
浜の活力再生プラン 

 

１ 地域水産業再生委員会 

組織名 本山以西地区地域水産業再生委員会 

代表者名 安田 正俊 

 

再生委員会の 

構成員 

山口県漁業協同組合本山以西統括支店（小野田支店、高泊支店、厚狭支店、埴生支

店、王喜支店、王司支店、才川支店、長府支店、壇之浦支店） 

下関市農林水産振興部水産課 

山陽小野田市産業振興部農林水産課 

山口県下関水産振興局 

 

対象となる地域の範囲及び

漁業の種類 

下関市内海側、山陽小野田市 

 

小型機船底びき網漁業 30名、かご漁業 96名、さし網漁業 20名、潜水器

漁業4名、小型定置網漁業4名、たこつぼ漁業41名、一本釣り漁業32名、

その他漁業3名（延べ230人、対象漁業者数計214人） 

 

２ 地域の現状 

 (1) 関連する水産業を取り巻く現状等 

当該地域は、周防灘に面し広大な自然干潟を有しており、小型機船底びき網漁業、かご漁業、さし網漁

業、潜水器漁業、小型定置網漁業、たこつぼ漁業、一本釣り漁業等の多様な漁業が営まれている。 

かご漁業、たこつぼ漁業によるガザミ、タコは安定した水揚げがあるものの、潜水器漁業の主要な漁獲

物である二枚貝資源の減少が著しく、かつ、かつて盛んであった干潟でのアサリ漁業が壊滅状態にあるこ

とから、食害生物の駆除、母貝保護等による資源回復に努めている。 

小型底びき網の主要漁獲物であるエビ類、カレイ類の資源水準が低調であることから、資源動向が比較

的安定しているガザミの販売形態を模索し、漁業所得の向上を図っている。 

また、複数の支店では定期的な朝市を開催し、顧客の定着化、拡大を図りながら、魚の付加価値向上及

び漁業収入の増加実現に努力している。 

このような状況の中、平成25年3月に「本山以西地域水産業資源活用プラン」を策定し、水産資源（漁

場資源）、経営資源、人的資源を洗い出し、漁業士による新規就業者の受け入れ、軟甲ガザミの蓄養試験、

販売体制の検討を進めてきたが、依然として厳しい状況が続いており、さらなる取り組みが必要とされて

いる。 

 

 (2) その他の関連する現状等 

近年の生産者価格の低迷や燃油を始めとする生産経費の増大等により、漁業経営を取り巻く環境は厳し

く、また、漁業者の高齢化、後継者不足が進み、漁業者の減少が加速している。 

 

３ 活性化の取組方針 

 (1) 基本方針 

①資源管理と漁場環境保全 

・抱卵ガザミ買い上げによる保護、放流運動の継続拡大 

・干潟再生によるアサリ等二枚貝の資源回復 

・効果的な種苗放流と的確な資源管理の実施 

②漁獲物の品質・付加価値向上及び水産加工の振興 

・軟甲ガザミのグループ蓄養 

・未利用魚の利用加工推進 

・朝市等の開催による顧客の定着化と拡大 



③漁業経営の基盤強化 

・低コスト及び省エネ化の推進 

・漁業者グループの組織化 

④漁業経営体の育成 

・新規就業者の確保、育成及び中堅漁業者の育成 

 

 (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 

漁獲努力量の削減等については、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。 

（主な取り組み） 

・漁獲物の体長制限 

・操業制限（区域、期間、時間） 

・休漁期間の設定 

 

