
別記様式第 1 号 
浜の活力再生プラン 

１ 地域水産業再生委員会 
組織名 本渡・五和地区地域水産業再生委員会 
代表者 濱 廣昭 
 

再生委員会の構成員 
天草漁業協同組合本渡支所、佐伊津出張所、五和支所 
天草市経済部水産振興課 
熊本県天草広域本部水産課 

オブザーバー  
＊再生委員会規約及び推進体制の分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、 対象地域 

天草市（旧本渡市、五和町） 

２、対象漁業者数 546名（延べ 693名） 

一本釣り 372名、裸潜 60名、延縄 13 名、小型底曳 21 名、その他の

かご 27名、小型定置網 9名、えび流し網 7 名、ひじき 10 名、たこつ

ぼ 27 名、ばいかご 8 名、刺網 44 名、いかなご網 3 名、すくい網 2

名、潮打瀬網 15名、どうしゅう網 6名、まき網 1名、地曳網 1名、

魚類養殖 18 名、真珠養殖 3 名、クルマエビ養殖 3 名、アワビ・ウニ

養殖 23名、海藻養殖 20名 

 

【本渡地区】 対象漁業者 218名(延べ 247 名) 

一本釣り 130名、その他のかご 20名、小型定置網 8名、えび流し

網 7名、ひじき 10名、たこつぼ 15名、ばいかご 8名、刺網 18 名、

魚類養殖 18 名、真珠養殖 2 名、クルマエビ養殖 1名、アオサ養殖

10 名 

【佐伊津地区】 対象漁業者 56 名(延べ 81名) 

一本釣り 42 名、いかなご網 3名、すくい網 2名、潮打瀬網 15名、

どうしゅう網 6 名、その他のかご 7 名、たこつぼ 3 名、まき網 1

名、小型定置 1 名、地曳網 1 名 

【五和地区】 対象漁業者 272名(延べ 365 名) 

裸潜 60名、アワビ・ウニ養殖 23名、海藻養殖 10名、延縄 13名、

小型底曳 21 名、一本釣り 200 名、たこつぼ 9名、刺網 26 名、真珠

養殖 1名、クルマエビ養殖 2 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 
当地域は、熊本県の南西部に位置する天草諸島の天草上島と天草下島にまたがって位置

しており、穏やかな不知火海と有明海、潮流の速い早崎瀬戸と変化に富んだ海域に面して



いる。 

本渡地区は、本渡瀬戸で隔てられた天草上島と下島を結ぶ交通の要所に位置しており、

天草市の行政、経済の中心地であり、本渡地方卸売市場が開設されている。 

佐伊津地区は、本渡地区と同じ旧本渡市で、観光タコ釣りに多くの客が訪れている。 

五和地区は鬼池港が長崎県口之津港とのフェリー航路の玄関口となっており、早崎瀬戸

でのタイ釣りなどの遊漁船業が盛んである他、近年はイルカウオッチングに多くの観光客

が訪れている。 

地域の漁業は、マダイ、サワラ、トラフグなどの一本釣り漁業、ウニや海藻類の裸潜漁

業、小型機船底曳網漁業、まき網漁業などの漁船漁業の他、マダイ、ブリなどの魚類養殖、

クルマエビ養殖、クロメなどの海藻養殖と様々な漁業が営まれている。 

 しかしながら、近年は年々漁獲量が減少していることに加えて魚価も低迷、燃油価格や

漁具資材も高騰し、裸潜漁業や養殖業などには若手漁業者がいるものの、多くの漁業種類

では高齢化や後継者不足が深刻で、10 年後には漁業者が半分以下に減少すると予想される

など、厳しい状況におかれている。 

さらに、磯焼けやサンゴの一種であるウミアザミの増殖により藻場が減少しており、市

や県の指導を受けながらトサカやヒジキの繁殖、ウミアザミの駆除などによる藻場造成、

トラフグなどの種苗放流による資源増加を行っているが、さらなる取り組みが必要と考え

られている。 

 
（２）その他の関連する現状等 
 平成 22年度には本渡水産物荷捌き施設(地方卸売市場)を建替え、衛生的な施設とした。 

また、平成 24年に五和町二江に漁協直営のレストラン及び直売所を試験的に開設し、漁

業所得の向上を図るための実証実験を行っている。 

現在、市と漁協が連携し、二江漁港内に水産物直売所、レストランを併設した観光情報

センターと水産物荷さばき所・加工場を一体的に整備し、観光と水産業が融合した拠点施

設を計画中である。 

 
３ 活性化の取組方針 
（１）基本方針 
【漁業所得向上のための取組】  

１漁場生産力の向上        

①藻場保全など水産資源培養機能の維持、強化     

②種苗放流などによる水産資源の維持、強化     

③漁獲努力量の自主適正管理  

２流通体制の強化及び魚価向上 

①流通体制の強化及び効率化 

②品質管理の徹底 

③加工品の開発 

３漁業就業者の確保、育成       

【漁業コスト削減のための取組】 



１漁業コストの削減        

①省燃油活動の推進        

②船底清掃の徹底 

 
 
