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公益財団法人下松市水産振興基金協会 
平成 29 年度事業報告 

 
Ⅰ 基本方針 
  当協会では、公益目的事業１として、“水産資源の維持拡大及び栽培漁業の
推進に関する事業”を実施し、 公益目的事業２として、“養殖技術の保持及び
観光資源等に関する事業”を実施しました。 
 公益目的事業１(以下【公１】という)は、当協会の定款第 4条第 1項第 1号
の“水産資源の維持拡大のための種苗生産及び中間育成に関する事業”と、第
3 号の“栽培漁業推進に関する調査研究及び啓発に関する事業”と、第 4 号の
“漁場環境保全及び漁業経営の安定に関する種苗生産放流事業”と、第 5 号の
“施設の管理運営に関する事業”に基づいて行いました。 
 また、公益目的事業２(以下【公２】という)は、当協会の定款第 4条第 1項
第 1号と、第 2号の“魚介類の生産技術、生産管理の向上及び観光資源として
の養殖に関する事業”と、第 3号と、第 4号に基づいて行いました。 
 さらに、収益事業としての“水産資源の維持拡大に関する事業”については、
定款第 4 条第 1 項第 1 号と、第 2 号と、第 6 号の“その他この法人の目的を
達成するために必要な事業”に基づいて、これを行いました。 

 
Ⅱ 個別の事業内容について 
 ○公１について 

１ 本事業は、近海の漁獲量の増大や魚食普及を図るために、種苗生産、
放流および供給事業、中間育成放流および供給事業、栽培漁業広報啓発
事業等を実施することを通じて、地域あるいは、山口県の水産資源の維
持拡大および地域産業の振興を図ることを目的としています。 
 この目的を達成するための以下の(１)～(３)の事業は、共通目的を達成
する手段と位置づけられることから一つにまとめました。 
 なお、これらの事業は、事業推進のために技術や経験を生かして、養
殖事業を実施し、技術の指導および改善のための試験研究を行うととも
に、水産資源の確保に寄与し、ひいては下松市の観光振興にも貢献する
事業です。 
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２ 事業 
(１) 種苗生産、放流および供給事業 
【目的】 

 瀬戸内海を中心とした県内の水産資源拡大および漁獲量の安定
化を目指して「つくり育てる漁業」である栽培漁業を推進しました。 
 特に他の関係機関では技術的に対応が難しい魚種について、当
協会が実施する種苗生産供給事業を通じて、地域の水産振興に寄
与しました。 

【内容】 
 当協会が管理する下松市栽培漁業センターにおいて、魚類の採
卵、孵化ならびに育成を行いました。また、種苗生産技術の開発お
よび向上を図るとともに、周南地区の海域への放流、県内漁協や行
政等へ供給しました。 

    【対象魚種】 
マコガレイ、オニオコゼ、キジハタ 

        【放流地域】 
共第 77号共同漁業権海域（周南地区海域）を中心とした県内海
域 

    【供給および放流先】 
 県内の漁協および行政等  
 詳細については、8ページの別表１にまとめました。 
 

(２) 中間育成、放流および供給事業 
    【目的】 

 共第 77 号共同漁業権海域(周南地区海域)の水産資源の増大およ
び漁獲量の安定化ならびに、漁業経営の安定化を図り、食育と地産
地消の推進のために稚魚を放流することにより、「つくり育てる漁
業」である栽培漁業を推進しました。さらに、中間育成技術の有効
利用及び水産資源の維持拡大のため他団体等へ供給しました。 
 なお、育成魚種については、現在の魚種の他に、地域に適した魚
種及び地域の放流魚種要望調査を行い、生産に取り組みました。 
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    【内容 1】 
 (公社)山口県栽培漁業公社から種苗を購入し中間育成を行い、要
望のあった数量を、地先に放流および供給しました。 
 なお、ヨシエビについては、(公財)ふくおか豊かな海づくり協会
から種苗を購入し、一部直接放流をした後、残りを山口県漁協新南
陽支店中間育成施設に供給するとともに中間育成技術指導も行い
ました。 

    【対象魚介類】 
 ヒラメ、トラフグ、カサゴ、クルマエビ、ガザミ、アワビ、アカ
ガイ、ヨシエビ 

    【放流地域】 
       共第 77号共同漁業権海域（周南地区海域）を中心とした山口県 

内海域 
    【供給および放流先】 
       山口県内の漁協および行政等  

詳細については、9ページの別表２にまとめました。 
 

    【内容２】 
アサリの中間育成及び簡易養殖の技術開発および指導 
 稚貝の中間育成技術開発や簡易養殖技術を確立し、資源再生お
よび漁獲量の安定供給に寄与するものです。食害生物防護ネット
を張り育成試験を開始しました。 

    【対象魚介類】 
 アサリ 

    【実施内容】 
漁業者とアサリの中間育成及び簡易養殖について協議する中で 

アサリの簡易養殖技術について関心は示されますが、漁業者の主 
たる要望は、地先の干潟でのアサリ資源の再生です。その延長線上 
での簡易養殖であれば、興味があるということから、簡易養殖技術 
と連動した干潟での“アサリの囲い枠飼育”を行うこととしました。 
木の板（長さ 400cm×幅 10cm厚さ 2cm）を用いて、干潟に 4m 

×8mの枠を作り、木が浮かないように枠を杭で止め、枠内に約 
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10cmの深さになるように砂を入れ砂場を作成し、アサリ稚貝を放 
養しました。食害生物防護ネットを張って育成を開始しました。 

