
浜の活力再生プラン 

 

１ 地域水産業再生委員会 

組織名 岩柳大島地区地域水産業再生委員会 

代表者名 小 田 貞 利 

 

再生委員会の 

構成員 

山口県漁協岩柳大島統括支店（東和町支店、柳井支店、浮島支店、日良居支店、 

安下庄支店、平郡支店）、山口県柳井水産事務所、柳井市農林水産課、周防大島町

水産課 

 

対象となる地域の範囲及び

漁業の種類 

柳井市及び周防大島町 

採介藻漁業（70名）、小型底びき網漁業（16名）、一本釣漁業（70名）、

建刺網漁業（127 名）、ごち網漁業（36 名）、かご漁業 （39 名）、船

びき網漁業（32 名）、延縄漁業（7 名）、たちうお釣漁業（31 名）、魚

貝類養殖業（2名）、その他（21名） 

 （延べ451名、対象漁業者（正組合員）数合計：387名） 

 

２ 地域の現状 

 (1) 関連する水産業を取り巻く現状等 

当該地域は、山口県の東部に位置し、浮島や平郡島などの島嶼部を含む岩礁域も多く、大畠・串が瀬の

二つの瀬戸を有し潮流の影響を受けることから、古くから優良漁場として、マダイを対象とするごち網漁

業、アワビ、サザエ、ヒジキ等を対象とする採介藻漁業のほか、いわし船びき網漁業、小型底びき網漁業、

一本釣漁業及び魚貝類養殖業等の多様な漁業が営まれている。 

主要な漁獲物は、マダイ、マアジ、ブリ、タチウオ等の魚類やアワビ、サザエ、ウニ等の磯根資源であ

り、マアジ、サザエ、ウニ等は水揚が減少傾向にあるものの、ブリ、マダイは堅調な水揚が見られる。 

しかしながら、近年の生産者価格の低迷や燃油代を始めとする生産経費の増大等により漁業経営を巡る

環境は厳しく、また漁業者の高齢化・減少も進んでいることから、こうした問題への対応が喫緊の課題と

なっている。 

このような状況の中、平成２５年３月に「岩柳大島地域水産業資源活用プラン」を策定し、水産・経営・

人的資源を洗い出し、今後の地域水産業のあり方を検討してきたが、依然として厳しい状況が続いており、

さらなる取り組みが必要とされている。 

 

 (2) その他の関連する現状等 

近年の生産者価格の低迷や燃油代を始めとする生産経費の増大等により漁業経営を取り巻く環境は厳

しく、また漁業者の高齢化・後継者不足が進み、漁業者の減少が更に加速している。 

 

３ 活性化の取組方針 

 (1) 基本方針 

①資源管理と漁場環境保全 

・採捕制限サイズ、採捕期間の遵守 

・有害生物駆除、海底清掃による漁場の再生及び浄化 

・水域パトロールによる密漁対策 

・効果的な種苗放流 

②漁獲物の品質・付加価値向上及び水産加工の振興 

・漁獲物の衛生(品質)管理の徹底 

・未利用・低利用魚介類（藻類含む）の加工販売等の推進 

③漁業経営の基盤強化 

・省エネ機器の導入、燃費向上・低コスト操業の推進 



④漁業経営体の育成 

・新規就業者の確保、育成及び中堅漁業者の育成 

・グループによる共同経営化の推進 

 

 (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 

 山口県資源管理指針及び漁業種類ごとに策定されている資源管理計画の確実な遵守により履行する。 

（主な取組） 

・漁獲物の体長制限 

・操業制限（区域・期間・時間） 

・休漁期間の設定 

 

