
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 松浦地区地域水産業再生委員会 

代表者名 会長 志水 正司 

 
再生委員会の構成員 新松浦漁業協同組合、長崎県松浦市 

オブザ－バ－ 無し 

※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 

松浦地区内に住所を有する再生委員会の会員 127 名 

魚類養殖業（31 名）、吾智網漁業（36 名）、小型底曳網漁業（26 名）、 

船引き網漁業（16 名）、刺網漁業(13 名)、かご漁業（12 名）、延縄漁業（8 名）， 

一本釣漁業（8 名）、定置網漁業（11 名）、敷網（3 名）、 

中型まき網（1 名） 

※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 

当地区は長崎県本土の北端に位置し、星鹿半島、東松浦半島及び鷹島に囲まれた伊万里湾や壱岐

水道に面しており、水産業は当地区における主要産業である。 

内湾から沖合までその漁場環境を活かしたごち網、船びき網、小型機船底びき網、一本釣りなど

の多種多様な漁船漁業、静穏な海域を利用したトラフグ、ハマチ、タイ、クロマグロ等の魚類養殖

業が営まれている（特に養殖トラフグは全国生産量の 15％のシェアを誇る）。 
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平成１７年１２月に４漁協（鷹島・新星鹿・福島・松浦）が広域合併をして県下初の認定漁協と

して発足している（市内 1 漁協）。合併当初１,１８２名いた組合員は、年々減少しており、２５年
度末現在、834 名となっている（対比 29％減）。また、６０歳以上の組合員が全体の６割を占めて
おり、後継者不足及び高齢化が進んでいる状況にある。 

 

さらに、ここ数年来、漁業を取り巻く諸情勢は大変厳しい状況であり、漁業資源の減少、魚価安、
水産物需要の低迷に加え、円安等による燃油や養殖餌料、漁業資材等が高騰するなど漁業経営は深
刻な状況となっている。 

特に昨冬は養殖トラフグの価格がこれまでにない低水準で推移するなど、いわゆる高級魚（トラ
フグや車エビなど）においては価格の暴落により異常なほどの安値取引を強いられている。 

 



 

（２）その他の関連する現状等 

・漁協女性部を中心に、都市部の修学旅行生等を対象に民泊受入れや魚料理体験を通じ、漁村地域
への理解促進、魚食文化の発信を行い、地域活性化に向けて県内でも先駆的に取り組んでいる。 

 
・藻場の食害生物 種（アイゴ、イスズミ、ガンガゼウニ等）が増え、磯焼けが随所に拡がっている。 
 
・韓国向け養殖マダイの輸出が、東日本大震災の風評被害、韓国為替レートの変動等により減少し
ている。 

 
・伊万里湾奥地域の開発や埋め立て等により、魚介類の産卵場所である干潟が消失している。また、

生活排水の流入等により、海底はヘドロ化して環境汚染が進んでいる。 

 

３ 活性化の取組方針 

（１）基本方針 

●魚価の向上ひいては漁家収入の向上を図るために、産地競争力を高める取組を実行する。 
 
●漁業経費の削減を図るために、燃油経費の削減対策の取組を実行する。 
 
●漁業資源の維持、回復を図るために、藻場や干潟等の保全の取組及び種苗放流の取組を実行する。 
 
●地域漁業者が一体となって、漁家収入の向上及び漁業経費の削減による漁家収益の向上を目指す
ことで、次世代を担う若者たちにも魅力ある漁業を形成し、漁村に活力と賑わいを取り戻していく。 

 

 

