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別記様式第１号

浜の活力再生プラン
１ 地域水産業再生委員会

組織名 串間市東地区地域水産業再生委員会

代表者名 会長 近藤 守

再生委員会の構成員 串間市東漁業協同組合、串間市、南那珂農林振興局

オブザーバー 宮崎県（水産政策課、漁村振興課、水産試験場）

対象となる地域の範囲 串間市東漁業協同組合（沿岸漁業者100名）

及び漁業の種類 はえ縄(9名）、曳縄・一本つり(16名）、磯建網(43名）、大型定置網(2)、

小型定置網(18名）、採介藻(7名）、その他(5名)

２ 地域の現状

（１）関連する水産業を取り巻く現状等

当地区は、宮崎県の最南端、国指定天然記念物の御崎馬が生息する都井岬の近傍に位置し

ており、大型・小型定置網漁業をはじめ、曳縄・一本つり漁業等の多様な沿岸漁業が営まれて

いる。

近年の漁業生産量及び生産金額は平成20年度が1,624トン、568百万円であったもの

が、平成25年度は漁業生産量1,365トン、生産金額547百万円と生産量が大きく減少している。

漁獲量の減少や燃油高騰等の影響により、いずれの漁業種類においても採算性の確保が極めて

困難な状況となっている。また、漁業者の高齢化や慢性的な後継者不足が深刻化しており、漁

村地域の活力が低下している。さらに、当地区は、宮崎市等の都市圏からも遠く、空港や高速

道からも離れており、輸送コストが漁業者の経営を圧迫している。

今後は、漁業者によるコスト削減の取組とともに、漁獲物の共同搬送体制を充実させ、漁家

収入の向上を図っていく必要がある。

また、あわせて加工商品化による付加価値向上、漁協・漁業者と商工・流通業者とのマッチ

ング推進による6次産業化、さらに地域の豊かな資源を活かした各種取組によって、漁業経営の

安定を図っていくことが求められている。

（２）その他の関連する現状等

串間市は水産業以外に、農林業も非常に盛んな地域である。特に最近では、生産者、漁協・農

協・森林組合等の系統団体、行政が一体となった農林水産物の６次産業化、フードビジネス産業

勃興の動きがあり、地元資源を利用した地域振興の機運が高まっているが、農林業分野において

先んじて取り組んでおり、今後は水産業分野でも積極的に取り組んでいくことが必要である。
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３ 活性化の取組方針

