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資料 ５

集落における取組の評価について

本事業について、事例集に掲げられた事例についてその効果を整理した。これらの

事例は、全集落協定230のうちの約2割弱にあたり、市町村に協力を頂き各取組の状況

をとりまとめ報告いただいたものであるので、評価については一定の客観性はあるも

のと考えている。一方で定性的な評価のみによっているものも多かったことから、定

量的な効果の把握状況についても確認を行い、回答が得られたものは追記した。

しかしながら、事業の全体的な評価とはなっておらず、20年度以降のデータも不十

分であるので、引き続きの方法の向上も図りながら精査していく必要があると考えて

いる。

これらの事例においては、様々な効果が報告されているが、その効果が現時点で認

められていると考えられる代表的なものを整理した。

Ⅰ．漁場生産力向上に関する取組の成果

１．種苗放流

計画的な漁獲・操業ルールの設定、漁業者の栽培漁業への意識向上、

漁獲量増加や資源回復の可能性拡大

２．産卵場・育成場の設置

収穫量・漁獲量の増加、漁場探索の労力と時間の軽減、

一部で漁業と観光(ダイビング)の連携

３．水質維持改善

地域住民による悪臭やヘドロ減少との評価、島民の意識の向上

４．植樹・魚付き林の整備

土砂の流失防止、海岸の浸食防止、継続的実施による資源・

漁獲の増加の可能性拡大

５．清掃活動

漁場環境・海岸域環境の改善、漁場の生産力の向上、操業効率の向上や

安全操業の確保、集落の連帯感の形成、漁場を守る意識の醸成

６．漁場監視

異常時における対応体制の確立、地域住民による予防効果発揮との評価

７．その他

資源量調査に基づく操業ルールの確立、種苗放流・移植放流等の技術改良、

漁業者の資源保護意識の向上、有害生物の駆除による漁獲量の向上、

漁具被害の軽減など
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Ⅱ 集落の創意工夫をいかした新たな取組の成果

１．新たな漁具・漁法の導入

魚価単価の向上、操業経費の削減

２．新規漁業・養殖業への着業

未利用コンブの有効利用技術の開発、ヒジキ養殖技術の向上、

マガキ養殖技術の向上、ヒオウギ貝養殖技術の向上

３．低・未利用資源の活用

ガンガゼなど未利用魚の加工技術の向上、

新規需要者の開拓による付加価値の創出

４．品質の均一化に向けた取組

加工法の統一や鮮度保持技術の向上等による品質・単価の向上、

施設の拡大による出荷量の増加

５．高付加価値化の取組

活魚出荷率の向上による収入増加、

プロント凍結による品質保持による販路拡大

６．流通体制の改善

需要に応じた出荷による取引価格の向上、活イカ梱包・輸送技術の確立による

出荷量の増加、共同管理・出荷体制の構築による輸送経費の削減

７．簡易加工

地元特産魚等を用いた新商品の開発、加工技術の向上

８．観光との連携

都市交流による島外からの参加者の確保、ある島への経済効果は年間500万円

程度と試算、体験漁業の参加者からは貴重な体験ができたとの評価。

９．その他

海中施肥試験については、周辺のコンブの身入りが良く光沢もあり成長が早い

と漁業者に評判、情報誌の発行については、ある島では情報誌を通じて２名

の新規就業者候補者が来島

なお、本委員会における検討においては、委員・参考人から「事業をきっかけとし

て、コミュニケーションが良くなり、漁師以外の集落の方々と話をする機会が増え、

自治活動にまで波及した 「集落人口の減少が大きい中で、本交付金により減少に歯」、

止めがかかることだけでも大きな成果であった」といった、漁業生産以外の多様な効

果も認められるとの発言もあった。
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各事業の評価について

Ⅰ．漁場生産力向上に関する取組

１．種苗放流に関する評価について

○ 単に放流を行うだけでなく、併せて、アワビの生育環境保全のため、磯焼け

対策として植食貝類の駆除、密漁対策の実施、計画的な漁獲の実施など 総合的

にアワビ資源の回復に取り組んでいる。 (粟島集落)

