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2816 離島覚書（宮崎県・築島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本土側から築島を望む（手前は市木漁港） 

 

平成 28年６月 17日 

市木漁港 

 本土と築島の間はわずか 400ｍほどしか離れていない。したがって定期船は走っていない

から、漁船をチャーターするしかない。日本離島センター発行の「シマダス」に築島の区

長をしている近藤守さんが船を出してくれると書いてあった。ただ「シマダス」が発刊さ

れたのは 2004年なので、情報が古くなっている。はたして近藤さんが今でも現役の区長な

のか不安があった。串間市役所に確認すると、今でも区長で、しかも現在は串間市東漁協

の組合長を務めているという。区長で、組合長とくれば取材には好都合である。 

島旅に出かける前に、電話で近藤区長に渡船をお願いすると、忘れてしまうので前日電

話かけてくれとのこと。前日、南郷から電話で再確認すると、午後から漁協の出かけると

いう。前日は大雨だったので日向大島行を断念していた。この日は大島への島旅を優先す

ることになり、築島に行けるのは 11時頃からである。タイミングが悪い。「話を聞くのは、

奥さんでもいいから」とお願いして、11 時に市
いち

木
き

漁港・舳
へた

区に迎えに来てもらうことにな

っていた。 

 大島からの連絡船は目生津漁港に 10 時 30 分に着く予定だったが、５分ほど遅れた。す

ぐにレンタカーに乗り換えて舳に向かった。途中の和菓子店で近藤区長さんへのお土産を

買う。目生津港から築島に渡る舳までは車で 15分ほどである。市木漁港・舳区には串間東

漁協の市木支所が置かれている。11時５分ほど前に漁港に着いた。ところが 11時になって

も迎えの船が来ないため、支所に顔を出すと職員の方が近藤組合長に連絡してくれた。宮

之浦にある本所を出発したところなので、あと５分ほどで到着するとのことだった。その

すぐ後に組合長の奥さんから電話が入り、すぐに迎えに行くとのこと。組合長は午後から
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用事があると言っていたが、午前中の間違いだったのだ。すぐに奥さんが船外機で漁港に

乗り付けてきた。数分後に組合長も到着、２人して奥さんが運転する船外機に乗り、築島

に向かった。奥さんの話では、私が電話をかけた時はお酒を飲んでいるところだったので、

漁協の本所に出かけるのを午前と午後を間違えていたらしい。ともあれ、ものの数分で築

島に着いた。 

築島は面積 0.24 ㎞ 2、周囲 2.2 ㎞の米粒の形をした島で、最も高いところは島の中央部

付近で標高は 102ｍである。集落は島の西側斜面に形成され、およそ 20 軒の家が並ぶ。島

の裏側は太平洋に面し、波浪の影響を受けて岩盤がむき出しになっている。 

築島は 1954年まで南那珂郡市木村に属していたが、４町村の合併により串間市となり現

在に至っている。串間市は宮崎県の南端に位置する。築島の漁港は市木漁港の築島区に相

当し、立派な外郭施設に囲まれ、岸側は埋め立てられて立派な漁港が完成している。しか

し、この漁港を常時使っているのは近藤さんと築島さんの２軒だけで、しかも船外機しか

ない。 

もともと築島には十分な港はなく、砂浜だった。そこに２本の防波堤を伸ばして外郭施

設ができたのが 1980年代のことである。その後、北側に大きく漁港を拡張し、現在の漁港

の姿ができた。この漁港整備には近藤区長が尽力している。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

奥さんが運転する築島に渡る船外機船（左）、巨額の投資で完成した築島の漁港（右） 

 

近藤区長夫妻 

 上陸して険しい坂道を登った最初の家が、近藤守・アツミ夫妻の家である。現在 97歳の

母親と奥さんの妹と同居している。小さな庭には西瓜が植えられていたが、きわめて勢い

がよく、実が３つもなっていた。奥さんが自慢して実の位置を教えてくれた。 

家にあがり込んで話を聞いた。近藤守さん（73 歳）は串間東漁協の組合長である。島の

生まれではなく、対岸の市木の出身である。中学を卒業すると、奥さんの実家が経営して

いたカツオやシビを対象とした曳縄釣の漁船に乗った。よく働く守さんは船主に気に入ら

れて婿養子になり、近藤家を継いだのだった。ちなみに現在の奥さんは３女だった。来年

には金婚式を迎えるという。当時の漁船は７～８トンで、乗組員が４人で操業した。この

船で大東島周辺まで出かけたというから勇敢そのものである。ＧＰＳもちろんのこと、ロ

ランもなかった時代なので、喜界島まで行き、そこから方角を北北東にとって北大東島に

向かったという。ロランができて航海は著しく改善された。 
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 現在は、組合長の他に宮崎県内の水産関係団体の役員をいくつか兼務していることから、

