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津和地島からみた二神島 

 

平成 26年２月 12日 

海の恵みの里 

 津和地島発 14時 34分のフェリー「しんわ」で二神島へ。所要時間は約 20分だった。 

忽那諸島の船の待合所はどこも「海の駅・○○」とその島にふさわしい名前がつけられ

ているが、二神島は「海の恵みの里」という。何とも特徴のないネーミングだが、おそら

く島のセールスポイントが見つからなかったのだろう。当初、二神島に泊まる予定であっ

たが、島で唯一の民宿が最近廃業したため、夜の最終便で中島に渡ることになっていた。

最終便の出発は日没後なので、陽が沈んだあとはこの待合所でしばらく待たなければなら

ない。船の係をしている人に聞くと、最終便が来る少し前までは鍵をかけておくという。

２月なので日没後は急速に冷え込む。待合所から締め出されたのではたまったものではな

い。事情を話し、開けておいてくれるよう頼んだ。荷物を待合所に置き、早速、島を歩き、

見ることにする。 

二神島は面積 2.15 ㎞ 2、周囲 9.9 ㎞で、津和地島をさらに一回り小さくした島である。

島は東西に細長く、切り立った崖が続き、平地は少ない。最も高いところが米山の 183.6

ｍで、丸いドーム型をしている。北岸に入江があって、ここに集落が形成されている。 

 2012 年の国勢調査時の人口は 166 人で、戸数は 98 戸である。高齢化率は 78.9％ときわ

だって高く、忽那諸島では睦月島に次ぐ。戦後まもなく網野善彦が漁業権の調査で二神島

を訪れているが、その時レポートによると、1954 年の人口は 1,114 人、225 戸であった。

60年を経過し、人口は当時の約 1/6、戸数は半分以下に減ったことになる。 
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 待合所の前に「二神島にようこそ」と書かれた絵地図が立っていた。その地図には今で

は無人島になっている由利島と横島、鴨脊島が書かれている。これらの無人島が二神島の

属島であることを物語る。日本テレビで放送しているＤＡＳＨ島は二神島の約８㎞南にあ

る由利島が舞台となっている。現在は、無人島であるが、以前は二神島から人が渡り、漁

業や農業を営んでいた。 

待合所の山側が真言宗豊山派の安養寺だ。その奥に二神島の代官を務めた二神家の墓地

がある。 

二神島の集落は二神漁港（第１種）を取り囲むように小さな湾の東西に広がっている。

フェリーの待合所に最も近い集落が本浦、宇佐八幡神社をはさんで小泊、向井、泊、脇之

浜の４つの集落が並ぶ。海岸沿いの道路の背後に古い家が立ち並ぶが、約半分は空き家に

なっているという。しかも高齢の単身者がほとんどである。 

 二神漁港は石積みである。相当古い時代につくられたものだろう。ちょうど干潮時だっ

たので、石垣の高さが目立ち、当時の石積み技術が優れていたことを改めて認識させられ

た。漁港に係留されている漁船は数トン未満の小船と船外機しかないが、数は比較的多い。

小泊に向かう途中に、中島三和漁協二神支所があった。1999 年８月に怒和島、津和地、二

神の３つの漁協が合併したため、支所になった。支所は簡易郵便局も兼ねている。漁協に

顔をだしたが、誰もいなかった。近くの山側に宇田八幡神社の鳥居があり、石段が神社に

向かって伸びている。さらに二神診療所が海側に位置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海の駅・海の恵みの里の待合所（左）、石垣に囲まれた漁港（右） 

 

