
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 

 

再生委員会の構成員 深日漁業協同組合、岬町産業振興課、大阪府水産課 

オブザーバー 大阪府漁業協同組合連合会 

※再生委員会の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 

大阪府岬町深日地域(深日漁業協同組合員 41 名) 

小型底びき網漁業(14 名)船びき網漁業(13 名)刺網漁業(14 名) 

あなご篭漁業(7 名)潜水器漁業(5 名)たこつぼ漁業(4 名) 

ひきなわ漁業(4 名)わかめ養殖漁業(1 名) 兼業を含む延べ 62 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 

当地域は大阪府最南端の岬町深日地区に位置し、前方には淡路島、明石海峡を望み、紀淡海峡

近辺に漁場があるため、四季折々に多種多様な魚介類が水揚げされています。小型底びき網漁業、

船びき網漁業、刺網漁業等の漁船漁業及び潜水器漁業、わかめ養殖漁業を営み、漁獲される魚種

はいかなご、しらす、真鯛、蛸、イカ、エビ、アワビなど 80 種類を超えています。小型底曳き

網、刺網等で水揚げされる魚介類は大半が漁協が開設する市場で競りにかけられ、競り落とされ

た魚介類は地元の鮮魚店やスーパーマーケット、大阪市・和歌山市などの消費地市場へ出荷され

て、昔から『深日もの』として高評価を得ていますが、その他は漁業者独自で販路を開拓し出荷

しています。船びき網漁業には組合員の約半数以上が従事し、各経営体が個々に他漁協セリ市場

や加工業者に出荷しています。しかしながら漁獲量の減少・魚価低迷等で漁業経営が悪化し青年

漁業者が育たないため、後継者のいない高齢漁業者が大半を占め、組合員の減少に拍車をかけて

います。加えて消費者の魚離れ、食べ方がわからないなど、魚食文化の衰退が危惧されている状

況です。 

このような状況を少しでも打開しようと、当地区では 6 年前より「海上釣り堀事業」を開始し

組合運営自体は改善傾向にあるが、組合員の生活水準は変わらないままであるため、数年前より

地元商工会の協力を得て毎年 1 回「ふれあいフェスタ」を開催し、地域活性化・魚食普及に努め

ています。しかし現状に全く変化はなく漁業経営は悪化の一途を辿っています。 

平成 6 年から開始された「ふれあい漁港漁村整備事業」により漁港区域は拡大されたが、埋め
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立てはされたものの整備等は未完成のままインフラも整ってない現状です。本来の目的である漁

港や漁村の良好な自然環境や特性を活かした漁村住民と都市住民のふれあいの場づくりの一環

として、また漁獲収入以外の収入源として、直売者や観光・体験漁業・「海の駅」等を計画して

いるが、上水道・トイレ等の施設が整備されていなく、未整地のままなので困難な状況にありま

す。 

 

 

（２）その他の関連する現状等 

・地震、津波等の災害対策が全く進んでいない。 

・組合施設、倉庫等の老朽化が進んでいる。 

 

３ 活性化の取組方針 

（１）基本方針 

１，漁業収入向上のための取組 

・地元水産物の認知度向上 

・食育を通じた魚食普及と地産地消の推進 

・体験・観光漁業の推進 

・漁場環境の保全等 

・新規漁業者の参入推進 

・養殖事業の開始 

・「海の駅」の推進 

２，漁業コスト削減のための取組 

・燃油消費量の抑制 

・セーフティーネット構築事業への加入促進 

・共同利用施設の更新による生産性の向上 

 

