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別記様式第１号 別添 

 

浜の活力再生プラン 

１ 地域水産業再生委員会 

組織名 内浦地区地域水産業再生委員会 

代表者名 会長  山本 久男 

 

再生委員会の 

構成員 
内浦漁業協同組合、丸内定置網組合、佐渡市農林水産課 

オブザーバー 新潟県佐渡地域振興局農林水産振興部水産庁舎、新潟県漁業協同組合連合会両津支

所 

※再生委員会の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 

内浦漁業協同組合管轄 

地域の範囲：佐渡市北五十里、白瀬、玉崎、和木、 

馬首、北松ヶ崎、平松、浦川、歌見 

漁業種類：大型定置網（１経営体）、小型定置網 

（２名）、刺網漁業（１４名）、採介藻兼養殖漁業（３

７名） 

【合計５４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、佐渡島北東部の両津湾内に面した、北五十里地区から歌見地区まで約１２㎞の海岸線を

有しており、冬季間も北西の季節風の影響が少なく、年間を通して多くの魚種が漁獲される好漁場と

なっている。 

 主な漁業種類は、大型定置網、小型定置網、採介藻漁業で、漁獲物はブリ、マグロ、サバ類、イカ

類、マダラ、タイ類、ヒラメ、カレイ類、アワビ、サザエ等の貝類、モズク、ながも(アカモク)等の

海藻類、タコ、ナマコなど多岐に渡っている。また、養殖業もワカメやギンザケを中心に行われてお

り、近年では、ながも(アカモク)やコンブにも取り組んでいる。漁獲物は、ほとんどが島内両津地区

にある佐渡魚市場へ出荷され、セリにかけられる。相場を見ながら新潟市の市場へ出荷する漁業者も

いるが、ごく僅かである。 

 当地区では、全体の漁獲量、漁獲高の約７割を大型定置網が占めている。年間、約１０ヶ月操業す

る大型定置網では、ブリ、サワラ、クロマグロ、イカ等が漁獲される。しかし、大量に漁獲されると

値崩れを起こし、時には経費割れする漁獲物(イナダ等)があり、所得向上のためには、これらの魚価

向上に向けた取り組みが必要となっている。 

 当地区全域では近年需要が多く高値で取り引きされる天然ながも(アカモク)が採介藻漁業者の収
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入源の一つとなっている。しかし天然ながも(アカモク)資源は減少傾向にあり、一部地域では漁獲規

制の資源管理に取り組んでいるが回復にはいたっていない。このため漁獲量の増加を目的として、平

成２１年より漁協と漁業者でながも(アカモク)の養殖に取り組んでいるが、陸上での種苗生産では照

度の調整、海上養殖では沖出しする種苗の大きさや時期等が課題となっており、収穫量は不安定であ

る。漁業者の所得向上ため、養殖技術確立が求められている。 

 また、近年の磯根資源は減少傾向であり、現段階の資源を維持するため、引き続き資源管理、漁場

環境の保全に取り組み、種苗放流等の資源増加に向けた取り組みが必要である。 

近年、当地区における漁業を取り巻く環境は、年々厳しさを増しており、漁業者の 49.5％が７０

歳以上である。漁業者の高齢化・後継者不足が深刻課題となっている。さらに離島であるため燃料や

漁業資材にも輸送費が上乗せされ常に本土より割高となっている。 

今後は、漁業経営を改善するため、販路拡大、ながも（アカモク）の養殖技術確立による安定生産、

資源管理をはじめ、後継者、新規就業者の確保、漁業コストの削減等に向けた取り組みを実施してい

く必要がある。 

 

（２）その他の関連する現状等 

離島漁業再生支援交付金により自動製氷機・貯氷庫を整備し鮮度保持の取り組みを行っている。 

 大型定置網では、強度資源管理措置にも取り組んでおり、年間１４日間の自主的操業休止を行って

いる。 

 また、毎年２月に新潟市内で海の幸まつりに参加し、毎年１１月には佐渡魚市場において佐渡さか

なまつりに参加している。 

 

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大型定置網における大量漁獲物の魚価向上 

 漁協と漁業者は、大量に漁獲され値崩れを起こしやすいイナダ等について、魚価の向上を図るため、

生簀を用いた短期蓄養による出荷調整に取り組む。 

漁業者は、漁港に近い海域に生簀を設置し、大量に漁獲され、安価で取り引きされるイナダ等を、生

簀へ移し蓄養する。随時出荷可能な短期蓄養生簀を活用することで、市場価格を確認しながら出荷調整

する。また、水揚げが簡便で、魚への負担が少ないフィッシュポンプを導入する。その他、漁協と連携

し、島外出荷への取り組みや活締め等の鮮度保持を図り、島内外の飲食店等へ販売し、魚価の向上を図

る。 

 

