
浜の活力再生プラン 

1 地域水産業再生委員会 

組織名 上天草地区地域水産業再生委員会 

代表者名 会長 江口 幸男 

 

再生委員会の 

構成員 

天草漁協大矢野支所、松島支所、姫戸支所、

龍ヶ岳支所 

上天草市農林水産課 

熊本県天草広域本部農林水産部水産課 

オブサーバー  

※再生委員会規約及び推進体制のわ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 

１．対象地域  

上天草市大矢野町、松島町、姫戸町、龍ヶ岳町高戸 

２．対象漁業者数  正准組合員 871 名（延べ人数 1,152 名） 

一本つり漁業（236 名）、投網漁業（38 名）、延縄漁業（97 名）、

かご類漁業（155 名）、たこつぼ漁業(105 名)、定置網漁業(9名)、

流し網漁業（154 名）、なまこ桁網漁業（8 名）、まき網漁業（8

名）、刺し網漁業（256 名）、いわし船曳網漁業（3名）、魚類養殖

漁業（10名）、クルマエビ養殖漁業（26名）、貝類養殖漁業（8名）、

かに養殖（10名）、ワカメ養殖漁業（29 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) 関連する水産業を取り巻く現状等 

上天草市は天草地域の玄関口に位置し、有明海及び不知火海に面しており、美しい海

と雄大な山々に囲まれ、ほぼ全域が雲仙天草国立公園という自然豊かな地域である。 

地域の漁業は、一本釣り漁業を主体とし、延縄、投網、かにかご、いかかご、たこつ

ぼ、刺網、流し網、なまこ桁網、いわし船曳網、中小型まき網、定置網などの漁船漁業

と、魚類やクルマエビの養殖などの漁業が営まれ、水産業が盛んな地域である。 

しかしながら、魚価の低迷や燃油資材の高騰により安定的な漁業経営ができず、さら

に藻場の減少などの漁場環境の悪化も見られ、当地域の漁業をめぐる状況は一段と厳し

くなり、廃業する漁業者が増え、後継者不足や高齢化も深刻になっている。 

このような状況の中、作り育てる漁業、資源管理型漁業対策として藻場造成事業や稚

魚放流事業、燃油高騰対策としてセーフティーネット構築事業を実施し、漁家所得の向

上に努めているが、依然として厳しい状況が続いていており、さらなる取組が必要とさ

れている。 



(2) その他の関連する現状等 

漁協及び漁業者による沿岸域における清掃作業、アマモやヒジキの藻場造成の為、岩

盤清掃を行い魚類等の生息しやすい環境作りや、ワカメ等のスポアバッグ種苗投入によ

る資源増大など、漁場生産力の向上に取り組んでいる。 

また、大矢野支所では、平成 15 年度に不知火海で延縄漁にて漁獲される大矢野特産

のハモをブランド化し、「大矢野黄金のハモ」と命名、梱包資材も専用に発注し、鮮度

や身質が良い状態で届くように試行錯誤し、現在は築地等で高い評価を得ている。 

さらに、平成 25 年度から天草漁協主催にて上天草市及び観光協会の協賛のもと、ク

ルマエビのつかみ取り大会「あまくさエビリンピック」を開催し、養殖クルマエビの知

名度アップと併せ、物販による地元水産物のＰＲに取り組んでいる。 

 

3 活性化の取組方針 

(1) 基本方針 

1 漁場生産力の向上 

 ・藻場保全による水産資源の保護、培養 

 ・種苗放流による水産資源の維持、強化 

 ・禁漁期間（魚種ごと）の設定による漁獲努力量の適正管理 

2 流通体制の改善、水産物の高付加価値化 

 ・消費者への直接販売体制の構築、推進 

 ・鮮度保持、ブランド化による水産物の高付加価値化の推進 

 ・新たな水産加工への取り組みによる水産物の付加価値化の推進 

3 漁業コストの削減 

 ・省燃油活動の推進 

 ・船底掃除 

 ・ワカメ等種苗の自家生産による経費削減 

 

(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 

熊本県漁業調整規則、日本海・九州西広域漁業調整委員会指示及び天草不知火海区漁業

調整委員会指示が定める採捕制限を遵守し、資源保護及び漁獲量の適正管理に努める。 

※プランの取組に関連する漁業調整規則や漁業調整委員会指示等について記載する。 

 

(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 27 年度) 

