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イ．沿岸漁業の再構築

取組が遅れている沿岸漁業においては、収益の見込める操業体制や新たな漁業技

術の導入などの取組を強化します。

ウ．養殖魚種の多様化等養殖技術の開発・普及

天然種苗に依存しているブリ、ウナギ等については、資源に配慮して養殖需要に応

じた適切な採捕を指導するとともに、養殖業者のニーズに対応した新魚種の種苗生産・

養殖技術の開発を推進します。また、飼料価格の高騰や市場価格の変動に対応するた

め、コスト削減に向けた飼育技術の開発･導入や養殖魚種の多様化を促進します。

エ．高収益型漁業の普及促進

漁協や（公社）宮崎県漁村活性化推進機構等との連携を強化し養殖業を含む、様々

な漁業の経営状況を正確に把握し、収益が見込める今後の本県漁業の姿を提示し、普

及支援を図ります。

(２) キャビアによる新たな成長産業の創出

ア．チョウザメ養殖の総合的なサポート

安定した種苗供給体制の維持に努めるとともに、養殖やキャビアの品質維持に係る

様々な技術研修を行うなどの総合的なサポートによりチョウザメ養殖業者を支援します。

イ．キャビアによるビジネスモデルの確立

平成25年11月に発売された高品質キャビアは、国内での高い評価を獲得したところ

です。また、養殖から加工・販売までが県内で一環する産業形態であり、総合的な成長

産業として期待されています。今後は養殖生産の増大により事業規模が拡大していく見

込みであるため、これに備えたビジネスモデルの確立を支援します。
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③ 経営体を支える漁協の基盤強化

〔経営体を支えるエンジンとなる漁協の基盤強化〕

(1) 漁協運営の適正化と経営改善指導

ア．業務運営の適正化と合理的な事業運営

漁協事業の円滑な運営を図るため、「宮崎県内漁業協同組合及び系統組織機能・

基盤強化推進方針」及び同アクションプランに基づいた組織・運営態勢の適正化と経

済事業の合理的な事業運営を行うことにより、収支・財務の改善等を促進します。

イ．経営改善計画等の策定指導や進捗管理の実施

特に経営状況が厳しい漁協については、信用漁連等と連携し経営改善計画等の策

定や進捗管理を指導します。

(2) 漁協及び系統組織の連携強化

ア．経済事業の連携推進

漁協・系統の役割分担の検討を進め、事業の性質に応じて広域的な事業統合や地

域的な事業連携を推進します。
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第２章 施策の具体的な展開方向

第１節 地域を担う漁業経営体づくり

１ 漁業の抜本的な収益性の回復

〔厳しい経営環境にも打ち勝つ漁業づくり〕

① 漁業経営の安定

〔経営指導の強化とセーフティネットの活用による漁業経営の安定〕

(1) 漁業経営の転換支援と融資の促進

ア．経営改善指導と連動した融資の促進

経営改善を進めようとする漁業者に対し、（公社）宮崎県漁村活性化推進機構等と連

携し適切な経営改善計画の作成と制度資金の活用等に関する指導を連動して行うこと

により収益性の高い漁業への転換を支援します。

イ．適切な融資枠の確保と迅速な融資の促進

漁業経営の改善・向上を図るため、関係団体等と連携し、漁業者のニーズに対応し

た適切な融資枠の確保や、適切かつ迅速な融資を促進します。

ウ．融資後の経営改善指導の促進

（公社）宮崎県漁村活性化推進機構等と連携し、融資後も継続的に経営改善指導を

実施するとともに、収益性の高い漁業の普及を促進します。

(2) 漁業経営安定のための共済制度等の活用

ア．漁業共済制度の活用促進

不漁時や資源管理の実施等による収入の減少に対し、漁業経営の安定を図るため、

関係団体と連携し、漁業共済や積立ぷらすの加入を促進します。

イ．セーフティーネット構築事業の活用促進

燃油や配合飼料価格の高騰による漁業経営への影響緩和を図るため、漁業経営セ

ーフティーネット構築事業の加入を促進します。

② 高収益漁業の構築と普及促進

〔高収益漁業の構築と普及による強い経営体づくりの推進〕

(1) 収益性の高い漁業モデルづくりと普及の促進

ア．沖合漁業の再構築

沖合漁業については、燃油価格の高騰などの厳しい環境下でも収益が見込める省コ

スト型漁業の構築の取組を加速し、本県漁業の収益性の回復を図ります。

改革型漁船（左：かつお一本釣漁船、右：まぐろ延縄漁船）
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⑤ 商品開発などの販売力の強化