漁業の第一線からは離れ、公務が中心になっている。曳縄釣りを卒業してから築島の周辺

で小型定置網、イセエビ刺網、瀬渡しなどを営み、1969 年から５年前までスクールボート

を運航していた。奥さんとの間には 1 人娘がいるが、宮崎市内に嫁いでおり、島を離れて

いる。そして２人の孫がいるという。 

 長年の公務の実績が評価されて、近藤さんはこの春の叙勲で旭日単光章を受章している。

なんでも宮崎県内の漁業関係者で叙勲を受けたのは近藤さんが２人目だという。部屋には

その時の勲章と証書が額に入って飾られていた。たまたま農水省大臣官房から皇居で撮影

された叙勲記念の集合写真が送られてきていたが、キャビネ大の写真が台紙もない大きな

封筒に入っていたため、郵送中に写真が折れ曲がっていた。「台紙ぐらい入れればいいのに」

と奥さんはおかんむりだった。確かに記念すべき写真が折れ曲がらないように配慮すべき

だが、最近の官僚にはこうした配慮に欠けている。誠に嘆かわしいかぎりだ。 

 

近藤区長夫妻（左）、近藤区長の家（右） 

 

島民 12人 

 築島分校の創立 50 周年記念誌によると、当時、築島には 21 戸 110 人が暮らしていた。

その後の国勢調査時毎の世帯数と人口の推移は図１に示す通りである。御多分にもれず、

築島においても世帯数、人口ともに年々減少している。2010年時点では９戸 25人になって

いる。 

現在はさらに減少していて、島に籍を置く世帯は、①近藤守組合長夫妻と 97歳になる母

親、奥さんの妹、②３世帯同居の５人家族、③砂利運搬船の船員をしている世帯夫婦、④

横浜からＩターンし現在は大型定置漁業で働いている単身世帯、の４戸 12人となっている。 

②の世帯の両親（近藤秀夫・勝子夫妻）は島に常時残っているが、本人夫婦（近藤克浩）

と長男はマグロ釣りとソデイカ漁に従事していて、船を住まいとする海上生活である。し

たがって島に帰るのは盆と正月くらいにすぎない。③の世帯（築島勝美・真知子夫婦）は

ご主人が貨物船に乗っているため普段は島にいない。奥さんは単身で島に残るよりも、看

護士をする娘のいる日南市に出かけていることが多いという。④の世帯は島にやってきて

から島で家族と一緒に生活をしていたが、小学校が休校になったことから奥さんと２人の

子供は南郷町にアパートを借りて住んでいる。本人は築島の対岸の夫婦浦の大型定置網漁

業で働いているのと家が築島にあることから、たまに島に戻って来るという。このＩター
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ン漁師は新宮さんという。以前、串間市に環境生態系保全活動の仕事の関係で来た時に、

築島に横浜からきたマグロ釣りの漁師がいると聞いていたが、結局彼は生活と仕事の拠点

を南郷町に移していたのだった。 

つまり、常時島で生活しているのは、区長夫妻の世帯とマグロ漁業に従事する世帯の両

親の２戸６名だけである。こうした状態であるから、島内に 20軒ほどある家は２軒を除い

て空き家になっている。 

築島の人々の暮らしは、主漁従農を基本としていた。今ではすっかり竹林で覆われてし

まっているが、1960 年以前は山のてっぺんまで開墾し、サツマイモや麦などをつくる畑が

続いていたという。農業は主として女の仕事で、男は海で働く漁師だった。島では牛や豚

も飼い、豚は屠殺して食べたと奥さんのアツミさんが言っていた。 

島の男の大部分は４月から８月の盆までは南郷町のカツオ一本釣漁船の乗組員として働

き、島に戻った盆からはイセエビの刺網が９月１日から解禁になるので、島の周辺でイセ

エビを獲った。こうしたサイクルで仕事をしていたようだ。 

その後、漁業は不安定なことから、地元で「鋼船」と呼ぶ貨物船に乗る人も増える。恐

らく南郷のカツオ一本釣が数を減らしたことも関係しているのだろう。鋼船に乗ると、月

給が 40万円ほどになり、しかも漁業に較べると安定していたことが大きな魅力だった。 

区長の家は漁業で儲けた金で南郷町に田を購入、戦前は８枚の田を本土側に持っていた。

しかし戦後の農地解放で半分に減ったという。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１  築島における人口と世帯数の推移（各国勢調査結果から作成） 

 

