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概要情報
農林水産業システムの名称
造船材を産出した飫肥林業と結びつく「日南かつお一本釣り漁業」
日本農業遺産の認定年月日

：

令和３年２月 19 日

申請団体
・団体名 ：日本農業遺産日南かつお一本釣り漁業保全推進協議会
・組織構成：日南市、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、大堂津鰹船船主組合、南郷かつお船船主組合、外浦
鰹船船主組合、南那珂森林組合、日南商工会議所、南郷町商工会、日南
市観光協会、宮崎第一信用金庫、宮崎県南部信用組合、かつお一本釣り
ギャラリー推進協議会、地域連携 DMO㈱コーストライフ、日南市教育委
員会、宮崎県
認定地域の位置
・申請地域名：宮崎県日南市
（旧日南市・旧北郷町・旧南郷町）
・申請地域の位置に関する説明
九州の太平洋側の南部に位置する地域
近海を黒潮が流れる
・地理座標（緯度経度）
東端 31°33′31″N、131°43′28″E
西端 31°40′15″N、131°09′38″E
南端 31°16′09″N、131°23′05″E
北端 31°50′32″N、131°27′10″E
主要都市から認定地域までのアクセス
宮崎市より約 50ｋｍ
車

：宮崎市内から一般道を車で約 60 分 宮崎自動車道・田野ＩＣより約 40 分

ＪＲ：ＪＲ宮崎駅からＪＲ日南線にて約 70 分
宮崎空港までの所要時間： 東京から約 90 分／大阪から約 60 分／福岡から約 40 分
面積

1,701.36ｋ㎡

地形的特徴
北部から北西部に山々が広がり、森林の約 7 割を飫肥杉（オビスギ）の人工林が占
める。海岸線はリアス式で、北部海岸は「鬼の洗濯岩」と呼ばれる浸食台が形成さ
れている。南部海岸は、砂岩と頁岩の地層群が屈曲のある海岸線を構成している。
気候区分

温暖湿潤気候(Ｃｆａ) 年平均気温 18.8℃ 年間降水量 3,210.0mm

人口（うち受益者）
主な生計源

50,364 人 ※日南市の人口

漁業、林業、農業、製造業

（漁業就業者 740 人）
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農林水産業システムの概要
申請地域がある日南市は、「近海かつお一本釣り」の漁獲量において、25 年連続日
本一である。日南かつお一本釣り漁業は、黒潮が日本に接岸する玄関口に当たる日南
市を拠点に、日本近海を北上するかつおを船団で追い、漁師が竿で一匹一匹釣り上げ
ていく、ダイナミックな漁業である。かつ、稚魚まで取り尽くす「網」ではなく、か
つおの鮮度や痛みを最小限に留め、漁獲効率よりもかつおの資源を守ることを優先し
た、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）にも合致する誇りある伝統漁法である。
漁法の確立から 300 年以上が経過するが、その発展は江戸時代に当地域に存在し、
造船材に特化した人工造林を行った特殊な飫肥林業と絡み合って、今日まで地域を支
える産業として継承されてきたものである。
（１）食料及び生計の保障
日南市のかつお一本釣り漁業による漁獲量は、全国の漁獲量の 2 割を占めている。
市内総生産額のうち第 1 次産業の割合は宮崎県の 1.7 倍、第 1 次産業のうち水産業の
割合は 45%で県の 3.8 倍であり、市の水揚金額の 7 割、漁獲量の 8 割をかつお一本釣
り漁業が占めている。漁業従事者は 740 人で、飲食・加工・造船など関連産業も多く
あり、かつお一本釣り漁業は申請地域の経済を支える重要な産業である。
（２）生物多様性
市の 8 割を占める森林の 7 割にも及ぶ飫肥杉人工林と 289 種の苔の宝庫である天然
林から流れ出る豊富な栄養塩と黒潮から作り出された豊かな海は、漁業者により丁寧
に保全され、日南かつお一本釣り船団の最大の母港である目井津港だけでも 200 種を
超える魚が水揚げされている。また、江戸時代から植林が続けられている飫肥杉には、
品種群として多様な 18 種が存在する。
（３）地域の伝統的な知識システム
当地域のかつお一本釣り漁業は、釣り・魚群探索等の漁法技術が江戸時代から受け
継がれており、伝統的な漁具もいまだ手作りされている。漁船や機器の性能は時代に
合わせて進化していったが、その技術は船上で人から人へと伝えられてきたものであ
る。また、飫肥林業と現在までも結びつき、整備された森林から流れ出す栄養塩と飫
肥杉を、かつおの餌となる小魚の蓄養に欠かせない豊かな沿海づくりや造船などに活
用し、伝統漁法による漁獲、船上での技術継承を行うという、山林資源を活用する循
環型の漁業システムを形成している。
（４）文化、価値観及び社会組織
当地域がある宮崎県は日本最古の歴史書である古事記・日本書紀にも地名が多く登
場する、日本発祥にまつわる神話の舞台となっている。海幸彦、山幸彦に関する伝承
はまさに、かつお一本釣り漁業と飫肥林業の関係を想起させる物語となっている。
国の指定名勝である「鵜戸神宮」や漁祈念「恵比寿まつり」など、かつお漁にまつわ
る神社や祭礼があり、かつお食から派生した独特の甘い醤油文化も存在する。漁業協
同組合や宮崎県立高等水産研修所等の社会組織は当地域のかつお一本釣り漁業を支
えており、また、林業者も「漁民の森」活動において協働している。
（５）ランドスケープ
晩秋から春先にかけて、かつお一本釣り漁船が多く停泊する港では、漁港に船首部
分が長く突出した特徴的な形状のかつお一本釣り漁船と港のすぐ側まで植林された
飫肥杉林が織りなす風景を見ることができる。また、飫肥杉の人工林は、市全域の景
観を特徴付けており、山から切り出された木材を積み出すために江戸時代に整備さ
れ、国の登録有形文化財に指定されている堀川運河は、当地域の海と山の結びつきを
象徴する風景となっている。
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１ 世界及び日本においての重要性
（１）造船材に特化した飫肥林業とともに栄えた日本一の日南かつお一本釣り漁業
申請地域がある日南市の近海かつお一本釣りの漁獲量は、平成 6 年から現在まで
25 年連続日本一と不動の地位を誇る。また、漁船数においても、
「2018 漁業センサ
ス」によると、全国の漁船数 44 隻のうち当地域が 25 隻と 6 割近くを占め、近海か
つお一本釣り漁業は、地域の基幹産業となっている。
この地域におけるかつお一本釣り漁は、江
戸時代中期から後期にかけて、紀州藩（和歌
山県）から現在の日南市を治めた飫肥藩に伝
わったとされるが１）、かつおを漁獲していた
歴史は古く、平安時代中期に編纂された「延
喜式」に堅魚（かつお）の貢納地として「日
向」の記載があることから、少なくとも 1100
年以上前からかつおを獲っていたことが分か
る２）。
飫肥藩は、かつお漁やかつお節の製造を藩
の専売とし３）、かつお節は大阪などに出荷さ
れた。これは、同じく藩の専売であった飫肥
杉の上方との流通経路を利用して行われたも
のと推測される。水稲を作付できる平地に乏
しかった飫肥藩では、高温多湿の気象条件の
下で、成長が早くて年輪の幅が広いため、比

