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第２章 基本目標とめざす将来像

１ 基本目標

ひなた魚ベーションで新たな波に乗り成長する水産業
イオ

考え方

今後も漁業経営体・就業者の減少が継続すると想定される中、水産業の成長産業化を実現

するためには、以下の課題があります。

① 漁業経営体の減少を抑制するとともに、本県水産業の強みである高い生産力を更に向上

していくなど、人口減少社会に対応した水産業の構築が必要です。

② その上で、水産物の世界的な需要増大を商機として輸出を強力に推進する等の対策とと

もに、漁業経営体の更なる収益向上が必要です。

③ 一方で、水産政策の改革に伴う資源管理の高度化や国際的な資源管理及び世界的な環

境保全の動向に対応し、水産資源の持続可能な利用管理を推進していく必要があります。

④ さらには、水産業・漁村の生産基盤として重要な漁港の防災対策や漁協系統組織の機能

強化を更に推進し、成長産業化を支える基盤の強化が必要です。

このような課題を克服するため、「ひなた魚ベーションで新たな波に乗り成長
イオ

する水産業」の実現を基本目標とします。

参 考

１．ひなた 魚 べーション
イオ

「ひなたイオベーション」とは、「イノベーション」と魚を意味する「いお」を組み合わせ、

更に「ひなた（みやざきの）」を加えたもので、「本県の水産業に関するイノベーション」を

意味する造語です。

２．イノベーション

イノベーションとは、生産技術の革新のほか、新商品の開発、新市場・新資源の開

拓、新しい経営組織の形成などを含む概念であり、社会に革新をもたらすような「新たな

創造」全般のことを言います。

３．いお

魚のこと。「魚」の訓読みは「うお」、「さかな」ですが、西日本では「いお」と呼ぶ所があ

り（主に漁村）、「うお」の語源とも言われる古い呼び方になります。
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４つのひなたイオベーション
．．

