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離島覚書（大分県・保戸島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25年７月 21日 

ミニ香港と呼ばれた集落景観 

 保戸島は津久見市に属し、四浦（ようら）半島の先端からは間元海峡を隔てて目と鼻の

先にあるが、橋が架かっていないため、津久見港から船で行くことになる。津久見港 15時

発の「ニューやま２号」（75トン、定員 95名）に乗った。同乗の顧客は 13人と少ない。乗

船時間は約 25分。島に近づくと、山の中腹まで広がる密集した住居が見えてきた。しかも

ほとんどの家がコンクリートづくり３階建である。通常の漁村では見かけない集落の姿に

ド肝を抜かれる。 

保戸島は、面積 0.86㎞ 2、周囲 4.0㎞の小さな島である。平成 22年国勢調査時の人口は

978 人であったが、平成 25 年６月時点の世帯数は 488 戸、人口は 961 人（男：472 人、女

489 人）で、高齢化率は 44.6％に及ぶ。1970 年代には 650 戸、3,000 人を超える人々がこ

の小さな島で暮らしていた。しかも、平地はほとんどなく港の背後の急傾斜地が住宅地で

あったから、漁村の人口密度は大都会並みだった。 

後述するように保戸島は近海マグロ延縄漁業で栄えた島である。マグロは保戸島に莫大

な富をもたらした。多くの離島は島の経済力に規定され、戸数が制限されるのが普通であ

るが、保戸島の場合は次、三男がマグロ漁業に従事し島内に家を構えたため、住宅用地は

決定的に不足する。 

保戸島のもともとの集落は、漁港背後と島の南側の串ヶ脇地区（現在の保戸島小・中学

校の背後の斜面）であった。戸数の増加に伴って、大正時代に串ヶ脇と本村の間を埋め立

てて新地地区を造成、さらに漁協が昭和 50年から漁港の北側に位置する長硯地区（大波磯

（ばそ）地区の先）を埋め立てて新たに注宅地を分譲している。さらに、新地と串ヶ脇地

区の間には４階建ての鉄筋コンクリート造りのアパートも建設した。 
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 人口の減少とともに空き家が増え、取り壊された住宅も点在するので、空き地の面積を

目測すると、せいぜい 10 坪程しかない。狭い敷地では家は上に伸びるほかない。昭和 13

年に発生した火災は新地地区の家を焼き払った。火災の恐ろしさを身をもって体験してい

た島民はコンクリートづくりの家を指向したと思われ、こうして昭和 40年代から続々と鉄

筋コンクリートづくりの３階建て住居が建てられていった。１階の下に半地下が設けられ

ている家が多く、このスペースは漁業にとって不可欠な漁具や冷蔵庫、資材の保管に活用

されている。 

 ３階建ての各部屋は子供たちに与えられ、人口が多かった昭和 50年代には各フロアーに

灯りがともった。その美しい夜景はさながら香港のようだったことから、「ミニ香港」と呼

ばれていたと宿の女将が語っていた。 

 

ミニ香港と呼ばれた保戸島の家並み 

保戸島の絶頂期は昭和 35～50 年頃までである。昭和 40 年前後は連日のように建前の餅

まきが続いたようだ。需要に対して供給が少なかったことから、バブル前の 1980年代初め

には島の土地は坪あたり 100万円に高騰したという。 

保戸島のこの漁村集落景観は、水産庁の「未来に残したい漁業漁村の歴史文化財産百選」

に指定されている。後述するようにマグロ延縄漁業が衰退した今日、その家並みは歴史文化

財として記録されると言う皮肉な結果になった。 

 

二目漁港と中ノ島泊地 

 下船後、船の待合所で島のパンフレットをもらい、今晩泊まる宿の場所を聞いた。山内

旅館は徒歩１分、海岸通りに面していた。２階の海の見える部屋に通された。少し休んで

早速、島を歩くことにした。 

人がすれちがうのがやっとという細い路地を登っていくと海徳寺があった。寺の裏の急

斜面には墓地が連なっている。島にはもう一つ法照寺という寺がある。前者が浄土宗知恩

院末、後者は浄土真宗西本願寺派で、1600年前後に相次いでできた。 

 船からみた３階建の家々が急な階段の両側に軒を連ねている。階段の真ん中で母猫が

堂々と５匹の子猫に乳を与えていた。脇を通っても逃げることもない。この島にはやたら

と猫が多いのだ。ところどころに昔使っていた井戸が残っている。 

 集落を登りきり、山の中腹に至ると軽トラックが通れるほどのコンクリート舗装の道が

現れた。そこから保戸島の中心集落が一望できる。道路には巨大なミミズらしき動物の死
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骸がやたらと目につく。帰って調べたらどうもシーボルトミミズ、高知県ではカンタロウ

