
 

 

 

浜の活力再生プラン 

 

１ 地域水産業再生委員会 

組 織 名 佐賀県有明海地区地域水産業再生委員会 

代 表 者 名 会長  德永 重昭 

 

再生委員会（部会）の 

構成員 

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 

オブザーバー 佐賀県生産振興部水産課、佐賀県有明水産振興センター 

※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。 

 

対象となる地域の範囲 

及び漁業の種類 

■地域範囲：佐賀県佐賀市地域 

■漁業種類 

ノリ養殖業   ５６２戸 

漁船漁業・採貝 １０５戸（ノリ養殖業との兼業） 

※策定時点での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 

【現状】 

・当地域の水産業は、多くの河川から豊富な栄養分が流れ込み、広大な干潟と独特な生態系を有

する有明海を舞台に営まれてきたが、その活動拠点である漁港については、いずれも老朽化し、

一部漁港については、毎年、膨大な量の浚渫を必要としており、漁業経営を圧迫する一要因と

なっている。 

・当地域の水産業生産額のうち 99%をノリ養殖業が占めており、長年、生産量・生産額ともに日本

一を維持している。しかし、有明海の環境変化や漁業就業者の減少及び高齢化、国外からのノ

リの輸入枠拡大や価格低迷など、大変厳しい状況にある。 

・近年のノリの消費傾向として、業務用の需要は増加しているものの、贈答用の需要や家庭での

消費は伸び悩んでおり、商品単価が上がりにくい状況となっている。 

・ノリ養殖以外では、かつてはクチゾコなどの魚種やタイラギ、アゲマキ、アサリなどの貝類が

豊富に漁獲されていたが、近年は、底質土の悪化や赤潮の多発、貧酸素水塊の発生などにより、
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魚介類の漁獲量が激減している。 

【課題】 

・ノリを活用した特産品づくりや、新たな水産物のブランド化を進め、販売の拡大を図る必要が

ある。 

・漁業就業者の減少と高齢化が進む中、漁村地域の活性化と持続的な漁業経営をめざして、佐賀

県有明海漁業協同組合（以下、「漁協」）の青年部や女性部などによる組織的な活動の促進や後

継者の育成が必要である。 

・消費者ニーズに対応した競争力のある水産加工品を安定的に供給するため、製品の高品質化や

生産コスト、労働時間の縮減等のための施設整備が必要である。 

・健全な漁港機能の維持とともに、底質土の悪化や赤潮の多発、貧酸素水塊の発生などにより漁

獲量が激減しているため、漁場環境の保全・回復を図る必要がある。 

 

（２）その他関連する状況等 

・燃油高騰などによりコストが増大し、厳しい経営状況である。 

・漁港の外郭施設や係留施設等は老朽化し、また地震や高潮などの災害対策も進んでいない。 

 

３ 活性化取組方針 

（１）基本方針 

「佐賀海苔」ブランドの市場価値を一層向上させるための取組を行う。また、漁業者の経営の

安定化及び収益増を図ることで魅力ある産業に発展させ、後継者問題の解決を図るとともに、多

種多様な生物の持続的成長と水産資源維持のための漁場環境の保全回復に取り組む。 

特色ある水産業の振興 

◆ 地域ブランドの強化と販路拡大の取組 

ノリや有明海産の水産品のブランド化、特産品づくりに取り組むとともに、消費地への効果

的なＰＲ活動などにより販路拡大を図る。 

◆ 経営の効率化 

経営の合理化、共同経営化を図ることで労働費節減を図り、省エネ機器等への更新を促進す

ることで、維持経費を抑える。 

◆ 担い手の育成と確保 

漁業後継者の育成や経営能力、意欲のある漁業者の育成に取り組む。 

◆ 水産業経営環境の整備 

漁業経営の安定と生産環境改善に向けて、浚渫による漁港の環境整備を進めるとともに、ノ

リ製品の高品質化、生産コストの削減、労働時間の短縮等のための施設整備を行う。 

◆ 漁場環境の保全 
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ノリ養殖場やアサリ、サルボウ、アゲマキ、ムツゴロウ、ワラスボ等の魚介類の漁場環境を

改善し、漁場機能の回復を図ることにより、生産力の向上及び漁業経営の安定化に取り組む。 

 

