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2606 離島覚書（愛媛県・中島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二神島から中島を望む 

平成 26年２月 12日 

民宿・宝山亭 

 二神島からの高速船は、予定通り 19 時 55 分に中島の神浦漁港に着いた。ところが迎え

に来るはずの宿の車が見当たらない。暗闇の中に 1 人残された。しばらくしてから宿の車

が到着。民宿・宝山亭に着いたのは 20時をとうに回っていた。 

 宝山亭には、怒和島の海の駅で一緒だったキックボードの青年がいた。今夜の客は私と

彼の２人である。彼はスーパーに勤めている。まとまった休みがとれる勤務体制のようで、

休みを利用しては離島を訪れている。この宿に連泊しているので、内部は心得ていて宿の

人に代わって部屋や風呂場を案内してくれた。女将は松山本土に出かけていて留守で、初

老の男性が店番をしていたからだ。何でも、ここの女将は松山の出身で、理想の田舎暮ら

しを求めてこの中島にやってきたようだ。つまりもともと地元の人ではない。キックボー

ドの青年は、昼間、女将の車で中島を一周してきたらしい。 

 ひと風呂浴びてから遅い夕食となった。メニューは、鮮度のやや落ちたイカの刺身、白

身魚のフライ、ブイヤベース、タマネギのスライス、春雨サラダ、漬物であった。66 歳の

誕生日にしては、あまり豪華ともいえない晩餐だった。ブイヤベースはこの宿の自慢らし

いが、お世辞にも美味しいとは言い難い。 

 女将は中島の地域おこしに熱心なようで、店内には島の特産品の加工品が様々売られて

いた。玉ねぎドレッシング、ミカンのはちみつ、レモン、梅、生姜のジュース、ママレー

ドなどなどである。生姜はかつてこの島でたくさん栽培されていた歴史があるし、玉ねぎ

は近年柑橘類に変わって栽培が盛んになってきた。レモン、ママレードはミカンの島だか

ら当然と言えば当然だろう。 
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民宿・宝山亭の夕食（左）、自慢のブイヤベース（右） 

 

平成 26年２月 13日 

 中島は面積 21.14㎞ 2、周囲 31.2㎞で、忽那諸島最大の島である。2012年の国勢調査時

の人口は 3,213 人、世帯数は 1,439 戸であった。現在は松山市に所属するが、松山市に編

入される前の中島の歴史を整理しておこう。 

中島はもともと東中島村と西中島村に分かれていた。昭和 34年３月に中島町（東中島村）

と神和村（怒和島、津和地島、二神島）が合併、その後昭和 35 年３月に睦野村（睦月島、

野忽那）を編入、昭和 38年３月に中島の西中島村を編入して、合併前の中島町が成立した。 

旧東中島町は、中島大浦、小浜
お ば ま

、長師
な が し

、宮野、神
こうの

浦
うら

の５集落、西中島町は宇和間
う わ ま

、熊田、

吉木、饒
にょう

、畑里
は た り

、中島粟井の６集落、島全体では 11の集落で構成されている。 

 

