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浜の活力再生プラン 

 

１ 地域水産業再生委員会 

組織名 内海府地区地域水産業再生委員会 

代表者名 会長 兵庫 正 

  

再生委員会の 

構成員 
内海府漁業協同組合・佐渡市農林水産課 

オブザーバー 新潟県佐渡地域振協局農林水産部水産庁舎・新潟県漁業協同組合連合会 

※再生委員会規約及び推進体制の分かる資料を添付すること。 

 

対象となる地域の範囲 

及び漁業の種類 

内海府漁業協同組合管轄 

【範 囲】佐渡市黒姫、虫崎、北小浦、見立、鷲崎 

 

【漁業種類】大型定置網漁業（1経営体）、小型定置網漁業

（14名）、刺網漁業（39名）、採介藻漁業（64名）、海藻

養殖業（18名）、釣り（2名）      【計 138名】 

 

２  地域の現状 

（１）関連する水産業を取り巻く現状等 

 当地区は両津湾に面した北部海域を中心に漁業活動を行っており、主な漁業種類は大型定置

網漁業、小型定置網漁業、刺網漁業、採介藻漁業、ワカメ養殖漁業である。 

組合員数は、平成 15年度の 181名に比べ、平成 28年度は 138名と 24%減少している。50歳

未満の組合員数は、平成 15年度は 64名であり全組合員数の 35%であったが、平成 28年度は 39

名で全組合員数の 28%となっており、漁業者の高齢化、後継者不足が進んでいる。 

当地区の水揚げ数量・金額は、大型定置網漁業の占める割合が大きく、大型定置網漁業の好不

漁が大きく影響している。大型定置網漁業は、魚が網に入るのを待つ受動的な漁法であり、その

漁獲量は 11月から 1月の寒ブリと 5月から 7月のクロマグロに大きく左右される。他にもイカ

類、アジ、トビウオ、サバ等の魚種も漁獲されている。近年の漁獲状況は、平成 15年度 624ｔ、

307,751千円、平成 24年度 1,103ｔ、799,188千円、平成 28年度 817ｔ、569,576千円と変動の

激しい漁獲状況となっている。他にも、小型定置網漁業、刺網漁業、採介藻漁業、ワカメ養殖漁

業が営まれており、小型定置網漁業では、イカ類、トビウオ、アジ、イナダ、刺網漁業では、カ

レイ類、マダラ、ズワイガニ、タコ、採介藻漁業では、サザエ、ナマコ、ナガモ（アカモク）が

主要魚種となっており、大型定置網漁業以外の合算では、平成 15年度 276ｔ、90,016千円、平

成 24年度 307ｔ、55,034千円、平成 28年度 200ｔ、57,229千円と大型定置網漁業同様、変動

の激しい漁獲状況となっている。 

漁獲された魚介藻は、大型定置網漁業では主に佐渡魚市場に出荷されているが、クロマグロに

ついては、島内での需要が少ないため、漁業者が漁協を通じて直接東京の築地市場等へ出荷して

いる。その他の漁業種類では、ほぼすべての漁獲物を佐渡魚市場に出荷している。また、ワカメ

養殖漁業で刈り取られたワカメは、100ｇの乾燥ワカメに製品化され、漁協を通じて島内外から

の個別注文や島内の観光施設等に販売している。 

大型定置網漁業者は平成 28年から、水揚げの中心である寒ブリの単価向上のため、活締め、

神経締めを施した寒ぶりの試験販売を島外の飲食店向けに開始した。今後は更に鮮度保持技術

を向上させると共に、他地区との差別化や出荷規格を設定し、新たな販路を確保していくことが

求められている。 

また、両津湾で大型定置網漁業を操業している他社と寒ブリの漁獲時期が重なるため、佐渡魚
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市場への出荷が集中し、飽和状態となり、魚価が下がってしまう。この値崩れを防止するため、

