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※再生委員会規約及び推進体制の分かる資料を添付すること。

※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

くから一本釣り漁業、追込網漁業、養殖漁業などの多様な漁業が営まれてきた。

当地区の漁業生産者にとっては、出荷コストの増大も伴い、経営は大変厳しい現状にある。

実現させ、漁村地域の振興を図ることが急務となっている。

　しかしながら、資源の減少や消費の低迷などにより、特に漁船漁業においては、平成１５年

度には901トン（355,515千円）あった水揚高が、平成２５年度においては576トン（277,961千

円）にまで落ち込んでいる。

業においては、平成１５年度には８９名であった漁業者数（漁協正組合員）が平成２５年度に

は７８名に減少するなど漁村地域の衰退が懸念される。

　省エネ型航行への転換など、漁業者独自の努力により、漁業コストの削減に向け取り組んで

きたが、さらなる航行技術の習得や省エネ機器の導入など、より効果的な対策も必要とされる。

の展開を図る必要がある。

　このように、魚価の向上と漁業コストの削減に向けた取り組みを実施し、漁業所得の向上を

　魚種別の水揚高では、漁船漁業でかつお・まぐろ類が最も多く、養殖漁業においては、近年

くろまぐろの生産量が増加傾向にある。

　さらに、近年の燃油価格高騰による出漁経費の増大に加え、島外消費に依存せざるを得ない

　また、高齢化や漁業経営の悪化により、漁業者・漁業従事者の数も減少傾向にある。漁船漁

　このような中、平成１９年度に漁協の直販店を開設し、漁業生産物の町内消費の促進や、同

漁協小規模卸売市場への入札参入による魚価の向上を図る取り組みを行っているが、思うよう

な効果が得られていない現状にあり、新たな販売方法や高付加価値化を目指した加工事業等へ
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（２）その他の関連する現状等

