町羽幌地区ほか） 

・北海道天塩地区地域水産業再生委員会 
 （北るもい漁協天塩支所、天塩町ほか） 
・北海道初山別地区地域水産業再生委員会 
 （北るもい初山別支所、初山別村ほか） 
・北海道苫前地域水産業再生委員会 
 （北るもい漁協苫前支所、苫前町ほか） 
・北海道天売地区地域水産業再生委員会 
（北るもい漁協天売支所、羽幌町天売地区ほか） 

・北海道焼尻地区地域水産業再生委員会 
 （北るもい漁協焼尻支所、羽幌町焼尻地区ほか） 
・北海道漁業協同組合連合会・北海道信用漁業協同組合連合会 
・北海道漁業信用基金協会 ・北海道漁業共済組合 
・共水連北海道事務所   ・北海道 

オブザーバー  
 
対象となる地
域の範囲及び
漁業の種類 

北海道羽幌町、天塩町、初山別村、苫前町周辺地域 
 羽幌町（羽幌地区）：えび漁業（１０名）、たこ漁業（４６名）、刺し網漁業等

（４９名）、なまこ桁網漁業（２１名）、ほたてがい養殖業（６名）、
さけ定置網漁業（４名）、その他兼業（うに・こんぶ・いか釣り漁業） 

 天塩町：しじみ漁業（３１名）、さけ定置網漁業（１７名）、刺し網漁業等（１
７名）、その他兼業（たこ函・貝けた網・底建網漁業） 

 初山別村：たこ漁業（２３名）、へらびき漁業（１７名）、刺し網漁業等（１
２名）さけ定置網漁業（１名）、なまこ桁網漁業（１０名）、その他兼
業（ほたてがい養殖業） 

 苫前町：たこ漁業（４０名）、刺し網漁業等（３２名）、ほたてがい養殖業（１
４名）、なまこ桁網漁業（１０名）、うに漁業（８名）、えび漁業（３
名）、その他漁業（１０名うに・いか釣り漁業） 

 羽幌町（天売地区）：うに漁業（６５名）、たこ漁業（５０名）、一本釣り漁業
（２２名）、刺し網漁業等（１９名）、なまこ桁網漁業（１３名）、ほ
たてがい養殖業（１名） 

 羽幌町（焼尻地区）：うに漁業（３７名）、たこ漁業（１５名）、一本釣り漁業
（１１名）、刺し網漁業等（６名）、なまこ桁網漁業（１０名）、ほた
てがい養殖業（２名） 

 正組合員：２８２名 
 



２ 地域の現状 
（１）地域の水産業を取り巻く現状等 
北るもい広域水産業再生委員会は３町１村を対象とし、北るもい漁業協同組合が所管する地域と
同じくする。北るもい漁業協同組合は平成１６年１月１日、当時の天塩漁協、初山別漁協、羽幌町
漁協、苫前漁協の４つの漁協が合併して設立された。現在は、羽幌本所のほか、天塩、初山別、苫
前、天売（離島）、焼尻（離島）の計５ヶ所に支所があり、各支所はそれぞれ荷捌き施設を有して
いるが、市場は羽幌、苫前の２ヶ所に集約されており、各支所から集荷されている。また羽幌本所
には直販施設「産直工房きたる」があり、漁協直営で鮮魚・冷凍、加工品等の販売を行っている。 
3町 1村はいずれも日本海北部に面し第一次産業が基幹産業であり、特に羽幌町においてはそれ
ぞれ人口２００人程度が居住する天売島・焼尻島を抱え、島民のほぼすべてが漁業と関係があり、
漁業依存度が極めて高い地域である。羽幌沖の日本海、天売島の西方海域に「武蔵堆」と呼ばれる
海底山脈があり、水深数百メートルから表層に向けて生じる湧昇流でプランクトンが発生し良漁場
を形成する。地域ごとに漁業種類は多様で、最北の天塩町は秋サケ・タコのほか内水面漁業を併せ
営み、シジミが有名である。初山別村では秋サケ・ナマコ・タコのほかヒラメなどが水揚げの全体
を占め、併せて遊漁が盛んである。近隣する羽幌町・苫前町は漁業形態がほぼ同様であり、エビ・
ホタテガイが水揚げの半分を占め、ナマコ・タコ・ウニ・カレイなどが水揚げされ、羽幌町は甘エ
ビ（ホッコクアカエビ）の水揚げ日本一の産地として知られている。また、ウニについては、その
ほとんどが天売・焼尻での水揚げであり、両島の主力魚種となっている。 
このように多様で豊富な天然資源に恵まれる一方、対象地域全域に渡ってトド等海獣による漁業
被害が深刻であり、特に刺し網漁業やたこ漁業への被害が大きく冬期間の休業等を余儀なくされて
いる。また、道内中心都市から遠方に位置しており、流通面（主に札幌方面）でのコスト高や出荷
に時間を要するという課題はあるが、鮮魚流通のみでなく冷凍やさまざまな加工技術を取り入れる
ことで高付加価値を図っている。さらに、離島地区においてはフェリーによる出荷や、漁船による
本土への直接水揚げを行っているが、天売、焼尻島へは羽幌港（地方港湾）からそれぞれ約 90分、
60 分、通常期は 1 日 1～2 便往復運行しているものの、荒天による欠航やフェリー運賃がかさみ
流通コストが漁業経営に影響し苦慮している。 
このほか、雇用環境においては、高齢化や後継者不足により乗組員や陸上作業員の労働力不足が
顕在化し、現在、外国人の雇用を検討しているが、立地の不便性や日本海北部の厳しい生活環境、
就労条件がネックとなり、雇用の確保は容易ではない状況である。 
 
