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【現状と課題】

（１）萩市は、平成17年３月６日の広域市町村合併により、旧田万川町、須佐

町、むつみ村、福栄村、旭村、川上村、萩市が合併し、現在の新たな萩市

が誕生しました。

（２）各々の旧市町村は、合併前の市町村ごとに産業の振興計画を策定し、取

り組んできました。

（３）このたび、新萩市誕生に伴い、萩市の重要産業である水産業について、

水産関係者の強い要望を受け、新市として水産業・漁村振興に取り組むべ

き課題等を整理し、一体的、効率的、効果的な取組を行うため、振興計画

を策定することとしました。

（４）このため、平成17年度から平成18年度にかけて、「萩市水産業振興計画

策定委員会」を６回にわたって開催するとともに、アンケート調査や必要

な補完調査も実施し、作業部会での検討も重ね、広く市民からも意見を聴

取し、計画の策定を行いました。

【施策展開の方向】

（１）萩市水産業・漁村振興のシステムづくり

「萩市水産業振興計画」を計画的に実施するため、萩市、水産関係団体、

水産業者が一体となって、県との連携を図りながら、振興計画の推進に努

め、水産業・漁村の振興を図ります。

（２）計画の振興管理

計画的な推進を図るため、概ね３ヵ年ごとに実施計画を策定するととも

に、各事業のフォローを行いながら、着実な実施を図ります。

課題ごとの施策展開の方向

Ⅰ　水産業・漁村振興のシステムづくり
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１　生産基盤の整備

【現状と課題】

（１）萩市沿岸は、複雑に入り組んだ内湾が多く、また、比較的沿岸部に近い

ところにも島が点在し、沖合いでは、見島周辺を中心に天然礁も数多く、

豊かな漁場で、中でも八里ヶ瀬は山口県日本海側でも最も優れた漁場の一

つとなっています。

（２）八里ヶ瀬周辺漁場の保全には、萩市としても従来から重点的に取組を行

ってきており、関係漁民や県とともに、マグロ資源を守るための自主規制

区域の設定を行い、平成11年度から平成12年度にかけては水産大学校等の

協力も得て、八里ヶ瀬の漁場環境や漁業資源の調査を行い、その重要性を

明らかにしてきました。

（３）このような恵まれた漁場環境ですが、合併前の市町村を含む萩市では、

従来から漁業者ニーズを把握しながら、魚礁や築磯漁場等の整備にも努め

てきました。

また、最近では、県営の漁場整備としての大規模な魚礁漁場整備も進め

られています。

（４）魚礁漁場を整備していく上での課題として、漁業者からは魚礁整備が漁

業者の生産に真に寄与できるものとするために、①網漁業と釣漁業の棲み

分けの検討、②遊漁者に対する一定限度の規制措置、③計画立案時に漁業

者ニーズを反映させる、更には、④網掛かり等により機能低下した魚礁の

機能を回復させること等があります。

（５）ごく最近の漁場整備に対するニーズに、漁業就業者の高齢化や燃油の高

騰等から沖合に離れた漁場では

操業経費が嵩むなど、より沿岸

域での漁場整備へのニーズも高

まっています。

沖合漁場の整備に関しては、

現在進められている山口北地区

魚礁の整備の成果を検証しなが

ら、今後の取組を検討していく

必要があります。

（６）次に、漁港に関しては、漁業

従事者の安全な作業環境の確

保、災害に強い漁港造りが求め

られている。また、施設の維持

管理を主体とし、施設及び用地

Ⅱ　生産基盤の整備

魚礁の設置
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がより有効活用されるよう取組んでいく必要があります。

