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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） 

 

 

 

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）  50,364人 ※日南市の人口 （漁業就業者 740人） 

主な生計源  漁業、林業、農業、製造業 

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 
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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

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 写真 2 飫肥杉を使った造船 
（昭和 30年頃） 

写真 1 六十余州名所図絵 
「油津の湊 飫肥 大島」 



別添：地域概要書 

 

2 

 

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。 

 

（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。 

写真 3 現在のかつお船（FRP） 写真 4 飫肥杉で作られた船の型枠 



別添：地域概要書 

 

3 

 

  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

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。 

 

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】 
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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

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）。 

これは、前出のとおり熱帯域での
図 2 カツオの遡上経路 

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

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」】 
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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

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

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】 
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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、

造船材として不要な部分が最

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

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～

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

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

図 3 弁甲（べんこう）材の模式図 
【出典：宮崎県林業史】 

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】 

広渡川 

油津港 

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

基地として、日南同様活況を呈した高

知県土佐清水等が移出先に登場する
14）。 

その後、造船材の主流が木材から FRP

（繊維強化プラスチック）になると弁

甲材の生産は姿を消していき、現在で

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）。 

 

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、
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（出典:南那珂農林振興局） 
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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 
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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

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、

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

っており、日南市は県内屈指の水

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
図 7 漁業種別水揚金額（日南市） 

（単位：千円） （出典:日南市統計） 

図 6 第 1次産業の構成（市・県比較） 

（単位：百万円） 

（総生産額：201,998） 

（総生産額：15,210） 

（出典:宮崎県市町村民経済計算） 
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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

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

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

写真 8 日南一本釣りカツオ炙り重 

図 8 水揚金額・漁獲量・隻数の推移（日南市） 

（出典:日南市統計） 
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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

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

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】 
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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㎥

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

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

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）。 

図 9 日南市の林業就業者数の推移 

単位：人 

写真 10 飫肥杉の木箱とパレット 
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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

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）。 

 

 

 

（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）。 

写真 11 飫肥杉で作ったオリン
ピックのエンブレム 

写真 12 オリンピック選手村
（ビレッジプラザ）の飫肥杉 

写真 13 JR特急「海幸山幸」とその内装 

写真 14 イワシの積み込み作業 
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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

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）。 

 

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。 

写真 15 漁民の森を手入れする漁業者 

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】 
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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。 

 

 

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）。 

また、本市飫肥地区には世界で唯一のコケ植物専

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

しては、ほ乳類 13種、鳥類 74種、両生・

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

写真 17 新種 オニノウチワ 
【写真提供：宮崎大学村瀬研究室】 

写真 18 サンゴの海（日南海中公園） 

写真 20 世界で唯一のコケ植物専門研究
機関 服部植物研究所 

写真 19 オビケビラゴケ 
【写真提供：片桐知之】 
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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。 

 

 

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

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。 

写真 23 三ツ岩遺伝資源保存林 

写真 21 コテングコウモリ 
【写真提供：林野庁 九州森林管理局】 

写真 22 コシジロヤマドリ 
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（３）地域の伝統的な知識システム 

ア 日南かつお一本釣り漁業の成り立ちと飫肥林業との関わり 

① 日南かつお一本釣り漁の発祥 

この地域のかつお漁に関する最も古い記述として残されているのは、平安時代の

朝廷に納める特産品を定めた法令集「延喜式（えんぎしき）」である。これには「堅

魚」とあり、「堅魚」を納める１０カ国の一つとして日向（宮崎県）と記されてい

る。「堅魚」はかつおを意味することから、この頃にはすでにかつおを漁獲してい

たと推測される。 

当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始まったと

され、江戸時代中期に紀州藩（和歌山県）で発祥したかつお一本釣り漁法が、江戸

時代後期までには四国を経て九州南部の飫肥藩（日南市）に伝わったと考えられて

いる。 

飫肥藩では、かつお漁やかつお節の製造を藩の専売とし、油津、細田、大堂津、

目井津の漁民が藩庁に納め、かつお節は大阪などに出荷されていた。1822（文政 5）

年に大阪で発行された｢諸国鰹節番附表｣には、前頭として、日州・宮崎節、興行を

図 10 オビスギの品種（葉の違い） 

（宮崎県林業技術センター作成のオビスギ群の品種一覧を改編） 
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仕切る勧進元に日向（宮崎県）の文字が記されて

いる（写真 24）。 

その一方で、飫肥藩は造船材として優れた特性

を持つ飫肥杉も藩の専売としていた。 

植林の奨励や造船材に特化した育林法の研究が

行われた結果、飫肥杉造船材（弁甲材）はブラン

ド価値を持つようになり、「日向弁甲」や「杉弁甲」

と称され、江戸時代後期から西日本を中心として

木造船に使用された 26）。この弁甲材の搬出には、

飫肥藩により建設し整備された総延長 1,500m に

も及ぶ堀川運河が利用されていた。山から切り出

され、弁甲材として加工された飫肥杉は管流しの

途中で舟筏に組まれて広渡川、酒谷川を下り、堀

川運河まで運ばれて簡便に搬出された。 

当地域では、木造船の時代、特に藩政時代は多

数の造船所が存在し、かつお船をはじめとした漁

船や運搬船の造船が盛んに行われていた。日南地

方の伝統的な木造船であるチョロ船（写真 25）は、

一般的には全長 7、8 メートルの小型の和船である

が、かつお釣り船の場合、全長がチョロ船の数倍、

八挺櫓立（はっちょうろだち）位の大きさであり、

沖に出て帆走もした。当時のかつお一本釣り漁は、櫓漕ぎの和船に 15～20 人が乗

り込み、隣接する宮崎市青島から鹿児島県内之浦沖合までを漁場とし、日帰りや 2

～3泊の漁を行っていた。この操業方法は、漁船が動力化する大正初期まで続けら

れた 27）。 

このように、当地域のかつお一本釣り漁業は、造船材に特化した人工造林を行う

という特殊な飫肥林業と密接に絡み合い発祥し、発展を遂げたものである 28）。 

 

② 弁甲材｢飫肥杉｣が支えたかつお一本釣り漁 

明治維新以降、飫肥藩の専売制は撤廃

され、農業から漁業に進出する者が相次

ぎ、油津では 150隻のかつお船が操業し、

2 万円以上(現在の約 4 億円)の水揚高を

挙げるまでに発展する（写真 26）。しか

しながら、全国的にかつお船が急増した

ため漁場の獲り合いとなり、油津のかつ

写真 25 飫肥杉が使われた 
櫓漕ぎの和船(チョロ船) 

