
別記様式第 1 号 別添 

浜の活力再生プラン 
 
１ 地域水産業再生委員会 

 

再生委員会の構成員 橘湾東部漁業協同組合、雲仙市 

オブザーバー 長崎県（県南水産業普及指導センター） 

※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 

対象地域 橘湾東部漁業協同組合 管轄地区 

千々石・小浜・南串山 

漁業の種類 漁業種類 
 まき網・船曳網・敷網（カタクチイワシ対象

の漁業）（９名） 
刺網（２４名） 
小型機船底びき網（２４名） 
魚類養殖（９名） 
その他（潜水、かご）（５名） 

漁業者数 ７１名 

 ※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 

橘湾東部地域では、中型まき網や小型底びき網、刺し網等の漁業が営まれているほか、静穏域

ではハマチ・トラフグ・マダイ等の養殖業が行われている。平成２６年度の地区内水揚は２，３

３５トン、７９７，２５５千円である。  

構成する漁業者は、刺網２４名、敷網３名、まき網付属３名、まき網２名、船曳１名、小型底

曳２４名、養殖９名、その他５名である。しかも大半は複数の漁業種類を営んでいる。 

しかしながら、漁獲量の減少（地区内水揚 H26/H21＝△34％）、価格低迷、漁業コストの増大、

漁業者の高齢化及び後継者不足（経営体数 H26/H21＝△46％）等、多くの課題を有しており地

域一体となった対策が必要である。 

 

 

 