 
（２）その他の関連する現状等 
対象地域の総人口はおよそ 17,643人でうち組合員は 282人。50歳代が組合員全体の 25.2％を
占め、次いで 70歳代が 23.8％、60歳代が 22.0％となっている。地域全体では第一次産業が中心
で、農業・漁業の生産が主たる産業・雇用を担っているが、人口減少が甚だしく、若年層の都市圏
流出や高齢化の問題が深刻である。 
観光においては、地域の沿線をオロロンラインと呼称しており、有効な風況を利用して風車によ
る風力発電が景観を盛り立てている。各町村においては温泉施設を利用した観光客誘致に取り組ん
でいるものの、地域資源と連携した有効な事業展開にいたっていない。 
また、北海道の中心都市である札幌（車で約３時間）や旭川（車で約２時間）から遠方に位置し、
鉄道は 50km南の JR留萌駅までしか通っていないため、物流においてはコスト高となり、旅行に
おける主たる移動はバスになる。 
 

 



３ 広域連携の方針 
（１）活性化の基本方針 
北るもいにおいて水産業は、関連産業を含めて地域を支える基幹産業であり、豊かで活力ある地

域の広域的な発展のためには漁業の生産力向上が欠かせない。本プランでは、漁業の生産力の向上
を図ることを目的に、下記のとおり、①流通・販売の強化、②生産コストの削減、③担い手の育成
に取り組むことを基本的な方針とする。 
① 流通・販売については、鮮魚、水産加工品販売の強化と都市圏販売特化型戦略の展開により、

販路の拡大を目指すほか、条件不利地域にある離島における物流を冷凍技術等により改善す
ることで新たな販路の開拓を目指す。また、水産加工部門の集約をめざし、加工処理能力及
び冷凍冷蔵施設の改善を図り、加工向け・冷凍向けに漁協が買い取り販売を強化することに
より魚価の底支えを図る。 

② 生産コストについては、カレイ類など出荷物の集約化によって、セリに係る業務の効率化や
総体的な物流コスト削減を図るほか、生産力の向上が見込める省エネ機器の導入などコスト
削減を総合的に検討し取り組んでいく。 

③ 担い手については、中核的担い手を確保・育成するために必要な知識及び技術に関する研修
に対する支援など、各地域の漁業を確実に次の世代に引き継ぐことを基本とし、必要に応じ
て、海外への技術移転を兼ねた外国人技能実習生の活用を進めていく。 
 

具体的には、①に関しては、産業イベント参加型特産品開発や水産加工品販売の強化、北るもい
仲買人組合と連携した都市圏（東京・金沢・札幌以外の都市）への販路拡大等に取り組む。また、
鮮魚集荷の一元体制等市場運営の見直しを視野に入れ、一部の魚種においては本所集中型の活魚水
槽施設を新設し支所漁港（特に離島）から活魚集荷のため、漁船による運搬体制構築など物流コス
トの削減と活魚販売による販売力の強化を図る。さらに、鮮魚において夏場の高温時における鮮度
保持が価格に影響していることから冷蔵保管施設の充実を図り価格維持並びに冷凍食材の販売を
図る。 
②に関しては、各地域のカレイ等を苫前市場と羽幌市場に集荷し一括してセリを行い、業務の簡

