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（１）漁村再生交付金



１．趣旨

２．事業内容等

Ⅰ 制度の概要

漁業の根拠地であるとともに漁業者を含めた地域住民の生活の場となっている漁村においては、
近年の漁場環境の悪化、漁業資源の減少、過疎化・高齢化の進展等により、地域全体の活力が低
下していることから、これらに対応するために地域の自主性・創造力を活かし、既存ストックの有効活
用等を通じた生産基盤と生活環境施設の効率的整備を推進して、個性的で豊かな漁村の再生を図
る。

①事業主体が策定する漁村再生計画に基づき、地域にある既存ストックの有効活用等を通じた漁業

生産基盤と漁村の生活環境施設の総合的な整備を実施する。

②漁村再生計画において目標及び指標を設定し、事業完了後には目標及び指標の達成状況を評価

して、公表する。

③市町村が事業主体の場合は都道府県が計画承認を行い、国は予算の範囲内で事業採択して交

付金を交付する。（都道府県が事業主体の場合は国が計画承認）

④整備できる工種及び内容は、

・漁港施設→外郭施設（防波堤、護岸、突堤等）、水域施設（航路・泊地）、係留施設（岸壁、物揚場、

船揚場等）、輸送施設（道路、駐車場等）等）

・漁場造成→魚礁、増殖場、養殖場

・水域環境保全創造→堆積物除去、浚渫、導水、覆土、耕うん、着底基質設置、放置座礁船処理等

・漁港環境→植栽、休憩所、運動施設、親水施設、安全情報伝達施設等



①達成すべき目標及び達成状況を客観的に評価できる指標や事業計画を定めた漁村再生計画を
策定する。ただし、都道府県及び市町村が共同で策定する場合にあっては、都道府県知事が当該
町村長の意見を聴取して漁村再生計画を策定する。

②計画策定にあたっては、関係機関や施設の予定管理者等と協議調整を図るとともに、漁業者を含
めた地域住民、水産業協同組合や水産物の流通業者等により構成される協議会、その他これに
準ずる組織を設置し、地域の関係者の意向を十分反映させるものとする。