金庫網（大量に漁獲された寒ブリを保管しておく網）を活用し、佐渡魚市場の状況を把握しなが

ら出荷調整を実施しているが、現在設置している金庫網の大きさでは、大量の寒ブリを長期間保

管すると魚体が網等に擦れ、商品価値が下がることから、大型の金庫網導入により、寒ブリの擦

れ防止と価格の安定を図り、所得の向上に繋げる必要がある。 

一方で、大型定置網漁業や小型定置網漁業で時に大量漁獲されるアジ、トビウオは、金庫網で

蓄養しようとしても、魚が網目にかかり腐ってしまうため、全量出荷が余儀なくされており、低

価格で取引されている。定置網の収益の向上のためには、これらの漁獲物についても、加工等に

よる高付加価値化の取組が必要である。 

当地域の加工の取組としては、ワカメ養殖漁業者が個々に製造している 100g乾燥ワカメがあ

る。乾燥ワカメは、水揚げしたワカメを１本ずつ水洗いし乾燥する作業に手間がかかることや、

販売先から乾燥ワカメ以外のワカメ製品が求められていることから、生産者の手間を軽減し、高

値で販売できる新たな製品（ボイル塩蔵ワカメ）作りが必要となっている。今後は、低価格・未

利用魚（小アジ・トビウオ等）を利用した加工製品や、消費者が手軽に使用できる新たなワカメ

製品を開発し、新たな販路の開拓が必要である。 

また、大型定置網漁業の主要漁獲物の一つに、クロマグロがあるが、その内臓は知る人ぞ知る

珍味として、神奈川県や静岡県の一部地域では食用として流通し、収益化されている。新潟県内

ではマグロの内臓の認知度が低く、流通業者による販売体制が構築されていないため、島内の一

部飲食店からの需要を除いて、ほとんどが漁業者のまかない料理として処理されている。今後

は、これらの未活用資源についても収益化することで漁業所得の向上を図る。 

当地区の課題として、漁業者の高齢化による廃業、後継者不足が挙げられる。今後は、漁業を

身近に感じてもらうため、地元小中学生を対象にした魚の料理教室、当地区の主体漁業である定

置網漁業、養殖漁業の漁場見学等の開催や、新規就業者のマッチング、研修会の開催等を実施

し、漁業者の確保・育成に努める必要がある。 

水産資源の回復・維持管理として、ヒラメ・アワビの種苗放流を毎年実施している。また、当

地区では漁業者の高齢化に伴い、漁港から近く安全に操業できる採介藻漁業へ転換する漁業者

が増えていること、近年ナマコの需要が伸びたことによりナマコを漁獲する漁業者が増加して

いることから、ナマコ資源の減少が懸念されている。今後は、ヒラメ・アワビの種苗放流に加

え、佐渡広域水産業再生委員会と連携し、ナマコ種苗放流を実施すると共に、ナマコ礁設置によ

る資源保護と、資源管理意識の向上による乱獲防止（漁獲サイズ・漁獲総量制限）に努めていく

必要がある。 

 

（２）その他の関連する現状等 

佐渡市の人口は平成 28 年 10 月末で 57,645 人、合併時の平成 16 年 3月末が 70,068 人であ

り、12,423人減少している。65歳以上の割合も現状で約 40％となっており、著しく高齢化が進

んでいる。年々人口が減少する中、当地区の最北端に位置する鷲崎漁港では毎年 12月の第一日

曜日に「佐渡海府寒ぶり大漁まつり」が開催され、多いときには 3,000人を超す来場者が島内外

から訪れ、広く周知されたことにより地域の活性化に繋がっている。 

佐渡魚市場における平成 27年度の水揚金額は 23.4億円、生産量は 5,485トンであり、平成

18年度の水揚金額は 22.1億円、生産量は 6,619トンと比較すると金額で 5.6％増加、生産量で

17.1％減少している。 

 

３ 活性化の取組方針 

（１）基本方針 

１．漁業収入向上のための取組 

① 寒ブリの鮮度保持技術の向上と出荷調整 

 ・大型定置網漁業者は、11月から 1月に漁獲される寒ブリを対象に、活締め・神経締めの鮮

度保持技術を向上させる。 

・漁協は、活締め・神経締めを施した寒ブリの販売数量の増加および販路拡大に取り組むと共
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に、魚体重・脂質量の商品規格設定や、タグ付けによる差別化を図り、漁業者の所得向上に

繋げる。 

・大型定置網漁業者は、大型の金庫網を導入することにより長期間寒ブリを蓄養し、佐渡魚市

場の寒ブリ需要が多い時期に、定数出荷を実施することで価格の安定と所得の向上に繋げ

る。 

 

