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１ 地域水産業再生委員会 

組織名 富山市地区地域水産業再生委員会 

代表者名 綱谷 繁彦 

 

再生委員会の構成員 とやま市漁業協同組合、富山県富山市 

オブザーバー 富山県、その他随時 

 

対象となる地域の範囲及び漁業種類 範囲：とやま市漁業協同組合管内 

 

主な漁業の種類：定置網（125 名）、 

小型底曳き（50名）、刺網等（20名）、採貝（10名） 

一本釣り（5名）、かにかご（3名） 

対象となる漁業者数；２１３名 

 

２ 地域の現状 

（１）関連する水産業を取り巻く現状等 

富山市の水産業は、ホタルイカ、シロエビ等の魚種を中心に漁業生産が展開されている。 

富山市では、平成１９年２月に策定した「富山市農林漁業振興計画」及び平成２０年３月に

策定した「富山市水産業プラン」に基づいて、海浜地域資源の活用による集客力ある漁村地域

づくりの推進、施設機械装備の充実による持続可能な漁業経営の推進について取り組んでい

る。 

富山市地区には四方・岩瀬・水橋と３つの地先を拠点に漁業生産が展開されているが、近年

の魚離れ等により魚価が低迷していることから、３地先にあった産地市場のうち、水橋の産地

市場を廃止しコスト縮減策を実施したところである。 

また、主要魚種である、ホタルイカ、シロエビについては、漁業関係者による区別化等の努

力が着実に魚価に反映されつつあるなかで、フクラギ、アジ、サバのような他産地との区別化

が難しい一般的な魚種については、魚価が低迷傾向となっており、荷揚げ後の鮮度の保持や出

荷調整の実施が今後の課題となっているところである。 

 

（２）その他の関連する現状等 

平成２７年３月に北陸新幹線（東京～長野～金沢）が開通する予定であり、東京駅から富山

駅まで乗り換えなく約２時間で結ばれることから、富山と首都圏との移動の利便性が格段に向



上し、交流人口の拡大や地域経済の活性化につながるものと期待されているところである。 

 

３ 活性化の取組方針 

（１）基本方針 

①競争力のある親環境型水産業の展開 

 ・育てる漁業で水産資源の持続的利用→資源管理型漁業・栽培漁業への取組推進 

  【資源管理型漁業への取組推進】 

    乱獲を防ぎ、一定基準以下のサイズの魚は再放流するなどのルールを作る 

  【種苗放流】 

    計画的に放流を実施し、育てる漁業による資源の持続的活用により漁業振興を図る 

       

 ・富山市ブランドづくりによる競争力のある水産業の展開 

  →水産物の区別化とそのPR 

   【ブランド魚種の自主的資源管理】 

       ①富山市産水産物の中で、ブランド品と見なされるものとしてシロエビ、ホ 

      タルイカがあげられる。これらについては、人気も高く、価格的にも安定して 

      おり、漁業者にとっても有力な魚種となっている。 

       しかしながら、特定の魚種に特化することは資源の保全と持続的活用を危うく 

      する可能性を高めることになり、かつてのスケトウダラの様に、商品価値が高い 

      魚種を集中的に捕獲することは資源の枯渇を招くことになりかねない。したがっ

て、適正な漁獲による持続的な資源管理を促進する。 

 

       ②富山市産の水産物全体のイメージや価格をリードする存在として、ブラン 

      ド魚種は必要である。 

       このことから、時節ごとの「旬の魚」をその時々のブランド魚種と認定し、販

売の促進に努める。なお、内外に広くＰＲしていくために、富山市産であること

がわかるネーミングや、輸送用の箱への「富山市産」や個別の漁港名などの記載

のほか、流通段階におけるシールの貼付などを推進する。 

       

