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2426 離島覚書（鹿児島県・喜界島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奄美大島空港の滑走路正面に横たわる喜界島 

 

平成 24年 12月 19日 

日本で最も美しい村 

 ８時 10分鹿児島空港発、日本エアコミュータ（ＪＡＣ）のプロペラ機は条件付きの運航

となった。喜界島空港の風が強く、着陸できない場合は奄美大島に行くとの条件だ。トカ

ラ列島を上空から是非眺めておきたかったが、予約が遅かったため通路側の席になってい

た。36 人乗りの飛行機はほぼ満席。ただ、非常口のある最前列の窓際に空席があった。乗

務員に移動を申し出ると、離陸の際はバランスが悪くなるので上空に行ってからしてくれ

とのこと。しかし、あいにく雲が垂れ込め、全く島影を見ることができなかった。 

機内で奄美の情熱情報誌「ホライゾン」を見せてもらう。地域誌としてはなかなかので

きばいである。年２回発行で既に Vol.34 だから 17 年間も続いていることになる。帰りに

空港の売店でバックナンバーの一部を購入した。 

横風がきつかったが無事喜界島空港に着陸した。喜界島は予想していた以上に寒い。レ

ンタカーの事務所で聞いたところ、一昨日までは 22～23℃あったが、昨日から典型的な冬

型の気圧配置になり、冷え込んだそうだ。 

 レンタカーを運転し、早速喜界町役場へ。企画課で観光パンフレットと地図、人口統計

等のデータをもらう。産業振興課で農業関係の資料を入手、統計をコピーし、喜界島の産

業について簡単な話を聞く。漁業関係は漁港担当の建設課が所掌しているが、担当は１名

だけ。あいにく当日は不在であった。役場の職員は皆親切で、感じがいい。 

 役場の玄関に「日本で最も美しい村」連合のポスターが貼ってあった。平成 21（2009）

年 10 月に加盟が承認されたらしい。同連合は 2005 年に７つの村からスタートしたが、そ

の 1 年後ぐらいに北海道の赤井川村を訪れたことがあり、またこの取組みを雑誌「カガリ

火」でも読んだことがあったので承知していたが、喜界町が同連合に入っているとは意外
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であった。隆起サンゴの豊かな自然と農業景観、阿伝集落のサンゴ石垣が喜界町の売りに

なっているようだ。 

 喜界島は喜界町と早町村の２つの行政区で構成されていたが、昭和 31（1956）年の合併

により１島１町となった。島の人口は明治中頃から増加し大正、昭和初期には２万人まで

増えた。その後減少に転じ、戦後のベビーブームで再び２万人を超えた。しかし、その後

は一方的に減少しており、平成 24 年 12 月 1 日現在の人口は 7,782 人で８千人を切ってい

る。平成 22 年の国勢調査によると、喜界島の就業者総数 3,707 人のうち農業従事者が 856

人（23.1％）で最も多い。次いで卸売・小売業、建設業、医療福祉、公務となっており、

漁業は 30人（0.8％）と際立って少ない。この理由は後で述べよう。 

喜界島の外貨収入源は、永い間「黒糖」と「大島紬」であった。自給的生活にプラスし

てこれらの現金収入が島民の生活を支えていたのである。しかし、大島紬は着物ばなれと

韓国への生産シフトによって衰退、サトウキビが今でも重要な外貨獲得源としての地位を

保っている。わが国のサトウキビ栽培は沖縄で 17世紀前半から始まったが、奄美群島でサ

トウキビによる砂糖製造が本格化するのは 18世紀に入ってからである。 

農業以外の産業は建設、医療、公務であり、喜界島は公費に大きく依存する経済構造に

変化している。建設業は農地の土地改良や漁港・港湾建設の公共工事が中心、医療福祉は

徳洲会が経営する病院と老人ホームであり、その財源は社会保障費である。つまり島外か

らの税投入が島の経済を支えているわけだ。なお、喜界島徳洲会病院は徳之島出身の徳田

虎雄が離島医療への情熱でつくった施設で、後述する医師の話によれば、「都会で儲けた金

を離島に回し、採算を度外視した経営で、島の医療と雇用を支えている」ことになる。 

 

サトウキビ 

鹿児島県大島支庁の「平成 23 年度奄美農林水産業の動向」によると、平成 22 年の喜界

島の農業生産額は 27.75 億円。このうちサトウキビが 19.89 億円（71.7％）で最も多く、

次いで肉用牛の 4.10億円（14.8％）が続く。 

砂糖は北海道が産地のビーツとサトウキビを原料に作られているが、サトウキビから作

られる砂糖は「甘しょ糖」と呼ばれ、「分蜜糖」と「含蜜糖」の２種類に分けられる。「含

蜜糖」は糖蜜を分離せずにそのまま結晶化したもので、いわゆる「黒糖」である。不純物

が多くしたがってミネラルが多いのが特徴だ。一方、「分蜜糖」は製糖の最後の段階で「（廃）

糖蜜」を分離したもので黄色～茶褐色をしており、白糖やグラニュー糖など「精製糖」の

「原料糖（粗糖）」として使われる。 

大島支庁の統計によると平成 22 年の喜界島の甘しょ糖生産量（原料ベース）は 88,230

トンで、このうち分蜜糖として 87,219トンを処理している。島内生産量のほとんどが分蜜

糖となっており、含蜜糖はほんのわずかにすぎない。池治地区にある生和糖業㈱が原料糖

を処理する島内唯一の工場で昭和 34（1969）年に設立された。以来島における農・工分離

が実現し、農民は厳しい製糖作業から解放された。ちなみに島内の黒糖を生産する小規模

な加工場は 18工場となっている。 

今年１年、耕作放棄が進み農地が原生林に回帰している島を多く見てきたが、喜界島は

例外である。島の面積の 1/3 以上が耕地で、林野は２割に満たない。島のほぼ全域がサトウ
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キビ畑といっても過言ではない。ただ、台地の上部は風が強いためか牧草地が多く、黒毛

和牛が育てられている。島で最も重要なサトウキビ栽培を支えるため、農地の区画整理事

業と水の安定供給を図るための地下ダムの整備が進められてきた。喜界島の地層は島尻層

と呼ばれる不透水性の基盤があり、その上層に厚さ 20～40ｍの石灰岩が覆っている。石灰

岩層は多孔質で透水性がよく、降った雨は速やかに地下に浸透してしまうため、年間降水

量が 2,000 ㎜を超えるにもかかわらず、水の安定供給が大きな課題になっていた。そこで

石灰岩層に止水壁を構築し、地下水の海への流出を止め、農地に供給するための地下ダム

が造られたのである。この地下ダムは平成４年度に着工し、15年度に全体が完成した。 

ここでサトウキビ栽培の概要を紹介しておこう。 

サトウキビに作型は、①春に苗を植えてその年の冬にかけて収穫する春植、②夏に苗を

植えて翌年の冬にかけて収穫する夏植、③刈り取った地下株から出てくる芽を栽培して収

穫する株出の３タイプに分けられるが、喜界島の場合は夏植が圧倒的に多い。22/23年期の

生産実績では、春植と夏植の比率は１：５となっている。苗はサトウキビを２節分に切り、

袴をとって一昼夜水に漬けておいてから畑に植え付ける。水につけ糖分を除くとよい苗が

できるらしい。喜界島のメインの作型である夏植は９月頃に苗を植えて、翌年の 12～４月

にかけて収穫するものだ。つまり夏植の場合の収穫は植付から１年半後ということになる。

なお、平成 24年度の場合は夏の台風の影響でサトウキビの糖度が上がらず、収穫が遅れて

いて年明けの１月７日からスタートすることになっている。収穫は３月末までには終わる

らしい。昔は手で刈り、袴を落としていたが、現在はハーベスターを使う農家が７～８割

になっている。なお、株出のサトウキビは徐々に糖度が低下するため、収穫は植付後３～

４年間に限られ、苗を植えて更新することが必要だ。 

 

