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離島覚書（沖縄県・黒島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水平線にわずかに浮かぶ平らな島が黒島 

平成 25年１月 26日 

黒牛 

 石垣島と黒島を結ぶ連絡船は、八重山観光と安栄観光の共同運航便が４便、ドリーム観

光が３便の合計７便が運航している。通常は高速船であるが、一部時間帯のうち火、金曜

日はフェリーになる。 

荷物を船会社に預け、地図、ノート、筆記用具とカメラを持って、９時 20分発のドリー

ム３号で黒島に向かった。定員 64 名の船に 24 人が乗船していた。ほとんどが観光客だ。

竹富島、小浜島をすぎ、針路の左手に黒島が見えてきた。 

黒島は隆起サンゴ礁の島で、水平線にわずかに顔を出すほどの低い平坦な島だ。島の面

積は 10.02㎞ 2、周囲は 12.6㎞でハートの形をしており、島の一番高いところの標高は 15.3

ｍしかない。このため、明和の大津波(1771 年)では、全島が水没したらしい。今は牧草地

に変貌しているが、当時は樹木が生い茂っていたため、これにしがみついて島民の多くは

難を逃れたそうだが、家は壊滅した。 

 黒島港ターミナルには、第 21回牛祭りの看板、黒島の案内版の脇には実物大の牛の像が

置かれている。黒島は黒牛の島なのだ。 

島の宿泊施設は 10、収容人員数は 191 名、観光入込客数は近年増加傾向にあったが、平

成 20年の 42,072人をピークに下降に転じ、平成 23年は 27,319人であった。 

 下船後、ターミナルの近くにある「まっちゃんおばぁのレンタルサイクル」で、ママチ

ャリを借り、時計回りに島を回ることにした。黒島は、保里、伊古、東筋（あがりすじ）、

仲本、宮里の５つの集落で構成される。港は保里にある。 

 保里の集落を過ぎ、まっすぐな道を脇に折れ、雑木の木立を抜けると牧場が広がってい

た。ちょうど、そこに我那覇龍太（36）さんが牛舎に戻ってきた。我那覇さんは内地でコ
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ックや臨時工で働いていたが、10 年ほど前に島に戻り、牛飼いになった。父親は沖縄本島

で働いているが、祖父母が牛を飼っていたので、その後を継いだそうだ。子供の頃に牛を

飼うのを手伝っているので、初めての仕事ではあったが、苦にはならなかったという。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒島港ターミナルの牛のオブジェと我那覇さんの牛舎 

黒島で草地畜産が本格化するのは本土復帰後である。黒島は島全体が畑で、それまでは

粟、甘諸、胡麻、大豆等を作っていたらしい。また、島には水田は少なかったので、西表

島に通って米をつくっていたようだ。人頭税は米ではなく、粟だった。大正時代に入ると

サトウキビが栽培されるようになったが、度重なる干ばつ被害、燃料とする木の不足、労

働力不足などから次第に衰退し、昭和 40年代にサトウキビ農家は消滅する。換金作物とし

てタマネギ、葉タバコ等が栽培されたこともあるがうまくいかなかった。 

そこに登場したのが草地畜産である。昭和 47（1972）年から牧草地の造成が行われ、西

表島からの海底送水管が 1975年に完成する。水に苦しめられていた黒島に待望の上水道が

もたらされたのである。さらに 1983年から始まった畜産基地建設事業によって生産性の高

い牧草地が造成された。地表に露出した石灰岩をスタビライザー工法によって打ち砕き、

不毛の台地が草地に変わった。 

草地造成と安定した水の確保により、黒島の牛飼いは発展し、島の唯一の産業となった。

我那覇さんの話では牧草はガットンパニックという種類で、一度播種した牧草は 20年ほど

更新しなくても生えてくるらしい。北海道は年２回しか草がとれないのに対し、気温の高

い黒島は年６回とれる点で有利なわけだ。 

黒島は肉牛の繁殖が中心で、肥育はしていない。すべて人工授精で精子は県から配布さ

れる。親牛は年に 1回子牛を生む。多い牛では生涯に 15回出産することもあるらしく、逆

に全く生まないケースもあるそうだ。 

生後 10 ケ月で子牛を販売する。奇数月の 13 日に子牛のセリが開かれるが、これは船の

関係らしい。セリ落とされた子牛は沖縄本島まで運ばれ、黒牛の肥育地に引き取られてい

く。 

黒島の牛農家は 64 戸だそうだ。我那覇さんは親牛 25 頭を飼育しているが、島内の牛の

総数は 2,800 頭で、1 年間に約 1,000 頭を販売している。島の牛飼は若手（20～30 歳）が

16～17人、40歳前半が２～３人で、若い人も多い。 
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伊古 

