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Ⅰ 事業報告

  平成28年4 月1 日から平成29 年3 月31 日まで 

 

Ⅰ-1 庶務の概要 

1 主な庶務事項 

内　　　容

28 4 8  平成28年度広島県新規漁業就業者支援協議会総合研修春季コース開校式（呉市）

15  平成28年度第１回監査会（広島市）

22  広島県広域水産業再生委員会（広島市）

25  平成28年度栽培漁業推進事業事務担当者会議（広島市）

26  広島県水産多面的機能発揮対策協議会監事監査(広島市）

27  広島県観光漁業協議会役員会，総会（広島市）

5 10  第２１回理事会（広島市）

12  (一社）広島県栽培漁業協会理事会（広島市）

20  マダイ栽培事業打合せ会（広島市）

24  平成28年度広島県漁協女性部連合会通常総会（広島市）

30  第16回評議員会（広島市）

30  第22回理事会（広島市）

31  平成28年度 (一社）広島県栽培漁業協会通常総会(広島市）

31  平成28年度広島県水産多面的機能発揮対策協議会総会(広島市）

6 1  マダイ種苗中間育成開始（大崎上島町）

2  平成28年度新規漁業就業者支援協議会総会（広島市）

3  平成28年度呉芸南水産振興協議会総会(呉市）

7  マダイ種苗中間育成開始（呉市）

9  平成28年度広島地域水産振興協議会総会（広島市）

14  就漁奨学金貸与者選考委員会（広島市）

18  広島県新規漁業就業者支援フェア（尾道市）

20  平成28年度広島県信用漁業協同組合連合会通常総会（広島市）

21  広島県新規漁業就業者支援フェア（呉市）

30  平成28年度福山地区水産振興対策協議会総会（福山市）

7 1  HGC講演会（広島市）

4  公益法人夏期講習会（東京都）

6  浜の担い手漁船リース事業広島県リース事業対象者の審査要件検討会（広島市）

11  平成28年度マダイ稚魚配布計画会議（広島市）

14  マダイ港内等飼付け開始，大崎内浦漁協

15  マダイ港内等飼付け開始，芸南，大崎上島，阿賀漁協

18  マダイ港内等飼付け開始，瀬戸田，三原市漁協

18  広島信漁連「お魚をふやそう定期貯金」ヒラメ放流（廿日市市）

22  平成28年度瀬戸内海海域栽培漁業推進協議会通常総会（神戸市）

25  平成28年度第1回中核的担い手認定部会並びにリース事業者選定検討会

26  マダイ港内等飼付け開始，呉豊島漁協

28  平成28年度瀬戸内ブランド販売支援事業第1回審査会（広島市）

8 9  平成28年度第2回中核的担い手認定部会並びにリース事業者選定検討会

年　月　日

 

 



 

 

内　　　容

28 8 10  水産多面的機能発揮対策事業講習会（福岡市）

18  第4回広島県漁業振興基金貸与奨学生研修会（呉市，竹原市）

20  広島県水産種苗生産組合総会（広島市）

29  広島県観光漁業協議会視察研修（鳴門市）

9 5  公益法人及び一般法人に係る研修会（広島市）

8  平成28年第１回プライドフィッシュ選定委員会(広島市）

11  第36回全国豊かな海づくり大会（酒田市）

13  広島県新規漁業就業者支援協議会座学研修（広島市）

13  公益法人及び一般法人に係る研修会（広島市）

20  公益法人及び一般法人に係る研修会（広島市）

23  平成28年度広島県漁協役員研修会（広島市）

10 4  平成28年度広島県農林水産局人権問題啓発研修会(広島市）

6  広島県漁業共済組合損害評価会(広島市）

11  平成28年度広島県新規漁業就業者支援協議会総合研修春季コース修了証書授与式（広島市）

13  第23回理事会（広島市）

21  キジハタ種苗生産量産化技術開発事業検討会（広島市）

24  第１７回評議員会(広島市）

25  次年度放流種苗配布希望調査（福山・尾三地区）

26  次年度放流種苗配布希望調査（呉芸南・広島地区）

11 1  浜の担い手漁船リース事業に係る県内説明会（広島市）

15  漁場環境保全事業助成事業活動団体選考委員会（広島市）

16  （一社）広島県栽培漁業協会臨時理事会（広島市）

17  瀬戸内海水産公益法人連絡会（広島市，呉市）

24  公益法人経理実務特別講習会（大阪市）

25  種苗生産組合研修会（広島市）

12 6  広島県水産多面的機能発揮対策協議会内部監査（広島市）

7  平成28年度種苗生産配布事前会議(広島市）

8  ヒラメ栽培事業打合せ会（竹原市）

12  平成28年度マダイ栽培事業打合せ会（広島市）

27  平成28年度第2回中核的担い手部会並びにリース事業選定検討会（広島市）

29 1 11  平成28年度第3回中核的担い手部会並びにリース事業選定検討会（広島市）

20  広島県水産多面的機能発揮対策協議会会計検査（広島市）

31  平成28年度水産多面的機能発揮対策事例報告会(東京）

2 3  水産議員連盟意見交換会(広島市）

8  公益法人定例講座（広島市）

16  平成28年度新規漁業就業者協議会長期研修生選考委員会並びに29年度事業検討会（広島市）

17  平成28年度種苗生産配布検討会（広島市）

24  第24回理事会（広島市）

3 7  第18回評議員会（広島市）

21  水産多面的機能発揮対策事業担当者会議（広島市）

22  広島県広域水産業再生委員会（広島市）

27  広島県漁協合併推進協議会（広島市）

30  豊竹東メバル中間育成開始（大崎上島町）

年　月　日

 