 (3) 具体的な取組内容（毎年ごとに数値目標とともに記載） 

 （取組内容については、取組の進捗状況や得られた成果等を踏まえ必要により見直すこととする。）  

１年目（平成26年度） 

漁業所得向

上のための

取組 

以下の取組により漁業収入を基準年から1％増加させる。 

①資源管理と漁場環境保全 

・小型底びき網、さし網、かご等ガザミを採補する漁業者が、宇部・小野田・山陽地域

栽培漁業推進協議会による抱卵ガザミ放流保護事業※に取り組み、ガザミ資源の管理、

回復を図る。あわせてガザミ、クルマエビの種苗放流を継続するとともに、混獲され

た小型ガザミの再放流を行い、資源の増大を図る。 

※抱卵ガザミ放流保護事業：漁獲されたガザミを漁業者が活きたまま持ち帰り、より分けられた抱

卵ガザミの甲羅に漁業者がペンキで「とるな」と書いて再放流する。放流されたガザミの代金

は協議会より支払われる。 

・干潟漁場については、水産業多面的機能発揮対策事業を活用し、さし網、潜水器漁業

者等によるアサリ等二枚貝の食害生物（ナルトビエイ、ツメタガイ等）駆除や、かつ

てアサリ漁業を行っていた漁業者が主体となって、干潟の耕耘による環境改善、被覆

網 ※によるアサリの保護等を行うことにより、アサリ等二枚貝の増殖と併せて的確な

資源管理を行う。 

※被覆網：食害や波浪、流れによる稚貝の散逸を防止することを目的に、稚貝に網を被せて保護、

育成する。 

・才川支店の漁業者数名が昨年度より試験的に始めたカキ養殖の取組については、漁場

環境等の把握に努め養殖技術の確立を目指す。 

・定着性魚種であるナマコ類については、潜水器によるナマコ操業期間を制限する資源

管理措置を継続する。 

 

②漁獲物の品質・付加価値向上及び水産加工の振興 

・昨年度整備した蓄養水槽を活用し、小型底びき網漁業者等がガザミ蓄養の取り組みを

始め、地元への安定出荷、高値時期の出荷により漁業収入の向上を図る。特に、脱皮

直後で身が締まっていないことから商品価値が低い軟甲ガザミについては、一定期間

蓄養することにより身質を改善し、商品価値を高めて出荷する手法の導入を検討する。 

・小型底びき網、さし網等で漁獲される規格外、時期外のハモ、グチ等の地元未利用魚

については、漁業者が無料でサンプルを提供し、漁協女性部等の女性活動グループが

加工品の試作等を行う。 

・厚狭、長府支店では、定置網漁業の漁獲物を主体として朝市を開催しているが、定置

網漁業者等と連携して出荷量の増加や開催支店数の増加を検討する。更に、ＪＡ、地



元商店等との連携を検討し、野菜等水産物以外の出荷商品を豊富にすることにより顧

客の拡大と定着化を図る。 

 

③漁業経営体の育成 

・新規漁業就業者総合支援事業を活用し、漁業士等の主幹漁業者が中心となって新規就

業者の確保、育成に取り組む体制（複数の指導者による指導体制等）を検討する。 

・中堅漁業者を支店（漁協）経営に積極的に参画させるとともに、県等が開催する各種

研修会に参加させ、漁村地域のリーダー（漁業士）を育成する。 

・計画的かつ段階的な担い手の新たな取組と共同経営化・法人化の支援を目的とした「や

まぐちの水産力再生支援事業」を活用し、漁業種類別のグループによる共同経営化を

積極的に推進し、やまぐちブランドの増産を図る。 

操業コスト

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から1％削減する。 

・燃油高騰対策 

漁協は、漁業セーフティーネット構築事業の加入を促進し、燃油高騰時に備える。 

・低コスト、省エネ操業への転換 

小型底びき網漁業については、グランド部分の鉛やチェーン等を軽くすることで漁具

の軽量化に取り組み、省エネ操業への転換を図る。また、軽量化漁具は従来漁具より遅

いスピードで曳網することから漁獲物の痛みが少なく、品質向上による高付加価値化を

図る。あわせて、漁獲対象としている水産資源が悪化していることに鑑み、比較的燃油

消費量の少ないかご、さし網、たこつぼ漁業等との兼業化を推進し、燃油コストの削減

に取り組む。 

各漁業種グループは、盛漁期の操業に力点を置いた出漁に切り替える等、出漁日数の

調整、自主的休漁期間の設定等を検討し、調整のとれたグループから実施する。 

活用する支

援措置等 

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、水産業多面的機能

発揮対策事業、やまぐちの水産力再生支援事業 

 