  →安全・安心な水産物の安定供給に向けた環境整備 

       【産地表示の実施】 

       消費者の食品に対する安全・安心を求める要望は、近年特に高まっている。 

      こうした要望に応えるために、関係者の理解と協力の下に、環境保全がはから 

      れ、安全で安心して利用してもらえる富山市産の水産物であることを示す産地 

      表示を行う。 

    【産地市場の機能統合の検討】 

       現在、市内には四方、岩瀬にそれぞれ産地市場が開設され、個別に取引が行わ

れている。こうした状況は、富山市産の水産物の分散を招きやすく、市内への安



定供給や、まとまったロット数の確保を阻害する一因となっているとも考えられ

る。市民への安定供給やロット数の確保を図るため、産地市場の機能統合化の検

討を進める。 

    【衛生管理の向上】 

       水産物は鮮度が重要視され、実際に「なまもの」であることから、衛生管理 

      が重要である。漁獲物が衛生管理上の問題から流通出来ない状況が発生すれ 

      ば、安定供給にも大きな影響を及ぼすことになる。そのために衛生管理技術の 

      習得や必要な設備などの整備を推進する。 

 

②魅力ある漁業経営の推進 

 ・持続可能な漁業経営の展開→多様な担い手の確保 

 ・漁協、経営体の経営基盤の強化 

  →漁協・経営体の経営基盤強化と合理化の推進 

     経年的に低下する魚価と高騰する諸経費、経営体の減少や減収は漁協の経営基盤 

    にも影響を及ぼし始めている。 

     富山市には産地市場が２箇所存在し、それぞれに運営経費がかかることから、手 

    数料徴収等による収入への影響が見過ごせない状況となっている。したがって、仲 

    買人の理解と協力を得ながら、産地市場の事務処理機能の統合などによるコストダ 

    ウンを図りながら、経営の効率化と安定化を進める。 

  →経営合理化のための施設・機械装備の充実 

        【漁船装備の近代化】 

     とやま市漁業協同組合では従前から機械化を進めてきたが、引き続き資金面のサ 

    ポートなどに努めながら、漁船装備の機械化を支援し、漁獲量の拡大を進める。 

     上記の実現のためには資金の投入が必要であり、そのために漁業近代化資金の活 

    用を進める。   

【漁港施設の近代化と「ストックマネジメント事業」の推進】 

     現在、使用している漁港について、利便性の高い漁港環境の整備を図る。 

     また、各漁港においては、船揚場、荷捌き施設、管理施設などの改良・更新など 

    の機械化の促進や施設の近代化に努める。 

     なお、「水産基盤ストックマネジメント事業」の推進により、漁港施設の計画的 

    な維持管理を進め、耐久年数の増加にも努める。 

 

③快適で活力あふれる漁村地域づくり 

 ・快適でにぎわいのある漁村地域作り→イベント開催など 

 ・集客力のある漁村地域づくり→海洋レクリエーション拠点の活用 

   平成２７年３月に開業する北陸新幹線（東京～長野～金沢）が開通する予定であり、 

  首都圏からの交流人口の拡大が見込めることから、全国的にも数少ない、釣り防波堤が 

  ある水橋フィッシャリーナ等の海洋レクリエーションの拠点を活用しながら、漁村地域 



  への集客の拡大を進める。 

 

④市民が支える市民のための富山市水産業 

 ・魚食普及と区別化による市民意識の啓発→食育・地産地消の推進 

                    →水産物の区別化とそのPR 

 

 ・水産業の果たす多面的機能と市民意識の啓発→森・川・海をつなぐ環境保全活動の展開 

  【漁業者による「出前講座」の開催】 

    若手の漁業者が小学校において「出前講座」を実施しているが、講義を行う漁業者に

とっても改めて学ぶ機会となっており、よい効果を生み出している。 

    今後は、富山市職員による「出前講座」とともに、漁業者による「出前講座」を展開 

   し、小学校以外にも若手の主婦グループをはじめ、対象を広げながら魚食普及を進め 

   る。 

 

（２）漁獲努力量の削減・維持およびその効果に関する担保措置 

ホタルイカ漁の漁期規制 

シロエビ漁の漁期規制 

 

