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浜の機能再編広域プラン 

 

１ 広域水産業再生委員会 

 

広域委員会の

構成員 

・松浦地区地域水産業再生委員会 

（新松浦漁業協同組合、松浦市） 

・北九十九島地区地域水産業再生委員会 

（九十九島漁業協同組合、佐世保市） 

・佐世保市相浦地区地域水産業再生委員会 

（佐世保市相浦漁業協同組合、佐世保市） 

・松浦地区大中型旋網地域水産業再生委員会 

（日本遠洋旋網漁業協同組合、西日本魚市株式会社、松浦市） 

・長崎県 

・長崎県旋網漁業協同組合 

・西日本魚市株式会社 

オブザーバー  

※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 

長崎県松浦市地域、佐世保市北部地域（北九十九島地区、相浦地区） 

＜漁業者 854経営体（大中型まき網 9、中小型まき網 36、一本釣等 809）＞ 

松浦地区大中型旋網地域：漁業者 9 経営体（大中型まき網 9） 

松浦地区：漁業者 685 経営体（中小型まき網 1、ごち網等 684） 

北九十九島地区：漁業者 78 経営体（中小型まき網 33、ごち網等 45） 

佐世保市相浦地区：漁業者 82（中小型まき網 2、刺網等 80） 

 ※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）地域の水産業を取り巻く現状等 

当地域は九州の西、長崎県の県北部に位置し、数多くの島々や半島による複雑な海岸線で形成

されており、魚介類の発生と生育に必要な砂浜、干潟、磯場等の多様な海岸域に恵まれ、内湾か

ら沖合に至る多くの海域でカタクチイワシ、アジ、サバなどの中小型まき網漁業、マダイ、シラ

ス、レンコダイなどの船びき網漁業（ごち網他）などの漁船漁業やブリ類、マダイ、トラフグな

どの養殖漁業が営まれている。 

組織名 松浦市広域水産業再生委員会 

代表者名 会長 森永健一 
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地域内の漁協数は、平成 16 年に 10 組合であったが、合併が進み、平成 19年には 3組合とな 

り、これら 3 組合における平成 26 年度の水揚量は 3 万トン、水揚金額 121 億円、正組合員数は

1,002 人である。 

一方、東シナ海から九州北西の沖合海域を漁場としている日本遠洋旋網漁業協同組合所属の大

中型まき網漁業は 9ヶ統であり、松浦魚市場を水揚げ基地として同市場の流通機能を通じて全国

の消費地へ漁獲物が発送されるとともに、水産加工業及び養殖業に不可欠な加工原料及び養殖用

餌料の供給基地にもなっている。 

現在、沿岸漁業では、担い手の不足や漁業者の高齢化、漁場環境の悪化、漁船や機器等の老朽

化等による生産性の低下に加え、魚価の低迷や漁業経費の増加、更には出荷・販売に要する流通

経費も増加しており、厳しい経営環境に直面している。沖合漁業においても、これらの課題や外

国漁船との漁場競合問題に加え、産地流通機能を支える松浦魚市場及び近隣の産地市場の荷捌施

設の老朽化や選別作業員不足等に伴い水揚処理能力や鮮度保持機能が低下している。 

そのため、本地域の水産業の再生を図るためには、松浦魚市場に産地流通機能を集約し水揚処

理能力を向上させて食用向け出荷割合を増やすとともに、同市場の高度衛生化を推進し、水産物

の輸出促進や水産加工業の更なる育成を図り、魚価の向上などによる収益改善を図ることなどが

必要となっている。 

 

（２）その他の関連する現状等 

地域内の漁協ごとに「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、松浦市では、開設後３４年が経過し老朽化が顕著となっている松浦魚市場の再整備を

計画し、平成２６年３月に｢松浦市地方卸売市場松浦魚市場再整備基本計画｣を策定したところ

であり、各漁協及び遠洋旋網組合が抱える課題を地域全体の共通課題として捉え、水揚げ機能

の強化、作業効率及び労働環境の向上、輸出を見据えた高度衛生管理施設の導入等に係る具体

的な検討に着手し、当プランとの整合性を図りつつ事業推進を図る計画である。 

一方、調川港及びその陸部は地域水産業の拠点である松浦魚市場とそれに関連する水産加工

団地、更には船舶・プラント関連の機械製造企業や自動車関連部品メーカー等も立地する産業

拠点地区であるとともに、当地区内で 2千人以上が従事するなど、地域の重要な雇用の場とな

っている。平成 29 年度には、西九州自動車道（伊万里松浦道路）の調川ＩＣの完成が予定さ

れており、アクセス時間が 51 分削減される見込みである。これにより、市場からの出発時間

に間に合わず、凍結や冷まし(翌日出荷)になっていたものが当日出荷可能となり、こうした動

きの中で関東・関西への出荷量を増やし、多様な販路の確保に取り組むより魚価の向上を図る

必要がある。 
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３ 広域連携の方針 

（１）活性化の基本方針 

１ 機能再編・地域活性化に関する基本方針 

本地域の水産業の維持･発展のためには、漁業者が将来にわたって漁業を営み、その地域に継

続的に人が住み続けられるよう、浜の機能維持を図り、地域経済が循環していくシステムを構築

する必要がある。 

そこで、漁業者、漁協、市場関係者及び行政機関は、生産対策を強化しつつ、産地流通の中核

を担う松浦魚市場の高度衛生化等の取組を通じて、流通業者等が産地に求めている安全・安心で

高規格化（細かなサイズに選別）された水産物の安定的な供給体制の確立と加工対策や販売対策

を効果的に展開し、産地としての競争力を高めることにより、漁業者・流通業者･水産加工業者

等の安定した事業活動を後押し、地域の活性化に取り組んでいく。 

 

（１）生産対策 

・意欲ある漁業者は、資源を減少させない範囲で生産性の拡大や操業の効率化・省コスト化

等を図るとともに、漁獲物の付加価値を最大限高めるため、漁協・産地市場等と連携し、

共同して漁獲物の取扱改善、鮮度保持、品薄時の出荷調整、活魚出荷等の取組を推進する。 

・遠洋旋網組合及び大中型まき網漁業者は、漁獲段階からの高鮮度化を図るため、遠旋組合

地域プロジェクト改革計画に基づく鮮度保持機能を備えた改革型網船等の導入を進める

ともに、船団隻数の削減や漁船の共有化など省コスト化の取組を推進する。 

・漁業者（まき網、定置網）は、漁業所得の向上を目指して、漁協、行政機関の指導を受け

ながら、一度に大量に水揚げ・出荷する漁獲物（アジ、サバ、ブリ等）の単価アップにつ

ながる出荷形態の改善を目指す。 

・漁業者（まき網、定置網）は、餌用に仕向けられる小型の漁獲物（アジ、サバ、カワハギ

等）を養殖用種苗として養殖業者に供給し、付加価値向上を目指す。 

（２）産地市場対策 

・遠洋旋網組合、卸売業者及び松浦市は、近隣市場の選別作業員不足や荷捌施設の老朽化等

による水揚処理能力や鮮度保持機能の低下に対処するため、大中型旋網漁業の水揚げを松

浦魚市場へ集約化し、県による集荷機能強化に向けた着岸施設（大型浮桟橋）の設置や水

揚・荷捌き・製氷施設などを整備し効率的な集出荷体制の確立を目指す。  

・松浦市は、荷捌き時の鮮度低下防止及び高度衛生化に対応するため、高度衛生閉鎖型荷捌

施設や海水殺菌装置などを整備し、漁業者及び市場関係者の理解と協力により衛生管理の

徹底や水揚・作業効率化のための施設整備を図り、国内だけでなく、輸出も視野に入れた

市場づくりを目指す。 

（３）加工対策 

・市場関係者（仲買人等）は、加工業者への高鮮度な加工原料の安定供給の役割を担い、松

浦市は、松浦魚市場に隣接する水産加工団地の生産拡大に向けて排水処理施設の能力向上

を図ることにより、水産加工業の更なる振興を目指す。 
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・養殖業者・加工業者・漁協は、量販店等からの高鮮度で加工された養殖トラフグ・養殖

