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1904 離島覚書（沖縄県・渡嘉敷島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿嘉島中岳展望台から渡嘉敷島を望む 

 

2019年 1月 25日 

村役場 

 渡嘉敷島には本島の泊港から高速船「マリンライナーとかしき」と「フェリーとかしき」

が運航されており、前者は１日２往復、後者は１日１往復だが、高速船はＧＷと夏季（７

月１日～８月 31日と９月の金土日曜日）は３往復に増便される。両船とも渡嘉敷村が運航

している。所要時間は高速船が 35分、フェリーが 70分である。 

泊港発９時発の高速船で渡嘉敷島に向かう。渡嘉敷島は那覇市の西方約 30 ㎞に位置し、

慶良間諸島の東側にある。島は南北に細長く、面積は 15.29 ㎞ 2、周囲は 19.6 ㎞であり、

慶良間諸島の中では一番大きな島だ。標高は 227ｍであり、やはり慶良間諸島の中では最も

高い。 

本島と渡嘉敷島の間には、何れも渡嘉敷村に属するチービシ、前島などの無人島がたく

さんあり、これらの島々を眺めながら高速船は島の東側にある渡嘉敷港に入った。島は丘

陵が続き、平地はほとんどない。渡嘉敷島には、島の東側に渡嘉敷、慶良間海峡に面する

西側に渡
と

嘉
か

志
し

久
く

と阿波連
あ は れ ん

の３つの集落である。 

電話で予約しておいたアロハレンタ企画のお姉さんが渡嘉敷港に迎えに来ていた。顧客

は私を含めて３人、私以外の２人は名古屋と新潟からきた青年であった。私は軽自動車を

借りたが、２人の青年はバイクを借りた。渡嘉敷の集落は道路が狭く、一方通行になって

いる。軽自動車を借りて、すぐに渡嘉敷村役場に向かった。 

総務課で島に関する情報を収集する。ただ８日後に迫った「とかしきマラソン」の準備

で役場職員の大半が出払っており役場内は閑散としていた。ちなみにマラソン大会には 800

人ほどの選手が参加する。これに随伴者を加えると 1,200 人ほどが島を訪れるそうだ。島

の人口をはるかに超える。これだけの人数を収容できる宿泊施設はないので、一部の人は
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日帰りし、那覇市内に泊まるらしい。 

上述したように渡嘉敷島には３つの集落があるが、渡嘉志久は住居表示上では渡嘉敷に

含まれるため、両集落に分けた人口と世帯数は公表されていない。直近の人口と世帯数は、

渡嘉敷が 476 人（279 戸）、阿波連が 248 人（146 戸）である。なお、渡嘉敷島の東側にあ

る前島はすでに無人島になって久しいが、住民登録上では１人が住んでいることになって

いる。那覇市内に住む島民が定期的に通っているそうだ。つまり渡嘉敷村の現在の住民基

本台帳上の人口は 725人、世帯数は 426戸ということになる。 

５年ごとに実施される国勢調査時のここ 20年ほどの人口は 730人前後でほぼ安定して推

移している。2015 年の国勢調査時の人口は 730 人、世帯数は 417 戸であった。就業者数は

442 人で、そのうち宿泊業・飲食サービス業の就業者は 149 人と全体の 33.7％を占め、圧

倒的に多い。漁業の就業者は 10人、農林業は８人と著しく少ない。村史によると、1940年

の渡嘉敷村の人口は 1,377人であったが、終戦後の 1945年８月に山から下りてきた時の人

口は約 1,100 人であったことから、その時点と比べても人口の減少はわずかにとどまって

いる。人口減少が際立っている島が多い中で、渡嘉敷島は例外といえよう。その要因は後

述するように海洋性レクリエーションを中心とする観光立島にある。 

役場で「渡嘉敷村村史」を閲覧する。村史は通史編と資料編の２分冊に分かれている。

必要な一部をコピーしてもらう。Ｂ５をＡ４に拡大してもらったが、１枚 25 円であった。

２階に教育委員会と商工観光課が置かれていた。商工観光課で観光パンフレット類を、教

育委員会で小中学校の在籍者数を聞いた。渡嘉敷島には阿波連に小学校、渡嘉敷に小中学

校（幼稚園を併設）がある。阿波連には中学校がないので、中学生になるとスクールバス

で渡嘉敷まで通うことになる。現在の在校生と教職員は次のとおりであり、（ ）内は職員

数である。渡嘉敷小学校 33 人（12 人）、渡嘉敷中学校 21 人（11 人）、阿波連小学校 26 人

（15人）、渡嘉敷幼稚園 26人（５人）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渡嘉敷村役場の建物（左）、渡嘉敷港の全景と背後の集落（右） 

