
別記様式第１号 別添 

浜の活力再生プラン 

 

１ 地域水産業再生委員会 

組 織 名  長崎以西底曳地域水産業再生委員会 

代表者名  会長 山田浩一朗 

 

再生委員会 

の構成員 

 長崎市 

長崎魚市株式会社 

 長崎蒲鉾水産加工業協同組合 

 一般社団法人長崎県以西底曳網漁業協会 

オブザーバー  長崎県 

  ※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。 

 

対象となる地域の範囲及び漁業の種類  長崎県長崎市を漁業根拠地とする以西底曳網漁業者 

 （漁業者数２  所属船舶数８隻） 

  ※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 

長崎市を主たる漁業根拠地とした以西底曳網漁業では、主に東シナ海において、昭和 20 年代から 30 年

代の最盛期には約 800 隻の漁船が従事し、生産額は昭和 55 年の 64,032 百万円がピークであった。 

東シナ海における膨大な数の中国底引き網漁船の乱獲により底魚資源の減少が著しく、魚ばなれによる

国内消費の減退と輸入水産物との競合等による魚価の低迷、乗組員不足に加え、近年の燃油や漁業資材

の高騰等によるコスト高により厳しい経営状況が続いている。 

現在では 2 経営体（2 そうびき 4 組＜８隻＞）が、キダイ、アカムツ、マダイ、イボダイ、イカ類等を対象とし

て操業し、平成 25 年 1 月から 12 月の新長崎漁港における年間水揚げは 4,098 トン、1,343 百万円となって

いる。 

 

（２） その他の関連する現状等 

平成 23年度に長崎以西底曳網漁業地域プロジェクトを立ち上げ、地域協議会を設置して、以西底曳網漁

業の問題点と対策について協議し、漁船の安全性の確保と船体のサンドブラスト工事、燃油低減型船底防

汚塗料、LED 投光器等の採用等による燃料消費量の改善、居住区の改装による乗組員の就労環境の改善

等を図り、以西底曳網漁業の収益性の改善を推進するための漁船の大規模修繕に取組むこととし、平成 25

年度より高船齢船のリニューアルを実施している。 
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３ 活性化の取組方針 