 保里集落から島の北海岸を伊古に向けて進む。道路脇にはたくさんのリュウキュウアサ

ギマダラが小さな白い花の蜜を吸っていた。伊古の集落に入る前に仲盛御嶽がある。そこ

から海に向かう道があり、その先に伊古桟橋が見えてきた。リーフの中に長く伸びた桟橋

で、最初は大正 13（1924）年に木造で建てられたが、台風で壊れたため、昭和 10（1935）

年に現在の桟橋に建て替えられた。サンゴの石を積み上げ、その上部をモルタルで固めた

もので、全長は 354ｍに及ぶ。現在は使われていないが、かつては漁業に用いられていた。 

周囲をサンゴ礁に囲まれた黒島は水深が浅く、船を泊めることでできないため桟橋がつ

くられたのである。一部壊れたところもあったが、文化庁の登録有形文化財に指定されて

いる。 

 古谷野（2011）によると、黒島の主な産業は農業であったが、保里と伊古の集落では漁

業が行われていた。保里集落の人々は波照間島や石垣島のカツオ船と契約して、昭和 30年

代まで餌のザコ捕りに従事していた。ザコ捕りは保里の人々が担い、伊古はあまりやらな

かったらしい。保里と伊古の海人（ウミンチュ）はザコ捕りとザコ捕り以外の漁を分けて

いたというのが古谷野の推察で、しかし伊古はどんな漁をしていたかわからないという。 

伊古は糸満から移住した漁師の集落で、黒島では最も新しい集落だ。糸満出身者は、「ぱ

っと来てぱっと去って行った」と言われており、魚が捕れなくなると捕れるところに移っ

て行ったようだ。以前は 43戸あったが、今は５戸に減少している。 

牧場の向かいに民家があり、幼い女の子が道に出て遊んでいた。民家の入口に「ICONOMA

カフェ」と書かれた横文字のしゃれた看板が出ている。コーヒー、ティー、フルーツシェ

イク、フード、スイートの文字。人口 200 人の島で、ここは何なんだろう。がぜん興味が

わいてきた。幼女と一緒に家の敷地に入ると、住居の隣が喫茶店と民芸品のような雑貨を

販売している。 

ここの住人は、金城義孝・珠実（たまみ）夫妻であった。珠実さんは埼玉県の出身で、

フランス・パリでバックのデザイナーをしていた。石垣島で看護師をしていた友達の案内

で黒島を訪れ、カルチャーショックを受ける。以来、黒島に来て港のカフェでアルバイト。

この時に島にＵターンして牛飼になった義孝さん（47）と知り合い、結婚。２女をもうけ

ている。店は１昨年オープン。１年半を経過したそうだ。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自宅脇の喫茶店と金城夫妻 
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 マンゴーのフルーツシェイク（500円）を注文した。店内には、ベトナムの焼きもの、ト

ウツルモドキというつる草で編んだ籠、珠実さんの弟は陶芸作家でその作品も展示してい

る。弟は岐阜県多治見市に工房をもっているそうで、作品は民芸調で素晴らしい。ちなみ

に多治見は陶石の産地である。 

 ひとしきり島の情報を聞いた。店には、吉田元氏の「写真集・神々の残映」、早稲田大学

八重山文化研究所（1966 年７月）が昔調査した「八重山文化・特集黒島の民俗」のコピー

が置かれていた。黒島研究所のこと、黒島ビジターセンターで働いている「てっちゃんお

じい」は昔の生活の物知りであること、そして伊古の集落のことを聞いた。店内にはすで

に故人になっているが、黒島出身の漁師、具志堅古栄（海人）の写真が飾ってあった。 

 金城義孝さんの先祖は糸満から来た。祖父母は糸満方言を使っていたそうだ。子供のこ

ろは伊古の集落だけで 300 人が生活しており、子沢山の家が多かった。浜でアーサが１～

２トンも採れた。漁業のあと、サトウキビ、豆、玉ねぎなどを栽培したが、たどり着いた

のが牛飼いであった。 

糸満のウミンチュの末裔は牛飼いになり、パリ帰りの国際的な女性と結ばれ、人口 200

人の南海のちっぽけな島に暮らしている。そして子が生まれた。 

 先ほど会った我那覇さんのことを話したら、少し前に、酔っぱらった我那覇さんにご主

人は指を折られた。普段はおとなしいが、酒を飲むとタチが悪いと珠実さんが言っていた。 

 

