
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 

対馬地区地域水産業再生委員会（厳原町漁業協同組合・阿須湾漁業協同組合・

美津島町高浜漁業協同組合・美津島町西海漁業協同組合・美津島町漁業協同組

合・豊玉町漁業協同組合・峰町東部漁業協同組合・上県町漁業協同組合・伊奈

漁業協同組合・佐須奈漁業協同組合・上対馬南漁業協同組合・上対馬町漁業協

同組合・長崎県対馬市）、長崎県、長崎県漁業協同組合連合会 

※対馬地区地域水産業再生委員会は、上記 12 漁協がそれぞれ「浜の活力再生

プラン」を策定し、12 プラン承認済み。 

オブザーバー 長崎県信用漁業協同組合連合会・対馬市水産加工連絡協議会 

※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 

①厳原町：厳原町漁業協同組合（171経営体） 

  一本釣り漁業（135経営体）、イカ釣り漁業（3経営体）、曳縄漁業 

  （17 経営体）、延縄漁業（9 経営体）、定置網漁業（4経営体）、 

  シイラ漬漁業（3経営体） 

②厳原町：阿須湾漁業協同組合（27 経営体） 

  一本釣り漁業（27 経営体） 

③美津島町：美津島町高浜漁業協同組合（70経営体） 

  一本釣り漁業（7経営体）、イカ釣り漁業（12経営体）、延縄 

  漁業(シイラ漬漁業兼業）（42経営体）、採介藻漁業（5 経営体）、 

  定置網漁業（3 経営体)、穴子籠漁業(1 経営体) 

④美津島町：美津島町漁業協同組合（185経営体） 

  一本釣漁業（イカ釣・魚釣・素潜り・採介藻・藻類養殖含む。） 

  （160経営体）、マグロ養殖・定置漁業（13経営体）、穴子篭漁業（10 

  経営体）、シイラ漬漁業（1 経営体）、魚類養殖漁業（1 経営体） 

⑤美津島町：美津島町西海漁業協同組合（40経営体） 

  マグロ養殖業（6経営体）、イカ釣り漁業（9 経営体）、一本釣り漁 

  業 19経営体）、穴子籠漁業（2経営体）、延縄漁業（4経営体） 

⑥豊玉町：豊玉町漁業協同組合（232経営体） 

  イカ一本釣り漁業（68 経営体）、イカ一本釣り・一本釣り・曳縄漁業（59

経営体）、穴子籠漁業（8 経営体）、真珠養殖漁業（34経営体）、延べ縄漁業
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（18経営体）定置網漁業（6 経営体）、採貝藻・素潜り漁業他（37経営体）、

魚類養殖漁業（2経営体）、 

⑦峰町：峰町東部漁業協同組合（124経営体） 

  イカ一本釣り漁業（100 経営体）、定置漁業（5経営体）、潜水器漁業    

    （13 経営体）、穴子籠漁業（2経営体）、刺網・かご漁業（4経営体） 

⑧上県町：上県町漁業協同組合（81 経営体） 

  一本釣り（イカ釣り含む。）・延縄・採介藻漁業（75 経営体）、穴子籠漁業 

（6経営体） 

⑨上県町：伊奈漁業協同組合（38経営体） 

  一本釣り漁業：36 経営体、定置網漁業：2 経営体 

⑩上県町：佐須奈漁業協同組合（50 経営体） 

  一本釣り（曳き縄）・採介藻漁業：50 経営体 

⑪上対馬町：上対馬南漁業協同組合（53経営体） 

  イカ釣り漁業（25経営体）、刺網・鉾突漁業（9経営体）、刺網（2経営体）、

延縄漁業（7 経営体）、タコつぼ漁業（2 経営体）、いか釣り曳き縄漁業（1

経営体）、曳き縄漁業（4 経営体）、旋網漁業（1 経営体）、穴子籠漁業（1

経営体）、定置漁業（1 経営体） 

⑫上対馬町：上対馬町漁業協同組合（195経営体） 

  一本釣り･曳き縄漁業（69経営体）、延縄漁業（30 経営体）、刺網・ 

  すくい網（31経営体）、かご漁業（6経営体）、採貝藻漁業（53経営 

  体）、定置漁業（4 経営体）、養殖漁業（１経営体）、旋網漁業（1経営体） 

【計 1,266経営体】       

 

