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浜の活力再生プラン 

 

１ 地域水産業再生委員会 

組織名 忠岡地区地域水産業再生委員会 

代表者名 会長 勝元 伊一郎 

   

再生委員会の 

構成員 

忠岡漁業協同組合、忠岡町産業まちづくり部産業振興課 

オブザーバー 大阪府行政書士会会員 1 名 

※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 範囲  阪南港忠岡地区 

漁業の種類  船びき漁業（バッチ網漁業） １３名 

       あなご籠漁業         ４名 

       刺網漁業           ９名 

       小型定置網漁業        １名 

(船曳網１３名内、刺網３名・あなご籠１名兼業者あり) 

漁業者数           合 計   ２４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 

大阪湾は、瀬戸内海の一部で、西は明石海峡を経て播磨灘へ繋がり、もう一方は南の紀淡海峡を

経て紀伊水道を通じて太平洋へ繋がっており、瀬戸内海の東端に位置する周囲を陸に囲まれた楕円

形の閉鎖性海域であります。その沿岸は、日本有数の工業地帯であり、海岸線のほとんどは埋立に

よる人工海岸となっております。自然の海岸が残っているのは、西宮市、貝塚市、淡路島、大阪南

部などの一部に限られています。 

 阪南港忠岡地区においても、人工海岸で工業地域に囲まれた漁場である。護岸工事や埋立工事等

の影響は大きく、貧酸素状態の慢性化、また、栄養塩（植物プランクトンや海藻の栄養となる海水

中に溶けたケイ酸塩・リン酸塩・硝酸塩・亜硝酸塩等の総称）の不足、偏在化も研究資料で発表さ

れており、海洋環境の変化による漁獲量の減少、魚離れによる消費量の低迷等の様々の要因によっ

て魚価の下落の進行がうかがえます。 

 しかしながら、上記工業問題から近年は水質の改善計画（工業廃水や下水道設備）も進み、若干

の水質環境改善も感じられます。 

 一方、近年では、円安が常態化しており、原油価格の高騰から燃油や資材の高騰により漁業を取

巻く環境は一層厳しさを増しています。さらには、漁業従事者の高齢化の進行、後継者不足による

漁業者の減少が漁業就労環境を非常に困難にしている状況であるといえます。 

別記様式第１号 別添 
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 当組合では、船曳網漁業を主として、刺網、あなご籠、小型定置網などでいかなご、しらす、あ

なご、あこ（キジハタ）、きす、すずき等の数十種類の魚種が漁獲されておりますが、漁獲量(主要

魚種である、いかなご・しらすの漁獲高が２００ｔ～２５０ｔ程度)も年々減少傾向にあります。 

 組合としては、平成２４年より３月～１１月の期間に月に１度第４日曜日に「忠岡みなとマーケ

ット」の開催や近隣イベントへの出店など、忠岡町とも連携しながら、地域に根付いた活動をして

おりますが、集客及び周知徹底に関して、模索しているのが現状です。 

 

（２）その他の関連する現状等 

○近隣地域においても高齢化や人口の減少が進んでおり、水産業だけでなく地域の活性が失われつ

つあることを自覚しなければならない。地域の活性を取り戻すためにも漁業を再生させることは

重要である。 

 

○今後３０年以内に発生する確率の高い南海トラフ地震に対する災害対策について、大規模な津波

に備えるため大阪府・忠岡町とともに避難路や防潮堤の整備が必要と思われる。 

 

３ 活性化の取組方針 

（１） 基本方針 

活性化の基本方針として、水産業業界での計画等のさまざまな施策を意欲的に活用しつつ、水産

物の消費拡大及び魚価の向上等による漁業収入の向上、省燃油活動等による漁業コストの削減に取

組むことを組合員全員で共有し漁業所得の向上を目指す。 

地元の関係者等に四季折々の水産物の特産品としてＰＲを行うなど、漁業の活性を促し、浜の活

力を再生することにより地域の活性化に貢献する。 

 

