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離島覚書（沖縄県・波照間島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25年１月 24日 

最南端 

 波照間島は竹富町に属する。竹富町は波照間島の他に西表島、小浜島、黒島、鳩間島、

新城島、竹富島の、合わせて７つの有人離島で構成されている。役場は石垣市の離島ター

ミナルの近くに置かれている。７つの島民に便利なように配慮しているのだろう。このよ

うに役場が他の自治体に置かれていることは決してめずらしいことではない。例えば、鹿

児島県の十島村、三島村がそうである。島でなくとも原発が立地される以前の青森県東通

村もむつ市に役場が置かれていた。 

 与那国島から石垣空港に戻り、その足で竹富町役場を訪ねた。今回訪ねる波照間島と黒

島の情報を入手するためである。建設課に島の地図を入手すべく訪れたが、地図は販売し

ていないという。「それではコピーを」とお願いしたが、業務目的以外にコピーをとらせて

いないと断られた。観光用の地図はたくさんあるが等高線の入った正確な地図が欲しいた

め、いつも訪問した離島の役場で地図を入手することにしている。たいていは市町村の都

市計画に必要なため地図を作成し、販売している。ところが竹富町では販売もしていない

し、コピーももらえなかった。役場の入口には「観光立町」の大きな垂れ幕が掛かってい

たが、言っていることとやっていることは誠にちぐはぐである。 

 波照間島は石垣島の南西 63 ㎞、北緯 24 度 02 分 25 秒に位置し、日本の有人離島の中で

は最南端に位置する島である。以前は波照間海運も運航していたが、現在は安栄観光のみ

が日に３便、石垣島と波照間島間を運航している。３便のうち昼の１便は西表島を経由す

る。島に空港もあり、1975 年から 2007年 11 月までプロペラ機が運航されていたが、今は

休止している。 

15時 30分の高速船に乗った。約１時間で波照間の港に着いた。 

 港に着くと、予約していた民宿「みのる荘」の車が止まっていた。前歯が虫歯だらけの

お兄さんで、７年前に富山県から波照間島に来て住み着いたようだ。どうやら民宿で働い

ているらしい。当日の顧客は私一人。漁港から坂を登り、台地上のサトウキビ畑を抜けて
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集落に入った。到着したのは「民宿・まんや」という無人の人家であった。夕食はみのる

荘が経営する居酒屋「あがん」で食べてくれ、布団は家の人が後で敷いてくれる、明日の

昼食はどこそこが空いている、と告げて引き上げていった。役場で地図をもらえなかった

ので、適当な島の地図はないかときいたところ、何回もコピーしたらしい不鮮明な地図を

もってきてくれた。 

波照間島は昨年 12月に行った奄美群島の喜界島と同様、隆起サンゴ礁の島である。東西

に細長い楕円形をした島で、面積は 12.77 ㎞ 2、周囲は 14.8 ㎞だ。島の踏査は徒歩ではき

つく、自転車が適する規模である。 

最も高いところで標高 59.5ｍであり、平坦な台地で構成されている。したがって川や池

もない。島は島尻層群という泥岩の上に透水性の石灰岩の地層が乗っているため、水は地

表付近に滞留せず、水不足や干ばつにさらされてきた。 

 

赤瓦とフクギ 

 「民宿・まんや」は名石集落に位置する。荷物を置き、集落を散策することにした。 

島の中心部に名石、前、南、北の４つの集落が隣接して形成されている。この中心部か

ら西よりに冨嘉（ふか）の集落があり、波照間島はこの５つの集落によって構成されてい

る。集落の外側はほとんどサトウキビ畑だ。 

４つの集落の中央部には、公民館、郵便局、診療所、交番、小中学校などの公共施設が

まとまり、ガソリンスタンドもある。集落内には宿泊施設が点在している。竹富町役場の

資料によると、波照間島の宿泊施設は 19、部屋数は 122、収容人員は 305 人とある。観光

入込者数は増加傾向にあり、平成 23 年は 30,597 人であった。後述する黒島と拮抗してい

る。 

集落の家々はサンゴ石の塀で囲まれ、風よけにフクギが植えられている。赤瓦の屋根に

はシーサーが置かれ、琉球独特の古くからの家並みが保存されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤瓦、サンゴ石の塀、フクギの防風林 