と呼ぶ巨大ミミズのようだ。雨の後に舗装道路に出てきて、そのまま干からびてしまった

と思われる。 

 保戸島には昔からあった船溜まりに加えて２つの泊地がある。これら３つの泊地は保戸

島漁港（第４種）として大分県が管理している。山から下りてきた道の先にそのうちのひ

とつである二目泊地があった。しかし、この泊地には漁船は一隻も係留されていない。漁

港の東はずれに石油タンクが置かれ、西側には漁民研修センターができているが、ほとん

ど使われている形跡はない。埋立地には雑草が茂っていたが、緊急時にはヘリポートとし

て使われているようだ。地元の漁師は、「新港は時化たら入れん。300 億円もかけたのに無

用の長物だ」と話していた。 

二目泊地からトンネルを越えた先に、漁協が埋立造成した長硯地区の新興住宅地があり、

そこには３階建の家が立ち並んでいるが、少し櫛の歯が欠けたように抜けている。宅地の

裏の山際に防空壕の跡、その前に大きな共同井戸があった。近くに家庭菜園でトマトやナ

スが栽培されていて、近くの人がこの井戸の水を畑にまいていた。山際の細い道を登ると

加茂神社に至る。 

そこから再び集落を抜けて、新地地区の住宅に囲まれた細くて暗い路地を通り、島の南

側の中ノ島方面に向けて歩いた。串ヶ脇とかつて小島であった中ノ島は埋め立てられて陸

続きになりここに小中学校が整備されている。それまでは中学校は山の上にあったそうだ。

この埋立地の前にもう一つの泊地である中ノ島泊地が整備されている。 

保戸島では集落前の船溜りと串ヶ脇の砂浜一帯を利用して漁船を係留していたが、漁船

の大型化に伴って手狭になった。そのために、串ヶ脇一帯を埋め立ててここに小中学校を

移転し、新しく中ノ島一帯を港とすることにした。中の島泊地が完成したのは、昭和 52年

度末のことであり、保戸島漁港が遠洋漁業の基地として、一応の整備が終わった。その後

にさらに整備されたのが、二目泊地である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二目泊地（左）と保戸島漁港の本港（右） 

 

一本釣りの小漁師 

 大分県漁協保戸島支店の組合員は正が 154 人、准が 177 人の合計 331 人であり、島の男

のほとんどが組合員になっている。組合員が営む漁業は一本釣がメインで 200 人程が着業

している。このうち周年を通じて営んでいる人が 100 人程である。ただし、70 歳以上の高
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齢者がほとんどで、若い人は商船に乗るか、島の外で働く人が多くなり、漁業後継者は少

