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大分県漁業協同組合姫島支店、姫島村、姫島車えび養殖株式会社、
大分県農業協同組合姫島事業部、商工会、加工業者、大分県東部振興局
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対象となる地域の範囲及び漁業の種類

姫島地域１１７名（延べ３３７人）
ごち網漁業(２名)、刺網漁業(１５７名)、たこ壺漁
業(１３名)、潜水漁業(２４名)、釣漁業(６３名)、
延縄漁業(２１名)、採藻(５７名)、養殖業

　姫島村は、大分県の国東半島の北部沖6kmに位置し、瀬戸内海の伊予灘、周防灘に面した
離島である。水産業は姫島村の基幹産業であり、漁船漁業では、主に釣り漁業、刺網漁業、
はえなわ漁業、潜水漁業などが営まれている。平成24年の漁獲量は720トン、漁獲金額
554,688千円であり、主に漁獲される魚種は、タチウオ、タコ類、カレイ類、スズキ、クル
マエビ、ヒジキ等である。また、使用する漁船は5トン未満クラスのものがほとんどであ
り、24年度の総数は220隻となっている。
　しかし、近年の魚価の低迷、主要魚種であるタチウオなどの漁獲量の減少に加え、燃油の
高騰による漁業コストの上昇などにより、漁家経営は厳しくなっている。
  姫島村では、これまで水産資源の維持・増大を図るため、漁場の整備拡大を積極的に行う
とともに、「漁業期節定」と呼ばれる独自の指針による資源の管理、種苗の放流、海岸清掃
などにも取り組んできたが、依然として漁獲量は減少傾向にある。
  一方、クルマエビの養殖も行われており、平成25年の生産量は115トンである。全国有数
の産地として知られ、姫島クルマエビは全国的なブランドとなっているが、疾病対策は未だ
確立されていないため、継続的な対策や複合養殖の検討を行う必要がある。

（２）その他の関連する現状等

　漁業者の高齢化に加えて、後継者や新規就業者が減少しており、それに伴い基幹産業であ
る漁業に携わる人口も減少している。
　漁協としては、魚価の単価アップを目的に、平成１４年度に村が整備した水産加工施設を
利用してお土産用や村内の学校給食用に水産加工品を製造しているが、販路開拓や新商品開
発については、まだまだ検討しなければならない。
　クルマエビ養殖においては、平成２４年度に高い鮮度を保ったまま凍結できるアルコール
冷凍機を導入し、新商品「おさしみ用凍眠凍結車えび」の販売を開始した。活きクルマエビ
に近い鮮度を保つことから、利便性を重視する消費者ニーズとも相まって認知度が高まり、
販売が好調である。今後、姫島村が新たな食べ方として推進する「姫島車えびしゃぶしゃ
ぶ」の定着により、さらなる需要増加が見込まれる。
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３　活性化の取組方針

1年目（平成２６年度）以下の取組により漁業所得を基準年対比６．９１％向上させる。

（１）基本方針

　漁獲量を維持・増大するため、資源管理型漁業の強化に取り組むとともに、漁港の整備・
改修を行う。養殖業については、クルマエビ養殖及び海藻養殖を推進することで、漁業収入
の向上を図る。また、水産加工品の開発や販売促進活動等を行い、販路の拡大を図る。加え
て、新規就業者を増やすことで、漁業に携わる人口の維持・増加を図る。さらに、漁業経営
を大きく圧迫している漁業用燃油の高騰に対応するため、減速航行及び省エネ機器の導入に
よる燃油コストの削減を図る。

