
第３節　５年後の数値目標
目標「豊かな海の再生と持続可能な水産業の創生」に向けて，５年後の目標値を設

定します。

（１）豊かな里海づくり

　①　藻場造成

　②　藻場の減少を感じる割合

　③　アサリの生産

※生産地区：能古，姪浜，伊崎ほか
　平成19年～平成27年の９か年の内，悪天候等により生産量が極端に減少した３か
年，最大値を記録した１か年の計４か年を除いた５か年の平均値を基準値とし
た。

（２）活力ある浜の実現

　①　漁労所得

　②　水産加工品開発

※平成18年度～平成27年度の加工品開発累計数を基準値とした。

　③　水産加工品の認知度

　④　新規就業者

　⑤　養殖品目の生産量

※実施箇所：ワカメ（弘・志賀島・箱崎），ノリ（姪浜），カキ（志賀島・能古・唐泊）

　⑥　学校給食における市内産水産物利用品目数（加工品含む）

　⑦　料理教室

※対象：中学校

　⑧　朝市・夕市

※開催場所：弘，志賀島，伊崎，姪浜

　⑨　海づり公園

（単位：％）

区　　分

市民意識調査の割合

基準値（Ａ①）

52.0

平成33年度目標値（Ｂ）

60.0

（Ｂ）－（Ａ①）

8ポイント増

（単位：トン）

区　　分

ワカメ

ノ　リ

カ　キ

基準値（Ａ②）

90

196

76

平成33年目標値（Ｂ）

100

215

85

（Ｂ）－（Ａ②）

10

19

9

（単位：人）

区　　分

新規就業者数

基準値（Ａ②）

6

単年目標値（Ｂ）

10（50）

（Ｂ）－（Ａ②）

4

（単位：品）

区　　分

品目数

基準値（Ａ①）

1

平成33年度目標値（Ｂ）

3

（Ｂ）－（Ａ①）

2

（単位：人）

区　　分

受講人数

基準値（Ａ①）

1,061

単年度目標値（Ｂ）

2,000（10,000）

（Ｂ）－（Ａ①）

939

（単位：人）

区　　分

利用者数

基準値（Ａ②）

70,079

平成33年度目標値（Ｂ）

72,000

（Ｂ）－（Ａ②）

1,921

（単位：千円）

区　　分

売上金額

基準値（Ａ②）

19,805

平成33年目標値（Ｂ）

22,000

（Ｂ）－（Ａ②）

2,195
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第４節　漁業地区別の振興方向
福岡市の沿岸漁業は，博多湾内の志賀島，奈多，箱崎，伊崎，姪浜，能古の６つの
漁業地区と，湾口・湾外といわれる弘，唐泊，西浦，玄界島，小呂島の５つの漁業地
区を合わせた11の漁業地区があります。この漁業地区を地理的には東部，中央部，西
部，島しょ部と大きく４区分できます。本節では，漁場となる海域の特性，漁業種の
状況などを勘案し，次の漁業地区ごとの特性を生かした振興施策を整理します。

（東　　部）　弘，志賀島，奈多
（中 央 部）　箱崎，伊崎，姪浜，能古
（西　　部）　唐泊，西浦
（島しょ部）　玄界島，小呂島

漁業地区図

小呂島 玄界島

志賀島

能　古

姪　浜
伊　崎

箱　崎
博多

浜崎今津

船だまり
漁　　港

奈　多

（島しょ部）

（西部）

（東　部）

（中央部）

弘

唐　泊
西　浦
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平成27年漁業地区基礎データ

支所
生産金額

（百万円）

生産量

（トン）

漁業
就業者数
（人）

漁家戸数

（戸）

組合員数

（人）

刺網，ます網，採貝，採藻，ワカメ養殖

釣，えび漕網，小型定置網，ワカメ養殖

かご漁業，釣，えび漕網，刺網

刺網，かご漁業，ワカメ養殖

えび漕網，かご漁業，刺網，延縄，採藻

刺網，一双ごち網，えび漕網，ノリ養殖

えび漕網，刺網，ます網，採貝

二双ごち網，釣，かご漁業，カキ養殖

二双ごち網，一双ごち網，釣

釣，延縄，刺網，かご漁業，えび漕網

まき網，刺網，釣

主要漁業種支所

スズキ，アワビ，ワカメ

ブリ，サワラ，イカ，ワカメ

イカ，サワラ，フグ

カレイ，ヒラメ，カニ，タコ，ワカメ

スズキ，タコ，エビ，ワカメ

タイ，スズキ，コノシロ，ノリ

タコ，エビ，アサリ，カキ

タイ，カワハギ，カキ

タイ，カワハギ，サワラ，イカ

サワラ，ブリ，タイ，フグ

ブリ，ヒラメ，カレイ，イサキ，アジ

主要魚種

96

225

11

7

121

268

33

16

261

665

473

331

2,508

187

304

18

18

306

650

87

23

596

1,304

570

739

4,800

46

65

14

15

32

64

28

5

33

73

104

77

556

24

60

14

13

27

50

25

4

29

62

89

35

432

48

67

20

22

34

63

27

19

38

79

106

56

579

弘

志賀島

奈多

箱崎

伊崎

姪浜

能古

浜崎今津

唐泊

西浦

玄界島

小呂島

合　計

東
部

中
央
部

西
部

島
し
ょ
部

弘

志賀島

奈多

箱崎

伊崎

姪浜

能古

唐泊

西浦

玄界島

小呂島

東
部

中
央
部

西
部

島
し
ょ
部

※浜崎今津支所については，平成29年４月に姪浜支所に統合。
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「弘の夕市」での活魚販売 生産者の名前が入った「弘わかめ」

二枚貝完全養殖チャレンジ事業スタート 志賀島産「金印汐わかめ」

①　地区の特色
弘地区　　　弘地区の漁業は，周年操業の刺網，採貝，採藻，11月～３月のワカメ
養殖の４つの漁業種で，生産量の90％，生産金額の76％を占めています。夫婦二人
で漁業を営む漁家が多いのが特徴で，漁業就業者の約４割が女性であり，採貝，採
藻に従事しています。
　ワカメの養殖は地先一体で行われ，塩蔵ワカメに加工され，食感がやわらかな「弘
わかめ」は地区の特産品になっているほか，学校給食の食材に提供されています。
　５月～12月の第２・４土曜日に夕市を開催するなど，直販事業に取り組んでいます。

志賀島地区　志賀島地区の漁業は，大敷網といわれる小型定置網，４月～ 12月まで
のえび漕網，周年操業の釣，刺網，11月～３月のワカメ養殖で生産量の91％，生産
金額の93％を占めています。漁港敷地内には，種苗育成のための大型水槽があり，「砂
ゼロアサリ」の養殖可能性について調査・研究しています。釣では，サワラやブリ
が主要魚種で，ワカメは「金印汐わかめ」として昭和47年に商標登録を受け，ロン
グセラーになっています。平成25年より冬場の収入源となるカキ養殖を開始してい
ます。
　漁港内には「地方卸売市場」があり，地元の鮮魚店や行商人などに新鮮な魚介類
を提供しています。
　４月～12月の第１・３日曜日には朝市を開催するなど，直販事業に取り組んでいます。
　毎年７月には博多湾で小型底びき網漁業の体験ができるイベントも開催されています。

