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浜の活力再生プラン

１ 地域水産業再生委員会
組織名 姶良地区地域水産業再生委員会
代表者名 林 德治 （錦江漁協組合長）

再生委員会の構成員 錦海漁業協同組合，錦江漁業協同組合，福山町漁業協同組合
姶良市，霧島市

オブザーバー (株)樹楽，鹿児島県姶良・伊佐地域振興局
※再生委員会規約及び推進体制は別添のとおり

対象となる地域の範囲 １ 錦海漁業協同組合
及び漁業の種類 一本釣り漁業(８名)，カツオ一本釣り漁業（１名 ，刺）

網漁業（３名 ，潜水器漁業（２名 ，ブリ，カンパチ養） ）
殖業（１名） 合計１５名

２ 錦江漁業協同組合
， ， （ ），小型巻網漁業(１名) 曳縄漁業(２名) 刺網漁業 ３名

延縄漁業（１１名 ，小型底引き網漁業（１名））
合計１８名

３ 福山町漁業協同組合
一本釣り漁業(３名)，刺網漁業（２名 ，カゴ漁漁(１）

名)，ブリ養殖業（１名） 合計７名

２ 地域の現状
（１）関連する水産業を取り巻く現状等

本海域は鹿児島湾の湾奥部に位置し，最深部で２００ｍ以上の水深を有する閉鎖
的な内湾である。マダイ等を対象とした一本釣りをはじめ，はえなわ漁業や刺網，
カタクチイワシを対象とした小型まき網漁業が営まれている。また，静穏な海域特
性を活かしたブリ等の魚類養殖のほか，ヒトエグサ，ワカメなどの藻類養殖も行わ
れている。

漁業生産量は，農林水産統計資料によると海面で２，３４０トン(漁船漁業７６６
， ， ， ，トン 養殖業１ ５７４トン)で 他地域に比べて沿岸漁業中心の零細な漁家が多く

県全体に占める割合は，漁船漁業が０ ８％，養殖業が３．１％となっている。.
漁船漁業については高齢化による漁業就業者の減少，資源低迷により水揚げ量は

減少傾向である。また，近年の全国的な燃油高，魚価安で漁業経営は厳しい環境下
にある。

養殖漁業のヒトエグサ養殖については，平成 年以降，食害と思われる不漁によ18
り，全く収穫が出来ない状況が続いている。さらに，かつては潮干狩りで賑わった

， ， ，鹿児島湾奥部の干潟域のアサリ漁場は 資源がほとんどみられなくなり 現在では
全面禁漁となっている。

このような状況の中，漁業者は操業体制の見直しに伴う人件費の削減，省エネ航
行の励行など自助努力によりコスト削減に取り組んできたが，さらなるコスト削減
は厳しい状況にある。このため，省エネ機器の導入，船底清掃の履行により，引き
続き，燃料費等のコストの削減を図る必要がある。

また，資源増殖のため，種苗放流や藻場・干潟の保全活動に引き続き行うととも
， 。に 収入向上対策として新たに開発された二枚貝養殖技術の導入を図る必要がある

近年，アサリやイワガキ等の二枚貝養殖が脚光を浴び，当海域でも試験的に養殖が
実施されているが，順調に成果を上げつつあり，当海域は閉鎖的な内湾環境下で二
枚貝養殖の適地として漁業者の着業意欲が高まりつつある。
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さらに，近年，不漁が継続しているヒトエグサ養殖についても，平成 年に県と25
錦海，錦江漁協が共同で実施した試験結果から，不漁原因が食害である可能性が極
めて高いことが判明したことから，食害対策を取り入れた新たな養殖手法による実
証事業により，養殖復活を図る気運が高まっている。

また，単価向上による漁業収入向上対策として，現在，錦海，福山町漁協で取り
組まれている「夕市」も，実績を積み重ねており，この取組みに加え，一般市民を
対象とするアサリの天然採苗から育成，収穫に至る漁業体験を堪能できる一網（網
袋）オーナー制度等のブルーツーリズムや未利用・低利用資源の開発を集大成した
都市漁村体験型水産物普及施設の整備を検討している。

このように漁船漁業の振興と併せて，新たな二枚貝や藻類の養殖漁業の導入によ
る漁業収入の向上対策と燃油等の漁業コストの削減を併せて行うことにより，本地
域の漁業所得を改善することが急務となっている。

（２）その他の関連する現状等
本地域は平成 年に「霧島錦江湾国立公園」に指定され，毎年約 万人（霧島24 770

市観光統計資料）が訪れる観光都市となっている。しかし，観光客への地魚提供は
十分であるとは言えず，また常温流通できるお土産も少ない。

そこで、旅館・ホテル，飲食店の地魚使用を促進し、観光客による消費拡大を図
るとともに、観光客が持ち帰りやすいような常温流通できる土産品の開発が必要で
ある。また，観光客の多くが山や川を巡るツアーに参加しているが，海を体験でき
るツアーはほとんど行われていないのが現状である。そこで，観光業と水産業との
連携を取ったブルー・ツーリズムを推進することにより漁業所得の向上を目指す必
要がある。