大浦 

 民宿・宝山亭がある場所は長師地区である。ここは姫ヶ浜海水浴場があり、夏は海水浴

客で賑わうようで、シーズン中だけ限定オープンする民宿が３軒程並んでいる。宝山亭だ

けが周年営業している。 

朝食後、海水浴場の前を通り歩いて長師のバス停に向かった。中島は忽那諸島最大の島

なので、一応島を周回するバスが走っている。長師のバス停の近くに真福寺という寺があ

った。長師地区には漁港があり、漁船６隻、船外機 10隻、プレジャーボート１隻が係留さ

れていた。 

島の中心地の大浦行のバスまで少し待ち時間があったので、中島小中学校まで歩いた。

中島には、中島東、中島南、天谷の３つの小学校があったが、2009 年に統合し、松山市立

中島小学校になった。この時に校舎を新築している。翌 2010年には松山市内の小中連携・

一貫教育研究の指定校になり、小学校と中学校が併設された。現在の在校生は 66人である。

忽那諸島で現在小学校が残っているのは怒和島と津和地島だけなので、二神島の白井さん

の子供は船で中島に通学していることは二神島の覚書で述べたとおりである。 

中島小中学校前からバスに乗り、大浦港へ。大浦港からは野忽那島、睦月島を経由して

高浜に向かう船が発着する。旅客船ターミナルでキックボードの彼氏と再開した。ターミ

ナルで中島の地図を入手し、売店をのぞく。今晩宿泊することになっている「民宿なんか

い」はターミナルの前にあった。荷物を持ち歩くのはやっかいなので、宿にチェックイン
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して、荷物を預けた。 

 大浦は中島の行政・経済の中心地で、松山市役所中島支所、中島総合文化センター、中

島中央病院、中島郵便局、松山北高校中島分校、伊予銀行、ＪＡえひめ、中島漁協などの

公共施設が位置している。 

 

みかん選果場 

大浦港の北側にえひめ農協の中島選果場がある。忽那諸島の島々で生産された柑橘類が

船で運ばれてくるので選果場は海に隣接している。ちょうど伊予柑の収穫時期に当たって

いたので、船やトラックで続々と伊予柑が集荷され、たくさんの人たちがせわしく働いて

いた。２階の事務所にうかがい選果場の中を見学させてもらった。 

この選果場は 2000 年に約 23 億円を投じて整備された。温州ミカンで１日 353 トン、伊

予柑で１日 641 トンの処理能力を有する最新鋭の選果場で東洋一といわれている。建物は

３階建で１階で搬入処理、２階が選別、３階が段ボールなどの資材置き場である。 

パレットに入れられた柑橘類は１階から搬入される。果実はでパレタイザーと呼ばれる

パレット積みコンテナを自動的に段ばらしする機械を経て、搬送コンベアに送られ、セン

サーでは測定できない障害果などの規格外果実を手選別で除去する。この一次手選別をへ

て整列装置に送られる。続いてカラーブレーダーにより等級別に仕分けし、さらに果実１

個１個の糖度、酸度、浮皮、ス上がりを非破壊式の糖・酸センサーで測定し、等階級仕分

けラインで指定した秤量機に仕分ける。等階級別に仕分けされた果実を自動的に秤量し、

段ボール箱に詰めてインクジェッターで品種名、等級、階級を印字して搬出される。 

選果場は９月下旬から５月下旬までの８ヶ月間稼働する。期間中の雇用者数は 80人。年

間の出荷量は 1.6 万トンである。ここで段ボール箱に詰めされた柑橘類は選果場脇の岸壁

から船積みされ、消費地に送られる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

えひめ中央農協の中島選果場の内部 

 中島は農業の島である。過去には牛を飼い、生姜、玉ねぎ、除虫菊、葉タバコなどを栽

培してきた歴史があるが、大正期から昭和期にかけて柑橘類の栽培が広まっていった。高

度経済成長期には温州、伊予柑を中心にマル中ブランドとして市場で高い評価を受け、中

島の農業は全盛期を謳歌したのである。1960 年当時は、中島町に 1,061.2 町歩の経営耕地

があり、このうち果樹園は 725.8 町歩に及んだ。町の総面積は 3,830 町歩であったので、

果樹園は総面積の約 19％を占めていたことになる。 



60 

 