○ 単に放流を行うだけでなく、中間育成や標識放流にも取り組み、集落構成

員の栽培漁業への意識が向上している。

また、中間育成は、放流効果の向上にもつながっていると考えられる。

(小値賀集落)

○ 種苗放流のみならず、併せて、魚礁の清掃を含めた海岸清掃の実施、磯焼け

防止を目的としたヒジキ藻場への施肥の実施、計画的な操業のためのルールの

見直しのなどに総合的取り組み、漁場生産量の増加を図っている。 (姫島集落)

○ 放流した種苗が漁獲対象となるまで成長したり、親魚となって産卵等資源

に寄与するまでには、年月を要するところであるが、今後、漁獲量の増加

や資源の回復が期待される。 （粟島集落、小値賀集落、姫島集落）

２．産卵場・育成場の設置に関する評価について

○ 築いその整備により、岩のりの年間収穫量が増加 （飛島集落）。

1人当たりの収入年間収穫量（推定） 年間収穫高

中村地区 2,400枚 (15人×40枚×4回) 2,400,000円 160,000円

勝浦地区 3,000枚 (25人×30枚×4回) 3,000,000円 120,000円

法木地区 3,240枚 (27人×30枚×4回) 3,240,000円 120,000円

○ 島周辺海域に単にアオリイカ産卵礁を設置するのみならず、それを管理

することにより、アオリイカが産卵する海域（産卵礁に多く卵を産み付け

る海域）とそうでない海域が特定されつつある等、産卵に関するデータを

取得。

産卵礁周辺では孵化した稚アオリイカが目撃されており、今後も継続的

に実施することで、アオリイカの水揚げ増大を目指すと共に、ダイビング

スポットとして注目されることで観光誘致へとつながり、漁業・観光との

融合を図ることが期待される。 （神津島集落）
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○ 浮魚礁の設置により漁場探しの労力と時間が軽減。

また、鰹などの漁獲量が増加の傾向にある。 （多良間島集落）

年 年 年H17 H18 H19
カツオ ６トン ６トン ７トン

３．水質の維持・改善に関する評価について

○ 地域住民がヘドロが積もって悪臭を放っていた排水溝がきれいになった

と評価。

市としても「海を汚さない」という島民の意識の高まりを期待。

（戸島・嘉島集落）

○ 地域住民が排水路からの臭いが無くなっていると評価。

同様に双子橋河口のヘドロが少なくなっていると評価。

（糸満・西崎・喜屋武集落）

４．植樹・魚付き林の整備に関する評価について

○ 松の苗木６００本を総計およそ６７０ｍの海岸線にわたって植樹。

（大島集落）

○ ダイダイの苗木を毎年３００本、総計およそ２６４０㎡にわたって植樹。

結実したらジャムやポン酢等としての新商品開発や水産物とのセット販

売等も実施する予定。 （島野浦集落）

○ アダンの苗木８１０本を総計およそ８００ｍの海岸線にわたって植樹。

（奄美大島集落）

○ 植樹・魚付き林の整備という性格上、早急な効果発現は難しいが、各地域

とも植樹を計画的に拡張していくこととしており、将来的には土砂の流入防

止や海岸浸食の防止、海への栄養供給、防風林としての役割、資源・漁獲量

の増加等の効果が期待。

（大島集落、島野浦島集落、奄美大島集落）
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５．清掃活動に関する評価について

