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種苗購入費（購入旅費、購入者人件費、トラック賃料、種苗代等）

種苗捕獲費（作業費、油費等）

種苗放流費（作業費、油費（運搬費）、標識購入費、通信費、消耗品費等）

追跡調査費（作業費、油費等）

中間育成費（作業費、消耗品費、施設利用費、通信費等）

種苗購入費（購入旅費、購入者人件費、トラック賃料、種苗代等）

種苗捕獲費（作業費、油費等）

種苗放流費（作業費、油費（運搬費）、標識購入費、通信費、消耗品費等）

追跡調査費（作業費、油費等）

中間育成費（作業費、消耗品費、施設利用費、通信費等）

I．漁場生産力向上の取組　　
　１．種苗放流

・資源量が少なくなる中、生産量を維持するためには、作り育てる漁業の推

進が重要です。種苗放流では、稚魚稚貝を放流し、育てることで、海域の生

産力の向上を図ります。

・種苗放流と併せて、稚魚稚貝の生息場となる育成場の整備や藻場・干潟

の管理・改善を実施することで、より高い効果が期待できます。

・なお、放流する種苗の原産地によっては、対象海域に生息しない生物を侵

入させ、他の水産資源に影響を及ぼす可能性があり、注意が必要です。

・資源量が少なくなる中、生産量を維持するためには、作り育てる漁業の推

進が重要です。種苗放流では、稚魚稚貝を放流し、育てることで、海域の生

産力の向上を図ります。

・種苗放流と併せて、稚魚稚貝の生息場となる育成場の整備や藻場・干潟

の管理・改善を実施することで、より高い効果が期待できます。

・なお、放流する種苗の原産地によっては、対象海域に生息しない生物を侵

入させ、他の水産資源に影響を及ぼす可能性があり、注意が必要です。

＜参考実施例＞
　　　　　 ○新潟県　粟島浦村　粟島・・・・・アワビの種苗放流等・・・４頁
　　　　　 ○長崎県　小値賀町　小値賀島・カサゴの中間育成等・・・５頁
　　　　　 ○大分県　姫島村　姫島・・・･クルマエビの種苗放流等・・･６頁

３．対象となる経費の例

１．目的

２．取組例

・水産資源となる種苗の放流

・放流種苗となる稚魚の取得及び中間育成

・放流魚貝への標識の取り付け

・追跡調査の実施　　　　　　　　　　　　　　　　等

・水産資源となる種苗の放流

・放流種苗となる稚魚の取得及び中間育成

・放流魚貝への標識の取り付け

・追跡調査の実施　　　　　　　　　　　　　　　　等

種苗例

アワビ、ウニ、ヒラメ、
カサゴ、クルマエビ　等



Ⅰ.漁場生産力向上に関する取組 
＜ 種苗放流 ＞ 
  新潟県 粟島浦村 粟島漁業集落 

表１ アワビ種苗放流数
１． 背景 

 粟島ではアワビを計画的に漁獲し、資源管理に努めてきた

が、磯焼けの影響により 1990年以降漁獲量が減少している。
アワビ資源を回復させるための取り組みとして人工種苗の放

流を実施した。 

放流年 放流数（個） 

H15 11,400 

H16 10,920 

H17 24,400 

H18 21,728 

H19 25,100 

H20 19,885 

２． 活動の内容 

粟島では稚貝を陸上の水槽で１週間程度畜養した後、放流

している。畜養している間に種苗を山型の付着基盤に付着さ

せ、付着基盤ごと放流海域へ放流する。アワビ種苗移動後、

付着器は回収する。放流は害敵生物の行動が活発な秋季を避

け、海水温の低い春季に行っている。放流場所は次の４点を

考慮して選定している。(1) 害敵生物からの隠れ場が多い、(2 )
餌料海藻が年間を通して豊富、(3) 成長段階に応じた住み場が
存在する、(4) 再捕が容易で高い漁獲率が期待できる。 
３． 活動の経過とこれからの展望 

 平成 17 年以降は殻長 30mm 以上の種苗を毎年２万個程度
放流している。放流種苗が漁獲対象となる平成 21年以降は漁
獲量の増加が期待される。一方、アワビ資源減少の原因とな

っている磯焼け対策が必要となっているが、これについては

平成 18 年,20 年に植食の貝類であるオオコシダカガンガラの
駆除（活用）を実施した。今後は放流と併せて植植生物の駆

除、密漁対策、計画的な漁獲を継続することでアワビ資源の

回復を目指したい。 

 
 

図１ 種苗付着基盤 

図３ アワビ種苗 図４ 放流の様子 図

４． 担当及び連絡先   新潟県粟島浦村産業建設課   ℡ 025
図２ 陸上での畜養
５ 放流海域 

4-55-2111 



Ⅰ．漁場生産力の向上に関する取組

＜種苗放流＞　　

　 長崎県　小値賀町　小値賀

　１．背景

　　　資源の維持・増加を図るため、種苗放流を実施。

　２．活動の内容　　

集落において、平成18年度から各種種苗放流に取り組んだ。放流種及び放流数は、次のとおりである。

□平成１８年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　トラフグ１０，０００尾、イサキ６０，０００尾、オニオコゼ１５，０００尾、ヒラメ１０，０００尾、マダイ１０，０００尾、
メガイアワビ５６，０００尾、カサゴ１９，０００尾　　 　　　　　　　　　　　　　

□平成１９年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　トラフグ１０，０００尾、イサキ６０，０００尾、オニオコゼ２０，０００尾、ヒラメ１０，０００尾、クエ１０，０００尾、

カサゴ１８，０００尾

ヒラメ ク　エ 放流状況

＜カサゴ中間育成＞

　 カサゴについては、栽培漁業への意識と放流効果の向上を図るため、中間育成にも取り組んだ。　中間

育成は、集落の構成員が担当し、給餌、斃死魚の除去、種苗の成長に伴う分容等を行った。中間育成期間
は、18年度が125日、19年度が171日であった。放流時には、標識とするため、一部に胸鰭カットを施した。

放流時サイズ

＜クエ標識放流＞

20年度においては、長崎県総合水産試
験場が行うクエの放流魚追跡調査に協力し、
放流用種苗10,000尾のうち2千尾の標識放
流にも取り組んだ。

中間育成実施前

分容作業

放　流

中間育成開始

ヒレカット

Av.55mm Av.100mm

標識取付

　３．活動の経過とこれからの展望　　

　 カサゴの中間育成については、18年度、19年度ともに種苗入手尾数20,000尾
に対し、生残数は18年度19,000尾、19年度は18,000尾と高い歩留りを得ており、
この間に20～50ミリの成長が見られた。今後も継続して取り組むことで、対象種の
資源の維持・増加が図られることが期待されている。

　４．担当及び連絡先　　長崎県小値賀町産業振興課水産班　℡　０９５９－５６－３１１１



Ⅰ．漁場生産力の向上に関する取組 

  ＜種苗放流＞ 

    大分県 姫島村 姫島 

１．背景 

    姫島村の周辺海域は抱負な漁業資源に恵まれた 

  漁場であり、漁礁設置等漁場の整備拡大を行うと 

 ともに漁業期節等独自の資源管理を行ってきた。 

  しかし、資源の減少や魚価の低迷等の課題を抱 

 えており、このまま放置すれば姫島村の漁業は衰 

 退してしまう懸念があった。 

  このため、漁業の基盤となる漁場の保全による 

 漁業生産量の増加を図り地域の漁業を活性化させ 

 るため、種苗放流や海岸清掃、施肥によるヒジキ 

 藻場の増大を図ることとした。 

２．活動の内容 

    平成１９年度は、以下の活動を行った。 

    種苗放流：クルマエビ      2,000,000尾 

              ヒラメ                10,000 

              カサゴ                34,000 

              アカウニ              90,900 

    海岸清掃、流木処理        延べ    353人 

    施肥によるヒジキ藻場の増大         50袋 

３．活動の経過とこれからの展望 

    これらの活動及び操業ルールの見直し等により、

 地域の漁場を活性化し、漁業生産量の増加を図る。

  また、①クルマエビ放流種苗200万尾のサイズ 

 を50mmから55mmに大きくして歩留まりの向 

 上を図る。②海岸清掃面積を15,500㎡から 

 18,500㎡に増大するとともに魚礁を清掃すること 

 により漁場の再生を図る。 

  これらの取り組みにより、漁獲量を平成１７年 

 度の９１２ｔから平成２２年度目標として 

 １，１６４ｔに増加させる計画である。 

４．担当及び連絡先 

    大分県姫島村水産・観光商工課  
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産卵礁・育成場作成費（人件費、材料費、資材購入費、運搬費）

設置費（人件費、油費、潜水作業費）

回収費（人件費、油費、潜水作業費）

通信費

消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　　等

産卵礁・育成場作成費（人件費、材料費、資材購入費、運搬費）

設置費（人件費、油費、潜水作業費）

回収費（人件費、油費、潜水作業費）

通信費

消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　　等

I．漁場生産力向上の取組　　
　２．産卵場・育成場の設置

・資源量が少なくなる中、生産量を維持するためには、作り育てる漁業の推

進が重要です。産卵場・育成場の設置では、魚介類の産卵に適した場や稚

魚稚貝の生息に適した場を用意することで、幼稚子魚の増加を図ります。

・産卵場や育成場は、想定する有用種に対応した形状のものを用意し、適

切な場所に設置することが重要です。

・産卵場であれば、対象魚種の産卵時期に、育成場であれば、種苗放流と

連携して実施することにより、高い効果が期待できます。

・資源量が少なくなる中、生産量を維持するためには、作り育てる漁業の推

進が重要です。産卵場・育成場の設置では、魚介類の産卵に適した場や稚

魚稚貝の生息に適した場を用意することで、幼稚子魚の増加を図ります。

・産卵場や育成場は、想定する有用種に対応した形状のものを用意し、適

切な場所に設置することが重要です。

・産卵場であれば、対象魚種の産卵時期に、育成場であれば、種苗放流と

連携して実施することにより、高い効果が期待できます。

＜参考実施例＞
　　　　 ○山形県　酒田市　飛島・・・・・・・・築いその補修作成・・・８頁
　　　　 ○東京都　神津島町　神津島・・・・イカ産卵礁の設置・・・ ９頁
　　　　 ○沖縄県　多良間村　多良間島・・・浮き魚礁の設置・・・１０頁

３．対象となる経費の例

１．目的

２．取組例

・イカ柴産卵礁、籠形魚礁、人工藻場の設置

・築いその補修作成

・浮き魚礁（パヤオ）の作成・設置　　等

・イカ柴産卵礁、籠形魚礁、人工藻場の設置

・築いその補修作成

・浮き魚礁（パヤオ）の作成・設置　　等



Ⅰ．漁場生産力の向上に関する取組 

＜ 産卵場・育成場の設置 ＞ 

  山形県 酒田市 飛島 

１．背景 

冬は日本海が荒れるため船の出漁が激減する。このため、岩のりは冬期間の貴重

な収入源となっている。収獲量の増と安定的な収入確保を図るため、既存の築いそ

（海苔養殖場）の補修整備を実施。 

２．活動の内容 

平成 5～7 年度に島内 3地区に１箇所ずつ整備したが、流木による破壊や岩のりの

付きが良くない箇所が生じ、近年、収穫量が減少傾向にあった。このため、平成 18

年から 3年計画で 3箇所ともに全面補修を行い、収獲量増による収入増を図る。 

［整備状況］ 

●平成 18 年度：法木地区の築いそ（岩海苔養殖場） 

補修整備を実施 

大きさ：幅 5ｍ×長さ 20ｍ＝100 ㎡ × 2 面 ＝200 ㎡ 

●平成 19 年度：勝浦地区の築いそ補修整備を実施 

大きさ：幅 5ｍ×長さ 15ｍ＝75 ㎡ × 2 面 ＝150 ㎡ 

●平成 20 年度：中村地区の築いそ補修整備を実施中、 

大きさは勝浦地区の同じ 

［ポイント］ 

○設計協議に漁民の意見を反映 

○コンクリート打設前に岩礁との密着

性を高めるため、ミゾ切りを実施

（縦・横とも 2.5m 間隔、深さ 15 ㎝）

○工事には常時漁民が立会い、コンク

リート仕上げ等に係る微妙な調整を

指示 

  

 

 

３．活動の結果（経過や効果）とこれからの展望 

昨年度は不作年に当たり収穫が平年に比べ落ち込んだが、今年は、法木、勝浦の 2

地区で順調に収穫が進められており、今期のこれまでの実績から来年度以降、次のよ

うな収穫が見込まれる。収穫後は板のりに加工し、中卸等に 1,000 円/枚 程度で販

売している。 

年間収穫高 1人当たりの収入

中村地区 2400枚 （15人×40枚×4回） 2,400,000円 160,000円

勝浦地区 3000枚 （25人×30枚×4回） 3,000,000円 120,000円

法木地区 3240枚 （27人×30枚×4回） 3,240,000円 120,000円

年間収穫量（推定）

 

４．担当及び連絡先 

酒田市農林水産部農林水産課 TEL０２３４－２６－５７５３ 



Ⅰ．漁場生産力の向上に関する取組 
＜ 産卵場・育成場設置の取組 ＞ 
  東京都 神津島村 神津島 
１．背景 

神津島では、アオリイカ資源を増殖するため、アオリ

イカ産卵礁の設置を実施。 

 産み付けられたアオリイカ卵 
 

 
 産卵礁の設置作業 

 

２．活動の内容 

神津島では、写真のようなアオリイカ産卵礁６７基を

島周辺海域に設置している。 

設置方法は、産卵礁５基から６基を一つに結束し、底

部には石を入れた土のう袋で固定、上部に浮力用浮きを

付け水深 20ｍ～30m の砂地海底に設置する。設置期間

は４月～９月までの約半年間。 

この期間中に、幾度も台風が接近し、その都度産卵礁

を引上げ、台風の通過を待って再度の設置を行うなどア

オリイカ卵の増殖・漁業資源の保護育成に努めている。 

３．活動の経過とこれからの展望 

本事業への取組みは、平成 18度から実施して 2ケ年
が経過した。卵を多く産み付ける海域とそれに反する海

域とが特定されつつあり、周辺では孵化した稚アオリイ

カが目撃されている。 
今後も継続的に実施することで、アオリイカ水揚げ

の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。  
 

 