クロマグロの消費者ニーズに対応するため、養殖ブリ・養殖マダイに倣い、養殖魚を産

地で加工する取組を進め、行政は必要な支援を行い、養殖業の振興と地域の活性化を目

指す。 

（４）販売対策 

・関係市及び県は、漁業者・加工業者・漁協等が行う地域水産物のＰＲや販売促進活動に共

同で取り組むとともに、地域特産品の販売促進に向けて、水産物直売所の充実を図り、地

域ブランド産品の育成による付加価値向上を目指す。 

・水産物輸出を促進するために組織している長崎県水産物海外普及協議会の構成団体（遠旋

組合、西日本魚市他）による取組等と連携し、各漁協や加工団地進出企業等の商品を幅広

く輸出できるように輸出体制の確立を目指す。 

 

２．中核的担い手の育成に関する基本方針 

・漁協・関係市・県は、ＵＩＪターン者など多様な担い手の確保・育成を図るため、連携して、

漁業就業者フェアなどへの参加、漁業技術習得の推進、リース漁船の取得など受入体制を充

実させることにより円滑な着業・独立を推進する。 

・漁協は、経営能力があり、かつ、意欲ある漁業者を地域の中核的担い手と位置付け、経営感

覚を持った儲かる漁業の実践者として育成する。 

・漁協及び受入れ者（雇用型漁業の経営者）は、まき網漁業などの雇用型漁業においては、将

来の幹部候補を中核的担い手と位置づけ、行政機関・漁協・系統団体が一丸となって育成を

図る。 

 

（２）機能分担・連携に関する基本方針 

１ 機能再編・地域活性化に関する基本方針 

（１）生産対策 

・意欲ある漁業者は、漁船の大型化や高速化等による操業機会の損失防止、共同探索や船底

清掃等による省コスト化に取り組むとともに、漁協・産地市場と連携し、共同して船倉で

の冷やし込みの徹底、煮干原料の船倉内での攪拌と搬送時の鮮度保持、漁船への海水循環

装置導入、陸上活魚水槽の整備と活魚運搬車両等の共用化など付加価値向上の取組を実施

する。 

・遠洋旋網組合及び大中型まき網漁業者は、船倉での冷やし込みの徹底、製氷機や冷海水製

造装置の搭載した改革型網船の導入、船団隻数の削減や冷海水の船団共有化など、旬アジ、

旬サバ等の品質向上と省コスト化の取り組みを実施する。 

・漁業者は、漁協や系統団体の指導を受けながら一度に大量に水揚げ・出荷される漁獲物（ア

ジ、サバ、ブリ等）の活魚出荷や休漁・時化時による品薄時の出荷など、出荷形態の改善・

手法について共同で研究し実践する。 

・漁業者（まき網、定置網）は、養殖業者や市場関係者等との情報交換等を通じて養殖業者
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が必要とする種苗（アジ、サバ、カワハギ等）の数量等を把握の上、養殖種苗の安定供給

に努め、漁協・産地市場等は、養殖業者の出荷先の選定に必要な情報の提供やストック施

設の整備を進め、相互に協力して地域ブランドとしての育成に取り組み、行政機関は必要

な支援を行う。 

（２）産地市場対策 

・県は、水揚げ時間短縮のために松浦魚市場前に大中型まき網の大型化した運搬船が着岸可

能な浮桟橋を整備し、卸売業者や市は荷捌施設へ搬送するフィッシュポンプ等を整備する

ことで沖泊まりによる鮮度低下を防止する。 

・生産者・卸売業者・松浦市は、市場内の選別機能の向上を図るため、重量選別機や魚体選

別機等の整備について、役割を分担して実施する。 

・松浦市は、市場取扱数量の大半を占めるまき網漁獲物の高鮮度化により食用向け出荷割合

を増やし価格の向上を図るため、高度衛生管理に不可欠な温度管理型の閉鎖型荷捌施設の

整備に取り組み、遠旋組合は、高度衛生閉鎖型荷捌施設との連動による品質管理体制を確

立するため、松浦魚市場の背後地に製氷・冷蔵施設の整備を図る。 

・松浦市は、県や専門機関の協力を得ながら、高度衛生化施設を有効に活用した高鮮度集出

荷体制を確立するため、講師招聘による講習会の開催や施設利用マニュアル・漁獲物取扱

マニュアル等を作成し、関係者に対し普及推進を図る。 

・生産者及び市場関係者は、漁協・卸売業者の指導のもと、松浦魚市場が求める漁獲から水

揚げに至る漁獲物の鮮度保持や荷捌きから発送までの迅速かつ衛生的な取扱いを実践し、 

 市場通過物の品質向上を図る。 

（３）加工対策 

・松浦市は、水産加工団地の排水処理施設の能力アップを図ることにより、水産加工品の製

造能力を最大限に引き上げ、加工業者は、市場関係者と連携し、原料仕入れ、販売情報の

収集、高鮮度化された地場原料を利用した加工品の生産拡大を図り、積極的な営業活動と

ＰＲ等を通じて地域水産物のブランド化に取り組む。 

・加工業者等は、大口需要に対応するため、養殖業者・漁協等とネットワークの形成により

生産・加工体制を構築し、行政は、漁協等の機器整備や施設整備・改修、冷やし込みのた

めのシャーベット氷製氷施設の導入及び新規に加工に取り組む意欲ある養殖業者や漁協

の取組を支援し、加工事業の裾野を広げることにより、地域全体で加工産地の形成を図る。 

（４）販売対策 

・各漁協は、市場関係者（仲買など）と連携して、シーフードショーなどの商談会に出展

するなどし、積極的に地域水産物のＰＲや販売促進活動を展開していく。 

・行政機関は、地域の水産物直売所や生産者、各漁協と連携した水産物の販売・ＰＲを支

援するため、既存施設の拡大整備を図るとともに、各漁協、生産者は直売所への仕向け

量を増やし、各直売所間での商品の補完についても連携して取り組む。 

・行政機関は、水産加工団地進出企業を対象としてＨＡＣＣＰ取得やその資格の維持継続

を指導・支援するとともに、県と連携し、長崎県水産物海外普及協議会の構成団体と加



6 
 

工業者等との商談の場の設定や養殖業者等が自ら輸出できる機会を設けるために各種商

談会の開催情報等を提供し、マッチングを進めていく。 

 

