
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 日南市地域水産業再生委員会 

代表者名 会長 松 浦 和 繁 

 

再生委員会の 

構成員 
日南市漁業協同組合、南郷漁業協同組合、栄松漁業協同組合、 

外浦漁業協同組合、日南市、宮崎県（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 

の範囲及び漁業 

の種類 

 

※平成 25 年度 

 事業報告書より 

※数値は、 

経営体数を記入 

(1) 日南市漁業協同組合（103） 

  まぐろ延縄 (11)、かつお一本釣 (10)、曳縄 (7) 

小型延縄 (18)、小型一本釣 (12)、定置網 (6) 

磯建網 (27)、その他の漁業 (12) 

(2) 南郷漁業協同組合（77） 

  まぐろ延縄 (8)、かつお一本釣 (14)、曳縄 (8) 

  小型一本釣 (21)、定置網 (7)、磯建網 (9) 

その他の漁業 (10) 

(3) 栄松漁業協同組合（14） 

  まぐろ延縄 (1)、かつお一本釣 (1)、曳縄 (3) 

  小型一本釣 (1)、磯建網 (2)、その他の漁業 (6) 

(4) 外浦漁業協同組合（26） 

  まぐろ延縄 (3)、かつお一本釣 (8)、小型一本釣 (10) 

  定置網 (1)、磯建網 (3)、その他の漁業 (1) 
 

２ 地域の現状 

（１）関連する水産業を取り巻く現状等 

 日南市では、日南市漁協、南郷漁協、栄松漁協、外浦漁協の 4 漁協による漁業生産活動が行

われており、「近海かつお一本釣漁業」や「近海まぐろ延縄漁業」、「いせえび漁」が盛んに

行われている。特に「近海かつお一本釣漁業」は漁獲量が日本一を誇っている。 

 また、昨年の属人水揚数量においては約 3 万 6 千トン、水揚金額では約 115 億円となって

おり、宮崎県内でも有数の水揚金額を誇っている。 

 しかしながら、近年の国際的な漁業規制の強化や資源の減少などによる漁獲量の低迷に加

え、魚価の下落、燃油高騰による経費の増大により採算性の確保が困難となっている。また、

燃油高騰により廃業を余儀なくされる組合員も出てきており、廃業によって漁協の水揚げも減

少している。加えて人材不足や後継者不足など依然として水産業を取り巻く環境は厳しい状況

にあり、このような状況を乗り切るため、4 漁協ともに自助対策として、航行速度の低減、漁

業者間の情報の共有化、漁業経営セーフティーネット構築事業へ加入するなどの取組みを行って

いる。さらに南郷漁協では平成 25 年度から、種子島周辺漁業対策事業を活用し南郷漁協が運

営する「港の駅めいつ」に水産物加工処理施設（物産館）を増築し、外部販売を強化、漁業者

1 



の所得向上につながる直売に取り組んでいるが、抜本的な漁業所得の向上には至っていないこ

とから、今後も引き続き、4 漁協間における協力・協同体制の下、漁業者によるコスト削減に

係る各種取組みの継続とともに、漁協・漁業者間の直販取組み等の強化が急務となっている。 

 

（２）その他の関連する現状等 

 日南市は水産業以外に、農業や林業といった第 1 次産業が非常に盛んな地域である。最近で

は、生産者や漁協、農協などの系統団体、行政が一体となって 6 次産業化を進めていく動きも

ある。また、県内でも屈指の観光地となっており、関係団体が連携して様々なイベントが行わ

れ地元を盛り上げるなど、地域振興の機運が高まっている。 
 

３ 活性化の取組方針 

（１）基本方針 

 漁業者の所得向上に向けて、以下の取組みを行う。 

 □ 直販・加工による魚価の向上 

 □ 地元船水揚げカツオのブランド化（消費拡大・魚価向上） 

□ 水産資源の回復 

 □ 学校給食を活用した魚食普及・消費拡大 

 □ 省燃油活動 

 □ 漁業者間における漁場等の情報の共有化（情報交換） 

 □ 漁具摩耗防止活動 

 □ 流通コストの削減 
 

（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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