（３）具体的な取組内容（毎年ごとに数値目標とともに記載） 

（取組内容については、取組の進捗状況や得られた成果等を踏まえ必要に応じて見直すこととする。） 

１） １年目（平成２７年度）■下記の取組により、漁業所得を０．３％向上させる。 

なお、下記の取組内容は、取組の進捗状況や得られた成果等を踏まえ必要に応じ見直すこと

とする。 

漁業収入向上のため

の取組 

（１）漁協と全ての漁業者は、乱獲を防ぎ、一定基準以下のサイズの

魚は再放流するなどのルール作りの基準を整備するための検討を開

始する。 

また漁協は、育てる漁業による資源の持続的活用により漁業振興を

図るため、計画的な種苗放流の対象魚種についての検討を開始する。 

 

（２）定置網漁業者及び一本釣り漁業者は、漁協とともに、ホタルイ

カやシロエビなど、ある程度ブランド化に成功した魚種以外にも、ブ

ランド化をめざし、フクラギ（ブリ当歳魚）、アジ、サバのように区

別化の難しい魚について、船上での活締め（脱血または、神経締め）

を「試行」する。また、旨み成分等のデータによる鮮度保持の視覚化

に向けた研究を開始する。  



 

（３）平成２７年３月に開通する北陸新幹線による交流人口の拡大を

漁港の活性化につなげるため、漁協は、漁協の直売所及び食堂等の設

置と併せて、自ら買参権を取得し、セリ人から魚を直接購入すること

により、新たな魚の販売方法や魚価が安い時には漁協が購入して魚価

の底支えができるよう関係者と条件等について協議を開始する。 

 

（４）定置網漁業者、小型底引き漁業者、刺網（たこ）漁業者及び採

貝漁業者は、漁協とともに荷捌き所に活魚水槽を導入し、魚価に応じ

た出荷調整を行うことにより、魚価の安定化に努める検討を開始す

る。 

 

（５）漁協は、四方地区と岩瀬地区の産地市場の統合をめざし、試験

的に市場の閑散期である８月と９月に市場を両地区１箇所のみを開

きセリを実施する。漁協はこの取組で、問題点を把握する。 

 

（６）全ての漁業者は、出前講座や白えび祭り等のイベント、新聞・

テレビ等のマスメディアを利用し、「とやまの旬の魚」に関する情報

発信等を行うことで区別化を推進する。また、内外に広くＰＲしてい

くために、富山市産の魚であることが分かるネーミングや、輸送用の

箱への「富山市産」や個別の漁港名などの記載のほか、流通段階にお

けるシールを貼付することにより、魚価単価の向上に努めるための検

討を開始する。 

 

 

（７）富山市は、市管理漁港の施設について、計画的な改良・維持管

理を行い（水産物供給基盤整備事業）、漁業者にとって利便性の高い

漁港環境の整備を図るための検討を開始する。 

 

以上の取組により、基準年より 0.0％の収入向上を見込む 

漁業コスト削減のた

めの取組 

（１）全ての漁業者は、使用漁船の船底・舵・シャフト・プロペラ等

の貝落とし、洗浄、研磨、付着生物防止処理を年に最低１回実施す

ることで燃油使用量を削減させ、コストダウンを図る。 



 

（２）漁協は、現在、四方地区と岩瀬地区にある産地市場統合を実施

する上での問題点の把握とともに、市場の統合による諸経費を削減

させるため、試験的に市場の閑散期である８月と９月に市場を両地

区１箇所のみを開きセリを実施する。 

 

（３）漁協及び全ての漁業者は、漁船及び装備機器（漁船新造、魚探、

ＧＰＳ、潮流計等）の高度化を計画的に実施し、最新技術の導入に

より最短距離で漁場までの往復を実現させることなどにより、年間

燃油使用量の削減を図りコストカットを進める。  

 

以上の取組より、基準年より 0.5％の経費削減を見込む 

活用する支援措置等 （ア）省燃油活動推進事業（国） 

（イ）産地水産業強化支援事業 ソフト事業（国、市） 

（ウ）水産多面的機能発揮対策事業（国） 

（エ）漁業近代化資金利子補給費補助金（国、県、市） 

（オ）沿岸漁業構造改善事業補助金（市） 

（カ）豊かな海を育む対策事業【魚礁設置・及び調査】（市） 

（キ）栽培漁業振興対策事業補助金（市） 

（ク）水産物供給基盤機能保全整備事業（国、県、市） 

（ケ）産地水産業強化支援事業 ハード事業（国、県、市） 

（コ）もうかる漁業創設支援事業（国） 

（サ）漁港施設機能強化事業（国、県、市） 

 

