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浜の活力再生広域プラン 
 
１ 広域水産業再生委員会 

 

広域委員会の

構成員 

岩柳大島地区地域水産業再生委員会、光熊毛地区地域水産業再生委員会 

周南地区地域水産業再生委員会、吉佐地区地域水産業再生委員会 

宇部地区地域水産業再生委員会、本山以西地区地域水産業再生委員会 

下関外海地区地域水産業再生委員会、豊浦地区地域水産業再生委員会 

長門地区地域水産業再生委員会、はぎ地区地域水産業再生委員会 

山口県漁協本店､ 山口県 

 

 

 

オブザーバー (株)丸久 

※再生委員会の規約及び推進体制が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 

萩市、阿武町、長門市、下関市、山陽小野田市、宇部市、山口市、 

防府市、周南市、下松市、光市、田布施町、平生町、上関町、柳井市、 

周防大島町 

・一本釣漁業（1,398 名）・採貝・採藻漁業（1,156 名） 

・刺網・建網漁業（1,042 名）・かご漁業（600 名） 

・小型底曳網漁業（462 名）・いか釣漁業（210 名） 

・延縄漁業（166 名）・たこつぼ漁業（137 名）・ごち網漁業（80 名） 

・船曳網漁業（78 名）・定置網漁業（72 名）・敷網漁業（50 名） 

・潜水器漁業（36 名）・たちうお釣（31 名）・げんしき網漁業（18 名） 

・いか巣漁業（16 名）・中型まき網漁業（9 名）・その他漁業（108 名） 

・海苔養殖業（38 名）・魚類養殖業（18 名）・その他養殖業（42 名） 

延べ 5,767 名、対象漁業者(正組合員）4,090 名   

 

 

 

 