２．中核的担い手の育成に関する基本方針 

・関係市・関係漁協は、新規漁業就業者受入れのための協議会を共同して設立し、連携して新

規就業者の確保育成対策に取り組んでいく。 

・関係市と漁協及び受入れ者（雇用型漁業の経営者）は、漁業就業者フェア（東京、大阪、福

岡）への参加を通じて就業希望者の確保に努めるとともに、長期研修や技術取得のための実

践研修については、地域で指導的な立場にある漁業者が漁協と連携し、生活面でのサポート

については県、市、漁協の３者で連携し、漁船の取得については漁協がリース方式により主

体的役割を果たしていく。 

・漁協は、中核的担い手と位置づけた漁業者を地域のけん引役、儲かるモデルとして育成する

ため、生産性の向上やコスト削減に取組むための漁船の取得や機器等の導入について支援を

行う。 

・漁協は、意欲と能力のある担い手を次代の浜のリーダーと位置付け、行政機関、系統団体と

連携して、免許・資格の取得や関係法令研修や先進地視察、各種学習会、漁業学校等を通し

て、漁業者の資質･能力向上に努め、各漁協内で構成される「青年部等」の連携を図り、漁

協の枠を超えた意見交換会を開催し、漁業者交流を推進する。 

 

（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 

○長崎県資源管理指針に基づく資源管理計画 

○TAC による漁獲量管理（マアジ・サバ類・マイワシ・スルメイカ） 

○資源管理計画に基づく、原則月 4 日間（年間 48日間）以上の休漁を実施 

○資源管理計画に基づく、クロマグロ未成魚の漁獲上限量管理 

 

（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２８年度） 

地域活性化に

向けた取組 

（１）生産対策 

・漁協は、生産性向上や漁業・加工に要する経費の削減により収益性向上

をめざす漁業者を募り、当委員会と協議のうえ、漁業者へ推進機関や省

力・省コスト化機器の導入を進めていく。 

・漁業者は、漁協や市場関係者と協議し漁獲物取扱の統一を図るため、行

政機関等からの指導・支援を受けながら漁獲物の鮮度保持や魚体処理等

の現地研修会を開催する。 

・遠洋旋網組合は、漁業コストの削減と、漁獲物の高鮮度化による付加価

値向上を図るため、改革型網船の導入、試験操業、実践操業に取り組む。 

・漁業者は漁獲物を単価の高い餌用から活魚や鮮魚、加工向け出荷へ移行
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させるため、卸売業者と協議し、岸壁の効率的利用や出荷方法等につい

て協議する。漁業者、養殖業者、漁協、市場関係者は、漁獲物（アジ、

サバ、ブリ等）の出荷形態についての情報交換を開催する。 

・漁業者は、養殖業者が必要とする種苗の魚種や数量を把握するため、漁

協や市場関係者とともに協議を進める。 

（２）産地市場対策 

・県は、松浦市が要望した水揚げ時間短縮を図るための浮桟橋（鋼鉄筋コ

ンクリートハイブリッド製 L70m×B25m×H2.25ｍ）を松浦魚市場前に整

備するため、設計を実施し、工事に着手する。 

・遠旋組合、市場関係者及び市は、市場内における選別作業の迅速化を図

るため、必要となる機器の種類や台数等について協議する。 

・松浦市は、松浦魚市場の高度衛生化を推進するため、高度衛生閉鎖型荷

捌施設の基本設計及び実施設計を実施する。 

・松浦市は、高度衛生化施設を効果的に活用するため、市場関係者と協力

して、衛生管理体制確立に向けた協議会（以下、衛生管理協議会）を立

ち上げ、先進地視察や衛生管理研修会を開催する。 

（３）加工対策 

・松浦市は、水産加工団地の排水処理施設の能力向上を図るため、水産加

工団地進出企業と将来的な加工生産計画や排水量等を協議する。 

・市場関係者及び加工業者は、行政機関の支援のもと、地域特性を生かし

た加工品開発の協議を行う。 

・漁業者や養殖業者、漁協、加工業者は、行政機関を交えて、地域全体の

加工産地形成に向けた体制づくりを協議する。 

（４）販売促進対策 

・各漁協は、市場関係者（仲買など）と連携して、シーフードショ （ー東京）

に参加し、新たな取引先を確保する。 

・松浦市は、既存３か所の水産物直売所の内、福島地区水産物直売所の拡

大整備に向け、設計に着手する。 

・生産者や漁協は、道の駅や各種イベントと連携し、水産物の販売・ＰＲ

のためのイベントを開催する。 

・松浦市は県と連携し、水産加工団地内の企業の（一社）大日本水産会主

催等の衛生管理講習会への参加や水産加工団地内のＨＡＣＣＰ未取得企

業とＨＡＣＣＰ取得に向けた協議を実施する。 

（５）中核的担い手育成対策 

・漁協及び行政機関は、共同で新規就業者受入のための協議会（以下、受

入協議会）を設置し、漁業就業フェアへ参加する。 

・漁協は、中核的担い手や意欲ある漁業者の独立及び競争力の強化を促す
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ため、漁船リース事業や省力・省コスト機器の導入を実施する。 

・漁協は、行政と連携して、中核的担い手を育成するため、意欲ある漁業

者を対象として、先進地視察や各種学習会、漁業学校などでの研修、漁

業士への推薦及び意見発表大会への参加について、支援を行う。 

活用する支援

措置等 

港整備交付金（国） 

競争力強化型機器等導入緊急対策事業（国） 

漁船漁業構造改革緊急事業（国） 

浜の担い手漁船リースモデル事業（国） 

 

 ２年目（平成２９年度） 

地域活性化に

向けた取組 

（１）生産対策 

・漁協は、生産性向上や漁業・加工に要する経費の削減により収益性向上

をめざす漁業者を募り、再生委員会と協議のうえ、漁業者へ推進機関や

省力・省コスト化機器の導入を進めていく。 

・漁業者は、漁協の指導のもと、研修の結果を踏まえて取扱マニュアルを

作成し、松浦魚市場が求める漁獲物の鮮度保持に努める。 

・遠洋旋網組合は、漁業コストの削減と、漁獲物の高鮮度化による付加価

値向上を図るため、改革型網船の導入、試験操業、実践操業に取り組む。 

・漁業者は、卸売業者との協議を踏まえ、効率的な出荷を実践していく。 

・関係者による協議結果を踏まえ、漁業者と養殖業者間の種苗供給体制を

１組確立させる。 

（２）産地市場対策 

・県は設計に基づき、浮桟橋を整備する。 

・松浦市は２基目の浮桟橋整備について、県と協議を進める。 

・遠旋組合、市場関係者及び市は、市場内における選別作業の迅速化を図

るため、必要となる機器の種類や台数等について協議する。 

・松浦市は、設計に基づき、管理棟の整備に着手する。 

・衛生管理協議会において、引き続き研修会等を開催するとともに、先進

事例や市場関係者の意見をもとに、施設利用マニュアルや漁獲物取扱マ

ニュアル等、衛生管理を徹底するためのルールづくりを実施する。 

（３）加工対策 

・松浦市は、企業との協議結果を踏まえながら、増強すべき排水処理施設

の能力・規模等を決定する。 

・加工業者は、行政支援のもと、新たな加工品を１品開発する。 

・九十九島漁協は、養殖トラフグ業者の経営安定に資するため、トラフグ

加工場を整備する。また、新松浦漁協は、養殖マグロ業者の経営安定と、

自営加工場の稼働率向上に向けて、シャーベット氷製造施設を整備する。 
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（４）販売促進対策 