 

根元家石垣 

 村史のコピーに手間取り、役場を出たのは 11時であった。渡嘉敷の集落は、島で唯一の

小河川である渡嘉敷川に沿って細長く形成されている。集落の奥まった所に村の有形文化

財である根元家の石垣がある。石灰岩を精緻に積み上げた立派な石垣だ。1997 年に東側の

一部、2013年に北側の一部を修復復元している。 
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 琉球王朝時代には渡嘉敷諸島の男たちは、現在の中国との間を行き来していた進貢船や

接貢船、あるいは那覇や鹿児島との間を往復する楷船と呼ばれる船の乗組員（水主）とし

て活躍していた。つまり船員の島だったのである。根元家は唐に行く船の船頭を勤めてい

た家で、豪華な邸宅は相当の財力があったことを物語っている。家はすでになく石垣だけ

が残されている。 

 ちなみに慶良間諸島は土地が狭いうえに痩せていたため、農業だけで自活することがで

きなかったので、島の男たちは船員として働いていた。その見返りに琉球王府は慶良間の

百姓の貢租を免除していた。こうした背景から琉球王府時代の船乗りは慶良間諸島の出身

者が 2/3 を占めていたとされる。王府は中国との関係を重視して貿易船を毎年のように派

遣していたので、一定数の乗組員を確保しなければならず、慶良間諸島に特別は措置をほ

どこしたのだった。 

 集落のどんづまりに渡嘉敷神社が置かれている。石の鳥居の先に鉄筋コンクリート製の

拝殿が置かれている。サッシの窓の奥に本殿があった。もともと御獄であったが、皇民化

政策を受けて 1943年ごろから神社を呼ばれるようになった。ちなみに琉球文化圏の伝統的

な祭祀であるノロ制度は、この島では 1955年に廃止されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根元家の石垣（左）、渡嘉敷神社の鳥居（右） 

 

イノシシと農業 

渡嘉敷川を渡り、渡嘉敷集落の背後にある「港の見える丘展望台」にのぼり、集落と港

の写真を撮り、再び阿波連とを結ぶ村道に戻った。 

渡嘉敷の集落の背後には、島で唯一の平地が続き、農地を形成している。北と南側の山

に挟まれた谷筋にあたる。ところが耕作している農地は周囲を金網で囲っている。どうや

らこの島もイノシシが繁殖して、農作物を荒らしているらしい。付近を歩いていた耳の遠

い超高齢者に話を聞くと、以前、島内でイノシシを飼っている家があり、そこから逃亡し

たイノシシが増えたという。15 年前から目立つようになり、最近は家の中まで入って来る

らしい。一部はすでに座間味島にも泳いで渡っているという。沖縄に生息するイノシシは

内地のニホンイノシシより小さいリュウキュウイノシシであるが、渡嘉敷島で増えている

イノシシは猪豚とリュウキュウイノシシの混血だという。ただし真偽のほどは定かではな

い。 

一部の田んぼではすで水が張られ、田植えの準備が整っていた。渡嘉敷の稲作は二期作
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なので、６月ごろには収穫を終え、年の後半にもう１回収穫する。なお農業で生計を立て

ている人は 1～２軒にすぎないとのことで、ほとんどの農地は自家用野菜の収穫に充てられ

ている。北の上流部には貯水池があり、ここから農業用水が供給されている。農地は区画

整理されており、1990年ごろには完了したようだ。 

２つの谷が交わるところに「大谷辻」の歌碑とあずまやが置かれている。「大谷辻」は島

に古くから伝わる歌である。ここの石碑の隣には「ウニギラマ伝説」に出てくる「うふな

ー橋」に使われたとされる石が置かれている。解説文によると、渡嘉敷集落から阿波連集

落に行く途中の水田地帯に「うふなー橋」があったそうだ（ちょうどこの石が置かれてい

るあたりに相当する）。ところが大雨の時などによくこの橋が流された。そこで「鬼慶良間」

と呼ばれる琉球王府に仕えていた大男が木の橋を架けたが、何かと気に入らない阿波連弁

慶が来て踏みつぶし、架けるとまた来ては壊すことが繰り返されたそうだ。そこで鬼慶良

間は大きな石を肩に担ぎ、もう一つを脇に抱えて運んで来て架けたのがこの石橋だという。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すでに田植えの準備が整っていた田んぼ（左）、金網で囲まれた自家用農地（右） 

