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北側からみた興居島、一番高い山が興居島小富士 

 

平成 26年５月１日 

 興居島の面積は 8.47 ㎞ 2で、松山市内の有人離島９島の中では中島に次いで大きい。島

は南北に細長く、周囲は 27.7㎞である。本土側の高浜港から眼と鼻の先にあり、最も狭い

ところは本土と 800ｍしか離れていない。 

島で一番高いのは南側に位置する小富士山で、標高 282ｍである。興居島のシンボル的存

在で、松山出身の俳人・正岡子規はその美しさにひかれ、小富士を詠んだ句をつくってい

る。「鶏なくや 小富士の麓 桃の花」、「海晴れて 小富士に秋の 日くれたり」、「雪の間

に 小富士の風の 薫りけり」。 

松山駅の近くでレンタカーを借り、高浜港から８時 55分発のフェリーに乗った。高浜港

からは興居島の由良港と泊漁港の２カ所にフェリーが就航している。由良港までは約 15分、

泊港までは 10分だ。両航路ともに㈱ごごしまが運航している。切符は船の中で購入する。 

 興居島は昭和 29年に松山市に編入された。市内の９離島の中では最も古くから松山市に

所属している。島は由良、泊、門田の３つの町と、８つの地区で構成される。行政上は釣

島も興居島の一部となっており、釣島を含めると９地区になる。 

昭和 20年の島の人口は 6,848人であったが、それ以来一方的に減少してきた。2005年の

国勢調査では 1,566 人となり、当時の 1/4 になった。2014 年４月１日現在の住民基本台帳

によると、世帯数は 705戸、人口は 1,318人となっているが、実際に生活しているのは 1,200

人程らしい。 

 

由良 

 フェリーが発着する由良地区は島のほぼ中央に位置し、行政の中心である。由良地区の
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世帯数は 165 戸、人口は 304 人である。島内では泊地区に次いで人口が多い。港の近くに

は公民館と松山市役所興居島支所が併設されている。またＪＡえひめ中央由良支所とＡコ

ープがある。島の情報を得るべく、早速、興居島支所を訪ねた。興居島の地図や統計、文

献を見せてもらう。島が松山市に編入される前は温泉郡興居島村であったが、この当時村

史は編纂されておらず、興居島について書かれたものは興居島中学校がまとめたものが唯

一であった。昭和 60年に「ふるさと興居島」、平成 21年に「ふるさと興居島未来へ」がま

とめられており、一部をコピーしてもらった。 

島の基幹産業は果樹栽培である。2010 年の産業分類別就業者人口をみると、農業人口が

全就業者の実に 58.5％に及んでいる。これに対し、漁業は 4.3％であり、漁業就業者はわ

ずか 35人に過ぎない。 

興居島の果樹栽培は嘉永４（1853）年に北浦の山林を開墾して桃の苗木 500 本を植えた

のが始まりで、明治時代に様々な果樹栽培が導入された。平地が乏しい興居島では、山を

切り開いて果樹畑が作られたのである。栽培種は桃に始まり、梨、林檎、さらに枇杷、そ

して柑橘類へと発展してきた。上述した正岡子規の桃の花の句は桃づくりが盛んだった当

時の状況を物語っている。 

島を回った限りでは、現在は柑橘類が中心で、一部で枇杷、桃が栽培されている程度だ。

林檎、梨はすでに栽培されていない。柑橘類は大正５、６年頃に温州ミカンが導入され、

その後伊予柑が栽培されたが、現在ははれひめ、はるみ、デコポン、せとか、清見、紅ま

どんな、南津
な つ

美
み

、河内晩柑、水晶文旦、ポンカン、カラマンダリン、タロッコ、甘平、ネ

ーブル、キンカン、レモンなど極めて多種にわたっている。 

由良港には漁船８隻、船外機２隻（漁船のうち１隻は陸で修理中）が係留されていたが、

本職の漁師はわずかなようだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高浜港から興居島小富士を望む（左）、由良地区のＪＡ選果場とＡコープ 

 

門田
か ど た

 

