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2608  離島覚書（愛媛県・野忽那
の ぐ つ な

島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

睦月島から望む野忽那島、左の湾に集落が形成されている 

 

平成 26年２月 15日 

シーサイド留学 

 松山市駅から再び高浜港へ。10時 25分の東船フェリー「なかじま」に乗る。高浜港から

は 18人が乗船した。島には食堂がないので船内でちらし寿司とお茶を購入。11時 12分に

野忽那漁港（１種）に着いた。漁港は北西を向いて開いているので北風の影響を受けやす

く、昨日は強風によりフェリーは欠航したが、久しぶりに晴れ間がのぞき、風は少し和ら

いだ。 

 野忽那島は面積 0.9km2、周囲 5.7km で、忽那６島の中では最も小さな島である。集落は

一つで、漁港の背後の平地に形成されている。 

平成 25年４月１日現在の野忽那島の人口は 139人、高齢化率は 71.2％に及ぶ。しかも、

実際に島に住んでいない人も多く、実質的に島で生活する人は 100 人ほどだという。戦後

まもなく野忽那島の人口がピークを迎えたが、この時の人口は 1,000人を超えていたから、

およそ 1/10に減少したことになる。 

 野忽那漁港の正面に小学校があり、そこに少し色あせた「シーサイド留学」の文字が書

かれている。この島の海の駅の名称は「シーサイドの里」という。 

 事前に野忽那島の資料を当たったところでは、「シーサイド留学」がこの島の売りであっ

た。「シーサイド留学」は都会の子供たちを島の人が里親になって受け入れ、地元の小学校

で島の子供と一緒に学ぶ制度で、小学校の維持と島の活性化をねらっており、一方、都会

の子供たちにとっては豊かな自然の中で、濃密な人間関係のもとで学ぶ意義を持つ。今で

は多くの離島で取り組んでいるが、野忽那島では 1987年からこの制度がスタートしており、
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全国のさきがけであった。この「シーサイド留学」が現在どうなっているのか、気になっ

