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1927 離島覚書（長崎県・若松島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山展望台（中通島）から若松島を望む。橋（若松大橋）の左側が若松島 

 

令和元年 10月 17日 

民宿えび屋 

桐ノ小島を調査してから若松大橋を渡って若松島に入り、日が暮れるころ、若松島の神部
こ う べ

集落にある「民宿えび屋」に着いた。雨がけっこう強くなってきた。 

若松瀬戸の中央に横たわる下中島の西側に深く切り込んだ入江があるが、民宿えび屋は

この入江に面している。もともと「第一泰漁丸」という漁船でまき網を営む網元だった。

まき網以外にもキビナゴ漁業、イセエビ刺網、クエ延縄、タコツボなどの漁業も営んでい

たという。1972（昭和 47）年に上五島地区で最初に民宿を開業した。当初は漁業との兼業

だったが、その後民宿専業となり現在に至っている。 

代表は大坪厚子さんという 1941（昭和 16）年生まれの上品なおばあさんで、77歳になる。

今でも現役で活躍しているが、その娘と息子が宿を手伝い、家族で民宿を経営している。

ちなみに長男は料理長を兼ねている。 

事業の拡張にあわせて建物を増築しているので、館内は少々入り組んでいるが、古民家

の趣が漂い、なかなか感じのよい宿である。歳をとると座るのが大変になるし、作業をす

るにも机があった方がよいので、洋室を頼んだが、客の現代的ニーズにも対応できている。 

 風呂に入ってから食堂で夕食を食べる。１人客は私の他にもう１人。病院関係者と思わ

れる若い７～８人のグループが一緒だった。この民宿の特徴は上五島の地魚にこだわって

いる点にある。刺身は、ヒラマサの山掛け、カサゴ、アカエビ、ケンサキイカ、マアジの

酢味噌の５品、これにタコ酢、ブリ大根、クロムツの煮付けと続き、地魚のオンパレード

だ。さらに自家製のピーナツ豆腐、天麩羅（インゲン、茄子、南瓜、サツマイモ、海老、
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イカげそ、白身魚）、すき焼き、五島うどん、サラダと続く。１品の量はそれほど多くなく、

多様な味を満腹にならない程度に味わえた。ビール１本と日本酒を１合５酌ほど飲んだ。

ちなみに翌日の朝食は、サバ焼き、豆腐、野菜油揚げ煮、サラダ、漬物、きんぴら、キビ

ナゴ醤油漬けであった。キビナゴは漬けにしてあり、一部をそのまま食べて残りを茶づけ

にするといいと勧められた。おそらく「民宿えび屋」ではキビナゴ漁をしていた当時、こ

のような方法で食べていたのだろう。この民宿は、新上五島町内のなかではピカイチの存

在といえる。 

 ところが出がけに女将の話を聞いて驚いた。近年、地元の漁師が減って地魚を手に入れ

るのが難しくなっているというのだ。後述するように若松島は養殖業がさかんで、天然の

魚を獲って来る漁師がもともと少ない上に、高齢化とともに激減しているのだそうだ。こ

のため、多様な魚が獲れる有福
ありふく

島
じま

と日
ひの

島
しま

の定置網を頼りにしているという。海に囲まれて

水産物が豊富であるはずの島で、提供できる地魚がなくなりつつあるという、恐るべき事

態が現実に起ころうとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民宿・えび屋の外観（左）、夕食（右） 

 

養殖の島 

 若松島は 2004（平成 16）年の広域合併で新上五島町になっているが、それ以前は旧若松

町に属していた。旧若松町は若松島だけで構成されていたわけではなく、中通島の若松瀬

戸に面した地域と北部に点在する漁生
りょうが

浦島
うらしま

、有福島、日島を含んでいた。ちなみに 1956（昭

和 31）年に若松村と日島村が合併して若松町が誕生しているが、それ以前は若松島の若松

湾を挟んで西側の一帯は日島村に属していた。つまり若松島単独で行政区分されていたこ

とはなかったのである。 

 若松島は、若松瀬戸を挟んで中通島の西側に位置し、面積は 31.13㎞ 2、周囲は 123.7㎞

にも及ぶ。周囲が長いのは複雑な海岸線を有するからである。島の西側は滝ケ原瀬戸を挟

んで五島市の奈留島に対峙している。 

若松島には平地がほとんどないことから島の産業は漁業が中心であった。1970 年の国勢

調査時の漁業就業世帯は 420戸で全就業世帯の 46.4％を占め、圧倒的に多かった。2015年

の国勢調査時では漁業就業者は 70人で、全体の 13.3％に減っているが、それでも漁業就業

者の割合は相対的に高い。 

2015 年の国勢調査時の人口は 1,402 人、世帯数は 679 戸であった。2019（令和元）年９
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月末現在の住民基本台帳上の人口は 1,325人、世帯数は 719戸である。ちなみに 1995年の

