
別記様式第 2 号 別添 

 

浜の活力再生広域プラン 
 

１ 広域水産業再生委員会 

 

広域委員会の

構成員 

五島地区地域水産業再生委員会 

五島ふくえ地区地域水産業再生委員会 

奈留町地区地域水産業再生委員会 

長崎県 

五島市 

オブザーバー  

※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 

五島市管内全域 

一本釣り漁業・延縄漁業 1,064 経営体（取組項目①、③、④、⑤） 

刺網漁業 193 経営体（取組項目①、③、④、⑤） 

定置網漁業 149 経営体（取組項目①、③、④、⑤） 

養殖漁業 38 経営体（取組項目②、③、④、⑤） 

まき網漁業 6 経営体（取組項目①、③、④、⑤） 

たこ漁業 14 経営体（取組項目①、③、④、⑤） 

  

２ 地域の現状 

（１）地域の水産業を取り巻く現状等 

五島市は九州本土から西に約 100km の沖合いに位置する離島地域であり、平成１６年に旧福江

市、南松浦郡富江町・玉之浦町・三井楽町・岐宿町・奈留町の１市５町の合併により誕生した。

 周囲を好漁場に囲まれ、古くから一本釣り･はえ縄漁業を中心とし、沿岸では定置網漁業や養殖

業、沖合では中型まき網漁業など様々な漁業が展開されてきたが、近年では水産資源の減少や魚

価の低迷により漁協合併が進み、平成８年には１６あった漁協が現在では五島漁業協同組合、五

島ふくえ漁業協同組合、奈留町漁業協同組合の３漁協に集約されている。 

 これらの市内３漁協による平成２５年度の地域内総生産量は 10,050 トン、生産額は 41 億円に

のぼるが、漁獲物の大半は市場流通を経てフェリー等で島外へ出荷されるため、流通面では多大

な輸送コストがかかっている。 

 このような状況の中、３漁協においてはそれぞれ独自に消費地との直接取引やインターネット

販売等に取り組んできているが、漁協個別の取引では情報発信力が弱く、継続的に出荷を続ける
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ことが難しいことから、新たな販路開拓が進んでいないのが実情である。 

 なおかつ、市内３漁協では漁業者によって漁獲物の締め方や温度管理、衛生管理等の取扱方

法が大きく異なるため、漁獲物の品質にバラつきが生じている。そのため市場出荷においては魚

価が低品質のものに影響されがちで、高い鮮度保持技術を施した漁獲物であっても価格に反映さ

れにくいため漁業者の所得向上につながらない、という負のスパイラルに陥っている。 

 さらに、地区全体の 67.7％が 60 歳以上の漁業者で占められており、高齢化や後継者不足が深

刻化している。加えて漁船、漁労機器等の老朽化なども伴い、漁業を取り巻く環境は、年々厳し

さを増しており、漁業経営を維持することが困難となっている。 

 

（２）その他の関連する現状等 

五島市内の３漁協ごとに地域水産業再生委員会を立ち上げ、平成２６年度にそれぞれの再生委

員会で「浜の活力再生プラン」を策定した。この中で“漁獲物の鮮度保持技術の向上及び流通販

売の取組”を共通テーマとして掲げ、地域全体が一丸となって取り組んでいくこととして、五島

市広域再生委員会を立ち上げ、浜の機能再編広域プランを策定したところである。 

 

３ 競争力強化の取組方針 

（１）機能再編・地域活性化に関する基本方針 

● 地域全体で統一した取扱基準のもとで処理された漁獲物を五島地域全体の地域ブランドとし

て扱い、３漁協が連携して出荷体制を構築し、消費地の小売業者等との直接取引を推進する

ことにより漁獲物の単価向上を図るとともに、直接取引により消費地における地域ブランド

の評価を高めたのち、既存の市場流通においても地域ブランドの出荷量を増やし、漁業者の

所得向上を図る 

● 市、県、漁協、漁業者が一体となって、新たな漁法の導入、漁労作業の協業化、磯焼け対策

など生産性を向上させるための取り組みを実施し、地域全体の競争力を強化する。 

 