組織名 山口県広域水産業再生委員会 

代表者名 仁保 宣誠 



２ 地域の現状 

（１）地域の水産業を取り巻く現状等 

山口県は、三方が海に開け、優良な漁場が形成されることから、伝統的に水産業が盛んである。

また、当県は、日本海（外海）と瀬戸内海(内海）という環境が異なる漁場を有しており、それぞ

れの地域特性に応じて多種多様な漁業が営まれている。 

外海では、主幹漁業である中型まき網漁業のほか、船曳網漁業、刺網・建網漁業、一本釣漁業、

延縄漁業、定置網漁業及び採貝・採藻漁業等が営まれ、主要な漁獲物は、アジ・サバ類、イワシ

類の回遊魚や、イカ類、タイ類、フグ類、また、アワビ、サザエ等の磯根資源など多岐にわたる。

内海では、小型底曳網、刺網、ごち網、船曳網、たこつぼ漁及び海苔養殖等が主な漁業であり、

主要な漁獲物は、ハモ、カレイ類、エビ・カニ類等の底魚資源のほか、青物やタコ・イカ類から

磯根資源まで多魚種に及ぶ。また、当県の漁業は外海・内海のいずれの海域においても小規模漁

業が大半を占めており、その漁獲物は少量多品種からなっている。 

近年の県域の水揚高は、漁業者の減少・高齢化による水揚量の減少及び魚価の低迷により、年々

減少している。加えて、燃油をはじめとする漁業経費の増加により、漁業経営は厳しさを増し、

漁業生産基盤の弱体化が否めない状況にある。 

こうした中、漁業の振興や浜の活性化を図るためには、山口県漁協本店販売部を中心に県下に

複数の集荷拠点及び配送拠点を設け、浜の機能再編を進めるとともに魚価向上対策に主眼を置い

た流通・販売対策を強化する必要があるが、下記の事由から、漁業者と地元量販店が全県的に連

携し地産地消を推進することにより、魚価向上を図ることが有効であると考えられる。 

・地元消費者は、「生産者との距離が近く、安心・安全」・「鮮度が高い」等の観点から県産水

産物に対する購買意欲が高く、地元量販店も、消費者ニーズを踏まえ県産水産物の取扱拡充

を求めている。しかしながら、漁獲物が少量多品種であり、また、商流・物流・情報共有が

不十分であることから、供給できる余地が有りながら量販店が希望する数量や規格に十分対

応できていない現状がある。 

・従前は、主に仲買業者を通じて行われる県外大消費地への出荷により生産者価格を上昇させ

てきた側面があったが、近年の水産物消費の低迷もあり、一部の高級魚を除き、県外消費地

での販売価格が低下し、県内出荷との価格差が僅少となっている。このため、地産地消を推

進して地元での販売を増やし、運送コスト等の低減や鮮度の高い水産物の提供を図ること

で、魚価（生産者価格）の向上が期待できる。 

・漁業者グループ等による地元量販店への出荷は、一部の地域で取り組まれており、当該地域

では一定の価格が維持されているもののスポット的な取組となっており、取組方法等のノウ

ハウが各浜に周知・共有されていない。 

また、山口県では漁業就業者の減少と高齢化が全国平均を上回るペースで進行しており、その

対策として、新たな担い手を確保する観点から、国・県の事業活用による新規漁業就業者支援を

積極的に実施しているが、減少・高齢化には歯止めが掛かっていない。 

加えて、既存漁業者のなかでも浜のリーダーとして新規就業者の受入指導や自らの経営改善に



 
（２）その他の関連する現状等 

対象となる漁業者（山口県漁協の正組合員）は、ここ約 10 年間のうちに半減し、平成 27 年に

は約 4,000 人まで減少した。また、その平均年齢は 60 歳台後半に達しており、漁業生産力が年々

低下している。 

その様な中、当委員会の構成員である各地区地域水産業再生委員会は、平成 26 年度に「浜の

活力再生プラン」を策定し、それぞれの計画に基づき所得向上に向けて尽力している。 

 
３ 競争力強化の取組方針 

（１）機能再編・地域活性化に関する基本方針 

各地区地域水産業再生委員会で取組や検討がなされている魚価向上対策に主眼をおいた流

