
１　地域水産業再生委員会

宇久小値賀漁業協同組合、小値賀町、佐世保市
小値賀町指導漁業士

※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

組織名 宇久小値賀地区地域水産業再生委員会

代表者名 会長　伊藤　六弘

再生委員会の
構成員

（２）その他の関連する現状等
　地方分権・市町村合併という大きな行政改革が推進される中、小値賀町は、単独町として
存在する道を、宇久町は佐世保市と合併する道を選択した。そして、両地区とも体験型観光
の推進等に力を入れる中で、小値賀町は全国的にも元気な町として評価され、平成24年度に
「地域づくり総務大臣賞」の大賞を受賞した。また、25年度から国の指定を受けて佐世保市
と小値賀町は一体となって「海風の国」佐世保・小値賀観光圏事業に取り組んでおり、旧家
を活用した古民家ステイをはじめ、町にある色々な資源を有効活用して、町の魅力として磨
き上げ、「住んでよし」、「訪れてよし」の観光地づくりをすすめている。26年7月には、文
化審議会の世界文化遺産・無形文化遺産部会が、「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」に
ついて、国連教育科学文化機関（ユネスコ）に推薦する候補に選んだ。小値賀町内にある
「野崎島の野首・舟森集落跡」も、「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の構成資産の一
つであることから、2016年の本登録に向けて、今後、ますます来島者が増えることが見込ま
れ、今後、観光産業とタイアップした諸施策を進めていく方針である。

オブザーバー なし

対象となる地域の範囲及び漁業の種類

佐世保市宇久町、北松浦郡小値賀町内に住所を有す
る再生委員会の会員67名
一本釣り漁業(56名)、刺網漁業(16名)、曳縄漁業(29
名)、延縄漁業(22名)、採介藻(22名)、タチコギ(24
名)、シイラ漬旋網(1名)、大型定置(1名)

　宇久・小値賀地区周辺海域は、五島列島北端に位置し、複雑な海岸線を有するとともに周
辺には天然礁が数多くあり、漁業条件に恵まれた地域である。
　平成２５年度末の当地区の経営体数は682経営体（のべ数）であり、一本釣り，刺網，曳
縄，延縄，採介藻，タチコギ，シイラ漬旋網漁業等が営まれており、年間水揚げ高1,279ト
ン、1,078百万円となっている。
　近年は藻場の衰退による海藻類・貝類の減少、漁業担い手の減少・高齢化等により、漁獲
量・漁獲金額ともに減少している。そこで、漁獲量、漁獲金額の増大を目的として、藻場再
生の取り組みや魚のブランド化に取り組んでいる。平成１７年度からは、離島漁業再生支援
交付金事業により、藻場回復のための食害動物駆除や種苗放流、漁場監視等に取り組んでい
る。また、平成２０年度からは、燃油高騰対策補助事業等により漁業者が使用する燃油の支
援を受けるとともに、漁業経営セーフティーネット構築事業に加入し省エネ計画を策定・実
施することにより経費削減に取り組んでいる。
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３　活性化の取組方針
（１）基本方針

　当地区の基幹産業である水産業の維持・発展及び活力ある漁村の実現のため、平成26 年か
ら30 年までの5 年間の実施期間で行う、浜の活力再生プランの漁業所得向上１０％を目指す
取り組みの基本方針は、下記に示す８つとする。
＜漁業収入向上のための取組＞
①磯焼け対策（食害動物の駆除・藻場礁の設置・母藻投入・アマモ移植）
②漁協自営事業の強化支援
③水産加工品の開発・製造・販売（水産加工場整備含む）
④水産物のPR、販売促進（直接取引店舗数の拡大）
⑤観光事業（観光ダイビング等）の導入
⑥後継者対策（漁業就業支援フェアへの参加等）
＜漁業コスト削減のための取組＞
⑦省燃油活動の実践（船底清掃、減速航行）
⑧省エネ機器（船内機）の購入

