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2010 離島覚書（香川県・高見島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左半分の海岸沿いの集落が浜、右半分の山側の集落が浦 

 

令和２年 7月２日 

龍王山 

 丸亀駅前からタクシーで多度津港へ向かう。当初は丸亀駅から多度津駅まで電車に乗り、

駅から多度津港まで歩く予定であったが、徒歩で 25 分ほどを要するということがわかり、

始発から２番目の電車だと間に合わない可能性があったからだ。ちなみに始発だと港で 30

分以上待たなければならなかった。 

 多度津港から三光汽船の「新なぎさ２」が高見島とその先の佐
さ

柳島
なぎじま

を結んでいる。フェリ

ーは定刻の６時 55分に出発した。軽自動車１台と私を含めて 10人が乗った。 

 高見島は多度津港の北西 7.4 ㎞に位置する南北に細長い楕円形をした島で、南部の中央

に円錐形の龍王山（標高 297ｍ）がそびえる。塩飽諸島で２番目に高い山で、「しま山 100

選」に選ばれている。多度津側からみると伊豆諸島の利島に似た形状をした美しい山だ。島

の面積は 2.33㎞ 2、周囲は 6.7㎞で、塩飽諸島の中では広島、本島、手島に次いで大きい。 

高見島は建久年間（1190～1199 年）に備中の小島から移住してきたのが始まりとされ、

少なくとも室町時代末ごろにはかなりの規模の集落が形成されていたらしい。江戸時代は

人名
にんみょう

の島であった。明治期以来、高見島村として１島１村を構成していたが、1956（昭和

31）年に多度津町に編入されている。 

 高見島に行くのは 1999 年 10 月以来２回目である。この時は香川県から「香川県中讃海

域における都市と漁村の交流機会拡充のための調査・計画策定」の仕事を受注し、その一環

で、高見島漁協に話を聞きに来た。その時は、後述する民宿森田屋に泊まっている。大きな

地ダコを鋏で切って食べたのが印象的だったので、この民宿のことはよく覚えている。 
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 定刻の７時 20分に高見島に着いた。バックパックを船客待合所に置き、島を歩くことに

する。待合所で、配達する新聞を取りに来た女性に少し島の様子を聞いた。彼女は昭和 22

年 12月生まれというから私と同級生になる。小学６年生の時に島を出て、大阪で暮らして

いたが、両親が老後を島で過ごすことになり（父親は魚釣りが好きだったそうだ）、親の身

の回りの世話をするために彼女も 20年ほど前に一緒に島に戻った。子供や孫は大阪で生活

しているという。結局２年前に親が亡くなったが、引き続き島でポンカン、ミカン、ビワ、

カキなどの果樹やサツマイモ、野菜類を作っている。しかし３～４年前からイノシシが島に

渡ってきて、昨年はサツマイモを全部食べられてしまったそうだ。イノシシは昼間でも出没

し、追いかけられて命拾いした人もいるという。山の中は暗いので、龍王山への登山はイノ

シシに遭遇する恐れがあるからやめた方がいいとアドバイスを受けた。 

 高見島は全島がほぼ山で覆われ、平地はほとんどない。集落は島の南部に形成されており、

浜と浦に分かれる。なお島の北外れに板持という集落があったが、現在は誰も住んでいない。

しばらくおばあさんが１人で住んでいたらしい。 

 2015 年国勢調査時の高見島人口は 27 人、世帯数は 19 戸であった。彼女の話では実際住

んでいる人は 28人というから、５年前とほとんど変わらない。ただ現在の住民基本台帳上

の人口は 33人、世帯数は 27戸なので、国勢調査時よりも多い。後述するように漁師の多く

は多度津の町中に家を構えているが、漁協の組合員は高見島に住所を置く人に限定してい

ることから、住民票を島に残したままにしている人が多いためだろう。ちなみに 33人の集

落別の内訳は、浜が 20人、浦が 13人で、浜の方が多い。なお 1990年の国勢調査時の人口

は 252 人、世帯数は 160 戸であったから、この四半世紀の間に人口、世帯数ともにおよそ

1/10 に減少した。この間の国勢調査時ごとの人口の推移は次のとおりであり、近年の減少

が際立っている。 

2000年は 118人、2005年：73人、2010：43人、2015年：27人。 

1508（正徳３）年の高見島の世帯数は 249戸、うち人名の家は 77戸で、50石を有してい

た。人名数は本島に次いで多かったのである。なお 1697（元禄 10）年の人口は 1,244人で、

世帯数は 226戸であり、今では想像できないほど多く、本島の泊集落や笠島集落に匹敵する

人口を抱えていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多度津港と高見島を結ぶフェリー・新なぎさ２（左）、高見島の待合所（右） 

