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離島覚書（宮崎県・島野浦島）

平成 28 年６月 14 日
６つの集落
宮崎空港でレンタカーを借り、延岡市役所へ。延岡市は宮崎県の一番北にあるから、約
１時間強を要した。延岡市役所で観光パンフレット、水産要覧、地図などを入手。島野浦
うらじろ

島への連絡船が出る浦城港に向かう。市内から約 10 ㎞も離れている。浦城港の北に「北浦」
の集落があり、ここには以前東京水産大学の馬場先生と講演にきたことがある。この時、
北浦から島野浦島がよく見えたが、ようやく島野浦島への旅が実現した。
浦城港の周辺は人家もなく寂しい。港の用地には島民のものと思われる乗用車が多数駐
車しているので、置き場を見つけるのに一苦労した。浦城港からフェリーと高速船が島野
浦島に通っている。何れも日豊汽船㈱が運航する。高速船は日に 10 便、フェリーは６便あ
るから便利はいい。島野浦漁港（第３種）は２つの港区に分かれていて、フェリーは島の
南部の宇治港区、高速船は北部の集落の中心部に着く。所要時間は、フェリーが 20 分、高
速船が 10 分で、料金は前者が 510 円なのに対して後者は 560 円と少し高い。レンタカーを
浦城港に置き、17 時発のフェリーに乗った。乗客は私１人。車両はトラック１台だけだっ
た。
島野浦島は延岡市の沖の日向灘に浮かぶ面積 2.82 ㎞ 2、周囲 15.5 ㎞の島で、周囲は入り
と んば

組んだリアス式海岸が続く。最も高いところは島のほぼ中央に位置している遠見山の 185.3
ｍである。漁港の背後から急な山が連なる。
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島野浦区は北から宇津木、地下、奥納屋、東白浜、西白浜、そしてトンネルを越えた宇
治の６つの字で構成されている。各集落は何れも谷筋に形成されている。恐らく水の確保
が容易だったためと思われる。地下はその地名からして最初に集落が形成されたところだ
ろう。無線局が置かれている崖下から島野浦神社までの範囲が地下だ。神社から離島セン
121

ほ しか

ターまでの背後にある集落は奥納屋と呼ばれる。昔は地下地区の人たちの干鰯を保存する
納屋などがここにあったことから、こう呼ばれるようになったのだろう。そして、離島セ
ンターから漁協までが東白浜、西側が西白浜である。こちらの集落はもともと白い砂浜が
広がっていたところで、島の人口増加に伴って新たに形成された。
地下集落の北側に小さな湾があるが、その奥に形成されているのが宇津木の集落である。
無線局がある崖下に「埋立碑」と書かれた石柱が置かれていた。年月を見ると、昭和５（1930）
年 11 月とある。それまでは宇津木と地下の集落は険しい山によって分断されていたことに
なる。地下と宇津木の行き来は裏山を登って行かなければならなかったので、けっこう苦
労したと思われる。海岸部が埋め立てられて、両集落を結ぶ狭い道路ができたことにより
往来は格段に便利になった。
フェリーは宇治港区の南のはずれに着岸した。こちらは平成年代に入って整備された港
で、広い荷捌場、水産加工場、冷蔵庫、野球場などのレクリエーション施設が置かれてい
る。漁港背後の谷あいには 20 軒ほどの人家があり、この集落の中に島野浦中学校がある。
こちらの集落は島で最も新しく、分家筋が新たな土地を求めて、家を建てたのだった。

浦城港と島野浦島を結ぶフェリー（左）
、新しく整備された宇治港（右）

紀州の漁師が拓いた島
島野浦島が歴史の登場するのは、1596（慶長元）年のことである。江戸前期の朱子学者・
せ いか

藤原惺窩は、京都から薩摩に至る約 70 日間の航海を日記に書きとめ、その記録が「南海日
せ いか

記残簡」として残こされている。惺窩は同書の中で、
「島野浦で潮待ちのため停泊した。そ
こには３軒程の家があり、そまつな門に小舟がつないであった」1)と当時の様子を記してい
る。
その後海上交通が盛んになってくると、豊後水道の入口に位置し、本土側に複数の深い
入り江（天然の良港）を抱える島野浦島は戦略的価値がいっそう増してきた。島の郷土史
家の岡田典氏によれば、延岡藩の藩主土持親成は、大友宗麟の侵略に備えるために、島に
「阿波水軍」を配置し、これが最初の島民になったという 2)。
一方、島の周辺は昔から豊かな漁場であったことから、水産資源を求めて、当時漁業の
先進地域であった紀州（現在の和歌山県）からの出稼ぎ漁民が島の周辺で操業するように
なる。元禄年間（1688～1703 年）のことである。紀州から 10 日前後をかけて島の周辺まで
やってきて、まかせ網という現在のまき網の原型のような網で、１網につき乗組員 60 人前
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後、船８～９隻の船団を組んでやって来た。延岡藩は 1712（正徳２）年に島野浦で操業す
るまかせ網に丁銀２貫 47 匁を課税していたというから漁場を貸すことで藩の収入にもなっ
たのである。冷蔵庫がないから漁獲したイワシ類はすぐに加工する必要があった。島に加
きん ぴ

