
 
 

浜の機能再編広域プラン 
 
１ 平戸市広域水産業再生委員会 

 

広域委員会の

構成員 

・生月漁協地域水産業再生委員会 （生月漁業協同組合） 

・志々伎漁協地域水産業再生委員会（志々伎漁業協同組合） 

・大島村漁協地域水産業再生委員会（大島村漁業協同組合） 

・中野漁協地域水産業再生委員会（中野漁業協同組合） 

・平戸市漁協地域水産業再生委員会（平戸市漁業協同組合） 

・舘浦漁協地域水産業再生委員会（舘浦漁業協同組合） 

・北九十九島漁協地域水産業再生委員会（九十九島漁業協同組合） 

・長崎県 

・平戸市 

オブザーバー 長崎県漁業協同組合連合会 田平事業所、平戸魚市㈱、西日本魚市㈱ 

※再生委員会の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 

対象地域：長崎県平戸市  

全域対象漁業者数：市内計 329 名※ 

漁法：一本釣り、定置網、船曳き網、刺網、かご漁業、ごち網漁業、採介藻漁

業、延縄漁業、蛸壺漁業、中小型まき網漁業、海面養殖業 

※各地域水産業再生委員会構成員（加入見込者含む）の合計値（平成 28年３月

16 日現在） 

 
２ 地域の現状 

（１）地域の水産業を取り巻く現状等 

○水産業全般について 

本市は、九州の西、長崎県の北西端に位置し、平戸島、生月島、大島、度島、高島の有人島及

び九州本土北西部の沿岸部に位置する田平地区で構成されている。平成 17年 10月に旧平戸市、

生月町、田平町、大島村の 1 市 2 町１村の合併により「平戸市」として誕生した。 

本市は地理的要因から、対馬暖流の影響を強く受け、数多くの島嶼と複雑な海岸地形や潮流の

影響により、九州でも屈指の好漁場が形成され、アジ・サバ・ブリ・イカ類などの回遊が見られ

るほか、県内でも有数の水揚げを誇るヒラメやウチワエビをはじめ、マダイ・イサキやアワビ・

ウニなど磯根資源等数多くの魚介類に恵まれてきた。しかしながら、漁業技術の進歩等により水

産資源の再生産力を軽視した過剰な漁獲、また、沿岸域の開発行為、さらには 1990 年代以降に

顕著にみられる「気候変動」などにより水産資源は減少傾向にあり地域漁業の衰退が懸念されて

いる。 

また、本市管内の漁協数をみても、平成 17 年 10 月には９組合だった漁協数は、平成 27 年 10

月１日現在、漁協合併が進み、7 組合（本所機能６つ、支所１つ）となっている。 
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これら市内７漁協による平成 26 年度の水揚げ数量は 7,049.3ｔ、水揚金額は約 39 億円、正組

