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2604 離島覚書（愛媛県・津和地島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

怒和島から見た津和地島 

 

平成 26年２月 11日 

路地 

津和地漁港（第１種）には、今晩泊まる亀川旅館の夫婦が軽トラで迎えに来ていた。私

は助手席に乗り、荷物を軽トラの荷台に置いた。奥さんはというと、軽トラの荷台によじ

登った。島だから交通違反は関係ないのだろう。宿まではものの１分である。車に乗るこ

ともあるまいと思う。 

最近リニューアルしたようで、亀川旅館の玄関は予想以上に立派であった。早速部屋に

案内されたが、２部屋分がぶち抜かれた広い部屋だ。だだっ広いところに暖房がないもの

だから寒い。すでに 16時半を過ぎていた。日没前にできるだけ島を見ておこうと、外に出

た。 

 津和地島の面積は 2.87㎞ 2、周囲 12.2㎞で、最も高いところは旗山の 163ｍである。怒

和島を一回り小さくしたような島だ。2010 年の国勢調査時の人口は 383 人、世帯数は 184

戸である。松山市内の９つの有人離島の中では中島、興居島、怒和島に次いで多い。ちな

みに 2012年４月時点の高齢化率は 60.3％であった。 

 津和地島の集落は、島の東側にあたる常燈鼻と八幡神社を結ぶ小さな湾の海岸沿いに形

成されている。この湾は北西の季節風を避けることができる天然の良港である。集落の背

後に山が迫り、家は海岸沿いに連なっている。弧を描いた海岸線に沿って道路が整備され、

道路際の家並の裏側にさらに路地がある。この路地を挟んで山側にかけて家が立ち並ぶ。

この路地が島のメインストリートだ。幅員は軽トラが通行できる程度である。２階建の家

に囲まれた路地は風の影響は少ない。 
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 路地を南下し、日没までに行けるところまで行くことにした。両側は空き家が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津和地島の路地 

 

津和地小学校 

 集落のはずれに八幡神社がある。赤い鳥居がたち、奥に社が建つ。 

神社の手前の作業場で高齢の夫婦が玉ねぎの出荷作業に追われていた。収穫した玉ねぎ

は畑の近くで葉と根を落として１日かけて干した後、作業場に持ち込み、さらに玉ねぎの

先端を包丁で切って段ボールに詰める。忽那諸島では津和地島が一番早く玉ねぎを出荷で

きるらしい。 

島に子供がいなくなり、高齢者ばかりになった。柑橘類は価格が安くなり、しかも栽培

は重労働である。玉ねぎは比較的収入がよく、かつ高齢者でも体力的にそれほど負担にな

らかいことから、津和地島では５～６年ほど前から急速に玉ねぎ栽培に転換が進んだよう

だ。 

 眼の前に怒和島が見えていたが、竜ヶ口鼻をまわると、二神島が現れた。方角が変わり、

風が強くなった。 

南海岸はオダルミの浜と呼ばれ、開かれた小さな湾になる。その真ん中あたりに松山市

立津和地小学校がある。すでに下校時間を過ぎたとみえ、児童はいない。翌日の二神島行

のフェリーの中で校長先生と一緒だったが、津和地島小学校の児童数は４名、先生は２名

とのことだった。忽那諸島の小学校は 2000年代に入って相次いで休校となっており、現在

小学校があるのは中島、興居島、怒和島とこの津和地島だけとなっている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

八幡神社（左）と津和地小学校（右） 



41 

 

津和地小学校は鉄筋コンクリート製の２階建て、大きな体育館も併設され、しかも校庭

は広い。しかし、残念なことにこの小学校の存続も風前の灯となっているのだ。 

オダルミ浜の海岸沿いには玉ねぎ畑が続く。ちょうど、出荷時期とあって玉ねぎの収穫作

業に精を出す人々が多い。しかし、ほとんどが 70、80歳代の高齢者である。 

 