なくなっている。 

一本釣漁業の対象種は、タイ、イサキ、ブリ、フグ類、サバ、アジなどである。フグ類

はトラフグ、サバフグ、ギンフグ、ゲイシャフグ（シマフグ）等が釣れる。トラフグの漁

期は９～３月である。４～８月はタイ、イサキがメインになる。フグ釣りをしない人は 10

月頃までタイ、イサキを釣るそうだ。アジ、サバは佐賀関方面が漁場となる。 

タイは活イカないし疑似餌、イサキはゴカイないしは疑似餌、ブリは活イカ、アジ、イ

ワシを餌にする。トラフグはサバ皮を餌に使う。 

一本釣り以外では潜水漁業が営まれており、ウエットスーツ着用の素潜りで、５～６人

が従事している。アワビ、サザエ、ナガレコが漁獲対象で漁期は４～８月。海藻類は採っ

ていない。 

一本釣漁業の従事者は、かつてマグロ延縄漁船で働いていた定年漁師が中心である。島

を歩いて、彼らに話を聞いたので以下に紹介しておこう。 

家の前の道路でゴカイの手入れをしていた岡野保之（75）は、若い時 50トン程のマグロ

延縄漁船に乗り、台湾から東北方面に出かけていた。マグロ漁船には 10～12人が乗り組み、

操業期間は１～２ヶ月で、その都度島に戻り、今のように続けて操業することはなかった

という。漁獲したマグロは大阪や塩釜に水揚した。岡野さんは 30年ほど前にマグロ漁船を

おり、現在は一本釣漁業に従事している。一本釣の餌はゴカイで、養殖のものを買ってく

るらしい。ちなみに 100ｇで 900円もする。一本釣はおかずに毛が生えた程度の水揚げしか

なく退屈しのぎで漁をしているだけで、油代を考えれば収支トントンだという。活魚で島

までとりに来る業者に活魚で販売しているらしい。老後の余生を楽しむ程度の仕事だと言

っていた。 

 中ノ島泊地で会った老人（82）は、中学を卒業してすぐにマグロはえ縄漁船の乗組員と

なった。乗っていた漁船は 1,500 トンの大型船で、大西洋からパナマまで世界を股にかけ

て操業していたらしい。地中海でも操業したが、当時は 200 ㎏程度の大型マグロだけを確

保し、100㎏サイズは捨てていたという。「乱獲になるはずだ」と自嘲していた。昭和 57年

にマグロ船をおりて島に戻り、小型漁船を２隻購入して一本釣漁業に従事した。当時、900

万円で漁船を購入らしい。戻った当時は 1 日に５～10 万円の売り上げになったが、今は１

万円にもならないと嘆いていた。兎に角、資源が少なくなったのに加えて単価が下がって

いることが原因だという。 

 夕方になったので宿の近くに戻ると、小学生中学年ほどの子供が元気に遊んでいた。島

の子供とばかり思っていたが、どうやら夏休みで島に来たらしい。 

歩いて汗をかいたので近くにあったかき氷も店で氷レモンを注文。この家は夏限定でか

き氷を提供しているようで、旦那は 72トンのマグロ延縄漁船の船主兼船長だという。 

 

マグロづくしとひゅうが丼 

少し前まで保戸島には３軒の旅館があったが、今は山内旅館１軒だけになった。もとも

と島で食堂をしていたが、旅館業に転換して 43年になる。ご主人はマグロ漁船に乗ってい

て、奥さんが旅館を切り盛りしてきた。 
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旅館はもともとマグロ漁船関係の宿泊需要に対応したもので、観光客は少なかったとい

う。３階建ての現在の建物は 36～37年前に建てられたもので、その頃は宿泊需要が多かっ

たらしいが、マグロ漁業の衰退とともに顧客も減った。子供は１男２女であるが、長男は

貨物船の船乗り、娘たちはみな島を出ている。旅館業は、「自分の代で終わりだ」といって

いた。 

夕食は２階の６畳間まで運ばれてきた。さすがにマグロの島だけあって、マグロの赤身

の刺身、カマの煮付け、腸の煮物、マグロの「ひゅうが」とマグロづくしである。これに

地元で獲れたサザエの焼きもの、タコの酢味噌、原料はよくわからない手作りのさつま揚

げ、茶碗蒸しが加わった。マグロは直接島に水揚げされるわけではないが、「マグロの島」

として、島内重要に対応できるだけの量は確保しているのだろう。 

刺身を醤油と砂糖をベースにした胡麻だれにつけたものを熱いご飯の上にかけて食べる

料理を大分県では「りゅうきゅう」と呼び、郷土料理となっている。魚はいろんなものが

使われる。「ひゅうが丼」はマグロの赤身を胡麻、醤油、砂糖などにつけ、薬味を入れた胡

麻だれと和え、ご飯にのせて食べる漁師料理である。「りゅうきゅう」と「ひゅうが」の違

いはよくわからないが、「りゅうきゅう」のうちマグロを使ったのを「ひゅうが丼」と呼ぶ

に違いないと勝手に解釈した。地元の津久見市は、地域おこしの一環で「津久見ひゅうが

丼」が食べられる店のビラをつくり盛んにＰＲしている。もともと漁師が船の上で食べた

漁師料理がもとになっていると思われるが、これがカツオになると、三重県では「てこね

寿司」と呼んでいる。 

マグロの腸やカマはめったにお目にかかれるものではない。ビールを飲みながら残さず

食べようと思ったが、ほぼ満腹に近い。最後にやっとの思いで「ひゅうが丼」をいただく。

さつま揚げはとうとうたべきれなかった。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

山内旅館の外観（左）と当日のマグロづくしの夕食 

 

