
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

（２） その他関連する現状等

３ 活性化の取組方針
（１） 基本方針

（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

※ 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。

別記様式第１号　別添
浜の活力再生プラン

組織名 佐伯地区地域水産業再生委員会　鶴見地区作業部会
代表者名 部会長　　疋田　一則

再生委員会の
構成員

大分県漁業協同組合、佐伯市、大分県、大分県南部漁業青年協議会、
佐伯地区漁協女性部連絡協議会

オブザーバー 随時

対象となる地域の範囲
及び漁業の種類

鶴見地区に住所を有する再生委員会の会員325名
(延べ325名)
底引き漁業20名、船曳漁業6名、大中旋網漁業(巾着網含)
8名、刺し網漁業(建網含)30名、小型定置網漁業6名、一本
釣り133名、潜水・海藻41名、その他漁業79名、養殖2名、
計325名

　佐伯市では、「漁港整備長期計画（平成18年）」に基づき、漁船の停泊基地等の施
設や漁村集落の環境を整備するとともに、水産振興施策として「佐伯市総合計画（平
成20年）」に基づき、各種放流事業を核とした栽培漁業、安心安全で健康な魚を育て
る養殖業、将来の佐伯市の水産業を担う後継者の育成、大分県漁業協同組合と連携し
た共同利用施設の整備等を推進してきた。これにより、漁船漁業ではイワシ、アジ・
サバ類、マダイ、クルマエビ、アワビなどの魚介類を主体とした漁業生産が、養殖業
では海面小割式筏でのブリ養殖や、陸上水槽によるヒラメ養殖業が展開されている。
　鶴見地区は、県内最大のまき網漁業基地であり、マイワシなどの漁獲量が増加した
昭和50年代から平成初期は、最大3.8万トン･約47億円の水揚髙を誇ったが、その後の
全国的な資源の減少にともなって水揚高も急減し、近年では1.2万トン･約17億円で推
移している。

　水産業を取り巻く現状は大変厳しく、漁業就業者の減少・魚価の低迷や燃油資材の
高騰などにより、｢出漁すれば赤字になる｣といわれるほど深刻な状況となっている。

　燃油コストの上昇により漁業経営は圧迫されており、また、漁業者の減少や高齢化
により漁獲量は伸び悩んでいる。そのため、減速航行の徹底等により燃油コストの削
減、生産鮮度保持施設（製氷貯氷施設）の整備により氷代のコスト削減を図る。
　また、水産多面的機能発揮対策事業、種苗放流、離島漁業再生支援交付金事業、養
殖魚のブランド化により所得の向上を目指す。

　該当なし



（３） 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 ２６ 年度）

漁業収入向上
のための取組

①生産量及び生産額の増大
　養殖業者を除く全漁業者は、漁協と協力しつつ、種苗放流を実施する
ことにより、生産量及び生産額を増大させる。特に、離島の大島では離
島再生交付金事業を用いてイサキの種苗を放流し、漁場の生産力向上に
取り組む。
　また、潜水・海藻漁業者４１経営体は、磯焼け対策等の保全活動を積
極的に実施する事で、藻場面積の増加を毎年5.2ｈa図るとともに、放流
事業との相乗効果にてアワビ、サザエなどの資源の維持増加にて水揚げ
量を向上させ、基準年度の漁業収入に対し、０．５％向上を目指す。
　底曳き漁業者らは、自ら負担をしてクルマエビ種苗を放流するととも
に、より効果的な放流になるよう食害対策のための囲い網設置と給餌に
よる中間育成を行い、資源の増大を図る。
　船曳やまき網漁業者らが消費者に、より生産現場を知ってもらうため
漁船に同乗して漁獲実態を体験する体験型の観光漁業を、観光協会の協
力を得て行う事で漁業体験を通じて魚食普及を図る。１年目ではその実
施に向けて、問題点や課題等の洗い出しを行う。