 当再生プランの推進により、当再生員会の構成員および当プランに関わる漁業者等の関係者は、

以下の取組を念頭に漁業収入の向上と漁業コストの削減を図る。 

 

【漁業収入の向上のための取組】 

ア：漁獲物の付加価値向上 

 ア－①地魚のブランド化の推進 

 ア－②漁獲物の品質向上の推進 

イ：漁獲物の消費の拡大 

 イ－①幼稚園・保育所へのＰＲ 

 イ－②料理教室の開催 

ウ：漁場環境の保全 

 ウ－①漁場環境の保全活動 

エ：放流事業の推進 

 エ－①稚魚の放流 

オ：漁協販売機能の強化 
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 オ－①「忠岡みなとマーケット」等のイベント強化 

 オ－②低利用魚の活用：【６次産業化推進支援関連事業】 

 オ－③販売取引先の拡大 

カ：漁業者の育成と後継者の育成 

 カ－①漁業就労者の促進の取組 

キ：取組の宣伝広告 

キ－①宣伝広告について 

【漁業コスト削減の取組】 

ク：省エネ機器の導入 

 ク－①省エネ機器の導入：【省エネ機器等導入推進事業】 

ケ：省燃油活動の推進 

 ケ－①省燃油の取組：【省燃油活動推進事業】 

コ：漁具購入費用の軽減 

 コ－①漁具購入費用の軽減 

サ：燃油急騰に対する備え 

 サ－①燃油急騰に対する備え：【漁業経営セーフティーネット構築事業】 

【その他】 

   ○漁港の老朽化対策 

 

（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 

 水産資源の持続的な利用を図るために取組む漁獲努力量の削減等については、漁業法及び大阪府

の調整規則による規制を遵守し、漁業時期の設定、網入れ時間、漁獲物の体長制限及び休漁日の設

定など漁業資源の維持・安定化に努める。 

※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） 

漁業収入向上

のための取組 

以下の取組に際し、各取組ごとのチーム体制を編成し、スケジュールの進捗状況等

の検証が行える体制を整える。 

 

ア：漁獲物の付加価値向上について 

（ア－①地魚のブランド化の推進） 

 漁協は、忠岡漁協の船曳網漁業者の漁獲物を競り場にて買い上げ、漁協にて加工し、

商品(生いかなご、生しらす、ｲｶﾅｺﾞくぎ煮、しらす釜上げ)に「大阪湾産・忠岡漁港○

○丸」のタグシールの貼付などによるブランド化の推進を図り、商品としての付加価

値を上げる。 

 これにより、取引先の拡大を推進する。 

 毎年の継続事業とする。 
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（ア－②漁獲物の品質向上の推進） 

 品質向上を図る為、漁業者が船に光電子付与装置(活水調律器)を設置し、船上でその

水に漬け冷やす事により、魚の鮮度を保ち、新鮮な魚を消費者に提供出来る様に、

推進している。 

 

イ：漁獲物の消費の拡大について 

漁食普及活動を通じた地元水産物の PR を行う。 

（イ－①幼稚園・保育所へのＰＲ） 

漁協は、食育推進のため、月 1 回程度のイカナゴのくぎ煮の提供実施に向け、まず

は忠岡町と調整していく。 

（イ－②料理教室の開催） 

漁協及び漁業者は、文化会館等において、漁師ならではの漁師飯や忠岡町と連携し

て、料理講師（プロの料理人だけではなく、近隣の料理上手なお母さんなど）を招

いての忠岡町民を対象とした料理教室の開催により、漁業文化の継承と漁食普及を

進める。 

毎年の継続事業とする。 

 

ウ：漁場環境の保全について 

（ウ－①漁場環境の保全活動） 

 漁業者は、海底耕耘や漂流物の清掃など漁場環境の保全にかかる活動に取り組む。 

 毎年の継続事業とする。 

(海底耕耘は年に 1 度、漂流物の清掃は、出漁時随時行う。) 

エ：放流事業の推進について 

（エ－①稚魚の放流） 

漁協並びに漁業者は、地域の重要な資源維持及び増大策として、栽培センターの協

力を得て、年々減少しつつある地魚の稚魚の放流に年に数回取組んでいく。 

継続実施する。 

 