（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 

漁業法及び大阪府漁業調整規則による規制のほか、漁業者間で自ら約定する自主的資源管理 

 ※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２７年度） 

 以下の取組により漁業所得を基準年対比 ２％向上させる。以降、以下の取組内容は取組の進

捗状況や得られた知見等を踏まえ、必要に応じて見直すこととする。 



漁業収入向上の

ための取組 

●深日産水産物の認知度向上による魚価の向上と消費の拡大の取組 

・漁協及び漁業者は、年 1 回開催しているイベント「深日漁港ふれあいフェ

スタ」（26 年度来場者数約 9，000 人）等を通じ深日産魚介類の販売、ＰＲ活

動し、深日産水産物の認知度を向上させ魚価の向上と消費の拡大を目指す。 

・漁協役職員は、競りに新規仲買人を参入させ魚価の安定を図るべく、仲買

人・小売店・飲食店等に競りに参入してもらえるよう深日産水産物の良さを

発信する。 

●食育を通じた魚食普及と地産地消の推進 

・漁協及び漁業者は、地区内の高校・中学校・小学校と調整し、学生・児童

を対象に漁業体験や稚魚放流、漁法や漁業の歴史の講習等の体験学習を実施

し、地域産業や魚食文化への関心を高め、ひいては深日産魚介類の消費拡大

を目指す。 

●体験・観光漁業の推進 

・漁協及び漁業者は、産地仲買人、町、観光協会、地元商工会とも連携して、

深日漁港における刺網・カゴ・底びき網等の漁業体験や、休漁漁船を利用し

た漁船クルーズ、深日産魚介類を使用したバーベキュー、直販等の観光漁業

を計画し、漁業者の所得向上を目指す。ついては「ふれあいフェスタ」にお

いて、深日産魚介類や魚介類を使った調理品を試験的に漁業者が直接販売し、

来場者の意見等を聞いて今後に繋げていく。 

●漁場環境の保全等 

・漁協及び漁業者は、地先の海底耕耘や漁場・漁港に漂流しているゴミ等を

除去するなど、漁場環境の保全活動を実施するほか、稚魚の放流にも取り組

み水産資源の保護培養に努める。 

●新規漁業者の参入推進 

・漁協及び漁業者は、後継者不足や高齢化で年々減少する漁業者に歯止めを

かけるため、全国漁業就業者確保支援センターが開催する「漁業就業支援フ

ェア」に出展し、広く全国から担い手を募集し指導・育成する。 

●養殖事業の開始 

・漁協及び漁業者は、大阪府立環境農林水産総合研究所等の指導・協力を得

て、キジハタ・ヒラメ等の魚類やアワビ・カキ等の貝類の養殖を計画し、消

費者に安定供給することによる漁業者の所得向上を目指す。ついては既存育

成水槽を利用しキジハタ・ヒラメの養殖を試験的に行う。 

●「海の駅」の推進 

・漁協及び漁業者は、町、観光協会、(財)日本海洋レジャー安全・振興協会

と連携し、広大な漁港を活用すべく、誰でも気軽に利用できる「海の駅」を

推進し、マリンレジャーの広がりや地域の活性化を目指すとともに、漁業者



の所得向上を目指す。 

・漁協役職員は、「海の駅」実現のため最低限必要となる上水道・トイレ等の

整備や、未完成な埋立地の整備を進めてもらうよう町と府に働きかける。 

 

・これらの取り組みにより漁業収入を２％向上させる。 

漁業コスト削減

のための取組 

●燃油消費量の抑制 

・全漁業者は、定期的な船底清掃や減速航行など省燃油活動に取り組む。 

●燃油高騰への備え 

・漁協は、燃油高騰に備えるため、漁業者のセーフティーネット構築事業へ

の加入促進を図る。 

●共同利用施設更新による生産性の向上 

・漁協は、老朽化により修理不可能となった冷蔵・冷凍機器入替を行い、漁

獲物の鮮度保持等で生産性の向上をはかる。 

 

・これらの取組により漁業コストを１％削減する。 

活用する支援措

置等 

漁業経営セーフティーネット構築事業  水産多面的機能発揮対策事業 

新規就業者総合支援事業  省燃油活動推進事業  海域環境保全事業 

 