（１） 基本方針 

当該地域の以西底曳網漁業の平成２５年１月～１２月の漁獲量 4,098 トン、水揚げ金額 1,343 百万円の

内、長崎魚市㈱での取扱い数量が 2,922 トン、取扱い金額が 936 百万円であり、長崎魚市㈱魚介類受託取

扱い数量の約 4.1%、同取扱い金額の約 5.3%を占めており、また、関連産業も多いことから当漁業は地域の

重要な産業となっている。 

しかしながら、とりまく状況は依然として厳しく、昭和 20 年代から 30 年代の最盛期には、当漁業に約 800

隻の漁船が従事していたものの、当漁業の漁場である東シナ海は、日中韓の 3 ヶ国に囲まれているため、

国際関係によって多大な影響を受けたことなどにより、底魚資源は減少が著しく、さらに魚価の低迷、乗組

員不足に加え、近年の燃油や関連資材の高騰等によるコスト高が拍車をかけ、当漁業は現勢力と相成っ

て、漁業経営はますます厳しさを増している。 

このため、地域経済の中核を担ってきた以西底曳網漁業者は、今後、漁業の生産コストの削減や、漁獲

物の販路拡大等による魚価向上等に取り組むことで収益性改善を行い、漁業の継続によって水産物の安定

供給体制を構築し、さらなる地域の活性化、地域経済の維持・発展に寄与するため次の活動に取り組む。 

◎【経費削減】 

  以西底曳網漁業者は、下記の事項に取組む。       

●船底清掃、係留中の主機関停止、船体軽量による燃費削減    

●エンジン等機器類のメンテナンスによる燃費削減      

●LED 等省エネ機器への換装による燃費削減       

●再利用魚箱（プラスチック製）導入による魚箱コスト削減     

◎【収益向上】  

  以西底曳網漁業者は、下記の事項に取組む。       

●自主休漁期間設定、種苗放流、網目拡大による資源管理 

●漁獲物搬入の分散化により単価アップを図る 

●漁場情報共有により水揚増大を図る 

●活魚での搬入を増やし、水揚増大を図る 

●漁労機器等の大規模修繕を実施し、故障による操業ロスを軽減し水揚増大を図る 

●主力魚種キダイの販路拡大と消費拡大並びに箱立て時氷量の均一化、漁獲物規格統一等による鮮度

保持、高付加価値化により単価アップを図る    

●未利用魚を原料としたすり身の製品化を目指す      

●担い手確保による漁業経営体の体力向上       

 

（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 

◎以西底びき網漁業における資源管理計画並びに自主的管理措置の履行 

 ●漁具の制限 

   袋網の目合については、66mm 以上とする（公的規制 54mm）。 

 ●種苗放流の実施 

   平成 24年度 クエ、平成 25年度 マダイ、平成 26年度 マダイ。いずれも男女群島周辺水域にて放流。 

 ●休漁等の実施 

日本海西部・九州西海域底びき網漁業（2 そうびき）包括資源回復計画（平成 18 年 10 月公表、平成 23

年度終了）を踏まえた取組を引き続き実施するよう努める。 

一般財団法人日韓・日中協定対策漁業振興財団の助成を受け、海底清掃事業に従事する。 

  ※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。 
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（３） 具体的な取組内容 