工場を建て、現地で干鰯に加工し、綿花栽培の金肥として関西方面に移出された。こうし
た紀州の出稼ぎ漁民が次第に島に住み着くようになり、人口が増えていくのである。
幕末あたりになると島の人口は 1,000 人を超え、慶応年間（1865～67）には 191 戸、1,074
人に達している。このように 270 年ほどの間に島の人口が急速に増えたのは、海上交通の
発達とともに、風待ち、潮待ちのために島に出入りする船が増え、寄港地としての島の役
割が益々高まったことが大きな要因だろう。
島野浦消防団が古くから保存してきた「島野浦沿革史」
（明治の終わりに一度書き改めら
れているが、誰がいつ書いたものか不明という）によれば、
「世ノ変遷、村民ハ諸国ヨリ移
住シタルモノニシテ、其内紀州人尤モ多シ、古来ヨリ生業ハ漁業ヲ以テ生計トナセリ。稀
ニハ農業及ビ商業ヲ営ムモノアリ、漁業組織ハ今ニ紀州風ナリ、尚、正月祝歌（エイノコ
ブシ）及ビ、盆踊リ其音頭等凡テ海岸ノ熊野浦、及ビ湯浅村ニ異ナラズ」と書かれている
という。渡辺誠一郎さんはこの記述とともに、島野浦に住む人々の言葉や古文書、福聚寺
の墓碑銘等から考えると紀州や阿波からの移住者が多いとしている 1)。
また、後で話を聞くことになる結城さんによると、島の名字は 100 種類近くに及ぶこと
うね はら

から移住者は全国各地から来たことの証拠だという。また、地下と奥納屋は木津、畦原、
岡田という姓が多いが、白浜は佐藤、長野という姓が多い。このように両集落で名字が異
なることは、出身地ごとにかたまって住んだことを示しているという。
島野浦島は 1965 年まで東臼杵郡南浦町に属していたが、その後延岡市に編入され、現在
は延岡市島野浦町になっている。合併時の世帯数は 381 戸、人口は 2,523 人であった。2010
年の国勢調査時に世帯数は 398 戸、人口は 1,018 人であるから、この 45 年間に、世帯数は
変わらないものの人口は半分以下に減少したことになる。高齢者数は 382 人なので、高齢
化率は 37.5％だ。
ちなみに 2010 年国勢調査時に就業者人口は 473 人。このうち漁業が 175 人、水産加工業
が 127 人と両者で全体の約 65％を占める。さらに造船所、鉄工所などの関連産業もあるこ
とから、こちらで働く人たちを含めると、島野浦島はまさに漁業で成り立ってきた島なの
だ。

谷あいに形成された地下（中央の鳥居を挟んで左）と奥納屋の集落（左）
、寺の南側に形成された白浜の集落（右）
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民宿だいとく
フェリーを降りて宇治地区を通り、白浜に抜けるトンネルに入りかけたところで携帯電
話が鳴った。民宿からだった。まさか宿から遠く離れた所に着くフェリーで来るとは思わ
なかったのだろう、あまり到着が遅いので泊まるのかどうか不安に思ったに違いない。こ
ちらは歩きながら島を観察できるのでわざわざ遠い道を選んだのだが。
島には少し前まで３つの民宿があった。１つは地下地区にあったもので、既に廃業して
おり、不動産屋の「売り家」の古びた看板が掲げられていた。もう１つは地下地区のはず
れに位置する水産加工業者が兼業する「民宿たいそう」であるが、現在は福島県からの出
稼ぎの人たちが泊まっているため、一般の人は泊めていない。したがって島で泊まれる民
宿は「だいとく」だけである。この民宿は宇津木集落にある。トンネルを抜けて漁協前の
市場を眺め、漁港に係留されている漁船の写真を撮りながら港をひとまわりして次の湾に
入ったところだ。フェリーを降りてからぶらぶら歩いて 20 分ほどを要した。
「民宿だいとく」は、観光客は泊めない方針のようだ。事前に電話した時も「観光か、
仕事か」と聞かれたので、曖昧な返事をしたところ断られた。あわてて漁協に話を聞きに
行き、島を取材する仕事だと話したところ、引きうけてくれたのである。翌朝、漁協で「よ
く泊めてもらえましたね」と感心されたところを見ると、観光客は泊めない方針は地元で
よく知られているようなのだ。
この民宿は 1993 年の創業である。もとは大徳丸というまき網漁業を経営する船主の家だ
った。マイワシ資源は 1990 年前後をピークに急速に下降線を辿ることになるが、これを契
機にまき網漁業の経営は厳しくなった。そして島の４経営体が廃業することになるが、そ
のうちの１つだったのである。民宿の他に瀬渡しや海上タクシーも兼業している。
宿の女将は早く食事を済ませて休みたいという意思がみえみえだったので、到着後すぐ
に風呂に入り、階下の和室で夕食をとる。夕食のメニューはエソの「たたっこ」
、カサゴと
マイワシの刺身、「あげみ」、キジハタの煮付け、冷奴、おでん（卵、こんにゃく、スジ、
大根、ちくわ）であった。仕事の人相手にしては十分島の味を楽しめるメニューといえる。
「たたっこ」というのはいわゆる関東でいう「叩き」のことである。ただ基本的に違うの
は関東の「叩き」は軽く包丁で叩く程度なのに対し、こちらは魚肉に粘りが出るほど徹底
的に叩く。
「あげみ」というのはいわゆる「さつまあげ」のことで、各家でつくり方に流儀
があり、味が微妙に異なるとのことだ。

