
 

■推進体制と進行管理      

 

会  長 鶴岡市長 

副 会 長 山形県漁業協同組合 代表理事組合長 

構成団体 赤川漁業協同組合、山戸漁業協同組合、県漁協念珠関総括支所、

県漁協由良総括支所、県漁協念珠関総括支所漁業者、県漁協温

海出張所漁業者、県漁協豊浦支所漁業者、県漁協由良総括支所

漁業者、県漁協加茂出張所漁業者、山形県指導漁業士（鶴岡南

地区、鶴岡北地区）、県漁協女性部（鶴岡南地区、鶴岡北地区）、

県漁協青壮年部連絡協議会、県港湾事務所、県水産試験場、県

庄内総合支庁水産振興課、県水産振興協会 

事 務 局 市農山漁村振興課 

 

目標指数 現　状 目　標

新規就業者数
5年間の

累計35人

3年間の

累計21人

目標指数 現　状 目　標

学校給食での地場産

魚介類使用率
17.8% 24.0%

水産物イベントの入込数 20,800人 25,000人

［最重点項目と数値目標］ 

 

 

 

（１）計画の位置づけ 
・「第２次鶴岡市水産振興計画」は、「第２次鶴岡市総合計画」の水産分野のより具体的な取り組み内容を

示すアクションプランとして策定する。 

 

（２）計画期間 
・令和２年度から令和４年度までの３年間 

 ※従来計画は１０年期間であったが、環境変化に的確に対応するため、総合計画のアクションプランと

して３年間の計画に変更する 

 

（３）推進体制と進行管理 
・本計画は、漁業者や水産団体、関係機関、行政等が一体となって推進するものであり、鶴岡市水産振興

協議会において策定する。 

・毎年度、計画の実施状況を同協議会総会に報告し、評価・検証を踏まえ、毎年ごとに見直しを行う。 

・事業計画や取組状況について、市のＨＰにて情報発信をしていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●水産振興計画の基本構想は、市総合計画の基本構想と同一 

 

 

 

 

 

 

  ■水産分野の目標 

 

 

 

●施策の成果指標を設定 

項 目 現状値 

（平成 27～29年度平均） 

成果指標（KPI） 

（令和 4年度） 

総合計画成果指標 

（令和 10年度） 

生産額 １４億円 １５億 １７億円 

魚 価 ４９３円/㎏ ５３０円/㎏ ５９０円/㎏ 

 

 

 

 

 

 

 

 
※漁獲額は、H27以降減少しており、R1は H27比で 29.0％減となっている。要因としてはサケやブリ、サワラの不漁が大きい 

魚価単価は、H29以降低下しており、R1はH29比で10.5%の減少となっている。要因としてはタラ価格の下落、魚介類需要の低下が大きい 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ２次 鶴 岡 市 水 産 振 興 計 画  

［策定趣旨］平成３０年度の「第２次鶴岡市総合計画」の策定を受け、その水産部門の計画実現のための具体的な取組みについて、第２次鶴岡市水産振興計画として策定する。 

 

水産物の安定供給と漁村の活性化  

１ はじめに 

 
鶴岡市水産振興協議会 
（水産行政諮問機関） 

 

・計画の策定 
・計画の実施評価・検証 
・計画の見直し 

計画の実施状況を報告 

２ 基本構想 

総合計画基本構想 

「人が集い新しいことにチャレンジできる、魅力ある農山漁村を形成し、豊かな食文化を支える農林

水産業の生産拡大と所得向上を実現します」 

これまで守り育ててきた自然や食文化を支えてきた基幹産業である農林水産業を維持・発展させて

いくため、生産拡大と所得向上を目指して、市外から多くの人を呼び込み、夢と希望を持って新たな

チャレンジに取り組める魅力ある農林水産業と活力ある農山漁村を形成していく。 

３ 計画の構成 

概 要 版 
令和 2 年 6 月 30 日 

鶴岡市農林水産部 

(１)担い手の育成・確保と 

漁業の生産基盤の維持 

(２)ブランド化と安定供給に

よる市場評価の向上 

(３)水産加工などの推進と交

流人口の拡大による漁村

の活性化 

① 水産資源の安定確保 

② 新規就業者・担い手の確保 
③ 漁港の適切な維持管理 
④ 漁家経営の負担軽減策の検討 

⑤ 市場の活性化の推進 
⑥ 内水面漁業の推進 

① 新たなブランド魚の創出 

② 高鮮度な魚介類の安定供給 

③ 庄内浜産水産物評価の向上 

① 魚食の普及と消費拡大 

② 学校給食での地場産魚介類 

使用率向上、地産地消の推進 

③ 水産加工品開発の支援 

④ 漁村地域の活性化 

蓄養の施設整備への支援と流

通体制の構築 

⇒水産資源の安定確保 

 

