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2609   離島覚書（愛媛県・釣島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

釣島は山のてっぺんまでミカン畑が続いている 

 

平成 26年２月 16日 

フェリーと釣り人 

 昨日の松山からの羽田便は、関東地方大雪のため全便欠航した。松山で足止めを食らっ

たので、みたび高浜港へ。９時 25分発の東船フェリー「じんわ」に乗る。フェリーは三津

浜が始発で、高浜港からは 30 人が乗船した。料金は 500 円。東船フェリーは釣島を経て、

中島の神
こうの

浦
うら

港、怒
ぬ

和
わ

島、津和地島を経由して二神島で折り返す。乗船して 25分で釣
つる

島
しま

に着

いた。 

 釣島で私を含めて 21人が下船した。日曜日とあって、あるいは久しぶりに風が和らいだ

せいもあるのだろう、このうちの 16 人が竿とクーラーボックスを抱えた釣り人であった。

中にはオートバイにまたがる釣り人が５～６人もいる。釣島というだけあって、釣り客が

多い。 

 しかし、このように釣島に釣り客がくるようになったのはつい最近のことである。 

興
こ

居
ご

島の北浦と松山の三津の間に定期船が運航を開始したのが 1963年のことである。こ

の定期船が釣島を経由した。しかし、10 年あまりで採算の悪化から中止となった。その後

興居島の鷲ケ巣との間で不定期船が通っていた。高浜からのフェリーが釣島に寄るように

なったのは 1994年からのことで、島民の悲願が実現した。それまでは、高浜を出たフェリ

ーは釣島には寄らずにまっすぐ怒和島に向かっていたのである。島外の人は島に来ること

はできなかったし、島の人たちは自分の船で松山まで行かなければならなかった。フェリ

ーが停まるようになって、島の高齢者は松山の病院に日帰りで通院できるようになり、大

変喜んだという。 

 当初、日に１便だったフェリーはその後２便に増便され、島に朝来て、午後に帰ること

が可能となった。釣島は港の中で魚が釣れるため、手軽な釣りを楽しむ人が来るようにな
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り、多い時には 30人にもなるらしい。 

フェリーで来た釣り人のうち、１人だけは漁港周辺から離れて海岸から投げ釣りをして

いたが、残りの 15人は漁港の周りで糸を垂れていた。クーラーボックスをのぞくと、型の

いいアジ、マサバが入っている。オキアミを餌にしたサビキ釣りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

釣島漁港で釣りをする人たち 

 

