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3013 離島覚書（福岡県・玄界島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山の中腹の大きな建物が玄界小中学校、海際の建物が公営住宅 

 

平成 30年５月 23日 

市営渡船・みどり丸 

 夜半からの雨は、ホテルを出るころにはやんでいた。前泊した博多マリンホテルからベ

イサイドプレイス博多埠頭まで歩く。博多埠頭には２つのターミナルがある。第１ターミ

ナルは玄界島、志賀島と壱岐、対馬を結ぶジェットフォイルが発着、第２ターミナルはフ

ェリーが発着し、壱岐、対馬、五島の各島を結んでいる。 

 玄界島は博多湾の湾口に位置し、糸島半島の先端からは大机
おおつくえ

瀬戸を挟んで数㎞しか離れ

ていない。島の面積は 1.14 ㎞ 2、周囲 4.4 ㎞の円錐形の島である。博多埠頭と玄界島の間

には福岡市営渡船の「みどり丸」が就航している。１日７便あるので、比較的便利だ。「み

どり丸」という船名は後述する「百合若伝説」に登場する伝書鷹に由来する。 

 ８時 50分発の第２便に乗船した。船客は私を含めて 16人。航路距離は約 18㎞で、所要

時間は 35分である。船を降りると、再び小雨が降り始めた。折り畳み傘を取り出し、漁協

に向けて歩く。 

 玄海島は志摩郡小田村から北崎村を経て、1961 年に福岡市に編入された。集落は島の南

端に形成されている。後述するように 2005 年３月 20 日に発生した福岡県西方沖地震で集

落の大半が破壊されたため、現在の住宅は震災後に新しく建てられたものである。 

 旅客待合所の裏に荷捌所、玄界漁港（第２種）の周辺には、郵便局、玄海公民館、「ケア

ポートがんぎだん」というデイサービスセンター、漁協事務所などの公共施設が置かれて

いる。 

玄海公民館に伺って玄界島の資料を収集する。公民館の入口に「玄界島の概要」という

案内があり、インフラ整備の歴史が書かれていたので紹介しておこう。 

島に電気が導入されランプ生活から解放されたのは 1941年のことである。自家発電が導
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入され、時間制限付きであったが電灯が灯った。1966 年には海底ケーブルが敷かれ、島の

完全電化が実現した。1980年には海底パイプラインによって上水道が整備され、さらに 2001

年には下水道が完備されている。また、1996 年には診療所が設置され、医師が常駐するよ

うになった。 

震災前の 2000年、玄海島の世帯数は 234戸、人口は 748人であったが、2015年の国勢調

査時には、世帯数は 198 戸、人口は 458 人と、大幅に減少している。また、2017 年９月末

時点の世帯数は 217戸、人口は 462人である。高齢化率は 38.5％であり、福岡市全体の 21.0％

と比較すると高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

玄界島と結ぶ市営渡船・みどり丸（左）、玄界島の船客待合所（右） 

 

