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大津  秀雄 

ESSAY

高松市歴史民俗協会顧問 

 
 
　このところ、大型レジャー施設や有名観光地の
多くが苦戦している、といわれる反面、何にもな
いような昔そのままの姿を残した町並みや、自然
そのものが静かなブームになっているという。 
　そんな静かなブームの街というより、かつては
栄えたが時代の移り変わりとともに廃れ、あたか
もゴーストの町と化したともいえそうな、ベンガ
ラの村『吹屋』もそのような地区であるといえよ
う。 
　岡山県は文化度の高い先進地域。でも、殷賑を
きわめる岡山は、地勢としてはその名のとおり岡
と山の国だ。岡山自動車道賀陽インターを降り、
山道を少し行くと山に囲まれた高梁市に着く。 
　静かだが、住む人の心の豊かさを思わすような
備中松山の城下町、ここから車でおよそ一時間、
山深い道を右に左にカーブの多い道の向こうに目
ざす吹屋がある。時間の流れが止まったかのよう
な、閑静そのものの村だ。 
 
 
　だがこの村、単なる朽ち果てた村ではない。 
　かつて、ベンガラ（防腐用の塗料）の原料とな
る鉱物を産出した、裕福な黄金の村だという。そ
のせいもあって、全盛を極めた当時の町家や、今
は不用となった生産施設などを、そこに住む人た
ちは、いとも大切に守り、保存してくれている。
この村を大切に思い、愛してやまない住民の心根

が偲ばれる。 
　このところ、この地区のたたずまいを愛し、惹
かれて訪れる人が多い。有名な別府温泉を素通り
して、なんにもないという人もいる湯布院に多く
の観光客が訪れるという心境に通じるものがある
のだろうか。 
　この吹屋、旧幕政時代は成羽藩一万二千石の城
主山崎氏の支配する土地である。 
　かつて讃岐一国を支配した生駒氏が家中取締り
不行き届きの廉で、それまでの十七万石から一万
石に減じ秋田矢島に転封されたあと、東讃岐を松
平氏に西讃岐は山崎氏が五万石丸亀城の主となっ
た。この山崎氏、出身は近江源氏佐々木氏の血を
曳く、いうところの名門の末裔である。 
　しかしこの山崎氏、名だけの武将ではない。代々、
城つくり築城の名手との評が高い。乱世の武将の
権威を示し、防備の拠点としての城の持つ価値は
絶対的なものだ。 
 
 
　丸亀藩主となった山崎家治、その持つ卓絶した
知識と能力を重宝されて、多くの困難な任務を与
えられ、それを全精力を傾けて完成すると、休む
間もなくさらに困難な仕事を命じられ、次から次
へと超人的とも思われるほど事業を為し遂げる。 
　ときは戦国、功をたて、最初は相州山崎の領主
となるが、さらに江州山崎二万三千石、落ち着く
間もなく今度は摂津三田二万石、次は因幡若桜（わ
かさ）二万二千石、そして後年再度統治すること

ベンガラの村「吹屋」 

築城の名手、山崎氏の支配地 

高度の知識と能力買われて 

かど 

ひ まつえい 
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となる備中成羽三万石、そのころ天草の乱が起き
戦後の荒廃した地域復興の困難な仕事をすること
となる肥後富岡四万石に赴任、ここでの仕事は筆
舌に尽くすことの出来ないほど苦難が待ち受けて
いる。  
　激しい戦乱のため農地は荒れ果て、住民は四散
していて四万石とはただ名のみ、無からの出発、
家中一同もその日の食べるのにも事欠きながら、
どうにか復興したところまたもや転封、今度は、
気候も温暖地味も豊かな四国丸亀五万石、やっと
安住の地を得たこととなる。 
 
 
　大名とは言いながら、その地に落ち着くことも
ないほど転々とした、苦難の多い日々であった。 
その地では城を築いたり、あるいは大々的に修復
するなど、大変だったようである。 
　山崎氏はここでも、前任の生駒氏が西讃の拠点
として築きつつあった未完成の丸亀城を、扇の勾
配といわれる石垣と天守閣を現代においても名城
のほまれ高いものとして残してくれている。 
　さすが山崎と、優れた才能とその非凡さを讃え

る専門家が多い。 
　実に六度の転封、その度に城を築いた。 
　その能力を買われてか、幕命によって三原城、
松山城、大阪城の築城に加勢するなど、城作りの
名手なるがゆえに、多大な労苦を強いられること
となる。 
　現在でも、仕事が出来るために困難な仕事をあ
たえられる人がいる。その困難な仕事を為し遂げ
た成功の報酬は、さらに困難な仕事を任せられる
人がいる。 
　男冥利につきる、ということだろう。 
 
