
浜の活力再生プラン 

 

１ 地域水産業再生委員会 

組織名 宮城県南部地区地域水産業再生委員会 

代表者名 会長 齋藤 吉勝 

 

再生委員会の 

構成員 

東松島市、松島町、利府町、七ヶ浜町、塩釜市、多賀城市、仙台市、名取市、 

岩沼市、亘理町、山元町、宮城県水産業経営支援協議会、宮城県漁業協同組合 

オブザーバー 宮城県 

※別添再生委員会規約及び推進体制図参照 

 

対象となる 

地域の範囲 

及び 

漁業の種類 

宮城県南部地域一円（東松島市～山元町） 

漁船漁業者合計３０６名 

（さより機船船びき網漁業８名、刺網漁業２３８名、せん漁業６３名、小型底曳

網漁業１０名、貝桁漁業５５名、定置漁業３３名他） 

※１経営体が複数漁業（養殖業含む）を兼業しているため、漁業種類別合計は漁船漁業者数合計 

より多い 

 

２ 地域の現状 

（１）関連する水産業を取り巻く現状等 

 当プランで対象とする宮城県南部地区は、北は石巻市と接する東松島市から南は福島県と接す

る山元町までであり、松島周辺を除き、総じて平坦な砂浜海岸で仙台湾が形成されている。 

同地区沿岸には、沿岸に北上川や阿武隈川を始めとする多数の河川が流れ込むことにより豊富

な栄養塩が供給され、沖合では親潮と黒潮がぶつかることから、好漁場が形成されており、ノリ・

カキ等の養殖生産も盛んに行なわれている。 

これらを背景に、当プランの対象となっている漁船漁業においては、年間を通じて刺網・小型

底曳網等の漁法により、ヒラメやカレイ類等の砂泥底を好む魚介類のほか、アカガイ・ウバガイ・

サケ等が各地区の名物として漁獲されている。 

そのため、同地区には、県外漁船も多数寄港する塩釜漁港の他、七ヶ浜地域各漁港、荒浜漁港

等多数の漁港が点在し、これらに隣接して地方卸売市場塩竃市魚市場（以下、「塩釜魚市場」と

いう。）や地方卸売市場宮城県漁業協同組合七ヶ浜支所花渕浜魚市場（以下、「七ヶ浜魚市場」と

いう。）、地方卸売市場宮城県漁業協同組合亘理支所魚市場（以下、「亘理魚市場」という。）等の

魚市場が所在するとともに、後背地には多くの水産加工関連施設が集積されている。 

 しかしながら、平成２３年３月の東日本大震災により、地区内の漁港や関連施設、漁船、漁具

などの大半が流失・損壊した。その後、国・県の各種支援事業を活用し復旧に努め、平成２６年

１２月末現在、漁船については震災前の概ね９割まで復旧している。 

 一方、魚市場や冷凍冷蔵施設、加工施設などによる加工流通機能の回復は途上にあるほか、東

京電力(株)福島第一原子力発電所事故によるスズキ・クロダイの出荷制限の継続、風評による販

路の縮小・喪失など、販売面においても操業に影響を及ぼしている。 

 さらに、燃油・資材等の価格高止まりによる漁業経費の増大や乗組員不足など、漁業経営を取

り巻く環境は大変厳しい。また、近年、秋漁の主力の一つとなるサケの回帰状況が不安定で年毎

の漁獲量変動が大きいことから、より効率的な増殖事業を実施する必要がある。 

 

（２）その他の関連する現状等 

 漁業者は、生産基盤だけでなく土地・住宅などの生活基盤も壊滅的な被害を受け、現在も多く

の漁業者が仮設住宅等から各浜に通っている状況にある 

 また、震災により漁業の再開を断念する漁業者も多いことから、漁村地域における漁業者を中

心とする地域コミュニティの崩壊が危惧されており、新規就業者や後継者の育成を図り、漁村地

域の活性化を図る必要がある。 

 

別記様式第１号 別添 



３ 活性化の取組方針 

（１）基本方針 

 地域で特色ある漁船漁業が復興し、安定した生産により漁業経営の改善を図るためには、漁

船・漁具の復旧を急ぐとともに、高度衛生管理型の魚市場、冷凍冷蔵施設や加工流通施設など漁

獲物の受入体制が整備されることが重要となる。また、水産物の安全性と信頼性の確保に一層努

める必要がある。 

 さらに、漁業経営の安定を図るため、県と連携し、効率的な操業体制の推進を検討するほか、

資源管理や付加価値向上対策の取組を実施する必要がある。 

 また、収益性の改善を図るため、関係団体等との連携による知名度向上や需要拡大のほか、操

業コストの削減にも努める必要がある。 

 併せて、新規就業者の確保や後継者の育成により、地域の活性化を図る必要がある。 

 加えて、サケ回帰状況の安定化に向け、省力化・効率化したふ化場施設を早急に新設し、種苗

放流尾数の増加を図る必要がある。 

 このことから、次の取り組みを実施する。 

（１）復旧の加速化 

①漁船、漁具の早期復旧 

②高度衛生管理型魚市場等の早期復旧による流通加工機能の回復 

（２）地域漁業の復興対策及び魚価向上対策 

①効率的な操業体制の推進 

②鮮度保持等付加価値向上対策の推進 

③地域販売所の利用及び「みやぎ水産の日」に合わせた漁協販促イベント・地域イベント

等を活用した知名度向上・需要拡大の推進 

④十分な放射能対策の実施及び県内外に対する信頼性確保に向けたＰＲ活動による宮城

の水産物のイメージアップ 

（３）資源管理と担い手対策 

①資源管理の取組の推進 

②内陸部サケふ化場の省力化・効率化 

③漁家後継者育成及び新規漁業就業者確保の取組の推進 

（４）漁業経営の基盤強化対策 

   ①省エネ機器等の導入、操業コストの低減化 

 

（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 

次の措置に取り組むことにより、漁獲努力量の削減・維持及びその効果に関する担保が確保さ

れる。 

 ①宮城県漁業調整規則による操業期間、操業区域、操業時間、漁獲サイズ、漁具等規制の遵守

徹底 

 ②宮城県海区漁業調整委員会指示による定置漁業の保護区域及び仙台湾水産動植物保護区域

の設定に基づく適正操業の実践 

 ③共同漁業権行使規則による操業期間、操業区域、漁具、漁法等の規制措置に基づく適正行使 

 ④資源管理計画の遵守による漁業資源の維持管理（刺網漁業・小型底曳網漁業：ヒラメ・マコ

ガレイ資源管理計画、定置漁業資源管理計画他） 

 

