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販 売 課
わかやま市民生活協同組合（生協）の独自企画。
その名も「わかやまオリジナル」。そのカタログに、紀州あかもく・衣奈
わかめ・衣奈そだちの掲載が決定し、９月号からの販売がスタートしまし
た。わかやまオリジナルは、地場の商品やリクエスト商品などを中心に企
画し販売しています。その後も、１０月号、１１月号、１２月号と掲載が
続き、新たな販路となっています。生協は多くの方が利用していて組合商
品の大きなＰＲの場としても大変期待するところです。

令和４年度第５回理事会議決事項報告
令和 4 年 9 月 30 日開催
議題
第１号議案

令和 5 年度団体漁業権一斉切替に係る漁場計画樹立の要望について
原案どおり可決
第２号議案 物件移転に関する契約書の締結について
原案どおり可決
第３号議案 衣奈漁港Ａ棟Ｂ棟解体修繕工事について
原案どおり可決
第４号議案 固定資産に関する建物等の処分について
原案どおり可決
報告事項
①第 6 次監事監査計画書(中期)について
②令和 4 年度第 3 回経営改善検討委員会報告
③さんご漁業共同経営第 1 回 2 回経営会議報告
④令和 4 年度水揚げ実績報告 8 月末
⑤令和 4 年度共済加入実績報告 8 月末
⑥水産流通適正化制度にかかる採捕事業者の届出について

新年ご挨拶
新年ご挨拶
令和５年の年頭にあたり一言ご挨拶申し上げます。

令和４年度第６回理事会議決事項報告
組合員の皆様には清々しい新年をお迎えのことと心からお慶び申し上げます。
令和 4 年 12 月 5 日開催
議題

平素は組合の運営に格別のご支援ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
第１号議案 令和 4 年度 9 月末仮決算の承認について
昨年を振り返りますと、長引く黒潮の大蛇行には変化の兆しも見えず、不漁に加え燃油価格の高止まりと
皆様にとっては、相変わらず厳しい状況が続く１年でありました。
第２号議案

新型コロナウイルス感染症関連では、年明け早々に第６波による「まん延防止等重点措置」が発令されま
したが、以後の感染拡大では行動制限を伴う措置も執られず、観光や飲食業界等への人流の増加傾向によ
り魚種によっては大幅な魚価の上昇も見られ、数少ない明るい話題のひとつとなりました。

第３号議案
第４号議案

さて、本年は組合にとって最重要課題の漁業権一斉切替の年となりますので、遺漏なく免許を受けること
さて、本年は組合にとって最重要課題の漁業権一斉切替の年となりますので、遺漏なく免許を受けること
ができるよう万全を期して取り組みます。
また、皆様のご理解とご協力を得て実行中の経営改善計画の達成には役職員一丸となって取り組んで参り
ます。
尚、厳しい中にあって、組合には法律等の改正に伴い、益々多様な役割が求められています。そのために
も将来に亘って皆様の負託に応えることができる、組合のあるべき姿の確立に向けて取り組んで参ります
ので、更なる皆様のご理解ご協力を賜りますとともに本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
結びに一日も早いコロナ感染症の終息と皆様のご健勝、併せて海上安全、大漁を祈願いたしまして新年の
ご挨拶とさせて頂きます。
代表理事組合長 松村德夫

第５号議案
第６号議案
第７号議案

原案どおり可決
組合員資格審査結果の決定について
原案どおり可決
堺新荷捌所の未利用地の一部利用について
保留次回審議
丸松商店（平野鉄雄）の差し入れ保証金減額について
原案どおり可決
水揚データー集約等のサーバー及びパソコンの入替について
原案どおり可決
育児・介護休業等に関する規則の変更について
原案どおり可決
令和４年度職員冬季賞与支給について
可決

