
 
浜の活力再生プラン 

１  地域水産業再生委員会 
組 織 名 喜入地区地域水産業再生委員会 

代表者名 会長  山﨑  力 
     

再生委員会の 
構  成  員 

喜入町漁業協同組合，鹿児島市喜入農林事務所 

オブザーバー 鹿児島地域振興局 
※  再生委員会規約及び推進体制は別紙のとおり 

 
対象となる地域の範 
囲及び漁業の種類 

鹿児島県鹿児島市喜入地区の，沖合を含む一本釣漁業(66 
名)，沖合延縄漁業（1 名），刺網漁業（アジカマス網，建

網，カレイ網等）（53 名） ，イカ巣びき網漁業（14 名），

小型機船底曳網漁業（4 名），小型定置網(1 名)，カニ網漁

業（1 名 ），タコカゴ漁業（18 名） ，カニカゴ漁業（6 名）  
 ，バイ漁業（14 名 ），青のり（ヒトエグサ）養殖漁業（9
名）ヒジキ漁業（9 名）等 合計 66 名 

 
２  地域の現状 

（１）  関連する水産業を取り巻く現状等 
・当地区は鹿児島県鹿児島市の南部に位置しており，鹿児島湾の西側，約１６キロ

にわたる岩礁と砂浜による海岸線を有している。 
・鹿児島湾内において日帰りで行う一本釣りやカマス・アジなどを狙う刺網漁業，

小型底曳網漁業、かご漁業など沿岸漁業にたずさわる兼業漁業者が多い。そのほ

か，奄美沖縄方面まで向かう，沖合漁業である瀬物一本釣漁業がある。 
・沿岸漁業は，マダイ等を対象とする一本釣漁業，カマス、アジなど多様な魚種を

狙った刺網漁業，地元で青のりと言われるヒトエグサ養殖業を中心に操業を行っ

ているが，近年，漁獲量は減少し，平成 26 年度の沿岸漁業・沖合漁業を含めた

漁獲量は 144 トン，水揚げ金額は 192 百万円となっている。 
・漁業就業者の高齢化及び減少・魚価の低迷や燃油資材の高騰等により、操業すれ

ば赤字になるといわれる程、厳しい状況である。また，漁船のエンジンも旧型で

燃費が悪いものがある。 
・地元に市場がなく、漁業者がそれぞれ鹿児島市中央魚類市場まで出荷しているが，

市場まで距離があり、労力的にも大変なため，現在は運搬業者に市場への出荷を

委託している漁業者も多い。そのため，出荷に経費がかかるほか，漁獲から１日



後に出荷，市場での競りとなるため，特にカマスやアジなどの多獲性魚では，単

価が安くなることが多い。また，市場に出荷しても単価が安い雑魚については，

市場へ出荷しないことが多い。 
・地元で漁獲物が水揚げされるにもかかわらず，いったん遠距離にある市場に出荷

することで，地元住民が新鮮な水産物を購入する機会が乏しい。 
・沖合で操業する瀬物一本釣等漁業者は，漁場への往復距離が長いため，経費のう

ち燃料分の負担が大きい。ホタなどを漁獲対象とする漁業者は，漁場に近い沖縄

への水揚げが多い。キンメダイ等を漁獲対象とする漁業者は，ほとんどを鹿児島

中央市場へ出荷しているが，県外の市場の方が，単価が高い場合も多い。  
    

（２）  その他の関連する現状等 
・昭和 44 年に JX 日鉱日石石油基地ができ，その後隣接して喜入新港が整備された。

喜入新港には事務所建設用地を確保しているが，事務所と併せて直販所や加工施

設等も整備したく，場所の変更を要望中である。 
・漁協では，市の産業祭（わいわい祭）等のイベントで，カマス・アジの鮮魚や，

カマス塩干品，青のりを販売し地産地消に取り組んでいる。 
・喜入地区には鹿児島市の市民農園があり，農業体験の施設もあることから，組み

合わせにより，ブルーツーリズム体験を行うことができる。 
・沖合漁業については，燃油の高騰に加え尖閣問題で漁場を制限されるなど，厳し

い操業を強いられている。 
 

   
３  活性化の取組方針 

（１）  基本方針 
１ 漁業世帯収入の向上                             
（１）付加価値向上 
①多獲性魚の直売及び加工 
・当地区では，カマスやアジがまとまって漁獲されることがあり，市場に出荷して

