
 
浜の活力再生プラン            

 
１ 地域水産業再生委員会 

 

 

 

再生委員会の構成員 志々伎漁協、平戸市 

オブザーバー 長崎県 

※ 再生委員会の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 

① 対象地域 

平戸市志々伎町、早福町、小田町、野子町、木ヶ津町、宝亀町 

② 対象漁業種類 

 刺し網漁業、一本釣り漁業、かご漁業、ごち網漁業、潜水漁業 

③対象漁業者数 ８７名  

※志々伎漁協地域水産業再生委員会に属する漁業者（以下、漁

業者という） 

 刺し網漁業（５４名）、一本釣り漁業（１９名）、かご漁業（４

名）、ごち網漁業（４名）、潜水漁業（６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 

漁業者が所属する志々伎漁協（以下、当漁協という）については、長崎県平戸市の南部に位置

し阿値賀島沖など優良な漁場を有する。そして、刺し網漁業、一本釣り漁業、かご漁業等がさか

んに行われている。 

当漁協の水産業においては、 

① 磯焼けの進行のほか、海水温上昇など海域環境の変化や過度の漁獲圧による資源状況の 

悪化 

②魚価や水産物消費の低迷 

③燃油購入費など漁業コストの増加 

により組合員の収益が低下し、漁家経営を取り巻く環境は厳しい状況にある。 

これらに対し対策を講じなければ、産業として生産基盤の弱体化が避けられない。 

 

 

