
重点プロジェクト事業
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施策間の連携を図りながら、重点的に取り組む８つの重点プロジェクトとして、

次のものに取り組む。

重点プロジェクト事業

人・漁村づくり

漁港・漁場・漁村

の整備

見島前進基地と

周辺漁場の活用

栽培漁業の

拠点整備

アクティブな

漁協づくり

プロジェクト名 内　　　　　　　　容

①「地域づくりは、人づくり」との立場に立って、漁村に住

む人々が各々の能力を発揮し、地域活性化に努められる環

境を整備し、地域活性化を図る。

②また、漁村の将来を見通し、地域ごとに漁業就業者対策に

重点的に取り組む体制を整備し、漁村ごとの扶助互助の図

れるバランスある就業構造の確立に努める。

①災害に強く、漁業従事者の安全な作業環境を確保し、生産

性の向上を目指した漁港を整備する。

②漁業者ニーズを的確に把握しながら、沖合回遊性の魚種を

対象とした環境にもやさしい魚礁の整備を推進し、漁業生

産性の向上を目指す。

③集落排水、公園などを整備し、漁業集落の生活環境の改

善・向上を図る。

①燃油高騰等により、出漁控えが起こっている日本海側の最

優良漁場である見島周辺漁場での漁業生産活動を再活性化

させ、漁業生産の増大と漁家経営の安定を目指す。

②このため、見島及び周辺漁場対策として次のことを実施す

る。

（ア）前進基地の整備（給油施設、厚生施設、係船護岸の

整備）

（イ）漁場の開発、調査及び整備

①萩地域における栽培魚種ごとの中間育成方法等の栽培漁業

基本計画について、大型魚種の購入、拠点中間育成施設の

整備等の取組を明確化し、効果的な栽培漁業の推進を行う。

①漁業を取り巻く環境の変化に的確かつ迅速に対応し、漁業

者の生活の安定、漁業生産活動の活性化の図れる漁協組織

の再構築を目指す。

②また、山口県漁協の経営健全化計画を的確に実施していく

ため、時代に対応した経営の合理化を図りながら、経営基

盤の強化に努め、地域水産業の振興を図る。



－42－

多様な流通の推進

新・漁場利用の

ルールづくり

内水面漁業の振興

プロジェクト名 内　　　　　　　　容

①食の安全･安心が強く叫ばれる中にあって、魚価が低迷し

ていることから、消費者ニーズを強く意識した漁業者や漁

協による多様な流通形態の開発に努める。

②また、漁協、流通関係者、観光等の地域関係者が一体とな

って、魚のブランド化、都市と漁村との交流イベントの開

催等を通じて消費拡大に努め、「萩の魚」のネームバリュ

ーを上げることにより、地域経済への総合的な経済効果を

目指す。

①漁業構造の変化に対応し、漁業生産の安定と増大を目指す

ため、関係漁業者間のコンセンサスに努め、漁業許可の見

直し等新たな漁業のしくみの構築や、取組が停滞気味であ

った漁業と遊漁との漁場利用の円滑化に努める等、漁業生

産活動のしやすい新たな漁場利用のルールづくりに努め

る。

①最も身近な自然である河川の豊かな自然を保全しつつ、内

水面漁業の生産維持・増大を図るため、総合的な取組を行

う。
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地域づくりは、人づくりとの立場に立って、漁村に住む人々が各々の能力を

発揮し、地域活性化に努められる環境を整備し、活性化を図る。

また漁村の将来を見通し、地域ごとに漁業就業者対策に重点的に取り組む体

制を整備し、扶助互助の図れるバランスある就業構造の確保に努める。

漁業界の
リード

各々が各々の能力を最大限に発揮し、地域活性化を図る

潤いのある住みよい漁村づくり

・生活に不安の少ない、住みよい漁村づくり

・活力のある漁村づくり

漁　　　協

起業活動、
扶助・互助

女　性　部

漁村の下支え
新規事業への
取組

青 壮 年 部

漁業就業者構造から見
た将来像の検討
コンセンサスの図れた
取るべき対策の樹立
（漁業就業者対策の実施
等）

漁村の将来像の検討

漁業生産の維持と将来
予測の検討
必要に応じて生産基盤
施設の統廃合実施

漁業生産の維持

高齢化に伴い、地域内
の互助・扶助体制の再
構築

互助扶助体制の再構築

巧みの技の
発揮

高　齢　者

生産維持・
増大

漁種別団体

Ⅰ　人・漁村づくり

女性部の活動
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災害に強く漁業従事者に安全な作業環境を確保し、生産性の向上を目指した

