
 
 

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 新潟漁業協同組合柏崎支部、㈱柏崎魚市場、柏崎鮮魚商協同組合 

柏崎市 

オブザーバー 新潟県漁業協同組合連合会、新潟県農林水産部水産課 

※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 
新潟漁業協同組合柏崎支所管内 
【範囲】 
高浜地区、荒浜地区、番神地区、鯨波地区、米山地区 
【漁業種類】 
刺網漁業 21 人、吾智網漁業 3 人（１経営体）、一本釣漁業 20 人、 
採介藻漁業 26 人、かご漁業 12 人 計 82 人（延べ人数） 
（組合員数 正組合員 26 人 准組合員 37 人 合計 63 人） 

 
２ 地域の現状 
（１）関連する水産業を取り巻く現状等 

柏崎市は、日本海に面した新潟県のほぼ中央に位置し、首都圏東京へは約３００ｋｍ、関西圏

大阪へは約５２０ｋｍの距離にある。また、人口約８万６千人、面積約４４２ｋ㎡を有し、その

海岸線は総延長４３ｋｍにおよぶ。 
漁業生産は、３トン未満の小型漁船を中心とした刺網、一本釣漁業の他、１０トン程度の中型

漁船による吾智網漁業が営まれ、マダイ、ヒラメ、カレイ類、メバル等の漁獲が多い。また、夏

場を中心にサザエ、モズク等の採介藻漁業も盛んに行われている。 
近年の漁獲量は１５０～１７０トンで推移しているものの、魚価は平成１７年の８５４円／kg

から平成２７年は７４６円／kg と１２％程度も減少し、低迷を続けている。 
 柏崎地区は漁協が経営する産地卸売市場がないため、消費地卸売市場である「㈱柏崎魚市場」

がその補完的役割を担っており、地元漁業者は基本的には、この柏崎魚市場へ全量出荷している。

当市場には、休閑期でも漁獲物を買い上げてもらっているため、市場との共存を目指すことは地

域にとって重要である。一方で、漁業収入の向上のためには、市場価値の低い魚種を、市場流通

に支障のない範囲で漁業者自らが付加価値を付けたり、新たな販路を確保することで、直接流通

させる取組も今後は必要である。 
また、当地区の組合員数は平成１０年の１２０人（正６１人 准５９人）から平成２８年では

６３人（正２６人 准３７人）と約半減しており平均年齢も６３歳から６５歳となり、高齢化と

担い手不足が進んでいる。高齢化を解消するためには、漁家子弟以外からの担い手も確保しなが

ら、世代交代を進める必要がある。 
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（２）その他の関連する現状等 

