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はじめに  
 

浜松市は、平成 19 年 4 月１日より、政令指定都市となりました。新しい浜松市は、

全国でも有数の面積を誇り、遠州灘、浜名湖、天竜川、北部の森林などの豊かな自然環

境に恵まれ、その中ではぐくまれた地域文化と「やらまいか精神」によって産み出され

た数多くの技術に支えられ、静岡県にとどまらず三遠南信地域・中部圏の中心的な都市

となりました。 

このような情勢の中で浜松市では、市民生活を支える基幹産業である農林水産業につ

いて、『元気で活力ある第一次産業』を目指して人づくりと生産基盤づくりを進め、産

地力の強化を図ってまいります。 

浜松市の水産業は、遠州灘、浜名湖、天竜川などの資源豊かな漁場と歴史に培われた

養殖技術に支えられて発展して参りました。しかし昨今の水産業をとりまく情勢は、魚

価の低迷や漁業者の減少、沿岸漁場環境の悪化と水産資源の減少、燃油高騰による経営

への圧迫など大変厳しい状況にあります。 

浜松市では、元気で活力ある水産業を目指して、将来のビジョンを明確にした水産業

振興基本計画を策定する運びとなりました。 

水産業振興基本計画により安全・安心な水産物を提供し、“食”の市民満足度の充実

に努めます。このために効率的な経営への改善活動と新たな担い手の就業を支援すると

ともに、生産技術力の強化による生産物の高付加価値化、産業を支える基盤の整備を進

めます。また、地域特産物の全国ブランド化と地産地消の推進による需要の拡大を図り、

水産業の振興と地域の活性化に取り組んでまいります。 

後に、本計画の策定にあたりまして、貴重なご意見・ご提案をいただきました「浜

松市水産業振興基本計画策定専門会議」の委員の皆様方をはじめ、関係各位に対しまし

て心から感謝いたしますとともに、今後とも一層のご指導とご協力をお願い申し上げま

す。 

 

 平成２１年３月 

 

 

 

 

 

 

浜松市長 鈴木康友 
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１．浜松市水産業振興基本計画策定にあたって 

１－１ 計画策定の趣旨 

浜松市は、平成 17 年 7 月の広域合併により市域が広くなり、平成 19 年 4 月より政

令指定都市となりました。これに伴って浜松市の水産業も遠州灘の沿岸漁業のほか、

浜名湖や天竜川の内水面漁業や養殖業といった第一次産業を中心としてその他水産加

工業、水産流通業の範囲も大きく広がりました。 

これに対応するため浜松市としての水産業振興基本計画の策定が必要となりまし

た。 

浜松市農林水産部では、『元気で活力ある第一次産業』を目指すものとして、農業

・林業・水産業について以下のような取り組みを考えています。 

 

①人づくりと生産基盤づくりを進め、次代につながる産地力の強化を図る。 

②安全・安心な農・林・水産物を提供し、”食と住”の市民満足度の充実に努める。 

③効率的な経営への改善活動と新たな担い手の就業を支援する。 

④生産技術力の強化による生産物の高付加価値化、産業を支える基盤の整備を進め

る。 

⑤地域特産物の全国ブランド化と地産地消の推進による需要の拡大を図り、農林水

産業の振興と地域の活性化に取り組んで行く。 

 

以上の必要性と浜松市農林水産行政の基本的な取り組みをもって、今後の水産業の

指針となる浜松市水産業振興基本計画を策定いたしました。 

 

１－２ 計画の位置づけ 

この基本計画は、国の示す『水産基本計画』、静岡県の示す『水産基本政策プログ

ラム』との整合を図り、『浜松市総合計画』を上位計画として水産業振興の施策のあ

り方について整理し、今後の浜松市における水産業振興の指針とするものです。 

計画の推進にあたっては、年度ごとの『浜松市戦略計画』との連動を図るとともに、

国、県、近隣市町、水産関係団体民間の事業との連携を図りながら推進します。 

 

１－３ 計画期間 

計画期間は、平成 21 年度から平成 30 年度までの 10 ヶ年としますが、計画の進ちょ

く、社会情勢の変化に応じて見直しが出来るようにします。 
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２．浜松市水産業の現状と課題 

２－１ 日本の水産業をとりまく情勢 

平成 19 年度の水産白書(平成 19 年度水産の動向、平成 20 年度水産施策）によると、

日本の水産業をとりまく情勢と対処するべき施策として以下のようなポイントが示さ

れています。ポイントは浜松市の水産業に関連が深いものに絞り、遠洋・沖合漁業に

関するものは省略し、概略をまとめ直しました。 

 

 (1)水産資源の回復・管理の推進 

我が国周辺の水産資源の半分近くが低い水準のままで、干潟や藻場など水産資源の

維持回復に必要な環境が悪化しています。 

これに加えて、漁業者の担い手不足、高齢化が進むことによって生産力が低下して

います。 

また、地球温暖化といった

地球規模での環境変化によ

り、我が国の漁業にも影響が

生じる可能性が指摘されてい

ます。 

このような情勢の中、水産

資源の回復、管理のためには

海面、内水面を通じた水産動

植物の生育環境の改善が必要

です。水産資源は適切な管理

を行えば永続的に再生産が可

能です。漁期の制限や操業区域の設定などの資源管理を推進することが重要です。 

 

 (2)水産物の安定供給を図るための加工・流通・消費施策の展開 

我が国では魚を中心と

した日本独自の魚食文化

が発達してきました。し

かし近年の魚離れによっ

て、日本近海沿岸で獲れ

るいろいろな種類の水産

物を味わう機会が少なく

なり、魚食文化が衰退し、

水産業を縮小させる可能

■平成19年度における我が国周辺の

資源水準の状況（概要）

資料：水産庁・独立行政法人水産総合研究センター

「我が国周辺水域の漁業資源評価」

■藻場及び干潟面積の経年変化

資料：環境省「自然環境保全基礎調査」

水産庁：平成19年度 水産の動向 概要 より引用

■鮮魚について、どこの産地のものを

購入しようとしているか

■食品に関する安心感･安定感

資料：農林漁業金融公庫

「平成19年度消費者動向調査」

資料：農林水産省「平成18年度食料品消費者

モニター第1回定期調査結果」

水産庁：平成19年度 水産の動向 概要 より引用
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性が心配されています。 

対策としては、水産物の表示の改善・充実を図り安全確保に努め、魚食文化を普及

し、食育の推進を図ることが重要です。また、産地市場や消費地市場などの機能を見

直し・強化を図り供給コストを縮減する必要があります。 

 

 (3)漁業者の経営安定の確保と活力ある漁業就業構造の確立 

漁業就業者の減少・高

齢化が進み、新規就業者

・新規参入の促進が必要

となっています。 

このためには担い手の

育成を図り、次世代につ

ながってゆく活力ある就

業構造を確立することが

重要です。 

新規漁業就業者の確保、育成のためには、就業情報を提供し、漁業現場での実践研

修を行って担い手の育成を図るとともに、漁業以外の分野からの参入を促進すること

が重要です。 

 

 (4)地域資源を活用し、漁業の多面的機能を発揮し活力ある漁村を実現 

水産業には水産物を供給する本来の機能(役割)以外に、自然環境を保全する機能、

国民の生命財産を保全する機能、居住や交流の場を提供する機能、地域社会を形成し

維持する機能など多面にわたる機能を持っています。 

漁村や水産業を中心とした地域の活性化には、海・浜・川・湖などの自然、昔から

伝わる文化など

の地域資源を活

用して、この水

産業の多面的な

機能を十分に発

揮させることが

求められていま

す。 

 

 

 
水産庁：平成19年度 水産の動向 概要 より引用

■水産業･漁村のさまざまな役割

■漁業就業者数の推移

資料：農林水産省「漁業動態統計年報」(9年)、「漁業就業動向統計年報」(14年)、

「漁業センサス」(15年)及び「漁業就業動向調査報告書」(16年以降)

水産庁：平成19年度 水産の動向 概要 より引用
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２－２ 浜松市の水産業の現状 

本基本計画における『水産業』は、漁業、養殖業などに加えて、水産加工業、水産

流通業を含む広い意味での水産業として取り扱います。 

 

 (1)沿岸漁業・湖面漁業   

浜名漁業協同組合に所属する漁業者は

正組合員 929 人、准組合員 1,730 人(平成

19 年)で、遠州灘で操業する沿岸漁業と

浜名湖内で操業する湖面漁業に従事して

います。 

漁港は、浜名湖の中には舞阪漁港、村

櫛漁港、入出漁港(湖西市)、鷲津漁港(湖

西市)があり、中でも舞阪漁港は湖内で

も大きな漁港で静岡県が管理し、沿岸漁

業の拠点となっています。 

遠州灘で操業している海域は、主として愛知県境から御前崎に至る約 70km の沿岸域

です。おもな漁業はシラ

ス漁（船曳網）、底曳網

漁、フグ漁（はえなわ漁）

です。特に浜名漁業協同

組合におけるシラス漁獲

量は、県内漁業協同組合

の中で 大の漁獲量を誇

る主要な漁業となってい

ます。 

浜名湖における漁業

は、魚類・エビ類・カニ

類を対象とした「湖面漁

業」、アサリを対象とし

た「採貝漁業」およびノ

リ・カキの「浅海養殖漁

業」に区分されます。 
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■浜名漁業協同組合の組合員数の推移

漁業種類 漁期 魚種

三枚刺網漁業 １～１２月 スズキ・クロダイ・サヨリ・ボラ

囲目（かこいめ）網漁業 ７～翌５月 ボラ・イワシ

袋網漁業 ３～翌１月 エビ・カニ・サヨリ・タイ

シラスウナギ採捕漁業 １２～翌３月 シラスウナギ

一本釣漁業 ５～１１月 スズキ・タイ・コチ・ヒラメ

流し網漁業 ４～１１月 エビ・カニ

たきや漁業 ４～１２月 エビ・カニ・タイ・ウナギ

打瀬（うたせ）漁業 ５～１２月 ボラ・コノシロ

採貝漁業 １～１２月 アサリ

ノリ養殖漁業 ９～翌４月 ノリ

カキ養殖漁業 １～１２月 カキ

□浜名湖の漁業

漁業種類 漁期 魚種

シラス・イワシ・タイ類

タチウオ・サヨリ・アジ

底曳網漁業 ９月～翌５月 コチ・ヒラメ・エビ・メヒカリ・ニギス・ハモ

刺網漁業 １月～１２月 コチ・ヒラメ・カレイ・カニ等

一本釣漁業 カツオ・メジ・サワラ・タイ

引縄釣漁業 イサキ・アジ等

はえなわ漁業 １０月～翌２月 フグ

船曳網漁業 ３月～翌１月

４月～１０月

□遠州灘の漁業
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右の図は、浜名漁業協同組合の近年

の水揚量を示したものです。好不漁の

変動はありますが、 近 3 ヶ年は年間

7,500 トン以上の水揚げがあります。

水揚げされる水産物は、シラスとアサ

リで全体の 80%強を占め、その他の魚

類、ノリと続きます。 

沿岸漁業、湖面漁業の漁業者は、１

種類だけの漁業を行うのではなく、数

種類の漁業を行うことにより年間を通

して操業しています。例えばシラス漁

とノリ養殖であったり、シラス漁の乗

り子（乗組員）とアサリ漁であったり

複合的な経営を行うことによって右図

に示すような水揚げを揚げています。 
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■浜名漁業協同組合の水揚量

シラス

アサリ

その他の魚類

ノ リ

カキ

エビ類 イカ類 カニ類

シラスウナギ

■浜名漁業協同組合

主要水産物の

水揚げ量

(平成19年度)

総量7,629トン
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(2)内水面漁業  

 浜松市には天竜川をはじめとした大小の河川があり、主な河川ごとおよび佐鳴湖に

全部で８つの漁業協同組合があります。 

各漁業協同組合では、以下の表に示した魚種を対象とした漁業が営まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内水面漁業における大きな特

徴は、広く市民に遊魚料を徴収

して遊魚証を発行しています。

漁法や漁期に関するきまりを漁

業種ごとに定め、川の環境と資

源を管理しています。 

内水面は海と違い資源が乏し

く、乱獲によって資源が枯渇す

る恐れがあります。内水面漁業

協同組合では河川や湖沼に魚を

放流したり、魚の産卵場を造る

等して水産資源の維持増大に努

めています。また、漁場改善の

ため、河川清掃、漁場情報や注

意事項を記載した看板の設置を

行うほか、漁場監視員が漁場を

巡回し、漁場の案内や指導をし

ています。また、管轄している

河川の遊漁（釣り）の管理と、

減少する魚類の資源を守るため

漁業協同組合 組合員数 漁業種

天竜川　漁業協同組合 2,838
アユ、ウナギ、ウグイ、アマゴ、サツキマス、コイ、フ
ナ、オイカワ、ニジマス、ワカサギ

都田川　非出資漁業協同組合 405 アユ、ウナギ、コイ

阿多古川　漁業協同組合 342 アユ、ニジマス、アマゴ

気田川　漁業協同組合 757 アユ、ニジマス、アマゴ、ウナギ、ウグイ、オイカワ

水窪川　非出資漁業協同組合 100 アユ、アマゴ

佐久間ダム　非出資漁業協同組合 73 アユ、アマゴ、オイカワ

浦川　非出資漁業協同組合 111 アユ、アマゴ、オイカワ、ウグイ

入野　漁業協同組合 40 コイ、フナ、ウナギ

□内水面漁業協同組合の概要
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にアユ、アマゴ等の放流事業を行なっています。特に天竜川漁業協同組合では、より

天竜川に合ったアユを放流するために人工孵化飼育を行なっています。 

 