通・販売対策について、包括的な取組を進め、漁業者の出荷先の選択肢を増やす。 

具体的には、食品を中心に取り扱う地元資本の大手量販店との取引について、これまで、浜の

水揚げ情報の迅速な共有ができていなかったことから、供給できる余地が有りながら供給に至ら

なかった事態を踏まえ、山口県漁協本店販売部（以下「本店販売部」という。）が浜の水揚げ情

報の集約を行うとともに、当該量販店との商談等の窓口機能も本店販売に集約することで、情報

の収集漏れを防ぎ、また確実に提供できる体制を強化することにより、当該量販店との更なる連

携強化を図り、県産水産物の地産地消・消費拡大を推進し、魚価の向上ひいては漁業所得の向上

を目指す。 

なお、目標達成に向けては、次の３つの項目ごとに取組を進めることとする。 

① 量販店への販売強化体制の整備 

・本店販売部は、当委員会の構成員である地域水産業再生委員会 10 地区に本店販売部直轄の販

売企画員を配置し、浜における水揚げ状況を迅速に把握するとともに、当該情報について量販

店へ提供する。また、量販店のニーズ（魚種・価格・規格・一次加工等）については、本店販

売部から販売企画員を通じて浜にフィードバックすることで、漁業者の出荷判断材料となる情

報を提供する。 

・当委員会は、山口県漁協青壮年部と連携して、地区毎に中核的担い手を中心とした漁業者の販

売強化委員を配置する。販売強化委員は浜の意見集約・調整を行い、販売企画員と浜の連携を

円滑に進める。 

・各地域で個別に行われている量販店との協議・商談については、量販店と協議の上、その窓口

を本店販売部に一本化することにより、情報の収集漏れを防ぎ県域規模での販売取組と各種連

携を可能にする。 

意欲的に取り組む中核的担い手の育成を図るため、県の事業を活用し、地域の漁業士等を中心に

研修等を通してスキルアップやリーダーとしての意識付け、漁業者グループによる収益性向上に

基づく新たな取り組み等を支援し、経営力強化を図っているが、魚価対策を含めた販売対策への

取組及び販売への参画については未だ不充分な状況である。 



② 全県的な流通システムの構築と量販店向け出荷基準(鮮度保持・規格)の統一 

・本店販売部は、量販店へのニーズに的確に応えるため、県内各地に集荷拠点（9 箇所：萩、仙 

崎、特牛、下関、埴生、宇部岬、防府、周南、柳井）や量販店への配送拠点（5 箇所：萩、仙

崎、下関、防府、柳井）を設け、量販店への輸送網を整備する。これにより、広域での集荷を

可能にするとともに、量販店への出荷を希望する漁業者が簡便に出荷できる体制を確立する。 

・鮮度保持については、県域で統一した魚種別鮮度保持基準の確立を目指す。具体的には、本店 

販売部は、10 地区の販売企画員に、山口県水産研究センターの科学的検証に基づいた鮮度保

持技術の指導を受けさせる。販売企画員は、それを販売強化委員と各浜へ的確に伝達すること

により、鮮度保持基準(正しい〆方等：血抜き、氷〆方法等)を満たした鮮魚出荷を実施する。 

・魚体サイズや立て方等の出荷規格については、量販店向けに県域で統一した魚種別規格を確立 

する。具体的には、本店販売部が量販店と販売強化委員の意向を取り入れ調整を図り県域で統

一した魚種別規格を定めることとする。（例）サワラ：大 2.5kg 以上、中 2.4kg～1.8kｇ、小

1.7kg～1.0kｇ 

③ 量販店との連携によるイベント参画・料理教室等の開催による県産水産物普及の推進 

・中核的担い手を中心とした漁業者による量販店における鮮魚対面販売等のイベントを積極的に

行うとともに、量販店が主催する各種イベントに漁業者が積極的に参画することにより、県産

水産物の消費拡大と普及活動を行う。また、量販店の顧客を対象とした定置網漁業見学ツアー

等の漁業体験イベントを実施することにより、県産水産物の普及と漁業への理解醸成を図る。 

