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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 串間市西地区地域水産業再生委員会

代表者名 会長 鬼塚 荘次

再生委員会の構成員 串間市漁業協同組合、串間市、南那珂農林振興局

オブザーバー 宮崎県（水産政策課、漁村振興課、水産試験場）

対象となる地域の範囲 串間市漁業協同組合（沿岸漁業者95名）

及び漁業の種類 小型底曳網(4名）、磯建網･刺網(22名）、小型定置網(9名）、曳縄･一本つ

り(21名）、はえ縄(5名）、機船船曳網(2名）、カゴ漁業(4名）、採介藻(10

名）、海面養殖(3経営体）、その他(15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、宮崎県の最南端、志布志湾に面し、県内有数の規模の藻場を有する豊か

な海洋環境を背景とし、海面養殖業をはじめ、小型底曳網、機船船曳網、曳縄一本釣

漁業等多種多様な沿岸漁業が営まれている。平成25年度の漁業生産量は8,270トン、生産金

額は46億円であり、このうちブリ、カンパチを中心とした海面養殖生産額が、全体の9割以上を

占めている。

近年、漁獲量の減少や燃油高騰等の影響により、沿岸漁業においては採算性の確保が極めて

困難な状況となっているほか、養殖業においては、配合飼料の高騰の影響も受けている。

また、漁業者の高齢化や慢性的な後継者不足が深刻化しており、漁村全体の活力が低下して

いる。

さらに、当地区は、宮崎市等の都市圏、空港や高速道路からも離れており、輸送コストがか

さみ、漁業者の経営を圧迫している。

今後は、漁業者によるコスト削減の取組や漁協と漁業者の連携を強化し、直販、加工に係る

各種取組等により、漁村の活力を取り戻し、漁家経営の安定を図っていくことが喫緊の課題と

なっている。

こうした中、魚価の向上と漁業者・漁協による能動的な収益確保の観点から、串間市漁協直

営の直販･加工施設を平成26年7月に新設したところであり、今後、漁業者持ち込みによる直販、

漁獲物の一部買上げ等により、鮮魚、活魚、水産加工品の積極的な販売に取り組んでいく。

（２）その他の関連する現状等

串間市は水産業以外に、農林業も非常に盛んな地域である。

特に最近では、生産者、漁協・農協・森林組合等の系統団体、行政が一体となった農林水産物

の６次産業化、フードビジネス産業勃興の動きがあり、地元資源を利用した地域振興の機運が高

まっているが、これらには、農林業分野が水産業に先んじて取り組んでおり、今後は水産業分野

での積極的な取り組みが必要である。
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３ 活性化の取組方針