②魚価の向上
　養殖漁業２経営体は他地域との競争に勝ち抜くために、大分県特産の
かぼすを餌に混ぜ、一定手法の下で与えることにより、大分県産ブラン
ド魚「かぼすブリ」の生産量を増加させると共にＰＲ活動の普及にも努
め、付加価値が増すことにより平均単価・出荷量を向上させ、基準年度
の漁業収入に対し、０．３％向上を目指す。
　漁協は、高鮮度保持、大漁漁獲時の買い支えや通年加工製造を行う体
制を構築するため製氷貯氷施設・冷凍庫を整備していく。まず、本年は
製氷貯氷施設を整備する。また、漁協は、漁業者等と、冷凍庫を整備す
るにあたって先進地視察等の調査や規模・内容の検討を行う。
　鶴見大島の一本釣りで漁獲されるマダイ・イサキについては、高い締
め技術を有しており、市場の評価が極めて高いことから、一定の活け締
めを徹底するととともに、行政と協力しイベントなどを通じて知名度向
上のため県外へのＰＲ活動（大型量販店での試食即売会、都市ホテルで
の物産展等）を行う。１年目では実際のイベントを開催しつつ（博多で
の佐伯フェア）、イベントの開催が可能な場所･施設の調査に取り組む。

③　漁場改善
　一本釣り漁業者らは、漁獲したイサキ・マダイなどがサメに食べられ
て商品とならないことが多々あるため、食害生物であるサメの駆除を年
間を通じて出漁時に行う事で、食害被害を軽減し、水揚げの向上に取り
組む。
　全漁業者は地域住民の協力を得つつ海岸清掃を行うとともに、大分県
の水産研究部などと協力して赤潮発生のメカニズムの解明及び赤潮軽減
手法の試験を行い、生産性の高い漁場を維持するための活動を行う。

（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こ
ととする。）

漁業コスト削
減のための取
組

①燃油の高騰に対する備え
　燃油価格や配合飼料価格の高騰による、漁業者への負担解消の為に
セーフティネット構築事業への更なる推進に努める。
②省燃油活動の推進事業
　全漁業者３２５名が燃油消費量削減のため、減速航行を徹底し、燃
油コストを基準年より２０％削減を目指す。

活用する支援
措置等

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、種苗放流事業、水
産多面的機能発揮対策事業、離島漁業再生支援交付金事業



２ 年目（ 平成 ２７ 年度）

漁業収入向上
のための取組

①生産量及び生産額の増大
　養殖業者を除く全漁業者は、漁協と協力しつつ、種苗放流を実施する
ことにより、生産量及び生産額を増大させる。特に、離島の大島では離
島再生交付金事業を用いてイサキの種苗を放流し、漁場の生産力向上に
取り組む。
　また、潜水・海藻漁業者４１経営体は、磯焼け対策等の保全活動を積
極的に実施する事で、藻場面積の増加を毎年5.2ｈa図るとともに、放流
事業との相乗効果にてアワビ、サザエなどの資源の維持増加にて水揚げ
量を向上させ、基準年度の漁業収入に対し、１．０％向上を目指す。
　底曳き漁業者らは、自ら負担をしてクルマエビ種苗を放流するととも
に、より効果的な放流になるよう食害対策のための囲い網設置と給餌に
よる中間育成を行い、資源の増大を図る。
　船曳やまき網漁業者らが消費者に、より生産現場を知ってもらうため
漁船に同乗して漁獲実態を体験する体験型の観光漁業を、観光協会の協
力を得て行う事で漁業体験を通じて魚食普及を図る。２年目では、問題
点や課題等の解決方法を探る。