の実習を交えた食育支援を行ったり、漁協青年部や婦人が中心となり、瀬戸内町まちづくりフ

ェスティバルやシーカヤックマラソンIN加計呂麻大会などの町内イベントにおいて、シイラや

テングハギモドキ等の加工品の試食販売を行うなど、関係機関が一体となって地魚の地産地消

が交付金等を活用し、スジアラや夜光貝の放流活動に取り組むとともに、漁協青年部や婦人が

　漁協は、魚価の向上を目指し、平成１９年５月に直販店を開設すると同時に、入札の参入に

の向上に向けた中長期的な計画を作成し、計画に沿った事業展開を行うことが必要とされる。

　そのため、平成２５年２月に６次産業化に向けた総合化事業計画の認定を受け、漁協直販店

を促し、漁業収益に反映させる。

１．漁業収入の向上

３　活性化の取組方針

（１）基本方針

①魚価の向上

　離島漁業再生支援交付金等を活用し、イセエビ類、貝類などの沖縄や東京などへの島外出荷

を目指し、市場調査や輸送方法の調査などを行い出荷体制を整え、魚価の高い出荷先への転換

　漁協直販店において集客力の向上を図り、品目数を増やすための受託販売の導入や、消費拡

③販路拡大

大を目的として、新たな販売方法である地方発送等を取り入れるなど、規模を拡充させ、町内

　漁協直販店において惣菜部門を設け、マグロ類の内臓やシイラなどの、低未利用資源を活用

②低未利用資源の活用

した新商品の開発を行い、６次産業化を促進して魚価に反映させる。

なる努力が必要とされる。

消費量の増大を実現させることで、入札参入による買い支えを実施し、魚価を向上させる。

　さらに、近年、気候の変動や乱獲などによる資源の減少も懸念されていることから、漁業者

イラのフライなどの商品開発及びレシピ作成に取り組んでいる。

中心となって、低未利用資源の有効活用を目指し、クロマグロの胃袋を使用したチャジャやシ

の規模拡充のための話し合いや研修視察を行っているが、現在改善の途上であり、今後、魚価

平成２５年度の売り上げで２３，２７７千円（平成20年度で25,192千円）と伸び悩んでいる。

よる魚価の底上げに取り組んでいるが、主に鮮魚類の販売のみであるため、集客に限りがあり、

にまで減少するなど、地元消費量が激減している現状にある。

　また、平成１５年度には２０５トンあった漁協の市場取扱量が、平成２５年度には８０トン

　これまで、漁業者が小・中学校に赴き、地域で生産される魚種や漁獲法の説明、捌き方など

を促す活動に取り組んできたが、依然減少傾向にあるため、取り組みの数を増やすなど、さら

　漁業コスト対策としては、これまで瀬戸内町と漁協が一体となって、セーフティーネット構

築事業の活用を推進し、原油高騰時の出漁経費の負担軽減を図ってきたが、依然漁業経営は不

安定な現状である。

技術の習得を図るとともに、併せて、農林水産物輸送コスト支援事業を活用したコスト削減に

らなる努力が必要とされる。

に向けた取り組みを行うなど、瀬戸内町と漁協が一丸となり、漁業経営の安定化に向けた、さ

　省エネ機器等の導入促進や省エネ型操業の研修会を実施するなどして、漁業者の意識向上と

④新規就業者の積極的な受け入れ

　高齢化対策として、漁業就業者確保・育成対策事業を活用し新規漁業を受け入れ、地域の活

性化を図る。
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（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

図るため、マグロの胃袋を使用したチャンジャ、マグロの心臓やシイラの西京

売に取り組む。

　以下の取組により漁業収入を基準年に比べ０．５％向上させる。

●漁協青年部、漁業者、婦人部は一体となって、低未利用資源の消費の増大を

●漁協は、補助事業を活用して漁協直販店に加工機材を整備する。漁業者等と

漬け等の商品開発及びレシピの作成に取り組む。

①魚価の向上

●漁協は、これまで漁協直販店においては、主に鮮魚類のみの販売を行ってき

たが、新たに農産物や農産加工品、水産加工品等の受託販売を取り入れるなど

して品目数を増やし集客数の増大を図る。これにより直販店での鮮魚の取り扱

い量を基準年に比べ約３．０
(A)

トン増加させることを目指す。

②低未利用資源の活用

　資源管理計画を策定し、追込み網漁の週１日以上の休漁を実施している。（担保措置：漁業収入安定対策事業）

　奄美大島海区漁業調整委員会指示により、シラヒゲウニの体長制限、ソデイカの禁漁期間の設定や漁具の制限を

実施している。

　漁業権行使規則により、いせえび漁業やあさひがにかかり網漁業の禁漁期間等を設けている。

　省エネ機器等の導入や省エネ型操業の推進を行うとともに、セーフティーネット構築事業の

活用を促し、燃油高騰時等における漁業コストの削減を行う。

②輸送コストの軽減

　農林水産物輸送コスト支援事業を活用し、負担の軽減を行うとともに、出荷コンテナの改良

などにより、共同出荷等の環境整備を行い、輸送コストの軽減を実現させる。

①燃油高騰時における漁業コスト削減

による産卵場・育成場の整備を行い、漁獲高の増大を図る。

　鹿児島県漁業調整規則により、とこぶし、いせえび類の体長制限等を実施している。

２．漁業コスト削減

漁業収入向上
のための取組

昇させることで、基準年より０．５％
(F)

の漁業収入の向上を実現する。

　これら、低未利用資源の高付加価値化によって、生産物の買い取り価格を上

漁協は、連携して上記のうち商品化可能となった加工品を製造し、直販店で販

⑤水産資源の増大

　離島漁業再生支援交付金等を活用し、スジアラ等の放流を行うとともに、簡易型魚礁の設置

　南西諸島海域マチ類資源回復計画による、マチ類の禁漁期間と禁漁区域を設けている。

　独自の取り決めにより、スジアラの重量制限（０．８㎏以下入札禁止）を実施している。

※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）

　１年目（平成２７年度）以降、以下の取組内容は、取組の進捗状況を踏まえ、必要に応じて見

直すこととする。

　以下の取組により漁業所得を基準年対比８．６％向上させる。
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漁業コスト削
減のための取
組