地場産水産物の情報発信と魚食普及の場を提供する柏崎水産物地産地消会館（市場食堂）が平

成２８年７月末にオープンした。この市場食堂は地方卸売市場である㈱柏崎魚市場が中心とな

り、仲買人の柏崎鮮魚商協同組合、生産者である新潟漁協柏崎支部が共同出資して設立したもの

で、既存水産物の消費拡大と共に未利用魚を食堂で調理、提供して有効活用することにより、漁

獲量及び漁獲高の上乗せに繋げ、水産物流通業者及び生産者（漁業者）の所得向上を目的とした

施設である。 
また、魚食普及と水産物消費拡大のため、新潟漁協柏崎支部、柏崎魚市場、柏崎鮮魚商協同組

合、柏崎市で組織した柏崎市おさかな普及協議会で、小学生親子を対象とした夏休み親子おさか

な料理教室、一般成人向けのおさかな料理教室、主に独身若年層を対象としたフレッシュおさか

な料理教室を開催している。また、隔年で柏崎市内及び近郊市町村住民を対象に柏崎地方卸売市

場内で青果市場と協力して「やおやまつり・おさかなまつり」を開催している。 
一方、水産資源の保護培養の取組として柏崎市と協力してヒラメ種苗の放流を実施している。 

 
３ 活性化の取組方針 
（１）基本方針 

柏崎市（行政）をはじめ、柏崎地区唯一の卸売市場である㈱柏崎魚市場や柏崎観光協会などの

各関係機関と連携を強化し、柏崎産水産物の魚価向上や未利用魚の活用による付加価値化、地場

産水産物の首都圏へのＰＲ等、本プランに基づき取組を実施することで、漁業所得の向上と地域

の活性化を図る。 
【漁業収入向上への取組】 
① 鮮度保持と付加価値向上の取組 

付加価値の向上に向けた活〆・神経〆の技術習得と鮮度管理 
② 消費拡大と販路拡大の取組 

消費・販路拡大に向けた低未利用魚の加工品開発及び行政との連携によるＰＲ活動や魚食普

及活動 
③ 担い手対策研究会の発足と担い手確保計画の策定により、地域内の担い手確保のための具体

的対策に取り組む地盤づくりと、新規就業者の受入体制の整備を行う。 
④ 漁船リース事業の活用により、世代交代を推進し、さらに、新規経営者の経営が早期に安定

するよう、熟練漁業者が技術指導を行うなどして、地域ぐるみでバックアップする。  
⑤ 小中学校を対象とした出前授業や体験漁業の実施 
⑥ 水産資源の回復と維持管理 

ヒラメ種苗放流の維持・増大、バイ貝の資源の安定化 
⑦ 観光による漁場の有効活用 
  漁場の一部をスキューバダイビングへ利用 
 
【漁業コスト削減のための取組】 
① 燃油コスト削減のための定期的な漁船の船底清掃や効率的操業 
② 漁業経営セーフティーネット構築事業への加入促進 

 



 
 

（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 

なし 

 
（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 
 

以下の取組により漁業所得を基準年比１．５%向上させる。 
取組内容は進捗状況や実施成果を踏まえて必要により見直すこととする。 
① 鮮度保持と付加価値向上の取組 
・漁協は漁業者の中から本取組の中心的な役割を担い、将来、指導者となる

６０歳以下の漁業者グループ（以下、「研究会」という。）を設置し、共同出

荷を視野に置き、品質管理の徹底について随時協議して水産物の付加価値向

上を図る。 
・漁協と研究会は全漁業者とともに活〆・神経〆技術の習得と、水産物の品

質管理について専門講師を招き、漁業現場で講習会を開催し、水産物の荷捌

きから出荷までの流れの現状、例えば、氷の当て方、魚箱内の温度管理、出

荷方法などの問題点を洗い出し、改善に向けた知識及び技術の向上を図る。 
・漁協は研究会とともに、鮮度保持と品質管理のマニュアル作成について、

随時協議を行い、年度内の完成を目指すとともに、柏崎地区全漁業者への周

知徹底の方法を検討する。 
② 消費拡大と販路拡大の取組 
・漁協と研究会は女性部とともに、市の施設である「柏崎さけのふるさと公

園内加工場」を利用し、姿が奇異で地元では馴染みがなく未利用となってい

るミシマオコゼやカナガシラ・規格外のマダラ等の低未利用魚を対象に加工

品（干物・すり身等）の試作に取り組み、商品化を模索する。 
・平成２８年７月末に柏崎魚市場（地方卸売市場）内にオープンした水産物

地産地消会館（市場食堂）のオープニングイベントにおいて、ミシマオコゼ、

カナガシラなどの低未利用魚を使用した浜汁を来場者に試食してもらう。こ

れらの魚種を消費者へ周知し、将来的に市内スーパーで販売される足掛かり

とする。また、消費者へのアンケートも実施する。 
・漁協は漁業者・市及び㈱柏崎魚市場とともに、柏崎港（地方港湾）におい

て、年１回６月頃を目途に、「かしわざき港おさかな祭り」を新しく開催する

ために実行委員会を設置し、平成２９年度から定期的な開催に向けて協議す

る。また、港湾敷地内にある観光交流センター「夕海」を活用し、年３回（春

秋冬）、鮮魚販売を中心とした朝市（７：００～９：００）を実施することを

検討する。 
・漁協と研究会は首都圏のホテル及び飲食チェーン等への販路拡大を図るた

めに市や柏崎信用金庫が仲介するビジネスマッチング事業を利用して鮮度保

持と品質管理を徹底した水産物の PR と商談を行う。 
・柏崎市内で評価の低いアラ、ノドグロなどの高級魚や柏崎市内では未利用

のミシマオコゼを柏崎市及び刈羽村の地場産農水産物販売に限定したインタ



 
 

