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１．イワガキ増養殖試験
奥尻漁業集落（北海道奥尻町）

２．駆除船（ＳＫフープ工法）による雑海藻駆除
沓形地区漁業集落（北海道利尻町）

３．ナマコ資源の管理・生産に向けた取り組み
鴛泊地区漁業集落（北海道利尻富士町）

４．お魚をふやす植樹活動
鬼脇地区漁業集落（北海道利尻富士町）

５．アザラシ駆除による漁業被害防止対策
船泊漁業集落（北海道礼文町）

６．岩ノリ育成場としての築いそ整備
飛島地区漁業集落（山形県酒田市）

７．新漁場開拓（新漁法の導入試験）
父島漁業集落（東京都小笠原村）

８．取引魚種の塩干物加工品の製造販売
式根島漁業集落（東京都新島村）

９．アサリの放流による資源確保と水質改善
大島漁業集落（東京都大島町）

10．トローリング大会の実施
八丈漁業集落（東京都八丈町）

11．ツルアラメ移植型ナマコ魚礁の設置
内浦漁業集落（新潟県佐渡市）

12．アワビ・サザエ漁場の密漁監視
東浜漁業集落（新潟県佐渡市）

13．ワカメ・メカブの共同作業所の設置
金泉南部漁業集落（新潟県佐渡市）

14．ダイビングコーディネーターの育成
粟島浦漁業集落（新潟県粟島浦村）

15．アワビ・サザエの種苗放流
舳倉島漁業集落（石川県輪島市）

16．本土側への拠点設置による地元産水産物の販売促進
坊勢島漁業集落（兵庫県姫路市家島町）

17．定置漁業の操業改善に向けた取組
海士町漁業集落（島根県海士町）



18．プロトン凍結による「隠岐のいわがき」の普及
西ノ島町全域集落（島根県西ノ島町）

19 ．はえ縄漁業の導入によるイワガキ食害生物の駆除と所得向上
に向けた取組

知夫村全域集落（島根県知夫村）
20 ．漁場生産力の向上（海岸清掃）

平郡漁業集落（山口県柳井市）
21 ．サワラの価格向上に向けた取り組み

蓋井島漁業集落（山口県下関市）
22 ．アワビ大型種苗の継続放流

伊島漁業集落（徳島県阿南市）
23 ．ナマコ煮汁を活用した洗顔石けんの開発

大島漁業集落（愛媛県八幡浜市）
24 ．イベントを活用した知名度向上の取組

日振島漁業集落（愛媛県宇和島市）
25 ．養殖ブリを活用した商品の開発

本浦漁業集落（愛媛県宇和島市）
26 ．一口アワビの養殖及び販売

玄界島漁業集落（福岡県福岡市）
27 ．延縄漁業用ムツ針の導入

馬渡島漁業集落（佐賀県唐津市）

28 ．～目指せ、鮮魚の高付加価値化～ 高品質「一本釣りサワラ」
のブランド化

壱岐東部漁業集落（長崎県壱岐市）
29 ．商品開発・販路拡大への取組

宇久漁業集落（長崎県佐世保市）
30 ．植樹・魚付き林の整備による沿岸漁場の改善

豆酘集落（長崎県対馬市）
31 ．ガンガゼの商品開発

久賀島漁業集落（長崎県五島市）
32 ．ブリ飼い付け漁の復活

大宝漁業集落（長崎県五島市）
33 ．密漁根絶に向けた漁場監視活動

新魚目地区漁業集落（長崎県新上五島町）
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34．イベントを活用した販路拡大の取り組み
江島平島漁業集落（長崎県西海市）

35 ．活きハモ活かし箱による出荷
大入島漁業集落（大分県佐伯市）

36 ．トコブシの密漁、不審船の監視
住吉漁業集落（鹿児島県西之表市）

37 ．キビナゴ積み合せ共同出荷
湊漁業集落（鹿児島県西之表市）

38 ．藻場等の造成のための植樹・魚付林の整備
御所浦漁業集落（鹿児島県長島町）

39 ．漁場の生産力向上に係る取組
与論島漁業集落（鹿児島県大島郡与論町）

40 ．販路開拓，高値販売を目指して
えらぶ漁業集落（鹿児島県和泊町）

41 ．エビで漁村を盛り上げろ
長浜漁業集落（鹿児島県薩摩川内市）

42 ．マダコの加工品開発
幣串漁業集落（鹿児島県長島町）

43 ．モズク養殖業への新規着業
塩屋漁業集落（沖縄県大宜味村）

44 ．地産地消・販路拡大の取組
宜野座村松田・宜野座・漢那漁業集落（沖縄県宜野座村）

45 ．高付加価値化商品の開発に向けた消費者アンケート調査
北中城村漁業集落（沖縄県北中城村）

46 ．伝統漁法復元の取り組み
宮古島漁業集落（沖縄県宮古島市）

47 ．八重山産マグロの鮮度調整による流通体制の改善
石垣市登野城・新栄町・新川・八島町漁業集落（沖縄県石垣市）
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新規養殖
業への
着手

イワガキ増養殖試験

奥尻漁業集落（北海道奥尻町）

○取組の概要

若手漁業者により、島の新しい
水産資源の一つとしてイワガキ
の増養殖に取り組んだ。

○ 若手漁業者がイワガキの増養殖に積極的に取り組んだこと。

○ 地元水産業普及指導員及び栽培水産試験場と連携し情報・技術を集
積したこと。

○ 集落のまとまりが強固で、本取り組みに対して協力的であったこと。

【取り組むに至った経緯】
奥尻島周辺に生息するカキをＤＮＡ

鑑定した結果、イワガキであることが
判明し、新たな観光資源にしようと若
手漁業者たちの取り組み意欲が高ま
り、限られた資源を守りながら販売で
きる増養殖を手がけることになった。

○

【生じた課題への対応方法】

○

【取り組みの効果】
養殖方法の改善を行い、島に合った

育成方法の確立、労力の軽減が図ら
れた（結果を他漁業者に情報共有）。
販売は平成２７年度以降を予定。

○

【取り組む際に生じた課題】

道内の研究機関等において、種苗
生産技術が確立していないため、種
苗の確保に困難を極めた。

また、販売サイズになるまでには、
想定よりも長期間の育成が必要で
あった。

○

【今後の展望】

養殖イワガキを奥尻ブランドとして、
付加価値向上・漁業所得向上を図る。
また、種苗の２次発生が確認されたこ
とから、２次発生の種苗確保にも重点
をおき、他漁業者と連携を図り養殖の
規模を拡大していきたい。

○

【対象となった経費】

養殖施設整備・修繕費 ５６千円
人件費 ５２千円
カキ貝毒検査費 ７７千円

○
○
○

漁業世帯数：１７５世帯

実施期間：平成２２年度～平成２６年度

成功のポイント

地元水産業普及指導員及び栽培
水産試験場と連携により情報・技術
を集積した。
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海底清掃

駆除船（ＳＫフープ工法）による雑海藻駆除

沓形地区漁業集落（北海道利尻町）
実施期間：平成22年度～26年度

漁業世帯数140世帯

◯取組の概要

近年、利尻コンブ漁場が雑海藻に覆われていることから、
駆除船（SKフープ工法）により、雑海藻を駆除し、漁場の
生産力向上を図った。

【取り組むに至った経緯】

◯ 雑海藻勢力が拡大
◯ 天然コンブが減産傾向

【取り組む際に生じた課題】

◯ 実施場所の選定

【対象となった経費】

◯ 駆除委託費
２工区 約８１０万円

【生じた課題への対処方法】

◯ 毎年意見交換会を行い、
実施場所を選定

【取り組みの効果】

◯ 天然コンブ生産量
【今後の展望】

◯ 今後も継続し、実施していく
◯ 漁業者自らが出漁時には、

雑海藻を駆除

◯ 漁協・水産技術普及指導所・町・工事業者の関係機関協力の
下、集落漁業者が一体となり取り組み、漁場の改善に対する意識
を一人ひとりが高く持つこと！

◯ 漁協・水産技術普及指導所・町・工事業者の関係機関協力の
下、集落漁業者が一体となり取り組み、漁場の改善に対する意識
を一人ひとりが高く持つこと！

成功のポイント

【施工区外】 【施工区】

年度 生産量 前年度対比

H22 17トン

H23 12トン 71%

H24 33トン 275%

H25 43トン 130%

H26 88トン 205%
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漁場の
管理・改善

ナマコ資源の管理・生産に向けた取り組み

鴛泊地区漁業集落（北海道利尻富士町）

○取組の概要
生息過密状態となった禁漁
海域からのナマコ移殖放流
・移殖放流数 平成２５年度 １０千個

平成２６年度 １０千個

○ 漁協、水産技術普及指導所、町の協力のもと鴛泊地区漁業集落
の漁業者が連携し、地域が一体となり取り組んだこと。

【取り組むに至った経緯】

ナマコの産卵を保護するため、禁
漁としていた海域が、生息過密状
態となってきたため、採取を行い
各地先漁場に移殖放流することに
より漁獲高の向上を図った。

○

【生じた課題への対応方法】

専門知識を有する水産技術普及
指導所の協力により、時期等を選
定して移殖放流を実施した。

○

【対象となった経費】

移殖放流グループへの委託料○

漁業世帯数：２２３世帯

実施期間：平成２５年度～平成２６年度

成功のポイント

【取り組む際に生じた課題】

移殖放流に適した時期の選定○

○移殖放流の方法

【取り組みの効果並びに今後の展望】
本取組を実施することで、移殖放流した
ナマコを漁業者が採捕することにより、
直接的漁獲高の向上を図ることができた。
移殖放流を実施してからは、１日１隻当
たりの漁獲量は安定し、単価の変動に
もよるが、平均漁獲金額も上向いてき
ている。

○

○ 当集落では、ナマコ資源の更なる維持・増加を図るため、種苗育成事業も実施
しており、毎年着底稚仔を確保できていることから、今後の資源増大へ大きな弾
みとなっている。
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植樹・魚付
林の整備

お魚をふやす植樹活動

鬼脇地区漁業集落（北海道利尻富士町）

○取組の概要

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、実施場所の整地ができ
たため、苗木を植えて魚付林の整備を図った。

○ 集落だけではなく、漁協・町等の関係機関が一丸となり実施したこと。

【取り組むに至った経緯】

森づくりを推進することによって、
森から流れ出る栄養により、きれ
いで豊かな海をつくることを目的と
して実施。

○

【生じた課題への対応方法】

専門知識を有する稚内森林管理
署の指導のもと実施することによ
り解消された。

○

【取り組みの効果並びに今後の展望】

本取組による具体的な効果の検証には時間を要するものの、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・漁獲量の増加につな
がることが期待される。

○

【対象となった経費】

人件費○

漁業世帯数：１４２世帯

実施期間：平成１７年度～平成２６年度

成功のポイント

【取り組む際に生じた課題】

植樹実施場所の選定○

○ 苗木の植え方

年度 ２２ ２３ ２４ ２５ ２６

植樹
本数

３００ ３００ ３００ ３００ ３００

○ 専門知識を有する稚内森林管理署から指導を得られたこと。
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漁場の管
理・改善