 

名石の集落を抜けると、サトウキビ畑が広がり、その先に大きな貯水池が見えてきた。

波照間島は天水に依存する。十分な水の確保が農業生産を左右するため、農水省の補助事

業で平成元年から 13年間を要して 107haの貯水池を作った。波照間の一つの集落がすっぽ

りと入る程の大きさだ。 
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前集落を抜け、郵便局や公民館を通って波照間小学校、中学校に出た。小学校の校門前

で先生が鉢植えに水をやっていた。島の小学生は 31人、中学生は６人で、先生はそれぞれ

10 人、６人いるらしい。生徒数が減少したため、一昨年から小中学校を併設校になったそ

うだ。 

南の集落を経て、北の集落に行った。集落のところどころに畑があり、キャベツ、カブ、

レタス、水菜、ホウレンソウなどの葉物野菜がたくさん植えられている。この季節に沖縄

を訪れたのは初めてであったが、これほど豊富な葉物野菜が採れることに認識を新たにし

た。埼玉県からサトウキビの援農に来ている青年が野菜を収穫していた。この青年は毎年

サトウキビシーズンになると波照間島の農家に援農に来ているらしい。ボスの家に泊まり、

自炊しているそうで、晩飯用の野菜類を採っているところだった。サトウキビの収穫期を

終えると、内地に戻るらしい。 

北集落を経て、幼稚園から小中学校の裏を歩いていると、子供たちが高い木の枝を折り、

ヤギに餌を与えていた。ヤギは大好物と見えて喜んで食べている。 

 

共同売店 

集落を歩いていて気がついたことがある。それぞれの集落に共同店があることだ。共同

売店は集落の人たちが出資した店舗で、いわば生協のような存在である。コンビニのよう

に生活に必要なものはあらかたここで揃う。島にはこの共同売店以外に商店はない。つま

り、島の生活を支える重要な施設であるとともに、集落の人々の情報交換の場ともなって

いる。 

沖縄の共同売店は古い歴史があり、営利を目的としない相互扶助の特徴的な存在である。

この存在は全漁連の漁政部長を務めた市村隆紀さんから教えてもらった。彼は沖縄県の共

同売店に強い関心を抱き、1906 年にスタートした沖縄で最も古い国頭村の奥集落の共同売

店について、「『共計在和』に生きる」という小冊子をまとめている。したがって、共同売

店については一定の知識と関心を持って見てきたが、歩いて数分の距離に４つの集落それ

ぞれに共同売店があるのには改めて驚かされた。なお、冨嘉の共同売店は少し離れている。 

波照間島の共同売店は戦後間もなく集落ごとに設立され、1962 年には５つの集落に出揃

ったといわれている。 

平成 24 年 12 月末時点の波照間島の人口は 527 人、世帯数は 272 戸なので、１集落当た

りの平均戸数は 50～60戸である。この消費人口でよく店舗が維持できるものだと感心させ

られた。 

 

名石、南、前の各集落の共同店 
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 共同売店には今シーズンの黒糖と島酒の「泡波」の 100ml 瓶が売られていたので、それ

ぞれ２個づつ購入した。どこの共同店でも黒糖と島酒は山にして置かれている。帰りの船

に段ボール入りの黒糖が積み込まれていたところをみると、どうやら知人にまとめて贈る

需要があるようだ。観光と贈答の需要が店の維持に貢献しているのではないかと考えた。 

魚は南の共同売店でアイゴとサク取りしたアカマチが売られていた。店の人に聞くと、

島で獲れたものではなく、石垣島から仕入れたのだそうだ。 

 店番の女性は若い人が多い。どうも島外から来た人達のようだ。 

 