（１）基本方針

漁村の活力再生に向けて、以下の取組を行う。

◇魚価向上対策：1)目井津漁港(日南市)の水揚げ拠点化による魚価所得の向上

2)加工商品化による付加価値向上

3)商工･流通業者とのマッチング推進による6次産業化

◇操業体制の効率化：一部協業化等による操業体制の効率化の検討、実施

◇水産資源の維持･増大：増殖礁の設置、資源の維持･管理に対する意識醸成と取組

の促進

◇漁業コストの削減：目井津漁港への共同搬送による輸送コストの削減及び、省燃油活動、

漁具、漁業資材の長寿命化の取組等

◇漁村交流の推進：小中学生対象の水産教室や、漁業体験等による魚食普及、漁業･水産業

への理解促進を図る漁村交流活動等

◇漁業後継者の確保・育成：漁家子弟の独立の促進、新規就業者の確保に向けた体制づくり

（２）漁獲努力量の削減・維持及びその効果に関する担保措置

（３）具体的な取組内容

１年目（平成26年）

（取組内容については、取組の進捗状況や得られた成果等を踏まえ必要に応じて見直す事

とする。）

漁業収入向 以下の取組により、漁業収入を基準年より2％向上させる。

上のための 【魚価向上対策】

取組 取組1）目井津漁港(日南市)への水揚げ地転換による魚価の向上

近傍の目井津漁港は水揚げの規模が大きく、入札の動きも盛んであり、魚価

が高いことから、既に一部の漁業者は入港または陸送により、目井津漁協に水

揚げを行っている。しかしながら、高齢であることや輸送手段を持たない、

漁業種類によって水揚げ時刻が異なる事等の理由から、目井津港に水揚げでき

ない漁業者も存在している。

そこで、串間市東漁協所属漁業者の目井津港への水揚げ集約のため、

陸送用車両の借り上げ、共同利用により、全ての漁業者が、希望すれ

ば目井津への輸送が可能な体制を整備することを目標とし、漁協、漁

業者が連携して検討する。

取組2）加工品の開発、商品化

かつて当該地区では、周年漁獲されるトビウオの干物が盛んに作ら

れ、販売されており、土産物として良く売れていた時期があったが、

現在はごく小規模な個人レベルの販売に止まっている。

また、定置網や刺網等で漁獲される小型魚類や底生魚類等、これまで水揚げ

されていなかった未利用漁獲物（特に定置網ではハタンポ、ネンブツダイ、ニ

ザダイ等多種多様である）は、多くが廃棄されるか自家消費に充てられる。

そこで、漁業者は漁協と協力し、これらの新たな加工品の開発を実施する。

ただし、管内に共同の加工場を持たないことから、個人所有の既存加工場や、

水産加工業者とのマッチングを推進するとともに、水産試験場の加工施設等を
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有効活用する。

試作した加工品は試食試験を実施し、一般消費者の意見や、専門家の指導を

受け、改良を加える。

取組3）商工･流通業者とのマッチング推進による6次産業化

漁業者、漁協、自治体等（観光セクション、商工会議所等）が連携

し、鮮魚、活魚及び加工品のPR、差別化販売を促進するため、漁業者

グループが主体となって串間市内、あるいは市外の商工･流通関係者

（例：宮崎市内に拠点を置くスーパーマーケット)とのタイアップを

目指し、更に漁協が中心となって商談会を実施し、関係者を交え検討

する。

【操業体制の効率化】

小型定置網漁業者は、漁協とともに、一部協業化により漁船、漁具

の供用化及び、休漁により発生している遊休漁場を含めた漁場利用の

再編成による効率化、漁場の有効利用による漁家収入の増加を検討す

る。

【水産資源の維持･増大】

定置網、採介漁業者グループが主体となり、磯焼け海域でのウニ除

去、母藻の展開等により、水産資源の幼稚仔育成場としての藻場造成

に取り組み、長期的な視点に立った水産資源の増殖を目指す。

また、藻場海域において、県水産試験場等の専門家による指導を受

け、1～2ヶ月ごとのウニ類の生息状況、季節ごとの成熟調査等の調査

活動に取り組むとともに、調査データを踏まえ、間引き的な駆除によ

るウニ類の生息密度管理に取り組み、ウニ類の水揚げ増加、ウニ加工

品生産の活性化を図る。

【漁村交流の推進】

漁協、漁業者が中心となって自治体と連携し、魚食普及や漁業･水産

業の理解促進を図るため以下の取組を行う。また、自治体の観光セクションと

連携し、イベント等の積極的なPRを行う。

①漁業者等が講師となり、地元漁業や漁具づくりを学ぶ水産教室

②水産系高校生らによるウニ駆除体験、磯焼けについての学習

③観光客や児童生徒を対象とした種苗放流や漁業体験等

【漁業後継者の確保・育成】

漁協、漁連、自治体が連携し、新規就業希望者や後継者に対して、

漁業者による漁業研修等を実施し、将来を担う若い漁業者の確保を目

指す。

また、浜のリーダーとなる漁業士、女性が主体となり、前述した加

工開発、水産物の販路拡大や漁村交流活動の中核として活動するとも

に、県と連携して漁業士のための研修会を実施し資質向上を図る。

また、活動を通して指導漁業士、女性指導士自らが、後継となる若

い漁業士、女性を育成、指導する。

漁業コスト 以下の取組により、漁業コストを基準年に比べ3.0％削減する。

削減のため 【省燃油活動、漁具節約活動】

の取組 沿岸漁業者100名は、、使用漁船の減速航行、船底清掃等に取り組み、燃油消

費量の節減を行う。

さらに供用車両等による目井津漁港への共同搬送等により、水揚げの集約化、
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輸送コスト削減に取り組む。

