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2611 離島覚書（愛媛県・安居
あ い

島
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平成 26年４月 30日 

連絡船・あいほく 

松山駅からＪＲ四国の予讃線に乗り、伊予北条駅へ。大勢の大学生とおぼしき一団が下

車した。少し時間があったので、松山市役所北条支所まで出かけ、安居島に関する情報を

収集する。 

安居島はもともと北条市に属していたが、平成 13（2005）年に北条市が中島町とともに

松山市に編入されたため、現在は松山市に属する。合併によって松山市の有人離島は一挙

に９島になった（観光地であるが人の住んでいない鹿島を除く）。 

北条市は、合併以前に「北條市誌」（昭和 56 年３月 27 日発行、北条市誌編集委員会編、

北条市誌編纂会発行）を編纂しており、古びてバラバラになりかけた本誌を閲覧させても

らい、安居島に関する部分をカメラで撮影した。 

安居島の面積は 0.26 ㎞ 2、松山市内の有人離島９島の中では最も小さい。周囲は 3.5 ㎞

しかない。北条港の北西 13.5㎞の斎灘に孤立して浮かんでいる。 

安居島への連絡船は北条港から出る。支所から徒歩で約 10分。連絡船は１日１往復のみ

で、水曜日だけ２往復になる。島には宿泊施設がないので、安居島を訪ねることができる

のは、１日で往復が可能な水曜日に限定されることになる。水曜日以外は、朝、安居島を

出発した連絡船は北条港に入港後、そのまま夕方まで待機し、再び安居島に戻る。定期船

の船長と機関長は島に住んでいるため、安居島が連絡船の拠点となっているためだ。後述

するように島には小中学校がないので、児童・生徒はこの船で毎日通学している。 

連絡船「あいほく」（最大搭載人員 68 人）は新喜峰という会社が運航しており、35 分を

要する。11 時の連絡船に乗った。同乗者は５名。離島の旅を続けている大阪から来た三原
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さん、エアコンを取り付けにきた業者２人、草むしりで島に戻った大内さんのおばあさん

ともう一人は島の関係者とおぼしき男性である。大内さんは最初に安居島に移住した人の

祖先である。エアコンが積み込まれ、船は定刻に出発した。 

 島に食堂も商店はない。したがって松山駅で「醤油めし」なる握り飯を購入してきた。

ただ、自動販売機が 1 台だけあるというので、飲み物は買わずに乗船。船を降りると、三

原さんが話しかけてきた。日本の離島を旅している同好の志で、沖縄の島はすべて踏破、

伊豆七島のうち御蔵島、トカラ列島は未踏破だといっていた。港の前のベンチに腰掛けて

少し話した後、三原さんは先に歩きだした。私は島で唯一の自動販売機まで行き、お茶を

購入して、少し早い昼食を食べた。 

 島には、診療所、郵便局、漁協事務所、駐在所、寺などなにもない。人の住まない家が

そのまま残されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北条港で荷物を積み込むあいほく（左）と安居島漁港に停泊中のあいほく（右） 

 

天満神社と姫坂神社 

安居島は東西に細長く、集落は南側の海岸沿いに形成されている。集落の中ほどに天満

神社がある。地元の人は「おてにえ様」と呼んでいるそうだ。石製の鳥居は大正 12年に建

てられたものだ。寄付者の中に村上節太郎の文字。村上節太郎は愛媛大学の教授を務めた

民族学者で離島の生活文化に関する貴重な記録を残している。ただ、明治 42年生まれであ

ることから、同姓同名の別人だろう。 

鳥居の脇には魚霊塔、神社の階段を登る途中に安居島電気開通記念の碑が建つ。島に海

底ケーブルにより電気がもたらされたのは昭和 45年のことであった。 

社の前に、古びたジャングルジムが放置されていた。この神社の脇には小学校があった。

安居島小学校は北条小学校の分校として明治８年に創立され、明治 41年に天満神社の西側

に新築移転した。昭和 24～25年頃は児童数が 100人を超えた時代もあったが、児童数の減

少とともに 100 年以上続いた島の小学校は昭和 58（1983）年に廃校となった。島民は火事

が起こるのを危惧して校舎を撤去、今は自然林に戻っている。神社の裏手には安居島中学

校もあった。昭和 22年に設立されたのち、昭和 40年には本土の北温中学校へ統合された。 

中学校の跡地は現在簡易水道のタンクが置かれている。島ではもともと井戸水を使って

いた。しかし、水量は十分ではなく、おまけに少し塩分が混ざっていた。現在は、連絡船

が本土から水を運んできて、中学校跡地のタンクに圧送して貯水、ここから自然流下で集
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落に水を供給している。この簡易水道が整備されたのはじつに平成７（2005）年のことで