 

（２）中核的担い手の育成に関する基本方針 

当地域の漁業は、多くが 1 名あるいは 2 名程度で操業する一本釣り漁業を中心とした「独立型

漁業」と、中小型まき網漁業、定置網漁業、刺網漁業、魚類養殖業などの「雇用型漁業」に大別

される。いずれも季節や魚種に応じ、多様な漁業を展開しており、この多様性の維持、発展が漁

業の再生に寄与するものと考える。こうした漁業者のうち、漁業経営セーフティーネット構築事

業への加入を前提として、次に掲げるいずれかに該当する者について、各漁協の推薦を受けた上

で、当再生委員会が「中核的漁業者」と認定する。 

・県、市、漁協等による経営改善指導を受けるなど漁家経営の安定化に意欲的な者 

・独立型漁業においては、五島市の独立型漁業研修生の受入に積極的な者 

・雇用型漁業においては、新規漁業就業者総合支援事業等を活用した雇用拡大に積極的な者 

・次世代を担い地域をけん引するリーダーとなりうる者（漁業士、青年部等） 



中核的漁業者が中心となって、生産性の向上、競争力の強化などを推進し、活力ある漁村の再

生を目指す。 

 

（３）漁獲努力量の削減・維持及びその効果に関する担保措置 

それぞれの地区で策定した資源管理計画を推進していくとともに、磯焼け対策なども積極的に実

施し、漁場の管理・改善を行う。 

 

（４）具体的な取組内容（毎年ごとに数値目標とともに記載） 

 １年目（平成２７年度） 

地域活性化に

向けた取組 

①地域ブランド化推進関連 

・関係機関指導の下、本取組に賛同する一本釣・定置網漁業者と漁協職員を中

心とした活け〆研究会を設立する 

・活け〆研究会は行政機関の指導を受けながら、活け締めの効果が期待される

イサキ、ブリ、ヒラマサ、ハタ類等の魚種を選定し、締め方、温度管理、衛生

管理等の取扱方法について試行を繰り返し、検討を深める 

・あわせて活け〆研究会は大学等と連携し肉質分析等の科学的検証を行うほか

官能検査、都市部の小売店等への試験出荷を繰り返し各方面からの評価を得た

うえで、魚種ごとに最適な取扱方法について検討を深める〔魚種ごとに２回程

度の検討を行う〕 

・漁協はインターネット販売により消費者ニーズに合わせたきめ細やかなサー

ビスを展開しつつ、高級志向の小売店等との直接取引を視野に入れ都市部への

営業活動を行う 

・これらの取組については都市部の市場ニーズの把握が欠かせないことから、

漁協は漁業者と一体となって、積極的な販売促進活動とあわせて市場調査等を

実施していく 

活用する支援

措置等 

・機能再編活性化支援事業 

 

 

２年目（平成２８年度） 

地域活性化に

向けた取組 

①地域ブランド化推進関連 

・活け〆研究会は１年目に引き続きマダイ、イシダイ等の魚種において締め方、

温度管理、衛生管理等の取扱方法について試行を繰り返し、検討を深める 

・活け締め対象魚種での検討を終えた後、五島市は漁業者代表、漁協、行政、

大学等を構成員とする技術認定委員会を設立する 

・技術認定委員会は活け〆研究会の活動によって得られた検証結果を行政機

関・大学等と共有し、ブランド対象魚種の決定及び各魚種における鮮度保持・



衛生管理にかかる厳格な取扱基準を定める 

・技術認定委員会は取扱基準に基づく認定要綱を定め、漁業者･漁協職員からの

申請を受け付け鮮度保持･衛生管理にかかる技量･知識を審査し、認定基準を満

たす者にライセンスを与える〔認定者 15 名を目標とする〕 

・ライセンスを持つ認定者によって活け締め、箱立てされた鮮魚を五島地域全

体としての地域ブランドとして取り扱う 

・同時に、技術認定委員会は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、五島地域内で本取組の普及･啓発を図る 