アカハチ 

 赤瓦の古い民家から出てきたおばあさんに南共同売店の場所を訪ねた。「アカハチ」の石

碑があるところの近くだと教わった。「アカハチ？」、何のことだろう。兎に角言われた道

を歩いて行くと、「オヤケアカハチ誕生の地」という石碑があり、「八重山の英傑オヤケア

カハチが生まれた屋敷跡」と書かれている。オヤケアカハチが波照間島のこの地に誕生し

たのは、1480年頃といわれている。 

後で調べてわかったことだが、アカハチは八重山の人ならだれでも知っている郷土の英

雄なのだ。司馬遼太郎の「沖縄・先島への道」の中にも出ていたが、読み飛ばしていた。

自らの不明を恥じた。 

 波照間島に生まれたアカハチはやがて石垣島に移った。司馬は次のように書いている。 

 「赤蜂は、石垣島の大浜村を根拠地にして八重山諸島を従えていた。沖縄本島にある琉

球王府は、その赤蜂の手を通し、八重山諸島から貢物をとっていたらしい。しかし、赤蜂

はばかばかしくなったのであろう。『なぜ琉球に貢物を持ってゆかなければならないのか』

赤蜂ならずとも、思うにちがいない。が、琉球王府にすれば、以前よりも生産高のあがっ

ている八重山諸島を見逃すはずがなく、これを征伐し、力によって版図に加えようとした。

ごく人文地理的なレベルでいえば、部落国家

が、より力の強い外部の権力によって広域社

会に組み入れられる境目といっていい。」 

かくして、1500年、オヤケアカハチの乱が

勃発。しかし、琉球政府はアカハチを討伐し、

やがて波照間島は琉球王国の支配下に入った。 

 アカハチの生誕地は集落の一角にある。と

いうことは波照間の集落の敷地区分は 15 世

紀からほとんど変わっていないと言うことな

のか。                        オヤケアカハチの生誕記念碑 

 

居酒屋・あがん 

 18時 30分から夕食の用意ができているというので、民宿・みのり荘に併設している「居

酒屋あがん」に出かけた。日はすでにとっぷりと落ちていた。店は若い男２人、女１人で

やっていて、３人とも島外からきたＩターンである。カウンターに腰を掛けた。宿泊代に

含まれる食事メニューは、豆腐チャンプルー、ミミンガー、マグロの刺身の３品であった。 
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オリオンビールの生ビールをジョッキで一杯飲み、引き続いて島酒の「泡波」に切り替

