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2907 離島覚書（静岡県・初島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29年６月 30日 

定期船 

 初島は静岡県で唯一の有人離島である。大温泉地・熱海の約 10㎞洋上に浮かぶオタマジ

ャクシのような形をした島で、伊豆半島東側の相模湾に位置する。 

玄岳火山、熱海火山の噴出によって形成された外輪山の東側半分が海中に没し、その端

にわずかに残り、海上に顔を出しているのが、この初島なのだ。島の周囲は、長い間の波

浪で浸食を受け、海蝕台地を形成、崖の下に僅かな砂礫浜が広がっている。台地面は北西

から南東にかけて少しずつ高くなり、一番高いところが海抜 50ｍで、ここに初島灯台が立

っている。 

初島には、熱海港から１日９便、伊東港から１日２便の定期船が通っている。定期船は

㈱富士急マリンリゾートが運航する。熱海港 10時発の「イルドバカンスプレミア」に乗船

した。船内にエレベータが整備された新鋭船で、４年前に就航している。 

熱海港の船の乗り場は長い列ができていた。乗客は 150 人ほどいただろうか。船内はほ

ぼ満席の状態である。ちょうど春休みだったこともあり、家族連れが目立った。料金は往

復 2,600 円、初島アイランドリゾートの入場料がセットだと 3,100 円、さらに温浴施設の

入場料が含まれると 3,600円になる。 

 歌人の与謝野晶子は 1921（大正 10）年に初島を訪れているが、その当時、熱海と初島の

間には定期船は通っていなかった。晶子は「初島紀行」という本のなかで、「行く人の稀な

島へ特に舟を雇って出掛けると云ふのは我ながら酔きょうなことだと思いました」と書き、

漁船に乗って初島にでかけている。この時の船は艪船で、漕ぎ手は６人、４挺艪を２人交

替で漕ぎ、２時間を要している。 
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その後、1937 年頃に「郵便船」と呼ばれた焼き玉エンジンの初島丸が建造された。この

船には島民が「役」として５人ずつ乗り込み、熱海との間を１日１往復した。いわゆる島

民による自主運航である。戦後になると 1949 年に伊豆箱根鉄道の船舶部が、熱海～初島、

伊東～初島の１日３往復の定期航路を開設する。さらに 1964年には網代観光船会社（後に

富士急）が網代～熱海～初島間の不定期航路を開設し、この２つの航路により、本土との

本格的な交通が始まった。この年に富士急バケーションランドが完成しており、閉ざされ

た島に観光客が訪れるようになった。1968 年になると伊豆箱根鉄道の航路は富士急に譲渡

され、同年に「シーパレス号」、1969年には「パイオニア号」、1973年には「イルドバカン

ス号」が次々に就航し、初島と本土を結ぶ航路は観光資本によって整備され、現在に至っ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熱海港に入るイルドバカンスプレミア（左）、初島漁港に停泊中のイルドバカンス３世号（右） 

 

初島漁協協同組合 

 約 25分で初島漁港に着いた。初島は、水土舎を創業した翌年（1991年）に調査に来てい

るので、四半世紀ぶりの再訪となる。神戸で開催されたエメックス 90 で知り合った（社）

水産土木技術センターの三橋理事長から、建設中の初島フィッシャリーナ周辺の海洋環境

調査を頼まれたのだった。たしか潮間帯生物の調査をちょっと手伝った程度で、他のメン

バーが調査に当たったと記憶している。ただ、島の世帯数は長い間 41戸に限定され、しか

もほとんどの世帯が民宿と売店を営んでいたことがひどく印象に残っていた。 

 島の玄関口は当時とはだいぶ変わっていたが、漁港の脇にイセエビの蓄養場がある点だ

けは変わっていなかった。集落に登る坂の入口に漁協の事務所があった。１階が購買店舗

で、「漁協スーパーマーケット」とでかでかと書いてある。２階に事務所と会議室が置かれ

ている。この建物は 1998年３月に竣工しているので、私が来た当時はなかった。現在、漁

港の脇を埋立造成中で、ここに新しく漁協の事務所と船客の待合所を整備されることにな

っている。船を降りてから蓄養場を覗き、漁協事務所に直行した。 

漁協の事務所は初島区事業組合の事務所も兼ねる。新藤組合長が対応してくれた。新藤

さんは漁協と事業組合の組合長、そして区長の３役を兼務している。ちなみに事業組合は

中小企業法に基づく協同組合で、1978年９月に発足した。 

 漁協の職員は全部で 10人であり、在来島民の貴重な雇用機関となっている。事務職が４

人、蓄養の現場に２人、購買店舗に３人、ダイビング事業に１人という内訳である。事務
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所にいた若い男子職員の山本さんは漁協に勤めて６～７年になる。一時、島外で働いてい