平成 25年７月 22日 

マグロ船の船主と乗組員 

 朝食前に中ノ島の泊地の先までウオーキングに出かけた。宿から 10ｍほど歩いた角に漁

協事務所がある。大分県の漁協は合併により県下一本になったため、現在は大分県漁協保

戸島支店と呼ばれている。この事務所に近くにマグロ漁船の操業状況を示す「漁業通信速

報」が掲げられていた。19 隻がどこでなにをしているかが記されている。多い時には 100
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隻を越えていたので、そのころの掲示板は壮観だったに違いない。 

間元海峡をはさんで目と鼻の先に本土側の四浦半島が見え、本土側の港では多くの釣り

人が朝早くから釣り糸を垂れていた。間元海峡の潮流は激しい。ちょうど１隻の漁船が潮

流に逆らって登ってきた。やがて中ノ島の泊地に入った。 

港では２人の漁師が椅子に腰かけていた。Ａさん（69）はマグロ漁船のＯＢ、Ｂさんは

マグロ延縄漁船・雄星丸（19トン）の船主である。 

Ａさんは中学を卒業するとすぐに日本水産の船に乗り、アフリカでトロール漁業に従事

していたが、20 歳の時に島に帰るように言われて地元のマグロ漁船に乗り換えた。トロー

ルの基本給は月 9,900 円であったが、島に帰って乗ったマグロ漁船では月給が数万円に跳

ね上がったという。しかし、Ａさんに言わせれば「マグロ漁業は地獄の世界」でとても長

続きするものではなく、40 歳の時にマグロ漁船をおり、島周辺での一本釣漁業に転換した

のだそうだ。現在は主としてマダイを漁獲対象としており、島ではタイ釣り名人として知

られているらしい。夜、ライトを照らしてケンサキイカの子イカを集め、これを餌にして

いる。支店では毎年水揚ランキングを公表しているが、今までに３～４回水揚トップにな

ったらしい。 

Ｂさんは船主であるが、高齢のため船長は娘婿があとを継いでいる。19 トン型の漁船を

８名で操業しているが、機関長以外の６人はインドネシア人である。19 トン型は大型船と

比べると燃油代が相対的に少なく、むしろ効率的経営に徹することができるようだ。日本

近海からミクロネシア方面を漁場としている。 

朝食後、大分県漁協保戸島支所にうかがった。若い職員の神崎さんが対応してくれた。

神崎さんから保戸島のマグロ漁業の歴史を聞く。保戸島漁協には、「保戸島」と書いたＴシ

ャツと手提げ袋が売っていたので、手提げ袋を購入した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分県漁協保戸島支店とマグロ漁船の操業状況を示した掲示版 

 

近海まぐろ延縄漁業の変遷 

保戸島のマグロ漁業の歴史は古い。明治 23年に２トンの櫓船で対馬まで遠征し、カジキ

の突棒漁業を始めたのが最初である。１隻に４人が乗り組み、６反の帆と４丁の櫓で対馬

まで出かけて操業した。この突棒漁業はその後発展し、明治 37年には 20隻に及んだ。 

しかし、突棒漁業は春が盛漁期であることから、春以外の時期の操業を模索していた。

高知県土佐清水沖でビンチョウやメバチが獲れることを知り、20 隻の集団で突棒漁業を行
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ったが、これらの種類は海面に浮かぶ習性がないことから、よい成果が得られなかった。