２ 地域の現状 

(1)地域の水産業を取り巻く現状等 

対馬は、日本海の西に位置し、北は朝鮮海峡を隔てて朝鮮半島に対し、南は対馬海峡を隔てて

壱岐島、九州本土に面している国境の島である。 

 漁場は、対馬暖流と沿岸流の混合によって変化に富み、その海底地形は、東側はなだらかに傾

斜し、西側は急深で海盆等が多く、沿岸地先一帯には磯場が散在し、変化に富んだ好漁場が形成

され、イカ類、ブリ類、タイ類、ヨコワ（クロマグロの幼魚）、マアジ、サバ類の回遊性魚類の

ほかアワビ、サザエ、ウニ、ヒジキ等の根付資源など豊富な水産資源に恵まれ水産業が発展して

きた。 

対馬島中央部にあるリアス式海岸では真珠養殖業が行われ、また、平成 16 年からクロマグロ

養殖も盛んとなりブランド化されるなど、全国でも有数の水揚げ量を誇るまで発展し、現在では、

主力漁業として確立されている。 

対馬全体の平成 26 年の正組合員数は 1,746名で水揚げ量は 15,432トン、水揚げ額は約 152億



円であり、昭和 57 年のピーク時に比べ水揚げ量が約３割、水揚げ額が約４割まで減少し、その

波及により地域経済が衰退しつつある。また、地球の温暖化が起因とされる海洋環境の悪化、水

産資源の低迷、魚価安、就業者の高齢化や後継者不足に加え、漁船及び漁協施設関係の老朽化も

伴い、漁業を取り巻く環境は年々厳しさを増し、この状況が慢性化することで漁業経営を維持す

ることが困難となっている。更に、地理的ハンデによる輸送費の負担や漁業資材の高騰など生産

コストも割高となり経営を圧迫している。 

他方、近年、鮮度保持に対する意識改革や的確な処理が行われ、一部の魚種では単価の向上が

見られるもののイカ類、ヨコワなどの魚種においては、各浜が従来の慣例による出荷規格や鮮度

保持を行い、同じ対馬産の鮮魚でも価格のバラツキが見られる。今後は、他産地に負けない信用

性のある鮮魚を市場に出荷することで漁業所得の向上を図る必要があり、そのため、対馬が一体

となった全島的な取り組みを行うことが課題である。 

また、漁協施設の老朽化も進み、大量に水揚げされる鮮魚（ヨコワなど）の出荷時においては、

作業スペースの確保や人員不足、氷不足などにより鮮度の低下を招いている。将来的には各浜の

就業者数の減少が予測され、有効的かつ効果的な施設編成が必要となるため、浜と浜が連携した

広域的な施設の集約・再編整備を図ることが求められている。 

 

 (2)その他の関連する現状等 

 平成 28 年１月末の島内人口は 32,467 人で、平成 22 年の国勢調査による就業構造は、第１次

産業が 21.7％、第２次産業が 12.3％、第３次産業が 66.0％であり、第１次産業のうち 77.4％を

水産業が占めている。 

60 歳以上の組合員の割合は約 70%以上と高く、後継者の育成が喫緊の課題であり、担い手対策

の強化が課題である。また、九州本土から海路で約 138 キロ離れた対馬は、鮮魚、活魚、加工品

などの島外からの需要があるものの輸送経費などによるコスト高がネックとなり、積極的な事業

展開が行えず足踏み状態となっている。 

近年では年間 21 万人の韓国人観光客が来島し、島内に賑わいをもたらしているものの、島民

全体の所得向上までは波及していない。 

今後、漁業所得の向上を図るためには水産資源を観光資源へと転化する必要がありその基盤で

ある島内流通体制の構築が急務であり、官民一体となった取組が求められている。 

 