1 年目（平成 26 年度） 

以下の取組により漁業所得を基準年対比５．７％向上させる。以降、以下の取組内容は、取組の進捗状況や得

られた知見等を踏まえ、必要に応じて見直すこととする。 

漁業収入向上の

ための取組 

●漁業者は、所属船舶 4 組の水揚げ日が重ならないよう漁獲物を新長崎漁港に搬入

する輪番体制を徹底し、漁獲物搬入の分散化による、単価アップを検討する。 

●漁業者は、操業中における所属船舶 4 組の漁獲情報を共有することにより、効率的

な漁撈活動を行い、水揚げ増大を図る。 

●漁業者は、活魚槽をより容量の大きなものに交換することにより活魚での取扱いを

増やし漁業収入の増大を図る。 

●漁業者は、平成 28年度迄の間に所属船舶 2隻に次の大規模な修繕を適宜可能なも

のから実施し、操業期間中の故障等による操業ロスを軽減し、水揚げ増大を図る。 

 a.漁労機器（ワープウィンチ、油圧操作機器等）の陸揚整備(オーバーホールを含む）、  

主配電盤・船内、甲板上電気器具の整備、甲板上油圧管等の取替、魚艙の整備等

の大規模修繕を実施（所属 2 隻） 

 ＊他の所属 2 隻は、平成 25 年度迄に実施済み 

●漁業者は、主力魚種であるキダイについて箱立て時氷量の均一化、漁獲物規格統

一等を徹底するとともに、長崎魚市㈱等と協力し、関西圏での消費拡大（スーパーと

の連携等）や地元での消費拡大等の販路拡大策及び単価アップ策について具体的

に検討する。 

●漁業者及び協会は、長崎蒲鉾水産加工業協同組合と協力し、小型のカナガシラ、ワ

キヤハタ、カイワリ等安価で取り扱われる魚種の練り製品化を検討する。 

●漁業者及び協会は、担い手確保の為に次の事項を実施する。 

a.九州、沖縄各県の水産系高等学校教師との意見交換会に参画 

b.九州、沖縄各県の水産系高等学校を訪問の上、教師との意思疎通を図るとともに、

生徒への漁業実態説明並びに教師、生徒の企業見学を実施 

＊以上の事項については、数年前より実施しているが、今後も継続実施する 

水産系高等学校からの新卒入社実績は、平成 25 年度 11 名（現在、3 名が乗船

中）、平成 26 年度 3 名（現在、2 名が乗船中）、平成 27 年度 4 名が入社予定 

c.船舶の居住スペース、作業スペースのリニューアルにより、船内での生活環境、 

労働環境の改善を図る （所属 2 隻） 

d.機関士免状取得のため、若手乗組員を教育機関に派遣する 

漁業コスト削減の

ための取組 

●漁業者は、船底、プロペラの洗浄・研磨等による船底状態改善や、エンジン等機器類

のメンテナンスを行い、燃費向上を図る。（所属 6 隻） 

●漁業者は、船底及び外舷部サンドブラスト施工、プロペラの洗浄・研磨等による船底

状態改善・船体軽量化や、エンジン等機器類のメンテナンスを行い、燃費向上を図

る。（所属 2 隻） 

●漁業者は、甲板作業灯、船内照明をＬＥＤ化し、燃費向上を図る。（所属 2 隻） 

＊平成 25 年度、所属 2 隻の船底部等のサンドブラスト施工、照明ＬＥＤ化を実施 

●漁業者は、大型バルバスバウ装着工事を施工し、燃費向上を図る。（所属 2 隻） 

●漁業者は、再利用魚箱（プラスチック製）を導入し魚箱コスト削減を図る。 

活用する 

支援措置 

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 

新規漁業就業者総合支援事業 
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2 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１０．０％向上させる。 