御獄（うたき） 

 珠実さんの話では、黒島は神の島だという。島のいたる所に御獄がある。以前、久高島

に行った時、御獄のことは多少勉強していたので、島の地図を見た時に興味がわき、でき

るだけ全ての御獄を回ってみようと思っていた。 

 最初に保里の保里御獄、次いで伊古の仲盛御獄、阿古泊御獄、北神山御獄、西神山御獄

と回り、東筋の比江地御獄、南神山御獄、喜屋武御獄、仲本集落の迎里御獄、南風保多御

獄と 10ヶ所を回った。与那国島や波照間島ではほとんど見かけなかったが、なるほど黒島

は非常に多い。 

御嶽は、神が存在あるいは来訪する場所であり、また祖先神を祀る場でもある。集落ご

とに地域の祖霊神や来訪神が訪れる自然の聖域である御嶽を拝所として設けられているわ

けだ。 

訪れた 10の御獄のうち、９の御獄には鳥居があった。本来、琉球の御獄には鳥居はなか

ったが、明治政府の「沖縄処分」によって、皇民化政策が浸透し、鳥居が建てられたらし

い。 

黒島研究所がつくった「黒島の自然と民俗」によると、18 世紀に編纂された「琉球国由

来記」に記され、琉球王府公認とされる公事御獄として重要とされる御獄は８つあり、そ

のうちの１番が迎里御獄だそうだ。海岸に近いところから他の御獄と同様、航海の安全を

願った旅御獄の可能性があると指摘している。 

御獄の周りは自然林でおおわれている。黒島研究所の報告でも書いているが、「御獄の存

在が林を保持させ、開発の波から免れるケースがある。黒島においても畜産の為の草地開

発によって島内の林が消滅する中、残る林は海岸沿いの防風林と御獄の森のみになりつつ
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ある」のだ。本土で神社が鎮守の森を守ったのと同じことがいえるのだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

迎里御獄（左）と阿名泊御獄（右） 

 

東筋（あがりすじ） 

 島のほぼ中央部に東筋の集落がある。島で一番大きな集落で、島の人口の半分がここに

住む。昔ながらの赤レンガとサンゴ石の塀の家々が整然と並んで美しい。 

 集落の中央に、琉球赤瓦に大きなシーサーが置かれた伝統芸能館があった。この芸能館

は名古屋鉄道が寄付したものだ。その前に、「八重山舞踊勤王流ゆかりの地」の石碑が置か

れている。黒島は芸能の盛んな八重山地域の中でも、「芸能の島」とされるくらい、盛んな

島で、「黒島口説」や「ちんだら節」が代表的な踊りらしい。石碑には、「八重山舞踊勤王

流は比屋根安弼（1835～1901年）によって創設され、諸貝里秀思（1876～1962年）に引き

継がれ、八重山芸能の興隆に多くの彩りを添えてきた」と書かれており、この２人は黒島

と関係が深い。これも黒島研究所の報告書によるが、「比屋根は琉球王府に芸能担当として

仕えた士族で、流罪の身となり八重山に移った。しばらくして黒島に渡り、黒島の芸能に

大きな影響を与えたとともに、黒島に住んでいた諸見里秀思が比屋根の影響を受けた。そ

して、比屋根が首里から持参した「秘伝書」を授けられ舞踏に活用した出来事が大きいと

されている。この「秘伝書」が扇子舞基本型付属書である『勤王流二十二手振本』とされ

ている」としている。 

東筋の集落のはずれに島で唯一の郵便局があった。芸能館から黒島小中学校に向かう一

本道にはパームツリーが植樹され、この道は「日本の道 100 選」に選ばれている。パーム

ツリーロードの先に擬岩でつくられた奇怪な展望台があった。高さが 10ｍ以上あるので、

島で一番高いところだろう。展望台に登ると、平坦な島が一望できる。目の前にある黒島

小・中学校以外は 360 度牧場が見渡され、黒牛が静かに草を食んでいた。誠にのどかな光

景だ。小・中学校はまさに島のど真ん中に位置する。子供たちの通学に不公平がないよう

に、学校の位置が決められているのはどこの島にも共通している。 

展望台の下には「フクギ」の木が植えられており、小池百合子大臣と書かれた木柱が建

っている。日付は平成 17年 12月 26日。恐らく環境大臣の折、サンゴ礁の保全等の要件で

黒島に来た時に植樹していったものだろう。環境省がつくった「日本のサンゴ礁」という

本のまえがきを彼女が書いていたので、サンゴには思い入れがあったにちがいない。 
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東筋の集落（左）とパームツリーロード（右） 