○ 海岸・海底の浮遊・堆積ゴミを除去することにより、健全な漁場環境の

創出に寄与するとともに、操業効率の向上や安全操業にも寄与。

（魚島・高井神島集落、馬渡島集落）

○ 母島観光協会と連携して、母島及びその属島海浜に漂着したゴミを平成20年

度は８トン強収集（平成19年度２トン、平成18年４トン 。）

漁業者以外の者の漁業や海に対する理解が向上。

平成18年度は、母島、向島で活動を実施し、平成19年度は、向島、平島で、

平成20年度は、母島、平島、向島の３島で実施した。今後は、周辺の他の島

（姉島、妹島、姪島）においても実施が期待される。 （母島集落）

○ 海底、海岸のゴミを平成20年度は４０立方㍍収集（平成19年度は３２立方㍍、

平成18年度は２４立方㍍ 。海底ゴミの収集量は年々減少しており、海底の環境）

浄化だけではなく、作業効率の向上や安全操業にも役立っている。

漁業者間に協力して作業に取り組む体制が整うとともに自らが漁場を守る意識

が醸成。

（魚島・高井神島集落）

○ 海岸に滞留している漂流物（発泡スチロール、ビニール、ポリ缶等）を

年間、軽トラック１５～２０台程度（約２５～３０立方㍍）収集。

漁場環境の改善及び生産力の向上につながる。

集落内の連帯感が強まり、意識の変化が見られる。 （馬渡島集落）

６．漁場監視に関する評価について

○ 漁業者の休漁期間や魚価の上がる年末等を中心に年間２０回実施。

密漁者に対して監視活動をアナウンスすることによる予防効果があるとと

もに、漁業者が常に漁場に気を配ることによって異常時に即座に対応できる

体制が確立された。 （答志集落）

○ ３班体制（５２名）で２ヶ月に１回程度、漁協自警船と連携し監視を実施

・取締機関への違反船情報を通報（１９年度２回）

・違反船を追跡（平成１７年度１回、１８年度３回、１９年度１回）

地域では、予防効果が発揮されていると認識。

（佐世保市宇久集落）
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７．その他の取組に関する評価について

「ウニ・アワビ等の資源量調査 （奥尻集落）」

○ 島全域で延べ120箇所の定点を設定し漁期前(5月)と漁期後(8月)に調査を

実施。調査に基づく適正な漁業の実施 → アワビ漁の禁漁を実施

今後のアワビ種苗放流やウニ深浅移植放流等の増殖施策へ的確な対応

「抱卵魚の保護 （沼島集落）」

○ 漁獲された抱卵イセエビ１５７尾、抱卵ガザミ１３５尾を生息適地へ

再放流 （H20年）。

漁業者の資源保護への意識が向上。

「サメ駆除 （渡名喜集落）」

○ 平成18年度 12トン（30匹 、平成19年度 7.5トン（25匹））

平成20年度 6.3トン（21匹）のサメを駆除。

漁場に居つくサメの個体数が減少していると推測

結果、漁獲量の増加、漁具損失の減少に結びついている。

（主要魚種の漁獲量）

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

カツオ 35,100 34,800 13,130 17,500 52,200

タ イ 32,491 22,700 18,050 34,300 34,330

ハ タ 28,900 13,000 19,000 19,100 19,400

合 計 96,491 70,500 50,180 70,900 105,930
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Ⅱ．集落の創意工夫を活かした新たな取組

