
Ⅳ　水産業

１ 水産業の概要

  八重山地区における漁業経営体数は265経営体で、全県2,616経営体の10.1％を占めている
(平成25年)。
  平成29年の海面漁業生産は1,219トンであり、全県15,954トンの7.6％を占めている。

 ◆漁船漁業

◆養殖漁業

◆資源管理型漁業の取り組み

　八重山漁協においては、マグロ漁業（延縄、浮魚礁、集魚灯）、一本釣り（マチ類）、
ソデイカ漁といった沖合での漁業の他、潜水器、小型定置網、刺し網など多様な漁業種類
が営まれている。
　与那国漁協においては、カジキの曳き縄とマチ類の一本釣りが主に営まれている。

　八重山漁協資源管理委員会ではこれまでの取り組みを継続して、4月から6月までの3ヶ月
間、石西礁湖内に5カ所の禁漁区を設定し親魚を保護するほか、主要魚種の体長制限を設定
して資源管理に取り組んでいる。
　また八重山海域ではナミハタ（さっこーみーばい）が産卵期に特定の産卵場所に集まる
習性があることから、八重山漁協電灯潜り研究会では平成22年度以降、産卵のために集
まった魚（産卵集群）を保護することで資源を守るために、ヨナラ水道に保護区を設定
し、資源の保護に努めている。
　また平成27年もこれまで同様にマチ類の資源を守るため沖縄県海区漁業調整委員会の委
員会指示により、水納北、第2多良間堆、沖ノ中ノソネの3カ所に保護区と保護期間を定め
て資源管理に取り組んでいる。

　平成29年の石垣市の海面養殖生産量は1,060トンとなっている。
　モズク養殖は生産量のばらつきが大きく安定生産が課題となっているため、平成25年よ
り人工培養したモズクの種を用いた母藻づくりに取り組み、種付けの安定化に取り組んで
いる。
　ヤイトハタ養殖は、県内全体の生産量の半分以上を八重山が占めているが、種苗導入直
後に寄生虫を原因としたへい死が多く発生するため、歩留まりが低い。そこで、平成26年
より陸上水槽で種苗を中間育成することで歩留まりを高める取り組みを行っている。
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(1)　漁業経営体

①　市町村別経営体数の推移                           　 単位：経営体

②　市町村別経営体階層別経営体数（平成25年） 単位：経営体

資料：沖縄農林水産統計年報、漁業センサス

資料：沖縄農林水産統計年報、漁業センサス
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(2)　漁業就業者

①　市町村別漁業就業者数の推移 単位：人

資料：沖縄農林水産統計年報、漁業センサス
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(3)　漁業生産

①八重山地区部門別漁業生産の推移       　　　　 単位：ｔ、百万円

資料：沖縄農林水産統計年報、海面漁業生産統計調査、漁業生産額

（注1：0は単位に満たないもの。以下同じ。　注2：うなぎのみの数値。他の魚類は不明。　注3：石垣市のみのデータ）
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②　八重山地区漁業種類別海面漁業生産の推移 　　　　　　単位：ｔ、百万円

③漁業種類別市町村別漁獲量（平成29年）     　　　　 　　　　　　単位：ｔ

資料：沖縄農林水産統計年報、海面漁業生産統計調査、漁業生産額

資料：沖縄農林水産統計年報

50



④八重山地区魚種別海面漁業生産の推移 　　　　　単位：ｔ、百万円

⑤海面養殖業の推移             単位：ｔ、百万円

資料：沖縄農林水産統計年報、海面漁業生産統計調査、漁業生産額

資料：沖縄農林水産統計年報、海面漁業生産統計調査、漁業生産額
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２　水産関係事業

(1) 水産業構造改善事業 単位：千円

年度 事業名 事業内容 事業費 事業主体

H2 構造改善推進事業 加工研修会の開催 756 与那国漁協

H4 漁船巻揚施設 3ｔ型1基　小屋CB造1棟 3,765

漁船巻揚施設 3ｔ型1基　小屋CB造1棟 4,264

水産物荷捌施設 RC造　400㎡ 70,014

漁船巻揚施設 8ｔ型1基　小屋CB造1棟 4,357

漁船保全修理施設 8ｔ型1基　小屋CB造1棟 4,357 石垣市

通信施設 通信施設1ｗ　DSB 7,571 与那国町漁協

漁船巻揚施設 15t型1基　小屋1棟　石垣漁港 5,843

漁船巻揚施設 15t型1基　小屋1棟　登野城漁港 11,225

増養殖用作業保管施設 RC構造　200㎡　ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ1台　崎枝地区 32,188