漁業収入向上

のための取組 

以下の取組みにより漁業収入を基準年度から 1.0％増加させる。 

１資源管理対策 

①漁協及び漁業者は、マダイ 183,300 尾、ヒラメ 96,600 尾、ガザミ



238,100 尾、車エビ 58,000 尾、カサゴ 43,600 尾、オコゼ 20,000 尾、

アサリ 2,200 ㎏の種苗放流、産卵用タコツボ投入 9,340 個、イカ産

卵床設置 500 個などの栽培漁業を継続することと併せ、さらなる放

流や設置箇所の適地を検討して効果の向上を図る。 

また、一定サイズ以下の漁獲個体は再放流し、資源保護と市場価格

の向上に努める。 

②漁協及び漁業者は、黄金のハモとしてブランド化しているハモは、

規格外の 300ｇ以下及び 2㎏以上を再放流し、資源保護に努める。

③漁協及び漁業者は、ヒジキやワカメの種苗投入及び水産動物の定

着・繁殖による漁場造成事業により、広範な水産資源の安定・増大

を図る。 

④松島支所のタコツボ漁業者は、産卵期の 9 月中を禁漁とし、資源の

増加を図る。 

２魚価向上対策 

① 漁業者は、鮮魚の取扱いについて漁協職員の指導を受け、神経締

めや下氷処理法などの鮮度保持技術を高め、魚価向上を図る。 

② 漁協は、安価で取引きされているコショウダイ、イラ等について、

フィレ加工品等の試作を行う。 

③魚類養殖業者は、熊本県適正養殖業者認証制度等を活用し、消費者

及び販売店に安心安全な養殖魚をＰＲすることで消費拡大と魚価向

上に努める。 

３所得向上対策 

①漁協及び漁業者は、漁獲高が減少する冬場に所得向上が見込めるワ

カメやヒトエグサの養殖を推進し、所得の向上を図る。 

②漁協は、あまくさエビリンピック等のイベントを活用し、養殖クル

マエビや地元水産物のＰＲを行うことと併せ、地元飲食店や宿泊施

設と連携した取組みにより魚価の向上、消費の増大を図る。 

漁業コスト削

減のための取

組 

以下の取組みを行い基準日より漁業経費を 0.5％削減する。 

１種苗に掛かるコスト削減 

①漁業者は、ワカメ養殖の種苗を他県より購入を行っていたが、自ら

種苗生産を行い、経費の削減を図る。 

２燃油高騰対策 

①漁協は、漁業経営セーフティーネット構築事業の加入を促進し燃油

高騰時に備える。 

３省燃油活動の推進 

①一本釣り、投網、延縄漁業者は、漁業者間の連絡体制を強化し、漁



場探索費の削減を図る。 

②全漁船が船底清掃等を定期的に実施し、燃油消費量の削減を図る。 

③全漁船が減速航行を実施し、燃油消費量の削減を図る。 

活用する支援

措置等 

・漁業経営セーフティーネット構築事業 

・活力あるくまもと水産業づくり事業 

・水産多面的機能発揮対策事業 

・水産基盤整備交付金事業(県事業) 

 

2 年目(平成 28 年度) 