北部のサトウキビ畑と秋に植え付けられたサトウキビの苗 

ところで砂糖の内外価格差は大きく、甘しゃ糖で 3.9 倍に及ぶ。この価格差を埋めるた

め関税と外国産糖の輸入に伴い徴収される調整金による国境措置が設けられている。粗糖

の関税と調整金を合わせた実効税率は１㎏あたり 71.8円に及んでいる。一方、さとうきび

の生産者に対しては甘味資源作物交付金が公布されている。生産者の収入は製糖工場での

買取価格とこの交付金の合計となり、平成 22（2010）年のサトウキビ農家の収入は 22,292

円（甘味資源作物交付金：16,320 円、原料取引価格：5,972 円）となっている。なお、交

付金は糖度 14.4 度を 0.1 度上回る毎に 100 円を増額、逆に 13.2 度を 0.1 度下回ることに

100円減額される。つまり、喜界島を含む南西諸島のサトウキビ農家は高い関税と調整金に
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よる保護、交付金による支援によって何とか生産が維持されているわけだ。 

 

白胡麻 

喜界島の農業は奄美群島の中でもとりわけサトウキビへの依存度が最も高いため、リス

クヘッジの観点からも耕作種の多様化を進めることが重要な課題になっている。かつて、

喜界島では百合の球根栽培、ハッカ草栽培が試みられた歴史はあるが、定着しなかった。

産業振興課の初さんは、「サトウキビ栽培はあまり手がかからないので、これに慣れてしま

った農民は楽な農業を選ぶ傾向にあり、なかなか園芸作物への転換が進まなかった」、「沖

永良部島では園芸作物の栽培が先で、サトウキビが後だったので苦労することをいとわな

い」と島民気質の違いを指摘していた。こうした中で、耕作種の多様化の熱い期待を集め

ているのが白胡麻である。なお、後述する「潤命草」やソラマメは第２、第３段の多様化

を目指しす動きなのだろう。 

喜界島では昔から自家用に白胡麻がつくられていた。伝統的に栽培されてきた島独自の

品種が栽培対象となっている。喜界島の白胡麻の生産量は平成 16年頃から急増した。平成

23 年度の白胡麻の栽培面積は 85ha、生産農家は 250 戸以上となり、年間 55 トンを生産し

た。同年の胡麻の生産額は 1.28億円となり、サトウキビ、肉用牛に次ぐ第３番目の作物に

成長している。 

わが国の胡麻の輸入量は約 16.4.万トン、国内生産量は約 200 トンであり、需要量の

99.9％を輸入に依存しているが、少ない国産品の中でわが国最大の産地がここ喜界島であ

る。ちなみにわが国の胡麻の輸入相手国はアフリカのナイジェリア、タンザニア、南米の

パラグアイ等である。 

サトウキビ栽培は夏植と春植があるが、喜界島の場合は夏植が圧倒的に多いことは既に

述べた。つまり９月頃に苗を植え付け、１年半後の 12～１月頃からサトウキビの収穫が始

まり４月頃には収穫を終える。収穫後から苗の植え付けまでの５～９月は土地が空くこと

になり、この期間を利用して白胡麻が栽培されているわけだ。５月頃に種を播き、９月に

収穫する。胡麻は乾燥にも強いので水の心配もいらない。 

島で生産された胡麻の 70％は原料として島外に販売され、残りの 30％は島内で炒り胡麻、

油、菓子類などに加工されている。その代表的な加工品である「胡麻菓子」を初さんが出

してくれた。島の白胡麻を黒砂糖で固めたもので、何れも島の特産品を原料にしている。

ついでにお茶までいただいた。もともと胡麻が好きなのと、胡麻には血圧を下げるセサミ

ンが多く含まれていると思うと食が進み、お茶を飲みながらたくさんいただいた。 

初さんという姓は沖縄にはなく、本土でも少ない。どうやら喜界島には１字の姓が多い

らしい。こちらから名刺を差し出すと、喜界島にも「乾」という姓の家が何軒かあるとい

っていた。 

多様化の一つとして期待されているソラマメも紹介しておこう。喜界島ではサトウキビ

の緑肥として昔からソラマメが栽培されていたらしい。最近ではこのソラマメの特産品化

をめざして黒砂糖や胡麻をまぶしたお菓子が作られている。商品づくりにあたって不要と

なったソラマメの皮は皮茶に加工されている。これを煎じて飲むと血圧が低下するとか。

逞しい商品開発力だ。 
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民俗学 

 私は島を訪れるにあたって、離島に関する文献サイト「島の図書館」を予め見ていくの

を習わしとしているが、喜界島に関する文献は 105 点と圧倒的に多かった。中でも民俗学

に関する文献が多く、喜界島は多くの研究者の関心を集めてきたのである。 

役場での取材を終えてから、すぐ近くにある喜界町立図書館に行き、「喜界町誌」をコピ

ー、郷土関係の出版物を見た。その中に、喜界島の阿伝地区出身の拵（こしらえ）嘉一郎

さんが書かれた「喜界島風土記」が目についた。拵さんは若いころに小学校の先生であっ

た岩倉市郎の調査助手を務めた関係で民俗学の素養があった。東京に出てＮＴＴに勤め、

島に帰って本書を著わした。 

ちなみに岩倉市郎は渋沢敬三のアチックミューゼアム（のちの日本常民文化研究所）の

研究員となり、喜界島の年中行事や漁労習俗などをまとめた在野の研究者で、昭和 18 年

（1943）に 40歳で早世している。 

 「岩倉さんが喜界島の民俗調査を始めるに当たって、私を助手として声をかけて下さっ

たのは、岩倉さんが小学校の先生として教鞭をとっていた時の教え子であった事と、同じ

集落の者として私の性格や家庭事情も十分知悉していた事や、私の病気にも相当配慮した

上、多少の活動はかえってアフターケアにもなると、自分自身の病気の体験から、好意的

に思いやりの判断をした事等が、大きな理由であったものと思う」と自書の中で書いてい

る。 

 濱田國義が 1936年発行のアチックミユーゼアム発行の「アチックマンスリー」に「喜界

島を訪ねて」という一文を載せている。濱田は８月 21 日の午前 11 時に奄美大島名瀬港を

出発、５時間半をかけて 16時半に喜界島着、それから岩倉市郎の住む阿伝集落に到着した

のが 18時半頃で、丸一日滞在して岩倉の様子をうかがい、阿伝の集落内を見て歩いている。

この時、岩倉の助手を務めていた拵嘉一郎さんを紹介されたと書いてあった。 

また、喜界町誌を読んでいて、喜界島の漁業は糸満のウミンチューが開拓したことを知

った。糸満漁民に関する書籍も探してもらうよう図書館の女性に頼んだところ、谷川健一

原作、緒形拳主演の「海の群星（むりぶし）」というビデオがあると教えてくれた。いわゆ

る「糸満売り」という人身売買を扱ったドラマである。女性は図書２冊とこのビデオを貸

してくれた。大変親切である。 

喜界島ではクルマエビ養殖が行われている。地元のクルマエビを食べてみたかった。図

書館の女性に食べさせてくれるところを聞いたところ川嶺地区にある「茶屋」という店を

教えられた。川嶺地区は島の高台にある集落で、飲食店はここ１軒だけである。昼食に島

のクルマエビを期待し、海老フライ定食を注文した。しかし、輸入の冷凍エビでがっかり。

ヒジキ煮、味噌汁は塩辛く食べるのをやめた。海老フライにソースとマヨネーズが掛けて

あり、これも塩分が気になる。顧客の判断に任せればいいのにと思う。 

 