アザラシ駆除による漁業被害防止対策

船泊漁業集落（北海道礼文町）

○取組の概要

ゴマフアザラシによる食害を防止するため
に、猟銃による駆除を行い、安心安全な漁
場及び水産資源の確保を図る。

○ 実際に漁業被害を受けており、被害防止に意欲的な漁業者からハン
ターを募り、人員を確保したこと。

○ 参加した漁業者が中心となって、アザラシによる漁業被害の深刻さや
対策事業の必要性が地域全体で共有されたこと。

【取り組むに至った経緯】

近年、ゴマフアザラシの来遊個体
数の増加、長期滞在化により、
ホッケ・タラ・タコ等への漁業被害
が増加傾向にあったため、猟銃に
よる駆除を行い、水産資源の確保
を図る取組に至った。

○

【生じた課題への対応方法】

漁協に委託し、実際に漁業被害の
影響を受けている漁業者の中から
ハンターを募った。また、実施期間
を冬季にすることで、本業である
漁業に支障をきたさないように、参
加を促した。

○

【取り組みの効果】

ゴマフアザラシによる漁業被害額
Ｈ２２・・・２０５,６００千円
Ｈ２６・・・１９３,６００千円

○

【取り組む際に生じた課題】

有害鳥獣捕獲許可を受けている
銃所持者の確保

○

【対象となった経費】

ゴマフアザラシ駆除業務委託費
（ハンター料、用船料、弾薬料）

○

【今後の展望】

今後も来遊状況の把握を行い、事
業を継続する。また駆除以外での
被害防止事業についても検討を
進めながら、被害防止に努める。

○

漁業世帯数：２００世帯

実施期間：平成２３年度～平成２６年度

成功のポイント

ゴマフアザラシ駆除頭数
Ｈ２３： ８０頭、Ｈ２４：１２７頭
Ｈ２５：１４０頭、Ｈ２６：３０３頭

○

5



産卵場・
育成場の

整備

岩ノリ育成場としての築いそ整備

飛島地区漁業集落（山形県酒田市）

○取組の概要

○ 前年度に測量設計を行うなど、計画的に
事業を実施したこと。

○ 集落が共同で維持管理作業を実施するこ
とにより、安定的な収穫量の確保につな
がったこと。

【取り組むに至った経緯】

○

【生じた課題への対応方法】

整備する前年度に集落内で十分に協議
し、業者とも調整を重ねて測量設計まで
行った。施工は、海が穏やかで干潮が
続く春期に実施する等、計画的に予算
を繰り越し、２カ年事業として実施した。

○

【取り組みの効果】

【対象となった経費】

測量設計費、工事費○

【今後の展望】

海水温の上昇等環境の変化がみられ、
岩ノリが冬期に付着する前の重要な作
業である清掃実施時期が変化してきて
いる。今後も安定的に出荷するため、共
同での維持管理作業を実施し、冬期間
の収入の増加を図っていきたい。

安定的な収穫量が見込まれることによ
り、岩ノリのブランド化につながる。

○

漁業世帯数：７５世帯

実施期間：平成２２年度～平成２６年度

成功のポイント

冬期間の貴重な収入源である岩ノ
リの収穫量増と安定的な収入確保
を図るため、既存の築いそ（岩ノリ
育成場）に追加整備を実施した。

冬期間の収入源である岩ノリの収穫量を
増やすため、築いその追加整備を行い、
収穫増による収入の増加を図ることとした。

22年度 26年度

出荷量 78㎏ 146㎏

売上高 765千円 1,298千
円

【取り組む際に生じた課題】

○ 新たな場所選定における協議や測量設
計に一定の時間を要し、秋冬は荒天が
多いため単年度では事業が完了しない。

○

6



新たな漁
具・漁法
の導入

新漁場開拓（新漁法の導入試験）

父島漁業集落（東京都小笠原村）

○取組の概要

○ 集落のまとまりが強固であり、漁具や漁場の情報の共有化が図られ
ていたこと。
○ 若手漁業者の意欲と創意工夫の意識が高く、本取組に対して積極的
であったこと。

○ 集落のまとまりが強固であり、漁具や漁場の情報の共有化が図られ
ていたこと。
○ 若手漁業者の意欲と創意工夫の意識が高く、本取組に対して積極的
であったこと。

漁業世帯数：３０世帯

実施期間：平成１８年度～

成功のポイント

・漁業先進地からの新漁法導入と試験操業
・自らの創意工夫による新漁法の試験操業

試験操業で漁獲されたキハダマグロ

深海底釣りで漁獲されたクロムツ

【対象となった経費】

○ 試験操業の燃料費
○ 先進地視察及び研修旅費

【取り組むに至った経緯】

○ メカジキを対象とした深海立縄漁業
や底魚一本釣漁業は、父島漁業者の主
要な漁業である。しかし、これまで利用し
ていた漁場は安定的に操業するには狭
く、特定の魚種に漁獲が集中していたた
め、新たな漁法や漁場を開拓する。

【取り組む際に生じた課題】

○ 第1期事業ではメカジキの新漁場開
拓に取り組んだが、さらなる新漁場開拓
と漁業の多様化を図るために新たな漁
法を導入する必要があった。

【生じた課題への対応方法】

○ 漁業先進地に赴き、その漁法・漁具等

を調査し、小笠原海域での試験操業と漁
法改良を試みた。
○ さらなる新漁場開拓のために自ら創意

工夫をして、深海底釣り等の新漁法の試
験操業に取り組んだ。

【取り組みの効果】

○ メバチマグロを対象にした改良型立
縄漁法が実用化しつつある。
○ 水揚高の推移（千円）

【今後の展望】

○ 今までに行った新漁法で可能性の見

えるものについて、継続して試験操業に
取り組む。
○ 音響を利用したマグロ類釣り等の新
漁法の試験操業に取り組む。

平成18年 平成22年 平成26年
まぐろ類 42,901 47,932 53,229
かじき類 121,347 122,517 126,766

全体 312,770 328,056 353,256

7



低未利用
資源の活
用

安価取引魚種の塩干物加工品の製造販売

式根島漁業集落（東京都新島村）

○取組の概要

○ メンバー全員が、地域の現状を把握し、活動目的を共有し、取組への
意欲を高めることにより漁業者等の協力が得られたこと。

○ 島民や観光客の立場にたって考え、ニーズを的確に捉えて販売を行っ
たこと。

○ メンバー全員が、地域の現状を把握し、活動目的を共有し、取組への
意欲を高めることにより漁業者等の協力が得られたこと。

○ 島民や観光客の立場にたって考え、ニーズを的確に捉えて販売を行っ
たこと。

【取り組むに至った経緯】

【取り組みの効果】

【取り組む際に生じた課題】

【対象となった経費】

漁業世帯数：４１世帯

実施期間：平成１８年度～

成功のポイント

鮮魚流通にのらない魚（定置網で漁獲された規格外のサバ、
アカイカ等）を島内で加工販売し、漁業者の収益向上を図る
とともに、島民に対する地元水産物の普及・消費促進に努
める。

○ 原材料費、人件費、
加工機器整備費、研修旅費 等

○ 島民が地元水産物を購入するルート
が未確立。
○ 民宿が、一定量の地元産水産物を仕

入れ、宿泊客に安定的に供給すること
が困難。

○ 取組に対する漁業者の理解と加工原
料の確保

【生じた課題への対応方法】

○ 島内外で開催されるイベントへの参加

や観光客等を対象とした干物作成体験
教室などを行い、鮮魚流通にのらない魚
が売れることを島内漁業者等に理解して
もらい、加工原料の確保に努めた。

○ 原材料購入費
平成１８年度 426,000円 →
平成２６年度 2,206,000円（約５．２倍）
に増加

【今後の展望】

○ 港近くの販売スペースを活用し、観
光客等への消費拡大を図る。
○ 製品の特長を活かし、島外への販路
拡大を図る。

8



水質維持
改善

アサリの放流による資源確保と水質改善

大島漁業集落（東京都大島町）

○取組の概要

波浮港湾内において、アサリ稚貝２００ｋｇ／年の
放流を実施することで、アサリの水質浄化能力を
活用し、水質改善を図った。

○ 集落構成員からの波浮港内での放流の賛同が得られたこと。

○ 伊豆大島漁協及び町の協力があったこと。

【取り組むに至った経緯】

○

【生じた課題への対応方法】
本来、港内に棲息していたが、減
少してしまったアサリには水質浄
化能力があることから、町等に相
談し、港内を放流箇所に決定した。

○

【取り組みの効果】

アサリを獲っている集落の構成員
からは、「環境は徐々に改善されて
きている。」という声があがった。ま
た、アサリの稚貝放流のみでなく、
平行して魚付林の造成、磯刈りなど
に取り組んだ結果、資源の確保にも
繋がり、急激に低迷した南部地区
の貝類の水揚げは、徐々に維持さ
れてきている。

○

【取り組む際に生じた課題】

放流箇所の選定○

【対象となった経費】

アサリ購入費、船上作業人件費、
傭船料

○

【今後の展望】

今後は直接的に水揚げへ影響のあ
る取り組みによって、水揚げ量の低
下を防いでいきたい。

○

漁業世帯数：９１世帯

実施期間：平成１９年度～平成２６年度

成功のポイント

波浮港内は構造上、水質が悪化
しやすく、貝の棲息しやすい環境で
はなくなってきている。このためアサ
リに備わっている水質浄化能力を活
用し漁村の環境を守ることとした。
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海洋レ
ジャーへ
の取組

トローリング大会の実施

八丈漁業集落（東京都八丈町）

○取組の概要

遊漁を兼業する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、
平成１９年度からトローリング大会開催。