そこで、延縄漁具を使用することに着目したが、個人では漁具購入の資金手当ができず、

共同購入の方法により思い切ってマグロ延縄漁業に転換したのが保戸島における延縄漁業

の始まりとされている。 

大正７年になると小型無水焼玉機関が開発され、漁船も漸次大型化、櫓船から動力船に

変わり周年操業が可能となった。動力船の導入により漁場も拡大する。７～10 月は三陸沖

や北海道沖を、11～翌年５月は土佐清水、紀州沖、対馬海域を漁場とするようになり、日

本全国で操業するようになったのである。 

戦前の最盛期には、保戸島のマグロ漁船は 30～40 トンに大型化、漁船数は 89 隻、乗組

員は 1,000 人を超えた。しかし、大東亜戦争で多数の漁船が軍に徴用され、乗組員のほと

んどは招集され、壊滅的な打撃を受ける。戦争が終わった時、漁船はわずか３隻しか残っ

ていなかったという。やむなく１本釣漁業で生活しなければならなかった。 

昭和 26年７月、市水産委員会は遠洋漁業王国再現のため、遠洋漁船建造の斡旋に乗り出

した。保戸島漁業協同組合は、漁業制度改革による漁業権の補償金をもとに、農林中央金

庫から融資をうけて、漁協自営の木造船４隻の建造にかかった。この年の 12月早くも豊洋

丸（19 トン）ほか２隻が銚子沖へ出漁、遠洋漁業は復活した。ついで四浦・津久見からも

遠洋マグロ漁へ出漁する。 

以後、保戸島のマグロ延縄漁業は順調に発展する。島の男たちは中学を卒業するとマグ

ロ船に乗った。マグロの漁獲量が最も多かったのは昭和 55（1980）年のことで、この年の

マグロ延縄漁船は 167隻、漁獲量は 21,829トンに達した。その後、魚価の高騰にも支えら

れ、平成２（1990）年に生産額のピークを迎える。この時の延縄漁船数は 114 隻、生産額

は 140億円（15,476トン）であった。 

このように保戸島でマグロ延縄漁業が謳歌したのは 1990年頃までで、その後の四半世紀

は後退の歴史であったといえる。現在、マグロ延縄漁船数は 19隻に減少している。大型船

（69～89 トン）が 12 隻、うち船主船長が６隻、小型船（19 トン型）が７隻、うち船主船

長は４隻である。そして平成 24 年度のマグロ延縄漁業の生産額は約 20 億円にとどまって

いる。つまり、最盛期の 1/7になってしまった。 

この間の最大の変化は、乗組員が外国人に変わったことだろう。マグロ資源の減少、魚

価の下落、燃油の高騰という経営環境が激変にさらされ、もはやマグロ漁業は儲かる漁業

ではなくなってしまったのだ。人件費を削減するため、賃金の安い外国人労働力に依存す

るようになり、島の男たちの働く場はなくなっていくのである。 

現在、大型船は日本人４人、外国人（インドネシア、フィリピン人）が５～６人乗り組

んで操業している。小型船は日本人が３人にインドネシア人が４～５人で操業しており、

フィリピン人は乗っていない。そして、マグロ船に乗っている島の若者（20 歳代）は１～

２人しかいなくなった。インドネシア人が乗船するようになったのは平成年代に入ってか

らで、当初は研修生として受け入れていたが、現在はマルシップ制に変わっている。保戸

島の船主が所有する漁船をインドネシアの会社に貸渡し、インドネシア人等を乗り組ませ

たものを船主がチャーターバックして操業する仕組みだ。マンニング会社はヌザンダラ貿

易（株）（インドネシア語で島々のという意味）といい、事務所は二目泊地にある研修セン
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ターに置かれている。外国人乗組員の人件費は月７万円である。今ではインドネシア人が

いないとマグロ漁業は成り立たなくなっている。 

近海マグロ延縄漁業の漁獲物はビンナガが主体で、これにメバチ、キハダ、カジキ類が

続き、クロマグロの水揚げは少ない。マグロ類は全て生鮮品で出荷する。これが近海マグ

ロ延縄漁業の特徴であり、価格の差別化を可能にしている。水揚港は那智勝浦、塩釜、気

仙沼、銚子、鹿児島である。このうち那智勝浦がメインで周年水揚げる。８～12 月にかけ

ては東北海域に漁場が形成されるため、この時期は塩釜、気仙沼に、１～５月は鹿児島に

水揚げするケースが多い。昔は頻繁に島に戻っていたが、今はドック入りのために１年に

１回程度島に戻るだけで、一度出港すると１年は戻らない。漁場と市場を往復することに

なる。ドック入りの時期は５～７月が多い。 

 