 



 

 

2 役員等に関する事項 

任 期  ： 理事，監事  平成28年5 月30日～平成30年定時評議員会 

評議員     平成27年5 月28 日～平成31年定時評議員会 

現 在 数  ： 理 事10名，監 事 2名 

         評議員7名 

                                                          平成29 年3月31日現在 

役員 氏名 現職名

理事長 奥本英壮 　前 大崎内浦漁業協同組合代表理事組合長

副理事長 吉田　基 　竹原市長

専務理事 高場　稔 　常勤理事

理   事 藤井孝一 　三原市漁業協同組合理事

理   事 川原国弘 　瀬戸田漁業協同組合理事

理   事 福本　悟 　芸南漁業協同組合代表理事組合長

理   事 濱中国雄 　大崎上島漁業協同組合代表理事組合長

理   事 山田正通  (一社）広島県栽培漁業協会理事長

理   事 松下武雄 　呉市産業部副部長

理   事 吉川　進 　三原市経済部長

監   事 吉川宏夫 　呉芸南水産振興協議会会長

監   事 野田秀明 　広島県信用漁業協同組合連合会常勤監事

評議員 藤原正孝 　前 大崎上島町長

評議員 宝沢了司 　前 広島県信用漁業協同組合連合会代表理事会長

評議員 山本正直 　尾三地区水産振興協議会会長

評議員 山本勇二 　広島県漁業協同組合連合会代表理事会長

評議員 角　好美 　前 全国漁業青年連絡協議会会長

評議員 増村和彦 　前 広島水産株式会社顧問

評議員 保手浜昭二 　芸南漁業協同組合理事
 

 

  



 

 

3 理事会，評議員会，監査会の開催状況 

（1）理事会 

開催年月日 出席数 議       案 

平成28年5月10日 

（第21回） 

理事9名 

監事2名 

決議事項 

第１号議案 平成27年度事業報告，貸借対照表，正味財産増減計算書

及び財産目録の承認について 

第２号議案 公益財団法人広島県漁業振興基金会計処理規程の制定に

ついて 

第３号議案 平成26年度貸借対照表，正味財産増減計算書及び財産目

録の修正について 

第４号議案 平成28年度収支予算書の変更について 

第５号議案 第 16 回評議員会の日時及び場所並びに目的である事項

及び概要について 

報告事項 立入検査結果及びその対応について 

平成28年5月30日 

（第22回） 

理事8名 

監事2名 

決議事項 

第１号議案 役付理事の選定について 

第２号議案 代表理事の承認について 

第３号議案 役員退任慰労金の支出について 

第４号議案 瀬戸内ブランド販売支援事業審査会委員，就漁奨学金貸

与選考委員，漁場保全活動助成選考委員の選任について 

平成28年10月13日 

（第23回） 

理事9名 

監事2名 

決議事項 

第1号議案 平成28年度収支予算書の変更について 

第2号議案 第17回評議員会の日時及び場所並びに目的である事項に

ついて 

報告事項 

 1 平成28年度貸与奨学生選考結果について 

2 平成28年度上半期事業執行状況について 

平成29年2月24日 

（第24回） 

理事7名 

監事2名 

決議事項 

第1号議案 平成29年度事業計画書，収支予算書，資金調達及び設備

投資の見込みについて 

第2号議案 特定費用準備資金の総額及び支出額について 

第3号議案 資金運用について 

第4号議案 第18回評議員会の日時及び場所並びに目的である事項 

について 

（2）評議員会 

開催年月日 出席数 議       案 

平成28年5月30日 

（第16回） 

評議員5名 

理事2名 

監事2名 

決議事項等 

議題1 平成27年度事業報告について（報告事項） 

議題2 平成27年度貸借対照表，正味財産増減計算書及び財産目録の

承認について（第1号議案） 

議題3 立入検査結果及びその対応について（報告事項） 

議題4 平成26年度貸借対照表，正味財産増減計算書及び財産目録の

修正について（第2号議案） 

議題5 平成28年度収支予算書の変更について(報告事項） 

議題 6 公益財団法人広島県漁業振興基金会計処理規程の制定につい



 

 

