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1914 離島覚書（山口県・平郡島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手前左が上荷内島、右側が下荷内島、両島の奥の大きな島が平郡島 

 

令和元年５月 22日 

柳井漁港 

 平郡島に行くフェリーは柳井漁港脇の柳井港から出る。１日２便が就航しており、約１

時間を要する。当初フェリーを利用する予定だったが、前日、柳井在住の漁師・酒井章さ

んにお会いすると自分の漁船（福徳丸）で連れて行ってくれるという。現地の事情に詳し

く、人脈もあるので好都合である。酒井さんとは昨年 10月にトカラ列島の宝島、小宝島に

ご一緒している。水産多面的機能の活動のアドバイザーもしており、３月に東大安田講堂

で開かれたシンポジウムでもお会いしている仲だ。 

坂井さんが駅前の柳井ビジネスホテルまで車で迎えに来てくれた。柳井漁港に停泊して

いる福徳丸に乗り込み、８時７分に平郡島に向けて出発した。 

 柳井市は 1977～1983年までの７年間通い詰めた思い出深い土地である。中国電力㈱がこ

の地に火力発電所を建設することになり、1977 年８月から２カ年にわたって四季の海洋調

査を実施した。採水、採泥、プランクトン採集、藻場調査、干潟調査、潮間帯生物調査、

試験操業調査などを行い、ナメクジウオやカブトガニなどの当時としても希少な生物を確

認している。その後、干潟の水質浄化機能やアマモ場の調査や造成の仕事が加わり、さら

に５年間も通い続けた。 

初めて柳井に行ったのは調査に先立つ数カ月前のことだった。中国電力の立地の担当者

に案内され、当時の上司であった磯舜也専務と般若寺の山頂から計画海域を眺めたのがひ

どく印象に残っている。その後、柳井市役所（当時、市役所は駅の北側にあった）を訪問

して挨拶をした。柳井市は発電所の誘致に積極的だったので歓待された。 
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 この発電所は土穂石川の河口干潟を埋め立てて用地造成し、ＬＮＧを燃料とする火力発

電所を建設する計画であった。ところが河口にはアマモやコアマモが分布する広大な干潟

がひろがり、アサリなどの二枚貝類もたくさん採れていた。その頃、藻場や干潟などの沿

岸域の特徴的な生態系に対する関心が急速に高まっており、発電所の立地はこの両方の生

態系に大きな影響を及ぼすことが危惧されたのである。通常は１年間四季の海洋調査で環

境アセスメントをすればよかったが、柳井地点については、干潟の浄化機能やアマモ場の

詳細な分布、生産力などについて調査する必要があった。加えて埋め立てによって失われ

るアマモ場を代替する藻場造成が課題となった。そのころ流行っていたミチゲーションで

ある。ところが当時の日本ではアマモ場の造成技術はほとんどゼロに近かったため（大分

県水産試験場に一部試みられていた程度）、代替藻場造成の研究開発が海洋調査の後に進め

られることになった。 

アマモ場の造成技術の検討にあたって中国電力に委員会が組織され、九州大学農学部の

塚原博教授を座長に、下関水産大学校の高井徹教授、山口県内海水試の富山昭場長、南西

海区水研の月館潤一さん、電力中央研究所の中谷茂さんが委員となられた。アマモ栄養株

の移植、花枝を採取して種を採りその種を播種する方法の２通りで造成試験が行われた。

また、アマモの繁殖様式の観察も行われている。これらの成果は日本水産学会で発表、中

国電力技術研究所の川端氏はのちに長崎大学で博士号をとり、日本水産学会誌にも２つの

論文を発表している（論文には私も共著者の１人として名を連ねている）。 

 環境調査の開始から 15 年後の 1992 年に柳井発電所は運転を開始した。さらに運転開始

から 27 年が経っているから、私が最後に関わって時点から 35 年以上が経つ。河口干潟は

消滅し、発電所の敷地にはＬＮＧタンクが並び、高い煙突がそびえる。結局アマモ場造成

のミチゲーションは実施されず、柳井湾湾奥のアマモ場と干潟は失われたままだ。われわ

れの調査や研究は発電所立地に免罪符を与えただけだった。 

 
酒井さんの福徳丸（左）、柳井発電所の全景（右） 

 漁港前の道路は拡幅され、周辺にあった建物がなくなっており、漁港周辺の風景は変

っていた。ただ、地形は変りようがなく、周防大島、笠佐島、上荷内島、下荷内島などの

島影は当時のままで、懐かしい風景が続く。柳井湾の湾口にある上荷内島と下荷内島が近

づいてきた。何れも無人島である。その先に平郡島が横たわる。平郡島に置かれている井

森工業（柳井市にあるゼネコン）のケーソン製造ヤードが見えてきた。巨大なケーソンが

浜辺に置かれているが、酒井さんの話では、上関町に建設を予定していた上関原発に使う
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ためのケーソンだったそうで、同原発の建設が進まないためにそのまま放置されていると

のことだ。海はベタ凪で、福徳丸は快調に進む。９時ごろ、平郡島の東の集落である平郡

東港に入港した。 

 