【取り組むに至った経緯】

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。

○

【生じた課題への対応方法】

貸出用トローリングチェア等の購入○

【取り組みの効果】

経済効果 500万円（20年度推定）○

【取り組む際に生じた課題】

トローリングに必要な備品の不足○

【対象となった経費】

備品購入費、パンフレット印刷費、
ＰＲ活動費、人件費、旅費

○

【今後の展望】

トローリング対象魚種の来遊状況
により参加者の増減が激しいこと
から、トローリングに限らず他の遊
漁も含めた形でＰＲを行い、来島
者の増大を図る。

○

漁業世帯数：１２８世帯

実施期間：平成１８年度～平成２６年度

○ 遊漁船業者、漁業者、漁協、釣り宿、観光協会など複数の関係者
が連携することで、大会の開催・運営が問題なくできたこと。

成功のポイント

遊漁船業者に対するトローリング
に関する知識・技術の普及

大会開催の効果的な周知方法

○

○

ポスター、パンフレット等の作成

先進地視察と研修会の開催

釣り関連イベントへのＰＲ出展

観光協会ＨＰで釣獲調査結果の
公表

○

○

○

○

年度 19 20 21 22 23 24 25 26

参加
人数

13
1

10
5

33 21 14 27 96 18

○ 大会期間を長くすることで、来島者が気軽に参加できる仕組みとし
たこと。 10



産卵場・
育成場の

整備

ツルアラメ移植型ナマコ魚礁の設置

内浦漁業集落（新潟県佐渡市）

○取組の概要

ツルアラメ（コンブ科の海藻）を移植した
魚礁（1ブロック当り8株取付）を設置する

ことにより、藻場造成を図る。ナマコの夏
眠場所、貝類の隠れ家を確保する。

【取り組むに至った経緯】

近年、地先の藻場が減少傾向にあり、漁
獲向上・水産資源の増産・環境保全のた
めに確実な藻場造成が必要と考えた。

○

【生じた課題への対応方法】

ツルアラメ母藻の補植。○

【取り組みの効果】

ナマコ・サザエ等の定着を確認。ツルアラメ
以外の海藻が増え、藻場の機能が回復傾
向にある。

○ 【今後の展望】

藻場の更なる回復。○

漁業世帯数：１０２世帯

実施期間：平成２２年度～平成２６年度

成功のポイント

集落内の各地区で行ったことで、地域全体としての藻場の機能が
高まったこと。

○

○ 設置後、調査をすることで現状を把握し改善できたこと。

○

【対象となった経費】
魚礁製作・据付費 母藻採取・取付費○

○ 追跡調査・保守点検費

埋没魚礁移設作業費 等

【取り組む際に生じた課題】

爆弾低気圧の襲来による、砂の移動に
よる埋没。

○

○

サザエ・ウニ等による食害や夏季の高
水温によるツルアラメの消失。

○

○

植食動物を採捕し、離れた岩礁へ再放
流。食害防止ネットの設置。

埋没した魚礁の移設。

○ ナマコやサザエ等水産資源の増産、漁
獲の安定。

表：ツルアラメ着床率・母藻補植本数・・・ホンダワラ類の優勢により着床率が低下しているが、
魚礁及び磯全体が繁茂してきた為、補植本数が減少。

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６

着床率（％） 59.0 66.3 49.9 40.8 37.9

補植本数 268 244 195 45 27
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漁場監視

アワビ・サザエ漁場の密漁監視

東浜漁業集落（新潟県佐渡市）

○取組の概要

地先の磯根資源を保護する観点から、
海岸を巡回することで密漁者の発見・
抑制をした。密漁禁止看板を設置し
未然の防止を促した。

○

【取り組むに至った経緯】

アワビ・サザエ等の密漁者が後を立た
ない。貝類は当集落にとって重要な収
入源であるため、海上・陸上を巡回し、
防止を強化する必要があった。

○

【生じた課題への対応方法】

必ず二人体制で巡回し、不測の事態に
対応できるようにした。

○

【取り組みの効果】

実際に注意をして密漁したものを海に
戻してもらったり、直接注意せずとも監
視船を見て帰る車がいた。

○

【取り組む際に生じた課題】

不測の事態も考えられるため、安全面
の配慮。

○

【対象となった経費】
人件費 3,481千円
傭船料 3,206千円
密漁防止看板設置費 782千円
腕章・ベスト購入費 73千円

○

【今後の展望】

続けていくことで密漁を減らす。○

漁業世帯数：７２世帯

実施期間：平成２２年度～平成２６年度

成功のポイント

安全面の配慮等を行うことで、不足の事態に備えたこと。○

○ 貝藻類が保護され、資源の増大に期待。
○ 看板設置により周辺住民にも密漁禁止

の意識をもってもらえるようになってきた。

密漁防止の看板設置により、監視できない日も密漁抑止に効果が
あったこと。

○ 観光客とのトラブルを回避するよう、行
政から指導があった。 ○ 行き過ぎた監視をしないよう、構成員に

周知した。

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 計

漁場監視回数（回） 28 35 148 183 170 564

密漁防止看板設置数（枚） 10 2 3 5 20
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協業化によ
る経営収支

の改善・安全
性の向上

ワカメ・メカブの共同作業所の設置

金泉南部漁業集落（新潟県佐渡市）

○取組の概要

シール機・乾燥機を導入し共同作業所を作ること
で、品質向上・商品の均一化・安全管理の徹底を
図る。質の良いワカメを提供することで、商品の
満足度を上げ、販売増加を目指す。

○

○

【取り組むに至った経緯】

ワカメの包装を集落で作成したが、包装
の仕方やワカメの乾燥具合などの品質
に個人差があった。このため、シール
機・乾燥機を購入し共同で使える作業
所を作り、品質の均一化を図りたいとい
う意見があった。

○

【生じた課題への対応方法】
商品チェックの妥協をせず、高品質の商
品を製造した。

○

【取り組みの効果】

生産者に他の人より良いものを出荷す
るという意識が芽生えて品質向上に繋
がった。

○

【取り組む際に生じた課題】

乾燥ワカメの規格（内容量）の統一、商
品の高品質化。

○

【対象となった経費】

資材費（プレハブ作業所・シール機・デ
ジタル秤・わかめ乾燥機・めかぶ乾燥
機・作業台等） 計 2,184千円

○

【今後の展望】

今までのお客様の維持と、更なる販路
拡大を図る。

○

漁業世帯数：２２世帯

実施期間：平成２４年度～平成２６年度

成功のポイント

○ 観光施設等での販売や個人販売が増
え販路拡大に繋がった。

○

作業所内で情報を共有することで、品質向上への意欲を高めあう
ことができたこと。

天候に左右されず商品を製造することが可能となり、品質の安定
が図られたこと。

○ 商品を雑誌広告等でＰＲしたこと。

集落内の情報共有による品質向上と、
活性化を図る。

作業所の設置場所、規模の意見集約～
決定。

○ 生産者と製造担当者・漁協担当者で話
し合いを重ねた。

○
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海洋レ
ジャーへ
の取組

ダイビングコーディネーターの育成

粟島浦漁業集落（新潟県粟島浦村）

○取組の概要

ダイビングコーディネーターを育成し、ダイ
ビングの普及を進め観光と連携した漁業経
営を推進する。

○ 漁業者に対して繰り返し説明会を行い、賛同を得たこと。

【取り組むに至った経緯】

集落構成員のほとんどが観光業
を営んでおり、海洋レジャーの

取組が容易にできる環境にあっ
た。

○

【生じた課題への対応方法】

漁協総会や漁業協議会において、

説明会を２年に渡り実施し、賛同
を得た。

○

【取り組みの効果】

受け入れダイバー数

○

○

【取り組む際に生じた課題】

漁業者の全面支援を得ること。
ダイビングスポットの制限。

○
○

【対象となった経費】

人件費、講師料、器具備品費○

【今後の展望】

積極的に情報発信することで、

新たなダイバーの誘客を促進して
いく。

○

漁業世帯数：７８世帯

実施期間：平成２２年度～平成２６年度

成功のポイント

H22 H23 H24 H25

120  130 150 100

年間100～150人のダイバーを
受け入れている。（取組前のＨ20は0人）

想定していなかった区域もダイビング
ポイントとして利用することができた。
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種苗放流

アワビ・サザエの種苗放流

舳倉島漁業集落（石川県輪島市）

○取組の概要

・アワビ、サザエの種苗放流
・アワビの害敵であるタコ等の駆除

【取り組むに至った経緯】

○ 舳倉島の主要な漁業である海女漁
は、

厳格な資源管理のもと営まれてきたが、
重要な磯根資源であるアワビ等の貝類
漁獲量が低迷している。そのためアワ
ビ・サザエの種苗放流による資源増加に
取り組んだ。

【生じた課題への対応方法】

○ 種苗放流を実施するともに、アワビの
害敵であるタコ・ヒトデの駆除を行った。

【取り組みの効果】

○ 漁獲量
アワビ：(H22)3.3ｔ→(H26)5.4ｔ
サザエ：(H22)170ｔ→(H26)184ｔ

○ 水揚金額
アワビ：(H22)24,057千円→(H26)39,255千円
サザエ：(H22)97,627千円→(H26)110,166千円

（※上記漁獲実績は、輪島市全体の海女漁実績）

【取り組む際に生じた課題】

【対象となった経費】

○ 種苗購入費、人件費、用船料

【今後の展望】

○ 駆除したタコの有効利用として、タコを
利用した加工品の開発に取り組む。

漁業世帯数：５８世帯

実施期間：平成２２年度～平成２６年度

成功のポイント

○ 放流したアワビ・サザエのタコ・ヒトデ
等による食害

○海女が自主的な資源管理（操業期間の制限、禁漁区の設定等）のもと
操業したこと。

○タコ・ヒトデ等の食害生物の駆除を海女以外の漁業者が実施することに
より、アワビ・サザエの資源増大に対して島内全体で取り組んだこと。
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販路拡大

本土側への拠点設置による地元産水産物の販売促進

坊勢島漁業集落（兵庫県姫路市家島町）

○取組の概要

当集落が力を入れて生産に取り組んでいる養
殖カキ等の地元産水産物を直接消費者へ販売・
提供する拠点を本土側へ設置することにより、漁
獲収入の安定・増加と販路の拡大を図る。

○

○

○

漁協の直売所と一体となった、地元産水産物の販売、魚食の拡大。

【取り組むに至った経緯】

島内にカキ直売所はあるものの、交通が不便な
こともあり、消費者へ直接提供する機会が少な
い。

当集落で生産が増加している養殖カキをメインに
新鮮な水産物を消費者へ直接提供・販売したい。

平成２７年３月に坊勢漁協の本土側の水揚げ拠
点である妻鹿漁港に漁協の直売所が開設される
のに併せ、一体となった販売促進を計画。

○

○

○

【生じた課題への対応方法】

○

○

【取り組みの効果】

○

【取り組む際に生じた課題】

○

○

【対象となった経費】

○

【今後の展望】

漁業世帯数：４３３世帯

実施期間：平成２６年度

成功のポイント

平成２７年３月に開設
平成２７年４月～９月までの施設利用者数

利用者人数 2,353人
売り上げ金額 672万円

資材費 6,635千円
テント
食材保管用ショーケース
テーブル、コンロ等

直売所に隣接するスペースを確保したもの
の、直売所には、食堂が併設されていることか
ら、提供方法の差別化を図ることが必要

当集落でのカキ漁期が冬から早春に限られ
るため、年間を通じた集客方法が必要

バーベキュー形式とすることで、食堂では提供で
きない、利用者自らが調理することを前面に打ち
出し、その楽しさやおいしさを体験してもらう。

カキの時期以外は、地元産水産物等をバーベ
キュー形式で提供することとした。

カキの時期の本格化とともに利用者のさらなる
増加を期待し、今後も積極的なPRを行う。

坊勢漁協の直売所と一体となって、地元産水産
物PRやイベント等を行い、販売促進、販路拡大を
進める。

利用者が島へ関心を持つような工夫を行い、地
域の活性化につなげる。

○

○

○

漁協の本土側の直売所に隣接するスペースを確保できたこと。

隣接する食堂と提供方法の差別化を図ることができたこと。
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漁労技術
の向上の
取組

定置漁業の操業改善に向けた取組

海士町漁業集落（島根県海士町）

○取組の概要

海士町の重要な産業である定置漁業の経営を改善・継続することが、地
域に必要であるとの関係者の共通認識のもと、優良な他地区の定置漁業
に学びながら、「漁協や行政と一体となって」再興を目指したこと。

海士町の重要な産業である定置漁業の経営を改善・継続することが、地
域に必要であるとの関係者の共通認識のもと、優良な他地区の定置漁業
に学びながら、「漁協や行政と一体となって」再興を目指したこと。