  



（３）具体的な取組内容 

 １年目（平成２６年度） 

   以降、以下の取組内容は、毎年、取組の進捗状況や成果を踏まえ、段階的に対象範囲を拡大す

るなど、必要に応じた見直しを行ないつつ、関係者が一丸となって取り組む。 

漁業収入向上

のための取組 

１．復旧の加速化 

被災全漁業者及び漁協は、国及び県や市･町の支援のもと、漁港や漁場の復旧

整備とタイミングを合わせつつ、流失・損傷した漁船・漁具の復旧を進めること

とし、平成２７年度末までの完了を目指す。 

 

２．復興の推進 

「宮城県震災復興計画」において、平成２６年度～２９年度が「再生期」に当

たり、本計画の下で策定された同期間にかかる宮城県の「水産業の振興に関する

基本的な計画」（平成２６年度～３２年度）とも連携をとりつつ、全漁業者及び

漁協や市･町が以下の取組を行なうことで、漁船漁業の復興・更なる発展を目指

す。 

 

（１）効率的な操業体制の構築 

①資源の持続安定利用 

各漁業種類において、以下の取組により、漁業資源の持続安定化を図りつ

つ利用することで、漁業収入の維持・向上を図る。 

ⅰ）さより機船船びき網漁業 

 ・漁業者は、獲り過ぎによる資源への影響を防ぐべく、「さより機船船び

き網漁業に係わる自主調整方針」のほか、漁協と協力して調査した震

災後の漁獲量データに基づき、漁協の管理の下で１ヶ統１日当たりの

サヨリ漁獲量上限を定め、その徹底を図ることで、過剰水揚げによる

魚価下落を抑制し、魚価及び漁業収入の維持・向上を目指す。 

ⅱ）刺網漁業・せん漁業・小型底曳網漁業 

 ・刺網漁業者・小型底曳網漁業者は、漁協の管理の下、冬期に漁獲した

マコガレイのうち低価格の産卵後親魚について、放流魚の取扱や放流

方法等の手法を検討整理し、平成２８年度より再放流を実施する。こ

の取組により、翌年以降に産卵可能な個体の減耗を極力減らすことで

マコガレイ資源の持続安定に資するとともに、低価格魚の大量水揚を

避け市場価格の下落を防ぐことによる魚価及び漁業収入の維持・向上

を目指す。 

・刺網漁業者・せん漁業者（アナゴ筒・タコかご・ツブかご）・小型底曳網

漁業者は、主要漁場である仙台湾において、対象魚種及び時期毎に漁

場を分割し使い分けることで、効率的な操業の実施と漁獲量の向上・

安定を図るとともに、漁業収入の維持・向上を目指す。 

 

ⅰ）・ⅱ）の取組内容は、各漁業者が自主的に取り組むものであり、宮城

県漁業協同組合の仙台湾小型漁船漁業部会で漁期前に協議・確認の上、実施

する。 

 

ⅲ）貝桁漁業 

 ・貝桁漁業の主要漁獲対象となるアカガイ・ウバガイについては、近年、

資源量が大幅に減少していることから、漁業者は、獲り過ぎによる資

源への影響を防ぐべく、漁協と協力して調査した震災後の漁獲量デー

タに基づき、漁協の管理の下で１隻１日当たりの漁獲量上限を定め、

その徹底を図ることで、過剰水揚げによる魚価下落を抑制し、魚価及

び漁業収入の維持・向上を目指す。 

  



漁業収入向上

のための取組 

・漁業者は、漁獲したアカガイ・ウバガイのうち小型個体（それぞれ殻

長７cm 未満・９cm未満：自主的に設定）を再放流することにより漁獲

可能資源の増加及び漁業資源の永続利用を図る。併せて、小型個体の

漁獲を避けるため、漁具（マンガン）の桁幅を拡大することを検討す

る。 

 ②安定的な操業体制の構築 

秋漁の主力の一つであるサケについては、近年、回帰状況が不安定で年毎

の漁獲量変動が大きいことから、資源量の安定・増大を図るため、宮城県漁

協仙南支所は、平成２９年度に自動給餌器や飼育池自動掃除機等の導入によ

り省力化・効率化したふ化場の新設を検討し種苗放流数の増大（３％以上）

に取り組む。 

定置漁業者は、当該漁期の漁獲状況を踏まえ、必要に応じ網揚休漁を実施

することによりサケ資源の安定・増大を図る。 

なお、平成２６年度は、震災年の放流種苗（４年魚）が回帰の主体となり

回帰数が激減する可能性が高いことから、親魚来遊数減が確認された際に

は、網揚げ対応すべく網揚計画を策定する。 

 

（２）付加価値向上対策の推進 

  塩釜市が高度衛生管理型魚市場として整備する（運搬機器や冷海水製造装

置・殺菌海水製造施設等の整備含む）塩釜魚市場を水揚拠点とする漁業者は、

次の観点から、漁獲物の衛生管理や鮮度管理に努め、付加価値向上を図る。 

①関係漁業者は、仲買人・市場関係者とともに、魚市場における各種作業に

かかる動線を整理し輻輳化を回避する（水産物への細菌混入リスクの低減

に努める）ための魚市場内の作業ルールについて、平成２７年度末までの

魚市場復旧完了を見込み、検討する。 

②関係漁業者は、仲買人・市場関係者とともに、市等が開催する研修会に参

加し、上記魚市場内の作業ルールの徹底と衛生管理向上等に向けて取扱い

方法が異なる魚種毎に具体的課題を設定の上、その対策について検討す

る。 

③関係漁業者は、仲買人・市場関係者とともに、漁獲物の高鮮度維持・徹底

を図るべく、滅菌海水製造施設を活用するとともに、施氷の徹底による低

温管理方法について作業ルールを定める。併せて、平成２８年度末までの

冷海水製造装置及び殺菌海水製造施設等の完成を見込み、その活用方途及

び低温管理方法に係る作業ルールについて検討する。 

 

（３）販売活動の推進 

①七ヶ浜魚市場を水揚拠点とする漁業者及び漁協や町は、平成２８年度末ま

でに完成予定の複合施設「七ヶ浜町花渕浜ハーバースクエア」内加工直売

施設における水産物の販売を検討するとともに、「みやぎ水産の日」に合

わせて行なう漁協販促イベント及び地域イベント「七の市」・「七ヶ浜産業

祭り」「ぼっけ祭り」等において地域水産物のＰＲを積極的に推進し、知

名度向上・需要拡大を図る。 

 