・漁協はブランド認定制度のプロモーション活動としてインターネットでの情

報発信に取り組むとともに消費地の小売店等へ積極的に働きかけ、直接取引に

より高値で販売していく 

・再生委員会は、ライセンス認定された漁業者について、広域浜プラン実証調

査事業を活用して、関東をはじめとした各地区の飲食店に鮮魚の出荷実験を

し、評価を得る。その評価を漁業者へ伝え、出荷の際に必要な事項を検討して

いく。 

②養殖用餌料確保関連 

・漁協、養殖漁業者は魚類養殖用の生餌の調達について、管内での横断的な取

組を実施する。 

・再生委員会は生餌の調達について、全国団体、漁連と連携した取組を開始す

る。 

③漁家経営安定化関連 

・漁協は、競争力強化型機器等導入緊急対策事業の実施に向けて、漁業者へ周

知を図るとともに、希望のあった漁業者とともに KPI の策定に向けて、漁家

経営状況の見直しを進める。 

・漁業者は、競争力強化型機器等導入緊急対策事業により、競争力の強化につ

ながる機器の導入を開始する。 

・漁業者は、機器の導入だけでなく、船底清掃（年 2 回推奨）の実施、減速航

行などにより、漁業経費の削減に努める。 

・漁業者は、県、市、漁協などが主催する漁業経営セミナー等に積極的に参加

し、漁家経営の見直しを図る。 

④中核的担い手育成関連 

・再生委員会は、基本方針に沿って中核的漁業者の認定を進める。 

・漁協は、認定された中核的漁業者がリースする中古船の検索を開始する。 

・中核的漁業者は、漁協と連携して、水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業

により、漁船リースを開始する。 

・中核的漁業者は、必要に応じて県、市、漁協等による経営改善指導を受け、

漁家経営の安定化に努める。 



・中核的漁業者は、船底清掃（年 2 回推奨）の実施、減速航行などにより、漁

業経費の削減に努める。 

・中核的漁業者のうち、雇用型漁業を営む者については、新規漁業就業者総合

支援事業による長期研修を実施するなどして、雇用の確保に努める。 

・中核的漁業者のうち、独立型漁業を営む者については、五島市と連携して、

独立型の漁業研修制度（新規漁業就業者総合支援事業による長期研修も含む）

の拡充に努める。 

⑤操業ルールの確立関連 

・漁業者は効率的な操業体制を確立するため、グループを結成し、事業計画を

立案の上、実施する。 

・漁協は結成したグループが円滑に活動できるよう支援する。 

⑥漁港、漁労施設の維持・管理 

・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、

漁業者は、漁港、漁労施設の適正な利用に努める。 

・漁協は保有する漁労施設の適切な維持管理に努めるとともに、機能集約等に

ついて、漁業者をはじめ関係者と協議する。 

・県、市は機能保全計画（県：5 漁港、市：37 漁港）に基づき、漁港の適切な

維持管理に努める。 

活用する支援

措置等 

・広域浜プラン緊急対策事業（広域浜プラン実証調査）（関連項目①） 

・養殖用生餌供給安定対策事業（関連項目②） 

・競争力強化型機器等導入緊急対策事業（関連項目③） 

・水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業（関連項目④） 

・新規漁業就業者総合支援事業（関連項目④） 

・効率的な操業体制の確立支援事業（関連項目⑤） 

・水産物供給基盤機能保全事業（関連項目⑥） 

・農山漁村地域整備交付金（関連項目⑥） 

 