 ２年目（平成２８年度） 

 以下の取組により漁業所得を基準年対比４％向上させる。 

漁業収入向上の

ための取組 

●深日産水産物の認知度向上による魚価の向上と消費の拡大の取組 

・漁協及び漁業者は、年 1 回開催しているイベント「深日漁港ふれあいフェ

スタ」等を通じ深日産魚介類の販売、ＰＲ活動し、深日産水産物の認知度を

向上させ魚価の向上と消費の拡大を目指す。 

・漁協役職員は、競りに新規仲買人を参入させ魚価の安定を図るべく、仲買

人・小売店・飲食店等に競りに参入してもらえるよう深日産水産物の良さを

発信する。 

●食育を通じた魚食普及と地産地消の推進 

・漁協及び漁業者は、地区内の高校・中学校・小学校と調整し、学生・児童

を対象に漁業体験や稚魚放流、漁法や漁業の歴史の講習等の体験学習を実施

し、地域産業や魚食文化への関心を高め、ひいては深日産魚介類の消費拡大

を目指す。 

●体験・観光漁業の推進 

・漁協及び漁業者は、産地仲買人、町、観光協会、地元商工会とも連携して、

深日漁港における刺網・カゴ・底びき網等の漁業体験や、休漁漁船を利用し

た漁船クルーズ、深日産魚介類を使用したバーベキュー、直販等の観光漁業



を計画し、漁業者の所得向上を目指す。ついては試験的に「ふれあいフェス

タ」において直販や漁船クルーズを行い、来場者の意見等を参考に推進して

いく。 

●漁場環境の保全等 

・漁協及び漁業者は、地先の海底耕耘や漁場・漁港に漂流しているゴミ等を

除去するなど、漁場環境の保全活動を実施するほか、稚魚の放流にも取り組

み水産資源の保護培養に努める。 

●新規漁業者の参入推進 

・漁協及び漁業者は、後継者不足や高齢化で年々減少する漁業者に歯止めを

かけるため、全国漁業就業者確保支援センターが開催する「漁業就業支援フ

ェア」に出展し、広く全国から担い手を募集し指導・育成する。 

●養殖事業の開始 

・漁協及び漁業者は、大阪府立環境農林水産総合研究所等の指導・協力を得

て、キジハタ・ヒラメ等の魚類やアワビ・カキ等の貝類を養殖し、消費者に

安定供給することによる漁業者の所得向上を目指す。 

ついてはキジハタ・ヒラメの試験養殖に加え、アワビの試験養殖を開始す

る。 

●「海の駅」の推進 

・漁協及び漁業者は、町、観光協会、(財)日本海洋レジャー安全・振興協会

と連携し、広大な漁港を活用すべく、誰でも気軽に利用できる「海の駅」を

推進し、マリンレジャーの広がりや地域の活性化を目指すとともに、漁業者

の所得向上を目指す。 

・漁協役職員は、「海の駅」実現のため最低限必要となる上水道等の整備や、

未完成な埋立地の整備を進めてもらうと共に、津波避難櫓等の設置を町と府

に働きかける。 

 

・これらの取り組みにより漁業収入を２％向上させる。 

漁業コスト削減

のための取組 

●燃油消費量の抑制 

・全漁業者は、定期的な船底清掃や減速航行など省燃油活動に取り組む。 

●燃油高騰への備え 

・漁協は、燃油高騰に備えるため、漁業者のセーフティーネット構築事業へ

の加入促進を図る。 

●共同利用施設更新による生産性の向上 

・漁協は、老朽化した畜養水槽の再設備を検討する。 

 

・これらの取組により漁業コストを１％削減する。 



活用する支援措

置等 

漁業経営セーフティーネット構築事業  新規就業者総合支援事業   

海域環境保全事業 

 