 

渡嘉志久 

村道阿波連線で、渡嘉敷と阿波連の２つの集落が結ばれている。そのほぼ中間点あたり

から海に下る道（林道渡嘉志久線）があり、その先に渡嘉志久の集落が形成されている。

この集落には在来の個人住宅は２戸しかなく、ほとんどが村営住宅である。鉄筋コンクリ

ート２階建の住宅がＡ～Ｈ棟まで８棟あり、この他に木造平屋建が５棟建つ。村役場で聞

いたところでは、この渡嘉志久には 28戸分の村営住宅があるとのこと。ちなみに渡嘉敷に

は 20 戸、阿波連には 22 戸の村営住宅が整備されている。村営住宅には島外からの移住者

が多く住むらしい。 

渡嘉敷の集落の海に面した場所にはマリンビレッジという４階建のリゾートホテルが立

地している。㈲とかしくマリンビレッジという地元資本の会社が運営し、ホテルとマリン

サービスの両方の事業を営んでいる。ホテルの前を通りかかると、道路の反対側から青年

が出てきた。ホテルの従業員で宮城県から働きに来ているという。１月は顧客が少ないた

め休んでいるとのこと。 

ホテルの西隣に渡嘉志久海岸公園が置かれている。2002 年に農水省の「新山村振興等農

林漁業特別対策事業」で整備されたものだ。リュウキュウマツの林を抜けると白い砂浜と

ケラマブルーといわれる青い海が広がる。また海を眺望できる展望台も海岸の近くに置か
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れている。慶良間海峡を挟んで対岸には阿嘉島、慶留間島などの島々が横たわる。ところ

が松林の中の芝生は一部掘り返されていた。どうやらイノシシの仕業のようだ。 

渡嘉志久ビーチの西はずれに後述する国立沖縄青少年交流の家の海洋研修施設がある。

渡嘉敷の高台にある本館施設と連動して、こちらは海での活動拠点となっている。この施

設では、シュノーケリング、カヌー、オープンカヤック、スーパーフロート、水泳、ビー

チバレー、キャンプなどの活動プログラムが組まれている。広い敷地内にはテントサイト、

バンガロー、炊飯場、トイレ、シャワー更衣室、事務所・艇庫などが置かれている。ただ

１月は利用者が少ないとみえて、正面ゲートは片側だけが開いていた。ゲートには後述す

るハブ対策のために金網が張られていた。ハブが施設内に侵入するのを防ぎ、体験に訪れ

た青少年が被害を受けないための配慮であろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渡嘉久志の集落の全景（左）、国立沖縄青少年交流の家のキャンプ場と海洋研修場（右） 

 

ハブと特攻艇秘匿壕 

 渡嘉志久の集落に入ると「ハブ注意」の看板が目につくようになった。慶良間諸島のな

かでハブが生息するのは渡嘉敷島だけであり、標高が 200ｍを超すのも渡嘉敷島だけである。

海進期に 200ｍより低い島は完全に水没し、ハブは絶えたが、200ｍより高い島では生き残

ったためだと考えられる。 

渡嘉志久海岸公園の山側には防空壕のような横穴が掘られている。太平洋戦争当時、沖

縄本土に向かう米艦隊を背後から体当たり攻撃を仕掛けるために特攻艇を秘匿しておいた

壕である。こちらは陸軍の施設だったが、同じような海軍の特攻艇の出撃基地を鹿児島県

の加計呂摩島で見たことがある。特攻艇は「マルレ」と呼ばれ、ベニア板製のもので、幅

1.8ｍ、長さ 5.6ｍ、重量 1,200 ㎏の小さな船であった。この船に 120 ㎏の爆雷を２個搭載

して、米軍の艦艇に体当たり（特攻）をしかける計画だった。渡嘉敷島には赤松嘉
よし

次
つぐ

大尉

が率いる海工艇進戦隊第３戦隊（特攻艇 100隻、人員 150人）が配置されていた。 

 1945 年３月に硫黄島が陥落すると、米軍は沖縄攻略作戦に着手する。米軍の最初の目標

は慶良間諸島の確保であった。この作戦のねらいは、沖縄本島への総攻撃に備えて、水上

機基地と艦隊投錨地を確保し、沖縄上陸の掩護砲撃をすることにあった。慶良間海峡は島々

によって各方向からの風を防ぎ、補給する船舶にとっては最適の投錨地だったからである。

ところがわが日本軍は全く違った戦略的判断をしていた。つまり米軍は沖縄本島攻略後に

２次的に慶良間諸島に上陸することはあっても沖縄本島上陸に先だって攻撃を受けるとは
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ないと考えた。このため米上陸船団を背後から襲撃するために特攻艇を慶良間諸島に配置