②養殖ながも(アカモク)の養殖技術確立による安定生産の構築と生産量増加 

 漁協と漁業者は、ながも（アカモク）養殖技術を確立して安定的に生産する体制づくりに努め、生産

量を増やす。 

 漁協と漁業者は、ながも（アカモク）養殖技術を確立するために陸上での種苗生産に努める。生産過
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程での照度の管理が課題となっていることから、新潟県水産海洋研究所指導のもと、ＬＥＤライトを使

用して種苗を生産する。さらに種苗の生産量を増やすため水槽を増設する。 

 漁協と漁業者は、ながも（アカモク）養殖技術を確立するために、海上養殖の安定した生産に努める。

種苗を沖出しするときの種苗の大きさ、時期を明らかにすることが課題となっていることから、新潟県

水産海洋研究所の指導を受け、また他地区のアカモク養殖に関わる漁協や漁業者と情報交換しながら技

術の向上を図る。 

 漁協は地区内での養殖アカモク生産量を増加させる。養殖規模の拡大に向けた指導を行うとともに新

たな生産者の確保に努め、生産量増加を図る。 

 

③ナマコ資源増加に向けた取り組み 

 漁協と漁業者はナマコ資源の維持に向けた、稚ナマコの放流と育成場の整備を年次計画に沿って行

う。また、資源管理を進めるため、ナマコを採捕する漁業者から、意見要望の聞き取りを行い、漁期の

見直し、漁獲量の制限を検討する。さらに、漁協と漁協者との話し合いによって漁期を定め漁獲量の規

制を実施することにより漁業者の資源管理意識を高める。 

 これらの取り組みを通して、ナマコ資源を将来にわたって利用できるようにする。 

 

④新規就業者の確保と担い手の育成 

漁協と漁業者は将来を担う人材の確保・育成に取り組む。このため、新規漁業就業者総合支援事業を

活用して、新規就業者の確保に努める。また、就業者を育成するための体制をつくる。 

さらに、漁協と漁業者は新規就業者の候補となる高校生を対象に、漁業についての説明会や体験研修

を新たに行い、漁業に関心を持ってもらうよう努める。 

 

２. 漁業コスト削減のための取組 

①船底清掃と減速航行の取組 

 漁船の燃費向上のため、船底清掃を実施するとともに、減速航行を行うことにより燃油経費の削減

を図る。 

②漁業経営セーフティーネット構築事業への加入促進 

 漁業経営セーフティーネット構築事業への加入し、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 

・漁業権行使規則により、採捕できる水産動物の体長制限や採捕禁止期間を設けている。 

・知事許可漁業においては、漁業種類ごとに漁具、期間、区域、体長など制限を設けている。 

※プランの取組に関連する漁業調整規則や漁業調整委員会指示等について記載する。 

 

(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） 

漁業収入向上 以下の取組により漁業収入を基準年比０％向上させる。 
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のための取組 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大型定置網における大量漁獲物の魚価向上 

・漁協と漁業者は生簀での短期蓄養や、活け越し・血抜き・神経締め等の鮮度保持を実

施するために先進地を視察する。 

 

②養殖ながも(アカモク)の養殖技術確立による安定生産の構築と生産量増加 

・漁協と漁業者は安定した種苗生産を行うため、新潟県水産海洋研究所を視察し生産体

制を確認する。また、当地区で行っている種苗生産で課題となっている照度調整に反

映させるためにＬＥＤライトの使用を検討する。 

 

③ナマコ資源増加に向けた取り組み 

・漁協は漁業者と、ナマコ資源維持のために話し合いにより漁期、漁獲量について要望

を聞き取る。 

・漁協と漁業者は、和木地区に稚ナマコを放流し、育成場の設置を行う。 

 

④新規就業者の確保と担い手の育成 

・漁協と漁業者は、新規漁業就業者総合支援事業により、新規漁業者を確保し、育成を

行うための体制づくりの検討を行う。 

 

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１．５％削減する。 

・漁業者は、漁船の燃費向上のため、船底清掃を実施するとともに、減速航行を行うこ

とにより燃料経費の削減を図る。 

・漁業者は、漁業経営セーフティーネット構築事業への加入し、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 

・新規漁業就業者総合支援事業 

・漁業経営セーフティーネット構築事業 

 

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％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大型定置網における大量漁獲物の魚価向上 

・漁協と漁業者は、短期蓄養生簀の設置場所や大きさ等、また簡便に水揚できるフィッ

シュポンプの導入を検討する。 

・漁協と漁業者は、前年の視察を受け、鮮度保持による品質向上のため、血抜き・神経
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締めについて、新潟県水産海洋研究所から講師を招き講習会を実施し、技術を広める。 