（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

（公的規制）大分県漁業調整規則、大分海区漁業調整委員会指示
（自主規制）姫島支店資源管理計画、漁業期節定（＝姫島支店　共第8号漁業権行使規約）

（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

【資源管理】
○　漁協及び漁業者は、将来的に漁獲量を維持・増大するため資源管理型漁
業の強化に取り組み漁業資源の維持・増大を目指すこととする。具体的には
以下を取り組む。
・　潜水漁業者は、潜水の対象種（アワビ、ウニ、ナマコ等）について、総
量規制、禁漁区の設定、操業時間の短縮等について検討する。
・　潜水漁業者は、２６年度まで本格的に漁獲されていなかったイワガキに
ついて２７年度以降継続的に漁獲していく方法（漁獲日数、漁獲割当量の設
定等）を検討する。
・　漁業者は、オニオコゼについて、単価の安い小型魚を保護するために重
量制限を検討する。
・　釣り漁業者は、タチウオの産卵期保護のための休漁や小型魚の再放流等
の自主的な資源管理を行う。
・　漁業者は、アワビ等種苗の放流を行い、資源量の増大を図る。
・　漁協は、漁業者に資源管理の重要性を啓発することを目的に研修会を実
施し、講師として瀬戸内水研や大分県職員等を招聘する。また、県外の漁業
管理先進地へ視察研修を実施する。
・　漁協及び漁業者は、資源の保護・増大のため、姫島周辺漁場への魚礁の
設置や漁労の軽減や安全性の向上のための漁港の整備・改修について、必要
に応じて村や県に要望する。

【養殖業】
○　漁協及び漁業者は、養殖業を推進することにより漁業収入の向上を目指
すこととする。具体的には以下に取り組む。
・　クルマエビ養殖業者は、生産量の安定化をはかるために瀬戸内水研や県
の協力の下、疾病対策を行う。具体的には、クルマエビ養殖に大打撃を与え
るＰＡＶウィルスの蔓延を予防するため採卵用親エビ、採卵した卵、ふ化後
の稚エビ等々の各段階及びその後定期的に検体を研究機関に提供して、ウイ
ルスの早期発見、早期対応に努める。
また、クルマエビの疾病のリスク分散策として、クルマエビ養殖場の特性を
活用したアサリとの複合養殖の導入について、県と共同研究を行う。
・漁協は、新たな漁業収入源としてワカメ、アオサ等の藻類養殖振興につい
て検討する。

　

　

　

　



２年目（平成２７年度）以下の取組により漁業所得を基準年対比８．７７％向上させる。

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

【加工】
○　漁協及び漁業者は、水産加工品の開発や販売促進活動に取り組み漁業収
入の向上を目指すこととする。具体的には以下に取り組む。
・　漁協は、漁獲量が多い魚種（エソ、キス、タコなど）を原料とする加工
品を新たに開発し、村内外の給食で利用することについて関係者（栄養士
会、大分県漁協本店等）と協議・検討を行う。
・漁協は、既存のお土産商品のブラッシュアップ及び新商品の開発を検討す
る。このため、まずは消費者ニーズを把握する。消費者ニーズの把握は、大
分市の漁協直営店にて姫島フェアを開催し、現行商品を売りながら消費者の
ニーズを聴き取りやアンケートにより収集することとし、関係者（県漁協本
店等）と姫島フェアの開催を具体的に検討する。
・　漁協及び漁業者は、凍眠凍結クルマエビの需要が高まっていることを踏
まえ、大型の凍眠凍結機を備えた加工場の新設（機器の導入）について関係
者で検討する。
・　漁協は、漁業者に対する加工の重要性（小型魚、投棄魚の利用価値や付
加価値の付け方等）の啓発を目的に、県内の加工業者等を講師に招いて研修
会を実施する。

【後継者対策】
・漁協は、地域の基幹産業である水産業に携わる人口の維持・増大を目指し
て、新たな新規就業者対策について村・県も含めて検討する。

漁業コスト削
減のための取
組

・全漁業者は、燃油費向上のため１ノット減速航行に取り組み基準年度より
１５％消費燃油量削減に取り組む。

活用する支援
措置等

離島漁業再生支援交付金事業
水産資源管理実践支援事業（県単事業）
水産環境整備事業
水産物供給基盤機能保全事業
地方再生事業
省燃油活動推進事業
漁業経営セーフティネット構築事業
省エネ機器等導入推進事業