② 低・未利用魚及びワカメの加工の取組 

 ・漁協は、加工機器・冷凍冷蔵保管施設を整備する。また、女性部を立ち上げ加工製品の充実

と販路開拓に努め、漁業者の所得向上に繋げる。 

 ・漁協とワカメ養殖漁業者は、100ｇ乾燥ワカメに加え、既存の乾燥ワカメより作業が軽減さ

れるボイル塩蔵ワカメの加工に取り組むと共に、販売先を開拓し加工製品の販売数量増加

を図り、所得の向上に繋げる。 

・漁協と定置網漁業者、女性部は、大量漁獲時に低価格で取引される魚種（小アジ・トビウオ

等）を加工し、加工製品の充実を図る。併せて、島内の観光施設・量販店への販売や佐渡広

域水産業再生委員会（販売促進協議会）の直売所・ネット販売を活用した販売にも取り組

み、販売数量の増加に努め、漁業者の所得向上に繋げる。 

・漁協と定置網漁業者は、今まで漁業者のまかない料理となっており、流通されてこなかった

クロマグロの内臓（真子・白子・心臓・胃袋等）を島内外の飲食店等へ販売する体制を構築

し、販路開拓に努めると共に販売数量増加を図り、所得向上に繋げる。 

 

③ 新規就業者の雇用対策 

 ・漁協と漁業者は、漁業を身近に感じてもらう為、地元小中学生を対象に魚料理教室を継続し

て実施する。また、新たな取組みとして当地区の主体漁業である定置網漁業・養殖漁業の漁

場見学、作業体験、出前授業等を開催し漁業の魅力を伝え、将来の後継者になるように働き

かける。併せて、新規就業者のマッチングや研修、就業しやすい環境づくり等に努める。 

 

④ 水産資源の回復と維持管理 

 ・漁協と漁業者は、ヒラメ・アワビの種苗放流を継続して実施する。また、当地区のナマコの

水揚げが増えてきていることから、佐渡広域水産業再生委員会と連携し、ヒラメの種苗放流

から稚ナマコの放流への転換を図る。また、稚ナマコの育成場所となるナマコ礁の設置、資

源管理意識の向上による乱獲防止（漁獲サイズ・漁獲総量制限）に努め、資源増大による安

定した漁獲と漁業収入向上に繋げていく。 

 

２. 漁業コスト削減のための取組 

① 燃油コスト削減のための定期的な漁船の船底清掃や効率的操業の確立 

 ・漁業者は、漁船の燃費向上の為に、船底掃除を定期的に実施すると共に、入出港時の減速航

行に努める。 

 

② 漁業経営セーフティーネット構築事業への加入促進 

 ・漁協は、漁業者に漁業経営セーフティーネット構築事業への加入を勧め、燃油価格の高騰に

備える。 

  

（２）漁獲努力量の削減・維持及びその効果に関する担保措置 

資源管理：稚魚・稚貝の放流、漁獲サイズ・漁獲総量制限の管理 

 

(３)具体的な取組内容（毎年ごとに数値目標とともに記載） 

１年目（平成 28年度） 
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漁業収入向

上のための

取組 

以下の取組により漁業収入を基準年比 0.0％向上させる。 

取組内容は、進捗状況及び得られた成果等を踏まえて必要に応じて見直すことと

する。 

 

① 寒ブリの鮮度保持技術の向上と出荷調整 

・大型定置網漁業者は、漁協と新潟県水産海洋研究所の指導のもと、11月～1

月に漁獲される寒ブリの鮮度保持として、活締め・神経締めの技術研修を実

施する。 

・漁協は、漁連と連携し、活締め、神経締めを施した寒ブリを島外の飲食店等

に付加価値を付けて販売する為、飲食店等が使用しやすい魚体の商品基準を

検討しながら試験販売すると共に、販売先の評価を検証する。加えて、タグ

のデザイン検討・製作をする。 

・漁協と大型定置網漁業者は、寒ブリの安定した出荷体制を図るため、大型金

庫網の導入と、出荷調整・定数出荷の実施に向けた検討をする。 

 