休漁状態のタコツボ漁 

 フェリーを降りて待合室に入り、切符の販売や荷物の受け渡しをしている女性に島の様

子を聞いた。漁業の話を聞きたいと言ったら、すぐに携帯電話をかけて誰かと話している。

４～５分して石本幹郎（65）さんが現れた。釣島の漁師は松山市漁協釣島地区に所属して

おり、石本さんは松山市漁協の理事で、密漁者対策協議会副会長も務めている。島には漁

協の事務所は置かれていないので、待合室で立ち話をした。 

 釣島の世帯数は現在 18 戸である。このうちの 17 人が正組合員になっている。もともと

農業を営むかたわら漁業に従事していた。半農半漁だが、農にウエイトがあった。 

 島のガイドをみると、どれにもタコの島と書いてある。タコツボ漁はツボを海底に設置

して、２日にいっぺん揚げに行けばいい。したがって、農業の合間に仕事ができることか

ら農業兼業にはもってこいの漁業なのだ。だから釣島の人たちはタコツボ漁を中心に営ん

でいた。そして、島の周りは潮の流れが激しいので、美味いタコが獲れた。兵庫県の明石

ダコも明石海峡の潮の流れにもまれて味がいいが、タコは潮の流れが影響するのだろう。 

 しかし、３年ほど前からタコはばったりと獲れなくなってしまった。なぜかわからない。

忽那諸島のどこでも同じ話を聞いたので、この近辺からはタコはほとんど姿を消している

ようだ。タコの資源が多かった時代はタコツボ漁を営む人が７隻あったが、現在は操業を

中止している。釣島でタコツボ漁がさかんであった頃のことを紹介しておこう。 

釣島のタコツボ漁の漁期は４月～９月 20日まで。秋口にはタコが産卵期に入るので、産

卵前にタコツボは引き上げた。秋以降はミカンの作業が忙しくなり、年度の後半は農作業

が中心となるからだ。おまけに冬季は時化が続くので、タコツボを入れても 10日に１回程

度しか出られない。しかも海の上は寒いので無理をすることはないという理由だ。 

 タコツボは１本の延縄に 150～200個、場合によっては 250個ついている。この延縄を５

～６本設置していた。したがって、タコツボの数は通常 1,000 個になる。漁場は島の周囲

で、各個人ごとにタコツボを設置する場所が決められている。以前は抽選で決めていたが
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その後同じ場所で操業できるようになり、新しく参加する人は既存業者の沖にタコツボを

設置する慣わしになっていた。石本さんの話ではタコはきれい好きなのだという。真新し

いツボほどよく入るらしい。 

タコツボは底曳網に引っ掛けられる恐れがあるため、２日に１回あげたそうだ。延縄１

本は 20万円もするので、底曳網にひっかけられると大損をすることになるからだ。 

現在、島のメインの漁業となっているのは採藻である。組合員のうち７～８戸がたずさ

わっている。ヒジキとテングサを採取する。ヒジキの漁期は２～４月、テングサは５月～

７月末。ヒジキは炊いてから干して出荷する。テングサは水に晒して脱色し、干して出荷

する。加工すれば、単価がアップするためだ。生を乾燥させただけのヒジキはふりかけの

原料になり、単価は安い。 

この他に刺網を営む組合員が３戸である。刺網の漁場は島の周囲で、メバル、ホゴ（カ

サゴ）、タイなどの磯魚を漁獲対象としている。農業が優先のため、一本釣漁業は営まれて

いない。現在は、油が高い、魚が少ない、価格が安い、のトリプルパンチを受けた状態で

漁業は儲からず、農業が中心となっているとのことだ。 

港には漁船８隻、船外機 17隻、農船が３隻係留されていた。農船は興居島での農作業に

使うもので世帯数分の隻数があるはずだが、当日は興居島に出かけていて数が少なかった。 

 対岸の興居島から移住してきた当初は今のようにミカン栽培は行われていなかったので、

漁業が中心であったはずだ。島の周辺は潮流が速く、タイやタコの資源が多かった。かつ

ては釣島の漁師は北条方面や由利島などにもでかけていたという。漁業をしながら、合間

をみて土地を開墾したのだろう。戦後この周辺がミカン産地に変貌するなかで、釣島は農

業にシフトしていったと思われる。 

 石本さんは、３月８日に灯台で防火訓練がありそのための打合せがあるので、「これで失

礼する」といって家に戻った。 

 

釣島の漁船は船外機が中心で数も少ない、今は使われていないタコツボが整然と並べられている 

 

小学校閉校と人口流出 

バックパックは松山市駅のコインロッカーに預けてきたので、ノートと関連資料を入れ

た手さげ袋を提げて島の頂をめざすことした。 

釣島の面積は 0.36km2、周囲 2.9kmで、広義の意味での忽那諸島（松山市内の９島）の中

で最も小さい島である。ちょうど細長い饅頭を半分に切ってひっくり返したような形をし
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ており、平地は港の背後に形成された集落の周りを除いては皆無である。島の中央の標高