由良の北側の集落が門田町門田である。海岸沿いに集落が形成され、背後は山の上まで

ミカン畑が連なっている。この地区の世帯数は 99戸、人口は 181人である。 

門田地区には、専門の漁師は 1 人、半農半漁の漁師が３人、年金暮らしでオカズとりの

漁師が７～８人ほどいる。集落の前には船溜まりが整備されていて、漁船 12隻、船外機８

隻が係留されていた。門田地区には漁港はないので地方港湾由良港の一角が漁船の船溜ま
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りとして使われている。 

船溜まりの背後の埋立地に松山市の移動図書館車が停まっていた。しかし、利用者は 1

人もいなかった。運転手と図書の事務職員は所在なさそうにしていた。この後、数地区で

この移動図書館車を見かけたが何れも利用者はいなかった。 

そのうち１隻の漁船が船溜まりに入ってきた。そして、何処からともなく陸から仲間が

現れて、漁船に近づいた。私も早速話を聞くべく竹製の桟橋を渡り、漁船のところまで行

った。どうやら年金漁師の１人で、ホゴ（カサゴ）を狙って釣りに出かけていたようだが、

釣果はなかったという。門田地区では釣りの他に刺網も行われているようだ。年金漁師は

魚が少ないと嘆いていた。最近の漁師は大潮も小潮もなく、海を休ませずに獲る「にわか

漁師」が増えて、獲り過ぎるのが原因だという。彼らの話では興居島で比較的漁業が盛ん

なのは門田の北の馬磯地区だという。その馬磯地区に向けて車を走らせた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海岸線に連なる門田の集落（左）と船溜まり（右） 

 

馬磯 

 馬磯地区は門田町に所属する最北端の集落である。世帯数は 35 戸、人口は 57 人で興居

島の中では最も人口が少ない。集落の前には馬磯漁港（第１種）が整備されていて、漁港

用地のコンクリート面には今がシーズンのヒジキが整然と干してある。漁港内には漁船 12

隻（うち１隻は陸置き）、船外機 10 隻（うち１隻は陸置き）が係留されており、漁師が１

人刺網をつくろっていた。 

馬磯地区は、専門の漁師が２人、残りはミカン栽培との半農半漁である。漁業は刺網を

基本的に営んでいるが、この地区の特徴は、船曳網が営まれていることにある。漁港には

「日乃出丸」と書かれた２隻に船曳網漁船が係留されていた。この船曳網でカタクチイワ

シを獲り、島内でチリメン、イリコが加工されている。漁港の隅に上田水産という看板が

かかった加工場があった。看板には「興居島特産・天日干しちりめん、煮干製造販売元」

とあり、さらに「小売いたします」と書いてある。早速、チリメンを買うべく、建物の中

に入った。しかし、工場内は静まり返っていた。奥に人影があり、夫婦が巨大な釜でヒジ

キ飯を作っているところであった。何でもヒジキ飯を近所に配るらしい。その量からして

馬磯地区の全戸に配るだけの量である。 

ヒジキ飯の具の最後に何やらカラカラに乾燥した油あげをちぎって釜の中に放り込んで

いる。こんな油あげは初めておめにかかった。果たしてうまいのだろうかと疑問が湧いた。
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後に松山市内の農産物直販店をのぞいたらこの油あげが売られていた。店の人に聞くと、

松山の伝統的な油あげでこの地の特産品であるという。江戸時代からつくられていたよう

で、豆腐をできるだけ薄くスライスし、圧縮して水分を除き、菜種油でカラカラに揚げた

ものだ。長期保存に耐えるらしい。土産に買って帰ろうとおもったが、荷物でつぶれて粉々

になりそうなのでやめた。 

ヒジキ飯を作っていたのは船曳網の船主だった。獲ったカタクチイワシをこの工場で加

工する。船曳網の漁期は７月中旬から９月いっぱいで、集落の人を中心に６人で操業する

そうだ。この時期は農業の端境期にあたり、半農半漁の経営には都合がいい。船曳網が始

まる７月 13 日には毎年チリメン祭り開催される。こんなわけで、チリメンの在庫はなく、

購入することはできなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

馬磯漁港（左）とチリメン加工場（右） 

 