（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
〇漁業者の自主的な資源管理
・イサキの夜焚きにおける撒き餌釣りの禁止、小型魚の保護等
・アワビの殻長制限（１１cm未満の採捕禁止）、禁漁期の設定

※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）
以下の取組を行い、基準年より漁業収入を0.28％向上させる。

・新たにウニ、巻き貝等の駆除及び母藻投入する面積：1ha（累計6ha）
・新たにアマモを移植する面積：0.8a（累計1.8a）
・マフノリの付着基盤確保のための磯掃除の実施（実施地区：１地区）

②漁協自営事業の強化支援

③水産加工品の開発・製造・販売

④水産物のPR,販売促進（直接取引店舗数の拡大）

・新たに直接取引を行う居酒屋等店舗数：４店舗（累計１０店舗）

⑤観光事業（観光ダイビング等）の導入

⑥後継者対策（漁業就業支援フェアへの参加等）

・新規就業者数　２名

①離島漁業再生支援交付金事業（国）、藻場回復技術実証推進事業（県）
④
⑥２１世紀の漁業担い手確保推進事業（県、町）
⑦省燃油活動推進事業（国）、漁業経営セーフティーネット構築事業（国）

（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、取組の進捗状況や得られた成果等を踏まえ必要に応じて見直す事とする。）

漁業収入向上
のための取組

①磯焼け対策
　現在、採介藻漁業等関係漁業者は、漁協等と協力して5haの区域でガンガゼ
等の食害動物の駆除や母藻投入、1aの区域でアマモ移植、1地区でマフノリの
付着基盤確保のための磯掃除の取り組みを実施している。現在の取組を継続
しつつ、取組を行う区域等を拡大することにより、藻場の回復を促進する。

　漁協が自営事業で行っている大型定置漁業は、目合いの大きい新網の導入
を柱とした新たな操業体制の構築を検討する。目合いの拡大により網成りが
維持でき、入網量の増加や、新網に交換することにより補修回数の低減、更
に網が汚れにくくなり、網換えの頻度を低減させ、漁獲量の増大及び省力化
等を図る。

　漁業者は、安価な魚種や未利用（アイゴ、イスズミ等）・低利用（エソ、
シイラ、豆アジ等）の水産物を活用するため、新たな加工品の開発を行い、
漁業収入の増加を図る。28年には水産加工場を整備し、本格的な事業を開始
することを念頭に、本年度は、定置網、延縄、刺し網等の漁獲実態調査を行
うとともに、水産加工業者と連携して、加工品（魚醤油、魚味噌、ねり製品
等）を試作する。

　中間流通コストの削減により、漁業者の手取りを増やすことを目的とし
て、小値賀町（以下、｢町｣という。）は、漁協と連携し、H25年度まで取引実
績のある関東・関西の居酒屋等６店舗への直接発送を継続するとともに、取
引先店舗や周辺の他店に出向きPR活動や商談を行い、新たな出荷先を開拓す
る等により取扱数量の拡大に努める。

　漁業外収入の拡大を目的として、漁協は、佐世保市（以下、｢市｣とい
う。）及び町とともに、観光ダイビングの導入に向けた検討（先進地の視察
研修や、観光ダイビングスポットの候補地選定）を行う。

　漁協は、町の協力を得て、町ホームページ等に新規就業者の支援策を掲示
し、新規就業者を募集する。

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1.86％削減する。
⑦省燃油活動の実践
　・全漁船は、船底清掃を実施し、燃油コストを基準年の5％削減する。
　・全漁船は、減速航行を実施し、燃油コストを基準年の5％削減する。