（２）漁獲努力の削減・維持及びその効果に関する担保処置 
熊本県漁業調整規則、資源回復計画、日本海・九州西広域漁業調整委員会指示及び天草不

知火海区漁業調整委員会指示が定める採捕制限を遵守し、資源保護及び漁獲量の適正管理

に努める。 
＊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 

以下の取組により漁業収入を基準年より 1.5％向上させる。 

１漁場生産力の向上 

①漁協及び漁業者は、ヒラメやクルマエビ等の種苗放流を継続し、併

せてさらなる放流適地や放流方法の検討を行い、放流効果の向上を

図る。 

②漁協及び漁業者は、トサカのスポアバック、ヒジキの基盤プレート

設置による藻場造成、ウミアザミの駆除を拡大し、海藻の漁獲向上

と併せ、水産動物の増殖を図る。 

２流通体制の強化及び魚価向上 

①漁協は、短期間に集中して水揚げされる天然ワカメを使用した塩蔵

ワカメや干しワカメ等の加工品開発に取り組み、新商品は漁協直販

所での販売を行う。 

 ②漁協は、現在作成中の漁協ホームページを活用し、四季折々に水揚

される商品の PR を行うことと併せ、ネットショップの構築により

販路拡大と魚価の向上を図る。 

③漁協は、マダコ等の価格が一定以下になった場合には漁協が買取、

販売を行うことで魚価を向上させる。 

④漁協及び漁業者は、単価の高いサワラ及びトラフグについて漁獲・

流通段階の取扱ガイドラインを設け、漁業者は小組合等を組織化し

て漁獲及び水揚げ時の品質管理を徹底するとともに、漁協は出荷時

の品質管理を徹底して魚価向上及びブランド化を図る。 

⑤潮流の速い早崎瀬戸で漁獲されたマダイ等は、身が締り良質である

ので、漁業者は水揚げ時に、漁協は出荷時に「早崎瀬戸産」の産地

表示を行い、他地区との差別化を図る。 

⑥漁協は、アカウニ及びムラサキウニを生ウニ又は塩水ウニで出荷し

ており、ミョウバンを使用せずウニ本来の味を活かしていることを

PRして、販路拡大を図る。 



 ⑦漁協は、ブランド化した魚種、市場流通では安価で取り扱われる魚

種等について、天草市、熊本県及び県東京事務所の支援を活用して、

都市圏の飲食店等への営業活動を行うほか、市や県が行う首都圏で

の PRイベント等に参加し、知名度及び魚価の向上を図る。 

⑧魚類養殖業者は、熊本県適正養殖業者認証制度等を活用し、認証業

者協議会で作成した販促用ＤＶＤやシール等を用いて、消費者及び

販売店に安心安全な養殖魚をＰＲすることで消費拡大と魚価向上

に努める。 

 ⑨クルマエビ養殖業者は、急速凍結による冷凍クルマエビの商品の自

社開発に取り組む。 

 ⑩真珠養殖業者は、貝柱を活用した商品の自社開発に取組む。 

 ⑪漁協及び天草市は、五和町二江に漁協直営レストラン及び直売所等

の整備に向け、事前調査等を実施する。 

３漁業就業者の確保、育成 

①漁協は、漁業就業者不足や高齢化に対応するため、熊本県及び天草

市と連携し、漁業研修制度等の活用により、意欲ある新規漁業就業

者の確保育成に努める。 

②漁協及び漁業者は、所得向上が見込めるアオサ養殖を推進し、所得

の向上を図る。 

漁業コスト削減

の為の取組 

以下の取り組みを行い基準年より漁業経費を 0.5％削減する。 

①漁業者は、定期的な船底清掃を実施し、燃油消費を削減する。 

②漁業者は、水揚時などの船舶係留中の機関を停止し、燃油消費を削

減する。 

③漁業者は、10％の減速航行を実施し、燃油消費を削減する。 

活用する支援処

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 

・産地水産業強化支援事業 

・資源管理推進事業 

・栽培漁業地域展開事業 

・広域種資源造成支援事業 

・青年就業準備交付金事業 

・活力あるくまもと水産業づくり事業（県事業） 

・水産基盤整備交付金事業（県・市事業） 

・新規就業者支援事業（市事業） 

・地域養殖業振興対策事業（市事業） 

 
２年目（平成２８年度） 
漁業収入向上の

ための取組 