平和の碑 

 浜のはずれに「平和の碑」が建っていた。大東亜戦争中に沈没した第 21号輸送艦の戦死

者を悼む石碑である。終戦まじかの昭和 20 年８月９日、第 21 号輸送艦は呉から和歌山に

向かう途中で米軍の攻撃を受けて機関が故障、和歌山に行くのを断念して呉に向かう途中、

津和地島付近の海域で機銃掃射を受け、オダルミ浜に乗りあげた。戦死者 65 名のうち 58

名がこの浜で荼毘に付された、と石碑にある。そして、「在天の英霊の御霊が安らかに鎮ま

りますと共に世界人類悠久の平和を切望しこの日を建立す」と書かれている。昭和 63年６

月に戦没者遺族及び生存者一同が建立したものだ。 

 同じ第 21号輸送艦の慰霊碑が洞源寺の境内にも置かれているのを、翌日見つけた。ここ

には戦死者の名前が刻まれるとともに、石碑に「第 21号輸送艦戦記」なるものが、元同艦

の先任将校副長高木美佐男によって書かれている。この戦記には当時の島民の支援に感謝

することが記されていた。その一部を紹介しておこう。 

「沈没ノ場合ハ一層人命ノ損耗ヲ恐レ津和地島ノ砂浜ニ座洲サセ中村虎次郎区長ハジメ皆

様ノ協力ニ依リ弾庫ノ誘爆小火災ノ中デ戦死者 63名中（ウチ収容後３名死亡）58名ノ遺体

ノ搬出負傷者ノ救出ニ当タリ百余名の負傷者ニ対シ福井サヨ助産婦桑原フリ婦人会長ヲハ

ジメ婦人会ノ皆様ガ供出用ノ浴衣ヲ包帯代リニ親身モ及バヌ応急手当又急ヲ聞キ中島神ノ

浦瀬越洋三医師来島サレ手当ヲ施サレタ事ニ依リ両脚切断ソノ他ノ重症者ガ生命を保チ得

タ事ハ島全体ノ人々ノ御蔭デアル」 

島民は総出で負傷者の救助と遺体の収容にあたったのである。広島湾周辺には悲惨な戦

争の爪痕が残る島々が多いが、この津和地島もその一つであった。 

 そろそろ陽が沈みかけてきた。「平和の碑」からＵターンし、亀川旅館に戻った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オダルミ浜に置かれている平和の碑とタマネギの収穫作業に携わる島民 

 

亀川旅館 

 津和地島には旅館が２軒もある。そのうちの１軒が亀川旅館だ。亀川旅館は島で古くか
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ら続く旅館で、15年前に増築している。増築を機に島の外で働いていた息子（43歳）が嫁

を連れて島に戻ってきた。息子夫婦には中１、中３、高２の３人の子供がいる。中学生は

中島に通学、高校生は松山本土で寮生活をしているそうだ。 

 旅館は大女将と嫁が仕切っている。大女将のご主人は漁師と潜水工事の仕事に従事して

いた。潜水技術は宿に泊まった人に教わったという。ご主人の弟は、島で唯一のタコツボ

漁師だ。ちなみにタコは 10年ほど前から激減しているらしい。 

 旅館の顧客は、以前は釣客と海水浴客が中心だった。宿で遊漁船を出した時期もあった

が、最近はマイボートが増えて、顧客が少なくなっている。また、海水浴客もサメが出現

してからというも減っている。一方、読売旅行などが企画する島めぐりのツアー客や、島

好きで泊まりに来る人が増えているとのことだ。旅行の姿が少しつづ形を変えているのだ

ろう。 

 予約を入れた時点で、「ビジネスか、観光か」と聞かれた。料金が異なり、観光用は料理

がいい。折角だから観光用でお願いしてあった。当日は、私の他に工事関係のビジネス客

が３～４人いたが、食事の部屋は別であった。食事の差が解るのは困るのだろう。 

 一風呂浴びて、夕食となった。当日のメニューは、ハマチ、アオリイカ、サザエの刺身、

天然マガキの卵とじ、ナマコ酢、メバル煮つけ、サザエ壺焼き、野菜ときのこ・エビの鍋、

玉ねぎと海老の天麩羅、ツワブキの煮物、枝豆であった。エビ以外はすべて津和地島産。

特にマガキは海岸の潮間帯で採ってきたものだろう。小粒であったが美味であり、めった

に食べられるものではない。 

翌日の昼飯も一緒で１泊３食 10,260円は安い。しかも、ビール１本と日本酒２合付であ

る。忽那諸島には宿泊施設が少ないが、その中で亀川旅館は文句なしにぴか一と思う。 

玄関ホールに島に関するいくつかのパンフレット類や資料があったので、食後、寝床で

チェックした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亀川旅館の玄関（左）と夕食（右） 

 

平成 26年２月 12日 

茶屋の里 

 昨日、大野組合長に話を聞いた時、「朝一番で本所に顔を出す」と話していたので、朝食

後すぐに近くにある中島三和漁協の本所を訪ねた。 

ところが、12 月決算で２月末までに税務署に申告しなければならない関係か、在庫のこ
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とでもめている。とても話を聞く雰囲気ではないので、先に島を自転車で一周することに