活用する支援
措置等

漁業収入向上
のための取組

とともに、それに伴う最適な輸送方法の検証などを行い、出荷体制を整え、２

●漁協及び漁業者は、藻場の減少に伴ないイセエビ類幼生の付着物が減りイセ

工海藻（藻じゃ藻じゃ等）を設置して効果の検証を行う。

●漁協は、漁業者のセーフティーネット構築事業への加入を促進し、原油価格

●漁協及び漁業集落は、簡易型魚礁を設置して、アオリイカの産卵場や放流対

象魚の育成場の整備を行う。

エビ資源の減少が懸念されることから、イセエビ類幼生の付着物確保のため人

④新規漁業者の積極的な受け入れ

③販路拡大

●漁協は、素潜り漁業者と連携して、イセエビ類などの沖縄の市場調査を行う

業者の受け入れを促す。

●漁協及び漁業者は、連携して出荷先と調整を行い、出荷容器等の改良（イセ

○離島漁業再生支援事業（所得向上）

①燃油高騰時における漁業コストの削減

高騰時のコスト削減による漁業経営の安定化を実現する。

①魚価の向上

●漁協は、漁協直販店において、受託販売を取り入れて品目数を増やすことに

⑤水産資源の増大

●漁業者は、漁協、瀬戸内町等と連携して資源の減少が懸念されているスジア

ラ等の放流を行う。

○漁業経営セーフティーネット構築事業（コスト削減）

○農林水産物輸送コスト支援事業（コスト削減）

●漁業者は、農林水産物輸送コスト支援事業を活用し、出荷の際の輸送コスト

へ充当することで、基準年と比べ９０％の輸送費削減を実現させる。

エビ類の場合：３００円／個のスチロール箱を段ボール箱にする等）を行い、

○沿岸漁業リーダー・女性育成支援事業（所得向上）

さらなるコストの削減に取り組む。

漁業収入向上
のための取組

年目より収益の向上に反映させる。

②輸送コストの軽減

　以下の取組により漁業コストを基準年に比べ１０．４％
(K)

削減する。

●全漁業者は、省エネ型操業への転換、船の重量削減や船底清掃などに取り組

み、年１０％の燃料消費量の削減を目指す。

●漁協及びかつお一本釣り漁業者は、漁業就業支援フェア等に参加し、新規就

　以下の取組により漁業収入を基準年に比べ２．１％向上させる。

○漁業就業者確保・育成対策事業

加え、広告や宣伝活動にも取り組み集客数の増大を図る。これにより直販店の

鮮魚の取り扱い量を基準年に比べ約４．７
(B)

トン増加させることを目指す。

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１１．１％向上させる。
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高める。

向上に反映させる。

漁業コスト削
減のための取
組

漁業収入向上
のための取組

へ充当することで、基準年と比べ９０％の輸送費削減を実現させる。

●漁協及び漁業者は、連携して出荷先と調整を行い、出荷容器等の改良（イセ

エビ類の場合：３００円／個のスチロール箱を段ボール箱にする等）を行い、

て取り組み、年１０％の燃料消費量の削減を目指す。

●漁協は、引き続き漁業者のセーフティーネット構築事業への加入を促進し、

原油価格高騰時のコスト削減による漁業経営の安定化を実現する。

東京市場への最適な輸送方法の検証などを行い、出荷体制を整え、漁業収入の

させることで、基準年より１．０％
(G)

の漁業収入の向上を目指す。

②輸送コストの軽減

●漁業者は、農林水産物輸送コスト支援事業を活用し、出荷の際の輸送コスト

●漁協及び漁業者は、夜光貝やマガキ貝等の東京の市場調査を行うとともに、

①燃油高騰時における漁業コストの削減

とで、基準年に比べ１．１％
(P)