2年目（平成27年度） 

漁業所得向

上のための

取組 

以下の取組を引き続き実施することにより漁業収入を基準年から2％増加させる。 

①資源管理と漁場環境保全 

・小型底びき網、さし網、かご等ガザミを採補する漁業者が、宇部・小野田・山陽地域

栽培漁業推進協議会による抱卵ガザミ放流保護事業に取り組み、ガザミ資源の管理、

回復を図る。あわせてガザミ、クルマエビの種苗放流を継続するとともに、混獲され

た小型ガザミの再放流を行い、資源の増大を図る。 

・干潟漁場については、水産業多面的機能発揮対策事業を活用し、さし網、潜水器漁業

者等によるアサリ等二枚貝の食害生物（ナルトビエイ、ツメタガイ等）駆除や、かつ

てアサリ漁業を行っていた漁業者が主体となって、干潟の耕耘による環境改善、被覆

網によるアサリの保護等を行うことにより、アサリ等二枚貝の増殖と併せて的確な資

源管理を行う。 

・才川支店の漁業者数名が試験的に行うカキ養殖の取組については、漁場環境等の把握

に努め養殖技術の確立を目指す。 

・定着性魚種であるナマコ類については、潜水器によるナマコ操業期間を制限する資源

管理措置を継続する。 

 

②漁獲物の品質・付加価値向上及び水産加工の振興 

・小型底びき網漁業者等によるガザミ蓄養については、地元への安定出荷、高値時期の

出荷、より高値が期待できる出荷先の検討を行い、漁業収入の向上を図る。特に、脱

皮直後で身が締まっていないことから商品価値が低い軟甲ガザミについては、一定期

間蓄養することにより身質を改善し、商品価値を高めて出荷する手法の導入を検討す



る。 

・小型底びき網、さし網等で漁獲される規格外、時期外のハモ、グチ等の地元未利用魚

については、漁業者が無料でサンプルを提供し、漁協女性部等の女性活動グループが

加工品の試作等を行い、試験的に販売する。 

・厚狭、長府支店では、定置網漁業の漁獲物を主体として朝市を開催しているが、定置

網漁業者等と連携して出荷量の増加を図る。また、現在開催していない支店について

も試験的に朝市を開催し、定期開催に向けた検討を行う。更に、ＪＡ、地元商店等と

の連携を検討し、野菜等水産物以外の出荷商品を豊富にすることにより顧客の拡大と

定着化を図る。 

 

③漁業経営体の育成 

・新規漁業就業者総合支援事業を活用し、漁業士等の主幹漁業者が中心となって新規就

業者の確保、育成に取り組む体制（複数の指導者による指導体制等）を検討する。 

・中堅漁業者を支店（漁協）経営に積極的に参画させるとともに、県等が開催する各種

研修会に参加させ、漁村地域のリーダー（漁業士）を育成する。 

・計画的かつ段階的な担い手の新たな取組と共同経営化・法人化の支援を目的とした「や

まぐちの水産力再生支援事業」を活用し、漁業種類別のグループによる共同経営化を

積極的に推進し、やまぐちブランドの増産を図る。 

操業コスト

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から2％削減する。 

・燃油高騰対策 

漁協は、漁業セーフティーネット構築事業の加入を促進し、燃油高騰時に備える。 

・低コスト、省エネ操業への転換 

小型底びき網漁業については、グランド部分の鉛やチェーン等を軽くすることで漁具

の軽量化に取り組み、省エネ操業への転換を図る。また、軽量化漁具は従来漁具より遅

いスピードで曳網することから漁獲物の痛みが少なく、品質向上による高付加価値化を

図る。あわせて、漁獲対象としている水産資源が悪化していることに鑑み、比較的燃油

消費量の少ないかご、さし網、たこつぼ漁業等との兼業化を推進し、燃油コストの削減

に取り組む。 

各漁業種グループは、盛漁期の操業に力点を置いた出漁に切り替える等、出漁日数の

調整、自主的休漁期間の設定等を検討し、調整のとれたグループから実施する。 

活用する支

援措置等 

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、水産業多面的機能

発揮対策事業、やまぐちの水産力再生支援事業 

 

