
浜の活力再生プラン 
１ 地域水産業再生委員会 
組 織 名  宗像地区地域水産業再生委員会 
代表者名 会長 中村 忠彦 
 
再生委員会

の構成員 
宗像漁業協同組合、福岡県、宗像市、福津市、福岡県漁業協同組合連合会 

 

対象となる地域の範囲 
及び漁業の種類 

福岡県宗像市福津市地域 
まき網漁業（128 名） ふくはえ縄漁業（138 名） はえ縄漁業

（79 名） イカ一本釣り漁業（77 名） 一本釣り漁業（161 名） 

刺網漁業（103 名） 採介藻漁業（233 名） かご漁業（108 名） 

定置網（19 名） 一双吾智網（28 名） タコ壺（5 名） 曳縄（46
名） 小型底曳網（6 名） 他（22 名） 
漁業者合計 525 名 （延人数合計 1,153 名） 
兼業の主な形態 
まき網漁業：ふく延縄漁業 定置網 刺網漁業 その他 
ふく延縄漁：かご漁業 一双吾智網 延縄漁業 その他 
かご漁業 ：ふく延縄漁業 延縄漁業 一本釣り その他 

 
２ 地域の状況 
（１）関連する水産業を取り巻く状況 
 当地域は、大消費地である福岡市と北九州市の中間にある宗像市、福津市の玄界灘を望

む北側に位置し、大島、地島の離島があり、宗像大社の沖津宮が祭られている沖ノ島周辺

の好漁場を有している。主な漁業は中型まき網、ふくはえ縄、はえ縄、イカ一本釣り、ア

ジ一本釣りなどであり、年間を通じて様々な漁船漁業が営まれ、多種多様な魚が水揚げさ

れている。特に鐘崎漁港は県下有数の水揚げを誇り、中でも外海産天然トラフグは全国で

も 1、2番の漁獲量となっている。 

 しかしながら、主たる漁業の一つであるトラフグはえ縄漁業は、資源の減少と新日韓漁

業協定による海外漁場の消失、また養殖トラフグの増加による価格の低迷等により、水揚

高は最盛期の 10 分の 1まで減少した。このため、現在、トラフグはえ縄漁業者は、自主的

に広域漁業調整委員会指示以上の資源管理に取り組んで、資源の増加を図っている。 

地域で一番の水揚げを誇るまき網漁業 5 ヶ統では、地球温暖化等に伴う漁場環境の変化

により水揚高は最盛期の 3 分の 1 まで減少し、厳しい漁家経営を強いられ、更に燃油高騰

が追い打ちをかけている。 

大島、地島の離島中心に採介藻漁業も盛んであるが、近年食害生物の増加により資源の
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減少や漁場の荒廃が進んでいる。水産多面的機能発揮事業を活用し資源の増加に努めてい

る。 

新たな取り組みとして、カキの試験的な養殖の取り組みを開始している。 

燃油の高騰高止まりや漁業資材の高騰によるコストの増大、養殖魚の増加による天然物

の価格の低下、消費者の魚離れ等により、漁船漁業を取り巻く環境はますます厳しさを増

している。 

漁業者の高齢化が指摘されているが、鐘崎地区においては若い後継者や従事者が多く、

彼らの流出を防ぎ漁村活性化のためにも、早急な所得向上のための対策が求められている。 

宗像漁業協同組合は、平成 15年 4月に福間、神湊、大島、地島の４漁協が、20年 9月に

津屋崎漁協、そして平成 26年 4月に鐘崎漁協が合併し現在の体制となった。合併時点での

正組合員は 463名、准組合員は 62名の合計 525名で、出資金は 618,500千円ある。漁獲量

は 4,188ｔ、年間水揚高 2,651,124千円で、県内では組合員数で第 2位の漁協である。 

 出荷先は市場出荷が 75％を占め、地域内にある「道の駅むなかた」が 20％、漁協直営の

活魚センターが 5%である。出荷市場では、福岡市中央卸市場７割、北九州市、下関市の両

地方卸売市場で３割を占める。 

 

（２）その他の関連する現状 

・地域内に、平成 20年 4月に開業した「道の駅むなかた」は、宗像市や宗像漁協、同農協、

同商工会、同観光協会の５団体が出資した「株式会社まちづくり宗像」の運営で、平成

25年度販売額が 17.5 億円で九州第一位の販売実績である。水産物販売は物産直売所の主

要部門として位置づけられ、販売額の 37％を占めている。 

・平成 19年には漁協単独のホームページを開設し、活魚センターの当日の入荷情報を始め

漁業者情報「押しかけ取材、ザ・漁師」や漁場レポート等、産地情報を積極的に発信し

ながら販路構築を進めている。 

・平成 11 年から、釣りアジ船団が一本釣りした長さ 26cm 以上のアジを「釣りあじ玄ちゃ

ん」、また、鐘崎ふくはえ縄船団が釣りあげた天然トラフグを「玄海とらふく」名でブラ

ンド化を図り、一定の評価を得たものの、地区内ブランドの域を出ていない現状があっ

た。そこで、平成 24 年に、全国でも有数の水揚げをほこる天然フグに特化し、「鐘崎天

然ふくフェア実行委員会」を立ち上げ、トラフグやシロサバフグをはじめとする天然フ

グの販路拡大と地域活性化に取り組んでいる。 

・漁村振興の活動としては、6 月に「漁師まつり」、9 月に「活きいきまつり」、12 月 30 日

に「年末ブリ祭り」を開催し、漁村の賑わいづくりに取り組んでいる。 

 

３ 活性化の取り組み方針 

（１）基本方針 

１．漁業収入向上のための取り組み 
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①魚価向上のための取り組み 

