
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。

※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

浜の活力再生プラン

代表者名

再生委員会の
構成員

組織名 対馬地区地域水産業再生委員会

厳原町漁業協同組合・阿須湾漁業協同組合・美津島町高浜漁業協同組合・美津島町
西海漁業協同組合・美津島町漁業協同組合・豊玉町漁業協同組合・峰町東部漁業協
同組合・上県町漁業協同組合・伊奈漁業協同組合・佐須奈漁業協同組合・上対馬南
漁業協同組合・上対馬町漁業協同組合・長崎県対馬市

都道府県（長崎県対馬振興局 水産課、対馬水産業普及指導センター）

会長　　二宮昌彦

 峰町東部漁協は対馬島中央東沿岸に位置し、イカ一本釣漁業、定置漁業及び潜水器漁業を主要漁業とし
ており、その中でも漁業経営体の80％を超える漁業者がイカ一本釣漁業を専業としている。
　当漁協総水揚高の約69％に相当する9億4千万円をイカ一本釣漁業が占めており、その実績は地域に活
力を与えるとともに、地域の生命線として繁栄してきた。
 当該漁業は、他の漁業種に比べ燃油使用量の割合が多いことから、漁業者の経済的負担を軽減するため
漁協独自で、発足当初から事務所所在地以外に点在する３漁村に一切の支所機能を有する施設を置か
ず、本所一極集中体制を整え、支所運営に要する費用相当を漁業者へ還元する効率的な運営へと機能を
集約し、漁家経営の指導を行って来た。
　漁協機能を本所一極集中することで漁業者の利便性は喪失するものの、それを担保に漁業関連資材を
低廉価格で提供し、組合員全体の収益効果上昇を目的に経営を進めて来たが、近年、持続する燃油価格
の高騰により、その効果も希薄化し、その影響は、そのまま漁家経営を直撃する形となっている。
　漁村の構造的な課題となる漁業者の高齢化及び後継者確保も、従来から新規就業者の研修制度の活用
など一定の努力は行っているものの、魚価の低迷、水産資源の減少など漁業経営が厳しい状況下におい
ては、後継者を育成し、その後、独立して漁業経営を行うことが非常に難しい状況でる。
　高齢化する漁業従事者に対し、漁協全体の取り組みとして「いつまでも元気な漁民が活躍できる漁
村」を目指す旨の宣言を行い、その一環として健康診断等の健康管理を漁協独自で実施するなど、その
対策にも傾注している。また、後継者問題に対しては、正組合員の約25％に当たる40名の50歳未満漁業
者への経営維持と生産意欲及び漁業の魅力の回復に向け、漁業者自らの痛みを伴った改革計画を策定し
ている途中にある。

長崎県対馬市峰町佐賀・志多賀・志越・櫛地区

イカ一本釣漁業：100経営体・定置漁業： 5経営体
潜水器漁業：13経営体・穴子籠漁業：2経営体
刺網・かご漁業： 4経営体 【計124経営体】
(対象漁業者：157名)

峰町東部漁業協同組合

オブザーバー

　燃油価格の高騰が継続する状況下において、漁業として生計を立てるため出漁は必須であり、全漁業
種に、省エネ操業の意識を常に喚起している。
　具体的対策として、最も燃油使用量が多大であるイカ一本釣り漁業者においては、ＬＥＤ集魚灯設置
による省エネ操業と、従来のメタハラ集魚灯の使用消費量を削減する実証試験を平成22年度、省エネル
ギー技術導入効果実証試験事業を活用し取り組んでいる。従来の水揚高を維持しつつ、可能な省燃油と
電球交換頻度の減少による経費削減に向け、まずは試験的に漁業者グループにて実証し、省エネ成果を
得ていることから、今後もその推進を継続していく。
　定置や刺網漁業で、水揚げされた水産物の低利用、未利用魚種を活用し、地域魚類養殖業者への安全
な餌料提供や漁協管内の女性部で組織されている加工品の生産・供給体制を築き、地元産品の食育の推
進にも寄与している。
　また、近年においては、温暖化による環境の変化が起因と考えられる冬期におけるスルメイカ漁の漁
場形成が変化しつつあり、従来の水揚量の確保が困難な状況であるため、その対策にも取りかかる必要
性に迫られている。

