
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。

宇部市

※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

３　活性化の取組方針
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※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。

省エネ機器等の導入、低コスト操業の推進への取組

（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
画並びに漁場改善計画の確実な遵守により履行する。

③ 漁業経営体等の育成対策（漁業収入向上のための取組）
新規漁業就業者確保、育成への取組
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）の育成促進への取組

④ 漁業経営の基盤強化対策（漁業コスト削減のための取組）

② 漁獲物の品質・付加価値向上び加工業の振興対策（漁業収入向上のための取組）
水産物加工場及び直売所等の整備による水産物販売拠点の確保、未利用・低利用魚の加工品開発
等、６次産業化の推進への取組

・ヒジキ及び海苔のバラ干し加工品製造等の取組
鮮度保持技術の研鑽及び鮮度保持対策の徹底、出荷規格の統一による漁獲物の市場価格向上への取
組

① 資源管理と漁場環境保全対策（漁業収入向上のための取組）
海苔養殖漁場への栄養塩の補完対策及び漁場の有効利用への取組
効果的な種苗放流、抱卵ガザミ及び小型魚の再放流等による資源管理強化への取組
ミルクイの種苗蓄養試験、被覆網を利用した貝類増殖、カイガラアマノリ生産技術確立等による干
潟漁場の有効活用への取組
藻場・干潟・浅場における魚礁設置、藻場造成、食害生物駆除等による環境保全への取組

対象となる地域の範囲及び漁業の種類

小型機船底びき網漁業(127名)、機船船びき網漁業(14名)、
ごち網漁業(29名)、さし網漁業(205名)、げんしき網漁業(18
名)、潜水器漁業(32名)、はえなわ漁業(18名)、かご漁業
(174名)、建網漁業(93名)、小型定置網漁業(7名)、いか巣網
漁業(16名)、採介藻漁業(19名)、海苔養殖業(38名)
（延べ790名、対象漁業者（正組合員）数計237名）

　当地域は、山口県の南西部に位置し、周防灘に面しており、小型機船底びき網漁業をはじめ潜水器漁
業、さし網漁業、建網漁業、採介藻漁業や海苔養殖業などの多様な漁業が営まれている。
　主要な漁獲物は、底びき網漁業によるエビ・カニ等や流しさし網漁業によるマナガツオ・サワラ・マ
ダイ等であるが、水揚は減少傾向にある。以前は、潜水器漁業による貝類の漁獲が多かったが、近年ナ
ルトビエイ等の食害生物の増加等により激減している（特にアサリ）。また、冬場の主要な漁業である
海苔養殖業は、栄養塩の不足等の要因により生産額が大幅に減少している。
　当地域では、生産量の減少をはじめ、生産者価格の低迷や近年の燃油を始めとする生産経費の増大等
によ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、新規漁業就業者の確保・育成による担い手対策、種苗放流及び増殖場整備によ
る資源維持・増養殖への取組み、さかな祭りや各種イベントにおける魚の販売・魚食普及、及び未利
用・低利用魚等の加工による付加価値向上等、漁業収入の向上のための取組を行っているものの、依然
として厳しい状況が続いており、更なる取組が必要な状況にある。

（２）その他の関連する現状等

　近年の漁業経営悪化及び高齢化等に起因する漁業者減少も進んでいることから、こうした問題への対
応が喫緊の課題となっている。

（１）基本方針

浜の活力再生プラン

組織名 宇部地区地域水産業再生委員会
代表者名 河　野 　直　行

再生委員会の
構成員

山口県漁業協同組合宇部統括支店（宇部岬支店、東岐波支店、床波支店、藤曲浦支
店）宇部市水産振興課、山口県防府水産事務所
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漁業経営体等の育成対策
経験豊富な漁業者による就業希望者への長期研修、着業後の経営自立化及び生産
基盤の整備を行い、昨今の担い手不足に対応し、浜の活性化を図る。
地域漁業振興への寄与の実績を有する者、漁業者の中核として活躍が期待される
者として、山口県より認定を受けた青年漁業士・指導漁業士を中心に、担い手の
育成、共同出荷等新たな取組みによる経営改善を推進する。