 (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） 

漁業所得向

上のための

取組 

以下の取組により漁業収入を基準年から１％増加させる。 

①資源管理と漁場環境保全 

・漁業者は漁協と協力して、マダイ、サザエ、アワビ等の採捕制限サイズ及びマダコ、ナ

マコ、ウニ等の採捕期間の遵守を徹底するとともに、市・町・内海東部栽培漁業協会と

協調して種苗放流を積極的に行い、資源の増加を図る。特にタコについては自主的に禁

漁期間を設定し資源管理の徹底を図る。 

・漁業者は漁協、町と協力して有害生物（ナルトビエイ等のエイ類、サメ類、アイゴ等）

の駆除により稚魚・稚貝を保護するとともに藻場を再生させる。 

・底びき網漁業者は、海底清掃、ダイバーによる保全活動を行い漁場を整備する。 

・柳井支店の柳井藻場保全グループは、アマモ場再生を目的に自生アマモから花枝を採取、

その種を取出し、アマモ自生域への播種を行う。特に花枝採取は地元中学校の野外学習

で実施し、環境教育と併せてアマモ場の再生に取組む。 

・漁業者は漁協、行政と協力して、藻場造成のため、柳井市、周防大島町地先に石材礁の

設置を検討する。 

・漁業者は漁協と協力して、密漁対策として水域監視パトロールを実施し、海上保安署及

び山口県と情報を共有し事業効果を最大限引き上げる。 

②漁獲物の品質・付加価値向上及び水産加工販売の振興 

・東和町支店の採介藻漁業者は、発育不良なイワガキ、セトガイ等の二枚貝を栄養塩が豊

富で成育の良好な海域移動させ、篭により６カ月程度蓄養することにより品質向上を図

る。また、二枚貝の首都圏等大消費地への流通を拡大するため紫外線殺菌海水の使用等

による衛生管理の徹底を図るとともに、陸上水槽を活用した一時蓄養を実施して、突発

的な発注や少量の発注等の様々なニーズにきめ細やかに対応出来る体制を構築する。 

・漁業者は漁協と当地区の主要加工品であるヒジキ・煮干製品の品質向上のため、加工時

の混在物処理のための高性能選別機・金属探知機の導入を検討する。 

・漁業者は漁協と、定期的に朝市を実施している漁業者グループ（安下庄支店）以外のグ

ループ（支店）も朝市の開催を検討する。 

・浮島支店の漁業者グループは、島周囲に多く生息している未利用のアカモクを、採取・

加工し、試験的に販売を行い、消費者ニーズや販売先等を調査する。 

・東和町支店の建刺網漁業者グループと同支店女性部は、道の駅で鮮魚・水産加工品の販

売の拡充を図るため、新たな水産加工品等（練り物、レトルト食品等）の開発に着手す

る。 

・また、柳井支店のごち網等漁業者は、近年水揚が増加傾向にあるチダイを干物に加工し、

商品化を検討する。 

③漁業経営体の育成 

・漁業士等の主幹漁業者は漁協等の協力を得て、新規就業者確保・育成に取り組み、浜の



活性化に努める。 

・漁協は、漁業種類別のグループによる共同経営化を積極的に推進し、収益性の改善を図

る。 

 

操業コスト

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から５％削減させる。 

①燃油高騰対策 

・漁協は、漁業経営セーフティーネット構築事業の加入を促進し燃油高騰時に備える。 

②省燃油活動の推進 

・全漁船は、船底清掃等を定期的に実施し燃費向上に努める。 

③省エネ機器導入 

・一本釣り漁船等９隻の機関換装、２加工所の蒸気ボイラ換装を実施し、５％以上の燃油

消費削減を図る。 

④減速航行の履行 

・全漁船は、減速航行を実施し、燃油消費量の削減を図る。 

活用する支

援措置等 

新規漁業就業者総合支援事業、漁業経営セーフティーネット構築事業、省エネ機器等導入

推進事業、省燃油活動推進事業、離島漁業再生支援交付金、水産多面的機能発揮対策事業、

水域環境保全創造事業、やまぐちの水産力再生支援事業、種苗放流事業(柳井市）、種苗放

流事業（周防大島町）、有害生物駆除事業(周防大島町） 

 