【取り組むに至った経緯】

【生じた課題への対応方法】

【取り組みの効果】

【取り組む際に生じた課題】

【対象となった経費】

【今後の展望】

漁業世帯数：１１５世帯

実施期間：平成２６年度

成功のポイント

近年、漁獲が減少している当町の定置漁業の水揚げ回復
のため、優良な他地区の定置漁業を視察し、操業方法等を
学ぶことで、今後の経営の改善を図る。

○ 視察研修旅費○ 海士町の漁獲量の3分の1を占めてき
た定置漁業は、平成21年に漁獲金額１億
円を割り込んで以来、漁獲量・額とともに減
少してきた。このままでは経営が厳しくなる
と考えられることから、他地区の優良事例
から効率的な操業方法等を学び、経営の
改善を図ることとした。

○ 経営状況が厳しいことから、経営改善
の参考となる新たな情報や知見の取得を
するための経費や人材の確保が困難で
あった。

○ 地域や漁協が、取組の有用性を理解し
定置漁業の操業改善のための情報取得に
必要な経費や人的支援を行政と連携し
行った。

○ 先進事例から得られた知見（網の洗浄、
人員配置、作業の効率化等）を踏まえ、当
町の定置漁業に必要な改善策の検討を進
めることとした。

○ 不振の原因は、海況の変化だけでなく、
ここ10年で急激に世代交代が進み、乗組員
11人全員が入れ替わったことによる経験不
足も考えられる。今後は、従来の操業方法
に加えて、他地区の優良事例も学びながら、
効率的に操業を行い、漁協、行政と共に定
置漁業の再興に取り組んでいきたい。
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簡易加工

プロトン凍結による「隠岐のいわがき」の普及

西ノ島町全域集落（島根県西ノ島町）

○取組の概要

○生産者やその他の集落構成員の協力が得られたこと。
○都市部の商談会等に出席して積極的なPRを行ったこと。
○生産者やその他の集落構成員の協力が得られたこと。
○都市部の商談会等に出席して積極的なPRを行ったこと。

【取り組むに至った経緯】

【生じた課題への対応方法】

【取り組みの効果】

【取り組む際に生じた課題】

【対象となった経費】

【今後の展望】

漁業世帯数：３０６世帯

実施期間：平成２４年度～平成２６年度

成功のポイント

水揚時期の短い「隠岐のいわがき」をプロトン凍結すること
で周年販売できるよう試験販売を行った。

○ 材料購入費、冷凍庫使用料
○ 年々ニーズの高まりを見せているもの
の、水揚時期が短く、限られたシーズンしか
食べることができない「隠岐のいわがき」を
プロトン凍結し、高品質の凍結商品として
売り出すことで、周年供給できる体制をつく
り、漁業者の所得向上につなげるため。

○ 当初は、生産量もそれほど多くなく、
鮮魚としての出荷が主であった「隠岐のい
わがき」をあえて凍結して販売することに
対して、養殖業者及び集落構成員の理解
を得ることに苦慮した。

また、消費者側の感覚として、冷凍もの
は鮮魚に比べて品質が落ちるという意識
が強かったため、販売先の確保も課題と
なった。

○ 集会等を通じて構成員の合意形成を
図るとともに、養殖業者からの材料確保の
協力をとりつけた。

また、都市部の商談会等に積極的に参
加し、PRを行うことで、販売先を確保した。

○ 平成24年度～26年度の３年間で、
約５５,０００個のプロトン凍結イワガキを販売し、
約７００万円の売上げがあった。
本商品を試験販売したことで、島内外の消費者に対し、十分に周知を図ることができた。

○ 引き続きプロトン凍結イワガキの販売
を強化し、漁業者の所得向上に繋げてい
きたい。

H24年度：売上1,000千円 9,000個
H25年度：売上1,000千円 15,000個
H26年度：売上5,000千円 31,000個
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新規漁業
への着業

はえ縄漁業の導入によるイワガキ食害生物の駆除と所得向上に向けた取組

知夫村全域集落（島根県知夫村）

○取組の概要

○生産者やその他の集落構成員の協力が得られたこと。
○島根県から他地域のはえ縄漁業の情報提供を受けられたこと。
○生産者やその他の集落構成員の協力が得られたこと。
○島根県から他地域のはえ縄漁業の情報提供を受けられたこと。

【取り組むに至った経緯】

【生じた課題への対応方法】

【取り組みの効果】

【取り組む際に生じた課題】

【対象となった経費】

【今後の展望】

漁業世帯数：６８世帯

実施期間：平成２６年度

成功のポイント

イワガキ養殖における食害生物であるイ
シダイの駆除のため、はえ縄漁業を導入
し、駆除したイシダイを出荷することによ
り所得向上を目指す。

○ はえ縄漁具試作経費○ 知夫村では、イワガキ養殖が盛んに行
われているが、近年、イシダイによるイワガ
キの食害が発生しているため、漁業者から
イシダイの駆除を求める声が上がっていた。

一方で、イシダイは市場でも高価で取引さ
れている魚なので、はえ縄漁業で効率的に
イシダイを釣り上げることにより、食害生物
としてのイシダイの駆除及び漁獲物として
のイシダイの出荷による所得向上を図るこ
とにした。

○ はえ縄漁業の操業実績がなかったた
め、経験や技術がなくまったくのゼロから
のスタートであったこと。また、餌として使
うムラサキイガイ等の確保が難しかったこ
と。

○ 島根県より他地域のはえ縄漁業に関
する情報の提供を受けた。餌は他の漁業
者に協力を仰ぎ確保した。

○ ２名の漁業者がそれぞれ２回のはえ縄漁業を実施したところ、食害生物であるイシダイ
を釣り上げることができたものの、漁獲量・金額とも少額で、漁業としては試行錯誤の段
階。

釣 果 ： イシダイ 3匹（3kg）、キジハタ 3匹（1.8kg）、カサゴ 2匹（600ｇ）
水揚金額 ： 6,480円、平均単価は1,200円／kg

○ はえ縄漁業で多くの漁獲は見込めな
いが、イワガキ養殖等、他の漁業種類と組
み合わせた複合経営を行っていく際の漁
法の一つとして定着を図っていきたい。
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海岸清掃

漁場生産力の向上（海岸清掃）

平郡漁業集落（山口県柳井市）

○取組の概要

平郡島は柳井市の南約20㎞の伊予灘に浮か
ぶ東西に細長い島で、台風通過後などに海岸
に打ちあがる大量のごみを回収・処分した。

○ メンバー全員が良好な漁場環境づくりを目指すとの意識が高く、団結
して行動できたこと。

【取り組むに至った経緯】

○

【生じた課題への対応方法】

足場の悪い浜に散乱しているごみ
をメンバーが協力して収集し、ご
みを運搬した。

○

【取り組みの効果】

○ ごみの回収により漁場
へのごみの流出及び漁場
環境の改善が図られた。

平成22年度 26.8トン回収
平成23年度 49.2トン回収
平成24年度 20 トン回収
平成25年度 24.4トン回収
平成26年度 24 トン回収

【取り組む際に生じた課題】
漁業者の高齢化が進んでいるた
め、大きなごみの搬送に苦慮

○

【対象となった経費】

毎年、台風の通過後、大量のご
みが海岸に打ち上げられ、漁業
活動に支障をきたすため、清掃
活動に取り組んでいる。

人件費
消耗品費（ごみ袋、軍手等）

○

【今後の展望】

メンバーが力を合わせ引き続き良
好な漁場環境の維持に努める。

○

漁業世帯数：３４世帯

実施期間：平成２２年度～平成２６年度

成功のポイント
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品質の均
一化に向
けた取組

サワラの価格向上に向けた取り組み

蓋井島漁業集落（山口県下関市）

漁業世帯数：２５世帯

実施期間：平成２２年度～平成２６年度

【取り組むに至った経緯】

○

【対象となった経費】

サワラは集落における主要な漁獲
対象物であるが、市場での価格が
安定せず、単価も低迷していたこと
から、集落内におけるサワラの取り
扱いを統一し、魚価の安定・向上を
目指すこととした。

○ 先進地等視察旅費
○ 消耗品（保冷シート等）費

【生じた課題への対応方法】

サワラの取扱量が多い、岡山の市
場に出荷することでサワラの品質
が評価されるようになり、魚価が
向上するようになった。

○【取り組む際に生じた課題】

先進地視察等で学んだ方法で鮮度
管理したサワラを地元の市場に出荷
しても魚価にほとんど反映されない。

○

【取り組みの効果】

一本釣りで漁獲したサワラの単価向上
平成22年 755円/㎏

↓
平成25年 950円/㎏（25％UP）

↓
平成26年 832円/㎏
※豊漁による出荷量の増加が価格に影響か？

○
【今後の展望】

専門機関に依頼し、品質を科学的
に把握することで品質の安定・向
上を目指す。
昨年の魚価低下の原因究明

価格の向上に向けた新たな取り
組みの検討
市場関係者へのPRの強化

○

○
○

○

○
○
○

適正な評価を得られる市場へ出荷したこと。
市場関係者との意見交換等により市場ニーズを把握したこと。
集落内での情報の共有化（報告会や勉強会の開催など）をしたこと。

成功のポイント

○取組の概要
一本釣りで漁獲するサワラの市場単価向上を目的
に、先進地視察や市場関係者との意見交換を通
じ、鮮度管理に関する知識や出荷後の評価等の情
報収集を行いながら、鮮度管理を実践した。

21



種苗放流

アワビ大型種苗の継続放流

伊島漁業集落（徳島県阿南市）

○取組の概要
集落の主要漁獲物であるアワビ類の漁獲量の維持・増大を
図るために、定着率の高い大型種苗（殻長30mmサイズ）を
毎年50,000個放流することに取り組んでおり、平成22～26年
度はアワビ類252,200個（クロアワビ119,300個、メガイアワビ
132,900個）を放流した。

【取り組むに至った経緯】
アワビ類は毎年水揚げの数量ベースで
13％（平成17～21年）、金額ベースで
38％（同）を占め、 重要種である。

○

【生じた課題への対応方法】
夏季を中心とした高水温期には、漁業
者が潜水して岩の隙間等適所にアワビ
種苗を放流し、ベラやフグなどによる食
害の防止を図った。

○

【取り組みの効果】

平成22～26年におけるアワビ類の年間
水揚量は13トンで横ばいであるものの、
全体に占める割合は10%→12%に上昇。

○

【取り組む際に生じた課題】
アワビ種苗の放流時の食害防止○

【今後の展望】
アワビ類などの漁獲量を維持しつつ、ヒ
ジキなどの大型海藻類等の資源の活用
により、漁業者の所得向上、集落の活
性化を図りたい。

○

漁業世帯数：４５世帯

実施期間：平成２２年度～平成２６年度

○ 海士漁業者が潜水して岩の隙間等適所に大型アワビ種苗を放流し
たこと。

成功のポイント

○ 放流種苗の定着率、回収率の高さを漁業者が実感し、取り組みへ
の意欲が向上したこと。

また、水温が低下して食害生物が少なく
なる1月に例年放流を行った。

○

同期間におけるアワビ類の年間水揚金
額は54百万円程度で横ばいであるが、
全体に占める割合は31%→34%に上
昇。

○
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【対象となった経費】
アワビ類の種苗購入費、漁船借上費、
放流作業人件費

