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1932 離島覚書（三重県・菅島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答志島和具浦から菅島を望む 

 

令和元年 11月 14日 

民宿なこら 

 菅島へは佐田浜にある鳥羽マリンターミナルから鳥羽市営の定期船が通っている。船便

は１時間に１本ほどの頻度で、最終便はマリンターミナル発 20 時 10 分だ。この便は坂手

島を経由する。 

答志島から直接菅島に渡る船便はないので、答志島から一旦マリンターミナルに戻る。

民宿で夕食を食べる関係からあまり遅く島に着くのは避けたかった。17時 45分発の鳥羽市

営定期船に乗り、菅島には 17 時 58 分に着いた。すでに日がとっぷりと暮れて真っ暗であ

る。連絡船の発着場には「民宿なこら」のご主人が車で迎えに来ていた。すぐに車に乗る。

急坂を登り、数分ほどで宿に着いた。「なこら」とは地区の名前で、島の集落の西はずれに

あたる。周辺には「民宿なこら」の他に、「くろしお」「ニューうず潮」という宿泊施設が

かたまっており、人家は少ない。 

この日の宿泊客は私１人。２階の部屋に案内され、早速風呂に入る。食事は部屋に運ば

れてきた。マダイとサザエにイセエビの刺身が付いた。タコ酢、カワハギ煮、海苔佃煮、

茶碗蒸し、サザエ壺焼きが並べられ、ビール１本と日本酒を１杯飲む。イセエビはまさに

この地方の特産品で、９月 16日から解禁になっている。答志島でもイセエビを食べている

ので、今回の島旅では２回目になる。イセエビを食べるチャンスはイセエビが採れる場所・

時期に規定され、たまたま旅行先で食べるのが精一杯だから、一生涯に食べたこともない

国民も少なくないだろう。私も４～５年ぶりに食べた。 

「民宿なこら」の女将は昭和 28 年生まれの 66 歳で、長崎県出身。1978（昭和 53）年に
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菅島に嫁いできた。その当時、島には 1,000 人以上も人が住んでいて、今と比較すると賑

やかだった。そして民宿は魚を食べにくる顧客でにぎわったそうだ。しかし近年は顧客が

減り収入が減少しているので、後述する人工島にできた漁協のノリの共同加工場でアルバ

イトをしているという。 

「ふるさと菅島」によると、昭和 53年１月の時点で、菅島には旅館、民宿が 15軒あり、

収容人員は 480 人であった。年間約３万人が菅島を訪れ、その内訳は海水浴客 50％、釣り

20％、冬季の会社の慰安旅行 20％、その他 10％としている。ところが現在の宿泊施設数は

４軒、収容人員は 95人に減少している。特に規模の大きな旅館から廃業していったらしい。 

10 年前に水産庁の所得補償の基礎調査で菅島を訪れている。この時に「村田屋旅館」に

泊まっているが、この旅館は菅島のパンフレットに掲載されていないところをみると、営

業をやめているようだ。 

女将の話では、以前は地元の魚を食べに来る人が多かったが、最近はこの種の顧客が減

少しているそうだ。20 年ほどまえまでの旅行は、一部屋に大勢の人が雑魚寝して、美味い

魚を食べてドンチャン騒ぎするスタイルだったから、どちらかといえば部屋はどうでもよ

かった。しかし個人主義が浸透し、個室を求めるようになると古い民宿では対応が不可能

である。かくして旧来の民宿は敬遠され、同じ民宿でもより洗練されたところが求められ

るようになっている。菅島の民宿・旅館は現代にニーズに十分こたえきれていなかったに

違いない。「民宿なこら」も跡継ぎがいないようなので、海の産物と連携していた島の観光

業はこのままでは益々衰退するに違いない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「民宿なこら」の外観（左）、イセエビの刺身（右） 

 

令和元年 11月 15日 

人工島 

朝食はイセエビの味噌汁、卵焼き、タイ焼き、漬物であった。海苔が付いたが例の定番

の味付け海苔（色落ちした最下級の海苔を味付けしたもの、海苔の風味はなし）で、食べ

られたものではない。菅島は後述するように海苔の産地なのに、何で島の特産品の焼き海

苔を使わないのか不思議である。工夫が足りなすぎる。愛知県の日間賀島では、島内の全

民宿・旅館で島の特産品である「島のり」を使用しており、漁協と観光業者との連携がう

まく図られているが、少しは日間賀島を見習うべきだ。 

朝食後、歩いて菅島漁港へ向かう。船客待合所にバックパックを置き、漁港の周辺を歩
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く。漁港の前には人工島ができており、橋が架っている。橋の一番高いところに立つと、

