
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

[対象となる地域の範囲]
五島市奈留町

[対象となる漁業の種類] 漁業者数　計34名
一本釣り(たこつぼ兼業含む)　29名
小型定置網　　2名     魚類養殖　 1社
中型まき網　　1社     介類養殖　 1名

浜の活力再生プラン

奈留町地区地域水産業再生委員会

 
 奈留島は五島列島のほぼ中ほどに位置し、福江島を本島とする２次離島という地域特性を
持っている。
 同島の基幹産業は漁業で、一島一漁協体制の中、19t型中型まき網漁業の他、一本釣り、た
こつぼ、定置網などの沿岸漁業や魚類･介類を中心とした養殖業が営まれている。
 平成25年度の地域内生産高は5,299トン･1,347百万円を誇るが、このうちまき網漁業の水揚
げは4,398トン（地域の約83％）、824百万円（地域の約61％）を占める。関連産業を含め多
くの雇用を生むまき網漁業は地域の基幹漁業となっているが、昨今の漁獲量の減少やコスト
高により厳しい経営を強いられている。このような状況の中、奈留町漁協では水産庁の支援
を受け平成22年度より中型まき網漁業の構造改革に取り組んでおり、共同探索や運搬船の共
同利用、運搬船併用型網船の導入による附属船の削減の他、さらには経営統合の計画を進め
ているところである。
 一方、地域の新たな漁業としては平成25年9月よりマグロ養殖が開始され、現在では5名の
地元雇用を生んでおり、将来的には10名程度の雇用が見込まれているところである。
 このように、漁業の振興に向け新たな取組が進んでいるものの、２次離島という地理的要
因から発生する「漁獲物の輸送コスト」、「漁業後継者不足・漁業従事者の高齢化」などの
問題により、漁業経営の不安定化や人口減少が進んでおり、今後、さらなる漁村の衰退が懸
念されているところである。
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◇ 奈留地域が抱える問題点

問題１　減少し続ける漁獲量

問題２　燃油高騰などのコスト増や魚価低迷による経営の悪化

問題３　漁業種類間の連携が弱い

問題４　後継者不足による漁業人口減少と高齢化
　

〔地域全体〕
※ 20歳代：０％、30歳代：１％、40歳代：８％、50歳代：35％、60歳代：56％
※ 漁業人口　平成15年⇒平成25年　150名減（25％減）

◇ 奈留地域の特徴･利点

① スリムな漁業構造

② 中核的漁業者の存在と業態の連携

③ 未利用資源や未利用漁場の存在
近海に優良漁場を多く抱え、未利用資源や未利用漁場の活用が望める。

④ 漁業構造改革や新たな漁業導入の取組実績

※ 一本釣り漁業などの沿岸漁業の振興策は遅れをとっている。

⑤ 元気な高齢漁業者の存在

燃油価格の高騰が続いており、漁業経費に占める割合も燃油消費量が高い漁業では約３
割を占める状況となっている。一方、２次離島の奈留地域では他地域に比べ輸送コスト
等も大きく影響している。

 地域の漁業の現状を踏まえて、漁村の活性化の妨げとなっている問題点を整理すると
下記のとおりとなる。

（２）その他の関連する現状等

主力漁業に関して、地域漁業を牽引する青壮年世代の中核的漁業者が30名程度（漁業者
全体の約1割）存在し、漁業種類ごとのまとまりがある。

地域の第一の基幹産業が漁業であり、主力となる漁業が「中型まき網漁業」、「一本釣
り・たこつぼ、定置網を中心とした沿岸漁業」、「魚類・介類養殖業」で、他地域に比
べ漁業種類は集約されており地域漁業全体でも連携が図りやすい。

資源量の減少や低迷、また温暖化等の気候変動により当該地域の漁獲量は減少傾向にあ
り、平成25年度の漁獲量は平成16年度の３分の１以下となっている。

「中型まき網漁業の構造改革」や「マグロ養殖の新規導入」など、既に地域の漁業再生
や振興に向けた取組が進行中で、新たな取組等に対する関係者の理解度は高い。

漁協組合員の年齢構成は60歳代が約６割を占める状況ではあるが、現役で活躍する高齢
漁業者も多い。

主力となる漁業は、「中型まき網漁業」、「一本釣り・たこつぼ、定置網を中心とした
沿岸漁業」、「魚類・介類養殖業」となっているが、漁業種類ごとに振興策は取り組ま
れているが、漁業種類間の連携は弱く、連携した取組等による相互利用や相互利益算出
等が図られていない。

