
別添（別記様式第１号） 

 

浜の活力再生広域プラン 
 
１ 広域水産業再生委員会 

 

広域委員会の

構成員 

・岸和田臨海地区地域水産業再生委員会（大阪府鰮巾着網漁業協同組合～岸和田市） 

・尾崎地区地域水産業再生委員会（尾崎漁業協同組合～阪南市） 

・岸和田春木地区地域水産業再生委員会（春木漁業協同組合～岸和田市） 

・佐野漁港北中通地区地域水産業再生委員会（北中通漁業協同組合～泉佐野市） 

・泉大津地区地域水産業再生委員会（泉大津漁業協同組合～泉大津市） 

・高石地区地域水産業再生委員会（高石市漁業協同組合～高石市） 

・岸和田地蔵浜地区地域水産業再生委員会（岸和田市漁業協同組合～岸和田市） 

・大阪市地区地域水産業再生委員会（大阪市漁業協同組合～大阪市） 

・忠岡地区地域水産業再生委員会（忠岡漁業協同組合～泉北郡忠岡町） 

・泉南郡岬町養殖水産業再生委員会（小島養殖漁業生産組合～泉南郡岬町） 

・大阪府水産課<行政部局> 

・岸和田市・阪南市・泉佐野市・泉大津市・高石市の各商工会議所 

・岸和田市・阪南市・泉佐野市・泉大津市・高石市の各観光協会  

・義丸水産冷蔵㈱<加工> 

・大阪府立大学大学院 保健学博士 黒川通典<研究機関・魚食普及> 

・木綿一浩（中小企業診断士）<経営> 

・日本海洋資源開発㈱<流通> 

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が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 

大阪府泉州地域（大阪市、高石市、泉大津市・岸和田市・泉佐野市・阪南市、

泉南郡の周辺地域） 

高石市：船びき漁業・刺網漁業～合計 22 名 

泉大津市：船びき漁業 5 名・刺網漁業 15 名～合計 20 名 

岸和田市：船びき漁業 14 名 流網漁業・かご漁業等を営む漁業者 7 名～合計

21 名 

    ：岸和田臨海地区にて中型まき網漁業及び船びき網漁業を兼ねて営む

漁業者全員～合計 75 名                                

：岸和田市地蔵浜地区にて小型底びき網漁業（28 隻）51 名。船びき

組織名 大阪・泉州広域水産業再生委員会 

代表者名 岡 修 



網漁業 5 統 18 名、あなごかご漁業 14 名、刺網漁業 1 名、合計 84

名（船びき網漁業者は、季節により、小型底びき網漁業に転換する

ため延べ人数とする。） 

泉佐野市：船びき漁業・小型底びき網漁業・刺網漁業：あなごかご漁業を営む

漁業者～合計 39 名 

阪南市 ：小型底びき網漁業、流網漁業、刺網漁業を営む漁業者～合計 26 名 

大阪市 ：船びき網漁業 13 名、囲刺網漁業 3 名、採貝漁業 10 名、刺網漁業 10

名、うなぎ漁 17 名、合計 53 名 

阪南港忠岡地区：船びき漁業 13 名、あなごかご漁業 4 名、刺網漁業 9 名、小

型定置網漁業 1 名(船びき網 13 名内、刺網 3 名・あなごかご１名兼

業者あり)合計 24 名 

泉南郡岬町地区：海面養殖業を営む漁業者全員～合計 20 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）地域の水産業を取り巻く現状等 