は 150ｍである。集落は島の北側に形成されている。 

釣島は興居島の鷲の巣地区からわずか２㎞の西方に位置している。藩政時代は松山藩の

馬の放牧場で、番人が往来していた程度であったが、元治元年（1864）年に興居島の由良

から小林利松が７人組の組頭として移住したのが始まりである。７人のうち２人は興居島

に帰ったが、残った５人が核となって今日に至っている。開島以来ちょうど 150 年目に当

たる。 

 1985年の国勢調査時点の釣島の人口は 121人、世帯数は 24戸であったが、その後減少、

住民基本台帳上は 23戸 63人となっている。しかし、実際に島に住んでいる人は 18戸で 50

人を下回っているとのことだ。 

集落の中に入ると、興居島小学校釣島分校があった。現在は休校となっているが、２年

前は６人の児童がいた。島の人口が急減したのは小学校が２年前に休校になったことが大

きく影響している。釣島の小学校は大正２（1913）年に興居島村立由良尋常小学校釣島分

校としてスタートした。1948年には中学校が併設されたが、生徒数の減少により 1951年に

中学校は閉校、戦後のピーク時（1965 年）に 23 人いた児童数はその後減少し、小学校は

100年目に当たる 2012年に歴史の幕を閉じた。 

６人の子供たちは興居島の小学校に転校した。そして若い親も一緒に島を出て行ったの

で、島の人口は一挙に 10人以上も減ってしまったという。もともと釣島でミカンを栽培し

ているので、転居した人たちも興居島から農船で通いながら農作業に従事している。 

小学校の脇には教員の宿舎はそのまま残っている。昭和 58 年４月に建てられた開校 70

年の石碑。また、「強い心」と書かれた石碑が学校の敷地内に置かれていた。島には平地が

なかったので、学校のグランドは池を埋め立てて造成したようだ。 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

釣島分校の校門（左）、釣島分校のグラウンド（右） 

 

水事情と海水淡水化 

 海岸の道路に出て、伊予柑の出荷作業をしている女性と立ち話をしたら、大きな伊予柑

を３つもくれた。息子は島を出ており、高校生になる孫が最近農作業を手伝いに来るよう

になったとのこと。もらった伊予柑を手提げ袋に入れて、坂を登った。坂の途中に海水淡

水化プラントが置かれていた。 

 釣島はもともと東、中、西に３つの井戸があった。東の井戸水は美味しかったが、中、
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西は塩分が混ざっていた。塩分の混ざっている水は飲用には適さないため水の絶対量が不

足していたのである。その後、興居島から船で水を運び、港にあるタンクに貯めて山の上

に圧送、自然流下させる簡易水道を整備された。現在でも港の脇に船で運んできた水を溜

めるタンクが置かれている。1990年のことである。 

 しかし、船が欠航になれば、水は厳しい状態の置かれることになり、不安定な水供給の

時代が続いたのである。この水事情を克服するため、2002 年４月に海水淡水化プラントが

設置されて淡水の供給が開始された。海水淡水化プラントは逆浸透膜で日産 30㎥の造水能

力がある。このプラントの運用開始によって島の人たちは水問題から解放された。 

 水は人が生きていくだけではなく、島の唯一の産業である柑橘類の栽培にも不可欠であ

る。もともと天水に依存していたが、雨が降らなければ段々畑は大変なことになる。現在

は島の南の海際に大きな円形のタンクが３基おかれ、島に降った水をこのタンクに貯めて

おき、島のてっぺんに整備した貯水タンクに動力を使って送水し、このタンクから各ミカ

ン畑に供給する仕組みができている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

灯台に登る途中にある海水淡水化プラントと島の最高点にある農業用の給水タンク 

 

釣島海峡と灯台 

 中島、睦月島、野忽那島と釣島、興居島の間は九州と大阪を結ぶ重要な航路になってい

て、頻繁に大型貨物船が行きかっている。この水道を釣島海峡とよぶ。昔から航路として

釣島は重要な位置を占めていたのだ。淡水化プラントからヘアピンカーブを登って行った

先に釣島灯台と官舎があった。 

元治元（1864）年、英・仏・蘭・米による馬関攻撃の後、慶応２（1866）年、幕府は前

記４カ国と江戸条約（改税約書）を締結するが、このとき観音崎など８カ所に洋式灯台を、

函館など２ヶ所に灯明船を設置することが義務付けられた。明治新政府はこれを継承する。 

明治元（1868）年６月には、さらに天保山ほか８カ所の設置が追加された。釣島灯台は

早くもその予定地に指定されている。灯台が西洋文明輸入のトップであったこととともに、

この水路が内海交通の要所であったことがよくわかる。 

釣島灯台の建設工事は明治４（1871）年９月に測量が開始されるが、この設計監督に当

たったのは英国人技師Ｒ・ヘンリー・ブラントンであった。連日 300人を超える近辺の人々

が労務に従事し、石材は山口県の徳山や広島県・倉橋島から、木材は郡中から運ばれたが、

発光主要機器、躯体のドーム・サッシなどははるばる英国本国から輸入されたもので、現
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在も機軸の一面には明治５（1872）年の年号入りの商標プレートが残っている。 