H8 漁船保全修理施設 5ｔ型1基　小屋CB造1棟 4,501

H9 漁船漁業用作業保管施設 漁具倉庫　1棟 24,801

漁船漁業用作業保管施設 8ｔ 3ｔ型1基　小屋CB造各1棟 9,989

増養殖用作業保管施設 浮桟橋1基　連絡橋1基　係留杭9本 125,540 石垣市

漁船保全修理施設 5ｔ型1基　RC造187㎡　ﾎｲｽﾄｸﾚｰﾝ1基 43,600 与那国町漁協

種苗供給施設 RC造50㎡×4基 45,605 与那国町

増養殖用作業保管施設 出荷棟　出荷施設　ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ　ﾄﾗｯｸ 377,218 八重山漁協

水産物運搬施設 冷凍庫2ｔ型1台 5,019 竹富町

水産物鮮度保持施設 製氷2ｔ/日　貯氷3ｔ 42,840

漁船漁業用作業保管施設 漁具倉庫　RC造　283.3㎡ 38,010

実践的な実験事業
ﾓｽﾞｸ加工処理施設（ﾚﾝﾀﾙ）
ﾓｽﾞｸ加工流通調査一式・先進地視察

10,447

H12 漁船漁業用作業保管施設 8ｔ 15ｔ型各1基　小屋CB造2棟 11,401

漁村環境改善施設整備事業 漁具倉庫　RC造130㎡　1棟 18,553

水産業構造改善推進事業

離島過疎地域水産業 実践的な実験事業 10,000 竹富町

活性化特別対策事業 協同処理加工施設改修工事一式 7,433

担い手育成リース支援事業 もずく洗浄機　納庫 18,677

水産業近代化施設整備事業 巻揚機　5ｔ型　CB造小屋（船越漁港） 5,492

水産業近代化施設整備事業 巻揚機　8ｔ型（登野城漁港） 2,100

漁村環境改善施設整備事業 急速冷凍機一式 12,180

水産業近代化施設整備事業 巻揚機　5ｔ型　CB造小屋 5,014 竹富町

水産業近代化施設整備事業 巻揚機　5ｔ型　2基　CB造小屋　2棟 11,707 与那国町

水産業近代化施設整備事業 巻揚機　3ｔ型　CB造小屋 4,253 八重山漁協

H20 水産業近代化施設整備事業 巻揚機　5ｔ型　2基　納庫2棟 11,377

H21 水産業近代化施設整備事業 巻揚機　5ｔ型　1基　納庫 6,745

水産業近代化施設整備事業 水産物荷捌施設　800㎡　改修 11,550 八重山漁協

水産業近代化施設整備事業 水産物荷捌施設　184㎡　改修 49,999 与那国町漁協

水産業近代化施設整備事業 水産物鮮度保持施設　加工用冷凍冷蔵庫180ｔ改修 51,450

水産業近代化施設整備事業 水産物鮮度保持施設　冷凍庫25ｔ　冷蔵庫55ｔ　改修 49,875

水産業近代化施設整備事業
水産物鮮度保持施設
製氷8ｔ/日　貯氷20ｔ　冷蔵-5℃10ｔ　-25℃40ｔ　改修

116,550

H24 水産業構造改善推進事業 海業支援施設　183.8㎡ 82,508 竹富町

水産業近代化施設整備事業 通信施設　36㎡　27MHz 21,103 与那国町

漁村環境改善施設整備事業 水産加工処理施設　1,596㎡ 450,000 石垣市

水産業競争力強化緊急施設整備事業 燃油補給施設　30kL×4基（A重油）、30kL×1基、給油ピット×3基 113,423

水産業強化支援事業 漁船保全修理施設　全自動巻揚機 10,350
水産業強化支援事業 鮮度保持施設　冷凍施設　プロトン凍結機1基 17,580 与那国町漁協

H13

H5

H6

H7

H10

H11

八重山漁協

八重山漁協

八重山漁協

八重山漁協
H14

H15

H29
八重山漁協

資料：県水産課

H22

H25

石垣市

八重山漁協
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（２）　浮魚礁設置

①趣旨

②浮魚礁とは

③浮魚礁の種類

中層浮魚礁（琉宮）

表中層浮魚礁（海宝）

浮魚礁敷設一覧表（琉宮、海宝）

　浮魚礁は、県が実地する水産環境整備事業において、共同漁業権区域外の沖合域に回遊性の
魚種を蝟集する魚礁施設として設置されている。主な目的は漁船漁業の効率的な操業及び水産
物の安定供給に資することとしている。

　浮魚礁（うきぎょしょう）は、浮力体を付した人工物を海の表層または中層に設置して形成
した人工魚礁である。回遊魚が漂流物に集まる習性を利用して集魚を図るものである。沖縄県
ではパヤオの愛称で遊漁者にも親しまれている。
対象漁獲物：マグロ類、カジキ類、サワラ、シイラ、カツオ他