以下の取組みにより漁業コストを基準年より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。

海苔養殖業者は、既存の板海苔生産に加え、海苔の需要拡大のため、新たにバラ
干し海苔の生産に取組むことにより、新たな収益の確保を図る。

県、市等と連携し、カイガラアマノリ等の新たな養殖品種の生産・加工・販売を
行うことで、収益性の向上を図る。
建網漁業者は、国産ヒジキの需要が高まっていることから、低利用資源であった
天然ヒジキを積極的に採取することで、新たな収益の確保を図る。
全漁業者は、神経締め・活締め出荷等鮮度保持技術を統一して導入し、鮮度保持
対策を徹底、出荷サイズの規格の統一により、漁獲物の市場価格向上を図る。
東岐波支店漁業者等は、地元幼稚園児対象の魚食方法の普及活動、藤曲浦支店漁
業者等は、地元中学生対象の小型定置網の漁業体験等（操業方法の説明、操業体
験）を通じた魚食文化・漁村文化（地元で親しまれている魚料理）の提供を行
い、地元水産物のＰＲを図る。また、宇部岬支店は、各漁業者の協力を得て、地
元中学生を対象としたたこつぼ漁や建網漁体験を行う。
宇部岬支店における魚まつり及び浜市、東岐波支店及び床波支店における朝市に
ついて報道機関等を通じて消費者へ積極的に周知し、水産物の消費拡大を図る。

潜水器漁業者は、ミルクイの種苗放流及び操業時間の自主的な制限（漁業許可上
は、「午前7時から午後5時まで」となっているが、資源保護のため、「午前7時か
ら午後1時まで」としている。）により、資源管理強化を図るとともに、蓄養（中
間育成）を試みる。
建網等関係漁業者は、タコを中心とした定着性資源の増殖を図るため、砂地に自
然石を投入した魚礁の整備事業を市に要請する。
ノリ養殖業者は、県水産研究センターにより生産技術が試験レベルで達成できた
本邦では稀少で単価の高いカイガラアマノリを、新たな養殖品種として生産す
る。生産技術には、手間や時間、コストのかかる部分も多く、実際の生産を行い
つつ、県水産研究センターの指導のもと、改善点等を洗い出し、フィードバック
していく。
床波支店漁業者等は、アマモ場の造成による稚魚育成場の確保、藤曲浦支店漁業
者等は、干潟の耕耘及び被覆網設置、宇部岬支店潜水器・さし網漁業者等は、二
枚貝の食害生物であるナルトビエイの駆除等による二枚貝資源の保護、宇部岬・
床波・東岐波支店漁業者等は、海岸・海浜への漂流・漂着物の回収・処分等を行
い、資源の増大を図る。

漁獲物の品質・付加価値向上び加工業の振興対策
漁協は、県、市及び関係機関と連携し、水産物加工施設・レストランを併設した
水産物直売施設を整備することとし、地元水産物の販売拠点を確保する。宇部統
括支店女性部等は各漁業者の協力を得て、地元水産物等を利用した加工品の開発
（ハモの缶詰、食害生物であるナルトビエイを活用したエイヒレジャーキー等）
やレストランメニューの検討、先進地視察等を実施し、水産物の付加価値向上、
販路拡大、流通コスト削減等による収益性改善を図る。（事業実施年度H26～
H28。施設整備はH27。H26は加工品開発、レストランメニュー検討、先進地視察等
実施。）

（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、取組の進捗状況や成果等を踏まえ必要に応じて見直すこととする。）