1872（明治５）年の高見島の職業別戸数は、大工が 93戸と最も多く（船大工が転じて陸

大工になった）、これに農業 46、漁業 32、船乗り 21と続いた。漁業従事者の世帯数は、塩

飽諸島の中では、佐柳島の 267戸、本島の小阪集落の 230戸に次いで多かった。その後、大
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工の出稼ぎは年々減少し、半農半漁が基本となった。農業は自給的生産から、戦後は除虫菊

や葉タバコ、後述するように花卉類などの換金作物に転換するがうまくいかず、近年は漁業

への依存度を高めていった。 

 

浜集落 

 船着場から左側が浜の集落である。島で唯一の比較的広い平地がある。 

待合室を出て最初に遭遇したのが６匹の子猫であった。親猫の周りでじゃれ合っている。

20 年前は、猫が異常に多かったが、この他に痩せた猫を数匹見かけた程度で、現在はそれ

ほど多くないようだ。 

待合所の裏に診療所があった。医師が常駐しているわけではなく、週に１回来る。 

 浜の集落は山裾の平地に形成されている。しかし上述したように人口減少が激しいこと

から空き家が目立つ。多度津に家を持っている人が多いので、時々、島に戻ってきた時に利

用しているという。集落の前には高見港（浜地区）が整備されている。船外機６隻と漁船２

隻が係留されていた。漁船のうち１隻には大きなドラムに網が巻かれていたので、後述する

シラスを漁獲する袋待ち網の漁船と思われる。漁港の前にはエビス様が祀られていた。 

 南下すると後述する両墓制の墓の中央付近に「北野農園翁之碑」と書かれた石碑が立って

いた。1969（昭和 44）年８月に建てられたものだ。そこには、「氏は高見村農業改革の為十

数年花栽培に日夜心身を打ち込み尚昭和 39年組合を結成し京阪神への出荷を始め今日に至

る。依って其の労を犒ふ為此の碑を建つ」と書かれていた。戦後の島の農業は葉たばこと除

虫菊の換金作物に依存していたが、その後、菊、スターチス、百合などの花卉類の栽培を始

めており、この花卉栽培の導入に尽力した人の石碑と思われる。近くに室町時代に建立され

たとされる五輪塔が建っていた。 

墓のさらにその先に八幡神社がある。入口の石造りの鳥居には「天下泰平」「国家安全」

と刻まれていた。最近は人がほとんど来ないと見えて、石段は雑草に埋もれており、歩くの

に一苦労する。神社の境内には「廻舩網中」が寄贈した石灯篭が置かれ、漁業が盛んであっ

た時代が偲ばれる。この神社には 1755（宝暦５）年に奉納された北前廻船の観音丸の模型

が置かれたが、現在は本土側の多度津町立資料館に移されている。後日、資料館を訪れ、現

物を見てきた。長さ 2.6ｍもある大きなもので、県の有形民俗文化財に指定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浜の集落の全景（左）、浜集落の船溜まり（右） 

境内の壊れた家の前に「新居粂吉君之碑」と書かれた石碑が建っていた。隣に石碑の和文

を英文に訳した案内板が置かれている。石碑によると、新居は 1870（明治３）年に高見島
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に生まれ、30歳の時にアメリカ・カルフォルニア州に渡って農業に従事し成功した人物で、