たが、10 年ほど前に島に戻り、実家が営業している食堂で３年ほど働いた後、漁協に採用

された。漁協の組合員は正が 39 人、准が５人の合計 44 人である。在来島民の全世帯が漁

協の組合員になっている。この組合員が営む漁業は、磯建網、潜水漁業、曳縄、一本釣だ。

それぞれの漁業の概要を紹介しておこう。 

 磯建網の漁期は９月 16 日から５月 15 日までで、主としてイセエビを対象としている。

イセエビは暖かくならないと動きださないので、解禁当初の秋と禁漁前の春が実質的な漁

期となっている。網を夕方設置して、朝揚げる。漁具の刺網は１人当たり８反と決められ

ている。漁場は島の周囲で、イセエビのよく獲れるところと獲れないところがあるため漁

場を８つに分け、島民が公平に獲れるようにローテーションを組んで、交替で漁場を行使

している。この方式は昔から続く初島のしきたりである。刺網でイサキを獲った時代もあ

ったが、今はやられていない。現在は主として一本釣で獲っている。 

潜水漁業は、スーツ着用の素潜りである。主としてサザエとアワビが対象だ。イセエビ

の漁期が終わると、潜水漁業に代わる。口開け日を決めているが、操業時間の規制はない。

サザエとアワビの餌は海藻類であるが、ここ２～３年は磯枯れが目立つという。初島周辺

の大型海藻はホンダワラ類とカジメである。もともと島の周囲にはこれらの大型海藻が多

かったが、現在は大分減っているという。一方、小型海藻のテングサはいっぱいあり、以

前は三重県の志摩から海女を雇ってテングサを採らせ、その収益を島民に分配していた。

しかし、現在は島民が採り、加工して漁協の直売所や食堂で販売、あるいはトコロテンに

加工して食べさせている。 

 曳縄の対象はイナダ、ワラサなどのブリ類である。一本釣は、夏のスルメイカ、イサキ、

冬のヤリイカが主な対象魚で、島の周辺の磯根ではメジナ（グレ）がよく釣れる。 

 後述するように、これらの漁獲物は島外に出荷しない。もっぱら、兼業する食堂と民宿

の食材として利用されている。ちなみに以前はほとんどの家が民宿をやっていたが、民宿

の許可を持っているのは現在では 19 戸に減少、許可を持っていても手が回らないために、

営業を中断しているところが多く、実際に営業しているのは５～６戸に減った。一方、後

述する食堂は現在 12戸が営業している。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

漁協の蓄養施設兼直売所（左）、斜路の背後の建物が漁協事務所と購買店舗・漁協スーパーマーケット（右） 

 

高野新さんが書いた「初島」という自費出版の本が事務所に置かれていたので、会議室
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で読み、必要なページを写真撮影した。会議室には「人氣
じ ん き

、境界、火災」と書かれた初島

則が掲げられていた。島三原則と言われるいわば初島の掟である。人氣とは常識を持つこ

と、境界は土地の境を守ること、火災は火を出さないこと、という意味だそうだ。 

なお、2008年漁業センサスによると、専業漁家は２経営体、２種兼業が 24経営体の合計

26 経営体で、２種兼業の兼業形態は、民宿経営が５、その他の自営（後述する食堂及び土

産物店）19、務め５、漁業以外の雇われ５であった（複数の業態を兼業しているので合計

値は一致しない）。 

 