３ 活性化の取組方針
（１）基本方針
１．漁業収入の向上対策

) 新規漁業の導入による収入アップ1
二枚貝（アサリ，イワガキ）養殖の新規導入及びヒトエグサ養殖の復活を図

り，漁業所得の向上を図る。
) 魚価向上による収入アップ2

① ヒジキ，エイ等の低・未利用魚の有効活用を図るため，生産の促進や加工
品の開発や販路開拓を図り，漁業所得を向上する。

) 販路拡大による収入アップ3
「夕市」の実施による魚食普及活動や新規販売先の開拓，ブルーツーリズムの
推進による観光客市場の開拓により，漁業所得を向上する。最終的にはこれら
の取組みを集大成させた都市漁村体験型の水産物普及施設を整備する。

２．漁業コストの削減
) 燃油コストの削減1

①低速走行，船底清掃の増加により燃料費の削減を図る。
②省エネ型の試験船，エンジン等の機器導入による燃料費の削減，沖泊まり
操業の実施

) 漁業コストの削減2
①協業化による養殖施設等の共同利用機器導入による経費削減。
②効率的な漁具・漁法の導入による経費削減

（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
・ 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，漁法の制限等を行っている。

・ 漁協の自主的な取組みでは，延縄漁業については一斉休漁日や操業時間を決め
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ている。また採補できる水産動物の体長制限や採捕禁止期間を設けている。アサ
リ漁業（錦海漁協管内）については，全漁場，周年禁漁となっており，繁殖・保
護を図っている。

。

（３）具体的な取組内容（毎年毎に数値目標とともに記載）
■１年目（平成 年度）26

次のとおり漁業収入向上の取組と漁業コスト削減の取組を実施し，基準年と比較し
て２．２％の漁業所得の向上を図ります。

漁業収入向上の １ 新規漁業の導入による収入アップ
ための取組 )アサリ養殖の新規導入1

錦海漁協 名，錦江漁協 名，福山町漁協 名の計 名の一10 15 5 33
本釣り，刺網等の漁船漁業者 名が，(独)水産総合研究ｾﾝﾀｰが開33
発した網袋式天然採苗によるアサリ養殖業を開始する。

平成 年度は試験段階，平成 年度に区画漁業権の取得を目26 27
指す。県水産技術開発センター，県振興局（普及担当 ，２市，）
３漁協と連携し，試験的な取組から本格的な着業を経てその結果
をみつつ、漁業者の着業化を推進する。アサリの養殖期間は１～
２年のため３年目以降の収入増加を図る。

更に ，一般市民がアサリの天然採苗から育成，収穫に至る漁、
業体験を堪能できる一網（網袋）オーナー制度を導入し漁業外収
入を確保する。

)イワガキ養殖の新規導入2
錦海漁協 名，福山町漁協 名の一本釣り，刺網等の漁船漁業3 3

者 名が，県水技センターが生産した種苗を用いてイワガキ養殖6
に着業する。協業化により，養殖筏，滅菌用紫外線照射装置を共
同で整備しコストを抑えつつ，漁業収入の増加を図る。

平成 年度は試験段階，平成 年度に区画漁業権を取得を目26 27
指す。 県水産技術開発センター，県振興局（普及担当 ，２市，）
２漁協 と連携し，試験的な取組から本格的な着業を経てその結果
をみつつ、漁業者の着業化を推進する。イワガキの養殖期間は２
～３年のため４年目以降の収入増加を図る。

)ヒトエグサ養殖の復活・・・所得向上率０．９％3
ここ数年，ヒトエグサは不漁により全く収穫ができない状況が

継続している。そのため，不漁原因として可能性が高い食害対策
を講ずることによりヒトエグサ養殖の復活を図る。

食害対策は鳥または魚が養殖場内に侵入しないよう防除ネット
で囲って養殖を行う。

錦海漁協の一本釣り，潜水器漁業の漁船漁業者３名は、食害対
， 。 ，策を講じた 実 証事業を行う 協業化によりコストを抑えつつ

防除網を共同で設置し，ヒトエグ サの成長や収量を比較する。ま
た，共同利用する収穫摘採機を導 入して，作業の分業，効率を図
る。これらの取組みにより， 万円の漁業所得の向上を図る。287

２ 魚価向上による収入アップ
)地域特産化と販路開拓1
①漁業者は漁協とともに、食の総合アドバイザーとして期待され
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る民間の水産加工販売業 者と連携し，当地域で大量に安定して水
揚げされる生鮮カツオ・ カタクチイワシの他，養殖アサリ・イワ
ガキ，養殖ヒトエグサ，養 殖ブリ・カンパチ等の地域特産化を
図る。

カツオについては，錦海漁協の沿岸カツオ一本釣り漁業者によ
り漁獲されているが，すべてカツオは鹿児島市場送りとなってい
る，このカツオは刺身用商材として魅力が高いことから、より高

鮮度で流通できることをアピールして、地域内で の地産地消を推
進する。

カタクチイワシはカツオ一本釣り用の活き餌として，錦江漁協
の小型巻き網漁業者により畜養・販売されているものであるが，
一方で，刺身用商材として「夕市」では目玉商品となっており，
毎回，行列ができる状況となっている。これらの素材の地産地消
の取組みを強化する。

養殖アサリ・イワガキ，養殖ヒトエグサについては，新たな品
目として販路や販売方法等を検討する。

養殖ブリ，カンパチについては，福山町漁協の「黒酢ぶり （飼」
育方法を工夫し完全無薬出飼育）は すでに一定の評価が定着して
いるものもあるが，錦海漁協の養殖 ブリ，カンパチは相場に左右
された取引きを余儀なくされている 状況である。これらのブリ・
カンバチについても，う販売力を強化するため 、飼育方法や出荷、
方法について検討する。