ていたので、野忽那島に上陸してすぐに「海の駅」にいた船の世話をしている女性にこの

ことを聞いた。 

 しかし、小学校はすでに平成 21（2009）年４月をもって休校となっていた。当然、シー

サイド留学も終了した。この年の小学生は５人うち４名が留学生で、島の児童は１人だけ

になっていた。留学生を受け入れるためだけに小学校を維持することは、現在の制度では

認められていない。島に小学生が１人でもいることが必要である。つまり、島に子供が１

人もいないのに、島外から留学生を受け入れることはできない。地元の児童がいなくなっ

た時点で、小学校は休校にならざるを得なかったのである。 

小学校が休校になった年、島には幼稚園児が１人いた。この子が小学校に入学すれば小

学校再開の望みもつなげたが、この子の親は子供の教育のことを考えて北条に引っ越して

しまった。したがって、小学校再開の望みも断たれたのである。ちなみにこの子のお父さ

んは今でも野忽那島で北条から通いながら漁師をしている。島で一番若い漁師だ。 

なお、幼稚園の場合は３人以上子供がいないと設置できないため、その幼稚園児は中島

の幼稚園に通園していた。母親も毎日子供と一緒に中島に通っていたのである。 

 1987～2008年度までの 22年間に合計 120人の留学生がこの野忽那島から巣立っていった。

ちなみに留学生の出身地は 17都府県に及び、愛媛、大阪、京都、兵庫の府県からの留学生

が多かった。当時、島には留学生を預かる里親が３戸あったが、その後教員住宅を改造し

た留学センターができ、そこから子供たちは通った。 

 女性は待合所の奥の倉庫から「かがやけ！野忽那っ子・174の瞳」と書かれたうちわをひ

っぱりだしてきた。シーサイド留学 15周年を記念してつくられたものだ。うちわには 1987

年～2002年までの小学校卒業生 87人全員の名前が書かれていた。この６年後に小学校は長

い歴史に幕を降ろすことになる。野忽那島に小学校が開設されたのは明治 10（1877）年の

ことなので、島の小学校は 132年間続いたことになる。 

待合所には野忽那小学校開校 130周年・瀬戸内シーサイド留学 20周年記念誌の購入を呼

び掛ける案内が掲げられていた。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

シーサイド留学を受け入れていた野忽那小学校と卒業生名を記したウチワ 

 待合所にいたこの女性は 30年ほど前に大阪から島に嫁いできた。当時の島の人口は約 290

人だったというから、島に来て以来人口は半分以下に減ったことになる。62 歳になる夫の

同級生は 30人ほどいたというから、戦後まもない頃の野忽那島は子供たちの元気な声があ
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ふれていたにちがいない。ご主人の家には男手がなかったので、ご主人の母親と義母（こ

の女性から見れば義母と義理の祖母）は北九州の小倉に借りた家を拠点に反物の行商をし

て、収入を得ていたという。彼女が嫁いできた当時でも行商をしている人が数人いたよう

だ。 

 

行商をしていた漁師 

野忽那島は、睦月島と同様行商の島として栄えた歴史を持つ。 

全く偶然だが、若い時に行商の仕事をしていたという漁師が待合所にやってきた。古川

博さんは昭和６年生まれの 82歳。海岸付近のウオーキングを日課にしていて、その途中に

遭遇したことになる。 

古川さんは９人兄弟で、小学校の高等科を２年で卒業して漁師になった。12 歳の時であ

る。ちょうど戦争中であったが、戦後は父親と２人の兄とともに大分県方面に釣りに出か

けた。４年ほど漁業に従事したのち、19歳の時に初めて行商に出かけた。昭和 24～25年ご

ろのことである。日本は敗戦の混乱期を脱し、ようやく復興しつつあり、衣類が極端に欠

乏している時代で、戦前から続いていた衣類の行商が復活する条件が整ったのである。 

古川さんの行商の歴史は、修業、下働き、家族協同、独立、そして廃業の５つの時代に

区分される。 

伯母の婿に久保和一さんという人がいて「行商に行かんか」と誘われたのが、古川さん

が行商をするきっかけになった。最初に連れて行かれたのが北海道であった。親方が指示

した値段で、既製品の洋服と服地を風呂敷に包んで個別訪問して売り歩いた。１つの風呂

敷包みに 12～13品を包んだ。最初は親方と一緒に歩き、売り方の指導を実地でうけた後は

１人で任されたという。しかし、一緒に歩いたのは２～３日というからいかにも乱暴な指

導と言わざるを得ない。若干 19歳で全く知らない土地で、しかも十分な商品知識もないま

まに売るわけだから、当時の若い人の気迫には驚くばかりだ。「売らなきゃ食っていけない

ので必死に売った」と古川さんは言った。これが古川さんの修業時代だ。 

 その後、親方がかわり、昭和 25年頃は九州の炭鉱の社宅を回ったそうだ。当時は炭鉱の

景気が良かったからだ。２年ほど炭鉱での商売を続けた後、秋田県の大館で売り歩き、さ

らに北海道にわたって帯広を基地にして地図を見ながら汽車、バス、徒歩で行商を重ねた。

旅館に宿泊し、親方から受け取った商品を風呂敷に包み、背中に担いで売り歩いた。親方

はもともと金を持っている人がなったそうで、売上に応じて歩合をもらった。旅館代は自

分で払ったという。したがって旅館代以上の歩合がなければ、利益がでないことになる。

この時代はいわば下働きの時代だった。 

 そのうち、家族で船による行商を始めることになる。父親、兄弟３人、父、妹の５人で、

船で生活しながら売り歩いた。妹は飯炊きや家事を分担し、男４人が港から分散して行商

に歩いた。この時は島の仲間が何隻か一緒に出かけたという。行商先は岡山、広島、山口

などの瀬戸内海の島々から遠くは五島列島まで出かけた。この家族協同時代が４～５年続

いた。 

 その後、独立して自分で仕入れて販売するようになる。仕入先は名古屋であった。独立

してからはもっぱら陸路で行商をした。最初は熊本県の山鹿温泉を拠点とし、その後宮崎
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県都城、小林、さらに大分県で売り歩いた。しかし、段々売れなくなり、最後は高知県を