東海岸 

喜界島の集落は島内全域に展開し、38 の行政区にわかれている。島の中心は湾港の背後

に形成されている「湾」、「赤連（あがれん）」、「中里」の集落で、島の人口 42.9％がここに

住んでいる。 
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喜界島には３つの漁港と６つの地方港湾の合計９つの港がある。何れもサンゴ石を切り

開いて航路が確保されており、それぞれの港の背後に集落が形成されている。 

昼食後、反時計回りに島の東側、つまり、つまり奄美大島とは反対の太平洋岸をドライ

ブする。最初に訪れたのが荒木集落。ここには荒木漁港（第１種）が整備され、荒木漁村

公園が併設されている。港内には漁船 11隻が係留され、陸置きの船は６隻であった。現場

に役場職員２名がいたので立話。ここはサンゴ礁に囲まれた砂浜だったが、５～６年前に

埋め立てられた。また、奄美民謡「塩道（しゅみち）長浜節」に唄われた島最大の砂浜も、

公園整備でなくなったと嘆いておられた。荒木漁港の脇に碇山養殖のクルマエビ養殖場が

あり、話を聞こうと思ったが誰もいなかった。 

荒木集落から内陸部に入り、喜界町農産物加工販売施設を訪れた。途中、道端で見事な

キジに会う。その後もう一回遭遇しているのでこの島にはキジが多いのだろうか。この施

設は平成 18（2006）年 11月にオープンした。食品の加工施設が整備され、グループや個人

が使用料さえ払えば共同利用できる。設備投資資金がなくてもアイディアがあれば、加工

品が作れるというわけだ。展示販売されている商品は主としてグループで作ったもので個

人が製造したものは民業圧迫の観点から基本的に販売していない。ただし、福岡からのＩ

ターン者が製造しているジュース、ポン酢等は個人のものであるが例外的に販売されてい

る。ここには胡麻油を絞る機械もあり、個人的な興味から見せてもらった。胡麻油の収率

は 30％程だそうだ。ちなみに喜界島産の胡麻油は 100ｇで 1,480円と極めて高価であった。 

再び、海岸に出て手久津久（てくつく）集落に向かう。途中、土地改良事業が行われて

おり、サトウキビ畑の整備が行われていた。南部にあたるこの周辺だけが土地改良に未着

手のようだ。手久津久集落には地方港湾が整備され、港内に漁船２隻、陸揚げ船は３隻（う

ち漁船１）と少なかった。 

上嘉鉄は西、中、東の３つの集落から構成され、上嘉鉄港には 10 隻の漁船が係留され、

陸揚げ漁船は４隻であった。上嘉鉄から先山集落に向かう途中に大和製糖喜界島工場と書

かれた大きな煙突が立っていた。昭和 41（1966）年に生和と大和の２製糖会社が合併し、

池治集落にある生和製糖の工場に一本化されたが、昔の製糖工場の大きな煙突だけが今で

も残されている。 

 先山と浦原の両集落は近接していて、両集落の漁業者が使用する港として浦原港が整備

されている。同港には係留漁船６隻、陸置きが１隻であった。 

花良治（けらじ）に向かう途中で、「ポリフェノールたっぷり、潤命草」と書かれた喜界

島薬草普及協会の看板の奥で、高齢の女性が枯れた葉を取り除く作業をしていた。潤命草

は標準和名を「ボタンボウフウ」といい砂浜に生えるハマボウフウの一種である。ハマボ

ウフウは昔刺身のつまとしてよく使われていたが最近はあまり見かけない。地元では「サ

クナ」と呼び、日常的に食材として使われてきた植物だ。このボタンボウフウは沖縄から

奄美にかけての亜熱帯域で栽培されており、最近は資生堂が「長命草」の名前で商品化し

ている。 

花良治集落に入ると、ところどころ柑橘類が栽培されている。「花良治みかん」と呼ばれ

るカボスやスダチの一種で、主として柑橘酢として利用される喜界島の特産品種である。

花良治港にいったが、漁船は１隻もなかった。 
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花良治みかんと潤命草（ボタンボウフウ）の畑 

 蒲生集落を経て、阿伝集落に入る。阿伝の集落は、民俗学の碩学、岩倉市郎・拵嘉一郎

両氏の出身地であり、拵氏は 90歳を超えた今も健在で、阿伝に住んでいると図書館の女性

が言っていた。台風から家屋を守るため、サンゴ石を海岸から切り出して積み上げたもの

で、石垣の高さは２ｍ程もある。喜界島の集落にはこのサンゴの石垣が普通に見られたが、

石垣の幅が１ｍ程と厚く、道路の拡幅や屋敷内の庭を広くとるために次第にブロック塀に

変わり、現在まとまった規模でサンゴの石垣が残っているのはこの阿伝集落と西海岸の小

野津集落だけになっている。県道から石垣伝いに歩いていくと民家の中に入ってしまった。

あわてて戻り、集落内を散策した。平成８年に 54 戸、123 人が住んでいた阿伝集落は、15

年後の平成 23 年には 43 戸、80 人に減少している。石垣は残っているものの、敷地内の廃

屋は撤去されているところも多い。 

阿伝から嘉鈍に向かうと嘉鈍の集落の外れにソテツの巨木があった。案内板によると樹

齢 300 年とある。喜界島にとってソテツは求荒食であった。島民はサツマイモを常食とし

ていたが、不作の時はソテツの実から澱粉をとり、ソテツ粥にして不足分を補ったのだ。

ソテツの実には麻痺毒があるため実をつぶして水にさらす作業をしなければならず、だい

ぶ手間のかかる作業であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  阿伝集落のサンゴの石垣と嘉鈍集落外れのソテツの巨木 

 

 白水を経て、早町集落に入る。喜界町は日本復帰後まもない 1956年に旧喜界町と旧早町

村が合併したが、早町集落は島の東部の中心地であった。漁港は第４種漁港に指定され、
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西海岸の「湾港」に次いで大きい。漁港には２隻のマグロ延縄漁船が係留されていた。若

