
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

イカ一本釣り漁業：73経営体・一本釣り・引き縄漁業：36経営体
定置網漁業：5経営体・穴子籠漁業：７経営体
採貝藻漁業：11経営体・延べ縄漁業：18経営体　【計150経営体】

狩尾・木坂・青海・津柳地区

濃部・大山地区

再生委員会の
構成員

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

浜の活力再生プラン

組織名 対馬地区地域水産業再生委員会
代表者名 会長　　二宮　昌彦

オブザーバー 長崎県対馬振興局水産課・長崎県対馬水産業普及指導センター

　当漁協は、平成12年度に豊玉町一円合併を行い、その後、平成19年に美津島町浅海漁協、
峰町西部漁協を吸収合併した、対馬では唯一の広域漁協である。
　合併当初の組合員数は、正組合員639名・准組合員194名の計833名であったが、組合員の高
齢化及び後継者不足等により、平成24年度は正組合員408名・准組合員359名の計767名と、こ
の5年間で66名、約8％の減少となった。
　東沿岸では主に、イカ一本釣り漁業を中心に、昭和50年代は25億円前後の水揚げがあり、
対馬の水産業における中枢を担っていたが、近年の燃油高騰により20トン未満の漁船から5ト
ン未満の漁船へと、漁業規模が縮小し、イカ釣り漁業の廃業等や著しく減少する水揚げによ
り、現在では11億円前後の水揚げを維持しながら経営を営んでいる。
　西沿岸では、一本釣り・引き縄・延べ縄漁業を主体とし漁業を行っているが、大型巻き
網、大型底引きの影響を受け、また、温暖化などによる環境の変化により、水産資源の減少
が近年著しく、その結果、年々水揚げの減少が続いている。
　この様な状況下において、当漁協では、合併当初30億円前後あった水揚げが、5億程度落ち
込み、ここ近年では25億円前後の水揚げで推移している。
　平成17年頃から平成20年の燃油高騰は、漁業存続の危機ともなる状態を招き、現在も暗中
模索のままで、将来的には漁業経営に見切りをつけるなど、漁業を生業としていくことが
年々、厳しくなっている。

（２）その他の関連する現状等
　現在の漁業経営における経費の約40％前後が燃油であり、この状態を改善するため漁業者
自らが省エネ対策に取り組んでいるが、低迷する水揚量では当該経費をカバーすることがで
きず、その結果、採算割れの状態を招いている。そのため、出漁を見合わすなど、負の連鎖
により年々、水揚げの減少が続いている。
　また、隔絶された離島がゆえに、本土へ輸送する流通経費（運賃）の負担も重なり、漁業
者の高齢化、後継者不足など、将来的に漁業者の存続を行うことが難しくなっている。