写真 1 六十余州名所図絵
「油津の湊 飫肥 大島」

重が小さく、浮力があり、曲げに強くて油分が多いという飫肥杉の特長が造船材と
して最適であったことから、積極的に飫肥杉の植林を奨励し、造船材として販路拡
大を図った４）５）。
嘉永 6 年（1853）から安政 3 年（1856）に歌川広重が日本全国の名所を描いた浮
世絵木版画の連作である「六十余州名所図絵」には、飫肥藩油津の港と大島が描か
れており、かつおの主要な漁場であった大島沖には船影を確認できる。また、沿岸
の山々には飫肥杉が描かれており、当時の様
子を知ることができる（写真 1）。
明治時代になると、数多くの造船所が存在
し、油津だけでも約 150 隻のかつお船が操業、
2 万円以上（現在の約 4 億円）の水揚高を挙げ
るまでに発展した６）。
「日向弁甲（ひゅうがべ
んこう）
」と称された飫肥杉造船材の販路は、
その頃には、瀬戸内などの国内はもとより、台
1

写真 2 飫肥杉を使った造船
（昭和 30 年頃）
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湾や朝鮮半島、中国大陸まで輸出されるなど、造船材として圧倒的な支持を受けて
いた７）（写真 2）。
日南かつお一本釣り漁業は、近海を流れる黒潮に乗って回遊するかつおが、沿岸
に点在する大小の島々に瀬付くという地理的条件はもちろんのこと、同地域に造船
材に特化した人工造林を行った日本で唯一の林業が存在し、この飫肥林業とともに
発展してきたという点が特徴的である。
現在のかつお船は FRP（繊維強化プラスチック）船が主力となり、木造船ではな
くなったものの、当地域の造船所で小型のかつお船などの漁船が造られる際には、
今でも FRP 船の型枠や船の骨組み、内張りなどの主要部、内装及び調度品に飫肥杉
が使用されている（写真 3、4）。地域内では、20 トンまでの小型漁船の造船が行わ
れている。
また、飫肥杉は成長特性や形質も優れていることから、現在では主に建築用材等
として需要が拡大し、その植林範囲は宮崎県全域に広がっている。

写真 3

写真 4

現在のかつお船（FRP）

飫肥杉で作られた船の型枠

（２）地理的、気候的特徴
当地域を有する日南市は、宮崎県南部に位置し、北西部は鰐塚山系の小松山(989ｍ)
や男鈴山（783ｍ）などの山々に囲まれ、東側は日向灘に面している。
宮崎市から日南市を経て鹿児島県に至る海岸線は、延長 112 ㎞の全国有数のリアス
式海岸で、日南海岸国定公園の指定を受けている。
天然の良港が数多く存在し、古くから近海かつお一本釣り漁業、近海まぐろ延縄漁
業、イセエビ漁が盛んに行われ、特に、
「近海かつお一本釣り漁業」については、漁獲
量が 25 年連続で日本一を誇るなど、漁業をはじめ第１次産業が盛んなまちとして発
展してきた。
また、日南市の行政区域面積 536.11ｋ㎡のうち約 8 割が森林で、そのうち 7 割が
飫肥杉の人工林で占められており、海に面して緑豊かな山々が広がっている。
気候は、近海を流れる黒潮海流の影響により、年間平均気温は 18.8℃と温暖で日
照量も多く、冬でも降雪はほとんどない。
また、鰐塚山系を含む山間部では、年間降水量が 3,500 ㎜を超える多雨地域である。
2
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当地域は、日南市の中でも、古来、日南かつお一本釣り漁が行われてきた沿岸と近
海、日南かつお船の母港と背後集落及び飫肥林業により杉弁甲材が舟筏流しで搬出さ
れた主な河川である広渡川、酒谷川の集水地域である。