③漁村再生計画の計画期間は６箇年以内とする。

３．事業主体

都道府県又は市町村

４．漁村再生計画

・漁業集落環境→集落道、漁業集落排水施設、水産飲雑用水施設、緑地・広場等

・地域創造型→漁村再生計画に定める目標及び指標の達成に必要であり、事業実施主体の提案す

る地域の創造力を活かした整備（総事業費の１０％以内）

⑤総事業費は５０百万円以上２，０００百万円以下。ただし、都道府県が行う漁港及び漁場施設の整

備に係る全体事業費は３００百万円未満、市町村が行う漁港の整備に係る全体事業費は１，２００

百万円以下。

⑥交付率：本土１／２、離島・北海道６／１０、沖縄・奄美３／４



５．事業の流れ

事業計画の策定・承認、交付手続（市町村事業の場合）

市町村

（計画策定・
事業実施）

都道府県

（計画承認）

水産庁

実施採択
申請

採択決定

交付申請

計画承認及
び採択決定
通知

計画承認及
び実施採択
申請

一括交付申請

一括交付金交付交付金交付



Ⅱ．平成２１年度整備予定の概要

全国３２都道府県 １８３地区で事業実施予定

国費 ７，２３０百万円 事業費 １２，７２１百万円

○漁港施設 １５７地区 （防波堤、船揚場、船揚場、航路・泊地等）

○漁場整備 ４６地区 （魚礁、増殖場等）

○漁港環境施設 ３７地区 （植栽、駐車場、休憩所等）

○集落環境施設のうち 集落道 ２３地区

集落排水 １１地区 （雨水排水を含む）

防災安全施設 ２６地区

緑地・広場 １２地区

○地域創造型整備の主な事例
種苗放流、体験・交流施設、桟橋、植林、防暑施設、海ブドウ・モズク養殖、
荷さばき施設への照明、船揚げ用ウインチ、海釣り公園等



Ⅲ．課題等（都道府県から多く寄せられた意見）

●本事業は地方の自主性を重視した、使い勝手も良い事業であるので平成２２年度

以降も継続実施して欲しい。

●現行制度では、生産基盤、生活環境及び地域創造型の３種類の施設整備の実施

が実質的な採択要件となっているが、必ずしも地域のニーズに合致していない。

●景気低迷による税収減少のため、必要な事業費が手当できない場合には、事業

期間（６年以内）の弾力的な運用をして欲しい。

●漂砂等により航路・泊地の埋塞が恒常化している漁港では、毎年浚渫をさせて欲

しい。



１．水産物供給基盤整備事業

以下の各事業により水産物生産基盤である漁港施設や漁場の整備を行う。

・直轄特定漁港漁場整備事業 ・漁港施設機能強化事業
・地域水産物供給基盤整備事業 ・浮魚礁漁場整備事業
・広域水産物供給基盤整備事業 ・漁港関連道整備事業
・水産基盤ストックマネジメント事業

２．水産資源環境整備事業
・水産資源環境保全創造事業

漁場・漁港の一体的な水域環境保全対策や底質環境が悪化している養殖漁場の改善を行う。

３．漁村総合整備事業
・漁業集落環境整備事業

漁業集落の生活環境の向上を図るため、漁業集落排水施設・漁業集落道・緑地広場・防災安全施設等の整備を行う。

・漁村再生交付金
地域の創造力を活かしつつ、地域の既存ストックの有効活用等を通じた生産基盤と生活環境施設の効率的整備を行う。

・漁港環境整備事業
漁港における景観の保持、美化を図り、快適で潤いのある漁港環境を形成するとともに、作業効率や安全性の向上に資するた
め、植栽・休憩所・親水施設・安全情報伝達施設等の整備を行う。

この他、水産基盤整備事業には、水産基盤整備調査費、水産基盤整備補助率差額等事業がある。

水産基盤整備事業

（参考）



整備

漁村再生交付金

・漁場環境悪化、漁業資源減少、過疎化・高齢化の進
展等で地域の活力低下。

背 景

実施工種
・生産基盤（漁港施設、漁港造成等）
・生活環境施設（漁業集落環境施設）
・地域創造型整備
事業期間：６年以内
交付率：本土１／２、離島・北海道６／１０、