・山口県漁協女性部（各地域水産業再生委員会管内の漁協女性部）が中心となり、量販店のチラ

シ等各種発行物の利用による漁村伝統食の宣伝活動を行うとともに、量販店の顧客を対象とし

た漁村伝統食料理教室やお魚料理コンクールを量販店と合同で開催することにより、県産水産

物の消費拡大や普及活動を行う。 

・なお、上述の取組に係る量販店への提案・調整等については、本店販売部が窓口となって行う。 

 
（２）中核的担い手の育成に関する基本方針 

山口県広域水産業再生委員会は、持続的な漁業生産を担う人材の育成を進めるため、以下の基

本方針に基づき、新規漁業就業者の確保・育成を進めるとともに、将来の浜のリーダーと期待す

る中核的担い手の育成を積極的に進める。 

●新規漁業就業者の確保・育成 

国・県の事業活用により、募集から研修・就業・定着までの一貫した新規漁業就業者支援を積

極的に実施し、地域への定着を促進する。 
●中核的担い手の育成 

原則として、県が策定している「山口県青年漁業士・指導漁業士設置要綱※」に準じた基準を

満たし、浜のリーダーとして既に活躍している又は将来活躍が期待される中核的漁業者を中心

に、次の事項に積極的に取組み、浜の中核としての意識熟成を図る。※資料別添 

①魚食普及を含む流通・販売対策 



②新規就業者の受入指導や若手漁業者への助言 

③漁船省エネ化や操業体制の合理化、共同経営化・法人化等による漁業経営改善 

 
（３）漁獲努力量の削減・維持及びその効果に関する担保措置 

各地域水産業再生委員会の浜の活力再生プランと同様、山口県資源管理指針及び漁業種類ごと

に策定されている資源管理計画の確実な遵守により履行する。 

《主な取組》 

・漁獲物の体長制限、保護水面の設定による資源管理、休漁期間の設定 

 
（４）具体的な取組内容（年度ごとに数値目標とともに記載） 

 １年目（平成 27 年度） 

取組内容 ●機能再編に関する取組内容 

① 量販店への販売強化体制の整備 

《販売企画員の配置等》 

・本店販売部は、各浜の水揚げ情報を迅速に収集した上で、量販店との協議･

商談を行えるようにするため、本店販売部直轄の販売企画員を、構成員であ

る 10 の地域水産業再生委員会管内にそれぞれ 1～2 名配置する。 

・販売企画員は、各地区の漁海況情報を本店販売部へ定期的に提供するととも

に、本店販売部からの情報等を電子メール等の各種通信ツールを用い各浜に

迅速に提供する等、当該取組において本店販売部と各浜のパイプ役を担う。 

・本店販売部は、販売企画員との意思疎通を図り、業務を円滑かつ適切に行う

ため、定期的な「販売企画員会議」を開催し、意見交換や情報共有を行う。 

《量販店と本店販売部の定期協議開催》 

・本店販売部は、量販店と協議の上、量販店との協議・商談窓口を本店販売部

に一本化し、浜の漁海況情報の提供や各種取組提案を行うとともに、量販店

側の要望等を的確に把握するため、定期的な協議会も開催する。 

・本店販売部は、協議内容等を各販売企画員へフィードバックし、各浜への迅

速な情報提供を図る。 

 
●中核的担い手の育成 

山口県漁協青壮年部を中心とし下記の取組を行い、浜の中核としての意識醸

成を図る。 

・新規就業者へのフォローアップ（漁業技術指導・生活相談等） 

・魚食普及活動（学校、福祉施設等） 

 また、各地域再生委員会の構成員の年齢構成、出漁・生産状況、漁業後継者

の有無等を調査・把握し、将来の浜の状況を予測した上で、浜の中核的担い手



となり得る者や販売強化委員の選定を行うとともに、新規漁業就業者の受入推

進を行う。 

活用する支援

措置等 
 

 
 ２年目（平成 28 年度） 

取組内容 ●機能再編に関する取組内容 

① 量販店への販売強化体制の整備 

・本店販売部は、販売企画員や量販店との日々の情報交換の他、販売企画員会

議や量販店と本店販売部との協議を定期的に開催し、意見交換及び情報共有

