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 福岡県漁業協同組合連合会、福岡県水産海洋技術センター 

オブザーバー  

  

対象となる地域の範囲及び漁業の種類 

 糸島市 
  二双五智網（85） 一双五智網（58） 

カタクチイワシ網（8） 採介藻（108） 
一本釣（193） 小型底曳（12）桝網（6） 
刺網（71） 延縄（17）イカタル流し（15）  
キス流し（44） かご（49）掬網（4） 
定置網（21）ノリ養殖（1）わかめ養殖（17） 
フトモズク養殖（1）カキ養殖（54）   
魚類養殖（4）地曳網（4）他（12） 

         延べ人数（784） 
 
２ 地域の現状 

（１） 関連する水産業を取り巻く現状等 

 
糸島市は、福岡県の西部の糸島半島に位置し、面積は 216ｋｍ２である。主要都市で

ある福岡市の中心部から JR 筑肥線筑前前原駅や西九州自動車道前原インターチェン

ジまで、約 30 分の時間距離であり、博多駅や福岡空港にも直通でアクセスでき、交通

利便性が高い地域である。人口は、100,506 人（24 年）で、高齢者率 22.4％、漁業就

業人口率は１％未満である。主な産業は農業で、主要な農産物は野菜、花き、水産物

はマダイ、養殖カキなどの生産量が多い。人口 150 万人を有する福岡市に隣接してい

ることから、現在では、ベッドタウンとしての機能や都市近郊からアクセスが容易な

観光地として定着している。 
さらに、市北東部には九州大学伊都キャンパスがあり、平成 31 年度（予定）の完全

移転時には、およそ 1 万 8,000 人規模の学生と教・職員がキャンパスとその周辺で活

動することとなる。また、大学との共同研究を目的とする企業・研究機関の立地、新

産業の創出、ベンチャー企業の育成、世界各国からの留学生との国際交流の拡大、市

民の生涯学習機会の拡充など、知的資源と若い人的資源を有する九州大学とのさまざ

まな連携・交流による無限の可能性が期待されている。 
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糸島漁業協同組合は８つの漁協が段階的に合併し、平成 17 年に現在の体制となって

いる。平成 25 年度の正組合員数は 349 人、准組合員数は 77 名で合計 430 名である。

漁獲量は 3,350ｔ、水揚額は約 2,164 百万円である。主な漁業種類は二双ごち網、一双

ごち網、一本釣り、カキ養殖などである。また、天然マダイは、日本有数の産地であ

り、平成 23,24 年には市町村別統計で一位となっている。糸島漁協は水産物の地産地

消に向けた取組を以前より推進しており、平成 18 年には観光協会とともに直販所「JF
糸島 志摩の四季」を設立し、組合員が福岡市中央卸売市場以外の出荷先として積極

的に利用している。また、各支所で盛んなカキ養殖は平成 25 年度に新規着業者を加え、

各漁港に 28 軒の「カキ小屋」を生産者自らが立ち並べ、来客を受入可能な全座席数は

糸島地区全体で約 2,700 席であり、焼きガキをはじめ、地域の副産物を取り揃えた食

事と直売が可能な施設として 10 月下旬から翌年 4 月中旬頃まで営業を行っている。25
年度には糸島地区のカキ小屋の来客数が 26万人に達するなど地域の冬場の観光資源と

して定着している。 
一方、近年の漁獲量の減少、輸入水産物の増加に伴う魚価の低迷、組合員の高齢化

と後継者不足による漁業従事者数の減少、さらに燃油の高騰などに伴い、漁業経営は

厳しい状況が続いている。このような状況から糸島漁協では、魚価の向上、水産物の

消費拡大、資源量の増加などに向けた取組、また、燃油、資源の再利用、積極的な休

漁日の設定などによる漁業コストの低減にむけた取組を行い、地域の漁業の安定化を

図る必要性を感じている。 
 
 

 
 
（２）その他の関連する現状等 

 
・平成 13 年 7 月に一市二町の 6 漁協が合併。17 年 4 月には 2 漁協を編入し現在の体制

となっている。 
・17 年の再合併以後 9 年間における組合員の推移は 64 人の減少と年平均 1.45%の減少

傾向となっており、今後も漁業者の高齢化が進んでいる。 
・13 年の当初合併を機に販売流通体制の合理化を図るため、段階的に漁協保有車両を増

加し、職員による集出荷体制と県内市場への組合流通コストを大幅に縮減することとな

った。また、組合員のメリットとして、各支所の漁獲物を改修・混載し共同出荷を行う

ことにより、市場への急便が減少すること、県外市場（下関・広島・岡山・京都）への

販路が拡大してきた。 
・市内直売所や組合員が設置したカキ小屋の経営などで第 6 次産業化に向けた取り組み

を積極的に進めている。 
 
 

2  



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価格向上と販路拡大の取り組み 
②水産物消費拡大の取り組み（魚食普及・ＰＲ活動） 
③資源量増加に向けや資源管理漁業の取り組み 
④新たな施設、設備等の活用による作業効率、生産性の向上 

2.漁業コスト削減のための取り組み 

①燃油急騰に対する備え 
②省燃油活動の推進 
③資源の再利用に向けての取り組み 
④休漁日の設定による使用燃油の削減 
⑤新たな施設、設備の活用による漁業コストの削減 
 

 

（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 

 
○資源管理計画に基づく設定 

・二双吾智網漁・一双吾智網は 5 月～10 月の間、第 2、第 4 土曜日を休漁日と定める。 
・一本釣漁（サワラ曳縄／漁期 8 月～3 月）は、年 13 回程度の休漁日を定めている。ま

た使用漁具や操業方法など漁業部会申し合わせを設定し、佐賀・長崎との三県会議を開

催し協調している。 
○共同漁業権行使規則に基づく設定 

・操業期間内であっても次のように採捕期間を定める。 
アワビ・サザエ   12 月 21 日頃～10 月 31 日頃 
アカウニ      6 月 3 日頃～9 月 30 日頃 
ムラサキウニ    12 月 31 日頃～10 月 31 日頃 
バフンウニ     5 月 24 日頃～7 月 31 日頃 
ナマコ       12 月 21 日頃～3 月 31 日頃 

○糸島地区独自に設定 

天然ハマグリ：漁期 11 月～3 月末。輪番制で漁場を利用。漁獲制限 5cm 以下、総量

10kg 以内/日。 
アカウニ（姫島）：漁期 7 月下旬～9 月末。期間中の漁獲日数は 3 日/週。島の周囲の漁

場を 9 漁場に分けており、うち 3 漁場は休漁とする。 
バフンウニ：各地区地先で約２～３（日/年）の漁期のみ漁獲する。 
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（３）具体的な取組内容 