中島総合文化センター 

大浦港の前の道をまっすぐに登っていくと、旧中島東小学校があり、ここに松山市役所

の中島支所が置かれている。選果場の近くに旧中島町の役場があり、そこが合併後支所と

なっていたのだが、現在は耐震工事中のため、仮住まいの庁舎に入っているわけである。

旧小学校の斜め向かいに松山市北高校の中島分校、さらに登っていくと右手に中島総合文

化センターがある。 

中島総合文化センターは、500 人収容の多目的ホール、エントランス、展示室、図書室、

会議室などがある。さっそく、図書室に向かった。図書室の正面には伊能忠敬が島を測量

した時の古地図、忽那諸島の島々の航空写真などが掲げられていた。図書館で忽那諸島に

関する資料を探した。比較的古いものもあり、その中に網野善彦が戦後まもなく水産庁の

委託で二神島を調査した時のレポートがあった。思わぬ発見であった。ガリ版刷りのもの

をコピーしたもので、東大社研の印が押してある。おそらく東大社研に保存されていたも

のをコピーしてこの図書館に持ち帰ったものと思われる。 

その後、中島支所に行き、総務課で高齢化率などのデータを入手。ちょうどお昼になっ

たので、周囲を歩いて飲食店を探すが見当たらない。島には外食需要がほとんどないもの

と思われる。しかしそれなりに観光客がいるので、全く食べるところがないもの困るだろ

うと考えてのことと思われるが、「ＮＰＯ法人・輝け中島」という団体がターミナルの前で

簡単な弁当をつくって売っていた。このＮＰＯの本来の事業は、婚活支援、耕作放棄地の

再生、子供のスポーツ振興の３本柱である。この売店で天麩羅弁当とお茶を購入し、ター

ミナルの待合室で食べた。肉饅も売っていたので、弁当を食べてから再び買いに行った。 

ターミナル内にあるレンタサイクルの店で自転車を借りた。1,000円を前払し、返却時に

800円が戻る仕組みなので、実質的な料金は 200円と安い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大浦港前で営業している NPO輝け中島の売店（左）、中島総合文化センター（右） 

 

小浜・中島漁協 

 自転車に乗って、港の外れにある中島漁協へ。中島漁協は大浦港の南側に位置し、小浜

集落に含まれる。漁協に顔をだすと、組合長の了解が得られないと話せないといわれた。

そのうち、副組合長の天野良一さんが来たので、１時間ほど話を聞くことができた。 

中島漁協は本島の他に野忽那島、睦月島の組合員も同漁協に所属している。組合員は約

200 人、本所の漁協職員は２人である。中島漁協は、1999 年に本島内にあった中島町、西
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中島、神浦の３漁協が合併して設立された。その後、2011 年には睦月、野忽那の両漁協を

吸収合併している。 

天野さんは 20 歳すぎから漁業に従事し 40 年のキャリアを有するベテランである。潜水

漁業を専門としている。潜水漁業は漁協全体で７経営体、そのうち本島では６経営体が営

んでいる。フ―カかスキューバで潜り、ナマコ、サザエ、アワビを漁獲対象としている。

フ―カの場合は２人で操業するが、信頼できる奥さんか息子がパートナーとなる。島の周

りが漁場になるが、アワビ資源は最近減少しているという。組合長は神浦地区の出身、漁

業専業で農業はしていない。一本釣とタコツボを営んでいるという。 

中島は半農半漁が中心で、専業漁師は少ない。小型底曳網は宇和間地区に５経営体、大

泊地区に１経営体の６経営体である。宇和間地区は比較的漁業が盛んで、小型底曳網の他

に吾智網が２経営体、ゴカイ養殖を１経営体が営んでいる。刺網は本島全体で 17～18経営

体が営んでいるが、専業はいない。ホゴ、メバル、アマテガレイなどを対象に漁獲し、水

深 100ｍ程の深いところでも操業する。中島の漁業のメインは一本釣で、100人ほどが従事

しているが、農業の合間に周年出漁する。タイ、ハマチが主な漁獲対象である。タコツボ

は４～５年前から資源が大幅に減少しており、操業できない状態が続いているらしい。こ

の他にヒジキを対象とした採藻漁業に 50経営体ほどが従事している。 

 今年は正月から天気が悪く、長いこと出漁できない状態が続いているらしい。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

中島漁協の建物（左）、小浜地区の船溜まり（右） 

 