２つの集落 

 平郡島は室津半島と周防大島によって囲まれた柳井湾の湾口に浮かぶ東西に細長い島で

ある。柳井港の南、約 20㎞に位置する。島の面積は 16.62㎞ 2、周囲は 31.0㎞で、山口県

内の橋が架かっていない離島の中では最も大きい。 

平郡島には島の東と西の端にそれぞれ集落があり、高い山で隔てられている。両集落は

島の北側と南側の海岸沿いにつくられた道路で結ばれている。北側の道路は県道で車が通

行できるが、南側は市道で車は通れない。市道ができたのは 1945年ごろのことで、県道東

浦西浦線（全長 14.2 ㎞）は 1980 年に完成した。それまでは両集落を車で移動することは

できなかった。徒歩では山道を歩いて少なくとも３時間以上を要したからたいてい船を利

用した。同じ島にあって２つの集落は孤立し、相互の交流は乏しかったのである。おまけ

に両集落の歴史的成り立ちも全く違っていたから少し前までは言葉も違っていたという。 

以下に「新平郡島史」から両集落の成り立ちを紹介しておこう。 

平郡東地区は、1185（文治元）年９月に紀伊国藤代城主鈴木三郎帯刀介仲光ら 16人が部

栗丸（へぐりまる、平群丸は木曽義仲の遺児とされているが、真偽は不明）を連れて来島

したのが始まりとされている。移住当時の平郡島は無人島であり、仲光らは城の平（現在

の平郡東小学校の山手側）に居を構え、農業に従事していた。その後、仲光の子孫が平郡

東の庄屋となり平郡島を統括していた。 

平郡西地区は 1279 (弘安２)年に伊予国越智郡から元寇の役で有名をとどろかせた河野通

有の支族河野丹治安武、浅海五郎政能らが移住したのが始まりだといわれている。河野水

軍が来島する以前の様子は不明であるが、古墳時代の石斧や弥生式土器が出土しているこ

とから、以前から人が住んでいた痕跡が残っている。 

つまり東地区は和歌山、西地区は四国の浅海
あ さ な

原
み

（現在の松山市）がルーツなので、言葉

も習慣も異なっていた。そして同じ島であっても交通が不便だったので両地区の交流は乏

しかったのである。 

時代は下って 1555（弘治元）年に毛利元就が厳島で陶春賢を討った時に７代鈴木左近助

芳眞ら島民 100 人が厳島において毛利軍と糧秣の輸送の任務にあたり、功績をあげたこと

から、それ以来毛利氏の御手舸子（船乗り）になった。そして 1625（寛永２）年には村民

全員が御手舸子になっている。島民は、平素は漁業に従事するかたわら、当番などによっ

て水軍の根拠地であった三田尻（現在の防府市）に詰め、御船倉や運航の官船に服務した。

そして平郡島は舸子給によって実質的には年貢を免租されていた。 

平郡島は萩本藩領の大島郡宰判に属し、代官所は久賀村（現久賀町）にあった。1875（明

治８）年に大島郡平郡村となり、長いこと１島１村の時代が続く。その後、1954 年に平郡

村は柳井市に編入された。 

平郡島は藩の庇護のもとで人口は増えたが、島で生産できる食料は限られていたから、

口減らしのために島を出る世帯も多かった。1883（明治 16）年に大干ばつが発生、その翌
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年の 1884年には平郡島の 23戸が北海道の岩見沢に移住した。1885年には 55人が移民とし

てハワイに渡った。その後４年間に 337 人がハワイに渡り、北海道にはさらに６戸が移住

している。なお北海道への移住は士族に限られていたが、明治維新後、舸子は士族に編入

されており、平郡島は島には珍しく士族が多かった。大正元年の戸籍では、士族 296 戸に

対して平民 212戸であり、士族が平民を上回っていたのである（平郡史）。 

1737（元文２）年の「地下上申」によると、平郡島の人口は東 553 人、西 903 人で、西

の方が多かった。この時の世帯数は東 113 戸、西 210 戸であり、東と西の人口と世帯数の

比はおよそ１：２であった。ところが 1965 年の国勢調査時の人口（世帯数）は、東 1,419

人（424 戸）、西 797 人（214 戸）となっており、東と西の人口（世帯数）比は２：１に逆

転している。2019年４月末の住民基本台帳上の人口は、東 193人（132戸）、西 119人（91

戸）であり、その比は変らない。 

東地区は隠居慣行が強く、長男が嫁をもらうと両親は年齢に関係なく隠居し、次三男を

連れて別の家に移る。これにともない遺
い

碑地
は い じ

というのをのぞいて、残りを長男６分、次の

者が４分に配分したそうだ。この結果、農地はだんだんと細分化されていき、人口、世帯

数も増えたという。世帯当たりの農地面積が小さくなっていったから、収入を得るため海

に出て漁業が盛んになった。一方の西地区は長子相続で、次三男は本家に一緒に住んだ。

そして学校に出し、職を身に付けさせて島から出したので農地の面積は開墾地が増えこそ

すれ、世帯当たりの農地面積は減らなかった。つまり世帯数は増えなかったのである。農

業で十分食べて行けたので、西地区では漁業が発達しなかった。後述するように今でも西

地区の漁師は１人だけで、東地区が圧倒的に多い。そして漁協組合員の多くは遊漁を中心

としていた。 

平郡島における人口の推移は図１に示す通りである。戦前は 3,000 人弱で推移していた

が、戦後、復員やベビーブームの影響で一挙に 4,000 人近くに増え、その後は一貫して減

少してきた。特に高度経済成長期の人口減少が顕著である。直近の 2015年の人口は 348人

となっており、ピーク時の 1/10 に減少している。そして高齢化率は 75.9％に達しており、

人口の減少と高齢化が顕著である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 平郡島における人口の推移（各年次国勢調査） 
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山口県漁協平郡支店 

