
別記様式第１号 別添 
浜の活力再生プラン 

 
１ 地域水産業再生委員会 

組 織 名  佐渡両津地区地域水産業再生委員会 
代表者名 会長 加藤 隆 

  
再生委員会の 

構成員 
佐渡漁業協同組合両津支所 
佐渡市農林水産課 

オブザ－バ－ 新潟県佐渡地域振興局農林水産振興部水産庁舎 
 ※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。 

対象となる地域の範囲及び漁業の種類 

【範囲】佐渡漁業協同組合両津支所 
【漁業種類】  刺網漁業（21 名）、えび籠漁業（4 名） 
       一本釣漁業（11 名）、採介藻漁業（81 名） 
                合計 117 名 

 ※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 

当地区は佐渡の玄関口にある両津湾を中心とした漁場を利用し、刺網漁業、えび籠漁業、一

本釣漁業、採介藻漁業と多種多様な漁業が営まれており、漁獲される多くの魚介類は佐渡市場

への出荷であったが、近年では島外市場へも一部の漁獲物は出荷されている。中でもえび籠で

漁獲されるナンバンエビについては新潟市場が主な出荷先となっている。 

また、平成２５年度の水揚量・水揚高は約７２６トン、約３４５，６４０千円で平成１８年

度と比較すると水揚量で５８％、水揚高では６６％となっている。これは近年の魚価安、資源

の減少、漁業者の高齢化、新規就業者の減少、更に離島である佐渡は高騰している燃料や漁業

資材のコストにも輸送費が上乗せされ、本土に比べ経営コストが割高となっており、採介藻漁

業については専業では生活するまでの収入は得られる状況にはなく、半農半漁という状況とな

っている。 
（２）その他の関連する現状等  

・平成１８年度に広域合併を行い佐渡漁業協同組合が発足した。その中で両津支所は４漁協（旧東

浜漁協、旧両津市漁協、旧第一羽吉浜漁協、旧外海府漁協）の漁協経営の合理化を図ってきた。 
・離島漁業再生支援交付金により自動製氷機、冷蔵庫の整備を実施し鮮度保持の取り組みを行って

いる。 
・試験的ではあるが水産加工品の開発、販路の開拓にも取組んでいる。 
・漁港施設の機能保全・管理の徹底に取組んでいる。 

３ 活性化の取組方針 
（１）基本方針  

１．《漁業世帯収入の向上》 
①魚価の向上   ：販路の拡大、鮮度保持技術の向上、地元水産物の消費拡大、低・未利用魚の

加工等。 
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②資源管理    ：海底清掃、種苗（ヒラメ・アワビ・サザエ等）放流等。 
③漁業者の確保  ：担い手確保及び後継者の育成に徹底して取組む。 
２．《漁業コスト削減》 
①燃油使用量削減 ：セーフティーネット構築事業への加入促進と省燃油活動の積極的な実施。 
②資材コスト削減 ：共同購入など推進 

（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 
 ・新潟県漁業調整規則により、体長制限、採捕禁止期間等を設けている 

 ※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。 
（３）具体的な取組内容（毎年毎に数値目標とともに記載） 
 １年目（平成２６年度） 

 
 
 
 
 
 
 
 
漁業収入向上の

ための取組 

以下の取組により漁業収入を基準年比 0.5%向上させる。 
取組内容は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こととする。 
 
① 魚価の向上 
 ・漁業者は販路拡大と流通方法の開拓をするため、試験的に東京都中央卸売市

場、大田市場へナンバンエビ等を出荷し、仲買人等と意見交換を行う。 
・漁業者は漁協の指導の下、船上での漁獲物の管理（マダイ、ブリ等の活〆、

神経〆、魚槽状態良質化）の講習会や先進地視察を検討し、市場価格の動向と

消費者ニーズの把握に努め有効と思われる鮮度保持技術と衛生管理の強化につ

いて検討を行う。 
・漁業者と漁協は低・未利用魚をツクエビの佃煮等に加工し、販売を行いつつ、

行政や観光業との情報交換会の開催を検討し、新商品の開発を模索する。（ツク

エビとは、エビ籠漁で漁獲される標準和名：ハサミモエビ。鮮度落ちが早く、

数量もまとまらず、破棄されることが多い。） 
・冬場に多く漁獲されるマダラが安値で取引されるため、漁業者は漁協と協力

し島内への販売強化について検討を行う。 
②資源管理 
・漁業者は漁協と共に海底清掃を行い、水産資源の生育環境と水質の改善に取

組み、種苗（ヒラメ・アワビ・サザエ）の放流を積極的に実施し、効果を検証

しつつ、場所、方法、時期、放流数や定着性の高い魚類放流を検討し水産資源

の底上げを図る。 
③漁業者の確保 
・漁業者は漁協と共に、新規漁業就業者総合支援事業を活用し、新規就業者に

対し、漁業研修を実施し、漁業者の育成・確保に取組む。 
④漁港施設の機能保全・管理の徹底 

 ・漁協は漁港施設の機能が引続き発揮されるよう適切な維持管理を推進する。 
 
 
 
