
 

浜の活力再生プラン 

 

１ 地域水産業再生委員会 

組織名 仮屋地区地域水産業再生委員会 

代表者名 会長 山口 忠幸 

 

再生委員会の

構成員 

仮屋漁業協同組合、玄海町産業振興課 

オブザーバー 佐賀県水産課、佐賀県玄海水産振興センター 

  

対象となる地域

の範囲及び漁業

の種類 

玄海町仮屋地区地域  ２経営体及び３５名 

（内訳：重複あり） 

・魚類養殖  ２経営体及び ９名 

・カキ養殖          ７名 

・採介           ７名 

・その他         ２８名 

 

２ 地域の現状 

（１）関連する水産業を取り巻く現状等 

・仮屋地区は、佐賀県東松浦郡玄海町の西部に位置し、玄海国定公園に指定されている屈曲に富ん

だ海岸線や入江に面している。 

・漁場は対馬暖流の影響下にあり、天然礁に恵まれた沖合域ではマダイ、ブリ等の好漁場が形成さ

れ、一本釣り等が行われている。外海に面した沿岸域ではアワビ、ウニ類等の採介が行われてい

る。また、静穏な海域の仮屋湾では、昭和４０年代より真珠養殖が盛んに行われてきたが、その

後、マダイ等の魚類養殖に変わっていった。現在では、仮屋地区の漁業種類別生産額は魚類養殖

が最も大きくなっている。なお、数年前からカキ養殖に取り組んでいる。 

・平成２６年の漁業生産量及び漁業生産額（漁船漁業及び養殖業）はそれぞれ約４２３トン、約３

億１千万円となっている。 

・漁業経営は漁獲量の減少、魚価の低迷、燃油・資材価格の高騰等により厳しさを増し、漁業者の

減少・高齢化、漁業後継者の不在等が顕著となっている。このため、水産業が主産業となってい

る仮屋地域の衰退が懸念されている。このことからも、仮屋地域の活性化を図るためには水産業

の振興が必要である。 

 

（２）その他の関連する現状等 

・仮屋湾は、養殖漁場として真珠養殖・魚類養殖・カキ養殖により継続的に使用されており、漁場

に負担がかかっている。このため、漁協は漁場環境を維持・改善するために玄海町の補助を受け、

底質改良剤の散布に取り組んでいる。養殖経営の安定化のため、今後も漁場環境の維持・改善に

取り組む必要がある。 

・複合経営として、仮屋湾の海域特性に適したカキ養殖に一部の漁業者が取り組んでいる。しかし、

仮屋湾内ではたびたび貝毒が発生し、安定出荷の妨げとなっている。このため、平成２７年度に

仮屋湾外の外海にカキ養殖の区画漁業権を取得し、避難漁場として活用することで安定出荷を行

うこととしている。 

・漁業被害の軽減や、安全安心な水産物出荷のため、漁協は漁業者に対し、赤潮、貝毒及び魚病等

の調査・分析結果の周知を行うとともに、関係機関と連携し、漁業者への指導を行なっている。

・ガンガゼの増加に伴い藻場が衰退し、漁場機能が低下している。このため、漁協と採介業者が一

体となり、ガンガゼ駆除に取り組んでいる。今後もガンガゼ駆除を継続し、漁場機能の回復を行

うとともに、アワビ等の種苗放流を行い磯根資源の維持・回復を図る。 

別記様式１号 別添 



・玄海町が取り組むふるさと納税の返礼品として、仮屋産の養殖マダイ（鮮魚、フィレ等）、養殖

トラフグ（身欠き）、養殖カキ等を関東圏等に提供している。返礼品を受け取った納税者からは

良い評判を得ており、今後も仮屋産水産物の PR 事業として返礼品の提供を継続する。 

・収益性を向上するためには、販売機能の強化が必要であるため、新たな取り組みとしてネット販

売を検討している。 

・魚類養殖では赤潮や魚病の発生による漁業被害対策、餌料や燃油の高騰対策として、また漁船漁

業では不漁及び燃油高騰の対策として、漁協は漁業者に対し、漁業共済・漁業経営セーフティー

ネット構築等事業への加入を促進するとともに、機関換装の際には省エネ型機関の導入を推進し

ている。 

 

３ 活性化の取組方針 

（１）基本方針 

１．漁業収入の向上対策 

１）付加価値の向上 

（１）ネット販売 

養殖魚の主な流通先は、仲買人、市場出荷等である。また、漁船漁業漁獲物は、主に市場

出荷している。 

全国的な傾向と同様に、仮屋地区でも魚価が低迷し、水産物の魚価対策が重要な課題とな

っている。このため、新たに仮屋漁協のホームページを開設し、仮屋地区水産物の PR を行う

とともに、新たな販売手法として、水産物のネット販売に取り組む。 

ネット販売については、まずは玄海町のふるさと納税の返礼品として実績がある、養殖マ

ダイ（鮮魚、フィレ等）、養殖トラフグ（身欠きフグ）、養殖カキ等から始める。その後、水

産加工品等の販売も推進する。また、水産物の PR ページも適宜更新し、最新の情報を発信す

る。 

 