オ：漁協販売機能の強化について 

（オ－①「忠岡みなとマーケット」等のイベント強化） 

漁協及び漁業者は、毎年３月～１１月の毎月第４日曜日に実施している直売市場的

な「忠岡みなとマーケット」の開催を年に１～２回程度に減らし、その代わり規模を

拡大するとともに、マグロ解体ショー等のイベントの実施、また、水産物以外の農産

物等の出品や飲食コーナーの新設を実施し、魅力あるマーケットとすることで集客力

を高める。 

その他、近隣のイベント行事(地蔵浜マルシェ等)にも積極的に参加出展し、「忠岡み

なとマーケット」のアピールを図りながら、消費者情報やニーズ収集の把握に努める。 

○販売商品の開発、及び拡充に努める。（６次化商品の開発含む） 
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（オ－②低利用魚の活用） 

 漁業者は、漁獲した水産物中の需要の低い市場に出回らず、自家消費又は廃棄して

いる魚介類を有効利用するため、干物や練り物などに加工し直売施設で販売してい

けないか、「忠岡みなとマーケット」の集客につなげていけないか考える。 

 １年目は、商品開発の調査開発研究を行う。 

（オ－③販売取引先の拡大） 

 漁協及び漁業者は、需要の拡大のため、加工販売(イカナゴ、しらす、穴子)の取引先

の拡大に努める。 

 例）デイサービス等の介護施設の昼食メニューの提案 

 

カ：漁業者の育成と後継者の育成について 

（カ－①漁業就労者の促進の取組） 

年に１～2 回にする事により、規模を大きくし開催する忠岡みなとマーケットにおい

て、漁協及び漁業者は、自治体とも協力して「漁業体験イベント」「関西空港見学ツア

ー」「大阪湾クルーズ」などを計画し、漁業や漁船の魅力をアピールすることにより、

漁業就労者の促進に努める 

・漁協は、地元や近隣地域の中学校からの職業体験や小学校からの写生会などを積極

的に受入れ、漁業及び港を知ってもらう、興味を持ってもらえるように努める。 

・漁協は、計画的で効率の良い漁業経営と適切な資源管理を行うことができる漁業後

継者を育てるため、漁業者が様々な分野の研修に参加できる体制を構築する。 

・漁協は、新たに漁家の後継者候補に対する研修等を実施し、新規就業者の確保に努

める。 

 

キ：取組の宣伝広告について 

（キ－①宣伝広告について） 

漁協及び漁業者は、水産業を知って貰う為の宣伝広告のために、さまざまな統計資

料を徴取し、どのような宣伝広告方法が効果的なのか検証し、実施案により実施する。 

 案）・幼稚園・保育所への魚の提供を通じ、児童や保護者、教職員への食育と PR 

   ・忠岡町の広報誌「広報ただおか」の活用 

   ・仲買業者が取引を行っている飲食店や市場等へのポスターの掲示 

   ・新聞広告 

   ・ホームページの強化（動画の配信、浜情報の発信、再生委員会の取組等） 

   ・忠岡町内の特定郵便局（２か所）の店頭ポスターの掲示 PR 

   ・道路看板の設置 

   ・「直売所」ポスターの掲示 

   ・「地方発送承ります。」の旗のポスターの作成 

 

 これらの取組により前年度（以下基準年度といする）実績に対し０．４％の漁業収
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入向上を確保する。 

漁業コスト削

減のための取

組 

ク：省エネ機器の導入【省エネ機器等導入推進事業】 

（ク－①省エネ機器の導入） 

漁業者は、省エネ機器導入推進事業を活用し、現在よりも１０％削減効果が認めら

れる機器に交換し、コストの削減に努める。 

 

ケ：省燃油活動の推進【省燃油活動推進事業】 

（ケ－①省燃油の取組） 

漁業者は、航行抵抗の低減のための定期的な船底清掃、漁場への行き帰りの定速運

転、係留中のエンジン停止、不要不急な積載物の削減による船体の軽量化の実施等、

省燃油に努める。 

※帰港する際のエンジン回転数を 200~400 回転程下げる。 

 

