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1905 離島覚書（愛媛県・津島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 31年２月 25日 

越智大島 

 広島県の尾道市と愛媛県の今治市を結ぶ「しまなみ海道」は 2006年に全線開通している

が、このルートからはずれた小さな有人島がある。今回の島旅はこの有人島が対象で、今

治市に属する津島と鵜島だ。今治市にはこの他に小島と来島という島があるが、この両島

には 2017年７月に訪れている。 

 新幹線の福山駅から中国バスに乗り、向島、因島、生口島、大三島、伯方島を経て大島

のバスストップで下車する。大島という名の島は全国にたくさんあるので（愛媛県だけで

も２つ）、越智諸島に属する大島であることから、ここでは越智大島と呼ぶことにする。大

島ＢＳは高速道路上にあり、宿までは相当距離があることから、今晩宿泊する瀬戸内旅館

のご主人に迎えに来てくれるよう手配しておいた。 

 高速バスで通過したことはあるが、越智大島に泊まるのは初めてだ。越智大島は面積

41.87 ㎞ 2、周囲 46.9 ㎞の比較的大きな島で、「しまなみ海道」の島としては大三島に次い

で大きい。2005 年１月に今治市と合併する以前は吉海町と宮窪町の２町にわかれていた。

津島は吉海町に、鵜島は宮窪町に属していた。島の主要な産業は造船業と採石業である。

一次産業は、宮窪漁港を拠点とする漁業と柑橘類を主として栽培する農業が営まれている。

造船所は今治造船の系列になり、従業員の多くは本土側の今治から通勤している。したが

って地元の人の働き場は採石業と宮窪地区を中心とする漁業である。 

 大島石は花崗岩（御影石、斑状花崗岩と呼ばれ、黒雲母の粒子が比較的粗い）で、大坂

城築城の時に大石を水中に釣って運んだと伝えられていることからすでにその当時から石

材の産地として知られていた。組織的に採掘されるようになるのは 1873（明治６）年に皇
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居の改築基礎石として積み出されたのが始まりといわれている。現在、丁場は余所口、宮

窪、カレイの３地区に大別され、約 40箇所ある。採石業とともに石材加工業も発達してお

り、大島石協同組合には、採石、加工業の企業が 31社加盟している。 

 ５分ほどで今晩泊まる旅館・瀬戸内荘に着いた。旧吉海町の役場近くにあり、周辺はか

つて商店街であったと思われるが著しく寂れている。風呂に入り、食堂で夕食となった。

工事関係者と思われる５人が一緒だった。夕食はハマチの刺身、鯛のかぶと煮、鶏の唐揚

げで、地魚は出なかった。旧吉海町は漁業が盛んでないのでやむを得ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大島の主要産業の造船業（左）、旅館瀬戸内荘の外観（右） 

 

平成 31年２月 26日 

幸港とさざなみ渡船 

津島行きの船は吉海港の一角にある 幸
さいわい

港から出る。今治市の運航するさざなみ渡船が１

日３往復している。「シマダス」には１日６便と書かれていたが、人口減少に伴い、この間

に便数が半減したようだ。第１便は幸港発７時 40分と早い。７時に朝食を食べ、歩いて幸

港に向かう。途中の空き地にはソーラーパネルが置かれているところが多い。まとまった

空き地にはほとんど置かれており、この地域では太陽光発電のサイドビジネスが流行った

のだろうか。日照時間が長いこともその理由かもしれない。船着場の詳しい場所がわから

なかったので、付近をウオーキングしている人に場所を聞いた。 

さざなみ渡船の発着場所は小さなポンツーンが置かれているだけで、待合室の建物もな

く、トイレもない。雨の日や風の強い日はさぞかし大変だろう。 

10 分ほど待っていると、津島から連絡船がやってきた。津島の島民３人が下船した。全

員が 80歳を越えたと思われる老人である。１便には私の他に海上保安庁の制服を着た職員

２人が乗り込んだ。２人は島の西端にある津島潮流信号所のレーダーのメンテナンスに出

かけると言っていた。 

乗組員は２人である。定年退職後に勤めたようだ。そのうちの１人が「津島には何もな

いよ」「13時まで船はないぞ」といい、時間をつぶせるのかと心配気であった。時たま、私

のようなもの好きな客が島に渡るそうだ。 

「さざなみ」の船内はバスのようなつくりで、通路を挟んで２人掛けの椅子がそれぞれ

６列並ぶ。後述するように島民は９人しかいないし、観光客などほとんど来ないから、船

は大きすぎる。いつも使っている船はドック入りしたため、今治市がイマダイコーポレー
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ションという会社の船をチャーターしたものらしい。乗組員に「ドッグ入りしている船は