 
　この山崎氏、丸亀城主となった家治の三代目の
治頼は八歳で亡くなる。もちろん子供はいない。
後継ぎのいない大名家は無嗣子断絶となるのが定
法。幾多の功を樹てた名門山崎だが、その栄光も
終わることとなる。 
　しかし、幕府はこれまでの山崎氏の功に報いる
ため、治頼の異母兄（側室の子）豊治に破格の扱
いでもって備中成羽一万二千石を与えられる。 
　この豊治に始まる歴代の成羽藩主、よく領民を
慈しみ善政を敷いて明治に至るまでその名を全う
している。 
　吹屋の人たち、現在でも山崎氏を敬慕し、その
前任地の丸亀や讃岐に対しても親しみと懐かしさ
を抱いてくれている。 
　思いがけない地で、思いがけない縁を思うこと
もある。 

名城丸亀城を残す 

破格の扱いで備中成羽城主に 

えにし 

　家島諸島は、兵庫県の西南部、
姫路市から東西18kmの瀬戸内海
播磨灘の中央に位置する約40の
島々からなっている。京阪神から日
帰りで楽しめる家島諸島は、釣りや
海水浴、ヨット、ウィンドサーフィンな
どマリンスポーツが楽しめる。 
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“じょうでき5”のご紹介 

めだつ新しい機能 

こんなことも大丈夫、だから“じょうでき”は安心です。 

入力1回、操作簡単、印刷綺麗、これが“じょうでき”の凄さです。 

お客様がお使いの伝票を、そのまま表示、 
そのまま入力、そのまま印刷できます 

★データの整合性を保証 
　〔最新のOracleデータベースを採用〕 
★データのバックアップとリカバリ機能 
　〔ハードディスクとMOに、データのバックアップを３世代保存
　します〕 
　〔起動時にデータベースをチェックし、自動的に復旧します〕 
★Microsoft  Excel／Accessと連動  
　〔他のソフトからデータを参照し、分析を行うことが可能です〕 

★簡単コード入力 
　コードまたはヨミガナを入力すると、その最中に台帳を検索し、
　候補を表示します。 
　・コードとヨミガナを切り替える必要はありません。 
　・入力するほど、候補一覧が絞られます。 
　・ヨミガナは漢字変換することなく、直接入力できます。 
　・入力途中に、候補一覧から選択することもできます。 
★どこでも入力 
　矢印キーにて、どこでも移動できます。 
　入力したいところをマウスでクリック。 
★その他、プリンタに伝票を簡単セット、簡単台帳登録、 
　オプションにて音声案内もできます。 

小規模店鋪、個人商店向けの、誰にでもすぐに使い始められるジャストサイズの
“商売道具”。販売管理システム“じょうでき”は、毎日の売上伝票入力だけで、
請求書の発行から元帳類の作成まで、ミス無く・素早く・見栄え良くできる簡単 
コンピュータシステムです。 

操作や画面は「シンプル＆イージー」、だからあらゆる業種のお
客様に、スムーズに快適にお使いいただけます。 
コンピュータ導入初心者の方にはその便利さを、すでに他のコ
ンピュータをお使いの方には驚くほどの快適さを、“じょうでき”
はお使いいただく皆様に「凄さと満足」を提供します。 



2003年4月発売！  
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“じょうでき5”のご紹介 

 
2003年4月発売！  
 
★無償アップグレード 

　〔インターネットより最新のプログラムを

　簡単にダウンロードできます〕 

 

★年2回バージョンアップ〔機能追加〕 

　〔個別カストマイズは行いません。ユー

　ザの専用伝票は使用可能です〕 

　〔新しい機能は、専用ホームページにて

　紹介します〕 

機器構成と 
バージョンアップ 

★インターネット接続サービス 
　〔フレッツISDN、フレッツADSLに対応しています〕 
★インターネットメール 
　〔メールアドレスは、xxx@tomorrow.ne.jpになります〕 
★ウイルスチェックサービス 
　〔サーバ側にてウイルスメールをチェックし駆除するサービス
　です〕 
 
 

システム機能一覧 
【見　積】 
・見積書作成 ★ 
・見積一覧表  
・見積明細問合せ 
 
【販　売】 
・売上伝票入力★ 
・入金入力★ 
・取引日計表  
・商品分類日計表  
・担当者日計表  
・取引明細問合せ  
○領収書発行★ 
 
 

【請　求】 
・請求一覧表  
・合計請求書★ 
・請求明細書★ 
・回収予定表  
・受取手形期日表  
・請求明細問合せ  
・請求書手打ち★ 
 
 