刺網漁師・福富さん 

 漁港の東側で福富さん（70 歳）が刺網の準備をしていた。刺網専門の漁師で、周年刺網

漁を営む。季節によって漁獲対象が変わるので、いろんな種類の刺網を用意しているのだ

そうだ。刺網の漁獲対象は、周年を通じてメバル、カサゴがベースになり、イカナゴの発

生する５～６月はオコゼ狙い、夏季はマダイやタモリ（標準和名：セトダイ）、10～12月は

メンドガレイ（標準和名：メイタガレイ）などである 

2008 年漁業センサスによると、二神島の漁業経営体数は 33 であった。このうち専業が

19経営体で、専業率は高い。主として営む漁業種類は、刺網と一本釣がそれぞれ 11経営体

で最も多く、これに次ぐのがその他の漁業の８経営体、潜水漁業２経営体、採貝・採草が

１経営体であった。その他の漁業はタコツボである。 
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しかし、漁業センサス時から５年を経て、さらに経営体数は減っているようだ。福富さ

んの話では、現在、実際に操業しているのは刺網が本人を含めた５経営体、一本釣が８経

営体である。タコツボは 10数隻が操業していたが資源量が近年激減しているため、実際の

操業しているのは数隻とのことだ。また、潜水漁業はフ―カを使用し、２経営体４人が貝

類やナマコを獲っている。油代が高くなったため、一本釣りも魚が島周辺に来た時だけ出

漁する程度になっているらしい。 

以前は吾智網も数隻あったが、すでに全部やめているという。宮本常一の「私の日本地

図」の二神島には、昭和 30年代まで島民の共同経営によるイワシ網が２ヶ統あったと書か

れている。また、網野善彦が調査したのもこのイワシ網経営のことである。網野によると、

組合自営と小泊・向井の集落のイワシ網があり、漁協自営は由利島を漁場とし、小泊・向

井のイワシ網は二神島の周囲で操業していた。小泊・向井のイワシ網の株主は 13人で平等

に出資して経営していた。株主の各家から３～４人の男女が働きに出て、網船２隻に 20人

の男が乗り組み、網船を漁場まで曳いて行く動力船が２隻でこれに男女４人が乗り組む。

さらに漁獲したイワシはイリコに加工するが、この役割は女が担った。小泊・向井組の総

労働力は 49 人に及んでいた。漁協自営の方は 67 人が働いているので、イワシ網に携わる

島民の数はゆうに 100人を超えていたことになる。しかし、イワシが昭和 30年代後半から

姿を消すと、イワシ網も消える運命にあった。 

福富さんは、漁業とミカン栽培の半農半漁で生計を立てていた。刺網は 20歳を過ぎてか

ら始めたのだそうだ。ちょうどナイロン製の刺網が普及し始めた頃で、当時は水産資源が

豊富でおもしろいほど魚が獲れたという。また、１町歩ほどの農地で伊予柑をつくってい

た。中島のミカンは「京都のおいらんしか食べられない」といわれたほど高価で、１反も

あれば十分生活ができたという。40年前の 30歳のころは二神島が一番いい時代で、漁業も

農業も両方とも儲かり、どちらもやめられなくなったという。漁業で儲けた金で農地を買

い増ししたらしい。しかし、こうした好景気は長く続かなかった。伊予柑の単価が暴落し

たのである。農業が儲からなくなったため、漁業専業に転換し、現在に至っている。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

漁港に係留されている漁船と福富さんの漁船 

 

福富さんによると、近年は海の様子が変わり、アカエイ、フカが増え、イカやタコがみ

ごとに獲れなくなったという。これは獲り過ぎて減ったのではなく、瀬戸内海の環境がお

かしくなってきたのが原因というのが福富さんの見立てだ。昔は不漁の年があってもすぐ
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に戻ったが、最近は全く戻らないらしい。加えて近年の燃料費の高騰、一方では漁獲量が

減少しているにもかかわらず産地価格が下落し、燃料費も稼げない状況になっていて、漁

業は風前の灯だという。 

一本釣の魚は原則として活魚で出荷する。以前は活魚を集めに来る業者がいたが、漁師

が減り、量も減ったため集めに来なくなった。したがって、獲った魚は自分で松山の魚市

場に持っていく。しかし、小量の魚を毎日運ぶのはコストも労力もかかるので、数日分を

生簀に蓄えてから運搬するのだそうだ。しかし、夏場を中心に死ぬ魚が多く、流通面でも

大きな問題を抱えている。 

 

