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第４節 本県水産業の成長産業化への動き

１ 漁業の構造改革

漁船の高船齢化や燃油価格の高騰が問題となる中、本県では、漁業の収益性向上の取

組として国の事業を活用した高収益型漁業モデルの実証を推進しています。

かつお・まぐろ漁業では漁船の小型化や操業形態の変更など、まき網漁業では運搬機能

付き網船やフィッシュポンプの導入などによる実証が行われており、収益性の向上が認めら

れるなど、漁業の抜本的な改革に向けた取組が進展しています。また、沿岸漁業や養殖業

の高収益型漁業への転換についても、複合経営や新たな漁具の導入などを推進していま

す。今後は同様の漁業モデルの普及による収益性の向上が期待されます。

<高収益型漁業モデルの実施件数(R1現在)> <まき網漁業の構造改革(フィッシュポンプの導入)>

(出典；宮崎県調べ)

２ 水産物の海外輸出

本県の水産物の輸出は、企業による養殖魚を主体に増加傾向で推移しており、これに加

えて近年は、系統団体等による輸出の取組が進められ、アジアやアフリカ向けの冷凍サバや

アメリカ向けの冷凍養殖ブリの輸出が増加しています。

<本県の水産物輸出の推移>

(出典；宮崎県調べ)

輸出の主体となっている養殖業については、平成30年12月に「宮崎県海面養殖振興方

針」を策定し、大規模経営体と小規模経営体のそれぞれの特徴や課題を踏まえた対策を推
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進することにより海面養殖業の成長産業化を図ることとしています。このような中、大規模か

つ省力化生産を可能とする「大規模沖合養殖システム」の実用化を目指した実証試験が開

始されるなど、生産性の向上により今後も輸出の増加が期待されます。

また、国は令和２年７月に「養殖業成長産業化総合戦略」を策定し、戦略的養殖品目とし

てブリ類などを指定した上で、ブリ類については生産量を平成29年の14万トンから令和12年

には24万トンに増やすことを目標としており、更には輸出額を平成29年の160億円から令和1

2年には1,600億円に増やす目標を立てています。

その他、平成25年から販売を開始した「宮崎キャビア1983」は、国産で唯一の本格キャビ

アとして国内で高い評価を得ており、平成29年には国産キャビアとして初めて輸出を実現し

ています。更には平成31年４月に対米HACCP加工場としての認定を受けており、今後の更

なる輸出拡大が期待されます。

３ 水産物のフードビジネス

本県水産物のフードビジネス（おさかなビジネス）については、県、県漁連、加工業者等か

ら構成される県産水産物販売促進会議を中心とした新たな加工流通販売体制を構築し、大

手食品メーカー等と連携した商品開発に取り組んできました。また、シーフードショーやスー

パーマーケットトレードショー等大規模な商談会出展により、新たな販路開拓に向けた取組

を支援してきました。このような取組等により、系統団体の水産物の販売額は順調に伸びて

いる状況にあります。

<県産水産物販売促進会議を中心とした商品開発・加工販売の実施（サメ類）>
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地域的な取組としては、県南の定置網で漁獲されたマアジのうち、一定の基準を満たした

ものを「めいつ美々鯵」としてブランド化するとともに、自動脂質測定器の導入による生産体

制の強化に取り組んでおり、その効果は単価の上昇として現れています。

また、平成29年から水産試験場においてフードオープンラボの運用を開始し、水産加工

業者が時代のニーズに合った製品を開発する上での支援を行っています。

〈シーフードショーへの出展> <県漁連の水産物の販売実績>

(出典；宮崎県調べ)

<めいつ美々鯵の自動脂質測定器> <フードオープンラボを活用した商品開発>

４ スマート水産業

本県では、漁獲機会の増加や操業の効率化等による漁業者の収益向上を目的として、ＩＣ

Ｔ技術等を活用した高精度で漁業者が利用しやすい海況情報等を提供する「高度漁海況

情報サービスシステム」を構築しており、そのアクセス件数（Web）は平成23年度の約８千５百

件から令和元年度は４万８千件に増加しています。このシステムでは、日ごとの水温情報や

潮の流れ情報を「海の天気図」として提供しており、更には水産分野で日本初の運用となる

海洋レーダーを整備し、平成31年４月から広域で高頻度（1時間ごと）の流れ情報等の提供

も開始しています。

また、県下の漁協等に日々水揚げされる水産物の情報や漁業者の操業情報といったデ

ータを一括管理・分析し、水産政策の高度化等を図ることを目的として平成29年に「水産情

報管理システム」を構築しました。更に平成30年からはこのシステムと関係漁協の販売システ

ムをネットワーク化し、「リアルデータ」の更なる高度利用を進めています。
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<高度漁海況情報サービスシステムへのアクセス件数（Web）>

(出典；宮崎県調べ)