2年目（平成27年度） 

漁業所得向

上のための

取組 

以下の取組により漁業収入を基準年から２％増加させる。 

①資源管理と漁場環境保全 

・漁業者は漁協と協力して、マダイ、サザエ、アワビ等の採捕制限サイズ及びマダコ、ナ

マコ、ウニ等の採捕期間の遵守を徹底するとともに、市・町・内海東部栽培漁業協会と

協調して種苗放流を積極的に行い、資源の増加を図る。特にタコについては自主的に禁

漁期間を設定し資源管理の徹底を図る。 

・漁業者は漁協、町と協力して有害生物（ナルトビエイ等のエイ類、サメ類、アイゴ等）

の駆除により稚魚・稚貝を保護するとともに藻場を再生させる。 

・底びき網漁業者は、海底清掃、ダイバーによる保全活動を行い漁場を整備する。 

・柳井支店の柳井藻場保全グループは、アマモ場再生を目的に自生アマモから花枝を採取、

その種を取出し、アマモ自生域への播種を行う。特に花枝採取は地元中学校の野外学習

で実施し、環境教育と併せてアマモ場の再生に取組む。 

・漁業者は漁協、行政と協力して、藻場造成のため、周防大島町、岩国市地先に石材礁の

設置を検討する。 

・漁業者は漁協と協力して、密漁対策として水域監視パトロールを実施し、海上保安署及

び山口県と情報を共有し事業効果を最大限引き上げる。 

②漁獲物の品質・付加価値向上及び水産加工販売の振興 

・東和町支店の採介藻漁業者は、発育不良なイワガキ、セトガイ等の二枚貝を栄養塩が豊

富で成育の良好な海域移動させ、篭により６カ月程度蓄養することにより品質向上を図

る。また、二枚貝の首都圏等大消費地への流通を拡大するため紫外線殺菌海水の使用等

による衛生管理の徹底を図るとともに、陸上水槽を活用した一時蓄養を実施して、突発

的な発注や少量の発注等の様々なニーズにきめ細やかに対応出来る体制を構築する。 

・漁業者は漁協と当地区の主要加工品であるヒジキ・煮干製品の品質向上のため、加工時

の混在物処理のための高性能選別機・金属探知機の導入を検討する。 

・漁業者は漁協と、定期的に朝市を実施している漁業者グループ（安下庄支店）以外のグ

ループ（支店）も朝市の開催を検討する。 

・浮島支店の漁業者グループは、採取・加工したアカモク製品を、試験的に販売し、販売

先、消費者ニーズ等の検討を行う。 



・東和町支店の建刺網漁業者グループと同支店女性部は、新商品を開発・販売の拡充を図

る。また原料に地域ブランド魚のタチウオ、タコ等を積極的に取り入れる。 

・柳井支店のごち網等漁業者は、近年水揚が増加傾向にあるチダイを干物に加工し、商品

化を検討する。 

③漁業経営体の育成 

・漁業士等の主幹漁業者は漁協等の協力を得て、新規就業者確保・育成に取り組み、浜の

活性化に努める。 

・漁協は、漁業種類別のグループによる共同経営化を積極的に推進し、収益性の改善を図

る。 

操業コスト

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から５％削減させる。（１年目の削減効果を維持

する） 

①燃油高騰対策 

・漁協は、漁業経営セーフティーネット構築事業の加入を促進し燃油高騰時に備える。 

②省燃油活動の推進 

・全漁船は、船底清掃等を定期的に実施し燃費向上に努める。 

③省エネ機器導入 

・機関換装を行った一本釣り漁船等及び蒸気ボイラ換装を行った加工所について、引き続

き、５％以上の燃油消費削減を図る。 

④減速航行の履行 

・全漁船は、減速航行を実施し、燃油消費量の削減を図る。 

活用する支

援措置等 

新規漁業就業者総合支援事業、漁業経営セーフティーネット構築事業、省エネ機器等導入

推進事業、離島漁業再生支援交付金、水産多面的機能発揮対策事業、水域環境保全創造事

業、やまぐちの水産力再生支援事業、種苗放流事業(柳井市）、種苗放流事業（周防大島町）、

有害生物駆除事業(周防大島町） 

 

