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１　地域水産業再生委員会

※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】
長崎県新上五島町　上五島地区

【対象となる漁業の種類（漁業経営体数）】　
一本釣 中型旋網
刺網 採介藻
はえ縄 浅海養殖
魚類養殖 その他
小型定置

※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）関連する水産業を取り巻く現状等

３　活性化の取組方針

経営体

21

・漁業所得向上のため以下の各項目に取り組むものとする。
　① 魚価向上
　② 販路拡大
　③ 磯焼け対策
　④ 資源回復
　⑤ 魚礁・増殖場

・漁業コスト削減のため以下の項目に取り組むものとする。
　① 省燃油活動
　② まき網漁業における沖泊まり操業

（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

　付加価値向上のため、鮮度保持技術を向上させ、さらにH18年度からは出荷者認定制度によ
るブランド化（五島箱入り娘）に取り組んでいる。また、販路拡大のため、H23年度からは漁
協移動販売車による福岡県での鮮魚等の販売をするなど、魚価の向上、漁業者の所得向上に
努めている。
　加えて、漁業経営セーフティーネット構築事業に加入し省エネ計画を策定・実施すること
により経費削減に取り組んでいる。
　また、離島漁業再生支援交付金を活用した種苗放流等により資源の回復を図っている。

（２）その他の関連する現状等

　当地区は、長崎県の最西端、五島列島の北部に位置し、中通島と若松島及びその周辺の
島々で構成され、地区の中心に位置する魚市場を拠点とした沿岸漁業の盛んな地域である。
この海域は、マアジ、サバ類、マダイ、ヒラマサ、ブリ、イカ類、マグロ類、カツオ類、ト
ビウオ、 タチウオなど多種多様の魚種が来遊し、サザエやアワビ等の貝類も多く水揚げされ
る恵まれた漁場環境下にある。
　しかし、離島地区であるため、燃油、資材、出荷等にかかるコストが割高となっている。
加えて、近年の燃油価格高騰や魚価の低迷、消費者(魚食及び人口)の減少等も重なり、上五
島地区の水産業を取り巻く環境は非常に厳しく、平成14年に1,321トンあった水揚量も平成25
年度末現在では878トンとなり年々水揚量が減少している。
　また、担い手については、後継者不足と漁業者の高齢化により、平成14年に662名いた組合
員は平成25年度現在で441名となり、3割程度減少しており、依然として漁家経営は厳しさを
増している。
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（１）基本方針

※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。

　該当なし
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【魚価の向上】
・

・

・

【販路拡大】
・

・

【磯焼け対策】
・

【資源回復】
・

・

【魚礁・増殖場】
・

・

・

以下の取組みにより、基準年の2.0％の漁業所得の向上を目指す
【省燃油活動】
・

・

・

【沖泊まりの実施による燃油使用量削減】
・

・省燃油活動推進事業

・漁業経営セーフティネット構築事業

・離島漁業再生支援交付金事業

・漁村再生交付金事業

・新上五島町漁船用燃油高騰対策事業

以下の取組みにより、基準年の0.3％の漁業所得の向上を目指す

漁業収入向上
のための取組

また、イカ柴を設置し、アオリイカの産卵を促し、資源回復を図る。

上五島町漁協では、販路拡大のため、平成23年度から移動販売車を導入し、
福岡圏内を中心に週6日のルート販売による個人向け主体の直販活動を実施
しており、その活動は販売先でも徐々に定着しつつある。この取組を一層推
進し、販売量・額の向上を図る。具体的には以下のとおり。

上五島町漁協では、付加価値向上のため、平成18年度にブランド出荷者認定
制度基準を設定し、鮮魚のブランド化（五島箱入り娘）を推進している。地
元の時期に応じた旬の魚介類として、ヤリイカ、イサキ、タチウオの3魚種
を対象とし、魚種ごとに出荷基準を設定しブランド化を図っており、市場に
おいて五島箱入り娘ブランドが確立されつつある。この取組を一層推進し、
魚価の向上を図る。具体的には以下のとおり。