酒井さんの漁船を漁港の西側岸壁に着けて上陸、近くの漁村センター２階に置かれてい

る山口県漁協平郡支店を訪ねる。支店には鈴木さんという女性の支店長、鈴木進運営委員

長（昔の組合長に相当する）がいた。酒井さんは両氏と知り合いなので助かった。飛び込

みで漁協を訪ねると警戒されて十分話を聞けないことがままあるからだ。 

運営委員長の鈴木さんは昨年就任したばかりで、前任者は若い卜部さんだった。鈴木さ

んは西地区の出身で、９年前にＵターンした。中学校を卒業後島を出て、広島の高校に進

学、長いこと神戸市にある神戸製鋼所に勤めていた。定年後、１人で生活していた父親の

面倒を見るために島に戻った。 

平郡支店の組合員は正 21人、准 60人の合計 81人である。地区別では東地区が多く、全

体の 2/3 を占める。後述するように東地区は浦と羽仁の２つの字に分かれているが、同じ

東地区の中でも、浦が 2/3、羽仁が 1/3の割合である。ただ出荷している漁業者は限られて

おり、東地区が８人、西地区が２人の 10人ほどで、季節的に出荷する漁業者を含めても 15

人ほどである。ちなみに 2013年漁業センサス時の平郡島の漁業経営体（全て個人経営）は

20であった。なお、愛知県出身の高口さん（52 歳）という人が８月まで漁業研修中で、研

修終了後、組合員になる予定のようだ。 

現在平郡島で営まれている漁業は、一本釣（遊漁）、吾智網、潜水、建網、採藻である。

平郡島はかつて「タコの島」として知られ、平郡島を紹介する観光パンフレットには今で

も「タコの島」として書かれている。しかし、タコの漁獲量は 10年ほど前から減少し、2015

年ごろからほぼゼロの状態になっており、2017 年度の水揚金額は８万円にすぎなかった。

10年前までは４月 20日から８月末までの４ヶ月強の漁期で、１億円以上の水揚げがあった。

多い人で 1,000万円、平均で 500～600万円を水揚げており、タコツボと一本釣の漁業で十

分生活ができたという。漁場によって投入するタコツボの数は異なっていたが、通常は 500

個のタコツボを連ねた縄を２本設置、多いところでは 2,000 個ほどであった。タコの資源

が減少している理由ははっきりしていないが、10 年ほど前から雑カゴ漁業を始めたことが

原因だという説、愛媛県の小型底曳網による乱獲説などが言われている。 

吾智網は３経営体が基本的に周年を通じて営んでいる。漁獲対象のメインはマダイだが、

吾智網だけで食べて行くのは難しいため、潜水や建網を兼業している。建網は４経営体が

中心的に営む。主な漁獲対象はメバル、ホコ（カサゴ）、オコゼなどが主である。潜水は素

潜りで、５経営体が周年営んでいる。漁獲対象はサザエ、アワビ、ナマコなどである。 

採藻漁業はヒジキが中心で、漁期は３～４月だ。この期間に４回ほど「口あけ」をする

が、近年は水温上昇の影響でヒジキにゴミがつくようになったため、今年の「口あけ」回

数は３回にした。ヒジキ採りは東地区の組合員を中心に 20人ほどが参加している。採取し

たヒジキは煮ることはせず天日干ししただけで、四国方面の業者に入札で販売している。

今年の生産額は 1,000万円ほどであった。多い人で１回あたりの生産額は 30万円ほどにな

る。一方、漁協ではヒジキを蒸して製品化し、漁協で直売している。100ｇ入りの袋が 626

円（税込）で販売しており、一般に売られている単価の半値だという。土産にこのヒジキ

を購入した。 

タコが不漁期に入り、一本釣りのメインであるハマチの価格は 200 円／㎏程度と安く、



140 

 

島の漁業は厳しさを増している。現在は潜水漁業（主としてサザエ）と建網漁業が平郡島

の漁業の中心になっている。 

漁協では販売、購買、信用の各事業を営む。信用はＡＴＭが置かれているだけで、窓口

業務は行われていない。島内の金融機関は漁協の他に農協と郵便局である。西地区の年金

受給者の約７割は農協で受け取っているという。平郡島の鮮魚の出荷先は、柳井港にある

県漁協の魚市場と藤間水産である。フェリーで柳井港まで運ぶ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漁村センター内に置かれている漁協事務所（左）、漁港のいたるところに積まれているタコツボ（右） 

近年の平郡島の産業別就業者は、１次産業が７割を占めていた。農業が５割、漁業が２

割という内訳であった。しかし後述するように農業は牛飼いと花卉栽培がそれぞれ１経営

体あるだけで、柑橘類の栽培農家は激減している。一方、表１は平郡島における漁業経営

体数の推移を示したものだが、漁業経営体数、漁業就業者ともに一貫して減少している。

漁業生産額は 1992年の 3.3億円がピークでその後激減し、今では 4,000万円を下回ってい

るあり様だ。 

表１ 平郡島における漁業経営体数と漁業就業者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

「漁業センサス」（農水省）より作成 

  

東地区 

東地区の集落は浦と羽仁という２つの字に分かれている。地区のほぼ中央部付近に山が

張り出しており、ここが２つの字の境になる。この中心部付近に市役所の平郡出張所と平

郡東小学校が併設されている。 

漁協で話を聞いてから、酒井さんと一緒に出張所を向かった。途中の道路脇に「夢びと」

と書かれた住宅があった。移住者向けのお試し住宅である。過疎化に悩む島では移住者の

受け入れに積極的である。出張所の所長さんは冨田さんといい、昨年４月に就任している。

計 男 女

1988 71 116 75 41

1993 57 100 62 38

1998 46 76 51 25

2003 37 62 41 21

2008 31 49 36 13

2013 20 24 20 4

漁業就業者数
漁業経営体数年
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以前は本土側の市役所に勤めていたが、定年後嘱託で現職に再就職した。この人も酒井さ

んの知り合いだったので、親切に対応してくれた。 

３月末の東地区の人口は 194 人で、世帯数は 134 戸である。域おこし協力隊の人が東地

区の空き家調査を最近したところでは、住宅約 300戸のうち空き家は 190戸に及んでいた。

つまり６割以上の家屋が空き家ということになる。 

出張所には公民館も併設されている。東地区の公民館では「みしまだより」という４ペ

ージものの広報誌を毎月発行している。４月号が 37号に相当するので、３年間欠かさずに

発行してきたことになる。毎月、欠かさずに発行するのは結構大変な作業だが、この「み

しまだより」を編集しているのは後述する小学校再開のきっかけになったＩターンの松川

さん（元高校の教師）のようだ。所長さんから１年分のバックナンバーをいただいた。 

戦後の東地区の暮らしは半農半漁で、ミカンとタコに象徴された。しかしオレンジの自

由化（1991 年に輸入枠を撤廃して関税化）を契機にミカンの木の伐採が進み、ミカン栽培

は放棄された。現在東地区でミカンを栽培している農家は３～４戸しかない（出荷はして

いない）。一方のタコは 10 年ほど前から激減している。このように島の経済を支えた１次

産業は壊滅状態になった。 

こうした現状を打破しようと、かつて栽培が盛んだったサツマイモを耕作放棄地に植え、

収穫したサツマイモで焼酎を作るプロジェクトが進められている。ただイノシシが増えて

畑を荒らすため、電柵を張り巡らさなければならないなどの問題も抱えている。こうした

中、吉本興業が「住みます芸人」を平郡島に派遣して、このサツマイモを使ったお菓子作

りを手がけ、活動をネットでＰＲすることにより島に観光客を呼び込む計画が進められる

ことになっており、島民の期待が集まっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浦の集落（左）、羽仁の集落（右） 