民宿だいとくの建物（左）と夕食（島の特産品のたたっこ、あげみが並ぶ）（右）
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刺身のマイワシはまき網で漁獲されたもの、キジハタとカサゴはご主人が獲って来たも
のだ。冷奴の豆腐はチューブ状のもので、如何にも工業製品といった感じである。この手
の豆腐は一時流行ったことがあるが、食べるのは久しぶりだった。ビール１本と焼酎のオ
ンザロックを１杯。最後にカサゴ汁と飯を１膳食べる。
平成 28 年６月 16 日
神社と寺
宿の部屋は２階の６畳間であった。窓の外には漁港が広がり、漁船が多数係留されてい
る。夜明け前からエンジン音が騒々しく、それで目が覚めた。朝食前に集落を歩き、魚市
場の水揚状況を視察することにした。
地下と浦納屋の境に島で唯一の島野浦神社があった。神社の階段下に忠魂碑と２つの慰
霊碑が建っていた。１つは江りい丸戦没者のもの、もう１つは明治以降の戦争で亡くなっ
た島出身者のものである。
輸送船江りい丸はメレヨン島（暗号上の島名）の守備兵を乗せて南下中、島野浦灯台の
沖合 10 浬で米軍の潜水艦の魚雷攻撃を受けて轟沈した。そして、将兵 2,450 人のうち 198
人が戦死したのである。敗戦の 19 カ月前には既に日向灘の制海権を米軍が握っていたこと
を物語る。この石碑は船に乗っていて生還した人たちが建てたもので、毎年慰霊祭が開か
れていたという。もう１つの碑には日露戦争から大東亜戦争までに戦死した島出身者 92 人
の氏名が刻まれていた。島でこの手の慰霊碑はよく見るので、近代の戦争が如何に家族の
不幸をもたらしたのかを再認識させられる。戦前の島の人口は 2,000 人ほどなので、戦死
者の割合は５％近くに及ぶことになる。
集落の背後の崖に寺があり、その周囲に墓石が立ち並ぶ。海からみると、崖に墓地と寺
ふくじゅうじ

がへばりついて見える。曹洞宗の寺で、潮音山福聚寺という。
寺に向かう石段の登り口に井戸があった。島には水脈が異なる共同井戸が 10 ほどあった
らしいが、そのうちの１つである。1979 年に本土から海底水道が敷かれるまで、島民の生
活を支えた貴重な水源だった。
急な階段を登った先に寺があるが、なにせ崖に建っているから境内と呼べるような敷地
はない。敷地の隅で、毎朝勤労奉仕をしていると思われる中年女性がゴミを燃していた。
そのうち小柄な小太りの住職が現れた。天文年間（1532～1554 年）に創建されているが、
当初は正式な資格を持った僧侶がいる寺ではなかったようだ。1703（元禄 16）年に時の藩
主・三浦明敬によって寺の本堂が建てられている。
この寺は「大塩平八郎の乱」を指揮した大塩平八郎の娘の関月尼という尼僧が 1850 年ご
ろに数年間過ごしている。関月尼は島で「おせきさん」と呼ばれ、法務のかたわら読み書
き、生花、縫物、踊りなどを教え、島の文化の発展に貢献したという。
寺は、その後、明治、大正時代に改築され、1945 年には台風によって倒壊している。現
在の本堂が再建されたのは 1951 年のことであった。
寺からは宇津木と宇治をのぞく島の中心市街地と市場、漁港を眼下に見ることができる。
そろそろ水揚げの時間と思われ、漁船が続々と入港してきた。

125

島野浦神社（左）、集落の背後に建つ福聚寺と墓地（左）

魚市場
漁協事務所の前の道路を隔てて、魚市場が整備されている。まき網の水揚げが中心なの
で、市場の建屋の長さは 130ｍ以上あり、島の市場としては立派である。
漁協事務所の黒板に本日入港する予定のまき網漁船の船名と魚種、数量、水揚げ時刻が
書かれていた。この日は合計８隻が入港予定である。うち島内のまき網漁船が５隻、他の
３隻は島外の船である。最初に入港してきたのが 10 トン未満の小型まき網の漁船で、大分
県蒲江町所属の龍神丸と兆臣丸の２隻であった。続いて対岸の北浦所属の良栄丸、さらに
地元の満丸が岸壁に係留し、魚槽から漁獲物を水揚げし始めた。船の船倉から網ですくい
上げられた魚は、木の漁箱に素早く並べられていく。
漁港は一応「衛生管理」が意識されている。そのため関係者以外の入場禁止の立札が掲
げられ、荷捌場に鳥が侵入するのを防ぐため、防鳥ネットが張られていた。関係者ではな
いので、市場の近くの人に「入ってもいいか」と確認すると、「猫見か？」と言われた。ど
うやらごたぶんにもれずこの島でも野良猫が多く、この猫を目当てに島を訪れる不思議な
人が多いようなのだ。この類と間違えられて不本意であったが、特別の規制はないような
ので、注意しながら荷捌場に入って水揚げ風景を観察した。この日の主な漁獲物はウルメ
イワシとキビナゴであった。ところで市場の周りにはトンビとカラスが異常に多い。水揚
げ作業中は防鳥ネットを上げるから、勢いよく鳥が荷捌き場に進入してくるので、どうも
効果はいまいちである。
水揚げ風景をみてから、漁港の西はずれの一帯を歩いた。西白浜地区に相当する。昭和
30～40 年代に埋立工事が始まり、昭和 50 年代に用地造成が終わったらしい。この一角には
水産加工施設、保育園、漁具倉庫、診療所、デーサービス施設、漁民アパート、下水処理
場などが整備されているが、空き地がいまだに多い。
朝食の時間も近づいたので宿に帰る。途中に造船場が２ヶ所あった。ちょうど通学時間
に掛かったので小学校に通学する児童に会う。子供たちから元気に「おはようございます」
と挨拶された。宿の先に島野浦小学校があるので、ついでに顔を出した。校門の入口に「小
学校だより」が貼られていた。これによると、2016 年４月の新入生は２人、１～４年生は
27 人、５～６年生が 10 人在席していることがわかった。近年小学生の数は確実に減少して
いるが、最盛期から見れば衰退しているとはいえ、なお、漁業と水産加工業がまだ存立し
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ているから、島には子供も多く、活気が感じられる。