略化による物流コスト削減と漁協独自の販売戦略による魚価単価向上を図るとともに、天塩地区の
しじみの製造ラインの効率化などを進める。 
③に関しては、将来にわたり地域の漁業を担う中核的漁業者の経営改善のための漁船及び漁業機

器の導入支援を行うとともに、今後の担い手育成のため根付資源の再生産に目を向け、天売焼尻島
の漁港静穏域において、漁業後継者や青年部が他関係者からの協力を得ながら未利用資源や二枚貝
の新規養殖に取り組む。また、就業者不足からなる乗組員等の新規外国人研修生等の受け入れ体制
の整備を図る。 

 
 
（２）機能分担・連携に関する基本方針 
北るもいにおける機能分担・連携に関しては、各地区の実態を考慮し、以下を基本方針とする。 

・羽幌、苫前地区において、甘エビ盛漁期に浜値を支える加工品について新たな商品開発の検討を
行うとともに、地元仲買人組合と連携して販売戦略を練り都市向け販路拡大を目指す。 

・天塩、初山別等各地区の鮮魚を苫前市場と羽幌市場に集約し、物流コストを削減するとともに、
漁協独自の販売戦略による魚価向上を図る。 

・羽幌に大型活魚水槽を整備し、各地区から貝類及びヒラメ等活魚の集荷体制の構築を図るととも
に、離島地区に荷揚げ施設、冷凍冷蔵施設を整備し物流格差是正を目指す。 

・（４年目以降、）初山別に水産加工部門の集約を目指し、漁協が行う加工・販売を強化するととも
に、地元仲買組合や民間加工業者と連携し、都市圏特化販売戦略を検討・実施する。 



・各地区において、中核的漁業者の育成、新規就業者確保のための研修、操業環境の整備、収益性
向上、新規就業者支援フェアへの参加に努める。 

・磯根資源の再生産に着目し、道及び水産試験場と連携し、天売焼尻島の漁港静穏域において未利
用資源や二枚貝の養殖に取り組む。 

・天塩地区の食育を通じた地域間交流、料理教室、出前授業等により消費の担い手を育成し、地域
水産物の消費拡大および魚食の普及を図る。 

・羽幌地区に、乗組員不足対策として、外国人受け入れ窓口を設置する。 
・被害が深刻なトド被害については、各地区が協力して、被害状況の把握、抑制に努めるとともに、
道、国との連携を強化する。 

 
 
（３）漁獲努力量の削減・維持及びその効果に関する担保措置 
北るもい漁協が定める資源管理計画に基づき、漁獲努力量の削減・維持を図り、漁業経営の安定化
に取り組む。 
 
 
（４）具体的な取組内容 
１年目（平成２８年度） 
地域活性化に向
けた取り組み 

１ 流通・販売の強化 
① 羽幌、苫前地区えび類加工品について、えび篭漁業やえびこぎ網漁業で漁獲

される甘えびは、漁獲が集中する時期に低価格での取引となることから、平
成２７年に導入したリキッド凍結を利用した冷凍販売品（剥きエビ及び殻粉
末）により、浜値の底支えを行っている。剥きエビは多様化する商品開発に
より需要が伸びており、また、えび殻粉末もドレッシング、麺類などへの活
用など加工品向けの需要が増えていることから、今後新たな商品開発の検討
を行うとともに、地元仲買人組合との連携により、都市圏向け販売戦略を協
議し冷凍販売品の販路拡大を目指す。 

 
② ヒラメ等活魚に適した魚の取扱について、現在すべて鮮魚（活締め）により

出荷しているが（現在は産直工房「きたる」販売用のホタテ・ホッキ等の貝
類用簡易生け簀しかない）、羽幌本所地区に大型の活魚水槽の新設を検討す
るとともに、支所地区にある各漁港（特に離島）から漁船での運搬などによ
る活魚集荷体制の構築を目指し、本所及び支所地区の連携による物流コスト
の削減と活魚販売による販売力の強化を図る。 

 
③ 離島地区の天売地区、焼尻地区では、荒天によるフェリー欠航の際に漁獲

物を常温の倉庫施設に保管しており、鮮度維持が困難な状況であるため、
鮮度保持等物流対策として両地区に冷凍冷蔵施設の整備を検討し、28年
度実施設計を行う。これにより、荒天によるフェリー欠航時の操業中止対
策や冷凍品導入による離島地区の物流格差是正を目指す。 