漁港の防災・減災対策の強化

と漁協系統組織の機能・基盤

強化、水産物の輸出促進を支

える生産・流通基盤の強化

〈イオベーションⅠ〉

生産環境の技術革新と多様化

〈イオベーションⅡ〉

経営体の高収益化と流通改革

〈イオベーションⅢ〉

水産資源の持続可能な利用管理

生産環境の技術革新による漁

業・養殖業の生産力の更なる

向上と多様な人材の確保・育

成体制の構築

構造改革等による経営体の高

収益化と輸出の促進等による

水産バリューチェーンの価値

の最大化

〈イオベーションⅣ〉

生産・流通基盤の強化

【新たな（社会の）波】

世界的な水産物の需要拡大

水産貿易の拡大

新型コロナウイルスの感染拡大

多様化する消費者のニーズ

国の水産政策の改革

内水面の資源回復・生態系保全

SDGs（持続可能な開発目標）
懸念される南海トラフ地震

HACCPに沿った衛生管理

人口減少社会の到来

外国人との共生社会

急激に進む技術革新（Society5.0）

水産政策の改革に伴う資源管

理の高度化への対応と県独自

の資源管理システム（みやざ

きモデル）の更なる高度化

～みやざき水産業の成長産業化を実現～
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２ めざす将来像

持続的に成長する水産業と多様性にあふれた魅力ある漁村

解説

「ひなた 魚 ベーションで新たな波に乗り成長する水産業」の基本目標のもと、令和12年の本
イオ

県の漁村では、漁業経営体の収益性向上により競争力のある法人経営体や多様性あふれる

個人経営体が漁業・養殖業を担っており、地域の水産加工・流通業も共に成長し漁村経済が

活性化しています。また、豊かな食文化といった地域の多様性も途絶えることなく提供され、国

民や世界にとっても魅力的な水産業が躍動しています。

この魅力的な漁村・水産業には、多くの意欲のある新規就業者や多様な人材が参入して活

躍し、漁業経営体の更なる成長に欠かせない担い手や労働力が充実しています。

また、水産資源の持続的な利用が高いレベルで実現されるとともに、成長を支える漁港や漁

協系統組織の機能や基盤も充実したものとなっています。

このような成長のサイクルによって、将来の本県には「持続的に成長する水産業と多様性に

あふれた魅力ある漁村」が活き活きと築かれています。

ひなた 魚 ベーションで創る令和１２年のみやざきの水産業・漁村
イオ

成長のサイクル
競争力の高い法人経営体により

漁村経済が活性化され、多様な

個人経営体により豊かな食文化

が提供されています

多様な人材確保により漁業の

担い手や労働力が十分に

確保され、経営体・就業者の

減少が抑制されています

成長を支える

資源と基盤水産資源の最適な利用管理

と環境保全への対応

成長産業化を支える

漁村の基盤強化

人口減少社会に対応した生産環境の創出 成長をつかむ高収益化と流通改革

新たな生産環境の創出や流通

改革、経営体の構造改革等に

より法人・個人経営体の収益

性が向上しています
経営体の成長

漁村の活性化

多様な人材
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３ 施策の基本方向

基本方向

<基本となる４つの施策>

「ひなた魚ベーションで新たな波に乗り成長する水産業」を基本目標とし、目指す将来像
イオ

「持続的に成長する水産業と多様性にあふれた魅力ある漁村」を実現するため、｢人口減少

社会に対応した生産環境の創出｣、｢成長をつかむ高収益化と流通改革｣、｢水産資源の最適

な利用管理と環境保全への対応｣、「成長産業化を支える漁村の基盤強化」の４つの柱に基

づく施策を展開していきます。

〈基本目標〉ひなた 魚 ベーションで新たな波に乗り成長する水産業
イオ

〈めざす将来像〉持続的に成長する水産業と多様性にあふれた魅力ある漁村

〈施策１〉人口減少社会に対応した生産環境の創出

基本方向１ 技術革新と漁場利用の最適化による生産力強化

漁業経営体の減少が避けられない状況においても、本県の強みである高い生産力（経営体当たり

生産量）を更に向上させることによって、成長産業化を実現するための環境創出に取り組みます。

基本方向２ 多様な人材確保と生産・流通構造のスマート化

漁業経営体・就業者の減少を抑制するとともに労働力不足を解消するため、新規就業者や外国人

等の多様な人材の確保・育成体制の構築に加えて、生産・流通構造のスマート化を推進します。

成長産業化を目指す

〈施策１〉

人口減少社会に対応した

生産環境の創出

〈施策２〉

成長をつかむ

高収益化と流通改革

〈施策３〉

水産資源の最適な利用管理と

環境保全への対応

〈施策４〉

成長産業化を支える

漁村の基盤強化
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〈施策２〉成長をつかむ高収益化と流通改革