漁業収入向上の

ための取組 

●漁業者は、所属船舶 4 組の水揚げ日が重ならないよう漁獲物を新長崎漁港に搬入

する輪番体制を徹底し、漁獲物の搬入を分散化して、単価アップを図る。＊継続事項 

●漁業者は、操業中における所属船舶 4 組の漁獲情報を共有することにより、効率的

な漁撈活動を行い、水揚げ増大を図る。 ＊継続事項 

●漁業者は、前年度整備した活魚槽を活用し活魚での取扱いを増やし漁業収入の増

大を図る。 ＊継続事項 

●漁業者は、平成 28年度迄の間に所属船舶 2隻に次の大規模な修繕を適宜可能なも

のから実施し、操業期間中の故障等による操業ロスを軽減し、水揚げ増大を図る。 

 a.漁労機器（ワープウィンチ、油圧操作機器等）の陸揚整備(オーバーホールを含む)、

主配電盤・船内、甲板上電気器具の整備、甲板上油圧管等の取替、魚艙の整備等

の大規模修繕を実施（所属 2 隻） 

＊他の所属 2 隻は、平成 25 年度迄に実施済み 

●漁業者は、主力魚種であるキダイの単価アップ及び販路拡大を図るため、次の事項

に取組む。 

a.箱立て時氷量の均一化、漁獲物規格統一等の徹底により単価アップを図る  

b.消費地市場卸売業者（関西）の協力を得て、キダイを取り扱う消費地スーパー業者

と販売数量拡大へ向けた商談を行う 

c.既存取引先の加工業者への取り扱い数量拡大へ向けた商談を行う 

d.長崎魚まつり等のイベントで、キダイの鮮魚特売や、キダイを用いた料理教室を開

催する等し、地元消費拡大に向けた取組を行う 

e.長崎魚市㈱等と協力し上記以外の販路拡大策を検討する 

☆上記により、キダイの地元販売価格 1 箱あたり 2,500 円以下の製品について、単価

50 円アップを目指す 

●漁業者及び協会は、長崎蒲鉾水産加工業協同組合と協力し、小型のカナガシラ、ワ

キヤハタ、カイワリ等安価で取り扱われる魚種の練り製品化に取組む。 

●漁業者及び協会は、担い手確保の為に次の事項を実施する。 

a.九州、沖縄各県の水産系高等学校教師との意見交換会に参画 ＊継続事項 

b.九州、沖縄各県の水産系高等学校を訪問の上、教師との意思疎通を図るとともに、 

     生徒への漁業実態説明並びに教師、生徒の企業見学を実施 ＊継続事項 

c.船舶の居住スペース、作業スペースのリニューアルにより、船内での生活環境、 

労働環境の改善を図る （所属 2 隻） 

d.通信士、航海士等免状取得のため、若手乗組員を教育機関に派遣する 

e.長期航海の見直し等、労働環境の改善に取組む 

漁業コスト削減の

ための取組 

●漁業者は、船底、プロペラの洗浄・研磨等による船底状態改善や、エンジン等機器類

のメンテナンスを行い、燃費向上を図る。（所属 6 隻） 

●漁業者は、船底及び外舷部サンドブラスト施工、プロペラの洗浄・研磨等による船底

状態改善・船体軽量化や、エンジン等機器類のメンテナンスを行い、燃費向上を図

る。（所属 2 隻） 

●漁業者は、甲板作業灯、船内照明をＬＥＤ化し、燃費向上を図る。（所属 2 隻） 

●漁業者は、再利用魚箱（プラスチック製）を活用し魚箱コスト削減を図る。＊継続事項 

活用する 

支援措置 

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 

新規漁業就業者総合支援事業 
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 3 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１２．５％向上させる。 