その後、島からの移民の受け入れにも尽力したようだ。第２次大戦前の 1934（昭和９）年

に高見島に戻っている。この石碑は翌年の 1935年に建てられたものであった。しかし島民

の人口減が激しいためか、あまり大切にされておらず、石碑の裏は荒れ放題になっていた。 

道は行き止まりになったので、Ｕターンして待合所の方に引き返す。待合所の裏手から集

落の背後に登る道があった。坂道を登り、見晴らしのいい場所から浜集落の写真を撮る。山

の中の道は暗くジメジメしていた。木々の中に廃屋がいくつもあるところを見ると、浜集落

背後の高台にも集落があったと思われる。坂道の途中に日本ミツバチの巣箱が置かれてい

た。ただし蜂は入っていなかった。 

この道はダム建設のためにつくられたもので、砂防ダムで行き止まりになる。 

 

廃校跡 

浜集落と浦集落の境付近に、郵便局と多度津町役場の高見出張所、高見いこいの家などの

公共施設が置かれている。この近くには以前、漁協の事務所もあった。中間に公共的施設を

配置したのは、両方の集落へ配慮した結果だろう。なお高見島には商店も、飲食店もない。

上述した民宿が１軒あるだけだ。さらに飲料の自動販売機もないのは珍しい。 

ちょうど出張所に勤務する男性の職員が自転車で出勤する姿が見えたので、中に入って

島の集落別の世帯数と人口を聞いた。職員によると、島に小中学校がなくなってから、島の

人口は急速に減少したらしい。 

また漁業の様子も簡単に聞く。高見島に住んでいる漁師は８人、60 歳代後半が中心で、

若い漁師は多度津に住んでいるという。おそらく子供の教育問題が契機となり、多度津の町

中に家を建てたのだろう。漁場は高見島周辺に形成され、漁具を島に置いている人が多い。

現在はタコツボが営まれており、８月いっぱいまで操業、その後１ヶ月休んで 10月から再

開し、年末まで続く。 

浜と浦の境を少し登ったところに旧高見小中学校の校舎が残っている。島に子供がいな

くなって久しい。中学校は 1999（平成 11）年４月から、小学校は 2000（平成 12）年４月か

ら休校になり、その後 2010（平成 22）年 10月に廃校になった。上述したように 2000年以

降に人口が急減したのは学校がなくなったことが決定打として働いた。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧高見小・中学校の校舎（左）、研修センターの炊事場（右） 

校舎の跡地は現在高見島研修センターとして活用されている。小中学生を対象とした自

然観察、体験学習、スポーツ活動に使われており、宿泊施設、研修室、キャンプ場が整備さ
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れている。 

 