漁業収入向上
のための取組

以下の取組みにより漁業収入を基準年より１％増加させる。

資源管理と漁場環境保全対策
海苔養殖漁業者は、海苔養殖漁場への施肥（塩化アンモニウム等）の実施及び潮
どおし等を考慮した効率的な海苔枠の設置（宇部岬漁場は栄養塩が少なく、藤曲
浦漁場は栄養塩が多い。宇部岬支店と藤曲浦支店において、藤曲浦漁場への入漁
協議を行い、海苔枠の間隔を広げる。）により漁場を有効利用し、生産性向上を
図る。
建網・小型底びき網等漁業者は、県・市等と連携し、クルマエビ・ガザミ・キジ
ハタ・マコガレイ等の種苗放流を実施するとともに、小型底びき網やかにかご等
で漁獲される抱卵ガザミを再放流する。更に、値の付かない小型魚についても再
放流に取組み、資源管理強化を図る。
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海苔養殖漁業者は、海苔養殖漁場への施肥（塩化アンモニウム等）の実施及び潮
どおし等を考慮した効率的な海苔枠の設置（宇部岬漁場は栄養塩が少なく、藤曲
浦漁場は栄養塩が多い。宇部岬支店と藤曲浦支店において、藤曲浦漁場への入漁
協議を行い、海苔枠の間隔を広げる。）により漁場を有効利用し、生産性向上を
図る。
建網・小型底びき網等漁業者は、県・市等と連携し、クルマエビ・ガザミ・キジ
ハタ・マコガレイ等の種苗放流を実施するとともに、小型底びき網やかにかご等
で漁獲される抱卵ガザミを再放流する。更に、値の付かない小型魚についても再
放流に取組み、資源管理強化を図る。
潜水器漁業者は、ミルクイの種苗放流及び操業時間の自主的な制限（漁業許可上
は、「午前7時から午後5時まで」となっているが、資源保護のため、「午前7時か
ら午後1時まで」としている。）により、資源管理強化を図るとともに、蓄養（中
間育成）を試みる。
建網等関係漁業者は、タコを中心とした定着性資源の増殖を図るため、砂地に自
然石を投入した魚礁の整備事業を市に要請する。
ノリ養殖業者は、県水産研究センターにより生産技術が試験レベルで達成できた
本邦では稀少で単価の高いカイガラアマノリを、新たな養殖品種として生産す
る。生産技術には、手間や時間、コストのかかる部分も多く、実際の生産を行い
つつ、県水産研究センターの指導のもと、改善点等を洗い出し、フィードバック
していく。

宇部岬支店における魚まつり及び浜市、東岐波支店及び床波支店における朝市に
ついて報道機関等を通じて消費者へ積極的に周知し、水産物の消費拡大を図る。

県、市等と連携し、カイガラアマノリ等の新たな養殖品種の生産・加工・販売を
行うことで、収益性の向上を図る。
建網漁業者は、国産ヒジキの需要が高まっていることから、低利用資源であった
天然ヒジキを積極的に採取することで、新たな収益の確保を図る。
全漁業者は、神経締め・活締め出荷等鮮度保持技術を統一して導入し、鮮度保持
対策を徹底、出荷サイズの規格の統一により、漁獲物の市場価格向上を図る。
東岐波支店漁業者等は、地元幼稚園児対象の魚食方法の普及活動、藤曲浦支店漁
業者等は、地元中学生対象の小型定置網の漁業体験等（操業方法の説明、操業体
験）を通じた魚食文化・漁村文化（地元で親しまれている魚料理）の提供を行
い、地元水産物のＰＲを図る。また、宇部岬支店は、各漁業者の協力を得て、地
元中学生を対象としたたこつぼ漁や建網漁体験を行う。

床波支店漁業者等は、アマモ場の造成による稚魚育成場の確保、藤曲浦支店漁業
者等は、干潟の耕耘及び被覆網設置、宇部岬支店潜水器・さし網漁業者等は、二
枚貝の食害生物であるナルトビエイの駆除等による二枚貝資源の保護、宇部岬・
床波・東岐波支店漁業者等は、海岸・海浜への漂流・漂着物の回収・処分等を行
い、資源の増大を図る。

漁獲物の品質・付加価値向上び加工業の振興対策
漁協は、県、市及び関係機関と連携し、水産物加工施設・レストランを併設した
水産物直売施設を整備し、地元水産物の販売拠点を確保する。宇部統括支店女性
部等は各漁業者の協力を得て、地元水産物等を利用した加工品の開発（ハモの缶
詰、食害生物であるナルトビエイを活用したエイヒレジャーキー等）やレストラ
ンメニューの検討、先進地視察等を実施し、水産物の付加価値向上、販路拡大、
流通コスト削減等による収益性改善を図る。（事業実施年度H26～H28。施設整備
はH27。H27は加工品開発、レストランメニュー検討、先進地視察等実施。）

海苔養殖業者は、既存の板海苔生産に加え、海苔の需要拡大のため、新たにバラ
干し海苔の生産に取組むことにより、新たな収益の確保を図る。

漁業収入向上
のための取組

以下の取組みにより漁業収入を基準年より２％増加させる。

・省エネ機器導入
３隻の小型底びき網漁船の機関換装を実施し、１０％以上の燃油消費量の削減を
図る。

・減速航行の実施
　全漁船の減速航行を実施し燃油消費量５％の削減を図る。

資源管理と漁場環境保全対策

活用する支援
措置等

水産流通基盤整備事業、水産多面的機能発揮対策事業、産地水産業強化支援事
業、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、省燃
油活動推進事業、省エネ機器等導入推進事業

