
宮崎県海面養殖振興方針

平成３０年１２月２０日

農政水産部 漁村振興課



－ Ⅰ －

目 次

序章 方針策定にあたって ・・・・・ 1
１ 方針の策定趣旨 ・・・・・ 1
２ 方針の性格と役割 ・・・・・ 1
３ その他 ・・・・・ 2

第１章 本県の養殖業を取り巻く状況 ・・・・・ 3
１ 養殖生産の状況 ・・・・・ 3
（１）自然条件と本県養殖業 ・・・・・ 3
（２）本県養殖業の全国における位置 ・・・・・ 3
（３）本県養殖業の本県漁業における位置 ・・・・・ 4
（４）生産状況の概況 ・・・・・ 5
（５）経営安定に向けた取組状況等 ・・・・・ 7
（６）流通販売の状況 ・・・・・ 7
２ 生産構造 ・・・・・ 9
（１）経営体の動向 ・・・・・ 9
（２）生産動向 ・・・・・ 9
（３）経営の状況 ・・・・・14
（４）養殖漁場（区画漁業権）の免許状況等 ・・・・・14
３ 本県養殖業を取り巻く社会情勢 ・・・・・20
（１）生産調整と漁場改善及び資源管理の強化 ・・・・・20
（２）新たな国際環境下における輸出促進 ・・・・・21
（３）世界の養殖の状況 ・・・・・21
（４）消費と市場流通の変化 ・・・・・22
（５）養殖技術の革新 ・・・・・22

第２章 課題と振興の方向性 ・・・・・23
１ 現状と課題 ・・・・・23
（１）生産構造 ・・・・・23
（２）養殖対象種及び種苗供給体制 ・・・・・23
（３）本県海域の生産力及び生産体制 ・・・・・23
（４）経営環境 ・・・・・23
（５）生産物の販売 ・・・・・24
２ 振興の方向性（ポイント） ・・・・・24



－ Ⅱ －

第３章 取組の推進方向 ・・・・・25
１ 大規模経営体 ・・・・・25
（１）種苗の生産・供給 ・・・・・25
（２）養殖生産体制 ・・・・・25
（３）経営環境 ・・・・・25
（４）生産物の販売 ・・・・・26
２ 小規模経営体 ・・・・・26
（１）種苗の生産・供給 ・・・・・26
（２）養殖生産体制 ・・・・・26
（３）経営環境 ・・・・・26
（４）生産物の販売 ・・・・・27
３ その他 ・・・・・27
（１）他産業との連携 ・・・・・27
（２）漁場環境改善 ・・・・・27
（３）疾病対策 ・・・・・27
（４）新たな養殖対象魚種の導入 ・・・・・27

第４章 本県養殖業の目指す姿（将来像） ・・・・・29
１ 種苗研究・生産機関の体制整備 ・・・・・29
２ 小規模経営体の養殖事業の集約化 ・・・・・29
３ 本県海域の総合的な利活用の推進 ・・・・・29
４ 有利販売を見据えた取組の推進 ・・・・・29
５ 沖合養殖技術の高度化による新たな養殖システムの導入 ・・・・・29
６ 漁村地域の活性化 ・・・・・29



- 1 -

序章 方針策定にあたって

１ 方針の策定趣旨

本県の養殖業は、国民に対し健全な食生活に求められる水産物を供給し、豊かで安心

できる国民の生活の基盤を支えています。

また、本県の養殖生産額は、近年約 80 億円で推移しており、本県水産業の約 1/4 を占
める基幹漁業であるとともに、地域経済においても重要な基幹産業となっています。

しかし、養殖業をとりまく状況は、種苗価格や養殖用配合飼料等の生産コストの上昇

や、魚価の低迷等により経営環境が悪化しており、先行きが非常に厳しい状況にあると

ともに、世界規模で持続可能な養殖業の実現が求められる状況にあります。

一方、県内では大規模養殖経営体の事業拡大や輸出促進により、生産量は維持・拡大

方向にあります。

また、人工種苗の育種技術の革新や生産システムの開発が加速しており、今後、これ

までにない生産性の高い養殖が実現する可能性があるなど、大きな変革期にあります。

このような中、県では、平成 28年 6月に「第五次宮崎県水産業・漁村振興長期計画（後
期計画）」を策定し、「資源回復と経営力の強化による持続可能な水産業・漁村の構築」

を基本目標とした上で、高収益型漁業への転換や承継の促進により将来を担う漁業経営

体を確保する「未来へつなぐ漁業担い手プロジェクト」と生産と販売の最適化により本

県漁業生産力の最大化を図る「魅力ある水産業の構築プロジェクト」の 2 つの重点プロ
ジェクトを展開し、儲かる水産業・漁村の構築を加速させていくこととしています。

本方針では、養殖業を今後生産拡大が見込まれる成長産業の牽引分野と位置づけ、持

続可能な水産業・漁村を構築するため、本県養殖業が目指すべき将来像を創造するとと

もに、そのために必要となる取組を整理することとしました。

２ 方針の性格と役割

本方針は、宮崎県水産業・漁村振興長期計画(後期計画)の｢未来へつなぐ漁業担い手プ

ロジェクト｣及び「魅力ある水産業の構築プロジェクト」における海面養殖振興の方向性

を具現化したものであり、県内養殖業の生産構造の変化や輸出の拡大及び技術革新など、

大きく変化しつつある養殖業を取り巻く状況を踏まえ、今後 5 年間に取り組むべき施策
の方向性を提示しています。さらに、成長産業として飛躍的な発展を遂げた 10年後の本
県養殖業の姿を共有することによって、様々な立場の関係者の理解と意識の醸成を図り、

目標の実現を目指します。
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３ その他

今後、海面養殖業は技術革新により大きく変化していくことが予想されますが、変革

のスピードや規模が予測しがたいため、5 年後に取り組むべき施策の方向性について見
直しを行うこととします。
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第１章 本県の養殖業を取り巻く状況