また、非操業時における漁具の保管（防錆・防紫外線のための覆い、振動に

よる擦れ防止のための船体へのロープでの固定等）の徹底や日々の確実なメン

テナンスにより、耐用年数の1.5倍程度使用することで、漁具費を25％削減する。

活用する支 省燃油活動推進事業、漁業経営セーフティネット構築事業、産地水産業強化支

援措置等 援事業、水産多面的機能発揮対策、新規漁業就業者総合支援事業、宮崎県もう

かる漁業経営モデル実証事業、みやざき未来の漁業担い手確保育成対策

事業

２年目（平成27年）

漁業収入向 以下の取組により、漁業収入を基準年より4％向上させる。

上のための 【魚価向上対策】目井津漁港(日南市)への水揚げ地転換による魚価の向上

取組 取組1）目井津漁港(日南市)への水揚げ地転換による魚価の向上

漁業者は漁協とともに、試験的に陸送用車両を使用し、効率的な集荷、

輸送方法を探る。また、漁協が中心となって既存仲買業者とも協議し、

最も効率的且つ効果的な輸送、集約の手法を探る。

取組2）加工品の開発、商品化

漁業者は、漁協女性部、漁協、消費者から新たな加工品のアイディアを募り、

試作を継続しつつ、試食会の開催や、取組3）とも連動し、市外スーパー・マー

ケット等での試供などにより、消費者、食品業者等の意見を収集し、開発に役

立てる。

またこれまで試作した加工品については、試験販売を実施し、取り扱う業者、

消費者の意見、ニーズ情報を収集し、数量やパッケージ等最良の出荷形態につ

いて検討する。

取組3）商工･流通業者とのマッチング推進による6次産業化

漁業者、漁協、自治体等（観光セクション、商工会議所等）が連携

し、鮮魚、活魚及び加工品のPR、差別化販売を促進するため、漁業者

グループが主体となって串間市内、あるいは市外の商工･流通関係者

（例：宮崎市内に拠点を置くスーパーマーケット)とタイアップし、

試験出荷を実施する。

宮崎市内でのイベント、試食会等に漁業者が出向き、漁業者自らが、

消費者と相対する機会を増やし、消費者ニーズの把握に努める。

【操業体制の効率化】

小型定置網漁業者は、一部協業化の体制づくりのため、漁協の協力の

もと、関係漁業者間での操業体制に対する意識の共有化を図り、枠組

みを作るとともに、協業体制での操業試験により、コスト削減、増収

の効果調査を開始する。

【水産資源の維持･増大】

1年目に引き続き、定置網、採介漁業者グループが主体となり、磯

焼け海域でのウニ除去、母藻の展開等に取り組むとともに、1年目の

効果の検証と、必要に応じて 実施海域の見直しや拡大について検討

する。

また、水産試験場等専門家による指導を受け、ウニ類の生息状況、

調査を継続し、移植放流や、間引き的な駆除によるウニ類の生息密度
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管理の1年目の効果について検証するとともに、ウニ類の身入り向上