 

２）２年目（平成２８年度）■下記の取組により、漁業所得を基準年比１．５％向上させる。 

漁業収入向上のため

の取組 

（１）漁協と全ての漁業者は、乱獲を防ぎ、一定基準以下のサイズの

魚は再放流するなどのルール作りの基準を整備するため、前年度にま

とめた具体的課題等を踏まえ、引き続き検討を行う。 

また漁協は、育てる漁業による資源の持続的活用により漁業振興を

図るため、計画的な種苗放流の対象魚種について前年度にまとめた対

象魚種を踏まえ、引き続き検討を行う。 

 



（２）定置網漁業者及び一本釣り漁業者は、漁協とともに、ホタルイ

カや白えびなどのある程度ブランド化に成功した魚種以外にも、ブラ

ンド化をめざし、フクラギ（ブリ当歳魚）、アジ、サバのように区別

化の難しい魚について、前年度にとりまとめた試行結果を踏まえ、船

上での活締め（脱血または、神経締め）についてのマニュアル化を実

施し、技術の早期習得、活用を図り所得の向上につなげる。また、前

年度に引き続き、旨み成分等のデータによる鮮度保持の視覚化に向け

た研究を行う。  

 

（３）平成２７年３月に開通する北陸新幹線による交流人口の拡大を

漁港の活性化につなげるため、漁協は、前年度に引き続き、漁協の直

売所及び食堂等の設置と併せて、自ら買参権を取得し、セリ人から魚

を直接購入することにより、新たな魚の販売方法や魚価が安い時には

漁協が購入して魚価の底支えができるよう関係者と条件等について

協議を行う。  

 

（４）定置網漁業者、小型底引き漁業者、刺網（たこ）漁業者及び採

貝漁業者は、漁協とともに前年度の成果を踏まえ、また、魚種によっ

ては水槽の管理温度が異なることから、荷捌き所に２台目の活魚水槽

を導入し、魚価に応じた出荷調整を行うことにより、所得の向上を図

る。 

 

（５）漁協は、四方地区と岩瀬地区の産地市場の統合をめざし、前年

度に引き続き、試験的に市場の閑散期である８月と９月に市場を両地

区１箇所のみを開きセリを実施する。漁協はこの取組で、問題点を把

握する。 

 

（６）全ての漁業者は、前年度に引き続き、出前講座や白えび祭り等

のイベント、新聞・テレビ等のマスメディアを利用し、「とやまの旬

の魚」に関する情報発信等を行うことで区別化を推進する。また、内

外に広くＰＲしていくために、富山市産の魚であることが分かるネー

ミングや、輸送用の箱への「富山市産」や個別の漁港名などの記載の

ほか、流通段階におけるシールを貼付することにより、魚価単価の向



上に努めるための検討を行う。 

 

（７）富山市は、前年度に引き続き、市管理漁港の施設について、計

画的な改良・維持管理を行い（水産物供給基盤整備事業）、漁業者に

とって利便性の高い漁港環境の整備を図るための検討を行う。 

 

以上の取組により、基準年より 0.5％の収入向上を見込む 

漁業コスト削減のた

めの取組 

（１）全ての漁業者は、使用漁船の船底・舵・シャフト・プロペラ等

の貝落とし、洗浄、研磨、付着生物防止処理を年に最低１回実施す

ることで燃油使用量を削減させ、コストダウンを図る。 

 

（２）漁協は、前年度に引き続き、現在、四方地区と岩瀬地区にある

産地市場統合を実施する上での問題点の把握とともに、市場の統合

による諸経費を削減させるため、試験的に市場の閑散期である８月

と９月に市場を両地区１箇所のみを開きセリを実施する。 

 