ルーツは宇和島 

近藤区長宅に串間市立市木小学校築島分校の創立 50 周年記念誌があった。1984 年 11 月

に発刊されたものだ。この記念誌の中に当時の各家につながる家系図が載っている。分校

の校長先生が調査し、記録したもので、毛筆で書かれている。この記念誌と区長の話を総

合すると築島のルーツは次のようになる。 

築島のルーツは四国・宇和島出身の山下（築嶋）藤吉である。宇和島から来た藤吉は最
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初に日向大島に移住し、その後隣の築島に渡った。築島での生活に目処がたつと、その後

兄弟姉妹を呼び寄せて築島の開拓にあたった。当時、築島は市木の林今朝太郎の個人所有

地であったが、明治 15年 11月に林から 61円で購入している。ただ、契約書の日付は明治

15年だが、すでに明治９年か、10年には取得していたといわれている。 

藤吉は末男（貞次）に近藤家を名乗らせ、姉娘のミワには築島家を名乗らせたという（築

島はもとからあった島名で、島名から姓をつけたことになる）。ミワの亭主は銀太郎という

が、養子として迎えたのである。２代目の近藤貞次・ヒナ夫妻は６男１女に恵まれ、５つ

の分家が誕生。一方、築島銀太郎・ミワ夫妻には８人の子供が授かり、島に２つの分家が

誕生した。こうして島の世帯は増えて行くのだが、もともと築島は１人の祖先から派生し

たものだったのである。したがって、築島には近藤と築島以外の姓はない。先に示した横

浜からＩターンで島にやってきた新宮さんは築島始まって以来の例外なのである。島外か

らの血は嫁や婿養子以外はなく、従兄同士の近親交配が続いた。このため、色盲などの遺

伝障害も発生しているという。 

集落の上の方に墓地があり、８基の墓石が建っていた。近藤が６基、築島が２基の内訳

だった。ちなみにこの墓地は 1974年 12月に完成している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近藤・築島家の家系図（左）、近藤・築島家の墓（右） 

 

古井戸と集会所 

 近藤区長宅でしばらく話を聞いた後、奥さんに集落内を案内してもらった。小雨が降っ

ていたので傘をさして歩いた。 

 区長の家の裏に古井戸がある。本土から海底送水管が敷設されたのは 1970年のことであ

り、それまでは井戸水に頼っていたのだが、この井戸は長いこと島民の生活を支えてきた。

この井戸を掘ったのは、区長の奥さんの祖父にあたる近藤弥吉だった。不幸にして弥吉の

妻カヨは両眼を失ったため、ただでさえ大変だった水汲み作業はいっそう大変になり、そ

の労苦を解決しようと自宅裏に井戸を掘ったのであった。時に大正 14年８月のことである。

掘削は困難を極め、120日の歳月をかけ、地下水脈を掘り当てたという。 

 この井戸ができるまで、島民はわずかにしみ出る湧き水を貯水槽に貯めて使用したりし

ていた。とくに渇水期は島の南側の磯にある貯水槽に真夜中から水が溜まるのを待って並

んで水を汲み、家まで運んだという。弥吉が掘った井戸は島民の生活を支えたのである。

この井戸水は塩分がなくきわめて良質の水だった。そして今でもこの井戸水を利用されて
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いる。 

 坂を登ると上述した墓地があり、左側が集会所、右側を登った先に旧小学校である。奥

さんに集会所の中を案内してもらった。この集会所は 1966年に島民から土地を提供しても

らい、１週間かけて全戸の労働奉仕で土地を造成したものである。翌 1967年に集会所が完

成している。この集会所は教室の一部としても使われていた。建物の壁には小学校に勤務

した歴代先生の顔写真が掲げられており、少し以前の島の航空写真も展示されていた。 

Ｉターンの新宮さんの家は集会所の下にある。その先に山の神様の祠があった。ただ依

然として小雨が降り続いており、しかも草の丈も長いので、ズボンが濡れることからそこ

まで行くのは諦めた。 

 集会所から引き返し、旧小学校跡に向かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区長宅の裏にある井戸（左）、集会所の内部（右） 

 

築島分校 

 集落の一番高いところに築島分校の校舎がそのまま残っていた。校舎の前は雑草が繁茂

し、50周年の記念碑は草に埋もれていた。 

 島の小学校は 1934 年 11 月に市木小学校築島分校として創立された。当時の児童数は 18

人であった。その後 1939年には火災により校舎が消失したが、ただちに新しく建て替えら

れている。 

 1961年に電話が、1962年に電気が相次いで島に導入される。1963年には石波海岸と築島

を結ぶスクールボートが就航し、中学生は本土にボート通学するようになった。 

 その後児童数は減少し続けたため、とうとう 2010年３月末をもって築島分校は休校にな

り、75年の歴史に幕を降ろしている。開校から休校に至る 75年間に 187人の卒業生を送り

出している。先に示した創立 50周年記念誌には、開港以来の卒業生名簿と住所が記載され

ているので、この記録を分析すると島民たちの移動の歴史がわかるだろう。 

小学校が休校になっているので、島にはおよそ公共施設と呼べるものは一切ない。近藤

夫妻の母親は 90歳を超える高齢者だが、歩行もままならず、ましてや船外機に乗ることも

不可能な状態である。このため月に１回くる往診の医師が頼りだ。以前は日赤病院から医

師が派遣されていたが、今は日南市が派遣しているという。 
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旧市木小学校築島分校の校舎（左）、草に覆われた創立 50周年記念の石碑（右） 

