
１　地域水産業再生委員会

※再生委員会規約及び推進体制の分かる資料を添付すること。

長門市

※策定時点で対象となる漁業者数も記載すること。

２　地域の現状
（１）関連する水産業を取り巻く現状等

（２）その他の関連する現状等

３　活性化の取組方針
（１）基本方針

①資源管理対策

②魚価向上対策

③漁業経営体等の育成対策等

④漁業経営の基盤強化
　平成24年度に地域の水産資源（漁場資源）・経営資源・人的資源を洗い出し、これらの資源をいかに組合せ、活用
して地域水産業の担い手（及びその組織）を育成していくかを定めた「長門地域水産業資源活用プラン」を策定して
おり、同プランに基づき担い手育成を推進する。また、省エネ機器等の導入に努め、低コスト操業の推進に取組む。

浜の活力再生プラン

組織名

代表者名
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再生委員会の
構成員

対象となる地域の範囲及び漁業の種類

山口県漁協長門統括支店（野波瀬支店　小島支店　仙崎支店　通支店　湊支店　黄波戸支店　津黄
支店　立石支店　川尻支店　久津支店　大浦支店　掛渕支店　久原支店　伊上支店）
山口県漁協本店　長門市商工水産課　山口県萩水産事務所

小型機船底曳網漁業（9名）・中型まき網漁業（1名）・船曳網漁
業（8名）・棒受網・抄網漁業（28名）・やずまき刺網漁業・建網
漁業（102名）・定置網漁業（6名）・延縄漁業（15名）・一本釣
漁業（323名）・採介藻漁業（246名）・養殖業（11名）・その他
雑漁業（54名）　延べ803名、対象漁業者（正組合員）779名

　当地域は、山口県の日本海側の西部に位置し、北長門海岸国定公園に指定された海岸は、地殻変動に伴う複雑な地
形と日本海の荒海によって作られた海食崖などの岩礁域も多く、古くから優良漁場として、アワビ・サザエ等を対象
とする採介藻漁業のほか、定置網漁業、中型まき網漁業、棒受網・抄網漁業、小型機船底曳網漁業、船曳網漁業、一
本釣漁業及び養殖業等の多様な漁業が営まれている。主要な漁獲物は、主に釣、延縄漁業、定置網漁業、中型まき網
漁業、採介藻漁業、沖建網漁業等による鮮魚貝類（一部活魚貝）と、棒受網・抄網漁業、船曳網漁業によるカタクチ
イワシ等の加工用原料魚とに大別される。しかし、当地域においては漁業者の高齢化・減少が進んでいることや、近
年の異常気象による夏場の高水温が続きイワシ漁の水揚げ減少や、藻場の減少が見られるようになり、採介藻漁業が
低調となるなど、今後の資源枯渇の危機に直面している。長門地区は平成18年度には地元水揚高が45億円あったが、
平成24年度は29億円にまで落ち込んでいる。また、追い打ちをかける様に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が重なり漁業経営を巡る環境は厳しくなっている。このような状況の中、漁業者の高齢化・減
少対策としての新規漁業就業支援事業、資源維持対策としての藻場保全活動、燃油高騰対策としてのセーフティー
ネット事業等を実施しているが、依然として厳しい状況が続いており、さらなる取組が必要とされている。

　行政と連携し、海士グループによる藻場の造成や再生及び磯焼け防止に向けた母藻の設置、有害ウニ等の駆除活動
の実施、優良魚種の種苗放流、高級魚介類としてのアワビの中間育成体制の構築、通・仙崎・油谷湾等におけるキジ
ハタ魚礁の整備及び放流事業等の資源管理に資する活動を行い水産物の安定供給を図る。

　漁協・漁業者・仲買の連携による鮮魚鮮度保持技術の普及活動及びブランド化のための品質向上等を図り、販路拡
大の推進及び魚価の低迷に歯止めをかけ、組合員の漁業所得の向上を目指す。

　漁村地域のリーダーとなる漁業士（青年漁業士・指導漁業士）の育成を進めるとともに、漁業士が中心となった新
たな担い手確保対策や、女性部員・漁村生活改善士が中心となった魚食普及活動等の取組みを強化する。さらに、仙
崎天然ワカメグループによる低利用である天然ワカメの刈取り、一次加工及び出荷の実施、活魚蓄養グループによる
活イカ・活魚の共同出荷販売体制の確立、イワガキ養殖グループ及びトラフグ養殖業者等による新たな地域特産品づ
くりの取組み等を推進していく。

　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、漁業経営を取巻く環境は非常に厳しい。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。



（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

（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26年度）
以下の取組みにより漁業収入を基準年から1％増加させる。

・

・

・

・

・

（魚価向上対策）
・

・活イカ業者への販売促進

・

・

・

・大都市圏へ販路拡大

（漁業経営体等の育成対策）
・

・

・
・

通支店組合員4名は、青海島岩がき育成研究会を結成し、試験的な養殖から始めた岩がき養殖が本格
化し、年間売上が240万円程度となっている。今後、販売状況等をみつつ、会員を増やす等により出
荷量を増やし、漁業収入増加に努める。