以下の取組により漁業収入を基準年より 3.0％向上させる。 

１漁場生産力の向上 

①漁協及び漁業者は、ヒラメやクルマエビ等の種苗放流を継続し、併



せてさらなる放流適地や放流方法の検討を行い、放流効果の向上を

図る。 

②漁協及び漁業者は、トサカのスポアバック、ヒジキの基盤プレート

設置による藻場造成、ウミアザミの駆除を拡大し、海藻の漁獲向上

と併せ、水産動物の増殖を図る。 

２流通体制の強化及び魚価向上 

①漁協は、短期間に集中して水揚げされる天然ワカメを使用した塩蔵

ワカメや干しワカメ等の加工品開発に取り組み、新商品は漁協直販

所での販売を行う。 

 ②漁協は、現在作成中の漁協ホームページを活用し、四季折々に水揚

される商品の PR を行うことと併せ、ネットショップの構築により

販路拡大と魚価の向上を図る。 

③漁協は、マダコ等の価格が一定以下になった場合に買取、販売を行

うことで魚価を向上させる。 

④サワラ及びトラフグの魚価向上及びブランド化を図るため、制定し

た取扱ガイドラインに基づき、漁業者は小組合等を組織化して漁獲

及び水揚げ時の品質管理を、漁協は出荷時の品質管理を徹底して取

り組む。 

⑤潮流の速い早崎瀬戸で漁獲されたマダイ等は、身が締り良質である

ので、漁業者は水揚げ時に、漁協は出荷時に「早崎瀬戸産」の産地

表示を行い、他地区との差別化を図る。 

⑥漁協は、アカウニ及びムラサキウニは、生ウニ又は塩水ウニで出荷

しており、ミョウバンを使用せずウニ本来の味を活かしていること

を PRして、販路拡大を図る。 

⑦漁協は、ブランド化した魚種、市場流通では安価で取り扱われる魚種

等について、天草市、熊本県及び県東京事務所の支援を活用して、

都市圏の飲食店等への営業活動を行うほか、市や県が行う首都圏で

の PRイベント等に参加し、知名度及び魚価の向上を図る。 

⑧魚類養殖業者は、熊本県適正養殖業者認証制度等を活用し、認証業

者協議会で作成した販促用ＤＶＤやシール等を用いて、消費者及び

販売店に安心安全な養殖魚をＰＲすることで消費拡大と魚価向上

に努める。 

 ⑨クルマエビ養殖業者は、急速凍結による冷凍クルマエビの商品の自

社開発に取り組む。 

 ⑩真珠養殖業者は、貝柱を活用した商品の自社開発に取組む。 

 ⑪漁協及び天草市は、五和町二江に漁協直営レストラン、直売所、荷

捌き施設、加工場を整備のための実施設計を行う。 

３漁業就業者の確保、育成     

①漁協は、漁業就業者不足や高齢化に対応するため、天草市と連携し、

漁業研修制度等の活用により、意欲ある新規漁業就業者の確保育成



に努める。 

②漁協及び漁業者は、所得向上が見込めるアオサ養殖を推進し、所得

の向上を図る。 

漁業コスト削減

の為の取組 

以下の取り組みを行い基準年より漁業経費を 1.0％削減する。 

①漁業者は、定期的な船底清掃を実施し、燃油消費を削減する。 

②漁業者は、水揚時などの船舶係留中の機関を停止し、燃油消費を削

減する。 

③漁業者は、10％の減速航行を実施し、燃油消費を削減する。 

活用する支援処

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 

・産地水産業強化支援事業 

・資源管理推進事業 

・栽培漁業地域展開事業 

・広域種資源造成支援事業 

・産地水産業強化支援事業 

・青年就業準備交付金事業 

・活力あるくまもと水産業づくり事業（県事業） 

・水産基盤整備交付金事業（県・市事業） 

・新規就業者支援事業（市事業） 

・地域養殖業振興対策事業（市事業） 

 
３年目（平成２９年度） 
漁業収入向上の

ための取組 

以下の取組により漁業収入を基準年より 4.5％向上させる。 

１漁場生産力の向上 

①漁協及び漁業者は、ヒラメやクルマエビの種苗放流を継続し、併せ

てさらなる放流適地や放流方法の検討を行い、放流効果の向上を図

る。 

②漁協及び漁業者は、トサカのスポアバック、ヒジキの基盤プレート

設置による藻場造成、ウミアザミの駆除を拡大し、海藻の漁獲向上

と併せ、水産動物の増殖を図る。 

２流通体制の強化及び魚価向上 