したのだった。 

 1945年３月 26日、米軍は空と海からの砲爆撃の支援のもとに阿嘉、慶留間、座間味の各

島に上陸、その日のうちに各島のほぼ 2/3を占領した。渡嘉敷島には３月 27日に上陸して

いる。米軍の攻撃の前に特攻艇を海に浮かべることは不可能であった。米軍主力上陸前に

特攻艇を使用することは、「企図秘匿上適当ならず」として特攻艇に自沈が命じられた。特

攻艇は１隻も出撃することなく自沈したのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハブ注意の看板（左）、旧日本軍の特攻艇を秘匿していた壕（右） 

 

阿波連 

渡嘉志久から森林公園脇の曲がりくねった坂を登り、再び村道にでる。まっすぐに進ん

だ先が阿波連の集落である。集落のメイン道路の突き当たりに阿波連ビーチが広がる。白

い砂と「ケラマブルー」と称される青い海がコントラストをなす。真冬だというのに気の

早いビギニ姿の若い女性までいる。ビーチの入口に青少年旅行村の管理棟があり、事務室

とトイレ・シャワーが完備されている。管理棟の背後にはキャンプ場、オートキャンプ場、

多目的広場、炊事棟などが整備されている。 

2015年度の渡嘉敷島の観光入込客数は 12万人を超えた。この数は座間味島をしのぎ、慶

良間諸島の中では最も多い。そしてこの観光客の受け入れ先は阿波連に集中している。観

光パンフレットで確認できるマリンレジャーのショップは 23 軒、宿泊施設は 19 軒、飲食

店は 17軒に及ぶ。集落全体が観光の町と化している。冬場であるにもかかわらず、観光客

でにぎわっている。ちなみに提供されているマリンレジャーの種類は、シュノ―ケリング、

スキューバダイビング、シーカヤック、ジェットスキー、ボート、海水浴など多岐にわた

っている。 

マリンレジャーの事業者の多くは民宿業を兼業している。またシーズンオフの冬季には

漁業に従事するようで漁協の組合員になっており、兼業形態が一般的である。スキューバ

ダイビングなどの事業者は島にダイビングに来て定住したＩターン者が中心だ。島の人口

が安定しているのはこうした島外からの比較的若い移住者によるところが大きい。 

すでに 12 時を回っていた。ビーチ入口に近い「まーさーの店」に入って沖縄そば（700

円）を食べる。店内はけっこう客が多く、繁盛している。カレー、タコライス、マグロ丼

などがあり、「島魚の唐揚げ定食」というのもあった。島魚とは何だろうとテーブルで食べ
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ている人の皿をのぞくと、グルクンであった。たぶん島で獲れたものでないことは間違い

ないだろう。最悪のケースでは輸入された冷凍品の可能性もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿波連の集落（左）、阿波連ビーチ（右） 

 

阿波連小学校と阿波連漁港 

集落の南はずれに渡嘉敷村立阿波連小学校がある。校舎はＲＣ２階建で体育館が併設さ

れている。本土の小中学校のグランドは土がむき出しになっている例が圧倒的に多いが、

阿波連小学校のグランドは緑におおわれ美しい。南島の小学校のグランドはどういうわけ

か土がむき出しになっているケースは少ない。この小学校には上述した通り 26人の児童が

通う。 

小学校からさらに南に進むと阿波連漁港（第１種）がある。漁港内に係留されている船

は少なく、陸揚げされている船が圧倒的に多い。所属船のほとんどがダイビング案内など

のレジャー船でオフシーズンにあたる１月は活動していないためだ。多くの組合員が大小

２隻の船を持っているらしい。 

座間味村との間をつなぐ内航船「みつしま」の発着場は阿波連漁港に置かれ、座間味島

と阿嘉島を結んでいる。１日２往復出ているが、顧客数が少ないため前日の 17時までに予

約する必要がある。昨日は座間味島から一旦泊港に戻り、那覇市内のホテルに泊まった。

直接、阿波連に来た方が時間もお金も節約できたはずだが、残念ながら現地にきて始めて

この船の存在を知った次第で、すでにホテルを予約していたから予定通りの旅程になって

いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿波連小学校（左）、阿波連漁港（右） 
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漁港の一番奥まったところに大きな建物がある。漁船保全修理施設である。 