国勢調査時の人口は 2,494 人であったから、この 20 年間に人口は約 1,000人減っている。 

 若松島の集落は、行政上 15の地区に分かれている。このうち人口が相対的に多いのが役

場支所の置かれている若松地区（238 戸、451 人）と神部地区（119 戸、216 人）である。

その他は小さな集落で、島の海岸線沿いに比較的均一に分散している。 

 若松島は若松瀬戸というリアス式海岸を抱え、潮流が速く比較的静穏度が確保できるこ

とから養殖業がさかんであった。若松島における魚類養殖業はハマチ養殖を中心に 1970年

代後半から始まり、当初は小規模な経営体が林立していた。しかし経営環境の悪化から廃

業する経営体が相次ぎ、経営体の淘汰と規模拡大が続いている。図１は若松地区の魚類養

殖業と真珠母貝養殖業の経営体の推移を示したものであるが、1988年に 69経営体あった魚

類養殖は 2013年には９経営体に減少している。現在は神部漁協管内が４経営体（勝栄水産

㈲、㈲順洋、㈱徳丸、宝生水産㈱）と若松中央漁協管内が５経営体（橋口水産、吉秀水産、

南西水産、個人２人）あり、合わせて９経営体で６年前と変わらない。このうち大手の勝

栄水産㈲、㈲順洋、㈱徳丸、宝生水産㈱、橋口水産、吉秀水産の６社がマグロ養殖を営ん

でいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１  若松地区の魚類および真珠母貝養殖の経営体数の推移 

「漁業センサス（農水省）」より作成 

 

土井ノ浦漁港と宝生水産 

 「民宿えび屋」の湾を隔てた対面に神部漁協がある。宿の女将から漁協へ連絡をとって

もらったところ、参事が 10時ごろに事務所に戻るということだったので、若松島の南端の

集落である土井ノ浦を先に訪ねることにした。 

８時 30分に宿を出発。主要地方道日ノ島猿浦線から分かれ、坂を下った先に土井ノ浦漁

港（第１種）が整備されている。坂の途中に土井ノ浦教会があった。この地区は明治維新

後クリスチャンになった人が多いようだ。教会の庭から土井ノ浦漁港と集落が一望できる。 

 土井ノ浦の集落はもともと山の縁にへばりつくように形成されていたと思われるが、湾

奥が埋め立てられて、比較的まとまった平らな土地が確保されている。この平地には現代
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的なつくりの新しい家が建っていた。住民台帳によると土井ノ浦の世帯数は 49戸、人口は