漁業収入向上

のための取組 

以下の取組みにより漁業収入を基準年度から 2.0％増加させる。 

１資源管理対策 

①漁協及び漁業者は、マダイ 183,300 尾、ヒラメ 96,600 尾、ガザミ

238,100 尾、車エビ 58,000 尾、カサゴ 43,600 尾、オコゼ 20,000 尾、

アサリ 2,200 ㎏の種苗放流、産卵用タコツボ投入 9,340 個、イカ産

卵床設置 500 個などの栽培漁業を継続することと併せ、さらなる放

流や設置箇所の適地を検討して効果の向上を図る。 

また、一定サイズ以下の漁獲個体は再放流し、資源保護と市場価格

の向上に努める。 

②漁協及び漁業者は、黄金のハモとしてブランド化しているハモは、

規格外の 300ｇ以下及び 2㎏以上を再放流し、資源保護に努める。

③漁協及び漁業者は、ヒジキやワカメの種苗投入及び水産動物の定

着・繁殖による漁場造成事業により、広範な水産資源の安定・増大

を図る。 

④松島支所のタコツボ漁業者は、産卵期の 9月中を禁漁とし、資源の

増加を図る。 

２魚価向上対策 

① 漁業者は、鮮魚の取扱いについて漁協職員の指導を受け、神経締

めや下氷処理法などの鮮度保持技術を高め、魚価向上を図る。 

② 漁協は、安価で取引きされているコショウダイ、イラ等について、

フィレ加工品等の試作を行う。 

③魚類養殖業者は、熊本県適正養殖業者認証制度等を活用し、消費者

及び販売店に安心安全な養殖魚をＰＲすることで消費拡大と魚価

向上に努める。 

３所得向上対策 

①漁協及び漁業者は、漁獲高が減少する冬場に所得向上が見込めるワ

カメやヒトエグサの養殖を推進し、所得の向上を図る。 



②漁協は、あまくさエビリンピック等のイベントを活用し、養殖クル

マエビや地元水産物のＰＲを行うことと併せ、地元飲食店や宿泊施

設と連携した取組みにより魚価の向上、消費の増大を図る。 

漁業コスト削

減のための取

組 

以下の取組みを行い基準日より漁業経費を 1.0％削減する。 

１種苗に掛かるコスト削減 

①漁業者は、ワカメ養殖の種苗を他県より購入を行っていたが、自ら

種苗生産を行い、経費の削減を図る。 

２燃油高騰対策 

①漁協は、漁業経営セーフティーネット構築事業の加入を促進し燃油

高騰時に備える。 

３省燃油活動の推進 

①一本釣り、投網、延縄漁業者は、漁業者間の連絡体制を強化し、漁

場探索費の削減を図る。 

②全漁船が船底清掃等を定期的に実施し、燃油消費量の削減を図る。 

③全漁船が減速航行を実施し、燃油消費量の削減を図る。 

活用する支援

措置等 

・漁業経営セーフティーネット構築事業 

・活力あるくまもと水産業づくり事業 

・水産多面的機能発揮対策事業 

・水産基盤整備交付金事業(県事業) 

・産地水産業強化支援事業 

 

3 年目(平成 29 年度) 