【資源管理】
○　漁協及び漁業者は、将来的に漁獲量を維持・増大するため資源管理型漁
業の強化に取り組み漁業資源の維持・増大を目指すこととする。具体的には
以下を取り組む。
・　潜水漁業者は、今年度より操業時間の短縮（８：００～１４：００→
８：００～１３：００）を行う、潜水の対象種（アワビ、ウニ、ナマコ等）
の禁漁場所については引き続き検討する。
・　潜水漁業者は、イワガキについて、漁獲日数（5－7月の小潮時）と漁獲
量制限を設定した上で本格操業を開始する。
・　漁業者は、オニオコゼの重量制限（300g未満は再放流）を導入する。
・　釣り漁業者は、タチウオの産卵期保護のための休漁や小型魚の再放流等
の自主的な資源管理を行う。
・　漁業者は、アワビ等種苗の放流を行い、資源量の増大を図る。
・　漁協は、漁業者に資源管理の重要性を啓発することを目的に研修会を実
施し、講師として瀬戸内水研や大分県職員等を招聘する。また、県外の漁業
管理先進地へ視察研修を実施する。
・　漁協及び漁業者は、資源の保護・増大のため、姫島周辺漁場への魚礁の
設置や漁労の軽減や安全性の向上のための漁港の整備・改修について、必要
に応じて村や県に要望する。

　

　

　

　

　

　



漁業収入向上
のための取組

　

　

　

　
　

　
　

　

【養殖業】
○　漁協及び養殖業者は、養殖業を推進することにより漁業収入の向上を目
指すこととする。具体的には以下に取り組む。
・　クルマエビ養殖業者は、生産量の安定化をはかるために瀬戸内水研や県
の協力の下、疾病対策を行う。
また、養殖業者はクルマエビの疾病のリスク分散策として、クルマエビ養殖
場の特性を活用したアサリとの複合養殖の導入について、県と試験養殖を開
始する。
・漁協は、新たな収入源としてワカメ、アオサ等の藻類養殖を振興すること
とし、新規着業者を募集する。

【加工】
○　漁協及び漁業者は、水産加工品の開発や販売促進活動に取り組み漁業収
入の向上を目指すこととする。具体的には以下に取り組む。
・　漁協は、漁獲量が多い魚種（エソ、キス、タコなど）を原料とする加工
品の村内外の給食での利用について、引き続き関係者（栄養士会、大分県漁
協本店等）と具体的に協議・検討を行う。
・　漁協は、既存のお土産商品のブラッシュアップ及び新商品開発を検討す
るにあたり、大分市の漁協直営店において姫島フェアを開催し、アンケート
等で消費者ニーズを把握する。
・　漁協及び漁業者は、凍眠凍結クルマエビの需要が高まっていることか
ら、大型の凍眠凍結機を備えた加工場の新設（機器の導入）について養殖業
者を中心に関係者で検討する。
・漁協は、漁業者に加工の重要性（小型魚、投棄魚の利用価値や付加価値の
付け方等）の啓発を目的に、県内の加工業者等を講師に招いて研修会を実施
する。

【後継者対策】
・漁協は、地域の基幹産業である水産業に携わる人口の維持・増大を目指し
て、新規の県単事業を活用して新規就業者を1人受け入れる。

漁業コスト削
減のための取
組

・全漁業者は、燃油費向上のため１ノット減速航行に取り組み基準年度より
１５％消費燃油量削減に取り組む。

活用する支援
措置等

離島漁業再生支援交付金事業
水産資源管理実践支援事業（県単事業）
水産環境整備事業
水産物供給基盤機能保全事業
地方再生事業
新規就業者対策事業（仮：県単）
省燃油活動推進事業
漁業経営セーフティネット構築事業
省エネ機器等導入推進事業