 

林道 

 島の稜線近くには林道が整備されており、島の南端まで行くことができる。３つの集落

周辺以外の海岸線は断崖になっていることから海岸線を通る道はない。阿波連から林道前

岳線を通り尾根筋の道に出た。前岳林道を島の南端に向けて走る。途中に裏ヶ丘展望台に

寄る。林道に車を停め、階段を登って５分ほど歩くと芝を敷き詰めた広場にでる。ところ

どころにテーブルや椅子が置かれている。渡嘉敷島の山は沖縄戦の時に米軍による砲撃で

ほとんど焼失してしまったから、その後に形成された新しい植生である。展望台の周辺に

はリュウキュウマツの小さな木が多く、トベラに似た木が優占する。しかし吹き抜ける風

の影響もあって大きな木はない。 

島の南端が阿波連岬である。園地として展望台が整備され、トイレや広い駐車場もある。

岬の先は細い水路を隔ててウン島になる。もちろん無人島だが、ここには燈台がたつ。保

守管理のために人が時々船で来るようで、簡単な船着場と階段がつくられていた。 

阿波連岬からＵターンして、前岳林道から久比里
くびりばる

原林道に出た。久比里原林道は全長

4,817ｍ、幅員４ｍで、島の中央部を縦貫し、渡嘉敷林道を経て渡嘉敷の集落に至る。途中

にアラン展望台がある。集落に近づくと、道路脇に新しい亀甲墓が６基置かれていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

断崖が連なる東岸南部の海岸線（左）裏ヶ丘展望台から阿波連岬とウン島を望む（右） 

 

渡嘉敷漁協 

 島の南半分を軽自動車で巡り、渡嘉敷の集落に戻った。渡嘉敷漁協は港湾用地内に置か

れている。漁協の事務所の２階を訪ね、金城参事に話を聞く。 

 渡嘉敷漁協の正組合員は 26 人である。地区別では阿波連が 17 人で最も多く、これに渡

嘉敷の６人、渡嘉志久３人と続く。ちなみに渡嘉志久の３人は村営住宅に住む。准組合員

は 31人である。2013年漁業センサス時の漁業経営体数は 14、漁業就業者は 15人であった

ので、正組合員数は統計値よりもはるかに多い。したがって正組合員には第２種兼業の漁

業者も多く含まれているものと推定される。 

漁協は、販売、購買、指導、利用、加工の各事業を営む。漁協の職員は５人、正職員の

他にパートタイマーを 10人雇用している。人数が比較的多いのは後述する自営加工事業が

営まれているためだ。 
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渡嘉敷島の漁業はマグロ釣、一本釣、潜水漁業がメインである。網漁業は行事などで魚