合員数は計 1,015 名に及ぶ。現在、漁業を取り巻く環境として、担い手不足や漁業者の高齢化に

よる漁村の衰退、漁場環境の悪化、魚食離れにおる魚介類消費量の低下などにより日々厳しさを

増していると言わざるを得ない。また、魚価は全国的に低下傾向（底値停滞）にあり、漁業に要

する資材価格は高騰、更に出荷・販売に要する流通経費も増加しており、水産物の産地（供給基

地）である本市も付加価値向上並びに流通コスト削減策を施策の両輪として推進しつつ、消費者

ニーズに的確に対応できる事業展開（戦略）を構築する必要がある。 

今後、系統団体への共販出荷を主体としながらも、産地市場や漁協直営販売所を有効活用し、

量販店や飲食店などへの小口販売及び観光客への直接販売を伸ばしていく必要がある。 

そこで、これまでの流通体系の現状を分析・整理しながら、漁業者自ら販路開拓や取引実績の

確保などに取り組むために、産地市場、特に平戸魚市㈱や西日本魚市㈱の活用（拠点化）のあり

方、漁連等系統団体との更なる連携強化や販売戦略の構築、また、相対取引の有益性の実証取組

などを各漁協の枠を超えて連携、協力し、平戸の旬な水産物の高付加価値化策について市全域で

取り組み、今後、本市を水産物の一大産地として発展させる責務があると考えている。 

○担い手対策について 

本市の総漁業者（正組合員）に対し 60 歳以上の占める割合は、Ｈ22 年度では約 49.4％であっ

たが、Ｈ26 年度では約 52.3％まで上昇し、60歳以上が占める割合は過半数を超えており、高齢

化がすすみ、将来、水産業を支える漁業者の確保が本市の水産業にとって重大な課題の一つでも

ある。本市では、漁業就業者確保関連事業として、新規就業者等（漁家子弟やＩターン者等）に

対する「（県）漁業就業者確保育総合対策事業」を活用し、本市で組織化している「漁業担い手

確保支援協議会」を通じて、新規就業者等に対する漁業技術の習得、生活費の支援、独立後のフ

ォローアップなどを行っている。 

また、漁業者に対する漁業所得の向上や経営改善を目指す支援制度として、Ｈ27 年度から長崎

県が新たに取り組んだ「漁業経営改善対策関連事業」を活用し、本市では県や漁連、漁協など関

係機関と連携し、経営分析・改善指導等を行う地域作業部会が組織化され、漁業所得向上につな

がる経営分析や改善指導等を行っている。今後、個々の漁業者に対するこれら経営改善指導等は、

本市の漁業が「儲かる、稼げる職業」の一つとして確立し、地域の模範的な中核的な漁業者とし

て認知され、また、経営基盤が安定することにより、雇用の発生や他産業との連携など大きな波

及効果が予測され、本市の新規漁業就業者の確保の面でも起爆剤になると考えている。 

さらに、本市では、市管内漁協内で若手漁業組合員や組合員の家族等で組織している漁協青年

部や女性部の活動に積極的に支援を行っている。各漁協の青年部は、漁協の枠を超え、「平戸市

漁協青年部連合会」として組織化し、流通に関する勉強会や視察研修、意見発表大会の開催、他

市漁協との交流のほか、後継者育成と魚食普及を目的とした地元小中学生を対象とした水産教室

の開催などその活動は多岐に亘っており、若手漁業者のよき見本となっている。 

○製氷施設について 

本市管内漁協が所有する製氷施設の大半は、耐用年数を超過し当初計画時点の製氷能力よりも

機能が低下している。平成 27 年 7 月、市管内で最大の製氷能力を有していた舘浦漁協の製氷施

設（日産 100ｔ、貯氷 3,000ｔ）が運用開始から 35 年が経過し老朽化が原因により氷製造を中止



 
 

し、市内での供給量が大幅に低下している。また、本市内で開設している平戸魚市株式会社（民

設民営：地方卸売市場）の製氷施設も運用開始から 47 年が経過し、老朽化が著しく、充分な稼

動ができていない。こういった現状を踏まえ、今後、本市内での安定した氷の供給体制の確保に

ついて、生産者を含め、多方面から非常に懸念されている。水産物生産活動において、安定した

氷の供給体制の構築は、本市水産物の付加価値向上並びに流通体制の改善策（流通コスト削減や

漁価向上等）の根幹をなすべきものであり、本市の旬で高品質、高水準の水産物の鮮度・生産・

衛生面において必要不可欠である。よって、今後、漁協や生産者、行政機関が一体となって流通

や販売体制の見直しに取り組む上でも安定した氷の供給体制整備が急務である。 

加えて、市管内漁協の一部では、イカ類やトビウオなどの盛漁期（４月から 10 月末まで）に

は、漁協職員が平戸魚市㈱や近隣魚市場（片道１ｈ以上要する）に赴き、氷を調達している状況

も散見され、漁業者や漁協にとって非常に負担（ストレス）となっている。この氷の調達作業は、

漁協職員が製氷施設まで漁協所有のトラックを運転し、氷の積込・運搬作業から生産現場での供

給作業（砕氷・販売に至る行程）まで従事しており、今後、漁協職員の確保についても重要な課

題となっている。 

 そこで、本市管内地域では、氷について安定供給体制実現のため、現在の地域内の氷需要量と

製氷能力、将来の利用動向や対象受益者を見極め、新たな製氷施設整備について具体的な検討を

行っている。 

 なお、今後、本市では比較的大規模な共同利用施設（荷捌施設、加工場、冷蔵庫等）の整備計

画策定時は、原則として漁協の枠を超えた利用・整備について検討し、広域な地域全体で事業計

画の策定及び事業実施を目指す。 

 
（２）その他の関連する現状等 

平戸市内の６漁協（本所機能あり）及び１漁協（支所機能）の計７地区において、「地域水産

業再生委員会」を立ち上げ、平成 26 年度に策定した「浜の活力再生プラン」において、漁業収

入向上（鮮度保持対策等）及び漁業コスト削減（省燃油活動：船底清掃実施、低速航行）を共通

テーマとして取り組んでいる。  

また、今般、各漁協が抱える課題を地域全体の共通課題として捉え、長崎県漁連や産地市場と

効果的に連携しながら「川上から川下対策まで見据えた流通改善」に取り組むこととした。 

なお、本市では「平戸市水産振興協議会（市内 7 漁協による構成）」が組織され、市内の水産

関連イベント運営について例年１回程度協議会を開催していた。今般、浜の機能再編広域プラン

策定に当って、再生委員会の母体として本協議会が機能し、本市の水産振興や活性化策について

有意義で活発な意見交換が出来る関係性が醸成される基点となり、非常に意義あるものとなっ

た。 

 

 



 
 