浦集落 

 浦集落は、浜集落とは対照的に急傾斜な斜面に形成されている。現在の集落は元禄年間

（17 世紀末）の火災の後に移転、新たに宅地造成されたもので、旧集落は現集落の北西側

の丘陵性台地にあったものと考えられている１）。普通に考えれば、火災後に建物を片付けて、

元の場所に家を再建すればよいと思うものだが、どうも旧集落は北東に向いた斜面だった

ために風あたりが強かったようだ。現在地は真東に開けた傾斜地で、しかも北と南がいくぶ

ん山陰になっているため、風当たりが弱いので、火災を契機に条件のいい土地に移ったもの

と思われる。 

海岸道路から旧小学校脇の坂を登ってきた道路を「六社通り」といい、浦集落中央の等高

線に沿って南北に伸び、再び坂を下って海岸道路につながる。この通りが集落を横断するメ

インストリートで、この「六所通り」から山手に向かって７本、下方の海に向かって５本の

道が分岐する。このうち中央の３本の道は南戸小路、下戸小路、北戸小路と呼ばれる。なお

「六社通り」はおよそ 350 年前に人名の家が中心になって石垣を築いて整備したものらし

い。 

集落内の道路は細く、車は通ることができない。もっぱら歩くしかなかった。したがって

今となっては高齢者の生活にとって大変厳しい環境となっている。縦方向の階段には水路

が整備されており、生活排水と雨水はこの水路を通じて海に流したようだ。この水路に沿っ

て黒いゴムホースと塩ビ管が配管されている。ゴムホースは上水道、塩ビ管は下水道と推定

される。 

 「六社通り」を進むと最初に現れる民家が中塚家の邸宅である。明治時代にシアトルに移

住して成功した中塚家の古民家で、この脇に階段があり、その上に同じく渡米した２軒の山

下家があることから、この脇の階段は「シアトル坂」と呼ばれた。上述した新居家や中塚家

のように、こんな小さな島から海外に雄飛した人物が数多く出るのは驚異である。恐らく塩

飽海賊（水軍）の伝統を引き継ぎ、咸臨丸でアメリカに渡った人が３人もいたことなどから、

島の中で広い視野が醸成されていたものと思われる。 

中塚家の石垣は鋭く切り立っているが、使われている石を見ると後に新しく積まれたも

のだ。この中塚家の古民家は瀬戸内国際芸術祭でレストランとして利用されているが、この

日は閉じられていて中に入ることはできない。塀越しに中の様子を窺った。 

 この先に大聖寺に登る階段の分岐があり、ここはかつて制
せい

立場
た つ ば

と呼ばれた。現在でいうと

ころの広報用の掲示板が掲げられところで、浦集落の中心地だったようだ。この場所は、「男

はつらいよ寅次郎の縁談」のロケ現場だった。疲労困憊した渥美清が階段に座っている写真

が近くに貼ってあった。この映画は 1993 年の作品で、渥美清は 1996 年に死亡してことか

らこのロケの時点ではすでにガンに侵されていたと思われる。渥美はこのことを誰にも告

げずに頑張っていた時のことだろう。 

 高見島伝統的建築物群調査報告書によると、集落の宅地は 60～70坪を標準として計画さ

れたと指摘している。石垣は現地で産出する黒っぽい自然石を乱積みしたものと、他島から

移入した切石積に分かれ、切石積は明治時代に入って補修されたものらしい。全体の 90％

が乱石積の形式を残しているそうだ。 

 島は平地が少ないため険しい斜面に石垣を組んで土地造成したところは多いが、高見島
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のようにかなりまとまった規模の石垣の集落は珍しい。このため、多度津町はこの石垣の集

落の保存を考え、調査したようだが、今の時点では保存を諦めているようだ。集落の家のほ

とんどは空き家になっており、これからも人が住む見通しは暗いので、そのまま朽ち果てて

いくにちがいない。同じような事例は山口県の八島でも見られた。今でも比較的人が住み、

石垣の集落が残されている例は高知県の沖の島が相当する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浦集落内の縦方向の道・階段（左）、集落内の横方向の道（右） 

 

大聖寺 

浦集落の中央付近の高台に大聖寺がある。弘法大師の開基と伝えられ、寺は 1591（天正

19）年に建てられ、1790（寛政２）年に建て替えられたようだ。御影石の石段を登ると鐘楼

門が置かれ、門には力士の木彫が掲げられていた。いつ作られたものかわからないが、力士

の木彫は珍しい。 

境内からは浦の集落が一望でき、眺めがいい。寺には住職はおらず、荒れている。境内の

一部は土砂崩れを起こし、周囲にはロープが張られ、「危険」と書かれた立て札が掲げられ

ていた。陥没部分はブルーシートが敷かれ、四方を土嚢袋で固めている。 

本堂の周りには墓石が立ち並ぶ。後述するように浦地区の墓は両墓制なので、おそらくこ

の寺の歴代住職のものと思われる。 

大聖寺から北に進むと、集落のはずれに祇園社が置かれていた。明治期に疫病が流行した

折に建立されたとされ、その後、大正年間に浦地区の荒神が祇園社に合祀された。ちなみに

祇園社は疫病にご利益のある牛頭
ご ず

天王
てんのう

を祀ることで知られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

力士の木彫が飾られている大聖寺の鐘楼門（左）、大聖寺の本堂と墓石（右） 
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両墓制 