コ：漁具購入費用の軽減 

（コ－①漁具購入費用の軽減） 

漁業者は、漁具のこまめな補修と漁網等の適正管理を行い、漁具の耐用年数を延長

させ、漁具購入費用の軽減を図る。 

 

サ：燃油急騰に対する備え 

（サ－①燃油急騰に対する備え）【漁業経営セーフティーネット構築事業】 

 漁業者は、漁業経営セーフティーネット構築事業への加入を推進し、燃油急騰に備

える。 

 

【その他】 

（漁港の老朽化対策） 

 漁協及び関係漁業者は、漁業用施設や漁家資産の保全を図るため、保全事業の計画

策定及び事業実施に向けて継続して協議する。 

 

これらの取組により前年度（以下基準年度といする）実績に対し３％の漁業燃料油

コストの削減を目指す。 

活用する支援

措置等 

□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２８年度） 

漁業収入向上

のための取組 

１年目からの一連の取組の効果を検証し継続拡大させるため、再生委員会による継

続的な計画の検討・見直しを協議する。 
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ア：漁獲物の付加価値向上について 

（ア－①地魚のブランド化の推進） 

（ア－②漁獲物の品質向上の推進） 

前年に引き続き実施しながら、取組の効果検証をする。 

 毎年の継続事業とする。 

 

イ：漁獲物の消費の拡大について 

（イ－①幼稚園・保育所へのＰＲ） 

漁協は、地魚を提供して食育推進のため、回数・数量の増加を含め、忠岡町と調整・

協議していく。 

毎年の継続事業とする。 

（イ－②料理教室の開催） 

漁協及び漁業者は、文化会館等において、漁師ならではの漁師飯や忠岡町と連携し

て、料理講師（プロの料理人だけではなく、近隣の料理上手なお母さんなど）を招

いての忠岡町民を対象とした料理教室の開催により、漁業文化の継承と漁食普及を

進める。 

毎年の継続事業とする。 

  

ウ：漁場環境の保全について 

（ウ－①漁場環境の保全活動） 

 引き続き、海底耕耘や漂流物の清掃など、漁業者は、漁場環境の保全にかかる活動

に取り組む。 

 毎年の継続事業とする。 

 

エ：放流事業の推進について 

（エ－①稚魚の放流） 

地域の重要な資源増大策として、漁業者は、稚魚の放流に取組み、継続実施する。 

 

オ：漁協販売機能の強化について 

（オ－①「忠岡みなとマーケット」等のイベント強化） 

漁協及び漁業者は、毎年３月～１１月の毎月第４日曜日に実施している直売市場的

な「忠岡みなとマーケット」の開催を年に１～２回程度に減らし、その代わり規模を

拡大するとともに、マグロ解体ショー等のイベントの実施、また、水産物以外の農産

物等の出品や飲食コーナーの新設を実施し、魅力あるマーケットとすることで集客力

を高める。 

その他、近隣のイベント行事(地蔵浜マルシェ等)にも積極的に参加出展し、「忠岡み

なとマーケット」のアピールを図りながら、消費者情報やニーズ収集の把握に努め

る。 
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２年目以降は、収集した情報を生かし新たな戦略を検討する。 

販売商品の開発、及び拡充に努める。（６次化商品の開発含む） 

（オ－②低利用魚の活用） 

 漁業者は、漁獲した水産物中の需要の低い市場に出回らず、自家消費又は廃棄して

いる魚介類を有効利用するため、干物や練り物などに加工し直売施設で販売してい

けないか、「忠岡みなとマーケット」の集客につなげていけないか考える。 

 引き続き、６次化商品の調査開発研究を実施する。 

（オ－③販売取引先の拡大） 

漁協及び漁業者は、需要の拡大のため、加工販売(イカナゴ、しらす、穴子)取の引先

の拡大に努める。 

 例）デイサービス等の介護施設の昼食メニューの提案 

 