中心に回ったそうだ。 

 中島はつい最近まで旧正月であったが、野忽那島は比較的早くから新正月になっていた

ので、新正月には島に戻った。旧正月を過ぎてから７月ごろまで行商し、盆前後を島で過

ごし、盆過ぎから年末まで再び行商に歩いた。10 月に祭りがあるので、この時に島に戻る

こともあるが、戻らないこともあったという。島に戻った時は一本釣漁をしていた。 

 結局、古川さんは 20年以上行商を続けたことになる。行き先は北海道から九州まで全国

に及んだ。品物が豊富になり、スーパーなどが登場すると行商の環境は悪化、行商は成り

立たなくなった。 

行商の仕事がなくなった古川さんは、島に定住して夫婦でタチウオ釣をした。当時は産

地価格が高く、資源も豊富だったので収入はよかったらしい。最近、奥さんが体を壊して

漁に出られなくなったため、現在は単身でタイの漕ぎ釣りをしている。なお、古川さんは

農地をもっていなかったので、百姓仕事は一切していない。島には古川さんのように農地

を持たない人がけっこういるとのことだ。 

中島町誌によると、昭和 26年当時の野忽那島の行商人は 326人、昭和 32年には 136人、

昭和 39年にはさらに約 100人に減っている。古川さんが行商に出ていた当時、常時行商を

していたのは 50～70人ほどで、そのうち今でも生存している人は 20人ほどらしい。 

 

皿山と集落 

 昼になった。待合所で買ってきたちらし寿司を食べる。港のすぐ裏は標高 71ｍの皿山だ。

食事もそこそこにペットボトルのお茶をもって皿山に向かった。 

待合所脇の木製の階段を登ると、やがて登山道となり、最後の詰めは再び階段となった。

登山道の周辺には桜が植えられ、春には島の人たちのお花見場になるのだろう。山のてっ

ぺんにはあずまやが整備され、周囲を遮るものがないので、忽那諸島から四国本島まで一

望することができる。視界が効くことから戦争中は監視所が置かれていた。あずまやの脇

にその残骸の土台が放置されていた。 

展望台の下には野忽那の集落が広がる。集落は漁港のある入り江に沿って弧を描くよう

に形成されている。瓦葺きの屋根が多い。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

島の北側の皿山と山頂から見た野忽那の集落 
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集落に入る手前にシーサイド留学の受け皿となった野忽那小学校がある。校舎は平屋建