に取り組み、水揚げ増加を図る。

またウニ加工品については、前述した加工促進の取組と連動してさ

らなる活性化を図る。

【漁村交流の推進】

漁協、漁業者が中心となって自治体と連携し、魚食普及や漁業･水産

業の理解促進を図るため以下の取組を行う。また、自治体の観光セクションと

連携し、イベント等の積極的なPRを行う。

①漁業者等が講師となり、地元漁業や漁具づくりを学ぶ水産教室

②水産系高校生らによるウニ駆除体験、磯焼けについての学習

③観光客や児童生徒を対象とした種苗放流や漁業体験等

【漁業後継者の確保・育成】

1年目に引き続き、漁協、漁連、自治体が連携し、新規就業希望者

や漁家子弟に対して、漁業者による漁業研修等を実施し、若い漁業者

の確保・育成を図る。青年漁業士の資質向上のため、研修会を開催し、

後継となる若い漁業士、女性の育成、指導を継続する。

漁業コスト 以下の取組により、漁業コストを基準年に比べ3.0％削減する。

削減のため 【省燃油活動、漁具節約活動】

の取組 沿岸漁業者100名は、、使用漁船の減速航行、船底清掃等に取り組み、燃油消

費量の節減を行う。

さらに供用車両等による目井津漁港への共同搬送等により、水揚げの集約化、

輸送コスト削減に取り組む。

また、非操業時における漁具の保管（防錆・防紫外線のための覆い、振動に

よる擦れ防止のための船体へのロープでの固定等）の徹底や日々の確実なメン

テナンスにより、耐用年数の1.5倍程度使用することで、漁具費を25％削減する。

活用する支 漁業経営セーフティネット構築事業、もうかる漁業創設支援事業（沿岸漁業版）、

援措置等 産地水産業強化支援事業、水産多面的機能発揮対策、新規漁業就業者総合支

援事業、宮崎県もうかる漁業経営モデル実証事業、みやざき未来の漁業

担い手確保育成対策事業

３年目（平成28年）

漁業収入向 以下の取組により、漁業収入を基準年より6％向上させる。

上のための 【魚価向上対策】目井津漁港(日南市)への水揚げ地転換による魚価の向上

取組 取組1）目井津漁港(日南市)への水揚げ地転換による魚価の向上

漁業者は漁協とともに、陸送用車両を使用し、試験的に輸送を実施す

る。

また、漁協が中心となって目井津漁港での水揚げ量、単価、仲買業

者の声等を収集するなど、集約による効果を検証する。

取組2）加工品の開発、商品化

漁業者は、漁協女性部、漁協、消費者から新たな加工品のアイディアを募り、

試作を継続しつつ、試食会の開催や、取組3）とも連動し、漁業者が市外スーパ

ー・マーケット等での試験販売を実施し、消費者、店舗の声を試作品にフィー

ドバックし、さらなる改良を図る。
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またこれまで試作した加工品については、試験販売を実施し、取り扱う業者、

消費者の意見、ニーズ情報を収集し、数量やパッケージ等最良の出荷形態につ

いて検討する。

取組3）商工･流通業者とのマッチング推進による6次産業化

漁業者、漁協、自治体等（観光セクション、商工会議所等）が連携

し、鮮魚、活魚及び加工品のPR、差別化販売を促進するため、漁業者

グループが主体となって串間市内、あるいは市外の商工･流通関係者

（例：宮崎市内に拠点を置くスーパーマーケット)とタイアップし、

試験出荷を実施する。

宮崎市内でのイベント、試食会等に漁業者が出向き、漁業者自らが、

消費者と相対する機会を増やし、販売のノウハウを身につける。

【操業体制の効率化】

小型定置網漁業者は、、これまでの協業体制での操業試験による、コ

スト削減、増収の効果調査結果を検証し、課題について検討するとと

もに、調査を継続する。

【水産資源の維持･増大】

引き続き、定置網、採介漁業者グループが主体となり、磯焼け海域

でのウニ除去、母藻の展開等に取り組むとともに、1年目の効果の検

証と、必要に応じて実施海域の見直しや拡大について検討する。

また、水産試験場等専門家による指導を受け、ウニ類の生息状況、

調査を継続し、移植放流や、間引き的な駆除によるウニ類の生息密度

管理の1年目の効果について検証するとともに、ウニ類の身入り向上

に取り組み、水揚げ増加を図る。

またウニ加工品については、前述した加工促進の取組と連動してさ

らなる活性化を図る。

【漁村交流の推進】

漁協、漁業者が中心となって自治体と連携し、魚食普及や漁業･水産

業の理解促進を図るため以下の取組を行う。また、自治体の観光セクションと

連携し、イベント等の積極的なPRを行う。

①漁業者等が講師となり、地元漁業や漁具づくりを学ぶ水産教室

②水産系高校生らによるウニ駆除体験、磯焼けについての学習

③観光客や児童生徒を対象とした種苗放流や漁業体験等

【漁業後継者の確保・育成】

2年目に引き続き、漁協、漁連、自治体が連携し、新規就業希望者

や後継者に対して、漁業者による漁業研修等を実施し、若い漁業者の

確保・育成を図る。青年漁業士の資質向上のため、研修会を開催し、

後継となる若い漁業士、女性の育成、指導を継続する。

漁業コスト 以下の取組により、漁業コストを基準年に比べ3.0％削減する。

削減のため 【省燃油活動、漁具節約活動】

の取組 沿岸漁業者100名は、使用漁船の減速航行、船底清掃等に取り組み、燃油消費

量の節減を行う。

さらに供用車両等による目井津漁港への共同搬送等により、水揚げの集約化、

輸送コスト削減に取り組む。

また、非操業時における漁具の保管（防錆・防紫外線のための覆い、振動に

よる擦れ防止のための船体へのロープでの固定等）の徹底や日々の確実なメン
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テナンスにより、耐用年数の1.5倍程度使用することで、漁具費を25％削減する。