厳しい漁業環境下で漁業経営は不安定な状況にあり、後継者の確保は進んでおらず、地
域漁業の将来を担う若い漁業者の割合は低くなる一方で高齢化は進んでおり、漁業人口
の減少は続いている状況。

 奈留地域については２次離島という不利な条件や前述の問題点を抱えるが、地域の活
性化を進めるにあたり、下記のような有利な特徴や利点がある。



３　活性化の取組方針

１．まず、中核的漁業者の所得向上を図る
所得向上⇒経営安定⇒余力⇒やる気⇒活性化

元気な中核的漁業者⇒周りを牽引⇒周りも元気に⇒地域の活性化

３．さらに、高齢者の漁業への積極的参加を促進する

 各種取組については、２（２）に記載した奈留地域の特徴･利点を活かせるものを計画
し、効率的・効果的に地域の活性化を進めていくこととする。

基幹漁業に従事する中核的漁業者について、「新たな取組の導入」、「魚価向上策」など
の各種取組を進め、所得向上を図ることにより活性化を図る。

高齢者についても地域漁業の重要な担い手であるため、漁業への積極的参加を促し、地域
活性化の一端を担ってもらう

活力のある中核的漁業者を中心に新たな事業や雇用創出等に取り組み、周辺漁業者や周辺
地域の活性化を図り、地域全体の活性化にも繋げていく。

 奈留地域については２次離島という不利な条件を抱え、高齢化や人口減少が進む状況にあ
るが、中型まき網漁業、一本釣り・たこつぼ、定置網等の沿岸漁業、魚類・介類養殖業と
いった漁業が基幹漁業としてしっかり存在しており、これらの漁業に従事する中核的な漁業
者も健在している。
 このようなことから、中核的漁業を重点とした対策を講じることが最善策と考え、下記を
基本方針として各種取組を進め、奈留地域の活性化を図っていく。

（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

２．次に、中核的漁業者の波及効果をもって地域全体の活性化を図る

※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。



１年目（平成２６年度）
【出荷技術の向上】
・

・

・

・

・

【漁獲物の付加価値向上】
・

・

【新規漁法の導入：カツオ一本釣り漁業】
・

・

・

・

・

【新規漁法の導入：ヒトエグサ養殖】
・

・

【活魚出荷の推進】
・

適切な鮮度保持･衛生管理は魚価に反映されるが、通常の市場出荷では評
価を受けるまでに時間を要するため、技術研鑽に対する漁業者の意欲が上
がらないのが実情である。しかしながら現在の消費志向は水産物において
も高品質で安全安心なものを求めるようになっており、産地間競争を勝ち
抜き優良マーケットを獲得するためには、鮮度保持･衛生管理にこだわっ
た高品質な商品作りが必要だと考える

しかしながら、当漁法の技術を持つ漁業者は奈留地域ほか長崎県内に皆無
であり、加えて近年では餌となるカタクチイワシが地元で安定的に確保で
きないことから、漁業者によるカツオ一本釣り漁業の着業はこれまで行な
われてきていない

そのため、活け締めや神経締め等の鮮度保持･衛生管理に高い技術を持
ち、特選ランク商品を作ることの出来る漁業者や漁協職員の認定制度を設
立させ、特選ランク商品を高値で販売していくことによって魚価を向上さ
せ、漁業者の意識改革を図る
初年度は準備として、関係機関指導の下、まずは本構想に賛同する一本釣
り・定置網漁業者、漁協、大学等関係機関を構成員とする研究会を設立
し、目標イメージの明確化のための先進地視察、消費地バイヤーとの意見
交換等を実施し、関係者の意識醸成を図る

なお当漁法は五島地区全体にとって新たな漁法として期待されるため、技
術講習は五島地区全体から漁業者の参加を募る

五島近海は夏から秋にかけカツオ資源の来遊があり好漁場となっている
が、地域漁業者による資源利用は曳縄等の小規模なものにとどまってお
り、大部分は他県のカツオ一本釣り大型漁船によって漁獲されている
奈留地域の漁船は５ｔクラスの小型漁船が主流だが、漁業者はかねてより
カツオ一本釣り漁業に関心を寄せており、先進地視察等の研修活動は繰り
返されてきた