〔消費者に支持される生産体制の構築と新たな市場創造による販売力の強化〕

(1) 消費者に信頼される「売れる商品づくり」の推進

ア．安全・安心な水産物づくりの促進

「宮崎県食の安全・安心推進条例」に基づき、漁獲物の市場での衛生管理の徹底、

養殖における水産用医薬品の適正使用、商品の安全性確保等の取組を促進します。

イ．消費者への水産物（商品）情報の積極的な提供

産地や生産に関する情報等、消費者が安心して購入・消費できる情報の積極的な提

供を促進します。

ウ．マーケットインの視点による商品づくりの促進

産地が主導的に価格形成に関与し魚価の向上を図るため、実需者や消費のニーズ

を的確に捉え、マーケットインの視点による商品づくり及び生産・流通体制の整備を促

進します。

エ．水産物の高付加価値化の促進

消費者になじみの薄い未利用・低利用魚や価格の安い水産物について、付加価値

の向上を図るため、加工技術の開発による商品化等を促進します。

オ．秀でた逸品づくりの支援

消費者の鮮度や食味への追求が高まっており、本県でも生産者の努力により｢へべ

すぶり｣や｢西米良サーモン｣などの逸品が芽吹きつつあります。これらについて、商談

会への出展機会の提供などを行い生産者の取組を支援します。

(2) 流通機関・団体による連携強化

ア．本県水産物の消費拡大・PRの推進

水産物ブランド認証品をはじめとする県産水産物について、流通・小売業者及び消

費者に対する商品情報の発信力の強化を図ります。

イ．流通機関と産地の連携強化

漁協・漁連等が連携した販売事業の展開、地方卸売市場による産地育成の取組を

推進し、販売力の強化を図ります。

(3) 本県水産物の海外輸出の促進

ア．輸出に係る情報の把握と伝達

国や関係団体と連携した輸出情報の収集を行い、輸出を考えている業者に対する情

報提供や輸出手続き等に関する適切な指導を行います。

イ．輸出環境の整備

県内水産業者の輸出手続きの利便性の向上を図るため原産地証明などの発行機関

としての整備を進めるとともに、適切な輸出を促進するため法令で定められた取扱施設

等の登録や監視を行います。

ウ．輸出に伴う規制への対応支援

EUや米国などへの輸出に必要となるHACCP研修や施設整備に係る国の補助事業

導入への相談など、輸出に取り組む生産者を支援します。また、国際条約などによる対

応が必要な場合は、関係省庁への働きかけなどを行います。

エ．輸出トライアルの促進

輸出業者の海外におけるみやざきフェア等への積極的な参加や輸出に向けたトライ

アルの取組を促進し、海外での本県水産物の定番・定着化を図ります。

- 56 -

イ．新たな事業展開と連携推進

組合員の収益性を向上させるため、漁業者、漁協、系統組織が連携し、積極的な販

売事業に取り組みます。

④ 生産性の高い漁場の再構築

〔収益の増大とコストの削減を図る漁場づくり〕

（1） 資源評価や海洋環境に対応した漁場整備

ア．日向灘の生産性向上につながる漁場整備の推進

漁業生産を拡大し、安定的な生産体制を構築するため、資源評価に基づく資源回復

の取り組みと連携しながら、海洋環境の変化を踏まえたマウンド魚礁や増殖場等の整

備を推進します。

マウンド魚礁

イ．マーケットニーズが高い魚種を対象とした養殖場の整備

安定的な需要が見込める養殖魚について、既存の養殖場の区画の見直し・整備を

行い、マーケットニーズに合わせた計画的な生産体制を構築します。

(２) 効率的な生産体制づくりの促進

ア．魚礁漁場の効果的な整備

カツオ・マグロ類の回遊性魚類を対象とした沖合域の高度利用を図るため、浮魚礁

による漁場整備を推進します。また、沿岸域においては、地域の漁業特性や漁業者ニ

ーズに応じるとともに海面利用者間の調整に留意しながら、基礎生産力を高める漁場

造成を推進します。

イ．漁場予測技術の向上と漁業情報の超高度化

漁場予測技術の向上を図るとともに、様々な海洋環境や漁業などの情報を統合した

漁業情報の超高度化技術の開発により、効率的な漁業の推進を図ります。

日向灘海況情報システム（海の天気図）

Ⅳ
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消費者の鮮度や食味への追求が高まっており、本県でも生産者の努力により｢へべ

すぶり｣や｢西米良サーモン｣などの逸品が芽吹きつつあります。これらについて、商談

会への出展機会の提供などを行い生産者の取組を支援します。

(2) 流通機関・団体による連携強化

ア．本県水産物の消費拡大・PRの推進

水産物ブランド認証品をはじめとする県産水産物について、流通・小売業者及び消

費者に対する商品情報の発信力の強化を図ります。

イ．流通機関と産地の連携強化

漁協・漁連等が連携した販売事業の展開、地方卸売市場による産地育成の取組を

推進し、販売力の強化を図ります。

(3) 本県水産物の海外輸出の促進

ア．輸出に係る情報の把握と伝達

国や関係団体と連携した輸出情報の収集を行い、輸出を考えている業者に対する情

報提供や輸出手続き等に関する適切な指導を行います。

イ．輸出環境の整備

県内水産業者の輸出手続きの利便性の向上を図るため原産地証明などの発行機関

としての整備を進めるとともに、適切な輸出を促進するため法令で定められた取扱施設

等の登録や監視を行います。

ウ．輸出に伴う規制への対応支援

EUや米国などへの輸出に必要となるHACCP研修や施設整備に係る国の補助事業

導入への相談など、輸出に取り組む生産者を支援します。また、国際条約などによる対

応が必要な場合は、関係省庁への働きかけなどを行います。

エ．輸出トライアルの促進

輸出業者の海外におけるみやざきフェア等への積極的な参加や輸出に向けたトライ

アルの取組を促進し、海外での本県水産物の定番・定着化を図ります。
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イ．新たな事業展開と連携推進

組合員の収益性を向上させるため、漁業者、漁協、系統組織が連携し、積極的な販

売事業に取り組みます。

④ 生産性の高い漁場の再構築

〔収益の増大とコストの削減を図る漁場づくり〕

（1） 資源評価や海洋環境に対応した漁場整備

ア．日向灘の生産性向上につながる漁場整備の推進

漁業生産を拡大し、安定的な生産体制を構築するため、資源評価に基づく資源回復

の取り組みと連携しながら、海洋環境の変化を踏まえたマウンド魚礁や増殖場等の整

備を推進します。

マウンド魚礁

イ．マーケットニーズが高い魚種を対象とした養殖場の整備

安定的な需要が見込める養殖魚について、既存の養殖場の区画の見直し・整備を

行い、マーケットニーズに合わせた計画的な生産体制を構築します。

(２) 効率的な生産体制づくりの促進

ア．魚礁漁場の効果的な整備

カツオ・マグロ類の回遊性魚類を対象とした沖合域の高度利用を図るため、浮魚礁

による漁場整備を推進します。また、沿岸域においては、地域の漁業特性や漁業者ニ

ーズに応じるとともに海面利用者間の調整に留意しながら、基礎生産力を高める漁場

造成を推進します。

イ．漁場予測技術の向上と漁業情報の超高度化

漁場予測技術の向上を図るとともに、様々な海洋環境や漁業などの情報を統合した

漁業情報の超高度化技術の開発により、効率的な漁業の推進を図ります。

日向灘海況情報システム（海の天気図）

Ⅳ

有光層
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鉛直混合の
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下層水
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生産量の増加効果（漁獲効果）

ベントス類の増殖効果ベントス類の増殖効果

（餌場、隠れ場・休息場、産卵場として利用）

（高栄養塩類）

沈降性有機物（蝟集魚類の
排泄物）の増加 物）の増加
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ウ．着業に必要な資格の取得支援や制度資金活用の推進

県立高等水産研修所での着業に必要な資格取得のための講習の実施や漁業近代

化資金や沿岸漁業改善資金の活用促進等により経営開始の支援を行います。

エ.新規就業者の漁業への定着促進

着業するために必要な経営相談や着業後の経営指導、漁業技術習熟の支援を行う

とともに、高度な操業支援情報の提供や活用の指導を行うことにより、円滑な就業と漁

業への定着を促進します。

② 起業などに伴うリスク負担の軽減

〔新たな投資に伴うリスクバックアップ体制の構築〕

(1) 漁業の起業や転換を支援する体制の検討

ア．専門的な支援体制の構築

高収益型漁業などによる漁業の起業や転換を行う漁業者等を支援するため、関係機

関と団体が一体となった専門的かつ総合的な体制を構築します。

イ．新規参入や漁業転換を支援する仕組みづくり

経営体の独立や高収益型漁業への転換の高い障壁となっている初期投資や着業直

後の不安定な収入等に対し漁業者の負担を軽減する仕組みを検討し、新規着業や後

継者への事業承継を促進します。

<数値目標>５年後の目標

指 標 単位 H26(基準) H32(目標)

漁獲共済の加入率(対マーケット数) ％ 88 97

養殖共済の加入率(対マーケット数) ％ 76 90

県立高等水産研修所への入所者数 人 11 20

新規就業者数 人 35 60

新規就業希望者へのマッチング件数 件 12 20

第２節 水産資源の適切な利用管理

１ 水産資源の回復と適切な利用管理

〔資源の利用と管理による持続的な漁業の構築〕

① マーケットに対応した施策の構築

〔マーケットを重視した漁場づくりと許認可の運用〕
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オ．JAPANキャビアのブランド確立