活用する支援
措置等

水産バイヤートレード事業（県）



２年目（平成27年度）
以下の取組を行い、基準年より漁業収入を0.55％向上させる。
　
①磯焼け対策

・新たにウニ、巻き貝等の駆除及び母藻投入する面積：1ha（累計7ha）
・新たにアマモを移植する面積：0.8a（累計2.6a）

②漁協自営事業の強化支援

　　　
③水産加工品の開発・製造・販売

・新たに商品化する加工品数：１
　

④水産物のPR,販売促進（直接取引店舗数の拡大）

・新たに直接取引を行う居酒屋等店舗数：１店舗（累計１１店舗）

⑤観光事業（観光ダイビング等）の導入

⑥後継者対策（漁業就業支援フェアへの参加等）

・新規就業者数　２名

①離島漁業再生支援交付金事業（国）、藻場回復技術実証推進事業（県）
②漁業構造改革総合対策事業（もうかる漁業創設支援事業）（国）
③産地水産業強化支援事業（国、県、町）
⑤長崎県漁業の担い手確保・育成対策総合推進事業（県）
⑥２１世紀の漁業担い手確保推進事業（県、町）
⑦漁業経営セーフティーネット構築事業（国）
⑧省エネ機器等導入推進事業（国）

漁業収入向上
のための取組

　採介藻漁業等関係漁業者は漁協等と協力して、ガンガゼ等の食害動物の駆
除や母藻投入等を取組を拡大しつつ、藻場の回復を促進する。

・マフノリの付着基盤確保のために磯掃除を行う地区：１地区

　漁協が自営事業で行っている大型定置漁業は、目合いの大きい新網を導入
し、新たな操業体制の構築について実証化試験を開始する。

　漁業者は、水産加工業者と連携して、安価な魚種や未利用・低利用の加工
品を試作する。本年度は、昨年の結果を踏まえ、商品化を行う。また、町
は、水産加工場の実施設計を行う

　販売及びPR強化のため、町は、農産物の加工・販売を行っている一般社団
法人　小値賀町担い手公社（以下、「公社」という。）に農水産物の販売・
PRを集約する。引き続き、公社と漁協は連携し、関東・関西の居酒屋等への
直接発送を継続するととに、取引先店舗や周辺の他店、農産物の販売先等に
出向きPR活動や商談を行い、新たな出荷先を開拓する等により取扱数量の拡

　漁業外収入の拡大を目的として、漁協は、市及び町とともに、観光事業導
入に向けて、漁業者の同意を得るための学習会を実施するとともに、観光ダ
イビングスポットの候補地を検討する。

　漁協は、町の協力を得て、町ホームページ等に新規就業者の支援策を掲示
し、新規就業者を募集する。

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1.93％削減する。
⑦省燃油活動の実践
　・全漁船は、船底清掃を実施し、燃油コストを基準年の5％削減する。
　・全漁船は、減速航行を実施し、燃油コストを基準年の5％削減する。

⑧省エネ機器の購入
　漁業者グループ（５名）が船内機を購入することで、従来のエンジンと比
較して燃油使用量を５％削減する。

活用する支援
措置等



３年目（平成28年度）

①離島漁業再生支援交付金事業（国）、藻場回復技術実証推進事業（県）
②漁業構造改革総合対策事業（もうかる漁業創設支援事業）（国）
③産地水産業強化支援事業（国、県、町）
⑥２１世紀の漁業担い手確保推進事業（県、町）
⑦漁業経営セーフティーネット構築事業（国）

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1.51％向上させる。
①磯焼け対策
　採介藻漁業等関係漁業者は漁協等と協力して、ガンガゼ等の食害動物の駆
除や母藻投入等を取組を拡大しつつ、藻場の回復を促進する。
　・新たにウニ、巻き貝等の駆除及び母藻投入する面積：1ha（累計8ha）
　・新たにアマモを移植する面積：0.8a（累計3.4a）

・新たにマフノリの付着基盤確保のために磯掃除を行う地区：1地区（累計
2地区）

②漁協自営事業の強化支援
　漁協自営大型定置漁業は、平成27年度に導入した新網等により、網成りの
維持による漁獲量の増大及び急潮等による破網防止や網交換回数の低下によ
る省力化の効果を検証するとともに、これまで廃棄していた未利用魚・低利
用魚の活用について検討し、新しい操業体制の収益性を実証する。
　・目標とする水揚高：162トン　収入：54,313千円

