
 
 
 

【離島漁業再生事業交付金】 
１．  ナマコ増殖試験による水域の有効活用 

奥尻漁業集落（北海道奥尻町） 
２．  ウニ出荷の流通体制改善 

天売焼尻漁業集落（北海道羽幌町） 
３．  地域の小学生への出前授業 

鴛泊・鬼脇漁業集落（北海道利尻富士町） 
４．  キンメダイの標識放流 

神津島漁業集落（東京都神津島村） 
５．  気泡緩衝材（アルミプチプチ）の導入による保冷性の確保 

父島漁業集落（東京都小笠原村） 
６．  粟島産マグロの情報発信 

粟島浦漁業集落（新潟県粟島浦村） 
７．  地元小中学生を対象とした水産教室 

水津漁業集落（新潟県佐渡市） 
８．  保育園の給食食材・加工品提供 

姫津漁業集落（新潟県佐渡市） 
９．  ナマコ資源の環境 DNA 検査 
    両津地区漁業集落（新潟県佐渡市） 
１０．特産品となる水産加工品づくり 
    舳倉島漁業集落（石川県輪島市） 
１１．養殖ワカメの加工体験 
    鳥羽市離島漁業集落（三重県鳥羽市） 
１２．浮標灯設置によるノリ養殖場の安全性向上 
    坊勢漁業集落（兵庫県姫路市家島町） 
１３．イカなどの産卵場・育成場の整備 
    萩市大島集落（山口県萩市） 
１４．地域物産展での海藻加工品の販売・PR 
    伊島漁業集落（徳島県阿南市） 
１５．鮮度維持確立による販路拡大の取り組み 
    魚島・高井神漁業集落（愛媛県上島町） 
１６．テングサの加工販売 
    日振島漁業集落（愛媛県宇和島市） 
１７．小型定置網漁業の操業 
    玄界島漁業集落（福岡県福岡市） 
１８．種苗・稚魚放流による水産資源の維持 
    小川島漁業集落（佐賀県唐津市） 
１９．駆除したガンガゼを用いた簡易加工品の製造 

離島漁業再生支援交付金 
―第３期対策活動事例集― 



    馬渡島漁業集落（佐賀県唐津市） 
２０．漁価向上の取組～一本釣り「さわら」の高付加価値化～ 
     石田漁業集落（長崎県壱岐市） 
２１．カサゴ種苗の放流 
    佐世保市黒島漁業集落（長崎県佐世保市） 
２２．瀬切り（磯清掃）による海藻増殖促進 
    小値賀漁業集落（長崎県小値賀町） 
２３．地産地消朝市への参加で地元水産物の知名度向上 
    豊玉西漁業集落（長崎県対馬市） 
２４．ヒラメ等の低回遊性種苗の放流 
    姫島村漁業集落（大分県姫島村） 
２５．島内外での魚食普及イベントの開催 
    白浜漁業集落（宮崎県延岡市） 
２６．YouTube を活用した島の漁業の魅力発信 

えらぶ漁業集落（鹿児島県和泊町） 
２７．料理教室 
    ごんげん中種子集落（鹿児島県中種子町） 
２８．イセエビ禁漁期の密漁監視の取り組み 
    笠利地区漁業集落（鹿児島県奄美市） 
２９．アオリイカ、カンパチ簡易加工 
    住吉漁業集落（鹿児島県西之表市） 
３０．サメ駆除－マダイ・サバ餌付け漁に関連して－ 
      上屋久漁業集落（鹿児島県熊毛郡屋久島町） 
３１．キハダ、カツオなど地魚の販路拡大活動について 
      瀬戸内漁業集落（鹿児島県瀬戸内町） 
３２．藻場造成、サンゴ礁造成への取り組み 
    与論島漁業集落（鹿児島県大島郡与論町） 
３３．スジアオノリの新規陸上養殖可能性調査 
    伊江漁業集落（沖縄県伊江村） 
３４．追い込み漁・ヒトエグサ収穫体験 
    宮古島漁業集落（沖縄県宮古島市） 
３５．ヤイトハタ養殖網被害対策（フグ駆除、網被害対策） 
    石垣市漁業集落（沖縄県石垣市） 
 
【新規就業者特別対策事業交付金】 
１．磯根漁業（ウニ・コンブ等） 

沓形漁業集落（北海道利尻町） 
２．カツオ・マグロ釣り漁業 

父島漁業集落（東京都小笠原村） 
３．延縄・引縄漁業 

岐宿漁業集落（長崎県五島市） 
 



○取組の概要

管理型
漁業

ナマコ養殖試験による水域の有効活用

奥尻漁業集落（北海道奥尻町）

○ 集落内での漁業調整・協力が得られたこと。

○ 餌料の供給・管理など高度な養殖作業を要しない魚種であることか
ら、長期間の育成に我慢できたこと。

○ 島内の種苗センターでナマコ種苗生産ができたことで、種苗の入手
が容易であったこと。

【取り組むに至った経緯】
○

【生じた課題への対応方法】

○

【取り組みの効果】
平成２８年度 114,798尾 養殖
平成２９年度 190,465尾 養殖
平成３０年度 325,980尾 養殖
令和 １年度 803,400尾 養殖
※令和３年度から出荷予定

○

【取り組む際に生じた課題】

話し合いにより、漁港・港湾の水域の有効
活用を模索した結果、単価の高いナマコ
の養殖に取り組んだ。

○

【対象となった経費】
ナマコ種苗生産経費（餌料、消耗品、光
熱水費）

○

【今後の展望】

引き続き取り組みを行い、取り組みの
拡大のため、各地区でナマコ養殖部会
を設置した。

取組が進むことで漁業所得向上が図ら
れる。

生存率の向上のため、漁港内で延縄に
よる中間育成を検討する。

○

漁業世帯数：１４８世帯

実施期間：平成２７年度～令和 １年度

成功のポイント

麻袋で種苗管理

漁港・港湾の水域をナマコ
養殖場として有効活用し、
高齢漁業者にも対応できる
効率の良い管理漁場での新
たな漁業形態を確立するた
め、漁港・港湾水域にナマ
コ種苗を放流し育成・管理
を行った。

出荷サイズになるまでには、想定より長期
間の育成が必要であった。そのため、漁業
者の意欲低下の恐れがあった。

育成状況を調査し、状況を漁業者に報
告した。

ナマコ種苗(約10mm)



流通体制
改善

ウニ出荷の流通体制改善

天売焼尻漁業集落（北海道羽幌町）

○取組の概要

ウニ出荷時の流通体制改善を図るため、
鮮度維持や効率的な輸送体制の確立に
取り組み、魚価の安定を図った。

【取り組むに至った経緯】

当離島漁業の柱であるウニについて、小規模離
島であるため出荷方法が限られ、フェリーの欠航
等により出荷できず一時保管することにより鮮度
が落ち、魚価の下落を招いていた。これを解決し
魚価を安定させるため、鮮度維持や効率的な輸
送体制の確立に取り組んだ。

○

【生じた課題への対応方法】

活魚搬送用の水槽やエアーレーョン装
置を導入し、⼀時蓄養施設の整備や衛

生管理、出荷時の鮮度保持等に取り組
むとともに、観光との連携を強め、地産
地消の取り組みを進め、生ウニの直売
等、漁獲物の付加価値向上を図り、消
費者に安定供給することを図った。

○

【取り組みの効果】

鮮度の良いものを求める消費者ニーズに対応
すべく、海水ポンプ等の導入によって、よりよい
環境で保管でき、また鮮魚保冷シートで出荷

時の鮮度を保持することで、魚価の安定が図ら
れ、漁業所得の安定につながった。また、統一し
た規格の篭を導入することによって、１度の輸送
で運べる量が増え、流通体制の効率化につな
がった。

○

【取り組む際に生じた課題】

当町の離島と本土の輸送については、海上輸
送のみであり、海が時化た場合は保管する必
要があり、氷等による夏場の鮮度維持対策を行
い保管していたが、鮮度維持ができずにいた。
また、別々の規格の篭を使用していたことに
よって、輸送パレットで運送する際に無駄（な空
間）が発生していた。

○

【対象となった経費】

ウニ蓄養エアーレーションポンプ 909千円
ウニ搬送専用篭 2,288千円（5年間計）
鮮魚保冷シート 1,968千円（5年間計）
活魚搬送用の水槽 1,154千円 等

○

【今後の展望】

鮮度の維持や効率的な輸送が可能と
なったことから、更なる販路拡大に努
め、魚価の高値安定（１，５００円／ｋｇ）

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：８９世帯

実施期間：平成２７年度～令和元年度

成功のポイント

漁業者が情報収集・意見交換など一致協力し取り組めたことや北るもい漁業協同組合の積極的
支援があったことで、関係者が共通認識のもと鮮度維持対策など課題改善に取り組めたこと。