（３）生態系に配慮した伝統漁法 日南かつお一本釣り漁業
ア 300 年以上続く日南かつお一本釣り漁業
日南かつお一本釣り漁業は、黒潮が
日本南岸に接する玄関口にあたる日南
市に根拠地を置くことで、強大な黒潮
の川上に位置する地勢を活かしたもの
である。黒潮に乗って日本近海を北上
するかつおの群れを追い、一匹一匹ダ
イナミックに釣り上げる（写真 5）。
海域によって動きが異なるかつおの
群れに向き合い、全て人の手により行
われる一本釣りは、船の上で人から人
へと伝えられてきた藩政時代から 300

写真 5

日南かつお一本釣り漁船の操業風景
【写真提供：(有)福徳水産】

年以上続く伝統漁法である。
一本釣りでは、群れの全てを捕獲するまき網漁法などと異なり、餌に食らいつく
かつおしか漁獲しないため、大きな群れでも 2 割ほどしか釣れないと言われてい
る。また漁法の特性として、決まった種類の魚を狙って釣り上げることから、他の
種類の魚を混獲してしまうことがなく、放置漁具が発生することもない。
かつおはマグロなどと同様、広大な海域を旅する回遊魚であり、その資源を守る
ことは、世界の食糧資源を守ることにつながっている。当地域の漁業者は、海洋資
源に優しく持続可能な漁業にこだわって、かつお一本釣り漁業を続けている。
現在、日南かつお一本釣り漁業の経営体は協力して、資源の持続性や生態系への
影響の少なさなどの基準を満たす漁業を専門機関が審査、認定する国際認証である、
MSC 認証の取得を目指している。
なお、日本のかつお一本釣り漁業は、EEZ（排他的経済水域）外で操業する「遠洋
かつお一本釣り漁業」と EEZ 内で操業する「近海かつお一本釣り漁業」「沿岸かつ
お一本釣り漁業」に分けられる。近海は沖縄から房総、三陸沖までの広い海域で操
業するのに対し、沿岸は地先の漁場で日帰り操業程度に行われ、漁船も 10t 未満の
小規模なものが使用される。漁獲したかつおについては、遠洋は冷凍で、近海と沿
岸は冷蔵で港に水揚げしており、当地域のかつお一本釣り漁業は近海に区分される。

3
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イ 拡大する世界のかつお漁業
かつおは三大洋全ての熱帯～温帯水域
(表面水温 15℃以上)に広く分布してお
り、産卵も表面水温 24℃以上の海域で広
く行われている。
かつお漁業は、もともと一本釣りが主
体であったが、1980 年代にまき網漁に大
型冷凍船が導入され、熱帯水域での漁場
開発が進んだことから、近年、世界全体
での漁獲量は飛躍的に増加している ８）
（図 1）。
この結果、かつおの漁獲量は、東太平

図1

漁業種類別カツオの漁獲量

【出典：海洋政策研究所発行「Ocean Newsletter
No.362」】

洋のアンチョベータ(カタクチイワシ等)(5.7 百万ｔ)、スケトウダラ(3.2 百万ｔ）
についで第 3 位であり、世界各国で貴重なタンパク源となっている。
日本におけるかつおの主要産出県は、宮城県、静岡県､三重県、高知県、宮崎県で
あり、中西部太平洋海域での遠洋まき網漁や一本釣り漁と、沿岸や近海での一本釣
り漁、曳縄漁等により漁獲されている。
ウ 低迷する日本近海のかつお資源
近年、黒潮に乗り、日本海域に北上してくるかつおの群れが、減少してきている
ことを漁業者が訴えている。
熱帯から亜熱帯海域で生まれたかつおは、春から秋にかけて日本近海へ来遊して
くる。主なルートは、黒潮に乗って西回りで北上する黒潮ルート、それよりやや東
側を遡上する紀州沖ルート、小笠原列
島沿いに北上する伊豆、小笠原ルー
ト、太平洋上を広く北上する東沖ルー
トに大別される（図 2）。
近年、春、水温上昇とともに高知県
沖や和歌山県沖の黒潮の縁辺部に現
れる「上りかつお」が少なくなり、近
海での漁獲量が年々減少してきてい
る。同じように、北海道から三陸沖の
親潮前線付近まで北上し、皮下脂肪を
蓄えて秋に南下する「戻りかつお」も
漁獲量が低迷してきている８）。