３年目（平成２８年度）以下の取組により漁業所得を基準年対比９．３２％向上させる。

漁業収入向上
のための取組

【資源管理】
○　漁協及び漁業者は、将来的に漁獲量を維持・増大するため資源管理型漁
業の強化に取り組み漁業資源の維持・増大を目指すこととする。具体的には
以下に取り組む。
・　潜水漁業者は、引き続き短縮した操業時間を遵守する。また、新たに潜
水の対象種（アワビ、ウニ、ナマコ等）について禁漁区を設定する。
・　潜水漁業者は、イワガキについて今年度も漁獲日数（5－7月の小潮時）
と漁獲量制限を設定し操業する。
・　漁業者は、オニオコゼの重量制限（300g未満は再放流）を導入する。
・　釣り漁業者は、タチウオの産卵期保護のための休漁や小型魚の再放流等
の自主的な資源管理を行う。
・　漁業者は、アワビ等種苗の放流を行い、資源量の増大を図る。
・　漁協は、漁業者に資源管理の重要性を啓発することを目的に研修会を実
施し、講師として瀬戸内水研や大分県職員等を招聘する。また、県外の漁業
管理先進地へ視察研修を実施する。
・　漁協及び漁業者は、資源の保護・増大のため、姫島周辺漁場への魚礁の
設置や漁労の軽減や安全性の向上のための漁港の整備・改修について、必要
に応じて村や県に要望する。

【養殖業】
○　漁協及び養殖業者は、養殖業を推進することにより漁業収入の向上を目
指すこととする。具体的には以下に取り組む。
・　クルマエビ養殖業者は、生産量の安定化をはかるために瀬戸内水研や県
の協力の下、疾病対策を行う。
・　養殖業者は、養殖アサリの試験出荷を行い、売り方について検討する
（サイズ、重量等を揃え、1,000円／㎏以上での販売を目指す）
・　漁協は、引き続き新規着業者を募りワカメ経営体数を3経営体に、アオサ
経営体数を2経営体に拡大させる。

【加工】
○　漁協及び漁業者は、水産加工品の開発や販売促進活動に取り組み漁業収
入の向上を目指すこととする。具体的には以下に取り組む。
・　漁協は、漁獲量の多い魚種（エソ、キス、タコなど）を原料とする加工
品を製造し、村外の給食用として試験的に出荷する。
・　漁協は、消費者ニーズを踏まえ既存のお土産品の内容量等を見直して販
売する。
・　漁協及び漁業者は、姫島の特産品（特にクルマエビ）を活かした新商品
を試作し直売所で試験販売して消費者の反応を確認する。
・　漁協及び養殖業者は、凍眠凍結クルマエビの需要が高まっていることか
ら、大型の凍眠凍結機を備えた加工場の新設（機器の導入）について関係者
で検討する。
・　漁協は、漁業者に加工の重要性（小型魚、投棄魚の利用価値や付加価値
の付け方等）の啓発を目的に、県内の加工業者等を講師に招いて研修会を実
施する。

【後継者対策】
・漁協は、地域の基幹産業である水産業に携わる人口の維持・増大を目指し
て、県単事業を活用して新規就業者を1人受け入れる。

漁業コスト削
減のための取
組

・全漁業者は、燃油費向上のため１ノット減速航行に取り組み基準年度より
１５％消費燃油量削減に取り組む。



４年目（平成２９年度）以下の取組により漁業所得を基準年対比９．５３％向上させる。

活用する支援
措置等

離島漁業再生支援交付金事業
水産資源管理実践支援事業（県単事業）
水産環境整備事業
水産物供給基盤機能保全事業
新規就業者対策事業（仮：県単）
漁業経営セーフティネット構築事業