700
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※本土のH27H28実績無し

魚価の推移



新規着業者

確保養成事業

地域の小学生への出前授業

鴛泊・鬼脇漁業集落（北海道利尻富士町）

○取組の概要

集落内の小学校において、漁業への興味や関

心を高め、将来的な漁業後継者の確保を図るた

め、出前授業・漁業体験等を実施した。

○ 小学校の低学年と高学年を対象に実

施しており、各学年のレベルに合わせ

て開催ごとに話す内容を変えたり、浜の

指導的立場にある漁業士が講師を務め

ることで、飽きずに楽しんで参加するこ

とができたこと。

【生じた課題への対応方法】

実際の操業風景を撮影した動画を使

用したり、漁業者が実際に使っている

漁具に触れたりコンブ切り体験など実

際に見て、触れて実感させることによ

り、漁業をより身近なものとして興味や

関心を高める工夫を行った。

○

【取り組みの効果】
５ヶ年間の実施で３９８名に対し出前

授業を行った。将来漁師になりたいと

いう子どもも数名おり、また高学年の

出前授業では生徒が積極的に取り組

む姿が年々増えている。

○

【取り組む際に生じた課題】
島内の子供達が漁業に関わる機会

が薄れている中、小学生が漁業に対

していかに興味を持つ内容にするか

などの検討が必要であった。

○

【対象となった経費】

教材に使用するコンブや網糸などの

材料購入費

○

【今後の展望】

今後も継続的に事業を行い、漁業へ

の興味や関心を高め、将来的な漁業

後継者の育成･養成を図る。

○

漁業世帯数：１９９・１００世帯

実施期間：平成２７年度～令和元年度

成功のポイント

【取り組むに至った経緯】

漁業が基幹産業である本町におい

て、高齢化などによる漁業者の減少

が進んでおり、新規漁業就業者の確

保と併せ、鴛泊・鬼脇両集落において

後継者の育成が急務であった。

○



漁場の管
理・改善

キンメダイの標識放流

神津島漁業集落（東京都神津島村）

○取組の概要

○ 集落全体でキンメダイの資源管理、漁場の管理・改善を心掛けて取り
組んだこと。

○ 漁業者と試験研究機関が協力して、事業に取り組んだこと。

【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】

キンメダイは、神津島村における水揚げ高の
８割以上を占める、最重要魚種となっており、
持続的利用のためには漁場管理の取組の継
続と改善が必須であるため、本事業を実施し
た。

○ 【対象となった経費】(第3期合計)

○

【今後の展望】
標識放流を継続することで、標識魚の再捕
実績を増加させて、キンメダイの生態把握の
ための基礎資料の蓄積を図る。

試験研究機関との協力によりキンメダイの
生態を把握し、生態にあった漁獲量・漁法・
漁場利用等の資源管理手法の確立を図る。

○

漁業世帯数：９８世帯

実施期間：平成２７年度～令和元年度

成功のポイント

釣獲されたキンメダイに標識を装着して放
流し、再捕データを集めることにより漁場間
移動や成長等の生態情報を集積し、持続
的なキンメダイ漁業を確立させるための漁
場管理措置の改善に役立てる。

キンメダイは主に水深２００ｍ以深に生息す
る深海魚であるため、生息水深から海面ま
で釣り上げてくる間の水温・水圧等の環境ス
トレスが大きい。また、タグ打ち作業も船上で
行う必要があるため、放流前に衰弱したり、
死んでしまう個体もいる。

より多くの標識魚を回収するために、キンメ
ダイの体力をなるべく削らずにすむよう、釣
り上げてからタグを打ち海へ返すまでの時
間を短縮できるよう努力をした。

その資料を東京都島しょ農林水産総合セン
ターに提供・分析した結果、放流した場所付
近で再捕獲される例が多く、長期間同じ海域
に留まる傾向が認められた。

○

○ 標識魚の回収結果から、放流した場所からの
移動距離、移動期間、成長量に関するデータ
が得られた。

人件費 7,793,900円
傭船料 30,000円
タグガン購入費 247,320円

標識個体の放流尾数

H２７ H２８ H２９ H３０ R１

４００尾 １３００
尾

１２００尾 １２００尾 ６００尾

うち１１尾採捕



出荷処理方
法の改善

気泡緩衝材(アルミプチプチ)の保冷効果検証と導入検討

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。

【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】

アルミプチプチは、国産品であり供給が安定し
ていること。送料がかからなく大量購入できる
ことがある。使用感に関しては、あまり破れな
いため使い勝手がいいこと。保温性が良く、出
荷先の市場からは良い評価をもらっている。

○

【取り組む際に生じた課題】

保温性を高めるため、まず木箱やＦＲＰ箱の内
側にスチロール板を入れる方法をとった。スチ
ロール板では、隙間が多いため保温性に欠け
る。魚を入れる際に割れるなど、いろいろな不
都合な点があったため、２番目として保温シー
トを導入した。

○
【対象となった経費】

資材費○

【今後の展望】
アルミプチプチは、コスト面及び保温性に優
れていることと、出荷先の評価が良いことか
ら、今後、通年の使用資材として採用し、継
続して使用していくこととなった。

○

漁業世帯数：４１世帯

実施期間：平成２７年度～令和元年度

成功のポイント

メカジキやマグロ類などの大型魚類の出荷
には、木箱やＦＲＰ箱を使っている。父島
～東京の輸送方法は定期船のみに限られて
おり、その所要時間も２４時間かかるため、
輸送中の鮮度保持方法の改善に取り組んだ。

保温シートは、保温性としては良好であった
が、外国製であったことから購入していた業者
から、安定的に仕入れができず、価格も都度
変動した。このため、大量購入できかつ価格
の安い、できれば国産品を扱っている別の業
者を探す必要が生じた。

市場視察の折りに、保温性のプチプチで魚を
包んでいるのを見たことから、各方面に問い合
わせたところ取扱っている業者を探しあて、こ
の業者からアルミプチプチを取り寄せ、試用を
行うこととした。ロール売りの為、予め箱の大き
さに合わせて切って準備しておく手間がかかる。

○

品名 数量 単価 金額

スチロール板 5 506円 2,530円
保温シート 1 1,650円 1,650円

アルミプチプチ 2 777円 1,555円

▽木箱一個あたりの資材費の比較

また、箱１個あたりにかかる資材費を試算した
ところ、従来のスチロール板、保温シートよりも
アルミプチプチが最も安い結果となった。



観光と連携
した事業

粟島産マグロの情報発信

○取組の概要

○ 観光協会と連携し広報できたこと。また、参加者が感動し知人等に広
く紹介したこと。

○ 宿泊関係者の協力でマグロの解体ショーが実施され、イベントが盛り
上がったこと。

【取り組むに至った経緯】

粟島でマグロが捕れることを広く周知
すること。また、このようなイベントを通
じて他の魚種の魚食普及につなげる。

○

【生じた課題への対応方法】

新潟県漁業協同組合連合会と連携し、県
内外のマグロで対応した。

○

【取り組みの効果】

【取り組む際に生じた課題】

粟島産マグロの水揚げがないことが想定
されること。

平成２８年度から平成３０年度まで、延べ
１０６名が参加。特に、報道で取り上げら
れたことや、参加者からの情報発信で粟
島がマグロの産地であることを県内外に
PRできた。

○

【対象となった経費】

人件費、資材費、使用料（会場）、旅費○

【今後の展望】

今後もイベント及び販路の拡大を図り、地域振興と魚食の普及にもつながることを期待す
る。さらに、首都圏への販路拡大を図り、粟島の鮮魚の魅力や美味しさを発信していく。

○

○

漁業世帯数：５８世帯

実施期間：平成２８年度～平成３０年度

成功のポイント

○

粟島産マグロを活用した「マグロまつり」を
開催し、粟島でもマグロが捕れること、その
美味しさを県内外の観光客にアピールした。

粟島浦漁業集落（新潟県粟島浦村）

○ マグロ解体ショー後の客の空き時間はど
うするか。

○ 観光PRを兼ねイベント参加者を飽きさせ
ないために、島内の名所を案内した。

年度 実施日 参加人数

H２８ ６月２５日
２１名

（テレビ取材あり）

H２９ ５月２０日、
６月１０日

４４名

H３０ ５月２６日、
６月９日

４１名

マグロばかりではなく安価鮮魚の付加価値をあげるために宣伝し普及につなげる。



海洋
レジャー

地元小中学生を対象とした水産教室

水津漁業集落（新潟県佐渡市）

○取組の概要

地元小中学生を対象に、講演・乗船体
験・ロープワーク・釣り・活魚ふれあい水
槽等の水産教室を実施した。魚捌き体
験は小学1年生から中学3年生まで、全
員の子ども達が毎年行っている。

○ 施設の使用等、漁協が全面的にバックアップしてくれたこと

○ 構成員や地域住民・学校等が協力し、地域一体でこの取組を盛り
上げてくれたこと

【取り組むに至った経緯】

漁業後継者の育成と、海の近くで生ま
れた子ども達でも魚離れが進んでいる
こともあり、魚の美味しさを伝えるために
始めた。

○

【生じた課題への対応方法】

市の教育委員会に主旨の必要性を説
明し、スクールバスでの送迎をお願い
した。学校側に魚に触れ合う事の大切
さを説明し、地域住民等の協力も得て、
安全対策を行った。