魚市場の全景（左）
、西白浜地区の埋立地に建つ漁民アパート（右）

島浦町漁協
朝食を食べた後、荷物を宿に預けて漁協事務所を訪ねた。いきなりの訪問だったが、主
旨を説明すると丁重に対応していただいた。組合長室で、参事の三島啓治さんに話を聞い
た。
島浦町漁協の組合員は、正が 219 人、准が 14 人の合計 233 人である。正組合員の中には
まき網の乗組員 102 人が含まれている。職員は 21 人で、うち男性が 15 人である。後述す
るように、漁協では直販施設「ふれあい館」を経営しており、ここで６人がパートタイマ
ーとして働いている。以前は、漁協は島の重要な雇用機関であったからできるだけ多くの
島民に就業機会を与える意味で、女性職員が結婚すると退職してもらい、若い女性を雇用
していた。しかし、島の人口減少と高齢化で、職員のなり手が少なくなったことから、今
では継続雇用する方針に変わっている。それでも島だけで職員を確保することができなく
なったため、本土側から雇用する事態になっていて、毎朝、本土から通勤する職員もいる。
漁協が営む事業は、共済、購買、販売、製氷冷凍、利用、指導である。購買事業は、
石油類、漁業資材類、餌飼料と生活物資を供給している。これまでの供給額は５億円を超
えていたが、昨年度の供給額は 3.8 億円に大きく減少している。これは、原油価格の下落
を受けて石油類の供給額が減少したこと、餌飼料の取扱が近年大きく減少していることが
影響している。販売事業は、島内に水揚げするものに対してのみ販売手数料（2.7％）を徴
収しており、2015 年度の受入手数料は 0.75 億円であった。販売事業は事業利益の６割強を
占め、漁協経営の根幹を支える存在となっている。
島野浦島で営まれている漁業は、中型まき網、まぐろ延縄、大型定置網、小型定置網、
小型漁船漁業と魚類養殖である。2015 年度の漁業種類別の経営体数と生産量、生産額、島
内への水揚比率は表１に示す通りである。総生産額は 30 億円に及び、この規模の島として
はトップレベルの生産額を誇っている。
まき網と魚類養殖はほとんど島内に水揚げされているが、マグロ延縄の漁場は奄美大島
や沖縄本島周辺なので、漁場に近い漁港に水揚げている。
大型定置網は古谷水産が経営する。ここの漁獲物は、「塚田農場」や「四十八漁場」など
の居酒屋チェーンを展開する㈱エー・ピーカンパニーに直接販売している。朝１便の航空
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便で出荷しているので、これに間に合うように２時から網を揚げる。同社は、
「今朝獲れ便」
としてＤＡＹゼロを標榜し、鮮度をアピールしており、産地と消費地の直接提携の新しい
動きといえる。なお、首都圏仕向けにならないようなソウダガツオや大量に獲れるウルメ、
小サバなどは延岡市の消費地市場に出荷しているようだ。
表１
漁業種類