写真 26 戦前の油津港 

写真 24 諸国鰹節番附表 
【写真提供：若林良和】 
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お船は半減してしまうが、一部の漁師は船を大型化させ操業拠点を奄美大島や沖縄

県更には台湾に移し、現地にかつお節の製造工場を建設する｢根拠地漁業｣に取り組

んだ。 

大正時代になるとかつお船は、地元産の

飫肥杉を使った 15～19トンほどの小型船が

中心となり、船型はかつお船の動力化とと

もに改良され、船首付近が長く突出するホ

ースヘッドや集魚用の散水器が設置され、

現在のかつお船の原型となった。 

昭和に入ると漁船の動力はトラブルの少

ないディーゼルエンジンが一般的となり、

昭和 30年以降、自由操業に使う船の上限が

40トン未満に引き上げられ、多くの船が 39

トン型へ移行する（写真 27）。さらに昭和 40

年代中ごろからは 59 トン型となり鋼鉄船や

FRP（繊維強化プラスチック）船への移行が

始まり（写真 28）、現在では、高速船の 119

トン型 FRP船が主力となっている。 

かつお船の性能向上と県水産試験場の調

査船｢みやざき丸｣の研究結果等により、昭和 40 年代には三陸漁場が開拓され、現

在の南西海域から三陸沖までかつおの群れを追って北上し、千葉県の勝浦や宮城県

の気仙沼など、全国複数の港で水揚げを行う現在の操業パターンが確立された 29）。 

    

イ 人から人へと継承される日南かつお一本釣り漁 

日南かつお一本釣り漁は、船の右側を風上に向けた状態に保ち、舵を操る「船頭」

と餌を投げ込む「餌投げ」以外の乗組員全員が左側に立って、疑似餌をつけた竿で

一匹ずつ釣り上げる。また、釣り能力の高い順に序列が存在し、船首付近からの席

順（ポジション）には名称がある。漁獲は伝統的なルールに従ったチームプレーで

行われる。 

この伝統漁法は他地域でも見られ、船の片方の側で釣り込みを行うことについて

言えば、高知や当地域は、船の左側で、静岡では船の右側で行われている。また、

地域によって呼称は異なるが、ポジションに名称があることや漁具など、複数の地

域で類似している。 

しかし、かつお一本釣りの漁業種別は、当地域が近海、高知が沿岸、他は遠洋が

主流となっているため、釣り込み人数においては、地域間で差が生じている。 

近海の場合は 19～150トン船で 8～20人で釣り込みを行い、沿岸は 5～15トンで

写真 27 かつお船（木造） 

写真 28 かつお船（FRP船） 
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5～8人、遠洋は 400～600トンの冷凍船で、22～28人で行うのが一般的である。 

高知県に残る「カツオ一本釣り絵馬」（1865 年）にも描かれるとおり、日本の伝

統的なかつお一本釣り漁の特徴として、15 人前後の人数で行われていたことが挙

げられるが、近海かつお一本釣り漁は、釣り込み人数において伝統的に行われてき

た形式を継承したものといえる。そして、2018漁業センサスでは、全国の近海かつ

お一本釣り漁船のうち 57％が当地域の船であり、高知県が 11％、残りが他県とな

っている。 

当地域のかつお一本釣り漁は、時代と漁場の変化に対応し、漁船や機器の性能は

進化しても、日本のかつお一本釣り漁が持つ伝統形式を高度に継承しており、釣り

の技術や道具の作製は、熟練の漁師が若手漁師に教え込み、技術の熟練過程は船上

で人から人へと伝えられてきた。 

また、魚群全てを獲り尽くさないことから水産資源への負荷が小さく、その発祥

から発展、現在に至るまで、飫肥林業という特殊な林業と深く結びつき、豊かな山

林資源と森林の多面的機能を活用し続けるこの持続的な漁法システムは希少で貴

重であり、未来に継承すべきものといえる。 

以下、特徴的な伝承方法や代表的な技術等を紹介する。 

 

① 一子相伝の技術継承「船主船頭制」 

当地域のかつお一本釣り漁船では、まず、後継者（船頭の息子）を船内での順

位が最下位である甲板員として乗船させる。 

そして、10年程度経験を積んでから、船長に昇格させ、船頭である親は、操船

技術や長い歴史に裏付けられたかつおの群れを探す技術、漁場の位置、漁の方法

および水揚げ（販売）する港の選定など、漁労全般を教え込む。 

その数年後、船長から船頭に昇格し、事業継承を終える。 

親は事業継承後、船主（経営者）となり船頭（息子）の相談役となりながら、

餌の確保や市場との調整などサポートを行う。 

当地域ではこのように船頭という現場監督を務めた親が会社社長となって漁

船経営にあたる「船主船頭制」が綿々と続けられており、現場と経営が親族で繋

がれ、事業と技能の継承がスムーズに行われていることが、当地域に多くの近海

かつお一本釣り漁船が残っている要因の一つとなっている。 

近海の規模のかつお一本釣り漁船を維持するためには、船上での漁労技術の継

承だけでなく、多岐にわたる業務が求められる。船主船頭制は一子相伝の継承で

あり、経営ノウハウを含めた多大な業務を長年かけて引き継ぎ、親族が協力して

船を維持している。 

他地域では、漁船経営の企業化（大規模化）や小規模化が進み、この制度は見

られなくなってきているが、当地域では、かつお一本釣り漁船 23隻のうち 17隻
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（74％）が船主船頭制により親から子へと事業継承されており、出漁前の風習も

含め、かつお一本釣り漁業の伝統的な技術や精神が受け継がれている。 

 