そのため、高齢者でも着業可能で冬季に収入が見込める養殖種としてヒト
エグサ養殖に取り組むこととし、初年度は効果を検証するため、漁協は県
の指導を受けながら、ヒトエグサの試験養殖を実施する

また鮮度保持技術の基準を設ける前段階として、実際に活魚を使用した締
め方実習を行ない、効果的な手法を検証する

一本釣り等の漁船漁業においては漁業者の高齢化が進行しており、また冬
季は時化により出漁できない日が多くなることから、経費･手間のかから
ない沿岸性の養殖業に副業的に取り組むことは漁業経営を安定させる上で
重要だと考えられる

このため、漁協は県の委託を受け、小型漁船でのカツオ一本釣り漁業の技
術を有する漁業者を先進県より講師として招聘し、簡易改造を施した漁船
を使用して実際に操業しながら技術指導を行なう技術講習会を開催するこ
とにより、地域に当漁法の導入を図る

消費地バイヤーや小売店等との直接取引を推進するにあたっては、バイ
ヤー側のニーズに応じた商品作りが必要である
そのため、漁協はフィレ等の一次加工や高度凍結（ブライン凍結）等の取
り組みを実施するほか、高鮮度での水揚げを実現するための施設整備とし
て夏井地区に新たに荷捌き施設を整備するとともに、シャーベット製氷機
を導入することにより漁獲物の付加価値向上に努める

当地域は２次離島であるため漁獲物の出荷にハンデを背負っており、一本
釣り漁獲物のほとんどはフェリーによる輸送で島外出荷されるため、これ
まではほとんどが鮮魚出荷されてきた

（３）具体的な取組内容（毎年ごとに数値目標とともに記載）

当地域の水産物は島外出荷が主であるが、漁業者によって締め方などの取
扱い方法が異なるため、販売価格は品質が低いものに影響され、全体の魚
価が低くなる傾向にある

漁業収入向上
のための取組



・

・

・

【魚類養殖への餌の地元供給】
・

・

【魚食普及イベント】
・

【種苗放流】
・

【磯焼け対策】
・

・

【後継者対策】
・

・

【魚礁･増殖場の整備】
・

・

【漁港の維持管理】
・

【生産関連施設の保全・整備】
・各地区に整備されている荷捌き施設や製氷機等の生産関連施設については

漁業者が生産活動を維持していく上で重要な施設であることから、漁業者
と漁協は適正な保全に努める。本年度は夏井地区において荷さばき場等の
整備を行い西側漁場の拠点として活用していくが、今後東側漁場の拠点化
について、漁業者とともに検討し、準備が整った段階で県・市に対して必
要な整備を要請する等、適切な維持管理を図っていく

漁業者は漁協とともに、食害生物駆除等の磯焼け対策に一丸となって取り
組んでいく

漁協は今後も県･市と連携しながら受け入れ体制を整え、後継者確保に努
める

当地区においても漁業者の高齢化が進んでいる中、県･市と連携して独立
型･雇用型の就業者の受け入れを実施してきた

一本釣り漁業者は引き続き、既存の魚礁の利用のための操業手法の検討、
実施により漁獲増大を図る
漁協は県・市が実施する人工魚礁や増殖場の整備に協力し、一本釣り漁業
者の漁場造成を図る

地域内での魚食普及を進めるため、漁協は市の指導を受けながら、地元飲
食店や旅館へ地元で水揚げされたアジを供給する魚食普及イベントを実施
する

当地域における漁港は漁業者が生産活動を実施する拠点として特に需要な
場所であるため、漁業者と漁協は、漁港施設の適正な利用に努めるととも
に、県・市に対して必要な施設整備を要請する等、適切な維持管理を図っ
ていく

漁業者は漁協とともに、放流効果の高いクエ、カサゴ、ヒラメ等の種苗を
積極的に放流する

当地域においても沿岸部の海藻類が減少し、根付き資源も減少するなど磯
焼け減少が顕著になっており、各地区で食害生物駆除等の活動が展開され
てきた

当地域で平成25年度より開始されたマグロ養殖において餌となるサバ、イ
ワシ類は時期によって好不漁の変動が大きく、そのため餌の安定確保は魚
類養殖業者の課題となっている
そのため漁協は中型まき網漁業者とともに、まき網にて漁獲されたサバ、
イワシ類を地元マグロ養殖漁業者へ餌として安定供給する体制を整える