②魚価の向上
　養殖漁業２経営体は他地域との競争に勝ち抜くために、大分県特産の
かぼすを餌に混ぜ、一定手法の下で与えることにより、大分県産ブラン
ド魚「かぼすブリ」の生産量を増加させると共にＰＲ活動の普及にも努
め、付加価値が増すことにより平均単価・出荷量を向上させ、基準年度
の漁業収入に対し、０．６％向上を目指す。
　漁協は、高鮮度保持、大漁漁獲時の買い支えや通年加工製造を行う体
制を構築するため製氷貯氷施設・冷凍庫を整備していく。本年から、26
年に整備した製氷貯氷施設により十分な量の氷が供給できることから、
その利用法を定め、漁獲物の高鮮度化を図る。また、漁協は、漁業者等
と、冷凍庫を整備するにあたって先進地視察等の調査や規模・内容の検
討のほか、加工品の需要調査等を行う。
　鶴見大島の一本釣りで漁獲されたマダイ・イサキについては、高い締
め技術を有しており、市場の評価が極めて高いことから、一定の活け締
めを徹底するとともに、行政と協力しイベントなどを通じて知名度向上
のため県外へのＰＲ活動（大型量販店での試食即売会、都市ホテルでの
物産展等）を行う。本年は、特にイベント内容の充実について、初年度
の開催結果を踏まえ検討する。

③　漁場改善
　一本釣り漁業者らは、漁獲したイサキ・マダイなどがサメに食べられ
て商品とならないことが多々あるため、食害生物であるサメの駆除を年
間を通じて出漁時に行う事で、食害被害を軽減し、水揚げの向上に取り
組む。
　２年目以降は、効果的な駆除方法の検討・共有化を図り、さらなる効
果向上を目指す。
　全漁業者は地域住民の協力を得つつ海岸清掃を行うとともに、大分県
の水産研究部などと協力して赤潮発生のメカニズムの解明及び赤潮軽減
手法の試験を行い、生産性の高い漁場を維持するための活動を行う。

漁業コスト削
減のための取
組

①燃油の高騰に対する備え
　燃油価格や配合飼料価格の高騰による、漁業者への負担解消の為に
セーフティネット構築事業への更なる推進に努める。
②省燃油活動の推進事業
　全漁業者３２５名が燃油消費量削減のため、減速航行を徹底し、燃
油コストを基準年より２０％削減を目指す。
③共同利用施設等の整備について
　産地水産業強化支援事業により、生産鮮度保持施設(製氷貯氷施設)
が改築され、氷販売単価が低減されることにより、氷代のコストを基
準年より１３．４％削減を目指す。

活用する支援
措置等

漁業経営ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ構築事業、種苗放流事業、産地水産業強化支援事
業、水産多面的機能発揮対策事業、離島漁業再生支援交付金事業



３ 年目（ 平成 ２８ 年度）

漁業収入向上
のための取組

①生産量及び生産額の増大
　養殖業者を除く全漁業者は漁協と協力しつつ種苗放流を実施すること
により、生産量及び生産額を増大させる。特に、離島の大島では離島再
生交付金事業を用いてイサキの種苗を放流し、漁場の生産力向上に取り
組む。
　また、潜水・海藻漁業者４１経営体は、磯焼け対策等の保全活動を積
極的に実施する事で、藻場面積の増加を毎年5.2ｈa図るとともに、放流
事業との相乗効果にてアワビ、サザエなどの資源の維持増加にて水揚げ
量を向上させ、基準年度の漁業収入に対し、１．５％向上を目指す。
　底曳き漁業者らは、自ら負担をしてクルマエビ種苗を放流するととも
に、より効果的な放流になるよう食害対策のための囲い網設置と給餌に
よる中間育成を行い、資源の増大を図る。
　船曳やまき網漁業者らが消費者に、より生産現場を知ってもらうため
漁船に同乗して漁獲実態を体験する体験型の観光漁業を、観光協会の協
力を得て行う事で漁業体験を通じて魚食普及を図る。３年目では、試験
的に実施し、新たな問題点や課題等を探る。