奈多地区　　奈多地区の漁業は，４月～ 12月までのえび漕網，かご，釣の３つの漁
業で，生産量の91％，生産金額の93％を占めています。イカとフグの生産量が多く，
生産量の47％を占めています。漁業就業者の減少が顕著でありますが，弘地区と共
同しての市場出荷，志賀島地区大敷網への漁場提供など東部地区の連携に活路を見
出しています。
　平成19年から福岡県水産海洋技術センターの協力により，フトモズクの試験養殖
が行われています。平成24年からは，ワカメの試験養殖にも取り組んでいます。

②　主な取組み
○藻場の保全を図ります。
　・築いそや藻場造成を行います。
○養殖ワカメの安定生産を支援します。
　・関係機関と連携し，養殖ワカメ生産の安定に向けた取組みについて検討します。
○二枚貝の試験養殖を実施し，養殖技術のマニュアル化を支援します。
　・試験的に行っているアサリ養殖が安定生産につながるようマニュアル化を推進
　　します。
○直販事業を支援します。
　・弘の夕市・志賀島の朝市の取組みを支援します。
　・志賀島地区の既存施設を活用した直売所の充実に向けて志賀島振興協議会と連
　　携を図ります。
○漁業者による里海づくりを支援します。

１　東部 ／ 弘，志賀島，奈多
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平成27年漁業地区基礎データ

支所
生産金額

（百万円）

生産量

（トン）

漁業
就業者数
（人）

漁家戸数

（戸）

組合員数

（人）

刺網，ます網，採貝，採藻，ワカメ養殖

釣，えび漕網，小型定置網，ワカメ養殖

かご漁業，釣，えび漕網，刺網

刺網，かご漁業，ワカメ養殖

えび漕網，かご漁業，刺網，延縄，採藻

刺網，一双ごち網，えび漕網，ノリ養殖

えび漕網，刺網，ます網，採貝

二双ごち網，釣，かご漁業，カキ養殖

二双ごち網，一双ごち網，釣

釣，延縄，刺網，かご漁業，えび漕網

まき網，刺網，釣

主要漁業種支所

スズキ，アワビ，ワカメ

ブリ，サワラ，イカ，ワカメ

イカ，サワラ，フグ

カレイ，ヒラメ，カニ，タコ，ワカメ

スズキ，タコ，エビ，ワカメ

タイ，スズキ，コノシロ，ノリ

タコ，エビ，アサリ，カキ

タイ，カワハギ，カキ

タイ，カワハギ，サワラ，イカ

サワラ，ブリ，タイ，フグ

ブリ，ヒラメ，カレイ，イサキ，アジ

主要魚種

96

225

11

7

121

268

33

16

261

665

473

331

2,508

187

304

18

18

306

650

87

23

596

1,304

570

739

4,800

46

65

14

15

32

64

28

5

33

73

104

77

556

24

60

14

13

27

50

25

4

29

62

89

35

432

48

67

20

22

34

63

27

19

38

79

106

56

579

弘

志賀島

奈多

箱崎

伊崎

姪浜

能古

浜崎今津

唐泊

西浦

玄界島

小呂島

合　計

東
部

中
央
部

西
部

島
し
ょ
部

弘

志賀島

奈多

箱崎

伊崎

姪浜

能古

唐泊

西浦

玄界島

小呂島

東
部

中
央
部

西
部

島
し
ょ
部

※浜崎今津支所については，平成29年４月に姪浜支所に統合。
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「弘の夕市」での活魚販売 生産者の名前が入った「弘わかめ」

二枚貝完全養殖チャレンジ事業スタート 志賀島産「金印汐わかめ」

①　地区の特色
弘地区　　　弘地区の漁業は，周年操業の刺網，採貝，採藻，11月～３月のワカメ
養殖の４つの漁業種で，生産量の90％，生産金額の76％を占めています。夫婦二人
で漁業を営む漁家が多いのが特徴で，漁業就業者の約４割が女性であり，採貝，採
藻に従事しています。
　ワカメの養殖は地先一体で行われ，塩蔵ワカメに加工され，食感がやわらかな「弘
わかめ」は地区の特産品になっているほか，学校給食の食材に提供されています。
　５月～12月の第２・４土曜日に夕市を開催するなど，直販事業に取り組んでいます。

志賀島地区　志賀島地区の漁業は，大敷網といわれる小型定置網，４月～ 12月まで
のえび漕網，周年操業の釣，刺網，11月～３月のワカメ養殖で生産量の91％，生産
金額の93％を占めています。漁港敷地内には，種苗育成のための大型水槽があり，「砂
ゼロアサリ」の養殖可能性について調査・研究しています。釣では，サワラやブリ
が主要魚種で，ワカメは「金印汐わかめ」として昭和47年に商標登録を受け，ロン
グセラーになっています。平成25年より冬場の収入源となるカキ養殖を開始してい
ます。
　漁港内には「地方卸売市場」があり，地元の鮮魚店や行商人などに新鮮な魚介類
を提供しています。
　４月～12月の第１・３日曜日には朝市を開催するなど，直販事業に取り組んでいます。
　毎年７月には博多湾で小型底びき網漁業の体験ができるイベントも開催されています。

奈多地区　　奈多地区の漁業は，４月～ 12月までのえび漕網，かご，釣の３つの漁
業で，生産量の91％，生産金額の93％を占めています。イカとフグの生産量が多く，
生産量の47％を占めています。漁業就業者の減少が顕著でありますが，弘地区と共
同しての市場出荷，志賀島地区大敷網への漁場提供など東部地区の連携に活路を見
出しています。
　平成19年から福岡県水産海洋技術センターの協力により，フトモズクの試験養殖
が行われています。平成24年からは，ワカメの試験養殖にも取り組んでいます。

②　主な取組み
○藻場の保全を図ります。
　・築いそや藻場造成を行います。
○養殖ワカメの安定生産を支援します。
　・関係機関と連携し，養殖ワカメ生産の安定に向けた取組みについて検討します。
○二枚貝の試験養殖を実施し，養殖技術のマニュアル化を支援します。
　・試験的に行っているアサリ養殖が安定生産につながるようマニュアル化を推進
　　します。
○直販事業を支援します。
　・弘の夕市・志賀島の朝市の取組みを支援します。
　・志賀島地区の既存施設を活用した直売所の充実に向けて志賀島振興協議会と連
　　携を図ります。
○漁業者による里海づくりを支援します。

１　東部 ／ 弘，志賀島，奈多
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親子漁業体験

フトモズクの試験養殖

「志賀島の朝市」での鮮魚販売

①　地区の特色
弘地区　　　弘地区の漁業は，周年操業の刺網，採貝，採藻，11月～３月のワカメ
養殖の４つの漁業種で，生産量の90％，生産金額の76％を占めています。夫婦二人
で漁業を営む漁家が多いのが特徴で，漁業就業者の約４割が女性であり，採貝，採
藻に従事しています。
　ワカメの養殖は地先一体で行われ，塩蔵ワカメに加工され，食感がやわらかな「弘
わかめ」は地区の特産品になっているほか，学校給食の食材に提供されています。
　５月～12月の第２・４土曜日に夕市を開催するなど，直販事業に取り組んでいます。