灯台の建物は石造、建築面積 53平方メートル、中心の円形３階建の灯塔上にドームを架

け、最上部の発光窓は三角形組み合わせサッシにガラスをはめ込む。灯塔の片側には半円

平家陸屋根の付属質（倉庫）が加えられる。これと同形の灯台が備讃瀬戸の鍋島灯台など

数ヶ所に建設せられているが、これは７つの海を支配した大英帝国がこのころすでに灯台

建物の規格生産の態勢にあったことを物語るものである。当初の照明機構は、石油三重芯

灯器、不動白色で、初代灯台長は英国人のハレスが務めた。松山市史によると、明治６（1873）

年６月、この灯台は初点したが、瀬戸内海における建設順位は８番目にランクされている

そうだ。 

付属建物として灯台職員用の官舎と倉庫がある。官舎は花崗岩でつくられ、寄棟づくり

の瓦葺き平屋建てで、面積は約 170 ㎡。窓には輸入ガラス、室内には暖炉も設けられ、ベ

ッドや様式家具も当初置かれていたと、松山市教育委員会の案内板に書かれていた。この

灯台の官舎は 1963年の無人化にともなって使われなくなった。官舎は年３回一般公開され

るが、あいにく中を見ることができなかった。 

 

釣島灯台と石造りの官舎 

 

柑橘栽培の篤農家  

釣島はミカンの島である。島全体がミカン畑になっている。そして、この島で感心させ

られるのは耕作放棄の面積が少なく、果樹畑の手入れがよく行き届いていることである。

他の忽那諸島では荒廃した農地が多いのに対し、釣島は光輝いて見える。 

頂上をめざして登っていくと、ミカン畑が連なっている。農道が整備され、運搬用のモ

ノレールもいたるところにある。途中でレモンの剪定作業をしていた篤農家に会った。 

篤農家の老人は柑橘栽培一筋で 74 歳になる。「先祖が開発した土地を荒らすわけにはい

かない」「畑を荒らしたら、人としてのプライドがゆるさない」と誇り高い。現在、島に残

っている人の平均年齢は 70歳になるという。80歳過ぎた人でも毎日７時に起きて農作業を

している。年寄りが島の土地を守っていると強調されていた。島の人はこの人と考えが共

通しているのだろう。このことが、忽那諸島の中で釣島を際立たせている。畑は 1 年ほっ

たらかしにしたら蔓で覆われるとのことだ。 

島の果樹畑の面積は 20ha弱。島の面積の半分以上を占めている。加えて、隣の興居島に

も農地を持っていて、これを合わせると 40haほどになるそうだ。農家戸数は島の世帯数と
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同じ 18戸、１戸あたりの栽培面積は２ha強になる。島の若い人は、興居島に出て農地を購