（７）快適で住みよい漁村づくりのために、集落の環境整備に今後も取り組ん

でいく必要があります。

（８）一方、旧漁協単位に設置されてきた冷蔵庫、漁船上架施設、給油施設、

荷捌き所、漁具倉庫等の施設は、そのほとんどが昭和40年代から50年代に

整備され、老朽化してきており、その保全・補修など漁協統活支店として、

どのように拠点整備していくか検討していくことが重要な課題となってい

ます。

【施策展開の方向】

１．漁業者ニーズに対応した漁場の整備

漁業者ニーズを的確に把握しながら、沿岸、沖合域の漁場の整備を進めて

いきます。

なお、これに合わせて、整備漁場に対する漁業者と遊漁者との利用調整を

図り、漁場利用の円滑化に努めるとともに、網掛かりの除去等の整備漁場の

適正な管理を行い、魚礁効果を高めていきます。

２．利用しやすい漁港、住みよい漁村の構築

（１）漁業従事者の安全な作業環境の確保、就業者の高齢化に対応した新たな

水産基盤施設の整備を進めます。現在、大島漁港で整備が行われており、

引き続き計画的に整備を実施します。

（２）漁村環境に関する漁業者の意識の変化に対応した生活環境整備を行い、

快適で住みよい漁村づくりを進めます。現在、三見地区・大井浦地区で整

備が行われており、引き続き計画的に整備を実施します。

（３）漁港を含む漁村環境の維持保全については、漁港管理者による管理のほ

か、日常の環境管理については、漁村集落ごとにボランティア活動を促進

し、住みよい漁村づくりを行います。

大島漁港
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３．漁業近代化施設等の基盤施設の再編

漁業生産活動を安定的に実施していくための冷蔵庫、漁船上架施設等の諸

施設について、漁協を中心にその整備・補修計画を策定し、漁業生産を円滑

に実施していく体制を促進します。

４．八里ヶ瀬の有効活用

萩市の漁業者を始めとする北浦地区の漁業者の漁業依存が高く、山口県日

本海側の最も優れた漁場の一つである八里ヶ瀬について、資源管理の強化に

努めながら、見島前進基地の整備と併せ、周辺漁場の調査開発も含め、その

有効活用に努めます。

５．漁村・漁業の多面的機能とその活用

水産業・漁村は、安全で新鮮な食料を供給する以外に、国境監視など国民

の生命財産の保全、生態系と海域環境の保全、海洋性レクリェーションなど

交流の場の形成、雇用や文化の継承等の多面的な機能を有しています。市民

等に、このことについての幅広い理解を図るとともに、この活用に努め、地

域の活性化を図ります。

海域環境の保全
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２　漁場環境の保全

【現状と課題】

（１）日本海側の漁場環境は、瀬戸内海側に比べて、比較的安定的に推移して

います。

近年、黄海等で発生しているエチゼンクラゲが日本沿岸に大量に押し寄

せ、これが定置網や底びき網にかかり、漁業の操業への影響や漁獲物への

損傷を与えるなどの被害を及ぼしています。

国・県を中心に被害軽減のための駆除や分離漁具の開発も行われていま

すが、効果的な実用方法については、更に改善が必要となっています。

（２）一方、外国起因と考えられる海洋性浮遊ゴミが、季節風等により大量に

沿岸域に押し寄せ、漁業者や一般市民の協力の下に収集・除去作業がなさ

れていますが、抜本的な解決には至っていません。

（３）日本海側で発生する赤潮は、昭和50年頃からノクチルカによるものが多

く見られるようになり、ここ最近ではコックロディニウムポリクリコイデ

スやカレニアミキモトイなどの有害赤潮も見られ、魚類養殖に被害を与え

ています。

（４）そのほか、一部地域では磯焼け現象の懸念なども見られますが、現在ま

でのところ、萩市で大規模な被害は発生していません。

【施策展開の方向】

１．漁場環境の保全

国・県の支援も得ながら、ゴミや環境に起因する漁場環境の悪化の保全・

防止に努め、漁業生産の維持・安定を図ります。

２．赤潮等の漁業被害の軽減

赤潮については、県の漁業監視体制の下で、漁協、漁業者、市が協力し、