③水産加工品の開発・製造・販売
　漁業者は、水産加工業者と連携して、安価な魚種や未利用・低利用の加工
品を試作する。本年度は、更に商品化数を増加させる。また、町は、水産加
工場を整備する。
　・新たに商品化する加工品数：１（累計２）
　
④水産物のPR,販売促進（直接取引店舗数の拡大）
　引き続き、公社と漁協は連携し、関東・関西の居酒屋等への直接発送を継
続するととに、取引先店舗や周辺の他店、農産物の販売先等に出向きPR活動
や商談を行い、新たな出荷先を開拓する等により取扱数量の拡大に努める。
　・新たに直接取引を行う居酒屋等店舗数：１店舗（累計１２店舗）

⑤観光事業（観光ダイビング等）の実施
　漁業外収入の拡大を目的として、漁協は漁業者とともに、観光事業（観光
ダイビング、シュノーケリング）を開始する。
　・ダイビング利用者数　100名

⑥後継者対策（漁業就業支援フェアへの参加等）
　漁協は、町の協力を得て、町ホームページ等に新規就業者の支援策を掲示
し、新規就業者を募集する。
　・新規就業者数　２名

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1.93％削減する。
⑦省燃油活動の実践
　・全漁船は、船底清掃を実施し、燃油コストを基準年の5％削減する。
　・全漁船は、減速航行を実施し、燃油コストを基準年の5％削減する。

⑧省エネ機器の購入
　漁業者グループ（５名）が平成27年度に購入した船内機により、従来のエ
ンジンと比較して燃油使用量を５％削減する。

活用する支援
措置等



４年目（平成29年度）

①離島漁業再生支援交付金事業（国）、藻場回復技術実証推進事業（県）
②漁業構造改革総合対策事業（もうかる漁業創設支援事業）（国）
⑥２１世紀の漁業担い手確保推進事業（県、町）
⑦漁業経営セーフティーネット構築事業（国）

活用する支援
措置等

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2.21％向上させる。
①磯焼け対策
　採介藻漁業等関係漁業者は漁協等と協力して、ガンガゼ等の食害動物の駆
除や母藻投入等を取組を拡大しつつ、藻場の回復を促進する。
　・新たにウニ、巻き貝等の駆除及び母藻投入する面積：1ha（累計9ha）
　・新たにアマモを移植する面積：0.8a（累計4.2a）
　・マフノリの付着基盤確保のために磯掃除を行う地区：2地区

②漁協自営事業の強化支援
　漁協自営大型定置漁業は、平成27年度に導入した新網等により、網成りの
維持による漁獲量の増大及び急潮等による破網防止や網交換回数の低下によ
る省力化の効果を検証するとともに、これまで廃棄していた未利用魚・低利
用魚を平成28年度に整備された水産加工場を活用し、加工品等の開発を行う
等により、新しい操業体制の収益性を実証する。
　・目標とする水揚高：162トン　収入：54,313千円

③水産加工品の開発・製造・販売
　漁業者は水産加工業者と連携して、平成28年度に整備された加工場を活用
し、これまでの取組結果を踏まえ、水産安価な魚種や未利用・低利用の水産
物の加工品を本格的に製造を行う。引き続き、新たな加工品の試作を継続す
る。
　・新たに商品化する加工品数：１（累計３）
　・水産加工品原料として購入する未・低利用魚
　　数量：21.5トン　購入金額（漁業者の増収金額）：1,077千円

④水産物のPR,販売促進（直接取引店舗数の拡大）
　引き続き、公社と漁協は連携し、関東・関西の居酒屋等への直接発送を継
続するととに、取引先店舗や周辺の他店、農産物の販売先等に出向きPR活動
や商談を行い、新たな出荷先を開拓する等により取扱数量の拡大に努める。
　・新たに直接取引を行う居酒屋等店舗数：１店舗（累計１３店舗）

⑤観光事業（観光ダイビング等）の実施
　漁業外収入の拡大を目的として、漁協は漁業者とともに、観光事業（観光
ダイビング、シュノーケリング）を行う。徐々に受入の人数を拡大させる。
　・ダイビング利用者数　500名