の漁業収入の増加を図る。

●漁協及び漁業者は、イセエビ類を現在より単価の高い沖縄市場に出荷するこ

の増大を図るため、マグロの胃袋を使用したチャンジャ、マグロの心臓やシイ

④新規漁業者の積極的な受け入れ

●漁協、かつお一本釣り漁業者は、漁業就業支援フェア等に参加し、新規就業

者の受け入れを促す。

●かつお一本釣り漁業者は、新規就業者を１名受け入れ、漁業研修を開始する。

③販路拡大

●漁協は、補助事業を活用して漁協直販店に加工機材を増設整備する。

　漁業者等と漁協は連携して上記のうち商品化可能となった加工品の生産力を

　これら低未利用資源の高付加価値化によって、生産物の買い取り価格を上昇

　また、同時にパッケージ製作にも取り組み、商品化されたものについては、

鹿児島県漁業振興大会品評会等に出品して知名度向上を図る。

②低未利用資源の活用

●漁協青年部、漁業者、婦人部は、引き続き一体となって低未利用資源の消費

ラの西京漬け等の商品開発及びレシピ作成に取り組む。

資源増大を図る。

⑤水産資源の増大

●漁業者は、漁協、瀬戸内町等と連携して資源の減少が懸念されている、スジ

アラ等の放流を継続して行う。

●漁協及び漁業集落は、簡易型魚礁を設置して、アオリイカの産卵場や放流対

対象魚の育成場の整備を継続して行う。

●漁協及び漁業集落は、人工海藻（藻じゃ藻じゃ等）を設置し、イセエビ類の

●全漁業者は、省エネ型操業への転換、船の重量削減や船底清掃などに継続し

　以下の取り組みにより漁業コストを基準年に比べ１０．２％
(L)

削減する。
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漁業コスト削
減のための取
組

を高める。

上に反映させる。

漁業収入向上
のための取組

い、魚価の向上を図る。

さらなるコストの削減に取り組む。

●漁協は、漁業者と連携して、共同出荷用の鮮魚コンテナを作製し、共同出荷

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１２．４％向上させる。

○漁業経営セーフティーネット構築事業（コスト削減）

○農林水産物輸送コスト支援事業（コスト削減）

○漁業就業者確保・育成対策事業

を促し、さらなるコスト削減に取り組む。

●漁協は、引き続きイセエビ類を現在より単価の高い沖縄市場に出荷すること

　これら低未利用資源の高付加価値化によって、生産物の買い取り価格を上昇

　以下の取組により漁業収入を基準年に比べ２．９％向上させる。

①魚価の向上

む。

活用する支援
措置等

○離島漁業再生支援事業（所得向上）

●漁協は、漁協に設置してある活魚水槽を活用し、イセエビ類の出荷調整を行

で、基準年に比べ１．１％
(P)

の漁業収入の増加を図る。

●漁協及び漁業者は、夜光貝やマガキ貝等の東京の市場調査を行うとともに、

●漁協は、補助事業を活用して漁協直販店に加工機材を増設整備する。

　漁業者等と漁協は、連携して上記のうち商品化可能となった加工品の生産力

　また、同時にパッケージ製作にも取り組み、商品化されたものについては、

指す。

②低未利用資源の活用

●漁協青年部、漁業者、婦人部は、引き続き一体となって低未利用資源の消費

の増大を図るため、低未利用資源を活用した商品開発及びレシピ作成に取り組

鹿児島県漁業振興大会品評会等に出品して知名度向上を図る。

させることで、基準年より１．８％
(H)

の漁業収入の向上を目指す。

東京市場への最適な輸送方法の検証などを行い、出荷体制を整え漁業収入の向

④新規漁業者の積極的な受け入れ

●漁協、かつお一本釣り漁業者及び追い込み網漁業者は、漁業就業支援フェア

○沿岸漁業リーダー・女性育成支援事業（所得向上）

③販路拡大

●漁協は、引き続き漁協直販店において、受託販売を取り入れて品目数を増や

すことに加え、広告や宣伝活動にも取り組み集客数の増大を図る。これにより

直販店の鮮魚の取り扱い量を基準年に比べ約６．６
(C)