対象となる地域
の範囲及び漁業
の種類

対象地域

漁業の種類

管轄地区

豊玉町漁業協同組合
豊玉町

峰町

美津島町

豊玉町全地区

別記様式第１号 別添 



３　活性化の取組方針
（１）基本方針

　当漁協の活性化を図る為には、まず、所得向上と安定した所得を得ることが必要である。
　そのためには、第一に、漁業経費の削減が重要であり、中でも、燃油費の削減は、すべて
の漁業者において周知徹底、実行を行うことが重要である。また、イカ釣り、一本釣・引き
縄、延べ縄、穴子籠漁業については、各魚種毎に船団組織を確立し、漁業資材の一括購入や
漁場探索のグループ化を推進し、経費削減に努める。更に、イカ釣り漁業においては、光力
の削減にも取り組み、160ＫＷ光力操業の時間帯を短縮しながら操業を行うことが必要であ
る。
　次に、所得向上を図るためには、量より質への転化が極めて重要である。
　当漁協の現状は漁業者間で、従来から漁獲量に対する競争意識が強く、今だ、徹底した漁
獲物の管理が不十分である。その結果、市場において販売単価が低く抑えられている。
その現状を踏まえ、漁獲物の鮮度維持、規格の統一及び活魚出荷時処理の徹底並びにブラン
ドの確立を図り、常に高値販売を維持することで、所得の向上を図る。
　大量に水揚げされるスルメイカ漁については、新たに加工業者へ出荷する等多角的な出荷
を行い、更に、ヒジキ養殖を複合的に経営することで、安定的な漁業経営を目指す。併せ
て、後継者育成にも傾注し、新たな漁業者の確保に努める。
　また、藻場の減少により磯焼けした漁場が多く点在し、アワビ、サザエの採貝漁業も経営
を行ううえで、厳しいことから、藻場再生に向けた取り組みを行い資源管理の維持に努め
る。
　上記事項の達成を図るため次の取り組みを行う。
【漁業収入を向上させるための取組】
・鮮魚類全ての規格統一及び鮮度保持の確立（場外販売・保冷シートの検討）
・活魚類の規格統一、流通体系の改善及び地域ブランドの確立
・出荷箱数の制限による所得向上に向けた取組
・定置網漁業の雑魚類を活用した地産地消の推進
・アワビ・サザエ類の場外販売の推進
・海岸、海底清掃、藻場造成及び稚魚・稚貝の放流による漁場の回復
・複合漁業による所得向上（藻類・貝類養殖）
・新規漁業者の確保に向けた取組
【漁業コストを削減するための取組】
・イカ釣り漁業の集魚灯時間の短縮
・全漁船による減速航行の徹底及び省エネ意識の喚起
・全漁船による船底・プロペラの清掃
・漁業種ごとの船団グループ形成によるグループ操業及び資材一括購入に向けた取組

（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
　長崎県漁業調整規則による採捕制限（アワビ10㎝以下、サザエ2.5㎝以下、ブリ15㎝以下の
採捕禁止）を徹底することで水産資源の適切な管理を行う。
　資源管理計画に基づく、休漁日の設定、集魚灯の光力削減・出荷箱数の制限による、漁獲
努力量の削減を行っている。

※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）　

（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

定置網漁業者は、イカ類、魚類のサイズ別の出荷を厳守し、その他ロット
のそろわないもの、小型のもの、雑魚類については、朝どれ鮮魚として地
元スーパーに卸すことで、未利用、低利用魚について新たな販路を開拓す
る。また、漁業者及び漁協が主体となり朝市等の開催を検討し、消費拡大
と地元産のPRを展開する。

⑥採貝藻漁業者は、現在、アワビ、サザエの出荷をサイズ別の選別がなされ
ていないが、市場のニーズに的確に対応するため、サイズ別の選別を導入
する。また、お中元、お歳暮商品として人気もあることから、地元販売、
インターネット販売を開始する。

⑦新たな取り組みとして、平成25年からイカ一本釣り漁業者6経営体は、ヒジ
キ養殖に取り組み、収益も見込めることから、ヒジキ養殖に取り組む経営
体数を拡大 複合経営を推進する さ 漁協 漁業者 も 県 指導

上記①～⑥までの取り組みは、平成28年度まで、漁業者は漁協等とともに、
検討し、必要に応じて学習会を開催する等周知、徹底を行い、準備の整った
もののから随時試行的に導入していき、平成29年度から本格的に実施する。

①イカ一本釣り漁業は、現在すべて福岡魚市場に出荷を行い、対馬全体につ
いても、ほとんどが福岡魚市場に出荷しているため一極集中を招き、供給
過多から安値となるケースがある。このため、イカ一本釣り漁業者は、新
たに地元の加工業者への出荷や長崎県漁連と提携し、スーパー等への直販
等の出荷の多角化を行い魚価を安定させる。
　また、新たに魚箱の氷の上に敷く保冷シートを作成し、イカを直接氷に
接触しないようにすることにより品質の向上を図る。更に、同シートに出
荷サイズの基準を書き込み、漁業者全員で基準を徹底して遵守する。
　また、船倉を活魚用に改造し、新たにヤリイカについては、活魚販売を
実施する。