3年目（平成28年度） 

漁業所得向

上のための

取組 

以下の取組を引き続き実施することにより漁業収入を基準年から3％増加させる。 

①資源管理と漁場環境保全 

・小型底びき網、さし網、かご等ガザミを採補する漁業者が、宇部・小野田・山陽地域

栽培漁業推進協議会による抱卵ガザミ放流保護事業に取り組み、ガザミ資源の管理、

回復を図る。あわせてガザミ、クルマエビの種苗放流を継続するとともに、混獲され

た小型ガザミの再放流を行い、資源の増大を図る。 

・干潟漁場については、水産業多面的機能発揮対策事業を活用し、さし網、潜水器漁業

者等によるアサリ等二枚貝の食害生物（ナルトビエイ、ツメタガイ等）駆除や、かつ

てアサリ漁業を行っていた漁業者が主体となって、干潟の耕耘による環境改善、被覆

網によるアサリの保護等を行うことにより、アサリ等二枚貝の増殖と併せて的確な資

源管理を行う。 

・才川支店の漁業者数名が試験的に行うカキ養殖の取組については、漁場環境等に適し

た養殖手法の検討を行う。 

・定着性魚種であるナマコ類については、潜水器によるナマコ操業期間を制限する資源



管理措置を継続する。 

②漁獲物の品質・付加価値向上及び水産加工の振興 

・小型底びき網漁業者等によるガザミ蓄養については、地元への安定出荷、高値時期の

出荷、より高値が期待できる出荷先の検討を行い、漁業収入の向上を図る。特に、脱

皮直後で身が締まっていないことから商品価値が低い軟甲ガザミについては、一定期

間蓄養することにより身質を改善し、商品価値を高めて出荷する手法の導入を検討す

る。 

・小型底びき網、さし網等で漁獲される規格外、時期外のハモ、グチ等の地元未利用魚

については、漁業者が無料でサンプルを提供し、漁協女性部等の女性活動グループが

加工品の試作等を行い、試験的に販売する。 

・厚狭、長府支店では、定置網漁業の漁獲物を主体として朝市を開催しているが、定置

網漁業者等と連携して出荷量の増加を図る。また、現在開催していない支店について

も試験的に朝市を開催し、定期開催に向けた検討を行う。更に、ＪＡ、地元商店等と

の連携を検討し、野菜等水産物以外の出荷商品を豊富にすることにより顧客の拡大と

定着化を図る。 

 

③漁業経営体の育成 

・新規漁業就業者総合支援事業を活用し、漁業士等の主幹漁業者が中心となって新規就

業者の確保、育成に取り組む体制（複数の指導者による指導体制等）を検討する。 

・中堅漁業者を支店（漁協）経営に積極的に参画させるとともに、県等が開催する各種

研修会に参加させ、漁村地域のリーダー（漁業士）を育成する。 

・計画的かつ段階的な担い手の新たな取組と共同経営化・法人化の支援を目的とした「や

まぐちの水産力再生支援事業」を活用し、漁業種類別のグループによる共同経営化を

積極的に推進し、やまぐちブランドの増産を図る。 

操業コスト

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から3％削減する。 

・燃油高騰対策 

漁協は、漁業セーフティーネット構築事業の加入を促進し、燃油高騰時に備える。 

・低コスト、省エネ操業への転換 

小型底びき網漁業については、グランド部分の鉛やチェーン等を軽くすることで漁具

の軽量化に取り組み、省エネ操業への転換を図る。また、軽量化漁具は従来漁具より遅

いスピードで曳網することから漁獲物の痛みが少なく、品質向上による高付加価値化を

図る。あわせて、漁獲対象としている水産資源が悪化していることに鑑み、比較的燃油

消費量の少ないかご、さし網、たこつぼ漁業等との兼業化を推進し、燃油コストの削減

に取り組む。 

各漁業種グループは、盛漁期の操業に力点を置いた出漁に切り替える等、出漁日数の

調整、自主的休漁期間の設定等を検討し、調整のとれたグループから実施する。 

活用する支

援措置等 

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、水産業多面的機能

発揮対策事業、やまぐちの水産力再生支援事業 

 