平成３０年度には、都市漁村体験型の水産普及施設を整備し、
地元のの魅力ある水産物を一般客を対象に宣伝・販売し、消費拡大
を図ることとして、漁業は漁業者とともに、先進地視察等により施
設についての情報を収集する。や。

。

②錦海，福山町漁協の漁業者グループは、自ら獲った水産物を販
売 する「夕市」の取組みを強化し，地域特産化，魚食普及と販路
開 拓を促進する。アサリ，イワガキ，ヒトエグサを新たな品目と
し て追加したり，また， 漁協が相互に水産物を夕市で販売でき3
る ようにして販売力を強化することにより，漁業収入を向上させ
る。 また，併せて観光都市である霧島市の集客力を利用し，養
殖魚

の餌やり体験や，カヌー体験等のブルーツーリズムを促進させ，
漁業外所得の向上を図る。

) 低・未利用資源の有効活用2
①エイの有効活用

錦海漁協は、食の総合アドバイザーとして期待される民間の水
産 加工販売業者と連携し，刺網で大量に混獲され，廃棄されてい
る 未利用資源であるナルトビエイ，アカエイのレシピまたは加工
品 開発を行う。商品化により，これらの素材を大都市圏の飲食店
業 へ販売することにより，漁業収入を向上させる。また，県内の
薩 摩揚げ業者と連携し，すり身原料として取引可能か試験を実施
す る。

②ヒジキの有効活用・・・所得向上率０．５％
地域資源の活用が不十分な天然ヒジキの有効活用を協業化等の

取組により促進する。既存の漁業者に加えて新たに錦海，錦江，
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福山町漁協の各５名，計１５名の一本釣り等の漁船漁業者は、そ
れ ぞれ漁協毎に協業化し，収穫，運搬，乾燥の共同作業を行う。
こ れらの取組みにより，コストを抑えつつヒジキ生産量を１０ト
ン増産させることに より，漁業所得を１５７万円向上させる。

３ 藻場・干潟保全事業による収入アップ
各漁協は漁業者グループ，地域 とともに，漁場の生産力向NPO

上や海洋環境の保全に重要な役割を果たしている藻場や干潟につ
いて，その機能を維持・増大させるため，母藻の投入や食害生物

の除去等効果的なアマモ場の造 成や干潟の保全活動を実施する。
藻場面積の拡大，干潟の再生を 図り，イカ，サヨリ等の増産やア
サリ資源の復活を図り，漁業収 入を向上させる。

４ 小型巻き網漁業の構造改革
錦江漁協の小型巻網漁業者が経営安定化のため，漁業コストの大
幅な削減や，収入向上対策として，畜養用カタクチイワシの曳航
に係る経費や夏場における生残率の大幅な向上のため，新たな運

搬船を導入する等を検討する 。。
。

活用する支援措
置等 ② 二枚貝資源緊急増殖対策事業

③ 沿岸漁業リーダー・女性育成支援事業
④ 地域振興推進事業（食の「魅力」発見事業 （県単））
⑤ チャレンジ！！元気な水産業創出支援事業（県単）
⑥ 水産多面的機能発揮対策事業

漁業コスト削減 １ 船底清掃，低速走行による燃油節減・・所得向上率０．８％
のための取組 構成員４０名全員が漁船の燃費向上のため，漁協は、漁船の上架

施設を整備し，船底清掃の回数を増加させるとともに、全漁船が低
速運航等を実施することにより燃油使用 量を７ 削減し，漁業経費%
２５９万円の削減を図る。

２ 省エネ型エンジン等の導入による燃油削減
漁協は、省エネ型漁船エンジン等の機器導入を推進する。
。

活用する支援措 ① 省燃油活動推進事業
置等

③ 産地水産業強化支援事業
④ 基地周辺対策事業（防衛施設局）

■２年目（平成 年度）27
次のとおり漁業収入向上の取組と漁業コスト削減の取組を実施し，基準年と比較して

５．２％の漁業所得の向上を図ります。

漁業収入向上の １ 新規漁業の導入による収入アップ
ための取組 )アサリ養殖の新規導入1

錦海漁協 名，錦江漁協 名，福山町漁協 名の計 名の一10 15 5 33
本釣り，刺網等の漁船漁業者 名は、区画漁業権を取得し、本格33
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的にアサリ養殖を行う 。。
県水産技術開発センター，県振興局（普及担当 ，２市，３）