○

アワビ種苗（殻長30mm） 海士漁師による放流

これらの漁獲量の維持・増大は集落振
興において不可欠である。

○

伊島漁業集落におけるアワビ類の水揚金額と
全体に占める割合の経年変化

22



低・未利用
資源の
活用

ナマコ煮汁を活用した洗顔石けんの開発

大島漁業集落（愛媛県八幡浜市）

○取組の概要
乾燥ナマコの製造過程で生じる煮汁を

有効活用するため、八幡浜市、愛媛県
県内民間企業と連携してナマコ洗顔石
けんを開発・商品化した。

○ 集落と産・官連携による商品開発を行ったこと。

○ 地元水産物（ナマコ）の煮汁を有効活用したこと。

【取り組むに至った経緯】

○ 八幡浜市大島では、廃校になった小中

学校の施設を利用して平成24年からナマ
コの陸上養殖や加工に取り組んでいる。

ナマコの加工品を製造する際にできる
ナマコエキスを有効活用するため、官・民
連携して洗顔石けんの商品化に取り組ん
だ。 【生じた課題への対応方法】

○ 県・市を通じて県内の石けん

メーカと連携して商品化できた。
○ マスコミ露出や徐々に信用を

得ることで、島内販売から島外
のイベント販売、常設販売へと
つながった。

【取り組みの効果】

○ ナマコ洗顔石けんの販売実績

H25：807,205円
H26：882,324円

【取り組む際に生じた課題】

○ 洗顔石けんの商品化には、高い技術力
を要するため、他機関との連携が必要。

○ 商品化した洗顔石けんを島外の店舗に
販売するための営業ノウハウ。

【対象となった経費】

人件費
PR費（ポスター代）

漁業世帯数：５８世帯

実施期間：平成２４年度～平成２６年度

成功のポイント

【今後の展望】
○ ナマコを使った洗顔石けんという

地域の独自性を生かし、地域活性
化のきっかけにしていきたい。

これからも島の自然を生かした商
品づくりに取り組んでいきたい。
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その他

イベントを活用した知名度向上の取組

日振島漁業集落（愛媛県宇和島市）

○取組の概要
漁業集落が、漁村の魅力と知名度

を向上させるため、漁業集落で磯釣
り大会を企画し、都市住民等との交
流促進を図った。

○ 集落と地元の渡船業者との協働により周知したこと。

○ 地元水産物（アワビ、サザエ）を弁当・景品に活用したこと。

【取り組むに至った経緯】
○ 宇和島市日振島は、魚類養殖、採貝・採

藻、大中型まき網漁業等が盛んに行われ
ている。

しかし、漁業者の減少、魚価の低迷に加
え、島への渡航者も総じて減少傾向にあり、
島内の活気が失われつつある。
このため、平成23年度から島周辺の磯場
を利用した磯釣り大会を実施することで、
交流促進と知名度向上に取り組んだ。

【生じた課題への対応方法】

○ 地元の渡船業者と協働して
イベントを周知することで、対象
者を磯釣り経験者に限定するこ
とが可能となった。

【取り組みの効果】
○ 平成23年度から毎年イベントを実施し、

参加者は、Ｈ23：47人、Ｈ24：93人、
Ｈ25：95人、Ｈ26：92人だった。

○ 地元素材の弁当を食べてもらうことによ
り、県外からの渡航者に対し、島の魅力の
発信や知名度の向上につながった。

【取り組む際に生じた課題】
○ イベントの周知において、安全面等の

観点から、対象を磯釣り経験者に絞る
必要があった。

【対象となった経費】

○ 人件費、普及・啓発活動費

漁業世帯数：６１世帯

実施期間：平成２３年度～平成２６年度

成功のポイント

【今後の展望】
○ 磯釣り以外にも船釣りなどの

継続的なイベントを開催すること
によって、島の魅力や知名度を

さらに向上させ、就業者の確保
や養殖魚・採介藻の販売を促進
する。

地元素材を用いた弁当
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低・未利用
資源の
活用

養殖ブリを活用した商品の開発

本浦漁業集落（愛媛県宇和島市）

○取組の概要
養殖ブリの切り身や加工残渣を利用した

商品（「ぶりかっちゃん」、「ぶりみそ」）を開
発し、道の駅や集落の有志がオープンした
養殖ブリ料理専門店で販売を行った。

○ 地元特産物（ブリ）の加工残渣を有効活用したこと。

○ 地元料理コンテストのグランプリ料理（「ぶりみそ」）を商品化した
こと。

【取り組むに至った経緯】

○ 宇和島市戸島地区は、ブリ養殖が盛ん
に行われていることから地域活性化のた
め、ブリフィーレ加工残渣を利用した商品
を開発し、販売することとした。

【生じた課題への対応方法】

○ 道の駅や養殖ブリ料理専門店で
販売している他、インターネットや
東京の県アンテナショップでも販売
を行っている。

【取り組みの効果】

H22 60,700円
H23 558,485円
H24 715,790円
H25 607,870円
H26 1,314,457円

｢ぶりかっちゃん｣｢ぶりみそ｣の売上。

【取り組む際に生じた課題】

○ ブリフィーレ加工残渣を利用する際、
特有の臭いが生じてしまう。

【対象となった経費】

人件費
原材料購入費

漁業世帯数：３８世帯

実施期間：平成２２年度～平成２６年度

成功のポイント

【今後の展望】
○ 加工品開発やブランド化を更に

進め、島特産のブリ消費を拡大し
ていきたい。

○ 売上実績

○ ブリ特有の臭いについては、中
骨に付着する血合肉の除去や真水
での洗浄を複数回行うことで、解決
した。
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新規養殖
業への着

業

一口アワビの養殖及び販売

玄界島漁業集落（福岡県福岡市）

○取組の概要

一口アワビの養殖及び販売に新たに着業
することにより、安定した漁業収入の確保
を図った。

○ 漁業者がアワビの餌となる海藻の確保に積極的に取り組んだこと。
○ 漁協直営レストランへの出荷により、一口アワビとしての認知度が上

がったこと。

○ 漁業者がアワビの餌となる海藻の確保に積極的に取り組んだこと。
○ 漁協直営レストランへの出荷により、一口アワビとしての認知度が上

がったこと。

【取り組むに至った経緯】
○ 過去に他の事業を活用して一口

アワビの養殖に取り組んだところ、
料理店などから好評であったが、
台風によって施設が被害を受けた
ため中断していた。漁業者から，こ
の取組を集落として再開し，安定し
た漁業収入の確保につなげようと
の意見が出たため、再度着業する
こととなった。

【生じた課題への対応方法】
○ 安価で安定的な餌の確保

地先に繁茂するワカメや漂着した
アラメを活用。併せて乾燥ワカメ
を購入。

○ 安定的な販売先の確保
一口アワビについては、昨年末
から漁協直営レストラン等に安定
的に出荷。

【取り組みの効果】

○ 平成26年度より少量ながらも
出荷を開始。

○ 平成26年度出荷額
539千円

【取り組む際に生じた課題】

○ 安価で安定的な餌の確保
○ 安定的な販売先の確保

【対象となった経費】

○ 資材費、稚貝購入費、人件費

【今後の展望】

○ 一口アワビだけでの販売では
なく、アワビを用いた加工品を開
発し、商品化を目指していく。

写真

漁業世帯数：５２世帯

実施期間：平成２３年度～平成２６年度

成功のポイント
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新たな
漁具・漁法

の導入

延縄漁業用ムツ針の導入

馬渡島漁業集落（佐賀県唐津市）

○取組の概要

○

○

【取り組むに至った経緯】
○フグ延縄漁業の漁獲量減少が続いており、また自

主規制などで収入も上がらない状況であった。
○このため、漁に関して規制がなく漁獲量を確保でき、

また価格が安定して一定の収入が得られるシイラや
カツオなどのトラフグ以外の魚種を対象とすることとし
た。

○フグ専用の針よりも大きい針でトラフグがかかりにく
くするとともに耐久性についても考慮し、ステンレス製
ムツ針の導入を検討した。 【生じた課題への対応方法】

【取り組みの効果】

【取り組む際に生じた課題】

【対象となった経費】

【今後の展望】

漁業世帯数：６０世帯

実施期間：平成２６年度

成功のポイント

○資材費（ムツ針（１８号）１０，０００本）￥６７２，１５０－

※ステンレス製

フグ延縄漁業を営んでいた漁業者が、新たにシイラやカツオなど
を対象とした延縄漁業を行うための漁具として、ステンレス製ム
ツ針の導入を行った。

○１船団（９隻）にて導入して漁を行った際、漁場の知識
が乏しく、手探りでの漁場確保となった。

○船団で実施することから、フグ延縄漁業の経験を活
かしながら実績を重ねていくことが必要となる。

○ステンレス製の針は、耐久性があり、交換する手間が
省け、労力の軽減になった。

○釣果は上がっている。

○導入したムツ針での釣果は期待できるが今後、漁
場を確保していく必要がある。

○現在は１船団での実施であるが、他の船団でも今回
導入したムツ針を使用した延縄を検討中であり、

島全体での漁獲量及び収入の確保につなげたい。・
した釣り針での釣果は期待できるが、今後の漁場の確
保が心配

・各県とも操業規制が年々厳しくなり、先行きが不透
明である。

・現在は規制の対象となっていないものでも、将来的
には規制対象となる公算が大きい

導入した釣り針での釣果は期待できるが、今後の漁場
の

漁業者の情報収集、意見交換により取り入れた漁具であり、意欲的
な取組ができたこと。

トラフグ以外の新たな魚種を対象としたことで、収入を確保した上で、
トラフグ資源回復の取組ができたこと。

27



高付加
価値化

～目指せ、鮮魚の高付加価値化～
高品質「一本釣りサワラ」のブランド化

壱岐東部漁業集落（長崎県壱岐市）

○取組の概要

【取り組むに至った経緯】

【生じた課題への対応方法】

【取り組みの効果】

【対象となった経費】

【今後の展望】

漁業世帯数：１６０世帯

実施期間：平成２６年度

成功のポイント

壱岐東部集落では、「さわら「極」部
会」を設立。漁師一人一人が釣り上
げから出荷までのサワラの品質管
理を徹底し、その処理方法を確認し
たもののみに限って、「壱岐さわら
「極」」として出荷。

○｢極｣部会を設置、ガイドライン等の準
備のため経費の支出なし。

○近年の水揚の大半を占めるサワラを
高付加価値化し、魚価の底上げを図るべ
く、徹底した品質管理への取り組みとして
ガイドライン等を設け、ブランド化を目指
すこととなった。

【取り組む際に生じた課題】

○釣り上げ後、船上での水氷処理に要
する時間等。

○魚体にスレやキズが入らないようにす
る。

○出荷先である魚市場等において視察
研修及び意見交換会を開催し、課題につ
いて協議を行った。

○平成26年度の壱岐東部漁協出荷の
サワラ平均単価は1,311円/㎏であったが、
そのうち「極」のみの平均単価は1,793円/㎏であり、価格差は482円/㎏、1.37倍と
なっている。
○福岡での評価も上がってきており、福岡魚市場(株) の3月30日の相場では、一
般出荷と「極」との単価に 大900円/㎏の差があった。