正面に答志島を一望できる。人工島には海苔の共同加工施設が２棟建っていた。 

 菅島の玄関口が菅島漁港（第２種）である。後述するように菅島の集落は山の谷あいに

形成され、まとまった平地がなかったことから新たな平坦地を確保すべく人工島をつくっ

た。人工島計画はバブル期に構想されたもので、日本の社会は土木工事で「行け行けいけ

どんどん」の時代であった。しかしバブルがはじけてから財政が厳しくなり、当初の計画

は縮小され、鳥羽市の水産研究所（坂手島）の移転計画もなくなったようだ。1995（平成

７）年５月に水産庁の新マリノベーション計画で承認され、2002（平成 14）年～2010（平

成 22）年にかけて人工島が造成された。2009（平成 21）年３月に長さ 130ｍ、幅５ｍの「し

まっこ橋」が完成している。 

 この人工島にはノリの共同加工施設以外には大きな建物は見当たらず、東側に人工ビー

チが整備されているが、実際に使われているものがどうかわからない。なおこの人工島は

北西を向いており、冬季の季節風から漁港内の静穏度を保つ上で大きな役割を果たしてい

る。 

 漁協には菅島漁港の航空写真が掲げられていたが、1957（昭和 32）年６月撮影の写真を

見ると、島のメインの集落である中村谷と根付谷の２つの谷の前面に漁港がつくられてお

り、その規模はきわめて小さいものであった（昭和 28年度に第 1次整備計画漁港の指定を

受け、昭和 32年度までの修築事業で北防波堤の築造と泊地浚渫を施行している）。 

その後、漁船の増加と大型化が進み、さらにワカメ養殖やノリ養殖が導入されると、漁

港の拡大と用地確保が必要となり、1965（昭和 40）年度から再び整備計画漁港となり、1987

（昭和 62）年３月には人工島を除く現在の漁港の形状ができあがり、集落の前には埋め立

てによって広い漁港用地が造成された。そして 2002（平成 14）年度から人工島の建設が進

められたのであった。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

菅島漁港の人工島（左、三重県ＨＰより引用）、人工島に整備されたノリの共同加工施設（右） 

 

鳥羽磯部漁協菅島支所 

 菅島の漁業者を束ねているのが鳥羽磯部漁協菅島支所である。鳥羽磯部漁協は 2002（平

成 14）年 10 月に鳥羽市 16 漁協と旧志摩郡磯部町の６漁協が広域合併した漁協で、合併以

前は菅島町漁協であった。 

 ９時前に支所に顔を出すと、すでに菅島支所の運営委員長である木下一行氏が事務所に
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いた。非常勤なので、毎日支所に詰めているわけではないが、前日アポイントメントをと