が必要になった時に実施するだけだ。糸満から伝わったアギャー（追込み漁）は以前やっ

ていたが、現在は行われていない。グルクンやタカサゴを漁獲対象としていた。現在行わ

れている網漁業は１人追込み漁業で魚の通り道に網を仕掛けて追い込んで獲る。節句で魚

を使うのでその時にまとめて獲りに行くようだ。「まーさーの店」で出されている島魚定食

のグルクンは島魚ではないと書いたが、その根拠はグルクンを獲る網漁業が現在ではほと

んど行われていないからだ。 

マグロ釣の漁場はパヤオ周辺である。ハタ流し、曳縄、一本釣の各漁業を併用している。

マグロ釣を専業とする組合員は３隻４人で、１隻は２人乗り、残りの２隻は単独操業であ

る。漁場は島の南約 30マイルほど離れたところに設置してあるパヤオが漁場になる。パヤ

オは沖縄県や漁協が設置している。漁期はほぼ周年だ。 

一本釣は 10 人以上が操業している。水深 200～300ｍ付近が漁場で、主にハマフエフキ、

ハタ類、シロダイなどが漁獲対象である。 

潜水漁業はほこ突きと電灯潜りに分けられる。ほこ突きは昼間に操業するもので周年営

まれているのに対し、電灯潜りは冬が中心である。両漁法ともにサンゴ礁内のブダイやハ

タ類が対象である。 

この他にヤコウガイなどを対象とする採貝漁業も営まれている。組合員の多くはダイビ

ング事業との兼業が多く、潜水作業には慣れている人が多い。ダイビング業者は大小２隻

の船を保有しており、客が少ない時は漁業に出かける人もいる。 

魚類養殖は昨年まで２経営体（何れも 50歳代の組合員）がヤイトハタとフエフキダイを

対象に営んでいた。しかし今年度からやめている。モズク養殖は阿波連の１家族が営む。

モズクは冬の仕事なので、夏を中心にダイビング事業を営む兼業形態である。モズクの収

量は３～４年に１回ほど成績の良い年があるが、きわめて不安定だという。今年はまずま

ずの成績だったようだ。モズク養殖はダイビング事業等との兼業であることからモズクに

生計を大きく依存していない。生産が不安定なのは力が入っていないためだという。 

漁獲物のうちマグロは渡嘉敷港に水揚げする。一部は後述する加工原料になり、残りは

刺身で島内消費される。観光客が多いため、マグロの需要は多い。しかし１隻あたり 500

～600㎏のマグロ（キハダが多い）が水揚げされるため、急速凍結して保存する。マグロ以

外の鮮魚はフェリーに乗せて、泊港にある県漁連の市場に出荷している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渡嘉敷漁協の事務所（左）、漁協の１階売店で売られている加工品（右） 
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マグロの加工事業 

漁協の水産加工場は漁協事務所とは反対側にあたる港の北側に置かれている。内部の写

真を撮らないようにと１階にある売店の女性に釘を刺されていた。しかし現場に行くとす

でに作業は終わり、責任者と思われる男性が片付け作業をしていた。 

この加工場は以前鰹節の加工場が置かれていた場所で、裏には当時使われていたレンガ

づくりの煙突がそのまま残されていた。ここで渡嘉敷島のカツオ漁業と鰹節の歴史を振り

返っておこう。 

明治期になり座間味村でカツオ漁業が導入されると、渡嘉敷島でも村の基本財産を一時

運用してカツオ漁業が始まった。1903（明治 36）年のことである。船乗りの島であった渡

嘉敷島は、廃藩置県後、中国や鹿児島を結ぶ船も必要なくなったから、操船技術を活用で

きるカツオ漁業は島の経済を再活性化させる上で好都合だった。最盛期には、各集落（阿

波連、前島、渡嘉敷の３集落）合わせて７隻のカツオ漁船を保有していた。その後近海で

のカツオ漁が厳しくなると、当時、日本の信託統治下にあった南洋諸島に進出する。トラ

ック島への集団移民もみられた。しかし大東亜戦争末期の 1944年にカツオ漁船と船員が徴

収され、渡嘉敷のカツオ漁業は戦争の惨禍にまみれることになった。戦後まもない 1946年

に米軍より小型上陸用舟艇ＬＣＶＰの配船を受けてカツオ漁業が再開された。しかし本土

側の静岡、高知、鹿児島などで鰹節が量産されるようになると慶良間諸島の鰹節は競争力

を失うことになる。鰹節の製造は昭和 30 年代まで行われていた。そして 1960 年にミサイ

ル基地の建設が始まると、カツオ漁船の乗組員の大半は基地労働者に変わった。かくして

渡嘉敷島のカツオ漁業と鰹節製造は終焉を迎えた。カツオ漁業からの撤退とほぼ同時に米

軍のミサイル基地ができたことからカツオ漁船の乗組員は新たな働き場を得ることができ

た。 

渡嘉敷漁協の自営加工事業は 25年ほど前からスタートし、その歴史は比較的古い。加工

場では男性の責任者と 10人ほどの女性のパートが働いている。現在つくられている加工品

は、マグロを原料としたまぐろジャーキー、フレークの佃煮、ナマリ節がメインである。

これらの商品の中ではまぐろシャーキーが好評で、最も販売額が多い。年間の製品販売額

は 3,000 万円を超えており、少し利益がでているという。残念ながら会計責任者が不在だ

ったので詳しいデータはいただけなかった。 

近年、まぐろジャーキーの人気が上昇しており、需要に供給が追いつかない状態らしい。

このため島内の３隻のマグロ漁船が獲ってくる原料だけでは不足しており、他の近隣漁協

から原料を調達することを考えているところだという。また加工場が老朽化しているため、

リニューアルする計画があり、再来年の着工をめざして、役場と協議しているそうだ。 

加工品は漁協事務所の１階にある売店、旅客待合所の売店、村内の雑貨店、ネット通販、

本島の土産物店などで販売している。最近はネット通販の取扱量が増えているという。人

気のまぐろジャーキーは 300ｇ（300円）、80ｇ（600円）、300ｇ（1,300円）の３種類のパ

ックが作られている。 

15 時にマグロ船が戻って来るというので、漁協の荷捌所に出かけた。入港してきたのは

島のマグロ漁船の中では一番大きい（２人で操業）第３玉漁丸であった。この日の漁場は

島から３時間半ほどかかる海域で、キハダとビンチョウを大小あわせて 40～50尾が水揚げ
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された。通常よりも少なめだという。水揚げには漁協職員も協力していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渡嘉敷漁協の水産加工場（左）、第３玉漁丸が水揚げしたキハダマグロ（右） 

