
参考様式1

離島漁業再生支援交付金による取組概要

1．集落協定の概要

都道県名：北海道
市町村名：礼文町
協定締結集落名て香深集落

交付金額：22，576千円

協定参加世帯数：166世帯（うち漁業世帯166世帯）

2．協定締結の経緯

香深集落では、漁業者の減少や高齢化が進んでおり、漁業の衰退が懸念される。そこで集落で
の話し合いを通じて、集落機能を再編し必要な場合には、既存の慣行を見直し漁場の合理的な利

用や、新技術・漁法の導入等を取り組める環境を整えるとともに、漁場環境の保全活動を継続的
に実施する必要があることから、その取組の継続を下支えするために離島漁業再生支援交付金に
よる漁業再生に取組むこととした。

3．取組の内容

①漁場の生産力の向上に関する取組状況

海産物資源の安定生産を行うため、ムラサキウニの深浅移植（29．54万個）を実施し、サケ放

流に向けて稚魚120万尾を中間育生し放流した。又、漁業生産活動に支障が無いよう船揚場等に

おいて清掃（15箇所）、漁場環境の保全に努めたと共に、密漁監視（延べ鮒回実施）を行い資源の

枯渇を防止した。

ウニ深浅移植　ダイバー潜水により採取放流　29．54万個

サケ稚魚放流　120万尾
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②集落の創意工夫を活かした取組状況

漁業生物の付加価値向上を図るために、施肥事業として海岸施設に魚カス製品を投入し、天然コ
ンプの育成を促した。

ウニ等の殻付出荷の増産及び鮮度保持のため、専用篭500個を導入し各出荷場へ導入した。

新規就業者に係る長期研修期間中の住宅確保のために支援を行った。

専用篭導入　500個 施肥事業　魚カス肥料投入　2地区

4．取組の成果

①　漁場の生産力の向上に関する取組では、ムラサキウニの深浅移植やアワビの放流で24年度

以降漁獲する資源の増大及びサケの放流で3年後の資源増大が期待される。又、海岸清掃や密
漁監視を行い磯根資源の保全が図られた。

②　創意工夫を活かした取組では、施肥事業によるコンプの歩留に効果がでてきており、今後も

継続することによって、更なる生産及び品質の向上が期待される。
また、これまでに購入したウニ篭により品質を保ちつつ、安全・安心なウニの出荷体制の整

備が図られた。
新規就業者継続支援については、本格的に漁師となるべく長期研修に移行することとなり、

定住し新たな漁業者となることを期待しているところである。



参考様式1

平成24年度　離島漁業再生支援交付金による取組概要

1．集落協定の概要

都道県名：北海道
市町村名：礼文町
協定締結集落名：船泊集落

交付金額：26，520千円

協定参加世帯数：195世帯（うち漁業世帯　195世帯）

2．協定締結の経緯

船泊集落では、漁業者の減少や高齢化が進んでおり、漁業の衰退が懸念される。そこで集落で
の話し合いを通じて、集落機能を再編し必要な場合には、既存の慣行を見直し漁場の合理的な利

用や、新技術・漁法の導入等を取り組める環境を整えるとともに、漁場環境の保全活動を継続的
に実施する必要があることから、その取組の継続を下支えするために離島漁業再生支援交付金に
よる漁業再生に取組むこととした。

3．取組の内容

①漁場の生産力の向上に関する取組状況

海産物資源の安定生産を行うため、ムラサキウニの深浅移植（17．2万個）を実施し、サケ放流
に向けて生筆を設置し稚魚120万尾を育生後放流を行った。天然ナマコ資源増大目的とした、石

詰め礁を設置し、資源添加の効果を得るために調査を行った。又、漁業生産活動に支障が無いよ

う船揚場等において清掃（14回）、漁場環境の保全に努めたと共に、密漁監視（延べ100回実施）、

被奮防止対策（アザラシ駆除）を行い資源の枯渇を防止した。

ウニ深浅移植　ダイバー潜水により採取放流17．2万

サケ稚魚放流120万尾▲



②集落の創意工夫を活かした取組状況
ウニ等の殻付出荷の増産及び鮮度保持のため、専用篭2，000個を導入し各集荷場へ導入した。

専用篭購入1

4．取組の成果

①　漁場の生産力の向上に関する取組では、ムラサキウニの深浅移植により24年度以降に漁獲

する資源の増大及びサケの放流で3年後の資源増大が期待される。ナマコ増殖磯については、

昨年度の設置している石詰め礫から稚ナマコ、幼ナマコが発見され、微少ではあるが効果が表

れた。今年度設置した石許め磯については幼ナマコ等の確認は出来なかったが、今後も継続し

て確認調査等を行うことにより資源増大を図る又、海岸清掃や密漁監視・アザラシ駆除を行い

磯根資源・漁場の保全が図られた。

②　創意工夫を活かした取組では、これまでに購入したウニ篭により、品質を保ちつつ安全・安
心なウニの出荷体制が出来るよう、整備が図られた。



参考様式2－2
平成24年度♯島漁業再生支援交付金実施状況
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※r漁業集落数Jとは、漁港を槙として、当該漁港の利用関係にある漁業世帯の居住する範囲
を、社会生活面の一体性に基づいて区切った範囲のうち、漁業世帯が4戸以上存在するもの
を計上する。（2003年（第11次）漁業センサスに準拠）