漁業収入向上
のための取組

【資源管理】
○　漁協及び漁業者は、将来的に漁獲量を維持・増大するため資源管理型漁
業の強化に取り組み漁業資源の維持・増大を目指すこととする。具体的には
以下に取り組む。
・　潜水漁業者は、引き続き短縮した操業時間及び新たに定めた禁漁区を遵
守して操業する。
・　潜水漁業者は、イワガキについて、引き続き漁獲日数（5－7月の小潮
時）と漁獲量制限を設定した上で操業する。
・　漁業者は、オニオコゼの重量制限（300g未満は漁獲しない）を導入す
る。
・　釣り漁業者は、タチウオの産卵期保護のための休漁や小型魚の再放流等
の自主的な資源管理を行う。
・　漁業者は、アワビ等種苗の放流を行い、資源量の増大を図る。
・　漁協は、漁業者に資源管理の重要性を啓発することを目的に研修会を実
施し、講師として瀬戸内水研や大分県職員等を招聘する。また、県外の漁業
管理先進地へ視察研修を実施する。
・　漁協及び漁業者は、資源の保護・増大のため、姫島周辺漁場への魚礁の
設置や漁労の軽減や安全性の向上のための漁港の整備・改修について、必要
に応じて村や県に要望する。

【養殖業】
○　漁協及び養殖業者は、養殖業を推進することにより漁業収入の向上を目
指すこととする。具体的には以下に取り組む。
・　クルマエビ養殖業者は、生産量の安定化をはかるために引き続き瀬戸内
水研や県の協力の下、疾病対策を行う。
・　養殖業者は、アサリの本格出荷開始（サイズ、重量等を揃え、1,000円／
㎏以上での販売を目指す。）
・　漁協は、引き続き新規着業者を募りワカメ経営体数を3経営体に、アオサ
経営体数を3経営体に拡大させる。

【加工】
○　漁協及び漁業者は、水産加工品の開発や販売促進活動に取り組み漁業収
入の向上を目指すこととする。具体的には以下に取り組む。
・　漁協は、漁獲量の多い魚種（エソ、キス、タコなど）の加工品を製造
し、村外の給食用として本格的に出荷する。
・　漁協は、消費者ニーズを踏まえ、既存の商品のパッケージ、内容量等を
見直して販売し、30年度までに販売金額を1.5倍にすることを目指す。
・　漁協及び漁業者は、姫島特産品（特にクルマエビ）を活かした新商品の
本格的な販売を開始する。
・　漁協は、加工場を新設（機器の導入）し、新規に開発された加工品の生
産を行う。
・　漁協は、漁業者に加工の重要性（小型魚、投棄魚の利用価値や付加価値
の付け方等）の啓発を目的に、県内の加工業者等を講師に招いて研修会を実
施する。

　



５年目（平成３０年度）以下の取組により漁業所得を基準年対比１２．１９％向上させる。

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

【後継者対策】
・　漁協は、地域の基幹産業である水産業に携わる人口の維持・増大を目指
して、県単事業を活用して新規就業者を1人受け入れる。

漁業コスト削
減のための取
組

・全漁業者は、燃油費向上のため１ノット減速航行に取り組み基準年度より
１５％消費燃油量削減に取り組む。

活用する支援
措置等

離島漁業再生支援交付金事業
水産資源管理実践支援事業（県単事業）
水産環境整備事業
水産物供給基盤機能保全事業
新規就業者対策事業（仮：県単）
産地水産業強化支援事業
漁業経営セーフティネット構築事業