（３）具体的な取組内容（毎年ごとに数値目標とともに記載） 

（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。） 

１年目（平成 27 年） 

漁業収入向上の 

ための取組 
以下の取組みにより、漁業収入を基準年より 2%向上させる。 

①  直販・加工による魚価の向上 

  南郷漁協が運営する「港の駅めいつ」での直売は現在、一部の漁業者に

留まっているが、漁業者との協議を行い、直売を行う漁業者数を増加させ

る。また、日南市漁協女性部加工グループの加工製品等の販売拡大を推進

することにより、地域に水揚げされた魚の消費拡大を図り、ひいては魚価

向上につなげる。 

また、漁協は漁業者の協力のもと、日南名物ともなっている「魚うどん」

や宮崎水産物ブランドで農林水産大臣賞を受賞した「かつおうみっこ節」

などの加工品にも力を入れるほか、地元特産品を組み合わせ地域の特色を

生かした新たな加工品開発（地元の醤油や味噌、日向夏などの柑橘類と組

み合わせたもの等）を進め需要を拡大する。さらに、本年度から宮崎県漁

連が南郷漁協産地市場の仲買に参入して販売事業を開始し、漁業者側に立

った適正な価格での販売を目指し、漁業者所得の向上につなげる。 

②  地元船水揚げカツオをブランド化するための協議 

  市内４漁協と日南市、宮崎県、関係団体（地元商工団体など）で日南市

内のカツオ一本釣り漁船が春先に水揚げするカツオ（地元に近い漁場で水

揚げされるため高鮮度。他県にない水揚げ形態）について、殺菌海水など

を使用した一貫した流通を進めること等により他県との差別化を図り、更

に、販売窓口の一本化や統一したパッケージによる販売、インターネット

販売に向けた流通体制を整えるための協議を進める。 

③  水産資源の回復 

漁協は沿岸漁業者と協力して、イセエビの住処となる自然石を投入し

漁場を拡大させることでイセエビの漁獲量増加や、イセエビやイカの簡

易増殖施設等の設置数を増設することで資源回復に努める。また、ウニ

の適切な密度管理を行うため、ウニの密度が高い漁場から密度が低い漁

場へ移植するなど藻場の回復に努め、ウニの漁獲量増加を図る。さらに、

各漁協で行っているカサゴ・ヒラメなどの放流事業を推進するなど資源

回復に努める。加えて、カツオ資源に関して、近年行っている漁業者間

の自主的漁獲規制（（一社）全国近海かつお・まぐろ漁業協会を中心に

行っている自主規制）を引き続き行い資源回復に努める。これらの取組

みを継続して行い、資源回復に努め、漁業者の経営安定化・所得向上に

つなげる。 

④  学校給食を活用した魚食普及・消費拡大 

  昔から漁業基地として栄えてきた日南市ではあるが、若い世代の市民へ

の魚食の浸透度は低い。そこで、漁協と市が主体となり、各漁業者が地元

で水揚げした魚を漁協女性部などが加工し、市内公立小中学校の学校給食

に活用し、メニューとして取り入れることで魚の消費につなげる。また、
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子ども達が魚食に関して理解と関心を示すことで、今度は各家庭での魚食

の意識が高まり、料理の中に魚を取り入れてもらうことで、魚の消費拡大、

魚食普及を推進し、魚価の向上、さらには漁業者の所得向上につなげる。 

⑤  漁村の伝統文化・食文化等の継承活動 

漁協が主体となり漁業者の協力を得ながら、市内の小中学校、一般市民

を対象に漁法の紹介や魚料理教室、捌き方教室などを実施することで、魚

を好きになってもらい、魚食の拡大、ひいては魚価の向上を目指す。 
漁業コスト削減の 

ための取組 
以下の取組みにより、漁業コストを 2.3%削減する。 

① 省燃油活動 

  積極的に減速航行等に取り組み、燃油消費量の節減に努める。 

② 漁業者間における漁場等の情報の共有化（情報交換） 

  主にかつお一本釣り漁業者が、一体となり漁場データを収集・分析し、

情報を共有化することで操業の効率化を図り燃油消費量の節減に努める。 

③ 漁具摩耗防止活動 

  漁業者は、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など）の徹底や日々

の確実なメンテナンスにより、耐用年数より長く使用することで、漁具費

の削減に努める。 

④ 流通コストの削減 

  市内４漁協と市、関係機関（宮崎県かつお漁業対策協議会など）が連携

し、かつおの水揚げ地となっている県内外市場に出向き、水揚げ形態や問

題点、漁業者からの要望等を協議、改善計画等（箱代、輸送料の見直し、

流通経路の改善等）を策定し水揚げに係る流通コストの削減を図る。 
活用する 

支援措置等 
・新規漁業就業者総合支援事業 

・水産多面的機能発揮事業 

・産地水産業強化支援事業 

・省エネ機器等導入推進事業 

・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 

・種子島周辺漁業対策事業 

 

