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第２部 怡土・志摩の村を歩く【地誌編】 

 第２部では「怡土・志摩の村を歩く」と題し、怡土庄が所在した怡土・志摩郡の村々の地誌

を描いてみたい。ここでは、1995～1997 年度の調査（服部編 1995）の対象とならなかった地

域が中心になっている。第１章では「福岡市西区域」、第２章では「志摩町域」、第３章では「前

原市域」、第４章では「二丈町域」の村々を対象としている。ここでは、村ごとに地名地図を掲

載し１）、（１）村の歴史的沿革（２）大正・昭和期の村の姿に分けてその地誌を描く２）。（１）で

は主に集落や開発を中心として村の歴史的沿革を追う。（２）では地名、集落、生業、生活、交

通・流通などの切り口を用意し、村の生活・民俗の記憶をたどる。第５章では、第１章～第４章

の各村の歴史・生活・民俗を総括して「怡土・志摩の地域構造」について考察する。 

    

写真１ 二丈町大字満吉内の石塔群                   写真２ 前原市白糸集落より遠望 

第１章 福岡市西区域の諸相 

 
 

                                                  
１）福岡市域の地図については国土地理院発行の 1/25000 地形図（平成 13 年改正測量）、1/5000 国土基本

図（昭和 41 年測量）、海軍水路部測量の海図（昭和 6 年刊行）を、志摩町域について町発行の 1/10000 地

形図（昭和 47 年編纂）を、前原市域については福岡県発行の 1/5000 森林基本図（昭和 48 年測図、平成

15 年修正）を、二丈町域については町発行の 1/2500 二丈町基本図（昭和 59 年測量、平成 10 年修正）を

原図として使用した。 
２）なお、本書所収の写真は第３部の一部を除いて、断らない限り全て楠瀬慶太の撮影である。 

福岡市西区は、博多湾の西側にあり、今津湾から北

西に突き出た糸島半島東側と博多湾中の能古島、玄界

灘の玄海島・小呂島を含む。本章の対象となる区域北

東側のほとんどは志摩郡に属する。これらは、中世に

は怡土庄と大宰府安楽寺領の桑原庄の領域に含まれ

る。 

江戸時代には早良・怡土・志摩郡に属し、全域福岡

藩領である。江戸後期には早良郡 12 村・1 浦、怡土

郡 6 村、志摩郡 13 村・2 浦・2 島に分かれていた（『拾

遺』）。明治二二年(1889)の市町村制施行により、早良

郡４ヶ村（姪浜
め い の は ま

村・山門
や ま と

村・金武
か ね た け

村・残島
の こ の し ま

村）、怡土 

 

 

図 福岡市西 調査地図

図１ 福岡市西区調査地図（①～④は 2008 年度の調査地） 
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郡周船寺
す せ ん じ

村、志摩郡４ヶ村（今宿
い ま じ ゅ く

村・元岡
も と お か

村・小田
こ た

村・今津村）が成立する。同二四年、山門村

は壱岐村へ改称、同二六年の姪浜村は町制採用する。同二九年（1896）怡土・志摩郡は糸島郡

となり小田村は北崎村へ改称する。昭和に入り、姪浜町、残島・今宿・壱岐村、今津村、金武村、

周船寺・元岡・北崎村と続けて福岡市に編入され、全域が福岡市となった。昭和四七年（1972）
の区制施行により西区として成立し、現在に至る（『日本歴史地名大系』41、『角川日本地名大辞

典』40）。 
区域の北東部は、九州大学の元岡キャンパス移転により、近年急速に宅地化・都市化が進んで

おり、その景観も大きく変わりつつある。内陸部は農業、海辺部は漁業が盛んであったが、近年

就業形態の変化とともに農業、漁業とも衰退している。農村部は宅地化が進み、漁村部では沖合・

遠洋の漁業は大幅に縮小し、ウニなどの水産資源の観光産業化を進めている。本章では、特に、

島・浦といった漁業集落の民俗や生活に注目し、海の知識とその生活体系に迫り、この地域の地

誌を描いてみたい。 

１、今津１）（①）―枡網
ま っ さ み

と浜崎の漁業― 

 大字今津は、今津湾と福岡湾の間に東方に突き出た半島部に位置する。中世に貿易港として栄

えたとされる今津・浜崎は、近世には福岡藩から筑前五ヶ浦に指定された廻船浦となった。しか

し、宝暦期（1751－1764）以降には、大船の破船、安い運賃、他国船の借入などを要因に廻船

業衰退し（千々布 1993）、明治初期には一介の漁村となるのである。今津浜崎の漁業は、戦後機

械船の導入により著しく発展したが（今津小学校創立百周年記念会編 1979）、それ以前から「枡

網」と呼ばれる共同慣行により、平和的に維持されてきた。 

（１）村の歴史的沿革２） 
□1 今津浦 

今津村に設定された浦分。早くから廻船が発達し、朝鮮出兵の水先案内をし、水崎姓を与えら

れたという伝承がある。享保二年（1717）には廻船四艘・小船１艘である（「志摩郡村々田畠畝

高帳」鎌田家文書）。以後廻船は衰退し、役高 29 人のうち 12 人が免除され、元禄十五年（1702）
から 5 年間は 29 人全てが免除された（「福岡藩御用帳」）。享和三年（1803）浦奉行は漁業での

復興を支持し、網船を仕立てて浦の再興を図らせた（『筑前西郡志』）。漁業は田地引網・カナギ

網が中心、漁場は、西は唐泊浦境の「津船山」（瀬の名前は「エイリ」）、東は姪浜浦境の「小浜」

までを網代とし、今津・浜崎浦の入会で利用された（『拾遺』）。 
明治初期には、今津・浜崎で漁家数十戸、網数 41 張である（『地理全誌』）。 

□2 浜崎浦 
今津村に設定された浦分。今津同様五ヶ浦廻船の内。享保二年（1717）には廻船 10 艘・漁船

6 艘があったが（「志摩郡村々田畠畝高帳」同上）、以後衰退して宝暦十三年（1763）四月には

困窮した浜崎浦の復興支法が出されている（浦役所定・同奉行法則）。 

（２）大正・昭和期の村の姿 
□1 地名  

                                                  
１）2005 年度の服部英雄氏の浜崎での調査および 2008 年度の楠瀬・浦谷・関・夏木の調査を元にした。大

字今津の地誌については、前調査報告書における報告（服部編 1999、14～18 頁）、『今津小学校創立百周

年記念誌 今津』（今津小学校創立百周年記念会編 1979）、『福岡市漁村史』福岡筑前海沿岸漁業振興協会

編 1998 ほかがある。 
２）『日本歴史地名体系』41－今津浦・浜崎浦の項を参照。中世今津については、これまでも多くの論考が

見られるため、基本的には省略する。近世以降については、今津村については省略し、浦分特に浜崎を中

心に述べる。 
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旦過
た ん ば

・旦過
た ん ば

坂３） 「旦過」は貴賎を問わず宿泊の許された宿泊所であり、世俗の世界から遮断

された不可侵の聖なる場所アジールでもあった（平泉 1926、網野 1978）。鎌倉期、宋人蘭渓道

隆により建立された勝福寺に近接する場所の地名。当時は、近くに温泉があり（『拾遺』）、怡土

荘の政所、宗教施設として賑わっており、そこに宿泊所「旦過」のある都市的な場であったこと

が推測される。 
今津の唐房

と う ぼ う

 「唐房」とは、「博多津唐房」（永久四年「近江西教寺経奥書」）で知られるように

中国人（宋人）の暮らすチャイナタウンであり、その交易拠点であったとされる場所のことであ

る（服部 2004）。これらは、九州地域の沿岸部に散見する地名であり、11～12 世紀における博

多・大宰府を介さない周辺荘園の私貿易説を補強する資料として注目されてきた４）（服部 2005）。
これまで今津では「旦過」地名が注目されていたが、「唐房」地名も存在することが確認された。

『付録』今津村の項に「稲荷社トウボウ」の記事が載る。明治十五年の字小名調（『福岡縣史資

料７』）には「東方」として小字載るが、現在小字としては残存していない。位置はまだ確認で

きていないが、「旦過」「唐房」が同時に存在する例として注目すべきである５）。 
象瀬
ぞ う せ

 能古島漁協が人工的に磯（漁礁）を作っている。囲いをして自分達だけの権利であること

を明確にしている。昔は、今津も中央区の「長浜」に船も沈めて漁礁を作っていたが、名前はな

かった。 
屋号 浜崎集落には、「大田

お お た

屋」、「マンタ屋」（豆腐屋）、「イワシ屋」などの屋号があった。 
□2 生業 
和船 昭和 20～23 年頃、トーハツ製の船外機の動力船に変わるまでは６）、ほとんどの船は和船

だった。艫櫓と脇櫓を持つ二丁櫓の船で「伝馬船」と呼んでいた。船尾からひとひらぐらい離れ

た両方に木の棒をがっちり縛って櫓にした。櫓には「にぎりこみ」と、疲れないように長くこし

らえた「びわうで」（写真３）があった。浜崎にも船大工はいたが、金を払うのが大変で中古の

                                                  
３）服部 2000 を参照。 
４）北部九州において、これら「唐房」地名所在地の周辺遺跡からは、宋人の貿易商または貿易会社をあら

わすとされる「綱」銘の墨書陶磁器が出土する例が非常に多く、その関与を伺わせる。ただし、「ハ
（ム）

ナカタ

ノ唐防」（『教訓抄』）で知られる宗像の「唐防地」地名周辺の旧津屋崎町域において（服部 2008）、「綱」

銘墨書土器の出土した在自西ノ後遺跡（津屋崎町教育委員会 2004）を中心とした中世前期の集落・遺物の

動態を検討した所、これらは 12 世紀中頃～後半に一時的に増えるものであることが判明した。これらは松

浦地域などの他の「唐房」地名所在地でも言える現象であり、集落・遺物の増加の時期にはそれぞれかな

りの時期差があることも指摘できる。つまり、もし「唐房」地名所在地に唐房が存在し、交易が行われて

いたとしても長く継続するものでない可能性が高く、一括りに整理するのは難しいことが指摘できる。こ

れら「唐房地名の考古学的検討」については後稿を記したい。 
５）姪浜では「当方

と う ほ う

」と「旦過」が近接して存在する（服部 2004）。 
６）この船は前進しかできなかった。昭和 27・28 年頃には、船体もプラスチック（FRP 製）の船に変わっ

た。熊本天草でこしらえたヤマハ製だった。 

写真１ 

今津浜崎（今山より）。 

中央右が洲ノ崎。 

集落の後の山は浜崎山。 
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船を買ってくる人もいた。向かいの横浜浦にも出張して伝馬船を作る大工がいた。和船の寿命は

おおよそ五年。「やぶるるけん、自分で修繕。大概のことはした。」木が割れると間に草を入れた。

「いっぺんに入れたらあも（甘）うなってはずれることがある。波に打たれましょう。」そのあ

とコールタールを塗る。修繕ばっかりだったという。 
 帆は、四角いのを船の真ん中に一張はっていたが、風が出ると帆は逆に危ない。「上げてもす

ぐにおろさないかん。櫓で十分いけた。」風には「東」「こち風」などの呼び名がついていた。 
かちぞめ 網はナイロンの前は綿糸だった。昭和初期には、網が腐らないように、染色する「か

ちぞめ」が行われた。樫の皮から汁（「きあく」）をとって釜で煮て赤色に染めた。綿糸を汚れな

いように染めなければならなかった。網は一回染めたら終わりで何度もは染めなかった。この染

網が筑前の浦で今津が も早く元禄頃に始めたカナギ染網（『筑豊沿海誌』）であると考えられる

が、使われたのは鰯が主で、カナギは大分後らしい。樫の木は山から伐ってきて皮をむいて放っ

ておく。樫の木伐りは女性の仕事だった。皮を剥いた後、残った木は棒杭に使ったり、タキモン

にした。また、綿糸を黒（コールタールか？）に染めることもあった。網の染料には何かと金が

かかった。 
現在は、網は化学繊維になり、青くなったら砂浜に放置しておく。数日して砂から出したらき

れいに色がぬけるらしい。 

    

写真２ 倉庫は昔の海苔の乾燥場だった       写真３ 倉庫天床に掛かる「びわうで」 

（真ん中に「ﾕﾀｶ」と書かれている） 

   
写真４ 「ヤキイワ」の付いた網        写真５ 浜崎漁港、毎日漁に出る専業の漁師は少ない 

 

錘 網の錘には石錘・土錘があった。宝島からとってきた石を使った錘もあった。カナギ網に使

われたのは、毘沙門山の滑石を使った「温石
お ん じ ゃ く

」で、店などでは売っておらず、器用な人がだほら

(浦谷拓氏撮影) 
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して（取ってきて）、なたで形を作って錘にした。「温石」の四方の隅は落ちていて、重たかった。

ひっくり返して使うため、10 年ぐらいは持った。全部にはつけず網の袋のたもとにだけつけた。

赤っぽい色の土錘は「ヤキイワ」（写真４）と呼び、組合を通して買っていた。 
漁 昔は夏が一番よけ魚が獲れた。スズキ、キチヌ、鰯もやっていた。「昔は、ウナギ、ボラや

らなんでもおった。昔は魚はおったが金の無か。道具も持たん。網を作る金もない。 
網元さんのおんなって、人夫で使われた。」当時の漁業は、網元と網子の関係。船子は賃労働。

「日して」（一日仕事して）日当三円の時代だった。 
夏は漁で、冬は定置網引くぐらいで海苔の養殖が主だった７）。海苔は今津が 初に始めた。大

将同士で話しをつけて浜崎へも導入した。そのせいか今津の方が強かったらしい。当時は値もよ

かった。「海苔は自分の腕次第で等級がつく」。「としもう」と言って、1 等～5 等まであった。

11 月末から 3 日間は一晩中寝ずの番。これで等級が決まった。「城山」の下の乾燥場で乾燥させ

て、漁協に出して出荷された。この時検査人が等級を付けた。海苔の養殖は 30 年くらい前にや

まった。 
魚見・山見 魚の群れを見る魚見台（小屋は無かった）は「毘沙門山」と「碁石」にあった。当

時の鰯漁は漁業者総出だったが、海の色と魚の群れと勘。「魚見をできる人は２、３人しかおら

っしゃれんかった。」魚見は、手旗信号で大きい旗を両手に持って船に合図した。また、長垂山

の上にも魚見があった。見るのは「雲瀬」に集まる鰯である。「四月の大潮の昼時。山見で魚の

群れを長垂の山の上から見ると、黒う見えた。魚や群れの見えると、山見って旗の合図した。目

のよかれなわからん。押さえれ！控えれ！拡げれ！縮めれ！両手で合図。網は巾着網。上から合

図する。魚ばうちまわさる。戦後もあっとるとですよ。電探の始まる前までは･･･」 
田・畑 戦前、漁師で儲けた人達は、その金で多くの田を買って小作に作らしていた。漁師も畑

で大根、惣菜などの野菜を作っていた。米は魚と交換。肥取り賃として米を貰うこともあった。

1 回で 4～5 升が相場だった。 
□3 交通・流通 
輸送船 今宿には「桟橋」と呼ばれる場所がある。ここは、明治時代、石炭船が 3000～4000ｔ
の３本マストの動力船が石炭を積み出していた場所である。この頃今津は石炭積み出しで栄えた

らしい。また、昭和初期には能古島で放牧した牛を、改造した船でほうぼうの港へ入って売りさ

ばく人がいた。ほとんどは姪浜に入ったが、今津に来たこともあった。 
渡船 『拾遺』には対岸の横浜浦から渡船が出ていたことが記されているが、これは橋ができる

まで継続されていた。浜崎の「たばこ屋からそこ前まで和船の渡し」で、県の専属の人が船を渡

していた。昔は手漕ぎ船だったが、後にエンジンを載せた船に変わった。船は午前中三回くらい

出ていた。 
漁港で獲れた魚は浜崎の市場で競りが行われ、仲買の人が買っていった。これをリアカーや自

転車で売りに出た。2/3 は女性で 1/3 が男性だった。この際、対岸まで渡船に乗って姪浜の市場

まで魚を売りに自転車で行っていた。市場まで船で行くことは無かったという。 
□4 生活 
青年組 浜崎の青年部（組）は３つに分かれていた。21・22 歳は「幹部」。19・20 歳は「にさ

いし頭取」。16～18 歳は「にさいし」と呼ばれた。「にさいし」の仕事は、「すっぽん」や「あか

とり」。風の日には棒で船の間を離す仕事もあった。「にさいし頭取」は「にさいし」をぶん殴る

こともあり、３組の関係は権力関係でもあった。 
船たで 「船たで」は、船についたカキやゴミを掃除する仕事である。大潮・満潮の時に「カゲ

の浜」にひっぱり上げて、松葉を自転車でかついできて船を燻した後、コールタールを塗った。 

                                                  
７）昭和 12・13 年には「四所のお宮」の下で牡蠣の養殖も行われていた。 
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災害 浜崎漁港の前にある「洲の崎」は満潮の時には切れることもあった。また、台風で切れた

こともある。「洲の崎」は波戸が作られる前までは自然の波よけの役割も果たしていた。 
□5 枡網・いかまげ網 
「枡網」とは、魚を獲る網場（網代）とその順番を決めた浜崎の漁師の共同慣行である。その

網も「枡網」と呼ばれる一種の定置網で、立網（刺し網）である。今は陸から仕掛けられる網場

で、海岸沿いにある瀬や岩場が 32 箇所指定されている８）。ペンキを塗られた棒が立てられてい

てすぐわかるようになっている。まず、浜崎でクジをとって順番を決める。３月１日からはじま

りで、1 箇所 10 日交代で 32 の網場を 10 回まわす仕組みである。 
昭和 37 年度に決められた「枡網」を見てみよう（図１・２の番号に対応）。東から、１小浜

（沖・丘９））、２東見山（沖・丘）、３にわとり石（丘・沖）、４一の宮、５水とりば、 
６中島、７川尻、８二番どころ、９肥買

こ え か い

、10 浜中、11 松屋の下、12 桟橋、13 三本松、14藻合
も や い

、

15 塩屋ノ下、16 八幡様、17 谷の下、18 はえさがり、19 湾口、20 森の下、21 宮の下、22 波止、

23・24 三段（沖・沖）、25･26 大瀬（三段-中、沖）、27 あもぜ、28～31 ２番～５番、32 六番

で、宝島周辺で終了である。また、今津の「長浜」も六つに分割され、網場がある。東から「神

ノ前」、「引入」、「今津小屋」、「大松」、「村松」、「八ノ久保」である。 
また、「いかまげ網」という共同慣行もある。これもくじを引いて、２日間の権利で網を入れ

る。10 日ごとに順々に回す。「枡網」と同じような慣行である。「よそのもんが問うたら、たま

がる。むかしのひとは頭がいい。ケンカせんごと決めてある。」今は少なくなりつつある「枡網」

も、先人が作り出した浜崎の歴史的遺産である。           

 

２、宮浦
み や う ら

１）（②）―唐泊
か ら と ま り

の漁業― 

 
 
 
 
 
 

（１）村の歴史的沿革２） 
□1  唐泊浦３） 
 宮浦村唐泊村に設定された浦方。慶長 10 年（1605）の「黒田長政掟書」（新訂黒田家譜）に

唐泊が見え、宮浦も当浦庄屋が管理していた。寛永（1624－44）頃に福岡藩二代藩主黒田忠之

の桜井宮参拝のため、小浜に波止が整備され（『糸島郡志』）、十七世紀後半には蛭子崎下の辰ヶ

浜に波止が作られたが、その後崩壊した。天保四年（1833）には大船が停泊できるよう唐泊に

波止が作られた（『地理全誌』）。 

                                                  
８）和船時代には、沖からも「枡網」を入れた。船から「さいこんづ」（木製の握り棍棒）で網をこづく。ま

たは船縁叩いて音で魚を追って網に入れた。元々は 47～48 箇所程あったが、漁業者も減り、以前から比べ

れば少なくなっている。 
９）丘・沖に二箇所あるということである。 
１）大字宮浦の地誌については、『北崎小学校百年誌』（北崎小学校百年誌編集委員会編 1980）、『福岡市漁村

史』福岡徳前海沿岸漁業振興協会編 1998、浦志 1984 ほかがある。ここでは、唐泊を中心に述べる。 
２）中世の宮浦については、第３部第１章「元寇恩賞地松成名の景観復原」を参照（125 頁）。 
３）『日本歴史地名体系』41－唐泊浦の項を参照。 

唐泊は、大字宮浦の内に所在する漁業集落である。

東に突出する蛭子埼
エ ビ ス サ キ

により玄界灘の風波を避ける天然

の良港で、古代から那ノ津に入出港する船舶の寄港地

として栄えたとされる。当時、朝鮮半島や中国大陸か

らの使者を接待する施設が置かれていたため、韓亭あ

るいは唐泊と名付けられたと言われている。 

 
写真１ 唐泊漁港 

 

（楠瀬慶太） 
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また、両浦は筑前五ヶ浦廻船の一つで、廻船業の比重が高かったが、文政期（1818－30）ま

でに廻船業は衰退した。漁業では、西浦、宮浦との漁場相論が何度かあった。万治元年（1658）
に網代境界が確定（「浦役所定」「浦奉行法則」）。西は西浦岬から、東は津船山（今津浦境）、北

北東は玄海島境の小机島くたみ瀬までと決まった。 

（２）大正・昭和期の村の姿３） 
□1 地名 
「縄瀬

の う ぜ

」「亀瀬
が め ぜ

」「サヤノカミ」「ビンゾネ」「ウゼ」「赤瀬」など多くの瀬の地名が確認できた。 

 

図１ 大字宮浦の地名 

                                                  
３）浦志 1984 の民俗調査の成果も一部参照した。 
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図２ 大字小田の地名 

「ハナレ」は立網でメバルをとっていた低い瀬である。「かしのき」は昔定置網（「いかまげ」と

いう）を入れていた瀬。「鯨瀬
く じ ら せ

」の「くじら石」は江戸時代の五ヶ浦廻船に使われた千石船を係

留するためのつなぎ石だった。明治時代、寄り鯨を見つけると浦の漁師が総出で、くじら網で岸

に引き寄せ、この石に縄でつないだことから「くじら石」と呼ばれるようになった（写真２・３）。 
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□2 集落 
「唐泊」集落には、「中小路」「元役場」「上ノ段」「寺ノ坂」「宿」「問屋」「酒屋」「ヤグラ」と

いった屋号があった（浦志 1984）。他にも、「なぎさ屋」、「べに屋」「はな屋」といった旅館もあ

った（写真５）。先祖が廻船問屋だったと伝える「若松屋」には「たねがしま」（火縄銃）や刀が

あって、子供の頃引っ張り出してきて遊んだという。昔は 150 軒くらいあって、全てが漁師だ

ったという。 

        
写真２ クジラ石①             写真３ クジラ石②     写真４ 板谷造船所 

□3 生業 
和船 昔の「和船」は鰯の巾着網の曳き船だった４）。6 丁櫓、8 丁櫓の船もあった。親子でする

キス網も和船だった。ゴチ網は 8 馬力の動力船。行きはエンジンを付けて、帰りは風がいいと

きは帆を使った。個人の船は和船で、グループの船が動力船だった。戦後すぐくらいまで和船は

使われていた。 
造船所 板屋造船のよしおさんと板屋へいぞうさんの二軒あって、和船を作っていた。合併して

唐泊造船となった。宮ノ浦にもしょうはちさんという人が船を作っていた。 
山見（魚見） 「高山」（灘山）から目のいい「魚見さん」が「あかみ」（色の変わっている所）

を見て魚を見つけて旗（「招きザイ」）で船に合図を送った。 
山当て 船や瀬の位置を確認する「山当て」には、「常埼山」、「高山」が使われた。 
漁 夏が主体で、冬は薪取りばっかりだった。のぼり鯛・くだり鯛、底引き（何でも入るがコウ

イカが専門）があった。一本釣り（イカ釣り）をやる人もいた。対馬、沖の島まで二艘ゴチ網で

4～5 日の漁に出漁することも多かった。黒潮にのってのぼり鯛が多く来た。対馬では厳原
い ず は ら

で泊

まることが多かった。港の景気は、昭和 50～52・53 年が一番良かった。イカナゴ（ナカギ）な

ど魚の値がよかった。今の値の三倍くらいで、5ｋｇで 1 万円ぐらいした。 
もぐり 近は本格的にやる人も出てきたが、昔は休みの時や遊びにやるもので、出漁が主体だ

った。一人だけ商売でやっている人がいた。 
漁具 石の錘は、「正田」の石材山から持ってきて作った。また、磯から 15ｃｍぐらいの石を拾

ってきて、くびりを入れて錘にした。温石は使っていなかった。「焼き岩」（土錘）は注文するか

買うかだった。 
□4 流通・交通 
せり市 以前は組合に市場があった。せりをして、仲買が買っていった５）。魚の行商には、自転

                                                  
４）運搬船は「イリコ」と呼んだ。浦志 1984 によれば、「和船」は「オヤブネ」や「オセブネ」とも呼んだ。

他にもチヨロ（コツリ船、手船ともいう）があり、「テンマ」（小舟・足舟とも）は岸から漁船に渡るため

に使われた船の呼び名である。 
５）冬サワラの時期には、博多から商人が来て、特定の家でサワラ・ブリのせりをしていた（浦志 1984）。 
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車で桜井や今宿まで行っていた。 
入港船 牛を積んだ船が入港することがあった。漁師は、これを牛が入ってくるとしけになると

いって嫌った。 
運搬船 タイセイ丸という校区の船があった。15 ㌧のポンポン船で、1 時間半かけて築港の市

場まで魚を積み込んで持って行った。客船兼用だった。築港までは、和船で行ってもそれほどは

変わらないという。タイセイ丸は、後に福岡市の船に変わった。 
□5 生活 
船あげ・船たで 昔は、漁港はなく浜に竹で台場を作って船を繋いでいた。船掃除の時は、「ろ

くろ」（車輪）で引っ張り上げて、道の上まで船を上げた。満潮（大潮）の時に、「りん」（丸太）

に乗せて上げた。船たで（船掃除）は年に２～３回。船底についた虫を「せん」でこすって、松

葉で燻した後、コールタールを塗った。松葉は 5 人くらいが山から切ってきて、１軒ずつ分け

てもらっていた。 

              

 

     

３、西浦
に し の う ら

１）（③）－「浦
う ら

」と「岡
お か

」の交流－ 

                              

 

 

 

 

 

 

（１）村の歴史的沿革２） 
□1 集落 

十三世紀半ば、対馬国宗氏の一族を舟で筑前に運んだ漁人左近四郎が西浦に居住し、漁人なっ

たのが集落の起原と伝える（『続風土記』）。集落は「岡分」（西浦村）と「浦分」（西浦）に分か

れており（『拾遺』）、福岡藩では近接した集落でも生業によって「浦方」と「地方
じ か た

」とを区分し 

                                                  
１）大字宮浦の地誌については、『北崎小学校百年誌』（北崎小学校百年誌編集委員会編 1980）、『福岡市漁村

史』福岡徳前海沿岸漁業振興協会編 1998 がある。ここでは、西浦浦分を中心に述べる。 
２）『日本歴史地名体系』41－西浦浦の項を参照。 

写真５ 宮ノ前には両側に旅館が立ち並んでいた     写真６ 今も多くの船が漁に出る 

大字西浦は、福岡市の北西に位置する。中心の「浜 
（浦）」集落と「灘

な だ

」集落は、一昔前まで両集落の間

を走る大通り（「中道」）（写真１）を挟んで、浜側が

漁業従事者、丘側が農業従事者と住み分けがされてい

た。 
このような漁民－農民間での分業と住み分けは、玄

海灘の沿岸地域に特徴的な関係で、両者間の交易や労

働力提供などによって、「浦」と「岡」の間には相互

依存的な関係にあった。 

（楠瀬慶太） 

写真１ 西浦集落 
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コラム① 

西浦の盆踊唄 

木戸 希 

 西浦では毎年八月が近づくと、小学校三年生から中学校三年生までの女の子が盆踊りの練

習を始める。一番年上の中学三年生は、一番年下の小学三年生に踊りを教え、自分達は唄の

稽古をする。自分達が踊っていた間、ずっと聞いていた唄なので、メロディは自然と口をつ

く。歌詞は本番でもプリントを見ることはできるので、本当は覚えなくてもよいのだ。 

 盆踊りと聞けば、櫓の周りを踊るイメージがあるが、西浦の盆踊りはそれだけではない。

女の子達が踊るのは、その年のお盆に、初盆を迎える家の前だ。それは大体十軒未満なので、

全体を二グループに分け、一日交代で家々を回ることになる。歌い手の中学三年生以外の女

の子達が、狭い路地で円になり、踊りながら回っていく。ただでさえ道は狭いのに、初盆の

家の前には大抵長い提灯がたくさん吊るされている。踊っている 中は、おして知るべし。

踊り終わると、その家からカルピスなどの軽い飲み物が振舞われることもある。みな、顔に

は出さないが、それがとてもありがたく感じるのだ。理由は簡単、この盆踊り、歌詞がとて

つもなく長いのである。 

 おそらくは西浦のことであろう、「浦」から始まるこの唄は、北崎の地名が各所に織り込

まれたもので、端的に言うと十三番まである。しかし、踊りは、一番と二番がある。つまり

は、二十六番まであるのである。 

この盆踊りは普通、八月の十三日から、八月の十六日まで行われる。出発場所は日によっ

て違い、保育園の近くの納骨堂やお地蔵様などがある。初日の十三日、女の子達はめいめい

の浴衣姿で納骨堂の前に集合する。このときは一つの円になって踊るのだが、初日のみ唄は

もう一番増えてしまう。「ぼんのじゅうさんちに おどりこがそろって さぁさぁおどろう

よ てにてをとりて」の歌詞である。この場合、次には一番の歌詞の一番の踊りが来るので、

踊りは二番の踊りを踊る。終わりはどの日も共通で、十三番の二番を踊り終わると、次の歌

詞で締められる。「こんやはここいらで やめとこうじゃないか あまりながいのも おい

えのおじゃま」。この場合、踊りはもちろん一番だ。この歌詞が終わると、全員で家の玄関

に向かって頭を下げ、「お邪魔しました」と言う。納骨堂でも、お地蔵さまでも、である。 

 こんなに長いと、ついうっかり一番を二回踊ってしまったり、その逆も起きる。覚えやす

い歌詞が一番なのか二番なのかを覚えておいて、辻褄をあわせないと締めがおかしくなる。 

かくいう私も、いまだ覚えている歌詞があ

る。「なみまがくれに ともよぶちどり」や

「おきにまたたく えぼしのあかり」。なぜ

だか後半部分が多いのだが、この二つのう

ちどちらかは、間違いなく十三番の二番の

歌詞だ。これを歌い手が歌うと、「もう終わ

り」と思った覚えがある。すべての歌詞を

思い出せないのが悔しい限りである。 

 

