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2607  離島覚書（愛媛県・睦月島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央の谷あいに集落が形成されている 

 

平成 26年２月 14日 

島四国の里 

 大浦港の待合室で野忽那島行の切符を自動販売機で購入したところ、フェリー１便は波

浪が厳しく野忽那港には入港しないとのアナウンス。急きょ睦月島に行き先を変更するこ

ととし切符を交換、８時 35 分発の東線フェリーに乗った。風は昨日よりもさらに激しく、

台風のようだ。そのうち、「野忽那は抜港
ばつこう

します」と船内放送があった。抜港という言葉は

初めて聞いた。野忽那の港は北西向きなのに対し、睦月島は南にひらけていて北風の影響

が少ないので、こんな激しい風波でも入港可能なのだろう。 

 フェリーに乗り込む時に中学生が 10数人降りてきた。周辺の離島から中島の中学校に通

っている生徒たちだ。 

悪天候にもかかわらずフェリー乗客は比較的多い。通常ならば睦月島の東側を通るのだ

が、この日は西側を通って睦月漁港に入った。睦月島の海の駅の名称は「島四国の里」。島

には島西国 33ケ寺めぐり（東コース）、島四国 88ケ所めぐり（西コース）が設定されてお

り、名称の起源はここにあるのだろう。 

 睦月島の面積は 3.82km2で狭義の忽那諸島の中では中島、怒和島に次いで大きい。島は丸

い形をしており、周囲は 13.5km である。最も高いところは高松山の 218.2ｍ。集落は島の

南側に形成され、睦月漁港の背後の谷戸沿いに広がっている。集落の外れから山にかけて

は果樹園が連なる。 

島の一周道路が整備されているが、距離が長いため徒歩で島を回るのは厳しそうだ。お

まけに強烈な北風が吹き荒れ、寒いときている。島にはレンタサイクルもレンタカーもな

い。車で島を案内してくれるガイドがいることがパンフレットに書かれていたので、そち

らを利用しようと思いたち、乗船場にいた女性に聞くと、地区事務所に行ってくれとのこ
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と。地区事務所は集落の中ほどにある。職員の女性にガイドをお願いした。彼女はどこか

に電話。しかし、今はガイドをやっていないとの返事。パンフレットはどうも古いらしい。

兎に角、歩くことにした。 

睦月島は旧睦野村から中島町を経て松山市へと変遷を辿ってきた。旧睦野村は、明治 22

年に旧大洲藩領の睦月と旧松山藩領の野忽那が合併して誕生した。睦月島と野忽那島は隣

り合っているにもかかわらず、藩政時代は領地が分かれていたのである。睦月島は魚介類

が豊富だったので、年貢は干しナマコ、ヒジキ、テングサ、メバルなどの海産物であった

という。隣の野忽那島は米だった。 

 2010年の国勢調査時の睦月島の世帯数は 159戸、人口は 276人であった。その後も人口

は減少し、2013年４月１日現在の睦月島の人口は 265人。男 115人に対して女が 150人と

圧倒的に多く、しかも高齢化率は 80.4％で忽那諸島の中では最も高い。島には若い人、子

供がいない。40 歳代は１～２人、50～60 歳でも独身の人が多い。高齢の単身世帯は 73 戸

に及んでいる。ちなみに 1966年の世帯数は 338戸、人口は 1,411人だった。当時は忽那諸

島の中で中島に続く人口を誇っていた。現在は、世帯数で半分強、人口は 1/5 になったこ

とになる。 

地区事務所は公民館の役割も果たしていて、行政の機能を代替している。奥の座敷では

確定申告を控えて、税務相談が行われていた。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

睦月海の駅と公民館 

 