っていたので、朝の仕事を終えて来てくれていたのだ。事務所には 10年前に水産庁からの

委託調査（所得補償のためのノリ養殖生産費調査）で訪れているが、建物の外観は覚えて

いるものの室内の状態はほとんど記憶に残っていなかった。途中から支店長も加わり、２

時間ほど菅島の漁業・養殖業の現状について話を聞いた。 

 木下さんはノリ養殖に携わっており、三重県のノリ養殖協議会の会長も務めている。1955

（昭和 30）年生まれというから 64歳になる。３人の息子のうち、長男は島でノリ養殖を継

いており、３男も漁師志望で現在は三重県漁連系列のノリ問屋で修行中だ。２男はあまり

漁業に関心がなかったそうで、伊勢市内で働いている。つまり後継者がいる。 

 支所の組合員は正が 60人、准が 120人の合計 180人である。2015（平成 27）年国勢調査

の世帯数は 193 戸なので、島のほとんどの世帯が組合員になっている勘定だ。職員は１名

の臨時職を含めて７人である。産地市場を運営するとともに、船着場の前で直売センター

を営業している。直売センターでは、黒ノリ、青ノリ、ヒジキ、アカモクなどの海藻類の

加工品をメインに販売していた。 

 菅島で営まれている漁業は、後述するサワラやアジの釣り、建網、タコツボ、延縄、小

型定置網（ツボ網）、船曳網、採貝藻であるが、後述するように菅島では歴史的に釣りが中

心で、答志島のように網の漁業はあまり発達しなかった。 

 建網の漁獲対象はイセエビがメインである。９月 16 日が解禁日であり、１日 400～500

㎏ほど水揚げされるが、漁獲のピークは１週間ほどだという。 

 タコツボは２経営体、小型定置網は１経営体が営み、ノリ養殖と兼業している。また延

縄はフグが対象で１経営体、船曳網はサヨリを対象として１ケ統（２隻で曳網）が営む。

何れも冬期間の漁業で、他の漁業と兼業している。採貝藻は女の海女と男の海士が合計 80

～90人ほどおり、島の周辺で、アワビ、サザエ、イワガキ、ナマコなどを漁獲している。 

一方、養殖業はノリとワカメが営まれている。ノリ養殖は後述する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

菅島支所の建物（左）、船着場前に置かれた直売センター（右） 

ワカメ養殖は 1965（昭和 40）年に鳥羽市水産研究所がワカメの種苗生産を始めたのが契

機となり、菅島でもワカメ養殖が普及した。最盛期には 55経営体に増加した。この当時は

ワカメを２度洗い、細く切って乾燥する糸ワカメに加工していた。このワカメを干す風景

が菅島の風物詩になっていた。その後、未利用資源であったアジの一本釣りが普及し、こ

ちらの収入が多かったことから漁業にシフトし、一旦菅島のワカメ養殖経営体はゼロにな
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る。2011（平成 23）年の東日本大震災後、三陸沿岸のワカメ養殖は壊滅的な打撃を受ける

と、産地価格は上昇、再びワカメ養殖に取り組む経営体が現れ、現在は５経営体が営んで

いる。ただしかつての干しワカメから、現在はボイル塩蔵に変っている。そして浜値は 500

～600円／㎏で比較的高値のようだ。 

菅島支所の漁業生産額は 2.5～3.0 億円、養殖業生産額は 3.0 億円、あわせて 5.5～6.0

億円ほどで推移しており、漁業・養殖業は後述する採石業と並ぶ島最大の産業である。 

 