図2

これは、前出のとおり熱帯域での

カツオの遡上経路

【出典：海洋政策研究所発行「Ocean Newsletter
No.362」】
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まき網漁による大量漁獲に関係していると推察される。水産資源の適切な管理に関
しては、国内だけではなく、世界に訴えていくことが重要であるといえる。
エ 日南かつお一本釣り漁業の価値
かつお一本釣り漁法は、まき網漁法などとは対照的に、食い付きの良いかつおの
みを釣り上げるため全ての魚群を獲り尽すことがなく、水産資源への負荷が小さい
漁法であるが、世界の多くでは、まき網漁法が選択されている。
そのような中でも、当地域の漁師たちはまき網を使わない漁業に誇りを持ってお
り、かつお一本釣り漁もその価値観の中で継承されてきた。日南かつお一本釣り漁
業は、大規模化する現代漁業とは対照的に、漁獲効率よりも資源を守ることを優先
した、当地域の誇りある伝統漁業であり、海
洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保
全し、持続可能な形で利用することによって
海の豊かさを守るというＳＤＧｓ（持続可能
な開発目標）の理念にも合致するものある。
自然生態系と共存し、限りある水産資源保全
を図るうえで、日南かつお一本釣り漁業は高
い価値を有しているといえる。
また、漁獲量日本一を誇る日南かつお一本
釣り漁業は、大消費地へ向けた生鮮かつおの
供給においても一定の役割を担っている。
国内のかつお一本釣り漁業はどれも生食
用のかつおを漁獲するが、遠洋は冷凍である

写真 6 人の手で一匹一匹釣り上げる
伝統の日南かつお一本釣り
【写真提供：(有)福徳水産】

ため、生鮮かつおを漁獲しているのは、近海
と沿岸である。
「2018 漁業センサス」及び「平成 30 年漁業・養殖業生産統計」によ
ると、近海かつお一本釣りの漁船数は 44 隻で、沿岸 182 隻の約 4 分の 1 であるの
に対し、漁獲量は、近海 30,333 トン、沿岸 16,166 トンと約 2 倍である。
このことから、近海かつお一本釣り漁船 1 隻は、沿岸の約 5 隻分に相当する漁獲
能力を有することが分かるが、全国の近海かつお一本釣り漁船の約 6 割は当地域の
船であり、大消費地への生鮮かつお供給において、中核的な役割を果たす存在とな
っている。
漁師の手で一匹一匹釣り上げられたかつおは丁寧に扱われる（写真 6）
。仕事はハ
ードであり、漁業者の高齢化や資源の減少等により、かつお船数や漁獲量は逓減し
ているものの、日持ちし難いかつおを美味しく提供するため全国に先駆けた「鮮度」
にこだわる日南かつお一本釣り漁業の取組の結果、当地域内漁協の売上額は近年ほ
ぼ横ばいで推移しており、厳しい経営環境の中においても生鮮かつおは消費者から
5
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高い評価を受けている。
また、良質なツナ缶の原料として世界中で利用されているビンナガマグロも、近
年寿司ネタとしての需要も高まってきており、生鮮ビンナガの重要性に注目が集ま
っている。かつお一本釣り船には、かつお同様夏場にビンナガマグロを一本釣りで
狙う船がいる。日本におけるビンナガマグロの漁獲量の１／４は、日南のかつお一
本釣り船が漁獲しており、こちらも日本一である。

（４）飫肥林業と結びつき循環する日南かつお一本釣り漁業
ア 日本林業史上類を見ない独特の林業
飫肥林業は、400 年ほど前の江戸時代初期、飫肥藩が財政確保の一環として、杉
を含め多種の樹木を植林し、育林を行ったのが始まりで９）、江戸時代中期からは造
船材に特化した杉の人工造林が行われた、日本の山林史上でも類を見ない林業であ
る。伐期を迎え、伐採された
飫肥杉は、
「弁甲材」に加工し
出荷された。弁甲材とは、荒
皮を剥いだ木材の二面を平ら
に削り、側面はそのまま残し
た状態の木材のことであり、

図3

造船材として不要な部分が最

弁甲（べんこう）材の模式図
【出典：宮崎県林業史】

初から削り取られた特殊な形をしている（図 3）
。
飫肥林業では、弁甲材を生産するための植林法や育林法が研究され、実践されて
きた。一般的な杉の人工造林では、通常１ha 当たり 2,500 本～3,000 本の苗木を植
栽するが、弁甲材用の杉苗は 1,000 本程度と、極端な疎植を行うことで杉の肥大成
長を促し、大径の杉を育てた。
天正 15 年（1587）に秀吉から飫肥を拝領
広渡川

した伊東家は、広大な山林資源に目を付け
る。天然の松や楠が生い茂る飫肥の山々は、
隣接する薩摩藩との間で森林資源をめぐっ
た境界争いが起きるほどであった（1627～
堀川運河

