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第２節 本県漁業の生産状況

１ 本県の自然条件と水産業

本県の海岸線は、総延長約400㎞で、北部と南部で入り組んだ複雑な海岸が多くみられま

すが、中部は平坦な砂浜地帯となっています。

沿岸の海域は、沖合を北上する黒潮の影響が強く、流入河川水や豊後水道から南下する

沿岸水と黒潮との間で複雑な海況を呈して、イワシ、アジ、サバの好漁場となり、さらにその

沖合にはカツオ、マグロの漁場が形成されています。

海面においては、北部ではまき網、船曳網などの網漁業やまぐろ延縄の沖合漁業及びブ

リ類を主体とする養殖業、中部ではまぐろ延縄の沖合漁業や船曳網、一本釣、曳縄、延縄、

底曳網などの沿岸漁業、さらに南部ではかつお一本釣、まぐろ延縄の沖合・遠洋漁業や大

型定置網などの沿岸漁業及びブリ類の養殖が盛んに営まれています。

内水面においては、大淀川、一ツ瀬川、五ヶ瀬川、小丸川、耳川などの河川が太平洋に

注ぎ、アユ、コイ、ウナギ等を対象とする内水面漁業が行われています。また、本県は豊富な

地下水、温暖な気候など自然条件を生かしてウナギ、アユ、コイ等の養殖が盛んに行われて

います。

２ 本県水産業の全国における位置

本県の海面漁業・養殖業の生産額は、かつお･まぐろ漁業における漁場の拡大や地域の

特性を生かした沿岸漁業や養殖業の振興を図ることで、300億円台の生産額を維持していま

す。平成30年の全国における位置は海面漁業で全国10位、海面養殖業で全国16位、海面

漁業と海面養殖業の合計では全国14位となっています。

<海面漁業・養殖業生産額の全国順位の推移と漁業種類別構成比の推移>

(出典；農林水産省公表データ) (出典；農林水産省公表データ)

※H25以降は漁連統計データからの推計
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<漁業・養殖業の生産量・生産額(H30)>

項目 全国 宮崎県 全国比 (%) 順位

海面漁業生産額（億円） 14,238 336 2.4( 2.5) 14位(12位)

海面漁業 9,377 242 2.6( 2.7) 10位(9位)

海面養殖業 4,861 94 1.9( 2.1) 16位(15位)

海面漁業生産量(トン） 4,364,327 116,908 2.7( 2.5) 13位(14位)

海面漁業 3,359,456 103,281 3.1( 2.8) 9位(11位)

海面養殖業 1,004,871 13,627 1.4( 1.3) 19位(21位)

内水面漁業生産量（トン） 58,806 3,166 5.4( 6.1) 7位( 5位)

内水面漁業 26,957 33 0.1( 0.2) 28位(24位)

内水面養殖業 29,849 3,133 10.5(12.1) 3位( 3位)

(*)全国比及び順位の( )内は、平成25年の数値 (出典；農林水産省公表データ)

漁業種類別には、近海かつお一本釣漁業の生産量が平成6年から25年連続日本一、近

海まぐろ延縄漁業が全国第３位、中・小型まき網漁業が全国４位となっています。魚種別に

は、マグロ類、カツオ類、カジキ類、イワシ類、アジ類、サバ類、養殖ブリ類等が全国の上位

を占めています。

また、内水面養殖業の生産量については、全国３位で、特にウナギ、コイの生産量は、そ

れぞれ16.1％、11.２％で全国３位と上位を占めています。

<海面漁業の主要魚種別漁生産量(H30)> <養殖業の主要魚種別生産量(H30)>

魚種 宮崎県 全国 順位 魚種 宮崎県 全国 順位

（トン） （トン） （トン） （トン）

ビンナガ 9,761 42,369 1 ブリ 9,410 99,952 4

メバチ 2,227 36,581 8 カンパチ 2,894 33,612 3

キハダ 4,369 72,216 5 マアジ 97 1,848 3

マカジキ 435 1,704 1 シマアジ 123 4,763 6

クロカジキ類 189 2,492 5 マダイ 875 60,736 7

カツオ 14,297 247,716 5 ヒラメ 73 2,186 5

ウルメイワシ 11,226 54,815 2 アユ 181 4,310 7

アジ類 8,121 135,142 3 コイ 330 2,932 3

ムロアジ類 4,655 17,392 2 ウナギ 2,439 15,111 3

サバ類 35,481 541,975 5

(出典；農林水産省公表データ)