（３）漁協及び全ての漁業者は、漁船及び装備機器（漁船新造、魚探、

ＧＰＳ、潮流計等）の高度化を計画的に実施し、最新技術の導入に

より最短距離で漁場までの往復を実現させることなどにより、年間

燃油使用量の削減を図りコストカットを進める。  

 

以上の取組より、基準年より 1.0％の経費削減を見込む 

活用する支援措置等 （ア）省燃油活動推進事業（国） 

（イ）産地水産業強化支援事業 ソフト事業（国、市） 

（ウ）水産多面的機能発揮対策事業（国） 

（エ）漁業近代化資金利子補給費補助金（国、県、市） 

（オ）沿岸漁業構造改善事業補助金（市） 

（カ）豊かな海を育む対策事業【魚礁設置・及び調査】（市） 

（キ）栽培漁業振興対策事業補助金（市） 

（ク）水産物供給基盤機能保全整備事業（国、県、市） 

（ケ）産地水産業強化支援事業 ハード事業（国、県、市） 

（コ）もうかる漁業創設支援事業（国） 

（サ）漁港施設機能強化事業（国、県、市） 



３）３年目（平成２９年度）■下記の取組により、漁業所得を基準年比４．３％向上させる。 

漁業収入向上のため

の取組 

（１）漁協と全ての漁業者は、この間の検討結果を踏まえ、乱獲を防

ぎ、一定基準以下のサイズの魚は再放流することを試行実施する。 

また漁協は、育てる漁業による資源の持続的活用により漁業振興を

図るため、この間の検討を踏まえて決定した魚種について、計画的な

種苗放流を試行実施する。 

 

（２）定置網漁業者及び一本釣り漁業者は、漁協とともに、フクラギ

（ブリ当歳魚）、アジ、サバの船上活締め（脱血または、神経締め）

について、前年度に作成したマニュアルを基に試行導入し、漁業所得

の向上を図ることとする。また、前年度に引き続き、旨み成分等のデ

ータによる鮮度保持の視覚化に向けた研究を行う。  

 

（３）平成２７年３月に開通する北陸新幹線による交流人口の拡大を

漁港の活性化につなげるため、漁協は、前年度に引き続き、漁協の直

売所及び食堂等の設置と併せて、自ら買参権を取得し、セリ人から魚

を直接購入することにより、新たな魚の販売方法や魚価が安い時には

漁協が購入して魚価の底支えができるよう関係者と条件等について

協議を行う。 

 

（４）定置網漁業者、小型底引き漁業者、刺網（たこ）漁業者及び採

貝漁業者は、漁協とともに前年度の成果を踏まえ、また魚種によって

は水槽の管理温度が異なることから、荷捌き所に３台目の活魚水槽を

導入し、魚価に応じた出荷調整を行うことにより、所得の向上を図る。 

 

（５）漁協は、四方地区と岩瀬地区の産地市場の統合をめざし、７月、

８月、９月及び１０月の４ヶ月間に期間を延長して市場を両地区１箇

所のみのセリを実施する。漁協はこの取組で、問題点を把握する。 

 

（６）全ての漁業者は、前年度に引き続き、出前講座や白えび祭り等

のイベント、新聞・テレビ等のマスメディアを利用し、「とやまの旬

の魚」に関する情報発信等を行うことで区別化を推進する。また、内

外に広くＰＲしていくために、富山市産の魚であることが分かるネー



ミングや、輸送用の箱への「富山市産」や個別の漁港名などの記載の

ほか、流通段階におけるシールを貼付することにより、魚価単価の向

上に努めるための検討を行う。 

 

（７）富山市は、前年度に引き続き、市管理漁港の施設について、計

画的な改良・維持管理を行い（水産物供給基盤整備事業）、漁業者に

とって利便性の高い漁港環境の整備を図るための検討を行う。 

 

以上の取組により、基準年より 2.0％の収入向上を見込む 

漁業コスト削減のた

めの取組 

（１）全ての漁業者は、使用漁船の船底・舵・シャフト・プロペラ等

の貝落とし、洗浄、研磨、付着生物防止処理を年に最低１回実施す

ることで燃油使用量を削減させ、コストダウンを図る。 

 