入して栽培面積を拡大し、積極的に農業を担っているという。この篤農家も島とは別に興

居島に２haの農地を保有している。 

島で栽培されている柑橘類は、伊予柑を中心に、セトカ、マドンナ、カラマンダリンな

どの新品種、さらにレモンもつくられている。収穫物はエヒメ中央農協に出荷しており、

島に農協の支所があった。 

平均農業粗収入は 1,000 万円を下らないという。そして、漁業に比べ、農業収入の方が

確実で、しかも自分の努力が報われると話していた。小学校が休校になったため、今年も

３戸が島を出て興居島に移ったが、島のおじい、おばあの仕事を手伝いに来てくれること

が老人を元気づけ、島の農地が荒れていない理由なのかもしれない。 

そういえば、集落から山への上り口に、朝日農業賞の受賞を記念した「温泉青果釣島か

んきつ生産部」と書かれた石碑があった。島の農業は伝統的に熱心なのはこうして島民の

歴史が支えているのだろう。 

平地がないから、釣島のミカン畑は全て段々畑である。畑の周囲には槇の木が防風用の

垣根として植えられている。やがて、島で最も高い場所に立った。島のほぼ中央部にあた

る。この頂上には大きなタンクが置かれ、ここから島中のミカン畑に水が送られている。

タンクの水は、島に降った雨水をためておくタンクが３基、島の南東側にあり、ここから

頂上まで圧送し、ここから自然流下で供給されている。 

ちょうど、昼食時になった。昨日までの季節風はやみ穏やかな日和になったので、段々

畑に出て、忽那諸島を眺めながら昼食の巻き寿司を食べた。食後に、集落でいただいた大

きな伊予柑をほお張る。 

ところで、忽那諸島のどこでもイノシシの被害を受けていたが、この釣島にはイノシシ

は生息していない。５年前にイノシシが島に侵入したが、逃げて行ったのだそうだ。理由

はわからない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

釣島のミカン畑 

 

周回道路 

 島のてっぺんから島の南側に下った。坂の途中には伊予柑の収穫用コンテナがところど

ころに積まれている。やがて海岸の道路にでた。右折すると、島を一周できるようだが、

途中から立入禁止になっていた。道路を左折して海岸道路を漁港に向けて進む。目の前に
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は海峡をはさんで興居島が横たわっている。 

海岸の脇に例の雨水を貯める水槽が３基置かれていた。ボルトで留めた簡易的な水槽で

あった。海岸には大きな石や岩が転がり、砂浜はない。五十鈴神社という粗末な社を過ぎ

ると壊れた鉄骨の建物が現れた。古いベルトコンベアーやホッパーがそのまま放置されて

いた。釣島にはかつて石切り場があったというから、その残骸に違いない。ところで石切

り場の土地は中島の人が所有していた。釣島の土地は畑や自宅は島民の個人所有であった

が、山は中島の人の所有地だったのである。40 年ほど前に中島の地主から島民が買い取っ

たらしい。 

漁港に戻った。港では朝到着した釣り客が釣りに熱中している。農協の選果場には伊予

柑が出荷を待っていた。再び集落に入る。忽那諸島の特徴である長屋門の家は全く見られ

なかった。集落の裏では家庭菜園が細々と営まれていた。ブロッコリー、カブ、タマネギ、

キャベツなどが植えられている。この集落で犬を始めてみた。島には猫が多いが、犬は少

ない。 

集落のはずれから島の西側にも道路が続いている。地図には載っていないが、どうやら

島を一周できる道が整備されているようだ。道路の山側は崖で、海側は岩礁海岸が連なり

岩上にはフノリがたくさん付着していた。崖から落石の危険があるためだろう、途中でや

はり通行止めになった。立入禁止を無視して島を一周してもよかったが、帰りのフェリー

に間に合いそうもないので断念、再び集落に引き返した。集落の背後の小高いところには

海に向かって墓石が建っていた。 

漁港には本土に戻る人が集まっていた。その中の１人に高校生がいた。日曜日なので手

伝いに来たその孫を送りに祖母が来た。伊予柑をくれた人だ。釣り人が話しかけてきた。

テレビの「ダッシュ村」は釣島の西にある由利島のことだと教えてくれた。由利島はかつ

て釣島の属島であった。 

15時 47分のフェリーで高浜に戻る。釣島で 17人が乗船した。朝のフェリーで来た釣り

人のうち６人はそのまま残った。夜釣りをして、翌日帰るらしい。島には宿泊施設がない

のでテントを持参している。 

松山県立図書館で忽那諸島に関する文献をコピー。最終便で帰路についた。首都圏が久

しぶりの大雪に見舞われたため、忽那諸島の旅は１週間に及んだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島を一周する道路 