国際競争力が期待できるキャビアについては、JAPANキャビアとして世界的ブランド

を確立するための支援を行います。

２ 漁業への参入と高収益型漁業への転換の促進

〔地域を担う漁業者のワンストップサポート体制の構築〕

① 地域を担う漁業者の育成

〔起業･転換等をワンストップで支援する総合的な担い手づくりの推進〕

(1) 意欲のある漁業者の育成

ア．円滑な漁業承継の促進

後継者不足による漁業経営体の減少を食い止めるため、意欲のある漁業者の事業

承継を促進します。

イ．漁業就業者のスキルアップ

県立高等水産研修所等による漁業経営に必要な資格を得るための研修を行うととも

に、関係団体と連携を図り、漁業経営体の経営管理能力の向上を図るための指導・研

修会等を実施します。

ウ．漁業士及び青壮年部等の活動促進

漁業就業者の育成や地域づくりを牽引する人材を育成するため、漁業士や漁協青

壮年部等の活動を促進します。

エ．新たな漁業者グループ等の取組促進

収益性の向上を目指す漁業者について、地域の漁業種類単位あるいは複数の漁業

者等単位でのグループ化を促進するとともに、これらグループによる新たな操業・生産

体制の導入や経営効率化等の取組を支援します。

(2) 新規就業者の参入・定着促進

ア．就業希望者のニーズに対応した実務研修と新規就業の促進

就業希望者の多様なニーズに対応するための県立高等水産研修所の研修機能の

強化を図るとともに、県内の中学校・高等学校への直接訪問・説明により新規就業を促

進します。

漁業就業希望者による漁業研修や就業相談

イ．新規就業者確保の窓口のワンストップ化

（公社）宮崎県漁村活性化推進機構が就労相談に対応し、希望者のニーズに合わせ

たマッチングや研修機関である県立高等水産研修所との連携を図るなど、窓口のワン

ストップ化を図ります。



- 59 -

ウ．着業に必要な資格の取得支援や制度資金活用の推進

県立高等水産研修所での着業に必要な資格取得のための講習の実施や漁業近代

化資金や沿岸漁業改善資金の活用促進等により経営開始の支援を行います。

エ.新規就業者の漁業への定着促進

着業するために必要な経営相談や着業後の経営指導、漁業技術習熟の支援を行う

とともに、高度な操業支援情報の提供や活用の指導を行うことにより、円滑な就業と漁

業への定着を促進します。

② 起業などに伴うリスク負担の軽減

〔新たな投資に伴うリスクバックアップ体制の構築〕

(1) 漁業の起業や転換を支援する体制の検討

ア．専門的な支援体制の構築

高収益型漁業などによる漁業の起業や転換を行う漁業者等を支援するため、関係機

関と団体が一体となった専門的かつ総合的な体制を構築します。

イ．新規参入や漁業転換を支援する仕組みづくり

経営体の独立や高収益型漁業への転換の高い障壁となっている初期投資や着業直

後の不安定な収入等に対し漁業者の負担を軽減する仕組みを検討し、新規着業や後

継者への事業承継を促進します。

<数値目標>５年後の目標

指 標 単位 H26(基準) H32(目標)

漁獲共済の加入率(対マーケット数) ％ 88 97

養殖共済の加入率(対マーケット数) ％ 76 90

県立高等水産研修所への入所者数 人 11 20

新規就業者数 人 35 60

新規就業希望者へのマッチング件数 件 12 20

第２節 水産資源の適切な利用管理

１ 水産資源の回復と適切な利用管理

〔資源の利用と管理による持続的な漁業の構築〕

① マーケットに対応した施策の構築

〔マーケットを重視した漁場づくりと許認可の運用〕
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オ．JAPANキャビアのブランド確立

国際競争力が期待できるキャビアについては、JAPANキャビアとして世界的ブランド

を確立するための支援を行います。

２ 漁業への参入と高収益型漁業への転換の促進

〔地域を担う漁業者のワンストップサポート体制の構築〕

① 地域を担う漁業者の育成

〔起業･転換等をワンストップで支援する総合的な担い手づくりの推進〕

(1) 意欲のある漁業者の育成

ア．円滑な漁業承継の促進

後継者不足による漁業経営体の減少を食い止めるため、意欲のある漁業者の事業

承継を促進します。

イ．漁業就業者のスキルアップ

県立高等水産研修所等による漁業経営に必要な資格を得るための研修を行うととも

に、関係団体と連携を図り、漁業経営体の経営管理能力の向上を図るための指導・研

修会等を実施します。

ウ．漁業士及び青壮年部等の活動促進

漁業就業者の育成や地域づくりを牽引する人材を育成するため、漁業士や漁協青

壮年部等の活動を促進します。

エ．新たな漁業者グループ等の取組促進

収益性の向上を目指す漁業者について、地域の漁業種類単位あるいは複数の漁業

者等単位でのグループ化を促進するとともに、これらグループによる新たな操業・生産

体制の導入や経営効率化等の取組を支援します。

(2) 新規就業者の参入・定着促進

ア．就業希望者のニーズに対応した実務研修と新規就業の促進

就業希望者の多様なニーズに対応するための県立高等水産研修所の研修機能の

強化を図るとともに、県内の中学校・高等学校への直接訪問・説明により新規就業を促

進します。

漁業就業希望者による漁業研修や就業相談

イ．新規就業者確保の窓口のワンストップ化

（公社）宮崎県漁村活性化推進機構が就労相談に対応し、希望者のニーズに合わせ

たマッチングや研修機関である県立高等水産研修所との連携を図るなど、窓口のワン

ストップ化を図ります。
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利用体制の構築を推進します。

④ 沿岸資源の管理強化

〔高度な資源管理体制による沿岸資源の回復の促進〕

(1) 沿岸資源の回復の推進

ア．PDCA（plan-do-check-act）サイクルによる資源管理の推進

「宮崎県における水産資源の利用及び管理に関する基本方針」に基づき、科学的知

見等を踏まえた客観的な沿岸資源の状況の評価やモニタリングを継続・反復して実施

することにより、資源の状態を定期的に把握するとともに、これに応じた資源回復のため

の具体的な措置を提示します。さらに、一旦定めた管理の措置についても、その効果の

検証と改善を繰り返して反映させることにより、有効な資源管理を実施します。

本県の資源評価システム（宮崎モデル）

イ．資源評価を踏まえた回復計画の推進

本県漁業者の資源管理意識の醸成を図るとともに、漁業者による資源管理計画の作

成及び実践を支援するなど漁業者の自主的な資源管理の取組を促進します。また、よ

り積極的に資源の回復を図る必要がある地先の重要魚種については、資源回復計画

に基づき、重点的に漁業者の取組を促進します。さらに、資源評価の結果、資源の早

急な回復が必要な資源については、漁業者合意の下で、漁業者の自主的な資源管

理、公的規制及び積極的な増殖措置等の中から効果的な措置の選択または組合せ等

により、資源回復のための積極的な取組を進めます。

ウ．種苗放流による資源回復の推進

「栽培漁業基本計画」に基づき、種苗放流は、資源管理措置の一部として実施するこ

ととし、（一財）宮崎県水産振興協会と連携して計画的な種苗の放流を推進するととも

に、その効果の検証も併せて実施します。

⑤ 漁業と遊漁の適切な漁場利用の推進

〔関係者間の調整による漁場利用と取締による秩序維持〕

(1) 漁業と遊漁の円滑な漁場利用等の推進

ア．漁場利用ルールの周知

漁業と遊漁の漁場利用トラブルの防止を図るため、漁場利用者に対して、各種会合

やホームページ、ポスター等を活用した規則や漁場利用ルールの周知・指導を行いま

す。

①資源状況の評価
●資源量の動向及び水準の評価
●管理措置の提言

【宮崎県資源評価委員会】

②宮崎県資源管理指針の改定
●資源管理の方向性
●資源管理の措置の内容

【県、資源管理協議会】

③資源管理計画・回復計画策定
●漁業・漁獲管理措置
●資源培養措置（種苗放流等）
【漁業者（実践協議会）、県】

④資源管理計画・回復計画実施
●計画の内容の実施

【漁業者等】

資源利用管理の体制
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(1) マーケットインを重視した施策の最適化