 

歴史民俗資料館 

 旧旅客待合所の２階に渡嘉敷村歴史民俗資料館が置かれている。事前予約制になってい

るためあらかじめ村の教育委員会に申し込んだが、出かけてみると６～７人の見学者がい

た。おそらく私のほかにも申し込んだ人がいたのだろう。入館料は 100円と安い。 

資料館の左手奥にザトウクジラの幼獣の骨格標本が展示されていた。1998 年３月に阿波

連漁港に迷い込んだ個体を標本にしたものだ。全長は 5.7ｍで、幼獣の標本は珍しいと書い

てあったが、阿嘉島の臨海研究所にもあったから、全国的には珍しいという意味だろう。 

館内にはかつて島にあった鰹節工場の模型、漁具や農機具、民具や甕などの生活用品、

昔の衣類や機織り機などがあまり整理されずに置いてある。学芸員を置いていない資料館

だからやむを得ないだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ザトウクジラの幼獣の骨格標本（左）、資料館の展示状況（右） 

その中で目を引いたのが、故赤松嘉次戦隊長夫人から寄付された米軍宛の無条件降伏文

書、また 1945年８月 21日に第 32軍情報隊長塚本保次大佐より赤松隊長に寄せられた手紙

であった。塚本大佐からの手紙は達筆で、次のように書いてあった。この文書を受け、赤

松隊長は投降したのであった。 

「勅命に動き勅命に死するは日本軍人の本領なり残念乍ら己に聯合国軍に降伏せよとの

大命を発せられ和平の条約成る茲に於て何等躊躇すべきものなし更に再建日本の大任ある

を思ひ十八日吾部下と共に米軍に降る若き前途ある諸君此の際一切の行き係りを棄て再建
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日本の為の生命を譲られんことを切に祈るものなり」 

 

戦争の犠牲者 

 渡嘉敷港の埋立地には沖縄電力の火力発電所が置かれている。村道青年の家線を走り、

赤間山の頂上付近にある国立沖縄青少年交流の家に向かう。港から坂を登る途中に大東亜

戦争の戦没者を慰霊する白玉之塔が置かれている。 

敗戦から満６年を迎えた 1951 年３月 28 日に住民集団自決があった赤間山の近くに白玉

之塔が建てられ、除幕式と合同慰霊祭が行われた。ここに戦没者（日本将兵 81柱、軍人軍

属 92柱、防衛隊 42柱、住民 383柱）の御霊を島守りの神として祀ったのである。しかし、

西山周辺が米軍のナイキホーク基地として接収されたため、1962 年４月に現在地に移転し

てきたものだ。毎年３月 28日を慰霊の日と定め、本土や沖縄本島から遺族が参列して慰霊

祭が催されている。 

白玉之塔の一段上にはヘリポートが整備されている。このヘリポートはエクセル航空が

那覇空港の間を運航しているが、定期便はなく予約制である。 

坂道を登ると国立沖縄青少年交流の家に着く。ここは戦後米軍のナイキホークミサイル

基地が置かれていた。1972年５月にその跡地に現在の施設が整備されたものだ。 

この施設内の高台に集団自決跡地の石碑が建つ。周囲をコンクリートの塀で囲み、入口

の扉は重く、細かなメッシュの金網が張ってある。案内版には、「ハブ侵入防止の為、ゲー

トを閉めています。ご自由に出入り可能ですが、ご利用後はゲートを閉じるようお願い致

します」と書かれていた。石碑の前には飲料のペットボトルや折り紙のツルが散乱してい

た。この場所はもとの白玉之碑が建てられていた場所であるが、ミサイル基地に接収され

たため、移転したことは上述した通りだが、その後基地が返還されたので、改めて集団自

決の碑が建てられたのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白玉之塔（左）、実際の集団自決が行われた場所に建つ集団自決跡地の石碑 