4年目（平成29年度） 

漁業所得向

上のための

取組 

以下の取組を引き続き実施することにより漁業収入を基準年から4％増加させる。 

①資源管理と漁場環境保全 

・小型底びき網、さし網、かご等ガザミを採補する漁業者が、宇部・小野田・山陽地域

栽培漁業推進協議会による抱卵ガザミ放流保護事業に取り組み、ガザミ資源の管理、

回復を図る。あわせてガザミ、クルマエビの種苗放流を継続するとともに、混獲され

た小型ガザミの再放流を行い、資源の増大を図る。 

・干潟漁場については、水産業多面的機能発揮対策事業を活用し、さし網、潜水器漁業

者等によるアサリ等二枚貝の食害生物（ナルトビエイ、ツメタガイ等）駆除や、かつ



てアサリ漁業を行っていた漁業者が主体となって、干潟の耕耘による環境改善、被覆

網によるアサリの保護等を行うことにより、アサリ等二枚貝の増殖と併せて的確な資

源管理を行う。 

・才川支店の漁業者数名が試験的に行うカキ養殖の取組については、漁場環境等に適し

た養殖手法を確立し、本格実施に向けた規模拡大等を図る。 

・定着性魚種であるナマコ類については、潜水器によるナマコ操業期間を制限する資源

管理措置を継続する。 

 

②漁獲物の品質・付加価値向上及び水産加工の振興 

・小型底びき網漁業者等によるガザミ蓄養については、蓄養水槽を整備する等ガザミ蓄

養体制を拡大し、地元への安定出荷、高値時期の出荷、より高値の出荷先への出荷等

により漁業収入の向上を図る。特に、脱皮直後で身が締まっていないことから商品価

値が低い軟甲ガザミについては、一定期間蓄養することにより身質を改善し、商品価

値を高めて出荷する手法を確立する。 

・小型底びき網、さし網等で漁獲される規格外、時期外のハモ、グチ等の地元未利用魚

については、漁協女性部等の女性活動グループが加工品の製造・販売を行い、漁業収

入増加に努める。 

・厚狭、長府支店では、定置網漁業の漁獲物を主体として朝市を開催しているが、定置

網漁業者等と連携して出荷量の増加を図る。また、試験的に朝市を開催した支店につ

いては、定期開催への移行を図る。更に、ＪＡ、地元商店等との連携を検討し、野菜

等水産物以外の出荷商品を豊富にすることにより顧客の拡大と定着化を図る。 

 

③漁業経営体の育成 

・新規漁業就業者総合支援事業を活用し、漁業士等の主幹漁業者が中心となって新規就

業者の確保、育成に取り組む体制（複数の指導者による指導体制等）を検討する。 

・中堅漁業者を支店（漁協）経営に積極的に参画させるとともに、県等が開催する各種

研修会に参加させ、漁村地域のリーダー（漁業士）を育成する。 

・計画的かつ段階的な担い手の新たな取組と共同経営化・法人化の支援を目的とした「や

まぐちの水産力再生支援事業」を活用し、漁業種類別のグループによる共同経営化を

積極的に推進し、やまぐちブランドの増産を図る。 

操業コスト

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から4％削減する。 

・燃油高騰対策 

漁協は、漁業セーフティーネット構築事業の加入を促進し、燃油高騰時に備える。 

・低コスト、省エネ操業への転換 

小型底びき網漁業については、グランド部分の鉛やチェーン等を軽くすることで漁具

の軽量化に取り組み、省エネ操業への転換を図る。また、軽量化漁具は従来漁具より遅

いスピードで曳網することから漁獲物の痛みが少なく、品質向上による高付加価値化を

図る。あわせて、漁獲対象としている水産資源が悪化していることに鑑み、比較的燃油

消費量の少ないかご、さし網、たこつぼ漁業等との兼業化を推進し、燃油コストの削減

に取り組む。 

各漁業種グループは、盛漁期の操業に力点を置いた出漁に切り替える等、出漁日数の

調整、自主的休漁期間の設定等を検討し、調整のとれたグループから実施する。 

活用する支

援措置等 

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、水産業多面的機能

発揮対策事業、やまぐちの水産力再生支援事業 

 