３ 広域連携の方針 

（１）活性化の基本方針 

 ※ 水産業の振興を核とした地域全体の活性化にかかる基本方針を記載 

■機能再編・地域活性化関連基本方針 

ソフト面 

①「流通」の改善による漁業所得の向上！ 

○「川上（漁業者）から川下（最終消費者）までの流通過程における各種ストレス（※）の改善

策）」 

・効率的出荷体制の構築（市全域で取り組む鮮度保持対策の徹底、水産物の取扱にかかる統一

基準の導入、集出荷施設や運搬車両等の共同利用等を図る） 

・流通コスト逓減策を策定し、漁業所得の向上へと繋げ、本市を水産物の一大産地としての認

知向上を図り漁業後継者の確保・育成へ繋げ、持続可能な水産業への転換、さらなる水産業

の発展を目指し、「地方創生」、「人口減少対策」などの基本施策と連携し相乗効果を狙う。 

（※）川上（漁業者）は、『どのような形態がはたして川下での最適な出荷、供給状態なのか？』

と葛藤、疑問等を抱きながら、先例踏襲的な様態に陥っている状況を「ストレス」と表現。 

 この「ストレス」軽減を図るには、本プラン策定が「きっかけ」となる。 

○ 市内管内漁協は、相互に連携・協力し、県漁連（共販体制）を核としながら、平戸魚市㈱を

活用し、平戸産水産物の新たな販路開拓（量販店など）を目指し、本市水産物の取引拡大に

取り組む。 

 ・市管内漁協は、平戸魚市㈱を拠点とし、大手量販店や地域量販店との直接取引の拡大に取り

組むとともに、これまでロット不足や規格外として低利用・低価格取引となっていた魚類等

の販売・ＰＲ活動を積極的に行う。 

・市管内漁協は、漁連が保有しているネットワークや販路などを最大限に活用し、生産者且つ

販売者として漁業者と共に前面に出て水産物の供給産地としてＰＲ活動を行う。 

○ 市管内漁協は、共同出荷体制の構築により漁協の枠を超えた水産物の出荷を一極化し、平戸

産としての認知度向上やブランド力を向上させ、高価格取引の実現や流通経費（運送費等）

の削減を図る。例えば、“あご”“イカ”などを重要戦略産品として位置づけ販売展開を実施

し、魚価向上を目指す。また、販路拡大イベントなど単一漁協ではなく、平戸市全漁協で各

単協の独自性を演出しつつ、平戸市産の旬で高鮮度な魚類販売を行い、“産地”として認知

を得る。 

 

②新たな「販売体制」の構築！ 

○人を呼び込む地域販売店舗（漁協直販店）の更なる活用・充実 

 ・市管内漁協は、各漁協の核となる水産物品目を、各漁協の枠を超えて地域販売店舗（漁協直

販店）で販売等を行い、地域全体で少量多品種の強みを活かし販売集約、販売品目の増加に

よる魚価向上や消費拡大に努める。 

 ・市管内漁協は、地域販売店舗（漁協直販店）の鮮度保持・衛生管理対策や環境向上に資する

施設整備を行う。 



 
 

○地場産業（ホテル業界や飲食業界）との連携強化 

・市管内漁協は、平戸市内で地元水産品を提供する食事処や観光ホテルなどと連携し、「（仮）

四季ひらど贅沢御膳」の提供・メニュー開発など平戸を訪れれば旬のお魚が食べられる仕組

みづくりを行う。 

・市管内漁協は、低利用魚介類を持ち寄り、地場特産品を利用し各漁協のアイディアを参集し

た地場特産品などの加工品開発に取り組む。また、市管内漁協は、新規加工場や販売所の整

備の際は、様々な観点から参画・協力を行い、共同利用体制を目指す。 

 

「ハード面」 

○ 大規模共同利用施設（製氷施設）の整備について、漁協の枠を超えた利用者の設定、氷安定

供給体制の構築、氷販売単価の抑制によるランニングコスト削減を目指す。 

具体的には、まず、これまで製氷施設を有していない志々伎漁業協同組合（H26 年度水揚実

績：1479ｔ、13 億 8,400万円）に、平戸島中南部地域の拠点として新たに製氷施設の整備を

行い、中南部地域において安定した氷の供給体制を構築し、適切な施氷及び水産物鮮度保持

対策の充実により競争力の強化・確保を図る。 

あわせて、本市管内の製氷施設（市管内漁協及び平戸魚市場）の大半は耐用年数を経過して

いるため、機能保全対策を講じながら安定した氷の供給体制構築を目指し、平戸市水産振興

協議会は、今後、老朽化した製氷施設の整備・集約化（共同利用体制への転換）について、

水産物の生産・鮮度・衛生・流通面等を総合的に判断し順次検討、実施していく。 

○ 大規模共同利用施設（荷捌施設、冷蔵庫、加工施設）整備について、漁協の枠を超えた利用

形態を見据え、新たな施設整備の際は、上記施設同様に地域全体で施設の集約化や共同利用

体制に基づく事業計画の策定を目指す。 

（例）生月漁業協同組合は、従来から水産物加工施設の整備を検討している。当該、加工施設

のあり方について、原材料の確保から商品開発、販路確保などの面において、他の地場産業

との連携を図り、漁協の枠を超えた施設運営について検討を行う。 

 

■中核的担い手の育成関連基本方針 

○ 行政機関、市管内漁協は、漁業所得向上や新たな経営展開を目指す漁業者に対し、「（県）漁

業経営改善対策関連事業」を積極的に活用させ、経営分析や経営改善指導等を行い、経営基

盤の安定、経営の合理化等を推進する。 

⇒本市の個人経営体における「中核的漁業者」とは、各地域水産業再生員会（所属漁協）から

推薦※を受けた者の内、平戸市広域水産業再生委員会が認定した者をいう。 

※推薦にあたり、当広域水産業再生委員会は基準等について設定しないが、各地域水産業

再生員会（所属漁協）は、当該漁業者の前年の漁業所得又は直近 3 ヶ年平均の漁業所得、

漁業法等関連規則等の違反歴の有無など基準等を設けるなど慎重に審査を行い、推薦書を

提出しなければならない。 

○ 行政機関、市管内漁協は、本市の重要な雇用を生む産業の一つとして、水産業（漁業）が「も

うかる・稼げる職業」として定着するため、雇用型漁業（定置網漁業や海面養殖漁業、水産



 
 

