
１ 地域水産業再生委員会

※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。

２　地域の現状
（１）関連する水産業を取り巻く現状等

３　活性化の取組方針
（１）基本方針

オブザーバー

浜の活力再生プラン

長崎市新三重漁協地域水産業再生委員会
　会長　柏木　俊彦代表者名

対象となる地域の範囲及び漁業の種類

長崎市新三重漁協地区
　　まき網漁業　 3経営体
　　刺網漁業　　44経営体
　　潜水漁業　　21経営体
　　養殖業　　   3経営体

（２）その他の関連する現状等

組織名

再生委員会の
構成員

長崎市新三重漁業協同組合、長崎市、長崎県県央水産業普及指導センター
長崎蒲鉾水産加工業協同組合

　本地域では、まき網漁業を主体に刺網漁業、潜水漁業、養殖業等が営まれている。正組合
員は130名で、平成25年度の生産額は2,167百万円である。その内、まき網漁業３経営体が水
揚高の７割以上を占めている。漁業生産は活発に行われており、「ごんあじ」（マアジ）
「長崎伊勢海老」（イセエビ）等の商標登録をしてあるブランド魚や活鮮魚は漁協の活魚セ
ンターで、まき網で漁獲される多獲性魚は隣接する長崎魚市を流通拠点として出荷してい
る。
　しかしながら、組合員の70％が60歳以上で高齢化が進むとともに、マアジ、イセエビ、ア
ワビ等の資源が減少する中、燃油等の漁業経費は増加しており、漁業経営環境は厳しい状況
が続いている。

　まき網漁業においては、活魚出荷による付加価値付けや休漁日設定、TACの取組等による
漁獲量の制限、セーフティネット、省燃油活動による経費削減に取組んでいる。
　刺網漁業は、ヒラメ放流等の栽培漁業に取組むとともに、カマス網、ふぐ篭、たこ壺漁業
等の複業化により経営努力を行い、一部セーフティネットに参加している。
　潜水漁業は、藻場造成による資源管理に取組み、ウニ漁を中心に水揚が回復傾向にあるが
漁期が短く（3月～7月）水揚金額が少ない。
　養殖業は、漁場の整備により規模拡大が可能となり、また海藻や貝類の無給餌養殖の試験
を本年度から行う計画である。

　まき網漁業・休漁日設定、TAC等による資源管理
　　　　　　・低価格魚の販売促進
　　　　　　・マルアジ、サバ等の活魚化による付加価値向上
　　　　　　・省燃油活動、セーフティネットによる燃油等漁業経費の削減。
　刺網漁業　・漁獲物のブランド化、市場外販売の推進による魚価向上
　　　　　　・種苗放流、藻場造成等栽培漁業の推進による漁獲量向上
　　　　　　・省燃油活動、セーフティネット加入促進による燃油等漁業経費の削減
　潜水漁業　・藻場造成活動の推進、種苗放流等根付資源の維持、増大
　　　　　　・生ウニのブランド化、市場外販売、ガンガゼ等の有効利用
　　　　　　・漁業の複合化による所得向上、後継者育成
　養殖業　　・地区内生産の拡大、ブランド養殖魚の創出、販売促進
　　　　　　・海藻養殖生産の拡大
　　　　　　・貝類養殖の取組
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（３）具体的な取組内容（毎年ごとに数値目標とともに記載）