中島漁協を訪ねてから、島を反時計回りに一周することにした。朝通った長師の集落を

通り、宮野集落へ。宮野地区にある天満神社に参詣して、忽那義範公表忠碑を訪ねる。さ

らに昨晩フェリーが着いた神浦を過ぎ、島の最南端の赤崎を回った。各集落には必ず漁港

があるので、漁港に係留されている船の数を調べながら走った。宮野の船溜まりには漁船

５隻と船外機９隻、神浦は漁船 14隻と船外機４隻が係留されていた。 

 

ゆうきの里 

 島の最南端の赤崎を回り、城という干潮時には陸続きになる小島の先に「ゆうきの里」

という看板が目に入った。道路脇の倉庫をのぞき込むと老人が堆肥のようなものをかき混

ぜている。俄然興味が湧き、老人に話しかけた。老人は泉精一さんといい、83 歳になる。

かき混ぜていたのは鶏の発酵飼料だった。飼料の原料は国産の小麦で、松山で農地を借り
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て大規模に栽培している人から購入しているそうだ。今は鶏の餌はそのほとんどを輸入穀

物に依存しているので、泉さんのようなケースは稀有の存在といえる。 

私も以前何種類かの鶏を飼っていたことがある。その時、農文協で出している中島さん

という人が書いた「自然卵養鶏法」という本を参考にしたものである。中島さんはおが屑

にバクテリアを添加して発酵させ、これを餌に混ぜて与えていた。私も真似をしておが屑

を製材所から分けてもらい、バクテリアも石川県から購入して実践したことがある。また、

岐阜県に住む中島さんを訪ねてお話をお聞きしたこともあった。ただ、泉さんのやり方は

中島さんとは違う。泉さんはおが屑は使わずに、地元の土着微生物を直接小麦に混ぜて発

酵させていた。発酵菌を添加すると１昼夜で 40℃ほどに上昇、毎日耕耘して酸素を補給し、

発酵を促すそうだ。５日分の餌を確保しておく。 

泉さんは鶏を約 400羽飼っている。800羽を目標にしていたが、鶏舎にイノシシが入って

被害を受けてから増羽は諦めたという。品種は後藤孵卵場の「さくら」と「もみじ」であ

る。いずれも純国産交配種である。もちろん、平飼いの有精卵だ。雌 100 羽に対して、雄

を８羽の割合で入れている。通常、雄は気が荒いので、つつくのを防止するため嘴を切っ

ているそうだが、泉さんのところの雄は餌のせいで気が優しいためその必要はないとのこ

とだ。導入した鶏は３年間卵を生み続ける。産卵率は６割だ。餌は発酵飼料に２割の緑餌

を混ぜる。日没の３時間前に１日１回、給餌する。糞は回収せずにそのままにしている。

鶏舎に入れてもらったが、糞はまったく臭いがしない。中島さんのところに鶏もそうだっ

たが、発酵飼料を与えると糞に全く臭いがしないのは不思議な現象である。泉さんは 1993

年からこの方法で養鶏を始めすでに 20年の実績を積んでいる。 

卵は宅配便で全国に発送している。また、松山市内のデパートや生協でも販売している。

そういえば、民宿・宝山亭の朝食に卵が出てきたが、その卵が泉さんのところのものだっ

たことに初めて気が着いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84歳で現役百姓の泉さん（左）、発酵飼料で平飼いしている「さくら」（右） 

泉さんは若い時は近代農業で頑張ってきたが、何かおかしいと感ずるところがあって、

40 年ほど前に有機農業に転換したのだそうだ。上述したように自然卵養鶏法で鶏卵を生産

するとともに、生姜、胡麻、玉ねぎ、大豆などとともに柑橘類を栽培している。柑橘類は

レモン、温州ミカン、伊予柑、甘夏、ハルカなどである。多い時は３町歩ほど耕作してい

たが、奥さんが体調を壊してからは徐々に栽培面積を減らし、現在は８反ほどだという。

それにしても 84歳にして８反を耕作するとはたいしたもので、私もみならわなければと痛



63 

 