2 年目（平成 28 年） 

漁業収入向上の 

ための取組 
以下の取組みを引き続き実施することにより、漁業収入を基準年より

4%向上させる。 

① 直販・加工による魚価の向上 

  南郷漁協が運営する「港の駅めいつ」での直売は現在、一部の漁業者に

留まっているが、漁業者との協議を行い、直売を行う漁業者数を増加させ

る。また、日南市漁協女性部加工グループの加工製品等の販売拡大を推進

することにより、地域に水揚げされた魚の消費拡大を図り、ひいては魚価

向上につなげる。 

また、漁協は漁業者の協力のもと、日南名物ともなっている「魚うどん」

や宮崎水産物ブランドで農林水産大臣賞を受賞した「かつおうみっこ節」

などの加工品にも力を入れるほか、地元特産品を組み合わせ地域の特色を

生かした新たな加工品開発（地元の醤油や味噌、日向夏などの柑橘類と組
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み合わせたもの等）を進め需要を拡大する。さらに、26 年度から宮崎県

漁連が南郷漁協産地市場の仲買に参入して販売事業を開始し、漁業者側に

立った適正な価格での販売を目指し、漁業者所得の向上につなげる。 

②  地元船水揚げカツオをブランド化するための協議 

  市内４漁協と日南市、宮崎県、関係団体（地元商工団体など）で日南市

内のカツオ一本釣り漁船が春先に水揚げするカツオ（地元に近い漁場で水

揚げされるため高鮮度。他県にない水揚げ形態）について、殺菌海水など

を使用した一貫した流通を進めること等により他県との差別化を図り、更

に、販売窓口の一本化や統一したパッケージによる販売、インターネット

販売に向けた流通体制を整えるための協議を進める。 

③ 水産資源の回復 

漁協は沿岸漁業者と協力して、イセエビの住処となる自然石を投入し 

漁場を拡大させることでイセエビの漁獲量増加や、イセエビやイカの簡易

増殖施設等の設置数を増設することで資源回復に努める。また、ウニの適

切な密度管理を行うため、ウニの密度が高い漁場から密度が低い漁場へ移

植するなど藻場の回復に努め、ウニの漁獲量増加を図る。さらに、各漁協

で行っているカサゴ・ヒラメなどの放流事業を推進するなど資源回復に努

める。加えて、カツオ資源に関して、近年行っている漁業者間の自主的漁

獲規制（（一社）全国近海かつお・まぐろ漁業協会を中心に行っている自

主規制）を引き続き行い資源回復に努める。これらの取組みを継続して行

い、資源回復に努め、漁業者の経営安定化・所得向上につなげる。 

④ 学校給食を活用した魚食普及・消費拡大 

  昔から漁業基地として栄えてきた日南市ではあるが、若い世代の市民へ

の魚食の浸透度は低い。そこで、漁協と市が主体となり、各漁業者が地元

で水揚げした魚を漁協女性部などが加工し、市内公立小中学校の学校給食

に活用し、メニューとして取り入れることで魚の消費につなげる。また、

子ども達が魚食に関して理解と関心を示すことで、今度は各家庭での魚食

の意識が高まり、料理の中に魚を取り入れてもらうことで、魚の消費拡大、

魚食普及を推進し、魚価の向上、さらには漁業者の所得向上につなげる。 

⑤ 漁村の伝統文化・食文化等の継承活動 

漁協が主体となり漁業者の協力を得ながら、市内の小中学校、一般市民

を対象に漁法の紹介や魚料理教室、捌き方教室などを実施することで、魚

を好きになってもらい、魚食の拡大、ひいては魚価の向上を目指す。 
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漁業コスト削減の 