（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応じて見直すこととする。）

仙崎支店所属船8隻・野波瀬支店所属船3隻・通支店所属船3隻は、休漁期に外国船等による投棄漁具
及び放置漁具をサデを使用し回収する。

鮮度保持技術の普及活動

漁協及び漁業者は、マダイ12,000尾・カサゴ18,000尾・ヒラメ125,000尾・マコカレイ15,000尾・キ
ジハタ41,000尾・クルマエビ160㎏・アワビ111,700個・アカウニ20,000個の種苗放流などの栽培漁
業を効果的に継続するとともに、一定サイズ以下の漁獲個体は再放流し、鮮魚仕向の市場価格の向
上に努める。特に、本年より、キジハタの放流数を５倍に増加させ、下記の漁場整備と連携しつ
つ、資源の増大を図る。
漁協は、本年度、漁協所有のアワビ中間育成施設を改修し、新規に積層型育成器等の導入を行うこ
とで育成種苗の歩留り向上を図る。育成した種苗は、藻場保全活動を実施している支店を中心に配
布することで、より放流効果を高める。更に、アワビの効率的な育成方法や回収率向上を目的とし
て、漁業者自身の対応により安定的に資源管理のできる漁場（輪採漁場等）を確立するための管理
手法、環境整備等を検討する。

※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。

組合員・青壮年部・女性部は支店毎に海岸清掃活動に参加する。延べ参加人数約400名で海岸を清掃
し漁場の保護に努める。

漁協女性部は各漁業者の協力を得て、魚食普及、地域イベント協力、朝市、魚料理教室講師などの
活動に取組む。また、女性部相互交流、漁協事業推進に協力する。

　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並びに漁場
改善計画の確実な遵守により履行する。

藻場の再生、放流等に係る継続的な取組み
通支店採介藻業者33名・仙崎支店採介藻業者13名・湊支店採介藻業者8名・黄波戸支店採介藻業者27
名・立石支店採介藻業者5名・大浦支店採介藻業者31名は、各支店または支店間で、藻場保全グルー
プを立上げ、母藻設置・モニタリング・ウニ駆除ハードル設置・保護区域の設置等を行い資源確保
に努める。
海底清掃・海岸掃除による漁場の保護

仙崎支店採介藻業者2名は、仙崎男気ワカメグループを結成し、カットワカメを製造販売し、年間売
上30万円程度となっている。今後、販売状況等をみつつ、グループを拡大する等により製造量を増
加させ、漁業収入増加に努める。

伊上支店各漁業者は、農商工等連携事業認定業者と提携し、ワカメ・ヒジキの地場産藻類等を加工
原料として供給して、年間４０万円程度出荷しているが、今後、更に出荷量を増加させる。さら
に、漁協は同認定業者と関係者との調整を図り新規仲買として登録することで、長門統括管内の魚
介類の取扱いを増加させる。

通支店一本釣業者41名・仙崎支店一本釣業者1名・立石支店一本釣業者1名・久津支店一本釣業者2
名・川尻支店一本釣業者11名は、安定供給のための生産体制を統一して、活イカのロットを揃える
ことにより、活イカ業者への出荷量を増やし漁業収入増加に努める。

漁業士等の主幹漁業者が中心となって新規就業者確保・育成に取組む体制を確立する。

長門市水産物需要拡大推進事業の協議会において魚種を選定（マアジ、イワシ類、イサキ、メダ
イ、ケンサキイカ、アワビ、サザエの7魚種）してブランド化を目指しており、特にマアジ、ケンサ
キイカについて重点的に対策を講じていく。漁協は、「仙崎トロあじ（脂質含有量１０％以
上）」、「仙崎ぶとイカ（３人の目利きによる）」として旬を迎えた時期に旬宣言を行い、地元の
量販店や祭事等でブランド認知度向上を目的とした販促ＰＲ活動及び漁協女性部との連携による料
理教室を開催する。

漁業収入向上
のための取組

通支店一本釣業者・川尻支店一本釣業者は、神経締め・氷血締めの講習会に参加する等により、鮮
度保持技術の普及に統一的に取組むほか、市場出荷するイカ箱のサイズ及び下氷処理法を徹底する
ことにより、魚価向上を図る。

ブランド化の推進

野波瀬支店船曳網業者2船団・通支店船曳網業者3船団が、漁獲したイワシ類を仙崎市場に一元集荷
することにより、加工仲買人を他市場に分散させず、多くの加工仲買人を入札参加させることによ
り、競争意識の原理で魚価向上を図る。

漁業者の後継者不足、組合員の減少、高齢化から年々漁獲量が減る中、従来通りの販売先だけでは
漁業収入が先細りとなってきたことから、本年、漁協、農協等第一次産業関連団体等の出資により
設立された「ながと物産合同会社」と連携し、巨大消費地である大都市圏でのPR活動や販路開拓等
により需要拡大を推進し、魚価向上による漁業収入増加を図る。