えた。「泡波」は 30 度で、あっさり・すっきり系の飲み口である。どうも最近は泡盛も芋

焼酎も同じ傾向だが、昔の独特の臭気を伴ったものは敬遠される傾向にあり、この「泡波」

や「森伊蔵」などのようにあっさり・すっきり系が人気を博して、プレミアムがついてい

る。 

泡盛は学生時代に北品川の居酒屋で飲んだのが最初である。甕から柄杓で茶碗に汲んで

くれた。当時は水割りのような気取った飲み方はなかったので、水を飲みながら、ストレ

ートをちびりちびりやった。３杯飲んだ。頭はすっきりしているのだが、腰をとられてひ

どい千鳥足で大学の朋鷹寮まで帰えるという経験をしたことがある。当時の泡盛は独特の

臭みがあったが、「泡波」は隔世の感がある泡盛である。いいか悪いか別としてすっきりし

た泡盛なのだ。 

しばらくすると２席ほど離れて若い女性の一人客がカウンターに腰を掛けた。何度も波

照間島に来ているようで店の従業員とは顔見知りとみえ、東京からの手土産を渡していた。

金曜日なので、休暇をとって朝東京を発ったのであろう。この女性は、昔の家並みが残さ

れていて、竹富島のように観光客が押し寄せるでもないこの波照間島をいたく気に入って

いるようだ。恐らくこんな気持ちの若い人が波照間にたくさんやってきて、そのうち地元

の人と折り合った人が島に住み着いているのだろう。与那国島では人口の 1/4 がＩターン

者であったが、恐らく与那国島に負けず劣らずＩターンが多いに違いない。波照間島では

時間がなくて調査できなかったのが残念だ。 

そのうち、製糖工場で働く一団がやってきて、座敷に入った。カウンターの隣の席には

サトウキビを工場まで運ぶ作業をしている運転手が座り、泡盛を飲み始めた。畑で収穫し

たサトウキビは道路脇に積み上げられ、これを集荷するのがこの人の役割だ。島の出身で、

共同売店の意味や、波照間島の黒糖のすばらしさを語ってくれた。気がつくと店内のテー

ブルは満席の状態で、ほとんどが若い人たちである。昼間どこにいたのだろう。恐らくサ

トウキビ収穫の援農隊に来た人達なのだろう。サトウキビ収穫時期の波照間島は援農の若

い人達で活気がみなぎっている。 

泡盛のロックを３杯も飲んでしまい、追加で揚げだし豆腐を頼んだので、その分の追加

料金を払い、店を出た。民宿料金に含まれ

ている飯と味噌汁は食べなかった。 

外に出ると、あいにく曇り空で星は全く

見えなかった。 

宿に帰るとテーブルで３人が弁当をつ

まみにビールを飲んでいた。島に建築の仕

事で滞在しているようだ。宿の人はみかけ

ず、どうやらここは無人の民宿らしい。部

屋に入ると布団が敷いてあった。酔ってい

たので風呂にも入らず、布団に入った。  

                    居酒屋・あがん 
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平成 25年 1月 25日 

時化 

 夜半から咳がではじめ、しばしば目を覚ます。どうやらアレルギー反応と思われ、その

原因はこの部屋にあるようだ。風音が激しくなってきた。海上は大時化にちがいない。 

 朝食をとるため、７時半に民宿・みのり荘に行った。民宿には富山から移住してきたお

兄さんしかいなかったので、彼が朝飯をつくったのだろう。一つの皿に目玉焼き、サンマ

焼、ランチョンミート、納豆、生野菜が盛られていた。沖縄は地元で獲れないサンマをよ

く食べるし、ランチョンミートは米軍の施政下で普及したものであろう。今でもゴーヤチ

ャンプルー等にもよく使われており、一度定着した食文化は琉球列島の南端の島であった

も変わらない。 

 食事をとっていると、Ｉターンのお兄さんが、「朝一便は石垣島を出るが、二便以降は欠

航になる可能性が高い」という。石垣から来た船は必ず帰るので、一便は間違いなく出航

する。 

 当初、16 時の便で石垣島に戻ることにしていたが、一便を逃すと恐らくもう一泊同じ民

宿に泊まらなければならなくなるであろう。民宿の部屋はみょうにカビ臭かった。また咳

が出る可能性もあるし、翌日の黒島行の日程にも支障を来すことになる。一便で戻る決断

をした。レンタカーを借りる予定であったがキャンセル。Ｉターンのお兄さんに島内を案

内してもらい、港まで送ってくれるよう頼んだ。 

 民宿の部屋に戻り、身支度をして、朝の集落を再び歩いた。８時すぎに朝食の後片付け

を終えたお兄さんが車で迎えに来てくれた。不思議なことに民宿の人には一度も会ってい

ない。夜会った建築の仕事をしている３人はすでにいなかった。 

 

泡波 

 宿のすぐ近くに波照間酒造所があった。島で唯一の泡盛メーカーで、ここのブランドが

例の「泡波」である。 

 迎えに来た民宿のお兄さんが、「お土産は買ったか」と聞いて、酒造所に連れて行ってく

れた。ドアをノックするが誰も出てこない。人の気配はあったので、店の人を呼んだがや

はり反応はなかった。昨日、小瓶を２本買ったし、居酒屋で飲んだことから、それほど無

理をして買うこともなかろうと思い、あっさり引き上げた。 

 ところが石垣島で「泡波」の値段をみて、

お兄さんがわざわざ早朝に酒造所に連れ

て行ってくれたわけが判明した。石垣島の

ミンサー織の売店でこの「泡波」が売られ

ていたが、その価格を見て仰天。600 ㎖の

瓶が 10,000 円であった。どうやら希少価

値でプレミアムがついているらしい。 

 島から戻ってインターネットをみると、

100ml の小瓶は確か 180 円であったとおも
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ったが、980円の値がついている。ざっと５倍である。 

 