 
④ 離島地区の高齢化対策とし、荷揚げ負担が大きいことから、水揚げ作業の

省力化・効率化対策として天売地区、焼尻地区に荷揚施設の整備を検討し、
28年度実施設計を行う。 

 



２ 生産コストの削減 
① 天塩地区、初山別地区の鮮魚については、漁協集荷のほか、一部漁業者が直

接他市場に出荷する場合もあるが、今後は、各地域のカレイ等を苫前市場と
羽幌市場に集荷し一括してセリを行い、業務の簡略化による物流コスト削減
と漁協独自の販売戦略による魚価単価向上を図る。 

 
② 天塩地区のしじみは、天塩町のマスコットキャラクターにもなっている天塩

町には欠かせない主力産品であるとともに、北るもい漁協の特産品の一つと
なっているが、漁場環境変化の影響によって商品価値を著しく低下させる
「錆」が付着するため、現状では、既存の製造ラインの中で時間とコストを
かけて錆を落としている。赤錆の発生原因や対策について、行政機関や研究
機関、漁協が協力して行うとともに、錆落としの効率化としじみの品質向上
を図るための新たなしじみの加工処理施設の整備を検討する。また、しじみ
の販売仕向先の拡大や漁獲圧力の抑制による資源維持に努める。 

 
③ 統一的な航行規制の取組などをグループ全体で実証することで、収益性の高

い操業や燃油コストの削減を目指した効率的な操業体制の構築を推進する。 
 
④ 刺網漁業、小定置漁業においてはトドの被害が漁具の損傷など著しくコスト

を上昇させ深刻な状況となっており、対策として現在補助事業として、駆除
や強化刺網、水域監視等の援助を受けているが、今後も国及び道へ強く支援
要請を行い被害状況の把握や抑制に努める。 

 
３ 担い手の育成 
① 水産業の持続的発展にとどまらず、地域経済の維持発展のため、漁業を次の

世代に伝える中核的漁業者の育成を目指し、必要な知識及び技術取得に関す
る研修などを行う。また、漁船及び漁業機器等の購入費用の増大・負担等が
経営の維持、安定の障害となっていることから、漁船リースによる漁船導入
支援や漁業機器等の操業環境の整備、陸上作業や漁船操業の軽労化・省コス
ト化が可能な漁業種への漁業転換による収益性向上の支援を行う。 
また、新規就業者支援フェアなどに積極的に参加するなど、新規漁業就業者
の確保にも努める。 

 
② 良好な漁場と豊かな資源がなければ今後の担い手を維持・確保していくこと

は困難なため、将来にわたり持続可能な資源の利用保全と担い手育成の観点
からも、根付資源の再生産に目を向け、天売焼尻島の漁港静穏域において、
漁業後継者や青年部が関係者からの協力を得ながら、未利用資源や二枚貝の
新規養殖に取り組むための検討を行う。 

 
③ 天塩支所においては、東京の学校給食にカレイ類の提供をしており、今後も

食育を通じた地域間交流に力を入れる。また、各地区毎のほか地元以外でも
料理教室や出前授業を実施するとともに、全道規模で取り組まれる魚食普及
事業などに積極的に参加することで、消費の担い手を育成し、地域水産物の
消費拡大及び魚食の普及を図る。 

 



④ えび篭及びいか釣り漁業の乗組員不足が顕著であることから、海外への技術
の移転と併せて外国人研修生の受け入れ窓口を羽幌地区に設置する。 

 
活用する支援措
置等 

・水産業競争力強化緊急施設整備事業 １－②③④ ２－② 
・効率的な操業体制の確立支援事業 ２－③ 
・広域浜プラン緊急対策事業（実証） ２－③ 
・競争力強化型機器等導入緊急対策事業 ３－① 
・水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業 ３－① 
 

 
２年目（平成２９年度） 
地域活性化に向
けた取り組み 

１ 流通・販売の強化 
① 剥きエビやえび殻粉末などリキッド凍結を利用した冷凍販売品の新たな商

品開発を引き続き行うとともに、地元仲買人組合と都市圏向け販売戦略を協
議し、冷凍販売品の販路拡大を目指す。 

② ヒラメ等活魚出荷に適した魚類の活魚出荷拡大のため、羽幌本所地区に新設
する大型の活魚施設の実施設計協議を行うとともに、支所地区漁港（特に離
島）から漁船での運搬などによる活魚集荷体制構築方法を検討する。 