二神小学校と海岸道路 

集落の東はずれに「城山」と呼ばれる小さな岩がある。江戸時代、航行する船舶の監視

に当たったところだろう。ここにイブキ（ビャクシン）が多く自生する。このビャクシン

は県指定天然記念物に指定されている。集落のはずれの道路脇に墓地があり、墓石が海を

向いて並んでいた。 

 海岸沿いの道を進むと２階建の二神小学校の校舎が現れた。この小学校は 2007年に休校

になったままだ。海の駅に掲げられていた昭和 40年代の航空写真をみると小学校はもっと

集落に近い場所にあったが、校庭が見当たらない。恐らく、校庭を確保するために現在の

場所に移転し、鉄筋２階建ての校舎を建てたのだろうが、いまや生徒がいなくなって久し

い。校庭は定期的に草を刈っている比較的手入れが行き届いている。 

 小学校の脇から島の南側に向かう道があり、坂を登って下ると島の反対側の海岸に出た。

途中ソラマメが栽培されていて、すでに花をつけている。やはり瀬戸内海の島は暖かい。

海岸に突き当たると、道路は左右に分かれた。左の道もしばらく続くように見えたがどこ

まで続くのか分からなかった。地図にも道は書いてない。仮に島の西部を一周できたとし

ても徒歩では相当時間を要しそうだ。そこで右側の道を選択し、島の東端を一周すること

にした。航空写真には島の周回道路は映っていないので、昭和 50年代以降に順次周回道路

が整備されたものと思われる。道路脇には立派な防波堤が連なっている。海岸にはガラモ

場が帯状に形成されていた。  

 海岸道路からは中島、怒和島、二神島などの島々をみることができる。しばらく歩くと

二神小学校に出た。そして、再び二神島の集落へ戻る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二神小学校跡（左）、島の南側の海岸道路（右） 
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伊予柑で儲けた島 