加工業者）従事者の確保・育成や独立型漁業従事者に対する他業種間交流の促進、漁業者の

グループ化による漁業用資材の共有化などを推進し省コスト化や漁業技術の相互研鑽を目指

す。 

○ 行政機関、市管内漁協は、組織の枠を超え実務担当者レベル段階の「（仮）実務者会」を結成

し、関係法令研修や先進地視察、各種学習会を通して、漁業者への指導能力向上に努め、本

市水産物の競争力向上策（鮮度保持技術や省力化対策等）の普及啓発に努める。 

○ 行政機関は、各漁協内で構成される「青年漁業者部会等」の連携、単一組織化を図り、漁協

の枠を超えた意見交換会を開催し、漁業者交流による漁村の活性化を図る。 

 

 
（２）機能分担・連携に関する基本方針 

 ※ 地域活性化を図るための各浜の機能分担・連携にかかる基本方針を記載 

■機能再編・地域活性化関連 

①-1：市管内漁協は、生産する水産物について販売計画など年間スケジュールを作成し、各漁協

や県漁連との連携を更に強化し、販売体制の強化や生産量・流通量の確保、規格の統一など

を図る。また、漁連主催のフェアなどに積極的に参加し更なる展開・発展を目指す。 

-2：市管内漁協は、流通経費の削減（最終的には漁業所得ＵＰ！）を図るため、出荷体制の調

整や運送経費削減を目指す。また、共同利用施設の管理費等の削減を図るためにも漁協の枠

を超えた利用を推進する。例：鮮魚、活魚の運搬車両の共用 

-3：市管内漁協は相互に連携し、平戸魚市㈱を水揚げ・販売戦略の拠点窓口の一つとし、更な

る販売戦略の発展を目指す。例：とびうおを平戸魚市㈱に拠点基地化し、高価格取引（別紙：

関連資料）につながるようなシステム作りを漁協や漁業者、関係機関と情報共有を図りなが

ら構築する。 

②-1：市管内漁協は、各漁協直営の販売所の整備や活用を図り、各漁協で共通（単協の枠を超え

た）の店舗整備や商品の取り扱い・販売などを実施する。 

③-1：行政機関、市管内漁協は、製氷施設や荷捌き施設、加工場等大規模共同利用施設について、

今後の本市の水産行政を詳細に分析し、将来のあり方について検討を行い、漁業者が不測の

事態に陥らないよう情報交換や協議に努める。 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■中核的担い手の育成関連 

①-1：行政機関は、漁協職員能力（経営分析、指導能力や知見向上や生産指導能力）の向上を 

図るため、専門機関等への研修受講などへ積極的に参加できるよう支援を行う。 

-2：行政機関、市管内漁協は、漁業者（生産者）が、最高品質の水産物生産者としての自覚を

促すため、生産者に対し漁業技術習得（徹底した鮮度保持対策）の普及啓発を行う。 

-3：行政機関、市管内漁協は、漁場環境の改善や水産業の多面的機能保全へ積極的に取り組む

活動組織等に対し支援を行う。 

-4：行政機関、市管内漁協、漁業者は、一体となり本市の重要魚種については、「種苗放流（資

源管理対策事業）等」を積極的に行い、資源管理の重要性、あり方について認識の共有化に



 
 

努める。 

-5：行政機関は、漁業者の経営基盤拡大や競争力の強化に関する取組みについて積極的に支援

を行う。 

 
（３）漁獲努力量の削減・維持及びその効果に関する担保措置 

各漁協単位ではあるが、独自に魚種・漁法ごとに禁漁期の設定等を行っている。 

例：延縄漁業者によるクエ休漁期間や再放流サイズの設定 

 

 

 
（４）具体的な取組内容（毎年ごとに数値目標とともに記載） 

 １年目（平成２７年度）≪協議≫ 

地域活性化に

向けた取組 

■機能再編・地域活性化関連 

【流通改善による漁業所得の向上】 

・市管内漁協は、平戸魚市㈱、県漁連と連携し、また、漁協は漁業者と一体と

なって、積極的な販売促進活動とあわせて市場のニーズについて調査する。 

【新たな販売体制の構築】 

・市管内漁協は各漁協直営販売所の現状の課題、将来のあり方について協議、

検討を行う。 

【ハード(施設整備)面】 

・広域再生委員会では、漁協の枠を超えた新たな大規模共同利用施設（製氷施

設等）整備・利用について、費用逓減策など含めて、今後の方針について協

議・意見交換を行う。 

・広域再生委員会は、本市水産物の鮮度保持（旬で高水準な品質保全）のため

にも、各漁協における氷利用状況及び今後の需要動向を整理し、新規製氷・

貯氷設備の適正規模（製氷・貯氷規模、利用動向、設置場所、維持管理等）

を算出し、新規施設整備について検討開始する。 

■中核的担い手の育成関連 

・本市の漁業者は、県漁連が保有している多角な流通経路を改めて精査し、真

に有効な水産物の生産体制、流通体系を県漁連と共有するため、視察研修を

行い、自ら確認する。 

・本市の漁業者は、平戸魚市㈱を流通経路の基点となるよう、最終販売先や消

費者のニーズを踏まえた販売実態を自ら確認し、今後の販売戦略を構築する

ために視察研修を行い、川下と川上の直接交流を行う。 

・若手漁業者グループは、若年層への魚食普及に努めるため、地場水産物を活

用したお魚料理教室を小・中学校を中心に開催する。 

・行政機関、関係機関は、本市の中核的な漁業者（個人、法人）に対し、経営

改善指導を行い収益性のある漁業経営体の育成を図る。 



 
 