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 

(1)   島内流通の確立 

全体水揚げ量の 1％に満たない島内流通体系の脆弱を改善し、地産地消の拡大と国内外

の来島者に対する対馬産品の明確な PR を行い、メイドイン対馬を観光資源として転化す

るため、島内飲食・宿泊施設及び加工業者等に水産物を配送するシステムを検討・構築し、



このシステムを起爆剤とした官・民一体となった地域振興を目指す。また、関連機器及び

施設整備を行うとともに、新たな雇用の創出を図る。 

(2) イカ類・ヨコワの出荷基準等の厳格化 

他産地に負けない強い水産品を確立するため、対馬の各浜で水揚げされる代表的な魚種

であるスルメイカ・ケンサキイカ・ヨコワの出荷規格の統一を厳格化するため、水揚げ時

から出荷までの鮮度管理及び衛生管理基準を厳格化し、島内 12 漁協が一体となった「オ

ール対馬産」として出荷することで、従来から浜ごとに格差のある市場評価を改善し、高

めて行くことで魚価向上を図り、安定的な漁業経営を目指す。 

(3) 効率的な操業体制の確立 

意欲ある漁業者が収入向上や生産コスト削減に向けた効率的な操業体制の確立を目指す

ため共同化による実証的な取組を行い、安定的な漁業経営を図る。 

２ 中核的担い手の育成関連 

地域の主要産業となる水産業を未来永劫に持続させるためには、大きな歯車となる強いリー

ダーが求められ、地域に元気と活力を与える原動力の育成が重要となる。その一躍を担う意欲

ある漁業者に対し、生産力の向上や競争力強化に向けた漁船、機器等の導入について、国の事

業を活用することで、将来性のある魅力あふれる職業として定着を目指す。また、中核的漁業

者が核となり新規就業者の確保・育成、漁業者間の交流を促進し、自らを磨くことで浜に賑わ

いをもたらし、活性化を図って行く。 

 

(2)機能分担・連携に関する基本方針 

１ 機能再編・地域活性化関連 

(1) 島内流通の確立 

生産者、漁協、市、県、商工及び観光関連団体が連携し、島内流通の現状把握や需要者

側が必要とする魚種、数量、時期など需要に応じた供給システムの構築と運営体制を確保

する。併せて、飲食店等の提供者は行政と連携し、来島者にメイドイン対馬を推進するこ

とで「水産資源」から「観光資源」へと価値を転化させた地域振興に寄与する。 

(2)  イカ類・ヨコワの出荷規格及び基準の統一 

島内の漁協職員、対象魚種関係団体の中核的漁業者等が市、県、専門機関と連携し、科

学的なデータに基づいた鮮魚保持、市場ニーズに応じた出荷規格のマニュアルを作成し、

漁協を中心に関係漁業者へ伝授するとともに、出荷時のチェック体制を厳格化し、魚価の

向上を図る。 

(3) 施設の整備及び出荷体制の検討 

漁業者が効率的、効果的に利用できる各浜の枠を越えた製氷・貯氷施設等の整備や荷捌

き所、上架施設の設置に向けた検討を行い、生産コストの抑制と競争力強化に向けた施設

整備を図ることで、漁業経営の安定化を推進する。 

(4) 効率的な操業体制の確立 



意欲ある漁業者が統一的な操業ルールの確立に向け連携し、実証的な取組を行うことで、

持続可能な収益性の高い操業体制を構築するとともに、安定的な漁業経営を図る。 

２ 中核的担い手の育成関連 

市、県、漁協、漁業関係団体と連携し、技術習得の向上に向けた学習会、安全対策などの研

修会、漁業者間の交流会を開催するとともに、漁業者自身が経営感覚を取り入れた収益性の向

上、競争力強化に向けた漁船、機器等の整備を実施する。また、漁協、市及び県が一体となり

新規学卒者やＵＩターン者などを対象にした就業説明会を島内外で開催し、新規就業者の確保

を図る。更に、漁協青壮年部が核となり若い漁業者を引き込んだ取り組みを行い、全島的な組

織化を図る。 

 

(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 

長崎県漁業調整規則による制限（アワビ１０㎝以下、サザエ２．５㎝以下、ブリ１５㎝以下の

採捕禁止）により水産資源の適切な管理に努めるほか、「太平洋クロマグロに係る資源管理の実

施について」に基づきクロマグロの未成魚における漁獲量の削減に努める。 

対馬海域アマダイ資源回復計画に基づきアマダイの休漁日（第２，第４金曜日）の設定及び漁

具規制（釣り針は１１号以上を使用）に努めている。 

 