②魚価の向上
　養殖漁業２経営体は他地域との競争に勝ち抜くために、大分県特産の
かぼすを餌に混ぜ、一定手法の下で与えることにより、大分県産ブラン
ド魚「かぼすブリ」の生産量を増加させると共にＰＲ活動の普及にも努
め、付加価値が増すことにより平均単価・出荷量を向上させ、基準年度
の漁業収入に対し、０．９％向上を目指す。
　漁協は、高鮮度保持、大漁漁獲時の買い支えや通年加工製造を行う体
制を構築するため製氷貯氷施設・冷凍庫を整備していく。26年に整備し
た製氷貯氷施設により十分な量の氷が供給できることから、その利用方
法を定め、漁獲物の高鮮度化を徹底する。また、漁協と漁業者等は、冷
凍庫を整備するにあたって施設の具体的な規模等を検討する。
　鶴見大島の一本釣りで漁獲されるマダイ・イサキについては、高い締
め技術を有し、市場の評価が極めて高いことから、一定の活け締めを徹
底するとともに、行政と協力しイベントなどを通じて知名度向上のため
県外へのＰＲ活動（大型量販店での試食即売会、都市ホテルでの物産展
等）を行う。３年目ではイベントの開催回数を増加させ本格的に取り組
む。

③漁場改善
　一本釣り漁業者らは、漁獲したイサキ・マダイなどがサメに食べられ
て商品とならないことが多々あるため、食害生物であるサメの駆除を年
間を通じて出漁時に行う事で、食害被害を軽減し、水揚げの向上に取り
組む。
　３年目以降は、効果的な駆除方法の検討・共有化を図り、さらなる効
果向上を目指す。
　全漁業者は地域住民の協力を得つつ海岸清掃を行うとともに、大分県
の水産研究部などと協力して赤潮発生のメカニズムの解明及び赤潮軽減
手法の試験を行い、生産性の高い漁場を維持するための活動を行う。

漁業コスト削
減のための取
組

①燃油の高騰に対する備え
　燃油価格や配合飼料価格の高騰による、漁業者への負担解消の為に
セーフティネット構築事業への更なる推進に努める。
②省燃油活動の推進事業
　全漁業者３２５名が燃油消費量削減のため、減速航行を徹底し、燃
油コストを基準年より２０％削減を目指す。
③共同利用施設等の整備について
　産地水産業強化支援事業により、生産鮮度保持施設(製氷貯氷施設)
が改築され、氷販売単価が低減されることにより、氷代のコストを基
準年より１３.４％削減を目指す。

活用する支援
措置等

漁業経営ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ構築事業、種苗放流事業、産地水産業強化支援事
業、離島漁業再生支援交付金事業



４ 年目（ 平成 ２９ 年度）

漁業収入向上
のための取組

①生産量及び生産額の増大
　養殖漁業者を除く全漁業者は漁協と協力しつつ、種苗放流を実施する
ことにより、生産量及び生産額を増大させる。特に、離島の大島では離
島再生交付金事業を用いてイサキの種苗を放流し、漁場の生産力向上に
取り組む。
　また、潜水・海藻漁業者４１経営体は、磯焼け対策等の保全活動を積
極的に実施する事で、藻場面積の増加を毎年5.2ｈa図るとともに、放流
事業との相乗効果にてアワビ、サザエなどの資源の維持増加にて水揚げ
量を向上させ、基準年度の漁業収入に対し、１．９％向上を目指す。
　底曳き漁業者らは、自ら負担をしてクルマエビ種苗を放流するととも
に、より効果的な放流になるよう食害対策のための囲い網設置と給餌に
よる中間育成を行い、資源の増大を図る。
　船曳やまき網漁業者らが消費者に、より生産現場を知ってもらうため
漁船に同乗して漁獲実態を体験する体験型の観光漁業を、観光協会の協
力を得つつ行う事で漁業体験を通じて魚食普及を図る。４年目以降は、
定期的に実施し、事業の定着化を図る。