(3)養殖業 

 浜松市では豊富な地下水、温暖な気候などの地理的要因、稚魚及び飼料の容易な確

保などの条件に恵まれていたため、古くからウナギ、アユ、スッポン等の養殖業が行

われてきました。 

 わが国の養鰻業の発祥地は浜名湖であり、その歴史は明治 20 年代中頃まで遡ることが

できます。その後、順次他県への普及が広がっていきました。 

 ウナギ養殖の収穫量では、静岡県は全国 4 位を

誇り、県内では浜松市が全県収穫量の 40％を占め

る生産地です(平成 18 年度)。経営体数では県下

58経営体のうち浜松市が26経営体を占めます(平

成 17 年度)。 

 魚類養殖で必要な三条件を浜名湖周辺では兼

ね備えておりました。一つは種苗であり浜名湖に

遡上する天然のシラスウナギを採捕することが

できます。水は三方原台地から豊富な地下水が供

給され、飼料は湖内の小魚などが豊富に獲れるこ

とと、東海道沿線で他県から飼料用鮮魚が手に入

りやすかったことなど養殖の三条件を全て備え

ておりました。 

 しかし、 近の技術革新と輸送手段の発達によ

り台湾、中国などの輸入うなぎが国内生産を上回

る結果となっております。 

 近の国内産ウナギ偽装問題などありますが、

いまだ「浜名湖うなぎ」のブランドは遡上する稚

魚を高い栽培技術で育て、養殖履歴を明記しトレ

ーサビリティシステムの構築により、消費者がい

つでも把握できる安全・安心なウナギを提供でき

る協同組合で頑張っています。 

 アユ養殖は、良質な浜名湖産種苗と良質な

地下水に恵まれ、早期出荷の利点を生かし安定した生産をあげています。食用とは別

に遊漁の放流用にも生産されています。 

鹿児島, 
6,980t

愛知, 
6,886t

宮崎, 
3,137t

静岡 , 
1,426t

高知, 604t
その他, 
1,700t

■平成18年度全国ウナギ養殖収穫量
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(4)水産加工業 

 現在、浜松市の水産加工業を代表するものはシラス加工業です。その昔、舞阪町で

はカツオ節製造もありましたが昭和 32 年頃には姿を消し、同時期の練り製品業者も町

内で一軒のみとなり、以後、水産加工業を代表しているものはシラス加工と乾ノリ生

産となりました。 

シラス加工業では、浜松市内の出荷のみならず県

外でも東京、大阪、愛知、京都等の消費市場に運ば

れています。乾燥には、「東京乾燥」と「西干し」

と出荷先地域によって乾燥度合いと塩分も異なる加

工方法がとられています。 

また、ノリ養殖の歴史は古く文政３年（1820 年）

から信州の商人森田屋彦之丞が投宿のおり、出され

た生ノリを食して、おいしいことから養殖の方法を

伝授したのがきっかけで今日まで続けられている漁

です。現在のアオノリは、風味、香り、光沢ともに

高品質で、浜名湖を代表する特産品のひとつです。

アオノリとクロノリを混ぜた「混ぜノリ」は、浜名

湖独特の製法で、香りが良いのが特徴の乾ノリ生産

を漁業者が行い、干物業者に卸されます。 

 

(5)水産流通業  

 浜松市には、生鮮食料品等の流通及び消費のパイプ役として、特に重要な都市及び

周辺地域における卸売市場の中核拠点市場として、また広域にわたり、これらの流通

改善を図るため、農林水産大臣の許可を受けて開設された浜松市中央卸売市場があり

ます。大井川以西の１４０万人の食を賄うと同時に公平な価格形成の場として役割を

担っているところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漁

業

者

漁
業
協
同
組
合

産
地
仲
買
人

卸
売
業
者

売 買 参 加 者

仲卸業者 買
出
人

消

費

者

各地の産地市場

浜松市中央卸売市場

■水産物流通の概要
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浜松市中央卸売市場では、２業者の卸

売業者により全国各地から集荷した水産

物を『せり売り』『入札』により仲卸業

者(９社)、売買参加者(301 人)に卸売り

されています。浜松市中央卸売市場にお

ける取扱額は、およそ 330 億円で内訳と

近年の推移は右上図のとおりです。 

産地市場として浜名漁業協同組合の各

支所で扱われている水産物の取扱金額は

右下図のとおりです。 

水産物の流通先は、シラスを中心とし

て加工原料が 50%近くを占め、次いで地

元卸し、東京･横浜の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加工原料

地元卸し

東京・横浜

県内市場向け

その他の地域

京阪神

その他県内 名古屋

■浜名漁業協同組合

産地市場における

主要な流通先

(平成19年度)）

※白洲、入出を除く

0
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40,000

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度

塩加品

冷凍魚

生鮮魚

百万円

■浜松市中央卸売市場水産物種別取扱金額
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■産地市場取扱額
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２－３ 浜松市の水産業の課題 

課題の抽出にあたっては、主に生産にかかる業種：沿岸漁業、湖面漁業、内水面漁

業、養殖業の関係者による作業部会を開催し、水産業の実態、意見、要望についてお

話を伺いました（各作業部会の構成は「４．関連資料」のとおり）。 

次に各作業部会において指摘された意見、要望の要点と各業種における課題を示し

ます。 

 

 (1)沿岸漁業 

①水産基地・基盤としての舞阪漁港および周辺施設の整備について 

 【作業部会の意見、要望】 

a) 航路のしゅんせつ、埋没対策として

導流堤を延伸整備して欲しい。 

b) 狭い荷捌所を広げて、機械などで近

代化したい。 

c) 漁業種ごとに分けてでも陸揚げ係船

岸を整理したい。 

d) 直販施設など市民･消費者との交流

の場を設置したい。 

e) 津波対策･避難施設を設置して欲しい。 

f) 古くなったノリの培養施設、共販施設を修理したい。 

 【課 題】 

舞阪漁港では、漁港管理者である静岡県の事業により施設整備が進められて

いるところですが、漁業者からは上記のような改善の指摘、要望が出ています。 

舞阪漁港では、施設整備を進めるとともに、現状の施設を適正に保全し、継

続して使用できるように機能保全計画の策定も進められています。 

このような状況の中で水産基地・生産基盤の整備について浜松市の水産業振

興としての課題を以下のように整理しました。 

■舞阪漁港整備と機能保全の取り組みへの支援 

今後の舞阪漁港の整備には、機能保全計画の観点を含めて漁業者の利

用形態とすりあわせる必要があります。浜松市としては、漁港管理者で

ある静岡県、利用者である浜名漁業協同組合および漁業者と協議しなが

ら進める取り組みを支援する必要があります。 

■ノリ養殖施設改善 

複数の漁業種を複合的に経営する漁業形態が浜名地区の特色と言えま

す。地区の特産品であり、効率の良い培養、良質な種苗の生産、適正な

舞阪漁港における魚の陸揚作業 
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製品保管、販売、運搬のために老朽化した施設の改修が必要です。 

②魚価の向上・安定対策について 

 【作業部会の意見、要望】 

a) 市場を中心とした流通システムでは、生産者の魚価の向上には限界がある。 

b) 漁の見込みと経費を比べると、魚価が低いために出漁ができないことがあ

る。 

c) 現状の漁業規制、網の目合い規制では思うような漁獲量の確保が見込めず、

出漁できない。 

d) 消費者からは、地元産漁獲物を求める声もあり、それに答えられる直販所、

新しい流通方法の工夫が望まれる。 

e) 地元産を買ってもらうための安全対策、ＰＲが必要となる。 

 【課 題】 

浜松市だけでなく、日本の漁業にとって生産者の魚価の低迷は、漁業者の死

活問題であり、 も重要な課題と言えます。 

しかしながら魚価の安定向上対策には多くの要素が絡み、多角的な取り組み

が必要となります。 

そこで、魚価の向上・安定対策について浜松市の水産業振興としての課題を

以下のように整理しました。 

■地域特性に見合った漁業調整 

資源管理と生産性の向上の両立を目指して、地域の操業特性、資源動向

に見合った漁業規制の見直しに向けて協議、検討、調整が必要です。 

■流通経路・販路の開拓 

魚価向上対策としては、大量流通の市場だけに頼っていては改善が見込

めないため、地域に根ざした流通経路を地元仲買業者とともに開拓するこ

とが必要です。 

■複合的な漁業経営への支援 

基本的には魚価の向上が望まれますが、現状地域の漁業経営の特色であ

る複数の漁業種を組み合わせることにより経営を安定させる手法がとら

れています。経営の安定策としての複合的な漁業経営を支援する必要があ

ります。 

■安全と信頼を提供できる仕組みつくり 

昨今社会問題となっている食の安全については、消費者の も大きな関

心事です。消費者の望む安全、安心を提供するためには、安全、安心に対

する生産者から流通業者まで一貫した意識とそのための施設整備が必要

です。まず地域で安全、安心に取り組む仕組みつくりが必要です。同時に
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その取り組みや安全管理体制をＰＲすることも重要です。 

■消費者と向き合った場つくり 

流通経路･販路の開拓にあたっても

生産者が消費者の嗜好や要望を把握

することが重要です。漁業生産者が消

費者と向き合う機会は少なく、そのよ

うな場つくりが必要です。舞阪漁港で

行われている“えんばい朝市”*)を発

展的に展開し、常設施設を含めた消費

者と直接向き合える場つくりに取り

組むことが必要です。 

*）えんばい朝市 

毎年 5月から 9 月の第 3土曜日に舞阪漁港において生しらすなどの新鮮な

海の幸を販売しています。朝市は浜名漁協を中心とした「舞阪漁港えんばい

朝市実行委員会」によって運営されています。「えんばい」とは舞阪の漁師

が漁獲物をみんなで分け合い、振る舞う風習をいいます。 

 

(2)湖面漁業 

①水産基地・基盤としての村櫛漁港および周辺施設の整備について 

 【作業部会の意見、要望】 

a) 村櫛漁港周辺の航路が浅くなり危険である。安全な航行のためしゅんせつ

が必要である。 

b) 村櫛漁港を湖面漁業の基地として集荷機能を集約し、効率的な集荷、適正

な流通とするためには、施設の整備や漁港利用の基本的な検討が必要であ

る。 

 【課 題】 

浜松市で管理する村櫛漁港は、湖面漁業の基地として集荷機能の集約が望ま

れるところです。沿岸漁業の基地である舞阪漁港と湖面漁業の基地である村櫛

漁港で機能を分担し、地域の水産基地として効率的な運営が必要です。 

湖面漁業の基地としての村櫛漁港施設および周辺の整備の課題を以下のと

おり整理しました。 

■村櫛漁港の施設整備と機能保全計画の策定 

アサリ集荷、鮮魚集荷などの機能を集約し、施設を整備するためには漁

業者と協働して漁港のあり方、利用の仕方について検討、計画する必要が

あります。また、現在ある施設の状況を把握し、適正に維持管理、活用す

えんばい朝市で賑わう舞阪漁港 
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るための機能保全計画を策定する必要があります。 

■航路の安全確保 

湖面漁業の基地となる村櫛漁港周辺の航路は、漁船の航行に支障のない

水深が確保される必要があります。 

②浜名湖資源の管理と強化 

 【作業部会の意見、要望】 

a) 浜名湖をとりまく環境の変化による湖内漁場環境の変化には河川水、排水

など総合的に取り組む必要がある。 

b) アオサの除去等湖内のゴミ除去、漁場の維持管理が必要である。 

c) 適正な資源管理により浜名湖産水産物の価値向上が期待でき、販売戦略も

展開できる。 

d) 種苗放流による資源保護の効果を確認しながら対策は続けて行きたい。 

e) 航路しゅんせつで発生した砂は、近辺で湖底の悪化が進む漁場に運び、覆

砂(ふくさ)工法*)により漁場の底質の回復を図りたい。 

*）覆砂工法 

きれいな質の良い砂を入れ、海底を覆うことによって、底質を改善させる

工法のことをいいます。これにより海底に住むアサリなどの生物の回復を図

ります。 

 【課 題】 

漁場としての浜名湖の環境を改善、維持し、浜名湖の水産資源を適正に管理

することによって、生産性を向上し、浜名湖産水産物の価値を向上させること

が望まれます。 

浜名湖の資源管理、湖面漁業の振興のための課題を以下のとおり整理しまし

た。 

■生息環境の改善に向けた仕組みつくりへの取り組み 

浜名湖内の水産生物の生息

環境は、浜名湖に流入する河川

とともに広域の自然環境の課

題です。浜名湖内の水産資源環

境からだけ論議するわけには

ゆきません。河川における内水

面漁業、周辺の他産業、市民活

動と連携を取りながら取り組

む仕組みつくりが必要です。 

 
潮干刈りで賑わう浜名湖 
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■操業ルールの遵守と適正な資源管理 

湖面漁業を代表するアサリの操業ルールは、漁業者間の取り決めによっ

て管理されています。しかしながら漁業者の増加に伴い、漁獲サイズや漁

獲時期の調整が必ずしも適正に図られていません。 

漁業者自らルールを遵守し、適正に資源を管理することにより浜名湖産

の水産物の価値を向上させる必要があります。 

■資源増強に向けた取組 

浜名湖ではクルマエビ、ガザミ、ノコギリガザミの放流事業を続けてい

ます。今後もこれらの種苗放流による資源保護の効果を確認しながら取り

組みを続ける必要があります。 

■浜名湖産水産物の販売戦略 

資源管理などにより浜名湖水産物の品質を守り、消費者にＰＲすること

が必要です。 

また未利用な水産物の売り込み、新たな水産物の開発に努め、浜名湖産

水産物の新しい魅力を発掘することが望まれます。 

 

 (3)内水面漁業 

①自然と環境との共生 

 【作業部会の意見、要望】 

a) 河川、浜名湖が一体となって資源確保の点から協調する話し合いの場、組

織が望まれる。内水面漁業、湖面漁業、行政が連携した取り組みの仕組み

つくりが望まれる。 

b) 在来種を残し、生態系を保全する取り組みを推進したい。 

c) 生態系に配慮した河川整備の取り組みは継続して欲しい。 

d) 現在行っている放流事業（義務放流）は継続して取り組む必要がある。 

e) アユ以外の内水面水産物の振興のため、ブランド創生などに取り組みたい。 

 【課 題】 

内水面漁業としては、漁業・遊漁だけではなく「自然と環境との共生の中で

川の営みを次世代につなげる」というテーマを基に河川環境の保全に努めてい

ます。河川環境の保全が持続的に内水面漁業を振興する根本的な姿勢であるこ

とを踏まえて課題を以下のとおり整理しました。 

■河川環境の維持 

河川整備、ダム事業など河川環境の変化は魚類の生息環境にも影響があ

り、資源の減少、漁業の低迷、遊漁者の減少、浜名湖環境への影響と波及

します。内水面漁業だけの問題ではなく、広く取り組む必要があり、浜松
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市の水産業としても河川環境の維持に参画する必要があります。 

■川・湖・海一体の総合資源管理 

河川水、河川の土砂と同じように生態系、生物資源も川、湖、海が密接

に関連しています。今後は川、湖、海の個別の水産資源管理ではなく、一

体となった資源管理の取り組みが必要です。 

■自然環境の市民への提供 

内水面漁業は第 1次産業としての生産面だけでなく、サービス業として

釣りや川遊び、自然環境を学ぶための場の提供に取り組んでいます。この

取り組みは「自然と環境との共生のなかで川の営みを次世代につなげる」

というテーマの元に継続してゆく必要があります。 

■水産物品のＰＲと新規開拓 

地産地消の推進、安全な食の提供の面からも天竜川産の水産物、加工品

のＰＲ，新規産品の開発に取り

組む必要があります。 

■環境への取組のＰＲ 

内水面漁業として河川環境

の維持、水産資源の保護への取

り組みは市民に情報発信をす

るとともに、市民、団体と協力

して取り組む必要があります。 

 