また、経営体や漁業就業者の全国に占める割合は、平成30年には経営体で 1.2％（全国

28位）、就業者数で1.4％（全国24位）となっていますが、海面漁業・養殖業における１経営体

当たりの生産量・生産額は、それぞれ123.1トン（全国5位）、35,400千円（全国4位）で、全国

平均の55.1トン、17,990千円を大きく上回っています。
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<漁業経営体数・就業者数(H30)>

項目 全国 宮崎県 全国比(%) 順位

経営体数（経営体） 79,142 950 1.2(1.2) 28(29)

個人経営体 74,596 790 1.1(1.1) 29(29)

団体経営体 4,546 160 3.5(3.3) 5( 5）

会社経営体 2,545 149 5.9(6.1) 4( 4)

就業者数(人） 152,082 2,202 1.4(1.5) 24(24)

65歳以上の割合(%) 38.3 32.4 - ※29(34)

(*)全国比及び順位の( )内は、平成25年の数値 (出典；農林水産省公表データ)

※割合が高い方からの順位

３ 漁業・養殖業の生産状況

(1) 海面漁業及び養殖業の生産量･生産額の推移

本県の海面漁業の生産量は、昭和50年代後半から漁業の近代化やマイワシの漁獲増加

に伴って大きく伸びましたが、平成２年の約22万トンをピークに減少に転じ、近年ではその半

分の約10万トン前後で推移しています。このように本県の生産量は、マイワシを含むイワシ類

の漁獲量に大きく影響を受けており、昭和50年代以降のイワシ類を除いた生産量は、６～８

万トン前後で推移していることから、本県漁業は、様々な工夫により来遊資源を活用するな

ど、足腰が強い生産体制が維持されているとも言えます。近年は、再びイワシ類、サバ類等

の大量漁獲がみられる年もあり、生産量は横ばい傾向から緩やかに増加傾向へと変化しつ

つあります。一方で、生産額については、魚価の低迷などにより昭和57年をピークとし、変動

はあるものの長期的には減少傾向にあります。

また、昭和40年代に始まった養殖業は、養殖場の造成などにより生産が拡大し、平成10年

代に一時的な生産量や生産額の落ち込みはみられるものの長期的には増加傾向で推移し

ています。

<海面漁業・養殖業の生産量・生産額の推移>

(出典；農林水産省公表データ)

(2) 海面漁業の漁業種類別生産量の推移

本県の海面漁業の漁業種類別の構成比をみると、昭和40年代から現在まで、かつお・ま

ぐろ漁業とまき網漁業で全体の約8割前後を占めています。また、漁業種類別生産量の動向

を見ると、かつお一本釣とまぐろ延縄はそれぞれ平成18年、平成10年から減少傾向で推移

し、まき網は平成21年から緩やかではありますが、増加傾向で推移しています。
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<海面漁業における漁業種類別生産量割合の推移>

（出典：農林水産省公表データ）

<海面漁業における漁業種類別生産量の推移>

（出典：農林水産省公表データ）

(3) 海面漁業の魚種別生産量の推移

本県の海面漁業の生産量を魚種別で見ると、カツオ類、マグロ類、イワシ類、アジ類、サバ

類で全体の約９割を占めています。このように本県の漁獲量の大半は、広域に分布・回遊す

る資源に依存しています。
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<海面漁業における魚種別生産量割合の推移>

（出典：農林水産省公表データ）

<海面漁業における魚種別生産量の推移>

(出典；農林水産省公表データ)

