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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   田尻漁業協同組合、田尻町、大阪府 

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 

大阪府泉南郡田尻町りんくうポート北 1番(田尻漁業協同組

合所在地)を中心とする田尻漁港区域及びその関連地域（別

添図参照)。                                                                                                       

漁業の種類（数字は許可数）：カゴ(19)・刺網(28)・たこツボ

(9)・ひきなわ(8)・流し網(3)・囲刺網(4)・潜水(7)・底曳き網

(1)・しらすうなぎ(6) 

※組合員数 30名（うち専業者数 22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 

大阪府泉南郡田尻町は、関西国際空港対岸にある人口約 8,000人の自治体で、田尻漁

港及び田尻漁業協同組合は田尻町域に唯一の漁港、漁協である。上記漁業種類に記した

とおり比較的小型の職種を中心として、海面漁業の過去 5年間の平均年間水揚げ高は約

3,000万円であるが、20年余り前から、漁業者直売を中心に様々な形での魚の提供を重

視した、今で言う 6次産業化的な都市型漁業への転換を図っており、漁業協同組合の年

間収入は約 2.5億円となっている。 

 

大阪府の漁業は、全体として不安定な漁場環境に漁獲過多の影響が重なって低迷傾向

に歯止めのかかる気配がなく、漁業で生計をまかなうことに大方の漁業者が不安を感じ

ていると思われる。当地域の漁業もその面ではもちろん同様であり、漁獲量の減少、魚

価の低迷、燃油等操業コストの上昇が各漁家の経営を圧迫する中、高齢化、後継者不足

で将来不安が増幅し、漁船漁業本業に係る問題は山積している状況である。 

 

ただそうした状況の中、小型職種が中心の当地域の漁業は他地域に比してより沿岸漁
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場への依存度が高かったために、関西国際空港関連をはじめとする埋立ての影響などが

他よりも顕著に出て、急激かつ大幅に漁獲状況の低落したことが、逆に早い段階で漁業

経営の構造改革に取り組むことにつながった面があり、平成６年頃より漁協が中心とな

って以下の特殊な経済事業を複合展開し、何とか漁業収入と漁港・漁協経営の底支えを

行ってきた。 

 

①日曜朝市―平成 6 年 8 月開始。漁業者直売と商人店舗の協働で 43 店舗が出店。業

種構成の概要は、鮮魚・活魚 55％、その他水産物 10％、その他食品 15％、

青果・花き 15％、その他 5％。毎週日曜日午前 7 時から 12 時開催。１

回当たり集客 1,500人～3,000人。漁協は、出店漁業者から売上歩金を、

一般出店者からは出店料を徴収し、総合運営を行う。また出店者組織と

して日曜朝市笑人会があり、出店者間の調整や共益業務を行う。 

②漁業体験事業―平成 6年開始。4月～11月営業。刺網漁やカゴ漁を体験＋クルージ

ング＋漁獲物の海鮮 BBQ。期間中 8,000 人ほどの利用がある。漁業者

は、自らの漁船・漁具を用いて出役し、漁協は、営業行為等の総合運営

を行い、出役漁業者に日当を支払う。地域の小学校をはじめとして、校

外学習等にも頻繁に利用されている。 

③海鮮バーベキュー事業―平成 6 年開始。140 人収容屋根付 BBQ ガーデンを使用し

て行う。4月から 11月が営業期間。体験漁業とのセット利用とその他の

利用形態がある。漁協は総合運営を行い、平成 15 年より現場実務は外

部委託している。BBQ コーナーは、食生活改善活動等地域の各種団体

活動にも活用されており、漁協としても、“いかなごくぎ煮教室”など、

地域との交流事業を実施している。 

④海上釣り堀事業―平成 12 年開始。当初は体験漁業のしけ対策として設置。現在は

一般利用のみ。筏 120名収容可能。漁協は総合運営を行い、現場実務を

外部委託している。 

これら事業は、本質的には「様々な形態による魚の販売と魚食の普及活動」と考えら

れ、当地域の漁業の新しいあり方として懸命に事業構築に取り組んできたものである。 

 

また都市近郊の漁村や漁場においてマリンレジャーとの折り合いをつけるため、かえ

って愛好者の利便性を提供し、自主的に健全な海面利用行動をとるよう促す意味から、

以下の事業を行っている。 

⑤マリーナ事業―平成 6年開始。漁港区域にて大阪府に海面利用料を支払い、ヨット・

モーターボート 62 艇を受け入れしている。漁協は総合運営を行い、現

場実務を外部委託している。 

⑥水上バイク艇庫事業―平成 6年艇庫整備・事業開始。84台保管および上げ下ろし等。
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運営実務は整備面やクレーンの技能を有する漁協組合員が行う。 

 

※②～⑥は総括して「田尻海洋交流センター事業」とし、浜の楽しみを提供するため

の総合的かつ専門的な運営ソフトづくりに努力している。また、こうした事業を構

築するに当たって、田尻町有地が積極的に関連づけられて来たことや、町民や各種

団体等の事業への漁港活用にも柔軟に取り組んで来たことなど、漁村地域全体の連

携が奏功していることも特筆される。 

 

当地域では、これら複合事業によって、これまでのところ漁港に年間約 13 万人を集

客しており、漁港運営の先進事例として、数多くの視察者も迎えてきたところであるが、

この間にも年々漁場の疲弊は深刻さを増しており、この先漁獲資源状況の大きな改善は

見込めない中、現在の状態がとうてい十分とは言えない。根本的にはとくに以下のよう

な問題、課題があると考えられる。 

■漁業収入の不安定さと操業コストの増大 

■主要メンバーの高齢化 

■後継者、新規就業者の不足 

■提供する水産物の確保 

■事業インフラの老朽化と不足 

■時代の変化に対応できる事業運営力・構築力の醸成 

漁協、漁業者は、経済事業の強化によって将来を切り開く支えとしつつ、伝統ある沿

岸漁業を絶やさぬよう、腰を据えて漁船漁業の安定化と発展に取り組みたいところであ

る。 

 

（２）その他の関連する現状等 

漁業・水産業を基幹産業としているような漁村地域と比べて、田尻町の人口に占める

漁業就業者比率は小さいが、町政の基本方針の中に「世界に開かれた町」「海に開かれ

た町」を標榜する田尻町において、田尻漁港で展開される観光漁業は重要な機能として

位置づけられている。最近ではインバウンドと呼ばれる訪日観光客が田尻町を訪れるケ

ースも急激に増えており、漁港はその中心的な訪問対象となっている。また南海電鉄は

沿線のうち 2つの町を、まちぐるみ観光地として育成する対象としており、その一つを

田尻町としていて、すでに漁港をステージとして連続的なイベント開催を行っている。

規模は小さいが田尻町は人口を増加させている自治体であり、臨空都市として飛躍する

べき時期を迎えている。その意味でも漁村地域の果たすべき役割は小さくないと考えら

れる。 

 