（１）基本方針

もうかる水産業の実現に向けて、以下の取組を行う。

◇魚価向上対策：直販･加工の取組の促進、地域水産物及び加工品のPR、販売促進体制づくり

◇操業体制の効率化･多角化：漁業の複合的経営による操業体制の効率化･多角化

◇水産資源の維持･増大：増殖礁の設置、資源の維持･管理に対する意識の醸成と取

組の促進

◇漁業コストの削減：省燃油活動、漁具、漁業資材の長寿命化の取組等

◇漁村交流の推進：水産教室の実施、学校や福祉施設給食への利用促進等による魚食普及活

動、漁業･水産業の理解促進を図る漁村交流活動等

◇漁業後継者の育成：漁家子弟の独立の促進、新規就業者の確保に向けた体制づくり

（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

（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26年）

漁業収入向 以下の取組により、漁業収入を基準年より2％向上させる。

上のための 【魚価向上対策】

取組 取組1）直売所における魚価向上と鮮魚、活魚及び加工品販売促進の体制づくり

漁協は、本年度に加工・直販施設を整備し、漁業者が持ち込んで値段を決め

る漁業者販売コーナーを設ける。

本施設を活用し、直販を推進するため、価格の決定方法や漁獲物の適正な持

ち込み数量等について検討する。。

このため、漁業者が主体となり漁協とともに、来店者等にアンケートを実施

し消費者ニーズを把握し、現状の課題の抽出を行うとともに、先進地の視察や

専門家の指導を受けて、直販所の品揃えや販売方法を検討する。これに基づい

た試験販売を実施し、「儲かる直販体制」の土台づくりに取り組む。

取組2）加工品の開発、商品化

定置網や底曳き網、刺網等で漁獲される小型魚類や底生魚類等、これまで水

揚げされていなかった未利用漁獲物は、地域ごとに独自の調理法による惣菜と

して自家消費に充てられている.漁業者は漁協女性部とともに、これらの調理

法を掘り起こすとともに、新たな加工手法の開発を検討する。

また、試作した加工品について、一般消費者の意見や、専門家の指導を受け、

改良を加える。

。

取組3）養殖魚のブランド化

養殖業者は、漁協、漁連、自治体と連携し、養殖エコラベル(AEL)の国内初

の認証を受けたe-カンパチ（国産人工種苗、EP飼育）について、県内を中心と
して試食販売等のイベントを実施し、飼育手法の紹介等も併せて行い、知名度

向上や未だ根強い養殖物へのネガティブなイメージの払拭に取り組む。

【操業体制の効率化・多角化】

季節により漁獲量や魚価は大きく変動することから、本地域では、イセエビ

漁や一本釣り等の兼業は従前から行われている。、漁協は漁業者とともに、収
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益性の面から藻類養殖やイワガキ養殖等の新たな漁業との兼業を検討

する。

【水産資源の維持･増大】

定置網、採介漁業者グループが主体となり、磯焼け海域でのウニ除

去や母藻の展開等により、水産資源の幼稚仔育成場としての藻場造成

に取り組み、長期的な視点に立った水産資源の増殖を目指す。

また、藻場海域においては、県水産試験場等の専門家の指導を受け、

間引き的な駆除によるウニ類の生息密度管理に取り組み、ウニ類の水

揚げ増加、ウニ加工品生産の活性化を図る。

【漁村交流の推進】

漁協及び漁業者は、魚食普及、水産業の理解促進等の以下の取組み

を行う。また、自治体の観光セクションと連携し、イベント等の積極

的なＰＲを行う。

①学校等の給食において、地域産水産物利用促進

②漁業者等が講師となった、漁具づくり体験や水産教室

③主婦、中高生等を対象とした魚捌き方講習

④小中学生を対象とした種苗放流体験

【漁業後継者の確保・育成】

漁協は、漁連、自治体と連携して新規就業希望者や漁家子弟に対し

て、漁業者による漁業研修を実施する等、将来を担う若い漁業者の確

保を目指す。

また、浜のリーダーとなる漁業士、女性が主体となり、前述した加

工開発、水産物の販路拡大や漁村交流活動の中核として活動するとも

に、県と連携して漁業士のための研修会を実施し資質向上を図る。

また、活動を通して指導漁業士、女性指導士自らが、後継となる若

い漁業士、女性を育成、指導する。

漁業コスト 以下の取組により、漁業コストを基準年に比べ0.7％削減する。

削減のため 【漁業コストの削減】

の取組 沿岸漁業者95名は、使用漁船の減速航行、船底清掃等に取り組み、燃油消費

量の節減を行う。

また、非操業時における漁具の保管（防錆・防紫外線のための覆い、振動に

よる擦れ防止のための船体へのロープでの固定等）の徹底や日々の確実なメン

テナンスにより、耐用年数の1.5倍程度使用することで、漁具費を25％削減する。

活用する支 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、漁業リーダー・女

援措置等 性育成支援事業、産地水産業強化支援事業、水産多面的機能発揮対策、新規漁

業就業者総合支援事業、宮崎県もうかる漁業経営モデル実証事業、みや

ざき未来の漁業担い手確保育成対策事業

２年目（平成27年）

漁業収入向 以下の取組により、漁業収入を基準年より4％向上させる。

上のための 【魚価向上対策】

取組 取組1）直売所における魚価向上と鮮魚、活魚及び加工品販売促進活動の実施

漁業者は漁協とともに、引き続き専門家からの指導や先進地の調査等を継続

して行うとともに、課題の解決に向け、アンケート結果に基づいた直売所にお

ける試験販売等を実施する。

また、周年安定的に販売が可能な素材と供給が不安定になる素材をそれぞれ
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組み合わせることで安定的で魅力的な品揃えができるよう取り組む。