（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 

・ノリ養殖に関しては、「新うまい佐賀のりつくり運動推進本部」の指針を遵守する。 

・漁船漁業に関しては、漁業許可条件を遵守する。 

＊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） 

（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、必要に応じて見直すこ

ととする。） 

１年目（平成２６年度）以下の取組により漁業所得を基準年対比 1.1％向上する。 

漁業収入向上の

ための取組 

以下の取組により漁業収入を基準年度より０．０７％向上する。 

① ノリ販売促進及び販売強化 

・漁協及び漁業者は、近年、新たに注目されている葉酸などの栄養素をセ

ールポイントとして、新たなニーズを掘り起こすための検討や情報収集

を行う。 

・漁協直販課を中心として、プラン最終年度の本格販売を念頭に、新たな

特産品づくりに取り組む。初年度は消費者ニーズや市場分析など情報の

収集や分析を行い商品の方向性を検討する。 

② ノリ生産量増大及び生産性の向上 

・漁協及び漁業者は、漁場環境に見合ったノリ網密度の適正化を重点課題

と認識し取り組むものとする。 

・漁協及び漁業者は、ノリ養殖漁場の集団管理の徹底により生産性の向上

に取り組む。 

・漁協は、出荷時の検査強化により異物混入品や加工不良品等低品質の製

品を排除し、品質を高めることで単価を向上させる。 

・漁協は、各種検査機器等の導入により手狭となった製品保管スペースを

確保するため、ノリ集出荷場の新改築を含めた検討を行う。 

・漁協指導部は、ノリ加工場内の温湿度等によって製品ノリの品質に差異

が生じることから、ノリの品質向上のため、ノリ生産者間による品質の

ばらつきが無くなるように､温湿度管理等についてきめ細やかな指導で

きる体制の構築に取り組む。 

③ 佐賀海苔ブランドのさらなる向上 
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 ・当地域漁業の主幹である「佐賀海苔」のブランド化や付加価値をさらに

向上させることにより、市場における単価の向上と流通量の増大を図る

ため、県内外でのＰＲ活動などを以下のとおり実施する。 

  ア.漁協は、地産地消推進のため、地元の幼稚園・保育園児、小・中学生   

への海苔のプレゼント及び海苔試食会等を行う。 

  イ.漁協は、更なる販路拡大のため、消費者や市場のニーズに適切な対 

応ができるように、地元事業者やノリ商社等との情報交換等の連携を

推進する。 

  ウ.漁協は、直販化戦略を更に推し進める。特に、福岡都市圏をターゲッ 

トとして消費地の拡大を図っていくこととし、戦略を練る。 

④ 経営環境の改善 

 ・漁協及び漁業者は、県及び市に、浚渫による漁港の環境整備を要望する。

漁船の出入港に必要な水深の改善、潮待ち時間の短縮による海上作業の

時間延長、さらには、海況変化にもすぐに対応できる漁港とすることに

より、ノリ養殖業の安定化を図り、生産性の向上につなげる。 

⑤ 後継者の育成と活力ある漁村づくりの推進 

 ・協業化を推進することで労働時間の削減を図り、漁業経営の魅力を高め

ることで若い担い手を呼び込む。また、それら担い手に対し、佐賀県高

等水産講習所等が主催する研修会等への参加促進を図ることで、地域が

一体となって後継者を育成する。 

⑥ 漁場環境の保全と資源量の増大 

・ノリ養殖業者５６２戸は、一体となって、対象漁場３，３００ｈａのう

ち約１８％の漁場を計画的に海底耕耘及び堆積物除去などの事業を実施

することにより漁場環境を改善し、水産物収穫量の増大につなげる。 

・県が実施している「水産資源の回復に向けた取組」に関し、情報交換を

密に行い、漁協として実践可能なものは積極的に取り組むこととする。 

漁業コスト削減

のための取組 

以下の取組により漁業コストを基準年度より０．１９％削減する。 

① 燃油急騰に対する備え 

・漁協は、燃油の急騰による経費増加に備えて漁業経営セーフティネット

構築事業への加入を推進する。 

② 燃油消費量の抑制 

 ・全漁業者は、安全航行の遵守及び定期的な船底清掃を実施する。 

③ 省エネ機器等導入推進 

 ・漁協及び漁業者は、省エネ機器を２９機導入する事により、燃料費抑制 
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を図る。 