漁業コスト削減

以下の取組により漁業コストを基準年比 1.5%削減させる。 
取組内容は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こととする。 
 
①燃料使用量削減 
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のための取組 ・漁業セーフティーネット構築事業への加入を推進し、燃油高騰に備える。 
・漁船の燃費向上のため、船底清掃を定期的に実施し、減速航行及び操業時間

短縮を行うことにより、燃料経費の削減を図る。 
②資材コスト削減 
・出荷用ポリ箱の経費を抑えるため、安価な供給先を選定する。 

活用する支援措

置等 

・離島漁業再生支援交付金 
・漁業セーフティーネット構築事業 
・省燃油活動推進事業 
・新規漁業就業者総合支援事業 
・水産物供給基盤機能保全事業 

２年目（平成２７年度） 
 
 
    
 
 
 
 
 
漁業収入向上の

ための取組 

以下の取組により漁業収入を基準年比 1.1%向上させる。 
取組内容は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こととする。 
 
① 魚価の向上 
・漁業者は販路拡大と流通方法の開拓をするため、試験的に東京都中央卸売市

場、築地市場及び石川中央魚市（株）へナンバンエビ等を出荷し、仲買人等と

意見交換を行う。 
・漁業者は漁協の指導の下、船上での漁獲物の管理（マダイ、ブリ等の活〆、

魚槽状態良質化）の講習会や先進地視察を実施し、市場価格の動向と消費者ニ

ーズの把握に努め有効と思われる鮮度保持技術と衛生管理の強化について検討

を行う。 
・漁業者と漁協は低・未利用魚ツクエビの佃煮等に加工し、販売を行いつつ、

行政や観光業、コンサルを交え情報交換会を開催し、カレイ、ナンバンエビ、

つくえび等の新商品の開発に取組む。 
・冬場に多く漁獲されるマダラが安値で取引されるため、漁業者は漁協と協力

して消費者ニーズに対応するよう外見ではわからないオス（白子）、メス（真子）

の選別を徹底し市場へ集荷する。また選別することによる市場価格の調査を実

施する。 
②資源管理 
・漁業者は漁協と共に海底清掃を行い、水産資源の生育環境と水質の改善に取

組み、種苗（ヒラメ・アワビ・サザエ）の放流を積極的に実施し、効果を検証

しつつ、場所、方法、時期、放流数や定着性の高い魚類放流を検討し水産資源

の底上げを図る。 
③漁業者の確保 
・漁業者は漁協と共に、新規漁業就業者総合支援事業を活用し、新規就業者に

対し、漁業研修を実施し、漁業者の育成・確保に取組む。 
④漁港施設の機能保全・管理の徹底 
 ・漁協は漁港施設の機能が引続き発揮されるよう適切な維持管理を推進する。 

 以下の取組により漁業コストを基準年比 1.5%削減させる。 
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漁業コスト削減

のための取組 

取組内容は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こととする。 
 
①燃料使用量削減 
・漁業セーフティーネット構築事業への加入を推進し、燃油高騰に備える。 
・漁船の燃費向上のため、船底清掃を定期的に実施し、減速航行及び操業時間

短縮を行うことにより、燃料経費の削減を図る。 
②資材コスト削減 
・出荷用ポリ箱の経費を抑えるため、安価な供給先を選定する。 

 
活用する支援措

置等 

・離島漁業再生支援交付金 
・漁業セーフティーネット構築事業 
・省燃油活動推進事業 
・新規漁業就業者総合支援事業 
・水産物供給基盤機能保全事業 

３年目（平成２８年度） 

漁業収入向上の

ための取組 

以下の取組により漁業収入を基準年比 1.7%向上させる。 
取組内容は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こととする。 
 