■水産業の現状 

【漁業経営の現状】 

大阪湾での漁業は低い魚価、漁業資源の減少など長期に低迷している。昨今、原油の市場価格

が低下してきたことで燃料の高騰には改善がみられるが依然、設備の老朽化や連携の無い各漁協

独自の活動などを要因の一つに、漁業者は低生産性、低収益性にあえいでいる。さらに、高齢化

や後継者不足により漁業経営の継続が困難な漁業者も多数存在する。例示すれば、過去 10 年で

廃業を伴う漁船数及び漁業者の数はそれぞれ約 220 隻及び 320 人減少し、漁業者の年齢は 60 歳

以上が 40％超となっており大阪漁業の地盤沈下が急速に進展している状況にある。 

【漁獲の現状】 

大阪・泉州エリアの漁業は、大阪湾を主要漁場とし、中型まき網漁業および船びき網漁業、刺

網漁業、小型底びき網漁業、籠漁が操業されている。まき網漁業ではイワシ類、船びき網漁業で

はイカナゴ・シラス等を漁獲している。刺網漁業においてはスズキやサワラ等、底びき網漁業で

はハモやアカシタビラメ等、籠漁ではタコ等が主力魚種となっており、各漁協とも同じような“魚

種”が水揚げされている。水揚げ量は、漁業資源の減少に加え高齢化や廃業等により年々減少傾

向にある。また、魚の取扱いも旧態依然としており鮮度管理等に対する意識もそれほど高くない。 

【販売･ブランドの現状】 

大阪・泉州エリアは漁場が隣接（関空周辺海域）するため、どの漁協も漁獲される魚種が類似

しており、特徴的な魚種はないが大阪湾の鮮魚は脂のりが良く“旨い魚”との評価が高い。しか

し、鮮度維持が難しいイカナゴやシラス等はこれまで隣接する競り場のある他県（和歌山や神戸

等）で水揚げされ出荷されてきたため、それら地域の産物となり「大阪産（おおさかもん）」と

しての認知度は極めて低い。また、取引形態においても“相対取引”が主流で長い間、市場価格



に翻弄されてきた。これら状況を解決するため、鰮巾着網漁協は H26 年度に「共同競り場」を

岸和田港地蔵浜に整備し、各漁協から水揚げを集約し“相対取引”から“競り取引”への移行を

進めている。 

【各漁協の機能分担】 

これまで近隣漁協の連携はほとんどなく、漁協間での機能分担等の意識は希薄であった。今回、

広域浜プランに参画する各漁協は、比較的漁協経営規模が小規模であり、それゆえ各単協での鮮

度保持設備への投資や水産物のブランド化・高付加価値化への取り組みに対するハードルは高い

と言える。本プランに参画する各漁協が機能分担を図り、地域全体で生産販売の強化・効率化、

強固な連携の実現が不可欠である。 

 
■解決すべき課題 

以上の現状から各漁協は連携を強化し、泉州プレミアム鮮魚の高付加価値化・ブランド化、他

地域との差別化に取り組むとともに、中核的漁業者の定着・育成を図っていく必要がある。 

【漁業関連設備の更新による競争力強化】 

資金調達難や後継者の不在等を要因とする投資控えにより漁業関連設備の老朽化が進んでい

る。そのため、高性能な設備・機器の導入または更新により操業度を高め、生産性の向上と省コ

スト化に取り組み収益性の改善を図るとともに、競争力を強化することが必要である。 

【競り取引への移行と付加価値向上】 

付加価値向上のためには、参画漁協の鮮度管理能力の強化、加工施設の設置、鮮度を含む品質

に対する意識の改善が不可欠である。また、参画漁協が連携して各地区が保有する施設やノウハ

ウ等の特徴を生かして機能分担を図るとともに、“相対取引”から“競り取引”への移行を推進

することで生産性と収益性の向上を実現する。これらにより、高鮮度水産物の安定供給を実現し、

泉州プレミアム鮮魚のブランド化を図ることが必要である。 

【国内外での販路開拓】 

販売量の確保を実現するため、関西国際空港に近接するメリットを活かし関東エリアや海外に

新たな販路を確保する必要がある。また、販売先（関東エリアや輸出先）ニーズに応じた衛生管

理システムの導入や PR を展開しなくてはならない。 