（資源管理対策）

漁協及び漁業者は、県が実施する大津豊浦地区水産環境整備事業により、仙崎湾と油谷湾に幼稚
魚・若成魚・成魚と段階に応じたキジハタ魚礁を的確に設置し、そこへのキジハタ稚魚放流をする
ことで、キジハタ資源の増大を図る。
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2年目（平成27年度）
以下の取組みにより漁業収入を基準年から2％増加させる。

・

・

・

・

・

（魚価向上対策）
・

・活イカ業者への販売促進

・

・

・

漁業収入向上
のための取組

漁協及び漁業者は、キジハタ資源の増大を図るため、各支店において適地調査を実施した上で、キ
ジハタ魚礁を継続的に設置出来るよう県に要請する。

省エネ機器等導入推進事業　　　・漁業改革推進集中プロジェクト運営事業　
新規漁業就業者総合支援事業　　・韓国・中国等外国漁船操業対策事業　

全漁船は、船底清掃等を定期的に実施し燃費向上に努める。

漁協は漁業経営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。

（その他の取組み）

漁業コスト削
減のための取
組

活用する支援
措置等

漁協は、湊市場漁獲量増加対策として萩・豊浦地区の棒受網・抄網漁業者及び県外いかつり漁業者
を積極的に誘致する。

一本釣漁業2隻・船曳網漁業2隻・養殖業1隻の計5隻の漁船の機関換装を実施し、5％以上の燃油消費
量の削減を図る。

野波瀬支店の中型まき網漁業者は、協業体等新たな操業体制等の漁業構造改革の取組について協議
する。

（省エネ機器導入）

漁業収入向上
のための取組

トラフグ養殖事業者等は、価格が低迷する養殖トラフグについて、身欠きフグ加工での流通形態等
の打開策を検討する。

海底清掃・海岸掃除による漁場の保護
仙崎支店所属船8隻・野波瀬支店所属船3隻・通支店所属船3隻は、休漁期に外国船等による投棄漁具
及び放置漁具をサデを使用し回収する。
組合員・青壮年部・女性部は支店毎に海岸清掃活動に参加する。延べ参加人数約400名で海岸を清掃
し漁場の保護に努める。

鮮度保持技術の普及活動
通支店一本釣業者・川尻支店一本釣業者は、神経締め・氷血締めの講習会に参加する等により、鮮
度保持技術の普及に統一的に取組むほか、市場出荷するイカ箱のサイズ及び下氷処理法を徹底する
ことにより、魚価向上を図る。

長門市水産物需要拡大推進事業　・長門地域栽培漁業推進事業　・大津豊浦地区水産環境整備事業　　

以下の取組みにより漁業コストを基準年から5％削減する。

（省燃油活動の推進）

野波瀬支店船曳網業者2船団・通支店船曳網業者3船団が、漁獲したイワシ類を仙崎市場に一元集荷
することにより、加工仲買人を他市場に分散させず、多くの加工仲買人を入札参加させることによ
り、競争意識の原理で魚価向上を図る。

水産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　

（減速航行の励行）
全漁船は、減速航行を実施し燃油消費量5％の削減を図る。

省燃油活動推進事業　・漁業経営セーフティーネット構築事業　・もうかる漁業創設支援事業　

（燃油高騰対策）

ブランド化の推進

伊上支店各漁業者は、農商工等連携事業認定業者と提携し、ワカメ・ヒジキの地場産藻類等を加工
原料としての供給を継続しつつ、出荷量を増加させる。

通支店一本釣業者41名・仙崎支店一本釣業者1名・立石支店一本釣業者1名・久津支店一本釣業者2
名・川尻支店一本釣業者11名は、安定供給のための生産体制を統一して、活イカのロットを揃える
ことにより、活イカ業者への出荷量を増やし漁業収入増加に努める。

長門市水産物需要拡大推進事業の協議会において魚種を選定（マアジ、イワシ類、イサキ、メダ
イ、ケンサキイカ、アワビ、サザエの7魚種）しブランド化を目指しており、特にマアジ、ケンサキ
イカについて重点的に対策を講じていく。漁協は、「仙崎トロあじ（脂質含有量１０％以上）」、
「仙崎ぶとイカ（３人の目利きによる）」として旬を迎えた時期に旬宣言を行い、地元の量販店や
祭事等でブランド認知度向上を目的とした販促ＰＲ活動及び漁協女性部との連携による料理教室を
開催する。

種苗放流事業　・キジハタ種苗放流事業　種苗中間育成推進事業

藻場の再生、放流等に係る継続的な取組み
通支店採介藻業者33名・仙崎支店採介藻業者13名・湊支店採介藻業者8名・黄波戸支店採介藻業者27
名・立石支店採介藻業者5名・大浦支店採介藻業者31名は、各支店または支店間で、藻場保全グルー
プを立上げ、母藻設置・モニタリング・ウニ駆除ハードル設置・保護区域の設置等を行い資源確保
に努める。