②６次産業化による未利用資源の商品化及び低価格魚の付加価値向上 

③消費拡大の取り組み 

④養殖の取り組み 

⑤資源の増加に向けた取り組み 

⑥漁業後継者育成と漁村活性化の取り組み 

２ 漁業コスト削減のための取り組み 

①燃油の急騰に対する備え 

②省燃油活動の推進 

③漁場確保のための競争の軽減 

④休漁日の設定による使用燃油の削減 

⑤省エネ機器の導入 
⑥共同利用施設の再整備 
 

（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 

日本海・九州西広域漁業調整委員会指示 

・休漁期間の設定（本地区主要漁場 B海区浮縄 3/21～11/30 底縄 4/1～8/31） 

・体長制限（25cm以下の小型魚の再放流） 

・5ｔ以上の承認船の上限設定 

福岡県漁業調整規則 

・アワビ 11/1～12/20 の採捕禁止 殻長 10cm 以下の採捕禁止 

筑前海区漁業調整委員会指示 

・釣漁業 油いか（魚油等の油性物に浸漬した全ての餌料及び疑似餌）の使用の禁止 

・一本釣り漁業 集魚灯の電球の効力は 45kw 以内 かつ 3kw以内のものが 15灯以内 

漁協（支所）の自主規制 

・アワビ操業期間 海士 7/1～8/31 1日 10kg まで 磯見 12/15～3/31 1日 15kg まで 

・トラフグ延縄漁業 底縄の操業期間 9/20～3/20 再放流サイズ 1/1～3/20 35cm 以下 

 

（３）具体的な取り組み内容（毎年毎に数値目標とともに記載） 

１年目（平成 26年度）以下の取り組みにより漁業所得を基準年対比 0.7％向上させる。 

以降、以下の取り組み内容は、取り組みの進捗状況や得られた知見等を踏まえ、必要に応

じて見直すこととする。 

漁業収入向上

のための取組 

以下の取り組みにより基準年より 0.3％の漁業収入増加を目指す。 

① 魚価向上のための取り組み 

・漁協、鐘崎ふく延縄船団は、市場出荷に頼っていたトラフグやカナト

フグなどの天然フグの販路拡大や消費拡大を図るために観光協会、商
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工会、市、県等と連携して「鐘崎ふくフェア実行委員会」を設置し、

トラフグを「鐘崎天然とらふく」、トラフグ以外のフグ類を「鐘崎天然

ふく」として商標登録を取得し、フェアを実施し、「鐘崎産」の知名度

を高めブランドを確立し魚価の向上を図る。 

・漁協は、海外輸出を見据え、県と連携して天然トラフグ等の海外での

市況調査を行う。 

・漁協は、フグの取扱量を増やすために、ふぐ調理師資格の取得者を増

やすなど職員の技術向上に取り組む。 

・まき網 5 ヵ統は、ロットを揃えることにより魚価向上を図るため協業

化を推進し、併せて費用削減を推進する。初年度は船団ごとに配置さ

れている探索船の共同探索を進め、探索情報の共有化によって全体で

の効率的な探索体制を構築し、探索船の削減に結びつける。更に、運

搬船の効率的な運用を図るため共同運搬の実施を検討する。 

・漁協は、活イカや真鯛などの活魚販売を強化するため、鮮魚販売が中

心で活魚販売はしていない「道の駅むなかた」において、鐘崎本所に

ある活魚センターの広告宣伝を実施する。また、数量が少なくサイズ

もバラバラで市場出荷に不向きな高級小口活魚の取り扱いを増やして

少量多魚種の販売に取り組む。 

②６次産業化による未利用資源の商品化及び低価格魚の付加価値向上 

・漁協は、平成 26年度に加工施設を拡充整備し、ふぐ籠漁で秋口に大量

に漁獲されるカナトフグ（シロサバフグ）やふぐ延縄漁業での副産物

として漁獲されるシマフグなどの低価格魚に身欠き処理などの加工を

行い冷凍保管し、需要が増加する鍋シーズンに販売することで収益の

増加を図る。また、活魚販売における弱りやしまり等の在庫ロスを軽

減するため、商品価値が落ちる前に加工、冷凍処理し、周年商材とし

て販売することにより収益の増加を図る。 

・漁協は、商品の品質を向上させるために、輸送等流通上の問題を検証

し、必要に応じて改善や新たな方法を検討する。  

③消費拡大の取り組み 

・漁協は、学校給食に骨が少なく子どもにも食べやすいカナトフグ（シ

ロサバフグ）を、鐘崎天然ふくのＰＲとして食材提供するとともに食

材に関する食育教育を実施し、魚への関心を強め魚食普及を図る。 

・漁協は、宗像市水産物消費拡大企画委員会と積極的に連携し、地元イ

ベント等で、地元産魚介類の消費拡大に取り組む。 

④養殖の取り組み 

・県水産海洋技術センターの指導の下カキの養殖を試験的に行っている
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漁業者は、試験出荷を行う。 