３年目（平成２９年度） 

地域活性化に

向けた取組 

①地域ブランド化推進関連 

・技術認定委員会は引き続き五島地域内での認定制度の浸透を図り、認定者を

増加させる〔認定者延べ 20 名を目標とする〕 

・漁協個別の取引では情報発信力が弱く継続的に出荷を行うことが難しいこと

から、ブランド製品については市内３漁協で連携して販売していくこととし、

漁協間で連携体制作りについて検討を始める。まずは、市場出荷に向けて、漁

協間で統一した、箱、パーチ、シール、ＰＲ用のポスターを検討する。 

・市内３漁協は連携して消費地の小売店等との商談を積極的に進め、直接取引

によるブランド製品の販路を拡大し、消費地でのブランド認知度の向上を図る



・同時に、市内３漁協は通常の市場流通への出荷を見据え、消費地でのブラン

ド製品の評価をアピールするために各市場への試験出荷を行う 

②養殖用餌料確保関連 

・漁協、養殖業者は生餌の調達コストを下げるべく、引き続き連携して調達に

取り組む。 

③漁家経営安定化関連 

・漁業者は競争力強化型機器等導入緊急対策事業により導入した機器の効果等

を分析するとともに、KPI の達成状況を確認する。また、その効果等について

地区内漁業者への周知を図る。 

・漁業者は、引き続き、船底清掃（年 2 回推奨）の実施、減速航行などにより、

漁業経費の削減に努める。 

④中核的担い手育成関連 

・中核的漁業者は、漁家経営の分析を行い、KPI の達成状況を確認する。また、

その効果等について地区内漁業者への周知を図る。 

・中核的漁業者は、経営改善指導に基づき、漁業経営の安定化に努める。 

・中核的漁業者は、引き続き、船底清掃（年 2 回推奨）の実施、減速航行など

により、漁業経費の削減に努める。 

・中核的漁業者のうち、雇用型漁業を営む者については、引き続き、新規漁業

就業者総合支援事業による長期研修を実施するなどして、雇用の確保に努め

る。 

・中核的漁業者のうち、独立型漁業を営む者については、引き続き、五島市と

連携して、独立型の漁業研修制度（新規漁業就業者総合支援事業による長期研

修も含む）の拡充に努める。 

⑤操業ルールの確立関連 

・漁業者は効率的な操業ルールの分析を行い、その効果を周知する。併せて KPI

の達成状況を確認する。 

・漁協は結成したグループの分析作業などを支援する。 

⑥漁港、漁労施設の維持・管理 

・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、

漁業者は、漁港、漁労施設の適正な利用に努める。 

・漁協は保有する漁労施設の適切な維持管理に努めるとともに、機能集約等に

ついて、漁業者をはじめ関係者と協議する。 

・県、市は機能保全計画（県：5 漁港、市：37 漁港）に基づき、漁港の適切な

維持管理に努める。 

活用する支援

措置等 

・広域浜プラン緊急対策事業（広域浜プラン実証調査）（関連項目①） 

・養殖用生餌供給安定対策事業（関連項目②） 

・競争力強化型機器等導入緊急対策事業（関連項目③） 



・水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業（関連項目④） 

・新規漁業就業者総合支援事業（関連項目④） 

・効率的な操業体制の確立支援事業（関連項目⑤） 

・水産物供給基盤機能保全事業（関連項目⑥） 

・農山漁村地域整備交付金（関連項目⑥） 

 