福岡市漁協玄界支所 

漁港のほぼ中央に福岡市漁協玄海支所がある。支所の港側に記念碑が建っている。玄界

島漁協の概要がわかるので碑文を全文掲げておく。碑文の最後に、初代から 10代までの組

合長の名前が刻まれていた。 

 「戦後まもない昭和 24年９月、玄界島漁業協同組合が誕生した。玄界島漁業の歴史は古

く江戸時代は黒田藩の手厚い保護を受け戦前の漁業組合、漁業会と変遷のなかで、組合は

漁民の生活の中心となり、漁業権■■■として守ってきた。昭和 20年代は戦後の食糧不足

の為漁業は活況を呈し、漁法や漁港は飛躍的に発展した。昭和 30年代に入ると一転して不

漁が続き組合は大きな負債を抱え苦しい経営が続いた。昭和 35年、国、県の指導により漁

協再建整備促進法の適用を受け再建に入った。組合員の必死の努力により計画は着実に実

施され、昭和 40年みごと再建を果した。その後は釣漁業を中心として安定した経営が続き、

県下でも有数の玄界島漁協の基礎が固まっていった。平成４年 11 月福岡市内 12 漁協が合

併することになり、伝統と歴史を誇る玄界島漁協が閉鎖される事になった。この漁協発展、

漁協経営に情熱を捧げられた当時の歴代組合長の名前を刻み、組合員の記憶にとどめてお

きたい。平成４年 10月 31日」 

 漁協の事務所を訪ねると、久保田正一支所長が対応してくれた。「事前に連絡を入れてお

いてくれれば時間がとれたが、忙しいので 30分ぐらいならば」ということで、会議室に案

内され話を聞く。 

 福岡市漁協玄界支所の正組合員は 83 人（平均年齢は 59.7 歳）、准組合員は 22 人（平均

年齢は 47.9 歳）である。福岡市漁協の支所の中では組合員の平均年齢は低い方だという。

以前は１戸１組合員制であったが、現在は１戸複数制になっている。ちなみに 2013年漁業
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センサス時の漁業就業者数は 93人（男 91人）、男子漁業就業者の高齢化率は 17.2％であっ

た。世帯の半数ほどが漁業に従事する「漁業の島」である。 

支所の職員は、正職員５人、パートが７人である。事業は販売と購買がメインで、購買

事業の一環として事務所の隣で、「アイランドポート」という店舗を経営しており、島で唯

一の商店としての機能を担っている。販売事業は夜中の 22～24時に集荷し、漁協の運搬船

で、福岡市中央卸売市場に輸送し、朝１時からのセリに間に合わせる。運搬船は支所の職

員３人で運航しているが、その内訳は正職員１人、臨時２人である。 

漁協合併から４半世紀が過ぎたが、財務の一元化はされておらず、各支所の独立採算制

である。また、離島と本土側の職員の交流は少なく、島の人が本土側の支所に転勤になる

ことはないという。したがって実質的には合併前とはあまり変わっていない。 

福岡県西方沖地震では島の家屋は後述するように壊滅的被害を受けたが、漁協の建物は

鉄筋コンクリートの２階建であったので、島で唯一残った。漁業者は、九電体育館での１

カ月間の避難生活時には漁業を休んだが、その後島の仮設住宅に移り、震災後１カ月後に

は漁業を再開している。 

2017年度の総水揚額は 5.4億円であり、16年度とほとんど変わらない。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡市漁協玄界支所の事務所と購買店舗（左）、漁協合併後に建てられた記念碑（右） 

玄界灘は、瀬戸内海や伊勢・三河湾、常磐沖などと並ぶイカナゴの産地であった。地元

では「カナギ」と呼び、成魚は一夜干しにして炙って食べる習慣があった。私も以前福岡

に出張した折に居酒屋でよく食べたものだ。脂が乗って旨かった。ところがこのイカナゴ

が玄界灘から姿を消してすでに 10年が経つ。 

 玄界島ではこのイカナゴを餌とする釣りが盛んだった。イサキ、ヒラス、ブリなどの釣

り餌に用いられた。フルコ（２年物の成魚）、新子（仔魚）の両方が餌に使われた。新子は

撒餌として使い、釣り針が 20 本ほどついた疑似餌針で釣った。活かしたイカナゴを餌に男

女群島まで釣りに出かけた時代もあったそうだ。このようにイカナゴは魚食性魚類の餌に

なるので、プランクトンと魚食性魚類をつなぐ重要な役割を果たしている。久保田支所長

によると、イカナゴがいるといないでは、漁獲金額は２～３億円は違ってくるだろうとい

う。 

 1960年代まではイカナゴ資源は豊富だったが、1970年代から始まった海砂の採取がイカ

ナゴ資源に致命的なダメージを与えた。1980 年代に入るとイカナゴは大幅に減少した。こ

のため重要なイカナゴ資源を元に戻そうと、天草や韓国からイカナゴを購入して放流した
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そうだ。その成果が出て、一時イカナゴが再び姿を現し始めたが、結局長くは続かず、2007