漁業コスト削
減のための取
組

・省燃油活動の推進
全漁船の船底清掃等を定期的に実施し、燃費向上に努める。
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整備した水産物加工施設・レストランを併設した水産物直売施設を活用し、宇部
統括支店女性部等は各漁業者の協力を得て、地元水産物等を利用した加工品の開
発（ハモの缶詰、食害生物であるナルトビエイを活用したエイヒレジャーキー
等）やレストランメニューの検討、先進地視察等を実施し、水産物の付加価値向
上、販路拡大、流通コスト削減等による収益性改善を図る。（事業実施年度H26～
H28。施設整備はH27。H28は、PR、販路開拓、運営管理等実施。）
海苔養殖業者は、既存の板海苔生産に加え、海苔の需要拡大のため、新たにバラ
干し海苔の生産に取組むことにより、新たな収益の確保を図る。
県、市等と連携し、カイガラアマノリ等の新たな養殖品種の生産・加工・販売を
行うことで、収益性の向上を図る。

機関換装を実施した３隻の小型底びき網漁船について、引き続き、１０％以上の
燃油消費量の削減を図る。

・減速航行の実施
　全漁船の減速航行を実施し燃油消費量５％の削減を図る。

資源管理と漁場環境保全対策

ノリ養殖業者は、県水産研究センターにより生産技術が試験レベルで達成できた
本邦では稀少で単価の高いカイガラアマノリを、新たな養殖品種として生産す
る。生産技術には、手間や時間、コストのかかる部分も多く、実際の生産を行い
つつ、県水産研究センターの指導のもと、改善点等を洗い出し、フィードバック
していく。

床波支店漁業者等は、アマモ場の造成による稚魚育成場の確保、藤曲浦支店漁業
者等は、干潟の耕耘及び被覆網設置、宇部岬支店潜水器・さし網漁業者等は、二
枚貝の食害生物であるナルトビエイの駆除等による二枚貝資源の保護、宇部岬・
床波・東岐波支店漁業者等は、海岸・海浜への漂流・漂着物の回収・処分等を行
い、資源の増大を図る。

漁業経営体等の育成対策

地域漁業振興への寄与の実績を有する者、漁業者の中核として活躍が期待される
者として、山口県より認定を受けた青年漁業士・指導漁業士を中心に、担い手の
育成、共同出荷等新たな取組みによる経営改善を推進する。

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より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
全漁船の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

海苔養殖漁業者は、海苔養殖漁場への施肥（塩化アンモニウム等）の実施及び潮
どおし等を考慮した効率的な海苔枠の設置（宇部岬漁場は栄養塩が少なく、藤曲
浦漁場は栄養塩が多い。宇部岬支店と藤曲浦支店において、藤曲浦漁場への入漁
協議を行い、海苔枠の間隔を広げる。）により漁場を有効利用し、生産性向上を
図る。
建網・小型底びき網等漁業者は、県・市等と連携し、クルマエビ・ガザミ・キジ
ハタ・マコガレイ等の種苗放流を実施するとともに、小型底びき網やかにかご等
で漁獲される抱卵ガザミを再放流する。更に、値の付かない小型魚についても再
放流に取組み、資源管理強化を図る。
潜水器漁業者は、ミルクイの種苗放流及び操業時間の自主的な制限（漁業許可上
は、「午前7時から午後5時まで」となっているが、資源保護のため、「午前7時か
ら午後1時まで」としている。）により、資源管理強化を図るとともに、蓄養（中
間育成）を試みる。
建網等関係漁業者は、タコを中心とした定着性資源の増殖を図るため、砂地に自
然石を投入した魚礁の整備事業を市に要請する。

漁獲物の品質・付加価値向上び加工業の振興対策

漁業収入向上
のための取組

以下の取組みにより漁業収入を基準年より３％増加させる。

活用する支援
措置等

水産流通基盤整備事業、水産多面的機能発揮対策事業、産地水産業強化支援事
業、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、省エ
ネ機器等導入推進事業

経験豊富な漁業者による就業希望者への長期研修、着業後の経営自立化及び生産
基盤の整備を行い、昨今の担い手不足に対応し、浜の活性化を図る。
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　全漁船の減速航行を実施し燃油消費量５％の削減を図る。