 （取組内容については、取組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事

とする。） 

１年目（平成２６年度）    

漁業収入向上の

ための取組 

以下の取り組みにより水揚を基準年より 0.5％向上させる 
①価格向上と販路拡大の取り組み 

○各種網漁業で漁獲される魚介類の価格向上にむけた取り組み 

・ごち網や小型底曳網等漁業者は、取引単価、他地区の漁獲状況な

どの情報に応じて、福岡市中央卸売市場への出荷だけでなく、漁

協直売所（JF糸島 志摩の四季）や出荷可能な周辺の直売所（福

ふくの里、伊都菜彩（JA）等）へ積極的に出荷することにより魚

価向上・安定を図る。 
・一双ごち網漁業者は、マダイを出荷前に「神経抜き締め」を統一

的に施し、高品質な天然マダイとして直販所、市場をはじめ、高

級飲食店などでも取引されるように努める。 

・二双ごち網漁業者は、マダイを消費者、事業者が調理・加工しや

すい食材となるよう加工技術・手法を検討する。 

○サワラ出荷方法改善による魚価アップの取り組み 

・一本釣り漁業者等は、サワラの流通が盛んな岡山県中央卸売市場

へ視察研修や市場との意見交換を行い、岡山市場が求める鮮度等

の条件や実際に出荷した糸島漁協産のサワラの取扱状況などの情

報収集や卸売業者との連携強化を図る。 
・上記の情報をもとに一本釣り漁業者は、岡山市場に、サワラを活

き〆方法や氷の使用方法などを統一して出荷する。 
・具体的には、新たに「海水氷を用いた脱血処理工程」を漁獲直後

に行うとともに、漁協独自の出荷基準（マニュアル）を県研究所

の指導を受けつつ策定する。漁業者（漁協）は、漁獲現場での活

き〆処理時の氷の量、浸漬時間、輸送などの現場実証試験を行い、

県研究所は、取扱などの影響により出荷後にサワラの鮮度・品質

の評価に必要な科学的なデータ、知見の収集・解析等を行う。 
・他の産地と差別化を図るために、「海水氷による脱血処理」等を行

ったサワラについては漁協承認のシールを箱に添付し、取組のア

ピールにより独自ブランドとしての魚価向上を狙う。 
 
②水産物消費拡大の取り組み 

○魚食普及 

・漁協は、漁協女性部や各漁業者の協力を得て、県・市と連携しつ

つ、市民を対象にした「魚しょく」（魚全般に親しみを持ってもら
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うため漁協・市がつくった言葉 食・職・殖・色・触）普及活動

の実施や教育と啓発の場の提供を行い、消費者の水産物への関心

を高め、水産物の旬や調理方法の紹介、魚介類を食べる機会の拡

大、購入意欲の向上、地域の漁業への理解などにつなげる。 
  具体的な取組は以下のとおり。 

・漁協等は、地元小・中学校の授業において「漁業・水産業」の講

演や業務体験の実施、調理実習、授業で使用する教材（材料：魚）

の提供などを行う。特に中学家庭科では、これまで輸入魚など地

元産でない魚介類が利用されていたため、地元産の鮮魚を教材と

して将来的に利用する体制づくりを県水産部局と進める（今年度、

試験的に提供）。 

・漁協等は、糸島市内の学校給食への食材提供としてノリ、ワカメ、

ヒジキ、アジ、フトモズク、フノリ、アカモク、養殖サバ、すり

身などの提供を行い、これらの活動を継続し、提供する食材の種

類を増やしていく。 
・漁協は、直営の直売所で販売するさまざまな魚介類について料理

方法を紹介するチラシ等を用意し、食べ方などの周知を行い、魚

介類消費意欲の向上につなげる。 
・漁協は、29年度に水産加工施設建設を計画し、この施設の機能と

して「魚しょく」の普及を目的として、一般の方々や児童・生徒

などを対象に料理教室、業務体験などが可能な「食育館（仮称）」

の併設を検討する。 

○ＰＲ活動への取り組み 

・漁協は、糸島地区の水産物をＰＲのため、糸島市などと共同で糸

島漁協ブランドとしての統一パッケージやロゴなどを製作し、市

から認定を受けた水産物及び水産加工品（「博多もずく」、「伊都の

花えび」、「漁師の揚げ天」、「あかもく」、「姫さば」など）に使用

し、認知度を高めるとともに、販路拡大の効果を図る。 

・糸島地区のカキ小屋は年々集客数が増加し、25 年度は 26 万人に

達し、集客範囲も糸島市、福岡市周辺から近隣県（佐賀、熊本、

山口）にまで広がりつつある。糸島地区のカキ小屋の魅力は「地

元産のカキが現場で食べられる。（＝地産地消）」ということであ

り、地区の全カキ小屋が地場産のカキの使用を遵守している、カ

キ養殖業者は、集客数の増加に対応してカキ小屋の軒数、施設の

規模拡大を進め、冬場の混雑解消のための対応を行うとともに、

さらなる集客数の増加を図るため、公共放送（テレビ、ラジオ）

や雑誌、イベントなどを利用して積極的に PR を行う。 
・糸島地区の天然マダイは市町村単位集計した統計資料で日本有数
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の漁獲量（平成 23,24 年では日本一）を誇るものの、これらの情

報は全国的にもあまり知られていない。そこで、漁協が中心とな

って、地元の糸島市、福岡県と共に「日本一のマダイ」として PR
活動を推進し、波及効果により魚価向上等を図る。 

・漁協及び漁業者は、糸島市や福岡市内などで開催される各種イベ

ント（福岡マラソン、農林水産祭、糸島フェア等）に積極的に参

加し、漁業者の活動の周知・PR や糸島産海産物の試食・販売によ

るＰＲを行う。 
・漁協及び漁業者は、関東、関西都市圏などの遠隔地での PR 活動

を積極的に推進する。現在、東京の百貨店などで実施されるイベ

ント（新宿伊勢丹大九州展等）等糸島の水産物の販売・PR を行っ

ており。これらの活動は今後も継続・拡大を行う。 

  