  



漁業収入向上

のための取組 

②亘理魚市場を水揚拠点とする漁業者及び漁協や町は、平成２６年１０月完

成予定の交流拠点施設「きずなぽーと“わたり”」内直売所「鳥の海ふれ

あい市場」等の地域販売所における水産物の販売を検討・推進するととも

に、「みやぎ水産の日」に合わせて行なう漁協販促イベント及び地域イベ

ント「荒浜漁港水産祭り」等において地域水産物のＰＲを積極的に推進し、

知名度向上・需要拡大を図る。 

  併せて、宮城県漁協仙南支所は、平成２９年度より亘理魚市場に新たな

畜養イケス等を導入し、地元亘理地区に加え仙南地区一円の水揚物を取扱

うことを検討する。この取組により市場規模を拡大し、かつ新たな加工業

者を誘致することで新たな買受人が参入・定着し易い環境を形成するとと

もに、インターネット販売の導入を検討する等、新たな販路を確保するこ

とで、亘理地区を仙南地区における流通拠点化することを目指すととも

に、市場活性化による魚価及び漁業収入の維持・向上を目指す。 

③漁協は、加工業者等と連携し、マガレイやアカガイ・コオナゴ等を利用し

た新加工品開発等を行うなど、各魚種の新たな需要開拓を進めることとす

る。 

併せて、県及び市町と連携して十分な放射能対策を実施し、県内外へ安

全性を確保していることの周知に努める。 

 

３．漁業者育成・担い手対策の推進 

（１）漁協は、漁家後継者候補等に対し、少子高齢化や漁業就業者の減少の中に

あっても水揚が確保できるよう、漁労作業の効率化・省力化、安全確保、簿

記等について必要な知識・技術の習得に向けた研修を行ない、若年漁業者の

資質向上を図る。 

 

（２）地元漁業や就業機会についての情報提供の場が限られていることが新規就

業者の確保の妨げになっていることから、漁協は、各種就職相談会等を活用

し、希望者を対象に地域漁業や漁労など知識・技術の習得に向けた実地研修

を行なうことにより、新規漁業就業者の確保に努める。 

 

 

 

漁業コスト 

削減のための 

取組 

１．燃油コスト削減の取組 

（１）全漁業者は、定期的な船底清掃・付着生物防止処理、入出港時の減速航行

の徹底に取り組むことにより、燃油消費量の削減を図る。 

 

（２）全漁業者は、機関換装や漁船建造の際、省エネ型エンジンを積極的に導入

することにより、燃油消費量の削減を図る。 

 

また、その他漁業種類においても、漁業者は、漁協とともにコスト削減策を検

討・実施する。 

 

これらの取組により、基準年より１．５％以上の漁業コスト削減が見込まれる。 

 

活用する 

支援措置等 

共同利用漁船等復旧支援対策事業・共同利用小型漁船建造事業、がんばる漁業復

興支援事業、水産流通基盤整備事業、漁業復興担い手確保支援事業、省燃油活動

推進事業、省エネ機器等導入推進事業、漁業経営セーフティーネット構築事業 

 

  



 ２年目（平成２７年度） 

漁業収入向上

のための取組 

１．復旧の加速化 

被災全漁業者及び漁協は、国及び県や市･町の支援のもと、漁港や漁場の復旧

整備とタイミングを合わせつつ、流失・損傷した漁船・漁具の復旧を進めること

とし、平成２７年度末までの完了を目指す。 

 

２．復興の推進 

「宮城県震災復興計画」において、平成２６年度～２９年度が「再生期」に当

たり、本計画の下で策定された同期間にかかる宮城県の「水産業の振興に関する

基本的な計画」（平成２６年度～３２年度）とも連携をとりつつ、全漁業者及び

漁協や市･町が以下の取組を行なうことで、漁船漁業の復興・更なる発展を目指

す。 

 

（１）効率的な操業体制の構築 

①資源の持続安定利用 

各漁業種類において、以下の取組により、漁業資源の持続安定化を図りつ

つ利用することで、漁業収入の維持・向上を図る。 

ⅰ）さより機船船びき網漁業 

 ・漁業者は、獲り過ぎによる資源への影響を防ぐべく、「さより機船船び

き網漁業に係わる自主調整方針」のほか、漁協と協力して調査した震

災後の漁獲量データに基づき、漁協の管理の下で１ヶ統１日当たりの

サヨリ漁獲量上限を定め、その徹底を図ることで、過剰水揚げによる

魚価下落を抑制し、魚価及び漁業収入の維持・向上を目指す。 

ⅱ）刺網漁業・せん漁業・小型底曳網漁業 

 ・刺網漁業者・小型底曳網漁業者は、漁協の管理の下、冬期に漁獲した

マコガレイのうち低価格の産卵後親魚について、放流魚の取扱や放流

方法等の手法を決定・周知徹底し、平成２８年度より再放流を実施す

る。この取組により、翌年以降に産卵可能な個体の減耗を極力減らす

ことでマコガレイ資源の持続安定に資するとともに、低価格魚の大量

水揚を避け市場価格の下落を防ぐことによる魚価及び漁業収入の維

持・向上を目指す。 

 ・刺網漁業者・せん漁業者（アナゴ筒・タコかご・ツブかご）・小型底曳

網漁業者は、主要漁場である仙台湾において、対象魚種及び時期毎に

漁場を分割し使い分けることで、効率的な操業の実施と漁獲量の向

上・安定を図るとともに、漁業収入の維持・向上を目指す。 

 

ⅰ）・ⅱ）の取組内容は、各漁業者が自主的に取り組むものであり、宮城

県漁業協同組合の仙台湾小型漁船漁業部会の各委員会で漁期前に協議・確認

の上、実施する。 

 

ⅲ）貝桁漁業 

・貝桁漁業の主要漁獲対象となるアカガイ・ウバガイについては、近年、

資源量が大幅に減少していることから、漁業者は、獲り過ぎによる資

源への影響を防ぐべく、漁協と協力して調査した震災後の漁獲量デー

タに基づき、漁協の管理の下で１隻１日当たりの漁獲量上限を定め、

その徹底を図ることで、過剰水揚げによる魚価下落を抑制し、魚価及

び漁業収入の維持・向上を目指す。 

 

  



漁業収入向上

のための取組 

・漁業者は、漁獲したアカガイ・ウバガイのうち小型個体（それぞれ殻長

７cm 未満・９cm 未満：自主的に設定）を再放流することにより漁獲可

能資源の増加及び漁業資源の永続利用を図る。併せて、小型個体の漁獲

を避けるため、漁具（マンガン）の桁幅を拡大することを検討する。 

 