ここで東地区の生活インフラについて整理しておこう。 

水は山からの湧水と井戸水が水源で、両方をブレンドし、高台に設けられた浄水場で処

理して各家に供給している。以前は島民が一時的に増える盆時期には水が不足する事態が

発生していたが、現在は解消されている。電気は海底ケーブルで本土側から送られてくる。

診療所は常駐する医師が火曜日と金曜日の週２日診察する。月曜日と木曜日は西地区の診

療所で診察している。唯一の商店はＪＡの店舗だが、営業日と営業時間が限られている。

水曜日は休みなのでこの日は店が閉まっていた。このため、島民の多くは生協や通販を利

用して購入している。 
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五十谷三島 

出張所で話を聞いてから民宿大野屋に行き、荷物を預ける。漁協に戻り、運営委員長に

五十
い

谷
や

三島まで送ってもらうことにした。漁協は経費節減のため、勤務時間は午前中だけ

になっているので、運営委員長は昼から西地区の自宅に車で戻ることになる。午後から時

間があるので、気を利かせてくれて島の南東端に連れて行ってくれることになったのだ。

酒井さんとはここで別れ、彼は柳井に戻った。 

旧役場出張所が入っていた体育館（その隣に診療所）の脇の道を登り、曲がりくねった

山道を２㎞ほど走ると海水浴場に出る。アップダウンの激しい山道なので歩けば 30分はか

かるので助かった。 

平郡島の海岸線は岩礁が多く、砂浜海岸は少ない。このため五十谷の海浜は平郡島で唯

一の海水浴場になっている。駐車場には洗い場、トイレ、シャワーなどが整備されていた。

砂浜は清掃が行き届いているようでペットボトルや漁業資材などの漂着ゴミはほとんど見

られなかったが、ちょうどホンダワラ類が流出する時期にあたるため、海藻の漂着が目立

つ。 

海水浴場の前に３つの小島が連なっている。「五十谷三島」と呼ばれ、「平郡三景」の１

つに数えら島自慢の美しい風景とされる。ちなみに残りの「平郡三景」は東地区の背後に

そびえる「大嶽」と島の西端にある「蛇の池」である。この三島の中ほどには三嶋大明神

が置かれており、歩いて渡ることができるが、潮があまり引いていなかったので渡るのは

止めた。海水浴場の沖には昨年７月に訪れた八島が見えた。八島は人口 20人足らずの島で、

まさに無人島になりかけている。平郡島もこのまま抜本的な対策がとられなければ同じ運

命を辿りかねない。 

浜のベンチに腰掛けて柳井のコンビニで購入してきた握り飯と稲荷寿司を食べた。平郡

島には食堂はないと聞いていたので本土側から買って来たものだ。お茶も一緒に購入して

きたが、飲料の自動販売機は東地区のあちこちに見られたので、わざわざ購入する必要は

なかったのだが。 

途中の牧場を見学しながら、急な坂道を登る。野生のビワが黄色く熟していたので、失

敬して食べた。やがて峠にさしかかったが、そこに浄水場が置かれていた。 

車道を通らず早田八幡宮への道を向かう。神社を通りぬけて、東地区の集落に入った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３つの小島が連なる五十谷三島（左）、五十谷海水浴場（右） 
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牧場 

五十谷海水浴場の上の斜面は牛の牧場となっており、敷地内に２棟の牛舎が置かれてい

る。牧草地には親牛 10頭と子牛２頭が放牧されていた。この牧場は県漁協平郡支店の鈴木

支店長の弟（鈴木和平さん）がやっており、その息子も後を継いでいる。後述する「夢の

島」という店を始めた鈴木純平さんの兄にあたる。肉用の黒牛を繁殖しており、純平さん

の話では、現在親牛 15頭を飼養し、毎年 10頭ほどの子牛を出荷しているとのこと。 

平郡島における牛飼いの歴史は古く、1000 年以上前にさかのぼるらしい。平郡島に限ら

ず、周辺の長島、八島、牛島、馬島でも牛が飼われていた。島民は昔から農業のかたわら

放牧業を営んで来た。島の農地の一部は耕地と原野を交代して耕す切替畑が営まれていた

が、この土地は入会となっており、明治６年に土地の所有権が設定されたのちも入会慣行

は続けられており、この土地に牛を放牧していたようだ（平郡史）。 

その後、在来の牛は「平郡島の風土に任せられ体質強健肉質美味なりとは言え体格矮小

且つ生育遅緩にして飼料の利用乏しき」（平郡史）だったため、1907（明治 40）年に島根県

大原郡から「デボン」種の牝牛を導入している。平郡島で飼養された牛は、①体格が引き

締まり、健脚で粗食に堪え飼養が容易である、②「デボン」系の特色として早熟・早肥で

ある、③耕牛として卓越している。④肉牛としての価値が高い、⑤性質がすこぶる温良で、

婦女子でも容易に使役できる、などの特色があった（新平郡史）。明治以降、すでに牛肉食

は普及していたから、「平郡
へ ぐ り

牛
うし

」は農耕用と肉食用の両方を兼ね備えていたと考えられる。 

1950 年当時、平郡島では 246 戸が 335 頭の牛を飼養していた（島の世帯のうちの 1/3 に

相当）。しかし高度経済成長に伴い島民が島外に人口流出するとともに放牧業は急速の衰退

し、かつて名声を博した「平郡牛」は 1975年以降島から姿を消した。 

このように平郡島における牛飼いの歴史は一旦閉じたのだが、平成年代後半になって、

上述した鈴木和平さんによって現在の放牧業が再スタートし、現在に至っている。もちろ

ん、鈴木さんが飼っている黒牛は当時の「平郡牛」とは異なる。 

牧草地は電気柵で囲われ、境界の一部には槇の生け垣がある。 

牛舎からカラスが一羽飛び出て来て、２匹の猫がその後を追った。よくみると生まれた

ばかりの子猫が道路に横たわっていて、ほとんど動かない。カラスが子猫を襲い、その後

を親猫が取り戻そうと追いかけ、結局カラスは子猫を奪うことに失敗した。カラスが生き

た獲物を襲う光景を見たのは生まれてこのかた初めてのことであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牧草地で草を食む親牛と子牛（左）、牧草地に置かれている牛舎（右） 
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「夢の島」と芋焼酎 

漁協の前にある「夢の島」という特産品を売る店は 13～14時までの１時間だけオープン

する。早田八幡宮から東地区の集落に戻ると、13時を回っていたので店の中を窺った。2018

年４月７日にオープンしているので、ちょうど１年強を経過したことになる。関東のもの

からすると、「夢の島」は東京湾に浮かぶ廃棄物の埋め立て処分地の島を思い浮かべるから

あまりイメージはよくない。 

この店は地域おこし協力隊の鈴木純平さんが開業したものだ。鈴木さんは平郡島東地区

の出身でＵターンしてきた。鈴木兄弟は５人いるが、そのうち２人がＵターンしている（上

述の牛飼い）。地域おこし協力隊員になれば、３年間総務省から給料がもらえるので、うま

くこの制度を利用しているのだろう。 

この店のメインの販売品は芋焼酎である。この他に乾燥ひじきなども売られている。た

だし、営業時間は 13～14時までの１時間である。 

焼酎の原料は島おこし推進協議会のメンバーが耕作放棄地を再生してつくったサツマイ

モである。原料の芋を周南市の醸造会社に送り、生産を委託している。焼酎の種類は３種

類あり、最初につくられたのが「紅はるか」という品種を原料にしたもので「平郡」（25度）

というブランドで７年ほど前から販売を始めた。昨年から島で昔からつくられていた品種

である「ギフ１号」を原料にした「大嶽」が加わった。こちらはアルコール度数が高く 35

度である。さらに今年から黒麹を使った「平郡の里」もつくられている。昨年度の生産本

数は３種類で約 5,000 本とのことだ。島おこし協議会のメンバーでサツマイモを作ってい

る農家は東地区の 15～16戸である。 

土産に「大嶽」を購入した。720mlで 2,400円と結構いい値段で売られている。 

この焼酎は「夢の島」の他に、柳井市内のＪＡの店舗やネット通販で販売されている。

また、柳井市のふるさと納税の返礼品としても使われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

芋焼酎の原料を栽培しているサツマイモ畑（左）、漁村センターの前にある夢ノ島の店舗（右） 

 