②一本釣り・引き縄漁業者は、船上での神経締めやサイズを揃えた適切な箱
詰め作業を行い品質管理や鮮度の保持を行うことで、荷受業者から信頼さ
れる出荷を行う。また、新たに丸型水槽、酸素供給設備を漁船に導入し、
活魚出荷（イサキ・マグロ稚魚等）の生残率を高めることで、品質向上を
図る。

③延べ縄漁業者は、高級魚であるクエ、赤むつを中心に漁を行っており、ク
エは、資源管理の観点から自主的に9月から12月までを漁期と定め、活魚出
荷をメインに、傷物の選別、魚体のサイズ選別を厳格に行う。また、12月
末の単価上昇に合わせ、湾内の生簀で畜養を行い、効率的な出荷を行う。
赤むつについては、冷海水装置、海水氷設備の設置を行い、併せてサイズ
規格の統一を厳格にし、船倉から浜上げまで一切水に触れない、色、艶の
違いを際立たせた「豊玉町漁協赤むつブランド」の形成を目指す。

④穴子籠漁業者は、現在の選別なしの活魚出荷から、市場ニーズに合わせた
サイズ別の選別を厳格に行う。また、現在、地元の加工業者が「対州黄金
（たいしゅうこがね）アナゴ」、「長崎県が認定する平成「長崎俵物」」
というブランドで販売を行っており、当該加工業者と連携することで、単
価向上を目指す。

⑤

（取組内容については、取組の進捗状況や得られた成果等を踏まえ必要に応じて見
直す事とする。）
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2年目（平成27年度）

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ーネット構築事業
離島漁業再生支援交付金事業
水産多面的機能発揮対策事業

全漁業者は、出漁、帰港時に減速航行12ノットから10ノット（2ノットの減
速）を行い、基準年度に対し4％の燃油費の削減を目指す。

全漁業者は、船底とプロペラ等の清掃を年２回実施し、基準年度に対し3％
の燃油費の削減を目指す。

イカ一本釣り漁業者は、集魚灯の160ｋｗ～60ｋｗを10時間から8時間（2時
間短縮）にし、基準年度に対し1％の燃油費の削減を目指す。

イカ一本釣り漁業6隻、一本釣り・引き縄漁業1隻、延べ縄漁業1隻、定置網
漁業１隻、計9隻の省エネグループが、省エネ機関に換装することで燃油費
の削減に取り組む。

②一本釣り・引き縄漁業者は、船上での神経締めやサイズを揃えた適切な箱
詰め作業を行い品質管理や鮮度の保持を行うことで、荷受業者から信頼さ
れる出荷を行う。また、新たに丸型水槽、酸素供給設備を漁船に導入し、
活魚出荷（イサキ・マグロ稚魚等）の生残率を高めることで、品質向上を
図る。

⑧漁協は、漁業就業者の減少を改善すべく、新規就業者の確保・育成に向け
県の「21世紀の漁業担い手確保推進事業」を活用し、市と連携ながら後継
者育成を図る。

一本釣り、アナゴ籠船団グループによる漁場情報の共有化等の効率的な操
業及び漁業資材の一括購入を行うことでコスト削減に務める。

漁業コスト削
減のための取
組

活用する支援
措置等

体数を拡大し複合経営を推進する。さらに漁協は漁業者とともに県の指導
を受けながら、対馬の特性を活かした増殖、（餌料を必要としない）養殖
の検討を行う。ヒジキ養殖については、基準年度に対し、0.3％の所得向上
を図る。