(4)養殖業   

①生産基盤支援 

 【作業部会の意見、要望】 

a) 現在の養殖施設の老朽化に伴い新規井戸を確保したいが、取水に関する規

制があり、思うように運ばない、規制に対する見直しや優遇の措置が望ま

れる。 

b) 温度管理にかかる石油燃料の高騰やこれに連動した飼料の高騰が単価に反

映できず、経営を圧迫している。 

c) 河川･河口環境の悪化に伴いシラスウナギの資源が減少し、安定的な確保が

困難となっている。地元で確保できる利点を維持しなければならない。 

d) 魚病対策には温度管理による対策が有効であるが、燃油高騰が経営を圧迫

している。安全な薬の開発と実用化の推進が望まれる。 

e) 収入面、労働環境面から後継者確保が難しい。加えて養殖技術は個々の養

殖池の特性を把握するなど高度な技術と経験を要する点も後継者確保を困

小学生によるアユの放流 
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難にする要因であり、就労、後継者育成の支援が必要である。 

f) 養殖池の管理は、生育、飼育の管理に加えて、盗難被害などの監視を強化

する必要がある。 

g) 後継者確保問題に加えて、組合員の資格審査を厳密に行うと多くの准組合

員が適合できず、組合組織の弱体化が懸念される。 

【課 題】 

養殖業は、一次産業ではありますが加工業的な要素が強く、施設、人員、資

金など生産経営基盤に関する意見、要望が多く上げられています。 

養殖業の生産基盤の支援に関する課題を以下のとおり整理しました。 

■用水井戸規制の緩和 

用水の確保は養殖業の も重要で基本的な条件です。口径規制の見直し

や、既存の井戸が壊れたときの代替掘削の認可と手続きの簡便化など静岡

県条例への働きかけを支援する必要があります。 

■燃料、飼料の高騰対策 

経営資金面への課題は、制度資金融資等の活用を推進する必要がありま

す。 

■シラスウナギの確保難 

シラスウナギの確保は、浜名湖産養殖ウナギの生命線であり、地元で確

保できる利点を維持するためにも河川、河口の環境対策が必要となりま

す。 

■魚病対策の向上 

魚病に対して薬は使わない方向が望ましいのですが、いざというときの

ためには必要となります。安全で安心な薬品の開発と認可を県・国と連携

して進める必要があります。 

■後継者確保対策 

どの業種でも課題となる後継者確保ですが、養殖業では収入の安定、レ

ベルアップに加えて就労環境の改善と経営として軌道に乗るまでのバッ

クアップ等の支援が必要となります。 

■盗難防犯 

昼夜を問わない監視体制等、地域、組織で取り組む防犯対策が必要とな

ります。 

■組合経営の安定化 

健全な組合運営を維持するためにも業種、組合特性に見合った規定の緩

和が望まれます。 
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②地産地消の推進 

 【作業部会の意見、要望】 

a) 食の安全、信頼の問われる中『浜名湖産ウナギ』と言うブランド力の強化

が望まれる。 

b) トレーサビリティシステム*)の導入、しずおか農水産物認証制度*)の取得と

積極的に取り組んでいることを消費者にもっとＰＲしたい。 

c) 養殖施設の見学などを積極的に受け入れ、養殖業への理解を深めるための

市民へのアピールを続けてゆきたい。 

d) 本来のウナギの旬である秋口のＰＲ、土用の丑の日が年間４回あることな

ど啓発活動を進めたい。 

*)トレーサビリティシステム 

「トレーサビリティ」とは「追跡可能性」と訳され、トレーサビリティシス

テムとは販売されている食品が、“いつ・どこで・どのように”生産･流通され

たかについて、消費者がいつでも把握できるしくみのことです。浜名湖養魚漁業

協同組合では、組合員が養殖過程の始めから共通様式の日誌を付け、組合の加工

場における加工、製造過程も細かく記録しています。これらの記録を活用して消

費者・流通業者の皆様のお問合せに対応しています。 

*)しずおか農水産物認証制度 

静岡県では農水産物に対する県民の安心と信頼を確

保することを目的に、生産者の安全・安心への取り組み

を認証する「しずおか農水産物認証制度」を制定し、認

証申請を受け付けています。制度の対象は県内の農水産

物を生産する個人、法人で、対象となる品目は農産物、

畜産物、水産物(ウナギ)です。認証期間は 3 年でこの間

定期的な監査を受けます。認証取得者には下図のような

認証マークの使用が許されます。 

 【課 題】 

浜松市を代表する産業の一つであるウナギを中心とした養殖業を振興する

上では、地産地消の推進と産業としての販売戦略の強化に努める必要がありま

す。地産地消と販売戦略強化の課題を以下のとおり整理しました。 

■安全・安心に対する取組のＰＲ 

トレーサビリティシステムの導入や生産現場の見学会など生産過程に

おける安全管理の取り組みについて、広く消費者にＰＲする必要がある。 

■販売戦略の強化 

ウナギや養殖についてもっと理解を深めるように啓発に努め、販売店と

認証マーク 
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の交流により消費者の動向、嗜好に関する情報収集に努める必要がある。 

 

(5)水産流通業   

①地元水産品の流通強化 

 【作業部会の意見、要望】 

a) 量販店、飲食業界では、必要な魚種が安定的に確保されることが要求され

る。地元漁獲物とこれら市場の要求には格差があり、対応が困難である。 

b) 反面、地元のさかなを取り扱う飲食店や地元中小スーパーなどは小回りが

きくと同時に地元水産物をセールスポイントとしている。 

c) 消費者にもっと地元の漁獲物や魚の食べ方、おいしさを知ってもらいたい。

特にこども、若い人へのアピールが必要と考える。 

d) 操業のルールを守らないサイズ以下の漁獲物を流通させないなど、漁業者

だけでなく流通面からの規制も必要であり、そのことによって地域水産物

の質が向上し、ひいては市場における他地域との競争力の向上も見込める。 

 【課 題】 

生産者と小売販売業、飲食業の間にある水産流通業は、供給と需要の間に立

って多くの問題を抱える現状にあります。これは従来の市場を中心とした水産

物流通に対する問題であり、浜松市の地域水産物流通にとっても課題となって

います。そのような状況下における地元水産品の流通強化として以下のとおり

課題を整理しました。 

■流通経路の開拓 

量販店、大手飲食店などを対象とした流通だけでは、地元水産物の流通

を確保するには限界があります。地元の漁獲物をよく知る仲買業者を中心

として地元ならではの流通経路の開拓が必要です。 

■地産地消の推進 

地元水産物の地元消費の拡大を図る必要があります。地域の仲買業者と

も協力して、学校給食への地元漁獲物の提供を図り、こども達に地元産水

産物を知ってもらうなどの取り組みが有効です。 

■地元産水産物の質の向上・安定 

操業ルールの遵守については、流通面からも適正な漁獲物の流通に努

め、他地域の水産物との競争力強化に向けた取り組みが必要となります。 

■ＰＲ活動の推進 

流通面からも地元水産物のＰＲを積極的に取り組むことが必要である

とともに、産地表示や流通経路の明示により消費者への安全で安心な情報

を提供する必要があります。 
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(6)水産加工業   

①水産物価値の向上・安定 

 【作業部会の意見、要望】 

     ※水産加工業に関しては作業部会を開催しませんでした。 

 【課 題】 

食生活の変化に伴う消費者の少量多品種嗜好、昨今大きな社会問題となって

いる食品偽装による安全性に対する信頼の崩壊と水産加工業を取り巻く情勢

も厳しいものがあります。 

地域の水産加工業としては、地元の食材を活用し、地元消費者と向き合った

水産加工品の提供が望まれます。 

浜松市の水産加工業について以下のとおり整理しました。 

■地元加工品のＰＲ 

遠州灘沿岸のシラス、トラフグ、浜名湖のノリなど地元水産物による加

工品を生産者、流通業者とともに広くＰＲし販路の拡大、消費拡大に努め

ることが重要です。 

■新たな加工品（ブランド）の開拓 

既製の加工品のＰＲに努めるとともに、地元ならではの新たな加工品に

ついて、異業種との連携や生産者、消費者と協働して開発する仕組みが望

まれる。 
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３．浜松市水産業振興基本計画概念 

３－１ 基本計画策定のコンセプト 

基本計画を策定する際の基本となる考え方＝コンセプトとして、次の 6 点を上げま

した。 

 

(1)政令指定都市浜松市にふさわしい全市域を網羅する水産業振興のための考え方、対策を

策定します。 

浜松市水産業振興基本計画(以下基本計画)は、市町村合併、政令指定都市とし

ての区制による地域の再編成にともない、新市の全域を網羅した、浜松市全体の

基本計画と位置づけ策定しました。 

 

(2)基本計画の主役は、第１次産業である沿岸漁業者、湖面漁業者、内水面漁業者、養殖業

者とし、密接に関連する組合団体、流通業、加工業との関係も調整し、また、関連す

る産業としての観光、サービス業との連携も視野に入れます。 

基本計画は全市域を対象としていますが、主たる対象産業は第１次産業である

漁業です。漁業はその産業構造から流通、加工業との連動により産業が形成され

る特性を備えています。よって基本計画は、これら関係産業との調整を踏まえて

策定するものとしました。  

また、浜松市の地域特性を反映させ、観光業や飲食産業等のサービス業との連

携を推進できる計画としました。  

 

(3)基本計画における施策は、施設等の整備とともに、浜松市の水産業が自ら振興・発展す

るための支援にも重点を置いたものとし、市行政と市民（水産業関係者）が協働して

達成できるものとします。 

基本計画は、次世代につながる産地力の強化、担い手の就業支援といった人づ

くりと生産基盤づくりにポイントを置き、施設整備にとどまらず、効率的な経営

への改善活動や地域産物の全国ブランド化、地産地消の推進に向けた支援策など

ソフト面での対応まで広く含めるものとしました。 

計画期間は 10 年間とし 5年目をめどに見直すこととしました。 

 

(4)基本計画は国、県、隣接市町との関係を調整した内容とするとともに、調整方法を含め

た計画とします。   

市内の漁港は、県営舞阪漁港と市営村櫛漁港のように市内の施設であってもそ

の管理者が異なります。また、天竜川は国管理の一級河川です。 

浜名湖内の湖面漁業は浜名漁業協同組合の構成のとおり、湖西市、新居町との
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関連が密接であり、浜松市だけの問題にとどまりません。  

基本計画は、これら関連する自治体との調整・協調を図りながら策定すること

が必要であるとしました。  

 

(5)基本計画の策定に当たっては、水産業関係者からの課題・要望・意見を聴取する作業部

会を設置し、意見を求め、専門会議において委員の討議によって策定する方法としま

す。 

浜松市の総合計画基本構想にもあるとおり『はままつ"やらまいか"創造プラン』

の名の下に、市民と共有し、共に取り組む計画を目指します。  

そのための方法として、沿岸漁業、湖面漁業、内水面漁業、養殖業の４部門の

作業部会を設置し、関係代表者の皆さんと課題・要望・意見の交換を行い、市民

（産業従事者）の声が反映できる基本計画としました。 

また、作業部会における課題・要望・意見については、関係者、有識者、静岡

県行政により組織される専門会議において検討を行い、基本計画として策定され

る仕組みとしました。  

 

(6)策定された水産業振興基本計画案は、公表しパブリックコメントを求めるものとし、そ

の内容について検討・修正して水産業振興基本計画とします。 

基本計画は、前項のとおり水産業関係者の代表および専門会議委員により策定

される仕組みとしますが、市行政の基本計画として、 終段階では広く市民の皆

様からも意見をいただけるようにパブリックコメントの公募を実施しました。 

平成 20 年 12 月 15 日から平成 21 年 1月 12 日の期間公募を行いましたが、ご意

見、ご要望はありませんでした。  

 

- 21 -



 

３－２ 基本理念 

「２．浜松市水産業の現状と課題」において整理された、浜松市水産業の置かれて

いる情勢と浜松市の特性を考え合わせて、水産業振興の基本理念を以下のように定め

ました。 

 

“やらまいか！元気でにぎわいのある浜松の水産業” 

 

これは、浜松の気質である「やらまいか精神」で新しい水産業に挑戦しよう、元気

でにぎわいのある地域に根ざした夢のある水産業を目指そう、みんなが知恵を集め、

みんなの手で、自分たち独自の水産業を作ろう という意気込みを込めています。 

 

 

３－３ 浜松市が目指すべき 10 年後の水産業の将来像 

基本理念に従い、浜松市の水産業を振興し、実現しようとする将来像を以下のよう

に定めました。 

これは水産業振興基本計画の目標となる『浜松市が目指すべき 10 年後の水産業の将

来像』です。 

 

①安全に、安心して、安定的に市民の食生活を支えられる水産業。 

②地域の水産資源を最大限に活用し、次世代に資源と環境を継承する水産業。 

③水産業が持っている地域特性や自然環境、食文化の情報を市民に提供する。 

④地域の産業と連携し、新たな水産業に取り組み、全国に浜松産と浜松の水産業を

発信する。 
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３－４ 浜松市水産業振興の数値目標  

水産物の生産量（海や湖から揚がる量）は、天候や海の状況によって、また年ごと

の様子によって大きく変動します。       

次図は、浜名漁業協同組合、天竜川漁業協同組合等内水面漁協、そしてウナギ養殖

の浜名湖養魚漁業協同組合の事業取り扱い高について近年の変動を示したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図のとおり平成 12 年度までは、減少傾向を示していましたが、平成 12 年度からは

わずかではありますが、増加傾向となっています。この期間を取り出して、その傾向

を解析した結果が次の図です。  
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浜松市の水産業振興の数値目標を定めるにあたっては、沿岸漁業から湖面漁業、内

水面漁業、加工業、流通業まで多岐にわたる産業が含まれ、総合した数値目標の設定

が困難です。 

そこで、浜松市の水産業の基盤となる沿岸漁業、内水面漁業、養殖業の各漁協の取

り扱い高を数値目標として用いることとします。 

先に掲げた平成 12 年度から平成 19 年度までのデータによる微増傾向を用いて計画

期間である平成 21 年度から平成 30 年度までの取り扱い高を推定すると以下のとおり

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推定値から得られた年度ごとの取り扱い高から前年増比を求めると約 1.1%となり

ます。 

このことから、浜松市水産業振興基本計画における数値目標は、年 1.1%増 としま

す。 

なお、数値目標は、計画期間中の動向に応じて見直しを図ることとします。 

 

□　取り扱い高の推定値 単位：百万円

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

漁協事業取り扱い高
H12～H18回帰式による

7,792 7,883 7,975 8,066 8,157 8,248 8,339 8,431 8,522 8,613

前年増比 1.17% 1.16% 1.14% 1.13% 1.12% 1.11% 1.09% 1.08% 1.07%
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■ 計画期間の取り扱い高の推定
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３－５ 浜松市水産業振興の戦略 

図１に浜松市水産業の将来像プランを示します。 

この図は、浜松市水産業振興基本計画の策定にいたった背景と策定のための視点、

基本理念、目指すべき将来像の関係を示しています。 

浜松市水産業振興基本計画は、浜松市が目指すべき 10 年後の水産業の将来像実現に

向けた計画であると言えます。図には、この実現に向けた基本計画の構成を示してお

ります。 

 