沖縄・奄美３／４
事業採択期間：平成１７年度から平成２１年度まで

・水産基盤整備により、漁業集落排水処理を行おうと
している漁村の処理人口比率の向上

35％（H16）→ 概ね60％
・地震や津波に対する防災機能強化が講じられた漁村

の人口比率の向上

21％（H16）→ 概ね30％

政策目標（第2次漁港漁場整備長期計画）

事業内容等

事業イメージ

水産業
協同組合

流通業者等

漁業者を
主とする
地域住民

工種の選択

○漁港施設整備
○漁場造成
○水域環境保全創造
○漁港環境施設
○漁業集落環境施設
○地域創造型整備

課題の抽出

○漁業資源の減少
○漁場環境の悪化
○過疎高齢化の進行
○後継者不足 等

事業実施主体
（都道府県

・市町村）

整備例

漁業集落道

緑地広場

漁場造成

取水施設

漁業集落
排水施設

蓄養施設
防犯灯設置

防波堤

船揚場

親水施設

予算額：平成２１年度 ７，２３０百万円 ３２都道府県
（平成２０年度 ７，７４６百万円 ３５都道府県）



漁村再生計画に定める目標及び指標の達成に必要であり、事業実施主体の提案する地域の
創造力を活かした整備（総事業費の１０％以内）

地域提案枠の活用イメージ（先進性・独創性の例）
（ex. 生産・流通履歴等を消費者へ伝達可能なシステムの導入）

消費者

トレーサ・ビリティー・システムの導入による付加価値向上

漁獲から流通までの情報の管理

漁村の活性化

※ ・・地域創造型関係

加工・流通
陸揚げ

流通業者情報
・入札、出荷日
・落札者等

漁場
漁獲

産地情報
・生産者情報
・位置情報等

信頼性向上
によるブランド化

流通履歴

種苗放流など

直販所

種苗放流 直販支援 モズク加工施設等の整備

漁村再生交付金地域創造型



■神奈川県 葉山町 真名瀬地区の事業概要

需要の変化した漁港施設、天然のアマモ場を有効活用することなどによる安全で快適な漁村
の形成、漁業の振興及び都市との共生・対流の推進により漁村の再生を図る。

船揚場天然のアマモ場

物揚場

緑地・遊歩道

改良
改良

港内静穏度向上
のための防波堤

増殖場

地域創造型整備による
アワビ等の種苗放流

○目標
・安全で快適な漁業地域の形成
・自然環境の保全とつくり育てる
漁業への転換
・海、みどり、文化をつなぐ散策
路による都市との交流促進

○指標
・安全な船揚場の利用率

50%(H16)→100%(H23)
・藻場の造成面積

1,600㎡増(H23)
・海浜利用者の増大

32,000人(H16)
→50,000人(H23)

○既存ストックの有効活用
・漁港施設の改良
・天然アマモ漁場の再生

静穏域の拡大による
アマモ場の再生

天然の岩礁

漁村再生交付金活用事例



（２）強い水産業づくり交付金
経営構造改善目標・漁港機能高度化目標



１．事業目的

２．メニュー構成※

Ⅰ 助成制度の概要

（経営構造改善目標）
効率的かつ安定的な漁業経営の育成、水産物の安定供給に必要な生産基盤としての共同利用施

設等の整備
（漁港機能高度化目標）
漁港の機能の向上及び利用の円滑化のための施設整備、安全な漁業地域づくりのための整備

（経営構造改善目標）

① 漁業生産基盤等の整備（沿岸漁業者の共同利用施設等の整備）

② 水産物供給施設等の整備（衛生管理強化等のための流通施設の整備）

③ 沖縄県水産業生産基盤等の整備（沖縄における漁業生産基盤等の整備）

④ 燃油高騰対策関連施設の整備（燃油コスト削減に資する施設の整備）

⑤ ノリ養殖業構造調整・競争力強化施設の整備 （競争力強化に資する大型乾燥機等の整備）

（漁港機能高度化目標）

① 漁港の高度利用のための整備（放置艇収容、美化・利用整序、漁港環境、漁港機能改善等）

② 安全な漁業地域づくりのための整備（総合防災施設、防災情報伝達施設、災害時支援施設等）

※地域の課題、実情を踏まえ、メニューにない事業も実施可（地域提案型事業）



３．交付要件

Ⅰ 助成制度の概要

① 交 付 率 ： 原則1/2（沖縄2/3）

② 実施主体： 都道府県、市町村、漁協等

③ 受 益 者 ： 原則５戸以上

④ 費用対効果(B/C)