○

【取り組みの効果】

生徒、児童が以前より魚料理を食べるよ
うになった。

○

【取り組む際に生じた課題】

生徒、児童の送迎や小学校低学年に包
丁も持たせる事への安全対策等、学校側
との調整が必要だった。

参加者の保護者から、魚捌きの手伝いを
するようになったという声が多くあった。

○

【対象となった経費】

食材費○

【今後の展望】

継続していく事で、漁業の魅力を伝え、
多くの後継者を育てたい。

魚の美味しさを知ってもらい、これから
地元を担っていく若い世代に海の大切
さを伝え守ってもらいたい。

○

○

漁業世帯数：６８世帯

実施期間：平成２７年度～令和１年度

成功のポイント

○



販路拡大

保育園の給食食材・加工品提供

姫津漁業集落（新潟県佐渡市）

○取組の概要

魚食普及と地産地消のため、地場産水
産物で加工品を製作し、地元保育園の
給食で提供した。園児との給食交流会
を開催し、地元水産物の魅力を伝える
食育を行った。

○ 集落・漁協・栄養士・保育園等関係機関が連携し取り組めたこと

○ 加工品を製作している意欲ある集落構成員が、直接子どもたちに
地元水産物の魅力を伝えたこと

【取り組むに至った経緯】

魚離れから島内における消費が低下傾
向にある中で、子ども向けの食育をする
ことで、魚食文化の継承を目指す。

○

【生じた課題への対応方法】

保育園給食担当栄養士と協議を重ね、
子どもの食べやすいイカコロッケを提
供した。

保育園や市と協力し、絵や実物を使っ
た食育を実施した。

○

○
【取り組みの効果】

楽しく学べたことで普段完食できない園児
も完食し好評だった。

○

【取り組む際に生じた課題】

近年増えている食物アレルギーへの対応

未満児でも食べられる加工品の提供

園児が楽しく学べる食育方法の検討

地元及び近隣保育園へ毎月地場水産物
を給食の食材として販売することになった。

魚を食べなかった園児が食べるようになっ
た。

○
〇
〇

【対象となった経費】

人件費、食材費等○

【今後の展望】

定期的に給食メニューに地元食材を使
用してもらい魚食普及を図る。

○

漁業世帯数：３３世帯

実施期間：令和元年度～

成功のポイント

○

○



漁場の
管理・
改善

ナマコ資源の環境DNA調査

両津地区漁業集落（新潟県佐渡市）

○取組の概要

ナマコ資源を回復するため、勉強会
の開催や種苗生産を行った。地先の
海水を分析することでナマコ資源の
推定量が分かる環境DNA調査を実
施した。

○ 水産研究機関の研究者の指導を得られたこと

○ 地元漁業者がナマコ資源回復の取組に熱心であったこと

【取り組むに至った経緯】

漁獲量が減少しているナマコ資源を回
復するために、種苗生産に取り組んで
いるが、産卵期等不明なため、地先の
生息状況を把握し、種苗生産方法や資
源管理をより高度化する必要があった。

○

【生じた課題への対応方法】

ナマコ研究者による他県の調査事例
の勉強会を開催した。

漁業者で情報交換し、調査時期の適
期を協議した。

○

○

【取り組みの効果】

勉強会でナマコの生態をより知ることがで
き、今後の資源回復や管理について話し
合うことができた。

○

【取り組む際に生じた課題】

調査方法、調査時期の特定。

６カ所で採水調査を実施し、ナマコＤＮＡが
検出された数値データから生息数の多い場
所の特徴や時期に応じたナマコの動向が分
かった。

○

【対象となった経費】

人件費、傭船費○

【今後の展望】

調査結果をもとに、今後の育成場整備
の場所選定や、種苗生産における採
卵適期の特定に反映させていく。

ナマコの漁獲量や平均サイズ、漁獲適
期を把握し、生産力と持続力を高めて
いけるよう、構成員や関係者と検討し
ていく。

○

○

漁業世帯数：１５８世帯

実施期間：令和１年度～

成功のポイント

○



特産品
開発

特産品となる水産加工品づくり

舳倉島漁業集落（石川県輪島市）

○取組の概要

・海水を利用した「塩」づくり
・「塩」を活用した「いしる」づくり

【取り組むに至った経緯】
○ 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、特産品
となる水産加工品づくりに取り組む。

【生じた課題への対応方法】

○ 「いしる」づくりの製法で、使用する天
然塩の適量に苦戦し、商品として出せる
ものにならなかった

○ 県水産総合センター技術開発部に指
導をうけ、「いしる」づくりを実施した。

【取り組みの効果】
○ 塩づくり

加工品づくりに活用するための塩づ
くりを実施。加工用以外に100g・200g等
のパックで販売。

パックを小分け(45g・500g)にすること
で、売り上げが伸びた。

塩数量： 1,182ｋｇ(H27) 1,172kg(H28)
776kg(H29) 864kg(H30) 678kg(R1)

※H27・H28年度はＮＨＫの連続テレビ小説の効果により
売り上げが伸びている

700kg～900ｋｇを安定して販売している。

【取り組む際に生じた課題】
【対象となった経費】

○ 製塩費（電気料等）、人件費、用船料

【今後の展望】

○ 「鱈」を使ったいしるづくりのほか、漁獲し
ても未利用の魚を利用した「いしる」を開発し、
その魚の利用価値を高める。

漁業世帯数：５１世帯

実施期間：平成２７年度～令和元年度

成功のポイント

○ 「天然塩」の販売方法
○ 「天然塩」を活用した加工品（いしる）

づくり

○天然塩の安定した供給ができることによって、漁業者の天然塩販売へ
の意識が高くなり、ニーズなどの聞き取りをするなど、積極的に活動に取
り組んでいること。

○魚の利用価値を高める取り組みを実施することで、「いしる」づくりに対
して、島内全体で取り組んだこと。

○ 「いしる」の作製
天然塩を活用し、またこれまでになかっ

た「鱈」を利用した「いしる」の開発を実施。



成功のポイント

体験漁業

養殖ワカメの加工体験

鳥羽市離島漁業集落（三重県鳥羽市）

○取組の概要

都市部の高齢者で漁業に関心がある方や漁
業に取り組んでみたい方と、繁忙期の手助け
を必要としている離島の漁家を結びつけ、漁
業生産や漁業所得の向上を図ることを目的に、
養殖ワカメの加工体験事業を実施した。

○ 漁業版ワーキングホリデーの活用

【取り組むに至った経緯】

鳥羽市答志島で養殖されたワカメ
の多くは、塩蔵ワカメに加工され、
出荷されている。塩蔵ワカメに加
工する過程には、ワカメの葉と茎
を分ける作業など、簡単であるが
手間のかかる作業がある。この作
業を体験漁業にすることで、不足
している人手を確保し、労力を軽
減するための一助として取り組ん
だ。

○

【取り組みの効果】

令和元年度においては、51日間
体験事業を実施。37人の体験者

が参加し、地元漁業者の労力が
軽減された。

○

【取り組む際に生じた課題】

体験参加者の滞在費や宿泊先○

【対象となった経費】

報償費、会場使用料○

【今後の展望】

取組を継続し、参加者が自発的に
参加しにくるような関係づくりを進
め、持続可能な取組としていく。

○

漁業世帯数：２６７世帯

実施期間：平成２９年度～令和元年度

【生じた課題への対応方法】

滞在費については、参加者の自
己負担としているが、長期滞在者
については、受け入れ漁家が一部
費用を負担するなどの対応により
参加者がすこしでも参加しやすく
なるよう努めた。

○

宿泊先は、地元旅館・民宿を活用
した。

○

○ 漁業者と参加者が持つニーズのマッチング



漁場の
管理・
改善

浮標灯設置によるノリ養殖場の安全性向上

坊勢島漁業集落（兵庫県姫路市家島町）

○取組の概要

漁業集落で最も生産金額が大きい
ノリ養殖について、養殖場の安全性
向上を目的として浮標灯を設置した。

○ 集落で最も重要なノリ養殖業に対する取組

○ 外部から意見聴取することによる効果的な実施

○ 品質や生産性の向上の取組を併せて実施することによる相乗効果

【取り組むに至った経緯】

主に夜間、一般船舶がノリ養殖場
に誤って進入し、ノリ養殖に被害を
もたらすことがあったため、浮標灯
を設置し、養殖場の範囲を明示す
ることで、誤進入を減らし、生産金
額の向上に努めることとした。