ⅰ）養殖マダイ 

仮屋地区で生産されている養殖マダイの単価は、全国の主要生産地の販売単価に連動し、

安値傾向が続いている。さらに、全国的な過剰生産期には単価下落は顕著である。このた

め、漁業経営は厳しい状況におかれている。 

これまでの出荷方法は、一部のふるさと納税の返礼品を除き、仲買人への活魚販売を主

体とし、活魚で出荷できないものは市場への鮮魚出荷としてきた。しかし、鮮魚出荷につ

いては販売単価が非常に安く、出荷経費を除くと収益がない状況である。 

このため、これまで鮮魚出荷をしてきたものの一部を、漁協の水産加工場を活用し、フ

ィレ等の一次加工品や、鯛茶漬用、吸い物、煮付け等の加工品とし、新たにネット販売に

取り組むことで、マダイ養殖業者の所得向上を図る。 

 

ⅱ）養殖トラフグ 

養殖トラフグの価格も養殖マダイと同様に全国の主要生産地の販売単価に連動してお

り、安値傾向が続き、漁業経営は厳しい状況におかれている。これまでの出荷方法は、主

に仲買人への活魚販売であったが、ふるさと納税の返礼品として取り組んだ、身欠きフグ

は非常に好評であり、小売販売を行うことは可能であると考えている。 

このため、身欠きフグや新たな加工品のネット販売に取り組み、トラフグ養殖業者の所

得向上を図る。 

 

ⅲ）養殖カキ 

養殖カキは例年１１月頃から出荷を始めるが、年末を過ぎると需要が減少し単価は下落

する。 

このため、年末以降の単価の向上のため、ネット販売に取り組み、販売を拡大し所得の

向上を図る。合わせて、外海漁場を活用し、安定出荷体制を確立する。 

 



ⅳ）その他漁業の天然魚 

 刺網、一本釣り等の漁獲物の単価向上のため、一次加工品等のネット販売を行うことで所

得の向上を図る。 

   

（２）ブランド化 

仮屋地区の主力である養殖マダイの単価向上のため、ブランド化を進める。養殖マダイの

大型養殖生簀を使用した低密度養殖、餌料・給餌手法の統一、水産用医薬品の使用量削減、

出荷サイズ等の基準厳守など、仮屋産養殖マダイの PR ポイントをホームページや各種フェア

等を活用し情報発信する。さらに、地元での消費拡大策として、地元保育園・小学校の給食

での養殖マダイの利用推進、飲食業組合及び旅館業組合等と連携した鯛祭りの開催などを行

う。以上により、単価を向上し、マダイ養殖業者の所得の向上を図る。 

 

２）複合経営 

ⅰ）カキ養殖 

漁船漁業、魚類養殖に比べ軽作業であり、高齢の漁業者でも取り組みやすいこと、仮屋湾

は静穏でプランクトンの多い環境であり、カキの養殖に適していること、さらに時化により

沖合では操業できないことが多い冬期の収入源として有望であることから、仮屋地区では魚

類養殖、採介等との複合経営として、カキ養殖に取り組む漁業者が増加している。今後は、

貝毒発生時の対応方策の検討、養殖技術の改善、新規参入の推進等により、生産量を増加し、

カキ養殖による所得向上を図る。 

 

３）水産資源の安定・増大 

ⅰ）採介 

有用磯根資源（アワビ、サザエ、ウニ類等）の漁場となっている藻場では、近年ガンガゼ

が増加し、食害による磯焼けが進行している。このため、ガンガゼの計画的な駆除を行なう。

これにより漁場機能を回復させ、漁獲量を増加させることで採介漁業の漁業所得の向上を図

る。 

 

２．漁業コストの削減 

１）燃油高騰への対応 

ⅰ）減速航行 

漁業者は省燃油対策として１０％の減速航行に取り組み、漁業経費の節減を図る。 

 

２）漁業経営セーフティーネット 

ⅰ）省燃油型機関への換装 

漁業者は、省燃油対策として、機関換装時における省燃油型機関の導入を推進し、漁業経

費の節減を図る。 

ⅱ）漁業用燃油の高騰対策 

漁業用燃油の高騰対策として、漁協は漁業者に対して漁業経営セーフティーネット構築事

業への加入促進に努める。 

ⅲ）養殖用餌料の高騰対策 

養殖用餌料の高騰対策として、漁協は漁業者に対して漁業経営セーフティーネット構築事

業等への加入促進に努める。 

 

３．その他 

１）新規就業者対策 

ⅰ）漁協は関係機関と連携し、漁家子弟や地域外からの新規就業者の受入体制を整備し、地

域漁業の担い手を確保する。 

 

（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 



・佐賀県漁業調整規則 

・仮屋湾を豊かにする計画（漁場改善計画） 

・藻場保全のためアラメ採取の自主規制 

 