祇園社から坂を下って海岸に出ると、浦集落の共同墓地があった。浜集落のはずれにある

共同墓地と同様、両墓制である。両墓制とは、死体を埋葬する墓地と死者のために石塔を建

ててお参りする墓地の２つの墓を設けているもので、前者を「埋め墓」、後者を「参り墓」

と呼ぶ。 

20 年ほど前に高見島を訪れた時にこの両墓制について初めて知ったのだが、私は単墓制

しか知らなかったので、ひどく印象に残っていた。 

浦集落の共同墓地は海岸沿いの道路に沿って道路側に「埋め墓」があり、その奥に「参り

墓」（通常の石塔墓地）が置かれていた。浜集落の共同墓地は海岸沿いの道路に沿って、集

落側に「埋め墓」、その先に「参り墓」が配置されており、１つの共同墓地に両方の墓が一

体となっている点に特徴がある。 

両墓制については関心を持っていたので、その後、他の島を訪れるたびに興味をもって見

てきたが、最近訪れた三重県の菅島の場合は同じ両墓制でも、「埋め墓」と「参り墓」は別

の場所に置かれていた。「埋め墓」は山の上の方にあり、島民が高齢化するにしたがって行

くのが大変になったため、近年、墓地を海の近くに再編整備し、「参り墓」だけになってい

た。また、近くの本島の場合も「埋め墓」と「参り墓」は別々になっており、同じ両墓制で

も２つのタイプがあることは興味深い。 

ところで土葬は伝染病の予防や地下水汚染などへの環境的配慮、あるいは埋葬地の制約

などから東京都や大阪府のように土葬を禁止している自治体もある。そして、実際には今日、

火葬が大部分を占めており、土葬をするところはむしろ稀である。ましてや都会の一部では

共同の納骨堂が普及しつつあり墓もなくなりつつある。こうした伝統的な民俗遺産は消失

する運命にあるだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浜地区の墓（左）、浦地区の墓（右） 

 共同墓地から海岸沿いの道を北に行った先に板持の集落があった。既に述べたように現

在は誰も住んでいない。板持までは２㎞ほど歩かなければならないこと、船の時間の制約も

あり、歩くのは諦めた。 

 

高見港 

 浦の共同墓地から集落下の海岸道路を桟橋へと向かう。海岸沿いの道路は県道 259 号線

となっており、島の東側半分が板持まで続く。道路は舗装されている。なお島の西側には道

路はないので、島を一周することはできない。共同墓地の先に浦地区のエビス様が置かれ、
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道路沿いには民宿森田屋を含めて６軒の家があった。うち２軒は道路の海側の埋め立て地

に建つ。 

高見島の港は漁港ではなく、地方港湾である。港湾は浜地区の浜港と浦地区の浦港に分か

れている。定期船の桟橋は浜港に置かれている。両地区の漁船はそれぞれの港に係留してい

る。浦の港は２つに大きく分かれている。大きな船溜まりには全部で 14隻の漁船が係留さ

れており、うち１隻はタコツボ漁の漁船でちょうど出漁するところだった。残りの 13隻の

うち７隻は後述する生栄丸船団の漁船、底曳網の船が１隻、養殖の作業船が１隻、袋待ち網

が２隻で、残りの２隻は使われていない漁船のようだった。もう一つの小さな船溜まりには

船外機と釣り用と思われる小さな漁船の２隻が置かれていた。浜の港に比べると、浦の方が

明らかに漁船数は多く、漁業が盛んなことを物語っている。 

港の前には漁具倉庫が並ぶ。その中に通常のタコツボの他に、アカニシの殻を連結した縄

が置かれていた。イイダコを獲るタコツボで、小型のイイダコにはアカニシの殻が適してい

るようだ。このタコツボは初めて見た。 

海岸道路と「六社通り」の坂道が交わる角にある民宿森田屋は健在だった。あれから 20

年も経つので森田屋の御主人は高齢者になっていると思われるが、以前は潜水漁業を得意

とし、タイラギを獲っていた。待合所で会った女性によると、ご主人は肺気腫を患っており、

現在は新型コロナの感染を恐れて宿泊客を受け入れていないという。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浦港に係留されている漁船（左）、イイダコのタコツボとして使われているアカニシの殻（右） 

 

 船客待合所に着き、フェリーを待つ。待合所内には 1975年ごろの島の写真が掲げられて

いた。フェリーが桟橋に着岸できるようになったのはその頃のことで、以前はサンパンと呼

ぶ艀が使われていた。当時の三光汽船の航路は、岡山県の笠岡と多度津を結んでおり、笠岡

諸島の島々を経由し、最後の寄港地が高見島であった。港内には多数の漁船が係留されてお

り、当時のにぎやかな高見島の様子が再確認できる。 

10時 25分発のフェリーで多度津に向かった。高見島の滞在時間は約３時間であった。 

 