④ 経営環境の改善 

 ・漁協及び漁業者は、平成８年から開始し、海苔養殖漁家 567戸の約 6割 

に達する協業化を更に推進し、総コストの削減を図る。 

  漁協及び漁業者は、新規協業体の設立に向けて関係者間で協議を行う。 

活用する支援措

置等 

産地水産業強化支援事業、水域環境保全創造事業、水産物供給基盤機能保全

事業、漁業経営セーフティネット構築事業、省エネ機器等導入推進事業、省

燃油活動推進事業、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、佐賀県漁港小規模事業等 

 

２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 3.2％向上する。 

漁業収入向上の

ための取組 

以下の取組により漁業収入を基準年度より０．２８％向上する。 

① ノリ販売促進及び販売強化 

・漁協及び漁業者は、葉酸などの栄養素をセールポイントとして、各種イ

ベント等への参加により新たなニーズ（需要）の掘り起こしを図る。 

・漁協直販課を中心として、プラン最終年度の本格販売を念頭に、新たな

特産品づくりに取り組む。２年目となる今年度は、初年度の検討を踏ま

え、必要に応じて協賛企業の協力も得ながら試作品の開発に取り組む。 

② ノリ生産量増大及び生産性の向上 

・漁協及び漁業者は、漁場環境に見合ったノリ網密度の適正化を重点課題

と認識し取り組むものとする。 

・漁協及び漁業者は、ノリ養殖漁場の集団管理の徹底により生産性の向上

に取り組む。 

・漁協は、出荷時の検査強化により異物混入品や加工不良品等低品質の製 

品を排除し、品質を高めることで単価を向上させる。 

・漁協は、各種検査機器等の導入により手狭となった製品保管スペースを

確保するため、前年に引き続き、ノリ集出荷場の新改築を含めた検討を

行う。 

・漁協指導部は、ノリ加工場内の温湿度等によって製品ノリの品質に差異

が生じることから、ノリの品質向上のため、ノリ生産者間による品質の

ばらつきが無くなるように､温湿度管理等についてきめ細やかな指導が

できる体制を構築し生産者を指導する。 

③ 佐賀海苔ブランドのさらなる向上 

 ・当地域漁業の主幹である「佐賀海苔」のブランド化や付加価値をさらに
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向上させることにより、市場における単価の向上と流通量の増大を図る

ため、県内外でのＰＲ活動などを以下のとおり実施する。 

  ア. 漁協は、地産地消推進のため、地元の幼稚園・保育園児、小・中学 

生への海苔のプレゼント及び海苔試食会等を行う。 

  イ. 漁協は、更なる販路拡大のため、消費者や市場のニーズに適切な対 

応ができるように、地元事業者やノリ商社等との情報交換等の連携を

推進する。 

 ウ. 漁協は、直販化戦略を更に推し進める。特に、福岡都市圏をターゲ 

ットとして消費地拡大戦略を実行する。 

④ 経営環境の改善 

・漁協及び漁業者は、県及び市に、浚渫による漁港の環境整備を要望する。

漁船の出入港に必要な水深の改善、潮待ち時間の短縮による海上作業の

時間延長、さらには、海況変化にもすぐに対応できる漁港とすることに

より、ノリ養殖業の安定化を図り、生産性の向上につなげる。 

 また、市に漁港内の防舷材、係船環等の設置も要望する。漁港施設を充

実することにより、円滑な漁業活動を図り、生産性の向上につなげる。 

・市は、効率的かつ効果的な浚渫計画策定のための漂砂シミュレーション

を実施する。 

 ・漁協は、漁港内に新たな乗船用浮き桟橋を１２基設置することにより、

作業効率を高め、生産性の向上につなげる。 

⑤ 後継者の育成と活力ある漁村づくりの推進 

 ・協業化を推進することで労働時間の削減を図り、漁業経営の魅力を高め

ることで若い担い手を呼び込む。また、それら担い手に対し、佐賀県高

等水産講習所等が主催する研修会等への参加促進を図ることで、地域が

一体となって後継者を育成する。 

⑥ 漁場環境の保全と資源量の増大 

・ノリ養殖業者５６２戸は、一体となって、対象漁場３，３００ｈａのう

ち約６％の漁場を計画的に海底耕耘及び堆積物除去などの事業を実施す

ることにより漁場環境を改善し、水産物収穫量の増大につなげる。 

・県が実施している「水産資源の回復に向けた取組」に関し、情報交換を

密に行い、漁協として実践可能なものは積極的に取り組むこととする。 

漁業コスト削減

のための取組 

以下の取組により漁業コストを基準年度より０．５０％削減する。 

① 燃油急騰に対する備え 

・漁協は、燃油の急騰による経費増加に備えて漁業経営セーフティネット
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構築事業への加入を推進する。 