    【実施地先】 
 下松市笠戸島小深浦地区干潟および深浦地区干潟 

 
(３) 栽培漁業広報啓発事業 

    【目的】 
 一般市民を対象に、栽培漁業、魚食普及などの水産業への興味を
促すとともに、食育および地産地消を推進することを目的としま
す。 
 

【内容 1（出前講座、魚のさばき方教室）】 
 小中学校等における栽培漁業についての水産教室(出前講座)の
実施や魚(ヒラメ)のさばき方の体験教室を開催し、啓発活動を行い
ました。 

【対象者】 
 児童生徒を含む一般市民 

【周知方法】 
       チラシ等の印刷物を配布したり、市広報やネットでも周知しま 

した。 
【費用、参加費】 
 出前講座････無料 
 “笠戸ひらめ”のさばき方体験教室  1,000 円/人(含:ヒラメ 2尾) 
  

【内容 2（施設見学の受け入れ、職場体験、研修および体験放流）】 
 食育、地産地消および水産資源の拡大及び漁獲量の安定化の推 
進等の理解を深めるため、施設見学、職場体験・研修等を積極的に 
受け入れました。ヒラメの餌やり体験、放流体験等の啓発活動を実 
施しました。 

【参加費】 
 無料 
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【実施結果】 
 詳細については、10 ページから 11 ページの別表３にまとめま
した。 

 
○公 2について 
１ 下松市を代表する観光資源である“笠戸ひらめ”および“笠戸とらふぐ”
の養殖を行うことを通じて、養殖技術の確保（魚病対策および高度飼育
技術の指導体制の確立）や地域の水産資源の維持拡大および地域産業振
興並びに、観光振興を図るための栽培漁業を推進します。 
 なお、これらの事業を行うにあたり、種苗生産・中間育成放流事業の
技術精度を活用して養殖を行い、養殖技術の長期管理能力を種苗生産・
中間育成放流事業に取り入れるなどすることで、両事業を相乗的に作用
させることで、効果的な成果を図ることができます。 

 
２ 事業 
（１）笠戸ひらめの養殖技術の指導及び改善のための試験研究等 
【目的】 
 1983年に当協会でヒラメ養殖を始めてから、その養殖技術を提
供したことで、「”笠戸ひらめ”を広める会」が結成されるなど、地
域を挙げてヒラメ養殖の推進および宣伝が行われたことで、地域の
重要な特産品になりました。 
  しかし、価格の低迷等により企業の養殖は撤退し、漁業者はトラ
フグ養殖に切り替えたため、現在では、山口県内の瀬戸内海側でヒ
ラメ養殖は当協会のみになりました。“笠戸ひらめ”は、下松市の水
産資源および観光資源として重要な位置づけがされており、「試験
研究の成果品」を市内観光施設等へ供給を行い、水産振興および観
光振興に寄与することを目的としました。 
また、ヒラメの陸上養殖より難しいとされる海上養殖の技術改
善およびその技術の保持を行いました。 

【内容】 
  ヒラメ種苗を購入し、陸上水槽と海上筏で育成し、養殖技術の指 
導および改善のための試験研究を行い、その養殖した「試験研究の
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成果品」のヒラメを、下松市の観光資源として市内観光施設等へ供
給しました。 

【対象者】 
養殖業者等、他の水産研究機関等、市内観光施設等、一般(市主 

催等イベント用の提供) 
【実施方法】 
  種苗を購入し、海上筏(田の字筏)および陸上水槽で育成研究 

【試験研究養殖尾数】 
  40,125尾 
 

（２）笠戸とらふぐの養殖技術の指導及び改善のための試験研究等 
【目的】 
  栽培漁業において中心的な役割を担う当協会が、地域の養殖事 
業者の技術支援、指導のためにトラフグの研究、技術開発および技 
術保持のために養殖事業を実施しました。また、その｢試験研究の 
成果品｣は、観光資源としての供給をしました。 

【内容】 
  トラフグ種苗を購入し、海上筏(田の字筏)で育成し、養殖技術指 
導および技術改善のための試験養殖を行いました。 

【対象者】 
  養殖業者、他の水産研究機関、市内観光施設 

【実施方法】 
  笠戸島海域で、海上筏(田の字筏)２台を上限とし、単年度種苗導 
入約 2,000尾を上限とし、成育状況と歩留まりの向上および魚病 
対策に関する技術研究を行いました。なお、「試験研究の成果品」 
は漁業者の出荷時期の端境期を補う時期に、市内観光施設等に活 
用することで、観光資源の安定化の寄与に努めました。 

【試験研究飼育尾数】 
  1,500尾 

【（１）と（２）の事業結果】 
  事業結果の詳細については、12ページの別表 4-①と別表 4-②に 
まとめました。 
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○収益事業 
（１） 種苗生産、中間育成事業 
【目的】 
   公益目的事業としては、山口県内を中心とした種苗生産供給お
よび中間育成放流事業を行いますが、収益事業として、水産資源の
有効利用および経営の安定化のために、山口県外からの要望に応え
て、種苗を出荷しました。 

【内容】 
  種苗生産したマコガレイ、キジハタおよびオニオコゼ種苗と中 
間育成したアカガイ種苗を山口県外事業者に供給しました。 

【対象者】 
県外行政機関、県外漁協およびその他の県外事業者 

【供給結果】 
 詳細については、13ページの別表５にまとめました。 
 

     (2) 観光および水産資源の有効利用に関する事業 
  公益目的事業では、下松市の観光資源として観光振興に寄与し
ながら、ヒラメおよびトラフグ養殖技術の保全をするために養殖事
業を行いました。 
 成果品の余剰分は水産資源の有効利用および経営の安定化のた
めに、下松市内飲食店ならびに周南市水産物市場などへ供給しまし
た。 

【内容】 
  ヒラメおよびトラフグ養殖での余剰成果品を、施設見学者、下松 
市内飲食店、周南市水産物市場等に供給しました。 

【供給結果】 
詳細については、14ページの別表 6にまとめました。 
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