志賀島地区　志賀島地区の漁業は，大敷網といわれる小型定置網，４月～ 12月まで
のえび漕網，周年操業の釣，刺網，11月～３月のワカメ養殖で生産量の91％，生産
金額の93％を占めています。漁港敷地内には，種苗育成のための大型水槽があり，「砂
ゼロアサリ」の養殖可能性について調査・研究しています。釣では，サワラやブリ
が主要魚種で，ワカメは「金印汐わかめ」として昭和47年に商標登録を受け，ロン
グセラーになっています。平成25年より冬場の収入源となるカキ養殖を開始してい
ます。
　漁港内には「地方卸売市場」があり，地元の鮮魚店や行商人などに新鮮な魚介類
を提供しています。
　４月～12月の第１・３日曜日には朝市を開催するなど，直販事業に取り組んでいます。
　毎年７月には博多湾で小型底びき網漁業の体験ができるイベントも開催されています。

奈多地区　　奈多地区の漁業は，４月～ 12月までのえび漕網，かご，釣の３つの漁
業で，生産量の91％，生産金額の93％を占めています。イカとフグの生産量が多く，
生産量の47％を占めています。漁業就業者の減少が顕著でありますが，弘地区と共
同しての市場出荷，志賀島地区大敷網への漁場提供など東部地区の連携に活路を見
出しています。
　平成19年から福岡県水産海洋技術センターの協力により，フトモズクの試験養殖
が行われています。平成24年からは，ワカメの試験養殖にも取り組んでいます。

②　主な取組み
○藻場の保全を図ります。
　・築いそや藻場造成を行います。
○養殖ワカメの安定生産を支援します。
　・関係機関と連携し，養殖ワカメ生産の安定に向けた取組みについて検討します。
○二枚貝の試験養殖を実施し，養殖技術のマニュアル化を支援します。
　・試験的に行っているアサリ養殖が安定生産につながるようマニュアル化を推進
　　します。
○直販事業を支援します。
　・弘の夕市・志賀島の朝市の取組みを支援します。
　・志賀島地区の既存施設を活用した直売所の充実に向けて志賀島振興協議会と連
　　携を図ります。
○漁業者による里海づくりを支援します。
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「箱崎わかめ」

地元小学生を対象に「海底ごみ」の学習にぎわいをみせる「伊崎のおさかな夕市」

①　地区の特色
箱崎地区　　箱崎地区の漁業は，平成25年よりワカメ養殖を開
始しており，11月～３月のワカメ養殖と刺網漁業で生産量の
90％，生産金額の92％を占めています。また，活魚の自家販売（内
売り）も行われています。
　ワカメは，塩蔵加工され，「箱崎わかめ」として販売されてい
ます。

伊崎地区　　伊崎地区の漁業は，４月～ 12月のえび漕網，かご，採藻の３つの漁業
種で，生産量の76％，生産金額の61％を占めています。
　毎週土曜日に夕市を開催するなど，直販事業に対する取組みが盛んです。
　また，漁業者が行う海底ごみ清掃やアサリ漁場の保全活動など環境保全への取組
みも活発です。

姪浜地区　　姪浜地区の漁業は，周年漁業の刺網，５月～ 12月の一双ごち網，10月
～２月のノリ養殖の３つの漁業種で，生産量の92％，生産金額の86％を占めています。
　主要漁業の刺網漁業は，博多湾を漁場としてコノシロ，スズキなど，一双ごち網
漁業は，沖合でタイなどを漁獲しています。また，養殖ノリは比較的安定した生産
を続けています。12月頃に採れる養殖ノリは，従来から販売している「焼きのり」や「味
付けのり」以外にも「佃煮」や「ふりかけ」に加工され，姪浜の特産として販売さ
れています。さらに，平成28年度には，「味付けのり」，「ふりかけ」が学校給食に提
供されています。
　また，福岡市内で初めて朝市を始めた地区であり，毎週日曜日の朝市は早朝から
にぎわいをみせています。毎年８月には博多湾で小型底びき網漁業の体験ができる
イベントも開催されています。

２　中央部 ／ 箱崎，伊崎，姪浜，能古

能古地区　　能古島は，周囲約12km，面積約3.931㎢の島で，西区姪浜から船で10分
のところにあります。
　能古地区の漁業は，４月～ 12月のえび漕網，周年操業の刺網，たこつぼで生産量
の70％，生産金額の57％を占めています。粒の大きな能古のアサリは「能古アサリ」
のブランドで知られており，３月～６月には有料の潮干狩り（観光アサリ）が行わ
れています。博多湾のアサリ資源再生のため，国や福岡県と連携し，アサリ漁場の
保全活動を行っています。
　平成25年より冬場の収入源となるカキ養殖を開始しています。

②　主な取組み
○漁業者が取り組むアサリ漁場の保全活動を支援します。
　・アサリ資源再生のため，漁場の保全活動について支援します。
○直販事業を支援します。
　・伊崎の夕市，姪浜の朝市の取組みを支援します。
○養殖ノリの安定生産を支援します。
　・関係機関と連携し，養殖ノリの生産安定に向けた取組みについて研究します。
○漁業者による里海づくりを支援します。

第４章　振興施策
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親子漁業体験

フトモズクの試験養殖

「志賀島の朝市」での鮮魚販売

①　地区の特色
弘地区　　　弘地区の漁業は，周年操業の刺網，採貝，採藻，11月～３月のワカメ
養殖の４つの漁業種で，生産量の90％，生産金額の76％を占めています。夫婦二人
で漁業を営む漁家が多いのが特徴で，漁業就業者の約４割が女性であり，採貝，採
藻に従事しています。
　ワカメの養殖は地先一体で行われ，塩蔵ワカメに加工され，食感がやわらかな「弘
わかめ」は地区の特産品になっているほか，学校給食の食材に提供されています。
　５月～12月の第２・４土曜日に夕市を開催するなど，直販事業に取り組んでいます。

志賀島地区　志賀島地区の漁業は，大敷網といわれる小型定置網，４月～ 12月まで
のえび漕網，周年操業の釣，刺網，11月～３月のワカメ養殖で生産量の91％，生産
金額の93％を占めています。漁港敷地内には，種苗育成のための大型水槽があり，「砂
ゼロアサリ」の養殖可能性について調査・研究しています。釣では，サワラやブリ
が主要魚種で，ワカメは「金印汐わかめ」として昭和47年に商標登録を受け，ロン
グセラーになっています。平成25年より冬場の収入源となるカキ養殖を開始してい
ます。
　漁港内には「地方卸売市場」があり，地元の鮮魚店や行商人などに新鮮な魚介類
を提供しています。
　４月～12月の第１・３日曜日には朝市を開催するなど，直販事業に取り組んでいます。
　毎年７月には博多湾で小型底びき網漁業の体験ができるイベントも開催されています。

奈多地区　　奈多地区の漁業は，４月～ 12月までのえび漕網，かご，釣の３つの漁
業で，生産量の91％，生産金額の93％を占めています。イカとフグの生産量が多く，
生産量の47％を占めています。漁業就業者の減少が顕著でありますが，弘地区と共
同しての市場出荷，志賀島地区大敷網への漁場提供など東部地区の連携に活路を見
出しています。
　平成19年から福岡県水産海洋技術センターの協力により，フトモズクの試験養殖
が行われています。平成24年からは，ワカメの試験養殖にも取り組んでいます。

②　主な取組み
○藻場の保全を図ります。
　・築いそや藻場造成を行います。
○養殖ワカメの安定生産を支援します。
　・関係機関と連携し，養殖ワカメ生産の安定に向けた取組みについて検討します。
○二枚貝の試験養殖を実施し，養殖技術のマニュアル化を支援します。
　・試験的に行っているアサリ養殖が安定生産につながるようマニュアル化を推進
　　します。
○直販事業を支援します。
　・弘の夕市・志賀島の朝市の取組みを支援します。
　・志賀島地区の既存施設を活用した直売所の充実に向けて志賀島振興協議会と連
　　携を図ります。
○漁業者による里海づくりを支援します。
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「箱崎わかめ」