て（報告事項） 

議題7 理事，監事の選任について（第3号議案） 

議題8 役員退任慰労金の支出について（第4号議案） 

議題9 平成28年度役員報酬について（第5号議案） 

議題10「役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程」の一部改

正について（第6号議案） 

平成28年10月24日 

（第17回） 

評議員5名 

理事2名 

監事2名 

決議事項等 

議題1 平成28年度貸与奨学生選考結果について（報告事項） 

議題2 平成28年度収支予算書の変更について（報告事項） 

議題3 平成28年度上半期事業執行状況について（報告事項） 

平成29年3月7日 

(第18回） 

評議員5名 

理事2名 

監事2名 

決議事項等 

議題1  平成29年度事業計画書，収支予算書，資金調達及び設備投資 

の見込みについて（報告事項） 

議題2 特定費用準備資金の総額及び支出額について（報告事項） 

議題3  資金運用について（報告事項） 

（3）監査会 

開催年月日 出席数 議       案 

平成28年4月15日 
監事2名 

理事1名 
平成27年度事業報告，財務諸表，会計書類の監査 

 

4 許可，認可等に関する事項 

年 月 日 事      項 提出先 

平成28年6月14日 事業報告等の提出 広島県知事 

平成29年3月  8日 事業計画等の提出 〃 

 

5 登記に関する事項   

登記年月日 事   項 内      容 登 記 先 

平成28年6月2日 役員変更登記 理事，監事改選に伴う変更登記 広島法務局 

 

  



 

 

Ⅰ-2 事業の概要 

事業計画に基づき，漁業資源の維持増大に関する事業を次のとおり実施した。 

1 マダイ栽培事業（公1） 

本事業は，平成５年度から広島県中部海域においてマダイの里づくりを目指し実施している。 

本年度も（一社）広島県栽培漁業協会が行う種苗生産は順調に行われ，中間育成，港内飼い付けともほぼ，

計画どおり実施した。 

（1）種苗購入費 

（一社）広島県栽培漁業協会が生産した放流用マダイ種苗（全長12㎜ｻｲｽﾞ）を購入した。 

受入尾数：1,280,000尾（1,380,000尾） 

種 苗 費：6,272,000円 

 

（2）中間育成事業 

ア 地区別事業実施実績 

大崎内浦漁協では6月1日に13面の生簀網に64万尾を受入，15日に追加の10万尾を同生簀内に収容した。

呉豊島漁協では6月7日，13面の生簀網に64万尾を受入れ，計138万尾を中間育成した。45日～50日間を

中間育成し，平均50㎜の放流種苗659,000尾を得ることができた。育成期間中の歩留まりは平均47.8％で計

画を達成できた。 

 

区分 育成拠点

呉豊島漁協 640,000 640,000

大崎内浦漁協 640,000 740,000

計 1,280,000 1,380,000

呉豊島漁協 288,000 282,000

大崎内浦漁協 288,000 377,000

計 576,000 659,000

呉豊島漁協 45 ％ 44.1 ％

大崎内浦漁協 45 ％ 50.9 ％

平均 45 ％ 47.8 ％

呉豊島漁協 2,677,000 円 2,841,557 円

大崎内浦漁協 2,677,000 円 2,677,000 円

計 5,354,000 円 5,518,557 円

歩留まり

事業費

計画 実績

受入尾数
（尾）

放流尾数
(尾）

 

育成された放流種苗は，7月15日から7月26日にかけて飼付場所に移送し，港内飼い付けを行った。 

 

事業費  5,518,557円（市町 2,652,000円，基金 2,702,000円，漁協164,557円） 



 

 

イ 年度別放流実績 
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図 マダイ種苗購入尾数と放流尾数 

 

呉市 尾道市

豊浜町
大浜

瀬戸田
福田

沖浦 向山 白水

5 1,920 864 ◎ 〇 〇 ◎ ◎ 〇 〇 〇

6 2,080 936 ◎ 〇 〇 〇 ◎ ◎ 〇 〇 〇

7 2,240 755 ◎ 〇 〇 ◎ ◎ 〇 〇

8 2,240 881 ◎ 〇 〇 ◎ ◎ 〇 〇

9 2,240 762 ◎ 〇 〇 〇 ◎ ◎ 〇 〇

10 2,240 802 ◎ 〇 〇 ◎ ◎ 〇 〇 〇

11 2,240 1,076 ◎ 〇 〇 〇 ◎ ◎ 〇 〇 〇

12 2,240 448 ◎ 〇 〇 ◎ ◎ 〇 〇 〇

13 2,240 928 ◎ 〇 〇 〇 ◎ ◎ 〇 〇

14 2,240 1,262 ◎ 〇 〇 ◎ ◎ 〇 〇

15 1,700 825 ◎ 〇 〇 ◎ ◎ 〇

16 2,240 1,154 ◎ 〇 〇 ◎ ◎ 〇

17 2,240 951 ◎ 〇 〇 ◎ ◎ 〇

18 1,440 701 ◎ 〇 〇 〇 ◎ 〇

19 1,440 354 ◎ 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇

20 1,440 171 ◎ 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇

21 1,440 237 ◎ 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇

22 1,440 874 ◎ 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇

23 1,280 610 ◎ 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇

24 1,280 628 ◎ 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇

25 1,280 692 ◎ 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇

26 1,280 650 ◎ 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇

27 1,280 516 ◎ 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇

28 1,380 659 ◎ 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇

合計 43,080 17,736

港内等飼付け実施状況

呉市
冠崎

三原市
幸崎

大崎上島町
平成
年度

購入尾数
(千尾)