（３）具体的な取組内容 

 １年目（平成２７年度）以下の取組により漁業所得を基準年対比１.４％向上させる。 

以降、以下の取組内容は、取組の進捗状況や得られた知見等を踏まえ、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．漁業収入の向上対策 

１）ネット販売 

仮屋漁協は、水産物をネット販売するため、ホームページ、EC サイト（通

販）を整備する。合わせて、仮屋産水産物等の魅力を発信するため PR ペー

ジも整備する。 

ⅰ）養殖マダイ 

漁協及びマダイ養殖業者は、ふるさと納税の返礼品として提供している

鮮魚や一次加工品を基本に品目を決定し、販売を始める。さらにマダイ養

殖業者は漁協の水産物加工場を利用した鯛茶漬、吸い物、煮付け等の加工

品の製造について検討する。 

ⅱ）養殖トラフグ 

漁協及びトラフグ養殖業者は、ふるさと納税の返礼品として提供してい

る身欠きフグを基本に品目を決定し、販売を始める。 

ⅲ）養殖カキ 

  漁業及びカキ養殖業者は、内容量やパッケージ等を決定し、殻付カキの

販売を始める。 

ⅳ）その他漁業の天然魚 

漁協及び漁船漁業者は、加工品の製造販売を検討する。 

 

２）ブランド化 

漁協は、開設するホームページにて仮屋湾産養殖マダイの PR を行う。

大型養殖生簀を使用した低密度養殖、餌料・給餌手法の統一、水産用医薬

品の使用量削減、出荷サイズ等の基準厳守など、仮屋産養殖マダイの品質

及び安全性を PR する。また、DHA 含有量などの分析を行い、健康食品とし

ての効果も情報発信する。 

漁業及びマダイ養殖業者は、ブランド力向上のため、シールなどの販促

物を作成する。また、地産地消の推進のため、地元保育園・小学校の給食

での仮屋産養殖マダイの利用、地元の飲食業組合及び旅館業組合と連携し

た鯛祭りの開催など、町内外に対する PR を行う。さらに佐賀県等が開催

する首都圏での佐賀フェアにて、養殖マダイの刺身、フィレ等の出店販売

を行う。 

漁協はブランド化に取り組むための経費について、町に平成２８年度事

業を要望する。 

  

３）地元販売 

  漁協は、仮屋産水産物の町内・近隣市町での販売を推進する。まずは、

販売先等を検討する。 

 

４）複合経営 

ⅰ）カキ養殖 

漁業者は、養殖技術の向上に努めるとともに、仮屋湾内における貝毒発

生時の安定出荷のため、新規の外海漁場を活用する。 



 漁協は、安全・安心な養殖カキの提供のため、貝毒その他の衛生検査を

実施するとともに、衛生管理について漁業者を指導する。また、養殖カキ

の取扱数量増に対応するため、紫外線処理水槽の増設を検討する。さらに、

複合経営としてのカキ養殖業への着業を推進する。 

 

５）水産資源の安定・増大 

ⅰ）採介 

 漁協及び漁業者はガンガゼの駆除計画を作成し、効率的に駆除を進め

る。 

 ガンガゼ駆除は継続的に実施する必要があるため、漁協は玄海町等に

平成２８年度事業を要望する。 

 

６）新規就業者対策 

関係漁業者、漁協、町及び県は、国の新規就業者支援事業等を活用し、

漁家子弟や地域外からの新規就業者の受入体制を整備する。漁業者は新規

就業者に対し、技術や知識を伝承する。また、空き家等の住居の斡旋、休

漁船の再利用やシェアリング等を検討する。 

 

各漁業種類が以上のことを取り組むことにより、基準年対比１.２％の漁業収

入の向上を図る。 

漁業コスト削減

のための取組 

２．漁業コストの削減 

１）燃油高騰への対応 

ⅰ）減速航行 

漁協は漁業者に対して、減速航行による燃油節減効果を周知し、１０％

減速航行に取り組む。 

 

２）漁業経営セーフティーネット 

ⅰ）省燃油型機関への換装 

    漁協は漁業者に対して、省燃油型機関の導入による燃油節減効果を周知

する。漁業者は機関換装の際は省燃油型機関の導入を検討する。 

ⅱ）漁業用燃油の高騰対策 

漁協は漁業者に対して、漁業用燃油の高騰対策である漁業経営セーフテ

ィーネット構築事業の制度について周知し、漁業者の継続的加入及び新規

加入を促進する。 

ⅲ）養殖用餌料の高騰対策 

漁協は漁業者に対して、養殖用餌料の高騰対策である漁業経営セーフテ

ィーネット構築事業等の制度について周知し、漁業者の継続的加入を促進

する。 

 