41戸の島 

初島は、面積 0.44 ㎞ 2、周囲 1.6 ㎞のきわめて小さな島である。このうちの約１割に相

当する 4.9ha が区有地になっている。区有地の約半分の 2.5ha が山林、残りの 2.4ha が宅

地である。民有地は 39.1haで、後述する観光施設やリゾートホテルができる以前は、山林

12.5ha、宅地 12.9ha、農地 13.7haの内訳であった。その後、農業は家庭菜園レベルに縮小、

大半の農地はリゾートホテルに提供されている。なお、島では土地は売らないことになっ

ており、観光施設やリゾートホテルは区有地及び私有地を全て借りている。その結果、島

民には地代収入をもたらされている。 

初島には縄文時代の遺構が発見されていることから、今から 7000 年前後から人が住んで

いいたが、初島の戸数に関する記録に残る最古のものは、氏神である初木神社の 1351（観

応２）年の社殿再建の棟札であり、この時すでに 18戸になっていた。1561（元禄４）年に

は 40 戸に増加する。1830（天保元）年には 41 戸になり、以来現在まで、戸数は固定化さ

れてきた。このように戸数が 41戸に固定化されてきたのは、食料を自給する耕地面積が限

られていたこと、島の周辺の漁場面積が限られ漁業収益の細分化を防ぐことなどが背景に

あったといわれている。 

幕藩時代は一貫して１島１村で、幕府直轄領として、豆洲韮山代官の支配を受けていた

が、1889（明治 22）年に熱海村と合併している。 

 初島の集落は島の北端の海岸付近の第１段丘上に密集して形成され、坂を下った先が漁

港だ。集落は東、東中、西中、西の４組に分かれている。現在はリゾートホテルに変貌し

ているが、その上の第２段丘は食料を得るための畑だった。 

 初島の世帯数は 200年近くにわたって 41戸に固定されてきたわけだが、今はどうなって

いるだろうか。現在、すでに２戸は人が住んでいない。残り 39戸のうち、６戸は高齢のた

め病院に入っているので、実際に人が住んでいるのは 33戸だけになっている。そして推定

人口は 100 人ほどである。一方、2017 年２月末現在の住民登録上の世帯数は 112 戸、人口

はちょうど 200人（男：109、女：91人）である。現在は在来島民に加え、リゾートホテル

など観光施設の従業員、小中学校や保育所の先生世帯などがいる。112戸のうち在来島民の

世帯は 39 戸で、在来島民以外は 73 戸ということになる。なお、在来島民以外は若い単身

者が多く、人口は約 100 人と推定されるので、在来島民と非在来島民の比率は１：１であ

る。 

 在来島民の世帯はすでに 200 年ほど前から固定化されており、その姓も固定化されてい

る。田中が 11戸と最も多く、次いで新藤の６戸、橋本の５戸、坂下２である。この他に坂
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本、木村、岩瀬、山口、岩出、松本、青木、中石、中野、杉本、岩本、島田、波津、山本、

大西、宮下、鈴木が各１戸ずつで合計 41戸になる。 

集落内で田中さんという至って元気な老人にあった。1925（大正 14）年生まれの 92歳に

なるが、矍鑠としている。終戦後島に帰り、半農半漁で暮らしてきたそうだ。島では長男

が家督を相続し、次三男は島の外に出るが、田中さんの場合は、長男が死亡したため跡ト

リとして島に戻った。農地は土質や風の当たり具合で優劣があったので、昔の人はそれら

の条件が均等になるように土地を配分したという。 

 1968年に 31軒が民宿を始め、1970年には 34軒、 

 

 

 

 

 

 

 

 

初島の集落（左）、民宿が立ち並ぶ集落内の道路（右） 

 

