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る者もおり、再び日本に戻って、国内の他地域の遠洋かつお一本釣り漁船に乗船

する者も多い。 

地域を超えて活躍する実習生は、持続可能な水産業の発展に寄与している。 

 

 

（５）ランドスケープ及びシースケープの特徴 

ア かつお一本釣り漁船が織りなす港の風景 

日南市の海岸線は複雑に入り組んでおり、大小の湾毎に 10 の港が整備されて

いる。港毎に特色ある漁業が営まれており、船首部分が長く突出するホースヘッ

ドと呼ばれる特徴的な形状をしたかつお一本釣り漁船や平べったい定置網漁船

等が停泊している。そのうち 3つは、日南かつお一本釣り漁船の母港であり、11

月頃になると、帰港したかつお一本釣り漁船が多く停泊している。それらの港で

は、毎年正月に新しい年の大漁と航海の安全を祈願し、漁船に高さ 10ｍ程の竹竿

を立て大漁旗を飾る。飾り付けは、縁起をかつぎ引き潮から満ち潮に移る間に行

う。2 月の出漁準備が始まる 1 月中旬まで、大漁旗がはためく港の風景を楽しむ

ことができる。 

当地域では漁船の造船に飫肥杉が利用されていたことから、本来であれば照葉

樹の広葉樹林帯であるのに、港のすぐ側まで植林された飫肥杉林があり、かつお

一本釣り漁船と飫肥杉林が溶け合う特徴的なランドスケープが形成されている

（写真 52）。 

また、日南かつお一本釣り船の母港がある 3つの湾からは大島が見えるが、和

船の時代には、この大島の辺りがかつお漁の主要な漁場になっていた。大島を背

景にかつお船が母港を旅立っていく光景は、当地域にかつお一本釣り漁が発祥し

た頃からの原風景といえるものである（写真 53）。 

写真 52 目井津漁港に並ぶ正月の「かつお一本釣り漁船」と飫肥杉林 
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イ 海と山をつなぐ堀川運河 

当地域で深く結びつくかつお一本釣り漁業と飫肥林業の象徴的な存在といえ

るのが江戸時代に掘削された堀川運河である。 

堀川運河は、山から切り出された木材の搬出・集荷を簡便にするため、5 代藩

主伊東祐実により 1683 年（天和 3 年）から 2 年 4 ヶ月かけて開削された。総延

長は約 1,500m、広い所の幅は約 36～22m、狭い所でも約 22～23m、水深は約 3～

6m であり、広渡川河口近くから、乙姫神社(吾平津神社)の前の岩山を掘り抜き、

油津港に至っている。油津港に木材を搬出するのにいったん海へ出る必要がなく

なったため、当地域の林業・漁業はさらに発展を遂げた。ブランド造船材であっ

た飫肥杉弁甲材もこの運河を利用して搬出された。 

大戦後の高度経済成長と技術革新により飫肥杉の需用が減少したことなどか

ら一部は埋め立てられたが、1993

年（平成 5）から再整備され、現

在では、当時の石積み護岸が可能

な限り保存活用されている 36）。 

330 年以上の歴史を持つ堀川

運河は、全国に現存する中では 7

番目に古く、国の登録有形文化財

となっており、映画「男はつらい

よ」や NHK連続テレビ小説「わか

ば」のロケ地ともなった（写真

54）。また、台風等の際には小型

船の避難場所としても利用されている。 

写真 54 映画「寅さん」の舞台ともなった堀川 

 運河とイベントで再現される弁甲筏流し 
（平成 21年 4月 29日） 

写真 53 母港がある外浦湾を旅立つ日南かつお一本釣り船と沖合の大島 
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ウ 飫肥杉がつくる杉美林 