島野浦島の漁業種類別の生産概況（2015 年度）
生産量
（トン）

経営体数

中型まき網

生産額
（百万円）

地元水揚率
（％）

5

14,439

642

95.5

30

78

54

38.7

大型定置網

1

224

91

3.1

小型定置網

3

9

4

9.1

マグロ延縄

9

412

445

0

10

2,252

1,835

89.6

58

17,414

3,071

74.3

小型漁船漁業

魚類養殖
合計

「島浦町漁協業務報告書」より作成

島浦町漁協の事務所（左）
、漁協の直売所「ふれあい館」（右）

まき網
島野浦島を代表する漁業がまき網である。漁船の総トン数は 40 トン未満なので、
「中小
型まき網」に分類される県知事許可漁業である。1990 年まで、島野浦島には９ヶ統のまき
網船団があったが、永神丸、岡周水産、共福網、大黒丸の４社は廃業し、現在は鶴島丸、
春日丸、事平丸、西良水産と満丸の５船団に縮小している。このうち満丸は 15 トン未満の
小型船に相当する。
まき網の１船団は網船１隻、灯船（探索船）２隻、運搬船１隻の合計４隻で構成される。
マイワシが豊漁だった 1980 年代までは運搬船は２隻だった。１船団には 17～20 人の乗組
員が乗り組み、乗組員は漁協の部会の一つである乗組員組合を組織している。ただ、島内
で乗組員を確保するのが難しくなっているため、現在、インドネシアの研修生８人がまき
網船団で働く。それでも不足しているようで、漁協の担当職員が現地にちょうど面接に出
かけているところだった。研修生は西白浜地区にある５階建のアパートで生活している。
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まき網の主な漁獲物は、マイワシ、ウルメイワシ、カタクチイワシ、キビナゴ、サバ、
アジ類などである。2015 年の水揚量は約 1.4 万トン、水揚額は 6.4 億円であった。このほ
とんどは島内に水揚げしている。このうち８割は魚類養殖用の餌料として流通しているよ
うだ。漁協前の魚市場で入札により売買されたイワシ類は宇治港に水揚げされ、冷凍加工
されて、養殖魚の餌になる。宇治港に山田水産（島外資本）の巨大な冷蔵庫があるが、こ
の会社の凍結能力は１日 5,000 箱という。凍結したイワシ類はフェリーで本土に運ばれ、
九州各地の養殖産地に流通する。
島野浦島にまき網漁業が導入されたのは 1927（昭和２）年のことだという。結城豊廣さ
んによれば、愛媛県の漁船が島の周囲で操業しているのを見た島民は、13 人が共同出資し
て動力船を購入、まき網漁業を始めたのだった。ちなみにこの 13 人には結城さんの先祖も
含まれる。翌々年には２～３人のグループが相次いで動力船を導入してまき網をはじめ、
３年後には６～７ヶ統に増えた。後から参入した人ほど資金をもっていたという。以後順
調に発展し、島を代表する漁業に成長した。なお、島の水産加工業者が使う原料は、小型
まき網で獲って来たものが中心で、上述した地元の満丸と県外船が主である。
まき網の漁場は、北は大分県の県境から南は鹿児島県の県境までの日向灘で、水深 45ｍ
以深、陸から 10 マイル（16 ㎞）までの範囲である。ただし中部海域は１月 14 日から４月
31 日まで、南部海域は２月 14 日～５月 31 日までは入漁禁止になる。
操業は日没から夜明けまでと定められているので、漁場にもよるが 18 時から 22 時の時
間帯に出港して、朝７時ごろに帰港する。月夜間は休漁となる。
上述したようにマイワシ資源のピークは 1990 年頃でその後大幅に減少していた。マイワ
シ資源はレジームシフトすることが知られており、
資源の周期は 60 年ほどと言われている。
マイワシのピークからすでに 30 年ほどが経つので、マイワシ資源はそろそろ「底」を脱出
してもいい時期にきているが、参事の話では昨年正月ごろからマイワシが多く見え始めて
いるという。いわゆる「小スジ」が多くなってきた。したがって、マイワシ資源は谷間か
らようやく抜け出しかけているというのが、地元での認識であり、マイワシが増えれば島
のまき網漁業は再び活性化するに違いない。ただ既にまき網漁業は外国人乗組員に依存し
なければ成り立たなくなっており、マイワシ資源が増えた時に、それを漁獲する能力が果
たして島に残されているのか大いに気になる所である。

小型まき網漁船から水揚げされるウルメイワシ（左）
、木箱に並べられるウルメイワシ（右）
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魚類養殖
近年の魚類養殖の生産額は約 18 億円で、島の漁業・養殖業の生産額（約 30 億円）の約
６割を占め、まき網漁業とならぶ重要な産業となっている。
島野浦島では、もともと真珠の母貝養殖が営まれていたが、1962 年に大阪魚市場㈱の子
会社の兵庫養殖漁業生産組合（現㈱兵殖）の進出がきっかけになって魚類養殖が始まった。
この時、兵庫養殖は島野浦島の他に、本土側の浦城や北浦にも進出している。
島野浦島の周辺は、潮流が速く水の交換が非常に良いのに対し比較的波が少なく平穏で
あること、まき網漁業があり餌の確保が容易であったことが、魚類養殖の適地として選ば
れた理由と考えられる。兵庫養殖の進出を契機として、島民の中には真珠母貝養殖や水産
加工業から魚類養殖に転換する人が現れ、近年では兵庫養殖以外からも島外業者が参入し
ている。
現在、島で魚類養殖業を営む経営体は 10 で、このうち５経営体が島民による経営、残り
の５経営体は島外資本で、上述した㈱兵殖、黒瀬水産（日本水産系列）、アクアファーム（マ
ルハ・ニチロ系列）の他２社である。魚類養殖の対象はハマチが最も多く、これにカンパ
チ、マダイが続く。この他にシマアジやアジなども養殖されている。漁場は島の北側と西
側に計６区の区画漁業権が設定されている。
島内の養殖業者の作業拠点は島の北側の宇津木地区である。そのうちの１つ、木下水産
の作業場を訪ねた。木下水産は創業 40 年ほどの老舗で、現在の経営者は２代目になる。マ
ダイ養殖を専門としており、生産量の９割を占める。餌はＤＰを用いており、「島野浦マダ
イ」のブランドが業界関係者の間に浸透しているという。出荷先は福岡、北九州、大分を
中心とする各市場である。現在の販売単価は 750～800 円／㎏である。
近くには結城水産と書かれた軽トラックが停まっていた。こちらは結城さんの親戚筋に
あたり、主としてカンパチを養殖している。カンパチ養殖の餌はＭＰが使われている。

島の北側の養殖漁場（左）
、給餌する作業船（右）

マグロ延縄
マグロ延縄漁業は、まき網、魚類養殖に次ぐ島の重要な漁業で、2015 年の生産量は 412
トン、生産額は 4.5 億円であった。経営体は、18 トン１隻、14 トン５隻、12 トンが１隻、
10 トン２隻の合計９隻である。漁船規模は何れも 10～20 トン未満の沿岸マグロ延縄漁業で
ある。乗組員は 14 トン以上で３～４人、12 トン以下は２人で操業する。漁船員の中にはマ
130