対象となる地域の
範囲及び漁業の種

類

（２）その他の関連する現状等

別記様式第１号 別添 



３　活性化の取組方針

　漁場環境の変化による従来の特定魚種の水揚げが激減する中、漁業経営維持のためにも省エネ操業を
継続しつつ、かつ、周年を通じてイカ一本釣漁業を専業としてきた管内組合員に対し、意欲ある漁業者
グループに対してイカ一本釣漁業と縄漁業との複合的事業の着手を推進する。
　漁業後継者育成として父親とともに経営に参画している若い漁業者の適正な独立を促し、今後も持続
可能な漁業者の安定経営に向けた確保に寄与する。
　地域全体で、ヤリイカの効果的な加工技術の取得と製品の販売促進を行い、定置漁業等で漁獲された
低利用、未利用魚種及び藻類養殖におけるヒジキの加工事業分野を有効的に活用することで、漁業所得
の向上及び地産地消の拡大を目指す。
　藻場・磯場の漁場管理については、その維持・保全に向け、漁場を利用する潜水器漁業者等、漁業者
自ら研究・実践を行いアワビ・サザエ等の磯根資源の増殖を図る。
その具体的な取り組みとして、以下のとおり実施する。

　○漁業収入を向上させるための取組
　　【イカ一本釣り漁業・穴子籠漁業】
　　　・各地区毎（地区漁民団）及び漁船の規模毎（10トン以上の漁船で構成された船団）による先
　　　　進的機器（ソナー・潮流計等）設置漁船からの漁場探索情報共有での操業効率化
　　　・藻類養殖（ヒジキ）の生産量の増加及び加工による付加価値の付与
　　【定置漁業・刺網、かご漁業】
　　　・水産物のうち低利用、未利用魚種の加工及び魚類養殖業者への餌料供給による有効活用
　　　・入網から出荷までの鮮度維持を保つべく海水シャーベット氷製造機の設置による魚価向上
　　【潜水器漁業】
　　　・藻場保全・維持のための漁業者による有害生物の駆除（ミナ・ヒトデ）

　○漁業コストを削減させるための取組
　　【イカ一本釣り漁業・穴子籠漁業】
　　　・使用漁船の船底清掃と操業前後の航海における減速航行
　　　・操業後の帰港につき、本拠地港への出荷に拘らず漁場近隣港への入港体制の確立
　　　・イカ一本釣漁業と縄漁業への複合漁業への着手
　　【定置漁業】
　　　・水産物のうち大量入網魚種の加工原料販売での流通コスト及び魚函費の削減
　　【潜水器漁業】
　　　・複数乗組による操業を実施し、協業化により使用漁船の減船を図る

（１）基本方針

（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

※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。

　漁獲可能量管理システム(TAC)による報告を励行し、かつ、長崎県資源管理体制推進事業にかかる資源
管理計画を策定し、それを履行している。
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【定置漁業】

漁業コスト削減
のための取組

（３）具体的な取組内容（毎年ごとに数値目標とともに記載）

漁業収入向上の
ための取組

漁協は、小型サイズのヤリイカについて、消費ニーズに、きめ細やかに対応した
単品での販売を可能とするため、新たな加工品開発として、一本凍結による製品
づくりを行う。このため、旧製氷工場を改造し、ブライン凍結機を導入すること
で、高品質な加工品作りが可能な体制を目指す。

漁業者は、アワビ・サザエ等貝類の生育に必須である海藻類の繁茂維持のため、
有害生物の駆除（ミナ・ヒトデ）を行った上で、種苗放流を実施し、効率的な漁
場管理を継続する。また、長崎県が当漁協漁業権内に設置した海藻バンクを有効
的に利用し、藻場の管理・保全に努める。

もうかる漁業創設支援事業（沿岸版）
離島漁業再生支援交付金事業

【イカ一本釣り漁業・穴子籠漁業の取組】

【定置漁業・刺網、かご漁業】

【潜水器漁業】

【イカ一本釣り漁業・穴子籠漁業】
各漁業者は、使用漁船の船底清掃と操業前後の航海における減速航行を徹底し、
操業後の帰港についても、本拠地港への出荷に拘らず漁場近隣漁港への入港体制
を確立することにより基準年度に対し5%のコスト削減を行う。