○

【生じた課題への対応方法】

海上保安庁や付近を航行する作
業船・県取締船等に浮標灯の規
格や設置場所について相談し、
より安全性が向上するよう努めた。

○

【取り組みの効果】

誤進入が減り、ノリの生産金額が
向上した。

H30年度 H31年度
・誤進入 5件 → 4件
・生産金額 21.4億円→ 23.8億円

○

【取り組む際に生じた課題】

効果的に養殖範囲を明示するた
めの浮標灯の規格や設置場所の
選定。

○

【対象となった経費】

浮標灯購入費 1,190千円○

【今後の展望】

関係機関と調整を図りながら、引
き続き浮標灯の設置・更新を進め、
ノリ養殖場のさらなる安全性の向
上に努める。

また、ノリの品質及び生産性の向
上を目的として、海底に堆積した
栄養分の溶出を促す海底耕耘や
設備導入を引き続き実施する。

○

○

漁業世帯数：３９８世帯

実施期間：平成３１年度

成功のポイント



産卵場・

育成場の
整備

イカ等の産卵場・育成場の整備

萩市大島集落（山口県萩市）

○取組の概要

近年、漁獲量が減少しているイカ等
の資源回復を目指し、魚礁の設置に
よる産卵場・育成場の整備に取り組
んだ。

【取り組むに至った経緯】

○ 近年、ヤリイカなどのイカ類の漁獲量が減
少傾向にあったことから、資源回復に向け
た取り組みが必要であると考えた。

【対象となった経費】

○ 資材費、人件費、傭船料など

【取り組む際に生じた課題】
○ 大島では抱卵したヤリイカが春季に来遊

するが、産卵場が不足していた。

○ クロメなどの藻場が減少したため、効率的
な種の供給が必要であった。

漁業世帯数：１０５世帯

実施期間：平成２７年度～平成３１年度

成功のポイント

⃝ 地先の海に必要な対策について、漁場の特性を熟知した漁業者が、
自らの漁業経験を踏まえて活動に取り組んだ。

⃝ モニタリングを定期的に実施し、成果を現場にフィードバックすること
で、活動へのモチベーションを維持することができた。

漁業者による母藻取付

魚礁に産み付けられた
ヤリイカの卵のう

魚礁の設置

地元児童を対象とした
環境学習会

【生じた課題への対応方法】

○ 藻場造成の取り組みは、クロメ母藻を設置
直前の魚礁に取り付けた。

○ ヤリイカの産卵に適した空間をもつ魚礁を
導入し、ヤリイカの来遊が見られる漁港区
域に設置した。

○ 成果を的確に把握するため、魚礁のモニタ
リングを定期的に実施した。

【取り組みの効果】

○ 設置した魚礁には、４年連続でヤリイカの
卵のうを確認した。

○ 魚礁表面に着生したクロメ幼体が大きく成
長し、核藻場が形成された。

【今後の展望】

○ 設置した魚礁には、幼稚魚の餌場や隠れ
場が多いので、キジハタやカサゴなどの種
苗放流の場としても活用したい。

○ 本活動には地元の小学校児童も参加して
おり、将来の漁業を担う子どもたちへの教
育の場として、今後も本活動を利用してい
きたい。



低・未利
用資源の

活用

地域物産展での海藻加工品の販売・PR
伊島漁業集落（徳島県阿南市）

○取組の概要
島のＰＲと新たな漁業収入の創出を目的に，今

まで島で販売したことがない魚，海藻類を加工，
商品化して，実際にイベント等で加工品を試験販
売した。

○ 地域一体での魚・海藻の加工と、販売促進活動への意思統一が
行えたこと。

○ 若手漁業者たちの島の漁業振興に対する強い思い。

【取り組むに至った経緯】

〇漁業世帯数の推移がほぼ横ばい
であり、新たに島に居住してもらう
ためには、島のPRと安定した漁業

収入を得られるようにすることが必
要であるため。

【生じた課題への対応方法】

○安定した生産が可能なワカメ養
殖に取り組んだ。

○イベント等で出品した加工品500
個を完売した。
○ふるさと交流会（大阪）では、140
～160人（推定）が参加していた。

【取り組む際に生じた課題】

○加工に使用する未利用魚の漁
獲が安定しない。

【対象となった経費】

○人件費、移動費、資材費、消耗
印刷費、その他事務費

【今後の展望】

○商品開発の継続と寮を増産し
て、販売の規模拡大に努める。
島への新規加入を目的とした販
売PRの他に渚泊を活用して展開
していきたい。

漁業世帯数：４２世帯

実施期間：平成２７年度～令和元年度

成功のポイント

【取り組みの効果】



販路拡大

鮮度維持確立による販路拡大の取り組み

魚島・高井神漁業集落（愛媛県上島町）

○取組の概要
離島地域の漁業者の安定した収入や、

所得向上を図るため、鮮度管理や物流を
見直し、大手回転すしチェーンと年間契
約を結び販路拡大を図った。

○ 鮮度維持を徹底したことにより、魚島ブランドを確立したこと。

○ 愛媛県漁業協同組合魚島支所の積極的な支援があったこと。

○ 集落内の協力体制が確立されたこと。

【取り組むに至った経緯】

〇既存の販路では、取り扱える魚種が少
なく、価格も安定しないことに加え、四国
本土から離れているため輸送コストがか
かり、漁業所得が低迷していた。所得向
上のため、新たな販路を確保する必要が
あった。

【生じた課題への対応方法】

○バイヤーを招いて、漁獲物の鮮
度を維持するためのノウハウを取
得した。

〇集落で協議を重ねて、本州への
海上輸送の体制を構築した。

【取り組みの効果】

○大手回転すしチェーンとの年間契約を
行い、全魚種を定額で出荷することで所
得の向上及び所得の安定化に結びつけ
た。

○コロナ禍においても定期的な出荷を行
うことができ、安定した収入を得ることが
できた。

【取り組む際に生じた課題】

○島外に流通するにあたり、鮮度を維持
するためのノウハウ(締め作業や箱詰め

作業）や、新たな物流体制を構築する必
要が生じた。

【対象となった経費】

○試験輸送用発泡スチロール箱
及びパーチ等の資材費

〇旅費（大手回転すしチェーンと
の協議や流通体制の確認）

【今後の展望】
○知名度の向上を図るとともに、
今後も漁獲物の鮮度維持に十分
に注意し、消費者や取引先との信
頼を確固たるものとする。

漁業世帯数：３０世帯

実施期間：平成２８年度～令和元年度

成功のポイント



高付加価
値化

テングサの加工販売

日振島漁業集落（愛媛県宇和島市）

○取組の概要

集落の女性が中心となり、テングサを地元で加
工し、道の駅等で販売を行うことによる、高付加
価値化に取り組んだ。

○ 集落漁家の女性の空き時間を活用して、集落活動を実施した。

○ 店頭での長時間の陳列や保管を可能にするために、商品ラベル
を改良した。
○ 市内外の道の駅などに直接出向き、販促活動を行った。

【取り組むに至った経緯】

宇和島市日振島は、魚類養殖業、採
介藻漁業、一本釣り等の漁船漁業が盛
んに行われているが、漁業者の減少、魚
価の低迷等により、漁家の生産性が低
下していたため、テングサの加工・販売
に取り組むことで、漁業集落の所得向上
を図ることとした。

【生じた課題への対応方法】

○商品ラベルの作成を専門業者に依
頼し、防水加工を施した。

○集落漁家の女性が家庭生活の空き
時間に作業することで、生産性の向上
を図った。

【取り組みの効果】

原材料のまま業者へ出荷していた海
産物に付加価値をつけ、さらに産地が
わかる販売方法を行うことで、消費者に
対しての知名度の向上や質の高さの認
知が進むとともに、地域における女性の
活躍の場を創出した。

また、産地で加工することで、販売在庫
を保有することが可能となった。
○テングサ加工品の売上高
令和元年度 263千円

【取り組む際に生じた課題】

○湿気等による商品ラベルの早期劣化
○テングサのゴミ除去作業。

【対象となった経費】

人件費、パッケージ・ラベル代、旅費

【今後の展望】
さらなる販路の拡大に着手し、日振

島特産品としての認知を高めて集落
の活性化に努めていきたい。

漁業世帯数：４８世帯

実施期間：平成２７年度～令和元年度

成功のポイント



新規漁業
の着業

小型定置網漁業の操業

玄界島漁業集落（福岡県福岡市）

○取組の概要

小型定置網漁業へ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。

○ 小型定置網設置に適した漁場かの調査を行ってから実施したこと。

○ 集落の代表者や中核漁業者が中心となり，団結して取り組んだこと。

○ 新たな漁業に着業することにより，新たな雇用が生まれたこと。

【取り組むに至った経緯】

近年，漁獲量の減少が続いており，
省エネ型漁業でもある小型定置網
漁業を新たに操業することによって，
漁獲量を増加させ，漁業収入の増
加を図ることとした。

○

【生じた課題への対応方法】

操業していた漁業者との協議を重
ね，島の組合員全員に対し，説明
を行い，理解を求めた。

○

【取り組みの効果】

小型定置網の漁獲量
平成２７年度 38,816㎏
→令和元年度 61,297㎏

○

【取り組む際に生じた課題】

○

【対象となった経費】

資材費○

【今後の展望】

小型定置網で獲れた魚を用いた
加工品等の開発をおこない，商品
化し，さらなる漁家所得の向上を
目指す。

○

漁業世帯数：５２世帯

実施期間：平成２７年度～令和元年度

成功のポイント

小型定置網を設置するにあたり，
その漁場で他の漁業を操業してい
る漁業者がいたので，漁場競合を
避けるための調整が必要だった。

○ 小型定置網の漁獲金額
平成２７年度 1,758万円
→令和元年度 2,600万円



種苗放流

種苗・稚魚放流による水産資源の維持

小川島漁業集落（佐賀県唐津市）

○取組の概要

・カサゴ、オコゼなどの稚魚放流

海士漁業者と集落内の構成員が一体となって種苗の放流、藻場の改
善等『育てる漁業』を継続的に実践できたこと。

【取り組むに至った経緯】

〇 小川島の基幹産業である海士漁は集
落の厳しい資源管理のもと営まれてきた
が、漁獲量の低迷に伴い『育てる漁業』
を合言葉に、ウニ・アワビ・サザエの種
苗放流による資源増加の取り組みを行った。