平郡東小学校 

 東地区の浦と羽仁の中間に柳井市立平郡東小学校が置かれている。小学校には市役所の

平郡出張所と平郡東公民館が併設されていることはすでに述べた。この平郡東小学校は

1872（明治５）年に開校しているので、創立 136年の伝統校である。しかし 1958年には 399

人の児童が通っていた小学校は、過疎化で児童が年々減少してついにいなくなったため
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2003 年４月から休校になっていた。なお西地区には平郡西小学校があるが、東小学校より

も 11年早い 1992年４月から休校になっている。 

ところが、2012 年４月に横浜市から当時１年生だった松川洵子さんが家族と移住してき

たことから９年ぶりに平郡東小学校は再開されたのだった。松川さんは高校の先生をして

いた人で、平郡島に移住し潜水漁業に従事、現在は公民館の主事をしている。彼女はすで

に中学２年生になっている。その後、神奈川県・横須賀市からの移住者（上水道関係の仕

事に従事、浄水場の管理やメーター点検などの仕事）、民宿大野屋の娘さんのＵターンがあ

り、小学生が増えた。 

 今年の３月には２人が卒業、４月に１人の児童が入学したので、現在は４人である。こ

のうち民宿・大野屋の姉妹が３人を占めている。大野屋の娘さんが子供４人を連れてＵタ

ーンしており、長男は今年卒業して中学生となり、３人の娘が小学校に通っている（写真）。

先生は校長を含めて３人であり、先生は教員住宅や民家を借りて島に住んでいる。 

 中学校は 1994年３月に柳井中学校に統合された。このため、小学校を卒業すると柳井

本土の柳井中学校にフェリーで通わなければならない。柳井港から自転車で通学している

ようで、約 10分を要するらしい。現在３人が柳井中学校に通っている。なお、島に幼稚園

や保育園はない。 

 なお在来島民で漁師をしている卜部さんには年子の２人の子供がいる。この子らが小学

校に入る予定なので、当分、小学校は続きそうだ。ちなみに卜部さんは吾智網と素潜りの

漁業を兼業しており、注文に応じて食事も提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市立平郡東小学校（左）、小学校に通う民宿大野屋の３姉妹（右） 

 

コの字の民家 

 焼酎を買って、浦の漁港周辺を歩く。港の周辺にはたくさんのタコツボが置かれている。

港のはずれにはかつてタコを蓄養した木製の生簀箱が置かれていた。長さ 2.4ｍ、幅 1.2ｍ、

高さ１ｍほどの長方形の木箱で、４面にスリットが入り、さらに長方形の両面に金網を張

った窓がある。木にはコールタールが塗られている。漁獲したタコをここに収容して計画

的に出荷していたのだろう。漁港の周りには駐在所、教員住宅のようなものも置かれてい

る。 

購入した焼酎を宿に置き、羽仁の集落を歩く。島の家はコールタールを塗った黒い板塀

で囲まれ、屋根は瓦である。家の入口は小さな引き戸があるだけのまるで勝手口のような
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造りだから、内部の様子は全くわからない。 

役行者像を見た後、周辺を歩いていると、たまたま入口を空けたままの家があったので、

中に入ると男女２人ずつの４人がお茶を飲んでいた。家の中を観察する絶好のチャンスで

ある。４人のうち２人の男女はこの家の夫婦、男性は家の修理を依頼された大工さん、女

性は近所の人だった。 

ご夫婦は 80歳代で、両方とも東地区の出身である。ご主人は防府農業学校に進学し、島

で温州ミカンと米をつくり、農業一筋で生きてきた。水田は北浦と沖浦という場所にあり、

両方とも棚田であった。天水と湧水に依存していたので、水温が低かったため、寄せ畦と

いう水のう回路をつくり、水温を温めてから田に導いたという。一輪車も通れないような

道だったので、収穫物はオイコ（カルイともいう）で担いで運んだ。米の収量は東が 460

俵（27.6 トン）、西が 540 俵（32.4 トン）と東の方が少なかったという。昔の米の収量ま

で覚えているのはまったく驚異である。おそらくよっぽど印象に残っていたのだろう。ま

た島では大きな南瓜を作っていたという。この南瓜を煮てスープにし、これに米や団子を

入れて食べたそうだ。 

この家は先代が建てた家で、老朽化で一部痛んだところがでてきたため、大工さんに依

頼して修理しているところだった。この家は３面が建物で、つまりコの字をしており、中

庭がある。建物は母屋の他に農具や収穫物を収納した倉庫、牛小屋などが連なっていた。

中庭には井戸も掘られている。１面は建物がなく、家庭菜園規模の農地となっている。こ

のような家のつくりは西地区も同様であり、平郡島に共通している。東地区は冬季の偏西

風、西地区は台風の影響で風が強いため、その影響を避けるために考えられたものだろう。 

羽仁の集落から平郡西地区に至る市道を歩き、集落を眺望できる高台まで行き、引き返

した。そのまま進めば大嶽への登山道にでて、頂上まで登ることができるが、日没までに

戻れるかどうか不安だったので諦めた。この高台と反対の位置にある海神神社を訪れ、こ

こから再び海の方に下ると、平郡東中学校の跡地がある。すでに校舎は撤去されて、グラ

ンドは青草に覆われていた。旧校門の脇に校歌が彫られた石碑が寂しく建っている。 

羽仁の漁港に出て、恵比寿様、真俱様をみる。漁船は５隻しかいない。また浦の漁港と

は異なり、港に置かれているタコツボは少ない。続いて曹洞宗の寺、海蔵院に行く。境内

に大きなソテツ、山門脇にケヤキの大木がそびえていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コールタールを塗った板塀で囲われた民家（左）、民家の内部（右） 
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民宿大野屋 