３ 活性化の取組方針 
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（１）基本方針 

基本方針①：既存事業の強化 

今回の浜プラン策定においては、数値目標を伴う基本的な所得向上計画を既存事業の

維持・強化をもって立案する。 

 

基本方針②：「魚を売る浜」「魚食普及の浜」をテーマとする 

既存事業は「様々な形態による魚の販売と魚食の普及活動」である。そのコンセプト

を再確認しつつ維持・強化に取り組む。 

～既存事業＝「日曜朝市」「漁業体験」「海鮮 BBQ」「海上釣堀」とする。 

～それら既存事業を強化するとともに、漁港というステージを活用して料理教室等

多様な機会を創出し、魚食離れの解消を目指す。 

～「自ら生産物を売る」という活動が大切な時代＝6次産業化の理念 

～地産地消の一層の推進を図る。が、不安定な状況の地場漁獲物に執着するのでは

なく、立地条件と実績を活かして、常に魚を楽しんでもらえる浜を作っていくこ

とが大切。他地域の魚であろうと、養殖の魚であろうと、専門家である漁業者の

目を通った良いものがきちんとした形で提供されるなら、消費者にとっては魅力

である。そのことによって地場漁獲物の地位も維持・向上される。 

～売る力が拡充することで、漁業者の収入は向上する。 

～実践しながら漁業の高付加価値化を担える人材を育成する。 

 

基本方針③：積極的に「連携」する 

～他地域の浜との連携 

→他の浜の生産物を当地域で「売る」、などの連携。 

→りんくう５漁協タコカーニバルのような共通の目的意識に基づく近隣連携。 

  ～漁農商工連携 

    →日曜朝市では早くから地域農業者による販売活動が展開されており、漁業農

業祭というイベントも毎年開催している。そうした連携を深化させる。 

    →6次産業化で生み出された商品の紹介の場となる、など。 

    →地場商工産品を紹介する場となる、など。 

  ～田尻町をはじめ地域社会との連携 

    →これまで培った集客力を活かして、地域全体が実験的行事などを催す場とす

る、など。 

 

基本方針④：地域の漁業について積極的に情報発信する 

  ～漁業の重要性、魚介類の魅力を広く発信することが重要。 

   →漁業体験事業を体験授業に活用し漁業に触れる機会を創出することを、町内外
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の学校等に働きかける、など。 

   →地場漁獲物を学校給食に提供し、食育の拡充と保護者への発信とする、など。 

 

基本方針⑤：海からの来港客を増やす 

  ～漁村地域の魅力をダイナミックに訴求し、地域全体の一層のにぎわいづくりを図

るため、海からの来港者を増やす仕掛けを行う。 

   →ビジターバースの増設 

   →「海の駅」の機能拡充、など 

 

基本方針⑥：発展的な構想も模索する 

数値目標を伴う所得向上計画は既存事業の強化をもって策定しつつ、後継者、新規就

業者により責任をもって将来の姿を示せるよう、可能性のある発展構想についても並行

して挙げておきたい。 

 

 

 

漁業収入向上のための取組 

 

漁協、漁業者は、漁業収入向上のため、以下を骨子として施策に取り組んでいく。 

 

【既存事業の強化】 

①日曜朝市の拡大・強化 

 ～集客数の増加による販売額増大のために 

  →清掃、衛生管理など場の整備・整頓 

  →鮮魚販売の強化 

→出店数の増加 

  →顧客の関心と利便性拡大  

→インバウンド対応 など 

②漁業体験事業の強化 

 ～利用客増加による漁船出役数増加のために 

→広報・営業の強化 

→新しいサービスの開発 

→利用方法の開発 など 

③海鮮 BBQ事業の強化 

 ～集客事業の柱としていくために 

  →レストラン化を図るなど来港者が魚を食べられる機会を増大 
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  →魚食普及・食育推進のための交流プログラム増強 

  →夜営業、冬場営業の導入 

  →地域漁業者の漁獲物利用の拡充 など 

④海上釣堀事業の拡大活用 

 ～養殖魚の調達力を活用して、魚の供給力を増強 など 

⑤共通施策 

 ～海からの来港客・アクセス増大のための施策 

～運営能力のある後継者の確保・育成 

～スタッフに対する施設管理や衛生管理などの研修機会導入 など 

（社会的信用と事業価値増大のため） 

 

【既存事業強化のための事業インフラの整備・改編】 

漁協、漁業者は、既存事業を強化して漁業収入の向上を図るため、老朽化あるいは不

足している以下の事業インフラの整備・改編を必須として、実現に向けた努力を行わな

ければならない。 

 ●新ビジターバースの設置 

 ●水道光熱設備の増強 

 ●衛生管理設備の増強 

 ●製氷機能の増強 

 ●冷凍庫・冷蔵庫の増強 

 ●BBQコーナー(魚食普及コーナー)冬場運用のための着脱式囲い設置 

 ●港内・地域内案内板の設置（外国語対応） 

 ●広報・案内・研修用設備の増強（映像・放送・音響） 

 ●シャワー設備の増強他「海の駅」に必要な設備の設置・増強 

 

 

 

漁業コスト削減のための取組 

  

 漁業者は、漁業コスト削減のため、以下の取り組みを行う。漁協は、その取り組みを

指導、支援、管理、促進していく。 

 

●船底清掃や減速航行による省燃油活動 

 ●漁船積載物の低減による船体の軽量化 

 ●休漁や操業時間の短縮による燃油コスト等の削減 

 ●協業体制化による全作業の効率化 
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 ●組合員のうちの整備技能保有者による船舶等定期点検の導入等 

 ●省エネ機器の導入 

 

 

 

その他の発展的な構想 

 

上記取り組みが実施され、漁業・漁協経営の安定化に道筋がつけば、次のような発展

的事業展開も可能性があると考える。漁協、漁業者は、自らの将来設計をより積極的に

行うため、あるいは後継者、新規就業者(あるいは候補者)に対してより責任をもって浜

の将来像を示せるように、大きな可能性についても展望し、必要な計画作業を行ってい

きたい。 

①飲食施設の大幅な増加 

 ～漁港全体に（特に魚食指向の）飲食施設を配置し、魚食文化の雰囲気を一気に高

める。店舗形態はガレージショップや自動車など臨機応変なものも考えられる。 

 ②地場商工産品や６次産業化産品の販売施設を展開する。 

 ～南泉州地場の商工産品は優秀な日常品が多く、インバウンドの要望が高い。一次

産業者の６次産業化産品は急増しつつあり、ふさわしい売り場を求めているし、

当地域の格調を高めることにもつながる。 

③当地域を一次産品の輸出入拠点とする 

 ～当地域に来れば水産物や農産物の輸出が手軽に実現できるような仕組みをつく

る。また TPP域内からのおもしろい輸入品を販売することも考えられる。 

④食材供給の拠点をつくる 

 ～食材用加工場と先端的な冷凍設備をもち、国内向けはもちろん、とくに関西国際

空港を活用して海外へも供給する食材拠点づくりが考えられる。雇用創出効果が

たいへん大きい分野でもある。 

⑤大型常設水産物販売施設の設置 

 ～南泉州にない本格的な水産物販売所設置を検討。大手小売業等との連携による。 

⑥陸上養殖 

 ～この先安定的な漁業経営のためには「つくる漁業」の組み入れも検討すべき。そ

の他の事業との関連効果が大きい。 

⑦経済事業の実務運営を、６次産業化ファンドのスキームを使った新組織で行う。 

 ～より機動的で発展的な「浜の運営」のために、一つの可能性として検討する。 

 