年から全く姿を消しているという。 

 イカナゴは夏季に砂に穴を掘って夏眠する。この夏眠場を砂の採取によって奪ったこと

がイカナゴの再生産に大きなダメージとなった。またもともと冷水性の魚であるイカナゴ

は近年の水温上昇によって越夏できなくなっていることも重なったようだ。 

福岡市漁協は海砂採取業者から補償金を得ており、この金が漁協経営に欠かせない財源

となっている。香川県をはじめ瀬戸内海各地で続いてきた構図が、福岡県では今でも残っ

ている。当面の漁協経営のために、自分で自分の首を絞めていることに早く気が付かなけ

ればならない。ちなみに支所が玄界島産のウニを売り込みにいったところ、「海砂の採取を

許可している漁協とは取引をしたくない」と断られたことがあったそうだ。 

 離島は水産物の流通面でハンディキャップを抱えている。このため本土側に販売拠点を

設け、水産物の付加価値化を図るべく、小呂島と玄海島、唐泊の３支所で港町の市漁協の

建物でレストランをやったことがあるそうだ。しかし赤字を抱えて失敗したという。ただ、

今でも需要が多い本土側で付加価値事業を展開すべく考えをめぐらしているらしい。近く

では、姫島と漁協直売所・「志摩の四季」、地島や大島と「道の駅・むなかた」など、島か

ら本土側の直売所に出荷する例は増えてきた。私の方からは先月訪れた岡山県の坊勢島の

例を紹介しておいた。 

 

サワラ曳釣 

 現在玄界島のメインの漁業はサワラの曳釣である。最大 30隻ほどが操業する。近年水温

上昇を反映して、玄界島の周辺にサワラが多く回遊してくるようになり、資源が増えたこ

とから漁業種類を転換したためだ。サワラ曳釣を営む漁業者は、以前は壱岐、小呂島、な

どにイサキ釣りに出かけていた。サワラに転換してからは漁場が近くなり、燃油費は少な

くなった。この漁業は基本的に周年操業だが、産卵が終わる４～５月は回遊量も少なく、

あまり出漁しない。海士漁業に従事する組合員は９月に漁期が終わると、サワラ曳釣に加

わる。サワラの年間漁獲金額は１億円に達する。 

 曳釣以外では、延縄、潜水漁業、小型底曳網、２艘吾智網、小型定置網、キス流し網、

籠などの漁業が営まれている。 

 延縄を専門にする漁業者は５隻で、主な漁獲物はトラフグ、マダイ、アマダイなどであ

る。トラフグの漁期は９～３月で、基本は底延縄だが 12 月～３月は浮延縄が許可になる。

漁場は筑前大島や対馬沖である。マダイとアマダイの漁期は４～10 月、トラフグが終わる

とこちらに切りかわる。こちらの漁場は筑前海域になる。これらの延縄漁業の昨年の水揚

額は 9,300 万円（トラフグ：4,300 万円、マダイ・アマダイ：5,000 万円）ほどであった。

トラフグの漁期は合間にアナゴ（筒）、シロサバフグ（金網籠）の漁業が３カ月間ほど営ま

れる。 

 海士漁業は 20数名が従事する。スーツ着用の素潜りで、漁期は７～９月の３カ月間。ア

ワビとサザエを中心に年間 4,200 万円ほどの水揚げがある。玄界島周辺では小呂島のよう

な磯焼けは少ない。また、離島漁業再生支援交付金を活用し、藻場調査や造成を手がけて

いる。 
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 小型底曳網は７経営体が営む。博多湾内が漁場で近いが、網で海底を引き回すことから

燃料消費が多く、漁家所得は少ない。年間の生産額は 3,000万円ほどである。 

 ２艘吾智網は１ケ統が操業する。漁期は４～12月。漁獲物はタイ、カワハギがメインで、

生産額は約 2,000万円である。 

キスの流し網は６～７人が海士漁業のつなぎで操業する。ただ資源が大幅に減少してい

る。なお、玄海島にはイカ釣漁船はない。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

小中学校から玄界漁港を望む（左）、サワラ曳釣の漁船（左） 

 