 民宿大野屋は平郡東地区にある唯一の宿泊施設で、羽仁の集落にある。民宿への坂の登

り口に羽仁の人々の墓地があった。東地区にはこの他にも浦の集落にも墓地があり、２ヶ

所に分かれている。東地区には、羽仁に海蔵院、浦に浄光院（浄土真宗）という寺があり、

東地区の島民は何れかの寺の檀家になっている。墓地のすぐ先の海際にはディサービスセ

ンター平郡が置かれている。 

泊まった部屋は母屋とは別の離れだった。トイレと洗面所は外にある。風呂も当然別だ。

風呂に入って休んでいると、部屋に夕食が運ばれてきた。夕食は、鯵とタコの刺身、スナ

ップエンドウの卵とじ、メバルの煮つけ、ヒジキ煮である。翌朝、電話で魚の注文をして

いるところをみると、島内で魚を獲っている人から直接買っているようだ。 

食事を終えてからメモを作成しながらテレビを見た。ところが不思議なことにＮＨＫの

総合が映らない。民放は兎も角、ＮＨＫが映らないのは初めての経験だった。ところが寝

ようを思っていると、２階でドタバタやり始めた。この離れの２階は子供部屋になってい

て上述した３姉妹が暮らしているようだ。夜 10時を過ぎても騒ぎはおさまらない。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

民宿大野屋の入口（左）、当日の夕食（右） 

 

令和元年５月 24日 

赤石神社と蛇の池 

 東地区と西地区の間は 14㎞ほど離れている。バスは走っていないので、歩けばたっぷり

３時間はかかる。フェリーを利用すれば 40分だが、出発は朝６時だ。朝食も食べられない

ので民宿の女将さんに車で送ってもらうことにした。車代は 2,000 円。船賃の 620 円に較

べれば高いが、自由に時間を設定でき、しかも移動時間が早いので実質的には安い。 

朝食を食べて８時に女将さんの運転で民宿を出発した。女将さんは 65歳になるが、結構

若づくりである。先代から民宿を経営しているようで、顧客は仕事で泊まる客の他に、四

国や九州方面からのキジ撃ちに来る客が多かったという。平郡島では 1968年ごろにキジを

放鳥したが、島にキジの天敵がいなかったことから数が増え、農作物（特にサツマイモ）

に被害を与えるようになったためキジ猟区を設定して島外からの入猟者を受け入れていた。

ただ、最近は山が荒れ、猟犬が入らなくなったことから狩猟の客も少なくなっているらし

い。キジの鳴き声はしばしば聞かれたし、道路を横切る姿も見られた。 

彼女が気にかけていたのは、西地区にある小林旅館のことだった。島には東西に１軒ず
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つ宿泊施設があるのだが、小林旅館は最近娘夫婦がもどってきて１日１組限定で美味しい

料理を食べさせると評判になっているからだ。 

車は北海岸の県道を走り、西地区の集落に向かう分岐を反対側の赤石神社の方向に向か

い、舗装道路が途切れるところで降ろしてもらう。山道を１㎞ほど歩くと海の近くに着い

た。右手の坂を降りると小さな桟橋があり、その先の来る時に海上から見えた井森工業の

大きなケーソンが置かれている。道を左折し、山の中の暗い道をしばらく歩くと海岸に出

た。目の前の海では底曳網が操業していた。 

海岸沿いの道を数 100ｍ進むと、赤石神社がある。海岸に大きな赤い石があり、この石が

御神体になっている。赤石神社は漁の神様で、東西両地区の神社であるとともに島外から

も参拝に来るらしい。神社の脇には船を係留する小さな桟橋が整備されていた。女将の話

では、旧暦の６月 10日にこの神社の祭りがあり、子供のころには道路脇にたくさんの露店

がでたので、船で神社に行ったそうだ。神社の少し手前に湿地があった。この湿地は鈴木

運営委員長によると、元は水田だったそうだ。恐らく深い田だったのだろう。 

赤石神社から 500ｍほど西に進むと「蛇
じゃ

の池」がある。砂洲によって形成された池で、面

積は３ha 弱、周囲は 200ｍほどだ。道路１本隔てて海だが、池の水は淡水である。かつて

この道路沿いは松林であった。1951 年４月に宮本常一が撮った写真には松林が映っている

が、今はまったくない。海の近くなのに塩水が入らないのが不思議だが、ひょっとすると

池の底から絶えず山水が湧き出ていて淡水の圧力の方が高いのかもしれない。干ばつなど

の時にはこの池の水は貴重で、ポンプで運んだようだ。 

池の淵から突然亀が池に飛び込んだ。甲羅干しをしていたが、突然の人間の姿に驚いた

のだろう。池の周囲にはたくさんの鳥がいて賑やかである。水は緑色をしており、透明度

は低い。池の周囲はすっかり樹木で覆われているが 1960年ごろの写真をみると、池の奥の

方は一面畑になっていた。 

池から 3.5㎞ほどの道のりを歩いて、西の集落をめざす。10時 50分に西地区のフェリー

乗り場に着いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大きな赤石の上に建つ赤石神社（右）、蛇の池（右） 

 

西地区 

荷物をフェリー待合所に置いて、市役所西平郡連絡所に向かう。平郡西地区の西側は伊

場という字である。もともとは弓を射る場所だったので射場といったが、その後伊場にな
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ったというのが鈴木運営委員長の話だ。伊場の集落は平地に形成され、その背後も平地で

かつては水田があった。東側は鶴甫という字である。こちらは伊場とは対照的に斜面に階

段状に家が並び、平地はない。西地区の中央部付近は松葉川という字になり、それぞれの

字ごとに自治会が組織されている。 

 海岸から川沿いの道を 50ｍほど登った先に市の連絡所と診療所が並んでいる。連絡所に

は３人の職員がいた。通常は濃口ゆきよさんという高齢の女性だけが詰めている。彼女は

パートタイマーで週２日勤務している。ただ、この日はパソコン関係の業務で若い男性職

員２人が応援に来ていたのだった。メインに対応してくれた人は吉田さんといった。地元

の詳しいことは濃口さんに聞いた。 

 西地区の 2019 年４月末現在の人口は 119 人で、このうち女が 71 人と圧倒的に多い。世

帯数は 91戸であるから、世帯当たりの平均人口は 1.3人である。東地区よりもさらに高齢

化が進んでおり、平均年齢は 80歳代、高齢化率は 87％に及ぶ。もちろん小中学生はいない。 

 西地区は半農半漁で生計を立ててきたが、後述するように農業がメインであった。高齢

者ばかりになった現在は、自給的農業で、家の近くで作られている。温州みかんを中心と

する柑橘類を栽培している農家は現在では５～６戸にとどまる。一方、西地区は漁業は昔

からあまり盛んではなく、遊漁船が多かった。しかも上関町の室津を拠点としており、こ

こで顧客をピックアップして漁場に案内していたのである。現在、出荷するレベルで漁業

を営んでいるのは１人だけになってしまった。しかも 80歳代で、素潜り漁をしているだけ

だ。 

 西地区でも「しおかぜ」という平郡西公民館だよりがつくられている。こちらも毎月１

回の発行だが、ページ数は東公民館のものよりも２ページ少ない。また丸２年前に発刊し

ているので、東よりも１年遅れでスタートしたことになる。 

 連絡所の隣は平郡西診療所で、上述したように月曜日と木曜日が診療日である。近くに

簡易郵便局などが置かれているが、これ以外の公共施設はない。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