97人である。 

 港に降りて行くと、給餌用の漁船が係留されており、そこにいた青年に話しかけたが、

すぐに沖に出て行ってしまった。陸側を振り返ると㈱宝生水産の事務所があり、たまたま

同社の社長の山下政彦さんがいたので、早速話を聞くことにした。彼は「どこかで会って

いるのではないか」というし、私も以前あったような気がしてきた。ひょっとすると前回

若松島を訪ねた時に魚類養殖のことを聞いた人だったのかもしれない。 

 土井ノ浦漁港にある養殖関連施設は㈱宝生水産のものが圧倒的に多い。この漁港はさな

がら同社の拠点施設のような感じだ。同社は 1976（昭和 51）年からハマチ養殖を始め、現

在はブリ、ヒラマサ、クロマグロの３魚種を養殖している。養殖の生簀を 100 基ほど保有

する大型経営体である。同社が操業を始めたころ、土井ノ浦集落には魚類養殖の経営体は

11あったそうだが、現在は同社のみに淘汰されている。従業員は 14～15人で、このうちの

１人は長崎市内の出身だが、残りは全員が地元雇用だという。同社は兄弟で養殖事業を営

む。社長本人には子供はいないが、甥っ子が跡継ぎとして働いているそうだ。ちなみに土

井ノ浦はクリスチャンの集落だが、本人もカトリック教徒だという。 

 ブリは国内向けとアメリカ向けの輸出用に分かれ、アメリカ市場向けはサイズが大きく、

脂が乗ったものが好まれるので、仕向け先の市場ニーズに合わせたブリがつくられている。

つまり技術によって養殖魚の質をコントロールする時代になっている。 

 ヒラマサは天然の種苗が使われ、同社では対馬から仕入れている。ヒラマサの幼魚はシ

イラ漬けの副産物として漁獲されたもので、同様の漁業は対馬の他に壱岐、小値賀などで

も営まれている。なお、大分県や鹿児島県のヒラマサは中国から種苗を輸入しているらし

い。ヒラマサの餌もブリと同様にＥＰが使われている。 

 若松島のクロマグロ養殖は 10 年ほど前から始まった。出荷サイズは 50～60 ㎏が中心だ

が、中には 100 ㎏ほどに育てて出荷するケースもある。種苗はまき網が獲ったヨコワで、

曳釣のものに比べると種苗サイズが２～３㎏と大きいので、歩留りはいい。種苗価格は沖

渡しで 10,000 円／尾、購入価格は 15,000 円／尾ほどと高価である。まき網のほぼ全船が

マグロ種苗を獲っているそうだ。おそらくマグロ養殖の普及で、まき網の貴重な収入源に

なっているにちがいない。 

  

土井ノ浦の集落（左）、ドライペレットを餌船に積み込む作業（右） 

マグロの養殖用生簀は直径 20ｍの円形のものが使われ、餌は生餌だけである。１週間に
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６回程度給餌する。出荷先は、マルハ、双日、東洋冷蔵などを通じて荷受会社に出荷して

いる。 

 養殖漁場はマグロとブリ・ヒラマサは分かれており、土井ノ浦漁港の南に位置する田ノ

小島の西側がクロマグロ、南側がブリとヒラマサである。 

漁港では給餌用のＥＰの積み込み作業が行われており、そのうち生餌を運ぶ冷凍車が到

着し、冷蔵庫への搬入作業が始まったので、がぜん活気づいてきた。 

８時 50分から９時 43分まで小一時間話を聞いて現地を見学し、神部漁協に向かった。 

 