も出荷量が多く単価が下がることが多い。このため，漁協が新設する漁協事務所に

併設して，簡易加工施設を併せ持った直販施設を整備し，ここで鮮度の良いカマ

ス・アジを市場価格よりも高い値段で販売する。 
・カマスについては，簡易加工施設が市場価格よりも高い値段で買い取って加工す

ることにより，付加価値を付け販売する。 
②低利用魚等の直売 
・現在，市場に出荷しても単価が安く経費が合わないため自家消費や廃棄している

低利用魚について，整備を計画している漁協直販所で消費者に対して美味しい食べ



方を普及しながら販売する。当地区での低利用魚は，沿岸漁業のソコイトヨリ，ク

ロサギ，タカノハダイ，ブダイなどに加え，沖合漁業のハチビキなどがある。特に，

沖合漁業で漁獲される魚種は，他の直販所にはない品揃えとなり，近隣に直販所が

増加する中で特色を出すことができ集客に効果が見込める。 
③鮮度保持対策の普及と活魚出荷体制の構築 
・神経締めや冷却方法等，鮮度保持のための情報を共有し，魚価の向上を図る。 
・整備を計画している漁協事務所に活魚設備を併設し，ここを拠点とした活魚出荷

体制を構築し，魚価の向上を図る。 
 

（２）販路の開拓 
①青のりの販路開拓 
・青のりの養殖漁場は限られており，収穫量を大幅に伸ばすことはできないので，

これまで取引のある販路の他にも，高単価な取引が可能となる新たな販路を検討す

る。 
②沖合漁業のキンメダイの販路開拓 
・現在，沖合漁業で漁獲されるキンメダイは，ほとんどを鹿児島中央卸売市場に出

荷しているが，入荷量によっては値崩れすることもある。このため，他県市場の相

場も見ながら，優位な市場を選択し出荷する。 
・整備を計画している漁協直販所にも出荷し，地元にも販路を広げながら直販所の

品揃えや地産地消を推進する。 
・単価の安いものについては，加工向けにも出荷し魚価の向上を図る。 

 
（３）漁獲量の増大 
①水産資源の増大（魚礁設置，藻場造成，放流等） 
・広域漁場整備事業における増殖用魚礁設置，松木魚礁の設置，ヒジキやオゴノリ

による藻場造成，マダイ・ヒラメの種苗放流等を継続して実施し，水産資源の回復

に取り組みながら漁獲量の増大を図る。 
②漁具の改良による漁獲率の向上 
・沖合漁業について，釣り漁具の改良により，漁獲率の向上を図る。 

 
（４）漁協事務所等の整備 
・これまで漁協事務所は独自の建屋ではなかったが，JX 日鉱日石石油基地に隣接

して整備された喜入新港に，漁協事務所を整備する。この事務所には，荷さばき

所や冷蔵庫，出荷用活魚設備の他，６次産業化に取り組むため直販所や簡易加工

施設を併設する。 
 



（５）ブルーツーリズムによる地産地消の推進 
・青のり摘み体験などにより，青のりの知名度向上を図り，消費を促進する。 
 
２ 漁業コスト削減 
（１）燃油コスト削減 
①船底掃除による燃油削減 
・船底清掃を実施し，燃油の消費量を削減する。 
②減速航行による燃油削減 
・減速航行を実施し，燃油の消費量を削減する。 
③機関換装による燃油削減 
・省エネ推進機関を導入し，燃費向上により燃油の消費量を削減する。 
 