トン増加させることを目

等に参加し、新規就業者の受け入れを促す。

●かつお一本釣り漁業者及び、追い込み網漁業者は、新たに新規漁業者を１名

受け入れ漁業研修を開始する。



7

漁業収入向上
のための取組

漁業コスト削
減のための取
組

活用する支援
措置等

資源増大を図る。

原油価格高騰時のコスト削減による漁業経営の安定化を実現する。

②輸送コストの軽減

●全漁業者は、省エネ型操業への転換、船の重量削減や船底清掃などに継続し

て取り組み、年１０％の燃料消費量の削減を目指す。

　以下の取り組みにより漁業コストを基準年に比べ１０．０％
(M)

削減する。

●漁協は、引き続き漁業者のセーフティーネット構築事業への加入を促進し、

●漁協及び漁業集落は、人工海藻（藻じゃ藻じゃ等）を設置し、イセエビ類の

○離島漁業再生支援事業（所得向上）

○沿岸漁業リーダー・女性育成支援事業（所得向上）

●漁業者は、農林水産物輸送コスト支援事業を活用し、出荷の際の輸送コスト

へ充当することで、基準年と比べ９０％の輸送費削減を実現させる。

を向上させ共同出荷を促し、さらなるコスト削減に取り組む。

○漁業経営セーフティーネット構築事業（コスト削減）

○農林水産物輸送コスト支援事業（コスト削減）

○漁業就業者確保・育成対策事業

エビ類の場合：３００円／個のスチロール箱を段ボール箱にする等）を行い、

さらなるコストの削減に取り組む。

●漁協は、漁業者と連携して共同出荷用の鮮魚コンテナの作製を行い、利便性

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１３．６％向上させる。

①魚価の向上

●漁協は、引き続き漁協直販店において、受託販売を取り入れ品目数を増やす

ことに加え、広告や宣伝活動にも取り組み、集客数の増大を図る。これにより

直販店の鮮魚の取り扱い量を基準年に比べ約８．１
(D)

トン増加させることを目

指す。

②低未利用資源の活用

　以下の取組により漁業収入を基準年に比べ３．７％向上させる。

●漁協は、漁協に設置してある活魚水槽を活用し、イセエビ類の出荷調整を行

い魚価の向上を図る。

漁業収入向上
のための取組

①燃油高騰時における漁業コストの削減

●漁協及び漁業者は、連携して出荷先と調整を行い、出荷容器等の改良（イセ

⑤水産資源の増大

●漁業者は、漁協、瀬戸内町等と連携して資源の減少が懸念されているスジア

ラ等の放流を継続して行う。

●漁協及び漁業集落は、簡易型魚礁を設置して、アオリイカの産卵場や放流対

象魚の育成場の整備を継続して行う。

●かつお一本釣り漁業者は、前年度の新規就業者を本格的に着業させる。
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的に着業させる。

島県漁業振興大会品評会等に出品して知名度向上を図る。

●漁協青年部、漁業者、婦人部は、引き続き一体となって低未利用資源の消費

　これら低未利用資源の高付加価値化によって、生産物の買い取り価格を上昇

●漁協は、パッケージ製作にも取り組み、商品化されたものについては、鹿児

の増大を図るため、低未利用資源を活用した商品開発及び、レシピ作成に取り

組む。

漁業収入向上
のための取組

⑤水産資源の増大

●漁業者は、漁協、瀬戸内町等と連携して資源の減少が懸念されている、スジ

させることで、基準年より２．６％
(I)

の漁業収入の向上を目指す。

③販路拡大

●漁協は、引き続きイセエビ類を現在より単価の高い沖縄市場に出荷すること

で、基準年に比べ１．１％
(P)