各漁業種類が以上のことを取り組むことにより、基準年対比０.２％の経費削

減を図る。 

活用する支援措

置等 

・玄海町漁業協同組合一般事業（ホームーページ・ウェブサイト・EC サイト

作成、玄海仮屋漁協フェア、養殖マダイの小学校・保育園給食活用、鯛祭

り開催） 

・玄海町産業振興事業補助金（ガンガゼ駆除） 

・水産多面的機能発揮対策事業（ガンガゼ駆除） 

・漁業経営セーフティーネット構築等事業（燃油、養殖用餌料） 

・漁船漁業・担い手確保対策事業（新規就業者対策） 

 

 ２年目（平成２８年度）以下の取組により漁業所得を基準年対比５.５％向上させる。 



漁業収入向上の

ための取組 

１．漁業収入の向上対策 

１）ネット販売 

漁協は引き続き、ホームページを活用したネット販売を推進する。PR 情

報を適宜更新し、認知度を向上させることで販売量の拡大を行う。また、

ネット販売の先進地研修を実施する。さらに、仮屋産水産物のブランドイ

メージの向上のため、各商品のパッケージ作成を検討する。 

ⅰ）養殖マダイ 

漁協及びマダイ養殖業者は、ネット販売を引き続き推進する。加工技術

の先進地研修等を実施するとともに、県玄海水産振興センター等の指導も

受けながら、新たに鯛茶漬、吸い物、煮付け等の加工品の試作を進め、フ

ェア等で試験販売する。 

ⅱ）養殖トラフグ 

漁協及びトラフグ養殖業者は、ネット販売を引き続き推進する。 

ⅲ）養殖カキ 

  漁協及びカキ養殖業者は、ネット販売を引き続き推進する。 

ⅳ）その他漁業の天然魚 

漁協及び漁船漁業者は、県玄海水産振興センター等の指導により、加工

品の試作に取り組む。 

 

２）ブランド化 

漁協は、引き続きホームページにて仮屋湾産養殖マダイの PR を行う。

大型養殖生簀を使用した低密度養殖、餌料・給餌手法の統一、水産用医薬

品の使用量削減、出荷サイズ等の基準厳守など、養殖状況や品質・安全性

を PR する。健康食品としての効果も情報発信する。 

漁業及びマダイ養殖業者は、ブランド力の向上のため、販促シール等を

活用する。また、地産地消を推進するため、地元保育園・小学校の給食で

の仮屋産養殖マダイの利用、地元の飲食業組合及び旅館業組合と連携した

鯛祭りの開催など、町内外に対する仮屋養殖マダイの知名度を上げる取り

組みを継続する。さらに佐賀県等が開催する首都圏での佐賀フェアにて、

養殖マダイの刺身、フィレ等の出店販売を行う。 

漁協はブランド化に取り組むための経費について、町に平成２９年度事

業を要望する。 

 

３）地元販売 

  漁協は、仮屋産水産物の町内・近隣市町での販売を推進する。鮮魚等は

飲食店や旅館等、加工品は道の駅等に対し営業活動を行い、販路を確保す

る。 

 

４）複合経営 

ⅰ）カキ養殖 

漁業者は、引き続き養殖技術の向上に努めるとともに、カキ養殖の主漁

場となっている仮屋湾内で貝毒が発生した場合でも安定出荷するため、貝

毒対策の新規漁場を活用する。 

漁協及び漁業者は、貝毒対策として取得した外海の新規漁場の利用基準

を作成し、効率的な安定出荷体制を構築する。 

 漁協は、安全・安心な養殖カキの提供のため、貝毒その他の衛生検査を

実施するとともに、衛生管理について漁業者を指導する。また、養殖カキ

の取扱数量の増加に対応するため、町に対し平成２９年度事業として紫外

線処理水槽の増設経費を要望する。さらに、複合経営としてのカキ養殖業

への着業を推進する。 



 

５）水産資源の安定・増大 

ⅰ）採介 

 漁協及び漁業者はガンガゼの駆除計画を作成し、効率的に駆除を進め

る。 

 ガンガゼ駆除は継続的に実施する必要があるため、漁協及び漁業者は

玄海町等に平成２９年度事業を要望する。 

 

６）新規就業者対策 

関係漁業者、漁協、町及び県は、国の新規就業者支援事業等を活用し、

漁家子弟や地域外からの新規就業者の受入体制を整備する。漁業者は新規

就業者に対し、技術や知識を伝承する。また、空き家等の住居の斡旋、休

漁船の再利用やシェアリング等を検討する。 

 

各漁業種類が以上のことを取り組むことにより、基準年対比５.１％の漁業収

入の向上を図る。 

漁業コスト削減

のための取組 

２．漁業コストの削減 

１）燃油高騰への対応 

ⅰ）減速航行 

漁協は漁業者に対して、減速航行による燃油節減効果を周知し、１０％

減速航行に取り組む。 

 