①漁協は、短期間に集中して水揚げされる天然ワカメを使用した塩蔵

ワカメや干しワカメ等の製造を新たに整備した加工場で行い、商品

は漁協直販所での販売を行う。 

 ②漁協は、現在作成中の漁協ホームページを活用し、四季折々に水揚

される商品の PR を行うことと併せ、ネットショップの構築により

販路拡大と魚価の向上を図る。 

③漁協は、マダコ等の価格が一定以下になった場合に買取、販売を行

うことで魚価を向上させる。 

④サワラ及びトラフグの魚価向上及びブランド化を図るため、制定し



た取扱ガイドラインに基づき、漁業者は小組合等を組織化して漁獲

及び水揚げ時の品質管理を、漁協は出荷時の品質管理を徹底して取

り組む。 

⑤潮流の速い早崎瀬戸で漁獲されたマダイ等は、身が締り良質である

ので、漁業者は水揚げ時に、漁協は出荷時に「早崎瀬戸産」の産地

表示を行い、他地区との差別化を図る。 

⑥漁協は、アカウニ及びムラサキウニは、生ウニ又は塩水ウニで出荷

しており、ミョウバンを使用せずウニ本来の味を活かしていること

を PRして、販路拡大を図る。 

⑦漁協は、ブランド化した魚種、市場流通では安価で取り扱われる魚

種等について、天草市、熊本県及び県東京事務所の支援を活用して、

都市圏の飲食店等への営業活動を行うほか、市や県が行う首都圏で

の PRイベント等に参加し、知名度及び魚価の向上を図る。 

⑧魚類養殖業者は、熊本県適正養殖業者認証制度等を活用し、認証業

者協議会で作成した販促用ＤＶＤやシール等を用いて、消費者及び

販売店に安心安全な養殖魚をＰＲすることで消費拡大と魚価向上

に努める。 

 ⑨クルマエビ養殖業者は、急速凍結による冷凍クルマエビの商品の国

内外への販売を図る。 

 ⑩真珠養殖業者は、貝柱を活用した商品の販売を図る。 

 ⑪漁協及び天草市は、五和町二江に漁協直営レストラン、直売所、荷

捌き施設、加工場を整備する。 

３漁業就業者の確保、育成     

①漁協は、漁業就業者不足や高齢化に対応するため、天草市と連携し、

漁業研修制度等の活用により、意欲ある新規漁業就業者の確保育成

に努める。 

②漁協及び漁業者は、所得向上が見込めるアオサ養殖を推進し、所得

の向上を図る。 

漁業コスト削減

の為の取組 

以下の取り組みを行い基準年より漁業経費を 1.5％削減する。 

①漁業者は、定期的な船底清掃を実施し、燃油消費を削減する。 

②漁業者は、水揚時などの船舶係留中の機関を停止し、燃油消費を削

減する。 

③漁業者は、10％の減速航行を実施し、燃油消費を削減する。 

活用する支援処

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 

・資源管理推進事業 

・栽培漁業地域展開事業 

・広域種資源造成支援事業 

・産地水産業強化支援事業 

・青年就業準備交付金事業 



・活力あるくまもと水産業づくり事業（県事業） 

・水産基盤整備交付金事業（県・市事業） 

・新規就業者支援事業（市事業） 

・地域養殖業振興対策事業（市事業） 

 
４年目（平成３０年度） 
漁業収入向上の

ための取組 

以下の取組により漁業収入を基準年より 6.0％向上させる。 

１漁場生産力の向上 

①漁協及び漁業者は、ヒラメやクルマエビの種苗放流を継続し、併せ

てさらなる放流適地や放流方法の検討を行い、放流効果の向上を図

る。 

②漁協及び漁業者は、トサカのスポアバック、ヒジキの基盤プレート

設置による藻場造成、ウミアザミの駆除を拡大し、海藻の漁獲向上

と併せ、水産動物の増殖を図る。 

２流通体制の強化及び魚価向上 

①漁協は、短期間に集中して水揚げされる天然ワカメを使用した塩蔵

ワカメや干しワカメ等の製造を新たに整備した加工場で行い、新商

品は漁協直販所での販売を行う。 

 ②漁協は、現在作成中の漁協ホームページを活用し、四季折々に水揚

される商品の PR を行うことと併せ、ネットショップの構築により

販路拡大と魚価の向上を図る。 

③漁協は、マダコ等の価格が一定以下になった場合に買取、販売を行

うことで魚価を向上させる。 