い漁師がラジオブイの電池を交換している。沖縄糸満から来たマグロ延縄漁船で、冬季の

１ヶ月半程は喜界島周辺が漁場になるらしい。9.7トンの漁船で船長と２人で操業している

ようだ。そのうち船長も出てきたので少し話を聞いた。マグロ延縄の総延長は 1.8 マイル

で、これに 10尾掛かればいい方だと言う。平均的にはメバチが１～２尾、ビンチョウが７

～８尾程度の釣果というから、燃油が高騰している現在は経営的に厳しいのだろう。船に

寝泊まりしながらの操業で仕事は楽ではない。漁獲物は鹿児島の県漁連市場に出荷するそ

うで、かなりの遠距離を走ることになる。早町のもう一つの船溜まりには漁船が９隻。早

町漁港にはフェリーの発着岸壁もあり、そこで釣り人が 1 人釣りをしていた。荒木漁港で

会った役場職員が嘆いていた例の塩道長浜の公園は指摘された通り、昔の砂浜は埋め立て

られ人口の砂浜と階段護岸に変貌していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

糸満から来たマグロ延縄漁船と人工ビーチに変わり果てた塩道長浜の海岸線 

 佐手久を通り、志戸桶の集落に入る。志戸桶は東と南に分かれ、東部海岸では最も大き

な集落である。集落内のロータリーの真ん中に「ミヤの跡」という石碑が立っていた。集

落民一同が平成７年に建てたこの石碑には、「この一画を通称『ミヤ』と呼んでいるが、其

の由来は古く主に琉球王朝時代（ナハユー）から薩藩時代（ヤマトユー）にかけて、村の

祭祀を司る野呂達が村人の繁栄や五穀の豊穣等を祈願して、年年歳歳神事を執り行ったと

ころだと伝えられている。現在、僅かながらも昔日の名残りをとどめている此の『ミヤ』

跡は、末永く保存すべきだと考えて碑を建立した次第である」と書かれていた。 

 平安末期の喜界島は、為朝伝説、僧俊寛の喜界島配流、源頼朝の貴海島追討、平家落人

の来島など独自色を保っていたが、1446 年に琉球王朝の侵攻を受けてその支配下に置かれ

た。1609年に薩摩藩の支配に変わるまでの 163年間はナハユーが続く。ノロは祝女と書き、

琉球の信仰における女司祭のことである。集落内には「石敢當」がところどころで目につ

き、琉球文化の影響がこの喜界島には色濃く残っているのだ。喜界島は 1971年の廃藩置県

で鹿児島県になるまで薩摩藩の支配が続いた。終戦後の 1946年にはアメリカの軍政下にお

かれ、1953年に日本に復帰するが、この間島の支配者は大きく変わった。 

 志戸桶港にはヤギがつながれ、草を食んでいた。港には漁船６隻、港から少し離れたと

ころに「平家上陸の地」の碑が置かれていた。 
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百之台 

喜界島の面積は 56.9 ㎞ 2で、奄美諸島５島（加計呂麻島、請島、与路島の３島は奄美大

島の属島として扱う）のなかでは与論島（20.4 ㎞ 2）に次いで小さな島である。喜界島は、

隆起サンゴ石灰岩からなり、平坦な地形で、山らしい山もなく、川らしい川もない。北東

から南南西に長く、周囲は 48.6㎞で、海岸線は単調な裾礁が連なっている。 

喜界町誌によれば、新生代第３紀（約 500 万年前）ごろから海底に堆積した早町相の台

地にサンゴ礁が発達し、10数万年前に小さな島として海面に姿を現わし、以後、年間に 1.5

～1.9 ㎜の速度で隆起を続けているらしい。同じ町誌には 1990 年に喜界町で開催されたア

メリカ・コーネル大学のアーサー・ブルーム教授の講演内容を次のように紹介している。

同じ隆起サンゴ礁の島である波照間島（0.27 ㎜）、与那国島（0.18 ㎜）と比べても特異的

に隆起運動が激しい島として学術的に注目されているらしい。 

 「喜界島はパプアニューギニア同様急速に隆起している世界でも注目すべき島だ。12 万

年前から年間２㎜隆起したとすると、200ｍ程の高さになり、ちょうど百之台くらいの高さ

になる。百之台は 12～13万年前のサンゴ礁段丘で、それ以上古いのはない。上嘉鉄などの

集落地帯は、6000年前の地形だ。6000年前の海面はほぼ 12～13ｍになって隆起し続けてい

る。世界でも隆起の激しい島として知られ、世界でも大事な島だ」 

 志戸桶の集落から坂を登り、下位段丘に至る。島の北部の低い段丘は下位段丘と呼ばれ、

土地改良によって整備されたサトウキビ畑が整然と並ぶ。さらに登ると中位段丘を経て海

抜 150～200ｍに達する上位段丘に至った。この北東から南西方向に連なる急崖の上の台地

を百之台と呼んでいる。４～５㎞の丘陵で、最高点の標高は 224ｍ、展望台からは太平洋と

東海岸の集落が一望できる。東部海岸の集落は段丘下に集落を形成し、急崖とサンゴ礁と

の間の僅かな土地を農地として営みを形成してきた。農地面積は狭く、西海岸の集落に比

べると生活は厳しかったようだ。 

 

 

百之台の下に形成された集落（左が嘉鈍集落、右が阿伝集落） 

 

クンマー 

「ビジネスホテル喜界」で島の料理が食べられるところを紹介してもらったところ、「居

酒屋・天晴（あっぱれ）」がいいという。図書館の女性にも同じ店を勧められたので間違い

ないだろう。宿から歩いて数分のところにこの店はあった。店内は客がごったがえしてい
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る。カウンター席の隅に陣取った。 

昼飯を食べた「茶屋」で、クンマー味噌炒めというメニューが掲げられていた。その時、

「クンマー」とは何かと聞いたら、海岸の岩に張り付いている貝だという。恐らく「カサ

ガイ」の一種だと勝手に思い込んでいた。そしたら、この店にも「クンマー酢味噌」なる

ものが本日のメニューボードに書かれている。好奇心がふつふつと湧き、これを注文した。

見てびっくり、クンマーとは、潮間帯にふつうにいるヒザラガイではないか。若い時分に

潮間帯の生物調査をしているとよく出現した貝類である。これが食べられるとは初めて知

った。どうやら喜界島では昔から食べていたようだ。コラーゲン質の食感で、なかなかい

ける。 

奄美諸島から八重山諸島にかけて、ヤギ料理は珍しいものではない。その中でも喜界島

は最もよくヤギを食べる島のようだ。これまた図書館の女性の話だが、若いヤギには肉の

臭みがないそうで、マトンに対するラムのようなものだろう。食用の若いヤギを供給する

体制が喜界島にはあるらしい。フィジーに海洋温度差発電のプロジェクト（ＯＴＥＣＡ）

で出かけた時、「ゴートカレー」を食べたのがヤギ肉の最初であった。フィジー共和国の人

口の半分はインド人で、ヤギのカレーは普通に食べられている。以前、奄美大島に行った

時、道端の店でヤギ肉を売っていたので購入し、自宅でフィジーのゴートカレーを真似て

作ったことがある。店のメニューにヤギの刺身があった。早速挑戦することにした。刺身

は初めて食べたが、鮭のルイベのようで臭みは全くなかった。 

この店の家業はもともと豆腐屋で、「豆腐がうまい」と隣の客が盛んに勧めるので「ゆし

豆腐」を注文した。沖縄の島豆腐と本土の豆腐は製法が異なるのをご存じだろうか。本土

の豆腐は大豆をすりつぶしたものを煮てその後でおからと豆乳に分けるが、島豆腐はすり

つぶした大豆を生の状態で絞って豆乳を得る。つまり、本土の豆腐は「煮搾り法」、島豆腐

は「生搾り法」なのだ。生搾りの方が香りもコクも豊かである。喜界島の豆腐はどちらの

方法なのか聞いたが、店の若い女性は答えに窮していた。沖縄では豆乳ににがりを加えて

凝固したものをそのまま提供する豆腐を「ゆし豆腐」というので、恐らく喜界島の製法も

島豆腐と同じなのだろう。「ゆし豆腐」は内地でいえば「ざる豆腐」のようなものだ。塩分

を控えているため醤油をかけずに食べる。醤油をかけないと豆腐のうま味がよくわかる。 

生ビールを一杯飲んだところで黒糖焼酎に切り替えようとしたら、隣の客が一本入れる

と飲みきれないからと言って、自分のボトルから分けてくれた。有難くロックでいただい

た。図書館から借りた本とＤＶＤを見ないといけないため、あまり酔っぱらえないと覚悟

していたので、まああまり飲みすぎることはないので迷惑にはならないだろう。喜界島に

は黒糖焼酎を作るメーカーが２つある。赤連集落にある喜界島酒造と湾集落の朝日酒造だ。

両社とも自社の名前をブランドにしていて、「喜界島」は厚木市の酒屋でも売っており何度

も購入したことのある代物だ。 

次に食べたのがヤコウガイの炒めものである。ヤコウガイの殻は螺鈿細工の最高級の原

料で、肉よりも貝殻の方がはるかに価値がある。乱獲がたたり、沖縄では資源が大幅に減

少しているが、喜界島には多いらしい。値段も安いし、貝殻も無造作に置かれている。国

宝・中尊寺の金色堂には見事なヤコウガイの螺鈿細工が施されているが、1962～1968 年に

かけて行われた大修理では五百数十個のヤコウガイが使われた。アフリカ産のヤコウガイ
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は「白色ばかりが強く金色堂のあの微妙な色艶がない」ため、沖縄産のものが不可欠であ