組織名 志々伎漁協地域水産業再生委員会 

代表者名 後藤 正喜 



 
（２）その他の関連する現状等 

当漁協では、平成 25 年度において組合員 579 名（正 236 名、准 343 名）が所属し、生産量

1,523ｔ、生産額 1,510,378 千円の生産実績を有する。これを 10 年前の平成 15 年度と比べると、

組合員が 661 名から 579 名に減少（12％減）、さらに年齢構成をみると 60 歳以上の高齢者の割

合が 323 名から 371 名に増加（15％増）している。組合員は着実に減少し高齢化している。 

また、生産量と生産額についても、10 年前と比べるとそれぞれ 2,049ｔから 1,523ｔ（26％減）、

1,997,759 千円から 1,510,378 千円（24％減）に減少している。これを組合員 1 人あたりに換算

すると、3,099ｋｇから 2,630ｋｇ、3,022 千円から 2,608 千円まで減少していることとなる。 

魚価も低迷しており、例えば、志々伎漁協で水揚げされる代表的な魚種ヒラメの入札値を例に

あげると、8 年前の平成 16 年度では 2,679 円／ｋｇであったが、平成 25 年度には 2,153 円／ｋ

ｇに下がっている。 

一方で、漁業コストは増加している。一般的に漁業コストの中で大きな割合を占める燃料費に

ついては特に著しく増加しており、当漁協取扱のリッターあたりのＡ重油価格でみると、61.9

円（平成 18 年 3 月）が 99.0 円（平成 26 年 3 月）まで上昇（60％増）している。漁具など他の

コストについても下がっておらず、現状では漁業コストが上昇、高止まりしているといえる。 

 
３ 活性化の取組方針 

（１）基本方針 

水産業の収益を向上させるため、生産性の向上とコスト削減策に併せて取り組む。 

①漁場生産力の向上 

 ・藻場保全など水産資源培養機能の維持、強化 

 ・種苗放流など添加による水産資源の維持、強化  

 ・漁獲努力量の適正管理  

②流通体制の改善、水産物の高付加価値化 

 ・消費者への直接販売体制の構築、推進 

 ・未利用資源の活用 

③漁業コストの削減 

  ・省燃油活動の推進   

  ・省エネ機器の導入推進 

 ④都市部住民等との交流促進 

 
（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 

漁業者が行う水産動植物の採捕については、長崎県漁業調整規則、長崎県関係海区の漁業調整委

員会指示、長崎県県北海区漁業調整委員会指示、当漁協共同漁業権行使規則など公的な規制措置

が定める採捕制限を遵守し、漁獲努力量の適正管理に努める。 



 ※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） 

 （取組内容については、取組の進捗状況や成果等を踏まえ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 

以下の取組を行い基準年より漁業収入を 0.3％向上させる。 

① 漁場生産力の向上 

・潜水漁業者はガンガゼ駆除海域を前年の 2 倍に拡大（9.7ha）して藻場

保全活動を行う。 

・刺し網漁業者はヒラメの種苗放流（5 万尾）を行う。 

・潜水漁業者は前年度より拡大して種苗放流（アカウニ 100 千個（前年

50 千個の 2 倍）、クロアワビ 6 千個）を行う。 

・全漁業者が自主的な休漁等の漁獲努力量の自主削減を行う。自主休漁は、

これから効果が期待されることから継続して行う。 

※刺し網、いかつり、かご、たこつぼ、ごち網、延縄、一本釣り漁業で

年間 10 日～31 日間休漁日設定。 

・全漁業者が年１回海底清掃を実施し、投棄された海底の漁具・漁網を回

収する， 

② 流通体制の改善、水産物の高付加価値化 

・刺し網漁業者は漁協の協力を得つつ、都市圏の産直フェアや個別料理店

への販売を通じて、消費者への直接販売を実施し地域特産品であるウチ

ワエビの販路拡大を図り、あわせて、ウチワエビの品質向上を図る。 

・潜水漁業者は県の水産試験場の指導を受けつつ未利用資源（ガンガゼ）

を使った水産加工品（ガゼミソ）を開発する。 

③ 都市部住民との交流 

・刺し網及び一本釣り漁業者は農林漁業の体験プログラムを推進するまつ

うら党交流公社の下部機関である志々伎体験型振興会に加入し、修学旅

行生の受入れなど漁業体験事業（釣り体験等）を行う。 

漁業コスト削減の

ための取組 

以下の取組を行い基準年より漁業経費を 1.4％削減する。 

① 省燃油活動の実践 

・ 全漁業者が船底掃除（2 回／年を実施する） 

② 省エネ機器の導入 

・漁業者 2 名が省エネ型漁船エンジンを導入する。 

活用する支援措置

等 

水産多面的機能発揮対策事業、離島漁業再生支援交付金支援事業、省燃油

活動推進事業、省エネ機器導入推進事業、 

漁業経営セーフティーネット構築事業、漁場機能維持管理事業 

 