未利用魚や低価格魚の付加

価値化と普及推進 

⇒ブランド魚以外の魚介類の評

価向上 

 

  

幼児期からの魚食普及と給食

利用の拡大 

⇒魚食の普及と消費拡大 

総合計画 水産振興計画における取組内容 

・既存施設を利用した蓄養の検討と運営

体制の構築 

・アワビ、ヒラメ、トラフグ種苗放流に対す

る支援 

・イワガキ増殖施設整備の推進 

・外国人乗組員の受入に対する体制の 

整備、支援の検討         など 

・蓄養による活魚等の販売流通体制の

構築と PR 

・先進的処理技術、保存方法の開発によ

る評価の向上 

・漁業者と料理人が連携した未利用魚や

低価格魚の活用策の検討、調理法の

普及                  など 

 

・保育園等向け「お魚教室」、小学校向け

「お魚出前教室」の拡充 

・未利用魚や低価格魚を活用した海鮮メ

ニューの開発 

・地元魚介類を活用した直売施設やレスト

ランなど、観光漁業に向けた整備の検

討                   など 

［具体的な内容］（抜粋）  

目標指数 現　状 目　標

ブランド魚の魚種 3魚種 4魚種

サワラの単価 993円/㎏ 1,070円/㎏

トラフグの単価 5,499円/㎏ 5,930円/㎏

ズワイガニの単価 3,021円/㎏ 3,260円/㎏



 

 

 

本市水産業においては、海洋環境の変化等による水産資源の減少をはじめ、漁業者の高齢化等による生

産性の低下、荒天時や冬季間の出荷量の不足、魚離れによる消費量の低減などについて、早急な課題解決

が必用となっていることから、下記の３点を最重点項目として位置付ける。 

  ◆蓄養の施設整備への支援と流通体制の構築・・・該当分野（１）、（２） 

   冬期間や休漁時の安定供給、出荷調整対策として、既存施設や漁港内の静穏域などを活用した蓄養施

設の整備を支援し、漁協・漁業者主体の運営体制を構築する。 

   飲食店や旅館等への活魚販売、安定供給など、蓄養魚の有利販売のための流通体制の構築等を進める。 

 ◆未利用魚や低価格魚の付加価値化と普及推進・・・該当分野（２）、（３） 

  未利用魚や低価格魚の魚価の向上を図るため、漁業者と料理人が連携し、処理技術や保存方法の開発、

新たな海鮮メニューの創出などにより、未利用魚等の再評価と付加価値化を推進し、漁業者の所得向上

を図る。 

 ◆幼児期からの魚食普及と給食利用の拡大・・・該当分野（３） 

  幼児期からの魚食の普及と庄内浜産魚介類の地産地消の推進のため、園児や小学生を対象にした「お

魚教室」等の取組みを拡充し、保護者参加により家庭での魚食機会の増大を図るとともに、学校給食へ

の食材供給を増やし、庄内浜産魚介類の使用率 30％以上を目指す。 

 

 

（１）担い手の育成・確保と漁業の生産基盤の維持 

［現状・課題］ 

・高齢化の進行と新規就業者の減少により、漁業就業者の減少が進んでおり、新たな担い手や働き手の

確保が必要となっている。 

・漁港等生産基盤施設の老朽化が進み、計画的な維持改修が必要となっている。 

 

 

 