の漁業収入の増加を図る。

●漁協及び漁業者は、夜光貝やマガキ貝等の都市部への出荷を行う。

アラ等の放流を継続して行う。

●漁協及び漁業集落は、簡易型魚礁を設置して、アオリイカの産卵場や放流対

象魚の育成場の整備を継続して行う。

●漁協及び漁業集落は、人工海藻（藻じゃ藻じゃ等）を設置し、イセエビ類の

④新規漁業者の積極的な受け入れ

●漁協、かつお一本釣り漁業者及び追い込み網漁業者は、漁業就業支援フェア

等に参加し、新規就業者の受け入れを促す。

●かつお一本釣り漁業者及び追い込み網漁業者は、新たに新規就業者を各１名

受け入れ、漁業研修を開始する。

●かつお一本釣り漁業者及び追い込み網漁業者は、前年度の新規就業者を本格

　以下の取り組みにより漁業コストを基準年に比べ９．９％
(N)

削減する。

●漁業者は、農林水産物輸送コスト支援事業を活用し、出荷の際の輸送コスト

へ充当することで、基準年と比べ９０％の輸送費削減を実現させる。

②輸送コストの軽減

●漁協は、引き続き漁業者のセーフティーネット構築事業への加入を促進し、

原油価格高騰時のコスト削減による漁業経営の安定化を実現する。
漁業コスト削
減のための取
組

資源増大を図る。

●漁協及び漁業者は、連携して出荷先と調整を行い、出荷容器等の改良（イセ

指し、産地表示等タグを作製し魚体に付すことで差別化を図り、知名度向上を

目指す。

●漁協及び素潜り漁業者は、カノコイセエビとシマイセエビのブランド化を目

①燃油高騰時における漁業コストの削減

●全漁業者は、省エネ型操業への転換、船の重量削減や船底清掃などに継続し

て取り組み、年１０％の燃料消費量の削減を目指す。

エビ類の場合：３００円／個のスチロール箱を段ボール箱にする等）を行い、
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●漁協は、漁協に設置してある活魚水槽を活用し、イセエビ類の出荷調整を行

い、魚価の向上を図る。

④新規漁業者の積極的な受け入れ

●漁協、かつお一本釣り漁業者及び追い込み網漁業者は、漁業就業支援フェア

等に参加し、新規就業者の受け入れを促す。

組む。

●漁協は、パッケージ製作にも取り組み、商品化されたものについては、鹿児

③販路拡大

●漁協は、引き続きイセエビ類を現在より単価の高い沖縄市場に出荷すること

で、基準年に比べ１．１％
(P)

の漁業収入の増加を図る。

●漁協及び漁業者は、夜光貝やマガキ貝等の都市部への出荷を行う。

度向上を目指す。

●かつお一本釣り漁業者及び追い込み網漁業者は、新たに新規就業者を各１名

受け入れ、漁業研修を開始する。

●かつお一本釣り漁業者及び追い込み網漁業者は、前年度の新規就業者を本格

的に着業させる。

漁業収入向上
のための取組

●漁協及び素潜り漁業者は、引き続きカノコイセエビとシマイセエビのブラン

○漁業経営セーフティーネット構築事業（コスト削減）

○農林水産物輸送コスト支援事業（コスト削減）

させることで、基準年より３．７％
(J)

の漁業収入の向上を目指す。

漁業コスト削
減のための取
組

活用する支援
措置等

島県漁業振興大会品評会等に出品して知名度向上を図る。

○離島漁業再生支援事業（所得向上）

○産地水産業強化支援事業（所得向上）

さらなるコストの削減に取り組む。

○漁業就業者確保・育成対策事業

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１５．５％向上させる。

目指す。

②低未利用資源の活用

ド化を目指し、産地表示等タグを作製し魚体に付すことで差別化を図り、知名

　以下の取組により漁業収入を基準年に比べ４．８％向上させる。

直販店の鮮魚の取り扱い量を基準年に比べ約１１．０
(E)