１ 養殖生産の状況

（１）自然条件と本県養殖業

本県の海面養殖業は昭和 40年代から、冬期の高水温とブリ天然種苗の確保が容易で
あるという条件を背景にして内湾のある県北・県南部を中心に生産を拡大してきまし

た。

近年は、ブリ類の沖合養殖が拡大する一方で、内湾域でもブリ類のほか、マダイ、

シマアジ、マサバ等の養殖が行われ養殖魚種の複合化や多角化が進んでいます。

また、それぞれの地域において特徴ある養殖形態として発展し、県北部では家族経

営型の小規模養殖経営体※を中心にカンパチを主体としてブリやマダイ等を養殖する複

合魚種による養殖形態が中心となっています。県南部では、大規模養殖経営体※により

単一魚種を対象としてスケールメリットを生かした養殖形態となっています。

※ 本計画では 10 名以上雇用する養殖経営体を大規模養殖経営体、それ以下の雇用により養殖漁業

を営んでいる経営体を小規模養殖経営体とします。

（２）本県養殖業の全国における位置

平成 28年の本県の養殖生産量は、12,376トンで、全国生産量（1,032,507トン）の 1.2
％を占めています。

魚類別の養殖生産量において、ブリは 9,065 トンで、全国生産量（103,124 トン）の
8.8%を占め全国で 4 位、カンパチは 2,305 トンで、全国生産量（34,089 トン）の 6.8
％を占め全国で 6位となっており、ともに主要な生産県となっています。

高知※ H28年未公表のため H27年の値

（出典：平成28年漁業・養殖業生産統計）
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また、養殖生産額では、本県は 8,437 百万円で、全国（509,724 百万円）の 1.7%を
占めています。魚類別では、ブリ類は 7,230百万円の生産額を上げておりで全国（117,741
百万円）の 6.1%を占め全国 5位となっています。

（３）本県養殖業の本県漁業における位置

平成 28年養殖生産額は 8,437百万円で、海面漁業・養殖業生産額（34,049百万円）
の 24.8%を占めています
近年、本県養殖業は約 80 億円前後で推移しており、海面漁業のうち約 1/4 を占める

基幹漁業であるとともに、地域の基幹産業としても重要な位置を占めています。

（出典：平成28年漁業・養殖業生産統計）

（出典：漁業・養殖業生産統計） ※魚種別生産は一部推計を含む
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（４）生産状況の概況

①経営体数と養殖尾数

近年の養殖経営体数の推移では、平成 19 年の 51 経営体から平成 29 年には 38 経
営体に減少しています。

一方で、養殖尾数は平成 19 年以降増加傾向にあり、平成 29 年の養殖尾数は 595
万尾で、平成 19年（474万尾）と比較し約３割増加しています。
魚種別では、ブリは平成 29年に 234万尾で平成 19年（118万尾）の 2.0倍、マダ

イは平成 29年に 178万尾で平成 19年（111万尾）の 1.6倍に増加してますが、カン
パチは平成 29年に 147万尾で平成 19年(225万尾）の 0.7倍となり減少しています。

1 経営体あたりの養殖尾数では、カンパチは横ばいで推移しており、経営体の減
少に伴い、養殖尾数の割合が減少してます。また、ブリ及びマダイについては、大

規模養殖経営体による養殖規模の拡大や沖合への漁場拡大等により、養殖尾数は拡

大傾向にあります。
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②生産量と生産額

本県の生産量及び生産額の推移では、平成 28 年の生産量は平成 19 年と比較しブリ
は 1.5倍、マダイは 1.2倍に増加していますが、カンパチは 0.8倍と減少しています。
生産量全体では増減を繰り返しながら微増傾向となっていますが、生産額では魚価

の低迷により概ね横ばいで推移しています。

生産額の魚種構成では、平成 18年はカンパチが 54％、ブリが 28％でしたが、平成 27
年には割合が逆転し、ブリが 56 ％、カンパチが 30 ％になっています。マダイ等のそ
の他の魚種は 15％前後で推移していることから、依然としてブリ類が本県の主要養殖
対象種となっています。
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（５）経営安定に向けた取組状況等

①防疫対策

「宮崎県食の安全・安心推進条例」等に基づき、水産物の防疫体制の充実、飼育管

理体制の強化、水産用医薬品の適正使用の推進、養殖魚のトレーサビリティーの推進

に取り組んでいます。

具体的には、水産試験場による魚病巡回指導や養殖勉強会の開催による意識啓発等

を実施し、養殖における疾病のまん延防止、水産用医薬品の適正使用の指導を行い、

持続可能な養殖生産の確保を図っています。

②赤潮対策

有害赤潮による魚介類のへい死の発生、又は発生するおそれがある場合に、関係機

関が速やかに初動体制を確立し、被害の拡大防止を図ることを目的として「宮崎県赤

潮発生対応マニュアル」を策定し、万一の際に備えています。

近年、県内では赤潮による甚大な被害は発生していませんが、原因プランクトンの

存在は確認されており、注意が必要な状況にあります。

③配合飼料の価格動向

養魚用配合飼料の主原料である魚粉については、大半を輸入に頼っています。中国

をはじめとする世界的な需要増を背景に、魚粉の輸入価格は平成 22年前半に大きく上
昇し、以降も高値で推移しています。配合飼料の平均価格を見ると、平成 24年に 154,871
円/ﾄﾝでしたが、平成 28年には 190,417円/ﾄﾝとなり、約 2割上昇しています。
このため、県では漁業経営セーフティネット構築事業及び共済加入の促進により経

営安定化を図っています。

（６）流通販売の状況

本県養殖生産物の出荷先別割合について、県の推定値では、平成 27年生産量 12.9
千トンのうち、県内仕向けは 0.8 千トン（6.4%)で県外仕向けが 12.0 千トン(93.6%)
とほとんどの生産物が県外仕向けとして流通しています。

本県の養殖業者ではインテグレーション化が進展し、種苗調達から飼料、販売ま
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でを問屋、大手企業等の資本により行われています。