ための取組 
以下の取組みを引き続き実施することにより、漁業コストを 2.3%削減

する。 

① 省燃油活動 

  積極的に減速航行等に取り組み、燃油消費量の節減に努める。 

② 漁業者間における漁場等の情報の共有化（情報交換） 

  主にかつお一本釣り漁業者が、一体となり漁場データを収集・分析し、

情報を共有化することで操業の効率化を図り燃油消費量の節減に努める。 

③ 漁具摩耗防止活動 

  漁業者は、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など）の徹底や日々

の確実なメンテナンスにより、耐用年数より長く使用することで、漁具費

の削減に努める。 

④ 流通コストの削減 

市内４漁協と市、関係機関（宮崎県かつお漁業対策協議会など）が連携

し、かつおの水揚げ地となっている県内外市場に出向き、水揚げ形態や問

題点、漁業者からの要望等を協議、改善計画等（箱代、輸送料の見直し、

流通経路の改善等）を策定し水揚げに係る流通コストの削減を図る。 
活用する 

支援措置等 
・新規漁業就業者総合支援事業 

・水産多面的機能発揮事業 

・産地水産業強化支援事業 

・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 

・種子島周辺漁業対策事業 
 

3 年目（平成 29 年） 

漁業収入向上の 

ための取組 
以下の取組みを引き続き実施することにより、漁業収入を基準年より

6%向上させる。 

① 直販・加工による魚価の向上 

南郷漁協が運営する「港の駅めいつ」での直売は現在、一部の漁業者に

留まっているが、漁業者との協議を行い、直売を行う漁業者数を増加させ

る。また、日南市漁協女性部加工グループの加工製品等の販売拡大を推進

することにより、地域に水揚げされた魚の消費拡大を図り、ひいては魚価

向上につなげる。 

また、漁協は漁業者の協力のもと、日南名物ともなっている「魚うどん」

や宮崎水産物ブランドで農林水産大臣賞を受賞した「かつおうみっこ節」

などの加工品にも力を入れるほか、地元特産品を組み合わせ地域の特色を

生かした新たな加工品開発（地元の醤油や味噌、日向夏などの柑橘類と組

み合わせたもの等）を進め需要を拡大する。さらに、26 年度から宮崎県

漁連が南郷漁協産地市場の仲買に参入して販売事業を開始し、漁業者側に

立った適正な価格での販売を目指し、漁業者所得の向上につなげる。 

② 水産資源の回復 

漁協は沿岸漁業者と協力して、イセエビの住処となる自然石を投入し漁場

を拡大させることでイセエビの漁獲量増加や、イセエビやイカの簡易増殖

施設等の設置数を増設することで資源回復に努める。また、ウニの適切な
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密度管理を行うため、ウニの密度が高い漁場から密度が低い漁場へ移植す