（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 

●操業隻数、操業期間、漁具の制限、馬力数の制限等の規制遵守による資源へ与える負荷の抑制 

【長崎県漁業調整規則に基づく知事許可漁業】 

●漁期、漁具・漁法の規制遵守による資源へ与える負荷の抑制【共同漁業権漁業】 

●自主的に取り組む定期一斉休漁による資源へ与える負荷の抑制 

○全漁業一斉休漁日・・・周年 第 2 土曜日 

○ごち網漁業休漁日・・・3 月～9 月 第 2・４土曜日、10 月～12 月 第 2 土曜日 

※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） 

（取組内容については、取組みの進歩状況や得られた成果等を踏まえて必要に応じて見直すこととする。） 

１年目（平成２６年度） 

漁業収入 
向上のため 
の取組 

○これまでマダイ等の活魚は、水揚げされる夕方に活〆して、翌早朝のセリに出荷さ
れてきた。しかしこれでは、活〆から市場のセリ時間まで約 11 時間経過しており、
魚体が硬直して活〆としての評価に繋がっていなかった。また、これまで漁業者そ
れぞれで、神経締めの有無、魚体サイズごとの仕分け、氷による冷やし込みの程度
等、魚の取り扱いが異なっていた。しかしこれでは、丁寧に取り扱われた魚も、扱
いの良くない魚と同様に評価されることがある。 
そこで、これら現況の問題点、課題を整理した結果を踏まえ、ごち網漁業者、定置
網漁業者、一本釣り漁業者は、更なる高鮮度出荷による収入の向上を図るため、次
について取り組んでいく。 

・これまで夕方に活〆して翌朝出荷していたマダイ等の鮮魚を、出荷 3 時間前の深
夜に活〆することで、高品質高鮮度な鮮魚出荷を実施する。 

・これまで漁業者ごとで取扱いが異なっていた、神経締め、殺菌海水の利用、魚体サ
イズの均一化、氷による冷やし込み等を手法を統一し徹底して実施する。 

 
○松浦市では、船びき網によりシラスが年間 30～40 トン水揚げされている。地域
のシラスを新たな特産品として、市外客の誘客に繋げようとする取組を検討する。
また、松浦市は、都会の中学生・高校生の修学旅行生を対象とした民泊体験に、年
間約３０，０００人が訪れている。この集客力を活用し、船曳網漁業者等による漁



業体験、加工体験、魚料理体験等を充実していくことも検討する。 
具体的には、船びき網漁業者は、観光業界のニーズにこたえつつ、地元販売量の増
加による収入の向上を図るために、次について取り組んでいく。 

・市内飲食、宿泊業者で組織する「まつうら海鮮街道実行委員会」と連携し、シラス
（生・釜揚・上乾）を食材とした料理提供による消費拡大の取組を実施する。 

・全国の優良成功事例として誇る民泊体験交流による市内の集客力を活用し、シラス
網漁業体験の拡大、民泊の食事への提供による「松浦は新鮮でおいしいシラスがあ
る」ことの県外 PR する取組を実施する。 

 
○養殖業者は、魚価の低迷、餌料価格の高騰など厳しい状況にあり、生産性の向上、
経費の削減等に取り組んでいるところである。更に、消費地市場卸売業者との直接
取引を検討する。 
具体的には、養殖業者は、新たな流通ルートの開拓による中間手数料の縮減による
収入の向上を図るために、次について取り組んでいく。 

・関係者との調整を図りつつ産地市場や問屋への出荷から、消費地市場への直接出荷
を試み、流通の改善を実施する。 

 
○市内には、市が整備した直売所 2 ヶ所、漁協自営の直売所１ヶ所があり、一定の
集客力を有している。また、商工会議所が中心となって、地域住民を対象に「松浦
よかばい朝トラ市（軽トラックの荷台を店舗に見立てた朝市）」が月１回開催され
ている。しかし、漁業者にとって、買取販売、受託販売ともに「売れ残り」の心配
から積極的な出荷がなされておらず、これらの集客力を十分に活用できていない。 
このため、漁協が間に入り出荷調整や買取することで、漁業者等のリスクを軽減し、
定置網漁業者、ごち網漁業者、底びき網漁業者、延縄漁業者、船びき網漁業者、敷
網漁業者、刺網漁業者、かご漁業者は、地元消費拡大による収入の向上を図るため
に、次について取り組んでいく。 