した。自転車は亀川旅館で借りた。 

 集落の路地を進むと、農協の倉庫があった。津和地島には農協と漁協がある。農協の組

合員は 50人ほどだが、農業を営んでいて組合員になっていない人も相当いるらしい。農協

の裏に郵便局、診療所、保育所、行政の出先事務所、その裏に「御茶屋跡」の碑が置かれ

ている。 

津和地島の海の駅は「茶屋の里」というが、この名称は島の歴史に由来している。江戸

時代、津和地島のこの湾は天然の良港で、風待ち、潮待ちの停泊地であった。「御茶屋」は

幕府公用船や参勤交代船、外国使節船などの通行の便宜を図るため、松山藩が入江のほぼ

中央に設置した藩直営の公儀接待所であった。茶屋は約 180坪の敷地に、「御書院」（11畳）、

「御次之間」（11畳）、「鍵ノ間」（11畳）、「御書院御次椽側」（９畳）、「御菓子部屋」（４畳

半）などがあり、宿泊用の「御長屋」もあったと松山市教育委員会が設置した案内板に書

かれていた。接待は津和地島に常駐する松山藩士八原氏の指揮もとで、忽那諸島の島民が、

飲料水、薪の供給や水夫の提供を行っていた。 

 農協から海の駅にかけての家は怒和島でみたような古いつくりの家が多い。昨日まわっ

た南側の家は少し様相を異にしていたので、家の前にいた島民に「北が古い家で、南が分

家か」と聞いたが、そうでもないとの回答。この島にも怒和島の大野さんのところと同じ

長屋門の家がある。その家をのぞかせてもらった。家の材木は島に自生していた松だそう

だ。昔は山に松がたくさん自生していたが、今は枯れて全くなくなった。 

 集落が切れた先に常燈堂跡と書かれた石柱が置かれていた。寛永 14（1637）年に松山藩

は津和地島の東端にあたるこの出崎に常燈堂、いまでいう灯台を設置した。この所在地に

石柱が置かれている。この灯台の設置によって、瀬戸内海の中央部の最短コースを航行す

る「沖乗り」コースが一般化した。火番が常時２名ついて薪を石灯にいれて点灯したと案

内板に書かれていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

御茶屋跡の石碑（左）と常燈堂跡の石柱（右） 

 

島を周回する農道 

 津和地島は海岸沿いを一周する農道が整備されている。この農道は昭和 56（1982）年に

着工し、７年の歳月と 19.2 億円の巨費を投じて整備された。農道の総延長は 7,670ｍであ

る。農道が整備されるまで、集落の反対側の耕作地へはもっぱら船が使われていたものと
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思われる。軽トラで手軽に作業できるようになったのはつい最近のことなのである。 

農道を反時計回りで一周することにした。 

常燈堂の石柱を過ぎ、島の北側に向かうにつれて風が強くなってきた。津和地島の北東

端の前に流児島という無人島がある。その島の陰にアワビの養殖場、手前にヒラメの養殖

場が置かれている。アワビ養殖は怒和島の中島さんの仲間だ。道路わきにはアワビの養殖

籠が積まれていた。付着生物が多いので、これから掃除をするのだろう。 

流児島の背後はいくぶん風が和らいでいたが、北海岸にでると、猛烈な風が襲ってきた。

自転車の運転は難儀する。波が風にあおられて海水のしぶきが道路を濡らす。波の間隙を

ぬって進むことになる。 

 ところどころにタコツボが積まれているが、近年、忽那諸島周辺のマダコ資源は激減し

ており、ほとんど使われていないと見受けられた。北海岸からは広島県の倉橋島、一昨年

訪れた情島、昨年訪れた柱島、周防大島がみてとれる。情島から津和島がよく見えたが、

今回は反対側から見ることになった。 

 竹ノ子島の西側にはたくさんのボンデンが浮いていた。藻類養殖の延縄が設置されてい

る。たぶんアワビの餌になるコンブとワカメを養殖しているのだろう。 

 海岸沿いの農道の山側には玉ねぎと柑橘類を段々畑が連なっている。玉ねぎは収穫の真

っ盛りであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流児島の背後のアワビ養殖施設（島の裏側）とヒラメ養殖施設、タコツボ越しに情島を望む 

 