漁業収入向上
のための取組

【資源管理】
○　漁協及び漁業者は、将来的に漁獲量を維持・増大するため資源管理型漁
業の強化に取り組み漁業資源の維持・増大を目指すこととする。具体的には
以下に取り組む。
・　潜水漁業者は、引き続き短縮した操業時間及び新たに定めた禁漁区を遵
守して操業する。
・　潜水漁業者は、イワガキについて引き続き漁獲日数（5－7月の小潮時）
と漁獲量制限を設定した上で操業する。
・　漁業者は、オニオコゼの重量制限（300g未満は再放流する）を厳守す
る。
・　釣り漁業者は、タチウオの産卵期保護のための休漁や小型魚の再放流等
の自主的な資源管理を行う。
・　漁業者は、アワビ等種苗の放流を行い、資源量の増大を図る。
・　漁協は、漁業者に資源管理の重要性を啓発することを目的に研修会を実
施し、講師として瀬戸内水研や大分県職員等を招聘する。また、県外の漁業
管理先進地へ視察研修を実施する。
・　漁協及び漁業者は、資源の保護・増大のため、姫島周辺漁場への魚礁の
設置や漁労の軽減や安全性の向上のための漁港の整備・改修について、必要
に応じて村や県に要望する。

【養殖業】
○　漁協及び養殖業者は、養殖業を推進することにより漁業収入の向上を目
指すこととする。具体的には以下に取り組む。
・　クルマエビ養殖業者は、生産量の安定化をはかるために瀬戸内水研や県
の協力の下、疾病対策を行う。
・　アサリ養殖業者は、養殖アサリの本格出荷開始（サイズ、重量等を揃
え、1,000円／㎏以上での販売を目指す）
・　漁協は、ワカメ経営体数を3経営体に、アオサ経営体数を5経営体に拡大
させる。

　

　

　

　

　



活用する支援
措置等

離島漁業再生支援交付金事業
水産資源管理実践支援事業（県単事業）
水産環境整備事業
水産物供給基盤機能保全事業
新規就業者対策事業（仮：県単）
産地水産業強化支援事業
漁業経営セーフティネット構築事業

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

【加工】
○　漁協及び漁業者は、水産加工品の開発や販売促進活動に取り組み漁業収
入の向上を目指すこととする。具体的には以下に取り組む。
・　漁協は、漁獲量の多い魚種（エソ、キス、タコなど）を原料とする加工
品を製造し、村外の給食用として本格的に出荷する。
・　漁協は、消費者ニーズを踏まえ、既存の商品のパッケージ、内容量等を
見直して漁協が販売し、30年度までに販売金額を1.5倍にすることを目指す。
・　漁協は、姫島の特産品（特にクルマエビ）を活かした新商品を引き続き
販売する。
・　漁協は、漁業者に加工の重要性（小型魚、投棄魚の利用価値や付加価値
の付け方等）の啓発を目的に、県内の加工業者等を講師に招いて研修会を実
施する。

漁業コスト削
減のための取
組

・全漁業者は、燃油費向上のため１ノット減速航行に取り組み基準年度より
１５％消費燃油量削減に取り組む。



４　目標
（１）数値目標

（２）上記の算出方法及びその妥当性

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。

○漁業コスト削減のための取組

産地水産業強化支援事業

・クルマエビ養殖

・藻類養殖

【加工の推進】

・大量漁獲魚の加工

・既存商品のブラッシュアップ

・啓発事業

地方再生事業
・加工場の新設（機器の導入）新設

未定

未定

事業内容及び浜の活力再生プランとの関係性

○漁業収入の向上

【資源管理】

・規制の強化

・種苗放流

・漁場・漁港の整備

【養殖業の推進】

事業名

離島漁業再生支援交付金事業

水産資源管理実践支援事業（県単事業）

水産環境整備事業

水産物供給基盤機能保全事業

・啓発事業未定

省燃油活動推進事業

漁業経営セーフティネット構築事業

省エネ機器等導入推進事業

【後継者確保】

・新規就業者対策

【コスト削減】

・省エネ機器等導入

・省燃油活動

新規就業者対策（仮：県単事業）

漁業所得の向上　　％以上
基準年 漁業所得　 千円

目標年 平成　年度

平成　年度 ：

（４）関係機関との連携

該当なし

※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。

：漁業所得　 千円

   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
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