民宿と茶店（食堂街） 

 1971 年ごろまでの初島は、農業３、漁業７の主漁副農を生業としていた。以前の農業は

陸稲と甘藷の自給作物が中心であったが、貨幣経済化が進む 1960年ごろからは大根と馬鈴

薯に特化、さらに大根への特化が進んだ。この大根は沢庵に加工されて「初島大根」のブ

ランドを築いた。私が 1991年に初島を訪ねた当時も集落上部の畑では大根が作られ、盛ん

に沢庵に加工されていた。しかし、現在は沢庵大根をつくる農家は１軒だけとなり、これ

を販売する茶店も１軒だけになっている。 

 日本有数の大観光地である熱海の目の前にあるという立地条件から、初島は観光業のポ

テンシャルは高く、1964年には富士急興業㈱が「初島バケーションランド」（現初島アイラ

ンドリゾート）を建設、上述したように観光客を島に送り込むための定期航路が開設され、

島を訪れる観光客が急増したのである。こうして初島は観光地として発展できる環境が生

まれることになる。1965 年には数軒がバケーションランドに向かう道路脇に茶店を開き、

1968年には 31軒が民宿の営業を始めた。その後も民宿は増え、1970年に 34軒、1975年に

は 41 軒のうち実に 38 戸が民宿をやっていた。しかしこの時代がピークで、その後減少、

2004年には 26軒に、現在は５～６軒に減少していることは先に述べたとおりである。こう

して島における農業は放棄され、現在は観光７、漁業３の複合経営に変わっている。 

 民宿がこのように衰退した原因として、後述するリゾートホテルの開業に加え、①民宿

経営者の高齢化と後継者不足、②一部屋に雑魚寝する民宿のスタイルは現在にニーズには

合わず、対応するためには家を建て替える必要があること、③それまでは民宿と茶店を両

方経営していたことから民宿から茶店への特化すること、などが考えられる。 

 初島アイランドリゾートに向かう道路脇には、地元で「茶店」と呼ぶ 12軒の食堂が軒を
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連ねていた。四半世紀前と同じ情景だが、20 年前に一斉に立て替えたというから１軒当た

りの面積は広くなっている。 

 この食堂街は、リゾートホテルの観光客も利用している。その理由は、①連泊客あるい

はリピーターにとってホテル内の食事は飽きること、②600人の宿泊客がいるため食事時間

が集中することからホテル内の３軒のレストランでは待ち時間が長くなること、などであ

る。つまり、リゾートホテルと島民が経営する茶店が共存していることになる。 

 この食堂街は初島周辺で獲れる魚介類が売りである。また初島特産のテングサからつく

ったトコロテンも名産品である。これらは食堂を経営する漁師が自ら食材をとってきたも

のだ。つまり、自分で獲ったものを、加工し、売り、さらに消費者の口まで運ぶという究

極の６次産業化が実現しているのである。 

食堂街の中ほどにある「みやした」で、ビール小を一杯のみ、鯵のなめろう、ところて

んを食べる。この日の食堂街はたくさんの顧客で賑わっていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海岸沿いに並ぶ飲食店（左）、店の大きさは統一されている（右） 

 

ライフライン 

 初島は観光と漁業の島に変貌し、毎年 20数万人の観光客が島を訪れている。観光客を島

に受け入れるためには交通アクセスの整備に加え、水と電気というライフラインの整備が

伴わなければならない。 

 食堂街を抜けた道路脇に、「点燈記念碑」と書かれた石碑と初島区民一同による感謝の言

葉が記された石碑が建っていた。1954 年に漁協が発電機を設置するまでは、初島ではロー

ソクと石油ランプの時代が長いこと続いていた。しかし、発電機が設置されたものの電気

が使えたのは 17 時から 22 時までの５時間だけだった。大観光地となった熱海では夜遅く

まで電灯が灯っていたので、初島島民は熱海とおなじように電気が不自由なく使えること

を切望していた。そうした折、1966年から島民一丸となって電気の導入を東京電力に要望、

当時の木川田一隆社長（経済同友会代表幹事）は島民の熱意と中学生の手紙に心を動かさ

れ、ただちに工事の着工を決断、熱海と初島の間 12㎞に海底ケーブルを敷くことになった

という。ただ、熱海との間はカルデラ地形になっていることから水深 300ｍに達することか

ら難工事であったらしい。1967年に完成し、それ以来、自由に電気が使えるようになった。

このことに島民が感謝してこの石碑を建てた。 

 この電気話には後日談がある。2003 年４月に海底送電線が破損し、電気が送れなくなる
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事故が発生し、初島は約１カ月間にわたり海底送電がストップした。東京電力は発電機車

７台を投入して対応している。なぜ送電線が切断したのか原因は解明されていないが、こ

の当時サメが送電線に噛みついたという説が流れたこともある。 

 1963 年に浅い井戸２つを水源とする簡易水道ができるまでは、島の人々は共同井戸の水

を利用して生活していた。さらに 1972年に海水淡水化施設を導入した。しかし観光客の増

加で水が不足するようになり、1974、75年の両年の夏場は１日 18時間の断水制限が行われ

た。1976 年には給水船で熱海から上水を運搬したが、給水船の運航は天候に左右され、し

かも費用がかかった。このため離島振興法の適用を受け、1979年から２カ年をかけて 6,551

ｍにおよぶ海底送水管が敷設された。1980 年に本土側網代から宮川浄水場の上水が送られ

るようになり、島民は、自由に水が使えるようになった。この記念碑がフィッシャリーナ

の近くに建っている。島に送られた水道水は集落背後の高台に貯水され、島内各地に給水

されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食堂街のはずれに置かれている点燈記念碑と解説（左）、高台に設けられた水道水の給水施設（右） 