早期発見・早期対策により、被害の軽減に努めます。また、磯焼け現象等に

ついては、県、漁協等と協力し監視、調査を行い、必要な対策を検討してい

きます。
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Ⅲ　育て管理する漁業

１　栽培漁業の推進

【現状と課題】

（１）萩市管内では、阿武・萩地域栽培漁業推進協議会を中心に、現在、トラ

フグ、ヒラメ、マダイ、クルマエビ、アワビ等の放流事業が行われていま

す。

（２）これらの種苗は、主に次のように中間育成、放流が実施されています。

（３）現在、当地区でこれらの種苗を中間育成する施設は、そのほとんどが小

規模、かつ、老朽化しており、関係漁業者も施設の拠点化や大型種苗購入

への振り替え等を検討しています。

（４）また、漁業者による栽培漁業への取組は、従来のような熱意が薄れ、や

や停滞気味であります。このため、今一度、栽培漁業の基本に立ち返り、

種苗の中間育成方法や放流効果の実証等の課題に取り組む必要が生じてい

ます。

（５）市場調査を基に平成16年に山口県漁協萩地方卸売市場に水揚された放流

魚の漁獲尾数、漁獲金額は下記のとおり試算されています。

（６）最近開発された新規魚種としては、平成16年以降、延縄、小手繰網、一

本釣の主要対象魚種であるアマダイの種苗生産・放流にも取り組んでお

り、山口県のアマダイ種苗・放流生産技術は全国的にも最も優れたものの

一つとなっています。

トラフグ

ヒラメ

マダイ

カサゴ

アワビ

魚　種 種苗サイズ 中間育成サイズ 中間育成実施場所

25ｍｍ

30ｍｍ

30ｍｍ

30ｍｍ

13ｍｍ

70ｍｍ

70ｍｍ

70ｍｍ

60ｍｍ

40ｍｍ

越ヶ浜

大島

須佐、大島

大島

三見、越ヶ浜、大島、須佐

ヒラメ

マダイ

魚　種 漁獲尾数 漁獲金額（千円） 備　　　考

4,300～5,700

9,100～14,900

5,691～8,852

5,203～10,671

体色異常率＝標識率で算定

鼻孔異常率＝標識率で算定
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【施策方向の展開】

１．効果的な栽培漁業の

推進

漁業者ニーズを把握

しながら、栽培漁業に

要する経費、放流効果、

更には拡大再生産の可

能性を検証しながら、

効果的な栽培漁業の推

進に努めます。

２．適正サイズの放流種

苗の確保

栽培漁業の拠点基地の整備や放流に適正な大型サイズ種苗の確保等につい

て、協議を行い、長期的な視点に立った対策を促進します。

中間育成の拠点化については、魚類については既存施設の拡充を行い、分

散しているアワビ中間育成施設については、新たに拠点化を検討していきま

す。

３．新技術の開発・導入の促進

アマダイ等の新規魚種の放流技術開発について、県等と連携しながら、計

画的な開発を促進します。

なお、このような開発では、将来的には社団法人山口県栽培漁業公社での

種苗の有償化も念頭に置きながら開発に努めるとともに、栽培漁業の推進に

当たっては、今後の放流魚種の経済効果を考慮する必要があります。

２　資源管理型漁業の推進

【現状と課題】

（１）平成６年11月、国連海洋法条約が発効され、平成８年６月には、我が国

もこの条約に批准しました。新たな海洋秩序体制の下で旧漁業協定を廃止

し、平成11年１月には新たな日韓漁業協定が、平成12年６月には新たな日

中漁業協定が締結されました。

（２）萩市内の漁業者が東シナ海・黄海を中心に行ってきました遠洋延縄漁業

は、当該協定後、しばらくの間は相互入漁で、韓国水域に入漁を行ってい

ましたが、平成12年からは、韓国水域での他種漁業との競合が著しいこと

や臨検が厳しいことなどにより、入漁は行われなくなりました。

（３）国際的に国家間の漁業協定に基づく相互入漁は、等量主義を大原則とし

ており、現在もなお、日本のまき網漁業等が韓国・中国水域に入漁してお

アマダイの種苗
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り、この見返りとして、山口県沖合にも、韓国、中国の漁船の入漁が行わ