（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 機能再編・地域活性化関連 

(1) 島内流通の確立 

島内 12 漁協、市、県、商工及び観光関係者を中心に島内流通の構築に

向けた協議・検討の場を設けるため対馬島内流通構築委員会（仮称）「以

下、構築委員会という。」を設立する。また、必要に応じ店舗、ホテル等

の提供者側も委員に参画し、官民一体となった組織形成を行う。 

構築委員会は、流通体系の現状調査や生産者側と需要者側（加工業者、

飲食店、ホテル等）をマッチングするシステム（受注・発注）づくりの検

討を行うとともに、供給体制の核となる一般財団法人豊玉町振興公社（水

産加工施設）等「以下、運営主体という。」の運営組織の体制づくり（人

員、冷凍施設等の整備、輸送車両の確保）について、協議・検討を行う。

また、島内店舗等の年間需要（必要な魚種、数量等）を個別的に調査し、

提供に向けた体制を検討する。 

(2) イカ類・ヨコワの出荷規格及び基準の統一 

イカ釣り漁業連絡協議会及び一本釣り連絡協議会の中核的漁業者を中

心とした関係者並びに島内 12 漁協の職員と行政は、鮮魚管理、衛生管理

の基準及び出荷規格の統一化を検討する出荷向上委員会を設立する。 



(3) 漁協施設の整備及び出荷体制の検討 

対馬周辺では、季節や海況によって形成される漁場が移動し、漁船が

漁場に集中するため、漁場への往復に要する時間や燃油を削減し、高鮮度

保持・経費節減・操業時間の確保による所得向上と競争力強化を図るため、

漁場に近い港での出荷・給油・給氷体制の整備をする必要がある。 

特に主要漁獲物であるイカ類は、好漁場の対馬北東沖で東岸の各浜の

漁船が一斉に操業し、船上での出荷作業に必要な大量の氷を漁場から最も

近い上対馬地区で給氷するため氷不足となることも多い。 

このため、1年目は、関係漁協と市、県が連携し、上対馬地区における

製氷・貯氷施設等の整備に向けた協議・検討を進める。また、該当する関

係漁協は漁業者の意見を集約し、上対馬地区を東岸の製氷拠点として、円

滑な整備に向けて調整を行う。 

さらに、関係漁協と市、県は併せて上対馬地区の荷捌き施設や中対馬

の豊玉地区・美津島地区に点在する既存の製氷・荷捌き機能の集約化の検

討を行い、作業の効率化、高鮮度化及び衛生管理の向上を図った出荷体制

の強化と経費の削減策を構築する。更に、豊玉地区・美津島地区における

近隣の浜と浜が効果的に活用できる上架施設の整備に向けた協議、検討を

進める。 

(4) 効率的な操業体制の確立 

イカ釣り漁業など意欲ある漁業者が連携し、集魚灯の光力を削減する

取組などをグループ全体で実証することで、収益性の高い操業や燃油コス

トの削減を目指した、効率的な操業体制の構築を推進する。 

２ 中核的担い手の育成関連 

  漁協は、中核的漁業者に対する競争力の強化及び収益向上を図るため漁船

リース、漁業機器等の操業環境の整備を推進する。 

  中核的漁業者は、市と連携し、対馬産水産物の消費拡大や島内流通の構築、

地産地消の推進を行うとともに、資源の維持、管理に向けた実践な取り組み

を実施する。 

漁協は、効率的な漁業経営について経営診断を専門機関に依頼し収益性の

検証、経営改善を行うことで、将来性のある魅力ある水産業の形成を行う。

中核的漁業者を対象に年間５件の経営診断を実施する。 

  中核的漁業者は、漁協と連携し、新規就業者の確保、離職防止に努めるた

め漁業経験を生かした具体的な情報提供や指導を行う。また、行政が漁業者

間の交流会を開催し、情報の共有を行うことで、漁業者の自立を促す。更に、

中核的漁業者が多く在籍する漁協青壮年部が核となり若い漁業者を引き込ん

だ活動を実施することで、全島的な組織化を促進する。 



活用する支援

措置等 

離島漁業再生支援交付金（国） 

広域プラン緊急対策事業（国） 

競争力強化型機器等導入緊急対策事業（国） 

水産業競争力強化緊急施設整備事業（国） 

水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業（国） 

水産業競争力強化金融支援事業（国） 

新水産収益向上・活性化支援事業（県） 

水産経営支援事業（県） 

漁業就業者確保育成総合対策事業（県） 

漁業あととり育成事業（市） 

 

