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１ 地域水産業再生委員会 

組織名 外津地区地域水産業再生委員会 

代表者名 会長 尾﨑 行雄 

 

再生委員会の

構成員 

外津漁業協同組合、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 

玄海町外津地区地域  ２経営体及び３２名 

（内訳：重複あり） 

・一本釣り      １８名 

・いか釣り        ９名 

・魚類養殖       ２経営体及び３名 

・かき養殖       ５名 

・採介         ６名 

 

２ 地域の現状 

（１）関連する水産業を取り巻く現状等 

・外津地区は、佐賀県東松浦郡玄海町の北部に位置し、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る。天然礁に恵まれた沖合域ではマダイ、ブリ、ケンサキイカ等の

好漁場が形成され、一本釣り、いか釣り等が行われている。沿岸域ではアワビ、ウニ類等の採介

が行われている。また静穏海域である外津浦では昭和４０年代には真珠養殖が盛んに行われてい

たが、その後マダイ、ブリ等の魚類養殖に代わり、数年前からかき養殖にも取り組まれ現在に至

っている。 

・平成２５年の漁業生産量及び額（漁船漁業及び養殖業）はそれぞれ約 90トン、約１億７千万円

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ている。こ

のため、漁業者数の減少・高齢化、漁業後継者の不在等により、水産業が主産業となっている外

津地域の衰退が懸念されている。外津地域の活性化を図るためには水産業の振興が大きな課題と

なっている。 

 

（２）その他の関連する現状等 

・漁業経営が厳しい状況の中で、漁業者は複合経営として外津浦の海域特性に適したかき養殖に取

り組み始めた。今後は養殖規模の拡大に取り組むこととしている。併せて養殖カキの品質を確保

するための施設整備を進める予定である。 

・魚類養殖場として長年使用されてきた外津浦の漁場機能を維持するため、漁協は玄海町の補助を

受け底質改良剤散布による底質改善に取り組んでいる。今後も漁場機能を維持することが魚類養

殖の経営の安定化のための課題となっている。 

・沿岸一帯にはガンガゼが増加して藻場が衰退し、磯根資源の成育場としての機能が低下している

ため、漁協及び採介業者はガンガゼ駆除に取り組んでいる。漁協が磯根資源回復策として取り組

んでいるアワビ放流の効果を発現させるためにも、今後もガンガゼ駆除を継続することが課題と

なっている。 

・魚類養殖においては赤潮や魚病の発生による漁業被害対策及び餌料や燃油の高騰対策として、ま

た漁船漁業においては不漁及び燃油高騰の対策として、漁協は漁業共済・漁業経営セーフティー
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ネット構築等事業への加入促進及び省エネ機器の導入促進に努めている。 

・魚類養殖においては赤潮及び魚病の対策として、かき養殖においては安全安心な製品出荷のため、

漁協は漁業者に対して関係機関の調査・分析結果を周知し、漁業者は指導内容の遵守に努めてい

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）付加価値向上 

ⅰ）いか釣り 

   漁獲したケンサキイカ（以下、イカとする。）は鮮魚出荷の割合が多いが、活魚価格は鮮魚

の約２倍と高い。このため、活魚出荷量の増加を目的とし、新たな活魚出荷先の開拓を行う

とともに蓄養施設を整備する。 

また、観光シーズン以外ではイカの需要が減少し鮮魚価格が低下することにより、採算が

合わなくなる。このような時期には漁協がいか釣り業者から一定の価格でイカを買い取り、

凍結保存して需要期に販売する。 

これらにより、いか釣り業者の所得向上を図る。 

 

ⅱ）一本釣り 

   漁獲したマダイ、ブリ、イサキ、ハタ類等は鮮魚で出荷しているが、神経締め等の高度な鮮

度保持は一部取り組んでいる程度である。今後、漁業者は神経締め技術を習得し、神経締め

による出荷量を増やす。併せて、出荷時に「神経締め処理済み」を表示することによりブラ

ンド化を進め、一本釣り業者等の所得向上を図る。 

 