多度津高見漁協 

高見島から戻って港の近くにある多度津町高見漁協を訪ねた。漁協には安森さんという

女性の職員がいて、親切に対応してくれた。組合長は来客中で話を聞けなかったが、彼女は

地元の漁業に精通しており、また高見島の振興にも情熱を持っていた。拙著のコピーを差し

上げ、30分ほど話を聞いた。 

高見島の漁業者は多度津町高見漁協に属している。2004（平成 16）年 11月に旧高見漁協
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と旧佐柳漁協が合併して多度津町高見漁協になった。同漁協の事務所は高見島にはなく、本

土側の多度津港に置かれている。島民の多くが多度津本土に居を構えていること、また佐柳

島の組合員にも配慮した結果だろう。 

漁協の正組合員は 47人、准組合員は 21人で、合わせて 68人である。このうち佐柳島が

正４人、准２人なので、高見島が圧倒的に多く、正 43人、准 19人になる。多度津町にはこ

の他に多度津町漁協と白方漁協があるが、多度津町高見漁協は高見島と佐柳島の出身者だ

けで構成されている。高見島に実際に住んでいる正組合員は６人なので、大半の正組合員は

多度津の本土側に住んでいる。つまり島との間を行ったり来たりしているようだ。組合員は

比較的若い人が多く、後継者はいる。ただし浦集落の方が多い。浜集落は独身者が多いため

で、後継者は１人しかいないそうだ。なお、組合員の 1/4ほどは後述する倉本水産の関係者

が占めている。 

2013年漁業センサス時の高見島の漁業者数は 62人であったが、現在の高見島の居住者数

から見て大半は本土側に住んでいる人たちなのだろう。同じく漁業経営体数は 29で、うち

会社組織が７経営体に及ぶ。後述する生
せい

栄
えい

丸（㈲倉本水産）のように会社組織にしていると

ころが多いのが特徴だ。現在会社組織にしている組合員は以前ハマチを飼っていた業者で、

養殖業を営んでいた時代に法人化している。その後魚類養殖はやめ、今は小型底曳網と袋待

ち網を中心に操業している。 

高見島で営まれている漁業は、サワラ流し網、タコツボ、袋待ち網（こませ網）、小型底

曳網、建網などである。 

サワラ流し網は春漁（４月 20日から６月 30日）と秋漁（９月１日から 11月 30日）があ

るが、高見島では春漁だけ営んでいる。同漁業を営む経営体は 15～16隻である。 

タコツボは 20隻ほどが営む。漁期は５～８月と 10月～翌年１月 25日までの２回に分か

れる。また 12月１日～４月 30日までと８月１日～９月 10日まではイイダコ漁が許可され

ている。アカニシの殻をロープに結んだ延縄で、数人が営んでいるようだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多度津高見漁協の建物（左）、生栄丸船団の漁船（右） 

袋待ち網は潮流が卓越するこの地方独特の漁法で、袖網の両端を碇で固定し、潮に乗って

移動する魚を袋網に集めて獲る漁法だ。潮流が転流するまでの６時間以内に操業を終える。

漁獲対象はコウナゴ（イカナゴの稚魚）とシラス（カタクチイワシの稚魚）で、前者は２～

３月、後者は４～６月が漁期だが、コウナゴは近年全く獲れていない。シラスは昨年、一昨

年と不漁が続いたが、今年は良かったらしい。この袋待ち網漁業は 10隻ほどが営む。 

小型底曳網は 12～13経営体が周年操業しているが、基本的に袋待ち網漁業との兼業であ
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る。 

漁協は販売事業を行っていないので、組合員は自身で四国側の宅間、高松、坂出、本土側

の水島、下津井などの消費地市場に出荷している。また漁協の近くには倉本水産と宮崎海鮮

總業の２社が加工場を持ち、シラスの加工を行っている。 

漁協の近くの宮崎海鮮總業でチリメンの上干物を購入する。１kgあたり 3,000円

であった。続いて港の近くの讃岐うどん店で昼食を食べ、タクシーで多度津駅に出

て、岡山経由で東京に戻った。 

 