 ３年目（平成２９年度） 

 以下の取組により漁業所得を基準年対比６％向上させる。 

漁業収入向上の

ための取組 

●深日産水産物の認知度向上による魚価の向上と消費の拡大の取組 

・漁協及び漁業者は、年 1 回開催しているイベント等を通じ深日産魚介類の

販売、ＰＲ活動し、深日産水産物の認知度を向上させ魚価の向上と消費の拡

大を目指す。 

・漁協役職員は、競りに新規仲買人を参入させ魚価の安定を図るべく、仲買

人・小売店・飲食店等に競りに参入してもらえるよう深日産水産物の良さを

発信する。 

●食育を通じた魚食普及と地産地消の推進 

・漁協及び漁業者は、地区内の高校・中学校・小学校と調整し、学生・児童

を対象に漁業体験や稚魚放流、漁法や漁業の歴史の講習等の体験学習を実施

し、地域産業や魚食文化への関心を高め、ひいては深日産魚介類の消費拡大

を目指す。 

●体験・観光漁業の推進 

・漁協及び漁業者は、産地仲買人、町、観光協会、地元商工会とも連携して、

深日漁港における刺網・カゴ・底びき網等の漁業体験や、休漁漁船を利用し

た漁船クルーズ、深日産魚介類を使用したバーベキュー、直販等の観光漁業

を計画し、漁業者の所得向上を目指す。ついては試験的に「ふれあいフェス

タ」において直販や漁船クルーズを行い、来場者の意見等を参考に推進して

いく。 

●漁場環境の保全等 

・漁協及び漁業者は、地先の海底耕耘や漁場・漁港に漂流しているゴミ等を

除去するなど、漁場環境の保全活動を実施するほか、稚魚の放流にも取り組

み水産資源の保護培養に努める。 

●新規漁業者の参入推進 

・漁協及び漁業者は、後継者不足や高齢化で年々減少する漁業者に歯止めを

かけるため、全国漁業就業者確保支援センターが開催する「漁業就業支援フ

ェア」に出展し、広く全国から担い手を募集し指導・育成する。 

●養殖事業の開始 

・漁協及び漁業者は、大阪府立環境農林水産総合研究所等の指導・協力を得

て、キジハタ・ヒラメ等の魚類やアワビ・カキ等の貝類を養殖し、消費者に

安定供給することによる漁業者の所得向上を目指す。ついてはアワビの試験



養殖を継続するとともに、キジハタ・ヒラメの成育状況により本格的養殖に

向けて販売先を開拓する。 

●「海の駅」の推進 

・漁協及び漁業者は、町、観光協会、(財)日本海洋レジャー安全・振興協会

と連携し、広大な漁港を活用すべく、誰でも気軽に利用できる「海の駅」を

推進し、マリンレジャーの広がりや地域の活性化を目指すとともに、漁業者

の所得向上を目指す。 

・漁協役職員は、「海の駅」実現のため最低限必要となる上水道等の整備や、

未完成な埋立地の整備を進めてもらうと共に、津波避難櫓等の設置を町と府

に働きかける。 

 

・これらの取り組みにより漁業収入を２％向上させる。 

漁業コスト削減

のための取組 

●燃油消費量の抑制 

・全漁業者は、定期的な船底清掃や減速航行など省燃油活動に取り組む。 

●燃油高騰への備え 

・漁協は、燃油高騰に備えるため、漁業者のセーフティーネット構築事業へ

の加入促進を図る。 

●共同利用施設更新による生産性の向上 

・漁協は、老朽化した畜養水槽の再設備を推進する。 

 

・これらの取組により漁業コストを１％削減する。 

活用する支援措

置等 

漁業経営セーフティーネット構築事業  新規就業者総合支援事業   

海域環境保全事業 

 

 