漁港を整備する。

また、漁業者ニーズを的確に把握しながら、沖合いに回遊性の魚類を対象と

した環境にもやさしい魚礁の整備を推進し、漁業生産性の向上を目指す。

さらに、集落排水施設や公園などを整備し、漁村集落の生活環境の改善・向

上を図る。

現状と課題
水産資源の減少、魚価の低迷、燃油の高騰や漁業従事者の高齢化など水産業
を取り巻く環境が年々厳しさを増すなか、漁業者ニーズに対応した漁港・漁場
づくりの必要がある。さらに、将来にわたって漁業・漁村を維持発展させてい
くためには、漁村の生活環境を改善するとともに、後継者や新たな漁業就業者
の確保・育成が重要な課題となっている。

天然の優良漁場との連
携を考慮し、沖合いに
回遊性の魚を対象とし
た魚礁の整備を推進す
るとともに、環境にや
さしい漁場の整備

漁　　　場

漁港施設の整備等によ
り、災害に強く、漁業
従事者に安全な作業環
境を確保し、生産性の
向上を目指した漁港の
整備

漁　　　港

豊かで住みよい漁村を
目指した、集落排水、
道路、広場などの漁村
環境の整備

漁　　　村

Ⅱ　漁港・漁場・漁村の整備

生産基盤の整備により、活力と魅力ある漁村づくりを目指す

大島漁港整備 須佐漁港
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燃油高騰等により出漁控えが起こっている日本海側の最も優れた漁場である

見島周辺漁場での漁業生産活動を再活性化させ、漁業、生産の増大と漁家経営

の安定をめざす。このため、見島及び周辺漁場対策として次のことを実施する。

・前進基地の整備（給油施設、厚生施設、係船護岸の整備）

・漁場の開発、調査及び整備

２～３日の見島を基地とした継続操業の実施

前進基地の整備

見島周辺漁場の開発・保全

（漁場の更なる有効活用の実施）

給油タンクの整備 乗組員厚生施設の整備

集荷・一次保管施設の充実

漁獲物搬送システムの充実

漁獲物を高鮮度で輸送する
システムの確立

Ⅲ　見島前進基地と周辺漁場の活用

見島（本村）漁港
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阿武萩地域における栽培魚種ごとの中間育成方法等の栽培漁業基本計画につ

いて、大型種苗の購入、拠点中間育成施設の整備等の取組を明確化し、効果的

な栽培漁業の推進を行う。

分散している栽培漁業基地を魚種別・グループ別に集約・拠点化を図る。

拠点化の方向

栽培魚種

ト ラ フ グ
・越ヶ浜支店の海上小割り施設
・一部栽培漁業公社へ委託

ヒ　ラ　メ
カ　サ　ゴ

・大島支店の陸上及び海上小割り施設

ア　ワ　ビ
・はぎ統括支店内の分散している施設の
集約・拠点化

クルマエビ ・大型クルマエビ種苗の購入

須佐支店は当分の間単
独で継続

拠点化等の方向 備　　　　考

Ⅳ　栽培漁業の拠点整備

アワビ中間育成施設（須佐）
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漁業を取り巻く環境の変化に的確かつ迅速に対応し、漁業者の生活の安定、