［施策の方向性］ 

・新規参入者を対象とした現場での漁業就労研修の実施や、新たに独立する漁業者の漁船購入経費など

への支援 

・外国人労働者を乗組員として雇用する動きに合わせて、住居等の受入体制の整備や市としての支援策

を検討 

※現在の外国人乗組員数 ３名（Ｈ３０から雇用開始） 

・老朽化した漁港の計画的な改修と適切な管理 

［具体的な取組内容］ ※◎最重点項目 ●重点項目 ○一般項目 

①水産資源の安定確保 

◎既存施設を利用した蓄養の検討と運営体制の構築【最重点項目】 

・既存施設(由良漁港の中間育成施設など）を活用した蓄養の試験的運用の実施 

・漁港内の静穏域を活用した蓄養施設整備への支援 

・県漁協や漁業者主体による蓄養の運営体制の構築 

・ナマコ等の新規養殖魚種の種苗生産技術と推進体制の構築（県との連携事業） 

◎畜養の施設整備や販売体制の構築など、生産から販売確保に至るまで、漁業者等の主体的取り組み

に対するオーダーメード型補助事業の創設 

     

 

②新規就業者・担い手の確保 

●外国人乗組員の受入に対する体制の整備、支援の検討【重点項目】 

・生活拠点(宿舎・住居等)の確保について、空き家の斡旋や公共施設跡地の活用、家賃補助等の支

援策の検討 

・地元住民会等との交流機会を設けるなど、日本型生活習慣の習得や地元定着への支援 

○独立経営に必要な漁船、漁具等の購入に要する経費の支援 

③漁港の適切な管理 

○漁港施設の改修工事・維持管理修繕の実施 

④漁家経営の負担軽減策の検討 

○漁業者の経営安定を図るため、漁業者の所得補償制度である漁業共済事業を支援 

⑤市場活性化の推進 

○県や県漁協と連携した、産地卸売市場の統合も含めた産地市場活性化対策の検討 

⑥内水面漁業の推進 

○サクラマスやサケ等の資源増殖を図る種苗法流への支援 

 

 

（２）ブランド化と安定供給による市場評価の向上 

［現状・課題］ 

・新型コロナの影響で、飲食店等、外食産業における水産物の需要が落ち込み、魚価低下が著しいため、

流通量の回復・拡大、漁家への経営支援が必要となっている。 

・庄内浜の魚介類は少量多品種のため漁獲量が少なく、漁家全般の収入を上げるためには、ブランド魚

の普及定着と併せ、未利用魚、低価格魚についても魚価の向上を図る必要がある。 

・水揚げされる魚介類は、時化や不漁により安定供給が困難なため市場評価が高まらず、取扱量も限定

されているため、県漁協や漁業者からは蓄養施設の整備が望まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※冬期間(1～4 月)の漁獲量が少なく、通年での安定的な供給が困難になっている 

 

 

 

 

４ 第２次鶴岡市水産振興計画での最重点項目 

５ 分野別の振興施策 

漁業者数の推移 単位：人

H15 H20 H25 H30

424 315 261 222



 

農林水産省「平成30年度水産白書」より
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食用魚介類消費量［㎏/人］

（年度）

［施策の方向性］ 

・庄内浜ブランド創出協議会における新たなブランド魚の創出と、安定した出荷体制の構築の推進 

・新型コロナの収束後、地元における鮮魚メニューの開発や飲食店・旅館等における地魚消費キャンペ

ーンや観光分野との連携による商品造成等に取り組む 

・ブランド魚の市場評価を向上させるため、新たな活締め技術の開発、観光分野とタイアップした魚介

類のキャンペーンの実施 

・未利用魚、低価格魚などの評価向上、消費拡大のため、消費者が地魚の美味しさを再確認し、飲食店

が積極的に地魚を取り扱うような取組みの実施 

    

[具体的な取組内容] ※◎最重点項目 ●重点項目 ○一般項目 

①新たなブランド魚の創出 

●「庄内おばこサワラ」、「天然トラフグ」、「庄内北前ガニ」の評価向上と定着、新たなブランド魚の

創出を推進。(県との連携事業) 