また中型まき網漁業では運搬船により漁獲物を長崎地区の魚市場に出荷し
ていることから、それに一本釣り漁獲物の活魚を合積みして共同運搬する
ことによって一本釣り漁業者の収益性向上を図る

しかしながら一本釣り漁獲物でも活魚出荷により高値が期待できる魚種
（クエ、イシダイ、アオリイカ、ケンサキイカ等）も安定的に漁獲される
ことから、漁獲物の活魚出荷を推進したい
漁業者は漁協とともに、初年度はフェリー便に搭載できる小型の活魚輸送
装置を試験的に導入し、長崎地区、福岡地区など近隣の消費市場向けの活
魚出荷試験を行ない採算性について検証する



【船底清掃による省燃油活動】
・

【省エネ型推進機関導入による省燃油活動】
・

【共同利用機器の整備】
・

２年目（平成２７年度）
【出荷技術の向上】
・

・

・

・

【漁獲物の付加価値向上】
・

・

【新規漁法の導入：カツオ一本釣り】
・

・

【新規漁法の導入：ヒトエグサ養殖】
・

【新規漁法の導入：アオリイカ短期養殖】
・

・

・

【活魚出荷の推進】
・一本釣り漁業者は、引き続き活魚出荷により高値が期待できる魚種（ク

エ、イシダイ、アオリイカ、ケンサキイカ等）について、活魚輸送装置で
のフェリー輸送や中型まき網運搬船への合積みによる活魚出荷に取り組む

漁業者6名が省エネ型の推進機関を導入することにより、燃油使用量の
15.9％削減を図る

全漁業者31名が船底清掃を実施することにより燃費効率を高め、燃油コス
トの7.7％削減を図る

これらの試行により得られた評価を整理し、魚種ごとに適切な鮮度保持･
衛生管理技術にかかる基準について検証する

・省燃油活動推進事業
・省エネ機器等導入推進事業
・産地水産業強化支援事業
・離島漁業再生支援交付金事業
・２１世紀の漁業担い手確保推進事業（県）

初年度に実施した技術講習会により地域に導入したカツオ一本釣り漁法に
ついて、一本釣り漁業者は小型漁船での同漁法の技術を持つ先進地視察等
の研修活動に取り組み、技術研鑽を図る
地域内でカツオ一本釣り漁業の餌となるカタクチイワシの確保を図るた
め、中型まき網漁業者はカタクチイワシの漁場探索及び活魚化に取り組む

漁協は初年度に実施した試験養殖の成果を地域に公表し、漁業者は冬季の
短期間で収益を生み出せる沿岸性養殖としてヒトエグサ養殖を開始する

五島沿岸域では定置や一本釣りによってアオリイカが漁獲されるが、時期
によって好不漁の変動が大きく単価も安定していない
アオリイカは秋季に多獲されるが小型サイズのものが多く、販売単価も廉
価である。しかしながらアオリイカは成長が早いため、高値が期待できる
年末時期まで短期養殖して増肉させることができれば、小型定置･一本釣
り漁業者の副収入として期待できる

漁港にて保管するたこつぼ、定置網の漁具を効率的に保全するため、漁業
者は漁協とともに、主要漁港にパレット及び手動リフトを整備する

活用する支援
措置等

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

漁協は消費地の小売店等との直接取引を視野に入れ都市部への営業活動を
行なう

漁協は漁業者とともに、夏井地区荷捌き施設の活用、シャーベット氷を使
用した高鮮度出荷を推進する
漁協は引き続きフィレ等の一次加工や高度凍結等、バイヤー側のニーズに
応じた商品作りを進め、漁獲物の付加価値向上に努める