1675 年 牛の峠の境界争議）10）。
飫肥藩における杉の経済的植林の始まり
は、元和元年（1623）とされている。しか

油津港

し、その後 100 年間は、天然林材で用材の
需要に応えることができ、植林はほとんど
進展しなかった。天和 3 年（1683）五代藩
6

図4

昭和初期の堀川運河 位置図

【出典：油津の町並みと堀川運河】
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主祐実の時代になると、水運による木材運搬を容易にするため、広渡川河口から油
津に至る水路の開削を始め、2 年 4 ヶ月の歳月を経て、総延長 1500ｍ、幅平均 27
ｍ、深さ 6ｍの人工運河である「堀川運河」が完成する 11）（図 4）。
しかし、1700 年代に入ると天然林材が枯渇するようになり、資源の回復のため、
杉を植林するようになった 12）。植林され、山から切り出された飫肥杉は弁甲材に加
工され、舟筏流しで堀川運河へと運ばれた。18 世紀中頃から大規模な杉植林と切出
しが盛んになると、この油津堀川運河周辺を中心に造船材という用途材の集荷、保
管、分荷、物流などの産地機能が一地域に集積されていった。
その飫肥弁甲材は、造船用材市場において他地方産ものより賞用された。瀬戸内
地方の造船所では、飫肥弁甲材だけで船体全部を造るのは贅沢だからと、水際ある
いは船腹の重要な部分にのみ飫肥杉を用い、また、飫肥杉を「本山弁甲」と称して
他地方産弁甲と区分したという。いかに飫肥杉が造船用材として重要視されたかを
知ることができる 13）。
藩政時代に大阪方面に移出した飫肥弁甲材の流通範囲は、明治年間には造船の盛
んな大阪、中国地方へ、大正年間に入ると奄美大島、沖縄地方にも進出するように
なった。その後昭和に入ってからは、北九州をはじめ、遠くは朝鮮半島や台湾、中
国大連などへも移出した。大阪や下関で鉄鋼船の建造が主になってくると、戦前最
大の消費地であった下関は姿を消し、大阪も昔日の面影をなくし、戦後はこれに代
わって木造運搬船を建造する愛媛県波
止浜や広島県尾道、かつお一本釣りの

単位：千㎥

基地として、日南同様活況を呈した高
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は、建築材用を主とした生産を行って
おり、その需要は拡大している（図 5）
。
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（出典:南那珂農林振興局）

図5

日南市の素材（丸太）生産量

イ 山林資源を活用する循環型漁業システム
飫肥藩では、藩の指導のもと、武士も農民も一緒になって藩有地に杉を植え、成
長し伐採した時に藩と領民が収入を分ける「杉山分収法」という制度により植林を
奨励してきた。最初に「二部一山」の五官五民制（収入の 5 割が藩、5 割が領民）
が設けられ、その後「三部一山」の一官二民制や「五部一山」の一官四民制なども
行われたことで、領民の植林熱が大いに盛り上がった 15）。
明治期になると、この分収林制度は官と民の「部分林」として国に引き継がれ、
7
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令和元年においても、日南市には約 4,400ha の部分林が設定されている。
昭和 40 年代以降に造船材としての需要が減少しても、飫肥杉は建築用材等とし
て需要を拡大し、伐採後に適切な再造林を行う資源循環型林業が展開されており、
林業が製材業とともに地域の基幹産業として維持されている。
また、飫肥林業の発展の過程において、18 種の杉品種が選抜されているが、成長
特性や形質の優れた品種が戦後の拡大造林を経て宮崎県内に広く植林されるよう
になり、宮崎県が平成 3 年から 29 年間、杉素材生産量連続日本一となる礎となっ
た。なお、飫肥杉は平成 15 年に宮崎県の木として指定されている。
日南地方には、この豊かな飫肥杉の美林が広がっており、この地域では、漁業者
の 14％が山林所有者であるほか、林業者と漁業者が協力した森林整備も行われて
いる（写真 7）
。
当地域のかつお一本釣り漁業は、伝統漁や漁村生活において飫肥林業による豊か
な山の恵みを活用する循環型の漁業システムを形成し、継承されてきた。
江戸時代から広く植林された飫肥杉の人工林は、循環利用され、下刈りや間伐等
の森林施業が適切に実施されることにより、水源涵養機能等の森林の多面的機能が
発揮され、かつお一本釣り漁に欠かせない、餌となる小魚の蓄養を可能とする豊か
な沿海の形成に寄与している。
また、造船材に特化した歴史を持つ飫肥杉は、船が木造でなくなった現在も、当
地域で小型のかつお一本釣り漁船などが造船される際には型枠や骨組みなどに利
用されており、造船現場での利用が継承されている。
このように、飫肥林業による山の恵みを活用し、餌の蓄養が可能な沿海の形成か
ら造船、伝統漁法での漁獲、船上での技術継承などが一体となって循環する日南か
つお一本釣り漁業システムは、300 年続く独自の漁業システムであり、海洋を持続
可能な形で保全し、利用していくうえでも世界的な価値を有している。

写真 7

飫肥杉の人工林

8
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２ 申請地域の特徴
（１）食料及び生計の保障
ア 地域経済における日南かつお一本釣り漁業
農林水産省「漁業・養殖業生産統計」によると、2018（平成 30）年における日南
市の近海かつお一本釣り漁業による漁獲量は 19,375 トンであり、全体の 63.9%を
占め、全国１位である。
また、近海かつお一本釣り漁業は、1983（昭和 58）年のピーク以降 16）、全国的に
減船が進むなかで、当地域は全国最多の近海かつお一本釣り漁船数を誇っている。
生鮮として取り扱われるかつおは、そのほとんどが近海と沿岸の一本釣りで漁獲
されたものであり、1994（平成 6）年以来、近海かつお一本釣り漁獲量で 25 年連続
日本一である当地域は、大消費地へ向けた生鮮かつおの供給面で中核的な役割を担
う存在となっている。
さらに、同統計を見ると、遠洋、近海、沿岸のすべてを含めたかつお一本釣り漁
業による漁獲量でも当地域の属する宮崎県は首位であり、2 位 高知県、3 位 静岡
県、4 位 三重県、5 位 宮城県と続く。全国の漁獲量 101,307 トンに対する当地域
の漁獲割合は 19%に上り、この分野でも 2006（平成 18）年に三重県を上回って以
降、日本一である。
日南市の総生産額については、
「宮崎県市町村民経済計算」を見ると、2016（平成
28）年度の総生産額 1,671 億 6 千