3年目（平成28年度） 

漁業所得向

上のための

取組 

以下の取組により漁業収入を基準年から３％増加させる。 

①資源管理と漁場環境保全 

・漁業者は漁協と協力して、マダイ、サザエ、アワビ等の採捕制限サイズ及びマダコ、ナ

マコ、ウニ等の採捕期間の遵守を徹底するとともに、市・町・内海東部栽培漁業協会と

協調して種苗放流を積極的に行い、資源の増加を図る。特にタコについては自主的に禁

漁期間を設定し資源管理の徹底を図る。 

・漁業者は漁協、町と協力して有害生物（ナルトビエイ等のエイ類、サメ類、アイゴ等）

の駆除により稚魚・稚貝を保護するとともに藻場を再生させる。 

・底びき網漁業者は、海底清掃、ダイバーによる保全活動を行い漁場を整備する。 

・柳井支店の柳井藻場保全グループは、アマモ場再生を目的に自生アマモから花枝を採取、

その種を取出し、アマモ自生域への播種を行う。特に花枝採取は地元中学校の野外学習

で実施し、環境教育と併せてアマモ場の再生に取組む。 

・漁業者は漁協、行政と協力して、藻場造成のため、周防大島町地先に石材礁の設置を検

討する。 

・漁業者は漁協と協力して、密漁対策として水域監視パトロールを実施し、海上保安署及

び山口県と情報を共有し事業効果を最大限引き上げる。 

②漁獲物の品質・付加価値向上及び水産加工販売の振興 

・東和町支店の採介藻漁業者は、発育不良なイワガキ、セトガイ等の二枚貝を栄養塩が豊

富で成育の良好な海域移動させ、篭により６カ月程度蓄養することにより品質向上を図

る。また、二枚貝の首都圏等大消費地への流通を拡大するため紫外線殺菌海水の使用等

による衛生管理の徹底を図るとともに、陸上水槽を活用した一時蓄養を実施して、突発

的な発注や少量の発注等の様々なニーズにきめ細やかに対応出来る体制を構築する。 



・漁業者は漁協と当地区の主要加工品であるヒジキ・煮干製品の品質向上のため、加工時

の混在物処理のための高性能選別機・金属探知機の導入を検討する。 

・実施体制の整った漁業者グループが、試験的に朝市の開催を行う。 

・浮島支店の漁業者グループは、採取・加工したアカモク製品を、試験的に販売し、販売

先、消費者ニーズ等の検討を行う。 

・東和町支店の建刺網漁業者グループと同支店女性部は、新商品の開発・販売の拡充、タ

チウオ、タコ等の地域ブランド魚の原料への利用を継続する。 

・柳井支店のごち網等漁業者は、近年水揚が増加傾向にあるチダイの干物の試作品を作製

し、販売する。 

③漁業経営体の育成 

・漁業士等の主幹漁業者は漁協等の協力を得て、新規就業者確保・育成に取り組み、浜の

活性化に努める。 

・漁協は、漁業種類別のグループによる共同経営化を積極的に推進し、収益性の改善を図

る。 

 

操業コスト

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から５％削減させる。（１年目の削減効果を維持

する） 

①燃油高騰対策 

・漁協は、漁業経営セーフティーネット構築事業の加入を促進し燃油高騰時に備える。 

②省燃油活動の推進 

・全漁船は、船底清掃等を定期的に実施し燃費向上に努める。 

③省エネ機器導入 

・機関換装を行った一本釣り漁船等及び蒸気ボイラ換装を行った加工所について、引き続

き、５％以上の燃油消費削減を図る。 

④減速航行の履行 

・全漁船は、減速航行を実施し、燃油消費量の削減を図る。 

活用する支

援措置等 

新規漁業就業者総合支援事業、漁業経営セーフティーネット構築事業、離島漁業再生支援

交付金、水域環境保全創造事業、やまぐちの水産力再生支援事業、種苗放流事業(柳井市）、

種苗放流事業（周防大島町）、有害生物駆除事業(周防大島町） 

 