意欲ある漁業者グループは、イカ釣りとの複合漁業への着手を計画し、ヤリイカ
漁は継続するもののスルメイカ漁に変わる漁業種類として、燃油費負担が軽減可
能な縄漁業へ転換するため平成26年度、国、県及び市との協議を行い、平成28年
度を目処に、事業着手を目指す。

漁業者は、各地区毎（地区漁民団）及び漁船の規模毎（10トン以上の漁船で構成
された船団）に組織された各リーダーが主導し、先進的機器（ソナー・潮流計
等）設置漁船からの漁場探索情報の共有を強化し、漁獲量の拡大と操業効率化を
図る。

櫛地区漁場にて漁業者22名で展開している藻類養殖（ヒジキ）は、県の指導を受
けて海水温等環境の変化が生育度合に影響を受けることへの学習を基に、種苗
ロープの設置時期を、その変化に順応し、その都度適切に実施ことで、生産性を
上げ生産量を拡大する。また、ヒジキ成長中に発生するヤドリモの駆除の実施
や、天日干により製品化された後のヒジキを冷風乾燥機内で保管・保存すること
により品質を向上を行い、基準年度に対し、0.4%の所得向上を図る。

漁業者は、低利用、未利用魚種を漁協女性部と連携し加工品とすることや、魚類
養殖業者への餌料として供給することで有効的な活用を実施する。加えて、定置
網にスルメイカが大量に水揚げされた場合、値崩れ防止の観点からも市場へ出荷
するだけでなく乾スルメの原料として島内水産会社へ販売する。これにより基準
年度に対し、7％の所得向上を図る。
定置漁業は、網揚げから出荷までの作業時間も長いことから、漁獲物の鮮度維
持、向上を図るため、漁協は、海水シャーベット氷製造機の設置を平成27年度に
計画し、これを活用することにより魚価を向上させる。

漁業者は、加工原料の直接販売を行い、流通コスト及び魚函費を削減し、基準年
度に対し1%のコスト削減を行う。

【潜水器漁業】
漁業者は、１漁船１名での操業から複数乗組による操業に転換し、使用漁船減船
による協業化を継続することで、コストの削減を行う。

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

新生水産県ながさき総合支援事業（未定）（県）

活用する支援措
置等
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活用する支援措
置等

【定置漁業・刺網、かご漁業】
漁業者は、低利用、未利用魚種を漁協女性部と連携し加工品とすることや、魚類
養殖業者への餌料として供給することで有効的な活用を実施する。加えて、定置
網にスルメイカが大量に水揚げされた場合、値崩れ防止の観点からも市場へ出荷
するだけでなく乾スルメの原料として島内水産会社へ販売する。これにより基準
年度に対し、7.5％の所得向上を図る。
定置漁業は、網揚げから出荷までの作業時間も長いことから、漁獲物の鮮度維
持、向上を図るため、漁協は、海水シャーベット氷製造機の設置を平成27年度に
計画し、これを活用することにより魚価を向上させる。

漁協は、小型サイズのヤリイカについて、消費ニーズにきめ細やかに対応した単
品での販売を可能とするため、新たな加工品開発として、一本凍結による製品づ
くりを行う。このため、旧製氷工場を改造し、ブライン凍結機を導入すること
で、高品質な加工品作りが可能な体制を目指す。

【潜水器漁業】

【定置漁業】
漁業者は、加工原料の直接販売を行い、流通コスト及び魚函費を削減し、基準年
度に対し1%のコスト削減を行う。

【潜水器漁業】
漁業者は、１漁船１名での操業から複数乗組による操業に転換し、使用漁船減船
による協業化を継続することで、コストの削減を行う。

漁業収入向上の
ための取組

【イカ一本釣り漁業・穴子籠漁業の取組】
漁業者は、各地区毎（地区漁民団）及び漁船の規模毎（10トン以上の漁船で構成
された船団）に組織された各リーダーが主導し、先進的機器（ソナー・潮流計
等）設置漁船からの漁場探索情報共有を強化し、漁獲量の拡大と操業効率化を図
る
櫛地区漁場にて漁業者22名で展開している藻類養殖（ヒジキ）は、県の指導を受
けて海水温等環境の変化が生育度合に影響を受けることへの学習を基に、種苗
ロープの設置時期を、その変化に順応し、その都度適切に実施ことで、生産性を
上げ生産量を拡大する。また、ヒジキ成長中に発生するヤドリモの駆除の実施
や、天日干により製品化された後のヒジキを冷風乾燥機内で保管・保存すること
により品質を向上を行い、基準年度に対し、0.4%の所得向上を図る。