放流尾数
(千尾)

竹原市
忠海

竹原市
吉名



 

 

ウ 種苗運搬費 

放流用マダイ種苗を（一社）広島県栽培漁業協会から中間育成拠点に運搬した。 

 

 

（3） 港内等飼付け事業 

ア 港内等飼付け 

中間育成後のマダイ稚魚（50㎜）を港内等に放流し，自然環境の中で7月から8月にかけて約30日間投

餌し平均80㎜に育成した。 

放流場所
港内等飼付け

開始日
数量（尾） 事業費（円）

呉市阿賀冠崎港 7月15日 63,800 573,000

大崎上島町向山港 7月14日 63,800 487,000

尾道市瀬戸田町福田港 7月16日 58,000 457,000

大崎上島町沖浦漁港 7月15日 63,800 487,000

竹原市忠海冠崎港 7月15日 63,800 565,000

三原市幸崎町能地漁港 7月16日 63,800 525,000

呉市豊浜町大浜地先 7月26日 282,000 873,000

計（7ヶ所） 659,000 3,967,000
 

 

イ 施設等の整備 

阿賀漁業協同組合の港内等飼付け用の囲い網外縁材，芸南漁業協同組合の港内飼付用囲い網を補修した。 

 

（4）マダイ栽培推進事業 

① 検討会開催 

5月20日にマダイ栽培事業打合せ会，7月11日にマダイ稚魚配布計画会議，12月12日に打合せ会を

開催し，事業の円滑な推進を図った。 

 

 



 

 

2 栽培漁業推進助成事業（公１） 

(1） 特定幼稚魚配布事業 

各地区水産振興協議会が実施した放流用種苗の斡旋と購入に要する経費の一部を助成した。 

（単位:円）

魚種 総事業費 基金助成額 協議会費等 備考

ヒラメ 14,377,800 2,521,000 11,856,800

オニオコゼ 9,947,600 1,684,000 8,263,600

メバル 624,000 104,000 520,000

カサゴ 2,187,500 307,000 1,880,500

ヨシエビ12mm 1,782,000 314,000 1,468,000

ヨシエビ25mm 2,145,000 361,000 1,784,000

ガザミC3 9,438,400 1,679,000 7,759,400

合計 40,502,300 6,970,000 33,532,300

魚種別種苗購入実績　(負担区分）

 

 

（単位:円）

事業主体 魚　種 総事業費 基金助成額 協議会費等

ヒラメ 3,236,400 543,000 2,693,400

オニオコゼ 3,276,000 550,000 2,726,000

メバル 312,000 52,000 260,000

カサゴ 125,000 20,000 105,000

ガザミC3 1,552,000 261,000 1,291,000

小計 8,501,400 1,426,000 7,075,400

ヒラメ 8,537,400 1,517,000 7,020,400

オニオコゼ 5,215,600 867,000 4,348,600

カサゴ 1,312,500 150,000 1,162,500

ヨシエビ25mm 663,000 116,000 547,000

ガザミC3 1,966,400 385,000 1,581,400

小計 17,694,900 3,035,000 14,659,900

ヒラメ 1,116,000 215,000 901,000

オニオコゼ 988,000 190,000 798,000

カサゴ 500,000 96,000 404,000

ヨシエビ12mm 702,000 135,000 567,000

ガザミC3 2,000,000 385,000 1,615,000

小計 5,306,000 1,021,000 4,285,000

ヒラメ 1,488,000 246,000 1,242,000

オニオコゼ 468,000 77,000 391,000

メバル 312,000 52,000 260,000

カサゴ 250,000 41,000 209,000

ヨシエビ12mm 1,080,000 179,000 901,000

ヨシエビ25mm 1,482,000 245,000 1,237,000

ガザミC3 3,920,000 648,000 3,272,000

小計 9,000,000 1,488,000 7,512,000

40,502,300 6,970,000 33,532,300合計

地区別種苗購入実績

広島地域水産振興
協議会

呉芸南水産振興
協議会

尾三地区水産振興
協議会

福山地区水産振興
対策協議会

 

 



 

 

（2） 特定幼稚魚育成対策事業 

各地区水産振興協議会が実施した放流用種苗(ヒラメ，ヨシエビ）の中間育成に要する経費の一部を助成し

た。 

(単位:千円)

事業実施地区 総事業費 国補助金 県補助金
市　町
補助金

基　金
助成金

協議会費

呉芸南水産振興協議会 3,780 0 0 0 500 3,280

尾三地区水産振興協議会 1,836 0 0 1,200 255 381

合　　計 5,616 0 0 1,200 755 3,661

中間育成事業実施(負担区分）

 