北浦 

 馬磯漁港から背後の急坂を登り、峠に差し掛かると、門田地区農道竣工記念碑が建って

いた。馬磯から北浦に至る 2.3 ㎞の道は 1991 年から 2001 年にかけて整備された農道であ

る。それまでは島を一周できる道はなかったことになる。島の西側からは２月に訪れた忽

那諸島の島々が眺望できた。 

 北浦地区は由良町に属し、世帯数 46 戸、人口は 116 人である。世帯当たりの人口は 2.5

人なので、島の中の８つの集落の中では最も多い。 

 集落は海岸沿いに形成され、背後の山がミカンを中心とした段々畑になっている。集落

の中ほどに自動販売機が置かれていた。喉が渇いたので飲み物を購入。私より先に購入し

た女性に話しかけると、この北浦で漁師を専門としている人は１人だけだという。夫は 10

年前まで漁師をしていたが、75 歳で引退したそうだ。本人は百姓が性分に合わず、漁業一

筋で生計をたててきたとのこと。島の周りで刺網とカレイ類を対象としたスジ網を営み、

季節によっては野怱那島周辺にアジやサバを釣りに出かけたという。 

 集落の南端に北浦漁港（第１種）がある。大型のクルーザー１隻、漁船１隻、船外機 12

隻が係留されていた。クルーザーは松山の海事弁護士が所有していると船外機で刺網から

魚を外していた漁師が話していた。この漁師は、朝、網を揚げてきた。５月はオコゼが獲

れるらしい。手伝いをしていた丸坊主の青年は自衛隊員で代休消化のため叔父さんの家に

遊びに来ているところだった。何でも木更津の航空自衛隊の基地で勤務しているとのこと。
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この人はミカン栽培を主とする半農半漁だが、漁業のウエイトははるかに少ないという。

農作業のない時期に趣味程度に漁業をするだけで、漁業専業で生活するのは大変だと話し

ていた。 

 ちょうど南津美という品種が収穫してあったので、１箱分けてもらった。南津美はカラ

マンダリンとポンカンをかけあわせたもので、㎏あたり 200 円だった。７㎏なので 1,400

円。ところが着払いで支払った運賃は 1,450円だったので、運賃の方が高いことになった。 

 やがて、船外機がフルスピードで戻ってきた。ウエットスーツをつけている。刺網の漁

師が、「大きな声じゃゆえんが、盗人専門船じゃ」といった。漁港内の写真を撮っていたら

えらい剣幕で、「なんの写真を撮っている」と叫んだ。「旅のもので、離島を歩いている」

といったら、それ以上の追及はなかったが、やけに警戒している。恐らく北浦の唯一の専

門漁師がこの人なのだろう。ウエットスーツを着用しているところをみると、アワビか何

か禁漁期のものを獲っていたのかもしれない。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

北浦集落の全景（左）、刺網を揚げてきた半農半漁の漁師（右） 

 

船越 

 北浦から峠を越えて再び由良に戻り、東海岸を南下すると船越に至る。船越には、興居

島小学校と興居島中学校が設置されている。このうち小学校は 2009年に由良小学校と泊小

学校を統合して、新たにこの地に整備されたものである。 

 小中一貫校をめざしており、現在小学校は５学級、児童数は 33人、教職員は８人、中学

校は生徒数 26 人、教職員は 11 人である。高齢化が進む島にあって児童生徒数は減少の一

途を辿り、小中学校の維持が難しくなっている。このため、松山市内全域から児童生徒募

集に力を入れており、現在、小中学校それぞれ 12人の島外者が在籍している。 

 船越地区は泊町に所属し、世帯数 23 戸、人口 43 人である。島内では最も人口の少ない

地区である。 

 船溜まりには船外機、漁船各１隻、ヨット４隻が係留されており、ほとんど漁業は行わ

れていないもようだ。 

 船越の集落には興居島の守護神ともいえる船越和気比売神社がある。「ふるさと興居島」

によると、「往古船越の漁夫五郎太夫が、遠くの海から漂着してきた女の児を拾い、大切に

育てました。この女の児は和気姫と呼ばれ、のち、孝霊天皇の御子伊予皇子のお目にとま

って奥方になりました。（中略）のちに、和気姫は、この島で世を去りました。この和気姫
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を祭った神社の秋の例祭日には、勇壮な船踊りが奉納されています。」と書かれている。こ

