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2815 離島覚書（宮崎県・大島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本土側から大島を望む、夜半からの雨で海は濁っている 

 

平成 28年６月 16日 

雨で順延 

 大島は目井津漁港の東約 2.5 ㎞に浮かぶ。日南海岸にある島の中では最大である。大島

という名の島は全国に多いので、区別するために日向大島と呼ばれることもある。島の面

積は 2.08㎞ 2、周囲 9.5㎞で、南北に細長く、最も高いところは海抜 206ｍである。もとは

南郷町に属していたが、2009 年３月に旧日南市に北郷町と南郷町が合併して新たに日南市

が誕生したので、現在は日南市に属する。 

朝から激しい雨だった。一応、大島行の船が出る目井津港まで行き、船客待合所で雨の

状態を伺っていたが、相変わらず激しく降り続け、だれも乗りそうもない。大島には現在

誰も住んでいないので雨宿りをする場所もない。土砂降りの雨の中を歩けばびしょ濡れに

なるのは必至であった。やむを得ず大島行は順延することにした。この日の乗客はアドベ

ンチャーキャビンの管理人だけだったと後で聞いた。 

日南市役所は港から７～８㎞ほど内陸に入ったところにある。島に関する資料は市町合

併によって本所に移っていると判断し、レンタカーで市役所に向かった。生涯学習課で旧

南郷町に関する町誌の類を見せてもらう。あまり大島に関する記述はなかったが、2011 年

３月に日南市が発行した「南郷町郷土史総集編」に大島に関する歴史が書かれていたので、

引用しておこう。 

（大島の東側）は太平洋の荒波が打ち寄せ、切り立った断崖が多く、船をつなぐ場所が

ないことから長く人が住まない島だった。飫
お

肥
び

藩の牧場「大島牧」が慶長元年（1596）に

はすでにあったと記録（藤原惺窩
せ い か

・南航海日記残簡）1)にあり、牛・馬が飼育されていた。
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大島は牧畜に適した気候であったが、無人だったため年間に産出される牛・馬は 10数頭だ

った。天保 15（1834）年に飫肥藩主伊藤祐相が埠頭を築いたことから漁師に利用されるよ

うになり、また藩は大島へ農民を移住させて農地開発に当たった。大島牧は嘉永年間（1848

～54）に廃止された。大島の人口は最も多い時には戸数 70戸、人口 300人に及び、小学校・

中学校が設立された頃もあった。島の南端には明治 17（1884）年に建設された鞍崎燈台が

あり、いまなお現役で航海の安全を守っている。 

注 1)：藤原惺窩（1562～1619）は安土桃山・江戸時代前期の朱子学者で、慶長元（1596）年６月に京都を出発し、東

九州海岸を通り日向を経て入薩、さらに喜界ケ島（喜界島か薩摩硫黄島か不明）に漂着している。その時の日記が南航

海日記残簡である。この表題は内藤湖南が発見し、名づけたものである。 

 

引き続き大島の活性化プランを聴取すべく、地域振興課を訪ねた。ところが、大島につ

いては南郷町総合支所が扱っているとのこと。再び南郷に戻り、総合支所に担当の日高さ

んを訪ねた。日高さんによると、大島の住民基本台帳上の登録人口は３戸４人で、実際に

住んでいる人はいないとのことだ。島の活性化のために「大島プロジェクト会議」が立ち

あがっており、その会長は中村さんという漁師だという。「中村さんに会いたい」とお願い

すると、携帯電話で連絡を取ってくれた。翌日は朝から大島で作業をしているとのこと、

朝一番の船で大島に行き、会うことになった。同会議は今年の３月に「大島活性化プラン」

を作成しているが、その小冊子もいただいた。 

午後からレンタカーで宮崎市内にある県立図書館に出かける。図書館の一帯は文化公園

となっていて県立美術館、県民文化センターがあり、近くには宮崎神宮や護国神社、総合

博物館もある。図書館の前の「吟匠庵」という蕎麦屋で、「かき揚げ蕎麦」を食べた。図書

館の郷土コーナーで、宮崎県総合博物館の離島調査報告書、泉房子著「島野浦の漁撈と習

俗」などをコピーする。 

帰りに青島の道の駅でソテツの苗を購入、翌日の築島訪問に備えて串間市の舳
へた

漁港まで

行き、ルートと所要時間を確認し、南郷の「ビニネスホテルサーフィン」に戻った。 

 

