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1931 離島覚書（三重県・答志島） 

 

菅島からみた答志島（ウィキペディアより引用） 

 

令和元年 11月 12日 

島嶼産業研究会 

鳥羽市役所で開催される島嶼産業研究会で発表し、さらに研究会のエクスカーションが

答志島で開催されることになったので、この機会を利用して答志島とその隣の菅島を調査

することになった。 

鳥羽に行くのは久しぶりであり、この機会を利用して昨年９月に亡くなられた「海の博

物館」の石原義
よし

剛
たか

前館長のご冥福を祈るため、浦村にある同博物館を訪ねることとした。

島嶼産業研究会は午後からなので、午前中に「海の博物館」に行くためには前泊しなけれ

ばならない。鳥羽駅から歩いて 10分ほどの「ロードイン鳥羽」に泊まった。 

ホテルから鳥羽バスセンターまで歩き、バスで「海の博物館」に向かう。同博物館は石

原さんが亡くなる１年前に鳥羽市に移管されている。民間の博物館として資金面で大変苦

労されていたから、ようやくその苦労から解放され場ばかりでの死であった。石原さんに

は水産庁委託の多面的機能の検討にあたり漁村文化の分科会の委員としてお世話になった

し、同博物館主催の講演会では２回程講師をつとめたこともあった。 

開館直後の９時から 10 時 45 分まで館内を見学した。以前１回訪れているが、展示内容

はかなり変わっていた。平賀現館長に挨拶、石原元館長の次女である石原真伊理事長に会

い、石原さんとの思い出話をする。 

10時 51分発のバスで鳥羽市内へ戻る。島の関連する資料を閲覧するために鳥羽市立図書

館に行くが、あいにく図書整理のため臨時休館中だった。仕方なしに歩いて鳥羽市役所に

向かう。近くの中華料理屋で酢豚定食を食べる。市内の中心部にもかかわらず、飲食店は

少ない。市役所は旧鳥羽城跡に建てられており、急坂を登ったところだ。 

 市役所の会議室にはすでに鹿児島大学の鳥居さんや日本離島センターの小島専務らが集

まっていた。研究会に先立ち、鳥羽市長を表敬訪問する。13時 30分から島嶼産業学会の第

10 回勉強会が開催され、私は「小さな島における漁業の６次産業化の取り組み」について

講演をした。 

研究会終了後、17時 55分の市営定期船で答志島へ向かう。18時 15分に和具漁港に着き、

旅館の車で「旅館・美さき」に入った。この旅館は天然温泉と銘うっているが、昔の鉱泉
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に分類され加温したものに違いない。ともあれ宴会前に風呂に入った。 

19 時から島嶼産業研究会のメンバーと地元鳥羽磯部漁協の関係者等との懇親会が開催さ

れた。会場の中央に最近売り出し中の「トロサワラ」とイセエビの刺身が並べられ、これ

らを堪能する。宴会は 21 時 30 分ごろに終了。引き続いて同ホテルのカラオケラウンジで

二次会が開かれた。１時間ほどつきあい、22時 30分ごろに部屋に戻った。 

 

令和元年 11月 13日 

旅館美さき 

答志島は面積が 6.96㎞ 2、周囲が 26.3㎞で、鳥羽市内にある４つの有人離島（この他に

菅島、坂手島、神島）のなかでは最も大きい。北東～南西を向いた細長い島で、島内には

答志、和具浦、桃取の３つの集落がある。答志と和具浦の両集落は近接していて島の北東

端に、桃取は島の南西部に位置している。 

 2015 年国勢調査時における答志島の人口は 1,975 人、世帯数は 662 戸であった。また、

就業者 1,115 人のうち漁業就業者が 561 人と約半分を占め、漁業に大きく依存する島であ

る。2019 年９月末時点の住民基本台帳上の地区別人口は、答志地区が 1,055 人、和具浦地

区が 383 人、桃取地区が 565 人であり、答志地区が最も多い。高齢化率は桃取、和具浦、

答志の順に高い。 

 旅館美さきは答志地区にある。前日、和具浦で船を降りてマイクロバスで来たのは和具

浦と答志の区間をそのまま船で行くよりも時間がかからないためだろう。 

 旅館の建物は４階建で、答志地区では最も大きい。収容人員が多いから団体客の受け入

れが可能だ。このため事務局はこの宿を選んだのだろう。前日の懇親会出席者のうち答志

島以外の人はみなこの宿に泊まった。 

 旅館の前は答志漁港の東の浜地区となっており、港内にはたくさんの漁船が係留されて

いる。朝食前に漁港周辺を散策し、宿に戻って朝飯を食べた。朝飯は、ご飯一膳にみそ汁、

アジの干物、生卵、サラダ、漬物、シラスと定番であったが、シラスは後述するように答

志島の特産品である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅館・美さきの外観（左）、旅館の前にぎっしりと係留されている漁船（右） 

 

東の浜地区 

 東の浜の一角で５～６人の漁師が焚き火を囲んでいた。彼らはノリの養殖業者で、干出
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させているノリ網を元に戻すために待機しているところだった。近くに地元選出の代議士

で最後は衆議院議長をつとめた田村元
はじめ

が揮毫した答志東港修築記念碑が置かれていた。 

 この答志漁港・東の浜地区は、漁船の増加と大型化に対応するため、八幡神社との間を

防波堤で締め切ったつくられたもので、10数年の歳月をかけて 1988年に完成した。八幡神

社は小さな岬の先端に置かれているが、航路を確保するために神社との間を掘削し、その

後に赤い橋が架けられたものだ。この漁港建設に田村氏が尽力したと思われる。ちなみに

答志漁港は、この東の浜地区と以前からある前の浜地区、後述する大答志地区の３つに分

かれている。 

 漁師のうちの１人がノリ網を干出させている現場に案内してくれるというので、彼の軽

トラに便乗する。前の浜地区を過ぎ、大答志地区との境にあるトンネルの手前を迂回し、

海の見えるところに連れて行かれた。ちょうど前の浜地区と大答志地区の中間に相当する。 

 答志地区のノリ養殖の詳細は後述するが、この地区は浅場がないので支柱式の養殖は不

適なため、浮流し方式で行われている。浮流し方式は網が終始海水に浸かりぱなしになる

ため、本来は潮間帯に分布し、周期的に干出が繰り返されるノリの摂理に反するので、人

為的な干出作業が行われる。ノリは幼芽がある大きさ以上に成長すると、その後は干出を

必要としなくなる特性を有するが、成長初期の干出作業は不可欠である。この日は沖に張

り出しているノリ網の干出を６時ごろに行ったそうで、約２時間後の８時に網を再び水面

に下げる。つまりこの時間まで待っているところだった。 

 ちなみに答志地区のノリの養殖業者は８経営体が後述するように共同加工している。１

経営体だけはこれに参加せず、従来通りの自営加工をしているので、答志地区でノリ養殖

を営む経営体は合計９経営体になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田村元氏が揮毫した答志東漁港修築記念碑（左）、ノリ網の干出作業（右） 

 

ワカメ養殖の「結」 

朝食後、島嶼産業研究会のエクスカーションに参加して、ノリの共同加工場、桃取地区

のカキ養殖、答志地区の魚市場や集落に案内された。ガイドを引き受けてくれたのは後述

する島の旅社推進協議会のメンバーであった。和具地区の「旅館寿々波」が差し向けてく

れたマイクロバスに研究会のメンバーが同乗して島の東端の桃取に向かう。 

和具浦地区で行われているワカメ加工の「結
ゆい

」に参加し、前日の研究会でも発表された

岡田義昭氏（元本田技研の技師で、亀山市在住）と隣合わせになり、「結」の活動について
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話を聞いた。「結」は助け合いの共同作業のことで、もともと地域住民の間で行われていた