 ４年目（平成３０年度） 

地域活性化に

向けた取組 

①地域ブランド化推進関連 

・技術認定委員会は引き続き五島地域内での認定制度の浸透を図り、認定者を

増加させる〔認定者延べ 25 名を目標とする〕 

・市内３漁協は引き続き消費地との直接取引を積極的に推進し、ブランド製品

の出荷量を増やし、消費地での認知度向上を図る 

・ブランド製品については市内３漁協で連携した販売体制作りについて検討を

深める。具体的には、受注、発送窓口の一本化、決済方法、販路の共有、漁協

間での商品の受け渡しなどについて検討する。 

・漁協は市場流通でのブランド製品出荷量を徐々に増やしていき、市場流通に

おける評価を高める 

②養殖用餌料確保関連 

・漁協、養殖業者は生餌の調達コストを下げるべく、引き続き連携して調達に

取り組む。 

③漁家経営安定化関連 

・漁業者は競争力強化型機器等導入緊急対策事業により導入した機器の効果等

を分析するとともに、KPI の達成状況を確認する。 

・漁業者は、引き続き、船底清掃（年 2 回推奨）の実施、減速航行などにより、

漁業経費の削減に努める。 

④中核的担い手育成関連 

・漁船リースを開始した中核的漁業者は、漁家経営の分析を行い、KPI の達成

状況を確認する。 

・中核的漁業者は、経営改善指導に基づき、漁業経営の安定化に努める。 

・中核的漁業者は、引き続き、船底清掃（年 2 回推奨）の実施、減速航行など

により、漁業経費の削減に努める。 

・中核的漁業者のうち、雇用型漁業を営む者については、引き続き、新規漁業

就業者総合支援事業による長期研修を実施するなどして、雇用の確保に努め

る。 

・中核的漁業者のうち、独立型漁業を営む者については、引き続き、五島市と

連携して、独立型の漁業研修制度の拡充（新規漁業就業者総合支援事業による

長期研修も含む）に努める。 



⑤操業ルールの確立関連 

・漁業者は引き続き、効率的な操業ルールの分析を行い、その効果を周知する。

併せて KPI の達成状況を確認する。 

⑥漁港、漁労施設の維持・管理 

・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、

漁業者は、漁港、漁労施設の適正な利用に努める。 

・漁協は保有する漁労施設の適切な維持管理に努めるとともに、機能集約等に

ついて、漁業者をはじめ関係者と協議する。 

・県、市は機能保全計画（県：5 漁港、市：37 漁港）に基づき、漁港の適切な

維持管理に努める。 

活用する支援

措置等 

・県単の販売促進関連事業（関連項目①） 

・広域浜プラン緊急対策事業（広域浜プラン実証調査）（関連項目①） 

・養殖用生餌供給安定対策事業（関連項目②） 

・競争力強化型機器等導入緊急対策事業（関連項目③） 

・水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業（関連項目④） 

・新規漁業就業者総合支援事業（関連項目④） 

・効率的な操業体制の確立支援事業（関連項目⑤） 

・水産物供給基盤機能保全事業（関連項目⑥） 

・農山漁村地域整備交付金（関連項目⑥） 

 