町は、魚礁・藻場増殖場を整備することで、水産資源の育成、漁業者の漁獲
量の増加を図る。

漁協は、ブランド品としての出荷量の増大を図るため、ブランド品としての
出荷をしていない一本釣漁業者の約半数に対し、ブランド品としての鮮魚取
扱い講習会及び個別指導を実施する。
講習及び指導を受けた漁業者は、対象魚種について神経抜き・殺菌海水の使
用等による取扱いを徹底し、ブランド品として出荷することにより、所得の
向上に努める。

当地区では、全国的にも問題となっている磯焼けが顕在しており、アワビ・
サザエなどの磯根資源の減少、水産資源の稚仔魚の保護・育成場の減少も深
刻化しているため、漁業者は漁協とともに、深刻化する沿岸部での磯焼けの
対策として、沿岸域の現状を把握する為、海域の磯焼け調査を実施し検証す
る。

当地区では、水産資源回復のため、各浜において種苗放流を実施してきたと
ころ。漁業者は漁協とともに、引き続き、放流効果の高いカサゴ、サザエ等
の種苗を積極的に放流し資源回復を図る。

　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、必要に応じて見直
すこととする。

漁協は、整備された魚礁の設置箇所を全漁業者に公表することにより漁業者
の魚礁利用促進を図る。

漁協は、ルート販売について広報活動（インターネット・チラシ等）による
情報発信に取組み、さらなる上五島産水産物の宣伝普及に努め、移動販売車
の販売量・額の向上に努める。

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2.3％向上させる。
（３）具体的な取組内容（毎年ごとに数値目標とともに記載）

漁業コスト削
減のための取
組

燃油価格が高騰している現状において、漁業経費の大半を占める燃油費を削
減するため、以下の取組を行う。
これまで最低年1回実施していた船底清掃を年2回実施することで、燃油使用
量を7％削減し、併せて省エネ航行を実施することにより燃油使用量を更に
10％削減する。初年度は、全漁業者のうち２割が取り組むことを目指す。ま
た必要に応じて省エネ機器等を導入し、燃費向上に努め、燃油使用量の削減
を図る。

活用する支援
措置等

漁協は、漁業経営セーフティネット構築事業未加入者に対し、加入の促進を
図り、燃油急騰に備える。

漁業者は、魚礁の利用を積極的に行うことで、漁獲量の増加を図る。

当地区のまき網船については、遠方の漁場に出漁した際、年間10日程水揚げ
が低調もしくは無い状況が発生しているため、このような場合に、陸に戻ら
ず沖で停泊することで燃油の使用量を軽減し、燃油コストの削減を図る。
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【魚価の向上】
・

・

・

【販路拡大】
・

・

【磯焼け対策】
・

【資源回復】
・

・

【魚礁・増殖場】
・

・

・

以下の取組みにより、基準年の4.0％の漁業所得の向上を目指す
【省燃油活動】
・

・

【沖泊まりの実施による燃油使用量削減】
・

・省燃油活動推進事業

・漁業経営セーフティネット構築事業

・離島漁業再生支援交付金事業

・漁村再生交付金事業

・新上五島町漁船用燃油高騰対策事業

漁業収入向上
のための取組

以下の取組みにより、基準年の0.6％の漁業所得の向上を目指す

これまで最低年1回実施していた船底清掃を年2回実施することで、燃油使用
量を7％削減し、併せて省エネ航行を実施することにより燃油使用量を更に
10％削減する。今年度は、全漁業者のうち４割が取り組むことを目指す。ま
た必要に応じて省エネ機器等を導入し、燃費向上に努め、燃油使用量の削減
を図る。

活用する支援
措置等

また、イカ柴を設置し、アオリイカの産卵を促し、資源回復を図る。

漁業者は引き続き漁協とともに、深刻化する沿岸部での磯焼けの現状を調査
した結果を基に、食害生物の駆除及び磯洗い等、効果的な対策手法を検討し
取り組む。

また、現在ブランド化されている3魚種のさらなるブランド品としての出荷
の推進を図るため、漁協は一本釣漁業者全員に対し、鮮魚取扱い講習会及び
個別指導を実施する。
講習及び指導を受けた漁業者は、対象魚種について神経抜き・殺菌海水の使
用等による取扱いを徹底し、ブランド品としての出荷の割合を増加させ、所
得の向上に努める。

