
令和３年４月１５日 

農林水産部水産振興課 

 

報道関係者各位 

 

 

令和３年度蓄養モデル実証事業に係る「蓄養者」の募集について 

 

このたび、山形県で実施している蓄養モデル実証事業について、蓄養の実践者

となる漁業者を下記のとおり募集しておりますので、お知らせします。 

なお、募集の概要は、別添資料を参照ください。 

 

記 

 

○募集期間 令和３年４月８日（木）から令和３年４月１９日（月）まで 

○募集人数 10組程度を想定 

※延べ 21基の水槽を応募状況に応じて調整いたします。 

○蓄養期間 令和３年５月６日から令和４年３月２１日まで 

○使用施設 山形県栽培漁業センター（鶴岡市三瀬） 屋外水槽 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【担当】 

農林水産部水産振興課 

課長補佐（成長産業化担当）板本 健児 

電話：０２３－６３０－３３３０ 

報道監 農林水産部次長 星 里香子 

プレスリリース 



蓄養者募集の概要 
 
１ 蓄養者の募集について 

蓄養の実践をとおして、蓄養モデルの構築に向けたデータを収
集するため、山形県栽培漁業センターの屋外水槽を使用した蓄養
に取り組む「蓄養者」を、県内の漁業者を対象に募集するもの。 

 
２ 募集の概要 
○募集期間 令和３年４月１９日（月）まで 
○蓄養期間 令和３年５月６日から令和４年３月２１日まで 
○使用施設 山形県栽培漁業センター（鶴岡市三瀬） 屋外水槽 
○応募受付 庄内総合支庁産業経済部水産振興課 

振興・普及担当 
TEL : 0234-24-6045 

○蓄養者募集の詳細は別添募集要項のとおり 
 
３ 蓄養事業のねらい 

蓄養によりタイミングを調整しながら出荷・販売を行うことで、
山形県産水産物の安定供給を図るとともに、魚価の安定・向上に繋
げ、漁業者の所得向上を図る。 

 
４ 蓄養モデル実証事業の概要 

県は栽培漁業センターの屋外水槽を漁業者に無償で貸し出し、
漁業者による蓄養（池入れ、飼育、販売）を通じて、蓄養に係るコ
スト、餌料管理に係るデータ、販売結果等を調査するとともに、事
業化に向けた課題の抽出と解決に向けた検討を実施し、蓄養モデ
ルを構築する。 

 

【担当】 

農林水産部水産振興課 

課長補佐（成長産業化担当）板本 健児 

電話：０２３－６３０－３３３０ 

報道監 農林水産部次長 星 里香子 
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令和３年度蓄養モデル実証事業に係る「蓄養者」募集要項 

 

 

１ 本募集要項について 

   本募集要項は、「令和３年度蓄養モデル実証事業」に参画し、県が準備する蓄養水槽等を使

用して県が必要とする蓄養に関するデータ等を提供いただける蓄養の実践者（以下「蓄養者」

という。）の募集に関する事を定めたものである。 

 

２ 募集する対象者（応募資格） 

蓄養者として応募を希望する者は、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。 

①山形県漁業協同組合の組合員であること。 

  ②県内に在住していること。 

  ③水槽を適切に管理するなど、蓄養を実践できる体制が整っていること。 

  ④当要項に定める内容を遵守できること。 

 

３ 事業の実践内容 

（１）実践内容 

   ①蓄養者は、県が準備する水槽を使用して、自ら蓄養を行う。 

   ②蓄養する魚介類（以下「蓄養魚」）は、蓄養者が日本海（山形県沖）から水揚げした水産

動植物とする。 

   ③蓄養者は次に掲げる蓄養及び蓄養後の流通販売等に関する情報を県に提供するものとす

る。 

ア 蓄養の取組状況 

a 蓄養魚の魚種毎の搬入・搬出日別数量 

b 斃死蓄養魚の魚種毎の日別数量 

c 蓄養水槽の水温の状況 

イ 蓄養魚の売り捌き状況 

 a 出荷方法及び出荷先 

 b 販売した蓄養魚の魚種別の出荷形態（活魚、活〆など）、数量及び価格 

     ウ 蓄養に要した経費（蓄養コスト） 

 a 蓄養に要した人件費（延べ作業時間等） 

 b 蓄養魚の販売に要した費用 

 c その他、蓄養者が負担した費用 

 