ⅲ）魚類養殖 

   養殖業者は、現在、養殖したマダイ、カンパチ、マアジ等を活魚として出荷している。さら

に付加価値を高めるため、養殖魚各種や貝類の詰め合わせによる販売に取り組む。また、漁

協が新たに通信販売等により販売を強化し、養殖業者等の所得向上を図る。 

 

２）複合経営 

ⅰ）かき養殖 

漁船漁業の複合経営として、静穏な外津浦の海域特性を活用したかき養殖に取り組んでい

る。かき養殖は漁船漁業、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。

また、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、有望な養殖業であ

る。今後、漁場の拡大、養殖技術の改善、新規参入の推進等により、養殖カキを増産し、か

き養殖業者の所得向上を図る。 

 

３）水産資源の安定・増大 

ⅰ）採介 

 ガンガゼが増加し、磯焼けが進行することで、有用磯根資源（アワビ、サザエ、ウニ類等）

の漁場である藻場が減少している。このため、漁協及び採介業者はガンガゼを駆除し漁場機

能を回復することにより、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％減速航行に取り組み、漁業経費の節減を図る。 

 

ⅱ）省燃油型機関への換装 

   漁業者は、省燃油対策として、機関換装時に省燃油型機関へ換装することにより、漁業経費



の節減を図る。 

 

２）その他 

ⅰ）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等

事業への加入促進に努め、漁業経費の節減を図る。 

 

ⅱ）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等

事業への加入促進に努め、漁業経費の節減を図る。 

 

３．その他 

１）後継者対策 

ⅰ）漁協は関係機関と連携し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 

・漁場行使協定（地先の共同漁業権は共有となっており、各共有者の操業統数、操業区域、操業期

間等を決めた漁場行使協定書を交わしている） 

・外津浦を豊かにする計画（漁場改善計画） 

・集魚灯の光力制限（いか釣り：自主規制） 

 

（３）具体的な取組内容 

 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６.２％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）付加価値向上 

ⅰ）いか釣り 

 （活魚出荷）  

新たな販路を開発するために、漁協が中心となって近隣の旅館や飲食店

へ販売活動を展開し、イカ活魚の販売を周知する。また、漁業者及び漁協

は、活魚販売拡大のため、活魚水槽等の施設整備を検討する。さらに、漁

業者は関係機関からイカ蓄養技術の指導を受け、安定的な蓄養・活魚供給

体制を検討する。 

 

（冷凍出荷） 

観光シーズンオフ等でイカの鮮魚価格が低下した場合、漁協は一定の価

格で漁業者よりイカを買い取り、買い取ったイカを冷凍保管し販売する。

また、冷凍イカの販路を近隣の旅館や飲食店へ拡大するために、漁協が中

心となって販売活動を展開する。 

 

ⅱ）一本釣り 

   （神経締め出荷） 

漁業者は先進地研修や関係機関からの指導により、マダイ、ブリ等の神

経締め処理技術の習得に努める。また、神経締め器具の統一化を検討する。 

漁協及び漁業者は、神経締め処理魚であることを出荷スチロール箱に表

示するため、神経締め表示シールの作成を検討する。 

漁協及び漁業者は神経締め鮮魚を近隣の旅館や飲食店にも販売するた



め、試食品の提供等の営業活動を実施する。 

 

ⅲ）魚類養殖 

 養殖したマダイ、カンパチ、マアジ等や貝類の詰め合わせセットの販売

体制を構築するため、漁業者及び漁協は協議を開始する。 

 

２）複合経営 

ⅰ）かき養殖 

 漁業者はかき養殖の安定的技術習得のため、現場で関係機関からの技術

指導を受け、増産に向けて取り組む。また、新規に取得した漁場での養殖

に取り組む。 

 漁協は安全・安心な養殖カキの提供を目的として、関係機関に貝毒検査

を依頼する。また、増産に対応できる紫外線殺菌装置等（水槽、ポンプ）

の増設を検討する。さらに、漁協は通信販売等の充実を検討する。 

 

３）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生息状況を調査し駆除計画を作成する。

これにより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２７年度の事業実施を要望する。 

 

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０.８％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％