漁業収入向上

のための取組 

以下の取組みにより漁業収入を基準年度から 3.5％増加させる。 

１資源管理対策 

①漁協及び漁業者は、マダイ 183,300 尾、ヒラメ 96,600 尾、ガザミ

238,100 尾、車エビ 58,000 尾、カサゴ 43,600 尾、オコゼ 20,000 尾、

アサリ 2,200 ㎏の種苗放流、産卵用タコツボ投入 9,340 個、イカ産

卵床設置 500 個などの栽培漁業を継続することと併せ、さらなる放

流や設置箇所の適地を検討して効果の向上を図る。 

また、一定サイズ以下の漁獲個体は再放流し、資源保護と市場価格

の向上に努める。 

②漁協及び漁業者は、黄金のハモとしてブランド化しているハモは、

規格外の 300ｇ以下及び 2㎏以上を再放流し、資源保護に努める。

③漁協及び漁業者は、ヒジキやワカメの種苗投入及び水産動物の定

着・繁殖による漁場造成事業により、広範な水産資源の安定・増大

を図る。 



④松島支所のタコツボ漁業者は、産卵期の 9 月中を禁漁とし、資源の

増加を図る。 

２魚価向上対策 

① 漁協及び漁業者は、鮮魚の取扱いについて、神経締めや下氷処理

法などの鮮度保持方法を魚種ごとに定め、その方法を統一するこ

とで魚価向上を図る。 

② 漁協は、開発・製品化したコショウダイ、イラ等のフィレ加工品

について、地元物産館等でのＰＲ販売を行う。 

③魚類養殖業者は、熊本県適正養殖業者認証制度等を活用し、消費者

及び販売店に安心安全な養殖魚をＰＲすることで消費拡大と魚価向

上に努める。 

３所得向上対策 

①漁協及び漁業者は、漁獲高が減少する冬場に所得向上が見込めるワ

カメやヒトエグサの養殖を推進し、所得の向上を図る。 

②漁協は、あまくさエビリンピック等のイベントを活用し、養殖クル

マエビや地元水産物のＰＲを行うことと併せ、地元飲食店や宿泊施

設と連携した取組みにより魚価の向上、消費の増大を図る。 

漁業コスト削

減のための取

組 

以下の取組みを行い基準日より漁業経費を 1.5％削減する。 

１種苗に掛かるコスト削減 

①漁業者は、ワカメ養殖の種苗を他県より購入を行っていたが、自ら

種苗生産を行い、経費の削減を図る。 

２燃油高騰対策 

①漁協は、漁業経営セーフティーネット構築事業の加入を促進し燃油

高騰時に備える。 

３省燃油活動の推進 

①一本釣り、投網、延縄漁業者は、漁業者間の連絡体制を強化し、漁

場探索費の削減を図る。 

②全漁船が船底清掃等を定期的に実施し、燃油消費量の削減を図る。 

③全漁船が減速航行を実施し、燃油消費量の削減を図る。 

活用する支援

措置等 

・漁業経営セーフティーネット構築事業 

・活力あるくまもと水産業づくり事業 

・水産多面的機能発揮対策事業 

・水産基盤整備交付金事業(県事業) 

・産地水産業強化支援事業 

 

4 年目(平成 30 年度) 



漁業収入向上

のための取組 

以下の取組みにより漁業収入を基準年度から 5.5％増加させる。 

①漁協及び漁業者は、マダイ 183,300 尾、ヒラメ 96,600 尾、ガザミ

238,100 尾、車エビ 58,000 尾、カサゴ 43,600 尾、オコゼ 20,000 尾、

アサリ 2,200 ㎏の種苗放流、産卵用タコツボ投入 9,340 個、イカ産

卵床設置 500 個などの栽培漁業を継続することと併せ、さらなる放

流や設置箇所の適地を検討して効果の向上を図る。 

また、一定サイズ以下の漁獲個体は再放流し、資源保護と市場価格

の向上に努める。 

②漁協及び漁業者は、黄金のハモとしてブランド化しているハモは、

規格外の 300ｇ以下及び 2㎏以上を再放流し、資源保護に努める。

③漁協及び漁業者は、ヒジキやワカメの種苗投入及び水産動物の定

着・繁殖による漁場造成事業により、広範な水産資源の安定・増大

を図る。 

④松島支所のタコツボ漁業者は、産卵期の 9 月中を禁漁とし、資源の

増加を図る。 

２魚価向上対策 

① 漁協及び漁業者は、鮮魚の取扱いについて、神経締めや下氷処理

法などの鮮度保持方法を魚種ごとに定め、その方法を統一するこ

とで魚価向上を図る。 

② 漁協は、開発・加工したコショウダイ、イラ等のフィレ加工品の

地元物産館での販売を開始する。 

③魚類養殖業者は、熊本県適正養殖業者認証制度等を活用し、消費者

及び販売店に安心安全な養殖魚をＰＲすることで消費拡大と魚価向

上に努める。 

３所得向上対策 

①漁協及び漁業者は、漁獲高が減少する冬場に所得向上が見込めるワ

カメやヒトエグサの養殖を推進し、所得の向上を図る。 

②漁協は、あまくさエビリンピック等のイベントを活用し、養殖クル

マエビや地元水産物のＰＲを行うことと併せ、地元飲食店や宿泊施

設と連携した取組みにより魚価の向上、消費の増大を図る。 

漁業コスト削

減のための取

組 

以下の取組みを行い基準日より漁業経費を 2.0％削減する。 

１種苗に掛かるコスト削減 

①漁業者は、ワカメ養殖の種苗を他県より購入を行っていたが、自ら

種苗生産を行い、経費の削減を図る。 

２燃油高騰対策 

①漁協は、漁業経営セーフティーネット構築事業の加入を促進し燃油



高騰時に備える。 

３省燃油活動の推進 

①一本釣り、投網、延縄漁業者は、漁業者間の連絡体制を強化し、漁

場探索費の削減を図る。 

②全漁船が船底清掃等を定期的に実施し、燃油消費量の削減を図る。 

③全漁船が減速航行を実施し、燃油消費量の削減を図る。 

活用する支援

措置等 

・漁業経営セーフティーネット構築事業 

・活力あるくまもと水産業づくり事業 

・水産多面的機能発揮対策事業 

・水産基盤整備交付金事業(県事業) 

・産地水産業強化支援事業 

 

5 年目(平成 31 年度) 