組織名 橘湾東部地域水産業再生委員会 

代表者名 会長 井上 真二 



（２）その他の関連する現状等 

・京阪神地区の大手スーパーのオリジナル商品として「びわ茶雲仙ぶり」を販売 

・平成２５年度より「水産多面的機能発揮対策事業」により「ガンガゼ駆除」「藻場の保全」 

等の取組を継続 

・蒸しガニについて H２６年度に協議、試験販売実施 

 
３ 活性化の取組方針 

（１）基本方針 

 漁獲物の付加価値向上、販路拡大により漁業収入の安定化を図る。 

 休漁期間等を有効活用し、収入の増加を図る。 

 漁場環境の回復と資源管理を行い、種苗放流に取り組む。 

 後継者育成、新規漁業者の確保を図る。 

 全漁業者による船底等の清掃と減速航行による燃油コストの削減に取り組む。 

 
（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 

刺網漁業者は有明海におけるガザミの資源管理の取り組みと歩調を合わせ、１３ｃｍ以下のガザ

ミの再放流を行う。また同様にサイズの小さい魚介類（クルマエビ 10ｃｍ以下、クマエビ 10ｃ

ｍ以下、ホシガレイ 25ｃｍ以下、ハモ 300ｇ以下、マダイ 15ｃｍ以下、ヒラメ 25ｃｍ以下）は

再放流を行う。 

 ※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。 

 
（３）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） 

漁業収入向上の

ための取組 

【まき網・船曳網・敷網（カタクチイワシ対象の漁業）】 

   ・ まき網漁業者は休漁日やまき網操業後の時間を活用した小型定置

網の兼業の２９年度実施に向けて使用漁具、使用漁船並びに従事体

制等を検討する。 

   ・ まき網漁業者は現在活魚出荷を行っていないため、アジ、サバ等

の活魚出荷、カツオ一本釣り用のカタクチイワシの活餌の販売を検

討する。 

   ・ まき網・船曳・敷網漁業者が主として漁獲するカタクチイワシは

鮮度維持が困難であるため地元でも漁獲直後しか食べることができ

ない。 

よって、カタクチイワシの付加価値向上及び観光資源としての活

用を図るため、漁業者及び漁協は鮮魚に近い状態で食べることがで

き、長期保存ができるしょうゆ漬け等の加工品を検討する。 



【刺網】 

   ・ 刺網の主要漁獲物であるガザミは、漁獲される量が多いと魚価が

３０～５０％も下がるため、漁協及び漁業者は小浜温泉の蒸気を活

用した「小浜温泉蒸ガニ」の生産・販売に取り組み、ガザミ魚価の

維持、付加価値向上及び販売額増を図る。 

   ・ 漁協及び漁業者はガザミの放流及び 13cm以下のガザミの再放流に

取り組む。 

【小型機船底びき網】 

   ・ 小型機船底びき網の漁獲物であるアカガイは、年間１，９００万

円の漁獲（１０年平均）があったが、平成２４年から橘湾の海底で

大量発生しているスボ（アシビキツバサゴカイの棲管）により現在

操業できない状況にある。 

漁業者は、平成２４年度に自主清掃活動としてアカガイ操業時に

スボ処理も同時に行ったが、平成２５年度にはスボの量が増加し操

業できない状況となった。 

漁協及び漁業者は、漁場環境を整備し、アカガイの水揚げ回復を

図るため海底清掃について検討する。 

【その他の漁業】 

   ・ 近年、橘湾ではヌタウナギが増加し、敷設した「いかかご」にヌ

タウナギが入り、コウイカが食べられる被害が多発しコウイカの漁

獲量が減少している。 

漁業者は、これまで混獲されるヌタウナギを利用していなかった

が、漁獲金額の増加、並びに減少しているコウイカ漁獲量の回復を

図るためヌタウナギの駆除・販売を検討する。 

【養殖】 

   ・ 京阪神地区の大手スーパーのオリジナル商品として販売されてい

る「びわ茶雲仙ぶり」は、販売先スーパーの販売計画の増大により

増産が必要な状況にある。 

漁協及び漁業者は、「びわ茶雲仙ぶり」の生産展開に係る課題につ

いて検討する。 

【その他】 

 ・ 漁業者及び漁協は、水産資源の維持・回復を図るためクルマエビ、

クマエビ、ガザミ、ヒラメ、アワビ、アカウニの種苗放流に取り組

む。 

   ・ 漁業者及び漁協は、漁場環境の保全を図るためウニ駆除や海藻の

種苗投入等に取り組む。 



・  漁協は、県の「漁業就業者確保育成総合対策事業」等を活用し、 

県、市と連携しながら、後継者の育成、新規漁業者の確保を図る。 

 