⑥後継者対策（漁業就業支援フェアへの参加等）
　漁協は、町の協力を得て、町ホームページ等に新規就業者の支援策を掲示
し、新規就業者を募集する。
　・新規就業者数　２名

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1.93％削減する。
⑦省燃油活動の実践
　・全漁船は、船底清掃を実施し、燃油コストを基準年の5％削減する。
　・全漁船は、減速航行を実施し、燃油コストを基準年の5％削減する。

⑧省エネ機器の購入
　漁業者グループ（５名）が平成27年度に購入した船内機により、従来のエ
ンジンと比較して燃油使用量を５％削減する。



５年目（平成30年度）

①離島漁業再生支援交付金事業（国）、藻場回復技術実証推進事業（県）
②漁業構造改革総合対策事業（もうかる漁業創設支援事業）（国）
⑥２１世紀の漁業担い手確保推進事業（県、町）
⑦漁業経営セーフティーネット構築事業（国）

（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
下の取組みを確実に実施する。）

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2.80％向上させる。
①磯焼け対策
　採介藻漁業等関係漁業者は漁協等と協力して、ガンガゼ等の食害動物の駆
除や母藻投入等を取組を拡大しつつ、藻場の回復を促進する。
　・新たにウニ、巻き貝等の駆除及び母藻投入する面積：1ha（累計10ha）
　・新たにアマモを移植する面積：0.8a（累計5a）

・新たにマフノリの付着基盤確保のために磯掃除を行う地区：1地区（累計
3地区)

②漁協自営事業の強化支援
　漁協自営大型定置漁業は、平成27年度に導入した新網等により、網成りの
維持による漁獲量の増大及び急潮等による破網防止や網交換回数の低下によ
る省力化の効果を検証するとともに、これまで廃棄していた未利用魚・低利
用魚を平成28年度に整備された水産加工場を活用し、加工品等の開発を行う
等により、新しい操業体制の収益性を実証する。
・目標とする水揚高：162トン　収入：54,313千円

③水産加工品の開発・製造・販売
漁業者は水産加工業者と連携して、平成28年度に整備された加工場を活用
し、これまでの取組結果を踏まえ、水産安価な魚種や未利用・低利用の水産
物の加工品を本格的に製造を行う。引き続き、新たな加工品の試作を継続す
る。
　・新たに商品化する加工品数：１（累計４）
　・水産加工品原料として購入する未・低利用魚
　　数量：21.5トン　購入金額（漁業者の増収金額）：1,077千円

④水産物のPR,販売促進（直接取引店舗数の拡大）
　引き続き、公社と漁協は連携し、関東・関西の居酒屋等への直接発送を継
続するととに、取引先店舗や周辺の他店、農産物の販売先等に出向きPR活動
や商談を行い、新たな出荷先を開拓する等により取扱数量の拡大に努める。
　・新たに直接取引を行う居酒屋等店舗数：１店舗（累計１４店舗）

⑤観光事業（観光ダイビング等）の実施
　漁業外収入の拡大を目的として、漁協は漁業者とともに、観光事業（観光
ダイビング、シュノーケリング）を行う。徐々に受入の人数を拡大させる。
　・ダイビング利用者数　1,000名

⑥後継者対策（漁業就業支援フェアへの参加等）
　漁協は、町の協力を得て、町ホームページ等に新規就業者の支援策を掲示
し、新規就業者を募集する。
　・新規就業者数　２名

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1.93％削減する。
⑦省燃油活動の実践
　・全漁船は、船底清掃を実施し、燃油コストを基準年の5％削減する。
　・全漁船は、減速航行を実施し、燃油コストを基準年の5％削減する。