漁業者は漁協とともに、引き続き、放流効果の高いカサゴ、サザエ等の種苗
を積極的に放流し資源回復を図る。

漁業コスト削
減のための取
組

漁協は、漁業経営セーフティネット構築事業未加入者に対し、加入の促進を
図り、燃油急騰に備える。

当地区のまき網船については、遠方の漁場に出漁した際、年間10日程水揚げ
が低調もしくは無い状況が発生しているため、このような場合に、陸に戻ら
ず沖で停泊することで燃油の使用量を軽減し、燃油コストの削減を図る。

漁協は、各種イベント・催事等に積極的に参加することにより、さらなる上
五島産水産物の宣伝普及を図り、飲食店等新たな取引先を開拓し、移動販売
車の取扱量・売上額の向上に努め、漁業者の所得向上に繋げる。
併せて、移動販売車にて取り扱う商品について、アンケート等を実施するこ
とで、消費者ニーズの把握に努める。

漁協は、五島箱入り娘ブランドとして現在出荷基準を設定している主要3魚
種（ヤリイカ、イサキ、タチウオ）以外について、漁獲状況及び市場動向等
の調査研究を行い、新たにブランド化が可能な魚種について検討する。

漁協は、整備された魚礁の効果調査を実施し、状況把握に努めるとともに、
調査結果を全漁業者に公表することにより漁業者の魚礁利用促進を図る。
漁業者は、魚礁の利用を積極的に行うことで、漁獲量の増加を図る。

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4.6％向上させる。

町は、藻場増殖場を整備することで、水産資源の育成、漁業者の漁獲量の増
加を図る。
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【魚価の向上】
・

・

・

【販路拡大】
・

・

【磯焼け対策】
・

【資源回復】
・

・

【魚礁・増殖場】
・

・

・

以下の取組みにより、基準年の6.0％の漁業所得の向上を目指す
【省燃油活動】
・

・

【沖泊まりの実施による燃油使用量削減】
・

・漁業経営セーフティネット構築事業

・離島漁業再生支援交付金事業

・漁村再生交付金事業

・新上五島町漁船用燃油高騰対策事業

当地区のまき網船については、遠方の漁場に出漁した際、年間10日程水揚げ
が低調もしくは無い状況が発生しているため、このような場合に、陸に戻ら
ず沖で停泊することで燃油の使用量を軽減し、燃油コストの削減を図る。

活用する支援
措置等

漁業コスト削
減のための取
組

また、イカ柴を設置し、アオリイカの産卵を促し、資源回復を図る。

漁業者は引き続き漁協とともに、深刻化する沿岸部での磯焼けの対策として
取り組んだ食害生物駆除、磯洗い等の効果検証を実施し、必要に応じて取り
組みの改善を行う。

漁業収入向上
のための取組

これまで最低年1回実施していた船底清掃を年2回実施することで、燃油使用
量を7％削減し、併せて省エネ航行を実施することにより燃油使用量を更に
10％削減する。今年度は、全漁業者のうち６割が取り組むことを目指す。ま
た必要に応じて省エネ機器等を導入し、燃費向上に努め、燃油使用量の削減
を図る。

漁協は、引き続き現在出荷基準を設定している主要3魚種（ヤリイカ、イサ
キ、タチウオ）以外について、漁獲状況及び市場動向等の調査研究を行い、
新たにブランド化が可能な魚種について検討する。
また、現在ブランド化されている3魚種のさらなるブランド品としての出荷
の推進を図るため、漁協は一本釣漁業以外の漁業者に対し、鮮魚取扱い講習
会及び個別指導を実施する。

以下の取組みにより、基準年の0.9％の漁業所得の向上を目指す
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6.9％向上させる。

漁業者は、魚礁の利用を積極的に行うことで、漁獲量の増加を図る。

漁協は、引き続き各種イベント・催事等に積極的に参加することにより、さ
らなる上五島産水産物の宣伝普及を図り、飲食店等新たな取引先の開拓に取
り組み、移動販売車の取扱量・売上額の向上に努め、漁業者の所得向上に繋
げる。