【中核的漁業者の定着と育成】 

資金調達面から若手漁業者（中核的漁業者）が自前の漁船を確保することは困難であり、厳し

い作業環境や低い収益性等から将来を託せる中核的漁業者の定着と育成が遅れている。また、漁

業者の高齢化が進む中、参画漁協が中心となった技術の継承や人的ネットワーク構築の応援など

働きやすい職場環境の整備が急務と考えられる。 

 
（２）その他の関連する現状等 

【対象地域の人口・年齢構成】 

近年、子供の割合を高齢者が抜き、少子高齢化が更に進んでいる。（以下、大阪府統計より） 

泉州地区 人口：約 1,748 千人（泉北・泉南地区） 



年齢構成 0 歳～14 歳／13.7%、15 歳~64 歳／67.8%、65 歳~／18.5% 

【対象地域の産業・雇用】 

大阪府内で最大の水揚高を誇る漁業をはじめ、歴史・文化・自然を活かした産業が盛んである。

近年、産業規模の縮小が進み、それに伴い雇用も減少している。 

  卸売・小売／30％、飲食店／13％、製造業／12％  

【対象地域の立地環境の現状】 

関西国際空港に近接し、後背地に大阪市があり、さらに、インバウンド等でにぎわう神戸、京

都、奈良にも 1 時間以内でアクセスできるなど物流や交通アクセスの面で極めて恵まれた立地環

境にあるが、立地環境の優位性を十分に活用しておらず、人口や産業及び雇用面で停滞感が見ら

れる。全国的にも稀有な立地環境を活かした販路開拓や商品及びサービスの開発・提供への対応

が早急に必要である。 

 
３ 競争力強化の取組方針 

（１）機能再編・地域活性化に関する基本方針 

①“相対”から“競り”への脱却 

鰮巾着網漁協が保有する“競り場”を参画漁協に開放することで収益低迷の要因の１つであ

る“相対取引”からの脱却を図る。H26 年からイカナゴ漁を行う 28 統で競り場での取引を始

めたが、H27 年はその数が 47 統に増加してきており、今後も参画漁協が連携することで魚種・

供給量の両面での拡充を推進することで更なる“競り場”の価値向上を図る。 

なお、“相対”から“競り”への移行は段階的に行う。5 年後に基準年 2,000t、10 億円から

20％増の 2,400t、12 億円の移行達成を目標とし、所得向上を実現する。 

 
②品質基準の適用による付加価値の向上 

参画漁協の統一ブランド確立に向けた「基準（ルール）」作りを行う。さらに、参画漁協で水

揚げされる鮮魚の“付加価値向上”のためにスラリーアイス製氷機を導入し鮮度保持能力技術

を導入する。これにより、品質のバラツキを最小限に抑え市場での安定的な高付加価値での取

引を実現する。特に主力魚種であるイカナゴ、シラス、マイワシ、サワラ、スズキ、キジハタ

等においては、魚体基準に加え、船上での電解海水氷による保冷、活締め、血抜き（仮死状態

での血抜き）、神経抜き、並びに陸揚げ後のスラリーアイスによる保冷・梱包等の処理基準を共

通ルールとし全参画漁協が厳守することで“プレミアム品質”の安定化を図る。なお、基準の

遵守を確実にするために品質管理担当者を配置する。 

 
③競争力強化のための漁業関連設備の更新・高度化 

高性能魚群探索システムの導入により海洋データや操業データに基づく効率的な船団操業を

行い、漁獲量の増加と探索時間や操業時間の短縮による燃料費の削減、生産性の向上を図る。

加えて、省エネ型エンジン等の更新による燃費の改善や集魚灯の更新による生産性の向上を通

じて各漁業者の収益力の改善を実現する。 



なお、高性能魚群探索システムはその運用効果を参画漁協で共有し、各漁業者の生産性、収

益性の向上を図る。 

 
④漁業施設の集約と高度化 

＜競り場の集約と荷さばき場の新設＞ 

鰮巾着漁協の保有する競り場の拡張と荷さばき場の新設により効率的な競り場への鮮魚供給

と市場への出荷体制を整備する。また、これまで分散していた仲買人を当該競り場に集約する