 ２年目（平成２９年度） 

地域活性化に

向けた取組 

１ 機能再編・地域活性化関連 

(1) 島内流通の確立 

構築委員会は、流通体系の現状調査や生産者側と需要者側（加工業者、

飲食店、ホテル等）をマッチングするシステム（受注・発注）づくりの検

討を行うとともに、運営主体と協議し、流通に必要とする組織や運営体制

づくり等（人員や冷凍施設等の設整備、輸送車両の確保）の確立を図る。

また、運営主体は漁協と連携し、需要者側の必要な魚種、数量等の確保に

向けた供給体制の協議を実施する。 

(2) イカ・ヨコワの出荷規格の統一 

出荷向上委員会は、九州大学などの専門機関とイカ・ヨコワの効果的

な鮮度保持や衛生管理技術など基準検討を行い、科学的な実証を実施し、

その結果に基づいた厳格なマニュアルを策定する。併せて、出荷市場に出

向きニーズの把握や適切な出荷規格の検討を行う。また、生産から消費ま

での追跡調査を行い、その評価をマニュアルに反映させる。 

(3) 漁協施設の整備及び出荷体制の検討 

製氷・貯氷施設、荷捌き所、上架施設等の整備に向けた協議結果を参

考に、事業の効果性、必要性のランク付けを関係漁協と市、県が連携し行

い、事業の推進を図る。関係漁協は漁業者に対する理解を深めるため随時、

説明会を開催し、実施主体は、協議の整った事業から順次着手を進める。 

(4) 効率的な操業体制の確立 

イカ釣り漁業など意欲ある漁業者が連携し、集魚灯の光力を削減する

取組などをグループ全体で実証することで、収益性の高い操業や燃油コス

トの削減を目指した、効率的な操業体制の構築を推進する。 

２ 中核的担い手の育成関連 



  漁協は、中核的漁業者に対する競争力の強化及び収益向上を図るため漁船

リース、漁業機器等の操業環境の整備を推進する。 

  中核的漁業者は、市と連携し、対馬産水産物の消費拡大や島内流通の構築、

地産地消の推進を行うとともに、資源の維持、管理に向けた実践な取り組み

を実施する。 

漁協は、効率的な漁業経営について経営診断を専門機関に依頼し収益性の

検証、経営改善を行うことで、将来性のある魅力ある水産業の形成を行う。

中核的漁業者を対象に年間５件の経営診断を実施、累計 10 件の診断を行う。 

 中核的漁業者は、漁協と連携し、新規就業者の確保、離職防止に努めるた

め漁業経験を生かした具体的な情報提供や指導を行う。また、行政が漁業者

間の交流会を開催し、情報の共有を行うことで、漁業者の自立を促す。更に、

中核的漁業者が多く在籍する漁協青壮年部が核となり若い漁業者を引き込ん

だ活動を実施することで、全島的な組織化を促進する。 

活用する支援

措置等 

離島漁業再生支援交付金（国） 

広域プラン緊急対策事業（国） 

競争力強化型機器等導入緊急対策事業（国） 

水産業競争力強化緊急施設整備事業（国） 

水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業（国） 

水産業競争力強化金融支援事業（国） 

産地水産業強化支援事業（国） 

新水産収益向上・活性化支援事業（県） 

水産経営支援事業（県） 

漁業就業者確保育成総合対策事業（県） 

漁業あととり育成事業（市） 

 