天然ワカメの６次産業化 

 玄界島の周辺にはワカメが分布している。支所としてワカメを加工販売するいわゆる６

次産業化は 2009年ごろから始まった。ワカメの採取は潜水によるものが８人、船上から箱

メガネを使って刈り取る人が２人の計 10人である。天然ワカメの漁期は３～６月だ。 

 採取したワカメはボイル塩蔵し、茎と葉の部分を分けで袋詰めして商品化する。袋詰め

は女性が担っている。 

 小売価格は、300ｇパックで 420円、茎ワカメは 280円である。販売はインターネットに

よる直売の他、福岡市内のＪＡの購買店舗でも販売している。年間の販売総額は 1,600～

1,700万円である。 

 取材は当初 30 分ほどの約束だったが、話は島の漁業振興や海砂採取の話に及んだため、

２時間ほどを経過した。帰り際に支所で商品化している天然ワカメまでいただくことにな

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

玄界島の天然ワカメ（左）、茎ワカメ（右） 
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戸建住宅 

 漁協でワカメと茎ワカメを２袋ずついただいたので荷物が増えた。相変わらず小雨が降

っているから、傘をさしながら重い荷物を持ち歩くわけにもいかず、荷物を待合所に置き、

ノートを入れた手提げ袋だけを持ち、傘をさして島内を見て歩くことにする。 

 漁協から西に向かって歩くと集落のはずれに小鷹神社がある。急勾配の石段を登ると社

殿があった。境内には大きなクスノキとイチョウが植わっている。古い石段は崩れた形跡

はないが、鳥居が落ち、社殿が傾いた。このため震災後に修復工事が行われている。この

工事に際して集められた寄付金の寄附者名簿が置かれていた。全島民は１軒に付き５万円

を寄附している。 

 公民館で頂いた資料によると、永禄の初年（1558年）、長州野島の海賊がしばしば来襲し

たので、島民は宮浦へ逃れ、玄界島は 40年余の間、無人島になっていた。その後再び島に

住むようになってから、神社に伝説の「緑丸」を合祀して今日に至っているという。この

「緑丸」は「百合若伝説」に出て来る伝書鷹のことである。百合若大臣は九州沿岸を荒ら

した賊を征伐した討伐軍の大将で、征伐の帰りに玄界島によって戦の疲れを直していたが、

家来の別府貞澄兄弟が突然変身し、大臣を島に残して逃げてしまった。大臣は「緑丸」と

いう鷹を使って妻のもとに伝書し、「緑丸」は夫婦の間を往復していたが、妻が夫の不便を

思い、小さな硯を「緑丸」の足に結びつけて放ったため、その重さに耐えきれず死んでし

まったという。この鷹が祭神なので小鷹神社という。 

島の住宅は戸建住宅と市営及び県営の集合住宅に分かれる。 

震災によって約７割の住宅が倒壊したため、家を全て撤去して宅地が造成された。震災

前には集落には道路がなく「ガンギ」と呼ばれる石を積んだ階段が続いていた。島民は荷

をかつぎ、歩いて運ぶ以外に手段はなかった。特にＬＰＧや灯油などの重いものを家まで

運ぶのは重労働であった。1996 年にはこうした重労働を解消するために集落の東西の端に

モノレールが整備されている。震災後、道路ができてからはこのモノレールは不要になっ

たが、この跡は今でも見ることができる。ちなみにこのモノレールで運べる積載重量は 200

㎏までであった。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

都会風の家が並ぶ戸建住宅（左）、震災以前に荷物の運搬に使われていたモノレール（右） 

戸建住宅は標高 10ｍほどから上の中腹に造成されている。ヘアピン状に道路が整備され、

縦方向に２本の階段が設けられている。この階段は震災前にあったガンギ石段をコンクリ

ートで再現したもので、震災前の面影を取り入れている。戸建住宅は全部で 50戸、１戸当
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たりの敷地面積は 40～50坪である。どの家も都会に見られるような近代的な家で、どこか

の団地にきたと錯覚するほどで、これまで見慣れてきた漁村の風景にはほど遠い。ただ、

この島では稲荷信仰が盛んなように、何軒かの家には稲荷神を祀る小祠が置かれている。

敷地面積が狭いので各家には庭はほとんどない。 

島の最高峰は遠見山で、標高は 218ｍである。戸建住宅裏の百合若公園の脇から登山道が

あるが、あいにくの雨だし、地震で地割ができた場所や倒木もあるとの情報だったので、

登るのは諦めていた。 

集落を縦に結ぶ階段と交わる道路脇にはベンチが置かれ、海を眺めることができる。 

震災以前は、集落の中に２軒の民宿があったが、建物が新しくなってからやめてしまった

ので、玄界島には現在宿泊場所はない。 

 