 ②安定的な操業体制の構築 

秋漁の主力の一つであるサケについては、近年、回帰状況が不安定で年毎

の漁獲量変動が大きいことから、資源量の安定・増大を図るため、宮城県漁

協仙南支所は、平成２９年度に自動給餌器や飼育池自動掃除機等の導入によ

り省力化・効率化したふ化場を新設し種苗放流数を３％以上の増大を目指

す。 

定置漁業者は、当該漁期の漁獲状況を踏まえ、必要に応じ網揚休漁を実施

することによりサケ資源の安定・増大を図る。 

なお、平成２７年度は、震災年の放流種苗（５年魚）が回帰の大きな割合

を占め、回帰数が減少する可能性が高いことから、親魚来遊数減が確認され

た際には、網揚げ対応すべく網揚計画を策定する。 

 

（２）付加価値向上対策の推進 

  塩釜市が高度衛生管理型魚市場として整備する（運搬機器や冷海水製造装

置・殺菌海水製造施設等の整備含む）塩釜魚市場を水揚拠点とする漁業者は、

次の観点から、漁獲物の衛生管理や鮮度管理に努め、付加価値向上を図る。 

①関係漁業者は、仲買人・市場関係者とともに、魚市場における各種作業に

かかる動線を整理し輻輳化を回避する（水産物への細菌混入リスクの低減

に努める）ための魚市場内の作業ルールを定める。 

②関係漁業者は、仲買人・市場関係者とともに、市等が開催する研修会に参

加し、上記魚市場内の作業ルールの徹底と衛生管理向上等に向けて取扱い

方法が異なる魚種毎に具体的課題を設定の上、その対策について検討す

る。 

③関係漁業者は、仲買人・市場関係者とともに、漁獲物の高鮮度維持・徹底

を図るべく、滅菌海水製造施設を活用するとともに、施氷の徹底による低

温管理方法について作業ルールを徹底する。併せて、平成２８年度末まで

の冷海水製造装置及び殺菌海水製造施設等の完成を見込み、その活用方途

及び低温管理方法に係る作業ルールについて検討する。 

 

（３）販売活動の推進 

①七ヶ浜魚市場を水揚拠点とする漁業者及び漁協や町は、平成２８年度末ま

でに完成予定の複合施設「七ヶ浜町花渕浜ハーバースクエア」内加工直売

施設における水産物の販売を検討・推進するとともに、「みやぎ水産の日」

に合わせて行なう漁協販促イベント及び地域イベント「七の市」・「七ヶ浜

産業祭り」「ぼっけ祭り」等において地域水産物のＰＲを積極的に推進し、

知名度向上・需要拡大を図る。 

 

 

  



漁業収入向上

のための取組 

②亘理魚市場を水揚拠点とする漁業者及び漁協や町は、交流拠点施設「きず

なぽーと“わたり”」内直売所「鳥の海ふれあい市場」等の地域販売所に

おける水産物の販売を推進するとともに、「みやぎ水産の日」に合わせて

行なう漁協販促イベント及び地域イベント「荒浜漁港水産祭り」等におい

て地域水産物のＰＲを積極的に推進し、知名度向上・需要拡大を図る。 

  併せて、宮城県漁協仙南支所は、平成２９年度より亘理魚市場に新たな

畜養イケス等を導入し、地元亘理地区に加え仙南地区一円の水揚物を取扱

うことを検討する。この取組により市場規模を拡大し、かつ新たな加工業

者を誘致することで新たな買受人が参入・定着し易い環境を形成するとと

もに、インターネット販売の導入を検討する等、新たな販路を確保するこ

とで、亘理地区を仙南地区における流通拠点化することを目指すととも

に、市場活性化による魚価及び漁業収入の維持・向上を目指す。 

③漁協は、加工業者等と連携し、マガレイやアカガイ・コオナゴ等を利用し

た新加工品開発等を行うなど、各魚種の新たな需要開拓を進めることとす

る。 

併せて、県及び市町と連携して十分な放射能対策を実施し、県内外へ安

全性を確保していることの周知に努める。 

 

３．漁業者育成・担い手対策の推進 

（１）漁協は、漁家後継者候補等に対し、少子高齢化や漁業就業者の減少の中に

あっても水揚が確保できるよう、漁労作業の効率化・省力化、安全確保、簿

記等について必要な知識・技術の習得に向けた研修を行ない、若年漁業者の

資質向上を図る。 

 

（２）地元漁業や就業機会についての情報提供の場が限られていることが新規就

業者の確保の妨げになっていることから、漁協は、各種就職相談会等を活用

し、希望者を対象に地域漁業や漁労など知識・技術の習得に向けた実地研修

を行なうことにより、新規漁業就業者の確保に努める。 

 

これらの取組により、基準年より０．８％の漁業収入向上が見込まれる。 

 

漁業コスト 

削減のための 

取組 

１．燃油コスト削減の取組 

（１）全漁業者は、定期的な船底清掃・付着生物防止処理、入出港時の減速航行

の徹底に取り組むことにより、燃油消費量の削減を図る。 

 

（２）全漁業者は、機関換装や漁船建造の際、省エネ型エンジンを積極的に導入

することにより、燃油消費量の削減を図る。 

 

また、その他漁業種類においても、漁業者は、漁協とともにコスト削減策を検

討・実施する。 

 

これらの取組により、基準年より１．５％以上の漁業コスト削減が見込まれる。 

 

活用する 

支援措置等 

共同利用漁船等復旧支援対策事業・共同利用小型漁船建造事業、がんばる漁業復

興支援事業、水産流通基盤整備事業、産地水産業強化支援事業、漁業復興担い手

確保支援事業・新規漁業就業者総合支援事業、もうかる漁業創設支援事業、もう

かる漁業創設支援事業（沿岸版）、省エネ機器等導入推進事業、漁業経営セーフ

ティーネット構築事業 

 

 



 ３年目（平成２８年度） 

漁業収入向上

のための取組 

１．復興の推進 

「宮城県震災復興計画」において、平成２６年度～２９年度が「再生期」に当

たり、本計画の下で策定された同期間にかかる宮城県の「水産業の振興に関する

基本的な計画」（平成２６年度～３２年度）とも連携をとりつつ、全漁業者及び

漁協や市･町が以下の取組を行なうことで、漁船漁業の復興・更なる発展を目指

す。 

 