神部漁協 

 約束どおり、10時に神部漁協に着いた。築地博樹参事に話を聞く。 

神部漁協は中通島の最南端に位置する佐尾地区と土井ノ浦、神部の３地区の漁業者で構

成されている。佐尾と土井ノ浦にそれぞれ支所が置かれている。ただ土井ノ浦支所には職

員が１名常駐しているのに対し、佐尾支所は週に１回巡回しているだけだ。 

佐尾地区はもともと佐尾漁協として独立していたが、1992（平成４）年に神部漁協に吸

収合併された。同地区はまき網漁業でさかえた集落で最盛期には大中型まき網が３～４ケ

統あったが、吸収合併当時にはまき網会社が１社残るだけになり、まき網漁業の不振で漁

協経営が成り立たなくなっていたのだった。 

神部漁協の正組合員は 27 人で、准組合員の 104 人を含めると、131 人になる。職員は参

事を入れて合計５人で運営されている。参事の築地さんはもともと佐尾地区の職員だった

が、吸収合併によって神部漁協に移ったのだった。現在は奈良尾に住んでいるので、毎日

車で通っている。 

神部漁協は魚類養殖がメインである。漁業はイセエビの刺網、一本釣、曳釣などが細々

と営まれているにすぎない。タコツボは以前営まれていたが今はやられていないし、イカ

釣りも資源が少なり、成り立たなくなった。イセエビの漁期は８月 21 日～５月 21 日の期

間で、６人が営む。一本釣は 11人が周年営み、マダイ、イサキ、クエ、タチウオ、サワラ

などが漁獲対象だ。曳釣は潜航板を用いて主としてクロマグロを対象としている。神部漁

協のクロマグロの漁獲割当は 2.5トンである。曳釣りでブリなども合わせて漁獲されるが、

近年のブリの産地価格は養殖物が価格決定権をにぎり、産地価格は極端に安くなっている

という。 

神部漁協管内で魚類養殖を営むのは４経営体である。神部地区が３経営体、土井ノ浦が

１経営体で、神部地区は勝栄水産㈲、㈲順洋、㈱徳丸の３社、土井ノ浦地区は上述した宝

生水産㈱である。４社ともブリ、ヒラマサ、クロマグロを養殖している。マグロの種苗は

基本的にまき網から購入、一部には曳釣りの種苗を使う人もいる。 

神部漁協管内には多い時で 30経営体ほどが魚類養殖を営んでいたが、1995（平成７）年

の阪神淡路大震災以降経営が厳しくなり、現在の４業者に淘汰されてしまったという。経

営体数の減少によって漁場が空いたので、残った業者は生簀の数を増やし規模拡大を図っ

てきた。なお、マグロ養殖の生簀はほとんど経営体が直径 20ｍのものを使用している。ブ

リとヒラマサは直径 15ｍの円形、10×10ｍないし 20×20ｍの角型生簀が用いられているそ

うだ。漁協では区画漁業権の免許毎に台数を割当ており、９月に生簀の数を調査し、調査
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結果に基づいて養殖業者から漁場行使料を徴収している。養殖魚の販売に漁協は関与して

いないので、漁協の収入源は養殖業者から徴収する漁場行使料は大きな比重を占めている

が、残念ながらどの程度の収入を得ているのか教えてくれなかった。 

漁船漁業の漁獲物は土井ノ浦漁港に水揚げし、長崎県漁連を通じて委託販売している。

しかし漁業量は 3.2 トン、販売額は 390 万円ほどしか扱いがなく、神部漁協の経営は養殖

漁場の行使料収入とＡ重油の販売収入によって何とか維持されている。養殖業者のうち漁

協を通じて生餌を購入している養殖業者は２社あるが、支払いは順調だという。なお、佐

尾地区は船外機が 10隻ほどと４トン未満の漁船が２隻あるが、オカズの魚を獲る程度で出

荷はほとんどしていない。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

神部漁協の建物（左）、地元の養殖業者・勝栄水産の事務所（右） 

 

マグロ養殖 

若松島で近年さかんになってきたクロマグロ養殖について、ここで整理しておこう。 

長崎県は日本一のマグロ養殖産地であり、主として離島域で盛んである。2017（平成 29）

年のクロマグロの養殖生産量は 6,558 トンであり、全国の 41.4％を占めている（長崎県に

次ぐのが鹿児島県）。このうち若松島の生産量は 505トンであり、県全体の８％弱に相当す

る。 

若松島では上述したように神部漁協に所属する勝栄水産㈱、㈲順洋、㈱徳丸、宝生水産

㈱の４社と後述する若松中央漁協の㈲橋口水産と㈲吉秀水産の６社がマグロ養殖を営んで

いる。何れも元からある地元の魚類養殖業者で、他地域のように大資本の系列には入って

いない。 

若松島でクロマグロ養殖が始まったのは 2008（平成 20）年ごろのことで、価格低迷が続

いていたブリ類やマダイに代わって取り組まれたものである。ただ長崎県内では後発組に

なる。 

マグロ養殖の種苗は、上述した通りまき網業者から仕入れるケースと自分で曳釣により

採捕するケースに分けられるが、前者が圧倒的に多い。 

養殖生簀は直径 20ｍの円形のものが使われている。クロマグロの餌は配合餌料化には至

っておらず、冷凍の生餌だ。通常のクロマグロの出荷サイズは 50～60㎏であるが、中には

５年かけて 80～100㎏に育て出す養殖業者も現れているという。 

クロマグロの単価は 2,000～3,000円／㎏の範囲で推移している。 
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この時期、上五島町では「上五島養殖まぐろフェア」が開催されていた。町内で生産さ

れたクロマグロを島内の９軒の飲食店が提供し、養殖マグロの消費拡大を図ろうという取

り組みだ。このフェアには五島産業汽船㈱が応援企画を組み、長崎市内から船で観光客を

運んでいる。ただその効果はよくわからない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マグロ養殖用の生餌（左）、マグロ養殖の円形水槽（右） 

 