ーネット通販サイト「じゃなす．ｃｏｍ」（株式会社日本エヌ・ユー・エスが

開設、運営するサイトで現在、試験運用中）に出品して消費者へ直売するこ

とにより、魚価のキロ単価を向上させる。インターネット直売によってアラ

やノドグロなどの高級魚が卸売市場よりも高く売れ、未利用魚のミシマオコ

ゼに値が付くことで、波及効果を生みだし、地元卸売市場での競り値向上に

繋げる。 
③ 新規就業者・漁業後継者の確保育成の取組 
・漁協及び市は、後継者確保の必要性の意識向上を目的とした「担い手対策

研究会」を開催し、地域レベルでの担い手確保に向けた募集方法や研修の取

組を定めた計画の策定、検討を行う。 
・漁協及び市は世代交代に伴い、漁船入手を希望している中核的漁業者に対

して「浜の担い手漁船リース事業」に応募が可能となるよう手続面で支援す

る。 
・浜の担い手漁船リース事業の活用を希望している新規経営者２人に対して、

地区内のベテラン漁業者が講習会を実施して技術継承に努め、独立を支援す

る。 
・市が実施する首都圏ＰＲイベント等に参加して柏崎産の魚介類のＰＲを行

うと伴に漁業者の新規参入募集コーナーを設けてＵターン及びＩターン者を

募る。 
・漁協は市とともに、市内の多くの児童・生徒に柏崎地区の漁業への興味を

もってもらうことを目的として、小中学校を対象とした出前授業や体験漁業

（操船体験・刺網体験・陸上での選別作業等）を実施する。 
④ 資源回復と維持管理の取組 
・漁協は市とともに、ヒラメ種苗放流を継続的に実施することで、水産資源

の維持増大を図る。 
・バイ貝の禁漁期又は採捕制限を設ける協議を行い、資源の安定化を図る。 
⑤ 観光による漁場の有効活用 
・漁協は市とともに、漁場利用の一環で漁場の一部をスキューバダイビング

に利用させることや漁場利用協定に水産動植物の採捕禁止・潜水時間の制限

を盛り込むことを検討する。 
 

漁業コスト削減

のための取組 

以下の取組により漁業コストを基準年比２%削減する。 
① 漁業者は定期的な漁船の船底清掃や効率的な操業を実施し、燃油コスト削

減を図る。 
② 組合員の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、燃油の

急騰に備える。 

活用する支援措

置等 

種苗放流事業（市） 
漁業経営セーフティーネット構築事業（国） 

  
 



 
 

２年目（平成２９年度） 

漁業収入向上の

ための取組 

以下の取組により漁業所得を基準年比４．６%向上させる。 
取組内容は進捗状況や実施成果を踏まえて必要により見直すこととする。 
① 鮮度保持と付加価値向上の取組 
・研究会は新潟越後広域水産業再生委員会が実施する神経締め技術向上研修