 

ダイビングセンター 

 食堂街の先にダイビングセンターの建物がある。初島漁協が管理し、運営を伊豆半島の

富戸にある「シーフロント」というダイビングショップに委託している。このダイビング

センターは 1998年３月の漁協事務所のオープンと同時にスタートしているから、私が初島

を訪れた４半世紀前にはなかった。漁協は施設とボンベを貸与して収入を得ている。上述

したように職員１名を配置している。 

施設の前にはビーチエントリーのための斜路とロープが張られ、10 数人のビギナーがち

ょうど海に入るところだった。この施設の年間利用者数は約１万人で、９、10 月が多いと

いう。事務所のホワイトボードには、潮時、透視度、水温、気象などの海のコンディショ

ンが表示されていた。ダイビングスポットはフタツネ、イサキネ、ニシマト、ヤンバタの

４カ所があるようで、それぞれの利用状況が記されていた。 

 ダイビングセンターを過ぎ、海岸沿いの道を西に向かって歩いて行くと、「磯内膳の墓」

というのがあった。初島に流された小田原城下の侍で、島民としばしばトラブルをおこし

たため切腹を命じられ、「小田原の見えるところに埋めてくれ」と言い残して、この世を去

ったそうだ。 

 しばらく行くと、道路脇に「江戸城修築々石採取跡」と書かれた案内版があった。江戸
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城を拡張するために石材が集められることになったが、真鶴から稲取にかけての海岸で石

材が採掘され、江戸まで送られたという。初島もその一つであった。 

海岸には大きな石が転がるが、ほとんどの石は褐色を帯びており、フノリがびっしりと

生えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漁協が所有する初島ダイビングセンター（左）、ビーチエントリーの海岸（右） 

 

初島アイランドリゾート 

 道路の突き当たりが初島アイランドリゾートの入口になる。入口付近には「海鳴の松」

と命名された立派な枝ぶりの松が生えていた。その先の海岸ぷちつまり島の西端には、「海

泉浴・島の湯」という温浴施設が整備され、海をみながら海水風呂に浸かることができる。

ちなみに湯は、海水井戸を掘り加温しているらしい。こちらはパス。 

続いて階段を登り、第１段丘上に整備されているアジアンガーデンに入る。入園料は 950

円だった。園内には芝生が敷き詰められ、ヤシ類を中心とする南方系の植物が植えられて

いる。ブーゲンビリアやハイビスカスなども植えられ、南国情緒たっぷりの島に変貌した。

また、飲料を販売する店や簡単な食事ができるコテージ風の建物が散在する。昼食時間を

過ぎていたので、「キンカーオ」という店でサモサとコーヒーで簡単な食事を済ませる。サ

モサは小ぶりで、冷凍品をその場で揚げたものだった。 

その奥は「トレーラー・ヴィラ」と呼ばれるゾーンになり、たくさんのキャンピングカ

ーが置かれている。トレーラーハウスの定員は６名、１泊２食付きで、シーフードバーベ

キューや「島の湯」の入浴がセットになっている。 

その上の林には、「ＳＡＲＵＴＯＢＩ、サルトビ」と称するフォレストアドベンチャーの

施設が整備されている。松林の間にロープやネットが張られ、専用のハーネスを着けて、

樹の上を歩く自然体験施設だ。入場料は 1,700 円。この日は春休みだったので、子供の利

用者が多かった。なお 18歳未満は保護者の承認が必要である。 

初島アイランドリゾートは、四半世紀前に訪れた当時はたしか「バケーションランド」

と称する観光施設だった。なにやら遊園地的な粗末な印象をもっていたので、こちらには

行ったことがなかったので、今回初めてこのゾーンに立ち寄った。施設は４半世紀を経て

現代的なニーズに対応するように大きく変わっていた。船で訪れた島は、日常とは全くか

け離れた「南国の世界」という演出である。 
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初島アイランドリゾート内のアジアンガーデン（左）、トレーラー・ヴィラ（右） 

 