・3 箇所の地元直売所への出荷を推進し、地元及び観光客の購入を拡大する取組を実
施する。 

・漁協は新たに、地域住民の集客力が高い「松浦よかばい朝トラ市」に参加し、新鮮
な魚を地元に流通させる取組を実施する。 

 
以上の取組により、漁業収入を基準年の 0.7％向上を目標に取り組む。 

漁業コスト 
削減のため 
の取組 

○船びき網漁業者は、省エネ機器等を導入することで、漁船の燃費を 16.8％削減する。 
○会員全員で省燃油活動（漁船の燃費向上のための船底清掃）に取り組み、燃油購入
経費を基準年より 5.1％削減する。 

活用する 
支援措置等 

・省エネ機器等導入推進事業 
・漁業経営セ－フティ－ネット構築事業 
・省燃油活動推進事業 

 

 

2 年目（平成２７年度） 

漁業収入 
向上のため 
の取組 

○ごち網漁業者、定置網漁業者、一本釣り漁業者は、更なる高鮮度出荷による収入の
向上を図るため、次について取り組んでいく。 

・これまで夕方に活〆して翌朝出荷していたマダイ等の鮮魚を、出荷 3 時間前の深
夜に活〆することで、高品質高鮮度な鮮魚出荷を実施する。 

・これまで漁業者ごとで取扱いが異なっていた、神経締め、殺菌海水の利用、魚体サ
イズの均一化、氷による冷やし込み等を手法を統一し徹底して実施する。 

 
○船びき網漁業者は、観光業界のニーズにこたえつつ、地元販売量の増加による収入
の向上を図るために、次について取り組んでいく。 

・市内飲食、宿泊業者で組織する「まつうら海鮮街道実行委員会」と連携し、シラス
（生・釜揚・上乾）を食材とした料理提供による消費拡大の取組を実施する。 

・全国の優良成功事例として誇る民泊体験交流による市内の集客力を活用し、シラス
網漁業体験の拡大、民泊の食食事への提供による「松浦は新鮮でおいしいシラスが
ある」ことの県外 PR する取組を実施する。 

 
○養殖業者は、新たな流通ルートの開拓による中間手数料の縮減による収入の向上を
図るために、次について取り組んでいく。 

・関係者との調整を図りつつ、産地市場や問屋への出荷から、消費地市場への直接出
荷を試み、流通の改善を実施する。 

 
○定置網漁業者、ごち網漁業者、底びき網漁業者、延縄漁業者、船びき網漁業者、敷
網漁業者、刺網漁業者、かご漁業者は、地元消費拡大による収入の向上を図るため



に、次について取り組んでいく。 
・3 箇所の地元直売所への出荷を推進し、地元及び観光客の購入を拡大する取組を実

施する。 
・漁協は、地域住民の集客力が高い「松浦よかばい朝トラ市」に参加し、新鮮な魚を

地元に流通させる取組を実施する。 
 
以上の取組により、漁業収入を基準年の 0.7％向上を目標に取り組む。 

漁業コスト 
削減のため 
の取組 

○船びき網漁業者は、導入した省エネ機器等を活用することで、漁船の燃費を16.8％
削減する。 

○会員全員で省燃油活動（漁船の燃費向上のための船底清掃）に取り組み、燃油購入
経費を基準年より 5.1％削減する。 

活用する 
支援措置等 

・漁業経営セ－フティ－ネット構築事業 

 

 