れています。

（４）次に、我が国の広域的資源管理としては、山口県日本海側ではトラフグ、

アマダイ等の資源管理を進めていますが、未だ緒に就いたばかりであり、

目に見えた成果は現れていない現状にあります。

（５）現在、ほとんどの漁業が資源に対し、乱獲気味であり、経済的にも収益

を減少させている現状にあります。子々孫々に漁業・漁場を残し、将来に

わたって安定的な漁業生産を行うためには、現在のほとんどの漁業が対象

資源に対して過剰漁獲となっているため、経済的な面も考慮しながら生産

形態を見直し、資源回復を図る「我慢の漁業」に取り組むことが重要とな

っています。

また、国においては、わが国漁業の持続を図るため、漁業構造改革を進

めています。

（６）一方、地先の資源管理については、萩市内の漁業者間の協議で解決でき

ることがほとんどですが、そのためには次の課題があります。

①萩湾等の複数の旧漁協が管理する第１種共同漁業権では、入会区域が多

く、特別漁場を除く入会漁場では、資源の先取りによる乱獲傾向があり、

この是正が必要であります。

②一方、須佐地域、田万川地域では、旧漁協単位で漁業権の管理が行われ

ており、計画的な漁業生産が行われる環境が整っています。

（７）心ない漁業者による漁獲してはならないと決められている小型のアワビ

やクルマエビ等を採捕・販売し、また、それを市場取引や旅館・ホテル等

が購入している事例も見受けられます。

トラフグ

アマダイ

対象魚種 関係県 開始年度 資源管理の内容

山口、福岡、

佐賀、長崎、

熊本、広島、

愛媛

山口

Ｈ17

Ｈ18

・規制海域での操業は委員会の承認が

必要

・25㎝（一部海域20㎝）以下は再放流

・海域ごとに休漁期間の設定

・禁漁期間の設定及び釣針の大きさの

制限

Ａ地区

Ｂ地区

地区名
年間操業日数

（日）
水揚高（千円）

55

60

31,672

57,699

１日当たりの
水揚高（千円）

58

64

種苗放流量

アワビ３万個

アワビ９万個
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【施策方向の展開】

１．我が国水域の資源管

理の強化

我が国水域の資源管

理を強化するため、山

口県沖合への韓国・中

国漁船の入漁を秩序あ

るものにしていくとと

もに、最終的には排除

に向けて、国家間の交

渉に反映されるよう、

県や関係団体とも協力

して国へ働きかけていきます。

２．真・資源管理型漁業の推進

理想として、栽培漁業に頼ることなく、漁業者内部の資源管理意識を助長

し、できれば自然の再生産力を最大限に活用し実現する、オーソドックスな

資源管理型漁業への取組をより強化し、安定的な漁業生産を目指します。

また、漁業構造改革についても、地域の漁業の実態に応じて、検討してい

きます。

３．地先資源の管理強化

アワビ、ウニ、サザエ等の地先資源については、関係者間の協議による漁

業権管理の強化を実施し、安定的な生産を目指します。

４．小型魚の採捕規制

漁業者のモラル向上や県等の取締り指導強化により、小型魚介類の採捕を

抑制し、資源回復と生産の増大を促進します。

３　漁場利用方法の改善

【現状と課題】

（１）漁業生産の根幹をなす漁業制度は、近年の漁業生産構造の変化や資源状

態の変化に十分に対応していない面も見受けられることから、関係業界の

意見集約を行い、県や日本海区漁業調整委員会とも協議をしながら、必要

な改正をしていく必要があります。

（２）また、これに合わせて、近年、一部漁業者が漁業関係法令を無視して、

違反操業を繰り返している実態もあることから、県や海上保安署の取締り

や行政処分の強化等について要望していく必要があります。

アワビ資源管理のための測定
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（３）漁村において、操業秩序として「決められたことは守る」と言う基本的

なルール自体が、漁業就業者の高齢化等により守りきれない状況となりつ

つあります。このため、従来漁村にあった漁業者相互の信頼関係や「とも

詮議」を再構築するシステムを今一度、漁村社会に蘇らせる必要がありま

す。

（４）萩市では専業漁家が多く、漁業への依存度が高いことから、従来から遊

漁との調整にあまり関心はなく、遊漁者と漁業者の漁場利用調整への取組

は遅れています。唯一、平成６年に見島沖のマグロ釣りの調整が行われた

のみです。

遊漁調整の遅れから、漁業者の正常な漁業生産活動が遊漁者による魚礁

や天然礁の占拠により、阻害されているとの状況も多く聞かれています。

【施策方向の展開】

１．守るルール・守れるルールの確立

漁業者の相互理解の下で、山口県漁業調整規則、許可の制限または条件等

を時代の要請に応えられるよう改正を求めるとともに、決められたルールに

ついては厳しく守るという漁業者内部での自覚の強化と、県や海上保安署に

取締りや行政処分の強化を求め、「守るルール・守れるルール」の確立を促

進します。

２．「とも詮議」体制の促進

資源管理型漁業を確立するため、漁場を何時も監視している漁業者相互間

の資源管理意識を向上させ、相互にルールを守る「とも詮議」体制を強化促

進します。

３．遊漁者と漁業者の漁場利用調整の促進

漁協を主体とした漁業者と遊漁者の話し合いを進め、漁業者が生活のため

に漁場に依存

していること

を遊漁者に十

分理解しても

らいながら、

お互いの漁場

利用の円滑化

を促進します。

県漁業取締船「きらかぜ」
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Ⅳ　合理的な流通加工

１　売れる漁獲物の生産

【現状と課題】

（１）近年、消費者の生活様式の高度化に伴う食品選択における多様化で「魚

離れ」が進み、魚介類の消費は停滞傾向にあります。

消費者が魚介類の消費に当たって最も求めているものは、鮮度などの品

質とともに、安全でしかも安心して食べられる食に対する「安心・安全」

であります。

しかし、こうした消費者のニーズに対する漁業者の意識は、必ずしも十

分なものとは言えない現状です。

（２）萩市では、平成13年４月、阿武・萩地域の14漁協が合併し、山口はぎ漁

協（現：山口県漁協・はぎ統括支店）を設立し、翌年４月、県内では最も

衛生管理体制に配慮した市場として、新たに「山口はぎ水産物地方卸売市

場」（現：山口県漁協萩地方卸売市場）を開場し、消費者に安心・安全な

水産物を供給する体制を整備（ＨＡＣＣＰ：ハサップ対応型市場を目指し

ています）してきました。

■衛生管理に配慮した「山口県漁協萩地方卸売市場」

床面はコーティング施工、梁などの突出のない
天井張り設計、照明は全て埋め込み式

市場外との段差を設け市場内への一般車両の進
入を防止

市場内使用海水は、全て殺菌・ろ過した海水を
使用

市場内進入車両対応の車両消毒施設の設置
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（３）県水産研究センターや水産大学校等では、県内で漁業生産活動により漁