漁業経営セーフティネット構築事業
離島漁業再生支援交付金事業
もうかる漁業創設支援事業（沿岸版）
新生水産県ながさき総合支援事業（未定）（県）

漁業者は、アワビ・サザエ等貝類の生育に必須である海藻類の繁茂維持のため、
有害生物の駆除（ミナ・ヒトデ）を行った上で、種苗放流を実施し、効率的な漁
場管理を継続する。また、長崎県が当漁協漁業権内に設置した海藻バンクを有効
的に利用し、藻場の管理・保全に努める。

漁業コスト削減
のための取組

【イカ一本釣り漁業・穴子籠漁業】
各漁業者は、使用漁船の船底清掃と操業前後の航海における減速航行を徹底し、
操業後の帰港についても、本拠地港への出荷に拘らず漁場近隣漁港への入港体制
を確立することにより基準年度に対し5%のコスト削減を行う。

意欲ある漁業者グループは、協業して行うイカ一本釣漁業と縄漁業の複合漁業に
よる燃油削減を主体として収益向上を目指す「改革計画」を策定する。
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漁業収入向上の
ための取組

【イカ一本釣り漁業・穴子籠漁業の取組】
漁業者は、各地区毎（地区漁民団）及び漁船の規模毎（10トン以上の漁船で構成
された船団）に組織された各リーダーが主導し、先進的機器（ソナー・潮流計
等）設置漁船からの漁場探索情報の共有を強化し、漁獲量の拡大と操業効率化を
図る
櫛地区漁場にて漁業者22名で展開している藻類養殖（ヒジキ）は、県の指導を受
けて海水温等環境の変化が生育度合に影響を受けることへの学習を基に、種苗
ロープの設置時期を、その変化に順応し、その都度適切に実施ことで、生産性を
上げ生産量を拡大する。また、ヒジキ成長中に発生するヤドリモの駆除の実施
や、天日干により製品化された後のヒジキを冷風乾燥機内で保管・保存すること
により品質を向上を行い、基準年度に対し、0.4%の所得向上を図る。

【定置漁業・刺網、かご漁業】
漁業者は、低利用、未利用魚種を漁協女性部と連携し加工品とすることや、魚類
養殖業者への餌料として供給することで有効的な活用を実施する。加えて、定置
網にスルメイカが大量に水揚げされた場合、値崩れ防止の観点からも市場へ出荷
するだけでなく乾スルメの原料として島内水産会社へ販売する。これにより基準
年度に対し、7.5％の所得向上を図る。
定置漁業は、網揚げから出荷までの作業時間も長いことから、海水シャーベット
氷製造機を活用することで漁獲物の鮮度維持、向上を図り、魚価の向上を目指
す。

漁協は、小型サイズのヤリイカについて、消費ニーズに、きめ細やかに対応した
単品での販売を可能とするため、新たな加工品開発として、一本凍結による製品
づくりを行う。このため、旧製氷工場を改造し、ブライン凍結機を導入すること
で、高品質な加工品作りが可能な体制を目指す。

【潜水器漁業】
漁業者は、アワビ・サザエ等貝類の生育に必須である海藻類の繁茂維持のため、
有害生物の駆除（ミナ・ヒトデ）を行った上で、種苗放流を実施し、効率的な漁
場管理を継続する。また、長崎県が当漁協漁業権内に設置した海藻バンクを有効
的に利用し、藻場の管理・保全に努める。

漁業コスト削減
のための取組

【イカ一本釣り漁業・穴子籠漁業】
各漁業者は、使用漁船の船底清掃と操業前後の航海における減速航行を徹底し、
操業後の帰港についても、本拠地港への出荷に拘らず漁場近隣漁港への入港体制
を確立することにより基準年度に対し5%のコスト削減を行う。

意欲ある漁業者グループは、協業して行うイカ一本釣漁業と縄漁業の複合漁業に
よる燃油削減を主体として収益向上を目指す「改革計画」の実証を行い、基準年
度に対し1.5%のコスト削減を行う。