③ 天売地区、焼尻地区での荒天等フェリー欠航による操業中止や鮮度保持等の
物流対策として冷凍冷蔵施設の整備を行う。 

④ 天売地区、焼尻地区の高齢化対策として、水揚げ作業の省力化・効率化を図
るための荷揚施設の整備を行う。 

 
２ 生産コストの削減 
① 各地域のカレイ等を苫前市場と羽幌市場に集荷し一括してセリを行い、業務

の簡略化による物流コスト削減と漁協独自の販売戦略による魚価単価向上
を図る。（3年目以降最終年まで同様） 

② 北るもい漁協の特産品の一つとなっている天塩地区のしじみが、漁場環境変
化の影響によって商品価値を著しく低下させる「錆」が付着し、既存の製造
ラインの中で時間とコストをかけて錆を落としているため、これらの解消と
生産コストの削減を目指し、新たなしじみの加工処理施設の実施設計協議を
行う。また、引き続き、錆の発生原因調査やしじみの販売仕向先の拡大、漁
獲圧力の抑制による資源維持に努める。 

③ 統一的な航行規制の取組などをグループ全体で実証することで、収益性の高
い操業や燃油コストの削減を目指した、効率的な操業体制の構築を推進す
る。（3年目以降最終年まで同様） 

④ トドの被害によるコストの上昇を解消するため、被害状況の把握や駆除、強
化刺網、水域監視等により被害の抑制に努めるとともに、引き続き国、道へ
支援要請を行う。（3年目以降最終年まで同様） 

 
３ 担い手の育成 
① 水産業の持続的発展にとどまらず、地域経済の維持発展のため、漁業を次の

世代に伝える中核的漁業者の育成を目指し、引き続き、必要な知識及び技術
取得に関する研修などを行うほか、漁船リースによる漁船導入支援や漁業機
器等の操業環境の整備、漁業転換による収益性向上の支援を行う。 



また、新規就業者支援フェアなどに積極的に参加するなど、新規漁業就業者
の確保にも努める。（3年目以降最終年まで同様） 

② 今後の漁業担い手育成と根付資源の再生産のため、天売焼尻島の漁港静穏域
において、漁業後継者や青年部が関係者からの協力を得ながら、未利用資源
や二枚貝の新規養殖に取り組むための養殖場所の検討を行う。 

③ 東京の学校給食へのカレイ類の提供など、今後も食育を通じた地域間交流に
力を入れるとともに、料理教室、出前授業、さらには全道規模で取り組まれ
る魚食普及事業などに積極的に参加することで、消費の担い手を育成し、魚
食の普及を図る。（3年目以降最終年まで同様） 

④ えび篭及びいか釣り漁業の乗組員不足が顕著であることから、海外への技術
の移転と併せて外国人研修生の受け入れを具体的に検討し、併せて雇用希望
調査を実施する。 

 
活用する支援措
置等 

・水産業競争力強化緊急施設整備事業 １－②③④ ２－② 
・効率的な操業体制の確立支援事業 ２－③ 
・広域浜プラン緊急対策事業（実証） ２－③ 
・競争力強化型機器等導入緊急対策事業 ３－① 
・水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業 ３－① 
 

 
３年目（平成３０年度） 
地域活性化に向
けた取り組み 

１ 流通・販売の強化 
① 剥きエビやえび殻粉末などリキッド凍結を利用した冷凍販売品の新たな商

品開発を引き続き行うとともに、これらの新たな商品を活用し、地元仲買人
組合と都市圏向け販売戦略を展開し、冷凍販売品の販路拡大を目指す。（４
年目以降最終年まで同様） 

② ヒラメ等活魚出荷に適した魚類の活魚出荷拡大のため、羽幌本所地区に大型
の活魚施設を整備するとともに、支所地区漁港（特に離島）から漁船での運
搬などによる活魚集荷の試行を行う。 

③ 天売地区、焼尻地区に整備された、鮮度保持等物流対策のための冷凍冷蔵施
設及び水揚げ作業の省力化・効率化を図るための荷揚施設を活用し、流通環
境の格差是正や高齢者の軽労化を図る。（４年目以降最終年まで同様） 