初島灯台 

 サルトビの施設を右手に見ながら、坂を登った島の最も高い位置に初島灯台が置かれて

いる。相模湾を航行する船舶の安全を守るため、1959年に初点灯した比較的新しい灯台だ。

この灯台は内部と外部に螺旋階段がついていててっぺんまで登ることができる。灯台はど

こも見晴らしのよい場所に立っているので、是非登りたいと思うのだが、このように解放

されている灯台は初島がそれこそ初めてであった。窓口の女性の話では、灯台に登れるよ

うになったのは 10年前からのことだそうだ。 

灯台のてっぺんから島全体を眺望できると期待して登ったが、残念ながら目の前に松林

が拡がり、視界は極めて悪い。方向を海に転じても、ちょうど春のもやった季節だったた

め、伊豆諸島はおろか、伊豆大島もまったく見ることができなかった。 

灯台に行く手前にはログハウス風の灯台資料館があり、施設協力費として 200 円を徴収

している。館内では初島や熱海を紹介した映像をみることができ、簡単な灯台の資料も展

示されている。 

 洋上に位置するため電波の中継基地として好都合なのか、島の高台には、ＳＢＳ静岡放

送局、ＮＨＫの放送塔が立っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初島灯台（左）、初島灯台からみた初島（右） 

 

エクシブ初島クラブ 

第２段丘上の平らな土地は、エクシブ初島クラブになっている。島の敷地の 31％を占有



88 

 

し、14ha の土地を有する。この施設を建設したのが日本海洋計画㈱である。初島クラブが

できるまでの経緯はその仕掛け人だった小倉豊の著書に詳しい。小倉が歌手の三橋道也の

勧めで初島を訪れたのは 1985 年１月だった。この初訪問で当時の坂下優美区長と対面し、

若者の島離れと過疎の深刻化の打開策として観光開発が必要なことを聞く。両者の思惑が

一致し、とんとん拍子で計画が進んだ。1985 年７月には日本海洋計画㈱が設立され、初島

事業協同組合も同社の資本金の 10％を保有することになる。また、取締役や監査役も島民

から出し、島と企業の共存共栄がめざされたのである。土地は初島区と企業が契約を結び

賃貸という形になった。そして 1989年、まさにバブル経済まっさかりの時にホテルの建設

が始まった。私が島を訪れたのが 1991年の春だったので、ちょうど敷地の整備が始まって

いた時期に相当する。 

約５年の歳月をかけて施設が完成し、1994 年に初島クラブとして営業を開始した。しか

し、バブル崩壊により融資を受けていた長銀が 1999年に破たん、その影響を受けて日本海

洋計画は会社更生法を申請し、2000 年６月からグランドエキシブ初島クラブとして再出発

している。現在の所有者は名古屋に本社を置くリゾートトラスト㈱である。１部屋を 14人

のオーナーが共有する会員権方式のリピーター型ホテルである。ホテル部分は８階建で、

客室数は 200 で、６タイプの部屋がある。ホテル部分の他に、テニスコート、パターゴル

フ場、カルチャーコテージや後述するフッシャリーナが整備されている。 

初島は熱海の目の前にあることから、観光開発に関わる商業資本にとって、魅力のある

島だった。最初に目をつけたのが熱海つる屋ホテル（現在はない）を創業した畠山鶴吉で

あった。1935 年に初島の買収に関わったが、41 戸のうち 35 戸は買収に同意したものの、

残りの６戸が猛反対して計画はつぶれた。この時の経験によって、「島の土地は売買しない」

という不文律が定着したという。ちなみに畠山は戦後衆議院議員を２期つとめている。こ

の買収工作の裏には、川奈ホテルをつくった大倉喜八郎（大倉財閥の創始者）がいたらし

い。また、東急の創業者の五島慶太もこの島の開発に意欲を示したが、この申し出も島民

が拒否している。 

初島が観光の島になるのは戦後のことで、連絡船運航の見返りに、島の東端の 15,000坪

を富士急興業㈱に貸与し、現在の初島アイランドリゾートができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初島の全景、手前がフィッシャリーナ、台地上の右側の大きな建物がリゾートホテル 
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フィッシャリーナ 