② 燃油消費量の抑制 

 ・全漁業者は、安全航行の遵守及び定期的な船底清掃を実施する。 

③ 省エネ機器等導入推進 

 ・漁協及び漁業者は、省エネ機器を５０機導入する事により、燃料費抑制 

を図る。 

④ 経営環境の改善 

 ・漁協及び漁業者は、平成８年から開始し、海苔養殖漁家 567戸の約 6割 

に達する協業化を更に推進し、総コストの削減を図る。 

・漁協及び漁業者は、新規協業体の設立に向けて前年に引き続き、関係者 

間で協議を行う。 

⑤ 漁船維持費の削減 

 ・漁協は、漁船の簡易な維持メンテナンスを行うための上架施設を３施設

漁港に設置することで漁船維持費の削減を図る。 

活用する支援 

措置等 

産地水産業強化支援事業、水域環境保全創造事業、漁業経営セーフティネッ

ト構築事業、省エネ機器等導入推進事業、省燃油活動推進事業、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、佐賀県漁港小規模事

業等 

 

３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 5.2％向上する。 

漁業収入向上の

ための取組 

以下の取組により漁業収入を基準年度より０．６２％向上する。 

① ノリ販売促進及び販売強化 

・漁協及び漁業者は、葉酸などの栄養素をセールポイントとして、各種イ

ベント等への参加により新たなニーズ（需要）の掘り起こしを図る。 

・漁協直販課を中心として、プラン最終年度の本格販売を念頭に、新たな

特産品づくりに取り組む。３年目となる今年度は、昨年度中に開発した

試作品を優先顧客等への試食会等を通して販売価値の可能性検証を行

い、販売に向けたロードマップを作成する。 

② ノリ生産量増大及び生産性の向上 

・漁協及び漁業者は、漁場環境に見合ったノリ網密度の適正化を重点課題

と認識し取り組むものとする。 

・漁協及び漁業者は、ノリ養殖漁場の集団管理の徹底により生産性の向上

に取り組む。 

・漁協は、出荷時の検査強化により異物混入品や加工不良品等低品質の製 
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品を排除し、品質を高めることで単価を向上させる。 

・漁協は、手狭となった製品保管スペースを確保するため、優先順位の高

いノリ集出荷場の再建築を１施設実施する。 

・漁協指導部は、ノリ加工場内の温湿度等によって製品ノリの品質に差異

が生じることから、ノリの品質向上のため、ノリ生産者間による品質の

ばらつきが無くなるように､温湿度管理等についてきめ細やかな指導が

できる体制を構築し生産者を指導する。 

③ 佐賀海苔ブランドのさらなる向上 

 ・当地域漁業の主幹である「佐賀海苔」のブランド化や付加価値をさらに

向上させることにより、市場における単価の向上と流通量の増大を図る

ため、県内外でのＰＲ活動などを以下のとおり実施する。 

 ア. 漁協は、地産地消推進のため、地元の幼稚園・保育園児、小・中学 

生への海苔のプレゼント及び海苔試食会等を行う。 

  イ. 漁協は、更なる販路拡大のため、消費者や市場のニーズに適切な対 

応ができるように、地元事業者やノリ商社等との情報交換等の連携を

推進する。 

 ウ. 漁協は、直販化戦略を更に推し進める。特に、福岡都市圏をターゲ 

ットとした消費地の拡大戦略の実行に、引き続き取り組む。 

④ 経営環境の改善 

 ・漁協及び漁業者は、県及び市に、浚渫による漁港の環境整備を要望する。

漁船の出入港に必要な水深の改善、潮待ち時間の短縮による海上作業の

時間延長、さらには、海況変化にもすぐに対応できる漁港とすることに

より、ノリ養殖業の安定化を図り、生産性の向上につなげる。 

・市は、漂砂シミュレーション結果をもとに、より効率的かつ効果的な浚

渫計画を策定する。 

・漁協は、新たに漁具保管倉庫を整備することにより、漁具の利用期間の

長期化を図り、収益率の向上につなげる。 

・漁協及び漁業者は、ノリをバラ干し加工するための機械を導入し、新た

な加工品の製造及び６次産業化を促進し、収益増を図る。 

⑤ 後継者の育成と活力ある漁村づくりの推進 

 ・協業化を推進することで労働時間の削減を図り、漁業経営の魅力を高め

ることで若い担い手を呼び込む。また、それら担い手に対し、佐賀県高

等水産講習所等が主催する研修会等への参加促進を図ることで、地域が

一体となって後継者を育成する。 

8 

 