獲される主要魚種に関して鮮度保持試験が行われ、それを基に県水産業改

良普及員等により、漁業者への普及も行われていますが、十分な徹底は図

られていない現状にあります。

このため、山口県では、開発された技術の漁村への定着状況を調査し、

現場にあった技術普及の再徹底にも努めています。

（４）主に、普及に努めている鮮度保持・流通改善技術としては、アジ、イカ、

アマダイ、ウニの鮮度保持等があります。

（５）鮮度保持技術が必ずしも徹底しない理由としては、高鮮度で衛生管理を

図った漁獲物に対して、市場取引においてコストに見合った評価が十分に

なされないことも理由の一つです。

【施策方向の展開】

１．生産者の意識改革の促進

技術普及や指導に基づく漁業者の意識改革により、高鮮度で安全･安心な

魚介類の生産を促進します。

萩市民が、萩の魚介類が四季を通じて新鮮で美味しい魚が多いことを一番

知っているので、萩の魚で育った萩市民の舌を満足させる取組みを行ってい

きます。

２．鮮度保持技術の徹底

消費者の魚介類へのニーズとして最も高い「鮮度」について、生産者、流

通業者等の意識改革、新技術の導入にも努めながら改善を促進します。

２　流通・加工対策

【現状と課題】

（１）萩市は県下で最も

沿岸漁業が盛んな地

域であり、その生産

物の多くは萩市をは

じめ、県内外に出荷

されています。

（２）この漁獲物の多く

は、平成14年に設置

された全国屈指の衛

生管理施設の完備し

「山口はぎ水産物地

方卸売市場」（現： 萩のかまぼこ
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山口県漁協萩地方卸売市場）でセリにより販売され、市内等の買受人によ

り、市内外、県外へ出荷・販売されています。

（３）水産加工業では、萩で水揚げされるイワシ、アマダイ、フグやウニ等を

原材料とする加工品や市外から原材料を仕入れて行われるカマボコ、干物

等の生産が行われており、全国的にも優れた製品も多くあります。

（４）近年、水産加工品の消費は停滞傾向にあり、魚のブランド化と合わせて、

この消費拡大も目指していく必要があります。

【施策方向の展開】

１．流通対策

萩市の漁民の漁獲

物を迅速かつ適正価

格で販売する産地市

場を中心とした流通

形態の維持を促進し

ます。

また、これに合わ

せ、近年、取り組ま

れつつある多様な流

通形態の実施も検討していきます。

２．水産加工業の振興

地域の産業として水産加工業が発展していくために、製品の販路拡大や消

費拡大等必要な対策を促進します。また、水産加工事業者の協業化や処理施

設の整備を促進します。

３　ＰＲ・ブランド化

【現状と課題】

（１）萩市では、平成8年から県の水産やまぐちパワーアップ事業の支援を受

け、魚のブランド化への取組みを行っており、その後、単独の予算や県施

策を積極的に取り入れ、県下で最も魚のブランド化に積極的に取り組んで

きました。

（２）旧萩市で主に取り組んできたブランド化魚種は、「萩の瀬つきあじ」「萩

のあまだい」「萩のけんさきいか」です。この中で、長年のブランド化に

対する取組みの成果として、魚価アップまでに結びついているものは、

「萩の瀬つきあじ」等です。

（３）一方、須佐地域では、平成12年度から取り組んだ中核的漁業者協業体事

業で「須佐男命(みこと)いか」のブランド化に、イベントの開催や活ケン

道の駅「萩しーまーと」
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サキイカの地元での直売、料理店への提供等を通じて取り組んでいます。