 ホテルの裏側の道を抜け、ヘリポートを過ぎた島の北西端に初島フィッシャリーナがあ

る。坂を下って行くと、初島フィッシャリーナと書かれたクラブハウスがあった。２階部

分が入口になっていて、すぐ脇にクルーザークラブのメンバー表、そしてメンバー専用の

部屋が置かれており、一般の人は入れない。館内にはイタリアンレストランもあったが、

昼食時を過ぎていたため営業はしていなかった。階段を降りて１階から外に出ると、木製

の広いデッキが整備され、海面には６～７隻のクルーザーヨットが置かれていた。ビジタ

ー用のバースもある。北側の山は削られて平坦地になっており、ここは陸置きのスペース

になっている。14隻の大小様々なプレジャーボートが置かれていた。 

 フィッシャリーナは、上述した初島クラブが管理している。艇の保管料収入だけではと

てもペイするとは思えないので、初島クラブでは、クルージングプログラムを組み、宿泊

客へのサービスを怠りない。 

 じつは 1991年に初島に来たのは、このフィッシャリーナを建設する前の海洋環境の現状

を把握するためだった。社団法人水産土木建設技術センターはこのフィッシャリーナ施設

の設計の仕事を受けていて、当時の三橋理事長は環境への関心が高かったため、発足間も

ない水土舎に調査を依頼してきたのだった。この時点で漁港の建設は未だ始まっておらず、

自然海岸が続いていた。水質、底質、ベントス、プランクトン、藻場、潮間帯生物、魚類

などの調査をしたと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初島フィッシャリーナのクラブハウス（左）、フィシャリーナのデッキとプレジャーボート（右） 

 

このフィッシャリーナはＮＴＴ株式売却益を財源とする公共事業で作られたものである。

ＮＴＴ事業は、Ａ型（収益回収型）、Ｂ型（補助金型）、Ｃ型（民活型）の３種類に分かれ

ていたが、初島はそのタイプだったかは忘れてしまった。何れにしても初島クラブはこの

ＮＴＴ事業を導入して、有利に事業を進めることができたことは間違いない。フィッシャ

リーナは初島クラブが営業を開始した翌年の 1995年に完成している。 

戦後の漁業復興にあたり、漁港建設が積極的に進められてきたが、1980 年代にはほぼ整

備は一巡していた。一方沿岸漁業の衰退が進行中で、漁船数は次第に減少、漁港に使われ

ないスペースが発生していた。1990 年代の日本はバブル経済で浮かれ、海洋性レクリエー

ションの需要が急速に高まり、マリーナに収容しきれないプレジャーボートが増え、不法

係留が目に余るようになっていた。こうした時代背景のなかで、水産庁漁港部は空いた漁
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港スペースをプレジャーボートに開放するいわゆる漁港利用調整事業がスタートさせるこ

とになったのである。その草分け的存在が初島のフィッシャリーナであった。初島に新た

に建設する第２漁港をプレジャーボート専用の港として整備したのである。これは異例で

ある。その証拠に、全国漁港漁場協会の中に設けられたフィッシャリーナ認定委員会で一

定の条件に合致したものをフィッシャリーナと呼んでいるが、全国に 32あるフィッシャリ

ーナの中に初島は含まれていない。 

 

神社と寺 

 初島フィッシャリーナから集落に向けて引き返す。島をほぼ一周したことになる。途中、

シーフードバーベキューの店、竜神宮、漁業集落環境整備事業で整備された浄水管理セン

ターなどがある。 

独立行政法人海洋研究開発機構（ＪＡＭＳＴＥＣ）が整備した初島海洋資料館があった

ので覗く。無人の施設で料金はいらない。1984年に「しんかい 2000」による海洋調査が初

島沖で実施されたが、これを記念して整備されたものだ。この時にシロウリガイが発見さ

れている。そして 2003 年に現在地に移った。建物は２階建で、相模湾の海底地形の模型、

初島で発掘された縄文遺跡の出土品、島の歴史年表などが展示されているが、内容的には

あまり充実しているとは言い難い。 

集落の西はずれに初木神社がある。大津海見命、豊玉姫命、初木姫命の３神を祀ってい

る。1351（観応３）年の創建というから古い神社である。神社の祭礼は毎年７月 17～18日

に営まれ、この時に「鹿島踊り」が奉納されている。 

集落の家は３列に並び、神社と寺の間にメイン道路が走っている。各家の敷地面積は 35

坪前後であり、しかもほとんどの敷地が同じ広さである。この狭い敷地で、ほとんどの家

が民宿を営んだため庭と呼べるものはなく、ほぼ全戸が２階建になっている。メイン道路

をクランクしたところに小中学校の先生の宿舎があり、その１階の角に保育所が置かれて

いる。メイン道路の突き当たりが寺で、その海側に小中学校である。 

 集落の東はずれが水上山東明寺である。宝天上人（819年に死去）がこの寺の開基という

からすでに 1200年前からあった古い寺だ。もとは真言宗だったが、1575年に曹洞宗に改宗

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集落の西はずれにある初木神社（左）、集落の東はずれにある東明寺（右） 
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初島小中学校 