った。当時はすぐに揃えることができたが、今では難しいだろうと金色堂の漆芸修理を請

け負った小西卓也さんは書いている。 

次いで例の「さくな（長命草）」の天ぷら、しめに油素麺を食べた。油素麺は島でも家庭

によってそれぞれの味があるそうで、沖縄の素麺チャンプルーを想像していたが、汁けが

多く、油を垂らした素麺汁という趣であった。奄美大島名物「鶏飯」と同様、金糸卵が乗

っていた。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヤギ肉の刺し身（上左）、クンマー酢味噌（上中）、ゆし豆腐とポテトサラダ（上右） 

ヤコウガイの炒め物（下左）、さくなの天麩羅（下中）、油そうめん（下右） 

 隣の男性は奄美大島に住んでいて、介護の仕事で喜界島に来たらしい。家族は鹿児島市

に残し、単身赴任のようだ。隣で一緒に飲んでいた女性は図書館の職員でその日は休みだ

といっていた。先に男性が帰り、女性は別のメンバーと二次会で出かけて行った。介護の

仕事をしている男性の話では、喜界島では「結（ゆい）」の世界を理解できないと仕事はや

っていけない。付き合いで成り立つ世界だと強調されていた。島の人はみんな心が温かく、

女性は特にしっかりしている。奄美地方では「嫁は喜界からもらえ」と言われているらし

い。 

 しかし、島の人口減少と高齢化は年々進み、独居老人が増えている。今年から島に９校

あった小学校は２校に、中学校は３校が１校に統合再編されたのだという。閉校した施設

の有効利活用が課題になっているようだ。 

 

平成 24年 12月 20日 

クルマエビ養殖 

ホテルの朝食にサンマの塩焼きが出てきた。サンマは沖縄でも随分食べるので喜界島の

食文化は沖縄によく似ている。午前中は島の西海岸、奄美大島側を「みてあるく」ことに

した。 

 最初に訪れたのが島の中心地である「湾」と「赤連」の両地区である。「湾港」の一番奥
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が漁港区となっていて喜界島漁協の事務所が置かれ、湾内には動力船 16隻が係留されてい

た。漁港区域からフェリーターミナルに向かう途中の赤連海岸通りに少年時代をここで過

ごした小説家・安達征一郎の石碑が置かれていた。石碑には「僕は赤連海岸通りで多感な

少年時代を過ごした この無限の拡がりと深みを持った小宇宙で僕の作家としての『魂』

は生まれた」と書いてあった。残念ながらこの作家を知らなかったし、読んだこともなか

った。フェリーターミナルは夜中に一便入るだけなので閑散としていた。岸壁にはコンテ

ナヤードがあり、その先に広い敷地には巨大な消波ブロックが積まれていた。レンタカー

のカーナビは海の中を示していたので、最近埋め立てられたのであろう。 

 喜界島酒造の大きな屋外タンクを見て、大島支庁喜界島事務所を訪問したが成果はなし。

農地整備の工事関係の仕事が中心のようだ。 

 海岸沿いを北に向かい、池治地区を過ぎ中間集落に入ると「車えび」と書いたのぼりが

見えてきた。クルマエビ直販の看板が養殖場の入口に立っていて、500ｇ4,000 円で販売し

ている。あいにく人は見かけない。西海岸沿いには集落が連なっている。中熊、坂嶺の集

落を通過し、メイン道路から外れて海岸沿いを進むと再び大きなクルマエビ養殖場が目に

入ってきた。両養殖場ともに㈱ミネックスの経営である。養殖場の入口には「立入禁止」

の大きな看板。ウイルス感染を警戒してのことだろう。アポなし取材は無理と諦めて、外

から写真を撮った。 

喜界島におけるクルマエビ養殖の歴史を喜界町誌からかいつまんで紹介しておこう。 

喜界島で最初にエビ養殖を手掛けたのは前日訪れた荒木集落の碇山水産社長の碇山隆二さ

んである。昭和 57（1982）年に、荒木集落の海岸に 1,000 ㎡のタンク水槽を設置して、ウ

シエビの養殖を始めたのである。しかし、同種は冬季に成長が抑制されることから事業は

挫折し、１年半後に 2,000 ㎡の養殖場を造成してクルマエビに切り替え事業を再開するこ

とになった。その後養殖事業は軌道にのり、同氏は養殖場の規模拡大を図るとともに平成

７（1995）年には有限会社碇山水産を設立、養殖場の規模も平成８（1996）年には 10,000

㎡に達した。 

 

池治地区（左）と伊砂地区（右）にある㈱ミネックスのクルマエビ養殖場 

このようにして、碇山氏が先鞭をつけた喜界島のクルマエビ養殖は、平成５（1993）年

に２業者が新たに参入することになる。豊岡芙美子氏（赤連）は、中間集落に 2,000 ㎡の

養殖場を造成してクルマエビの養殖を始め、翌年には有限会社喜力を設立した。同社も養

殖場の規模を拡張し、当初の５倍の 10,000㎡となった。一方、有限会社喜界島養殖（峰山
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恵一社長・赤連）は、伊実久（いさくね）地区の忠楽に造成した 10,000㎡の養殖場でクル

マエビの養殖を開始した。同社もその後養殖場を拡張し、現在では 16,000㎡の規模となっ

ている。ただ、両養殖場とも㈱ミネックスになっており、何らかの事情で経営者が交代し

たと思われる。 

喜界島のクルマエビ養殖場の総面積は 36,000㎡になり、３事業所の平成９年のクルマエ

ビ生産量は県の統計によると 44 トン、231,440 千円の実績であったが、平成 21 年には

153,991千円に減少している。これは単価の下落が大きく影響しているものと思われる。な

お、クルマエビ養殖の生産規模は海面の漁業生産額を大きく上回っている。 

 

小野津集落 

 西海岸の最北端の集落が小野津である。西海岸で唯一の漁港があり、港内には 21隻の漁

船が係留されていた。漁港敷地の一角に「文園彰」の胸像が置かれている。文園氏は喜界

島出身で、十島村の村長を務め村営定期船「十島丸」の就航に尽力された人のようだ。 

 小野津集落は東経 130 度線上にあり、この子午線モニュメントが集落はずれの海岸にた

っている。海の向こうには奄美大島が長く横たわっている。奄美大島の大きさを実感させ

られた。 

 小野津は東岸の「阿伝」と並んでサンゴの屋敷塀で囲まれた美しい集落である。空き家

も目立ち、一部には家屋が撤去され畑に変わってしまったところもあるが、屋敷塀の佇ま

いはそのまま残されている。「小野津は食い物にうるさい集落で、吸い物も具が多くて蓋が

できないほど豪勢だ」と漁協の組合長と図書館の女性の見解は共通していた。同じ島の中

でも集落ごとにそれぞれ特徴のある食文化があり決して均一ではなく、中でも小野津はそ

のこだわりが強い集落なのだという。 

小野津で育ち、都会に出て行った人々はこの故郷が忘れられない、心の奥深く刻まれて

いるのだろう。小野津を見渡せる高台には都会に出て行った人たちの寄付でできた「望郷

の碑」が集落を見下ろしていた。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

小野津の集落（左）と集落を一望する高台に建てられた「望郷の碑」（右） 

望郷の碑から集落を眺めていると、小野津の人が１人、２人と集まってきた。最初に来

た 70 歳程の男性は、小学校を卒業して鹿児島の旧制中学に進学、昭和 34 年に郵便局に空

きができたので親に戻ってくるようにいわれて郵便局に就職した。局で電報の業務をやっ

ていた関係からその後ＮＴＴに転職し、サトウキビ栽培をしながらサラリーマンをしてき
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たという。サトウキビの作り方を聞いた。 