 

（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 
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漁業法、大阪府の調整規則による規制と、漁業者間の自主的資源管理約定を遵守し、

漁業資源の維持・安定に努める。 

また近隣漁協との共同研究にて数年にわたり実施しているアマモ増殖事業の継続お

よび 10 年にわたり自主実施している河川河口の環境浄化活動の継続など、水生資源の

増殖環境の維持保全に努める。 

 ※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２８年度） 

漁業収入向上の

ための取組 

【既存事業の強化】 

  

①日曜朝市の拡大・強化 

集客数の増加による販売額増大を目的に、以下の取組みを行う。 

●清掃、衛生管理など場の整備・整頓 

 ―漁協は魚ゴミ置場や捌き場、あるいは店舗バックヤードなどを重

点目標に、清掃と衛生管理を徹底する。また漁具の整理・整頓や

危険箇所の排除も同時に強化する。当該取組みに関しては、1年目

に主な改善を実施できるよう図る。 

●鮮魚販売の強化 

―漁協は、これまで朝市に参画していない漁業者に参加を促す、及

び既参画漁業者には他地域連携などの手法も用いて販売内容の充

実を促し、鮮魚販売の強化に着手する。 

●出店数の増加 

―現在 43店舗に加えて通常 4店舗ほどの模擬店が出店している。漁

協は 1年目、模擬店舗数から 2～3店増加を図る。ただし水産関係

物品の売り場であるべきとする。 

―また漁協は、漁港施設利用について監督官庁と相談しつつ抜本的

な出店数の増加計画に着手し、現状全体の 55％である鮮魚・活魚

販売の場を 70％程度に増強するよう図っていく。 

●インバウンドへの対応策 

 ―漁協と朝市笑人会は、商品や案内への外国語表記を企画する。 

 ―漁協と朝市笑人会は、インバウンド向け商品の企画や情報収集を

行う。 

●イベント効果の活用 

 ―漁協と朝市笑人会は、漁業農業祭・うまいもの祭(南海電鉄が企

画)・年末売り出しなど、集客や新規顧客の開拓に有効なイベント
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を継続する。 

―漁業者など出店者は、イベント効果を恒常的に活かせるよう情報

交換の場を持ち、イベントによる顧客層や購買動向の変化を常に

把握するよう努力する。 

●駐車場の確保・増加 

 ―漁協は、田尻町と協力しつつ駐車場の確保・増加を図る。１年目

は現状レベルである 300台分の確保を目標とする。 

※これらにより集客数 3％アップ→漁業者収入 2％アップ 

 

②漁業体験事業の強化 

利用客増加による漁船出役数増加を目的に、以下の取組みを行う。 

●広報・営業の強化 

 ―漁協は、これまでの DM やホームページ運営の効果を検証し、よ

り効果的な広報・営業の強化施策を検討・実施する。 

●サービス品質の検証活動 

 ―漁協は、出役漁業者に呼びかけ、顧客との応対や操船などのサー

ビス品質を検証し、必要に応じて研修する活動を主催する。また

その活動による分析をもとに新しいサービスのあり方を模索す

る。 

※これらにより利用者数の 3％アップ→漁業者収入 2％アップ 

●利用方法の開発 

 ―漁協は、大企業の環境研修会等への利用価値が高まるよう施策を

検討する。 

  ―漁協は、地方創生予算が活用された日帰りバスツアー等への貢献

施策を検討する。（27年度時点でそうした来港客が急増したため） 

 ―漁協は、学校等の体験授業への活用拡大を図る。 

※いずれも、これまでの資源管理活動や環境保全活動の実績が活用で

きると考えられるため、その整理、資料化などの作業から行う。 

 

③海鮮 BBQ事業の強化 

現状は「魚を食べられる」というサービスが弱いとの指摘が多いため、

海鮮 BBQコーナーを集客事業の柱としていく取組みを行う。 

●漁協は、海鮮 BBQコーナーのレストラン化を図るなど来港者が魚を

食べられる機会を増やすような施策を実施する。 

●漁協は、魚料理教室など魚食普及・食育推進のための交流プログラ

ム増強を図り、漁業者は、それらに利用される漁獲物の提供はもち
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ろん、スタッフとしても積極的な参加・協力を行う。 

※これらにより利用者数の増加と活力の強化を図り、地域漁業者の漁

獲物利用の拡充等によって漁業者収入 1％アップ 

●漁協は、BBQコーナーの夜営業、冬場営業の導入検討を開始する。 

 

④海上釣堀事業の拡大活用 

●海上釣堀事業の成立は、一方で養殖魚の調達力の獲得につながって

いる。漁協は、養殖魚の調達力も活用して、浜の事業全体としての

魚の供給力を増強し、産地表示等の食品情報提供をきちんとした上

で、魚が買える浜、魚が食べられる浜としての存在感を向上するよ

う施策の検討を開始する。 

 

⑤共通施策 

●海からの来港客・アクセスの増大 

 ―漁協は、監督官庁と相談の上、ビジターバースの増設計画に着手

する。 

 ―漁協は、「海の駅」機能の強化に着手する 

 ―漁協は、「海からのアクセス」をテーマに、マーケティング調査に

着手する。 

●運営能力のある後継者の確保・育成 

 ―漁協は、浜プランに基づく運営組織の再編成構想に着手する。 

 ―漁協は、可能なものから運営実務マニュアルの作成に着手する。 

 ―漁協は、国などが主導する新規就業者確保プログラムへの参加を

行う。 

 ―漁業者は、とくに若手を中心に、複合事業の運営者としても能力

向上しなければならない旨認識を強化するため、青年部組織等を

通じて研修を開始する。 

●スタッフに対する施設管理や衛生管理などの研修機会導入 

（社会的信用と事業価値増大のため） 

―漁協は、来港客の増加によってどのようなリスクが発生するかな

ど、課題の洗い出しに着手する。 

―漁協は、そうした分野に関する参考情報・知見の収集に着手する。 

 

⑥漁協は、発展的事業構想について情報収集・研究に着手する。 
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【既存事業強化のための事業インフラの整備・改編】 

  