地元小学生を対象に「海底ごみ」の学習にぎわいをみせる「伊崎のおさかな夕市」

①　地区の特色
箱崎地区　　箱崎地区の漁業は，平成25年よりワカメ養殖を開
始しており，11月～３月のワカメ養殖と刺網漁業で生産量の
90％，生産金額の92％を占めています。また，活魚の自家販売（内
売り）も行われています。
　ワカメは，塩蔵加工され，「箱崎わかめ」として販売されてい
ます。

伊崎地区　　伊崎地区の漁業は，４月～ 12月のえび漕網，かご，採藻の３つの漁業
種で，生産量の76％，生産金額の61％を占めています。
　毎週土曜日に夕市を開催するなど，直販事業に対する取組みが盛んです。
　また，漁業者が行う海底ごみ清掃やアサリ漁場の保全活動など環境保全への取組
みも活発です。

姪浜地区　　姪浜地区の漁業は，周年漁業の刺網，５月～ 12月の一双ごち網，10月
～２月のノリ養殖の３つの漁業種で，生産量の92％，生産金額の86％を占めています。
　主要漁業の刺網漁業は，博多湾を漁場としてコノシロ，スズキなど，一双ごち網
漁業は，沖合でタイなどを漁獲しています。また，養殖ノリは比較的安定した生産
を続けています。12月頃に採れる養殖ノリは，従来から販売している「焼きのり」や「味
付けのり」以外にも「佃煮」や「ふりかけ」に加工され，姪浜の特産として販売さ
れています。さらに，平成28年度には，「味付けのり」，「ふりかけ」が学校給食に提
供されています。
　また，福岡市内で初めて朝市を始めた地区であり，毎週日曜日の朝市は早朝から
にぎわいをみせています。毎年８月には博多湾で小型底びき網漁業の体験ができる
イベントも開催されています。

２　中央部 ／ 箱崎，伊崎，姪浜，能古

能古地区　　能古島は，周囲約12km，面積約3.931㎢の島で，西区姪浜から船で10分
のところにあります。
　能古地区の漁業は，４月～ 12月のえび漕網，周年操業の刺網，たこつぼで生産量
の70％，生産金額の57％を占めています。粒の大きな能古のアサリは「能古アサリ」
のブランドで知られており，３月～６月には有料の潮干狩り（観光アサリ）が行わ
れています。博多湾のアサリ資源再生のため，国や福岡県と連携し，アサリ漁場の
保全活動を行っています。
　平成25年より冬場の収入源となるカキ養殖を開始しています。

②　主な取組み
○漁業者が取り組むアサリ漁場の保全活動を支援します。
　・アサリ資源再生のため，漁場の保全活動について支援します。
○直販事業を支援します。
　・伊崎の夕市，姪浜の朝市の取組みを支援します。
○養殖ノリの安定生産を支援します。
　・関係機関と連携し，養殖ノリの生産安定に向けた取組みについて研究します。
○漁業者による里海づくりを支援します。
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姪浜のノリ加工品

アサリの移植放流海底清掃

①　地区の特色
箱崎地区　　箱崎地区の漁業は，平成25年よりワカメ養殖を開
始しており，11月～３月のワカメ養殖と刺網漁業で生産量の
90％，生産金額の92％を占めています。また，活魚の自家販売（内
売り）も行われています。
　ワカメは，塩蔵加工され，「箱崎わかめ」として販売されてい
ます。

伊崎地区　　伊崎地区の漁業は，４月～ 12月のえび漕網，かご，採藻の３つの漁業
種で，生産量の76％，生産金額の61％を占めています。
　毎週土曜日に夕市を開催するなど，直販事業に対する取組みが盛んです。
　また，漁業者が行う海底ごみ清掃やアサリ漁場の保全活動など環境保全への取組
みも活発です。

姪浜地区　　姪浜地区の漁業は，周年漁業の刺網，５月～ 12月の一双ごち網，10月
～２月のノリ養殖の３つの漁業種で，生産量の92％，生産金額の86％を占めています。
　主要漁業の刺網漁業は，博多湾を漁場としてコノシロ，スズキなど，一双ごち網
漁業は，沖合でタイなどを漁獲しています。また，養殖ノリは比較的安定した生産
を続けています。12月頃に採れる養殖ノリは，従来から販売している「焼きのり」や「味
付けのり」以外にも「佃煮」や「ふりかけ」に加工され，姪浜の特産として販売さ
れています。さらに，平成28年度には，「味付けのり」，「ふりかけ」が学校給食に提
供されています。
　また，福岡市内で初めて朝市を始めた地区であり，毎週日曜日の朝市は早朝から
にぎわいをみせています。毎年８月には博多湾で小型底びき網漁業の体験ができる
イベントも開催されています。

能古地区　　能古島は，周囲約12km，面積約3.931㎢の島で，西区姪浜から船で10分
のところにあります。
　能古地区の漁業は，４月～ 12月のえび漕網，周年操業の刺網，たこつぼで生産量
の70％，生産金額の57％を占めています。粒の大きな能古のアサリは「能古アサリ」
のブランドで知られており，３月～６月には有料の潮干狩り（観光アサリ）が行わ
れています。博多湾のアサリ資源再生のため，国や福岡県と連携し，アサリ漁場の
保全活動を行っています。
　平成25年より冬場の収入源となるカキ養殖を開始しています。

②　主な取組み
○漁業者が取り組むアサリ漁場の保全活動を支援します。
　・アサリ資源再生のため，漁場の保全活動について支援します。
○直販事業を支援します。
　・伊崎の夕市，姪浜の朝市の取組みを支援します。
○養殖ノリの安定生産を支援します。
　・関係機関と連携し，養殖ノリの生産安定に向けた取組みについて研究します。
○漁業者による里海づくりを支援します。

　　　　　　　　　　伊崎・姪浜・能古地区では，アサリ資源の再生のため，漁
　　　　　　　　　業者を中心に国・福岡県と連携し，海底耕うん，死殻の除去，
　　　　　　　　　浮遊堆積物の除去などを行っています。

コラム
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唐泊かき小屋「唐泊恵比須かき」

①　地区の特色
唐泊地区　　唐泊地区の漁業は，４月～ 12月の二双ごち網と11月～４月のマガキ，
５月～８月のイワガキのカキ養殖の２つの漁業種で，生産量の93％，生産金額の
87％を占めています。生産されたカキは「唐泊恵比須」の名称で商標登録を受け，
味と品質が認められ海外有名レストランに提供されており，ブランド化の成功事例
となっています。また，11月～３月に海づり公園内で運営するかき小屋は，家族づ
れや若い人でにぎわっています。

３　西部 ／ 唐泊，西浦 西浦地区　　西浦地区の漁業は，４月～ 12月の二双ごち網，周年操業の釣の2つの漁
業種で，生産量の98％，生産金額の97％を占めます。
　主要漁業の二双ごち網漁業は，小呂島から沖ノ島の沖合の漁場で操業し，タイ，
カワハギ，イカ等を漁獲対象としています。
　年1回開催される「西浦さかなまつり」は，新鮮な魚介類や名物の鯛めしの販売，
地引き網体験などを行い，大勢の人でにぎわっています。
　また，漁港近くには，魚介類の活魚販売や干物・魚の漬け製品などを加工・販売
する店舗が集まった「西浦ひもの通り」があり，人気を集めています。