ア．漁場整備による生産基盤の強化

マーケットの情報を的確に把握するとともに、そのニーズを資源評価結果に加味しな

がら魚礁漁場や増殖場の整備と機能強化を図ります。

イ．弾力的な漁業許可などの運用

海区漁業調整委員会と連携しながら、漁業権(区画漁業権、定置漁業権)や漁業許

可に対して、マーケットインの視点を取り入れた弾力的な運用により、漁業者の所得の

向上を図ります。

② 我が国周辺海域の水産資源の適切な管理

〔国際的な資源管理の遵守と適切な利用調整の促進〕

(1) 国際動向に対応した秩序ある漁業体制づくり

ア．国際的な資源管理への適切な対応の促進

ＷＣＰＦＣなどの地域漁業管理機関等の協議内容等を迅速に把握し、本県業界の意

見が反映されるよう国に働きかけます。また、当該機関等で決定した資源管理措置につ

いて、本県関係者への周知と適切な対応を促進します。

イ．カツオ・マグロ類等の資源動向の把握

我が国周辺漁場におけるカツオ、マグロ類等の漁獲量や漁獲組成等の調査を実施

するとともに、その情報を国と共有し、当該資源の動向を把握します。

ウ．カツオ・マグロ類等の適切な利用・管理の促進

本県かつお・まぐろ漁業の漁獲が維持できるよう、競合する大中型まき網漁業等との

漁場利用や漁獲量調整等を国に働きかけます。

(2) ＴＡＣ制度の円滑な運用

ア．適切な漁獲配分量の確保

漁獲量の制限を受けるマアジ、マイワシ、サバ類について、まき網漁業の経営に配慮

した本県漁獲配分量の確保を国に働きかけます。

イ．ＴＡＣ配分量の適正管理の推進

マアジ、マイワシ、サバ類の漁獲状況を適宜把握し、その情報を関係漁業者に周知

するとともに、配分量に対して漁獲量が超過するおそれがある場合は関係団体と連携

し、適切な対応を行います。

③ 内水面資源の管理強化

〔国際的な資源管理の遵守と責任ある資源利用体制の構築〕

(1) 国際的な資源管理への対応

ア．養鰻業の許可制導入への対応

内水面漁業の振興に関する法律（以下内水面振興法という）に基づき許可制が導入

され、適正に対応した生産管理体制の構築を図ります。

イ．うなぎ稚魚の養鰻業流通の透明化

｢うなぎ稚魚の取扱いに関する条例｣に基づき県内産うなぎ稚魚の更なる流通の透明

化を図るとともに、県外産うなぎ稚魚についても内水面振興法の活用や国・関係県との

連携による流通透明化を進めます。

(2) 資源状況を踏まえた管理

資源状況が悪化している資源については、関係者間での協議を推進し、責任ある資源
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利用体制の構築を推進します。

④ 沿岸資源の管理強化

〔高度な資源管理体制による沿岸資源の回復の促進〕

(1) 沿岸資源の回復の推進

ア．PDCA（plan-do-check-act）サイクルによる資源管理の推進

「宮崎県における水産資源の利用及び管理に関する基本方針」に基づき、科学的知

見等を踏まえた客観的な沿岸資源の状況の評価やモニタリングを継続・反復して実施

することにより、資源の状態を定期的に把握するとともに、これに応じた資源回復のため

の具体的な措置を提示します。さらに、一旦定めた管理の措置についても、その効果の

検証と改善を繰り返して反映させることにより、有効な資源管理を実施します。

本県の資源評価システム（宮崎モデル）

イ．資源評価を踏まえた回復計画の推進

本県漁業者の資源管理意識の醸成を図るとともに、漁業者による資源管理計画の作

成及び実践を支援するなど漁業者の自主的な資源管理の取組を促進します。また、よ

り積極的に資源の回復を図る必要がある地先の重要魚種については、資源回復計画

に基づき、重点的に漁業者の取組を促進します。さらに、資源評価の結果、資源の早

急な回復が必要な資源については、漁業者合意の下で、漁業者の自主的な資源管

理、公的規制及び積極的な増殖措置等の中から効果的な措置の選択または組合せ等

により、資源回復のための積極的な取組を進めます。

ウ．種苗放流による資源回復の推進

「栽培漁業基本計画」に基づき、種苗放流は、資源管理措置の一部として実施するこ

ととし、（一財）宮崎県水産振興協会と連携して計画的な種苗の放流を推進するととも

に、その効果の検証も併せて実施します。

⑤ 漁業と遊漁の適切な漁場利用の推進

〔関係者間の調整による漁場利用と取締による秩序維持〕

(1) 漁業と遊漁の円滑な漁場利用等の推進

ア．漁場利用ルールの周知

漁業と遊漁の漁場利用トラブルの防止を図るため、漁場利用者に対して、各種会合

やホームページ、ポスター等を活用した規則や漁場利用ルールの周知・指導を行いま

す。

①資源状況の評価
●資源量の動向及び水準の評価
●管理措置の提言

【宮崎県資源評価委員会】

②宮崎県資源管理指針の改定
●資源管理の方向性
●資源管理の措置の内容

【県、資源管理協議会】

③資源管理計画・回復計画策定
●漁業・漁獲管理措置
●資源培養措置（種苗放流等）
【漁業者（実践協議会）、県】

④資源管理計画・回復計画実施
●計画の内容の実施

【漁業者等】

資源利用管理の体制
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(1) マーケットインを重視した施策の最適化

