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１　地域水産業再生委員会

※再生委員会規約及び推進体制の分かる資料を添付すること。

佐賀県小城市芦刈町地域
海苔養殖業（採貝漁業、刺網漁業との兼業）　86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

（２）その他の関連する現状等

３　活性化の取組方針
（１）基本方針

（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

（３）具体的な取組内容（毎年ごとに数値目標とともに記載）

・主幹の海苔養殖については出荷時の検査の強化等によりブランド化を図り販売力強化を図る。
・二枚貝及び魚類については適切な漁業資源管理を目指し海底耕耘等を行う。
・船底清掃を実施し燃油コストの削減を図る。また、新たな燃油補給施設を整備し、民間燃油施設との
価格差及び施設漁業用燃油取扱量の増加により、漁業者の所得向上を図る。
・老朽化した施設（桟橋、係留施設他）を改善することで作業労力の軽減を図る。

・海苔養殖漁業者は、漁場の水産資源と海域環境を保全しつつ、良質な海苔を集団生産するため、漁協
等で構成する新うまい佐賀海苔づくり運動実践本部が策定した「のり養殖に関する基本指針」に基づ
き、採苗、管理から収穫に渡る集団管理施業方法や制限などを遵守して施業している。

・サルボウ漁業者は、生息を保全させるため、「佐賀県有明海区漁業調整委員会」の指針に基づき収穫
期（４月～７月）と稚貝放流期（３月）を設定し、集団管理施業を順守している。

（取組内容については、取組みの進歩状況や得られた成果等を踏まえて必要に応じて見直すこととす
る。）

浜の活力再生プラン

組織名
代表者名

佐賀県有明海地区地域水産業再生委員会
会長　徳永　重昭

佐賀県有明海漁業協同組合、
佐賀市、鹿島市、小城市、神埼市、白石町、太良町

佐賀県生産振興部水産課、佐賀県有明水産振興センター

※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。

再生委員会の
構成員

オブザーバー

　佐賀県有明海地区の水産業は、海面養殖業に区分される海苔養殖が主体なっており、乾海苔の販売枚
数、金額ともに１２季連続の日本一と生産性の高い漁場を有する市地域となっている。
　その中の小城市地域は、有明海湾奥部に位置し、有明海地区同様に海苔養殖が主であるが、海苔養殖
の閑散期である夏季には、海苔養殖者は、ほぼ漁船漁業を兼業しており、採貝漁業や刺網漁業にて魚介
類を水揚げし周年操業の形態をとっている。
　しかし、近年、年間を通して赤潮等の発生頻度が増加しており、特に、海苔養殖期である冬季に発生
した場合、海苔の色落ちにより販売金額の大幅な低下に繋がっている状況にある。さらに、燃油、養殖
加工機材等の高騰により経営経費が増加する中で、漁業者の所得は、不安定な状況にあり、長期的には
低下する傾向となっている。

対象となる地域の範囲及び漁業の種類

　燃油及び漁業資材の高騰による経費の増大、漁獲物（海苔、魚類、貝類）の販売価格の低迷など厳し
い状況である。
　漁船係留施設についても老朽化や高潮対策等の利便性を考慮した改善を要する。

別記様式第１号 別添 
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1年目（平成２６年度）

1 ．海苔等の品質向上のための取組み

高鮮度状態で迅速な水揚げ加工を行う施設の整備

養殖及び加工技術の向上

的確な養殖管理のための情報伝達

組織的な海底耕耘

2 ．宣伝活動の取組み

3 ．漁場環境の保全

4 .

1 ．燃油消費量の抑制

2 ．省エネ機器等の導入推進

3 ．海苔生産及び加工経費の縮減

産地水産業強化支援事業 漁業経営セーフティネット構築事業
水産多面的機能発揮対策事業 省燃油活動推進事業
省エネ機器等導入推進事業 佐賀県沿岸漁業振興特別対策事業
沿岸漁場整備開発事業 佐賀県漁港小規模事業