※まき網漁業
　当該地区のアジ、サバは平成４年から「ごんあじ（マアジ）」「ごんさば
（マサバ）」「ごん丸あじ（マルアジ）」という登録商標を取得し当該名称
で流通させ、市場でも高い評価を得ているところ。漁業者は、マアジ、サバ
資源が減少する中、休漁日設定やＴＡＣ資源管理に取組み、「ごんあじ」等
の持続的・安定的な漁獲を目指す。
　現在、まき網は、活魚用運搬船を用いて活魚出荷に取り組んでおり、主力
の「ごんあじ」は年間20ｔ程度を活魚で出荷している。一方、マルアジ、ゴ
マサバ、豆あじ等は活魚出荷が年間数トン程度に留まっている。漁業者は、
マルアジ、ゴマサバ、豆アジ等を、年間10tを目標に活魚化する。漁協は当該
活魚を漁協活魚センターで販売するほか、小型のものは県漁連と協力して販
売先を開拓して養殖用種苗や釣活餌として県内外に販売し、㎏当り100円の単
価向上を目指す。
　
※刺網・ふぐ篭・蛸壷漁業
　漁業者及び漁協は、刺網漁業の主要魚種であるヒラメについて平成９年か
ら毎年種苗放流（年間40,000尾）を行っている。これを今後も継続し年間11
ｔ以上の水揚げを維持する。
　漁業者は、近年水揚が増加しているカマスについて、３㎏規格で入数の表
示、蓋つきケース下氷仕立で出荷している。漁協は、３㎏12入より大型のも
のについて傷物の除去や量目切れ防止、鮮度保持の指導を行い、規格の厳格
化により市場の評価を得て将来的にはブランド化を目指す。
　ふぐ篭で漁獲されるカナトフグは、価格が安い秋口に多く、現在鮮魚出荷
を行っている。漁協にはフグ加工能力はないため、県漁連と協議し漁連加工
場でのむき身加工向けの販売を徐々に増やし、魚価の向上を目指す。
　また、漁協は、消費者に対する調理加工体験等を実施し、漁協の直売店で
ある長崎漁港がんばランドでのマダコ等の漁獲物の販売を伸ばして手取価格
の向上を目指す。
　更に漁業者は、潜水部会の藻場造成活動に協力して藻食魚の駆除に取組む
とともに、毎年５月末に実施している抱卵イセエビの放流を継続し、イセエ
ビ資源の回復を目指す。

※潜水漁業
　漁業者は、藻場の再生・維持に取組み、ムラサキウニ分布密度管理の徹底
や未利用資源である「ガンガゼ」の有効利用により、生ウニの増産に取組
む。生ウニの生産量が増加した場合に現在の出荷先である魚市場において供
給量が需要量を上回り価格が下がることもあるため、魚市場の需要を上回っ
た分の「生ウニ」は、長崎漁港がんばランドでの体験漁業での使用や生協等
への販売を推進し、魚市場における「生うに」の価格維持を図る。
　漁協及び漁業者は、サザエ種苗15,000個の放流を継続し、藻場造成と併せ
て根付資源の回復を図る。漁協は、若手漁業者に刺網等他種漁業との組合せ
を検討させ、計画的な後継者育成を図る。

　

　

　

漁業収入向上
のための取組

　まき網漁業　　　休漁日・TACへの取組は、長崎県旋網漁協の決定に従って行う。
　固定式刺網漁業　県許可内容の遵守。
　潜水漁業　　　　長崎県漁業調整規則に基づく。

※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。

 下の取組内容は、取組の進捗状況や得られた知見を踏まえ、必要に応じて見直すものとす
 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8.14％向上させる。以降、以

（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



　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

※養殖業
　漁業者は、現在の１年以上飼育した中間種苗から成魚までの飼育体制か
ら、ハマチ、ヒラス、マダイの稚魚から成魚までの生産体制に切り替え、ハ
マチ・ヒラス2魚種で平成31年までに16,000本の出荷体制を構築する。このた
め漁業者は、平成26年度中に長崎県の適正養殖業者認定を受け、県が認定す
る安心・安全な養殖技術の確立と養殖魚の生産履歴情報提供できる体制を構
築する。
　漁協は、長崎漁港がんばランドでの養殖魚の販売や消費者に対する養殖体
験の提供で養殖魚をＰＲして養殖魚の消費拡大に努める。また、将来的には
ブランド養殖魚を作ることを目指して消費者が望む基準を検討する。さら
に、漁協は脂質計（脂質を測るフィッシュアナライザー）を購入し、養殖魚
の脂質を検証する体制を作る。
　漁業者は、ワカメ養殖の規模を拡大し、ヒジキ、マガキ、イワガキの試験
養殖に取組む。漁協は、ワカメ養殖等については体験漁業等でＰＲしてワカ
メの消費拡大に努める。