１．新たな漁具・漁法の導入に関する評価について

「タコの活魚出荷時におけるタコネットの導入」等（平郡漁業集落）

○ タコの共食いや表皮のこすれを解消させ鮮度保持に努めた結果、キロ当

たり平均単価が向上。

また、同時に取り組んだ「タコ産卵つぼの海中投入」の効果も一因となり、

水揚げ量も増加。

平成18年 平成19年

キロ当たり平均単価 ６０５円 ６３０円

水 揚 量 ３０，０００㎏ ３５，０００㎏

「ソデイカ針及び水中ライトの改良 （与論島集落）」

○ 改良ソデイカ針については、従来型に比べ３割以上高価であるにもかかわ

らず改良型の針を使う漁業者が増加。

釣り上げる途中で外れにくく耐久性があるとの漁業者の評価

結果的に漁具コスト削減の期待が高まる

改良水中ライト（＝青色発光ダイオード）は、従来型に比べ約３倍の値段

であるが、電池寿命が１０～１５倍と伸びるため評価が高い。

結果的に漁具コスト削減の期待が高まる。

２．新規漁業・養殖業への着業に関する評価について

「リシリコンブの養成試験 （沓形地区漁業集落）」

○ 放って置けば腐食してしまう海岸線直下のリシリコンブを有効利用する

技術を確立。

養成試験における漁獲量71㎏・漁獲高約30万円（平成19年度）

「ヒジキの海面養殖試験 （津和地島集落）」

○ ヒジキの海面養殖技術の向上。

平成２０年度は乾燥重量で５０㎏を生産し７万円の収入を得た。

「マガキ及びヒオウギガイの試験養殖 （鷹島漁業集落）」

○ マガキ及びヒオウギガイの養殖技術の向上。

今後は、販路の開拓や収益・採算性の確認を行う。
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「ヒジキの試験養殖 （獅子島集落）」

○ ヒジキの養殖技術に関し一定の知見を収集。

今後は、多くの利益を出せるような技術を確立し、時化の多い冬場の収入

源としてヒジキ養殖を定着させていきたい。

平成19年度結果概要

挟み込み数ﾛｰﾌﾟ長 収穫量 kg/m (H18) 日数 養殖場所 株採取場所 株重量

幣 串 252 223 0.88 (0.77) 107 赤瀬 串崎 36.2 739

湯ノ口 200 151 0.76 (0.45) 112 赤瀬 湯ノ口 21.8 1,040

片 側 150 503 3.35 (5.04) 96 南長瀬 長瀬 15.0 500

御所浦 600 1,220 1.74 (2.41) 107 下別当南 55.2 3,000野島、中島、蜂島

＊収穫量は湿重量、養殖方法は垂下式べた流し。

３．低・未利用資源の活用に関する評価について

「市場出荷されない魚を活用した干物の作成 （式根島集落）」

○ 量が揃わないなどの理由で市場出荷されなかった未利用魚（ブダイ、アジ、

イサキ、トビウオ、サバ、メダイなど）を活用・商品化し、収入を得た。

「低利用資源を活用した活餌の供給 （伊島集落）」

○ 小型定置漁業者は、利益のでない小物アジの畜養により、活餌としての付加

価値を創出。

延縄業者は活餌を簡便に入手。

「ガンガゼの商品化試験 （三浦湾集落）」

○ ガンガゼの商品化のための加工技術を習得

地元での試験的な試食・販売の評価もまずまず （下グラフ参照）。

磯焼の原因でもあるガンガゼを駆除するのみならず、商品化することで

未利用資源を有効活用。

アンケート結果（３０名回答）
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４．品質の均一化に向けた取組に関する評価について

「いわがきの安定生産・安定供給のための施設の拡大 （海士町集落）」

○ 施設整備を通じた順調な出荷量の増加と市場での高評価

平成14年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年

出荷量 個 61,000 97,000 116,000 160,000 203,000（ ）

「柱島わかめの品質の均一化 （柱島集落）」

○ 統一された乾燥ワカメの加工方法を確立。

出荷単価の安定

取組前 取組後

キロあたり単価 ２００円程度 約３００円

「スルメイカのブランド化 （勝本集落）」

○ 専用トレーの使用による漁獲したスルメイカの鮮度保持及び品質の向上。

単価の向上、出荷数の増加。

平成17年度 平成18年度 平成19年度

通常箱当たり単価 1,418円 1,296円 1,139円

トレー箱当たり単価 2,473円 2,978円 2,604円

出荷数（箱） 196 1,013 1,077

５．高付加価値化の取組に関する評価について

「船内冷水装置のリース事業 （坊勢島集落）」

○ 夏場のカレイ類の活魚での出荷割合の大幅な増加。

シャコ（活魚出荷のみ）の水揚げ量の上昇。

冷水装置なし 冷水装置有り

マコガレイ 活魚の割合 １０％ 活魚の割合 ５２％

メイタガレイ 活魚の割合 ３０％ 活魚の割合 ７６％

シャコ（＊） ４．２ｋｇ ５．４１ｋｇ

＊シャコは、一隻あたりの水揚げ量の変化

「プロトン凍結装置利用による冷凍保管技術の鮮度保持試験」 （甑島集落）

○ プロトン凍結装置により凍結したキビナゴを解凍し、スーパー等で刺身

の試食及び試作品の無料配布とアンケート調査を実施したところ７４％の

人が「凍結ものとは思えない」と高い評価。
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６．流通体制の改善に関する評価について