 
２ 生産コストの削減 
① 各地域のカレイ等を苫前市場と羽幌市場に集荷し一括してセリを行い、業務

の簡略化による物流コスト削減と漁協独自の販売戦略による魚価単価向上
を図る。 

② 天塩地区において、しじみに付着し、商品価値を著しく低下させる錆の解消
と生産コストの削減を目指し、新たなしじみの加工処理施設を整備する。ま
た、引き続き、しじみの販売仕向先の拡大、漁獲圧力の抑制による資源維持
に努める。 

③ 引き続き、統一的な航行規制の取組など収益性の高い操業や燃油コストの削
減を目指した、効率的な操業体制の構築を推進する。 

④ トドの被害によるコストの上昇を解消するため、被害状況の把握や駆除、強
化刺網、水域監視等により被害の抑制に努めるとともに、引き続き国、道へ



支援要請を行う。 
 
３ 担い手の育成 
① 引き続き、中核的漁業者の育成を目指し、必要な知識及び技術取得に関する

研修などを行うほか、漁船リースによる漁船導入支援や漁業機器等の操業環
境の整備、漁業転換による収益性向上の支援を行うとともに、新規就業者支
援フェアなどに積極的に参加するなど、新規漁業就業者の確保にも努める。 

② 今後の漁業担い手育成と根付資源の再生産のため、天売焼尻島の漁港静穏域
において、漁業後継者や青年部が関係者からの協力を得ながら、未利用資源
や二枚貝の養殖技術の取得を行う。 

③ 引き続き、東京の学校給食へのカレイ類の提供や料理教室、出前授業、さら
には全道規模で取り組まれる魚食普及事業などに積極的に参加することで、
消費の担い手を育成し、魚食の普及を図る。 

④ えび篭及びいか釣り漁業の乗組員不足が顕著であることから、海外への技術
の移転と併せて外国人研修生の受け入れを実施する。 

 
活用する支援措
置等 

・水産業競争力強化緊急施設整備事業 １－② ２－② 
・効率的な操業体制の確立支援事業 ２－③ 
・広域浜プラン緊急対策事業（実証） ２－③ 
・競争力強化型機器等導入緊急対策事業 ３－① 
・水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業 ３－① 
 

 
４年目（平成３１年度） 
地域活性化に向
けた取り組み 

１ 流通・販売の強化 
① 剥きエビやえび殻粉末などリキッド凍結を利用した冷凍販売品の新たな商

品開発を引き続き行うとともに、これらの新たな商品を活用し、地元仲買人
組合と都市圏向け販売戦略を展開し、冷凍販売品の販路拡大を目指す。 

② 羽幌本所地区に整備された大型の活魚水槽を活用し、ヒラメ等の活魚出荷の
拡大を図るとともに、支所地区漁港（特に離島）から漁船での運搬などによ
る活魚集荷の実証を行う。 

③ 天売地区、焼尻地区に整備された鮮度保持等物流対策のための冷凍冷蔵施設
及び水揚げ作業の省力化・効率化を図るための荷揚施設を活用し、引き続き、
流通環境の格差是正や高齢者の軽労化を図る。 

 
２ 生産コストの削減 
① 各地域のカレイ等を苫前市場と羽幌市場に集荷し一括してセリを行い、業務

の簡略化による物流コスト削減と漁協独自の販売戦略による魚価単価向上
を図る。 

② 天塩地区において、しじみに付着し、商品価値を著しく低下させる錆の解消
と生産コストの削減を目指し整備した新たな製造ラインを稼働させる。ま
た、引き続き、しじみの販売仕向先の拡大、漁獲圧力の抑制による資源維持
に努める。 

③ 引き続き、収益性の高い操業や燃油コストの削減を目指した、効率的な操業
体制の構築を推進する。 



④ トドの被害によるコストの上昇を解消するため、被害状況の把握や駆除、強
化刺網、水域監視等により被害の抑制に努めるとともに、引き続き国、道へ
支援要請を行う。 

⑤ 水産加工部門の集約をめざし、初山別加工場及び冷凍冷蔵施設の増強を検討
し、施設整備に向けた実施設計を行う。また、更なる加工品販売の都市圏特
化販売戦略を検討する。 