サトウキビ 

 民宿のワンボックスカーの助手席に座り、島の東部に向かう。集落を抜けると、すぐに

サトウキビ畑に変わった。単調なサトウキビ畑を抜け、島の東端には今は使われていない

波照間空港があり、その脇を南下する。海岸に南十字星が観測できる星空観測センターの

建物がみえてきた。日本最南端の碑があるところで、車を降り、証拠写真を撮影。 

 島の南側の道路を走り、港に向かう。道路の両脇は一面サトウキビ畑である。  

 平成 22 年の国勢調査によると、波照間島の就業者人口 271 人のうち農業は 92 人、製造

業（製糖工場）が 24 人、宿泊・飲食サービス業が 43 人で、漁業はわずかに４名にすぎな

い。波照間島の産業はサトウキビと観光である。 

 竹富町史によると、琉球王府は元禄 10（1697）年に製糖制限令を布き、祭事、生食用を

例外として八重山地方の製糖業を禁止した。再び八重山地方で製糖が始められたのは明治

19（1886）年になってからのことである。波照間島では 1914年に石垣島よりサトウキビ苗

を移入し、栽培が始められた。 

しかし、大戦中はほとんど全滅寸前まで追い込まれることになる。大戦後、食糧事情の

好転に伴い、換金作物の復興が叫ばれ、キビ苗生産、島外よりの苗移入等の指導奨励に努

めた結果、サトウキビは大幅に増産し、糖業は飛躍的に発展することになる。さらに琉球

政府は、昭和 34（1959）年に糖業振興法を制定し、基幹産業として糖業の振興を図り、合

理化促進のため統合整理の助成策を講じた。 

波照間島では、戦前からの砂糖組（サッターグミ）を引き継ぐ美里製糖組合（南･北）に

加え、前原（前）、名石、冨嘉と全集落に製糖組合ができ、それぞれでエンジンと圧搾機に

よる製糖工場が運営されていた。牛を動力にした細々とした小さな製糖小屋から一変した

が、それでも１日の処理能力は 15～30ｔ程度の小規模工場であった。  

1960年、各製糖工場の代表により中型製糖工場の誘致委員会が作られ、61年には大東糖

業と島民の共同出資により「波照間製糖株式会社」が設立される。そして 1963年に一日 100t

の黒糖を生産できる製糖工場が完成し、操業を開始した。これにより黒糖の生産能力は一

気にアップし、今まで粟や麦、甘藷、天水による稲栽培にあてられていた農地は急速にき

び畑に転換、島の農業は自給自足的なものから換金作物栽培の農業へと転換したのである。

一方、島のもうひとつの主要産業だったカツオ漁はちょうど同時期に収穫が急減したこと

からサトウキビ栽培、製糖が島の主力産業となった。  

県の統計によると、22/23 年期の波照間島のサトウキビ収穫量は 15,787 トンで、製糖作

業により 2,220 トンの黒糖を得ている。八重山地方には石垣島、小浜島、西表島、与那国

島の５ヶ所に製糖工場があるが、石垣島に次いで多く、与那国島の約４倍である。 

道路脇のサトウキビ畑では、盛んにサトウキビの収穫作業が行われていた。10 人程の集

団が、鎌をつかって手作業でサトウキビを刈り取っている。ハーベスターは使われておら

ず、機械化されていない。サトウキビは「倒し鍬」で根元から刈り倒し、鎌でキビの頭部

や葉を取り除き、茎を束ねて道路脇まで搬出する。 

波照間島のサトウキビ収穫は 12月５日から収穫が始まり、４月中旬まで続く。今年は早
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めに終わる予想だという。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サトウキビの収穫作業、それぞれの農家には島外から来た援農隊が入っている 