事業実施地区
受入尾数

(千尾)
受入サイズ

(mm)
放流尾数

(千尾)
放流サイズ

(mm)
歩留
(％)

育成期間
日数

呉芸南水産振興協議会 229.5 50 192.0 80 83.6
4/1-5/17

47

尾三地区水産振興協議会 27.0 88 27.0 107 99.8
5/12～5/26

15

ヒラメ中間育成事業実施状況

 
 

事業実施地区
受入尾数

(千尾)
受入サイズ

(mm)
放流尾数

(千尾)
放流サイズ

(mm)
歩留
(％)

育成期間
日数

尾三地区水産振興協議会 260 12 250 25 96.2
8/4-8/18

15

ヨシエビ中間育成事業実施状況

 

 

（3）地域定着型魚種栽培推進助成事業 

豊竹東水産振興協議会が（一社）広島県栽培漁業協会へ委託して実施するメバル種苗コスト削減技術開発

事業に助成した。 

 

 

（3）特定幼稚魚育成推進事業 

 ◇4月25日，各地区水産振興協議会が特定幼稚魚育成対策に係る事業推進を円滑に実施するため事務担当者会議

を開催した。 

 ◇9月 15日，及び12月 9日に，（一社）広島県栽培漁業協会で，平成29年度のヒラメ種苗生産にむけて県，協

会，内浦水産，振興基金で意見交換した。 

 

(単位:千円)

事業内容 事業費 大崎上島町 竹原市 東広島市 基金

25㎜サイズ種苗30万尾
を安定生産する技術を
開発する

7,200 3,870 1,000 1,000 1,330

メバル種苗量産技術開発経費負担区分



 

 

 3 栽培漁業啓発推進事業（公１） 

市町，漁業協同組合等が主催する少年水産教室に係る経費の一部を助成したほか，栽培漁業の啓発用下

敷きの作成，水産業紹介小冊子の印刷費に対して助成した。 

地区 実施時期 開催回数（回） 参加者数（人） 備考

廿日市市 6～7月 2 115

江田島市 7～9月 6 137

呉市 6～10月 30 1,438

東広島市 4月 1 21

竹原市 6月 1 170

三原市 6～11月 5 301

尾道市 5～9月 3 101

計 48 2,283  

 

4 栽培漁業研究開発事業（公１） 

放流用種苗として漁業者の要望が強いキジハタの種苗生産技術を開発するため，（一社）広島県栽培漁業

協会が行う研究開発事業に助成した。 

研究内容 初期餌料の開発，適正飼育法の開発 

研究期間 平成25年度～ 

参加機関 大竹市，江田島市，呉市，東広島市，竹原市，三原市，尾道市， 

     大野町漁協，坂町漁協 

研究助成費  500,000 円 

 

5 担い手育成支援事業（公２） 

（1）就漁奨学金貸与事業 

 将来，広島県海域で漁業に就業しようとする高校生に対して奨学金を貸与した。6月に選考委員会を開催し

て新規高校生1名に貸与し，継続の1名と合わせ，2名に貸与した。 

（新制度）就漁奨学金貸与及び返還実績 （単位：円）

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

8 4,707,000 2 720,000 3 567,000 8 4,860,000

27年度末貸与額 28年度貸与額
28年度返還額
及び免除額

28年度末貸与額

 

（2）新規漁業就業者支援事業 

 県，市町，漁協，当基金など水産団体で組織する広島県新規漁業就業者支援協議会が公募した広島県内で漁

業就労を希望する者に対して選考を経て，短期研修，長期研修を行った。研修では漁業制度，関係法令に関す

る基礎講習，漁船に同乗し漁具の使用法や漁場把握方法の習得などを行い，協議会に対し経費の一部を助成し

た。 

 



 

 

 1）就漁相談会の開催 

 県協議会は尾道市，呉市（2回），福岡市で相談会を開催し，26件の相談を受けた。 

 2）短期研修 

  鞆の浦，三原市，鹿川，蒲刈町漁協で開催し，4件の受講があった。 

 3）長期研修 

短期研修後の選考により，28年度総合研修春季コースでは阿賀、大崎内浦で 2名が座学研修，乗船研

修，加工・技術研修を受講し，総合研修を修了した。国予算を活用した長期研修には蒲刈町1名，尾道1

名，深江1名が研修を受講し，尾道、深江の各1名が研修修了後独立し，蒲刈町の1名は次年度も研修を

継続する。 

操業実践研修では， 27年度総合研修修了生の阿賀2名が受講し，全員が研修修了後，それぞれ独立し

た。この結果，28年度に独立した研修生は4名となった。 

また，独立した研修生の漁船に講師が乗船し，更なる漁業技術の向上を図るフォローアップ研修では， 

阿賀3名，大原1名，尾道1名の研修修了生が受講した。 

（単位：円）

県補助金
市町

負担金

地区水産
振興協議会

負担金

基金
助成金

団体
負担金

繰越金
その他

新規漁業就業者支
援事業

10,621,984 1,333,000 898,600 898,600 2,252,000 4,852,000 387,784

事業名 総事業費

負担区分

 