が、和具地区の「結」は地元と都市住民からなる共同作業にその特徴がある。「結」の活動

を紹介する前に和具地区のワカメ養殖について整理しておこう。 

和具地区でワカメ養殖が始まったのは前回の東京五輪のころというからすでに半世紀以

上の歴史がある。現在、40 経営体がワカメ養殖を営んでいるが、後継者が少なく、経営体

は以前に較べると減っている。 

養殖方式は延縄式で、１台あたりの長さは 50間（約 75ｍ）である。１経営体あたりの行

使数の上限は２台と決められている。１台だけと２台を保有する経営体に分かれ、施設の

総数は 75～76台になる。 

４月末にワカメの遊走子を採苗して、４～10 月までの期間、真っ暗な環境の小屋のなか

で配偶体から胞子体に育てる。10月上旬に胞子体を沖出しし、収穫期は２～４月末になる。 

収穫したワカメはナイフでメカブを切り分け、80℃以上の熱水でボイル後、すぐに冷却

する。ワカメの葉に付着した汚れを取り、葉先をカットして塩蔵し、ジャッキで水分を絞

る。カットした葉先はアワビの餌として活用している。ボイル塩蔵したワカメは袋詰めし

て段ボールに入れ、三重県漁連に出荷、松坂市で開催される入札会で売買される。東日本

大震災で三陸方面のワカメの供給量が減ったため、ワカメの単価は上昇しており、昨年は

ワカメの売り上げが 1,000万円を超えた人が２人いたそうだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワカメに種苗生産施設（左）、塩蔵撹拌機と脱水用ジャッキ（右） 

岡田さんは東日本大震災の時にボランティアとして岩手県山田町に行った。その時の仲

間の紹介で、答志島の「結」の活動を知ったそうだ。「結」の活動は４年目を迎えているが、

岡田さんは初回から参加し、これまでに延べ 10回ほど答志島を訪れているという。 

答志島への旅費は自己負担、宿泊費は地元漁家が負担する（実際は補助金が出ているの

で漁家の負担は全額ではない）。つまり労働に金銭の授受を伴わないいわば「贈与」の世界

だ。「結」は３泊４日と６泊７日の２つのコースに分かれ、前者のコースが多い。 

午前中の作業は７時から 10時 30分まで。漁師の作業場で昼食を食べ、13時から 15時な

いし 16 時ごろまで働く。以前は宿泊先である旅館寿々波の朝食が７時 30 分からだったの

で８時から作業を開始していたが、旅館の方が朝食の時間を早めてくれたことから現在の

７時に変更されている。作業は収穫したワカメのカットや芯抜き作業が中心で、全て陸上

作業である。素人には海上の仕事は危険が伴うため手伝わない。 

「結」の参加者は岡田さんのように都市在住の高齢者が主体であるが、最近は大学生も
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やって来るらしい。ちなみに水土舎にいた真利君もこの「結」に参加する熱心なメンバー

の１人のようだ。 

岡田さんは、勤めていた本田技研の創業者である本田宗一郎の３現主義（現場、現実、

現物が大切で、机上で語るな！）の信奉者で、現場で働くことに意義を感じている。「結」

には現役時代に様々な仕事を経験した人が集まって漁師の作業を応援するわけだが、そこ

には自然発生的なコミュニティが形成され、肩の凝らない人間関係が生まれているらしい。

岡田さんによれば、この活動に参加してはじめての漁村文化が体験でき、生産者の一員に

なったような気分で楽しいという。また参加者の中から新しい友達ができ、家族づきあい

が生まれ、交流を通じてコミュニティが生まれていると「結」の意義を強調されておられ

た。 

この「結」の仕掛人が水産庁に勤めていた佐藤力雄氏だ。彼は宮崎県の水産課長時代に

シラスウナギの密漁対策を徹底し、地元暴力団と渡りあった武勇伝の持ち主で情熱家であ

る。役所の用意する天下り先には目もくれず、まさに現場主義で漁村の現場に関わり続け

てきた。現場主義を地でいく人物だ。現在は鳥羽磯部漁協の監事を務めるとともに答志島

で単身生活をしている。昨日の研究会と懇親会でも一緒だった。 

佐藤氏によると、農業分野では「結」の活動が各所で行われているので、この活動を始

めるにあたって飯田市のワーキングホリデーを参考にしたそうだ。飯田市では 500 人ほど

が参加し、延べ参加者は 4,000人・日になるらしい。 

和具の「結」の活動は初年度の実証事業を含めて４年目がすぎた。１年目の参加者は５

人だったが、その後徐々に増え、2019年は 38人、延べ 213人・日が参加している。なお「結」

を受け入れているワカメ養殖業者は 40 経営体中、役員を中心として 11 経営体である。島

外の参加者は黄色で「結」と書かれた腕章をまいているのでいやがおうにも目につき「結」

を受け入れていないワカメ養殖経営体は気にかけながら横目で様子を見ているらしい。 

和具のワカメは最近ＭＥＬ（マリン・エコラベル・ジャパン）のエコラベルの認証を得

ている。この認証を活用して東京五輪では和具のワカメを選手村で使ってもらうよう働き

掛けていくのだそうだ。 

  

ノリの共同加工場 

 マイクロバスで最初に連れて行かれたのが舟越漁港に新しく整備されたノリの共同加工

場であった。この漁港用地内にノリの加工場が２棟置かれている。舟越漁港（第１種）は

答志島の北側の中央部付近に新たに整備された漁港である。1992年に漁港に指定され、2002

年から整備が進められているところだ。漁船の増加と大型化で既存の漁港の休けい水域が

台風時などに不足することから新たに建設したものである。更地に新しく漁港をつくった

ため、背後には集落はない。 

 答志島でノリ養殖を営む経営体は上述した通り、９経営体である。そのうちの８経営体

がそれぞれ４経営体に分かれて、この共同加工場で板海苔に加工している。なお、ノリ養

殖の時期以外はタコツボ、アジ釣り、バッチ網の乗組員などを兼業している。 

 答志島のノリ養殖は上述したように浮流し方式である。この海域は波浪が厳しいため海

苔網は１シーズンしかもたないらしい。静穏な伊勢湾内では３年は使えるので、海苔網の
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コストは３倍以上になる。ノリは１期作で、秋芽の収穫はない。収穫は年内ぎりぎりから

３月末まで続く。この間に７回ほど摘む。近年は水温上昇などが影響して色落ちが早くな

る傾向にあり、早くなるほど経営は厳しくなる。ちなみに答志地区のノリ養殖生産額は２

億円ほどである。 

 摘み取ったノリは脱水処理し、冷凍保管しておいて順次この共同加工場で加工する。加

工場は漁協が運営しており（利用事業）、養殖業者は漁協に加工の委託料を支払う。工場は

漁協が作業員を雇い、１日８時間勤務で働いている。共同加工の導入によって、ノリ養殖

業者は家族による厳しい加工作業から解放され、海の仕事に専念できるようになった。こ

の結果、養殖する網数を増やすことができ、生産量が増えたという。また機械の投資負担

もなくなったことから、養殖業者の評判はきわめてよい。 

ノリの共同加工はなかなかうまくいかない例が多いが、答志島の板海苔加工は漁協が加

工を受託する方式で、しかも生産者の原藻を個別に加工（４業者のものを混ぜない）して

いることにその特徴がある。つまり養殖生産と加工生産を分離している点が評価されてい

るのだろう。漁師の評判がいいことから、近隣の菅島ではこの方式をすでに導入、桃取地

区も今年度中に共同加工場を建設し、来シーズンから共同加工がスタートする予定だとい

う。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

舟越漁港に新設されたノリの共同加工場（左）、漁港に係留されているノリ養殖の作業船（右） 

  

桃取のカキ養殖 

 共同加工場で説明を聞いてから北部海岸の道路を走り、島の東端の桃取地区でカキのむ

き身処理施設を見学した。答志島でカキ養殖を営むのは桃取地区だけだ、６経営体が営ん

でいる。カキ養殖の技術は三重県最大の産地である浦村から導入したようで、養殖が始ま

ってからまだ 20年も経っていない新興産地である。 

養殖施設は浦村と同様の筏式で、筏の規格は 7.5×5.5ｍ、これを５台並べたものを１基

（ユニット）としている。この筏が浮島、牛島（何れも無人島で、桃取漁港の北側に横た

わる）の間の海峡部に 40 基ほど配置されている。１経営体当たり６～７基になる勘定だ。

垂下連の長さは７ｍで、この間にホタテガイの原盤を 22枚取り付ける。種苗は宮城県産と

地種の２種類である。９月に種苗を導入後、丸１年で出荷できるというから餌条件が格段

によいのだろう。宮川から供給される栄養塩類によってこの付近の海域は基礎生産力が高

く、また島が風避けになり、かつ潮流が速いなどの要因が好漁場にしていると思われる。 
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加工業者の一つである藤栄水産を訪ね、カキのむき身作業を見学した。加工場では中国