写真１ 西浦の集落 
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図１ 大字西浦の地名 

て支配を行っていた３）。西浦村には「本村（大末・井上・松原）」、「灘」、「八坂」、そして「浦」

が上がる（『拾遺』）。 
明治初期の『地理全誌』には、「本村（松原、出口）」、「梢

こずえ

」、「井上」、「灘」、「浦」、「八坂」が 

                                                  
３）江戸時代、沿海地方の村々を生業の上から農村と漁村に二分して、それぞれの職業・身分・権利義務を

規定することによって分轄統治する「地方
じ か た

」と「浦方」の区分制度が、西日本の各地の藩で広く見られた。

しかし、江戸時代中期以降、農民の農閑漁業（特に地曳網等による採肥漁業への進出）が目立ちはじめ、

沿海部の集落の性格は多様化していた（益田 1970、伊藤 1983）。地曳網の盛んな深江集落（二丈町）では、

半農半漁化が比較的早くから浸透していたという。 
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図２ 西浦海の地名 

 

集落として上がる。これは、現在の集落域とほぼ一致する。 
□2 西浦 
 慶長 10 年（1605）の「黒田長政掟書」（新訂黒田家譜）に西浦が見え、近世初期から浦とし 
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図３ 大字能古島の海の地名（2005 年度の服部英雄氏の調査および 2008 年度の楠瀬の調査より作成） 
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て把握されていた。浦の生業は漁業を中心とし、鰯大地引網を行っていた。漁場は、東は岬（西

浦埼）が唐泊境、西は三ツ瀬が野北浦境（『拾遺』）。北西海上の小呂島も西浦に属した。 
 元文二年（1737）から鯛網が、寛政二年（1790）には鯛網艘張が始まる。安永二年（1773）
から藩主黒田家へ鯛を献上している（「浦役所定」「浦奉行法則」）。寛政十一年（1799）には当

浦柴田武三郎が肥前国寺井から網糸を仕入れてカナギ大網を造り、カナギ漁を開始したが、明治

十三年（1880）頃姪浜浦からカナギ房丈網が伝来して、カナギ大網は廃絶した（『筑豊沿海誌』）。 
 明治初期には、鯛網・カナギ網・鰯網・立網・鰤網・間引網・鱶縄・魬立網の 42 張、漁船 51
隻、小漁船 5 隻があった（『地理全誌』）。 

（２）大正・昭和期の村の姿 
□1 地名 
ヒロコ 「岬」と「西浦埼」の間を呼ぶ地名。火を炊くお釜のような形をしているので「ヒロコ」

と呼ぶ。 
岬のお地蔵様 海の事故での遭難者を祀った地蔵。盆正月には毎年箱崎の人がお参りに来る。

西浦の人も水を汲んでお参りに行くこともあった。 
偽お地蔵様 岬のお地蔵様に似ていて、海から見ると見間違うような岩（岬）があり、そのよう

に呼ぶ。当然、地蔵はない。 
ギシガ浜 浜を歩くとギシギシいう。西浦浦での呼び名。野北浦では「スカ」と呼ぶ。 
雀島
す ず め じ ま

 『拾遺』に「雀島 浦の西１６町、先浜という所の海中に二石相並ひ峙り。潮却く時は徒

渡すへし。南の陸地を鬼竈といへり。」とある。「二見ヶ浦」（夫婦石）のことである。毎年五月

に綱掛の神事が行われる４）。 
□2 集落 
 現在、「浜」集落は、細い路地と密集した家々が立ち並ぶ漁村特有の景観を有している。「浜」

と「灘」を分ける道路の入り口には庚申塔５）が（写真２）、道脇の「灘」集落側にも庚申塔が祀

られており（写真３）、「浦方」と「村方」の住み分けの面影を残している。現在では、働き方も

多様化し、漁業従事者と農業従事者の住み分けは明確ではない。 
「浜」集落には、昔は旅館も多くあった。「いのしゃん」、「松屋」、「梅屋」、「恵比須屋」は、

料理屋も兼ねた木賃宿だった。浜の「介護（手伝い）に来た」丘の人達や行商人達も泊まり、結

構繁盛していた。屋敷の屋根は、昔は茅葺きが多かったが、徐々に瓦葺きになっていた。野北（志

摩町）・今宿（福岡市）に瓦屋があって、そこから仕入れる場合が多かった。家の造りは泥壁で

板屋の家は無かった。 
水は井戸水で、各町内に井戸があり、10 軒に一つ掘って責任者を決めて共同で使用・管理し

ていた。風呂は、個人で風呂屋（石炭を焚いた風呂）をやっている家が「さがり」に１軒あって、

ちょうちんをつけて行っていたが、何年かして漁協が共同風呂を町内に作ってそちらへと変わっ

た。 
□3 生業 
西浦の船 江戸時代の西浦の船は、船の突先が黒く塗られ、真鍮の飾りが付けられていたため、

すぐに西浦の船と分かった。浦同士の船の競争に勝って、黒田の殿様から西浦だけが許された特

権だった（写真４）。 

                                                  
４）第２章「桜井」の項（35 頁）を参照。 
５）庚申塔は集落に外界から侵入してくる災いを防ぐ道祖神の役割も持っていて、村の入り口や辻に立てら

れた。怡土・志摩郡の庚申塔は、ほとんどが江戸時代中頃～終わりにできたものである。両郡では、志摩

町と福岡市が猿田彦系の文字を刻むものが多く、前原市・二丈町では庚申系が多いという特徴がある（筒

井 2002・2004）。 
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和船 「和船」または「わこぎ船」と呼んだ。2 丁櫓のものが多かったが、4 丁櫓の大きな和船

もあり、鯛や鰯漁に活躍した。和船は基本的には手こぎだが、風のあるときには帆をまいた。テ

ント木地の四角い帆を張っていた。表に三角の帆を張ることもあった。鰯網では、漁師が二つの

グループに分かれて、浦の中でお互いに競争した。「旦那
だ ん な

衆」と「船頭
せ ん ど

衆」である。動力船が入

ってからは、対州（対馬）や五島まで鰯網で行っていた。和船では小呂の島まで行くのが限界だ

ったらしい。 
船株 船株を持った親方の家が 3 軒あった。「だいとく」「おもて」「くら」である。これらの家

の名前（屋号）である。この船を持つ親方に雇われて、大方の人は漁に出た。 
この身分差が、差別を生んだ。昔のこのような構造を、今の人はあまりよく言わない。 
船大工 西浦の和船は、全て浦で作られる。「まつら（造船）」「おざさ（造船）」、徳治郎の３つ

（人）の船大工（工場）があった。唐泊から人を雇って船を造ることもあった。 
風 西浦漁師が呼ぶ風の名前は「はい（はえ）の風」（南）「あなぜ」（北西）「こち」（東）「きた

こち」（北東）「西」（西）「おおま西」（大風の時の西風）「北」（北）「大北」（大風の時の北風）

「さがり」（南西）「やまぜ」（南東）である。こうした生活知は文字では残されない非文字文化

である。漁師は風詞でその特性を把握している。秋には「あさがらやまぜのようまきた」（朝潮、

やまぜがきたら夕方（三時半）に北がふく、次の日はしけになる）などが語り伝えられる。 
潮 潮の名前は「潮行き」（引き潮のこと）「ひしお」「みしお」があった。 
雲行き 山と空を見てその日の天気を予想した。「西口沖雲行き日の入り」などがある。 
山当て 山当てには「妙見」、「蒙古山」、「灘山」などを見た。あわせ方でどの瀬かを見つける。

能古島には「松山」（松山大瀬）、「つるた山」（つるた大瀬）「ふとり」などがあった。玄界島－

宝満山で見つけるのは「鏡山大瀬」、玄海－大机・小机で見つけるのは「おきのぞん」）、大葉山

で見つける「とねやま（瀬）」などがあった。山以外の目標物も山当ての対象である。「金比羅社

の松」や「大松」（目立てにする岬に 2 本の大きな松があった。海軍が植えたもの）などがあっ

た。 
漁具 網の錘には「焼き岩」（土錘）、「岩石」（温石）。岩石屋が今津にあって、岩石を個人で作

っている人がいた。溝も全部掘った錘を売っていて今津に買いに行った。一本溝が多く、工字は

なかった。 
タキモノ 薪は女が山からとってくる。漁師の中には山を持っている人もいた。持たない人は、

魚をあげてよその人の山から枯れ枝を取ってくることもあった。 
□4 交通・流通 
魚の出荷 とれた魚は、行商に行く人が買う（問屋が２・３軒あった）。「ゆうたろうさん」とい 

   

写真２ 集落入り口の庚申塔            写真３ 大道脇の庚申塔 
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う行商の人がいて、馬車で博多・姪浜まで運んだ。市場は朝三時頃ひらかれた。問屋は魚を買っ

て、「めご」に入れて他へ商いにいく。行商は女の人が多く、かついで歩いていく。大原・小田・

今津・桜井などの農家へ売りに行く。金や米で交換していた。今はスクーターで行っている。 
しゃこほり 11 月・12 月は、朝 2 時頃、足長を履いて、今津湾へシャコをほりにいく。しゃこは

鯛のえさである。シャコを掘る権利は自由だった。 
運搬船・入港船 昭和 13 年に魚の運搬船「タイ丸」ができた。博多・姪浜へ行く船だった。大

正頃には、志賀島からボウフラ売りやスイカ売りが小舟で来ていた。 
行商人 下駄売り、こうむりがさそうじ（修理）、かんこくあみ、鯨売り（姪浜から）、あめうり、

てつうり（しんちゅう釘を買いに来る）など様々な人が来た。自転車で来ることが多かった。ま

た、戦後は旅芸人も来た。10 月頃から一ヶ月間泊り込みできて、国定忠治などの時代劇をやっ

た。蜘蛛の巣城などの映画も来ていた。5 銭・10 銭程度で観れた。 
□5 生活－「浜」と「陸」の交流－ 
今は大々的に行われる鰯加工は、 初はカナギで、鰯へと変わった。戦前は（漁師）個人がや

っていた。釜屋さんから釜をついてもらって、農家の田んぼを借りて（賃貸し）干し場にした。

戦後すぐは人手が足りず、農家の人を大分雇った。若い女の人が鰯の製造に関わった。逆に田植

えの時は、浜から若い人が農家へ仕事へと行っていた。 
その後、加工は漁協でまとめて生産・出荷して、博多へ送るようになった。「個人でやってい

た時の方がおいしかった。自分たちで炊くときは製品も良かった。大量にやり出して、値も安く

なって質も落ちた。」と地元の漁師さんは語る。 
（楠瀬慶太） 

 

   

写真４ 西浦の船の模型（漁協所蔵）       写真５ 灘・浜集落（白木神社より） 

 

４、玄海島（④）―上方
う え か た

・下方
し た か た

と玄海島の鯛網漁― 

 大字玄海島は、博多湾の出口に位置し、南は音
お と

無
な し

瀬戸、北は玄界灘に面した、面積 1.14 平方

キロ、周囲 4.4 キロの島である。島名は初め久島
ひ さ じ ま

といい、その後月海
げ っ か い

島となり、さらに玄海島と

改められたと伝える（『続風土記』）。漁業を生業とし、鯛網では集落を上方と下方に分けて行う

慣行は、小鷹神社の絵馬に残されるように古くから続いてきたものである（写真２）。 

（１）村の歴史的沿革１） 

                                                  
１）『日本歴史地名体系』41－玄海島の項を参照。 
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写真１ 和船による漁の様子（明治 33 年奉納）    写真２ 上組鯛網中の奉納した絵馬 

□1 玄海島村  
永禄年間（1558－60）初め以降、しばしば襲来した海賊を避けて島民は宮浦に避難し、島は

無人となったが、慶長期から帰島が始まったと伝える（『続風土記』）。玄海島村は志摩郡に属し、

小早川時代の指出之前帳では北崎村の内。慶長石高帳には久島村とある。元禄国絵図では玄海島

村となっている。土地は郡方、人柄は浦方の支配に属した。漁業は鰯・カナギ漁が中心で、鯛網

は元禄期から始まった。カナギ染網は今津から伝わり、島に今津からの入漁を許した（『筑豊沿

海誌』）。 
□2 遠見番所  
正保二年（1645）、西浦にあった遠見番所が玄海島山上に移され（『続風土記』）、近世後期に

は定番の士・卒の家各二軒があった（『拾遺』）。異国船発見を注進するための船（急用丸）が配

備され、水夫は島民が交代で務めた（「福岡藩御用帳」）。 

（２）大正・昭和期の村の姿 
□1 地名  
大浜 幕末に勤皇家才田ヨウシチが幕府によって首を切られた場所であるという。このように玄

海島は流刑地であり、明治四年（1871）に定番が廃止され、小呂島・大島に島替になるまで続

いた（「見聞紀略」）。島流しにされた博士堀六郎から島民は学問を習ったという言い伝えに見る

ように、中央の流人の知識は島民に授けられた。そういうわけで、「昔の人は皆頭が良かった。」 
百合若大臣と島の地名２） 「大臣の眠石」「まこめ濱」「まどろみの濱」「おり口」「烏帽子」「形

立」「花崎」「より木」（『拾遺』）などは、百合若大臣にちなむ地名で、島の老人なら皆知ってい

る地名である。 
□2 集落 
集落には「えびすや」「ふじのや」「みなとや」「若松屋」などの旅館に屋号がついている。小

字「寄木」には、和船を作る「今泉造船所」があった。大昔は船大工が二軒あったらしい。集落

では、昔は共同井戸を使っていたが、個人井戸へと変わった。現在は、瑞梅寺から地下水を引い

ている。 
□3 生業 
和船 「てんま船」と呼ぶ。大正頃までは３丁櫓の船が多かった。昭和初期には、ほとんどが２

丁櫓となった。３丁櫓の船は「とも」（かじ）「中櫓」「脇櫓」と置いた木船で、三人で漕ぎ（親

子が多い）、「たっかしま」まで鯛やイサキを釣りに行っていた。３丁櫓の場合、船尾の艫(とも)
                                                  
２）伝説については、コラム②「玄海島と百合若大臣神話伝説」を参照。 
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櫓は舵の役目で漕ぐ力はあまりいらない。脇櫓が推進力の中心となるので漕ぐ力がいる。帆をつ

けている船の中には四角帆にすじかえをいれてひし形にし、「そぎる」（風上へまぎり走りをする

こと）ことを可能にし、帆走性能を向上させたものもあった。ただし帆の使用はあくまで漁場ま

で行くときだけで揚げ下し（巻き）の手間からも櫓の使用がほとんどだった。帆は張っている 

 

図１ 玄海島沿岸の地名 

 

図２ 大字玄海島の地名 

船と張っていない船があったが、帆を張っている船は釣りをす

る船など疲労軽減を意図したものだった。まだ５丁櫓の船も残

っていたが、「せり船」とかいうさらに櫓の多い船は無かった。

また、金持ちは 12～15 馬力ぐらいの動力船（「ポンポン船」）

を持っていた。和船で行う漁の中には、一人が「とも」でもう

一人がめがねで魚を探し、「たご」ですくってとるものもあっ

た。気の達者な人（勘のいい人）はすぐに魚が獲れた。これら

の和船は昭和 10 年ぐらいには、船外機（3 馬力半）をつけた動

力船に切り替わった。 
 「船おろし」の際には、酒を 1～2 升手向けた。また、船大

工さんが神様（「船霊」）を船の胴の間の真ん中に付けてくれた。 

 

 

写真３ 玄海島漁港 

 

写真４ 地震後の再建で景観は一変 

 

写真５ フェリー「ニューげんかい」 
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「和船の悪いは、商売の悪い」に繋がるということで重要な行事だった。 
めきり 和船で行われた漁にめきり（ワカメ切り）があった。時期は、一月～五月までで、 
磯の根に箱めがねをつけて、鎌３）で切った。潮の流れや鎌の使い方に技巧が必要で、「一人前に

なろう思うたら難しい。腕次第。」な所があった。切ってくると天日で乾かし（「ワカメ干し」）。

人手が必要で、人を親族の中で雇ったりした。昭和 40 年までには、「袋小屋」の大釜でゆがく

ことになったが、値もかなり安くなっていた。 
鯛網 上方（お役人さん）、下方の 2 組に分かれて行われた。朝早くから、お役人さんが「鯛網

こくぞー」と呼んだら、男は弁当を用意して、女は共同井戸から水かついで港へいった。 
鰯網 漁の主体は昭和 25～30 年頃にかけて、鯛網から鰯網へ変わった。鰯網も昔からあって、

２組に分かれていた。明治～大正までは昼やっていたが、昭和期には獲れなくなり、水中灯（ガ

ス灯）をたいて夜行う漁へ変わった。まいわしの時期は 3 月～8 月、海の周りは多くの船の明か

りでまばゆいばかりだった。 
定置網 昭和 16・17 年頃、他所の者がやりにきていた。当時の定置網は片方からしか魚が入ら

ない仕組みで、沖から入ってくる魚しか取れなかった。魚が全く入らず、大赤字を出して倒産し

てやまったという。 
一本釣り 釣りもまた盛んだった。沖一里で大鯛、ハリキリなど大きな魚を狙った。昔から釣り

の技術、山当、潮どきの見分けなどその人の腕次第だった。特に、「一本釣りの寺田さん」はＴ

Ｖにも出た凄腕だった。 
漁具 カナギ網は和船一艘で行われていたが、そこで使われた網の錘には「イワ」（温石）が使

われた。ショロのロープとワラで錘の両方で網に締め付けた。「イワ」は博多や姪浜に個人で作

っている人がいてそこから買ってきた。錘の溝はすでに引いてあった。 
風・天候 玄海島で呼ぶ風の名前は、「東」「北」「アナゼ」（冬）「まぬ（む）かい」（南西の風）

「西風」があった。天候は、朝、肉眼で波止場の先から西浦の方を見てはかった。 
その他の生業 田んぼはなく、畑は女の人が作った。麦、芋、野菜が作られた。山は雑木山でタ

キモンをとった。炭は焼いておらず、組合から買っていた。牛小屋もあって、牛は材木曳きに使

われた。 
□4 交通・流通 

鮮魚船（運搬船）は組合の船で姪浜へ行っていた。１日１回、お客さんも乗っていた。せり市

でせられた魚は帳面につけられて市場に出された。その後、組合の船から市営の玄海丸へと変わ

った。また、15～16ｔの動力船で物資を運んでくる「運び」と呼ばれる人もいた。鍛冶屋は、

西浦から「べんとく鍛冶屋」（べんとくさん）が来ていた。 
□5 生活 
青年団 16 歳になると入る。18 歳までは見習いで、船まわし（「あん船」）をしたり、船のアカ

をとったりする仕事で、漁の分け前も一人前もらえなかった（七分）４）。 
祭礼 氏神の小鷹神社の祭礼は、正月漁はじめのお参りの他、2 月吉日（一番海が荒れる時）、

12 月 5 日と、11 月 23 日の注連縄替などがあった。 
島の戦争体験 山には高射砲が３つ据えられてあった（燈台付近）。アメリカの飛行機はよく飛

んできて、機雷やらを落としていった。畑へ機雷が落ちたこともあった。飛行機は、低い所を飛

んできてアメリカ人が手を振るのが見えたこともあった。「これは日本のまけやろう」と思った。

漁に船が出ても機銃掃射でやられるため、うかつに漁に出れなかった。浜に海水浴に行くと機銃

で撃たれたこともあった。疎開して来る人は無かったが、朝鮮人が二人ぐらいいて漁師をやって 

                                                  
３）鎌は「こんごろし」で研いだ。研ぎそこなうと、めきりに直接影響した。  
４）昔は、共同で漁が行われていて、分け前制だった。「鰯めご」で一杯ずつもらった。 
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写真６ 島の周りにはたくさんの瀬がある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム② 

玄界島と百合若大臣伝説 

                                 楠瀬 慶太 

 玄界島に古くから伝わる伝説に「百合若伝説」がある。百合若伝説は日本八大伝説の一つ

で室町時代には幸若舞として脚色され、後には近松門左衛門の浄瑠璃にも影響を与えてい

る。その伝説は以下のようなものである（『福岡の民話』）。 

平安時代、豊後国主であった百合若という若者がいた。力持ちで、鷹の「緑丸」と共に一

日中、山野を暴れ回り、夜になると妻の春日姫に文字や書を習う心やさしい若者だった。 

その頃、朝鮮半島の新羅国が九州の海辺の村を襲ってきたため、百合若は都の大臣の命で

新羅と戦うこととなった。百合若は春日姫に緑丸を預け、豊後の国から出兵した。戦いは長

期に及び、両軍共に軍を立て直すために国に引き返すことになった。百合若軍は途中、玄界

島に立ち寄り、船を着けて休んだ。百合若は戦いの疲れと気のゆるみから眠り込んでしまっ

た。その隙に、以前より左大臣の座を狙っていた別府貞澄と貞貫兄弟は、百合若を欺き彼を

島に置き去りにして、船で豊後の国へ帰ってしまった。 

豊後国にたどりついた貞澄と貞貫兄弟は、百合若は死んだと偽り、貞澄は豊後国司となっ

た。しかし、兄弟は政治を怠り民から重税をとりたて、贅沢のかぎりをつくした。貞澄は百

合若のことを思い泣き暮らしていた春日姫を嫁にしようとしたが、姫の心は変わらず、山の

岩穴に幽閉されてしまう。 

それから二年の月日がながれ、百合若は日に焼けて大きな赤鬼のように変わっていたが、

毎日、春日姫だけを思い生きていた。ある時、百合若は浜辺に近づく黒影に気づいた。百合

若の愛鳥である緑丸である。百合若は緑丸を抱きとめ泣いた。そして木の葉に自らの血で姫

への手紙を書き、緑丸に託した。緑丸はその葉を姫に届け、今度は姫から硯箱と筆を預かる 

 

 

 

と、百合若の元へ羽ばたいていったが、途中で精根尽き果て

死んでしまった。 

その後、百合若は漂流船に助けられ、豊後へ帰還すること

ができた。そして正月七日、祭りに乗じて貞澄と貞貫兄弟の

隙を突き、得意の弓で二人の胸を射ぬき復讐を果たした。春

日姫を助け出し、人々の前に現れた百合若は、その時から百

合若大臣と呼ばれるようになった。こうして二人は末永く幸

せに暮らした。 

玄界島の氏神として信仰を集める小鷹神社は百合若とその

愛鳥「緑丸」を祭ったものといわれる。 

【参考文献】前田淑 2003『百合若説話の世界』 

 

写真１ 小鷹神社 

いた。玄海島は戦死者も多い。「頭のいい人ばかりが

戦死した」。戦後、引き上げ船で韓国人がよく島に来

て泊まって行った。米の取れない玄海島では、戦後の

食料難の時期に、米・砂糖を闇で買いに行く人もいた。

当時は、麦・米は少しでコウリャンやきびめしだった。

その後、徐々に米のご飯に切り替わっていった。 
 

（楠瀬慶太） 
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第２章 志摩町域の諸相 

 糸島郡志摩町は、糸島半島の西半部にあたり、北は玄界灘、西は唐津湾に面する。町域は、

志摩郡に属する。中世には、ほとんどが怡土庄に含まれる。江戸時代には、福岡藩領で 22 村に

分かれていた（『天保郷帳』）。明治二二年(1889)の市町村制施行により、志摩郡５村（可也
か や

村・桜井
さ く ら い

村・野北
の ぎ た

村・小富士
こ ふ じ

村・芥屋
け や

村）が成立する。以後、昭和二六年（1951）の可也村への小富士

村辺田
へ た

の一部編入、桜井村・野北村の合併による桜野村の成立を経て、同三〇年（1955）に可

也村・桜野村・小富士村・芥屋村が合併して志摩村が成立、同四〇年（1965）町制施行により

志摩町となり、現在に至る（『日本歴史地名大系』41、『角川日本地名大辞典』40 を参照）。 
 志摩町は、前近代以来の干拓による農地拡大、灌漑用水路の整備によって発展した農業、玄海

灘に面した豊富な水産資源を利用した漁業を中心産業とする。また、近年、農林漁業の観光産業

化、町域の観光地化が町によって進められている。本章では、農業・漁業の分業化、農漁村間の

地域間交流に注目しながら、この地域の地誌を描いてみたい。 

 

図１ 志摩町調査地図（①～⑨は本稿記載の 2001・2008 年度調査地） 

１、桜井１）（①）―「桜井三千石」と駄
だ

祭
ま つ

り― 

大字桜井は、志摩町の北東部に所在し、桜井川・相薗川流域の山麓部に集落が点在する。桜井

川中流域には広い平野部が広がり、農業が盛んな地域である。以前は盛んに行われていた駄祭り

（駄祈祷）は、農業には欠かせない牛のお祭りである。牛は耕運機の導入前には、農業に欠かせ

ない動物であった。後述するように、中世以来志摩郡の開発先進地であり、「桜井三千石」と称

されたこの村の農業生産には、牛は長く欠かせない存在であったに違いない。 
（１）村の歴史的沿革 
□1 集落２） 
                                                  
１）大字桜井については、前調査報告書における報告（服部編 1999、78～80 頁）、「桜井を語る会」による

報告（桜井を語る会・桜井振興委員会 1991『さくらい―方言集と歴史―』）がある。 
２）『日本歴史地名大系』41、桜井村の項を一部参照。 
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図１ 大字桜井の地名 
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桜井の村名の起こりは、円光寺の境内にあった桜の老木とその側の井戸に由来する３）（『続風

土記』）。小早川時代の差出前之帳では桜井村のうちに草場村も含まれていたが、慶長七年（1602）
には分村が確認される（「慶長石高帳」）。 
江戸期には「桜井三千石」と称され、志摩郡 大の生産力を持つ村となる。集落の位置の変遷

を見てみよう。『続風土記』には「村中に小村凡廿三所あり此内只五村郷村帳にのれり」。『附録』 

                     

図２ 江戸期の集落分布 

 

（２）大正・昭和期の村の姿 
□1 地名 
 桜井において、小字以外の地名の残存率は非常に低い。山麓部の田の取水源となる谷などには

名前はついていない。平野部の井関には名前がついている（水町井堰、大町井堰、権現ノ井堰、

井手井堰、蔵ノ手井堰など）。2002 年に終了した圃場整備により田んぼや水路の位置も変わって

おり、完全な復原は難しい。屋号は一部の家などには付いているというが、その位置などの確認

はとれていない（「コウジヤ」など）。 
□2 集落 

現在集落は、桜井東・川上・大町の 3 組に分かれており、そのうちに、「扇原」「柚ノ木」「洞」

「円光寺」「宗田」「谷」「本村」「赤隈」「伊牟田」「田高多」「恵比崎」「行友」「相薗」「中園」「永

田」「浦」（「大口」は別荘地で新しい集落）の小集落がある。これらの小集落は、祭事や水の管

理を同時に行う共同体として結合している。氏神は櫻井神社で、各部落から一人「宮総代」とい

う役職を出して、神社周りの草刈や祭りの準備などを行っている。   
また、昔は共同風呂が各集落にあった（浦・谷・相園・円光寺にはあったが、赤隈にはなかっ

た）。各家には、水道は引かれておらず、井戸水を利用している。雑木山が多く地下水が豊富な

ものと推測される。しかし、福岡西方沖地震後、水が非常に少なくなってきている。近年では、

                                                  
３）現在は円光寺の岩永利之氏の家にその井戸がある（服部編 1999）。 

には「民居凡廿五所あり」とある（図２－

▲）。『続風土記拾遺』には「民居二十六所

に分る。圓光寺 門川 石原 洞 夕津以

上本村 谷 柚木 口ノ坪 峠以上谷ノ

上 末松 野引 藤波以上惣名なし 赤

隈 天寧寺 井牟田以上下 橘木 藍園 

永田 小菖蒲 立屋敷 浦 行友 小園 

鬼塚 上野以上海老崎内是なり。昔は末竹

押方岩野にも民家あり。今絶たり。慶長田

村帳には草場村も此村の内と記せり。」と

あり、四組に分かれていた（図２－▲・■）。

江戸期の集落域は、末竹・岩野といった高

標高地から低標高地の山麓部・平野部へ移

動していき、現在のような集村化していっ

たものと考えられる。  
明治初期の『地理全誌』には、本村・谷・

柚ノ木・末松・赤隈・田光田・藍園・永田・

浦・行友・鬼塚・上野・藤波・伊牟田の

14 カ所が記載される。 
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マンションや一軒家が建設され、外から多く人が入っていて、人口や戸数は増加している。 
□3 生業 
 戦時中は、売れるものは作ってはならず、田では米と麦、畑ではアワ、キビ、カライモなどが

作られた。菜種も作っていたが、1 反で 3 俵くらいしかとれなかった。種を売って、殻もタキモ

ノにして売った。大正まではどの家も桑を作って蚕を飼って繭をとっていたが、昭和の初めごろ

になると作らなくなった。 
戦後、以前から作っていた大根で大儲けした「大根成金」という人達がいた。食料難だったた

め、山の中腹まで田んぼを作って米を作った。また、ミカンを作るのも流行って山の畑に植えた。

ミカンが流行らなくなってからは、ブドウやスイカを作りだした。炭焼きをやる人はほとんどお

らず、タキモノも家庭用で売っている人は少なかった。 
□4 交通・流通 
ばくりょうさんと前原の屠殺場 耕運機の導入前までは、農家にはどの家にも耕作用の牛がい

た。牛は獣医さんが来て虚勢をさせていたそうで、雄牛も雌牛もいたという。子牛が生まれると

「ばくりょうさん」が買いに来たが、子牛はできるだけ作らないようにしていた。「ばくりょう

さん」は子牛を平戸へ行って船で買ってきていたという。牛が死ぬと、前原の屠殺場で殺した。

その肉は商売人が買って農村に売りに来たという。 
桜井峠 元岡ｷｬﾝﾊﾟｽに続く県道桜井・太郎丸線の山越え道は、昔、桜井峠（大峠）と呼ばれて多

くの人が町へ出るのに歩いた。昔の峠道は、今の県道より少し低い所にあった。こちらから福岡

に出るだけでなく、福岡から行商で来る人も多かった。着物や布団など様々なものを売りに来た。 
□5 生活 
駄祭り 牛を飼っている時代に月に一回丑の日に行われていたお祭りである。赤隈では、6～7
軒の座で行い、鶏や酒、どじょう汁などを持ち寄って家の中でお祭りをする（費用は座持ち）。

また、駄おけに草と藁を入れて牛に与える。駄祭りとは牛のお祭りで、餌をやることを「駄」と

いい、お供え物は牛のごはん（まかない）らしい。加えて、田んぼに引く水路に竹でくんだ台座

を置いて、その上にお供え物を載せてお祭りをすることから、川の神様を祀るお祭りではという

人もいる。牛や水といった農耕に欠かせないものを祭る農耕儀礼であろう。現在、桜井でほとん

ど行われていないが、大字吉田などではまだ行われているという。 
講 部落には「おこもり」といって、日待ち・月待ちをする庚申講があった。11 軒の「洞」集

落には薬師堂（写真３）があり、1 月 8 日、7 月 8 日、12 月の丑の日にお祭りをし、お経もあ

げる。小豆御飯を炊き、餅をついて、ビールなどで乾杯をする。「円光寺」集落（岩永姓のみ）

では「稲荷こもり」を行い、隣の「門」集落（神田姓のみ）では庚申講を行うといったように、 

                          

 
写真１ 天ヶ岳と「本村」集落 

写真２  

桜井神社 
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集落内の血縁関係によって行われるお祭りである。 
桜井神社の祭礼 小さな神社の祭礼の継続が難しくなっている中、氏神である桜井神社の祭礼