２）漁業経営セーフティーネット 

ⅰ）省燃油型機関への換装 

    漁協は漁業者に対して、省燃油型機関の導入による燃油節減効果を周知

する。漁業者は機関換装の際は省燃油型機関の導入を検討する。 

ⅱ）漁業用燃油の高騰対策 

漁協は漁業者に対して、漁業用燃油の高騰対策である漁業経営セーフテ

ィーネット構築事業の制度について周知し、漁業者の継続的加入及び新規

加入を促進する。 

ⅲ）養殖用餌料の高騰対策 

漁協は漁業者に対して、養殖用餌料の高騰対策である漁業経営セーフテ

ィーネット構築事業等の制度について周知し、漁業者の継続的加入を促進

する。 

 

各漁業種類が以上のことを取り組むことにより、基準年対比０.４％の経費削

減を図る。 

活用する支援措

置等 

・玄海町漁業協同組合一般事業（養殖マダイの小学校・保育園給食活用、鯛

祭り開催等 ） 

・玄海町産業振興事業補助金（ガンガゼ駆除） 

・水産多面的機能発揮対策事業（ガンガゼ駆除） 

・漁業経営セーフティーネット構築等事業（燃油、養殖用餌料） 

・漁船漁業・担い手確保対策事業（新規就業者対策） 

 

 ３年目（平成２９年度）以下の取組により漁業所得を基準年対比９.５％向上させる。 

漁業収入向上の

ための取組 

１．漁業収入の向上対策 

１）ネット販売 

漁協は引き続き、ホームページを活用したネット販売を推進する。PR 情報

を適宜更新し、販売量を増加させる。また、ネット販売の先進地研修を実施

する。さらに、仮屋産水産物のブランドイメージの向上のため、新たに作成



した商品パッケージの利用を開始する。 

ⅰ）養殖マダイ 

漁協及びマダイ養殖業者は、ネット販売を引き続き推進する。加工技術

の先進地研修等を実施するとともに、県玄海水産振興センター等の指導も

受けながら、新規加工品の試作・試験販売を実施する。販売状況を分析し、

販売品目の整理を行う。 

ⅱ）養殖トラフグ 

漁協及びトラフグ養殖業者は、ネット販売を引き続き推進する。先進地

研修等により加工技術の向上を図る。県玄海水産振興センター等の指導を

受けながら新たな加工品としてフグちり鍋用、フグ刺し等の試作を検討す

る。 

ⅲ）養殖カキ 

  漁協及びカキ養殖業者は、ネット販売を引き続き推進する。 

ⅳ）その他漁業の天然魚 

漁協及び漁船漁業者は、加工品の販売に取り組む。さらに、県玄海水産

振興センター等の指導により、加工品の試作に取り組むとともに、フェア

等での試験販売を実施する。 

 

２）ブランド化 

漁協は、引き続きホームページにて仮屋湾産養殖マダイの PR を行う。

大型養殖生簀を使用した低密度養殖、餌料・給餌手法の統一、水産用医薬

品の使用量削減、出荷サイズ等の基準厳守など、養殖状況や品質・安全性

を PR する。健康食品としての効果も情報発信する。 

漁業及びマダイ養殖業者は、ブランド力の向上のため、販促シール等を

活用する。また、地産地消の推進のため、地元保育園・小学校の給食での

仮屋産養殖マダイの利用、地元の飲食業組合及び旅館業組合と連携した鯛

祭りの開催など、町内外に対して仮屋養殖マダイの知名度を上げる取り組

みを継続する。さらに佐賀県等が開催する首都圏での佐賀フェアにて、養

殖マダイの刺身、フィレ等の出店販売を行う。 

漁協はブランド化に取り組むための経費について、町に平成３０年度事

業を要望する。 

 

３）地元販売 

  漁協は、仮屋産水産物の町内・近隣市町での販売を推進する。鮮魚等は

飲食店や旅館等、加工品は道の駅等での販売を開始する。合わせて、販路

の拡大を継続する。 

 

４）複合経営 

ⅰ）カキ養殖 

漁業者は、引き続き養殖技術の向上に努める。さらに、貝毒対策として

取得した新規漁場の利用基準を厳守し、安定出荷を行う。 

漁協は、安全・安心な養殖カキの提供のため、貝毒その他の衛生検査を

実施するとともに、衛生管理について漁業者を指導する。また、養殖カキ

の取扱数量増に対応するため、紫外線処理水槽を増設する。さらに、複合

経営としてのカキ養殖業への着業を推進する。 

 

５）水産資源の安定・増大 

ⅰ）採介 

 漁協及び漁業者はガンガゼの駆除計画を作成し、効率的に駆除を進め

る。 



 ガンガゼ駆除は継続的に実施する必要があるため、漁協及び漁業者は

玄海町等に平成３０年度事業を要望する。 

 

６）新規就業者対策 

関係漁業者、漁協、町及び県は、国の新規就業者支援事業等を活用し、

漁家子弟や地域外からの新規就業者の受入体制を整備する。漁業者は新規

就業者に対し、技術や知識を伝承する。また、空き家等の住居の斡旋、休

漁船の再利用やシェアリング等を検討する。 

 