（２）蓄養に使用可能な水槽 

    別表の通り 

（３）蓄養実践期間 

    令和３年５月６日から令和４年３月２１日までのうち蓄養者が希望する期間 

 

 

令和３年 ４月 ８日 

農林水産部水産振興課 
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（４）蓄養実践に伴う費用負担 

   ①蓄養者は次に掲げる経費を負担するものとする。 

     ア 蓄養魚を蓄養水槽に池入れするまでに要する経費 

     イ 蓄養魚の飼育等の管理に要する経費（水槽への給排水に関する経費は除く） 

     ウ 蓄養魚の処分（搬出、販売等）に要する経費 

   ②県が管理する水槽及び資機材の維持管理に要する経費は県の負担とする。 

   ③蓄養設備を故意に破損したと認められる場合等、蓄養者に修理代金の負担を求める場合

がある。 

（５）蓄養者への助言等 

   ・県及び公益財団法人山形県水産振興協会（以下「水産振興協会」）は、必要に応じて蓄養

者に対し指導及び助言を行うことができるものとする。 

（６）その他 

①蓄養魚の所有権者は、蓄養者であり、管理責任者も蓄養者となる。 

②蓄養水槽に使用する海水及び淡水は、県及び水産振興協会が行う事業に影響を及ぼさな

い範囲で使用可能とし、使用可能水量が制限されることがある。なお、蓄養水槽の水量

を調整する場合は、あらかじめ県及び水産振興協会の許可を得る必要がある。 

③貸し出しする水槽等の施設及び設備の故障や事故等により、蓄養魚に何らかの影響（斃

死等）が生じたとしても、県及び水産振興協会はその一切の責任を負わないものとする。 

④蓄養水槽等の施設及び設備の使用及び管理に関して、県（県庁水産振興課、水産研究所、

庄内総合支庁産業経済部水産振興課（以下「庄内水産振興課」））及び水産振興協会が指

示する場合は、これに従うものとする。 

 

４ 蓄養者の募集方法 

   蓄養の実践を希望する者は、次により募集するものとする。 

（１）提出書類（応募に必要な書類） 

    蓄養に関する計画書（様式第１号） 

（２）提出先及び提出方法 

   ①提 出 先：山形県庄内総合支庁産業経済部水産振興課 振興普及担当 

         〒998-0838 酒田市山居町二丁目 14番 23号 

               電 話 ０２３４－２４－６０４５ 

               ＦＡＸ ０２３４－２４－６１６４ 

   ②提出方法：提出先に直接持参するか、郵送又はＦＡＸによる提出も可能とする。 

（３）提出期限（応募締切） 

    令和３年４月１９日（月）必着 

（４）その他 

    蓄養に関する計画書（様式第１号）の作成にあたっては、庄内水産振興課又は水産振興

協会が相談に応じるものとする。 
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５ 蓄養者の決定方法 

   提出された計画書を県及び山形県漁業協同組合（以下「県漁協」）が確認し、基本的に希望

水槽が重複していない場合は、計画書どおりに蓄養の実践を認め、希望水槽が重複している

場合は、申込者立会いのもと、庄内水産振興課及び県漁協が、計画の内容を踏まえ、実施時

期や期間、使用水槽等について調整を行って決定するものとする。 

 

６ 個人情報及びデータの取扱い 

山形県は、提出された書類等に含まれる個人情報の取扱いにあたり、「個人情報の保護に関

する法律」及びその他の関係法令に基づき管理する。 

本事業において得られたデータの所有権は、山形県に帰属する。 
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別図 栽培漁業センター屋外水槽模式図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表 使用可能水槽 