ことでその価値を高める。仲買人が当該競り場へ多数集まることにより、参画漁協から提供さ

れる多様な魚種も競りの対象にすることができ、参画漁協及び漁業者の“相対取引”からの脱

却を促進する。 

 
＜保管施設の集約＞ 

関西国際空港を活用した販路開拓を視野に、参画漁協が利用しやすいよう鰮巾着網漁協と春

木漁協に HACCP に対応した保管設備（冷蔵庫・冷凍庫）を整備する。これにより、効率的な

水揚げ後の魚の処理が可能となるとともに、需要に応じた出荷により魚価の安定化を図る。 

 
⑤関西・関東・東南アジアへの販路開拓 

＜関西エリアでの販路開拓＞ 

大阪市内、京都エリアを中心に“朝獲れ鮮魚”を PR し販路を開拓する。漁港の立地を活か

し、鮮度低下が早く取扱いが難しいとされる“生シラス”を主力魚種として展開する。次いで、

マイワシ、サワラ、スズキなど魚種を増やし徐々に販売量の拡大を図る。 

 
＜関西国際空港を活用した関東・東南アジアへの販路開拓＞ 

関西国際空港が近接する全国的にも恵まれた立地を活かし、関東エリア（朝獲れ鮮魚）およ

び TPP 加盟国等（翌朝鮮魚）を中心とする国々での商談会や展示会への参加を通じて現地での

PR を推進し販路を開拓する。 

 
⑥浜のにぎわい創出 

泉州産鮮魚を地元小中学生の給食食材として供給するとともに、主婦層をターゲットにした

TV 料理番組等を通じて地産の味を浸透させることにより、魚離れに対処するとともに 10 年後

の“泉州鮮魚”のファンづくりを行う。また、関西国際空港を利用する日本人観光客やインバ

ウンドﾞ観光客に対して、参画漁協で企画・開催される各種イベントや漁師市場（マルシェや飲

食施設等への積極的な誘致を行うとともに、京都など近隣県にある各観光地の飲食店と連携し

た泉州鮮魚の PR を通じて“泉州の味”と“泉州地域の周遊拠点としての利便性”を訴求して

いくことで地元のにぎわい創出に寄与する。 

 

 



（２）中核的担い手の育成に関する基本方針 

⑦中核的漁業者の定着と育成 

＜中核的漁業者の認定基準＞ 

・人的要件：個人・法人を問わず広域水産業再生委員会の方針に基づき、参画漁協に加盟し、

将来にわたり漁業を主要事業とする者。 

・年齢基準：原則 55 歳未満。ただし、55 歳以上でも 45 歳未満の後継者が確保されている場

合は対象とする。 

・所得基準：特に所得基準は設けないが、経営の安定が将来的にも見込まれること。（納税証明

や償却前利益が確保されている等。） 

・認定手順：各漁協が推薦し広域水産業再生委員会に申請し会員会議で認定する。 

 
＜新規就業者の確保と中核的漁業者の育成＞ 

広域浜プランの実施過程で各漁業者又は参画漁協は新規漁業就労者（独立型又は雇用型）を

常時受け付ける。また、参画漁協は、漁業への熱意や将来展望を持つ新規漁業就労者及びこれ

らの新規漁業就業者を積極的に受入れ・指導を行うとともに自らの漁業経営改善に意欲ある既

存漁業者の中から“中核的漁業者への推薦”を行う。 

将来を託せる中核的漁業者に対して参画漁協は漁船を確保しやすい環境整備を図るととも

に、操業技術の継承の場を提供することで中核的漁業者の定着と育成を図る。具体的には、漁

船取得を希望するものの資金調達難等のために足踏みする中核的漁業者に対して参画漁協が漁

船をリースするとともに、グループ操業への参画等の支援を行うことで、将来にわたり地域の

水産業を担う中核的漁業者の経営基盤を強化する。また、効率的な操業方法の習得や人的ネッ

トワークの構築が図られ、中核的漁業者の育成と新規就業者の積極的な漁業への参加を促進す

ることができる。 

 
（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 

漁業法及び大阪府の漁業調整規則による規制のほか、漁業者が自主的に取り組んでいる資源管

理を推進し、漁業資源の持続的・安定的な利用に努める。 

 