 ３年目（平成３０年度） 

地域活性化に

向けた取組 

１ 機能再編・地域活性化関連 

(1) 島内流通の確立 

構築委員会は 29 年度の取組を運営主体と連携しながら継続するととも

に、31 年度本稼働に向けて試験的な操業を開始する。そのため受注・発

注システムの確認、必要な人員確保、冷凍施設等の整備、輸送車両等の確

認を図り、スムーズな運営体制の確立を行う。また、島内店舗等に対し水

産物の活用を広めるための普及啓発、利用利点を再生委員会が主体となり

説明会を開催し、利用価値を深めるとともに、「メイドイン対馬」の活用

と観光資源への転化に向けた意識統一を図って行く。 

(2)  イカ類・ヨコワの出荷規格及び基準の統一 



出荷向上委員会は、マニュアル化された鮮度保持、衛生管理技術を漁

協、イカ釣り漁業連絡協議会、一本釣り連絡協議会と連携し、該当する漁

業者に技術的な指導や講習会を年２回程度開催する。併せて、市場の需要

に適した出荷規格基準を策定し、漁協を通じ漁業者に周知徹底を図ること

で、浜と浜の価格のバラツキを改善し、オール対馬産を目指した取り組み

を対馬全体で推進する。また、この取組をサバ・サワラ、アカムツなどの

他魚種に波及させ対馬全体として取り組む魚種を広めて行く。 

(3) 漁協施設の整備及び出荷体制の検討 

製氷・貯氷施設、荷捌き所、上架施設等の整備に向け関係漁協と市、

県が連携し事業の推進を図る。関係漁協は漁業者に対する理解を深めるた

め随時、説明会を開催し、実施主体は、協議の整った事業から順次着手を

進める。 

(4) 効率的な操業体制の確立 

イカ釣り漁業など意欲ある漁業者が連携し、集魚灯の光力を削減する

取組などをグループ全体で実証することで、収益性の高い操業や燃油コス

トの削減を目指した、効率的な操業体制の構築を推進する。 

２ 中核的担い手の育成関連 

  漁協は、中核的漁業者に対する競争力の強化及び収益向上を図るため漁船

リース、漁業機器等の操業環境の整備を推進する。 

  中核的漁業者は、市と連携し対馬産水産物の消費拡大や島内流通の構築、

地産地消の推進を行うとともに、資源の維持、管理に向けた実践な取り組み

を実施する。 

漁協は、効率的な漁業経営について経営診断を専門機関に依頼し収益性の

検証、経営改善を行うことで、将来性のある魅力ある水産業の形成を行う。

中核的漁業者を対象に年間５件の経営診断を実施、累計 15 件の診断を行う。 

  中核的漁業者は、漁協と連携し、新規就業者の確保、離職防止に努めるた

め漁業経験を生かした具体的な情報提供や指導を行う。また、漁協青壮年部

が漁業者間の交流会を開催し、情報の共有を行うことで、漁業者の自立を促

す。  

活用する支援

措置等 

離島漁業再生支援交付金（国） 

広域プラン緊急対策事業（国） 

競争力強化型機器等導入緊急対策事業（国） 

水産業競争力強化緊急施設整備事業（国） 

水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業（国） 

水産業競争力強化金融支援事業（国） 

産地水産業強化支援事業（国） 



新水産収益向上・活性化支援事業（県） 

水産経営支援事業（県） 

漁業就業者確保育成総合対策事業（県） 

漁業あととり育成事業（市） 

 