 

宮里 

黒島小・中学校を左に折れ、島の西側に進むと仲本の集落がある。集落の入口の「味処・

はとみ」で例によって八重山そばを食べた。八重山に来てからというもの、昼はいつも八

重山そばである。 

宮里はもともと黒島の行政の中心であった。現在は８戸である。この宮里に黒島ビジタ

ーセンターがある。昭和 57年に環境省が整備し、翌年開館した。現在は、環境省、沖縄県、

竹富町、黒島公民館、黒島研究所で構成する黒島ビジターセンター運営協議会が運営にあ

たっている。 

ビジターセンターは黒島の自然と文化を紹介する施設で、民具やパネルが展示されてい

る。金城夫妻に「てっちゃんおじい」のことを聞いていたので、是非昔の黒島のことを聞

きたいと思って、所在を訪ねたところ、黒島研究所に出かけているという。 

 ビジターセンターの隣は村番所跡である。案内板によれば、「当時の番所には首里王府派

遣の役人（与人、目差等）が常駐し、村からも一年交代で協力人が選出され、人頭税の徴

収や村に出入りする船舶の荷役の管理・統制等を行った」とある。 

その少し先にフズマリと地元で呼んでいる遠見台がある。サンゴ石の塊を積み上げたも

ので、海上を行く貢船や異国船を監視するために琉球王府時代に使われた。船が見えると

火や煙を使って、各離島の遠見台へ次々と合図が送られ、石垣島の蔵元（琉球王府の役所）

へ通報されたらしい。 

 黒島は世界有数のサンゴ礁域である石西礁湖に浮かぶ。島の周囲にはサンゴ礁が分布し、

イノー（礁池）がひろがる。海岸にはところどころ砂浜が分布し、アオウミガメ、アカウ

ミガメ、タイマイの３種類のウミガメが産卵にやってくる。宮里の集落の前には宮里海岸

があり、ここでは豊年祭が毎年開催されている。 

 黒島周辺のサンゴ礁は、1970年後半から 1980年代前半にかけてオニヒトデの大量発生に

よる食害で壊滅的打撃を受けた。その後、回復傾向にあったが、1998年、さらには 2007年

の高水温によって白化が起こり、厳しい状態にある。 
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ビジターセンターの展示（左）と遠見台跡（右） 

  