は今も盛んである。正月には初詣で多くの人が訪れるほか、桜井の人達は午前 0 時すぎにお汐

井を採って詣でる。正月 10 日には十日恵比寿が行われる。昼はくじ引きがあり、夜は厄年の人

（40 歳を境に厄入り）が厄を払うのに、清め水をかけてもらう。また、小餅を 初にまいて、

鏡餅の取り合いもする。佐賀から来る人も多い。 
５月初旬（2008 年は 5 月 4 日）、大潮の日には注連縄かけを行う（写真 5～9）。二見浦で餅ま

きをして縄かけをする。注連縄作りは年間を通じての作業で、各部落で一丁ずつ藁を手配する。

縄には和紙を「オハツ」としてなえこむ。この和紙は 1 年間海の潮をかぶって縄になえこまれ 

    

写真３ 「洞」の薬師堂                写真 4 右が「門」、奥が「円光寺」集落 

      

写真５ 大鳥居と注連縄かけ前の様子         写真６ 注連縄かけ様子① 

       

写真７ 注連縄かけ前の様子②            写真８ 注連縄かけ前の様子③ 
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る。二見ヶ浦の夫婦岩（写真 9）は古くは雀岩や雀島、鬼の釜戸と呼ばれ、竜宮の入り口と信じ

られていた。海中の大鳥居は、昭和 42 年に村の人たちの日雇人夫で作られたものである。8 月

18 日は大祭である。昔、初盆のうちには盆踊りも行われていた。小太鼓に大太鼓、囃子も交え

て、にぎやかなものだった。10 月 18 日は新嘗祭（収穫のお祭り）である。流鏑馬も行われる。                 

 （楠瀬慶太） 

  
写真９ 注連縄かけ前の様子④ 

２、野北
の ぎ た

１）（②）―鰯網・鯛網における 1 号組と 2 号組の競争― 

    

 

 

 

 

 

 

（１）村の歴史的沿革２） 
□1 野北氏と野北村 

野北村の名は、名主野北氏の名字の地に由来する。嘉元三年（1305）八月二日の志摩方三百

丁惣地頭大友貞親代官寂念が怡土庄名主らの年貢抑留・公事対捍を鎮西探題に訴えた鎮西下知状

には、怡土庄金丸名３）の名主野北与三左衛門入道定心が年貢未進の事実がない旨を弁明してい

る（「鎮西探題上権上権介裁許状」大友家文書/鎌 29 号=怡 78 号）。 
貞和六年（1350）十一月日、九州に下向した足利直冬に対し、野北三郎宗秀が鎌倉期以来の

名字の地を含む「怡土庄志摩方野北村岩丸名内松永名、并安富名内犬石名・稲光名内仲四郎、及

久道名等一地頭職」の安堵を求めており４）（「野北宗秀申状」諸家文書纂/南三）、名主職を兼任 

                                                  
１）漁村部については、2008 年度の楠瀬慶太・夏木大吾による調査を元にした。農村部については、2001
年度の長克重・塚本武史・野村洋嗣氏（当時九州大学学部 1 年）の調査レポートおよび 2008 年度調査を

元にした。  
２）『日本歴史地名大系』41、野北村・野北浦の項を一部参照。  
３）建武三年（1336）六月二〇日、怡土庄友永方金丸名内の今津松原新開田畠・山野が総州（大隅国守護島

津貞久）の祈祷を行うために、今津勝福寺に寄進されている。また、年時不詳の「今津村社領田数坪付案」

（児玉琢採集文書六）に今津之村中に金丸名が見えることから、金丸名は大字今津内に比定できる。 
４）正木喜三郎氏は、この文書から村＝村落共同体的結合が数名の連合体となり、名内に二次的名が成立す

る名構造の変化を指摘している（正木 1980・2005）。なお、安富名については大字芥屋に比定されている

（竹内 1976）。 

※ 写真５～９は浦谷拓氏撮影 

 

 

 

大字野北は、志摩町の北西部に所在し、北と西

を玄界灘に望む。集落は、大葉山の山麓部、彦山

の山麓部、火山の山麓部の農村部と、湾に面した

漁村部に分かれる。浦（漁村部）では、共同で行

う鰯漁・鯛漁の際には、漁戸を 1 号・2 号の組に

分けお互いの漁獲高を競った。この慣行は、村の

紛争の災いを一掃し、互いにその功を競い、漁具

の保存にも役立ち、漁業の発展に寄与した。 

 

写真１ 狭い路地が入り組む漁村特有の景観 
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し、野北村の村落領主として成長していた。野北氏は、今津近辺に比定できる金丸名名主であっ

たが、建武元年（1334）、今津・元岡など地は島津貞久に大隅国守護領として、足利尊氏から与

えられたと伝えられている（「島津国史」、貞治二年四月十日「島津道鑑譲状」島津家文書/南四）。

おそらく、「 前より御方（直冬方）へ馳参」じた野北宗秀氏が足利直冬に所領安堵を求めたの

は、北朝方島津氏との勢力関係もあったからであろうと推測される。 
 永禄九年（1566）に比定される閏八月二八日付大友宗麟書状状（田原文書/先哲三）では、戦

死した田原中務丞の母一期分として「志摩郡内野北五町分」の知行が認められており、野北村は

大友氏の所領となっていた。 
野北村の耕地・石高は、天正十九年（1591）には田 75 町 2 段余･畠 35 町 8 段余（「志摩郡惣

田数付」朱雀家文書）。小早川時代の指出前之帳では田 80 町 4 反余（分米 1116 石余）・畠 65 町

6 反余（分大豆 421 石）。慶長三年（1598）には高 1537 石、物成 842 石余（うち大豆 348 石余）、

うち定物成 762 石余・御免除分 79 石余（「志摩郡物成帳」朱雀家文書）、同七年（1602）には検

地高 1838 石余、うち大豆 539 石余（「慶長石高帳」）。元禄元年（1688）には村位は上、田 90
町 2 反余・畠 76 町 5 反余、高 1933 石余である（「志摩郡御床触郡帳」鎌田家文書）。明治初期

には、田 92 町 7 段 16 歩 3 厘、畠 74 町 1 段 22 歩 2 厘、大縄他畑 6 段 6 畝 15 歩 5 厘である（『地

理全誌』）。 
 集落は、郡方は本村、枝村の間小路村・久米村、ほか古川・松原などがあった（『拾遺』）。本

村の北の彦山には、安政四年（1857）郡奉行によって農耕馬繁殖を目的に馬牧が創設された（由

比 1980）。盛時には馬 300 頭を放牧、毎年 8 月 15 日に馬市が開かれた。郡奉行から藩の直営、

近隣諸村への委託へと変わって馬牧は衰微した。近代には、怡土・志摩・早良三郡共有として郡

長が管理、毎年初冬に馬市が開かれた。明治二二年（1889）の町村制施行に伴い、怡土・志摩

二郡各町村組合の共有となった。 
□2 野北浦の景観と漁業  

野北浦の漁撈活動は中世からすでに本格的に始まっていたと推測される。慶長十一年（1605）、
黒田長政の浦掟書（「新訂黒田家譜」）が野北浦などに出されており、近世初期には野北浦は漁撈

を行う「浦」として認知されていた。 
しかし、野北浦は北西の風は強く、防波堤はしばしば壊れた。港の水深も浅く、干潮時にはほ

ぼ干潟と化していた。延宝二年（1674）七月、従来の集落は地形が悪く狭いとして移転・町立

てが願い出られ、福岡藩は海上からの景観も重視してこれを許可している（「福岡藩寛文・延宝

期御用帳」）。現在の地形を見ると、野北の港は中世期まで桜井川河口の所謂ラグーン地形の潟湖

に立地していたと考えられる（写真２）。中世港湾はこうした大川の河口のラグーンに多いが、

中世末～近世初期、土砂の堆積という環境変化によってラグーンが消滅することがよく知られて 

    

写真２ 桜井川の河口（左が砂洲）         写真３ 小字新開の田んぼ（中央奥が大葉山） 
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いる。延宝二年の集落移転と新たな町立願いは、こうした環境変化を背景としたものであった可

能性が指摘できる。 
元禄元年（1688）には、四反帆船７艘、漁船は 28 艘あり（「志摩郡御床触郡帳」鎌田家文書）、

鯛延縄漁業が発達していた。しかし、元禄八年（1696）肥前方面で漁船 30 艘が遭難し、延縄漁

業は中絶する。18 世紀半ばからは肥前生月
い つ き

島の鯨組への出稼ぎをはじめた。幕末に鯨組が衰退

すると、西浦から大網を使ったカナギ網を導入した（『筑豊沿海誌』ほか）。その他、大蛤・わか

めなども特産であった（『附録』）。 
 明治期には、漁家 74 戸、鯛網・鰯網・手繰網・魳網・カナギ網など 29 帳の網があり、芥屋

の大門から燈台瀬、西浦境までが漁場であった（『地理全誌』）。 

（２）大正・昭和期の村の姿 
□1 地名 
 2001 年度調査では農村部の地名を多く聞き取ることができた。農村部では、いわれのある地

名が多く残っている。主なものを以下に記す。 
太郎兵衛塚 昔、太郎兵衛という人がいて、矢田溜池の周辺の土地を全て所有していたが、殿様

の一言ですべて溜池にされたらしいと伝えられる。 
マゴメ 小字「矢田」の内。池の中にヒルがたくさんいて、一瞬のうちに足にびっちりと付いて

しまうことで、かなり恐れられていた場所であるらしい。 
大館庁
お お だ っ ち ょ う

・小館庁
こ だ っ ち ょ う

 それぞれ上級の士官と中級の士官の家があったそうである。彦山山麓「東奥」

にも「おたっちょう」の地名がある（『糸島伝説集』）。 
クメノサンクラ 久米集落の内。街灯の無い時代には、昼でも真っ暗で通ることを避けるぐら

い恐い場所だった。 
星原
ほ し は ら

 悪さをしていた大蛇を退治した日の晩嵐になり、大蛇の死骸がここまで流されてきて干か

らびたことが地名の由来。 
 2008 年度調査では、海の地名を中心に聞き取りを行った。『拾遺』『附録』に記載された漁場

（瀬）の名が多く現地比定できた。「上泉瀬」「下泉瀬」は、長崎壱岐の近くの瀬の名前、昔は野

北の漁師も魚を獲りにいっていた。「高岩瀬」は、今は埋立てで駐車場になっている。岩の内は

売れる岩は持っていかれたらしい。岩の一部が役場に移されている（写真３）。「馬瀬」は「ヘタ

の馬瀬」「沖の馬瀬」に分かれている。「鼎瀬
か な え せ

」は、陸側から「昆布島
こ ぶ し ま

」まで繋がっている。「イ

ヤゲ」は、島のすぐ近くの浅い所の瀬である。「昆布島」は、アワビ、サザエ、ウニが獲れるよ

い漁場だった（写真５）。「中曽根」は「昆布島」の北西にある小さい瀬で、何でも棲みついてい

て昔はいい漁場だった。イワシ、ヒラメ、ヒラス、ズリがとまった。 
 漁師が海に出て船の位置を確認するために行う山当で使われた山や浜の地名も多く聞き取れ

た。野北の内では「彦山」「火山」「タノジリ」。桜井の内に「ニシグリ」「カナ山」「スカ」。芥屋

の内に「ヒシオダル」「ミッタカリ」「オキノソネノコブ」「芥屋の大門」などがある。野北から

芥屋まで続く弊浜
に ぎ は ま

には、「ワンドウ」「ナカワン」「ゾレ」「高浜」などの名がつけられていた（写

真９）。これらの多くは、小字とは一致しない海から付けられた地名である。 
□2 集落 
現在集落は、「本村」「間小路

ま し ょ う じ

」「久米」「松井」「大園」ほかに分かれる。「本村」の中は、漁港

に近い漁業集落と農業集落が分かれている。漁業集落は、家が密集して立ち並ぶ漁村特有の景観

である（写真１）。小字「浜屋敷」から「波戸」にかけての屋敷地は、「前西」「中西」「崎西」と

呼ばれている。この場所は、埋め立てられて大きく景観が変わった（写真３）。「本村」の内には、

「フロヤ」「アメヤ」「コウヤ」「カジヤ」という職業屋号の付く屋敷があった。また、昔、阿部

医院という病院があった。村で阿部姓はこの一軒だけだった。その広大な敷地は「阿部屋敷」と
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呼ばれた５）（写真 10）。    
家の屋根は昔からほぼ瓦である。「本村」、「久米」に各１軒瓦屋があり、瓦はそこから供給さ

れた。「本村」の内には藁葺きの家も２軒あった（写真 11）。漁業集落は、潮風が非常に強く、

板屋の家が多い。トタンの家もあった。 
□3 生業 
水利 野北には後田溜池、矢田溜池、浦溜池、渕浦溜池、田々羅溜池、水谷溜池がある。このう

ち、矢田溜池（灌漑面積 25 町余）は寛元元年（1661）に築造されたもので（「堤書上」鎌田文

書）、志摩郡 大の溜池である（『糸島郡誌』）。これら溜池からは、昔はバラバラに水を取ってい

たが、今は１つの配管でつないで合同にしている。それだけでは水が足りないので、桜井川（野

北川）を堰き止めて水を供給している。特に、松本井堰は浦溜池の水の少なさを補うのに非常に

役に立っている。 
水害と農業 昭和 27～28 年、桜井川が大洪水となり、一帯がかなりの被害を受けた。死人も出

たという。青年団が総出で、早朝から復旧作業に汗を流した。昭和 34 年には前回以上の大洪水

があった。前回の洪水で壊れているところが多すぎたため、被害自体はたいしたことは無かった。

これらの洪水などの対策として、野北では昭和 40 年から基盤整備事業が始まった。圃場整備前

の野北の田んぼは、山間部に見られるような高低差のあるものだった。 
1994 年には深刻な水不足があった。野北では、基盤整備はすでに完了しており、雨を水に変

える技術も導入され、米の作付けも減少していたため、水不足の被害はほとんど無かった。戦後

の用水路が整備されていない頃は、水不足の問題は深刻だった。今はむしろ安定して水を確保で

きているため、ビニールハウスで野菜、イチゴ、花、などを作る人が多くなっている。 
網漁 第二次大戦前の地先沿岸漁村は、毎年決められたようにやってくる回遊漁に支えられてい

た（野地 2008）。「魚ごとに網も違う。浦によって獲る魚も違う、当然漁具も違う。」これらは、

「寄り魚」や浦の環境に規定される地先沿岸漁村の特徴である。野北では鰯漁が主体で次が鯛漁

だった。 
●鰯漁。1 号、2 号に分かれて行う。7 月 13 日の祇園祭６）が終わってから網を作って出る。始

まりは、7 月 20 日くらいから。９月初めまでは夜漁に出る。鰯は電気をたいてとった。９月中 

      

写真４ 高岩瀬跡、売れなかった石が残る       写真５ 岸壁横に顔を出すのが首瀬。奥が昆布島。 

                                                  
５）『地理全誌』に、大友氏の家臣安部鑑宗の邸宅であったと呼ばれる場所が本村「東奥」にあり、「北殿の

屋敷」と呼んでいたこと書かれている。その脇に「隍
ほ り

」と呼ばれる地名が残り、「野北殿」と呼ばれた鑑宗

の墓であるという。現在、五輪塔が数基残る。また、この屋敷跡は「おたっちょう」と呼ばれ、魔の森と

も呼ばれ、祟りの伝説が残る（『糸島伝説集』）。これは「阿部屋敷」とは別である。 
６）須賀神社に納められた祇園祭りでかつぐ神輿には、「船頭しょうすけ」が大阪までとりに行ったと書いて

あるという。 
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写真６ 出っ張りが観音崎。観音瀬はその袂か。   写真７ 左横に顔を出すのが立石崎か。 

      

写真８ 観音岩屋は先の地震で堂の位置が少し    写真９ 波止場すぐ奥に見えるのが高浜、その左 

変わった。                    横がﾜﾝﾄﾞｳ。その横はニギの浜。蛤がよく獲れた。 

       

写真 10 阿部屋敷跡                写真 11 草葺屋根の面影が残る 

ごろから 10 月末までは昼漁に出る。寒くなったら魚が寄ってこなくなる。網は巾着網で、カナ

ギは入ってきたら出て行きもしないが、鰯は自分から入ってこない。巾着網は端に行くほど幅が

広くなる作りである。 
●鯛網。4 月～5 月。これも 1 号、2 号の組合に分かれる。鰯網の時とは組合を入替えて行う。

「鯛ごち」と呼ばれ、昔は 2 艘で行っていた。まず、「網を入れてから縄（たんぽう－目印）を

投げる。流れは北から南、魚は岩（瀬）のふち、南にいる。瀬のふちに網を落とすのが難しい技

術。やりすぎると岩で網をだめにする」。今は「1 艘鯛ごち」といって引き網になっている。 
●ボラ網。「ボラは昔結構獲ったが、今は金にならん」。 
●キス網。網の錘は、刻みなどを入れないただの石。三ツ瀬の石が重たくて一番きれいだった。 
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●ヒラメ網。「ヒラメを獲るとき、知らんかったからキス網で引いていた」「経験として、温石の

錘が焼き岩の錘よりヒラメが食った」という。 
●カナギ網。網の錘は焼き岩と鉛の併用。 
●コウイカ漁。網の錘は温石・焼き岩が使われた。船への本格的なエンジン導入は昭和 30 年頃。

その後も、イカの時は和船だった。４丁櫓の船もあったが、１丁櫓で行けた。 
●イサキ漁。引網、いつでも入るが、６月梅雨ごろが多く獲れた。他にも、養殖業者に売るため

の鯛の子網、イカナゴ網などがあった。 
蛤漁 江戸時代の地誌にも載る野北の大蛤（野北蛤）だが、今では全く獲れず、若い人は蛤漁を

やっていたことすら知らない。冬（2 月～4 月末）に芥屋に近い「ﾜﾝﾄﾞｳ」「ﾅｶﾜﾝ」「ｿﾞﾚ」「高浜」

などの浜で獲れた。鎌で砂浜をかいていたらカチッと当たる。「そりゃあたくさん獲れた。」 
チサキ権 漁業権は、「ミスミ浜」から燈台までの線が 1 号～3 号の西境である。烏帽子灯台の

周りが 2 号でこれも権利である。芥屋の大門から三ツ瀬へ引いた斜めの線が各号内の北の境で

ある。西浦とは「金山」から灯台までの線が境となる。西浦は福岡市だが漁業権は志摩町域まで

のびる。 
山見 野北にも魚の群れを見る山見（魚見）がいた。「波戸の山」と「田尻の山」と「ゾレ」の

山に山見台があって、目のいい人が登る。鰯が見えたら白い旗をふる。山見が戻って漁に行く場

合と、仲間だけを漁に行かせて指示をする場合とがある。１号の組、２号の組それぞれ二人ずつ

山見を出した。早く見つけなければ、別組に横取りされるため、朝暗いうちから山へ登る。昼の

弁当を山見台まで子供達が運ぶこともあった。 
□4 交通・流通 
魚の行商 高祖城落城の後落ち伸びてきた原田信種の娘輝姫が野北に身を隠し、食べていくため

着物のすそを切って財布代わりにして魚を自ら行商した故事が起源として伝えられる（『糸島伝

説集』）。女性による魚の行商が盛んで「野北女に芥屋男」の俚諺が生まれた。 
昭和の初めには漁協で出荷が行われており、余った魚が行商で出されていた。未亡人などが食

っていくためにやっていたもので、主体的なものではなかった。野北から前原を経由して博多駅

まで行っていたという。 
氷積み 野北から西公園まで氷積みの仕事に行っていた人もいた。帰りは、夜の漁に間に合わな

いので着替えもせずふんどし一丁で電車に乗って帰ってきた。じっとお客さんに見られて恥ずか

しかったという。また、飯を食いに博多の築港まで行くこともあった。築港はまだ海だった。 
積出船 『糸島郡誌』には、野北－博多間に４隻の運賃船があり、米穀等の積出をし、諸物貨肥

料等を移入していたと記載される。しかし、漁師さんは「運賃船の存在は知らない、全部漁船で

大きな船はないはず」と言っており、昭和に入ってからは廃ったのかもしれない。 
ヘヘリ坂 小字「渕浦」にある 40ｍくらいの急な坂。この坂を登るときの勢いでオナラが出る

という意味が入っているという。 
□5 生活 
大箸祝 久米神社と埴安

は に や す

神社で同じ日（１月 20 日）に行われる。その年に結婚した夫婦に箸を

あげて、新郎新婦が一膳ずつごはんを食べる。酒は飲み放題である。久米神社は白ご飯。埴安神

社では味ご飯を出す。 
お庚申様祭 それぞれ地域別に庚申様を祭るもの。白ご飯、おにぎりをたべる。 
暮らしも気候も変わった 昔の履くものと言えば草履。草履にも「わらじ」や「あしなか」な

どがあった。大正の頃には、１/３が裸足で１/３が「あしなか」だった。「あしなか」というの

は足の半分ぐらいしか覆うことのできていない草履である。もちろんその頃には、おさがりが当

たり前だった。 
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野北に電気が通り始めたのは大正８年から。当時は夕方の５、６時ぐらいにならないとつかな

かった。田んぼで仕事をしていて、電気がつきはじめると５時になったかと言っていたらしい。 
昔の野北は冬になると辺り一面雪景色だった。「昔は、ふと～かまがのこ

´ ´ ´ ´

もできたんじゃがね

～」。「まがのこ
´ ´ ´ ´

」とは「つらら
′ ′ ′ ′

」のこと。「まがのこ」の‘まが’とは農具の‘まが’からきて

いるらしい。近頃は冬になっても、昔と比べてかなり暖かいという。 
漁村の戦争体験 戦時中には、野北浦にもアメリカの飛行機が飛んできた。防空壕が山裾にあ

って、空襲警報が鳴るとそこに逃げ込んだ。夜は電灯に黒くていくつか穴の空いたブリキをかぶ

せた。沖でアメリカの飛行機に民間船が沈められたこともあった。漁船でも大きな船や動力船は

戦争に取られていた。戦時中も漁には出ていた。もちろんこの頃は和船である。 
 彦山には高射砲陣地があった。終戦後、親父たちが弾薬（高射砲の弾）を海に捨てていたとい

う。また、「本村」の浜の戒宝寺には、軍隊の師団が来ていた。彼らもろくなものを食べておら

ず、かぼちゃばかり食べていた。装備もろくなものを支給されておらず、孟宗竹で作った鉄砲を

持っていた。寺に駐屯していた兵隊達は、前の浜（「向浜」）でよく軍事訓練をしていた。浜も昔

は松原で大きな松がたくさんあったが、軍需物資として持っていかれていた。竹で作った戦車に

竹槍で突っ込んだり、爆弾を背負って戦車の下にもぐりこむ訓練をしていた。 
□6 漁具の生産・流通 

プラスッチチックや金属の錘が導入されるまで、網の錘は、土錘・石錘が主流だった。後述す

るように、滑石製石錘は玄海灘沿岸地域に特徴的な漁具である７）。 
石錘 野北では、この滑石

か っ せ き

製石錘のことを「温石
お ん じ ゃ く

」と呼んでいた。毘沙門山産の温石を今津に買

いに行っていた。どれくらいの値段だったかは覚えていない。彦山にも滑石によく似た石があっ

たが、硬くて使えなかった。今津で買った温石は四角に加工されていたが、溝は入れられておら

ず、各浦の漁師が網に合わせて溝を刻んだ。棒鉛を買ってきて、型（溝）を掘りこんだ。 
丸く一条の溝を刻むものがほとんどであった８）。丸いとすべってひっかからない。二本の縄の

間に錘を入れ、一本の縄で縦に結ぶ。これでほどける心配は無かった。工字に溝を入れたものは

一本の縄の下にぶら下げるもので、鯛網で使う。 
石錘の利点は、海底をすべることと重みである。温石は網から外れないかぎりはつけかえない。

１回の漁で２ヶ月くらいの期間使うが、それほどは磨り減らない。石錘は昭和 30 年頃、鉛や焼

き岩に変わって使われることも無くなった。 
土錘 野北では土錘のことを「ツチ岩」「焼き岩」という。焼き岩は自分で形を作って、瓦屋へ

行き、ついでに窯に入れて焼いてもらう。焼き岩は、幅 1ｃｍに満たないような小さいのはほと

んどなく、1ｃｍを超える大きいのがほとんどだった。小さい焼き岩は軽いため流し網用。トビ

ウオなどの海面の魚は網が沈むと獲れないので流しで獲った。          

    
                                                  
７）前近代の錘については、第３部第３章（152 頁）を参照。  
８）溝は、両端に抉りを入れても一条に真っ直ぐ入れても、使う場合あまり変わらないという。 

（楠瀬慶太） 

 

 

 

 

写真 12   

原油高で漁に出る船は少ない。 
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３、芥屋
け や

（③）1)―芥屋男の住まう村― 

 糸島半島の西端に位置する大字芥屋は、中世には『吾妻鏡』に「安冨
や す と み

領」として記載され、

怡土庄の外側に位置した庄園であった。大字岐
き

志
し

との間の入海を開拓して田を設けたが、十分な

耕地の確保には至らず、半農半漁の形態が主流であり続けた。 
芥屋の人々は、冬期には杜氏・蔵男などとして肥前や豊前へ出稼ぎに出ていた。そしてその働

きぶりからは、「野北女に芥屋男」の諺が生まれたという。そんな「芥屋男」が暮らした芥屋と

は、どのような村であったのだろうか。 

（１）村の歴史的沿革 2) 

 

 

 

 

 

 

 

□2 集落 

 大字芥屋の集落は、芥屋（図２）と福ノ浦（図３）の二ヶ所にあり、諸地誌において、芥屋は

「本村」と、福ノ浦は「福浦」として記載される（『拾遺』『地理全誌』）。天明五年（1785）の家

数・人数・牛馬数は、「本村」257 軒・981 人・150 疋、「福浦」17 軒・64 人・17 疋であった（天

明五年「御床触村々風土記下地書上帳」鎌田家文）。文政三年（1820）の家数は、「本村」262 軒、

「福浦」21 軒であり（『町村書上帳』）、明治初期には、「本村」の戸数が 198 戸であるのに対し、

「福浦」の戸数は 18 戸であった（『地理全誌』）。 
小字芥屋の集落名に関する地誌の記事を、以下で確認してみる。まず『附録』には、「ナカ」

や「ヤトコ」「ニシ」「ウブヤヤシキ」「フナツ」「イシビツ」の地名が見られる。また『拾遺』に

は、「東」や「中」「西」と記載され、このうち「中」には鹽土神社があり、宝暦四年（1754）に

託宣を受けた「本村」の女性の末裔が奉祀していたという。また、様々の小堂が、「中」や「西」

「峯」「石合」「屋床」にあった（『地理全誌』）。「屋床」は「本村」の北に位置し、龍王子神社が

置かれた場所であったという（『拾遺』）。福ノ浦の集落名については、「福浦」のうちに、「鳴谷」

や「小田」、「松原」があると記載されている（『地理全誌』）。 

□3 明治初期の産物 

『地理全誌』には、芥屋で生産された様々な作物が記録されている。後述する輸出品を除けば、

明治初期の芥屋では、米や麥、大豆、小豆、唐豆、粟、蕎麥、綿、鶏、鶏卵、琉球芋、山芋、大

根、茄子といった農産物を産していた。さらに、菜種や櫨實、醤油、琉球芋、松露、若布、コブ

ノリ、鮑、ヒジキ、メバルについては、域外への輸出形跡が見られる。各産物の輸出額の割合を

見てみると、輸出総額の約 45%を菜種が占めており、菜種が芥屋の重要な商品作物であったこ

とがわかる。他の産物については、輸出額の多い順に、若布（約 17%）、櫨實（約 6%）、コブノ

リ（約 5%）となり、芥屋の経済が海陸両方の生業に依拠していた様が見て取れる。 

（２）大正・昭和期の村の姿 

                                                  
1) 2001 年度の馬場多聞・黄声遠による調査を元にした。 
2) 主に、『日本歴史地名体系』41、芥屋村の項を参照。 

  

 図１ 芥屋の大門（『附録』より転載） 

 

□1 芥屋浦 
 慶長十年（1605）八月二五日には黒田長

政の浦掟が出されている（『新訂黒田家譜』）

が、後に浦方の支配から外れた。天和期磯辺

寄物に岐志・野北・西浦と同一の権利をもつ

旨の証文が作成され、後には鰯地引網が発達

するなど、漁業が栄えた（『筑豊沿海誌』）。 
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図３ 大字芥屋の地名②（南部）※楠瀬慶太作成 

□1 地名 
祓殿
は れ ど ん

  かつて、鳥居があった場所。「村の北の海汀のハライド」に龍
り う

皇子
こ う し

神社があるという記述

も見られる（『拾遺』）。龍皇子神社は、太祖神社と同様に、芥屋の産神であった。現存する地名

である「リュウオーサマ」との関連が推測される。 

鎮山
ち ん の や ま

  芥屋北西部の出崎にある岩山のこと。「大門山」とも呼ばれ、「大門山の南土山の峯に遠見

番所」が置かれていたという（『拾遺』）。また『附録』には、「野北浦・岐志浦漁獵の堺ハ大門を

限とせり。」と記述されている。「鎮山」の麓の海岸側には、古来景勝地としてよく知られている

「芥屋の大門」がある。「芥屋の大門」は、「誠に天下の奇觀なり。かゝる奇區はひとの國にはあ

りもやすらん。我日本にはいまた是にたぐへる所をきかず。」（『續風土記』）と評されるほどに独

特の形状を持った洞窟であり（図１）、国の史跡名勝天然記念物に指定されている。 

善
ぜ ん

福
ふ く

  かつて、善福寺というお寺があった場所。善福寺については、寛文の頃に寺号を建治寺に

改めたとも言われるが、以前には大日寺と善福寺の二つの寺が存在し、建治年間に一つの寺に統

合し、その寺に建治寺と名付けたという説もある（『拾遺』）。 

中島
な か し ま

  以前は海に囲まれた島であり、この辺りの水田を掘ると現在でも多くの貝殻が出土する。



48 
 

「中島」周辺の田園地帯は、諸地誌に「引津」として記載される（『附録』『拾遺』『地理全誌』）。

この一帯は、かつては、芥屋と岐志の双方から海水が流れ込む入海で、大船も入って来ることが

できた。延宝の初めに、現在のような水田が作られ、「中島」の東にある「笠松」では、岐志の

方から入る海水を止めるための樋口が設置されていた（『地理全誌』）。 

ナランマツ  かつては防風林の役割を果たす松が植えられていた場所。「笠松」の堰部分にあた

り、この植樹には、岐志方面からの風を防ぐ目的があったと考えられる。 

□2 集落 
芥屋では現在、「西」や「峰」、「屋床」、「中」、「東」、「波止」の地名が確認される。「峰」は砂

丘の峰になるところで、また、集落の中で一番高い場所であったという。逆に「屋床」は、 も

低い場所に位置した。「波止」以外のこれらの地名は、既述したように、大正期以前の史料にお

いても確認できる。 

□3 生業 
畑作 芥屋では、カブやジャガイモ、キャベツなどを作っており、農協におさめている。農協が

なかった頃は、個人販売が主であった。現在でも、個人で売っている人もいる。なお、明治初期

の畑面積は約 55 町、水田面積は約 52 町であり、畑と水田の面積は同程度確保されていた（『地

理全誌』）。 

稲作 芥屋では、「天神山溜池」や「脇溜池」から、「新開川」を通して水田に水を引いている。

現在では、農作業は主に機械で行い、家畜を利用することはない。農業従事者の高齢化が進んで

いる。明治初期の芥屋には、138 頭の牛と 3 頭の馬がおり（『地理全誌』）、多くの牛が農作業に

活躍していたと考えられる。 

蜜柑 福ノ浦では、蜜柑栽培が盛んに行われており、かつては「福ノ浦の蜜柑は日本一」と称さ

れたこともあったという。 

繭 福ノ浦では、戦前には繭作りが盛んであったが、昭和 19 年頃にやめてしまった。 

漁業 芥屋では、畑や水田の面積をあまり確保できず、農業だけの生活は困難であり、代々半農

半漁であった。カキ栽培も盛んであり、 近では若い人たちが率先して取り組むようになってき

ている。福ノ浦においても、畑や水田があまりないため、半農半漁で生計を立ててきたという。 

□4 交通・流通 
旅人 芥屋へ旅人が来ることは、従来ほとんどなかった。しかし 近では、「芥屋の大門」が観

光地となっていることもあり、夏になると相当数の観光客がやって来るようになった。観光客は

多くのゴミを残して帰るため、年に二回美化運動を行い、空き缶集めをしているという。なお、

観光客は飲食物を持参するので、芥屋への経済的効果は薄い。福ノ浦へは、かつては芝居屋が巡

業で来ていたという。 

道 かつては、芥屋北部の海岸沿いの道が県道であり、昭和 20 年代には木炭バスが走っていた。

現在の県道が整備されてからは、走り屋がしばしば来るようになった。 

□5 生活 
人々 芥屋では、離れる人が多い反面、新たに流入して来る人もおり、過疎化と呼べるほどの現

象は起こっていない。また福ノ浦の住民は、源平の合戦の際に、落ちぶれてきた人々の子孫であ

ると言われている。福ノ浦の土着姓は、奥、丸太、上野の三種類のみで、明治の頃までは、長男

に幸右衛門と名付ける習慣があった。 近では、少子高齢化の傾向にある。また、人々の流出も

見られるが、U ターンして戻ってくる人も多いため、過疎化が進行しているということはない。 

商店 芥屋には、個人商店が一軒あるのみで、必要な物資は、自動車で約 20 分のところにある

前原まで買い出しに行く。しかし、野菜などの農作物は自給しており、商店が少なくてもそこま

で不便ではない。 
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学校 芥屋では、40 年ほど前までは小学校があったが廃校となり、現在ではその跡地に公民館