もう少し小さいのか」と聞くと、「あまり変わらない」という。この船は定時以外の時間帯

にはチャーター船としても使われているようで、頼めば定期船が就航していない島にも連

れて行ってくれるらしい。先日も四阪島に人を運んだという。四阪島にはまだ行っていな

いので、参考にその時のチャーター料を聞いたらは５万５千円とのこと。 

吉海港の鼻先を曲がると津島が目に入ってきた。すぐ隣に大突
おおつく

間島
ま し ま

という小さな島が並

んでいる。乗組員の話では、この島には古い井戸があり、人が住んでいたこともあるとい

う。帰ってから調べると、中世の半ばごろに村上水軍の出城が置かれていたと書いてあっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幸港のポンツーンに停泊するさざなみ渡船（左）、さざなみ渡船の船内（右） 

 

島民は９人 

 津島は吉海港の西方約４㎞に位置し、東西に細長く、急峻な丘状をなす。島の面積は 1.49

㎞ 2、周囲は 5.6㎞、標高は 177ｍである。島の北東側に集落が形成されている。 

津島は 1889（明治 22）年に亀山村に属し、1899（明治 32）年に椋名
む く な

と馬島とともに渦浦

村として分立、1954 年には３村（渦浦村、津倉村、亀山村）と大山村の１部の合併により

吉海町となり、さらに 2005年の「平成の大合併」によって今治市になった。 

 津島の船着場に２人の男性がいた。船から荷物を受け取った人に「島のことを聞かせて

下さい」と話しかけると、「あっちが区長だから」といわれた。早速、道路に立っていた区

長さんに島の様子を聞いた。荷物を受け取った人は黒川久（83 歳）さんといい、元は一杯

船主であった。区長さんは藤沢さんといい、77 歳になる。島に戻るまでは土木関係の仕事

をしていた。 

 現在、津島には夫婦２戸、単身者５戸、合わせて７戸で９人が住む。70 歳代は３人だけ

で、残りの６人は 80 歳代と 90 歳代である。仕事をしている人はおらず、全員が年金暮ら

しだ。船に乗っていた人が多いので、船員保険をもらっており、年金額は比較的いいそう

だ。 

 吉海町誌によると、戦国時代の末期には河野水軍の武将・田房隼人正が津島に城砦を構

えていた。しかし 1585（天正 13）年の落城によって一族は滅亡し、島民は離散、津島はい

ったん無人島になる。その後、大三島から村上彦左衛門が来往、続いて椋名村から福永氏、

井之口から藤沢氏、黒河村（現周桑郡小松町）から黒川氏、大島の仁江村から村上七郎兵
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衛が相次いで入植した。更に、大下村・岡村からも移住して、彼らは競って山村・荒地を

拓いて 90余石を収穫するまでになった。 

 そのうち 30石を彦左衛門が領し、庄屋になる。津島の世帯数は、1687（貞享元）年に 31

戸、1792（寛政４）年 65戸に増えている。庄屋は代々村上氏が継いだが、その後、トラブ

ルがあり、以後、椋名村の柳原真次郎が津島の庄屋を兼ねた。この時の組頭は黒川金兵衛

といい、戸数も 70戸に達した。柳原真次郎が死去した後、津倉浜庄屋の池田四方輔が津島

の庄屋を兼ねた。四方輔の死去後、椋名村の柳原雄之助が兼ね、雄之助の後は、1870（明

治３）年８月から椋名村庄屋の村上平左衛門が兼ねた。 

 耕地が乏しいため島の男たちは例外なく船員を経験するという海運の島であった。1880

（明治 13）年時点で島が所有していた商船数は 22隻（伊予国越智郡地誌）に及んだ。 

 海運業の隆盛とともに島の人口は増え、1970 年前後には島の人口は 700 人ほどに膨れあ

がった。しかし、町村合併時に今治市の方の税金が安かったので、多くの船主が今治に移

り、津島を去った。この時点から島の人口は急激に減少することになる。 

 1995 年の人口は 64 人だったが、その後５年ごとに、52 人、32 人、18 人と減少し続け、

2015年の国勢調査時には 13人になっていた。そして現在は９人である。つまり高齢者の死

亡とともに島の人口は減少し続けてきた。集落内には 50戸ほどの家があるが、ほとんど空

き家ばかりである。このまま推移すれば、近い将来無人島化が現実となりそうだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