サトウキビは、１～３月末が収穫期、収穫後の５～６月に胡麻を植え、８～９月にかけ

て収穫する。胡麻の収穫後サトウキビの苗を植える。畝をつくって２節分のサトウキビを

並べ、土を被せる。昔は堆肥を肥料として使っていたが、今は化学肥料に変わっているよ

うだ。サトウキビの搾りかすのバカスは燃料、袴の部分は堆肥化しているとのこと。２年

続けて台風によって葉がダメージを受け、糖分の乗りが遅れたとのことで収穫時期が 1 月

にずれ込んでいる。砂糖価格は政府の保護によって支持されているが、政府の対応はころ

ころ変わり、信用できないと語っていた。 

喜界島のサトウキビ畑を眺めながら、１ヶ月前に訪れた神集島で戦後間もない時期に撮

影された航空写真を思い浮かべた。島の台地は全て畑で麦や芋が作られていたが、現在は

うっそうとした原生林に戻り、イノシシが跋扈している。この大きな変化が喜界島でも起

こるのではないか。例外なき関税撤廃を原則とするＴＰＰへの加盟が実現すると、奄美諸

島のサトウキビ栽培は壊滅すると試算されている。サトウキビが駄目になり、園芸作物へ

の転換が実現しなければ島の農地は荒廃し、300年間営々として耕されてきた台地は再び亜

熱帯林に戻ってしまうのか。こうした危惧を男性にぶつけてみた。この男性も同じ危惧を

共有していた。 

 小野津の世帯数は年々減少しているが、団塊の世代が定年を迎えて島に帰ってくる人も

ぼちぼち増えているらしい。今年も２～３人が帰ってきたという。小野津の沖はサワラ、

カツオ、瀬ものの好漁場となっているが、専業の漁師はいない。サトウキビと胡麻栽培の

兼業漁師が少しいる程度だという。以前大島紬もつくっていたが、昭和 40 年代以降衰退し

た。 

 「望郷の碑」の隣の「ムチャ加那の碑」と公園に立ち寄り、島の北端に向かう。土地改

良事業で整備されたサトウキビ畑が整然とならぶ。収穫前で農作業をしている人はほとん

ど見当たらない。北端の灯台から海岸沿いの道に下るとキビの袴を処理する堆肥工場があ

った。海岸沿いの道を一周する。所々リュウキュウマツの林があり、この中を通る時は別

世界になった。 

 

塩豚づくり 

 海岸線を走っていると、浜で何やら作業をしている男女の一団が目に入った。海岸で例

のヒザラガイか海藻でも採っているのか覗いてみると、なんと豚肉を海水で洗っているで

はないか。喜界島では昔各家々で豚を飼っていて正月用に豚を１頭つぶして保存食を作っ

ていた。豚の血液は内臓に絡めて煮込み「カラジュウリ」を作る。肉は豚味噌と塩豚の２

種類に加工するのだそうだ。 

 浜にいた集団は男２人、女４人の計６人。４人の女性のうち３人は大阪、神戸からのＵ

ターン者で、３人の御主人は喜界島小野津の出身で同級生だと言う。定年退職後、夫婦で

島に戻ってきたのだ。望郷の碑で会った人が話していた最近定年退職のＵターンが戻って

きたといっていたのはこの人達だったのだ。３人のご婦人方も両親が島の出身だったりし

て喜界島との因縁は深いという。昔の喜界島の食の伝統を引き継ごうと島に残っていたリ

ーダーの男性とその夫人とともに塩豚づくりの実地指導を受けているところであった。な
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ぜかもう一人の男性は少し離れたところで缶ビールを飲んでいた。 

 塩豚づくりの方法を現場で聞いたので簡単に紹介しておこう。豚の生肉の塊にたっぷり

塩をして、漬ける。１週間ほど経ったら浜に出て海水で洗い余分な塩分を除き、肉に紐を

通して家の軒下でカラカラになるまで干す。塩抜きは海水でするのが一番らしい。現場で

は漬けこんだ豚肉を海水で洗い、紐を通す作業をしていたところであった。この製法は鮭

でいえば新巻鮭に相当する。干し上げた肉は再び塩漬けにして甕に入れて保存する。冷蔵

庫のない時代でもこうしておけば長期間の保存に耐えた。塩豚を料理する時は再び塩抜き

して３回程度煮沸し、主として野菜炒めのダシに使う。喜界島では、豚肉を食べると言う

よりダシとして少しづつ使っていたようだ。豚肉は貴重品だったので、こうした加工処理

によって生成したアミノ酸が野菜料理を引きたてたのであろう。 

 豚肉はもちろん皮つきである。沖縄や奄美諸島などの琉球文化の影響を受けた地域は皮

つきの豚肉を食べる。豚は皮つきが圧倒的に美味いが、なぜか本土ではほとんど売ってい

ない。鹿児島市の屠場から半身にしたものを２頭分購入し、４世帯で半づつ分けたようだ。

リーダーの男性によると、喜界島ではサツマイモを餌に豚を飼っていたので、脂が多く、

肉も今のものよりはるかに美味かったという。脂はラードとして貴重で、保存しておきい

ろんな料理に使ったようだ。ちなみに豚肉は１頭 85,000円だったという。  

 

海岸で塩豚づくりを習うＩターンの女性達、左端の男性が指導にあたっていた 

根掘り葉掘り聞いたものだから、リーダーの男性が「是非味をみていけ」といって奥さ

んに命じて家に例のカラジュウリと豚味噌を取りに行かせた。しばらくして２品を容器に

入れて持ってきたので、味見をした後、お土産にいただいた。豚味噌は生肉に味噌を加え

て３～４時間煮たものだ。肉より味噌の方が多い感じだが、味噌に豚肉のうま味が移って

美味である。ヨーロッパを始め肉食文化を持つ地域では家畜の血液も貴重な食資源で古く

からブラッドソーセージ等様々な加工品がつくられ食べてきたが、この喜界島でも豚、ヤ

ギの血液からカラジュウリがつくられている。ただ、血液は独特の臭みがあって少し慣れ

ないと食べづらい。 

 リーダーの男性はサトウキビの専業農家。１人を常勤雇用、１人を臨時雇用し、３人体

制で年間 1,100 トンのサトウキビを作っている。島で２番目に大きなキビ農家だ。もちろ

ん、農作業は機械化されている。奥さんは以前大島紬を織っていたが、価格が下落したた

め今は止めている。御主人は奥さん手作りの大島紬の着物を保有しているとのこと。Ｕタ

ーンの女性達は都会から島に戻って生き生きとしていた。サトウキビ、胡麻、そして自給
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用の野菜をつくり、島暮らしを勉強中である。 

 海の向こうに奄美大島が横たわっていた。冬至の頃太陽は左端にある請島の先に沈み、

夏至になると大島の右先端に沈むという。季節の変化と太陽の動きは自然と島民には意識

されている。なお、海岸の岩にはイワノリがつくそうで、指に灰をまぶして採る。イワノ

リは味噌汁に入れたり鶏肉と煮るそうで、とりわけ鶏肉とは相性がいいらしい。 

 