○サワラの地産地消や魚食普及活動
に取り組む。

○集客率の良い場所へのポスター等
の掲示やサワラを食するイベント及び
ＰＲ活動の展開。

○ サワラの出荷先と積極的に意見交換を行ったこと。
○ 集落の漁業者がまとまって品質管理の徹底に取り組んだこと。
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簡易加工

商品開発・販路拡大への取組

宇久漁業集落（長崎県佐世保市）

○取組の概要
魚介類の高付加価値化のための加工場
の設置、商品開発、販路開拓に取り組んだ。

○加工業者の廃業による危機感を共有したこと。
○バイヤーや商品開発専門家の意見を積極的に取り入れたこと。

【取り組むに至った経緯】

【生じた課題への対応方法】

【取り組みの効果】

【取り組む際に生じた課題】

○加工場に関する知識の不足
○食品表示に関する知識の不足
○商品開発に関する経験の不足

【対象となった経費】

【今後の展望】

漁業世帯数：１４６世帯

実施期間：平成２２年度～平成２６年度

成功のポイント

○島内にあった加工業者が廃業した
ことにより、加工品の製造が不可能と
なったため、加工場を設置して商品開
発・販路拡大に取り組むこととなった。

○人件費、旅費、資材費、 許可申請
手数料 など

○加工場に関して保健所での研修
○加工場に関してバイヤーの意見聴取
○食品表示に関する研修受講
○商品開発の専門家の招聘

○売上げ実績
平成２６年度 １，６８９千円

○加工場を設置したことにより、商品
開発への意欲が高まっており、売上
高も徐々に伸びてきている。加工場
の売上だけで運営ができることを目
標として活動している。
参考：平成27年度（4月～11月）
3,224千円
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植樹・魚
付き林の

整備

植樹・魚付き林の整備による沿岸漁場の改善

豆酘集落（長崎県対馬市）

○取組の概要

魚付き林の整備（下草刈り）及び松の植樹
を行うことにより、陸域の環境を改善すると
同時に、海藻類等の生息環境を整えること
で沿岸漁場の改善を図る。

【取り組むに至った経緯】
マツクイムシ等の影響で、海岸の
松が枯れることにより、土砂等が
流れ込み、海藻類等が影響を受
けている。

○

【生じた課題への対応方法】

下草刈りを実施し、育成環境の整
備を実施

○

【取り組みの効果】

植樹した松の８割程度に育成が見
られ、継続的に事業を実施するこ
とで、魚付き林としての効果が望
める。また、将来的に漁業資源及
び漁獲量の向上が期待される。
（植樹本数：松1,670本H22～H26）

○

【取り組む際に生じた課題】

苗木の育成のため適切な管理○

【対象となった経費】

人件費、資材費、消耗品費、
保険料

○

【今後の展望】

植樹後の育成管理を定期的に行
い陸域環境を整えることで、海岸
環境の向上へと波及させ、漁業資
源の増加を図る。

○

漁業世帯数：１１３世帯

実施期間：平成２２年度～平成２６年度

○ 活動目的と将来の漁場環境の在り方を共有することで、取
組への意欲が高まり、集落の漁業者が連携し、地域が一体
となって取り組んだこと。

成功のポイント
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低・未利
用資源の
活用

ガンガゼの商品開発

久賀島漁業集落（長崎県五島市）

○取組の概要

○集落内でも磯焼け対策のリーダー的な存在である久賀島潜水部会の会長が、熱
意をもって構成員を引っ張っていったこと。
○五島水産業普及指導センターの全面的な協力をはじめ、様々な協力者を得たこと。

○集落内でも磯焼け対策のリーダー的な存在である久賀島潜水部会の会長が、熱
意をもって構成員を引っ張っていったこと。
○五島水産業普及指導センターの全面的な協力をはじめ、様々な協力者を得たこと。

【取り組むに至った経緯】

【生じた課題への対応方法】

【取り組みの効果】

【取り組む際に生じた課題】

【対象となった経費】

【今後の展望】

漁業世帯数：６３世帯

実施期間：平成２４年度～平成２６年度

成功のポイント

○ 人件費、用船料、資材費、その他必
要経費

○ 駆除後のガンガゼを利用し、その収

入をもって、駆除活動を継続するために
商品開発を行うこととなった。

○「おいしい」と思える商品の味づくり。

○ 技術面では、県五島水産業普及指導

センターの全面的な協力があり、集落構
成員が一丸となって取り組んだ。また、
他地区の小規模加工業者と協力関係を
結ぶことができた。さらに、幸いにも、磯
焼け対策のリーダー的な存在である久
賀島潜水部会の会長が、民宿を営む腕
の良い調理人であったことから、難し
かったおいしい味づくりが可能となった。

○ 風味も味もよいガンガゼ醤油を約
５リットル作ることができた。

○ 醤油製造業については、保健所の許可が必要なことから、今後は施設整備等

も視野に入れて、許可を受けることとしている。また、他の事業において久賀島の
産品をデパートの催事場等で販売していることから、このガンガゼ醤油も販路開拓
を行っていきたい。

他にも、ガンガゼの有効利用方法として釣りの餌に活用できないかという話が
出ているので、釣り餌メーカー等と協議していきたい。

平成２３年よりウニ・ガンガゼ駆除を
行っているが、駆除された大量のガン
ガゼを有効活用するため、ガンガゼ醤
油の商品開発に着手した。

ガンガゼ醤油製造の様子
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伝統漁法
の継承

ブリ飼い付け漁の復活

大宝漁業集落（長崎県五島市）

○取組の概要

○ 代表を始めとして役員が熱意をもって取り組んだこと。○ 代表を始めとして役員が熱意をもって取り組んだこと。

【取り組むに至った経緯】

【生じた課題への対応方法】

【取り組みの効果】

【取り組む際に生じた課題】

【対象となった経費】

【今後の展望】

漁業世帯数：５１世帯

実施期間：平成１９年度～平成２６年度

成功のポイント

○人件費、餌代、用船料、燃料代、
その他必要経費

○新たに創意工夫を活かした事業を創
設しようと話し合っていた際、昔から伝
統的に行っていたブリの飼い付け漁の
復活を望む機運が高まった。

○集落内には、漁獲が減っていたから途
絶えていたため、本当に漁獲があるかど
うかという不安があり、自分の漁をやめ
てまでも積極的にやろうという者があまり
いなかったため、協力者を求めるのに苦
労した。

○まずは役員で漁を始め、当時の集落
代表が役員とともに熱心に漁業者を説
得して回りながら、協力者を募った。

○初年度（平成１９年度）から数年間
は豊漁（８００万円以上の水揚）であっ
たが、平成２４年度頃から極端に水揚
が低下している。

○漁法の違いを学びに高知県宿毛市
への視察研修を行った。高知では五島

に比べて潮がゆるやかなポイントとなっ
ており、餌が広範囲へ流れにくいため、
ブリがその場に居つきやすいようであっ
た。このため、今後は場所の選定など
を見直して、水揚の向上に努めていき
たい。また、餌となるカタクチイワシがほ
とんど調達できなくなっていることから、
調達ルートの開拓なども実施していく。

漁獲量が減り、平成１０年
以降行う者がいなくなった
『ブリ飼い付け漁』を復活さ
せた。

ミンチを作る様子 漁の様子 漁獲されたブリ
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漁場監視

密漁根絶に向けた漁場監視活動

新魚目地区漁業集落（長崎県新上五島町）

○取組の概要
当地区は、豊かな資源に恵まれた海域にあり、漁業

が盛んな地域であるが、以前より密漁者による密漁が
後を絶たないため、密漁対策として、漁業者自らが根
絶に向けた漁場監視活動を実施した。

○漁業者自らが活動に参加することにより、意識の改革を図ったこと。
○組織的に行動することにより、密漁対策の効果を向上させたこと。

○情報交換等をすることにより、地域内の団結力及び活性化に繋げた
こと。

【取り組むに至った経緯】

以前より密漁による、水産資源の乱獲等が行な
われてきたことから、その対策として、管内漁場全
域に辺り監視活動を実施し、漁業者自らが漁場を
管理し、資源の確保に努めることとした。

○

【生じた課題への対応方法】
深夜の監視については、出漁をしている漁業
者に情報を求めるよう管轄する組合の協力を
得て、全組合員に周知し、漁業者間及び組合
間の連携を密にして対応した。

○

【取り組みの効果】
監視活動により密漁は減少してきたが、完全に無
くなったわけではなく、現在も密漁が行われてい
る現状である。しかし、地域全体で取り組んだこと
により、少なからずとも資源の確保及び団結によ
る操業の安全性を保つことは出来た。

○

【取り組む際に生じた課題】
○

○

【対象となった経費】
《5ヶ年合計》

人件費 8,436,500円
用船料 8,515,000円

○
○

【今後の展望】

監視活動を中止した場合、これまでの活動に
より警戒していた密漁者が再び密漁に来る可
能性がある。そのため、暫くは漁場監視を継
続し、密漁根絶に向けて地域全体で取り組ん
でいく。

○

漁業世帯数：２０４世帯

実施期間：平成２２年度～平成２６年度

成功のポイント

集落構成員が高齢化しており、密漁の多い深夜の
監視が厳しい状況にある。

密漁船に遭遇したとしても、危険性を伴う為、監視
確認までの行動しか取ることができない。

漁業監視活動の様子（監視時間１８時～２２時）

＜漁場監視活動回数＞
平成22年度 60回、平成23年度 97回、平成24年度 74回、
平成25年度 96回、平成26年度 97回、合計 424回
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販路拡大

イベントを活用した販路拡大の取り組み

江島平島漁業集落（長崎県西海市）

○取組の概要

○ 地域の魅力発信、水産物の販路拡大に意欲がある漁業者が、販売
会で漁場の特性、漁法、調理法などを直接消費者へ説明したこと。
○ 地域の魅力発信、水産物の販路拡大に意欲がある漁業者が、販売
会で漁場の特性、漁法、調理法などを直接消費者へ説明したこと。

【取り組むに至った経緯】

○高齢化が進む集落の知名度向上や、安
価のため市場に流通する機会が少ない水
産物の販路拡大を図る必要が生じていた。

【生じた課題への対応方法】

○漁業者による対面販売の実施と
試食提供。

【取り組みの効果】

○地域の知名度の向上が図られた。
○消費者の声を直接聞くことができ、

安価な水産物でも一定の評価が得
られ、販売に結びつけることができた。

○新たな販路を確立することができた。
○販売会実施回数 ２回

販売数量７９ｋｇ 販売金額６６千円

【取り組む際に生じた課題】

○安価のため流通する機会が少ない水
産 物が消費者から評価を得られるか。

【対象となった経費】

○旅費、資材費

【今後の展望】

○取引の強化と知名度向上を図るた
め、四季を通した販売会の開催を
検討。

○様々な漁業者の参加により地域水
産物の消費者評価を実感させ、出
荷体制の確立を目指す。

漁業世帯数：４０世帯

実施期間：平成２２年度～平成２６年度

成功のポイント

離島地域の魅力と知名度の

向上や市場に流通する機会が
少ない低利用の水産物等の販
路拡大を図るため、水産物販
売会を開催した。
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流通体制
改善