また、各養殖業者ではプライベートブランドの展開や、大規模養殖経営体では輸

出への取組拡大等、高収益型への取組が進んでいます。

※インテグレーション：一般的に垂直的統合を指し、生産、処理、販売の各段階の一部、または全部を

同一資本が系列化していること。

①小規模養殖経営体の販売戦略

各養殖経営体では、自社生産物の差別化を図るため、プライベートブランドを立

ち上げ販売を行っています。

焼酎滓を餌に混ぜ、魚肉の臭みを軽減することを目的に生産した「ほろ酔いカン

パチ」や、ヘベスやブドウの果皮乾燥粉末を給餌し、魚肉の臭みの軽減と褐変抑制

を目的とした「へべすぶり」や「五ヶ瀬ぶどうカンパチ～桜舞～」などの取組の他、

人工種苗を用いた国産カンパチを売りにしている「ひなた小町」、地元のまき網で漁

獲されたゴマサバを養殖した「八郎サバ」、無投薬で育てた養殖マサバの「ひむか本

サバ」など、各養殖経営体が様々な工夫を行っています。

②大規模養殖経営体の販売戦略

大規模養殖経営体では、販売力を生かしたプライベートブランドや、国際・国内

の認証制度を活用したプライベートブランドの確立を図っています。県内では、「黒

瀬ぶり」や「ｅ－カンパチ」などが例としてあげられます。その他、冷凍技術や加

工技術を活用した輸出が促進されており、平成 23年には香港、ＥＵが輸出先でした
が、平成 29 年には、香港、ＥＵの他、タイ、台湾、韓国など 15 カ国・地域にまで
輸出先が増加しています。

年度 輸出先

Ｈ 23 香港、ＥＵ

Ｈ 24 香港、ＥＵ、韓国、ロシア

Ｈ 25 香港、シンガポール、台湾、ＥＵ、韓国

Ｈ 26 香港、ＥＵ、マレーシア、オーストラリア、ベトナム、タイ、韓国、
中国、台湾、インドネシア、シンガポール

Ｈ 27 香港、ＥＵ、タイ、台湾、韓国、ベトナム、マレーシア、ドバイ、オ
ーストラリア、中国、シンガポール、ノルウェー、インドネシア、ロ
シア

Ｈ 28 香港、ＥＵ、タイ、台湾、韓国、ベトナム、マレーシア、ドバイ、オ
ーストラリア、中国、シンガポール、ノルウェー、インドネシア、ロ
シア、モルディブ

Ｈ 29 香港、ＥＵ、タイ、台湾、韓国、ベトナム、マレーシア、ドバイ、
中国、シンガポール、スイス、インドネシア、ロシア、モルディブ、
アメリカ
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２ 生産構造

（１）経営体の動向

本県養殖経営体数の直近 10 年間の推移では、平成 19 年の 51 経営体から平成 29
年には 38経営体に減少しています。
地域別にみると、北浦漁協、島浦町漁協内での減少が著しく、小規模養殖経営体

の減少が大きくなっています。一方、県南では大規模養殖経営体である 2 経営体が
営んでいます。

（２）生産動向

①ブリ

○全国の需給動向

ブリの取扱数量は、平成 26年に国が示した養殖生産数量ガイドラインにより減少
しています。平均価格は増減を繰り返してしていますが、ガイドライン制定以降は

高値を維持しています。
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○本県の生産状況

ブリを対象とした養殖経営体数は平成 23 年の 22 経営体から、平成 28 年には 12
経営体に減少しています。1 経営体あたりの養殖尾数は、大規模養殖経営体の参入
と沖合への漁場拡大により平成 18 年と比較し平成 28 年は 1.9 倍に増加しています
が、推定平均単価では平成 25年以降堅調に推移しています。
大規模養殖経営体の中には輸出向けの増産を計画しているところもあり、平成 30

年 9月の漁業権切替に併せて新規漁場が設置される予定です。

○種苗の状況

本県ではブリ稚魚（モジャコ）が採捕されることから、養殖用種苗供給のための

ブリ稚魚採捕を目的として営む漁業について、知事により採捕が許可されています。

一方で、ブリ養殖に関しては昭和 50年代前半に養殖漁場の環境悪化等を背景とし
て環境管理を適切に行うため、関係県担当者会議において「ブリ養殖用種苗の採捕

・養殖・需給計画」を作成し、必要以上の稚魚を採捕しないための体制が整備され

ています。

近年のブリ稚魚の採捕尾数は減少傾向にあり、平成 28 年度は計画数量 1,140 千尾
に対し 774 千尾（67.9 ％）となっています。漁協販売データによると、モジャコの
平均価格は、約 5,000円／ kgで 1尾あたりの単価は 30円程度と推定されます。
一方、大規模養殖経営体では自社開発による人工種苗の生産が進んでおり、養殖

尾数の約半数が人工種苗となっています。
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②カンパチ

○全国の需給動向

カンパチの取扱数量は、平成 26年に国が示した養殖生産数量ガイドラインにより
大きく抑えられ減少傾向にあるものの、平成 28年夏以降、販売価格は下落傾向に転
じ、平成 29年度の池入れ尾数は大きく減少しており、今後の価格推移に注視が必要
です。

○本県の生産状況

カンパチを対象とした養殖経営体数は平成 18年の 35経営体から、平成 28年には
21経営体（約 7割）に減少しています。これに伴い、養殖尾数も平成 28年には 164
万尾（平成 19年比約 7割）に減少しています。
また、販売価格については、平成 23 年から 24 年にかけての魚価暴落以降、一旦

は回復しましたが、依然として価格の変動が大きく、不安定な状況となっています。
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○種苗の状況

カンパチ種苗は平成 28 年は全県で 685 千尾を池入れしていますが、66 ％を中国
産天然種苗に依存し、34 ％が人工種苗となっています。人工種苗は、一般財団法人
宮崎県水産振興協会の他、大学関連会社等の他県の種苗生産施設で生産され、県内

養殖業者に供給されています。なお、平成 28年の本県産人工種苗は全体の 7％程度
です。

また、種苗単価については、平成 28年の中国産天然種苗価格は 1尾あたり 596円
で、平成 23 年（495 円／尾）と比較し 1.2 倍に増加しており、コスト上昇の一因と
なっています。人工種苗の価格は 1 尾あたり 200 円程度で流通しており、人工種苗
の導入によるコスト削減が期待できることから、県では人工種苗の導入を推進して