（２）運搬経費の削減 
・地元直販所に出荷することにより，鹿児島中央市場への委託運搬の経費を節約す

る。 
 
（３）漁具等経費の節減 
・沖合漁業において，漁具漁法の改良により，漁具費の節減を行う。 
（２） 漁獲努力量の削減・維持及びその結果に関する担保措置 
鹿児島県漁業調整規則により，採捕できる水産動物の体長制限や採捕禁止期間を

設けるとともに，漁法等の制限を行っている。 
鹿児島海区漁業調整委員会指示により，マダイ・ヒラメの体長制限を設けている。 
漁協の漁業権行使規則により，採捕できる水産動植物の操業期間と操業時間，漁

具・漁場の制限を設けている。 
 

※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） 

 取組内容については，取り組みの進捗状況や得られた成果等を踏まえ，必要に応じて

見直すものとする。 
 1 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 5.3％向上させる。 

漁業収入向上 
のための取組 

１ 漁業世帯収入の向上                             
（１）付加価値向上 
①多獲性魚の直売及び加工 
・漁協及び漁業者は，産業祭等のイベントで，カマス・アジの鮮魚

や，カマス塩干品，青のりを販売し，地産地消に取り組みながら，



漁協が整備を計画している直販施設での販売に向けてノウハウを蓄

積する。 
②低利用魚等の直売 
・漁協及び漁業者は，産業祭等のイベントで，沿岸漁業で漁獲され

るソコイトヨリ，クロサギ，タカノハダイ，ブダイなどや沖合漁業

で漁獲されるハチビキなどを，消費者に対して美味しい食べ方を普

及しながら販売し，地産地消に取り組みながら，漁協が整備を計画

している直販施設での販売に向けてノウハウを蓄積する。 
③鮮度保持対策の普及と活魚出荷体制の構築 
・漁業者は，神経締めや冷却方法等，鮮度保持のための情報を共有

し，魚価の向上を図る。 
・漁協は，整備を計画している漁協事務所に併設した活魚設備を拠

点とした活魚出荷体制の構築を検討する。 
 

（２）販路の開拓 
①青のりの販路開拓 
・漁協及び漁業者は，これまで取引のある販路の他にも，高単価な

取引が可能となる新たな販路を検討し，可能なことから実践する。 
②沖合漁業のキンメダイの販路開拓 
・沖合漁業者は，鹿児島中央卸売市場だけではなく他県市場のキン

メダイ相場も見ながら，優位な市場を選択し出荷する。また，単価

の安いものについては，加工向けの出荷について検討し，可能なこ

とから実践する。 
 

（３）漁獲量の増大 
①水産資源の増大（魚礁設置，藻場造成，放流等） 
・漁協及び漁業者は，県や市等関係機関の協力を得ながら，松木魚

礁の設置，ヒジキやオゴノリによる藻場造成及びマダイ・ヒラメ

の放流により資源の増大を図る。 
②漁具の改良による漁獲率の向上 
・沖合漁業者は，釣り漁具の改良により漁獲率の向上を図り，漁獲

量の増大に努める。 
 

（４）漁協事務所等の整備 
・漁協は，荷さばき所や冷蔵庫，出荷用活魚設備の他，直販所や簡

易加工施設を併設した漁協事務所の新設を検討する。新設するに



当たっての検討事項としては，用地の確保に向けた港湾管理者と

の協議や漁協直営に係る経営方法の内部協議，補助事業導入に関

する行政機関との協議等である。 

漁業コスト削

減のための取

組 
 

（１）燃油コスト削減 
①船底掃除による燃油削減 
・漁協は，総会等において漁業者に対し船底清掃による燃油削減を

啓発する。漁業者は，船底清掃を実施し，基準年より７％の消費

燃油量削減を行う。 
②減速航行による燃油削減 
・漁協は，総会等において漁業者に対し減速航行による燃油削減を

啓発する。漁業者は，減速航行を行うことにより，基準年より燃

油消費量を７％削減する。 
 
（２）漁具等経費の縮減 
・沖合漁業者は，漁具漁法の改善及び導入により，コスト削減を検

討する。 
活用する支援

措置等 
 

・広域漁場整備事業（水産庁） 
・漁業経営セーフティーネット構築事業(水産庁) 
・地域実践活動取組支援事業（水産庁） 
・産地水産業強化支援事業（水産庁） 
・浜の活力再生支援事業（鹿児島県） 
・増養殖振興事業（鹿児島市） 
・種子島周辺漁業対策事業（JAXA） 