 
 
 
 
 
 

 

４．担当及び連絡先 東京
産 卵 礁 

都神津島村産業観光課農林水産係 ℡04992－8－0011 



                 

Ｉ．集落の創工夫を活かした新たな取組 

 ＜産卵場・育成場の設置＞ 

 沖縄県 多良間村 多良間島   

 

 

１．背景    

多良間村漁業者は各人で出漁し、個人 

の力だけで漁業に従事しているが、漁師が 

集まり集結することで何が出来るか話を 

持った。   
 

 

 

２．活動の内容   

集落漁業者により浮魚礁の作成、設置を 

行った。浮魚礁が設置されたことで漁 

場探しの労力と時間が軽減されている。 

   

 

 

３．活動の結果とこれからの展望 

浮魚礁の設置により鰹などの漁獲量が増加 

傾向にあり、今後はもっと増加することが見 

込まれる。 

 今後は浮魚礁の耐久性を延すために魚礁に 

工夫を施すとともに、回遊魚の蝟集効果を高 

め、漁獲増大につなげて行きたい。 

   

 

 

 

４．連 絡 先   

  多良間村役場   村づくり課 

  担 当     伊良部 泰則 

  電 話  ０９８０－７９－２１２７ 

 

 

- 1 -



水質改善資材作成費（材料費、人件費）

水質改改善資材投入費（人件費、運搬費、油費）

構造物設置費（人件費、資材費、運搬費、油費）

解析費（人件費、資材費、油費、通信費、消耗品費）　等

水質改善資材作成費（材料費、人件費）

水質改改善資材投入費（人件費、運搬費、油費）

構造物設置費（人件費、資材費、運搬費、油費）

解析費（人件費、資材費、油費、通信費、消耗品費）　等

I．漁場生産力向上の取組　　
　３．水質維持改善

・養殖場の周辺等では、水質が悪化しがちです。水の濁りやヘドロ化した底

質は、周辺の生態系に影響を与えており、場合によっては、海域の水産有

用種の減少につながります。水質維持改善では、水質や底質の維持改善を

行い、資源量の回復を図ります。

・近年、有用微生物（ＥＭ菌）を利用した活動が、注目されはじめています。

その他、底質改善の投入や海底への構造物設置による密度躍層の攪拌な

ど、様々な活動があり、対象とする海域に併せて活動を実施することが重要

です。

・養殖場の周辺等では、水質が悪化しがちです。水の濁りやヘドロ化した底

質は、周辺の生態系に影響を与えており、場合によっては、海域の水産有

用種の減少につながります。水質維持改善では、水質や底質の維持改善を

行い、資源量の回復を図ります。

・近年、有用微生物（ＥＭ菌）を利用した活動が、注目されはじめています。

その他、底質改善の投入や海底への構造物設置による密度躍層の攪拌な

ど、様々な活動があり、対象とする海域に併せて活動を実施することが重要

です。

＜参考実施例＞
　　　　　 ○愛媛県　宇和島市　戸島・嘉島・・ＥＭ菌石けん運動・１２頁
　　　　　 ○沖縄県　糸満市　（沖縄本島）・・・ＥＭ菌団子の投入・１３頁

３．対象となる経費の例

１．目的

２．取組例

・有用微生物を用いた、水質の維持改善

・有用微生物を盛り込んだ水質改善資材の投入

・有用微生物を用いた、水質の維持改善

・有用微生物を盛り込んだ水質改善資材の投入



Ⅰ．漁場の生産力の向上に関する取組 

 ＜ 水質の維持改善 ＞ 
   愛媛県 宇和島市 戸島・嘉島 

EM 菌をタンクで培養し分配 

 
各家庭に EM 菌溶液を配付 

１．背景 

  島内や周辺海域の水質浄化のため、EM 菌を混ぜ

合わせた溶液や石鹸を作製する事業を実施。 
２．活動の内容                 

  EM 菌は有用微生物の略称で、水質の浄化に役立

つなど自然環境にとって有用な働きをする微生物

群と言われている。この EM 菌の原液を購入して毎

月 1 回 200ℓのタンクで培養し、小さな容器に詰め

替えて各家庭に配付している。家庭排水による水

質悪化の防止を目的とし、各家庭で EM 菌溶液を台

所や風呂の排水口からまめに流す活動を実施して

いる。また、EM 菌溶液を練り込んだ石鹸を年間 300

個ほど作製して各家庭に配付し、合成洗剤の代わ

りとして台所等で使用している。 

３．活動の経過とこれからの展望 

   本取組を本格的に開始したのは平成 18 年度から

であるが、ヘドロが積もって悪臭を放っていた排

水溝がきれいになるなど、徐々に効果が見られは

じめている。 

  「海を汚さない」という島民の意識の高まりも

期待されることから、今後も活動を継続し、合成

洗剤使用ゼロの戸島集落を目指していく。 

EM 菌を練り込んだ石鹸を作製中 

 

家庭で使用されている EM 菌石鹸 

 

 EM 菌石鹸を型に入れて固める 

４．担当及び連絡先 愛媛県宇和島市産業経済部水産課 ℡０８９５－２４－１１１１ 



 
Ⅰ 漁場生産力の向上に関する取組み 
 〈水質の維持改善〉 
   沖縄県 糸満市 糸満・西崎・喜屋武集落 
 
１．背景 
昔はたくさんの魚や貝が見られたが、生活排水等の悪臭や堆積したヘドロで漁場環境が悪化し

ているため、沿岸の水質を改善し、良好な漁場を回復させるために実施。 
 
２．活動の内容 
  沿岸の水質を改善し、良好な漁場を回復させるため、市内排水路に毎週土曜日 EM 活性液を
投入している。また、赤土に活性液と EMボカシを混ぜた EMどろ団を作成し、環境教育とし
て地域の子供達と双子橋河口に投入している。 

 

      
       EM活性液             EM活性液を排水路に投入 
 

     
  EMどろ団子の作成      EMどろ団子の投入     投入した EMどろ団子 
 
３．活動の結果とこれからの展望  
本取組を行って、地域住民から排水路からの臭いがなくなっている、双子橋河口のヘドロが 
少なくなっている等の声がでている。今後も本取組を継続していくことで、水質を改善し、漁

場環境の保護が期待できる。 
 
４．担当及び連絡先 
   沖縄県糸満市役所経済観光部海人課 主事 玉村弥 Tel ０９８－８４０－８２４７ 



植樹費（苗木購入費、人件費、運搬費、機械賃料）

管理費（人件費、交通費、機械賃料）

追肥費（堆肥取得費、運搬費、人件費、機械賃料）

通信費

消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

植樹費（苗木購入費、人件費、運搬費、機械賃料）

管理費（人件費、交通費、機械賃料）

追肥費（堆肥取得費、運搬費、人件費、機械賃料）

通信費

消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

I．漁場生産力向上の取組　　
　４．植樹・魚付き林の整備

・海域に流入する河川上流や海岸沿いの森林は、海の環境と密接な関係に

あるといわれています。植樹・魚付き林の整備では、流入河川の上流部や

海岸沿いに植樹を行い、その管理を実施します。

・森林は豊かな土壌を育み、海域に窒素や鉄分などの栄養を供給すると同

時に、陸から海への土砂の流入を抑制し、海域の生産力を向上させます。

・植樹を行い、陸域の環境を改善すると同時に、下流域の藻場や干潟の管

理・改善を併せて実施すれば、より高い効果が期待できます。

・海域に流入する河川上流や海岸沿いの森林は、海の環境と密接な関係に

あるといわれています。植樹・魚付き林の整備では、流入河川の上流部や

海岸沿いに植樹を行い、その管理を実施します。

・森林は豊かな土壌を育み、海域に窒素や鉄分などの栄養を供給すると同

時に、陸から海への土砂の流入を抑制し、海域の生産力を向上させます。

・植樹を行い、陸域の環境を改善すると同時に、下流域の藻場や干潟の管

理・改善を併せて実施すれば、より高い効果が期待できます。

＜参考実施例＞
　　　　　 ○東京都　大島町　大島・・・・・・松の植樹・・・・・・・１５頁
　　　　　 ○宮崎県　延岡市　島野浦島・・ダイダイの植樹・・１６頁
　　　　　 ○鹿児島県　奄美市　奄美大島・・アダンの植樹・・１７頁

３．対象となる経費の例

１．目的

２．取組例

・松の木の植樹

・植樹用地確保のための下草刈り

・成長促進のための追肥

・魚付き林への山道の整備・管理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

・松の木の植樹

・植樹用地確保のための下草刈り

・成長促進のための追肥

・魚付き林への山道の整備・管理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

植樹例

松、ダイダイ、アダン、
ケヤキ、ナギノキ　等



Ⅰ．漁場生産力の向上に関する取組 
＜ 植樹・魚付き林の整備の取組 ＞ 
  東京都 大島町 大島 
１．背景 

マツクイムシの影響により、松を中心とする海岸の木

が枯れ、磯根漁場に土砂等が雨とともに流れ込むように

なり、大島の主要魚種であるテングサ等の海藻類やそれ

を餌とする貝類の資源が影響を受けている。 
２．活動の内容 

大島漁業集落では、松の植樹を行い、魚付林を整備  

することで、土砂の流入防止と陸の栄養を海へ浸透させ

る取組を実施。 
   まず、松の苗木約６００本を入手し（東京都大島支

庁より無料配布）、各植樹実施場所の雑草等を取り払う

ため下刈りを行った。これにより実施場所の整地が出

来たため、松の苗木を植えて魚付林の整備を図った。 
３．活動の経過とこれからの展望 

本取組は、植樹・魚付林の整備という性格上、具体的

な効果の検証に時間を要する。また、１回のみの取組実

施ではなく、平成２０年度以降も継続的に実施すること

で、重層的な効果の拡大が見込まれ、資源・漁獲量の増

加に繋がることが期待される。 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

植

      
           

 

植樹場所 

４．担当及び連絡先 東京都大島町産業課水産商工係 ℡04992－2－
植 樹 作 業 

樹された松苗木 
1445 



Ⅰ 漁場生産力向上の取組 
＜ 植樹・魚付き林の整備 ＞ 
  宮崎県 延岡市 島野浦島 
１ 背景 

島野浦島は、昭和初期までは自給のための農耕等も 
行われていたが、平地がほとんどないため、現在は農  
耕は行われず、水産業中心の島となり、里山も整備さ  
れていなかった。 
このため、柑橘類のダイダイの植樹やその植樹箇所  
に繋がる里道の整備により、里山を魚付き林としての  

ダイダイ仮植え 有効活用を図ることとした。 
 
２ 活動の内容 
① ダイダイ植樹 
魚付き林としての機能を果たせるよう毎年植樹す

るとともに、果実の有効活用も検討している。 
② 里道整備 
島野浦島には、紀伊半島からの移住者が多く、西   
国三十三所を模した観音が島の里道沿いに安置され 
ている。この里道を下刈り等により整備し、来島者  
等が気軽に散策できるよう整備している。 

 

里道整備 

西国三十三所観音 

３ 活動の結果（経過や効果）とこれからの展望 
 ① ダイダイ植樹 
  毎年３００本植樹しており、植樹後 
４，５年で結実することから、今後果実  
を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についても実 
施していく予定である。 
② 里道整備 

    春にツツジが咲き誇る「ツツジロー 
ド」を始め、三十三カ所を周回するコー 
スを整備し、案内看板やマップ、休憩所 
等を整備していく予定である。 

 
４ 担当及び連絡先 
宮崎県延岡市農林水産部水産課 

TEL0982-22-7020 
島野浦島観光マップ 



Ⅰ．漁場生産力向上に関する取組 
＜ 植樹・魚付き林の整備 ＞ 
  鹿児島県 奄美市 奄美大島 
１．背景 

奄美の自然海岸には従来アダンが群生し、海岸保全の 
役割を担ってきた。近年、埋め立てや海岸浸食等によ 
り、アダンが減少してきた。このため、海岸等の浸食 
防止、赤土流失防止、及び防風林のために、アダンの 
植樹を実施する。 

２．活動の内容 
アダン苗の育成状況 

 (平成 17 年度) 

・10 月より、すみよう漁業集落の構成員からアダンの

苗木 1,000 本の無償提供を受け、奄美市住用町青久の

同構成員の畑で育成を開始した（当初計画で８ヶ月

間）。 

・同構成員に管理費を支払い、苗木の日常管理を依頼し

た。 

(平成 18 年度) 

・平成 19 年１月 20 日に、これまで育成してきたアダン

の苗木を、すみよう漁業集落の５ヶ所に植樹した。 
苗木の搬出（青久地区） 

地区名     植樹本数 

    青久     200 本 

    市      150 本 

    戸玉     110 本 

    山間     200 本 

    東城     150 本    合計 810 本 

・平成 19 年３月 16 日に、植樹したアダンに追肥するた

めに、森林肥料４袋を購入し、各地区の責任者に配布

し、随時追肥した。 
植樹（ 市 地区） 

(平成 19～20 年度) 

・イカ柴設置活動時に、植樹した場所の下草刈り等の管

理を実施した。（H19 7 月、3 月 H20 9 月、10 月） 

３．活動の経過とこれからの展望 
・今後も植樹後の管理を定期的に行いながらアダンの育

成に努め、海岸等の浸食防止、赤土流失防止、及び防

風林といった当初の目的を発揮させたい。 
 
 
 