② 席順（ざどこ） 

かつおは非常に警戒心の強い魚で、釣り損ねて傷ついた個体が群れの中にいる

と、おびえて捕食をやめてしまう。そのため、釣り込みの位置（ざどこ）は昔か

ら釣りの力量によって決められており、腕の立つ漁師が船先で釣り込みを行う。 

釣り込み位置の名称は地域によって異な

るが、当地域では、この席順は、船首右前か

ら左回りに「風之（カザエ）」「中（ナカ）」

「大頭（オガシラ）」「２番脇」「３番脇」と

呼ばれ、大頭は将来有望な若者が座るエー

ス級のポジションである（図 11）。たまに入

れ食いとなる船尾には比較的高齢なベテラ

ンが陣取る 30)。 

伝統的に 15 人前後の大人数で挑む漁形

式の場合、厳格な序列の存在は釣果を左右するものであるため不可欠であり、こ

れにより、多くの先輩やライバルが存在し、脈々と培われてきた釣り技術は薄れ

ることなく継承されてきた。 

当地域の船では、この伝統的な席順が現在も残存しており、船上での呼称も続

けられているほか、座決めの儀礼の風習も残る。当地域のほとんどの船は初出航

の約 1週間前に三社参りを行い、その後の酒宴時に、船頭がその年の席順を決め

ている。 

 

③ かつお一本釣り船員の役割 

現在のかつお一本釣り漁船では、船頭（漁労長）、船長、機関長、無線局長、料

理長、甲板員、機関員の役割に基づき操業が行われている。櫓漕ぎの和船の頃の

かつお船も 15～20 人の船員それぞれが役割を持ち、自身の仕事を確実に遂行す

ることが求められたが、船が動力化された現在においても、それは変わっていな

い。 

   ■乗組員の役割 

（一本釣りの漁獲作業は、船頭以外ほぼ全員で行う） 

 

船  頭：漁労長とも呼ばれる。漁場や漁の方法、販売先の選定も行うなど漁に関する

全ての責任者。漁場での潮の流れ、色など考慮し、このまま漁を続けるか止

めて次の群れを探すか、市場の動向を考慮し水揚げの見極めの判断など漁

風之 
（カザエ） 

２番脇 

大頭 
（オガシラ） 

中（ナカ） 

３番脇 

図 11 日南かつお一本釣り船の 
席順（ざどこ） 

船 首  
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④ 魚群探索技術と漁業者間における漁場等の情報共有 

漁労電子機器が開発される昭和初期まで、かつお漁師は江戸時代とほとんど変

わらない操業を行ってきた。360 度視界を遮るもののない大海原で、自分の目を

頼りにかつおの群れを捜索する。目安となる海鳥やジンベエザメ、クジラ、流木

などのほか、かつおが表層近くを泳ぐことで変化する海面の状態を注視していた。 

昭和中期以降、海鳥を探すレーダーや魚群探知機などが開発され、かつおの群

れを探す機能は格段に向上したが、世界最大の海流と言われる黒潮を漁場とする

近海かつお一本釣り漁業では、大海原へ闇雲に船を走らせても、かつおの群れに

遭遇する確率は低い。そのため、当地域のかつお一本釣り船は一日に 4回、定時

に互いの位置情報や漁獲状況について無線を通じて情報交換を行っており、船団

を組んで操業している。この無線を使った情報交換はかつお一本釣り漁船の全国

共通ネットワークに加え、無線化される前から存在する当地域の船団の地縁に基

づいたローカルネットワークも駆使される。とはいえ、現在でも、最も頼りにな

るのは人の目であり、江戸時代から受け継がれてきた技術である。 

これらの情報をもとに大きな群れを形

成する｢なぶら｣と呼ばれるかつおの群れ

を探索するが、予定した漁場に近づくと

船に設置された見張り台から船員 7～8人

が双眼鏡を使用し「鳥山」と呼ばれる海鳥

の群れなどを探索する（写真 29）。 

鳥山は、かつおに追い立てられ水面近

くに集まったイワシなどの群れを、カツ

労業務全般を指揮している。 

船  長：船舶航行の責任者。航海全般の安全確保を第一に操船を行いながら船頭（漁

労長）のサポートも行う。 

機 関 長：エンジンや船の運航、操業に必要な各種機器の保守・整備の責任者。エンジ

ンや発電機、魚倉の冷却装置などの機器類を機関員とともに管理している。 

無線局長：陸上との連絡や他の船の位置や釣果などを記録し、船頭へ伝達する。 

料 理 長：船員の食事調理の責任者。食材の手配等、食事の調理を通して船員の体調管

理を担当している。 

甲 板 員：一本釣りでの釣り込みや漁獲した魚の保存、水揚げ作業、自動操舵中の見張

りなどを行う。 

機 関 員：機関長とともにエンジン等の機器の保守を行う。 

 

写真 29 鳥山 
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オドリなどが狙って集まってきている状態を指す。かつおの食いつきを左右する

鳥山の状態の見極めなどの探索技術は現代も重要なものであり、人から人へと継

承されている。 

 

■かつおの群れ「なぶら」の種類 

素群 

（スナムラ） 
カツオだけの群れ。 

鳥付 

（トリツキ） 

カツオの群れが襲っているイワシ等を横取りしようと海鳥がその上

を舞っている群れ。漁船がカツオ群の存在を知る手がかりとなる。海

鳥の種類はカツオドリ・グンカンドリが多い。 

鮫付・鯨付 

（サメツキ・ 

クジラツキ） 

鮫付：ジンベエザメと一緒に泳いでいる群れ。 

鯨付：クジラと行動をともにしている群れ。 

木付 

（キツキ） 
流木などの漂流物の下にいる群れ。 

瀬付 

（セツキ） 

海潮流がよく通り水温が高く、沿岸の水の影響が少なくて、天然の餌

が豊富な離島や礁の周りに一年中生息している。この群れは大型魚

または成熟魚でしめられているが、個体は割合に痩せている。日本近

海では南西諸島・伊豆南・小笠原諸島付近。 

 

 

⑤ 竿 

    かつお一本釣り漁師は、自分の道具は自分で作り

管理している。竿は、素材が竹からグラスファイバ

ーに代わった以外、原型は昔と同じである（写真

30）。 

現在は船員一人につき約 20 本の竿を所有し、魚

の大きさや漁の状況に応じ使い分けている。12～

20kg もある大型のかつおやビンナガマグロの群れ

に当たると、2～3人の竿の釣り糸を、先の方で一本

により合わせ針を付け、協力して釣り上げる「二丁

跳ね」「三丁跳ね」で対応することもある。これは、

漁師同士の息が合わないと魚が釣り上がらないた

め、より熟練した技術が求められる。 写真 30 竿 
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⑥ 釣り針（疑似餌：シャモ） 