漁協は、以下のインフラ整備・改編の課題について、施設の基本計

画作業を 1年目中にすべて行う。 

 ●新ビジターバースの設置 

 ●水道光熱設備の増強 

 ●衛生管理設備の増強 

 ●製氷機能の増強 

 ●冷凍庫・冷蔵庫の増強 

 ●BBQコーナー冬場運用のための着脱式囲い設置 

 ●港内・地域内案内板の設置（外国語対応） 

 ●広報・案内・研修用設備の増強（映像・放送・音響） 

 ●シャワー設備の増強他「海の駅」に必要な設備の設置・増強 

漁業コスト削減

のための取組 

漁業者は、漁業コスト削減のため以下の取り組みを行っていく。1年目

は、試行をしながら漁協とともに漁業コスト削減行動計画を策定する。 

●船底清掃定期化や減速航行実施により燃油使用量を削減する。 

●漁船積載物の低減など船体の軽量化により燃油使用量を削減する。 

●休漁や操業時間の短縮により燃油コスト等の削減を図る。 

●協業体制化による全作業の効率化を図る。 

●組合員のうちの技能保有者による船舶等定期点検の導入や、漁具の

こまめな点検・補修など早め早めの対処により維持費用削減を図る。 

●漁船エンジン等換装時には 5％以上省エネ効果が認められる機器に

交換する。 

漁協は、これらの取り組みを指導、支援、管理、促進していく。 

活用する支援措

置等 

漁業経営セーフティネット構築事業 / 

新規就業者総合支援事業 /  

水産多面的機能発揮対策事業 / 

産地水産業強化支援事業（強い水産業づくり交付金）/ 

6次産業化ネットワーク活動交付金 / 

国産水産物流通促進事業 

 

 ２年目（平成２９年度） 

漁業収入向上の

ための取組 

【既存事業の強化】 

 

①日曜朝市の拡大・強化 

集客数の増加による販売額増大を目的に、以下の取組みを行う。 
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●清掃、衛生管理など場の整備・整頓 

 ―漁協は場の清掃と衛生管理の徹底を継続する。また漁具の整理・

整頓や危険箇所の排除にも常に配慮し、集客の場として適切な漁

港管理を継続して行うよう図る。 

●鮮魚販売の強化 

―漁協は、参画漁業者に販売内容の充実を促し、鮮魚販売を強化す

る施策を継続する。 

 ―漁協、漁業者、朝市笑人会は、魚の購入に際して顧客の利便性を

拡大するサービスの導入を図る。当年度に「共用さばきサービス」

の試験導入を実施する。(現状、ナマコについて共用スライスサー

ビスを行っており、好評である。) 

●出店数の増加 

―漁協は、漁港施設の拡大利用についてめどがつけば、出店数の増

加に当年度から着手する。現状全体の 55％である鮮魚・活魚販売

の場を 70％程度に増強するよう図っていく。また、6 次産業化商

品や地場商工産品の紹介の場なども検討する。 

●インバウンドへの対応策 

 ―漁協と朝市笑人会は、商品や案内への外国語表記を出店者に提案

する。 

 ―漁協と朝市笑人会は、インバウンド向け商品の企画や情報を出店

者に提案する。 

●消費者の関心を拡大する施策の導入 

 ―漁協は、出店者に対し、店頭(軽)調理品など、よりライブ感のある

商品の拡充を促す。また漁協および朝市笑人会は、自らもそうし

た施策分野について試験実施を積極的に行う。 

●6次産業化商品の開発 

 ―漁協は、組合員漁業者の生産物を活用した 6 次産業化商品の開発

に着手することをはじめとして、名物づくりの取組みを開始する。 

●イベント効果の活用 

 ―漁協と朝市笑人会は、集客や新規顧客の開拓に有効なイベントを

継続する。出店者は、イベント効果の検証を継続し、把握した情

報をもとに工夫を重ねる実証活動を行っていく。 

●駐車場の確保・増加 

 ―漁協は、田尻町と協力しつつ駐車場の確保・増加を図る。当年度

より 350台分の確保を目標とする。 

※これらにより集客数 3％アップ→漁業者収入 2％アップ 
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②漁業体験事業の強化 

利用客増加による漁船出役数増加を目的に、以下の取組みを行う。 

●広報・営業の強化の継続 

 ―漁協は、前年度の DMやホームページ運営の効果を検証する。 

―漁協は、より効果的な広報・営業の強化施策を検討し、実施する。 

●サービス品質の検証活動を常設する 

 ―漁協は、サービス品質を検証し、必要に応じて研修する活動を継

続する。またその活動による分析をもとに新しいサービスのあり

方を模索する。 

●利用方法の開発 

 ―漁協は、大企業の環境研修会等への利用価値が高まるような施策

を打ち出し、利用実績のある顧客企業から提案案内を開始する。 

  ―漁協は、地方創生予算が活用された日帰りバスツアー等への貢献

施策を打ち出し、利用実績のある旅行代理店から提案案内を開始

する。 

 ―漁協は、学校等の体験授業への活用拡大を継続する。 

※いずれにも有効と考えられるこれまでの資源管理活動や環境保全活

動の実績を、ビジュアル資料や体験カリキュラム等に仕上げ、効果

的に活用するよう図る。 

※これらにより利用者数の 3％アップ→漁業者収入 2％アップ 

 

③海鮮 BBQ事業の強化 

「魚を食べられる」というサービス強化のため、海鮮 BBQコーナーを

集客事業の柱としていく取組みを継続する。 

●漁協は、海鮮 BBQコーナーのレストラン化を本格的に実施する。 

●漁協は、魚料理教室など魚食普及・食育推進のための交流プログラ

ム増強を継続し、漁業者は、それらに利用される漁獲物の提供はも

ちろん、スタッフとしても積極的な参加・協力を行う。 

※これらにより利用者数の増加と活力の強化を図り、地域漁業者の漁

獲物利用の拡充等によって漁業者収入 1％アップ 

●夜営業、冬場営業の導入実現 

 ―漁協は予約客のみの夜営業の試験導入などを当年度に行う。 

 

④海上釣堀事業の拡大活用 

●養殖魚の調達力を活用して魚の供給力を増強する 
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―漁協は、漁獲漁業の計画性の弱さを補完するべく、日曜朝市や海

鮮 BBQ コーナーにおける提供物に一定割合養殖魚メニューを組

み込むことを検討し、一部試行する。 

 ―漁協は、相当程度計画性を期待できる養殖魚利用に基づく、「数字

になる事業構想・計画」の策定に取り組む。 

 ―漁協は、養殖魚の利用に関して、食品表示やトレーサビリティの

考え方を確立しておく。 

 

