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宮崎県 島野浦圏域 総合水産基盤整備事業計画 

１．圏域の概要 

(1) 水産業の概要 

 

① 圏域内に位置する市町村および漁業協同組合の概要 

本圏域は本県北部にある延岡市の離島、島野浦島（延岡市島浦町）に位置する。

中小型まき網漁業及び海面養殖業を主とする地域で、北浦圏域と類似するが、本

圏域は海上交通に依存する離島であり、まき網漁獲物の多くは加工原料向け供給

となる等、流通上の立地条件が大きく異なる。 

圏域内には正組合員 194名、準組合員 14名、計 208名が属する島浦町漁業協同

組合があり、本圏域の漁業生産を担っている。 

 

② 主要漁業種類、主要魚種の生産量、資源量の状況 

島野浦圏域における主要漁業種類はまき網漁業で、中小型まき網漁業が属地陸揚

量の 8割近くを占める。その他、海面漁業で定置網漁業（大型、小型）などがある。 

 

主要漁業種類別属地陸揚量(R2) 

 

 

主要漁業種類が多獲性浮魚類を漁獲対象としたまき網漁業であることから、いわ

し類、さば類の属地生産量が 8割近くを占めるが、特にさば類やうるめいわしの生

産量が多い。 

 また、北浦圏域と同様、まき網の漁獲物を活かして持ち帰り、活魚として高単

トン 割合

中・小型まき網 8,470.4 82.1%

大型定置網 25.5 0.2%

小型定置網 15.2 0.1%

その他漁業 30.6 0.3%

魚類養殖 1,769.9 17.2%

合計 10,311.6 100.0%

R2
生産量
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価で出荷する取り組みも行われており、県外市場を主体に出荷を行っている。 

 

漁船漁業における主要魚種別属地陸揚量(R2) 

 

 

③ 水産物の流通・加工の状況 

本圏域の水産物流通は、島浦町の地方卸売市場への出荷がほとんどであり、まき

網による多獲性浮魚類の水揚げが多いことからまいわし最盛期前後では養殖餌料

向けの出荷も多かったが、現在は加工原料向け出荷が多くなっている。特に本地区

においては、島内の水産加工業における原魚需要がまとまった量がある他、県外水

産加工業者を含む大型冷凍倉庫も島内に所在し、離島という立地条件もあり、特有

の流通形態となっている。地域の加工業においては、いわし類の煮干し、丸干し、

さば節等を主体に、年間 1,000 トン前後の加工品が製造されており、雇用面も含

め、島内の重要産業となっている。 

 

④ 養殖業の状況 

海面養殖業では、人工種苗を用いたまだいや、ぶり・かんぱち等の養殖が行われ

ており、県外向けの活魚・鮮魚出荷が大半となっている。 

また、自社生産物の差別化を図るため、国産の人工種苗かんぱちを用いた「ひむ

か小町」などの商品が生産されている。 

 

⑤ 漁業経営体、漁業就業者（組合員等）の状況 

圏域における漁業経営体は 2018 年漁業センサスでは 45 経営体で、2008 年次の

59 経営体、2013 年次の 54 経営体と比較し減少が継続しているが、県全体と比較

すると減少率はやや低い。 

トン 割合

さば類 5,395.0 63.2%

うるめいわし 1,541.0 18.0%

むろあじ類 538.5 6.3%

かたくちいわし 331.5 3.9%

まいわし 210.8 2.5%

そうだがつお類 26.3 0.3%

その他の魚種 498.9 5.8%

合計 8,542.0 100.0%

魚種
生産量
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就業者数について、2018 年次では 135 人で、2008 年次の 231 人、2013 年次の

197人と比較し大幅な減少が継続しており、県全体と比較すると直近５年の減少が

顕著となっている。 

就業者のうち、60 歳以上の占める割合は 48.1%と県全体の値（45.4%）と比べや

や高い。 

 

⑥ 水産業の発展のための取組 

本圏域は離島である島野浦島単独で設定しているが、漁業への依存度が非常に高

い本地域の現況から、離島漁業再生支援交付金による地域活性化に取り組み、効率

化のための新たな漁業技術の導入や、周辺漁場の再開発、植林等の取り組みが行わ

れてきた。また、本県で最も早く衛生管理対策の充実した水揚げ荷さばき所を整備

するなど、地域独自の意欲ある取り組みが進められている。 

近年は漁船リース事業を活用した高性能漁船の導入など、生産基盤の強化や生産

力向上に取り組んでいる。 

また、市が中心となり、市内の全漁協、仲卸業者等が協力して「延岡市水産物産

地販売強化推進協議会」を設立し、量販店等と連携したＰＲイベント開催等による

水産物の販売拡大に取り組んでいる。 

 