漁協及び漁業者は、マダイ12,000尾・カサゴ18,000尾・ヒラメ125,000尾・マコカレイ15,000尾・キ
ジハタ41,000尾・クルマエビ160㎏・アワビ111,700個・アカウニ20,000個の種苗放流などの栽培漁
業を効果的に継続するとともに、一定サイズ以下の漁獲個体は再放流し、鮮魚仕向の市場価格の向
上に努める。
漁協は、２６年度に改修したアワビ中間育成施設と積層型育成器等を活用し、育成種苗の歩留り向
上を図る。育成した種苗は、藻場保全活動を実施している支店を中心に配布することで、より放流
効果を高める。更に、アワビの効率的な育成方法や回収率向上を目的として、漁業者自身の対応に
より安定的に資源管理のできる漁場分割管理方式（輪採漁場等）について、前年度に検討した結果
を踏まえ、試行的に実施する。

（資源管理対策）
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3年目（平成28年度）
以下の取組みにより漁業収入を基準年から3％増加させる。
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（魚価向上対策）
・

・活イカ業者への販売促進

漁業収入向上
のための取組

漁業収入向上
のための取組

（その他の取組み）
漁協は、湊市場漁獲量増加対策として萩・豊浦地区の棒受網・抄網漁業者及び県外いかつり漁業者
を積極的に誘致する。
トラフグ養殖事業者等は、価格が低迷する養殖トラフグについて、身欠きフグ加工での流通形態等
の打開策を検討する。

仙崎支店仙崎男気ワカメグループは、引き続きカットワカメを製造販売し、販売状況等をみつつ、
グループを拡大する等により製造量を増加させ、漁業収入増加に努める。
通支店青海島岩がき育成研究会は、引き続き岩がき養殖を行い、販売状況等をみつつ、会員を増や
す等により出荷量を増やし、漁業収入増加に努める。

漁業経営セーフティーネット構築事業漁業　・もうかる漁業創設支援事業　　

韓国・中国等外国漁船操業対策事業　　　　・水産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　　　　　　・長門地域栽培漁業推進事業
長門市水産物需要拡大推進事業　    　　　・種苗放流事業　     　　　
キジハタ種苗放流事業　　　　　　　　　　・種苗中間育成推進事業

漁業改革推進集中プロジェクト運営事業　　・新規漁業就業者総合支援事業

（資源管理対策）

全漁船は、減速航行を実施し燃油消費量5％の削減を図る。

漁協及び漁業者は、キジハタ資源の増大を図るため、各支店において適地調査を実施した上で、キ
ジハタ魚礁を継続的に設置出来るよう県に要請する。

漁協女性部は各漁業者の協力を得て、魚食普及、地域イベント協力、朝市、魚料理教室講師などの
活動に取組む。また、女性部相互交流、漁協事業推進に協力する。

漁協及び漁業者は、マダイ12,000尾・カサゴ18,000尾・ヒラメ125,000尾・マコカレイ15,000尾・キ
ジハタ41,000尾・クルマエビ160㎏・アワビ111,700個・アカウニ20,000個の種苗放流などの栽培漁
業を効果的に継続するとともに、一定サイズ以下の漁獲個体は再放流し、鮮魚仕向の市場価格の向
上に努める。
漁協は、２６年度に改修したアワビ中間育成施設と積層型育成器等を活用し、育成種苗の歩留り向
上を図る。育成した種苗は、藻場保全活動を実施している支店を中心に配布することで、より放流
効果を高める。更に、アワビの効率的な育成方法や回収率向上を目的として、漁業者自身の対応に
より安定的に資源管理のできる漁場分割管理方式（輪採漁場等）について、引き続き、試行的に実
施する。

伊上支店各漁業者は、農商工等連携事業認定業者と提携し、ワカメ・ヒジキの地場産藻類等を加工
原料としての供給を継続しつつ、出荷量を増加させる。

通支店一本釣業者41名・仙崎支店一本釣業者1名・立石支店一本釣業者1名・久津支店一本釣業者2
名・川尻支店一本釣業者11名は、安定供給のための生産体制を統一して、活イカのロットを揃える
ことにより、活イカ業者への出荷量を増やし漁業収入増加に努める。

漁業者の後継者不足、組合員の減少、高齢化から年々漁獲量が減る中、従来通りの販売先だけでは
漁業収入が先細りとなってきたことから、本年、漁協、農協等第一次産業関連団体等の出資により
設立された「ながと物産合同会社」と連携し、巨大消費地である大都市圏でのPR活動や販路開拓等
により需要拡大を推進し、魚価向上による漁業収入増加を図る。

漁業士等の主幹漁業者が中心となって新規就業者確保・育成に取組む体制を確立する。

野波瀬支店の中型まき網漁業者は、協業体等新たな操業体制等の漁業構造改革の取組について協議
する。

藻場の再生、放流等に係る継続的な取組み
通支店採介藻業者33名・仙崎支店採介藻業者13名・湊支店採介藻業者8名・黄波戸支店採介藻業者27
名・立石支店採介藻業者5名・大浦支店採介藻業者31名は、各支店または支店間で、藻場保全グルー
プを立上げ、母藻設置・モニタリング・ウニ駆除ハードル設置・保護区域の設置等を行い資源確保
に努める。
海底清掃・海岸掃除による漁場の保護