4年目（平成29年度） 

漁業所得向

上のための

取組 

以下の取組により漁業収入を基準年から４％増加させる。 

①資源管理と漁場環境保全 

・漁業者は漁協と協力して、マダイ、サザエ、アワビ等の採捕制限サイズ及びマダコ、ナ

マコ、ウニ等の採捕期間の遵守を徹底するとともに、市・町・内海東部栽培漁業協会と

協調して種苗放流を積極的に行い、資源の増加を図る。特にタコについては自主的に禁

漁期間を設定し資源管理の徹底を図る。 

・漁業者は漁協、町と協力して有害生物（ナルトビエイ等のエイ類、サメ類、アイゴ等）

の駆除により稚魚・稚貝を保護するとともに藻場を再生させる。 

・底びき網漁業者は、海底清掃、ダイバーによる保全活動を行い漁場を整備する。 

・柳井支店の柳井藻場保全グループは、アマモ場再生を目的に自生アマモから花枝を採取、

その種を取出し、アマモ自生域への播種を行う。特に花枝採取は地元中学校の野外学習

で実施し、環境教育と併せてアマモ場の再生に取組む。 

・漁業者は漁協、行政と協力して、藻場造成のため、周防大島町地先に石材礁の設置を検

討する。 

・漁業者は漁協と協力して、密漁対策として水域監視パトロールを実施し、海上保安署及

び山口県と情報を共有し事業効果を最大限引き上げる。 

②漁獲物の品質・付加価値向上及び水産加工販売の振興 



・東和町支店の採介藻漁業者は、発育不良なイワガキ、セトガイ等の二枚貝を栄養塩が豊

富で成育の良好な海域移動させ、篭により６カ月程度蓄養することにより品質向上を図

る。また、二枚貝の首都圏等大消費地への流通を拡大するため紫外線殺菌海水の使用等

による衛生管理の徹底を図るとともに、陸上水槽を活用した一時蓄養を実施して、突発

的な発注や少量の発注等の様々なニーズにきめ細やかに対応出来る体制を構築する。 

・漁業者は漁協と当地区の主要加工品であるヒジキ・煮干製品の品質向上のため、加工時

の混在物処理のための高性能選別機・金属探知機の導入を検討する。 

・実施体制の整った漁業者グループが、試験的に朝市の開催を行うとともに、定期開催に

向けての準備を行う。 

・浮島支店の漁業者グループは、採取・加工したアカモク製品の出荷を開始するとともに、

販売先、消費者ニーズ等の検討を行う。 

・東和町支店の建刺網漁業者グループと同支店女性部は、新商品の開発・販売の拡充、タ

チウオ、タコ等の地域ブランド魚の原料への利用を継続する。 

・柳井支店のごち網等漁業者は、近年水揚が増加傾向にあるチダイの干物の試作品を販売

し、市場の評価を調査する。 

③漁業経営体の育成 

・漁業士等の主幹漁業者は漁協等の協力を得て、新規就業者確保・育成に取り組み、浜の

活性化に努める。 

・漁協は、漁業種類別のグループによる共同経営化を積極的に推進し、収益性の改善を図

る。 

 

操業コスト

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から５％削減させる。（１年目の削減効果を維持

する） 

①燃油高騰対策 

・漁協は、漁業経営セーフティーネット構築事業の加入を促進し燃油高騰時に備える。 

②省燃油活動の推進 

・全漁船は、船底清掃等を定期的に実施し燃費向上に努める。 

③省エネ機器導入 

・機関換装を行った一本釣り漁船等及び蒸気ボイラ換装を行った加工所について、引き続

き、５％以上の燃油消費削減を図る。 

④減速航行の履行 

・全漁船は、減速航行を実施し、燃油消費量の削減を図る。 

活用する支

援措置等 

新規漁業就業者総合支援事業、漁業経営セーフティーネット構築事業、離島漁業再生支援

交付金、水域環境保全創造事業、やまぐちの水産力再生支援事業、種苗放流事業(柳井市）、

種苗放流事業（周防大島町）、有害生物駆除事業(周防大島町） 

 