活用する支援

措置等 

■機能再編・地域活性化関連 

➢ なし 

■中核的担い手の育成関連 

➢新規漁業就業者総合支援事業（国） 

➢水産多面的機能発揮対策事業（国） 

➢離島漁業再生支援交付金事業（国） 

➢新水産収益性向上・活性化支援事業（県） 

➢漁業就業者確保育成総合対策事業（県） 

➢豊かな海づくり事業（市） 

➢水産業普及指導事業（市） 

 
 ２年目（平成２８年度）≪調査開始≫ 

地域活性化に

向けた取組 

■機能再編・地域活性化関連 

【流通改善による漁業所得の向上】 

・広域再生委員会は、機能再編活性化支援事業（国）を活用し、流通経路に応

じた流通経費や生産者の負担、ストレスなどを分析・整理し、流通経費削減

策を取りまとめる。 

・行政機関は、平戸産のイカ類の付加価値向上及び流通の安定化を図るため、

新たな凍結システム（※ブライン凍結）について品質の安定性や商品として

の有効性・経済性を含めた比較検証に取組み、イカ類流通における取扱いマ

ニュアルを作成する。 

・市管内漁協、行政機関は、本市の旬で高水準な水産物について「拠点化を目

指す水産物（あご、イカ類）」を選定し、県漁連や平戸魚市場を拠点窓口とし

て活用し、市全域での標記水産物に関する総合的な販売戦略を策定する。 

【新たな販売体制の構築】 

・市管内漁協は、漁協直営販売所の鮮度保持・衛生管理対策や環境向上に資す

る施設整備を行う。 

【ハード(施設整備)面】 

・漁協の枠を超えた大規模共同利用施設整備（製氷施設等）について条件整理

（各漁協の共同利用への同意や利用見込み、受益者の設定等）が決定次第、

設備設置へ具体的に取り組む。 

【その他】 

・市管内漁協は、アワビ・カサゴ等の定着性の高い魚種の種苗放流の積極的推

進及び資源管理策の強化を図る。また、産卵場・幼稚仔の生育場等の多面的

機能を有する藻場を保全し、次世代につなぐ環境づくりを行う。 

■中核的担い手の育成関連 

・市管内漁協、行政機関は、鮮度保持対策など総合的な漁業技術習得について

徹底した普及啓発を行う。 



 
 

・市管内漁協は、中核的担い手漁業者の競争力強化に資する漁業機器等の整備

について支援を行う。 

・行政機関は、本市の水産物の加工及び販売活動に取り組む漁業者等に対し積

極的に支援を行う。 

・若手漁業者グループは、若年層への魚食普及に努めるため、地場水産物を活

用したお魚料理教室を小・中学校を中心に開催する。（再掲） 

・行政機関は、漁業者に対し、他機関産業を担う若者等へ「集いの場」を提供

し、関係機関や他団体との積極的な交流促進を図り漁業者の自立を促進する。 

・行政機関、関係機関は、本市の中核的な漁業者（個人、法人）に対し、経営

改善指導を行い収益性のある漁業経営体の育成を図る。（再掲） 

活用する支援

措置等 

■機能再編・地域活性化関連 

➢機能再編活性化支援事業（国） 

➢水産業競争力強化緊急施設整備事業（国） 

➢産地水産業強化支援事業（国） 

➢新水産収益性向上・活性化支援事業（県） 

■中核的担い手の育成関連 

➢新規漁業就業者総合支援事業（国） 

➢水産多面的機能発揮対策事業（国） 

➢離島漁業再生支援交付金事業（国） 

➢競争力強化型機器等導入緊急対策事業（国） 

➢効率的な操業体制の確立支援事業（国） 

➢養殖用生餌供給安定対策（国） 

➢浜の担い手漁船リース緊急事業（国） 

➢漁業就業者確保育成総合対策事業（県） 

➢豊かな海づくり事業（市） 

➢水産業普及指導事業（市） 

 
 ３年目（平成２９年度）≪具体的検証開始≫ 

地域活性化に

向けた取組 

■機能再編・地域活性化関連 

【流通改善による漁業所得の向上】 

・広域再生委員会が核となり、前年度取りまとめた流通経費削減策について市

内漁協、生産者等、関係機関とともに実践し、どのような形態が本市の水産

物流通にとって最適か検証する。 

・行政機関は、ブライン凍結イカの販売実績や策定したマニュアルを踏まえ、

どのような形態の水産物が川下対策として有効か、漁協や生産者とともに学

習会等を開催し、水産物の流通改善策に引き続き取り組む。 

・広域再生委員会は、イカ類等の拠点化水産物の指定について検討等を行い、

漁協や生産者と前年の実績を踏まえ、指定魚種の増加を目指す。 



 
 