組合員・青壮年部・女性部は支店毎に海岸清掃活動に参加する。延べ参加人数約400名で海岸を清掃
し漁場の保護に努める。

仙崎支店所属船8隻・野波瀬支店所属船3隻・通支店所属船3隻は、休漁期に外国船等による投棄漁具
及び放置漁具をサデを使用し回収する。

漁業コスト削
減のための取
組

以下の取組み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）
漁協は漁業経営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。
（省燃油活動の推進）
全漁船は、船底清掃等を定期的に実施し燃費向上に努める。
（省エネ機器導入）
漁協は、省エネ機器導入の推進を図る。
（減速航行の励行）

活用する支援
措置等
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・種苗中間育成推進事業

4年目（平成29年度）
以下の取組みにより漁業収入を基準年から4％増加させる。
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・

・

漁業収入向上
のための取組

漁業収入向上
のための取組

活用する支援
措置等

漁協は漁業経営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。

鮮度保持技術の普及活動
通支店一本釣業者・川尻支店一本釣業者は、神経締め・氷血締めの講習会に参加する等により、鮮
度保持技術の普及に統一的に取組むほか、市場出荷するイカ箱のサイズ及び下氷処理法を徹底する
ことにより、魚価向上を図る。
野波瀬支店船曳網業者2船団・通支店船曳網業者3船団が、漁獲したイワシ類を仙崎市場に一元集荷
することにより、加工仲買人を他市場に分散させず、多くの加工仲買人を入札参加させることによ
り、競争意識の原理で魚価向上を図る。

漁業経営セーフティーネット構築事業漁業　・もうかる漁業創設支援事業　

韓国・中国等外国漁船操業対策事業　　　　・やまぐちの水産力再生支援事業　　　
漁業改革推進集中プロジェクト運営事業　　・新規漁業就業者総合支援事業

以下の取組み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）

（省燃油活動の推進）

仙崎支店仙崎男気ワカメグループは、引き続きカットワカメを製造販売し、販売状況等をみつつ、
グループを拡大する等により製造量を増加させ、漁業収入増加に努める。
通支店青海島岩がき育成研究会は、引き続き岩がき養殖を行い、販売状況等をみつつ、会員を増や
す等により出荷量を増やし、漁業収入増加に努める。

（資源管理対策）

種苗放流事業　　　　　　　　　　　　　　・キジハタ種苗放流事業　

漁協女性部は各漁業者の協力を得て、魚食普及、地域イベント協力、朝市、魚料理教室講師などの
活動に取組む。また、女性部相互交流、漁協事業推進に協力する。
（その他の取組み）

長門市水産物需要拡大推進事業　          ・長門地域栽培漁業推進事業　　　

漁協は、湊市場漁獲量増加対策として萩・豊浦地区の棒受網・抄網漁業者及び県外いかつり漁業者
を積極的に誘致する。

ブランド化の推進
長門市水産物需要拡大推進事業の協議会において魚種を選定（マアジ、イワシ類、イサキ、メダ
イ、ケンサキイカ、アワビ、サザエの7魚種）しブランド化を目指しており、特にマアジ、ケンサキ
イカについて重点的に対策を講じていく。漁協は、「仙崎トロあじ（脂質含有量１０％以上）」、
「仙崎ぶとイカ（３人の目利きによる）」として旬を迎えた時期に旬宣言を行い、地元の量販店や
祭事等でブランド認知度向上を目的とした販促ＰＲ活動及び漁協女性部との連携による料理教室を
開催する。

漁業者の後継者不足、組合員の減少、高齢化から年々漁獲量が減る中、従来通りの販売先だけでは
漁業収入が先細りとなってきたことから、本年、漁協、農協等第一次産業関連団体等の出資により
設立された「ながと物産合同会社」と連携し、巨大消費地である大都市圏でのPR活動や販路開拓等
により需要拡大を推進し、魚価向上による漁業収入増加を図る。

漁業士等の主幹漁業者が中心となって新規就業者確保・育成に取組む体制を確立する。

全漁船は、船底清掃等を定期的に実施し燃費向上に努める。
（省エネ機器導入）
漁協は、省エネ機器導入の推進を図る。

トラフグ養殖事業者等は、価格が低迷する養殖トラフグについて、身欠きフグ加工での流通形態等
の打開策を検討する。
野波瀬支店の中型まき網漁業者は、協業体等新たな操業体制等の漁業構造改革の取組について協議
する。