いるところですが、県産の人工種苗については県内養殖業者のニーズに十分応えら

れておらず、早期種苗や健病性など種苗性の向上が求められています。

③マダイ

○全国の需給状況

マダイの取扱数量は、平成 26年に国が示した養殖生産数量ガイドラインにより減
少しています。平均単価は増減を繰り返してしていますが、ガイドライン制定以降

は上昇傾向にあります。
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○本県の生産状況

経営体数は増減を繰り返し平成 28年度は平成 20年度と比較し減少していますが、
養殖尾数は近年 200 万尾以上で安定しており、平成 28 年度は平成 19 年度の 1.8 倍
に増加し、推定平均単価も平成 22年以降は比較的安定して推移しています。
また、マダイ養殖を行っている経営体ではカンパチ養殖との複合養殖を実施して

いる経営体が多く、養殖尾数の約６割を大規模養殖経営体１社が占めている状況で

す。

○種苗の状況

マダイの種苗はすべて人工種苗であり、各経営体が県内外の種苗生産会社・機関

から、直接もしくは問屋を通じて購入しており、安定した種苗確保が可能となって

います。

なお、県内では平成 28年度に 189千尾が生産されています。

④シマアジ

○本県の生産状況等

経営体数は平成 19 年以降大きく減少しましたが、近年は横ばいとなっていま
す。養殖尾数は増加傾向にあり、それに伴って１経営体あたりの養殖尾数も同様

に増加傾向となっています。

経営形態としては、シマアジ主体で養殖するのではなく、多くはカンパチとの

複合養殖となっており、カンパチの不安定な価格のリスクヘッジとしてマダイや

シマアジの 1経営体あたりの養殖尾数が増加していると推察されます。
近年、シマアジの平均単価は概ね 1,400 円／ kg 前後で堅調に推移していました

が、平成 26 年以降、全国的に種苗導入尾数が急増し、平成 28 年 2 月以降下落傾
向にあり注視が必要です。
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（３）経営の状況

経営状況については個々の養殖業者により異なり、きめ細やかな分析が必要です

が、全体的には、販売単価の年変動が大きく経営が安定しない状況となっています。

経費内訳としては、餌飼料の割合が最も大きく 63.6 ％となっています。次いで種
苗代の割合が高く、ブリ類養殖では 11.1％、マサバ養殖で 20.1％、マダイ養殖で 6.1
％を占めている状況です（宮崎県漁村活性化推進機構調べ）。

（４）養殖漁場（区画漁業権）の免許状況等

漁業法に基づき免許される区画漁業権を行使することで養殖が営まれており、県

内で海面魚類養殖に関しては 16件の区画漁業権が免許されています。
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区画漁業権免許一覧（免許期間 H25.9.1～ H30.8.31）
免許番号 管理番号 漁業の名称 漁業権者

１－１A 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業除く) 北浦漁業協同組合
１－２ 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業除く) 北浦漁業協同組合
２－１ 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業除く) 北浦漁業協同組合
２－２ 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業除く) 北浦漁業協同組合

区第３号 ３ 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業除く) 北浦漁業協同組合
４－１ 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業除く) 北浦漁業協同組合
４－２ 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業除く) 北浦漁業協同組合
５－１ 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業除く) 島浦町漁業協同組合
５－２ 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業除く) 島浦町漁業協同組合
５－４マ くろまぐろ小割式養殖業 島浦町漁業協同組合

魚類小割式養殖業
（くろまぐろ小割式の区域以外はくろまぐろ小割式養殖業除く）

６－１A 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業除く) 島浦町漁業協同組合
６－２ 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業除く) 島浦町漁業協同組合
６－３ 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業除く) 島浦町漁業協同組合
６－４ 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業除く) 島浦町漁業協同組合
７－１ 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業除く) 延岡市漁業協同組合
７－２A 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業除く) 延岡市漁業協同組合
７－３ 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業除く) 延岡市漁業協同組合
７－４ 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業除く) 延岡市漁業協同組合
７－５ 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業除く) 延岡市漁業協同組合
７－６ 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業除く) 延岡市漁業協同組合
８－１A 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業除く) 延岡市漁業協同組合
８－２ 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業除く) 延岡市漁業協同組合
８－３A 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業除く) 延岡市漁業協同組合
８－４A 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業除く) 延岡市漁業協同組合

区第１０号 １０ 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業除く) 延岡市漁業協同組合
区第１１号 １１ 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業除く) 延岡市漁業協同組合

１２－１ 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業除く) 延岡市漁業協同組合
１２－２ 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業除く) 延岡市漁業協同組合
１２－３ 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業除く) 延岡市漁業協同組合
１３－１ 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業除く) 庵川・門川漁業協同組合
１３－２A 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業除く) 庵川・門川漁業協同組合
１３－３A 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業除く) 庵川・門川漁業協同組合
１３－４A 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業除く) 庵川・門川漁業協同組合
１４－１ 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業除く) 庵川・門川漁業協同組合
１４－２A 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業除く) 庵川・門川漁業協同組合

区第１５号 １５－１A 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業除く) 日向市漁業協同組合
１６－１A 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業除く) 串間市漁業協同組合
１６－２ 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業除く) 串間市漁業協同組合

区第２０号 ２０ くろまぐろ小割式養殖業 島浦町漁業協同組合

区第１号

区第２号

区第４号

区第５号

区第１２号

区第１６号

５－４A 島浦町漁業協同組合

区第６号

区第７号

区第８号

区第1３号

区第1４号
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区画漁業権免許一覧（免許期間 H30.9.1～ H35.8.31）

１－１A号 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業を除く)
１－１B号 貝類垂下式養殖業
１－２号 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業を除く)
２－１号 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業を除く)
２－２号 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業を除く)

区第３号 ３号 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業を除く)