5年目（平成30年度） 

漁業所得向

上のための

最終年でありこれまでの成果を検証するとともに、取組内容を見直しつつ引き続き、以下

の取組を実施することにより漁業収入を基準年から5％増加させる。 



取組 ①資源管理と漁場環境保全 

・小型底びき網、さし網、かご等ガザミを採補する漁業者が、宇部・小野田・山陽地域

栽培漁業推進協議会による抱卵ガザミ放流保護事業に取り組み、ガザミ資源の管理、

回復を図る。あわせてガザミ、クルマエビの種苗放流を継続するとともに、混獲され

た小型ガザミの再放流を行い、資源の増大を図る。 

・干潟漁場については、水産業多面的機能発揮対策事業を活用し、さし網、潜水器漁業

者等によるアサリ等二枚貝の食害生物（ナルトビエイ、ツメタガイ等）駆除や、かつ

てアサリ漁業を行っていた漁業者が主体となって、干潟の耕耘による環境改善、被覆

網によるアサリの保護等を行うことにより、アサリ等二枚貝の増殖と併せて的確な資

源管理を行う。 

・才川支店の漁業者数名が行うカキ養殖の取組については、出荷先を検討するとともに、

本格実施する。 

・定着性魚種であるナマコ類については、潜水器によるナマコ操業期間を制限する資源

管理措置を継続する。 

 

②漁獲物の品質・付加価値向上及び水産加工の振興 

・小型底びき網漁業者等によるガザミ蓄養については、蓄養水槽を整備する等ガザミ蓄

養体制を拡大し、地元への安定出荷、高値時期の出荷、より高値の出荷先への出荷等

により漁業収入の向上を図る。特に、脱皮直後で身が締まっていないことから商品価

値が低い軟甲ガザミについては、一定期間蓄養することにより身質を改善し、商品価

値を高めて出荷する手法を確立する。 

・小型底びき網、さし網等で漁獲される規格外、時期外のハモ、グチ等の地元未利用魚

については、漁協女性部等の女性活動グループが加工品の製造・販売を行うとともに

販路拡大を図り、漁業収入増加に努める。 

・厚狭、長府支店では、定置網漁業の漁獲物を主体として朝市を開催しているが、定置

網漁業者等と連携して出荷量の増加を図る。また、試験的に朝市を開催した支店につ

いては、定期開催への移行を図る。更に、ＪＡ、地元商店等との連携を検討し、野菜

等水産物以外の出荷商品を豊富にすることにより顧客の拡大と定着化を図る。 

 

③漁業経営体の育成 

・新規漁業就業者総合支援事業を活用し、漁業士等の主幹漁業者が中心となって新規就

業者の確保、育成に取り組む体制（複数の指導者による指導体制等）を検討する。 

・中堅漁業者を支店（漁協）経営に積極的に参画させるとともに、県等が開催する各種

研修会に参加させ、漁村地域のリーダー（漁業士）を育成する。 

・計画的かつ段階的な担い手の新たな取組と共同経営化・法人化の支援を目的とした「や

まぐちの水産力再生支援事業」を活用し、漁業種類別のグループによる共同経営化を

積極的に推進し、やまぐちブランドの増産を図る。 

操業コスト

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から5％削減する。 

・燃油高騰対策 

漁協は、漁業セーフティーネット構築事業の加入を促進し、燃油高騰時に備える。 

・低コスト、省エネ操業への転換 

小型底びき網漁業については、グランド部分の鉛やチェーン等を軽くすることで漁具

の軽量化に取り組み、省エネ操業への転換を図る。また、軽量化漁具は従来漁具より遅

いスピードで曳網することから漁獲物の痛みが少なく、品質向上による高付加価値化を

図る。あわせて、漁獲対象としている水産資源が悪化していることに鑑み、比較的燃油

消費量の少ないかご、さし網、たこつぼ漁業等との兼業化を推進し、燃油コストの削減

に取り組む。 

各漁業種グループは、盛漁期の操業に力点を置いた出漁に切り替える等、出漁日数の



調整、自主的休漁期間の設定等を検討し、調整のとれたグループから実施する。 

活用する支

援措置等 

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、水産業多面的機能

発揮対策事業、やまぐちの水産力再生支援事業 

 

 (4) 関係機関との連携 

取り組みの効果が充分に発現されるよう、行政（山口県、下関市、山陽小野田市）と連携を強化すると

ともに、水産加工事業や販路開拓のために、県内外の流通、販売業者との連携を加速化する。 

 

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 

事業名 事業内容及び浜の活力再生プランとの関係性 

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 

水産業多面的機能発揮対策事業 

やまぐちの水産力再生支援事業 

意欲ある若者の漁業就業を支援し、後継者対策および浜の活性

化を促す。 

燃油高騰に備え、漁業コストの削減を図る。 

干潟等の環境改善や地域資源の維持回復を図る。 

事業支援グループの共同経営化、法人化を図ることにより経営

基盤を強化する。 

 