ある。 

天満神社のすぐ西に姫坂神社がある。神社の下で忽那さんが草むしりをしていた。昭和

８年生まれの 83歳になるおばあさん。20年前に本土側の北条から出身地の安居島に戻った。

北条では鋼船を所有し、内海航路の船会社を経営していた。船長と機関長は日本人であっ

たが、それ以外はフィリピン人を使っていたという。忽那水軍の末裔でその血筋を誇りに

していた。この２月にご主人を亡くしている。 

忽那さんは島の実情を詳しく教えくれ、姫坂神社の由来についても話してくれた。姫坂

神社は女性の神様を祀っているのだそうだ。何でもたくさんの小判を積んだ女性と赤子が

乗った小船から漁師が小判を奪い、女性と赤子を乗せた船はやがて安居島に流れ着いたそ

うだ。島の人は手厚く介抱したが亡くなったため、島の氏神として祭ったらしい。 

 

天満神社の鳥居（左）と姫坂神社の鳥居（右） 

 

島の始祖・大内金左衛門 

 安居島は 200 年ほど前までは無人島で、周囲が好漁場であったことから漁場争いが絶え

なかった。松山藩の領地となってからは、「安んじて居をなすようになったので安居島と書

くようになった」と北条市史に書いてある。 

文化 13（1816）年に風早郡の代官であった広橋太助が島の開拓に着手し、翌 14年浅海（あ

さなみ）村の大内金左衛門が移住し、開発に取り組んだ。この大内金左衛門の碑が島の海

岸道路の東はずれに建っている。大内家の４代目大内平太郎、大内銀次の２名が明治 44

（1911）年３月に建てたものだ。この碑は移住して約 100 年後、そしてこの碑ができてま

た 100年が経った。 

安居島漁港（第１種）の前には安居島漁港災害復旧竣工記念の碑が建っている。平成６

年７月に漁民一同による碑文には「安居島漁港は文政３年（1820）に松山藩広橋代官によ

り石積防波堤が築造されたものである。平成３年９月 27 日台風 19 号の強烈な風波により

殆ど崩壊し港としての価値を失ったものであるが、関係当局の格別な配慮と地元民の災害

復旧に対する熱意により総工費２億３百万円の巨費を投じて平成４年９月完成を見た。こ

こに港の防波堤竣工の喜びを記念し、地元民の永く郷土守護の象徴とする」と記されてい

た。しかし、後述するように安居島の漁師は３人になってしまった。 

さて、大内家の子孫はその後どうなっただろうか。連絡船の桟橋を降りた前の家が大内
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家である。連絡船の後部座席で盛んに島出身の男性と話していた人がここの住人であった。

昭和４年生まれというから、85歳になる。ご主人を 23年前に亡くし、それまでは島で「玉

芝」という民宿も経営していた。この民宿の建物は集落の中ほどに現存している。その後、

本土側の北条に住み、３カ月に１回程の頻度で、家に草むしりに来るのだそうだ。その草

むしりの日にたまたま一緒だったことになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島の始祖・大内金左衛門の碑（左）と安居島漁港に停泊する定期船・あいほく（右） 

 

 北条市史によれば、「安居島港は『伊予の地乗り』コースの風待ち、潮待ち港として繁栄

した。他国からの商品を買い取り、他国や近郷へ販売する中継的な問屋商人が現れるよう

になると港に入って来る船を相手に安政時代から遊女屋が置かれた。この遊女屋は、明治

以降も残り、明治・大正期にかけて『石炭船』が頻繁に出入りするようになると一層隆盛

を極めた。明治 11年頃の船の出入数は年間 3,500艘にものぼっている。しかし、近世にな

ると、船舶の発達によって次第に『沖乗り』のコースが多く利用され、昭和 10年頃には漁

村と化してしまった」と書かれている。 

 大内家の歩みも島の歴史そのものである。大内さんのおばあさんによれば、昔は機帆船

を所有し、石炭を九州の若松から大阪まで運搬していたそうだ。しかし、鋼船に切り替わ

ってから海運不況となり、島の人たちは次々に海運業から撤退したという。この島は漁師

よりも、商船の方が盛んであったという。 

その後イワシ網がさかんになり、イリコに加工して出荷していたようだ。島にはイワシ

網の網元が５軒ほどあったという。また、今では全く面影はないが、ミカンも栽培してい

て、美味しいミカンが採れたそうだ。しかし、イワシ網も駄目になり、その後、海水浴客

や魚を食べにくる顧客を相手に民宿を経営したが、やがて、顧客も遠ざかり、島は益々疲

弊してしまった 

。 

  