の神社の秋の大祭に奉納する神事である「船踊」は、1964 年に愛媛県無形文化財に指定さ

れ、さらに 1976年には文化庁の「国の無形民俗文化財」に選ばれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船越の集落（左）と和気比売神社（右） 

 

泊 

 泊地区は泊町の中心にあたり、世帯数 201 戸、人口 350 人で、島内では最も大きな集落

である。集落の前には泊漁港（第１種）が整備され、本土側の高浜を結ぶフェリーが就航

している。フェリーは由良港と同様、日に 14 便で、始発は６時台、最終便は 20 時台まで

あるので、松山市内の通勤圏といえる。 

集落内には、松山市役所の興居島支所泊出張所、デイサービスセンターごごしまが置か

れ、厳島神社、弘正寺、生協、農協、酒屋などがまとまっている。 

島には食堂はない。食料品を売る商店は、由良地区のＡコープと泊地区の松山生協泊店

の２カ所だけである。すでに正午を過ぎていたので、生協で握り飯とおかずの煮物、ペッ

トボトルのお茶を購入し、港を見下ろせる厳島神社の境内で食べた。 

泊地区の南側にしおかぜ公園があり、その前面が船溜まりになっている。漁船６隻、船

外機６隻、遊漁案内の船１隻が係留されていたが、ひと気はない。こちらも、趣味程度の

漁業しか行われていないのだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厳島神社からみた泊地区の集落（左）、泊漁港の泊地（右） 

しおかぜ公園から坂道を登り、島の最南端の集落である御手洗に向かう。途中、島の高

齢者が道に出て、道路の清掃活動を行っていた。シルバーボランティアの活動家もしれな
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い。2010年に実施された国勢調査では、島の高齢化率は 55％程で、高齢化が顕著である。 

やがて松山市内が一望できる高台に出た。坂を下って行った先が島の代表的な海水浴場

の相子ヶ浜である。道路脇に「伊號第 33潜水艦慰霊碑」が建っていた。1944年６月、呉を

出港後、伊予灘で急速潜航運動中に不慮の災禍にあい、由利島の沖に乗員 100 余名ととも

に沈んだ。９年後に御手洗沖で遺骨収集が行われ、これを記念して建てられたものだ。瀬

戸内海の島々にはこうした太平洋戦争中の惨禍が多い。  

 