ルシップで就業するインドネシア人の外国人船員がいる。また研修生１人が乗り込んでい
る。つまりこの島野浦島でも外国人労働力なくしてマグロ延縄漁業は成立しない。乗組員
は海上生活が長いのでまき網の研修生のようにアパートではなく、船主の家に寄宿してい
る。
沿岸マグロ延縄漁業の漁場は、種子島から奄美大島にかけての奄美諸島から沖縄方面で
ある。ひと航海１～２週間の漁を繰り返し、獲れたマグロを漁場近くに水揚げし、合わせ
て餌を補給し再び漁にでる。こうした生活を続けながら、１～２ヶ月に１回ほどの頻度で
島に戻る。ただ、島に帰っても１～２日で再び漁場に向かうので、年間を通じて洋上生活
が長い。
宮崎県総合博物館が調査した 1975 年当時のマグロ延縄に関する記載をみると、「５トン
級の船に５人乗り、60 マイルも沖に出漁し、
１週間～10 日間は出漁したまま」と記され
ているので、その後漁船の大型化と漁場の
沖合化が進んできたものと推定される。マ
グロ延縄漁業の漁獲金額は１隻あたり単純
平均で 5,000 万円ほどの水揚になる。
島に滞在していた時にたまたま一洋丸と
いうマグロ延縄漁船に島に戻っていて、ど
ういうわけか終日エンジンをかけっぱなし
にしていた。

島に戻っていたマグロ延縄漁船

小型漁船
５トン未満の小さな漁船で営まれているのが小型漁船漁業で、季節に対応して延縄、曳
釣、刺網などの様々な漁業を組み合わせている。
島ではこれからヨコワの曳釣が始まるところだった。たまたま道路で会った漁師（幸伸
丸）がヨコワ釣りの準備をしていたので話を聞いた。
クロマグロの幼魚のヨコワが島の周辺に姿を現すのは７～８月の２カ月間である。マグ
ロ養殖の普及とともにヨコワの需要が増え、ヨコワの曳釣が始まってから今年で７年目を
迎える。今年は 12 隻が同漁業に取り組む予定だという。写真に示す潜航板を用い、疑似餌
を曳いてヨコワを釣る。釣ったヨコワは活かしたまま丁重に取り扱い、島の裏側にある蓄
養施設に収容し、状態のよいものだけを養殖業者が厳選して購入していく。販売単価は１
尾 1,800 円である。販売先は四国・宇和島のマグロ養殖業者で、養殖業者の担当者が島に
常駐して養殖用種苗を受け入れている。
ヨコワ釣りが終わると、９月１日からイセエビの刺網が解禁になり、翌年の４月 15 日ま
で続くが、現在イセエビ漁に従事するのは８～９経営体である。また、９月からはフグ延
縄が始まる。昔はトラフグがメインであったが、現在はトラフグの資源がめっきり減って
いるため、キンフグ（シロサバフグ）を対象となっており、こちらは 12～13 隻が着業して
いる。フグ延縄は 12 月中旬まで続く。
１～４月は黒潮牧場（パヤオ）などの周辺でのキハダの曳釣りに変わる。ここ３～４年
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はカツオが獲れないという。
ハマチ養殖用のモジャコとりは５月中の３日ほどで終わる。同漁業を営む経営体は 11 で
ある。その他にハモ延縄が６～９月にかけて３隻程が営んでいるが、ハモの価格が下落し
ているため、やったりやらなかったりの状態だという。この地方ではシイラのことをマン
ビキと呼び、昔はシイラ延縄が盛んだったが、近頃はシイラがめっきり少なくなっている。
このためシイラの価格は高騰している。ちなみに現在単価が高い魚は、アマダイとアカム
ツだといい、延縄や釣りで獲られている。
このように、小型漁船の漁師はその時々の水産資源の状況を見て、臨機応変に対応して
いる。そしてこの島の漁師は対応できるだけの技術と知識を身につけているわけだ。

ヨコワの曳縄釣りに用いる潜航版（左）
、ヨコワ釣りの疑似餌（右）

結城豊廣さん
漁協の三島参事は忙しい様子だったので、
「島の歴史に詳しい人はいませんか」と聞いた
ところ前漁協参事の結城豊廣さんに連絡をとってくれた。結城さんは島の歴史を研究して
いる。その日は福聚寺の住職に頼まれて、写真を撮りに行く約束があるとのことだったが、
その件を後回しにして対応してくれた。三島参事の車に乗せてもらい、宇津木集落にある
ご自宅に伺った。
奥さんは、この日ウルメイワシが水揚げされたので、この加工の仕事を頼まれて加工場
にでかけており、留守だった。島には水産加工業があることから、魚が水揚げされると必
ず加工の仕事が発生し、島の女性たちはパートとして働き、家庭の収入につながった。今
でも加工のパート収入が 10～20 万円ほどあるという。仮に加工業が島になければ加工によ
る付加価値は島の経済に還元されることはなかっただろう。島という単位で、いわば６次
産業化が成り立っていたのである。このように付加価値が島に残ったので、島の世帯は比
較的裕福だった。そして進学率も高かったようだ。
結城さんの家には「遊季」という民泊の看板が掛かっていた。島に３軒ある民泊の一つ
だ。民宿は現在実質１軒だけになり、しかも観光客はお断りという状態になっていること
は先に書いた。したがって島に観光客を受け入れるには民泊が必要だったのだ。2012 年に
「活力ある島づくり」をめざして「島野浦いきいき観光協議会」が設立されたが、結城さ
んはこの事務局長を務める中心人物だったのである。
結城さんは島野浦島について書かれた文献を多数収集しておられ、そのうちのいくつか
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を写真に撮り、また一部を借用した。また漁協で聞きもらした島の漁業や水産加工業、歴
史等についてうかがった。
結城家は阿波からの移住者で、父親は、戦前、小型船でタイ釣りを中心に営んでいたが、
戦後はまき網に従事した。ちなみに昨晩泊まった「民宿・だいとく」の先代は結城さんの
叔父さん（お父さんの弟）が婿養子に入った家で、親戚だそうだ。
話を聞いている途中でだれかがマイワシをもってきた。今朝まき網で獲れたものだ。結
城さんの奥さんは昼休みに家に戻って来る
ので、昼食を食べていけという。島には食堂
もないので御好意に甘えることにした。やが
て奥さんが戻って来たので、昼食をいただい
た。イワシの刺身、キビナゴの丸干し、そし
て島野浦特産の「あげみ」が出された。結城
さん宅の「あげみ」は民宿で食べたのと違っ
て薄く、しかも魚肉だけでできているようで、
民宿のものに較べるとはるかに美味だった。
結城豊廣さん宅にて