令和２年８月４日 

倉本水産 

 高見島は塩飽諸島の中では、本島の小阪地区や小手島と並んで漁業の盛んな島だが、高見

島の漁業者は若い人を中心に本土側に生活の拠点を移しており、島で漁業者から直接話を

聞くことができなかった。このため、高見島の出身で、本土側に拠点を置き、漁業から加工、

流通まで幅広く水産業に関わっている倉本水産の倉本伊佐生社長（68 歳）に同社の事務所

で話を聞いた。社長はジャージー姿でクーラーの効いた応接室にいた。背広を着たことがな

く、何処に行く時も、偉い人に会う時も一貫して普段着のジャージー姿を通しているといい、

少し変わった人物である。 

 倉本さんは高見島の出身で、小学校まで島で生活し、中学生になって多度津にでて下宿生

活をする。本人いわく不良青年だったようで、高校は３ヶ月遅れて卒業し、その後大阪の東

部市場で働いた。いわゆる「テキヤ」と呼ばれる仕事で、仲卸業者が落札した魚を運ぶ仕事

だった。 

 父親は高見島で魚の仲買人をしており、島の漁師が獲ってきた魚を多度津にもっていっ

て売る仕事をしていた。彼の父親は戦争に行っており、島に戻ったところ奥さんは夫が戦死

したと思って実家に戻っており、しかたなく別の人と結婚、その人との間に生まれたのが倉

本さんだった。しかし、その後先妻とよりを戻したため、彼の実母とは離婚することになり、

倉本さんは先妻によって育てられたそうだ。こんな戦後の混乱が不良青年にした理由かも

しれない。高見島の生家は長い間空き家になっていたが、最近、解体し現在は空き地になっ

ているそうだ。 

 少しでも収入の良い仕事をしようと「テキヤ」の仕事は早々とやめ、阪神高速の道路工事

現場で旗振りの仕事もしたことがあったという。その後、多度津に戻って漁師を２年やり、

26 歳の時に独立し、倉本水産を創業した。漁業、トラフグやアイナメの養殖、チリメン製

造、トラフグの身欠き加工や鱧の骨切りなどの加工事業を手広く展開している。最盛期の年

商は 100億円、従業員は 80人の中堅企業に育て上げたのだから、「地頭がいい」のは間違い

ない。倉本水産の事業の内容を簡単に紹介しておこう。 

 漁業は、袋待ち網３隻、吾智網２隻、潜水漁業２隻、小型底曳網１隻、マテ突き漁業５隻、

タコ縄２隻、サワラ流し網５隻を営み、実に多様な漁業を季節に応じて組み合わせている。

基本的に使用する漁船は、私有岸壁を有する第２工場（敷地面積約 5,000坪）を拠点として

いるが、一部の漁船は高見島の港にも係留している。高見島に置かれていた生栄丸船団の船

は倉本水産のものだったのである。なお漁具は高見島には置かず、第２工場に置いている。
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倉本水産が営む漁業の概要は次のとおりである。 