若松島西地区 

神部漁協で 45 分ほど話を聞き、10 時 45 分に同漁協を出発、若松漁協のある漁生浦島に

向かう。あいにく雨が強くなってきた。 

主要地方道日ノ島猿浦線を通り、１㎞ほど走ると若松総合運動公園にでた。平地が少な

いため湾奥を埋め立て造成したようだ。そこから左折し、若松湾側の海岸道路を北上する。 

間伏（５戸、10 人）の集落を抜け、石司入口を経ると筒ノ浦に出た。深い入江の海岸沿

いに数軒の家が建つ。さらに進むと針木の集落が現れた。海岸沿いに入江が連なるが半分

は廃屋になっていた。各家の前には手づくりの斜路があり、船外機が置かれている。この

２つの集落を合わせて筒ノ浦地区を構成しているようだが、住民台帳によると 16戸、25人

が住んでいることになっている。狭い湾の入口あたりを過ぎると人家はなくなった。曲が

りくねった道を進むと漁生浦橋に達した。 

1897（明治 30）年から 1956（昭和 31）年まで若松町に合併する以前は若松島の西側半分

は日島村であった。この日島村役場は橋を渡った先の漁生浦島に置かれていた。若松島の

西半分と漁生浦島、さらに有福島、日島で日島村が構成されていたのである。 

若松漁協は漁生浦島に置かれており、同漁協が管轄する範囲は旧日島村の行政区域と一

致する。若松漁協でヒアリングをしてから有福島、日島を調査し、再び橋をわたって若松

島に戻った。橋を渡ったのは 14時 35分だった。 

帰りは来た時とは反対側の西側ルートを通る。東側の若松湾側の道は海岸沿いにつくら

れていたが、西側は険しい崖が続くため道路は山の中腹につくられている。滝ケ原瀬戸を

挟んでその先には奈留島（五島市）が横たわる。 

西側の道は交通量が少なく、手入れは行き届いていない。落石や枯れ枝が道路上に飛散

しており、しかも曲がりくねって走りにくい。道路の右側は崖が続き、しかも幅員が狭い

のでかなり危険な道だ。道路には木々が生い茂り、雨だったこともありよけい暗く、うら

ぶれた雰囲気である。そのうち突然イノシシが道路に現れた。さらにシカにも遭遇した。
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すでに白昼堂々と現れるようになっているのは驚きだ。ちなみに野生動物に遭ったが、対

向車は１台もすれちがわなかった。もはや過疎化の進行で人間の勢力圏は著しく後退して

しまった。 

西側には、石司（３戸、６人）、滝ヶ原（28 戸 54 人）、堤（38 戸、61 人）などの集落が

道路から下った海の近くに形成されている。 

14時 54分に滝ケ島の分岐を過ぎ、間伏の運動公園から若松中央小学校の下を通り、山を

越えて若松港に出た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

筒ノ浦の湾と斜路（左）、漁生浦橋（右） 

 

若松漁協 

上述した通り若松漁協は旧日島村の行政区を管轄している。つまり若松湾西側の半島部

分と東側の半島部分の湾内側（若松瀬戸側は後述する若松中央漁協の管轄）である。漁協

には若い参事と女性職員がおり、若い参事に話を聞いた。代表理事の早田
そ う だ

さんといい、非

常勤なのでいつも漁協にいるわけではないとのこと。 

若松漁協は本所が漁生ケ浦島に置かれている。支所はない。正組合員は日島の２人、有

福島の 15 人、漁生ケ浦島の６人を含め 44 人なので、若松島管内の正組合員は差し引き 21

人になる。なお准組合員は 151人である。若松島側の組合員は、筒ノ浦、月ノ浦、榊ノ浦、

鵜ノ瀬、間伏（以上松浦湾側）、石司、滝ケ原、堤（以上半島の西側）の各地区に分散して

おり、最も多いのが堤のようだ。 

若松島の神部漁協と若松中央漁協は養殖業が中心だが、若松漁協では漁業が主体で、性

格が大きく異なる。同漁協で営まれている漁業は、釣、タコツボ、潜水器、刺網、採貝藻

などである。 

メインの漁業は曳釣りだ。サワラ、タチウオ、ヨコワ（クロマグロの幼魚）を漁獲対象

にしている。タチウオは９～10 月と１～３月が主漁期である。ヨコワの漁期は最近、総量

規制がかけられるようになったため、実質的な漁期は 12～２月の３ヶ月間である。なお若

松漁協のマグロの漁獲割当量は 19トン。そのうち若松島の組合員には８トンが割当されて

いる（ちなみに有福島が５トン、漁生浦島が６トン、日島がゼロ）。また、赤物（レンコダ

イ、アマダイ）釣りを専門とする組合員が１人いる。 

 マグロの漁獲割当制が導入され、漁獲枠を超えるようになってからは操業ができなくな

り、代わりにタコツボ漁業が増えている、若松島では７経営体がタコツボ漁業を営む。ち
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なみに有福島１経営体、漁生浦島５経営体（日島はゼロ）である。 