    市域の 8割を森林が占め、そのうち 7割が飫肥杉の人工林となっている日南市

では、広範囲にわたって美しく豊かな飫肥杉林を見ることができる。 

 植林、間伐、主伐が繰り返され、手入れされた林相が一望に見渡せる飫肥杉峠

展望台は、藩政時代から 400年にわたって先人たちが築いてきた飫肥林業の歴史

を間近に感じることのできる場所である（写真 55）。 

 

 

（６）変化に対するレジリエンス 

ア 台風の脅威から船を守り続ける油津漁業無線局 

日南市にある油津漁業無線局は、昭和

4年に県南部の 3漁協が国と県の補助を

受けて油津港に設立したものであり、24

時間体制で漁船の安全確保に努めてい

る（写真 56）。 

年間約 30,000 件、周波数ごとに通信

を行うため、38万通にも上る通信が交わ

され、かつお船をはじめとする宮崎、大

分の船の安全航行に寄与している。この

無線局では、日本から 7,000km離れた海

域で操業する船までカバーすることができる。無線局からの気象情報がなければ、

台風等に備えることもできない。 

写真 55 飫肥杉峠展望台からの眺め 

写真 56 油津漁業無線局 
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イ 森林整備による減災と保たれる海と山のつながり 

宮崎県はかつて「台風銀座」とも呼ばれ、毎年いくつかの台風が上陸または接近

することが常である。 

年間降水量の多い宮崎県の中でも日南地域の雨量は多く、平成 20年から 29年に

おける 10年間の年平均降水量は、宮崎の観測所で 2,728.5mm/年、延岡が 2,482.4mm/

年に対し、2,940.8mm/年と多く、広渡川の上流にある深瀬観測所では、3,743.0mm/

年となっている 37）。 

一方、林地及び林業用施設の平成 20 年から平成 29 年の 10 年間における被害額

は、県全体の 106億円に対し、日南市は 5億円で県の 4.7%を占めているが、日南市

の森林面積に占める割合は 7.3％であることから、その被害は県平均の約 6割程度

となっている。このことは、山地の地形が県北と比較して緩やかであることや災害

に強い適切な森林管理が実施されている結果であると考えられる。 

 

 

（７）多様な主体の参画 

ア かつお一本釣り文化の継承へ向けた取組 

「かつお一本釣りギャラリー推進協議会」は、南郷町商工会の働きかけによって

地元の 20店舗が協力し 2016年（平成 28）に発足した組織で、「かつお」をキーワ

ードに参画する地域小規模事業者間の意識の共有を促し、「かつおのまち」のブラ

ンド化を目指した活動に取り組んでいる。 

具体的には、地域内の回遊性を高める取

組みとして、かつお船の乗船体験（写真 57）

等の開催や各店舗の一角に大漁旗や竿等

を展示（かつお一本釣りギャラリー）する

ことにより、訪れた観光客等へのかつお一

本釣りの歴史・文化の情報発信、ＰＲを行

っている。実際、これらの取組みに比例し

て観光入込客数も伸びてきている状況で

あり、また、地域住民のかつお一本釣り文

化への誇りの醸成にも寄与している。 

 

【協議会の活動】 

・かつお一本釣り文化を活用した体験プログラムの造成（かつお船の乗船体験や

漁師めし体験ツアーの開催等） 

・擬餌針などをアレンジした土産販売が可能な特産品の開発 

写真 57 かつお船の乗船体験ツアー 
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・かつお一本釣り文化の全国プロモーション活動（「かつお一本釣りナイト東京」

の開催等） 

・かつお一本釣りギャラリー設置 

・一本釣り漁師によるかつお一本釣りセミナーの開催 

・かつお一本釣り漁を操業している船上のＶＲ（バーチャルリアリティ）体験 

 

また、本協議会の活動以外にも、市内の図書館では夏休み期間中に子供向けの講

座の一つとして、かつお一本釣りの講座が開催されている。 

本市では、多様な主体が参画した地域ぐるみの活動から発揮されるパートナーシ

ップにより、一本釣り文化が様々な機会に継承されている。 

 