※まき網漁業
　漁業者は、マアジ、サバ資源が減少する中、休漁日設定やＴＡＣ資源管理
に取組み、「ごんあじ」等の持続的・安定的な漁獲を目指す。
　漁業者はマルアジ、ゴマサバ、豆アジ等を、年間20tを目標に活魚化する。
漁協は、引き続き当該活魚を漁協活魚センターで販売するほか、小型のもの
は県漁連と協力して販売先を開拓して養殖用種苗や釣活餌として県内外に販
売し、㎏当り100円の単価向上を目指す。
　
※刺網・ふぐ篭・蛸壷漁業
　漁業者及び漁協は、刺網漁業の主要魚種であるヒラメについて種苗放流
（年間40,000尾）を継続し、年間12ｔ以上の水揚げを目指す。
　漁業者及び漁協は、カマスについて引き続き規格の厳格化に取り組み市場
評価の向上を得て将来的にはブランド化を目指す。
　漁協は、カナトフグについて引き続き県漁連と協議し漁連加工場でのむき
身加工向けの販売を推進し、魚価の向上を目指す。
　漁協は老朽化した活魚運搬車を最新のものに更新し活魚出荷体制の強化を
図る。これにより活魚の品質を高め魚価の向上を目指す。
また、漁協は、消費者に対する調理加工体験等を実施し、漁協の直売店であ
る長崎漁港がんばランドでのマダコ等の漁獲物の販売を伸ばして手取価格の
向上を目指す。
　更に漁業者は、潜水部会の藻場造成活動に協力して藻食魚の駆除に取組む
とともに、毎年５月末に実施している抱卵イセエビの放流を継続し、イセエ
ビ資源の回復を目指す。

　

　

　

　

　

 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10.24％向上させる。

漁業用燃油緊急特別対策事業
省燃油活動推進事業、
水産多面的機能発揮対策事業

　漁業者は、漁船船底清掃の定期実施と航行時のエンジン回転数の低減を行
い燃油の削減に取り組む。
また、漁協は、セーフティネット未加入の刺網業者の加入を推進する。

漁業収入向上

漁業コスト削
減のための取
組

活用する支援
措置等



活用する支援
措置等

※まき網漁業
　漁業者は、マアジ、サバ資源が減少する中、休漁日設定やＴＡＣ資源管理
に取組み、「ごんあじ」等の持続的・安定的な漁獲を目指す。
　漁業者はマルアジ、ゴマサバ、豆アジ等を、年間20tを目標に活魚化する。
漁協は、引き続き当該活魚を漁協活魚センターで販売するほか、小型のもの
は県漁連と協力して販売先を開拓して養殖用種苗や釣活餌として県内外に販
売し、㎏当り100円の単価向上を目指す。
　
※刺網・ふぐ篭・蛸壷漁業
　漁業者及び漁協は、刺網漁業の主要魚種であるヒラメについて種苗放流
（年間40,000尾）を継続し、年間12ｔ以上の水揚げを目指す。
　漁業者及び漁協は、カマスについて引き続き規格の厳格化に取り組み市場
評価の向上を得て将来的にはブランド化を目指す。
　漁協は、カナトフグについて引き続き漁連加工場でのむき身加工向けの販
売を推進し、魚価の向上を目指す。
　漁協は、前年度更新した活魚運搬車を活用して活魚出荷体制を強化し活魚
の品質を高め魚価の向上を目指す。
　また、漁協は、消費者に対する調理加工体験等を実施し、漁協の直売店で
ある長崎漁港がんばランドで組合員の漁獲物の販売を伸ばして手取価格の向
上を目指す。
　更に漁業者は、潜水部会の藻場造成活動に協力して藻食魚の駆除に取組む
とともに、毎年５月末に実施している胞卵イセエビの放流を継続し、イセエ
ビ資源の回復を目指す。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

※潜水漁業
　漁業者は、藻場の再生・維持に取組み、ムラサキウニ分布密度管理の徹底
や未利用資源である「ガンガゼ」の有効利用により、生ウニの増産に取組
む。生ウニの生産量が増加した場合に現在の出荷先である魚市場において供
給量が需要量を上回り価格が下がることもあるため、魚市場の需要を上回っ
た分の「生ウニ」は、長崎漁港がんばランドでの体験漁業での使用や生協等
への販売を推進し、魚市場における「生うに」の価格維持を図る。
　漁協及び漁業者は、サザエ種苗15,000個の放流に加え、アワビ10,000個の
放流を追加し、藻場造成と併せて根付資源の回復を図る。漁協は、若手漁業
者に刺網等他種漁業との組合せを検討させ、計画的な後継者育成を図る。