（単位：百万円）

万円のうち、第１次産業が 152 億 1
千万円で 9.1％を占めており、宮崎
県(5.5％)の 1.7 倍である。
さらに、

（総生産額：15,210）

水産業は 67 億 6,700 万円で、第１
次産業に占める割合は 44.5％であ
り、宮崎県(11.7％)の 3.8 倍とな

（総生産額：201,998）
（出典:宮崎県市町村民経済計算）

っており、日南市は県内屈指の水

図 6 第 1 次産業の構成（市・県比較）

産業の街である（図 6）。

次に、日南市の漁業生産額は、本市の統計に
よると、2018（平成 30）年度の総水揚額 97 億円
のうち、かつお一本釣り漁業が 72.2 億円と首位
にあり、マグロはえ縄漁業 17.3 億円、その他の
漁業 7.5 億円の順になっている。かつお一本釣
り漁業は、市全体の 70％以上を占めており、当
地域のかつお一本釣り漁業は、地域の経済と雇
用を支える中心的な産業の一つであるといえ

9

（出典:日南市統計）

図7

（単位：千円）

漁業種別水揚金額（日南市）
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る。（図 7）
また、漁業種類別漁獲量については、総漁獲量 26,904 トンのうち、かつお一本
釣り漁業 22,328 トン、マグロはえ縄漁業 3,068 トン、大型定置網漁業 852 トン、
ひき縄釣り漁業 300 トン、その他の漁業 356 トンの順であり、全体の 80％以上を
かつお一本釣り漁業が占めている。
次に、
「平成 27 年国勢調査」によれば、日南市の就業人口 23,958 人のうち第 1
次産業の就業者数は 2,912 人で 12.2％となっており、全国の第１次産業就業割合
である 3.8％と比較して高くなっている。また、漁業就業者数は 740 人で、第１次
産業に占める割合は 25.4％である。
また、本市の統計では、2020
（令和 2）年 3 月末現在の当地
域のかつお一本釣り漁業者は
389 人であり、就業人口一人当
たりの漁業生産額は 1,856 万円
である。昭和 55 年以降、当地域
の漁獲量と漁船の隻数は漸減
傾向にあるが、水揚金額はおお
（出典:日南市統計）

むね安定しており、単価向上に
向けた取組の結果が見られて

図8

水揚金額・漁獲量・隻数の推移（日南市）

いる（図 8）。
イ かつお一本釣り漁業の関連産業
① 飲食業と加工業
日南かつお一本釣り漁業で漁獲されるかつおは、ほとんどが生鮮食用のかつおで
あり、地元水揚げが盛んになる 2～4 月には、地域の飲食店で初かつおフェアやかつ
おめしフェア等のイベントが開催され、それらを目当てに市内外から多くの客が訪
れる。
また、平成 22 年には、日南市で水揚げさ
れた一本釣りのかつおを使ったご当地グル
メとして、
「日南一本釣りカツオ炙り重」が
誕生した（写真 8）。
市内の飲食店が協力して開発に乗り出し
たもので、刺身やタタキ、郷土料理のかつ
お飯など、かつおの美味しい食べ方はある
が、
「自分で炙る」という新しい切り口が加
わったかつお料理である。各店では、創意
10

写真 8

日南一本釣りカツオ炙り重
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工夫を凝らした２種類の特製ダレに漬け込んだかつおを、生で、炙って、最後は茶漬
けで楽しめるよう提供している。この地域では昔から、新鮮なかつおの刺身を地元の
甘い醤油にたっぷりと浸して食べており、その文化も色濃く反映された食である。
この「日南一本釣りカツオ炙り重」は、現在では、10 店舗で年間 2 万食以上が販
売されるほどの経済効果を生んでいる。

また、水産加工業については、「2018 年漁業センサス」によると、日南市には
15 の水産加工場があり、154 名の雇用を生んでいる。大消費地から遠く、物流網
の最末端に位置するなど地勢的に恵まれない環境の中ではあるが、冷凍水産物や
練り製品を中心に様々な水産加工品が製造されている。
② 造船業
造船材に最適とされた飫肥杉の生産地であった当地域では、木造船が主流の時
代には盛んに船が作られていた。FRP 船が主流となった現在は、その数を減らし
たものの、大堂津港と栄松港にいまだ 2
箇所の造船所が残っている。
一本釣り漁業は、船団で操業すること
により漁獲効率を上げる漁業であり、当
地域には 23 隻のかつお船が在籍してい
る（2020 年 1 月末現在）
。かつお船団が
行う定期メンテナンスや新船建造（小型
船）は、地域の造船業において大きな役