伊場の集落（左）、鶴甫の集落（右） 

 

石垣 

現在は集落の前に幅５～６ｍの道路が整備され、漁港は防波堤に囲まれ、フェリー乗り

場と河川の河口域の２ヶ所に突堤が伸びてこの間は埋め立てられているが、これらの漁港

整備は戦後に行われたものだった。整備される以前は、家の前は石や礫の浜になっており、
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波浪や南風の影響をまともに受けた。島民は海岸の石を運搬し、家の前に積み上げたので

ある。この石垣が現在でも海岸沿いに残っており、独特の風情を醸し出している。 

平郡島に限らず、周辺の八島や祝島にも同様の石垣があり、人々は生きるために営々と

して石垣を築いてきた。この石垣は陸に限らず、港の築港にも使われており、新しいコン

クリート護岸に隠れて、古い護岸部に石垣を見ることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路沿いに築かれた石垣（左）、家の前に築かれた石垣（右） 

 

タバコ栽培 

役場の連絡所を後にして伊場の集落を歩く。集落内には葉タバコの乾燥蔵のある家が５

～６軒ほど残されていた。使われなくなってからもう 40年ほども経つので壊れているもの

が多い。家は取り壊さずにそのまま放置されている。この種の乾燥蔵は日本海側の萩沖に

ある櫃島（現在は無人島）や瀬戸内海の鵜島（愛媛県）などで見たものと同じである。ち

なみに平郡島で乾燥蔵が残っているのはこの伊場の集落だけだった。 

平郡島における葉タバコ栽培は 1940年度に耕作地として許可されたことに始まる。当初

は東地区だけに許可されたが、1954 年からは西地区でも栽培が始まった。ちなみに葉タバ

コが導入する前には除虫菊が栽培されていた時代もあったがその期間は短かったという。 

初年度は耕作面積４町７反歩、栽培者は 29 人であった。そして乾燥場が 13 棟新設され

ている。戦後、再び葉タバコ増産が推進されるようになり、昭和 30年代には耕作面積と耕

作戸数は増加し、最盛期の栽培農家は 34戸を数えるようになった。専売品であるタバコは

安定した収入源であり、平郡島の経済を支えた。しかし、高度経済成長期以降、葉タバコ

の生産農家は急速に減少し、1982年の栽培農家は４戸となり、1990年には１戸が 60ａを栽

培するだけになり、やがて葉タバコ栽培は終わった。タバコ栽培と前後して温州ミカンの

栽培へとシフトしたのである。 

 タバコは３月ごろに苗を植え、６月下旬から７月にかけて収穫する。収穫したタバコの

葉を蔵の中で乾燥させた。当初、乾燥の熱源は薪であった。山から木を伐採して乾燥後、

切断、運搬して、燃料とした。しかも一昼夜にわたって寝ずに火の番をしなければならな

かったので、大変な作業であり、きわめて労働集客的な産業であった。1965 年ごろにボイ

ラーが導入されて厳しい労働から解放されたが、次第にタバコの需要が減り、減反が進む

とともに古い乾燥蔵は不用になった。この建物は貴重な産業遺産といえるが、手入れは全

くされておらず、時間の経過とともに朽ち果てる運命にあり、今後何らかの対策が必要に
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なってくるだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊場の集落から海岸に抜ける路地（左）、葉タバコの乾燥蔵の跡（右） 

 

円寿寺と重道八幡宮 

 西地区のほぼ中心部付近に浄土宗の円寿寺がある。西地区の島民が檀家になっている。

寺の近くに墓地があるがこの墓地は寺の関係者のもの、島民の墓地は集落の東と西にはず

れに置かれている。 

円寿寺の境内には魚類供養塔が建っていた。市の有形民俗文化財に指定されている。1772

（明和９）年に佐伯吉右衛門が施主となって建立したもので、内部には法華経と三部経が

納経されているとされている。佐伯屋は江戸時代に現在の大分県佐伯市方面に出漁して財

をなした網元であった。 

円寿寺の隣が重道八幡宮である。石の鳥居をくぐり、階段を登るといちだんと高いとこ

ろに神社があり、西地区の氏神様だ。拝殿の正面には鳳凰と思われる木彫がほどこされて

いたが、かなりの名作である。周囲にはイチョウやクスノキなどの大木がそびえる。平郡

島には、東地区に３つ（早田八幡宮、海神神社、三嶋大明神）、西地区に２つ（赤石神社と

この重道八幡宮）の合わせて５つの大きな神社があるが、この５つの神社の宮司を漁協の

先々代の小林運営委員長が務めている。小林さんは島の歴史に詳しいので話を聞きたかっ

たが、高齢で足が悪いため難しいとのことで、諦めた人である。 

神社の裏手から鶴甫の集落の背後に出て、集落内を歩く。西側の伊場の家は平地に建ち

背後に平らな農地が拡がるが、鶴甫は急斜面に階段状に家が密集している。同じ西地区だ

が、集落の構造は極端に異なる。海岸の道路に出て集落のはずれまで行くと墓地があった。

鶴甫集落の家々の墓地だろう。墓地から再びフェリー乗り場の方向に海岸沿いの道を戻る。 

円寿寺の近くに小林旅館がある。この旅館の周囲は石垣とイブキで囲まれている。この

中で特に大きなイブキは「やないの銘木」に指定されている。小林旅館は高齢のおばあさ

んがやっていたが、最近娘さん夫婦がＵターンし、後を継いでいる。旅館の前でこの夫婦

に偶然会った。ご主人が魚を釣って戻って来たところだった。中型のマダイが 10尾ほどバ

ケツに入っていた。 

 娘といっても 68歳になるからすでに高齢者になっている。夫婦ともこの島の出身で、ご

主人は長いこと大分県豊前市にある吉野プラスチック㈱という会社で働いていた。早めに

退職し、旅館を引き継いだのだった。ご主人が島の周辺で獲ってきた魚介類を中心に１日
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１組に限定した手厚いサービスに徹しているようだ。島の中でも何人かの人に小林旅館の