に努め、さらなる販売体制の強化を図る。 

② 全県的な流通システムの構築と量販店向け出荷基準(鮮度保持・規格)の統一 

・本店販売部は、既存の販売事業拠点を活用し、集荷拠点や量販店への配送拠

点として位置づけ、浜から量販店への輸送網を整備することにより、広域で

の集荷や漁業者による簡便な出荷の体制を構築する。 

・本店販売部は、量販店側と出荷条件等を詰めるため、情報を収集する。具体

的には、販売企画員は販売強化委員と、量販店出荷の取組方法や出荷条件等

の協議を充分に行い、その結果を本店販売部に報告する。本店販売部は、報

告をもとに量販店と協議し出荷条件等を整える。 

・本店販売部は、上記で量販店と定めた出荷条件等を販売企画員に周知徹底す

る。また、販売企画員は、販売強化委員と連携し各地区内の漁業者に周知徹

底するため、対象の出荷対象の魚種を扱う漁業者を対象に説明会の開催等を

実施する。 

・本店販売部は、取組開始に際して、当面、県域の主要魚種のうち量販店出荷

に価格帯等が適する 2 魚種に絞り込んで、量販店への出荷を行う（2 魚種：

ケンサキイカ、タコ）。なお、漁獲物の全量を市場出荷することを義務付けて

いる一部地域については、本店販売部の市場買付を強化し、漁獲物を量販店

出荷価格に近い価格で買い付けることにより、魚価向上を図ることとする。 

・本店販売部は、販売企画員に対して、山口県水産研究センターの科学的検証

に基づいた鮮度保持技術研修会を実施し、県域で統一した取組魚種別の鮮度

保持基準を確立する。 

③ 量販店との連携による料理教室等の開催による県産水産物普及の推進 

・本店販売部は、山口県漁協女性部（各地域水産業再生委員会管内の漁協女性

部）と連携して、量販店のチラシ等各種発行物の利用による漁村伝統食の宣

伝活動を行うとともに、量販店の顧客を対象とした漁村伝統食料理教室やお



魚料理コンクールを量販店と合同で開催することにより、県産水産物の消費

拡大や普及活動を行う。 

 
●中核的担い手の育成 

山口県漁協青壮年部と連携し、浜の中核的担い手として下記の取組を行う。 

④ 量販店への販売強化体制への参画 

・山口県広域水産業再生委員会は山口県青壮年部と連携して、地区の中核的担

い手を中心とした漁業者の販売強化委員を配置し、量販店への取組での浜の

意向等の調整を図り、販売企画員と浜の連携を円滑に進める。 

・また、本店販売部は、量販店が主催する各種イベントに中核的担い手を積極

的に参画させ、県内水産物の消費拡大と普及活動を行う。 

・なお、本店販売部は、漁業者による鮮魚対面販売を推進するため、中核的担

い手を対象として、既に量販店で対面販売に取り組んでいる漁業者グループ

による研修会を開催する。 

⑤ 新規就業者の受入指導や若手漁業者への助言 

・新規漁業就業者総合支援事業等を活用し、中核的担い手を中心に漁協、県及

び市町が連携し、新規就業者の確保、育成に取組む。 

⑥ 漁船省エネ化や操業体制の合理化、共同経営化・法人化による漁業経営改

善 

・競争力強化型機器等導入緊急対策事業等の活用による、漁船の省エネ化や操

業体制の合理化に取組む。 

・中核的担い手の新たな取組と収益性向上及び共同経営化・法人化支援を目的

とした漁業担い手対策強化推進事業を活用し、グループによる共同経営化を

推進し、漁業経営改善を図る。 

活用する支援

措置等 

広域浜プラン緊急対策事業(国) 【①②③④⑥関連】 

水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業(国) 【⑥関連】 

水産業競争力強化緊急施設整備事業(国) 【②関連】 

競争力強化型機器等導入緊急対策事業(国)【⑥関連】 

新規漁業就業者総合支援事業(国) 【⑤関連】 

新規漁業就業者定着促進事業(県) 【⑤関連】 

漁業担い手対策強化推進事業(県) 【⑥関連】 

 