⑨全の漁業者は、海岸及び海底清掃、藻場造成、稚魚・稚貝の放流等を継続
して行い資源の維持・管理を図る。

２１世紀の漁業担い手確保推進事業（県）
新生水産県ながさき総合支援事業（県）

①イカ一本釣り漁業は、現在すべて福岡魚市場に出荷を行い、対馬全体につ
いても、ほとんどが福岡魚市場に出荷しているため一極集中を招き、供給
過多から安値となるケースがある。このため、イカ一本釣り漁業者は、新
たに地元の加工業者への出荷や長崎県漁連と提携し、スーパー等への直販
等の出荷の多角化を行い魚価を安定させる。
　また、新たに魚箱の氷の上に敷く保冷シートを作成し、イカを直接氷に
接触しないようにすることにより品質の向上を図る。更に、同シートに出
荷サイズの基準を書き込み、漁業者全員で基準を徹底して遵守する。
　また、船倉を活魚用に改造し、新たにヤリイカについては、活魚販売を
実施する。
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採貝藻漁業者は、現在、アワビ、サザエの出荷をサイズ別の選別がなされ
ていないが、市場のニーズに的確に対応するため、サイズ別の選別を導入
する。また、お中元、お歳暮商品として人気もあることから、地元販売、
インターネット販売を開始する。

⑦

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

③延べ縄漁業者は、高級魚であるクエ、赤むつを中心に漁を行っており、ク
エは、資源管理の観点から自主的に9月から12月までを漁期と定め、活魚出
荷をメインに、傷物の選別、魚体のサイズ選別を厳格に行う。また、12月
末の単価上昇に合わせ、湾内の生簀で畜養を行い、効率的な出荷を行う。
赤むつについては、冷海水装置、海水氷設備の設置を行い、併せてサイズ
規格の統一を厳格にし、船倉から浜上げまで一切水に触れない、色、艶の
違いを際立たせた「豊玉町漁協赤むつブランド」の形成を目指す。

④穴子籠漁業者は、現在の選別なしの活魚出荷から、市場ニーズに合わせた
サイズ別の選別を厳格に行う。また、現在、地元の加工業者が「対州黄金
（たいしゅうこがね）アナゴ」、「長崎県が認定する平成「長崎俵物」」
というブランドで販売を行っており、当該加工業者と連携することで、単
価向上を目指す。

⑤定置網漁業者は、イカ類、魚類のサイズ別の出荷を厳守し、その他ロット
のそろわないもの、小型のもの、雑魚類については、朝どれ鮮魚として地
元スーパーに卸すことで、未利用、低利用魚について新たな販路を開拓す
る。また、漁業者及び漁協が主体となり朝市等の開催を検討し、消費拡大
と地元産のPRを展開する。

⑥

全漁業者は、出漁、帰港時に減速航行12ノットから10ノット（2ノットの減
速）を行い、基準年度に対し4％の燃油費の削減を目指す。

全漁業者は、船底とプロペラ等の清掃を年２回実施し、基準年度に対し3％
の燃油費の削減を目指す。

イカ一本釣り漁業者は、集魚灯の160ｋｗ～60ｋｗを10時間から8時間（2時
間短縮）にし、基準年度に対し1％の燃油費の削減を目指す。

上記①～⑥までの取り組みは、平成28年度まで、漁業者は漁協等とともに、
検討し、必要に応じて学習会を開催する等周知、徹底を行い、準備の整った
もののから随時試行的に導入していき、平成29年度から本格的に実施する。

イカ一本釣り漁業者は、ヒジキ養殖に取り組む経営体を拡大（６経営体→
８経営体）する。さらに漁協は漁業者とともに県の指導を受けながら、対
馬の特性を活かした増殖、（餌料を必要としない）養殖の検討を行う。ヒ
ジキ養殖は、基準年度に対し、0.4％の所得向上を図る。