（２）漁協は、現在、四方地区と岩瀬地区にある産地市場統合を実施

する上での問題点の把握とともに、市場の統合による諸経費を削減

させるため、７月、８月、９月及び１０月の４ヶ月間に期間を延長

して市場を両地区１箇所のみのセリを実施する。 

 

（３）漁協及び全ての漁業者は、漁船及び装備機器（漁船新造、魚探、

ＧＰＳ、潮流計等）の高度化を計画的に実施し、最新技術の導入に

より最短距離で漁場までの往復を実現させることなどにより、年間

燃油使用量の削減を図りコストカットを進める。 

  

以上の取組より、基準年より 1.5％の経費削減を見込む 

活用する支援措置等 （ア）省燃油活動推進事業（国） 

（イ）産地水産業強化支援事業 ソフト事業（国、市） 

（ウ）水産多面的機能発揮対策事業（国） 

（エ）漁業近代化資金利子補給費補助金（国、県、市） 

（オ）沿岸漁業構造改善事業補助金（市） 

（カ）豊かな海を育む対策事業【魚礁設置・及び調査】（市） 

（キ）栽培漁業振興対策事業補助金（市） 

（ク）水産物供給基盤機能保全整備事業（国、県、市） 

（ケ）産地水産業強化支援事業 ハード事業（国、県、市） 



（コ）もうかる漁業創設支援事業（国） 

（サ）漁港施設機能強化事業（国、県、市） 

 

 

４）４年目（平成３０年度）■下記の取組により、漁業所得を基準年比７．２％向上させる。 

漁業収入向上のため

の取組 

（１）漁協と全ての漁業者は、この間の検討結果を踏まえ、乱獲を防

ぎ、一定基準以下のサイズの魚は再放流することを本格実施する。 

また漁協は、育てる漁業による資源の持続的活用により漁業振興を

図るため、この間の検討を踏まえて決定した魚種について、計画的な

種苗放流を本格実施する。 

 

（２）定置網漁業者及び一本釣り漁業者は、漁協とともに、フクラギ

（ブリ当歳魚）、アジ、サバの船上活締め（脱血または、神経締め）

について、前年度に作成したマニュアルを基に本格導入し、漁業所得

の向上を図ることとする。また、前年度に引き続き、旨み成分等のデ

ータによる鮮度保持の視覚化に向けた研究を行う。  

 

（３）平成２７年３月に開通する北陸新幹線による交流人口の拡大を

漁港の活性化につなげるため、漁協は、前年度に引き続き、漁協の直

売所及び食堂等の設置と併せて、自ら買参権を取得し、セリ人から魚

を直接購入することにより、新たな魚の販売方法や魚価が安い時には

漁協が購入して魚価の底支えができるよう関係者と条件等について

協議を行う。 

 

（４）定置網漁業者、小型底引き漁業者、刺網（たこ）漁業者及び採

貝漁業者は、漁協とともに前年度までの成果を踏まえ、活魚水槽を活

用し、魚価に応じた出荷調整を行うことにより、所得の向上を図る。 

 

 

（５）漁協は、四方地区と岩瀬地区産地市場の統合をめざし、前年度

に引き続き７月、８月、９月及び１０月の４ヶ月間に期間を延長して

市場を両地区１箇所のみのセリを実施する。漁協はこの取組で、問題

点を把握する。 



 

（６）全ての漁業者は、前年度までの検討結果を踏まえ、出前講座や

白えび祭り等のイベント、新聞・テレビ等のマスメディアを利用し、

「とやまの旬の魚」に関する情報発信等を行うことで区別化を推進す

る。また、内外に広くＰＲしていくために、富山市産の魚であること

が分かるネーミングや、輸送用の箱への「富山市産」や個別の漁港名

などの記載のほか、流通段階におけるシールを貼付することにより、

魚価単価の向上を図る。 

 

（７）富山市は、これまでの検討結果を踏まえ、市管理漁港の施設に

ついて、計画的な改良・維持管理を行い（水産物供給基盤整備事業）、

漁業者にとって利便性の高い漁港環境の整備を図り、漁業所得の向上

につなげる。 

 