 ５年目（平成３１年度） 

地域活性化に

向けた取組 

①地域ブランド化推進関連 

・技術認定委員会は引き続き五島地域内での認定制度の浸透を図り、認定者を

増加させる 〔認定者延べ 30 名を目標とする。認定者は地域のリーダーとなっ

て、他の漁業者へ技術等を普及させ、地域全体のスキルアップを図る。〕 

・漁協は引き続き消費地との直接取引に積極的に取り組み、ブランド製品の出

荷量を増やし、消費地での認知度向上を図る 

・市内３漁協はブランド製品については、窓口の一本化などにより、連携して

販売していく 

・漁協は市場流通でのブランド製品販売量を増やしていき、ブランド製品の販

売量の増加を図る 

・また、イセエビ、アワビ等の活魚についても３漁協連携の販売体制により販

売していく 

②養殖用餌料確保関連 

・漁協は生餌の確保のための集積基地が必要な場合は、市、県、国と連携して、

施設整備の検討を行う。 

・漁協、養殖業者は生餌の調達コストを下げるべく、引き続き連携して調達に



取り組む。 

③漁家経営安定化関連 

・漁業者は競争力強化型機器等導入緊急対策事業により導入した機器の効果等

を分析するとともに、KPI の達成状況を確認し、最終年度である 32 年度に向

けて準備をする。 

・漁業者は、引き続き、船底清掃（年 2 回推奨）の実施、減速航行などにより、

漁業経費の削減に努める。 

④中核的担い手育成関連 

・中核的漁業者は、漁家経営の分析を行い、KPI の達成状況を確認し、最終年

度である 32 年度に向けて準備をする。 

・中核的漁業者は、経営改善指導に基づき、漁業経営の安定化に努める。 

・中核的漁業者は、引き続き、船底清掃（年 2 回推奨）の実施、減速航行など

により、漁業経費の削減に努める。 

・中核的漁業者のうち、雇用型漁業を営む者については、引き続き、新規漁業

就業者総合支援事業による長期研修を実施するなどして、雇用の確保に努め

る。 

・中核的漁業者のうち、独立型漁業を営む者については、引き続き、五島市と

連携して、独立型の漁業研修制度の拡充（新規漁業就業者総合支援事業による

長期研修も含む）に努める。 

⑤操業ルールの確立関連 

・漁業者は引き続き、効率的な操業ルールの分析を行い、その効果を周知する。

併せてKPIの達成状況を確認し、最終年度である 32年度に向けて準備をする。

⑥漁港、漁労施設の維持・管理 

・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、

漁業者は、漁港、漁労施設の適正な利用に努める。 

・漁協は保有する漁労施設の適切な維持管理に努めるとともに、機能集約等に

ついて、漁業者をはじめ関係者と協議する。 

・県、市は機能保全計画（県：5 漁港、市：37 漁港）に基づき、漁港の適切な

維持管理に努める 

活用する支援

措置等 

・県単の販売促進関連事業（関連項目①） 

・養殖用生餌供給安定対策事業（関連項目②） 

・競争力強化型機器等導入緊急対策事業（関連項目③） 

・水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業（関連項目④） 

・新規漁業就業者総合支援事業（関連項目④） 

・効率的な操業体制の確立支援事業（関連項目⑤） 

・水産物供給基盤機能保全事業（関連項目⑥） 

・農山漁村地域整備交付金（関連項目⑥） 



 

（５）関係機関との連携 

◆ 漁獲物の鮮度保持技術の向上 

・ 活け〆研究会（事務局：長崎県五島振興局五島水産業普及指導センター）は大学等研究機

関と連携しながら肉質分析や官能検査等の科学的検証を行い、魚種ごとにもっとも適切な

鮮度保持･衛生管理技術について検討する 

・ 技術認定委員会（事務局：五島市）は活け〆研究会の活動によって得られた検証結果を行

政機関･大学等と共有し、ブランド対象魚種の決定及び各魚種における鮮度保持・衛生管

理にかかる厳格な取扱基準を策定し、漁業者･漁協職員の中から技術者を認定する 

◆ 流通販売の取組 

・ 認定者によって活け締め、箱立てされた鮮魚を地域ブランドとして扱い、漁協はそれぞれ

連携しながら、ブランド製品の消費地との直接取引、市場流通での販売により魚価を向上

させ、漁業者の所得向上を図る 

 

（６）他産業との連携 

地域ブランド化した鮮魚については、島外出荷だけでなく、五島市観光協会等と連携し、島内で

観光客へ提供できるよう、連携して事業を推進する。 

 

４ 活性化指標 

（１）活性化指標の考え方 

五島地域全体で高い取扱技術の元で活け締め、箱立てされた鮮魚を地域ブランドとして販売し

ていくことから、ブランド製品の単価向上を活性化指標と定める。 

なお、消費地小売店等との直接取引における販売単価は流通過程の簡略化によって向上する部

分もあるので、本プランにおいては真にブランド化による効果を計るため、基準年･目標年にお

ける市場卸値での単価により比較を行うものとする。 

 



（２）活性化指標 

【地域ブラン

ド化に関する

活性化指標】

ブランド対象

魚種の 
単価向上 
（円/kg） 

 