 ４年目（平成３０年度） 

 以下の取組により漁業所得を基準年対比８％向上させる。 

漁業収入向上の

ための取組 

●深日産水産物の認知度向上による魚価の向上と消費の拡大の取組 

・漁協及び漁業者は、年 1 回開催しているイベント等を通じ深日産魚介類の

販売、ＰＲ活動し、深日産水産物の認知度を向上させ魚価の向上と消費の拡

大を目指す。また、地元商工会や農家の協力を仰ぎイベントの開催回数を増

やし、更なる認知度向上と消費拡大を目指す。 

・漁協役職員は、競りに新規仲買人を参入させ魚価の安定を図るべく、仲買

人・小売店・飲食店等に競りに参入してもらえるよう深日産水産物の良さを

発信する。 

●食育を通じた魚食普及と地産地消の推進 



・漁協及び漁業者は、地区内の高校・中学校・小学校と調整し、学生・児童

を対象に漁業体験や稚魚放流、漁法や漁業の歴史の講習等の体験学習を実施

し、地域産業や魚食文化への関心を高め、ひいては深日産魚介類の消費拡大

を目指す。 

●体験・観光漁業の推進 

・漁協及び漁業者は、産地仲買人、町、観光協会、地元商工会とも連携して、

深日漁港における刺網・カゴ・底びき網等の漁業体験や、休漁漁船を利用し

た漁船クルーズ、深日産魚介類を使用したバーベキュー、直販等の観光漁業

を計画し、漁業者の所得向上を目指す。ついてはイベント開催時以外にも漁

船クルーズや直販を行うなど本格的に推進する。また漁業体験やバーベキュ

ーを試験的に行い、利用者の声を聞いて集客を増やせるよう計画する。 

●漁場環境の保全等 

・漁協及び漁業者は、地先の海底耕耘や漁場・漁港に漂流しているゴミ等を

除去するなど、漁場環境の保全活動を実施するほか、稚魚の放流にも取り組

み水産資源の保護培養に努める。 

●新規漁業者の参入推進 

・漁協及び漁業者は、後継者不足や高齢化で年々減少する漁業者に歯止めを

かけるため、全国漁業就業者確保支援センターが開催する「漁業就業支援フ

ェア」に出展し、広く全国から担い手を募集し指導・育成する。 

●養殖事業の開始 

・漁協及び漁業者は、大阪府立環境農林水産総合研究所等の指導・協力を得

て、キジハタ・ヒラメ等の魚類やアワビ・カキ等の貝類を養殖し、消費者に

安定供給することによる漁業者の所得向上を目指す。ついてはアワビの試験

養殖を継続するとともに、カキの試験養殖を開始する。またキジハタ・ヒラ

メの成育状況により本格的養殖に向けて販売先を開拓していく。 

●「海の駅」の推進 

・漁協及び漁業者は、町、観光協会、(財)日本海洋レジャー安全・振興協会

と連携し、広大な漁港を活用すべく、誰でも気軽に利用できる「海の駅」を

推進し、マリンレジャーの広がりや地域の活性化を目指すとともに、漁業者

の所得向上を目指す。 

・漁協役職員は、「海の駅」実現のため最低限必要となる給水・給油施設の整

備を計画する。また埋立地の整備を完成させてもらうと共に、津波避難櫓等

の設置を町と府に働きかける。 

 

・これらの取り組みにより漁業収入を２％向上させる。 



漁業コスト削減

のための取組 

●燃油消費量の抑制 

・全漁業者は、定期的な船底清掃や減速航行など省燃油活動に取り組む。 

●燃油高騰への備え 

・漁協は、燃油高騰に備えるため、漁業者のセーフティーネット構築事業へ

の加入促進を図る。 

●共同利用施設更新による生産性の向上 

・漁協は、老朽化した畜養水槽の再設備を推進する。 

 

・これらの取組により漁業コストを１％削減する。 

活用する支援措

置等 

漁業経営セーフティーネット構築事業  新規就業者総合支援事業   

海域環境保全事業 

 