種類 容量 数 

コンクリート水槽 

70t ４基 

40t ２基 

20t ２基 

角型水槽 1.4t ４基 

丸型水槽(大型) 2t ２基 

丸型水槽(小型) 1t ３基 

レースウェイ水槽 2t ４基 

※時期により使用可能水槽数が変わります。 

 

 

 

入口 

通 

 

路 

通     路    

10m*10m 

(70t) 

10m*5m 

(40t) 

10m*3m 

(20t) 

Ｎ 

丸型・角型 

レースウェイ 

使用不可 

使用不可 

使用中 



蓄養計画書(様式第１号)

／　　　　　　　　　　尾・kg

漁獲時期 月～　　　　　　　　月頃

畜養期間 月～　　　　　　　　月頃

販売時期 月頃

丸型(2t)×　個 ・ 丸型(1t)×　個 ・ 角型(1.4t)×　個

レースウェイ(2t)×　　個

20t×　　個 ・ 40t×　　個 ・ 70t×　　個

エサ 無　・　有（　　　　　　　　　　　　　　　　）

エサのコスト 円

世話の頻度 毎日１回　・　　　　日に１回　・　その他

販売先

販売方法 相対取引　　　・　　　市場　　

出荷形態 活　・　活締　・　その他（　　　　）

販売希望価格 円/kg　　・　　円/尾

利益試算

令和３年４月１９日〆切（提出先：庄内水産振興課）
氏名・企業名

【応募者連絡先】
＜住所＞〒

＜TEL＞
＜FAX＞

以下の事項をお読みいただき、了承される方はチェックを記入してください。

□　畜養するにあたり、魚の世話は自らが行います。

□　魚の飼育は全て自己責任で、県・水産振興協会の責任は一切問いません。

□　海水淡水は水産振興協会が最優先で使用するため、使用可能水量が限定

　されること、水量を調節する際は水産振興協会の許可を必ず得ることを承知します。

魚種・数量

時期
（予定）

販売

蓄養の狙い・戦略

使用水槽
・個数

蓄養方法



蓄養計画書(様式第１号)

　　　　ヒラメ　　　／　　　　　80尾・180kg

漁獲時期 5　　　　　　　月～　　　　6　　　　　月頃

畜養期間 5　　　　　　　月～　　　　8　　　　　月頃

販売時期 7～8         月頃

丸型(2t)×　　個 ・ (1t)×　　個 ・ 角型(1.4t)×　　個

レースウェイ(2t)×　　個

20t×　１個 ・ 40t×　　個 ・ 70t×　　個

エサ 無　・　有（　　　　　マアジ　　　　　　　）

エサのコスト 0円

世話の頻度 毎日１回　・　　　　日に１回　・　その他

販売先

販売方法 相対取引　　　・　　　市場　　

出荷形態 活　・　活締　・　その他（　　　　）

販売希望価格 1,500～2,000円/kg

利益試算 200,000円

販売

・数量、利益は昨年度実績の約1.3
倍で試算。
・春季に漁獲されるヒラメを活用。漁
獲時期のヒラメは産卵期にあたり身
質は低下しているが、2～3か月間の
蓄養（エサとして生きているマアジを
混泳させる）により身質の向上を目
指す。
・エサとするマアジ（体長10～15cm）
は、同時に入網する個体を活用する
ためコストは0円。
・底曳き網の禁漁に伴い漁獲物が
少なる7～8月での安定出荷、単価
向上を目指す。
・仲買人からの希望があれば相対
取引も検討する。

蓄養方法

使用水槽
・個数

氏名・企業名　山形　太郎
令和３年４月１９日〆切（提出先：庄内水産振興課）

魚種・数量 蓄養の狙い・戦略

時期
（予定）

以下の事項をお読みいただき、了承される方はチェックを記入してください。 【応募者連絡先】
＜住所＞〒

＜TEL＞
＜FAX＞

☑　畜養するにあたり、魚の世話は自らが行います。

☑　魚の飼育は全て自己責任で、県・水産振興協会の責任は一切問いません。

☑　海水淡水は水産振興協会が最優先で使用するため、使用可能水量が限定

　されること、水量を調節する際は水産振興協会の許可を必ず得ることを承知します。