（１）効率的な操業体制の構築 

①資源の持続安定利用 

各漁業種類において、以下の取組により、漁業資源の持続安定化を図りつ

つ利用することで、漁業収入の維持・向上を図る。 

ⅰ）さより機船船びき網漁業 

 ・漁業者は、獲り過ぎによる資源への影響を防ぐべく、「さより機船船び

き網漁業に係わる自主調整方針」のほか、漁協と協力して調査した震

災後の漁獲量データに基づき、漁協の管理の下で１ヶ統１日当たりの

サヨリ漁獲量上限を定め、その徹底を図ることで、過剰水揚げによる

魚価下落を抑制し、魚価及び漁業収入の維持・向上を目指す。 

ⅱ）刺網漁業・せん漁業・小型底曳網漁業 

 ・刺網漁業者・小型底曳網漁業者は、冬期に漁獲したマコガレイのうち

低価格の産卵後親魚について、漁協の管理の下で再放流を実施する。

この取組により、翌年以降に産卵可能な個体の減耗を極力減らすこと

でマコガレイ資源の持続安定に資するとともに、低価格魚の大量水揚

を避け市場価格の下落を防ぐことによる魚価及び漁業収入の維持・向

上を目指す。 

 ・刺網漁業者・せん漁業者（アナゴ筒・タコかご・ツブかご）・小型底曳

網漁業者は、主要漁場である仙台湾において、対象魚種及び時期毎に

漁場を分割し使い分けることで、効率的な操業の実施と漁獲量の向

上・安定を図るとともに、漁業収入の維持・向上を目指す。 

 

ⅰ）・ⅱ）の取組内容は、各漁業者が自主的に取り組むものであり、宮城

県漁業協同組合の仙台湾小型漁船漁業部会の各委員会で漁期前に協議・確認

の上、実施する。 

 

ⅲ）貝桁漁業 

・貝桁漁業の主要漁獲対象となるアカガイ・ウバガイについては、近年、

資源量が大幅に減少していることから、漁業者は、獲り過ぎによる資

源への影響を防ぐべく、漁協と協力して調査した震災後の漁獲量デー

タに基づき、漁協の管理の下で１隻１日当たりの漁獲量上限を定め、

その徹底を図ることで、過剰水揚げによる魚価下落を抑制し、魚価及

び漁業収入の維持・向上を目指す。 

・漁業者は、漁獲したアカガイ・ウバガイのうち小型個体（それぞれ殻

長７cm 未満・９cm未満：自主的に設定）を再放流することにより漁獲

可能資源の増加及び漁業資源の永続利用を図る。併せて、小型個体の

漁獲を避けるため、漁具（マンガン）の桁幅を拡大することを検討す

る。 

 

 

  



漁業収入向上

のための取組 

 ②安定的な操業体制の構築 

秋漁の主力の一つであるサケについては、近年、回帰状況が不安定で年毎

の漁獲量変動が大きいことから、資源量の安定・増大を図るため、宮城県漁

協仙南支所は、平成２９年度に自動給餌器や飼育池自動掃除機等の導入によ

り省力化・効率化したふ化場を新設し種苗放流数を３％以上の増大を目指

す。 

定置漁業者は、当該漁期の漁獲状況を踏まえ、必要に応じ網揚休漁を実施

することによりサケ資源の安定・増大を図る。 

 

（２）付加価値向上対策の推進 

  塩釜市が高度衛生管理型魚市場として整備した（運搬機器や冷海水製造装

置・殺菌海水製造施設等の整備含む）塩釜魚市場を水揚拠点とする漁業者は、

次の観点から、漁獲物の衛生管理や鮮度管理に努め、付加価値向上を図る。 

①関係漁業者は、仲買人・市場関係者とともに、市等が開催する研修会に参

加し、策定した魚市場における各種作業にかかる動線を整理し輻輳化を回

避する（水産物への細菌混入リスクの低減に努める）ための魚市場内の作

業ルール内容の周知・徹底を図るとともに、衛生管理向上等に向けて取扱

い方法が異なる魚種毎に、対策内容を確認する。 

②関係漁業者は、仲買人・市場関係者とともに、漁獲物の高鮮度維持・徹底

を図るべく、作業ルールに従い、滅菌海水製造施設を活用するとともに、

施氷の徹底による低温管理の徹底を図る。併せて、平成２８年度末までの

冷海水製造装置及び殺菌海水製造施設等の完成を見込み、その活用方途及

び低温管理方法に係る作業ルールを策定する。 

 

（３）販売活動の推進 

①七ヶ浜魚市場を水揚拠点とする漁業者及び漁協や町は、平成２８年度末ま

でに完成予定の複合施設「七ヶ浜町花渕浜ハーバースクエア」内加工直売

施設における水産物の販売を検討・推進するとともに、「みやぎ水産の日」

に合わせて行なう漁協販促イベント及び地域イベント「七の市」・「七ヶ浜

産業祭り」「ぼっけ祭り」等において地域水産物のＰＲを積極的に推進し、

知名度向上・需要拡大を図る。 

②亘理魚市場を水揚拠点とする漁業者及び漁協や町は、交流拠点施設「きず

なぽーと“わたり”」内直売所「鳥の海ふれあい市場」等の地域販売所に

おける水産物の販売を推進するとともに、「みやぎ水産の日」に合わせて

行なう漁協販促イベント及び地域イベント「荒浜漁港水産祭り」等におい

て地域水産物のＰＲを積極的に推進し、知名度向上・需要拡大を図る。 

  併せて、宮城県漁協仙南支所は、平成２９年度より亘理魚市場に新たな

畜養イケス等を導入し、地元亘理地区に加え仙南地区一円の水揚物を取扱

うことを検討する。この取組により市場規模を拡大し、かつ新たな加工業

者を誘致することで新たな買受人が参入・定着し易い環境を形成するとと

もに、インターネット販売の導入を検討する等、新たな販路を確保するこ

とで、亘理地区を仙南地区における流通拠点化することを目指すととも

に、市場活性化による魚価及び漁業収入の維持・向上を目指す。 

③漁協は、加工業者等と連携し、マガレイやアカガイ・コオナゴ等を利用し

た新加工品開発等を行うなど、各魚種の新たな需要開拓を進めることとす

る。 

併せて、県及び市町と連携して十分な放射能対策を実施し、県内外へ安

全性を確保していることの周知に努める。 

 

 

  



漁業収入向上

のための取組 

３．漁業者育成・担い手対策の推進 

（１）漁協は、漁家後継者候補等に対し、少子高齢化や漁業就業者の減少の中に

あっても水揚が確保できるよう、漁労作業の効率化・省力化、安全確保、簿

記等について必要な知識・技術の習得に向けた研修を行ない、若年漁業者の

資質向上を図る。 

 