④サワラ及びトラフグの魚価向上及びブランド化を図るため、制定し

た取扱ガイドラインに基づき、漁業者は小組合等を組織化して漁獲

及び水揚げ時の品質管理を、漁協は出荷時の品質管理を徹底して取

り組む。 

⑤潮流の速い早崎瀬戸で漁獲されたマダイ等は、身が締り良質である

ので、漁業者は水揚げ時に、漁協は出荷時に「早崎瀬戸産」の産地

表示を行い、他地区との差別化を図る。 

⑥漁協は、アカウニ及びムラサキウニは、生ウニ又は塩水ウニで出荷

しており、ミョウバンを使用せずウニ本来の味を活かしていること

を PRして、販路拡大を図る。 

⑦漁協は、ブランド化した魚種、市場流通では安価で取り扱われる魚

種等について、天草市、熊本県及び県東京事務所の支援を活用して、

都市圏の飲食店等への営業活動を行うほか、市や県が行う首都圏で

の PRイベント等に参加し、知名度及び魚価の向上を図る。 

⑧魚類養殖業者は、熊本県適正養殖業者認証制度等を活用し、認証業

者協議会で作成した販促用ＤＶＤやシール等を用いて、消費者及び

販売店に安心安全な養殖魚をＰＲすることで消費拡大と魚価向上



に努める。 

 ⑨クルマエビ養殖業者は、急速凍結による冷凍クルマエビの商品の国

内外への販売を図る。 

 ⑩真珠養殖業者は、貝柱を活用した商品の販売を図る。 

 ⑪漁協は、五和町二江に整備した漁協直営のレストラン及び直売所で

の地元水産物の利用・販売による消費拡大を図る。 

また、加工場では新たなワカメ加工商品の開発に取り組む。 

 ⑫地元飲食店及び旅館と連携し、地元ならではのメニュー開発に取り

組む。 

３漁業就業者の確保、育成     

①漁協は、漁業就業者不足や高齢化に対応するため、天草市と連携し、

漁業研修制度等の活用により、意欲ある新規漁業就業者の確保育成

に努める。 

②漁協及び漁業者は、所得向上が見込めるアオサ養殖を推進し、所得

の向上を図る。 

漁業コスト削減

の為の取組 

以下の取り組みを行い基準年より漁業経費を 2.0％削減する。 

①漁業者は、定期的な船底清掃を実施し、燃油消費を削減する。 

②漁業者は、水揚時などの船舶係留中の機関を停止し、燃油消費を削

減する。 

③漁業者は、10％の減速航行を実施し、燃油消費を削減する。 

活用する支援処

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 

・産地水産業強化支援事業 

・資源管理推進事業 

・栽培漁業地域展開事業 

・広域種資源造成支援事業 

・青年就業準備交付金事業 

・活力あるくまもと水産業づくり事業（県事業） 

・水産基盤整備交付金事業（県・市事業） 

・新規就業者支援事業（市事業） 

・地域養殖業振興対策事業（市事業） 

 
５年目（平成３１年度） 
漁業収入向上の

ための取組 

以下の取組により漁業収入を基準年より 7.5％向上させる。 

１漁場生産力の向上 

①漁協及び漁業者は、ヒラメやクルマエビの種苗放流を継続し、併せ

てさらなる放流適地や放流方法の検討を行い、放流効果の向上を図

る。 

②漁協及び漁業者は、トサカのスポアバック、ヒジキの基盤プレート

設置による藻場造成、ウミアザミの駆除を拡大し、海藻の漁獲向上



と併せ、水産動物の増殖を図る。 

２流通体制の強化及び魚価向上 

①漁協は、短期間に集中して水揚げされる天然ワカメを使用した塩蔵

ワカメや干しワカメ等の製造を新たに整備した加工場で行い、新商

品は漁協直販所での販売を行う。 

 ②漁協は、現在作成中の漁協ホームページを活用し、四季折々に水揚

される商品の PR を行うことと併せ、ネットショップの構築により

販路拡大と魚価の向上を図る。 

③漁協は、マダコ等の価格が一定以下になった場合に買取、販売を行

うことで魚価を向上させる。 

④サワラ及びトラフグの魚価向上及びブランド化を図るため、制定し

た取扱ガイドラインに基づき、漁業者は小組合等を組織化して漁獲

及び水揚げ時の品質管理を、漁協は出荷時の品質管理を徹底して取

り組む。 

⑤潮流の速い早崎瀬戸で漁獲されたマダイ等は、身が締り良質である