研究会は、適切な鮮度保持技術の確立のため漁獲物の締め方等の取扱方法
を繰り返し試行し検証を深める

まずは試験的取組みとして、小型定置･一本釣り漁業者は漁協･県の指導を
受けながら、アオリイカの短期養殖試験に取り組み採算性を検証する

あわせて大学による肉質分析等の科学的検証のほか官能検査、都市部への
試験出荷を繰り返し各方面からの評価を得る



【魚類養殖への餌の地元供給】
・

【魚食普及イベント】
・

【種苗放流】
・

【磯焼け対策】
・

【後継者対策】
・

【魚礁･増殖場の整備】
・

・

【漁港の維持管理】
・

【生産関連施設の保全・整備】
・

【船底清掃による省燃油活動】
・

３年目（平成２８年度）
以下の取組により、漁業収入を基準年より１％向上させる
【出荷技術の向上】
・

・基準に基づく認定要綱を定め、認定機構を立ち上げる
・

・

・

２年目に得られた検証結果を大学等と共有し、鮮度保持･衛生管理にかか
る厳格な基準を定め本取組の定義付けを行なう

各地区に整備されている荷捌き施設や製氷機等の生産関連施設については
漁業者が生産活動を維持していく上で重要な施設であることから、漁業者
と漁協は適正な保全に努める。26年度は西側漁場の拠点として夏井地区に
おいて荷さばき場等の整備を行ったが、今後東側漁場の拠点化について、
漁業者とともに検討し、準備が整った段階で県・市に対して必要な整備を
要請する等、適切な維持管理を図っていく

・産地水産業強化支援事業
・離島漁業再生支援交付金事業
・２１世紀の漁業担い手確保推進事業（県）

漁協は中型まき網漁業者とともに、引き続きまき網にて漁獲されたサバ、
イワシ類を地元マグロ養殖漁業者へ餌として安定供給する

一本釣り漁業者は引き続き、既存の魚礁の利用のための操業手法の検討、
実施により漁獲増大を図る
漁協は県・市が実施する人工魚礁や増殖場の整備に協力し、一本釣り漁業
者の漁場造成を図る

当地域における漁港は漁業者が生産活動を実施する拠点として特に需要な
場所であるため、漁業者と漁協は、漁港施設の適正な利用に努めるととも
に、県・市に対して必要な施設整備を要請する等、適切な維持管理を図っ
ていく

漁業者は漁協とともに、引き続き食害生物駆除等の磯焼け対策に一丸と
なって取り組んでいく

漁業者は漁協とともに、引き続き放流効果の高いクエ、カサゴ、ヒラメ等
の種苗を積極的に放流する

ライセンスを持つ認定者によって処理された鮮魚を特選ランク商品とし
て、消費地のバイヤー･小売店との直接取引によって通常市場価格より高
値で販売していく

基準に基づき魚種ごとの鮮度保持･衛生管理マニュアルを作成するととも
に技術講習会を実施し、漁業者･漁協職員等の対象者に対し啓発･普及を図
漁業者･漁協職員からの認定申請を受け付け、認定機構において審査し、
合格者へライセンスを与える

地域内での魚食普及を進めるため、漁協は引き続き地元飲食店や旅館でア
ジ料理が食べられる魚食普及イベントを実施する

漁協は引き続き県･市と連携しながら受け入れ体制を整え、独立型･雇用型
ともに漁業後継者の確保に努める

漁業コスト削
減のための取
組

引き続き漁業者31名が船底清掃を実施することにより燃費効率を高め、燃
油コストの7.7％削減を図る

活用する支援
措置等



・

【漁獲物の付加価値向上】
・

・

【新規漁法の導入：カツオ一本釣り】
・

・

【新規漁法の導入：ヒトエグサ養殖】　
・

【新規漁法の導入：アオリイカ短期養殖】
・

【活魚出荷の推進】
・

【魚類養殖への餌の地元供給】
・

【魚食普及イベント】
・

【種苗放流】
・

【磯焼け対策】
・

【後継者対策】
・

【魚礁･増殖場の整備】
・

・

【漁港の維持管理】
・

一本釣り漁業者は引き続き、既存の魚礁の利用のための操業手法の検討、
実施により漁獲増大を図る
漁協は県・市が実施する人工魚礁や増殖場の整備に協力し、一本釣り漁業
者の漁場造成を図る

当地域における漁港は漁業者が生産活動を実施する拠点として特に需要な
場所であるため、漁業者と漁協は、漁港施設の適正な利用に努めるととも
に、県・市に対して必要な施設整備を要請する等、適切な維持管理を図っ
ていく