カ：漁業者の育成と後継者の育成について 

（カ－①漁業就労者の促進の取組） 

年に１～2 回にする事により、規模を大きくし開催する忠岡みなとマーケットにおい

て、漁協及び漁業者は、自治体とも協力して「漁業体験イベント」「関西空港見学ツア

ー」「大阪湾クルーズ」などを計画し、行政 と協力し、漁業や漁船の魅力をアピール

することにより、漁業就労者の促進に努める。 

・漁協は、地元や近隣地域の中学校からの職業体験や小学校からの写生会など積極

的に受入れ、漁業及び港を知ってもらう、興味を持ってもらえるように努める。 

・漁協は、計画的で効率の良い漁業経営と適切な資源管理を行うことができる漁業

後継者を育てるため、漁業者が様々な分野の研修に参加できる体制を構築する。 

・漁協は、新たに漁家の後継者候補に対する研修等を実施し、新規就業者の確保に

努める。 

 

キ：取組の宣伝広告について 

（キ－①宣伝広告について） 

漁協及び漁業者は、水産業を知って貰う為の宣伝広告のために、さまざまな統計資

料を徴取し、どのような宣伝広告方法が効果的なのか検証し、実施案により実施す

る。 

 

これらの取組により基準年度の実績に対し０．８％の漁業収入向上を確保する。 

漁業コスト削

減のための取

組 

前年からの一連の取組の効果を検証しつつ継続実施する。 

また、効果を拡大させるため、再生委員会による継続的な計画の検討・見直しを協

議する。 

新たな検討員会グループの結成も検討する。 

これらの取組により基準年度の実績に対し３％の漁業燃料油コストの削減を目指

す。 
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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 

 

３年目（平成２９年度） 

漁業収入向上

のための取組 

１年目からの一連の取組の効果を検証し継続拡大させるため、再生委員会による継

続的な計画の検討・見直しを協議する。 

 

ア：漁獲物の付加価値向上について 

（ア－①地魚のブランド化の推進） 

（ア－②漁獲物の品質向上の推進） 

引き続き実施しながら、取組の効果検証をする。 

 毎年の継続事業とする。 

 

イ：漁獲物の消費の拡大について 

（イ－①幼稚園・保育所へのＰＲ） 

 漁協は、忠岡町と協力して、地産地消を進めるコンセプトと漁食普及のため、積極

的な働きかけを行っていく。 

 毎年の継続事業とする。 

（イ－②料理教室の開催） 

漁協及び漁業者は、文化会館等において、漁師ならではの漁師飯や忠岡町と連携し

て、料理講師（プロの料理人だけではなく、近隣の料理上手なお母さんなど）を招

いての忠岡町民を対象とした料理教室の開催により、漁業文化の継承と漁食普及を

進める。 

毎年の継続事業とする。 

 

ウ：漁場環境の保全について 

（ウ－①漁場環境の保全活動） 

 引き続き、漁業者は、海底耕耘や漂流物の清掃など、漁場環境の保全にかかる活動

に率先して取り組む。 

 毎年の継続事業とする。 

 

エ：放流事業の推進について 

（エ－①稚魚の放流） 

漁協並びに漁業者は、地域の重要な資源増大策として、稚魚の放流に取組み、継続

実施する。 

 

オ：漁協販売機能の強化について 

（オ－①「忠岡みなとマーケット」等のイベント強化） 
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漁協及び漁業者は、毎年３月～１１月の毎月第４日曜日に実施している直売市場的

な「忠岡みなとマーケット」の開催を年に１～２回程度に減らし、その代わり規模を

拡大するとともに、マグロ解体ショー等のイベントの実施、また、水産物以外の農産

物等の出品や飲食コーナーの新設を実施し、魅力あるマーケットとすることで集客力

を高める。 

その他、近隣のイベント行事(地蔵浜マルシェ等)にも積極的に参加出展し、「忠岡み

なとマーケット」のアピールを図りながら、消費者情報やニーズ収集の把握に努める。 

また、収集した情報を生かし新たな戦略を検討する。 

（オ－②低利用魚の活用） 

 漁業者は、漁獲した水産物中の需要の低い市場に出回らず、自家消費又は廃棄して

いる魚介類を有効利用するため、干物や練り物などに加工し直売施設で販売していけ

ないか、「忠岡みなとマーケット」の集客につなげていけないか考える。 

 引き続き、６次化商品の調査開発研究を実施する。 

（オ－③販売取引先の拡大） 

 漁協及び漁業者は、需要の拡大のため、加工販売(イカナゴ、しらす、あなご)取引先

の拡大に努める。 

 