３年目（平成２８年度） 

漁業収入 
向上のため 
の取組 

○ごち網漁業者、定置網漁業者、一本釣り漁業者は、更なる高鮮度出荷による収入
の向上を図るため、次について取り組んでいく。 

・これまで夕方に活〆して翌朝出荷していたマダイ等の鮮魚を、出荷 3 時間前の深
夜に活〆することで、高品質高鮮度な鮮魚出荷を実施する。 

・これまで漁業者ごとで取扱いが異なっていた、神経締め、殺菌海水の利用、魚体
サイズの均一化、氷による冷やし込み等を手法を統一し徹底して実施する。 

 
○船びき網漁業者は、観光業界のニーズにこたえつつ、地元販売量の増加による収
入の向上を図るために、次について取り組んでいく。 

・市内飲食、宿泊業者で組織する「まつうら海鮮街道実行委員会」と連携し、シラ
ス（生・釜揚・上乾）を食材とした料理提供による消費拡大の取組を実施する。 

・全国の優良成功事例として誇る民泊体験交流による市内の集客力を活用し、シラ
ス網漁業体験の拡大、民泊の食食事への提供による「松浦は新鮮でおいしいシラ
スがある」ことの県外 PR する取組を実施する。 

 
○養殖業者は、新たな流通ルートの開拓による中間手数料の縮減による収入の向上
を図るために、次について取り組んでいく。 

・関係者との調整を図りつつ、産地市場や問屋への出荷から、消費地市場への直接
出荷を試み、流通の改善を実施する。 

 
○定置網漁業者、ごち網漁業者、底びき網漁業者、延縄漁業者、船びき網漁業者、
敷網漁業者、刺網漁業者、かご漁業者は、地元消費拡大による収入の向上を図る
ために、次について取り組んでいく。 

・3 箇所の地元直売所への出荷を推進し、地元及び観光客の購入を拡大する取組を
実施する。 

・漁協は、地域住民の集客力が高い「松浦よかばい朝トラ市」に参加し、新鮮な魚
を地元に流通させる取組を実施する。 

 
以上の取組により、漁業収入を基準年の 0.7％向上を目標に取り組む。 

漁業コスト 
削減のため 
の取組 

○船びき網漁業者は、導入した省エネ機器等を活用することで、漁船の燃費を
16.8％削減する。 

○会員全員で省燃油活動（漁船の燃費向上のための船底清掃）に取り組み、燃油購
入経費を基準年より 5.1％削減する。 

活用する 
支援措置等 

・漁業経営セ－フティ－ネット構築事業 

 

４年目（平成２９年度） 

漁業収入 
向上のため 
の取組 

○ごち網漁業者、定置網漁業者、一本釣り漁業者は、更なる高鮮度出荷による収入
の向上を図るため、次について取り組んでいく。 

・これまで夕方に活〆して翌朝出荷していたマダイ等の鮮魚を、出荷 3 時間前の深
夜に活〆することで、高品質高鮮度な鮮魚出荷を実施する。 

・これまで漁業者ごとで取扱いが異なっていた、神経締め、殺菌海水の利用、魚体
サイズの均一化、氷による冷やし込み等を手法を統一し徹底して実施する。 

 
○船びき網漁業者は、観光業界のニーズにこたえつつ、地元販売量の増加による収



入の向上を図るために、次について取り組んでいく。 
・市内飲食、宿泊業者で組織する「まつうら海鮮街道実行委員会」と連携し、シラ

ス（生・釜揚・上乾）を食材とした料理提供による消費拡大の取組を実施する。 
・全国の優良成功事例として誇る民泊体験交流による市内の集客力を活用し、シラ

ス網漁業体験の拡大、民泊の食食事への提供による「松浦は新鮮でおいしいシラ
スがある」ことの県外 PR する取組を実施する。 

 
○養殖業者は、新たな流通ルートの開拓による中間手数料の縮減による収入の向上
を図るために、次について取り組んでいく。 

・関係者との調整を図りつつ、産地市場や問屋への出荷から、消費地市場への直接
出荷を試み、流通の改善を実施する。 

 
○定置網漁業者、ごち網漁業者、底びき網漁業者、延縄漁業者、船びき網漁業者、
敷網漁業者、刺網漁業者、かご漁業者は、地元消費拡大による収入の向上を図る
ために、次について取り組んでいく。 