漁協は引き続き県･市と連携しながら受け入れ体制を整え、独立型･雇用型
ともに漁業後継者の確保に努める

漁協は中型まき網漁業者とともに、引き続きまき網にて漁獲されたサバ、
イワシ類を地元マグロ養殖漁業者へ餌として安定供給する

中型まき網漁業者はカツオ一本釣り漁業者へ餌を供給するため、活きカタ
クチイワシの地元供給体制を整える

漁業収入向上
のための取組

一本釣り漁業者は、引き続き活魚出荷により高値が期待できる魚種（ク
エ、イシダイ、アオリイカ、ケンサキイカ等）について、活魚輸送装置で
のフェリー輸送や中型まき網運搬船への合積みによる活魚出荷に取り組む

漁協は前年に検証したアオリイカ短期養殖の成果を地域に公表し、小型定
置･一本釣り漁業者はアオリイカ短期養殖に取り組む

都市部への営業などの販売促進活動を続けるほか、現在の市場流通体制の
問題点を見直すため特選ランク商品を新たな市場へ試験出荷するなど、よ
り魚価の高い市場流通を展開していく

漁協は漁業者とともに、引き続き夏井地区荷捌き施設の活用、シャーベッ
ト氷を使用した高鮮度出荷を推進する

一本釣り･小型定置･介類養殖漁業者は冬季の短期間で収益を生み出せる沿
岸性養殖としてヒトエグサ養殖に取り組む

一本釣り漁業者は漁協･行政等関係機関の指導を受けながら、カツオ一本
釣り漁業を開始する

漁協は引き続きフィレ等の一次加工や高度凍結等、バイヤー側のニーズに
応じた商品作りを進め、漁獲物の付加価値向上に努める

漁業者は漁協とともに、引き続き食害生物駆除等の磯焼け対策に一丸と
なって取り組んでいく

地域内での魚食普及を進めるため、漁協は引き続き地元飲食店や旅館でア
ジ料理が食べられる魚食普及イベントを実施する

漁業者は漁協とともに、引き続き放流効果の高いクエ、カサゴ、ヒラメ等
の種苗を積極的に放流する



【生産関連施設の保全・整備】
・

【船底清掃による省燃油活動】
・

４年目（平成２９年度）
以下の取組により、漁業収入を基準年より３％向上させる
【出荷技術の向上】
・

・

・

【漁獲物の付加価値向上】
・

・

【新規漁法の導入：カツオ一本釣り】
・

・

【新規漁法の導入：ヒトエグサ養殖】　
・

【新規漁法の導入：アオリイカ短期養殖】
・

【活魚出荷の推進】
・

【魚類養殖への餌の地元供給】
・

【魚食普及イベント】
・

一本釣り･小型定置･介類養殖漁業者は引き続き冬季の短期間で収益を生み
出せる沿岸性養殖としてヒトエグサ養殖に取り組む

各地区に整備されている荷捌き施設や製氷機等の生産関連施設については
漁業者が生産活動を維持していく上で重要な施設であることから、漁業者
と漁協は適正な保全に努める。26年度は西側漁場の拠点として夏井地区に
おいて荷さばき場等の整備を行ったが、今後東側漁場の拠点化について、
漁業者とともに検討し、準備が整った段階で県・市に対して必要な整備を
要請する等、適切な維持管理を図っていく

引き続き特選ランク商品の消費地バイヤー･小売店との直接取引を進める
とともに、徐々に市場出荷向けの出荷量を増やしていく

漁協は中型まき網漁業者とともに、引き続きまき網にて漁獲されたサバ、
イワシ類を地元マグロ養殖漁業者へ餌として安定供給する

漁協は漁業者とともに、引き続き夏井地区荷捌き施設の活用、シャーベッ
ト氷を使用した高鮮度出荷を推進する
漁協は引き続きフィレ等の一次加工や高度凍結等、バイヤー側のニーズに
応じた商品作りを進め、漁獲物の付加価値向上に努める

一本釣り漁業者は、引き続き活魚出荷により高値が期待できる魚種（ク
エ、イシダイ、アオリイカ、ケンサキイカ等）について、活魚輸送装置で
のフェリー輸送や中型まき網運搬船への合積みによる活魚出荷に取り組む

都市部への営業活動を続けることにより顧客確保を進めるとともに、現在
の市場流通体制などの問題点を見直すため特選ランク商品を新たな市場へ
試験出荷するなど、より魚価の高い市場流通を展開していく

認定制度に関するプロモーション活動としてインターネットでの情報発信
を行ない、バイヤーや小売店、消費者へ働きかけ取引先を増やすととも
に、地域内で認定制度の浸透を図り認定者を増加させる