 

（3）研修事業 

1）貸与奨学生研修 

  本年度貸与奨学生を対象とし，夏休み期間中に本県漁業について理解を深める目的で研修を行った。 

   研修期間 平成28年8月18～19日 

   研修場所 水産海洋技術センター，広島県栽培漁業センター，芸南漁業協同組合 

        竹原市周辺海域 

   貸与奨学生参加者 2名 

   研修内容 本県漁業に関すること，水産技術研究施設，種苗生産施設の見学，漁船漁業体験 

2）一般研修 

    実績なし 

 

6 漁場環境保全活動助成事業（公３） 

 当基金の 3番目の公益事業として，変更認定を受け，27年度から事業を実施し，本年度で 2年目である。

海の環境を保全し管理するため，広島県海域沿岸において環境保全の取り組みを行う団体に対して，活動の

経費の一部を助成する事業を実施した。 

 前年10月に活動募集を行い， 11月に開催された事業助成選考委員会で活動団体が選考され，本年度4月

から保全活動を実施した。 

 



 

 

 28年度の活動結果は次のとおりである。 

(単位：円)

No 事業主体 区分 事業内容 事業費 助成額 備考

1 大崎上島水産振興協議会 1，2
①海藻類試験育成事業，②海藻
資源定着試験事業

900,000 450,000

2 福山地区漁業青年協議会 4
海底清掃，海底耕うん，堆積物
除去

1,000,000 500,000

3 三原市 2 藻場礁の設置 2,014,200 1,000,000

4 竹原市水産業産地協議会 2，3
藻場造成事業，干潟環境保全事
業

2,000,000 1,000,000

5 田島漁協青年協議会 3 干潟の管理，稚貝の沈着促進 105,000 50,000

6 尾道東部漁業協同組合 3
干潟の管理，網掛け，波よけ囲
い設置

809,009 200,000

9 向島町漁業協同組合 3
干潟の管理，干潟の砂流動防
止，網掛け

1,099,342 250,000

10 尾道東部漁業協同組合山波支所 3 干潟の管理 881,146 202,000

8 尾道市 3 アサリ種苗生産委託 814,743 400,000

7 松永湾水産振興協議会 3 干潟の保全，耕耘，害敵駆除 276,119 138,000

9,899,559 4,190,000計

平成28年度漁場環境保全活動助成事業執行状況

7 観光漁業助成事業（他１） 

広島県観光漁業協議会が実施する観光漁業推進に要する経費の一部を助成した。 

主な活動内容 

協議会参加漁協の観光漁業案内， ポスター，小冊子の作成，インターネットホームページ掲載，新聞

広告掲載 

 

8 組織強化支援事業（他１） 

広島県漁協合併推進協議会が実施する漁協合併推進に係わる協議に参画した。 

 

9 漁業後継者育成事業（他１） 

  本事業で実施した就漁奨学金に係る貸与額等は次のとおりである 

（旧制度） （単位：円）

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

6 4,464,000 0 0 0 0 6 4,464,000

27年度末貸与額 28年度貸与額
28年度返還額
及び免除額

28年度末貸与額

 

 

10 瀬戸内ブランド販売支援事業（他１） 

 瀬戸内の海の幸の消費拡大を図るための宣伝広告に係る経費や漁業関係団体が行う朝市の開催経費の一部 

を助成した。 

 



 

 

(1) 助成先 

はまっこの会，企業組合蒲刈おさかなセンター，ひろしま夢ぷらざ漁師の会，三原市漁業協同組合，安芸

津かきの会，広島ワカメ協議会，広島サーモン養殖振興協議会，横島漁業協同組合浜売りの会，マルコ水

産（有），田尻あんずの里漁業協同組合，因島市漁業協同組合 

(2)  助成対象 

インター

ネット関連

1

折り込み

広告

パッケー

ジ，シール
レジ袋

パンフレット

の作成
ロゴマーク 計

12 1 18

項目
イベント

参加
幟製作

件数 14 35

 

  



 

 

Ⅱ 事業報告附属明細書 

1 種苗放流実績 

魚種 事業主体 放流日 放流尾数 備考

広島地域水産振興協議会 6月14日 87,000

呉芸南水産振興協議会 4月1日 8,000

4月4日 8,000

4月5日 8,000

4月6日 8,000

4月7日 64,000

4月8日 20,000

4月12日 16,000

4月13日 8,000

4月14日 12,000

4月15日 16,000

4月19日 8,000

4月26日 24,000

5月17日 8,000

小計 208,000

尾三地区水産振興協議会 5月12日 30,000

福山地区水産振興対策協議会 4月19日 40,000

計 365,000

広島地域水産振興協議会 9月8日 16,000

9月9日 15,000

9月12日 19,000

9月13日 3,000

9月14日 10,000

小計 63,000

呉芸南水産振興協議会 9月16日 10,000

9月27日 8,000

10月6日 15,000

10月7日 16,000

10月18日 6,000

10月25日 4,000

10月26日 17,300

10月27日 15,000

10月31日 9,000

小計 100,300

尾三地区水産振興協議会 8月31日 19,000

福山地区水産振興対策協議会 8月25日 9,000

計 191,300

広島地域水産振興協議会 29年3月27日 10,000

福山地区水産振興対策協議会 3月27日 10,000

計 20,000

広島地域水産振興協議会 29年3月31日 5,000

呉芸南水産振興協議会 3月31日 52,500

尾三地区水産振興協議会 3月21日 5,000

3月22日 3,000

メバル

カサゴ

(単位：尾）

28年度魚種別種苗放流実績

ヒラメ

80mmサイズ中間育成
後

オニオコゼ



 