早だし玉ねぎ 

 津和地島のいたるところで玉ねぎが栽培され、収穫時期を迎えていた。道路わきには点々

と農家の作業小屋がある。小屋はブロックで造られた頑丈なものだ。恐らく風が強いから

なのだろう。 

働いている人は皆高齢である。収穫した玉ねぎは鎌の刃を立てて、根と葉を落とす。玉

ねぎが、道路わきにたくさん並べられていた。 

この時期、関東地方の玉ねぎはせいぜい草丈 10㎝程で、霜のため成長はしない。収穫は

６月に入ってからだから、津和地島の玉ねぎは異常に早い。瀬戸内海の中でもとりわけ温

暖な気候なのと、段々畑の石垣が土を温めているのかもしれない。 

津和地島の玉ねぎは早生品種で生食用である。対照的に、怒和島では保存用の品種が栽

培されている。 
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 津和地島で玉ねぎの栽培がスタートしたのは 10年ほど前のことである。もともとは伊予

柑を中心とした柑橘類が栽培されていたが、伊予柑の価格が年々安くなって商売にならな

くなったものだから、高齢者でも楽にできる玉ねぎ栽培に転換したのだった。現在、津和

島の玉ねぎ栽培農家は 40～50戸である。 

 玉ねぎは９月上旬に播種し、10 月上旬に苗を植え付け、２月から収穫する。玉ねぎ畑か

ら生長した大玉の玉ねぎを選んで収穫し、鎌で根と葉を切る。１日、道路に干した後、葉

の残りの部分を包丁で切って、段ボール箱に入れて出荷する。１箱 10㎏入りである。出荷

当初は 2,000円／㎏であるが、だんだん安くなり、２月下旬には 1,000円／㎏ほどになる。

大玉の玉ねぎは約 40個で 10㎏になる。 

 津和島には 20年ほどまえから広島県から海を泳いでイノシシが渡ってきて定着している。

イノシシは柑橘類は食べるが、玉ねぎは食べない。しかし、苗を踏みつけたり、石垣を壊

したりするため、被害が大きいという。 

 昨日回ったオダルミの浜に出て、津和地漁港に戻った。港では玉ねぎを運搬船に積み込

む作業が行われていた。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

みかん畑から転換した玉ねぎ畑（左）と玉ねぎの根と葉を切る作業 

 

中島三和漁協 

 島を一周してから再び漁協に顔をだすと組合長は二神島に向かった後だった。組合長か

ら私のことを聞かれていたので、参事が対応してくれた。 

中島三和漁協は 2009年８月に旧神和地区の怒和島、津和地島、二神島の３漁協が合併し

て発足した。怒和島の２漁協は 1987年に先行して合併している。 

組合員は１戸１組合員制で、正組合員は津和地島 42人、怒和島 45人（上怒和：24人、

元怒和：21人）、二神島が 31人、これに無線局を利用する 11人を含めて合計 129人である。

島民の大多数は准組合員になっている。職員は本所に４人、上怒和支所１人、元怒和支所

２人、二神島支所１人の合計７人である。なお、二神島支所には正職員の他にパートタイ

マー１名がいる。 

漁協では販売、購買、共済、指導の各事業を営む。信用事業は 2009年８月に信漁連に譲

渡している。中島三和漁協の水揚げ金額は、松山を拠点に操業しているチリメンの船曳網

を含めて約 3.5 億円。このうち津和地島の水揚金額は 1.3 億円である。販売手数料として

６％を徴収する。 
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漁協の船で組合員の漁獲物をまとめて松山市中央卸売市場に出荷している。近年は漁が