②　主な取組み
○主要漁業を強化します。
　・魚礁の設置により，主要漁業である二双ごち網漁業の生産の維持増大を図ります。
○藻場の保全を図ります。
　・築いそや藻場造成を行います。
　・漁業者が自ら行う食害生物（ウニ）の駆除を支援します。
○カキ養殖を推進します。
　・「唐泊恵比須かき」の輸出など，販路拡大を支援します。
○直販事業を推進します。
　・漁協が運営するかき小屋，漁業者が運営する「西浦ひもの通り」の直販事業を
　　推進します。
○漁業者による里海づくりを支援します。

「第１回かき日本一決定戦」で
唐泊恵比須かきが準優勝

　平成24年４月に開催された殻つき生ガキの日本一を決める初めての品評会「か

き日本一決定戦」（日本オイスター協会主催）で，唐泊恵比須かきが2,879団体

がエントリーした中で総合第２位に輝きました。審査員が生産地を伏せたまま試

食し，味や食感，殻を含めた見た目，サイズなど８項目で採点。唐泊恵比須かき

はデザイン部門と食感部門で１位と高評価を受けました。

地震に負けない　～海（カキ）が結ぶ絆～
　宮城県のカキが唐泊の種カキである縁もあり，東日本大震災で被災した宮城県

の養殖カキの復興と地域活性を図ろうと，唐泊支所は支援チャリティ販売や，現

地の石巻に赴き養殖いかだ等の資材提供，技術支援を行いました。交流は今も続

いています。

コラム
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姪浜のノリ加工品

アサリの移植放流海底清掃

①　地区の特色
箱崎地区　　箱崎地区の漁業は，平成25年よりワカメ養殖を開
始しており，11月～３月のワカメ養殖と刺網漁業で生産量の
90％，生産金額の92％を占めています。また，活魚の自家販売（内
売り）も行われています。
　ワカメは，塩蔵加工され，「箱崎わかめ」として販売されてい
ます。

伊崎地区　　伊崎地区の漁業は，４月～ 12月のえび漕網，かご，採藻の３つの漁業
種で，生産量の76％，生産金額の61％を占めています。
　毎週土曜日に夕市を開催するなど，直販事業に対する取組みが盛んです。
　また，漁業者が行う海底ごみ清掃やアサリ漁場の保全活動など環境保全への取組
みも活発です。

姪浜地区　　姪浜地区の漁業は，周年漁業の刺網，５月～ 12月の一双ごち網，10月
～２月のノリ養殖の３つの漁業種で，生産量の92％，生産金額の86％を占めています。
　主要漁業の刺網漁業は，博多湾を漁場としてコノシロ，スズキなど，一双ごち網
漁業は，沖合でタイなどを漁獲しています。また，養殖ノリは比較的安定した生産
を続けています。12月頃に採れる養殖ノリは，従来から販売している「焼きのり」や「味
付けのり」以外にも「佃煮」や「ふりかけ」に加工され，姪浜の特産として販売さ
れています。さらに，平成28年度には，「味付けのり」，「ふりかけ」が学校給食に提
供されています。
　また，福岡市内で初めて朝市を始めた地区であり，毎週日曜日の朝市は早朝から
にぎわいをみせています。毎年８月には博多湾で小型底びき網漁業の体験ができる
イベントも開催されています。

能古地区　　能古島は，周囲約12km，面積約3.931㎢の島で，西区姪浜から船で10分
のところにあります。
　能古地区の漁業は，４月～ 12月のえび漕網，周年操業の刺網，たこつぼで生産量
の70％，生産金額の57％を占めています。粒の大きな能古のアサリは「能古アサリ」
のブランドで知られており，３月～６月には有料の潮干狩り（観光アサリ）が行わ
れています。博多湾のアサリ資源再生のため，国や福岡県と連携し，アサリ漁場の
保全活動を行っています。
　平成25年より冬場の収入源となるカキ養殖を開始しています。

②　主な取組み
○漁業者が取り組むアサリ漁場の保全活動を支援します。
　・アサリ資源再生のため，漁場の保全活動について支援します。
○直販事業を支援します。
　・伊崎の夕市，姪浜の朝市の取組みを支援します。
○養殖ノリの安定生産を支援します。
　・関係機関と連携し，養殖ノリの生産安定に向けた取組みについて研究します。
○漁業者による里海づくりを支援します。

　　　　　　　　　　伊崎・姪浜・能古地区では，アサリ資源の再生のため，漁
　　　　　　　　　業者を中心に国・福岡県と連携し，海底耕うん，死殻の除去，
　　　　　　　　　浮遊堆積物の除去などを行っています。

コラム
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唐泊かき小屋「唐泊恵比須かき」

①　地区の特色
唐泊地区　　唐泊地区の漁業は，４月～ 12月の二双ごち網と11月～４月のマガキ，
５月～８月のイワガキのカキ養殖の２つの漁業種で，生産量の93％，生産金額の
87％を占めています。生産されたカキは「唐泊恵比須」の名称で商標登録を受け，
味と品質が認められ海外有名レストランに提供されており，ブランド化の成功事例
となっています。また，11月～３月に海づり公園内で運営するかき小屋は，家族づ
れや若い人でにぎわっています。

３　西部 ／ 唐泊，西浦 西浦地区　　西浦地区の漁業は，４月～ 12月の二双ごち網，周年操業の釣の2つの漁
業種で，生産量の98％，生産金額の97％を占めます。
　主要漁業の二双ごち網漁業は，小呂島から沖ノ島の沖合の漁場で操業し，タイ，
カワハギ，イカ等を漁獲対象としています。
　年1回開催される「西浦さかなまつり」は，新鮮な魚介類や名物の鯛めしの販売，
地引き網体験などを行い，大勢の人でにぎわっています。
　また，漁港近くには，魚介類の活魚販売や干物・魚の漬け製品などを加工・販売
する店舗が集まった「西浦ひもの通り」があり，人気を集めています。

②　主な取組み
○主要漁業を強化します。
　・魚礁の設置により，主要漁業である二双ごち網漁業の生産の維持増大を図ります。
○藻場の保全を図ります。
　・築いそや藻場造成を行います。
　・漁業者が自ら行う食害生物（ウニ）の駆除を支援します。
○カキ養殖を推進します。
　・「唐泊恵比須かき」の輸出など，販路拡大を支援します。
○直販事業を推進します。
　・漁協が運営するかき小屋，漁業者が運営する「西浦ひもの通り」の直販事業を
　　推進します。
○漁業者による里海づくりを支援します。

「第１回かき日本一決定戦」で
唐泊恵比須かきが準優勝

　平成24年４月に開催された殻つき生ガキの日本一を決める初めての品評会「か

き日本一決定戦」（日本オイスター協会主催）で，唐泊恵比須かきが2,879団体

がエントリーした中で総合第２位に輝きました。審査員が生産地を伏せたまま試

食し，味や食感，殻を含めた見た目，サイズなど８項目で採点。唐泊恵比須かき

はデザイン部門と食感部門で１位と高評価を受けました。

地震に負けない　～海（カキ）が結ぶ絆～
　宮城県のカキが唐泊の種カキである縁もあり，東日本大震災で被災した宮城県

の養殖カキの復興と地域活性を図ろうと，唐泊支所は支援チャリティ販売や，現

地の石巻に赴き養殖いかだ等の資材提供，技術支援を行いました。交流は今も続

いています。

コラム
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地引き網体験（さかなまつり）新鮮な魚介類で作った干物