減速航行を推進する。 

ⅱ）省燃油型機関への換装 

    漁協は漁業者に対して、機関換装による燃油節減効果及び自己負担金へ

の融資制度を漁業者へ周知する。漁業者は、省燃油型機関への換装を推進

する。 

 

２）その他 

ⅰ）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する。漁業者は、加入を推進す

る。 

ⅱ）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の制度について周知する。漁業者は、加入を推進す

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（養殖カキ紫外線殺菌装置、ガンガゼ駆除、神

経締め器具購入） 

・水産多面的機能発揮対策事業（ガンガゼ駆除） 

・省エネ機器等導入推進事業（機関換装） 



・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） 

 

 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９.９％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）付加価値向上 

ⅰ）いか釣り 

  （活魚出荷）  

漁協は近隣の旅館や飲食店、既存の仲買業者に対して活きイカの在庫量

情報の提供体制を構築する。このことにより出荷販売体制を強化し、活魚

販売量を増やす。 

漁協及び漁業者は活魚出荷の増加に対応するため活魚水槽等の増設を

検討し、平成２８年度の整備を玄海町に要望する。   

漁業者は関係機関から蓄養技術の指導を受け、蓄養技術の安定を図る。 

 

（冷凍出荷） 

漁協は、引き続き漁業者からの買取による冷凍イカ事業を推進する。併

せて引き続き近隣の旅館や飲食店への販路拡大を、漁協が中心となって進

める。 

 

ⅱ）一本釣り 

  （神経締め出荷） 

漁業者は、関係機関からの指導及び先進地視察により、神経締め処理技

術の習得に努める。 

漁協及び漁業者は規格を統一した神経締め器具を整備する。 

漁協及び漁業者は、ブランド化のため出荷スチロール箱に表示する神経

締め表示シールを作成する。併せて、神経締め鮮魚の販路拡大のため、近

隣の旅館や飲食店に対し、試食の実施などの営業活動を行う。 

 

ⅲ）魚類養殖 

 漁協及び漁業者は養殖したマダイ、カンパチ、マアジ等や貝類との詰め

合わせ販売の通信販売等について検討する。また販路の拡大のため、漁業

者と販売業者とで構成するグル－プを立ち上げる。 

 

２）複合経営 

ⅰ）かき養殖  

漁業者はかき養殖の安定生産技術の習得のため、関係機関から現場にお

ける技術指導を受ける。併せて新規漁場による生産を行い、生産量の増大

を行う。 

漁協は安全・安心な養殖カキの提供を目的として、関係機関に貝毒検査

を依頼する。また、増産に対応できる紫外線殺菌装置等（水槽、ポンプ）

の増設を検討する。さらに、漁協は通信販売等の充実を検討する。 

 

３）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生息状況を調査し駆除計画の見直しを行

う。これにより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２８年度の事業実施を要望する。 

 



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、減速航行による燃油節減効果を周知し、１０％

減速航行を推進する。 

ⅱ）省燃油型機関への換装 

   漁協は漁業者に対し、引き続き機関換装による燃油節減効果を周知する。

漁業者は、省燃油型機関への換装を推進する。 

 

２）その他 

ⅰ）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を周知し、加入等の促進に努める。 

ⅱ）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の制度を周知し、加入等の促進に努める。 

 

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１.４％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（養殖カキ紫外線殺菌装置、ガンガゼ駆除、神

経締め器具購入、神経締め視察研修 ） 

・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） 

 

 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１５.７％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）付加価値向上 

ⅰ）いか釣り 

  （活魚出荷）  

漁協及び漁業者は、引き続き出荷販売体制の強化を行う。これにより仲

買業者、近隣の旅館や飲食店への活魚出荷販売量を増やす。 

漁協は、活魚出荷量の増加に対応した活魚水槽等を玄海町の事業により

整備する。 

 

（冷凍出荷） 

漁協は、引き続き漁業者からの買取による冷凍イカ事業を推進する。併

せて引き続き近隣の旅館や飲食店への販路拡大を、漁協が中心となって進

める。 

 