中島漁協睦月支所 

地区事務所の先にミカンの集荷場があった。その前に農協の事務所がある。農協でうか

がったところでは、睦月島でミカンを栽培している農家は 56軒とのことだ。 

農協の斜め前には中島漁協の睦月事務所。女の事務員（70）が一人だけいた。67 歳まで

郵便局で働き、定年後 1 年間のブランクを経て、漁協事務所に勤務しているとのこと。長

兄は千葉で生活、家に戻ることはないだろうと話していた。 

 睦月支所の組合員は正が 29 人、准が 30 人の合計 59 人。准は実質的に操業していない。

組合員はほとんどが兼業農家で、漁師一筋にやっている専業漁家は数人にすぎない。した

がって農業が忙しい時には漁業は営まれない。 

 2008年漁業センサスによると、睦月島の漁業経営体は 24で、全て個人経営。営んだ漁業

種類は刺網８、イカ釣１、その他の釣 17、採貝・採藻 12、その他の漁業（タコツボ漁業）
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４となっていた。また、漁業就業者は 35人でこのうち 65歳以上が 29人に及び、高齢化率

は 82.9％に及んだ。しかし、現在はこの時点からさらに減少していて、実際に刺網を営ん

でいる人は４～５人にすぎない。一本釣はもっぱら船外機で営んでおり、島の周辺が漁場

できわめて零細である。採藻はヒジキが主体で、３～４月が漁期。採取したヒジキは生の

まま乾燥して出荷しており、ボイル加工はしていない。ヒジキを採取する組合員は 20人ほ

どで、正組合員のほとんどがヒジキを採る。乾燥したヒジキは 10㎏単位でビニール袋に入

れて出荷、県漁連を経由して販売される。１シーズンにこの袋にして 1,000 袋程度を生産

しているので、乾燥製品で約１トンになる。 

 漁獲した魚介類は原則として個人で販売しており、漁協は販売に関与していない。島に

は「ショウノシ」と呼ぶ商人がいて、漁獲物をまとめて船で市場に運搬している。この仲

買人は睦月島の他に野忽那、中島などからも集めている。 

漁協では購買事業のみを実施しており、ペンキや軽油を販売しているが、船外機に使用

するガソリンはＪＡが供給している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

睦月漁港（左）と買受業者の「ショウノシ」の活魚水槽（右） 

 

睦月島の集落 

 入り江のほぼ中央にフェリーの発着場があり、その両側に家々が立ち並んでいる。家の

屋根は瓦葺きだ。公共施設や僅かばかりの店舗は集落の中央付近に位置している。漁協で

話を聞いてから、集落内を散策した。 

 旧小中学校の前に「孳孳」「為善」と書かれた注連
し め

石が建っている。なんでも三輪田米山

という著名な書家の文字だそうだ。「時々、写拓を取りに来る人がいる」と道で会ったおば

あさんが言っていた。平成 21 年に睦月小学校が制作したガイドには、「鶏のなくころに起

きてつとめ、はげみて、善を為す」、つまり、高い目標をもって努力することをしなさいと

いう意味だと解説されていた。 

 小学校は休校して４年目になる。中学校は７年前に廃校になった。建物は現存し、２階

建てである。当時、小中学校の校長は両方を兼任していた。この小中学校は昔墓地だった

らしい。また、墓地を整地して運動場をつくった。それまでは運動場が狭かったため、干

潮時に干潟で運動会が行われた。理髪店を営んでいる木村さんによると、時々、人骨が現

れ、頭蓋骨もでてきたそうだ。これをサッカーボールに見立てて蹴っていた同級生は足を

悪くした、死者のたたりを受けたらしい。 
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 集落の外れの小高いところに當田八幡社、傍らに日露船頭戦没者記念碑があった。この

島からも日露戦争の戦没者がたくさん出た。さらに奥に真言宗霊応山王善寺がある。この

神社には「夫婦楠」と呼ばれる樹齢 300 年を超えるクスの大木があり、市の天然記念物に

指定されている。 

 漁村集落は狭い路地が続く。睦月島には診療所もあり、週２回医師が来る。ここにはか

つて戒能一郎という医師がいた。1950年に 27歳で赴任し、1990年に 67歳で不慮の事故で

亡くなるまで、40 年にわたって島の医療を担ってきた。氏の功績をたたえる島民による頌

徳碑が果樹園のある高台に建っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧小中学校前に建つ「孳孳」「為善」と書かれた注連石（左）、市指定の天然記念物のクスの大木（右） 

 