会に参加して難易度の高い魚種についても取り組み、取扱魚種を増加させる。 
・漁協は研究会とともに、鮮度保持と品質管理のマニュアルを作成し、新た

に発行する季刊誌を活用して漁業者への周知徹底を図る。また、季刊誌の内

容によっては研究会が中心となって講習会を実施して技術や知識の普及を図

る。 
② 消費拡大と販路拡大の取組 
・漁協と研究会は女性部とともに、「柏崎さけのふるさと公園内加工場」を利

用し、ミシマオコゼやカナガシラ・規格外のマダラ等の低未利用魚を対象に

加工品（干物・すり身等）の試作を継続し、包装形態及び保存方法について

検討する。また、５地区（高浜・荒浜・番神・鯨波・米山）の漁獲物を集約

して出荷することを目的として、漁協支部運営委員会において、現在使用中

の冷凍・冷蔵施設の規模、能力の拡大及び高度衛生型にする等の検討を開始

する。 
・水産物地産地消会館（市場食堂）へ既存の地場産魚介類の他にミシマオコ

ゼ、カナガシラなどの低未利用魚を出荷して食堂メニューの「海賊汁」とし

て提供し、付加価値化を図るとともに消費者へ食用魚として啓発する。 
・国の交付金事業（地方創生推進交付金）を活用し、漁協、市及び協賛団体

で構成する「柏崎港おさかな祭り実行委員会」が主催する「第１回かしわざ

き港おさかな祭り」を６月に開催する。また、港湾敷地内の観光交流センタ

ー「夕海」を活用し、年に１回（秋）朝市（７：００～９：００）を試験的

に実施する。 
・漁協と研究会は首都圏の飲食チェーン等への販路拡大を図るために、市や

地元企業との情報交換の場を設け、鮮度保持と品質管理を徹底した水産物の

PR と商談を行い、成立次第、随時出荷する。 
・前年に引き続き、インターネット販売サイト「じゃなす.COM」に柏崎産水

産物を出品し、地場産水産物のＰＲ及び販路拡大を推進する。生産者自らが

販売価格を設定できる利点を活かし、市場・相場に見合った価格を設定、サ

イトの購入者感想欄等を参考にして消費者ニーズを反映させることにより、

消費拡大を図る。 
 本取組は注文者（注文）⇒事業主（受付）⇒生産者（漁獲・発送）の販売

経路で、卸売市場へ出荷予定の水産物の一部を直売することで在庫を持たな

いため、廃棄処分がなく、生産者負担を軽減する方法が構築されている。な

お、ネット販売する魚介類は鮮度管理・品質管理を徹底する。 
③ 新規就業者・漁業後継者の確保育成の取組 
・漁協及び市は、担い手対策研究会で定めた計画を実践するとともに取組の



 
 

改善点や新規の取組について検討を行い、実施する。 
・漁船リース事業を活用する新規経営者２人に対して、地区内のベテラン漁

業者が講習会を実施して技術継承に努め、経営の早期安定化に向けて支援す

る。 
・市が実施する首都圏ＰＲイベント等に参加して柏崎産の魚介類のＰＲを行

うと伴に漁業者の新規参入募集コーナーを設けてＵターン及びＩターン者を

募る。 
・漁協と漁業者は新規漁業就業者総合支援事業を活用し、新規就業希望者に

対して長期研修等を行う。 
・漁協は市とともに、市内の多くの児童・生徒に柏崎地区の漁業への興味を

もってもらうことを目的として、小中学校を対象とした出前授業や体験漁業

（操船体験・刺網体験・陸上での選別作業等）を実施する。 
・漁協と漁業者は、漁連・行政と連携して、Ｕ・Ｉターン事業等で新規就業

希望者を募る。また、新規漁業就業者総合支援事業を活用し、新規漁業就業

者の確保育成を図り、雇用対策に取り組む。 
④ 資源回復と維持管理の取組 
・漁協は市と共同でヒラメ種苗放流を継続するとともに新規にアワビ種苗放

流の適地を検討する。 
・バイ貝の禁漁期を定め、これを遵守して持続的漁獲に繋げる。 
⑤ 観光による漁場の有効活用 
・漁協は市とともに、漁場利用の一環で漁場の一部をスキューバダイビング

に利用させることにより、ダイバーからの漁業協力金を充当して新たにアワ

ビ種苗放流に取り組み漁獲量の増加を図る。 

漁業コスト削減

のための取組 

以下の取組により漁業コストを基準年比２%削減する。 
① 漁業者は定期的な漁船の船底清掃や効率的な操業を実施し、燃油コスト削

減を図る。 
② 組合員の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、燃油の

急騰に備える。 

活用する支援措

置等 

水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業 
新規漁業就業者総合支援事業（国） 
種苗放流事業（市） 
漁業経営セーフティーネット構築事業（国） 