（４）平成18年度からは、須佐地域、大井湊地域でやまぐちイカ海道事業を導

入し、地元等でのケンサキイカの消費拡大への取組みも開始しています。

（５）また、新たなブランド魚として「萩の真ふぐ」のブランド化にも着手し

ています。

（６）萩市では、漁協、市場関係、観光業者、市等で構成する「萩の魚ブラン

ド化推進協議会」を中心に、萩の魚のＰＲ・ブランド化に積極的に取り組

んできており、県下では最も進んだ取組みを行っています。

また、特に「萩しーまーと」では、萩で獲れた「さかな」を萩市民に先

ず消費してもらう「地産地消」をコンセプトに各種イベントを開催し、テ

レビ、ラジオ等を通じて、萩の魚のＰＲ、消費拡大に努め、萩の魚介類の

消費拡大に企画力と行動力で大きく貢献してきております。

（７）萩市では、昭和60年度以降、漁協、市等で構成する阿武・萩地区魚食普

及推進協議会を立ち上げ、料理方法、魚の旬や栄養特性を含めて、地道な

活動としての魚食普及に努めています。

また、学校給食を通じての地産地消・食育にも努めています。

須佐男
み

命
こと

いかの直売市

萩の真ふぐ
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【施策方向の展開】

１．ブランド化の推進

市内関係者が共同して、萩の魚のブランド化を進め、魚価の安定による漁

家経営の安定、買受人の活性化、萩市のイメージアップによる観光業等の振

興等、総合的なメリットを図ります。

２．萩の魚のＰＲ

四季折々の旬の萩の魚を鮮度や優れた特性等とともにＰＲし、栄養にも優

れ、健康にも良い魚の消費拡大を目指します。

また、多くの人たちに萩の魚の良さを理解してもらうために、旬の地魚を

テーマとして、萩市民を始め県内外の人たちを対象に「お魚祭り」などの定

期的な開催に努めます。

３．魚食普及の推進

魚介類の優れた栄養特性等や基本的な料理方法をマスターしてもらい、魚

の消費拡大と魚価の安定を図るため、また、学校給食も含めて食育の一環と

して、魚食普及を推進します。
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Ⅴ　自立する漁村・漁家

１　経営管理の強化

【現状と課題】

（１）漁業は、ハイテク機器や情報技術を駆使した漁労技術や最新のバイオテ

クノロジーによる養殖・ふ化放流技術を取り入れても、基本的には自然の

再生産を活用して、それを生かしながら生産活動を行う産業です。

このため、漁業経営は自然現象に大きく左右される側面が強く、計画的

な漁業生産を行うためには、かなり困難な要素も多く、それだけに漁業者

には経験とその経験に裏打ちされた知恵が必要とされる産業でもありま

す。

（２）また、このような不安定要素を抱えながら漁業経営を維持していくには、

一生の内で何度か、漁船やエンジン等の大きな資本投下が必要となり、そ

れだけに漁業経営に対して厳しい経営計画と管理が必要となります。

そのため、県や漁協による漁業者に対する経営指導も行われていますが、

全般的には、この面での漁業者の取組みは必ずしも十分とは言えない面が

あります。

（３）近年、魚価の低迷に加え、燃油は著しく高騰してきており、漁業者個々

の経営努力での対応では難しい状況さえ伺え、経費節約や魚価アップのた

め、漁協や漁業者団体等の共同での経営改善への取組みが、より重要とな

っております。

（４）水産金融面では、漁協を中心に適正な経営管理指導の下で、国や県の制

度資金、市の協調利子補給、漁協単独での融資が実施されています。

近年、漁業不振の中で、一部では固定化債権の発生も起こっており、今

後とも経営指導を強化しながら、足腰の強い、漁業経営を維持していく必

要があります。

【施策展開の方向】

１．漁業経営管理の強化

漁業経営者ごとに、記帳や長期経営計画等の経営管理の強化を進め、健全

経営漁家の育成を促進します。

２．社会環境変化に対応した生産形態の構築

燃油高騰、魚価の低迷の中で、従来経営型の漁業生産活動について、新た

な視点で見直し、安定経営の図れる新たな漁業づくり（共同での取組、流通

改善、制度改正、見島前進基地等）に努めます。
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３．水産金融

国や県の制度金融に協調しながら、市として必要な利子補給等を実施する

とともに、漁協単独での融資を含め、健全な融資がなされるよう、助言に努

めます。

２　自らによる地域づくり

【現状と課題】

（１）萩市の漁村・漁業は、漁業就業者の高齢化と漁業就業者の減少が著しく、

今後、８年の間には、漁業生産構造は大きく変化しようとしています。

（２）このため、漁村の賑わいも徐々に廃れ始め、地域の活性化を維持してい

くためには、新規就業者の補完等により漁村ごとにバランスある就業構造

の確保を図っていくことが重要になってきています。

特に、漁家の跡継ぎ対策として、Ｕターン等による漁家子弟の漁業就業

支援策を考える必要があります。

（３）近年、離島・辺地の集落環境を如何に維持していくかが重要かとの認識

に立ち、中山間地域対策の必要性が訴えられております。しかし、このた

めには漁村における重要産業である漁業経営を如何に安定的に維持するか

が重要となっています。

（４）また、その地域に住む人々が自らの地域の維持・発展を図るため、主体

的な取組みを行い、これに必要な行政的な指導・支援を行っていくことが

必要になっています。

【施策展開の方向】

１．産業の安定

漁村の漁業集落ごとにバランスある就業構造の確保を目指しつつ、都市と

漁村の交流も促進し、漁業や他の産業を合わせ、地域産業の活性化を図りな

がら、人材の育成にも

努めます。

２．自らによる地域づくり

地域づくりは、その

地域に住む人々の郷土

愛と絶え間ない努力に

より達成されるもので

あります。

このため、産業づく

り、人づくりに努め、

必要な行政的な支援も 江崎漁業さかな祭
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行いながら、地域の人々自らが主体となった地域づくりを促進します。