資源管理と漁場環境保全対策
海苔養殖漁業者は、海苔養殖漁場への施肥（塩化アンモニウム等）の実施及び潮
どおし等を考慮した効率的な海苔枠の設置（宇部岬漁場は栄養塩が少なく、藤曲
浦漁場は栄養塩が多い。宇部岬支店と藤曲浦支店において、藤曲浦漁場への入漁
協議を行い、海苔枠の間隔を広げる。）により漁場を有効利用し、生産性向上を
図る。

地域漁業振興への寄与の実績を有する者、漁業者の中核として活躍が期待される
者として、山口県より認定を受けた青年漁業士・指導漁業士を中心に、担い手の
育成、共同出荷等新たな取組みによる経営改善を推進する。

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より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
全漁船の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

・減速航行の実施

漁業経営体等の育成対策
経験豊富な漁業者による就業希望者への長期研修、着業後の経営自立化及び生産
基盤の整備を行い、昨今の担い手不足に対応し、浜の活性化を図る。

床波支店漁業者等は、アマモ場の造成による稚魚育成場の確保、藤曲浦支店漁業
者等は、干潟の耕耘及び被覆網設置、宇部岬支店潜水器・さし網漁業者等は、二
枚貝の食害生物であるナルトビエイの駆除等による二枚貝資源の保護、宇部岬・
床波・東岐波支店漁業者等は、海岸・海浜への漂流・漂着物の回収・処分等を行
い、資源の増大を図る。

漁業収入向上
のための取組

以下の取組みにより漁業収入を基準年より４％増加させる。

活用する支援
措置等

水産流通基盤整備事業、産地水産業強化支援事業、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

建網・小型底びき網等漁業者は、県・市等と連携し、クルマエビ・ガザミ・キジ
ハタ・マコガレイ等の種苗放流を実施するとともに、小型底びき網やかにかご等
で漁獲される抱卵ガザミを再放流する。更に、値の付かない小型魚についても再
放流に取組み、資源管理強化を図る。
潜水器漁業者は、ミルクイの種苗放流及び操業時間の自主的な制限（漁業許可上
は、「午前7時から午後5時まで」となっているが、資源保護のため、「午前7時か
ら午後1時まで」としている。）により、資源管理強化を図るとともに、蓄養（中
間育成）を試みる。
建網等関係漁業者は、タコを中心とした定着性資源の増殖を図るため、砂地に自
然石を投入した魚礁の整備事業を、市に要請する。
ノリ養殖業者は、県水産研究センターにより生産技術が試験レベルで達成できた
本邦では稀少で単価の高いカイガラアマノリを、新たな養殖品種として生産す
る。生産技術には、手間や時間、コストのかかる部分も多く、実際の生産を行い
つつ、県水産研究センターの指導のもと、改善点等を洗い出し、フィードバック
していく。

機関換装を実施した３隻の小型底びき網漁船について、引き続き、１０％以上の
燃油消費量の削減を図る。

建網漁業者は、国産ヒジキの需要が高まっていることから、低利用資源であった
天然ヒジキを積極的に採取することで、新たな収益の確保を図る。
全漁業者は、神経締め・活締め出荷等鮮度保持技術を統一して導入し、鮮度保持
対策を徹底、出荷サイズの規格の統一により、漁獲物の市場価格向上を図る。
東岐波支店漁業者等は、地元幼稚園児対象の魚食方法の普及活動、藤曲浦支店漁
業者等は、地元中学生対象の小型定置網の漁業体験等（操業方法の説明、操業体
験）を通じた魚食文化・漁村文化（地元で親しまれている魚料理）の提供を行
い、地元水産物のＰＲを図る。また、宇部岬支店は、各漁業者の協力を得て、地
元中学生を対象としたたこつぼ漁や建網漁体験を行う。
宇部岬支店における魚まつり及び浜市、東岐波支店及び床波支店における朝市に
ついて報道機関等を通じて消費者へ積極的に周知し、水産物の消費拡大を図る。
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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より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
全漁船の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

・減速航行の実施
　全漁船の減速航行を実施し燃油消費量５％の削減を図る。

東岐波支店漁業者等は、地元幼稚園児対象の魚食方法の普及活動、藤曲浦支店漁
業者等は、地元中学生対象の小型定置網の漁業体験等（操業方法の説明、操業体
験）を通じた魚食文化・漁村文化（地元で親しまれている魚料理）の提供を行
い、地元水産物のＰＲを図る。また、宇部岬支店は、各漁業者の協力を得て、地
元中学生を対象としたたこつぼ漁や建網漁体験を行う。
宇部岬支店における魚まつり及び浜市、東岐波支店及び床波支店における朝市に
ついて報道機関等を通じて消費者へ積極的に周知し、水産物の消費拡大を図る。