島の漁業と糸満漁民 

 再び小野津の集落に戻り、今度は台地上のサトウキビ畑を抜けて池治から海岸道路に戻

った。生和糖業の工場が道路脇にある。ちょうど昼休み中であったが、会社に顔を出すと

会社概要書をくれた。同社は三井製糖の子会社で、従業員は 47人、年間約８万トンのサト

ウキビを処理している。 

喜界町図書館で借りた本とＤＶＤを返却し、「日本における海洋民の総合研究」（中楯興

編書）の中で喜界島における糸満漁民について書かれた箇所のコピーをお願いし、湾港に

ある喜界島漁協を訪ねた。 

漁協で訪問の主旨を話すと組合長の児玉右三さん（69 歳）が快く応じてくれた。児玉組

合長は役場で消防、交通、社会教育等の業務に携わったが定年前に退職し、漁師になった。

組合長に就任して４年目になる。２トン程の漁船で、一本釣、曳縄漁業を営んでいる。 

 喜界島の漁業は、沖縄の糸満漁民の進出によって始まった点に大きな特徴がある。その

歴史について、拵さんが書かれた「喜界島風土記」が詳しい。少々長くなるが引用してお

こう。 

「喜界島は、亜熱帯圏にある、四方海にかこまれた離れ小島であり、周囲は当然豊富な

漁場のはずである。したがって島は農業ではなく、漁業で生計を立てても、少しも不思議

なことではない。しかし島民の漁業に対する関心は極めて薄く、島民自体による漁業は全

く振るわなかった。当時の喜界島の漁業は、もっぱら沖縄から移住してきた糸満漁夫の手

によって行われ、島の人々の食膳にのぼる魚類は、ほとんど糸満漁夫からの購入によるも

のが多かったのである。隆起サンゴ礁のこの島では、海岸線は岩礁地帯となり、島にはわ

ずか 12、3 ヶ所ほどの入江や港の例外を除けば、たとえ小舟でも潮の満干に関係なく自由

に出入りできる港や入江は至って乏しく、さらに毎年数回にわたって確実に襲ってくる台

風など、漁業で生計を立てるには、あまりにも自然の条件が厳しかったのに起因していた

のではなかっただろうか、島民の目はほとんど漁業には向けられず、もっぱら農民として

の意識が強かった」 

 糸満漁民が喜界島で漁を始めたのは、明治の終わりから昭和の初めであった。それ以前

の喜界島の船による漁業は、板付舟（イタスキー）と呼ばれる奄美大島との交通や運輸に

用いられていた舟で操業していた。板付舟は長さ７ｍ、幅１ｍ程度の小さなものであった。

この板付舟を使って、主として島の東南側で「サワラの突きん棒」と底魚を対象とした立

縄漁をおこなっていたが、「少数の俄か漁夫の経験と勘だけに頼る漁法だけに（中略）大方

は自家用として食膳にのぼった。（中略）一般的に商品として売却し現金収入を得るほどの

漁獲はなかった」のである。周囲をサンゴ礁に囲まれている関係から徒歩でサンゴ礁の岩

場に行き、釣り、網、潜り漁等が行われていた。 
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沖縄から糸満漁民が移住してくるとクリ舟（糸満舟）による漁法にとってかわり、板付

け舟は徐々に姿を消すことになる。糸満漁民の奄美地方への進出は、明治初期の特産品（フ

カヒレ、エラブイナギ、タカセガイ、ヤコウガイ等）の採取入漁をもって始まり、明治末

期の追込網の入漁、大正初期のその定着という段階を踏んだと片岡千賀之はまとめている。

そして、糸満漁民が奄美地方で受け入れられた背景として、①人口増と商品経済化の進展

による鮮魚需要の拡大、②ほとんどが農民による自給的漁業で島民による漁業が未発達、

③漁協がなく専用漁業権も共販事業もなかったこと、④文化的な摩擦がなかったことをあ

げている。喜界島では昭和初期に西海岸側の湾と東海岸側の早町・塩道の２つの集落に糸

満漁民が定着した。湾集落は追込漁、早町・塩道集落はフカアキ（外歩き=外海漁労のこと）

と一本釣りと、漁法が異なっていた。戦前のピーク時には早町・塩道集落で約 50戸の糸満

漁民の家があったようだ。なお、水産物の仲買・小売りは糸満系の漁民夫人が担った。 

糸満漁民は移住以来 50～60年間、地元民と協調しながら生きてきた。しかし、奄美群島

の日本への復帰が実現すれば、故郷糸満への渡航も自由にできないと判断して復帰前に

次々と喜界島を去り、沖縄に帰郷した。現在では移住者の２、３世が湾や荒木等に僅かに

残っているだけだと喜界町誌に書いてある。 

 喜界島漁協の正組合員は 55人であるが、組合長によると実際に漁業に従事しているのは

27～28 人という。2008 年漁業センサス時の個人経営体数は 28、漁業就業者数は 42 人、後

述する離島漁業再生支援交付金の集落協定を結んでいる人は 34人なので、喜界島の実際の

漁業者は 30人前後とみていいだろう。このうち、糸満漁民の血を引く組合員は５人程度で

ある。組合員は島の各地区に分散し、漁船はそれぞれの集落近くの港に係留している。 

喜界島の漁業専業は 17 経営体と少なく、多くの組合員はサトウキビ栽培との兼業、つま

り半農半漁である。一般にサトウキビの収穫期に当たる冬季は漁に出ない人は 20 人程いる

らしいほどいる。最近サトウキビの端境期に胡麻の栽培が始まったためなおさら漁業に出

ない人が増えているようだ。 

 喜界島で営まれている漁業は外洋での一本釣、曳釣、リーフ周辺での小型定置網、追込

漁、潜水漁業である。なお、３～４年前からソデイカ漁、今年 10月からヨタキ漁が始まっ

ている。漁業の内容を簡単に紹介しておこう。 

一本釣は大部分の組合員が周年営む漁業で、マチ類を漁獲対象としている。単独操業が

基本でたまに２人ですることもある。漁場は 10マイル以内であるが、チビキ類（フエダイ

科）を漁獲対象になる時は 15マイルほど沖まで出かける。曳釣は２経営体程が営み、サワ

ラ、カツオを漁獲対象とする。パヤオが２基、中層パヤオが３～４基設置されており、こ

の周辺が漁場となる。基本的に日帰り操業である。３～４年前から始まったソデイカ漁は

４経営体が営んでいる。漁場は約 30マイル沖で、２隻は日帰操業、１隻は２日程、１隻は

５～７日操業しており、船の大きさによって操業日数は異なる。今年は島根、富山、北海

道でソデイカが豊漁のため、値崩れを起こしているらしい。このため、ソデイカの漁業者

は、新たにヨタキ（あぶり船）を今年 10月から新たに始めたそうだ。離島漁業再生支援交

付金を活用して同漁業を研修し、新規漁法の導入に漕ぎつけた。詳しいことは聞かなかっ

たが、夜灯りをつけて操業する立縄式の釣りのようだ。 

 小型定置網は荒木、手久津久地区に住む人たちで営まれる１経営体である。漁期は 12～
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４月の約半年間で主としてムロアジを漁獲対象としている。残りの漁期は同じ経営体が追