カ：漁業者の育成と後継者の育成について 

（カ－①漁業就労者の促進の取組） 

年に１～2 回にする事により、規模を大きくし開催する忠岡みなとマーケットにおい

て、漁協及び漁業者は、自治体とも協力して「漁業体験イベント」「関西空港見学ツア

ー」「大阪湾クルーズ」などを計画し、行政と協力し、漁業や漁船の魅力をアピールす

ることにより、漁業就労者の促進に努める。 

・漁協は、地元や近隣地域の中学校からの職業体験や小学校からの写生会など積極的

に受入れ、漁業及び港を知ってもらう、興味を持ってもらえるように努める。 

・漁協は、計画的で効率の良い漁業経営と適切な資源管理を行うことができる漁業後

継者を育てるため、漁業者が様々な分野の研修に参加できる体制を構築する。 

・漁協は、新たに漁家の後継者候補に対する研修等を実施し、新規就業者の確保に努

める。 

 

キ：取組の宣伝広告について 

（キ－①宣伝広告について） 

漁協及び漁業者は、水産業を知って貰う為の宣伝広告のために、さまざまな統計資

料を徴取し、どのような宣伝広告方法が効果的なのか検証し、実施案により実施する。 

 

 これらの取組により基準年度の実績に対し１．２％の漁業収入向上を確保する。 

漁業コスト削

減のための取

前年からの一連の取組の効果を検証しつつ継続実施する。 

また、効果を拡大させるため、再生委員会による継続的な計画の検討・見直しを協
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組 議する。 

 

 これらの取組により基準年度の実績に対し３％の漁業燃料油コストの削減を目指

す。 

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 

□６次産業化推進支援関連事業 

 

４年目（平成３０年度） 

漁業収入向上

のための取組 

 １年目からの一連の取組の効果を検証し継続拡大させるため、再生委員会による継

続的な計画の検討・見直しを協議する。最終年に向け、取組を強化する。 

ア：漁獲物の付加価値向上について 

（ア－①地魚のブランド化の推進） 

（ア－②漁獲物の品質向上の推進） 

引き続き実施しながら、取組の効果検証をする。 

 毎年の継続事業とする。 

 

イ：漁獲物の消費の拡大について 

（イ－①幼稚園・保育所へのＰＲ） 

漁業者自らは、地産地消を進めるコンセプトと漁食普及のため、継続して活動を実

施する。 

（イ－②料理教室の開催） 

漁協及び漁業者は、文化会館等において、漁師ならではの漁師飯や忠岡町と連携し

て、料理講師（プロの料理人だけではなく、近隣の料理上手なお母さんなど）を招

いての忠岡町民を対象とした料理教室の開催により、漁業文化の継承と漁食普及を

進める。 

毎年の継続事業とする。 

 

ウ：漁場環境の保全について 

（ウ－①漁場環境の保全活動） 

 引き続き、漁業者は、海底耕耘や漂流物の清掃など漁場環境の保全にかかる活動に

取り組む。 

 毎年の継続事業とする。 

 