 
2 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 5.3％向上させる。                                 

漁業収入向上 
のための取組 

１ 漁業世帯収入の向上                             
（１）付加価値向上 
①多獲性魚の直売及び加工 
・漁協及び漁業者は，産業祭等のイベントで，カマス・アジの鮮魚

や，カマス塩干品，青のりを販売し，地産地消に取り組みながら，

漁協が整備を計画している直販施設での販売に向けてノウハウを蓄

積する。 
②低利用魚等の直売 
・漁協及び漁業者は，産業祭等のイベントで，沿岸漁業で漁獲され



るソコイトヨリ，クロサギ，タカノハダイ，ブダイなどや沖合漁業

で漁獲されるハチビキなどを，消費者に対して美味しい食べ方を普

及しながら販売し，地産地消に取り組みながら，漁協が整備を計画

している直販施設での販売に向けてノウハウを蓄積する。 
③鮮度保持対策の普及と活魚出荷体制の構築 
・漁業者は，神経締めや冷却方法等，鮮度保持のための情報を共有

し，魚価の向上を図る。 
・漁協は，整備を計画している漁協事務所に併設した活魚設備を拠

点とした活魚出荷体制の構築を検討する。 
 

（２）販路の開拓 
①青のりの販路開拓 
・漁協及び漁業者は，これまで取引のある販路の他にも，高単価な

取引が可能となる新たな販路を検討し，可能なことから実践する。 
②沖合漁業のキンメダイの販路開拓 
・沖合漁業者は，鹿児島中央卸売市場だけではなく他県市場のキン

メダイ相場も見ながら，優位な市場を選択し出荷する。また，単価

の安いものについては，加工向けの出荷について検討し，可能なこ

とから実践する。 
 

（３）漁獲量の増大 
①水産資源の増大（魚礁設置，藻場造成，放流等） 
・漁協及び漁業者は，県や市等関係機関の協力を得ながら，松木魚

礁の設置，ヒジキやオゴノリによる藻場造成及びマダイ・ヒラメ

の放流により資源の増大を図る。 
・県や市は，広域漁場整備事業における増殖用魚礁設置によって水

産資源の増大を図る。また，漁協及び漁業者は造成された増殖用

魚礁に，マダイの稚魚期を中心に最低２ヶ月間の保護期間を設け

水産資源の回復に取り組みながら漁獲量の増大を図る。 
②漁具の改良による漁獲率の向上 
・沖合漁業者は，釣り漁具の改良により漁獲率の向上を図り，漁獲

量の増大に努める。 
 

（４）漁協事務所等の整備 
 ・漁協は，荷さばき所や冷蔵庫，出荷用活魚設備の他，直販所や

簡易加工施設を併設した漁協事務所の新設を検討する。新設する

に当たっての検討事項としては，用地の確保に向けた港湾管理者



 
３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。 

漁業収入向上 
のための取組 

１ 漁業世帯収入の向上                             
（１）付加価値向上 
①多獲性魚の直売及び加工 
・漁協及び漁業者は，産業祭等のイベントで，カマス・アジの鮮魚