② 低・未利用魚及びワカメの加工の取組 

・漁協は、現在鷲崎地区に所有している加工場に、加工方法に応じた加工機器

（二枚開き機、真空パック機器等）の導入や、加工製品、原材料の一時保管

場所としての冷凍冷蔵施設の整備に加えて、女性部の立ち上げについて検討

する。 

・漁協と養殖漁業者は、漁連等の関係機関と連携して、ワカメ養殖の先進地で

ある宮城県などを視察し、加工技術、販売方法等について情報収集を行う。 

・漁協と漁業者は、低価格魚（小アジ・トビウオ等）が加工製品として利用で

きるか検討する。 

・漁協と大型定置網漁業者は、漁連と連携しクロマグロの内臓（真子・白子・

心臓・胃袋等）販売について検討する。 

 

③ 新規就業者の雇用対策 

・漁協と漁業者は、漁業に魅力を感じてもらうよう、地元小中学生を対象に現

在行っている魚料理教室を継続して実施する。また、当地区の主体漁業であ

る、定置網漁業や養殖漁業の知識を学ぶ場として、漁場見学や出前授業など

の開催を検討する。 

・漁協と漁業者は、漁連と連携し、新規漁業就業者総合支援事業を活用し、新

規漁業就業者がすぐに着業できるよう、漁業者とのマッチングや研修会開催

等、漁業就業者の確保育成に向けて検討する。 

 

④ 水産資源の回復と維持管理 

・漁協と漁業者は、離島漁業再生支援交付金を活用し、魚礁等の設置、アワビ

(3,000 個)、ヒラメ(2,000 尾)の種苗放流を実施する。また、当地区のナマ

コの水揚げが増加している事から、佐渡広域水産業再生委員会と連携し、稚

ナマコの放流に向けて検討する。 

漁業コスト

の削減のた

めの取組 

以下の取組により漁業コストを基準年より 0.0％削減する。 

・漁船の燃費向上のため、船底清掃を定期的に実施するとともに、減速航行を

行うことにより燃料経費の削減を図る。 

・漁業経営セーフティーネット構築事業への加入により、燃油価格の高騰に備

える。 

活用する支

援措置等 

・離島漁業再生支援交付金（国） 

・新規漁業就業者総合支援事業（国） 

・新潟県農林水産業総合振興事業（県） 



5 
 

・漁業経営セーフティーネット構築事業（国） 

 

2年目（平成 29年度） 

漁業収入向

上のための

取組 

以下の取組により漁業収入を基準年比 0.1％向上させる。 

取組内容は、進捗状況及び得られた成果等を踏まえて必要に応じて見直すことと

する。 

 

① 寒ブリの鮮度保持技術の向上と出荷調整 

・大型定置網漁業者は、漁協と新潟県水産海洋研究所の指導のもと、11月～1

月に漁獲される寒ブリの鮮度保持として、活締め・神経締めの技術研修を継

続して行う。また、漁協は寒ブリの鮮度保持が徹底されていない場合は大型

定置網漁業者に指導し、本格的な販売体制に備える。 

・漁協は、漁連と連携し、検証結果をもとに島外の飲食店等が求める魚体の商

品基準（魚体重９㎏以上、脂質量 15％以上）を設定すると共に、タグを取り

付けた差別化した寒ブリの試験販売を実施し、島外の飲食店等の評価を把握

する。 

・漁協と定置網漁業者は、寒ブリの安定した出荷体制を図るため、漁網メーカ

ーを交え大型金庫網の製作について具体的な協議を進める。 

 

② 低・未利用魚及びワカメの加工の取組 

・漁協は、加工方法に応じた加工機器（二枚開き機、真空パック機器等）の導

入、原材料、加工品の一時保管としての冷凍冷蔵施設整備について、水産庁

舎、佐渡市と協議を進める。また、女性部を立ち上げると共に加工体制を構

築する。 

・漁協と養殖漁業者は、漁連等の関係機関と連携し、先進地視察（宮城県漁協）

の結果を基に、ボイル塩蔵ワカメの開発を協議する。 

・漁協と漁業者、女性部は、低価格魚（小アジ・トビウオ等）の加工製品、加

工方法等について協議する。 

・漁協と大型定置網漁業者は、漁連と連携しクロマグロの内臓販売について継

続して検討する。また、島内外の飲食店および島内の観光施設に試験販売す

ると共に販売先の評価を把握し、その評価に基づき販売体制の構築をめざ

す。 

 