植樹（戸玉地区） 



海岸清掃費（人件費、トラック賃料、通信費、消耗品費、機材賃料）

海底清掃費（トラック賃料、人件費、油費、通信費、消耗品費）

処分費

海岸清掃費（人件費、トラック賃料、通信費、消耗品費、機材賃料）

海底清掃費（トラック賃料、人件費、油費、通信費、消耗品費）

処分費

I．漁場生産力向上の取組　　
　５．清掃活動

・陸域から流されたゴミや流木は、川を下り海を漂います。海を漂うゴミや流

木は、漁獲時に混獲され、魚体を傷つけ、商品価値を下げる一因にもなりま

す。また、材質によっては海中で腐敗したり、錆化したりして水質の悪化にも

繋がります。清掃活動では、海底や海岸にたまり、海域環境の悪化の一因

となりうる浮遊・堆積物を除去します。

・海岸清掃は、誰でも参加しやすい活動であることから、地域のコミュニティ

の強化や地域内の産業連携に向けたきっかけ作りなどに使うと効果的です。

・また、回収した浮遊・堆積物については、産業廃棄物となることから、行政

と相談し、適切に処理されるよう心がけましょう。

・陸域から流されたゴミや流木は、川を下り海を漂います。海を漂うゴミや流

木は、漁獲時に混獲され、魚体を傷つけ、商品価値を下げる一因にもなりま

す。また、材質によっては海中で腐敗したり、錆化したりして水質の悪化にも

繋がります。清掃活動では、海底や海岸にたまり、海域環境の悪化の一因

となりうる浮遊・堆積物を除去します。

・海岸清掃は、誰でも参加しやすい活動であることから、地域のコミュニティ

の強化や地域内の産業連携に向けたきっかけ作りなどに使うと効果的です。

・また、回収した浮遊・堆積物については、産業廃棄物となることから、行政

と相談し、適切に処理されるよう心がけましょう。

＜参考実施例＞
　　　○東京都　小笠原村　母島・・・・・・・・・・海浜清掃・・・・・・・・１９頁
　　　○愛媛県　上島町　魚島・高井神島・・・海底・海岸清掃・・・２０頁
　　　○佐賀県　唐津市　馬渡島・・・・・・・・・・海岸清掃・・・・・・・・２１頁

３．対象となる経費の例

１．目的

２．取組例

・海岸清掃

・海底清掃　　　等

・海岸清掃

・海底清掃　　　等



Ⅰ．漁場生産力の向上に関する取組 
＜ 清掃活動の取組 ＞ 
  東京都 小笠原村 母島 
１．背景 

母島は東京から南へ約１０００ｋｍにある外洋性の

島である。主な産業は観光業、漁業、農業である。 
海浜に漂着したゴミは再び海へ流出し、漁業生産環境

の悪化を招くばかりか、漁船の海難事故発生や観光で島

を訪れた人々を失望させます。また、母島及びその周辺

の島の海浜はアオウミガメの産卵の場であり、漂着ゴミ

はアオウミガメの産卵を妨げている。 

 
出 港 

２．活動の内容 

母島漁業集落は母島観光協会と連携し、漂着したゴ

ミを回収し、ゴミの再流出防止と美しい海浜を再現す

るため、母島及びその属島海浜の清掃活動を実施して

いる。 
－方 法－ 

STEPⅠ：集まれ！ゴミ回収ボランティア 
観光協会と共同で、人を公募します。 

STEPⅡ：いざ出港！漁船でゴミの海浜へ 
ボランティアたちは漁船でゴミの海浜へ行きます。

船上は漁業者とボランティアとの交流の場、会話は

漁業や海に対する理解を深めます。 
STEPⅢ：マンパワー炸裂！ 
母島及びその属島海浜はトラックや重機が入ること

ができません。地道に人が拾って集めます。吸水は

熱射病対策に不可欠です。 
STEPⅣ：きれい！ 心地よい風を受け帰港 
 集めたゴミは漁船で港へ運搬します。お疲れさま！ 
STEPⅤ：ゴミ処理 
後日、ゴミは役場が産業廃棄物として処理します。 

清  掃 

帰  港 

実施箇所図 

実施箇所 

妹島 
姪島 

姉島 

平島 
向島 

母島 

 

３．活動の経過とこれからの展望 

現在は母島、平島、向島の３島にて実施。今後は他の

島においても実施が期待されている。 
４．担当及び連絡先  

東京都小笠原村産業観光課 ℡4998－2－3111 



Ⅰ．漁場の生産力の向上に関する取組 
＜ 清掃活動 ＞ 
   愛媛県 上島町 魚島・高井神島 
１．背景 

漁場環境の改善と海を大切にする心を育成するため、清掃活動を実施。 
 
２．活動の内容 

漁港内、砂浜、漁港臨港道路などの美化清掃活動を実施するとともに、操業中に網に

かかったナイロン、空き缶などの海底ゴミの回収を行った。ゴミは 1 袋 300 円で集落が
買い取り、島外の専門の業者に委託して処分を行っている。 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

海岸清掃 

 
  

 
 
 
 
 
 

     海底ゴミ

 
 

．活動の経過とこれからの展望 

ており、海底の環境浄化だけでなく、作業効率の向上

や

４． 当及び連絡先 愛媛県上島町魚島総合支所産業建設課 ℡０８９７－７８－００１１ 

３

海底ゴミの回収量は年々減少し

安全操業にも役立っている。また、海岸清掃は漁業者の恒例行事となっており、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造されている。 
 

担



Ⅰ．漁場生産力の向上に関する取組 
＜ 清掃活動 ＞ 
佐賀県 唐津市 馬渡島 

１．背景 

近年、漁業をめぐる環境が厳しさを増す中、採る漁業

から育てる漁業への転換を目的に、ウニやアワビなどの

放流を実施しているが、海岸域の環境保全が重要な課題

となっている。 
 

図１ 海岸清掃（前） 

２．活動の内容 

魚介類の産卵・育成の場であり、漁場でもある海岸域

に漂流物が漂着し、魚介類の成育環境に悪影響を及ぼし

ていることから、海岸清掃を実施している。 
具体的には、海岸に滞留している漂流物（発砲スチロ

ール、ビニール、ポリ缶等）を年間、軽トラック１５台

～２０台程度（約２５㎥～３０㎥）収拾し、処理をおこ

なっている。 
   

３．活動の経過とこれからの展望 

本取組で、以前は冬季に１回のみの実施であったが、

実施回数を増加することで、広範囲の海岸域での漂流物

の回収が行えるようになり、漁場環境の改善が図られ、

漁場生産力の向上に繋がっている。また、集落が協力し

て実施することにより、集落内での連帯感が強くなり、

意識の変化が見られている。 
今後も、自立的かつ継続的な活動の実施や活動内容の

拡大により、更なる漁場生産力の向上が期待されている。 

 
 
 
 
 
 
 
４．担当及び連絡先 佐賀県唐津市農林水産部水産課 ℡０９
図２ 海岸清掃（後） 

図３ 海岸清掃（処分状況） 

 

５５－７２－９１３０ 



海上巡回費（人件費、油費、通信費、消耗品費）

浮標作成費（人件費、資材費、機材賃料）

浮標設置費（人件費、油費、通信費、消耗品費、機材賃料）

陸上巡回費（人件費、通信費、消耗品費）

海上巡回費（人件費、油費、通信費、消耗品費）

浮標作成費（人件費、資材費、機材賃料）

浮標設置費（人件費、油費、通信費、消耗品費、機材賃料）

陸上巡回費（人件費、通信費、消耗品費）

I．漁場生産力向上の取組　　
　６．漁場監視

・離島周辺は好漁場であるが故に、魚を追いかける漁船は、場合によって

は、操業ルール違反となる行為に及んだり海域に侵入してしまうことがあり、

資源管理がうまくできない可能性が懸念されます。漁場監視では、こういっ

た漁船が適切な海域で操業されるよう警告すると同時に、海域の異変の早

期発見に努めます。

・種苗放流を行った海域等で監視活動を行うと、人為的な資源コントロール

が行いやすく効果的です。

・離島周辺は好漁場であるが故に、魚を追いかける漁船は、場合によって

は、操業ルール違反となる行為に及んだり海域に侵入してしまうことがあり、

資源管理がうまくできない可能性が懸念されます。漁場監視では、こういっ

た漁船が適切な海域で操業されるよう警告すると同時に、海域の異変の早

期発見に努めます。

・種苗放流を行った海域等で監視活動を行うと、人為的な資源コントロール

が行いやすく効果的です。

＜参考実施例＞
　　　　　 ○三重県　鳥羽市　答志島・・・・・漁場の巡回・・・・・・・・２３頁
　　　　　 ○長崎県　佐世保市　宇久島・・・取締船との連携・・・・２４頁

３．対象となる経費の例

１．目的

２．取組例

・取締船との連携の推進

・対象海域の巡回

・境界ブイの設置

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

・取締船との連携の推進

・対象海域の巡回

・境界ブイの設置

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等



II．漁場生産力の向上に関する取組 
＜ 漁場監視への取組 ＞ 
  三重県 鳥羽市 答志集落 

伊勢市

鳥羽市

小築海島

大築海島

答志集落
答志島

三重共第３５号
伊勢湾１．背景 

答志島は好漁場である伊勢湾口部に位置しており、さ

まざまな水産資源に恵まれている。特にアワビなどの

磯根資源は、操業日数・時間・漁獲サイズなど、漁業

者による自主制限が行われているが、違法な操業が後

を絶たない。このため、離島漁業再生支援交付金を用

いて漁場監視活動を行い、密漁させないことでさらな

る生産力の向上につなげたいと考えている。 
 

２．活動の内容 

答志集落は、磯根資源の漁場である三重共第３５号

内の大築海島、小築海島周辺を中心に漁場監視活動を

実施している。 

監視方法は船を用いた海上からの目視で、１回に１

０名程度が乗船し、漁場を巡回しながら、磯根資源の

密漁や、不審船の有無や漁場の異状について監視して

いる。 

監視時期は漁業者が休漁となる８月の盆と海女漁が

始まる前の３月が主であるが、魚価の上がる年末など

にも回数を増やして実施しており、平成２０年には合

計１５回実施した。 

 

図

３．活動の経過とこれからの展望 

漁場監視活動は地道な努力の積み重ねを必要とす

るもので、密漁者等を直接見つけ、捕まえることより

も、違反をさせない抑止力となることや、漁業者が常

に漁場に気を配ることで、異状発生時に即座に対応で

きることこそが重要である。 
この交付金を用いた活動をきっかけとして、継続し

た取り組みとして、今後につなげて行きたいと考えて

いる。 
 

図

４．担当及び連絡先 三重県鳥羽市農水商工観光課   ℡０５９９－
図１ 答志集落位置図 
２ 漁場監視実施状況１ 
３ 漁場監視実施状況２ 

２５－１１６８ 



I．漁場生産力の向上に関する取組 
＜ 漁場監視 ＞ 
  長崎県 佐世保市 佐世保市宇久 
 
１．背景 
 宇久島周辺海域は、対馬暖流の影響を受け豊富な水産資源に

恵まれていることから、外国船や島外からの密漁・操業違反船

が頻繁に見受けられる。このため、地域水産資源の保護を目的

に漁業者自らが漁場監視活動を実施することとなった。 

監視船（最大速度 40 ﾉｯﾄ）と連

携して活動する集落船団 

 
２．活動内容 

地先海域においては、アワビ・サザエ等の磯根資源の密漁を、

沖合海域ではイサキ・レンコダイ・イカ釣りなどの不法操業船

の発見のための漁場監視活動を、３班体制（５２名）で２ヶ月

に１回程度、漁協自警船と連携し実施している。 光力操業違反船発見 

密漁船、操業違反船の発見時には、県取締本部などに通報す

るとともに、共同で追跡を行うなど、摘発・再発防止に向けて

活動を行っている。 
 
３．活動の結果 
 現在までに年間数件摘発してきたことにより、一定の抑止効

果はあるものの、依然として密漁船、操業違反船が見受けられ

る。また、密漁船は、当然のことながら地元船が操業していな

い時間帯を狙って出現することから、今後も、漁協・県など関

係機関と連携し漁場監視体制を強化・継続する必要がある。 
船団はレーダーで違反船を

発見し追跡する 
 

 担当及び連絡先 

  長崎県佐世保市 

県取締船並び海保へ連絡し

港へえい航する。 

企業立地・観光物産振興局 物産振興グループ 

 主査 馬場 正人℡ 0956-24-1111（内線：3023） 

宇久行政センター 産業建設課 

 主査 永島 清治 ℡0959-57-3113 

 



藻場・干潟の管理・改善費（人件費、油費、資材購入費、通信費、消耗品費）

海域の資源量調査（人件費、専門家旅費・謝金、油費、資料費、機材賃料）

解析・とりまとめ費（解析・とりまとめ費、文献購入費）

抱卵魚の保護費（人件費、油費、資材購入費、通信費、消耗品費）

新規漁場の開拓費（人件費、専門家旅費・謝金、

　　　　　　　　　　　 油費、資料費、機材賃料）

藻場・干潟の管理・改善費（人件費、油費、資材購入費、通信費、消耗品費）

海域の資源量調査（人件費、専門家旅費・謝金、油費、資料費、機材賃料）

解析・とりまとめ費（解析・とりまとめ費、文献購入費）

抱卵魚の保護費（人件費、油費、資材購入費、通信費、消耗品費）

新規漁場の開拓費（人件費、専門家旅費・謝金、

　　　　　　　　　　　 油費、資料費、機材賃料）

I．漁場生産力向上の取組　　
　７．その他

・これまで、紹介しなかったその他の漁場生産力の向上に資する取組として

は、海域の生産力を向上させる藻場・干潟の管理・改善、資源の適切な管

理に資する海域の資源量調査、海域の資源量の増加を目指す抱卵魚の保

護、漁場の拡大による生産力の向上を目指す新規漁場の開拓等の取組が

あります。

・これまで、紹介しなかったその他の漁場生産力の向上に資する取組として

は、海域の生産力を向上させる藻場・干潟の管理・改善、資源の適切な管

理に資する海域の資源量調査、海域の資源量の増加を目指す抱卵魚の保

護、漁場の拡大による生産力の向上を目指す新規漁場の開拓等の取組が

あります。

＜参考実施例＞
　　　　　 ○北海道　奥尻町　奥尻島・・・・・・海域の資源量調査・・２６頁
　　　　　 ○兵庫県　南あわじ市　沼島・・・・・抱卵魚の保護・・・・・・２７頁
　　　　　 ○沖縄県　渡名喜村　渡名喜島・・サメ駆除・・・・・・・・・・・２８頁

３．対象となる経費の例

１．目的

２．取組例

・藻場・干潟の管理・改善

・海域の資源量調査

・抱卵魚の保護

・新規漁場の開拓

・漁場を荒らす生物の除去　　　　　　　等

・藻場・干潟の管理・改善

・海域の資源量調査

・抱卵魚の保護

・新規漁場の開拓

・漁場を荒らす生物の除去　　　　　　　等

駆除されたサメ（沖縄県渡名喜島）



Ⅰ．漁場生産力の向上に関する取組

＜その他＞
　北海道　奥尻町　奥尻島

図１　漁期前調査の定点図
１．背景

２．活動内容

図２　漁期後調査の定点図

３．活動の経過とこれからの展望

図３　活動の状況

４．担当及び連絡先
　北海道奥尻町産業建設課水産係
　　℡　０１３９７－２－３４１０

表１　１㎡当りのアワビ生息個数の推移

表２　１㎡当りのキタムラサキウニ生息個数の推移

　島全域に広がるウニ・アワビ漁の漁場へ延べ
120箇所の定点を設定し、漁期前（5月）※図１ と漁
期後（8月）※図２ に定点㎡枠取り調査を行い資源
の把握に努めている。
　また、調査結果※表１、表２ はアワビ漁等を実施
する上での基礎資料として活用している。