過疎と廃屋 

平成 22（2010）年の国勢調査では世帯数 11戸、人口 24人であった。その後、さらに減

少している。2014年３月末時点の住民基本台帳によると安居島の世帯数は 15戸、人口は男

12、女 13人の合計 25人であるが、実際に住んでいるのは 19人である。 

19人のうち、Ｉターンの２世帯が８人を占めていて、もともとの島民は 11人である。Ｉ
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ターンは後述する区長の佐伯さん夫妻と漁師と民宿を経営する岡崎さん夫妻と子供４人で

ある。岡崎さんのところは高校生１人、小学生２人、乳児１人で、高校生と小学生は定期

船で本土側に通勤している。 

平地がほとんどない安居島では、一部２列、３列のところもあるが島の家は海岸線に並

行に建てられている。したがって数えやすい。たいして時間もかからないから、島の家の

数を数えた。58 戸であった。このうち人が住んでいると思われる家は 10 戸ほどであった。

残りはすべて空き家であり、中には崩れ落ちそうな廃屋も多い。 

海運業がさかんであった明治末には島の人口は約 500 人となり、それ以後も漸増して昭

和初期には 600人、100戸に迫った。しかし、鉄鋼船の普及に伴い安居島の存在価値は低下、

島民の多くは本土側の北条市に転出していった。終戦直後は疎開により一時的に増加した

が、その後急激に減少、昭和 57年時点ですでに 31戸、61人に減少している。その後も人

口減少は止まらず、今では在来の島民は 11人になってしまったことはすでに述べたとおり

だ。Ｉターン者がいなければ、島の維持はほとんど困難な状況になっただろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放置されている廃屋 

 

佐伯区長 

海岸の道を東に進み、集落のはずれの狭い道を登った高台に大きなログハウスが建って

いる。住人は現在安居島の区長を務めている佐伯さん（74 歳）夫妻である。松山市から高

知県に向かう山の中の久万高原町の出身である。 

久万では親の代から建設業を経営していたが、55 歳で早々と現役を引退し、安居島に移

住して 20年が経つ。佐伯さんの敷地は旧海軍の探照燈が置かれていた場所だ。瀬戸を行き

かう船舶を監視していたところなので実に見晴らしがいい。戦後、この土地は民間に払い

下げられた。前の所有者が破産したため、抵当権として差し押さえられた物件を縁あって

佐伯さんが 34～35歳の時に購入しておいたものだという。 

忽那おばあさんの話では、当時、この場所には兵隊も住んでいて、このため戦時中は空

襲を受けたそうだ。敷地内には当時馬に水を飲ませるためにつくられたコンクリート水槽

がそのまま残されている。現在は、水槽にホテイアオイが植わっていた。 

ログハウスの木材は大分県の日田杉を取り寄せ、ケーブルで高台まで引き上げたという。

ログハウスの屋根には太陽光発電（６kw）が取り付けられていた。17～18 年前に導入した

というから日本に普及して間もないころのことだ。売電収入は月２万円になるらしい。 
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また、島は水が少ないことから雨水はタンクに貯めて、農作物に灌水している。家の周

りには栗、無花果、柑橘類、梅等々島で栽培可能なものは何でも揃っている。 

島の反対側には 1,500 坪の農地があり、野菜、芋類を栽培している。安居島の尾根伝い

に反対側まで歩いて 20分。ちょうどいい運動になるのだそうだ。まさに自給自足の生活で、

現金を支出する機会は少なく、年金が余ると笑っていた。 

佐伯さんのログハウスから裏山に登ると、島の尾根に沿って山道がある。一応踏み固め

られていて歩くのは容易だ。途中、大東亜戦争当時の島の戦没者を祀った慰霊塔、簡易水

道のタンク、島の礎を築いた代官広橋修の碑銘などがあった。裏山一帯は松林があったと

思われるが、恐らく松くい虫にやられたのだろう、枯れた松の大木が散見された。ただ、

新たに１ｍ以上に成長した松がたくさん見られたのでやがて昔のような松林に戻るにちが

いない。 

佐伯さんの農園を見ておきたいと思った。佐伯さんからは途中で草が茂っているところ

があると言われていたが、案の定道に迷い、連絡船の発着場に出てしまった。大内さんの

おばあさんに道を尋ねると観音堂の浦だという。途中で、大阪から来た三原さんにもあっ

た。彼はすでに佐伯さんの農園を見ていて場所を教えてくれた。 

観音堂では、忽那さんのおばあさんが太鼓をたたいていた。観音堂のそばには、俗名み

どりと書かれた粗末な石仏がおかれ、傍に杉板に「みどりの墓」とマジックで書かれた立

札が立っていた。江戸時代から明治にかけて商船の往来が活発になると商人目当ての遊女

も多数島にやって来て、明治 20 年ごろの最盛期には、島の遊女は 70～80 人に達し、オチ

ョロ船も５～６隻あったという。その遊女のひとり、みどりの墓だ。 

観音堂の脇に道を汐出ノ浜の方に降りて行くと、きれいに整備された佐伯さんの畑があ

った。段々畑できれいに草が刈られている。ジャガイモ、ソラマメ、タマネギ、ニンニク

が植えられていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐伯さんのログハウス（左）と島の西側にある農園（右） 