③ 新規就業者の雇用対策 

 ・漁協と漁業者は、漁業に魅力を感じてもらうため、地元小中学生を対象に魚

料理教室を継続して実施する。また、当地区の主体漁業である定置網漁業や

養殖漁業の作業体験実施に向けて、地元小中学校と協議をする。 

 ・漁協と漁業者は、漁連と連携し、安全で効率的な操業を実現する為の研修会

を開催する。併せて、新規漁業就業者総合支援事業を活用し、新規漁業就業

者と漁業者のマッチングや研修会により、漁業就業者の確保・育成を図る。 

 

④ 水産資源の回復と維持管理 

・漁協と漁業者は、離島漁業再生支援交付金を活用し、アワビ(3,000個)の種

苗放流を行う。また、佐渡広域水産業再生委員会と連携し、稚ナマコの放流

を行うと共に、稚ナマコの育成場所ともなるナマコ礁の設置を検討し水産資

源の増大を図る。 

漁業コスト

の削減のた

めの取組 

以下の取組により漁業コストを基準年より 0.0％削減する。 

・漁船の燃費向上のため、船底清掃を定期的に実施するとともに、減速航行を

行うことにより燃料経費の削減を図る。 
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・漁業経営セーフティーネット構築事業への加入により、燃油価格の高騰に備

える。 

活用する支

援措置等 

・離島漁業再生支援交付金（国） 

・新規漁業就業者総合支援事業（国） 

・新潟県農林水産業総合振興事業（県） 

・漁業経営セーフティーネット構築事業（国） 

 

3年目（平成 30年度） 

漁業収入向

上のための

取組 

以下の取組により漁業収入を基準年比 0.2％向上させる。 

取組内容は、進捗状況及び得られた成果等を踏まえて必要に応じて見直すことと

する。 

 

① 寒ブリの鮮度保持技術の向上と出荷調整 

・大型定置網漁業者は、漁協と新潟県水産海洋研究所の指導のもと、寒ブリの

鮮度保持として、活締め・神経締めの技術を確立させる。また、漁協は寒ブ

リの鮮度保持の徹底がなされていない場合は、引き続き大型定置網漁業者に

指導を行う。 

・漁協は、漁連と連携し、試験販売をした島外の飲食店等の評価をもとに、差

別化した寒ブリの本格的な販売を実施し、魚価の向上に取り組む。 

・漁協と大型定置網漁業者は、寒ブリの安定した出荷体制を整えるため、漁網

メーカーとともに大型の金庫網製作に取りかかる。 

 

② 低・未利用魚及びワカメの加工の取組 

・漁協は、加工方法に応じた加工機器の導入、原材料・加工品の一時保管施設

としての冷凍冷蔵施設の整備を実施する。 

・漁協と養殖漁業者は、漁連等の関係機関と連携し、ボイル塩蔵ワカメを試験

的に制作し、島内の観光施設、量販店等で試験販売すると共に、販売先の評

価を把握する。 

・漁協と漁業者、女性部は、低価格魚（小アジ・トビウオ等）を利用した加工

製品（小アジの味醂干し、出汁等）の試作品を作製すると共に、島内の観光

施設に提供し観光客からの評価を取り纏め、商品化に向けた協議をする。 

・漁協と大型定置網漁業者は、漁連と連携し販売先の評価をもとに、クロマグ

ロの内臓を本格的に販売する。 

 

③ 新規就業者の雇用対策 

 ・漁協と漁業者は、漁業に魅力を感じてもらうため、地元小中学生を対象に魚

料理教室を継続して実施する。また、当地区の主体漁業である定置網漁業や

養殖漁業の知識を学ぶ場として、陸作業や魚の選別作業体験を開催する。 

 ・漁協と漁業者は、漁連と連携し、安全で効率的な操業を実現する為の研修会

を開催する。併せて、新規漁業就業者総合支援事業を活用し、新規漁業就業

者と漁業者のマッチングや研修会により、漁業就業者の確保・育成を図る。 

 