また、漁業者自らが、消費者と相対する機会を増やし、消費者ニーズの把握

に取り組む。

取組2）加工品の開発、商品化

漁業者は漁協女性部とともに、漁協、消費者から新たな加工品のアイディア

を募り、試作を継続しつつ、試食会の開催や、店舗、イベントでの試供などに

より、消費者、食品業者等の意見を収集し、開発に役立てる。

またこれまで試作した加工品については、試験出荷、販売を実施し、取り扱

う業者、消費者ニーズを収集し、数量やパッケージ等最良の出荷形態について

検討する。

取組3）養殖魚のブランド化

養殖業者は、漁協、漁連、自治体と連携し、e-カンパチ（国産人工種苗、E
P飼育）について、イベントや展示の機会を通じ、飼育手法の紹介、店舗等での

差別化販売の働きかけ等、品質のアピール、知名度の向上方策の検討等を継続

するとともに、県外の新たな販路の獲得に向けた検討、販促活動を展開する。

【操業体制の効率化・多角化】

漁協は、専門家の意見を採り入れ、イワガキ、藻類養殖等の複合経

営のモデルとなる漁業者を選定し、漁業者は試験操業に取り組む。

【水産資源の維持･増大】

1年目に引き続き、定置網、採介漁業者グループが主体となり、磯

焼け海域でのウニ除去や母藻の展開等に取り組むとともに、1年目の

効果の検証と、必要に応じて実施海域の見直しや拡大について検討す

る。

また、水産試験場等の専門家による指導を受け、ウニ類の生息状況、

調査を継続し、移植放流や、間引き的な駆除によるウニ類の生息密度

管理の1年目の効果について検証するとともに、ウニ類の身入り向上

に取り組み、水揚げ増加を図る。

またウニ加工品については、前述した加工促進の取組と連動してさ

らなる活性化を図る。

【漁村交流の推進】

漁協及び漁業者は、魚食普及、水産業の理解促進等の以下の取組み

を行う。また、自治体の観光セクションと連携し、イベント等の積極

的なＰＲを行う。

①学校等の給食において、地域産水産物利用促進

②漁業者等が講師となった、漁具づくり体験や水産教室

③主婦、中高生等を対象とした魚捌き方講習

④小中学生を対象とした種苗放流体験

【漁業後継者の確保・育成】

1年目に引き続き、漁協は、漁連及び自治体と

連携し、新規就業希望者や漁家子弟に対して漁業者による漁業研修の

実施等により、若い漁業者の確保・育成に取り組む。また、青年漁業

士の資質向上のため、研修会等を実施し、後継となる若い漁業士、女

性の育成、指導を継続する。

漁業コスト 以下の取組により、漁業コストを基準年に比べ0.7％削減する。

削減のため 【漁業コストの削減】
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の取組 沿岸漁業者95名は、使用漁船の減速航行、船底清掃等に取り組み、燃油消費