漁業収入向上の

ための取組 

●漁業者は、所属船舶 4 組の水揚げ日が重ならないよう漁獲物を新長崎漁港に搬入

する輪番体制を徹底し、漁獲物の搬入を分散化して、単価アップを図る。＊継続事項 

●漁業者は、操業中における所属船舶 4 組の漁獲情報を共有することにより、効率的

な漁撈活動を行い、水揚げ増大を図る。 ＊継続事項 

●漁業者は、引き続き活魚槽を活用し活魚での取扱いを増やし漁業収入の増大を図

る。 ＊継続事項 

●漁業者は、今年度中に所属船舶 2 隻に次の大規模な修繕を実施し、操業期間中の

故障等による操業ロスを軽減し、水揚げ増大を図る。 

 a.漁労機器（ワープウィンチ、油圧操作機器等）の陸揚整備(オーバーホールを含む)、

主配電盤・船内、甲板上電気器具の整備、甲板上油圧管等の取替、魚艙の整備等

の大規模修繕を実施（所属 2 隻） 

●漁業者は、主力魚種であるキダイの単価アップ及び販路拡大を図るため、次の事項

に取組む。 ＊継続事項 

a.箱立て時氷量の均一化、漁獲物規格統一の徹底により単価アップを図る 

b.消費地市場卸売業者（関西）の協力を得て、キダイを取り扱う消費地スーパー業者

と販売数量拡大へ向けた商談を行う 

c.既存取引先の加工業者への取り扱い数量拡大へ向けた商談を行う 

d.長崎魚まつり等のイベントで、キダイの鮮魚特売や、キダイを用いた料理教室を開

催する等し、地元消費拡大に向けた取組を行う 

e.長崎魚市㈱等と協力し販路拡大策として、輸出を検討する 

☆上記により、キダイの地元販売価格 1 箱あたり 2,500 円以下の製品について、単価

100 円アップを目指す 

●漁業者及び協会は、地元金融機関の協力を得て、６次産業化の検討に着手する。 

●漁業者及び協会は、長崎蒲鉾水産加工業協同組合と協力し、小型のカナガシラ、ワ

キヤハタ、カイワリ等安価で取り扱われる魚種の練り製品化に取組む。 ＊継続事項 

●漁業者及び協会は、担い手確保の為に次の事項を実施する。 

a.九州、沖縄各県の水産系高等学校教師との意見交換会に参画 ＊継続事項 

b.九州、沖縄各県の水産系高等学校を訪問の上、教師との意思疎通を図るとともに、 

 生徒への漁業実態説明並びに教師、生徒の企業見学を実施 ＊継続事項 

c.船舶の居住スペース、作業スペースのリニューアルにより、船内での生活環境、 

 労働働環境の改善を図る （所属 2 隻） 

d.航海士、機関士、通信士免状取得のため、若手乗組員を教育機関に派遣する 

漁業コスト削減の

ための取組 

●漁業者は、船底、プロペラの洗浄・研磨等による船底状態改善や、エンジン等機器類

のメンテナンスを行い、燃費向上を図る。（所属 6 隻） 

●漁業者は、船体の延長、フレンドフィン取付、船底及び外舷部サンドブラスト施工、プ

ロペラの洗浄・研磨等による船底状態改善・船体軽量化や、エンジン等機器類のメン

テナンスを行い、燃費向上を図る。（所属 2 隻） 

●漁業者は、甲板作業灯、船内照明をＬＥＤ化し、燃費向上を図る。（所属 2 隻） 

●漁業者は、再利用魚箱（プラスチック製）を活用し魚箱コスト削減を図る。＊継続事項 

活用する 

支援措置 

漁業経営セーフティネット構築事業 

新規漁業就業者総合支援事業 
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4 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１３．６％向上させる。 

漁業収入向上の

ための取組 

●漁業者は、所属船舶 4 組の水揚げ日が重ならないよう漁獲物を新長崎漁港に搬入

する輪番体制を徹底し、漁獲物の搬入を分散化して、単価アップを図る。＊継続事項 

●漁業者は、操業中における所属船舶 4 組の漁獲情報を共有することにより、効率的

な漁撈活動を行い、水揚げ増大を図る。 ＊継続事項 

●漁業者は、引き続き活魚槽を活用し活魚での取扱いを増やし漁業収入の増大を図

る。 ＊継続事項 

●漁業者は、主力魚種であるキダイの単価アップ及び販路拡大を図るため、次の事項

に取組む。 ＊継続事項 

a.箱立て時氷量の均一化、漁獲物規格統一等の徹底により単価アップを図る  

b.消費地市場卸売業者（関西）の協力を得て、キダイを取り扱う消費地スーパー業者

と販売数量拡大へ向けた商談を行う 

c.既存取引先の加工業者への取り扱い数量拡大へ向けた商談を行う 

d.長崎魚まつり等のイベントで、キダイの鮮魚特売や、キダイを用いた料理教室を開

催する等し、地元消費拡大に向けた取組を行う 

e.長崎魚市㈱等と協力し販路拡大策として、仲卸を通じた韓国、台湾への輸出を検討

する 

☆上記により、キダイの地元販売価格 1 箱あたり 2,500 円以下の製品について、単価

150 円アップを目指す 

●漁業者及び協会は、地元金融機関の６次産業化ファンドを活用し、加工・販売業者と

の合弁事業の設立を目指す。 

●漁業者及び協会は、長崎蒲鉾水産加工業協同組合と協力し、小型のカナガシラ、ワ

キヤハタ、カイワリ等安価で取り扱われる魚種の練り製品化に取組む。 ＊継続事項 

●漁業者及び協会は、担い手確保の為に次の事項を実施する。 ＊継続事項 

a.九州、沖縄各県の水産系高等学校教師との意見交換会に参画 

b.九州、沖縄各県の水産系高等学校を訪問の上、教師との意思疎通を図るとともに、      

    生徒への漁業実態説明並びに教師、生徒の企業見学を実施  

c.航海士、機関士、通信士免状取得のため、若手乗組員を教育機関に派遣する 

漁業コスト削減の

ための取組 

●漁業者は、船底、プロペラの洗浄・研磨等による船底状態改善や、エンジン等機器類

のメンテナンスを行い、燃費向上を図る。（所属 8 隻） 

●漁業者は、再利用魚箱（プラスチック製）を活用し魚箱コスト削減を図る。＊継続事項 

活用する 

支援措置 

漁業経営セーフティネット構築事業 

新規漁業就業者総合支援事業 
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5 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１４．７％向上させる。 