⑧省エネ機器の購入
　漁業者グループ（５名）が平成27年度に購入した船内機により、従来のエ
ンジンと比較して燃油使用量を５％削減する。

活用する支援
措置等



（４）関係機関との連携

４　目標
（１）数値目標

（ ）

（ ）
※（　）は一人あたりの所得金額

（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

（１）事業内容

（２）浜の活力再生プランとの関係性
　

（１）事業内容

（２）浜の活力再生プランとの関係性
　

（１）事業内容

（２）浜の活力再生プランとの関係性

（１）事業内容

（２）浜の活力再生プランとの関係性

①独立行政法人水産総合研究センター西海区水産研究所、長崎県（総合水産試験場、県北水
産業普及指導センター）、東京海洋大学
②長崎県（県北振興局水産課）
③長崎県（総合水産試験場、県北水産業普及指導センター）
④長崎県（県北水産業普及指導センター）
⑤長崎県（県北振興局水産課）
⑥長崎県（県北水産業普及指導センター）
⑦漁業経営安定化推進協会
⑧漁業経営安定化推進協会

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

漁業構造改革総
合対策事業（も
うかる漁業創設
支援事業）
（国）

　漁協自営事業である大型定置漁業について、漁獲量の増大及び省力化を
目的として、目合い拡大等を行うことにより、新しい操業体制の収益性を実証
する。

　漁協自営事業の強化支援は、浜の活力再生プランで定める漁業収入向上
のための取組にあたり、漁業収入の向上に繋がる（取組項目②）

産地水産業強化
支援事業（国、
県、町）

　漁協自営の大型定置漁業等で水揚げされる低・未利用魚等を原料とし
た水産加工品の製造を行う水産加工場を建設する。

　水産加工場建設により、これまで廃棄されていた低・未利用魚を購入
することができるようになり、浜の活力再生プランで定める漁業収入向
上のための取組にあたり、漁業収入の向上に繋がる。また、水産加工場
の従業員も10名を予定しており、雇用促進にも繋がる。（取組項目③）

事業名 事業内容及び浜の活力再生プランとの関係性
離島漁業再生支
援交付金（国） 　磯焼け対策のための活動、観光事業の導入に向けた取組を実施する。

　磯焼け対策及び観光事業導入のための活動は、浜の活力再生プランで
定める漁業収入向上のための取組にあたり、漁業収入の向上に繋がる
（取組項目①）

藻場回復技術実
証推進事業
（県）

　磯焼け対策のための取組を実施する。

　磯焼け対策の取組は、浜の活力再生プランで定める漁業収入向上のた
めの取組にあたり、漁業収入の向上に繋がる（取組項目①）



（１）事業内容
　　中間流通コストの削減を目的として、消費地との直接取引を行う。
（２）浜の活力再生プランとの関係性

（１）事業内容

（２）浜の活力再生プランとの関係性

（１）事業内容

（２）浜の活力再生プランとの関係性

（１）事業内容

（２）浜の活力再生プランとの関係性

※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。

漁業経営セーフ
ティーネット構
築事業（国）

　漁業経営セーフティーネット構築事業の加入者が、定期の船底清掃を
実施するとともに、省エネ機器を導入し、燃油消費量の低減を図る。

省燃油活動推進
事業（国） 　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
化が促進されるなど、生産性の向上に寄与する。（取組項目⑦、⑧）省エネ機器等導入

推進事業（国）

※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。

水産バイヤート
レード事業
（県）

　消費地と直接取引を行う町又は一般社団法人　小値賀町担い手公社
が、消費地市場価格より2割高い値段で漁協等から鮮魚等を購入すること
ができるようになるため、浜の活力再生プランで定める漁業収入向上に
繋がる（取組項目④）

長崎県漁業の担
い手確保推進事
業（県）

・観光事業導入の検討にあたり、漁協自営事業等でダイビングを行って
いる先進地から講師を招聘し、学習会を行う。

・観光事業の導入は、浜の活力再生プランで定める漁業収入向上のため
の取組にあたり、浜の活力再生プランで定める漁業収入向上に繋がる
（取組項目⑤）

21世紀の漁業担
い手確保推進事
業（県、町）

　町ホームページに新規就業者の支援策を掲示し、新規就業者を募集す
る。

　新規就業者の増加は、浜の活力再生プランで定める漁業収入向上のた
めの取組にあたり、浜の活力再生プランで定める漁業収入向上に繋が
る。(取組項目⑥）
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