漁業者は漁協とともに、引き続き、放流効果の高いカサゴ、サザエ等の種苗
を積極的に放流し資源回復を図る。

漁協は、漁業経営セーフティネット構築事業未加入者に対し、加入の促進を
図り、燃油急騰に備える。

併せて、アンケート等により調査した結果を基に、消費者ニーズに対応した
新たな水産加工品等の開発に取り組む。

講習及び指導を受けた漁業者は、対象魚種について神経抜き・殺菌海水の使
用等による取扱いを徹底し、ブランド品としての出荷の割合を増加させ、所
得の向上に努める。

町は、藻場増殖場を整備することで、水産資源の育成、漁業者の漁獲量の増
加を図る。
漁協は、引き続き魚礁等の状況把握に努めるとともに、人工魚礁の利用に適
した漁法についての講習会の実施等に取り組み、漁業者の魚礁利用促進を図
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【魚価の向上】
・

・

・

【販路拡大】
・

・

【磯焼け対策】
・

【資源回復】
・

・

【魚礁・増殖場】
・

・

以下の取組みにより、基準年の8.0％の漁業所得の向上を目指す
【省燃油活動】
・

・

【沖泊まりの実施による燃油使用量削減】
・

・漁業経営セーフティネット構築事業

・離島漁業再生支援交付金事業

・新上五島町漁船用燃油高騰対策事業

漁協は、漁業経営セーフティネット構築事業未加入者に対し、加入の促進を
図り、燃油急騰に備える。

当地区のまき網船については、遠方の漁場に出漁した際、年間10日程水揚げ
が低調もしくは無い状況が発生しているため、このような場合に、陸に戻ら
ず沖で停泊することで燃油の使用量を軽減し、燃油コストの削減を図る。

漁業者は、魚礁の利用を積極的に行うことで、漁獲量の増加を図る。

また、現在ブランド化されている3魚種のほか、新たに出荷基準を設定され
た魚種の取り扱いについて、全漁業種類の約半数の漁業者に対し、鮮魚取扱
い講習会及び個別指導を実施する。

また、イカ柴を設置し、アオリイカの産卵を促し、資源回復を図る。

漁協は、現在出荷基準を設定している主要3魚種（ヤリイカ、イサキ、タチ
ウオ）以外にブランド化が可能と見込まれた魚種について、漁獲状況及び市
場動向を見極めながら出荷基準を設定し、ブランド化を図る。

これまで最低年1回実施していた船底清掃を年2回実施することで、燃油使用
量を7％削減し、併せて省エネ航行を実施することにより燃油使用量を更に
10％削減する。今年度は、全漁業者のうち８割が取り組むことを目指す。ま
た必要に応じて省エネ機器等を導入し、燃費向上に努め、燃油使用量の削減
を図る。

活用する支援
措置等

漁業コスト削
減のための取
組

漁業収入向上
のための取組

以下の取組みにより、基準年の1.2％の漁業所得の向上を目指す

漁協は、引き続き各種イベント・催事等に積極的に参加することにより、さ
らなる上五島産水産物の宣伝普及を図り、飲食店等新たな取引先の開拓に取
り組み、移動販売車の取扱量・売上額の向上に努め、漁業者の所得向上に繋
げる。
併せて、アンケート等により調査した結果を基に、消費者ニーズに対応した
新たな水産加工品等の開発に取り組む。

漁業者は引き続き漁協とともに、深刻化する沿岸部での磯焼けの対策として
取り組んだ食害生物駆除、磯洗い等の効果検証を実施し、必要に応じて取り
組みの改善を行う。

漁協は、引き続き魚礁等の状況把握に努めるとともに、人工魚礁の利用に適
した漁法についての講習会の実施等に取り組み、漁業者の魚礁利用促進を図
る。

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9.2％向上させる。

漁業者は漁協とともに、引き続き、放流効果の高いカサゴ、サザエ等の種苗
を積極的に放流し資源回復を図る。

講習及び指導を受けた漁業者は、対象魚種について神経抜き・殺菌海水の使
用等による取扱いを徹底し、ブランド品としての出荷の割合を増加させ、所
得の向上に努める。
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【魚価の向上】
・