福岡市立玄界小中学校 

 厳しい坂を登った中腹に福岡市立玄界小中学校が置かれている。震災後、旧小学校跡に

新しくつくられた鉄筋コンクリートづくり３階建の建物である。旧小学校の跡地を整備し

てつくられた。別の場所にあった中学校も一体化されている。山の中腹につくられたため、

平地の確保が難しく、校庭は狭い。この校舎は復興のシンボルとなった。 

 学校の事務室に伺うと、先生を紹介された。小学校と中学校のそれぞれの教頭が対応し

てくれ、話を聞く。 

 在校生は、小学生 23人、中学生 11人、のあわせて 34人である。これに対して教員、事

務員、用務員、給食係を入れ、21 人の職員が勤務する。このうち教員は校長１人、小中学

校の教頭各１人と、中学校８人、小学校６人の 17人である。学校関係者は全員が島に住む

ので、漁港の脇に教員住宅が整備されている。先生たちは、朝晩は自炊、昼食は給食を児

童生徒と一緒に食べる。ちょうど帰り際に給食が運ばれてきたが、ちょっととのぞくとサ

バの味噌煮と牛乳が付いていた。 

授業は複式のクラスだったが、昨年から単学級にかわっている。帰りに小中学校の児童

生徒がつくった「玄界島観光ガイド」という小冊子をいただいた。ガイドにまとめること

により、郷土を知ってもらおうとの学習の一環だが、けっこう参考になる内容だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

震災復興のシンボルになった玄界小中学校の建物（左）、狭いグランド（右） 

小中学校から海岸道路に出ると雨はやんで少し明るくなってきた。 

校庭の下には畑がつくられている。しかし、周囲はベニア板などで囲われている。玄界
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島にもイノシシが棲みついているためだ。昭和 40年代までは、段々畑でネギやイモつるが

つくられ、市場にも出荷されていたが、今は全くもとの自然に戻ってしまい、昔あった山

道も雑草で覆われ、歩くことはできないという。 

 

福岡県西方沖地震 

 戸建住宅の下の海を見渡せる見晴らしのいい場所に「玄界復興記念公園」が置かれてい

る。「翔」と書かれたモニュメントが博多湾を見つめている。被災した島民はいち早く「玄

界島復興対策検討委員会」をたちあげ、毎週委員会を開催し、協議を重ねて震災後４カ月

後の 2005年７月には「小規模住宅改良事業」により島の全面的復興を果たすことが決まり、

震災後丸３年を経て住宅が整備され、復興したことを記念して建てられたものだ。なおモ

ニュメントの「翔」は島に伝わる「百合若伝説」の鷹をイメージし、未来に向けて翔ぶ願

いが込められているという。 

2005年３月 20日午前 10時 53分、福岡県西方沖を震源とするＭ７の地震が発生し、被害

は福岡市全域に及び、１人が死亡、1,039人が負傷、5,220戸の住宅が被害を受けた。特に

震源地に近い玄界島では 19 人が重軽傷を負い、107 戸が全壊するなど全世帯の約９割にあ

たる 214 戸が被害を受けた。夕方には住民 700 人のうち 433 人が九電記念体育館などに避

難し、同体育館で約１カ月を過ごした後、玄界島と博多漁港の「かもめ広場」にそれぞれ

100戸ずつの建設された仮設住宅に入居した。上述したとおり漁業に従事していた世帯は島

の仮設住宅に移り、漁業を１カ月ほど休んですぐに再開している。ちなみに本土側の仮設

住宅には高齢者や児童のいる世帯を中心に住んだ。 

 小学校の児童 34人は避難所から箐子小学校、中学生の生徒 18人は舞鶴中学校に通った。

2007年４月に２年ぶりに島での始業式を迎えている。 

 天皇皇后両陛下は、2007年 10月に玄界島を訪れ、被災した島民を励ましている。その時

に詠まれた御製、皇后陛下御歌の歌碑が港の近くに置かれている。平成は来年４月で終わ

るが、平成という時代は実に自然災害が多かった。島だけみても奥尻島、三宅島、玄界島、

口永良部島などで地震や噴火が発生している。両陛下はこまめに現地を訪問され、被災し

た人々を励まされているが、玄界島にも来られて歌を詠まれた。 

 「なゐにより被災せし子ら我ら迎へ島鷹太鼓の撥揚げ待つ」（天皇陛下） 

「洋中の小さき陸よ四百余の人いま住むを思ひつつ去る」（皇后陛下） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天皇・皇后両陛下の御歌の碑（右）、玄界復興記念公園（左） 
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公営住宅 