るなど藻場の回復に努め、ウニの漁獲量増加を図る。さらに、各漁協で行

っているカサゴ・ヒラメなどの放流事業を推進するなど資源回復に努める。

加えて、カツオ資源に関して、近年行っている漁業者間の自主的漁獲規制

（（一社）全国近海かつお・まぐろ漁業協会を中心に行っている自主規制）

を引き続き行い資源回復に努める。これらの取組みを継続して行い、資源

回復に努め、漁業者の経営安定化・所得向上につなげる。 

③ 学校給食を活用した魚食普及・消費拡大 

昔から漁業基地として栄えてきた日南市ではあるが、若い世代の市民へ

の魚食の浸透度は低い。そこで、漁協と市が主体となり、各漁業者が地元

で水揚げした魚を漁協女性部などが加工し、市内公立小中学校の学校給食

に活用し、メニューとして取り入れることで魚の消費につなげる。また、

子ども達が魚食に関して理解と関心を示すことで、今度は各家庭での魚食

の意識が高まり、料理の中に魚を取り入れてもらうことで、魚の消費拡大、

魚食普及を推進し、魚価の向上、さらには漁業者の所得向上につなげる。 

④ 漁村の伝統文化・食文化等の継承活動 

漁協が主体となり漁業者の協力を得ながら、市内の小中学校、一般市民

を対象に漁法の紹介や魚料理教室、捌き方教室などを実施することで、魚

を好きになってもらい、魚食の拡大、ひいては魚価の向上を目指す。 

⑤ 産地カツオ販売拡大 

  1 年目・2 年目で行った協議を基に、市内のカツオ一本釣り漁船が漁獲

したカツオをブランド化し、デザインを統一したシールやパーチを使い販

売することで他のカツオとの区別化を図る。また、イベントやインターネ

ットを活用して販路拡大を行い、カツオの消費拡大・魚価向上につなげる。

さらに、南郷漁協が運営する「港の駅めいつ」にてカツオの漁業者直売を

進め、漁業者の所得向上を図る。 
漁業コスト削減の 

ための取組 
以下の取組みを引き続き実施することにより、漁業コストを 2.3%削減

する。 

① 省燃油活動 

  積極的に減速航行等に取り組み、燃油消費量の節減に努める。 

② 漁業者間における漁場等の情報の共有化（情報交換） 

  主にかつお一本釣り漁業者が、一体となり漁場データを収集・分析し、

情報を共有化することで操業の効率化を図り燃油消費量の節減に努める。 

③ 漁具摩耗防止活動 

  漁業者は、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など）の徹底や日々

の確実なメンテナンスにより、耐用年数より長く使用することで、漁具費

の削減に努める。 

④ 流通コストの削減 

市内４漁協と市、関係機関（宮崎県かつお漁業対策協議会など）が連携

し、かつおの水揚げ地となっている県内外市場に出向き、水揚げ形態や問
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題点、漁業者からの要望等を協議、改善計画等（箱代、輸送料の見直し、

流通経路の改善等）を策定し水揚げに係る流通コストの削減を図る。 

活用する 

支援措置等 
・新規漁業就業者総合支援事業 

・産地水産業強化支援事業 

 

・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 

・種子島周辺漁業対策事業 
 

4 年目（平成 30 年） 

漁業収入向上の 

ための取組 
以下の取組みを引き続き実施することにより、漁業収入を基準年より

8%向上させる。 

① 直販・加工による魚価の向上 

  南郷漁協が運営する「港の駅めいつ」での直売は現在、一部の漁業者に

留まっているが、漁業者との協議を行い、直売を行う漁業者数を増加させ

る。また、日南市漁協女性部加工グループの加工製品等の販売拡大を推進

することにより、地域に水揚げされた魚の消費拡大を図り、ひいては魚価

向上につなげる。 

また、漁協は漁業者の協力のもと、日南名物ともなっている「魚うどん」

や宮崎水産物ブランドで農林水産大臣賞を受賞した「かつおうみっこ節」

などの加工品にも力を入れるほか、地元特産品を組み合わせ地域の特色を

生かした新たな加工品開発（地元の醤油や味噌、日向夏などの柑橘類と組

み合わせたもの等）を進め需要を拡大する。さらに、26 年度から宮崎県

漁連が南郷漁協産地市場の仲買に参入して販売事業を開始し、漁業者側に

立った適正な価格での販売を目指し、漁業者所得の向上につなげる。 

② 水産資源の回復 

漁協は沿岸漁業者と協力して、イセエビの住処となる自然石を投入し 

漁場を拡大させることでイセエビの漁獲量増加や、イセエビやイカの簡易

増殖施設等の設置数を増設することで資源回復に努める。また、ウニの適

切な密度管理を行うため、ウニの密度が高い漁場から密度が低い漁場へ移

植するなど藻場の回復に努め、ウニの漁獲量増加を図る。さらに、各漁協

で行っているカサゴ・ヒラメなどの放流事業を推進するなど資源回復に努

める。加えて、カツオ資源に関して、近年行っている漁業者間の自主的漁

獲規制（（一社）全国近海かつお・まぐろ漁業協会を中心に行っている自

主規制）を引き続き行い資源回復に努める。これらの取組みを継続して行

い、資源回復に努め、漁業者の経営安定化・所得向上につなげる。 

③ 学校給食を活用した魚食普及・消費拡大 

  昔から漁業基地として栄えてきた日南市ではあるが、若い世代の市民へ

の魚食の浸透度は低い。そこで、漁協と市が主体となり、各漁業者が地元

で水揚げした魚を漁協女性部などが加工し、市内公立小中学校の学校給食

に活用し、メニューとして取り入れることで魚の消費につなげる。また、

子ども達が魚食に関して理解と関心を示すことで、今度は各家庭での魚食

の意識が高まり、料理の中に魚を取り入れてもらうことで、魚の消費拡大、

魚食普及を推進し、魚価の向上、さらには漁業者の所得向上につなげる。 
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④ 漁村の伝統文化・食文化等の継承活動 