④ 水産資源の回復と維持管理 

・漁協と漁業者は、離島漁業再生支援交付金を活用し、アワビ(3,000個)の種

苗放流を行う。また、佐渡広域水産業再生委員会と連携し、稚ナマコの放流

を行うと共に、稚ナマコの育成場所ともなるナマコ礁を試験的に設置する。

併せて、アワビ・ナマコの放流効果調査を行い、水産資源の増大と維持管理

に努める。 

漁業コスト 以下の取組により漁業コストを基準年より 0.0％削減する。 
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の削減のた

めの取組 

・漁船の燃費向上のため、船底清掃を定期的に実施するとともに、減速航行を

行うことにより燃料経費の削減を図る。 

・漁業経営セーフティーネット構築事業への加入により、燃油価格の高騰に備

える。 

活用する支

援措置等 

・離島漁業再生支援交付金（国） 

・新規漁業就業者総合支援事業（国） 

・新潟県農林水産業総合振興事業（県） 

・漁業経営セーフティーネット構築事業（国） 

 

4年目（平成 31年度） 

漁業収入向

上のための

取組 

以下の取組により漁業収入を基準年比 1.7％向上させる。 

取組内容は、進捗状況及び得られた成果等を踏まえて必要に応じて見直すことと

する。 

 

① 寒ブリの鮮度保持技術の向上と出荷調整 

・大型定置網漁業者は、漁協と新潟県水産海洋研究所の指導のもと、寒ブリの

活締め、神経締め技術を研鑽する。 

・漁協は、漁連と連携し、島外の飲食店等に差別化した寒ブリを継続して販売

すると共に、販売先の評価を調査する。また、新たな販売先を開拓し、販売

数量増加に努める。 

・漁協と大型定置網漁業者は、寒ブリの安定した出荷体制を図るため、漁網メ

ーカーと共に大型の金庫網を完成させる。 

 

② 低・未利用魚及びワカメの加工の取組 

・漁協と漁業者、女性部は販売先等の評価をもとに整備した加工機器、冷凍冷

蔵施設を活用し、ボイル塩蔵ワカメ、低価格魚の加工品を商品化する。漁協

は、漁連等の関係機関と連携し、島内の観光施設、量販店等への販売を実施

すると共に、佐渡広域水産業再生委員会（販売促進協議会）の直売所、ネッ

ト販売を活用しての販売も実施する。 

・漁協と大型定置網漁業者は、漁連と連携しクロマグロの内臓を継続して販売

すると共に、販売数量増加に努める。 

 

③ 新規就業者の雇用対策 

 ・漁協と漁業者は、漁業に魅力を感じてもらえるよう、地元小中学生を対象に

魚料理教室、作業体験を継続して実施する。また、魚の加工にも魅力を感じ

てもらうよう、加工場見学、加工体験を開催する。 

 ・漁協と漁業者は、漁連と連携し、安全で効率的な操業を実現する為の研修会

を開催する。併せて、新規漁業就業者総合支援事業を活用し、新規漁業就業

者と漁業者のマッチングや研修会により、漁業就業者の確保育成を図り、雇

用対策の徹底に取組む。 

 

④ 水産資源の回復と維持管理 

・漁協と漁業者は、離島漁業再生支援交付金を活用し、アワビ(3,000個)の種

苗放流を行う。また、佐渡広域水産業再生委員会と連携し、稚ナマコの放流

を行うと共に、稚ナマコの育成場所ともなるナマコ礁の設置効果を調査す

る。併せて、アワビ・ナマコの放流効果調査を継続して行い、水産資源の増

大と維持管理に努める。 

漁業コスト

の削減のた

以下の取組により漁業コストを基準年より 0.0％削減する。 

・漁船の燃費向上のため、船底清掃を定期的に実施するとともに、減速航行を
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めの取組 行うことにより燃料経費の削減を図る。 

・漁業経営セーフティーネット構築事業への加入により、燃油価格の高騰に備

える。 

活用する支

援措置等 

・離島漁業再生支援交付金（国） 

・新規漁業就業者総合支援事業（国） 

・新潟県農林水産業総合振興事業（県） 

・漁業経営セーフティーネット構築事業（国） 

 

5年目（平成 32年度） 

漁業収入向

上のための

取組 

以下の取組により漁業収入を基準年比 1.9％向上させる。 

取組内容は、進捗状況及び得られた成果等を踏まえて必要に応じて見直すことと

する。 

 