もともと、シャモ（にわとりの一種）の毛を釣り針に巻いたことから、この呼

び名がついたとされる。海中で小魚が泳いでいるような形に見せるため、釣り針

の頭部分には、錫で鋳造した金具が取り付けてあり、さらに、白やピンクの鳥の

羽、魚の皮などが巻きつけられている。かつお船の漁師はそれぞれにこだわりが

あり、漁場へ移動中などに自作している。 

普通、釣り針はひらがなの「し」の形で、かかった魚が外れないように「かえ

し」が付いているが、かつお一本釣りに使う釣り針は、カタカナの「レ」の形で

「かえし」が付いていない。返しが無く、角度が大きく開いている針であるため、

竿を引き上げた時にかつおが跳ね上がり、釣り手の頭上あたりで釣り針がはずれ

るようになっているのが特徴である（写真 31）。 

また、当地域のかつお一本釣漁師は、石を削って自作した釣り針の頭部分の鋳

型を持っており、現在も漁場への移動中などに鋳造し、手作りしている。このよ

うな個人での針の製造は、他地域では見られなくなってきているが、当地域では、

この地域にかつお一本釣漁が定着したころからの伝統が今でも受け継がれてい

る（写真 32）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 餌まき 

かつお一本釣り漁業では、餌を投げ込む

専門職「餌投げ」がいる（写真 33）。かつお

の群れに向かって好物の生きたイワシを投

入し、船から海水を噴射して海面に多くの

泡を作り出すことで、海面に追い詰められ

逃げ惑うイワシを演出し、かつおの食い気

を誘い、興奮状態に陥らせる。 

餌を撒くタイミングで、かつおの興奮状

写真 32 鋳型での針の鋳造風景 

写真 33 餌投げ（餌まき） 

写真 31 シャモ（疑似餌） 
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態をいかに持続させるかが大漁の鍵となり、非常に重要な役割となっている。 

 

⑧ 水揚げ 

    水揚げは、魚艙に鮮度保持されたかつおを傷つけ無いよう一本一本持ち上げな

がら丁寧に行う。この水揚げ方式もかつお一本釣り漁が定着してからずっと続い

ている伝統的な方式である。 

また水揚げ後、日南かつお一本釣り船には、「出し分け」という制度があり、船

員１人に１尾ずつ、かつおを渡すしきたりがある。 

この「出し分け」も日南のかつお一本釣り船団に昔から伝わる独自の伝統であ

る。 

 

ウ 海の生物相を維持する一本釣り漁業 

かつお一本釣り漁業（図 12）は、群れを一

網打尽にするまき網漁（図 13）と異なり、群

れの 2割程度とも言われる海面表層を泳ぐか

つおのみを対象としていることから、海洋資

源の保護に有効な漁法である。 

漁船や機器の性能は時代とともに進化し

てきたが、漁法は江戸時代から変わらず引き

継がれ、あえて取り残すことで、かつお資源

の継続を図ってきた。 

また、近年では、日本近海に北上してくる

かつお資源の減少を受け、平成 20 年度より

自主的に休漁期間を設けるとともに、漁獲量

に上限を設定することで、かつお資源の維持

に取り組んでいる。 

一本釣り漁法自体が資源にやさしいエコ

な漁法であるにもかかわらず、自主休漁を設

けていることは、古い歴史を持った、当地域のかつお一本釣り漁師の水産資源に

対する意識の高さと、それを将来につなげていく思いが表れたものである。 

また、2017年 12 月 3日から 7日まで、マニラで開催された中西部太平洋にお

ける高度回遊性魚類（マグロ、カツオ、カジキ類）資源の長期的な保存及び持続

可能な利用を目的とした、WCPFC（中西部太平洋まぐろ類委員会）の第 14 回年次

会合に当地域内の 2漁協（南郷漁協、日南市漁協）の漁業者が出席した。 

この会合では、主に太平洋クロマグロの保存管理措置について、次期回復目標、

漁獲制御ルールなどについて協議が行われたが、かつおの資源保全のために日南

図 13 まき網漁法 
【ｲﾗｽﾄ引用：WWFジャパンウェブサイト】 

図 12 一本釣り漁法 
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のかつお一本釣り漁の漁業者が参加したことは、会合参加国にそれなりのインパ

クトを持ってとらえられたようである（写

真 34）。 

今後も、かつお資源に優しく、和食を支え

る生鮮食用かつおの生産技術である日南か

つお一本釣り漁業の価値を世界に発信し、

資源に対する考え方や生鮮食用に向けた漁

のあり方について理解を求めていく必要が

ある。 

 

エ 飫肥林業を発達させた技術と飫肥杉資源の循環利用 

日南かつお一本釣り漁業システムは山林資源を背景に循環するシステムであり、

当地域で 400年の歴史がある飫肥林業と密接に関連している。かつおは黒潮の流れ

に乗って回遊する性質を持つため、国内のかつお一本釣りは黒潮に面した地域で行

われてきたが、伝統の林業構造には差があり、当地域は特色がある。 

九州南部に位置し、暖流黒潮が流れる温暖多雨な気候に恵まれている日南地方で

は、杉の成長が他地域よりも優れており、最も早く成長する。 

また、古くから山林資源が豊富であり、外浦港や油津港が遣明貿易等により活用

されていたため、15世紀頃には既に高い造船技術が存在したと考えられているが、

和船の棚板（船体外周を構成する部材）には、ほとんどの場合に杉材が使用された。

その理由は、木目が荒いため浮力があり、油分が多いため水を弾く性質からであり、

中でも特に、年輪の幅が広い、つまり、成長の早い杉が求められた。 

飫肥林業ではその需要に着目し、造船に適した幅広板が取れる太い杉を生産する

ため、この地に合う成長の良い杉品種を選抜し、疎植することで幹の肥大成長を促

す育林が行われるようになった。成長が早い、油分が多くて腐りにくい、曲げやす

い、水切れが良い、比重が小さいという特性を備えた飫肥杉は、昭和 30 年頃まで

造船用材に特化した生産が行われた。 

日本の人工林林業は、江戸時代に当時の二大消費地である上方と江戸へ舟運、海

運の便がよく、杉の好む温暖湿潤な気候に恵まれた太平洋側を中心に、いくつかの

産地が成立した。西川林業（埼玉県）、天竜林業（静岡県）、尾鷲林業（三重県）、吉

野林業（奈良県）、木頭林業（徳島県）などであり、飫肥林業もその一つであった。 

国内の林業では、建築用材としての生産を目的に年輪を詰めて生育させるのが一

般的であるが、飫肥林業では、杉の成長がよいという利点を最大限に生かすべく、

肥大成長を重視して生産するという独自の育林技術を確立した。吉野林業の杉樽丸

（酒樽用材）や木頭林業の杉割柱（柾目の出る柱）など、特定の用材で名を馳せた

林業地の事例はいくつかあるが、造船用材でブランド化をした林業産地は後にも先

写真 34  WCPFC会合の様子 
【写真提供：宮崎県漁業協同組合連合会】 
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にも飫肥林業だけである。 