漁業コスト削減

のための取組 

・全漁業者は、漁船燃費向上のため定期的な漁船の船底清掃の周知徹底。 

・全漁業者は、年１～２度の舵・プロペラの清掃の周知徹底。 

・全漁業者は漁船の減速航行の周知徹底。 

活用する支援措

置等 

・漁業経営セーフティネット構築事業 

・水産多面的機能発揮対策事業 

・漁業就業者確保育成総合対策事業 

 
 ２年目（平成２８年度） 

漁業収入向上の

ための取組 

【まき網・船曳網・敷網（カタクチイワシ対象の漁業）】 

   ・ まき網漁業者は休漁日やまき網操業後の時間を活用した小型定置

網の兼業の２９年度実施に向けて漁労技術や漁獲物の取扱いについ

ての研修・習得を行う。 

   ・ まき網漁業者は現在活魚出荷を行っていないため、アジ、サバ等

の活魚出荷、カツオ一本釣り用のカタクチイワシの活餌の生簀等資

材及び生簀の蓄養場所を検討する。 

   ・ まき網・船曳網・敷網漁業者が主として漁獲するカタクチイワシ

は鮮度維持が困難であるため地元でも漁獲直後しか食べることがで

きない。 

よって、カタクチイワシの付加価値向上及び観光資源としての活

用を図るため、漁業者及び漁協は鮮魚に近い状態で食べることがで

き、長期保存ができるしょうゆ漬け等の加工品の技術開発試験や原

料供給体制並びに加工体制等について検討する。 

【刺網】 

   ・ 刺網の主要漁獲物であるガザミは、漁獲される量が多いと魚価が

３０～５０％も下がるため、漁協及び漁業者は小浜温泉の蒸気を活

用した「小浜温泉蒸ガニ」の生産・販売に取り組みガザミ魚価の維

持、付加価値向上及び販売額増を図る。 

   ・ 漁協及び漁業者はガザミの放流及び 13cm以下のガザミの再放流に

取り組む。 

【小型機船底びき網】 

   ・ 小型機船底びき網の漁獲物であるアカガイは、年間１，９００万

円の漁獲（１０年平均）があったが、平成２４年から橘湾の海底で

大量発生しているスボ（アシビキツバサゴカイの棲管）により現在



操業できない状況にある。 

漁業者は、平成２４年度に自主清掃活動としてアカガイ操業時に

スボ処理も同時に行ったが、平成２５年度にはスボの量が増加し操

業できない状況となった。 

漁協及び漁業者は、漁場環境を整備し、アカガイの水揚げ回復を

図るため海底清掃に係るスボ(堆積物)の状況調査を実施する。 

【その他の漁業】 

   ・ 近年、橘湾ではヌタウナギが増加し、敷設した「いかかご」にヌ

タウナギが入り、コウイカが食べられる被害が多発しコウイカの漁

獲量が減少している。 

漁業者は、これまで混獲されるヌタウナギを利用していなかった

が、漁獲金額の増加、並びに減少しているコウイカ漁獲量の回復を

図るため、平成 29年度のヌタウナギの操業試験開始に向けての操業

方法や漁業調整等の検討を行う。 

【養殖】 

   ・ 京阪神地区の大手スーパーのオリジナル商品として販売されてい

る「びわ茶雲仙ぶり」は、販売先スーパーの販売計画の増大により

増産が必要な状況にある。 

漁協及び漁業者は、「びわ茶雲仙ぶり」の生産技術習得のため研修

を実施する。 

【その他】 

   ・ 漁業者及び漁協は、水産資源の維持・回復を図るためクルマエビ、

クマエビ、ガザミ、ヒラメ、アワビ、アカウニの種苗放流に取り組

む。 

   ・ 漁業者は及び漁協は、漁場環境の保全を図るためウニ駆除や海藻

の種苗投入等に取り組む。 

・  漁協は、県の「漁業就業者確保育成総合対策事業」等を活用し、

県、市と連携しながら、後継者の育成、新規漁業者の確保を図る。 

 

漁業コスト削減

のための取組 

・全漁業者は、漁船燃費向上のため定期的な漁船の船底清掃を実施する。 

・全漁業者は、年１～２度の舵・プロペラの清掃を実施する 

・全漁業者は漁船の減速航行を行い、燃油消費量を削減する。 

活用する支援措

置等 

・漁業経営セーフティネット構築事業 

・水産多面的機能発揮対策事業 

・漁業就業者確保育成総合対策事業 

 