・各漁協は、シーフードショｰへの参加を東京・大阪の 2会場に増やし、新

たな取引先を確保する。 

・各漁協は、テレビ通販番組との取引を検討する。 

・生産者と漁協は、道の駅等との連携した水産物販売・ＰＲイベントを複

数回開催し、地元消費を拡大する。 

・松浦市は、前年度の施設設計により、福島地区の水産物直売所を拡大整

備する。 

・松浦市は県と連携し、水産加工団地内のＨＡＣＣＰ基準の維持・継続や

新規取得に係る問題点等の解決に向け協議を行う。 

・松浦市は県と連携し、長崎県水産物海外普及協議会の構成団体と加工業

者等との商談会の実現に向け協議する。 

（５）中核的担い手育成対策 

・受入協議会は、漁業就業者フェアに参加し、新規就業希望者を受入れる。 

・漁協は、中核的担い手や意欲ある漁業者の独立及び競争力の強化を促す

ため、漁船リース事業や省力・省コスト機器の導入を実施する。 

・漁協は、中核的担い手を育成するため、意欲ある漁業者を対象として、

漁業学校への入校、漁業士への推薦及び系統団体が主催する意見発表大

会への参加について、支援を行う。 

活用する支援

措置等 

港整備交付金（国） 

強い水産業づくり交付金（国） 

競争力強化型機器等導入緊急対策事業（国） 

漁船漁業構造改革緊急事業（国） 

浜の担い手漁船リースモデル事業（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） 

 

 ３年目（平成３０年度） 

地域活性化に

向けた取組 

（１）生産対策 

・漁協は、生産性向上や漁業・加工に要する経費の削減により収益性向上

をめざす漁業者を募り、再生委員会と協議のうえ、漁業者へ推進機関や

省力・省コスト化機器の導入を進めていく。 

・漁協は、漁業者が作成した取扱マニュアルを地域内全漁業者に周知し、

漁業者はマニュアルに沿った漁獲物を、松浦魚市場へ試験出荷する。 

・遠洋旋網組合は、漁業コストの削減と、漁獲物の高鮮度化による付加価

値向上を図るため、改革型網船の導入、試験操業、実践操業に取り組む。 

・漁業者は、卸売業者との協議を踏まえ、効率的な出荷を実践し、卸売業
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者は場内への活魚槽の設置を検討する。 

・関係者による協議結果を踏まえ、漁業者と養殖業者間の種苗供給体制を

１組確立させる。 

（２）産地市場対策 

・県は、松浦市が要望した 2 基目の浮桟橋の整備に係る設計を実施する（予

定）。 

・遠旋組合、市場関係者及び市は、市場内における選別作業の迅速化を図

るため、必要となる機器の種類や台数等について協議する。 

・松浦市は、設計に基づき、管理棟を完成させるとともに、仕向け作業場

の整備に着手する。 

・衛生管理協議会において、先進事例や市場関係者の意見をもとに、施設

利用マニュアルや漁獲物取扱マニュアル等、衛生管理を徹底するための

ルールづくりを行う。 

（３）加工対策 

・松浦市は、排水処理施設の設計を行い、増強整備に着手する。 

・加工業者は、開発した加工品についての試験販売や PR 活動を展開する。 

・松浦市内の複数養殖業者は、自身の経営安定と漁協加工場の生産向上に

向けて、原料供給体制強化のため、共同で陸上種苗生産施設を整備する。 

（４）販売促進対策 

・各漁協は、シーフードショｰ（東京・大阪）への参加に加え、テレビ通販

番組との取引を開始し、新たな取引先を確保する。 

・生産者と漁協は、引き続き道の駅や各種イベントと連携した水産物販売・

ＰＲのためのイベントを開催する。 

・松浦市は、水産加工団地内のＨＡＣＣＰ基準の維持・継続や新規取得に

係る問題点等の解決に向け支援を行う。 

（５）中核的担い手育成対策 

・受入協議会は、漁業就業者フェアに参加し、新規就業希望者を受入れる。 

・漁協は、中核的担い手や意欲ある漁業者の独立及び競争力の強化を促す

ため、漁船リース事業や省力・省コスト機器の導入を実施する。 

・漁協は、中核的担い手を育成するため、意欲ある漁業者を対象として、

漁業学校への入校、漁業士への推薦及び系統団体が主催する意見発表大

会への参加について、支援を行う。 

活用する支援

措置等 

港整備交付金（国） 

強い水産業づくり交付金（国） 

競争力強化型機器等導入緊急対策事業（国） 

漁船漁業構造改革緊急事業（国） 

浜の担い手漁船リースモデル事業（国） 
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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） 

 

 ４年目（平成３１年度） 

地域活性化に

向けた取組 

（１）生産対策 

・漁協は、生産性向上や漁業・加工に要する経費の削減により収益性向上

をめざす漁業者を募り、再生委員会と協議のうえ、漁業者へ推進機関や

省力・省コスト化機器の導入を進めていく。 

・漁業者は、取扱マニュアルに沿った漁獲物を、松浦魚市場へ出荷する。 

・遠洋旋網組合は、漁業コストの削減と、漁獲物の高鮮度化による付加価

値向上を図るため、改革型網船の導入、試験操業、実践操業に取り組む。 

・漁業者は、卸売業者との協議を踏まえ、効率的な出荷を実践し、卸売業

者は場内へ活魚槽を設置する。 

・漁業者は、養殖業者が必要とする種苗の魚種や数量を把握するため、漁

協や市場関係者とともに協議を進める。 

（２）産地市場対策 

・県は設計に基づき、2基目の浮桟橋を整備する（予定）。卸売業者は、荷

揚げ作業の効率化を図るため、2 基目の浮桟橋にフィッシュポンプを設

置する（予定）。 

・遠旋組合、市場関係者及び市は、前年度の協議結果に基づき、重量選別

機や魚体選別機を整備する。 

・松浦市は、設計に基づき、仕向け作業場を完成させるとともに、閉鎖型

荷捌施設の整備に着手する。併せて、清浄海水供給施設の整備を図る。 

・衛生管理協議会は、作成した各種マニュアルを、市場関係者に周知・徹

底していく。 

（３）加工対策 

・松浦市は、設計に基づき、排水処理施設の増強整備を完成させる。 

・加工業者は、開発した加工品について試験販売やＰＲ活動を引き続き行

いつつ新たな加工品を１品開発する。 

・松浦市内の複数養殖業者は、自身の経営安定と漁協加工場の生産向上に

向けて、原料供給体制強化のため、共同で陸上養殖生産施設を整備する。 

（４）販売促進対策 

・各漁協は、引き続き、シーフードショｰ（東京・大阪）への参加、テレビ

通販番組との取引に加え、スーパーマーケットトレードショーに参加し、

新たな取引先を確保する。 

・生産者と漁協は、引き続き道の駅や各種イベントと連携した水産物販売・
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ＰＲのためのイベントを開催する。 

・松浦市は、水産加工団地内のＨＡＣＣＰ基準の維持・継続に係る問題点

等の解決に向けた支援やＨＡＣＣＰの新規取得のための事前準備を支援

する。 

・松浦市は県と連携し、日本貿易振興機構（ジェトロ）等が主催する水産

物輸出実地研修会への参加や水産物輸出取組の先進地への視察研修を実

施する。 

（５）中核的担い手育成対策 

・受入協議会は、漁業就業者フェアに参加し、新規就業希望者を受入れる。 

・漁協は、中核的担い手や意欲ある漁業者の独立及び競争力の強化を促すた

め、漁船リース事業や省力・省コスト機器の導入を実施する。 

・漁協は、中核的担い手を育成するため、意欲ある漁業者を対象として、漁

業学校への入校、漁業士への推薦及び系統団体が主催する意見発表大会へ

の参加について、支援を行う。 

活用する支援

措置等 

港整備交付金（国） 

強い水産業づくり交付金（国） 

競争力強化型機器等導入緊急対策事業（国） 

漁船漁業構造改革緊急事業（国） 

浜の担い手漁船リースモデル事業（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） 

 