平成 28年６月 17日 

あけぼの３ 

大島行の連絡船は南郷漁協の事務所がある目井津漁港から出る。近くに漁協が経営する

「港の駅めいつ」がある。以前、ここで「かつおめし定食」を食べたことがあった。南郷

漁協は近海カツオ一本釣とマグロ延縄が中心の比較的規模の大きな漁協である。 

連絡船は日南市が運航する「あけぼの３」で、１日４往復している。乗員は２名、乗客

定員は 50人である。定住人口が実質的にゼロなのにもかかわらず、このように便数が多い

のは、後述するようにアドベンチャーキャビンという市の宿泊施設があること、島に渡る

釣り客が多いことによる。年間延べ 4,500人ほどが船を利用しているようだ。 

大島には島の西岸中部に竹之尻港、西岸北部に小浜
こ は ま

港の２つの港があり、連絡船は両方

に入港する。何れも地方港湾である。７時 30分発の第１便に乗船した。私の他に日南市役

所の土木課と水道課の職員４人、民間業者とおぼしき２人。釣り人１人の合計７人が一緒

だった。料金は往復 800円である。 
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船は竹之尻港を経由して小浜港に寄り、目井津漁港に戻る。最初の寄港地である竹之尻

港では誰も降りなかった。小浜港の入口付近には小型定置網が設置されており、１人の若

い漁師が作業をしていた。この漁師が後述する中村さんの長男であった。港に入ると２人

の人物が目に入った。港の奥には「民宿清岡」と書かれた建物がある。もちろん今は営業

をしておらず、空き家になっている。 

 船が接岸すると、釣りに来た老人が真っ先に降り、防波堤の先へと歩いて行った。島に

は市役所の軽自動車とバイクが置いてあり、市の職員はそれぞれに乗って島の中に散った。

私１人が取り残された。港の上の段には漁網が干してあり、作業小屋があった。そこに昨

日電話で連絡しておいた中村満國さんがいるはずだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大島行き連絡船の待合所（左）、大島・小浜港に到着した連絡船・あけぼの３ 

 

ただ今島民ゼロ 

2015 年 12 月まで 87 歳になる男性１人が島に住んでいたが、本土側に住む息子が高齢の

親の１人暮らしを心配して引き取ったため、現在島に住む人はいない。最後に島を去った

老人は現役の漁師だった。上述したように３戸４人が住民票を島に置いているが、実際に

は本土側で暮らし、島には住んでいない。現時点では、大島は無人島になっていた。 

ピーク時の島の世帯数は約 70 戸、人口は 350～370 人だった。その後の大島の世帯数と

人口の推移は図１に示す通りである。1970年の国勢調査時には 54戸、274人が暮らしてい

たが、1975～1980年にかけて一挙に減少し、2010年には４戸、11人になり、そしてとうと

う無人島になってしまった。 

大島の集落は３つに分かれていた。小浜港に近いところが上組、旧小学校の近くに中組、

そして竹之尻港と鞍埼灯台の中間あたりに下組があった。大島はもともと半農半漁で生計

を立てていたため、島全体が農地として開発され、麦、サツマイモの他、何でもつくった

という。また、米もできた。そんなことから、家は海岸縁りに少なく、内陸部に分散して

いた。 

人口が大幅に減少した時期は、島の子供たちが中学に進学する時期にあたっていた。す

でに中学校は 1962年に廃校になっているので、中学生になるとは本土に下宿しなければな

らなかったのである。これを契機に一家で本土側に移住する世帯が目立ち、一挙に戸数が

減少した。高度経済成長期のもとで島は貨幣経済に変わり、生産性の低い農業を放棄して

漁業への専業化が進んだ。農業に依存していれば島に残る必要があったが、漁業は土地が
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なくても可能で本土から通勤して営むこともできたから、子供を抱える若い世帯は挙って