 ３年目（平成２９年度） 

漁業収入向上の

ための取組 

【まき網・船曳網・敷網（カタクチイワシ対象の漁業）】 

   ・ まき網漁業者は休漁日やまき網操業後の時間を活用した小型定置

網の兼業を開始する。 

   ・ まき網漁業者は現在活魚出荷を行っていないため、蓄養生簀を整

備し、アジ、サバ等の活魚出荷、カツオ一本釣り用のカタクチイワ

シの活餌の出荷並びに販売促進を実施する。 

   ・ まき網・船曳網・敷網漁業者が主として漁獲するカタクチイワシ

は鮮度維持が困難であるため地元でも漁獲直後しか食べることがで

きない。 

よって、カタクチイワシの付加価値向上及び観光資源としての活

用を図るため、漁業者及び漁協は鮮魚に近い状態で食べることがで

き、長期保存ができるしょうゆ漬け等の加工品の技術開発、試作品、

加工体制整備並びに販売先を検討する。 

【刺網】 

   ・ 刺網の主要漁獲物であるガザミは、漁獲される量が多いと魚価が

３０～５０％も下がるため、漁協及び漁業者は小浜温泉の蒸気を活

用した「小浜温泉蒸ガニ」の生産・販売に取り組みガザミ魚価の維

持、付加価値向上及び販売額増を図る。 

   ・ 漁協及び漁業者はガザミの放流及び 13cm以下のガザミの再放流に

取り組む。 

【小型機船底びき網】 

   ・ 小型機船底びき網の漁獲物であるアカガイは年間１，９００万円

の漁獲（１０年平均）があったが、平成２４年から橘湾の海底で大

量発生しているスボ（アシビキツバサゴカイの棲管）により現在操

業できない状況にある。 

漁業者は、平成２４年度に自主清掃活動としてアカガイ操業時に

スボ処理も同時に行ったが、平成２５年度にはスボの量が増加し操

業できない状況となった。 

漁協及び漁業者は、海底清掃に取り組むことにより漁場環境を整

備し、アカガイの水揚げ回復を図る。２９～３０年度事業実施。 

【その他の漁業】 

   ・ 近年、橘湾ではヌタウナギが増加し、敷設した「いかかご」にヌ

タウナギが入り、コウイカが食べられる被害が多発しコウイカの漁

獲量が減少している。 

漁業者は、これまで混獲されるヌタウナギを利用していなかった



が、漁獲金額の増加、並びに減少しているコウイカ漁獲量の回復を

図るため、２９年度はヌタウナギの試験操業を実施。 

【養殖】 

   ・ 京阪神地区の大手スーパーのオリジナル商品として販売されてい

る「びわ茶雲仙ぶり」は、販売先スーパーの販売計画の増大により

増産が必要な状況にある。 

漁協及び漁業者は、「びわ茶雲仙ぶり」の生産体制に係る施設整備

等について検討する。 

【その他】 

   ・ 漁業者及び漁協は、水産資源の維持・回復を図るためクルマエビ、

クマエビ、ガザミ、ヒラメ、アワビ、アカウニの種苗放流に取り組

む。 

   ・ 漁業者は及び漁協は、漁場環境の保全を図るためウニ駆除や海藻

の種苗投入等に取り組む。 

・  漁協は、県の「漁業就業者確保育成総合対策事業」等を活用し、

県、市と連携しながら、後継者の育成、新規漁業者の確保を図る。 

 

漁業コスト削減

のための取組 

・全漁業者は、漁船燃費向上のため定期的な漁船の船底清掃を実施する。 

・全漁業者は、年１～２度の舵・プロペラの清掃を実施する 

・全漁業者は漁船の減速航行を行い、燃油消費量を削減する。 

活用する支援措

置等 

・漁業経営セーフティネット構築事業 

・水産環境整備事業 

・水産多面的機能発揮対策事業 

・漁業就業者確保育成総合対策事業 

 