 

 

 

 



 
 ３年目（平成 29 年度） 

取組内容 ●機能再編に関する取組内容 

① 量販店への販売強化体制の整備 

・本店販売部は、引き続き、取組を円滑かつ効果的に進めるために、販売企画

員会議や量販店と本店販売部との協議を定期的に開催し、意見交換及び情報

共有に努め、販売体制の強化を図る。 

② 全県的な流通システムの構築と量販店向け出荷基準(鮮度保持・規格)の統一 

・本店販売部は、量販店への鮮魚販売強化を推進し、取組魚種を 2 種(ヤズ(小

ハマチ)、コウイカ) 追加し、4 魚種とする。 

③ 量販店との連携による料理教室等の開催による県産水産物普及の推進 

・本店販売部は、山口県漁協女性部（各地域水産業再生委員会管内の漁協女性

部）と連携して、量販店のチラシ等各種発行物の利用による漁村伝統食の宣

伝活動を行うとともに、量販店の顧客を対象とした漁村伝統食料理教室やお

魚料理コンクールを量販店と合同で開催することにより、県産水産物の消費

拡大や普及活動を行う。 

 
●中核的担い手の育成 

④ 量販店への販売強化体制への参画 

・山口県広域水産業再生委員会は引き続き、地区に中核的担い手を中心とした

漁業者の販売強化委員を配置し、量販店への取組での浜の意向等の調整を図

り、販売企画員と浜の連携を円滑に進める。 

⑤ 量販店との連携によるイベント参画での県産水産物普及の推進 

・本店販売部は、量販店が主催する各種イベントに中核的担い手を積極的に参

画させ、県内水産物の消費拡大と普及活動を行う。 

・本店販売部は、量販店の意向を踏まえ、中核的担い手を中心とした漁業者に

よる鮮魚対面販売イベントを実施する店舗数を増加させる。 

⑥ 新規就業者の受入指導や若手漁業者への助言 

・新規漁業就業者総合支援事業等を活用し、中核的担い手を中心に、漁協、県

及び市町が連携し新規就業者の確保、育成に取組む。 

⑦ 漁船省エネ化や操業体制の合理化、共同経営化・法人化による漁業経営改

善 

・競争力強化型機器等導入緊急対策事業等の活用による、漁船の省エネ化や操

業体制の合理化に取組む。 

・中核的担い手の新たな取組と収益性向上及び共同経営化・法人化支援を目的

とした漁業担い手対策強化推進事業を活用し、グループによる共同経営化を



推進し、漁業経営改善を図る。 

活用する支援

措置等 

広域浜プラン緊急対策事業(国) 【①②③④⑤⑦関連】 

水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業(国) 【⑦関連】 

水産業競争力強化緊急施設整備事業(国) 【②関連】 

競争力強化型機器等導入緊急対策事業(国) 【⑦関連】 

新規漁業就業者総合支援事業(国) 【⑥関連】 

国産水産物流通促進事業(国) 【②関連】 

新規漁業就業者定着促進事業(県) 【⑥関連】 

漁業担い手対策強化推進事業(県) 【⑦関連】 

 
 ４年目（平成 30 年度） 

取組内容 ●機能再編に関する取組内容 

① 量販店への販売強化体制の整備 

・本店販売部は、引き続き、取組を円滑かつ効果的に進めるために、販売企画

員会議や量販店と本店販売部との協議を定期的に開催し、意見交換及び情報

共有に努め、販売体制の強化を図る。 

② 全県的な流通システムの構築と量販店向け出荷基準(鮮度保持・規格)の統一 

・本店販売部は、量販店との取引を更に拡充するため、一次処理加工鮮魚の取

扱いを開始する。取組魚種は 2 種類（サゴシ(サワラ)、レンチョウ(赤シタビ

ラメ)）とし、山口県漁協の既存の加工施設を活用し処理を行う（既存の取組

魚種を含め、6 魚種とする）。 

③ 量販店との連携による料理教室等の開催による県産水産物普及の推進 

・本店販売部は、山口県漁協女性部（各地域水産業再生委員会管内の漁協女性

部）と連携して、量販店のチラシ等各種発行物の利用による漁村伝統食の宣

伝活動を行うとともに、量販店の顧客を対象とした漁村伝統食料理教室やお

魚料理コンクールを量販店と合同で開催することにより、県産水産物の消費

拡大や普及活動を行う。 

 
●中核的担い手の育成 

山口県漁協青壮年部と連携し、浜の中核として下記の取組を行う。 

④ 量販店への販売強化体制への参画 

・山口県広域水産業再生委員会は引き続き、地区に中核的担い手を中心とした

漁業者の販売強化委員を配置し、量販店への取組での浜の意向等の調整を図



り、販売企画員と浜の連携を円滑に進める。 

⑤ 量販店との連携によるイベント参画での県産水産物普及の推進 

・本店販売部は、量販店が主催する各種イベントに中核的担い手を積極的に参

画させ、県内水産物の消費拡大と普及活動を行う。 

・本店販売部は、量販店の意向を踏まえ、複数地域の量販店で中核的担い手を

中心とした漁業者による鮮魚対面販売イベントを定期的に実施する。 

⑥ 新規就業者の受入指導や若手漁業者への助言 

・新規漁業就業者総合支援事業等を活用し、中核的担い手を中心に、漁協、県

及び市町が連携し新規就業者の確保、育成に取組む。 

⑦ 漁船省エネ化や操業体制の合理化、共同経営化・法人化による漁業経営改

善 

・競争力強化型機器等導入緊急対策事業等の活用による、漁船の省エネ化や操

業体制の合理化に取組む。 

・中核的担い手の新たな取組と収益性向上及び共同経営化・法人化支援を目的

とした漁業担い手対策強化推進事業を活用し、グループによる共同経営化を

推進し、漁業経営改善を図る。 

活用する支援

措置等 

広域浜プラン緊急対策事業(国) 【①②③④⑤⑦関連】 

水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業(国) 【⑦関連】 