谷あいに形成された津島の集落（左）、海岸沿いの道路と堤防（右） 

 

船員の島 

 周囲を海に囲まれているにもかかわらず、漁業は全く営まれていない。「シマダス」には

「古くから殺生を嫌い、水産業に携わらなかった島の一つでもある」と書かれているが、

間違いだろう。この周辺には広島県の佐木島、小佐木島、後から訪問することになる鵜島

でも漁業は全く営まれてこなかった。 

「しまなみ海道」の周辺にはたくさんの島があり、それぞれの島で漁業が営まれたなら

ば水産資源の争奪が起こるから、江戸時代の藩主はこれらを調整したに違いない。漁業を

営むことのできる島と農業や海運業などの別の職業を営む島に区分したというのが実際の

ところではないだろうか。 

津島では上述したように 1880 年にはすでに 22 隻の商船を保有していた。船は帆船から

機帆船（内燃機関搭載の木造船）、さらに 1960 年ごろから鋼船へと変遷を遂げてきた。と
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ころが海運から陸運へと時代が変化していくと海運業は衰退を余儀なくされる。1950 年代

に入ると内航船は船腹過剰による海運不況に突入し、1964 年には内航海運組合法が制定さ

れ、船腹を調整する事業が始まって減船と大型化が進んだ。かくして島を支えた基幹産業

の衰退と歩を一にして島の衰退が加速したのである。加えて税金が安く、生活に便利な今

治市内へ移住したことが島の衰退に拍車をかけた。 

津島では海運業に従事していた２人から話を聞いている。当時の島の海運業を理解のた

めにその内容を紹介しておこう。 

１人目は上述した黒川久さんである。黒川さんは一杯船主で 62 歳まで船に乗っていた。

現在は 83歳なので 21年前、つまり 1998年まで乗っていたことになる。主として九州方面

から大阪、神戸に石炭を運んだ。また北九州にあった三菱コークスから愛知県蒲郡までコ

ークスも運んだそうだ。彼が船員になった当時、島には機帆船が 40～50隻ほどあった。１

隻の機帆船に６人ほどの船員が乗っていたから島のほとんどの人が海運業に従事していた

という。 

もう１人は神社のすぐ下に単身で住む 88歳のお婆さんである。ご主人は一杯船主だった

が雇い人と合わないため、彼女も船舶の免許をとりご主人と一緒に船に乗っていた。いわ

ゆる夫婦船である。ちなみに島内婚だった。 

瀬戸内海を中心とする内航船であるが、１度航海にでると、島に戻るのは１週間に１回、

長いと１カ月に１回の頻度になった。そのため家を留守にするのが多かったので、３人の

子供は祖母が面倒をみた。山口県の東洋鋼鈑から大阪に鉄板を運ぶのを主な仕事としてい

た。当時の金で 3,000 万円を投じて木造船から 300 トンの鋼船を新造した。しかし海運不

況の影響を受け、1978 年に船をやめた。鋼船は８年ほど使ったから事業をやめた時点では

借金は完済していたという。海運不況で倒産した人もいたが、彼女の家はいくらか残った

らしい。島に大型船が停泊できる港がなかったので、鋼船は津島の沖に係留し、天馬船で

津島との間を往復した。正月になると津島の沖は貨物船でいっぱいになったそうだ。 

現在は船員保険の年金で暮らしている。厚生年金に較べると船員保険の年金額が多いこ

と、また島の生活には費用が掛からないことからお金に困ることはないそうだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民家の庭に残るイチジクの木（左）、海岸に放置された津島石（右） 

海運業は専ら男の仕事であったが（上述の例のように夫婦で乗る人も珍しくなかった）、

島に残った女性や老人たちは農業に従事していた。自給用の食料に加えて柑橘類、ビワ、

イチジクなどの換金作物がつくられていた。特にイチジクは「津島いちじく」と呼ばれ、
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ブランド品だった。上述のお婆さんの義母もイチジクやミカン類を栽培していた。島には

農協もあった。もちろん今ではイチジクもミカン類も島内でほとんどみることができない。

イチジクは民家の庭先に数本が残されているだけだ。 

農業に加えて、島では採石業も営まれていた。津島石（花崗閃岩）は大島石に較べると

「石英や長石の他に各閃石が多く混じっていて結晶の粒が細かく美しい」ため、石材の質

は香川県の庵治石（日本一品質の高い石として知られる）に次いで良質とされ、大島石の

２倍以上の価格で取引されていた。 

しかし埋蔵量が少なくなり、区長によるとこの採石業は 50年前にやめているとのことだ

った。盛んに採取されていたのは止める前の 14～15 年間のことで、「みいちゃん」という

人が採石していたそうだ。山から切り出した石材は船に乗せて搬出したが、その場所を今

でも確認できる。切り出された石が当時のまま海岸に放置されていた。 

 