 ５年目（平成３２年度） 

地域活性化に

向けた取組 

（１）生産対策 

・漁協は、生産性向上や漁業・加工に要する経費の削減により収益性向上

をめざす漁業者を募り、再生委員会と協議のうえ、漁業者へ推進機関や

省力・省コスト化機器の導入を進めていく。 

・漁業者は、取扱マニュアルに沿った漁獲物を、松浦魚市場へ出荷する。 

・遠洋旋網組合は、漁業コストの削減と、漁獲物の高鮮度化による付加価

値向上を図るため、改革型網船の導入、試験操業、実践操業に取り組む。 

・漁業者は、卸売業者との協議を踏まえ、効率的な出荷を実践し、卸売業

者は活魚の取り扱いを増加させる。 

・漁業者は、養殖業者が必要とする種苗の魚種や数量を把握するため、漁

協や市場関係者とともに協議を進める。 

（２）産地市場対策 

・遠旋組合、市場関係者及び市は、30年度の協議結果に基づき、重量選別

機や魚体選別機を整備する。 
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・松浦市は、設計に基づき、閉鎖型荷捌施設を完成させる。 

・市場関係者は、マニュアルに従った漁獲物の取り扱いを一部開始する。 

（３）加工対策 

・加工業者は、開発した加工品について前年までに試験販売した結果を踏

まえて加工品を改良し、販売を実施する。また併せてＰＲ活動を実施す

る。 

（４）販売促進対策 

・各漁協は、シーフードショｰ（東京・大阪）やスーパーマーケットトレー

ドショーへの参加、テレビ通販番組との取引に加え、大手手百貨店での

県北フェアを開催し、新たな取引先を確保する。 

・生産者と漁協は、引き続き、道の駅や各種イベントと連携した水産物販

売・ＰＲのためのイベントを開催する。 

・松浦市は、水産加工団地内のＨＡＣＣＰ基準の維持・継続への支援を引

き続き行うとともに、最後の企業（１社）を新たにＨＡＣＣＰ認証を取

得する。 

・松浦市は県と連携し、日本貿易振興機構（ジェトロ）等が主催する水産

物輸出実地研修会への参加や水産物輸出取組の先進地への視察研修を実

施する。 

（５）中核的担い手育成対策 

・受入協議会は、漁業就業者フェアに参加し、新規就業希望者を受入れる。 

・漁協は、中核的担い手や意欲ある漁業者の独立及び競争力の強化を促す

ため、漁船リース事業や省力・省コスト機器の導入を実施する。 

・漁協は、中核的担い手を育成するため、意欲ある漁業者を対象として、

漁業学校への入校、漁業士への推薦及び系統団体が主催する意見発表大

会への参加について、支援を行う。 

活用する支援

措置等 

強い水産業づくり交付金（国） 

競争力強化型機器等導入緊急対策事業（国） 

漁船漁業構造改革緊急事業（国） 

浜の担い手漁船リースモデル事業（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） 

※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。 
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（５）関係機関との連携 

松浦魚市場の再整備にあたっては、（一社）大日本水産会及び（一財）漁港漁場漁村総合研究

所の指導助言を受け、衛生・品質管理の高度化に取り組む。 

 

（６）他産業との連携 

・長崎観光ポータルサイト旅ネット、ながさき県北観光協議会と連携し、地域飲食店での食のイ

ベント開催などにより、松浦魚市場のブランドである旬アジ・旬サバなど地域水産物の普及・Ｐ

Ｒ活動を実施している。 

・（一社）まつうら党交流公社と連携し、都市部の修学旅行生の民泊体験受入や漁業体験プログ

ラムの釣り体験や魚料理教室などにより、若い人たちに漁村の魅力や食文化を伝えるとともに、

都市部の生徒達との交流による高齢者の活力向上など、地域の活性化を図っている。 

 

４ 活性化指標 

（１）活性化指標の考え方 

再生委員会の構成員による松浦魚市場への仕向量を増加させるため、同市場に産地流通機能を

集約し水揚げ処理能力や衛生管理機能を向上させ、魚価の向上などによる漁業経営体等の収益改

善を目指す計画としており、魚市場における単価、松浦魚市場の再整備、輸出取扱金額を活性化

指標として設定し、検証していく。 

 

（２）活性化指標 

①魚価の向上（松浦魚市場

における単価） 

②松浦魚市場の取扱量 

 ③輸出取扱金額 

基準年 ①144 円／㎏ 

※平成 24年度～平成 26年度の平均単価 

②平成 26年度：88,285トン 

※平成 22年度～平成 26年度の 5中 3 

③平成 26年度：200,000千円 

目標年 ①平成 32年度：150円/kg（4.2％の向上） 

※松浦魚市場の高度衛生化により、鮮魚出荷の

割合を拡大する。 

②平成 32年度：105,000トン 

※松浦魚市場集荷増大計画に基づき松浦魚市場

の取扱量を増やす。 

③平成 32年度：600,000千円 

※長崎県総合計画に基づき水産物輸出の取扱

金額を増やす。 
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（３）上記の算出方法及びその妥当性 

①魚価の向上（松浦魚市場における単価） 

松浦魚市場の用途別（鮮魚、加工、餌料）出荷方法について鮮魚割合を拡大することでの魚価

の向上を指標とした。 

 

○松浦魚市場の用途別出荷状況   （単位：ｔ、％、百万円、円／㎏） 

区分 

平成２４年度 平成２５年度 

数量 割合 金額 
単価 

（金額／数量） 
数量 割合 金額 

単価 

（金額／数量） 

鮮魚 25,569 29.7 7,260 284 23,599 29.6 6,338 269 

加工 14,860 17.3 2,085 140 15,874 19.9 2,672 168 

餌料 45,706 53.1 2,540 56 40,311 50.5 2,644 66 

計 86,135 100.0 11,885 138 79,784 100.0 11,654 146 

 

○松浦魚市場の高度衛生化により、鮮魚出荷の割合を拡大する。（単位：％、ｔ、百万円、円／㎏） 

区分 
3 か年平均 

割合 

目標年（平成３２年度） 

割合 数量 金額 
単価 

（金額／数量）  

鮮魚 29.2 31 32,550 9,372 287 

加工 18.7 20 21,000 3,276 156 

餌料 52.0 49 51,450 3,087 60 

計      100.0 100 105,000 15,705 150 

      
 

②松浦魚市場の取扱量（松浦魚市場集荷増大計画に基づく） 

【大中型まき網物】66,000トン 

 ・平成 16 年度～平成 25年度の遠洋旋網組合の平均漁獲量を基礎とし、集荷率を 42％にする。 

・近隣市場においては、選別作業員不足等による水揚げ機能の低下が見られることから、高度

衛生閉鎖型荷捌施設の整備に伴い改善された就労環境下での１日当たりの処理能力を向上さ

区分 

平成２６年度 ３か年平均 

数量 割合 金額 
単価 

（金額／数量） 
数量 割合 金額 

単価 

（金額／数量） 

鮮魚 24,659 28.5 7,586 308 24,609 29.2 7,061 287 

加工 16,552 19.1 2,634 159 15,762 18.7 2,464 156 

餌料 45,390 52.4 2,719 60 43,802 52.0 2,634 60 

計 86,601 100.0 12,939 149 84,173 100.0 12,159 144 
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せ、水揚げ増大を図る。 