以下の取組により漁業所得を基準年対比２％向上させる

以下の取組により、漁業収入を基準年度より　０．２１％　向上させる。

以下の取組により、漁業コストを基準年度より　１.０１％　削減する。

　漁協は、赤潮等の発生で品質低下が広範囲に及ぶことを防止するため、県有明水産振興セ
ンターと連携し、漁業者に対して海苔網の干出し高さ調整や摘み取り時期の情報を迅速かつ
的確に連絡できる体制を整えていく。
　全漁業者がこれらの情報を受け取るための端末の常時携帯を推進し、現在約９０％となっ
ている端末の常時携帯率を今後５年間で100％に達成させる目標を立て推進し、端末の使用
方法や取扱い等の勉強会を開催する。
　今年度は、端末の常時携帯率を92％に向上させる。

　漁協と漁業者は、海苔乾燥機や小型漁船船外機等の買い替え時に省エネ機器の導入を行
う。

　漁協と市は、施業の協業化や共同施設の利用を推進し、漁業者の作業労力の低減による人
件費の削減を図る。
　また、漁協が、共同施設の建設や大型機器類を導入する際には、燃油費などの短期コスト
とメンテナンスなどの中期コストを合わせた総合コストにより経費の縮減を検討し、産地協
議会などで幅広い意見を取り入れ経費削減を図る。

　漁協は、地産地消を基本として、「小城市食育まつり」・「彼岸花まつり」等のイベント
に出展し、地元市民においしい海苔を味わってもらい、その口コミで市外県外へ情報が伝わ
り、海苔の消費を拡大させる。
　漁協は、市内の全小中学校の給食や幼稚園・保育園等への海苔の配布を行い、子供たちか
ら家族へ伝わり、家族の購買意欲を向上させることで地元の消費量の拡大を図る。

　漁業者及び漁協は、県及び市と連携し、「有明海クリーンアップ作戦」などの海岸漂着物
の収集清掃活動や海域漂流物ごみの海上清掃活動を組織的かつ継続的に行い、漁場環境を保
全し、高品質の養殖海苔の生産や漁獲量の増大に繋げる。

活用する支援措置等

(4)
　今年度、市は、漁協と漁業者の協力を得て、市の区画漁業権区域のうち約127ヘクタール
を計画する。整備区域については、昨年度までの継続的な海底耕耘の現場状況の聞き取り調
査などを行い、より効果的な事業となるよう耕耘区域を決定する。

　漁協及び市は県と協力しながら、小城市産地協議会を構成し、漁協が主体となり異物検知
機の導入、物揚場の拡幅等改良を検討し、品質の向上に繋がる事業を推進していく。

漁業コスト削減のた
めの取組

漁業収入向上のため
の取組

(1)

(2)

(3)

　漁協は、漁業者の施業技術を向上させるために、県有明水産振興センターとの協力を得て
「技術講習会」や「海苔養殖漁期講習会」を推進していく。

　漁協は、漁船減速航行の啓発と定期的な船底清掃を推進し、漁業者は、省燃油活動として
これらを継続的に実施する。
　減速航行について、漁場への往路を対象とした「３０分前出航」を目標に、鮮度保持と施
業時間への影響がないよう配慮した取組とする。漁協は、平成３０年度までに全漁業者に徹
底するため、定期開催の市支所運営委員会で啓発を図り、取組率を２０％へ向上させる。

漁場環境改善のための張込み枚数の縮小

　漁協は、「新うまい佐賀のりつくり運動実施本部」と連携し、同本部の作成した「のり養
殖に関する基本方針」を順守して施業に努めるよう漁業者に対し指導を強化していく。
　特に、漁場環境に見合う海苔網密度の適正化を重点課題とし、5年間で250柵を段階的に削
減していくこととし、今年度は50柵を削減する。
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２年目（平成２７年度）

1 ．海苔等の品質向上のための取組み

高鮮度状態で迅速な水揚げ加工を行う施設の整備

養殖及び加工技術の向上

的確な養殖管理のための情報伝達

組織的な海底耕耘

2 ．宣伝活動の取組み

3 ．漁場環境の保全

4 .