 
 ３年目（平成３０年度） 

漁業収入向上の

ための取組 

以下の取組により漁業所得を基準年比５．７%向上させる。 
取組内容は進捗状況や実施成果を踏まえて必要により見直すこととする。 
① 鮮度保持と付加価値向上の取組 
・漁協は全漁業者とともに、研究会の指導の下、マニュアルを用いた鮮度保

持技術の確立と品質管理に努め、水産物の付加価値向上を図る。また漁業者

同士の共同出荷体制のグループを確立し、魚種別に出荷基準（脂質、魚種別



 
 

のサイズ基準）を設定するとともに、基本は船上において活〆、神経〆を施

し、冷温保存したものとする。 
・新潟越後広域水産業再生委員会が創設した神経締め技術者認定制度の認定

者を柏崎地区から３人以上輩出する。 
・漁協は研究会とともに、鮮度保持と品質管理のマニュアルを作成し、柏崎

地区全漁業者への周知方法として、季刊誌を発行し、地域の現状と漁協とし

ての取組内容について周知徹底を図るとともに必要により講習会を実施す

る。 
② 消費拡大と販路拡大の取組 
・漁協と研究会は女性部とともに「柏崎さけのふるさと公園内加工場」を利

用し、ミシマオコゼやカナガシラ・規格外のマダラ等の低未利用魚を対象に

加工品（干物・すり身等）の試作品開発を継続し、必要により、食品分析セ

ンターに委託して保存経過日数における腐敗菌増加数を調べて消費期限を決

定し、試作販売品とする。また、冷凍・冷蔵施設の整備に向け、年間の漁獲

魚種及び漁獲量を勘案した年間利用計画を立案するとともに概算事業費を算

出する。 
・水産物地産地消会館（市場食堂）へ既存の地場産魚介類の他にミシマオコ

ゼ、カナガシラなどの低未利用魚を出荷して食堂メニューの「海賊汁」とし

て提供し、付加価値化を図るとともに消費者へ食用魚として啓発を継続する。 
・漁協は柏崎港おさかな祭り実行委員会の事務局として前年度に引き続き、

地方創生推進交付金を活用して「第２回かしわざき港おさかな祭り」を開催

する。 
・柏崎港（地方港湾）において、港湾敷地内ある観光交流センター「夕海」

を活用し、年２回（春秋）の朝市（７：００～９：００）を開催する。 
・漁協と研究会は首都圏の飲食チェーン等への販路拡大を図るために、市や

地元企業との情報交換の場を設け、鮮度保持と品質管理を徹底した水産物の

PR と商談を行い、成立次第、随時出荷する。 
・前年に引き続き、インターネット販売サイト「じゃなす.COM」に柏崎産水

産物を出品し、地場産水産物のＰＲ及び販路拡大を推進する。生産者自らが

販売価格を設定できる利点を活かし、市場・相場に見合った価格を設定、消

費者ニーズを反映させることにより、消費拡大を図る。 
 本取組は注文者（注文）⇒事業主（受付）⇒生産者（漁獲・発送）の販売

経路で、在庫を持たないため、生産者負担を軽減する方法が構築されている。

なお、ネット販売する魚介類は鮮度管理・品質管理を徹底する。 
③ 新規就業者・漁業後継者の確保育成の取組 
・漁協と漁業者は、漁連・行政と連携して、Ｕ・Ｉターン事業等で新規就業

希望者を募る。また、新規漁業就業者総合支援事業を活用し、新規漁業就業

者の確保育成を図り、雇用対策に取り組む。 
・漁協及び市は、担い手対策研究会で定めた計画を実践するとともに取組の

改善点や新規の取組について検討を行い、実施する。 



 
 