地域内での魚食普及を進めるため、漁協は引き続き地元飲食店や旅館でア
ジ料理が食べられる魚食普及イベントを実施する

漁業収入向上
のための取組

小型定置･一本釣り漁業者は引き続き、秋～冬季の短期間で収益を生み出
せる沿岸性養殖としてアオリイカ短期養殖に取り組む

中型まき網漁業者は引き続きカツオ一本釣り漁業者へ餌を供給するため、
活きカタクチイワシの地元供給体制を整える
一本釣り漁業者は引き続き漁協･行政等関係機関の指導を受けながら、カ
ツオ一本釣り漁業に取り組む

・産地水産業強化支援事業
・離島漁業再生支援交付金事業
・２１世紀の漁業担い手確保推進事業（県）

漁業コスト削
減のための取
組

引き続き漁業者31名が船底清掃を実施することにより燃費効率を高め、燃
油コストの7.7％削減を図る

活用する支援
措置等



【種苗放流】
・

【磯焼け対策】
・

【後継者対策】
・

【魚礁･増殖場の整備】
・

・

【漁港の維持管理】
・

【生産関連施設の保全・整備】
・

【船底清掃による省燃油活動】
・

５年目（平成３０年度）

以下の取組により、漁業収入を基準年より５％向上させる
【出荷技術の向上】
・

・

・

【漁獲物の付加価値向上】
・

・

一本釣り漁業者は引き続き、既存の魚礁の利用のための操業手法の検討、
実施により漁獲増大を図る
漁協は県・市が実施する人工魚礁や増殖場の整備に協力し、一本釣り漁業
者の漁場造成を図る

当地域における漁港は漁業者が生産活動を実施する拠点として特に需要な
場所であるため、漁業者と漁協は、漁港施設の適正な利用に努めるととも
に、県・市に対して必要な施設整備を要請する等、適切な維持管理を図っ
ていく

各地区に整備されている荷捌き施設や製氷機等の生産関連施設については
漁業者が生産活動を維持していく上で重要な施設であることから、漁業者
と漁協は適正な保全に努める。26年度は西側漁場の拠点として夏井地区に
おいて荷さばき場等の整備を行ったが、今後東側漁場の拠点化について、
漁業者とともに検討し、準備が整った段階で県・市に対して必要な整備を
要請する等、適切な維持管理を図っていく

漁協は漁業者とともに、引き続き夏井地区荷捌き施設の活用、シャーベッ
ト氷を使用した高鮮度出荷を推進する

（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。）

漁協は引き続きフィレ等の一次加工や高度凍結等、バイヤー側のニーズに
応じた商品作りを進め、漁獲物の付加価値向上に努める

漁協は引き続き県･市と連携しながら受け入れ体制を整え、独立型･雇用型
ともに漁業後継者の確保に努める

引き続き特選ランク商品の消費地のバイヤー･小売店との直接取引を進め
るとともに、徐々に市場向けの出荷量を増やしていく

漁業者は漁協とともに、引き続き放流効果の高いクエ、カサゴ、ヒラメ等
の種苗を積極的に放流する

漁業者は漁協とともに、引き続き食害生物駆除等の磯焼け対策に一丸と
なって取り組んでいく

認定制度に関するプロモーション活動としてインターネットでの情報発信
を行ない、バイヤー、消費者へ働きかけ取引先を増やすとともに、地域内
で認定制度の浸透を図り認定者を増加させる

・産地水産業強化支援事業
・離島漁業再生支援交付金事業
・２１世紀の漁業担い手確保推進事業（県）

都市部への営業活動を続けることにより顧客確保を進めるとともに、現在
の市場流通体制などの問題点を見直すため特選ランク商品を新たな市場へ
試験出荷するなど、より魚価の高い市場流通を展開していく