※養殖業
　漁業者は、現在の１年以上飼育した中間種苗から成魚までの飼育体制か
ら、ハマチ、ヒラス、マダイの稚魚から成魚までの生産体制に切り替え、ハ
マチ・ヒラス2魚種で平成31年までに16,000本の出荷体制を構築する。漁業者
は、長崎県適正養殖業者認定制度に基づく養殖生産を行い、将来的には市場
等の評価を得てブランド魚となるよう漁業者及び漁協は販売戦略等を協議す
る。
　漁協は、長崎漁港がんばランドでの養殖魚の販売や消費者に対する養殖体
験の提供で養殖魚をＰＲして養殖魚の消費拡大に努める。
　漁業者は、ワカメ養殖の規模を拡大し、ヒジキ、マガキ、イワガキ養殖に
ついては本格的な取組を行い、翌年生産額2,000千円を目指す。漁協は、ヒジ
キ養殖や貝類養殖をワカメ養殖とともに体験漁業等でＰＲして消費拡大に努
める。

 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12.60％向上させる。

漁業用燃油緊急特別対策事業
省燃油活動推進事業、
水産多面的機能発揮対策事業
新生水産県ながさき総合支援事業

漁業収入向上
のための取組

　漁業者は、漁船船底清掃の定期実施と航行時のエンジン回転数の低減を行
い燃油の削減に取り組む。
また、漁協は、セーフティネット未加入の刺網漁業者の加入を推進する。
これらの取組により基準年度に対して1％の経費削減を目指す。

漁業コスト削
減のための取

組



※まき網漁業
　漁業者は、マアジ、サバ資源が減少する中、休漁日設定やＴＡＣ資源管理
に取組み、「ごんあじ」等の持続的・安定的な漁獲を目指す。
　漁業者はマルアジ、ゴマサバ、豆アジ等を、年間20tを目標に活魚化する。
漁協は、引き続き当該活魚を漁協活魚センターで販売するほか、小型のもの
は県漁連と協力して販売先を開拓して養殖用種苗や釣活餌として県内外に販
売し、㎏当り100円の単価向上を目指す。
　漁協は、長崎蒲鉾水産加工業協同組合と協議し、養殖用餌として販売して
いるマイワシ（Ｈ25年度水揚529ｔ　55円／㎏）、ウルメイワシ（Ｈ25水揚
2,610ｔ　59円／㎏）等の低価格魚を年間200ｔを目標にすり身原料として販
売し、㎏当たり10円の単価向上を目指す

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

※潜水漁業
　漁業者は、藻場の再生・維持に取組み、ムラサキウニ分布密度管理の徹底
や未利用資源である「ガンガゼ」の有効利用により、生ウニの増産に取組
む。生ウニの生産量が増加した場合に現在の出荷先である魚市場において供
給量が需要量を上回り価格が下がることもあるため、魚市場の需要を上回っ
た分の「生ウニ」は、長崎漁港がんばランドでの体験漁業での使用や生協等
への販売を推進し、魚市場における「生うに」の価格維持を図る。
　漁協及び漁業者は、サザエ種苗15,000個及びアワビ10,000個の放流を行
い、藻場造成と併せて根付資源の回復を図る。漁協は、若手漁業者に刺網等
他種漁業との組合せを検討させ、計画的な後継者育成を図る。

※養殖業
　漁業者は、現在の１年以上飼育した中間種苗から成魚までの飼育体制か
ら、ハマチ、ヒラス、マダイの稚魚から成魚までの生産体制に切り替え、ハ
マチ・ヒラス2魚種で平成31年までに16,000本の出荷体制を構築する。漁業者
は、長崎県適正養殖業者認定制度に基づく養殖生産を行い、将来的には市場
等の評価を得てブランド魚となるよう漁業者及び漁協は知名度向上に努め
る。
　漁協は、長崎漁港がんばランドでの養殖魚の販売や消費者に対する養殖体
験の提供で養殖魚をＰＲして養殖魚の消費拡大に努める。
　漁業者は、ワカメ養殖の規模を拡大し、ヒジキ、マガキ、イワガキ養殖の
取り組みにより介藻類養殖で生産額2,480千円を目指す。漁協は、介藻類養殖
等を体験漁業等でＰＲして消費拡大に努める。

漁業コスト削
減のための取

組

活用する支援
措置等

漁業用燃油緊急特別対策事業、省燃油活動推進事業、
水産多面的機能発揮対策事業
新生水産県ながさき総合支援事業

漁業収入向上
のための取組

 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14.94％向上させる。

　漁業者は、漁船船底清掃の定期実施と航行時のエンジン回転数の低減を行
い燃油の削減に取り組む。
また、漁協は、セーフティネット未加入の刺網漁業者の加入を推進する。
これらの取組により基準年度に対して1％の経費削減を目指す。