各漁業種類が以上のことを取り組むことにより、基準年対比９.１％の漁業収

入の向上を図る。 

漁業コスト削減

のための取組 

２．漁業コストの削減 

１）燃油高騰への対応 

ⅰ）減速航行 

漁協は漁業者に対して、減速航行による燃油節減効果を周知し、１０％

減速航行に取り組む。 

 

２）漁業経営セーフティーネット 

ⅰ）省燃油型機関への換装 

    漁協は漁業者に対して、省燃油型機関の導入による燃油節減効果を周知

する。漁業者は機関換装の際は省燃油型機関の導入を検討する。 

ⅱ）漁業用燃油の高騰対策 

漁協は漁業者に対して、漁業用燃油の高騰対策である漁業経営セーフテ

ィーネット構築事業の制度について周知し、漁業者の継続的加入及び新規

加入を促進する。 

ⅲ）養殖用餌料の高騰対策 

漁協は漁業者に対して、養殖用餌料の高騰対策である漁業経営セーフテ

ィーネット構築事業等の制度について周知し、漁業者の継続的加入を促進

する。 

 

各漁業種類が以上のことを取り組むことにより、基準年対比０.４％の経費削

減を図る。 

活用する支援措

置等 

・玄海町漁業協同組合一般事業（養殖マダイの小学校・保育園給食活用、鯛

祭り開催等 ） 

・玄海町産業振興事業補助金（ガンガゼ駆除、カキ紫外線海水処理水槽） 

・水産多面的機能発揮対策事業（ガンガゼ駆除） 

・漁業経営セーフティーネット構築等事業（燃油、養殖用餌料） 

・漁船漁業・担い手確保対策事業（新規就業者対策） 

 

 ４年目（平成３０年度）以下の取組により漁業所得を基準年対比１４.９％向上させる。 

漁業収入向上の

ための取組 

１．漁業収入の向上対策 

１）ネット販売 

漁協は引き続き、ホームページを活用したネット販売を推進する。PR 情報

を適宜更新し、販売量を増加させる。また、ネット販売の先進地研修を実施

する。さらに、仮屋産水産物のブランドイメージの向上のため、パッケージ

等の改善を検討する。また、フェア等で積極的に PR を行う。 

ⅰ）養殖マダイ 

漁協及びマダイ養殖業者は、ネット販売を引き続き推進する。加工技術

の先進地研修等を実施するとともに、県玄海水産振興センター等の指導を

受けながら、新規加工品の試作・試験販売を実施する。販売状況を分析し、



販売品目の整理を行う。また、フェア等で積極的に PR をおこなう 

ⅱ）養殖トラフグ 

漁協及びトラフグ養殖業者は、ネット販売を引き続き推進する。先進地

研修等により加工技術の向上を図る。県玄海水産振興センター等の指導を

受けながら新たな加工品を開発し、販売品目の増加を図る。 

ⅲ）養殖カキ 

 漁協及びカキ養殖業者は、ネット販売を引き続き推進する。 

ⅳ）その他漁業の天然魚 

漁協及び漁船漁業者は、加工品の販売に取り組む。さらに、県玄海水産

振興センター等の指導により、加工品の試作に取り組むとともに、フェア

等での試験販売を実施する。 

 

 

２）ブランド化 

  漁協は、引き続きホームページにて仮屋湾産養殖マダイの PR を行う。大

型養殖生簀を使用した低密度養殖、餌料・給餌手法の統一、水産用医薬品

の使用量削減、出荷サイズ等の基準厳守など、養殖状況や品質・安全性を

PR する。健康食品としての効果も情報発信する。 

  漁業及びマダイ養殖業者は、ブランド力の向上のため、販促シール等を

活用する。また、地産地消の推進のため、地元保育園・小学校の給食での

仮屋産養殖マダイの利用、地元の飲食業組合及び旅館業組合と連携した鯛

祭りの開催など、町内外に対して仮屋養殖マダイの知名度を上げる取り組

みを継続する。さらに佐賀県等が開催する首都圏での佐賀フェアにて、養

殖マダイの刺身、フィレ等の出店販売を行う。 

  漁協はブランド化に取り組むための経費について、町に平成３１年度事

業を要望する。 

 

３）地元販売 

  漁協は、仮屋産水産物の町内・近隣市町での販売を推進する。鮮魚等の

飲食業、旅館への販売、加工品の道の駅等での販売を引き続き行う。ニー

ズに合わせ、取扱品目の改善を行う。合わせて、販路の拡大を継続する。

 

４）複合経営 

ⅰ）カキ養殖 

漁業者は、引き続き養殖技術の向上に努める。さらに、貝毒対策として

取得した外海の新規漁場の利用基準を厳守し、安定出荷を行う。 

漁協は、安全・安心な養殖カキの提供のため、貝毒その他の衛生検査を

実施するとともに、衛生管理について漁業者を指導する。また、養殖カキ

の取扱数量増に対応し、品質向上と省力化を図るため、カキ自動洗浄機の

導入を検討し、町に平成３１年度事業として要望する。さらに、複合経営

としてのカキ養殖業への着業を推進する。 

 