「漁獲したサザエの共同管理 （高千漁業集落）」

○ 規格を統一したサザエを常時ストックすることが可能となったことによ

り、需要に応じた出荷を実現。

また、数量が確保できる６～９月は、新たな取引先の開発行い、３ヵ年で

延べ２０回程度取引を実施。取引価格（＝１ｋｇ当たり６００円強）は、地元

市場の６～９月の取引単価（500円～600円未満（平成20年 ）に比べ１～２割）

程度高い。

「活イカのパック輸送の導入 （西ノ島町全域集落）」

○ 運送中に活イカが墨を吐いて死ぬことの無い梱包・輸送技術の開発

出荷量の順調な増加。

平成18年 平成19年

出荷量 約2,800パック 約4,500パック

「陸上活魚施設の整備による共同管理・出荷体制の構築」(三井楽集落）

○ 取組前と取組後でクエの出荷時期である11,12月について、対前年同月比

で2ヶ月連続約１０％アップ

共同出荷が可能になったことで輸送経費が削減。

（ ）年 月 出荷量（㎏） 販売額（円） 単価 円／㎏

H19 11 1, 292 6,552,294 5, 049

12 841 5,151,511 6, 125

H20 11 1, 176 6,010,819 5, 546

12 1, 610 10,064,701 6, 669

H20 11 △ 116 △541,475 497

－ H19 12 769 4,913,190 544

７．簡易加工に関する評価について

「島の新産業として特産品となる水産加工品づくり （舳倉島集落）」

○ 加工品づくりに利用するための塩づくりに着手。塩は商品化し島内の民宿

や市内の旅館、土産物屋、卸売り業者等、取り扱い先が徐々に増加。

また、この塩を使い「イカの塩漬け 「サザエの塩漬け 「サザエの粕漬け」」 」

魚醤「いしる」などを開発。現在は、海女採りの天然ワカメを使った塩ワカ

メ作りを推進。
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「島内の水揚げ魚を用いた水産加工品の新たな開発 （隠岐の島集落）」

○ エチュウバイ、ホソトビウオ、イサキの加工技術の向上。

商品化及び販売（合計4，400パック、売上金額140万円）

「地元特産魚（トビウオ）を原料とする新商品の開発 （屋久島集落）」

○ トビウオのすり身で作ったハンバーグを利用した「トビウオバーガー」を

開発。

地元のイベント等で試験的な販売を実施。1回のイベントで200食を完売。

平成19年度売り上げ２万円。平成20年度売り上げ８万円。

８．観光との連携に関する評価について

「トローリング大会の開催 （八丈島集落）」

○ 八丈島への経済効果は年間５００万円と推計。

平成19年度参加者実績延べ131名、平成20年度参加者実績延べ105名。

「体験漁業への取組」(登野城・新栄町・新川・八島町漁業集落）

○ 平成18年度16名、平成19年度32名の地元の小中学生に体験漁業を実施。

参加者からは学校行事では得られない貴重な体験ができたとの感想。

９．その他の取組に関する評価について

「魚カス海中施肥試験 （香深・船泊集落）」

○ 試験実施周辺海域でリシリコンブを採取している集落メンバーは、身入が

良く、光沢もあり、成長が早い等の評判を回答。

磯焼け対策にも効果が期待される。

「島の現在の状況や島での就業支援などを掲載した情報誌の発行」(見島漁業集落）

○ 情報誌「鬼ようず」を５号まで発行し新規就業者向け情報を発信。

新規就業を目指して平成２０年１０月から１名が研修を開始。

平成２１年４月からも１名が研修を開始。