・大中型まき網の水揚げはアジ・サバが主である、平成 22 年度から平成 26 年度を５中３で算

出した結果、62,578 トンだったことから、近隣市場への水揚げを松浦魚市場へ集約すること

で目標設定を 66,000トンと試算した。 

【小型まき網物】36,000トン  

・中小型まき網物の水揚げはイワシ・アジ・サバが主である、平成 22 年度から平成 26年度を 5

中 3で算出した結果、29,029 トンであるが、魚体選別機やフィッシュポンプの導入等により、

受け入れ体制を強化することで目標設定を 36,000トンと試算した。 

【近海物】3,000トン 

・近海物の水揚げはイカ類が主である、平成 22年度から平成 26 年度を５中３で算出した結果、

2,994 トンだったことから、これを維持することで目標設定を 3,000 トンと試算した。 

【合計】105,000トン 

 

③輸出取扱金額 

・長崎県総合計画において、水産物の輸出拡大のための流通・輸送体制の構築や衛生管理の高度

化などの施策により、輸出金額を平成 26年度の 11億円から平成 32年度で 3倍の 30 億円に増

大させる計画となっている。このことから、松浦魚市場においても高度衛生閉鎖型荷捌施設等

の施設整備や流通・輸送体制の構築、衛生管理の高度化などに取り組み、輸出取扱金額の目標

設定を平成 26年度の 3倍の 600,000千円と試算した。 

 

 

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 

港整備交付金（国） ・県は、市場の水揚げ時間短縮を図るため、松浦魚市場前に大中型まき

網の大型化した運搬船が着岸可能な浮桟橋を整備する。（産地市場対策） 

競争力強化型機器等

導入緊急対策事業

（国） 

・漁業者は、生産性向上や漁業・加工に要する経費の削減により収益性

向上を目指し、船内機、乾燥機、自動網洗い機等の省力・省コスト化機

器の導入を実施する。（生産対策） 

漁船漁業構造改革緊

急事業（国） 

・遠洋旋網組合は、漁業コストの削減と、漁獲物の高鮮度化による付加

価値向上を図るため、改革型網船の導入、試験操業、実践操業を実施す

る。（生産対策） 

浜の担い手漁船リー

スモデル事業（国） 

・漁協は、中核的担い手と位置づけた漁業者を地域のけん引役、儲かる

モデルとして育成するため、漁船リース事業を実施する。 

水産業競争力強化緊

急施設整備事業（国） 

強い水産業づくり交

・九十九島漁協は、養殖トラフグ業者の経営安定に資するため、トラフ

グ加工場を整備する。（加工対策） 

・松浦市は、松浦魚市場の高度衛生化を推進するため、仕向け作業場・
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付金（国） 

産地水産業強化支援

事業（国） 

高度衛生閉鎖型荷捌施設・清浄海水供給施設整備を整備する。 

（産地市場対策） 

・新松浦漁協は、養殖マグロ業者の経営安定と、自営加工場の稼働率向

上に向けて、シャーベット氷製造施設を整備する。（加工対策） 

・行政機関は、地域の水産物直売所や生産者、各漁協と連携した水産物

の販売・ＰＲを支援するため、既存水産物直売施設を拡大整備する。 

（販売対策） 

・松浦市は、水産加工品の製造能力を最大限に引き上げるため、水産加

工団地の排水処理施設の能力増強の整備を実施する。（加工対策） 

・松浦市内の複数養殖業者は、自身の経営安定と漁協加工場の生産向上

に向けて、原料供給体制強化のため、共同で陸上種苗生産施設を整備す

る。（加工対策） 

・松浦市内の複数養殖業者は、自身の経営安定と漁協加工場の生産向上

に向けて、原料供給体制強化のため、共同で陸上養殖生産施設を整備す

る。（加工対策） 

・卸売業者は、単価の高い活魚での出荷に向け、場内へ活魚槽を整備す

る。（生産対策） 

・生産者・卸売業者・松浦市は、市場内の選別機能の向上を図るため、

重量選別機や魚体選別機等の整備を実施する。（産地市場対策） 

市単独事業 

（市場事業債利用） 

・松浦市は、松浦魚市場の高度衛生化を推進するため、高度衛生閉鎖型

荷捌施設の基本設計及び実施設計を実施する。（産地市場対策） 

※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。 



  （１）生産対策

・漁協は、生産性向上や漁業・加工に要する
経費の削減により収益性の向上を目指す漁
業者を募り、再生委員会と協議のうえ、漁業
者へ推進機関や省力・省コスト化機器の導入
を進めていく。（漁船の機関換装５人、自動網
洗い機1人）

・漁協は、生産性向上や漁業・加工に要する
経費の削減により収益性の向上を目指す漁
業者を募り、再生委員会と協議のうえ、漁業
者へ推進機関や省力・省コスト化機器の導入
を進めていく。

・前年度の取組を継続して実施する。 ・前年度の取組を継続して実施する。 ・前年度の取組を継続して実施する。

・漁業者は、漁協や市場関係者と協議し漁獲
物取扱の統一を図るため、行政機関等からの
指導・支援を受けながら漁獲物の鮮度保持
や魚体処理等の現地研修会を開催する。

・漁業者は、漁協の指導のもと、研修の結果
を踏まえて取扱マニュアルを作成し、松浦魚
市場が求める漁獲物の鮮度保持に努める。

・漁協は、漁業者が作成した取扱マニュアル
を地域内全漁業者に周知し、漁業者はマ
ニュアルに沿った漁獲物を、松浦魚市場へ試
験出荷する。

・漁業者は、取扱マニュアルに沿った漁獲物
を、松浦魚市場へ出荷する。

・前年度の取組を継続して実施する。

・遠洋旋網組合は、漁業コストの削減と、漁獲
物の高鮮度化による付加価値向上を図るた
め、改革型網船の導入、試験操業、実践操
業に取り組む。（１隻）

・前年度の取組を継続して実施する。 ・前年度の取組を継続して実施する。 ・前年度の取組を継続して実施する。 ・前年度の取組を継続して実施する。

・漁業者は漁獲物を単価の高い餌用から活
魚や鮮魚、加工向け出荷へ移行させるため、
卸売業者と協議し、岸壁の効率的利用や出
荷方法等について協議する。漁業者、養殖
業者、漁協、市場関係者は、漁獲物（アジ、
サバ、ブリ等）の出荷形態についての情報交
換を開催する。

・漁業者は、卸売業者との協議を踏まえ、効
率的な出荷を実践していく。

・漁業者は、卸売業者との協議を踏まえ、効
率的な出荷を実践し、卸売業者は場内への
活魚槽の設置を検討する。

・漁業者は、卸売業者との協議を踏まえ、効
率的な出荷を実践し、卸売業者は場内へ活
魚槽を設置する。

・漁業者は、卸売業者との協議を踏まえ、効
率的な出荷を実践し、卸売業者は活魚の取り
扱いを増加させる。

・漁業者は、養殖業者が必要とする種苗の魚
種や数量を把握するため、漁協や市場関係
者とともに協議を進める。

・関係者による協議結果を踏まえ、漁業者と
養殖業者間の種苗供給体制を１組確立させ
る。

・前年度の取組を継続して実施する。 ・漁業者は、養殖業者が必要とする種苗の魚
種や数量を把握するため、漁協や市場関係
者とともに協議を進める。

・前年度の取組を継続して実施する。

●意欲ある漁業者は、漁船の大型化や高速化等による操業機会の損失防止、共同探索や船底清掃等による省コスト化に取り組むとともに、漁協・産地市場と連携し、共同して船倉での冷やし込みの徹底、煮干原料の船倉内での攪
拌と搬送時の鮮度保持、漁船への海水循環装置導入、陸上活魚水槽の整備と活魚運搬車両等の共用化など付加価値向上の取組を実施する。