長屋門の家と周回ドライブ 

 フェリー乗り場から甫崎に向かう海岸沿いには長屋門の家が軒を連ねている。後述する

反物の行商で富を蓄えた時代の名残である。戦後、ミカン栽培で儲けた金で建てたケース

もあるが、大部分は戦前の反物行商で儲けて建てた。長屋門は忽那諸島の特徴的な建物で

あるが、この睦月島に最も多く現存しているのはかつて睦月島が裕福であった証だろう。

長屋門のモデルとなっているのが島の庄屋であった村上家であった（現在、郵便局になっ

ているところ）。家のつくりはみんな一緒だそうだ。ちなみに江戸時代に島に大火があり、

集落西部を中心に約 160 戸が焼失という。現在の長屋門は行商が全盛期を迎える昭和初期

以降に建てられたものである。 

長屋門を入ると中庭があり、その奥に母屋が建っている。門の右側は倉庫、左に部屋が

ある。長子はこの部屋に住んでいて、結婚すると母屋に移り、親の隠居部屋に代わる。 

 長屋門のある家のひとつ、石崎照仁さんの家をみせてもらった。海岸から道路一本を隔

てただけのため、1991 年の台風時には高潮で浸水したのだそうだ。石崎さんは士族の出身

で、家には刀や槍があった。しかし、戦時中の鉄不足から供出し、今では槍の木の柄だけ

が残っているという。 

石崎さんは夫婦と長男の３人家族で、１町８反の農地で、柑橘類を栽培している。つく

っている品種は早生温州、晩生温州、伊予柑、はるみ、かんぺい、ベニマドンナ、デコポ

ンなど多種類に及ぶ。ちょうど、伊予柑の収穫時期にあたっていたので、倉庫で選果・箱

詰め作業の最中であった。話を聞いたついでに伊予柑一箱を購入。代金は送料込みで 3,000

円と安い。石崎さんの話では最近イノシシが島に上陸し、個体数が増えて困っているとの
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ことだ。 

「島を回るのに足がない」と話したら、石崎さんが親切に軽トラックを貸してくれた。 

島には集落を起点に８の字に島を周回する道路が整備されていて、島の西側が島四国 88

ヶ所めぐり、東側が島西国 33ヶ所めぐりのコースに分かれている。西コースが約９㎞、東

コースが約７㎞なので、アップダウンの道を歩くとすれば半日を要することになる。ご厚

意に甘んじ、借りた車で島を西コースから反時計回りに一周する。道路は舗装されている

が、軽トラがすれ違うほどの幅員はなく、かつ坂とカーブの連続なので非常に神経を使う。 

島のいたるところが柑橘類の段々畑となっている。中には温室もある。戦前まで、睦月

島の経済を支えたのは反物の行商であった。行商の稼ぎはミカン栽培に投じられた。集落

の背後の山はミカン畑に変貌したのである。ミカンは野菜と違って放っておいてもできる

ので行商との兼業が可能であった。 

戦時中は食糧難からミカンの木を切って芋が植えられたが、高度成長期には温州、伊予

柑の栽培が復活し、睦月島は行商の島からミカンの島に変貌したのである。高度経済成長

期に行商が衰退すると、代わってミカンが高値で売れるようになった。行商の儲けをミカ

ン畑の開発に投じた戦略は成功したといえる。 

中島町史によると、中島農協が合併した当時の睦月島の農家は 226 戸で、うち専業農家

が 125戸であった。温州ミカンを中心とした出荷額は約 1.41億円で、中島町内では中島に

次いで多く、全体の約１割を占めていたのである。 

しかし、温州ミカンの好景気は長く続かなかった。島民は島を離れ、過疎と高齢化が進

み、急速に耕作放棄地も広がった。そして、ミカン栽培農家は先に示したように 60戸に減

っている。 

約１時間で島を一周し、軽トラックを石崎さん宅に返した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長屋門の家（左）、ミカン畑（右） 

 

行商の島 

 島を一周して集落に戻ると、昼食時になった。島には食堂がないので船の発着場近くに

ある楠商店という雑貨屋に入った。食べ物といえば菓子パンかカップラーメンしかない。

寒かったので、カップラーメンを購入、向かいの公民館で湯を沸かしてもらって食べた。 

楠商店のご主人・楠昌市さん（73 歳）から島の歴史を聞いた。この島はかつて「行商の

島」として栄えた時代があったというのだ。昭和 12年に建てられたという長屋門の家の片
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隅には行商船に乗せた米保存用の壺があり、また、反物を送った書状もあった（写真参照）。 