①　地区の特色
唐泊地区　　唐泊地区の漁業は，４月～ 12月の二双ごち網と11月～４月のマガキ，
５月～８月のイワガキのカキ養殖の２つの漁業種で，生産量の93％，生産金額の
87％を占めています。生産されたカキは「唐泊恵比須」の名称で商標登録を受け，
味と品質が認められ海外有名レストランに提供されており，ブランド化の成功事例
となっています。また，11月～３月に海づり公園内で運営するかき小屋は，家族づ
れや若い人でにぎわっています。

西浦地区　　西浦地区の漁業は，４月～ 12月の二双ごち網，周年操業の釣の2つの漁
業種で，生産量の98％，生産金額の97％を占めます。
　主要漁業の二双ごち網漁業は，小呂島から沖ノ島の沖合の漁場で操業し，タイ，
カワハギ，イカ等を漁獲対象としています。
　年1回開催される「西浦さかなまつり」は，新鮮な魚介類や名物の鯛めしの販売，
地引き網体験などを行い，大勢の人でにぎわっています。
　また，漁港近くには，魚介類の活魚販売や干物・魚の漬け製品などを加工・販売
する店舗が集まった「西浦ひもの通り」があり，人気を集めています。

②　主な取組み
○主要漁業を強化します。
　・魚礁の設置により，主要漁業である二双ごち網漁業の生産の維持増大を図ります。
○藻場の保全を図ります。
　・築いそや藻場造成を行います。
　・漁業者が自ら行う食害生物（ウニ）の駆除を支援します。
○カキ養殖を推進します。
　・「唐泊恵比須かき」の輸出など，販路拡大を支援します。
○直販事業を推進します。
　・漁協が運営するかき小屋，漁業者が運営する「西浦ひもの通り」の直販事業を
　　推進します。
○漁業者による里海づくりを支援します。
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「玄界島特産天然生わかめ」

「小呂島漁師のしまごはん」

①　地区の特色
玄界島地区　玄界島は，福岡市内中心部から北西約20km沖に位置し，博多湾の入り
口に浮かぶ周囲約4.4km，面積約1.17㎢の離島です。漁業が基幹産業となっています。
　玄界島の漁業は，延縄，釣，刺網，えび漕網，採藻の５つの
漁業種で，生産量の73％，生産金額の72％を占めています。
　平成17年３月の福岡県西方沖地震により被害を受けた玄界島
の産業振興施策として，国の「離島漁業再生支援交付金制度」
を平成19年から活用し，アワビの稚貝放流及び養殖を実施して
います。平成27年度から小型定置網の操業をしています。また，
天然ワカメを塩蔵加工した「玄界島特産天然生わかめ」は学校
給食にも提供されており，高齢者や女性の雇用にもつながって
います。

小呂島地区　小呂島は，福岡市西区姪浜から北西約40km沖に位置する周囲約3.3km，
面積約0.46㎢の離島です。漁業が基幹産業となっています。
　小呂島の漁業は，５月～ 12月の中型まき網と１月～４月の刺網の２つの漁業種で，
生産量，生産金額ともに92％を占めています。主要漁業の中型まき網漁業は，島内
のほとんどの漁家が参加する共同経営方式で行われています。また，女性は海女に
従事している人が多いのが特徴です。福岡市内漁業地区の中でも若い世代の割合が
最も高くなっています。
　小呂島地区では，ブリの若魚である「ヤズ」の焼きほぐし（フ
レーク状に加工したもの）を「小呂島漁師のしまごはん」として，
百貨店などで販売展開しています。また，平成28年度には学校
給食に提供されています。地元産の漁獲物を用いて６次産業化
を進めることで漁村の女性の活躍の場が広がり，また，小呂島
の魅力を発信することで漁村の活性化にも役立っています。

４　島しょ部 ／ 玄界島，小呂島

②　主な取組み
○漁場の造成を行います。
　・生産の維持増大に向け，築いそや魚礁の設置による漁場造成を行います。
○付加価値向上の取組みを進めます。
　・加工品製造による付加価値向上を支援します。
○漁業者による里海づくりを支援します。

２　漁業生産と経営

（１）沿岸漁業の生産

　沿岸漁業の生産量は，平成27年は4,800トンとなり，前年に比べ232トン（5.1%）増
加しています。
　また，生産金額は，平成27年は25億８百万円となり，前年に比べ１億４千７百万
円（6.2%）増加しています。

図２－１　沿岸漁業の生産量の推移

図２－２　沿岸漁業の生産金額の推移

（２）沖合漁業の生産

　沖合漁業の生産量は，平成27年は9,673トンとなり，前年に比べ3,216トン（49.8%）
増加しています。主な要因は，アジ，サバの生産量増加によるものです。
　また，生産金額は，平成27年は12億6千2百万円となり，前年に比べ５千４百万円
（4.5%）増加しています。

図２－３　沖合漁業の生産量の推移

図２－４　沖合漁業の生産金額の推移

（３）漁業経営

　福岡市沿岸漁業の漁家１戸当たりの漁労収入の推移をみますと，平成27年には
5,805千円／戸となり，前年に比べ383千円／戸（7.1%）増加しています。
　次に，漁労支出（漁労収入を得るために要した燃料費，漁船・漁具費等の経費）
と漁労所得（漁労収入から漁労支出を差し引いた利益）について，国の調査を基に
推計してみますと，福岡市の平成26年の漁労収入5,422千円／戸のうち，漁労支出は
3,741千円／戸（69.0%），漁労所得は1,681千円／戸（31.0%）となっています。
　漁家意識調査によると，平成27年福岡市沿岸漁業の漁家１戸当たりの漁労収入は
5,071千円／戸となり漁労支出は2,634千円／戸（52.0％），漁労所得は2,437千円／戸
（48.0％）となっています。

図２－５　沿岸漁業の漁労収入 推計値の推移（福岡市）

　≪ 参 考 ≫　漁家意識調査による平成27年沿岸漁業の平均漁労収入（福岡市）

　≪ 参 考 ≫　漁労支出の項目別構成割合の推移（東シナ海区）

　≪ 参 考 ≫　漁家意識調査による平成27年漁労支出の項目別構成割合（福岡市）

　

　漁業用の燃油（漁業用Ａ重油）の価格は，平成16年３月までは40円／㍑程度で推
移していましたが，平成20年８月にはそれまでの約３倍に当たる124.6円／㍑の最高
値を記録しました。平成21年前半に一旦下落し，その後は変動を繰り返しながら上
昇傾向で推移しておりましたが，平成26年７月からの原油価格の下落傾向により平
成28年３月には56.0円／㍑となりました。
　しかし，燃油価格は変動しやすく漁業経営に与える影響が大きいことを踏まえ，
国では，燃油価格高騰時の対策として，漁業者と国があらかじめ積み立てを行い，
燃油価格が一定程度以上上昇した際に積立金から補填金を交付する「漁業経営セー
フティネット構築事業」により，燃油価格が高騰した際の影響緩和を図ることとし
ています。

図２－６漁業用Ａ重油価格の推移
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地引き網体験（さかなまつり）新鮮な魚介類で作った干物

①　地区の特色
唐泊地区　　唐泊地区の漁業は，４月～ 12月の二双ごち網と11月～４月のマガキ，
５月～８月のイワガキのカキ養殖の２つの漁業種で，生産量の93％，生産金額の
87％を占めています。生産されたカキは「唐泊恵比須」の名称で商標登録を受け，
味と品質が認められ海外有名レストランに提供されており，ブランド化の成功事例
となっています。また，11月～３月に海づり公園内で運営するかき小屋は，家族づ
れや若い人でにぎわっています。