 
３ 担い手の育成 
① 引き続き、中核的漁業者の育成を目指し、必要な知識及び技術取得に関する

研修などを行うほか、漁船リースによる漁船導入支援や漁業機器等の操業環
境の整備、漁業転換による収益性向上の支援を行うとともに、新規就業者支
援フェアなどに積極的に参加するなど、新規漁業就業者の確保にも努める。 

② 今後の漁業担い手育成と根付資源の再生産のため、天売焼尻島の漁港静穏域
において、漁業後継者や青年部が関係者からの協力を得ながら、未利用資源
や二枚貝の新規養殖試験に取り組む。 

③ 引き続き、東京の学校給食へのカレイ類の提供や料理教室、出前授業、さら
には全道規模で取り組まれる魚食普及事業などに積極的に参加することで、
消費の担い手を育成し、魚食の普及を図る。 

④ えび篭及びいか釣り漁業の乗組員不足が顕著であることから、海外への技術
の移転と併せて外国人研修生の受け入れの実施や検証を行う。 

 
活用する支援措
置等 

・水産業競争力強化緊急施設整備事業 ２－⑤ 
・効率的な操業体制の確立支援事業 ２－③ 
・競争力強化型機器等導入緊急対策事業 ３－① 
・水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業 ３－① 
 

 
５年目（平成３２年度） 
地域活性化に向
けた取り組み 

１ 流通・販売の強化 
① 剥きエビやえび殻粉末などリキッド凍結を利用した冷凍販売品の新たな商

品開発を引き続き行うとともに、これらの新たな商品を活用し、地元仲買人
組合と都市圏向け販売戦略を展開し、冷凍販売品の販路拡大を目指す。 

② 羽幌本所地区の大型活魚水槽を活用し、ヒラメ等の活魚出荷の拡大を図ると
ともに、支所地区漁港（特に離島）から漁船での運搬などによる活魚集荷の
実証を引き続き行う。 

③ 天売地区、焼尻地区に整備された、鮮度保持等物流対策のための冷凍冷蔵施
設及び水揚げ作業の省力化・効率化を図るための荷揚施設を活用し、引き続
き、流通環境の格差是正や高齢者の軽労化を図る。 

 
２ 生産コストの削減 
① 各地域のカレイ等を苫前市場と羽幌市場に集荷し一括してセリを行い、業務

の簡略化による物流コスト削減と漁協独自の販売戦略による魚価単価向上
を図る。 

② 天塩地区において、しじみに付着し、商品価値を著しく低下させる錆の解消
と生産コストの削減を目指し整備した新たな製造ラインの本格稼働により、



販売仕向先の拡大を図るとともに、漁獲圧力の抑制による資源維持に努め
る。 

③ 引き続き、収益性の高い操業や燃油コス トの削減を目指した、効率的な操
業体制の構築を推進する。 

④ トドの被害によるコストの上昇を解消するため、被害状況の把握や駆除、強
化刺網、水域監視等により被害の抑制に努めるとともに、引き続き国、道へ
支援要請を行う。 

⑤ 水産加工部門の集約をめざし、初山別加工場及び冷凍冷蔵施設の増強の施設
整備を行う。また前年度の検討結果を踏まえ、更なる加工品販売の都市圏特
化販売戦略を実施する。 

 
３ 担い手の育成 
① 引き続き、中核的漁業者の育成を目指し、必要な知識及び技術取得に関する

研修などを行うほか、漁船リースによる漁船導入支援や漁業機器等の操業環
境の整備、漁業転換による収益性向上の支援を行うとともに、新規就業者支
援フェアなどに積極的に参加するなど、新規漁業就業者の確保にも努める。 

② 天売焼尻島の漁港静穏域において、漁業後継者や青年部が関係者からの協力
を得ながら未利用資源や二枚貝の新規養殖の施設整備を行う。 

③ 引き続き、東京の学校給食へのカレイ類の提供や料理教室、出前授業、さら
には全道規模で取り組まれる魚食普及事業などに積極的に参加することで、
消費の担い手を育成し、魚食の普及を図る。 

④ えび篭及びいか釣り漁業の乗組員不足が顕著であることから、海外への技術
の移転と併せて外国人研修生の受け入れの実施や検証を行う。 

 
活用する支援措
置等 

・水産業競争力強化緊急施設整備事業 ２－⑤ 3－② 
・効率的な操業体制の確立支援事業 ２－③ 
・競争力強化型機器等導入緊急対策事業 ３－① 
・水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業 ３－① 
 