水産業競争力強化緊急施設整備事業(国) 【②関連】 

競争力強化型機器等導入緊急対策事業(国) 【⑦関連】 

新規漁業就業者総合支援事業(国) 【⑥関連】 

国産水産物流通促進事業(国) 【②関連】 

新規漁業就業者定着促進事業(県) 【⑥関連】 

漁業担い手対策強化推進事業(県) 【⑦関連】 

 
 ５年目（平成 31 年度） 

取組内容 ●機能再編に関する取組内容 

① 量販店への販売強化体制の整備 

・本店販売部は、引き続き、取組を円滑かつ効果的に進めるために、販売企画

員会議や量販店と本店販売部との協議を定期的に開催し、意見交換及び情報

共有に努め、販売体制の強化を図る。 

② 全県的な流通システムの構築と量販店向け出荷基準(鮮度保持・規格)の統一 

・本店販売部は、引き続き、量販店への鮮魚販売強化を推進し、既存の取組魚

種に加え、新たな魚種の拡充を図る。取組拡充魚種候補（サザエ、イワシ加

工品、海藻類、カタクチイワシ、エビ類等） 

③ 量販店との連携によるイベント・料理教室等の開催による県産水産物普及



の推進 

・本店販売部は、山口県漁協女性部（各地域水産業再生委員会管内の漁協女性

部）と連携して、量販店のチラシ等各種発行物の利用による漁村伝統食の宣

伝活動を行うとともに、量販店の顧客を対象とした漁村伝統食料理教室やお

魚料理コンクールを量販店と合同で開催することにより、県産水産物の消費

拡大や普及活動を行う。 

・本店販売部は、各地区再生委員会及び山口県協力して、量販店の顧客を対象

とした定置網漁業見学ツアー等の漁業体験イベントを実施することにより、

県産水産物の普及と漁業への理解醸成を図る。 

 
●中核的担い手の育成 

山口県漁協青壮年部と連携し、浜の中核として下記の取組を行う。 

④ 量販店への販売強化体制への参画 

・山口県広域水産業再生委員会は引き続き、地区に中核的担い手を中心とした

漁業者の販売強化委員を配置し、量販店への取組での浜の意向等の調整を図

り、販売企画員と浜の連携を円滑に進める。 

⑤ 量販店との連携によるイベント参画での県産水産物普及の推進 

・本店販売部は、量販店が主催する各種イベントに中核的担い手を積極的に参

画させ、県内水産物の消費拡大と普及活動を行う。 

・本店販売部は、量販店の意向を踏まえ、複数地域の量販店で中核的担い手を

中心とした漁業者による鮮魚対面販売イベントを定期的に実施する。 

⑥ 新規就業者の受入指導や若手漁業者への助言 

・新規漁業就業者総合支援事業等を活用し、中核的担い手を中心に漁協、県及

び市町が連携し新規就業者の確保、育成に取組む。 

⑦ 漁船省エネ化や操業体制の合理化、共同経営化・法人化による漁業経営改

善 

・競争力強化型機器等導入緊急対策事業等の活用による、漁船の省エネ化や操

業体制の合理化に取組む。 

・中核的担い手の新たな取組と収益性向上及び共同経営化・法人化支援を目的

とした漁業担い手対策強化推進事業を活用し、グループによる共同経営化を

推進し、漁業経営改善を図る。 

活用する支援

措置等 

広域浜プラン緊急対策事業(国) 【①②③④⑤⑦関連】 

水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業(国) 【⑦関連】 

水産業競争力強化緊急施設整備事業(国) 【②関連】 

競争力強化型機器等導入緊急対策事業(国) 【⑦関連】 

新規漁業就業者総合支援事業(国) 【⑥関連】 



国産水産物流通促進事業(国) 【②関連】 

新規漁業就業者定着促進事業(県) 【⑥関連】 

漁業担い手対策強化推進事業(県) 【⑦関連】 

 
（５）関係機関との連携 

・山口県水産研究センター 

鮮度保持に関する試験・データ解析や、販売企画員を対象にした科学的検証に基づいた鮮度保持

技術講習会開催等について指導協力を依頼する。また、漁業者・量販店への各魚種の資源評価デ

ータに基づく漁獲動向予測等の情報提供や加工技術指導を依頼する。 

 
（６）他産業との連携 

食品を中心に取り扱う地元資本の大手量販店との連携を強化することより、県内水産物の拡販

に取組み、魚価の向上と安定化を図る。また、先方とタイアップして各種イベントを積極的に企

画・実行することより、県産魚と漁業を地域住民にとって身近なものにして行く。 

《具体的な取組》 

・量販店の各種イベントの企画に中核的担い手を中心とした漁業者を積極的に参画させ、県内水

産物の消費拡大と普及活動を行う。 

・山口県漁協女性部と連携して、漁村伝統食の宣伝活動や魚を用いた料理教室等を開催し、県産

水産物の消費拡大や普及活動を行う。 

・定置網漁業見学ツアー等の漁業体験イベントを実施し、県産水産物の普及と漁業への理解醸成

を図る。 

 
４ 成果目標 

（１）成果目標の考え方 

当面は、県域の主要魚種のうち量販店出荷に適する 6 魚種に絞り込んで取組を行い、その魚種

の単価向上を成果指標とする。 

 
（２）成果目標 

魚種の単価向上

（円/ｋｇ） 

ケンサキイカ 
基準年 平成 26 年度：  934（円/kg） 

目標年 平成 31 年度： 1,027（円/kg） 

タコ 
基準年 平成 26 年度：  834（円/kg） 

目標年 平成 31 年度：  917（円/kg） 

ヤズ 基準年 平成 26 年度：  325（円/kg） 



(小ハマチ) 目標年 平成 31 年度：  358（円/kg） 

コウイカ 
基準年 平成 26 年度：  431 円/kg） 

目標年 平成 31 年度：  474（円/kg） 

サゴシ 

(サワラ) 
基準年 平成 26 年度：  535（円/kg） 

目標年 平成 31 年度：  589（円/kg） 

レンチョウ 

(赤シタビラメ) 