エ：放流事業の推進について 

（エ－①稚魚の放流） 

漁協並びに漁業者は、地域の重要な資源増大策として、稚魚の放流に取組み、継続

実施する。 
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オ：漁協販売機能の強化について 

（オ－①「忠岡みなとマーケット」等のイベント強化） 

漁協及び漁業者は、毎年３月～１１月の毎月第４日曜日に実施している直売市場的

な「忠岡みなとマーケット」の開催を年に１～２回程度に減らし、その代わり規模を

拡大するとともに、マグロ解体ショー等のイベントの実施、また、水産物以外の農産

物等の出品や飲食コーナーの新設を実施し、魅力あるマーケットとすることで集客力

を高める。 

その他、近隣のイベント行事(地蔵浜マルシェ等)にも積極的に参加出展し、「忠岡み

なとマーケット」のアピールを図りながら、消費者情報やニーズ収集の把握に努め

る。 

また、収集した情報を生かし新たな戦略を検討する。 

（オ－②低利用魚の活用） 

 魚価向上効果による漁労収入増加及び加工作業賃金による漁労外所得により、増収

を見込める６次化商品の調査開発研究を漁協及び漁業者は、進める。 

（オ－③販売取引先の拡大） 

 漁協及び漁業者は、需要の拡大のため、加工販売(イカナゴ、しらす、あなご)の取引

先の拡大に努める。 

 

カ：漁業者の育成と後継者の育成について 

（カ－①漁業就労者の促進の取組） 

年に１～2 回にする事により、規模を大きくし開催する忠岡みなとマーケットにおい

て、漁協及び漁業者は、自治体とも協力して「漁業体験イベント」「関西空港見学ツア

ー」「大阪湾クルーズ」などを計画し、行政と協力し、漁業や漁船の魅力をアピールす

ることにより、漁業就労者の促進に努める。 

・漁協は、地元や近隣地域の中学校からの職業体験や小学校からの写生会など積極的

に受入れ、漁業及び港を知ってもらう、興味を持ってもらえるように努める。 

・漁協は、計画的で効率の良い漁業経営と適切な資源管理を行うことができる漁業後

継者を育てるため、漁業者が様々な分野の研修に参加できる体制を構築する。 

・漁協は、新たに漁家の後継者候補に対する研修等を実施し、新規就業者の確保に努

める。 

 

キ：取組の宣伝広告について 

（キ－①宣伝広告について） 

漁協及び漁業者は、水産業を知って貰う為の宣伝広告のために、さまざまな統計資

料を徴取し、どのような宣伝広告方法が効果的なのか検証し、実施案により実施する。 

 

 これらの取組により基準年度の実績に対し１．６％の漁業収入向上を確保する。 

漁業コスト削 前年からの一連の取組の効果を検証しつつ継続実施する。 
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減のための取

組 

また、効果を拡大させるため、再生委員会による継続的な計画の検討・見直しを協

議する。 

 

 これらの取組により基準年度の実績に対し３％の漁業燃料油コストの削減を目指

す。 

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 

 

５年目（平成３１年度） 

漁業収入向上

のための取組 

 １年目からの一連の取組の効果を検証し継続拡大させるため、再生委員会による継

続的な計画の検討・見直しを協議する。 

 最終年であるため、目標達成ができるよう結果を踏まえ確実な実施に努める。 

 

ア：漁獲物の付加価値向上について 

（ア－①地魚のブランド化の推進） 

（ア－②漁獲物の品質向上の推進） 

引き続き実施しながら、取組の効果検証をする。 

 毎年の継続事業とする。 

 

イ：漁獲物の消費の拡大について 

（イ－①幼稚園・保育所へのＰＲ） 

漁業者自らは、地産地消を進めるコンセプトと漁食普及のため、継続して活動を実

施する。 

 

（イ－②料理教室の開催） 

漁協及び漁業者は、文化会館等において、漁師ならではの漁師飯や忠岡町と連携し

て、料理講師（プロの料理人だけではなく、近隣の料理上手なお母さんなど）を招

いての忠岡町民を対象とした料理教室の開催により、漁業文化の継承と漁食普及を

進める。 

毎年の継続事業とする。 

 

ウ：漁場環境の保全について 

（ウ－①漁場環境の保全活動） 

 引き続き、漁業者は、海底耕耘や漂流物の清掃など、漁場環境の保全にかかる活動

に取り組む。 

 毎年の継続事業とする。 

 