 ４年目（平成３１年度） 

地域活性化に

向けた取組 

１ 機能再編・地域活性化関連 

(1) 島内流通の確立 

運営主体は、漁協、行政等と連携しながら本格的な稼働を実施し、運営

機能の充実を図る。また、加工業者に対し安定的な供給を行うことで、積

極的な加工品の売り込みに寄与する。 

飲食店等は消費者へ四季折々の「旬な魚介類」を提供することで、島の

魅力を発信していく。 

漁協は島内で販売を推進することで、漁業者の生産コストを抑制し、漁

業者の所得向上を図る。 

市は、「水産資源」から「観光資源」へと転化させるため「メイドイン

対馬」を多くの方に認知して頂くため観光物産協会及び漁協婦人部、飲食

店等と連携し、島内のどの店舗でも提供できる共通料理の作成に向けて協

議・検討を行う。また、流通体制仕組みを消費者に広めるため高価値で取

引がされている赤ムツ、アナゴ、アマダイなど地域で食べられるイベント

を年１回開催し、水産物の需要度を高める。 

(2)  イカ類・ヨコワの出荷規格及び基準の統一 

出荷向上委員会は、各漁協に出荷指導委員を数名選任し、出荷規格及び

鮮度保持等の基準が明確に守られているか確認、指導することでオール対

馬産の品質を守り、市場評価を高めていく。そのため出荷指導委員に年２

回程度研修を行い統一した基準の厳格化を図り、研修終了者に対し出荷指

導委員として任命する。 

出荷指導委員は、出荷先に出向き出荷状況を把握し、その状況と対策

を各漁協で学習会を開催するなど、出荷規格、鮮度保持基準などの厳格化

を図る。なお、漁協は、出荷基準に適合した鮮魚箱に「対馬産」のシール

を貼り他産地との差別化を図るとともに市場等に対し PR を促進する。ま

た、シールを活用することで漁業者に対しオール対馬産の意識を醸成させ

る。また、島内統一的な出荷取組をサバ・サワラ、アカムツなどの他魚種

に波及させ統一する魚種を広めて行く。 

(3) 漁協施設の整備及び出荷体制の検討 

製氷・貯氷施設、荷捌き所、上架施設等の整備に向け関係漁協と市、



県が連携し事業の推進を図る。関係漁協は漁業者に対する理解を深めるた

め随時、説明会を開催し、実施主体は、協議の整った事業から順次着手を

進める。 

(4) 効率的な操業体制の確立 

イカ釣り漁業など意欲ある漁業者が連携し、集魚灯の光力を削減する

取組などをグループ全体で実証することで、収益性の高い操業や燃油コス

トの削減を目指した、効率的な操業体制の構築を推進する。 

２ 中核的担い手の育成関連 

  漁協は、中核的漁業者に対する競争力の強化及び収益向上を図るため漁船

リース、漁業機器等の操業環境の整備を推進する。 

中核的漁業者は、市と連携し、対馬産水産物の消費拡大や島内流通の構築、

地産地消の推進を行うとともに、資源の維持、管理に向けた実践な取り組み

を実施する。 

漁協は、効率的な漁業経営について経営診断を専門機関に依頼し収益性の

検証、経営改善を行うことで、将来性のある魅力ある水産業の形成を行う。

中核的漁業者を対象に年間５件の経営診断を実施、累計 20 件の診断を行う。 

  中核的漁業者は、漁協と連携し、新規就業者の確保、離職防止に努めるた

め漁業経験を生かした具体的な情報提供や指導を行う。また、漁協青壮年部

が漁業者間の交流会を開催し、情報の共有を行うことで、漁業者の自立を促

す。 

活用する支援

措置等 

離島漁業再生支援交付金（国） 

広域プラン緊急対策事業（国） 

競争力強化型機器等導入緊急対策事業（国） 

水産業競争力強化緊急施設整備事業（国） 

水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業（国） 

水産業競争力強化金融支援事業（国） 

産地水産業強化支援事業（国） 

新水産収益向上・活性化支援事業（県） 

水産経営支援事業（県） 

漁業就業者確保育成総合対策事業（県） 

漁業あととり育成事業（市） 

 

 

 

 

 