ア．漁場整備による生産基盤の強化

マーケットの情報を的確に把握するとともに、そのニーズを資源評価結果に加味しな

がら魚礁漁場や増殖場の整備と機能強化を図ります。

イ．弾力的な漁業許可などの運用

海区漁業調整委員会と連携しながら、漁業権(区画漁業権、定置漁業権)や漁業許

可に対して、マーケットインの視点を取り入れた弾力的な運用により、漁業者の所得の

向上を図ります。

② 我が国周辺海域の水産資源の適切な管理

〔国際的な資源管理の遵守と適切な利用調整の促進〕

(1) 国際動向に対応した秩序ある漁業体制づくり

ア．国際的な資源管理への適切な対応の促進

ＷＣＰＦＣなどの地域漁業管理機関等の協議内容等を迅速に把握し、本県業界の意

見が反映されるよう国に働きかけます。また、当該機関等で決定した資源管理措置につ

いて、本県関係者への周知と適切な対応を促進します。

イ．カツオ・マグロ類等の資源動向の把握

我が国周辺漁場におけるカツオ、マグロ類等の漁獲量や漁獲組成等の調査を実施

するとともに、その情報を国と共有し、当該資源の動向を把握します。

ウ．カツオ・マグロ類等の適切な利用・管理の促進

本県かつお・まぐろ漁業の漁獲が維持できるよう、競合する大中型まき網漁業等との

漁場利用や漁獲量調整等を国に働きかけます。

(2) ＴＡＣ制度の円滑な運用

ア．適切な漁獲配分量の確保

漁獲量の制限を受けるマアジ、マイワシ、サバ類について、まき網漁業の経営に配慮

した本県漁獲配分量の確保を国に働きかけます。

イ．ＴＡＣ配分量の適正管理の推進

マアジ、マイワシ、サバ類の漁獲状況を適宜把握し、その情報を関係漁業者に周知

するとともに、配分量に対して漁獲量が超過するおそれがある場合は関係団体と連携

し、適切な対応を行います。

③ 内水面資源の管理強化

〔国際的な資源管理の遵守と責任ある資源利用体制の構築〕

(1) 国際的な資源管理への対応

ア．養鰻業の許可制導入への対応

内水面漁業の振興に関する法律（以下内水面振興法という）に基づき許可制が導入

され、適正に対応した生産管理体制の構築を図ります。

イ．うなぎ稚魚の養鰻業流通の透明化

｢うなぎ稚魚の取扱いに関する条例｣に基づき県内産うなぎ稚魚の更なる流通の透明

化を図るとともに、県外産うなぎ稚魚についても内水面振興法の活用や国・関係県との

連携による流通透明化を進めます。

(2) 資源状況を踏まえた管理

資源状況が悪化している資源については、関係者間での協議を推進し、責任ある資源
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漁場管理体制づくりを促進します。また、漁場を利用する養殖業者や漁協による自主的

な水質調査等の漁場環境モニタリングの実施を促進します。

イ．環境負荷の少ない飼育管理の促進

適正収容密度、餌飼料の適切な給餌、水産用医薬品の適正使用、飼育台帳の整備

等による環境負荷の軽減を促進します。

ウ．的確な疾病対策の実施

特定疾病や新たな疾病の侵入及びまん延を防止するため、履歴が明らかな種苗の

導入や消毒等の防疫対策を促進するとともに、疾病を予防するワクチンの普及・定着を

促進します。また、健苗性に優れた安全な種苗を供給するため、(財)宮崎県水産振興

協会と連携して養殖業者のニーズに対応した魚種の種苗生産技術の開発及び養殖技

術の普及を推進します。

エ．廃棄物の適正処理

養殖生産時に発生する廃魚や一次加工に伴う加工残渣の肥料化等、水産系廃棄物

のリサイクル化を促進します。

② 内水面の生態系保全の推進

〔適切な利用と増殖による内水面の多様な生態系保全の推進〕

(1) 内水面資源の適切な利用の推進

ア．内水面における採捕状況等の把握

宮崎県内水面漁場管理委員会や関係団体と連携し、内水面における水産動植物の

採捕状況や資源状況の把握に努めます。

イ．内水面資源の適切な採捕の促進

内水面資源の適切な管理を図るため、内水面の巡回や漁協への聞き取り調査等に

より、内水面漁業調整規則や漁業権行使規則等の遵守状況を確認します。また、養殖

用種苗の供給を目的に採捕されるうなぎ稚魚等については、関係団体等と連携し、需

給調整に基づく適切な採捕を推進します。

シラスウナギ

加えて、近年資源状況が悪化しているアユ資源の採捕については、採捕状況や種

苗放流効果等の把握に努め、さらに関係者間の協議を推進し、需給調整及び資源状

況を踏まえた持続的な資源利用体制の構築を図ります。

(2) 内水面資源の効果的な増殖の促進

ア．適切な種苗放流及び効果的な増殖の促進

内水面漁場管理委員会や関係団体と連携し、生態系や遺伝的多様性、防疫に配慮

した種苗放流を促進するとともに、増殖の実効性を高めるため、種苗放流のみならず、

産卵床造成等効果的な増殖の普及を促進します。

- 62 -

イ．漁業と遊漁の公平な漁場利用調整の推進

漁場の適切な利用を図るため、漁場利用トラブルの裁定や遊漁を含めた採捕制限等

の調整については、海区漁業調整委員会と連携し、漁業者はもとより遊漁者の意見も

踏まえた公平な漁場利用調整を行います。

(2) 漁場利用秩序の安定化

ア．漁業権の適切な管理や地域の秩序ある操業ルールづくり

漁協による共同漁業権等の利用・管理実態を把握し、漁業法に基づく適切な管理等

を指導するとともに、漁場を共有する漁業間の自主的な操業ルール等の周知及び適切

な運用指導を行います。

イ．密漁監視・取締の実施

水産資源の保護や適正管理及び漁場利用秩序の維持を図るため、県警や海上保

安庁等の関係機関との連携や(一財)宮崎県内水面振興センターの機能を活用した密

漁取締・漁場利用監視・指導を行います。

２ 水域環境の保全と環境変化への対応

〔環境への配慮と変化に対応した生産体制の構築〕

① 環境保全に対応した水産業の展開

〔環境負荷軽減を図る生産体制づくりの推進〕

(1) 沿岸漁業における環境負荷軽減への取組促進

ア．環境負荷の少ない機器の導入支援

環境負荷の軽減を図るため、省エネやＮｏＸ規制対応等の環境対応型機器の導入を

支援します。

イ．漁業者による自発的な環境美化活動の促進

漁場環境を保全するため、操業時の餌料の適正使用や、根掛かり漁具の回収、漁業

生産活動中の混獲ゴミの持ち帰り、漁業者グループによる一斉海底清掃等の漁業者に

よる自発的な取組を促進します。

ウ．県民と連携した漁場環境づくりの促進

広く県民の理解と協力を得ながら、海浜清掃や森づくり、藻場･干潟などの環境･生態

系保全活動を促進します。

漁業者による海底清掃活動や藻場保全活動

(2) 環境負荷の少ない養殖生産体制づくり

ア．養殖漁場の適正管理の促進

漁協等の漁場管理能力の向上や、漁場改善計画による適正放養量の遵守等適切な
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漁場管理体制づくりを促進します。また、漁場を利用する養殖業者や漁協による自主的

な水質調査等の漁場環境モニタリングの実施を促進します。

イ．環境負荷の少ない飼育管理の促進

適正収容密度、餌飼料の適切な給餌、水産用医薬品の適正使用、飼育台帳の整備

等による環境負荷の軽減を促進します。

ウ．的確な疾病対策の実施

特定疾病や新たな疾病の侵入及びまん延を防止するため、履歴が明らかな種苗の

導入や消毒等の防疫対策を促進するとともに、疾病を予防するワクチンの普及・定着を

促進します。また、健苗性に優れた安全な種苗を供給するため、(財)宮崎県水産振興

協会と連携して養殖業者のニーズに対応した魚種の種苗生産技術の開発及び養殖技

術の普及を推進します。

エ．廃棄物の適正処理

養殖生産時に発生する廃魚や一次加工に伴う加工残渣の肥料化等、水産系廃棄物

のリサイクル化を促進します。

② 内水面の生態系保全の推進

〔適切な利用と増殖による内水面の多様な生態系保全の推進〕

(1) 内水面資源の適切な利用の推進

ア．内水面における採捕状況等の把握

宮崎県内水面漁場管理委員会や関係団体と連携し、内水面における水産動植物の

採捕状況や資源状況の把握に努めます。

イ．内水面資源の適切な採捕の促進

内水面資源の適切な管理を図るため、内水面の巡回や漁協への聞き取り調査等に

より、内水面漁業調整規則や漁業権行使規則等の遵守状況を確認します。また、養殖

用種苗の供給を目的に採捕されるうなぎ稚魚等については、関係団体等と連携し、需

給調整に基づく適切な採捕を推進します。

シラスウナギ

加えて、近年資源状況が悪化しているアユ資源の採捕については、採捕状況や種

苗放流効果等の把握に努め、さらに関係者間の協議を推進し、需給調整及び資源状

況を踏まえた持続的な資源利用体制の構築を図ります。

(2) 内水面資源の効果的な増殖の促進

ア．適切な種苗放流及び効果的な増殖の促進

内水面漁場管理委員会や関係団体と連携し、生態系や遺伝的多様性、防疫に配慮

した種苗放流を促進するとともに、増殖の実効性を高めるため、種苗放流のみならず、

産卵床造成等効果的な増殖の普及を促進します。
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イ．漁業と遊漁の公平な漁場利用調整の推進