二神島では明治時代から細々と温州ミカンが栽培されていたが、農業生産が本格化する

のは宮内伊予柑が普及する 1970年代に入ってからである。宮内伊予柑は松山市平田の宮内

義正氏によって発見され、忽那諸島の各島々で栽培されるようになり、急速に普及した。

二神島の 1970年代の航空写真をみると、山の上まで段々畑が広がり、伊予柑がつくられて

いた様子が分かる。 

先の福富さんの話では、40 年ほど前が一番儲かったという。その頃は１反の果樹園で生

活ができたそうだ。当時はモノレールがなかったので、人力で山から伊予柑を降ろすほか

なく、１人が１日に収穫できるのは 10～15キャリー（１キャリーは 15㎏だから 150～225

㎏）だったが、手伝いの人件費は１キャリー分で支払うことができるほど、単価がよかっ

た。中島町のミカン畑は潮風が当たり、土地の水はけがよいことから伊予柑の味は日本一

だった。中島町のマル中ブランドはトップブランドで、物を手に入れたい青果市場から接

待されるほど売り手市場であった。当時 30歳であった福富さんの年収は郵便局長の年収よ

り多かったという。そして、儲けた金は貯金せず、松山市内に土地を求めた。これが結果

的に成功したらしい。 

しかし、生産量が増えるにしたがって価格は下落した。また、農協の合併によって内陸

部の品質の悪いミカンと一緒になり、島毎に共選していた体制は人手が少なくなったため

機械化されて、味噌も糞も一緒にされた結果、マル中ブランドは消え、単価の下落に拍車

がかかったという。もはや伊予柑で食べて行くのは困難になった。現在、農業で生計を立

てているのは４～５軒しかないという。 

待合所から北岸の海岸線を歩く。途中に濾過海水槽と書かれたタンクが目についた。逆

浸透膜を使った海水淡水化装置だ。島の水はここから供給されている。海岸道路は途中か

ら山に向かう坂道になった。つづら折りの山道を登っていくと、ミカン畑が現れた。しか

し、放棄された畑やミカンの木に葛などの蔓が覆っている畑が目立つようになる。峠に差

し掛かり、少し道を下がると島の南斜面に至った。南斜面は日当たりがいいので農地とし

ては優れている。南斜面の段々畑ではミカンの木を伐採してスナップエンドウやソラマメ

に転作しているところが多い。津和地島は柑橘類からタマネギ栽培に転換していたが、二

神島ではスナップエンドウに転換しており、島によって対応が異なるのは興味深い。 

 待合所からここまで３㎞ほど歩いてきた。南海岸まで下って再び坂道を登って待合所ま

で戻ると、途中で陽が落ちかねない。そろそろ潮時と考え、南斜面を展望して引き返すこ

とにした。 

 少し戻りかけたところで、下から軽トラックが登って来た。見知らぬ人間が日暮れにさ

しかかったころ歩いているのをみて、不審に思ったのか車が停まった。事情を話すと待合

所まで送ってくれた。 

 山根さんといい、51 歳になる。九州でサラリーマンをしていたが、長男だったので家の

跡取りとして５～６年前にＵターンした。実家は２町歩の畑を保有し、伊予柑を中心につ

くっていたが、値崩れしたため、柑橘栽培からスナップエンドウに転換しているという。

二神島にもイノシシが増え、農業被害が発生しているそうでイノシシの駆除がおこなわれ

ている。山根さんはイノシシ協会の会長の役を引き受けているそうだ。 
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放棄されたミカンの段々畑（左）、島の南斜面の農地（右） 

 

網野善彦と二神家文庫 

 戦後漁業法を策定するにあたり、水産庁は大規模な漁村の調査を行っている。この調査

は澁澤敬三の日本常民文化研究所にも協力を依頼し、のちに名を挙げた宮本常一や網野善

彦らが参加している。 

 翌日、中島の図書館で網野善彦と河岡武春の連名の二神島の調査報告書を発見した。も

とは謄写版刷りの手書きで、そのコピーであった。きわめて貴重な資料である。 

 報告書では当時の島の概要について次のように書いている。「教員、僧侶、数軒の商家を

除いた大部分の家は２～３反から１町位までの土地を耕作するかたわら漁業に従事してお

り、特に大規模な土地所有者や漁業経営者はみられない。そして最近山にはみかんがうえ

られるようになりこれらの収入がふえたが、所有耕地の少ない人たちの漁業に依存する度

合は現在も大きく、村の３分の１～４分の１の人は、漁業の成否によって生活が左右され

るといわれている」 

 日本常民文化研究所は 1951～1954 年にかけて二神家文書の調査を実施している。当時、

常民研では採訪した二神家文書を借用し、水産庁の月島分室において整理、分類作業を進

めた。月島分室は 1955 年に解体したが、借用中の同家文書はその後 1968 年頃に返却され

たことになっていた。ところが、1982 年に常民研が神奈川大学に移管されたとき、引き継

ぎ資料の中に返却漏れの二神家文書が含まれている事実が発覚した。直ちに所員の網野が

返却に赴いたが、その際、ご当主より改めて同家文書の常民研委託を依頼された。これが

第１次採訪文書に分類される約 1,000点の近世文書を中心とする文書群である。 

 また、1996年から再開された網野を代表とする二神の本調査に先だって、1995年に予備

調査が実施されたが、その時に諸帳簿類を含む近世・近現代文書が発見された。近代文書

を主体とするこの文書群は 6,000 点余りを数え、これを第２次採訪文書として整理、分類

した。神奈川大学の常民研では 2008年度から共同研究「瀬戸内海の歴史民俗」をスタート

させ、毎年文書の調査に取り組んでいる。後述する白井さんの話では、白井さんの農業の

師匠である豊田さん（昔は漁師をしていたが、今は野菜作りの名人として知られている）

のところに毎年５～６人の研究者や学者が調査にくるという。 

 関口博巨氏が書いた「近世の二神家と二神島」によると、二神家は 14世紀初頭に伊予か

ら二神島（以前は松島）に来ている。その後、河野通直（1564～1587）に仕えていたが、
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1585年に小早川隆景を主将とする豊臣秀吉の四国征伐に敗れ、河野氏が断絶したことから、