⑤資源の増加に向けた取り組み 

・鐘崎ふく延縄船団は、現在実施しているトラフグ稚魚放流を、適地適

サイズで放流させ有効尾数の増加を目指すとともに、広調委による資

源管理指針における再放流の体長制限 25ｃｍ以下を 1～3 月について

35ｃｍ以下に拡大する自主規制を行い、将来的な資源の増加を図る。

また、近年増加しつつあるはえ縄漁の対象魚種のひとつであるアマダ

イ稚魚の放流を県水産海洋技術センターの放流効果の調査を基に適正

に実施し資源の増加を図る。 

・宗像地区海洋清掃協議会及び磯根保全対策協議会を構成する漁業者は、

協力して漁場の清掃を行い、ガンガゼ、バリ、イスズミなどの食害生

物の除去を行う。また、現在実施中のクロアワビの中間育成を引き続

き行うとともに、新たにメガイアワビ、アカウニの放流を行い資源の

増加を図る。 

・漁協及び漁業者は、磯焼けを防ぎ、藻場を造成してアワビ、サザエ等

の資源増加を図るため、投石や藻場ブロックの設置を市に要望する。 

⑥漁業者育成と漁村活性化の取り組み 

・漁協は、熟練した漁業者を講師として、漁家の後継者候補等に対する

研修を実施し、後継者の育成に努めるとともに、県の新規就業セミナ

ー等を活用して新規漁業従事者の確保を図る。 

漁業コスト削

減のための取

組 

下記の取り組みにより基準年より 0.3％の燃料コスト削減を目指す。 

①燃油の急騰に対する備え 

・漁協は、燃油高騰による漁業コスト増大に備えるため、漁業経営セー

フティネット構築事業への加入をさらに推進する。 

②省燃油活動の推進 

・構成員全員が減速航行の徹底、係留中の機関の停止、不要不急な積載

物の削減による軽量化、定期的な船底清掃による航行時の抵抗削減等

を実施し、燃油使用料を抑制する。 

・まき網 5 ヵ統は、操業形態の見直しの一つとして、探索情報の共有化

による効率的な探索を図り、探索船の使用燃油を削減する。 

③漁場確保のための競合の軽減 

・ふく延縄船団は漁場をローテーションで利用することにより燃油使用

量を削減する。 

④休漁日の厳守による使用燃油の削減 

・漁業者は、資源の維持・拡大を目的として設定している休漁日を厳守

することで出漁日数を抑制し、燃油使用量を削減する。 
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⑤省エネ機器の導入 
・漁協は、漁船の機関換装を推進し、燃油削減を図る。 

活用する支援

措置等 

省燃油活動推進事業 漁業経営セーフティネット構築事業 強い水産業

づくり交付金 水産多面的機能発揮事業 国産水産物流通促進事業 漁

船漁業・担い手確保対策 福岡県水産業振興対策事業 宗像市水産業振

興対策事業 

 

2年目（平成 27 年度）以下の取り組みにより漁業所得を基準年対比 4.1％向上させる。 

漁業収入向上

のための取組 

以下の取り組みにより前年度より 0.5％の漁業収入増加を目指す。 

① 価向上のための取り組み 

・漁協、鐘崎ふく延縄船団は、市場出荷に頼っていたトラフグやカナト

フグなどの天然フグの販路拡大や消費拡大を図るために、平成 26年度

に取得した「鐘崎天然とらふく」、「鐘崎天然ふく」の商標登録を流通、

販売、広報、営業等の各局面で積極的に活用し、「鐘崎産」の知名度を

高めブランドを確立し魚価の向上を図る。 

・漁協は、天然フグの直接販売によって構築した販路を活用し、アマダ

イなどの高級魚をはじめ、ニーズに応じて取引の魚種を増やす。 

・漁協は、海外での市況調査をもとに、天然トラフグをはじめとする高

級魚の輸出についての検討を行う。並行して海外市場に対応した HACCP

施設の導入を検討する。 

・漁協は、フグの取扱量を増やすために、ふぐ調理師資格の取得者を増

やすなど職員の技術向上に取り組む。 

・現在、まき網漁の市場出荷は、地元漁港に水揚げしてトラックで陸送

する形態と、福岡、北九州の各卸市場へ直接水揚げする２つの形態が

ある。出荷の協業化は卸売市場へ直接水揚げされる海上輸送から取組

を始め、現在各船団４隻配置している運搬船を全体での適正隻数へ減

船する。 
・まき網 5 ヵ統は、夏場のトロ箱出荷による鮮度低下対策として、的確

に温度管理が行えるコンテナを利用した水氷での出荷に切り替えるこ

とにより、魚価を向上させる。 

・漁協は、活イカや真鯛などの活魚販売を強化するため、鮮魚販売が中

心で活魚販売はしていない「道の駅むなかた」において、鐘崎本所に

ある活魚センターの広告宣伝を実施する。また、数量が少なくサイズ

もバラバラで市場出荷に不向きな高級小口活魚の取り扱いを増やして

少量多魚種の販売に取り組む。更に、これまで鐘崎本所のみの取扱い

であった小口活魚の取り扱いを、各支所からも集荷し販売を増やす。 
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②６次産業化による未利用資源の商品化及び低価格魚の付加価値向上 