や，カマス塩干品，青のりを販売し，地産地消に取り組みながら，

漁協が整備を計画している直販施設での販売に向けてノウハウを蓄

積する。 
②低利用魚等の直売 
・漁協及び漁業者は，産業祭等のイベントで，沿岸漁業で漁獲され

るソコイトヨリ，クロサギ，タカノハダイ，ブダイなどや沖合漁業

で漁獲されるハチビキなどを，消費者に対して美味しい食べ方を普

及しながら販売し，地産地消に取り組みながら，漁協が整備を計画

との協議や漁協直営に係る経営方法の内部協議，補助事業導入に

関する行政機関との協議等である。 

漁業コスト削

減のための取

組 
 

（１）燃油コスト削減 
①船底掃除による燃油削減 
・漁協は，総会等において漁業者に対し船底清掃による燃油削減を

啓発する。漁業者は，船底清掃を実施し，基準年より７％の消費

燃油量削減を行う。 
②減速航行による燃油削減 
・漁協は，総会等において漁業者に対し減速航行による燃油削減を

啓発する。漁業者は，減速航行を行うことにより，基準年より燃

油消費量を７％削減する。 
 
（２）漁具経費等の縮減 
・沖合漁業者は，漁具漁法の改善及び導入により，コスト削減を検

討する。 
活用する支援

措置等 
 

・広域漁場整備事業（水産庁） 
・漁業経営セーフティーネット構築事業(水産庁) 
・地域実践活動取組支援事業（水産庁） 
・産地水産業強化支援事業（水産庁） 
・浜の活力再生支援事業（鹿児島県） 
・増養殖振興事業（鹿児島市） 
・種子島周辺漁業対策事業（JAXA） 



している直販施設での販売に向けてノウハウを蓄積する。 
③鮮度保持対策の普及と活魚出荷体制の構築 
・漁業者は，神経締めや冷却方法等，鮮度保持のための情報を共有

し，魚価の向上を図る。 
・漁協は，整備を計画している漁協事務所に併設した活魚設備を拠

点とした活魚出荷体制の構築を検討する。 
 

（２）販路の開拓 
①青のりの販路開拓 
・漁協及び漁業者は，これまで取引のある販路の他にも，高単価な

取引が可能となる新たな販路を検討し，可能なことから実践する。 
②沖合漁業のキンメダイの販路開拓 
・沖合漁業者は，鹿児島中央卸売市場だけではなく他県市場のキン

メダイ相場も見ながら，優位な市場を選択し出荷する。また，単価

の安いものについては，加工向けの出荷について検討し，可能なこ

とから実践する。 
 

（３）漁獲量の増大 
①水産資源の増大（魚礁設置，藻場造成，放流等） 
・漁協及び漁業者は，県や市等関係機関の協力を得ながら，松木魚

礁の設置，ヒジキやオゴノリによる藻場造成及びマダイ・ヒラメ

の放流により資源の増大を図る。 
・県や市は，広域漁場整備事業における増殖用魚礁設置によって水

産資源の増大を図る。また，漁協及び漁業者は造成された増殖用

魚礁に，マダイの稚魚期を中心に最低２ヶ月間の保護期間を設け

水産資源の回復に取り組みながら漁獲量の増大を図る。 
②漁具の改良による漁獲率の向上 
・沖合漁業者は，釣り漁具の改良により漁獲率の向上を図り，漁獲

量の増大に努める。 
 
（４）漁協事務所等の整備 
・漁協は，荷さばき所や冷蔵庫，直販所や簡易加工施設を併設した

漁協事務所を新設する。また，出荷用活魚設備等の整備について，

引き続き漁協内や行政機関と協議する。 



漁業コスト削

減のための取

組 
 

（１）燃油コスト削減 
①船底掃除による燃油削減 

・漁協は，総会等において漁業者に対し船底清掃による燃油削減を

啓発する。漁業者は，船底清掃を実施し，基準年より７％の消費

燃油量削減を行う。 
②減速航行による燃油削減 

・漁協は，総会等において漁業者に対し減速航行による燃油削減を

啓発する。漁業者は，減速航行を行うことにより，基準年より燃

油消費量を７％削減する。 
（２）漁具経費等の縮減 
・沖合漁業者は，漁具漁法の改善及び導入により，コスト削減を検

討する。 
活用する支援

措置等 
 

・広域漁場整備事業（水産庁） 
・漁業経営セーフティーネット構築事業(水産庁) 
・地域実践活動取組支援事業（水産庁） 
・産地水産業強化支援事業（水産庁） 
・浜の活力再生支援事業（鹿児島県） 
・増養殖振興事業（鹿児島市） 
・種子島周辺漁業対策事業（JAXA） 