事業による便益（生産増、経費節減、労働改善、流通改善等）を貨幣化した上で、施設の耐用
期間中の総便益÷総経費≧１を要件

⑤ その他の要件
施設種類、実施主体により様々な要件あり。

（例１）水産物供給施設を整備する場合、衛生管理計画に基づくものが対象。
（例２）漁協が研修施設等を整備する場合、合併や資源回復計画への参加が要件。

４．予算

平成２０年度： ７７億円



４．事業の流れ

市町村

都道府県 水産庁

漁連

漁協

事業計画を取りまとめて提出

審査、交付金の交付

交付金

交付金
事業
要望

事業計画の策定、交付手続

事後評価（施設毎に実施）

都道府県

事業
要望 交付金

●施設毎に３年以内に達成する成果目標を設定
（例）３年間の総便益

３年後の漁獲増（漁場造成の場合）

●成果目標を達成するための事業計画を策定

事業
要望

施設
整備

成果目標
の評価

事業後３年以内
に達成する成果
目標を設定

Ｈ１７年度 Ｈ２０年度

成果目標
の期限

Ｈ２１年度

水産庁

評価結果を報告

未達の場合、改善
計画等を指示

Ⅰ 助成制度の概要



Ⅱ 施設整備の事例（経営構造改善目標）

●事業費 １９百万円（実施主体：漁協）
●施設概要
４．５ｔ水槽５基、海水濾過冷却装置

●事業目的、効果

付加価値向上、消費者ニーズにあわせた販売を行うため、ケガニ、
ツブを対象とした蓄養施設を整備（整備後、魚価は約１割アップ）

蓄養施設

●事業費 １９５百万円（実施主体：漁協）※ ノリ採苗施設も含んだ事業費

●施設概要
平屋１棟、ポンプ３基、砂ろ過装置１基、電解塩素発生装置１基
浄化水槽１１槽

●事業目的、効果
老朽化した２つの処理場を統合し、衛生的な施設を整備。
整備前は浄化施設がなく、カキ剥き当日の深夜～早朝に水揚げ。

➔ 整備後はカキ剥き前日に水揚げして浄化処理。労働環境の改善と
衛生的なカキの出荷が可能に。

共同カキ処理場

ノリ採苗施設（種網の安定確保と海上労働の軽減が目的）との
合体事業（異なる施設の同時整備）とし、資材運搬費等を節約。

ノリ採苗施設



●事業費 ７１百万円（実施主体：漁協）
●施設概要
１６ｔ型、９０ＰＳエンジン２基

●事業目的、効果
・離島からの漁獲物の安定輸送、作業の効率化のため、クレー
ン付きの運搬船を整備（整備後、漁協職員のみで漁獲物の
集出荷が可能に）

鮮魚運搬船（離島）

水産物荷さばき施設（１）

●事業費 ４５１百万円
●施設概要
鉄骨造２階建、延べ床面積7,600㎡（うち荷さばき部分2,800㎡）
電動フォークリフト

●事業目的、効果
・衛生管理型施設とするため、閉鎖型構造の採用、施設内の温
度管理、洗浄施設の整備、電動フォークリフトの配備を実施。

・温度管理による品質維持、魚価向上、衛生管理体制を整えた
施設としての評価を期待。

・観光を含む複合施設の中に荷さばき施設として組み込んで設
計、整備しており、観光施設との連携による地域活性化も期待。

洗浄施設 電動フォークリフト



大型自動ノリ乾燥機 ●事業費 ３２百万円（実施主体：ノリ養殖漁業協業体）
●施設概要
大型ノリ自動乾燥機１４連１基

●事業目的、効果
生産コストの削減とノリ養殖業の体質強化（生産時間約２割減、

燃油コスト約１割減）。

水産物荷さばき施設（２）

●事業費 １２３百万円（実施主体：漁協）
●施設概要
鉄骨造一部２階建て 建築面積 306㎡

●事業目的、効果
労働改善、衛生対策のため、荷さばき施設を整備。

（整備前）河川の導流堤で荷揚げや荷さばき。作業効率が
悪く、露天下の作業は衛生管理面で問題あり。

（整備後）迅速な選別・出荷による鮮度向上、衛生管理、
魚価向上を期待。
また、荷さばき作業後、定期的に朝市を開催し、
漁業者と地域住民との交流の場に。

（荷さばき風景） （朝市風景）



美化・利用整序促進施設（船舶離発着施設）

●事業費 ２１０百万円
●施設概要
鉄筋コンクリ－ト造一部2階建て450㎡、待合室、乗船券
売場、トイレ、特産品コーナー等

●事業目的、効果
・定期便が運航し島の玄関口として住民や観光客にとって

重要な施設。ピ－ク時の利用客は一日約400人。

・待合室、トイレの整備により、悪天候、炎天下での利便性、
安全性が向上した。

放置艇収容施設

●事業費 １７１百万円
●施設概要
浮体式簡易係留施設３基 （45m,54m,54m）
船舶上下架施設１基、－１．５ｍ泊地2,200㎡

●事業目的、効果

・良好な一本釣漁場に近く、漁船とプレジャーボートが輻輳し
て係留されていた。

・放置艇収容施設の整備により、漁船とプレジャーボートの
接触等によるトラブルが解消。漁業生産と海洋レクリエーショ
ンの基地として安全性、利便性が向上。
・漁協による施設の維持管理・運営。