　ウニ・アワビ漁では、磯焼け現象等の影響から
資源量の減少が深刻で漁業生産力の低下が懸
念されている。
　このため、島全体のウニ・アワビ等の資源状況
を把握し限られた資源の有効活用を図る取組が
必要であると考え資源量調査を実施している。

　資源量調査の実施により、アワビ資源が減少傾
向にあることが確認できたため、アワビ漁を禁漁
し資源保護に努めている。また、禁漁することで
一時的に漁業所得は減るものの将来への水揚が
期待できるため、今後も継続して資源量調査を実
施する必要がある。
　相乗効果としては、資源状況の資料を整備する
ことで今後のアワビ種苗放流やウニ深浅移殖放
流等の増殖施策が円滑に取組まれることにも繋
がり、資源保護・回復による漁業生産力の向上が
期待できる。
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I．漁場生産力の向上に関する取組

＜ その他の取組（抱卵魚の保護） ＞

兵庫県 南あわじ市 沼島

１．背景

魚価が比較的高く、かつ定着性の高い

水産資源は、過剰漁獲により魚価低下と

資源枯渇を招きやすいことから、資源の

持続的な利用を進めていく仕組みとし

て、抱卵魚等の保護に取り組んでいる。

２．活動の内容

抱卵魚等保護の協力体制及び保護用

資材の整備を進め、甲殻類（イセエビとガザミ）とメバ

ルを対象として、漁業集落で抱卵魚等を買取り、保護・

放流する。

甲殻類は「トルナ（獲るな）」と甲殻にマークを付し

て、定着性の高いイセエビは禁漁区に、ある程度遊泳す

るガザミは生息適地に放流する。（図１） 

メバルについては、買上げ後、海上生け簀で一時保護

して仔魚を放出させるといった取組を計画している。

３．活動の経過とこれからの展望

平成２０年には、刺網漁業者等延べ３０名からイセエ

ビを、小型底びき網漁業者等延べ３３名からガザミを買

取り、抱卵イセエビは１５７尾（約４４ｋｇ）、抱卵ガザ

ミは１３５尾を放流した。

この取組は、開始直後であるため、現時点で効果把握

できないが、漁業者の資源保護への意識向上にも寄与して

いる。

今後は、メバルの抱卵魚の一時保護・仔魚の放出を着

実に実施し、この取組みが規模拡大していくことを期待

している。

４．担当及び連絡先 兵庫県南あわじ市産業振興部水産振興課 ℡ 0799－37－3013 

写真（上）マークを付けた放流前の抱

卵イセエビ （下）放流直後に確認され

た抱卵ガザミ

写真 海上生け簀の設置準備状況

図１ 抱卵ガザミ及び抱卵イセエビの放流域

沼島

ガザミ放流域ガザミ放流域

イセエビ放流域イセエビ放流域

禁漁区

沼島沼島

ガザミ放流域ガザミ放流域

イセエビ放流域イセエビ放流域

禁漁区



Ⅰ、魚場の生産力の向上に関する取組

<その他（サメ駆除）>

沖縄県　 渡名喜島 　渡名喜集落

１． 　背景

２． 　活動内容

３．

４． 担当及び連絡先　　　沖縄県島尻郡渡名喜村　経済課　ＴＥＬ　０９８－９８９－２０６６

　　渡名喜島では、定期的に延縄（1セット、５００
ｍに12本針×２セット）を２箇所前日（夕方）に設
置し、翌朝引き上げる漁法。

　　本取組により、平成１８年度　サメ駆除（12ｔ、
30匹）、平成１９年度　サメ駆除（7.5ｔ、25匹）、
平成２０年度１月現在　サメ駆除（6.3ｔ、21匹）と
なっており、サメの個体数が減少しているものと
推測される。その結果、昨年は真ガツオの漁獲
が近年に無い、大漁であった。又、アカジン等
の漁獲高も多少増加、漁具の損失も減少しお
り、確実に本取組が成果を上げていると実感し
ております。今後も定期的にサメ駆除を実施し
漁民の所得向上を推進する。

　 渡名喜島近海の優良魚場（スガマー、水深５
０ｍ～８０ｍ）にて、真ガツオ（引縄）、アカジン、
タマン等（一本釣り）が操業時にサメの被害に合
い、高級魚の漁獲高が著しく低下、又、漁具等
の損失も多大であった。その為、サメ駆除を実
施することにより、漁獲高回復により、漁民の所
得向上を図る。

活動の経過とこれからの展望



調査費（資材費、人件費、調査旅費）

開発費（会議費、専門家旅費・謝金、資料費）

試験操業費（人件費、油費、設備導入費等）

解析・とりまとめ費（解析・とりまとめ費、文献購入費）

調査費（資材費、人件費、調査旅費）

開発費（会議費、専門家旅費・謝金、資料費）

試験操業費（人件費、油費、設備導入費等）

解析・とりまとめ費（解析・とりまとめ費、文献購入費）

II．集落の創意工夫を活かした新たな取　
　１．新たな漁具・漁法の導入

・漁業の生産性を高めるため、新技術を取り込み新たな漁具を用いた新し

い漁法を導入を試みます。

・導入する漁具・漁法により、省エネ化、省人化、作業の効率化等が図られ

ます。

・全く新しい技術の導入は、既存技術の代替的な導入に留まらず、操業方

法をより適した形に変化させることで、より高い効果が期待できます。

・漁業の生産性を高めるため、新技術を取り込み新たな漁具を用いた新し

い漁法を導入を試みます。

・導入する漁具・漁法により、省エネ化、省人化、作業の効率化等が図られ

ます。

・全く新しい技術の導入は、既存技術の代替的な導入に留まらず、操業方

法をより適した形に変化させることで、より高い効果が期待できます。

＜参考実施例＞
　　　　　 ○山口県　萩市　平群島・・・・タコネットの導入・・・・・・・・３０頁
　　　　　 ○沖縄県　与論町　与論島・・ソデイカ針の改良及び

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水中ＬＥＤ集魚灯の導入・・・・３１頁

３．対象となる経費の例

１．目的

２．取組例

・イルカ追い払い漁具の開発

・ミズイカ定置網漁法の導入

・赤ムツ延縄漁法の導入

・カワハギすくい網漁法の導入

・ジャンボ曳き網漁具の作成

・ソデイカ漁具の改良　　　　　　　等

・イルカ追い払い漁具の開発

・ミズイカ定置網漁法の導入

・赤ムツ延縄漁法の導入

・カワハギすくい網漁法の導入

・ジャンボ曳き網漁具の作成

・ソデイカ漁具の改良　　　　　　　等

(3.0mm) (4.5mm)

( 従 来
型)

(新型)

強化

ソデイカ針の改良（鹿児島県与論島）



Ⅱ．集落の創意工夫を活かした新たな取組 
＜ 新たな漁具・漁法の導入 ＞ 

  山口県 柳井市
や な い し

 平郡
へいぐん

漁業集落 
１．背景 

近年の魚価低迷に一定の歯止めをかけるとともに、流通時の離島における不利な

条件を解消するため、タコの活魚出荷について新たにタコネットを導入した。           
２．活動の内容                    
    平郡島の主要魚であるタコをタコネットに入れる事によって、タコの共食いや表

皮のこすれを解消させ、鮮度保持に努める。それによって価格額の向上を目指すと

ともに、個体数の減少に歯止めをかけ水揚高の向上を目指す。 
    また、個々の運搬の効率化を図り鮮度保持に係る離島の条件を本土と同様のもの 
   にしていくことがこの活動のねらいになっている。 
                        

  
（写真はタコネットに入れて船内生け簀で活かしているタコ） 

 
３．活動の結果（経過や効果）とこれからの展望 

平成 18年にキロあたりの平均単価が 605円であったのに対し、本取組を行った平
成 19年においては 630円に増加した。また、水揚量に関しても平成 18年におよそ
30,000 キロであったものに対し平成 19 年はおよそ 35,000 キロと増加した。    
水揚量に関しては、「漁場生産力向上の取組」における「タコ産卵つぼの海中投入」

とあいまって一定の効果が得られたものと考える。 
今後はタコに限らず、魚種を拡大するとともに、様々な方法で鮮度保持が行える

かどうかの検討をしていくことが期待される。 
 
４．担当及び連絡先 
 山口県柳井市農林水産課 ℡0820-22-2111（内線 354） 

 



４．担当及び連絡先   鹿児島県大島支庁林務水産課 ℡0997-57-7288 
II．集落の創意工夫を活かした新たな取組 
＜ 新たな漁具・漁法の導入 ＞ 
  鹿児島県 与論町 与論島 
１．背景 

与論の漁業で大きな割合を占めているのが、ソデイカ

漁で、漁法は主に旗流し釣りである。ソデイカは一杯     

7 ㎏～15 ㎏もあり、従来のソデイカ針ではすぐに伸び
てしまうため、漁業集落の一本釣部会は釣具メーカー

に対し、大型で強度がより強いソデイカ針の製造を依

頼し、有効性を検討した。また併せて、水中ライトの

改良に取り組んだ（平成 18年度）。 
２．活動の内容 
・ソデイカ漁業者にこの新型の針を１人 10本ずつ配布
して、従来のタイプと比較した。 
・配布直後に実施したアンケートでは、新型と従来  

型の針での漁獲量等に、大きな差はなかった。 
・従来型が一本 440円なのに対し、新型は 600円と  
高価であるにもかかわらず、次第に新型の針を使

う漁業者が増加した。 
・これは、かかったイカが釣り上げる途中で外れに  

くいことや、耐久性があるなどの新型の良い点が

徐々に浸透してきたためと考えられる。 
・また水中ライトに使う豆電球を、通常タイプと青  

色発光ダイオードで比較した。 
・通常タイプが、１球 70 円なのに対し、発光ダイ   
オードは 200円と高価だが、従来型の豆電球の電
池寿命は連続使用で２～３日なのに対し、ダイオ

ードの電池寿命は連続使用で約１ヵ月と電池の持

ちが良い事から、アンケートでも発光ダイオードは

評価が高かった。 
 

ソデイカ旗流し釣り漁具 

強化 

(新型)(従来型) 

(4.5mm)(3.0mm) 

ソソデデイイカカ針針 のの改改 良良 

↑

水中ライト 

３．活動の経過とこれからの展望 
個人では難しいメーカーへの漁具改良依頼を、漁業

集落として要望することで実現し、成果を挙げること

ができた。今後も漁業集落で検討しながら、漁具の改

良に取り組みたい。 
 
４．担当及び連絡先   鹿児島県大島支庁林務水産課 ℡0997-57-7288 



II．集落の創意工夫を活かした新たな取組
　２．新規漁業・養殖業への着業

・海域の資源状況や作業性を勘案し、現代においてより効率の良い漁業や

養殖業の定着を図ります。

・新規に始める漁業の漁獲対象魚種に合わせ、種苗放流や産卵場・育成場

を整備するとより効果的です。

・養殖業の場合であれば、水質維持改善や植樹活動との組み合わせが考

えられます。

・海域の資源状況や作業性を勘案し、現代においてより効率の良い漁業や

養殖業の定着を図ります。

・新規に始める漁業の漁獲対象魚種に合わせ、種苗放流や産卵場・育成場

を整備するとより効果的です。

・養殖業の場合であれば、水質維持改善や植樹活動との組み合わせが考

えられます。

＜参考実施例＞
　　　○北海道　利尻町　利尻島・・根縛り式コンブ養殖の導入・・・・・・３３頁
　　　○愛媛県　松山市　津和地島・ヒジキ養殖への取組・・・・・・・・・３４頁
　　　○長崎県　松浦市　鷹島・・・マガキ及びヒオウギガイ養殖への取組・３５頁
　　　○鹿児島県　長島町　獅子島・ヒジキ養殖への取組・・・・・・・・・３６頁

１．目的

２．取組例

・トビウオを対象とした２層曳き漁業の試験操業

・バイカゴ漁の導入

・根縛り式のコンブ養殖の導入

・マガキ、ヒオウギカイ養殖の導入

・ヒジキ養殖の導入　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

・トビウオを対象とした２層曳き漁業の試験操業

・バイカゴ漁の導入

・根縛り式のコンブ養殖の導入

・マガキ、ヒオウギカイ養殖の導入

・ヒジキ養殖の導入　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

調査費（資材費、人件費、調査旅費）

開発費（会議費、専門家旅費・謝金、資料費）

試験操業費（人件費、油費、設備導入費等）

解析・とりまとめ費（解析・とりまとめ費、文献購入費）

調査費（資材費、人件費、調査旅費）

開発費（会議費、専門家旅費・謝金、資料費）

試験操業費（人件費、油費、設備導入費等）

解析・とりまとめ費（解析・とりまとめ費、文献購入費）

３．対象となる経費の例
ヒジキ養殖（愛媛県津和地島）



Ⅱ．集落の創意工夫を活かした新たな取組 
＜ 新規漁業・養殖業への着業 ＞ 
  北海道 利尻郡利尻町 利尻島 沓形地区漁業集落 
１．背景 

リシリコンブの生産量増大を図るため、未利用コンブ

の有効利用技術を開発する取組として、根しばり方式に

よるリシリコンブの養成試験を実施した。 
２．活動の内容 

本集落では、新たな取組として根しばり方式によるリ

シリコンブの養成試験を実施した。まず、１２月下旬に

かけて海岸線直下にある２年生に再生した未利用資源

の天然リシリコンブを根が付いたまま岩から採取、５本

～７本を１株として１００ｍの養成綱へ約２５㎝間隔

で根しばり（巻き付け）し、養殖施設へ沖出し、その後

翌年１月からは養成綱へ付着している雑海藻の除去や

フロートの調整などの管理を行い、７月中旬に陸揚げ・

天日乾燥したのち、８月上旬に製品づくり、９月下旬に

出荷された。 

養成綱へ根しばり

沖出し
養成管理
(雑海藻除去 )