 潜水器漁業はフーカ潜水で、３人で操業する、有福島が主体で１経営体が営むが（日島

にも１経営体あるが高齢者なのであまり出漁しない）、若松島にはない。潜水器漁業では、

５～６月末にかけてトサカノリ、９～10月にかけてサザエを主に漁獲する。 

 最近になり、筒ノ浦地区で 50歳代の人がヒトエグサ養殖を始めている。また榊地区でも

真珠の母貝養殖を始めた人がいる。 

 有福島と日島の定置網漁業を除く漁船漁業の水揚金額は多い時には１億円以上であった

が、現在は 8,000万円ほどである。漁獲物は漁生ケ浦島にある漁協の荷捌き場に集荷され、

漁協の運搬船（２隻を保有）で長崎市に運搬し、長崎県漁連経由で関西方面に出荷されて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若松漁協の荷捌場（左）、曳釣り用の釣り竿を立てた漁船（右） 

 

若松町中央漁協  

若松町中央漁協は若松港の中ほどに事務所が置かれている。若松瀬戸に面する集落（瀬

戸南部の神部漁協管内を除き、瀬戸東側の中通島を含む）の漁業者を統括している。 

事務所を訪ねると男１人女２人の若い職員がおり、そのうち仕事（カナトフグの荷受け

作業）を終えた男子職員が加わった。質問をすると４人が口々に答えてくれる。参事制は

とっていないので、どうやら責任者不在のようだ。なお職員は５人なので、この日現場に

いなかった人がもう１人いることになる。若松中央漁協は本所のみで支所はない。正組合

員は 67人で、このうち法人が６社を占める。 

同漁協のメインは養殖業で、魚類養殖業と真珠母貝養殖、真珠養殖、カキ養殖である。 

魚類養殖は６経営体が営む。地元の会社は橋口水産と吉秀水産の２社であるが、神部漁

協に所属する宝生水産には漁場を貸して関係から組合員になっている。南西水産はマグロ

の短期蓄養で、稚魚を一時的に飼っているだけだ。この他に個人経営体の２人がマダイと

ハマチ（ツバスサイズで１年で出荷）を養殖している。 

真珠の母貝養殖は 11経営体が営み、全員が個人経営である。アコヤガイの種苗は地元で

採苗はしておらず島外から仕入れている。また、生産した母貝は佐賀県や佐世保方面に出

荷しており、真珠養殖会社より業務委託を受けているようだ。今のところ、愛媛や三重で

発生している病気は出ていない。 

真珠養殖は川口真珠という会社が自社免許で営んでいる。ただ地元には管理者を１人置
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いているだけだ。 

カキ養殖は 10経営体前後が営む。冬季はマガキを、春から初夏はイワガキを出荷してい

る。 

漁業は一本釣、採貝藻、延縄、ヌタウナギの籠などが営まれている。一本釣は 169 経営

体が営んでいることになっているが、実際に海に出ているのは 100 人もおらず、出荷する

のは 70人ほどにすぎない。周年操業で、ケンサキイカ、ミズイカ、アラカブ、イサキ、メ

ジナ、マダイなどを対象としている。採貝藻は 108 経営体が営んでいるが、アオサ、カキ

とニナが中心で、出荷はせず、自家消費にとどまる。延縄は５経営体がアラカブなどを対

象にしている。ヌタウナギの籠漁業を営むのは１経営体である。 

なお奈良尾漁協に所属していた人で、今年からフグ延縄を営もうとしている人がいる。 

漁獲物は長崎県漁連に販売委託しているが、昨年度の販売額は鮮魚が 1,931 万円、ヌタ

ウナギが 600 万円ほどで全部あわせても 2,500 万円ほどにすぎない。養殖生産物は漁協を

通していないので、販売手数料は漁協に入らない。 

このように販売収入が少ないことから、漁協の経営は神部漁協と同様、養殖業者からの

漁場行使料に大きく依存する構造になっている。なお、行使料を訪ねたが非公開というこ

とで教えてもらえなかった。ただ、単位面積当たりの行使料は真珠母貝やカキなどの無給

餌養殖に較べると、高いそうだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若松町中央漁協の建物（左）、若松の集落（右） 