●遠洋旋網組合及び大中型まき網漁業者は、船倉での冷やし込みの徹底、製氷機や冷海水製造装置の搭載した改革型網船の導入、船団隻数の削減や冷海水の船団共有化など、旬アジ、旬サバ等の品質向上と省コスト化の取り
組みを実施する。

●漁業者は、漁協や系統団体の指導を受けながら一度に大量に水揚げ・出荷される漁獲物（アジ、サバ、ブリ等）の活魚出荷や休漁・時化時による品薄時の出荷など、出荷形態の改善・手法について共同で研究し実践する。

●漁業者（まき網、定置網）は、養殖業者や市場関係者等との情報交換等を通じて養殖業者が必要とする種苗（アジ、サバ、カワハギ等）の数量等を把握の上、養殖種苗の安定供給に努め、漁協・産地市場等は、養殖業者の出荷先
の選定に必要な情報の提供やストック施設の整備を進め、相互に協力して地域ブランドとしての育成に取り組み、行政機関は必要な支援を行う。

松浦市浜の機能再編広域プラン　地域活性化に向けた取組（年次別）　№1

取　　　　　　　組　　　　　　　年　　　　　　　度

平成２８年度（１年目） 平成２９年度（２年目） 平成３０年度（３年目） 平成３１年度（４年目） 平成３２年度（５年目）



 （２）産地市場対策

・県は、松浦市が要望した水揚げ時間短縮を
図るための浮桟橋（鋼鉄筋コンクリートハイブ
リッド製L70m×B25m×H2.25ｍ）を松浦魚市
場前に整備するため、設計を実施する。

・県は設計に基づき、浮桟橋を（1基）整備す
る。
・松浦市は２基目の浮桟橋整備について、県
と協議を進める。

・県は、松浦市が要望した2基目の浮桟橋の
整備に係る設計を実施する（予定）。

・県は設計に基づき、2基目の浮桟橋を整備
する（予定）。卸売業者は、荷揚げ作業の効
率化を図るため、2基目の浮桟橋にフィッシュ
ポンプを設置する（予定）。

・遠旋組合、市場関係者及び市は、市場内に
おける選別作業の迅速化を図るため、必要と
なる機器の種類や台数等について協議す
る。

・前年度の取組を継続して実施する。 ・前年度の取組を継続して実施する。 ・協議結果に基づき、重量選別機や魚体選
別機を整備する。

・前年度の取組を継続して実施する。

・松浦市は、松浦魚市場の高度衛生化を推
進するため、高度衛生閉鎖型荷捌施設の基
本設計及び実施設計を実施する。

・松浦市は、設計に基づき、管理棟の整備に
着手する。

・松浦市は、設計に基づき、管理棟を完成さ
せるとともに、仕向け作業場の整備に着手す
る。

・松浦市は、設計に基づき、仕向け作業場を
完成させるとともに、閉鎖型荷捌施設の整備
に着手する。併せて、清浄海水供給施設の
整備を図る。

・松浦市は、設計に基づき、閉鎖型荷捌施設
を完成させる。

・松浦市は、高度衛生化施設を効果的に活
用するため、市場関係者と協力して、衛生管
理体制確立に向けた協議会を立ち上げ、先
進地視察や衛生管理研修会を開催する。

・協議会において、引き続き研修会等を開催
するとともに、先進事例や市場関係者の意見
をもとに、施設利用マニュアルや漁獲物取扱
マニュアル等、衛生管理を徹底するための
ルールづくりを実施する。

・協議会において、先進事例や市場関係者
の意見をもとに、施設利用マニュアルや漁獲
物取扱マニュアル等、衛生管理を徹底するた
めのルールづくりを実施する。

・協議会は、作成した各種マニュアルを、市
場関係者に周知・徹底していく。

・市場関係者は、マニュアルに従った漁獲物
の取り扱いを一部開始する。

●松浦市は、市場取扱数量の大半を占めるまき網漁獲物の高鮮度化により食用向け出荷割合を増やし価格の向上を図るため、高度衛生管理に不可欠な温度管理型の閉鎖型荷捌施設の整備に取り組み、遠旋組合は、高度衛生閉
鎖型荷捌施設との連動による品質管理体制を確立するため、松浦魚市場の背後地に製氷・冷蔵施設の整備を図る。

●松浦市は、県や専門機関の協力を得ながら、高度衛生化施設を有効に活用した高鮮度集出荷体制を確立するため、講師招聘による講習会の開催や施設利用マニュアル・漁獲物取扱マニュアル等を作成し、関係者に対し普及推
進を図る。
●生産者及び市場関係者は、漁協・卸売業者の指導のもと、松浦魚市場が求める漁獲から水揚げに至る漁獲物の鮮度保持や荷捌きから発送までの迅速かつ衛生的な取扱いを実践し、　市場通過物の品質向上を図る。
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●県は、水揚げ時間短縮のために松浦魚市場前に大中型まき網の大型化した運搬船が着岸可能な浮桟橋を整備し、卸売業者や市は荷捌施設へ搬送するフィッシュポンプ等を整備することで沖泊まりによる鮮度低下を防止する。

●生産者・卸売業者・松浦市は、市場内の選別機能の向上を図るため、重量選別機や魚体選別機等の整備について、役割を分担して実施する。

取　　　　　　　組　　　　　　　年　　　　　　　度

平成２８年度（１年目） 平成２９年度（２年目） 平成３０年度（３年目） 平成３１年度（４年目） 平成３２年度（５年目）



（３）加工対策

・松浦市は、水産加工団地の排水処理施設
の能力向上を図るため、水産加工団地進出
企業と将来的な加工生産計画や排水量等を
協議する。

・松浦市は、企業との協議結果を踏まえなが
ら、増強すべき排水処理施設の能力・規模等
を決定する。

・松浦市は、排水処理施設の設計を行い、増
強整備に着手する。

・松浦市は、設計に基づき、排水処理施設の
増強整備を完成させる。

・市場関係者及び加工業者は、行政機関の
支援のもと、地域特性を生かした加工品開発
の協議を行う。

・加工業者は、行政支援のもと、新たな加工
品を１品開発する。

・加工業者は、開発した加工品についての試
験販売やPR活動を展開する。

・加工業者は、新たな加工品を１品開発す
る。

・加工業者は、開発した加工品についての試
験販売やPR活動を展開する。

・漁業者や養殖業者、漁協、加工業者は、行
政機関を交えて、地域全体の加工産地形成
に向けた体制づくりを協議する。

・九十九島漁協は、養殖トラフグ業者の経営
安定に資するため、トラフグ加工場を整備す
る。
・新松浦漁協は、養殖マグロ業者の経営安定
と、自営加工場の稼働率向上に向けて、
シャーベット氷製造施設を整備する。