(フロート調整 )

養成綱
１００ｍ　１本 陸揚げ

天日乾燥
５～７本１株 製品づくり
４００株 出荷

品質把握

（根しばりコンブ養成試験概要 ）

収穫 ・乾燥 ・製品
試験

７月中旬～９月下旬

養 殖 施 設
集落漁業者根しばりコンブ

養成試験
１２月下旬

養成管理
(雑海藻駆除 ・フロート調整 )

１月～７月上旬

３．活動の結果（経過や効果）とこれからの展望 

海岸線直下には、２年生天然リシリコンブが着生して

いるが、１月から３月にかけての干潮時期になると腐食

してしまい、製品として出荷できない状況にある。 
その有効利用を図るため、本養成試験の取組を実施す

ることにより利用技術が確立され、事業化に向けた展望

が開けるとともに、リシリコンブの増産に期待がもてる。 
今後は、海面の調整など多くの漁業者が着業できる体

制づくりが必要である。 
 
 
 
 
 
 
 
４．担当及び連絡先 

北海道 利尻町産業建設課  ℡０１６３－８４－２３４
海岸線直下にある２年生リシリコンブ

５

養成綱へ根しばり（巻き付け） 
根しばりコンブ養成綱沖出し養成

 

乾燥・成形後製品出荷 



Ⅱ．集落の創意工夫を活かした新たな取組 
＜ 新規漁業・養殖漁業への着業 ＞ 
  愛媛県 松山市 津和地島 
１．背景 

価格の低迷や年々増加する魚病によるへい死などからヒラメ養殖の漁業経営が厳しく

なる中で、消費者の健康志向への高まりなどから需要が見込まれる海藻類（ヒジキ）の

海面養殖を実施。 
 

２．活動の内容 

  津和地島の南端で比較的潮の流れが速い海域に養殖いかだを設置し、尺球と尺球の間

にヒジキの種苗を挟み込んだロープを張り海面養殖を実施。海面での維持管理はゴミの

除去が主で、放置したままだと巻きついたゴミのためにヒジキが切れたり、冬季の時化

でロープが切れたりすることがある。 

  
ロープへの挟み込み作業              海面養殖 

 

３．活動の結果（経過や効果）とこれからの展望 

  収穫は 5月、6月に行われ、平成 20年
度の収穫分は単価もよく漁業者の所得向

上につながった。今後、付加価値を高め

るために集落での簡易加工の取組や直売

などの販路開拓が望まれる。 

 
収穫 

 

４．担当及び連絡先 愛媛県松山市産業経済部農林水産課 ℡０８９－９４８－６５６４ 



II．集落の創意工夫を活かした新たな取組 
＜ 新規漁業・養殖業への着業 ＞ 
  長崎県 松浦市 鷹島 
１．背景 

漁業者の所得向上と特産品の創出のために、貝類の新

規養殖業としての可能性を確認する養殖試験を実施。 
２．活動の内容 

冬期における漁業収入として期待ができ、平成２１年

４月（予定）に大橋が開通することから、観光客を呼

び込むための新たな水産物の特産品として、マガキ及

びヒオウギガイ養殖業への着業に向けた体制整備につ

なげるために、試験養殖の取組を実施している。 
   マガキは、内洋に面した湾に筏（１０ｍ×１０ｍ）

を制作・設置し、幼生を付着させたホタテガイ殻のコ

レクター（７コレクター／連）を吊り下げ、ヒオウギ

ガイは、外洋の地先に延縄式（４２ｍ×３ｍ）を制作・

設置、カゴに稚貝（殻高平均３５㎜）を入れ、垂下（４

カゴ／連）で養殖を開始した。 

マガキ成育状

３．活動の経過とこれからの展望 

設置海域が養殖の適地であるかの確認及び成長過程

（図１）の観察等を行うため、成育状況調査、養殖環

境等調査などを実施し、陸上及び海上において、カゴ

目合変更・洗浄・入れ替え、サイズ別選別、付着生物

除去等の作業を重ね、身入り調査、麻痺性貝毒検査、

大腸菌群数調査（海水）及び試食などの結果が良好で

あったことから、島内で開催された祭りに参加し、マ

ガキ・ヒオウギガイ焼きの無料試食配布を行い、好評

を得た。今後は、成長結果等を基に、販路の開拓や収

益・採算性の確認を行っていく。 
 
 
 
 
 
 
 

 

ヒオウギガ

ヒオウギガ

マガキ、ヒオウギガイ　殻高の推移
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４．担当及び連絡先 長崎県松浦市鷹島支所地域振興課 ℡０９５５－４
マガキ筏上作業 
況・養殖環境等調査 
イ １連（４カゴ／連） 
イ付着物除去作業 
ガイ無料試食配布 

８－３１１１ 



II．集落の創意工夫を活かした新たな取組 
＜ 新規漁業・養殖業への着業＞ 
  鹿児島県出水郡長島町 獅子島 
１．背景 

長島では全島的にヒトエグサの養殖が盛んに行われ、

所属漁協の販売実績が４億円を超えるなど、主要漁業

の１つになっている。地元ではヒトエグサと並行して

行える新たな収入源を見いだそうと、経費や手間がか

からず、比較的価格が安定しているヒジキに着目し、

平成 18年度から試験養殖に取り組んでいる。 

ロー

２．活動の内容 

集落で協議し、生産目標をロープ 1mあたり 10kg（湿

重量）に置いている。 

種苗は、獅子島周辺に自生している天然の幼体を、

ロープに 30ｇずつ 30cm 間隔で挟み込み、係留施設に

張り込んでいる。約５ヶ月間育成した後、刈り取り、

天日で乾燥させている。 

３．活動の経過とこれからの展望 

養殖のメリットは、収穫が容易である上に天候、潮に

も左右されないため、省力化、時間短縮が図られること

である。挟み込み間隔を狭め、ロープの張り方を工夫す

ることで、生長阻害の原因となる藻体のロープへの巻き

込みが減り、収穫量は年々増加している。こうした状況

から、漁協では、将来を見越し、平成 20年 9月に特定
区画漁業権を取得している。 
しかし現状では、生産目標には遠く及ばない上、品質

的にも２級品レベルになっている。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
ロープ長 収穫量 kg/m(H18結果） 日数 養殖方法 養殖場所 株採取場所 株重

幣串 252 223 0.88(0.77) 107 垂下式べた流し 赤瀬 串崎 36.2
湯ノ口 200 151 0.76(0.45) 112 垂下式べた流し 赤瀬 湯ノ口 21.8
片側 150 503 3.35(5.04) 96 垂下式べた流し 南長瀬 長瀬 15.0
御所浦 600 1,220 1.74(2.41) 107 垂下式べた流し 下別当南 野島，中島，蜂島 55.2
※　収穫量は湿重量

４．担当及び連絡先 

 鹿児島県北薩地域振興局農林水産部出水支所 ℡0996－62－5915 
天然種苗の採取
プへの挟み込み

単位：ｍ，
量 挟み込み数

739
1,040
500
3,000
管理
収穫

kg，円，日
備考

14mmクレポリ

14mmナイロン



II．集落の創意工夫を活かした新たな取組
　３．低・未利用資源の活用

・これまで利用していなかった魚介類について、利用を促進する取組です。

・漁獲した魚介類の中には、単価が低く利益がでない、ロットが揃わず出荷

しにくいものがありますが、こういった資源を有効に活用することで、収益性

の改善が見込まれます。

・全く利用していなかった魚種の利用を検討する取組と利用されているもの

の出荷シーズン以外は魚価が低迷する魚の有効利用と２種類に大きく別け

られ、前者は、新たな漁具・漁法の導入と、後者は簡易加工等と組み合わ

せるとより効果が期待できます。

・これまで利用していなかった魚介類について、利用を促進する取組です。

・漁獲した魚介類の中には、単価が低く利益がでない、ロットが揃わず出荷

しにくいものがありますが、こういった資源を有効に活用することで、収益性

の改善が見込まれます。

・全く利用していなかった魚種の利用を検討する取組と利用されているもの

の出荷シーズン以外は魚価が低迷する魚の有効利用と２種類に大きく別け

られ、前者は、新たな漁具・漁法の導入と、後者は簡易加工等と組み合わ

せるとより効果が期待できます。

＜参考実施例＞
　　　　　 ○東京都　新島町　新島・・・未利用魚の商品化・・３８頁
　　　　　 ○徳島県　阿南市　伊島・・・低単価魚の活用・・・・３９頁
　　　　　 ○長崎県　対馬市　対馬・・・ガンガゼの商品化・・・４０頁

１．目的

２．取組例

・低単価魚の活用

・除去した魚介類の商品化

・低ロット魚の加工販売　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

・低単価魚の活用

・除去した魚介類の商品化

・低ロット魚の加工販売　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

調査費（資材費、人件費、調査旅費）

検討費（会議費、専門家旅費・謝金、資料費）

試験流通費（人件費、油費、設備導入費等）

解析・とりまとめ費（解析・とりまとめ費、文献購入費）

調査費（資材費、人件費、調査旅費）

検討費（会議費、専門家旅費・謝金、資料費）

試験流通費（人件費、油費、設備導入費等）

解析・とりまとめ費（解析・とりまとめ費、文献購入費）

３．対象となる経費の例 ガンガゼの商品（長崎県対馬）



II．集落の創意工夫を活かした新たな取組 
＜ 低・未利用資源の活用の取組 ＞ 
  東京都 新島村 式根島 
１．背景 

式根島では様々な魚が水揚げされるものの、市場出荷

の経費がかかるため、高価な魚や大量に水揚げされる魚

しか取引されない状況になっている。その一方で、市場

出荷されない魚はほとんど活用されていない。 
２．活動の内容 

市場出荷されない魚を活用し、地元の素材にこだわっ

た干物を作成する取組を実施した。ブダイ、キンメダイ、

アジ、イサキ、トビウオの一夜干しやアジ、サバのみり

ん干し、メダイ等の味噌漬けも開発し、真空パックに詰

め、島内を中心に販売をしている。 

加工作業は、週１～２回行い、主力の干物加工の方法

は次の手順で実施している。 

①仕入れた魚の処理、②きれいに水洗、③大島産天然

塩で作った塩水に漬け込み、④乾燥機で乾燥、⑤真空パ

ック詰め 

使用する魚の種類や大きさにより、塩分濃度や乾燥時

間を調整し、最適の状態にしている。 
３．活動の経過とこれからの展望 

地元の朝市や都内で行なわれたイベントなどにも参加

し、製品のＰＲを行い、好評を得ている。今後は、式根

島の観光みやげやインターネット販売などを進めると

ともに、民宿などの地域での消費を拡大したいと考えて

いる。 
 

 
 

 
 
 
 
 

製  品 

４．担当及び連絡先 東京都新島村産業観光課水産係 ℡04992－5－02
魚の処理 
塩水漬け 
乾  燥 
真空パック  
40 



II．集落の創意工夫を活かした新たな取組 II．集落の創意工夫を活かした新たな取組 
＜ 低・未利用資源の活用 ＞ ＜ 低・未利用資源の活用 ＞ 
  徳島県 阿南市 伊島   徳島県 阿南市 伊島 
１． 背景 １． 背景 

定置網の漁獲物のうち、単価が安く流通コストの

かかる魚種を集落内で有効利用するためにその仕

組みを整備する。 

定置網の漁獲物のうち、単価が安く流通コストの

かかる魚種を集落内で有効利用するためにその仕

組みを整備する。 
２．活動の内容 ２．活動の内容 

小型定置網で漁獲される漁獲物のうち、まとまっ

て漁獲される小アジ類等については、単価が安く流

通経費を差し引くと出荷してもあまり利益がない

場合が多く、一部が干物用等に地元消費される程度

の低利用資源となっている。そこで畜養生け簀を設

置し、活かしたままストックして集落で営まれてい

る延縄漁業用に活餌として供給することにより、低

利用資源を有効活用する。このことにより、小型定

置網業者は流通コストの削減を、延縄業者は活餌の

簡便な入手を図ることで双方にメリットが生まれ

るようにする。 

小型定置網で漁獲される漁獲物のうち、まとまっ

て漁獲される小アジ類等については、単価が安く流

通経費を差し引くと出荷してもあまり利益がない

場合が多く、一部が干物用等に地元消費される程度

の低利用資源となっている。そこで畜養生け簀を設

置し、活かしたままストックして集落で営まれてい

る延縄漁業用に活餌として供給することにより、低

利用資源を有効活用する。このことにより、小型定

置網業者は流通コストの削減を、延縄業者は活餌の

簡便な入手を図ることで双方にメリットが生まれ

るようにする。 

整備した蓄養生け簀

延
縄
漁
に
使
用
す
る
仕
掛
け 

３．活動の経過とこれからの展望 ３．活動の経過とこれからの展望 

本取組はＨ１９から行っており、これまでに２３

回、計６６０ｋｇの小アジ類の利用があった。需給

バランス等課題が見えてきたものの、双方にメリッ

トを生むという当初の目的は達成できた。 

本取組はＨ１９から行っており、これまでに２３

回、計６６０ｋｇの小アジ類の利用があった。需給

バランス等課題が見えてきたものの、双方にメリッ

トを生むという当初の目的は達成できた。 
これからの取り組みとして引き続き共同畜養を

行っていく予定であり、現在は小アジ類を主体に利

用しているが、イワシ類や小サバ等その他魚種につ

いても漁獲に応じて畜養試験を行い、さらなる経費

削減や収入の安定化に寄与するように今後も取り

組んでいきたい。  

これからの取り組みとして引き続き共同畜養を

行っていく予定であり、現在は小アジ類を主体に利

用しているが、イワシ類や小サバ等その他魚種につ

いても漁獲に応じて畜養試験を行い、さらなる経費

削減や収入の安定化に寄与するように今後も取り

組んでいきたい。  
  
  
  
  
  

  
  
４．担当及び連絡先 徳島県阿南市産業部農林水産課 ℡０８８４－２２４．担当及び連絡先 徳島県阿南市産業部農林水産課 ℡０８８４－２２
蓄用中の小アジを掬って
いるところ 
延縄漁船に積み込むところ