人の若い女性が作業に従事していた。カキ産地で見られる何処も同じ光景だ。１経営体が

３人の中国人女性を雇っているというから、島には全部で 18人いることになる。彼女らは

個人の古い空き家を借りて住んでいるらしい。 

この加工場でむき身にされたカキを見せてもらったが、１年物とは思えぬほど大きく充

実しており、みるからに良質のカキであった。 

廃棄されたカキ殻は一旦砕いて容積を減らしてから本土に船で運んで、鳥羽市開発公社

で有機石灰に加工している。したがって産業廃棄物の問題は発生していない。 

漁港用地に置かれているカキの処理場６軒のうち、カキ小屋を展開しているところが２

軒あった。しかし本格的シーズンにはなっていなかったので、客はいなかった。なお、今

年は三重県でアコヤガイのへい死が多発しているが、カキでも同様の現象が発生している

ようで、収穫したカキの７～８割が死んでいるという。 

カキは基本的に個人売りが多く、漁協は販売に関与していない。漁協はカキ養殖の歩金

として経営体当たりの生産額を 1,300万円と認定して、歩金を徴収しているようなのだが、

後に漁協で聞いた話では、実際はその３倍はあるだろうとのことだった。カキの一部はシ

ンガポールにも輸出されているらしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カキむき作業をする中国人労働者（左）、一年ものとは思えない大粒のカキ（右） 

 

寝屋子とマル八 

 桃取地区から和具地区に戻り、ガイドが山本加奈子さんに代わった。彼女の案内で答志

地区の集落をみて歩いた。 

 最初に向かったのが答志漁港の用地内につくられた海女小屋だ。観光客向けに海女小屋

を再現したもので、実際に使われているものではない。答志島を訪れた観光客に海女小屋

の雰囲気を知ってもらいたいとの狙いがある。小屋の外壁は割竹でつくられ、内部の土間

には、長椅子と囲炉裏が備わっている。協議会のメンバーが中心になって山から竹を切り

だしてつくったようだ。この小屋の収容人員は約 40人である。海女小屋では魚介類を中心

とした食事が提供され、実際に海女漁に携わっている人が海女の仕事を解説してくれるら

しい。鳥羽市は三重県とともに海女をユネスコの世界無形文化遺産に登録すべく活動を展

開しているようだ。前日、鳥羽市長に会った時も、海女のＰＲのためにフランスに出張し

てきたと話されていた。 
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 続いて答志支所の魚市場を見学する。見学者には黄色い帽子の着用が義務付けられてい

る。この市場では船曳網以外の漁業で漁獲された魚介類が売買されている。市場の約半分

ほどを活魚水槽が占める。飼育水は漁港外の灯台の先から取水しているようで、ろ過など

はせず生海水が使われている。答志島を訪れるのは３回目だが、以前と市場の様子は随分

変わっていた。鳥羽からの連絡船が入港する桟橋の前に漁協の事務所があり、港内には活

魚を収容する生簀がたくさん並んでいた。この光景がひどく頭に中にこびりついていたが、

海面に浮かんでいた生簀は全て陸置きの活魚水槽に代わってしまった。以前のような混沌

とした現場の美しさが失われ、合理性が優先された結果だ。 

 市場見学を終えて、集落の中を散策する。山際に「寝屋子交流の家」という集会所があ

った。青年団の事務所として使われているらしい。答志島には寝屋子制度が今でも残って

いる。この制度は中学校を卒業した男子がグループを組み、寝屋親と呼ばれる大人のもと

で約 10年間共同生活を送るものだ。この共同生活の場を寝屋子という。ただし日常生活の

全てを寝屋子で過ごすのではなく、食事などは各自の家庭で済ませ、夕食後に寝屋子に集

まる。これに類似した制度は全国の漁村に「若者宿」などと呼ばれて一般的に存在してい

たが、近代化とともに消え、現在は答志島に残るだけになっている。現在、答志島には７

軒の寝屋子があり、全部で 36人が共同生活を送っている。この共同生活を通じて、互助の

精神、島の文化や風習、礼儀や言葉づかい、漁や仕事のことなどを学ぶ。寝屋親と一緒の

仲間は生涯強い絆で結ばれる。 

 答志地区の集落の家々には、戸口や壁には墨でマル八と書かれた建物が圧倒的に目につ

く。この答志地区では毎年、旧暦の１月 17～19 日（大潮で、初日は大安）（現在は土日の

変更）に開催される八幡神社の例大祭では弓引き神事が行われる。若者たちが担ぐ和紙の

的に塗ってある墨を奪い合い、その墨で家の戸口や船などに八幡神社の神紋であるマル八

を描き、大漁や家内安全を祈願する。墨が通常神社からもらうお札の代わりになっている。

墨にはフノリが練り込まれているので、１年間消えることはないそうだ。答志島には各地

区に八幡神社があるが、上述したような風習があるのは答志地区だけである。なお、例大

祭では舞台で地歌舞伎や獅子舞が演じられるという。 

島には２つ神社があるが、20 年に１回の頻度で建て替える。伊勢神宮の式年遷宮のよう

なものだ。地区内には２つの神社があり、それぞれ交互に造りかえるというからその費用

は大変なものだろう。 

 

寝屋子交流会館（左）、島のほとんどの建物の壁にはマル八と墨で書かれている（右） 
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島の旅社推進協議会 

 答志地区の集落から公民館、保育所のある坂を上って再び下ると和具の集落に至り、集

落の入口付近にガイドを務めてくれた島の旅社推進協議会の事務所が置かれた答志コミュ

ニティアリーナがある。このアリーナは答志小学校と廊下で結ばれており、小学校の体育

館としても使われている。事務所の会議室で同協議会の活動について説明を受けた。 

 この協議会は鳥羽市の離島４島（坂手島、菅島、答志島、神島）が連携して、島の魅力

を島外の人に知ってもらい、交流人口を増やして、島を活性化させようと立ちあげた活動

組織である。女性が中心的担い手であることから、「母ちゃんがもてなす島旅」をコンセプ

トにしている。 

 協議会の立ちあげに際して 2001（平成 13）年から３年間にわたって、島の地域資源を発

見するための調査が実施された。その成果は「島・食の文化祭」という冊子にまとめられ

ている。調査結果を踏まえて 2004（平成 16）年６月からスタッフが集まり、この事業がス

タートし現在に至っている。 

 活動が一番活発なのは４島のなかで人口が最も多い答志島のようで、現在のスタッフは

５人の女性で常勤はいない。全員が漁業との関わりをもっている。答志地区を案内してく

れた山本さんのご主人はサワラ釣りの漁師である。漁業とノリ養殖の兼業、漁業資材の運

搬などに携わる家の人もいるそうだ。 

 同協議会が実施している事業メニューは、路地裏つまみ食い体験、海女小屋体験プラン、

浮島自然水族館、干物づくり体験などの多様である。島に来る人のなかには外国人の参加

者も多く、漁村の文化への関心が高いそうで、しばしば質問攻めに合うという。 

この場で島嶼産業研究会のメンバーと別れて、私１人が残った。全員が和具の港から鳥

羽に戻った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スタッフのユニフォーム（左）、島の旅社推進協議会が置かれている答志コニュニティアリーナ（右） 

 

食堂ロンク 

 今晩の宿である「旅館寿々波」に荷物を預け、歩いて答志地区に向かった。坂の途中で、

島の旅社推進協議会のメンバーの女性が通りかかり、軽トラに乗せてもらう。彼女の家は

鳥羽との間で物資を運搬する仕事をしているそうで、トラックにはスチロール箱がぎっし

りと積まれていた。漁協に届けるところだという。 
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八幡神社の前で降ろしてもらう。朱色の八幡橋を渡ると八幡神社の鳥居があり、鳥居の