基準年 平成 26 年度：  640（円/kg） 

目標年 平成 31 年度：  704（円/kg） 

 
（３）上記の算出方法及びその妥当性 

基準：直近過去 3 ヵ年の山口県漁協 5 拠点市場（萩、仙崎、特牛、防府、周南）での、各魚種別

卸値の平均単価 

目標：当該取組により、基準の 1 割増とする。 

 
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広域プランとの関係性 

広域浜プラン緊急対策事

業（実証調査）（国） 

プラン内容の充実化と実施の円滑化を図る支援 

・販売企画員会議・鮮度保持研修会の開催及び先進地視察の実施等 

・量販店イベントの開催等 

広域浜プラン緊急対策事

業（操業体制）（国） 

共同化を核とした効率的な操業体制の取組への支援 

・中核的担い手の漁船の省エネ化や操業体制の合理化 

広域浜プラン緊急対策事

業（生餌供給）（国） 

活用されていない雑漁等を餌料として保管し安定供給を図る支援 

・中核的担い手のグループ化等による経営改善 

水産業競争力強化漁船導

入事緊急支援事業（国） 

中核的担い手の収益向上に必要となる漁船リース事業 

・中核的担い手の漁船の省エネ化や操業体制の合理化 

水産業競争力強化緊急施

設整備事業（国） 

共同利用施設の新設・改築、既存施設の撤去を支援 

・量販店への販売体制強化のための、集荷拠点・販売拠点の整備 

競争力強化型機器等導入

緊急対策事業（国） 

生産性の向上、省力・省コスト化に資する漁業用機器等の導入への支援 

・中核的担い手の漁船の省エネ化や操業体制の合理化 

新規漁業就業者総合支援

事業（国） 

新規就業者の確保・育成への支援 

・中核的担い手が中心となって新規就業者の確保、育成に取組む 



国産水産物流通促進事業

（国） 

浜から量販店への水産物輸送網を整備することにより、流通の目詰まり

解消を図る。 

新規漁業就業者定着促進

事業（県） 

新規漁業就業者確保・育成の支援 

・新規就業者の確保とともに、就業後の収入安定化対策に取り組む。 

漁業担い手対策強化推進

事業（県） 

中核的担い手が収益性向上及び共同経営化・法人化を目的とした新たな

取組への支援 

・中核的担い手のグループ化等による経営改善 

 



別添資料 

 山口県青年漁業士・指導漁業士設置要綱（抜粋） 

 
（目 的） 

第 1 条 この要綱は、漁村青壮年の自主的活動の拡大展開を図るため、若手漁

業者の中核として活躍している者又は活躍が期待される者を青年漁業士に、

又、地域漁業の振興に貢献し、かつ、漁業青年等の指導に適性を有する中核

漁業者を指導漁業士に認定するための基準に関し必要な事項を定める。 
 
（青年漁業士・指導漁業士の役割） 

第 2 条 青年漁業士及び指導漁業士（以下「青年漁業士等」という。）は知事が

認定するものとし、次の役割に基づく活躍を期待する。 
(1) 青年漁業士 
ア 自らの漁業経営の合理化、漁家経営の改善へ意欲的に取り組み、若手漁

業者に模範を示すこと。 
イ 地域における漁業経営改善等のグループの中核として活動すること。 
ウ 漁業研修生、漁業後継者のよき相談役として指導、助言を行うこと。 

(2) 指導漁業士 
ア 優れた漁業経営の実践を通じ、地域漁業者の漁業経営意欲を向上させる

こと。 
イ 地域における漁業経営改善等のグループに対する指導、助言を行うこと。 
ウ 漁業研修生の受入指導者として、また、漁業後継者等の若手漁業者の指

導者として活動すること。 
 
（青年漁業士等に対する便宜供与） 

第 3 条 県は、系統団体等の協力を得て、青年漁業士等に対し、次の便宜供与

を行う。 
(1) 漁業経営等に係る研修会、講習会等への派遣又は優先参加 
(2) 先進地の視察又は交流会への参加 
(3) 水産試験研究施設の利用及び、情報提供 

 
（資 格） 

第 4 条 青年漁業士等の資格は、次の各号の全てを満たす者とする。 
(1) 青年漁業士 



ア 県が行う漁業士研修を履修した者、又は、これと同等以上の知識を有す

ると認められる者であること。 
イ 漁業の経験が 5 年以上であり、将来とも漁業を職業とすると見込まれる

者であって、かつ、地域漁業の中核となる素質を有すると見込まれる者で

あること。 
ウ 漁業経営改善等のグループ活動に積極的に参加するとともに、その中核

として活躍し又は今後活躍が期待できる者であること。 
エ 年齢が 40 歳未満であること。 

(2) 指導漁業士 
ア 優れた漁業経営及び地域漁業振興への寄与の実績を有し、その知識・経

験が、若手漁業者等の指導を通じて、今後の漁業振興に期待できる者であ

ること。 
イ 若手漁業者等の育成指導に熱意があり、かつ、指導力の持ち主であるこ

と。 
ウ 自ら漁業を経営する者で、漁協の正組合員であること。 
エ 年齢が 40 歳以上 70 歳未満であること。 

 
 ～ 以下、略 ～  
 

 

 