保戸島支店 

大分県漁協保戸島支店の職員は正職員が６人、臨時が６人の合計 12 人で、信用、購買、

販売、指導、共済、製氷、利用の各事業を営んでいる。支店長は島の出身者であるが、合

併に伴って島外出身の職員も１名いる。 

購買事業は、マグロ漁船がドッグ入りした時に油を購入するので、売上規模は大きい。 

販売事業はマグロ延縄漁業と一本釣を中心とした沿岸漁業の販売手数料であるが、前者

の売上は約 20億円、後者は約１億円である。一本釣をはじめ地元で漁獲される魚介類はす

べて活魚で取引されている。佐賀関の２業者（福島水産と山本水産）が島の漁港に買い付

けてくる。佐賀関の｢関サバ｣「関アジ」と同様いわゆる「面買い」が主体で、秤にかけな

いで売買する。伝票は漁協を経由するので、組合員の売上は把握されている。 

利用事業では漁民アパートと漁具倉庫を管理している。漁民アパートは種子島のロケッ

ト発射に伴う補償金で整備したもので、船員休養施設という名目である。今は２～３世帯

が入居するだけで空き家が多い。 

また、漁港の前面には魚類養殖施設が整然と並んでいる。シマアジの養殖が行われてい

るが、実際は熊本県に本社のある浦田水産が営んでおり、漁協は漁場使用料を徴収してい

るだけだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漁協が管理する串ヶ脇の漁民アパートと魚類養殖施設 
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「デポ」とリヤカー 

保戸島では竹で作った背負い籠のことを「デポ」という。本土側の連絡船の待合室にも

置かれていたし、船の中でも見かけた。もちろん島の中でも「デポ」をかついでいる人が

多い。 

保戸島中学校に保管している島の昔の写真をみると、今と異なり山の上まで段々畑が連

なっている。島では山の上まで芋や麦をつくっていた。柳田国男の「海南小記」の中に「穂

門の二夜」の一節があるが、これには「周一里の島は、見た所九分通り畑で、タウイモ（サ

ツマイモのこと）ばかり作るかと思うほどだが、それでもまだ足らぬと言う」と書かれて

いる。人口に対して食糧生産のための土地は不足していた。 

マグロ漁業が隆盛を極めるまでの昭和 30年代まで、保戸島は貧乏であった。日常の食事

は麦飯とめざしが主で、ボゼと呼ぶサツマイモがこれを補った。食糧確保のため、島は山

の頂上まで段々畑が開発され、芋や麦を栽培していた。神社の森を除いてほとんどが段々

畑になり、島の裏側も開墾された。人口密度の際立って高い保戸島ではそれでも食糧は足

りなかったであろう。 

収穫期は、「芋ほりヨコイ」、「麦刈りヨコイ」といって 1週間ほど小中学校が休みになる

制度があった。急斜面のしかも猫の額ほどの狭い畑では牛や馬は使われておらず、専ら収

穫物は人が担いで運ばなければならなかった。しかも集落の階段は狭く、車は使えない。

この時代から運搬手段として使われていたのがこの「デポ」なのだ。厳しい階段の行き来

が必要な島では今でも車は使えず、しかも背負った方が楽だから、いまだにこの「デポ」

が生きている。 

大分県は竹細工が盛んな土地だが、島には竹職人はいた気配はないので、恐らく本土側

でつくったものを購入したのだろう。 

もう一つ保戸島で目立つ運搬手段は小さなリヤカーである。これは平地しか使えないの

で、海岸道路で連絡船までの運搬手段として使われている。海岸道路のいたるところに色

とりどりのリヤカーが置かれている。家と港は近いので車で運ぶほどのこともないのだ。 

 

 

 

 

 

 

 

リヤカーと「デポ」 

マグロ延縄漁業の発展によって、多額の外貨がもたらされるようになると、漁業で稼い
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だ金で食糧を島外から輸入するようになり、島の農業は急速に衰えていく。今では段々畑

は原野に戻っているが、当時使われた道具は営々として今日に引き継がれているわけだ。 

 