・松浦市内の複数養殖業者は、自身の経営
安定と漁協加工場の生産向上に向けて、原
料供給体制強化のため、共同で陸上種苗生
産施設を整備する。

・前年度の取組を継続して実施する。
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●松浦市は、水産加工団地の排水処理施設の能力アップを図ることにより、水産加工品の製造能力を最大限に引き上げ、加工業者は、市場関係者と連携し、原料仕入れ、販売情報の収集、高鮮度化された地場原料を利用した加
工品の生産拡大を図り、積極的な営業活動とＰＲ等を通じて地域水産物のブランド化に取り組む。

●加工業者等は、大口需要に対応するため、養殖業者・漁協等とネットワークの形成により生産・加工体制を構築し、行政は、漁協等の機器整備や施設整備・改修、冷やし込みのためのシャーベット氷製氷施設の導入及び新規に加
工に取り組む意欲ある養殖業者や漁協の取組を支援し、加工事業の裾野を広げることにより、地域全体で加工産地の形成を図る。

取　　　　　　　組　　　　　　　年　　　　　　　度

平成２８年度（１年目） 平成２９年度（２年目） 平成３０年度（３年目） 平成３１年度（４年目） 平成３２年度（５年目）



（４）販売対策

・各漁協は、市場関係者（仲買など）と連携し
て、シーフードショｰ（東京）に参加し、新たな
取引先を確保する。

・シーフードショｰへの参加を東京・大阪の2
会場に増やし、新たな取引先を確保する。
・各漁協は、テレビ通販番組との取引を検討
する。

・シーフードショｰ（東京・大阪）への参加に加
え、テレビ通販番組との取引を開始し、新た
な取引先を確保する。

・引き続き、シーフードショｰ（東京・大阪）への
参加、テレビ通販番組との取引に加え、スー
パーマーケットトレードショーに参加し、新た
な取引先を確保する。

・シーフードショｰ（東京・大阪）やスーパー
マーケットトレードショーへの参加、テレビ通
販番組との取引に加え、大手手百貨店での
県北フェアを開催し、新たな取引先を確保す
る。

・松浦市は、既存３か所の水産物直売所の
内、福島地区水産物直売所の拡大整備に向
け、設計に着手する。

・道の駅等との連携した水産物販売・ＰＲイベ
ントを複数回開催し、地元消費を拡大する。
・前年度の施設設計により、福島地区の水産
物直売所を拡大整備する。

・引き続き道の駅や各種イベントと連携した水
産物販売・ＰＲのためのイベントを開催する。

・前年度の取組を継続して実施する。 ・前年度の取組を継続して実施する。

・松浦市は県と連携し、水産加工団地内の企
業の（一社）大日本水産会主催等の衛生管
理講習会への参加や水産加工団地内のＨＡ
ＣＣＰ未取得企業とＨＡＣＣＰ取得に向けた協
議を実施する。

・松浦市は県と連携し、ＨＡＣＣＰの維持・継
続や新規取得に係る問題点等の解決に向け
協議を行う。
・松浦市は県と連携し、長崎県水産物海外普
及協議会の構成団体と加工業者等との商談
会の実現に向け協議する。

・ＨＡＣＣＰの維持・継続や新規取得に係る問
題点等の解決に向け支援を行う。

・ＨＡＣＣＰの維持・継続に係る問題点等の解
決に向けた支援やＨＡＣＣＰの新規取得のた
めの事前準備を支援する。
・松浦市は県と連携し、日本貿易振興機構
（ジェトロ）等が主催する水産物輸出実地研修
会への参加や水産物輸出取組の先進地へ
の視察研修を実施する。

・ＨＡＣＣＰの維持・継続への支援を引き続き
行うとともに、企業（１社）が新たにＨＡＣＣＰを
取得する。
・松浦市は県と連携し、日本貿易振興機構
（ジェトロ）等が主催する水産物輸出実地研修
会への参加や水産物輸出取組の先進地へ
の視察研修を実施する。

●各漁協は、市場関係者（仲買など）と連携して、シーフードショーなどの商談会に出展するなどし、積極的に地域水産物のＰＲや販売促進活動を展開していく。
●行政機関は、地域の水産物直売所や生産者、各漁協と連携した水産物の販売・ＰＲを支援するため、既存施設の拡大整備を図るとともに、各漁協、生産者は直売所への仕向け量を増やし、各直売所間での商品の補完についても
連携して取り組む。

●行政機関は、水産加工団地進出企業を対象としてＨＡＣＣＰ取得やその資格の維持継続を指導・支援するとともに、県と連携し、長崎県水産物海外普及協議会の構成団体と加工業者等との商談の場の設定や養殖業者等が自ら
輸出できる機会を設けるために各種商談会の開催情報等を提供し、マッチングを進めていく。
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取　　　　　　　組　　　　　　　年　　　　　　　度

平成２８年度（１年目） 平成２９年度（２年目） 平成３０年度（３年目） 平成３１年度（４年目） 平成３２年度（５年目）



・漁協及び行政機関は、共同で新規就業者
受入のための協議会を設置し、漁業就業フェ
アへ参加する。

・受入協議会は、漁業就業者フェアに参加
し、新規就業希望者を受入れる。

・前年度の取組を継続して実施する。 ・前年度の取組を継続して実施する。 ・前年度の取組を継続して実施する。

・漁協は、中核的担い手や意欲ある漁業
者の独立及び競争力の強化を促すため、
漁船リース事業や省力・省コスト機器の
導入を実施する。（まき網漁業者等の漁
船リース3人）

・前年度の取組を継続して実施する。 ・前年度の取組を継続して実施する。 ・前年度の取組を継続して実施する。 ・前年度の取組を継続して実施する。

・漁協は、行政と連携して、中核的担い
手を育成するため、意欲ある漁業者を対
象として、先進地視察や各種学習会、漁
業学校などでの研修、漁業士への推薦及
び意見発表大会への参加について、支援
を行う。

・漁協は、中核的担い手を育成するた
め、意欲ある漁業者を対象として、漁業
学校への入校、漁業士への推薦及び系統
団体が主催する意見発表大会への参加に
ついて、支援を行う。

・前年度の取組を継続して実施する。 ・前年度の取組を継続して実施する。 ・前年度の取組を継続して実施する。

●漁協は、中核的担い手と位置づけた漁業者を地域のけん引役、儲かるモデルとして育成するため、生産性の向上やコスト削減に取組むための漁船の取得や機器等の導入について支援を行う。

●漁協は、意欲と能力のある担い手を次代の浜のリーダーと位置付け、行政機関、系統団体と連携して、免許・資格の取得や関係法令研修や先進地視察、各種学習会、漁業学校等を通して、漁業者の資質･能力向上に努め、各漁
協内で構成される「青年部等」の連携を図り、漁協の枠を超えた意見交換会を開催し、漁業者交流を推進する。

２．中核的担い手の育成に関する基本方針

●関係市・関係漁協は、新規漁業就業者受入れのための協議会を共同して設立し、連携して新規就業者の確保育成対策に取り組んでいく。
●関係市と漁協及び受入れ者（雇用型漁業の経営者）は、漁業就業者フェア（東京、大阪、福岡）への参加を通じて就業希望者の確保に努めるとともに、長期研修や技術取得のための実践研修については、地域で指導的な立場に
ある漁業者が漁協と連携し、生活面でのサポートについては県、市、漁協の３者で連携し、漁船の取得については漁協がリース方式により主体的役割を果たしていく。
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取　　　　　　　組　　　　　　　年　　　　　　　度

平成２８年度（１年目） 平成２９年度（２年目） 平成３０年度（３年目） 平成３１年度（４年目） 平成３２年度（５年目）
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