 

真珠母貝とカキ養殖 

若松島の周辺海域は今でこそ魚類養殖地帯となっているが、もともとまき網漁業が中心

だった。 

若松瀬戸を中心とした海域は真珠養殖に適していたため、これに目をつけた真珠養殖業

者が戦後間もない 1951（昭和 26）年に進出してきた。最初に真珠養殖を始めたのが、「東

の御木本」、「西の高島」といわれた高島真珠であった。 

当時はまき網の全盛期で、若松瀬戸の海域はキビナゴの漁場があっただけだったので、

１人の反対もなく受け入れた。その後、大洋真珠、西村真珠、川口真珠、猪又真珠、松野

真珠などが若松島周辺に漁協権を獲得し、若松島に真珠養殖が浸透することになる。真珠

養殖はもっぱら島外資本が営むことになった。 

真珠は、アコヤガイを中心とする母貝をつくる母貝養殖と、核を入れて真珠をつくる真
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珠養殖に分業化されており、母貝供給は地元の漁業者が担ったのである。1976（昭和 51）

年当時、母貝養殖業者は 46経営体（宿ノ浦 19、築地 14、中ノ浦 4、白魚１、神之浦８）に

及んだ。 

しかし、その後の真珠不況により高島真珠は倒産、その他の真珠養殖会社も相次いで撤

退することになった。上述したように真珠養殖業者は川口真珠１社だけとなっている。そ

の結果、若松島には母貝養殖だけが残されることになったのである。 

 カキ養殖はマガキとイワガキの２種類が養殖されているようだが、最近始まったもので

ある。真珠の母貝養殖もカキ養殖も垂下式養殖なので、技術的には基本的に変らないから、

母貝養殖業者が転換したものと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

真珠母貝の養殖施設（左）、カキの養殖施設（右） 

 

若松島東側 

若松中央漁協での聞き取りを 15 時 50 分に終了し、若松島の東側の半島部分を時計回り

に一周することにした。昼飯を食べていなかったので、ＪＡの売店で菓子を購入して済ま

せ、16時 10分にスタート。日没まであまり時間がなかったので急いだ。 

若松港から背後の山を登り、若松越を経て若松湾側に出る。町立若松中央小学校の角を

右折し、細長くくびれた湾に沿って海岸線の道路を北上する。やがて郷ノ浦の集落にでた。

ここに至るまで真珠母貝養殖の施設が確認できたが、人や車、漁船を見かけることもなく、

小雨に煙る静かな海が拡がるだけだった。 

続いて榊ケ浦の集落（33戸、55人）に至る。湾内にはトローリングの漁船が３隻係留さ

れていた。 

月ノ浦（51 戸、100 人）の集落を過ぎると、道路は海岸線と別れを告げ、山の中に入っ

た。途中、眺めのよい場所に普通林道鬼ヶ原線開通記念碑が立っていた。ここからは漁生

浦島がよく見えたので、写真を撮影する。山間部の道路は小規模な崩落が多く、危険であ

る。幸い、車が通れないほどの落石現場はなかったが、車はほとんど通らないから、何か

事故が発生したら助けも求めることもできない。再び眺めのいい場所があり、ここから日

島を撮影する。途中、またしてもシカが出没した。 

 半島の先端を回り、若松湾の反対側に出た。ここからは若松瀬戸になり、対岸が中通島

である。道は海岸沿いになり、南下する。若松瀬戸側に出たところの最初の集落が大平地

区である。ここはクリスチャンが多いようで、大平教会が置かれている。さらに神ノ浦を
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経て、再び若松港に戻った。若松島の東側部分の半島を一周したことになる。 

雨足が強まってきたので、車の外に出て写真を撮ることはできない。養殖施設の写真を

撮ることができなかったので、後日チャンスを狙うことにした。 

若松大橋を通って中通島に渡り、この日の宿を予約している奈良尾の旅館に向かった。

18時 15分に「つたや旅館」に着いた。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

榊浦の集落（右）、大平漁港と集落（左） 