 
（４）具体的な取組内容（年度ごとに数値目標とともに記載） 

 １年目（平成２７年度） 

取組内容 ・参画漁協全体で、浜の現状調査・検討・広域プラン実行工程表の策定を行う。

今年度中により詳細な「課題」「取り決め」「スケジュール感」の共有を図る。 

・27 年内において、委員会の HP を作成、アップまでを完成させる。 

・平成 28 年 2 月の大阪シーフードショーに大阪・泉州広域水産業のブースを

設け、取組等を広く PR する。（HP・SNS の活用） 

・泉州プレミアム鮮魚のルール作りとして、鮮度保持および管理機能等につい



て参画漁協全体で協議し、ルールのマニュアル化を図る。また、参画漁協毎

の主力鮮魚の選出ならびにﾌブランド力強化に基づいた協議を実施し、定期的

に「案」を委員会に持ち寄り、27 年度末までに参画漁協全体でルールの完成

を目指す。 

・先進地への訪問視察ならびに調査の実施。浜の広域プラン承認第一号の長崎

県五島市広域水産業再生委員会への訪問を予定。 

・参画漁協での浜の取引形態を「相対」から「競り」へ移行するため、競り取

引を段階的に開始する。 

・PDCA サイクルで 1 年目の取り組みを検証し、データ化する。 

活用する支援

措置等 

浜の機能再編広域プラン策定推進事業 

機能再編活性化支援事業 

 

 
 ２年目（平成２８年度） 

取組内容 ① “相対”から“競り”への脱却 

・鰮巾着漁協の保有する“競り場”へ連携地域の“競り機能”を集約するため

に必要な準備や運用ﾙｰﾙ等について検討する。対前年比 3％増を目指す。 

② 品質基準の適用による付加価値の向上 

・参画漁協のうち、品質基準（魚体サイズ、船上・水揚げ後の処理手順、梱包

手順等）のテスト運用に参加する漁協、漁業者を募集し品質基準を教育する。 

・テストマーケティングを通じた市場の評価（価格・品質）を広域委員会へフ

ィードバックし品質基準を見直す。 

・参画漁協への品質基準適用、並びに指導・教育のための専門家を採用する。 

③ 競争力強化のための漁業関連設備の更新・高度化 

・高精度魚群探索システム試作機により設備導入時の効果を見極めると共に効

率的な船団操業に向けた操業方法を検討する。 

・漁船エンジンや集魚灯等の設備更新により燃費の削減や生産性の向上を図る。 

④ 漁業施設の集約と高度化 

・競り場の拡張、荷さばき場及び冷蔵・冷凍保管施設の集約に向けて事業計画

の具体化を図る。 

⑤ 関西・関東・東南アジアへの販路開拓 

・鮮度で差別化しやすい“朝獲れ生シラス”前面に、大阪・京都エリアの販売

先をリストアップし販路開拓に取り組む。（シーフードショー、フード EXPO

への出展等） 

・沖縄県物産公社、ヤマト物流、ANA と連携し東南アジア方面への鮮魚及び冷

凍水産用生餌の輸出可能性について情報収集し検討する。 

⑥ 浜のにぎわい創出 



・参画漁協間でマルシェ等のイベント企画ノウハウを共有し“にぎわい拠点”