⑦ 水産基盤整備に関する課題 

流通拠点漁港（島野浦漁港）における漁港の衛生管理対策として、衛生管理型

荷さばき所の整備が完了している。「漁港における衛生管理基準」レベル３を達成

するには、陸揚げ、荷さばき環境の清潔保持や人の管理などのソフト対策に加え、

定期的な調査・点検、記録の維持管理、情報提供体制など、総合的管理体制の確

立に向けた取組が必要である。 

小型船を用いた沿岸漁業では、はえ縄漁業、一本釣漁業、曳縄漁業等がその時々

の状況に応じて行われているが、近年の魚価の低迷、燃油価格の高止まりから、曳

縄漁業では確実な漁獲と計画的な操業が可能な浮魚礁漁場への依存度が高くなっ

ている。また、浮魚礁に特化したまぐろ類の活き餌を用いた釣漁業や浮魚礁付近で

のまぐろはえ縄漁業も行われており、浮魚礁漁場の計画的な更新による維持が不可

欠となっている。また、海洋環境の変化により中層型浮魚礁が想定以上に沈み込む

など効果を発揮しにくい状況になっていることから、表層型浮魚礁が利用する漁船

で混雑し、一部では操業に支障が生じている状況にあることから、中層型浮魚礁か

ら表層型浮魚礁への転換・再編が必要である。 

また、沿岸域では平成 10 年頃までに見られた大規模な藻場の衰退以降、植食動

物の過剰な採食により藻場が低水準で推移している。これを改善するためには、モ

ニタリング調査など実態把握に努めるとともに、日向灘海域藻場ビジョンに基づく



- 4 - 

 

ソフト・ハード一体となった取組が必要である。 

本圏域の水産基盤整備については、南海トラフ地震などの大規模地震・津波の 

発生が切迫しているため、漁港施設の地震・津波対策を推進しているが、被災後の

地域水産業の早期再開を可能にするためには、海岸保全施設の地震・津波対策を同

時に進め、更に被災後の地域水産業の早期再開を図るための体制を構築する必要が

ある。 

また、漁港漁場施設・漁業集落排水施設の適切な保全のため、計画的な老朽化対

策に努めているが、今後、老朽化の進行により事業費の増大が懸念される。 

 

⑧ 将来的な漁港機能の集約化 

市場業務の効率化を図るため、当圏域を含む県北部地域の産地市場の集約・拠点

化を検討することとしている。 

 

(2) 圏域設定の考え方 

① 圏域タイプ 流通拠点型 設定理由；圏域内には島野浦漁港の

みであり、圏域内の漁獲物は島浦町

漁業協同組合地方卸売市場に集約

され出荷される。 

② 圏域範囲 延岡市島浦町 設定理由；漁業形態など近隣の北浦

圏域と重複する点もあるが、流通面

など離島独自の部分もあることか

ら、別の圏域として設定する。 

③ 流通拠点漁港 島野浦漁港 設定理由；圏域内に一漁港のみであ

り、産地市場を有し、流通拠点漁港

としての条件を十分に満たす。 

今後は、定期的な水質検査の実施体

制等を整備し、高度衛生管理（L3）

を導入する 

防波堤や主要陸揚げ岸壁等の漁

港施設の地震・津波対策を県が実施

し、避難場所や避難路等の避難対策

を市が実施することとしており、こ

れらの対策により、漁業地域の生

命・財産の保全を図るとともに、流

通機能や地域経済の存続を図る。 
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２．圏域における水産基盤整備の基本方針 

（１）産地の生産力強化と輸出促進による水産業の成長産業化 

  ①拠点漁港等の生産・流通機能の強化 

ソフト対策の着実な実施により、衛生管理に対する総合的管理体制の確立に取

り組むとともに、生産・流通機能の強化を図るため、市場への ICTの導入を検討

する。 

また、南海トラフ地震などの大規模地震・津波により、流通機能や輸出機能な 

どが長期間停止する恐れがあるため、防波堤や岸壁等の耐震・耐津波対策および 

BCP訓練を実施するとともに、漁港利用者の避難対策として、市が実施する避難 

場所や避難路等の整備について計画的な事業実施を促す。 

 