量の節減を行う。

また、非操業時における漁具の保管（防錆・防紫外線のための覆い、振動に

よる擦れ防止のための船体へのロープでの固定等）の徹底や日々の確実なメン

テナンスにより、耐用年数の1.5倍程度使用することで、漁具費を25％削減する。

活用する支 漁業経営セーフティネット構築事業、漁業リーダー・女性育成支援事業、水

援措置等 産多面的機能発揮対策、新規漁業就業者総合支援事業、宮崎県もうかる漁業経

営モデル実証事業、みやざき未来の漁業担い手確保育成対策事業

３年目（平成28年）

漁業収入向 以下の取組により、漁業収入を基準年より6％向上させる。

上のための 【魚価向上対策】

取組 取組1）直売所における魚価向上と鮮魚、活魚及び加工品販売促進活動の実施

漁業者は漁協とともに、専門家からの指導や先進地の調査等は継続して実施

するとともに、2年目までに行った試験販売により得られた課題、消費者

の声から、さらなる販売手法、商品形態等の改善を図る。

また、漁業者自らが消費者と相対する機会を増やし、直販のノウハウを身に

付ける。

取組2）加工品の開発、商品化

漁業者は漁協女性部とともに、新たな加工品の開発は継続しつつ、さらに2

年目までに得られた情報、検討結果に基づき、パッケージの制作を行い、

商品化に取り組む。

取組3）養殖魚のブランド化

養殖業者は、漁協、漁連、自治体と連携し、e-カンパチ（国産人工種苗、E
P飼育）について、イベントや展示の機会を通じ、飼育手法の紹介、店舗等での

差別化販売の働きかけ等、品質のアピール等を継続するとともに、漁連の県域

的販売組織と連携して県外の販売を拡大する。

【操業体制の効率化・多角化】

漁協は、2年目までの複合経営のモデル試行、試験操業の結果を検証

し、専門家の意見も交え、複合経営モデルの構築に向け検討する。

また、2年目の結果を踏まえ、新たなモデル案の立案、試験は継続

する。

【水産資源の維持･増大】

2年目に引き続き、定置網、採介漁業者グループが主体となり、磯

焼け海域でのウニ除去、ウニフェンスの設置、食害魚類の駆除、母藻

の展開等に取り組み、2年目までの効果の検証と総括を行い、次年度

以降への課題を抽出する。

また、水産試験場等の専門家による指導を受け、ウニ類の生息状況、

調査を継続し、移植放流や、間引き的な駆除によるウニ類の生息密度

管理の2年目までの効果について検証するとともに、ウニ類の身入り

向上、水揚げ増加の取組を継続する。

またウニ加工品についても、前述した加工促進の取組と連動してさ

らなる活性化を図る。

【漁村交流の推進】
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漁協は漁業者とともに、魚食普及、水産業の理解促進等の以下の取