基本方向１ 漁業経営体の構造改革と育成強化

操業基盤の改善や協業化・他業種との連携等により高収益型漁業への転換を促進するとともに、経

営強化に資する漁業許可制度の改革を進め、収益性の高い漁業経営体づくりを推進します。

基本方向２ 水産バリューチェーンの最適化

世界的な水産物の需要増大を商機とした水産物の輸出を促進するとともに、卸売市場法改正等を

契機とした流通・販売の強化を推進し、水産バリューチェーンの価値の最大化を図ります。

〈施策３〉水産資源の最適な利用管理と環境保全への対応

基本方向１ 水産資源の利用管理の最適化

国の水産政策の改革に基づく資源管理への適切な対応や資源の利用管理システム（みやざきモデ

ル）の高度化とともに、国際的な資源管理への対応や内水面資源の適切な管理を推進します。

基本方向２ 環境に配慮した責任ある水産業の推進

排出ガスの抑制や藻場の保全活動等を促進することにより、持続的な開発目標（SDGs）やブルーカ

ーボンなどの世界的な潮流に適切に対応し、本県水産業の社会的な位置づけの向上を図ります。

〈施策４〉成長産業化を支える漁村の基盤強化

基本方向１ 災害に強い漁村と安全対策の推進

南海トラフ地震などによる被害軽減のための漁港・海岸保全施設の地震津波対策の強化や、操業

の安全確保のための漁業無線等の体制の維持により、漁村地域の防災・安全対策を推進します。

基本方向２ 漁協と生産・流通の基盤強化

漁協系統組織の機能・基盤強化を更に促進するとともに、生産・流通の拠点化や水産物の付加価

値向上及び輸出の推進に欠かせない高度衛生管理対策等による機能強化を促進します。

基本方向３ 漁村・内水面の多面的機能の発揮促進

漁港施設の老朽化対策など漁村地域の機能保全を図るとともに、地域主体の魅力あふれる漁村づ

くりや県民が内水面に親しむ取組を通じて、漁村・内水面の多面的機能の発揮を促進します。



- 52 -

４ イオベーションサミット体制の構築

各施策で進める取組を最大限に発揮し、水産資源の持続的利用を踏まえた漁業・養殖業

の生産から漁港や漁協の基盤強化も含めた流通・販売の改革に関するイオべーションを一

体的に推進するためには、関係者全体で課題や取組を共有する仕組みが必要です。

このため、生産から流通・販売といったサプライチェーンの構成機関や水産資源の利用管

理の推進体制、漁港や漁協系統組織の基盤強化に係る機関の連携を深めるイオベーション

サミット体制を構築し、各分野で進められている取組や課題の共有化と、連携による解決策

の協議を行います。

部門を超えた横断的な施策展開

課題解決に向けた協議

取組・課題の共有化

イオベーションサミット

関係者が一体となって取組・課題の共有と解決策の協議を実施

資源管理と環境保全

新たな生産環境の創出 高収益化と流通改革

漁港・漁協の基盤強化

○漁業者 ○水産関係団体

○加工業者 ○流通業者 ○消費者

○商工団体 ○金融機関 ○他産業

○研究機関 ○教育機関 ○自治体

イオベーションサミット
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５ 主要指標

人口減少社会においても経営体の成長はもとより産業全体の成長を実現するために、「生産

状況」、「経営体・就業者」、「成長」に関する数値目標を主要指標とします。

生産状況

H26～30の R7 R12 増減
指標 単位 平均

(基準値;A) (中間年;B) (目標年;C) C/A

海面漁業 105,735 148,500 150,100 142%

生産量 海面養殖業 トン 12,770 17,500 18,100 142%

内水面養殖業 3,788 3,800 3,800 100%

海面漁業 25,693 30,300 31,100 121%

生産額 海面養殖業 百万円 8,662 12,000 12,400 143%

内水面養殖業 11,028 11,000 11,000 100%

(*)内水面養殖業の生産額は推定値（水産政策課調べ）。

経営体・就業者

H30 R7 R12 増減
指標 単位 (基準値;A) (中間年;B) (目標年;C) C/A

(海面)漁業経営体数(セ) 経営体 950 750 660 69%

(海面)漁業就業者数（セ） 人 2,202 1,800 1,700 77%

うち新規就業者数 人/年 45 60 60 133%

(海面)雇用外国人数 人 516 630 700 136%

(*)（セ）は漁業センサスの値、その他は水産政策課調べ

成長

H28～30の R7 R12 増減
指標 単位 平均

(基準値;A) (中間年;B) (目標年;C) C/A

(海面漁業)収益状況 - - - - -

法人経営体（生産額） 千円 185,000 240,000 259,000 140%

個人経営体（漁業所得） 千円 3,119 3,840 4,150 133%

輸出額 百万円 583 2,200 2,800 480%

(*)収益状況及び輸出額は水産政策課調べ
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海面漁業・養殖業の生産額はここ数年330億円から370億円で推移していますが、漁業経営

体が減少する中でも生産額を増やすため、新たな技術の活用等による生産環境づくりや漁船

等の経営基盤の強化、情勢変化に対応した流通・販売の強化等によって生産性・収益性の向

上を図り、経営体当たりの生産額を増加させるとともに、新規就業者や外国人材等の多様な人

材の確保・育成体制の強化等を図り、経営体の減少を抑制することにより、令和12年には海面

漁業・養殖業の生産額435億円を目指します。