基本計画の構成は、骨格となる４本の柱として水産業振興戦略を掲げました。 

各戦略には、各戦略ごとの趣旨と方向性を表したリーディングプロジェクトを配し、

その下には課題を解決するための重点プロジェクトが位置づけられています。 

 

 (1)水産業経営の安定化戦略 

水産業振興の基礎となる、水産業経営を安定して、強固なものにするための戦略で

す。 

戦略の方向性を示すリーディングプロジェクトとして、『水産業経営の基盤整備』

と『水産物価値の向上・安定』の二つをあげました。 

経営を安定させるためには、経営の基盤、基礎となる要素を整備強化することが必

要です。ここで言う水産業経営の基盤とは、沿岸漁業であれ、養殖業であれ全ての経

営に必要な施設であり、人材であり、資金といった経営の基礎となる要素を示します。 

また、経営の安定化には水産業が直面する も大きな問題と言える水産物の価値を

向上させることが必要です。このためには従来の水産物流通や製品管理に依存しない

新しい取り組みが必要であり、消費者ニーズへの対応また消費者への水産物に対する

理解を広める対策などよりきめ細かな営業戦略が必要となります。 

経営の基盤整備、水産物価値の向上・安定策としての整備や支援について重点プロ

ジェクトとして推進します。 

 

 (2)水産資源の持続的利活用戦略 

水産業の振興、発展はとりもなおさず水産資源の存続に依存しています。すなわち

海や川、湖にいつまでも魚介類が生育していないと水産業は成り立たないのです。 

ここではリーディングプロジェクトとして『持続的な資源管理』、『水産資源の背

景としての環境保全』の二つをあげました。 

持続的な資源管理は、より直接的な生産の場＝漁場に対する対策です。操業のルー

ルにより漁獲量を管理し、放流により資源を維持し、造成された漁場については維持

管理して機能が保たれることが必要です。 
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他方では、水産資源は漁場だけでなく広

く自然界に包まれているため、いつまでも

自然からの恩恵を受けるためには、生育の

背景となる自然に対する配慮も必要となり

ます。自然への配慮は、水産業界だけの問

題ではなく、海・山・川全てに関わる問題

としていろいろな立場の人たちと連携を取

ることが も大切であると考えます。この

ような大きな取り組みに対して水産業とし

て積極的に取り組める仕組みづくりを重点

プロジェクトとして掲げました。 

 

 (3)水産業の情報戦略 

経営の安定のためにも、資源の利活用にとっても、水産業だけの内輪の対策では対

応しきれません。 

広く異なる業種間であったり、異なる地域であったり、消費者、一般市民との間で

あったり情報のやりとり、コミュニケーションを取ることが大変重要なポイントとな

ります。 

また、水産業は水産物を供給する本来的な機能に加えて、自然環境を保全する機能、

海難救助や災害救援の機能、交流の場を提供する機能、地域社会の伝統的文化を形成

し維持する機能など多面的機能を持っています。これらの機能に伴う知識やアイデア

を広く社会に発信することにより様々な役割を果たすことができます。 

漁獲から流通に至る水産物の情報に加えて、その調理方法、保存方法、食べ方など

の情報を届けることによって、より消費者との距離を縮めることが可能となり、その

ことが量的にも質的にも需要を拡大することとなります。 

このために必要な整備や支援を重点プロジェクトとして推進します。 

 

 (4)水産業クラスター形成戦略 

“クラスター”とは、都市計画や新産業形成の計画に用いられる用語で、いろいろ

な要素が結びついて一つの固まり、集団を作っていく様子を表します。 

ここでは、水産業が目指す新たな形として、他の産業と結びついて新たな水産業を

形成してゆくこと、浜松の地域産業、観光、サービス業と結びついて新たなビジネス

を生み出してゆくことを目指す戦略です。新たな結びつきに挑戦する、まさに“やら

まいか”精神の発揮のしどころと言えます。 

先にも示しましたとおり、水産業には多面的な機能を有するという有効な特性があ

佐鳴湖入野漁協による、天然うなぎ稚魚放流 
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ります。この機能を十分に活用するためにも連携の機会づくりや運営面の支援を重点

プロジェクトとして推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八十八夜に行われる月とすっぽんコンサート。舞阪海浜公園 手筒花火。舞阪海浜公園 

弁天島花火大会風景 
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浜松市水産業の状況

と

水産業振興基本計画策定のねらい

プラン策定の視点

浜松市の強み・特徴

①安全に、安心して、安定的に市民の食生活を支えられる水産業。

②地域の水産資源を最大限に活用し、次世代に資源と環境を継承する水産業。

③水産業が持っている地域特性や自然環境、食文化の情報を市民に提供する。

④地域の産業と連携し、新たな水産業に取り組み、全国に浜松産と浜松の水産業 を発信する。

浜松市が目指すべき10年後の水産業の将来像

水産業振興戦略

図１ 浜松市水産業の将来像プラン

やらまいか！ 元気でにぎわいのある浜松の水産業

浜松市水産業振興基本計画

水産業経営の安定化戦略

水産業経営の基盤整備

水産資源の持続的利活用戦略

●舞阪漁港整備と機能保全

●村櫛漁港整備と機能保全
●ノリ養殖施設改善

●航路安全確保

●増殖場造成

●魚礁漁場造成
●養殖用水確保

●河川整備計画対応

●経営基盤支援

水産業の情報戦略

水産物価値の向上・安定 持続的な資源管理
水産資源の背景としての

環境保全
水産業情報の提供と活用

●生産者、仲買共同の販路開拓

●消費者ニーズの把握

●衛生管理対策

●水産物流通の透明性の確保

●新たな地域水産物の開発

●地元消費拡大
●販売促進PR活動の推進

●地域特性を反映した漁業調整

●造成漁場管理
●放流事業促進

●掃海活動

●流域生態系の総合資源管理の

仕組み作り
●管理ルールづくりと遵守徹底

●資源の調査研究の推進

●河川環境との共生

●浜名湖内水域、湖岸の

環境保全

●遠州灘海岸保全と侵食対策

●市民との協働による環境保全、

資源保護活動の促進

●IT活用による情報発信、収集分析

：基盤と手法の整備、情報の共有

●魚食文化の啓発、普及

●NPO法人等の活動との協調

●体験学習施設ウオットとの連携

リーディングプロジェクト

重点プロジェクト

沿岸漁業を取り巻く情勢

☆水産基地・基盤の再整備
・舞阪漁港再整備

・ノリ養殖施設改善

☆魚価の向上・安定

・地域特性に見合った漁業調整

・流通経路の開拓

・複合的な漁業経営

・消費者と向き合った場つくり

・安全と信頼を提供できる仕組み

湖面漁業を取り巻く情勢

☆水産基地・基盤の再整備
・村櫛漁港再整備

・航路維持

☆浜名湖資源の管理と強化

・生息環境の改善

・操業ルールの確立と遵守

・資源増強に向けた取組

・浜名湖産水産物の販売

戦略

内水面漁業を取り巻く情勢

☆自然と環境との共生

・河川環境の維持

・川・湖・海一体の総合資源管理

・自然環境の市民への提供

・水産物品のPRと新規開拓
・環境への取組のPR

養殖業を取り巻く情勢

☆生産基盤支援
・用水井戸規制の緩和

・燃料、エサの高騰対策

・シラスウナギの確保難

・魚病対策の向上
・後継者確保対策

・盗難防犯

・組合経営の安定化

☆地産地消の推進

・安心安全に対する取組のPR

・販売戦略の強化

■ 消費者の視点に立つ

■ 観光・サービス産業と連携する

■ 地域の環境に対応する

■ 水産物の価値向上、競争力強化を目指す

■ PRを推進し、情報を発信する

■ 地域と連携する

■ 持続的な資源管理と効率的な生産基盤整備

広域合併 ＝ 拡大と分散 →広くなった市域と水産業の多様化に対応

市民協働で築く 「未来へかがやく創造都市・浜松」

◆共生・共助でつくるひとつの浜松、豊かな地域 → みんなでつくる

◆やらまいか精神で飛躍させるものづくりの伝統 → 新しいことに挑戦する

◆自然環境と調和する都市文化の振興・発展 → 地域の自然を大切に

☆次世代に続く水産業の展開

・次代の担い手育成

・市民生活を支える ： 安心安全な食を安定供給

・地域特性を活かした産地力強化

○ものづくり産業の集積

○豊かな文化：地域の個性あふれる文化活動

○世界性：海外経験を積んだ市民、数多い外国人市民

○恵まれた自然環境：広大な森林、天竜川、浜名湖、遠州灘

○全国に類を見ない地域の多様性：都市機能、都市近郊型農業、中山間部、沿岸部

浜松市の各水産業をとりまく情勢：作業部会指摘事項

浜松市水産業振興の基本理念

日本の水産業をとりまく情勢

※平成19年度水産白書概要

・低位水準にとどまる資源回復

・海面、内水面を通じた水産動植物の生育環境の改善

・水産物輸入減少、輸出増加、輸出拡大への取組

・産地、消費地市場の機能強化と供給コストの縮減

・水産物の安全確保と表示の改善、充実

・魚食文化の普及と食育の推進

・漁業就業者の減少と高齢化

・担い手の育成と活力ある就業構造の確立

・新しい経営安定対策の導入

・漁村の生活環境改善と防災力強化

水産業クラスター形成戦略

水産業と地域産業の

連携促進

●水産業と地域産業の融合、

複合化の推進、新たな付加価値と

関連産業の創造

●観光資源化できる水産資源および

水産業の創出

□浜松市全市域を網羅する。

□水産業は第１次産業から流通・加工も

視野に入れ、観光との連携を図る。

□水産業が自ら発展する支援に重点を置く。

□静岡県、隣接市町との連係を図る。

□広く関係者からの意見を取り入れ、多方面

から検討する。

基本計画策定のコンセプト

●経営基盤支援
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図２に浜松市水産業振興基本計画体系図を示します。 

この図は、浜松市水産業振興基本計画の水産業振興戦略に連なるプロジェクトの配

置を示したものです。 

各重点プロジェクトでは、今後具体的な個別プロジェクトを検討しながら進めてゆ

く計画です。図に示しました個別プロジェクトは、現時点の案として課題や意見に対

応する支援策、事業案を示しました。 

図の右端に示しました関係する組織の欄は、主に関係する組織は○，中心となって

取り組む組織を◎で示しました。 

実施期間は計画期間 10 年のうち、短期は 3 ヶ年程度、中期は 4～6 ヶ年程度、長期

は 10 ヶ年までの期間を目安としました。 

図３には図２基本計画体系図に示しました個別プロジェクトの計画趣旨、実施内容

案、課題等をカルテの形式でまとめました。 

今後は、実施段階の計画として、個別プロジェクト同士の調整による効率化、各実

施主体間の調整などを経て、実施の運びとなります。 

*）てんはまエコミュージアム 

浜松市で取り組む環境基本計画に取り上げられている事業です。 

この事業は、天竜川と浜名湖を含む地域全体を屋根のない博物館に見立

て、地域内にある環境資源を展示物と位置づけることで、多くの人々に向け

て、環境資源と地域の価値を知っていただき、その魅力を楽しむ機会を作り

出そうというものです。 

*）森の復権プロジェクト 

浜松市で取り組む環境基本計画の主要施策の一つです。 

その趣旨は、浜松市の豊かな森林環境を健全な自然環境として保全・有効

活用し、豊かな生物相の確保のための取り組みを進め、森林を 大限に活か

した環境共生都市の実現を目指すものです。 

*）海業(うみぎょう) 

海や地域の文化・伝統、地域の景観など地域の資源を 大限に活用して、

水産業とレジャー・レクリエーション・サービスなど違う分野の産業と結び

つけた新しい仕事のことを表します。 

海業という新しい仕事、商売を展開することにより水産業の持つノウハウ

や知識を地域活性化に活かし、漁村地域経済を振興する有効な手段として注

目されています。 
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水産業振興戦略 リーディングプロジェクト 重点プロジェクト
国 県 市 民間

Ⅰ水産業経営の安定化戦略 １．水産業経営の基盤整備 1-1舞阪漁港整備と機能保全 1-1-1舞阪漁港整備と機能保全への支援 県の進める今後の施設整備事業に加えて機能保全面からの漁港のあり方を協議する取り組みを支援する。 ○ ◎ ○ 短～長

1-2村櫛漁港整備と機能保全 1-2-1村櫛漁港整備・機能保全再構築 整備・機能保全計画検討チームを設置し、漁業者と検討しながら事業としての測量設計、施設整備工事を行う ◎ ○ 短～長

1-3ノリ養殖施設改善　 1-3-1ノリ養殖施設改善 ノリ養殖体制の計画、施設の運営管理計画を策定し、施設修繕設計、施設修繕工事を行う ○ ○ ◎ 短・中

1-4航路安全確保 1-4-1航路維持しゅんせつ 村櫛漁港区域航路のしゅんせつ計画・設計を行い、しゅんせつ工事を実施し、覆砂による土砂処理を行う ◎ ○ 短

1-5増殖場造成 1-5-1覆砂 覆砂による漁場造成を計画し、造成後の維持管理計画を策定する ◎ ○ 短～長

1-6魚礁漁場造成 1-6-1広域漁場整備 遠州灘沖にマウンド造成による湧昇流を発生させ、漁場を造成する ◎ ○ 中・長

1-7養殖用水確保 1-7-1地下水規制緩和検討支援 地下水の使用実態、確保実態と現行規制について課題と対策を協議する ○ ○ ○ 中

1-8河川整備計画対応 1-8-1漁場整備 河川整備計画に連動した産卵場の造成、魚道整備等について生産者として取り組む 　 　 ◎ 中・長

1-9経営基盤支援 1-9-1水産用医薬品利用促進支援 養殖魚における水産用医薬品の研究、利用、適正な使用を促進する ○ ○ ○ ○ 中・長

1-9-2制度資金融資 漁業経営の支援として、漁業近代化資金などの制度資金の活用を推進する ○ ○ ○ 短～長

1-9-3漁協再編支援 漁協の進める経営強化対策に基づく地域漁協の統合、生産市場の統合の促進を支援する ○ ◎ 中

1-9-4人づくり支援 担い手の就業、後継者の育成、新規参入者の受入、経営者の育成、リーダーの育成などを支援する ○ ○ ○ 長

２．水産物価値の向上・
安定

2-1生産者、仲買共同の販路開拓 2-1-1地元販路開拓 生産者、仲買人の販路開拓協働体制を立ち上げ、行政はＰＲを支援する ○ ◎ 短・中

　　安定 2-2消費者ニーズの把握 2-2-1えんばい朝市*)展開 えんばい朝市の経営展開により積極的に生産者、仲買人が消費者ニーズの把握に努める ○ ◎ 短

2-2-2常設直販所計画推進 舞阪・村櫛漁港再整備において、常設の直売所、食堂などの施設整備を検討する ○ ○ ◎ 長

2-3衛生管理対策 2-3-1地域衛生管理計画検討協議会 沿岸、湖面漁業における施設整備だけに頼らない衛生管理体制について検討協議する ○ ○ ○ 中

2-3-2地域衛生管理施設整備 衛生管理施設整備計画の具体化、施設の設計・施工、管理運営システムの構築を推進する ○ ◎ ◎ ◎ 長

2-4水産物流通の透明性の確保 2-4-1トレーサビリティ推進 各業態に見合ったトレーサビリティシステムの推進を図る ○ ○ ◎ 中・長

2-5新たな地域水産物（ブランド）の開発 2-5-1ブランド開発 目玉となる特色ある水産物・加工品を掘り起こしたり、未利用、知名度の低い水産物・加工品を積極的に売り出す ○ ○ ◎ 短・中