脇に柿本人麻呂の歌碑が建つ。「釧著く答志の崎（手節の先）に今日もかも大宮人の玉藻刈

るらむ」と刻まれていた。 

この八幡神社には明治 41 年に大築
お づ く

海
み

神社、明治 42 年に小築
こ づ く

海
み

神社が合祀されている。

八幡神社は漁業の神様であるが、答志集落には山側に美多羅志神社という神社もある。小

築海島と小築海島は答志島の東側にある無人島で、立ち入りが禁止され、禁漁区となって

いる。大築海島は海人
あ ま

族の貝塚が出土している。このことから答志島の先祖は海人族とい

われており、旧答志郡の中心地だったそうだ。また美多羅志神社の多羅志は古代の海人族

（タラシ）に由来するといわれている。 

八幡神社から答志湾湾口災害記念碑が置かれている島の北東端を回ると、定期船の桟橋

がある。答志地区の玄関口に相当することから食堂はいくつかあるはずだ。 

パンフレットによると答志地区には４～５軒の食堂があるが、目についたのは「ロンク」

という片仮名の店だった。この店で昼食を食べることにし、握り寿司と伊勢うどんのセッ

トをたのむ。寿司のネタはサワラ、イシナギ、イワシ、スズキ、エビの５貫で、何れも地

元に水揚げされたもので美味しい。以前食べたことのある伊勢うどんは太いうどんに醤油

をかけただけの代物だったが、この店の伊勢うどんは全く別のものだった。店内には、「と

うせ名物ひひび伊勢うどん」と書いてある。「とうせ」は答志のこと、「ひひび」はワカメ

のメカブのことだ。太くて軟らかいうどんにメカブのトロロがかかり、汁は暖かな普通の

ものだった。これはなかなかいける。店内は雑然としていて何となく清潔感にかけるが、

この食堂の味はいい。何とも不思議な店名なので、店のおばあさんに由来を聞いた。 

食堂を始めて 47年になるそうだが、もともとはタバコ、一文菓子、下駄を売る店だった。

この店のご主人は六造さんといい、島の人たちに「ロンクのおじき」と呼ばれて親しまれ

ていたことから、このニックネームを食堂に拝借したのだそうだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路地にあるロングという不思議な名前の食堂（左）、集落の各家々の玄関に掲げられたしめ飾り（右） 

昼食を食べてから１人で集落内の路地を歩く。細い路地の両側には家がびっしりと並ぶ。

平地が少ないこと、また漁業のためには海に近い方が便利なので、狭い土地に人家が密集

した結果だ。どの家も似たような大きさで、豪邸などはないことから比較的平等な暮らし

をしていたことがうかがえる。各家の玄関には「蘇民将来子孫家門」と書かれたしめ飾り

掲げられ、翌年交換するまで１年間そのままにされる。 

家が狭いため洗濯機を置くスペースがないとみえて、どこの家も屋外の路地脇に置かれ
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ている。また個人で風呂を構えるには家が狭かったため銭湯があったようで、その跡が残

っていた。 

路地のいたるところに島で「ジンジロ車」と呼ぶ手押し車が目につく。道路が狭いから

物を運ぶのに専らこの手押し車が使われていた。なんでもジンジロウさんという島の鍛冶

屋が最初につくったことからこの名前がついたようだ。 

 

答志トロサワラ 

 路地をひと通り巡ってから、漁協の産地市場に行った。産地市場は時間によって荷受け

する漁業種類が決まっている。 

 ちょうどサワラ一本釣りの入札が始まる時間になっていた。この答志島の３地区と菅島

はサワラの曳釣りが盛んであるが、秋に獲れるサワラは脂肪がたっぷりと乗っていて美味

しい。このサワラの差別化を図るために昨年（2018年）10月から「答志一本釣トロサワラ」

というブランドで販売を始めた。サワラは一本釣りと刺網の２種類の漁法で漁獲されてい

るが、「トロサワラ」として扱われるのは一本釣りのものに限定されている。2015年から取

り組みを開始し、2016年から調査した結果を踏まえたものである。 

 「トロサワラ」は体重 2.1 ㎏以上のサワラのうち脂肪含有率が 10％以上のものと定義し

ており、加えて当日漁獲されたものに限定、やせたもの、傷のあるもの、変形したものは

除外する。サワラは大きいサイズのものでは 4.7㎏に達するものもあるという。 

 トロサワラが獲れる時期は 10～12月にかけての３ヶ月間であり、訪問したのはちょうど

この時期にあたっていた。現在サワラの漁場が形成されているのは答志島から数マイルほ

どの沖合海域で、移動は１時間程度を要するとのことだ。 

一本釣り漁船からプラスチックケースに並べて市場に上場されたサワラは１尾ずつ漁協

の職員が計量し、2.1㎏以上あったサワラは簡易測定の脂肪計で脂肪含有率を測定する。脂

肪計の電極を当てる位置は決められており、第２背びれの先端に電極の後端を合わせ、側

線よりも少し上の位置に電極を当てる。測定した結果、脂肪含有量が 10％を超えるものは

別にし、サワラの尾鰭の付け根にブランド名を記したタグを取り付ける。タグの裏側には

生産者の漁船名が記載される。 

このブランド化を始めた 2018年度は 7,339本、20.1トンを販売した。この取り組みによ

り産地の販売単価は１㎏あたり 200円ほど上昇したらしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一本釣答志島トロさわらのタグ（左）、サワラの体脂肪の計測作業（右） 
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鳥羽磯部漁協答志支所 

産地市場の見学を終えてから答志支所で、濱田輝満支所長と中村幸平委員長（理事）か

ら 15時ごろまで話を聞いた。 

鳥羽磯部漁協は 2002（平成 14）年に鳥羽市内と磯部地区の 22 単協が広域合併して発足

した。同漁協の組合長である永富洋一さんは答志地区の出身である。答志支所の販売取扱

額は約 20億円で、鳥羽磯部漁協全体の 35％を占める最大の支所なのだ。 

支所の組合員は、正が 127 人、准が 110 人である。以前は１戸１組合員制であったが、

現在は１戸複数制に代わっている。職員は正規が８人、臨時が３人である。 

答志地区は漁船漁業が中心で、特定の漁業を専業にしている人は少なく、様々な漁業種

類を組み合わせているのが大きな特徴で、しかも夫婦操業が多い。以前の答志島は半農半

漁で、麦とサツマイモをつくって自給するかたわら、磯でアワビなどを取り、小さな漁船

で工夫して魚を獲り現金収入源としていた。 

現在支所で営まれている漁業は、船曳網、小型底曳網、サワラ流し刺網、キス刺網、建

網、小型定置網、一本釣、フグ延縄、籠、タコツボ、採貝であり、実に多様である。それ

ぞれの漁業種類毎に部会が組織されている。なお、上述したように養殖業はノリ養殖が営

まれている。 

ここで簡単に各漁業の現状を整理しておこう。 

船曳網は現在 17ヶ統が操業している。２隻で操業する２艘曳きで、１ケ統あたりの乗組

員は６～７人である。乗組員は船主の家族や親せきが多い。漁期は周年で、５～６月にチ

リメン、７月以降はカタクチイワシとマイワシが対象となる。少し前までは春先にコウナ

ゴ（イカナゴの稚魚）が獲れていたが、最近は皆無の状態が続いている。漁場は伊勢湾内

と遠州灘である。漁獲物は島内で煮干し加工されるが、漁業と加工業は分離されており、

島内に 10社ほどが煮干し加工に携わっている。シラスは魚体が小さいため鮮度劣化が激し

いことから、島内での迅速な処理が不可欠なのである。船曳網の乗組員は一本釣りや刺網

などの漁業を兼業している。 

小型底曳網は 14～15隻が営む。２人乗り操業で、夫婦が多い。島の周辺と伊勢湾内が漁

場となっており、地元で「打瀬海老」と呼ぶサルエビ、タイ、ヒラメなどが対象だが、メ

インはエビ類である。このエビはかつてタイ一本釣りの重要な餌であった。 

サワラ流し刺網は多い時には 40 隻ほどあったが、現在は 20 隻ほどに減少している。夜

間操業し、網の長さは 600間（900ｍ）である。漁期は７～12月までの半年間で、夫婦と息

子を合わせた２～３人で操業している。キス刺網はここ１～２年で資源が減少して獲れな

くなり、20隻ほどに減少している。また建網はイセエビが中心で解禁期間は９月 16日～４

月末までだが、解禁直後に 30～40隻が出漁するもののその後少なくなる。イセエビ以外に

はタイやヒラメが漁獲対象になる。漁場は共同漁業権内である。 

ツボ網と称する小型定置網は２経営体が営み、スズキ、タイ、ボラなどを獲る。２経営

体のうち１経営体は、冬期には操業しない。 

一本釣を営む漁船は 80～100 隻である。メインの漁獲対象はサワラだ。サワラの以前の

主漁期は秋だったが、現在は海水温が全体的に上昇していることもあり、周年釣れる。漁

船の脇に２本ないし４本の釣竿を出す曳釣りで餌はマイワシを使う。漁場は伊勢湾内と外
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洋で広範囲にわたる。サワラ以外では、アジ釣りが営まれているが、こちらはシラスを餌