－１５９８ －１５９８ 



II．集落の創意工夫を活かした新たな取組 
＜ 低・未利用資源の活用 ＞ 
  長崎県 対馬市 三浦湾 
１．背景 

磯焼けの原因にもあげられるガンガゼを採取し、商品化することにより、ガンガ

ゼ個体減少による磯焼け防止を図り、新たな収入を生み出すことを目的に事業を実

施。 
 

●板ウニ加工作業 

２．活動の内容 
 これまでは、商品価値がないため漁獲していなかっ 
たガンガゼについて、磯焼けが進行し個体数が増加 
しているため、交付金での駆除作業を実施していたが、 
駆除するだけでなく、今後の漁獲収益とするために商 
品化への試験を取り組むこととした。取り組むにあた 
り、加工技術を学ぶため、先進地である鹿児島県へ研 
修を実施した。研修後は、板ウニ、塩ウニとして加工 
し地元スーパーにて試験的に試食、販売し、併せてア 
ンケートで消費者の評価を伺った。平成 19年は 2回 
販売を実施し、商品化に向けての手応えを掴むことが 
できた。 
  

●板ウニ完成品 

●試食・販売 

３．活動の経過とこれからの展望 
 地元販売で、ある程度の評価も受けており、今後も 
継続して販売し、消費者にＰＲして行きたい。新たな 
漁獲の収入が期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．担当及び連絡先 長崎県対馬市美津島地域活性化センタ

アンケート結果（30名回答）
ー ℡0920－54－2271 



事業費（設備費、設備維持費、施設利用費、賃借費、資材費）

調査費（会議費、専門家旅費・謝金、資料費、先進事例調査費）

解析・とりまとめ費（解析・とりまとめ費、文献購入費）

普及費（通信費、消耗品費、物産展への出展費等）

直接販売活動（冷凍機器借料、旅費等）等

事業費（設備費、設備維持費、施設利用費、賃借費、資材費）

調査費（会議費、専門家旅費・謝金、資料費、先進事例調査費）

解析・とりまとめ費（解析・とりまとめ費、文献購入費）

普及費（通信費、消耗品費、物産展への出展費等）

直接販売活動（冷凍機器借料、旅費等）等

II．集落の創意工夫を活かした新たな取組
　４．品質の均一化に向けた取組

・資源量が減少するなか、漁業収入の安定化のためには、魚価の安定が重

要です。品質の均一化では、漁獲された魚を一定の水準で出荷することで、

商品価格の安定性を高め、地域の漁業の安定化を図ります。

・養殖の水産物の場合、生産段階から管理が行えるため、高い効果が期待

できます。

・安定した地域水産物は、地域の特産物として認識される場合もあり、魚価

が向上に繋がる場合もあります。また、価格が安定すると事業の採算が計

算しやすくなるため、出荷調整等が行いやすくなります。

・資源量が減少するなか、漁業収入の安定化のためには、魚価の安定が重

要です。品質の均一化では、漁獲された魚を一定の水準で出荷することで、

商品価格の安定性を高め、地域の漁業の安定化を図ります。

・養殖の水産物の場合、生産段階から管理が行えるため、高い効果が期待

できます。

・安定した地域水産物は、地域の特産物として認識される場合もあり、魚価

が向上に繋がる場合もあります。また、価格が安定すると事業の採算が計

算しやすくなるため、出荷調整等が行いやすくなります。

＜参考実施例＞
　　　○島根県　海士町　中ノ島・イワガキの安定出荷への取組・・４２頁
　　　○山口県　岩国市　柱島・・・ワカメの品質均一化・・・・・・・・・・４３頁
　　　○長崎県　壱岐市　壱岐島・スルメイカ専用トレーの出荷・・・４４頁

３．対象となる経費の例

１．目的

２．取組例

・養殖物の衛生管理の取組

・魚種専用出荷トレーによる品質の均一化

・生産～流通に至るまでの共同化による品質の均一化　　等

・養殖物の衛生管理の取組

・魚種専用出荷トレーによる品質の均一化

・生産～流通に至るまでの共同化による品質の均一化　　等



 
Ⅱ．集落の創意工夫を活かした新たな取組 
 ＜ 品質の均一化に向けた取組 ＞ 
   長崎県 壱岐市 勝本 
１． 背景 
本集落において、最大の漁獲がある 
スルメイカの価格低迷に対し、価格の 
向上、採算性の確保を図る出荷体制の 
確立を図る。 
２． 活動の内容 
釣り上げたスルメイカを船上で箱詰めし帰港 
後出荷する。専用の出荷箱およびサイズの統一 
とイカと氷が直接触れて起こる変色（氷焼け） 
の防止を図る専用トレーを使用し箱詰めされ、 
出荷される。漁獲されたスルメイカの鮮度保持 
品質向上にも役立ちブランド化を目指している。 
３．活動の経過とこれからの展望 

   平成 17年度より取組を開始し、平成 17年度 
196箱、平成 18年度 1,013箱、平成 19年度 1,077 
箱と出荷数を伸ばしている。現在は試験出荷の段階 
ではあるが、出荷先・時期・相場を勘案すれば十分 
採算性が確保されることがわかった。 
そのため、本格的な出荷体制を確立し、スルメイ 

 カのブランド化へと結びつけ、漁家所得の向上、漁 
 家経営の安定を図る。 

専用トレーによる箱詰め出荷

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４．担当及び連絡先 長崎県壱岐市役所産業経済部水産課 大久保 TEL0920-44-6111 



II．集落の創意工夫を活かした新たな取組 
＜ 品質の均一化に向けた取組 ＞ 
  島根県 海士町 海士町集落 
１．背景 

隠岐の新たな特産品である養殖いわがき（海士ブラン

ド名「春香」）のブランド化を推進するため、種苗生産

～養殖～出荷の共同作業化を図ることにより、高品質

ないわがきの安定生産・安定供給システムを構築する

ことを目的とする施設拡大を行う。 
２．活動の内容 

隠岐は、平成 4 年に全国に先駆けてイワガキの養殖
に成功した、いわがき養殖発祥の地であり、海士町で

も平成 11年よりいわがき養殖を開始した。初出荷は平
成 14年で数量は 61,000個であった。その後も出荷は
続けて行っていき、平成 17年に 97,000個の出荷とな
ったが施設が手狭になりこれ以上の増産が難しくなっ

てきた。 
そこで平成 18年度に施設を拡充し、出荷体制を強化
することにより、生産量の増加及び 1 日の出荷量の増
加を推し進めた。その結果平成 18年には 116,000個、
平成 19年には 160,000個、平成 20年には 203,000個
と右肩上がりに出荷量が増えていった。また出荷量の

みでなく、品質も最上級に分類され、築地市場ではい

わがきという品目の中で最高値の値を付けたこともあ

る。 
３．活動の経過とこれからの展望 

 本取組は、平成 17年度からはじまり出荷数も順調に
伸ばしている。また平成 20年度以降も生産量は増加す
る予定になっており、最終的には海士町で 500,000 個
の出荷までもっていき、海士町の一大漁業産業となる

ことが期待される。 
 
 

 

 

 

４．担当及び連絡先 島根県海士町産業創出課 ℡08514－2－
作業量増加のため 
一時ストック場増設
出荷量増加のため 
自動計量器設置 

スリットカーテン設置 
出荷量増加のため 
衛生管理のため 
滅菌海水水槽増設 

1382 



II．集落の創意工夫を活かした新たな取組 
＜ 品質の均一化に向けた取組 ＞ 
  山口県 岩国市 柱島 

 
１． 背景 

養殖ワカメの収穫から出荷まで集落共同で行

い、品質の均一化を図り「柱島わかめ」の市場

での評価向上を目指す。 
柱島では、交付金実施以前からワカメの養殖

を行い、各漁業者が個別に収穫・出荷していた

が、統一された加工方法は存在せず、個人がま

ちまちに収穫・加工・出荷していた。このため、

ある物は品質が良く、またある物は品質が劣悪、

といった事態が発生し、柱島産ワカメの市場で

の評価は芳しいものではなかった。 
そこで、本交付金を活用して統一された乾燥

ワカメの加工方法を確立し、収穫から出荷まで

集落共同で行うことにより、品質の均一化を図

ることとした。 
２． 活動の内容 

導入前に集落で、研修を行い、ワカメの茹で

方、干し方等の加工方法を統一。 
集落の備品として、茹で釜、天日乾燥施設、

ハカリを用意し、ワカメの収穫から加工、出荷

までの作業を統一された方法で協同して行う。 
出来上がった商品は「柱島わかめ」のネーム

入りの袋に詰めて出荷している。 
３． 活動の経過とこれからの展望 

 本取組みにより、柱島産ワカメの市場での評

価は、次第に高まってきており、出荷単価も 
約３００円／㎏と安定してきた。 
今後も本共同作業を継続し、出荷ワカメの品

質の均一化に努めるとともにより良い加工方法

も研究し、「柱島わかめ」の付加価値向上も目指

していく。 
 
４．担当及び連絡先 山口県岩国市農林経済部水産港湾課 ℡０
共同作業（釜茹工程） 

養 殖 ワ カ メ 
共同作業（乾燥工程） 

８２
出荷品 

７－２９－５１１８ 



事業費（設備費、設備維持費、施設利用費、賃借費）

調査費（会議費、専門家旅費・謝金、資料費、先進事例調査費）

解析・とりまとめ費（解析・とりまとめ費、文献購入費）

普及費（通信費、消耗品費、物産展への出展費等）

PR資材費（パンフレット、ポスター等）
直接販売活動（冷凍機器借料、旅費等）等

事業費（設備費、設備維持費、施設利用費、賃借費）

調査費（会議費、専門家旅費・謝金、資料費、先進事例調査費）

解析・とりまとめ費（解析・とりまとめ費、文献購入費）

普及費（通信費、消耗品費、物産展への出展費等）

PR資材費（パンフレット、ポスター等）
直接販売活動（冷凍機器借料、旅費等）等

II．集落の創意工夫を活かした新たな取組
　５．高付加価値化の取組

・資源量が減少するなか、漁業収入の安定化のためには、魚価の向上が重

要です。水産物の高付加価値化では、漁獲された魚一匹当たりの単価を上

昇させ、漁業収入の安定化を図ります。

・アイデア次第では、一手間加えるだけで、他地域で水揚げされた魚との差

別化が図られ、魚価が向上する場合もあります。

・高付加価値化と併せて、付加価値をＰＲする活動も重要になってきます。

・資源量が減少するなか、漁業収入の安定化のためには、魚価の向上が重

要です。水産物の高付加価値化では、漁獲された魚一匹当たりの単価を上

昇させ、漁業収入の安定化を図ります。

・アイデア次第では、一手間加えるだけで、他地域で水揚げされた魚との差

別化が図られ、魚価が向上する場合もあります。

・高付加価値化と併せて、付加価値をＰＲする活動も重要になってきます。

＜参考実施例＞
　　○兵庫県　姫路市　坊勢島・・・船内冷水装置の導入・・・・・・・４６頁
　　○鹿児島県　薩摩川内市　甑島・・新凍結技術を用いた取組・４７頁

３．対象となる経費の例

１．目的

２．取組例

・鮮魚出荷していた魚介類の活魚出荷化

・鮮度の保持性が高い冷凍・冷蔵方法の採用

　（シャーベットアイス等）

・地域特産物のＰＲによるブランド化

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

・鮮魚出荷していた魚介類の活魚出荷化

・鮮度の保持性が高い冷凍・冷蔵方法の採用

　（シャーベットアイス等）

・地域特産物のＰＲによるブランド化

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

新しい凍結技術（鹿児島県甑島）



II．集落の創意工夫を活かした新たな取組

＜ 高付加価値化の取組 ＞

兵庫県 姫路市 坊勢島

１．背景

夏場の高水温期での活魚の出荷数を確保するため、船

内冷水装置のリース事業を実施。

２．活動の内容

坊勢島では漁船内生け簀の温度管理を行い、活魚出

荷数の向上を図る取組を実施している。具体的には、

漁船で使用する船内冷水装置の導入を進めている。船

内冷水装置は、生け簀内の温度を計測し、熱交換機へ

の冷水の循環量を増減させ自動で適温になるよう調節

する仕組みとなっている。（図１） 

この船内冷水装置の内、漁船の形状等によって異な

る保冷ボックス、水中ポンプは自らが調達し、これら

を除いた温度コントローラーや熱交換機等の共通部材

を漁業集落で一括購入し、共通部材を漁業者にリース

することで、船内冷水装置の導入促進に努めている。

３．活動の経過とこれからの展望

本取組の実施により、夏場のカレイ類の活魚出荷割

合が、マコガレイでは従来の１０％から５２％に、メ

イタガレイでは従来の３０％から７６％に上昇する

結果が得られ、活魚出荷の増加による収入の増加が見

込まれる。（図２） 
また、活魚出荷のみのシャコでも、水揚量が約３

割上昇する結果が得られ、活魚出荷の向上に寄与し

ている。（図３） 

４．担当及び連絡先 兵庫県姫路市産業局農林水産部水産漁港課 ℡
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図２ カレイの活魚出荷割合の変化
1隻当たりの漁獲量が
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図３ シャコの水揚量の変化
熱交換機熱交換機

図１ 船内冷水装置の模式図
079－221－2474 

写真

（左） 共通部材一式

（右） 温度コントローラー



II．集落の創意工夫を活かした新たな取組 
＜ 高付加価値化の取組 ＞ 
 鹿児島県 薩摩川内市里町 甑島 

１．背 景 

プロトン凍結機 

凍結状況 

特産種であるキビナゴの販路拡大を図るため、平成

19 年度からプロトン凍結装置利用による冷凍保管技術

の鮮度保持試験を実施した。 

２．活動の内容 

数種類の鮮度保持技術を試した結果「プロトン凍結」

による方法がもっとも有効であると判断された。 

そこで、プロトン凍結装置によりキビナゴを凍結し、

地元や鹿児島市内、県外のスーパー等において刺身の試 

食及び試作品の無料配布とアンケート調査を実施した。 

３．活動の経過とこれからの展望 

アンケートの調査の結果によると“凍結ものとは思え

ない”と高い評価が得られた。特に、解凍後時間が経過

すると、通常の凍結製品との差が明瞭であった。 

当面はキビナゴ主体に販路拡大を図りつつも、ニーズ

によってはそれ以外の魚種についても対応が可能なこ

とから、キビナゴ以外の低利用資源にも波及効果が期待

される。 

 プロトン凍結：電磁波と磁束の働きを利用し凍結中に生成される氷結晶を極力小さくすることで，解凍時の細胞
破壊を防止し凍結前の状態にまで再現できる凍結技術。 

 