⑧漁協は、漁業就業者の減少を改善すべく、新規就業者の確保・育成に向け
県の「21世紀の漁業担い手確保推進事業」を活用し、市と連携ながら後継
者育成を図る。

漁協は、漁業者に対して省エネ機関に換装し燃油費の削減に取り組むこと
を推奨する。

一本釣り、アナゴ籠船団グループによる漁場情報の共有化等の効率的な操
業及び漁業資材の一括購入を行うことでコスト削減に務める。

⑨全の漁業者は、海岸及び海底清掃、藻場造成、稚魚・稚貝の放流等を継続
して行い資源の維持・管理を図る。



・
・
・
・
・

3年目（平成28年度）　

漁業収入向上
のための取組

①イカ一本釣り漁業は、現在すべて福岡魚市場に出荷を行い、対馬全体につ
いても、ほとんどが福岡魚市場に出荷しているため一極集中を招き、供給
過多から安値となるケースがある。このため、イカ一本釣り漁業者は、新
たに地元の加工業者への出荷や長崎県漁連と提携し、スーパー等への直販
等の出荷の多角化を行い魚価を安定させる。
　また、新たに魚箱の氷の上に敷く保冷シートを作成し、イカを直接氷に
接触しないようにすることにより品質の向上を図る。更に、同シートに出
荷サイズの基準を書き込み、漁業者全員で基準を徹底して遵守する。
　また、船倉を活魚用に改造し、新たにヤリイカについては、活魚販売を
実施する。

②一本釣り・引き縄漁業者は、船上での神経締めやサイズを揃えた適切な箱
詰め作業を行い品質管理や鮮度の保持を行うことで、荷受業者から信頼さ
れる出荷を行う。また、新たに丸型水槽、酸素供給設備を漁船に導入し、
活魚出荷（イサキ・マグロ稚魚等）の生残率を高めることで、品質向上を
図る。

③延べ縄漁業者は、高級魚であるクエ、赤むつを中心に漁を行っており、ク
エは、資源管理の観点から自主的に9月から12月までを漁期と定め、活魚出
荷をメインに、傷物の選別、魚体のサイズ選別を厳格に行う。また、12月
末の単価上昇に合わせ、湾内の生簀で畜養を行い、効率的な出荷を行う。
赤むつについては、冷海水装置、海水氷設備の設置を行い、併せてサイズ
規格の統一を厳格にし、船倉から浜上げまで一切水に触れない、色、艶の
違いを際立たせた「豊玉町漁協赤むつブランド」の形成を目指す。

④穴子籠漁業者は、現在の選別なしの活魚出荷から、市場ニーズに合わせた
サイズ別の選別を厳格に行う。また、現在、地元の加工業者が「対州黄金
（たいしゅうこがね）アナゴ」、「長崎県が認定する平成「長崎俵物」」
というブランドで販売を行っており、当該加工業者と連携することで、単
価向上を目指す。

離島漁業再生支援交付金事業

⑤定置網漁業者は、イカ類、魚類のサイズ別の出荷を厳守し、その他ロット
のそろわないもの、小型のもの、雑魚類については、朝どれ鮮魚として地
元スーパーに卸すことで、未利用、低利用魚について新たな販路を開拓す
る。また、漁業者及び漁協が主体となり朝市等の開催を検討し、消費拡大
と地元産のPRを展開する。

⑥採貝藻漁業者は、現在、アワビ、サザエの出荷をサイズ別の選別がなされ
ていないが、市場のニーズに的確に対応するため、サイズ別の選別を導入
する。また、お中元、お歳暮商品として人気もあることから、地元販売、
インターネット販売を開始する。

上記①～⑥までの取り組みは、平成28年度まで、漁業者は漁協等とともに、
検討し、必要に応じて学習会を開催する等周知、徹底を行い、準備の整った
もののから随時試行的に導入していき、平成29年度から本格的に実施する。

活用する支援
措置等

新生水産県ながさき総合支援事業（県）
水産多面的機能発揮対策事業

２１世紀の漁業担い手確保推進事業（県）

漁業経営セーフティーネット構築事業



・

・

・

・

・

・
・
・
・
・

4年目（平成29年度）　
①イカ一本釣り漁業は、現在すべて福岡魚市場に出荷を行い、対馬全体につ

いても、ほとんどが福岡魚市場に出荷しているため一極集中を招き、供給
過多から安値となるケースがある。このため、イカ一本釣り漁業者は、新
たに地元の加工業者への出荷や長崎県漁連と提携し、スーパー等への直販
等の出荷の多角化を行い魚価を安定させる。
　また、新たに魚箱の氷の上に敷く保冷シートを作成し、イカを直接氷に
接触しないようにすることにより品質の向上を図る。更に、同シートに出
荷サイズの基準を書き込み、漁業者全員で基準を徹底して遵守する。
　また、船倉を活魚用に改造し、新たにヤリイカについては、活魚販売を
実施する。