2-6地元消費拡大 2-6-1浜松市水産物旬のカレンダー 「浜松水産物旬のカレンダー」を製作し、関係団体、学校、企業に配布する ◎ ○ 短

2-6-2学校給食地産地消推進 学校給食会および献立作成委員会へ地産地消と自給率の向上を働きかける ◎ ○ 短

2-6-3地産地消推進 病院や大手企業などの食堂に地場水産物を使った献立の積極的導入を働きかける ◎ ○ 短

2-6-4地域産メニュー開発促進 プロアマ問わない地元産お魚料理コンテストを開催し、地域産メニュー開発チームを結成する　 ◎ ○ 中

2-7販売促進PR活動の推進 2-7-1地場産品PR推進 生産者、流通業者、水産加工業、販売店、飲食業、行政が一体となって地場水産物のPRに取り組む ◎ ○ 短

2-7-2インターネット環境活用推進 関係漁協におけるインターネット環境の活用を推進し、関係漁協・関係機関・企業とリンクする ○ ◎ 短

2-7-3地産地消マップ作成 浜松市域で地元農水産物を取り扱う料理店・レストランなどのマップを作成し、配布する ◎ ○ 短

2-7-4ブランド販売促進 ブランド開発プロジェクトと連動した販売促進PR活動を推進する ○ ◎ 中・長

Ⅱ水産資源の持続的利活用戦略 ３．持続的な資源管理 3-1地域特性を反映した漁業調整 3-1-1地域漁業調整勉強会 資源管理と漁業調整について生産者が勉強する会を組織し、地域の操業特性と資源管理のあり方を協議する ○ ○ ◎ 中・長

3-2造成漁場管理 3-2-1造成漁場維持管理 浜名湖内の既存の造成漁場、計画する造成漁場について維持管理体制づくりを推進する ○ ○ ◎ 短・中

3-3放流事業促進 3-3-1放流事業推進 種苗センターの拡充と機能強化により放流事業の充実を図り、水産資源の増強を推進する ○ ◎ 中

3-3-2内水面放流事業推進 佐鳴湖・都田川や天竜川流域における種苗生産と放流および管理の充実を図る ○ ◎ 中

3-3-3市民放流事業イベント 各地域で実施する放流事業への市民参加を促進する ○ ◎ 短

3-4掃海活動 3-4-1アオサ除去・利活用 浜名湖内のアオサ除去を推進し、除去アオサの利活用を推進する ○ ○ ◎ 中・長
3-5流域生態系の総合資源管理の 3-5-1流域資源管理関係協議会 天竜川、浜名湖、遠州灘を取りまく自然環境及び水産資源の保全や管理体制の連携強化を図る協議会の整備、推進 ○ ○ ○ ○ 長
　　仕組みつくり 3-5-2資源管理資料保管整備 地域の川や湖に生息する生物の種の変遷を資料として整理し、保存し、提供する ○ ◎ 中

3-6管理ルールづくりと遵守徹底 3-6-1資源管理意識徹底 漁業者の資源管理意識を再確認し遵守徹底を図る、市民を含めた資源管理ルールの整備と遵守徹底に努める ○ ○ ◎ 中

3-7資源の調査研究の推進 3-7-1調査研究支援及び成果の活用 水産技術研究所の研究活動（現場調査）へ参加し、研究成果を漁業活動に活用する ◎ ○ ◎ 短～長

４．水産資源の背景として 4-1河川環境との共生 4-1-1天竜川水系河川整備計画との共生 内水面漁業の立場から天竜川水系河川整備計画と協調して資源、自然環境の保全に努める ◎ ○ ○ ○ 長

　の環境保全 4-1-2てんはまエコミュージアム推進 市事業「てんはまエコミュージアム推進事業」*)と連携し、天竜川・浜名湖の自然環境の保全と有効活用を推進する ◎ ○ 中

4-2浜名湖内水域、湖岸の環境保全 4-2-1浜名湖水域環境保全 市事業「浜名湖の環境保全と流域の活性化」と連携し、水産資源の背景となる環境の保全を推進する ◎ ○ 中・長

4-3遠州灘海岸保全対策と侵食対策 4-3-1侵食対策モニタリング支援 沿岸漁業者として海岸侵食に関わる海域環境のモニターとしての役割、システムを構築する ○ ◎ ○ ○ 長
4-4市民との協働による環境保全、資
源　　保護活動の促進

Ⅲ水産業の情報戦略 ５．水産業情報の提供 5-1IT活用による情報発信、収集分析

　　と活用 　　：基盤と手法の整備、情報の共有

5-2魚食文化の啓発、普及 5-2-1地元のさかな、料理普及推進 えんばい朝市における地元ならではの料理の紹介、提供を進め、漁港整備計画における常設施設へ展開する ○ ◎ 短

5-3NPO法人等の活動との協調 5-3-1NPO法人活動支援 NPO法人の活動の広報、関係機関調整等を支援する ◎ ○ 短

5-4体験学習施設との連携 5-4-1ウォット連携 体験学習施設と連携し、浜名湖、地域の水産業に対する市民の理解を深める活動を推進する ◎ ○ ○ 短・中

Ⅳ水産業クラスター形成戦略 ６．水産業と地域産業の 6-1水産業と地域産業の融合、複合化

　　連携促進 　　推進、新たな付加価値と関連産業 6-1-1未利用資源有効活用研究 未利用資源、廃棄資源などの再利用研究に関する連携先を検討する ○ ○ ◎ 長

　　創造

6-2観光資源化できる水産資源および

　　水産業の創出
中

基本理念 個別プロジェクト 実施
期間

地域の自然環境や水産資源を観光資源として活用する手段、生業として“海業”創出を推進する

関係する組織

や
ら
ま
い
か
！
　
元
気
で
に
ぎ
わ
い
の
あ
る
浜
松
の
水
産
業

6-2-1“海業”*)創出 ○ ◎○

4-4-1市民参加海山川環境保全推進 市事業「森の復権プロジェクト」*)と連携し、水産業の立場から参画し事業を推進する

5-1-1ホームページネットワーク構築 『情報循環システム』として関係漁協のホームページネットワークを整備し、関係機関とのリンクにより情報を発信する

○ 長

○ ◎ 短・中

◎

凡 例
図２ 浜 松 市 水 産 業 振 興 基 本 計 画 体 系 図

凡 例

○：主に関係する組織 ◎：中心となって取り組む組織
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図３　個別プロジェクトカルテ

水産業振興戦略

リーディングプロジェクト

　　　1-1-1舞阪漁港整備と機能保全への支援

プロジェクト方針

内容 舞阪漁港整備及び機能保全計画　検討チーム設置：県、漁業者、漁協、市による協議体制支援

舞阪漁港整備事業（県事業）：測量試験ならびに計画設計、施設整備工事、保全対策工事

課題 ・広域水産物供給基盤整備事業（県事業H14～H23）の進捗と機能保全計画の整備

・操業実態の整理、湖面漁業と沿岸漁業の機能集約の整理　→　村櫛漁港との機能分担

・係船岸利用、土地利用計画の点検　→現状と将来設定

・施設の高機能化の基礎となる漁港施設活用方針策定　→安全衛生管理計画、直販等支援

・地方卸売市場再編、荷揚げ時間と曜日の検討

・直販施設等市民交流の施設計画の検討

優先度 　検討チーム設置はその後の事業計画を左右するため急がれる、施設整備は事業進捗による。

実施の主体 県○　市◎　民間○ ：検討は漁業者、行政の協働。整備は公共事業を基本とする。

事業期間案 短～長期 ：検討は短～中期、施設整備は長期。

　　　1-2-1村櫛漁港整備･機能保全再構築

プロジェクト方針

内容 村櫛漁港整備･機能保全計画　検討チーム設置：漁業者、漁協、市による検討組織設置

村櫛漁港整備事業：測量試験ならびに計画設計、施設整備工事

課題 ・湖面漁業の操業実態と集約する機能整理　→　舞阪漁港との機能分担

・係船岸利用、土地利用計画の点検　→現状と将来設定

・直販施設等市民交流の施設計画の検討

・荷捌所の衛生管理施設への移行

優先度 　検討チームの設置はその後の事業計画を左右するため急がれる、舞阪漁港整備事業と連動。

実施の主体 市◎　民間○ ：計画検討は漁業者、行政の協働。整備は公共事業を基本とする。

事業期間案 短～長期 ：計画検討は短～中期、施設整備は長期。

　　1-3ノリ養殖施設改善

　　　1-3-1ノリ養殖施設改善

プロジェクト方針

内容 ノリ養殖体制の計画策定：種苗の確保、種付け作業等技術の確立、生産体制計画

　→生産量と施設量の調整

施設の運営管理計画策定　：　施設管理計画

施設の修繕、改良計画・設計　：生産計画、管理計画に見合った施設修繕計画策定・設計

施設整備修繕工事　：　既設整備の活用

課題 ・適正な施設整備量　←目標とする生産体制に見合った施設、今後の種苗確保等見通し。

・種苗の確保　→自主自立で種苗生産

・施設場所の確保　→施設規模、管理計画に適合した場所の確保、候補の有無。

優先度 　作業の時期的制限、現状施設の損耗度、継続運用の可否により早期対応が望まれる。

実施の主体 県○　市○　民間◎ ：計画は漁業者、漁協が主体。行政は支援。補修整備は行政と協議。

事業期間案 短・中期 ：計画は短期、施設整備は中期。

　　1-2村櫛漁港整備と機能保全

個別プロジェクト

村櫛漁港を浜名湖内の基地漁港として、アサリ集荷、鮮魚集荷などの機能を集約し、施設の整
備･機能保全について漁業者と協働して計画し、推進する。

個別プロジェクト

安全で効率的な水揚作業や荷捌及び漁船の係留などの機能が十分発揮されるように、現行の施
設整備に加えて機能保全面からの漁港としての基盤整備について静岡県、漁業者、市が協働し
て検討する取り組みを支援する。

重点プロジェクト

個別プロジェクト

複合的漁業経営として重要なアオノリの種苗生産向上と作業の効率化を図るための施設整備を
進める。

重点プロジェクト

Ⅰ　水産業経営の安定化戦略

　１．水産業経営の基盤整備

　　1-1舞阪漁港整備と機能保全重点プロジェクト
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図３　個別プロジェクトカルテ

水産業振興戦略

リーディングプロジェクト

　　　1-4-1航路維持しゅんせつ

プロジェクト方針

内容 村櫛漁港区域内の航路維持しゅんせつ：測量試験、しゅんせつ計画設計、廃土処理計画設計

村櫛漁港区域内の航路維持しゅんせつ工事　：　しゅんせつと土砂処理（覆砂）

河川区域、港湾区域における航路維持しゅんせつ　：所管とのしゅんせつ計画調整

課題 ・土砂利用として覆砂による漁場造成を調整　：　場所の選定、造成量検討、維持管理計画

・航路維持管理のあり方　→　埋まったら掘る→維持費用の計画的な計上→事業化の可能性

優先度 　航路航行上の安全確保面から緊急に対応、早期着工

実施の主体 市◎　民間○ ：工事は公共事業で実施。維持管理については漁業者とも協議。

事業期間案 短期 ：早急の対応が要望されている。

　　1-5増殖場造成

　　　1-5-1覆砂

プロジェクト方針

内容 覆砂による漁場造成計画　：　造成位置選定、造成規模検討、計画断面検討

造成後の維持管理計画　：　漁場の自主的な維持管理計画

課題 ・土砂の確保は航路維持しゅんせつ計画と連動←しゅんせつ土量と造成土量の調整

・漁場の維持管理手法の検討

・必要ならば開墾、アオサの除去

優先度 　土砂確保の面から航路維持しゅんせつと連動して計画、実施

取り組みの分類 市◎　民間○ ：造成施工は公共。造成計画・維持管理計画は漁業者主体の協働。

事業期間案 短期～長期 ：しゅんせつ工事に連動

　　　1-6-1広域漁場整備

プロジェクト方針

内容 漁場造成工事　：　マウンド造成

課題 ・漁場の効果追跡

・成果調査のための漁網目合い規制解除（緩和）

優先度 　県事業計画において実施

実施の主体 県◎　民間○ ：国庫補助による県事業、効果追跡等調査で漁業者協働。

事業期間案 中・長期 ：平成20年度から着手

個別プロジェクト

浜名湖内の航路安全確保のため、しゅんせつ等整備を関係所管と調整しながら進める。

個別プロジェクト

遠州灘海域に人工湧昇流を発生させるマウンド漁場を造成し、回遊性の魚類やシラスなどの漁場
を整備する。

重点プロジェクト

個別プロジェクト

浜名湖内のアサリ、クルマエビ等増殖場としての整備を計画し、効率的な操業と資源確保を進め
る。

重点プロジェクト 　　1-4航路安全確保

重点プロジェクト 　　1-6魚礁漁場造成

Ⅰ　水産業経営の安定化戦略

　１．水産業経営の基盤整備
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図３　個別プロジェクトカルテ

水産業振興戦略

リーディングプロジェクト

　　　1-7-1地下水規制緩和検討支援

プロジェクト方針

内容 　協議会（案）　：　用水の使用実態、確保実態と現行規制について課題と対策協議

→市は上記協議会の支援および静岡県との調整のパイプ役

課題 ・規制改定のための手続きと課題の整理

・規制緩和対策

・担い手育成のための規模拡充

優先度 　規制改定目指して協議早期着手

取り組みの分類 県○　市○　民間○ ：規制改定は行政内課題、要望とりまとめ等は養殖業者主体、市支援。

事業期間案 中期

　　　1-8-1漁場整備

プロジェクト方針

内容 アユ産卵場の造成など内水面漁場整備について河川整備計画と連動して協議計画する。

課題 ・事業化と維持管理計画について関係行政と生産者が協議

・事業への取り組みを環境保護と資源保護管理の面から市民にPR

・河床形態や動植物の生息・生育・繁殖環境に配慮した瀬、淵等の保全

優先度 　河川整備計画、他の内水面環境対策と連動して対応

実施の主体 民間◎ ：漁業者、漁協による実施

事業期間案 中・長期

　　　1-9-1水産用医薬品利用促進支援

プロジェクト方針

内容 生産者と研究機関および許認可関連部署との連絡調整等について支援する。

課題 ・生産の効率化と安全確保。薬品の安全性、正しい使用について消費者に説明、PR。

・生産者の要望と許認可の調整。

・変化する魚病に即応する薬品開発

優先度 　連絡調整に早期着手。

実施の主体 国○　県○　市○　民間○ ：生産者、研究機関、行政の連絡体制づくり

事業期間案 中・長期 ：連絡調整は中期、使用認可に関しては期間を要する。

個別プロジェクト

養殖魚における水産用医薬品の研究、利用、適正な使用の促進。

Ⅰ　水産業経営の安定化戦略

　１．水産業経営の基盤整備

重点プロジェクト 　　1-7養殖用水確保

重点プロジェクト 　　1-8河川整備計画対応

個別プロジェクト

河川整備計画に連動した産卵場の造成、魚道整備等について生産者として取り組む。

重点プロジェクト 　　1-9経営基盤支援

個別プロジェクト

地下水関連の規制に関して静岡県との調整を進めるとともに養殖用水の確保について支援す
る。
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図３　個別プロジェクトカルテ