主君を失った二神宗家は本貫の二神島に戻り、二神島の庄屋となった。江戸時代、二神島

は瀬戸内海交通の要衝の地であり、米運搬船、参勤交代、朝鮮通信使や幕府巡回使などの

経由地であったことから二神家は一村の庄屋にとどまらない役割を担っていたと分析して

いる。 

 二神家はつい最近まで存続していた。最後となったのが二神司郎氏で、洋画家であった。 

 

農業研修生・白井さん 

陽が落ちるとあたりは闇に包まれた。外に出ても人はいないし、何も見えないから、待

合所で中島行の最終便を待つしかない。 

18時 15分ごろ、中島からのフェリーが到着した。３人の元気な子供とお母さんが一緒に

降りてきた。この家族を迎えに白井孝さん（45 歳）も待合所に来ていた。この日は偶然白

井さんの中学時代の友人である中道茂さんが二神島を訪ねて来ることになっていて、中道

さんもこのフェリーで家族と一緒に到着した。カメラを向けると３人の子供たちは全く屈

託がない。まさに自然児そのものである。 

白井さんは昨年 11月に農業研修で、家族と一緒に二神島にやってきた。現在、豊田さん

という野菜作りの名人のところで研修している。福富さんからＩターンで農業をやってい

る人がいることは聞いていたが、偶然フェリー乗り場で会えたのは幸運だった。また、夜

の待合室で無益な時間を費やすことなく、貴重な取材機会を得ることができた。 

白井さんは松山出身、奥さんはなんと川崎市の柿生の出身と聞いて親近感を覚える。松

山に嫁ぎ、さらに二神島にやってきた。３人の子供も一緒に二神島にやってきたが、島の

小学校はすでに 2007年に休校になっているので、中島の小学校に通っている。中島小学校

の全校生徒数は 69人だという。奥さんは中島で保母をしているので、いつもこの時間のフ

ェリーで島に戻る。 

中道さんは白井さんの中学時代の友人で、ユーラシア協会に所属し、ダーチャ（ロシア

の菜園付きセカンドハウス）を広めようとしている。友人が二神島で農業を始めたので視

察に訪れたところだった。今晩は白井さんのところに泊まるようだ。 

私は１週間ほど後に島嶼コミュニティ学会の「島カフェ」に招待されていて島のことを

話す予定になっていたのだが、中道さんもどうもその頃東京に行く予定になっているとい

う。３人で話しているうちに、彼が行くところと私の講演先が同じであることがわかった。

なんという偶然だろう。幸運がまた幸運を呼んだ。中道さんにはその後２月 22日に東洋大

学の会場で再会することになったのである。その時、彼は白井さんのところの伊予柑をた

くさん持参してきた。 

白井さんはホームページの「いのししおやじの二神島日記」と題するホームページを掲

載し、島の生活情報を発信している。二神島にはイノシシが多いので、彼も罠で獲って、

食べている。時間があればイノシシの解体方法を教わりたいところだったが、残念ながら

時間がなかった。十分余裕をもって再訪する必要がありそうだ。二神島には白井さんのよ

うにＩターン志願の人が時々やって来るらしい。４月からは大阪から移住する人がいると

いう。 
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 白井さん一家と中道さんとは30分ほど話

していたが、彼らがいなくなると、１人待

合所にとり残された。外は漆黒の闇。どこ

に行くこともできない。中島行の高速船は

19時 41分発なので小一時間、待合所で待機

した。二神島は 1972年発刊のナショナルジ

オグラフィックの特集号で取り上げられた

ほど魅力のある島であるが、如何せん時間

がなさすぎた。白井さんのその後を含めて

再訪したいと思う。 

白井さんの家族 

白井孝、二神甲５８０－１ 090-1176-8629 

中道茂 有限会社中道製作所 松山市東石井 2-22-24 089-956-2611 
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