（最終年度であり、今までの成果を検証するとともに、取組内容を見直しつつ、引き続き

以下の取組みを確実に実施する。） 

漁業収入向上

のための取組 

以下の取組みにより漁業収入を基準年度から 7.5％増加させる。 

①漁協及び漁業者は、マダイ 183,300 尾、ヒラメ 96,600 尾、ガザミ

238,100 尾、車エビ 58,000 尾、カサゴ 43,600 尾、オコゼ 20,000 尾、

アサリ 2,200 ㎏の種苗放流、産卵用タコツボ投入 9,340 個、イカ産

卵床設置 500 個などの栽培漁業を継続することと併せ、さらなる放

流や設置箇所の適地を検討して効果の向上を図る。 

また、一定サイズ以下の漁獲個体は再放流し、資源保護と市場価格

の向上に努める。 

②漁協及び漁業者は、黄金のハモとしてブランド化しているハモは、

規格外の 300ｇ以下及び 2㎏以上を再放流し、資源保護に努める。

③漁協及び漁業者は、ヒジキやワカメの種苗投入及び水産動物の定

着・繁殖による漁場造成事業により、広範な水産資源の安定・増大

を図る。 

④松島支所のタコツボ漁業者は、産卵期の 9 月中を禁漁とし、資源の

増加を図る。 

２魚価向上対策 

① 漁協及び漁業者は、鮮魚の取扱いについて、神経締めや下氷処理

法などの鮮度保持方法を魚種ごとに定め、その方法を統一するこ

とで魚価向上を図る。 

② 漁協は、開発・加工したコショウダイ、イラ等のフィレ加工品に

ついて、地元物産館で本格的に販売を行う。 



③魚類養殖業者は、熊本県適正養殖業者認証制度等を活用し、消費者

及び販売店に安心安全な養殖魚をＰＲすることで消費拡大と魚価向

上に努める。 

３所得向上対策 

①漁協及び漁業者は、漁獲高が減少する冬場に所得向上が見込めるワ

カメやヒトエグサの養殖を推進し、所得の向上を図る。 

②漁協は、あまくさエビリンピック等のイベントを活用し、養殖クル

マエビや地元水産物のＰＲを行うことと併せ、地元飲食店や宿泊施

設と連携した取組みにより魚価の向上、消費の増大を図る。 

漁業コスト削

減のための取

組 

以下の取組みを行い基準日より漁業経費を 2.5％削減する。 

１種苗に掛かるコスト削減 

①漁業者は、ワカメ養殖の種苗を他県より購入を行っていたが、自ら

種苗生産を行い、経費の削減を図る。 

２燃油高騰対策 

①漁協は、漁業経営セーフティーネット構築事業の加入を促進し燃油

高騰時に備える。 

３省燃油活動の推進 

①一本釣り、投網、延縄漁業者は、漁業者間の連絡体制を強化し、漁

場探索費の削減を図る。 

②全漁船が船底清掃等を定期的に実施し、燃油消費量の削減を図る。 

③全漁船が減速航行を実施し、燃油消費量の削減を図る。 

活用する支援

措置等 

・漁業経営セーフティーネット構築事業 

・活力あるくまもと水産業づくり事業 

・水産多面的機能発揮対策事業 

・水産基盤整備交付金事業(県事業) 

・産地水産業強化支援事業 

 

※プランの実施期間が６年以上となる場合、記載欄は適宜増やすこと。 

※「活用する支援措置等」欄に記載するのは国の支援措置に限らない。 

 

(4) 関連機関との連携 

取組の効果が十分発揮されるよう、熊本県及び上天草市が策定した水産基本計画等との

整合を図り強化すると共に、加工事業や販売開拓のために、県内外の流通・販売業者と

の連携を加速化する。 

4 目標 

(1) 数値目標 



漁業所得の向上  ％以上 

基準年 平成２４年度：漁業所得    千円 

目標年 平成３１年度：漁業所得    千円 

(2) 上記の算出方法及びその妥当性 

 

※算出の根拠及びその方法等について詳細に記載し、必要があれば資料を添付すること。 

 

 

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連性 

事業名 事業内容及び浜の活力再生プランとの関連性 

・漁業経営セーフティーネット構築事業 

・活力あるくまもと水産業づくり事業 

・水産多面的機能発揮対策事業 

・水産基盤整備交付金事業(県事業) 

・産地水産業強化支援事業 

燃油費・配合飼料費の高騰による影響を緩和 

視察・直売・PR 活動等の支援 

ヒジキ・ワカメの漁場造成 

水産資源物の繁殖・保護 

急速冷凍及びレストランの整備による魚価、所

得の向上 

※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。 

 