 ５年目（平成３２年度） 

地域活性化に

向けた取組 

１ 機能再編・地域活性化関連 

(1) 島内流通の確立 

運営主体は、漁協、行政等と連携しながら機能の充実、流通の充実を図

る。漁協は、運営主体と連携し、島内市場ニーズの情報を漁業者に周知し、

島内流通の支援を行うことで、生産コストを削減し、漁業者の所得向上を

目指す。 

市は、島内共通料理を完成させるとともに飲食店等への利用推進を図

る。また、島内外で対馬産の普及を目的としたイベントを開催し、新たな

観光資源として需要価値を高めて行く。 

(2)  イカ類・ヨコワの出荷規格及び基準の統一 

出荷向上委員会は、出荷指導委員に対する研修を年２回程度行い、統

一基準の情報共有化を図り、併せて、前記研修を行うことで新たに出荷指

導委員を任命する。（全漁協職員、行政関係、漁連職員が出荷指導委員の

資格を有する）また、出荷指導委員は平成 31 年度の取組を引き続き行う

ことで出荷規格と鮮度保持基準の厳格化を更に推進するとともに、「対馬

産」のシールを張った鮮魚 PR で差別化を促進し、市場競争に負けない強

い水産品の確立に向け、島内の浜が一丸となり取り組み、所得向上を目指

す。 

(3) 漁協施設の整備及び出荷体制の検討 

製氷・貯氷施設、荷捌き所、上架施設等の整備に向け関係漁協と市、県

が連携し事業の推進を図る。関係漁協は漁業者に対する理解を深めるため

随時、説明会を開催し、実施主体は、協議の整った事業から順次着手を進

める。 

(4) 効率的な操業体制の確立 

イカ釣り漁業など意欲ある漁業者が連携し、集魚灯の光力を削減する

取組などをグループ全体で実証することで、収益性の高い操業や燃油コス

トの削減を目指した、効率的な操業体制の構築を推進する。 

２ 中核的担い手の育成関連 

  漁協は、中核的漁業者に対する競争力の強化及び収益向上を図るため漁船

リース、漁業機器等の操業環境の整備を推進する。 

中核的漁業者は、市と連携し対馬産水産物の消費拡大や島内流通の構築、

地産地消の推進を行うとともに、資源の維持、管理に向けた実践な取り組み

を実施する。 

漁協は、効率的な漁業経営について経営診断を専門機関に依頼し収益性の

検証、経営改善を行うことで、将来性のある魅力ある水産業の形成を行う。



中核的漁業者を対象に年間５件の経営診断を実施、累計 25 件の診断を行う。 

  中核的漁業者は、漁協と連携し、新規就業者の確保、離職防止に努めるた

め漁業経験を生かした具体的な情報提供や指導を行う。また、漁協青壮年部

が漁業者間の交流会を開催し、情報の共有を行うことで、漁業者の自立を促

す。 

活用する支援

措置等 

離島漁業再生支援交付金（国） 

広域プラン緊急対策事業（国） 

競争力強化型機器等導入緊急対策事業（国） 

水産業競争力強化緊急施設整備事業（国） 

水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業（国） 

水産業競争力強化金融支援事業（国） 

産地水産業強化支援事業（国） 

新水産収益向上・活性化支援事業（県） 

水産経営支援事業（県） 

漁業就業者確保育成総合対策事業（県） 

漁業あととり育成事業（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 

(1) 島内流通の確立 

島内 12 漁協、商工会、観光物産協会、対馬振興局、対馬水産業普及指導センター及び対馬

市水産業加工連絡協議会等の委員からなる島内流通構築委員会（事務局：対馬市）を設立し、

流通関係の専門機関（県漁連、コンサル等）と連携しながら、受注、発注のシステム化及び配

送体制に整備を図る。 

(2) イカ類・ヨコワの出荷規格及び基準の統一 

出荷向上委員会（事務局：対馬市）は専門的機関（九州大学、県漁連、市場）と連携しなが

ら適切な鮮度保持･衛生管理方法について検討する。また、各漁協に出荷指導員を配置し当該

委員に対する指導を徹底することで、オール対馬産の統一基準を推進する。 

 

（６）他産業との連携 

島内流通に関しては、島内観光旅館や飲食店などが構成する対馬社交飲食業同業組合及び行政

関係課と連携を強化し、システム作りの支援を行うとともに、観光会社とタイアップしたイベン

トを実施する。 



４ 活性化指標 

(1)活性化指標の考え方 

 各漁協で均一に水揚げされているイカ類・ヨコワに特化し、オール対馬産を目指した魚価向上

を目指す指標とした。また、島内流通を確立することで、従来の流通量を超える数量を指標と

した。 

 

(2)活性化指標 

島内流通量 

基準年 平成２３年 １５４ｔ 

目標年 平成３２年 ３００ｔ 

 

 

 

イカ類・ヨコワ

の出荷単価 

ケンサキイ

カ 

基準年 平成２４から３カ年度平均： １，０８０円／㎏ 

目標年 平成３２年度平均：     １，３００円／㎏ 

スルメイカ 
基準年 平成２４から３カ年度平均：   ３５０円／㎏ 

目標年 平成３２年度平均：       ４２０円／㎏ 

ヨコワ 
基準年 平成２４から３カ年度平均：   ９１０円／㎏ 

目標年 平成３２年度平均：     １，１００円／㎏ 

 

(3)上記の算出方法及びその妥当性 

●島内流通量 

基準：島内流通実態調査による数値（全体流通量の0.9％） 

目標：宿泊施設30件、飲食店40件、加工業者10社に対する流通に確保を図り、基準年流通量の

約２倍を目指す。 

●イカ類・ヨコワの出荷単価 

基準：12漁協における過去３年分の取り扱い平均単価（年間水揚げ額／年間水揚げ数量） 

目標：島内平均数値の内、高値で取引がされている上位漁協の単価額に引き上げる。 

 

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 

離島漁業再生支援交付金（国） 
資源管理・回復に向けた漁場の生産力の向上や実践的な取組並び

に新規就業者に対する漁船リースを支援 

広域プラン緊急対策事業（国） 共同化を核とした効率的な操業体制の取組に対する支援 

競争力強化型機器等導入緊急

対策事業（国） 

意欲ある漁業者が生産性の向上、省力・省コスト化に資する漁業

用機器等の導入に対する支援 

水産業競争力強化緊急施設整 競争力強化のために必要とする施設整備に対する支援 



備事業（国） 

産地水産業強化支援事業（国） 
共同利用施設整備の充実（上架施設、荷捌所及び製氷・貯氷施設

の整備）に対する支援 

水産業競争力強化漁船導入緊

急支援事業（国） 
中核的漁業者に対する漁船リース支援 

水産業競争力強化金融支援事

業（国） 

漁船の建造・取得・改修、漁業用機器等の導入を図る漁業者等が

借り入れる資金を支援 

新水産収益向上・活性化支援

事業（県） 
漁獲物の鮮度保持技術の向上 

水産経営支援事業（県） 
経営改善や新たな事業展開により、強い経営体や漁業所得の向上

に対する支援 

漁業就業者確保育成総合対策

事業（県） 
新規就業者の確保・育成 

漁業あととり育成事業（市） 新規就業者の確保 

※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。 