御手洗 

 御手洗は泊町に属し、世帯数 39 戸、人口 61 人の小さな集落である。家は海岸沿いの狭

隘な土地に形成され、裏手はかんきつ類の段々畑が山の上まで続いている。集落の前には

御手洗漁港（第１種）が整備され、漁船３隻、船外機５隻、遊漁船１隻が係留されていた。 

 ここで思わぬ発見をした。漁港の奥にナマコの養殖場がひろがっていたのである。奥の

建物の入り口には㈱興居島海参と書かれている。作業場で３人が休んでいたので突撃イン

タビュー。１人は地元の高齢の漁師、残りの２人はナマコ養殖場の職員で、背の高い青年

の方が大石さんといい、オーナーの息子で、養殖場の実質的な責任者であった。 

 高齢の漁師の話では、御手洗には少し前まで 14～15人の漁師がいたが、今は２人だけに

なってしまった。この２人は周年刺網を営んでいるという。 

 鶴見良行の「ナマコの眼」にあるように中国人は世界中からナマコを集めて食べてきた。

近年の中国経済の発展に伴ってナマコの消費は急増、もともと高品質の日本産ナマコの価

格は北京オリンピックを契機に急騰した。長引くデフレ経済下、水産物の価格が軒なみ下

落している中でナマコの価格は異常な高値となったのである。こうした需要の増加に対応

するため抜け目ない中国人は大連を中心にナマコ養殖に取り組んだようだ。しかし、中国

の工業発展は沿岸域の環境の荒廃を招き、東シナ海でのナマコ養殖は将来的に展望できな

くなってきたようで、ここに日本の起業家と中国の技術提携が実現してできたのがこの養

殖場であった。 

 ナマコ養殖場のオーナーは伊予市で産廃業を営む業者で、当然、水産物の養殖はド素人

である。息子の大石さんは専修大学を卒業し、航空自衛官をしていた。ナマコ養殖場をこ

の地で初めて６年目を迎えている。 

養殖池はもともと塩田の跡地で、その後クルマエビ養殖に使われていたものをナマコの

養殖場に転換したものだ。池の水は干満差で自然に入れ替わる。 

最初は少し警戒されたが、そのうち打ち解けて施設を案内してくれた。この施設はナマ

コの種苗生産をめざしている。奥の敷地ではコンクリート水槽が増設中であった。大連で

は実際にナマコの種苗を生産しており、中国の会社から技術を教わり、共同でナマコを生

産し、干しナマコで中国に輸出する方針のようだ。このため、中国人の留学生が現地に２

人張り付いていた。 

ナマコの餌は島の周りで採れる海藻類を泥と混ぜて与えている。海藻類の中では特にヒ

ジキの茎の部分が非常にいい餌になるらしい。干しナマコの最高級品は棘が発達している

北海道のクロナマコであるが、この養殖場では北海道産を瀬戸内海に移植し、十分育つこ

とを確認したという。 
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興居島のナマコ養殖経営に関して立ち入って聞くことはできなかったし、先方もあまり

話したがらないので、うまくいっているのかわからない。しかし、島の人々と連携し、島

おこしに役立てたいという崇高な目標はもっているようで、うまくいけば興居島の経済に

大きなインパクトを与えることになるだろう。 

一つ気がかりなことがあった。夏季の水温である。ナマコは高温気に夏眠するため、成

長が停まる。生産効率を上げるためには、周辺を通じて成長することが重要である。しか

し、ここの養殖池は水深が浅く、夏季の水温は 30℃を越えそうだ。この点を指摘したが、

干満差で潮の入れ替わりが激しいので心配はないとの返事だった。 

それにしても離島を歩いていると誰も知らないような大発見がある。ナマコ養殖がこれ

だけの規模で行われているという事実は水産関係の専門家でもごく一部しか知らないだろ

う。興居島のナマコ養殖が島の活性化の起爆剤になることを期待したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

御手洗の集落（左）、ナマコ養殖場（右） 

 

鷲ヶ巣 

 御手洗から再び集落の上の道路に出て、恋人峠からかんきつ類の畑を抜け、島の西側に

でると２月に訪問した釣島が目の前に横たわっていた。地図では西海岸を北上すると鷲ヶ

巣の集落に出られることになっているが、道は途中で行き止まりになった。引き返して海

岸沿いの道を探したが、どうもわけがわからない。仕方なしに一旦島の東側に出て、船越

と由良の中間の峠道から鷲ヶ巣に入った。 

 鷲ヶ巣は由良町に属し、世帯数 74 戸、人口 144 人で、泊、由良、門田に次いで大きい。

この集落はカンキツ類とビワの栽培が中心で、専門の漁師は２人しかいない。また、海水

浴場があるためか、島で２軒しかない民宿がこの地区で営業している。ちなみにもう一軒

は相子ヶ浜の海水浴場の近くにある。 

 集落に入ると、護岸脇の空き地にヒジキとテングサが干してあった。ここのヒジキは漁

家がボイル、天日乾燥して製品にしている。今回の離島の旅でみたヒジキは何れも生のも

のをそのまま道路端に干していた。ボイル後天日干しにして出荷するのが一般的と思って

いたが、愛媛の島々では生干しが常識だったのである。ボイル乾燥しない生産者にとって

手間はかからないが付加価値はとれない。手間のない漁家はやむなく、安易な方法で出荷

せざるを得ないのである。 

 鷲ヶ巣地区でヒジキ加工をしているのは香川さんである。ちょうど収穫したヒジキを加
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工しているところだったので、見学しながら話を聞いた。ヒジキ加工作業をしていたのは