西浦地区　　西浦地区の漁業は，４月～ 12月の二双ごち網，周年操業の釣の2つの漁
業種で，生産量の98％，生産金額の97％を占めます。
　主要漁業の二双ごち網漁業は，小呂島から沖ノ島の沖合の漁場で操業し，タイ，
カワハギ，イカ等を漁獲対象としています。
　年1回開催される「西浦さかなまつり」は，新鮮な魚介類や名物の鯛めしの販売，
地引き網体験などを行い，大勢の人でにぎわっています。
　また，漁港近くには，魚介類の活魚販売や干物・魚の漬け製品などを加工・販売
する店舗が集まった「西浦ひもの通り」があり，人気を集めています。

②　主な取組み
○主要漁業を強化します。
　・魚礁の設置により，主要漁業である二双ごち網漁業の生産の維持増大を図ります。
○藻場の保全を図ります。
　・築いそや藻場造成を行います。
　・漁業者が自ら行う食害生物（ウニ）の駆除を支援します。
○カキ養殖を推進します。
　・「唐泊恵比須かき」の輸出など，販路拡大を支援します。
○直販事業を推進します。
　・漁協が運営するかき小屋，漁業者が運営する「西浦ひもの通り」の直販事業を
　　推進します。
○漁業者による里海づくりを支援します。
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「玄界島特産天然生わかめ」

「小呂島漁師のしまごはん」

①　地区の特色
玄界島地区　玄界島は，福岡市内中心部から北西約20km沖に位置し，博多湾の入り
口に浮かぶ周囲約4.4km，面積約1.17㎢の離島です。漁業が基幹産業となっています。
　玄界島の漁業は，延縄，釣，刺網，えび漕網，採藻の５つの
漁業種で，生産量の73％，生産金額の72％を占めています。
　平成17年３月の福岡県西方沖地震により被害を受けた玄界島
の産業振興施策として，国の「離島漁業再生支援交付金制度」
を平成19年から活用し，アワビの稚貝放流及び養殖を実施して
います。平成27年度から小型定置網の操業をしています。また，
天然ワカメを塩蔵加工した「玄界島特産天然生わかめ」は学校
給食にも提供されており，高齢者や女性の雇用にもつながって
います。

小呂島地区　小呂島は，福岡市西区姪浜から北西約40km沖に位置する周囲約3.3km，
面積約0.46㎢の離島です。漁業が基幹産業となっています。
　小呂島の漁業は，５月～ 12月の中型まき網と１月～４月の刺網の２つの漁業種で，
生産量，生産金額ともに92％を占めています。主要漁業の中型まき網漁業は，島内
のほとんどの漁家が参加する共同経営方式で行われています。また，女性は海女に
従事している人が多いのが特徴です。福岡市内漁業地区の中でも若い世代の割合が
最も高くなっています。
　小呂島地区では，ブリの若魚である「ヤズ」の焼きほぐし（フ
レーク状に加工したもの）を「小呂島漁師のしまごはん」として，
百貨店などで販売展開しています。また，平成28年度には学校
給食に提供されています。地元産の漁獲物を用いて６次産業化
を進めることで漁村の女性の活躍の場が広がり，また，小呂島
の魅力を発信することで漁村の活性化にも役立っています。

４　島しょ部 ／ 玄界島，小呂島

②　主な取組み
○漁場の造成を行います。
　・生産の維持増大に向け，築いそや魚礁の設置による漁場造成を行います。
○付加価値向上の取組みを進めます。
　・加工品製造による付加価値向上を支援します。
○漁業者による里海づくりを支援します。

２　漁業生産と経営

（１）沿岸漁業の生産

　沿岸漁業の生産量は，平成27年は4,800トンとなり，前年に比べ232トン（5.1%）増
加しています。
　また，生産金額は，平成27年は25億８百万円となり，前年に比べ１億４千７百万
円（6.2%）増加しています。

図２－１　沿岸漁業の生産量の推移

図２－２　沿岸漁業の生産金額の推移

（２）沖合漁業の生産

　沖合漁業の生産量は，平成27年は9,673トンとなり，前年に比べ3,216トン（49.8%）
増加しています。主な要因は，アジ，サバの生産量増加によるものです。
　また，生産金額は，平成27年は12億6千2百万円となり，前年に比べ５千４百万円
（4.5%）増加しています。

図２－３　沖合漁業の生産量の推移

図２－４　沖合漁業の生産金額の推移

（３）漁業経営

　福岡市沿岸漁業の漁家１戸当たりの漁労収入の推移をみますと，平成27年には
5,805千円／戸となり，前年に比べ383千円／戸（7.1%）増加しています。
　次に，漁労支出（漁労収入を得るために要した燃料費，漁船・漁具費等の経費）
と漁労所得（漁労収入から漁労支出を差し引いた利益）について，国の調査を基に
推計してみますと，福岡市の平成26年の漁労収入5,422千円／戸のうち，漁労支出は
3,741千円／戸（69.0%），漁労所得は1,681千円／戸（31.0%）となっています。
　漁家意識調査によると，平成27年福岡市沿岸漁業の漁家１戸当たりの漁労収入は
5,071千円／戸となり漁労支出は2,634千円／戸（52.0％），漁労所得は2,437千円／戸
（48.0％）となっています。

図２－５　沿岸漁業の漁労収入 推計値の推移（福岡市）

　≪ 参 考 ≫　漁家意識調査による平成27年沿岸漁業の平均漁労収入（福岡市）

　≪ 参 考 ≫　漁労支出の項目別構成割合の推移（東シナ海区）

　≪ 参 考 ≫　漁家意識調査による平成27年漁労支出の項目別構成割合（福岡市）

　

　漁業用の燃油（漁業用Ａ重油）の価格は，平成16年３月までは40円／㍑程度で推
移していましたが，平成20年８月にはそれまでの約３倍に当たる124.6円／㍑の最高
値を記録しました。平成21年前半に一旦下落し，その後は変動を繰り返しながら上
昇傾向で推移しておりましたが，平成26年７月からの原油価格の下落傾向により平
成28年３月には56.0円／㍑となりました。
　しかし，燃油価格は変動しやすく漁業経営に与える影響が大きいことを踏まえ，
国では，燃油価格高騰時の対策として，漁業者と国があらかじめ積み立てを行い，
燃油価格が一定程度以上上昇した際に積立金から補填金を交付する「漁業経営セー
フティネット構築事業」により，燃油価格が高騰した際の影響緩和を図ることとし
ています。

図２－６漁業用Ａ重油価格の推移
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「博多家（ハカタハウス）」

①　地区の特色
玄界島地区　玄界島は，福岡市内中心部から北西約20km沖に位置し，博多湾の入り
口に浮かぶ周囲約4.4km，面積約1.17㎢の離島です。漁業が基幹産業となっています。
　玄界島の漁業は，延縄，釣，刺網，えび漕網，採藻の５つの
漁業種で，生産量の73％，生産金額の72％を占めています。
　平成17年３月の福岡県西方沖地震により被害を受けた玄界島
の産業振興施策として，国の「離島漁業再生支援交付金制度」
を平成19年から活用し，アワビの稚貝放流及び養殖を実施して
います。平成27年度から小型定置網の操業をしています。また，
天然ワカメを塩蔵加工した「玄界島特産天然生わかめ」は学校
給食にも提供されており，高齢者や女性の雇用にもつながって
います。