ができている。現在の芥屋の小中学生は、前原市にある学校までバス通学をしている。福ノ浦に

は学校がないため、福ノ浦の子供たちは遠方へ通う必要があり、不便である。 

水 芥屋では、昔から井戸水を利用している。砂地であるため、深く掘ることはできないが、20m

以上掘れば真水が出てくる。また、これまで、水不足で困ったことはなかった。平成 6 年の干ば

つの際にも、溜池の水が少し減りはしたが涸渇はせず、特に被害はなかった。付近に焼却場を作

ったために水の流れが変わったのではないかとの懸念もあるが、現在のところ実質的な被害は出

ていない。以前には上水道を整備する話もあったが、生活に不自由することがないため、未だ設

置されていない。福ノ浦では、上水道が今なお通っていない。しかし、平成 6 年に起こった干ば

つでも、大きな被害は出なかった。なお『地理全誌』には、「渡瀬」や「浦口」、「和田」、「権現

前」、「板樋石」、「脇」、「大坪」、「福浦」の八ヵ所の溜池の名前とその面積が記載されている。 

風呂 以前は、芥屋のほとんどの家庭で五右衛門風呂が使われていた。五右衛門風呂の方が、経

済面ではいいと言う。 

ライフライン  芥屋の下水道は完備されている。昭和 25 年に電気を引くようになった。停電と

なったのは、平成 3 年の台風 19 号の襲来の際くらいである。また、昭和 40 年頃にプロパンガス

を導入した。それ以前はかまどを利用しており、必要な薪は付近の山から調達していた。また、

福ノ浦に電気が引かれたのは、昭和 30 年前後のことであった。それ以前には、石油ランプを使

用していたという。ガスの導入は昭和 23 年頃のことで、以来プロパンガスを使用している。 

災害  芥屋に雪が積もることはほとんどなく、雪害に見舞われることはなかった。海側からの潮

風が強いため、自動車もすぐに錆びてしまい、通常の半分ほどの年数しか使用することができな

い。また、稲がやけることもある。40 年ほど前までは防風林があったが、松くい虫に食べられ

てしまった。その後にも植林を行ったが、同様に松くい虫の被害にあい、現在では防風林は設置

されていない。また、台風が通過した際の被害は大きい。冬になると大陸からの季節風が厳しく、

また、民家が密集しているため、何度も大火に見舞われた。男性は出稼ぎに出ており、女性しか

残っていなかったこともあり、その被害は大きかった。福ノ浦では、昭和 28 年に大水害が起こ

り、多くの水田を失うことになった。山津波（崖崩れ）が も恐ろしい災害であるという。 

祭礼  芥屋の太祖神社では、昭和 40 年前後までは、ダギトウと呼ばれる祭りを行っており、牛

馬を福ノ浦の綿津見神社まで連れて行き、家畜の健康を祈願した。また、シンショウ祭（以前は

新嘗祭）と呼ばれるジンジが、秋に行われている。春には、地祭りという、豊作や無病息災を願

う祭りがおこなわれ、しこ名で区切られた地域の境界線の隅にお札を立て、災いを追い出し、ま

た災いが入れないように祈願している。しかし、こうした祭りに参加する子供の数は減少傾向に

あるという。また福ノ浦では、5 月には地祭りが行われ、伝染病が入ってこないように祈願する。

また 9 月には秋祭りが、12 月 15 日には、皆が一日中公民館にこもる行事がある。『附録』によ

れば、産神を祀る龍王社があり、小字芥屋の大祖宮の小金丸飛彈が奉祀していた。現在もなお、

小字芥屋の太祖神社の神主が、小字福ノ浦の綿津見神社の神主も兼ねている。 

（馬場多聞） 

 

４、岐志
き し

（④）１）―江戸期の開拓と新開地名― 

 大字岐志は、引津湾の北部に位置する。芥屋より東南の海辺にある村であることから、岸と名

がついたといわれる（『続風土記』）。新開川周辺の田んぼは、江戸時代の初めまで入海で、干拓

                                                  
１）2001 年度の山田勝信・内田雄太・河井一樹・土公文平氏（当時九州大学学部 1 年）の調査レポートお

よび 2008 年度の楠瀬の調査を元にした。 



50 
 

によって耕地化した。新開川周辺の新開地名は、この江戸期の干拓を示すものである。 

（１）村の歴史的沿革２） 
□1 集落  

江戸期の集落は「本村」（西方）「山崎村」「平松」「新村」（岡分・浦分（本浦・新浦））からな

る（『拾遺』）。元禄郷帳・国絵図作成の際、枝村の岐志新浦が岐志浦村に改められた（「郷帳」九

州大学法学部蔵）。 

明治初期の集落は、「本村」「山崎」「新村」の三所である（『地理全誌』）。 
□2 岐志村  

小早川時代の差出前之帳では芥屋村の内である。慶長七年（1602）の検地高 398 石余のうち

大豆が 180 石を占めるように、中世までは畠作が卓越していたようである。元禄元年（1688） 

 
図１ 大字岐志・新町の地名 

                                                  
２）『日本歴史地名大系』41、岐志村の項を参照。 
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の村位は中、田 16 町 3 反余・畠 3 町 1 反余、ほかに御郡開田 2 反 1 畝余があった（「志摩郡御

床触郡帳」鎌田家文書）。村高のうち田 2 反余・畠 3 町 1 反余、高 27 石余が浦分であった（享

保二年「志摩郡村々田畠畝高帳」鎌田家文書）。 
□3 岐志浦  
天正十九年（1591）原田氏の朝鮮出兵の際、岐志浦から 500 石積の船を建造して献上したと

いわれ、早くから主要な廻船基地となっていた（『志摩町史』）。江戸期には、伊万里焼・肥料を

関西方面へ運び、巨利を得ていた（『筑豊沿海誌』）。元禄元年には、商人 3 人、四反帆 3 艘、漁

船 23 艘があった（「志摩郡御床触郡帳」）。天明期以降、廻船業が衰退し、漁業がおもな生業と

なった（「福岡藩御用帳」）。 
 明治初期には漁家 10 戸、漁商 20 戸。商船 3 隻（50 石以上 1 隻、100 石以上 2 隻）、漁船 25
隻、小漁船 17 隻。カナギ網・鰯網、手繰網、立網、地引網の網数 36 帳があった。漁場は、東

は御床村大道口、南は大曽根、北はランボウ瀬・大崎が境である３）（『地理全誌』）。 

（２）大正・昭和期の村の姿 
□1 地名  
中新田・下新田・新開 岐志村と芥屋村の間の新開川周辺の田んぼは入海を干拓で耕地化した

ものである。これらの地名は、江戸期の干拓を示すものである。新田は延宝（1673～81）初年

に開かれた。水田開発に使われた溜池（堤）は「神ノ木」「古野」の両堰が古く、「神ノ木」（上

ノ木）堰は新開地の水源として築造されたと考えられる（「堤書上」鎌田文書）。また、「神ノ木」

の峯には遠見番所があった（『拾遺』）。 
輿下
こ し お り

瀬 花掛神社の東南三町。海中にある瀬。昔、神幸ありし時、神輿を休めし石という（『附

録』）。 
シカハ瀬・安田瀬・アンタノ瀬 新町漁港に近い瀬。『附録』『地理全誌』に載る。 
□2 集落 
 現在の集落は、「山崎」と「岐志」に大きくまとまっている。「岐志」は、漁業を行う浜地区と

農業を行う岡地区に分かれている。戦後すぐは、漁業従事者が半数を占めていたが、その比率は

時代とともに徐々に減ってきたという。また、浜地区には以前松林があったが、現在ではほとん

どなくなり、コンクリートで固められている。 
□3 生業 
終戦直後は、農業が特に盛んだった。戦後の食糧難でまず食べられることが第一だった。収入

を得るのに教員から農家になるような人もいた。「百姓百品」という言葉があって、作れるもの

なら何でも作っていた。また、この時代には、稲刈休みや田植え休みといったものがあった。昭

和 40 年代までは、みかん農園も多かった。その後は、スイカやイチゴや菊の栽培や園芸農業も

盛んになった。 
 岐志には大きな川が無く、水利の便が悪かった。町の人達は協力して水を大切に分け合った。

名前の付いた井堰には、新開井堰、大崎井堰などがある。 
□4 生活 
村同士の交流 田植えから 210 日は農家にとって厄日であり、9 月 1 日前後に祭りをして厄払

いをやっていた。そこで親戚同士が会ったり、ご馳走を食べたり酒を飲んだ。若者たちは、村対

抗で相撲を取ったりすることもあった。 
                                    （楠瀬慶太） 

                                                  
３）「大道口」「大曽根」「ランボウ瀬」「大崎」についてはまだ現地比定できていない。  
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５、姫島
ひ め し ま

（⑤）1)― 果ての志摩より― 

姫島は、西浦から 7 里、大字芥屋
け や

や大字岐
き

志
し

からは 3 里離れた玄界灘に浮かぶ孤島である。

流刑の地としても知られ、慶応元年（1865）には、勤皇の志士隠匿の罪により野村
の む ら

望
も

東尼
と に

が流

された。十ヶ月にも及んだ獄中生活において、彼女が詠んだ歌のひとつに、「冬の夜の嵐にも漕

ぐ釣り舟を見ればひとやの我ぞ安けき」がある。この歌からは、姫島の人々の力強い生き様があ

りありと浮かびあがってくる。 果ての「志摩」に生きる姫島の住人の暮らしぶりを、ここに描

いてみたい。                         

（１）村の歴史的沿革 2) 

 
 
 
 
 
 
 
屋作右衛門は給米二俵・給銭二百目であった。郡方に属するのは土地のみで、人柄は浦方に属し

水夫役を負担した。 
□2 姫島漁史 
 延宝期の鯨組あるいは鮪網といった大規模な漁業は、領外の、特に肥前唐津藩領の商人が漁業

を借り、入漁する場合が多かった（『福岡藩御用帳』など）。しかし、文化十二年（1815）、姫島

浦の与七が長門国豊浦郡小串で大敷網の使用法を習い覚え、それ以降大敷網が姫島の漁業の中心

となった。また文政三年（1820）に、安芸国呉の漁民が延縄漁の技術を伝え、鰤・鯛の延網漁

が発達した（『筑豊沿海誌』）。安政三年（1856）、浦々から出資を募り、壱岐国の原田元右衛門

を雇入れて鯨組を仕立てたが、不漁のため、翌年には道具類を徴収へ売り払っている（『見聞略

記』）。この頃から漁区の調整が始まり、明治十年（1877）には、島の周囲 450 間の海面を漁区

とした（『筑豊沿海誌』）。 

（２）大正・昭和期の村の姿 
□1 地名 
神ノ木 『附録』3)に「姫大明神の北、山の頂に松樹あり。かみの木といふ。慶長の比又松數株

を植繼て海上通船の目鵲とせり。」とある。また『拾遺』には、「山上の地名也。松樹群り立り。

昔姫大明神鎮座せさせ給ひし址也といふ。巓に遠見番所有。」との記述が見られる。『地理全誌』

にも、両者の記述をまとめた記事を確認できる。以上より、「神ノ木」の地名は、慶長の頃、海

上通船の目印になるように、鎮山に植樹された松に由来すると考えられる。 

烏帽子 「烏帽子島」や「烏帽子嶋」として、『續風土記』や『附録』『拾遺』において言及され

ている。これらの記録によれば、「姫嶋の乾五里」にある不毛の島で、東側に「乾風」の時に船

                                                  
1) 2002 年度の馬場多聞による調査を元にした。なお、写真はすべて、姫島観光パンフレットである『ぐる

っとパノラマ 300° 姫島』に拠った。 
2) 『日本歴史地名体系』41－姫島村の項を参照。 
3) 本稿で使用できた史料の他にも、たとえば、以下の二点の姫島関連文書の存在が近年新たに確認されて

いる（『志摩町所在被災史料目録』）。その一つが、姫島区長によって代々引き継がれてきた『姫島区有文書』

で、史料総数 20 点。近世後期の難破船や捕鯨に関する史料などを含んでいる。いま一つが『漁協姫島支所

文書』である。これは、糸島漁協合併以前の姫島漁協で引き継がれた史料で、史料総数は 236 点。近世後

期の捕鯨、諸願書などから成る。 

 

写真１ 姫島全景 

□1 姫島浦 
 慶長十年（1605）八月二五日には、黒田長政

の浦掟が出されている（「新訂黒田譜」）が、本

来は岡分で、寛文七年（1667）から浦分になっ

たともいう（「自天正寛文年間古記」朱雀家文

書）。庄屋と弁指は兼務で、文化九年（1812）の

郡方覚（『県史資料七』）によると、当地の浦庄 
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を繋ぐ磯を有した。明治 8 年（1875）には灯台が点灯され、以後 100 年にわたり、滞在管理が行

われ続けた。 

産の穴（ウソノアナ、ウブノアナ） 姫島神社に合祀されている、鸕鶿
う が や

草葺不合
ふ き あ え ず の み

尊
こ と

の出生地で

あるという（『附録』『地理全誌』）。二つの岩穴があり、内部は白い丸石が敷き詰められたように

なっている。『拾遺』には、「嶋の北西の海岸の岩窟の内に祭れり。祠はなし。窟二所に有て相並

へり。西の窟頗深し。其辺に白石多し奇境なり。」とある。『附録』では「産所神」と、『地理全

誌』では「産所神石」と呼ばれており、葺不合尊の出生地であるが故に産所の名称が付けられた

ことを、社家の説として紹介している。 

現在では、姫島神社とともにお産の神様として崇められており、毎年島外から多くの人がお参

りに来る。江戸後期には、姫島に安産の神様がいると考えられていたことが、『續風土記』の「里

人云、此所の女人昔より難産なし。神助有故也とそ。依是姙婦産しやすからん事を此神に祈る者

あり。」との記述から読み取れる。しかしここでは、「産の穴」と葺不合尊の関係については言及

されていないのである。その後に著された『附録』や『地理全誌』に、「産の穴」を葺不合尊の

出生地とした記述があることを踏まえれば、「産の穴」と葺不合尊を結びつけて考えられるよう

になったのは、『續風土記』の成立以降、『附録』が編纂されるまでの百年間、すなわち、18 世

紀以来のことであったと推測される。 
 

 

図１ 姫島の地名（※楠瀬慶太作成） 



54 
 

ウツリゼ 「産の穴」の西方に位置する。『附録』によれば、「産所神」の記事のうちに、「また

此邊に移り瀬といふあり。尊産れ玉ひて此瀨にうつらせ玉ひしといふ。」とあり、「産の穴」との 

 

 

 

 

 

 

 

□2 集落 

江戸後期編纂の『拾遺』に、「民居に西方向方濱方崎方の名有て嶋の南に相つらなれり」との

記述がある一方で、明治初期に編纂された『地理全誌』においては、「東濵」と「西濵」の二つ

が記されるのみである。現在は、集落は島の南半分に集中しており、西から順に「西方」「向方」

「浜方」「崎方」という。 

□3 生業 
畑作 昭和中頃までは、山の上の方で畑作が盛んに行われていたが、現在ではほとんど行われて

いない。その理由としては、農作物による収益は少ないことや、高度経済成長期の際に若者が島

から出て行き、畑を継ぐ者がいなくなったことが挙げられる。畑を作っていた頃は半農半漁の人

が多かったが、現在では専業漁師が主である。また、個人で焼畑を行うこともあったという。姫

島の畑作の痕跡は、「ナガバタケ」や「コミカミイシ」、「オオミゾゴウ」の地名に見ることがで

きる。なお『附録』には、「畠九町一反一畝餘あり。」と記述されている。 

 野菜の自給率は 20%ほどで、ホウレンソウやキャベツ、ネギ、ナス、馬鈴薯、トマト、スイ

カ、キュウリ、ハクサイ、タマネギを産出する。明治初期には、麥や大豆、栗（3 石）、蕎麥、

小豆、琉球芋も生産されていた（『地理全誌』）。他にも昭和期には、麦や桑、綿花、さつま芋が

生産され、養蚕や綿の出荷が行われていたという（古賀ほか 1984）。 

稲作 江戸後期には水田の面積は「三反二畝餘」とあり、「畠」の面積のおよそ二十八分の一で

あった（『附録』）。明治初期には、米や大豆が課税対象とされていたが、水田の面積は、畑の面

積のおよそ三十分の一であり、また、水田の石高は、畑の石高のおよそ八分の一であった（『地

理全誌』）。以上のことから、姫島においては、比較的小規模の米栽培が行われていたと考えられ

る。現在では、島内に水田はまったく見られない。 

蜜柑 昭和 30 年代に、蜜柑の生産に着手したことがあったが、出荷できるものを栽培できず、

結局は失敗に終わった。現在では、蜜柑栽培を行う人はいない。 

牛 寛政十一年（1799）に完成した『附録』には、「村の北六町はかりに牛牧あり。年々犢牛を

産す。他方より來りて買求る者多し。」とある。しかしその 15 年後に編纂が開始された『拾遺』

には、「牛牧の址村北六丁昔有し年暦詳ならす。久しく絶えて今は牧なし。」と記述されている。

姫島における牧牛は、寛政期を境に衰退をはじめるようで、明治初期編纂の『地理全誌』には、

「寛政ノ頃マテハ年々犢牛ヲ産ス。他方ヨリ來テ買求ル者多カリシト云。其後ハ絶タリ。」との

記事が見られる。なお、元禄元年（1688）の牛の数は 25 頭（「志摩郡御床触郡帳」鎌田家文書）、

そして寛政期（1789-1801）には 50 頭（別本『附録』）であったという。明治初期の姫島内には、

13 頭の牝牛がいた（『地理全誌』）。昭和 59 年に出版された古賀ほかによる報告書には、「ベカ（子

 

写真２ 坊主の首 

関連を確認できる。なお『地理全誌』には、「神石」

として記載されている。 

坊主の首（ボウズノクビ） 玄界灘の荒波と風が造

りだした奇岩。お坊さんの頭に似た形状をしており、

諸地誌には「坊主岩」の名前で記載されている（『附

録』『拾遺』）。『地理全誌』には、「坊主岩」は「海中

ニアリ。常ニ少シ見ル。」との記事がみられるが、少

なくとも現在では、「坊主の首」と呼ばれる場所は地

上に現われている。 
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牛）を買い育て、業者に出荷。各戸 1～2 頭飼い、年寄りが世話をした（昔の漁は手こぎ船で年

寄りは漁にでず、暇があった）。」との報告が記載されている（古賀ほか 1984）。そして現在では、

氏神様が嫌うために飼っていないとのことである。 

炭 戦時中は、二、三軒の家で炭焼きが行われていた。昭和期には、「冬、山に炭焼き小屋を建

て木炭を作る。島外に出荷。」という状況にあった（古賀ほか 1984）。 

薪 以前は山のあちこちから手に入れていたが、40 年ほど前にプロパンガスが導入されて以来、

使用されていない。 

漁業 既述したように、現在の姫島では専業漁師が多数を占める。冬季には、五島・壱岐の鯨組

への出稼ぎに出ることもあった。明治初期には、「皆農漁ヲ兼ヌ。」状況にあった（『地理全誌』）。

また、昭和 59 年には、59 戸中 50 戸が漁業を専業としているとの報告書（古賀ほか 1984）が出

版されている。このように、時代が下るごとに、半農半漁の形態から専業漁業の形態に移行して

いった様を見ることができる。 

 姫島の海産物には、ウニやヒジキ、干ワカメ、モズク、サザエ、アワビ、鯛、ヒラメ、イサキ、

トラフグ、甘鯛などがある。明治初期には、海蘿や海魚、海藻類、蚫が輸出されており、特に海

魚は輸出総額の約 93%を占めていた（『地理全誌』）。また『拾遺』には、「海膽をいたす。」とあ

る。島の東側にある「サザエ瀬」ではサザエを、「い貝瀬」ではい貝を獲ることができる。 

□4 交通・流通 
行商人 終戦後には、衣料の行商人や果実の行商人が島を訪れていた。彼らは、知人の家に泊ま

りながら商いをしていたという。 

道 現在の姫島には、島の南側にある居住区を起点に、舗装された道路が海岸沿いにひかれてい

る。島の東側に延びる道を東海岸道路、西側に延びる道を西海岸道路と言う。しかし、島の南側

にのみ人々が居住しているため、舗装路は島全体を網羅しておらず、途中で途切れてしまってい

る。したがって、島の北側にある「産の穴」や「坊主の首」へ向かうには、舗装路を降りて海岸

沿いの岩場を歩いて行く必要がある。舗装される以前は、土を並べただけの道であった。ところ

どころに尖った石が出ていたが、どければ水はけが悪くなるため、そのままにしていたという。 

□5 生活 4) 
水 島内には三十五ヵ所ほど井戸があり、これまで干ばつに見舞われることもほとんどなかった。

昭和 50 年代に、水が一ヶ月ほど涸れたことが二、三回あったが、それほどひどいものではなか

ったという。したがって、雨乞いが行われたことはあまりない。 

 現在では、島の西側の二ヶ所でボーリングが行われている。標高 18m の所で、60m ほど掘削

しており、塩分を含まない水を獲得することができる。平成 3 年度には、上水道が整備された。 

食事 主食は、甘藷や麦であった。米は本土から購入し、もみを取ったまる麦を茹で、米に混ぜ

ていた。米と麦の割合は三対七くらいであったが、少しずつ米の占める割合が大きくなっていっ

た。また、マテ樫の実を拾って、炊いて食べていた。粟ご飯も食されており、麦ご飯よりも美味

であったという。お菓子としては、干し柿やカチグリはなく、砂糖を舐める程度であった。 

衣類 インフォーマントの父親の代には、自分たちで蓑を製作し、使用していたという。 

入り会い山 昭和 30 年ごろまでは、「神ノ木」の北側を入り会い山として利用していた。「ムラ

ヤマ」と呼び、椿の実を採ったり、戦時中には竈用の枯れ木を拾ったりしていた。椿の実を採る

ことをカタイシチギリと言った。カタイシは椿の実を、チギリは木からもぎ取ることを、それぞ

                                                  
4) 本節の記事は、主に島民の S 氏からの聞き取り調査によるものである。氏は昭和 6 年生まれであり、し

たがって、ここでは昭和 6 年以降の島民の生活を主に叙述することになる。なお、昭和 59 年刊行の古賀ら

の報告書（古賀ほか 1984）では、明治 39 年生まれのインフォーマントにも聞き取り調査を行っている。

そのため本節の内容は、インフォーマントの世代差のために、古賀らの報告書と相違する部分を持つ。 
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れ意味する。採集した椿の実を、砕いて揉んだ後、木ではさみ、汁を搾り出していた。現場には

虫がたくさんいて、「いやらしかった」らしい。椿の実の解禁の頃をクチアケと呼んだ。なお、

草切り山はなかったという。 

共同作業 かせいと呼ぶ共同作業が行われていた。しかし、親戚同士で集まって行う程度で、一

般的なものではなかった。 

年齢集団 男性用の青年クラブが存在した。クラと呼ばれる、眠るだけの場所が島内に四か所あ

り、そこに集っていた。酒も煙草も禁止であったが、規律は厳しくなく、上級生からの制裁もな

かった。10 月 10 日から 3 月 10 日にかけて、夜の九時頃に島内の見回りを行っていた。この集

団は青年会と呼ばれ、男たちは小学校卒業後に加入し、25 歳で引退するという（古賀ほか 1984）。

今回の聞き取り調査では、女性の集まりは存在しなかったとの回答を得たが、古賀らの調査によ

れば、女性の集まりである処女会が存在したという（古賀ほか 1984）。 

恋愛 かつては、島内恋愛が一般的であったが、子供たちが島外の高校に通うようになってから

は、島外の子と付き合うようになっていった。 

風呂、便所 共同風呂は存在せず、終戦後、個人の家に風呂が作られ始めた。しかし、風呂、

トイレともに、臭いを気にして別棟に建てられたという。しかしその一方で、かつては共同風呂

が存在し、フロヅカイがいたとの報告がなされている（古賀ほか 1984）。現在では、水洗便所や

下水道が整備されている。 

墓 以前は、島の西側の海岸沿いの「ハカシタ」に、お墓が建てられていた。大雨や台風の際に

は、お墓の中の棺桶が海へ流れ出すということもあったという。しかし、西海岸道路を整備する

際に墓石はすべて取り壊され、代わりに納骨堂が作られた。したがって、現在の姫島では、島人

が亡くなると火葬され、その骨は納骨堂に納められる。 

□6 戦争体験 

 自給した農作物のほかに、砂糖などを本土からの配給で得ていた。若い男たちは徴兵されて戦

地に赴き、14 人ほどが戦死した。若い女たちは、挺身隊として本土の工場に働きに出ていた。

戦争に行った男たちに妻帯者は少なく、したがって、再婚する戦争未亡人はほとんどいなかった

という。年老いた男たちは漁を、女たちは畑仕事をして、生計を立てていた。若者たちがいなく

とも、老人たちの活躍により、暮らしていくことができていた。 

 島の上空をアメリカ軍の飛行機が飛び、海上の船に威嚇射撃を行うこともあった。しかし姫島

には、波止場以外に爆弾が落とされることはなかった。終戦前夜の 1945 年 6 月 19 日から 20 日

にかけて、アメリカ軍が福岡市の市街地を空爆した 5)。姫島からは、博多の空が真っ赤に燃えて

いるように見えた。もはや恐怖などを感じることもなく、「どうにでもなれ」という気持ちにな

った。終戦を迎えるまで、10 人ほどの兵隊が鎮山に自炊しながら隠れて暮らしていたという。 

（馬場多聞） 

 

６、船越
ふ な こ し

（⑥）１）―仲西源蔵
げ ん ぞ う

と善応庵
ぜ ん お う あ ん

― 

 大字船越は糸島半島南西部に突き出た小半島に位置する。船越と久我
く が

浦の間の砂洲上の同村

境には松原があった（『附録』）。昔、浦人は北風が強い時には南の海へ越して入港し、南風が強

い時には、北の海から越して入港した。漁のため風によってあちらこちらへ船を引き越したこと

                                                  
5) 福岡空襲のこと。罹災面積は 3771 平方キロ、罹災戸数 1 万 2693 戸、罹災人口 6 万 599 人、うち死亡 902
人、重傷 586 人、軽傷 492 人、行方不明 244 人。詳しくは、『福岡空襲とアメリカ軍調査』を参照されたい。 
１）2001 年度の中村貴志・吉田太一氏、原田俊尚・福留和幸氏（当時九州大学学部 1 年）の調査レポート

および 2008 年度の楠瀬の調査を元にした。 
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から船越の名がついたと伝える（『続風土記』）。船越には仲西姓が多いが、村に伝わる仲西源蔵

（善応）の伝説はその歴史を伝えるものである。 

（１）村の歴史的沿革２） 
□1 古代・中世の船越庄３） 
□2 船越浦 
 船越は小早川時代の指出前之帳では御床村の内である。天正十九年（1591）三月二三日の志 

 

図１ 大字船越の地名 

                                                  
２）『日本歴史地名体系』41、船越村の項を参照。 
３）第３部第２章「古代・中世の船越庄」（128 頁）を参照。 
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摩郡惣田数付（朱雀文書）では、田 1 町 9 段余・畠 12 町 6 段余で耕地は少ない。慶長七年（1602）
の検地高 67 石余、うち大豆 33 石余であり（「慶長石高帳」）、山麓部の畠地開発が進んでいたも

のと考えられる。近世初期まで田地のほとんどは小侵食谷沿いの迫田であったと考えられるが、

江戸後期には溜池の築造（文政十年（1827）築造の宮田溜池、築立年不詳の居月溜池）により

田数は若干であるが増加していった４）。元禄元年（1688）の村位は下、田 2 町・畠 7 町余、高

69 石余で、田地が若干増え、畠地は大幅に減少している（「志摩郡御床触郡帳」鎌田家文書）。 
 元禄期には廻船基地として、伊万里や長崎の焼物、米・竹を大坂に運び、後には 200～500 石

積の船で東北・北陸へ販路を広げ、現地に商人として定住するものも出た（『志摩町史』）。元禄

元年（1688）には、商人 7 人、四反帆船 6 艘、三反帆の漁船 16 艘があった（「志摩郡御床触郡

帳」）。久我浦･船越浦では脱農・脱漁が進み、漁民を「鉢巻組」と呼んで見下す風潮も生まれた。

漁業が主産業となったのは明治以降の廻船業の衰退以後である（『筑豊沿海誌』）。 
 明治初期には、漁家 105 戸、漁船 38 隻、ｶﾅｺﾞ網、地引網、手繰網、長縄鰤網の 32 張があっ