① 魚価の向上 
・漁業者は販路拡大と流通方法の開拓をするため、２年間の試験発送及び市場

研修を基にして販路の選定について検討する。 
・漁業者は漁協の指導の下、船上での漁獲物の管理（マダイ、ブリ等の神経〆、

魚槽状態良質化）の講習会や先進地視察を実施し、市場価格の動向と消費者ニ

ーズの把握に努め有効と思われる鮮度保持技術と衛生管理の強化について講師

を招いて技術の講習会を開催する。 
・漁業者と漁協は規格外のカレイ、ナンバンエビ、ツクエビ等の加工品を製造

し試作品を試験販売、市場調査を実施し、その結果について行政や観光業、コ

ンサルを交え情報交換会を継続的に開催する。 
・冬場に多く漁獲されるマダラが安値で取引されるため、漁業者は漁協と協力

してオス・メスの選別を徹底するとともに、刺し網漁によりキズの付いたマダ

ラを一次加工（真子、白子、身）し、販売することにより魚価の底上げを図る。 
②資源管理 
・漁業者は漁協と共に海底清掃を行い、水産資源の生育環境と水質の改善に取

組み、種苗（ヒラメ・アワビ・サザエ）の放流を積極的に実施し、効果を検証

しつつ、場所、方法、時期、放流数や定着性の高い魚類放流を検討し水産資源

の底上げを図る。 
③漁業者の確保 
・漁業者は漁協と共に、新規漁業就業者総合支援事業を活用し、新規就業者に

対し、漁業研修を実施し、漁業者の育成・確保に取組む。 
④漁港施設の機能保全・管理の徹底 
 ・漁協は漁港施設の機能が引続き発揮されるよう適切な維持管理を推進する。 
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漁業コスト削減

のための取組 

以下の取組により漁業コストを基準年比 1.5%削減させる。 
取組内容は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こととする。 
 
①燃料使用量削減 
・漁業セーフティーネット構築事業への加入を推進し、燃油高騰に備える。 
・漁船の燃費向上のため、船底清掃を定期的に実施し、減速航行及び操業時間

短縮を行うことにより、燃料経費の削減を図る。 
②資材コスト削減 
・出荷用ポリ箱の経費を抑えるため、安価な供給先を選定する。 

 
活用する支援措

置等 

・離島漁業再生支援交付金 
・漁業セーフティーネット構築事業 
・新規漁業就業者総合支援事業 
・水産物供給基盤機能保全事業 

４年目（平成２９年度） 
 
 
 
 
 
 
 
 
漁業収入向上の

ための取組 

以下の取組により漁業収入を基準年比 2.4%向上させる。 
取組内容は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こととする。 
 
① 魚価の向上 
・漁業者は販路拡大と流通方法の開拓をするため、佐渡ヶ島を前面に PR 活動

を行いつつ、首都圏を中心としてナンバンエビの出荷に取組む。 
・漁業者は漁協の指導の下、船上での漁獲物の管理（マダイ、ブリ等の各種沖

〆、魚槽状態良質化）の実証し、その効果を検証する。また鮮度保持技術と衛

生管理の強化について漁業種類別にマニュアルの作成の検討を行う。 
・漁業者と漁協は規格外のカレイ、ナンバンエビ、ツクエビ等の加工品を製造

し試作品を試験販売、市場調査を実施し、行政や観光業、コンサルを交え意見

交換会を開催する。 
・冬場に多く漁獲されるマダラが安値で取引されるため、漁業者は漁協と協力

し、今まで取り組んできたオス・メスの選別や一次加工を行い魚価の底上げを

図りつつ、更に魚食普及のため真タラを島内、県内にＰＲし、観光業とも連携

したマダラ祭を新しく開催することを検討する。 
②資源管理 
・漁業者は漁協と共に海底清掃を行い、水産資源の生育環境と水質の改善に取

組み、種苗（ヒラメ・アワビ・サザエ）の放流を積極的に実施し、効果を検証

しつつ、場所、方法、時期、放流数や定着性の高い魚類放流を検討し水産資源

の底上げを図る。 
③漁業者の確保 
・漁業者は漁協と共に、新規漁業就業者総合支援事業を活用し、新規就業者に

対し、漁業研修を実施し、漁業者の育成・確保に取組む。 
④漁港施設の機能保全・管理の徹底 
 ・漁協は漁港施設の機能が引続き発揮されるよう適切な維持管理を推進する。 
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漁業コスト削減

のための取組 

以下の取組により漁業コストを基準年比 1.5%削減させる。 
取組内容は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こととする。 
 