(4) 海面養殖業の魚種別生産量の推移

本県の海面養殖業では、平成の初期にはマダイなどの養殖が増加し、魚種の多様化が図

られた時期もありますが、現在は、主としてブリやカンパチといったブリ類が生産量の大半を

占めています。

過去10年間の消費地市場における養殖魚の単価は、変動はあるものの上昇傾向で推移

していますが、経費に占める割合が高い養殖用飼料の価格も上昇傾向で推移しています。
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<海面養殖業の魚種別生産量割合の推移>

（出典：農林水産省公表データ）

<養殖魚種価格の推移> <養殖用飼料(魚粉)の輸入量・価格の推移>

(出典：東京中央卸売市場公表データ) (出典；財務省公表データ)

(5) 内水面漁業・養殖業の生産動向

過去10年間の内水面漁業の生産量は、平成21年から平成26年まで減少傾向で推移し、

その後は横ばい傾向で推移している状況であり、漁獲水準は低い状況にあります。

一方、内水面養殖業の生産量は、横ばい傾向にありますが、近年、ウナギの単価が上昇

傾向にあり、推定産出額（宮崎県の生産量×全国の単価）は増加傾向にあります。

<内水面漁業の生産量の推移> <内水面養殖の生産量・推定産出額の推移>

(出典；宮崎県調べ) (出典；農林水産省公表データ)
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４ 水産資源の状況

(1) 広域回遊資源の状況

かつお・まぐろ漁業やまき網漁業、大型定置網が漁獲対象としているカツオ、マグロ類、イ

ワシ類、アジ類、サバ類、ブリの資源は広域に分布・回遊し、我が国の重要な資源であるた

め、国が関係都道府県等と連携して資源評価を行っています。国は新たな資源管理システ

ムの構築により主要資源においては最大持続生産量（MSY）が得られる資源水準を目標管

理基準として設定することとしています。令和元年度の資源評価からマサバ、ゴマサバを含

む４魚種がこの新たな資源管理システムの対象となっており、このような高度化する資源評価

・管理への対応が求められています。

<令和元年の国による資源評価の結果（本県が漁獲対象とする系群）>

資源 水準 動向

カツオ 高位 減少

クロマグロ 低位 増加

キハダ 中位～低位 横ばい

ビンナガ 中位 横ばい

メバチ 中位 横ばい

マイワシ 中位 増加

カタクチイワシ 低位 減少

ウルメイワシ 中位 減少

マアジ 低位 減少

マサバ 平成30年の親魚量はMSYを 親魚量は増加傾向

実現する親魚量の77％

ゴマサバ 平成30年の親魚量はMSYを 親魚量は減少傾向

実現する親魚量の33％

ブリ 高位 減少

(*)サバ類は令和元年度の資源評価から「資源管理目標案等を提示した資源評価」に変更

(出典；農林水産省公表データ)

(2) 沿岸資源の状況

本県は、平成23年８月に「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」

を定め、資源評価を起点とするPDCAサイクルによる水産資源の利用管理システム（みやざ

きモデル）を独自に構築し、水産資源の適切な利用管理を推進しています。

<水産資源の利用管理システム（みやざきモデル）>
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宮崎県資源評価委員会では令和２年までに25種の資源評価を行っており、沿岸漁業(か