・漁協と漁業者は、短期蓄養したイナダ等について佐渡魚市場への出荷のほかに、漁協

を窓口とした販売拡大について検討する。 

 

②養殖ながも(アカモク)の養殖技術確立による安定生産の構築と生産量増加 

・漁協と漁業者は新潟県水産海洋研究所の指導のもと、養殖ながも（アカモク）の種苗

の成長に必要な照度を安定的に管理するため、ＬＥＤライトを試験的に使用し、結果

を検証する。 

・漁協と漁業者は、沖出しについて、新潟県水産海洋研究所の指導のほか、他の漁協と、

沖だし時期、種苗の大きさ等の情報交換しながら技術の向上を図る。 

 

③ナマコ資源増加に向けた取り組み 

・漁協は漁業者と、ナマコ資源維持のため、１年目の要望に基づき漁期の見直し、漁獲

量の制限について話し合い、検討する。 

・漁協と漁業者は、玉崎地区に稚ナマコを放流し、育成場の設置を行う。 

 

④新規就業者の確保と担い手の育成 

・漁協と漁業者は、新規漁業就業者総合支援事業により、新規就業者を確保し、育成を

行うための体制づくりの検討を行う。 

・漁協は漁業者とともに、県の担い手事業を活用し高校生を対象として漁業についての

説明会や体験研修を行う。 

 

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１．５％削減する。 

・漁業者は、漁船の燃費向上のため、船底清掃を実施するとともに、減速航行を行うこ

とにより、燃料経費の削減を図る。 

・漁業者は、漁業経営セーフティーネット構築事業に加入し、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 

・新規漁業就業者総合支援事業 

・沿岸漁業担い手確保促進事業 

・漁業経営セーフティーネット構築事業 

 

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大型定置網における大量漁獲物の魚価向上 

・漁協と漁業者は、短期蓄養生簀の設置及びフィッシュポンプを導入し、試験的に運用

を開始する。 



6 
 

・漁協と漁業者は短期蓄養したイナダ等の血抜き・神経締めを行う。 

・漁協と漁業者は、漁協を窓口とした販路拡大ため、島内飲食店向けに血抜き・神経締

めしたイナダ等を試験的に販売する。また、島外小売の検討を行う。 

 

②養殖ながも(アカモク)の養殖技術確立による安定生産の構築と生産量増加 

・漁協と漁業者は新潟県水産海洋研究所の指導のもと、２年目の結果をふまえ、種苗生

産技術を確立させる。また種苗増産に向け、水槽の増設を検討する。 

・漁協と漁業者は、２年目の沖出し時期、収穫量の実績をふまえて新潟県水産海洋研究

所の指導のほか、他の漁協と情報交換しながら、海上養殖技術の確立を目指す。 

 

③ナマコ資源増加に向けた取り組み 

・漁協は漁業者と、ナマコ資源維持のため、２年目の話し合いに基づき漁期を定め、 

漁獲量を制限したもとで操業を行う。 

・漁協と漁業者は、浦川、歌見地区に稚ナマコを放流し、育成場の設置を行う。 

 

④新規就業者の確保と担い手の育成 

・漁協と漁業者は、新規漁業就業者総合支援事業により、新規就業者を確保し、育成を

行うための体制づくりをする。 

・漁協は漁業者とともに、県の担い手事業を活用し高校生を対象として漁業についての

説明会や体験研修を行う。 

 

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１．５％削減する。 

・漁業者は、漁船の燃費向上のため、船底清掃を実施するとともに、減速航行を行うこ

とにより、燃料経費の削減を図る。 

・漁業者は、漁業経営セーフティーネット構築事業に加入し、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 

・新規漁業就業者総合支援事業 

・沿岸漁業担い手確保促進事業 

・漁業経営セーフティーネット構築事業 

 

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３．４％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大型定置網における大量漁獲物の魚価向上 

・漁協と漁業者は、短期蓄養生簀とフィッシュポンプを活用し、佐渡魚市場への出荷調

整を行い、魚価の向上を図る。また、島外向けの出荷を視野にいれた、短期蓄養生簀
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の増設について検討を行う。 

・漁協と漁業者は短期蓄養したイナダ等の血抜き・神経締めを行う。また鮮度保持に向

け、新たな取組を調査し検討する。 

・漁協と漁業者は、漁協を窓口として、島内飲食店向けに血抜き・神経締めしたイナダ

等の販売を拡大する。また、新たに島外の小売店等に、試験販売を行う。 

 

②養殖ながも(アカモク)の養殖技術確立による安定生産の構築と生産量増加 

・漁協と漁業者は新潟県水産海洋研究所の指導のもと、種苗増産のため、水槽を増設す

る。 

・漁協と漁業者は安定的な収穫を図るため、海上養殖技術を確立させる。 

・漁協は養殖ながも(アカモク)生産量増加のため、生産規模の増大、新規生産者の募集

による生産拡大の取り組みを行う。 

 