・漁協の枠を超え、水産物フェアなどへ漁協職員だけではなく、生産者も積極 

的に参加する。 

【新たな「販売体制」の構築】 

・市管内漁協は、漁協直営販売所の鮮度保持・衛生管理対策や環境向上に資す

る施設整備を行う。 

【ハード(施設整備)面】 

・漁協の枠を超えた大規模共同利用施設整備（製氷施設等）について条件整理

（各漁協の共同利用への同意や利用見込み、受益者の設定等）が決定次第、

設備設置へ具体的に取り組む。（再掲） 

 
■中核的担い手の育成関連 

・市管内漁協、行政機関は、鮮度保持対策など総合的な漁業技術習得について

徹底した普及啓発を行う。（再掲） 

・市管内漁協は、中核的担い手漁業者の競争力強化に資する漁業機器等の整備

について支援を行う。（再掲） 

・行政機関は、本市の水産物の加工及び販売活動に取り組む漁業者等に対し積

極的に支援を行う。（再掲） 

・若手漁業者グループは、若年層への魚食普及に努めるため、地場水産物を活

用したお魚料理教室を小・中学校を中心に開催する。（再掲） 

・行政機関は、漁業者に対し、他機関産業を担う若者等へ「集いの場」を提供

し、関係機関や他団体との積極的な交流促進を図り漁業者の自立を促進する。 

（再掲） 

・行政機関、関係機関は、本市の中核的な漁業者（個人、法人）に対し、経営

改善指導を行い収益性のある漁業経営体の育成を図る。（再掲） 

活用する支援

措置等 

■機能再編・地域活性化関連 

➢機能再編活性化支援事業（国） 

➢水産業競争力強化緊急施設整備事業（国） 

➢産地水産業強化支援事業（国） 

➢新水産収益性向上・活性化支援事業（県） 

■中核的担い手の育成関連 

➢新規漁業就業者総合支援事業（国） 

➢水産多面的機能発揮対策事業（国） 

➢離島漁業再生支援交付金事業（国） 

➢競争力強化型機器等導入緊急対策事業（国） 

➢効率的な操業体制の確立支援事業（国） 

➢養殖用生餌供給安定対策（国） 

➢浜の担い手漁船リース緊急事業（国） 

➢漁業就業者確保育成総合対策事業（県） 



 
 

➢豊かな海づくり事業（市） 

➢水産業普及指導事業（市） 

 
 ４年目（平成３０年度）≪継続≫ 

地域活性化に

向けた取組 

■機能再編・地域活性化関連 

【流通改善による漁業所得の向上】 

・市管内漁協は実践した流通経費削減策（流通経路や費用逓減）を積極的に活

用し、更に新たな販路獲得に着手し、漁業所得の向上に取り組む。 

・行政機関は、イカ類流通における取扱いマニュアルについて市内漁協へ再度

周知し、イカ類の高鮮度流通の普及・拡大を図り、引き続き川下（消費）実態

について調査を継続する。 

・生産者単独でも販売活動等に従事できるよう行政、漁協は支援を行う。 

【新たな販売体制の構築】 

・市管内漁協は、漁協の枠を超えた商品の取り扱いや地域水産物の販売・集約

を図り、漁協直営販売所の更なる充実、強化を行う。 

【ハード(施設整備)面】 

・漁協の枠を超えた大規模共同利用施設整備（製氷施設等）について条件整理

（各漁協の共同利用への同意や利用見込み、受益者の設定等）が決定次第、

設備設置へ具体的に取り組む。（再掲） 

■中核的担い手の育成関連 

・市管内漁協、行政機関は、鮮度保持対策など総合的な漁業技術習得について

徹底した普及啓発を行う。（再掲） 

・市管内漁協は、中核的担い手漁業者の競争力強化に資する漁業機器等の整備

について支援を行う。（再掲） 

・行政機関は、本市の水産物の加工及び販売活動に取り組む漁業者等に対し積

極的に支援を行う。（再掲） 

・若手漁業者グループは、若年層への魚食普及に努めるため、地場水産物を活

用したお魚料理教室を小・中学校を中心に開催する。（再掲） 

・行政機関は、漁業者に対し、他機関産業を担う若者等へ「集いの場」を提供

し、関係機関や他団体との積極的な交流促進を図り漁業者の自立を促進する。 

（再掲） 

・行政機関、関係機関は、本市の中核的な漁業者（個人、法人）に対し、経営

改善指導を行い収益性のある漁業経営体の育成を図る。（再掲） 

活用する支援

措置等 

■機能再編・地域活性化関連 

➢機能再編活性化支援事業（国） 

➢水産業競争力強化緊急施設整備事業（国） 

➢産地水産業強化支援事業（国） 

➢新水産収益性向上・活性化支援事業（県） 



 
 