取組の最終年度であり、前年度に引き続き行うが、目標達成が確実なものとなるよう、プランの取組状況を確認

しつつ、必要に応じて施策の見直しを行う。 

漁業収入向上の

ための取組 

●漁業者は、所属船舶 4 組の水揚げ日が重ならないよう漁獲物を新長崎漁港に搬入

する輪番体制を徹底し、漁獲物の搬入を分散化して、単価アップを図る。＊継続事項 

●漁業者は、操業中における所属船舶 4 組の漁獲情報を共有することにより、効率的

な漁撈活動を行い、水揚げ増大を図る。 ＊継続事項 

●漁業者は、引き続き活魚槽を活用し活魚での取扱いを増やし漁業収入の増大を図

る。 ＊継続事項 

●漁業者は、主力魚種であるキダイの単価アップ及び販路拡大を図るため、次の事項

に取組む。 ＊継続事項 

a.箱立て時氷量の均一化、漁獲物規格統一等の徹底により単価アップを図る  

b.消費地市場卸売業者（関西）の協力を得て、キダイを取り扱う消費地スーパー業者

と販売数量拡大へ向けた商談を行う 

c.既存取引先の加工業者への取り扱い数量拡大へ向けた商談を行う 

d.長崎魚まつり等のイベントで、キダイの鮮魚特売や、キダイを用いた料理教室を開

催する等し、地元消費拡大に向けた取組を行う 

e.長崎魚市㈱等と協力し販路拡大策として、仲卸を通じた韓国、台湾への輸出に 

取組む 

☆上記により、キダイの地元販売価格 1 箱あたり 2,500 円以下の製品について、単価

200 円アップを目指す 

●漁業者及び協会は、地元金融機関の６次産業化ファンドを活用し、加工・販売業者と

の合弁事業の設立を目指す。 ＊継続事項 

●漁業者及び協会は、長崎蒲鉾水産加工業協同組合と協力し、小型のカナガシラ、ワ

キヤハタ、カイワリ等安価で取り扱われる魚種の練り製品化に取組む。 ＊継続事項 

●漁業者及び協会は、担い手確保の為に次の事項を実施する。 ＊継続事項 

a.九州、沖縄各県の水産系高等学校教師との意見交換会に参画 

b.九州、沖縄各県の水産系高等学校を訪問の上、教師との意思疎通を図るとともに、 

   生徒への漁業実態説明並びに教師、生徒の企業見学を実施  

c.航海士、機関士、通信士免状取得のため、若手乗組員を教育機関に派遣する 

漁業コスト削減の

ための取組 

●漁業者は、船底、プロペラの洗浄・研磨等による船底状態改善や、エンジン等機器類

のメンテナンスを行い、燃費向上を図る。（所属 8 隻） 

●漁業者は、再利用魚箱（プラスチック製）を活用し魚箱コスト削減を図る。＊継続事項 

活用する 

支援措置 

漁業経営セーフティネット構築事業 

新規漁業就業者総合支援事業 

※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 

漁業の継続による水産物の安定供給体制の構築及びさらなる地域の活性化、地域経済の維持・発展に

寄与するため、以西底曳網漁業者は行政（長崎県、長崎市）、長崎魚市㈱との連携を強化するとともに、長

崎蒲鉾水産加工業協同組合等とも連携した取組を推進する。 
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４ 目標 

（１） 数値目標 

漁業所得の向上   ％以上 
基準年  平成   年度平均 ：               千円 

目標年  平成   年度    ：               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 事業内容及び浜の活力再生プランとの関係性 

漁業経営セーフティネット構築事業 

(緊急特別対策を含む) 

燃油高騰による燃油費増に対応する施策を活用することにより、

漁業経営の安定を図る。 

省燃油活動推進事業 

 

 

船底、プロペラの洗浄・研磨等による船底状態改善や、エンジン等

機器類のメンテナンスを行うことによる燃費向上によって、燃油費

の削減を図る。 

新規漁業就業者総合支援事業 

 

後継者問題を緩和するため、新規漁業就業者確保を積極的に進

め、漁業経営の安定を図る。 

  ※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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