評判を確認している。上述したように平郡東地区の民宿・大野屋の女将が気にしていた相

手である。 

川の隣に大師堂と石風呂、負上之石がある。石風呂は崖に穴を掘り、入口を石で固めた

洞窟で、戦前まで使われていたそうだ。洞窟の中に焼いた石を持ち込み、水をかけて水蒸

気を発生させた水蒸気浴である。今でいうサウナ風呂だ。山口県一帯にはこの手の風呂が

かつて各地に見られた。若い時に「日本浴場物語」（中島貞夫監督）という映画を見たこと

があるが、この中に岩風呂のシーンがあったのを思いだした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石垣とイブキで囲まれた小林旅館（左）、石風呂の入口と負上之石（右） 

 

カーネーション 

 松葉川から伊場の集落の背後は平坦な土地が続く。役場の出張所から川沿いを登って行

くと、右側に廃校となった旧中学校、左側に休校中の平郡西小学校がある。 

小学校の敷地を取り囲むように 12棟以上の園芸用ハウスが建っていた。ハウスの中では

カーネーションがつくられている。このカーネーションは平郡西地区の連合自治会長をし

ている和田正裕さんが栽培しているものだ。和田さんは柳井市農協の職員であったが、1982

年に帰島し、温室を整備してカーネーションづくりを始めた。当時、柳井市の余田地区で

すでにカーネーションづくりが始まっており、余田地区よりも温かい平郡島の方が暖房費

が少なくて済み、有利と判断して故郷の平郡島での栽培を決意したようだ。その後、徐々

に生産規模を拡大し、現在に至っており、施設用地の面積は 5,000 ㎡程度に及ぶ。北九州

市の沖の六連島が花卉栽培で成功したことが刺激となったようだ。しかしすでに 36年に及

ぶキャリアだが、花づくりで島おこしをめざす若手は出てきていない。 

 生産したカーネーションはフェリーで本土側に運び、花卉市場に出荷している。なお、

本土側の生産者（柳井市、徳山市などの生産者）と一緒に「長州の花」というグループを

組織し、共同で出荷しており、花の箱にもこのブランドが印刷されている。帰りのフェリ

ーでたまたま出荷風景に出くわした。 

 園芸用ハウスの先は牧草地になっていた。東地区で牧場を経営している鈴木父子が土地

を借りて牧草を作り、サイレージにしている。 

集落と農地の間の道を歩いて行くと、ばったり昨日お会いした鈴木運営委員長に出くわ

した。家の敷地内と周辺を案内してもらった。 
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温室で栽培されているカーネーション（左）、フェリーで出荷されるカーネーション（右） 

 

段々畑とイワシ漁業 

 西地区の集落の背後は農地もみられ、かなり広い平坦地が続く。フェリー乗り場に西地

区の昔の写真が置かれていたが、これをみるとこの平地から背後の山にかけて段々畑が山

の上まで続いていた。もちろん現在では段々畑はもとの山林に戻り、平地の一部も荒れて

いる。 

 背後の段々畑で農業が営まれていた当時は、収穫物や資材の運搬にワイヤーが使われて

いたそうで、その古い運搬機が今でも残っている場所に案内してくれた。エンジンでワイ

ヤーを引っ張り、荷物の上げ下げをした。50年ほど前までは使っていたそうだ。 

 農業は西地区の方で盛んであった。その理由はすでに述べたが、もう一つの要素として、

東地区の農地は砂地で保水性が低かったため水の確保が容易でなく、一方の西地区は水が

相対的に豊富（山が深く湧水は年間を通じて枯れることがなかったので、この湧水を田に

引いた）だったので、水田も多く、米の収量も多かったことも指摘できるだろう。 

 2015年の農業センサスによると、平郡島の農家数は 35経営体であるが、このうちの販売

農家は 17戸であり、主業農家は３戸にすぎない。主業農家は上述したカーネーション栽培

の和田さん、黒牛繁殖の鈴木さん、そして柑橘類を栽培している農家である。耕地面積は

田が１ha、畑４ha、牧草地３ha、果樹園 34haの内訳で、温州みかんを中心とした果樹栽培

の面積が圧倒的に多い。 

 道端に見知らぬ植物が植えられていた。鈴木さんによるとギフチョウの幼虫の餌にカン

アオイという植物である。ギフチョウは近年激減しており、ギフチョウを復活させるため

には幼虫の餌となる植物が必要なので、西地区では住民ぐるみでギフチョウの保護にとり

くんでいるようだ。 

 海岸にはかつてイワシ漁をした時にあった建物の跡が残っていた。平郡島のイワシ漁は

７月中旬から 10月中旬までの農閑期の季節漁業として行われていた。手船１隻と網船２隻

の３隻で経営体を構成、網元（親方）が網子（おこ）を雇い、陸からの魚群情報に基づい

て手船の指揮で網を入れてカタクチイワシを漁獲した。漁獲したイワシは浜でボイルし、

むしろに並べて海岸で干し、イリコに加工した。1935 年当時、東と西でそれぞれ８人の親

方がいたが、1960年代になるとカタクチイワシの資源が減少し、イワシ漁は終焉を迎えた。

鈴木運営委員長の家も網元で、小さい頃にはイワシ網が５～６軒あったそうだ。 
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1965年当時の西地区（左）、段々畑の荷物の上げ下げに利用されていた運搬機（右） 

 

西地区は農業が盛んだった歴史を反映してか、島民が高齢化しているにもかかわらず畑

が多い。自給用の多様な野菜類や果物類がつくられている。ただ 10年ほど前からイノシシ

が島に住み着いているため、どの畑も電柵やワイヤーメッシュなどの柵が張られている。

高齢化した島ではイノシシ対策が面倒で、耕作を放棄しているところが多いが、平郡島は

けっこう意欲的である。島を歩いていて確認された栽培種を列記しておこう。 

野菜類は、ラッキョウ、玉ねぎ、馬鈴薯、トウモロコシ、西瓜、トマト、茄子、ピーマ

ン、キュウリ、ソラマメ、里芋、南瓜、エンドウ、ニンニク、キャベツ、サツマイモ、枝

豆、インゲン、果樹では柑橘類の他に、イチジク、ビワ、ブドウ、桃などであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収穫したタマネギとニンニク（左）、比較的大きな野菜畑（右） 

 平郡島と柳井港は平郡航路㈲が運航するフェリー「へぐり」が通っている。このフェリ

ーは 1999年３月に就航している。船体は紫色に塗られている。船にはあまり使われない色

だが、あまり目立たない。平郡西港を 14時 40分に出発する第２便に乗り、柳井港に戻る。 
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＊新平郡史は伊藤義人さんが中心になってつくった。島を含めた柳井市の歴史には商工観光課の岸田稔明（としあき）

さんが詳しい。 