５）水産資源の安定・増大 

ⅰ）採介 

 漁協及び漁業者はガンガゼの駆除計画を作成し、効率的に駆除を進め

る。 

 ガンガゼ駆除は継続的に実施する必要があるため、漁協及び漁業者は

玄海町等に平成３１年度事業を要望する。 

 

６）新規就業者対策 



関係漁業者、漁協、町及び県は、国の新規就業者支援事業等を活用し、

漁家子弟や地域外からの新規就業者の受入体制を整備する。漁業者は新規

就業者に対し、技術や知識を伝承する。また、空き家等の住居の斡旋、休

漁船の再利用やシェアリング等を検討する。 

 

各漁業種類が以上のことを取り組むことにより、基準年対比１４.０％の漁業

収入の向上を図る。 

漁業コスト削減

のための取組 

２．漁業コストの削減 

１）燃油高騰への対応 

ⅰ）減速航行 

漁協は漁業者に対して、減速航行による燃油節減効果を周知し、１０％

減速航行に取り組む。 

 

２）漁業経営セーフティーネット 

ⅰ）省燃油型機関への換装 

    漁協は漁業者に対して、省燃油型機関の導入による燃油節減効果を周知

する。漁業者は機関換装の際は省燃油型機関の導入を検討する。 

ⅱ）漁業用燃油の高騰対策 

漁協は漁業者に対して、漁業用燃油の高騰対策である漁業経営セーフテ

ィーネット構築事業の制度について周知し、漁業者の継続的加入及び新規

加入を促進する。 

ⅲ）養殖用餌料の高騰対策 

漁協は漁業者に対して、養殖用餌料の高騰対策である漁業経営セーフテ

ィーネット構築事業等の制度について周知し、漁業者の継続的加入を促進

する。 

 

各漁業種類が以上のことを取り組むことにより、基準年対比０.９％の経費削

減を図る。 

 

活用する支援措

置等 

・玄海町漁業協同組合一般事業（養殖マダイの小学校・保育園給食活用、鯛

祭り開催等 ） 

・玄海町産業振興事業補助金（ガンガゼ駆除） 

・水産多面的機能発揮対策事業（ガンガゼ駆除） 

・漁業経営セーフティーネット構築等事業（燃油、養殖用餌料） 

・漁船漁業・担い手確保対策事業（新規就業者対策） 

 

 ５年目（平成３１年度）以下の取組により漁業所得を基準年対比２１.９％向上させる。 

  取組の最終年度であり、前年度に引き続き行うが、目標達成が確実なものとなるよう、プランの

取組状況を確認しつつ、必要に応じて施策の見直しを行う。 

漁業収入向上の

ための取組 

１．漁業収入の向上対策 

１）ネット販売 

漁協は引き続き、ホームページを活用したネット販売を推進する。PR 情報

を適宜更新し、販売量を増加させる。また、ネット販売の先進地研修を実施

する。さらに、仮屋産水産物のブランドイメージの向上のため、パッケージ

等の改善を検討する。また、フェア等で積極的に PR を行う。 

ⅰ）養殖マダイ 

漁協及びマダイ養殖業者は、ネット販売を引き続き推進する。加工技術

の先進地研修等を実施するとともに、県玄海水産振興センター等の指導も

受けながら、新規加工品の試作・試験販売を実施する。販売状況を分析し、

販売品目の整理を行う。また、フェア等で積極的に PR をおこなう。 



ⅱ）養殖トラフグ 

 漁協及びトラフグ養殖業者は、ネット販売を引き続き推進する。先進地

研修等により加工技術の向上を図る。県玄海水産振興センター等の指導を

受けながら新たな加工品の開発を行う。販売状況を分析し、販売品目の整

理を行う。 

ⅲ）養殖カキ 

  漁協及びカキ養殖業者は、ネット販売を引き続き推進する。 

ⅳ）その他漁業の天然魚 

漁協及び漁船漁業者は、加工品の販売に取り組む。さらに、県玄海水産

振興センター等の指導により、加工品の試作に取り組むとともに、フェア

等での試験販売を実施する。 

 

２）ブランド化 

  漁協は、引き続きホームページにて仮屋湾産養殖マダイの PR を行う。大

型養殖生簀を使用した低密度養殖、餌料・給餌手法の統一、水産用医薬品

の使用量削減、出荷サイズ等の基準厳守など、養殖状況や品質・安全性を

PR する。健康食品としての効果も情報発信する。 

  漁業及びマダイ養殖業者は、ブランド力の向上のため、販促シール等を

活用する。また、地産地消の推進のため、地元保育園・小学校の給食での

仮屋産養殖マダイの利用、地元の飲食業組合及び旅館業組合と連携した鯛

祭りの開催など、町内外に対して仮屋養殖マダイの知名度を上げる取り組

みを継続する。さらに佐賀県等が開催する首都圏での佐賀フェアにて、養

殖マダイの刺身、フィレ等の出店販売を行う。 

漁協はブランド化に取り組むための経費について、町に平成３２年度事

業を要望する。 

 