， 、 。漁協と連携し 取組の結果をみつつ 漁業者の着業化を推進する
また，アサリの養殖期間は１～２年のため３年 目以降の収入増加
を図る。

また，一般市民がアサリの天然採苗から育成，収穫に至る漁業
体験を堪能できる一網（網袋）オーナー制度の導入により漁業外
収入を確保する。

)イワガキ養殖の新規導入2
錦海漁協 名，福山町漁協 名の一本釣り，刺網等の漁船漁業3 3

者 名は、区画漁業権を取得し，県水技センターが生産した種苗6
を用いてイワガキ養殖を本格的に行う 。

県水産技術開発センター，県振興局（普及担当 ，２市，２漁）
協と連携し，取組の結果をみつつ漁業者の着業化を推進する。ま

た，イワガキの養殖期間は２～３年のため４年 目以降の収入増加
を図る。

)ヒトエグサ養殖の復活・・・所得向上率３．５％3

錦海漁協の一本釣り，潜水器漁業の漁船漁業者３名，錦江漁
協の一本釣り，刺網漁業者９名は、ヒトエグサ養殖について食害

対策（防除網の設置）を講じ協業化により効率的に取り組む 。こ。
れらの取組みにより， 万円の漁業所得の向上を図 る。1,149

２ 魚価向上による収入アップ
)地域特産化と販路開拓1
①漁業者は漁協とともに、食の総合アドバイザーとして期待され

る民間の水産加工販売業 者と連携し ，漁獲物等の地域特産化を，
図る。

カツオについては， ，すべてカツオは鹿児島市場送りとなっ
てい るが ，このカツオは刺身用商材として魅力が高いことから、、
より高鮮度で流通できることアピールして、地域内で の地産地消
を推進する。

カタクチイワシは刺身用商材として「夕市」では目玉商品とな
っており， 毎回，行列ができる状況となっているいることから、
生食用へ販売の重点をおきつつ、地産地消 の取組みを強化する。

養殖アサリ・イワガキ，養殖ヒトエグサについては，新たな品
目として販路や販売方法を検討する。

養殖ブリ，カンパチについては，福山町漁協の「黒酢ぶり」や
県内外での取組を参考としつつ、錦海漁協の養殖 ブリ，カンパチ
販売力を強化するため、飼育方法や出荷方法について、検討を継続
する 。。

漁協は漁業者とともに、平成３０年度に整備を予定しているの
都市漁村体験型の水産普及施設について、施設の内容や運営方法に
ついて検討する。

②錦海，福山町漁協の漁業者グループは、自ら獲った水産物を販
売 する「夕市」についてアサリ，イワガキ，ヒトエグサを新たな
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品目とし て追加したり，また， 漁協が相互に水産物を夕市で販3
売する等により販売力を強化する。 併せて観光都市である霧島
市の集客力を利用し，養殖魚

の餌やり体験や，カヌー体験等のブルーツーリズムを促進させ，
漁業外所得の向上を図る。

) 低・未利用資源の有効活用2
①エイの有効活用

錦海漁協は、食の総合アドバイザーとして期待される民間の水
産 加工販売業者と連携し， 未利用資源であるナルトビエイ，ア
カエイのレシピまたは加工品 開発を行う ，県内の薩 摩揚げ業。
者と連携し，すり身原料として取引可能か引き続き試験を実施す
る。

③ヒジキの有効活用・・・所得向上率０．５％
錦海，錦江， 福山町漁協の各５名，計１５名の一本釣り等

、 ，の漁船漁業者は 天然ヒジキについてそれ ぞれ漁協毎に協業化し
収穫，運搬，乾燥の共同作業を行う。こ れらの取組みにより，コ
ストを抑えつつヒジキ生産量を１０トン増産させることに より，
漁業所得を１５７万円向上させる。

３ 藻場・干潟保全事業による収入アップ
各漁協は漁業者グループ，地域 とともに，漁場の生産力向NPO

上や海洋環境の保全に重要な役割を果たしている藻場や干潟につ
いて，その機能を維持・増大させるため，母藻の投入や食害生物

の除去等効果的なアマモ場の造 成や干潟の保全活動を実施する。
藻場面積の拡大，干潟の再生を 図り，イカ，サヨリ等の増産やア
サリ資源の復活を図り，漁業収 入を向上させる。

４ 小型巻き網漁業の構造改革
錦江漁協の小型巻網漁業者が経営安定化のため，漁業コストの大
幅な削減や，収入向上対策として，畜養用カタクチイワシの曳航
に係る経費や夏場における生残率の大幅な向上のため，新たな運

搬船を導入する等を検討する。
。

活用する支援措
置等 ② 二枚貝資源緊急増殖対策事業

③ 沿岸漁業リーダー・女性育成支援事業
④ 地域振興推進事業（食の「魅力」発見事業 （県単））
⑤ チャレンジ！！元気な水産業創出支援事業（県単）
⑥ 水産多面的機能発揮対策事業