⑥ 漁場環境の保全と資源量の増大 

・ノリ養殖業者５６２戸は、一体となって、対象漁場３，３００ｈａのう

ち約２７％の漁場を計画的に海底耕耘及び堆積物除去などの事業を実施

することにより漁場環境を改善し、水産物収穫量の増大につなげる。 

・県が実施している「水産資源の回復に向けた取組」に関し、情報交換を

密に行い、漁協として実践可能なものは積極的に取り組むこととする。 

漁業コスト削減

のための取組 

以下の取組により漁業コストを基準年度より０．６０％削減する。 

① 燃油急騰に対する備え 

・漁協は、燃油の急騰による経費増加に備えて漁業経営セーフティネット

構築事業への加入を推進する。 

② 燃油消費量の抑制 

 ・全漁業者は、安全航行の遵守及び定期的な船底清掃を実施する。 

③ 省エネ機器等導入推進 

 ・漁協及び漁業者は、省エネ機器を導入推進する事により、燃料費抑制を 

図る。 

④ 経営環境の改善 

・漁業者は、新規協業体の設立に向けて関係者間で具体的協議を行い、自 

己保有資産の除去を進める。 

・漁協及び漁業者は、平成８年から開始し、海苔養殖漁家 567戸の約 6割 

に達する協業化を更に推進し、総コストの削減を図る。 

活用する支援措

置等 

産地水産業強化支援事業、水域環境保全創造事業、水産物供給基盤機能保全

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、佐賀県漁港小規模事業等 

 

４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 7.8％向上する。 

漁業収入向上の

ための取組 

以下の取組により漁業収入を基準年度より０．８６％向上する。 

① ノリ販売促進及び販売強化 

・漁協及び漁業者は、近年注目されている葉酸などの栄養素をセールポイ

ントとして、妊産婦や授乳期の女性など、新たな需要を対象とした販売

促進活動を展開する。 

・漁協直販課を中心として、プラン最終年度の本格販売を念頭に、新たな

特産品づくりに取り組む。４年目となる今年度は、新規開発した製品を

直売所にて販売開始するとともに、マスメディアを通して全国発信し、

新規顧客の取り込みを行うとともに、常連客層へのダイレクトメールに
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よる顧客の安定化を推進する。 