<本県におけるスマート水産業の展開イメージ>

５ 水産物を巡る貿易交渉

(1) 拡大する水産物貿易

水産物は特に国際取引に仕向けられる割合の高い国際商材であり、世界の漁業・養殖業

生産量の３割以上が輸出に仕向けられています。また、輸送費の低下と流通技術の向上、
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人件費が安い国への加工場の移転、貿易自由化の進展等を背景として、世界の水産物輸

出入量は総じて増加傾向にあります。

また、食用水産物の国際取引価格は、国際的な需要の高まりを背景にリーマンショック後

の平成21年等を除いて上昇基調にあり(平成30年現在)、今後10年間についても若干低下す

る年はあるものの総じて高値で推移すると予測されています。

(2) 経済連携協定等に関する動き

多国間における貿易交渉の枠組みは、平成７年以降、GATTからWTO（世界貿易機関）

に引き継がれましたが、関係国間の意見の対立により調整が難航しており、近年は比較的合

意が得られやすい２か国間や特定地域における自由貿易協定（FTA）や経済連携協定（EP

A）が結ばれる動きが加速しています。

TPP（環太平洋パートナーシップ）は、平成27年10月に、交渉参加12か国の閣僚会合にお

いて、協定の大筋合意に至り、平成28年２月には参加12か国が協定への署名を行いました

が、平成29年１月の米国の離脱表明を受け、米国を除く11か国によりTPP11協定として平成3

0年12月に発効しました。

日EU・EPAは、平成25年４月に交渉が始まり、物品にかかる関税の削減・撤廃だけでなく、

サービス貿易、投資自由化、知的財産権等の分野を対象に４年以上の交渉期間を経て平

成29年７月に大枠合意に至り、平成30年７月に署名、平成31年２月に発効しました。

また、平成29年１月にTPPから離脱した米国との新たな日米貿易協定については、平成30

年９月に交渉が始まり、日本側が牛肉や豚肉など米国産農産品の関税をTPP水準まで引き

下げるなどで令和元年９月に大筋合意に至り、令和元年10月に署名、令和２年１月に発効し

ました。

<主な水産物の関税撤廃状況（輸出）>

TPP11 日EU・EPA 日米貿易協定
品目

現行関税率 合意内容 現行関税率 合意内容 現行関税率 合意内容
（関税撤廃） （関税撤廃） （関税撤廃）

ブリ(フィレ) 6～20％※ 即日撤廃 生鮮18％ 即日撤廃 無税 譲許なし
1 1 0 年目撤 冷凍15％

廃

キャビア 無税～ 3 4 即日撤廃 20％ 即日撤廃 15％
％

サバ 18％※2 即日撤廃 － － 無税

※１ チリ6％、メキシコ20％、ベトナム18％

※２ ベトナムの関税率

(出典：農林水産省公表データ)
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<主な水産物の関税撤廃状況（輸入）>

現 行 合意内容（関税撤廃）
品目

関税率 TPP11 日EU・EPA 日米貿易協定

マイワシ 10％ 生鮮は段階的に11年目 生鮮は段階的に11年目 譲許なし
冷凍は段階的に6年目 冷凍は段階的に9年目

アジ 10％ 段階的に16年目 段階的に16年目

サバ 生鮮10％ 段階的に16年目 段階的に16年目
冷凍7％

太平洋 3.5％ 段階的に11年目 段階的に11年目
クロマグロ

大西洋 3.5％ 生鮮・冷蔵は段階的に6年 生鮮・冷蔵は段階的に6年目
クロマグロ 目 冷凍は即日撤廃

冷凍は段階的に11年目

カツオ 3.5％ 即日撤廃 生鮮は即日撤廃
冷凍は段階的に4年目

キハダ 3.5％ 即日撤廃 即日撤廃

ビンナガ 3.5％ 段階的に6～11年目 生鮮は段階的に11年目
冷凍は段階的に9年目

キャビア 6.4％ 即日撤廃 即日撤廃

(出典：農林水産省公表データ)

(3) ＴＰＰ11及び日EU・EPAが漁業に及ぼす影響

国内における平成30年の漁業生産額は約１兆４千億円ですが、輸入額は約１兆７千億円

であり、国内生産を上回る規模となっています。

本県の主要魚種別にみると、マグロ類（クロマグロ）はTPP関係国の占める金額及び割合

が大きいものの、マグロ類は、国際的な資源管理機関によりその漁獲量や操業隻数等につ

いて管理されていることから、漁獲や輸入の急増が発生しにくい上、関税率も3.5％程度と低

いことから、関税撤廃による影響は限定的だと見込まれます。

アジ類やサバ類については、日EU・EPA関係国からの輸入割合が比較的高く、安価な輸

入品の流通によって、本県水産物の価格の下落や国産品消費の減少も懸念されます。

クロマグロ以外のマグロ類やカツオ、イワシ類については、TPP11関係国や日EU・EPA関

係国からの輸入金額が少ない、もしくは割合が低いため、影響が限定的と見込まれます。

一方、我が国の平成30年の輸出総額は2,873億円と輸入額の17％程度の金額となってい

ます。系統団体による冷凍サバの輸出先のひとつであるベトナムや県内企業によるブリフィレ

の主な輸出先となっているEU関係国では、これらの品目の関税が撤廃されることから、今

後、本県水産物の輸出拡大が期待できます。
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＜主な魚種別の国内生産額(H30)と輸入額(H30)の関係＞