⑤共通施策 

●海からの来港客・アクセスの増大 

 ―漁協は、ビジターバースの増設を当年度に実現する。 

 ―漁協は、「海の駅」機能の強化施策を継続する。 

 ―漁協はマーケティング調査に結果を出し、海からの来港客対応事

業計画を完成する。 

●運営能力のある後継者の確保・育成 

 ―漁協は、浜プランに基づく運営組織の再編成を実施する。後継者

世代を中心に明確な事業運営上の役割を付与する。 

 ―漁協は運営実務マニュアルの第一段階を完成し、試験運用する。 

 ―漁協は、国などが主導する新規就業者確保プログラムへの参加を

継続しつつ、効果を検証する。 

●スタッフに対する施設管理や衛生管理などの研修機会導入 

（社会的信用と事業価値増大のため） 

―漁協は、来港客の増加による課題の洗い出しを完了し、対応施策

を策定するとともに、可能なことから実務への落とし込みを行う。 

―漁協は、参考情報や知見の収集を継続するとともに、必要に応じ

専門家の意見を聞く。 

―漁協は、マニュアル作成を当年度に完了する。 

 

⑥漁協は、発展的事業構想について情報収集・研究を進め、関係者と

協議していく。 

 

【既存事業強化のための事業インフラの整備・改編】 

  

漁協は、以下のインフラ整備・改編の基本計画に基づき、実現に向

けた作業を実施する。 

●新ビジターバースの設置 
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 ●水道光熱設備の増強 

 ●衛生管理設備の増強 

 ●製氷機能の増強 

 ●冷凍庫・冷蔵庫の増強 

 ●BBQコーナー冬場運用のための着脱式囲い設置 

 ●港内・地域内案内板の設置（外国語対応 

 ●広報・案内・研修用設備の増強（映像・放送・音響） 

 ●シャワー設備の増強他「海の駅」に必要な設備の設置・増強 

漁業コスト削減

のための取組 

漁業者は、漁業コスト削減のため以下の取り組みを行っていく。策定

した行動計画に基づくなど、PLAN-DO-CHECK がきちんと機能する

よう心がける。 

●船底清掃定期化や減速航行実施により燃油使用量を削減する。 

●漁船積載物の低減など船体の軽量化により燃油使用量を削減する。 

●休漁や操業時間の短縮により燃油コスト等の削減を図る。 

●協業体制化による全作業の効率化を図る。 

●組合員のうちの技能保有者による船舶等定期点検の導入や、漁具の

こまめな点検・補修など早め早めの対処により維持費用削減を図る。 

●漁船エンジン等換装時には 5％以上省エネ効果が認められる機器に

交換する。 

漁協は、これら取組みの指導、支援、管理、促進を継続する。 

※これらの取組みにより基準年に対して漁業燃料油コストを 5％削減

する。 

活用する支援措

置等 

漁業経営セーフティネット構築事業 / 

新規就業者総合支援事業 / 

水産多面的機能発揮対策事業 / 

産地水産業強化支援事業（強い水産業づくり交付金）/ 

6次産業化ネットワーク活動交付金 / 

国産水産物流通促進事業 

 

 

 ３年目（平成３０年度） 

漁業収入向上の

ための取組 

【既存事業の強化】 

 

①日曜朝市の拡大・強化 

集客数の増加による販売額増大を目的に、以下の取組みを行う。 

●清掃、衛生管理など場の整備・整頓 
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 ―漁協は場の清掃と衛生管理の徹底を継続する。また漁具の整理・

整頓や危険箇所の排除にも常に配慮し、集客の場として適切な漁

港管理を継続して行う。 

 ―管理業務の記録を残すようにする。 

●鮮魚販売の強化＋顧客の利便性を拡大するサービスの導入 

 ―漁協、漁業者、朝市笑人会は「共用さばきサービス」の本格導入

を行い、効果を継続的に検証する。 

 ―漁協、漁業者、朝市笑人会は、その他の施策考案を継続する。 

●インバウンドへの対応策 

 ―漁協と朝市笑人会は、商品や案内への外国語表記や、インバウン

ド向け商品の企画や情報の発信を継続するとともに効果を検証

し、必要ならば次の段階の企画を行う。 

●消費者の関心を拡大する施策の導入 

 ―漁協は、出店者に対し、店頭(軽)調理品など、よりライブ感のある

商品の拡充を促す。また漁協および朝市笑人会は、自らもそうし

た施策分野について試験実施を積極的に行う。 

●6次産業化商品の開発 

 ―漁協は、組合員漁業者の生産物を活用した 6 次産業化商品の開発

をはじめとする、名物づくりの取組みを継続する。 

●イベント効果の活用・新イベントの計画 

 ―漁協と朝市笑人会による有効なイベントの継続および出店者によ

るイベント効果の活用努力に加えて、漁協は新機軸のイベント計

画に着手する。 

 ―りんくうタコカーニバル田尻漁協主幹開催予定年次である。 

●駐車場の確保・増加 

 ―漁協は、田尻町と協力しつつ駐車場の確保・増加を図る。当年度

より 400台分の確保を目標とする。 

※これらにより集客数 2％アップ→漁業者収入 1％アップ 

 

②漁業体験事業の強化 

利用客増加による漁船出役数増加を目的に、以下の取組みを行う。 

●広報・営業の強化の継続 

 ―漁協は、前年度の DMやホームページ運営の効果を検証する。 

―漁協は、効果的な広報・営業の強化施策を検討し、実施する。 

●利用方法の開発 

 ―漁協は、大企業の環境研修会等への利用価値を含む営業 PR を本
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格的に行う。 

  ―漁協は、地方創生予算が活用された日帰りバスツアーなどのニー

ズ分析に基づく恒常的な旅行商品の提案を本格的に行う。 

 ―漁協は、学校等の体験授業への活用拡大を継続する。 

●サービス品質向上努力の継続 

 ―漁協は、サービス品質を検証し、必要に応じて研修する活動を継

続する。またその活動による分析をもとに新しいサービスのあり

方を模索する。 

※これらにより利用者数の 2％アップ→漁業者収入 1％アップ 

 

③海鮮 BBQ事業の強化 

海鮮 BBQコーナーを集客事業の柱としていく取組みを強化。 

●レストラン化の本格展開 

―漁協は、メニュー開発の継続や、他の飲食事業者のノウハウ研究

に取り組む。 

●魚食普及・食育推進のための交流プログラム増強 

 ―漁協は、これら交流プログラムが、魚を好き嫌いなく食べるとか、

魚を無駄なく食べるとか、より漁業の期待する意識改革の成果を

生むべく強化されるよう、主催団体に助言や協力を行う。 

※これらにより利用者数の増加と活力の強化を図り、地域漁業者の漁

獲物利用の拡充等によって漁業者収入 1％アップ 

●夜営業、冬場営業の本格実現目標年次とする 

 (冬場営業は、BBQコーナーの着脱式囲い設置の実現が前提) 

 

④海上釣堀事業の拡大活用 

●養殖魚の調達力を活用して魚の供給力を増強する 

―漁協は、漁獲漁業の計画性の弱さを補完するべく、日曜朝市や海

鮮 BBQ コーナーにおける提供物に一定割合養殖魚メニューを組

み込むことを本格的に実施する。 

 →漁協は、「数字になる事業計画」の候補を絞込む。発展的事業構想

とのリンクがあり得る。 

 