【生じた課題への対応方法】

○

【取り組みの効果】
○漁獲量（主なのもの）

【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】

○

漁業世帯数：６２世帯

実施期間：平成２７年度～平成３１年度

○

成功のポイント

・ウニ、サザエ、アワビ類などの
種苗放流

〇 放流したアワビ・サザエなどのタコやヒ
トデ、タイ等による食害や密漁への対策

○水揚金額（※ウニの単価はむき身の時価相当額で算出）

タコつぼの設置など、食害の原因で
あるタコ、ヒトデへの対策を講じ、密
漁監視業務の強化をはかった。

今後、漁業者の担い手不足、海洋環
境の変化などによる漁獲高の減少が
加速していくことが予想される。島の
基幹産業である漁業を持続可能な産
業としていくため、種苗放流事業の
継続、魚類を使った新しい加工品の
開発などに力を入れていきたい。

H27年 H31年

ウニ 11.1t 13.4t

サザエ 2.4t 3.3t

アワビ 0.38t 0.78t

H27年 H31年

ウニ 22,200千円 26,800千円

サザエ 1,675千円 2,188千円

アワビ 1,382千円 3,160千円



簡易加工

駆除したガンガゼを用いた簡易加工品の製造

馬渡島漁業集落（佐賀県唐津市）

○取組の概要

駆除したガンガゼの有効活用を図
るため、馬渡島特産の味噌を活用
したガンガゼ味噌造りに取り組み、
新たな商品開発を目指した。

島特産の味噌を活用することで、比較的容易に商品開発ができたこと。
島内の調理施設が整った加工場が利用できたこと。

【取り組むに至った経緯】

〇 従来、駆除したガンガゼは海中及び
陸上にて処分を行っていたが、駆除に
は労力を費やすことから、有効活用が
できないかと検討し、島特産の味噌と
駆除したガンガゼを組み合わせたガン
ガゼ味噌造りに取り組むこととした。

【生じた課題への対応方法】

【取り組みの効果】

〇 駆除したガンガゼを有効活用するこ
とにより、駆除に際しての負担感の軽減
及び所得の向上につながりつつある。

【取り組む際に生じた課題】

【対象となった経費】

○ 人件費、資材費

【今後の展望】

漁業世帯数：５３世帯

実施期間：平成３０年度～平成３１年度

○
○

成功のポイント

〇 ガンガゼの刺には毒性があるため
加工の際には注意する必要があり、
加工に時間を費やすこと。

〇 ガンガゼには特有の苦みがあるた
め、均一な味に統一するのに苦慮し
た。

〇 加工を行う前に刺の処理を行い、
厚手のゴム手袋を使用することによ
り、対策を講じた。

〇 使用する味噌の量を調整するなど
試行錯誤を繰返し、均一な味の確保
を図った。

〇 現在の販路としては、島内とイベ
ントのみでの販売であるため、更な
る販路拡大が重要である。



高付加価
値化

魚価向上の取組～一本釣り「さわら」の高付加価値化～

石田漁業集落（長崎県壱岐市）

○取組の概要
石田集落では、漁師1人1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、その処理方法などを漁業
者全員で確認し出荷している。また、取引先市場等と
連携し、ＰＲ活動等を積極的に行っている。

【取り組むに至った経緯】

○

【生じた課題への対応方法】

出荷先の魚市場等の意見を聞き、
購買者が何を必要としているか、ど
んなところで価格差が出ているかな
どの情報収集を行い、集落への浜
廻りなどで漁業者へ情報提供を
行った。

○

【取り組みの効果】

近年は魚市場単価を集落平均単価
が大きく上回っており、組合員1人1
人の意識改革が出荷魚市場や仲買
人への高い評価に繋がっている。

○

【取り組む際に生じた課題】

○

【対象となった経費】

魚箱ラベルの作成
鮮魚シート等
宣伝広告費

○

【今後の展望】

出荷先の市場関係者からの助言も
あり、取引先スーパーや仲買業者
用のマグネットシールの作成を行い
更なるＰＲ活動を行う予定である。

○

漁業世帯数：99世帯

実施期間：平成27年度～平成31年度

○

成功のポイント

近年の水揚げの大半を占める「さわ
ら」を高付加価値化し、単価の底上げ
及び他地域で水揚げされた「さわら」
との差別化を図る為、徹底した品質
管理への取組を行うこととした。

活〆処理や魚体へのスレ・傷・身割
れを防ぐためのタモによる船上への
引き上げなどに要する時間が掛かる
こと。

また、出荷する魚体の均一性を図る
為、漁師1人1人の意識改革の必要
があった。

漁業者1人1人への意識改革が出来たこと。

○ 魚市場等の意見を情報収集し、その助言を漁業者へ情報提供出来たこと。



佐世保市黒島漁業集落（佐世保市）
実施期間：平成２７年度～令和元年度

〇取組の概要
漁場の生産力の向上に関する取組の一つと

して、漁協と協力し、集落が主体となりカサゴ
種苗の放流を行うことで、効果的な放流地点
の選定や放流時期、数量の決定がなされてお
り、漁業者の資源管理への意識も向上してい
る。

【取組むに至った経緯】
対象集落において漁業者数の減少、高齢化

が進行しているとともに、燃油価格が高騰して
いたことから、漁労が軽微で沿岸域が漁場と
なるカサゴに着目し、放流を行うこととなった。

【取組む際に生じた課題】
漁協事業での実績もあり、種苗も近隣の種

苗センターで確保できたことから、大きな課題
は見当たらなかった。

漁業世帯数：６５世帯

【対象となった経費】
種苗費、傭船料、人夫日当

H18年度から毎年継続的に10,000尾
から20,000尾の放流を実施

【取組の効果】
漁獲量は増減を繰り返しているが、一定の

推定資源量を維持している。
あわせて、H29年度には単価が向上し、H30、
R元年度には若干低下したものの、長期の単

価としては向上し、漁業所得の維持・向上に寄
与している。

【今後の展望】
引き続きカサゴを

継続するとともに、
効果的な放流方法
と効果調査法を検
討していきたい。

【生じた課題への対応方法】
漁協事業での実績もあり、種苗も近隣の種

苗センターで確保できたことから、大きな課
題は見当たらなかった。

参加者が資源管理の意識を持ち、放流したことが成功のポイントと考えられる。

区 分 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元

漁獲量（kg） 3,650 3,630 6,280 7,225 5,390 6,455 4,503 8,051 7,344 6,214

漁獲高（千円） 1,686 1,831 2,770 3,101 2,222 2,799 1,910 4,634 3,505 3,035

単価（円/kg） 462 504 441 429 412 434 424 576 477 488

成功のポイント

種苗放流

カサゴ種苗の放流



漁場の管
理・改善

瀬切り（磯掃除）による海藻増殖促進

小値賀漁業集落（長崎県小値賀町）

○取組の概要

マフノリの収穫量を増加させ、収
入増加を図るため、瀬切り（磯掃
除）を実施した。

○ 集落構成員の意識が共有され、活動に活かされたこと。

○ 活動の実施時期等を決定するリーダー（取りまとめ役）の存在。

【取り組むに至った経緯】

収入源の一つとしていたヒジキが、
近年の藻場の減少に伴い、激減し
たため、これに代わるマフノリの増
殖を図ることとした。

○

【生じた課題への対応方法】

マフノリの種を磯場に散布した。○

【取り組みの効果】

水揚数量・金額
Ｈ２７年度 505ｋｇ 1,473千円
Ｈ２８年度 931ｋｇ 628千円
Ｈ２９年度 1,222ｋｇ 1,246千円
Ｈ３０年度 453ｋｇ 1,468千円
Ｈ３１年度 315ｋｇ 1,020千円

○

【取り組む際に生じた課題】

増殖度合いが年によって差がある。
作業者の高齢化

○

【対象となった経費】

人件費○

【今後の展望】

海洋環境の変動により、各年度の
水揚げに差が出ているが、Ｈ24～
Ｈ26の3ヵ年平均が380ｋｇであった

ことを考えると、取り組みの成果
があったと言える。今後も活動を
継続し、増殖促進に努める。

○

漁業世帯数：１４７世帯

実施期間：平成２７年度～平成３１年度

成功のポイント

瀬切りの様子繁茂したマフノリ



漁場の

生産力の
向上に関
する取組

ヒラメ等の低回遊性種苗の放流

姫島村漁業集落（大分県姫島村）

○取組の概要

ヒラメ等の低回遊性の種苗を放流する
ことにより、該当魚種の姫島地先への
定着による漁獲の向上を図った。

○ 漁業者や集落の協力が得られたこと。

○ 歩留まりの向上を図るため、大型の種苗を放流したこと。

【取り組むに至った経緯】

姫島村の周辺海域は豊富な漁業資源に
恵まれていたが、近年資源の減少や魚価
の低迷が漁業経営を圧迫していたため、
漁場の保全や利用に関する取組として種
苗放流を行った。

【生じた課題への対応方法】

放流の効果については単年度では確認
できないので継続して事業を行っていく
必要がある。

○

【取り組みの効果】

平成２７年度と令和元年度を単純に比較
するとクルマエビが約４ｔ・アカウニが約

０．５ｔの漁獲の上昇であり、ヒラメやカサゴ
では減少が見られた。しかしヒラメについ
ては平成２８年度が最も漁獲が高くなって
おり、魚種により効果が出ている年度が異
なっている。