②高鮮度な魚介類の安定供給 

◎蓄養による活魚等の販売流通体制の構築と PR【最重点項目】 

・飲食店等への活魚販売、安定した供給など、蓄養の利点を生かした流通体制の構築 

・鮮度や食味の高い活け越しや活魚出荷の普及拡大と PR活動の実施 

◎畜養の施設整備や販売体制の構築など、漁業者等の主体的取組みに対する補助事業による支援【最

重点項目】 

・真フグやヒラメなど漁業者による畜養に対する主体的取組みについて、生産から販路確保に至る

まで対象とするオーダーメード型補助事業の創設 

◎先進的処理技術、保存方法の開発による評価の向上【最重点項目】 

・船上での神経抜き技術など、鮮度保持のための先進的処理技術の開発と応用方法の検討 

○急速冷凍機による安定供給体制の整備への支援 

③庄内浜産水産物評価の向上 

◎漁業者と料理人が連携した未利用魚や低価格魚の活用策の検討、調理法の普及【最重点項目】 

・料理人の技術向上による活け締め材料の活用と評価向上 

・未利用魚、低価格魚の食べ方レシピの作成と普及 

・飲食店や家庭での消費拡大に向けた「おいしい地魚再発見」(仮称)キャンペーンの実施 

④ふるさと納税返礼品を活用した利用拡大 

◎ふるさと納税返礼品への地場産魚介類を活用した商品の企画造成 

・県漁協や漁業者、水産加工業者、料理人等と連携し、地場産水産物の鮮魚パックや一時加工品の

商品化 

 

（３）水産加工などの推進と交流人口の拡大による漁村の活性化 

［現状・課題］ 

・6 次産業化を目指す漁業者に対して、計画策定の事務補助や施設整備に関する技術的な支援が必

要となっている。 

・魚離れにより水産物の消費量が減少しており、魚食の普及や消費拡大の取組みが重要となってい

る。 

・地域の活力低下により、地域経済が疲弊している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※Ｈ13年以降の17年間で、国内消費量は約 6割に減少している。 

［施策の方向性］ 

・6次産業化を推進するため、初期の計画策定から施設整備の実施、商品の販売まで発展段階に応じた

支援 

・幼児期から魚食に慣れ親しむ機会を設け、魚食の普及と水産物の消費拡大を推進 

・水産物を活用した地域の漁村活性化イベントに支援し、交流人口の拡大を推進 

 

［具体的な取組内容] ※◎最重点項目 ●重点項目 ○一般項目 

①魚食の普及と消費拡大 

◎保育園等向け「お魚教室」、小学校向け「お魚出前教室」の拡充【最重点項目】 

・家庭での魚食拡大に向け、PTA行事など保護者参加型プログラムの創設 

・県の庄内浜文化伝道師の活動との連携 

②学校給食での地場産魚介類使用率向上、地産地消の推進 

◎地場産魚介類の供給協定品目の拡充【最重点項目】 

・現在の 4品目（サケ、イカ、ホッケ、ワラサ）への品目追加(サメ、タラ等) 

・不漁時に他魚種への転換可能な給食メニューの考案 

◎給食用「さかなメニュー」コンテストの実施【最重点項目】 

・小中学生を対象に協定品目を利用した給食メニューのコンテスト「Ｑ(給)－１グランプリ」(仮

称)の実施 

・優秀作品は給食提供、加工品化、商品化なども検討 

③水産加工品開発の支援 

◎未利用魚や低価格魚を活用した海鮮メニューの開発【最重点項目】 

・漁業者と料理人との連携による未利用魚等を活用したメニューの開発 

・食文化や観光分野とも連携した「産地に来て食べる」消費動向の喚起 

・新メニューの試食会やモニタリング販売などプロモーションの実施 

④漁村地域の活性化の推進 

●地元魚介類を活用した直売施設やレストランなど、観光漁業に向けた整備の検討【重点項目】 

・日沿道開通を見込んだ直売所・レストラン等の観光的要素を取り入れた施設整備の検討 

・施設整備に合わせた水産加工品の開発、６次産業化の推進 

○地場産魚介類を活用した地域の漁村活性化イベントへの支援 

 



 

 

 