③資源量増加に向けた資源管理型漁業の取り組み 

○藻場保全に向けた取り組み 

・漁協及び採介藻漁業者等は、藻場の保全を行うため、磯焼け、海

藻の流失などの早期発見のための定期的なモニタリングを実施す

る。 
・採介藻漁業者は、磯焼けの原因となるガンガゼや、ムラサキウニ

などのウニ類、イスズミ、アイゴなどの藻食性魚類など食害生物

の駆除を定期的に行う。 
・採介藻漁業者は、アカウニ、クロアワビなどの資源増大を図るた

め、潜水による種苗放流を行う。 
・全漁業者は、種苗放流の効果を高めるために、保護区域を設定し、

放流後、漁獲サイズに至るまでの期間、放流した漁場を禁漁区に

設定し、禁漁を徹底し、効率的で効果の高い漁獲に努める。 
○休漁、密漁監視 

・全漁業者は、組合と協力しながら、休漁日を利用して漁場の清掃

活動に努める。  
・全漁業者は、組合と協力しながら、密漁監視を行い、地先資源の

保護に努める。 
 

④新たな施設、設備等の活用による作業効率、生産性の向上 

・漁協は、地元水産物の付加価値向上のため、29 年度に水産加工施

設の建設を計画する。本年は、余剰水産物の時期別生産量（概数）

把握や先進地の施設整備状況、人員の配置状況などの調査を進め、

新施設での直売所・飲食店・学校などで利用を想定した加工品開

発、糸島漁協の特色を出した加工品の製造などを検討する。 
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漁業コスト削減

のための取組 

以下の取り組みにより燃料費等を基準年より 1％削減する 
①燃油の急騰に対する備え 

・漁協は、燃油高騰による漁業コスト圧迫に備えるため、漁業経営

セーフティネット構築事業への加入をさらに推進する。 
 

②省燃油活動の推進 

・全漁船は、減速航行の徹底、係留中の機関の停止、不要不急な積

載物の削減による船体の軽量化、定期的な船底清掃による航行時

の抵抗削減、省燃油につながる活動を実施し、燃油消費量を抑制

する。 
 

③廃棄物等の処分費用の削減（カキ殻の利用方法の検討） 

・カキ養殖業者は、地域内の JA糸島や福岡県などと連携して、カキ

小屋から出るカキ殻の有効利用に取り組み、園芸用の土壌改良材

として商品化しており、JA糸島で販売され、糸島周辺の畑で使用

されている。海から畑へという地域循環型の活動を展開するとと

もに漁業者のカキ殻処分コストの軽減につながっている。 

・引き続き、カキ殻をより利用価値の高いリサイクル用資源として

使用するため、カキ殻処理時に問題となるカキ殻と他の廃棄物（割

り箸、プラスチックケース、ビン・カン類など）との適正な分別

を、カキ小屋の来場者に対してポスターや声掛けにより周知を徹

底する。単なるカキ殻処理費の軽減だけでなく、地産地消・循環

型社会活動に取り組み、イメージアップを図る。 
・カキ養殖時に発生するへい死カキ殻は付着生物、海底泥などが多

く付着し、リサイクルの用途での利用に支障を来すが、昨年、カ

キ養殖業者により、建築工事用のコンクリートミキサーを利用し

て、へい死カキ殻の洗浄を簡便にできる方法が考案された。この

方法を全カキ養殖業者に普及・拡大し、へい死カキの殻を問題な

くリサイクル原料として出荷する。 
 

④休漁日の設定による使用燃油の削減 

・各漁業者は、それぞれ、資源増大・維持を目的として休漁日を設

定しており、結果、出漁日数が削減され、使用する燃油費用が削

減される。 
 

⑤新たな施設、設備の活用による漁業コストの削減 

・漁協等は、老朽化が進む共同利用施設等の再整備に向けた検討を

行う。 
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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、省燃油活動推進事業、水産多

面的機能発揮対策事業、水産生産基盤整備事業 
 

 
 
２年目（平成２７年度）   

漁業収入向上の

ための取組 

以下の取り組みにより水揚を基準年より 0.5％向上させる 
①価格向上と販路拡大の取り組み 

○各種網漁業で漁獲される魚介類の価格向上にむけた取り組み 

・ごち網や小型底曳網等漁業者は、取引単価、他地区の漁獲状況な

どの情報に応じて、福岡市中央卸売市場への出荷だけでなく、漁

協直売所や出荷可能な周辺の直売所へ積極的に出荷することによ

り魚価向上・安定を図る。 

・一双ごち網漁業者は、マダイを出荷前に「神経抜き締め」を統一

的に施し、高品質な天然マダイとして直販所、市場をはじめ、高

級飲食店などでも取引されるように努める。 

・二双ごち網漁業者は、マダイを消費者、事業者が調理・加工しや

すい食材となるよう加工技術・手法を検討定め、直売所・飲食店・

学校・施設などへの販売数量を段階的に増加させる。 

○サワラ出荷方法改善による魚価アップの取り組み 

・一本釣り漁業者等は、サワラの消費流通が盛んである岡山県中央

卸売市場へ視察研修や市場との意見交換を行い、岡山市場が求め

る鮮度等の条件や実際に出荷した糸島漁協産のサワラの取扱状況

などの情報収集や卸売業者との連携強化を図る。 
・上記情報を下に一本釣り漁業者は、岡山市場に、サワラを活き〆

方法や氷の使用方法などを統一して出荷する。 
・具体的には、新たに「海水氷を用いた脱血処理工程」を漁獲直後

に行うとともに、漁協独自の出荷基準（マニュアル）を県研究所

の指導を受けつつ策定する。漁業者（漁協）は、漁獲現場での活

き〆処理時の氷の量、浸漬時間、輸送などの現場実証試験を行い、

県研究所は、取扱などの影響により出荷後にサワラの鮮度・品質

の評価に必要な科学的なデータ、知見の収集・解析等を行う。 
・他の産地と差別化を図るために、「海水氷による脱血処理」等を行

ったサワラについては漁協承認のシールを箱に添付し、取組のア

ピールにより独自ブランドとしての魚価向上を狙う。 
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②水産物消費拡大の取り組み 