ⅱ）一本釣り 

  （神経締め出荷） 

漁協及び漁業者は、神経締め鮮魚出荷を定着させ出荷量を増やす。漁業

者は出荷スチロール箱への神経締め表示シール貼りを徹底する。 

神経締め鮮魚を近隣の旅館や飲食店にも販売するため、漁協及び漁業者

は試食等の営業活動を実施する。 

 

ⅲ）魚類養殖 

   漁業者は水産物の詰め合わせ出荷の先進地研修を行う。 



   漁協と漁業者・販売業者により構成される出荷グル－プは、売れる商品

養殖魚と貝類との組み合わせ内容、包装方法、通信販売などの販売方法に

ついて検討し、詰め合わせ販売事業を開始する。 

 

２）複合経営 

ⅰ）かき養殖 

漁業者は、引き続き技術の向上に努めるとともに、新規漁場による生産

を行い、増産に努める。 

漁協は安全・安心な養殖カキの提供を目的として、引き続き関係機関に

貝毒検査を依頼する。また、増産に対応できる紫外線殺菌装置等（水槽、

ポンプ）の増設を検討する。さらに、漁協は増産に対応するために通信販

売等の充実を検討する。 

 

３）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生息状況を調査し駆除計画の見直しを行

う。これにより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年度の事業実施を要望する。 

 

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２.２％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、１０％減速航行を推進する。 

ⅱ）省燃油型機関への換装 

   漁協は漁業者に対し、引き続き機関換装による燃油節減効果を周知する。

漁業者は、省燃油型機関への換装を推進する。 

  

２）その他 

ⅰ）漁業用燃油の高騰対策 

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等事業への加

入の促進に努める。 

ⅱ）養殖用餌料の高騰対策 

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等事業への加

入の促進に努める。 

 

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１.７％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（イカ活魚水槽整備、ガンガゼ駆除、詰め合わ

せ販売研修） 

・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） 

 

 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２０.９％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）付加価値向上 

ⅰ）いか釣り 

  （活魚出荷）  



漁協及び漁業者は、引き続き出荷販売体制の強化を行う。これにより仲

買業者、近隣の旅館や飲食店への活魚出荷販売量を増やす。 

 

（冷凍出荷） 

漁協は、引き続き漁業者からの買取による冷凍イカ事業を推進する。併

せて引き続き近隣の旅館や飲食店への販路拡大を、漁協が中心となって進

める。 

 

ⅱ）一本釣り 

  （神経締め出荷） 

漁協及び漁業者は、引き続き神経締め鮮魚に取り組み出荷量を増やす。

漁業者は出荷スチロール箱への神経締め表示シール貼りを徹底する。 

神経締め鮮魚を近隣の旅館や飲食店にも販売するため、漁協及び漁業者

は試食等の営業活動を実施する。 

漁協、漁業者及び玄海町は、外津産神経締め鮮魚のブランド化に取り組

む。このため、商工会等と連携し、水産物フェア等の開催を行う。 

 

ⅲ）魚類養殖 

   漁協と漁業者・販売業者により構成される出荷グル－プは、売れる商品

として養殖魚と貝類との組み合わせ内容、包装方法、通信販売などの販売

方法の改善に取り組み、詰め合わせ販売事業を拡大する。 

 

２）複合経営等 

ⅰ）かき養殖 

漁業者は、引き続き技術の向上に努めるとともに、新規漁場による生産

を行い、増産に努める。 

漁協は安全・安心な養殖カキの提供を目的として、引き続き関係機関に

貝毒検査を依頼する。また、増産に対応できる紫外線殺菌装置等（水槽、

ポンプ）の増設を検討する。さらに、漁協は増産に対応するために通信販

売等の充実を検討する。 

 

３）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生息状況を調査し駆除計画の見直しを行

う。これにより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年度の事業実施を要望する。 

 

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２.８％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、１０％減速航行を推進する。 

ⅱ）省燃油型機関への換装 

   漁協は漁業者に対し、引き続き機関換装による燃油節減効果を周知する。

漁業者は、省燃油型機関への換装を推進する。 

 