ノリ養殖 

菅島でノリ養殖が始まったのは、1965（昭和 40）年前後のことである。海苔養殖の技術

は伊勢、二見方面から流れてきたらしい。また坂手島に鳥羽市の水産研究所ができてノリ

の種苗生産が始まったことも大きな契機になったようだ。当初は冬場の副業として始まり、

多い時には 50経営体ほどに増えた。もちろんこの当時は１経営体当たりの生産量は少なか

った。その後アジ釣りが収入をもたらすようになるとこちらにシフトし、ノリ養殖の経営

体は減少する。菅島では現在は 10経営体がノリ養殖を営む。 

ノリ養殖は支柱式と浮流し式に大別されるが、遠浅な海域がない菅島では浮流し式であ

る。この方式は潮間帯に分布するアマノリ属の摂理に反し、海水に浸かりぱなしになるの

で、生長の初期に人工干出の作業が不可欠になる（ノリは幼芽がある大きさ以上に成長す

ると、必ずしも干出を必要としなくなる特性を有す）。ちょうど人工干出の時期に当たって

おり、葉体が１㎝ほどに伸びるまで、毎日１時間から２時間、ノリ網を空中に浮かす作業

を行う。この作業は概ね 17～18日間続く。人工干出を終えたノリ網は陸上で一旦干してか

ら海に張り込む。菅島では 12 月 20～23 日ごろに収穫が始まり、４月初めまで続く。以前

は２回網を張りかえていたが、今は網の交換は行わない１期作で、終了期まで 10数回収穫

する。ちなみに 50軒あった時代はシーズン中にもう１回、網を張り替えて、秋芽を採った

という。 

菅島のノリ養殖漁場は島の北側で、答志島との間の海域だ。収穫期は冬季の北西風の影

響を強く受けるため、収穫作業が行える日数は限られる。このため静穏な日にノリを摘み、

脱水して凍結、－20℃で保管しておき、板海苔に加工している。このように板海苔加工前

に凍結する方法は菅島を含めた鳥羽市のノリ養殖の特徴といえる。ちなみにこの方法が導

入されるのは、ノリ養殖が始まって３～４年間後のことらしい。一旦凍結することにより、

ノリが軟らかくなるようだ。 

菅島のノリ養殖のもう一つの特徴は板海苔加工を分業化した点にある。人工島に２棟の

共同加工施設が整備され、この加工施設は漁協が運営している。ノリの養殖業者は１枚あ

たり 3.5 円の加工賃を支払い、加工委託しているわけだ。共同加工場のオペレーターは組

合員の漁業者が各施設に２人ずつ配置され、島の女性がパートタイマーとして雇用されて

いる。加工生産は 12時間の２交代勤務でフル操業されている。パートの自給は 1,000円で、

４時間の残業代がつくので、島の女性に貴重な雇用機会を提供することになった。なお加

工生産は生産者毎に別々に行われるため、各漁業者の原藻が混ざることはない。この加工

システムは 2017年から始まり３年目に入る。以前は家族、親戚が総出で、寝る暇もなく働

いていたが、こうした厳しい労働環境から解放され、養殖生産に集中できるようになった
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し、加工機械の更新などの負担からも解放された。例えば、木下さんの家では祖父さん、

夫婦、親戚などを総動員し９～10 人がかりでやっていた。仕事は朝３～４時までかかった

そうだ。 

板海苔に穴などができるロスの発生確率は、一般的に 0.07％程度といわれているが、共

同加工場でのロス率は 0.02％に低下し、海苔問屋からの信頼も高まっているらしい。なお

個人で所有していた旧加工場は埋立地に軒を連ねているが、この建屋は作業場や海苔の冷

凍保管庫として活用されている。加工場の前にはノリ網の干し場が拡がっている。 

現在、鳥羽市の島嶼部は三重県のノリ生産の４割強を占める県内の主力産地になってお

り、菅島もその一翼を担っている。菅島のノリ養殖生産額は３億円に及ぶ。菅島をはじめ

鳥羽市のノリ養殖は宮川から供給される栄養塩類に依存しており、比較的栄養塩類濃度が

高いことから良質のノリができるようだ。一方、近年はクロダイなどによるノリの食害が

目立つらしい。水温が下がり始めるとクロダイが伊勢湾内から湾口近くに移動してくるの

で、この時にノリを食べるという。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海苔網の干し場と作業場（左）、ノリの収穫船と酸処理船（右） 

 

菅島小学校と役場連絡所 

漁協で話を聞いてから、小寺洋右さん編集の「ふるさと菅島」という本が漁協にあるか

尋ねたところ、たしかあるはずだといって探してくれたが見つからない。かわりに松村育

弘さんという島出身の人が書いた「鳥羽市の離島・菅島」という本が出てきた。委員長の

話では、松村さんは私とほぼ同世代で、大工の家に生まれ苦学をして大学まで出た人だと

いう。 

「ふるさと菅島」は役場の菅島連絡所に所蔵されていることを電話で確認してくれたの

で、早速、裏手の菅島小学校脇に置かれている菅島コニュニティアリーナに向かう。この

１階入口に連絡所があり、ここで本を見せてもらい、一部のコピーをお願いする。 

菅島にもイノシシが繁殖しているようで、夕方になるとイノシシが校庭に入って来るこ

ともあるらしく、校門にはネットが張られ、「イノシシ対策のため下校後は閉めています。

校長」と書かれていた。またアリーナの玄関には「イノシシ対策のため夜間外灯点灯中、

消さないで下さい。館長」と書いた紙が張られている。イノシシの被害は鳥羽市の４つの

有人離島に拡大しているようだ。 

小学校は港の正面に位置し、鉄筋３階建だ。島に平地が少ないなか、比較的広い校庭が
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確保されている。現在 16人の児童が在籍しているが、１年生と３年生はゼロである。島の

中学校は 1979（昭和 54）年に閉校となっているので、中学生になると、船で本土側の中学

校に通うことになる。また、小学校の校門の手前に幼稚園があり、現在の園児数は 20人ほ

どらしい。なお、コミュニティアリーナは小学校の体育館を兼ねている。 

役場のコピー機はＦＡＸを兼ねたような小型のものなので、１枚をコピーするのに 30秒

ほどかかる。座って待っていてもしょうがないので、午後から取りに来ることにして、近

くを散策した。 

アリーナの近くに菅島神社が置かれている。島の村社である。1907（明治 40）年に、島

内の八王子社、天王社、土の宮社を合祀して菅島神社と称することになったようだ。この

神社は木造ではなく鉄筋コンクリート製であった。 

島にはかつて檀家を持たない海福寺という真言宗の祈祷寺があり、菅原神社を管理する

宮寺であったが、明治初年の廃仏毀釈の嵐に巻き込まれ廃寺になっている。 

 

鳥羽市役所の出先が置かれている菅島コミュニティアリーナ（左）、港の正面に建つ菅島小学校（右） 

 