 
４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 15 .1％向上させる。 

漁業収入向上

のための取組 
 

１ 漁業世帯収入の向上                             
（１）付加価値向上 
①多獲性魚の直売及び加工 
・漁協は，漁業者から鮮度の良いカマス・アジを買い上げ，漁協が

新設した直販所で販売する。 
・漁協は，漁業者から鮮度の良いカマスを買い上げ，漁協が新設し

た簡易加工施設で加工し付加価値を付けて販売する。 
・漁業者は，漁協の直販所や簡易加工施設に鮮度の良いカマス・ア

ジを出荷する。 
・漁協及び漁業者は，引き続き産業祭等のイベントで鮮魚や加工品

等を販売し地産地消に取り組むことで，一般市民に日常においても

漁協直販所の利用を促す。 
②低利用魚等の直売 
・漁協は，漁業者から市場に出荷しても単価が安く経費が合わない

ため自家消費や廃棄している低利用魚を買い上げ，漁協が新設した



直販所で消費者に対して美味しい食べ方を普及しながら販売する。 
・漁業者は，漁協の直販所に鮮度の良い低利用魚を出荷する。 
・漁協は，直販所において沿岸漁業の低利用魚に加え，沖合漁業の

低利用魚も取り扱うことで，他の直販所にはない品揃えとなり，近

隣に直販所が増加する中，特色を出すことにより集客を図る。 
・漁協及び漁業者は，引き続き産業祭等のイベントで低利用魚を販

売し地産地消に取り組むことで，一般市民に日常においても漁協直

販所の利用を促す。 
③鮮度保持対策の普及と活魚出荷体制の構築 
・漁業者は，神経締めや冷却方法等，鮮度保持のための情報を共有

し，魚価の向上を図る。 
・漁協は，整備を計画している漁協事務所に併設した活魚設備を拠

点とした活魚出荷体制の構築を検討する。 
 

（２）販路の開拓 
①青のりの販路開拓 
・漁協及び漁業者は，これまで取引のある販路の他にも，高単価な

取引が可能となる新たな販路を検討し，可能なことから実践する。 
②沖合漁業のキンメダイの販路開拓 
・沖合漁業者は，鹿児島中央卸売市場だけではなく他県市場のキン

メダイ相場も見ながら，優位な市場を選択し出荷する。また，漁協

直販所にも出荷し，地元にも販路を広げながら直販所の品揃えや地

産地消を推進する。更に，単価の安いものについては，加工向けの

出荷について検討し，可能なことから実践する。 
 

（３）漁獲量の増大 
①水産資源の増大（魚礁設置，藻場造成，放流等） 
・漁協及び漁業者は，県や市等関係機関の協力を得ながら，松木魚

礁の設置，ヒジキやオゴノリによる藻場造成及びマダイ・ヒラメ

の放流により資源の増大を図る。 
・県や市は，広域漁場整備事業における増殖用魚礁設置によって水

産資源の増大を図る。また，漁協及び漁業者は造成された増殖用

魚礁に，マダイの稚魚期を中心に最低２ヶ月間の保護期間を設け

水産資源の回復に取り組みながら漁獲量の増大を図る。 
②漁具の改良による漁獲率の向上 
・沖合漁業者は，釣り漁具の改良により漁獲率の向上を図り，漁獲



量の増大に努める。 
 
（４）漁協事務所等の整備 
・漁協は，漁協事務所に併設した出荷用活魚設備等の整備について，

引き続き漁協内や行政機関と協議する。 
 
（５）ブルーツーリズムによる地産地消の推進 
・漁協及び漁業者は，青のり摘み体験などにより，青のりの知名度

向上を図り，消費を促進する。 
漁業コスト削

減のための取

組 

（１）燃油コスト削減 
①船底掃除による燃油削減 
・漁協は，総会等において漁業者に対し船底清掃による燃油削減を

啓発する。漁業者は，船底清掃を実施し，基準年より７％の消費

燃油量削減を行う。 
②減速航行による燃油削減 
・漁協は，総会等において漁業者に対し減速航行による燃油削減を

啓発する。漁業者は，減速航行を行うことにより，基準年より燃

油消費量を７％削減する。 
（２）地元での販売による運搬経費削減 
・漁業者は，漁獲物の一部を地元で販売することにより，これまで

中央市場へ運搬していた経費を節減する。 
（３）漁具費等の縮減 
・沖合漁業者は，漁具漁法の改善及び導入により，コスト削減を検

討する。 
活用する支援

事業 
 

・広域漁場整備事業（水産庁） 
・漁業経営セーフティーネット構築事業(水産庁) 
・地域実践活動取組支援事業（水産庁） 
・産地水産業強化支援事業（水産庁） 
・浜の活力再生支援事業（鹿児島県） 
・増養殖振興事業（鹿児島市） 
・種子島周辺漁業対策事業（JAXA） 
・グリーンツーリズム推進事業（鹿児島市） 