  ②養殖生産拠点の形成 

市場ニーズに対応した養殖魚の出荷サイズや品質の安定化を図るため飼育環

境（給餌方法等）を統一したブランド魚の創出に取り組むとともに、餌や資材の

共同購入等の協業化や、空き漁場の有効活用等による養殖経営の合理化に取り組

む。また、優良形質を持った種苗の安定供給を行うため、高度化された種苗研究・

生産機関による種苗生産と供給体制の整備を推進する。 

④ 生産拠点漁港 該当なし 設定理由；－ 

⑤ 輸出拠点漁港 該当なし 設定理由；－ 

（令和３年） 

圏域の属地陸揚量(ﾄﾝ) 10,311.6  圏域の登録漁船隻数(隻) 144  

圏域の総漁港数 1  圏域内での輸出取扱量(ﾄﾝ) 0 

圏域で水産物の水揚実

績がある港湾数 

0   

 

 

当該圏域を含む養殖生産拠点地域名 宮崎県北部 

当該圏域を含む養殖生産拠点地域にお

ける主要対象魚種 

ぶり類、まだい 

当該圏域を含む養殖生産拠点地域にお

ける魚種別生産量（収穫量）(ﾄﾝ) 

ぶり類：4,206 トン 

まだい：1,026 トン 

当該圏域を含む養殖生産拠点地域にお

ける魚種別海面養殖業産出額(百万円) 

ぶり類：3,573 百万円 

まだい：713 百万円 
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（２）海洋環境の変化や災害リスクへの対応力強化による持続可能な漁業生産の確保 

  ①環境変化に適応した漁場生産力の強化 

漁業者の依存度の高い浮魚礁については、計画的な更新を行うとともに、海

洋環境の変化によって中層型浮魚礁が想定以上に沈み込むなど効果を発揮しに

くい状況の改善と表層型浮魚礁の混雑緩和を解消するため、中層型から表層型

への転換・再編を行い、更なる生産性の向上を図る。 

藻場再生については、県内各地で行われている水産多面的機能発揮対策の取組

と同様に、モニタリングにより圏域内の実態把握を行い、ソフト対策を主体とし

た対策を実施する。 

 

 ②災害リスクへの対応力強化 

 本圏域では、南海トラフ地震など、大規模地震・津波の発生が切迫し、漁場か 

ら陸揚げ、加工・流通に至る水産業として一体的に機能する地域の安全・安心の 

確保と被災後の地域水産業の早期再開を可能にする事前対策が急務となってい 

る。 

また、老朽化が進行する漁港漁場施設、漁業集落排水施設について、補修・更 

新等の機能保全対策における更新需要の増大が懸念される。 

 

本圏域の地震・津波対策については、流通拠点漁港（島野浦漁港）の防波堤や 

岸壁の耐震・耐津波対策を実施し離島航路を確保する。併せて、被災後の地域水

産業の早期再開を図る取組みとして、漁協と連携し島野浦地区事業継続計画

（BCP）に基づき BCP訓練を実施する。 

また、老朽化対策については、事後保全型から予防保全型への転換や機能保全 

計画の見直しを実施し、ライフサイクルコストの低減を図り必要な機能を確保す 

る。 

 

（３）「海業」振興と多様な担い手の活躍による漁村の魅力と所得の向上 

  ①「海業」による漁村の活性化 

漁村の活性化を図るため、導入しているプレジャーボートの許可制度を活用

し、漁業と海洋レクレーション交流人口の増加を図り、有効な漁港施設の活用

を図る。 

 

  ②地域の水産業を支える多様な人材の活躍 

本圏域では、衛生管理荷さばき所の整備は完了しているが、荷さばき所を囲む

進入防止柵が老朽化し、進入防止としての機能が低下しており、害獣の侵入によ

り漁業従事者や取扱う漁獲物への危害など、就労環境が悪い状況にある。 
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このため、荷さばき所を囲む進入防止柵の改修を行い、女性など多様な人材が

安全で働きやすい環境づくりを推進する。 

漁業集落排水施設については、既に整備済みであるが、今後、老朽化対策や施 

設の耐震化及び管路等の液状化対策等については、市が事業主体となって整備す 

ることとなるため、県としては、計画的な事業実施を促す必要がある。 

３．目標達成のための具体的な施策 

（１）産地の生産力強化と輸出促進による水産業の成長産業化 

  ①拠点漁港等の生産・流通機能の強化 

地区名 主要対策 事業名 漁港・港湾名 種別 流通拠点 

      

・衛生管理に対する総合的管理体制の確立に向け、必要となるソフト対策の実施 

 

  ②養殖生産拠点の形成 

地区名 主要対策 事業名 漁港・漁場名 種別 流通拠点 

 養殖拠点 水産生産基

盤整備事業 

   