石碑の脇にあった渡嘉敷村が記した当時の経緯を引用しておこう。 

米軍の上陸により追いつめられた住民は友軍を頼ってこの地に集結したが敵の砲撃は熾

烈を極め、遂に包囲されて行く場を失い、刻々と迫る危機を感じた住民は生きて捕虜とな

り辱めをうけるより死して国に殉ずることが国民としての本分であるとして、昭和 25年３

月 28日、祖国の勝利を念じ笑って死のうと悲壮な決意をした。兼ねてから防衛隊員が所持

していた手榴弾２個づつが唯一の頼りで親族縁故が車座になり１ヶの手榴弾に 20、30名が
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集った瞬間、不気味な炸裂音が谷間にこだまし清流の流れは寸時にして地の流れと化し、

老若男女 315名の尊い命が失われ悲惨な死を遂げた。 

一方、石碑の反対側には 1945年４月２日付けのロサンザルスタイムズ朝刊の記事を和訳

した文書が記されており、集団自決の悲惨な現場の状況が書かれている。 

この付近には島に配備されていた赤松隊の本部壕があり、現在のその跡が残っているよ

うだが、時間の関係で見ることはできなかった。 

 

沖縄青少年交流の家 

渡嘉敷島の最も高い台地に独立行政法人国立青少年教育振興機構が設置、運営する「国

立沖縄青少年交流の家」が建っている。全国に 13カ所ある施設のうちの１つだ。この敷地

は上述した通り、1960 年３月に米軍に接収されてホークミサイル基地がつくられたところ

である。この基地は 1969年８月に閉鎖されたが、その跡地を活用する形で、1972年５月に

国立青年の家が整備されたのだった。中には自由に入ることができる。 

この交流の家は、子どもから大人まで利用できる宿泊可能な体験型研修施設で、広大な

敷地の中には、本館施設、野球場、宿泊棟、本館（事務室・研修室）、体育館、テニスコー

ト、レストラン、総合グランドなどが整備されている。 

この一帯は沖縄戦の舞台になったところで、日本軍海上挺進隊の赤松隊の本部の壕や集

団自決の跡が含まれる。また大変眺望のよい場所であり、近くには前島、さらに遠方には

沖縄本島もみえる。こうした立地条件から、琉球王朝時代は狼煙をたいて船の接近を知ら

せたヒータティヤーの跡も残されている。 

この沖縄青少年交流の家の敷地からは前島が手に取るように見える。前島は戦後の一時

期、復員軍人、南洋出稼ぎ人の帰郷などで、島の人口は 1,000 人近くまでに膨れ上がった

といわれている。しかし島の地形は耕地に適さなかったため、極端な食糧難に陥った。追

い討ちをかけるように相次ぐ台風の襲来で、僅かな畑作の甘藷や換金物である豚が高波で

押し流され、渡嘉敷小中学校前島分校も崩壊した。島での生活に見切りをつけた男たちは

本島に出て、米軍基地などで働き、生活の見通しがついた時点で島から家族を呼び寄せて、

那覇市内に住むようになる。村は人口減少を食いとどめるべく、1955 年７月に簡易水道が

竣工したものの、島民を島にとどめることができず、最後まで島に残った 36人の住民も 1962

年 12月 21日に那覇近郊に移住し、以来、前島は無人島になった。 
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ただ、島にお墓を残している家もあるようで、時々、那覇から訪ねて来る人がいるらし

い。前島は島旅の訪問リストに入っているので、何れは来たいと思っているが、定期船は

ないから船をチャーターするしかない。漁協で聞いたところでは、港の近くの民宿・かり

ゆしで船を出してくれるそうだ。 

沖縄青少年交流の家から村道大谷線を通り、島の北半分を一周して再び渡嘉敷の集落に

戻った。 

役場の隣にあるＡコープで島豆腐を購入する。沖縄の豆腐は内地と製法が異なり、美味

い。だいたい沖縄に来た時には土産に買って帰ることが多いのだが、那覇空港で買うと著

しく高い。少々荷物になるが、そんな理由で買ってしまった。 

レンタカー会社に戻り、車を返す。店には誰もいなかったので、鍵をつけたままにして

敷地内に置いた。 

港の近くに幼稚園を併設した渡嘉敷小中学校がある。敷地内に入ると小学校低学年の生

徒が放課後に先生と遊んでいた。校庭の背後は厳しい崖になっていて、山の上にはビロー

の木が茂っている。 

旧待合所にある売店で、漁協がつくっているマグロジャーキーを購入する。新しいター

ミナルには漁協の売店もあるが、この日は閉まっていた。 

渡嘉敷島を 17時に出発する高速船で泊港に向かい、泊港からホテルに寄って預けておい

たバックパックを受け取り、タクシーで那覇空港に向かった。 
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