手作業であることから多くの労働力を必要とする。このため、島には「ユイ（ユイマー

ル）」と呼ばれる独特の刈入れ組織がある。ユイとは、労働交換のシステムで、地域･血縁

共同体の中でお金ではなく労働力を貸し借りするものだ。サトウキビ農家 10～15戸ほどで

組となっていて、島全体で 17組が組織、持ちまわりで組長が選ぶ、製糖工場から操業計画

にあわせて糖度が一定以上に達した所から収穫していく。収穫作業は基本的に組全員であ

たり、この際、労働時間に応じて賃金が割り当てられる。労賃は組長のつけた記録をもと

に 10日ごとに清算され、工場から各自に支払われる。  

しかし、島の過疎化、高齢化が確実に進む中で、労働力の確保は厳しくなっきた。この

ため、近年は島外の若者が援農隊として、島に来ていることは既に述べた通りである。野

菜畑であった埼玉から来た援農隊の男性の話では、30 人以上の人が各農家に分散して入っ

ているとのことだ。 

井上荘太朗（2006）によると、波照間島のサトウキビ栽培面積は島の総面積の 33.0％、

耕地面積の 81.1％に及んでいる。島の総面積に占めるサトウキビ栽培面積の割合は、伊良

部島（52.7％）、南大東島（50.1％）、北大東島（37.8％）、宮古島（36.4％）についで高い。

つまり、モノカルチャー化が進んでいる。与那国島では農業の多様化が模索されていたが、

波照間島は依然としてサトウキビに依存している。製糖業による純生産額は 1.38億円であ

る。なお、波照間島の黒糖は風味が良く市場での評価が高いことに特徴がある。井上によ

ると、「これはさとうきび作に適した土壌条件などが理由とも、また島の慣行的な共同収穫

組織であるユイマールが現在でも機能しており、手刈りによる収穫労働が広く行われてい

るため、トラッシュの混入が少ないことが理由だともいわれている」と指摘している。 

 

漁師  

島をほぼ半周して、波照間漁港につくと小雨まじりの強烈な北風が吹いている。４種漁

港なので、周辺で操業していた漁船が避難のために入港しており、漁港内には 30隻ほどの

漁船が係留されていた。たまたま、ソデイカ釣りの漁船が連絡船の発着場に横付けされ、

漁師が降りてきた。島の人が何か獲れたものを漁師にもらったらしく喜んでいた。 

平成 22年の港勢調査によると、地元漁船の登録漁船数は 28隻、属地水揚は 33.5トンの

2,000万円となっているが、八重山漁協の組合員数は正２名、准１名の合計３名であること
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から、組合員でない人も操業しているのだろう。現在、漁師で生計を立てている人は１人

だけだそうで、イカ釣りをしているといっていた。ただ、３月の大潮期には島民の多くが

イノーに出て貝を採取する。 

今や、サトウキビ一色になっている波照間島だが、昭和 40年頃までは実はカツオ漁が盛

んに行われ、島の貴重な現金収入源だったのである。 

宮良高弘の「波照間島民俗誌」によると、「明治の頃から糸満船はこの島まで訪れた。波

照間島の近海は旧暦 3 月の初旬ごろが飛魚の季節なので、その時期になると糸満船はこの

島を訪れ、海岸辺に仮小屋を作り、寝泊まりしながら魚を捕り、それを塩漬けにして持ち

帰った。波照間の人々はそのおり彼らから漁業の手ほどきを受けた。明治 43 年頃（1910）

になると、糸満漁民は帆船でやってきて、島の人７名を２年間雇ってカツオを捕り始めた。

その間に、島民たちは自分たちだけでカツオ漁ができる見通しを得た。その頃、与那国島

ではすでにカツオ漁が盛んだったので、かれらは与那国島に見習いにいき、大正元年（1912）

に石垣島で帆船を建造させたのが波照間島におけるカツオ漁のはじめであった」と書かれ

ている。 

大正時代、波照間島の各集落では次々と帆船を建造し、さらに大正９（1920）年には発

動機船に切り替えた。外、北の集落は一緒に組合をつくり、小浜島の細崎に納屋を建てて、

鰹節を３年間製造、南、名石、前の集落も一緒に組合をつくり、石垣島の字新川に建てた

納屋で５年間鰹節を製造した。島外で鰹節がつくられたのはサンゴ礁に囲まれた波照間島

では発動機船を寄港させる技術がなかったことによる。その後、港が整備されると、島に

移転した。昭和３（1928）年頃にはカツオ漁は集落単位で再組織され、組合をつくるよう

になったと宮良は書いている。波照間島のカツオ漁は集落共同体によって維持されていた

のである。この伝統が、サトウキビ収穫の「ユイ」につながったのであろう。 

波照間島ではカツオ漁が急速に広まり、戦前・戦後とカツオ漁が盛んに行われた。戦時

中は一時中断したが、戦後間もなく復活し、1953～1955 年頃に最盛期を迎えたという。サ

トウキビ栽培が本格化するのは昭和 28（1953）年頃からであるが、夏のカツオ漁、冬のサ

トウキビという半農半漁の形態を定着させた。 

古谷野洋子は、鰹節漁業の他島とのネットワークを考察している。彼女によれば、情報、

資本、資材、流通は石垣島、カツオ漁の餌料の「ザコ」は黒島、材木及び鰹節製造用の薪

は西表島ということになる。 

その後、波照間島のカツオ漁は自然消滅し、島の経済はサトウキビ栽培に偏重して今日

に至る。 

 