機関換装を実施した３隻の小型底びき網漁船について、引き続き、１０％以上の
燃油消費量の削減を図る。

海苔養殖業者は、既存の板海苔生産に加え、海苔の需要拡大のため、新たにバラ
干し海苔の生産に取組むことにより、新たな収益の確保を図る。

（最終年度であり、今までの効果を検証するとともに、取組内容を見直しつつ、引き続き次の取組を確
実に実施する。）
漁業収入向上
のための取組

以下の取組みにより漁業収入を基準年より５％増加させる。

活用する支援
措置等

水産流通基盤整備事業、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

資源管理と漁場環境保全対策
海苔養殖漁業者は、海苔養殖漁場への施肥（塩化アンモニウム等）の実施及び潮
どおし等を考慮した効率的な海苔枠の設置（宇部岬漁場は栄養塩が少なく、藤曲
浦漁場は栄養塩が多い。宇部岬支店と藤曲浦支店において、藤曲浦漁場への入漁
協議を行い、海苔枠の間隔を広げる。）により漁場を有効利用し、生産性向上を
図る。
建網・小型底びき網等漁業者は、県・市等と連携し、クルマエビ・ガザミ・キジ
ハタ・マコガレイ等の種苗放流を実施するとともに、小型底びき網やかにかご等
で漁獲される抱卵ガザミを再放流する。更に、値の付かない小型魚についても再
放流に取組み、資源管理強化を図る。

県、市等と連携し、カイガラアマノリ等の新たな養殖品種の生産・加工・販売を
行うことで、収益性の向上を図る。
建網漁業者は、国産ヒジキの需要が高まっていることから、低利用資源であった
天然ヒジキを積極的に採取することで、新たな収益の確保を図る。
全漁業者は、神経締め・活締め出荷等鮮度保持技術を統一して導入し、鮮度保持
対策を徹底、出荷サイズの規格の統一により、漁獲物の市場価格向上を図る。

漁業経営体等の育成対策
経験豊富な漁業者による就業希望者への長期研修、着業後の経営自立化及び生産
基盤の整備を行い、昨今の担い手不足に対応し、浜の活性化を図る。
地域漁業振興への寄与の実績を有する者、漁業者の中核として活躍が期待される
者として、山口県より認定を受けた青年漁業士・指導漁業士を中心に、担い手の
育成、共同出荷等新たな取組みによる経営改善を推進する。

漁獲物の品質・付加価値向上び加工業の振興対策
整備した水産物加工施設・レストランを併設した水産物直売施設を活用し、宇部
統括支店女性部等は各漁業者の協力を得て、地元水産物等を利用した加工品の開
発（ハモの缶詰、食害魚種であるナルトビエイを活用したエイヒレジャーキー
等）やレストランメニューの検討、先進地視察等を実施し、水産物の付加価値向
上、販路拡大、流通コスト削減等による収益性改善を図る。（事業実施年度H26～
H28。施設整備はH27。）
H28年から、本格運営が開始され、運営を行いながらより収益が上がるようPRや販
路開拓等、運営管理を行う。
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・減速航行の実施
　全漁船の減速航行を実施し燃油消費量５％の削減を図る。

建網等関係漁業者は、タコを中心とした定着性資源の増殖を図るため、砂地に自
然石を投入した魚礁の整備事業を市に要請する。
ノリ養殖業者は、県水産研究センターにより生産技術が試験レベルで達成できた
本邦では稀少で単価の高いカイガラアマノリを、新たな養殖品種として生産す
る。生産技術には、手間や時間、コストのかかる部分も多く、実際の生産を行い
つつ、県水産研究センターの指導のもと、改善点等を洗い出し、フィードバック
していく。

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より５％削減する。

・燃油高騰対策

・省燃油活動の推進
全漁船の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
機関換装を実施した３隻の小型底びき網漁船について、引き続き、１０％以上の
燃油消費量の削減を図る。

活用する支援
措置等

水産流通基盤整備事業、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

床波支店漁業者等は、アマモ場の造成による稚魚育成場の確保、藤曲浦支店漁業
者等は、干潟の耕耘及び被覆網設置、宇部岬支店潜水器・さし網漁業者等は、二
枚貝の食害生物であるナルトビエイの駆除等による二枚貝資源の保護、宇部岬・
床波・東岐波支店漁業者等は、海岸・海浜への漂流・漂着物の回収・処分等を行
い、資源の増大を図る。