活用する支 漁業経営セーフティネット構築事業、もうかる漁業創設支援事業（沿岸漁業版）、

援措置等 産地水産業強化支援事業、新規漁業就業者総合支援事業、宮崎県もうか

る漁業経営モデル実証事業、みやざき未来の漁業担い手確保育成対策事

業

４年目（平成29年）

漁業収入向 以下の取組により、漁業収入を基準年より8％向上させる。

上のための 【魚価向上対策】目井津漁港(日南市)への水揚げ地転換による魚価の向上

取組 取組1）目井津漁港(日南市)への水揚げ地転換による魚価の向上

漁業者は漁協とともに、これまでに実施した試験輸送結果を踏まえ、

改善した手法に従い、本格的に集荷・輸送を開始し、その中で発生す

る課題には適宜対応する。

取組2）加工品の開発、商品化

漁業者は漁協の協力を得て、新たな加工品の開発・商品化を継続し、共通パ

ッケージの制作、単体のみならず、数種類を箱詰めしたセット商品化により、

商品ラインナップの構築を図る。

また、商工会議所、自治体の観光セクションの協力を得て、商品の

PR、販路拡大に取り組む。

取組3）商工･流通業者とのマッチング推進による6次産業化

漁業者、漁協、自治体等（観光セクション、商工会議所等）が連携

し、市外の商工･流通関係者（例：宮崎市内に拠点を置くスーパーマ

ーケット)とタイアップした、本格出荷、販売を開始する。

宮崎市内でのイベント、試食会等に漁業者が出向き、漁業者自らが、

消費者と相対する機会を増やし、販売のスキルアップを図る。

【操業体制の効率化】

小型定置網漁業者は、、これまでの協業体制での操業試験による、コ

スト削減、増収の効果調査結果を検証し、課題について検討するとと

もに、調査を継続する。

【水産資源の維持･増大】

引き続き、定置網、採介漁業者グループが主体となり、磯焼け海域

でのウニ除去、母藻の展開等に取り組み、3年目までの効果の検証と

総括を行う。

また、水産試験場等の専門家による指導を受け、ウニ類の生息状況、

調査を継続し、移植放流や、間引き的な駆除によるウニ類の身入り向

上、ウニ加工品生産の取組を継続する。

【漁村交流の推進】

漁協、漁業者が中心となって自治体と連携し、魚食普及や漁業･水産

業の理解促進を図るため以下の取組を行う。また、自治体の観光セクションと

連携し、イベント等の積極的なPRを行う。

①漁業者等が講師となり、地元漁業や漁具づくりを学ぶ水産教室

②水産系高校生らによるウニ駆除体験、磯焼けについての学習

③観光客や児童生徒を対象とした種苗放流や漁業体験等
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【漁業後継者の確保・育成】

引き続き、漁協、漁連、自治体が連携し、新規就業希望者や漁家子

弟に対して、漁業者による漁業研修等を実施し、若い漁業者の確保・

育成を図る。青年漁業士の資質向上のため、研修会を開催し、後継と

なる若い漁業士、女性の育成、指導を継続する。

漁業コスト 以下の取組により、漁業コストを基準年に比べ3.0％削減する。

削減のため 【省燃油活動、漁具節約活動】

の取組 沿岸漁業者100名は、、使用漁船の減速航行、船底清掃等に取り組み、燃油消

費量の節減を行う。

さらに供用車両等による目井津漁港への共同搬送等により、水揚げの集約化、

輸送コスト削減に取り組む。

また、非操業時における漁具の保管（防錆・防紫外線のための覆い、振動に

よる擦れ防止のための船体へのロープでの固定等）の徹底や日々の確実なメン

テナンスにより、耐用年数の1.5倍程度使用することで、漁具費を25％削減する。

活用する支 漁業経営セーフティネット構築事業、もうかる漁業創設支援事業（沿岸漁業版）、

援措置等 産地水産業強化支援事業、新規漁業就業者総合支援事業、みやざき未来

の漁業担い手確保育成対策事業

５年目（平成30年）

（最終年度であり、今までの成果を検証するとともに、取組内容を見直しつつ、引き続き

以下の取組を確実に実施する。）

漁業収入向 以下の取組により、漁業収入を基準年より10％向上させる。

上のための 【魚価向上対策】目井津漁港(日南市)への水揚げ地転換による魚価の向上

取組 取組1）目井津漁港(日南市)への水揚げ地転換による魚価の向上

漁業者は漁協とともに、これまでに実施した影響調査、試験輸送結果

を踏まえ、改善した手法に従い、本格的に集荷・輸送を開始し、その

中で発生する課題には適宜対応する。

取組2）加工品の開発、商品化

漁業者は漁協の協力を得て、新たな加工品の開発を継続し、商品ラインナッ

プの充実を図る。

また、商工会議所、自治体の観光セクションの協力を得て、商品の

PR、販路拡大に取り組む。

取組3）商工･流通業者とのマッチング推進による6次産業化

漁業者、漁協、自治体等（観光セクション、商工会議所等）が連携

し、市外の商工･流通関係者（例：宮崎市内に拠点を置くスーパーマ

ーケット)とタイアップした、本格出荷、販売を開始する。

【操業体制の効率化】

小型定置網漁業については、これまでの操業試験による、コスト削減、

増収の効果調査結果を検証、総括し、協業体制での操業を本格化する。

発生する課題には適宜対応しながら、漁業者らが自立して経営に取り

組む。

【水産資源の維持･増大】

4年目に引き続き、定置網、採介漁業者グループが主体となり、磯
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焼け海域でのウニ除去、母藻の展開等に取り組み、4年目までの効果