 

マグロ釣り漁師の両親 

旧小学校から坂を下り、左折した２番目の家がマグロ釣りとソデイカ釣りを営む近藤克

浩さん夫婦の両親が住む家である。近藤秀夫（76 歳）・勝子（73 歳）は高齢なので島に残

り、ホゴ（標準和名：カサゴ）延縄とイセエビ刺網の小漁師をしている。イセエビの漁期

（９月１日～翌年４月 15日）以外は延縄を営んでいる。 

家の前には延縄の道具が置かれていた。１樽の枝針は 100 本、針は２尋間隔につけるの

で、全長 1,500ｍほどになる。餌はソウダガツオの塩漬けを切り身にしたものだ。 

息子夫婦と孫は、一年中船で暮らしながら漁業を営んでいる。２年前に建造した漁船に

は冷蔵庫、トイレ、風呂もついていていわば「家」と変わらないそうだ。 

１年のうち４～11 月は「旗流し」という漁法でマグロを釣る。和歌山県を拠点に小笠原

方面の黒潮域で操業し、漁獲物は主に和歌山県の勝浦に水揚げをする。一方、ソデイカ釣

はマグロの漁期が終わる 11月から始まり、４月までで、沖縄を拠点に琉球諸島周辺を漁場

としている。したがって築島に帰って来るのは盆と正月ぐらいのものである。近藤組合長

の話では、年間の水揚金額は 4,000～5,000万円になるらしい。経費もかかるが、売上げも

大きいので、貨物船の乗組員になるよりもはるかに所得は大きいという。 

この家の下の畑には、プラムの大きな木があり、赤い実がたわわに生っていた。また、

島には沖縄でみられる島バナナも植わっており、すでに花が咲いていた。宮崎はやはり暖

かいのだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延縄漁を営む近藤秀夫・勝子夫妻（左）、ホコ延縄の道具（右） 
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空き家と恵比須大明神 

 島内には 20軒ほどの家があるが、常時人が住む家は２軒、たまに戻って来る家が２軒な

ので、残りの 16軒ほどは空き家になっている。隣の大島は朽ち果てた家が多かったが、築

島では明らかに使えないと思える家は１～２軒しかない。このため、一部の家は島外の人

が別荘として買ったり、あるいは借りたりしているようだ。 

 集落を下る途中に恵比須大明神が置かれていた。築島の歴史は明治期以降であり、戸数

も少ないので財力はない。したがって立派な神社を期待するのはどだい無理な話しだ。朱

色の鳥居の先に小さな神社が置かれていて、その前には蘇鉄が大きく成長している。 

 この神社の恵比須祭りは大正 13年ごろに大漁祈願と魚の供養を目的に始まった。祭りは

旧歴の２月に開催されるが、人口が減少した今日、はたして継続しているのかどうか、確

認するのを忘れた。 

  現在、島で生活する両近藤夫妻は 70歳代である。Ｉターンで島にやってきた新宮さん

も子供の教育に事情で島を出ているから、築島の５年後、10 年後は大いに気になるところ

だ。島には民宿もあったようだが、すでにだいぶ以前から営業はやめている。定期船は昔

から運航されていないので、移住者は船を持つ人に限られる。急勾配な斜面には平地はな

い、農地もない。農業で自給するのも不可能に近い。観光資源もないことから日向大島よ

りも生き残りの条件は厳しいと言わざるを得ない。だからは両近藤夫妻が元気なうちはよ

いが、日向大島と同様、築島には無人島化の危機が迫っている。 

集落をぐるりと回り、近藤さん夫妻の写真を撮り、13 時ごろに奥さんが運転する船外機

の乗せてもらい、舳港に戻った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雨戸が閉まる空き家（左）、恵比須大明神（右） 

 

南郷へ向かう途中に宮崎県の農業試験場の亜熱帯作物支場があり、亜熱帯植物が植わる

温室が一般公開されていたので除く。南郷町で遅い昼食を摂り、宮崎空港にレンタカーを

走らせた。 

 

 