【定置漁業】
漁業者は、加工原料の直接販売を行い、流通コスト及び魚函費を削減し、基準年
度に対し1%のコスト削減を行う。

【潜水器漁業】
漁業者は、１漁船１名での操業から複数乗組による操業に転換し、使用漁船減船
による協業化を継続することで、コストの削減を行う。

漁業経営セーフティネット構築事業
離島漁業再生支援交付金事業
もうかる漁業創設支援事業（沿岸版）
新生水産県ながさき総合支援事業（未定）（県）



４年目（平成２９年度）
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・

・

・
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・

活用する支援措
置等

漁業収入向上の
ための取組

【イカ一本釣り漁業・穴子籠漁業の取組】
漁業者は、各地区毎（地区漁民団）及び漁船の規模毎（10トン以上の漁船で構成
された船団）に組織された各リーダーが主導し、先進的機器（ソナー・潮流計
等）設置漁船からの漁場探索情報の共有を強化し、漁獲量の拡大と操業効率化を
図る
櫛地区漁場にて漁業者22名で展開している藻類養殖（ヒジキ）は、県の指導を受
けて海水温等環境の変化が生育度合に影響を受けることへの学習を基に、種苗
ロープの設置時期を、その変化に順応し、その都度適切に実施ことで、生産性を
上げ生産量を拡大する。また、ヒジキ成長中に発生するヤドリモの駆除の実施
や、天日干により製品化された後のヒジキを冷風乾燥機内で保管・保存すること
により品質を向上を行い、基準年度に対し、0.5%の所得向上を図る。

【定置漁業・刺網、かご漁業】
漁業者は、低利用、未利用魚種を漁協女性部と連携し加工品とすることや、魚類
養殖業者への餌料として供給することで有効的な活用を実施する。加えて、定置
網にスルメイカが大量に水揚げされた場合、値崩れ防止の観点からも市場へ出荷
するだけでなく乾スルメの原料として島内水産会社へ販売する。これにより基準
年度に対し、7.5％の所得向上を図る。
定置漁業は、網揚げから出荷までの作業時間も長いことから、海水シャーベット
氷製造機を活用することで漁獲物の鮮度維持、向上を図り、魚価の向上を目指
す。

漁協は、小型サイズのヤリイカについて、消費ニーズに、きめ細やかに対応した
単品での販売を可能とするため、新たな加工品開発として、一本凍結による製品
づくりを行う。このため、旧製氷工場を改造し、ブライン凍結機を導入すること
で、高品質な加工品作りが可能な体制を目指す。

【潜水器漁業】
漁業者は、アワビ・サザエ等貝類の生育に必須である海藻類の繁茂維持のため、
有害生物の駆除（ミナ・ヒトデ）を行った上で、種苗放流を実施し、効率的な漁
場管理を継続する。また、長崎県が当漁協漁業権内に設置した海藻バンクを有効
的に利用し、藻場の管理・保全に努める。

漁業コスト削減
のための取組

【イカ一本釣り漁業・穴子籠漁業】
各漁業者は、使用漁船の船底清掃と操業前後の航海における減速航行を徹底し、
操業後の帰港についても、本拠地港への出荷に拘らず漁場近隣漁港への入港体制
を確立することにより基準年度に対し5%のコスト削減を行う。

意欲ある漁業者グループは、協業して行うイカ一本釣漁業と縄漁業の複合漁業に
よる燃油削減を主体として収益向上を目指す「改革計画」の実証を行い、基準年
度に対し1.5%のコスト削減を行う。