② ノリ生産量増大及び生産性の向上 

・漁協及び漁業者は、漁場環境に見合ったノリ網密度の適正化を重点課題

と認識し取り組むものとする。 

・漁協及び漁業者は、ノリ養殖漁場の集団管理の徹底により生産性の向上

に取り組む。 

・漁協は、出荷時の検査強化により異物混入品や加工不良品等低品質の製

品を排除し、品質を高めることで単価を向上させる。 

・漁協は、優先的に建築したノリ集出荷場により生産効率効果を検証する

ことで、更なる生産性向上に繋げるための検討を行う。 

・漁協指導部は、ノリ加工場内の温湿度等によって製品ノリの品質に差異

が生じることから、ノリの品質向上のため、ノリ生産者間による品質の

ばらつきが無くなるように､温湿度管理等についてきめ細やかな指導が

できる体制を構築し生産者を指導する。 

③ 佐賀海苔ブランドのさらなる向上 

 ・当地域漁業の主幹である「佐賀海苔」のブランド化や付加価値をさらに

向上させることにより、市場における単価の向上と流通量の増大を図る

ため、県内外でのＰＲ活動などを以下のとおり実施する。 

  ア. 漁協は、地産地消推進のため、地元の幼稚園・保育園児、小・中学 

生への海苔のプレゼント及び海苔試食会等を行う。 

  イ. 漁協は、更なる販路拡大のため、消費者や市場のニーズに適切な対 

応ができるように、地元事業者やノリ商社等との情報交換等の連携を

推進する。 

  ウ. 漁協は、直販化戦略を更に推し進める。福岡都市圏をターゲットと 

し消費地拡大戦略を評価し、状況に応じて、見直しや次のターゲット 

の展開に取り組む。 

④ 経営環境の改善 

 ・漁協及び漁業者は、県及び市に、浚渫による漁港の環境整備を要望する。

漁船の出入港に必要な水深の改善、潮待ち時間の短縮による海上作業の

時間延長、さらには、海況変化にもすぐに対応できる漁港とすることに

より、ノリ養殖業の安定化を図り、生産性の向上につなげる。 

⑤ 後継者の育成と活力ある漁村づくりの推進 

 ・協業化を推進することで労働時間の削減を図り、漁業経営の魅力を高め

ることで若い担い手を呼び込む。また、それら担い手に対し、佐賀県高
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等水産講習所等が主催する研修会等への参加促進を図ることで、地域が

一体となって後継者を育成する。 

⑥ 漁場環境の保全と資源量の増大 

・ノリ養殖業者５６２戸は、一体となって、対象漁場３，３００ｈａのう

ち約４０％の漁場を計画的に海底耕耘及び堆積物除去などの事業を実施

することにより漁場環境を改善し、水産物収穫量の増大につなげる。 

・県が実施している「水産資源の回復に向けた取組」に関し、情報交換を

密に行い、漁協として実践可能なものは積極的に取り組むこととする。 

漁業コスト削減

のための取組 

以下の取組により漁業コストを基準年度より０．９９％削減する。 

① 燃油急騰に対する備え 

・漁協は、燃油の急騰による経費増加に備えて漁業経営セーフティネット

構築事業への加入を推進する。 

② 燃油消費量の抑制 

 ・全漁業者は、安全航行の遵守及び定期的な船底清掃を実施する。 

③ 省エネ機器等導入推進 

 ・漁協及び漁業者は、省エネ機器を導入推進する事により、燃料費抑制を 

図る。 

④ 経営環境の改善 

・漁協及び漁業者は、新たにノリ共同加工施設を１施設設置し、作業や経 

営の共同化を行うことにより、経営の効率化を図る。 

・漁協及び漁業者は、平成８年から開始し、海苔養殖漁家 567戸の約 6割 

に達する協業化を更に推進し、総コストの削減を図る。 

活用する支援 

措置等 

産地水産業強化支援事業、水域環境保全創造事業、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、佐賀県漁港小規模事業等 

 

５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 10.0％向上させる。 

取り組み最終年度であり、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 

以下の取組により漁業収入を基準年度より１．１３％向上する。 

① ノリ販売促進及び販売強化 

・漁協及び漁業者は、妊産婦や授乳期中の女性など新たな需要層に対して、

販売促進活動を行うことで、新たな付加価値を生み出し消費拡大に繋げ

ることで、ノリ価格の引き上げを図る。 
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・漁協は、新規開発した製品を直売所にて引き続き販売するとともに、各