漁業コスト削減 １ 船底清掃，低速走行による燃油節減・・所得向上率０．８％
のための取組 構成員４０名全員は、漁船の燃費向上のため，漁協が整備した漁

船の上架 施設を活用し，船底清掃の回数を増加させるとともに、全
， ，漁船が低速運航等を実施することにより 燃油使用 量を７ 削減し%

漁業経費２５９万円の削減を図る。

２ 省エネエンジンの導入による燃油削減・・所得向上率０．３％
構成員５名は ，省エネ型漁船エンジン等の機器導入するほか、、

、， ，漁協は省エネエンジン導入を推進し 燃 油消費量を ％削減し10



- 8 -

漁業経費９８万円の削減を図る。

活用する支援措
置等 ② 省エネ機器等導入推進事業

③ 産地水産業強化支援事業
④ 基地周辺対策事業（防衛施設局）

■ ３年目（平成 年度）28
次のとおり漁業収入向上の取組と漁業コスト削減の取組を実施し，基準年と比較して

１０．４％の漁業所得の向上を図ります。

漁業収入向上の １ 新規漁業の導入による収入アップ
ための取組 )アサリ養殖の新規導入・・・所得向上率５．３％1

錦海漁協 名，錦江漁協 名，福山町漁協 名の計 名の一10 15 5 33
本釣り，刺網等の漁船漁業者 名は、引き続き、アサリ養殖を行33

う 。。
県水産技術開発センター，県振興局（普及担当 ，２市，３）

漁協と連携し，取組結果をみつつ、漁業者の着業化を推進する。
これらの取組みによ り 万円の漁業所得の向上を図る。1,716

また，一般市民がアサリの天然採苗から育成，収穫に至る漁業
体験を堪能できる一網（網袋）オーナー制度の導入により漁業外
収入を確保する。

)イワガキ養殖の新規導入2
錦海漁協 名，福山町漁協 名の一本釣り，刺網等の漁船漁業3 3

者 名は、引き続き、県水技センターが生産した種苗を用いてイ6
ワガキ養殖を行う。

県水産技術開発センター，県振興局（普及担当 ，２市，２漁）
協と連携し，取組結果をみつつ漁業者の着業化を推進する。 イ7

。ワガキの養殖期間は２～３年のため４年 目以降の収入増加を図る

)ヒトエグサ養殖の復活・・・所得向上率３．５％3

。
錦海漁協の一本釣り，潜水器漁業の漁船漁業者３名，錦江漁

協の一本釣り，刺網漁業者９名は、ヒトエグサ養殖について食害
対策（防除網の設置）を講じ協業化により効率的に取り組む。これ
らの取組みにより， 万円の漁業所得の向上を図 る。1,149

２ 魚価向上による収入アップ
)地域特産化と販路開拓1
①漁業者は漁業とともに、食の総合アドバイザーとして期待され

る民間の水産加工販売業 者と連携し ，漁獲物等の地域特産化を，
図る。

カツオについては， 高鮮度で刺身用商材としての魅力をア
ピールし地域内で の地産地消を推進する。

カタクチイワシは ，刺身用商材として「夕市」での目玉商
品として、地産地消 の取組みを強化する。

養殖アサリ・イワガキ，養殖ヒトエグサについては，新たな品
目として販路や販売方法を検討し、準備の整ったものから試験的

に出荷していく 。。
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養殖ブリ，カンパチについては，福山町漁協の「黒酢ぶり」や
県内外での取組を参考としつつ、販売力を強化するため、飼育方法
や出荷方法について検討するともに、試行的に実施する。

漁協は漁業者とともに、平成 年度に整備を予定している都市30
漁村体験型の水産物普及施について、施設の内容や運営方法につい
て検討する 。。

②錦海，福山町漁協の漁業者グループは、自ら獲った水産物を販
売 する「夕市」について、アサリ，イワガキ，ヒトエグサを新た
な品目とし て追加したり，また， 漁協が相互に水産物を夕市で3
販売できる ようにして販売力を強化する併せて観光都市である霧
島市の集客力を利用し，養殖魚

の餌やり体験や，カヌー体験等のブルーツーリズムを促進させ，
漁業外所得の向上を図る。

) 低・未利用資源の有効活用2
①エイの有効活用

錦海漁協は、食の総合アドバイザーとして期待される民間の水
産 加工販売業者と連携し，未利用資源であるナルトビエイ，アカ
エイのレシピまたは加工品 開発を行う。県内の薩 摩揚げ業者と
連携し，すり身原料としての利用を 年間の試験結果を踏まえ検討2
し、試作品を作成・販売する 。。

④ヒジキの有効活用・・・所得向上率０．５％
錦海，錦江， 福山町漁協の各５名，計１５名の一本釣り等

、 ，の漁船漁業者は 天然ヒジキについてそれ ぞれ漁協毎に協業化し
収穫，運搬，乾燥の共同作業を行う。こ れらの取組みにより，コ
ストを抑えヒジキ生産量を１０トン増産させることに より，漁業
所得を１５７万円向上させる。

３ 藻場・干潟保全事業による収入アップ
各漁協は漁業者グループ，地域 とともに，漁場の生産力向NPO

上や海洋環境の保全に重要な役割を果たしている藻場や干潟につ
いて，その機能を維持・増大させるため，母藻の投入や食害生物

の除去等効果的なアマモ場の造 成や干潟の保全活動を実施する。
藻場面積の拡大，干潟の再生を 図り，イカ，サヨリ等の増産やア
サリ資源の復活を図り，漁業収 入を向上させる。
４ 小型巻き網漁業の構造改革

錦江漁協の小型巻網漁業者が経営安定化のため，漁業コストの大
幅な削減や，収入向上対策として，畜養用カタクチイワシの曳航
に係る経費や夏場における生残率の大幅な向上のため，新たな

。 、運搬船を導入する等の構造改革を行う 年間の検討結果を踏まえ2
実証試験を実施することとし、計画の策定を行う 。。

活用する支援措 ① 産地水産業強化支援事業
置等 ② 二枚貝資源緊急増殖対策事業

③ 沿岸漁業リーダー・女性育成支援事業
④ 地域振興推進事業（食の「魅力」発見事業 （県単））
⑤ チャレンジ！！元気な水産業創出支援事業（県単）
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⑦ もうかる漁業創設支援事業