４－１号 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業を除く)
４－２号 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業を除く)
５－１マ号 くろまぐろ小割式養殖業
５－１Ａ号 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業を除く)
５－２マ号 くろまぐろ小割式養殖業
５－２Ａ号 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業を除く)
５－３号 藻類養殖業
５－４マ号 くろまぐろ小割式養殖業
５－４A号 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業を除く）
６－１A号 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業を除く)
６－１B号 貝類垂下式養殖業
６－２号 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業を除く)
６－３号 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業を除く)
６－４号 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業を除く)
７－１号 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業を除く)
７－２A号 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業を除く)
７－２B号 貝類垂下式養殖業
７－３号 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業を除く)
７－４号 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業を除く)
７－５号 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業を除く)
７－６号 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業を除く)
７－７号 貝類・ほや垂下式養殖業

８－１A号 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業を除く)
８－１B号 貝類・ほや垂下式養殖業

８－２A号 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業を除く)
８－２B号 貝類垂下式養殖業
８－３A号 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業を除く)
８－３B号 貝類・ほや垂下式養殖業

８－４号 貝類・ほや垂下式養殖業

区第９号 ９号 真珠養殖業
１０－１Ａ号 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業を除く)
１０－１Ｂ号 貝類垂下式養殖業

管理番号 漁業の名称

区第５号

区第４号

区第２号

区第１号

免許番号

島浦町
漁業協同組合

島浦町
漁業協同組合

延岡市
漁業協同組合

延岡市
漁業協同組合

区第１０号

区第８号

区第７号

区第６号

漁業権者

北浦
漁業協同組合

北浦
漁業協同組合

北浦
漁業協同組合

北浦
漁業協同組合

藤堂真珠
延岡市

漁業協同組合



- 17 -

１１－１Ａ号 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業を除く)
１１－１Ｂ号 貝類垂下式養殖業
１２－１Ａ号 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業を除く)
１２－１Ｂ号 貝類垂下式養殖業
１２－２Ａ号 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業を除く)
１２－２Ｂ号 貝類垂下式養殖業
１３－１号 貝類垂下式養殖業
１３－２A号 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業を除く)
１３－２B号 貝類垂下式養殖業
１３－３A号 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業を除く)

１３－３B号 貝類垂下式養殖業

１３－４A号 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業を除く)

１３－４B号 貝類垂下式養殖業

１４－１号 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業を除く)

１４－２A号 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業を除く)

１４－２B号 貝類垂下式養殖業

１５－１A号 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業を除く)

１５－１B号 貝類垂下式養殖業

区第１６号 １６号 貝類垂下式養殖業

区第１７号 １７号 藻類養殖業

区第１８号 １８号 貝類垂下式養殖業

１９－１号 藻類養殖業

１９－２号 藻類養殖業

１９－３号 藻類養殖業

２０－１号 藻類養殖業

２０－２号 藻類養殖業

２１－１A号 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業を除く)

２１－１B号 貝類垂下式養殖業
２１－２号 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業を除く)
２１－３号 魚類小割式養殖業（くろまぐろ小割式養殖業を除く)

区第２１号

区第２０号

区第１９号

区第１５号

区第１４号

区第１３号

区第１２号

区第１１号
延岡市

漁業協同組合

延岡市
漁業協同組合

庵川・門川
漁業協同組合

串間市
漁業協同組合

免許番号 管理番号 漁業の名称 漁業権者

日向市
漁業協同組合

宮崎市
漁業協同組合
日南市

漁業協同組合
南郷

漁業協同組合

南郷
漁業協同組合

外浦
漁業協同組合

庵川・門川
漁業協同組合
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①養殖施設面積の動向

平成 11 年以降の養殖施設面積の推移では、平成 21 年まで経営体数の減少に伴い減
少傾向を示しました。平成 23年に串間市で新たな漁場が設定されたことにより同面積
が増加しましたが、近年は約 100,000㎡でほぼ横ばいで推移しています。
また、1 経営体あたりの同面積は平成 11 年と比較し増加傾向にありましたが、直近

年は約 2,500㎡で推移しています。

県内養殖施設面積の推移 １経営体あたりの養殖施設面積の推移

1 経営体あたりの同面積を地区別にみると、小規模養殖経営体で占められる北浦地
区においては、微増傾向にあります。

また、串間地区では大規模養殖経営体の漁場拡大により、同面積は堅調に増加傾向

を示しており、平成 28 年は平成 11 年の 3 倍に拡大しています。さらに、串間地区で
は平成 30年 9月の漁業権更新に合わせ漁場拡大の計画があることから今後も増加傾向
にあることが推察されます。

１経営体あたりの養殖施設面積の推移 １経営体あたりの養殖施設面積の推移

（北浦漁協） （串間市漁協）

②養殖漁場の動向

区画漁業権の使用率（使用面積／漁場面積）は、平成 11年の平均 29％から平成 28
年には 18％に減少しています。
区画漁業権ごとの使用率では、沖合漁場を拡大し、ブリ類の飼育尾数が増加してい

る区第 16号では平成 28年の使用率は 96％となっており、漁場は飽和状態となってい
ます。
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一方、他の地区では、比較的漁場に余裕のある状況となっています。特徴的なもの

として区第 1号から区第 3号（市振、宮浦地区）では使用面積が減少しているものの、
区 4 号（阿蘇地区）では横ばいとなっています。また、区第 5 号では、マダイ、ブリ
の使用面積が増加していますが、全体では使用面積はほぼ横ばいで推移してます。
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３ 本県養殖業を取り巻く社会情勢