てで、校庭は枯れ草で覆われていた。 

校門の脇に「相原清吉翁頌徳碑」が建っていた。相原清吉は野忽那出身で、明治 36 年、

18 歳の時にハワイに渡米、その後南加州サンタナに移って砂糖大根、セロリを栽培して大

成功、さらにガーデングローブに移って大農場を経営、戦後はアーリントンにもオレンジ

畑を購入し、愛媛県人会会長、北米中央日本人会理事等を歴任した。島出身で立身出世を

果たした郷土の偉人だ。土地が少なく、水産資源に依存しなければならない島の暮らしは

厳しく、不安定であった。そのため、行商が発達したのだが、移民も島の人たちが生きる

大きな選択肢だった。 

 小学校の隣に宇佐八幡神社、さらに進むとシーサイド留学センターの建物が見えてきた。

当初、留学生は里親の自宅で生活していたが、その後、教員住宅を留学センターに転用、

留学生の宿舎になっていた。 

 近くにたくさんの石仏が置かれている。比較的最近造られたものもある。 

そのうち野忽那診療所が現れた。医者は常駐していない。診療所に中島の市立病院から

医師が来るのは火曜日と金曜日の週２回だけだ。 

待合所であった女性が島に嫁いできた当時は、集落内に銭湯があったそうだ。20 年ほど

前に閉鎖された。銭湯は都会のものと思われがちだが、人口が密集する漁村や島にはかつ

て銭湯があったところが多い。特に島は水が十分でなかったので、各家庭で風呂をもつこ

とができなかったからだ。この野忽那島のその一つといえる。 

 島は静まり返っている。集落の中で人を見かけない。やっと、お寺とおぼしき場所で、

２人の女性を見つけた。すでに高齢になった女性が老婆の腰に数珠をこすりつけている。

お寺の数珠を患部にあてて擦るとよくなるのだそうだ。この寺は砂子寺という。住職は本

島の中島にいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

砂子寺で老婆に数珠を当てる人（左）、道端に置かれた石仏（右） 

島で唯一の商店があった。タバコと酒を置いている。家のところどころに家庭菜園があ

り、僅かばかりの野菜がつくられていた。 

隣の睦月島には長屋門の家が多かったが、この野忽那島にはほとんど見られない。家も

空き家になっているところが多いようだ。ただ、壁や屋根が壊れ、廃屋になっているとこ

ろはなかった。松山市に近いためか、実際に家に住んでいないが、別荘がわりに家を維持

している人も多いという。 
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中島漁協野忽那支所 

集落のはずれの浜側に中島漁協野忽那支所がある。平成 23年１月に睦月漁協と野忽那漁

協の両漁協が中島漁協に吸収合併されたため、野忽那支所になった。この支所は簡易郵便

局も兼ねている。 

当日は土曜日だったのであいにく事務所は閉まっていた。ここに女性の職員が１名配置

され、組合員は正：15人、准：25人の合計 40人である。 

2008年漁業センサス時の経営体数は 18、漁業就業者は 26人（うち女５人）であったが、

実際はさらに減少しているようだ。この当時の主な漁業種類別の経営体数は刺網３、一本

釣 11、潜水器２、採貝・採藻１、その他漁業１であったが、すでに５年を経過しているの

で、実際の漁船勢力はさらに減少している。 

古川さんの話では、タチウオ釣が２隻、漕ぎ釣が２隻、建網１隻で、これ以外は船外機

でメバルやタイを釣る一本釣漁業がメインだという。建網は島で最年少の 40歳代の漁師が

営んでいる。そして、実際に漁業で飯を食っているのは数人とのことだ。 

漁港に係留されている漁船の数をカウントした。時化が続いたので野忽那島に所属する

漁船は全て係留されているものと考えられる。装備から見てタチウオ釣とわかる漁船が２

隻、その他の動力船が４隻で、残りは船外機で、全部で 12隻係留されていた。これに古く

なって恐らく使われていないと思われる漁船が５隻あった。 

タチウオ釣は広島県の豊島から伝わったようで、約 70本の針を使う。しかし、近年タチ

ウオの資源が減少しており、燃油との関係から最近はほとんど出漁していないという。タ

イの漕ぎ釣りは針が２本で、餌にイカナゴやタコの疑似餌を使用する。マダイ以外にスズ

キ、ヒラメ、ハマチ等が獲れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中島漁協野忽那支所の事務所と漁港内に係留されている漁船 

漁獲物は、以前は四国本土の北条まで出荷していたようだが、最近は漁の少ないため、

睦月島の仲買業者（睦月島の稿で紹介したショウノシ）のところに出荷している。ちなみ

に睦月島の仲買業者は松山の朝市で販売しているようだ。 

 明治時代まで、野忽那島の主な収入源は漁業であった。その後、睦月島と同様、大正期

から昭和初期、戦争をはさんで高度経済成長期までは島の経済は行商に大きく依存した。

行商が時代変化のなかで衰退すると、古川さんの例が示すように、再び漁業に回帰するこ

とになる。古川さんが漁業に戻った頃、島には 50隻ほどの漁船がいたという。1980年代ま

では魚価の上昇によって漁業は島の重要な収入源になるが、1990 年代後半からの魚価安と
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燃油価格の上昇等による漁業経費の増大によって、漁業経営は再び厳しさを増し、後継者

の参入がないままに、島の高齢化と過疎化が進んで現在に至っている。 

 