の拡散について検討する。 

⑦ 中核的漁業者の定着と育成 

・新規漁業就業者を受付けるとともに、中核的漁業者を各漁協が推薦し、広域

委員会で認定する。 

・中核的漁業者のうち、漁船を必要とする者への中古船選定のアドバイスや導

入支援を行う。また、中核的漁業者や新規漁業就業者に操業面の技術指導を

行う。 

活用する支援

措置等 

広域浜プランに基づく実証支援（①②⑤⑥関係） 

競争力強化型機器等導入緊急対策事業（③関係） 

水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業（⑦関係） 

水産業競争力強化緊急施設整備事業（④関係） 

水産物輸出拡大緊急対策事業（⑤関係） 

新規漁業就業者総合支援事業（⑦関係） 

水産業競争力強化金融支援事業（③④⑦関係） 

 
 ３年目（平成２９年度） 

取組内容 ① “相対”から“競り”への脱却 

・前年度検討した運用ﾙｰﾙに基づきシラス以外にもサワラ、スズキ等の主要魚種

の競りを試験的に始める。また、仲買人の集約に向けた競り場の PR を行う。 

 対前年比 3％増を目指す。 

② 品質基準の適用による付加価値の向上 

・スラリーアイス製氷機を導入するとともに、全参画漁協への品質基準の説明

と指導を行い、協力を要請する。 

・品質基準の監視と監督、並びに苦情にタイムリーに対応するため、品質管理

室（仮称）を設置し品質管理体制を整備する。 

③ 競争力強化のための漁業関連設備の更新・高度化 

・高精度魚群探索システムを導入し漁獲量、操業時間、消費燃料等の実績を検

討しその効果を評価する。 

・漁船エンジンや集魚灯等の設備更新により燃費の削減や生産性の向上を図る。 

④ 漁業施設の集約と高度化 

・今年度、大阪府港湾局より地蔵浜地域の用地用途変更許可が降りる予定で、

現在推移しており、競り場、荷さばき場、保管施設の整備を行う。 

・集約した施設（競り場、荷捌き場、冷蔵庫、冷凍庫）の運用ルールを検討し、

参画漁協への周知と積極的な使用を推進する。 

⑤ 関西・関東・東南アジアへの販路開拓 

・近畿圏での本格販売を実現する。 



・関西国際空港を活用し関東エリアに向けて“朝獲れ生シラス”のテストマー

ケティングﾞを実施し魚の評価を得ると共に本格的に販路開拓に着手する。 

・フィリピン、マレーシア等への輸送テストと商談会等への参加を通じたテス

トマーケティングを行い、市場の評価と現地情報の収集を通じて魚種の選

定・梱包方法・輸出経路を検討する。 

⑥ 浜のにぎわい創出 

・参画漁協間で各イベント等の共同告知を行い地域催事の定着化を促進する。 

・シラスやマイワシ等の多獲性魚種を大阪市内及び近隣市町村の学校給食の食

材として提供し地産地消を推進する。 

⑦ 中核的漁業者の定着と育成 

・前年同様、新規漁業就業者を受付けるとともに、該当者があれば中核的漁業

者を各漁協が推薦し広域委員会で認定する。また、中核的漁業者のうち、漁

船を必要とする者への中古船選定のアドバイスや導入支援を行うとともに、

中核的漁業者や新規漁業就業者に操業面の技術指導を行う。 

活用する支援

措置等 

広域浜プランに基づく実証支援（①②⑤⑥関係） 

競争力強化型機器等導入緊急対策事業（③関係） 

水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業（⑦関係） 

水産業競争力強化緊急施設整備事業（④関係） 

水産物輸出拡大緊急対策事業（⑤関係） 

新規漁業就業者総合支援事業（⑦関係） 

農林水産業みらい基金（④関係） 

効率的な操業体制の確立支援事業（③関係） 
水産業競争力強化金融支援事業（③④⑦関係） 

 
 ４年目（平成３０年度） 

取組内容 ① “相対”から“競り”への脱却 