以上の取組により、基準年より 3.5％の収入向上を見込む 

漁業コスト削減のた

めの取組 

（１）全ての漁業者は、使用漁船の船底・舵・シャフト・プロペラ等

の貝落とし、洗浄、研磨、付着生物防止処理を年に最低１回実施す

ることで燃油使用量を削減させ、コストダウンを図る。 

 

（２）漁協は、現在、四方地区と岩瀬地区にある産地市場統合を実施

する上での問題点の把握とともに、市場の統合による諸経費を削減

させるため、前年度に引き続き７月、８月、９月及び１０月の４ヶ

月間に期間を延長して市場を両地区１箇所のみのセリを実施する。 

 

（３）漁協及び全ての漁業者は、漁船及び装備機器（漁船新造、魚探、

ＧＰＳ、潮流計等）の高度化を計画的に実施し、最新技術の導入に

より最短距離で漁場までの往復を実現させることなどにより、年間

燃油使用量の削減を図りコストカットを進める。 

 

以上の取組より、基準年より 2.0％の経費削減を見込む 

活用する支援措置等 （ア）省燃油活動推進事業（国） 

（イ）産地水産業強化支援事業 ソフト事業（国、市） 

（ウ）水産多面的機能発揮対策事業（国） 



（エ）漁業近代化資金利子補給費補助金（国、県、市） 

（オ）沿岸漁業構造改善事業補助金（市） 

（カ）豊かな海を育む対策事業【魚礁設置・及び調査】（市） 

（キ）栽培漁業振興対策事業補助金（市） 

（ク）水産物供給基盤機能保全整備事業（国、県、市） 

（ケ）産地水産業強化支援事業 ハード事業（国、県、市） 

（コ）もうかる漁業創設支援事業（国） 

（サ）漁港施設機能強化事業（国、県、市） 

 

 

５）５年目（平成３１年度）■下記の取組により、漁業所得を基準年比１０．０％向上させる。 

  なお、本年は取組の最終年であり、下記の取組を引き続き行うこととするが、目標達成を確

実なものとするようプラン取組の成果を検証し、必要な見直しを行うこととする。 

漁業収入向上のため

の取組 

（１）漁協と全ての漁業者は、この間の検討結果を踏まえ、乱獲を防

ぎ、一定基準以下のサイズの魚は再放流することを本格実施する。 

また漁協は、育てる漁業による資源の持続的活用により漁業振興を

図るため、この間の検討を踏まえて決定した魚種について、計画的な

種苗放流を本格実施する。 

 

（２）定置網漁業者及び一本釣り漁業者は、漁協とともに、フクラギ

（ブリ当歳魚）、アジ、サバの船上活締め（脱血または、神経締め）

について、前年度に作成したマニュアルを基に本格導入し、漁業所得

の向上を図ることとする。また、前年度に引き続き、旨み成分等のデ

ータによる鮮度保持の視覚化に向けた研究を行う。  

 

（３）平成２７年３月に開通する北陸新幹線による交流人口の拡大を

漁港の活性化につなげるため、漁協は、前年度に引き続き、漁協の直

売所及び食堂等の設置と併せて、自ら買参権を取得し、セリ人から魚

を直接購入することにより、新たな魚の販売方法や魚価が安い時には

漁協が購入して魚価の底支えができるよう条件等について協議を行

う。 

 

（４）定置網漁業者、小型底引き漁業者、刺網（たこ）漁業者及び採



貝漁業者は、漁協とともに前年度までの成果を踏まえ、活魚水槽を活

用し、魚価に応じた出荷調整を行うことにより、所得の向上を図る。 

 

（５）漁協は、四方地区と岩瀬地区の産地市場の統合をめざし、５月

から１０月の６ヶ月間に期間を延長して市場を両地区１箇所のみの

セリを実施する。漁協はこの取組で、問題点を把握する。 

 