３　各々の能力発揮

【現状と課題】

（１）一般的に漁業は、漁労技術と体力の両方が備わって始めて生産を伸ばす

ことができる産業です。漁村においては、漁協を中心となって、表面的に

はどちらかというと男性中心に漁村地域の意志決定・運営が進められてき

ました。

（２）漁村における漁業就業者の減少・高齢化に伴い、漁村社会での老若男女

を問わず、各々がその持てる能力を最大限に発揮することが重要となって

きています。

（３）男女共同参画社会

を迎え、今まで以上

に女性の能力活用が

重要となっていま

す。女性が単に家事

や漁労の手伝いを行

うのみでなく、積極

的に起業活動や組合

運営に参画する機会

を今後とも増加させ

ていく必要がありま

す。

また、これに付随して、一部地区で実施されている家族協定の締結を進

め、ゆとりある生活と社会活動への参加をサポートしていく必要がありま

す。

【施策展開の方向】

１．各々の能力発揮

漁村地域の維持・安定を図るため、地域に住む人々が各々の能力を発揮し、

地域活性化を図れる体制の整備を促進します。

２．女性活動の促進

漁村の女性に関しては、従来の取組みのほか、起業活動や漁協経営に積極

的に参加するなどの能力の活用を促進します。

漁協女性部の活動
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４　漁業就業者対策

【現状と課題】

（１）漁業経営が不安定な中で、漁業就業者の高齢化・減少は著しく、新たな

就業者を確保・育成していくことは、将来にわたって漁業・漁村を維持・

発展させていくためにも極めて重要となっています。

（２）漁業就業者対策として、現在実施している主な事項は次のとおりです。

（３）萩市における漁業就業者対策への主な取組みは、次のとおりです。水産

業が萩市の重要な産業であるので、県下でも最も積極的な取組みが行われ

ています。

漁業就業者定着支援事業

新規就業者定着支援事業

新規漁業就業者
生産基盤整備事業

事　　業　　名 内　　　　　　容

大島に若手漁業者向けの住宅を建設。
漁業就業者の定着を支援。

研修者・指導者双方への支援費交付によって技
術習得を支援。

経営開始時の負担軽減のため、漁協が実施する
リース事業に対して補助を行い着業を支援。

大　島

地区名 主　な　就　業　者　対　策　の　状　況

・新規就業者定着支援事業で研修生１名を受入れ、潜海漁業者
の指導により技術習得を支援した。
・新規漁業就業者生産基盤整備事業で３名の新規着業（いずれ
も潜海漁業）を支援した。

玉江浦
・新規漁業就業者生産基盤整備事業で１名の新規着業（潜海漁
業）を支援した。

越ヶ浜
・新規漁業就業者生産基盤整備事業で１名の新規着業（潜海漁
業）を支援した。

須　佐
・新規就業者定着支援事業で研修生１名を受入れ、一本釣漁業
者の指導により技術習得を支援した。
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【施策展開の方向】

１．漁家経営の安定

漁業者個々や団体としての努力により、漁業生産の安定、漁業経営の安定

に努めながら、漁業就業者対策を図ります。

２．地域ごとの受入体制の整備

地域ごとに漁村の将来像を冷静に見つめながら、早期に地域を挙げて新た

な漁業就業者を受け入れる体制の整備に努めます。

また、これを実施するに当たり、国・県等の漁業就業者対策関連施策の有

効活用に努めるとともに、水産高校との連携による新規漁業就業者の確保も

促進します。

新規就業者の研修



－35－

Ⅵ　漁協を核とした水産振興

漁協経営基盤の強化

【現状と課題】

（１）漁協は漁村社会の中核組織として、組合員の社会的な地位の向上や漁村

社会の発展のために大きな役割を担ってきました。近年、広域漁協合併が

進む中で、組合員と漁協との関係は、従来ほどの親密な関係は、薄れてき

ています。

（２）平成13年４月、阿武・萩地域の14漁協が合併し、「山口はぎ漁業協同組

合」が設立され、その後、県一漁協への参加に伴い、平成17年８月１日、

「山口県漁業協同組合」が設立されました。更に平成18年９月１日、山口

県漁連、山口県信漁連も全部譲渡解散方式で一体化され、新生「山口県漁

業協同組合」が誕生しました。

これに伴い、県下10統括支店の一つとなった「はぎ統括支店」は、県漁

協の一員として本部と密接な連携を図りながら、独立採算性での経営健全

化を目指して各種の検討を行っています。

（３）はぎ統括支店の経営は、現状では厳しいものがあり、組合員の高齢化・

減少、更には燃油の高騰等の急激な経済社会環境変化にさらされています。

経営体として、的確な対応を行っていくためには、以上の変化に対応し

た組織、組合の事業形態の見直し等が急務となっています。

（４）また、漁業を取り巻く厳しい環境変化に対応し、漁業・漁村の活力を維

持・発展させていくためには、強いリーダーシップが求められています。
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【施策展開の方向】