た（『地理全誌』）。 

（２）大正・昭和期の村の姿 
□1 地名  
魚見嶽
う お み た け

 鰯など回遊魚を見た魚見台があったことを示す地名。集落域と南の鷺
さ ぎ

ノ首に小字がある。 
仲西源蔵と善応庵５） 天正の頃、仲西源蔵という者がいた。兄は原田氏の家臣だったが、高祖

城落城後兄弟浪人して船越へ来た。源蔵は天性多病故、法正寺の弟子となり法名を善応と呼んだ。

当時吉井浦に吉井敬吾という浪人がおり、海賊行為を繰り返し、度々船越にも襲来した。浦人は

大いに憂い、善応を聘して遠見番に充て、法螺貝で合図させ村人を避難させた。海賊達は抜け殻

になった村を見て仕方なく帰っていった。海賊達はそれを察し大いに怒り、番所を襲い善応を追

って久我浦に至り海辺で彼を斬った。その後、海賊が再び船越に攻め来たったが、氏神の御社（引

津神社）から白羽の矢が飛んで吉井敬吾の眉間を貫通し絶命した。 
 以後、村民は現在まで毎年陰暦 11 月 25 日に弓に白羽の矢を添えて氏神に奉納する。また、

浦を守って犠牲になった村人善応を憐れみ善応庵と地蔵を建てた。久家公民館の横に善応地蔵が

残る。また、善応が遠見した山を「善応山」というが、今では別荘地となっており、船越に住む

住民と同じくらいの人の別荘がある。 
□2 集落 
 集落は一ヶ所に集まる。集落内には「オオサゴ」「マルサ」「フロヤ」「ニシガタ」といった屋

号がある。現在はあまり使われていないらしい。屋敷の位置はまだ確認していない。漁業従事者

以外にも桶屋、畳屋、大工、酒造などの商工業者もいた。桶屋では、材料の木材を雷山から仕入

れていた。半日がかりでリアカーを自転車で引っ張って持ってきた。また、村の南には「エメラ

ルドパーク」という別荘地がある。 
□3 生業 
漁業 船越で獲れるのは、鯛・イカなどである。2000 年は鯛の豊漁で、多いときで 1 日 700 箱

獲れたことがあったそうだ。昔は、真珠の養殖も行われていた。現在は、小規模だが鯛やハマチ、

カキの養殖をしている。出荷先は、福岡はもちろんのこと、下関や広島、京都まで出荷している。 
自然災害 昭和 27 年に台風で山が崩れたことがあった。 
鳥獣被害 近、イノシシやタヌキなどがいて、農家に被害を与えているらしい。 
□4 生活 

                                                  
４）明治初期には、田 2 町 6 段 12 歩・畑 7 町 3 畝 13 歩・大縄田畑 7 段 9 畝 29 歩となった（『地理全誌』）。 
５）『糸島郡誌』小富士村の項、『糸島伝説集』および聞き取った話を元にした。  
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祭礼 現在行われている祭礼として以下のようなものがある。2 月 11 日の建国祭では、宮参り

や集会をする。１つの部落で建国祭をやっているのは船越ぐらいらしい。4 月 29 日の厄神祭、7
月 15 日の夏祭りなどがある。また、昔には、船越に嫁が来たときに行う「石打ち」という行事

も行われていた。「石打ち」というのは、その家の庭先にみんなでお祝いとして石を投げ込むと

いうものである。 
戦時中の船越浦 戦時中、近くの山は防空壕とイモ畑ばかりだった。また、船越には軍隊の基

地があり、どの家にも兵隊が寝泊まりしていた。「菊池部隊」という海上航空隊が法正寺を本部

にしていた。軍港を佐世保に置くか、船越に置くかの議論もあったらしい。 

                                     （楠瀬慶太） 

 
７、久家

く が

（⑦）１）―「小瀬まわり」と干拓地の水利慣行― 

 大字久家は可也
か や

山の南西、独立した低い山塊を取り囲むように立地している。西に延びる砂洲

を挟み茅の海（引津湾）、南は沖の海（船越湾）に面し、東は泉
いずみ

川河口の入海に面する。この泉

川流域の田んぼは江戸時代中・後期の干拓地で、溜池への入水・溜池からの取水などの水利は「小

瀬まわり」と呼ばれる人達によって管理されていた。 

（１）村の歴史的沿革２） 
□1 久我村の耕地開発 

久家は、元は久我と書き「コガ」と発音された。小早川時代の指出前之帳では御床村の内であ

る。慶長七年（1602）の検地高は、522 石余、うち大豆 237 石余（「慶長石高帳」）。元禄元年（1688）
の村位は下、田 25 町・畠 45 町 1 反余、高 531 石余（うち田 5 町 3 反余・畠 18 町 6 反余、高

169 石余が浦分）で、畠地に占める割合が多かった（「志摩郡御床触郡帳」鎌田家文書）。田地は

少なく、大工・杜氏・蔵男、他村への奉公など出稼ぎが盛んであったが、干拓・溜池造成により

田畠は増加した３）（「御開田御発記録」寺山鎌田家文書）。 
 久我村では延享三年（1746）に寺山―御床村間の入海の干拓が着手されたが、堤防が沈下し

て失敗した（由比 1980）。その後も何度も失敗をくりかえし、嘉永五年（1852）に周防国大島

郡日前
ひ く ま

村の又五郎を惣棟梁として着工、23 町 9 反余を開き、農民に 16 町余が割り当てられ、

安政四年（1857）頃から米麦が成熟するようになる。用水は対岸の怡土郡神在村の長野川から

の引水を試みたができず、用水不足は明治 42 年（1909）の「松本」溜池完成まで解消されなか

った（『糸島郡誌』）。主要な堤は、江戸初期に開発された「ながおさ」（寛文九年築立）・「松田」

（寛文 12 年築立）の二ヵ所で（「堤書上」、天明五年「御床触村々風土記下地書上帳」鎌田家文

書）、江戸後期に開発された「井浦」「大牟田」（文政十年築立）、「佐伯」（弘化四年築立）、「カム

ケ浦」（安政元年）、「池田」（文久三年）がある４）（『地理全誌』）。 
□2 集落 
 集落は、「本村」（香付・井上）、「寺山」、「浦分」からなる（『拾遺』）。慶長十年（1605）八月

二五日には久我浦などに黒田長政の浦掟が出されている。元禄元年には、岡分（郡方）では本百

姓 25、名子百姓 25 軒、370 名、牛 10・馬 20、麴屋・酒屋各 1 軒。浦分では本百姓 57、名子

                                                  
１）2001 年度の原田俊尚・福留和幸氏（当時九州大学学部 1 年）の調査レポートおよび 2008 年度の楠瀬の

調査を元にした。 
２）『日本歴史地名体系』41、久我村の項を参照。 
３）明治初期には、田 26 町 1 畝 18 歩・畑 44 町 4 段 6 畝 6 歩・大縄田畑 19 町 2 段 2 歩となった（『地理全

誌』）。 
４）「ヲヲタツ」の堤は築立年不詳（『地理全誌』）。 
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百姓 7 軒、393 人、商家 5 人で、四反帆船 2 艘、漁船 19 艘があった。 
明治初期には、集落として「本村」「寺山」「松原」「久我浦」の 4 所があり、船舶は商船 4 隻 

図１ 大字久家・御床（一部）の地名 
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（50 石以上 2 隻、100 石以上 2 隻）、漁船 14 隻、農船 11 隻があった。鰯網・カナギ網・鯛網・

手繰網・平子網・立網など網数は 112 張にのぼった。 

（２）大正・昭和期の村の姿 
□1 地名  
大石 生松神社の南の海岸の辺を呼ぶ。かつて海岸に一つだけ大きな石があったことから付けら

れたという。 
ボンサン山 現在日立の保養所になっている。昔は、子供達の遊び場の山だった。 
嘉永開 先に触れた嘉永五年の干拓によってできた耕地。「上の割」「中の割」「下の割」に分か

れている。 
八坂神社 干拓工事の際、堤防工事の受難を防ぐ為、堤防から見える位置に建立された。現在は

小字「木ノ下」にある。 
□2 集落 
戦中期の寺山 現在集落は、「寺山」「久家」「香山」に分かれる。「寺山」集落は、「北組」「西

組」「中組」「南組」「迫組」に分かれている。小字「林」、「西原」の地区は、太平洋戦争の間は

軍隊の基地だった。「寺山」集落には軍隊の宿舎があり、兵隊は「西組」、工兵は「南組」、大佐・

少尉は「迫組」に住した。また、「西組」には工兵の訓練所や燃料庫が存在した。小字「西原」

の海岸には、軍艦の係留が可能な波止場があった。戦時中は、「寺山」集落で生産された米は「タ

ネ」（飯米）以外は全て供出しなければならなかった。   
青年小屋 昔は、子供の中でも上下関係はとても厳しかった。高等学校の２年生（旧制なので

15 歳）が一番力があり、親よりも強かったりもした。また、「寺山」集落には青年小屋が３軒あ

り、体力の強い青年たちが集まっていた為、非常時にはとても役に立った。 
□3 生業 

「寺山」集落では、平均して農家 1 軒当たり 5 反の水田を所有しており（五反百姓）、小作農

も存在し、貧富の差もあった。田んぼでは米、麦の二毛作。新開地区の田んぼの畦には大豆、小

豆を植えた。当時、主食は米でなく、丸麦、芋が主だった。農薬が普及する前には、市販されて

いた廃油を八寸間隔（約 24cm）に田んぼに撒いて広げ、水を撒いて虫を落とした後、赤土を使

って引っ剥がしていた４）。 
農閑期の 12 月から明くる 3 月にかけては、牛馬を使って「櫛引」、「切嶽」のあたりに薪（タ

キモン）を取りに行っていた。入会山は存在しなかった。牛馬の餌となる萱は「松本溜池」のほ

とりや堤防の周りで食べさせていた。堤防の方の萱は販売もしていたらしい。 
現在、田んぼは減反政策で、休耕のため麦を栽培している。 

□4 生活―寺山地区の祭礼― 
寺山地区では、主に三ヶ所で農耕儀礼を中心とした祭礼が行われる。「堤防端の広場」では、

6 月末、田植えを終えた後に「駄
だ

祈祷
き と う

」が行われる（祭りの詳細は「桜井」の項（31 頁）に詳

しい）。7 月初めには、石を千個拾って堤防端の広場の前に置き、地区の住民三百人程で一人一

回一個ずつ石を北にある日吉神社まで運ぶ「千度
せ ん ど

潮
しおい

」が行われる。運び終わったら日吉神社に集

まり、食事をしたり、境内で相撲をとったりして余興を楽しむ。 
「熊野神社」では、8 月 1 日に「雨乞い」の儀式が行われる。夜、「立石崎」から小石をたく

さん拾ってきて（お潮取り）、熊野神社まで持って行く。神社では、薪を燃やして煙をあげる。

10 月 26 日には、「天満様のお囃子」が行われる。 
 「日吉神社」では、4 月 19 日、10 月 19 日、12 月 19 日に「宮座」が行われ、「御供田

ご く で ん

」で作

                                                  
４）ここでは、仕事がはかどらない事を｢フサバケ｣という。 
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った白米を食べる。 
□5 「小瀬まわり」と干拓地の水利慣行 
 「松本溜池」は干拓された新開地区の田への用水が「カムゲの浦溜池」と「長尾サ溜池」だけ

では足りなくなり、新たに作られた。久家では、山から溜池に水を集める水路を「取引小瀬」、

溜池から「嘉永開」に水を供給する水路を「水引小瀬」と呼んでいた。「カムゲの浦溜池」は「松

田」、「新貝」、「海岸」、「西新開」、「東新開」の水田に水を供給していて、嘉永開の方には一切水

を流していない。「取引小瀬」から「松本溜池」に集まった水は、どこの田にも水を供給するこ

となく「立戸井井堰」まで流れる。そこから「萩神井堰」、「古唐戸井堰」、「松田井堰」を伝って

「嘉永開」の田に水が流れるシステムである。 
 溜池・水路の管理には水回りに人件費を支払わなければならないくらい手間がかかり、「小瀬

まわり」と呼ばれる人が管理していた。「御供田溜池」はそのすぐ下の御供田にしか水を供給し

ていない。「御供田」とはその名の通り元々は日吉神社の所有田だった５）。 
「嘉永開」の田は、干拓以来水の問題に苦しめられてきた。大雨が降ればすぐに土砂災害、日

照りが続けば今度は溜池が干上がって旱魃になる。また、海水が入ってきて地面の塩分濃度が上

がってしまう。昭和 38 年の大雨のときは、土砂災害が起こってぶどうが全滅してしまい、農家

は芥屋のゴルフ場に出稼ぎに行く始末だった。1994 年の大旱魃のときは、嘉永開、新開地区の

水田は全滅してしまった。共災保険が 500 万円も下りるほどの被害であった。寺山集落に隣接し

ている水田だけは「丸駒溜池」から水路を引いてしのいでいたそうだ。この時期、「水引小瀬」

から宮脇地区と新開地区の境に設置したポンプを使い、パイプを逆流させて水をいったん松本溜

池に戻すことにより常時溜池に水を張らせておくことに成功した。  

                                    （楠瀬慶太） 

 

８、松隈
ま つ ぐ ま

（⑧）１）―ミカンの構造改園と農業― 

 大字松隈は志摩町の東南に位置し、初
は つ

川の谷奥の川筋に田畑・集落が広がる。松隈と馬場（主

に松隈）では、昭和 40 年頃から山を切り開きミカン畑を増やす計画、「ミカンの構造改園」があ

り、村の農業の形態や景観を大きく変えた。 

（１）村の歴史的沿革 
□1 川邊

か わ な べ

郷の比定地と川辺名 
馬場村周辺は、日本 古の戸籍といわれる大宝二年（702）の「筑前国嶋郡川邊里戸籍」（正

倉院文書）の川邊郷に比定されている（是松 1952）。福岡市元岡一帯も比定地として有力である

（丸山 1998）。 
中世には川邊名として文書に登場する嘉元三年（1305）、志摩方三百丁惣地頭大友貞親代官寂

念が名主三十七人の年貢抑留・公事対捍を鎮西探題に訴えた中に、川邊名の名手川邊四郎左衛門

入道蓮妙の名が見え、対捍の事実がない旨を弁明している（「鎮西探題上権上権介裁許状」大友

家文書/鎌 29=怡 78）。天正十三年（1585）八月十日の坪付と併せて写された年月日未詳の「元

岡知行坪付案」（児玉韞採集文書/怡 237） に「川邊四百田」が見える。他にも「門の本」「さか

本」「田志ま」「田中本」「はま口」「四反田」「中」が上がる。これらはそれぞれ馬場、桜井、元

                                                  
５）また、「林」、「西原」などは戦後水田化した耕地である。しかし、水不足のため果樹園に転向した。ぶど

う、みかん、桑などが作られている。 
１）2001 年度の丸尾弘介、足立俊輔氏（当時九州大学学部 1 年）の調査レポートおよび 2008 年度の楠瀬の

調査を元にした。大字松隈には統合された馬場（村）を含むが、本稿では松隈（村）について主に言及す

る。大字馬場については、古賀倫嗣氏ほかによる民俗調査の報告がある（古賀・武田・三隅・長沢 1984）。 
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岡、桑原、今津、板持、太郎丸、田尻、泊、志登村に同一の字が見られることが指摘されている

が、この文書からは川邊名の場所を特定することはできない（丸山 1998）。 
ただし、天正十九年（1591）三月二三日の志摩郡惣田数付（朱雀文書）では、河名邊名（村）

は元岡村とは別に記載されている。また、その田 94 町 2 段余（・社領 11 町 9 段余・畠 29 町 7
段余）は、小早川時代の指出前之帳では油比村・津和崎村を含む馬場村の田 93 町 3 反（・畠 52
町 3 反余）とほとんど変わらず、近世初期における川邊名とは馬場村のことを指す可能性が高

い２）。しかし、これを古代の川邊郷と同一視することは難しく、川邊名は川邊郷の一地域であっ

たと考えるべきであろう（丸山 1998）。 
□2 松隈氏と松隈村３） 
嘉元三年の大友氏と怡土庄名主との相論文書には、富吉名名主の松隈次郎入道西迎の名が見え、

対捍の事実がない旨を弁明している（大友家文書/前掲）。この冨吉名は、後の松隈村の領域の一

部にあたると考えられる。この冨吉名主の松隈氏が、戦国期に原田氏の関係文書に多く登場する

松隈氏と連続する一族であるかは分からない。 
戦国期には松隈氏は「志摩郡衆」「志摩郡七党」と呼ばれたが、文亀三年（1571）池田河原の

合戦で敗れ、原田了栄に下った（『改正原田記』附録下）。松隈氏は新田義重の遠裔で相模国より

移住してきたと伝えるが（『地理全誌』）、その実は定かではない。「松隈氏代々記」では、先祖は

新田伊賀守正家、諸国大乱の後松隈に居住、原田氏に臣従した４）（是松文書『書上帳』）。天正期

には、一族が分かれて大友・原田両氏に属したらしい（『拾遺』）。元亀・天正期には、原田氏と

ともに松隈越中守種正５）の名が多く登場する（『改正原田記附録』下 319・347･351・378･391･
410･431 号）。越中守は所領宛行の沙汰人として登場し、原田氏家中で重要な役割を果たしてい

たと考えられる６）。『高祖侍名籍』では、松隈主水が原田氏家中では「中老」の位置におり、天 
 

 

  新田伊賀守正家
（天正九年二月四日死）

          松隈惣左衛門妻
（元禄九年八月廿五日死）

 

  松隈越中守正貫
（天正八年六月廿三日死）

    

   松隈民部大夫正則
（天正五年十一月廿五日死）

 松隈雅楽佐正重
（慶長五年九月十四日死）

 松隈彦十郎正継
（万治三年八月二日死）

 松隈惣左衛門正種
（寛文二年十一月廿三日死）

  松隈彦十郎正頼  

                                      松隈惣左衛門正信 

松隈喜右衛門正勝 

  松隈利助 松隈弥治郎 

                                                  
２）是松茂男氏は、12 町もの社領をもつのは当時志摩郡の総社的位置にあった馬場村の六所神社をおいて他

はないことを、川名辺名を馬場村に比定する根拠としている（是松 1952）。 
３）『日本歴史地名体系』41－松隈村・馬場村の項および丸山 1997 を一部参照。 
４）伊賀守正家は大友方草場城を攻めた際に戦死したとされる（「松隈氏代々記」）。『附録』には伊賀守の古

墓が桜井村のドウデンというところにあると書かれている。 
５）「松隈氏代々法名」（是松文書）では越中守正貫。伊賀守正家の弟である（図１）。種正の「種」の字は、

原田氏から賜ったものであろう。「松隈氏代々記」には、越中守は原田正種の子に兵法を教えるため義種方

に遣わされ、高名手柄を上げ、義種から所領を多く拝領した。兄が松隈ノ里に住んでいるため、本名を替

え、松隈姓を名乗ったとある。 
６）丸山雍成氏は、この時期原田氏家中の支配機構が整備され始めたと評価している。親種自身の宛行状・

名字状・官途補任状の発給のほか、元亀四年（1573）八月に大友宗麟から原田親種に宛行われた早良郡山

門庄 314 町（「大友氏年寄連署奉書」行弘文書）に含まれる安恒名五町井手天神免の神楽田一反（現在の福

岡市西区大字姪浜の小字天神免に比定できる）が、松隈種正の名で山崎式部丞に預け進められていること

は重要である（丸山 1997）。 

図１ 松隈氏系図（「松隈代々ノ法名」より作成） 
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正十四年（1586）の豊臣秀吉の九州征伐際には原田種信とともに高祖城に籠っている（『改正原

田記』巻八）。 
松隈本村の長音寺は、天正四年（1576）の創立（『地理全誌』）、始め北谷にあった東光山醫王

庵を松隈惣右衛門正種が移築建立したものと伝える（『糸島郡誌』）。この寺が大字高祖の金龍寺

末寺なのは、松隈氏が原田氏臣下だったことと関係するのであろう。正種の祖父松隈伊賀守成賀

は松隈から肥後に移り、加藤清正に仕えた。その子美濃正重は村に戻り、農長となったという７）

（『地理全誌』）。 
松隈村は、慶長十年（1605）馬場村から高分かれして成立した。元禄元年（1688）の村位は

上、田 32 町 9 反余・畠 28 町 5 反余（「志摩郡御床触郡帳」鎌田家文書）。集落は本村と枝村向

松（町）からなる（『拾遺』）。 
初川沿いの水田は牛馬も入らない湿田が多かった（『糸島郡誌』）。慶長前期に谷の出口に作ら

れた岸田堤は、松隈・新田・津和崎村の共同使用の溜池だった（天明五年「御床触村々風土記下

地書上帳」鎌田家文書）。安永二年（1773）に嵩上工事が実施されたが、十分に水が溜まらず、

初川の水を堰上げ山を切貫いて通水した（由比 1980）。 

（２）大正・昭和期の村の姿 
□1 地名  
天神山 もともと中原神社があったという。今は小字中原にある。  
トクイ坂 野北から魚を運んでくるお得意さんが通っていた坂だった。 
ニタギヤマ 煮炊き用の薪木を取っていたことに由来するという。 
□2 生業 
水利 松隈と周辺には湧水と溜池が多くあり、田畑を潤している。湧水ひとつで溜池が作られた

場合もあった。また、「山太郎溜池」と「初川」をつなぐために「ミズドウセ」と呼ばれる 500
ｍに及ぶトンネルを作って水を運んだ。このトンネルは管みたいなもので全く大きなものではな

いらしく、古老の方たちもその技術に感嘆していた。また田と田を通して水を運ぶという方法を

取り入れている所もある。どの溜池がどこまでを潤すか使用範囲が決められた水利慣行があった。

水の管理には選挙で選ばれた管理人を置いていて、水争いなどはなかったという。 
青年会と牛 青年会は小学 6 年、高等 2 年を終えてから入ることができた。3～4 名のグループ

で構成され、青年小屋の６畳ぐらいの狭い部屋に共同で寝泊りした。牛の道具の手入れや世話が

仕事だった。松隈では馬洗いより牛洗いの方が多い。農作業が終わった夕方、湧水地に牛を連れ

て行って洗ってやっていた。その上の壮年団は 25 歳からの参加である。この歳になるとはもう

十分一家の働き手であり、仕事は青年会の監督が主であった。 
この頃には、各地区の青年会の大会があった８）。牛にトラックを引かせて走らせ競争をした。

松隈と馬場は一緒になって大会に出ていた。県大会まで進んだこともあったという。「牛を調教

するのはまあ難しいこっちゃなあ。」道具作りも大切だったが、勝負に勝つには牛の質が重要だ

った。牛の売り買いをするのは「ばくりゅう」。かなり口がうまかったという。松隈で牛が使用

されたのは昭和 35･36 年頃までだった。 

□3 交通・流通 
昔は、芋を売りに自転車に 80 キロも積んで舗装してない道を町（中央区あたりまで）までこ

いでいったものだった。その頃は自転車のタイヤも木で、縁が金でできいてこぎにくかった。前

原まで商売でよく行った。前原へは蚕から取れた絹糸を持って行き、塩を買ってくるのに行って

                                                  
７）中世の在地領主が戦国末期から近世初期の混乱によって、武士身分を捨てて村へ帰農し、村役人となっ

ていく過程については、土佐国韮生郷の例で検討している（楠瀬 2008b）。 
８）大正十年頃まで旧志摩郡の青年団の行事は松隈の六所神社で行われていた（日野 1972）。 
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いた。 
□4 生活 
飲み水 井戸水を使用していた。井戸はその道の専門の人がだいたい掘っていたが、自分たちで

も掘っていたらしい。３日で一本掘れて、その水を果樹園の消毒に使っていたという。松隈の井

戸は真水が出ていたからよかったが、海水が出て井戸が使い物にならない地域もあったという。         

松隈の祭礼 日にちの決まった祭礼は、4 月 8 日の「お釈迦様の誕生日」、4 月 14 日の「山の田

のお地蔵様のお祭」、10 月の「かぜどめごもり」と大きく３つが存在する。松隈には「小路」「引

路」「門前」の３つの組があり、お祭のときに１つの組合に当番が割り当てられる。当番の組合

の者は朝早くから会場（中原神社やお寺）に来て掃除をする。昼には他の組合の人が来て一緒に

弁当や酒を飲み食いするそうで、これらは今でも続いている。これらは、組合同士または組合内

の親睦深めの場であり、村のみんなが楽しみにする行事であった。昔は「子供相撲や提灯作りも

あってかなりにぎやかにやっていたときもあってな。あの頃は提灯が綺麗に光っとったのをよう

覚えてるねえ。」 

 
図２ 大字松隈・井田原（一部）の地名 
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子供の遊び 松隈の子供達は、コマ回しや鳥を罠で獲ったりして遊んでいた。鳥の罠には「けら

はご」「れんがわな」「かっちょわな」と色々な名前があった。どの罠も籠をかぶせてとるのでは

なく、鳥がのった瞬間に台が落ちて出られなくなる構造の罠だった。獲ったあとすぐに焼いて食

べる獲りたての鳥の肉はおいしかった。 
夜這い 「今の若い衆は外で手を繋いで歩いても悪くないが、昔はそんなことはできんかったか

ら夜這いみたいなものあったんだな。まずはな、先輩の下駄持ちから始まって外で待っとるんだ

…。そんで終わったらさっと帰るんだよ。わしらもやったりしよったが、先輩のほうが成功率が

高かったな。そうそう、青年会の集まりも出会いの場だったな。わしらは昭和の生まれで、思春

期に終戦で時代が変わる時だった。なかなか上手くいかんかったよ。時期が悪かったんかな。」 
□5 ミカンの構造改園と農業 
 松隈と馬場（主に松隈）では、昭和 40 年頃から山を切り開きミカン畑を増やす計画が行われ

た。「ミカンの構造改園」といい、蜜柑畑が 18 町から 38 町まで増えた大規模なものだった。「あ

の頃は山半分が蜜柑園になったものだよ。」昭和 50 年撮影の航空写真では、松隈中が蜜柑畑で

埋め尽くされるほど多くの蜜柑の木が整然と並んでいた。蜜柑の木を植えるにあたって大変だっ

たのは山の斜面の開墾、そして消毒液を散布だった。 
蜜柑の構造改園が行われる前は、芋畑や麦畑、水田、そして桑畑があちこちに存在していた。

戦前は専ら芋畑が多かった。桑畑は当時農地面積の大部分を占めていたが、昭和初期から衰退し

始め、昭和 10 年頃までには全て潰れてしまっていた。桑畑の後には、芋、麦の他に煙草の栽培

もしていた。田んぼでは、麦が米の裏作として作られており、菜種なども一緒に作られた。 

                                    （楠瀬慶太） 

 

９、津
つ

和崎
わ ざ き

（⑨）１）―野北・吉田・新田からの移民と開発― 

 大字津和崎は松隈の南、初
は つ

川の左岸に位置する小村さなである。17 世紀初頭の新田
し ん で ん

村の干拓

が始まるまで、村の南部は海に面していた。これ以降、村は野北・吉田・新田などから移民と彼

らによる開発によって大きくなってきた。 

（１）村の歴史的沿革２） 
□1 集落 

小早川時代の指出前之帳では馬場村の内に属す。慶長七年（1602）の検地高 354 石余、うち

大豆 35 石である（「慶長石高帳」）。元禄元年（1688）の村位は上、田 19 町 7 反余・畠 6 町余、

高 362 石（「志摩郡御床触郡帳」鎌田家文書）。集落は「本村」とその北に位置する「上
か み

」であ

ったが（『拾遺』）、享保二年（1717）には枝村は「寺尾」と呼ばれていた（享保二年「志摩郡村々

田畠畝高帳」鎌田家文書）。明治初期には、集落は「本村」8 戸・「上」11 戸である（『地理全誌』）。 
□2 村への移民と開発  

福岡藩主黒田綱政の代には、鷹狩の障りになるとして、移転を命じられた新田村の農民が村南

部の「赤岸
あ か ぎ し

山」へ一時移住してきた（天明五年「御床触村々風土記下地書上帳」鎌田家文書）。

野北村に住した肥前浪人神代竜念は、当村へ移住し、地先の干潟を干拓した。さらに沖合の干拓

を進めるため、数戸の農民を伴って「作出」へと移住した（『糸島郡誌』）２）。 
戦国期高祖城主原田氏の家老の側室が、本妻の焼餅がひどかったため吉田へ移されてきた。そ

の子孫の中村氏は、津和崎の干拓後、吉田から当村へ移ってきたという伝承を持つ。元文期（1736
                                                  
１）2001 年度の立石啓晃氏（当時九州大学学部 1 年）の調査レポート、2008 年度の楠瀬の調査を元にした。 
２）『日本歴史地名体系』41、津和崎村の項を参照。 
２）その後「作出」は新田村の一部となる（『糸島郡誌』）。 
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－41）には新田村が山太郎溜池を築造、代地として新田村「古田」の田 2 反 6 畝余が当村に渡

された。 

その後も開発は進んだと考えられるが、明治初期には田 19 町 7 段 9 畝 3 歩 5 厘、畑 6 町 5
畝 24 歩、石高 362 石 7 斗 8 升 9 号 1 勺とほとんど耕地面積・石高とも増加していない（『地理

全誌』）。 

（２）大正・昭和期の村の姿 
□1 地名  
馬入れ川 小字「宮ノ元」を横切る川の名前。農作業で汚れた牛馬を洗った。昔は、どの家にも

牛か馬がいた。馬は４軒で、あとは牛を飼っていた。3 軒ほど乳牛を飼っている家もあった。雄

牛は全て去勢していた。牛の売買をする「ばくりゅう」は村にはいなかった。 
チョウモンバル３） 昔、豊臣秀吉が朝鮮征伐でこっちに来たとき、地元のもんが荷運びにかり

出された。途中で荷の中の金目のものが無くなってしまい、荷運びの責任者がこの場所で処刑さ

れた。その名前が「ちょうえもん」だったので、このように呼ばれる。この周辺の山からは古い

鏡が出土している。 
岸田溜池 田んぼの用水は主に松隈の「岸田溜池」から引いている。「山太郎溜池」から引いて

いる田は少ない。「岸田溜池」の水は津和崎、新田、松隈の３つの村が共同で使っており、各村

の田の面積に応じて、松隈１：津和崎３：新田６の割合で費用を負担していた。また、溜池自体

が松隈にあるため、用水の優先順位は松隈、津和崎、新田の順とする水利慣行がある。 
 

 
図１ 大字津和崎の地名 

                                                  
３）大字松隈の地名のため、地図上での位置は前項の図１を参照。 
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□2  集落 
上組と下組 昭和 24･25 年頃、集落のちょうど真ん中を横切る道を境に北側を「上」（上組）、

南側を「下」（下組）に分けた。昔は、田植えだけは早く終われば、村中で遅れている家を手伝

った。特にお礼はしなかったが、作業を手伝ってもらっている間は、その家が食事を出した。津

和崎ではこれを「マカナイ」という。しかし、村中の人の食事を作るのはあまりにも大変なので、

先に述べた下組と上組に分かれて、それぞれの組で共同作業をするようになったという。 
電気 村に電気が来たのは大正時代後半から末期。しかし費用がかかるので、電気を引けたのは