 
 ４年目（平成３０年度） 

漁業収入向上の

ための取組 

【まき網・船曳網・敷網（カタクチイワシ対象の漁業）】 

   ・ まき網漁業者は休漁日やまき網操業後の時間を活用した小型定置

網の兼業を実施する。 

   ・ まき網漁業者は現在活魚出荷を行っていないため、アジ、サバ等

の活魚出荷、カツオ一本釣り用のカタクチイワシの活餌の販売促進

を図る。 

   ・ まき網・船曳網・敷網漁業者が主として漁獲するカタクチイワシ

は鮮度維持が困難であるため地元でも漁獲直後しか食べることがで

きない。 



よって、カタクチイワシの付加価値向上及び観光資源としての活

用を図るため、漁業者及び漁協は鮮魚に近い状態で食べることがで

き、長期保存ができるしょうゆ漬け等の加工品を完成して、販路開

拓を図る。 

【刺網】 

   ・ 刺網の主要漁獲物であるガザミは、漁獲される量が多いと魚価が

30～50％も下がるため、漁協及び漁業者は小浜温泉の蒸気を活用し

た「小浜温泉蒸ガニ」の生産・販売に取り組みガザミ魚価の維持、

付加価値向上及び販売額増を図る。 

   ・ 漁協及び漁業者はガザミの放流及び 13cm以下のガザミの再放流に

取り組む。 

【小型機船底びき網】 

   ・ 小型機船底びき網の漁獲物であるアカガイは年間１，９００万円

の漁獲（１０年平均）があったが、平成２４年から橘湾の海底で大

量発生しているスボ（アシビキツバサゴカイの棲管）により現在操

業できない状況にある。 

漁業者は、平成２４年度に自主清掃活動としてアカガイ操業時に

スボ処理も同時に行ったが、平成２５年度にはスボの量が増加し操

業できない状況となった。 

漁協及び漁業者は、海底清掃に取り組むことにより漁場環境を整

備し、アカガイの水揚げ回復を図る。２９～３０年度事業実施。 

【その他の漁業】 

   ・ 近年、橘湾ではヌタウナギが増加し、敷設した「いかかご」にヌ

タウナギが入り、コウイカが食べられる被害が多発しコウイカの漁

獲量が減少している。 

漁業者は、これまで混獲されるヌタウナギを利用していなかった

が、漁獲金額の増加並びに減少しているコウイカ漁獲量の回復を図

るため、ヌタウナギの本操業を実施する。 

【養殖】 

   ・ 京阪神地区の大手スーパーのオリジナル商品として販売されてい

る「びわ茶雲仙ぶり」は、販売先スーパーの販売計画の増大により

増産が必要な状況にある。 

漁協及び漁業者は、「びわ茶雲仙ぶり」の生産体制に係る関連施設

等の整備を行う。 

【その他】 

   ・ 漁業者及び漁協は、水産資源の維持・回復を図るためクルマエビ、



クマエビ、ガザミ、ヒラメ、アワビ、アカウニの種苗放流に取り組

む。 

   ・ 漁業者は及び漁協は、漁場環境の保全を図るためウニ駆除や海藻

の種苗投入等に取り組む。 

・   漁協は、県の「漁業就業者確保育成総合対策事業」等を活用し、

県、市と連携しながら、後継者の育成、新規漁業者の確保を図る。 

 

漁業コスト削減

のための取組 

・全漁業者は、漁船燃費向上のため定期的な漁船の船底清掃を実施する。 

・全漁業者は、年１～２度の舵・プロペラの清掃を実施する 

・全漁業者は漁船の減速航行を行い、燃油消費量を削減する。 

 