 袋待ち網は 1隻に２人乗船し、単船で操業する。漁期は２～７月で、イカナゴ、シラスを

対象としているが、イカナゴは近年漁獲量が激減している。今年は１潮しか獲れなかったと

いう。１日に２回操業し、漁獲したシラスは第２工場のシラス加工場に搬入し直ちに煮干し

品に加工する。 

吾智網は１隻に２人が乗り組んで操業し、主にマダイを狙う。 

潜水漁業はフーカ潜水で、１隻に３人が乗り組み、タイラギを獲る。タイラギの価格は貝

柱にしたものが 4,000円／kgほどだという。 

小型底曳網は２人乗りで、周年操業可能だが、漁模様がいい時だけ出漁する。主な漁獲物

はマダイ、ゲタ（シタビラメ）、タコである。 

マテ突き漁はマテガイを特殊な漁具で獲る漁法で、２人が乗り込んで操業する。漁期は２

～４月である。このマテガイを獲る道具は初めて見た。高島出身で神戸在住の人が機械化し

たらしい。 

タコ縄は３人乗りで、吾智網と小型底曳網の兼業である。 

漁業は漁船員を雇用して営み、現在８人が従事している。地元高見島の出身者は皆無で、

埼玉、長野、焼津、熊本、大阪、北海道など全国から来ているのだそうだ。 

 トラフグ養殖は技術が普及して間もなく始めたそうで 30年以上のキャリアを有する。も

ともとずぶの素人であったが、長崎県の鷹島に魚を買い付けに行った先で技術を教えても

らったそうだ。トラフグの養殖地は、高見島の他に志々島にも区画漁業権を持っている。ま

た中国でもトラフグ養殖を展開し、大儲けし現在の会社の基盤をつくったという。トラフグ

の他に最近までアイナメの養殖をやっていたが、新型コロナの影響で単価が大幅に下落し

たため現在は止めている。 

 水産加工は、コウナゴ・シラスの塩干加工、ハモやエツの骨切り加工、トラフグの身欠き

加工や様々な加工商品を手掛けている。 

 主な販売先は飲食店が中心で、全体の９割を占めていた。大手の外食チェーンでは「がん

こ寿司」「関門海」「とらふぐ亭」などとも取引がある。逆にスーパーへの販売は少なかった。

このため新型コロナの影響を直に受けているという。最盛期の売り上げは約 100 億円であ

ったが、通常は 40億円前後で推移していた。しかし今年になってから売り上げは急激に縮

小しており、２月：2,900万円、３月：3,700万円、４月：4,300万円、５月：2,700万円と

赤字が続いており、今年の売上金額は 20億円を切る予想だという。このため国民金融公庫

から５億円を借り入れたそうだ。販売不振を打開するため、隣の直売所でドライブスルー方

式により４月 25日から魚を１箱 2,500円のセットで一般客に売っている。１ヶ月は毎日実

施したが、今は火、木、土に限定している。地元誌等が報道してくれたので、会社として特

段宣伝はしなかったが、客がけっこう来ているそうだ。 

なお、市内で居酒屋もやっていたが、現在はやめている。当初は責任者を同級生に任せて

いたが 65歳になったのを機にやめることになり、代わりに調理師会に人材を斡旋してもら

った。ところがこの人物がとんでもない食わせ物で、食材の原価率が 75％にもなったとい

う。業者からバックマージンをとり懐に入れていたらしい。大損をこいて閉鎖、現在は焼肉

屋に店舗を貸しているとのこと。飲食業は料理人がポイントで素人には難しいと回顧して
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おられた。なにやら「なぶら舎」に似たような話になった。 

 事務所で話を聞いてから、車で５分ほど離れたところにある第２工場を案内してもらっ

た。岸壁付近で漁業種類別の漁船を一通り見せてもらってから加工場に入る。加工場内には

巨大なシラスの加工機械が置かれていた。これほど大掛かりな装置は初めて見た。フィッシ

ュポンプで水揚げされたシラスはボイル後、乾燥機に入り、１時間ほどで製品になって出て

くる。自社の袋待ち網漁船３隻以外にも周辺の漁船から原料を買い付けており、このあたり

では最大の生産量を誇る。 

 加工場内では、ハモの骨切りとエツという魚の処理が行われていた。働いている人はほと

んどがベトナム人の技能研修生であった。コロナ禍にあって母国に帰れない人もいるよう

で、帰れても旅費は 35万円もするという。 

加工場内には高価なＣＡＳの冷凍機も置かれていた。２階は漁具倉庫となっており、ここ

でマテ突きの道具を見せてもらった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マテ突きの道具を手にする倉本社長（左）、巨大なシラスの製造機械（右） 

 

 倉本水産では瀬戸内国際芸術祭に過去３回参加し、高見島に店を出したが（旧小学校の登

り口のところ）、島に来る人のほとんどは島に食べるところがないと思って弁当を持参して

きたため、売り上げは散々な結果に終わり、毎回 100万円の赤字だった。県や市が島に食べ

るところがあることを事前に宣伝してくれなかったのが原因だったという。 

倉本さんの車で、多度津町立資料館まで送ってもらい、高見島の八幡神社に奉納された北

前船の模型を見て、高見島に関する調査報告書を閲覧する。 
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