②魚価の向上
　養殖漁業２経営体は他地域との競争に勝ち抜くために、大分県特産の
かぼすを餌に混ぜ、一定手法の下で与えることにより、大分県産ブラン
ド魚「かぼすブリ」の生産量を増加させると共にＰＲ活動の普及にも努
め、付加価値が増すことにより平均単価・出荷量を向上させ、基準年度
の漁業収入に対し、１．２％向上を目指す。
　漁協は、高鮮度保持、大漁漁獲時の買い支えや通年加工製造を行う体
制を構築するため製氷貯氷施設・冷凍庫を整備していく。26年に整備し
た製氷貯氷施設により十分な量の氷が供給できることから、その利用法
を定め、漁獲物の高鮮度化を図る。また、漁協と漁業者等は冷凍庫の建
設に向けて、行政との詳細な検討を行う。
　鶴見大島の一本釣りで漁獲されるマダイ・イサキについては、高い締
め技術を有し、市場の評価が極めて高いことから、一定の活け締め方法
を徹底し、行政と協力しイベントなどを通じて知名度向上のため県外へ
のＰＲ活動（大型量販店での試食即売会、都市ホテルでの物産展等）を
行う。４年目ではこれまでのイベント開催を検証しつつ、イベントの定
着化に取り組む。

③漁場改善
　一本釣り漁業者らは、漁獲したイサキ・マダイなどがサメに食べられ
て商品とならないことが多々あるため、食害生物であるサメの駆除を年
間を通じて出漁時に行う事で、食害被害を軽減し、水揚げの向上に取り
組む。
　４年目も、効果的な駆除方法の検討・共有化を図り、さらなる効果向
上を目指す。
　全漁業者は地域住民の協力を得つつ海岸清掃を行うとともに、大分県
の水産研究部などと協力して赤潮発生のメカニズムの解明及び赤潮軽減
手法の試験を行い、生産性の高い漁場を維持するための活動を行う。

漁業コスト削
減のための取
組

①燃油の高騰に対する備え
　燃油価格や配合飼料価格の高騰による、漁業者への負担解消の為に
セーフティネット構築事業への更なる推進に努める。
②省燃油活動の推進事業
　全漁業者３２５名が燃油消費量削減のため、減速航行を徹底し、燃
油コストを基準年より２０％削減を目指す。
③共同利用施設等の整備について
　産地水産業強化支援事業により、生産鮮度保持施設(製氷貯氷施設)
が改築され、氷販売単価が低減されることにより、氷代のコストを基
準年より１３．４％削減を目指す。

活用する支援
措置等

漁業経営ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ構築事業、種苗放流事業、産地水産業強化支援事
業、離島漁業再生支援交付金事業



５ 年目（ 平成 ３０ 年度）

※ 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。

漁業収入向上
のための取組

①生産量及び生産額の増大
　養殖業者を除く全漁業者が漁協と協力しつつ、種苗放流を実施することに
より、生産量及び生産額を増大させる。特に、離島の大島では離島再生交付
金事業を用いてイサキの種苗を放流し、漁場の生産力向上に取り組む。
　また、潜水・海藻漁業者４１経営体は、磯焼け対策等の保全活動を積極的
に実施する事で、藻場面積の増加を毎年5.2ｈa図るとともに、放流事業との
相乗効果にてアワビ、サザエなどの資源の維持増加にて水揚げ量を向上させ
基準年度の漁業収入に対し、２．４％向上を目指す。
　底曳き漁業者らは、自ら負担をしてクルマエビ種苗を放流するとともに、
より効果的な放流になるよう食害対策のための囲い網設置と給餌による中間
育成を行い、資源の増大を図る。
　船曳やまき網漁業者らが消費者に、より生産現場を知ってもらうため漁船
に同乗して漁獲実態を体験する体験型の観光漁業を、観光協会の協力を得て
行う事で漁業体験を通じて魚食普及を図る。５年目以降は、定期的に実施
し、事業の定着及びＰＲを実施する。