⑤共通施策 

●海からの来港客・アクセスの増大 

 ―漁協は、ビジターバースの運用を強化する。 

 ―漁協は、「海の駅」機能の強化施策を継続する。 
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 ―漁協は、マーケティング調査に基づく海からの来港客対応事業計

画を実施する。 

●運営能力のある後継者の確保・育成 

 ―漁協は、浜プランに基づき再編成した運営組織の実効性を検証し、

必要に応じて変更を加える。 

 ―漁協は運営実務マニュアルを完成し、本格運用を開始する。 

 ―漁協は、国などが主導する新規就業者確保プログラムへの参加を

継続しつつ、効果を検証する。 

●スタッフに対する施設管理や衛生管理などの研修機会導入 

（社会的信用と事業価値増大のため） 

―漁協は、来港客の増加による課題への対応施策を強化し、実務へ

の落とし込みの精度を向上する。 

―漁協は、参考情報や知見の収集を継続するとともに、必要に応じ

専門家の意見を聞く。 

―漁協は、前年度完成した当分野に関するマニュアルを本格的に運

用する。 

 

⑥漁協は、発展的事業構想について情報収集・研究を進め、関係者と

協議していく。 

 

【既存事業強化のための事業インフラの整備・改編】 

 

漁協は、これらの必要不可欠なインフラについて、当年度内に以下

の状態が実現できるよう取り組みを進める。 

 ●新ビジターバースの設置→実現完了 

 ●水道光熱設備の増強→一部実現へ 

 ●衛生管理設備の増強→一部実現へ 

 ●製氷機能の増強→一部実現へ 

 ●冷凍庫・冷蔵庫の増強→一部実現へ 

 ●BBQコーナー冬場運用のための着脱式囲い設置→実現完了 

 ●港内・地域内案内板の設置（外国語対応）→一部実現へ 

 ●広報・案内・研修用設備の増強（映像・放送・音響） 

  →一部実現へ 

 ●シャワー設備の増強他「海の駅」に必要な設備の設置・増強 

  →一部実現へ 
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漁業コスト削減

のための取組 

漁業者は、漁業コスト削減のため以下の取り組みを継続する。策定し

た行動計画に基づくなど、PLAN-DO-CHECK がきちんと機能するよ

う心がけ、基準年に対する漁業燃料油コスト削減率 5％を維持確保す

る。また行動計画と成果について適正か否かの検証を行う。 

●船底清掃定期化や減速航行実施により燃油使用量を削減する。 

●漁船積載物の低減など船体の軽量化により燃油使用量を削減する。 

●休漁や操業時間の短縮により燃油コスト等の削減を図る。 

●協業体制化による全作業の効率化を図る。 

●組合員のうちの技能保有者による船舶等定期点検の導入や、漁具の

こまめな点検・補修など早め早めの対処により維持費用削減を図る。 

●漁船エンジン等換装時には 5％以上省エネ効果が認められる機器に

交換する。 

漁協は、これら取組みの指導、支援、管理、促進を継続する。とくに

他の漁村地域の取組みについて情報収集に努める。 

活用する支援措

置等 

漁業経営セーフティネット構築事業 / 

新規就業者総合支援事業 /  

水産多面的機能発揮対策事業 / 

産地水産業強化支援事業（強い水産業づくり交付金）/ 

6次産業化ネットワーク活動交付金 / 

国産水産物流通促進事業 

 

 

 ４年目（平成３１年度） 

漁業収入向上の

ための取組 

【既存事業の強化】 

 

①日曜朝市の安定化 

他の事業との関連効果も検証しつつ日曜朝市の安定化を目的に、以下

の取組みを行う。 

●清掃、衛生管理など場の整備・整頓について 

―漁協は、3年目の取組み内容を継続しつつ活動成果を検証し、必要

に応じて新しい取組みの計画を行う。 

●鮮魚販売の強化＋顧客の利便性を拡大するサービスについて 

―漁協は、3年目の取り組みを継続しつつ効果を検証し、必要に応じ

て新しい取組みの計画を行う。 

●インバウンドへの対応策について 

―漁協は、3年目の取り組みを継続しつつ効果を検証し、必要に応じ
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て新しい取組みの計画を行う。 

●消費者の関心を拡大する施策について 

―漁協は、3年目の取り組みを継続しつつ効果を検証し、必要に応じ

て新しい取組みの計画を行う。 

●イベント効果の活用・新イベントの計画・実施について 

―漁協は、3年目の取り組みを継続しつつ効果を検証し、新イベント

はもちろん、既存イベントについても刷新するよう努める。 

●6次産業化商品の開発 

 ―漁協は、組合員漁業者の生産物を活用した 6 次産業化商品の開発

をはじめとする、名物づくりの取組みを継続する。 

●駐車場運用状況の検証 

 ―漁協は、駐車場の運用状況について検証を行い、必要に応じて次

段階の施策を立案する。 

 

②漁業体験事業の安定化 

漁業体験事業の安定化を目的に、以下の取組みを行う。 

●広報・営業の継続 

―漁協は、とくにアフターフォローを重視しながら、精度の高い広

報・営業活動を継続する。 

●サービス品質の検証活動を継続 

 ―漁協は、サービス品質を検証し、必要に応じて研修する活動を継

続する。またその活動による分析をもとに新しいサービスのあり

方を模索する。 

●新しい体験メニューの検討  

 ―漁協は、現状のコンテンツ以外に、利用者が楽しみながら漁業へ

の理解を深めるような新しい体験メニューを検討する。 

  (例：わかめ等オーナー、その他養殖、小型定置網、など) 

●利用方法の研究 

―漁協は、3年目の取り組みを継続しつつ効果を検証し、必要に応じ

て新しい利用方法の研究を行う。 

●顧客評価の総合的検証 

 ―漁協は、実際の利用者、ネット等閲覧者、コンサルタント、学識

経験者、旅行代理店などから、またあるいは批判者からも意見・

感想を積極的に聞き、漁業体験という難しい事業について総合的

評価を行っていかなければならない。 

③海鮮 BBQ事業の強化 
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海鮮 BBQコーナーを集客事業の柱としていく取組みをさらに強化。 

●レストラン化の本格展開 

―漁協は、前年度同様メニュー開発の継続や、他の飲食事業者のノ

ウハウ研究に取り組む。 

●魚食普及・食育推進のための交流プログラム増強と、BBQコーナー

の新たな利用方法開発 

―漁協は、魚食普及・食育推進のための交流プログラムについて 3

年目の取り組みを継続しつつ、BBQ コーナーの新たな利用方法に

ついて、研究や試験実施を行う。 

 (例：各種パーティー、発表会、研究会、など) 

※これらにより利用者数の増加と活力の強化を図り、地域漁業者の漁

獲物利用の拡充等によって漁業者収入 1％アップ 

●夜営業、冬場営業の強化 

 ―漁協は、前年度本格実施が実現した場合、その強化を行う。 

 