（１）生産調整と漁場改善及び資源管理の強化

①養殖数量ガイドライン

日本の水産物消費量が減少傾向を続ける中、世界の水産物需要は増加傾向となって

おり、養殖業においては、安全・安心の確保、生産の効率化を進める努力とともに、

海外市場等の新たな販路を開拓していくことが重要となっています。

一方、養殖魚の価格は、国内の需給バランスが崩れると急落し、養殖業の経営のみ

ならず、地域の経済全体に大きな影響を及ぼしており、このような状況の中、国にお

いては、国内向けには需要に見合った安定的な供給を行いながら、輸出向け数量を拡

大し、養殖業の発展を図ろうとする需要に見合った養殖生産に取り組むため、平成 26
年度から養殖生産数量ガイドラインを定めており、このガイドラインにより養殖尾数

（活込数量）について一定以上の削減が示されています。

②漁場改善計画の策定と遵守

本県では養殖漁場の環境を改善し持続的な養殖生産を可能とするため、持続的養殖

生産確保法に基づき、県内の 5 地域において漁場改善計画を策定しています。策定し
た漁場改善計画には、対象となる水産動植物の種類、漁場改善の目標のほか、目標を

達成するために必要な措置について規定しているところです。

具体的には、漁場の利用に関して、単年度に計画漁場内に池入れする魚種別の尾数

の上限を、基準年の池入尾数から 5％又は 10％削減した適正養殖可能尾数として明記
することで、漁場環境への負荷の軽減に努めています。

また、平成 24年より開始された国の収入安定対策事業では、漁場改善に取り組む漁
業者に対して、漁業共済制度を活用した経営安定の支援を行ってきており、当該制度

を利用するためには、漁場改善計画に定められた適正養殖可能尾数を遵守する必要が

あります。

表 漁場改善計画の策定状況と収入安定対策事業の利用状況

地区名 北浦 延岡 島野浦 門川 串間 計

漁場改善計画数 1 1 1 1 1 5
収入安定対策利用者 15/16 1/2 3/7 3/11 2/2 24/38

③クロマグロ漁業権

クロマグロ養殖業については、まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置

法（平成８年法律第 101 号）第２条に基づく基本方針（平成８年 10 月 28 日農林水産
省公表）及び「くろまぐろを対象とする養殖の実態把握に必要な資料の提出について」

（平成 22年 7月 29日付け 22水推第 451号）に基づき、クロマグロを対象とする養殖
場を国に報告するとともに、クロマグロ養殖業者に対して養殖実績の提出を求め、そ

の取りまとめ結果を毎年 3月に公表するなど管理体制が強化されています。
本県では区第 5号において、中間育成を目的とした区画漁業権が免許されています。
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（２）新たな国際環境下における輸出促進

貿易交渉における直近の動きとして、平成 29年 7月に日 EU・EPAが大枠合意す
るなど、我が国の水産業は新たな国際環境下で対応していかなければなりません。

大枠合意では、EU 側の関税について、牛肉、茶、水産物などの輸出重点品目を
含め、ほぼすべての品目で関税撤廃を獲得し、EU の 5 億人の市場に向けた我が国
農林水産物の輸出促進への環境が整備されました。

国においては、農林水産業の国際競争力を強化し、輸出産業への成長を目指した

強い農林水産業の構築のため、「総合的な TPP 関連政策大綱」に基づき体質強化対
策等、必要な施策が実施されることとなっています。

これを受けて、県としても輸出拡大に向けた養殖規模拡大のための新規漁場の設

定、HACCP対応の加工場の設置支援等、適切に対応していく必要があります。

（３）世界の養殖の状況

2014年の FAO統計では、全世界のブリ類生産量は 15万 7,000トンとされており、
日本で全世界の 80％以上を生産しています。
輸出量は 2008年以降伸びてきており、2015年には 7,940トン、輸出額は 138億円

に達しています。そのうち、対アメリカ輸出は 6,650 トン、90 億円余りを占めてい
ます。

このような状況下で、アメリカをはじめとする世界各国で、ブリ類養殖に対する

資本投入と研究開発が加速しており、世界各国でブリ類養殖が開始されています。

カンパチは、日本と中国が養殖対象としており、主に中国の海南島付近において

天然種苗が採捕され、日本へ養殖用種苗として輸出されています。中国での養殖に

ついては詳しい状況は不明です。

ヒレナガカンパチは、アメリカとメキシコが養殖対象としています。また、エク

アドルでも政府主導で本種の養殖の試験研究が始まっています。ヒレナガカンパチ

の養殖はハワイ島が発祥ですが、それを運営する会社は養殖場の制約と市場への距

離の問題から北西メキシコへ移転しています。

ヒラマサにおいても、アメリカ、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド、

南アフリカ、チリで養殖されています。

また、世界人口の増加が予想される中で、養殖水産物は貴重なタンパク源であり、

安定的な食糧供給の観点から増産が見込まれています。このため、養殖業を環境等

に配慮した持続可能な産業とすることが求められており、世界的にはその手段の一

つとして ASC（水産養殖管理協議会）や AEL(養殖エコラベル)の認証制度が普及し
ています。

国内では、この持続的な養殖の取組で ASC等の認証を受けている経営体は少ない
状況にありますが、県内では、ブリ類養殖において既に国際認証である ASCや AEL
を取得し、環境にやさしく、安全・安心、さらに地域社会にも配慮した養殖業に取

り組んでいる経営体があります。今後、輸出拡大や国内での有利販売につなげるに
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当たっては、グローバルスタンダードであるこれらの認証を活用していく必要があ

ります。

（４）消費と市場流通の変化

我が国における水産物の 1人あたり消費量は、平成 13年をピークとして減少して
きましたが、近年は下げ止まりの傾向にあります。水産物の消費の減少は消費者が

魚の調理が面倒と感じていることが原因の一つと考えられ、小売店で購入される魚

もラウンドではなく、切り身や加工品といった家庭での調理が簡便な物が増えてい

ます。

これらに対応するため、大規模経営体ではフィレ加工を行う加工場の整備が行わ

れています。

（５）養殖技術の革新

大型生け簀による飼育手法の開発や、プラットフォーム等からの自動給餌システ

ムの開発など、耐波性が高く生産性の向上につながる沖合養殖手法の技術開発が進

められています。今後、本県のように湾内の静穏域が少なく、海象条件の厳しい沖

合海域においても大規模な養殖が可能となる条件整備が図られつつあります。
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第２章 課題と振興の方向性