販路拡大活動 

Q：「刺身」の鮮度は？

凍結とは思
えないほど
よい

凍結にして
はよい
26%

所詮凍結も
の
0%

り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．担当及び連絡先  鹿児島県薩摩川内市里支所
アンケート結果よ

74%

産業建設課 ℡０９９６９－３－２３１１ 



事業費（設備費、設備維持費、施設利用費、賃借費）

調査費（会議費、専門家旅費・謝金、資料費、先進事例調査費）

解析・とりまとめ費（解析・とりまとめ費、文献購入費）

普及費（通信費、消耗品費、物産展への出展費等）

PR資材費（パンフレット、ポスター等）
直接販売活動（冷凍機器借料、旅費等）等

事業費（設備費、設備維持費、施設利用費、賃借費）

調査費（会議費、専門家旅費・謝金、資料費、先進事例調査費）

解析・とりまとめ費（解析・とりまとめ費、文献購入費）

普及費（通信費、消耗品費、物産展への出展費等）

PR資材費（パンフレット、ポスター等）
直接販売活動（冷凍機器借料、旅費等）等

II．集落の創意工夫を活かした新たな取組
　６．流通体制の改善

・漁価の低迷が続くなか、流通体制を見直し、改善することが重要です。

・流通体制を改善するに当たっては、流通先を改善する場合と、流通方法を

改善させる場合の２種類が考えられます。

・販路拡大による流通先の拡大は、取引先の増大による収入の増加が見

込めます。

・また、出荷調整等により、適時に出荷することで、より高い魚価で魚を販売

することが可能となります。

・漁価の低迷が続くなか、流通体制を見直し、改善することが重要です。

・流通体制を改善するに当たっては、流通先を改善する場合と、流通方法を

改善させる場合の２種類が考えられます。

・販路拡大による流通先の拡大は、取引先の増大による収入の増加が見

込めます。

・また、出荷調整等により、適時に出荷することで、より高い魚価で魚を販売

することが可能となります。

＜参考実施例＞
　　　○新潟県　佐渡市　　佐渡島・共同いけすによる出荷調整・４９頁
　　　○島根県　西ノ島市　西ノ島・活イカパックの導入・・・・・・・・５０頁
　　　○長崎県　五島市　福江島・・陸上水槽による出荷調整・・・５１頁

３．対象となる経費の例

１．目的

２．取組例

・インターネットを利用した販路の拡大

・地域物産展への出展

・共同出荷生け簀の導入による出荷調整

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

・インターネットを利用した販路の拡大

・地域物産展への出展

・共同出荷生け簀の導入による出荷調整

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

活イカパック（島根県西ノ島）



Ⅱ．集落の創意工夫を活かした新たな取組 
＜ 流通体制の改善 ＞ 
  新潟県 佐渡市 佐渡島 高千漁業集落 
１．背景 

佐渡島内における流通の現状としては、約 7割の水産
物が佐渡水産物地方卸売市場（以下「市場」）へ上場さ

れている。 
高千漁業集落の基幹資源であるサザエは、島内各地で

漁獲されることから、凪の良い 6～9月には荷が集中し、
市場価格が安価となる。（図１及び図２） 
そこで、従前の流通体制を改善し、漁獲されたサザエ

を共同管理することにより、新たに市場外への出荷を行

う取組を実施した。 
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図１　佐渡市場におけるサザエ取扱数量

量

２．活動の内容 
・サザエを共同管理するための蓄養イカダ及び集出荷 

車両等を導入。 
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図２　佐渡市場におけるサザエ単価

  ・個々の漁業者が漁獲したサザエを集約後、サイズ毎に

選別し共同イカダで蓄養。 
  ・サザエが一定数量となるごとに島内出荷業者へ販売。 
  ・数量が確保できる 6月～9月については、島内出荷業

者の他、より高値で取引される首都圏への直接販売を

実施した。 
３．活動の結果とこれからの展望 
規格を統一したサザエを常時ストックすることが可能

となり、需要に応じた出荷が可能となった。 
首都圏への出荷については 3カ年で延べ 20回程実施し
ているが、600円強/kgの価格で取引され、離島のデメリ
ットである出荷経費を充分に賄う事が出来る取組となっ

ている。 
 
 

 
 
 
 

島内 

出荷業者 
常 時 

選別 

蓄養 

島外 

直接出荷 

６～９月 

４．担当及び連絡先 新潟県佐渡市産業観光部農林水産課 ℡0259-63-3802 



II．集落の創意工夫を活かした新たな取組 
＜ 流通体制の改善 ＞ 
  島根県 西ノ島町 西ノ島町全域集落 
１．背景 

漁価の低迷が続くことから、魚価の下支えが可能な仕

組みとして、活イカのパック輸送の導入を実施。 
２．活動の内容 

活魚パック用の機械を新たに導入し、取組を実施。

まず、ケンサキイカ・ヤリイカを漁獲し、注文がある

まで生け簀で生かしておく。注文が入ればイカより少

し大きなビニール袋に海水を満たし、イカを移動する。

袋内に酸素を圧入した後、ビニールをパックし箱詰め

して出荷される。これまで、活イカの小口出荷は、運

送中のストレスにより、イカが墨を吐いて死んでしま

うことから、流通段階に至らなかった。西ノ島では、

流通実験を繰り返し、これを解決。西ノ島でパックさ

れたイカは 36時間ぐらいなら運送中に墨を吐くことも

ない。活イカを一匹から出荷できるため、ロットの小

さい購買者、特に消費者に対し直接販売できることが

強みである。 
３．活動の経過とこれからの展望 

 本取組は、開始以来、平成 18年に約 2,800 パック、
平成 19年には約 4,500パックと出荷量を順調に伸ばし
てきている。また、この活魚パックをカワハギ・オコ

ゼ・タコ等にも活用し、取扱魚種を増やしている。今

後も活イカパックを広告塔に、他の活魚介類など隠岐

の海産物の販路拡大が期待されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．担当及び連絡先 島根県西ノ島町 地域振興課 TEL：０８５１４－

イン ター

ネットを利

用したＰＲ

活動や直

接販売も

実施 

商品
イカを釣る 

６

注
パ

生け簀 

文が入れば
ックする。 
－０１０５ 

 



II．集落の創意工夫を活かした新たな取組 
＜ 流通体制の改善 ＞ 
  長崎県 五島市 三井楽 
 １．背景 
   三井楽地区は、高級魚クエの水揚げが市内で最も多い地区であるが、これまでは、

漁業者個人が漁獲物の管理と出荷をおこなっていたため、出荷ロットと輸送コストが

合わない等の理由から高値期の出荷ができなか 
った。このため、集落で陸上活魚施設を整備し、

市場動向に応じた管理・出荷体制の構築に取り 
組んでいる。併せて、定置網と一本釣の漁獲物 
についても活魚の直売を実施することにより、 
漁業所得の向上を図っている。 

 ２．活動の内容 
   クエの出荷調整のシステムは、漁業者が漁獲 
したクエを出荷前に集落の陸上活魚施設に預け、

集落がこれを管理し、相場を見ながら出荷する体

た漁業者は、手取りの２％を施設使用として集落

てて運営している。 
 ３．活動の経過とこれからの展望        

   クエは通常 12 月に価格が上
昇するが、取組前の平成 19 年
と取組後の平成 20 年を比較す
ると、平成 20年は 11月の出荷
量が減少したのに対し 12 月の
出荷量は増加している。単純な

比較は難しいが、成果の一部で

はないかと考えている（表参照）。

また、共同出荷が可能になったことで、個人の輸

年 月 

11 
H19 

12 

11 
H20 

12 

11 
H20-H19 

12 

   直売については、現在のところ、地元業者への

売やインターネット販売などを考えていく必要が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．担当及び連絡先 長崎県五島市水産課水産係 TE

水槽にストックされたクエ 
 

 

制をとっている。クエを施設に預け

に支払い、集落はこれを管理費に充

 表 クエの出荷状況 

送経費削減にも繋がっている。 

出荷量(kg) 販売額(円) 単価(円／kg) 

1,292 6,552,294 5,049 

841 5,151,511 6,125 

1,176 6,010,819 5,546 

1,610 10,064,701 6,669 

△116 △541,475 497 

769 4,913,190 544 

陸上活魚施設（外観） 

販売のみであるが、今後は、個人販

ある。 
L０９５９－７２－７８６９ 
水槽にストックされたメジナ 



事業費（設備費、設備維持費、施設利用費、賃借費）

調査費（会議費、専門家旅費・謝金、資料費、先進事例調査費）

解析・とりまとめ費（解析・とりまとめ費、文献購入費）

普及費（通信費、消耗品費、物産展への出展費等）

PR資材費（パンフレット、ポスター等）
直接販売活動（冷凍機器借料、旅費等）等

事業費（設備費、設備維持費、施設利用費、賃借費）

調査費（会議費、専門家旅費・謝金、資料費、先進事例調査費）

解析・とりまとめ費（解析・とりまとめ費、文献購入費）

普及費（通信費、消耗品費、物産展への出展費等）

PR資材費（パンフレット、ポスター等）
直接販売活動（冷凍機器借料、旅費等）等

II．集落の創意工夫を活かした新たな取組
　７．簡易加工

・漁価の低迷が続くなか、水産物の価値を改善することも重要です。

・丸魚では、なかなか販路が少ないものや、日持ちがしない魚は、簡易な加

工を行うことで、一定の需要が見込めます。

・簡易加工では、需要に併せた形に加工を行うことと、売りやすい商品とし

て加工品を見せることが重要です。

・また、低・未利用資源の活用や高付加価値化と併せることで、より高い効

果を発揮します。

・漁価の低迷が続くなか、水産物の価値を改善することも重要です。

・丸魚では、なかなか販路が少ないものや、日持ちがしない魚は、簡易な加

工を行うことで、一定の需要が見込めます。

・簡易加工では、需要に併せた形に加工を行うことと、売りやすい商品とし

て加工品を見せることが重要です。

・また、低・未利用資源の活用や高付加価値化と併せることで、より高い効

果を発揮します。

＜参考実施例＞
　　　○石川県　輪島市　舳倉島・島生産塩を用いた魚醤の開発・５３頁
　　　○島根県　隠岐の島市　島後・干物加工への取組・・・・・・・・５４頁
　　　○鹿児島県　屋久島町　屋久島・トビウオバーガーの開発・・５５頁

３．対象となる経費の例

１．目的

２．取組例

・未利用漁の干物化

・地域特産品の開発

・ご当地グルメの開発

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

・未利用漁の干物化

・地域特産品の開発

・ご当地グルメの開発

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

地域特産品（石川県舳倉島）



 II 集落の創意工夫を活かした新たな取組 
＜７． 簡易加工 ＞ 
   石川県 輪島市 舳倉島集落 
１．背景 

舳倉島は漁業の拠点となる島であり、また日本有

数の野鳥の観察地でもある。島を訪れるバードウォ

ッチャーや観光客から、島の土産物を望む声もあ

り、島の新産業として特産品となる水産加工品づく

りに取り組む。 
２．活動の内容 

加工品作りに利用するための塩作りに着手した。

島の沖合約 200ｍから汲み上げてきた海水を、ハロ
ゲンランプを熱源に、時間をかけて水分を蒸発させ

る。塩になるまでに約 10 日間、一度に出来る量は
120～130kgである。 
その塩を使い、これまでイカやサザエの塩漬け、

サザエの糀付け、能登地方の特産品でもある魚醤

「いしる」作りに取り組んできた。現在は、海女採

りの天然ワカメを使った塩ワカメに取り組んでい

る。 
３．活動の結果（経過や効果）とこれからの展望 

加工品開発は、これまでに試行錯誤を繰り返して

いるが、現在は海女採りの天然ワカメを原料にした

塩ワカメ作りが、地元漁協支所の協力を受け進んで

いる。加工用以外に 100ｇ・200ｇ入りのパックで
塩も販売しており、島内の民宿の他に、市内の旅館

や土産物屋、卸売り業者等、取り扱い先は徐々に増

加してきている。今後も更に加工品の開発やその販

売方法について、より力を入れて取り組む必要があ

る。 

４．担当及び連絡先 
石川県輪島市産業部農林水産課水産振興室 ℡０

 
販売           → 

←  市の農林水産
祭で販売、PR 

 

 
↑  いしるの材料であるイカの

処理 

↑ 塩はハロゲンランプを使い

時間をかけて作る 
↑  イカを塩で漬け込み、発

酵・熟成させる 
塩は加工品を作る

以外には袋入りで
７６８－２３－１１４１ 



Ⅱ．集落の創意工夫を活かした新たな取組 
 〈簡易加工〉 
  島根県 隠岐の島町 隠岐の島集落 
１． 背景 

隠岐の島では、島内で生産される水産物加工品が少なく、漁獲物のほとんどは鮮

魚として島外へ出荷されており、付加価値の向上が求められていたため、新規加工

品の開発を実施した。 
２． 活動の内容 
   まずは、島内で生産されている

水産物加工品を調査し、新たに開

発できる水産物について検討した。

検討の結果、生鮮での出荷しか行

っていないエッチュウバイの１次

加工、アゴ（ホソトビウオ）とイサキ

の干物加工を開発することとし、

島内で高度な加工施設を有する

（株）久見特産で生産することと

した。 

バイの加工風景 
バイの商品 

   エッチュウバイの１次加工では、

パッケイジングの開発、加工技術の

習得、流通形態の検討、販売先の検

討等を行い販売した。 

アゴの乾燥後 
アゴの商品 

   アゴ（ホソトビウオ）とイサキの干物につい ミノ酸

を増加させながら乾燥することができる熟成乾

燥機を使用し、地元で漁獲された新鮮な魚で干

物を作成し販売した。 
 活動

ては、通常の天日干しよりア

３． の経過とこれからの展望 
    実施し、県内

額 と初

産加工品

４． の島町農林水産課水産振興室 ℡．08512-2-8563 

この取組は、平成１８年度より

外のフェア参加や生協などの販売先も開拓し、平成

１８年度は全部の合計で約 4,400パック販売し、販売
年度としてはある程度成果があった。しかしながら、干物の作成に使用して

いた機械がモニター期間終了を迎えたために、やむを得ず手放すこととな

り、平成１９年度からはバイの商品１本に絞って製造・販売を実施してい

る。今後もバイの消費拡大を目的に引き続き販売していき、また新たな水

の開発も進めていく予定である。 
 担当及び連絡先 島根県隠岐

も約 1,400千円
フェアでの販売 

生協のチラシ掲載 



 II．集落の創意工夫を活かした新たな取組 

＜簡易加工＞ 

   鹿児島県 屋久島町 屋久島 

１．背景 

地域の方に地元の魚をもっと知ってもらい、そし 

て食べてほしいといった「地産地消」及び「魚食普 

普及」の観点から、屋久島の誇る特産品であるトビ 

ウオを原料とする新商品開発にむけて取組を開始し 

た。 

２．活動の内容 

  子供にも親しみやすく、また御当地バーガーとし 

て話題性も望めるメニューとして、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」の開発に取り組むこととした。 