３）地元販売 

漁協は、仮屋産水産物の町内・近隣市町での販売を推進する。鮮魚等の

飲食業、旅館への販売、加工品の道の駅等での販売を引き続き行う。ニー

ズに合わせ、取扱品目の改善を行う。合わせて、販路の拡大を継続する。

 

４）複合経営 

ⅰ）カキ養殖 

漁業者は、引き続き養殖技術の向上に努める。さらに、貝毒対策として

取得した外海の新規漁場の利用基準を厳守し、安定出荷を行う。 

漁協は、安全・安心な養殖カキの提供のため、貝毒その他の衛生検査を

実施するとともに、衛生管理について漁業者を指導する。また、カキ自動

洗浄機を導入する。さらに、複合経営としてのカキ養殖業への着業を推進

する。 

 

５）水産資源の安定・増大 

ⅰ）採介 

 漁協及び漁業者はガンガゼの駆除計画を作成し、効率的に駆除を進め

る。 

 ガンガゼ駆除は継続的に実施する必要があるため、漁協及び漁業者は

玄海町等に平成３２年度事業を要望する。 

 

６）新規就業者対策 

関係漁業者、漁協、町及び県は、国の新規就業者支援事業等を活用し、

漁家子弟や地域外からの新規就業者の受入体制を整備する。漁業者は新規



就業者に対し、技術や知識を伝承する。また、空き家等の住居の斡旋、休

漁船の再利用やシェアリング等を検討する。 

 

各漁業種類が以上のことを取り組むことにより、基準年対比２１.０％の漁業

収入の向上を図る。 

漁業コスト削減

のための取組 

２．漁業コストの削減 

１）燃油高騰への対応 

ⅰ）減速航行 

漁協は漁業者に対して、減速航行による燃油節減効果を周知し、１０％

減速航行に取り組む。 

 

２）漁業経営セーフティーネット 

ⅰ）省燃油型機関への換装 

    漁協は漁業者に対して、省燃油型機関の導入による燃油節減効果を周知

する。漁業者は機関換装の際は省燃油型機関の導入を検討する。 

ⅱ）漁業用燃油の高騰対策 

漁協は漁業者に対して、漁業用燃油の高騰対策である漁業経営セーフテ

ィーネット構築等事業の制度について周知し、漁業者の継続的加入及び新

規加入を促進する。 

ⅲ）養殖用餌料の高騰対策 

漁協は漁業者に対して、養殖用餌料の高騰対策である漁業経営セーフテ

ィーネット構築等事業等の制度について周知し、漁業者の継続的加入を促

進する。 

 

各漁業種類が以上のことを取り組むことにより、基準年対比０.９％の経費削

減を図る。 

活用する支援措

置等 

・玄海町産業振興事業補助金（ガンガゼ駆除、カキ自動洗浄機） 

・水産多面的機能発揮対策事業（ガンガゼ駆除） 

・漁業経営セーフティーネット構築等事業（燃油、養殖用餌料） 

・漁船漁業・担い手確保対策事業（新規就業者対策） 

 

（４）関連機関との連携 

・ネット販売のためのホームページの作成等については、玄海町及び県玄海水産振興センター等の

指導を受け取り組む。 

・仮屋産養殖マダイのブランド化については、県玄海水産振興センターの指導を受け取り組む。 

・養殖カキの貝毒対策については、県玄海水産振興センターの指導を受け取り組む。 

・養殖魚、天然魚の加工品開発や販売ケース、販促シールなどの販促資材の作成は玄海町及び県玄

海水産振興センター等の指導を受け取り組む。 

・ガンガゼ駆除については、玄海町及び県環境・生態系保全対策地域協議会と連携を取り推進する。

 

４ 目標 

（１）数値目標 

漁業所得の向上  ％以上 
基準年 平成２６年度：漁業所得     千円（別添資料） 

目標年 平成３１年度：漁業所得     千円（別添資料） 

 

（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 

玄海町漁業協同

組合一般事業 

 

・ホームページ・EC サイトの作成。玄海仮屋漁協フェアと鯛祭り開催。養

殖マダイの小学校・保育園給食への活用。 

・ネット販売、新たに加工品を開発するための加工技術の研修を実施する。

玄海町産業振興

事業補助金 

・養殖カキの紫外線殺菌海水処理水槽及びカキ自動洗浄機の購入。 

・磯焼けの原因種であるガンガゼの駆除により漁場の機能を回復させる。 

水産多面的機能

発揮対策事業 

・磯焼けの原因種であるガンガゼの駆除により漁場の機能を回復させる。 

 

漁業経営セーフ

ティーネット構

築等事業 

・漁業経営セーフティーネット構築等事業に加入し、燃油、養殖用配合餌料

の高騰に対する緩和を図る。 

 

漁船漁業・担い手

確保対策事業 

・漁家子弟や地域外からの新規就業者の受入体制を整備し、地域漁業の担い

手を確保する。 

 