1 ．燃油消費量の抑制

2 ．省エネ機器等の導入推進

3 ．海苔生産及び加工経費の縮減

産地水産業強化支援事業 漁業経営セーフティネット構築事業
水産多面的機能発揮対策事業 省燃油活動推進事業
省エネ機器等導入推進事業 佐賀県沿岸漁業振興特別対策事業
沿岸漁場整備開発事業 佐賀県漁港小規模事業

以下の取組により漁業所得を基準年対比４％向上させる

以下の取組により、漁業収入を基準年度より　０.４１％　向上させる。

　漁協及び市は県と協力しながら、小城市産地協議会を構成し、漁協が主体となり異物検知
機の導入、物揚場の拡幅等改良を検討し、品質の向上に繋がる事業を推進していく。

(2)
　漁協は、佐賀県有明水産新センターの協力を得て「技術講習会」や漁業者の施業士気を向
上させる「食味検討会」を定期的に開催し、漁業者の施業技術を向上させる。
　特に「食味検討会」については、生産者の異なる２種類の海苔を食味し、おいしい方を投
票、多数決で優劣を決定、トーナメント方式で順位を決定することで、漁業者同士が互いに
研磨することにより高い施業技術取得の意識を醸成させる。
　今年度は、漁協支所青年部に加え親組合にも声掛けを行い開催規模を拡大させる。

(3)
　漁協は、赤潮等の発生で品質低下が広範囲に及ぶことを防止するため、県有明水産振興セ
ンターと連携し、漁業者に対して海苔網の干出し高さ調整や摘み取り時期の情報を検討し迅
速かつ的確に連絡できる体制を整えていく。
　引き続き、全漁業者がこれらの情報を受け取るための端末の常時携帯を推進する。現状を
再確認し、端末の常時携帯率を今後４年間で100％に達成させる目標を立て推進し、端末の
使用方法や取扱い等の勉強会を開催する。
　今年度は、端末の常時携帯率を94％に向上させる。

(4)

漁業コスト削減のた
めの取組

　漁協は、地産地消を基本として、「小城市食育まつり」・「彼岸花まつり」等のイベント
に出展し、地元市民においしい海苔を味わってもらい、その口コミで市外県外へ情報が伝わ
り、海苔の消費を拡大させる。
　漁協は、市内の全小中学校の給食や幼稚園・保育園等への海苔の配布を行い、子供たちか
ら家族へ伝わり、家族の購買意欲を向上させることで地元の消費量の拡大を図る。

　今年度、市は、漁協と漁業者の協力を得て、市の区画漁業権区域のうち約127ヘクタール
を実施する。耕耘後、干潮時に干潟となって表れた海底の状況確認を行い、耕耘の深さや貝
類の繁殖状況などを随時確認しながら、事業成果の検証を行う。また、耕耘には専用の貝桁
を使用するが、最も効果的な貝桁の開発や耕耘後の海況状況の検証を進め、作業効率等をふ
まえ総合的に適した構造を模索していく。

漁業収入向上のため
の取組

(1)

　漁協と市は、施業の協業化や共同施設の利用を推進し、漁業者の作業労力の低減による人
件費の削減を図る。
　また、漁協が、共同施設の建設や大型機器類を導入する際には、燃油費などの短期コスト
とメンテナンスなどの中期コストを合わせた総合コストにより経費の縮減を検討し、産地協
議会などで幅広い意見を取り入れ経費削減を図る。

　漁業者及び漁協は、県及び市と連携し、「有明海クリーンアップ作戦」などの海岸漂着物
の収集清掃活動や海域漂流物ごみの海上清掃活動を組織的かつ継続的に行い、漁場環境を保
全し、高品質の養殖海苔の生産や漁獲量の増大に繋げる。

以下の取組により、漁業コストを基準年度より　２.０３％　削減する。

漁場環境改善のための張込み枚数の縮小

　漁協は、「新うまい佐賀のりつくり運動実施本部」と連携し、同本部の作成した「のり養
殖に関する基本方針」を順守して施業に努めるよう漁業者に対し指導を強化していく。
　特に、漁場環境に見合う海苔網密度の適正化を重点課題とし、5年間で250柵を段階的に削
減していくこととし、今年度は50柵を削減する。

　漁協は、漁船減速航行の啓発と定期的な船底清掃を推進し、漁業者は、省燃油活動として
これらを継続的に実施する。
　減速航行について、漁場への往路を対象とした「３０分前出航」を目標に、鮮度保持と施
業時間への影響がないよう配慮した取組とする。漁協は、平成３０年度までに全漁業者に徹
底するため、定期開催の市支所運営委員会で啓発を図り、取組率を４０％へ向上させる。

　漁協と漁業者は、海苔乾燥機や小型漁船船外機等の買い替え時に省エネ機器導入の推進を
行う。

活用する支援措置等
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３年目（平成２８年度）

1 ．海苔等の品質向上のための取組み

高鮮度状態で迅速な水揚げ加工を行う施設の整備

養殖及び加工技術の向上

的確な養殖管理のための情報伝達

組織的な海底耕耘

2 ．宣伝活動の取組み

3 ．漁場環境の保全

4 .