・優良な種苗を安定供給できる種苗研究・生産機関整備の検討 

 

 

（２）海洋環境の変化や災害リスクへの対応力強化による持続可能な漁業生産の確保 

  ①環境変化に適応した漁場生産力の強化 

地区名 主要対策 事業名 

日向灘海域 環境変化 水産環境整備事業 

日向灘沿岸 藻場・干潟 水産環境整備事業 

・日向灘海域地区の漁場利用の円滑化と生産力向上を図るため、浮魚礁再編による沖

合漁場の整備 

・水産多面的発揮対策による活動グループの藻場保全活動の支援 

  ②災害リスクへの対応力強化 

地区名 主要対策 事業名 漁港名 種別 流通拠点 

島野浦 安全・安心 

早期再開 

漁港施設機能強化事業 島野浦 ３ 〇 

宮崎県 予防保全 水産物供給基盤機能保全

事業 

島野浦 ３ 〇 

・南海トラフ地震などの大規模地震・津波による陸揚げの長期停止に対応するため、

外郭施設や主要陸揚げ岸壁を整備。 
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・事後保全型から予防保全型への転換や機能保全計画の見直しを実施し、ライフサイ 

クルコストの低減を図り必要な機能を確保 

（３）「海業」振興と多様な担い手の活躍による漁村の魅力と所得の向上 

  ①「海業」による漁村の活性化 

地区名 主要対策 事業名 漁港名 種別 流通拠点 

      

 

  ②地域の水産業を支える多様な人材の活躍 

地区名 主要対策 事業名 漁港名 種別 流通拠点 

      

・荷さばき所を囲む進入防止柵の改修 

・漁業集落排水事業の市町村への周知及び活用により、集落排水施設の計画的な更

新、耐震化、液状化対策を促進 

 

 

 

５．水産物流通圏域図 

  別添参照 

 

   

 

   

 

 

４．環境への配慮事項 

・防波堤の津波対策では、防波堤背後に捨石マウンドを付加することで（粘り強い

構造）、水生生物生息域の拡大に寄与し増殖効果を向上させる。 

 



-

【宮崎県】 水産物流通圏域図 ①北浦圏域
流通拠点（一般）型

流通拠点：北浦漁港(4)
圏域総陸揚量：３９，６１６トン
圏域総陸揚金額：５１億円
漁港１港 港湾１港

②島野浦圏域
流通拠点(一般）型

流通拠点：島野浦漁港(3)
圏域総陸揚量：１０，３１２トン
圏域総陸揚金額：２４億円
漁港１港 港湾０港

③延岡・門川圏域
生産力向上型

圏域総陸揚量：１，９５１トン

圏域総陸揚金額：１０億円
漁港３港、港湾２港

④児湯・宮崎圏域
生産力向上型

流通拠点：川南漁港(2)
圏域総陸揚量：７１９トン
圏域総陸揚金額：５億円
漁港５港、港湾２港

港湾域

☆

☆

☆

☆

☆

○

○

●

●

◆

☆

○

○

○

○

○

●

☆

☆

○

○

○

○

◆☆
○福島高松漁港(1)

本城漁港(1)

宮之浦漁港

都井漁港(2)

市木漁港(1)

油津漁港(3)

青島漁港(2)

大堂津漁港(2)

目井津漁港(3)

鶯巣漁港(1)

野島漁港(1)

富土漁港(1)

宮浦漁港(1)

鵜戸漁港(1)

富田漁港(1)

門川漁港(3)

川南漁港(2)

都農漁港(1)

島野浦漁港(3)

南浦漁港(2)

土々呂漁港(3)

夫婦浦漁港(1)

福島港(地方)

細島港(重要)

◎

◎

⑤日南圏域
流通拠点（一般）型

流通拠点：油津漁港(3)
圏域総陸揚量：２，７６３トン
圏域総陸揚金額：２３億円

漁港６港、港湾０港

⑥南郷・串間圏域
流通拠点（一般）型

流通拠点：目井津漁港(3)
圏域総陸揚量：３，３０５トン

圏域総陸揚金額：１５億円
漁港７港、港湾２港

◎

◎

○

○

大量

大量

県外、県内

県外

県内

県内

県内

県外・県内

県外・県内

県外・県内

県外・県内

☆
美々津港(地方)

魚

魚

魚

☆県外、域内

北浦漁港(4)

県内

☆県内

延岡港(地方)

熊野江港(地方)

内海港(地方)

外浦港(地方)

宮崎港(重要)

☆

県外・県内・ＥＵ・

香港・東南アジア他

①

③

②

古江港(地方)