【月　次】 
・得意先元帳★ 
・売掛残高一覧表  
・得意先管理表  
・商品管理表  
・担当者管理表  
・商品分類管理表  
○得意売上順位表  
○商品売上順位表  
○得意売上推移表  
○商品売上推移表  
○売上予算実績表 

【仕　入】 
・仕入入力★ 
・仕入取引日計表  
・支払一覧表  
・仕入先元帳★ 
・買掛残高一覧表  
○振込用紙発行★ 
 
【在　庫】 
・在庫一覧表  
・商品取引実績表  
・在庫問合せ  
・棚卸入力  
○在庫推移表  
○発注検討表  
○滞留商品一覧表 

【宛　名】 
・送状印刷(8種類) 
・荷札印刷  
・ＤＭシール  
・封筒印刷  
・ハガキ印刷  
 
【顧　客】 
・顧客登録  
・顧客一覧表  
・顧客問合せ  
 
【インターネット】  
・配達状況問合せ  
・ホームページ  
・メール 

【その他】 
・バックアップ  
・リカバリ  
・グレードアップ  
・システムの設定  
 
【台　帳】 
・得意先台帳  
・商品台帳  
・担当者台帳  
・商品分類台帳  
・得意先単価台帳  
・セット商品台帳  
・仕入先台帳  
・管理台帳  
○仕入先単価台帳 

★印は、お客様が利用している伝票または用紙をそのままご利用できます。 
○印は、2003年４月以降に、順次追加される予定の機能です。 

インターネットサービス　月額 ¥2,000円※ 

インターネット環境をご用意下さい！ 
年2回の無償アップグレードサービスが受けられます。 
 

●お問い合わせ先● 

簡単販売管理「じょうでき5」についてのお問
い合わせは、ご担当営業、または本社特販課
滝上まで。 
住所、電話番号は幣紙裏表紙を参照ください。 

※初期費用として、サーバ側設定費￥5,000円とクライアント側
　設定費￥10,000円が必要です。  
※フレッツISDNおよびフレッツADSLは別途NTTとの契約が
　必要です。（フレッツISDNは月額￥2,800円） 
 

じょうでき専用ホームページを開設 
★新機能のご案内　★Ｑ＆Ａサポート、お問合せ 
★体験版のダウンロード　★ご販売店様のご案内 
★消耗品のご注文 
　トスバックシステムズのホームページをご覧ください。 
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 坊勢漁業協同組合 
桂　　正明 
兵庫県飾磨郡家島町坊勢697番地 
TEL（07932）6－0231 
605名 
38名 
①信用事業 
　貯金事業・融資業務・為替業務 
②共済事業 
③購買事業 
④販売事業 
⑤製氷冷凍冷蔵事業 
⑥利用事業 
⑦指導事業 

● 
● 
● 
 
● 
● 
● 

名 称  
代表理事組合長 
所 在 地  
 
組 合 員  
職 員  
事 業 内 容  
 

坊勢漁協外観 

坊勢漁協の歩んできた道 

様 

代表理事組合長 

桂　　正明 氏 

組織概要 
 

新しい時代に 
柔軟に対応する 
ため日々努力を 

新しい時代に対応 

成長の時代へ 

家島漁業協同組合より分離独立 
坊勢漁業協同組合発足（現法人登記） 
仕切網式ハマチ養殖開始 
海苔養殖開始 
坊勢漁協婦人部発足 
オフィスコンピューター導入 
漁協貯蓄の推進功績による水産庁長官表
彰受賞 
第９回兵庫県豊漁祈願祭坊勢漁港で実施 
第１回全国漁協大会で農林水産大臣賞受賞 
水産研究会発足 
貯蓄総額30億円突破 
金融自由化時代に入る。 
貯蓄総額50億円突破 
ATM（現金自動受け払い機）開設 
坊勢漁協活性化センター（新事務所）竣工 

昭和19年２月 
昭和24年10月 
昭和35年２月 
昭和42年５月 
昭和53年３月 
昭和53年５月 
昭和57年５月 
 
昭和58年８月 
昭和58年11月 
昭和60年９月 
平成元年３月 
平成３年３月 
平成５年３月 
平成７年３月 
平成12年11月 

組合の主な沿革・歩み 

　坊勢漁協は昭和19年２月、家島漁業協同組合よ
り分離独立、昭和24年10月に現法人として発足した。 
　昭和30年代なかばより漁具の材質の変化、漁船
の手漕ぎ、帆船から機械船への漁船の変化などに
よって漁業形態は大きく変貌してきた。また、ハ
マチの養殖の導入によって「獲る漁業から育てる
漁業」への転換も図られた。 
　その後、魚礁設置、種苗の生産・放流を軸とし
た「つくり育てる漁業」へ、そして今日の「資源
管理型漁業」へと移行、阪神工業地帯の形成と石
油コンビナート建設、赤潮大発生、PCB問題など、
その時代時代の波にもまれながら今日の坊勢漁業
協同組合が形成されていった。 
 