Ⅱ 施設整備の事例（漁港機能高度化目標）



●事業費 １３４百万円
●施設概要 津波緊急待避施設200m2 （待避規模約400人）

非常照明（夜間、停電時にも対応）、手すり等
●事業目的、効果

・地震等の発生時、緊急的に津波から待避する施設を設置し、
地域の防災拠点としての安心・安全な漁港を目指す。
・避難マップ、防災訓練などのソフト対策も必要。

総合防災施設（緊急避難施設）

●事業費 ２，２９９百万円
●施設概要 取水能力２，８８５ t/日、取水管敷設、海中掘削、
ポンプ、受水槽、機械棟等

●事業目的、効果

・つくり育てる漁業の拠点である県栽培漁業センターに深層水
を供給。清浄性、低温性を活かし鮮度保持、活魚輸送等に利用。

深層水等利用施設

●事業費 ５．６百万円
●施設概要 船揚場滑り材 L＝25m
●事業目的、効果

・漁船の上下架作業の軽労化、作業時間の短縮を目的とした
船揚場の改良（滑り材設置）を行った。
・ 漁船の耐用年数の向上、船揚場作業の危険解消が図られた。

漁港等環境改善推進施設



Ⅲ 整備実績

施設名 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度

つきいそ 52 39 33 30
水産鮮度保持施設 9 12 11 18
水産物荷さばき施設 9 12 7 16
大型ノリ自動乾燥機 - 1 11 14
燃油等補給施設 1 3 8 10
漁船保全修理施設 8 2 4 13
水産物加工処理施設 5 4 3 9
漁業用作業保管施設 10 3 6 9
省エネ化改築 - - - 5
有害生物等の除去 1 2 2 4
蓄養施設 - - 1 3
水産情報高度利用施設 2 - - 2
漁場管理強化施設 1 1 1 2
その他 40 15 26 7

合　計 138 94 113 142

経営構造改善目標



Ⅲ 整備実績

放置艇収容施設 5 2 1 1
美化・利用整序促進施設 25 23 12 15
漁港等環境改善推進施設 13 26 21 20
深層水等利活用施設 2 1 0 0
漁港機能改善施設 12 20 22 12
総合防災施設 - - 4 0
防災情報伝達施設 - - 0 2
災害時支援施設 - - 0 0

合　計 57 72 60 50

漁港機能高度化目標



Ⅳ 課題等（都道府県から多く寄せられるご意見を整理したもの）

●機能低下している漁場施設の改良整備を追加してほしい。

過去に漁場事業で整備した増殖場等を改良整備して機能アップを図りたい。

●事業費下限が高い。

●交付率の嵩上げ（条件不利地域、公共性、国の政策に合致するメニューに重点化）

●Ｂ/Ｃの要件をクリアすることが難しい。貨幣化が困難な施設もある。

●事業推進のため、施設整備と連携したソフト的取組への支援が必要。

●宅地内配管支援について、生活保護受給者に限る要件は、実情となじまない。

接続率が低迷している要因は、財政事情によるもの、高齢化による後継者不足など。

●沿岸漁業構造改善事業から４７年経過し、各浜に整備された施設が老朽化する一方、漁業経

営体の体力は低下。→既存ストックの有効活用、整備コストを削減できる長寿命化が重要。

●現在の交付金制度は漁協合併、資源回復計画、衛生管理計画などの要件が多すぎる。

要件を満たせず、交付金の利用を断念するケースがある。



（３）漁村地域力向上事業



Ⅰ 制度の概要

（対策のポイント）
活力ある漁村づくりを推進する観点から、地域資源を活用した先進的な地域ぐるみの取組及び

都市と漁村との共生・対流を促進する。

（背景）
漁村は多面的機能を有し、豊かで安心できる国民生活の基盤を支え、国民経済の安定に寄与

している。こうした役割は、漁業者を中心とした漁村地域の活動によって支えられているが、近年、
漁業生産量の減少や漁業就業者の減少・高齢化の進展を背景に過疎化が進行し、漁村地域の
活力の低下から、、漁村の有する多面的機能に支障が生じることが懸念されている。

一方では、漁村の持つ様々な魅力が都市住民に再認識され、漁業体験や遊漁等の海洋性レ
クリエーションの活動の場、新鮮な魚介類の提供、豊かな自然環境などを満喫できる余暇や生活
空間としての役割が漁村に期待されるなど、漁村に対する新たなニーズが高まっているところで
ある。