少なくなり、広島市中央卸売市場への出荷はほとんどないという。なお、二神島の漁獲物

は組合員が独自に出荷、また津和地島の刺網ものも組合員が独自に出荷している。結局、

津和地島のゴチ網と一本釣、怒和の漁獲物が共同出荷の対象となっている。 

 津和地島の主力の漁業はタチウオ釣りで、15 経営体が周年操業している。近年タチウオ

資源が減少しているため、水揚げは落ちているそうだ。２人乗りの吾智網を４経営体が営

み、周年マダイを主体に漁獲している。潜水漁業は２経営体が営み、周年、アワビ、サザ

エ、ウニ、ナマコを獲っている。この他に刺網、一本釣、タコツボなどが営まれているが、

タコツボはマダコの資源が激減し、現在は１経営体しか営んでいない。この１人が旅館の

ご主人の弟であることは先に述べた。漁業以外ではアワビ養殖とヒラメ養殖がそれぞれ１

経営体によって営まれている。また、コンブ、ワカメが養殖されているが、これはアワビ

の餌である。 

採藻漁業はヒジキが対象で、島の周りにはヒジキが多い。３月に口開けし、５月頃まで

続く。漁業に比べて農業は手間が掛かり、しかも収入も少ないため、手軽にできる漁業に

シフトする傾向にあるそうだ。柑橘類の栽培をやめ、玉ねぎへ、さらに漁業に回帰する傾

向にあるという。ただ、漁業が農業に較べると相対的にいいだけの話だ。漁業事態も厳し

い状況にある。 

   

仙遊山洞源寺  

島には食堂がない。亀川旅館で昼食も用意してくれることになっていたので、昼ごろ戻

った。若夫婦は九州に旅行に出かけたそうで、大女将が対応してくれた。昼食は前日も出

てきた天然マガキのフライ、ブリフライ、ブリかまの塩焼き、地ダコの刺身、採れたての

玉ねぎのサラダ、蕪の酢の物、沢庵とみそ汁だ。ブリかまの塩焼きは焼き立てて美味い。

そして何よりも津和地島産にこだわっているのがうれしい。ご飯を２膳も食べてしまった。 

ついでに朝食も紹介しておこう。ヒジキの煮物、生卵、ホウレンソウ、海苔、カマボコ、

漬物であった。ただ、海苔は最低だった。朝は１膳と控えめに済ませていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亀川旅館の朝食（左）と昼食（右） 

 

 昼食を食べてから集落の裏手にある洞源寺に登った。洞源寺縁起によれば、庄屋冨永伝

右衛門によって松山藩への開創の願いが出されて、寛永 21（1634）年に開山となった。曹
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洞宗の寺である。1975年に本堂と位牌堂が建て替えられている。 

 境内には日清、日露及び大東亜戦で戦没した島出身者の忠霊塔が建てられていた。大東

亜戦争の戦没者が圧倒的に多く、合わせて 60名以上に及ぶ。戦死地も南方、ビルマ、中支、

満州など多方面に及んでいる。人口 1,000 人にも満たなかった島で、これだけの戦没者が

出たわけで、戦争が島に与えた影響は極めて大きかったのだろう。さらに先に紹介したよ

うに第 21号輸送艦の慰霊碑が置かれている。 

 寺の周りには墓地が広がり、高台の墓地からは津和地島の集落が一望できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仙遊山堂源寺の本堂（左）と大東亜戦の戦没者の忠霊塔（右） 

  

スカイライン 

 集落の裏手は柑橘類とタマネギの段々畑が空に向かって伸びている。耕作放棄した農地

はほとんど見受けられない。山の中腹に切通しがあり、どうやら道路が作られているよう

だ。この道まで辿りつけば、津和地島の集落が手に取るように分かるだろう。 

 段々畑に収穫物を運搬するためのモノレールが敷設されており、そのまわりは歩きやす

いので、モノレールに沿って登って行った。しかし、かなりきつい登りで、四苦八苦した。

眺望が抜群の道路にでた。目の前に怒和島が横たわり、南の方角にはこれから向かう二神

島がまじかに見える。 

ここからは津和地島の集落の構造をはっきるとみることができる。集落は漁港の南北に

分かれ、登りつめてきた南側の集落は奥行き深い。紺碧の空に、多島海の島々を鳥瞰でき

るのは誠に気分がいい。南側斜面に位置しているため、北風はさえぎられて風の影響はな

い。しばらくは絶景を満喫した。 

再び段々畑を降り、旅館代金を精算し、荷物を受け取って海の駅に向かった。 

海の駅で聞いた話では、中島町が松山市に編入されるにあたっての条件は、町営の病院

と連絡船を民営化することであったという。 

船の乗組員は自治労が強く、赤字続きであった。このため、石崎汽船に経営を譲渡、受

け皿会社として石崎汽船と地元の地縁団体の出資により中島汽船株式会社を発足させた。

石崎汽船は、松山と広島、小倉を結ぶ航路を運営している。民営化されたとたんに黒字に

なり、いかに役場の経営が甘かったかということが露呈したという。 

津和地島 14 時 34 分のフェリーに乗り、次の訪問地、二神島に向かった。フェリーでは

中島で会議があるという津和地小学校の校長先生と一緒だった。 
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スカイラインからみた津和地島の集落 

 

 

 