協議事項
①洋上風力発電事業に係る情報提供について
報告事項
①随時監査結果報告
③令和４年度水揚げ実績報告１０月末
⑤相互共済浜そうじ助成金報告

②令和４年さんご漁期採捕実績報告
④令和４年度共済加入実績報告１０月末
⑥人権啓発研修の実施について

編集後記

令和４ 年を 振り 返っ てみ
ると、悲し いニュー スが多
かったよ うな気 がしま す。
コロナはも う当たり 前にな
ってきて、 １月にオ ミクロ
ン株が大流 行し、感 染者の
数が過去と は比べ物 になら
ない多さで した。感 染者数
が、増えた り減った りを繰
り返してい ますが、 ウィル
スは消える ことが無 いので
上手く付き 合って共 存して
いくしかな いのかな 、と感
じます。２ 月にはロ シアに
よるウクラ イナ侵攻 が始ま
りました。 まさかこ の時代
に戦争が始 まってし まうと
は考えもし なかった ニュー
スで被害に あってい る方々
を見いてい ると本当 に心が
痛いです。 それと同 時に何
の関係もな い国民の 方が犠
牲になり命 を落とし ている
ことに、心 を痛めま す。１
日でも早く 平和が訪 れるこ
とを祈るば かりです 。７月
には安倍晋 三元首相 の銃撃
事件があり ました。 日本中
も驚きの渦 に巻き込 まれま
したが、世 界中にも 大きな
衝撃を与え ました。 こんな
ことが日本 で起きる なんて
と驚きを隠 せません 。気が
滅入りそう な出来事 ばかり
ですが、もうすぐ令和５
年！新しい 年の始ま りを元
気いっぱい 清々しい 気持ち
で迎えられ るよう、 今年の
残りも日々 感謝の気 持ちを
忘れず１日 １日を大 切に過
ごしてい きたい もので す。
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由良町地区支所
由良町地区支所
印南町支所

衣奈浦支所で准組合員となり、区画漁業権を行使している KURA おさかなファーム㈱が、オーガニックハ
マチを出荷しました。それに先駆けて、TV 東京「ガイアの夜明け」（金曜夜１０時）が取材にきていました。
年明け放送予定だそうです。

印南町支所では、今が旬のシロサバフグ（キンフグ）が水揚げされています。
これからの季節はシロサバフグのお鍋を食べて体をあたためて寒い冬を乗り越え
ていきたいですね。
よく見るとかわいいお顏してますね♡

南部町支所

美浜町支所

離岸堤造成のための工事がついに始まりました！！まずは、海底にシートを敷いて、その上に砕石を敷き均し、
さらにその上に消波ブロックを設置します。今は、砕石の敷き均しをしています。港の出入り口の為航行の際は
注意が必要ですが、組合員にお知らせしたり説明会を開いたりして安全なルートの周知徹底に努めています。完
成の暁には刺網で伊勢えび漁や、ワカメやひろめの栽培に活用できればと思っています。

南部町支所では、クエ縄漁が最盛期を迎えております☆今年はク
エの漁獲量が少なく市場がさびしい状況です。そんな中先日 40 ㌔の
クエが水揚げされました。落札された仲買人さんに聞きますと刺身
や鍋などにすると約 100 人前くらいになるそうです。一度味わって
みたいですね☆

ーーーーーーーーーーーーーーお知らせ
ーーーーーーーーーーーーーー お知らせーーーーーーーーーーーーーー
お知らせ ーーーーーーーーーーーーーー

御坊市本
御坊市本所
市本所
去る 11 月 29 日（火）に南部小学校、12 月 9 日（金）には塩屋小学校 5 年生の生徒が漁業士会の漁業に関する
勉強会に来てくれました。巻き網漁の模型を使っての説明を熱心に聞き、大きな巻き網船に乗ったり、市場で選
別作業の説明を受けたりして漁業に触れてもらいました。イサキの稚魚の放流体験、魚を手づかみする体験では、
はしゃぐ声が賑やかに市場に響いていました。

「和歌山県部落差別の
解消の推進に関する条例」
が令和２年３月２３日に
施行されました。

南部小学校

和歌山県は部落差別の
解消を推進し、部落差別の
ない社会の実現をめざし
ています。

塩屋小学校

広報誌３１号でもお伝えしたとおり、遊漁船業務主任者講習会
が左記の日程で開催されます。前回の受講者には、組合からお知
らせが届きます。各本支所にお問い合わせください。
開催地： 御坊市…紀州日高漁協本所
由良町…紀州日高漁協戸津井支所漁村センター