（１）担い手の育成・確保と漁業の生産基盤の維持 

【漁業者からの意見】 

○水産資源の安定確保 

・6次産業化については、水産加工品の材料となる魚の漁獲量が減少している。 

・近年、アワビの漁獲量が激減している。栽培漁業センターでの稚貝の栽培期間を延ばしてサイズの大

きい稚貝生産が出来ないか。放流時期について、春放流から秋放流に時期を変更した方が放流効果は

向上すると思われる。【取組み①に反映】 

・新たな栽培魚種として、ナマコが有望である。ナマコは、海底がヘドロ状になっている場所が生息し

やすいので、栽培に適した環境整備を検討してほしい。【取組み①に反映】 

・クルマエビの種苗放流について放流効果が無いようであれば、他に放流効果の高い魚種を検討して頂

きたい。【取組み①に反映】 

○担い手の育成・確保 

・漁獲量の減少等により漁業だけでは生活が不安定なため、家業を継がせることや若い人に漁業就業を

薦められない状況である。 

・長期研修では年間 150万円助成されるが、それだけでは生活するのが困難であり、増額できないか。 

・新規就業にあたり、就業地域に移住する人や外国人労働者用に住み込みができるような借家の整備、

家賃補助など行政での支援を検討して頂きたい。【取組み②に反映】 

・新規就業者向け研修や独立就業のための必要経費への支援があり、漁業に従事するスタートラインに

は立ちやすい環境であるが、就業後の漁業収入が安定するまでの支援について検討して頂きたい。 

○漁港の適切な維持管理 

・漁港には漁業者以外に一般市民も釣り等の海洋レジャーに利用するため、危険防止のために損壊施設

の早急な修繕をお願いする。【取組み③に反映】 

・港内への堆砂により航行に支障をきたすことから、砂の流入を防ぐための施設を検討して頂きたい。

【取組み③に反映】 

○漁業経営の負担軽減 

・新規就業者が漁協共済を利用できるのは就業開始の 4年目からのため、県では初年度から 3年間 200

万を支援している。県と連携した市からの支援について検討して頂きたい。 

○市場の活性化 

・現在の由良漁港内にある市場については、市場としての施設環境が整っていない。【取組み⑤に反映】 

 

【県漁協からの意見】 

○水産資源の安定確保 

・アワビ、ヒラメ、トラフグの種苗放流は継続して頂き、クルマエビは費用対効果が無いことから、新

たな放流魚種として「キジハタ」を検討して頂きたい。【取組み①に反映】 

○担い手の育成・確保 

・鶴岡市は新規就業者の育成、支援について充実していることから、今後も継続して頂きたい。【取組み

②に反映】 

・外国人を乗組員として雇用している漁業者が増えているが、雇用主より住居の確保等の支援が望まれ

ている。県と連携した支援策を検討して頂きたい。【取組み②に反映】 

 

 

 

・就労した外国人と地域の交流の場がないことから、地域に定着させる機会の創出が必要である。 

【取組み②に反映】 

・漁船を新造したが、サワラなどのブランド魚の漁獲量が減少により、経営が困難となっている事例が

あり、漁船の更新が進んでいない状況である。漁獲量の減少は、漁場の海水温や海面上昇により変化

が要因と思われる。 

○漁港の適切な維持管理 

・漁港の長寿命化は、各漁港の費用対効果を考慮して進めて頂きたい。【取組み③に反映】 

 

 

（２）ブランド化と安定供給による市場評価の向上 

【漁業者からの意見】 

〇ブランド化 

・ブランド魚であるサワラやトラフグの漁獲量が減少している。 

イガイ（ムール貝）はあまり知られていないが美味しい貝である。ブランド化により知名度を上げる

取組みを検討して頂きたい。【取組み①に反映】 

〇安定供給 

・鼠ヶ関港内に蓄養のできる生簀を作り、隣接して加工場や飲食できる海鮮市場などを作ってはどうか。 

・個人経営の小規模なものではなく、大規模な水産加工場を作って頂きたい。【取組み②に反映】 

【県漁協からの意見】 

・漁協、漁業者が主体となって蓄養施設導入に向けて事業化させたいため、市で援助してほしい。 

・急速冷凍機を活用した加工品の商品化と流通体制を確立させたい。【取組み②に反映】 

 （業務用向けの「マフグの鍋セット」等） 

 

 

（３）水産加工などの推進と交流人口の拡大による漁村の活性化 

【漁業者からの意見】 

〇水産加工 

・6次産業化については、水産加工品の材料となる魚の漁獲量が減少している。※再掲 

〇交流人口の拡大 

・知名度の低い魚介類は食べ方がわからず市場に出ない。水産イベントは、多数の集客があり未利用魚

や低価格魚の料理の紹介や調理方法の PRによる知名度の向上が図られることから、継続してイベン

トを開催したい。 

 

【県漁協からの意見】 

・漁協の直売所の出店を検討していきたい。 

・オリンピックに向けて、加工品の表示法が厳しくなる。 

・漁協女性部等では加工品（惣菜等）の一般販売は出来ないことから、漁協女性部等が加工品開発を行

い、漁協の加工場で製造販売を行い商品として量販店などに流通する体制を構築したい。 

 

参考：漁業関係者からの意見 