・競り対象魚種を拡充するとともに、参画漁協へ“競り場の積極的な活用”を

要請し競り取引への移行を推進する。対前年比 3％増を目指す。 

② 品質基準の適用による付加価値の向上 

・参画漁協による品質基準の遵守とその監視・監督を継続する。 

③ 競争力強化のための漁業関連設備の更新・高度化 

・高精度魚群探索システムの導入効果を参画漁協間で共有し、効率的な魚群探

索を含め操業方法の改善を行う。 

・前年同様、漁船エンジンや集魚灯等の設備更新により燃費の削減や生産性の

向上への取り組みを継続する。 

④ 漁業施設の集約と高度化 

・集約した施設（競り場、荷さばき場、冷蔵庫、冷凍庫）の運用ルールを明確



にし、参画漁協への周知と積極的な使用を推進する。 

⑤ 関西・関東・東南アジアへの販路開拓 

・営業担当者を採用し販路開拓体制を整備し、関西・関東方面を中心に本格的

に営業を展開する。 

・東南アジア方面に“鮮魚”と“冷凍水産用生餌”の輸出を本格的に展開する。 

⑥ 浜のにぎわい創出 

・“イベントの共同告知”と“学校給食への食材提供”を継続し、イベントの定

着と地産地消を推進する。 

⑦ 中核的漁業者の定着と育成 

・前年同様、新規漁業就業者を受付けるとともに、該当者があれば中核的漁業

者を各漁協が推薦し広域委員会で認定する。また、中核的漁業者のうち、漁

船を必要とする者への中古船選定のアドバイスや導入支援を行うとともに、

中核的漁業者や新規漁業就業者に操業面の技術指導を行う。 

活用する支援

措置等 

広域浜プランに基づく実証支援（①②⑤⑥関係） 

競争力強化型機器等導入緊急対策事業（③関係） 

水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業（⑦関係） 

水産物輸出拡大緊急対策事業（⑤関係） 

新規漁業就業者総合支援事業（⑦関係） 

水産業競争力強化金融支援事業（③⑦関係） 

 
 ５年目（平成３１年度） 

取組内容 ① “相対”から“競り”への脱却 

・相対取引から競り取引への移行は前年度同様に継続・推進する。対基準年比

10％増を目指す。 

② 品質基準の適用による付加価値の向上・品質基準の遵守・監視・監督は前

年度同様に継続・推進する。 

③ 競争力強化のための漁業関連設備の更新・高度化 

・競争力強化のために更新・高度化した設備・システムを有効活用する。 

④ 漁業施設の集約と高度化 

・集約と高度化した漁業施設の積極的な使用を推進する。 

⑤ 関西・関東・東南アジアへの販路開拓 

・関西、関東、東南アジアへの販売は前年度と同様の活動を継続する。 

⑥ 浜のにぎわい創出 

・イベントの共同告知と学校給食への食材提供を継続し、地産地消を推進する。 

⑦ 中核的漁業者の定着と育成 

・前年同様、新規漁業就業者を受付けるとともに、該当者があれば中核的漁業

者を各漁協が推薦し広域委員会で認定する。また、中核的漁業者や新規漁業



就業者に操業面の技術指導を継続して行う。 

活用する支援

措置等 

水産物輸出拡大緊急対策事業（⑤関係） 

新規漁業就業者総合支援事業（⑦関係） 

 
（５）関係機関との連携 

・魚食普及等に関して、大阪府立大学等の指導を受けつつ学校給食への食材供給に取り組み、

SNS・HP 等の活用ならびにアプリケーション（きんちゃく君）の PR によって更なる普及を

図る。また、広域委員会の構成員である自治体の各観光協会とのイベントの開催等への協力体

制を強化するため、29 年度内での連携協定化を目指す。 

・鮮魚保持に関する分析ならびにデータ化は大阪府堺市の㈱水総合研究所へ委託する。また、泉

州鮮魚の「機能性食品表示」を消費者庁へ申請し、販売促進に一定の評価を受ける。 

・海外輸出に関しては「ジェトロ」の関係窓口で協議している。（相談レベル） 

 