③ナマコ資源増加に向けた取り組み 

・漁協と漁業者は、３年目の漁獲量をもとに資源管理の効果を検証し、資源の状況に合

わせた管理に努める。 

・漁協と漁業者は、北五十里、白瀬地区に稚ナマコを放流し、育成場の設置を行う。 

 

④新規就業者の確保と担い手の育成 

・漁協と漁業者は、新規漁業就業者総合支援事業により、新規就業者を確保し、育成を

行うための体制づくりをする。 

・漁協は漁業者とともに、県の担い手事業を活用し高校生を対象として漁業についての

説明会や体験研修を行う。 

 

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１．５％削減する。 

・漁業者は、漁船の燃費向上のため、船底清掃を実施するとともに、減速航行を行うこ

とにより、燃料経費の削減を図る。 

・漁業者は、漁業経営セーフティーネット構築事業に加入し、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 

・新規漁業就業者総合支援事業 

・沿岸漁業担い手確保促進事業 

・漁業経営セーフティーネット構築事業 

 

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５．１％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。 
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①大型定置網における大量漁獲物の魚価向上 

・漁協と漁業者は短期蓄養生簀と、フィッシュポンプを活用した佐渡魚市場への出荷調

整を行う。また、漁協と連携して島外出荷の試験販売をふまえ、短期蓄養生簀の増設

について検討する。 

・漁協と漁業者は短期蓄養したイナダ等の血抜き・神経締めを行う。また、新たな取組

を調査し検討する。 

・漁協と漁業者は、漁協を窓口として、島内飲食店向けに血抜き・神経締めしたイナダ

等の販売を拡大する。また、島外の小売店等に販売を行う。 

 

②養殖ながも(アカモク)の養殖技術確立による安定生産の構築と生産量増加 

・漁協と漁業者は新潟県水産海洋研究所の指導のもと、４年目に引き続き、さらに種苗

増産するため、水槽を増設する。 

・漁協と漁業者は４年目までに確立した海上養殖技術を新規生産者と共有し、引き続き、

地区内全体での海上養殖技術の向上を図る。 

・漁協は４年目に引き続き、養殖ながも(アカモク)生産量増加のため、生産規模の増大、

新規生産者の募集による拡大の取り組みを行う。 

 

③ナマコ資源増加に向けた取り組み 

・漁協と漁業者は、４年目の漁獲量をもとに資源管理の効果を検証し、資源の状況に合

わせた管理を継続し、ナマコ資源維持に努める。 

・漁協と漁業者は、馬首、北松ヶ崎、平松地区に稚ナマコを放流し、育成場の設置を行

う。 

 

④新規就業者の確保と担い手の育成 

・漁協と漁業者は、新規漁業就業者総合支援事業により、新規就業者を確保し、育成を

行うための体制づくりをする。 

・漁協は漁業者とともに、県の担い手事業を活用し高校生を対象として漁業についての

説明会や体験研修を行う。 

 

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１．５％削減する。 

・漁業者は、漁船の燃費向上のため、船底清掃を実施するとともに、減速航行を行うこ

とにより、燃料経費の削減を図る。 

・漁業者は、漁業経営セーフティーネット構築事業に加入し、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 

・新規漁業就業者総合支援事業 

・沿岸漁業担い手確保促進事業 

・漁業経営セーフティーネット構築事業 
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 (４)関係機関との連携 

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 

 

 

 

 

※算出の根拠及びその方法について詳細に記載し、必要であれば資料を添付すること。 

 

５ 関連施策 

 活用を予定している関連施策名とその内容及びプランとの関係性 

事業名 事業内容及び浜の活力再生プランとの関係性 

①離島漁業再生支援交付金 

 

・ながも(アカモク)種苗生産の安定化、生産量増加に向けた設備の

導入。ナマコの資源増加に向けた育成場の設置、稚ナマコの放流。 

②新規漁業就業者総合支援 

事業 

・情報提供事業、育成事業を活用し、新規就業者の確保・育成を図

る。 

④沿岸漁業担い手確保促進 

事業 

・高校生を対象とし、漁業についての説明会、体験研修を行い、新

規就業者の確保を図る。 

③漁業経営セーフティー 

     ネット構築事業 

・燃油価格の高騰に備え、漁業コスト削減を図る。 

※関連事業には、活用を予定している国（水産庁以外を含む）、地方公共団体等の補助金、基金等を記

載。ただし、本欄への記載をもって、事業の活用を確約するものではない。 

※具体的な事業が記載できない場合は、「事業名」は「未定」とし、「事業内容及び浜の活力再生プラ

ンとの関連性」のみ記載する。 