谷あいの集落 

菅島は鳥羽マリンターミナルから東へ約３㎞に位置する東西に細長い島である。面積は

4.52 ㎞ 2、周囲は 13.0 ㎞で、鳥羽市の有人離島４島のなかでは答志島に次いで大きい。ち

なみに残りの２島は坂手島、神島である。 

島の西側には後述するように採石場があり、島の総面積の約３割を占める。集落はこれ

とは反対側の東側にまとまって形成されており、北西側を向いている。漁港整備が進む以

前には海岸沿いに平地がほとんどなかったため、集落は中村谷、根付谷と呼ばれる２つの

谷沿いに形成されてきた。この２つの谷の両側にも打越
うちこせ

、正村、東谷という小さな谷があ

り、こちらにも家が並ぶ。 

国勢調査時を中心とした菅島の人口と世帯数の推移は図１に示す通りである。人口は

1955（昭和 30）年の 1,593人がピークで、その後一貫して減少し、2015（平成 27）年には

約 1/3の 550人となっている。これに対し世帯数は 1970年の 234戸がピークでその後減少

に転じているが、人口に較べると世帯数の減少は少ない。なお、2019（令和元）年９月末

時点の住民基本台帳状の人口は 537人、世帯数は 214戸である。 

島の中心は中村谷と根付谷の入口付近で、この周辺に郵便局、診療所、「重太郎屋」とい

う島で唯一の食堂、「おかげ屋」という「島弁」（島の素材にこだわった弁当）をつくる店、
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３軒の店舗（杉田商店、木下商店、納屋商店）がある。 

根付谷は両側にぎっしりと家が建ち、道路はやっと軽自動車が通れるほどの幅しかない。

家は谷の斜面に２列、３列と立ち並び土地が制約されていることを物語る。もちろん庭の

ある家はなく、狭い土地に家がひしめき合う典型的な漁村集落だ。人口減が著しい割に世

帯数は大きく減少しているわけではないので、空き家はそれほど顕著ではない。この集落

の周辺には遺跡や古墳が確認されており、菅島には古い時代から人が住んでいたことを裏

付けている。 

根付谷を家が途切れるところまで登り詰め、再び海岸まで戻って、もう１つ東側の中村

谷の集落を歩く。集落の中ほどに曹洞宗の冷泉寺がある。幕府の寺檀政策に基づいて成立

した寺で、菅島島民の檀家寺となっている。 

集落を過ぎてさらに登りつめると山道に変る。尾根筋まで登りつめると、右側が島の最

高点・大山（標高 237ｍ）行く道、左側が菅島灯台や白髭神社へと通ずる。この左側の道は

「しろんご海道」と呼ばれ、遊歩道が整備されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

菅島の路地（左）、谷間の斜面に建つ家（右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１  菅島における人口と世帯数の推移 
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菅島灯台 

 「しろんご海道」は敷石が並べられ、海側には柵も整備されており、歩きやすい。この

「しろんご海道」を１周することにした。しばらく歩くと、左側に登る道が現れた。案内

版には監的哨跡と書かれていた。監的哨は近くの神島にあるものと同じもので、高射砲の

着弾点を確認するためにつくられたものだ。このあたり一帯はこうした試験地に使われて

いたようである。時間の関係もあり、登るのはやめそのまま進む。 

 続いて遊歩道から海側に向かう道が現れ、その先端に菅島灯台があった。伊勢湾の入口

に神島があり、神島の東側と西側が水道になっており、太平洋から伊勢湾に入る船舶はど

ちらかの水道を通る。菅島灯台は神島を結ぶ線の菅島側にあり、船舶の航行上重要な位置

を占めている場所だ。 

菅島灯台はわが国の灯台の父と言われるイギリス人リチャード・ヘンリー・ブラントン

の指導により建設された。1873（明治６）年７月１日に点灯し、洋式灯台としては最も初

期のもので、工事用のレンガをつくるところから始められたそうだ。レンガ造りのものと

してはわが国最古の由緒ある灯台である。ここにはかつてレンガ造りの職員宿舎があった

が、現在は重要文化財として、愛知県犬山にある「明治村」に移築保存されている。 

 ちなみにこの灯台は、2008（平成 20）年度に経済産業省の「近代化産業遺産」に、また

文化庁の「登録有形文化財」にも指定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しろんご海道と呼ばれる遊歩道（左）、島の北東端に置かれている菅島灯台（右） 

 