○魚食普及 

・漁協は、漁協女性部や各漁業者の協力を得て、県・市と連携しつ

つ、市民を対象にした「魚しょく」普及活動の実施や教育と啓発

の場の提供を行い、消費者の水産物への関心を高め、水産物の旬

や調理方法の紹介、魚介類を食べる機会の拡大、購入意欲の向上、

地域の漁業への理解などにつなげる。 
  具体的な取組は以下のとおり。 

・漁協等は、地元小・中学校の授業において「漁業・水産業」の講

演や業務体験の実施、調理実習、授業で使用する教材（材料：魚）

の提供などを行う。 

・漁協等は、糸島市内の学校給食への食材提供としてノリ、ワカメ、

ヒジキ、アジ、フトモズク、フノリ、アカモク、養殖サバ、すり

身などの提供を行い、これらの活動を継続し、提供する食材の種

類を増やしていく。 
・漁協は、直営の直売所で販売するさまざまな魚介類について料理

方法を紹介するチラシ等を用意し、食べ方などの周知を行い、魚

介類消費意欲の向上につなげる。 
・漁協は、29 年度に水産加工施設とあわせて「食育館（仮称）」の

併設を計画し、本年は施設の具体的な内容を検討する。 

○ＰＲ活動への取り組み 

・漁協は、糸島地区の水産物をＰＲのため、糸島市などと共同で糸

島漁協ブランドとしての統一パッケージやロゴなどを製作し、市

から認定を受けた水産物及び水産加工品に使用し、認知度を高め

るとともに、販路拡大の効果を図る。 

・カキ養殖業者は、地場産のカキの使用を遵守し、集客数の増加に

対応してカキ小屋の軒数、施設の規模拡大を進め、冬場の混雑解

消のための対応を行うとともに、さらなる集客数の増加を図るた

め、公共放送（テレビ、ラジオ）や雑誌、イベントなどを利用し

て積極的に PR を行う。 
・漁協は、糸島産天然マダイについて地元の糸島市、福岡県と共に

「日本一のマダイ」として PR 活動を推進し、波及効果により魚

価向上等を図る。 
・漁協及び漁業者は、糸島市や福岡市内などで開催される各種イベ

ントに積極的に参加し、漁業者の活動の周知・PR や糸島産海産物

の試食・販売によるＰＲを行う。 
・漁協及び漁業者は、関東、関西都市圏などの遠隔地での PR 活動

を積極的に推進する。 
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 ③資源量増加に向けた資源管理型漁業の取り組み 

○藻場保全に向けた取組 

・漁協及び採介藻漁業者等は、藻場の保全を行うため、磯焼け、海

藻の流失などの早期発見のための定期的なモニタリングを実施す

る。 
・採介藻漁業者は、磯焼けの原因となるガンガゼや、ムラサキウニ

などのウニ類、イスズミ、アイゴなどの藻食性魚類など食害生物

の駆除を定期的に行う。 
・採介藻漁業者は、アカウニ、クロアワビなどの資源増大を図るた

め、潜水による適正な種苗放流を行う。 
・全漁業者は、種苗放流の効果を高めるために、保護区域を設定し、

放流後、漁獲サイズに至るまでの期間、放流した漁場を禁漁区に

設定し、禁漁を徹底し、効率的で効果の高い漁獲に努める。 
○休漁、密漁監視 

・全漁業者は、組合と協力しながら、休漁日を利用して漁場の清掃

活動に努める。  
・全漁業者は、組合と協力しながら、密漁監視を行い、地先資源の

保護に努める。 
 
④新たな施設、設備等の活用による作業効率、生産性の向上 

・漁協等は、29 年度に新設する水産加工場等の積極的な活用に向け、

余剰水産物の時期別生産量（概数）把握や先進地の施設整備状況、

人員の配置状況などの調査を進める。 
・漁協は、カキ小屋から発生したカキ殻を利用した鋼製魚礁の沈設

を行い、資源増殖効果とカキ殻の処理費用の軽減につなげる。 
漁業コスト削減

のための取組 

以下の取り組みにより燃料費等を基準年より 1％削減する 
①燃油の急騰に対する備え 

・漁協は、燃油高騰による漁業コスト圧迫に備えるため、漁業経営

セーフティネット構築事業への加入をさらに推進する。 
 

②省燃油活動の推進 

・全漁船は、減速航行の徹底、係留中の機関の停止、不要不急な積

載物の削減による船体の軽量化、定期的な船底清掃による航行時

の抵抗削減、省燃油につながる活動を実施し、燃油消費量を抑制

する。 
 

③廃棄物等の処分費用の削減（カキ殻の利用方法の検討） 

・カキ養殖業者は、JA糸島や福岡県などと連携して、カキ小屋から
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ゴミとして出るカキ殻について、園芸用の土壌改良材への利用を

促進する。 

・カキ小屋から発生したカキ殻を、リサイクル用資源として引き続

きするため、カキ殻と他の廃棄物の分別をカキ小屋の来場者に対

してポスターや声掛けによる周知を徹底し、カキ殻処理費の軽減

だけでなく、地産地消・循環型社会活動に取り組み、イメージア

ップを図る。 
・カキ養殖業者は、建築工事用のコンクリートミキサーを利用して、

へい死カキ殻の洗浄を簡便に少人数省力化できる方法により、へ

い死カキの殻を問題なくリサイクル原料として出荷する。 
 

④休漁日の設定による使用燃油の削減 

・各漁業者は、それぞれ、資源増大・維持を目的として休漁日を設

定しており、結果、出漁日数が削減され、使用する燃油費用が削

減される。 
 

⑤新たな施設、設備の活用による漁業コストの削減 

・漁協等は、老朽化が進む共同利用施設等の再整備に向けた検討を

行う。 
・漁協は、カキ洗浄機を岐志地区に新設することで、これまでかか

っていた使用のための順番待ちの時間の削減や、使ってない地区

へ移動していた時間の削減、移動のための費用の削減を図る。 
・また、フォークリフトを新たに購入することにより、荷揚げ作業

の時間短縮を図り、使用する氷の量や、漁業者の人件費の削減に

つなげる。 
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、 
水産生産基盤整備事業 

 

 

３年目（平成２８年度）   

漁業収入向上の

ための取組 

以下の取り組みにより水揚を基準年より 0.5％向上させる 
①価格向上と販路拡大の取り組み 

○各種網漁業で漁獲される魚介類の価格向上にむけた取り組み 

・ごち網や小型底曳網等漁業者は、取引単価、他地区の漁獲状況な

どの情報に応じて、福岡市中央卸売市場への出荷だけでなく、漁

協直売所や出荷可能な周辺の直売所へ積極的に出荷することによ

り魚価向上・安定を図る。 
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・一双ごち網漁業者は、マダイを出荷前に「神経抜き締め」を統一