漁業コスト削
減のための取
組

（減速航行の励行）
全漁船は、減速航行を実施し燃油消費量5％の削減を図る。

漁協及び漁業者は、キジハタ資源の増大を図るため、各支店において適地調査を実施した上で、キ
ジハタ魚礁を継続的に設置出来るよう県に要請する。
藻場の再生、放流等に係る継続的な取組み
通支店採介藻業者33名・仙崎支店採介藻業者13名・湊支店採介藻業者8名・黄波戸支店採介藻業者27
名・立石支店採介藻業者5名・大浦支店採介藻業者31名は、各支店または支店間で、藻場保全グルー
プを立上げ、母藻設置・モニタリング・ウニ駆除ハードル設置・保護区域の設置等を行い資源確保
に努める。

漁協及び漁業者は、マダイ12,000尾・カサゴ18,000尾・ヒラメ125,000尾・マコカレイ15,000尾・キ
ジハタ41,000尾・クルマエビ160㎏・アワビ111,700個・アカウニ20,000個の種苗放流などの栽培漁
業を効果的に継続するとともに、一定サイズ以下の漁獲個体は再放流し、鮮魚仕向の市場価格の向
上に努める。
漁協は、２６年度に改修したアワビ中間育成施設と積層型育成器等を活用し、育成種苗の歩留り向
上を図る。育成した種苗は、藻場保全活動を実施している支店を中心に配布することで、より放流
効果を高める。更に、アワビの効率的な育成方法や回収率向上を目的として、漁業者自身の対応に
より安定的に資源管理のできる漁場分割管理方式（輪採漁場等）について、引き続き、試行的に実
施する。
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（省燃油活動の推進）
全漁船は、船底清掃等を定期的に実施し燃費向上に努める。

鮮度保持技術の普及活動

漁協は漁業経営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。

通支店一本釣業者・川尻支店一本釣業者は、神経締め・氷血締めの講習会に参加する等により、鮮
度保持技術の普及に統一的に取組むほか、市場出荷するイカ箱のサイズ及び下氷処理法を徹底する
ことにより、魚価向上を図る。
野波瀬支店船曳網業者2船団・通支店船曳網業者3船団が、漁獲したイワシ類を仙崎市場に一元集荷
することにより、加工仲買人を他市場に分散させず、多くの加工仲買人を入札参加させることによ
り、競争意識の原理で魚価向上を図る。
ブランド化の推進
長門市水産物需要拡大推進事業の協議会において魚種を選定（マアジ、イワシ類、イサキ、メダ
イ、ケンサキイカ、アワビ、サザエの7魚種）しブランド化を目指しており、特にマアジ、ケンサキ
イカについて重点的に対策を講じていく。漁協は、「仙崎トロあじ（脂質含有量１０％以上）」、
「仙崎ぶとイカ（３人の目利きによる）」として旬を迎えた時期に旬宣言を行い、地元の量販店や
祭事等でブランド認知度向上を目的とした販促ＰＲ活動及び漁協女性部との連携による料理教室を
開催する。

漁業者の後継者不足、組合員の減少、高齢化から年々漁獲量が減る中、従来通りの販売先だけでは
漁業収入が先細りとなってきたことから、本年、漁協、農協等第一次産業関連団体等の出資により
設立された「ながと物産合同会社」と連携し、巨大消費地である大都市圏でのPR活動や販路開拓等
により需要拡大を推進し、魚価向上による漁業収入増加を図る。

仙崎支店所属船8隻・野波瀬支店所属船3隻・通支店所属船3隻は、休漁期に外国船等による投棄漁具
及び放置漁具をサデを使用し回収する。

海底清掃・海岸掃除による漁場の保護

（省エネ機器導入）

漁協女性部は各漁業者の協力を得て、魚食普及、地域イベント協力、朝市、魚料理教室講師などの
活動に取組む。また、女性部相互交流、漁協事業推進に協力する。
（その他の取組み）

トラフグ養殖事業者等は、価格が低迷する養殖トラフグについて、身欠きフグ加工での流通形態等
の打開策を検討する。
野波瀬支店の中型まき網漁業者は、協業体等新たな操業体制等の漁業構造改革の取組について協議
する。

以下の取組み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）

長門市水産物需要拡大推進事業　　　　　　・長門地域栽培漁業推進事業
種苗放流事業　　　　　　　　　　　　　　・キジハタ種苗放流事業　　　

漁協は、省エネ機器導入の推進を図る。
（減速航行の励行）
全漁船は、減速航行を実施し燃油消費量5％の削減を図る。

組合員・青壮年部・女性部は支店毎に海岸清掃活動に参加する。延べ参加人数約400名で海岸を清掃
し漁場の保護に努める。

種苗中間育成推進事業　　　　　　

漁業経営セーフティーネット構築事業漁業　・もうかる漁業創設支援事業　
漁業改革推進集中プロジェクト運営事業　　・新規漁業就業者総合支援事業
韓国・中国等外国漁船操業対策事業　　　　・やまぐちの水産力再生支援事業　　　