・3 箇所の地元直売所への出荷を推進し、地元及び観光客の購入を拡大する取組を
実施する。 

・漁協は、地域住民の集客力が高い「松浦よかばい朝トラ市」に参加し、新鮮な魚
を地元に流通させる取組を実施する。 

 
以上の取組により、漁業収入を基準年の 0.7％向上を目標に取り組む。 

漁業コスト 
削減のため 
の取組 

○船びき網漁業者は、導入した省エネ機器等を活用することで、漁船の燃費を
16.8％削減する。 

○会員全員で省燃油活動（漁船の燃費向上のための船底清掃）に取り組み、燃油購
入経費を基準年より 5.1％削減する。 

活用する 
支援措置等 

・漁業経営セ－フティ－ネット構築事業 

 

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

みを確実に実施する。） 

漁業収入 
向上のため 
の取組 

○ごち網漁業者、定置網漁業者、一本釣り漁業者は、更なる高鮮度出荷による収入
の向上を図るため、次について取り組んでいく。 

・これまで夕方に活〆して翌朝出荷していたマダイ等の鮮魚を、出荷 3 時間前の深
夜に活〆することで、高品質高鮮度な鮮魚出荷を実施する。 

・これまで漁業者ごとで取扱いが異なっていた、神経締め、殺菌海水の利用、魚体
サイズの均一化、氷による冷やし込み等を手法を統一し徹底して実施する。 

 
○船びき網漁業者は、観光業界のニーズにこたえつつ、地元販売量の増加による収
入の向上を図るために、次について取り組んでいく。 

・市内飲食、宿泊業者で組織する「まつうら海鮮街道実行委員会」と連携し、シラ
ス（生・釜揚・上乾）を食材とした料理提供による消費拡大の取組を実施する。 

・全国の優良成功事例として誇る民泊体験交流による市内の集客力を活用し、シラ
ス網漁業体験の拡大、民泊の食食事への提供による「松浦は新鮮でおいしいシラ
スがある」ことの県外 PR する取組を実施する。 

 
○養殖業者は、新たな流通ルートの開拓による中間手数料の縮減による収入の向上
を図るために、次について取り組んでいく。 

・関係者との調整を図りつつ、産地市場や問屋への出荷から、消費地市場への直接
出荷を試み、流通の改善を実施する。 

 
○定置網漁業者、ごち網漁業者、底びき網漁業者、延縄漁業者、船びき網漁業者、
敷網漁業者、刺網漁業者、かご漁業者は、地元消費拡大による収入の向上を図る
ために、次について取り組んでいく。 

・3 箇所の地元直売所への出荷を推進し、地元及び観光客の購入を拡大する取組を
実施する。 

・漁協は、地域住民の集客力が高い「松浦よかばい朝トラ市」に参加し、新鮮な魚
を地元に流通させる取組を実施する。 

 
以上の取組により、漁業収入を基準年の 0.7％向上を目標に取り組む。 

漁業コスト 
削減のため 

○船びき網漁業者は、導入した省エネ機器等を活用することで、漁船の燃費を
16.8％削減する。 



の取組 ○会員全員で省燃油活動（漁船の燃費向上のための船底清掃）に取り組み、燃油購
入経費を基準年より 5.1％削減する。 

活用する 
支援措置等 

・漁業経営セ－フティ－ネット構築事業 

※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 

長崎県県北水産業普及指導センターによる助言、指導を受けながら取り組んでいく。 

 

４ 目標 

（１）数値目標 

漁業所得の向上 

基準年の  ％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 
・省エネ機器等導入推進事業 
・省燃油活動推進事業 

・省エネ機関の設置による燃油消費効率化を図る。 
・船底清掃による燃油コストを削減する。 

※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。 