　

　

　
　

　

※刺網・ふぐ篭・蛸壷漁業
　漁業者及び漁協は、刺網漁業の主要魚種であるヒラメについて種苗放流
（年間40,000尾）を継続し、年間12ｔ以上の水揚げを目指す。
　漁業者及び漁協は、カマスについて引き続き規格の厳格化に取り組み市場
評価の向上を得て将来的にはブランド化を目指す。
　漁協は、カナトフグについて引き続き漁連加工場でのむき身加工向けの販
売を推進し、魚価の向上を目指す。
　漁協は、活魚運搬車を活用して活魚出荷体制を強化し活魚の品質を高め魚
価の向上を目指す。
　また、漁協は、消費者に対する調理加工体験等を実施し、漁協の直売店で
ある長崎漁港がんばランドで組合員の漁獲物の販売を伸ばして手取価格の向
上を目指す。
　更に漁業者は、潜水部会の藻場造成活動に協力して藻食魚の駆除に取組む
とともに、毎年５月末に実施している抱卵イセエビの放流を継続し、イセエ
ビ資源の回復を目指す。

※潜水漁業
　漁業者は、藻場の再生・維持に取組み、ムラサキウニ分布密度管理の徹底
や未利用資源である「ガンガゼ」の有効利用により、生ウニの増産に取組
む。生ウニの生産量が増加した場合に現在の出荷先である魚市場において供
給量が需要量を上回り価格が下がることもあるため、魚市場の需要を上回っ
た分の「生ウニ」は、長崎漁港がんばランドでの体験漁業での使用や生協等
への販売を推進し、魚市場における「生うに」の価格維持を図る。
　漁協及び漁業者は、サザエ種苗15,000個及びアワビ10,000個の放流を行
い、藻場造成と併せて根付資源の回復を図る。漁協は、若手漁業者に刺網等
他種漁業との組合せを検討させ、計画的な後継者育成を図る。

※養殖業
　漁業者は、現在の１年以上飼育した中間種苗から成魚までの飼育体制か
ら、ハマチ、ヒラス、マダイの稚魚から成魚までの生産体制に切り替え、ハ
マチ・ヒラス2魚種で平成31年までに16,000本の出荷体制を構築する。漁業者
は、長崎県適正養殖業者認定制度に基づく養殖生産を行い、将来的には市場
等の評価を得てブランド魚となるよう漁業者及び漁協は知名度向上に努め
る。
　漁協は、長崎漁港がんばランドでの養殖魚の販売や消費者に対する養殖体
験の提供で養殖魚をＰＲして養殖魚の消費拡大に努める。
　漁業者は、ワカメ養殖の規模を拡大し、ヒジキ、マガキ、イワガキ養殖の
取り組みにより介藻類養殖で生産額2,480千円を目指す。漁協は、介藻類養殖
等を体験漁業等でＰＲして消費拡大に努める。

活用する支援
措置等

　漁業者は、漁船船底清掃の定期実施と航行時のエンジン回転数の低減を行
い燃油の削減に取り組む。
また、漁協は、セーフティネット未加入の刺網漁業者の加入を推進する。
これらの取組により基準年度に対して1％の経費削減を目指す。

漁業用燃油緊急特別対策事業
省燃油活動推進事業、
水産多面的機能発揮対策事業
新生水産県ながさき総合支援事業

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



漁業収入向上
のための取組

※まき網漁業
　漁業者は、マアジ、サバ資源が減少する中、休漁日設定やＴＡＣ資源管理
に取組み、「ごんあじ」等の持続的・安定的な漁獲を目指す。
　漁業者はマルアジ、ゴマサバ、豆アジ等を、年間20tを目標に活魚化する。
漁協は、引き続き当該活魚を漁協活魚センターで販売するほか、小型のもの
は県漁連と協力して販売先を開拓して養殖用種苗や釣活餌として県内外に販
売し、㎏当り100円の単価向上を目指す。
　漁協は、長崎蒲鉾水産加工業協同組合と協議し、養殖用餌として販売して
いるマイワシ（Ｈ25年度水揚529ｔ　55円／㎏）、ウルメイワシ（Ｈ25水揚
2,610ｔ　59円／㎏）等の低価格魚を年間200ｔを目標にすり身原料として販
売し、㎏当たり10円の単価向上を目指す