（内容）
漁村地域が特性に応じて作成した地域戦略（地域資源の活用による新たな産業の育成や都

市と漁村の共生・対流の推進など）に基づき、多様な主体が参画・連携する地域ぐるみのモデル
的な取組を支援するとともに、その成果を全国に普及する。

なお、地域の先導的な取組を誘発するための補助事業と地域の挑戦を可能とするための環境
整備に係る委託事業を併せて実施している。



（補助事業） 活力ある漁村づくりモデル育成事業

①漁村地域力向上ビジョン策定モデル（H２１拡充） 補助率 １／２
②漁村活性化育成モデル 補助率 １／２
③地域再生・活性化育成モデル （H２０拡充） 補助率 定額

（補助事業の手続きの流れ）

事業実施主体

市町村、水産業協同組合、民
間企業等で構成される任意団
体（市町村と水産業協同組合
が参加する必要）

水産庁

①課題提案書を提出

②実施主体として採択

③補助金の交付申請

④補助金の交付

（委託事業） 活力ある漁村づくり促進事業

①立ちあがる地域への協力活動
②自ら考え行動するための環境整備
③活力ある漁村づくりの推進
④子ども達の漁村受入れのための環境整備 （H２１拡充）
⑤定住・二地域居住の推進 （H２０拡充）



（参考）地域資源を活用した漁村づくり体系図

○ビジョン（活性化構想）の作成
○モデル事業の実施
【活動例】
・商品開発
（海産物のブランド化、付加価値のある加工品等）
・市場開拓
（漁村外部へのＰＲ、都市部への営業拠点の設置、
ＨＰを活用した直販等）

・新たな産業育成
（海ﾚｸ・体験ﾒﾆｭｰの構築、民宿・魚食ﾚｽﾄﾗﾝ経営等）
○実施結果の検証・報告

■漁村地域力向上事業（Ｈ19～）

漁村地域が特性に応じて作成した地域戦略（地域資源の活用による新たな産業の育成や都
市と漁村の共生・対流の推進など）に基づき、多様な主体が参画・連携する地域ぐるみのモ
デル的な取組を支援するとともに、その成果を全国に普及

○有識者委員会によるモデル地域の選考、
取組の検証

○人材育成や各種情報の提供
○漁村づくりモデルの全国普及
○定住等促進のための手法の検討
○子どもたちの漁村受入のための検討

民 間 団 体地 域 戦 略 協 議 会
（地方公共団体、水産業協同組合、民間企業、ＮＰＯ等で構成）

〈補助事業〉 〈委託事業〉

相 談

指導･助言

成 果

○補助内容（補助事業：補助率１／２、定額（過疎地における過疎対策に関する取組））
・上記にかかる活動費、広告費、協議会運営費等
○事業の流れ
モデル地域の公募→各地域から企画提案→モデル地域の選考→事業実施→検証・報告→モデルの全国普及

漁村の文化資源の活用ブランド化した水産物の提供 海レク事業との連携体験メニューの構築



厚岸地域活力ある
漁村づくり事業

あわびの里
熊石での新たな
水産振興事業

魅力あふれる
西ノ島活性化事業

島の新産業創出事業

新上五島地域連携
水産活性化事業
いってみゅーで新上五島

まっちょっど～
定年・長島

足摺岬地域連携・
水産活性化・地域協働事業

古民家等活用・
漁村居住推進事業

牟岐千年サンゴの
森プロジェクト事業

地産地消から始める
もずく養殖業再生を通じた
沖縄漁業漁村活性化
プロジェクト事業

芳養漁協地域
いきいきふれあい
漁村活性化推進事業

新漁村ビジネス創出事業

ヤマトシジミ食育普及
による地域振興・
活性化事業

地域協働による
漁村活性化事業

自然環境と共生した
漁業と暮らしの

再構築事業

北海道根室市（歯舞）

北海道厚岸町

島根県海士町

島根県西ノ島町

和歌山県田辺市

徳島県美波町

鹿児島県長島町

高知県（中土佐町、宿毛市、土佐清水市） 徳島県牟岐町

長崎県新上五島町

北海道根室市（落石）

青森県五所川原市

岩手県田野畑村

沖縄県全域

北海道八雲町

地域再生・活性化育成モデル

Ⅱ 活動の事例 モデル地区一覧（２０年度）

漁村活性化育成モデル



活動例 その１

フットパスウォーキング風景

地区の魅力ある資源を発掘・探索し、景観
や植物の観察を楽しんで頂くため、地区の
海岸線を利用した“フットパスコース”にて
ウォーキングイベントを実施した。本年度
170人の参加があり、観光資源及び水産