（６）全ての漁業者は、これまでの検討結果を踏まえ、出前講座や白

えび祭り等のイベント、新聞・テレビ等のマスメディアを利用し、「と

やまの旬の魚」に関する情報発信等を行うことで区別化を推進する。 

また、内外に広くＰＲしていくために、富山市産の魚であることが分

かるネーミングや、輸送用の箱への「富山市産」や個別の漁港名など

の記載のほか、流通段階におけるシールを貼付することにより、魚価

単価の向上を図る。 

 

（７）富山市は、これまでの検討結果を踏まえ、市管理漁港の施設に

ついて、計画的な改良・維持管理を行い（水産物供給基盤整備事業）、

漁業者にとって利便性の高い漁港環境の整備を図り、漁業所得の向上

につなげる。 

 

以上の取組により、基準年より 5.0％の収入向上を見込む 

漁業コスト削減のた

めの取組 

（１）全ての漁業者は、使用漁船の船底・舵・シャフト・プロペラ等

の貝落とし、洗浄、研磨、付着生物防止処理を年に最低１回実施す

ることで燃油使用量を削減させ、コストダウンを図る。 

 

（２）漁協は、現在、四方地区と岩瀬地区にある産地市場統合を実施

する上での問題点の把握とともに、市場の統合による諸経費を削減

させるため、５月から１０月の６ヶ月間に期間を延長して市場を両

地区１箇所のみを開きセリを実施する。 

 

（３）漁協及び全ての漁業者は、漁船及び装備機器（漁船新造、魚探、

ＧＰＳ、潮流計等）の高度化を計画的に実施し、最新技術の導入に

より最短距離で漁場までの往復を実現させることなどにより、年間



燃油使用量の削減を図りコストカットを進める。  

 

以上の取組より、基準年より 2.5％の経費削減を見込む 

活用する支援措置等 （ア）省燃油活動推進事業（国） 

（イ）産地水産業強化支援事業 ソフト事業（国、市） 

（ウ）水産多面的機能発揮対策事業（国） 

（エ）漁業近代化資金利子補給費補助金（国、県、市） 

（オ）沿岸漁業構造改善事業補助金（市） 

（カ）豊かな海を育む対策事業【魚礁設置・及び調査】（市） 

（キ）栽培漁業振興対策事業補助金（市） 

（ク）水産物供給基盤機能保全整備事業（国、県、市） 

（ケ）産地水産業強化支援事業 ハード事業（国、県、市） 

（コ）もうかる漁業創設支援事業（国） 

（サ）漁港施設機能強化事業（国、県、市） 

 

（４）関係機関との連携 

県及び市並びに漁協が連携しながら各種支援制度を活用し、随時、漁連やその他関係機関の

アドバイスを受けながら、プランを実施する。 

 

 

４ 目標 

（１）数値目標 

漁業所得の向上 ％以上 
基準年 平成  年度              千円 

目標年 平成  年度              千円 

 

（２）上記の算出方法およびその妥当性 

 

 

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トの関係性 

事業名 事業内容及び浜の活力再

生プランとの関係性 

分類 



省燃油活動推進事業（国） 

産地水産業強化支援事業 ソフト事業 （国、市） 

水産多面的機能発揮対策事業（国） 

漁業近代化資金利子補給費補助金（国、県、市） 

沿岸漁業構造改善事業補助金（市） 

豊かな海を育む対策事業【魚礁設置・調査】（市） 

栽培漁業振興対策事業補助金（市） 

水産物供給基盤機能保全整備事業（国、県、市） 

産地水産業強化支援事業 ハード事業（国、県、市） 

もうかる漁業創設支援事業（国） 

船底の状態改善 

新たな技術の吸収 

浜の清掃・モニタリング 

漁船、漁具等の近代化 

漁船装備の近代化 

新たな技術の吸収 

年間漁獲量の増大 

漁港施設の近代化 

漁港施設の近代化 

漁船新造、漁網等 

コスト縮減 

コスト縮減、収入向上 

その他 

コスト縮減 

コスト縮減 

収入向上 

収入向上 

その他 

コスト縮減、収入向上 

コスト縮減、収入向上 

 

※ 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。 