②魚価の向上
　養殖漁業２経営体は他地域との競争に勝ち抜くために、大分県特産のかぼ
すを餌に混ぜ、一定手法の下で与えることにより、大分県産ブランド魚「か
ぼすブリ」の生産量を増加させると共にＰＲ活動の普及にも努め、付加価値
が増すことにより平均単価・出荷量を向上させ、基準年度の漁業収入に対し
１．５％向上を目指す。
　漁協は、高鮮度保持、大漁漁獲時の買い支えや通年加工製造を行う体制を
構築するため製氷貯氷施設・冷凍庫を整備していく。26年に整備した製氷貯
氷施設により十分な量の氷が供給できることから、その利用法を定め、漁獲
物の高鮮度化を図る。本年は、前述の目的を達成するため冷凍庫を建設し、
更に将来的には、缶詰などの二次加工も行う事で消費拡大を図り、漁獲物の
単価向上を図る。
　鶴見大島の一本釣りで漁獲されるマダイ・イサキについては、高い締め技
術を有し、市場の評価が極めて高いことから、一定の活け締め方法を徹底す
るとともに、行政と協力しイベントなどを通じて知名度向上のため県外への
ＰＲ活動（大型量販店での試食即売会、都市ホテルでの物産展等）を行う。
５年目では引き続きイベントの定着化に取り組む。

③漁場改善
　一本釣り漁業者らは、漁獲したイサキ・マダイなどがサメに食べられて商
品とならないことが多々あるため、食害生物であるサメの駆除を年間を通じ
て出漁時に行う事で、食害被害を軽減し、水揚げの向上に取り組む。
　５年目以降も、効果的な駆除方法の検討・共有化を図り、さらなる効果向
上を目指す。
　漁業者および地域住民全員で海岸清掃を行うとともに、大分県の水産研究
部などと協力して赤潮発生のメカニズムの解明及び赤潮軽減手法の試験を行
い、生産性の高い漁場を維持するための活動を行う。

（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。）

漁業コスト削
減のための取
組

①燃油の高騰に対する備え
　燃油価格や配合飼料価格の高騰による、漁業者への負担解消の為に
セーフティネット構築事業への更なる推進に努める。
②省燃油活動の推進事業
　全漁業者３２５名が燃油消費量削減のため、減速航行を徹底し、燃
油コストを基準年より２０％削減を目指す。
③共同利用施設等の整備について
　産地水産業強化支援事業により、生産鮮度保持施設(製氷貯氷施設)
が改築され、氷販売単価が低減されることにより、氷代のコストを基
準年より１３．４％削減を目指す。

活用する支援
措置等

漁業経営ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ構築事業、種苗放流事業、産地水産業強化支援事業、
離島漁業再生支援交付金事業



（４） 関係機関との連携

４ 目標
（１） 数値目標

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

（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

※ 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。
※ 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。

②漁業経営ｾｰﾌﾃｨ
ﾈｯﾄ構築事業

燃油高騰による漁業経費の増加に備えることにより、漁業収入の
安定を図り、漁業所得を確保する。

　取組の効果が十分に発揮されるよう、行政（大分県、佐伯市）と大分県漁業協同組
合及び同組合の佐伯市内各支店との連携を強固にするとともに、県内外の流通関係者
についても新たな連携を模索する。

漁業所得の向上 ％以上

事業名 事業内容及び浜の活力再生プランとの関係性
①省燃油活動推進
事業

漁業者グループが省燃油活動に積極的に取組むことで、漁業支出
の低減を図り、漁業所得を確保する。

③種苗放流事業 佐伯市の種苗放流により、漁獲量の向上を図り、漁業収入を向上
する。

④産地水産業強化
支援事業

製氷貯氷施設の規模の適正化を図ることで管理を効率化し漁業者
への氷販売単価を低減することと併せて、漁業者の所得向上を図
る。

⑤離島漁業再生支
援交付金事業

大島の主要漁業である一本釣りの漁獲向上を図るため、イサキの
種苗放流を実施し、漁業所得の向上を目指す。
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