漁協が主体となり漁業者の協力を得ながら、市内の小中学校、一般市民

を対象に漁法の紹介や魚料理教室、捌き方教室などを実施することで、魚

を好きになってもらい、魚食の拡大、ひいては魚価の向上を目指す 

⑤ 日南ブランドのカツオ PR（産地かつお消費拡大） 

  ブランド化した地元船水揚げかつおを、マスコミやインターネット、イ

ベントを活用し、市内外へ幅広く PR することで、ブランド化した「かつ

お」の知名度の向上を図り、さらなる消費拡大・魚価の向上につなげる。 

漁業コスト削減の 

ための取組 
以下の取組みを引き続き実施することにより、漁業コストを基準年に比

べ 2.3%削減する。 

① 省燃油活動 

  積極的に減速航行等に取り組み、燃油消費量の節減に努める。 

② 漁業者間における漁場等の情報の共有化（情報交換） 

  主にかつお一本釣り漁業者が、一体となり漁場データを収集・分析し、

情報を共有化することで操業の効率化を図り燃油消費量の節減に努める。 

③ 漁具摩耗防止活動 

  漁業者は、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など）の徹底や日々

の確実なメンテナンスにより、耐用年数より長く使用することで、漁具費

の削減に努める。 

④ 流通コストの削減 

市内４漁協と市、関係機関（宮崎県かつお漁業対策協議会など）が連携

し、かつおの水揚げ地となっている県内外市場に出向き、水揚げ形態や問

題点、漁業者からの要望等を協議、改善計画等（箱代、輸送料の見直し、

流通経路の改善等）を策定し水揚げに係る流通コストの削減を図る。 
活用する 

支援措置等 
・新規漁業就業者総合支援事業 

・産地水産業強化支援事業 

 

・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 

・種子島周辺漁業対策事業 

 

5 年目（平成 31 年） 

漁業収入向上の 

ための取組 
以下の取組みを引き続き行うが、最終年であり、目標の達成を確実なも

のとするようプランの取組み成果を検証し、必要な見直しを行うことに

より、漁業収入を基準年より 10%向上させる。 

① 直販・加工による魚価の向上 

  南郷漁協が運営する「港の駅めいつ」での直売は現在、一部の漁業者に

留まっているが、漁業者との協議を行い、直売を行う漁業者数を増加させ

る。また、日南市漁協女性部加工グループの加工製品等の販売拡大を推進

することにより、地域に水揚げされた魚の消費拡大を図り、ひいては魚価

向上につなげる。 

また、漁協は漁業者の協力のもと、日南名物ともなっている「魚うどん」

や宮崎水産物ブランドで農林水産大臣賞を受賞した「かつおうみっこ節」
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などの加工品にも力を入れるほか、地元特産品を組み合わせ地域の特色を