裕福な 2、3 軒の家庭だけだった。村全体に電気が引かれたのは昭和初期になってからであった。 
□3 生業 
農作業 田んぼでは、季節ごとに様々な労働がある。春の「ウネクズシ」（田植え）「スキアワセ」。

「腰の痛さよ せまちの長さ」という諺がある。「セマチ」というのは一つの田の長さで田が大

きいほど田植えが長くかかり腰が痛いという意味である。植え終わりは「サナブリ」といい、夏

は「タノクサ」（田の草取り）。秋には稲刈。「カマアゲ」（刈り終わリ）が済むと、「ニワアゲ（イ

ネコギ）」（脱穀）である。脱穀用の器具には、「センバ」「アシブミ（足踏み）」があった。 
米の管理・出荷 脱穀した米は「もんばこ（籾箱）」という入れ物に保存した。これは害虫除け

に高床式になっていた。次の年に撒く分も傷つかないように足で踏んで脱穀し「もんばこ」に保

存した。置き場所は外だったり物置の中においてあったりして各家で違っていた。収穫した米の

中には、質が悪くて売れない「くず米」もあった。そういった米は鶏などの家畜の餌にした。 
昔は、食糧管理法により個人で米を売ることはできなかった。事前に政府から出す米の量が決

められており、その量を供出した。量が足りなかった場合、他の農家から米や麦を買わなければ

ならないということもあった。政府に供出する分の残りは保有米といい、全体の 15・16％程度

だった。そのため、普通の家庭では主食は米麦半々の「半ばく飯」で、余裕のある家庭でも米 7：
麦 3 ぐらいのものだった。特に、終戦直後は食糧難で、芋などを主に食べていた。床下を掘っ

て、そこに籾殻と芋を交互に置いて保存していた。昭和 24 年に前原にできたダンス教室の授業

料が米１斗/年だったというから、当時の物価高が伺える。 
田んぼ 昔は津和崎の田は湿田だったが、100 年程前に排水工事を行い、二毛作（裏作）ができ

るようになった。津和崎の田は、昔は海の中だったらしく、１ｍも掘ると貝殻が出てきた。「才

町」辺りの田は、土が砂質土壌なのであまり米の質がよくない。「宮の元」の北側の「釘」、「内

畑」の田は粘質土で味の良い米がとれる。ただし、粘質土の田は米の質は良いが、田植えは大変

で時間がかかる。 
肥料 昔は、人糞や家畜の糞、家畜の食べ残した藁・草を肥料にしていた。また、農薬が導入さ

れる前には、アワビの殻で油を撒いた。昭和 30 年頃までは、夜は蛾の対策として、器に油を入

れてそこに火を入れてそこに蛾を集めて殺していた。田んぼに人が入って、田の水を蹴って稲に

かぶせて稲についた虫を落としたりした。害虫には、「めい虫」（ウジ虫のような虫で稲の茎の中

に入り込み稲を枯らす。昭和 30 年頃入ってきたホリドールという薬品で殺せるようになった）、

「らんか」（テントウムシより小さい蛾のような虫。戦後入ってきた BHC という薬品で殺せる

ようになった）などがいた。化学肥料が入ってからは、収穫量は一時的に上昇したが、土を肥え

させていた昔のような肥料を使わなくなり、現在では田畑の土が痩せてしまっているという。 
その他の生業 稲作が主だが、洋ラン、いちごなども作っている。タキモノ（薪）は自家用だ

けを取り、売ったりすることは無かった。１年に 300 坪分の薪を刈ればおおよそ充足した。山

林を持っていない人達は、よそから上木だけを買った。草切り場は「山太郎溜池」の脇にあり、

切畑（焼畑）は行われていなかった。生業に男女の差はほとんどなかったが、牛や馬を使う作業

（「ラツカイ」）は男の仕事だった。 
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□4 交通・流通 
交通路は、昔の県道津和崎潤線が主な通りだった。他の村から人が来る場合や通学の際にはこ

の道を通っていた。道は当時幅 3.5～4ｍの道で、昭和 10 年に県道として整備された。農道は昔

の水路沿いにあった。また、墓地に行く決まった道（「墓道」）があった。 
当時、村の若者達は、前原に一軒だけあった映画館に年に 5、6 回行っていた。終戦後は、村

で映画を買って上映していた。他に、旅巡りの芝居小屋が村に来ることもあった。戦中・戦後に

は前原駅の前に買い出しに来た福岡市の人々が列を作っていた。また昔の博多駅の前では闇市が

開かれ、オオヤマという韓国人がそれを仕切っていたという。 
□5 生活 
青年小屋 村には、どの家にも家の二階や物置などに青年小屋があった。盆過ぎには比較的柔ら

かいもち米のわらを石で叩いてやわらかくして、牛のたずな（左縒りで三縒り）、むすで（稲を

くくるもの）、ていき（牛のくら）を夜なべしてつくった。この作業は三週間程続いた。青年達

は、普段は花札や将棋をして遊んでいた。隣村から顔なじみの者が遊びに来ることがあったが、

知らない者が村に入ってくると青年同士で喧嘩になった。 
消防団 消防団に入ることは青年の義務であり、消防団は村の自警団の役割を果たしていた。戦

後すぐの頃、当時出始めたオート三輪で田んぼのスイカをとりにくるスイカ泥棒がいた。泥棒は

スイカを乱暴にひきちぎるので根が浮いてだめになってしまう。皆で相談し、夜はランプを持っ

て二人ほどで番をしたという。 
子供の遊び コマ回し、パッチ（めんこ）で遊んだり、竹林から取ってきた竹でチャンバラをし

たり、紙芝居を聞いたりした。 
学生の弁当 学生の頃、弁当はご飯に梅干しが乗っているだけの日の丸弁当だった。遠足の時な

どは、里芋や馬鈴薯の煮付けが付いたが、裕福な家でも卵が一個つく程度だった。 
津和崎の祭礼 田植え終わりに、満作祈願と夏の疫病の予防を祈願して行われる「千度

せ ん ど

潮
しおい

」。 
九月の稲の穂が出る前に、穂が倒れないように風が吹かない事を祈り行われる「風止」。若宮神

社の百五十坪の田んぼで上組と下組が一年毎に米作りを行い、それが終わると米作りをした組が

もう一方の組を招いて行う「宮座」がある。これらは全て若松神社で行われる。九月に集まって

甘酒が振る舞う「九月ごもり（おこもり）」は浄光寺で行われる。 
婚姻儀礼 恋愛は同じ村の中ではあまり無く、昔はほとんど見合い結婚だった。紹介者（仲人）

がいて、男性を女性の家に連れていきお茶を出してもらった（「よめごみ」）。結婚を決めるのは

男性のほうだった。結婚が決まると仲人が女性の家に行き、嫁入りの承諾をとった。その際に杯

を贈った。結納には男性側が酒一升と鯛一匹を贈った。嫁入りのため、嫁が家を引っ越すときは、

嫁の家から荷物をもらいに行った（「にがえ」）。 
土葬 津和崎では、明治時代まで土葬が行われていた。 
災害 昭和 28 年に「平田」辺りの川の堤防が決壊し何軒かの家が浸水した。 
                                    （楠瀬慶太） 
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コラム③ 

地域の歴史と公民館活動 ―志摩町立中央公民館の取り組み― 

                                  前川 隆輔 

志摩町は、都市に近い、魚・農作物の地産地消が進むなどの特徴から、住みやすい町として人

気があるが、実情としてサラリーマン世帯や定年後の移住者が増え、その人たちと地域の関係作

りなどの問題がある。また、他の地域と同様に、団塊の世代の大量退職、高齢化の問題も抱えて

いる。 

そこで、志摩町立中央公民館（以下、中央公民館）では、サラリーマン世帯が多い可也地区を

中心に退職を控えている人、すでに退職されている人、退職後に再就職された人を対象として、

「いきいきライフ講座」という事業をおこなっている。この事業について中央公民館の高瀬館長

にお話を伺った。 

この事業の目的は、退職後の参加者が、講座の仲間、地域の先輩との語り合いを通して、これ

からのライフスタイルを考える「ヒント」「きっかけ」づくりであり、大学の先生の講義、フィ

ールドワーク、自分史作り、地域の熱中人の話を聞くなどの活動が、全７回おこなわれた。尚、

志摩町教育委員会と九州大学教育学部は連携・協力をおこなっており、この事業は、教育学部が

支援するモデル事業として始まった。 

今回はこの事業の中で、特に、志摩の歴史を扱った第３回「志摩を知る、感じるフィールドワ

ーク」を取り上げる。この「志摩を知る、感じるフィールドワーク」は地域の歴史を知識として

学ぶこと、実際に見学して、肌で感じることを目標としている。志摩町をバスで一周するコース

で、志摩町歴史資料館から出発し、半日に渡り、新町遺跡展示館や桜井神社などの志摩町の遺跡

や資料館を、志摩町教育委員会文化財担当の河合修さんに案内してもらった。参加者は説明に熱

心に聞き入り、その後のお食事会、懇親会でも話が弾んだ。 

受講生の感想をみせてもらうと、「遺跡、古墳等よりそこに生きてきた古代人の人々の厳しさ

や強さを感じながら、ロマンが広がった。」「和気あいあいに、志摩町の歴史探訪、今後の郷土歴

史を勉強するための動機付けになりました。」「今日は新しい知識を得ました。」といった、地域

の歴史を知った、地域の歴史に興味を持ったという感想がみられる。加えて「志摩に住んで、色々

な地名を知り、志摩が好きになりました。」と地域の歴史に親しむことで、地域への愛着をもっ

た人や、「生活の大部分を志摩で送っている昨今、色々な体験と人との出会いが有り難く・・・」 

  

写真１ 桜井神社 

 

 

人との出会いが価値付けられている人もいること

がみてとられ、地域の歴史を知ることは、単に知識

が増えるというだけでなく、地域への理解・愛着に

つながるのだろう。そこで、大学との連携として、

教育の分野だけでなく、歴史の分野の学生にも、調

査や地域活動への参加が求められるだろう。 
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第３章 前原市西区域の諸相 

 前原市は県西部に位置し、南は佐賀県佐賀郡富士町に接する。北部には糸島平野が広がり、南

部には背振山地がそびえる。本章の対象となる背振山地山麓部のほとんどは怡土郡に属する。こ

れらは中世には怡土庄と宇美八幡領の長野庄の領域に含まれる。 
市域は怡土・志摩郡に属し、志摩郡 13 村・怡土郡 32 村があった（『地理全誌』）。江戸時代に

は、志摩郡の村は全域福岡藩領である。怡土郡 17 村は福岡藩領であったが、他村は、肥前唐津

藩領を経て幕府領となり、のち中津藩領・対馬藩領が設定された。 
明治二二年(1889)の市町村制施行により、志摩郡前原村・波多江

は た え

村、怡土郡加布里
か ふ り

村・長
な が

飯
い い

本
ほ ん

村・怡土村が成立する。翌二三年に長飯本村が長糸村に改称した（『糸島郡誌』）。同二九年（1896）
怡土・志摩郡は糸島郡となり、郡役所が前原に置かれた。同三四年の前原市の町制移行、昭和六

年の同町の波多江村・加布里村との合併、同三〇年一月の同町の雷山村・長糸村との合併、同年 

                      
                   図１ 前原市調査地図（『日本歴史地名体系』所収地図を元に作成） 

なお、大字高祖・西堂・山北・高上・瀬戸などでも調査を行ったが、十分な調査が行えておら

ず、今回は地名地図だけの報告にとどめることとなった。 

   

写真１ 大字長野別処集落より遠望        写真２ 井原山東谷の棚田 

四月の怡土村の同町への編入を経て、

平成四年の市制施行により、現在に至

る（『日本歴史地名大系』41、『角川日

本地名大辞典』40）。 
本章の対象となるのは背振山地山

麓部の集落である（図１）。その多く

は高度経済成長期前まで、棚田耕作

と、炭焼・木材搬出などの山資源の利

用を主な生業としてきた。この地域で

は、現在、山の植林が進み、猪・猿な

どの鳥獣被害の深刻化などにより、多

くの棚田が耕作放棄されている。山の

村の生活は大きく変化した。本章で

は、現在は失われた山間部の生業に注

目して、村の地誌を描いてみたいと思

う。 
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１、王
お う

丸
ま る

１）（①）―高祖城の木戸番― 

大字王丸は、飯場村末永の南、王丸山（453ｍ）西麓に位置する村である。王丸山を越えると

高祖へ至る。中世王丸氏の拠点であった王丸村には、高祖城の南の木戸があったと伝える。 

（１）村の歴史的沿革 
□1 王丸名２） 
 王丸名は倭名抄郷の高祖郷内にあり、十一世紀中頃以降の開発による中世的郡郷である３）。王

丸名の初見は、文暦二年（1235）三月日の「将軍藤原頼経袖判下文」（弘文荘待蕒文書/鎌 7）で、

再開発のため万雑公事を免除され反別 1 斗 5 升の所当米のみを納付する旨が記される。これは 
王丸名の耕地が一時的に荒廃しており、年貢斗代の軽減・公事免除により、名主による開発が進

められていることを示している。現在、原川からの取水に頼った水田が広がっているが、中世に

は迫田（谷水田）が開発の中心であった（永仁二年八月十日「預所某書下」/鎌 24）。名主であ

る王丸氏の支配が戦国期まで続いていた（天文二〇年閏正月二三日「王丸隆譲状」/怡 215 号）。

県道沿いには、王丸氏代々の墓と伝えられる石塔群がある（写真４）。 
□2 王丸村４） 
 小早川時代の指出前帳では井田村の内。慶長七年（1692）の検地高 447 石余、うち大豆 40
石余である（慶長石高帳）。文化九年（1812）の反別は田 24 町 3 反余・畠 5 町 1 反余・稲作 5
反余、田畠高 450 石余である（「井原触村々書上帳」）。文化十二年（1815）当時の集落は、本村・

浦窪
う ら の く ぼ

・荻園
お ぎ ぞ の

であった（「村明細帳」三苫家文書）。文政八年（1825）には本村と浦窪の家数が減

少し、元文六年（1741）作出の新屋敷が見られるようになる（「怡土郡中村々村居書上合帳」同

文書）。 
 明治初期には、本村、裏窪、新屋敷、荻園の四所に集落があった（『地理全誌』）。 

（２）大正・昭和期の村の姿 
□1 地名 
ザキュウ山 王丸山の高祖側の呼び名。「伏牛」とも書く。牛の伏せた様子に似ていることが由

来か。 
駒
こ ま

ノ頭
あたま

 王丸山（コトウ山）の頂上あたりの地名。駒とは牛の小さいときの呼び名。 

       

 
                                                  
１）大字王丸については、前調査報告書における報告（服部編 1999、67～73 頁）がある。 
２）正木 2005 を参照。 
３）王丸村の鎮守は白木神社で祭神は五十猛命

い た け る の み こ と

。木種神。王丸名が杣山の集落であったことを伺わせる（正

木 2005）。 
４）『日本歴史地名大系』41、王丸村の項を参照。  

写真１ 王丸集落（後ろは王丸山）           写真２ 荻園の観音堂 

（清賀上人作と伝える『地理全誌』） 
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図１ 大字王丸の地名①（西部） 

鬼グラ 「草ノ（木）谷」の上の方にいくつか岩屋があり、「高祖城の落人が一時いたっちゃな

いか」といわれる。戦後掘ってみたが何も出なかった。 
石原
い し わ ら

 享保の頃に大洪水があって、石だらけになったから石原という。 
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図２ 大字王丸の地名②（東部） 

 

□2 集落 
 現在、集落は荻園、新屋敷、本村にある。今は、上組、中組、下組に分かれる。浦窪は三軒く

らい家があったが、池になった。集落には「イタバ」「カミヤ」「大木戸」といった屋号があった。 
「立庄司」「宮ノ前」「坂ノ上」といった集落の一角を呼ぶ呼び名もあった。「大木戸」の家は 17
代前の人が高祖城の王丸木戸番をしていたという。 
茅葺屋根がほとんどで、瓦は 10 軒中 2 軒くらいだった。昔は荻園に瓦窯があり瓦を焼いてい

た。王丸で 低等級の田「横枕」の土を使った。瓦には王丸二左衛門と書いてあった。 
□3 生業  
田んぼと牛 王丸にはそれほど田はなかったが、米は酒米のおまちが多く、業者が買いに来てい
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た。戦後、おまちは山田錦へと変わった。当時は、牛がほとんどで、馬が入ったのは後のことだ

った。たねつけ馬は末永にいた。学校の帰りに種付けを見て帰っていた。馬は材木出しに使った。

「ばくりょう」は末永、大門、三雲にいた。 
切畑 「昔は猪がおらんかったけん。山焼いてさといもば植えよったとですよ。」山は上から順々

に焼いていって、大根を植えた後、さといもを植えた。その後、2 年程荒らしてまた焼いていた。

さといもは、姪浜の市場へ自転車で持って行っていた。山に植えた野菜、果物などは、田んぼ（米）

からすると高く、副収入になった。 
カゴ カゴの木は山から取ってきた。カゴ漉きは昔１軒くらいあったという。釜で蒸して、干し

てから皮を剥いた。皮むきは子供の仕事だった。カゴは業者が買いに来ていた。戦後になるとあ

まりきっていなかったという。 
材木 王丸、川原を中心に戦後 10 年くらい伐り出しをやった。この頃は景気がよかった。製材

所もあったが、昭和 20 年頃廃業になった。 
山 王丸山の中に大門、高来寺の分の山があった。村有林が多く、大場山の「河内

こ う ち

」に王丸共有

の採草地があった。個人の山やらもうそう山、薪山やら色々あった。炭焼は、各家自家用程度で、

専業の人はいなかったという。 
□4 生活 
用水 だいたいは井戸を掘っていたが、谷の水を引いている家もあった。 
共同風呂 昔は公民館の所にあった。 
祭礼 村共同の祭礼は「千度

せ ん ど

潮
しおい

」と「おぎよさん」で、昔は別々にやっていたが、今は一緒にや

っているという。個人の弁当持ちの小さなおこもりはいくつかあったらしい。 
                                    （楠瀬慶太） 

       

写真３ 氏神白木神社                 写真４ 王丸氏代々の墓 

 

２、川原
か わ ば る

（②）―グンゼ岩とじゅうろん様― 

                        

 
 
 
 
 
 
 

川原村は早良郡飯場村境に位置する怡土郡 南

東の山村である。高祖からも近い川原には中世原

田氏に関わる地名がいくつかある。糸島平野東部

を見渡せるこの地に残るグンゼ岩の地名は、高祖

城における原田氏と豊臣方の合戦に関わるもので

ある。また、じゅうろん様と呼ばれる神様は、永

禄の頃原田氏に討たれた小田部治部という武将の

墓だと伝えている。 
 

写真１ 川原集落 
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（１）村の歴史的沿革１） 
 川原村は江戸期には福岡藩領。西堂村の南東に位置する同村の枝郷であった（「正保国絵図」）。

寛文十二年（1672）、当村の願いにより五人の役目出肩と水利・田畠境・野山の利用は従来の慣

行を維持するとの条件で、西堂村から高分された（「仕上ル書物之事」西堂区有文書）。元禄国絵

図の村名表記では川原村と改められた（「郷帳」九州大学法学部蔵）。元文四年（1739）に宗旨

改の分離を願出て認められ実質的本村の地位を得た（「仕上ル書物之事」前掲）。集落は、本村、

松本、上川原にあった（『拾遺』）。 
明治初期には、本村、向川原、上川原の三所に集落があった（『地理全誌』）。 

（２）大正・昭和期の村の姿 
□1 地名 
グンゼ岩（山伏岩、強盗岩） 「豊臣秀吉がくさ。高祖城落しに来た時くさ。あそこは川原の

一番山の高かとこ。旗ばうんと立てて軍勢がようけおるよう見せかけとったわけですたい。とい

うお話たい」「それで、そのグンゼ岩の下に平たか山があってくさ、「古屋敷」というて、軍隊が

おって住んどったとでしょうな。」古屋敷は水がきれいで、今は竹山・杉山になっているという。 
じゅうろん様（小田部治部墓） 村の西、小字「原」の田んぼの中に、石の家を作って祭った

塚がある。これは、『拾遺』にある「小田部治部墓」と考えられ、小田部治部は「早良郡士にて

一時大友方に叛き原田に討たれしよし文書有。永禄比の人なるへし」と記される２）。「その人が

討たれた時くさ。山の下側で処刑にされとうけんそこば何とかいいよった。その田んぼはあんま

人が買うちゃいかん言いよった３）。」そのため、この田んぼは人が買いたがらず、作ったものは

すぐよそへ出て行ったという。また、近くに「後家田」という田んぼがあって、この田んぼを買

うと後家になると言われた。 

    
写真２ 「原」の田んぼ（真ん中は大日堂？）    写真３ 川原川 

『地価取調帳』記載地名 明治八年（1875）の『地所取調帳』（九州文化史所蔵）（写真４）に

は、明治初期に行政により統合・整理された小字の下に、元字が貼紙で付されている（写真５）。

記載された元字（下線部は比定４））は、小字奥園（岩ノ内、くら谷、そばの平、後ノ谷、松尾

平、松尾西平、大久保、なめり）、小字かぐら（大原）である。元字が記載されたのは山中に

位置する小字内で、山の地字が明治期に統合されたことが分かる。 

                                                  
１）『日本歴史地名大系』41、川原村の項を参照。 
２）小田部治部少輔の名は、年不詳二月十三日付の小田部長門守宛「大友義鎮書状」（『改正原田記附録』265
号）に見える。 
３）田んぼの位置は確認できたが、名前は確認できなかった。 
４）比定されたしこ名との対応関係については地名地図（図１）を参照。  
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図１ 大字川原の地名 
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写真４ 地所取調帳                 写真５「松尾平」「大久保」などが貼付られている 

 

図２ 大字西堂・井原の地名 
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図３  

大字山北の 

地名 
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□2 集落 
集落は、現在「向川原」「中組」「東組」に分かれる。「上川原」には 5～6 軒家があったが、

西堂へ出て現在集落はない。「カミヤ」「コウジヤ」などの屋号がある。紙漉きは、昔１軒だけが

やっていたらしい５）。カゴの木は売りに出していた。屋根は早くから瓦に変わっていたが、倉庫

などは杉皮の家もあった。また、先祖から受け継いだ柿の木が家ごとにある。無論しぶではない。 
□3 生業  
川原の田んぼはよくできた。夜冷えるので水がよく、米はおいしく、平野部とは全く味が違っ

た。畑は少なく、山の田での米作りが主体だった。米のあとは麦。ほとんどの田が井手の水掛６）。

水が豊富なため、昔から溜池はない。谷の水を引くのは谷の上の方の田だけである。茶は自家用

で田んぼの畦に植えた。田んぼでは黒牛を使った。牛は一家に一頭いた。牛の子育てをする家も

一軒あった。「ばくりょう」も 2～3 人いた。井原には牛のたねつけ場があって雄牛がいた。 
 山では炭も焼いており、タキモンは民家近くから取ってきていた。また、材木を伐った後を焼

きさといもを植える切畑もやっていた。秋にさといもを収穫すると、春に杉・ヒノキを植えた７）。 
昔、材木の伐り出しは、牛で引いて出してきていた。これは山師が「日当」やら「請け」で請

け負って、大鋸で杉を伐ってきた。この時、杉皮も剥いで売った。伐った材木は大場山に敷かれ

た木馬
き ん ま

道を使い、牛に引かせて出してきた。道に出たら荷車で「馬車引きさん」が、王丸・末永

の製材所へと運んだ。川原でも農繁期に山仕事をしている人は多かった。 
終戦後になってからは、材木をワイヤーで出すようになった。大場や川原の山奥で、国有林だ

ったが、県有、市有と変わったが、ほとんどは民間に払い下げられた。 
□4 交通・流通 
グンゼ岩を越えて、水無へ到る道は無く、用があるときは西堂→井原→辰橋→井原山の経路で

佐賀へ越えた。柳川・矢部の方からは、山を越えて畳、ござを売りに来ていた。井原に旅館があ

ってそこに止まっていた。水無の方からも商売人が来た。鍛冶屋は、吉塚や西浦から出張で来て

いた。昔はバスも末永までだったが、今は川原の入り口まで来る。 
□5 生活 
祭礼 今では、氏神熊野神社には正月に参るだけである。７月１日に千度潮のおしおいとりがあ

る。日にちは箱崎と一緒である。宮座は 12 月 15 日にあり、神社に神官がきて御払いをする。 
火事 昭和 15 年、大きな山火事があり、川原の山が大分焼けた。特に、小字「山神」の山はほ

とんど焼けたという。 

３、端梅寺
ず い ば い じ

（③）１）―水
み ず

酒
さ け

と水源の村― 

 大字瑞梅寺は瑞梅寺川の上流に位置する山間の村である。七月の旱魃があった時に、瑞梅寺村

へ平野部の村人が水を分けてもらいに持ってくる「水
み ず

酒
さ け

」と呼ばれる慣行は、水源の村としての

水の豊かさを示すものである。 

（１）村の歴史的沿革２） 
□1 集落 

江戸時代には福岡藩領で、瑞梅寺村と枝村井原山村に分かれる。万治三年（1660）に水無原

                                                  
５）明治初期にも、矢野惣七一人が「半紙」を作っている（『地理全誌』）。 
６）文化十二年（1815）には、水田の約八割が井手の水掛だった（「村明細帳」三苫家文書）。 
７）文化十二年には、御留山 78700 坪、証文山 23000 坪、草山 260000 坪余のうち 12000 坪に杉が植えら

れており、植林は早くから始まっていた（（「村明細帳」前掲）。 
１）2008 年度の楠瀬・浦谷・服部の調査を元にした。 
２）『日本歴史地名体系』41－瑞梅寺村・井原山村の項を一部参照。 
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に田一町を開いて村居ができ、瑞梅寺村の高無枝村となった（「郷帳」九州大学法学部蔵）。文化

九年（1812）における集落は、本村（22 軒）・辰ヶ橋（13 軒）・井原山西谷（21 軒）・井原山東

谷（25 軒）・水無村（3 軒）である（「井原触村々書上帳」三苫家文書）。 
江戸中期の元禄郷帳・国絵図作成にあたり、井原山村が本村で、瑞梅寺村が枝郷であるという

主張がなされている。これに対し、藩は寛文四年(1664)・貞享元年(1684)の高辻帳・郡帳が瑞梅

寺を本村としていることを理由に、井原山村を高分枝郷としている（「郷帳」前掲）。このような

主張が起きた背景には、井原山村の瑞梅寺村に対する何らかの卓越性があったことが推測される

がその詳細は分からない。 

   

写真１ 井原山東谷集落              写真２ 井原山西谷集落 

□2 炭焼の村と山を下りた村民３） 
 田地の少ない近世瑞梅寺村を支えたのは炭焼である。しかし、山のほとんどは藩の管轄化に置

かれるようになっており、その払い下げの許可を藩に求めることが繰り返された。 
瑞梅寺村は米の生産が少ないため、村救いとして寛政六年（1794）から五ヵ年間の藩有林二

万坪の炭焼きを許可されていたが、さらに焼き残った山があるため延期願いを出して許可されて

いる（「御仕立炭山定」）。また、享和元年（1801）にも村抱の「矢なの谷凡そ十万坪の山所」を

当年から五ヵ年間の使用を願い出ている４）。文化十三年(1816)十月には、藩が雑木林の減少を理

由に原木の払い下げを許可しないため、炭焼により生活することが困難になり、井原山村西谷の

45 戸の内 15 戸 58 人が、山から下って井原山鹿々子に転住した（井上文書）。翌十四年、村に

残った村民は、肥前の炭を買ってきてそれを売って生活していたが、肥前も炭を自ら出荷するよ

うになったため、生計がたたなくなった旨を藩に訴えた。ここでは、だるめき五万坪の七ヵ年間

の使用許可を求めている５）。結果、運上銀一カ年 200 目、山内へ 2 万本の松杉苗を植える条件

で許可が出された（「御仕立炭山定」）。 
こうした経緯から由比章祐氏は「山村は反等収量も少ない。少し不作すると農業では食べて行

けない。こうして、炭焼きの間に農業するという山村の宿命が、はやくもはじまっていたのであ

る」と評価している６）（由比 1980）。 

                                                  
３）由比 1980 を参照。 
４）「矢なの谷」は、「東谷」集落裏山の「ヤナガ谷」（図３）を指すと考えられる。 
５）「だるめき谷」（図３・４）周辺の山を指すと考えられる。 
６）こうした「条件の悪い農村」「住みづらい農村」という従来の「山村は後れた農村」という見解について

は疑問が呈されている。平野部の「田畠の論理」に対して、山間部では多様な生業の場である山という「場

の論理」があり、同等に評価できないことが指摘されている（白水 2005）。著者も高知県の山村の事例か

ら、近代山村の発展を支えたのは多様な生業であったことを明らかにしている（楠瀬 2009）。山村におい

ては、未開の山の開発を進め、炭焼以外にも多くの生業が行われ発展していった。事実、明治初期の『地
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図１ 大字瑞梅寺周辺地図 

所にあった滝。鮎が登りきれない滝で、子供達は下から待って魚を獲った。ウナギはぺたんぺた

んと張り付いて登っていた。 
水無原 普段は川が流れているが、水が半月程干上がるためその名がついた（『続風土記』）。現

在でも、大根を植える頃（10～11 月頃）だけ、水無川が干上がる。川の上も下も水があるのに

水無原の 200ｍ程だけ水がない。大正期には昔 8 軒家があって、平家の落人の子孫と伝えている。

子供達が学校（周船寺小）に行ききらんので、東谷へ移ってきた。現在は、戦後引き上げの開拓

者が来て住んでいる。 
合戦場
か っ せ ん ば

（ウナキレガ辻） 筑前の原田了栄と龍造寺隆信の家臣神代との合戦の地と伝えられる。

合戦場から槍やら拾うてきた人もいたらしい。佐賀の方では「ひゃーひゃら山」と呼ぶ。また、

小字上久保の上を「子供の時、（軍勢が）槍のこたかついで、ぞろぞろ登りよったって。怖かっ

たけん戸棚に入って餅を食いよったっち。」とおばあさんから聞いたという話も聞いた。佐賀県

富士町で、明治維新の際、筑前側から峠を越えてきた官軍と戦いがあったという伝承を聞いたが、

ここでもそういった戦いがあったのであろうか。 
国境の地名 『拾遺』に乗る肥前境の地名（下線部は比定）は、「屋形谷頭」（飯場村境）、「柏

畑」、「東水汲谷」、「赤土」、「原宿」、「平丸」、「屋峠」、「木屋谷」、「大平」、「こしき」、「岳角」、

「石原」、「うなきれ」（以上山水水無落）、「たるめき」（山水東谷落）、「山神」、「西谷」である。 

                                                                                                                                                  
理全誌』では、瑞梅寺村には米・麦・大豆・小豆・蕎麦・里芋・大根・牛蒡・櫨・楮・菜種・材木杉・薪・

竹・樫炭・石灰など多様な物産が上がっており、炭焼以外にも井原山の多様な山資源の開発は進んでいた。 

①  

②  

③  

□3 山を登る村民 
井原山の豊富な山資源は、平野部との関

係の中で重要な役割を果たしていた。怡土

郡・志摩郡の村々が山札銀を払って入山し

ている（「志摩郡御床触郡帳」鎌田文書）。

また両郡の農民が凶年に山上りして飢えを

しのぐ山でもあった（『拾遺』『附録』）。   

『風土記』は以下のようにいう。飢饉の

年には、正月に山へ入り、葛根を掘って餅

にして食した。これは春三月まで続いた。

また、遠村の民は山中に小屋をかけ、妻子

家累を連れて来て、数百軒にのぼり市町の

ようであった。近村の民も、日々ここに（葛

根を）堀り来ている。他郡に山は多いが、

その利養はこれに及ばない。この山は両郡

の人民の命を繋ぐ「宝の山」である。 
山を下りた者もいた一方で、山を上るも

のもまた多かったのである。ここで、平野

部の村民が求めたのは、日常に欠かせない

タキモノや炭・草、そして食糧であったと

考えられる。 

（２）大正・昭和期の村の姿 
□1 地名  
鮎返し 現在の瑞梅寺ダムの水門がある場 
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図２ 大字瑞梅寺の地名① 
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図３ 大字瑞梅寺の地名② 