つお・まぐろ漁業、まき網漁業等を除く)の漁獲生産のうち資源評価対象種（国の資源評価も

含む）は平成30年の生産量ベースで73％、生産額ベースで75％を占めます。このような中、

漁業者による自主的な資源管理計画や資源回復計画の取組によってアマダイ類やカサゴ

等の資源状況が好転するなど、みやざきモデルの成果がみられているところです。

しかし、魚種によっては海洋環境の影響を受け大きく変動するものがあるほか、資源管理

の効果が現れるまでには長い期間を要するため、資源の維持・回復には継続的な取組が求

められます。また、漁業経営の安定のためには資源に余裕がある魚種を積極的に活用して

いくことも必要です。

さらには、国は新たな資源管理システムの構築により資源評価対象種を200種程度に拡大

するとしているため、このような動きと連携した水産資源の利用管理が求められます。

<第10回（令和２年）までの宮崎県資源評価委員会の資源評価の結果>

水準 動向 評価対象資源

8種
増加 ウシノシタ類、オオニベ、カマス

高位
32％

横ばい アオメエソ類、キダイ、サワラ、スズキ類

減少 ハモ

中位
6種 増加 アマダイ類、エソ類、カサゴ、タチウオ、チダイ

24％ 減少 トビウオ類

低位
11種 横ばい アオリイカ、カワハギ類、キス、マダイ

44％ 減少 イサキ、イセエビ、クルマエビ、コウイカ類、サバフグ類、シイラ、ヒラメ

(出典；宮崎県調べ)

５ 水産加工業と水産物流通

(1) 水産物の加工

水産加工業は、水産物の保存性を高めたり、家庭での調理の手間を軽減するなどの機能

を通して水産物の付加価値向上に寄与しています。特に近年の消費者の食の簡便志向の

高まりによって水産加工品の重要性は更に高まっており、水産加工業は漁業とともに漁村経

済を支える重要な産業でもあります。

本県の水産加工品の生産量は、他県と比較すると多くはありませんが、本県水産物のフ

ードビジネスの展開による新たな商品開発や水産加工業者によるHACCPに沿った衛生管

理の高度化などの取組が進んでいます。

<水産加工品の生産量の比較(H30)>

県 食用加工品（トン） 生鮮冷凍水産物（トン） 合計（トン）

福岡県 40,977 7,209 48,186

佐賀県 19,408 43,327 62,735

長崎県 28,239 97,250 125,489

熊本県 20,476 3,125 23,601

大分県 17,875 25,344 43,219

宮崎県 11,494 32,943 44,437

鹿児島県 62,954 22,567 85,521

(出典；農林水産省公表データ)
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このような中、全国の水産加工品の生産量が減少している一方で、本県では生鮮冷凍水

産物やねり製品を主体に増加傾向にあります。

<水産加工品の生産量の推移> <食用加工品（その他除く）の種類別生産量の推移>

(出典；農林水産省公表データ)

※H20～21のねり製品のデータは非公表

(2) 水産物の流通

平成30年の本県海面漁業の総水揚げ103.3千トンのうち55.7千トン（54％）が県内に、47.6

千トン（46％）が県外に水揚げされ、県内に水揚げした水産物の23.1千トン（22％）が県内の

消費地市場に流通しています。海面養殖業については、生産量13.6千トンのうち、91％が県

外仕向けとなっています。また、県内消費地市場に流通する30.8千トンのうち県内産の割合

は漁業と養殖合わせて24.3千トン（79％）となっており、本県の漁業は県内の消費者へ水産

物を供給する重要な役割を担っています。

<本県で生産された水産物の出荷先別割合（H30）>

(出典；農林水産省公表データ、宮崎県調べ)
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(3) 水産物の消費及び価格の動向

国内における水産物の1世帯当たりの年間支出金額は一貫して減少する一方で、本県

（宮崎市）の水産物の消費は平成20年以降でみると横ばい傾向で推移しています。また、本

県（宮崎市）の消費量をみると、鮮魚が55%前後を占め、ブリ、サケ、マグロなどの割合が高い

傾向にあります。

<宮崎市における水産物の1世帯当たり年間支出金額と鮮魚の種類別支出金額>

(出典；総務省公表データ）

(4) 魚価の推移

宮崎県の産地価格をみると、エビ類の価格が顕著に上昇しているのをはじめ、キハダやイ

カ類、カツオも上昇傾向にあります。また、日本の水産物の小売価格をみても、バブルが崩

壊した平成３年以降は高級魚を主体として低下傾向が続いていましたが、近年は下げ止まり

から緩やかな上昇傾向に転じています。

<宮崎県の産地価格の推移> <生鮮の小売価格の推移(全国)>

(出典；農林水産省公表データ) （出典；総務省公表データ）