※ 対象魚種につい

ては技術認定委

員会で検討する

ため、右記の魚種

は現状での候補 

イサキ 基準年 平成 26 年度平均  ： 926 円  

目標年 平成 31 年度    ： 1,112 円  

ブリ 基準年 平成 26 年度平均  ： 612 円  

目標年 平成 31 年度    ： 734 円  

ヒラマサ 基準年 平成 26 年度平均  ： 868 円  

目標年 平成 31 年度    ： 1,042 円  

マダイ 基準年 平成 26 年度平均  ： 662 円  

目標年 平成 31 年度    ： 794 円  

イシダイ 基準年 平成 26 年度平均  ： 1,044 円  

目標年 平成 31 年度    ： 1,252 円  

イシガキダイ 基準年 平成 26 年度平均  ： 1,004 円  

目標年 平成 31 年度    ： 1,204 円  

ハタ類 基準年 平成 26 年度平均  ： 1,340 円  

目標年 平成 31 年度    ： 1,608 円  

アラ（クエ） 基準年 平成 26 年度平均  ： 5,061 円  

目標年 平成 31 年度    ： 6,074 円  

メジナ 基準年 平成 26 年度平均  ： 447 円  

目標年 平成 31 年度    ： 537 円  

マアジ 基準年 平成 26 年度平均  ： 577 円  

目標年 平成 31 年度    ： 692 円  

サバ類 基準年 平成 26 年度平均  ： 423 円  

目標年 平成 31 年度    ： 508 円  

アオリイカ 基準年 平成 26 年度平均  ： 1,100 円  

目標年 平成 31 年度    ： 1,320 円  

ヤリイカ 基準年 平成 26 年度平均  ： 1,176 円  

目標年 平成 31 年度    ： 1,411 円  

イセエビ（活魚） 基準年 平成 26 年度平均  ： 4,628 円  

目標年 平成 31 年度    ： 価格維持 

アワビ（活魚） 基準年 平成 26 年度平均  ： 5,865円  

目標年 平成 31 年度    ： 価格維持  

 



【中核的漁業

者に関する活

性化指標】 
新規漁業就業

者数の増加 

中核的漁業者が

中心となって、新

規漁業就業者（雇

用型・独立型）を

基準年に比して

20％増加させる 

基準年 平成 27 年度    ： 12.6 人 

 

目標年 平成 31 年度    ： 15.0 人  

 

（３）上記の算出方法及びその妥当性 

【地域ブランド化推進関連】 

基準：３漁協における市場卸値の平均単価 

目標：ブランド製品の市場卸値の平均単価（基準の 1.2 倍） 

【中核的漁業者関連】 

基準：五島市の過去 3 カ年の平均新規就業者数 

目標：基準の 1.2 倍 

 

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 事業内容及び浜の機能再編広域プランとの関係性 

能再編活性化支援事業 

新水産業収益性向上･活性

化支援事業（県） 

 

県単の販売促進関連事業 

 

 

 

 

 

広域浜プラン緊急対策事

業（広域浜プラン実証調

査） 

 

養殖用生餌供給安定対策

事業 

 

効率的な操業体制の確立

支援事業 

◆ 漁獲物の鮮度保持技術の向上 

漁獲物の鮮度保持･衛生管理技術向上のための活け締め比較試

験、肉質分析、試験販売 

 

◆ 漁獲物の鮮度保持技術の向上 

漁獲物の鮮度保持･衛生管理技術向上のための活け締め比較試

験、肉質分析、試験販売 

◆ 流通販売の取組 

  ブランド製品の売り込み、商談 

 

◆ 漁獲物の鮮度保持技術の向上 

漁獲物の鮮度保持･衛生管理技術向上のための活け締め比較試験、

肉質分析、試験販売 

 

◆ 養殖餌料の確保 

 

 

◆ 操業体制の確立 

 



 

競争力強化型機器等導入

緊急対策事業 

 

水産業競争力強化漁船導

入緊急支援事業 

 

◆ 内燃機関の換装等により競争力の強化を図る。 

 

 

◆ 中核的漁業者への漁船リース事業を実施する。 

 