とする天秤釣りである。なお 10 年ほど前は 10 隻ほどの漁船がサバ釣りを営んでいたが、

今はサバがあまり釣れなくなったため出漁しても１～２日で終わるらしい。 

フグ延縄は 12 隻ほどが営む。漁期は 10 月１日から２月末までの５ヶ月間である。漁場

は遠州灘で、三重県は底延縄でトラフグを獲っている。遠州灘のトラフグ漁は東海３県（三

重、愛知、静岡）で資源管理を行っているため、出漁日数は少ない。フグ延縄の漁船のう

ち４～５隻は夏場を中心にガシラ（カサゴ）の刺網を営んでいる。 

籠漁業はアナゴ籠とタコ籠に大別され、５～６経営体が営む。一方、タコツボの方は 15

経営体が営んでいる。タコツボの数は制限していないが、海底地形に左右されるため、漁

場の条件によっておのずとタコツボの数が決まるのだそうだ。タコツボは周年設置してあ

り、潮が停まった時に引き揚げる。 

 いわゆる海女漁（採貝）は 70～80 人が従事している。解禁は７月１日から１ヶ月間で、

この間に口開け日が設定される。口開けに日数は資源状態によって判断され、年によって

異なる。漁獲対象はアワビとサザエ、イワガキである。ただアワビの漁獲量は近年めっき

り少なくなったという。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市場に併設された漁協事務所（左）、サワラ釣りに餌のマイワシ（右） 

支所の活動としてユニークなのは小学校５年生を対象に「海辺の学習」を開催している

ことだ。主として奈良県や岐阜県などの「海なし県」の小学生を答志島に受け入れて、漁

業について学習する。年間に 3,000 人ほどを受け入れているという。島に来た子供たちが

答志島の情報を発信してくれるから長期的戦略のもとで島の活性化の基礎をつくっている

と言えよう。「海辺の学習」に参加した人のなかには、やがて先生になって子供たちも引率

して来る人も出てきたらしい。 

答志地区はおそらく三重県下で最も水産業が活発な漁村であり、したがって若い人も多

い。27～40歳の漁業者は青年部を組織しているが、毎年ヒラメなどの種苗放流活動を展開、

2009年には沿岸生態系として重要な藻場の磯焼け対策にも取り組み、この成果は 2003年の

農林水産祭で天皇賞を受賞している。 

中村委員長の話によると、以前は季節の移り変わりに応じて地先にやって来る魚種は概

ね決まっていたが、最近は予想がつかなくなってきているという。ワラサは四日市や名古

屋港でも獲れており、外洋水の影響が強まっているようだ。以前では見られなかった現象

だという。イカナゴは全く獲れなくなったが、近年、少なくなっていたワタリガニやタコ
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がたくさん見られるようになっているらしい。 

 

産地市場 

答志支所の産地市場は２ヶ所に分かれている。１ヶ所が支所の事務所に併設されている

一般鮮魚と活魚を扱う市場で、もう１ヶ所が後述する大答志地区の市場で、こちらでは船

曳網と小型底曳網の漁獲物が取引されている。 

答志支所の組合員の大半はこの２つの市場に出荷しているが、５人だけは愛知県側の渥

美魚市場にわざわざもっていく。答志島では資源保護のために県の基準を上回る体長規制

等を実施し、自主規制を下回る小型魚を荷受けしていないが、こうした措置を嫌っている

らしい。 

買受人は合併漁協なので保証金を積んでいればどこの産地市場でも買えるが、実態はそ

れぞれ得意とする市場をもっており、買受業者はそれほど多いわけではない。買受人は地

元業者が中心だが、愛知県側から買いに来る業者が３社あり、県外の業者は船で買いに来

る。これらの業者は名古屋にある柳橋の魚市場に答志産として出荷している。なお旧答志

漁協の時代に島内の旅館なども買受業者に入れているので、小口業者も多いという。 

市場の脇に貯氷能力 100 トンの製氷施設が建つ。2002 年に完成したものだ。サワラが多

く獲れるようになって氷が不足し、サワラの品質保持が難しくなるという現実的な問題が

発生し、この施設がつくられた。この時に氷の使用することが鮮度管理の上で如何に重要

であるかということを認識したらしい。また、取扱量が増えて、現在の市場面積では不足

気味なため、増設工事が行われていた。 

支所の産地市場は毎週土曜日と火曜日が休みなので、週休２日制ということになる。荷

受時間は、８時からサワラ流し網、11 時が一般鮮魚、12 時 30 分から活魚、14 時がサワラ

一本釣りで、15 時 40 分がキス刺網、そして 17 時からフグ延縄と決められている。取引は

入札方式で、小さな板に白墨で価格を記入し、セリ人がそれをみて最も高い業者に落札す

る。 

市場の運営には支所の全職員が関わっている。事務職の女性３人は取引の入力作業を分

担しており、いわば総がかりだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サワラの入札風景（左）、市場内の活魚水槽（右） 

ホテル寿々波 

 支所で話を聞いてから桃取支所に連絡をとってもらい、明日 10時にアポがとれた。とこ
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ろが支所の場所はわかりにくいので今日のうちに場所を教えておこうと中村運営委員長が

おっしゃり、現地まで案内してくれることになった。そこで支所の軽自動車で桃取まで行

くことになったのだが、運転はどうも支所長がするようだ。忙しい折に２人に同行しても

らうのは気がひけるので事情を訪ねたところ、委員長は運転免許をもっていなかった。道

路も十分でなかった答志島では車を運転する機会は少なかったから、一定の年齢以上の人

は免許をもっていないのは当たり前のことだ。支所長を煩わせるのは心苦しいので私が運

転することにして、委員長に道案内を頼む。 

ドライブの傍ら話を聞きながら桃取支所に向かった。同支所は購買店舗の裏手にあり、

看板が出ていないので確かにわかりにくい。ご親切に感謝し、再び答志支所に引き返した。

市場ではトラフグの水揚げが始まっていた。活魚水槽にはトラフグがけっこう入っており、

そろそろ入札が行われようとしていた。 

ところで答志島にはバスも、タクシーも、レンタカーもないので、移動は徒歩か自転車

しかない。答志から桃取までは歩くと２時間はかかる。前日、鳥羽磯部漁協の組合長から

「明日は出張で島にいないから俺の車を使え」といわれていた。ただ支所にしてみると組

合長の車を貸すのは少々気がひけたとみえて、支所の軽自動車を明日の午前中いっぱい貸

してくれることになった。 

お言葉に甘え、支所の自動車を借りて今晩の宿である和具地区のホテル寿々波に向かう。

当初、旅館美さきに連泊しようと思っていたが、ご主人が何処かに出かける日になってい

て旅館が休みになるということでこちらを紹介されたのだった。電話で予約すると料金が

25,000円ほどといわれたので、観光ではなく仕事で行くと告げると 15,000円になった。上

述した「結」に来た人たちはこのホテルに泊まるから、その人たちには観光料金をとって

いないのだろう。 

このホテルは６階建で答志島では最大である。最上階が大浴場になっていて、眺めがよ

く、和具の集落をほぼ一望できる。この日は宿泊客が少なかったようで、入浴した時は私

だけで、出る間際に１人が入って来た。 

夕食は、サワラ、クルマエビ、ヒラメの刺身、カレイの煮付け、サザエ、ヒオウギガイ

の焼き物、サワラの照り焼き、エビやタコの小付、メカブトトロなどで、料金相応の豊か

なものであった。 

食事中に若女将が挨拶にきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホテル寿々波からみた和具の集落（左）、夕食の御馳走（右） 
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令和元年 11月 14日 