かいほう

りゅうぐう
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(３)　漁港漁場整備事業（市町村別整備状況）              　　　　　　単位：百万円

資料：八重山農林水産振興センター農林水産整備課　　注：進捗率は令和元年度事業終了時

(４)　八重山地区漁港漁場位置図

事業別

全 体 計 画 951.0 951.0

平 成 30 年 度 ま で 44.0 44.0

令 和 元 年 度 実 施 133.0 133.0

工 期 H30～R6

進 捗 率 19% 19%

全 体 計 画 461.0 461.0

平 成 30 年 度 ま で 40.0 40.0

令 和 元 年 度 実 施 145.0 145.0

工 期 H29～R3

進 捗 率 40% 40%

全 体 計 画 276.0 30.0 540.0 846.0

平 成 30 年 度 ま で 111.0 0.0 439.0 550.0

令 和 元 年 度 実 施 0.0 10.0 51.0 61.0

工 期 H24～R3 R2～R3 H27～R4

進 捗 率 40% 33% 91% 72%

全 体 計 画 1,561.0 1,561.0

平 成 30 年 度 ま で 762.0 762.0

令 和 元 年 度 実 施 460.0 460.0

工 期 H26～H33

進 捗 率 78% 78%

与 那 国 町 合 計
　　項目

市町別

水産物供給

基盤機能

保全事業

石 垣 市 竹 富 町

水産流通

基盤整備

事業

漁村再生

交付金

事業

漁港施設

機能強化

事業
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３　八重山地区水産業の変遷

表中層型浮魚礁「海宝1号、2号」　与那国沖、石垣南沖を更新

表中層型浮魚礁「海宝9号」　石垣北沖に設置

日台漁業取決め　発効

漁業支援施設（竹富町・小浜島）竣工

石垣市水産加工施設　竣工

石垣市船越漁港直売所兼休憩所施設　竣工

中層型浮魚礁「石垣Ⅱ、Ⅲ」石垣南沖、石垣北沖を更新

表中層型浮魚礁「海宝6号、7号」　与那国沖、石垣南沖に設置

ウミブドウ養殖の試み始まる・観光漁業の拠点「海人館」竣工

登野城地区魚類養殖場にてイリドウイルス症による被害

八重山漁協資源管理委員会設立

南西諸島マチ類資源回復計画がスタート

八重山海域沿岸性魚類資源回復計画樹立

マチ類資源の保護培養に関する委員会指示が発動

与那国漁業協同組合経営改善計画樹立

八重山漁業協同組合資源回復計画樹立

表中層型浮魚礁「海宝１号」与那国沖に設置

八重山漁協電灯潜り研究会がナミハタ資源管理を開始（ヨナラ水道）

外国船被害対策事業での保護区監視活動を開始

中層浮魚礁「琉宮」の設置・ヤイトハタ養殖本格化

八重山漁協クルマエビ養殖場の完成・漁業者によるシャコガイの放流

巻き網漁業の廃止・魚類養殖の試み（カンパチ・シマアジ・マダイ）

鳩間地区におけるモズク養殖の試み

ソデイカ自主規制スタート

八重山漁協クルマエビ養殖場増設

西海区水産研究所石垣支所建設決定・県水産試験場八重山支場施設整備決定

県水産試験場八重山支場竣工・大型浮魚礁「ニライ６号」設置

大型浮魚礁「ニライ９号」与那国沖に設置

八重山漁協セリ開始・登野城地区魚類養殖場竣工

クチナギ資源管理スタート・大型浮魚礁「ニライ13号」設置

西海区水産研究所石垣支所竣工・与那国地区クルマエビ養殖場竣工

オニヒトデ異常発生（第２次・56～58年）・漁業者による駆除開始

カツオ漁業の衰退・パヤオ漁業本格化・ノコギリガザミの放流

内水面漁業（ウナギ）の衰退・国営栽培漁業協会の誘致決定

クルマエビ養殖場工事着工・黒真珠養殖の安定化（母貝の人工採苗の本格化）

国営栽培漁業協会開所

周辺漁場（新川川・宮良川）の赤土汚染深刻化

平成27年

平成28年

平成30年

令和元年

平成20年

平成22年

平成23年

平成24年

平成25年

平成26年

平成13年

平成15年

平成16年

平成17年

平成18年

漁業用無線の普及

水産物共同処理加工場完成・パヤオの試験操業・並型魚礁の設置

石垣市水産課設置・サメ被害多発・漁業者による駆除開始

アギヤー漁業の統合（３経営体）

石垣漁港荷さばき施設完成・八重山漁協本所移転

平成19年

平成４年

平成５年

平成８年

平成９年

平成10年

平成11年

平成３年

昭和52年

昭和53年

昭和54年

昭和55年

昭和56年

昭和57年

昭和59年

昭和60年

昭和61年

昭和63年

平成２年
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