黒島研究所 

 ビジターセンターから海岸沿いを北に進むとコテージが見えてきた。どうやら今は使っ

ていない雰囲気だ。黒島研究所はその奥にあり、対面にはダイビング案内の民宿らしき平

屋建ての建物がある。研究所の入口には、現在の島の人口、牛の数、１月からの来場者数、

サキシマハブにかまれた人の数が表示されている。私が訪れた時点での人口は 218 人、牛

は 2,987頭であったので、人口の 10倍以上も牛がいる。入場者は 251人、年間にすると数

千人の規模だろう。経営が大変ではと心配になった。 

 事務所の入り口に入場料を入れるボックスが置かれ、500円を入れて中に入った。左手に

展示室であり、ウミガメのことや黒島のくらしのパネル展示を見ることができる。片隅に

インドクジャクがいた。どうやら野生化したクジャクを捕まえて飼っているらしい。イン

ドクジャクは 1979年に小浜島に持ち込まれ、その後各島に寄贈されたが、管理の不備によ

って脱走、野生化しているらしい。その後、保里に戻る道路脇で実際に野生化したクジャ

クを見ることになる。 

研究所の職員は２人。若月所長は民俗学担当、生物担当が亀田氏だ。入口で亀田さんと

立ち話をして、研究所の成り立ちを聞く。こんな小さな島に民間の研究所が置かれている

こと自体、経緯を知らないものにとっては謎だった。 

黒島研究所の前身は 1975年３月に完成した（財）海中公園センター八重山研究所である。

沖縄の本土復帰後の観光開発をめざしていた名古屋鉄道㈱（名鉄）は、1973 年３月に石垣

島に沖縄事務所を設置し、観光事業開発の体制を整えた。その先兵となったのが研究所で、

1978 年には、宿泊施設である黒島マリンビレッジを開業させた。これは入り口で見たコテ

ージである。しかし、黒島開発の思惑が外れ、名鉄は黒島開発から手を引くことになり、

2003 年５月に研究所と黒島マリンビレッジを売却した。現在は買収した企業より研究所は

ＮＰＯ法人日本ウミガメ協会が借り受け、「ＮＰＯ法人日本ウミガメ協議会付属黒島研究所」

と改名して運営している。 

日本ウミガメ協議会は、平成２（1990）年８月に、「各地の個人、団体の間の情報交換を

円滑に行うための媒体になり、かつ有効な情報や調査方法に関する知識を提供する」こと

を目的に設立されたＮＰＯ法人で、会長は亀崎直樹氏である。同氏は名鉄に入社し、その

後前進の研究所に派遣された。４年間の黒島生活ののち、退職し京都大学に学び、1990 年
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に同協議会を設立して会長に就任したとホームページに書いてある。恐らくこうした経歴

から名鉄の残骸を継承したものと推定される。 

 入口から右手に進むと小さな図書室ある。黒島や八重山諸島に関する文献、生物関係の

図書が並べられ、専門分野としてはかなり充実している。「海洋と生物」のバックナンバー

がずらりと並んでいた。同誌の設立に多少とも関わったものとしては、この離島の外れに

定期購読してくれた人がいることに驚くとともに感慨深いものがあった。後で読みたいと

思った文献は次の通り。 

■入嵩西正治（1993）：八重山糖業史、ニライ社 

 ■八重山人頭税廃止百年記念事業期成会（2003）：人頭税廃止百年記念誌あさばな、南山

舎、0980-82-4401 

■沖縄県立博物館（1998）：波照間総合調査報告書 

 ■沖縄県立博物館・美術館（2009）：与那国島総合調査報告書 

 ■西野嘉憲（2010）：石垣島海人の仕事、岩波書店 

 ■太田好信（2012）：ミーガン、櫂歌書房 

八重山の観光開発では、ヤマハリゾート（後に三井不動産リゾートに譲渡）が開発した

小浜島の「はいむるぶし」が 30年の歴史を有しているが、黒島の名鉄による観光開発もほ

ぼ同時期であった。当時の本土企業による土地買収については廃村（宮里）への一翼を担

ったとの批判や「土地買い占め」の批判もある。ただ、同研究所の「黒島の自然と民俗」

によれば、「実際には度重なる干ばつにより島をはなれざるをえない干ばつ窮民が、石垣島

あるいは沖縄本島へ移住するための支度金として、土地の買収が有効に作用した」と記述

している。 

右側の部屋にはサメの泳ぐ円形水槽、サキシマハブの展示、サンゴ礁の魚類のミニ水槽

等があり、屋外にはウミガメのコンクリート水槽が置かれていた。 

 屋外では若月所長と「てっちゃんおじい」が何やら建物の修理をしていた。若月さんは

「施設の修理屋」だと自嘲的に語っていたが、黒島のことはやたらと詳しい。「てっちゃん

おじい」の教えを受け、民俗学的見地から黒島の調査をしており、漁業についても話を聞

くことができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒島研究所の入口（左）とカメの展示室（右） 

黒島研究所の入口（左）とカメの剥製の展示室（右） 
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唯一の漁師 