鳥羽磯部漁協和具浦支所 

 ホテルで朝食後、８時にチェックアウトした。車を道路脇に停めて、岬の先端の山の上

にある九鬼嘉隆の首塚を見に行こうと向かったが、地元の人に道順を聞くと往復小一時間

はかかるというので断念した。和具漁港の近くで、偶然、前々日の懇親会で一緒だった橋

本運営委員長に遭い、８時 45分に支所に顔を出すこととし、支所の近くに置かれている産

地市場を見学する。約束の時間に和具浦支所に顔を出し、橋本計幸運営委員長（68 歳）か

ら１時間ほど和具浦の漁業について話を聞く。 

 和具浦支所の正組合員は 57 人、准組合員は 41 人で、職員は６人（男４人、女２人）で

ある。職員のうち１名を購買事業に配置しているが、忙しい時には産地市場の業務の応援

に出るので、購買店舗は閉めるそうだ。購買店舗では漁業用資材の他に生活物資（酒類を

含む食品類）も扱っている。ちなみに鳥羽磯部漁協の各支所は独立採算となっている。漁

協支所の建物の側面には、「わかめとさわらの町和具浦」と書かれていた。 

 和具浦支所で営まれている漁業は、小型底曳網、サワラ曳釣り、サワラ流し網、小型定

置網、タコツボ、建網、採貝である。養殖業は上述したワカメ養殖が営まれている。ノリ

養殖は答志地区と同時期に始まったが、昨年まで残っていた１経営体が廃業したため現在

は行われていない。漁業センサスのデータではカキ養殖が行われていることになっている

が、本土側の浦村の業者に漁場を貸しているだけだという。ここで各漁業の概要を紹介し

ておこう。  

 小型底曳網は 15経営体が、基本的に周年営む。日没～朝までの夜間操業で、答志地区は

夫婦で操業するが、和具浦は単独操業であり、操業形態は地区によって若干異なる。何れ

もワカメ養殖との兼業であることから、冬季のワカメ収穫シーズンはあまり出漁しない。

漁場は伊勢湾内（中部国際空港から伊良湖崎にかけての海域）で、愛知県側と漁場が入り

合う。漁具はビーム式で、主な漁獲対象は、クルマエビ、ウタセエビなどのエビ類が中心

である。ウタセエビはマダイ釣りの餌として以前はよく売れたが、マダイ釣りをやる人が

少なくなったため、今はあまり売れないという。 

 サワラ釣りはワカメ養殖との兼業と専業の組合員に分かれる。専業の人は周年を通じて

営む。和具浦ではサワラ曳釣は親の代からやっている。釣り竿は４本を用い、漁船の船側

に２本ずつ出す。餌はマイワシの塩蔵冷凍品が用いられている。各人がマグロ用のストッ

カー（－60℃の超低温）を保有して餌をストックしている。夜明けの時点で操業場所に到

着し、午前中いっぱい操業する。釣りサワラの入札は 14 時 30 分から始まるので、それま

でに和具に戻る。サワラの漁場は伊勢湾から御座、舞阪沖までと広い。水温が下がるとサ

ワラは東に向いて移動するので、御前崎あたりまで行くこともある。今年のサワラはトロ

サワラが少なく、かつ痩せているのが特徴だ。今年生まれたサワラは今の時期には１㎏を

超える。今年は外洋水の勢力が強く、伊勢湾内にヨコワが入っている。また以前は伊勢湾

内にブリが入ってくることはなかったが、今年は四日市の辺までブリが入っているという。

昨年はワカメとサワラ曳釣りで収入は 1,000万円を超えた。 

 サワラ流し網は２隻が営む。漁期は７月１日～12 月末までの半年間だ。１隻は親子で操

業、もう１隻は単独操業である。サワラ曳釣とは対照的に夜間の操業である。 
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 小型定置網は１経営体だけが営んでいるが、あまり漁獲はない。タコツボは今年から始

まった漁業で、５経営体ほどが営む。なおワカメ養殖の時期は漁場が輻輳するため、タコ

ツボを回収するが、それ以外の時期は設置したままになる。建網はイセエビを対象に営ま

れている。ただ和具浦地区の漁場面積が狭いため、解禁後１日で獲れなくなるらしい。ち

なみに漁港周辺の消波ブロックがイセエビの住処になっているとのことだ。 

アワビの採貝漁業は正准合わせて 100 人ほどが営む。漁獲量はクロアワビとメガイの両

種で 600㎏ほどであり、昔の 1/3にも満たないという。漁期は７月～８月 13日までの期間

中の大潮時に口開けする。口開け日数は延べ１週間ほどだ。アワビの採捕は素潜りで、１

時間半ずつ２回に分けて獲る。答志地区は磯焼けがみられたが、和具浦地区ではあまりみ

られない。ただしアワビの資源量は減っているという。 

 産地市場の仲買業者は三重県漁連、愛知県の業者２社を含めて７～８社である。また地

元の旅館業の 10人ほどが参加している。答志地区と同様、入札で売買している。 

 事務所で話を聞いてから、漁港用地内にあるワカメの種苗用の小屋、ワカメの加工場な

どを見せてもらう。加工場も種苗小屋も長屋になっており、組合員毎に部屋が仕切られて

いる。上述したように和具浦地区でワカメ養殖を営む経営体は 40 人で、このうち 11 経営

体が「結」を受け入れている。なお「結」の参加者の宿泊費は、日本離島センターなどか

らの補助金が使われているようだ。 

 ワカメの作業場を見学し、約束の時間が切迫していたので、直ちに車で桃取地区に向か

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和具支所の事務所（左）、同支所の荷捌き場の活魚水槽（右） 

 

鳥羽磯部漁協桃取支所 

 桃取支所は看板が出ていないので始めて行った人にはわかりづらい。前日、答志支所の

中村運営委員長に案内していただいたので助かった。桃取支所の前田昭彦運営委員長を訪

ね、10時から１時間ほど桃取地区の水産業の現状をお聞きした。 

 桃取支所の組合員は正が 58名、准が 141名の合計 199人である。養殖業と漁業の両方が

営まれており、養殖業の対象種は、ノリ、ワカメ、カキの３種類である。ノリは 10経営体、

ワカメが 13経営体、カキが６経営体という内訳である。１経営体がマダイ養殖をしている

が、ほとんど生産していないに等しい状況という。漁業は小型底曳網、タコツボ、籠、刺

網、潜水、曳釣り、延縄などが営まれている。 
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前田さんは島を出て桑名で働いていたが、35～36 年前に島に戻ったＵターンである。ノ