2 年目（平成 27 年度） 

漁業収入向上のた

めの取組 

以下の取組を行い基準年より漁業収入を 0.6％向上させる。 

①  漁場生産力の向上 

・潜水漁業者はガンガゼ駆除（9.7ha）を実施し、引き続き藻場保全活動

を行う。 

・刺し網漁業者はヒラメの種苗放流（5 万尾）を行う。 

・潜水漁業者は前年度より拡大して種苗放流（アカウニ 100 千個、クロア

ワビ 12 千個（前年の 2 倍））を行う。 

・全漁業者が自主的な休漁等の漁獲努力量の自主削減を行う。自主休漁は、

これから効果が期待されることから継続して行う。 

※刺し網、いかつり、かご、たこつぼ、ごち網、延縄、一本釣り漁業で

年間 10 日～31 日間休漁日設定。 

・全漁業者が年１回海底清掃を実施し、投棄された海底の漁具・漁網を回

収する。 

② 流通体制の改善、水産物の高付加価値化 

・刺し網漁業者は漁協の協力を得つつ、都市圏の産直フェアや個別料理店

への販売を通じて、消費者への直接販売を実施し地域特産品であるウチ

ワエビの販路拡大を図り、あわせて、ウチワエビの品質向上を図る。 

・潜水漁業者は県の水産試験場の指導を受けつつ未利用資源（ガンガゼ）

を使った水産加工品（ガゼミソ）を開発する。 

③ 都市部住民との交流 

・刺し網及び一本釣り漁業者は農林漁業の体験プログラムを推進するまつ

うら党交流公社の下部機関である志々伎体験型振興会に加入し、修学旅

行生の受入れなど漁業体験事業（釣り体験等）を行う。 

漁業コスト削減の

ための取組 

以下の取組を行い基準年より漁業経費を 1.4％削減する。 

① 省燃油活動の実践 

・ 全漁業者が船底掃除（2 回／年を実施する） 

② 省エネ機器の導入 

・漁業者 2 名が 1 年目に導入した省エネ型漁船エンジンを活用する。 

活用する支援措置

等 

水産多面的機能発揮対策事業、離島漁業再生支援交付金支援事業、省エネ

機器導入推進事業、漁業経営セーフティーネット構築事業、漁場機能維持

管理事業 

 
3 年目（平成 28 年度） 

漁業収入向上のた

めの取組 

以下の取組を行い基準年より漁業収入を 1.2％向上させる。 

①  漁場生産力の向上 



・潜水漁業者はガンガゼ駆除（9.7ha）を実施して、藻場保全活動を行う。 

・刺し網漁業者はヒラメの種苗放流（5 万尾）を行う。 

・潜水漁業者は種苗放流（アカウニ 100 千個、クロアワビ 12 千個）を行

う。 

・全漁業者が自主的な休漁等の漁獲努力量の自主削減を行う。自主休漁は、

これから効果が期待されることから継続して行う。 

※刺し網、いかつり、かご、たこつぼ、ごち網、延縄、一本釣り漁業で

年間 10 日～31 日間休漁日設定。 

・全漁業者が年１回海底清掃を実施し、投棄された海底の漁具・漁網を回

収する， 

② 流通体制の改善、水産物の高付加価値化 

・刺し網漁業者は漁協の協力を得つつ、都市圏の産直フェアや個別料理店

への販売を通じて、消費者への直接販売を実施し地域特産品であるウチ

ワエビの販路拡大を図り、あわせて、ウチワエビの品質向上を図る。 

・潜水漁業者は県の水産試験場の指導を受けつつ未利用資源（ガンガゼ）

を使った水産加工品（ガゼミソ）を開発する。本年から試作品の販売を

開始し、消費者の反応を探る。 

③  都市部住民との交流 

・刺し網及び一本釣り漁業者は農林漁業の体験プログラムを推進するまつ

うら党交流公社の下部機関である志々伎体験型振興会に加入し、修学旅

行生の受入れなど漁業体験事業（釣り体験等）を行う。 

漁業コスト削減の

ための取組 

以下の取組を行い基準年より漁業経費を 1.4％削減する。 

① 省燃油活動の実践 

・ 全漁業者が船底掃除（2 回／年を実施する） 

② 省エネ機器の導入 

・漁業者 2 名が省エネ型漁船エンジンを導入する。 

活用する支援措置

等 

離島漁業再生支援交付金支援事業、漁業経営セーフティーネット構築事

業、漁場機能維持管理事業 

 
4 年目（平成 29 年度） 

漁業収入向上のた

めの取組 

以下の取組を行い基準年より漁業収入を 2.0％向上させる。 

① 漁場生産力の向上 

・潜水漁業者はガンガゼ駆除（9.7ha）を実施して、藻場保全活動を行う。 

・刺し網漁業者はヒラメの種苗放流（5 万尾）を行う。 

・潜水漁業者は種苗放流（アカウニ 100 千個、クロアワビ 12 千個）を行

う。 



・全漁業者が自主的な休漁等の漁獲努力量の自主削減を行う。自主休漁は、

これから効果が期待されることから継続して行う。 

※刺し網、いかつり、かご、たこつぼ、ごち網、延縄、一本釣り漁業で

年間 10 日～31 日間休漁日設定。 

・全漁業者が年１回海底清掃を実施し、投棄された海底の漁具・漁網を回

収する。 

② 流通体制の改善、水産物の高付加価値化 

・刺し網漁業者は漁協の協力を得つつ、都市圏の産直フェアや個別料理店

への販売を通じて、消費者への直接販売を実施し地域特産品であるウチ