水産加工業
江戸時代に紀州の出稼ぎ漁民が島の周辺でイワシ類を漁獲し、干鰯に加工して保存、こ
れを京阪神方面へ金肥として供給した歴史があることは既に述べた。このように島野浦島
における水産加工業の歴史は古い。ちなみに江戸時代末期から明治時代にかけては、島の
周辺でカツオが獲れていたので鰹節加工も盛んに行われていた。
島野浦の水産加工業者は「島野浦水産加工業協同組合」を組織している。このような小
さな島に加工協があるのは珍しい。現在の組合員数は 18 経営体である。ただ、協同組合を
維持するために名目上組合員として残っているが実態で、実際は操業していない経営体も
多いという。現地で確認したところでは、実際に加工業を営んでいるのは、今原水産、城
野水産、阿部水産、畦原水産、清池商店、宇和田海産、西口水産、谷宗水産、長野水産の
９社である。廃業した経営体は島特産の「あげみ」づくりなどに転業し、細々と水産加工
を続けている模様だ。
延岡市の統計によると、2015 年の水産加工品の製品出荷額は 3.7 億円（474 トン）であ
る。主な製品はカタクチイワシ、ウルメイワシ、キビナゴなどの丸干品、イワシ類の煮干
品、節製品である。1980 年代半ばまでは 30 経営体が加工業を営み、製品出荷額は 10 億円
を上回っていたから、現在は加工業者数、出荷額とも 1/3 程度に減少しており、島野浦島
における水産加工業の衰退は否めない。なお、長野水産は「花がつを」を製造している。
山川産の鰹節を仕入れて、島野浦で削り節に加工してパックし、島だけで売っている。
結城さんの御自宅で昼食を御馳走になってから、奥さんが働く城野水産の加工場を見学
した。ちょうど今朝水揚げされたウルメイワシの丸干し加工に取り組んでいるところだっ
た。６～７人のパートの女性がウルメを１串に 15 尾ずつ、目刺にしている。この串刺しに
したウルメは冷風乾燥機にかけられて、丸干製品になる。城野水産の社長は以前水産加工
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協同組合の組合長を務め、その全国組織である全水加工連の副会長を務めたこともある重
鎮だ。お土産にウルメの丸干１㎏を購入した。2,400 円だったので、破格の値段といえる。
ウルメの丸干（固干し）は昔から大好物であった。産地は島根県の恵曇、鹿児島県の阿久
根、高知県などが知られており、何れの産地のものも食べている。脂肪分が少しでもある
ウルメ丸干しは干した時に腹の部分が茶色く変色してしまうが、こちらのウルメは銀ピカ
であった。島野浦島で良質のウルメ丸干しがつくられているのは初めて知った。
城野水産の道路を隔てた反対側の畦原商店（屋号：丸宗）も訪ねた。こちらは島で唯一
の節類の専門加工業者である。昨年まで谷平商店という燻製専門の加工業者がいたが、ご
主人が亡くなり廃業している。このため現在島で節加工をしている経営体が３つあるが、
残りの経営体は節以外の製品もつくっている。
畦原商店では、ソウダガツオ、ウルメイワシ、カタクチイワシ、マイワシ、ゴマサバな
どを原料とした雑節を製造している。島では鰹節をつくっていた歴史があるので、その系
譜を引き継いでいるのだろう。原料の魚は煮熟した後、４回ほどにわけて燻煙をかけ、段
階的に乾燥させる。工場では、ちょうどサバとイワシを原料とした雑節づくりが行われて
いた。煮干ほどの大きさの節は先ずお目にかかることはない。こちらでつくられている雑
節はいわゆる業務用の調味料として使われているものだ。脂肪分の多い原料は、製品にし
たときに酸化し、味を悪くしかつ健康被害の恐れもあるため、脂肪分の少ない原料が厳選
されている。燻煙材はナラ材が使われていた。１回あたり３時間ほどいぶす。その後放冷
して、再び燻煙をかける作業を４回ほど繰り返し、段階的に干し上げるのだそうだ。そう
しないと製品にひびが割れるという。ちなみにイワシ類の中では、マイワシの節は品質的
に一番劣るらしい。
島野浦島の水産加工品は、江戸時代に干鰯として関西方面に出荷されていた歴史を反映
し、今でも直接関西方面に流通し、地元の宮崎県や大分県には流通していないという。