    
５年目（平成 31 年度）以下の取組により漁業所得を基準年対比 21.5％向上させる。 

漁業収入向上

のための取組 
１ 漁業世帯収入の向上                             
（１）付加価値向上 



①多獲性魚の直売及び加工 
・漁協は，漁業者から鮮度の良いカマス・アジを買い上げ，漁協

の直販所で販売する。 
・漁協は，漁業者から鮮度の良いカマスを買い上げ，漁協の簡易

加工施設で加工し付加価値を付けて販売する。 
・漁業者は，漁協の直販所や簡易加工施設に鮮度の良いカマス・

アジを出荷する。 
・漁協及び漁業者は，引き続き産業祭等のイベントで鮮魚や加工

品等を販売し地産地消に取り組むことで，一般市民に日常におい

ても漁協直販所の利用を促す。 
②低利用魚等の直売 
・漁協は，漁業者から市場に出荷しても単価が安く経費が合わな

いため自家消費や廃棄している低利用魚を買い上げ，漁協が新設

した直販所で消費者に対して美味しい食べ方を普及しながら販売

する。 
・漁協は，直販所において沿岸漁業の低利用魚に加え，沖合漁業

の低利用魚も取り扱うことで，他の直販所にはない品揃えとなり，

近隣に直販所が増加する中，特色を出すことにより集客を図る。 
・漁協及び漁業者は，引き続き産業祭等のイベントで低利用魚を

販売し地産地消に取り組むことで，一般市民に日常においても漁

協直販所の利用を促す。 
③鮮度保持対策の普及と活魚出荷体制の構築 
・漁業者は，神経締めや冷却方法等，鮮度保持のための情報を共

有し，魚価の向上を図る。 
・漁協は，漁協事務所に併設した活魚設備を整備し，ここを拠点

とした活魚出荷体制を構築する。また，漁業者は，これに参加・

協力する。 
 

（２）販路の開拓 
①青のりの販路開拓 
・漁協及び漁業者は，これまで取引のある販路の他にも，高単価

な取引が可能となる新たな販路を検討し，可能なことから実践す

る。 
②沖合漁業のキンメダイの販路開拓 
・沖合漁業者は，鹿児島中央卸売市場だけではなく他県市場のキ

ンメダイ相場も見ながら，優位な市場を選択し出荷する。また，



漁協直販所にも出荷し，地元にも販路を広げながら直販所の品揃

えや地産地消を推進する。更に，単価の安いものについては，加

工向けの出荷について検討し，可能なことから実践する。 
 

（３）漁獲量の増大 
①水産資源の増大（魚礁設置，藻場造成，放流等） 
・漁協及び漁業者は，県や市等関係機関の協力を得ながら，松木

魚礁の設置，ヒジキやオゴノリによる藻場造成及びマダイ・ヒ

ラメの放流により資源の増大を図る。 
・県や市は，広域漁場整備事業における増殖用魚礁設置によって

水産資源の増大を図る。また，漁協及び漁業者は造成された増

殖用魚礁に，マダイの稚魚期を中心に最低２ヶ月間の保護期間

を設け水産資源の回復に取り組みながら漁獲量の増大を図る。 
②漁具の改良による漁獲率の向上 
・沖合漁業者は，釣り漁具の改良により漁獲率の向上を図り，漁

獲量の増大に努める。 
 
（４）漁協事務所等の整備 
・漁協は，漁協事務所に併設した出荷用活魚設備等を整備する。 
 
（５）ブルーツーリズムによる地産地消の推進 
・漁協及び漁業者は，青のり摘み体験などにより，青のりの知名

度向上を図り，消費を促進する。 