石垣島 

石垣島行きの船は波頭に船底を激しくぶつけながら進む。そのたびに船が壊れるのでは

ないかと思うほど大きな音がする。船の窓からみる波は頭上を越えるほど高い。２便以降

の欠航が予想されるため船のシートは８割方埋まっていたが、激しい揺れに乗客はシート

に身を沈めたまま身動き一つしない。西表島が見え、石西礁湖に入ると、波は穏やかにな

った。西表島で北風は遮られ、リーフは消波機能をもつ。定刻より 30分ほど遅れ、石垣港

に着いたのは 11時半頃であった。 
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元同僚でＩターンして石垣島の川平で漁師をしている佐々木誠君に電話。石垣市立図書

館で調べものをして、そこで待ち合わせることにしたがあいにく休館日であったので、竹

富町役場に変更した。昼休みで職員がいなくなりがらんとした役場で 3年ぶりに再開した。 

離島の農業、漁業の統計資料が欲しかったので県の八重山農林事務所に連れて行っても

らった。翌日、事務所の水産課職員がＩターン漁業者の取材に来る三重県の職員を佐々木

君のところに案内することになっており、そんな事情もあって事務所の職員はいたく親切

に対応してくれた。ついで八重山漁協に出向いた。あいにく組合長は那覇に出かけていて

不在。女性職員に波照間島と黒島の組合員のことを訪ねた。石垣市、竹富町の漁協は広域

合併して、八重山漁協となっている。波照間島の正組合員は２人、准が１人、黒島は正組

合員が１人で、両島ともに漁協支所はない。 

漁協の玄関を出ると「乾さん」と声をかけられた。思いがけないところで漁港漁場漁村

研究所の理事長である景山さんにお会いした。なんでも東京海洋大学と研究所が連携して

電動漁船の普及に努めていて、そのデモで石垣島に来たのだそうだ。デモの船に佐々木君

とともに乗せてもらった。音は静かで、臭いもしない。観光船にはもってこいと、川平の

観光船会社の社長が興味を示したという。 

ミンサー織の工房で買い物をし、石垣製糖の工場脇を通り、パンナ岳の展望台に登った。

途中、緋寒桜が満開であったが、佐々木君の話では、すぐに白アリが入り込み、桜の木は

大きくなれないそうだ。事実、立ち枯れした小さな緋寒桜が多く見かけられた。パンナ岳

の展望台から下を見ながら、ひとしきり津波の話になった。明和の大津波で石垣島は１万

人以上の犠牲者を出したが、海からパンナ岳の麓まで低い平地が続いており、この地形で

は大きな津波が来ればひとたまりもない。佐々木君は地元消防団に入っていて、独自にハ

ザードマップを作っているそうだ。 

川平湾のボートの発券場で奥さんにあった。川平湾は新婚旅行で来て、今はもうなくな

ってしまった浜辺の小さなホテルに泊まった懐かしい場所だ。佐々木君は石垣市の農漁民

アパートに住んでいる。家で一服していると、奥さんが勤めから戻ってきた。市内で夫妻

と夕食をともにすることとし、奥さんの運転で市内に向かう。川平のガソリンスタンドで

クルマエビ養殖場に勤務する長男と会ったので、一緒に行こうと誘ったが、来なかった。

次男は沖縄水産高校を終えた後、焼津の船員学校に進学し、遠洋漁業で就業をして親の後

を継いで漁師になるそうだ。佐々木君は葛飾柴又の出身であるが、子孫は着実に沖縄に定

着するであろう。 

ホテルに近い焼肉屋で、佐々木夫妻と石垣牛を食べた。 
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