的に施し、高品質な天然マダイとして直販所、市場をはじめ、高

級飲食店などでも取引されるように努める。 

・二双ごち網漁業者は、マダイを消費者、事業者が調理・加工しや

すい食材となるよう加工技術・手法を定め、直売所・飲食店・学

校・施設などへの販売数量を段階的に増加させる。 

○サワラ出荷方法改善による魚価アップの取り組み 

・一本釣り漁業者等は、サワラの消費流通が盛んである岡山県中央

卸売市場へ視察研修や市場との意見交換を行い、岡山市場が求め

る鮮度等の条件や実際に出荷した糸島漁協産のサワラの取扱状況

などの情報収集や卸売業者との連携強化を図る。 
・上記情報を下に一本釣り漁業者は、岡山市場に、サワラを活き〆

方法や氷の使用方法などを統一して出荷する。 
・具体的には、新たに「海水氷を用いた脱血処理工程」を漁獲直後

に行うとともに、漁協独自の出荷基準（マニュアル）を県研究所

の指導を受けつつ策定する。漁業者（漁協）は、漁獲現場での活

き〆処理時の氷の量、浸漬時間、輸送などの現場実証試験を行い、

県研究所は、取扱などの影響により出荷後にサワラの鮮度・品質

の評価に必要な科学的なデータ、知見の収集・解析等を行う。 
・他の産地と差別化を図るために、「海水氷による脱血処理」等を行

ったサワラについては漁協承認のシールを箱に添付し、取組のア

ピールにより独自ブランドとしての魚価向上を狙う。 
 
②水産物消費拡大の取り組み 

○魚食普及 

・漁協は、漁協女性部や各漁業者の協力を得て、県・市と連携しつ

つ、市民を対象にした「魚しょく」普及活動の実施や教育と啓発

の場の提供を行い、消費者の水産物への関心を高め、水産物の旬

や調理方法の紹介、魚介類を食べる機会の拡大、購入意欲の向上、

地域の漁業への理解などにつなげる。 
  具体的な取組は以下のとおり。 

・漁協等は、地元小・中学校の授業において「漁業・水産業」の講

演や業務体験の実施、調理実習、授業で使用する教材（材料：魚）

の提供などを行う。 

・漁協等は、糸島市内の学校給食への食材提供としてノリ、ワカメ、

ヒジキ、アジ、フトモズク、フノリ、アカモク、養殖サバ、すり

身などの提供を行い、これらの活動を継続し、提供する食材の種

類を増やしていく。 
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・漁協は、直営の直売所で販売するさまざまな魚介類について料理

方法を紹介するチラシ等を用意し、食べ方などの周知を行い、魚

介類消費意欲の向上につなげる。 
・漁協は、29 年度に水産加工施設とあわせて「食育館（仮称）」の

併設を計画し、本年は施設の設計を行う。 

○ＰＲ活動への取り組み 

・漁協は、糸島地区の水産物をＰＲのため、糸島市などと共同で糸

島漁協ブランドとしての統一パッケージやロゴなどを製作し、市

から認定を受けた水産物及び水産加工品に使用し、認知度を高め

るとともに、販路拡大の効果を図る。 

・カキ養殖業者は、地場産のカキの使用を遵守し、集客数の増加に

対応してカキ小屋の軒数、施設の規模拡大を進め、冬場の混雑解

消のための対応を行うとともに、さらなる集客数の増加を図るた

め、公共放送（テレビ、ラジオ）や雑誌、イベントなどを利用し

て積極的に PR を行う。 
・漁協は、糸島産天然マダイについて地元の糸島市、福岡県と共に

「日本一のマダイ」として PR 活動を推進し、波及効果により魚

価向上等を図る。 
・漁協及び漁業者は、糸島市や福岡市内などで開催される各種イベ

ントに積極的に参加し、漁業者の活動の周知・PR や糸島産海産物

の試食・販売によるＰＲを行う。 
・漁協及び漁業者は、関東、関西都市圏などの遠隔地での PR 活動

を積極的に推進する。 

  

③資源量増加に向けた資源管理型漁業の取り組み 

○藻場保全に向けた取り組み 

・漁協及び採介藻漁業者等は、藻場の保全を行うため、磯焼け、海

藻の流失などの早期発見のための定期的なモニタリングを実施す

る。 
・採介藻漁業者は、磯焼けの原因となるガンガゼや、ムラサキウニ

などのウニ類、イスズミ、アイゴなどの藻食性魚類など食害生物

の駆除を定期的に行う。 
・採介藻漁業者は、アカウニ、クロアワビなどの資源増大を図るた

め、潜水による適正な種苗放流を行う。 
・全漁業者は、種苗放流の効果を高めるために、保護区域を設定し、

放流後、漁獲サイズに至るまでの期間、放流した漁場を禁漁区に

設定し、禁漁を徹底し、効率的で効果の高い漁獲に努める。 
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○休漁、密漁監視 

・全漁業者は、組合と協力しながら、休漁日を利用して漁場の清掃

活動に努める。  
・全漁業者は、組合と協力しながら、密漁監視を行い、地先資源の

保護に努める。 
 

④新たな施設、設備等の活用による作業効率、生産性の向上 

・漁協等は、新設する水産加工場で生産を行う加工品について具体

的に検討を行う。先進地への視察や技術向上のための研修を行い、

施設の運営体制、地域漁業者の配偶者、家族等の積極的雇用を検

討する。加工品の技術開発に当たっては福岡県水産海洋技術セン

ターの加工実験施設（オープンラボ）を利用し、加工品の試作を

行う。 
・漁協は、市場に新たに酸素発生装置・冷却装置を設置し、水槽に

活かしている魚の鮮度を保ち、魚価の向上につなげる。 
・漁協は、カキ小屋から発生したカキ殻を利用した鋼製魚礁の沈設

を行い、資源増殖効果とカキ殻の処理費用の軽減につなげる。 
漁業コスト削減

のための取組 

以下の取り組みにより燃料費等を基準年より 1％削減する 
①燃油の急騰に対する備え 

・漁協は、燃油高騰による漁業コスト圧迫に備えるため、漁業経営

セーフティネット構築事業への加入をさらに推進する。 
 

②省燃油活動の推進 

・全漁船は、減速航行の徹底、係留中の機関の停止、不要不急な積

載物の削減による船体の軽量化、定期的な船底清掃による航行時

の抵抗削減、省燃油につながる活動を実施し、燃油消費量を抑制

する。 
 

③廃棄物等の処分費用の削減（カキ殻の利用方法の検討） 

・カキ養殖業者は、JA糸島や福岡県などと連携して、カキ小屋から

ゴミとして出るカキ殻について、園芸用の土壌改良材への利用を

促進する。 

・カキ小屋から発生したカキ殻を、リサイクル用資源として引き続

きするため、カキ殻と他の廃棄物の分別をカキ小屋の来場者に対

してポスターや声掛けによる周知を徹底し、カキ殻処理費の軽減

だけでなく、地産地消・循環型社会活動に取り組み、イメージア

ップを図る。 
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・カキ養殖業者は、建築工事用のコンクリートミキサーを利用して、