かずまき 

長崎県対馬を代表するお菓子に「かすまき」がある。こしあんをカステラの生地に巻い

たものだ。以前、対馬に行った折にお土産で買ったことがある。 

保戸島と対馬の因縁は深い。保戸島の漁師達は島の周辺の資源だけでは食べていけなか

ったので、既に明治時代にはるばる対馬まで突棒漁業で出漁していたことは既に述べた通

りである。そのうちの何人かは対馬に移住した。保戸島の加茂神社の階段の下には石造り

の鳥居が置かれているが、この鳥居は大正５年に対馬は厳原の人々の寄進によって建てら

れたことが石碑に刻まれている。保戸島から対馬に渡り、かの地で成功した人たちが遠く

保戸島に思いをはせて寄付しているのだ。 

対馬に出漁した漁師は、「かすまき」を対馬で食べ、あるいは土産に島に持ち帰ったに違

いない。そして、対馬の味が忘れられずに誰かが保戸島で同じものをつくらせたのだろう。

同じお菓子を、保戸島では濁って「かずまき」と呼び、島内のお菓子として長年島民に親

しまれてきた。しかし、「かずまき」をつくっていた人が高齢になり、製造をやめてしまい、

「かずまき」は島から消えた。島から消えて 10年ほどになる。 

高齢化と人口減少が進む中、島では海徳寺の住職、大川食堂の御主人、漁協の神崎さん

が中心になって島おこしを考えていた。この島おこしのアイディアの一つが「かずまき」

の復活で、これを起爆剤に島に活気を取り戻そうということになったという。住職と神崎

さんが対馬まで出かけて、「かずまき」の作り方を教わってきた。 

「かずまき」復活にむけて白羽の矢をたてたのが保戸島出身で、大分市内で料理人をし

ていた長瀬彬晃（31）さんである。洋菓子製造の経験もあった。 

役場の出張所前に「穂門ノ郷」という看板が掲げられ、この建物の中で「かずまき」を

製造している。主な製造機械類は前の人から引き継いだ。基本的には長瀬さんが 1 人で製

造にあたっているが、時々母親も手伝っている。 

「にぎやかになっちょる」といって老人から喜ばれているとともに、島の人が病院や、

子供のところに行く時の手土産として大いに利用されているらしい。「島の土産ができてう

れしい」と喜ばれていると長瀬さんのお母さんが話していた。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

「かずまき」（左）と責任者の長瀬さん（右） 
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店では母親の友達とおぼしき人が数人お茶を飲みながらだべっていた。取材をしている

とお茶と「かずまき」の切れ端が出てきた。昼飯用に「かずまき」１個を購入した。 

 

戦争の悲劇 

 役場の出張所で「保戸島小学校 100 年史」を見る。職員の方と話していたら昔は山の上

まで段々畑が続いていて、当時の航空写真を見るとよくわかるという。「その写真はどこに

ありますか」と尋ねると、小学校にあるという。 

 そこで、串ヶ脇の埋立地にある保戸島小学校を訪ねた。夏休みに入っていたが先生はい

た。顔を出すと校長先生が対応してくれたが、まだ赴任したばかりでわからないから、中

学校にいってみてくれという。 

中学校でも校長先生が対応してくれて、いろいろ探してくれたが航空写真はない。その

かわり、島の人で昔の写真を集めていた人がいて、そのコレクションが中学校に寄贈され、

パソコンに取り込まれているという。畑の映っている写真を７、８枚プリントしてくれた。

なるほど、集落の上には段々畑が続いている。 

ちなみに現在の保戸島小学校の在籍児童数は 12人、中学校７人である。 

この保戸島中学校の校門横に戦没学徒慰霊碑が立っていた。千羽鶴が掛けられ、犠牲者

の名前が刻まれている。 

敗色濃厚となった昭和 20 年７月 25 日。４機編隊の米軍グラマン機が投下した爆弾４発

のうち１発が当時の保戸島国民学校を直撃し、学童 124 人、教師 2 人、その他１人の合計

127人が爆死した。さらに 75名の児童と教師が重軽傷を負ったのである。 

非戦闘員に対する無差別爆撃が、こんな小さな島でも起こっていたとは驚きである。し

かも、127人が一度に死んだ。最近、この事実を広く知ってもらおうと本が書かれ、大分市

では演劇にも取り上げられている。 

浜で会った古老（82）は当時高等科の２年生であったという。この日、高等科は校長先

生がいなくて休みだったらしい。浜で釣り餌のゴカイを掘っていると戦闘機が島にやって

きて、仲間が「何かおとしたぞ」といった瞬間、ボカンと大きな音がしたそうだ。授業が

行われていた１年と５年生が全員亡くなったという。島の遠見山には海軍の監視所があっ

たので、本土側の日出（ひじ）を爆撃した後、残っていた爆弾を島に落したのだそうだ。

パイロットの気まぐれで 127人の尊い命が失われた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千羽鶴が掲げられた戦歿学徒慰霊碑と殉職殉難した職員・児童名が書かれたプレート 
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中学校から戻り、旅館でバックパックを受け取り連絡船の待合室へ。室内は随分クーラ

ーが効いていた。 

島には食堂がない。前夜、宿で残しておいたさつま揚げと例の「かずまき」で簡単な昼

食を済ませた。13時 20分の船で津久見港へ。乗客は来た時よりも多く、25人だった。 
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