漁業コスト削
減のための取
組

伊上支店各漁業者は、農商工等連携事業認定業者と提携し、ワカメ・ヒジキの地場産藻類等を加工
原料としての供給を継続しつつ、出荷量を増加させる。

通支店一本釣業者41名・仙崎支店一本釣業者1名・立石支店一本釣業者1名・久津支店一本釣業者2
名・川尻支店一本釣業者11名は、安定供給のための生産体制を統一して、活イカのロットを揃える
ことにより、活イカ業者への出荷量を増やし漁業収入増加に努める。

仙崎支店仙崎男気ワカメグループは、引き続きカットワカメを製造販売し、販売状況等をみつつ、
グループを拡大する等により製造量を増加させ、漁業収入増加に努める。
通支店青海島岩がき育成研究会は、引き続き岩がき養殖を行い、販売状況等をみつつ、会員を増や
す等により出荷量を増やし、漁業収入増加に努める。
漁業士等の主幹漁業者が中心となって新規就業者確保・育成に取組む体制を確立する。

漁協は、湊市場漁獲量増加対策として萩・豊浦地区の棒受網・抄網漁業者及び県外いかつり漁業者
を積極的に誘致する。



5年目（平成30年度）

以下の取組みにより漁業収入を基準年から5％増加させる。

・

・

・

・

・

（魚価向上対策）
・

・活イカ業者への販売促進

・

・

・

・大都市圏へ販路拡大

（漁業経営体等の育成対策）
・

・

・
・

・

・

・

漁協及び漁業者は、キジハタ資源の増大を図るため、各支店において適地調査を実施した上で、キ
ジハタ魚礁を継続的に設置出来るよう県に要請する。
藻場の再生、放流等に係る継続的な取組み
通支店採介藻業者33名・仙崎支店採介藻業者13名・湊支店採介藻業者8名・黄波戸支店採介藻業者27
名・立石支店採介藻業者5名・大浦支店採介藻業者31名は、各支店または支店間で、藻場保全グルー
プを立上げ、母藻設置・モニタリング・ウニ駆除ハードル設置・保護区域の設置等を行い資源確保
に努める。
海底清掃・海岸掃除による漁場の保護

組合員・青壮年部・女性部は支店毎に海岸清掃活動に参加する。延べ参加人数約400名で海岸を清掃
し漁場の保護に努める。

鮮度保持技術の普及活動
通支店一本釣業者・川尻支店一本釣業者は、神経締め・氷血締めの講習会に参加する等により、鮮
度保持技術の普及に統一的に取組むほか、市場出荷するイカ箱のサイズ及び下氷処理法を徹底する
ことにより、魚価向上を図る。

野波瀬支店の中型まき網漁業者は、協業体等新たな操業体制等の漁業構造改革の取組について協議
する。

仙崎支店所属船8隻・野波瀬支店所属船3隻・通支店所属船3隻は、休漁期に外国船等による投棄漁具
及び放置漁具をサデを使用し回収する。

野波瀬支店船曳網業者2船団・通支店船曳網業者3船団が、漁獲したイワシ類を仙崎市場に一元集荷
することにより、加工仲買人を他市場に分散させず、多くの加工仲買人を入札参加させることによ
り、競争意識の原理で魚価向上を図る。
ブランド化の推進
長門市水産物需要拡大推進事業の協議会において魚種を選定（マアジ、イワシ類、イサキ、メダ
イ、ケンサキイカ、アワビ、サザエの7魚種）しブランド化を目指しており、特にマアジ、ケンサキ
イカについて重点的に対策を講じていく。漁協は、「仙崎トロあじ（脂質含有量１０％以上）」、
「仙崎ぶとイカ（３人の目利きによる）」として旬を迎えた時期に旬宣言を行い、地元の量販店や
祭事等でブランド認知度向上を目的とした販促ＰＲ活動及び漁協女性部との連携による料理教室を
開催する。

漁業者の後継者不足、組合員の減少、高齢化から年々漁獲量が減る中、従来通りの販売先だけでは
漁業収入が先細りとなってきたことから、本年、漁協、農協等第一次産業関連団体等の出資により
設立された「ながと物産合同会社」と連携し、巨大消費地である大都市圏でのPR活動や販路開拓等
により需要拡大を推進し、魚価向上による漁業収入増加を図る。

漁業士等の主幹漁業者が中心となって新規就業者確保・育成に取組む体制を確立する。
漁協女性部は各漁業者の協力を得て、魚食普及、地域イベント協力、朝市、魚料理教室講師などの
活動に取組む。また、女性部相互交流、漁協事業推進に協力する。

漁協及び漁業者は、マダイ12,000尾・カサゴ18,000尾・ヒラメ125,000尾・マコカレイ15,000尾・キ
ジハタ41,000尾・クルマエビ160㎏・アワビ111,700個・アカウニ20,000個の種苗放流などの栽培漁
業を効果的に継続するとともに、一定サイズ以下の漁獲個体は再放流し、鮮魚仕向の市場価格の向
上に努める。
漁協は、２６年度に改修したアワビ中間育成施設と積層型育成器等を活用し、育成種苗の歩留り向
上を図る。育成した種苗は、藻場保全活動を実施している支店を中心に配布することで、より放流
効果を高める。更に、アワビの効率的な育成方法や回収率向上を目的として、漁業者自身の対応に
より安定的に資源管理のできる漁場分割管理方式（輪採漁場等）について、引き続き、試行的に実
施するが、本年が初年漁場の漁獲年となるため漁獲状況等により効果を検証する。