・磯根保全対策協議会を構成する漁業者は、バリ（アイゴ）等の食害生

物を駆除するだけでなく、漁協と連携し活魚センター、加工施設を活

用して商品化し収益増加に努める。また、漁協は漁業者と連携し、ヌ

タウナギ等の未利用魚種の研究に取り組み、商品化を検討する。 

・漁協は、平成 26年度に拡充整備した加工施設を活用し、ふぐ籠漁で秋

口に大量に漁獲されるカナトフグ（シロサバフグ）やふぐ延縄漁業で

の副産物として漁獲されるシマフグなどの低価格魚に身欠き処理など

の加工を行い冷凍保管し、需要が増加する鍋シーズンに販売すること

で収益の増加を図る。また、活魚販売における弱りやしまり等の在庫

ロスを軽減するため、商品価値が落ちる前に加工、冷凍処理し、周年

商材として販売することにより収益の増加を図る。更に、大敷網や建

網漁で漁獲されるサゴシや小アジなどの低価格魚に開き等の加工処理

を行い、付加価値を付けるとともに学校給食で使いやすい商品を開発

することで収益の増加を図る。 

・漁協は、輸送にかかるコストの削減や品質の向上を図るために、魚を

休眠状態にして輸送する研究を行っている地元の企業に、サンプルを

提供するなど実用化に向け連携して取り組む。 

③消費拡大の取り組み 

・漁協は、学校給食に骨が少なく子どもにも食べやすいカナトフグ（シ

ロサバフグ）を、鐘崎天然ふくのＰＲとして食材提供するとともに食

材に関する食育教育を実施し、魚への関心を強め魚食普及を図る。 

・漁協は、宗像市水産物消費拡大企画委員会と積極的に連携し、地元イ

ベント等で、地元産魚介類の消費拡大に取り組む。 

④養殖の取り組み 

・カキ養殖を試験的に実施している漁業者は、これまでの試験養殖結果

を踏まえ、区画漁業権を取得し本格的に生産を行う。また、殺菌装置、

脱貝機を導入し、養殖カキの販売を行い宗像産を PRする。 

・漁協は、地域内の津屋崎地区にある福岡県立水産高校と連携し、同校

が実施している若布、アサリ等の試験養殖に協力して、同地区での養

殖の可能性を検討する。 

⑤資源の増加に向けた取り組み 

・鐘崎ふく延縄船団は、現在実施しているトラフグ稚魚放流を、適地適

サイズで放流させ有効尾数の増加を目指すとともに、広調委による資

源管理指針における再放流の体長制限 25ｃｍ以下を 1～3 月について

35ｃｍ以下に拡大する自主規制を行い、将来的な資源の増加を図る。
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また、近年増加しつつあるはえ縄漁の対象魚種のひとつであるアマダ

イ稚魚の放流を、県水産海洋技術センターの放流効果の調査を基に適

正に実施し資源の増加を図る。 

・宗像地区海洋清掃協議会及び磯根保全対策協議会を構成する漁業者は、

協力して漁場の清掃を行い、ガンガゼ、バリ、イスズミなどの食害生

物の除去を行う。また、引き続きクロアワビの中間育成及びメガイア

ワビ、アカウニの放流を行い資源の増加を図る。 

・漁協及び漁業者は、磯焼けを防ぎ、藻場を造成してアワビ、サザエ等

の資源増加を図るため、投石や藻場ブロックの設置を市に要望する。 

⑥漁業者育成と漁村活性化の取り組み 

・漁協は、熟練した漁業者を講師として、漁家の後継者候補等に対する

研修を実施し、後継者の育成に努めるとともに、県の新規就業セミナ

ー等を活用して新規漁業従事者の確保を図る。 

漁業コスト削

減のための取

組 

下記の取り組みにより前年度より 0.5％の燃料コスト削減を目指す。 

①燃油の急騰に対する備え 

・漁協は、燃油高騰による漁業コスト増大に備えるため、漁業経営セー

フティネット構築事業への加入をさらに推進する。 

②省燃油活動の推進 

・構成員全員が減速航行の徹底、係留中の機関の停止、不要不急な積載

物の削減による軽量化、定期的な船底清掃による航行時の抵抗削減等

を実施し、燃油使用料を抑制する。 

・まき網 5 ヵ統は、探索情報の共有化とともに、運搬船による効率的な

海上輸送を検討し、運搬船の使用燃油を削減する。 

・船齢が古いうえ海外漁場の消滅や水揚げの減少により経営が厳しい 19
ｔ型漁船の対策として、主に 19ｔ型漁船が操業するはえ縄、かご漁業

の漁業種ごとに協議を行う。 

③漁場確保のための競合の軽減 

・ふく延縄船団は漁場をローテーションで利用することにより燃油使用

量を削減する。 

④休魚日の厳守による使用燃油の削減 

・漁業者は、資源の維持・拡大を目的として設定している休魚日を厳守

することで出漁日数を抑制し、燃油使用量を削減する。 

⑤省エネ機器の導入 
・漁協は、漁船の機関換装を推進し、燃油削減を図る。 
⑥共同利用施設の再整備 
・漁協は、古くなった漁具倉庫や燃油施設など耐用年数が経過した各施
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設の利用状況を調査し、集約化のための検討を行う。 

活用する支援

措置等 

省燃油活動推進事業 漁業経営セーフティネット構築事業 強い水産業

づくり交付金 水産多面的機能発揮事業 国産水産物流通促進事業 漁

業構造改革総合対策事業（もうかる漁業創設支援事業沿岸漁業版） 漁

船漁業・担い手確保対策 福岡県水産業振興対策事業 宗像市水産業振

興対策事業 

 