造船材としての需要が少なくなった現在で

は、建築用材等としての生産を行っているが、

当地域の造船所では、かつお一本釣り漁船や

その他の漁船の型枠や骨組みなどに飫肥杉が

使用され、部分的にではあるが造船材として

の用途が継承されている（写真 35）。 

飫肥杉の用材としての生産過程は、育苗か

ら伐採まで 50年程度かかるが、その間、以下

のような管理が必要とされる。 

 

① 育林技術 

ａ 育苗 

   大正初期までは、親木から採った穂木を直接造林地

に挿し付け（直挿し）していたが、以後は苗畑に挿し

付けたものを 1～2 年育苗した床挿苗を造林地に植付

けている 31）（写真 36）。 

 

  ｂ 植付け 

   藩政時代から明治期にかけての植林は、直挿しであったことから１ha 当たり

3,000～5,000本を挿し付けたが、枯れるものが多く、活着した本数は 1,000～1,500

本に減少した。 

大正中期から直挿しに代わって活着の良い床挿し

苗の植付けが一般化すると、弁甲材生産に求められ

る肥大成長を促すため、植付け本数は 800～1,300 本

に激減し、昭和初期から 20 年代頃までも 1,500～

2,000本と疎植であった。 

その後、一般建築材としての需要が増加し、弁甲

材生産が減少すると１ha当たり 2,500～3,000本と

なり現在に至っている 32）（写真 37，表１）。 

 

   表１ 飫肥林業における植栽本数の推移（民間） 

年  代 植 付 方 法 ｈａ当たり本数 

藩政末期～明治中期 山地直挿 3,000～5,000 

明治中期～大正初期 〃 2,000～3,000 

写真 36 育苗（苗畑） 

写真 37 植付け 

写真 35 現在も船の型枠として使用
される飫肥杉 

【出典：宮崎県林業史】 
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大正中期～大正末期 床挿苗植栽 800～1,300 

昭和初期～昭和 20 年代 〃 1,500～2,000 

昭和 30年代以降 〃 2,500～3,000 

  

 ｃ 保育 

   飫肥地域は、温暖多雨で杉の生育には極めて良好であるが、その反面雑草木の繁

茂も著しいため、植栽後 1～3 年は年 2～3 回、10 年

生頃までは年 1回の下刈りを実施し、つる切りを徹底

して行っていた。その後、11年生頃に造林地に発生し

た灌木を除去するため、除伐を実施している。 

   現在の 2,500 本/ha の植付けでは、6 年生頃で下刈

りを終えている 33）（写真 38）。 

   また、枝打ちは行っておらず、20年生頃から必要に

応じて、杉の種間競争を緩和するため、間伐を実施している。 

 

 ｄ 収穫 

   弁甲材生産では大径材が求められたことから、標準

的な伐期は 50～70 年と長かった。一方、建築材等の

生産を行う現在では、40～50年での伐採となっている

（写真 39）。 

収穫までの時系列は図 14に示すとおりである。 

 

 

写真 38 保育（下刈り） 

写真 39 収穫（伐採） 

図 14 杉の育林体系図（35年伐期・70 年伐期） 
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② 造船材（弁甲材）の造材で使用された道具 

杉の荒皮を剥いで木材の両面を平らに削り、側面はそのまま残す特殊な形をし

た弁甲材が作られるようになったのは、造船材として不要な部分を最初から削り

取ることによって、搬出において積荷の安定を図るためであった。 

また、木材の内面を表に出すことで材質の鑑定と品質の保証が容易にできるた

め、取引をも有利にすることができた。飫肥杉の丸太から弁甲材に加工するため、

はつりよき等の道具が用いられた（図 15）。 

 

 

 

図 15 弁甲材造材に使われた道具類 

【万力】 
まんりきと言い、木材を回転さ
せる道具 

【５尺定規と回しづな】弁甲材を測る時に使用する 

【木挽ノコ】 
この 2 種のノコは、昭和初期まで使用された 

【よき】 
オノとも言い、枝払いなどに使用 

【つる】 
テコの応用で木材を少し
ずつ移動させるのに使用 

【皮はぎき】 
表面の皮をはぎ取る 

【とび】 
切り倒した木材を転がすと
きに使用 

【はつりよき】 
このはつりよき及び皮剥ぎで、
弁甲材造材を行っていた 
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③ 資源循環型林業への取組 

飫肥林業では、安定的な生産を行うため、飫肥藩の時代から独特の植林システ

ムが引き継がれてきた。 

飫肥藩では、財政的理由から杉の植林を大々的に行い、藩の指導のもと、領主

と領民が利益を分ける「杉山分収法」という独特の制度を活用して、武士も農民

も一緒になって藩有地に杉を植えていた。この部分林制度は、森林の健全な整備、

循環を維持するうえで優れた仕組みであったため、明治になると国に引き継がれ、

官と民の分収制度となった。 

近年、宮崎県では大型製材工場や木質バイオマス発電施設の稼働により、伐採

量が増加している中、「伐って、使って、植える」という資源循環型林業を展開す

るため、平成 29年に「山村地域の持続的発展推進南那珂地区協議会」を設置し、

森林組合や民間林業事業体、製材業、日南市、串間市、県、国等の関係者が連携

して、飫肥杉の再造林対策や林業担い手対策などに取り組んでいる。 

    特に、再造林対策では、施業の効率化が図られる伐採と造林の一貫作業システ

ムの導入や、夏場の過酷な作業である下刈りの省力化に努めており、伐採後 7～

8割は再造林が適切に行われている。 

    日南かつお一本釣り漁業システムは、このように育まれる豊かな山林資源と森

林の多面的機能を活用し、循環を続けている。 

 