小呂島地区　小呂島は，福岡市西区姪浜から北西約40km沖に位置する周囲約3.3km，
面積約0.46㎢の離島です。漁業が基幹産業となっています。
　小呂島の漁業は，５月～ 12月の中型まき網と１月～４月の刺網の２つの漁業種で，
生産量，生産金額ともに92％を占めています。主要漁業の中型まき網漁業は，島内
のほとんどの漁家が参加する共同経営方式で行われています。また，女性は海女に
従事している人が多いのが特徴です。福岡市内漁業地区の中でも若い世代の割合が
最も高くなっています。
　小呂島地区では，ブリの若魚である「ヤズ」の焼きほぐし（フ
レーク状に加工したもの）を「小呂島漁師のしまごはん」として，
百貨店などで販売展開しています。また，平成28年度には学校
給食に提供されています。地元産の漁獲物を用いて６次産業化
を進めることで漁村の女性の活躍の場が広がり，また，小呂島
の魅力を発信することで漁村の活性化にも役立っています。

②　主な取組み
○漁場の造成を行います。
　・生産の維持増大に向け，築いそや魚礁の設置による漁場造成を行います。
○付加価値向上の取組みを進めます。
　・加工品製造による付加価値向上を支援します。
○漁業者による里海づくりを支援します。

　　　　　　　　　　唐泊，玄界
　　　　　　　　　島，小呂島は
民間企業との共同経営で海鮮食堂
を，博多漁港内にオープンしてお
り，水揚げした水産物等を料理・
加工して（付加価値をつけて）市
民や観光客に提供しています。

コラム
２　漁業生産と経営
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加しています。
　また，生産金額は，平成27年は25億８百万円となり，前年に比べ１億４千７百万
円（6.2%）増加しています。

図２－１　沿岸漁業の生産量の推移

図２－２　沿岸漁業の生産金額の推移

（２）沖合漁業の生産

　沖合漁業の生産量は，平成27年は9,673トンとなり，前年に比べ3,216トン（49.8%）
増加しています。主な要因は，アジ，サバの生産量増加によるものです。
　また，生産金額は，平成27年は12億6千2百万円となり，前年に比べ５千４百万円
（4.5%）増加しています。

図２－３　沖合漁業の生産量の推移

図２－４　沖合漁業の生産金額の推移

（３）漁業経営

　福岡市沿岸漁業の漁家１戸当たりの漁労収入の推移をみますと，平成27年には
5,805千円／戸となり，前年に比べ383千円／戸（7.1%）増加しています。
　次に，漁労支出（漁労収入を得るために要した燃料費，漁船・漁具費等の経費）
と漁労所得（漁労収入から漁労支出を差し引いた利益）について，国の調査を基に
推計してみますと，福岡市の平成26年の漁労収入5,422千円／戸のうち，漁労支出は
3,741千円／戸（69.0%），漁労所得は1,681千円／戸（31.0%）となっています。
　漁家意識調査によると，平成27年福岡市沿岸漁業の漁家１戸当たりの漁労収入は
5,071千円／戸となり漁労支出は2,634千円／戸（52.0％），漁労所得は2,437千円／戸
（48.0％）となっています。

図２－５　沿岸漁業の漁労収入 推計値の推移（福岡市）

　≪ 参 考 ≫　漁家意識調査による平成27年沿岸漁業の平均漁労収入（福岡市）

　≪ 参 考 ≫　漁労支出の項目別構成割合の推移（東シナ海区）

　≪ 参 考 ≫　漁家意識調査による平成27年漁労支出の項目別構成割合（福岡市）

　

　漁業用の燃油（漁業用Ａ重油）の価格は，平成16年３月までは40円／㍑程度で推
移していましたが，平成20年８月にはそれまでの約３倍に当たる124.6円／㍑の最高
値を記録しました。平成21年前半に一旦下落し，その後は変動を繰り返しながら上
昇傾向で推移しておりましたが，平成26年７月からの原油価格の下落傾向により平
成28年３月には56.0円／㍑となりました。
　しかし，燃油価格は変動しやすく漁業経営に与える影響が大きいことを踏まえ，
国では，燃油価格高騰時の対策として，漁業者と国があらかじめ積み立てを行い，
燃油価格が一定程度以上上昇した際に積立金から補填金を交付する「漁業経営セー
フティネット構築事業」により，燃油価格が高騰した際の影響緩和を図ることとし
ています。
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２　漁業生産と経営

（１）沿岸漁業の生産

　沿岸漁業の生産量は，平成27年は4,800トンとなり，前年に比べ232トン（5.1%）増
加しています。
　また，生産金額は，平成27年は25億８百万円となり，前年に比べ１億４千７百万
円（6.2%）増加しています。

図２－１　沿岸漁業の生産量の推移

図２－２　沿岸漁業の生産金額の推移

（２）沖合漁業の生産

　沖合漁業の生産量は，平成27年は9,673トンとなり，前年に比べ3,216トン（49.8%）
増加しています。主な要因は，アジ，サバの生産量増加によるものです。
　また，生産金額は，平成27年は12億6千2百万円となり，前年に比べ５千４百万円
（4.5%）増加しています。

図２－３　沖合漁業の生産量の推移

図２－４　沖合漁業の生産金額の推移

（３）漁業経営

　福岡市沿岸漁業の漁家１戸当たりの漁労収入の推移をみますと，平成27年には
5,805千円／戸となり，前年に比べ383千円／戸（7.1%）増加しています。
　次に，漁労支出（漁労収入を得るために要した燃料費，漁船・漁具費等の経費）
と漁労所得（漁労収入から漁労支出を差し引いた利益）について，国の調査を基に
推計してみますと，福岡市の平成26年の漁労収入5,422千円／戸のうち，漁労支出は
3,741千円／戸（69.0%），漁労所得は1,681千円／戸（31.0%）となっています。
　漁家意識調査によると，平成27年福岡市沿岸漁業の漁家１戸当たりの漁労収入は
5,071千円／戸となり漁労支出は2,634千円／戸（52.0％），漁労所得は2,437千円／戸
（48.0％）となっています。

図２－５　沿岸漁業の漁労収入 推計値の推移（福岡市）

　≪ 参 考 ≫　漁家意識調査による平成27年沿岸漁業の平均漁労収入（福岡市）

　≪ 参 考 ≫　漁労支出の項目別構成割合の推移（東シナ海区）

　≪ 参 考 ≫　漁家意識調査による平成27年漁労支出の項目別構成割合（福岡市）

　

　漁業用の燃油（漁業用Ａ重油）の価格は，平成16年３月までは40円／㍑程度で推
移していましたが，平成20年８月にはそれまでの約３倍に当たる124.6円／㍑の最高
値を記録しました。平成21年前半に一旦下落し，その後は変動を繰り返しながら上
昇傾向で推移しておりましたが，平成26年７月からの原油価格の下落傾向により平
成28年３月には56.0円／㍑となりました。
　しかし，燃油価格は変動しやすく漁業経営に与える影響が大きいことを踏まえ，
国では，燃油価格高騰時の対策として，漁業者と国があらかじめ積み立てを行い，
燃油価格が一定程度以上上昇した際に積立金から補填金を交付する「漁業経営セー
フティネット構築事業」により，燃油価格が高騰した際の影響緩和を図ることとし
ています。

図２－６漁業用Ａ重油価格の推移