3年目（平成 28 年度）以下の取り組みにより漁業所得を基準年対比 3.3％向上させる。 

漁業収入向上

のための取組 

以下の取り組みにより前年度より 0.4％の漁業収入増加を目指す。 

①魚価向上のための取り組み 

・漁協、鐘崎ふく延縄船団は、市場出荷に頼っていたトラフグやカナト

フグなどの天然フグの販路拡大や消費拡大を図るために、平成 26年度

に取得した「鐘崎天然とらふく」、「鐘崎天然ふく」の商標登録を流通、

販売、広報、営業等の各局面で積極的に活用し、「鐘崎産」の知名度を

高めブランドを確立し魚価の向上を図る。 

・漁協は、天然フグの直接販売によって構築した販路を活用し、アマダ

イなどの高級魚をはじめ、ニーズに応じて取引の魚種を増やす。 

・漁協は、天然トラフグをはじめとする高級魚の海外輸出の可能性が判

断できた場合には、海外市場に対応した HACCP 施設導入に取り組む。 

・漁協は、フグの取扱量を増やすために、ふぐ調理師資格の取得者を増

やすなど職員の技術向上に取り組む。 

・まき網 5 ヵ統は、各船団ごとに行われている地元漁港での水揚げ及び

市場までの陸送の協業化を進める。さらに選別作業の集約化によりロ

ットを揃えることによって漁価の向上を進める。 
・まき網 5 ヵ統は、夏場のトロ箱出荷による鮮度低下対策として、的確

に温度管理が行えるコンテナを利用した水氷での出荷に切り替えるこ

とにより、魚価を向上させる。 

・漁協は、活魚センターでの魚種や数量の増加の状況を判断しながら、

水槽の増設を検討し、更なる収益の増加を図る。 

②６次産業化による未利用資源の商品化及び低価格魚の付加価値向上 

・磯根保全対策協議会を構成する漁業者は、バリ（アイゴ）等の食害生

物を駆除するだけでなく、漁協と連携し活魚センター、加工施設を活

用して商品化し収益増加に努める。また、漁協は漁業者と連携し、ヌ

タウナギ等の未利用魚種の研究に取り組み、商品化を検討する。 

・漁協は、平成 26年度に拡充整備した加工施設を活用し、ふぐ籠漁で秋

口に大量に漁獲されるカナトフグ（シロサバフグ）やふぐ延縄漁業で
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の副産物として漁獲されるシマフグなどの低価格魚に身欠き処理など

の加工を行い冷凍保管し、需要が増加する鍋シーズンに販売すること

で収益の増加を図る。また、活魚販売における弱りやしまり等の在庫

ロスを軽減するため、商品価値が落ちる前に加工、冷凍処理し、周年

商材として販売することにより収益の増加を図る。更に、大敷網や建

網漁で漁獲されるサゴシや小アジなどの低価格魚に開き等の加工処理

を行い、付加価値を付けるとともに学校給食で使いやすい商品を開発

することで収益の増加を図る。 

・漁協は、魚を休眠状態にして輸送する研究の進捗を踏まえて、試験出

荷等を地元の企業と連携して取り組む。 

③消費拡大の取り組み 

・漁協は、学校給食に骨が少なく子どもにも食べやすいカナトフグ（シ

ロサバフグ）を、鐘崎天然ふくのＰＲとして食材提供するとともに食

材に関する食育教育を実施し、魚への関心を強め魚食普及を図る。 

・漁協は、宗像市水産物消費拡大企画委員会と積極的に連携し、地元イ

ベント等で、地元産魚介類の消費拡大に取り組む。 

④養殖の取り組み 

・漁協は、これまでの取り組みを踏まえ、カキ養殖の着業を推進する。 

・漁協は水産高校との連携の結果、養殖が可能と判断されたものから養

殖を行い、津屋崎支所に併設されている直販所を中心に販売を行う。 

⑤資源の増加に向けた取り組み 

・鐘崎ふく延縄船団は、現在実施しているトラフグ稚魚放流を、適地適

サイズで放流させ有効尾数の増加を目指すとともに、広調委による資

源管理指針における再放流の体長制限 25ｃｍ以下を 1～3 月について

35ｃｍ以下に拡大する自主規制を行い、将来的な資源の増加を図る。

また、近年増加しつつあるはえ縄漁の対象魚種のひとつであるアマダ

イ稚魚の放流を、県水産海洋技術センターの放流効果の調査を基に適

正に実施し資源の増加を図る。 

・宗像地区海洋清掃協議会及び磯根保全対策協議会を構成する漁業者は、

協力して漁場の清掃を行い、ガンガゼ、バリ、イスズミなどの食害生

物の除去を行う。また、引き続きクロアワビの中間育成及びメガイア

ワビ、アカウニの放流を行い資源の増加を図る。 

・漁協及び漁業者は、磯焼けを防ぎ、藻場を造成してアワビ、サザエ等

の資源増加を図るため、投石や藻場ブロックの設置を市に要望する。 

⑥漁業者育成と漁村活性化の取り組み 

・漁協は、熟練した漁業者を講師として、漁家の後継者候補等に対する
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研修を実施し、後継者の育成に努めるとともに、県の新規就業セミナ

ー等を活用して新規漁業従事者の確保を図る。 

漁業コスト削

減のための取

組 

下記の取り組みにより前年度より 0.4％の燃料コスト削減を目指す。 

①燃油の急騰に対する備え 

・漁協は、燃油高騰による漁業コスト増大に備えるため、漁業経営セー

フティネット構築事業への加入をさらに推進する。 

②省燃油活動の推進 

・構成員全員が減速航行の徹底、係留中の機関の停止、不要不急な積載

物の削減による軽量化、定期的な船底清掃による航行時の抵抗削減等

を実施し、燃油使用料を抑制する。 

・まき網 5 ヵ統は、協業化を進める中、効率的で新しい操業体制への転

換を図り、燃油使用量を抑制するため、漁業構造改革総合対策事業（も

うかる漁業沿岸版）の活用を検討する。 

・19ｔ型漁業者と漁協は、引き続き効率的な操業体制の構築に向けて協

議を行い、漁業構造改革総合対策事業（もうかる漁業沿岸版）の活用

を検討する。 

③漁場確保のための競合の軽減 

・ふく延縄船団は漁場をローテーションで利用することにより燃油使用

量を削減する。 

④休魚日の厳守による使用燃油の削減 

・漁業者は、資源の維持・拡大を目的として設定している休魚日を厳守

することで出漁日数を抑制し、燃油使用量を削減する。 

⑤省エネ機器の導入 
・漁協は、漁船の機関換装を推進し、燃油削減を図る。 
⑥共同利用施設の再整備 
・漁協は、引き続き集約化の検討を行い、その結果、集約化が可能なも