漁業コスト削

減のための取

組 

（１）燃油コスト削減 
①船底掃除による燃油削減 

・漁協は，総会等において漁業者に対し船底清掃による燃油削減

を啓発する。漁業者は，船底清掃を実施し，基準年より７％の

消費燃油量削減を行う。 
②減速航行による燃油削減 

・漁協は，総会等において漁業者に対し減速航行による燃油削減

を啓発する。漁業者は，減速航行を行うことにより，基準年よ

り燃油消費量を７％削減する。 
 ③沖合漁業者は，エンジンの更新を行い，燃油消費量の節減を

行う。 
 
（２）地元での販売による運搬経費削減 



・漁業者は，漁獲物の一部を地元で販売することにより，これま

で中央市場へ運搬していた経費を節減する。 
 
（３）漁具費等の縮減（沖合漁業） 
・沖合漁業者は，漁具漁法の改善及び導入により，コスト削減を

検討する。 
活用する支援

措置等 
・漁業経営セーフティーネット構築事業(水産庁) 
・地域実践活動取組支援事業（水産庁） 
・産地水産業強化支援事業（水産庁） 
・浜の活力再生支援事業（鹿児島県） 
・増養殖振興事業（鹿児島市） 
・種子島周辺漁業対策事業（JAXA） 
・グリーンツーリズム推進事業（鹿児島市） 

 
（４） 関係機関との連携 
・鹿児島県水産技術開発センター 

多獲性魚等の加工技術について指導を仰ぐ。 
また，藻場造成についても，適地の選定，母藻設置方法などについて，指導を受

ける。 
・鹿児島県鹿児島地域振興局 
 浜の活力再生プランの実施にあたり，各種事業，方策についてアドバイスを受け

る。 
 
４  目  標 

（１）数値目標 
 
漁業所得の向上  ％以

上 
        
 

基準年 代表者漁業所得 
円 

目標年 代表者漁業所得 
円 

    
（２）上記の算出方法及びその妥当性 

 

 



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 

・広域漁場整備事業 ・増殖用魚礁を設置し水産資源の維持・回復を図るとと

もに，漁場の造成により漁獲量の向上を目指す。 
・漁業経営セーフティーネッ

ト構築事業（水産庁） 
・漁業用燃油価格の高騰に備え，コストの増大に対応す

る。 

・産地水産業強化支援事業（水

産庁） 
・上架施設を改修し，船底清掃等を行ことでコストを削

減する。活魚施設を整備し漁獲物の付加価値向上を図

る。 
・地域実践活動取組支援事業

（水産庁） 
・産業祭や直販所において，販売促進活動を実施すると

ともに，６次産業化へ取組を促進し，販路の強化と拡大

を図る。 
・浜の活力再生支援事業（鹿

児島県） 
・６次産業化へ取組を促進し，販路の強化と拡大を図る。 

・地域振興推進事業（鹿児島

県） 
・６次産業化へ取組を促進するためのソフト事業やハー

ド事業を行う。 
・増養殖振興事業（鹿児島市） ・松木魚礁を投入しアジ・タイ類等の水産資源の保護・

増殖を図る。 
・グリーン・ツーリズム推進

事業（鹿児島市） 
青のり摘み体験などを実施し，青のりの知名度向上を図

り，地産地消を推進する。 

・種子島周辺漁業対策事業

（JAXA） 
・荷さばき所や冷蔵庫，出荷用活魚設備の他，直販所や

簡易加工施設を併設する漁協事務所を整備する。 

 