水産業振興戦略

リーディングプロジェクト

　　　1-9-2制度資金融資

プロジェクト方針

内容 漁業近代化資金の利子補給

課題 ・石油高騰や環境問題に配慮した融資メニューが欲しい

優先度 　経済状況に連動して持続的な制度運用

実施の主体 県○　市○　民間○

事業期間案 短～長期

　　　1-9-3漁協再編支援

プロジェクト方針

内容 漁協の進める再編事業について、行政面から支援する。

課題 ・漁協間の調整

・浜名湖漁場（アサリ漁業者等）への参入希望漁業者の調整

優先度 　漁協の再編計画に連動

実施の主体 県○　民間◎ ：主体は漁協、県が支援する。

事業期間案 中期 ：再編計画に準ずる

　　　1-9-1人づくり支援

プロジェクト方針

内容 後継者対策　：　県教育機関における若年就業者、新規就業者の育成支援

　　　　　　　　　　漁業士認定、活動支援による漁業の魅力アピール

経営体強化　：　新たな経営形態への取り組み支援、経営の近代化、効率化支援

課題 ・他の振興施策と連動した経営基盤の強化に裏打ちされた後継者対策

・水産業クラスター形成とも連携した新しい経営形態への挑戦支援。経営者の発想転換促進。

優先度 　手がけられるところから早期に着手、継続的に実施

実施の主体 県○　市○　民間○ ：主体は水産業者、経営者であるが、行政が支援。

事業期間案 　長期 ：基本計画期間継続して実施するものとして長期に位置づけ。

漁協の進める経営強化対策に基づく地域漁協の統合、生産市場の統合の促進について支援す
る。

重点プロジェクト 　　1-9経営基盤支援

個別プロジェクト

後継者対策としての担い手就業支援、後継者の育成、新規参入者の受入。人材育成としての経
営体（経営者）の育成、リーダー育成などを支援する。

個別プロジェクト

漁業者などの資本整備の高度化を図り、漁業経営の近代化を促進する目的で、長期かつ低利の
資金を融通する融資機関に対し、利子補給を行う。

Ⅰ　水産業経営の安定化戦略

　１．水産業経営の基盤整備

重点プロジェクト 　　1-9経営基盤支援

重点プロジェクト 　　1-9経営基盤支援

個別プロジェクト
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図３　個別プロジェクトカルテ

水産業振興戦略

リーディングプロジェクト

　　　2-1-1地元販路開拓プロジェクト

プロジェクト方針

内容 生産者、流通業者の協働体制立ち上げ　：　生産物の確保、協力小売店、地域スーパーの確保

取り組みのPR等行政支援　：　行政広報において生産者、業者の取り組み紹介。

地域拡大における他地域との調整　：　販路展開時の地区への紹介，仲介

課題 ・体制の調整　：　利害と分担の調整

・生産者の販売活動への参入の仕方　：　生産活動への負担

・協力小売店の確保　：　賛同する地域の小売店、地域スーパー、飲食業者への働きかけ

優先度 　民間主体で早期に手がける

実施の主体 市○　民間◎ ：プロジェクト推進は民間（漁業者、仲買業者）主体、行政は支援。

事業期間案 短・中期　 ：取り組みは身近から、小規模からスタートその後拡大策検討。

　　　2-2-1えんばい朝市展開プロジェクト

プロジェクト方針

内容 えんばい朝市の経営展開　：　経営主体の整備、営業としての仕組みつくり

開催と営業展開に対する行政支援：広報、PRの支援。常設に向けた支援。運営施設等の支援。

課題 ・経営主体の仕組みつくり　：　生業、商売としての取り組みを目指す

・常設施設化に向けた取り組みと課題を整理しておく

・消費者からの要望、反応を経営ノウハウとして蓄積する

・さらなる他産業分野、他企業への連携推進。

優先度 　体制づくりの協議に早期着手。

取り組みの分類 市○　民間◎ ：実施は民間主体、市は支援と常設化に向けて取り組む。

事業期間案 短期 ：可能な範囲から取りかかる

　　　2-2-2常設直販所計画推進プロジェクト

プロジェクト方針

内容 直売施設、食堂の整備　：　えんばい朝市からの発展型として

消費者との対話　：　営利目的だけでなく、市民と水産業の接点つくり。

施設整備計画，事業の具体化　：　漁業者、漁協、行政による計画組織立ち上げ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行政の事業具体化推進

課題 ・経営主体の組織つくり

・漁港整備計画における事業化の可能性

優先度 　えんばい朝市の展開進ちょくに応じて、次段階ステップと位置づける

取り組みの分類 県○　市○　民間◎ ：計画は官民協議、整備は公共事業、運営管理（経営）は民間

事業期間案 長期 ：えんばい朝市展開と漁港整備進ちょくにより長期を目途とする。

個別プロジェクト

舞阪漁港再整備、村櫛漁港再整備において、常設の直売所、食堂などの施設整備を検討する。

重点プロジェクト 　　2-2消費者ニーズの把握

重点プロジェクト 　　2-1生産者、仲買共同の販路開拓

えんばい朝市の経営展開、充実を図り積極的に生産者、流通業者が消費者ニーズを把握するよ
うに努める。

個別プロジェクト

個別プロジェクト

地域を基盤とした大量流通に乗らない、地元産水産物を地域の流通業者と協働して流通させる
販路、販売方法を開拓する。

重点プロジェクト 　　2-2消費者ニーズの把握

Ⅰ　水産業経営の安定化戦略

　２．水産物価値の向上・安定
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図３　個別プロジェクトカルテ

水産業振興戦略

リーディングプロジェクト

　　　2-3-1地域衛生管理計画検討協議会プロジェクト

プロジェクト方針

内容 地域としての衛生管理方針を検討するための委員会、検討会、ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ等の立上げ

地域衛生管理計画の勉強会　：　アドバイザー等招聘

課題 ・地域として漁業者、漁協、行政、市民が『衛生管理』の概念を共有する

・施設整備の前に、衛生管理として何が出来るか、やるべきかを抽出する。

・地域特性にあった、身の丈の衛生管理計画とする

・衛生管理計画への取り組み段階から市民に広報する、取り組みのPR。

優先度 　実現期間は長期化が予想されるため、協議会などの検討体制を早期に立ち上げる。

実施の主体 県○　市○　民間○ ：協議会は漁業者、漁協、行政の協働実施

事業期間案 中期 ：施設整備の早期実現を目指して協議会は中期と位置づける

　　　2-3-2地域衛生管理施設整備プロジェクト

プロジェクト方針

内容 衛生管理施設整備計画の具体化　：　検討協議会の延長線上として対応

衛生管理施設整備の設計施工　：　整備事業

管理運営システムの構築

課題 ・漁港施設整備事業における衛生管理施設の取り込み方

・既往施設との調整

・事業認可に向けた取り組み

優先度 　地域衛生管理計画検討協議会の検討結果による。現実的で地域にあった計画が優先。

実施の主体 国○ 県◎ 市○ 民間◎ ：施設整備計画の具体化は官民協働、施設整備事業は

　公共事業、運営は民間主体。

事業期間案 長期 ：協議会検討も含めて整備は長期と位置づける

　　　2-4-1トレーサビリティ推進プロジェクト

プロジェクト方針

内容 各業態に見合ったトレーサビリティシステムの推進を図る

課題 ・業態の特性に見合ったシステム検討　：可能な範囲を定める

・先進事例である養殖業のノウハウを他業種に還元

・組織としての管理手法を検討

優先度 　各業態における検討は早期着手

実施の主体 県○　市○　民間◎ ：主体は各業態の業者、取り組みや関係機関調整など行政が支援、

　実施は各業者。

事業期間案 中・長期 ：システム構築にはある程度の期間が必要。

個別プロジェクト

地域衛生管理計画検討協議会による衛生管理対策に準拠した施設整備計画に基づき衛生管理
施設整備を舞阪漁港、村櫛漁港再整備事業において進める。

重点プロジェクト 　　2-4水産物流通の透明性の確保

個別プロジェクト

トレ－サビリティシステム等を活用して安全・安心な水産物を消費者に提供する。

重点プロジェクト 　　2-3衛生管理対策

Ⅰ　水産業経営の安定化戦略

　２．水産物価値の向上・安定

重点プロジェクト 　　2-3衛生管理対策

個別プロジェクト

沿岸、湖面漁業における施設整備だけに頼らない衛生管理体制について検討協議する。
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図３　個別プロジェクトカルテ

水産業振興戦略

リーディングプロジェクト

　　　2-5-1ブランド開発プロジェクト

プロジェクト方針

内容 ブランド水産物の抽出　：　関係業者、流通業者、加工業者、行政で検討委員会設置

販売戦略の構築　：　ブランド品の質の維持、生産体制構築、PR、販売方法（販路）開発

課題 ・取り込みやすい水産物から手がける

・生産体制に課題を抱えるものは避ける

・他所産物との差別化の可能性

・まずは市内で通用するブランドから始める、初めから全国展開を狙わない

優先度 　検討組織は早期立ち上げ

実施の主体 県○　市○　民間◎ ：民間が主体、行政は先進事例等の情報提供、販売段階のPR支援

事業期間案 短・中期 ：対応可能な水産物，水産加工品から着手する

　　　2-6-1浜松市水産物旬のカレンダー製作

プロジェクト方針

内容 カレンダー製作　：　関係業者、組合等の協力の下、浜松市で製作

配布　：　関係者、関係機関へ配布

課題 ・関係者と協議する　：　抽出のねらい→知ってもらいたい水産物、売り出したい水産物

・ブランド創出による改訂版体制　：　ブランド開発段階で追加組み込めるように、刷新を目指す。

優先度 　早急に取りかかる

実施の主体 市◎　民間○ ：市が製作から配布まで実施←内容は各水産業関係者と調整　

事業期間案 短期

　　　2-6-2学校給食地産地消推進

プロジェクト方針

内容 関係機関への働きかけ　：　生産者、流通業者による販路拡大プロジェクトと連携

取り組みの具体化　：　各学校、給食センターと生産者・流通業者組織の協働

                                  魚のフィーレや加工品の開発により導入しやすい環境をつくる。

課題 ・実現化協議を進める　：　供給面、安全面、コスト面

・地元食材を食育につなげるための取り組みを確立する：献立、新メニューの開発

優先度 　働きかけ、協議は早期着手

取り組みの分類 市◎　民間○ ：学校関係機関との橋渡しは浜松市、食材の供給は生産者・

　流通業者が対応。

事業期間案 短期 ：具体化は短期実現、食材供給は継続して定着を目指す。

重点プロジェクト 　　2-5新たな地域水産物（ブランド）の開発

個別プロジェクト

地域の目玉となる特色ある水産物、水産加工品を掘り起こしたり、未利用、知名度の低い水産
物、水産加工品を積極的に売り出す。

個別プロジェクト

浜松市地産地消推進計画に基づき「浜松水産物旬のカレンダー」を製作し、関係団体、学校、企
業に配布する。

重点プロジェクト 　　2-6地元消費拡大

重点プロジェクト 　　2-6地元消費拡大

個別プロジェクト

学校給食会及び献立作成委員会へ地産地消と自給率向上を働きかける。

Ⅰ　水産業経営の安定化戦略

　２．水産物価値の向上・安定
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図３　個別プロジェクトカルテ

水産業振興戦略

リーディングプロジェクト

　　　2-6-3地産地消推進プロジェクト

プロジェクト方針

内容

取り組みの具体化　：　病院、企業と生産者・流通業者組織の協働

課題 ・実現化協議を進める　：　供給面、安全面、コスト面

・地元食材を食育につなげるための取り組みを確立する

優先度 　働きかけ、協議は早期着手

実施の主体 市◎　民間○ ：学校給食へのプロジェクトにならい、生産者、流通業者が独自で展開。

　行政は支援。

事業期間案 短期 ：学校給食対応以降継続的に定着を目指す。

　　　2-6-4地域産メニュー開発促進プロジェクト

プロジェクト方針

内容 地元産お魚料理コンテスト（仮称）の開催　：　プロアマ問わずコンクール実施（毎年(案)）

地域産メニュー開発チーム（仮称）結成　：　地元伝統の料理、新発想の料理、コンクール料理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　などから“メニュー”を作り、公表発信する。

課題 ・コンテスト事務局、開発チームの立ち上げ

・運営コスト　：　協賛体制による資金調達

優先度 　体制づくりに早期着手

実施の主体 市◎　民間○ ：漁業者、漁協、流通業者、飲食業者が協働、市行政が支援

事業期間案 中期 ：体制立ち上げ、コンテスト、メニュー開発、PRを一連として中期見込

　　　2-7-1地場産品PR推進プロジェクト

プロジェクト方針

内容 生産者、流通業者の販路拡大プロジェクトと連携してPR活動推進

販売先（地域スーパー、小売店、飲食業）と連携したPR活動の実施

広報、各種イベントにおけるPR、イベント参加補助等のPR活動行政支援

課題 ・地域の一体感、統一感を出すために各業種、企業、機関が連携調整する。

優先度 各販売促進プロジェクトと連動して着手

実施の主体 市◎　民間○ ：市、生産者、流通業者、加工業者、販売業者、飲食等サービス業も

　含めた全ての業種

事業期間案 短期 ：着手は短期、実施は継続

重点プロジェクト 　　2-7販売促進PR活動の推進

個別プロジェクト

生産者、流通業者、水産加工業、販売店、飲食業ならびに行政が一体となって地場水産物のPR
に取り組む。

重点プロジェクト 　　2-6地元消費拡大

個別プロジェクト

病院や大手企業などの食堂に地場水産物を使った献立の積極的導入を働きかける。

Ⅰ　水産業経営の安定化戦略

　２．水産物価値の向上・安定

重点プロジェクト 　　2-6地元消費拡大

個別プロジェクト

調理師、主婦などプロ、アマ、老若男女を問わず広く旬の地元産お魚メニューの開発と販売促進
を共同して進める。
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図３　個別プロジェクトカルテ