城野水産のウルメイワシの丸干加工（左）、畦原商店の雑節の燻製加工場（右）

島野浦霊場三十三ヶ所
と

ん

ば

島を東西に走る遠見場山（185.3ｍ）の尾根づたいに 33 の観音様が祀られている。1841
（天保２）年に近畿６府県と岐阜県にある「西国三十三ヶ所」を模して島野浦霊場がつく
られたという。観音様は山道に置かれているが、175 年の歳月の中で、欠けたりしているも
のも多い。それぞれに本尊のある寺と寄進者名が刻まれている。この観音様巡りは５つの
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標準コースが設定されているが、一番所要時間の短いトレッキングコースを選び、島を縦
断することにした。標準所要時間は２時間 15 分である。ちなみに三十三観音巡り完歩コー
スという 33 の観音様すべてを巡ると４時間、さらに島の東側から北側を回る健脚周遊コー
スだと４時 30 分を要することになる。
この「西国三十三ヶ所」は島の唯一の観光資源とも言えるもので、「島野浦西国三十三観
音巡りガイドマップ」や「島野浦郷愁」という絵葉書が同保存会によってつくられている。
この活動の中心になっているのが、先に訪ねた結城さんである。
結城さんが島野浦神社まで車で送ってくれたので、神社脇の登山口に用意されていた杖
を借りて、13 時 05 分に神社を出発、遠見山に向かって急勾配の坂を登る。途中までは段々
畑があるので、視界は開け、島の集落を一望することができる。猫の額ほどの畑には主に
サツマイモがつくられていた。13 時 28 分に７番札所に到着、ここからは山道は樹木に覆わ
れ、視界は悪くなった。
歩き始めて約 40 分後に遠見場山の頂上に立った。ここに白亜の灯台が置かれている。通
常、灯台は立ち入り禁止になっているが、不思議なことにこの灯台には建物に登る手製の
梯子が掛かっており、灯台のてっぺんまで登ることが可能である。木製の梯子を登り、建
物の屋上から宇治地区の漁港を写真撮影、さらに灯台のてっぺんまで登ろうと思ったが、
足元が悪く、しかも周囲には人がいないのでもし事故でもあったらと考えて、てっぺんま
で行くのは断念した。

７番如意論観世音（左）と遠見場山灯台（右）

ここから坂道を下って再び登ったところがヒダラ松峠である。峠から島の南側が一望で
き、メキシコ女王の黄金伝説の島として知られる沖の小島が横たわる。目をよくこらすと、
白い十字架が砂浜に立っていた。
ヒダラ松峠からもと来た道を引き返し、左折すると急な坂になる。暗い山道をどんどん
下がると宇治地区に出た。この一帯は沢水が流れ、しかも平地があることからかつて米も
つくられていたと思われる。宇治地区には中学校があり、現在 15 人の生徒が学んでいる。
家を数えると 18 戸あったが、どうやらその半分弱は空き家になっている。
宇治地区から例のトンネルを抜け、再び神社まで戻りさらに宇津木地区の民宿で荷物と
ウルメイワシの丸干しを引き取って高速船の発着ターミナルに向かう。少し時間があった
ので、漁協のふれあい館に行き、イリコを購入した。
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六次産業の将来
近年、六次産業化が地域おこしのキーワードになっていて、猫も杓子も「六次産業化」
を叫んでいるが、どうもその定義は曖昧である。一次、二次、三次の各産業を一次産業者
が主体となって垂直統合するのか、あるいは地域としてこの３つの産業を連携させていく
のか、結局のところはっきりしない。もともと六次産業化を言いだしたのは農業経済学者
であり、確かに農業分野に限れば、地域内での二次、三次の産業との連携は少ないので六
次産業化が発想された理由はわかるのだが、漁業についてみれば、昔から地域における六
次産業化は進んでいたのである。
島野浦島はまさにその典型だろう。島の一次生産者は漁業であり、これを原料に水産加
工業（二次産業）は大昔から営まれていた。また卸売市場も営まれていたから流通業（三
次産業）もあったのである。おまけに島には今でも造船所が２社、鉄工所が１社あり、冷
蔵冷凍業などの幅広い関連産業も存在する。
こうした関係は島に富の内部化をもたらしてきた。例えば水産加工業は大勢の労働力を
必要とする。そしてその労働力は島の人たちが担ってきたから、加工による付加価値はパ
ート賃金として島に還元されてきたのである。つまり、島野浦島では地域内での産業連携
による六次産業化は当然のこととして取組まれてきていたのだ。
ところで、島の経済の源泉は突き詰めればイワシ資源であった。マイワシ資源は 1980 年
代をピークにレジームシフトにより大きく減少した。マイワシ資源の減少はまき網の減船
を招き、水産加工業の衰退を招いたことは既に指摘した通りだが、結城さんによれば、昨
年の正月あたりからマイワシが見え始め、資源は谷から上昇に転じているという。
マイワシ資源の回復は、島の活性化につながる大きな期待であるが、資源が回復した時
に、この資源を獲る担い手がいるのか、あるいはこの資源を加工する機能が島に残ってい
るのか、大いに危惧されるところである。自然に依拠する漁業は自然変動の影響を受けて
不安定であるが、資源変動に弾力的に対応できる地域づくりを行政の協力を得ながらどう
進めるのか大きな課題を抱えているようだ。
16 時 30 分の高速船に乗る。私以外に２人が乗船した。浦城港に置いていたレンタカーで
延岡市立図書館に行ったが、あいにく臨時休館日だった。時間も遅くなったので、次の訪
問地である日南市南郷町に急いだ。日南市は宮崎県の南端に近いので、ほぼ宮崎県を縦貫
したことになる。
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