のから再整備に取り組み、経費削減を行う。 

活用する支援

措置等 

漁業経営セーフティネット構築事業 強い水産業づくり交付金 水産多

面的機能発揮事業 国産水産物流通促進事業 漁業構造改革総合対策事

業（もうかる漁業創設支援事業沿岸漁業版） 漁船漁業・担い手確保対

策 福岡県水産業振興対策事業 宗像市水産業振興対策事業 

 

4年目（平成 29 年度）以下の取り組みにより漁業所得を基準年対比 2.5％向上させる。 

漁業収入向上

のための取組 

以下の取り組みにより前年度より 0.3％の漁業収入増加を目指す。 

①魚価向上のための取り組み 

・漁協、鐘崎ふく延縄船団は、市場出荷に頼っていたトラフグやカナト
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フグなどの天然フグの販路拡大や消費拡大を図るために、平成 26年度

に取得した「鐘崎天然とらふく」、「鐘崎天然ふく」の商標登録を流通、

販売、広報、営業等の各局面で積極的に活用し、「鐘崎産」の知名度を

高めブランドを確立し魚価の向上を図る。 

・漁協は、天然フグの直接販売によって構築した販路を活用し、アマダ

イなどの高級魚をはじめ、ニーズに応じて取引の魚種を増やす。 

・漁協は、天然トラフグをはじめとする高級魚の海外輸出の可能性が判

断できた場合には、海外市場に対応した HACCP 施設導入に取り組む。 

・漁協は、フグの取扱量を増やすために、ふぐ調理師資格の取得者を増

やすなど職員の技術向上に取り組む。 

・まき網 5 ヵ統は、水揚げ、輸送の協業化の進捗状況を勘案しながら、

網船の操業協業化を検討する。また、出荷調整のための生け簀の設置

を行い、時化を見計らって出荷することにより所得の向上を図る。 
・まき網 5 ヵ統は、夏場のトロ箱出荷による鮮度低下対策として、的確

に温度管理が行えるコンテナを利用した水氷での出荷に切り替えるこ

とにより、魚価を向上させる。 

・漁協は、活魚センターでの魚種や数量の増加の状況を判断しながら、

水槽の増設を検討し、更なる収益の増加を図る。 

②６次産業化による未利用資源の商品化及び低価格魚の付加価値向上 

・磯根保全対策協議会を構成する漁業者は、バリ（アイゴ）等の食害生

物を駆除するだけでなく、漁協と連携し活魚センター、加工施設を活

用して商品化し収益増加に努める。また、漁協は漁業者と連携し、ヌ

タウナギ等の未利用魚種の研究に取り組み、商品化を検討する。 

・漁協は、平成 26年度に拡充整備した加工施設を活用し、ふぐ籠漁で秋

口に大量に漁獲されるカナトフグ（シロサバフグ）やふぐ延縄漁業で

の副産物として漁獲されるシマフグなどの低価格魚に身欠き処理など

の加工を行い冷凍保管し、需要が増加する鍋シーズンに販売すること

で収益の増加を図る。また、活魚販売における弱りやしまり等の在庫

ロスを軽減するため、商品価値が落ちる前に加工、冷凍処理し、周年

商材として販売することにより収益の増加を図る。更に、大敷網や建

網漁で漁獲されるサゴシや小アジなどの低価格魚に開き等の加工処理

を行い、付加価値を付けるとともに学校給食で使いやすい商品を開発

することで収益の増加を図る。 

・漁協は、魚を休眠状態にして輸送する研究の進捗を踏まえて、試験出

荷等を地元の企業と連携して取り組む。 

③消費拡大の取り組み 
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・漁協は、学校給食に骨が少なく子どもにも食べやすいカナトフグ（シ

ロサバフグ）を、鐘崎天然ふくのＰＲとして食材提供するとともに食

材に関する食育教育を実施し、魚への関心を強め魚食普及を図る。 

・漁協は、宗像市水産物消費拡大企画委員会と積極的に連携し、地元イ

ベント等で、地元産魚介類の消費拡大に取り組む。 

④養殖の取り組み 

・漁協はカキ小屋を設置し、福岡市、北九州市などの近隣の消費者を呼

び込み、地元産漁獲物を提供することにより収益の増加を図る。 

・漁協は水産高校との連携の結果、養殖が可能と判断されたものから養

殖を行い、津屋崎支所に併設されている直販所を中心に販売を行う。 

⑤資源の増加に向けた取り組み 

・鐘崎ふく延縄船団は、現在実施しているトラフグ稚魚放流を、適地適

サイズで放流させ有効尾数の増加を目指すとともに、広調委による資

源管理指針における再放流の体長制限 25ｃｍ以下を 1～3 月について

35ｃｍ以下に拡大する自主規制を行い、将来的な資源の増加を図る。

また、近年増加しつつあるはえ縄漁の対象魚種のひとつであるアマダ

イ稚魚の放流を、県水産海洋技術センターの放流効果の調査を基に適

正に実施し資源の増加を図る。 

・宗像地区海洋清掃協議会及び磯根保全対策協議会を構成する漁業者は、

協力して漁場の清掃を行い、ガンガゼ、バリ、イスズミなどの食害生

物の除去を行う。また、引き続きクロアワビの中間育成及びメガイア

ワビ、アカウニの放流を行い資源の増加を図る。 

・漁協及び漁業者は、磯焼けを防ぎ、藻場を造成してアワビ、サザエ等

の資源増加を図るため、投石や藻場ブロックの設置を市に要望する。 

⑥漁業者育成と漁村活性化の取り組み 

・漁協は、熟練した漁業者を講師として、漁家の後継者候補等に対する

研修を実施し、後継者の育成に努めるとともに、県の新規就業セミナ

ー等を活用して新規漁業従事者の確保を図る。 

漁業コスト削

減のための取

組 

下記の取り組みにより前年度より 0.3％の燃料コスト削減を目指す。 

①燃油の急騰に対する備え 

・漁協は、燃油高騰による漁業コスト増大に備えるため、漁業経営セー

フティネット構築事業への加入をさらに推進する。 

②省燃油活動の推進 

・構成員全員が減速航行の徹底、係留中の機関の停止、不要不急な積載

物の削減による軽量化、定期的な船底清掃による航行時の抵抗削減等

を実施し、燃油使用料を抑制する。 
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・まき網 5 ヵ統は、効率的で新しい操業体制への転換を図り、燃油使用