伊上支店各漁業者は、農商工等連携事業認定業者と提携し、ワカメ・ヒジキの地場産藻類等を加工
原料としての供給を継続しつつ、出荷量を増加させる。

通支店一本釣業者41名・仙崎支店一本釣業者1名・立石支店一本釣業者1名・久津支店一本釣業者2
名・川尻支店一本釣業者11名は、安定供給のための生産体制を統一して、活イカのロットを揃える
ことにより、活イカ業者への出荷量を増やし漁業収入増加に努める。

仙崎支店仙崎男気ワカメグループは、引き続きカットワカメを製造販売し、販売状況等をみつつ、
グループを拡大する等により製造量を増加させ、漁業収入増加に努める。
通支店青海島岩がき育成研究会は、引き続き岩がき養殖を行い、販売状況等をみつつ、会員を増や
す等により出荷量を増やし、漁業収入増加に努める。

漁協は、湊市場漁獲量増加対策として萩・豊浦地区の棒受網・抄網漁業者及び県外いかつり漁業者
を積極的に誘致する。

（最終年度であり、今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確実に実施す
る。）

（資源管理対策）

（その他の取組み）

トラフグ養殖事業者等は、価格が低迷する養殖トラフグについて、身欠きフグ加工での流通形態等
の打開策を検討する。

漁業収入向上
のための取組



・

・

・

・

・
・
・
・
・
・

※プランの実施期間が６年以上となる場合、記載欄は適宜増やすこと。
※「活用する支援措置等」欄に記載するのは国の支援措置に限らない。

（４）関係機関との連携

４　目標
（１）数値目標

（２）上記の算出方法及びその妥当性

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

省燃油活動推進事業 中型まき網漁船団の船底清掃等（漁業コスト削減）

省エネ機器等導入推進事業 一本釣漁船等の省エネエンジンへの換装（漁業コスト削減）

新規漁業就業者総合支援事業 漁業就業者確保対策

韓国・中国等外国漁船操業対策事業 資源管理対策

やまぐちの水産力再生支援事業 グループ化による共同出荷（漁業収入向上）

大津豊浦地区水産環境整備事業 キジハタ魚礁造成（資源管理対策）

長門市水産物需要拡大推進事業 ブランド化推進・魚食普及活動（漁業収入向上）

長門地域栽培漁業推進事業 稚魚・稚貝放流（資源管理対策）

キジハタ放流事業 キジハタの稚魚放流（資源管理対策）

種苗中間育成推進事業 アワビ稚貝育成放流調査（資源管理対策）

種苗放流事業 稚魚・稚貝放流（資源管理対策）

漁業担い手活動総合推進事業 漁業士研修、漁業士活動支援

※具体的な事業名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
　との関係性」のみ記載する。
※本欄の記載により、関連施策の実施を確約するものではない。

水産多面的機能発揮対策事業

事業名

漁業所得の向上  ％以上

　取組の効果が十分に発現されるよう、行政（山口県及び長門市）が策定した振興計画等との整合を図ることにより
強化するとともに、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。

事業内容及び浜の活力再生プランとの関係性

千円

もうかる漁業創設支援事業

漁業改革推進集中プロジェクト運営事業

水産業・漁村の多面的機能を発揮するための活動支援（資源管理、魚食普及
による漁業収入向上）

漁業所得　　　　　

種苗放流事業　　　　　　　　　　　　　　・キジハタ種苗放流事業　　　　　　　

 改革計画の策定

 新しい操業・生産体制を実証する取組

以下の取組みにより漁業コストを基準年から5％削減する。

燃油費・配合飼料費の高騰による影響を緩和（漁業・養殖業コスト削減）漁業経営セーフティーネット構築
事業

基準年 平成  年度 ：漁業所得　　　　　 千円

目標年 平成  年度 ：

韓国・中国等外国漁船操業対策事業　　　　・やまぐちの水産力再生支援事業　　
長門市水産物需要拡大推進事業　　　　　　・長門地域栽培漁業推進事業

種苗中間育成推進事業

漁協は、省エネ機器導入の推進を図る。
（省エネ機器導入）

漁業改革推進集中プロジェクト運営事業　　・新規漁業就業者総合支援事業　　　　　　　

活用する支援
措置等

漁業経営セーフティーネット構築事業漁業　・もうかる漁業創設支援事業

（燃油高騰対策）

（省燃油活動の推進）
全漁船は、船底清掃等を定期的に実施し燃費向上に努める。

漁協は漁業経営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。

（減速航行の励行）
全漁船は、減速航行を実施し燃油消費量5％の削減を図る。

漁業コスト削
減のための取
組
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