 

種苗放流実績（続き） 

魚種 事業主体 放流日 放流尾数 備考

尾三地区水産振興協議会 3月23日 12,000

小計 20,000

福山地区水産振興対策協議会 3月31日 10,000

計 87,500

尾三地区水産振興協議会 8月4日 260,000

福山地区水産振興対策協議会 8月5日 400,000

計 660,000

呉芸南水産振興協議会 8月23日 85,000

福山地区水産振興対策協議会 8月23日 190,000

計 275,000

広島地域水産振興協議会 6月16日 55,000

6月17日 42,000

小計 97,000

呉芸南水産振興協議会 6月1日 55,352

6月2日 20,000

6月6日 7,000

6月16日 13,750

6月17日 26,750

小計 122,852

尾三地区水産振興協議会 6月10日 125,000

福山地区水産振興対策協議会 6月2日 145,000

7月8日 19,000

7月14日 71,000

8月1日 10,000

小計 245,000

計 589,852

ガザミ
C3

(単位：尾）

ヨシエビ
25mm

ヨシエビ
12mm

中間育成用

カサゴ

 

2 栽培漁業啓発推進事業水産教室 

地域 主催 開催時期 参加者 人数 内容 備考

廿日市市 6月7日
梅原保育園
丸石保育園

80 クルマエビの放流体験
バケツ，下敷き，
シール

広島信漁連 7月18日
地御前小児童

お魚定期利用者
35 ヒラメの放流体験 下敷き，シール

江田島市
柿浦小学校

7月4日 3・4年生 15 海辺の生物観察，カサゴの放流体験 下敷き，シール

江田島市

大古小学校
7月5日 5年生 29

江田島市の水産業及び栽培漁業について，

カサゴの放流体験
下敷き，シール

江田島市
切串小学校

9月9日 5年生 18 江田島市の水産業及び栽培漁業について 下敷き

江田島市
江田島小学校

9月14日 5年生 49 江田島市の水産業及び栽培漁業について 下敷き

江田島市
中町小学校

9月20日 5年生 19 江田島市の水産業及び栽培漁業について 下敷き

江田島市
三高小学校

9月21日 5年生 7 江田島市の水産業及び栽培漁業について 下敷き

豊小学校 7月10日 3年生 27 栽培漁業について，マダイの餌やり体験 下敷き

呉市
警固屋小学校

6月3日 5年生 19 呉市の水産業の現状，水産資源保護
小冊子，下敷き，
文房具

呉市

廿日市市

江田島市



 

 

栽培漁業啓発推進事業水産教室(続き) 