組みを行う。また、自治体の観光セクションと連携し、イベント等の

積極的なＰＲを行う。

①学校等の給食において、地域産水産物利用促進

②漁業者等が講師となった、漁具づくり体験や水産教室

③主婦、中高生等を対象とした魚捌き方講習

④小中学生を対象とした種苗放流体験

【漁業後継者の確保・育成】

引き続き、漁協は、漁連、自治体と連携し、新規就業希望者や漁家

子弟に対する漁業者による漁業研修の実施等により、若い漁業者の確

保・育成に取り組む。また、青年漁業士の資質向上の取組を推進する

ため研修会を実施し、後継となる若い漁業士、女性の育成、指導を継

続する。

漁業コスト 以下の取組により、漁業コストを基準年に比べ0.7％削減する。

削減のため 【漁業コストの削減】

の取組 沿岸漁業者95名は、使用漁船の減速航行、船底清掃等に取り組み、燃油消費

量の節減を行う。

また、非操業時における漁具の保管（防錆・防紫外線のための覆い、振動に

よる擦れ防止のための船体へのロープでの固定等）の徹底や日々の確実なメン

テナンスにより、耐用年数の1.5倍程度使用することで、漁具費を25％削減する。

活用する支 漁業経営セーフティネット構築事業、漁業リーダー・女性育成支援事業、新

援措置等 規漁業就業者総合支援事業、宮崎県もうかる漁業経営モデル実証事業、み

やざき未来の漁業担い手確保育成対策事業

４年目（平成29年）

漁業収入向 以下の取組により、漁業収入を基準年より8％向上させる。

上のための 【魚価向上対策】

取組 取組1）直売所における魚価向上と鮮魚、活魚及び加工品販売促進活動の実施

漁業者は漁協とともに、3年目までに明確になった課題解決を図りつつ、消

費者ニーズ把握のための調査は継続する。

3年目までに行った試験販売により得られた課題、消費者の声から、

さらなる販売手法の改善を図りつつ、本格販売、出荷を開始する。

また、商工会議所、自治体の観光セクションの協力を得て、商品の

PR、販路拡大に取り組む。

さらに、漁業者自らが、消費者と相対する事により、直販のスキルアップを

図る。

取組2）加工品の開発、商品化

漁業者は漁協女性部とともに、新たな加工品の開発は継続するとともに、単

体のみならず、数種類を箱詰めしたセット商品化により、商品ラインナップの

構築を図る。

また、商工会議所、自治体の観光セクションの協力を得て、商品の

PR、販路拡大に取り組む。

取組3）養殖魚のブランド化

養殖業者は、漁協、漁連、自治体と連携し、e-カンパチ（国産人工種苗、E
P飼育）について、イベントや展示の機会を通じ、飼育手法の紹介、店舗等での
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差別化販売の働きかけ等、品質のアピール等を継続するとともに、漁連の県域

的販売組織と連携し、フィレ加工等、ニーズに応じた販売にも対応する。

【操業体制の効率化・多角化】

漁協は、試験操業の結果の検証と課題解決の検討は継続しつつ、モ

デルに則った複合経営についての説明会、個別相談等を通して漁業者

の着業を推進する。

【水産資源の維持･増大】

引き続き、定置網、採介漁業者グループが主体となり、磯焼け海域

でのウニ除去、母藻の展開等に取り組み、3年目までの効果の検証と

総括を行う。

また、水産試験場等の専門家による指導を受け、ウニ類の生息状況、

調査を継続し、移植放流や、間引き的な駆除によるウニ類の身入り向

上、ウニ加工品生産の取組を継続する。

【漁村交流の推進】

漁協は漁業者ととともに、、魚食普及、水産業の理解促進等の以下

の取組みを行う。また、自治体の観光セクションと連携し、イベント

等の積極的なＰＲを行う。

①学校等の給食において、地域産水産物利用促進

②漁業者等が講師となった、漁具づくり体験や水産教室

③主婦、中高生等を対象とした魚捌き方講習

④小中学生を対象とした種苗放流体験

【漁業後継者の確保・育成】

引き続き、漁協は、漁連、自治体と連携し、新規就業希望者や後継

者に対する漁業者による漁業研修の実施等により、若い漁業者の確保

・育成に取り組む。青年漁業士の資質向上を図るため、研修会を開催

し、後継となる若い漁業士、女性の育成、指導を継続する。

漁業コスト 以下の取組により、漁業コストを基準年に比べ0.7％削減する。

削減のため 【漁業コストの削減】

の取組 沿岸漁業者95名は、使用漁船の減速航行、船底清掃等に取り組み、燃油消費

量の節減を行う。

また、非操業時における漁具の保管（防錆・防紫外線のための覆い、振動に

よる擦れ防止のための船体へのロープでの固定等）の徹底や日々の確実なメン

テナンスにより、耐用年数の1.5倍程度使用することで、漁具費を25％削減する。

活用する支 漁業経営セーフティネット構築事業、漁業リーダー・女性育成支援事業、新

援措置等 規漁業就業者総合支援事業、みやざき未来の漁業担い手確保育成対策事

業

５年目（平成30年）

漁業収入向 以下の取組により、漁業収入を基準年より10％向上させる。

上のための 【魚価向上対策】

取組 取組1）直売所における魚価向上と鮮魚、活魚及び加工品販売促進活動の実施

漁業者は漁協とともに、販売、出荷の安定化を図るとともに、商工会議所、

自治体の観光セクションの協力を得て、商品のPR、販路拡大に取り組

む。

取組2）加工品の開発、商品化
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漁業者は漁協女性部とともに、新たな加工品の開発に取組み、さらなる商品