写真 9

造船所で整備を受けるかつお船
【写真提供：(有)福徳水産】

割を果たしている（写真 9）。

また、かつお船には、魚群を探索するためのレーダーやエンジン等の機器が多
く搭載されるが、船舶器機を取り扱う事業所は 12 社あり、造船所と合わせて 45
名が従業している。
③ 運送業と包材業
当地域の一本釣りかつおは、以前は主に、鹿児島県の山川、枕崎漁港に加工用
として水揚げされていたが、現在は地元の港に水揚げされ、刺身用などの鮮魚と
して県外市場に陸送出荷されている。
日南市の統計によれば、当地域の港には、年間約 4,000 トンの一本釣りかつお
が水揚げされているが、そのほとんどは箱詰めにされ、大型トラックで大消費地
へ陸送される。水揚げされた一本釣りかつおは、鮮度を保つためかつお船から直
接トラックに積み込まれ出荷されるが、その際に、港で発泡スチロール製の箱に
梱包される。
日南市内には発泡スチロール製造会社が 2 社あり、陸送出荷体制が確立した
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1990 年頃に工場が整備されたが、年間約 41 万箱(約 58,600 千円)が日南かつお
一本釣り漁業の出荷で使用されており、81 名の雇用を生み出している。
日南市において、かつお一本釣り漁業は、様々な産業を下支えする重要な産業
となっている。
ウ 地域経済における飫肥林業
日南市域 53,611ha のうち森林面積は 42,961ha と市域の約 80％を占め、このう
ち国有林が 20,439 ha、民有林が 22,522 ha となっており、国有林の比率は約 48％
と県平均の 30％に比べ高くなっている。
本市の民有林における人工林面積は、15,126 ha で、人工林率は 67％に達してお
り、県平均の 57％を大きく上回り、人工林の 94％が杉となっている。
宮崎県の統計では、平成 29 年度における日南市の杉素材生産量は 243 千㎥とな
っており、県全体の 12％を占めている。製材工場は 20 工場で、これらの工場から
は、県全体の 15％に当たる 146 千㎥

単位：人

の製品が出荷されている。
また、
平成 27 年国勢調査によれば、
日南市の林業就業者数は、152 人であ
る（図 9）。
このように、当地域のかつお一本
釣り漁業と密接な繋がりを持つ飫肥
林業もまた、本市の基幹産業の一つ

図9

日南市の林業就業者数の推移

である。
エ 飫肥杉用途の広がり
江戸時代から昭和中期まで、その特性から
造船材として使用されてきた飫肥杉は、かつ
お船が FRP（繊維強化プラスチック）船とな
った現在でも当地域の造船所において船の
骨組み、内張り、型枠などに使われているほ
か、水に強い特性と強度を活かし、魚市場で
も盛んに活用されている。当地域のかつお船
はかつお以外にビンチョウマグロなども漁
獲するが、大型のマグロを入れる木箱や、そ

写真 10

飫肥杉の木箱とパレット

れらを載せるパレットは昔から変わらず飫肥杉製である（写真 10）。
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また、飫肥杉は東京オリンピック・パラリン
ピックの大会施設となる選手村ビレッジプラザ
の建材として使用されている。同施設は大会期
間中に約 200 の国、約 18,000 名の選手たちの生
活を支援する重要な施設であり、飫肥杉の魅力
を世界へ向けて発信していく重要な役割を持つ
ものと考えられる（写真 11、12）。
さらに、飫肥杉は手触りがよく温かみのある

写真 11 飫肥杉で作ったオリン
ピックのエンブレム

材質であることから、その特性を生かして、幼
児用のオモチャや家具、食器、装飾品などにも
加工されたり、飫肥杉をふんだんに使った公共
の建物・乗り物等も数多く造られている。
宮崎市と当地域を結ぶ JR 特急「海幸山幸」
は、外装、内装とも飫肥杉を使っており、走る
広告塔としての役割も担っている（写真 13）。

写真 13

写真 12 オリンピック選手村
（ビレッジプラザ）の飫肥杉

JR 特急「海幸山幸」とその内装

（２）生物多様性
ア 山と海とのつながり
海幸彦、山幸彦伝説の舞台でもある当地域
のかつお一本釣り漁業は、その始まりから変
わることなく、山と海の繋がりを大切にし、
それらがもたらす恵みを活用してきた。そし
て、飫肥林業と絡み合うことで、当地域では
多種多様かつ希少な生物群が育まれている。
かつお一本釣り漁業には、カタクチイワシ
などの生き餌が欠かせない（写真 14）。
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写真 14

イワシの積み込み作業

別添：地域概要書

日南市の森林全体の約 7 割にも及ぶ飫肥林業の営みによって造成された森林は、
適切に管理されることによって、水源涵養機能を高度に発揮し、渓流から河川、そ
して海へと流れ出す水には、豊富な栄養塩が含まれ、近海の豊かな海づくりに大切
な役割を担っている。
この豊かな海は、当地域のかつお一本釣りの餌の供給にも大きく貢献してきた。
明治 27 年に農商務省発行の水産事項別特別調査によると、油津、南郷の重要水産
物の欄に鰹（カツオ）と並んで鰮（イワシ）がある 17）。昭和の初め頃までは、沖合
で漁獲されたイワシ類を餌としていたが、その後、船の大型化により地元だけでは
賄いきれず、他の地域のイワシを活用し、地元の目井津港内で蓄養するようになっ
た。蓄養場の設置には、良質な水と静穏な環境が欠かせない。かつおの餌の供給は、
飫肥杉の山々から流れ出た豊富な栄養塩を
含む海によって支えられており、目井津港で
は、蓄養されたイワシを、かつお船にスムー
ズに供給する体制が整えられている。
森林管理の大切さは漁業者も理解してお
り、漁業者自らがヤマザクラやケヤキ等の木
を植えた「漁民の森」を、市内に２か所合わ
せて 33ha 整備し、毎年、下刈り等の手入れ
を行っている（写真 15）。場所の選定は漁協