感した次第。泉さんからもらった名刺の肩書には堂々と「百姓」となっていた。 

養鶏場の奥には粗末な木造２階建の建物があった。仲間が集まり、研修生を受け入れる

ために使われている。有機農業を志す仲間は島に 15人程いるらしい。都会から研修生も受

け入れている。泉さんは、「発酵は全ての基本」だという。有機農業の基本はバクテリアの

活用というのが泉さんの発想の原点にある。「わら一本の革命」を書いた福岡正信さんも愛

媛県で自然農法を実践していたが、愛媛県にはこうした伝統があるのだろうか。 

 泉さんにはじっくり話を聞き、畑も見せてもらいたかったのだが、すでに 15 時 30 分を

過ぎていた。今日中に島を一周して陽が落ちる前までに大浦まで戻らなければならない。

しかも自転車でだ。「機会をつくってまた来ます」と約束し、「ゆうきの里」を後にした。 

 

宇和間と熊田 

 城ノ鼻を回った先に宇和間と熊田の集落が続いている。道は西海岸に入った。宇和間港

の一部は石積の護岸だった。この港は宇和間と熊田の両集落が利用している。港には漁船

13隻、船外機 16隻、その他１隻が係留されており、小型底曳網の船も見られた。港の傍ら

に建設碑が建っていて、これが松山市の有形文化財に指定されている。 

宇和間地区の農地は集落から遠く離れた所にあったため、そこに行くには人がやっと通

れるほどの山越えの道しかなく、農作物や肥料の輸送は船を利用することが多かった。し

かし、まともな港がなかったので嵐がくると船を人力で引き揚げなければならず、大変な

不便を強いられていた。そこで弘化元（1844）年、地区の住民 19人が頼母子講で財源をつ

のり、自力で建設工事に着手し、途中の工事断念の危機を乗り越えて、２年後の弘化３年

５月に港が完成したという。この辛酸と恩恵を永遠に忘れないため石碑を建立したと松山

市教育委員会のガイド板に書いてあった。つまり、島にとって港は漁業のためだけではな

く、農業にとっても重要だったのである。今では西側には大きな港が新しく整備されてい

るから、この碑がなければ昔の人の苦労は全く理解されなかったことだろう。 

 熊田集落には正賢寺という寺があり、境内には立派なソテツが植わっていた。また、道

から少し上がったところに古民家を改造した懐古館という民俗資料館があり、自由に見学

できる。家の中には囲炉裏があり、昔の生活用具がたくさん並べられていた。吉木の集落

と漁港を眺め、先を急いだ。吉木漁港には漁船９隻、船外機 16隻が係留されていた。 

 

石積み岸壁の宇和間漁港（左）、熊田にある懐古館（民俗資料館）（右） 
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島の北部 

吉木の次の集落が饒である。饒はかつて西中島町の役場が置かれていたところである。

また、西中島漁協の事務所も残っており、中島の西海岸の中心地であった。饒には西中港

があり、怒和島方面の西線航路が開けている。港には、漁船８隻、船外機 11隻が係留され

ている。西海岸の中心なので、一応商店や自動販売機もある。店でカリントウと缶コーヒ

ーを購入して、一息ついた。 

 饒の集落のはずれから長い上り坂になる。自転車に電動補助はついていないのでペダル

を漕いで登ることは困難だ。自転車を押しながら長い坂を登った。峠を越えて再び長い坂

を下った先が畑里の集落である。ここにも船着き場があって、漁船５隻、船外機２隻が係

留されていた。畑里から再び長い上り坂になる。峠からは眼下に大泊の集落が見える。ミ

カンの段々畑が連なり、ハウスが何棟も見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西中港のフェリー桟橋（左）、大泊の集落を望むミカンの段々畑（右） 

北風が激しく吹く。向かい風のところはペダルを漕ぐのもままならない。中島粟井の集

落を抜け、17時 55分に大浦のターミナルに到着した。すでに陽は沈みかけていた。丸一日

かけ 25㎞ほどの道のりを踏破したことになる。 

 