漁業コスト削減 １ 船底清掃，低速走行による燃油節減・・所得向上率０．８％
のための取組 構成員４０名全員は、が漁船の燃費向上のため，漁協が整備した

漁船の上架 施設を活用，船底清掃の回数を増加させるとともに、全
， ，漁船が低速運航等を実施することにより 燃油使用 量を７ 削減し%

漁業経費２５９万円の削減を図る。

２ 省エネエンジンの導入による燃油削減・・所得向上率０．３％
構成員５名は導入した省エネ型漁船エンジン等の機器を活用し、

更に漁協は省エネ機器の導入そ推進することにより，燃 油消費量
を ％削減し，漁業経費９８万円の削減を図る。10

活用する支援措
置等

③ 産地水産業強化支援事業
④ 基地周辺対策事業（防衛施設局）

■ ４年目（平成 年度）29
次のとおり漁業収入向上の取組と漁業コスト削減の取組を実施し，基準年と比較して

１３．２％の漁業所得の向上を図ります。

漁業収入向上の １ 新規漁業の導入による収入アップ
ための取組 )アサリ養殖の新規導入・・・所得向上率５．３％1

錦海漁協 名，錦江漁協 名，福山町漁協 名の計 名の一10 15 5 33
本釣り，刺網等の漁船漁業者 名は、ﾀｰ引き続きアサリ養殖を行33

う 。。
県水産技術開発センター，県振興局（普及担当 ，２市，３）

漁協と連携し，取組の結果をみつつ、漁業者の 着業化を推進す
る。これらの取組みに より 万円の漁業所得の向上を図る。1,716

また，一般市民がアサリの天然採苗から育成，収穫に至る漁業
体験を堪能できる一網（網袋）オーナー制度の導入により漁業外
収入を確保する。

)イワガキ養殖の新規導入・・・所得向上率２．７％2
錦海漁協 名，福山町漁協 名の一本釣り，刺網等の漁船漁業3 3

者 名は、引き続き，県水技センターが生産した種苗を用いてイ6
ワガキ養殖を行う。

県水産技術開発センター，県振興局（普及担当 ，２市，２漁）
協と連携し，取組の結果をみつつ、漁業者の着業化を推進する。

これらの取組みにより 万円の漁業所得の向上を図る。908

)ヒトエグサ養殖の復活・・・所得向上率３．６％3
。

錦海漁協の一本釣り，潜水器漁業の漁船漁業者３名，錦江漁
協の一本釣り，刺網漁業者９名は、ヒトエグサ養殖について食害

対策（防除網の設置）を講じ協業化により効率的に取り組むそこれ
らの取組みにより， 万円の漁業所得の向上を図 る。1,149

２ 魚価向上による収入アップ
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)地域特産化と販路開拓1
①漁業者は漁協とともに、食の総合アドバイザーとして期待され

る民間の水産加工販売業 者と連携し，漁獲物等の地域特産化を図
る。

カツオについては， 高鮮度で刺身用商材としての魅力をア
ピールし地域内で の地産地消を推進する。

カタクチイワシは 刺身用商材として「夕市」での目玉商品
として地産地消 の取組みを強化する。

養殖アサリ・イワガキ，養殖ヒトエグサについては，新たな品
目として、販路や販売手法を検討し準備の整ったものから試験的

に出荷する 。。
養殖ブリ，カンパチについては，福山町漁協の「黒酢ぶり」や

県内外の取組を参考にしつつ、販売力を強化するため、飼育方法や
出荷方法を検討するとともに、試行的に実施する。

漁協は、漁業者からの意見を得つつ、これまで検討した結果を
踏まえ都市漁村体験型の水産物普及施設についての実施設計を行
う 。。

。

②錦海，福山町漁協の漁業者グループは、自ら獲った水産物を販
売 する「夕市」について、アサリ，イワガキ，ヒトエグサを新た
な品目とし て追加したり，また， 漁協が相互に水産物を夕市で3
販売できる ようにして販売力を強化する併せて観光都市である霧
島市の集客力を利用し，養殖魚

の餌やり体験や，カヌー体験等のブルーツーリズムを促進させ，
漁業外所得の向上を図る。

) 低・未利用資源の有効活用2
①エイの有効活用

錦海漁協は、食の総合アドバイザーとして期待される民間の水
産 加工販売業者と連携し， 未利用資源であるナルトビエイ，ア
カエイのレシピまたは加工品 開発を行う。県内の薩 摩揚げ業者
と連携し，引き続きすり身原料として試作品の販売を実施す る。

②ヒジキの有効活用・・・所得向上率０．５％
錦海，錦江， 福山町漁協の各５名，計１５名の一本釣り等

、 ，の漁船漁業者は 天然ヒジキについてそれ ぞれ漁協毎に協業化し
収穫，運搬，乾燥の共同作業を行う。こ れらの取組みにより，コ
ストを抑えつつヒジキ生産量を１０トン増産させることに より，
漁業所得を１５７万円向上させる。

３ 藻場・干潟保全事業による収入アップ
各漁協は漁業者グループ，地域 とともに，漁場の生産力向NPO

上や海洋環境の保全に重要な役割を果たしている藻場や干潟につ
いて，その機能を維持・増大させるため，母藻の投入や食害生物

の除去等効果的なアマモ場の造 成や干潟の保全活動を実施する。
藻場面積の拡大，干潟の再生を 図り，イカ，サヨリ等の増産やア
サリ資源の復活を図り，漁業収 入を向上させる。