楠さんに行商の話を聞き、さらに詳しい人がいるというので、すぐ近くの角にある「きむ

ら理容店」を訪ねた。男が 115 人しかいない島で理容店が維持できるかどうかわからない

が、こんな小さな島に理容店があるのは驚きだ。木村丈志さんといい、家には古い島の写

真がたくさんあった。楠さんと木村さんから行商のこと、イワシ網のことを聞いた。 

 

行商船が米を入れたツボ（左）、江戸時代の送状（右） 

行商の島に発展した歴史を振り返っておこう。両氏の話と中島町誌の記載を総括すると

睦月島の行商は７期に分けられる。 

もともとこの島では女性の多くが反物を織っていたという。この時代は帆船であったの

で、瀬戸内海の本船航路に位置する睦月島は潮待ち、風待ちの避難港になっていた。島の

人たちは湾に停泊する帆船に小舟で野菜や薪炭を売りに行ったが、そのうち島でつくられ

ている反物を持っていたところよく売れたそうだ。こんな偶然がきっかけで、行商が始ま

る。幕末から明治初期にかけてのこの時代を第１期とする。この時期は沖売りから伝馬船

で近くの沿岸の村々に販路を拡大していく。当然、島で織った反物だけでは品物が足りず、

三津浜、今出、松山方面から仕入れるようになる。 

第２期（明治 20年頃）になると、親方 15人、売り子 60人になり、一人の親方が反物を

仕入れて、それを４～５人の売り子に委託して販売する方式になる。伝馬船で瀬戸内海の

島や沿岸の村を回り、船を宿にして２人１組みで行商して歩いた。反物は伊予絣が主であ

ったが、尾道・福山方面から備後絣を仕入れるようになる。 

第３期（日露戦争から大正時代）になると、伝馬船から帆船に、木綿から絹に商品がか

わり、販路は九州方面に延びた。明治 39年の役場の台帳によると、商業鑑札を持っている

人が 124 人、売り子を入れると 300 人以上と推定され、一人平均 1,000 反の反物を取り扱

っていた。当時の行商船は 14隻となっている。 

第４期（大正時代から昭和初期）は行商の全盛期である。昭和 10年頃から動力船に代わ

った。１隻に 15～16 人が乗り、隣の野忽那島と併せて親方は約 30 人いたので、当時の行

商人数は 500 人ほどになっていた。鉄道網の整備に連れて、この他に船を使わずに陸路を

いくものも現れた。 

第５期（戦時中から戦後 10年間）は戦後の復興期に相当する。戦時中の衣料統制が解除

されて行商が復活した。物資不足から行商は再び活況を呈し、販売先は北海道から九州ま

で全国に及び、金回りのよい地域を中心に行商に歩いた。この時代は鉄道、道路も整備さ
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れたため、宿に連泊して商品を旅館に送ってもらって売り歩いた。 