トン増加させることを

　これら低未利用資源の高付加価値化によって、生産物の買い取り価格を上昇

●漁協は、漁業者と連携して、共同出荷用の鮮魚コンテナの作製を行い、利便

性を向上させ共同出荷を促し、さらなるコスト削減に取り組む。

●漁協は、引き続き漁協直販店において、受託販売を取り入れて品目数を増や

①魚価の向上

すことに加え、広告や宣伝活動にも取り組み集客数の増大を図る。これにより

●漁協青年部、漁業者、婦人部は、引き続き一体となって低未利用資源の消費

の増大を図るため、低未利用資源を活用した商品開発及び、レシピ作成に取り
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４　目標

（１）数値目標

②輸送コストの軽減

⑤水産資源の増大

●漁業者は、漁協、瀬戸内町等と連携して資源の減少が懸念されている、スジ

○鹿児島県水産技術開発センター

（４）関連機関との連携

　加工品の開発や技術の向上、衛生管理についての実習や研修を実施。

○鹿児島６次産業化サポートセンター

漁業所得の向上　　％以上
基準年

目標年

平成　　年度：漁業所得　　　　　　　　千円

平成　　年度：漁業所得　　　　　　　　千円

　商品の販売促進や直販店の店舗拡大などの、６次産業化における経営等についてのサポート。

アラ等の放流を継続して行う。

●漁協及び漁業集落は、簡易型魚礁を設置して、アオリイカの産卵場や放流対

象魚の育成場の整備を継続して行う。

●漁協及び漁業集落は、人工海藻（藻じゃ藻じゃ等）を設置し、イセエビ類の

資源増大を図る。

活用する支援
措置等

※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。

●全漁業者は、省エネ型操業への転換、船の重量削減や船底清掃などに継続し

漁業収入向上
のための取組

て取り組み、年１０％の燃料消費量の削減を目指す。

●漁協及び漁業者は、連携して出荷先と調整を行い、出荷容器等の改良（イセ

さらなるコストの削減に取り組む。

●漁協は、引き続き漁業者のセーフティーネット構築事業への加入を促進し、

へ充当することで、基準年と比べ９０％の輸送費削減を実現させる。

　以下の取り組みにより漁業コストを基準年に比べ９．７％
(O)

削減する。

漁業コスト削
減のための取
組

エビ類の場合：３００円／個のスチロール箱を段ボール箱にする等）を行い、

原油価格高騰時のコスト削減による漁業経営の安定化を実現する。

性を向上させ共同出荷を促し、さらなるコスト削減に取り組む。

○農林水産物輸送コスト支援事業（コスト削減）

○漁業就業者確保・育成対策事業

○地域振興推進事業（所得向上）

●漁業者は、農林水産物輸送コスト支援事業を活用し、出荷の際の輸送コスト

○離島漁業再生支援事業（所得向上）

○産地水産業強化支援事業（所得向上）

○漁業経営セーフティーネット構築事業（コスト削減）

●漁協は、漁業者と連携して、共同出荷用の鮮魚コンテナの作製を行い、利便

①燃油高騰時における漁業コストの削減
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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

※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。

（２）上記の算出方法及びその妥当性

沿岸漁業リーダー・女性育成支援事業

漁業経営セーフティーネット構築事業

農林水産物輸送コスト支援事業

漁業就業者確保・育成対策事業

加工品開発による漁獲物の高付加価値化や販路拡大に関する事業を行い収入の向上につなげる。

低未利用資源の活用や魚食普及活動により漁業収入の向上につなげる。

原油高騰時の出漁経費の負担軽減につなげる。

出荷コストの軽減につなげる。

新規漁業就業者の確保や育成を行い、地域の活性化につなげる。

地域振興推進事業 直販事業の拡大に活用し、魚価の向上につなげる。

事業名 事業内容及び浜の活力再生プランとの関係性

離島漁業再生支援事業
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