水産業振興戦略

リーディングプロジェクト

　　　2-7-2インターネット環境活用推進プロジェクト

プロジェクト方針

内容 関係漁協におけるインターネット環境活用の推進　：　整備の支援、活用の研修支援

関係漁協、関係機関、企業等リンクの推進　：　連携のための秩序構築

課題 ・ホームページ活用の格差是正　：　活用のメリット、運営・管理の啓蒙

・管理体制の確立　：　情報の鮮度保持＝更新の推進　、　反響への対応

優先度 　関係漁協別に活用較差を点検して、遅れているところから早期着手

実施の主体 市○　民間◎ ：主体は漁協等団体、行政は推進の支援。

事業期間案 短期 ：早期着手して、継続、定着を目指す

　　　2-7-3地産地消マップ作成

プロジェクト方針

内容 地産地消の広報活動　：　取り扱いマップ作成、配布

課題 ・地産地消広報活動と企業PRの調整

・インターネット情報との差別化および連携

・刷新の対応　：　情報の陳腐化への対応

優先度 　情報の鮮度を考慮して早期に着手

実施の主体 市◎　民間○ ：生産者、流通業者、加工業者、販売店、飲食業、観光業との協働

事業期間案 短期 ：早期着手して、継続、定着を目指す

　　　2-7-4ブランド販売促進プロジェクト

プロジェクト方針

内容 ブランド開発プロジェクトと連携してPR活動推進

販売先（地域スーパー、小売店、飲食業）と連携したPR活動の実施

広報、各種イベントにおけるPR、イベント参加補助等のPR活動行政支援

課題 ・まずは地域ブランドの知名度を地元で固める。　←PR戦略はブランド開発プロジェクトによる

優先度 　ブランド開発の進捗による

実施の主体 市○　民間◎ ：ブランド開発チームが主体。行政は支援。

事業期間案 中・長期 ：ブランド開発に連動して、着手。その後は継続して実施。

重点プロジェクト 　　2-7販売促進PR活動の推進

重点プロジェクト 　　2-7販売促進PR活動の推進

個別プロジェクト

ブランド開発プロジェクトと連動した販売促進PR活動を推進する。
PRは浜松市内から重点的に始め、将来的には県内外大都市圏、全国への展開を視野に入れ
る。

個別プロジェクト

浜松市域で地元農水産物を取り扱う料理店・レストランなどのマップ作成、配布。

　　2-7販売促進PR活動の推進

Ⅰ　水産業経営の安定化戦略

　２．水産物価値の向上・安定

関係漁協のホームページの充実を図り、直販の受付、市況、イベント等の情報の更新に努めPR
活動を推進する。

重点プロジェクト

個別プロジェクト
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図３　個別プロジェクトカルテ

水産業振興戦略

リーディングプロジェクト

　　　3-1-1地域漁業調整勉強会

プロジェクト方針

内容 資源管理と漁業調整について生産者が勉強する会を組織する

地域の操業特性と資源管理のあり方を協議する

課題 ・操業特性＝操業計画　と資源管理のあり方

・現行漁業規制の根拠　その根拠と操業特性（操業希望）との調整

・自主管理ルールの科学的裏付け　

優先度 　組織づくりに早期着手

実施の主体 県○　市○　民間◎ ：生産者で組織し、現行調整内容については調整委員会、行政が

　講師役。研究機関による科学的裏付け連携。

事業期間案 中・長期 ：ある程度の検討期間が必要。

　　　3-2-1造成漁場維持管理プロジェクト

プロジェクト方針

内容 漁協内、各業種組合における管理体制の協議

→既設漁場の実態の把握と管理、復旧の検討

→しゅんせつ、覆砂事業に連動した新規漁場の管理体制の検討

課題 ・造成漁場の実態の把握

・管理手法の検討

・操業ルール→管理ルールとの連動

優先度 　早期の実態把握と対応検討を進める

実施の主体 県○　市○　民間◎ ：漁業者、漁協が主体となって推進。市は調整支援、県水技は技術支援

事業期間案 短・中期 ：早期着手、管理手法の確立を目指し、持続的な管理を目指す。

　　　3-3-1放流事業推進プロジェクト

プロジェクト方針

内容

課題 ・育成種の選定と育成技術の充実

・管理体制の改善と拡充

優先度 　基礎的な検討、施設運営計画から手がける

実施の主体 市○　民間◎

事業期間案 中期

施設の年間稼働が可能となるように、育成種苗種の拡充を図り、効率的な放流種苗の育成と、
浜名湖内放流事業の拡充による資源保護の増強を図る。

個別プロジェクト

浜名湖内の既存の造成漁場、計画する造成漁場について維持管理体制づくりを推進する。

重点プロジェクト 　　3-3放流事業促進

個別プロジェクト

種苗センターの拡充と機能強化により放流事業の充実を図り、水産資源の増強を推進する。

重点プロジェクト 　　3-2造成漁場管理

遠州灘、浜名湖の漁業環境や資源管理を踏まえ漁業許可等漁業調整について、将来的な展望
に立って協議する検討会を組織する。

Ⅱ　水産資源の持続的利活用戦略

個別プロジェクト

　３．持続的な資源管理

重点プロジェクト 　　3-1地域特性を反映した漁業調整
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図３　個別プロジェクトカルテ

水産業振興戦略

リーディングプロジェクト

　　　3-3-2内水面放流事業推進プロジェクト

プロジェクト方針

内容 義務放流に係る種苗の確保、放流の維持継続対策の検討

課題 ・アユ種苗生産の維持　→　天竜川産天然アユの維持

優先度 　継続している義務放流事業と合わせて推進

実施の主体 県○　民間◎

事業期間案 中期

　　　3-3-3市民放流事業イベント

プロジェクト方針

内容 市民参加放流事業　：　各地域で実施する放流事業における市民参加を促進する。

課題 ・多くの放流事業で、活動に市民が参加できるように目指す。

・運営と広報を各種団体とも連携する　：　NPO活動との連携、行政の支援

・活動における安全管理

優先度 　可能な放流事業から適宜実施

実施の主体 市○　民間◎ ：生産者、組合、行政、市民が協働して企画、運営、広報、管理する

事業期間案 短期 ：早期に着手して、持続、定着を目指す。

　　　3-4-1アオサ除去・利活用プロジェクト

プロジェクト方針

内容 浜名湖内のアオサ除去の推進　：　実施体制の確立と行政支援

除去アオサの利活用推進　：　利活用が除去を推進させる

課題 ・除去作業の実施主体確立と支援体制整備　：生産者が主体、市民参加（その可能性）

・アオサ利活用の可能性　：利活用の実態、研究，実用化の目処

・除去アオサの収集場所の確保、処理仮置き場の確保

優先度 　利活用の可能性と実施に向けた調整を踏まえて推進

実施の主体 県○　市○　民間◎ ：生産者、漁協主体となって利活用ノウハウのある企業等と連携。

　行政は支援。

事業期間案 中・長期 ：当面の処理は課題、検討調整にある程度の期間を要する。

放流事業を体験学習や市民協力イベントとリンクさせる取組を推進する。

重点プロジェクト 　　3-4掃海活動

個別プロジェクト

浜名湖内のアオサの除去とともに農業用の堆肥や飼料としての活用やバイオ燃料としての活用な
どリサイクル可能な対策に努める。

個別プロジェクト

佐鳴湖・都田川や天竜川流域における種苗生産と放流及び管理の充実を図る。

重点プロジェクト 　　3-3放流事業促進

個別プロジェクト

Ⅱ　水産資源の持続的利活用戦略

　３．持続的な資源管理

重点プロジェクト 　　3-3放流事業促進
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図３　個別プロジェクトカルテ

水産業振興戦略

リーディングプロジェクト

　　　3-5-1流域資源管理関係協議会プロジェクト

プロジェクト方針

内容 生産者レベルにおける資源管理連携組織つくり　：　相互の意見調整の推進

流域が一体となった資源管理のあり方の検討　：　研究機関、行政の取組方として提案

課題 ・生産者の操業実態に照らした資源管理の話し合いの場を設ける

・山から川上から川下、河口そして湖内、沿岸海域と一連の生態的な連動を考慮した資源管理の

　概念構築と実施に向けた取り組みを県、県水産技術研究所に要請する。

→県内天竜川水系をモデルケースとして

優先度 　生産者レベルの会合は早期着手、実態と課題出しが流域資源管理を推進する。

実施の主体 国○ 県○ 市○ 民間○ ：生産者部門と行政、研究機関部門に分かれ、相互の連携を調整

事業期間案 長期 ：流域全体を目指す取り組みは長期化、次の10年への継続も考慮

　　　3-5-2資源管理資料保管整備プロジェクト

プロジェクト方針

内容 地域の川や湖に生息する生物の種の変遷を資料として整理し、保存し、提供する。

地域の自然の教材としての活用を図る。

課題 ・情報収集、整理、管理、提供の主体を設置　：　漁協、NPO等団体

・活動に対する行政の支援体制　：　研究機関としての支援、運営・管理の支援

優先度 　中心となる主体の検討と行政支援のあり方の検討から手がける

実施の主体 市○　民間◎ ：漁協等生産者組織と市民、行政が協働して実施する

事業期間案 中期 ：体制づくり、支援体制確立にはある程度の時間を要する

　　　3-6-1資源管理意識徹底プロジェクト

プロジェクト方針

内容 自主管理の再確認と遵守徹底　：　漁業者の資源管理徹底

市民を含めた資源管理ルールの整備と遵守徹底　：　市民活動とも連動、広報、啓発

課題 ・操業ルールの確認

・操業管理体制の確立、罰則の規定

・資源管理の考え方を市民と共有する

・市民を含めた管理体制つくり

優先度 　自主管理は早急な対応が必要、市民への展開は自主管理の進捗による

実施の主体 県○　市○　民間◎ ：主体は漁業者、漁協。行政は支援。市民と協働するように展開する。

事業期間案 中期 ：早急に手がけるが市民への展開までを考えると長期間をを要する。

天竜川他河川、浜名湖、遠州灘を取りまく自然環境及び水産資源に対する、保全や管理体制の
連携強化を図る関係協議会などを整備、推進する。

重点プロジェクト 　　3-5流域生態の総合資源管理の仕組み作り

個別プロジェクト

川に生息する魚介類の種類の変遷について、資料を保存するとともに次世代に継承できるよう努
める。

重点プロジェクト

重点プロジェクト 　　3-5流域生態の総合資源管理の仕組みつくり

　　3-6管理ルールづくりと遵守徹底

個別プロジェクト

現状の操業申し合わせ等について再確認、再整理して生産物の価値向上、資源管理の観点か
ら徹底する意識改革を進める。また、資源を操業面からだけではなく、市民を含めた共有財産とし
て管理するルールづくりへと発展させるように努め、その遵守徹底を図る。

　３．持続的な資源管理

Ⅱ　水産資源の持続的利活用戦略

個別プロジェクト
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図３　個別プロジェクトカルテ

水産業振興戦略

リーディングプロジェクト

　　　3-7-1調査研究支援及びその活用プロジェクト

プロジェクト方針

内容 県水産技術研究所の研究活動に積極的に参加する　：　現場調査を支援する

関わった研究成果について積極的に吸収し、漁業に活用する　：　成果発表機会への参加

課題 ・広く多くの漁業者が関われること

優先度 　研究スケジュールに合わせて適宜

実施の主体 県◎　市○　民間◎ ：漁業者・漁協と水産技術研究所の協働

事業期間案 短期～長期（適宜） ：個別の期間はあるがプロジェクトとしての取り組みは、適宜であり、

　持続的に実施

　　3-7資源の調査研究の推進

個別プロジェクト

県水産技術研究所の研究について生産者として参加するとともに、結果や成果の発表に広く水
産業者が参加するように努める。

重点プロジェクト

　３．持続的な資源管理

Ⅱ　水産資源の持続的利活用戦略
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図３　個別プロジェクトカルテ

水産業振興戦略

リーディングプロジェクト

　　　4-1-1天竜川水系河川整備計画との共生プロジェクト

プロジェクト方針

内容 内水面漁業の立場から河川整備計画と協調して資源、自然環境の保全に努める

課題

優先度 　河川整備計画の進捗に連動

実施の主体 国◎ 県○ 市○ 民間○ ：河川行政、市民活動と内水面漁業が連携

事業期間案 長期 ：河川整備事業に連動

　　　4-1-2てんはまエコミュージアム推進プロジェクト

プロジェクト方針

内容 資源管理に関する情報の発信　：放流活動等への市民参加、河川情報の発信

エコミュージアム事業との連携　：内水面漁業、遊魚等の活動の情報を共有し連携する

課題 ・教育、環境、産業が連携した身近な水産業のアピール

・エコミュージアム推進事業組織との連携の仕方

優先度 　てんはまエコミュージアム推進事業の進捗と連動する

実施の主体 市◎　民間○ ：市の事業を主体として、内水面漁業者、漁協および市民と協働

事業期間案 中期 ：事業は平成２６年度までの計画

　　　4-2-1浜名湖水域環境保全プロジェクト

プロジェクト方針

内容 浜名湖水質改善のための条例における調査、対策に水産業の立場から協力、参画する

浜名湖の水をきれいにする運動等への参加協力

課題 ・日頃の漁業活動を通じた浜名湖水質環境のモニターとしての役割を担う、その具体策

・市民とともに活動する方法、連携の仕方

優先度 　手がけられる分野から適宜取り組む

実施の主体 市◎　民間○ ：市の推進する事業、活動と連携し、市民とともに協働する

事業期間案 中・長期 ：継続的な環境保全活動として期間を通じて取り組む

Ⅱ　水産資源の持続的利活用戦略

　４．水産資源の背景としての環境保全

重点プロジェクト 　　4-1河川環境との共生

個別プロジェクト

浜松市の進める「てんはまエコミュージアム推進事業」と連携し、水産業の立場から天竜川・浜名
湖の自然環境の保全と有効活用について参画し、事業の推進にあたる。

個別プロジェクト

浜松市の進める「浜名湖の環境保全と流域の活性化」と連携し、水産資源の背景となる環境保全
の推進にあたる。

重点プロジェクト 　　4-1河川環境との共生

個別プロジェクト

国土交通省「天竜川水系河川整備計画」による治水、利水、環境、土砂などの整備計画に積極
的に参加する。

重点プロジェクト 　　4-2浜名湖内水域、湖岸の環境保全
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図３　個別プロジェクトカルテ