漁場の適切な利用を図るため、漁場利用トラブルの裁定や遊漁を含めた採捕制限等

の調整については、海区漁業調整委員会と連携し、漁業者はもとより遊漁者の意見も

踏まえた公平な漁場利用調整を行います。

(2) 漁場利用秩序の安定化

ア．漁業権の適切な管理や地域の秩序ある操業ルールづくり

漁協による共同漁業権等の利用・管理実態を把握し、漁業法に基づく適切な管理等

を指導するとともに、漁場を共有する漁業間の自主的な操業ルール等の周知及び適切

な運用指導を行います。

イ．密漁監視・取締の実施

水産資源の保護や適正管理及び漁場利用秩序の維持を図るため、県警や海上保

安庁等の関係機関との連携や(一財)宮崎県内水面振興センターの機能を活用した密

漁取締・漁場利用監視・指導を行います。

２ 水域環境の保全と環境変化への対応

〔環境への配慮と変化に対応した生産体制の構築〕

① 環境保全に対応した水産業の展開

〔環境負荷軽減を図る生産体制づくりの推進〕

(1) 沿岸漁業における環境負荷軽減への取組促進

ア．環境負荷の少ない機器の導入支援

環境負荷の軽減を図るため、省エネやＮｏＸ規制対応等の環境対応型機器の導入を

支援します。

イ．漁業者による自発的な環境美化活動の促進

漁場環境を保全するため、操業時の餌料の適正使用や、根掛かり漁具の回収、漁業

生産活動中の混獲ゴミの持ち帰り、漁業者グループによる一斉海底清掃等の漁業者に

よる自発的な取組を促進します。

ウ．県民と連携した漁場環境づくりの促進

広く県民の理解と協力を得ながら、海浜清掃や森づくり、藻場･干潟などの環境･生態

系保全活動を促進します。

漁業者による海底清掃活動や藻場保全活動

(2) 環境負荷の少ない養殖生産体制づくり

ア．養殖漁場の適正管理の促進

漁協等の漁場管理能力の向上や、漁場改善計画による適正放養量の遵守等適切な
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<数値目標>５年後の目標

指 標 単位 H26(基準) H32(目標)

６次産業化･農商工連携の取組件数（累計） 件 8 25

資源管理･回復計画数 件 18 29

表層型浮魚礁の更新整備数 基 5 5

増殖場の整備着手箇所数 箇所 3 3

漁場改善計画策定・実践件数 件 5 5

第３節 漁港施設等の防災対策の強化と機能の保全

１ 漁港の防災・安全対策の強化

〔生命･財産を守る防災･安全対策の強化〕

① 地震･津波対策の強化

〔大規模災害に備えた施設整備の推進〕

(1) 施設整備による地震・津波対策の推進

ア．漁港施設の地震・津波対策

漁港の施設被害を最小減に抑え、漁業活動の早期かつ安定した再開を図るため、

防波堤等の機能強化による地震・津波対策を推進します。

防波堤の粘り強い構造化

イ．海岸保全施設の地震・津波対策

漁村に暮らす人々の人命及び財産を守るため、防潮堤等の整備による地震・津波対

策の事業化に向けた取組を進めます。
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イ．水産動植物の生息環境の改善

関係機関等と連携し、河川工作物における魚道の有無と、水産動物の生態を踏まえ

た魚道機能の実態把握に努めるとともに、必要に応じて魚道の整備・改良を行うなど、

水産動物が円滑に遡上するための対策を促進します。

加えて、様々な水産動物の棲み家となる石倉等の設置等を促進し、水産動物の生息

環境の改善に努めます。

ウ．外来魚・有害鳥獣による被害状況の把握と効果的な駆除の促進

在来種の生息に悪影響を及ぼす外来魚やカワウ等について、市町村や関係団体と

連携し、被害状況等の把握及び駆除等効果的な対策を促進します。

(3) 内水面の適切な漁場管理の推進

ア．適切な漁業権の行使の促進

内水面漁協の適切な漁業権の行使を促進するため、関係漁協等に対して漁業権管

理状況の把握を行うとともに、漁業権に関する研修や現地指導を実施します。

イ．違法な採捕の取締・監視と遊漁者へのルールの周知

内水面の秩序維持を図るため、県警との連携や(一財)宮崎県内水面振興センターの

機能を活用し、違法な採捕の取締・監視を行うとともに、漁協と連携し、遊漁者へのルー

ルの周知徹底や適切な漁場利用を指導します。

ウ．森・川・海の連携による水域環境保全の推進

林業、農業及び関係機関等と連携を図り、漁民の森づくりや、水辺林（渓畔林、河畔

林）の保全、河川環境美化等の取組を促進するとともに、河川流量の維持や山地から

海岸までの一貫した総合的土砂管理に取り組み、水産動植物の生息環境の保全に努

めます。

③ 地球温暖化に対応した新たな生産体制の構築

〔省エネや海洋環境の監視による地球温暖化に対応した生産体制の構築〕

(1) 地球温暖化防止への取組促進

ア．省エネ機器等の利用の促進

省エネ型エンジンやＬＥＤ集魚灯等の省エネ機器の導入を支援し、地球温暖化防止

の取組を促進します。

イ．省エネに繋がる操業技術の開発・普及

漁場形成予測や漁海況情報等の技術の高度化を進め、これらの情報を漁業者に迅

速に提供することで、省エネ操業を促進します。

(2) 気候変動による漁場環境変化への適応策の推進

ア．海洋環境変動の監視と生態系への影響監視

地球温暖化による漁業への影響を把握するため、海洋環境や生態系の変化等の監

視に努めます。

イ．環境変化に適応した水産動植物の増養殖及び漁業生産体制づくり

気候変動による環境変化に適応した水産動植物に関する情報を把握し、これら資源

の種苗生産・養殖技術の開発・普及や増殖を推進します。また、地球温暖化により大型

化する台風等の被害から本県漁業施設を守るため、耐波性を有する養殖施設や漁港

施設の整備を推進します。
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<数値目標>５年後の目標

指 標 単位 H26(基準) H32(目標)