ので、漁業者は水揚げ時に、漁協は出荷時に「早崎瀬戸産」の産地

表示を行い、他地区との差別化を図る。 

⑥漁協は、アカウニ及びムラサキウニは、生ウニ又は塩水ウニで出荷

しており、ミョウバンを使用せずウニ本来の味を活かしていること

を PRして、販路拡大を図る。 

⑦漁協は、ブランド化した魚種、市場流通では安価で取り扱われる魚

種等について、天草市、熊本県及び県東京事務所の支援を活用して、

都市圏の飲食店等への営業活動を行うほか、市や県が行う首都圏で

の PRイベント等に参加し、知名度及び魚価の向上を図る。 

⑧魚類養殖業者は、熊本県適正養殖業者認証制度等を活用し、認証業

者協議会で作成した販促用ＤＶＤやシール等を用いて、消費者及び

販売店に安心安全な養殖魚をＰＲすることで消費拡大と魚価向上

に努める。 

 ⑨クルマエビ養殖業者は、急速凍結による冷凍クルマエビの商品の国

内外への販売を図る。 

 ⑩真珠養殖業者は、貝柱を活用した商品の販売を図る。 

 ⑪漁協は、五和町二江に整備した漁協直のレストラン及び直売所での

地元水産物の利用・販売による消費拡大を図る。 

また、加工場では新たなワカメ加工商品の開発に取り組む。 

 ⑫地元飲食店及び旅館と連携し、地元ならではのメニュー開発に取り

組む。 

３漁業就業者の確保、育成     

①漁協は、漁業就業者不足や高齢化に対応するため、天草市と連携し、

漁業研修制度等の活用により、意欲ある新規漁業就業者の確保育成

に努める。 



②漁協及び漁業者は、所得向上が見込めるアオサ養殖を推進し、所得

の向上を図る。 

漁業コスト削減

の為の取組 

以下の取り組みを行い基準年より漁業経費を 2.5％削減する。 

①漁業者は、定期的な船底清掃を実施し、燃油消費を削減する。 

②漁業者は、水揚時などの船舶係留中の機関を停止し、燃油消費を削

減する。 

③漁業者は、10％の減速航行を実施し、燃油消費を削減する。 

活用する支援処

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 

・産地水産業強化支援事業 

・資源管理推進事業 

・栽培漁業地域展開事業 

・広域種資源造成支援事業 

・青年就業準備交付金事業 

・活力あるくまもと水産業づくり事業（県事業） 

・水産基盤整備交付金事業（県・市事業） 

・新規就業者支援事業（市事業） 

・地域養殖業振興対策事業（市事業） 

 
（4） 関連機関との連携 

各種取組の推進に関しては、県や市の水産関係部局から助言、指導を受ける。 
特に漁場生産力の向上に関しては、県水産研究センターの技術的支援を受ける。 

 
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         円 

目標年 平成  年度：漁業所得         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連性 

事業名 事業内容及び浜の活力再生プランとの関連性 
・漁業経営セーフティネット構築事業 燃油費、配合飼料費の高騰による影響を緩和 



・水産多面的機能発揮対策事業 

・産地水産業強化支援事業 

・資源管理推進事業 

・栽培漁業地域展開事業 

・広域種資源造成支援事業 

・活力あるくまもと水産業づくり事業 

・水産基盤整備交付金事業 

・青年就業準備交付金事業 

・新規就業者支援事業 

・地域養殖業振興対策事業 

ヒジキ等の漁場造成 
漁協直営レストラン、荷捌き施設等の整備 
トラフグ、クルマエビ等の放流 
 
 
視察・直売・PR 活動等の支援 
水産資源の繁殖保護 
新規漁業就業者の確保・育成 
 
新たな養殖への支援 

※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。 
※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。 
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