5年目（平成30年度） 

漁業所得向

上のための

取組 

以下の取組により漁業収入を基準年から５％増加させる。 

①資源管理と漁場環境保全 

・漁業者は漁協と協力して、マダイ、サザエ、アワビ等の採捕制限サイズ及びマダコ、ナ

マコ、ウニ等の採捕期間の遵守を徹底するとともに、市・町・内海東部栽培漁業協会と

協調して種苗放流を積極的に行い、資源の増加を図る。特にタコについては自主的に禁

漁期間を設定し資源管理の徹底を図る。 

・漁業者は漁協、町と協力して有害生物（ナルトビエイ等のエイ類、サメ類、アイゴ等）

の駆除により稚魚・稚貝を保護するとともに藻場を再生させる。 

・底びき網漁業者は、海底清掃、ダイバーによる保全活動を行い漁場を整備する。 

・柳井支店の柳井藻場保全グループは、アマモ場再生を目的に自生アマモから花枝を採取、

その種を取出し、アマモ自生域への播種を行う。特に花枝採取は地元中学校の野外学習



で実施し、環境教育と併せてアマモ場の再生に取組む。 

・漁業者は漁協と協力して、密漁対策として水域監視パトロールを実施し、海上保安署及

び山口県と情報を共有し事業効果を最大限引き上げる。 

②漁獲物の品質・付加価値向上及び水産加工販売の振興 

・東和町支店の採介藻漁業者は、発育不良なイワガキ、セトガイ等の二枚貝を栄養塩が豊

富で成育の良好な海域移動させ、篭により６カ月程度蓄養することにより品質向上を図

る。また、二枚貝の首都圏等大消費地への流通を拡大するため紫外線殺菌海水の使用等

による衛生管理の徹底を図るとともに、陸上水槽を活用した一時蓄養を実施して、突発

的な発注や少量の発注等の様々なニーズにきめ細やかに対応出来る体制を構築する。 

・漁業者は漁協と当地区の主要加工品であるヒジキ・煮干製品の品質向上のため、加工時

の混在物処理のための高性能選別機・金属探知機の導入を検討する。 

・実施体制の整った漁業者グループが、定期的に朝市を開催する。 

・浮島支店の漁業者グループは、採取・加工したアカモク製品の本格的な出荷を行うとと

もに、販売先、消費者ニーズ等の検討を行う。 

・東和町支店の建刺網漁業者グループと同支店女性部は、新商品の開発・販売の拡充、タ

チウオ、タコ等の地域ブランド魚の原料への利用を継続する。 

・柳井支店のごち網等漁業者は、近年水揚が増加傾向にあるチダイの干物について、2 年

間の試作品の販売による市場評価を基に改良を加え、商品化する。 

③漁業経営体の育成 

・漁業士等の主幹漁業者は漁協等の協力を得て、新規就業者確保・育成に取り組み、浜の

活性化に努める。 

・漁協は、漁業種類別のグループによる共同経営化を積極的に推進し、収益性の改善を図

る。 

 

操業コスト

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から５％削減させる。（１年目の削減効果を維持

する） 

①燃油高騰対策 

・漁協は、漁業経営セーフティーネット構築事業の加入を促進し燃油高騰時に備える。 

②省燃油活動の推進 

・全漁船は、船底清掃等を定期的に実施し燃費向上に努める。 

③省エネ機器導入 

・機関換装を行った一本釣り漁船等及び蒸気ボイラ換装を行った加工所について、引き続

き、５％以上の燃油消費削減を図る。 

④減速航行の履行 

・全漁船は、減速航行を実施し、燃油消費量の削減を図る。 

活用する支

援措置等 

新規漁業就業者総合支援事業、漁業経営セーフティーネット構築事業、離島漁業再生支援

交付金、やまぐちの水産力再生支援事業、種苗放流事業(柳井市）、種苗放流事業（周防大

島町）、有害生物駆除事業(周防大島町） 

 

 (4) 関係機関との連携 

取組の効果が充分に発揮されるよう、行政（山口県・柳井市・周防大島町）と連携を強化するとともに、

都市部への販路拡大のために、県内外の流通業者、販売業者との連携を加速化する。 

 

４ 目標 

 (1) 数値目標 

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 

 



 (2) 上記の算出方法及びその妥当性 

 

 

 

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 

省燃油活動推進事業 

離島漁業再生支援交付金 

省エネ機器等導入推進事業 

水産多面的機能発揮対策事業 

水域環境保全創造事業 

新規漁業就業者総合支援事業 

漁業収入安定対策事業 

漁業経営セーフティーネット構築事

業 

（山口県） 

やまぐちの水産力再生支援事業 

単県農山漁村整備事業                                                                                             

（柳井市） 

種苗放流事業、アマモ場再生、 

魚食普及 

（周防大島町） 

種苗放流事業、有害生物駆除事業 

定期的な船底掃除等による漁業コストの削減      

集落協定に基づく活動支援 

省エネ機器への換装により５％以上の経費削減 

水産業・漁村の多面的機能を発揮するための活動支援 

石材礁投入による藻場の造成 

漁業就業確保対策 

漁業共済、積立プラス加入支援 

燃油高騰対策（漁業コスト削減） 

 

 

グループの共同経営化、法人化により経営基盤を強化                                                                          

漁場環境の整備、保全 

 

資源の増大、漁場の保全及び魚食普及活動 

 

 

資源の増大、食害駆除 

 