この章では、第 1 章で記載した養殖業を取り巻く状況について、現状と課題を整理す
るとともに、解決のための振興の方向性を記載します。

１ 現状と課題

（１）生産構造（経営体）

本県の養殖経営体は減少傾向にあり、経営規模別にみると、小規模経営体と大規

模経営体に２極化しており、大規模経営体では、沖合養殖場の拡大により経営規模

が拡大しており、小規模経営体では経営体数が減少しているものの、個々の経営規

模については拡大傾向が見られます。

（２）養殖対象種及び種苗供給体制

本県の養殖対象種は、ブリ、カンパチ、マダイ、シマアジの 4魚種で 9割を占め、
経営規模別では、大規模経営体ではブリ、マダイなどの単一魚種の養殖を行い、小

規模経営体ではカンパチを主体とした複合養殖を行っています。魚種別の養殖尾数

はブリ、マダイで増加傾向にあり、カンパチについては減少傾向にあります。さら

に、販売単価ではブリ、マダイで安定しているものの、カンパチ、シマアジについ

ては下落する傾向を示しています。

一方で、養殖用の種苗については、世界的にも持続的な養殖生産が求められる中

で、本県でもマダイ、シマアジについては全て人工種苗が利用され、ブリ、カンパ

チについても人工種苗への転換が進んでいますが、県内の種苗生産機関の供給は限

定的であり、安定した人工種苗の供給体制の確立が望まれています。

（３）本県海域の生産力及び生産体制

本県海域の漁場利用面積は、地域により差があるものの、使用可能な海域面積に

対する利用率は 4 割弱となり、空き漁場が散見されることから、海域の効率的な利
用が望まれる状況にあります。

一方で、これまでの養殖場は静穏度の高い湾内に限られていたため、本県養殖業

の発展に大きな障壁となってきましたが、近年、養殖システムの技術開発の進展に

より、これまで養殖ができなかった沖合海域でも、浮沈式養殖筏を使用することで

養殖が可能となっています。

（４）経営環境

養殖経費の大部分を占める飼料について、近年原料となる魚粉価格が高騰し、高

止まりしているため、生餌の価格高騰と合わせて養殖経営を圧迫している状況にあ

ります。また、販売価格については、平成 26年の養殖生産数量ガイドラインの制定
により、生産量の適正化が行われ、ブリ、マダイについては、その効果によって販

売価格が安定して推移しているものの、カンパチについては、その効果が見られず、
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販売価格は不安定な状況となっています。

（５）生産物の販売

大規模経営体では、平成 23年以降輸出に取り組んでおり、平成 29年度には香港、
EU など延べ 15 カ国・地域に輸出を行っていますが、輸出拡大には、養殖システム
の高度化による生産コスト削減と省力化、更に、輸送コストの低減による国際競争

力強化が課題となっています。

一方で、カンパチを主体とする複合養殖に取り組む小規模経営体では、プライベ

ートブランドによる付加価値向上と販売力の強化に取り組んでおり、単価向上など

一定の成果が得られていますが、生産ロットが限られているため、周年出荷への対

応が難しいなどの課題が見られます。

２ 振興の方向性（ポイント）

○大規模経営体を核とした地域振興

○小規模経営体の協業化等による収益向上

○育種技術の活用等による優良種苗の生産供給体制の構築（人工種苗導入促進）

○漁場の集約化及び有効利用の促進

○沖合海域の養殖場開発及び効率的な養殖生産システム開発の支援

○セーフティーネット（飼料）等への加入継続

○生産数量ガイドラインの遵守

○認知度及び価格向上対策

○地域毎の養殖生産と加工販売の最適モデルの構築

○輸出拡大に向けた環境整備

○養殖環境の保全

○魚類防疫対策

○新たな養殖への取組支援
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第３章 取組の推進方向

この章では、第 2 章で述べた課題と振興の方向性を踏まえた上で、本県の養殖業が今
後 5 年間で重点的に取り組むべき施策の方向性について、大規模経営体と小規模経営体
に区分して、項目別に記載します。

１ 大規模経営体

＜基本的な推進方向＞

大規模経営体では、沖合養殖場の拡大による輸出促進を図るため、沖合養殖技術

の高度化と輸出拡大に向けた環境整備を進めます。

（１）種苗の生産・供給

大規模養殖では、これまでブリ、マダイなど単一魚種の養殖を行うことで生産効

率を向上させてきました。今後、国際競争力の強化を図り輸出拡大を推進するため

に、育種技術を活用する等、高成長で病気に強く、高品質な種苗の開発を進めます。

また、輸出拡大に伴い優良形質を持つ人工種苗の需要拡大が予測されることから、

県内での優良な人工種苗の安定した生産・供給体制の構築を図ります。

【具体的取組内容】

水産試験場や民間との連携による技術の高度化及び効率化を図り、(一財)

宮崎県水産振興協会による県内養殖業者へのマダイ、カワハギ、カンパチ、

ブリ、シマアジ等の優良種苗の安定生産・供給体制を構築。

（２）養殖生産体制

本県海域の養殖生産力の拡大のため、これまでの沖合養殖システムに加え、災害

に強く、環境への影響が小さい沖合域での大規模養殖を推進し、国際競争力の強化

を図ります。

【具体的取組内容】

串間市で進められている国の技術開発事業を活用した大規模沖合養殖シス

テム開発プロジェクトに参画し、更なる生産性の向上につながる技術開発を

支援。さらに、国の実証事業を活用し、開発された技術の高度化を図り実用

化を推進。

（３）経営環境

漁業経営の安定に係る国の各種制度を積極的に活用し、経営の収益性改善と安定

化を図ります。

【具体的取組内容】

養殖生産数量ガイドラインや適正養殖可能数量の遵守と合わせ、国の施策

である漁業経営セーフティーネット事業や養殖共済の加入を支援。
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（４）生産物の販売

国際認証の取得、加工場の整備及び輸送コスト削減のための技術開発を推進し、

国際競争力の強化を図ります。

【具体的取組内容】

ASC 等の国際認証の取得や HACCP 等の輸出相手国の衛生基準に対応した
水産加工場の整備、海外輸送コスト削減のための冷凍輸送技術開発を支援。

２ 小規模経営体

＜基本的な推進方向＞

小規模経営体では、作業の協業化等を推進することで生産コストの削減等による

効率的な生産体制を構築し、収益性の改善を図ります。

（１）種苗の生産・供給

養殖経営における収益性改善のためには、高成長、耐病性、高品質などの優良形

質をもった種苗の安定供給が必要となることから、高度化された種苗研究・生産機

関による優良種苗の生産と供給体制の整備を推進します。

【具体的取組内容】

水産試験場や民間との連携による技術の高度化及び効率化を図り、(一財)