 
（５）関係機関との連携 
・北るもい仲買人組合と連携し都市圏（東京・金沢・札幌以外の都市）への販路拡大等、現取引地
域外への積極的な鮮魚流通の戦略を図る。 

・道及び水産試験場と連携し未利用資源である二枚貝について養殖技術を確立する。 
・外国人研修生の斡旋業者と連携し、えび篭漁業及びいか釣漁業での乗組員確保等の有効的な雇用
促進を図る。 

・トド被害対策として国、道へ強く支援要請を行い、引き続きとど駆除、追い払い、強化刺網導入、
水域監視等を実施し被害状況の把握や抑制に努める。 

 
 
（６）他産業との連携 
 加工事業者と連携して新鮮冷凍食材を用いての首都圏物流の強化やしじみ貝やえび粉末等を利用
し食品会社と連携し新商品開発による６次産業化を目指す。 
 また、地元観光協会と連携を取り各町村イベント（羽幌町甘えび祭り・天塩町鏡沼しじみ祭り・
初山別村岬祭り・苫前町北海道風車まつり・羽幌町天売ウニ祭り・羽幌町焼尻めん羊祭り）に加工



品等を販売し地方からの来客者に対し地域の知名度向上を図る。 
 さらに、札幌市・旭川市・北広島市等で開催される漁協関係の催事や全道的に取り組まれる食育
推進に積極的に参加し、消費拡大を図ることで価格の向上を図る。 
 
 
４ 活性化指標 
（１）活性化指標の考え方 
 広域的な機能分担と地区間の連携を進めることにより、本プランの主要な取組みでありかつ地域
を代表する３魚種の生産平均単価の向上及び担い手確保を活性化指標と定める。 
 
・生産平均単価については、小サイズの安価なえびを剥きエビ等冷凍販売品にすることにより価格
の向上に取り組む「えび」、シジミ製造ラインの整備による価格の向上と生産コストの削減に取り
組む「しじみ」、集荷一括セリによる魚価の向上並びに物流コスト削減に取り組む「かれい類」の
平均単価の向上を目指す。 

 
・担い手確保については、外国人技能実習生の活用を含めた人材育成等による持続的な生産体制の
確保に取り組むことから、えび篭漁業やホタテ漁業の乗組員従業員から正組合員加入を見込んだ
新規就業者（新規組合員加入）数とする。 

 
 
（２）活性化指標 
 
北るもい漁協 
魚種の単価向上 
（円／㎏） 

え び 
基準年 平成 27年度： 1,368／㎏ 
目標年 平成 32年度： 1,437／㎏ 

しじみ 
基準年 平成 27年度：  855／㎏ 
目標年 平成 32年度：  898／㎏ 

かれい 
基準年 平成 27年度：  226／㎏ 
目標年 平成 32年度：  238／㎏ 

担い手育成 
新規就業 
(新規組合員加入) 

目標年 平成３２年度までに 5名 

 
（３）上記の算出方法及びその妥当性 
基準：直近過去 3ヵ年の各魚種別平均単価 

（ｔ・百万円） 

魚 種 
25年度 26年度 27年度 3か年平均 

数 量 金 額 数 量 金 額 数 量 金 額 数 量 金 額 
え び 1,041 1,314 944 1,304 1,014 1,486 1,000 1,368 
しじみ 95 80 103 75 51 57 83 71 
かれい 984 186 933 206 717 201 878 198 

  
目標：施設整備等により付加価値を向上させ、単価の 5%向上を目標とする。 

担い手については、継続的な漁業生産に必要と見込まれる人数として、えび篭漁業乗組員か
ら正組合員 2名、ホタテ漁業乗組員から正組合員 3名を目標とする。 

 



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 事業内容及び浜の機能再編広域プランとの関係性 
水産業競争力強化緊急施設
整備事業 

活魚施設、しじみ加工処理施設、冷凍冷蔵施設、荷揚施設、養殖施設
等の整備 

競争力強化型機器等導入緊
急対策事業 

競争力強化に資する漁業機器等の導入支援 

水産業競争力強化漁船導入
緊急支援事業 

中核的漁業者に対する漁船導入支援及び漁業転換による収益性向上、
漁業経営の改善 

効率的な操業体制の確立支
援事業 

統一的な航行規則による操業コストの削減 

広域浜プラン緊急対策事業
（実証） 

魚食普及の実証支援、漁港静穏域における未利用資源や二枚貝の新規
養殖の実証支援 

 