■中核的担い手の育成関連 

➢新規漁業就業者総合支援事業（国） 

➢水産多面的機能発揮対策事業（国） 

➢離島漁業再生支援交付金事業（国） 

➢競争力強化型機器等導入緊急対策事業（国） 

➢効率的な操業体制の確立支援事業（国） 

➢養殖用生餌供給安定対策（国） 

➢浜の担い手漁船リース緊急事業（国） 

➢漁業就業者確保育成総合対策事業（県） 

➢豊かな海づくり事業（市） 

➢水産業普及指導事業（市） 

 
 ５年目（平成３１年度）≪実行、再検証≫ 

地域活性化に

向けた取組 

■機能再編・地域活性化関連 

【流通改善による漁業所得の向上】 

・実践した流通経費削減策（流通経路や費用逓減）を積極的に活用し、更に新

たな販路獲得に着手する。（再掲） 

・平戸市広域水産業再生委員会は、流通体制や販売体制について各種方面の専

門家などを招聘し、生産者と共に学習会を開催し、消費者ニーズや飲食店で

の需要等を踏まえた流通・販売体制作りを目指す。 

・市内の旅館や観光業者等と連携し、凍結イカや各漁協の魚種を取りまとめた

料理メニューなどを活用し、市内への来訪者確保に取り組む。 

【新たな販売体制の構築】 

・漁協直営販売所の充実・強化を図り、漁協直売所間での商品管理や生産動向

のネットワーク化に取り組む。 

【ハード(施設整備)面】 

・漁協の枠を超えた大規模共同利用施設整備（製氷施設等）について条件整理

（各漁協の共同利用への同意や利用見込み、受益者の設定等）が決定次第、

設備設置へ具体的に取り組む。（再掲） 

■中核的担い手の育成関連 

・市管内漁協、行政機関は、鮮度保持対策など総合的な漁業技術習得について

徹底した普及啓発を行う。（再掲） 

・市管内漁協は、中核的担い手漁業者の競争力強化に資する漁業機器等の整備

について支援を行う。（再掲） 

・行政機関は、本市の水産物の加工及び販売活動に取り組む漁業者等に対し積

極的に支援を行う。（再掲） 

・若手漁業者グループは、若年層への魚食普及に努めるため、地場水産物を活

用したお魚料理教室を小・中学校を中心に開催する。（再掲） 



 
 

・行政機関は、漁業者に対し、他機関産業を担う若者等へ「集いの場」を提供

し、関係機関や他団体との積極的な交流促進を図り漁業者の自立を促進する。 

（再掲） 

・行政機関、関係機関は、本市の中核的な漁業者（個人、法人）に対し、経営

改善指導を行い収益性のある漁業経営体の育成を図る。（再掲） 

活用する支援

措置等 

■機能再編・地域活性化関連 

➢機能再編活性化支援事業（国） 

➢水産業競争力強化緊急施設整備事業（国） 

➢産地水産業強化支援事業（国） 

➢新水産収益性向上・活性化支援事業（県） 

■中核的担い手の育成関連 

➢新規漁業就業者総合支援事業（国） 

➢水産多面的機能発揮対策事業（国） 

➢離島漁業再生支援交付金事業（国） 

➢競争力強化型機器等導入緊急対策事業（国） 

➢効率的な操業体制の確立支援事業（国） 

➢養殖用生餌供給安定対策（国） 

➢浜の担い手漁船リース緊急事業（国） 

➢漁業就業者確保育成総合対策事業（県） 

➢豊かな海づくり事業（市） 

➢水産業普及指導事業（市） 

※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」は、活用を予定している国（水産庁以外を含む）、地方公共団体等の補

助金・基金等を記載。ただし、本欄への記載をもって、事業の活用を確約するものではない。 

 
（５）関係機関との連携 

・長崎県、平戸市、市管内漁協、県漁連、産地市場等が連携し、本市の水産物の高付加価値化に

資する流通実態を分析・協議し、漁業者の「川下を見据えた高品質水産物の生産者」としての

自覚を促し、漁業技術の習得、今後の販売戦略等について情報共有、意思疎通を徹底する。 

・本市が将来、水産物の一大産地として成長できるよう生産から販売までを網羅した指導チーム

を広域再生委員会及び他産業代表など関係機関で構成する。 

 
（６）他産業との連携 

・本誌の重要な産業の一つである観光業界との連携強化を図り、本市の水産物の魅力発信に努め

る。観光ホテルや市内飲食店との連携を強化し、「（仮）四季ひらど贅沢御膳」などのメニュー

開発や本市へ人を呼び込み、平戸を訪れれば旬で美味しい地元の魚が食べられるシステム作り

を構築する。 

 



 
 

４ 活性化指標 

（１）活性化指標の考え方 

平戸市の旬で高水準、高品質な水産物をいかに効率よく、的確に、持続可能な販売戦略の構築

取り組むための活性化指標を定める。 

 
（２）活性化指標 
ＮＯ  指 標 具体的取組内容 年度 目標数値 

１ 流通経費の 

削減 

流通等に要する経費

類の削減（例：集約化

による運搬経費等の

削減、安価な氷供給体

制の整備による氷代

等の削減） 

基準年 平成 26年度：市場販売額 10,000 円換算

時に漁業者は、「8,000 円」が収入金額 

（市場手数料、運搬経費、氷代等として

2,000 円差し引かれる。） 

目標年 平成 31年度：市場販売額 10,000 円換算

時に漁業者は、「8,400 円」が収入金額 

※目標数値基準年欄に記載している数値は、本市の漁業種別、出荷様態等は多種多様であることから、

本市を代表する漁業種別である「定置網漁業」による共販出荷に係る数値（流通経費等）について

記載している。  

 
ＮＯ  指 標 具体的取組内容 年度 目標数値 

２ 拠点化を図る

魚種指定数 

拠点化を図る魚種の

特定 

基準年 平成 26年度：「１品種（とびうお）」 

目標年 平成 31年度：「５品種」 

※漁協の枠を超えた箱立てや箱売りなども検討する。 

※高価格取引につながるような流通経路を特定し、拠点化を図る販売戦略を構築する。 

   【例】①経路：平戸魚市㈱、魚種：とびうお 

②経路：県漁連、魚種：イカ（活魚） 

③経路：漁業直売所、魚種：○○  

  
ＮＯ  指 標 具体的取組内容 年度 目標数値 

３ 漁協直営販売

所の販売額増 

漁協直営直売所の改修

及び市管内漁協の販売

集約 

基準年 平成 26年度： 

販売金額 「159,000千円」 

目標年 平成 31年度： 

販売金額 「175,000千円」 

 
 （３）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。 

基準 

① 市管内漁協から仕切書（電算打出）や各関係伝票類の提出・集計作業による確認 

② 県漁連や平戸魚市㈱からの実績報告 



 
 