島を出た。子供の減少で島の小学校は 1980年に廃校になり、子供のいる世帯はますます島

に戻れなくなる。そして年寄りが残された。島に残った年寄りは歳月の経過とともにこの

世を去り、あるいは本土の子供の家に引き取られていったのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１  大島の世帯数を人口の推移 国勢調査結果をもとに作成 

 

中村会長 

 連絡船を降りて作業小屋の方向に歩いて行くと、中村さんが現れた。昨日電話で話を聞

きたいと告げていたので、快く応じてくれた。椅子に腰をおろして話を聞くが雨がぱらつ

いてきたので、作業小屋の軒下に場所を移して話を続けた。 

中村満國さんは大島の生まれで現在 60歳になる。36歳になる息子と奥さんの３人で、大

島周辺で漁業を営んでいる。20 歳前半は都会に出て働き、30 歳後半で島にＵターンした。

しかし子供ができると、教育の関係で対岸の目井津に居を構えて島を出た。そして漁業の

ために毎日島に通勤している。中村さんの先祖は鹿児島県甑島である。大工をしていたお

祖父さんが、当時景気がよかった島には仕事があるだろうと踏んで大島に移住したようだ。

このように大島は移住者で構成された島であるが、中でも四国から来た人が多いという。 

営んでいる漁業は小型定置網とイセエビの刺網である。小型定置網は周年を通じて営む

が、イセエビ刺網の漁期は９月１日～４月 13日までである。小型定置網は島の周辺４箇所

に許可を持っていて、現在はそのうちの２箇所で操業している。小型定置網では、ヒラメ、

スズキ、メジナ、ミズイカなどが獲れるという。なおイセエビの刺網を行使できるのは後

継者１人だけと定められている。 

中村さんの他に、大島周辺で漁業を営むのは目井津の在住の人が５人、50 歳になる島の

出身者１人の６人である。何れも南郷漁協に所属する。 

 中村さんは大島の活性化を目的に設立された「大島プロジェクト会議」の会長を務めて

いる。この会議は 2015 年９月に設立され、現在の参加者は 76 人。このうち島の出身者が

46人で、この他に市の職員や宮崎大学、宮崎銀行の元頭取などが会員になっている。 
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島で漁業を営む中村さん親子（左）、小型定置網とエビの刺網（右） 

 

フナムシ捕りの人 

 中村さんの話を聞いていると、旧民宿の方角からバケツを持った人が歩いてきた。大島

満男さんという。1941年に大島で生まれ、75歳になる。昨年度まで後述するアドベンチャ

ーキャビンの管理人をしていた人だ。 

大島さんは 1972年（32歳の時）に島を離れて本土に移住している。ちょうど子供が下宿

しなければならなくなり、教育上の都合から子供と一緒に島を出たのであった。現在は目

井津の少し北に位置する油津に住んでいる。 

大島さんはメジナ釣りの餌にするフナムシを捕りに島に来たのだった。バケツの中には

たくさんのフナムシがいた。フナムシはすばしっこく動き回るのにバケツの中ではおとな

しくしている。聞けば、バケツの中ほどの壁面に油が塗ってあるとのことだ。油があると、

そこを越えて出て行くことはないらしい。この大島では、昔からフナムシを釣りの餌とし

て利用してきたという。動き回るフナムシを捕るのは大変だが、岩の隙間にいるフナムシ

を竹のヘラのようなもので捕るようで、その道具を持っていた。 

大島さんによれば、小浜港ができる前は石垣の突堤があるだけで、きれいな砂浜が広が

っていたという。砂浜にはウミガメが卵を産みに来た。子供のころは、亀の上に乗ったり、

砂の中の卵を掘りだしたりして遊んだそうだ。ただし卵は食べなかった。また、チリ津波

の時は、引き潮で海底が広範囲に干上がったため、逃げ遅れたイカを拾ったという。チリ

から来た津波だったので長周期だったのだろうが、今では考えられない危険な行為だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

元アドベンチャーワールドの管理人・大島満男さん（左）、釣りの餌に使うフナムシ（右） 
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空き家 