 戸建住宅の下の平場には賃貸集合住宅が建てられた。市営住宅が 80 戸、県営住宅が 50

戸の内訳である。市営住宅は中央の漁協事務所、漁業関連施設、公共施設を挟んで東西に

分かれており、西側に玄界中央１～３号、玄界西棟の４棟が建ち、東側に玄界寄木１～３

棟、玄界東１～５の合計７棟が建つ。県営住宅は最も東に位置し、玄界小浜１～３の３棟

が建つ。 

 ４階建の玄界中央１棟には、エレベーターと連絡橋が取り付けられ、復興公園から下の

平地まで行くことができる。高齢者が歩いて坂を登る負担を軽減できるように配慮した町

づくりだ。 

 復興公園からこのエレベーターを利用して下まで降りた。歩いて東側に向かう。漁具倉

庫などの漁業関連施設を通り過ぎると、観音堂、地蔵堂が並んでいる。建物が比較的新し

いところを見ると、震災後に建て替えられたものだろう。地蔵堂の脇に例の荷物運搬用の

モノレールと運搬車がそのまま残されていた。その隣に３階建の教員住宅が２棟並び、さ

らに納骨堂が並ぶ。島には墓地がなく、遺骨はこの納骨堂に納められている。納骨堂の敷

地に斉田要七、掘六郎の墓と書かれた石碑が建ってきた。２人は勤王派の志士であったが、

1864（元治元）年に福岡藩で発生した「乙
いっ

丑
ちゅう

の獄」（勤王派への弾圧事件）で玄界島に配流

になり、1866（慶應２）年に斬首されている。後年（大正元年９月）、この２人の墓を右翼

の巨頭・頭山満などの有志が建てたものだった。 

 納骨堂の一帯には市営住宅が並ぶ。少し他の島と違うのは消防ホースの格納箱がやたら

と多いことだ。委託を受けた若い女性が、異常がないかちょうど点検しながら巡回してい

た。 

 市営住宅の先には県営住宅が３棟あり、付近には児童園地、プールなどもある。県営住

宅の先に保育園が置かれ、さらに集落のはずれに下水処理場があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市営住宅のエレベーターホール（左）、県営住宅と児童公園（右） 

 

周回道路 

 玄界島の海岸沿いには周回道路が整備されている。雨がやんだので、島を反時計回りに

１周することにした。左足の膝が少し痛むので、自転車を借りようと思ったが、この島に

は用意がない。つまり観光客を受け入れる条件整備はできていない。しかたなしに歩くこ

とにした。 
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下水処理場を過ぎると建物はなくなる。しばらく進むと左側に登り坂が現れた。震災前

に中学校があった場所だ。道路の山側にはところどころに周囲をトタンで囲った小さな畑

がある。自給用の野菜畑だろう。そのうち立神岩と呼ばれる大きな岩が出現。そこには密

漁監視にあたったと思われるコンクリート製の小屋がつくられていた。屋上にはサーチラ

イトも整備されている。ただ窓ガラスは割れ、荒れたままになっているので、今は使われ

ていないようだ。 

島の北側に大浜と呼ばれるごろた石の浜があり、そのあたりから沖合に桂島が見えてく

る。もちろん無人島だが、丸い形状の特徴的な島で柱状節理がむき出しになっている。長

い間の波浪によって大小２つの海蝕洞窟もできている。また海鳥が生息しているようで岩

の一部は鳥の糞で白く変色していた。 

道路は島の西側に出た。ここから明日行くことになる姫島が見えるはずだが、あいにく

視界が悪く叶わなかった。周回道路は舗装され海側には一部防波堤もできているが、途中

から未舗装になり、海側はガードレールに変った。集落に近づくと迷惑施設である焼却施

設はゴミ処理施設が並んで置かれていた。集落に入る手前の海は埋め立てられ、ヘリポー

ト、公園、漁具倉庫などが整備されている。 

やがて小鷹神社の階段下に至り、島を一周したことになる。距離にして４㎞弱である。

所要時間は１時間強であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立神岩に建つ密漁監視の小屋（左）、島の北側の道路と桂島（右） 

 

船客待合所裏の荷捌場では小型定置網の水揚げが行われていた。ミズイカ、トビウオ、

アジなどがメインであるが、量が圧倒的に多いのがサバの幼魚であった。出荷する魚介類

はＪＦ玄界島の名前が印刷された発泡スチロール箱に丁寧に並べられ、冷蔵庫に保管、翌

早朝、福岡市中央卸売市場のセリにかけられる。 

14時 30分発の「みどり丸」で博多港に戻る。帰りの船には６人が乗った。 

夜まで時間があったので、中州川端駅近くの映画館で、柚月裕子原作・白石和彌監督の

「孤狼の血」を見て、翌日の訪問地である姫島の玄関口・筑前前原に向かう。 