②一本釣り・引き縄漁業者は、船上での神経締めやサイズを揃えた適切な箱
詰め作業を行い品質管理や鮮度の保持を行うことで、荷受業者から信頼さ
れる出荷を行う。また、新たに丸型水槽、酸素供給設備を漁船に導入し、
活魚出荷（イサキ・マグロ稚魚等）の生残率を高めることで、品質向上を
図る。

③延べ縄漁業者は、高級魚であるクエ、赤むつを中心に漁を行っており、ク
エは、資源管理の観点から自主的に9月から12月までを漁期と定め、活魚出
荷を 傷物 選 魚体 ズ選 を厳格 行う また

活用する支援
措置等

漁業経営セーフティーネット構築事業
離島漁業再生支援交付金事業
水産多面的機能発揮対策事業

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

全漁業者は、出漁、帰港時に減速航行12ノットから10ノット（2ノットの減
速）を行い、基準年度に対し4％の燃油費の削減を目指す。

全漁業者は、船底とプロペラ等の清掃を年２回実施し、基準年度に対し3％
の燃油費の削減を目指す。

イカ一本釣り漁業者は、集魚灯の160ｋｗ～60ｋｗを10時間から8時間（2時
間短縮）にし、基準年度に対し1％の燃油費の削減を目指す。

漁協は、漁業者に対して省エネ機関に換装し燃油費の削減に取り組むこと
を推奨する。

一本釣り、アナゴ籠船団グループによる漁場情報の共有化等の効率的な操
業及び漁業資材の一括購入を行うことでコスト削減に務める。

⑨全の漁業者は、海岸及び海底清掃、藻場造成、稚魚・稚貝の放流等を継続
して行い資源の維持・管理を図る。

⑦イカ一本釣り漁業者は、ヒジキ養殖に取り組む経営体を拡大（８経営体→
１０経営体）する。さらに漁協は漁業者とともに県の指導を受けながら、
対馬の特性を活かした増殖、（餌料を必要としない）養殖の検討を行う。
ヒジキ養殖は、基準年度に対し、0.5％の所得向上を図る。

⑧漁協は、漁業就業者の減少を改善すべく、新規就業者の確保・育成に向け
県の「21世紀の漁業担い手確保推進事業」を活用し、市と連携ながら後継
者育成を図る。

新生水産県ながさき総合支援事業（県）



・

・

・

・

・

漁業コスト削
減のための取
組

全漁業者は、出漁、帰港時に減速航行12ノットから10ノット（2ノットの減
速）を行い、基準年度に対し4％の燃油費の削減を目指す。

全漁業者は、船底とプロペラ等の清掃を年２回実施し、基準年度に対し3％
の燃油費の削減を目指す。

イカ一本釣り漁業者は、集魚灯の160ｋｗ～60ｋｗを10時間から8時間（2時
間短縮）にし、基準年度に対し1％の燃油費の削減を目指す。

漁協は、漁業者に対して省エネ機関に換装し燃油費の削減に取り組むこと
を推奨する。

一本釣り、アナゴ籠船団グループによる漁場情報の共有化等の効率的な操
業及び漁業資材の一括購入を行うことでコスト削減に務める。

漁業収入向上
のための取組

荷をメインに、傷物の選別、魚体のサイズ選別を厳格に行う。また、12月
末の単価上昇に合わせ、湾内の生簀で畜養を行い、効率的な出荷を行う。
赤むつについては、冷海水装置、海水氷設備の設置を行い、併せてサイズ
規格の統一を厳格にし、船倉から浜上げまで一切水に触れない、色、艶の
違いを際立たせた「豊玉町漁協赤むつブランド」の形成を目指す。