単位：億円

かつお類 まぐろ類 いわし類 あじ類 さば類

くろまぐろ

国内生産額 a 608 1,237 191 760 279 501

うち本県 46 111 3 17 8 18

シェア(%) 7.6 9.0 1.6 2.2 2.9 3.6

輸入総額 b 52 910 110 0.4 32 160

うちTPP 国 0.3 94 88 0.2 0.2 0

シェア(%) 1 10 80 44 5 0

うち日EU・UPA 国 0.5 8 4 0.1 9 9

シェア(%) 1 1 4 30 29 6

b/a(%) 10.1 73.5 57.6 0 11.5 31.9

(出典：農林水産省公表データ、貿易統計)

(4) ＴＰＰ11及び日EU・EPAによる影響試算

国は、以下の考え方を基本にTPPの影響を品目ごとに試算し、TPP11については生産額

が約77億円～154億円、日EU・EPAについては生産額が43億円～86億円減少すると公表し

ています（平成29年12月）。本県の主要魚種における影響について同様の手法で試算した

結果、TPP11については生産額が約1.9億円～3.8億円、日EU・EPAについては生産額が約

2.1億円～4.2億円減少する結果となっています（平成30年１月）。

＜TPP11及び日EU・EPAの影響額試算（H30.1）＞

品目 TPP11 日EU・ＥPA

国 宮崎県 国 宮崎県

あじ 約8～16億円 約0.2～0.5億円 約8～16億円 約0.2～0.5億円

さば 約7～14億円 約0.2～0.4億円

いわし

かつお・まぐろ類 約46～93億円 約1.6～3.3億円 約28～56億円 約1.6～3.3億円

ほたて

たら 約4～7億円

いか・干しするめ 約19～38億円

さけ・ます類

合計 約77～154億円 約1.9～3.8億円 約43～86億円 約2.1～4.2億円

（出典：農林水産省公表データ、宮崎県調べ）

【試算の考え方】

・競合する国産品（加工向けのあじ、生鮮向けさば類、下級缶詰向けかつお・まぐろ類）の価

格は、関税削減相当分下落

・競合しない国産品（生鮮食用向けのあじ、加工向けさば類、生鮮・高級缶詰向けかつお・ま

ぐろ類）の価格は競合する国産品の価格低下率の半分の価格低下率で下落

(5) 国における「総合的なTPP等関連政策大綱」の策定

平成27年11月に策定された政策大綱については、平成29年に大筋合意に至ったTPP11

及び日EU・EPAや令和元年９月に大筋合意に至った日米貿易協定を踏まえ令和元年12月
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に改訂され、新たなグローバル・バリューチェーンの構築等が期待される中、TPP等を契機と

して「新輸出大国」や「持続的な成長」を目指し、地域の生産性向上や地域経済の活性化に

もつなげるための施策を総合的に実施することが盛り込まれています。

農林水産業では、強い農林水産業・農山漁村をつくりあげるため、我が国農林水産関係

の生産基盤を強化するとともに、新市場開拓を推進等、確実に再生産が可能となるよう万全

の施策を講じるとされており、水産業においては、資源管理に取り組みつつ、浜の広域的な

機能再編等を通じて持続可能な収益性の高い操業体制への転換を進めることにより水産業

の体質強化を図ることが盛り込まれています。

(6) 本県における対応

近年、船主の高齢化や漁船の高船齢化が進んでおり、新たな国際環境下において、持続

的に漁業を発展させるためには、収益性を改善しつつ、後継者への承継を進める必要があ

ります。しかしながら、燃油高騰に起因する既往債務等により漁業経営は厳しくなっており、

新たな投資が難しく、収益性が低い経営を余儀なくされています。

また、水産業を成長産業化するためには、国内の多様化する消費者ニーズの対応に加

え、TPP等を契機に水産物の輸出を促進していく必要があり、地域が新たな商品の開発や

販路拡大を担い、競争に打ち勝つことができる体制を構築する必要があることから、これまで

地域を担う中核的漁業者へのリース方式による漁船導入や生産性の向上、省力・省コスト化

に資する漁業用機器等の導入を推進してきました。

<リース方式による漁船導入・漁船用機器等導入の実施件数（H27～R１）>

(出典：宮崎県調べ)