1 ．燃油消費量の抑制

2 ．省エネ機器等の導入推進

3 ．海苔生産及び加工経費の縮減

産地水産業強化支援事業 漁業経営セーフティネット構築事業
水産多面的機能発揮対策事業 佐賀県沿岸漁業振興特別対策事業
沿岸漁場整備開発事業 佐賀県漁港小規模事業

(2)
　漁協は、佐賀県有明水産新センターの協力を得て「技術講習会」や漁業者の施業士気を向
上させる「食味検討会」を定期的に開催し、漁業者の施業技術を向上させる。
　特に「食味検討会」については、生産者の異なる２種類の海苔を食味し、おいしい方を投
票、多数決で優劣を決定、トーナメント方式で順位を決定することで、漁業者同士が互いに
研磨することにより高い施業技術取得の意識を醸成させる。
　今年度は、漁協支所青年部、親組合に加えてのり業者等外部団体にも開催通知を行い。規
模を拡大する。

(3)
　漁協は、赤潮等の発生で品質低下が広範囲に及ぶことを防止するため、県有明水産振興セ
ンターと連携し、漁業者に対して海苔網の干出し高さ調整や摘み取り時期の情報を検討し迅
速かつ的確に連絡できる体制を整えていく。
　引き続き、全漁業者がこれらの情報を受け取るための端末の常時携帯を推進する。現状を
再確認し、端末の常時携帯率を今後３年間で100％に達成させる目標を立て推進し、端末の
使用方法や取扱い等の勉強会を開催する。
　今年度は、端末の常時携帯率を96％に向上させる。

(4)
昨年度までの海底耕耘の成果を踏まえ、より効果的な耕耘箇所を選定し取り組む。さらに、
漁協は、継続して実証実験を行った貝げたの構造を決定し、現場に適し効果の高い機器類の
作成や斡旋を行い、中長期的な海底耕耘の方法として漁業者へ定着させていく。

　漁協は、地産地消を基本として、「小城市食育まつり」・「彼岸花まつり」等のイベント
に出展し、地元市民においしい海苔を味わってもらい、その口コミで市外県外へ情報が伝わ
り、海苔の消費を拡大させる。
　漁協は、市内の全小中学校の給食や幼稚園・保育園等への海苔の配布を行い、子供たちか
ら家族へ伝わり、家族の購買意欲を向上させることで地元の消費量の拡大を図る。

　漁協は、漁船減速航行の啓発と定期的な船底清掃を推進し、漁業者は、省燃油活動として
これらを継続的に実施する。
　減速航行について、漁場への往路を対象とした「３０分前出航」を目標に、鮮度保持と施
業時間への影響がないよう配慮した取組とする。漁協は、平成３０年度までに全漁業者に徹
底するため、定期開催の市支所運営委員会で啓発を図り、取組率を６０％へ向上させる。

漁業コスト削減のた
めの取組

活用する支援措置等

以下の取組により、漁業収入を基準年度より　０.６％　向上させる。

以下の取組により、漁業コストを基準年度より　３.０５％　削減する。

以下の取組により漁業所得を基準年対比７％向上させる

漁場環境改善のための張込み枚数の縮小

　漁協は、「新うまい佐賀のりつくり運動実施本部」と連携し、同本部の作成した「のり養
殖に関する基本方針」を順守して施業に努めるよう漁業者に対し指導を強化していく。
　特に、漁場環境に見合う海苔網密度の適正化を重点課題とし、5年間で250柵を段階的に削
減していくこととし、今年度は50柵を削減する。

　漁協と漁業者は、海苔乾燥機や小型漁船船外機等の買い替え時に省エネ機器導入の推進を
行う。

漁業収入向上のため
の取組

(1)

　漁業者及び漁協は、県及び市と連携し、「有明海クリーンアップ作戦」などの海岸漂着物
の収集清掃活動や海域漂流物ごみの海上清掃活動を組織的かつ継続的に行い、漁場環境を保
全し、高品質の養殖海苔の生産や漁獲量の増大に繋げる。