ほとんどが水無の地名であると考えられ、比定できていない。 
『地価取調帳』記載地名 明治八年（1875）の『地所取調帳』（九州文化史所蔵）（写真３）に

は、明治初期に行政により統合・整理された小字の下に、元字が貼紙で付されている（写真４）。

記載された元字（下線部は比定７））は、小字ふち（ずり、浦の山、上久保、柴山、すり谷、白木 

                                                  
７）比定されたしこ名との対応関係については地名地図（図２・３・４）を参照。 
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図４ 大字瑞梅寺の地名③ 
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たの尾、つめの口、しらき、楮ヶ谷、かりら、黒けうと、白丸、矢渕、かかいし谷）、小字上久

保（野口、内野谷、あらい谷、松山）、小字たつかはし（かかし小谷、岩ヶ谷、浦の山、原ノ山）、

小字小松原（桑の谷、柿河原、山田山、長谷、いのうら、矢渕、椎ナシが谷、いのうらくち、や

にたやに（やかたたに）、椎が山、山田田）、小字高柳（椎谷）がある。 

       

写真３ 地所取調帳             写真４ 元字矢渕・カカイシタニが貼紙される 

瑞梅寺小学校 糸島高等女学校の講堂を自分達で解体してもらってきて、「にたの尾」に学校を

作った。1～3 年と 4～6 年とが前と後ろに分かれて授業していた。1～6 年で 20 人くらいの生徒

がいた。子供を運ぶバスの設置を条件に昭和 53 年に廃校となった。 
□2 集落 

大正期の集落は、東原 16 軒、西原 11 軒、水無 8 軒であった。水無集落には 12～13 人が住ん

でいたが戦後無くなった。ほとんどの家の屋根は茅葺きだった。屋根葺きには、茅切り場（「上

オオズミ」）を集落で持っていて８）､「茅講」を組んで六把ずつ出した。講で集めた茅で足らな

い分は自分で足して出した。屋根葺きの順番はくじで決めた。 
□3 生業９） 
田植えと水酒 田んぼは米・麦の二毛作。麦は裸麦・小麦だった。菜種はあまりやらなかった。

田植えは六月初め、十月二週目頃に稲刈り。田植えは上からどんどん植えていく。高冷地のため

下より先に植えておかないと稲の成長が遅れる。「上ば早う植えとかんと。このころは（田植え

で）往生しよった。」旱魃があった時には、ダムができる前は「水ば分けてください」と波多江

や三雲、井原のあたりから「水酒」を持って頼みにきた。上の方の田に入れる水を止めて下に流

した。そのため瑞梅寺は一年中酒を買わなくてよかった。明治初期の『地理全誌』には「井原山

ハ谷口狭ク奥広クシテ土地肥饒ナリ」とあり、井原山村は水源地としての水に恵まれた肥沃な土

地であった。今は、ダムに直接水を流してくれと頼みに来るそうである。 
切畑 7 月 10 日頃山を焼いて、大根（切畑大根）を植える。「菜畑」といった。「大根もようで

きた。」10 月ぐらいに収穫。５～６年してまた焼く。場所を変えて売ったりはせず、桶につけて

漬け物にした。収穫後は里芋を植えた。ソバもたまに植えたという。杉・檜の伐採の後にも、根

草切りをして里芋を植えた。 
切畑は、「藤ノ尾」の共有地にあり、希望者を募って区域分けをして一人あたり一反程に分配

                                                  
８）茅切場では茅（すすき）が強く、いつも一面に生えていた。一回切ると３年ぐらいしなと根が密集しな

いので、使える茅は生えてこない。 
９）牛の使用（田植え・材木の切り出し）や流通の実態については第５章（119 頁）で述べる。 
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した。採草地の荒れた藪や草も取れない悪い所が切畑となり、水掛が悪く、日当たりが良くない

所はわざと荒らして焼いた。 
山焼け 採草地にも火入れした。「山焼け」といった。春先全戸で、唐鍬で 6m ぐらい「防火線」

をきって火をつけた。採草地は、「水無」「オオズミ」「カマトギ」「イザライサマ」「山神」にあ

った。 
カゴ 紙の原料で昭和初期まで出していた。11 月くらいになると川の近くや畑の周りに生えた。

切ってきて桶で蒸して皮をはいで仲買に売った。仲買人は八女の方に持って行っていた。子供は

カゴの木を刀にして、ちゃんばらごっこをして遊んだ。 
はぜ 蝋燭の原料で、田畑の畦に生えていた。実を天草の人が「わけちゃんなせえ」と取りにき

た。 
ゆり根 国有林の杉山の中に生えていた。わさびおろしで擂って、水に浮かして沈殿させ漉して

クズ湯にした。腹具合が悪いときに飲ませてもらった。「かたくりこ」ともいう。 
わさび 谷ふちに青年団で作って、若役が根を売りに行っていた。「西谷」に「ワサビ谷」の地

名が残る。 
狩猟 猟期は、現在 10 月 15 日～3 月 15 日（以前は 11 月 1 日～2 月 5 日（日の出～日の入り））

である。「西谷」集落の西の山に「カクラ」（狩倉）の地名が残る。狩倉とは動物の多く集まる山

で、中世の武士が狩猟をするための山である（服部 2000）。怡土郡の山間部にも大字川原に「神楽
か ぐ ら

」、

大字鹿家に「小賀倉
こ が く ら

」が見られる。 
主に討つのは兎である。狩りの時、勢子は使わず猟犬に追わせる。犬種はビーグル（名前は「り

ょう」「ちこ」（代々の名前））だった 10）。何度獲っても必ず兎が通る「うじ」という通り道があ

って犬が追いかける。息を殺して討ち手は待っていて出てきた所を討つ。犬が兎をかみ殺すこと

はない。犬と兎の距離は 50ｍぐらい離れている。犬の鳴き声で幅を見分ける。昔は、兎が獲れ

たら近所のものを呼んで食べていた。 近では兎も減った。子供の時に猪が食べてしまうからら

しい。 
銅山 「ダルメキ谷」の口、「カナ山」周辺に 3 ヵ所あり、工夫の住む長屋やらがたっていた。

掘り出しをやったのは昭和 15～17 年頃の数年である。 

    
写真５ 辰ヶ橋集落                写真６ 復元ぎっとん水車（昔はもっと下にあった） 

□4 交通・流通―峠を越える人々― 
 先に述べたように、江戸時代、井原山からは屋形谷を越して肥前に炭を買いに行っており、後

には肥前からも炭が持ち込まれるようになった。肥前へは、以前は木屋谷峠（井原山を通る古道）

                                                  
10）猪を追うのは紀州犬、カイ犬である。四方から３～４頭で包囲して追い詰めて、そこで猟師が撃つ。か

み殺すことはない。100 万円ぐらいする「立て犬」という屋久島からもらってきた名犬を持つ人が曲淵に

いた。 
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が使われていたが、水無原から合瀬村へ出る「屋形谷越
や か っ た に こ し

」が主体となっていた（『拾遺』）。 
昭和初期まで、井原山の人達は合瀬村の「宿」という集落にあった中山の観音様（かっけ祈願

のお地蔵様）へ参りによく行っていたらしい。ここで金槌を買ってきて御願成就となるとされて

いた。また、四角い餅米のアメ玉を買いに行ったり、酒を飲みにも行っていた。福岡からの峠越

が多く、佐賀から来ることはあまりなかった。 
水無へ越えて、早良へ抜ける道もよく使われた。水無へ越える峠は、「小峠

こ と う げ

」と呼ばれた。水

無から谷沿いをずっと行った早良の「ゴウチ」という所に炭を持って行って、交換で石灰をもら

って帰ってくる。炭は牛にかるわして持っていた。石灰岩は金槌で拳大に小さくして、木炭と一

緒に下から火であぶる。これは、穀物を引く「ぎっとん」（水車）（写真６）でつぶされ、田んぼ

に入れる肥料になった。自家用と集落の共用に作った。「アンノ滝」の下でも石灰岩はとれた。

また、姪浜から自転車で魚の行商に来る人もあった。 
□5 生活 
水無鍾乳洞 井原山の子供達の遊び場でもあった。40 年程前、大学生が迷い込んで 3 日出てこ

なかいという事件が起きた。警察、消防が来て大騒ぎになった。ロープも持って行っておらず、

着ている物を焼いて灯りにしていたという。無事、救出された。 
瑞梅寺ダム 昔はウナギや鮎がいた。ダム建設前には 4 反くらいの田があったが 11）、これらの

代金は買収が完了してからで、3 年後に金が下りたが、ダムで田んぼの相場が上がって、下の田

を倍くらいの値で買うことになったという。ダム建設時は、ダム景気というほどのこともなかっ

た。辰ヶ橋の光明寺の下に人夫の長屋が二棟ぐらいあった。ダムを作った結果、川の護岸がきれ

いすぎて、川の流れは速くなり、砂が流れて川がだんだん深くなっている。 
共同風呂 今「ぎっとん」がある所にあった。風呂を沸かすのに使うタキモンの調達は当番制だ

った。五右衛門風呂の深いのが二つ据えてあった。 
祭礼 糸島地域で広く行われている「千度

せ ん ど

汐
しおい

」があった。川から砂をつまんで神社との間を 4
回往復する。田植えが終わった後の放生祈願祭である。家族一人につき御汐

しおい

は 1 本で、牛も 1
本奉納した。 
盆踊り（岩つうじ）もあった。昔は、太鼓を叩いて盆踊りをして全戸を回った。12 時ぐらい

まで踊った。いつのまにか男女が踊りからはぐれていなくなることもあった。今は、初盆の家だ

けを回っている。 
□6 井原山における炭焼の実態 
井原山の賃金取りは山（木材）と炭で、これで生活していた。炭焼は昭和 40 年頃まで、一人

でやるような仕事でなく、家族経営自体が難しくなってやまった。以下は、聞き取りにより明ら

かになった炭焼の実態である。 
「洗谷」の国有林を 1 年間に 30 町歩払い下げし、30 年回ったら 1 番 初へと戻る仕組みだ

った。その場所を決めるくじ引きが部落の一大行事だった。山で一年生活していくため命がけだ

った。樫が多い所は「はばぜま」といった 12）。炭窯は 1 人 1 個で約 30 あった。新しい窯を作る

時は、古窯の土を混ぜて使うため、それになるべく寄せて作るようにした。「べたべたした土は

（窯を）なさん。」窯の「こう」を木槌でたたきしめて作った。窯のなり具合で、炭の出来具合

が違うので重要な作業であった。火の止め時も重要で、煙の色で見分けた。炭窯は一年は確実に

持った。穴がほげると鉄板を下から当てて上から針金でつり下げて補強した。 
炭焼は夏はせずに、冬に一家総出でやる。男は木を切り、女は手伝い。木を窯の所へよせて積

んだ。炭の「だつあみ」作りは女がやる仕事だった。夜食（夕食）を食べておいて、夜炭を焼い

                                                  
11）ダムの西側に田が多かった。  
12）先に見たように江戸時代の井原山の炭焼も樫炭が主体だった。  
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た。近くには炭小屋を立てた。「だつ」を五俵背負って山を登り、「すいさん」を背負って帰って

くる往復作業だった。 
                                      （楠瀬慶太） 

４、飯原
い い は ら

１）（④）―小字統合と地字― 

                          

                       写真１ 本村集落 

（１）村の歴史的沿革２） 
 飯原村は江戸期に長野村から分村して成立した（『地理全誌』）。初め、肥前唐津藩領であった

が、延宝六年（1678）に幕府領となる。享保二年（1717）、中津藩領となり（「中津藩領郷村帳」）、

幕末に至る（「旧高旧領取調帳」）。元禄国絵図では高 1567 石余である。 
明治初期には、本村、嵯峨里、鶴坂、日明、迫の五所に集落があった（『地理全誌』）。 

（２）大正・昭和期の村の姿 
□1 地名 
チャンチャン岩 清水が小鳥のさえずりのようにチャンチャンと出ている。 

   
図１ 大字飯原の周辺地図 

                                                  
１）本村・サガリでの聞き取りを中心に記述する。時間の都合で、鶴ヶ坂、日明、迫集落では聞き取り調査

行えなかった。 
２）『日本歴史地名大系』41、飯原村・神在村の項を参照。 

① ② 

③ 

大字飯原は、東は雷山、西は長野に接する山麓

の村である。飯原の小字は非常に少なく、明治初

期にかなりの地字が統合されたことが伺える。反

面、村に人達は行政の帳面上は失われた地字を今

も多く記憶している。山仕事や田畑の耕作には、

これら地字は欠かすことのできないもので、長く

使われ記憶されてきたと考えられる。 

筒城
つ つ き

神社 大字雷山の不動池の口にある。琴平神社とも

いう。社はなく、元は「日明」の雉琴
き じ こ と

の上宮である。一

年に一回おまつりをする。石鳥居が今も残っている。 
□2 集落 
現在の集落は、鶴ヶ坂、サガリ、裏頭、本村、日明、

迫の六ヶ所に分かれる。本村集落は、明治以前には小字

「萩野」にあったという。家が 17 軒程あり、大正期に

は 5～6 軒になった。神仏混交の影響で、金龍寺が引っ

越してきて、一人二人とどんどん引っ越してきて、今の

ような本村集落となった。集落内には、「北田」「西北田」

「東北田」「石田」「大屋敷」「徳善」といった屋敷地の

呼び名がある。また、集落は「西組」「東組」に分かれ

ているが、これは「荻野」に集落があった時の組分を踏

襲していると言われ、現在の集落内では混在している。 
サガリ集落には、大正期まで共同風呂があった。20

度くらいの湯が出る所があり、その水を使った。屋根は 
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図２ 大字飯原の地名①（北西部） 

茅葺がほとんどだったが、大正期末～昭和初期に瓦が導入された。水は昔はほとんど谷水を使っ

ていたが、井戸へと変わっていった。 
□3 生業  
 田んぼでは、米と麦・菜種の二毛作。菜種は出荷していた。田の畦には大豆、小豆を作った

が、売ったりはせず、自家用の味噌、醤油、豆腐に加工した。また、糸島は酒米おまちの名所で、
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特等賞をもらったこともあった。良い酒米ができる所は、空気だけでなく、水がきれいでなくて

はいけない。山の口にミカゲ石（花崗岩）があり、そこから湧き出る水は酸素を含んでいて酒米

に良い。宇美の万代酒造３）や城島、灘からも酒米を買いにきた。酒屋は「糸島以外の米は使い

切らん。」というらしい。おまちは酒米以外のも穂が長く、藁が多く取れ、藁細工の材料にもな 

 

図３ 大字飯原の地名②（北東部） 

                                                  
３）「小林サクゴロウ」を代々名乗るらしい。 
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る。自家用の普通の米も作っていた。田んぼで使うのは、牛がほとんどで農耕馬を使う人も三人

いたが、基本的には馬は馬車引きに使われた。 
切畑では、草山を切って焼き、大根、さといも、そばを植えた。かごの木は、12 月～正月に

切って、直径 50cm（３尺）の釜で桶をかぶせて茹でて、皮をむいて農協へ出した。重要な副収

入だった。櫨は田の畦に生えていて、実をちぎって出した。仲買が買いに来て久留米へと持って

いた。木炭は自家用で焼く程度で専業はいなかった。また、温石（「クジラ石」）と呼ばれる滑石

も山から取れた。 
□4 交通・流通 
サガリから雷山へ出る「ヨケバ越」、サガリから谷を下る「本ノ道」、平原へと山を越える「ト

ビサキ越」、荻野へ至る「荻野道」、その上を走る「ノボリ尾道」などの交通路があった。 
飯原の山では竹がよくできた。冬に「竹山さん」という竹きり専門の人が伐り出して、馬車何

台もで山から担ぎ出した。ここから、加布里の港まで荷車積みで出していた。木材も牛馬で出し

ていたが、専業の人はあまりいなかった。 

                                    （楠瀬慶太） 

 

 
図３ 大字飯原の地名③（南部） 
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写真２ 奥に見えるのは「宇土」の棚田       写真３ 「平原」の田と「北田」集落 

５、長野
な が の

（⑤）・川付
か わ つ き

（⑥）―長野庄故地を歩く― 

                      

 

 

 

 

（１）村の歴史的沿革１） 
□1 長野庄 
 長野庄は、現長野を中心に川付・白糸を含む一帯に比定される。庄内には宇美（長野）八幡宮、 

 

                                                  
１）『日本歴史地名大系』41、長野村・長野庄の項を一部参照。 

①  

② 

③ 

長野川上流部の山間部に位置する大字長野は、中世

には宇美八幡宮領の庄園長野庄が所在した場所であ

る。川の流域に広がる棚田と長野峠を越えて肥前国上

無津呂山村（現富士町）へと至る山々が、山間庄園の

面影を感じさせる。 

 

写真１ 長野川とイナハラ集落 

図１ 大字長野周辺地図 

小蔵寺がある。宇美八幡を支配下に置いた山城石清水八幡別当

家の田中坊に相伝された。伝領は、厳清―同妻紀太子―勝清（田

中家祖）―慶清―道清―房清―房誉―房助―什清―房璠―尭清

―房璠―陶清―房舜と続く。 

 

 写真２ 

                        加朗町の棚田 
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図２ 大字長野の地名① 
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図３ 大字長野の地名② 

長野庄内の領域は、古文書に記された地名から現在の大字飯原、長野、白糸、川付、瀬戸、波

呂、満吉２）にあたると推測される。庄内は宇美方・松浦方に分かれ、得吉、五郎丸、武光、吉

                                                  
２）寛正三年（1462）十月九日付の「藤原胤道寄進状」（長野八幡宮文書/『書上帳』）において、「筑前国長

野庄満吉分五町内石田一反」が長野宮司坊に寄進されており、その領域に含まれていたことが推測される。 
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留、桑原、弁分、中太郎、太郎丸、朱丸、金丸の名があった（長野八幡宮文書）３）。関連文書に 

 
図４ 大字長野の地名③ 

                                                  
３）このうち、中太郎名は飯原周辺に（康応元年十二月三日「源 寄進状」）、弁分名は中嶋周辺に比定でき

る（正平十八年三月十五日「寄進坪付」）。このうち、「弁分名内横路」の田地は川付川と長野川の間の丘陵

部に位置し、迫田の段階を克服している。 
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図５ 大字川付の地名 
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図６ 大字瀬戸の地名 

載る地名として、『児玉囲採集文書』（鎌）には「佐倉（会）谷」「山内坊」「安駄」「温屋」「西薗」

「宇土」「東安墓原」４）、『長野八幡宮文書』には「にしあらき」「寛野丸」（太郎丸名）「横路」

                                                  
４）「佐会谷」は「才田」に比定され（『地名体系』）、「宇土」は飯原の内、「東安墓原」は波呂の「アグワラ」

に比定される。これら鎌倉期の文書に載る田地は、谷口に所在し、迫田であったと推測される。  
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（弁分名）「瓦田」「荒木」（得吉名）「宮そへ行貞」（金丸名）「東石田」（中太郎）「室下」（武光

名）「よしの」「石田」が上がる。 
□2 長野村・川付村 
 文禄四年（1595）十二月一日、小早川秀秋が長野村 2318 石余などの代官に堀田初左衛門尉を

任じている（「怡土郡蔵入目録」）。江戸期には唐津藩領―幕府領―中津藩領と変わる。川付村は

長野村の枝郷。明治初期には、長野村に「本村」「別所」「広谷」「紐出」「梶屋畑」「稲葉」の 6
所、川付村に「本村」「福寿庵」「中村」「越行」「馬場」「武士越」「大原」「末広」「洞」「庁中」

「八反田」の 11 所が集落としてあった（『地理全誌』）。 

（２）大正・昭和期の村の姿 
□1 地名 
やけどんの火３） 川付の越行集落の裏山にある藁葺屋根付の無銘の墓石。寛永七年(1630)の旱

魃・洪水による飢饉のとき、川付に年貢徴収に来た役人に、長野川の川原で焼き殺された百姓平

右エ門の娘お若を祀ったと伝えられる。その呪いか長野川にかかる渡瀬橋の近くでは「焼けど

ん火
び

」と呼ばれる火の玉が出るという。毎年十二月二三日に屋根の葺き替え、熱いだんご汁が供

えられていた。 
横道井手 寺崎志摩守がつけたと呼ばれる長距離用水路。飯原と長野の水争いが現在まで続く。 
駒
こ ま

ノ頭 戦時中、グライダーを飛ばす計画で切り開かれた。結局飛ばすことはなかったが、元岡

の方では実際に飛ばしていたらしい。 
□2 集落 
現在の集落は、「イナハラ」「中嶋」「池」「別処」（長野）。「八反田」「洞」「越行」「大原」「表

川付」（川付）である。「中嶋」は終戦後、上と下に分かれた。昔川がツエて島のようになって中

島になっていたことが由来。「池」も川に切られて池になっていたことが由来。「別処」は飛び離

れた所という意味で、夏季の避暑地だったらしい。川付・長野集落ともに屋号のある家が多い４）。 
□3 生業  
田・畑 田んぼでは、米、麦・菜種の二毛作。畦にはそば、大豆を植えた。「長野デンジ」と呼

ばれ、水係りがよく、米がよくできた。米は「あさひ」（ねばねばしてもちのような米）という

米を作っていた。畑は、茶畑か桑畑程度。焼畑は、草きり山を春頃焼いて、夏に萱を切る。萱講

というのがあって、屋根葺きと田んぼに入れる肥料に使った。どんどん火をつけて、御大典記 

     
写真３ 「宮司森」の棚田              写真４ 中嶋集落 

                                                  
３）川付・瀬戸での聞き取りおよび『糸島伝説集』を参照。 
４）今回の調査で怡土・志摩地域の 100 近い集落屋号を収集した（一部名前のみの紹介もあるが、ほとんど

は本書所収の地図にプロットしてある）。名称、立地など村落景観復原の資料として、今後検討を加えたい。 
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念の木を焼いてしまったこともあった。 
社田 宇美八幡宮の社田・畑は、周船寺、佐賀、唐津、福岡市などほうぼうにあったが、農地改

革の時に個人の持ち物になってしまった。 
木炭 昭和初期までは、山の中の水掛のいい所に炭窯を作った。牛で材木を引っ張ってきて焼い

た。飛ぶように売れた。 
材木 冬は山に行って、大鋸で旱魃材を伐って大鋸は 6～8 尺。刃の立て方がコツで、ﾁｪｰﾝｿｰよ

りも早く伐れた。牛の方が早かった。1 本いくらで、皮も剥くと高かった。伐った材木は牛馬で

出した。終戦当時には、宮崎の人が来て「スラ流し」やワイヤーを張って出したが、何だかんだ

牛の方が早かった。材木は八反田周辺に 7 箇所あった製材所に運ばれた。水車が動力で「ぎっ

こん、ぎっこん」と音をさせていた。 
□4 交通・流通 
佐賀へ越すには２つの峠道がある。「長野峠」は津々呂越と呼ばれ、佐賀から来る人が多かっ

た。福岡からは宮地嶽神社に参りに行くこともあった。鉄砲を売りに佐賀へ行くこともあった。

終戦後は、どぶろくや飴売りの行商で女の人がよく来た。峠にさしかかる手前の坂を登りきった

所は「杖捨場」と呼ばれた。「小峠」は飯原の上（金山）を越えて行くルート。雪が溶ける 3～4
月頃、１升瓶の酒を２つかろうて佐賀から酒を売りに来た。こちらから上無津呂へどぶろくを買

いにいくこともあった。これら峠道は交通の要衝で、昔、乞食など素性の分からない者が峠を越

えてきた時に（スパイかもしれないので）斬り殺していたと伝える「ダントウ坂の首切場」とい

う地名が残る。 
魚の行商は、深江・加布里からいのうてくる。米と交換だが金でもよかった。久留米・博多か

らは布団をいのうてきた。ござ売りや、ネギ苗カンラン苗売りなども来た。 
                                   （楠瀬慶太） 

       
写真５ 川付川・長野川の間の棚田（奥は表川付）   写真６ 宇美（長野）八幡宮 
 

６、白糸
し ら い と

１）（⑦）―白糸の滝とカンミソギ― 

 

 

 

 

                       

                                                  
１）大字白糸の民俗誌については、古賀ほか 1984 がある。 

 大字白糸は、前原市の南西端に位置し、南東は佐

賀県小城郡上無津呂山村（現富士町）、松浦郡荒川村

（現七山村）と接する山村である。白糸は昭和 30 年

頃、県指定名勝の白糸の滝を売り出すために付けら

れた名称で、元は小蔵
お ぐ ら

村といった。白糸滝では、12
月 18 日に水をかぶるカンミソギの祭事が行われる。 

 

写真１ 白糸集落 
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（１）村の歴史的沿革２） 
 中世には長野庄の領域。江戸期には唐津藩領―幕府領―中津藩領と変わる。正保郷帳では田

200 石余･畠 45 石。元禄国絵図では高 294 石余。鎮守は熊野神社である。 

（２）大正・昭和期の村の姿 
□1 地名 
城ノ堀 『地理全誌』に「原田ノ臣波多江兵庫頭種載居レリト云」と書かれる「砦址」のことか。

掘ったら「何か出てくるっちゃないか」と言われている。 
屋号 屋敷には「ｲﾜｿﾞｳ」「ｶﾐﾔｼｷ」「ﾀｶﾐ」「ﾐｾ」「ﾆｼ」「ｼﾝﾀｸ」「ｼﾝﾔ」「ﾃﾗ」「ﾏｲﾀﾞ」の屋号がある（古

賀ほか 1984）。 
□2 集落 
集落は、昔 18 戸だったのが 37 戸まで増えた。屋根は萱葺屋根がほとんどだったが、瓦へ変

わった。牛に瓦をかるわせて、車が 2 個ついたそりにつんで運んできた。共同風呂もあった。

初は五右衛門風呂でボイラーへと変わった。風呂は合わせて４回変わり、うち 2 回は行政の

管理で変えた。 
□3 生業  
田畑 田んぼは昔 20 町あり、売るぐらいの米があったが、現在は耕作放棄が多くなり 6 町に減

っている。田では米、麦・菜種の二毛作。小豆は田の畦に植えた。田んぼでは牛が使われた。 
馬は足が速いが、田の中にある石に当たった時、鋤をダメにしてしまう。反面、牛はゆっくり進

むため、そういうこともない。切畑では、さといも、大根を作った。天秤棒で山から担いで下ろ

してきた。 
草山 「西山」には村共有の採草地があり、草をはやすように毎年３月頃、山を焼いていた。村

内で個人に配分した。金無しの入札で、遠近や草の出来具合で分けた。良いとこは狭く、悪いと

こは広いという具合だった。萱講があり、萱はもらったら倍返しする（講がけ）のが慣行だった。 
ばくりょう タカラギさんという人がいて牛を買い占めといて広島へ売りに行っていた。また、

「ちょろまつさん」と呼ばれた有名な仲買の人がいて、肥育やばくりょうで儲けたらしい。 
竹 黒竹、もうそう竹、はちく、まだけ、しのだけなど山にはたくさんあった。昔は、竹商売を

する人も何人かいた。白糸は一人で長野にやっている人が多かった。 

木炭 炭は山で焼いて、牛で出した。出荷先は農協で、日当 300 円くらいの仕事だった。一俵

は「雑」で 150 円、「かしづみ」で 250 円した。 

   

写真２ 「開田」の棚田             写真３ 開田より上の田は耕作放棄されている 

                                                  
２）『日本歴史地名大系』41、長野村・長野庄の項を参照。 



102 
 

材木 山は国有林、県有林が多く、営林署があった。2 軒ハンバがたっていた。宮崎や日田から

人が来ていた。7～8 人、伐り出しの専業がいて、班や組に分かれていた。昭和 30 年までは、大

鋸やマエビキを使った。1 本いくらではなくて坪単位で伐り出した。また、杉皮も売れた。搬出

は、馬車がかりまで転がして出す（「ころ」）。「とい」で水を流して転がして出した。木馬は宮崎

から導入された。それまでは使われていなかった。 
□4 交通・流通 
七山村の荒川に出る「荒川峠」を通り、佐賀から飴、酒を闇で売りに来る人がいた。昭和 25・

26 年頃は、長野まで木炭車のバスが来ていて、学校へ行くのに朝そこまで歩いていった。雷山 

 

図１ 大字白糸の地名① 
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と白糸の子供は遅刻しても文句言われないし、掃除も何もせずに帰って来れた。山の子供は普段

から鍛えているので、足は皆速かった。 
魚の行商は、船越、岐志など志摩の方が多かったが、今は西ノ浦からが多い。佐賀から酒を売

りに来ていたのはおばちゃん達で、水枕に入れて 1～2ｔも持ってきていた。子供たちは水袋に

「ブスッとやって」イタズラをした。酒の値段は１升 150 円程で、「あそこんぞは酢いぞ、買う

な、あっちがいい」とか噂がたった。 
□5 生活  
祭礼は、熊野神社で 9 月 1 日に行われる「かぜどめ祭り」と、12 月 18 日深夜から橋の下で

水に入り水浴びをする「カンミソギ」がある。無病息災を祈るもので、終戦の年（昭和 20 年）

は、男は戦争に行っていなかったので、水を浴びておらず、何人も人が死んだという。 

                                        （楠瀬慶太） 

 