の検証と総括を行う。

また、継続的な取組がなされるよう水産試験場、普及指導員の指導

体制を維持し、ウニ類の生息状況、調査を継続し、移植放流や、間引

き的な駆除によるウニ類の身入り向上、ウニ加工品生産の取組を継続

する。

【漁村交流の推進】

漁協、漁業者が中心となって自治体と連携し、魚食普及や漁業･水産

業の理解促進を図るため以下の取組を行う。また、自治体の観光セクションと

連携し、イベント等の積極的なPRを行う。

①漁業者等が講師となり、地元漁業や漁具づくりを学ぶ水産教室

②水産系高校生らによるウニ駆除体験、磯焼けについての学習

③観光客や児童生徒を対象とした種苗放流や漁業体験等

【漁業後継者の確保・育成】

引き続き、漁協、漁連、自治体が連携し、新規就業希望者や漁家子

弟に対して、漁業者による漁業研修等を実施し、若い漁業者の確保・

育成を図る。青年漁業士の資質向上の取組を推進し、後継となる若い

漁業士、女性の育成、指導を継続する。

漁業コスト 以下の取組により、漁業コストを基準年に比べ3.0％削減する。

削減のため 【省燃油活動、漁具節約活動】

の取組 沿岸漁業者100名は、使用漁船の減速航行、船底清掃等に取り組み、燃油消費

量の節減を行う。

さらに供用車両等による目井津漁港への共同搬送等により、水揚げの集約化、

輸送コスト削減に取り組む。

また、非操業時における漁具の保管（防錆・防紫外線のための覆い、振動に

よる擦れ防止のための船体へのロープでの固定等）の徹底や日々の確実なメン

テナンスにより、耐用年数の1.5倍程度使用することで、漁具費を25％削減する。

活用する支 漁業経営セーフティネット構築事業、もうかる漁業創設支援事業（沿岸漁業版）、

援措置等 産地水産業強化支援事業、新規漁業就業者総合支援事業、みやざき未来の漁

業担い手確保育成対策事業

（４）関係機関との連携

行政（市役所、県）、系統団体（沿海漁協、漁連、農業団体、森林組合等）、地元団体（観光協

会、商工会議所等）と一体となった取組を行うことで、各取組における早期の効果発現を目指す。

４ 目標

（１）数値目標

基準年 平成 年度：漁業所得 千円

漁業所得の向上 ％以上

目標年 平成 年度：漁業所得 千円
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（２）上記の算出方法及びその妥当性

５ 関連施策

活用を予定している関連施策名とその内容及びプランとの関係性

事業名 事業内容及び浜の活力再生プランとの関係性

省燃油活動推進事業 省燃油活動（航行速度の低減、船底清掃の励行等）の取組に

より、漁業コストの削減を行うもの。

漁業経営セーフティネット構築 燃油高騰に対する自助対策として、漁業経営の安定化につな

事業 げるもの。

もうかる漁業創設支援事業（沿 定置網漁業における一部協業化、新たな漁場利用体制の構築

岸漁業版） 等、沿岸漁業の収益性改善の実証試験により、漁業所得の向上

につなげるもの。

産地水産業強化支援事業 漁場の造成等を行うことで、漁獲量の増加を図り、

漁業者の所得向上に資するもの。

新規漁業就業者総合支援事業 新規就業希望者に対し、漁業研修を実施することで、将来を

担う若い漁業者を確保する。

水産多面的機能発揮対策 藻場の回復により、磯根資源の増加、商品価値の向

上が図られ、採介藻漁業の増収を促すもの。

宮崎県もうかる漁業経営モ 定置網等、沿岸漁業の経営を改革し、もうかる漁業

デル実証事業 への転換を図るもの。

みやざき未来の漁業担い手確保 漁業就業者確保のために地元漁業者による研修等を行い、技

育成対策事業 術習得等を図るもの。