 

島の漁師三人衆 

安居島漁港には、船外機９隻、動力船５隻が係留されていた。しかし、実際に島で漁師

をしている人は３人しかいない。恐らく、本土側の北条に住んでいて、たまに島に釣りに

来る人たちの船が多いのだろう。 

島の漁師三人衆は、大堀さん、Ｉターンで漁師の修行中の岡崎さん、ベテラン一本釣漁
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師の井上三喜雄さん（89歳）の３人である。 

大堀さんは 50歳代で刺網を専門としている。漁場は島の周辺で、冬はメバル、ホゴ、夏

はカワハギ、オコゼ、マダイなどが獲れる。水温が上昇しているためか、魚は年々少なく

なっているらしい。 

 井上さんは一本釣を専門とし、岡崎さんは井上さんから釣りを習っている。今はヒジキ

のシーズンなので干潮時にヒジキを採る。ヒジキ以外の海藻はあまり採っていない。 

 ３人は北条市漁協に所属し、島には安居島支所なるものが一応はある。ただ、支所の事

務所はなく、集会所が支所の役割も果たしている。もちろん職員はいない。 

 漁獲物は北条市漁協の荷捌き場に出荷する。原則として活魚で出荷し、死んだものは冷

蔵庫に保存して出荷する。 

 「明治 20年頃から各地に遠洋漁業の気運が高まってきたが、本市でも安居島の漁民の中

から九州西方の東シナ海や朝鮮近海に出漁する者が出てきた。新編温泉郡誌によれば、大

正３年度には手繰綱釣配縄の漁船４隻・乗組員 16人のチームが、朝鮮蔚山沖に出かけ主と

してタイを獲っている。しかし、大正中期頃から遠洋漁業が中止され、『活魚』の運搬に従

事していた者は、本格的な船舶運送業に転じ姿を消した」と北条市史に書かれている。島

の主要産業は海運業となり、島の沿岸で細々と漁業が営まれてきたわけだ。昭和 48年の漁

業センサスによると、当時の漁業経営体は 40経営体、釣りと採草の経営体が多い。イリコ

の原料であるカタクチイワシを獲る船曳網の経営体は３経営体であった。 

ちょうどヒジキの時期に相当していた。島の周りにはヒジキが豊富で、体が動くものは

ヒジキ採りに従事し、多い時には 10人ほどになるらしい。採取したものを乾燥処理しなけ

ればいけないため、この時期には島の外から手伝いに来るようだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

刺網の手入れをする大堀さん（左）、ヒジキを刈りにでかける大堀さんと岡崎さん 

 

民宿おかざき 

 島の活力を支えているのは岡崎さん一家だ。島の東はずれに家を購入し、ご主人は漁師、

奥さんは民宿を営んでいる。実は島に泊まるべく前日予約の電話を入れたが、断られてい

た。 

海岸沿いの道を再び歩いていると、家の近くの小さな畑を耕している奥さんに一番下の

息子に会った。泊まるのを断られたといったが、特別、理由を言わなかったところをみる

と、一人客は面倒であったに違いない。 
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岡崎さん一家はトカラ列島の諏訪ノ瀬島に３年住み、三島村の竹島に１年いて、ご主人

の父親が亡くなったため、故郷の広島に戻ったそうだ。島がことの他好きなのだろう。再

び、島での生活を求めて探したところ、この安居島が気に入り、移住して５年目になる。

奥さんと話していると、沖をフルスピードで二人乗りの船外機が突っ走っていった。ご主

人と大堀さんがヒジキを刈りに出かけるところだという。今回の離島の旅ではどこでもヒ

ジキの収穫に遭遇したが、この伊予灘はヒジキが豊富なようだ。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

岡崎さんと末っ子（左）、右から２軒目が民宿おかざき、上のログハウスが佐伯さん宅 

  

15時 30分の船に乗った。三原さんも一緒で、彼は安居島に来る前、朝に早い時間に北条

港と眼と鼻の先にある鹿島に渡ってきたといって、鹿島のパンフレットをくれた。今から

でも遅くないという。北条港に着くと、民宿岡崎の３人の子供たちが帰りの船を待ってい

た。 

 