　漁協及び市は県と協力しながら、小城市産地協議会を構成し、漁協が主体となり異物検知
機の導入し、近年の安全志向の高い商品ニーズに対応し、品質の向上に繋がる事業を推進し
ていく。
　また、水揚げ漁港（住ノ江地区）の物揚場の拡幅等改良により、水揚げ時間を短縮させ、
海苔の品質向上を図る。

　漁協と市は、施業の協業化や共同施設の利用を推進し、漁業者の作業労力の低減による人
件費の削減を図る。
　また、漁協が、共同施設の建設や大型機器類を導入する際には、燃油費などの短期コスト
とメンテナンスなどの中期コストを合わせた総合コストにより経費の縮減を検討し、産地協
議会などで幅広い意見を取り入れ経費削減を図る。
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４年目（平成２９年度）

1 ．海苔等の品質向上のための取組み

高鮮度状態で迅速な水揚げ加工を行う施設の整備

養殖及び加工技術の向上

的確な養殖管理のための情報伝達

組織的な海底耕耘

2 ．宣伝活動の取組み

3 ．漁場環境の保全

4 .

1 ．燃油消費量の抑制

2 ．省エネ機器等の導入推進

3 ．海苔生産及び加工経費の縮減

産地水産業強化支援事業 漁業経営セーフティネット構築事業
水産多面的機能発揮対策事業 佐賀県沿岸漁業振興特別対策事業
沿岸漁場整備開発事業 佐賀県漁港小規模事業

漁業収入向上のため
の取組

(1)
　漁協及び市は県と協力しながら、小城市産地協議会を構成し、漁協が主体となり異物検知
機の導入し、近年の安全志向の高い商品ニーズに対応し、品質の向上に繋がる事業を推進し
ていく。
　また、水揚げ漁港（住ノ江地区）の物揚場の拡幅等改良により、水揚げ時間を短縮させ、
海苔の品質向上を図る。

(2)
　漁協は、佐賀県有明水産新センターの協力を得て「技術講習会」や漁業者の施業士気を向
上させる「食味検討会」を定期的に開催し、漁業者の施業技術を向上させる。
　特に「食味検討会」については、生産者の異なる２種類の海苔を食味し、おいしい方を投
票、多数決で優劣を決定、トーナメント方式で順位を決定することで、漁業者同士が互いに
研磨することにより高い施業技術取得の意識を醸成させる。
　今年度は、昨年度と同規模で開催し、取組の定着化を図る。

(3)

漁業コスト削減のた
めの取組

　漁協は、漁船減速航行の啓発と定期的な船底清掃を推進し、漁業者は、省燃油活動として
これらを継続的に実施する。
　減速航行について、漁場への往路を対象とした「３０分前出航」を目標に、鮮度保持と施
業時間への影響がないよう配慮した取組とする。漁協は、平成３０年度までに全漁業者に徹
底するため、定期開催の市支所運営委員会で啓発を図り、取組率を８０％へ向上させる。

　漁協と漁業者は、海苔乾燥機や小型漁船船外機等の買い替え時に省エネ機器導入の推進を
行う。

　漁協と市は、施業の協業化や共同施設の利用を推進し、漁業者の作業労力の低減による人
件費の削減を図る。
　また、漁協が、共同施設の建設や大型機器類を導入する際には、燃油費などの短期コスト
とメンテナンスなどの中期コストを合わせた総合コストにより経費の縮減を検討し、産地協
議会などで幅広い意見を取り入れ経費削減を図る。

活用する支援措置等

　漁業者及び漁協は、県及び市と連携し、「有明海クリーンアップ作戦」などの海岸漂着物
の収集清掃活動や海域漂流物ごみの海上清掃活動を組織的かつ継続的に行い、漁場環境を保
全し、高品質の養殖海苔の生産や漁獲量の増大に繋げる。