荒廃する農地 

 漁協事務所から船たまりを経て、島の西側に向かう。集落のはずれに別荘があり、大き

なクルーザーが陸置きされていた。何でも松山市に本社のある大野開発という産廃処理の

会社が保有しているらしい。 

 西海岸に抜ける通り道の脇に柑橘類の果樹園とソラマメの畑があった。風が強いため周

囲をマサキの垣根で囲い、防風対策が施している。土壌は砂地だった。農地はこの一角と

集落の裏手にある。ない、島の南側にあるオイラン山（標高 96ｍ）周辺は自然植生が維持

され、農地としては使われていない。 

野忽那島も隣の睦月島と同様、昭和 30年代まで反物や衣類の行商で外貨を稼ぎ、その稼

ぎをもとにミカン畑を開墾した人もいた。しかし、野忽那島は睦月島にくらべると、土地

少ないため、土地を保有しない人も多かった。このため睦月島のようにミカン栽培はそれ

ほど発展することはなかったが、それでもミカン栽培に取り組む農家もいた。一時期は 10

戸ほどがミカンを栽培していたが、年々減少し、現在では４～５戸だけになっている。こ

のため、耕作放棄された農地も目立つ。 

 

ソラマメと柑橘類の畑 

 

万里の長城 

すぐに西海岸に出た。海岸沿いには舗装された道路が整備されていて、下栗崎という岬

を回り、南海岸の先端にある牛ヶ口鼻まで続くようだ。 

海岸には消波ブロックが積まれ、１ｍほどの防波堤が連なっている。浜に下りる入口が

ところどころにあるが、そこには板がはめこまれ、「イノシシ侵入防止のため、開けっ放し

にしないで下さい。地区総代」と書かれていた。すでに目の前の睦月島はイノシシがはび

こって農作物への被害やがけ崩れなどを引き起こしているので、野忽那島にはイノシシを

入れないように努めているようだ。実際、砂浜や消波ブロックから防波堤を飛び越えて島

に入るのは難しい。入口さえ防御すれば、イノシシの侵入は間違いなく防止できる。この

延々と続く防波堤はいわば万里の長城のようだ。 

道の山側はすぐに崖が迫る。道路沿いには農地はまったくないので、何のための道路な
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のかわからない。しかし、イノシシ侵入防止の万里の長城と考えれば先見の明があったこ

とになるだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イノシシの侵入防止のための柵と島を一周する防波堤 

海岸の道をどんどん南下し、下栗崎を回った先でＵターンした。13時 28分になっていた。 

集落に戻り、少し時間があったので、集落の裏手に回った。集落の裏にはミカン畑があ

るが、一部は荒れている。通りかかった女性は「後継者おらんけな」と嘆いていた。 

島の東海岸はヌカバ浜といい、砂浜が広がっている。海岸へのアクセスは整備されてい

るので恐らく夏季は海水浴場になるのだろう。また、浜の近くには「丸山古墳」と呼ぶ小

山がある。松山市指定の史跡になっているが、これまでに古墳の調査は行われていないの

で詳細はわからない。 

集落裏から少し登ったあたりに溜池があった。水がない島では溜池をつくって農業用の

水を確保した。フェリーの時間が迫ってきたので、足早に待合所に引き返した。 

 

 この日のうちに自宅に戻る予定だったので、14時 31分のフェリーに乗った。野忽那島の

滞在時間は３時間強と少なかった。 

松山市駅から松山空港に行くと、飛行機は飛んでいない。関東地方大雪のためこの日の

羽田行は全便欠航であった。欠航がわかっていれば最終便のフェリーで帰ればよかった。

滞在時間は倍になったはずだ。事前に情報を収集しておかなかったのが悔やまれる。 

再び松山市内に戻り、ホテルを探した。足止めを食らった人が多かったためかホテル探

しに苦労した。ようやく全日空ホテルに辿りついた。この１週間、冬型の気圧配置が続き

漁業はすべてストップしているので、美味い魚は喰えそうもない。薬局で紹介してもらっ

た「イタリア軒」という洋食屋で夕食を食べた。 

 