④穴子籠漁業者は、現在の選別なしの活魚出荷から、市場ニーズに合わせた
サイズ別の選別を厳格に行う。また、現在、地元の加工業者が「対州黄金
（たいしゅうこがね）アナゴ」、「長崎県が認定する平成「長崎俵物」」
というブランドで販売を行っており、当該加工業者と連携することで、単
価向上を目指す。

⑤定置網漁業者は、イカ類、魚類のサイズ別の出荷を厳守し、その他ロット
のそろわないもの、小型のもの、雑魚類については、朝どれ鮮魚として地
元スーパーに卸すことで、未利用、低利用魚について新たな販路を開拓す
る。また、漁業者及び漁協が主体となり朝市等の開催を検討し、消費拡大
と地元産のPRを展開する。

⑥採貝藻漁業者は、現在、アワビ、サザエの出荷をサイズ別の選別がなされ
ていないが、市場のニーズに的確に対応するため、サイズ別の選別を導入
する。また、お中元、お歳暮商品として人気もあることから、地元販売、
インターネット販売を開始する。

上記①～⑥までの取り組みを行うことで、基準年度に対し、1％の所得向上を
図る。

⑦イカ一本釣り漁業者は、ヒジキ養殖に取り組む経営体を拡大（１０経営体
→１２経営体）する。さらに漁協は漁業者とともに県の指導を受けなが
ら、対馬の特性を活かした増殖、（餌料を必要としない）養殖の検討を行
う。ヒジキ養殖は、基準年度に対し、0.6％の所得向上を図る。

⑨全の漁業者は、海岸及び海底清掃、藻場造成、稚魚・稚貝の放流等を継続
して行い資源の維持・管理を図る。

⑧漁協は、漁業就業者の減少を改善すべく、新規就業者の確保・育成に向け
県の「21世紀の漁業担い手確保推進事業」を活用し、市と連携ながら後継
者育成を図る。



・
・
・
・
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5年目（平成30年度）　

①イカ一本釣り漁業は、現在すべて福岡魚市場に出荷を行い、対馬全体につ
いても、ほとんどが福岡魚市場に出荷しているため一極集中を招き、供給
過多から安値となるケースがある。このため、イカ一本釣り漁業者は、新
たに地元の加工業者への出荷や長崎県漁連と提携し、スーパー等への直販
等の出荷の多角化を行い魚価を安定させる。
　また、新たに魚箱の氷の上に敷く保冷シートを作成し、イカを直接氷に
接触しないようにすることにより品質の向上を図る。更に、同シートに出
荷サイズの基準を書き込み、漁業者全員で基準を徹底して遵守する。
　また、船倉を活魚用に改造し、新たにヤリイカについては、活魚販売を
実施する。

②一本釣り・引き縄漁業者は、船上での神経締めやサイズを揃えた適切な箱
詰め作業を行い品質管理や鮮度の保持を行うことで、荷受業者から信頼さ
れる出荷を行う。また、新たに丸型水槽、酸素供給設備を漁船に導入し、
活魚出荷（イサキ・マグロ稚魚等）の生残率を高めることで、品質向上を
図る。

③延べ縄漁業者は、高級魚であるクエ、赤むつを中心に漁を行っており、ク
エは、資源管理の観点から自主的に9月から12月までを漁期と定め、活魚出
荷をメインに、傷物の選別、魚体のサイズ選別を厳格に行う。また、12月
末の単価上昇に合わせ、湾内の生簀で畜養を行い、効率的な出荷を行う。
赤むつについては、冷海水装置、海水氷設備の設置を行い、併せてサイズ
規格の統一を厳格にし、船倉から浜上げまで一切水に触れない、色、艶の
違いを際立たせた「豊玉町漁協赤むつブランド」の形成を目指す。

④穴子籠漁業者は、現在の選別なしの活魚出荷から、市場ニーズに合わせた
サイズ別の選別を厳格に行う。また、現在、地元の加工業者が「対州黄金
（たいしゅうこがね）アナゴ」、「長崎県が認定する平成「長崎俵物」」
というブランドで販売を行っており、当該加工業者と連携することで、単
価向上を目指す。