活きハモ活かし箱による出荷

大入島漁業集落（大分県佐伯市）

○取組の概要

活きハモの流通改善を図るため、活かし箱出荷
に取り組むとともに、魚価の高値安定を図った。

○ ハモ漁師（延縄漁業者）が団結したこと。

○ 大分県漁業協同組合の積極的支援があったこと。

【取り組むに至った経緯】

○ 活きハモについては、活魚車で関西方
面への出荷を行っていたが、一定量が確
保できないと輸送コストが割高になり、
その出荷体制に苦慮していた。これを解
決するため、小口の出荷を可能にする活
かし箱に取り組んだ。

【生じた課題への対応方法】

○ 受注に対応した出荷量を確保するため、
ハモを漁獲する延縄漁で使用する餌を統
一し、時期や水揚げの状況により餌を変
更するなど、ハモの安定した水揚げに取
り組んだ。

【取り組みの効果】

○ 平成23年度から26年度（毎年5月から9
月）の4カ年取組を行い、約26トンのハモ
を九州・関西・東海方面へ活かし箱で出
荷した。その結果、4年間の平均販売単
価は1,424円/kgで、同時期の地元佐伯魚
市場の平均取引単価413円/kgと比べて
約1,000円/kg高値で取り引きすることが
できた。

【取り組む際に生じた課題】

【対象となった経費】

○ 活かし箱代、シール代ほか 4,940千円

【今後の展望】

○ 活かし箱出荷を行うことで小口の受注に
も対応が可能となったことから、更なる販
路拡大に努め、魚価の高値安定をめざす。
また、安定した水揚げの取組についても検
討し取り組んで いく。

漁業世帯数：６５世帯

実施期間：平成２３年度～平成２６年度

成功のポイント

○ 活かし箱出荷によって毎日出荷が可能
になり、流通体制の改善は図られてきた
ものの、漁獲量が天候等に左右され受注
に間に合わない状況も出てきていた。

【活かし箱とは】

特製の発泡スチロール箱に、低温の海水（１２℃前後）
を入れ、使い捨ての電池式ブロワーを使用して、活き
た状態で輸送する。１箱で約８㎏（８～１８尾）のハモを
輸送することができる。

35



漁場監視

トコブシの密漁、不審船の監視

住吉漁業集落（鹿児島県西之表市）

○取組の概要

○トコブシの密漁の実態やトコブシ資源の減少に伴う危機感を漁業者及
び市民が理解し、協力出来たこと。
○トコブシの密漁の実態やトコブシ資源の減少に伴う危機感を漁業者及
び市民が理解し、協力出来たこと。

【取り組むに至った経緯】

【生じた課題への対応方法】

【取り組みの効果】

【取り組む際に生じた課題】

【対象となった経費】

【今後の展望】

漁業世帯数：９０世帯

実施期間：平成２３年度～平成２６年度

成功のポイント

種子島の特産物であるトコブシの密
漁監視、不審船の監視を陸上及び
海上より行った。

○ 平成２３年～２６年（４か年）
人件費 ２，０３４，２９４円

○ トコブシ資源は減少しており、その原

因の一つとして密漁が考えられた。トコ
ブシに似た貝であるアナゴ漁が、トコブ
シ漁より１ヶ月早く解禁となり、そこでトコ
ブシの密漁が行われると考えられたた
め、これを防ぐ為に欠かせないものであ
り、実施する事とした。

○ 市民がアナゴ漁や磯遊びを楽しみに

して来ているなか、密漁を行っていなくて
も監視員のチェックや指導を受けること
に不満の声が多く寄せられた。

○ 市の防災無線を通じてアナゴ漁に

関する注意事項や監視員の見回りに
対する協力を呼びかけた。

○ 大幅な水揚げ増には至ってないが、こ
こ数年間は水揚げ増加となった。
○ 漁業者と市民とのトラブルが減少する

とともに、トコブシ資源回復への取組を
行っているという意識高揚が図られた。

○ 継続的な監視活動の実施。
○ 監視時における市民への対応方法
のマニュアル化。

年度 数量（キロ）
金額（税込） （単位：

円）

２４年 ９１５ ５，４６９，９０３

２５年 ９４２ ５，００１，０１５

２６年 ９６３ ４，８０５，３７４

密漁、不審船の監視の様子
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協業化によ
る経営収支
の改善・安
全性の向上

キビナゴ積み合せ共同出荷

湊漁業集落（鹿児島県西之表市）

○取組の概要

○回数は少なかったものの、共同出荷に積極的に取組んだこと。
○地元相場の底上げを真剣に考えるようになったこと。
○回数は少なかったものの、共同出荷に積極的に取組んだこと。
○地元相場の底上げを真剣に考えるようになったこと。

【取り組むに至った経緯】

【生じた課題への対応方法】

【取り組みの効果】

【取り組む際に生じた課題】

【対象となった経費】

【今後の展望】

漁業世帯数：２５世帯

実施期間：平成２５年度～平成２６年度

成功のポイント

湊漁業集落に所属しているキビナゴ船に
より、島外への水揚げを行い、少しでも所
得を上げるために、１隻にキビナゴを積み
合せて共同出荷を試みた。

○用船料 １５２，３１７円○湊漁業集落では大半がキビナゴ漁に携
わっているが、数年前からキビナゴの単価
は下がっている状況が続いている。地元で
のキビナゴ消費には限界があり、所得を上
げるためには島外への出荷を行わないと、
地元の相場は上がらないと判断した。

○キビナゴ漁は午前２時頃から朝方にかけ
ての漁であり、各船によって獲れる時間帯
が異なるが、午前５時には鹿児島に向けて
出発しなければならず、積み合せの判断が
難しい。

○鹿児島までの運搬は全速で走る為に、漁
船への負担と燃料の消費量が多いことによ
り、経費がかかる。

○当日の積み合せが可能かは常に無線で
連絡を取り、キビナゴ漁の状況を把握した
上で午前４時頃に判断をすることにした。ま
た、運搬船には用船料を支払うことで対応
した。

○積み合せを行ったことにより地元での相場
より高く売ることが出来た。

○少ない量であっても、鹿児島市場の相場
から考えると、共同出荷を実施する方が価
格が高いことが分かった。

○少しでも多く鹿児島市場への共同出荷を
実施して、所得向上と地元相場の底上げを
図る。
○集落以外のキビナゴ漁船とも連携を取り、

交付金が無くても、共同出荷の実現を検討
していく必要がある。

平成２６年度 ３回実施
総水揚数１０３箱
合計金額 １，０２８，２５０円
鹿児島市場平均単価 １０，０００円／箱
種子島市場平均単価 ４，５００円／箱
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植樹・魚
付林の整

備

藻場等の造成のための植樹・魚付林の整備

御所浦漁業集落（鹿児島県長島町）

○取組の概要

漁場の造成や海藻の栄養塩の供給のため
植樹・魚付林の整備を実施した。

○ 漁業集落全員が一致団結して取組んだこと。
○ 船を活用した移動手段を用いたこと。

【取り組むに至った経緯】

魚の棲家である藻場等を造成する

ための栄養塩供給に資するため、植
樹や魚付林の整備を行った。

○

【生じた課題への対応方法】

港から船を借上げて移動し，海岸
から植樹予定地まで移動した。

○

【取り組みの効果】

平アジの水揚量は，
H22年335.8kg，342千円であったが，
H25年は，1,041.9kg，984千円と増加
した。

○

【取り組む際に生じた課題】

植樹予定地まで道路が整備されて
いないところがあった。

○

【対象となった経費】

人件費、草刈機リース費、用船料○

【今後の展望】

今後も植樹や下草刈りを継続し，
魚の棲家となる藻場等を広げてい
き，漁獲量を増やし，所得向上を目
指したい。

○

漁業世帯数：３３世帯

実施期間：平成２２年度～平成２６年度

成功のポイント

○ H22年 ヤマモモ50本，
クヌギ200本 計250本植樹

H23年 ヤマモモ30本，
クヌギ130本 計160本植樹

38



海底清掃

漁場の生産力向上に係る取組

与論島漁業集落（鹿児島県大島郡与論町）

○取組の概要

台風等の影響により、素
潜り漁などの漁場にロー
プなどの海底ゴミがあり、
漁場環境の改善及び漁
船の安全航行を図るため
海底清掃を行った。

○ 集落構成員の、漁場環境・サンゴ礁域の保全などに取り組
む意識が向上したこと。

○ 漁協の積極的な支援があったこと。

【取り組むに至った経緯】

○素潜り漁業者から海底ゴミ（ロープ
類、綱類等）があり、操業及び漁船の
航行に支障があるとの情報を得て取
組を実施した。

【生じた課題への対応方法】

○水深の深い場所については、ダイ
バーによる清掃を実施した。

○定期的な見回りや、台風通過後の海
底のパトロールを行い、速やかに清掃し
た。

【取り組みの効果】

○サンゴ礁などに絡まったロープ類等

１３０ｋｇのゴミを回収することにより、漁
場環境の改善を図ることができた。

【取り組む際に生じた課題】

○素潜りで清掃できる水深が限られて
おり深場までの清掃が出来なかった。
○台風時に発生したゴミ等は潮流によ
り流失し回収出来なかった。

【対象となった経費】

○人件費、用船料、ゴミ処理料

【今後の展望】

○漁場環境に対する意識改革に努め
るとともに、漁場の情報収集に努め定
期的な清掃を実施する。

○海洋へのゴミ不法投棄の啓発活動
を行う。

漁業世帯数：１３７世帯

実施期間：平成２２年度～平成２６年度

成功のポイント
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流通体制
の改善

販路開拓，高値販売を目指して

えらぶ漁業集落（鹿児島県和泊町）

○取組の概要

販路開拓のため，取引先との情報交換及び販売先の
ニーズを調査し、大都市圏市場へマグロの試験出荷を実
施した。

○ 関係機関との連携強化

○ 研修により鮮度保持技術向上

○ 漁業者の意識の統一

【取り組むに至った経緯】

○ 島内における消費や魚価が落ち込む中，
新たな販路を開拓し，漁業者の所得向上に
取り組む必要があった。

【生じた課題への対応方法】

【取り組みの効果】

【取り組む際に生じた課題】

○ 新たな販売先で高値取引するには，鮮度
向上や品質の統一が必要。

【対象となった経費】

【今後の展望】
○ 今後，定量・高品質での出荷を続けること

で相対取引も可能である。
○ 島内での魚食普及活動など需要拡大にも

取り組みつつ，輸送コスト支援等が受けられ
る島外への販路も拡大していきたい。

漁業世帯数：３５世帯

実施期間：平成２２年度～平成２６年度

成功のポイント

○試験出荷費 68,321円
○沖縄県への研修旅費（３名分） 202,200円

○ 市場関係者や県水技センター職員を招い
ての鮮度保持研修会及びワークショップを実
施した。

○ 市場のニーズを確認し，今後の出荷の足掛
かりとした。

○ 鮮度維持に関する漁業者の意識が向上した。
○ 試験出荷時のキハダマグロ単価

２３％向上（東京８００円 鹿児島６５０円）

○ 出荷先市場を判断するための情報収集

○ 島内での消費拡大

＊今後は，ＪＡと連携し，都市圏でのＰＲ活動を展開する予定
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低・未利
用資源の