①燃料使用量削減 
・漁業セーフティーネット構築事業への加入を推進し、燃油高騰に備える。 
・漁船の燃費向上のため、船底清掃を定期的に実施し、減速航行及び操業時間

短縮を行うことにより、燃料経費の削減を図る。 
②餌料コスト削減 
・えび籠で使用する餌料の経費を抑えるため、安価な供給先を選定する。 

 
 
活用する支援措

置等 

・離島漁業再生支援交付金 
・漁業セーフティーネット構築事業 
・新規漁業就業者総合支援事業 
・水産物供給基盤機能保全事業 

 
５年目（平成３０年度） 

 
 
 
 
 
 
 
 
漁業収入向上の

ための取組 

以下の取組により漁業収入を基準年比 3.0%向上させる。 
取組内容は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こととする。 
 
① 魚価の向上 
・漁業者は販路拡大と流通方法の開拓をするため、佐渡ヶ島を前面に PR 活動

を行いつつ、首都圏を中心としてナンバンエビに加えてウスメバル、アカカレ

イの出荷に取組む。 
・漁業者は漁協の指導の下、船上での漁獲物の管理（マダイ、ブリ等の各種沖

〆、魚槽状態良質化）に適した方法での出荷に取組む。また鮮度保持技術と衛

生管理の強化について漁業種類別にマニュアルを作成し、漁協職員や荷受業者

を交えた研修会を行いマニュアルの実施を徹底する。 
・漁業者と漁協は規格外のカレイ、ナンバンエビ、ツクエビ等の加工品を製造

し商品を前年度までに行った市場調査等の情報を踏まえ販売を行う。また継続

的に行政や観光業、コンサルを交え意見交換会を開催し必要に応じて商品の改

良を行う。 
・冬場に多く漁獲されるマダラが安値で取引されるため、漁業者は漁協と協力

し、今まで取り組んできたオス・メスの選別や一次加工を行い魚価の底上げを

図りつつ、更に魚食普及のためマダラを島内、県内にＰＲし、観光業とも連携

した真タラ祭を実施する。 
②資源管理 
・漁業者は漁協と共に海底清掃を行い、水産資源の生育環境と水質の改善に取

組み、種苗（ヒラメ・アワビ・サザエ）の放流を積極的に実施し、検証した結

果により、適正な放流を実施し、さらなる水産資源の底上げを図る。 
③漁業者の確保 
・漁業者は漁協と共に、新規漁業就業者総合支援事業を活用し、新規就業者に
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対し、漁業研修を実施し、漁業者の育成・確保に取組む。 
 
④漁港施設の機能保全・管理の徹底 
 ・漁協は漁港施設の機能が引続き発揮されるよう適切な維持管理を推進する。 

 
 
 
 
漁業コスト削減

のための取組 

以下の取組により漁業コストを基準年比 1.5%削減させる。 
取組内容は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こととする。 
 
①燃料使用量削減 
・漁業セーフティーネット構築事業への加入を推進し、燃油高騰に備える。 
・漁船の燃費向上のため、船底清掃を定期的に実施し、減速航行及び操業時間

短縮を行うことにより、燃料経費の削減を図る。 
②餌料コスト削減 
・えび籠で使用する餌料の経費を抑えるため、安価な供給先を選定する。 

 
活用する支援措

置等 

・離島漁業再生支援交付金 
・漁業セーフティーネット構築事業 
・新規漁業就業者総合支援事業 
・水産物供給基盤機能保全事業 

 ※プランの実施期間が６年以上となる場合は、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）関係機関との連携 

行政、水産団体、流通業者等との連携を図り取組の実現を目指す。 
４ 目標 
（１）数値目標  

漁業所得の向上  ％以上 
基準年 平成  年度 ： 千円 

目標年 平成  年度 ： 千円 

（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  

事業名 事業内容及び浜の活力再生プランとの関係性 

離島漁業再生支援事業 
漁業者自らが、積極的に資源管理及び漁場の保全への取組。 
加工品の作成。販路拡大と流通方法の開拓。 

漁業セーフティーネット構築事業 燃油高騰に備え、漁業コストの削減を図る。 
省燃油活動推進事業 船底清掃及び減速航行等を行い、漁船の燃費向上を図る。 
新規漁業就労者総合支援事業 乗組員対策、新規就業者を支援する。 
水産物供給基盤機能保全事業 漁港施設の維持管理・機能保全を図る。 
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