へい死カキ殻の洗浄を簡便に少人数省力化できる方法により、へ

い死カキの殻を問題なくリサイクル原料として出荷する。 
④休漁日の設定による使用燃油の削減 

・各漁業者は、それぞれ、資源増大・維持を目的として休漁日を設

定しており、結果、出漁日数が削減され、使用する燃油費用が削

減される。 
 

⑤新たな施設、設備の活用による漁業コストの削減 

・漁協等は、老朽化が進む共同利用施設等の再整備に向けた検討を

行う。 
・漁協は、カキ洗浄機を２地区に新設することで、これまでかかっ

ていた使用のための順番待ちの時間の削減や、使ってない地区へ

移動していた時間の削減、移動のための費用の削減が図られる。 
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、水産生産基盤整備事業、産地

水産業強化支援事業 

 
 
４年目（平成２９年度）   

漁業収入向上の

ための取組 

以下の取り組みにより水揚を基準年より 0.5％向上させる 
①価格向上と販路拡大の取り組み 

○各種網漁業で漁獲される魚介類の価格向上にむけた取り組み 

・ごち網や小型底曳網等漁業者は、取引単価、他地区の漁獲状況な

どの情報に応じて、福岡市中央卸売市場への出荷だけでなく、漁

協直売所（や出荷可能な周辺の直売所へ積極的に出荷することに

より魚価向上・安定を図る。 
・一双ごち網漁業者は、マダイを出荷前に「神経抜き締め」を統一

的に施し、高品質な天然マダイとして直販所、市場をはじめ、高

級飲食店などでも取引されるように努める。 

・二双ごち網漁業者は、マダイを消費者、事業者が調理・加工しや

すい食材となるよう加工技術・手法を定め、直売所・飲食店・学

校・施設などへの販売数量を段階的に増加させる。 

○サワラ出荷方法改善による魚価アップの取り組み 

・一本釣り漁業者等は、サワラの消費流通が盛んである岡山県中央

卸売市場へ視察研修や市場との意見交換を行い、岡山市場が求め

る鮮度等の条件や実際に出荷した糸島漁協産のサワラの取扱状況

などの情報収集や卸売業者との連携強化を図る。 
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・上記情報を下に一本釣り漁業者は、岡山市場に、サワラを活き〆

方法や氷の使用方法などを統一して出荷する。 
・具体的には、新たに「海水氷を用いた脱血処理工程」を漁獲直後

に行うとともに、漁協独自の出荷基準（マニュアル）を県研究所

の指導を受けつつ策定する。漁業者（漁協）は、漁獲現場での活

き〆処理時の氷の量、浸漬時間、輸送などの現場実証試験を行い、

県研究所は、取扱などの影響により出荷後にサワラの鮮度・品質

の評価に必要な科学的なデータ、知見の収集・解析等を行う。 
・他の産地と差別化を図るために、「海水氷による脱血処理」等を行

ったサワラについては漁協承認のシールを箱に添付し、取組のア

ピールにより独自ブランドとしての魚価向上を狙う。 
 
②水産物消費拡大の取り組み 

○魚食普及 

・漁協は、漁協女性部や各漁業者の協力を得て、県・市と連携しつ

つ、市民を対象にした「魚しょく」普及活動の実施や教育と啓発

の場の提供を行い、消費者の水産物への関心を高め、水産物の旬

や調理方法の紹介、魚介類を食べる機会の拡大、購入意欲の向上、

地域の漁業への理解などにつなげる。 
  具体的な取組は以下のとおり。 

・漁協等は、地元小・中学校の授業において「漁業・水産業」の講

演や業務体験の実施、調理実習、授業で使用する教材（材料：魚）

の提供などを行う。 

・漁協等は、糸島市内の学校給食への食材提供としてノリ、ワカメ、

ヒジキ、アジ、フトモズク、フノリ、アカモク、養殖サバ、すり

身などの提供を行い、これらの活動を継続し、提供する食材の種

類を増やしていく。 
・漁協は、直営の直売所で販売するさまざまな魚介類について料理

方法を紹介するチラシ等を用意し、食べ方などの周知を行い、魚

介類消費意欲の向上につなげる。 
・漁協は、これまでの検討結果を踏まえ、食育活動の拠点として水

産加工施設とあわせて「食育館（仮称）」を新設する。 

○ＰＲ活動への取り組み 

・漁協は、糸島地区の水産物をＰＲのため、糸島市などと共同で糸

島漁協ブランドとしての統一パッケージやロゴなどを製作し、市

から認定を受けた水産物及び水産加工品に使用し、認知度を高め

るとともに、販路拡大の効果を図る。 
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・カキ養殖業者は、地場産のカキの使用を遵守し、集客数の増加に

対応してカキ小屋の軒数、施設の規模拡大を進め、冬場の混雑解

消のための対応を行うとともに、さらなる集客数の増加を図るた

め、公共放送（テレビ、ラジオ）や雑誌、イベントなどを利用し

て積極的に PR を行う。 
・漁協は、糸島産天然マダイについて地元の糸島市、福岡県と共に

「日本一のマダイ」として PR 活動を推進し、波及効果により魚

価向上等を図る。 
・漁協及び漁業者は、糸島市や福岡市内などで開催される各種イベ

ントに積極的に参加し、漁業者の活動の周知・PR や糸島産海産物

の試食・販売によるＰＲを行う。 
・漁協及び漁業者は、関東、関西都市圏などの遠隔地での PR 活動

を積極的に推進する。 

  