ワエビの販路拡大を図り、あわせて、ウチワエビの品質向上を図る。 

・潜水漁業者は県の水産試験場の指導を受けつつ未利用資源（ガンガゼ）

を使った水産加工品（ガゼミソ）を開発する。引き続き試作品を販売し、

消費者の反応を探る。 

④  都市部住民との交流 

・刺し網及び一本釣り漁業者は農林漁業の体験プログラムを推進するまつ

うら党交流公社の下部機関である志々伎体験型振興会に加入し、修学旅

行生の受入れなど漁業体験事業（釣り体験等）を行う。 

漁業コスト削減の

ための取組 

以下の取組を行い基準年より漁業経費を 1.4％削減する。 

① 省燃油活動の実践 

・ 全漁業者が船底掃除（2 回／年を実施する） 

② 省エネ機器の導入 

・漁業者 2 名が 1 年目に導入した省エネ型漁船エンジンを活用する。 

活用する支援措置

等 

離島漁業再生支援交付金支援事業、漁業経営セーフティーネット構築事

業、漁場機能維持管理事業 

 
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

取組を確実に実施する。） 

漁業収入向上のた

めの取組 

以下の取組を行い基準年より漁業収入を 2.9％向上させる。 

① 漁場生産力の向上 

・潜水漁業者はガンガゼ駆除（9.7ha）を実施して、藻場保全活動を行う。 

・刺し網漁業者はヒラメの種苗放流（5 万尾）を行う。 

・潜水漁業者は種苗放流（アカウニ 100 千個、クロアワビ 12 千個）を行

う。 

・全漁業者が自主的な休漁等の漁獲努力量の自主削減を行う。自主休漁は、

これから効果が期待されることから継続して行う。 



※刺し網、いかつり、かご、たこつぼ、ごち網、延縄、一本釣り漁業で

年間 10 日～31 日間休漁日設定。 

・全漁業者が年１回海底清掃を実施し、投棄された海底の漁具・漁網を回

収する。 

② 流通体制の改善、水産物の高付加価値化 

・刺し網漁業者は漁協の協力を得つつ、都市圏の産直フェアや個別料理店

への販売を通じて、消費者への直接販売を実施し地域特産品であるウチ

ワエビの販路拡大を図り、あわせて、ウチワエビの品質向上を図る。 

・潜水漁業者は県の水産試験場の指導を受けつつ未利用資源（ガンガゼ）

を使った水産加工品（ガゼミソ）を開発する。試作品の反応等をフィー

ドパックし、販売品として完成させる。 

⑤  都市部住民との交流 

・刺し網及び一本釣り漁業者は農林漁業の体験プログラムを推進するまつ

うら党交流公社の下部機関である志々伎体験型振興会に加入し、修学旅

行生の受入れなど漁業体験事業（釣り体験等）を行う。 

漁業コスト削減の

ための取組 

以下の取組を行い基準年より漁業経費を 1.4％削減する。 

① 省燃油活動の実践 

・ 全漁業者が船底掃除（2 回／年を実施する） 

② 省エネ機器の導入 

・漁業者 2 名が 1 年目に導入した省エネ型漁船エンジンを活用する。 

活用する支援措置

等 

水産多面的機能発揮対策事業、離島漁業再生支援交付金支援事業、漁業経

営セーフティーネット構築事業、漁場機能維持管理事業 

 

 

 
（４）関係機関との連携 

国の「水産基本計画」、長崎県の「長崎県水産業振興基本計画」、平戸市の「平戸市水産業振興

基本計画」の趣旨に合致する取組を推進する。 

各種取組の推進に関しては、効率的に実施することができるように長崎県や平戸市の水産関係

部局から助言、指導を受ける。特に、漁場生産力の向上や水産物の高付加価値化に関する取組に

ついては水生生物を対象とする内容であるため、県総合水産試験場や水産業普及指導センターの

技術的見地からの助言を重視する。 

また、流通体制の改善に関する取組については、単独で実施するより高い効果を上げられるよ

うに、平戸市ブランド化推進協議会や平戸市商工物産関係部局の協力を得ながら推進する。 

 

 



４ 目標 

（１）数値目標 

漁業所得の向上   ％

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 

省燃油活動推進事 

業 

 
省エネ機器導入推

進事業 

 

（１）事業内容 

定期の船底清掃を実施、また省エネ機器を導入し、燃油消費量の低減

を図る。  

（２）浜の活力再生プランとの関係性 

燃油消費量の低減は、浜の活力再生プランで定める漁業コスト削減の

成果にあたり、コスト削減に伴い生じた余剰資金により設備投資の活発

化が促されるなど、生産性の向上に寄与する。 

水産多面的機能発

揮対策事業 

（１）事業内容 

藻場の保全活動を実施し、根付資源の培養などの機能を持つ有用海藻

の増殖を図る。 

（２）浜の活力再生プランとの関係性 

有用海藻の増殖は、浜の活力再生プランで定める漁場生産力の向上の

成果にあたり、根付資源の増加による漁業収入の向上に繋がる。 

 ※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。 