 話を聞いた後、中村さんが島内を案内してくれた。小浜港から比較的険しい坂になる。

少し登ると民家が現れた。島に住む人はいないから残された家は全て空き家である。大島

プロジェクト会議の調査によると、少し手を加えれば住める家が 15軒ほど残っているとい

う。４半世紀ほど前の世帯数は 20戸ほどなので、このころ住んでいた家は何とか使用可能

と思われる。しかしそれ以前の家は朽ち果てて、草木に覆われていた。 

 道は軽自動車がすれ違えるほどの幅員があり、コンクリートで舗装されている。また、

道路脇の草もきれいに刈られ、枯れ枝ひとつ落ちていない。だから無人島という趣はない。

プロジェクトのメンバーが１週間ほど前に清掃したようなのだ。 

 上組の集落の中心にアコウの大木があった。樹上にオオタニワタリというシダ植物が４

～５株生えている。もともと地面に生える植物だが、木の上に生えるのは初めて見た。こ

の大木の前の家が中村さんの生家であった。近くの家の前にある畑には小豆らしき植物が

芽を出していた。鹿児島県から来た女性グループが種を播いたのだという。 

 道路脇には簡易水道の供給施設が置かれていて、朝の船で一緒だった市の水道課の職員

が何やら仕事をしていた。大島は山が深いので、昔から水は豊富だった。湧水を集めて供

給していたのがこの簡易水道である。現在でも後述するアドベンチャーキャビンで使用し

ている。この水道管がどこかで壊れているため、市の職員がたまたまこの日に点検に来て

いたのだ。 

 道の脇に魚木という大きな木があった。大島にはツマベニチョウが生息する。雄は前翅

端に橙赤色の三角班がある美しい蝶で、日南海岸が生息分布の北限である。宮崎県の絶滅

危惧２類に分類されている。このツマベニチョウの餌は魚木の葉である。オオムラサキと

エノキの関係と同様に、魚木がなければツマベニチョウは繁殖できないことになる。この

魚木もこの大島に自生している。 

 旧小学校に登る石段の脇に点燈記念碑と書かれた石碑が建っていた。恐らく島に電気が

通じた時の記念だろう。石碑の文字は宮崎県知事の黒木博が揮毫している。黒木知事は 1959

年～1979 年までの 20 年間にわたり６期務めるので、石碑が建てられたのは 1960～1970 年

代のことだろう。石碑の下に当時の島民だった部落人名 28人の氏名が刻まれている。氏は

大島が７人と最も多く、島田（５人）、中村（４人）、土屋（３人）、山田（２人）が続き、

この他に郡、内山田、若松、清岡、長嶺、浅野、谷口であった。 

 道路の下には日向灘が広がる。大型定置網が２ヶ統設置されており、漁船が停まって何

やら作業をしていた。中村さんによると、ここは年間 2.5 億円の水揚がある日本一の漁場

らしい。 

途中に「大尉・大嶋末一之墓」と書かれた墓石が建っていた。中村さんの話では島の出

身者で、山本五十六の遺骨を持ち帰った人物で、東条英機の側近でもあったというが、真

偽のほどはわからない。ただ、島の人たちが誇りにしていた人物であるのは間違いない。

遺族が墓の回りを定期的に手入れしているようで、周囲の草はきれいに刈られていた。帰

ってからインターネットで調べてみると、海兵 69 期の出身（昭和 16 年３月）で 204 空分

隊長としてソロモン諸島で戦死している。旧飫肥中学（現県立日南高校）から海兵に進学

していることから島のエリートだった。 
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中村さんの生家（左）、最も最近まで住んでいたと思われる空き家（右） 

 