写真 15

漁民の森を手入れする漁業者

と森林管理署で行い、植栽から 10 年程度は、
漁業者と森林組合が共同で維持管理を行っ
たが、その後は漁業者が管理することにな
り、現在まで活動が続いている。今後、間伐
等が必要な時期になるため、再び林業者の協
力を得つつ、管理を行っていく予定である。
さらに、当地域の沖に浮かぶ大島等には、
魚の繁殖や保護を目的とした 25ha の魚付き
保安林が指定されており、豊かな漁場を維持
する上で重要な森林となっている
（写真 16）。

写真 16

大島の魚付き保安林

【写真提供：大島プロジェクト会議】

イ 日南近海の生物多様性
豊かな森林からもたらされる栄養分と、黒潮の暖かな流れがぶつかる日南市沖は
古くから好漁場が形成され、当地域の近海には 500 種類を超える魚介類が生息して
おり 18)、当地域かつお一本釣り船の最大の母港である目井津漁港には、200 種類以
上が食用として水揚げされている 19）。この中には、近年発見された新種「オニノウ
チワ」20）（写真 17）や日本初記録の「カドガワフエダイ」21）なども含まれる。
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また、宮崎市から串間市にかけては日南海岸国定公園に指定されており、国の天
然記念物である虚空蔵島の亜熱帯林や色とりどりのサンゴ礁（写真 18）などを見
ることができる。

写真 17

新種

オニノウチワ

写真 18

【写真提供：宮崎大学村瀬研究室】

サンゴの海（日南海中公園）

ウ 天然林と飫肥杉林が維持する生物多様性
当地域内にある、標高 250～700m 付近まで連続
している非常に発達した天然林である猪八重渓谷
は、希少な動植物の宝庫となっている。
中でもコケ植物は、名前に飫肥の名がつく「オビ
ケビラゴケ」
（写真 19）をはじめとする 289 種類が
確認されており、2018 年には日本蘚苔類学会によ
り「日本の貴重なコケの森」に認定されるなど、日
本における蘚苔類学の発展に大きく貢献してきた
貴重な存在となっている 22）。

写真 19

また、本市飫肥地区には世界で唯一のコケ植物専

オビケビラゴケ

【写真提供：片桐知之】

門の研究機関である服部植物研究所があ
り、研究に伴う関連資料の収集・整理及び
研究成果の出版や約 48 万点の標本を所蔵
し、国内外の研究者に貸出を行っている
（写真 20）。
豊富な蘚苔類に加え、猪八重渓谷で確認
されている維管束植物は 505 種、動物に関

写真 20

しては、ほ乳類 13 種、鳥類 74 種、両生・

世界で唯一のコケ植物専門研究
機関 服部植物研究所

は虫類 15 種、昆虫類 221 種、陸産貝類 57 種となっている 23）。
このうち、環境省レッドリスト 2017

24）

や宮崎県レッドリスト 2015

25）

に掲載さ

れている絶滅危惧種等は、蘚苔類が 22 種、維管束植物が 53 種類、ほ乳類ではコテ
ングコウモリ等 3 種、
鳥類は宮崎県の鳥にも指定されているコシジロヤマドリ等 20
15
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種、両生・は虫類が 3 種、昆虫類が 34 種、陸産貝類が 17 種となっている（写真 21、
22）。
希少生物の宝庫とも言えるこの多様性は、単に猪八重渓谷が豊かであるだけでな
く、それを取り囲む飫肥杉の山々が今日まで継承され適切に管理されてきたことが
大きい。
上流域にある飫肥杉林には、天然林の保残帯や渓畔林が残されている。保残帯と
は、人工造林の中に筋状に残してある天然林で、また、渓畔林とは、渓流に沿って
残された天然林を指すが、適切に管理された飫肥杉林とともに生物多様性が維持さ
れている。

写真 21

コテングコウモリ

写真 22

コシジロヤマドリ

【写真提供：林野庁 九州森林管理局】

エ 飫肥杉に見る多様な遺伝資源の保存
江戸時代から植林が続けられている「飫肥杉」に
は、品種群として多様な 18 種が存在する（図 10）
。
杉の苗は、全国的には種から育てられるが、温暖
多雨な気候である九州だけは挿し木で育てること
が可能である。挿し木は母樹のクローンなので品
種の固定が行いやすく、当地域の飫肥林業は、その
気候条件を有利に生かし、18 もの在来品種を選抜
固定することに成功した。
日南市北郷町三ツ岩には、昭和 16 年に「学術参
考保護林」の指定を受け、さらに平成元年に「林木
遺伝資源保存林（三ツ岩遺伝資源希少個体群保護
林）」に指定されている、樹齢 142 年の飫肥杉林が

写真 23

三ツ岩遺伝資源保存林

あり、保護林として管理されている（写真 23）。
さらに、飫肥杉林が適切に間伐されることにより、林内に天然の植物が生育し、
生物多様性が維持されている。
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