２）その他 

ⅰ）漁業用燃油の高騰対策 



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等事業への加

入の促進に努める。 

ⅱ）養殖用餌料の高騰対策 

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等事業への加

入の促進に努める。 

 

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２.２％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（詰め合わせ販売研修、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） 

 

 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２５.５％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）付加価値向上 

ⅰ）いか釣り 

  （活魚出荷）  

漁協及び漁業者は、引き続き出荷販売体制の強化を行う。これにより仲

買業者、近隣の旅館や飲食店への活魚出荷販売量を増やす。 

 漁協及び漁業者は、必要に応じ活魚水槽の増設を検討する。 

 

（冷凍出荷） 

漁協は、引き続き漁業者からの買取による冷凍イカ事業を推進する。併

せて引き続き近隣の旅館や飲食店への販路拡大を、漁協が中心となって進

める。 

漁協、漁業者及び玄海町は、外津産の活魚及び冷凍イカの普及・ブラン

ド化に向け、商工会等と連携し、水産物フェア等の開催を行う。 

 

ⅱ）一本釣り 

  （神経締め出荷） 

漁協及び漁業者は、引き続き神経締め鮮魚に取り組み出荷量を増やす。

漁業者は出荷スチロール箱への神経締め表示シール貼りを徹底する。 

神経締め鮮魚を近隣の旅館や飲食店にも販売するため、漁協及び漁業者

は試食等の営業活動を実施する。 

漁協、漁業者及び玄海町は、外津産神経締め鮮魚のブランド化に引き続

き取り組む。このため、商工会等と連携し、水産物フェア等の開催を行う。 

 

ⅲ）魚類養殖 

   漁協と漁業者・販売業者により構成される出荷グル－プは、売れる商品

として養殖魚と貝類との組み合わせ内容、包装方法、通信販売等の販売方

法の改善に取り組み、詰め合わせ販売事業を拡大する。 

 

２）複合経営 

ⅰ）かき養殖 

漁業者は、引き続き技術の向上に努めるとともに、新規漁場による生産

を行い、増産に努める。 

漁協は安全・安心な養殖カキの提供を目的として、引き続き関係機関に

貝毒検査を依頼する。また、増産に対応できる紫外線殺菌装置等（水槽、



ポンプ）の増設を検討する。さらに、漁協は増産に対応するために通信販

売等の充実を検討する。 

 

３）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生息状況を調査し駆除計画の見直しを行

う。これにより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年度の事業実施を要望する。 

 

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３.３％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、１０％減速航行を推進する。 

ⅱ）省燃油型機関への換装 

   漁協は漁業者に対して、省燃油型機関への換装を推進する。 

 

２）その他 

ⅰ）漁業用燃油の高騰対策 

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等事業への加

入の促進に努める。 

ⅱ）養殖用餌料の高騰対策 

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等事業への加

入の促進に努める。 

 

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２.６％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） 

・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） 

 

（４）関連機関との連携 

・イカ蓄養、魚類の神経締め及びかき養殖の技術習得について、漁業者は県玄海水産振興センター

等の指導を受ける。 

・養殖魚と貝類との詰め合わせ販売において、漁協及び漁業者は商品化及びネット販売のためのホ

ームページの作成等について玄海町および県玄海水産振興センター等と連携して取り組む。 

・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  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 

 

  

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 

玄海町産業振興

事業補助金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水産多面的機能

発揮対策事業 

 

省エネ機器等導

入推進事業 

 

漁業経営セーフ

ティーネット構

築等事業 

 

漁船漁業・担い手

確保対策事業 

・イカ活魚出荷量の増加に対応するため必要な活魚水槽を整備する。 

 

・神経締め技術習得及びシール作成の参考とするために、先進地の視察研修

を実施する。 

 

・一本釣り業者の神経締め技術の均一化を図るために、統一した神経締め器

具を購入する。 

 

・養殖魚と貝類との詰め合わせ販売の参考とするために先進地の視察研修を

実施する。 

 

・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。 

 

・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。 

 

 

・燃油高騰対策として省燃油型機関への換装に取り組み、燃油経費節減を図

る。 

 

・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。 

 

 

・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。 

 

 