女性５人であった。自称かつて美人であったおばあさん３人、松山から嫁にきた香川さん

の奥さん、東京から嫁にきた中年の女性である。 

 香川さんのところのヒジキ製造工程を簡単に紹介しておこう。干潮時に刈り取ったヒジ

キは洗ってから釜で炊く。釜が２つ用意されていて、それぞれ生ヒジキを 200 ㎏づつボイ

ルする。燃料はミカンの木だ。ミカンの木は火持ちが良いという。ボイル時間は約８時間。

随分長い。炊いている釜のそばに行くと、鰹節の製造工程の匂いがしているのは意外だっ

た。カツオとヒジキに共通した成分でもあるのだろうか。ボイルしたヒキジは網に拡げて

天日干しにする。歩留まりは約１割だそうだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鷲ヶ巣の集落（左）、ヒジキの乾燥風景（右） 

 

香川さんは長いことヒラメの養殖をしていたが、後述するヒラメの食中毒の風評被害か

ら断念、現在はヒジキとテングサの採藻漁業だけで生計を立てている。たまに刺網で魚を

獲る程度だという。農業はやっていないので、漁業専業だ。鷲ヶ巣の専門漁師２人のうち

ももう１人も採藻漁業だけで生計を維持しており、こちらは生のヒジキを円盤状にして天

日乾燥して出荷している。香川さんのところで働いていたおばあさんによると、これを「お

好み焼き」と呼ぶのだそうだ。 

 ヒジキを分けてもらった。㎏あたり 4,000円というので、500ｇ分を頼んだが、袋詰めが

300ｇ単位だったので合計２袋を 2,000円におまけしてくれた。ボイル乾燥ひじきは１日に

約 40㎏生産できるので、１日の粗生産額は 16万円になる。ちなみにヒジキの漁期は 12月

１日から５月末までの半年間だから結構な収入になり、したがって集落の人に応援を頼ん

でも十分賃金が払えるに違いない。ちなみにテングサの漁期は５月１日から９月までの５

カ月間である。余談だが、購入したヒジキを家に帰ってから煮て食べたが、このヒジキは

柔らかく絶品であった。 

 集落を北上した突当たりが鷲ヶ巣漁港（第１種）である。漁港内には釣島の農船が８隻

係留されていた。そのうちの１隻が釣島に戻っていった。釣島の島民は興居島にも農地を

保有しており、農船で通って農作業に従事している。奥の船溜まりには 船外機 10隻、漁

船６隻、ヨット 1隻が係留されていた。 

 ご主人の香川哲幸さんが営んでいたヒラメの陸上養殖場は船越地区の裏側の海岸沿いの

谷合に位置している。鷲ヶ巣の集落からは１㎞弱の距離だ。沖合 50ｍから海水をくみ上げ、
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30基以上の円形水槽で、10万尾程を養殖していた。ヒラメ養殖は 1989年から 2011年まで

20 年余り続いた。しかし、ヒラメに寄生する粘液胞子虫が食中毒を起こすことが報告され

た事件を契機に売上が激減、ヒラメ養殖は廃業に追い込まれてしまった。残念無念の心境

だろう。ヒラメ養殖施設はそのまま放置されていた。 

  

ビワの摘果 

 鷲ヶ巣の裏山から高戸山の中腹の農道をトライブし、由良港に戻った。鷲ヶ巣の周辺は

ビワの栽培がさかんである。茂木、田中、長崎早生の３つの品種が栽培されている。道端

でビワの摘果作業をしている人がいた。その人にビワの摘果作業を教えてもらった。家に

もビワの木があるが、摘果したためしがない。実地の実習は大いに役立った。 

 田中は１本の枝に２粒残し、茂木は３粒残して摘果する。品種によって残す数は異なる。

１枝毎に袋を被せて元を針金で縛る。ビワの枝を引き寄せる道具も見せてもらい大いに参

考になった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１枝にビワを２粒残し、袋をかけて元を針金で縛る 

 

由良港に着くとフェリーは出たばかりであった。すぐさま、泊まで車を飛ばし、16時 10

分発のフェリーに乗った。泊と高浜間の所要時間は約 10分。松山市内に戻り、時間に余裕

があったので、久しぶりに砥部焼の窯元を訪ね、マグカップを購入した。 

松山空港発羽田空港行きの最終便で帰路についた。 

 

 