アドベンチャーキャビン 

 アドベンチャーキャビンという日南市の宿泊施設が海を見渡す高台に建っている。もと

の小学校の跡地だ。島の小学校は、1900 年に南郷尋常小学校の大島分教場が設置されたの

に始まる。その後、1954年に南郷町立大島小学校と改称され、1980年に本校への統合にと

もなって廃校となった。 

 島の子供たちは「点燈記念碑」の脇の石段を登って小学校に通っていたが、この施設が

できてから車が通れる舗装道路が整備されている。キャビンは２階建。１階にホール、浴

場、炊事場、トイレなどがあり、２階が宿泊施設になっている。和室２部屋、洋室１部屋

があり、和室は最大 24人（１人１畳分）、洋室は 14人まで宿泊可能である。料金は１人 1,020

円と安い。ただ食事のサービスはないので、宿泊客は炊事場で自炊することになる。また、

同じ敷地内に２棟のコテージがあり、１棟の定員は６人なので最大 12人が宿泊可能だ。こ

ちらは１棟 10,280円で泊まれる。もちろん風呂もキッチンもついている。またキャビンの

前にはバーベキュー用のコンロも置かれている。 

 この施設は日南市が整備・保有し、その管理をＮＰＯ法人南郷オーシャンネットワーク

という組織に委託し、管理人１人が常駐している。管理人の男性は今年の４月に赴任して

いる。それまではフナムシ捕りをしていた大島さんが管理人だった。利用者は夏が中心で

あるが、この日は 10人ほどの予約が入っていて第２便で来るという。また、明日も宮崎市

内から 13人が来る予定だというからけっこうにぎわっているようだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧小学校跡地に建つアドベンチャーキャビン（左）、この日キャビンに訪れた大学生（右） 
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大島には最も多い時で５軒の民宿があったといい、観光客もそれなりに多かったようだ。

アドベンチャーキャビンから竹之尻港に向かう途中にも「石
つわ

蕗
ぶき

の里」と書かれた民宿があ

った。「シマダス」には１泊 15,000 円の高級民宿として紹介されており、ここに泊まるつ

もりで事前に電話を入れたがすでに廃業していた。ちなみにこの民宿は宮崎市内の人が経

営していたそうで、女優の宮崎美子などの著名人も利用していたらしい。 

 

大島プロジェクト 

大島プロジェクト会議の計画によると、大島の活性化の具体的な取り組みとして、①地

域資源を活用したしまづくり、②次世代の人を育てるしまづくり、③自然と調和した安全

で快適に住めるしまづくり、④歴史・文化遺産を活かしたしまづくり、⑤豊かな自然環境

を守るしまづくり、の５つの柱を掲げている。それぞれの柱の主な取り組みを紹介してお

こう。①では亜熱帯果樹（バナナなど）と花木（ジャカランダ）の導入で、既に苗木が植

えられている。②は空き家の利用促進で、すでに島に移住してカフェを開業したい旨の話

がきているという。③は定住者向けの空き家の整備などであるが、生活インフラとしては

九電が新しく海底ケーブルを敷設することになっているという。④はアコウの巨木や鞍埼

灯台の保護、⑤は先に示したツマベニチョウの保護と魚木の植栽である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バナナとライチーの苗（右）、ジャカランダの幼木（左） 

 中村さんからいろいろと説明を受けながら島を見て歩き、「石
つわ

蕗
ぶき

の里」の跡付近で別れた。

彼は小浜港に引き返した。道路をまっすぐに進むと竹之尻港に至るが、途中で鞍埼灯台に

行く分かれ道にさしかかった。灯台までは片道 1.9 ㎞なので、山道であることを考慮する

と往復１時間ほどを要することになる。船の時間に間に合わなくなる恐れがあるので、灯

台への道を 0.7～0.8㎞ほど歩いた地点で引き返した。道路は舗装されているが、落ち葉が

積り、決して歩きやすいとはいえない。 

 竹之尻港には朝一緒だった市の職員が２人、キャビンの管理人が軽自動車にこの日の利

用客を迎えに来ていた。港の近くには「グレートダイバーズ」と書かれたダイビングショ

ップの粗末な小屋があったが、時々ダイビング客を連れて来るようだ。 

 船が着くと大学生と思われるグループの７～８人が下船し、大量の食料を降ろした。今

晩キャビンに泊まる客である。グループのうちの５人は次の寄港地の小浜港で降りた。船

は 10 時 13 分に出発予定であったが、積荷を降ろすのにもたもたしていたので５分ほど遅

れた。 