※刺網・ふぐ篭・蛸壷漁業
　漁業者及び漁協は、刺網漁業の主要魚種であるヒラメについて種苗放流
（年間40,000尾）を継続し、年間12ｔ以上の水揚げを目指す。
　漁業者及び漁協は、カマスについて引き続き規格の厳格化に取り組み市場
評価の向上を得て将来的にはブランド化を目指す。
　漁協は、カナトフグについて引き続き漁連加工場でのむき身加工向けの販
売を推進し、魚価の向上を目指す。
　漁協は、活魚運搬車を活用して活魚出荷体制を強化し活魚の品質を高め魚
価の向上を目指す。
　また、漁協は、消費者に対する調理加工体験等を実施し、漁協の直売店で
ある長崎漁港がんばランドで組合員の漁獲物の販売を伸ばして手取価格の向
上を目指す。
　更に漁業者は、潜水部会の藻場造成活動に協力して藻食魚の駆除に取組む
とともに、毎年５月末に実施している抱卵イセエビの放流を継続し、イセエ
ビ資源の回復を目指す。

※潜水漁業
　漁業者は、藻場の再生・維持に取組み、ムラサキウニ分布密度管理の徹底
や未利用資源である「ガンガゼ」の有効利用により、生ウニの増産に取組
む。生ウニの生産量が増加した場合に現在の出荷先である魚市場において供
給量が需要量を上回り価格が下がることもあるため、魚市場の需要を上回っ
た分の「生ウニ」は、長崎漁港がんばランドでの体験漁業での使用や生協等
への販売を推進し、魚市場における「生うに」の価格維持を図る。
　漁協及び漁業者は、サザエ種苗15,000個及びアワビ10,000個の放流を行
い、藻場造成と併せて根付資源の回復を図る。漁協は、若手漁業者に刺網等
他種漁業との組合せを検討させ、計画的な後継者育成を図る。

※養殖業
　漁業者は、現在の１年以上飼育した中間種苗から成魚までの飼育体制か
ら、ハマチ、ヒラス、マダイの稚魚から成魚までの生産体制に切り替え、ハ
マチ・ヒラス2魚種で平成31年までに16,000本の出荷体制を構築する。漁業者
は、長崎県適正養殖業者認定制度に基づく養殖生産を行い、将来的には市場
等の評価を得てブランド魚となるよう漁業者及び漁協は知名度向上に努め
る。
　漁協は、長崎漁港がんばランドでの養殖魚の販売や消費者に対する養殖体
験の提供で養殖魚をＰＲして養殖魚の消費拡大に努める。
　漁業者は、ワカメ養殖の規模を拡大し、ヒジキ、マガキ、イワガキ養殖の
取り組みにより介藻類養殖で生産額2,480千円を目指す。漁協は、介藻類養殖
等を体験漁業等でＰＲして消費拡大に努める。

　組状況を確認しつつ、必要に応じて施策の見直しを行う。
　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、プランの組
　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14.94％向上させる。取組の



４　目標
（１）数値目標

（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

※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。

目標年 平成　　年度

※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。

（４）関係機関との連携

長崎市、長崎県県央水産業普及指導センターの指導、協力のもとに取組みを推進する。

漁業所得の向上　　％以上
基準年 平成　　年度 ： 千円

事業名 事業内容及び浜の活力再生プランとの関係性
漁業用燃油緊急
対策特別事業

省燃油活動推進
事業

水産多面的機能
発揮対策事業

新生水産県なが
さき総合支援事
業

漁業用燃油費用の削減

漁業用燃油費用の削減

藻場造成による根付資源の回復、水揚増

活魚運搬車の整備
魚食普及、所得向上のための体験漁業
ブランド化等の販売対策

： 千円

   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

活用する支援
措置等

　漁業者は、漁船船底清掃の定期実施と航行時のエンジン回転数の低減を行
い燃油の削減に取り組む。
また、漁協は、セーフティネット未加入の刺網漁業者の加入を推進する。
これらの取組により基準年度に対して1％の経費削減を目指す。

漁業用燃油緊急特別対策事業
省燃油活動推進事業、
水産多面的機能発揮対策事業
新生水産県ながさき総合支援事業

漁業コスト削
減のための取

組
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