アワビとしろんご祭 

菅島灯台からの坂道を下って行くと白髭神社がある。鳥居の先に小さな社が置かれてい

る。この神社は菅島の守り神とされており、後述する「しろんご祭」の時に海女がつがい

のアワビを奉納する場所だ。 

メインの遊歩道から外れて坂道を海のほうへ下ると、しろんご浜と呼ばれる砂浜に出る。

この浜では毎年旧暦の６月 11 日（新暦の７月上旬）に「しろんご祭」が開催される。「し

ろんご」は「白髭」がなまったものらしい。祭では白い磯着をまとった海女が、この神社

の磯に潜ってアワビを採り、神社に奉納する。この神社の磯はふだんは禁漁になっており、

この日に限ってアワビを採ることが許されている。ただし現在ではこの「しろんご祭」は

観光イベント化している。 

三重県の志摩地方（鳥羽市と志摩市）は全国の海女の 1/3 を抱える海女漁のメッカであ
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る。海の博物館の資料によると、1978年当時、菅島には 400人を越える海女がいたが、2010

年には 60人に減っている。高齢化が進み、若い女性の参入がないためだ。また男の海士は

20～30 人いる。菅島では正組合員に加えて准組合員も採貝藻漁業に従事することができ、

中には 80歳を超える現役海女もいるそうだ。 

アワビの漁期は８月で、この間の口あけ期間は 12～13 日で、１日 120～130 ㎏のアワビ

を水揚げしており、年間の漁獲量は１トン以上になる。ちなみに鳥羽市全体のアワビの漁

獲量は 2016年が 15トン、2017年が 14トンであった。 

採貝漁業ではアワビの他にサザエ、イワガキ、ナマコ（冬季）が採られている。また採

藻漁業ではヒジキ、ワカメなどが漁獲対象になっている。ヒジキは島の周囲を 10区画に分

け、10 組が輪番制で収穫する。収穫したヒジキは天日干しして、そのまま三重県漁連の共

販で販売している。直売所で販売している「米ヒジキ」（芽ヒジキ）はそのうちの一部を特

別に炊いて製品化したもので、直売センターの従業員が加工を担っている。九州西岸では

磯焼けが進み、ヒジキの漁業生産は壊滅的になっているが、この地方ではそのような現象

は見られず、菅島でも年間 10トン以上の水揚がある。 

 島の北東端に整備されている遊歩道を一周して再び菅島漁港に戻った。12 時を回ってい

たので「重太郎屋」に入ってちゃんぽんを食べた。長崎ちゃんぽんとは全く異質の存在で

あった。そもそもちゃんぽんの麺ではなく、麺の上には炒めた野菜類のあんかけがのって

おり、どちらかと言えば横浜の「サンマーメン」に近い。 

 昼食後、役場の連絡所に行き、お願いしていたコピーを受け取る。画質は相当悪いがや

むを得ない。１枚 10円であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白髭神社の本殿（左）、しろんご祭が開催されるしろんご浜（右） 

 

一本釣と産地市場 

漁港に戻ると菅島支所の産地市場では入札が始まるところだった。菅島支所では、９時

と 14時の２回、入札を実施している。木札に白墨で入札額を記入し、最も高い人に落札す

る。９時からは刺網と小型定置網の漁獲物を対象とし、14 時からは一本釣のものを売買す

る。サワラを除いて原則として活魚で流通しているから市場には活魚の水槽が並ぶ。組合

員の漁獲物の約８割は菅島に水揚げしているが、残りの２割は答志島と愛知県側に出荷し

ている。 

市場の買受業者は７社で全員が島外の業者である。以前は島内に買受業者もいたが、現
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在は廃業している。「島弁」（島の水産物を素材とした弁当）をつくるおかげ屋はここの市