図２ 白糸の地名②（拡大図） 
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 コラム④ 

近世脊振弁財嶽国境争論における佐賀藩の勝訴の要因 

                                田中 由利子 

福岡藩と佐賀藩の間で起こった脊振弁財嶽国境争論の論点は、背振山山頂である上宮嶽の弁財天堂

を含む山麓の同一場所である二重平（筑前側呼称）・笹平（肥前側呼称）の所有であった。元禄五（1692）

年七月福岡藩はこの争論を百姓公事として幕府に提訴状を提出した。元禄六年十月幕府は佐賀藩勝訴

との裁定を下した。その裁許状の条目は六条からなっていて、その内容は第二条と第三条を除いて他

すべて背振山信仰に関連するものであった。この争論に内在する背振山信仰は幕府裁許の決定的要因

だったと考える。 

この争論における領域支配を考えるとき、佐賀藩と福岡藩をめぐる政治的背景の他に、背振山の信

仰要素を抜きには語れない。信仰の拠点を佐賀藩と福岡藩のどちらが所有するかによって背振山麓の、

ひいては藩領国の領域支配の様相が変わってくるからである。すなわち領主（藩主）にとって領域支

配（藩政）上、その地域信仰への関与とその地域の領域認識とは密接不可分の関係にあると思われる

からである。  

 中世における背振山上宮東門寺の寺領は肥前をはじめ筑前そして筑後にまで広がっていた。背振山

東門寺はその広大な寺領において領主的役割を果たしていた。しかし戦国期になると寺領は没収され、

荘園制の崩壊と共に戦火にまみれ衰微していく。近世になると背振山信仰は藩主から庇護を受ける存

在となった。中世から近世への背振山信仰の変化に対する両藩藩主の対応が脊振弁財嶽国境争論の勝

敗を決め、さらに両藩の領域をも決定づける結果となったのである。 

 豊前国中津十八万石の領主から筑前国五十二万石の領主に移封された黒田長政は、如水の意志を受

け継いで太宰府天満宮をことのほか外護する。また、かつて黒田氏を頼ったことのある英彦山に対し

ても豊前国領にもかかわらず寺領を寄進する。一方、鎌倉・室町時代の中世に大いに隆盛を極め、寺

領は早良郡をはじめ那珂川（地名）、遠くは筑後まで及んでいた背振山信仰は移封してきた黒田氏に

とって外護する対象にはならなかった。福岡藩では近世において幕府指導のもと新たな寺社政策を敷

き宗教を統制したため、中世から近世への一部の宗教の非連続性・断絶性を産んだ。近世に入り衰微

した背振山信仰は福岡藩主黒田氏によりその重要性は掌握されなかったのである。 

 一方、佐賀藩では、鍋島氏の中世から近世への背振山信仰の継続があった。佐賀藩は龍造寺氏より

鍋島氏への家督・藩主交代という特異な歴史過程がある。龍造寺隆信の一家臣であった鍋島信生（後

の直茂）は隆信が島原の合戦で戦死する以前にすでに背振山中宮霊仙寺の水上坊仁周を使って豊臣秀

吉と親睦を深める（これが龍造寺隆信の命令であったかどうかは今のところ史料がみあたらない）。

そのこともあってか、佐賀藩の領主となった鍋島直茂は衰微した背振山をいち早く信仰の場として手

厚く保護し寺領を安堵した。佐賀藩初代藩主勝茂は五戒坊玄純をして多くの背振山関連寺院を建立さ

せた。また、下宮修学院の寺格を高める為に京都曼珠院（竹内門跡）の末寺とさせた。そして、鍋島

氏は龍造寺氏が領主であった時より行われた背振山の導師による法華経壱万部読誦祈祷を継続して行 

い、歴代佐賀藩藩主もまたそれを継続して行った。鍋島氏は

支配体制の継続・維持という側面において、藩主交代の正当

性を表すひとつの手段として地域信仰を利用し、その祭礼体

系を取り込んだと考える。 

 佐賀藩と福岡藩の両領主（藩主）の背振山信仰に対する中

世以来の継続意識か、あるいは近世以降の断絶意識か、この

相違が争論のゆくえを決め、領主支配における領域を決定し

たのではないかと思われる。そして、そこで定まった領域の

範囲は近代の県境として受け継がれている。 

 写真１ 背振山頂上の弁財天像 
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第４章 二丈町域の諸相 

 二丈町は福岡県の西端部に位置し、南は佐賀県松浦郡七山村、西は同郡浜玉町と接する。本章

の対象となる区域北東側のほとんどは怡土郡に属する。深江・一貴山地区では条里地割が確認さ

れる。中世には深江庄と原田庄の領域に含まれる、一部怡土庄にも含まれた。 
江戸時代には怡土郡 20 村があり（「天保郷帳」）・志摩郡に属し、唐津藩領、幕府領、中津藩

領、対馬藩領と統治者は何度も変わっている。明治二二年（1889）の市町村制施行により、怡

土郡深江村・一貴山村・福吉村が成立した。同二九年（1896）怡土・志摩郡は糸島郡となり、

同郡に属す。昭和三〇年（1955）に三村が合併して二丈村となった。同四〇年に町制へ移行し、

現在に至る１）。 
本章の対象となるのは背振山地山麓部の集落および玄界灘沿岸の漁業集落である（図１）。山

間部に広がる棚田景観は絶景であるが、耕作放棄される棚田も多い。一方、漁村の荒廃化は深刻

である。活況が続く福吉漁港以外の漁港は漁業の存続自体が危惧される状況で、浦としての歴史

が終わろうとしている。調査集落は少なく、当該地域の調査はまだ駆け出しにすぎないが、本章

では、これらの現存する景観に注目して、村の地誌を描いてみたい２）。 

図１ 二丈町調査地図（町発行 1/2500 二丈町全図より作成） 

 

１、福吉
ふ く よ し

―福吉漁港の活況― 

 福吉は、福吉川河口部に位置し、玄界灘に面する漁業集落である。江戸期には、川の右岸が福

井浦、東岸が吉井浦と呼ばれ、対馬藩領であった。現在は統合され、福吉漁港として活況を呈し

                                                  
１）『日本歴史地名大系』41、『角川日本地名大辞典』40 を参照。 
２）当該地域においては文献調査等が十分でないことから、本章では村の歴史的沿革には触れず、大正・昭

和期の村の姿のみ報告する。 
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ている。 

□1 地名 
アラソネ・ニッセ 波止場の先にある瀬。大潮の時しか頭が出ないが、船が通るとき危ないの

で割ってのけたという。 
山当の地名 船から山当てに使う山にも目標物があった。「松当て」が一般的だった。「いいだて」

は唐津の山で一本松があった。「浮嶽」にも大きな松がある。 
□2 集落 
集落の名前は「吉井浜」という。昔はもっと家があったが、今は 80 戸ぐらいでちょっと減っ

ている。飲み水は、昔は共同井戸だった。海に近いわりに塩気が少くいい井戸で、造り酒屋が水

くみにきていた。ちょっとは塩気あるが、酒は少しある方がいいらしい。屋根はほとんど瓦葺き

だった。藁家も何軒かあった。「けいぶん堂」（呉服屋）、「やまもと」（雑貨売り）、「わたぶん」

（国鉄の指定旅館）などの店もあった。また、集落の道はリアカーが通るぐらいの狭い道だった

が、10 年ぐらい前に広くなった。 
□3 生業 
和船 5～6ｍの木船で、3 丁櫓で三人が乗った。帆を使う時は、3ｍぐらいの柱に三角帆または

四角帆をが張った。和船は「二艘ごち」という片方に船を置いて、もう片方が櫓でやりまわる漁

に使われた。二艘ごちでは、目のよく見える山見が旗をふって鰯の位置を知らせる。唐津湾内が

鰯は一番獲れるそうである。昭和 15 年ぐらいに焼き玉船（ポンポン船）などの動力船に変わっ

た。船は「ひやま造船所」で作られる。昔は和船を作っていたが、30 年前にプラスッチック（Ｆ

ＲＰ）製の船も作り出した。船の修理もやってくれていたが、今は唐津から船大工が来ていると

いう。 
漁場 昔の人は佐賀の「馬渡島」が西端で、北は「烏帽子」まで、東は「姫島」のジに魚がいて

そこまで行った。 
漁期 春はコウイカ（かご）。夏は鯛網（5 月～）、おういか（5 月～）、こりょう（5 月～）、秋

は、ちこだい（9 月～10 月）。冬は、このしろ＝鰯（10～2 月くらい）である。さわらの一本釣

りや、底びき網もやっていた。  
わかめ 箱めがねを持って行ってわかめを切る。これは 5ｍぐらいの和船でやっていた。 
網 昔は刺し網が多かった。いりこ・イワシを獲るのは巾着網。夏鰯は夏巾着。冬鰯は冬巾着。

きすごだて・えび網・かれいだてなどの網もあった。網は大分国東町鶴川港の田中産業株式会社

から買っている。大敷網（鮪大敷）は「配埼」の鼻、「羽島」の鼻にあった。 
土管 海の中に土管を沈めて魚礁を作った所が 30 ばかりある。場所をしっかり覚えておかない

と網が土管にあたって、魚が入らない。場所は山当で確かめる。しかし、沈めた人しか分からな

い。昔の漁は「頭よかもんじゃないとつとまらん。勘も強くないといかん」。 
潮 潮にも名前がある。北からくるのは「ひっしお」。西からくるのが「みっしお」である。 
天気 トンボ山を見て決める。「雲の行き方を見る。どっちに流れていくか。西行きよったら西

風。北行きよったら北風」「冬は雨が降る時は漁にはいかん。大時化になる。」一方、夏が少々雨

でも船を出す。 
風 山手（南）からは「はや風」、嵐の時は「はえ」と呼ぶ。唐津（西）からは「しもけ」。博多

（東）からは「こち」。海（北）からは「北風」。これが台風のときなどは一番危ない。真沖（北

北西）から吹くのは「あなぜ」。冬、12 月頃から吹く。これが吹くとなぎになる。 
漁具 鯛網には石をくくりつける。瓦石（土錘）は建網（キス立て）用。網の錘も田中産業株式

会社から注文を取って買っていた。その後、鉛に変わった。 
□4 交通・流通 
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出荷 魚は箱詰めして国鉄のトラックで積み出した。積みきらんときはよその自動車で博多築港

まで持っていった。帳面に書き込み（船の名前、魚の数）を入れて、荷主さんがついて行って競

りにかけられた。昔は、市場が漁港にあって競りをして仲買（3 人ぐらい）が買っていて売って

いたが、あんまり儲けるので、個人で（荷主が）売るようになった。また「小売り」といって「女

子し」が近所へ天秤棒を担いで「おい売り」にも行っていた。 

 

図１ 大字深江の海の地名（①） 

 

図２ 大字福井代入の海の地名（②） 



108 
 

   図
３
 
福
吉
の
地
名
（
③
）
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図４ 大字吉井羽島の海の地名（④） 

入港船 仔牛（黒牛）を 20 頭くらい積んだ船が年に 2、3 回入ってきていたが、どこの船かは

知らない。 
運搬船 「天神丸」「ごんげん丸」「さや丸」という 13～15ｍの大きい帆船（木船、エンジン無

し）があった。帆を２つ（三角帆、矢帆）つけていた。特に「さや丸」が大きかった。竹やタキ

モンを積んで小川島、柏島、馬渡島まで行っていた。何代目か前には、竹を福吉から運んで、四

国へ行ったりしていたらしい。大正の終わり頃にはなくなった。 
□5 生活 
船掃除 昔は今のような立派な港はなく、船は 3 ばいぐらいしか通れず、網船は浜に引き上げ

ていた。福吉川の橋の下にも船を繋いでいた。台風のときなどは大入のドッグへ持っていったり

もした。船のアカ取りは川の潮が引いたときに、枯葉（松葉ばっかり）でいぶしてコールタール

を塗った。 
神事 巾着網の時には神社に参っていた。船おろしの時には神主に来てもらってお祈りをしてい

た。また、正月の船乗ぞめの時は、御神酒持ってくるぐらいのものである。 

（楠瀬慶太） 
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写真１ 吉井浜集落                   写真２ 福吉漁港 

２、鹿家
し か か

―消滅した小漁村へ― 

 大字鹿家は、福岡県の最西端に位置し、佐賀県浜玉町に接する。このうち、鹿家浦は明治期に

商船 1、漁船 10 艘を数えた小漁村であったが、現在は専業の漁業従事者はおらず、漁村として

の機能を失った集落である。 

□1 地名 
七郎神社 佐賀県との堺、「包石」の近くにある岩屋に祀ってある。藤原広嗣の馬卒七郎が、敵

を避けてこの洞窟に潜伏したが、敵が通った時咳をしてしまい、見つかり殺されたのを村民が祀

ったのが始まりと伝える（『筑豊沿海誌』）。百日ぜきがよくなると言われる。 
塩田 コンクリートの上で海水を広げて干す塩田があったとされるが、昭和初期にはもうやって

いなかったという。 
□2 集落 
安永年間（1772‐1781）に漁業は始まり、天明三年（1783）までは捕鯨が栄え、その後鮪網

が文化三～七年（1806－1810）まで続いたが、一時中絶して明治期に入り、明治十八年（1885）
に内場善十郎の功により、浦として認められるにいたった。一本釣りが主体で、海藻の採集に従

事した。串崎には鮪の定置網のあった（『筑豊沿海誌』）。 
昭和の頃には、海辺のリゾート地としてホテルが建てられ、多くの漁家が立ち退いた。ホテルも

一時的なもので、今はその廃墟のみが残る。現在、集落は 2 軒。農家になったり、会社員にな

ったりして出て行き、漁業に従事する者はない。 
□3 生業 
和船 「てんません」とも言い、昭和 30 年ぐらいまで使われた。ほとんどは櫓で端切れのテン

ト生地の四角形の帆は予備的なものだった。和船には親子で乗ることが多かった。1 丁櫓、2 丁

櫓の和船があった。その後、トーハツ製の船外機を積んだ動力船に変わった。しかし、船体は依

然として木製で、エンジンが積んであるだけだった。 
船上げ 船たでは、1 年に 1～2 回。浜上に（農家からの）加勢の牛で引っ張り上げた。かきが

らを落とし、麦わらや松葉でたでて、コールタールを塗った。時化や台風の時には波止場を越え

るような大波が来た。舟を持っていかれるので、浜から泳いで行って綱を船にかけて牛で引っ張

り上げた。和船は雨が降ると水がたまるので朝晩くみ出さなければならなかった（「あかくみ」）。

梅雨時は大変で毎日船から水を掻き出した。あんまり水がたまると沈没して割れてしまうのだと

いう。「お前の船沈んどるぞ」と誰かしらが教えてくれた。 
漁 農家ばかりでほとんど獲る人がおらず、「よりどりみどり」だった。一本鉾専門の漁師がい

て、金になる魚を獲った。漁業権は、西は県境、東は「城」だった。網漁は刺し網。船曳き網は 
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図５ 鹿家浦の海の地名１（⑤） 

やっていなかった。鮑、さざえ、うに

を獲るもぐりもやっていた。 
山当 使ったのはトンボ山、浮嶽、二

丈嶽、小富士山（可也山）。「電柱合せ」

と言って、浜にあった大きな木の電柱

と波戸、そして山とで三角形に合せて

瀬や船の位置を確認した。 
風 「西」、「北西の風」、「北東」（台風

の時）「南西の風」があった。 
天気 朝起きてまずトンボ山を見る。

必ず雲が一つ二つあってどっちに流れ

るかで、昼からの風を見極めた。「朝凪

いどるほうに行って、昼から風にのっ

て帰ってくる」のだという。 
漁具 「焼き物」（焼き石）は土錘のこ

とで、瓦土を買ってきて丸箸にどろを

塗って、箸を抜き、あとは焚き火で焼

いて、「こうたら高いから、ひまひまに

作った」。温石は使っておらず、浮きは

きりの木かプラスチックを使った。 
畑 串崎山はミカン山だった。カキの

灰（カキ灰）は壁などの漆喰にも混ぜ

られたが、肥料としても使われた。田

んぼに入れるのではなく、果樹畑に蒔

くといい肥料になった。 
□4 交通・流通 

魚の出荷は、すぐ近くを国鉄が通っ

ていて、電車で築港まで魚を持って行

った。前の国道は、昔はひどい砂利道

だった。買い物は福吉に行っていた。 

 
（楠瀬慶太） 
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図６ 鹿家浦の海の地名２（⑥） 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真１ 鹿家浦の浜                 写真２ 波止場（奥）と和船 
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３、満吉
み つ よ し

・一貴山
い き さ ん

１） 

        

写真１ 波呂集落（天降神社より）            写真２ 沼の田んぼと長吉集落 

 

図７ 大字波呂・長吉の地名 

                                                  
１）聞き取り調査が不十分なため、写真および地名地図のみの報告にとどめる。 
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図８ 大字満吉の地名１（⑧） 

 

     
写真３ 満吉集落                  写真４ 唐原集落より「ヤセ田」の棚田 
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図９ 大字満吉の地名２（⑨） 

 

 

     

写真５ 上深江                   写真６ 一貴山川 
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図 10 大字満吉の地名３（⑩） 

 

      
写真７ 「仁王様の下」               写真８ 仁王門 
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図 11 大字一貴山の地名（⑪） 

                                                                   （楠瀬慶太） 

                                             

   

写真９ 一貴山集落               写真 10 集落上の棚田 
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コラム④ 

現代の深江神幸祭と大名行列 

                                中村 和博 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

深江神社は、建久八年（1197）に高祖城主の原田種直が原田家再興の守護神として、竈門

宝満宮及び大宰府天満宮を上深江片峯に勧請されたが、境内の狭隘を恐れ、建仁三年（1203）

深江現在地に御奉遷鎮座申しあげられたことを起源とする。また、豊臣秀吉公が名護屋城在

陣の際参拝したあることもよく知られる。 

神幸祭は、１０月の第３日曜日に行われる。二基の神輿と大名行列、赤い鼻面をかぶった

猿田彦等が、湊町の海岸縁の「お假屋（おかりや）」へと向かう「お下りさま（オクダリサ

マ）」、「お假屋」での祭典後に神輿が神社へ帰る「お上りさま（オノボリサマ）」で終了

する。大名行列は、お上りで神輿が到着すると、祭典の終了を待たずに神社を離れ、家の求

めに応じ「フリコミ」を行う。この大名行列を行うのは小学生高学年から２０歳程の若者で

ある。以前は、大名行列の練習は１週間前から行っていたが、現在は中学生等が塾に通って 

 

 

 

 

写真１ 神幸祭の神輿 

二丈町深江地区には１月に深江神社

で行われる「追儺祭」や淀川神社で行わ

れ「オオメシグライ（大飯食らい）」で

知られる「百々手祭り」、7月初めに行わ

れる水神祭「川祭り」、神幸祭も二丈町

深江地区に現在も残る伝統的な民俗行

事の１つである。 

神幸祭は、１０月中旬に福吉地区、深

江地区で行われ、「神事（ジンジ）」と呼

ばれ親しまれている。この神幸祭が行わ

れるのは浮嶽神社（吉井上）、白山宮（鹿

家、吉井竹戸、福井）、深江神社（深江）

の５社で行われる。 

おり、毎日練習ができないため２週間から行ってい

る。練習が始まる前にご飯をみんなで食べることを

「カタメ」と呼び、その後は神幸祭本番まで練習をみ

っちりと行う。ただ、今の小学生はこの大名行列をや

りたがらない（昔はなりたい子どもが多すぎて、逆に

苦労したという）。それでも、「フリコミ」の際に、

各家で食べ物を振舞ってもらったり、励まされたりし

て「来年も」という思いも芽生えるようだ。各家を回

る際に、元々深江に住んでいない人の中には「関係な

い」と断る方もいるが、中には好意的な方もいる。 

社会、生活の変化が進むなかで、「神幸祭」等の伝

統行事にいかに多くの人をまきこんでいくかが今後

の課題である。 

【参考文献】 

古川秀幸 2005「第 6章民俗」『二丈町誌（平成版）』 

 

写真２ 大名行列 
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第５章 大正～昭和初期における怡土・志摩の地域構造 

ここでは、第１～第４章の地誌をまとめる意味で、文字には残されない生業における村の知識

に注目しながら、大正～昭和初期における怡土・志摩の地域構造を見て行きたい。 

１、黒牛から見た怡土・志摩の地域構造 
（１）黒牛の流通 
 怡土・志摩地域で「ばくりょう」によって取り扱われた黒牛は、『国牛十図』（『群書類従』雑

部）に「筑紫牛以壱岐嶋牛称之」とあるように、壱州で育てられた牛であった１）。壱州の牛は農耕

用で、おおじか（五島の小値賀
お じ か

島）の牛は材木出し用に使われた。ほとんどが、２年間、牛牧に

上がった若い牛で特に賢く、言うことをよく聞いた２）。 
 子牛は 20 頭程船に乗せられて、壱岐や五島から運ばれてきた。牛の運搬船は、今津、宮浦、

西浦、野北、福吉などの玄界灘沿岸の漁港へと入った３）。ここから各農村へと「ばくりょう」に

よって牛が運ばれるのである。壱岐・五島から北部九州の海岸沿いへと至るルートは、中世に宋

や明などの船が日本へ来るのに辿ったものであり、この黒牛の流通ルートは古くから存在してい

たことが推測される。古代末期、志摩郡の船越庄では京都への年貢として牛が上がっており、黒

牛の流通はこの時期から始まっていた。これらは壱岐・五島から北部九州までで完結するもので

なく、京都まで運ばれる広域流通を前提としていた４）。また、江戸時代には姫島で、近代には能

古島で牛の牧上げが行われており、流通速度を速めるために近隣の離島でも努力がなされたが、

あまり長続きはしなかったようである。 
「ばくりょう」は農村を周り、若い牛を農家に売り、年をとった牛と交換した。雄牛は虚勢さ

れていて、雄か雌かはあまり関係なかった。牧あげの牛は 8～10 万円くらいと高かった。種付

牛（雄牛）は井原古川などにいて、子牛を作ることも行われていた。また、子牛を肥やして肉に

する肥育牛をやっている人もいて、良い餌を食わして大きく育てた。これも「ばくりょう」が牛

自体を買いに来た。前原には屠殺場があり、使えなくなった牛などはここで殺され肉になった。

この牧上げ→農耕使用→牛肉という一連のサイクルを前提とした黒牛の流通は、獣肉を食べる習

慣の本格化した近代以降に出来上がったものと考えられる。 
（２）材木搬出における「おおじか牛」の使用 
 農家が「壱州の牛」を不可欠としたように、材木の伐り出しを重要な生業とした背振山麓の集

落では、「おおじか牛」は欠かせないものだった。ここでは前原市大字瑞梅寺の井原山における

材木搬出の例を見てみよう。 
戦後、親族経営で始まった井原山製材所（昭和 30～37 年）では、伐採は人に頼み５）、山から

牛や馬車で製材所まで材木を引き出し、水車で製材を行い、そこからトラックで博多築港の木材

市場へ出すという一連の搬出作業を行っていた。 
水無などの距離のある山の木は移動製材で、その場で発動機を使って製材をした。山越しの搬

出には、牛に滑車とワイヤーで括った馬車を引かせて、峠を越えさせた。製材所までは、牛の背

中に 20ｍくらいの木を 5 本かるわして運ばせた。牛は走り出すこともあったので、木材を跳ね

                                                  
１）赤牛は肥後の牛で、当該地域でも少しは使われていたらしい。しかし、「皮膚が弱い」「性格が良くない」

などと言われあまり好まれなかった。 
２）田植えの時には、「人間が行く前に牛が田んぼに先に入って休んどった」り、「雨・風吹きでも向かって

立って田んぼの中で待っていて自分一人では帰らんかった」。 
３）漁師は牛が入ると海が荒れると、牛の入港を嫌った。 
４）第３部第２章（152 頁）を参照。 
５）当時、杉一本（胸高直径 35 ㎝）は 8 千～1 万円。山は 1 反が 200 万。1 反に 200 本しか立たず、植林

の際は 350～400 本植えておいて間引きをして 200 本にした。50 年で使える木になった。 
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上げて事故に合わないように、必ず材木から離れて牛の後ろを歩いた。おおじか牛は使いもよく、

力も強く、耳も良かった。綱を使わなくても、牛はかけ声だけで言うことを聞いた。「せい」（右）、

「わ」（止まれ）、「さし」（左）、「ほい」（行け）などがあった。牛は、引っかかるところがある

と自ら止まるため、材木を谷に流すよりもよっぽど効率が良かった。 
このような牛を使った材木搬出は、背振山麓の各集落で行われており、都市の材木需要に答え

た。ワイヤーを張ったり、木馬を使って材木を搬出する技術は、戦後宮崎から導入されたようで、

在来の技術ではなかった。これも、おおじか牛という一つの技術体系があったことにより、導入

されることがなかったのではないかと推測される６）。 

２、玄界灘沿岸漁村の地域構造 
（１）漁村の知識体系７）―瀬・山当・風・潮・天気― 
 漁群探知機や GPS の無い近代の漁業では、腕や知識が無ければ「おおまん」（かったぱしか

らまける人）になり、家族を養っていけなかった。和船による漁業の経験者の多くが語るように、

漁師は頭がよく、賢くないとなしきらん仕事だったのである。それを支えてきたのは、古くから

漁村が語り継いできた海の知識である。当然これらの知識は、各漁村によって呼び名や性格も異

なっている。これらは、毎年決められたようにやってくる「寄り魚」や浦の環境に規定される日

本の地先沿岸漁村の特徴である。 
魚の集まる場所は海中の岩場で「瀬」と呼ばれ、それぞれに名前を付けて呼び分けた。当然同

じ瀬でも、漁村によって呼び名が違うということが起きる。江戸時代の『拾遺』や明治初期の『地

理全誌』には多くの瀬が書かれている。これらの瀬は、陸地に近い頭の出た岩礁である場合が多

く、陸地から離れた沖合の海の中にある瀬（ソネ・ゾン）はほとんど文書・地誌類には出てこな

い。これらの位置や名前は、文字化されることなく、漁村に語り継がれてきた非文字知である。

さらに、これらの瀬は漁師の生活を支えるものであり、他者に教えることはほとんどなかった。 
瀬の位置や船の位置を確かめるのは、陸地の山を目印にした「山立

やまたて

（山当）」で、漁師はほと

んどの山に名前をつけていた。また、浜や磯も目印や漁場の一つで、これにもすべて呼び名があ

った。山・浜・磯の名前は海から付けられた地名で、陸で呼ぶ小字や地字とは全く異なっている

場合が多い。山当は、山と山の二点もしくは、三点の角度で合わせる場合が多く、山当てする山

の名前が瀬の名前になることもあった（松山大瀬など）。山当する山にも松や杉など目印に当て

る場合が多く、草山や雑木の多かった昔でこそ可能なものだった。 
風の呼び名も、漁村によって異なる。風は季節や災害と関わっており、これらを熟知すること

は海難事故のリスクを下げるものであった。潮や天気も同様の性格を持っていた。 
（２）漁具の生産・流通 
 「魚ごとに網も違う。浦によって獲る魚も違う、当然漁具も違う。」と言われるように、漁具

も漁村ごとに異なっていた。しかし、原材の供給地が限られているこの地域では、古くから類似

した漁具を使用してきた。玄界灘沿岸地域に特徴的に使われる滑石を使った石錘（「温石」）は、

弥生時代から連綿と使い続けられてきた漁具である。第３部４章で後述するが、当該地域では中

世前期～中期に長崎西彼杵半島産の滑石製石鍋のリサイクルによる石錘の生産・流通が確立する。

しかし、このようなシステムは、十五世紀以降の石鍋流通の終焉ともに終わりを告げることとな

る。これ以降の石錘生産・流通に関しては、文献史料・考古資料とも残っておらず、よく分から

                                                  
６）このような材木搬出の技術体系は、筆者が検討した高知県物部川流域地域とは全く異なっている。高知

県においては、木馬・材木流し・トロッコによる材木搬出が行われている（拙著 2008）。これは急峻な山

地地形で谷水が大川に流れ込みやすいという環境条件を背景にしたものであり、材木搬出の技術体系は各

地域の環境条件に適応した形で発展していったものと考えられる。 
７）玄海灘沿岸地域の海の地名や知識体系については、他の事例とも比較して今後具体的な検討を行いたい。 
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ないというのが現状である。 

 しかし、今回行った聞き取り調査から、中世期の石錘生産・流通のシステムから少し形を変え

て、戦後すぐくらいまで同様のシステムで生産・流通が行われていたことが明らかとなった。以

下、近代漁村における漁具の生産・流通の様相について見ていきたい。 

 戦前まで、網に使われる漁具には、石製の「温 石
おんじゃく

」と土製の「焼岩
やきいわ

（土岩
つちいわ

）」が併用されてい

た８）。「焼岩
やきいわ

」とは土錘のことで、土錘の生産形態は、漁村により様々である。しかし、石錘の

ように特殊な原材を必要とするものでなかったため、各漁村単位で生産が行われていた。土錘自

体は、漁師自身が粘土をこねて、箸の周りに粘土を貼り付けて、箸を抜いて孔を穿った。大きさ

や形状などは、漁師が網にあった形に仕上げた。焼成は、焚き火の中に入れて土師質に焼く場合

（二丈町鹿家）もあれば、村にある瓦屋の窯の隅に入れさせてもらい瓦質に焼く場合（志摩町野

北）もあった。また、大分国東町の田中産業株式会社が行商に来ており、そこから仕入れる場合

もあった（二丈町福吉）。 
一方、滑石製石錘は「温 石

おんじゃく

」と呼ばれ、戦後しばらくするまで博多湾沿岸地域で広範に使わ

れていた９）。石錘の利点は、加工の容易さ 10）、重さ 11）、耐久性 12）である。今津・姪浜・博多な

どの流通拠点には、石錘の素材となる四角い素材（隅は加工されて丸みを帯びていた）を扱う者

がいた（「温石屋」）。各漁村の漁師達は、都市部へ魚の販売に訪れた際に素材を購入して行って、

漁村へ帰って網に合う形に棒鉛で型（溝）を刻んだ。各漁村によって、行う漁法、使う網も異な

るため溝は刻まれていなかった 13）。 
「温石屋」といっても大規模なものでなく、個人で滑石の加工を行い、素材・加工品を販売す

る形態を取っていた。江戸時代から「温石」はすでに市場に流通しており（『筑前国続風土記拾

遺』）、わざわざ原産地へ取りに行かなくとも、容易に手に入るものになっていたと考えられる。

漁村では、都市部（博多・姪浜）から漁具を購入し、その漁具を用いて魚を獲り、都市部へと供 
 

    
写真１ 網に付いた焼き岩             写真２ 陶器錘（中世にも備前焼の錘が見られる） 

                                                  
８）他にも、浜などに落ちている自然石を使う場合もあった。 
９）おもに石錘が使われていたのは、「かなぎ網」である。「かなぎ網」は、滑石産地の毘沙門山を背後に持

つ今津から各浦に伝わっており、漁具・漁法の原産地から広がっていったものである。 
10）滑石という石材は、爪でもはがせる程、柔らかいので、非常に加工に適していた。  
11）石錘は土錘に比べて重く、網につけても土錘よりも少ない数ですんだ。網によっては、網の端にのみ石

錘をつけて、内側には土錘をつけ、併用する場合もあった。  
12）石錘の耐久年数は約 10 年。片側がこすれてくると向きを変えて使った。土錘のように破損することは

ほとんどない。 
13）一方で、すでに溝は刻まれていたという人も多く、使用法が固定化されていく過程で、使う側のニーズ

に答えたものと考えられる。また、上記のとおり「温石」は今津発祥（江戸期）のカナギ網に主に使用さ

れており、漁法・網の導入に伴って広がっていったものである可能性もある。 
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給していたのである。このように近代の漁村でも、分業型の漁具の生産・流通システムが広範に

機能しており、都市と漁村の需給の関係性が維持されていたのである。滑石製石錘の衰退は、鉛 
錘の導入が契機で、戦後しばらくしてほとんどが姿を消すことになる。漁具は漁業共同組合の一

括購入となり、今津・姪浜・博多といった地域と漁村との個別の結びつきも変化していくことと

なる。 
 

【参考文献】 
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