４ 小型巻き網漁業の構造改革
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錦江漁協の小型巻網漁業者は、経営安定化のため，漁業コストの
大 幅な削減や，収入向上対策として，畜養用カタクチイワシの曳
航 に係る経費や夏場における生残率の大幅な向上のため，新たな
力 運搬船を導入する等の構造改革に取り組むため、前年の計画に
基づき実証試験を実施する。

活用する支援措 ① 産地水産業強化支援事業
置等 ② 二枚貝資源緊急増殖対策事業

③ 沿岸漁業リーダー・女性育成支援事業
④ 地域振興推進事業（食の「魅力」発見事業 （県単））
⑤ チャレンジ！！元気な水産業創出支援事業（県単）

⑦ もうかる漁業創設支援事業

漁業コスト削減 １ 船底清掃，低速走行による燃油節減・・所得向上率０．８％
のための取組 構成員４０名全員は、漁船の燃費向上のため，漁協が整備した漁

船の上架 施設を活用し，船底清掃の回数を増加させるとともに、全
船が低速航行等を実施することにより，燃油使用 量を７ 削減し，%
漁業経費２５９万円の削減を図る。

２ 省エネエンジンの導入による燃油削減・・所得向上率０．３％
， 、構成員５名は 導入した省エネ型漁船エンジン等の機器を活用し

更に漁協は省エネ機器の導入を推進することにより，燃 油消費量
を ％削減し，漁業経費９８万円の削減を図る。10

活用する支援措
置等

④ 基地周辺対策事業（防衛施設局）

■ ５年目（平成 年度）30
次のとおり漁業収入向上の取組と漁業コスト削減の取組を実施し，基準年と比較して

１３．２％の漁業所得の向上を図ります （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 １ 新規漁業の導入による収入アップ
ための取組 )アサリ養殖の新規導入・・・所得向上率５．３％1

錦海漁協 名，錦江漁協 名，福山町漁協 名の計 名の一10 15 5 33
本釣り，刺網等の漁船漁業者 名は、ﾀｰアサリ養殖を行う。33

県水産技術開発センター，県振興局（普及担当 ，２市，３）
漁協と連携し，取組結果をみつつ漁業者の 着業化を推進する。

これらの取組みに より 万円の漁業所得の向上を図る。1,716
また，一般市民がアサリの天然採苗から育成，収穫に至る漁業

体験を堪能できる一網（網袋）オーナー制度の導入により漁業外
収入を確保する。

)イワガキ養殖の新規導入・・・所得向上率２．７％2
錦海漁協 名，福山町漁協 名の一本釣り，刺網等の漁船漁業3 3

者 名は、県水技センターが生産した種苗を用いてイワガキ養殖6
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を行う。
県水産技術開発センター，県振興局（普及担当 ，２市，２漁）

協と連携し，取組結果をみつつ漁業者の着業化を推進する。これ
らの取組みにより 万円の漁業所得の向上を図る。908

)ヒトエグサ養殖の復活・・・所得向上率３．５％3

錦海漁協の一本釣り，潜水器漁業の漁船漁業者３名，錦江漁
協の一本釣り，刺網漁業者９名は、ヒトエグサ養殖について食害

対策（防除網の設置）を講じ協業化により効率的に取り組む。これ
、 。までの取組結果を踏まえ 養殖手法等を確立し安定的な生産を行う

これらの取組みにより， 万円の漁業所得の向上を図 る。1,149

２ 魚価向上による収入アップ
)地域特産化と販路開拓1
①漁業者は漁協とともに、食の総合アドバイザーとして期待され

る民間の水産加工販売業 者と連携し，漁獲物等の地域特産化を図
る。

カツオについては， 高鮮度で刺身用商材としての魅力をア
ピールし地域内で の地産地消を推進する。

カタクチイワシは ，刺身用商材として「夕市」では目玉商
品として地産地消 の取組みを強化する。

養殖アサリ・イワガキ，養殖ヒトエグサについては，これまで
の取組結果を踏まえ、新たな品 目として確立する 。。

養殖ブリ，カンパチについては， これまでの取組結果
、 、 、を踏まえ 一定の飼育手法や販売方法を決め 実行することにより

販売力を強化する。
漁協は、前年策定した計画に基づき、都市漁村体験型の水産

物普及施設を整備する。漁業者等は本施設を活用し、上記で取り組
む地元の魅力ある水産物や新たな加工品等を宣伝しつつ販売するこ
とにより、魚食普及と商品拡大を図る。 。

②錦海，福山町漁協の漁業者グループは、自ら獲った水産物を販
売 する「夕市」について、アサリ，イワガキ，ヒトエグサを新た
な品目とし て追加したり，また， 漁協が相互に水産物を夕市で3
販売できる ようにして販売力を強化する。観光都市である霧島市
の集客力を利用し，養殖魚

の餌やり体験や，カヌー体験等のブルーツーリズムを促進させ，
漁業外所得の向上を図る。

) 低・未利用資源の有効活用2
①エイの有効活用

錦海漁協は、食の総合アドバイザーとして期待される民間の水
産 加工販売業者と連携し，未利用資源であるナルトビエイ，アカ
エイのレシピまたは加工品 開発を行う。県内の薩 摩揚げ業者と
連携した，すり身原料としての利用は、これまでの取組結果を踏ま
え商品化を行う 。。