③資源量増加に向けた資源管理型漁業の取り組み 

○藻場保全に向けた取り組み 

・漁協及び採介藻漁業者等は、藻場の保全を行うため、磯焼け、海

藻の流失などの早期発見のための定期的なモニタリングを実施す

る。 
・採介藻漁業者は、磯焼けの原因となるガンガゼや、ムラサキウニ

などのウニ類、イスズミ、アイゴなどの藻食性魚類など食害生物

の駆除を定期的に行う。 
・採介藻漁業者は、アカウニ、クロアワビなどの資源増大を図るた

め、潜水による適正な種苗放流を行う。 
・全漁業者は、種苗放流の効果を高めるために、保護区域を設定し、

放流後、漁獲サイズに至るまでの期間、放流した漁場を禁漁区に

設定し、禁漁を徹底し、効率的で効果の高い漁獲に努める。 
○休漁、密漁監視 

・全漁業者は、組合と協力しながら、休漁日を利用して漁場の清掃

活動に努める。  
・全漁業者は、組合と協力しながら、密漁監視を行い、地先資源の

保護に努める。 
 

④新たな施設、設備等の活用による作業効率、生産性の向上 

・漁協は、これまでの検討結果を踏まえ、水産加工場等を新設する。

さらに地域漁業者の配偶者、家族等を積極的に雇用し、地域の活

性化につなげる。加工品は、これまでの試作結果を踏まえつつ、

地元の直販施設などでもあわせて試作販売を行い、商品開発を進

17  



める。また、各地のイベント、祭等の機会も利用し、試食会など

の実施により、一般消費者の意見等を求め、これらを参考に製品

の改良・改善、販路拡大等を図る。 
漁業コスト削減

のための取組 

以下の取り組みにより燃料費等を基準年より 1％削減する 
①燃油の急騰に対する備え 

・漁協は、燃油高騰による漁業コスト圧迫に備えるため、漁業経営

セーフティネット構築事業への加入をさらに推進する。 
 

②省燃油活動の推進 

・全漁船は、減速航行の徹底、係留中の機関の停止、不要不急な積

載物の削減による船体の軽量化、定期的な船底清掃による航行時

の抵抗削減、省燃油につながる活動を実施し、燃油消費量を抑制

する。 
 

③廃棄物等の処分費用の削減（カキ殻の利用方法の検討） 

・カキ養殖業者は、JA糸島や福岡県などと連携して、カキ小屋から

ゴミとして出るカキ殻について、園芸用の土壌改良材への利用を

促進する。 

・カキ小屋から発生したカキ殻を、リサイクル用資源として引き続

きするため、カキ殻と他の廃棄物の分別をカキ小屋の来場者に対

してポスターや声掛けによる周知を徹底し、カキ殻処理費の軽減

だけでなく、地産地消・循環型社会活動に取り組み、イメージア

ップを図る。 
・カキ養殖業者は、建築工事用のコンクリートミキサーを利用して、

へい死カキ殻の洗浄を簡便に少人数省力化できる方法により、へ

い死カキの殻を問題なくリサイクル原料として出荷する。 
 

④休漁日の設定による使用燃油の削減 

・各漁業者は、それぞれ、資源増大・維持を目的として休漁日を設

定しており、結果、出漁日数が削減され、使用する燃油費用が削

減される。 
 

⑤新たな施設、設備の活用による漁業コストの削減 

・漁協等は、老朽化が進む共同利用施設等の再整備に向けた検討を

行う。 
・漁協は、フォークリフトを追加して購入することにより、荷揚げ

作業の時間短縮を図り、使用する氷の量や、漁業者の人件費の削減

につなげる。 
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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、産地水産業強化支援事業、水

産生産基盤整備事業 

５年目（平成３０年度）   

（最終年度であり、今までの成果を検証するとともに、取組内容を見直しつつ、引き続き以

下の取組を確実に実施する。） 

漁業収入向上の

ための取組 

以下の取り組みにより水揚を基準年より 0.5％向上させる 
①価格向上と販路拡大の取り組み 
○各種網漁業で漁獲される魚介類の価格向上にむけた取り組み 

・ごち網や小型底曳網等漁業者は、取引単価、他地区の漁獲状況な

どの情報に応じて、福岡市中央卸売市場への出荷だけでなく、漁

協直売所や出荷可能な周辺の直売所へ積極的に出荷することによ

り魚価向上・安定を図る。 
・一双ごち網漁業者は、マダイを出荷前に「神経抜き締め」を統一

的に施し、高品質な天然マダイとして直販所、市場をはじめ、高

級飲食店などでも取引されるように努める。 

・二双ごち網漁業者は、マダイを消費者、事業者が調理・加工しや

すい食材となるよう加工技術・手法を定め、直売所・飲食店・学

校・施設などへの販売数量を段階的に増加させる。 

○サワラ出荷方法改善による魚価アップの取り組み 

・一本釣り漁業者等は、サワラの消費流通が盛んである岡山県中央

卸売市場へ視察研修や市場との意見交換を行い、岡山市場が求め

る鮮度等の条件や実際に出荷した糸島漁協産のサワラの取扱状況

などの情報収集や卸売業者との連携強化を図る。 
・上記情報を下に一本釣り漁業者は、岡山市場に、サワラを活き〆

方法や氷の使用方法などを統一して出荷する。 
・具体的には、新たに「海水氷を用いた脱血処理工程」を漁獲直後

に行うとともに、漁協独自の出荷基準（マニュアル）を県研究所

の指導を受けつつ策定する。漁業者（漁協）は、漁獲現場での活

き〆処理時の氷の量、浸漬時間、輸送などの現場実証試験を行い、

県研究所は、取扱などの影響により出荷後にサワラの鮮度・品質

の評価に必要な科学的なデータ、知見の収集・解析等を行う。 
・他の産地と差別化を図るために、「海水氷による脱血処理」等を行

ったサワラについては漁協承認のシールを箱に添付し、取組のア

ピールにより独自ブランドとしての魚価向上を狙う。 
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②水産物消費拡大の取り組み 