 

（４）文化、価値観及び社会的組織 

 ア かつお漁にまつわる神社と祭礼 

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、

当地域の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。 

当地域には、かつお船の漁師たちが信仰する神社が数多くある。代表的なものは、

その多くが海幸彦山幸彦を祀る神社であり、大漁と航海の安全を祈り神事が行われ

る。林業者も漁業者も山と海の恵みに感謝し、共に生きる人々の心は今も昔も変わ

らない。 

 

① 鵜戸神宮 

創祀の年代は不詳となっているが、古来より海洋信仰の聖地で、社殿によれば、

本殿の鎮座する岩窟は豊玉姫が主祭神を生むための産屋を建てた場所で、その園

医より崇神天皇の御代に「六所権現」と称して創祀され、推古天皇の時代に岩窟

内に社殿を創建し鵜戸神宮と称したと伝えられる。 
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御祭神は日子波瀲武鸕鷀草葺不合尊（ひこなぎさたけうがやふきあえずのみこ

と）、大日孁貴（おおひるめのむち）（天照大御神）、天忍穂耳尊（あめのおしほみ

みのみこと）、彦火瓊々杵尊（ひこほのににぎのみこと）、彦火々出見尊（ひこほ

ほでみのみこと）、神日本磐余彦尊（かむ

やまといわれひこのみこと）（神武天皇）

である。 

平成 29 年度に一帯が「鵜戸」の名で

国の名勝に指定された「鵜戸神宮」（写真

40）は、全国から崇敬を受ける天下絶勝

の神域であり、昭和中期まで、船祝や新

船の初出港時に神参りとして船で本殿

沖合まで出港し航海安全、豊漁祈願が行

われていた。 

 

② 潮嶽（うしおだけ）神社  

飫肥林業の中心地であった北郷地域

の山間部には、「海幸彦(日闌降命：ほす

せりのみこと)」｢山幸彦(彦火々出見命：

ひこほほでみのみこと)｣｢火明命(ほあ

かりのみこと)｣を御祭神とする潮嶽神

社がある。神武朝の創立とされており、

現本殿は天保 2 年(1831 年)造営。山幸

彦を主神として祀る神社は、全国に多数

あるが、海幸彦・火明命の 3兄弟を主祭

神に祀るのは潮嶽神社だけと言われている（写真 41）。海上安全･五穀豊穣の神と

して信仰を集めており、2 月 11 日の春大祭では、海幸彦山幸彦の神話を舞う｢魚

釣り舞｣が演じられる。また、神武東征の折、別れを惜しみ里の乙女が舞ったこと

に由来する御神子舞も舞われる。 

 

③ 霧島神社と恵比寿まつり 

元和元年(1615 年)創立で、御祭神は「伊弉諾尊(いざなきのみこと)」｢伊弉冉

尊(いざなみのみこと)｣、｢彦火々出見尊(ひこほほでみのみこと：山幸彦)｣。漁

業･諸業繁栄･病気平癒の神として信仰を集めている。 

新年を迎えた 1 月 10 日、当地域かつお船最大の母港である目井津港のすぐ側

にある霧島神社では、豊漁、航海の安全を祈念し、漁師たちによる十日えびす神

楽が執り行われることが恒例となっている。 

写真 40 鵜戸神宮 
国の指定名勝ともなっている 

写真 41 山間部にある潮嶽神社 
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午前 9時から始まって、神武の舞（航海安全）、

霧島の舞（五穀豊穣、豊漁）、鵜戸の舞（豊漁）、

杵舞（子孫繁栄）、手力の舞等、十番が奉納され、

漁師たちは輪になって、お神酒を酌み交わす。 

えびす神楽の準備は、毎年輪番制で漁師たち

15軒ほどが大宿（うやど）となる。2、3日前か

ら男たちは竹を切ってお神酒を入れる酒桶を

造り、女たちはご馳走造りに奔走する。 

この漁師たちによるえびす神楽は、霧島神社

が建立された江戸時代初期から 400年続いてお

り、漁師たちは現在においても、えびす神楽を

終えるまでは出漁しない（写真 42）。 

 

④ 船霊（ふなだま）さま 

常に危険と隣り合わせの漁に従事するかつお一本釣り漁師は、昔から信仰を心

のより所にしてきた。その代表的なものが「船霊さま」である。 

かつお船には、ブリッジの祭壇中央

に社が構えてあり、「船霊さま」を祭っ

ている。船霊さまは、新しく船を造った

ときに船大工の棟梁が設置する。以前

は、船霊を入れる際、真夜中に棟梁が船

主を呼び出し、誰にも見つからないよ

うにして入魂したと言われている。 

漁師は航海ごとに祭壇にサカキやお

神酒、魚、水、塩、米などのお供え物を

新しいものにかえ、大漁と航海安全を

祈願している（写真 43）。 

船霊さまは女神と言われており、かつお船に女性が乗ると嫉妬して不漁になる

という言い伝えがあり、今でも女性が船に乗ることを嫌う船主もいる。しかしな

がら、あまりに不漁が続いたりすると、わざと女性の話をしたりして船霊さまの

興味を引き、嫉妬させて漁模様を好転させようとすることもあったそうだ。 

 

イ 受け継がれる港町の文化・風習 

① 船主と船員の家族的な絆 

当地域の港町は、津波や台風等の風水害を避けるため、居住地が砂浜後方の小

高い丘などに密集している。家並みを縦横に伸びる狭い路地が造られ現在の形と

写真 43 かつお船ブリッジ内での 

「船霊さま」祈願 
【写真提供：(有)福徳水産】 

写真 42 恵比寿まつりで舞う
「漁祈念十日えびす神楽」 
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なり、そこで特有の価値観や文化が形成され現在に受け継がれている。かつお一

本釣り船員は親類や集落民で構成されおり、船員家族は船主宅の近所に住み、家

族的なつながりで船主を中心に助け合い港町を守ってきた。 

毎年出航前の 1月中に、船主、船員全員が信仰している神社に参拝して航海安

全、豊漁を祈願する「船祝」では、その日の夜は船主宅で乗組員の家族も集まり

酒宴を開き、今後 1年間の大漁を願い、乗組員、家族間の絆を深めている。 

また、漁業は常に危険と隣り合わせの仕事であり、漁の成果も運に左右される

ことを漁師たちは不可避的に認識しており、今なお港町の生活の中に儀礼や信仰

となって息づいている。 

 