第６期（高度成長期の 10年）はミカン景気で沸き、行商はすたれて行った。特にミカン

畑が多かった睦月島では行商から撤退して、ミカン栽培に転換する。農地が少なかった野

忽那島では比較的遅くまで行商が残った。 

楠木さんや木村さんが小学校だった昭和 27～30年ごろはすでに船で行商に行くことはな

くなっていたようだが、行商の記憶は鮮明に残っているという。赤ん坊がいる家は一緒に

行商に連れて行ったが、子供は祖父母に預けられたそうだ。行商は年２回出かけた。春売

りは３月下旬から７月下旬、秋売りは９月上旬から１月上旬、旧暦の正月と盆には島に戻

ってくるパターンである。子供の頃は、行商に出かけた両親が帰ってくるのを楽しみにし

ていたという。半年近く合わないと親が別人に見えたそうだ。 

高度成長期を経て、全国にスーパーマーケットが普及すると、行商のニーズは完全にな

くなった。島民の中には、行商先に住みついてそこで店舗を構えて商売をするものも現れ

た。種子島や対馬には今でも睦月島出身の行商の末裔が商売をしているという。 

島の行商人には商売のノウハウが人づてに伝わり、島の人はどこに行っても人の心をつ

かむのが上手かったという。また、家の構えを見て売れる家かどうかを判断し、効率的な

営業を展開していたようだ。こうした行商の代表例が「富山の薬売り」であるが、島ぐる

みで全国行商を手がけた島があることは睦月島に来るまで知らなかった。 

木村さんの家に地理学者の村上節太郎が撮影したという古い集落の写真があった。村上

の経歴から考えて、戦前のものであろう。隣の写真は今回撮影したものだが、ほぼ同じア

ングルであることから、集落の西側の高台から撮ったものと思われる。村上の写真には当

時「縞売船」と呼んだ行商の船が写っている。木村さんの話では、この写真は干潮時のも

ので、しかも広く干出していることから旧正月から２～３週間後の「節句潮」の時のもの

だという。ちょうど行商に出かけていた船が島に戻っていた時だ。 

当時に較べ、港の様子は激変している。海岸線は埋め立てられ、中央に防波堤ができて

いる。広大な干潟は姿を消した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村上節太郎が撮影した集落の写真（左）と現在（右） 

 

イワシ網 

昭和 35年ごろまで、睦月島の漁業のメインはイワシ網であった。島には古田、田中、田

村ともう一軒のあわせて４軒の網元がいた。早朝４時ごろイワシを探索。イワシが来遊し
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てくると地曳網で獲った。イワシ網には子供を含めて島の３世代が従事したという。 

漁期は夏。島に残ったものたちが漁業を担った。行商に出かける人が多かったのだ、子

供も大きな労働力であった。木村さんによると、朝３時に起こされて、網元のおばあちゃ

んが呼びに来たという。子供も立派な働き手だったのである。網は綿で腐らないように渋

を塗った。 

網元の指揮船がイワシを見つけると手を挙げ、地曳網の準備に入った。親方が手を降ろ

すのを合図に５丁櫓の和船で魚群を取り囲むように全速力で網を投入、陸では轆轤を巻い

て網を引き寄せた。網を巻き上げるのに約１時間を要した。老若男女が共同した作業をし

たので、地曳網はいわば社会の縮図であった。木村さんによれば大変な社会勉強になった

という。 

漁場は島の裏側の梅ノ子島との間の砂洲の先だった。漁場を４区分し、４組の地曳網が

ローテーションを組んで操業した。このうち３番と４番は浜が石ころだったため、作業が

しにくかったという。 

イワシの他に、タイ、チヌなども獲れたという。ある時はハンマーシャークが入ったこ

ともあったらしい。 

漁獲したイワシは煮干に加工して渡海船で松山の三津港に出荷した。賃金は現物支給だ

った。網元が６割、残りを雇われた人で配分した。木村さんが小学校時代の記憶では、大

人はイワシ２升、子供は１升が相場だった。家では湯を沸かして、煮干の準備をしていた。 

ちなみに島の当時の食事は、蒸かした芋が主食で、沢庵とイワシが副食だったという。 

イワシ資源がなくなって地曳網も消えた。日本が高度成長期にさしかかると、ミカンは

最大の現金収入源になる。ミカンの好況とともに、行商もそしてイワシ漁も消えて行った。 

睦月島は、ミカンで一時代を築くことになるが、柑橘類消費の多様化、輸入品の増加で

やがてミカン農業も厳しくなり、一方では高学歴化に伴い島を出たまま戻らない人が増加、

過疎と高齢化が進んだのである。 

  

 午前中よりも北風がさらに強まったため、14時 48分のフェリーは欠航になった。睦月島

には宿はない。帰れない場合は船の待合室に寝ることができるらしいが、食料や暖房のこ

とを考えると不安になる。 

そのうち、「最終便は出港する」と町役場のアナウンスがあった。船の待合室で待ち時間

を利用してヒアリングメモを作成、18時 08分のフェリーで大浦に戻った。もちろん、この

日に帰る予定だった全日空便には間に合わなかった。もっとも午後の羽田行は関東地方雪

のため欠航したので、早いフェリーに乗れても帰ることはできなかったのである。 
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