（２）地元漁業や就業機会についての情報提供の場が限られていることが新規就

業者の確保の妨げになっていることから、漁協は、各種就職相談会等を活用

し、希望者を対象に地域漁業や漁労など知識・技術の習得に向けた実地研修

を行なうことにより、新規漁業就業者の確保に努める。 

 

これらの取組により、基準年より１．６％の漁業収入向上が見込まれる。 

 

漁業コスト 

削減のための 

取組 

１．燃油コスト削減の取組 

（１）全漁業者は、定期的な船底清掃・付着生物防止処理、入出港時の減速航行

の徹底に取り組むことにより、燃油消費量の削減を図る。 

 

（２）全漁業者は、機関換装や漁船建造の際、省エネ型エンジンを積極的に導入

することにより、燃油消費量の削減を図る。 

 

また、その他漁業種類においても、漁業者は、漁協とともにコスト削減策を検

討・実施する。 

 

これらの取組により、基準年より１．５％以上の漁業コスト削減が見込まれる。 

 

活用する 

支援措置等 

がんばる漁業復興支援事業、産地水産業強化支援事業、新規漁業就業者総合支援

事業、もうかる漁業創設支援事業、もうかる漁業創設支援事業（沿岸版）、漁業

経営セーフティーネット構築事業 

 

 ４年目（平成２９年度） 

漁業収入向上

のための取組 

１．復興の推進 

「宮城県震災復興計画」において、平成２６年度～２９年度が「再生期」に当

たり、本計画の下で策定された同期間にかかる宮城県の「水産業の振興に関する

基本的な計画」（平成２６年度～３２年度）とも連携をとりつつ、全漁業者及び

漁協や市･町が以下の取組を行なうことで、漁船漁業の復興・更なる発展を目指

す。 

 

（１）効率的な操業体制の構築 

①資源の持続安定利用 

各漁業種類において、以下の取組により、漁業資源の持続安定化を図りつ

つ利用することで、漁業収入の維持・向上を図る。 

ⅰ）さより機船船びき網漁業 

 ・漁業者は、獲り過ぎによる資源への影響を防ぐべく、「さより機船船び

き網漁業に係わる自主調整方針」のほか、漁協と協力して調査した震

災後の漁獲量データに基づき、漁協の管理の下で１ヶ統１日当たりの

サヨリ漁獲量上限を定め、その徹底を図ることで、過剰水揚げによる

魚価下落を抑制し、魚価及び漁業収入の維持・向上を目指す。 

 

 

 



漁業収入向上

のための取組 

ⅱ）刺網漁業・せん漁業・小型底曳網漁業 

 ・刺網漁業者・小型底曳網漁業者は、冬期に漁獲したマコガレイのうち

低価格の産卵後親魚について、漁協の管理の下で再放流を実施する。

この取組により、翌年以降に産卵可能な個体の減耗を極力減らすこと

でマコガレイ資源の持続安定に資するとともに、低価格魚の大量水揚

を避け市場価格の下落を防ぐことによる魚価及び漁業収入の維持・向

上を目指す。 

 ・刺網漁業者・せん漁業者（アナゴ筒・タコかご・ツブかご）・小型底曳

網漁業者は、主要漁場である仙台湾において、対象魚種及び時期毎に

漁場を分割し使い分けることで、効率的な操業の実施と漁獲量の向

上・安定を図るとともに、漁業収入の維持・向上を目指す。 

 

ⅰ）・ⅱ）の取組内容は、各漁業者が自主的に取り組むものであり、宮城

県漁業協同組合の仙台湾小型漁船漁業部会の各委員会で漁期前に協議・確認

の上、実施する。 

 

ⅲ）貝桁漁業 

・貝桁漁業の主要漁獲対象となるアカガイ・ウバガイについては、近年、

資源量が大幅に減少していることから、漁業者は、獲り過ぎによる資

源への影響を防ぐべく、漁協と協力して調査した震災後の漁獲量デー

タに基づき、漁協の管理の下で１隻１日当たりの漁獲量上限を定め、

その徹底を図ることで、過剰水揚げによる魚価下落を抑制し、魚価及

び漁業収入の維持・向上を目指す。 

・漁業者は、漁獲したアカガイ・ウバガイのうち小型個体（それぞれ殻

長７cm 未満・９cm未満：自主的に設定）を再放流することにより漁獲

可能資源の増加及び漁業資源の永続利用を図る。併せて、小型個体の

漁獲を避けるため、（貝桁漁業者の総意が得られた場合には）漁具（マ

ンガン）の桁幅の拡大長を決定する。 

 

 ②安定的な操業体制の構築 

秋漁の主力の一つであるサケについては、近年、回帰状況が不安定で年毎

の漁獲量変動が大きいことから、資源量の安定・増大を図るため、宮城県漁

協仙南支所は、自動給餌器や飼育池自動掃除機等の導入により省力化・効率

化したふ化場を新設し、種苗放流数を基準年より３％以上の増大を目指す。 

定置漁業者は、当該漁期の漁獲状況を踏まえ、必要に応じ網揚休漁を実施

することによりサケ資源の安定・増大を図る。 

 

（２）付加価値向上対策の推進 

  塩釜市が高度衛生管理型魚市場として整備した（運搬機器や冷海水製造装

置・殺菌海水製造施設等の整備含む）塩釜魚市場を水揚拠点とする漁業者は、

次の観点から、漁獲物の衛生管理や鮮度管理に努め、付加価値向上を図る。 

①関係漁業者は、仲買人・市場関係者とともに、市等が開催する研修会に参

加し、策定した魚市場における各種作業にかかる動線を整理し輻輳化を回

避する（水産物への細菌混入リスクの低減に努める）ための魚市場内の作

業ルールに従い、衛生管理の徹底を図る。 

②関係漁業者は、仲買人・市場関係者とともに、漁獲物の高鮮度維持・徹底

を図るべく、作業ルールに従い、滅菌海水製造施設や冷海水製造装置及び

殺菌海水製造施設を活用するとともに、施氷の徹底による低温管理の徹底

を図る。 

 

  