６次産業化･農商工連携の取組件数（累計） 件 8 25

資源管理･回復計画数 件 18 29

表層型浮魚礁の更新整備数 基 5 5

増殖場の整備着手箇所数 箇所 3 3

漁場改善計画策定・実践件数 件 5 5

第３節 漁港施設等の防災対策の強化と機能の保全

１ 漁港の防災・安全対策の強化

〔生命･財産を守る防災･安全対策の強化〕

① 地震･津波対策の強化

〔大規模災害に備えた施設整備の推進〕

(1) 施設整備による地震・津波対策の推進

ア．漁港施設の地震・津波対策

漁港の施設被害を最小減に抑え、漁業活動の早期かつ安定した再開を図るため、

防波堤等の機能強化による地震・津波対策を推進します。

防波堤の粘り強い構造化

イ．海岸保全施設の地震・津波対策

漁村に暮らす人々の人命及び財産を守るため、防潮堤等の整備による地震・津波対

策の事業化に向けた取組を進めます。
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イ．水産動植物の生息環境の改善

関係機関等と連携し、河川工作物における魚道の有無と、水産動物の生態を踏まえ

た魚道機能の実態把握に努めるとともに、必要に応じて魚道の整備・改良を行うなど、

水産動物が円滑に遡上するための対策を促進します。

加えて、様々な水産動物の棲み家となる石倉等の設置等を促進し、水産動物の生息

環境の改善に努めます。

ウ．外来魚・有害鳥獣による被害状況の把握と効果的な駆除の促進

在来種の生息に悪影響を及ぼす外来魚やカワウ等について、市町村や関係団体と

連携し、被害状況等の把握及び駆除等効果的な対策を促進します。

(3) 内水面の適切な漁場管理の推進

ア．適切な漁業権の行使の促進

内水面漁協の適切な漁業権の行使を促進するため、関係漁協等に対して漁業権管

理状況の把握を行うとともに、漁業権に関する研修や現地指導を実施します。

イ．違法な採捕の取締・監視と遊漁者へのルールの周知

内水面の秩序維持を図るため、県警との連携や(一財)宮崎県内水面振興センターの

機能を活用し、違法な採捕の取締・監視を行うとともに、漁協と連携し、遊漁者へのルー

ルの周知徹底や適切な漁場利用を指導します。

ウ．森・川・海の連携による水域環境保全の推進

林業、農業及び関係機関等と連携を図り、漁民の森づくりや、水辺林（渓畔林、河畔

林）の保全、河川環境美化等の取組を促進するとともに、河川流量の維持や山地から

海岸までの一貫した総合的土砂管理に取り組み、水産動植物の生息環境の保全に努

めます。

③ 地球温暖化に対応した新たな生産体制の構築

〔省エネや海洋環境の監視による地球温暖化に対応した生産体制の構築〕

(1) 地球温暖化防止への取組促進

ア．省エネ機器等の利用の促進

省エネ型エンジンやＬＥＤ集魚灯等の省エネ機器の導入を支援し、地球温暖化防止

の取組を促進します。

イ．省エネに繋がる操業技術の開発・普及

漁場形成予測や漁海況情報等の技術の高度化を進め、これらの情報を漁業者に迅

速に提供することで、省エネ操業を促進します。

(2) 気候変動による漁場環境変化への適応策の推進

ア．海洋環境変動の監視と生態系への影響監視

地球温暖化による漁業への影響を把握するため、海洋環境や生態系の変化等の監

視に努めます。

イ．環境変化に適応した水産動植物の増養殖及び漁業生産体制づくり

気候変動による環境変化に適応した水産動植物に関する情報を把握し、これら資源

の種苗生産・養殖技術の開発・普及や増殖を推進します。また、地球温暖化により大型

化する台風等の被害から本県漁業施設を守るため、耐波性を有する養殖施設や漁港

施設の整備を推進します。
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(3) 漁港施設等の機能の維持及び高度化

ア．就労作業の安全確保対策

就労作業の安全を確保するため、浮き桟橋等の漁港施設整備を推進します。

イ．プレジャーボート対策・放置艇対策の推進

漁船とプレジャーボートの漁港施設の利用調整を図り、漁港におけるプレジャーボー

トの放置等禁止区域の設定や許可制の導入を行うとともに、放置艇対策にも取り組むな

ど、秩序維持に取り組みます。

ウ．漁港水域を活用した増殖機能の向上

漁港内外の水域や施設は幼稚仔の生育や藻場の造成環境として有効であることか

ら、「宮崎県沿岸における藻場造成及び管理に関する指針」を踏まえ、幼稚仔の生育に

必要な餌料環境を向上させる増殖場の整備や藻類が付着しやすい構造を持つブロック

を活用した整備などを推進します。

エ．漁港施設の高度衛生化の促進

安全･安心な水産物供給のために、荷捌き施設の衛生化と管理体制の充実を中心と

した取組を支援し、漁港の高度衛生化を促進します。

② 快適な漁村環境の創出

〔生活関連施設の適切な管理と魅力ある漁村空間の創出の促進〕

(1) 漁村生活施設等の適切な保全と漁村の整備

ア．生活排水処理施設の適切な維持･更新の支援

漁業集落の生活環境の改善と漁村生活の快適性を確保するために整備した生活排

水処理施設の適切な保全等を促進します。

イ．環境施設の適切な保全･管理

漁村の環境向上、景観の保持・美化など快適で潤いのある漁村環境を形成するため

整備した広場等の環境施設の適切な保全等を促進します。

ウ．文化･歴史に配慮した美しい漁村の整備

豊かな自然と伝統文化等の地域の特色を生かし、美しい漁村景観の保全や歴史的

施設の復元など、魅力ある漁村空間を形成する環境施設の整備を推進します。

(2) 漁村女性の活動促進

ア．女性グループ等の活動支援

男女共同参画社会形成の理念の下に、漁業における女性の役割を明確化するととも

に、経営力向上のための研修や加工、都市・漁村交流等の事業展開を支援します。ま

た、漁協女性部や漁村女性加工グループ、漁村女性指導士等の活動を支援します。

女性加工グループの活動

- 66 -

② 操業の安全確保

〔安全･安心な操業を確保する体制づくり〕

(1) 漁業無線局の維持と機能強化

ア．無線局機能の維持と強化

操業の安全を確保するため、油津漁業無線局の機能を維持・強化するとともに、漁協

等が運営する超短波漁業無線局の24時間聴取体制の維持を支援します。

イ．安全操業のための情報提供への支援

洋上での操業の安全性向上を図るため、油津漁業無線局による操業海域の気象・漁

況情報等の定時情報の提供を支援します。

(2) 海難事故防止対策の充実

ア．漁船救助支援システムの普及･活用

漁船からの転落情報を油津漁業無線局が瞬時に把握し、海中転落者の救助を迅速

に行うための漁船救助支援システムを有効に活用し、海難事故の被害軽減に努めま

す。

イ．海難事故防止の普及・啓発

海上保安庁、系統団体等関係機関と連携し、漁船の安全機器・器具・救命胴衣の着

用促進、研修会の開催等により、海難事故防止の普及・啓発を図ります。

ウ．漁船保険制度の普及・啓発

万が一の海難等の事故による漁業者の負担軽減のため、漁船保険への加入を促進

します。

２ 漁港・漁村の多面的機能の保全･強化

〔施設の適切な維持管理と機能強化による漁村づくり〕

① 漁港施設の機能保全と高度化

〔作業や入出港の安全確保と漁港機能の高度化の推進〕

(1) 漁港施設等の整備の促進

ア．港内静穏度の確保のための施設整備の促進

本県漁港は、全国の中でも厳しい海象条件下にあることから、漁業者の財産保全や

作業環境の向上を目的とした港内の静穏度確保のための防波堤等の整備を推進しま

す。

イ．航路の安全確保対策

漁業者が安心して出港、帰港ができるよう、漁港区域における航路維持に努めるなど

安全確保対策を推進します。

(2) 計画的な老朽化対策による施設の保全

ア．漁港施設の計画的な老朽化対策工事の実施

機能保全計画に基づき、漁港施設の計画的な維持・補修及び更新工事を実施する

とともに、更新コストの平準化・縮減を図ります。

イ．海岸保全施設の長寿命化計画の策定

更新コストの平準化による海岸保全施設の適切な保全を図るため、施設の機能診断

を行い、長寿命化計画を策定します。
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(3) 漁港施設等の機能の維持及び高度化