い込み網を営み、タカサゴ、スズメダイなどが漁獲対象となる。この経営体は糸満漁民の

系譜を引く人たちである。潜水漁業は３名が営んでおり、ヤコウガイ、イセエビ、アオリ

イカ、コウイカが主な漁獲対象となっている。チョウセンサザエは少ない。喜界島のサン

ゴ群集は回復しつつあるようだ。オニヒトデはひところに比べると少なくなったという。

最近、手久津久や赤連の沖でハマサンゴの大きな群落が発見されている。 

島で漁獲される水産物のうち島外に出荷されるのはマグロ類とソデイカに限られる。出

荷先は鹿児島市にある県漁連の魚市場で、夜のフェリーで喜界島を出発し、翌日の昼過ぎ

に鹿児島港に着く。そして、一晩置かれ、翌日のセリにかけられる。つまり早くて漁獲２

日後に売買されることになるため、流通面では大きなハンディキャップを抱えていること

になる。 

それ以外の水産物は島内で消費される。基本的には漁協の販売事業を通じて島内に流通

するが、一部は漁業者が直接飲食店等に販売することもあるらしい。このような個人売り

の場合でも漁協は売上の申告を求め、販売手数料は徴収しているようだ。漁協の販売事業

は、荷捌場に設けられたセリ台で６時 30 分からセリが始まる。売買参加者は８社程で、仲

買人６社、地元スーパー（Ａコープ、ショッピングセンターふくり）２社である。ちなみ

に喜界島にはスーパーが３店舗あったが、１店が撤退。鮮魚小売商も以前は５軒あったが

年々減少、最近有力な仲買・鮮魚商が引退してからというもの、競争的な環境が失われて

しまい、水産物の価格が大幅に下がっているという。加えて島外からの水産物の移入も増

えており、喜界島の漁業者の経営は厳しい局面に立たされている。 

漁協の職員は２名で、販売事業の他に製氷事業を営んでおり、購買、信用の各事業は営

んでいない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児玉組合長（左）と荷捌所のセリ台（右） 

 産地価格の下落に加え燃料費の高騰がダブルパンチとなっているが、さらに最近は一本

釣漁業にサメの被害が増加しているようだ。特にマチ類が食害を受けていて、１～２回入

れると道具をサメに取られてしまうらしい。「サメが多いところに魚も多いのでどうしよう

もない」と組合長は苦笑する。それでも離島漁業再生支援交付金を活用してサメの駆除に

取組んでおり、荷捌場の壁際には駆除したオナガザメの肉が干してあった。３週間ほど干

して食べるそうだ。ライターで炙って食べさせてくれたが、エイ鰭に似た味がした。加え

てイルカや鯨も増えているようで、特にイルカがカツオの周りについて泳いでいるらしい。 
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欠航 

漁協から再び図書館に戻り、頼んでいた文献のコピーを受け取る。昨晩、居酒屋で会っ

た女性は奥の部屋で働いていた。図書館には私以外にお客はいない。暇とみえて大変親切

にしていただいた。隣の郷土資料館を駆け足で見て、空港近くの旧海軍の戦闘指揮所、僧

俊寛の墓などを回り、最後に「Ａコープ」と「スーパーふくり」の店内をのぞいた。スー

パーには喜界島産と書かれたアカマツ（ハマダイ）の刺身用柵が並べられていた。両店に

は喜界島の土産品コーナーも置かれていた。昼食は食べ損ねたので、沖縄でおなじみのア

ンダギーをスーパーで購入した。 

 無人のレンタカー会社に車を返し、目の前の喜界島空港に向かうと、ロビー内がざわつ

いている。どうやら奄美大島に向かう飛行機が機材のトラブルで欠航になったようだ。16

時 45分発の鹿児島空港行は、奄美大島に行った機体が喜界島空港に戻ってきたのを使用す

ることになっていて、奄美大島行の飛行機が欠航すると自動的に鹿児島行は飛ばない。鹿

児島空港から直接喜界島空港に代わりの飛行機を飛ばすべく、航空会社は手配を続けてい

たようだが、用意可能な代替機は大型の飛行機で喜界島空港は滑走路が狭くて使えないと

いうことになり、鹿児島便も欠航になってしまった。 

 喜界島の宿泊施設は皆満室で、泊まれない。しかも翌日の喜界島～鹿児島間の２便とも

満席になっていた。24 時に鹿児島行のフェリーが出るが、鹿児島に着くのは翌日の午後に

なり、それから鹿児島空港に行く手立てはあるという。しかし、24 時までどう過ごせばい

いのか。晩飯を食べながら、飲んだとしても長すぎる。しかも、島の飲食店は 22時頃には

閉店になるし、付近にスナックはあるが、一人でカラオケを歌うわけにもいきまい。フェ

リーの暗い待合室で出発時間まで耐え忍ばなければならないのかと思案しているうちに、

奄美大島行のチャーター船が 17 時 20 分ごろに出るという。奄美大島に泊まって翌日の飛

行機に乗れば、フェリー利用よりも早く帰れるし、楽だ。チャーター船の乗船を申し込ん

だ。ＪＡＣが手配したタクシーに分乗し、港に向かう。しかし、予定の時間になってもチ

ャーター船はいっこうに来ない。 

 やがて、日も落ちて真っ暗になった。ＪＡＣの職員もおらず、乗客は放りぱなしになっ

たままだ。しかし、文句を言う人は１人もいない。17時 40分頃になって職員が現れ、奄美

大島行の乗客の払い戻しの手続きを始めた。運賃からチャーター船の 3,000 円を差し引い

て残りの現金を支払っている。ＪＡＣの都合で欠航したのだから、チャーター船の運賃は

ＪＡＣが負担すべきであろうが、ここでも地元の人たちは納得している。 

 18 時頃、10 トン程度の漁船が 1 隻来た。最初に奄美大島が目的地の乗客が乗り込んだ。

しばらくして奄美大島からもう 1 隻の漁船が到着。大きさはほぼ同じであった。残された

10 数人が乗り込み、漁船は 18 時 15 分頃、喜界島を離れた。海上の波は高い。外にいると

波しぶきでずぶぬれになるため、狭いキャビンに人と荷物がぎゅうぎゅうに詰められた。

バックを抱えたまま身動きが取れない状態である。皆思い思いに耐えている様子だ。決し

て多くはない喜界島の明かりが、徐々に遠くなるが、そのスピードは遅い。20 分ぐらい経

過したところで青ざめた乗客が船の外に行き、吐こうとしたが揺れが激しく海に放り出さ

れるおそれがあるため、キャビンの入り口付近にいた人に勧められ、船のトイレで吐いて

いた。その人は奄美大島に着くまでトイレに入ったままだった。航海は約１時間を要した。 
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どうやら空港近くの漁港に到着したらしい。漁港は真っ暗で、タクシーはもちろん人も

いない。ＪＡＣの関係者も出迎えに来ているわけではない。いったいこれはどうしたこと

なのだ。しかし、乗客の殆どは奄美大島か、鹿児島市内の人で、勝手がわかっているもの

だからそれぞれ思い思いに上陸後の手配をしていて、いなくなっていく。土地勘もなけれ

ば知り合いもいないのはどうやら私１人らしい。このままでは１人だけ暗闇の漁港に放置

されかねない。 

２人連れは空港にあるレンタカー会社でレンタカーを借りて島のどこかに移動するよう

で、レンタカー会社の車が迎えにきた。空港まで行けば何とかなると思い、その車に便乗

させていただくことにした。便乗者は私を含めて３人。10 分程で奄美空港に到着した。と

ころが、空港はすでに最終便が出た後で、シャッターは降ろされ、人っ子一人いない。私

以外の２人のうち、ビジネスマン風の１人は携帯電話でレンタカーを手配し、定宿のホテ

ルに向かって去って行った。残されたのは私ともう１人。今晩泊まる宿もなければ、そこ

に行く手段もない。ＪＡＣは不誠実にもほどがある。てっきり、港に着けば航空会社の職

員が迎えてくれて手配したホテルに連れて行ってくれると思っていたが、大きな誤解であ

った。喜界島を出発する時にホテルを手配してくれるよう空港の責任者に頼んでおいたは

ずなのに何の連絡もない。喜界島空港に電話して確認したところ何の手配もしていない。

すぐに抗議。名瀬市内のホテルの手配を依頼した。折り返し連絡が入り、ホテルは確保で

きたとのこと。 

私と一緒に取り残されたのは医者であった。「名瀬まで行くのでよかったらどうぞ」と言

ってくれた。勤務地が新潟で、月に１回奄美大島と喜界島に診療にきている耳鼻科の医師

で、水木曜日を喜界島にある徳洲会病院で、金土曜日を奄美大島で診察し、日曜日に新潟

に戻るのだそうだ。大島の病院の医師仲間が名瀬から迎えに来てくれる段取りになってい

で、名瀬から車が到着するまで寂しい空港で 30分ほど待った。 

名瀬市内まで約 40 分を要した。同僚の医師の母親は周防大島の出身で島に関心があり、

また、先日は糸島漁協のカキ小屋にカキを食べに行ったそうで、話は盛りあがった。ＪＡ

Ｃが手配した「ホテルニュー奄美」には着いたのは 21時を回っていた。 
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