漁業生産活動の活性化の図れる漁協組織の再構築を目指す。

また山口県漁協の経営健全化計画を的確に実施していくために、時代の要請

に応える経営の合理化を図りながら、経営基盤の強化に努め、地域水産業の振

興を図る。

内部構造の変化
・漁業就業者の高齢化・減少
・漁業資源状態の悪化
・旧漁協組織の崩壊と再構築の必要性

外部環境の変化
・魚価の低迷
・輸入水産物の増大。国内自給率
の低下

Ⅴ　アクティブな漁協づくり

各種変化に対して、漁業・漁村を維持していくための迅速かつ的確な対応が不
十分。
一般企業に比べて、社会変化への対応不十分

・社会変化に対応した迅速かつ的確な事業実施
・漁業構造変化に対応した新たな漁業・漁村づくりの実施
・新規事業の検討

山口県漁協・はぎ統括支店

アクティブな漁協組織の構築

現状を正しく認識し、常に必要な改革を

行い、漁業・漁村の活性化を図る。

山口県漁協総代会
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魚価が低迷し、また、食の安全・安心が強く叫ばれる中で、漁業者や漁協が

主体となった多様な流通形態の開発に努める。

また、漁協、流通関係者、観光等の地域関係者が協力し、魚のブランド化、

都市と漁村との交流イベントの開催等を行い、消費拡大に努め、「萩の魚」の

ネームバリューを上げることにより、地域社会への総合的な経済効果を目指す。

・萩水産物卸売市場の
活性化
・集荷と適正な魚価形
成への努力

安全・安心な
水産物の供給

社会の変化に伴
い、今後とも継続
する必要がある

魚のブランド化

魚価アップに十分
に反映していない

長引く、魚価低迷を打開するには
至っていない

多様な流通形態の検討

適正魚価の形成を目指して、生産者、流通業者が

更なる努力・工夫をする

産地市場での
セリでの販売

・魚種・漁業形態によ
る適地市場での販売

その他市場への販売

・女性起業化等による
加工品・総菜の販売
・魚まつり等のイベン
トでの販売

漁業者による
試行的な販売

Ⅵ　多様な流通の推進

多様な流通による、適正魚価の形成

山口県漁協直営店「萩魚」 イカパック
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漁業構造の変化に対応し、漁業生産の安定と増大を目指すために、関係漁業

者間のコンセンサスに努め、漁業許可の見直し等新たな漁業のしくみの構築や、

取組が停滞気味であった漁業と遊漁との漁場利用の円滑化に努める等、漁業生

産活動のしやすい、新たな漁場利用のルールづくりに努める。

・漁種別の制度改正要望の聴取
・山口県漁業再生のための漁業制
度の再構築検討
・海区漁業調整委員会等とのコン
センサスの実施

資源の有効活用の図れる新たな漁業生産形態の確立

漁業を取り巻く環境の大きな変化

・漁業就業者の減少、高齢化　・遊漁者の増加

・漁業生産量の減少　・漁場利用トラブルの発生

・漁業資源状態の悪化　・漁家経営の悪化

旧来の漁場利用形態の見直し、
再構築が必要

・話し合いによる相互トラブルの
回避
・漁場利用のルールづくり

遊漁者と漁業者の漁場利用の円滑化

Ⅶ　新・漁場利用のルールづくり

まき網操業
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最も身近な自然である河川の、豊かな自然を保全しつつ、内水面漁業の生産

維持増大を図るために、総合的な取組を行う。

漁協経営基盤の強化
・組合員拡充対策
・遊漁者増加対策

最も身近な自然である河川の
漁業生産の維持と環境の保全

・清らかな河川での漁業生産の維持
・市民の憩いの場、ふれあいの場としての環境保全

内水面（河川）漁業の現状

組合員の減少・高齢化

内水面漁場環境の悪化

内水面資源の減少

漁協組織の基盤強化

・適正放流の実施
・漁場環境の保全
・害魚の駆除、害鳥の
防除

内水面漁業生産の
維持・増大

・一般市民との共同で
の内水面環境の保全
・森・川・海をつなぐ
環境保全運動の推進

内水面環境の保全

Ⅷ　内水面漁業の振興

漁民の森づくり活動推進事業
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