資源の周知と共に、地域内外の人たちと
の交流につながった。

交流体験

シジミ漁の体験の様子

食育活動を通じて交流が始まった小学校
関係者（東京都）を地元に招き、実際に
学校給食で提供したシジミを扱う漁業者
との意見交換会や、シジミ漁を体験して
もらうことにより、生産地の状況や、食の
安全・安心について認識してもらう良い機
会となった。

地域づくり計画情報交換会

外部団体（大学）の支援を受け、地域資
源の発掘及び利用可能性調査等を行う
ことにより、新たな視点におけるまちづく
り計画の策定や地元住民と学生との交
流促進につながった。



漁家民泊

漁村での民泊体験
（定置網見学）

都会の小学生130人（修学旅行）を、漁
協女性部の家24軒で受入れ、都会の子

供たちに、定置網見学、釣り体験、地域
水産物の食事提供等を行った。

食育

漁業者による出前事業
（消費地小学校）

大消費地である関東方面の小学校（2校）で、

食育普及活動（漁業者による出前事業、給
食への食材提供）を実施し、ヤマトシジミへ
の理解と関心を高める活動につながった。

イベント

昆布まつりの開催風景（地
元水産物の直売）

地域の観光の振興と、地元水産物の
普及活動を目的としたイベントを開催
し、地元水産物の販売や、漁船を利
用したクルージング等を実施した。

活動例 その２



衛生管理

閉鎖型市場での競り

安全・安心な水産物供給基地として消費者
の信頼を得るため、閉鎖型市場における
競りをはじめ、産地の総合的な衛生管理体
制（操業・陸揚・展示・販売・保管・加工の
各段階）の構築を推進した。

地元水産物を活用して開発した
“さんまロール寿司”

外部アドバイザーを招聘し、地元特産である
“サンマ”や“コンブ”を活用した“さんまロール
寿司”を開発した。さんまロール寿司は、各種
イベント開催時や、市内７店舗で提供するな
ど、地元水産物（サンマ、昆布）の消費拡大に

繋ることが期待される。

商品開発

団地（消費地）での水産物周知
活動

多くの産品が集まる既存の催事会場では
なく、消費地市内の団地（２箇所）において、
産地水産物の周知活動（試食会及び地
域・商品説明）を実施したことにより、漁業
者と消費者の交流が深まり、産地の知名
度向上につながった。

情報発信

活動例 その３



流通改善

ＱＲコード（生産者履歴）が印刷
されたシール

地元水産物である「大黒さんま」と「カキえ
もん」について、トレーサビリティシステム
を導入することにより、消費地からの情報
開示のみならず、消費地からの質問・感想
等のコメント徴収を図ることで、消費地との
距離を縮め、食の安全・安心ならびに更な
るブランド化、差別化につながることが期
待できる。

人材育成

Ｉターン者の漁業研修風景
（岩ガキ養殖研修）

Ｉターン者を対象に、現役漁師による漁業研修や、
漁具等の貸与支援を行ったことにより、漁業後継
者6名（いわがき養殖業4名、採貝漁業2名）の確
保につながった。

活動例 その４



ダイバーによるナマコ育成施設の設置
（ナマコの増養殖研究）

陸上で生産された稚ナマコを、海中で育成する手法の調
査研究を行い、将来的にナマコの増産及び漁業者所得の
増大につながることが期待される。また、ホッケについても
同様の取り組みを推進している。

調査研究

ハマサンゴの調査研究

外部専門家及び地域住民による、ハマサンゴの「骨
格サンプルの採取」と、害的である「オニヒトデ調査」
を行ったことにより、各種メディア（新聞雑誌掲載３５
回、テレビ放送７回）にも注目され、地域内外に観光
資源であるハマサンゴの価値が認識されるとともに、
地元町の知名度向上につながった。

活動例 その５
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