量を抑制するため、漁業構造改革総合対策事業（もうかる漁業沿岸版）

を活用し、活魚運搬が可能な共同の運搬船の導入を図る。 

・19ｔ型漁業者と漁協は、効率的な操業体制が確立できると判断した漁

業種から順次、漁業構造改革総合対策事業（もうかる漁業沿岸版）を

活用し省コスト漁船の導入を図る。 

③漁場確保のための競合の軽減 

・ふく延縄船団は漁場をローテーションで利用することにより燃油使用

量を削減する。 

④休魚日の厳守による使用燃油の削減 

・漁業者は、資源の維持・拡大を目的として設定している休魚日を厳守

することで出漁日数を抑制し、燃油使用量を削減する。 

⑤省エネ機器の導入 
・漁協は、漁船の機関換装を推進し、燃油削減を図る。 
⑥共同利用施設の再整備 
・漁協は、引き続き集約化の検討を行い、その結果、集約化が可能なも

のから再整備に取り組み、経費削減を行う。 

活用する支援

措置等 

漁業経営セーフティネット構築事業 強い水産業づくり交付金 水産多

面的機能発揮事業 国産水産物流通促進事業 漁業構造改革総合対策事

業（もうかる漁業創設支援事業沿岸漁業版） 漁船漁業・担い手確保対

策 水産流通基盤整備事業 福岡県水産業振興対策事業 宗像市水産業

振興対策事業 

 

5年目（平成 30 年度）以下の取り組みにより漁業所得を基準年対比 2.4％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

ランの取り組み状況を確認しつつ、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 

以下の取り組みにより前年度より 0.3％の漁業収入増加を目指す。 

①魚価向上のための取り組み 

・漁協、鐘崎ふく延縄船団は、市場出荷に頼っていたトラフグやカナト

フグなどの天然フグの販路拡大や消費拡大を図るために、平成 26年度

に取得した「鐘崎天然とらふく」、「鐘崎天然ふく」の商標登録を流通、

販売、広報、営業等の各局面で積極的に活用し、「鐘崎産」の知名度を

高めブランドを確立し魚価の向上を図る。 

・漁協は、天然フグの直接販売によって構築した販路を活用し、アマダ

イなどの高級魚をはじめ、ニーズに応じて取引の魚種を増やす。 

・漁協は、天然トラフグをはじめとする高級魚の海外輸出の可能性が判
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断できた場合には、海外市場に対応した HACCP 施設導入に取り組む。 

・漁協は、フグの取扱量を増やすために、ふぐ調理師資格の取得者を増

やすなど職員の技術向上に取り組む。 

・まき網 5 ヵ統は、協業化の進捗に合わせて 5 ヵ統の船団構成の再編を

進め、経営効率の高いまき網経営の確立を図る。また、出荷調整のた

めの設置した生け簀を活用し、時化を見計らって出荷することにより

所得の向上を図る。 
・まき網 5 ヵ統は、夏場のトロ箱出荷による鮮度低下対策として、的確

に温度管理が行えるコンテナを利用した水氷での出荷に切り替えるこ

とにより、魚価を向上させる。 

・漁協は、活魚センターでの魚種や数量の増加の状況を判断しながら、

水槽の増設を検討し、更なる収益の増加を図る。 

② ６次産業化による未利用資源の商品化及び低価格魚の付加価値向上 

・磯根保全対策協議会を構成する漁業者は、バリ（アイゴ）等の食害生

物を駆除するだけでなく、漁協と連携し活魚センター、加工施設を活

用して商品化し収益増加に努める。また、漁協は漁業者と連携し、ヌ

タウナギ等の未利用魚種の研究に取り組み、商品化を検討する。 

・漁協は、平成 26年度に拡充整備した加工施設を活用し、ふぐ籠漁で秋

口に大量に漁獲されるカナトフグ（シロサバフグ）やふぐ延縄漁業で

の副産物として漁獲されるシマフグなどの低価格魚に身欠き処理など

の加工を行い冷凍保管し、需要が増加する鍋シーズンに販売すること

で収益の増加を図る。また、活魚販売における弱りやしまり等の在庫

ロスを軽減するため、商品価値が落ちる前に加工、冷凍処理し、周年

商材として販売することにより収益の増加を図る。更に、大敷網や建

網漁で漁獲されるサゴシや小アジなどの低価格魚に開き等の加工処理

を行い、付加価値を付けるとともに学校給食で使いやすい商品を開発

することで収益の増加を図る。 

・漁協は、魚を休眠状態にして輸送する研究の進捗を踏まえて、試験出

荷等を地元の企業と連携して取り組む。 

③消費拡大の取り組み 

・漁協は、学校給食に骨が少なく子どもにも食べやすいカナトフグ（シ

ロサバフグ）を、鐘崎天然ふくのＰＲとして食材提供するとともに食

材に関する食育教育を実施し、魚への関心を強め魚食普及を図る。 

・漁協は、宗像市水産物消費拡大企画委員会と積極的に連携し、地元イ

ベント等で、地元産魚介類の消費拡大に取り組む。 

④養殖の取り組み 
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・漁協はカキ小屋を設置し、福岡市、北九州市などの近隣の消費者を呼