④海上釣堀事業の拡大活用 

●養殖魚の調達力を活用して魚の供給力を増強する 

―漁協は、漁獲漁業の計画性の弱さを補完するべく、日曜朝市や海

鮮 BBQ コーナーにおける提供物に一定割合養殖魚メニューを組

み込むことを継続する。 

 →次の段階に向けて「数字になる事業計画」の策定に取り組む。 

 

⑤共通施策 

●海からの来港客・アクセスの増大 

 ―漁協は、ビジターバースの運用を継続して強化する。 

 ―漁協は、「海の駅」機能の強化施策を継続する。 

 ―漁協は、マーケティング調査に基づく海からの来港客対応事業計

画を継続して実施する。 

 ―漁協は、ビジターバースや海の駅の機能が安定的に発揮されるよ

うになれば、こうした機能を「漁業・水産業の多面的機能」に照

らして、より価値ある運用が行えるよう図るものとする。 

●運営能力のある後継者の確保・育成 

 ―漁協は、浜プランに基づき再編成した運営組織の実効性を検証し、

必要に応じて変更を加える。 

 ―漁協は運営実務マニュアルを継続的に運用し、必要に応じて修正

する。 
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 ―漁協は、国などが主導する新規就業者確保プログラムへの参加を

継続しつつ、効果を検証する。 

●スタッフに対する施設管理や衛生管理などの研修機会導入 

（社会的信用と事業価値増大のため） 

―漁協は、来港客の増加による課題への対応施策を強化し、実務へ

の落とし込みの精度を向上する。 

―漁協は、参考情報や知見の収集を継続するとともに、必要に応じ

専門家の意見を聞く。 

―漁協は、当分野に関するマニュアルの運用を継続し、必要に応じ

て修正を加える。 

 

⑥漁協は、発展的事業構想について情報収集・研究を進め、関係者と

協議していく。 

 

⑦本業(漁獲漁業)の強化による根本的向上 

 経済事業の支えと漁業コスト削減努力および資源管理努力を通じて

力をつけた漁業者が、本業の漁獲漁業を拡大させ、収入を向上させ

ることが期待できる。 

※漁業者収入の 1％向上 

 

【既存事業強化のための事業インフラの整備・改編】 

 

漁協は、これらの必要不可欠なインフラについて、当年度内に以下

の状態が実現できるよう取り組みを進める。 

●新ビジターバースの設置→実現完了 

 ●水道光熱設備の増強→実現完了 

 ●衛生管理設備の増強→一部実現へ 

 ●製氷機能の増強→実現完了 

 ●冷凍庫・冷蔵庫の増強→実現完了 

 ●BBQコーナー冬場運用のための着脱式囲い設置→実現完了 

 ●港内・地域内案内板の設置（外国語対応）→一部実現へ 

 ●広報・案内・研修用設備の増強（映像・放送・音響） 

  →一部実現へ 

 ●シャワー設備の増強他「海の駅」に必要な設備の設置・増強 

  →一部実現へ 



23 

 

漁業コスト削減

のための取組 

漁業者は、漁業コスト削減のため以下の取り組みを継続し、行動計画

の検証を経て、取り組みの精度を高めるよう努力する。基準年に対す

る漁業燃料油コスト削減率は 5％を維持確保する。 

●船底清掃定期化や減速航行実施により燃油使用量を削減する。 

●漁船積載物の低減など船体の軽量化により燃油使用量を削減する。 

●休漁や操業時間の短縮により燃油コスト等の削減を図る。 

●協業体制化による全作業の効率化を図る。 

●組合員のうちの技能保有者による船舶等定期点検の導入や、漁具の

こまめな点検・補修など早め早めの対処により維持費用削減を図る。 

●漁船エンジン等換装時には 5％以上省エネ効果が認められる機器に

交換する。 

漁協は、これら取組みの指導、支援、管理、促進を継続する。とくに

他の漁村地域の取組みについて情報収集に努める。 

活用する支援措

置等 

漁業経営セーフティネット構築事業 / 

新規就業者総合支援事業 /  

水産多面的機能発揮対策事業 / 

産地水産業強化支援事業（強い水産業づくり交付金）/ 

6次産業化ネットワーク活動交付金 / 

国産水産物流通促進事業 

 

 ５年目（平成３２年度） 

漁業収入向上の

ための取組 

【既存事業の強化】 

 

①日曜朝市の安定化と次期 5ヵ年計画 

漁協は、ここまで行ってきた以下の取組みについて、成果・効果およ

び他の事業との関連効果を検証しつつ、日曜朝市の安定化とさらなる

継続を目的として、当年度中に次期 5ヵ年計画を策定する。 

●清掃、衛生管理など場の整備・整頓について 

●鮮魚販売の強化＋顧客の利便性を拡大するサービスについて 

●インバウンドへの対応策について 

●消費者の関心を拡大する施策について 

●イベント効果の活用・新イベントの計画・実施について 

●6次産業化商品の開発 

●駐車場運用状況の検証 

 

②漁業体験事業の安定化と次期 5ヵ年計画 
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漁協は、ここまで行ってきた以下の取組みについて、成果・効果およ

び他の事業との関連効果を検証しつつ、漁業体験事業の安定化とさら

なる継続を目的として、当年度中に次期 5ヵ年計画を策定する。 

●広報・営業の継続 

●サービス品質の検証活動を継続 

●新しい体験メニューの検討  

●利用方法の研究 

●顧客評価の総合的検証 

 

③海鮮 BBQ事業の強化と次期 5カ年計画 

漁協は、ここまで行ってきた以下の取組みについて、成果・効果およ

び他の事業との関連効果を検証しつつ、集客の柱とするべき海鮮 BBQ

事業のさらなる強化を目的として当年度中に次期 5 ヵ年計画を策定す

る。 

●レストラン化の本格展開 

●魚食普及・食育推進のための交流プログラム増強と、BBQコーナー

の新たな利用方法開発 

●夜営業、冬場営業の強化 

※本年度も地域漁業者の漁獲物利用の拡充等によって漁業者収入 1％

アップ 

 

④海上釣堀事業の拡大活用と次期 5ヵ年計画 

漁協は、ここまで行ってきた以下の取組みについて、成果・効果およ

び他の事業との関連効果を検証しつつ、海上釣堀事業拡大活用の強化

を目的として、当年度中に次期 5ヵ年計画を策定する。 

●養殖魚の調達力を活用して魚の供給力を増強する 

●魚の供給力を礎として、発展的事業構想とのリンクも図りながら「数

字になる事業計画」を積極的に策定する。 

 

⑤共通施策 

●海からの来港客・アクセスの増大 

 ―漁協は、ビジターバースの運用を継続して強化する。 

 ―漁協は、「海の駅」機能の強化施策を継続する。 

 ―漁協は、マーケティング調査に基づく海からの来港客対応事業計

画を継続して実施する。 

 ―漁協は、ビジターバースや海の駅の機能が安定的に発揮されるよ
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うになれば、こうした機能を「漁業・水産業の多面的機能」に照