（６）他産業との連携 

・航空物流に関してはヤマトグローバルエクスプレス、航空貨物については ANAcargo との物流

輸送契約に基づき提携する（一部 JALcargo とも折衝中） 

・施設設備に関しては、設備環境管理システム・BMS・スラリーアイス製氷機器等導入に関し

ては NEC ファシリティーズと連携している。 

・観光旅行会社や各地域の自治体の観光課とのコラボレーションによって、多くの集客と雇用を

創出する取組みに向けて 28 年度から連携を強化する。 

 
４ 成果目標 

（１）成果目標の考え方 

参画漁協の主力ブランド鮮魚であるシラス、マイワシ、サワラ、スズキを対象とし、5 年後の

単価向上を活性化指標と定める。なお、消費地との産直取引の増加と相対取引減少等により、単

価の変動が出ると想定されるため、シラスについては、岸和田の共同競り場における基準年・目

標年の市場価格により比較し、その他の魚種については、取引先である東京、大阪、名古屋の各

市場における基準年・目標年の市場価格により比較行うものとする。 

 

 
（２）成果目標 

参画漁協の主力ブラン

ド鮮魚の単価向上（円/kg） 

シラス 
基準年 平成 26 年度： 9,592（円）/25kg 

目標年 平成 31 年度：10,551（円）/25kg 

マイワシ 
基準年 平成 26 年度：   275（円）/kg 

目標年 平成 31 年度：   302（円）/kg 



サワラ 
基準年 平成 26 年度：   900（円）/kg 

目標年 平成 31 年度：   990（円）/kg 

スズキ 
基準年 平成 26 年度：   585（円）/kg 

目標年 平成 31 年度：   643（円）/kg 

 
（３）上記の算出方法及びその妥当性 

基準年：平成 26 年度となっているは、主要各漁協の平均単価 

目標年：ブランド鮮魚の販売平均価格（基準の 1.1 倍） 

※多獲性魚種は「サイズ」で大幅な価格変動があり、天然魚は水揚げ時期が重なる為に

価格が大幅に下がることを鑑み、販売平均を 1.1 倍とした。 

 
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広域プランとの関係性 

広域浜プランに基づ

く実証支援 

市場調査や専門家のアドバイスに基づき、機能再編・強化、水域の有効

利用・資源増殖、出荷・販売に関する実証調査を実施する。 

競争力強化型機器等

導入緊急対策事業 

省エネエンジン、集魚灯等の更新や高性能魚群探査機の導入により省コ

スト化や生産性向上に取り組む。 

水産業競争力強化漁

船導入緊急支援事業 

浜の担い手漁船リース緊急事業を活用し、中核的漁業者へのリース方式

による漁船の導入を支援する。 

水産業競争力強化緊

急施設整備事業 

競り場、荷さばき場を鰮巾着網漁協に、保管施設（冷凍庫、冷蔵庫）を

鰮巾着網漁協及び春木漁協に集約し、参画漁協での共同使用を推進する。 

水産物輸出拡大緊急

対策事業 

関西国際空港を活用した東南アジア向け輸出において必要となる現地で

のプロモーション費や国内保管施設の HACCP 対応費用に充当する。 

新規漁業就業者総合

支援事業 

新規就業者に対する説明会を開催し、一定就業期間の賃金補助等の支援

を実施する。 

効率的な操業体制の

確立支援事業 

海洋データや操業データ等に基づく効率的な魚群探査、漁網等の破損抑

制による漁獲量増加、燃費や修理費の削減等による生産性の改善に取り

組む。 

水産業競争力強化金

融支援事業 

中核的漁業者に支援する漁船購入や漁協の漁業関連設備等の購入に対し

て本事業を活用する。 

農林水産業みらい基

金 

上記の水産庁補助の不足事業費の助成を受ける。 

 