・

【販路拡大】
・

・

【磯焼け対策】
・

【資源回復】
・

・

【魚礁・増殖場】
・

・

以下の取組みにより、基準年の10.1％の漁業所得の向上を目指す
【省燃油活動】
・

・

【沖泊まりの実施による燃油使用量削減】
・

・漁業経営セーフティネット構築事業

・離島漁業再生支援交付金事業

・新上五島町漁船用燃油高騰対策事業

※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。

これまで最低年1回実施していた船底清掃を年2回実施することで、燃油使用
量を7％削減し、併せて省エネ航行を実施することにより燃油使用量を更に
10％削減する。今年度は、全漁業者全員が取り組むことを目指す。また必要
に応じて省エネ機器等を導入し、燃費向上に努め、燃油使用量の削減を図
る。
漁協は、漁業経営セーフティネット構築事業未加入者に対し、加入の促進を
図り、燃油急騰に備える。

漁業者は漁協とともに、引き続き、放流効果の高いカサゴ、サザエ等の種苗
を積極的に放流し資源回復を図る。

漁協は、現在ブランド化されている3魚種（ヤリイカ、イサキ、タチウオ）
のほか、新たに出荷基準を設定された魚種の取り扱いについて、全漁業者に
対し、鮮魚取扱い講習会及び個別指導を実施することで、全員がブランド出
荷技術を習得するよう努め、引き続きブランド化の推進を図る。
講習及び指導を受けた全漁業者は、対象魚種について神経抜き・殺菌海水の
使用等による取扱いを徹底し、ブランド品としての出荷の割合を増加させ、
所得の向上に努める。

　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。

活用する支援
措置等

漁業者は、魚礁の利用を積極的に行うことで、漁獲量の増加を図る。

漁業コスト削
減のための取
組

漁業収入向上
のための取組

以下の取組みにより、基準年の1.5％の漁業所得の向上を目指す

当地区のまき網船については、遠方の漁場に出漁した際、年間10日程水揚げ
が低調もしくは無い状況が発生しているため、このような場合に、陸に戻ら
ず沖で停泊することで燃油の使用量を軽減し、燃油コストの削減を図る。

漁協は、引き続き魚礁等の現状把握に努めるとともに、人工魚礁の利用に適
した漁法についての講習会の実施等に取り組み、漁業者の魚礁利用促進を図
る。

漁協は、各種イベント・催事等の参加を定着させ、上五島産水産物の宣伝普
及を図りつつ、当初からの個人向けルート販売をはじめ、新たに開拓された
飲食店等の取り引きを確立し、移動販売車による取り扱い数量を安定させる
ことにより漁家経営の安定化を図る。
併せて、消費者ニーズに対応し開発された新たな水産加工品を販売し、さら
なる漁業所得の向上に努める。

また、イカ柴を設置し、アオリイカの産卵を促し、資源回復を図る。

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11.6％向上させる。

漁業者は漁協とともに、磯焼け対策に取り組みつつ検証してきた結果を基
に、全域に亘り効果的な食害生物駆除、磯洗い等を実施する。



7

４　目標
（１）数値目標

（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に記載し、必要があれば資料を添付すること。

５　関連施策

※本欄の記載により、関連施策の実施を確約するものではない。

目標年
％以上

平成　　年度

基準年

千円
漁業所得の向上

漁業所得：

（４）関係機関との連携

磯焼け対策、種苗放流

燃油高騰対策漁業経営セーフティネット構築事業

事業内容及び浜の活力再生プランとの関係性

平成　　年度 千円

漁業所得：

燃油高騰対策新上五島町漁船用燃油高騰対策事業

※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、「事業内容及び浜の活力再
生プランとの関係性」のみ記載する。

漁場整備

   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

省燃油活動推進事業

離島漁業再生支援交付金事業

漁村再生交付金事業

船底清掃による燃油使用量の削減
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