漁業コスト削
減のための取
組

活用する支援
措置等

引き続き漁業者31名が船底清掃を実施することにより燃費効率を高め、燃
油コストの7.7％削減を図る



【新規漁法の導入：カツオ一本釣り】
・

・

【新規漁法の導入：ヒトエグサ養殖】　
・

【新規漁法の導入：アオリイカ短期養殖】
・

【活魚出荷の推進】
・

【魚類養殖への餌の地元供給】
・

【魚食普及イベント】
・

【種苗放流】
・

【磯焼け対策】
・

【後継者対策】
・

【魚礁･増殖場の整備】
・

・

【漁港の維持管理】
・

【生産関連施設の保全・整備】
・

漁協は県・市と連携しつつ、人工魚礁や増殖場を整備することで一本釣り
漁業者の漁場造成を図る

当地域における漁港は漁業者が生産活動を実施する拠点として特に需要な
場所であるため、漁業者と漁協は、漁港施設の適正な利用に努めるととも
に、県・市に対して必要な施設整備を要請する等、適切な維持管理を図っ
ていく

各地区に整備されている荷捌き施設や製氷機等の生産関連施設については
漁業者が生産活動を維持していく上で重要な施設であることから、漁業者
と漁協は適正な保全に努める。26年度は西側漁場の拠点として夏井地区に
おいて荷さばき場等の整備を行ったが、今後東側漁場の拠点化について、
漁業者とともに検討し、準備が整った段階で県・市に対して必要な整備を
要請する等、適切な維持管理を図っていく

漁協は中型まき網漁業者とともに、引き続きまき網にて漁獲されたサバ、
イワシ類を地元マグロ養殖漁業者へ餌として安定供給する

中型まき網漁業者は引き続きカツオ一本釣り漁業者へ餌を供給するため、
活きカタクチイワシの地元供給体制を整える
漁協は県・市が実施する人工魚礁や増殖場の整備に協力し、一本釣り漁業
者の漁場造成を図る

漁業収入向上
のための取組

一本釣り漁業者は引き続き、既存の魚礁の利用のための操業手法の検討、
実施により漁獲増大を図る

一本釣り･小型定置･介類養殖漁業者は引き続き冬季の短期間で収益を生み
出せる沿岸性養殖としてヒトエグサ養殖に取り組む

小型定置･一本釣り漁業者は引き続き、秋～冬季の短期間で収益を生み出
せる沿岸性養殖としてアオリイカ短期養殖に取り組む

一本釣り漁業者は、引き続き活魚出荷により高値が期待できる魚種（ク
エ、イシダイ、アオリイカ、ケンサキイカ等）について、活魚輸送装置で
のフェリー輸送や中型まき網運搬船への合積みによる活魚出荷に取り組む

地域内での魚食普及を進めるため、漁協は引き続き地元飲食店や旅館でア
ジ料理が食べられる魚食普及イベントを実施する

漁業者は漁協とともに、引き続き放流効果の高いクエ、カサゴ、ヒラメ等
の種苗を積極的に放流する

漁業者は漁協とともに、引き続き食害生物駆除等の磯焼け対策に一丸と
なって取り組んでいく

漁協は引き続き県･市と連携しながら受け入れ体制を整え、独立型･雇用型
ともに漁業後継者の確保に努める



【船底清掃による省燃油活動】
・

※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　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。

漁業所得の向上
千円

省燃油活動推進事業

事業名 事業内容及び浜の活力再生プランとの関係性

漁業後継者対策

荷捌き施設の増設、シャーベット製氷機の導入

省エネ性能が相当程度優れた推進機関の導入を行い、燃油コス
トを削減する

漁船の燃費向上のための船底状況改善を行い、燃油コストを削
減する

新規漁法の導入、共同利用機器の整備、販売促進イベント、磯
焼け対策、種苗放流

２１世紀の漁業担い手確保
推進事業（県）

離島漁業再生支援交付金事
業

産地水産業強化支援事業

省エネ機器等導入推進事業

※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。

 出荷技術の向上や新規漁法の導入、魚食普及イベント、後継者対策の取組については県･市
の指導を受けながら実施していく。なお、種苗放流や磯焼け対策など、これまで漁業集落が
実施してきた取組についても継続して実施していくこととする。
 また、船底清掃など省燃油につながる活動や省コスト施策を積極的に漁業者に周知してい
くことで、漁業コストの削減に努める。

平成　　年度

   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

％以上
： 千円

基準年

目標年

活用する支援
措置等

・産地水産業強化支援事業
・離島漁業再生支援交付金事業
・２１世紀の漁業担い手確保推進事業（県）

漁業所得：

（４）関係機関との連携

平成　　年度

漁業所得

漁業コスト削
減のための取
組

引き続き漁業者31名が船底清掃を実施することにより燃費効率を高め、燃
油コストの7.7％削減を図る
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