【取り組む際に生じた課題】

放流による漁獲の向上は確認できたもの
の、不漁の年もあり比較する年度によって
効果が異なる。また漁業就業者の減少に
より全体の漁獲の減少も起こっている。

【対象となった経費】
種苗費○

【今後の展望】

放流による漁獲の上昇という一定の成
果は得られた。しかしながら今後は単純
な漁獲量の増加だけでなく、漁業者の
ニーズに合わせて放流魚種を選び漁業
収入の増加を図っていく必要がある。

また漁業就業者の減少は事業の効果
に直接影響するため今後対策が必要で
ある。

○

漁業世帯数：１３４世帯

実施期間：平成２７年度～令和元年度

成功のポイント

○

○

○



都市と漁
村の交流

島内外での魚食普及イベントの開催

白浜漁業集落（宮崎県延岡市）

○取組の概要

【島外】都市部のレストランを会場に、漁師と交流しながら
島の海産物を使った料理を楽しむイベントを開催

【島内】養殖場の見学や魚捌き体験、郷土料理を楽しむ
イベントを開催

○ 実績のあるアドバイザーにコーディネートを委託したことで、新た
な情報発信の手法を用いた取組ができたこと。

【取り組むに至った経緯】

島野浦島は漁業の島である一方、水
揚げされる海産物や島そのものの認知
度が低いという課題があった。

そこで、それらをＰＲするためのイベン
トの開催を通して、消費者に対し、その
魅力を知ってもらう取組を行った。

○

【生じた課題への対応方法】
今回のような取組に対して興味を示す
消費者に対して、効果的に情報発信を

行うためのノウハウを有するアドバイ
ザーを招聘し、全体のコーディネートを
依頼した。
アドバイザー：齋藤潤一氏

○

【取り組みの効果】

レストランイベント参加者：60名（完売）
島内イベント参加者：40名（完売）

全く接点のなかった消費者に対して、島
の水産物のＰＲができ、その魅力の発
信に繋がった。

○

【取り組む際に生じた課題】

島の取組に興味を持ってもらえるような
消費者に対して、効果的に情報を伝え
るノウハウがない。

○

【対象となった経費】
アドバイザーへの委託料
旅費

○

【今後の展望】

島で水揚げされる水産物や開発中の加
工品などの販売促進に繋げる。

今後、島でのイベントを開催する際に、
今回の参加者に対して情報発信を行い、
島のファンになってもらう。

○

漁業世帯数：45世帯

実施期間：平成２９年度～３０年度

成功のポイント

○

島のファンを増やすため、アドバイザーにアイデア提供を委託し、以下のイベントを行った。



販路拡大
魚食普及

Ｙｏｕｔｕｂｅを活用した島の漁業の魅力発信

えらぶ漁業集落（鹿児島県和泊町）

○取組の概要
地元ケーブルテレビ局と連携し，ソデイカ漁・マグロ漁の様子やお魚クッキング番
組を製作し，YoutubeやFacebookを活用して，水産業の情報発信に取り組んだ。

〇漁業者・漁協・仲買人・行政等が一致団結したこと。
〇課題に真剣に向き合い，新たなことにチャレンジする姿勢が芽生えたこと。
〇漁業者だけでなく，地域を巻き込んだ水産プロモーションを展開したこと。
〇「離島だからできない。」を言い訳にしない，挑戦することの重要性を認識したこと。

【取り組むに至った経緯】
〇沖永良部島は，基幹産業が農業であり，水産業
に関心のある島民が少ない。島の漁師は，漁業に
誇りを持ち，卓越した技術で出漁しているが，その
ストーリーが報じられることが無かった。水産業の
魅力と島内外の販路拡大を目指し， Youtubeや
Facebookを活用した情報発信事業に取り組むこと
とした。

【生じた課題への対応方法】

〇熟練の漁師は，映像に写ることに抵抗感が
あるが，沖永良部島の伝統漁法を発信しなが
ら後世に残していくために，これからも積極的
にアプローチしていく。

【取り組みの効果】
〇ソデイカ漁Youtube配信動画の視聴回数は，41
万回を超え，鹿児島県内民放テレビ局が２日連
続で放映した。また，キー局の番組制作会社から
の取材オファーや問合せが増加した。

〇水産業に対する，島民の認知度や関心が，目
に見えるほどに向上した。
〇漁業者の意識が前向きに変わってきた。

【取り組む際に生じた課題】

〇熟練の漁師（高齢）から取材を断られたものの，
漁師をはじめ関係機関の連携や協力体制が取れ
ていたので，全く課題はなかった。逆に様々な企
画案が出てきて，盛り上がった。

【対象となった経費】

〇用船料，取材編集費，材料購入費，謝金

【今後の展望】
〇YoutubeやＳＮＳ等を活

用し，水産業のストー
リーを発信し続けること
で，「沖永良部島の漁
業」の認知度と漁民の団
結力を上げていく。

〇漁業集落では，ソデイ
カ冷凍ブロックや島魚の
干物の開発意欲が高
まっているため，映像配
信でサポートしていく。

漁業世帯数：３５世帯

実施期間：令和元年度～令和２年度

成功のポイント

チャンネル登録者数：
1,560人

ソデイカ漁視聴回数：
41万回

Ｒ１年度：ソデイカ漁撮影 Ｒ２年度：マグロ漁撮影

町広報誌漁業特集
６ページ掲載



魚食普及

料理教室

ごんげん中種子集落（鹿児島県中種子町）

○取組の概要
地産地消の取り組みに合わせ、地

元魚の普及活動で魚価の向上や、魚
離れに歯止めをかける為、料理教室
や農林漁業祭での、試食提供に取り
組んだ。

○ 若手漁業者が地魚の普及活動に積極的に取り組んだこと。

○ 地元漁協及び県・町の食改善グループとが連携し情報・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】

支庁でも、「熊毛のさかな魅力発見事業」と
言うのが有り、魚食への興味を持ってもらう為
に、町の、食改善グループの方々を対象に、
トビウオの生態や漁法、メダイ漁の仕方、そし
て魚の捌き方教室を、支庁と合同で行った。

○

【生じた課題への対応方法】

○

【取り組みの効果】

店での鮮魚は、ほとんどがカットされパック
詰めになっているトビウオを用いて３枚おろし
を、実践し体験してもらう事で、地元魚への
興味を持ってもらえた。

○

【取り組む際に生じた課題】

料理教室の開催日が、事前に決まってい
たので、少しのメダイは、ブライン凍結で確
保していた。残りは、漁での確保を予定して
いたが、悪天候が続き、鮮魚の用意が出来
なかった。

○

【今後の展望】

試験的にブライン凍結した、メダイやカン
パチを刺身にして、試食してもらった。色も良
くドリップもあまり出ず、又メダイはブロックで
の冷凍で、ゴミが無く好評だった。

○

【対象となった経費】

食材費 メダイ・トビウオ・野菜４４千円
食改善者日当 １０名 ４８千円
青壮年日当 ３名 １５千円
農林漁業祭 ﾌｨｯｼｭﾊﾞｰｶﾞｰ600食
１７２千円

○
○

○
○

漁業世帯数：５０世帯

実施期間：平成２７年度～令和元年度

成功のポイント

鹿児島市内の業者が、タルメのブライン
凍結したものを持っている事がわかり、そ
こから仕入れることで、食材を確保し、対
処しました。



密漁監視

イセエビ禁漁期の密漁監視の取組
笠利地区漁業集落（鹿児島県奄美市）

○取組の概要

【取り組むに至った経緯】

○潜水部会での重要な水産物であるイ
セエビの解禁日前に密漁が行われるこ
とが多く，資源を守るために巡回式で行
うことになった。
○一本釣り部会での重要な漁獲対象
魚であるマチ類の資源確保のために，
保護対象区域と期間が設けられており，
こちらも資源保護のため監視を行うこと
となった。

【生じた課題への対応方法】

○集団で監視に当たり，不審者
への声がけは，相手の感情を高
ぶらせないように配慮した。
○天候の良いに実施するよう一
本釣り部会で調整を行った。

【取り組みの効果】

○監視活動を継続することで，密漁がけ
ん制され，未然防止が図られた。
○監視員も監視を通して，いつも漁獲し
ている魚介類が保護すべき資源である
という意識が芽生えた。

【取り組む際に生じた課題】

○密漁者などへの注意などを行うため，
不測の事態に備える必要があった。
○フエダイ類の保護区域は，本島から
遠いため，実施予定日が天候に左右さ
れた。

【対象となった経費】

○人件費
〇機械借用料
（車，船等）

漁業世帯数：４０世帯
実施期間：平成２７年度～令和元年度

成功のポイント

○奄美ではイザリ漁文化があり，密漁や漁業権，水産資源といった意識や考え
方が漁業組合未加入者には浸透しづらい。しかし，各漁家は資源が減ってきてい
ると感じており，体感していることを漁場監視という行動に移すことで，資源保護
の意識が芽生え，普段からも注意することで資源管理に繋がっている。