民宿・なんかい 

 民宿・なんかいは大浦港の前にある。ＲＣ３階建で、１階は駐車場兼倉庫、２階が食堂、

３階が客室である。この日、食堂は休みだった。恐らく観光客の多い夏の間だけ営業する

のだろう。 

宿に入り、風呂に入ってから夕食を摂る。食事の場所は２階の食堂で、工事関係の同宿

者がいた。夕食のメニューはハマチ刺身、ヒジキ白和え、ブリ大根、フライ（カキ、サヨ

リ、サツマイモ、ハス）、キャベツで、缶ビールを１本飲む。ご飯を一膳とハマチの吸い物

をいただく。 

民宿・なんかいは 25年前に創業した。宿の御主人は昭和 14年生まれというから、75歳

になる。農業の経験はあまりなく、趣味でミカンをつくる程度だという。昔は島に人がた

くさんいた。ご主人が小学生の時、東小学校だけで、１学年３クラスあったという。今年

の冬は異常気象だという。この時期に「こげん風が吹くことはない」といっていた。兎に

角、1週間も季節風が吹き続けているらしい。 
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民宿・なんかいの外観（左）、同民宿の夕食（右） 

 

平成 26年２月 14日 

神社と寺 

大浦地区は少し見落としていたところがあったので、フェリーの時間よりも１時間ほど

前に宿を出た。外に出ると、昨日にも増して風が激しく吹き荒れていた。台風並みの風で

ある。空はうなり、地面は小雨で濡れている。しかも、中島の背後の山は薄く雪化粧をし

ているではないか。雨がぱらつく中、傘はささずに忽那八幡宮へ向かった。風が強く、傘

など役に立たない。 

民宿・なんかいからターミナル前のメイン道路を生みと反対側に向かって歩き、島では

数少ない信号を左折するとなかじま中央病院がある。鉄筋コンクリート５階建てで忽那諸

島の医療の拠点である。忽那諸島の津和島、怒和島、野忽那島、二神島、睦月島の５島に

は診療所がある。これらの診療所に中央病院からスタッフが派遣されている。 

病院の脇をまっすぐに進むと忽那島八幡宮がある。中島はかつて忽那水軍の根拠地であ

った。八幡宮はこの忽那水軍の総鎮守だったのである。参道の入口の注連
し め

石に「年豊・民

楽」と書かれている。江戸末期から明治にかけて伊予の３筆といわれた三輪田米山の書で

ある。米山の書は次に訪れる睦月島の注連石にも刻まれていた。参道の突きあたりに樟の

巨木があった。樹齢 900年、樹高は 22ｍに及ぶ八幡宮の親睦である。樹木の周りには〆縄

が掛けられていた。この八幡宮の樹叢は松山市指定の天然記念物になっている。境内には

歌碑や句碑がいくつか置かれていた。 

病院の裏手の小道を通って文化センターのある通りに出る。センターの裏手の丘陵地帯

は畑に囲まれ、静かな集落が形成されている。集落には浄玄寺と長隆寺という２つの寺が

あり、時間の関係もあってターミナルに近い浄玄寺を訪ねた。浄土真宗本願寺派の寺で、

境内から大浦の集落が一望できる。帰り道の希望の島クラブ・フレッシュファクトリーと

いう柑橘類のジュース工場があった。 

フェリーの時間が迫っていた。急ぎ足で大浦港に戻る。大浦港を起点とするフェリーと

高速船は東線になる。大浦港から野忽那島、睦月島を経由して高浜港に至る。このうちフ

ェリーは本土の高浜港からさらに三津浜港まで行く。 

８時 35分のフェリーに乗った。当初、野忽那島に行き予定であったが、波浪が厳しく入

港できないとのことで、睦月島に向かうことにした。野忽那漁港は北西に向かって開いて
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いるため季節風の影響をまともに受けるためである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

忽那八幡宮の境内にある樟の巨木（左）、浄玄寺の門（右） 
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