① 寒ブリの鮮度保持技術の向上と出荷調整 

・大型定置網漁業者は、漁協と新潟県水産海洋研究所の指導のもと、寒ブリの

活締め・神経締め技術の研鑽をする。 

・漁協は、漁連と連携し、差別化した寒ブリの販売先・販売数量を増加させる。 

・漁協と大型定置網漁業者は、寒ブリの安定した出荷体制を図るため、大量漁

獲された寒ブリを大型の金庫網で蓄養し、佐渡魚市場の状況を把握しなが

ら、高値で取引されるよう出荷調整を行う。 

 

② 低・未利用魚及びワカメの加工の取組 

・漁協と漁業者、女性部は、漁連等の関係機関、佐渡広域水産業再生委員会（販

売促進協議会）と連携し、加工製品の販売を継続して行う。併せて、佐渡市

と連携し、県内外のイベント等に加工製品の出品や、バイヤーとの商談会を

行い、新たな販売先の開拓に努める。 

・漁協と大型定置網漁業者は、漁連と連携しクロマグロの内臓販売を継続して

行うと共に、新たな販路の開拓に努め販売数量の増加に繋げる。 

 

③ 新規就業者の雇用対策 

 ・漁協と漁業者は、当地区の漁業に魅力を感じてもうよう、地元小中学生を対

象に魚料理教室、作業体験および加工作業体験を継続して実施し、将来の後

継者育成に努めていく。 

 ・漁協と漁業者は、漁連と連携し、安全で効率的な操業を実現する為の研修会

を開催する。併せて、新規漁業就業者総合支援事業を活用し、新規漁業就業

者と漁業者のマッチングや研修会により、漁業就業者の確保育成を図り、雇

用対策の徹底に取組む。 

 

④ 水産資源の回復と維持管理 

・漁協と漁業者は、離島漁業再生支援交付金を活用し、アワビ(3,000個)の種

苗放流を行う。また、佐渡広域水産業再生委員会と連携し、稚ナマコの放流

を行うと共に、放流効果調査に基づき稚ナマコの放流適地の選定、稚ナマコ

の育成場所ともなるナマコ礁の増設を行い、水産資源の増大と維持管理に努

める。 

漁業コスト

の削減のた

めの取組 

以下の取組により漁業コストを基準年より 0.0％削減する。 

・漁船の燃費向上のため、船底清掃を定期的に実施するとともに、減速航行を

行うことにより燃料経費の削減を図る。 

・漁業経営セーフティーネット構築事業への加入により、燃油価格の高騰に備

える。 
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活用する支

援措置等 

・離島漁業再生支援交付金（国） 

・新規漁業就業者総合支援事業（国） 

・新潟県農林水産業総合振興事業（県） 

・漁業経営セーフティーネット構築事業（国） 

 

（４）関係機関との連携 

当再生委員会を中心に、行政・水産系統団体との連携を図り、取組の実現を目指す。 

 

４．目標 

（１）数値目標 

漁業所得の向上 ％以上 
基準年 平成  年度 ： 漁業所得      千円 

目標年 平成  年度 ： 漁業所得      千円 

 

（２）上記の算出方法及びその妥当性 

 

 

５ 関連施策 

  活用を予定している関連施策 

事業名 事業内容及び浜の活力再生プランとの関係性 

① 離島漁業再生支援事業（国） 

 

 

② 新規漁業就業者総合支援事業（国） 

 

 

 

③ 新潟県農林水産業総合振興           

事業（県） 

 

④ 漁業経営セーフティーネット           

構築事業（国） 

 

・漁場の生産力向上と漁場の再生に係る取組 

 （稚アワビ・稚ナマコの放流、ナマコ礁の設置） 

 

・新規就業者の受入れと後継者の確保の為の環境づく

り 

（漁業就業希望者と漁業者とのマッチングや研修会の

開催による新規漁業就業者の確保・育成） 

 

・加工機器等の導入 

（加工品の一時保管施設としての冷凍施設の整備） 

 

・燃油高等に備え、漁業コスト削減の取組 

（減速航行・停泊中のエンジン停止による省燃油活動

の徹底・指導） 

 

 