活用

エビで漁村を盛り上げろ

長浜漁業集落（鹿児島県薩摩川内市）

○取組の概要
未利用資源（規格外のタカエビ等）を活用

したふりかけ『フレッフレッこしき』や『つけあ
げ』の商品開発に取組み、商品化後に島内
外（川内駅の新幹線乗り場他）での販売を
行った。

【取り組むに至った経緯】

○ エビの選別時に出るシバエビや極小タ
カエビ等は値がつかず、ほとんど廃棄して
おり，貴重な資源が有効活用されていない
状況にあったため、これらの未利用資源
の付加価値を高めた商品を開発すること
で漁村の活性化を目指し、漁業者の所得
向上につなげることとした。

○ 加工品を開発するにあたり、商品開発
やパッケージ製作等のノウハウがなく、

また、製品化に向けて、同一品質で量産
化することが課題であった。

○ 鹿児島大学やつけあげを製造している
島外の漁協、加工会社で研修を受け、加
工工程などを学び、県水産業普及指導員
等の助言・指導を受けながら商品開発の
ノウハウを取得した。また、試作を繰り返
しながら問題点を解決していった。

○ パッケージデザインについては、薩摩
川内市などの協力により作成した。

○ 増産体制の整備，安定供給による販
路の拡大。

○ 新たな特産品開発に係る機運の甑島
全体への波及。

○ 甑島内の宿泊施設関係者、漁協関係者、専門家らの助言を受けて商品開発
したこと。

○ 実演販売等により消費者の高い評価を得ることで自信を持ち、商品開発に対
する漁業集落内での意識が高まったこと。

○ テレビや新聞などのメディア取材による宣伝効果で、知名度が向上した。

漁業世帯数：３１世帯

実施期間：平成２２年度～平成２６年度

【取り組む際に生じた課題】

【対象となった経費】

○ 人件費、旅費、宿泊費、用船料、
原材料費等

【生じた課題への対応方法】

【今後の展望】

成功のポイント

【取り組みの効果】
○ 漁業集落の幅広い年齢層の構成員が

世代を超え一つの目標に向かって一致団

結し、地域活性化の大きな原動力となっ
た。
○ 未利用のエビを原材料にしているので、

漁業者の所得向上につながりつつある。
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簡易加工

マダコの加工品開発

幣串漁業集落（鹿児島県長島町）

○取組の概要

マダコに付加価値を付けるため、加工品（干
しタコ）を開発し試食販売を行った。

○ タコツボ漁業者全員が協力し、試行錯誤しながら製品作りに取組
んだこと。

○ 先進地へ視察研修を行い加工製品開発の参考としたこと。

【取り組むに至った経緯】

マダコは生きたまま市場へ水揚げし
ていたが、漁獲量により単価が左右さ
れるため、加工して付加価値を付けて
販売することにした。

○

【生じた課題への対応方法】

水洗いする時間や具の味付けなど
のレシピを研修先より教えてもらい参
考とした。

○

【取り組みの効果】

鹿児島市内の物産展において、干し
タコを使ったタコ飯を作り試食販売を
行ったところ、タコ飯がおいしいと好評
で、 干しタコ20個が即完売する人気で
あった。

○

【取り組む際に生じた課題】
干しタコを材料にしたタコ飯を試作し

たが、タコ自体に塩分があり塩辛かっ
た。

○

【対象となった経費】

人件費、研修旅費等○

【今後の展望】

今後も試食販売を行い、多くのお客

さんに干しタコやタコ飯の美味しさを広
げ、売上を増やしていきたい。

○

漁業世帯数：５９世帯

実施期間：平成２２年度～平成２６年度

成功のポイント
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新規養殖
業の着業

モズク養殖業への新規着業

塩屋漁業集落（沖縄県大宜味村）

○取組の概要

○ キーパーソン（集落の代表）を中心とした漁業者たちが団結して取
り組んだこと。

○ 先進地の技術支援があったこと。

【取り組むに至った経緯】
集落では、漁獲量の減少、魚価の低迷による漁家

経営の悪化のため、漁業者の減少や高齢化が進んで
おり、放置すれば漁業集落の多面的機能が失われる
懸念があったため、継続的な漁家経営と後継者育成
を行うために現状の改善が必要であった。

○

【生じた課題への対応方法】

種付用水槽の拡充
種付時期の検討

○
○

【取り組みの効果】

モズクの生産量の増加
平成２１年度 １．０トン→
平成２６年度 ６．８トンに増加
漁業者の就業意欲の向上

○

○

【対象となった経費】

資材費
種苗購入費
人件費

○
○
○

【今後の展望】

新規販路の開拓○

漁業世帯数：１０世帯

実施期間：平成２２年度～平成２６年度

成功のポイント

漁家経営の安定と後継者育成のため、沿岸漁業以外に新たにモズク養殖業の
着業をめざし、漁場及び実施時期の選定、養殖技術の習得に取り組んだ。

【取り組む際に生じた課題】

網ごとの生産量の向上○

網への種付 網の沖だし 収穫

43



販 路
拡 大

地産地消・販路拡大の取組

宜野座村松田・宜野座・漢那漁業集落（沖縄県宜野座村）

○取組の概要

消費者に魚食の普及と地元で水揚げされた水産物の地産地消を推
進し、また、各種イベントとタイアップし販路拡大に繋げる取組を行っ
た。

○ 漁協の各生産部会の支援があったこと。

○ 各種イベントとのタイアップにより集客率アップしたこと。

【取り組むに至った経緯】

魚食の低下や地元で獲れる魚
種の認知度が低かったことから、
PRを含めた販路拡大を行う必
要があった。

○

【生じた課題への対応方法】

配布商品をパック詰めで配布
することにより対応した。

○

【取り組みの効果】

消費者の認知度が向上したこ
とにより地産地消費が拡大。
漁業者の意欲の向上。

○

○

【取り組む際に生じた課題】

配布商品の保健衛生の課題。○

【対象となった経費】

人件費、水産物購入費○

【今後の展望】

県外への販路拡大の取組。○

漁業世帯数：２９世帯

実施期間：平成２２年度～平成２６年度

成功のポイント
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高付加価
値化商品
の開発

高付加価値化商品の開発に向けた消費者アンケート調査

北中城村漁業集落（沖縄県北中城村）

○取組の概要

○地元企業や関係機関からの協力支援があったこと。

【取り組むに至った経緯】
〇アーサ生産量の減少により、漁業者の所得

低下が懸念される。生産量の減少に左右され
ない安定した売上げを確保するため、高付加
価値商品の開発、販路の拡大が必要である。

「北中城村アーサ生産量/取扱高」
平成23年度 ： 45ｔ / 27,500千円
平成24年度 ： 21ｔ / 14,400千円
平成25年度 ： 20ｔ / 14,200千円
平成26年度 ： 22ｔ / 18,500千円

漁業者の所得低下が懸念される中、高付加価値化商品の開発、販売に
よる漁業者の所得の安定化を図るため、イオンモール福岡にて既存商
品（アーサースープ）及び試作品（アーサースープ）の試飲によるアン
ケート調査を実施。

【取り組みの効果】
〇データ収集（アンケート結果集計票）

２６０名のアンケート結果が収集でき、今後の商品開発の参考となった。

【取り組む際に生じた課題】
〇試作品の開発方法の行き詰まり

【対象となった経費】
〇調査旅費

〇資材費
〇会場借用料 等

【今後の展望】
〇既存商品の見直しによる商品のブ

ラッシュアップを検討。
〇アンケート結果等を基に高付加価値

化商品の開発を検討。

漁業世帯数：３１世帯

実施期間：平成２４年度～平成２６年度

成功のポイント

【生じた課題への対応方法】
〇 地元企業との連携強化による試作

品の開発

【会場写真】 【試飲の様子】 【アンケート調査】
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伝統漁法
の取組

伝統漁法復元の取り組み

宮古島漁業集落（沖縄県宮古島市）

○取組の概要
漁業者の高齢化や後継者不足によって行われなくなった追い込み網漁などの伝統漁法に

ついて、漁具の購入・製作などを行い復元に取り組むことで次世代へ漁村文化継承を図る。

○キーパーソン（若い世代の漁業者）による積極的な取り組みの牽引

○水産業普及指導員による取り組みに対する効果的な支援

【取り組むに至った経緯】

○宮古島漁業集落の西原地区と保良地区においては、２０
年ほど前まで追い込み網漁が行われていたが、漁業者の高
齢化や後継者不足により、近年従事者がいない状況にあっ
た。このため、地域の漁村文化を後世に継承し、体験漁業を
通した担い手の就業啓発を図るべく復元に取り組むことと
なった。

【生じた課題への対応方法】

【取り組みの効果】
○製作した網を用いて小中学生向けの追い
込み網漁体験を実施し、若い世代に地域の
漁村文化に触れてもらった。これにより、海
や漁業への関心が高まり、漁業就業への啓
発へとつながっている。

【取り組む際に生じた課題】

○網の製作に関して地元で編み込みができ
る人材探しが難航した。

【対象となった経費】

○資材費
○委託費

【今後の展望】

○今後の網の修繕に備えた製作技術の習得

○漁業に対する啓発活動を踏まえた追い込
み網漁体験の継続実施

漁業世帯数：３２世帯

実施期間：平成２４年度～平成２６年度

成果のポイント

追い込み網製作の様子 追い込み網漁用漁具作成の様子 追い込み網体験の様子

○網の製作について集落で対応が困難な部分
については島外の業者に作製を委託した。
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流通体
制改善

八重山産マグロの鮮度調整による流通体制の改善

石垣市登野城・新栄町・新川・八島町漁業集落（沖縄県石垣市）

○取組の概要

マグロ船主会が中心となり、本土市場出荷時に
おける八重山産マグロの鮮度の変化と評価を把
握するため、本土出荷市場の調査視察を実施
し、流通体制の改善を図ることとした。

○ マグロ船主会内及び他部会との連携や情報共有が図れたこと。

【取り組むに至った経緯】

石垣島から県外の主要市場までは1千㎞以上の距離があり、鮮度のよい状態
で水揚げされたマグロであっても、出荷先での身質の劣化等が懸念されている。
このため、本土市場出荷時におけ
る八重山産マグロの鮮度の変化
とその評価を把握するため、県外
出荷市場を調査視察し、流通体制
の改善を図ることとした。

○

【生じた課題への対応方法】

今回の輸送試験で も温度上昇値が
低い保冷厚シート梱包への出荷方法
の切り替えと梱包箱へ入れる氷の増
量。

○

【取り組みの効果】

従来のビニール、保冷薄シート、
保冷厚シートそれぞれで梱包した
際の輸送時における魚体温度の
変化を把握できた。

○

【取り組む際に生じた課題】

本土市場へ輸送時のマグロ魚体の
温度上昇抑制。

○

【対象となった経費】

県外先進地視察旅費○

【今後の展望】

八重山産マグロのブランド化による販
売価格の向上。

輸送時における更なる鮮度保持向上
の手法を検討する。

○

○

漁業世帯数：１８７世帯

実施期間：平成２２年度～平成２６年度

成功のポイント
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