場で調達しているが、量的には少ない。 

菅島はもともと釣りを専門としてきた島だった。答志島のように網の漁業は少なく、漁

業形態は坂手島に似ている。したがって、市場に上場される魚介類のメインは釣りもので

ある。小型底曳網で漁獲したウタセエビ（標準和名はサルエビ）でマタイやブリを釣った。

漁期は 10月～２、３月が中心で、小エビを撒いて魚を集めて釣る方法で、年間 700～1,000

万円の売り上げがあった。 

しかし、マダイやブリは産地価格が下落して魅力がなくなり、現在の釣り対象は、サワ

ラの曳釣とアジ、サバを対象とする錨釣りに大別される。サワラが鮮魚で、アジ、サバは

活魚で取り扱われており、大分県の関サバ・関アジと同様、魚体には指一本触れないで活

かされている。サワラの曳釣は 10～15経営体、錨釣は７～８経営体がこの市場に水揚げし

ている。釣りを営む組合員は 40隻いるが、高齢者は出荷しない人も多いためだ。 

なお、サワラは答志島と同様、「答志一本釣トロサワラ」としてブランド化している。答

志島の答志、和具浦、桃浦と菅島の４地区の共通ブランドである。2.1㎏アップのサワラの

うち脂肪含有率が 10％以上のものを「トロサワラ」と定義している。水揚げしたサワラは

１尾ずつ計量後、漁協職員が脂肪計をサワラの魚体に当てて脂肪含有量が 10％を超えるも

のは、生産者の船名を記したタグを付けて売買している。トロサワラの浜値は平均 2,000

円／㎏前後で推移しており、最高で 3,300 円／㎏だったという。なお、脂肪含有率 10％以

下のサワラの浜値はトロサワラの 1/2 程度なので、確かにブランド化の効果が発揮されて

いる。 

最近の菅島支所の鮮魚・活魚の水揚金額は上述したとおり 2.5～3.0億円で推移している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活魚の入札（左）、並べられた一本釣りのサワラ（右） 

 

両墓制 

菅島はかつて両墓制だった。つまり土葬した「埋め墓」（身墓と地元では呼ぶ）と通常お

参りする「詣り墓」（仮身所）に分かれていた。こうした両墓制は瀬戸内海のいくつかの島

にも見られる。 

ところが土葬が廃止されて、現在では全て火葬になったことに加え、冷泉寺の裏山に参

り墓があり、老人がジンジロ（この地方の荷物運搬用に使われている手押しの四輪車）を

押して急な坂道を登らなければならないことからお参りが困難をきたし、新しく墓を整備
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する要望が島民から出されていた。 

菅島小学校の東側の谷あいに新しい墓地が整備されている。総事業費は 7,000～8,000万

円に及んだそうだ。ちなみに冷泉寺は 17世紀前半に幕府の寺檀政策と関わって成立した曹

洞宗の寺で、島内の檀家を一手に引き受けていることはすでに述べた。 

新しい墓地は全部で 156 区画あり、１軒の墓地の広さは全く均一である。墓石が建てら

れていない更地が５区画ある。墓はその家の財力を誇示するように大きく立派なものを競

っているところが多いが、この菅島は全く平等である。菅島は漁業の島であったが、上述

したように網漁業はなく、網元が存在しなかったことや腕一本の一本釣で生計を立ててき

たことから、もともと貧富の格差が少なかったことを反映しているようだ。 

菅島の両墓制については、田中真砂子・義江明子氏の「両墓制の展開と家族構造 －三

重県鳥羽市菅島の場合－」（1991年）に詳しい。 

墓地の入口に墓地造成の記念碑が建っていた。平成 30年８月と記されており、最近でき

たばかりだ。裏には町内会、ＪＦ、冷泉寺護持会、墓地建設委員会の名前が刻まれており、

島ぐるみで取り組んだ事業であった。墓地の案内図には世帯主の名前が書かれているが、

木下という姓が圧倒的に多く、これに続いて小寺、中村、西村などの姓が目立つ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

菅島小学校の西側に造成された新墓地（左）、全て同一の区画面積の墓地が連なる新墓地（右） 

 

アカモク加工 

新墓地の東側奥に「合同会社・島の風フーズ」と書かれた水産加工場が置かれていた。

近くに行ったが人気はない。取材はできなかったが、この会社の取り組みについては漁協

で聞いていた。菅島はかつてワカメ養殖がさかんで、多い時には 55経営体が営んでいたこ

とはすでに述べた。当時はワカメを細く切って乾燥し、糸ワカメに加工していたが、冬か

ら早春にかけて浜でワカメを干す風景は島の風物詩になっていたようだ。ワカメを干す時

期には北西の季節風が吹き、この風が上質の糸ワカメを生んだが、菅島ではこの風にあや

かり「風の島」を標榜している。そして「風の島」の干し文化を売りにしているのが「合

同会社・島の風フーズ」なのだ。 

続いて船着場近くの漁協直売センターを再びのぞく。既存の海苔の佃煮などと一緒にア

カモクが売られていた。湯通ししてミンチにしたものをチューブ状の容器に充てん後凍結

してものだ。このアカモク商品は「島の風フーズ」のものと㈲ＭＤＫの２種類置かれてい

た。アカモクは一年生のホンダワラ属の海藻で、菅島周辺にたくさん分布している。しか
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しこれまでは誰も採らない未利用資源であった。本種は日本の沿岸に分布するポピュラー