以下の取組により、漁業収入を基準年度より　０．７９％　向上させる。

以下の取組により、漁業コストを基準年度より　４.０７％　削減する。

以下の取組により漁業所得を基準年対比９％向上させる

漁場環境改善のための張込み枚数の縮小

　漁協は、赤潮等の発生で品質低下が広範囲に及ぶことを防止するため、県有明水産振興セ
ンターと連携し、漁業者に対して海苔網の干出し高さ調整や摘み取り時期の情報を検討し迅
速かつ的確に連絡できる体制を整えていく。
　引き続き、全漁業者がこれらの情報を受け取るための端末の常時携帯を推進し、現状を再
確認し、端末の常時携帯率を今後２年間で100％に達成させる目標を立て推進し、端末の使
用方法や取扱い等の勉強会を開催する。
　今年度は、端末の常時携帯率を98％に向上させる。

　漁協は、「新うまい佐賀のりつくり運動実施本部」と連携し、同本部の作成した「のり養
殖に関する基本方針」を順守して施業に努めるよう漁業者に対し指導を強化していく。
　特に、漁場環境に見合う海苔網密度の適正化を重点課題とし、5年間で250柵を段階的に削
減していくこととし、今年度は50柵を削減する。

(4)
昨年度までの海底耕耘の成果を踏まえ、より効果的な耕耘箇所を選定し取り組む。さらに、
漁協は、継続して実証実験を行った貝げたの構造を決定し、現場に適し効果の高い機器類の
作成や斡旋を行い、中長期的な海底耕耘の方法として漁業者へ定着させていく。

　漁協は、地産地消を基本として、「小城市食育まつり」・「彼岸花まつり」等のイベント
に出展し、地元市民においしい海苔を味わってもらい、その口コミで市外県外へ情報が伝わ
り、海苔の消費を拡大させる。
　漁協は、市内の全小中学校の給食や幼稚園・保育園等への海苔の配布を行い、子供たちか
ら家族へ伝わり、家族の購買意欲を向上させることで地元の消費量の拡大を図る。
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５年目（平成３０年度）

1 ．海苔等の品質向上のための取組み

高鮮度状態で迅速な水揚げ加工を行う施設の整備

養殖及び加工技術の向上

的確な養殖管理のための情報伝達

組織的な海底耕耘

2 ．宣伝活動の取組み

3 ．漁場環境の保全

4 .

1 ．燃油消費量の抑制

2 ．省エネ機器等の導入推進

3 ．海苔生産及び加工経費の縮減

産地水産業強化支援事業 漁業経営セーフティネット構築事業
水産多面的機能発揮対策事業 佐賀県沿岸漁業振興特別対策事業
沿岸漁場整備開発事業 佐賀県漁港小規模事業

※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。

活用する支援措置等

漁業収入向上のため
の取組

(1)
　漁協及び市は県と協力しながら、小城市産地協議会を構成し、漁協が主体となり異物検知
機の導入し、近年の安全志向の高い商品ニーズに対応し、品質の向上に繋がる事業を推進し
ていく。
　また、水揚げ漁港（住ノ江地区）の物揚場の拡幅等改良により、水揚げ時間を短縮させ、
海苔の品質向上を図る。

(2)
　漁協は、佐賀県有明水産新センターの協力を得て「技術講習会」や漁業者の施業士気を向
上させる「食味検討会」を定期的に開催し、漁業者の施業技術を向上させる。
　特に「食味検討会」については、生産者の異なる２種類の海苔を食味し、おいしい方を投
票、多数決で優劣を決定、トーナメント方式で順位を決定することで、漁業者同士が互いに
研磨することにより高い施業技術取得の意識を醸成させる。
　今年度についても引き続き、開催規模の定着化を図る。

(3)
　漁協は、赤潮等の発生で品質低下が広範囲に及ぶことを防止するため、県有明水産振興セ
ンターと連携し、漁業者に対して海苔網の干出し高さ調整や摘み取り時期の情報を検討し迅
速かつ的確に連絡できる体制を整えていく。
　最終年度として、全漁業者がこれらの情報を受け取るための端末の常時携帯率100％を達
成する。端末の使用方法や取扱い等の勉強会を開催する。

(4)
昨年度までの海底耕耘の成果を踏まえ、より効果的な耕耘箇所を選定し取り組む。さらに、
漁協は、継続して実証実験を行った貝げたの構造を決定し、現場に適し効果の高い機器類の
作成や斡旋を行い、中長期的な海底耕耘の方法として漁業者へ定着させていく。