② 歌い継がれる子守歌 

目井津漁港がある南郷地域では、「目井津子守船歌」が歌い継がれている。こ

れは 1970（昭和 45）年に南郷小学校に勤務していた教員が作詞・作曲したもの

であるが、その背景には、かつお漁船が最短 3か月、最長 1年の間、母港の目

井津漁港に帰港しないことがある。歌詞

は目井津漁港の出港時にかつお漁船を見

送る母子の心情を表現し、その情景を残

すべきだという思いでつくられた。当時

の南郷町はレコード化して普及に努め、

現在もこれが継承されている。同校の学

習発表会などの行事では、児童らの合唱

やこれを用いた踊りが披露されるなど、

地域のかつおを幼少期から身近に感じな

がら、その歴史や文化として継承されて

いる（写真 44）。 

 

ウ かつお漁師の教訓、知恵の伝承 

 漁師たちは、安全な航海や漁をする上で教訓となる言葉を使って後継者や後輩に

伝えてきた。また、留守を預かる家族や地域住民に対しても、海や漁での経験によ

り培った気象に関する知恵や心構えなどを伝承してきており、このことは防災への

意識向上や減災につながっている。 

   かつお漁師には航海安全と大漁満足の願いがあり、当地域においてもそれらに関

する教訓が伝承されている。その伝承は地域の情景や実在するものを用いている。 

 

① 航海安全に関する伝承 

安全な航海のためには、風雨や潮の干満、天候など様々な自然的な要因を十分

写真 44 「目井津子守船歌」に合わせ 
踊る子供たち（南郷小学校） 
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に留意すべきことを教訓として知らせている。 

【例】「輿の御前の御神輿様と北の風は、十時にならんと 降りてこぬ」 

：これは、アオキタ（秋に吹く強い北風）が朝方に凪いでいても、10時頃

になると吹くことから注意すべきだという伝承である。 

※輿の御前･･･目井津地区の輿の御前神社を指す 

 

② 自然条件に関する伝承 

大漁に導くには、自然条件や人間関係、普段の準備や入念な注視を心掛けるべ

きだという伝承が多く存在する。 

【例】「今日の一匹 明日の千貫」 

：夕方にかつおが１匹釣れたなら、今日は漁がなくても明日は大漁になる

から、その準備を怠らないようにという戒めが含まれている。 

 

エ かつおが育んだ食文化 

かつおは日持ちが悪く、臭いの素となる血合肉も多いことから、他の国内外では

かつお節やツナ缶等に加工されることが多いが、当地域のかつお一本釣り漁業にお

いては、かつおを生鮮食材として鮮度にこだわってきたことから生まれた食文化が

ある。 

 

① かつおに合う甘い醤油 

日南市の人口は約 5万人であるが、市内には 5社の醤油メーカーがある。中で

も、当地域かつお船団の母港である大堂津港を有する大堂津地区は、古くから醤

油や焼酎の醸造が盛んで、現在でも 3 社がこの地域独自の醤油等を造っている。 

同地区の 100を超える井戸からは、清涼な真水がわき出している。この豊かな

湧き水は、飫肥杉の山に降った雨が地下に浸透したものに他ならず、豊かな山の

恵みである。また、かつてこの地域には塩田が広がっており、製塩も盛んに行わ

れていたが、この真水と塩、林業の小場作（伐採跡地の飫肥杉造林地を簡単に開

墾して農作物を栽培すること）で収穫

された大豆を使い用い、飫肥杉の樽を

使って始まったのがこの地区の醤油醸

造である 34）。 

中でも「株式会社宮田本店」は 1804

年(文化元年)創業と、まさに日南かつ

お一本釣り漁業の歴史とともに発展し

てきた醤油メーカーである（写真 45）。 

日南市では、家庭料理において甘い 写真 45 文化元年創業 宮田本店の醸造蔵 
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醤油を好んで食しており、この甘い醤油は、混合醸造した醤油に甘味料を加えて

製造される。かけるだけで美味しい甘い醤油は、かつお船の漁師が海の上でもそ

のままかつおを食べることができ、かつおとの相性も良く、かつおの日持ちの悪

さや臭いといったマイナス面を見事に打ち消してくれることから、漁師たちに重

宝され、そこから家庭料理へとつながって発展してきたと言われている。 

 

② かつおを使った漁師料理 

昔から伝わる漁師料理の「かつおめし」（写

真 46）は、かつお一本釣りの漁師が船上で自

分たちが釣ったかつおを刺身にして食べた

後、残りをご飯の上に乗せ、熱いお茶を注い

でかき込んだのがはじまりと言われている。 

日南市では、家庭料理でもかつおを刺身よ

り厚目に切り、甘い醤油を使用した「漬けだ

れ」に漬けた「かつおの漬け」（写真 47）を

熱々のご飯にのせて食べることが多い。 

「焼っ切り」はかつおを皮付きのまま強火

で皮の部分だけをさっと炙り、醤油でそのま

ま食べる。軽く炙ることで皮も気にならず、

余熱と香ばしさもあり、生に近いとはいえ、

完全な生食である刺身とは異なるおいしさ

があり、日南市の港町の伝統料理として親し

まれている。 

日南市では、刺身や焼っきりを食べる際、甘い醤油の中で泳がすように、たっ

ぷりと醤油を付けてから食べるのが普通である。醤油蔵が 5社も存続できている

ことは、甘い醤油を多量に消費する食文化が根付いていることを裏付けている。 

 

オ かつお一本釣り漁業を支える社会的組織 

   日南かつお一本釣り漁業システムが維持されるためには、漁業調整や資源管理、

漁場保全、飫肥杉人工林等の森林整備及び漁業後継者の育成等、副次的な側面も重

要である。当地域にはそのような機能を担い、当該システムを支える組織が複数存

在する。 

 

① 漁業協同組合 

漁業者の組織として、当地域には、日南市漁協、南郷漁協、栄松漁協、外浦漁

協の４つの漁業協同組合が存在する。各漁協では、組合員審査、漁場利用調整、

写真 47 かつおの漬け 
【写真提供：宮崎てげてげ通信】 

写真 46 かつおめし 
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漁業権の審議、港の維持管理などを行っている。 