 
　漁業の近代化に伴い、漁業基盤である漁港整備
が進められ、同時に島民の住宅用地等の確保によ
り急激に島はその様相を変化させた。 
　漁業者の生活様式もより豊かさを追及するよう
になり、漁船においてもレーダー、オートパイロ
ット、GPSプロッター、魚群探知機等が装備され、
船体はすでにFRP化、一部アルミ化が進み、漁種
においてもハマチ養殖衰退後、海苔養殖、船曳網、
はなつぎ網、カキ養殖と新漁種も導入され、底曳、
船曳、海苔、磯端等の各協議会制度が確立、組合

員意識も次第に資源管理の必要性を認識するよう
になって来た。 
 
 
　組合施設においてもドック、冷蔵庫、漁具倉庫、
荷捌施設、稚魚育成所、海苔採苗場等各施設の充
実が図られ、また姫路市の妻鹿には生鮮魚介類の
出荷基地とすべく、家島町により水産物荷捌所が
建設され、離島の弱点である消費地への販売拠点
が本土側に設置されたことは組合員にとって大き
な喜びの一つであった。  
　しかし今日の坊勢漁業協同組合の成長の要因は
やはり、日々の組合員の生産努力と、それを続け
るための資源管理と自主規制、それにつぎつぎと
後継者を加入せしめた新漁法の導入にあった。 
　時代の流れとともに離島といいつつも交通手段
も発達し、大消費地を目前に好魚場をかかえ、よ
り豊かさを追い求めその為の手段と施策を講じる
よう、日々努力を重ねて行かなければならない。 

坊勢漁業協同組合 
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パソコンサーバ 
MAGNIA LiTE21 ・電算開発・運用 

オフィスサーバ 
TP90F/S

パソコン群 

坊勢漁協様　機器構成図 

　兵庫県姫路市の南西約18km沖合に浮かぶ、大小
40余りからなる家島諸島のひとつで、二番目に人口の多
い島です。 
　883年に比叡山西塔実相院の高僧覚円が島に配流
された時に、覚円を慕って大勢の若い僧が島に渡ってき
たことがその名の由来であると言われています。  

　定期船発着場より南西に約2.5km、途中ラットクラブの自作
した遊歩道を歩くと30分ほどで島で一番の高所カシワの山頂
に登れる。天候の好い日は東は明石海峡大橋、南は淡路、鳴
門海峡大橋、遠く四国の山 と々西はオリーブと二十四の瞳で
有名な小豆島、さらに日生諸島の島々、北は赤穂市、相生市、
姫路市を望み家島諸島の島々の他にも小鳥のさえずりの中で
沢山の景色が楽しめます。まさに瀬戸内を歩くとの感が味わえ
ます。ウォーキングがてらに是非どうぞ。 

家島諸島での釣遊漁のご案内 
　家島諸島では漁業との調整上、
遊漁できる海域を上島・鞍掛島・
太島・男鹿島・院下島の５島に限
定しております。漁業者は毎年約
6,000万円で漁礁設置・稚魚放
流を行い水産資源の繁殖維持を
図っております。遊漁される場合
は漁協に申し出のうえ11,000円
の協力ステッカーを購入してくだ
さい。遊漁の際は漁業操業の妨
げとならないよう注意願います。

かしわ山頂より（手前から坊勢島、家島、本土） 

日本一長い浮き桟橋 海水浴場付近 弁天島 

電算部 

EQUIUM EQUIUM

… … 

・経理・給料・税務・歩留 
・石材・貯金・信用 

総務部・信用部 

・小魚・海苔 

流通センター 

・販売・船曳 

販  売  部 

・購買 

買取・受注購買部 
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高松営業所／高松市朝日町2丁目2番29号 
　　　　　　TEL.087-823-6380㈹　FAX.087-823-6383 
高知営業所／高知市薊野中町33番地50号　東芝高知ビル2F 
　　　　　　TEL.088-846-1201㈹　FAX.088-846-1202 
松山営業所／松山市空港通5丁目9番1号　東芝松山ビル1F 
　　　　　　TEL.089-974-9150㈹　FAX.089-974-9130 
徳島営業所／徳島市万代町5丁目71番地24　東芝徳島ビル1F 
　　　　　　TEL.088-657-2558㈹　FAX.088-657-2561 
 