・漁船リース事業を活用する新規経営者２人に対して、地区内のベテラン漁

業者が講習会を実施して経営の早期安定化を図る 
・市が実施する首都圏ＰＲイベント等に参加して柏崎産の魚介類のＰＲを行

うと伴に漁業者の新規参入募集コーナーを設けてＵターン及びＩターン者を

募る。 
・漁協と漁業者は新規漁業就業者総合支援事業を活用し、新規就業希望者に

対して長期研修等を行う。 
・漁協は市とともに、市内の多くの児童・生徒に柏崎地区の漁業への興味を

もってもらうことを目的として、小中学校を対象とした出前授業や体験漁業

（操船体験・刺網体験・陸上での選別作業等）を実施する。 
④ 資源回復と維持管理の取組 
・漁協は市とともに、ヒラメ・アワビ種苗放流を定期的に実施することで、

水産資源の維持を図る。 
・バイ貝の禁漁期遵守を継続して持続的漁獲に繋げる。 
⑤ 観光による漁場の有効活用 
・漁協は市とともに、漁場利用の一環で漁場の一部をスキューバダイビング

に利用させることにより、ダイバーからの漁業協力金を種苗放流費用及び海

洋環境保全費用に充当して漁獲量の増加を図る。 

漁業コスト削減

のための取組 

以下の取組により漁業コストを基準年比２%削減する。 
① 漁業者は定期的な漁船の船底清掃や効率的な操業を実施し、燃油コスト削

減を図る。 
② 組合員の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、燃油の

急騰に備える。 

活用する支援措

置等 

新規漁業就業者総合支援事業（国） 
種苗放流事業（市） 
漁業経営セーフティーネット構築事業（国） 

４年目（平成３１年度） 

漁業収入向上の

ための取組 

以下の取組により漁業所得を基準年比６．５%向上させる。 
取組内容は進捗状況や実施成果を踏まえて必要により見直すこととする。 
① 鮮度保持と付加価値向上の取組 
・漁協と研究会は全漁業者とともに、鮮度保持技術の確立と品質管理に努め、

水産物の付加価値向上を図りつつ、漁業者同士の共同出荷体制を確立し、魚

種別に規格を設定する。 
・研究会は新潟越後広域水産業再生委員会の神経締め技術認定者を中心に認

定を目指している漁業者に対して講習を実施して更なる認定者増を図る。 
② 消費拡大と販路拡大の取組 
・漁協と研究会は女性部とともに「柏崎さけのふるさと公園内加工場」を利

用し、ミシマオコゼやカナガシラ・規格外のマダラ等の低未利用魚を対象に

加工品（干物・すり身等）の試作品開発を継続し、魚食普及の場である柏崎

魚市場内の「水産物地産地消会館 市場食堂」に試験販売して消費者ニーズを



 
 