らして、より価値ある運用が行えるよう図るものとする。 

●運営能力のある後継者の確保・育成 

 ―漁協は、浜プランに基づき再編成した運営組織の実効性を検証し、

必要に応じて変更を加える。 

 ―漁協は運営実務マニュアルを継続的に運用し、必要に応じて修正

する。 

 ―漁協は、国などが主導する新規就業者確保プログラムへの参加を

継続しつつ、効果を検証する。 

●スタッフに対する施設管理や衛生管理などの研修機会導入 

（社会的信用と事業価値増大のため） 

―漁協は、来港客の増加による課題への対応施策を強化し、実務へ

の落とし込みの精度を向上する。 

―漁協は、参考情報や知見の収集を継続するとともに、必要に応じ

専門家の意見を聞く。 

―漁協は、当分野に関するマニュアルの運用を継続し、必要に応じ

て修正を加える。 

●共通施策全般に関して、次期 5ヵ年計画を策定する。 

 

⑥発展的事業構想について情報収集・研究を進め、関係者と協議して

いく。 

 

⑦本業(漁獲漁業)の強化による根本的向上 

 経済事業の支えと漁業コスト削減努力および資源管理努力を通じて

力をつけた漁業者が、本業の漁獲漁業を拡大させ、収入を向上させ

ることが期待できる。 

※漁業者収入の 1％向上 

 

 

【既存事業強化のための事業インフラの整備・改編】 

 

漁協は、これらの必要不可欠なインフラについて、当年度内に以下

の状態が実現できるよう取り組みを進める。 

●新ビジターバースの設置→実現完了 

 ●水道光熱設備の増強→実現完了 

 ●衛生管理設備の増強→実現完了 
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 ●製氷機能の増強→実現完了 

 ●冷凍庫・冷蔵庫の増強→実現完了 

 ●BBQコーナー冬場運用のための着脱式囲い設置→実現完了 

 ●港内・地域内案内板の設置（外国語対応）→一部実現へ 

 ●広報・案内・研修用設備の増強（映像・放送・音響） 

  →一部実現へ 

 ●シャワー設備の増強他「海の駅」に必要な設備の設置・増強 

  →一部実現へ 

漁業コスト削減

のための取組 

漁業者は、漁業コスト削減のため以下の取り組みを継続し、基準年に

対する漁業燃料油コスト削減率 5％を維持確保する。 

●船底清掃定期化や減速航行実施により燃油使用量を削減する。 

●漁船積載物の低減など船体の軽量化により燃油使用量を削減する。 

●休漁や操業時間の短縮により燃油コスト等の削減を図る。 

●協業体制化による全作業の効率化を図る。 

●組合員のうちの技能保有者による船舶等定期点検の導入や、漁具の

こまめな点検・補修など早め早めの対処により維持費用削減を図る。 

●漁船エンジン等換装時には 5％以上省エネ効果が認められる機器に

交換する。 

漁協は、これら取組みの指導、支援、管理、促進を継続する。とくに

他の漁村地域の取組みについて情報収集に努める。 

活用する支援措

置等 

漁業経営セーフティネット構築事業 / 

新規就業者総合支援事業 /  

水産多面的機能発揮対策事業 / 

産地水産業強化支援事業（強い水産業づくり交付金）/ 

6次産業化ネットワーク活動交付金 / 

国産水産物流通促進事業 

 

（４）関係機関との連携 

田尻町との連携 

―これまでも１町に１漁港という関係が奏功。田尻町との連携強化は当浜プランに必須

である。 

―町の規模が小さいことも有効に利用し、漁村地域などとの連携でモデルケースとなる

ような活動を志向する。 

―田尻町および町内各種団体等による試験的取組みに漁港活用が有効であれば、積極的

かつ協働的に取り組む 

―漁港で展開する観光・集客事業を隣接する町域でも並行展開し、名実ともに漁村地域
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一体で事業づくりを行うなどの考え方。 

―大阪府から田尻町への漁港移管促進。 

 

近隣漁村地域や大阪府漁連との連携 

―大阪湾沿岸地域全体が有力な漁村地域として維持・発展できるよう、これまで連携の

ある地域はもちろん、機会があれば他の地域や漁連との連携を積極的に図っていきた

いと考える。 

 

 

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 

漁業経営セーフティ

ネット構築事業 

内容：漁業者と国の拠出により、燃油価格などが高騰したときに補填金

を交付する。 

→プランの取り組み全体を支える。 

新規就業者総合支援

事業 

内容：意欲ある若者が漁業に新規参入し、継続して漁業に携わるための

環境を整えるとともに、漁業の高付加価値化を担う人材を確保・育成

する。 

→プランにおいて、後継者、新規就業者の不足を根本問題として挙げ、

実践しながら漁業の高付加価値化を担える人材を育成することを活性

化の基本方針の一つとして挙げている。 

水産多面的機能発揮

対策事業 

内容：漁業者等が行う水産業・漁村の多面的機能の発揮に資する活動に

対し、一定の費用を国が支援する。 

→海の駅登録地でもあるため、多面的機能のすべてにおいて果たすべき

役割があるとは考えているが、特にプランにおいて、「藻場の保全」、「食

文化等の伝承機会の提供」、「教育と啓発の場の提供」などの機能と強
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い関係性が生じると思われる。 

産地水産業強化支援

事業(強い水産業づく

り交付金) 

内容：水産業の健全な発展と水産物の安定供給の確保を目的として、産

地協議会が作成する産地水産業強化計画に基づいて、ソフト支援とハ

ード支援を行う。 

→プランにおいて、課題克服に必須となる施設の整備・再編案を、「既存

事業強化のための事業インフラの整備・改編」として挙げている。 

6 次産業化ネットワ

ーク活動交付金 

内容：農山漁村の所得や雇用の増大、地域活力の向上を図るため、地域

の創意工夫を活かしながら、多様な事業者によるネットワークを構築

して取り組む新商品開発や販路開拓、農林水産物の加工・販売施設の

整備等を支援する。 

→6 次産業化という概念が生まれる以前から、当地域での必死の取組み

は図らずも 6 次産業化的になっているが、浜プラン策定と合わせて認定

取得にも取組み、多くの連携事業者や候補事業者との構想を 6 次産業化

の枠組みの中においてもきちんと構築したいと考えている。 

国産水産物流通促進

事業 

内容：水産物の消費拡大に取組む漁業者団体等を支援。川上から川下へ

の流通の目詰まりを解消する。 

→プランにおいて、消費者のニーズに敏感であることが基本的なスキル

として全体に求められる。ニーズの把握、加工商材＋機器の検討など、

当事業の枠組みの中で学習すべきことも多いのではないかと考えた。 

※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。 

 