び込み、地元産漁獲物を提供することにより収益の増加を図る。 

・漁協は水産高校との連携の結果、養殖が可能と判断されたものから養

殖を行い、津屋崎支所に併設されている直販所を中心に販売を行う。 

⑤資源の増加に向けた取り組み 

・鐘崎ふく延縄船団は、現在実施しているトラフグ稚魚放流を、適地適

サイズで放流させ有効尾数の増加を目指すとともに、広調委による資

源管理指針における再放流の体長制限 25ｃｍ以下を 1～3 月について

35ｃｍ以下に拡大する自主規制を行い、将来的な資源の増加を図る。

また、近年増加しつつあるはえ縄漁の対象魚種のひとつであるアマダ

イ稚魚の放流を、県水産海洋技術センターの放流効果の調査を基に適

正に実施し資源の増加を図る。 

・宗像地区海洋清掃協議会及び磯根保全対策協議会を構成する漁業者は、

協力して漁場の清掃を行い、ガンガゼ、バリ、イスズミなどの食害生

物の除去を行う。また、引き続きクロアワビの中間育成及びメガイア

ワビ、アカウニの放流を行い資源の増加を図る。 

・漁協及び漁業者は、磯焼けを防ぎ、藻場を造成してアワビ、サザエ等

の資源増加を図るため、投石や藻場ブロックの設置を市に要望する。 

⑥漁業者育成と漁村活性化の取り組み 

・漁協は、熟練した漁業者を講師として、漁家の後継者候補等に対する

研修を実施し、後継者の育成に努めるとともに、県の新規就業セミナ

ー等を活用して新規漁業従事者の確保を図る。 

漁業コスト削

減のための取

組 

下記の取り組みにより前年度より 0.3％の燃料コスト削減を目指す。 

①燃油の急騰に対する備え 

・漁協は、燃油高騰による漁業コスト増大に備えるため、漁業経営セー

フティネット構築事業への加入をさらに推進する。 

②省燃油活動の推進 

・構成員全員が減速航行の徹底、係留中の機関の停止、不要不急な積載

物の削減による軽量化、定期的な船底清掃による航行時の抵抗削減等

を実施し、燃油使用料を抑制する。 

・まき網 5 ヵ統は、導入した活魚運搬船を活用し、効率的な操業を実施

し、燃油使用量を抑制する。 
・19ｔ型漁業者と漁協は、効率的な操業体制が確立できると判断した漁

業種から順次、漁業構造改革総合対策事業（もうかる漁業沿岸版）を

活用し省コスト漁船の導入を図る。 

③漁場確保のための競合の軽減 
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・ふく延縄船団は漁場をローテーションで利用することにより燃油使用

量を削減する。 

④休魚日の厳守による使用燃油の削減 

・漁業者は、資源の維持・拡大を目的として設定している休魚日を厳守

することで出漁日数を抑制し、燃油使用量を削減する。 

⑤省エネ機器の導入 
・漁協は、漁船の機関換装を推進し、燃油削減を図る。 
⑥共同利用施設の再整備 
・漁協は、引き続き集約化の検討を行い、その結果、集約化が可能なも

のから再整備に取り組み、経費削減を行う。 

活用する支援

措置等 

漁業経営セーフティネット構築事業 強い水産業づくり交付金 水産多

面的機能発揮事業 国産水産物流通促進事業 漁業構造改革総合対策事

業（もうかる漁業創設支援事業沿岸漁業版） 漁船漁業・担い手確保対

策 水産流通基盤整備事業 福岡県水産業振興対策事業 宗像市水産業

振興対策事業 

 

（４）関係機関との連携 

宗像市、宗像市観光協会と連携し、資源管理、魚価向上、販路拡大等様々な取り組みを行

ってきた経緯があり、合併を機に福津市を含めた新たな体制で、更に関係を発展させ漁業

所得の向上や地域漁村の活性化を図っていく。 

 

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）上記算出方法及びその妥当性 
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５ 関連施策 

 活用を予定している関連施策名と内容及びプランとの関係 

事業名 事業内容及び浜の活力再生プランとの関係性 

省燃油活動推進事業 省燃油活動に積極的に取り組み漁業支出の低減を図る 

漁業経営セーフティネット

構築事業 

事業への加入を促進し、燃油価格高騰時に補てんされる交付

金により漁業所得を確保する 

強い水産業づくり交付金 

（産地水産業強化支援事

業）・国産水産物流通促進事

業 

活魚施設、加工場施設の整備、冷凍冷蔵庫、製氷施設等の共

同利用施設の整備 

水産多面的機能発揮事業 食害生物の除去を行い磯値資源漁場を整備するとともに、漁

場に浮遊するゴミを回収し漁場の管理を行う 

漁業構造改革総合対策事業 

（儲かる漁業創設支援事

業） 

中型まき網船団の運搬船等を集約し省力設備を備えた代替船

を建造しまき網漁業の効率化を図る 

経費が過大となっている 19ｔ型はえ縄漁船の減トンに取り

組み、漁業コスト削減に取り組む 

漁業の担い手確保・育成対

策基金事業 

水産流通基盤整備事業 

 

福岡県水産業振興対策事業 

宗像市水産業振興対策事業 

 

漁業者の子弟及び新規参入者の研修を実施し、漁業後継者の

育成を行い、漁村の活性化を図る 

水産物の品質・衛生管理の向上、陸揚・集出荷機能の強化等

に資する施設を整備する 

共同利用施設の整備を支援する 

共同利用施設の整備を支援する 
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