漁業収入向上

のための取組 

（３）販売活動の推進 

①七ヶ浜魚市場を水揚拠点とする漁業者及び漁協や町は、複合施設「七ヶ浜

町花渕浜ハーバースクエア」内加工直売施設における水産物の販売を推進

するとともに、「みやぎ水産の日」に合わせて行なう漁協販促イベント及

び地域イベント「七の市」・「七ヶ浜産業祭り」「ぼっけ祭り」等において

地域水産物のＰＲを積極的に推進し、知名度向上・需要拡大を図る。 

②亘理魚市場を水揚拠点とする漁業者及び漁協や町は、交流拠点施設「きず

なぽーと“わたり”」内直売所「鳥の海ふれあい市場」等の地域販売所に

おける水産物の販売を推進するとともに、「みやぎ水産の日」に合わせて

行なう漁協販促イベント及び地域イベント「荒浜漁港水産祭り」等におい

て地域水産物のＰＲを積極的に推進し、知名度向上・需要拡大を図る。 

  併せて、宮城県漁協仙南支所は、亘理魚市場に新たな畜養イケス等を導

入し、地元亘理地区に加え仙南地区一円の水揚物の取扱を開始する。この

取組により市場規模を拡大し、かつ新たな加工業者を誘致することで新た

な買受人が参入・定着し易い環境を形成するとともに、インターネット販

売を導入する等、新たな販路を確保することで、亘理地区を仙南地区にお

ける流通拠点化することを目指すとともに、市場活性化による魚価及び漁

業収入の維持・向上を目指す。 

③漁協は、加工業者等と連携し、マガレイやアカガイ・コオナゴ等を利用し

た新加工品開発等を行うなど、各魚種の新たな需要開拓を進めることとす

る。 

併せて、県及び市町と連携して十分な放射能対策を実施し、県内外へ安

全性を確保していることの周知に努める。 

 

３．漁業者育成・担い手対策の推進 

（１）漁協は、漁家後継者候補等に対し、少子高齢化や漁業就業者の減少の中に

あっても水揚が確保できるよう、漁労作業の効率化・省力化、安全確保、簿

記等について必要な知識・技術の習得に向けた研修を行ない、若年漁業者の

資質向上を図る。 

 

（２）地元漁業や就業機会についての情報提供の場が限られていることが新規就

業者の確保の妨げになっていることから、漁協は、各種就職相談会等を活用

し、希望者を対象に地域漁業や漁労など知識・技術の習得に向けた実地研修

を行なうことにより、新規漁業就業者の確保に努める。 

 

これらの取組により、基準年より３．９％の漁業収入向上が見込まれる。 

 

漁業コスト 

削減のための 

取組 

１．燃油コスト削減の取組 

（１）全漁業者は、定期的な船底清掃・付着生物防止処理、入出港時の減速航行

の徹底に取り組むことにより、燃油消費量の削減を図る。 

 

（２）全漁業者は、機関換装や漁船建造の際、省エネ型エンジンを積極的に導入

することにより、燃油消費量の削減を図る。 

 

また、その他漁業種類においても、漁業者は、漁協とともにコスト削減策を検

討・実施する。 

 

これらの取組により、基準年より１．５％以上の漁業コスト削減が見込まれる。 

 

  



活用する 

支援措置等 

がんばる漁業復興支援事業、産地水産業強化支援事業、新規漁業就業者総合支援

事業、もうかる漁業創設支援事業、もうかる漁業創設支援事業（沿岸版）、漁業

経営セーフティーネット構築事業 

 

５年目（平成３０年度） 

  取組の最終年度であり、前年度に引き続き行ない、目標達成が確実なものとなるよう、プラン

の取り組み状況を確認しつつ、必要に応じて施策の見直しを行なう。 

漁業収入向上

のための取組 

１．復興の推進 

「宮城県震災復興計画」や宮城県の「水産業の振興に関する基本的な計画」（平

成２６年度～３２年度）とも連携をとりつつ、全漁業者及び漁協や市･町が以下

の取組を行なうことで、漁船漁業の復興・更なる発展を目指す。 

 

（１）効率的な操業体制の構築 

①資源の持続安定利用 

各漁業種類において、以下の取組により、漁業資源の持続安定化を図りつ

つ利用することで、漁業収入の維持・向上を図る。 

ⅰ）さより機船船びき網漁業 

 ・漁業者は、獲り過ぎによる資源への影響を防ぐべく、「さより機船船び

き網漁業に係わる自主調整方針」のほか、漁協と協力して調査した震

災後の漁獲量データに基づき、漁協の管理の下で１ヶ統１日当たりの

サヨリ漁獲量上限を定め、その徹底を図ることで、過剰水揚げによる

魚価下落を抑制し、魚価及び漁業収入の維持・向上を目指す。 

ⅱ）刺網漁業・せん漁業・小型底曳網漁業 

 ・刺網漁業者・小型底曳網漁業者は、冬期に漁獲したマコガレイのうち

低価格の産卵後親魚について、漁協の管理の下で再放流を実施する。

この取組により、翌年以降に産卵可能な個体の減耗を極力減らすこと

でマコガレイ資源の持続安定に資するとともに、低価格魚の大量水揚

を避け市場価格の下落を防ぐことによる魚価及び漁業収入の維持・向

上を目指す。 

 ・刺網漁業者・せん漁業者（アナゴ筒・タコかご・ツブかご）・小型底曳

網漁業者は、主要漁場である仙台湾において、対象魚種及び時期毎に

漁場を分割し使い分けることで、効率的な操業の実施と漁獲量の向

上・安定を図るとともに、漁業収入の維持・向上を目指す。 

 

ⅰ）・ⅱ）の取組内容は、各漁業者が自主的に取り組むものであり、宮城

県漁業協同組合の仙台湾小型漁船漁業部会の各委員会で漁期前に協議・確認

の上、実施する。 

 

ⅲ）貝桁漁業 

・貝桁漁業の主要漁獲対象となるアカガイ・ウバガイについては、近年、

資源量が大幅に減少していることから、漁業者は、獲り過ぎによる資

源への影響を防ぐべく、漁協と協力して調査した震災後の漁獲量デー

タに基づき、漁協の管理の下で１隻１日当たりの漁獲量上限を定め、

その徹底を図ることで、過剰水揚げによる魚価下落を抑制し、魚価及

び漁業収入の維持・向上を目指す。 

・漁業者は、漁獲したアカガイ・ウバガイのうち小型個体（それぞれ殻

長７cm 未満・９cm未満：自主的に設定）を再放流することにより漁獲

可能資源の増加及び漁業資源の永続利用を図る。併せて、小型個体の

漁獲を避けるため、（平成２９年度までに貝桁漁業者の総意が得られた

場合には）桁幅を拡大した漁具（マンガン）による操業を開始する。 



漁業収入向上

のための取組 

 ②安定的な操業体制の構築 

秋漁の主力の一つであるサケについては、近年、回帰状況が不安定で年毎

の漁獲量変動が大きいことから、資源量の安定・増大を図るため、宮城県漁

協仙南支所は、自動給餌器や飼育池自動掃除機等の導入により省力化・効率

化したふ化場において、種苗放流数を基準年より３％以上の増大を図る。 

定置漁業者は、当該漁期の漁獲状況を踏まえ、必要に応じ網揚休漁を実施

することによりサケ資源の安定・増大を図る。 

 