水産業振興戦略

リーディングプロジェクト

　　　4-3-1侵食対策モニタリング支援プロジェクト

プロジェクト方針

内容 海岸侵食に関わる海域環境のモニターとしての役割、システムを構築する　

：県事業、研究との連携

課題 ・県、研究機関との連携によるモニタリングシステムの構築

優先度 　県事業、研究機関事業と連動

実施の主体 国○ 県◎ 市○ 民間○ ：主体となる県、研究機関と協働

事業期間案 長期 ：県事業、研究機関事業と連動するが、モニタリングの性格上継続

　的に実施が基本

　　　4-4-1市民参加海山川環境保全推進プロジェクト

プロジェクト方針

内容 森林づくり活動などへの参加と支援

課題 ・活動の連携体制の確立

・山・川・海・湖を総合した環境と水産資源の関係を市民とともに理解を深める

優先度 　流域資源管理関係協議会プロジェクト、森の復権プロジェクトの進捗と連動

実施の主体 市◎　民間○ ：市事業をベースとして市民と協働

事業期間案 長期 ：継続的な環境保全活動として期間を通じて取り組む

個別プロジェクト

重点プロジェクト 　　4-4市民との協働による環境保全、資源保護活動の促進

遠州灘・浜名湖の健全な漁場環境を保全するには、森・川・海を通じた川上から川下に至る幅広
い観点からの取り組みが必要であり、浜松市の進める「森の復権プロジェクト」と連携し、水産業の
立場から参画し事業の推進にあたる。

Ⅱ　水産資源の持続的利活用戦略

　４．水産資源の背景としての環境保全

個別プロジェクト

海岸保全、侵食対策のモニタリングについて沿岸漁業者としてデータ収集等参加支援する仕組
みを進める。

重点プロジェクト 　　4-3遠州灘海岸保全対策と侵食対策
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図３　個別プロジェクトカルテ

水産業振興戦略

リーディングプロジェクト

　　　5-1-1ホームページネットワーク構築プロジェクト

プロジェクト方針

内容 『情報循環システム』としてのホームページネットワークの整備

課題 ・取り扱う「情報」の認識　：何を発信し、何を情報として得るかを明確にする

・情報の受発信の管理　：情報の鮮度を保つ、管理する人、管理する方法

・情報の活用　：情報をそれぞれの水産業にどのように役立てるか

・情報連携のメリット　：生産者、流通業者、加工業者、サービス関連が連携(リンク)すること

優先度 　早急に着手し、道具としての活用を進める

実施の主体 市○　民間◎ ：主体は各漁協、構築や運用計画に関しては市が支援

事業期間案 短・中期 ：導入整備は短期、運用活用のシステム構築は中期。

　　　5-2-1地元のさかな、地元の料理普及推進プロジェクト

プロジェクト方針

内容 えんばい朝市食堂（仮称）の展開　：　地元産水産食材による料理の提供、調理方法の紹介

課題 ・調理施設、提供施設の整備　：　安全管理

・持ち帰りなどの加工品調理のシステム

・食べ方、調理方法等情報の提供方法　：　情報循環システム活用

優先度 　えんばい朝市展開プロジェクトと連動

取り組みの分類 市○　民間◎ ：主体は生産者、漁協。市は施設、場所等について支援。

事業期間案 短期 ：朝市を行いながら手法を整備、活動は継続実施。

　　　5-3-1NPO法人活動支援プロジェクト

プロジェクト方針

内容 はまなこ里海の会支援　：　NPO活動における広報、関係機関調整等行政から支援する。

その他の環境関連NPO法人との連携を支援する

課題 ・活動情報の共有

・その他のプロジェクトとの連携

優先度 　NPO方針活動計画に連動

実施の主体 市◎　民間○ ：市の支援

事業期間案 短期 ：支援方法の計画は短期、活動は継続

関係漁協のホームページの充実、活用を図り、市況・海況と水産技術研究所の浜名湖気象・ 海
況情報と市のホームページがリンクしリアルタイムで情報が発信できる体制を整える。内水面、養
殖業、沿岸・湖面漁業との相互リンク、共通な取組の情報発信。

Ⅲ　水産業の情報戦略

　５．水産業情報の提供と活用

重点プロジェクト 　　5-1IT活用による情報発信、収集分析：基盤と手法の整備情報の共有

個別プロジェクト

個別プロジェクト

NPO法人の活動の広報、関係機関調整等支援する。

個別プロジェクト

えんばい朝市における地元ならではの料理の紹介、提供を進め、旬の魚、その味わい方、調理
方法をPRする。活動の発展形として漁港整備計画における常設施設への展開を図る。

重点プロジェクト 　　5-3NPO法人等の活動との協調

重点プロジェクト 　　5-2魚食文化の啓発、普及
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図３　個別プロジェクトカルテ

水産業振興戦略

リーディングプロジェクト

　　　5-4-1ウォット連携プロジェクト

プロジェクト方針

内容 体験学習施設における活動に水産業者、漁協として参画する

課題 ・学習プログラム、イベントにおける参画内容の協議、調整

・定期的なイベント協議の実施

・展示品（生物、漁具等）の提供、貸出

優先度 　体験学習施設スケジュールに連動

実施の主体 県◎　市○　民間○ ：漁業者、漁協と指定管理者の協働、県、市の支援

事業期間案 短・中期 ：取り組み協議は早急に、取り組みは継続して実施を目指す

　　5-4体験学習施設との連携

Ⅲ　水産業の情報戦略

　５．水産業情報の提供と活用

個別プロジェクト

県水産技術研究所浜名湖分場体験学習施設“ウォット”と連携し、浜名湖地域の水産資源、自然
環境等に親しむ機会を市民に提供し、浜名湖、地域の水産業に対する市民の理解を深める活動
を推進する。

重点プロジェクト
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図３　個別プロジェクトカルテ

水産業振興戦略

リーディングプロジェクト

　　　6-1-1未利用資源有効活用研究プロジェクト

プロジェクト方針

内容 研究開発チーム結成　：　関係業者と開発企業、行政・研究機関からなる体制づくり

課題 ・開発可能性、開発メンバー構成など準備チームづくりから手がける

・研究開発運営体制　：　主体、資金、開発期間、各種発生する権利

優先度 　準備チームの結成スケジュールによる

実施の主体 県○　市○　民間◎ ：地域水産業者（漁業者、養殖業者、流通業者、加工業者、漁協等）、

　開発企業、行政、研究機関

事業期間案 長期 ：基本計画期間１０ヶ年で成果を目指す

　　　6-2-1“海業”創出プロジェクト

プロジェクト方針

内容 海業創出準備チーム結成　：　海業創出計画を検討

海業運営　：　観光と連動した生業のスタート

課題 ・運営母体の設定　：　漁協、流通業者、共同体などの可能性検討

優先度 　他プロジェクト進捗をにらみ、着手

実施の主体 県○　市○　民間◎ ：主体は民間、行政はプロジェクト推進の支援

　（ノウハウ、ネットワークの提供）

事業期間案 中期 ：準備着手から立ち上げまでを中期に設定

Ⅳ　水産業クラスター形成戦略

　６．水産業と地域産業の連携促進

地域の自然環境や水産資源を観光資源として活用する手段、生業として“海業”を創出する。
“海業”：海や地域文化伝統や地域の景観などの地域資源をフルに使って展開される沿岸漁村地
域の人々の新たな生業（東京海洋大学婁小波教授）。

個別プロジェクト

未利用資源、廃棄資源などの再利用：回収アオサの再利用、カキ殻の再利用等の連携先の検討

　　6-1水産業と地域産業の融合、複合化の推進、新たな付加価値と関連産業の創造

重点プロジェクト 　　6-2観光資源化できる水産資源および水産業の創出

個別プロジェクト

重点プロジェクト
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４．関連資料 

４－１ 浜松市水産業振興基本計画策定に係る専門会議名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区　　分 氏　　名 役　職　名 備　考

学識経験者 婁　　小　波 国立大学法人　東京海洋大学教授 座　長

流通関係 平　井　照　政 浜松魚類株式会社代表取締役社長

消費者団体 野　中　正　子 浜松市消費者団体連絡会副会長

水産業団体 内　山　尚　夫 浜名漁業協同組合代表理事組合長

吉　村　理　利 浜名漁業協同組合代表理事専務

野　寄　喜　弘 浜名湖養魚漁業協同組合代表理事組合長

秋　山　雄　司 天竜川漁業協同組合代表理事組合長

関係行政機関 廣　瀬　正　一 静岡県港湾局漁港整備室長

影　山　佳　之 静岡県水産業局水産振興室長

渥　美　　敏 静岡県水産技術研究所浜名湖分場長

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 谷　中　厚　夫 湖西市市民経済部農林水産課長

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 大　石　好　廣 新居町産業振興課長

専門会議実施風景 
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４－２ 専門会議要綱 

 

浜松市水産業振興基本計画策定に係る専門会議要綱 

 

（設置） 

第１条 この要綱は、浜松市水産業振興基本計画（以下｢基本計画｣という。）を検討する

ために設置する専門会議（以下｢専門会議｣という。）について必要な事項を定める。 

（所掌事務）  

第２条 専門会議は、次の各号に定める事項について審議する。 

(1)基本計画の対象とする内容に関すること。 

(2)基本計画に基づく水産業の振興すべき事項に関すること。 

 (3)前２号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。 

 （組織） 

第３条 専門会議の委員は１０人以内とし、次の各号に定める者の中から市長が委嘱する。 

 (1)学識経験者 

 (2)事業者 

 (3)専門的知識のある市民 

 （委員の任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から平成２１年３月３１日までの間とする。 

 （座長の職務） 

第５条 専門会議には座長を置く。 

２ 座長は、委員の互選により定める。 

３ 座長は、専門会議を代表し、議長を務める。 

 （事務局） 

第６条 専門会議の事務局は、浜松市農林水産部農業水産課に置く。 

 （細目） 

第７条 この要綱に定めのない事項は、必要の都度、専門会議の審議を経て決定する。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ この要綱は、平成２１年３月３１日をもって、その効力を失う。 
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４－３ 浜松市水産業振興基本計画策定に係る作業部会名簿 

沿岸漁業作業部会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湖面漁業作業部会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

養殖業作業部会 

 

 

 

 

 

 

 

 

区　分 氏　　名 職　　　　名 備　　考

漁業者 小楠　昌司 浜名漁業協同組合理事

漁業者 堀江　儀一郎 浜名漁業協同組合理事

漁業者 足立　一義 浜名漁業協同組合理事

漁業者 原田　輝男 浜名漁業協同組合理事

漁業者 和久田　恵子 浜名漁業協同組合女性部代表

漁協 吉村　理利 浜名漁業協同組合専務理事

漁協 一瀬　元志 浜名漁業協同組合販売課長

仲買人 中西　正宏 ㈱ナカイチ／鮮魚仲買人代表

仲買人 堀江　宏明 マルヨ堀江商店／シラス仲買人代表

県行政機関 花井　孝之 静岡県水産技術研究所浜名湖分場職員

所　属 氏　名 職　名 備　考

漁業者 白柳　英明 静岡県漁業士会西部支部会長

漁業者 高山　義和 静岡県漁業士会西部支部役員

漁業者 上村　賢司 浜名漁協採貝組合連合会会長

漁業者 天野　富弘 浜名漁業協同組合理事

漁協 松本　正敏 浜名漁業協同組合総務課長

漁協 一瀬　元志 浜名漁業協同組合販売課長

仲買人 渥美　隆広 カネ渥水産㈲／アサリ仲買人

仲買人 加茂　仙一郎 海老仙㈱／鮮魚仲買人

県行政機関 鈴木　邦弘 静岡県水産技術研究所浜名湖分場職員

所　属 氏　名 職　名 　備　考

養鰻業者 後藤　裕一 静岡県漁業士会西部支部役員

養鰻業者 徳増　源登 浜名湖養魚漁協青鰻会代表

養鮎業者 本多　正人 静岡県漁業士会西部支部役員

漁協 西山　弘一 浜名湖養魚漁業協同組合参事心得

漁協 佐原　達夫 浜名湖養魚漁業協同組合総務部長

県行政関係 松山　創 静岡県水産技術研究所浜名湖分場職員
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内水面漁業作業部会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所　属 氏　名 職　名 備考

漁　協 秋山　雄司 天竜川漁業協同組合代表理事組合長

漁　協 井口　明 天竜川漁業協同組合　参事

漁　協 鈴木　富男 都田川非出資漁業協同組合代表理事組合長

漁　協 石川　定男 阿多古川漁業協同組合代表理事組合長

- 52 -



 

４－４ 浜松市水産業振興基本計画   作業工程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業部会 事務局（浜松市） 専門会議

９月

第３回作業部会22,10/2,10/10

・課題への対策案承認

・基本目標

・施策の展開方針

・基本骨子の素案

・基本骨子の素案

・指摘事項と要望の調整

・将来像の設定

・対策施策の設定

・作業部会の招集
・部会資料作成

・部会運営

・専門会議招集

・専門会議資料作成

１０月

・基本骨子の素案

・指摘事項と要望の調整

・将来像の設定
・対策施策の設定
・作業部会の招集

・部会資料作成

・部会運営

第２回専門会議10/14

・第1回専門会議の概要

・作業部会における意見
・基本計画の骨子
・将来像、目標の設定

・今後の対策、施策

１１月

第４回作業部会11/11,11/14,11/21

・第2回専門会議議事報告

・将来像の設定・対策施策の設定

・基本計画(素案)(概要版)の承認

・将来像、対策

・施策の修正

・基本計画(素案)(概要版)の修正
・専門会議の招集

・専門会議資料作成
第３回専門会議11/26

・第2回専門会議の確認事項

・将来像プランの修正、体系図修正

１月

　

・パブリックコメント意見締切り

・意見による訂正と修正

２月

第５回作業部会

・第3回専門会議議事録報告

・パブリックコメント結果報告

・基本計画修正

・訂正箇所の報告

・パブリックコメント結果整理

・ 終基本計画調整

・ 終基本計画専門会議委員承認

（持ち回り）

３月
・委員長、副委員長説明
・議会へ報告

・基本計画原稿整理

８月

第２回作業部会8/19,8/26,9/2

・専門会議議事報告

・専門会議の指摘

・課題への対策案承認

・基本骨子の素案

・指摘事項と要望の調整

・将来像の設定

・対策施策の設定

・作業部会の招集
・部会資料作成

・部会運営

１２月

・議事録整理

・専門会議における基本計画(案)の修正

・議長、副議長説明資料作成
・委員長、副委員長説明資料作成

・議会への報告

・パブリックコメント実施

６月

第１回作業部会6/5,6/9,6/10

・基本計画概要

・部会の役割
・課題と要望

・作業部会意見まとめ
・委員長打合せ

・専門会議招集

・専門会議資料作成

・専門会議準備

７月 ・専門会議議事録

・専門会議指摘検討
・対策整理

・指摘事項と要望の調整

第１回専門会議7/4

・基本計画コンセプト

・市水産業の現状と課題
・今後の検討課題
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