 いまや黒島は牛の島となり、漁師は１人しかいない。島で唯一の漁師は平良さんという。

石垣島の伊原間（いばるま）の出身で、黒島にアーサを取りに来ていて、野宿をしている

のを気の毒に思った金城さんの父親が世話をして、黒島に住むことになったそうだ。現在

は 60歳を過ぎているが現役の漁師だ。この息子が Uターンで島に戻り、宮里の集落で、「民

宿・あーちゃ」をやっている。平良家は民宿兼業の漁家ということになる。宮里から保里

に向かう道路の脇で平良さんの民宿を見つけた。前を通りかかると奥さんが出てきた。ご

主人は留守とのこと。 

 平良さんは、イノーで三枚網の刺網を営

んでいる。６～10 月に禁漁なので冬場が中

心だ。一枚網、二枚網は操業できるが、夏

は水温が 30℃にもなり魚が傷むため実質的

に操業はしていない。夏はシュノーケルを

つけた潜水漁業を営む。操業は夜間だ。魚

類ではブダイ、チヌマン（テングハリ）、ク

ニチナギ（イソフエフキ）、ハタ類等である。

貝類はマガキガイが中心。シャコガイ、サ

ザエも漁獲するが、ヤコウガイは少ない。タコも獲る。 

 漁獲物は民宿などの島内需要に対応するとともに、余剰は石垣島の漁協に出荷している。 

 サンゴ礁に囲まれた黒島は昔から自給のために漁業が営まれていたと思われる。黒島研

究所に収録されている「ペンガン取レ」という踊りの歌詞を意訳したのを示しておこう。 

宮里村の乙女は 前の干瀬の蟹を捕える またも男達はよ 干瀬の外で魚を釣る 

仲本の乙女は 淵の端 ミーガクを拾う またも男達はよ マキウチの 魚を捕まえる 

東筋の乙女よ 干瀬崎の 貝を拾う またも男達はよ ぼだい魚を捕らえる 

伊古村の乙女よ 山泊 小魚を捕らえる またも男達はよ 野原辺のヤシガニを捕える 

保理村の乙女よ 西の浜の玉みな拾う またも男達はよ 磯のウミヘビ拾う 

保慶村の乙女よ 村の後ろのかたつむり捕らえる またも男達はよ 西磯のカワハギ付

く 

 黒島研究所の解説によると、「各集落から男女一組、計 12 名が歌詞に合わせて登場し、

歌われている獲物の捕獲または採取を模倣した振り付けで踊る。釣りざおや銛、網などの

採取道具やヤシガニやウミヘビ、カワハギなどの獲物の模型も準備され小道具を多用する」

踊りなのである。この伝統的な踊りの存在は黒島の人々は海の幸でその生活を支えていた

ことを示しているのだ。 

 その後、本島の糸満から海人が住みつき、漁業を伝えるとともにカツオ漁業の餌である

ザコ捕りとその他の漁業を営んでいたが、島の産業が牛へ転換によって多くの移民は島外

に姿を消していった。黒島の周りでは、石垣島など他所の島から来た漁師が操業している。

動力船も整備され、市場が石垣島にあることから、黒島に住んで操業する必要もないわけ

だ。 
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保里 

 宮里から保里に向かう道路はまっすぐである。真っ青な南国の空を眺めながら走るのは

爽快だ。道の両側には牧場がつらなり、ところどころ木が残されている以外はほぼ徹底的

に草地開発が進められている。中には牧場の一角に何基ものお墓が残されており、その周

囲に牛が寝そべっている構図は牧場開発の徹底を物語っていよう。 

 保里の集落の手前にＪＡおきなわが経営する黒島家畜牧場が置かれている。隔月に年６

回、島中の子牛がここに集められ、セリにかけられる。 

 保里の集落はサンゴ塀で整然と仕切られて美しいが、家がなくなったところが多い。バ

イクで追いかけてきた「あーちゃん」のお母さんにこの集落であったが、ここに人が住ん

でいるのは８軒だけだそうだ。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

牛の市場（左）、牧場の中にあるお墓（右） 

 

 黒島の人口は、大きく変動してきた。八重山地方では明治 36（1903）年に人頭税が廃止

されるまで、人口調整に大きな影響を与えたのだ。島の歴史年表から移住の経過をまとめ

ておこう。 

1703年：鳩間島へ 500人移住、1711年：石垣島平久保へ 167人移住、1732年：石垣島へ

400人移住し野底村を創立、1779年：石垣島の前栄里と大浜村へ 313人、伊原間へ 167人、

1857年：石垣島の桴海村へ 50人、名蔵へ 200人、西表島の上原村へ 150人移住、1947年：

由布島に移住し部落創立。 

島の有名な民謡「チンダラ節」は強制移民の悲劇をうたったものだ。1732 年に黒島の宮

里部落から裏石垣の野底に強制移民が行われた際、連れて行かれた恋人の男を思って女が

歌ったものと伝えられる。 

大きな変遷を経て、昭和 40年代以降、黒島の人口は 200人前後で推移している。平成 22

年に実施された国勢調査によると、島の就業人口は 122人で、このうち農業が 53人と圧倒

的に多く、牛で生計を維持できる範囲の人口にとどまるのであろう。 

ママチャリを店に返し、ターミナルで待っていると、船が入ってきた。 

  