また、かつおの魚食普及活動、生鮮かつおの普及拡大を行うなど、かつお一本

釣り漁業の維持発展に取り組んでいる。 

加えて、各かつお船が母港に水揚げする際には、漁協の出荷担当者が立ち会い、

資材発注やトラックの手配などのサポ

ートを行うほか、出荷先との交渉も代

行して行っている（写真 48）。 

当地域のかつおは、昭和 50年代後半

までは鹿児島県の山川や枕崎漁港に加

工用として出荷されており、価格は

100円/kg前後でしかなく、かつお一本

釣り漁業の経営は厳しい状況が続いて

いた。南郷漁協は、この状況を打開す

るため、鹿児島県に水揚げしていたか

つおを地元に揚げ、鮮魚で地元港から

トラックで県外市場に陸送出荷を行う「かつお鮮魚出荷体制」を構築した。この

流通改革により、当地域のかつお一本釣り漁業の経営は大きく改善されただけで

なく、小売店等での刺身販売にも鮮度の良いかつおを提供できるようになり、消

費を大きく伸ばすことができ、かつおの生食文化が全国に広まった。 

当地域の４漁協では、互いに出荷先の情報を共有することで、九州圏内を中心

とした全国への出荷を組織的に支援している。 

 

② 宮崎県かつお・まぐろ漁業者協会、かつお船船主組合、宮崎県鰹部会 

当地域のかつお一本釣り漁業者は、宮崎県かつお・まぐろ漁業者協会を組織し

ており、全国近海かつお・まぐろ漁業協会と連携して、かつお資源維持の要望活

動等を行っている。 

また、当地域にある 3つのかつお船船主組合は、地域内および地域間（海外を

含む）の漁業調整を行う大切な役割を担っており、それらの団体によって組織さ

れるかつお船三組合船主委員会は、目井津漁港での餌積みの予約調整を行ってい

る。 

その他、宮崎県鰹部会では、全国のかつお一本釣り船で共通して使われる暗号

の管理が行われており、このような組織が日南かつお一本釣り漁業を支えている。 

 

③ 南那珂森林組合 

日南市及び串間市を管轄する南那珂森林組合は、森林所有者が森林の保全や林

業に関わる事業を共同で行うために設けられた団体であり、伐採や造林・下刈り・

写真 48 地元水揚げと陸送出荷体制 
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間伐等の森林整備、木材加工等に取り組んでいる。 

飫肥杉の森林資源を循環利用し、将来にわたって適切に維持管理していく上で

不可欠な組織であり、その事業活動を通じて森林の水源涵養機能等を高め、豊か

な海づくりに貢献している。 

また、青少年を対象に木工教室等を開催するなど森林・林業の大切さについて

の PRにも努めている。 

さらに、「漁民の森」の造成に当たっては、漁業者と森林組合が共同で植栽や下

刈り等の保育作業を行ってきている。日南かつお一本釣り漁業は、山の資源を活

用した循環型漁業システムであり、このような社会組織は、漁業者と林業者との

絆を保ち、海と山の繋がりを保持することにも寄与している。 

 

④ 目井津地域活動組織 

当地域内で最もかつお水揚げが盛んな目井津漁港がある目井津地区には、目井

津地域活動組織がある。この組織は平成 25 年に漁場の保全活動を行うために結

成されたものであるが、もともと、地域の漁業者が自主的に港や海岸の清掃活動

を行っていたことが発端となっている。目井津地域活動組織は、水産業・漁村の

持つ多面的機能が将来にわたり良好な状態で発揮できる取組みとして、目井津漁

港や海岸への漂着物の清掃等を行っている（写真 49）。海岸の清掃は年 3回程度、

漁業者約 70名、漁協関係者等約 30名により行われ、漂着物の処理総量は 4トン

に上ることもある。 

さらに、目井津漁港内の漂着物をい

つでも回収できるように、長尺のタモ

（網）を設置するという細部まで徹底

した取組をしている。 

漁業者を中心に結成されたこのよ

うな組織の地道な活動は申請地海域

でのかつお餌資源の涵養に繋がって

いる。当地域のかつお漁師たちは、恵

みをもたらす海への強い愛着と自然

環境に対する高い意識を持っており、

それがこのような活動の基盤となっている。 

 

⑤ 宮崎県立高等水産研修所等における担い手育成 

日南市には、昭和 13 年に漁業に必要な技術を習得させる県の研修施設が設置

され、かつお一本釣り漁業の担い手育成に大きな役割を果たしている。このよう

な漁業就業者育成研修施設は、全国に 4か所しかなく、日本各地から研修生が集

写真 49 目井津地域活動組織による目井津

漁港周辺の清掃活動 
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まっている（写真 50）。 

県水産試験場の調査船「みやざき

丸」でのかつお一本釣り漁業実習に当

たっては、研修生自らが擬似針を製作

し、餌の積み込み、魚群の探索、一本

釣り、水揚げまでの全ての作業を実習

する。 

  1 年間の研修を終えた研修生の中

には、当地域の近海かつお一本釣り

漁船に就職する者が最も多い。研修

所ではこれまでに約 1,300名の卒業生を輩出しており、担い手対策として効果を

十分に発揮している 35）。 

   

【外国人漁業実習生】 

また、この地域では、平成 4年度南郷町商工会が受入窓口となり、全国初とな

る外国人かつお漁業研修生（現在の実習生）の受け入れを開始した。その翌年度

から平成 21年度までは、日南市（旧南郷町含む）が受入主体となり、平成 22年

度からは、各漁協が受入主体となった。 

外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会と

の調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転

を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とす

るものである。 

全国的な少子高齢化が進む中で、日南かつお一本釣り漁業の現場ではインドネ

シアからの外国人漁業実習生が大きな

戦力となり、活躍している。 

地域のかつお船では、船長や船頭（漁

労長）などは日本人だが、釣り手の 3

～4 割は実習生となっており、毎年、

インドネシアから 50～60 名の実習生

が乗船し、かつお船の操業を維持して

いる。 

実習生たちは、成人式に出席する

（写真 51）ほか、商工会主催の地域イ

ベントでは漁の実演や体験者の案内をするなど、当地域の大切な一員となってお

り、特に船主家族とは温かな絆で結ばれている。 

令和元年度までに受け入れた実習生は 1670 名で、中には帰国後も漁業を続け

写真 50 宮崎県立高等水産研修所 

写真 51 成人式に参加する実習生 
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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 

 

 