１．漁業・漁村の将来を見通した振興策

「萩市水産業振興計画」策定に合わせ、計画の着実な実施を図るため、漁

協においても、県、水産関係団体、市等と連携しながら、本計画に基づく主

体的な取組みを実施していくために、漁協は取り組むべき課題について、整

理し取りまとめ、的確に実施していく必要があります。

これに合わせて、漁協組織も時代の要請に応えられる組織への再編・合理

化も進めていく必要があります。

２．組合員総参加の下での組合づくり

組合員が漁協活動に参加し、事業運営に参加・協力できるよう、組合執行

部と組合員の話し合いを進め、相互理解の下に組合員全員の参加と協力の下

で、漁協運営が円滑に実施できる体制整備を促進します。

山口県漁協はぎ統括支店
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Ⅶ　技術改善

【現状と課題】

（１）漁労技術や流通加工技術の発達により、漁業は今までも大きく飛躍しな

がら発展してきた産業です。

（２）新たな漁業技術の導入は、漁業制度による許可の制限や条件の整備等に

阻まれていることも多く、漁業者個人はこれらの制約の中で、漁具・漁法

等の改善工夫に努め、漁獲効率を高めてきているのが現状です。

（３）一方、県水産研究センターや水産業改良普及員等の指導の下、新たな水

産技術の開発も行われています。

最近行われた主な技術開発は鮮度保持技術が主体であり、次のようなも

のがあります。

（４）また、現在、萩市の漁業者が中心となって開発中の技術に、イカ釣漁業

の経費節減のための発光ダイオードを使った低燃費の集魚灯の開発やエチ

ゼンクラゲ除去のための小型底びき網漁具等があります。

アジの鮮度保持

ウニのミョウバン濃度

イカの鮮度保持

開発技術名 内　　　　　　容

海水氷の比率を冷却海水の80％以上にすることで
鮮度・体色を良好に維持。

従来どおり日持ちがして、なおかつ苦みのない高
品質な板ウニを作るための適正なミョウバン濃度
と浸漬時間の決定。

下氷にエアーシートを敷きシートで覆ってイカを
たてることで、背腹両面の体色を長時間維持。

血抜きアマダイ
漁獲後直ちに船上で血抜きを行い海水氷で冷やす
ことで、色・鮮度がよく、生臭くないため付加価
値が向上。

ＬＥＤ集魚灯試験
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エチゼンクラゲの除去

【施策展開の方向】

１．新技術の導入促進

開発された新技術の導入を促進することにより、漁労作業の省力化、経費

節減、鮮度アップ、栽培技術の向上等を行い、漁業の近代化を図りながら、

漁家経営の安定を促進します。



－39－

Ⅷ　内水面漁業の振興

【現状と課題】

（１）内水面漁業においては、組合員の高齢化と組合員の減少は著しく、組合

経営基盤の弱体化が起こっています。

（２）また、ほとんどの組合において、組合経営収支の大半が事業外収入に依

存しており、この改善策についても徐々に検討していく必要が生じていま

す。

（３）また、内水面漁業権は、第５種共同漁業・増殖漁業権とも言われ、漁業

権魚種であるアユやウナギ種苗の放流等の増殖が義務づけられています。

近年、漁協経営が厳しい中で、この放流経費を捻出することに苦慮する

事態となっています。

（４）一方、生産の場である河川では、利水のためのダムの建設、台風や防風

雨時の治水のための護岸工事等が実施され、このような開発事業との調整

を図りながら、自然環境を極力保全しつつ、内水面漁業の生産を伸ばして

いくには、多くの努力が必要となっています。

（５）近年、アユ種苗については、冷水病の発生予防、食害種であるブラック

バスやカワウの駆除等があり、この対策にも取り組んでいますが、抜本的

な解決には至っていません。

（６）平成18年８月、阿武川水系・竜宮淵でコイヘルペスウイルス病が発生し、

県、関係漁協、市町等で、監視体制の強化、コイの移動禁止等の対策を行

った結果、現在までのところ、病気のまん延には至っていません。

【施策展開の方向】

１．組合経営基盤の強化

内水面でアユ等の採捕に興味を示す者だけでなく、最も身近な自然である

河川環境の保全に関心のある者等を含め、組合員の増加に努めながら、組合

経営基盤の強化を促進します。

２．効果的な種苗放流の実施

魚病対策等により健全な種苗の確保や種苗購入支援に努めるとともに、ア

ユ等の食害種であるブラックバスの駆除やカワウ等の防除を促進することに

より、内水面漁業生産の維持増大に努めます。

３．豊かな川づくり

最も身近な自然である河川は、利水、治水、漁業生産の場等に輻輳して活

用されており、この環境の保全に努めながら、内水面漁業生産の維持に努め

ます。
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鮎のつかみ取りイベント（明木地区）

４．特定疾病等のまん延防止

コイヘルペスウイルス病等の内水面資源に甚大な影響を及ぼす特定疾病等

に関しては、県等の指導の下、水産関係者等の協力を得ながら、まん延防止

に努め、内水面資源の保全に努めます。
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