 若手漁業者を中心に、魚臭さが気にならず、かつ 

パンにあう味付けや食感に気をつけながら試作を重 

ね、商品としてまとまってきた段階で、多くの人で 

賑わう地元のイベント等で試験的な販売を行い、そ 

こでの反応を参考にさらなる改良を重ねている。 

３．活動の経過とこれからの展望 

本取組は３年間に渡り、１８年度の１年目は試作 

品の開発、２年目に地元のイベントでの試食、アン 

ケート実施と試作品の改良、３年目に試作販売と展 

開してきている。 

今後、イベント以外での本格的な加工・販売を展 

開していくには、保健所の営業許可を取得する必要 

があり、加工施設の利用等、関係機関との調整も必 

要となってくる。 

また、地域の将来に繋がる本活動に積極的に取り 

組む人材が増えるよう、今後も意欲的な活動の展開 

をしていきたい。 

 

   （島内おさかな祭りにおける試食販売実績） 

実施年度 製作個数（試食分含む） 単価 

Ｈ１９年度（H20.3.16） ２００個 １００円

Ｈ２０年度(20.10.11） ２００個 ４００円

※Ｈ２０年度に単価

を上げたが完売した。 

 

 

 

４．担当及び連絡先 

 鹿児島県屋久島町農林水産課 ０９９７－４３－５９００ 



調査費（会議費、専門家旅費・謝金、資料費、先進事例調査費）

企画費（打合せ旅費・とりまとめ費、文献購入費）

普及費（通信費、消耗品費、物産展での宣伝等）

PR資材費（パンフレット、ポスター等）等

調査費（会議費、専門家旅費・謝金、資料費、先進事例調査費）

企画費（打合せ旅費・とりまとめ費、文献購入費）

普及費（通信費、消耗品費、物産展での宣伝等）

PR資材費（パンフレット、ポスター等）等

II．集落の創意工夫を活かした新たな取組
　８．観光との連携

・漁価の低迷が続くなか、流通体制を見直し、改善することが重要です。

・地域の水産物を普及するに当たっては、自身が消費地に行くだけではなく、

産地を訪れる消費者に積極的にＰＲすることも重要になってきます。

・観光との連携により、産地を訪れた消費者によって評判が消費地で高ま

れば、販路が拡大されると同時に、漁価にも好影響となります。

・また、観光プログラムの中で漁業活動の一部を消費者に体験させることで、

より水産物を身近な存在にすることも可能です。

・漁価の低迷が続くなか、流通体制を見直し、改善することが重要です。

・地域の水産物を普及するに当たっては、自身が消費地に行くだけではなく、

産地を訪れる消費者に積極的にＰＲすることも重要になってきます。

・観光との連携により、産地を訪れた消費者によって評判が消費地で高ま

れば、販路が拡大されると同時に、漁価にも好影響となります。

・また、観光プログラムの中で漁業活動の一部を消費者に体験させることで、

より水産物を身近な存在にすることも可能です。

＜参考実施例＞
　　　○東京都　八丈町　八丈島・・・トローリング大会の実施・・・・５７頁
　　　○沖縄県　石垣市　石垣島・・・体験漁業への取組・・・・・・・・５８頁

３．対象となる経費の例

１．目的

２．取組例

・漁船を活用したイベントの実施

・体験漁業の実施

・イベントへの出店

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

・漁船を活用したイベントの実施

・体験漁業の実施

・イベントへの出店

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

イベントの告知（東京都八丈島）



II．集落の創意工夫を活かした新たな取組 
＜ 観光との連携の取組 ＞ 
  東京都 八丈町 八丈 
１．背景 

低迷している観光業と連携し、新たな遊漁であるトロ

ーリングを取り込むことで漁業者（遊漁兼業者）の経営

の多角化を図り、漁家経営の安定を目指す。 
２．活動の内容 

遊漁案内を行う漁業者が中心となり、八丈島トローリ

ング大会実行委員会を設立し、平成 18年度から大会を
開催している。 
実行委員会は、遊漁船業者、漁業者、漁協、釣り宿、

観光協会、商工会、町、都の関係者で構成され、大会開

催要領やルールなどを決めている。 
八丈島の遊漁兼用船を使用してトローリング大会に

参加する形式で開催している。また八丈島により多くの

釣り人が来てもらえるように長期間（平成 21 年度は 5
月から翌年 1月末までの予定）の大会となっている。 

 

３．活動の経過とこれからの展望 

平成 18年度は、初年度であったことから準備に時間
がかかり、試験的な位置づけで大会を開催した。平成

19年度から本格的開催となり、延べ参加者 131名、平
成 20年度には、105名となった。八丈島への経済効果
を試算すると、おおよそ年間 500万円となっている。 
今後は、新規の釣り人の開拓や、リピーターの定着を

図るため、国際フィッシングショーに出展し PRを行っ
ていくとともに、受け入れ側である遊漁兼業者などに対

し、トローリングの知識・技術の向上を目的とした研修

会の開催などを計画している。 
また、島民の有志による、大会をサポートするための

ガイド養成発足の動きもあり、釣り関係者を中心に大会

を活性化する気運が年々高まっている。将来は観光面に

おいて、このトローリング大会が八丈島の主要なイベン

トのひとつとして発展していくことが期待されている。 
  

４．担当及び連絡先 東京都八丈町産業観光課水産係 ℡04996－2－1121 



Ⅱ集落の創意工夫を活かした新たな取組
＜観光との連携＞（体験漁業への取組）

　　沖縄県　　石垣市　　登野城・新栄町・新川・八島町漁業集落

１．背景

　　　本漁業集落においては高齢化が進んでいることから、地域の小中学生等を対象とした漁業体験

　　を実施することにより、漁業への理解・興味を抱かせることで後継者育成を図る一方で、その結果

　　得られたノウハウ等を活用し、観光客や修学旅行生等を対象とした観光漁業を創出し、集落漁業

　　者の漁業収入の向上、安定を目指す。

２．活動の内容

　　　地元の小中学生を対象に追い込み網漁業の見学や定置網漁業の体験を実施し、漁獲された

　　魚介類は漁協女性部員の指導の元、調理や試食を行った。また、体験を行う前には集落漁業者

　　が講師を務め、地元水産業の概要や漁業者の取組についての座学を行うことで、水産業へのより

　　一層の理解を深めた。

漁業者から資源管理等の説明を 　　定置網の袋網を揚げる作業の体験。 実際に漁獲物をさばく。
受ける。

３．活動の経過とこれからの展望

　　　本取組はこれまで平成18年度16名(1校）、平成19年度32名(2校）の地元小中学生の体験

　　漁業を行ったきた。殆どの生徒が漁業に接する機会が初めてということであり、初めは不安

　　そうであったが、本取組を終える頃には学校行事では得られない貴重な経験ができたとの感想

　　も聞かれたことから、体験漁業による漁業への興味の付与及び生徒らの漁業に対する理解を得る

　　ことができたものと考えている。

　　　このことから、今後も継続して実施することにより、将来、この中から漁業担い手が誕生すること

　　を期待すると共に、観光漁業として制度を確立した後には、若い漁業者だけでなく、一人で遠方

　　まで出漁することができない高齢漁業者等の就業の場が創出されることを期待している。

４．担当及び連絡先　　　沖縄県石垣市農林水産部水産課　TEL　０９８０-８２-１５２９



事業費（設備費、設備維持費、施設利用費、賃借費）

調査費（会議費、専門家旅費・謝金、資料費、先進事例調査費）

解析・とりまとめ費（解析・とりまとめ費、文献購入費）

普及費（通信費、消耗品費、物産展への出展費等）

PR資材費（パンフレット、ポスター等）
直接販売活動（冷凍機器借料、旅費等）等

事業費（設備費、設備維持費、施設利用費、賃借費）

調査費（会議費、専門家旅費・謝金、資料費、先進事例調査費）

解析・とりまとめ費（解析・とりまとめ費、文献購入費）

普及費（通信費、消耗品費、物産展への出展費等）

PR資材費（パンフレット、ポスター等）
直接販売活動（冷凍機器借料、旅費等）等

II．集落の創意工夫を活かした新たな取組
　９．その他

・これまで紹介してきた取組では、解決できない課題によって、生産性や収

益性の向上が妨げられている場合があります。

・こういった課題の中には地域性が強く、参考事例がない場合があり、敬遠

され易い傾向にあります。

・離島漁業再生支援交付金は、集落が創意工夫を活かした新たな取組に対

し、使用することが可能です。

・地域性が強く参考事例が少ないような課題については、集落内で意見を

出し合って、積極的に課題を克服しましょう。

・これまで紹介してきた取組では、解決できない課題によって、生産性や収

益性の向上が妨げられている場合があります。

・こういった課題の中には地域性が強く、参考事例がない場合があり、敬遠

され易い傾向にあります。

・離島漁業再生支援交付金は、集落が創意工夫を活かした新たな取組に対

し、使用することが可能です。

・地域性が強く参考事例が少ないような課題については、集落内で意見を

出し合って、積極的に課題を克服しましょう。

＜参考実施例＞
　　　○北海道　礼文町　礼文島・施肥活動・・・・・・・・・・・・・ ６０頁
　　　○山口県　萩市　　 見島・・・新規就業者向け情報誌・・６１頁

３．対象となる経費の例

１．目的

２．取組例

・施肥による、海域への栄養の供給

・新規就業者向け情報誌の発行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

・施肥による、海域への栄養の供給

・新規就業者向け情報誌の発行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

島の情報誌（山口県見島）



Ⅱ．集落の創意工夫を活かした新たな取組 
＜ その他：施肥活動 ＞ 
   北海道  礼文郡礼文町  香深・船泊       
１．背景 
  高級料亭で有名な礼文島産リシリコンブの品質・生産 
 量の向上を図るため、魚カス肥料（魚類残サを使用）を 
 海中に投入する、魚カス海中施肥試験を実施した。 

 
２．活動の内容 

香深・船泊両集落では、リシリコンブの成長期である 
３月～４月上旬にかけて、既存の海中施設１３箇所に漁 
カス肥料１０ｔを２回に分けて投入し施肥試験を実施し 
た。 
この試験で使用した魚カス肥料は魚類残サを利用した 
粉末の肥料で、既に製品化されたものである。チッソや 
リン酸等の栄養塩が豊富に含まれており、成長の促進や 
歩留り向上等、礼文島産リシリコンブの品質向上・増産 
に期待しているところであります。 
 

３．活動の結果（経過や効果）とこれからの展望 
  この魚カス海中施肥試験は、対照区の設定や、海水温 
の変動など、気象状況によって年次毎の海藻繁茂状況が 
異なることから、試験効果（調査データー）の把握が難 
しく、継続に向け今後の課題となっている。 
しかし、試験実施周辺海域でリシリコンブを採取して 
いる集落のメンバーは、身入が良く、光沢もあり、成長 
が早い等、評判もよく試験実施地先での継続要望が出て 
いる状況である。また、この施肥事業は雑海藻等、磯焼 
け対策への効果も期待されており、コンブの生産・増産 
に加えウニやアワビ等の根付資源への効果も期待されて 
いるところであります。 

  
４．担当及び連絡先 
北海道 礼文町産業課 ℡０１６３－８６－１００１ 

 

 

《海中施設へ肥料搬入》 

 

香深集落 
《海中施設への投入完了》 

 

《海中施設へ肥料投入》 

 船泊集落 
《海中施設への投入完了》 

 



II．集落の創意工夫を活かした新たな取組 
＜ その他 ＞ 
 山口県 萩市 見島（本村・宇津）漁業集落 
１．背景 

萩市見島では、漁業は基幹産業であり、周

辺には好漁場を有する。しかしながら、漁業

を取り巻く環境は厳しく、高齢化・後継者不

足が深刻となっている。そこで、島外にいる

見島出身者を対象とし、島の現在の状況や島

での就業支援などを掲載した情報紙「鬼よう

ず」を作成・発送し、里帰りなどによる地域

活性化を図ることとした。 
 

２．活動の内容 
見島の本村集落と宇津集落の２集落合同で

組みを開始した。作成にあたり、両集落からな

集委員会を設け、企画や内容について協議・検

行った。情報紙の名前については、島に古くか

わる伝統凧「鬼揚子」にちなみ「鬼ようず」と

け、これまで 5号作成し発送した。第１号では
や産業の状況、居住環境や行事など島の現状

業である漁業と農業について、島で行われて

また新たに漁業や農業を始めるにあったって

は漁業・農業関係者の他、小・中学生にも取

まで寄せられた感想などを紹介した。第 5 号
紹介した。 
３．活動の結果（経過や効果）とこれからの展

情報紙に対して、さまざまな意見が寄せら

定年後島へ U ターンしたいなどの意見も寄せ

れた。また、島内出身者ではないが、他県より

規漁業就業を目指して、１名が H２０年１０月
り研修を開始している。また、H２１年４月か
も新たに１名漁業研修を開始する予定である。

報紙は今後も作成し発送していく予定である。

４．担当及び連絡先 
山口県萩市農林水産部水産課 ℡0838-25
情報紙「鬼ようず」 
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-3624 
掲載した。２号・３号では主要産

・漁法や栽培作物などを紹介し、

度についても紹介した。第４号で

魅力を伝える内容とし、またこれ

とともに変わりゆく見島の歴史を

編集委員会 
研修生（中央）と指導者達 
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