②ヒジキの有効活用・・・所得向上率０．５％
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錦海，錦江， 福山町漁協の各５名，計１５名の一本釣り等
、 ，の漁船漁業者は 天然ヒジキについてそれ ぞれ漁協毎に協業化し

収穫，運搬，乾燥の共同作業を行う。こ れらの取組みにより，ヒ
ジキ生産量を１０トン増産させることに より，漁業所得を１５７
万円向上させる。

３ 藻場・干潟保全事業による収入アップ
各漁協は漁業者グループ，地域 とともに，漁場の生産力向NPO

上や海洋環境の保全に重要な役割を果たしている藻場や干潟につ
いて，その機能を維持・増大させるため，母藻の投入や食害生物

の除去等効果的なアマモ場の造 成や干潟の保全活動を実施する。
藻場面積の拡大，干潟の再生を 図り，イカ，サヨリ等の増産やア
サリ資源の復活を図り，漁業収 入を向上させる。

４ 小型巻き網漁業の構造改革
錦江漁協の小型巻網漁業者は、経営安定化のため，漁業コストの

大 幅な削減や，収入向上対策として，畜養用カタクチイワシの曳
航 に係る経費や夏場における生残率の大幅な向上のため，新たな
運搬船を導入する等の構造改革のための実証試験を継続する。

活用する支援措 ① 産地水産業強化支援事業
置等 ② 二枚貝資源緊急増殖対策事業

③ 沿岸漁業リーダー・女性育成支援事業
④ 地域振興推進事業（食の「魅力」発見事業 （県単））
⑤ チャレンジ！！元気な水産業創出支援事業（県単）

⑦ もうかる漁業創設支援事業

漁業コスト削減 １ 船底清掃，低速走行による燃油節減・・所得向上率０．８％
のための取組 構成員４０名全員は、漁船の燃費向上のため，漁協が整備した漁

船の上架 施設を活用し，船底清掃の回数を増加させるとともに、
， ，全漁船で低速航行等を行うことにより 燃油使 用量を７ 削減し%

漁業経費２５９万円の削減を図る。

２ 省エネエンジンの導入による燃油削減・・所得向上率０．３％
、 、構成員５名は 導入した省エネ型漁船エンジン等の機器を活用し

更に漁協は省エネ機器の導入を推進することにより，燃 油消費量
を ％削減し，漁業経費９８万円の削減を図る。10

活用する支援措
置等

④ 基地周辺対策事業（防衛施設局）

（４）関連機関等の連携
・ 水産物の加工や販路開拓については，都市部のホテルやレストランに大きな販

売網やノウハウを持つ民間の水産加工販売業者と連携して行う。また，必要に応
じて，県水産技術開発センターで研修を行うとともに，技術的な助言をもらう。
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・ 「夕市」等の販売や魚食普及活動については，地元の漁業集落と連携して行う。

４ 目標
（１）数値目標

基準年 平成 年度
平均漁業所得 千円

漁業所得の向上 ％以上 地域の総所得 千円
目標年 平成 年度

平均漁業所得 千円
地域の総所得 千円

（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
省燃油活動推 漁船の燃費向上のための船底状況改善や部品交換，減速航行，魚場
進事業 探索の協業化等を行い，漁業コストを削減する。

省エネ機器等 漁船エンジン等，燃油消費量を低減させる省エネ機器を導入するこ
導入推進事業 とにより漁業コストを削減する

基地周辺対策 ・ 上架施設の整備
事業 漁船の船底状況改善や部品交換による燃料費削減による漁業コ

スト削減のため，漁船の上架施設を整備する。
産地水産業強 ・ 水産普及施設の整備
化支援事業 地元の魅力ある水産物を宣伝し販売することにより、魚食普及と消

費拡大を図る。

水産多面的機 漁場の生産力向上や海洋環境の保全に重要な役割を果たしている藻
能発揮対策事 場や干潟について，その機能を維持・増大させるため，活動グループ
業 を組織し，効果的なアマモ場の造成や干潟の保全活動を推進する。

沿岸漁業リー ヒトエグサ養殖漁業者が組織を協業化し，食害対策を含めた作業効
ダー・女性育 率の高い養殖施設を整備して，効率的な養殖を実施することにより，
成支援事業 生産量の増大を図る。

二枚貝資源緊 投資効率の良いアサリ増殖施設を整備して，効率的な天然採苗と増
急増殖対策事 殖を実施する。
業
ブルーツーリ 霧島を訪れる観光客は年間約 万人と多く，その多くが山や川を巡20
ズム推進事業 るエコツアーに参加する。海を体験するツアーは少ないものの，ニー
（県単） ズは多いため 休漁日や漁が終わった後に カヌー教室や漁業体験 養， ， （

殖魚の餌やり体験やアサリ養殖オーナー制度等）を行うことにより，
漁家の副収入を得るとともに，加工品等の販売を行う。

地域振興推進 未利用資源であるエイ類の有効利用を図るため，加工品やレシピを
事業（県単） 開発し，大都市圏等の飲食店へ売り込みを図ることにより，流通体制
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地域の 食 を構築し，漁業所得の向上を目指す。「 「 」
魅 力 発 見 事
業」
もうかる漁業 小型巻網漁業の経営安定化のため，漁業コストの大幅な削減や，収
創設支援事業 入向上対策として，特に夏場における畜養カタクチイワシの曳航に係

る経費や生残率の大幅な向上のため，無動力漁船による運搬船を導入
する実証試験を実施する。