リ養殖と漁業を兼業しており、ノリ養殖の期間以外は底曳網、カレイ刺網、サワラ釣り、

アオリイカ網、タイラギ・ミルガイの潜水漁業などを営んでいる。 

最初に桃取地区の養殖業についてその概略を示しておこう。 

 桃取地区のノリ養殖は前田さんのおじいさんの代から始まり、約 40年に及ぶ。20年ほど

前までは海で種付けをしていたが、現在のノリ種苗は①自家生産、②専門業者からの購入、

③坂手島にある鳥羽市立水産研究所からの購入、の３通りで調達している。ノリ網に種付

けした種苗は冷蔵庫に保管し、水温が 21℃ほどに低下した時点で沖出しする。浅場がない

ため、浮流方式で養殖するため、答志地区で行われていたと同じ方法なので人工干出が不

可欠になる。４尺のノリ網を 10枚重ねて海に出し、毎日、一定期間干出を繰り返す。ノリ

が１㎝ほど伸びた時点でノリ網を１枚ずつ展開して海に張り込む。概ね水温が 16～17℃に

なった時期が目安だ。桃取地区でノリの収穫が始まるのは 12月中旬で、以後３月末までの

間 13～14回摘むことになる。なおノリ網は１回張り込むだけの１期作である（冷凍網は使

わない）。 

 桃取のノリ漁場は伊勢湾側に位置し、宮川からの河川水の影響を受けて栄養塩類が豊富

なこと、潮の流れが速く海水交換が良好などの特徴があり、いい海苔が採れる。三重県漁

連の共販で販売されているが、単価は平均すると 11～12円／枚、高いもので 30円になる。

ただ冬季の季節風の影響をまともに受けるため風浪が強く、ノリ網は一番太いものを用い

ていること、しかも１年でダメになるので、伊勢湾の内湾域に較べると資材費は高コスト

になる。 

 ノリの加工はこれまで組合員が各自の工場をもって個別にやっていた。収穫期の冬季は

波浪が厳しいため、毎日海に出ることができないから凪の日に収穫して冷蔵庫に保管して

おき、海に出られない時に加工作業を行った。１昼夜で 10万枚を処理していたという。た

だ答志支所では漁協による共同加工がうまくいっているので、桃取支所でも来年度からは

６業者による共同加工に移行する計画で、月末からボーリング調査を実施し、来シーズン

からは漁協で加工場を運営することになるとのことだ。加工料は答志支所と同様、１枚あ

たり 3.5円を想定している。 

 ワカメ養殖は上述したように 13 経営体が営む。40ｍの幹綱 13 本分を１筏（ユニット）

として通常は１経営体が３筏を行使している。最大で４筏まで行使できる。ワカメの収穫

時期は２～４月である。 

 和具地区のワカメは湯通し塩蔵であったが、桃取地区は乾燥ワカメに加工している。採

取したワカメは葉の汚れを取りながら天日干しにして、最後は温風で乾燥する。この際、

ワカメの芯は取らない。釘にワカメの芯を刺して干し、葉先を切る。収穫には２～４月だ。

塩蔵と違って作業工程は単純だが、葉の清掃作業に手間がかかる。 

近年のワカメの生産量は約６トンである。製品の単価は 5,000 円／㎏前後で、昔の３倍

ぐらいになっているらしい。桃取のワカメは軟らかく、色がよく、美しいこと、製品規格

が厳しいことなどが、この単価に反映されているようだ。引き合いが多いことからワカメ

養殖を始める人が増えてきたという。 

続いて桃取地区の漁業の概要を紹介しよう。委員長の話では、桃取の漁場は伊勢湾を主
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体としていることから、外海の魚に較べるとはるかに美味いらしい。特に桃取のメバルは

脂がのっていて抜群だという。 

 小型底曳網は 11経営体が営む。基本的に周年操業であるが、他の養殖業や漁業を兼業し

ている組合員は冬期間の操業をしないように漁場管理委員会で自主規制している。漁場は

ノリ漁場の沖合の伊勢湾内で、８マイルほど沖まで出ていくこともある。底曳網の開口部

は 15～16ｍの張り竹が使われ、竹の両端に石や鋳物の錘をロープで結びつけている。主な

漁獲物はウタセエビ、マタイ、クルマエビなどである。 

 タコツボは養殖との兼業が 10、養殖を営まない経営体が 10 の、20 経営体ほどが営む。

１経営体当たり 100 個ほどを行使している。漁期は４月 15 日から９月 15 日までの５ヶ月

間である。養殖を営まない経営体は９月 15日以降の操業が可能で、養殖漁場の脇の漁場を

くじ引きで割り当てる。 

籠漁業は５人が営む。タコ、アナゴが対象で、１経営体当たり 350 個の籠を行使してい

る。籠の餌はカタクチイワシが用いられている。 

刺網は専業としている漁業者が５～６人、夏場はこれに３～４人が加わる。漁獲対象は

主としてカレイ類で、この他にマゴチ、タイ、ヒラメなどが漁獲される。漁場は島周辺の

砂場だ。刺網の経営体は昔よりも減っている。 

潜水漁業５経営体が営む。５経営体は何れもノリ及びカキの養殖との兼業である。スキ

ューバ潜水が認められており、タイラギとミルガイが漁獲対象だ。タイラギは３～５月末

までの産卵期前まで、ミルガイは７～10 月末までが漁期となっている。漁場は島周年の浅

所である。 

 曳釣りは 20人ほどが営むが、何れも兼業である。主な漁獲対象はサワラとスズキだ。延

縄はアイナメ、カレイ、コチを獲っていた。後期高齢者（80 歳以上）の１人がフグ延縄を

営んでいたが、今年は出ていない。また以前はアイうち網という漁法があり、季節的にや

って来るアイゴを獲っていたという。高さ 2.5ｍほどの網を夜間設置して、アイゴを脅して

網にかけ、朝揚げる漁法だった。漁期は５月 20日～６月末までの短期間だった。この網は

糸が太く、あばも大きいという特徴があり、以前はアマモ場に産卵にやってくるアオリイ

カをこの網で漁獲したそうだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桃取支所が入るマリンショップ（左）、桃取漁港に係留されている漁船（右） 

 採貝・採藻は 10人ほどが営み、うち女性は２人である。正組合員はアワビとサザエが採

れるが、准組合員は採れない。准組合員は磯物、アサリ、あおさ、ヒジキなどが採れる。 



356 

 

 支所の道路を隔てた漁港側に産地市場が開設されている。常時応札している買受業者は

15 人ほどで、愛知県から船で買い付けに来る人もいる。この他に県漁連、答志の業者、鳥

羽国際ホテルなどが中心で、桃取の地元の業者は廃業している。 

市場での鮮魚の取扱額は 1.2～1.3億円で推移している。養殖では、ノリが 2.0億円、ワ

カメ 0.8 億円、カキ 2.0 億円という内訳で、全体で６億円ほどになる。昔はノリだけで 10

億円を売り上げたこともあったというから近年の落ち込みは激しい。ノリ養殖が始まる前

は桃取地区に２そうまき網が２ケ統あり、桃取の人が乗組員となって働いていた。まき網

は答志や和具浦にもあったが、昭和 40年代以降衰退したらしい。このように桃浦は漁業が

盛んだったが、当時の面影はすでになく、養殖業が中心になっている。 

帰りしなに前田さんから海苔とヒジキをいただいた。ノリは焼く前の生海苔と韓国風に

胡麻油と塩で味付けした海苔の２種類であったが、この味付け海苔はさっぱりした味で韓

国のものよりはるかに上等だった。 

 

桃取地区 

漁協で話を聞いてから、桃取漁港周辺と集落の周りを散策する。 

答志と和具浦は近接しているが、桃取地区は答志島の西にはずれに位置し、地理的に隔

絶していたから 1954（昭和 29）年に鳥羽市になるまでは答志村と桃取村に分かれていた。

したがって集落の成り立ちも歴史も異なり、同じ島にもかかわらず両地区の交流は乏しか

ったと推定される。 

本土側に最も近いので、桃取漁港と本土側を直接結ぶ市営定期船が１日 10本運航されて

おり、所要時間は 12分ほどなので答志に行くよりも本土に船で渡った方が便利な立地環境

にある。 

漁協の事務所に昭和 30年代に撮影されたと思われる桃取地区の航空写真が掲げられてい

た。集落は海沿いに形成され、谷間には段々畑がつくられ、一部は山のてっぺんまで及ん

でいる。下の方は水田で、上が畑だったという。集落は海に突き出た小さな山を境に北東

と南西に分かれ、中央の小さな山に小学校が写っている。その後、漁港の整備が進んで平

地が確保されると、集落の南西側のはずれに移ったようだ。漁協の運営委員長の話では、

桃取の集落は南、北、清水、東、中の５つに分かれているらしい。 

段々畑はすっかり元の山に戻っているが、一部はまだ農地として残っていて集落の北東

側の海の近くには田んぼがあった。稲を刈り取った跡が残っていることから、米をつくっ

ている人もいるようだ。集落内にも家庭菜園用の農地があり、野菜がつくられていた。た

だこれらの農地は何れも電柵やネットなどで囲まれているので、この島にもイノシシが生

息している。 

漁協支所の前に魚市場があり、さらにその先に定期船の桟橋がある。埋め立て造成され

た平地には上述したカキの生産者の作業場があり、その先が桃取小学校で、広いグランド

も整備されている。ただし 2017（平成 29）年に閉校になっており、校舎の２階の窓ガラス

に「ありがとう桃取小学校」と書かれていた貼り紙があった。 

答志や和具浦には宿泊施設がたくさんあるが、桃取には１軒もない。また飲食店はカキ

小屋がシーズン中にオープンするだけで、観光客の受け皿は乏しい。 
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集落のはずれにある田んぼ（左）、2017年で廃校になった桃取小学校跡地（右） 