ラインナップの充実を図る。また、商工会議所、自治体の観光セクショ

ンの協力を得て、商品のPR、販路拡大に取り組む。

取組3）養殖魚のブランド化

養殖業者は、漁協、漁連、自治体と連携し、e-カンパチ（国産人工種苗、E
P飼育）について、イベントや展示の機会を通じ、飼育手法の紹介、店舗等での

差別化販売の働きかけ等、品質のアピール等を継続するとともに、漁連の県域

的販売組織と連携し、フィレ加工等のニーズに応じた販売を拡大する。

【操業体制の効率化・多角化】

漁協は、試験操業の結果の検証と課題解決の検討は継続しつつ、モ

デルに則った複合経営についての説明会、個別相談等を通して漁業者

の着業を推進するとともに、着業者が今後も定着できるよう、専門家

による技術指導等のフォローアップを行う。

【水産資源の維持･増大】

引き続き、定置網、採介漁業者グループが主体となり、磯焼け海域

でのウニ除去、ウニフェンスの設置、食害魚類の駆除、母藻の展開等

に取り組み、4年目までの効果の検証と総括を行う。

また、継続的な取組がなされるよう水産試験場、普及指導員の指導

体制を維持し、ウニ類の生息状況、調査を継続し、移植放流や、間引

き的な駆除によるウニ類の身入り向上、ウニ加工品生産の取組を継続

する。

【漁村交流の推進】

漁協は漁業者とともに、魚食普及、水産業の理解促進等の以下の取

組みを行う。また、自治体の観光セクションと連携し、イベント等の

積極的なＰＲを行う。

①学校等の給食において、地域産水産物利用促進

②漁業者等が講師となった、漁具づくり体験や水産教室

③主婦、中高生等を対象とした魚捌き方講習

④小中学生を対象とした種苗放流体験

【漁業後継者の確保・育成】

引き続き、漁協は、漁連、自治体と連携し、新規就業希望者や後継

者に対する漁業者による漁業研修の実施等により、若い漁業者の確保

・育成を図る。青年漁業士の資質向上のため研修会を開催し、後継と

なる若い漁業士、女性の育成、指導を継続する。

漁業コスト 以下の取組により、漁業コストを基準年に比べ0.7％削減する。

削減のため 【漁業コストの削減】

の取組 沿岸漁業者95名は、、使用漁船の減速航行、船底清掃等に取り組み、燃油消費

量の節減を行う。

また、非操業時における漁具の保管（防錆・防紫外線のための覆い、振動に

よる擦れ防止のための船体へのロープでの固定等）の徹底や日々の確実なメン

テナンスにより、耐用年数の1.5倍程度使用することで、漁具費を25％削減する。

活用する支 漁業経営セーフティネット構築事業、漁業リーダー・女性育成支援事業、新

援措置等 規漁業就業者総合支援事業、みやざき未来の漁業担い手確保育成対策事

業



- 9 -

（４）関係機関との連携

行政（市役所、県）、系統団体（沿海漁協、漁連、農業団体、森林組合等）、地元団体（観光協

会、商工会議所等）と一体となった取組を行うことで、各取組における早期の効果発現を目指す。

４ 目標

（１）数値目標

基準年 平成 年度：漁業所得 千円

漁業所得の向上 ％以上

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

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

省燃油活動推進事業 省燃油活動（船底清掃の励行等）の取組により、漁業コスト

の削減を行うもの。

漁業経営セーフティネット構築 燃油高騰に対する自助対策として、漁業経営の安定化につな

事業 げるもの。

漁業リーダー・女性育成支 漁業者グループが行う加工品等の開発や、水産物の

援事業 販路拡大等に必要な機器導入や、活動促進につなげる

もの

産地水産業強化支援事業 漁場の造成等を行うことで、漁獲量の増加を図り、

漁業者の所得向上に資するもの。

水産多面的機能発揮対策 藻場の回復を通して、磯根資源の増加、商品価値の

向上が図られ、採介藻漁業の増収を促すもの。

新規漁業就業者総合支援事業 新規就業希望者に対し、漁業研修を実施することで、将来を

担う若い漁業者を確保する。

宮崎県もうかる漁業経営モ 沿岸漁業の経営を改革し、もうかる漁業への転換を

デル実証事業 図るもの。

みやざき未来の漁業担い手確保 漁業就業者確保のために地元漁業者による研修等を行い、技

育成対策事業 術習得等を図るもの。