魚価の高いイセエビの禁漁期間に
陸上から密漁監視を行い、漁場の再
生活動として取り組んだ。また、資源
保護の観点から禁漁区を設けている
フエダイ類の密漁監視を行った。

密漁監視の様子



簡易加工

アオリイカ，カンパチ簡易加工

住吉漁業集落（鹿児島県西之表市）

○取組の概要

地魚を簡易加工（冷凍切り身）し，販売すること
により漁業者の収益向上を図ると共に、市民に対
する水産物の普及・消費促進に努める。

○ 漁協等の協力の下、集落全体で一体となり取り組んでいる
こと。

【取り組むに至った経緯】

以前より簡易加工を考えていたが、平成
26 年度閉鎖となった漁協支所を借り上げ、

加工の拠点とし、「浜のかあちゃん」と命名。
27 年度より本格的な活動を開始した。

○

【生じた課題への対応方法】

鮮魚商とは話し合いにより運営方法を理
解いただき、売り方については例えば一般
家庭の冷凍庫にも入りきれるようなサイズ

に加工する等販売実施回数を増す毎に加
工法や種類を改善している。

○

○

【取り組みの効果】

買い支えによる魚価の安定や消費拡大
につながっている。また、集落における活
性化にもつながっている。

○

【取り組む際に生じた課題】

鮮魚商との関係や加工品の売り方（種
類・サイズ等）、販売当日の運営方法、原
料の確保。

○

○

【対象となった経費】

消耗品費・手数料等○

【今後の展望】

継続的な活動の実施
販売実施回数の増
他集落への波及効果

○

漁業世帯数：８４世帯

実施期間：平成２７年度～令和元年度

成功のポイント

冷凍保存方法 ブライン凍結方法の試行。



漁場の管
理・改善

サメ駆除 ―マダイ・サバ餌付漁に関連して―
上屋久漁業集落（鹿児島県熊毛郡屋久島町）

○取組の概要

継続的に行っている飼い付け漁業、イカシバ設置の取組を
行った。一本釣り漁を行う中で、サメ被害が続出したため、サ
メ駆除を重点的に行った。

○ 漁場の海洋特性や対象生物の生態を踏まえた漁具の製作

○ 地道な取り組みの継続

○ 実際に実施する漁業者の意識向上

【取り組むに至った経緯】

イカシバや飼い付け漁、磯釣りをする際
にサメによる被害報告が多く、特に瀬物・
サバ一本釣り漁については、サメによる被
害が激しく死活問題と言ってもいい状況に
なりつつある。

○

【生じた課題への対応方法】

高齢の漁業者や、小型船の漁業
者の水揚げ増を狙った飼い付け漁
業を当初から行ってきたが、サメ等
の食害が著しく増加してきたため、
食害対策としてサメ駆除を行った。

○

【取り組みの効果】

サメ駆除後は、２～３ヵ月程度サメの被
害が減少した。

しかし，それ以降は被害がみられること
から，今後も継続的に駆除活動を行い、
被害の減少を図っていきたい。

○

【取り組む際に生じた課題】

飼い付け漁業に関して、近年のサメの増
加により、マダイ・サバ等の食害がひどい
状況にあり、このまま飼い付け漁業を行っ
ていいのか？という継続実施している活
動に対する不安の声がある。

○

【対象となった経費】

傭船料，作業日当，
道具代，道具制作日当

○

【今後の展望】

サメ被害には毎年頭を悩ませてお
り、少しでも被害を減らせるよう、今
後も継続して駆除活動を行っていく。
サメの駆除活動は、他の活動(飼

い付け漁・イカ産卵礁に設置)の効

果にも影響がでてくることから、そ
の重要性を再確認し構成員一丸と
なって取り組んでいきたい。

○

漁業世帯数：３６世帯

実施期間：平成２７年度～令和元年度

成功のポイント



販路拡大活動

キハダ，カツオ等地魚の販路拡大活動について

瀬戸内漁業集落（鹿児島県瀬戸内町）
実施期間：令和元年度

○取組の概要

地元，奄美大島産地魚（キハダ，カツオ等）
のＰＲを行い，認知度向上，販路拡大を図った。
また,漁協直売店や漁協女性部の加工品等

の試食会等をとおして地元外への消費拡大
を促した。

○漁協直販店，女性部が連携することで，双方の加工品等の消費拡
大に繋がり，さらに町外のイベント等に積極的に参加することで地魚
のＰＲができ，消費拡大を促すことが出来た。

【取り組むに至った経緯】

○近年の食文化の変化や調理が面倒など
の理由により，消費者の魚離れが進行して
いることから，地魚の消費拡大に向け，加工
品試食会や解体実演などの販路拡大活動
に取り組むこととなった。

【生じた課題への対応方法】

○超低温冷凍庫を利用し，冷凍保存すること
で対応することが出来た。
○女性部が加工品開発等の取り組みを行い，
販売方法については，漁協直販店を活用し注
文を受けることで，双方の品を一括にまとめる
ことが出来た。

【取り組みの効果】

○安価な魚を使用した加工品等に力を入れ，
町内外のイベントでＰＲ活動をすることによっ
て，町内外の消費者に浸透することが出来
た。また，漁協直販店を活用することにより，
双方の品の注文数も増加し，消費拡大に繋
がった。

【取り組む際に生じた課題】
○水産物の確保・保管
○販売の方法

【今後の展望】

○さらに継続して取り組むことで、地魚のＰＲが
できリピーター数を増やし、さらに漁協直販店
と今後も連携して、消費拡大に繋げたい。

漁業世帯数：８０世帯

成功のポイント

瀬戸内町物産展イベント
（兵庫県尼崎市）

キハダマグロ解体実演
（鹿児島県おいどん市場）

【対象となった経費】

〇人件費，資材費，出張旅費



産卵場・
育成場の
整備

藻場造成、サンゴ礁造成への取り組み

与論島漁業集落（鹿児島県大島郡与論町、与論島）

○取組の概要

【取り組むに至った経緯】

○かつては豊富に水揚げされていた
藻食性海産物等が、藻場の消失と共
に生息自体が危ぶまれる状況にある。
リーフ内のサンゴ礁も減少しており、
藻場の再生とサンゴ礁造成は急務で
ある。

【生じた課題への対応方法】

○潮流が激しく、母藻自体が流れて
しまうため、網を張ったゲージを入
れて投入した。
〇サンゴ苗を塩ビパイプに固定させ
た。

【取り組みの効果】
○藻場の再生、サンゴ礁造成どちらも成果と言えるものはまだないが、藻場を
再生させるための耕耘作業や、潮流のない場所の選定などやるべき事が見え
てきている。サンゴ礁造成に関しては、サンゴ苗の着床は問題なく出来るよう
になってきている。

【取り組む際に生じた課題】

○藻場造成・・・母藻を海中に投入し
ても育たない。
〇サンゴ礁造成・・・サンゴ苗をロー
プ吊下げ式にしていたが落下が多く
育たない。

【対象となった経費】

○人件費 〇傭船料 〇資材費
〇出張旅費

漁業世帯数：１００世帯

実施期間：平成２７年度～平成３１年度

成功のポイント

○手探り状態で始めた活動の中で、失敗も多く、顕著な成果は出せなかった
が、様々な立場の漁民が取組に参加し、意見を出し合いながら活動を行った

事は、今後の漁業活動に活かされることが見込まれる。

藻場やサンゴ礁に支えられた豊か
な海を再生することにより、漁業環
境の改善を図る。
併せて小学生への環境啓発活動

も行った。
サンゴ教室の様子



新規養殖業
への着業

スジアオノリの新規陸上養殖可能性調査

伊江漁業集落（沖縄県県伊江村）

○取組の概要

スジアオノリ等の新規
養殖の着業に向けた栽
培試験を実施した。

○ 県内では行われていない陸上養殖に着目したこと。

○ スジアオノリ陸上養殖の先進地からの情報提供や技術指導が受けら
れたこと。(産学官連携)

【取り組むに至った経緯】
全国的に原材料が不足している、スジアオノリ
の陸上養殖に着目した。

沖縄で初となる陸上養殖の可能性について実
証栽培試験を行う事とした。

〇

○
【生じた課題への対応方法】

伊江漁協等の協力により、先進地の大学等の
種苗の提供や栽培技術指導などの協力を得て
対応することができた。

海水温対策については、伊江漁協による地下
海水調査事業等により地下海水の水温及び水
量を確保できる目途が立った。

先進地の協力、支援による安定した種苗の確
保ができた。

漁協による陸上養殖施設起業地の確保や施設
整備に向けた取組を行った。

○

〇

〇

〇

【取り組みの効果】
構成員の陸上養殖に対する認識の変化が見
られた。

年間を通しての実証栽培試験の結果、本村
においても養殖栽培が可能な事が認められ、
乾燥後のスジアオノリの状態についても品質
面で一定の評価が得られた。

○

○

【取り組む際に生じた課題】
取組み当初は、種苗の確保や栽培方法、乾
燥及び出荷方法など、県内では初めての試
みで、何もかもが手探り状態だった。

年間を通しての栽培を行うには、海水温対
策・対応などの課題があった。
種苗の安定した生産と確保が必要だった。

現在の施設では、適温の海水の確保が困難
であることや、生産量に限界があることから、
起業地の検討及び確保が必要だった。

○

〇

〇
〇

【対象となった経費】
資材購入費、機械整備費、施設使用料、先進
地視察旅費等

【今後の展望】
漁協が整備した実証プラントを活用し、年間を
通しての地下海水を利用した実証試験栽培の
継続を行う。

沖縄での安定生産へ向け、種苗の選定、種苗
生産技術及び養殖栽培技術の確立を行う。

水産関係等の事業を活用し、陸上養殖施設を
整備することで、新たな陸上養殖の起業を目標
とし、沖縄でのスジアオノリ陸上養殖の確立を
図る事で、今後の地域漁業振興へ寄与する。
他品目での養殖試験や生産技術の確立を図る。