 ５年目（平成３１年度） 

 以下の取組により漁業所得を基準年対比１０％向上させる。 

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

取組状況を確認しつつ、必要に応じて施策の見直しを行う。 

漁業収入向上の

ための取組 

●深日産水産物の認知度向上による魚価の向上と消費の拡大の取組 

・漁協及び漁業者は、地元商工会・農家に協力を仰ぎ「ふれあいフェスタ」

等のイベントを通じ深日産魚介類の販売、ＰＲ活動し、深日産水産物の認知

度を向上させ魚価の向上と消費の拡大を目指す。 

・漁協役職員は、競りに新規仲買人を参入させ魚価の安定を図るべく、仲買

人・小売店・飲食店等に競りに参入してもらえるよう深日産水産物の良さを

発信する。 

●食育を通じた魚食普及と地産地消の推進 

・漁協及び漁業者は、地区内の高校・中学校・小学校と調整し、学生・児童

を対象に漁業体験や稚魚放流、漁法や漁業の歴史の講習等の体験学習を実施

し、地域産業や魚食文化への関心を高め、ひいては深日産魚介類の消費拡大

を目指す。 

●体験・観光漁業の推進 

・漁協及び漁業者は、産地仲買人、町、観光協会、地元商工会とも連携して、

深日漁港における刺網・カゴ・底びき網等の漁業体験や、休漁漁船を利用し

た漁船クルーズ、深日産魚介類を使用したバーベキュー、直販等の観光漁業

を推進し、漁業者の所得向上を目指す。ついては上記の本格的開始を推進す

るため、施設整備と従事者確保に取り組んでいく。 

●漁場環境の保全等 

・漁協及び漁業者は、地先の海底耕耘や漁場・漁港に漂流しているゴミ等を



除去するなど、漁場環境の保全活動を実施するほか、稚魚の放流にも取り組

み水産資源の保護培養に努める。 

●新規漁業者の参入推進 

・漁協及び漁業者は、後継者不足や高齢化で年々減少する漁業者に歯止めを

かけるため、全国漁業就業者確保支援センターが開催する「漁業就業支援フ

ェア」に出展し、広く全国から担い手を募集し指導・育成する。 

●養殖事業の開始 

・漁協及び漁業者は、大阪府立環境農林水産総合研究所等の指導・協力を得

て、キジハタ・ヒラメ等の魚類やアワビ・カキ等の貝類を養殖し、消費者に

安定供給することによる漁業者の所得向上を目指す。ついては試験養殖中の

魚介類の成育状況により、直販も考慮し販路を開拓する。 

●「海の駅」の推進 

・漁協及び漁業者は、町、観光協会、(財)日本海洋レジャー安全・振興協会

と連携し、広大な漁港を活用すべく、誰でも気軽に利用できる「海の駅」を

推進し、マリンレジャーの広がりや地域の活性化を目指すとともに、漁業者

の所得向上を目指す。 

・漁協役職員は、「海の駅」実現のため最低限必要となる給水･給油施設等の

整備を推進する。また埋立地の整備を完成させてもらうと共に、津波避難櫓

等の設置を町と府に働きかける。 

 

・これらの取り組みにより漁業収入を２％向上させる。 

漁業コスト削減

のための取組 

●燃油消費量の抑制 

・全漁業者は、定期的な船底清掃や減速航行など省燃油活動に取り組む。 

●燃油高騰への備え 

・漁協は、燃油高騰に備えるため、漁業者のセーフティーネット構築事業へ

の加入促進を図る。 

●共同利用施設更新による生産性の向上 

・漁協は、老朽化した畜養水槽の再設備を推進する。 

 

・これらの取組により漁業コストを１％削減する。 

活用する支援措

置等 

漁業経営セーフティーネット構築事業  新規就業者総合支援事業   

海域環境保全事業 

 

（４）関係機関との連携 



再生委員会深日部会のメンバーである深日漁業協同組合、岬町産業振興課、大阪府水産課が連

携・協議し、オブザーバーである大阪府漁業協同組合連合会の協力を得て、目標達成に向けプラ

ンの実施を推し進める。 

 

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 

省燃油活動推進事業 船底清掃や減速航行などにより燃油の使用を削減する。 

漁業経営セーフティ

ーネット構築事業 

燃油高騰などによる備え、漁業コストの削減を図る。 

水産多面的機能発揮

対策事業 

海底耕耘により、地域の水産資源の維持・回復を図る。 

新規漁業就業者総合

支援事業 

全国より新規漁業就業者を募り、未経験者(研修生)の指導・育成に努め、

漁業者を増やす。 

海域環境保全事業 漁港・漁場に漂流するゴミ等を除去し、海域の環境保全に努める。 

未  定 「海の駅」に必要な施設や直売所を設置する。 

※関連事業には、活用を予定している国（水産庁以外を含む）、地方公共団体等の補助金・基金

等を記載。ただし、本欄への記載をもって、事業の活用を確約するものではない。 

※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。 

 