な海藻で、もともと秋田県、山形県、新潟県などの日本海側で郷土食として食べられてい

た。これが 10数年前から全国各地でアカモクの商品化が進められるようになり、今やアカ

モクブームの感がある。イワガキももともと日本海側の郷土食であったが、いつのまにか

全国で食べられるようになり、資源が枯渇し、養殖がさかんになっているが、アカモクも

イワガキの跡を追って、地域資源から全国資源に変ったのだ。 

漁協で聞いた話では、漁協青年部のメンバーが５～６年前からアカモクの商品化に取り

組んだようだ。商品がチューブから絞るだけで手軽に食べることができる商品特性に加え

て鳥羽水族館へ納入して販路が開け、生産量が急増しているという。売上額は年間数千万

円にもなり、加工場は６～７人で運営している。原料のアカモクは漁協から仕入れている

という。「島の風フーズ」はアカモクの他にサメの干物、ホウボウの干物、塩蔵ワカメなど

の商品を生産している。同社のホームページによると、2014 年ごろからアカモクの商品化

に取り組み、2016 年 12 月に法人登記をしている。現在 20 店舗ほどに卸しており、オンラ

インショップでも販売している。 

直売センターには「風の島フーズ」以外に㈲ＭＤＫの海藻生活プラスワンという商品も

販売されていた。恐らくアカモクの売上に刺激された後発業者と思われるが、同社はアカ

モクの他に、ワカメのメカブ、アラメ、塩蔵ワカメを商品化している。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

合同会社風の島フーズの加工場（右）、アカモクの商品（同社ホームページより引用）（左） 

 

石山 

 菅島の西側の 1/3 は採石場となっており、一般の人は立ち入ることができない。採石場

の面積は 1.29 ㎞ 2なので、島の総面積の３割弱を占めている。この採石場からは年間 350

万トンの石材が産出されている。採掘した石材は現地で破砕し、採石場に設けられた桟橋

から専用船に積み込んで出荷されている。 

鳥羽ポートターミナルから菅島に向かう時には船の右手にわずかにこの採石場が見える

が、答志島側からは全く見ることができない。一方、本土の浦村側からははっきりとみる

ことができ、その場違いな風景に違和感を覚える。だいぶ以前のことだが、「海の博物館」

の館長を長いことしていた故石原義
よし

剛
たか

さんと車で同館に向かう時、岩肌がむき出しになっ

た菅島を指して、環境破壊が放置されている姿を苦々しく語っていたのを思い出した。 

 この採石場は地元では「石山」と呼ばれてきた。1928（昭和３）年１月から名古屋市に
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本社を置く鶴田石材㈱（資本金１億円）が採石してきた。ここで採掘される石は蛇紋岩で

硬くて柔軟性を持つ特色があるそうだ。このため東海道新幹線の敷石や中部国際空港の造

成などにも使われてきた。 

 この石山の土地は、鳥羽市の公有地と菅島町内会の共有地であり、それぞれ土地使用料

が支払われている。島には採掘実績に基づいて土地使用料が支払われており多い時には年

間 4,000 万円ほどの収入があったが、最近は採掘量が減少しており半分ほどに減っている

らしい。このため島民は自治会費を免除されており、自治会の諸費用は石山の使用料でま

かなわれていることになる。 

 「魚付林」という概念があるように森林は海の生物を育むことが確からしいので、この

ように緑がなく岩が露出した採石場は海の環境にとっても景観上も好ましいことではない。

近年では多くの採石現場で採石跡地の緑化が進められているが、菅島ではどうもこうした

配慮はされていないようだし、鳥羽市の方でも指導していないのかもしれない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

採石現場（鶴田石材のホームページより引用）（左）、浦村から見た菅島の採石場（右） 

採石場のエリアを除いて、島で最も高い大山（標高 237ｍ）の周囲を回る菅島一周コース

があるが、２時間はかかりそうだ。ウオーキングマップには、大山山頂は「木々に覆われ

景色を楽しむことはできません」と書いてあるし、紅ツゲの群生地は季節はずれなので、

一周するのは止めた。 

14時 20分発の市営定期船で佐田浜のマリンターミナルにでて、徒歩で鳥羽駅に向かう。 
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