生かした新たな加工品開発（地元の醤油や味噌、日向夏などの柑橘類と組

み合わせたもの等）を進め需要を拡大する。さらに、本年度から宮崎県漁

連が南郷漁協産地市場の仲買に参入して販売事業を開始し、漁業者側に立

った適正な価格での販売を目指し、漁業者所得の向上につなげる。 

② 水産資源の回復 

漁協は沿岸漁業者と協力して、イセエビの住処となる自然石を投入し 

漁場を拡大させることでイセエビの漁獲量増加や、イセエビやイカの簡易

増殖施設等の設置数を増設することで資源回復に努める。また、ウニの適

切な密度管理を行うため、ウニの密度が高い漁場から密度が低い漁場へ移

植するなど藻場の回復に努め、ウニの漁獲量増加を図る。さらに、各漁協

で行っているカサゴ・ヒラメなどの放流事業を推進するなど資源回復に努

める。加えて、カツオ資源に関して、近年行っている漁業者間の自主的漁

獲規制（（一社）全国近海かつお・まぐろ漁業協会を中心に行っている自

主規制）を引き続き行い資源回復に努める。これらの取組を継続して行い、

資源回復に努め、漁業者の経営安定化・所得向上につなげる。 

③ 学校給食を活用した魚食普及・消費拡大 

  昔から漁業基地として栄えてきた日南市ではあるが、若い世代の市民へ

の魚食の浸透度は低い。そこで、漁協と市が主体となり、各漁業者が地元

で水揚げした魚を漁協女性部などが加工し、市内公立小中学校の学校給食

に活用し、メニューとして取り入れることで魚の消費につなげる。また、

子ども達が魚食に関して理解と関心を示すことで、今度は各家庭での魚食

の意識が高まり、料理の中に魚を取り入れてもらうことで、魚の消費拡大、

魚食普及を推進し、魚価の向上、さらには漁業者の所得向上につなげる。 

④ 漁村の伝統文化・食文化等の継承活動 

漁協が主体となり漁業者の協力を得ながら、市内の小中学校、一般市民

を対象に漁法の紹介や魚料理教室、捌き方教室などを実施することで、魚

を好きになってもらい、魚食の拡大、ひいては魚価の向上を目指す 

⑤ 日南ブランドのカツオ PR（産地かつお消費拡大） 

  ブランド化した地元船水揚げかつおを、マスコミやインターネット、イ

ベントを活用し、市内外へ幅広く PR することで、ブランド化した「かつ

お」の知名度の向上を図り、さらなる消費拡大・魚価の向上につなげる。 
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漁業コスト削減の 

ための取組 
以下の取組みを引き続き行うが、最終年であり、目標の達成を確実なも

のとするようプランの取組み成果を検証し、必要な見直しを行うことに

より、漁業コストを 2.3%削減する。 

① 省燃油活動 

  積極的に減速航行等に取り組み、燃油消費量の節減に努める。 

② 漁業者間における漁場等の情報の共有化（情報交換） 

  主にかつお一本釣り漁業者が、一体となり漁場データを収集・分析し、

情報を共有化することで操業の効率化を図り燃油消費量の節減に努める。 

③ 漁具摩耗防止活動 

  漁業者は、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など）の徹底や日々

の確実なメンテナンスにより、耐用年数より長く使用することで、漁具費

の削減に努める。 

④ 流通コストの削減 

  市内４漁協と市、関係機関（宮崎県かつお漁業対策協議会など）が連携

し、かつおの水揚げ地となっている県内外市場に出向き、水揚げ形態や問

題点、漁業者からの要望等を協議、改善計画等（箱代、輸送料の見直し、

流通経路の改善等）を策定し水揚げに係る流通コストの削減を図る。 
活用する 

支援措置等 
・新規漁業就業者総合支援事業 

・産地水産業強化支援事業 

 

・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 

・種子島周辺漁業対策事業 
 

 

 行政（宮崎県、日南市）と関連団体（漁協など）が、官民一体となって連携し、幅広く取り

組むことで、各取組みにおける早期の効果発現を目指す。 

 

 

（４）関係機関との連携 

４ 目標 

（１）数値目標  ※日南市漁協、南郷漁協、栄松漁協、外浦漁協の合算値 

漁業所得の向上   %以上 
基準年 平成  年度： 漁業所得       千円 

目標年 平成  年度： 漁業所得            千円 

 

（２）上記の算出方法及びその妥当性 
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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トの関係性 

事 業 名 事業内容及び浜の活力再生プランとの関係性 

水産多面的機能発揮事業 

 適切なウニの密度管理を行うため、ウニの移植等を行い、漁獲

量の増加を図る。また、市内小中学校や一般市民向けに漁法の紹

介や捌き方教室、魚料理教室など漁村の伝統文化・食文化の継承

活動を実施し、魚食に興味・関心を持ってもらうことで消費拡大

に努め、漁業者の所得向上につなげるもの。 

産地水産業強化支援事業 

①漁場の造成を行い、漁獲量の増加を図り、漁業者の所得向上に

つなげるもの。 

②地元船が釣り上げる魚を箱やパーチ等を統一したデザインで販

売するともに、インターネット等を活用し販路拡大につなげる

もの。 

漁 業 経 営 セーフティネット

構築事業 
 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げ

るもの。 

もうかる漁業創設支援事

業 

 近海かつお一本釣漁業及びまぐろ延縄漁業において、省エネ省

コスト型の新船により収益性改善の実証試験を行い、漁業所得の

向上につなげるもの。 

種子島周辺漁業対策事業 
「港の駅めいつ」や荷さばき施設、製氷施設等に太陽光発電施

設を設置することで、電力消費等を節減し、漁業者の負担軽減を

図るもの。 

新規漁業就業者総合支援 

事業 

 漁業就業者フェアへの参加の他、新規漁業就業者に対し漁業研

修の実施などの支援を行い、将来を担う若い世代の漁業者を確保

するもの。 

省エネ機器等導入推進 

事業 
 省エネ機関への換装により、漁業コストの削減を行うもの。 
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