探る。また、前年度に精査した冷蔵・冷凍施設の利用計画、概算事業費等を

漁協柏崎支部運営委員会に諮り、施設整備について新潟漁協理事会の上程案

とする。 
・水産物地産地消会館（市場食堂）へ既存の地場産魚介類の他にミシマオコ

ゼ、カナガシラなどの低未利用魚を出荷して食堂メニューの「海賊汁」とし

て提供し、付加価値化を図るとともに消費者へ食用魚として啓発を継続する。 
・漁協は柏崎港おさかな祭り実行委員会の事務局として前年度に引き続き、

地方創生推進交付金を活用して「第３回かしわざき港おさかな祭り」を開催

する。 
・柏崎港（地方港湾）において、港湾敷地内にある観光交流センター「夕海」

を活用し、年２回（春秋）の朝市（７：００～９：００）を開催する。 
・漁協と研究会は首都圏の飲食チェーン等への販路拡大を図るために、市や

地元企業との情報交換の場を設け、鮮度保持と品質管理を徹底した水産物の

PR と商談を行い、成立次第、随時出荷する。 
・インターネット販売サイト「じゃなす.COM」への柏崎産水産物の出品を継

続し、消費者へ直売することによって魚価向上と地場産水産物のＰＲを推進

する。 
③ 新規就業者・漁業後継者の確保育成の取組 
・漁協と漁業者は、漁連・行政と連携して、Ｕ・Ｉターン事業等で新規就業

希望者を募る。また、新規漁業就業者総合支援事業を活用し、新規漁業就業

者の確保育成を図り、雇用対策に取り組む。 
・漁協及び市は、担い手対策研究会で定めた計画を実践するとともに取組の

改善点や新規の取組について検討を行い、実施する。 
・漁船リース事業を活用する新規経営者２人に対して、地区内のベテラン漁

業者が講習会を実施して技術継承に努め、独立を支援すると伴に漁業という

職業への定着を図る。 
・市が実施する首都圏ＰＲイベント等に参加して柏崎産の魚介類のＰＲを行

うと伴に漁業者の新規参入募集コーナーを設けてＵターン及びＩターン者を

募る。 
・漁協と漁業者は新規漁業就業者総合支援事業を活用し、新規就業希望者に

対して長期研修等を行う。 
・漁協は市とともに、市内の多くの児童・生徒に柏崎地区の漁業への興味を

もってもらうことを目的として、小中学校を対象とした出前授業や体験漁業

（操船体験・刺網体験・陸上での選別作業等）を実施する。 
④ 資源回復と維持管理の取組 
・漁協は市とともに、ヒラメ・アワビ種苗放流を定期的に実施することで、

水産資源の維持を図る。 
・バイ貝の禁漁期遵守を継続して持続的漁獲に繋げる。 
⑤ 観光による漁場の有効活用 
・漁協は市とともに、漁場利用の一環で漁場の一部をスキューバダイビング



 
 

に利用させることにより、ダイバーからの漁業協力金を充当して水産資源の

保護培養に努めるとともに観光客にＰＲする。 

漁業コスト削減

のための取組 

以下の取組により漁業コストを基準年比２%削減する。 
① 漁業者は定期的な漁船の船底清掃や効率的な操業を実施し、燃油コスト削

減を図る。 
② 組合員の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、燃油の

急騰に備える。 

活用する支援措

置等 

浜の活力再生交付金（国） 
新規漁業就業者総合支援事業（国） 
種苗放流事業（市） 
漁業経営セーフティーネット構築事業（国） 

 
５年目（平成３２年度） 

漁業収入向上の

ための取組 

以下の取組により漁業所得を基準年比８．０%向上させる。 
取組内容は進捗状況や実施成果を踏まえて必要により見直すこととする。 
① 鮮度保持と付加価値向上の取組 
・漁協と研究会は全漁業者とともに、鮮度保持技術の確立と品質管理に努め、

水産物の付加価値向上を徹底的に図りつつ、漁業者同士の共同出荷を確立し、

魚種別に規格を統一する。 
・漁協は研究会とともに、鮮度保持と品質管理のマニュアルを作成し、柏崎

地区全漁業者への周知方法として、季刊誌を発行し、地域の現状と漁協とし

ての取組内容とともに、周知徹底を図る。 
② 消費拡大と販路拡大の取組 
・漁協と研究会は女性部とともに「柏崎さけのふるさと公園内加工場」で低

未利用魚を対象にこれまで開発した加工品の試作販売品の本格商品化が可能

かどうか検証し、漁協専用の加工場建設が新規に必要かどうか検討し、必要

と判断された場合は、建設に向けて関係機関に要望する。また、冷蔵・冷凍

施設整備計画の最終決定を行い、新潟漁協理事会に施設整備について上程す

る。 
・水産物地産地消会館（市場食堂）既存の地場産魚介類の他にミシマオコゼ、

カナガシラなどの低未利用魚を出荷して食堂メニューの「海賊汁」として提

供し、付加価値化を図るとともに消費者へ食用魚として啓発を継続する。 
・漁協は柏崎港おさかな祭り実行委員会の事務局として前年度に引き続き、

地方創生推進交付金を活用して６月に「第４回かしわざき港おさかな祭り」

を開催する。これに加えて港湾敷地内にある観光交流センター「夕海」にお

いて年３回（春秋冬）の朝市（７：００～９：００）を開催して柏崎港おさ

かな祭りと合わせて年４回の水産物直売を実施する。 
・漁協と研究会は市や地元企業との情報交換の場を設け、首都圏の飲食チェ

ーン等への販路拡大を図るために、研究会を中心に、鮮度保持と品質管理を

徹底的した水産物の PR を含めた商談を継続して行い、成立次第、随時出荷を



 
 