流通ルートや小売業等への卸販売を推し進め、顧客の拡大を図る。 

② ノリ生産量増大及び生産性の向上 

・漁協及び漁業者は、ノリ網密度の適正化により漁場環境改善させること 

を重点課題とする。 

・漁協及び漁業者は、ノリ養殖漁場の集団管理の徹底により生産量を増大 

する。 

・漁協は、出荷時の検査強化により異物混入品や加工不良品等低品質の製

品を排除し、品質を高めることで単価を向上させる。 

・漁協は、３年目に再建築したノリ集出荷場の生産効率性の検証結果をも

とに、既存の集出荷場の製品保管手法等を採用することにより、全８施

設における生産効率を更に向上させていく。 

・漁協指導部は、ノリ加工場内の温湿度等によって製品ノリの品質に差異

が生じることから、ノリの品質向上のため、ノリ生産者間による品質の

ばらつきが無くなるように､温湿度管理等についてきめ細やかな指導が

できる体制を構築し生産者を指導する。 

③ 佐賀海苔ブランドのさらなる向上 

 ・当地域漁業の主幹である「佐賀海苔」のブランド化や付加価値をさらに

向上させることにより、市場における単価の向上と流通量の増大を図る

ため、県内外でのＰＲ活動などを以下のとおり実施する。 

  ア. 漁協は、地産地消推進のため、地元の幼稚園・保育園児、小・中学 

生への海苔のプレゼント及び海苔試食会等を行う。 

  イ. 漁協は、更なる販路拡大のため、消費者や市場のニーズに適切な対 

応ができるように、地元事業者やノリ商社等との情報交換等の連携を

推進する。 

 ウ. 漁協は、直販化戦略を更に推し進めることにより消費地の拡大を図 

っていく。 

④ 経営環境の改善 

 ・漁協及び漁業者は、県及び市に、浚渫による漁港の環境整備を要望する。

漁船の出入港に必要な水深の改善、潮待ち時間の短縮による海上作業の

時間延長、さらには、海況変化にもすぐに対応できる漁港とすることに

より、ノリ養殖業の安定化を図り、生産性の向上につなげる。 

⑤ 後継者の育成と活力ある漁村づくりの推進 

 ・協業化を推進することで労働時間の削減を図り、漁業経営の魅力を高め
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ることで若い担い手を呼び込む。また、それら担い手に対し、佐賀県高

等水産講習所等が主催する研修会等への参加促進を図ることで、地域が

一体となって後継者を育成する。 

・高齢化しつつある漁村の活力を回復するため、若い漁業者を増やし、水

産物の生産量増加及び漁家の収入増加を図る。 

⑥ 漁場環境の保全と資源量の増大 

・ノリ養殖業者５６２戸は、一体となって、対象漁場３，３００ｈａのう

ち約８％の漁場を計画的に海底耕耘及び堆積物除去などの事業を実施す

ることにより漁場環境を改善し、水産物収穫量の増大につなげる。 

・県が実施している「水産資源の回復に向けた取組」に関し、情報交換を

密に行い、漁協として実践可能なものは積極的に取り組むこととする。 

漁業コスト削減

のための取組 

以下の取組により漁業コストを基準年度より１．２３％削減する。 

① 燃油急騰に対する備え 

・漁協は、燃油の急騰による経費増加に備えて漁業経営セーフティネット

構築事業への加入を推進する。 

② 燃油消費量の抑制 

 ・全漁業者は、安全航行の遵守及び定期的な船底清掃を実施する。 

③ 省エネ機器等導入推進 

 ・漁協及び漁業者は、省エネ機器を導入推進する事により、燃料費抑制を 

図る。 

④ 経営環境の改善 

 ・漁協及び漁業者は、平成８年から開始し、海苔養殖漁家 567戸の約 6割 

に達する協業化を更に推進し、総コストの削減を図る。 

・漁業者は、４年目に建築した協業化施設の利用者が所有する個人資産の

滅却及び総労働時間の削減により対象協業体の総コストを削減する。併

せて、新協業施設でのコスト削減効果を全体で情報共有することで新た

な協業体設立を図っていく。 

活用する支援 

措置等 

産地水産業強化支援事業（ソフト支援・ハード支援）、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、佐賀県漁港小規模事業等 

＊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）関係機関との連携 
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・佐賀県及び佐賀市、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、販売業者とも連携を図っていく。 

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を記載し、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トの関係性 

事業名 事業内容及び浜の活力再生プランとの関係性 

産地水産業強化支援事業 

 

 

水域環境保全創造事業 

 

 

水産物供給基盤機能保全事業 

（ストックマネジメント事業） 

 

 

漁業経営セーフティネット構

築事業 

 

省エネ機器等導入推進事業 

 

省燃油活動推進事業 

 

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

ノリ共同加工施設整備、ノリ集出荷施設整備、漁港泊地及び航

路浚渫等の事業により、生産性の向上と収益増を図る 

 

海底耕耘及び堆積物除去事業を実施することにより漁場環境を

改善し、水産物収穫量の増大を図る。 

 

漂砂シミュレーションを行い、その結果をもとに、より効率的

かつ効果的な浚渫計画をたてることにより、漁業経営の改善を

図る。 

 

燃油高騰による経費増加に備えることで経営の安定を図る。 

 

 

省エネ機器を導入する事により、燃料費抑制を図る。 

 

船底清掃の実施により燃油経費の削減を図る。 

 

干潟の保全活動を通じ、漁場環境改善及び資源増大を図る。 

 

乗船用浮き桟橋設置、上架施設整備、漁具保管施設整備等を行

14 

 



事業 

 

佐賀県漁港小規模事業 

 

 

未定 

う事により経費削減や収入増大につなげ経営の安定化を図る。 

 

漁港の泊地浚渫や漁港施設の機能向上することにより、収益増

大を図る。 

 

規格外製品等の販売ルート開拓による漁家の二次収入を図る。 
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