イ 学校における食育の取組 

日南市の小学校では、漁協と漁業者等

が協力して、かつお一本釣り漁をはじめ

とする地元漁業の紹介に加え、子ども達

が自らかつおを捌く料理教室（写真 58）

や、地元で水揚げしたかつおを漁協の女

性部などが加工し、学校給食で提供する

交流給食を行っている。 

これは、子ども達が魚食に理解と関心

を示し、そのことを各家庭に持ち帰り、家

庭料理中に魚を取り入れてもらうことで若い世代への魚食の浸透につなげること

も目的としている。 

 

 

（８）６次産業化の推進 

当地域では、一本釣りが持続可能な漁法であるということを根底に派生した 6次化

が漁協を中心に進められており、漁獲したかつおの地域内消費の活性化が図られてい

る。 

 

ア 日南市漁協女性部 

日南市漁協女性部では、平成 13 年から地元で水揚げされる水産物の加工品開発

に取り組んでいる。当地域では、かつおを地元の甘い醤油を使って加工した伝統料

理「かつおのしょうゆ節」が、昔から庶民の味として親しまれてきた。女性部では、

これを「かつおうみっこ節」として商品化し、伝統料理の味を伝えるために製造販

売している。このかつおうみっこ節は、平成 17 年に開催された全漁連主催のシー

写真 58 かつお捌き教室（東郷小学校） 
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フード料理コンテスト加工品部門で農林水産大臣賞を受賞した。また、宮崎県水産

物ブランド（第５号）にも認定されている。 

この「かつおうみっこ節」は、地元で水揚げされるかつおを日南地方特有の甘い

醤油ベースのたれで一節丸ごとじっくり

煮込むことでやわらかく仕上げており、

人気の商品となっている。また、市内の

学校給食でも食べられている。 

日南市漁協女性部では、他にも、かつ

おの角煮やかつおみそなど、漁師のかあ

ちゃんの料理をコンセプトとした商品開

発を行い、地元の味を広く伝える活動を

行っている（写真 59）。 

 

イ 港の駅「めいつ」 

港の駅「めいつ」は平成 17 年に南郷漁協により開設された。地どれ水産物の付

加価値向上や魚食普及などを目的とし、加工品開発を行うほか、レストランも併設

されている。 

特に生鮮かつおのおいしさを県内外に認知してもらうため、新鮮なかつお料理を

提供すると、そのおいしさと美しい港と海のロケーションが口コミで広がり、レス

トランは連日行列ができるほど盛況となった。 

平成 26 年には施設をリニューアルし、鮮魚と水産加工品の販売強化を図ること

で、レストラン、物販を合わせ年間 30 万人もの来場者がみられるようになり、現

在では、市内における観光集客の中心的

な施設となっている。 

港の駅「めいつ」では、「かつおのまち」

としてかつおを魅力的に提供するため、  

かつおの特産品開発に力を入れており、

商品の種類を増やしている（写真 60）。商

品の充実により、客単価も開設当初の 900

円から 1600 円（平成 31 年）へと上昇し

ており、今後のかつお加工業再興に向け、

大きな期待が寄せられている。 

 

 

 

 

写真 59 日南市漁協女性部が作る 
かつおの加工品 

写真 60 港の駅めいつで作られる 
かつおの加工品 
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〇添付資料 

１．地域の位置図（詳細）、土地利用図 

＜地域の位置図（詳細）＞ 

 

※ 申請地域は、日南かつお一本釣り漁の伝統的な海域、日南かつお船母港と背後集落及び飫肥

杉造船材が舟筏流しにより搬出された二つの河川の集水地域である（市街地、農地を除く）。

また、現在の日南かつお一本釣り漁業では、黒潮の潮流に沿って日本近海の広範な海域で操

業するため、申請地の一本釣りかつおは上記の海域以外でも産出される。 
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＜土地利用図＞ 

 

■国有林 

■民有林 

 

 