○魚食普及 

・漁協は、漁協女性部や各漁業者の協力を得て、県・市と連携しつ

つ、市民を対象にした「魚しょく」普及活動の実施や教育と啓発

の場の提供を行い、消費者の水産物への関心を高め、水産物の旬

や調理方法の紹介、魚介類を食べる機会の拡大、購入意欲の向上、

地域の漁業への理解などにつなげる。 
  具体的な取組は以下のとおり。 

・漁協等は、地元小・中学校の授業において「漁業・水産業」の講

演や業務体験の実施、調理実習、授業で使用する教材（材料：魚）

の提供などを行う。 

・漁協等は、糸島市内の学校給食への食材提供としてノリ、ワカメ、

ヒジキ、アジ、フトモズク、フノリ、アカモク、養殖サバ、すり

身などの提供を行い、これらの活動を継続し、提供する食材の種

類を増やしていく。 
・漁協は、直営の直売所で販売するさまざまな魚介類について料理

方法を紹介するチラシ等を用意し、食べ方などの周知を行い、魚

介類消費意欲の向上につなげる。 
・漁協は、各漁業者の協力を得て、29年度に水産加工施設とあわせ

て整備した「食育館（仮称）」を食育活動の拠点として活用する。 

○ＰＲ活動への取り組み 

・漁協は、糸島地区の水産物をＰＲのため、糸島市などと共同で糸

島漁協ブランドとしての統一パッケージやロゴなどを製作し、市

から認定を受けた水産物及び水産加工品に使用し、認知度を高め

るとともに、販路拡大の効果を図る。 

・カキ養殖業者は、地場産のカキの使用を遵守し、集客数の増加に

対応してカキ小屋の軒数、施設の規模拡大を進め、冬場の混雑解

消のための対応を行うとともに、さらなる集客数の増加を図るた

め、公共放送（テレビ、ラジオ）や雑誌、イベントなどを利用し

て積極的に PR を行う。 
・漁協は、糸島産天然マダイについて地元の糸島市、福岡県と共に

「日本一のマダイ」として PR 活動を推進し、波及効果により魚

価向上等を図る。 
・漁協及び漁業者は、糸島市や福岡市内などで開催される各種イベ

ントに積極的に参加し、漁業者の活動の周知・PR や糸島産海産物

の試食・販売によるＰＲを行う。 
・漁協及び漁業者は、関東、関西都市圏などの遠隔地での PR 活動

を積極的に推進する。 
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③資源量増加に向けた資源管理型漁業の取り組み 

○藻場保全に向けた取り組み 

・漁協及び採介藻漁業者等は、藻場の保全を行うため、磯焼け、海

藻の流失などの早期発見のための定期的なモニタリングを実施す

る。 
・採介藻漁業者は、磯焼けの原因となるガンガゼや、ムラサキウニ

などのウニ類、イスズミ、アイゴなどの藻食性魚類など食害生物

の駆除を定期的に行う。 
・採介藻漁業者は、アカウニ、クロアワビなどの資源増大を図るた

め、潜水による適正な種苗放流を行う。 
・全漁業者は、種苗放流の効果を高めるために、保護区域を設定し、

放流後、漁獲サイズに至るまでの期間、放流した漁場を禁漁区に

設定し、禁漁を徹底し、効率的で効果の高い漁獲に努める。 
○休漁、密漁監視 

・全漁業者は、組合と協力しながら、休漁日を利用して漁場の清掃

活動に努める。  
・全漁業者は、組合と協力しながら、密漁監視を行い、地先資源の

保護に努める。 
 

④新たな施設、設備等の活用による作業効率、生産性の向上 

・各漁業者は、29 年度に漁協が新設した水産加工場等へ水産物等を

出荷する等、本格的な運営を開始する。さらに地域漁業者の配偶

者、家族等を積極的に雇用し、地域の活性化につなげる。加工品

は、これまでの試作結果を踏まえつつ、地元の直販施設などでも

あわせて試作販売を行い、商品開発を進める。また、各地のイベ

ント、祭等の機会も利用し、試食会などの実施により、一般消費

者の意見等を求め、これらを参考に製品の改良・改善、販路拡大

等を図る。 
 

漁業コスト削減

のための取組 

以下の取り組みにより燃料費等を基準年より 1％削減する 
①燃油の急騰に対する備え 

・漁協は、燃油高騰による漁業コスト圧迫に備えるため、漁業経営

セーフティネット構築事業への加入をさらに推進する。 
 

②省燃油活動の推進 

・全漁船は、減速航行の徹底、係留中の機関の停止、不要不急な積

載物の削減による船体の軽量化、定期的な船底清掃による航行時

の抵抗削減、省燃油につながる活動を実施し、燃油消費量を抑制
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する。 
 

③廃棄物等の処分費用の削減（カキ殻の利用方法の検討） 

・カキ養殖業者は、JA糸島や福岡県などと連携して、カキ小屋から

ゴミとして出るカキ殻について、園芸用の土壌改良材への利用を

促進する。 

・カキ小屋から発生したカキ殻を、リサイクル用資源として引き続

きするため、カキ殻と他の廃棄物の分別をカキ小屋の来場者に対

してポスターや声掛けによる周知を徹底し、カキ殻処理費の軽減

だけでなく、地産地消・循環型社会活動に取り組み、イメージア

ップを図る。 
・カキ養殖業者は、建築工事用のコンクリートミキサーを利用して、

へい死カキ殻の洗浄を簡便に少人数省力化できる方法により、へ

い死カキの殻を問題なくリサイクル原料として出荷する。 
 

④休漁日の設定による使用燃油の削減 

・各漁業者は、それぞれ、資源増大・維持を目的として休漁日を設

定しており、結果、出漁日数が削減され、使用する燃油費用が削

減される。 
 

⑤新たな施設、設備の活用による漁業コストの削減 

・漁協等は、老朽化が進む共同利用施設等の再整備に向けた検討を

行う。 
・漁協は、１地区の製氷機を改修することで、効率的かつ安定的な

氷生産を行うとともに、氷コストの削減を図る。 
 

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、産地水産業強化支援事業、水

産生産基盤整備事業 

※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。 
 
 
（４）関係機関との連携 

取り組みの効果が十分に発揮されるよう、行政、系統団体、地域団体との連携を強固

にするとともに、県内外の流通・販売業者、飲食店等についても新たな連携を図る。 
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４ 目標 

（１） 数値目標 

漁業所得向上 
％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 想定される事業内容 

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 
 
水産多面的機能

発揮対策事業 
 
水産生産基盤整

備事業 
 
 
 
産地水産業強化

支援事業 

漁業者グループが省燃油活動に積極的に取り組むことで、漁業支出

の低減を図り、漁業取得を確保する。 
 
漁業者グループが省燃油活動に積極的に取り組むことで、漁業支出

の低減を図り、漁業取得を確保する。 
 
磯根の保全活動による資源量の増大や「魚しょく」普及や食育活動

による水産物の消費拡大を図り、漁業所得の向上につなげる 
 
漁港の改良により、安全で快適かつ効率的な漁業を実現することで

漁労作業の効率化や漁業の担い手の増加等が期待でき、水産業及び

地域の活性化を図る。また、漁場施設の整備により、水産資源の持

続的利用や、漁業効率の向上を図り、漁家経営の安定化を図る。 
 
6 次産業化等を通じ漁業者の所得を向上させるたり、漁業者が定住

し漁業が存続できる漁村を形成する。そのために水産業の健全な発

展と水産物の安定供給の確保ができる基盤をつくる。 
※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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