実施する。 
・インターネット販売サイト「じゃなす.COM」への柏崎産水産物の出品を継

続し、消費者へ直売することによって魚価向上と地場産水産物のＰＲを推進

する。 
③ 新規就業者・漁業後継者の確保育成の取組 
・漁協と漁業者は、漁連・行政と連携して、Ｕ・Ｉターン事業等で新規就業

希望者を募る。また、新規漁業就業者総合支援事業を活用し、新規漁業就業

者の確保育成を図り、雇用対策に取り組む。 
・漁協及び市は、担い手対策研究会で定めた計画を実践するとともに取組の

改善点や新規の取組について検討を行い、実施する。 
・市が実施する首都圏ＰＲイベント等に参加して柏崎産の魚介類のＰＲを行

うと伴に漁業者の新規参入募集コーナーを設けてＵターン及びＩターン者を

募る。 
・漁協と漁業者は新規漁業就業者総合支援事業を活用し、新規就業希望者に

対して長期研修等を行う。 
・漁協は市とともに、市内の多くの児童・生徒に柏崎地区の漁業への興味を

もってもらうことを目的として、小中学校を対象とした出前授業や体験漁業

（操船体験・刺網体験・陸上での選別作業等）を実施する。 
④ 資源回復と維持管理の取組 
・漁協は市とともに、ヒラメ・アワビ種苗放流を定期的に実施することで、

水産資源の維持増大を図る。 
・バイ貝の禁漁期の遵守を継続して持続的漁獲に繋げる。 
⑤ 観光による漁場の有効活用 
・漁協は市とともに、漁場利用の一環で漁場の一部をスキューバダイビング

に利用させることにより、ダイバーからの漁業協力金を充当して水産資源の

保護培養に努めるとともに観光客にＰＲする。 

漁業コスト削減

のための取組 

以下の取組により漁業コストを基準年比２%削減する。 
① 漁業者は定期的な漁船の船底清掃や効率的な操業を実施し、燃油コスト削

減を図る。 
② 組合員の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、燃油の 

急騰に備える。 

活用する支援措

置等 

浜の活力再生交付金（国） 
新規漁業就業者総合支援事業（国） 
種苗放流事業（市） 
漁業経営セーフティーネット構築事業（国） 

 
 
 
 
 



 
 

（４）関係機関との連携 

本取組実現のため、次のとおり、行政・水産関係団体との連携を実施する。 
・行政（柏崎市）がシティセールスの一環で実施する柏崎産水産物の首都圏ＰＲ事業への協力 
・新潟越後広域再生委員会の広域浜プランの取組との連携 
・（公財）海洋生物環境研究所実証試験場への実験用魚類提供協力、研究所一般公開イベントで

の魚食普及ブース（未利用魚の浜汁）の出店の他、種苗放流手法等の指導を受ける。 
・柏崎観光協会の協力により、かしわざき港おさかな祭り等のイベント周知による誘客数の増加

を図る。 

 
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 

 

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 

浜の活力再生交付金（国） ・地元水産物の鮮度保持と集約化ための施設整備 

新規就業者総合支援事業（国） ・新規就業者・漁業後継者の確保と育成への取組 

種苗放流事業（市） 
・ヒラメの種苗放流及びアワビの稚貝放流による水産資源の回復

と管理（人工種苗放流による稚魚・稚貝の放流） 

漁業経営セーフティーネット 
構築事業（国） 

・漁業用燃油の高騰に備え、漁業コスト削減 
・減速航行による燃油経費の削減 

※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。 