 

和具浦地区 

 島東部の和具浦と西部の桃取を結ぶ道路は、山越えのスカイラインと島の北側の海岸沿

いの道の２本ある。後者は最近できた新しい道だ。スカイラインは山の中を通るため曲が

りくねってしかも高低差があることから、海岸沿いの道ができてからはスカイラインを通

る人は少なくなった。行きは海岸沿いを通ったので、帰りはスカイラインを通って和具浦

に出ることにした。案の定、車の通行量が少ないから、道路上に枯れ枝などが落ちていて

走りづらい。 

 坂を降りたところが和具浦集落のはずれにあたり、ここに答志中学校が置かれている。

島で唯一の中学校で、和具と答志の生徒が通う。令和元年５月時点の答志中学校の生徒数

は 45 人で、教員は 14 人である。桃取地区の中学生は陸路を和具浦まで通うよりも船で鳥

羽に出た方が便利なため本土側の鳥羽東中学校に通っている。 

中学校の脇から菅島がよく見えたので、島の全景の写真を撮る。 

和具浦の集落からは大畑
いばたけ

遺跡が発見され、縄文、弥生、古墳、奈良の各時代の遺物が発

掘された。この遺物の一部は答志コミュニティアリーナに置かれていた。発見された一帯

は答志島のなかでは最も平地の多いところなので、ここに一大集落が形成されていたもの

と推定されている。 

 和具浦の集落に入り、民家の奥にある九鬼嘉隆（1542～1600）の首塚を訪ねた。九鬼嘉

隆は九鬼水軍を率いた戦国武将で、27 歳の時に織田信長の伊勢侵攻に参加し、その多大な

功績によって、志摩地方などを与えられ、3.5万石を領する大名になった。1585（天正 13）

年に鳥羽城の築城に着手し城主となった。しかし、豊臣家に仕えて関ヶ原の戦いでは西軍

に加担する。西軍の敗北により九鬼嘉隆は答志島の潮音寺に身をひそめていたが死期を悟

り、和具浦の洞泉庵で自害している。この場所に子の守隆が五輪塔を建て、その孫の隆李

が 1669年に再建して、現在の胴塚として残っている。 

この少し手前に池の跡がある。洞泉庵の前庭にあった池で切腹した際に血に染まった刀

を洗ったことから「血洗いの池」という名がつけられた。背後の山からしみ出る岩清水が

溜まる場所だったが、長い年月の間に荒れ果ててしまい、後年地元の有志によって整備さ

れたという。 

 九鬼嘉隆の首は家康のいる伏見城に送られ、首実検を終えた後に篠島に戻されたが、鳥
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羽城の見えるところに埋めてくれとの遺言にしたがい、和具浦集落背後の築上
つ が け

山に埋葬さ

れた。この山頂に嘉隆の首塚が置かれている。朝、時間がなくて行けなかったところだが、

歩いて小一時間かかることから気後れし、結局、首塚には行かなかった。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

鳥羽市立答志中学校の校舎（左）、九鬼嘉隆の胴塚（右） 

 

大答志地区 

和具浦から再び答志地区に行き、集落のはずれのトンネルを超えた先にある答志漁港の

大答志地区を訪ねた。1990（平成２）年に新たに整備された漁港なので背後に住宅はなく、

山三商店と書かれた大きなシラスの加工場が一軒あるだけだった。答志地区の漁業者が利

用している漁港は、昔からある前ノ浜、旅館美さき前の東浜（寺浜）、海苔の共同加工場が

ある舟越漁港、そしてこの大答志である。このうち東浜を除く３地区に製氷施設が整備さ

れている。 

この大答志地区は船曳網と小型底曳網の漁船が利用している。この日は船曳網も小型底

曳網も操業していなかったので、漁港内には両漁業の漁船が多数係留されていた。水揚げ

はないので市場は閑散としていたが、船曳網が稼働した時はそうとう賑やかになることだ

ろう。大答志地区に水揚げされたシラスやカタクチイワシ、コウナゴは直ちに入札によっ

て販売され、島内の加工業者が直ちに煮干し加工する。市場近くの山三商店は市場から直

結するフィッシュポンプのホースが工場まで伸びており、落札した原料はこのフィッシュ

ポンプを使って加工場内に搬入しているようだ。 

大答志の漁港は行き止まりになり、その先に公園が整備されている。また人工的に整備

したと思われる砂浜があり、海水浴場になっているようだ。 

上述した通り答志島の重要な漁業である船曳網は 17ケ統が操業しているが、カタクチイ

ワシとコウナゴを対象としている。しかしここ４～５年コウナゴは全く獲れていない。ま

た春先にはイカナゴ（親魚）をすくい取る答志島固有の漁業があり、島中でイカナゴを獲

っていた時代があったそうだが、今は全く獲れず、隔世の感がある。漁業者はコウナゴが

いなくなった原因としてアカエイによる食害を指摘しているが、恐らく違うだろう。アカ

エイの胃内容物にコウナゴとキスがたくさん確認されたことが根拠になっている。ただこ

の説はイカナゴ資源減少の本質的原因ではない。 

 イナナゴは冷水性の魚で、氷河期に分布を拡大した。そして氷河期の後に日本沿岸の各

地に隔離されて地域固有群として残った。暖かい環境が苦手なため、夏は砂の中に潜って
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夏眠する習性を獲得した。しかしイカナゴの主たる分布域である瀬戸内海では大量の海砂

を採取したためイカナゴの夏眠場が著しく減少した。もう一つの重要な産地である伊勢三

河湾も富栄養化に伴う貧酸素化（夏季の成層期）や航路浚渫によって夏眠場は伊勢湾湾口

部の限られた狭い範囲に限定されるようになった。このように夏眠場が著しく縮小したこ

とに加えて、近年の水温上昇に伴って、本来は冷水性のイカナゴの夏眠が妨げられ、再生

産ができなくなっているというのが私の仮説である。 

 

大答志地区に係留されている船曳網の漁船（左）、漁港脇のシラス加工場、フィッシュポンプで工場内に直送（右） 

 

潮音寺 

 大答志地区から漁協の答志支所に戻り、借りた車を返却した。昼休みの時間帯に入って

いたので事務所には支店長はおらず、女性職員のみ在籍していた。お礼を言い、鍵は車に

つけたまま所定の駐車スペースに置いた。 

 昼食は前日に引き続き食堂・ロンクで野菜ラーメンを食べる。 

答志島は上質のシラスの産地で、以前も購入したことがある。定期船の発着場に近い加

工場で上乾もののシラスを購入する。300円／100ｇと産地ならではの安さだ。 

 集落背後の高台に鳥羽市役所の答志連絡所が置かれている。ここで「鳥羽市史」の一部

をコピーしてもらい、答志島に関する資料も入手する。 

事務所からさらに坂を登り、左手に進むと和具浦に至るが、まっすぐに進むと美多羅志

神社と潮音寺がある。この寺は曹洞宗永平寺派に属しており、山門の前には「小欲知足」

と書かれたプレートが置かれていた。 

漁業は生態系サービスを享受する産業だから「足るを知る」ことが重要である。欲を出

して魚を獲り過ぎれば資源は枯渇するから抑制した資源利用をしなければ漁業は持続しな

い。まさに漁業の島・答志島にふさわしい思想の提示といえよう。 

島には本誓寺という浄土宗の寺もあるが、こちらは時間の関係で行けなかった。潮音寺

から山道を進むと蟹穴古墳の跡がある。この古墳から偶然、７世紀前半につくられた長頸

壺が発見された。この壺は国の重要文化財に指定され、現在国立博物館に収蔵されている。

この古墳に抜ける途中の谷間に大きな墓地があった。 

蟹穴古墳の裏手の山に岩屋山古墳があるが、急な山道を登らなければならず、時間もな

かったので行くのは断念する。 
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潮音寺の山門（左）、潮音寺の墓地（右） 

 

16 時 10 分の市営連絡船で答志島を出発し、17 時に鳥羽港に到着した。その後、次の訪

問先である菅島に向かう。 