　漁協は、地産地消を基本として、「小城市食育まつり」・「彼岸花まつり」等のイベント
に出展し、地元市民においしい海苔を味わってもらい、その口コミで市外県外へ情報が伝わ
り、海苔の消費を拡大させる。
　漁協は、市内の全小中学校の給食や幼稚園・保育園等への海苔の配布を行い、子供たちか
ら家族へ伝わり、家族の購買意欲を向上させることで地元の消費量の拡大を図る。

漁業コスト削減のた
めの取組

以下の取組により、漁業収入を基準年度より　１.１５％　向上させる。

以下の取組により漁業所得を基準年対比１２％向上させる。
取組最終年度であり、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。

　漁業者及び漁協は、県及び市と連携し、「有明海クリーンアップ作戦」などの海岸漂着物
の収集清掃活動や海域漂流物ごみの海上清掃活動を組織的かつ継続的に行い、漁場環境を保
全し、高品質の養殖海苔の生産や漁獲量の増大に繋げる。

漁場環境改善のための張込み枚数の縮小

　漁協は、漁船減速航行の啓発と定期的な船底清掃を推進し、漁業者は、省燃油活動として
これらを継続的に実施する。
　減速航行について、漁場への往路を対象とした「３０分前出航」を目標に、鮮度保持と施
業時間への影響がないよう配慮した取組とする。漁協は、平成３０年度までに全漁業者に徹
底するため、定期開催の市支所運営委員会で啓発を図り、取組率を１００％へ向上させる。

　漁協と漁業者は、海苔乾燥機や小型漁船船外機等の買い替え時に省エネ機器導入の推進を
行う。

　漁協と市は、施業の協業化や共同施設の利用を推進し、漁業者の作業労力の低減による人
件費の削減を図る。
　また、漁協が、共同施設の建設や大型機器類を導入する際には、燃油費などの短期コスト
とメンテナンスなどの中期コストを合わせた総合コストにより経費の縮減を検討し、産地協
議会などで幅広い意見を取り入れ経費削減を図る。

　漁協は、「新うまい佐賀のりつくり運動実施本部」と連携し、同本部の作成した「のり養
殖に関する基本方針」を順守して施業に努めるよう漁業者に対し指導を強化していく。
　特に、漁場環境に見合う海苔網密度の適正化を重点課題とし、5年間で250柵を段階的に削
減していくこととし、今年度は50柵を削減する。

以下の取組により、漁業コストを基準年度より　５.０９％　削減する。
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（４）関係機関との連携

４　目標
（１）数値目標

（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係性

省燃油活動推進事業 船底清掃の定期的な実施により、燃油経費の削減を図る。

水産多面的機能発揮対策事業

産地水産業強化支援事業
（施設整備支援事業）

佐賀県
沿岸漁業振興特別対策事業

省エネ機器等導入推進事業 　省エネ機器を導入することにより、燃料費抑制を図る。

沿岸漁場整備開発事業

未定

※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。

事業内容及び浜の活力再生プランとの関係性

目標年

平成　　年度

事業名

千円

※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

　荷揚げ桟橋の拡張等漁港施設の機能を向上させることで、水揚
げ時間の短縮による労力の削減と鮮度の高い水産物の作業性の高
い施設収益増大を図る。

　海底耕耘を広範囲で実施することで、漁場環境を改善し、赤潮
等の発生を抑制させ水産物品質向上と生産量の増加を図る。

　近年、水産加工物への異物混入によって、市場評価が低下して
いることが価格低迷の要因となっている。このため、漁協は、海
苔集荷場及びサルボウ加工場にエックス線異物検出機等を導入
し、高品質化による市場評価の向上による販売単価の増に繋げ、
漁業者の収入を増加させ所得向上を図る。

　漁家経営の安定と安全な漁業用燃油の提供を目的に、新たな燃
油補給施設の建設により、経費を縮減させ所得向上を図る。

　海面清掃、海岸清掃活動を実施し、漁場環境改善及び水産資源
増大を図る。

佐賀県及び小城市、佐賀県有明海漁業協同組合、佐賀県有明水産振興センターと効果発揮のため連携を
図り、協力、指導を仰ぐ。
県内外の流通、販売業者についても連携を図っていく。

漁業所得の向上　　％以上
：

基準年

平成　　年度

漁業所得（１戸）

漁業所得（１戸）

千円：
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