⑤定置網漁業者は、イカ類、魚類のサイズ別の出荷を厳守し、その他ロット
のそろわないもの、小型のもの、雑魚類については、朝どれ鮮魚として地
元スーパーに卸すことで、未利用、低利用魚について新たな販路を開拓す
る。また、漁業者及び漁協が主体となり朝市等の開催を検討し、消費拡大
と地元産のPRを展開する。

⑥採貝藻漁業者は、現在、アワビ、サザエの出荷をサイズ別の選別がなされ
ていないが、市場のニーズに的確に対応するため、サイズ別の選別を導入
する。また、お中元、お歳暮商品として人気もあることから、地元販売、
インターネット販売を開始する。

上記①～⑥までの取り組みを行うことで、基準年度に対し、1％の所得向上を
図る。

活用する支援
措置等

漁業経営セーフティーネット構築事業

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
水産多面的機能発揮対策事業

漁業収入向上
のための取組

新生水産県ながさき総合支援事業（県）

（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。）



・

・

・

・

・

・
・
・
・
・

※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。

活用する支援
措置等

漁業経営セーフティーネット構築事業
離島漁業再生支援交付金事業
水産多面的機能発揮対策事業

２１世紀の漁業担い手確保推進事業（県）

（４）関係機関との連携
　長崎県漁連対馬事業所、各市場及び加工業者と連携し、魚価向上に向けた協議を行い実践
する。更に、長崎県対馬水産業普及指導センターによる鮮度保持及び魚価向上に向けた技術
的な指導を受ける。また、市及び関係団体が開催するイベント等の情報交換を蜜に行い、販
路拡大を推進する。

平成  年度

新生水産県ながさき総合支援事業（県）

漁業コスト削
減のための取
組

全漁業者は、出漁、帰港時に減速航行12ノットから10ノット（2ノットの減
速）を行い、基準年度に対し4％の燃油費の削減を目指す。

全漁業者は、船底とプロペラ等の清掃を年２回実施し、基準年度に対し3％
の燃油費の削減を目指す。

イカ一本釣り漁業者は、集魚灯の160ｋｗ～60ｋｗを10時間から8時間（2時
間短縮）にし、基準年度に対し1％の燃油費の削減を目指す。

漁協は、漁業者に対して省エネ機関に換装し燃油費の削減に取り組むこと
を推奨する。

一本釣り、アナゴ籠船団グループによる漁場情報の共有化等の効率的な操
業及び漁業資材の一括購入を行うことでコスト削減に務める。

⑦イカ一本釣り漁業者は、ヒジキ養殖に取り組む経営体を拡大（１２経営体
→１４経営体）する。さらに漁協は漁業者とともに県の指導を受けなが
ら、対馬の特性を活かした増殖、（餌料を必要としない）養殖の検討を行
う。ヒジキ養殖は、基準年度に対し、0.7％の所得向上を図る。

⑧漁協は、漁業就業者の減少を改善すべく、新規就業者の確保・育成に向け
県の「21世紀の漁業担い手確保推進事業」を活用し、市と連携ながら後継
者育成を図る。

⑨全の漁業者は、海岸及び海底清掃、藻場造成、稚魚・稚貝の放流等を継続
して行い資源の維持・管理を図る。

：漁業所得 千円

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



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。

水産多面的機能発揮対策事業 漁村が有する水産関係の多面的機能を支援し、地域の活性化を図る。
新生水産県ながさき総
合支援事業（県） 水産業の収益性改善を図り、漁業生産性の確保を図る。

※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。

   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

２１世紀の漁業担い手
確保推進事業（県）

新規就業者の確保・育成に取り組み、地域の活力を維持する。

省燃油活動推進事業 船底清掃及び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 省エネ機器を設置することによりグループ内の燃油コストを5％削減する。
漁業経営セーフティーネット構築事業 国と漁業者が一体となり燃油コストを抑制することで、安定的な漁業経営を図

る離島漁業再生支援交付金事業 魚価向上に向けた取組を実施し、漁業所得の向上を図る。
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