（２）付加価値向上対策の推進 

  塩釜市が高度衛生管理型魚市場として整備した（運搬機器や冷海水製造装

置・殺菌海水製造施設等の整備含む）塩釜魚市場を水揚拠点とする漁業者は、

次の観点から、漁獲物の衛生管理や鮮度管理に努め、付加価値向上を図る。 

①関係漁業者は、仲買人・市場関係者とともに、市等が開催する研修会に参

加し、策定した魚市場における各種作業にかかる動線を整理し輻輳化を回

避する（水産物への細菌混入リスクの低減に努める）ための魚市場内の作

業ルールに従い、衛生管理の徹底を図る。 

②関係漁業者は、仲買人・市場関係者とともに、漁獲物の高鮮度維持・徹底

を図るべく、作業ルールに従い、滅菌海水製造施設や冷海水製造装置及び

殺菌海水製造施設を活用するとともに、施氷の徹底による低温管理の徹底

を図る。 

 

（３）販売活動の推進 

①七ヶ浜魚市場を水揚拠点とする漁業者及び漁協や町は、複合施設「七ヶ浜

町花渕浜ハーバースクエア」内加工直売施設における水産物の販売を推進

するとともに、「みやぎ水産の日」に合わせて行なう漁協販促イベント及

び地域イベント「七の市」・「七ヶ浜産業祭り」「ぼっけ祭り」等において

地域水産物のＰＲを積極的に推進し、知名度向上・需要拡大を図る。 

②亘理魚市場を水揚拠点とする漁業者及び漁協や町は、交流拠点施設「きず

なぽーと“わたり”」内直売所「鳥の海ふれあい市場」等の地域販売所に

おける水産物の販売を推進するとともに、「みやぎ水産の日」に合わせて

行なう漁協販促イベント及び地域イベント「荒浜漁港水産祭り」等におい

て地域水産物のＰＲを積極的に推進し、知名度向上・需要拡大を図る。 

  併せて、宮城県漁協仙南支所は、亘理魚市場に導入した畜養イケス等を

活用し、仙南地区一円の水揚物を取扱う。この取組により市場規模を拡大

し、かつ新たな加工業者を誘致することで新たな買受人が参入・定着し易

い環境を形成するとともに、インターネット販売を導入する等、新たな販

路を確保することで、亘理地区を仙南地区における流通拠点化することを

目指すとともに、市場活性化による魚価及び漁業収入の維持・向上を目指

す。 

③漁協は、加工業者等と連携し、マガレイやアカガイ・コオナゴ等を利用し

た新加工品開発等を行うなど、各魚種の新たな需要開拓を進めることとす

る。 

併せて、県及び市町と連携して十分な放射能対策を実施し、県内外へ安

全性を確保していることの周知に努める。 

 

３．漁業者育成・担い手対策の推進 

（１）漁協は、漁家後継者候補等に対し、少子高齢化や漁業就業者の減少の中に

あっても水揚が確保できるよう、漁労作業の効率化・省力化、安全確保、簿

記等について必要な知識・技術の習得に向けた研修を行ない、若年漁業者の

資質向上を図る。 

 



漁業収入向上

のための取組 

（２）地元漁業や就業機会についての情報提供の場が限られていることが新規就

業者の確保の妨げになっていることから、漁協は、各種就職相談会等を活用

し、希望者を対象に地域漁業や漁労など知識・技術の習得に向けた実地研修

を行なうことにより、新規漁業就業者の確保に努める。 

 

これらの取組により、基準年より５．０％の漁業収入向上が見込まれる。 

 

漁業コスト 

削減のための 

取組 

１．燃油コスト削減の取組 

（１）全漁業者は、定期的な船底清掃・付着生物防止処理、入出港時の減速航行

の徹底に取り組むことにより、燃油消費量の削減を図る。 

 

（２）全漁業者は、機関換装や漁船建造の際、省エネ型エンジンを積極的に導入

することにより、燃油消費量の削減を図る。 

 

また、その他漁業種類においても、漁業者は、漁協とともにコスト削減策を検

討・実施する。 

 

これらの取組により、基準年より１．５％以上の漁業コスト削減が見込まれる。 

 

活用する 

支援措置等 

がんばる漁業復興支援事業、産地水産業強化支援事業、新規漁業就業者総合支援

事業、もうかる漁業創設支援事業、もうかる漁業創設支援事業（沿岸版）、漁業

経営セーフティーネット構築事業 

 

（４）関係機関との連携 

プランの取組を確実に実施し、効果が最大限に発揮できるよう、水産庁、宮城県（水産担当部

署・地方出先機関・試験研究機関）、関係市町、宮城県水産業経営支援協議会、宮城県漁業共済

組合、その他地元研究機関等より指導協力を仰ぐこととする。 

 

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 

 

 

  



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 

共同利用漁船等復旧支援対策事業、 

共同利用小型漁船建造事業 

東日本大震災により被災した漁船・漁具の早期復旧 

がんばる漁業復興支援事業 収益性の向上を目指した取組の実施を通じた漁船漁業

の東日本大震災からの復興の推進 

水産流通基盤整備事業 東日本大震災により被災した塩釜魚市場における衛生

管理型荷捌き施設、流通・加工施設等の一体整備、漁

港施設用地の嵩上げ等 

産地水産業強化支援事業 塩釜魚市場施設・機器設備の整備・設置及び販売流通

機能強化、省力化・効率化したサケふ化場の新設 

漁業復興担い手確保支援事業、 

新規漁業就業者総合支援事業 

漁家後継者候補の育成、新規漁業就業者確保 

もうかる漁業創設支援事業、 

もうかる漁業創設支援事業（沿岸版） 

新たな漁業経営改善に向けた取組の実証 

省燃油活動推進事業 燃油コストの削減 

省エネ機器等導入推進事業 省エネ機器導入による燃油コストの削減 

漁業経営セーフティーネット構築事業 燃油価格高騰時における燃油コスト削減の一助として

の底支え 

 