 東明寺の海側に熱海市立初島小中学校がある。校舎は独立 25 周年を記念して 1997 年に

作られたもので、全国でも珍しいログハウスだ。校門の脇に校歌を刻んだ石碑が置かれて

いた。 

 この小中学校は、1886（明治 19）年に熱海村尋常小学校初島分校として創立され、戦後、

1947年に熱海市立第一小学校、熱海中学校の分校となる。その後、1972年に独立して、小

学校と中学校を併設した熱海市立初島小中学校となったが、独立当時に校歌をつくってい

なかった。このため、当時の校長が 1980年に阿久悠に頼んで校歌をつくってもらった。作

曲は彼とコンビを組んでヒット曲を量産した三木たかしである。作詞は無料だった。 

 阿久悠という一時代を築いた歌謡曲の流行作家がどんな校歌をつくったのか興味があっ

た。校歌のタイトルは「地球の丸さを知る子供たち」である。歌詞を紹介しておこう。 

 「空にも道がある 海にも道がある 流れる風にも道がある 歩けよ たずねよ 自然

の子らよ 太陽と語れよ おおらかに 君らには あり余る光があり 君らには あり余

る愛がある 視界ははるか三百六十度 地球の丸さを知る子供たち 初島 初島 ああ初

島」 

 現在の生徒数は、小学生２人、中学生３人の合わせて５人である。今年度に中学生１人

が卒業し、来年度から小学生１人が入学するので、小中学校の総数は変わらない。ちなみ

に市立保育園には６人の園児が在籍している。小中学校の先生は校長を含めて７人、保育

園は１人である。校長の任期は２年、他の先生は３～４年島に赴任している。 

 この日はちょうど年度替わりの日だったので、７人の先生が離任し、15時 20分の船で島

を離れて行った。ほぼ全員が入れ替わる勘定だ。先生の離任にあたっては旧島民の全員が

時間の許す限り見送るのが慣例になっているようで、船の出発時間が近づくと続々と島民

が集まって来て 50人ほどに膨れ上がった。別れのテープが結ばれ、船は汽笛とともに静か

に岸壁を離れて行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ログハウス風の校舎（左）、島民に送別され、離任される小中学校の先生（右） 

 

先生の離任風景を眺めてから、先に記した通り食堂街にある「みやした」で「鯵のなめ

ろう」を食べ、島に関する資料を見せてもらった。初島に赴任した先生の中には島の体験

を本にまとめている人がいる。1人は石井勇著「初島の日々」静岡県出版文化会（1987年）、

もう１人は高野新さんの「初島」である。高野先生の本は漁協で見せてもらったが、石井
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先生の分は見ていなかった。食堂の女将に聞くと、学校にいけば有るはずだという。そこ

で学校を訪ねたのだが、ベテランの先生方は今しがたの連絡船で帰任しているので、島に

不慣れな若い先生若しかいなかったせいか、この本が出てこない。ようやく目の前にある

のに気がついて見せてくれた。残念ながら石井先生の本は資料的価値が低く、初島のこと

を勉強するには向いていなかった。一方の高野先生の本は初島を知る上での貴重な資料だ

った。 

 

台地上の農地 

 帰りの船まで少し時間があったので、集落の上の第２段丘の農地を見に出かけた。私が

四半世紀前に初島を訪れた時、台地上には農地が広がり、ほぼ全面的に大根が栽培されて

いた。この大根は沢庵に加工され、「初島沢庵」として地域のブランドであり、熱海市内で

も売られていた。 

しかし、現在、台地上の農地のほとんどはリゾートホテルの敷地となり、農地はごく一

部に限られている。ジャガイモやエンドウなどが植えられていたが、まさに自家消費のレ

ベルに縮小していた。農地は狭い区画に細分化されている。土地条件の違いを考慮し、島

民全体が平等になるようにとの配慮であったが、今でもその状態は変わらない。 

ホテルのテニスコートに裏手にある初島公園に立ち寄り、階段を降りて集落の中を抜け、

漁港に降りた。16時 40分の船に乗る。 

熱海港からタクシーに乗り、熱海市立図書館に直行し、初島に関する文献をコピー。図

書館は 18時に閉館になるので、ぎりぎりまでコピーをとった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２段丘上で自給用の野菜類を栽培している農地 
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