【定置漁業】
漁業者は、加工原料の直接販売を行い、流通コスト及び魚函費を削減し、基準年
度に対し1%のコスト削減を行う。

【潜水器漁業】
漁業者は、１漁船１名での操業から複数乗組による操業に転換し、使用漁船減船
による協業化を継続することで、コストの削減を行う。

漁業経営セーフティネット構築事業
離島漁業再生支援交付金事業
もうかる漁業創設支援事業（沿岸版）
新生水産県ながさき総合支援事業（未定）（県）



５年目（平成３０年度）
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・

活用する支援措
置等

（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

【イカ一本釣り漁業・穴子籠漁業の取組】

【定置漁業】
漁業者は、加工原料の直接販売を行い、流通コスト及び魚函費を削減し、基準年
度に対し2%のコスト削減を行う。

【潜水器漁業】
漁業者は、１漁船１名での操業から複数乗組による操業に転換し、使用漁船減船
による協業化を継続することで、コストの削減を行う。

漁業者は、各地区毎（地区漁民団）及び漁船の規模毎（10トン以上の漁船で構成
された船団）に組織された各リーダーが主導し、先進的機器（ソナー・潮流計
等）設置漁船からの漁場探索情報の共有を強化し、漁獲量の拡大と操業効率化を
図る
櫛地区漁場にて漁業者22名で展開している藻類養殖（ヒジキ）は、県の指導を受
けて海水温等環境の変化が生育度合に影響を受けることへの学習を基に、種苗
ロープの設置時期を、その変化に順応し、その都度適切に実施ことで、生産性を
上げ生産量を拡大する。また、ヒジキ成長中に発生するヤドリモの駆除の実施
や、天日干により製品化された後のヒジキを冷風乾燥機内で保管・保存すること
により品質を向上を行い、基準年度に対し、0.7%の所得向上を図る。

【定置漁業・刺網、かご漁業】
漁業者は、低利用、未利用魚種を漁協女性部と連携し加工品とすることや、魚類
養殖業者への餌料として供給することで有効的な活用を実施する。加えて、定置
網にスルメイカが大量に水揚げされた場合、値崩れ防止の観点からも市場へ出荷
するだけでなく乾スルメの原料として島内水産会社へ販売する。これにより基準
年度に対し、7.7％の所得向上を図る。
定置漁業は、網揚げから出荷までの作業時間も長いことから、海水シャーベット
氷製造機を活用することで漁獲物の鮮度維持、向上を図り、魚価の向上を目指
す。

漁協は、小型サイズのヤリイカについて、消費ニーズに、きめ細やかに対応した
単品での販売を可能とするため、新たな加工品開発として、一本凍結による製品
づくりを行う。このため、旧製氷工場を改造し、ブライン凍結機を導入すること
で、高品質な加工品作りが可能な体制を目指す。

【潜水器漁業】

漁業経営セーフティネット構築事業
離島漁業再生支援交付金事業
もうかる漁業創設支援事業（沿岸版）
新生水産県ながさき総合支援事業（未定）（県）

漁業者は、アワビ・サザエ等貝類の生育に必須である海藻類の繁茂維持のため、
有害生物の駆除（ミナ・ヒトデ）を行った上で、種苗放流を実施し、効率的な漁
場管理を継続する。また、長崎県が当漁協漁業権内に設置した海藻バンクを有効
的に利用し、藻場の管理・保全に努める。

漁業コスト削減
のための取組

【イカ一本釣り漁業・穴子籠漁業】
各漁業者は、使用漁船の船底清掃と操業前後の航海における減速航行を徹底し、
操業後の帰港についても、本拠地港への出荷に拘らず漁場近隣漁港への入港体制
を確立することにより基準年度に対し5%のコスト削減を行う。

意欲ある漁業者グループは、協業して行うイカ一本釣漁業と縄漁業の複合漁業に
よる燃油削減を主体として収益向上を目指す「改革計画」の実証を行い、基準年
度に対し2%のコスト削減を行う。



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。

千円

漁業所得： 千円

基準年

目標年

新生水産県ながさき総合
支援事業（未定）

省エネ機器を設置することにより燃油費の削減を図る。

国と漁業者が一体となり燃油高騰に対する生産コストを抑制し、安定した経営を図る。

地域における魚価向上に対する取組を実施し、漁業所得の増進を図る。

単一漁業から漁法を転換し複合漁業への取組による漁業コスト削減及び漁業後継者の適
正な独立による持続可能な安定経営確保を計画する。

定置漁業で水揚された漁獲物につき、入網から出荷までの鮮度維持のための海水シャー
ベット氷製造機等の機器導入による漁業収入向上を計画する。

離島漁業再生支援交付金
事業

事業名 事業内容及び浜の活力再生プランとの関係性

   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

※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。

：

平成  年度

平成  年度 漁業所得

もうかる漁業創設支援事業
（沿岸版）

省燃油活動推進事業 船底清掃と減速航行による漁業コストの削減を図る。

省エネ機器等導入推進事
業

漁業経営セーフティネッ
ト構築事業

（４）関係機関との連携

　対馬水産業普及指導センターによる加工事業における技術指導及び長崎大学によるLED集魚灯に係る操
業データ解析後の適正操業の指導を連携し実施する。

漁業所得の向上   ％以上


	第1号別添（浜プラン）