エ：放流事業の推進について 
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（エ－①稚魚の放流） 

漁協及び漁業者は、地域の重要な資源増大策として、稚魚の放流に取組み、継続実

施する。 

 

オ：漁協販売機能の強化について 

（オ－①「忠岡みなとマーケット」等のイベント強化） 

漁協及び漁業者は、毎年３月～１１月の毎月第４日曜日に実施している直売市場的

な「忠岡みなとマーケット」の開催を年に１～２回程度に減らし、その代わり規模を

拡大するとともに、マグロ解体ショー等のイベントの実施、また、水産物以外の農産

物等の出品や飲食コーナーの新設を実施し、魅力あるマーケットとすることで集客力

を高める。 

その他、近隣のイベント行事等(地蔵浜マルシェには月 2 回参加)にも積極的に参加出

展し、「忠岡みなとマーケット」のアピールを図りながら、消費者情報やニーズ収集

の把握に努める。 

また、収集した情報を生かし新たな戦略を検討する。 

（オ－②低利用魚の活用） 

 魚価向上効果による漁労収入増加及び加工作業賃金による漁労外所得により、増収

を見込める６次化商品の調査開発研究を漁協及び漁業者は、進める。 

 ６次産業強化の継続的な計画の検討 及び見直しを図る。 

（オ－③販売取引先の拡大） 

 漁協及び漁業者は、需要の拡大のため、加工販売(イカナゴ、しらす、あなご)の取引

先の拡大に努める。 

 

カ：漁業者の育成と後継者の育成について 

（カ－①漁業就労者の促進の取組） 

「年に１～2 回にする事により、規模を大きくし開催する忠岡みなとマーケットにお

いて、漁協及び漁業者は、自治体とも協力して「漁業体験イベント」「関西空港見学ツ

アー」「大阪湾クルーズ」などを計画し、行政と協力し、漁業や漁船の魅力をアピール

することにより、漁業就労者の促進に努める。 

・漁協は、地元や近隣地域の中学校からの職業体験や小学校からの写生会など積極的

に受入れ、漁業及び港を知ってもらう、興味を持ってもらえるように努める。 

・漁協は、計画的で効率の良い漁業経営と適切な資源管理を行うことができる漁業後

継者を育てるため、漁業者が様々な分野の研修に参加できる体制を構築する。 

・漁協は、新たに漁家の後継者候補に対する研修等を実施し、新規就業者の確保に努

める。 

 

キ：取組の宣伝広告について 

（キ－①宣伝広告について） 
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漁協及び漁業者は、水産業を知って貰う為の宣伝広告のために、さまざまな統計資

料を徴取し、どのような宣伝広告方法が効果的なのか検証し、実施案により実施する。 

 

 これらの取組により基準年度の実績に対し２％の漁業収入向上を確保する。 

漁業コスト削

減のための取

組 

前年からの一連の取組の効果を検証しつつ継続実施する。 

また、効果を拡大させるため、再生委員会による継続的な計画の検討・見直しを協

議する。 

 一連の取組の効果により、基準年度の実績に対し３％の漁業燃料油コストの削減を

確保する。 

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 

※プランの実施期間が６年以上となる場合、記載欄は適宜増やすこと。 

※「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 

・取組の成果が発現されるように、「大阪・泉州水産業広域再生委員会」「忠岡町」「大阪府漁業協同組合

連合会」との連携をはかる。 

・各事業年度の事業プランに応じた支援を受けながら、推進していく。 

 

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 ケ－① 

船底清掃による燃費向上等、できる限りの省燃油活動に取り組むことにより、

漁業支出の低減を図り、漁業所得を確保する。 

省エネ機器等導入推進

事業 

ク－① 

 燃油消費量を削減できる機器を導入することにより、漁業の支出の低減を図

り、漁業所得を確保する。 

漁業経営セーフティー サ－① 
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ネット構築事業 燃油高騰時の経費の増加に備えることにより、漁業支出の低減を図り、漁業

所得を確保する。 

６次産業化推進支援関

連事業 

オ－② 

鮮魚等の加工設備が必要となった時の整備に役立てる。 

 

※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。 