活用する支援措

置等 

・漁業経営セーフティネット構築事業 

・水産環境整備事業 

・水産多面的機能発揮対策事業 

・漁業就業者確保育成総合対策事業 

 
 ５年目（平成３１年度） 

漁業収入向上の

ための取組 

【まき網・船曳網・敷網（カタクチイワシ対象の漁業）】 

  ・ まき網漁業者は休漁日やまき網操業後の時間を活用した小型定置網

の兼業を実施する。 

   ・ まき網漁業者は現在活魚出荷を行っていないため、アジ、サバ等

の活魚出荷、カツオ一本釣り用のカタクチイワシの活餌の販売促進

を図る。 

   ・ まき網・船曳網・敷網漁業者が主として漁獲するカタクチイワシ

は鮮度維持が困難であるため地元でも漁獲直後しか食べることがで

きない。 

よって、漁業者及び漁協は鮮魚に近い状態で食べることができ、

長期保存ができるしょうゆ漬け等の加工品で、カタクチイワシの付

加価値向上及び観光資源としての活用を図りながら、加工施設を整

備し、販路開拓、販売促進を実施する。 

【刺網】 

   ・ 刺網の主要漁獲物であるガザミは、漁獲される量が多いと魚価が

３０～５０％も下がるため、漁協及び漁業者は小浜温泉の蒸気を活

用した「小浜温泉蒸ガニ」の生産・販売に取り組みガザミ魚価の維

持、付加価値向上及び販売額増を図る。 

   ・ 漁協及び漁業者はガザミの放流及び 13cm以下のガザミの再放流に



取り組む。 

【小型機船底びき網】 

   ・ 小型機船底びき網の漁獲物であるアカガイは年間１，９００万円

の漁獲（１０年平均）があったが、平成２４年から橘湾の海底で大

量発生しているスボ（アシビキツバサゴカイの棲管）により現在操

業できない状況にある。 

漁業者は、平成２４年度に自主清掃活動としてアカガイ操業時に

スボ処理も同時に行ったが、平成２５年度にはスボの量が増加し操

業できない状況となった。 

漁協及び漁業者は、海底清掃に取り組むことにより漁場環境を整

備し、アカガイの水揚げ回復を図る。３1年アカガイ操業開始。 

   ・ 漁協及び漁業者はアカガイの種苗放流に取り組むとともに、漁業

者はアカガイ資源の維持回復を図るため殻長制限（１０cm 以下は再

放流）を実施する。 

     また、操業許可期間中の水揚げ状況により、操業時間の短縮、及

び休漁日の設定を行い、資源保護と価格維持に努める。 

【その他の漁業】 

   ・ 近年、橘湾ではヌタウナギが増加し、敷設した「いかかご」にヌ

タウナギが入り、コウイカが食べられる被害が多発しコウイカの漁

獲量が減少している。 

漁業者は、これまで混獲されるヌタウナギを利用していなかった

が、漁獲金額の増加並びに減少しているコウイカ漁獲量の回復を図

るため、ヌタウナギの本操業を実施。 

【養殖】 

   ・ 京阪神地区の大手スーパーのオリジナル商品として販売されてい

る「びわ茶雲仙ぶり」は、販売先スーパーの販売計画の増大により

増産が必要な状況にある。 

漁協及び漁業者は、「びわ茶雲仙ぶり」の生産を拡大する。 

【その他】 

   ・ 漁業者及び漁協は、水産資源の維持・回復を図るためクルマエビ、

クマエビ、ガザミ、ヒラメ、アワビ、アカウニの種苗放流に取り組

む。 

   ・ 漁業者は及び漁協は、漁場環境の保全を図るためウニ駆除や海藻

の種苗投入等に取り組む。 

・   漁協は、県の「漁業就業者確保育成総合対策事業」等を活用し、

県、市と連携しながら、後継者の育成、新規漁業者の確保を図る。 



 

漁業コスト削減

のための取組 

・全漁業者は、漁船燃費向上のため定期的な漁船の船底清掃を実施する。 

・全漁業者は、年１～２度の舵・プロペラの清掃を実施する 

・全漁業者は漁船の減速航行を行い、燃油消費量を削減する。 

 

活用する支援措

置等 

・漁業経営セーフティネット構築事業 

・水産多面的機能発揮対策事業 

・新水産業収益性向上・活性化支援事業 

・漁業就業者確保育成総合対策事業 

 
（４）関係機関との連携 

水産物の安定供給と付加価値向上により、漁業者の所得向上を図ることで地域の活性化に寄与

するため、行政（長崎県、長崎県総合水産試験場、県南水産業普及指導センター、雲仙市）、系

統団体（長崎県漁連）との連携を強化し取り組みを推進する。また、雲仙市商工会、小浜温泉観

光協会、小浜温泉旅館組合とも連携を深め消費拡大に繋げる。 

 
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 

 

 ※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 

  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 事業内容及び浜の活力再生プランとの関係性 

漁業経営セーフティ

ネット構築事業 

 国と漁業者が一体となり燃油高騰による生産コストを抑制し、安定し

た経営を図る。 

水産多面的機能発揮

対策事業 

漁場環境の保全を図るため、ウニ駆除や海藻の種苗投入を行い、藻場

の回復を図り所得向上に繋げる。 



水産環境整備事業 海底に堆積した、スボ（アシビキツバサゴカイの棲管）を除去すること

でアカガイ操業が可能となり漁獲量が上がるため、所得向上に繋がる。 

新水産業収益性向

上・活性化支援事業 

カタクチイワシの付加価値向上のため、加工施設を整備し、所得向上に

繋げる。 

・漁業就業者確保育成

総合対策事業 

漁業者の高齢化と後継者不足を解消するため、新規の漁業就業者を支援

し、確保育成を図ることで地域の活性化に繋げる。 

※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、「事業内容及び浜の活力 

再生プランとの関係性」のみ記載する。 

 