宮崎県水産振興協会による県内養殖業者へのマダイ、カワハギ、カンパチ、

ブリ、シマアジ等の優良種苗の安定生産・供給体制を構築。

（２）養殖生産体制

協業化や一次加工業者等も参画した各経営体の出資により新会社等を設立し、餌

や資材の一括購入等によるコスト削減や養殖作業の協業化により生産の効率性を高

め、さらに輸出を見据えた販売体制を構築し、収益性の向上を図ります。

【具体的取組内容】

国の実証事業を活用し、養殖業者、一次加工業者及び販売業者等が連携し

た先駆的な養殖生産・販売体制のモデルを構築し、小規模経営体の経営改善

を推進。

（３）経営環境

漁業経営の安定に係る国の各種制度を積極的に活用し、経営の収益性改善と安定

化を図ります。

【具体的取組内容】

養殖生産数量ガイドラインや適正養殖可能数量の遵守と合わせ、国の施策

である漁業経営セーフティーネット事業や養殖共済の加入を支援。
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（４）生産物の販売

プライベートブランド及び地域ブランド確立のための技術支援や、生産者と一次

加工・流通業者の連携した輸出拡大や国内向け販売の取組に対し支援を行い、価格

向上の対策に取り組みます。

【具体的取組内容】

鮮魚（ラウンド）や活魚による出荷を行ってきたカンパチ、ブリ等のプラ

イベートブランド魚の輸出拡大や国内向け販売の強化を図るため、一次加工

業者等と連携した商品（フィレ－やロイン等）の販売等を支援。

３ その他

（１）他産業との連携

養殖業の振興にあわせて、観光産業や農畜産業等、他産業との連携による「食」

のＰＲや養殖施設（加工場含む）の見学体験プログラムの創設など、地域産業が持

つポテンシャルを活かした取組を推進し、地域や都市住民との交流等による地域活

性化を図ります。

【具体的取組内容】

漁村地域の活性化策の一つとして、養殖場及び一次加工場の見学、さらに

地元水産物の「食」をパッケージにした観光ツアー等の創出を支援。

（２）漁場環境改善

持続的な養殖生産を確立するため、漁場改善計画の策定及び遵守に係る指導・支

援を実施するとともに、環境への影響が小さい沖合での養殖を推進します。

【具体的取組内容】

漁場管理者（漁協等）が主体となった水質調査や底質調査の実施体制を構

築し漁場環境を保全するとともに、水深が深く潮流が早い沖合域の養殖漁場

整備を推進。

（３）疾病対策

魚類防疫と養殖業における持続的な生産を確保することを目的として、魚病診断

・相談体制の充実を図り、疾病の早期発見に努め、疾病の蔓延を防止するとともに、

水産用医薬品の適正な使用を指導します。

【具体的取組内容】

これまで構築された魚病診断・相談・指導体制や各種情報について、より

効果的に運用するため、ＨＰでの情報発信等を推進。

（４）新たな養殖対象種の導入

副業的に取り組む新たな養殖対象種を導入した養殖については、ベンチャー事業

として位置づけ、漁村地域の活性化の取組として養殖技術支援を行うとともに、加

工・流通業者との連携を推進することで販売強化を支援します。
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【具体的取組内容】

カキ類やワカメ等の貝類・藻類養殖、その他新たな養殖の振興により地域

活性化を図るため、水産試験場及び振興局の連携による養殖技術指導を行う

とともに、地元の加工・流通業者や飲食業等とのサービス産業と連携した取

組を支援。
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第４章 本県養殖業の目指す姿（将来像）

この章では、第 3 章の取組の推進方向に示した、今後 5 年間に取り組むべき施策を展
開した後の、10 年後の本県養殖業の将来像を例示し、関係者で情報共有することで実現
へ向けた意識の醸成を図ります。

１ 種苗研究・生産機関の体制整備

民間の技術を活用して、県内養殖業者のニーズに対応した優良種苗を供給する種苗

研究・生産機関の体制整備を行い、県内養殖業者への高品質な種苗の安定供給を可能

にすることで、抜本的な生産コストを削減し、競争力のある養殖生産を実現します。

２ 小規模経営体の養殖事業の集約化

点在する小規模経営体の養殖事業を集約化し、養殖魚種ごとに養殖施設の共通・共

有化を図ることで、コスト削減による生産性の高い養殖事業を実現します。

３ 本県海域の総合的な利活用の推進

点在する養殖場を集約化することで養殖漁場の整理を行うとともに、新たな沖合養

殖システムを導入することで創出された新たな漁場に新規参入や既存業者の規模拡大

を促し、本県海域の総合的な利活用を図り、養殖生産量の拡大を実現します。

４ 有利販売を見据えた取組の推進

小規模経営体では、養殖事業の協業・共同化と契約生産の普及により地元加工業者

への原料の安定供給を図り、生産から加工・販売までのシステムを構築することで漁

村地域内での経済圏の確立を実現します。

一方、大規模経営体では養殖生産システムの技術革新と生産ロットの大型化により

コスト削減を図り、合わせて輸出拡大へ向けた加工場等の環境整備を推進し、国内外

への有利販売を実現します。

５ 沖合養殖技術の高度化による新たな養殖システムの導入

沖合養殖技術の進展により、本県沖合海域では大規模経営体を中心として、従来の

養殖システムに比べ、低コストで省力化の進んだ「大規模沖合養殖システム」が導入

され、ICT を活用した生産性の高い新たな養殖手法により、沖合漁場における養殖生
産量の拡大を実現します。

６ 漁村地域の活性化

沖合養殖場や加工場等の養殖関連施設が整備され、生産から加工・販売における経

済圏の確立と合わせ、観光産業等、他産業との連携による「食」のＰＲや養殖施設（加

工場含む）の見学体験プログラムの創設など新たなビジネスモデルの構築により、都

市住民との交流を図り、漁村地域の活性化を実現します。
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【10年後の本県養殖業の将来像】