③ 各漁協直営直売所の販売実績（業務報告書から抜粋） 

目標 

① 市場販売額 10,000 円換算時の漁業者の収入金額 8,000 円→8,400 円（５％増） 

② 選定産品数１品種→５品種 

③ 漁協直営販売所の販売額増 159,000 千円→175,000 千円（10％増） 

 
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 

事業名 事業内容及び浜の機能再編広域プランとの関係性 

機
能
再
編
・
地
域
活
性
化
関
連 

産地水産業強化支援事業（国） ◆漁獲物の鮮度保持対策 

◆市管内漁協において、各浜の共同利用施設の整

備 

水産業競争力強化緊急施設整備事

業（国） 

◆漁協の枠を超えた地域全体での氷の安定供給体

制の確立に向けた製氷施設の整備 

新水産業収益性向上･活性化支援事

業（県） 

◆漁業技術・鮮度保持技術の向上 

◆共同利用施設の充実 

◆戦略の構築、流通販売の取組 

◆市管内漁協において、各浜の生産・流通・経営

基盤対策の実施 

中
核
的
担
い
手
の
育
成
関
連 

 

浜の担い手漁船リース緊急事業

（国） 

◆中核的担い手漁業者の競争力強化に資する漁船

等の導入 

競争力強化型機器等導入緊急対策

事業（国） 

◆中核的担い手漁業者の競争力強化に資する漁業

機器等の導入 

水産多面的機能発揮対策事業（国） ◆藻場回復への取組 

◆磯焼け対策の実施、磯焼け減少に対する理解 

◆漁場環境の変遷監視 

離島漁業再生支援交付金事業（国） ◆条件不利地な離島振興 

◆漁業所得向上に資する取組への支援 

◆種苗放流等 

新規漁業就業者総合支援事業（国） ◆Ｉ・Ｊターン者による漁業就業者の確保 

◆漁業担い手対策 

◆漁業就業者確保による漁村活性化 

新水産業収益性向上･活性化支援事

業（県）（再掲） 

 

◆中核的漁業者への経営指導、経営改善等の実施 

◆中核的漁業者の育成、女性 



 
 

漁
業
生
産
活
動
の
基
盤
整
備
関
係 

水産基盤整備事業 

・水産環境整備事業 

・水産生産基盤整備事業 

・水産物供給基盤機能保全事業 

・漁港施設機能強化事業 

農山漁村地域整備交付金 

・水域環境保全創造事業 

・地域水産物供給基盤整備事業 

・漁村再生交付金事業 

・漁港関連道整備事業 

・漁業集落環境整備事業 

・海岸保全施設整備事業 

◆漁業生産基盤体制の強化 

◆水産物の高度（高品質）衛生対策 

◆漁村集落環境の改善 

◆漁港施設の老朽化対策、長寿命化 

◆漁港施設の機能強化 

◆漁港施設の安全対策 

◆海岸保全施設の老朽化対策、長寿命化 

※関連事業には、活用を予定している国（水産庁以外を含む）、地方公共団体等の補助金・基金等を

記載。ただし、本欄への記載をもって、事業の活用を確約するものではない。 

※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、「事業内容及び浜の機能再編広

域プランとの関係性」のみ記載する。 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

中核的漁業者認定に係る推薦書 
 

年   月   日提出 
平戸市広域水産業再生委員会  
会長         あて 
 

漁協名               
代表理事組合長         ㊞ 

 
次の者は浜の活力再生広域プランに関連する「中核的漁業者」として適当であると認められ 
ますので推薦いたします。 
 

ふりがな  
生年月日(年齢）   年 月  日（  歳） 

※氏 名  
漁業形態 

 
 

後継者の有無

※55歳以上の

場合必須 

後継者 ：  あり  ・  なし 
ありの場合 ⇒ ・氏名（         ） 

・生年月日（年齢）    年 月 日（  歳） 

現 住 所 
 
 

（電話     －     －     ） 

推薦理由 

（記載例）当該漁業者は、本市●●地区で、･････□漁を営んでおり、漁業後継者の育

成や漁村活性化の取組みなどに対し非常に真摯に取り組んでおり･･･ 

また、経営の合理化、多角化を検討しており、新たな操業区域や漁具、●●の検討など

するなど、経営努力に惜しみなく力を注いでおり、当漁協内でも先進的、模範的な漁業

者である･････ 

特記事項 

（記載例）漁船リース事業の申請に当って、当該漁業者は････ 

【審査基準等】 
※浜の活力再生広域プラン別紙（別記様式第１号）の要件を具備していること 

※過去 2年以内に漁業法等関連規則等の違反歴がないこと 

※漁業収入等経営面おいて、良好であること 
 