○

〇

○

○

漁業世帯数：７３世帯

実施期間：平成２７年度～令和元年度

成功のポイント

○

○ 集落の活動に伊江漁協、伊江村の積極的支援があったこと。



その他

追い込み漁・ヒトエグサ収穫体験

宮古島漁業集落（沖縄県宮古島市）

○取組の概要

体験漁業の実施による漁業の
魅力発信を目指し、漁業を体験
できる機会を創出する。

○ 安全確保や漁業への理解を深めるために、参加者に対する説
明をしっかり行う。

【取り組むに至った経緯】

漁業を体験できる機会が少ないため
漁業を体験できる機会を創出したい
と考え実施することとした。

○

【生じた課題への対応方法】

体験実施前に漁業者から説明を行
うとともに取組実施中も漁業者が指
導等を行っている。

○

【取り組みの効果】

＜参加者＞
追い込み漁：中学生約４０名／年
ヒトエグサ収穫：小学生約７０名／年

○

【取り組む際に生じた課題】

参加者の安全確保を常に意識する
必要がある。

○

【対象となった経費】

人件費、用船料、保険料、原藻代○

【今後の展望】

今後も継続して体験漁業を実施す
ることで、漁業を体験できる機会を
創出し、漁業の魅力を発信していく。

○

漁業世帯数：３２世帯

実施期間：平成２７年度～令和元年度

成功のポイント

○ ヒトエグサ収穫では船の使用や海に潜るといったことがないた
め、安全性が高く、小学校低学年の児童でも参加できる。



漁場の管
理・改善

ヤイトハタ養殖網被害対策（フグ駆除、網被害対策）

石垣市漁業集落（沖縄県石垣市）

【取り組む際に生じた課題】

養殖場全体を網で囲うことにより、
潮流の停滞を招く恐れがあった。

○

【対象となった経費】

人件費
用船料
資材費（サメ対策網等）

○
○
○

【今後の展望】

寄生虫や疾病等への対策
出荷体制の確立
新規販路の開拓

○
〇
○

漁業世帯数：２２４世帯

実施期間：平成２７年度～令和元年度

○

○取組の概要

・ヤイトハタの生簀網の破損を
防ぐため、フグ駆除を行った。

・サメによる被害を防止
する囲い網の設置 フグ駆除 囲い網設置

【取り組むに至った経緯】

○フグ等によりヤイトハタの生簀網が食
い破られる被害が多いため、フグ駆除
を実施した。また、毎年、出荷前魚体
の生簀網をサメに食い破られる被害
があったため囲い網を設置した。

【生じた課題への対応方法】
○

○

囲い網の網目の大きさを考慮し、
養殖場内の潮流に影響がない網
を使用した。

フグ駆除は一時的に数を減らし被
害を軽減させる効果はあるが継続
した駆除が必要である。

○従来、生産者が個々で生け簀のサメ対策を行っていたが、集落全体
で協力して取り組んだ結果、漁網の破損被害を防ぐことができた。

成功のポイント

【取り組みの効果】

サメによる被害を防ぎ、フグ等の駆除を
継続することで網被害が抑制され、網を
補修する労力を削減することができた。

サメによる被害件数

平成３０年度 令和元年度

１～７件 ０件

フグ等の駆除数

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

２３尾 １８尾 １１尾



離島漁業新規就業者特別対策事業交付金

沓形漁業集落（北海道利尻町）

○取組の概要

【集落・地区の現状】
○ 沓形集落では漁業者の高齢化及び
減少が深刻化しており、後継者不足が大
きな課題となっている。そのことから、後
継者を獲得育成するため、漁業就業者
フェアなどに参加するなど、後継者対策を
行ってきたが、船や漁具の取得等、初期
投資が多くかかることが課題であった。

【生じた課題への対応方法】

○ 磯根漁業はひとりで操業をするため、
危険も多く伴うことから、集落内のベテラ
ン漁業者が漁の仕方や浜のルール、操
船技術等を新規就業者へ１年間の指導
を実施。

【取り組みの効果】

○ 当交付金を活用したことにより、新
規就業者の初期投資が抑えられ、新規
着業希望者の増加及び地域への定着
が図られた。

【新規就業に当たり生じた課題】

○ 漁船や漁具を取得しても、ひとりで
操業を行う磯根漁業の特性上、すぐに
満足に漁業活動が出来ず、漁の仕方や
操船技術等を学ぶ必要があった。

【対象となった経費】
漁船（磯船）リース料
船外機リース料
漁具（ウニ竿、コンブ竿等）リース料
漁船登録料

【今後の展望】
○ 今後も新規就業者に対し、当交付金
の紹介及び活用を積極的に行い、漁業
就業者の増加へ繋げるとともに、漁業生
産高の増大を目指すことで、活気ある漁
業集落の構築を期待する。

実施期間：平成２７年度～平成３０年度

成功のポイント

漁業種類：磯根漁業（ウニ・コンブ等）

年齢（事業開始時）：２３歳

リース物件：漁船（0.4ｔ）、漁具等

漁船や漁具のリース料が支援されることで、新規就業者の初期投資を抑
えることができ、さらに集落内の漁業者が指導等を行うことで、新規就業者
の安全性が確保され、漁のコツを教わることで水揚げの増加にも繋がる。
さらに、集落内の漁業者との交流も増加することで、地域への新規就業者
の定着が促進される！

（リース物件写真：漁船）



離島漁業新規就業者特別対策事業交付金

父島漁業集落（東京都小笠原村）

○取組の概要

○本事業で新規就業者にリースした漁船が、同集落内で使用されていた
漁船であったことから、元所有者より漁船の特徴など、詳細な情報を事
前に聞くことができ、就業直後から操業に集中できた。

【集落・地区の現状】
○ 漁業就業支援フェアなどを活用し後
継者の確保・育成に注力していたが、
新規就業にあたりイメージと現実との
ギャップがあること等から定着率が低
い。

【生じた課題への対応方法】

○ 同時期に新船建造を行った先輩漁
業者の漁船を購入することで解決した。
また、保冷設備についても、魚倉の一
部に改修を行い、漁獲物の鮮度保持を
図った。

【取り組みの効果及び今後の展望】

○ 漁具等も込みで漁船を貸し出すことができたため、万全の状態で盛漁期を迎えら
れ、集落内でもトップクラスの水揚げを達成。周囲の漁業者たちへの刺激となり集落
全体が活気づいた。

今後は本事例をモデルケースとして後継者の確保をさらに推進するとともに継続
的に新規就業者の育成を行い（令和２年度は３名の新規就業を予定）、集落の活性
化を図る。

【新規就業に当たり生じた課題】

○ 交通手段が乏しいため、漁船を探
すための旅費や休暇の取得が困難で
あったこと。
また、小笠原諸島は年間の平均気

温が高く、漁船に保冷設備を備えるこ
とが必要であった。

【対象となった経費】

○ 船体・・・6,773千円
漁具・・・768千円

実施期間：平成29年度～令和元年度

成功のポイント

漁業種類：かつお・まぐろ釣り漁業など

年 齢：３０歳
リース物件：地元漁船 6.1t



離島漁業新規就業者特別対策事業交付金

岐宿漁業集落（長崎県五島市）

○取組の概要

○新規就業者は、未知のことも多く、操業への不安が大きい。そのた
め、新規就業者を見守る体制を集落として整え、様々な地域コミュニ
ティへ参加させることで、情報交換の場を提供し、漁業に対する知識
や経験を増やすことが、成功へと繋がった。

【集落・地区の現状】

〇一本釣・刺網・定置網・延縄・魚類養
殖など様々な漁業が盛んに営まれる
地区であるが、年々高齢化や後継者
不足により、漁業者数が減少している。

【生じた課題への対応方法】

○下五島地区漁業士会や五島〆研究会
などの組織に加入し、積極的な漁労
技術の取得や、同業者からの情報収
集を図った。

【取り組みの効果】

○リース料の支援を受けることができた
ため、初期投資を軽減でき、新規就
業者の定着を実現した。

【新規就業に当たり生じた課題】

○漁労技術の不足や、経験が浅いため
思うような水揚げ、収入に繋がらない。

【対象となった経費】

○漁船リース料

【今後の展望】

○漁労技術の向上に努め、地域組織へ
の積極的な参加により、地域のリー
ダーとして中核的な漁業者になることを
期待している。

実施期間：平成２７年度～平成２８年度

成功のポイント

漁業種類：延縄、曳縄漁業

年齢（事業開始時）：２４歳

リース物件：ＦＲＰ漁船（５．７ｔ）
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