漁獲物の品質・付加価値向上び加工業の振興対策
整備した水産物加工施設・レストランを併設した水産物直売施設を活用し、宇部
統括支店女性部等は各漁業者の協力を得て、地元水産物等を利用した加工品の開
発（ハモの缶詰、食害生物であるナルトビエイを活用したエイヒレジャーキー
等）やレストランメニューの検討、先進地視察等を実施し、水産物の付加価値向
上、販路拡大、流通コスト削減等による収益性改善を図る。（事業実施年度H26～
H28。施設整備はH27。）
H28年から本格運営が開始され、運営を行いながらより収益が上がるようPRや販路
開拓等、運営管理を行う。
海苔養殖業者は、既存の板海苔生産に加え、海苔の需要拡大のため、新たにバラ
干し海苔の生産に取組むことにより、新たな収益の確保を図る。

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。

漁業経営体等の育成対策
経験豊富な漁業者による就業希望者への長期研修、着業後の経営自立化及び生産
基盤の整備を行い、昨今の担い手不足に対応し、浜の活性化を図る。
地域漁業振興への寄与の実績を有する者、漁業者の中核として活躍が期待される
者として、山口県より認定を受けた青年漁業士・指導漁業士を中心に、担い手の
育成、共同出荷等新たな取組みによる経営改善を推進する。

宇部岬支店における魚まつり及び浜市、東岐波支店及び床波支店における朝市に
ついて報道機関等を通じて消費者へ積極的に周知し、水産物の消費拡大を図る。

建網漁業者は、国産ヒジキの需要が高まっていることから、低利用資源であった
天然ヒジキを積極的に採取することで、新たな収益の確保を図る。
全漁業者は、神経締め・活締め出荷等鮮度保持技術を統一して導入し、鮮度保持
対策を徹底、出荷サイズの規格の統一により、漁獲物の市場価格向上を図る。
東岐波支店漁業者等は、地元幼稚園児対象の魚食方法の普及活動、藤曲浦支店漁
業者等は、地元中学生対象の小型定置網の漁業体験等（操業方法の説明、操業体
験）を通じた魚食文化・漁村文化（地元で親しまれている魚料理）の提供を行
い、地元水産物のＰＲを図る。また、宇部岬支店は各漁業者の協力を得て、地元
中学生を対象としたたこつぼ漁や建網漁体験を行う。

県、市等と連携し、カイガラアマノリ等の新たな養殖品種の生産・加工・販売を
行うことで、収益性の向上を図る。

潜水器漁業者は、ミルクイの種苗放流及び操業時間の自主的な制限（漁業許可上
は、「午前7時から午後5時まで」となっているが、資源保護のため、「午前7時か
ら午後1時まで」としている。）により、資源管理強化を図るとともに、蓄養（中
間育成）を試みる。



４　目標
（１）数値目標

（２）上記の算出方法及びその妥当性
　

※算出の根拠及びその方法等について詳細に記載し、必要があれば資料を添付すること。

５　関連施策

※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。

省燃油活動推進事業 グループによる船底清掃を定期的に実施し、燃費向上に努める。

省エネ機器等導入推進事業 漁船の機関換装を実施し、１０％以上の燃油削減を図る。

※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。

水産多面的機能発揮対策事業

食害生物の駆除、藻場造成及び干潟の保全等により、資源量の増大を図るとと
もに、地元小中学生・幼稚園児等への魚食文化の継承による地元水産物の認知
度向上を図る。

新規漁業就業者総合支援事業 意欲ある若者の漁業就業を支援し、後継者対策及び浜の活性化を促す。

漁業経営セーフティネット
燃油高騰に備え、漁業コストの削減を図る。

構築事業

事業名 事業内容及び浜の活力再生プランとの関係性

水産流通基盤整備事業
500kg内外の自然石を投入することで魚礁を形成し、主にタコ等定着性資源の増
殖場所として整備する。（事業主体：市）

産地水産業強化支援事業 加工・販売施設の整備により、未利用魚の付加価値向上を図る。

： 漁業所得 千円

   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

　取組の効果が十分に発現されるよう、行政（山口県及び宇部市）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。

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

（４）関係機関との連携
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