地域 主催 開催時期 参加者 人数 内容 備考

呉市
安浦小学校

6月9日 5年生 53
呉市の水産業の現状，水産資源保護，
漁師による体験型学習

小冊子，下敷き，
文房具

呉市
波多見小学校

6月10日 5年生 29
呉市の水産業の現状，水産資源保護，
稚魚放流

小冊子，下敷き，
文房具

呉市
宮原小学校

6月14日 5年生 19 呉市の水産業の現状，水産資源保護
小冊子，下敷き，
文房具

呉市
和庄小学校

7月14日 5年生 38 呉市の水産業の現状，水産資源保護
小冊子，下敷き，
文房具

呉市
吉浦小学校

7月15日 5年生 52 呉市の水産業の現状，水産資源保護
小冊子，下敷き，
文房具

呉市
広小学校児童会

7月26日 1～6年生 90 呉市の水産業の現状，水産資源保護
小冊子，下敷き，
文房具

呉市

川尻小学校児童会
7月27日 1～6年生 70 呉市の水産業の現状，水産資源保護

小冊子，下敷き，
文房具

呉市

音戸小学校
7月28日 5年生 100

呉市の水産業の現状，水産資源保護，

稚魚放流

小冊子，下敷き，

文房具

呉市

豊小学校
8月4日 5年生 20 呉市の水産業の現状，水産資源保護

小冊子，下敷き，

文房具

呉市

三坂地小学校
9月6日 5年生 57

呉市の水産業の現状，水産資源保護，

漁師による体験型学習

小冊子，下敷き，

文房具

呉市

呉中央小学校
9月7日 5年生 90

呉市の水産業の現状，水産資源保護，

農林水産教室

小冊子，下敷き，

文房具

呉市

横路小学校
9月8日 5年生 138 呉市の水産業の現状，水産資源保護

小冊子，下敷き，

文房具

呉市
仁方小学校

9月8日 5年生 48 呉市の水産業の現状，水産資源保護
小冊子，下敷き，
文房具

呉市
本通小学校

9月9日 5年生 32 呉市の水産業の現状，水産資源保護
小冊子，下敷き，
文房具

呉市
両城小学校

9月12日 5年生 19 呉市の水産業の現状，水産資源保護
小冊子，下敷き，
文房具

呉市
港町小学校

9月13日 5年生 36 呉市の水産業の現状，水産資源保護
小冊子，下敷き，
文房具

呉市
郷原小学校

9月13日 5年生 64 呉市の水産業の現状，水産資源保護
小冊子，下敷き，
文房具

呉市
広南小学校

9月14日 5年生 21 呉市の水産業の現状，水産資源保護
小冊子，下敷き，
文房具

呉市
坪内小学校

9月14日 5年生 23 呉市の水産業の現状，水産資源保護
小冊子，下敷き，
文房具

呉市

天応小学校
9月16日 5年生 31

呉市の水産業の現状，水産資源保護，

稚魚放流

小冊子，下敷き，

文房具

呉市

昭和西小学校
9月21日 5年生 78 呉市の水産業の現状，水産資源保護

小冊子，下敷き，

文房具

呉市

倉橋小学校
9月23日 5年生 20

呉市の水産業の現状，水産資源保護，

稚魚放流

小冊子，下敷き，

文房具

呉市

昭和南小学校
9月26日 5年生 41 呉市の水産業の現状，水産資源保護

小冊子，下敷き，

文房具

呉市

阿賀小学校
9月26日 5年生 87 呉市の水産業の現状，水産資源保護

小冊子，下敷き，

文房具

呉市

安登小学校
9月28日 5年生 26 呉市の水産業の現状，水産資源保護

小冊子，下敷き，

文房具

呉市
荘山田小学校

9月29日 5年生 62 呉市の水産業の現状，水産資源保護
小冊子，下敷き，
文房具

呉市
明徳小学校

9月29日 5年生 20
呉市の水産業の現状，水産資源保護，
稚魚放流

小冊子，下敷き，
文房具

呉市



 

 

栽培漁業啓発推進事業水産教室(続き) 

地域 主催 開催時期 参加者 人数 内容 備考

呉市
呉市
郷原小学校

10月24日 1～6年生 28 呉市の水産業の現状，水産資源保護
小冊子，下敷き，
文房具

東広島市 東広島市 4月22日 三津保育所園 21 メバルの放流体験 下敷き，シール

竹原市
大久野島活性化
協議会

6月26日 一般 170 海岸清掃，ヒラメの放流体験
バケツ，下敷き，
シール

6月17日 5年生 77 たこに関する事前学習

8月26日 5年生 75 たこ産卵礁設置体験，たこつぼ漁見学

11月29日 5年生 77 まとめ学習

三原市 6月18日
三原市内小学校
3～6年生

40
栽培漁業について，栽培センター見学，
ヒラメの放流体験

バケツ，下敷き，
シール，文房具

三原市
幸崎小学校

6月27日 5.・6年生 32
マダイの放流体験，水産資源を増やす取
組，漁業について講義

バケツ，下敷き，
シール，文房具

因島市漁協
因南小学校

5月23日 1年生 64 水産教室，ヒラメの稚魚放流
バケツ，下敷き，
シール

向島漁協
高見小学校

7月29日 6年生 20 江府島探検，野営，島の生き物調査 フォトフレーム

浦崎小学校 9月15日 5年生 17
干潟の生態系観察，アサリ保護活動見学，
アサリ堀体験，稚貝計数体験

下敷き，シール

計 2,283

尾道市

三原市
三原小学校

下敷き，シール，
文房具

三原市

 

3 瀬戸内ブランド販売支援事業 

Ｎｏ 申請者 内容 事業費 助成額 備考

1 はまっこの会 タチウオシール作成 25,056 12,500

2 企業組合蒲刈おさかなセンター 干物販売用パッケージシール 150,000 75,000

3 ひろしま夢ぷらざ漁師の会 買い物袋 100,000 50,000

4 三原市漁業協同組合 イベント参加 322,153 150,000

5 安芸津かきの会 夏かき幟 149,979 74,989

6 広島ワカメ協議会 包装用容器デザイン製作 258,120 129,060

7 広島サーモン養殖振興協議会 幟，リーフレット 303,480 150,000

8 横島漁業協同組合浜売りの会 広告チラシ作製，立て看板，幟 294,562 147,000

9 マルコ水産（有） ノリ加工品ホームページ更新 550,800 150,000

10 田尻あんずの里漁業協同組合 かき養殖販促用幟パンフレット 236,912 118,400

11 因島市漁業協同組合 新聞チラシ 155,131 75,000

2,546,193 1,131,949

平成28年度瀬戸内ブランド販売支援事業助成額

（単位:円）

合　計

 