ア．就労作業の安全確保対策

就労作業の安全を確保するため、浮き桟橋等の漁港施設整備を推進します。

イ．プレジャーボート対策・放置艇対策の推進

漁船とプレジャーボートの漁港施設の利用調整を図り、漁港におけるプレジャーボー

トの放置等禁止区域の設定や許可制の導入を行うとともに、放置艇対策にも取り組むな

ど、秩序維持に取り組みます。

ウ．漁港水域を活用した増殖機能の向上

漁港内外の水域や施設は幼稚仔の生育や藻場の造成環境として有効であることか

ら、「宮崎県沿岸における藻場造成及び管理に関する指針」を踏まえ、幼稚仔の生育に

必要な餌料環境を向上させる増殖場の整備や藻類が付着しやすい構造を持つブロック

を活用した整備などを推進します。

エ．漁港施設の高度衛生化の促進

安全･安心な水産物供給のために、荷捌き施設の衛生化と管理体制の充実を中心と

した取組を支援し、漁港の高度衛生化を促進します。

② 快適な漁村環境の創出

〔生活関連施設の適切な管理と魅力ある漁村空間の創出の促進〕

(1) 漁村生活施設等の適切な保全と漁村の整備

ア．生活排水処理施設の適切な維持･更新の支援

漁業集落の生活環境の改善と漁村生活の快適性を確保するために整備した生活排

水処理施設の適切な保全等を促進します。

イ．環境施設の適切な保全･管理

漁村の環境向上、景観の保持・美化など快適で潤いのある漁村環境を形成するため
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ウ．文化･歴史に配慮した美しい漁村の整備
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施設の復元など、魅力ある漁村空間を形成する環境施設の整備を推進します。

(2) 漁村女性の活動促進
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男女共同参画社会形成の理念の下に、漁業における女性の役割を明確化するととも

に、経営力向上のための研修や加工、都市・漁村交流等の事業展開を支援します。ま

た、漁協女性部や漁村女性加工グループ、漁村女性指導士等の活動を支援します。

女性加工グループの活動
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② 操業の安全確保

〔安全･安心な操業を確保する体制づくり〕

(1) 漁業無線局の維持と機能強化

ア．無線局機能の維持と強化

操業の安全を確保するため、油津漁業無線局の機能を維持・強化するとともに、漁協

等が運営する超短波漁業無線局の24時間聴取体制の維持を支援します。

イ．安全操業のための情報提供への支援

洋上での操業の安全性向上を図るため、油津漁業無線局による操業海域の気象・漁

況情報等の定時情報の提供を支援します。

(2) 海難事故防止対策の充実

ア．漁船救助支援システムの普及･活用

漁船からの転落情報を油津漁業無線局が瞬時に把握し、海中転落者の救助を迅速

に行うための漁船救助支援システムを有効に活用し、海難事故の被害軽減に努めま

す。

イ．海難事故防止の普及・啓発

海上保安庁、系統団体等関係機関と連携し、漁船の安全機器・器具・救命胴衣の着

用促進、研修会の開催等により、海難事故防止の普及・啓発を図ります。

ウ．漁船保険制度の普及・啓発

万が一の海難等の事故による漁業者の負担軽減のため、漁船保険への加入を促進

します。

２ 漁港・漁村の多面的機能の保全･強化

〔施設の適切な維持管理と機能強化による漁村づくり〕

① 漁港施設の機能保全と高度化

〔作業や入出港の安全確保と漁港機能の高度化の推進〕

(1) 漁港施設等の整備の促進

ア．港内静穏度の確保のための施設整備の促進

本県漁港は、全国の中でも厳しい海象条件下にあることから、漁業者の財産保全や

作業環境の向上を目的とした港内の静穏度確保のための防波堤等の整備を推進しま

す。

イ．航路の安全確保対策

漁業者が安心して出港、帰港ができるよう、漁港区域における航路維持に努めるなど

安全確保対策を推進します。

(2) 計画的な老朽化対策による施設の保全

ア．漁港施設の計画的な老朽化対策工事の実施

機能保全計画に基づき、漁港施設の計画的な維持・補修及び更新工事を実施する

とともに、更新コストの平準化・縮減を図ります。

イ．海岸保全施設の長寿命化計画の策定

更新コストの平準化による海岸保全施設の適切な保全を図るため、施設の機能診断

を行い、長寿命化計画を策定します。
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<数値目標>５年後の目標

指 標 単位 H26(基準) H32(目標)

漁港整備(静穏度対策)箇所数(累計) 箇所 5 9

地震・津波対策実施漁港数(累計) 箇所 8 10

海岸保全施設長寿命計画策定箇所数(累 箇所 - 21

計)

水域利用協議会設置漁港数(累計) 箇所 21 23

流通拠点漁港の高度衛生管理基準達成箇 箇所 4 6

所数

漁業体験の開催件数 件 35 50

小中学校において取り組んだ水産業学習 件 3 15

の実施件数（累計）
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③ 県民への水産業・漁村の理解促進

〔様々な交流活動の推進による水産サポーターづくりの促進〕

(1) 地域活動の促進

ア．漁業への理解の促進

県民や小中学生に対する水産業・漁村の理解を促進するため、優れた知識・技術及

び豊かな経験を有する漁業者の地域活動を促進します。

イ．ブルーツーリズム活動の促進

漁家所得の向上と地域の活性化を図るため、観光等の地域資源を活用した漁業経

営の取組を促進します。観光等の他産業との連携を図りながら地域資源を活用して地

域の所得・雇用機会の確保に努め、地域の活性化に繋げる取組を促進します。

(2) 食育・地産地消の推進

ア．小中学校での食育の促進

水産物に対する興味や理解を深めるため、「宮崎県食育・地産地消推進計画」に基

づく魚市場見学や魚料理など体験活動の実施や、学校給食への地元水産物の活用を

促進します。

イ．地元水産物に対する理解を深める地産地消の促進

本県で水揚げされる魚や料理法の紹介、取扱店等についての情報提供、イベント等

を通して、県民に対する地元水産物のＰＲ及び地産地消を促進します。

(3) 水産業・漁村の魅力や良さの啓発・ＰＲ

ア．小中学生に対する漁業体験学習等の実施

小中学生への学習会の実施や社会科資料の提供、漁業体験教室の開催などによ

り、漁業の魅力の理解促進を図ります。

漁業士による水産教室

イ．各種イベントへの参加等による水産業・漁村への理解を深める取組の促進

水産物の安定供給のほか、漁業・漁村の景観の保全や、漁村文化の伝承など水産

業･漁村が持つ多面的な機能の理解促進を図るため、漁業士や関係機関等と連携し、

各種イベントへの参加等を促進します。
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