荒廃する農地 

 藤沢区長と黒川さんに話を聞いてから海岸沿いの道を西に向かって歩き、行き止まりま

で行く。家が１軒あり、その前に古びた軽自動車が２台置かれていた。その先に道はない。

家の前は港になっているが、ちょうど干潮時で港内には水はなかった。もちろん船もない。 

Ｕターンして、途中から山道に入り、島を一周することにした。スタートしたのはちょ

うど８時 30分であった。すぐに浄水場のようなものが現れ、その上に貯水池が２つあった。

雨水を集水し、浄水する簡易水道と思われる。 

島は険しい崖に囲まれているので、島を一周する道路は海岸線を大きく離れ、標高の高

いところにつくられている。道路はコンクリートで舗装されており、曲がり角にはミラー

も取り付けられている。したがって農業が盛んな時期は車の通行が多かったことをうかが

わせる。 

道路の脇の要所要所に水道の蛇口があり、近くにコンクリート製の円柱状の貯水槽が置

かれている。また道路沿いにゴム製のパイプが至るところに見られる。道路に沿って水道

が敷かれ、農業用水が供給できるようになっていたのだろう。つまり農業インフラはかな

り整っていたに違いない。農業が盛んだった時代の名残なのだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路脇に置かれている水道の蛇口と貯水槽（左）、竹が侵入して石垣が崩壊している段々畑（右） 

上述した通り、島ではイチジクが作られていた。津島イチジクはブランド品で、換金作

物として重要な位置を占めていた。その後、温州ミカンに変わったようだ。イチジクは 1970
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年代前半まで島外に出荷していたという。 

しかし当時の農地は荒れ果てている。近年は竹（孟宗竹）が分布を拡大しており、かつ

ての畑は竹林にかわった。 

特に島の北側の道路わきはほとんどが竹藪である。暗い竹藪の間に石垣が見え、かつて

段々畑が続いていたことを伺わせる。先祖が営々として築いてきた農地は竹藪や雑木に埋

もれている。 

 しばらく歩くと、がけ崩れの場所に遭遇した。道は下に向かって崩壊しており、山際の

わずか 20㎝ほどの道路を渡ることになる。道は寸断されていた。当然、車は通行できない

からここから先は歩くしかない。 

 

タヌキとイノシシ 

ちょうど舗装道路の上に土が堆積している場所があった。この土の上にイノシシとタヌ

キの足跡が残っていた。土がなければ気がつかないのだろうが、ほんのわずかな範囲に２

種類の動物の足跡があるということはかなりの高密度で生息しているのだろう。 

タヌキは昔から津島に生息していたようで、島内の至る所でタヌキのためグソをみるこ

とになった。 

区長の話では、イノシシは 14～15年前から急速に増えたという。海岸でイノシシの死体

を見たことがあるので海を泳いで渡って来たという。イノシシの好物は筍であり、土の中

に棲むミミズだ。島には竹林がはびこっているから、春先には餌に事欠かない。また土を

掘り返してミミズを食べるから山の中の至るところが掘りかえされ、竹以外の植物はほと

んど見られない。 

イノシシは集落の人家にも侵入するようで、人家の入口には後述するようにイノシシが

入れないように柵や障害物が設けられている。 

島ではイノシシは有害鳥獣に指定され、駆除も行われているようだが、島の人口に対し

てイノシシは圧倒的に多く、また老人ばかりで対処のしようがない。後述するように大山

祇神社の階段脇に仕掛けてあった括り罠にイノシシが掛かっていたが、島内には「止め刺

し」をできる人がいないから、越智大島や四国本土の猟友会の人に頼まなければならず、

けっこう手間がかかるのだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路上のタヌキのためグソ（左）、イノシシによって掘り返された竹林（右） 
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津島船舶通航信号所 

30 分ほど歩くと津島の西端に置かれている津島潮流信号所に着いた。朝、船で一緒さっ

た海上保安庁の職員２人が歩いて向かったところである。この施設は第六管区海上保安本

部が管理している。２人の職員は中で作業をしているとみえて、普段は閉まっている入口

の扉が開いていた。 

越智大島と今治との間の来島海峡には武志島、中渡島、馬島などの島によって来島の瀬

戸、西水道、中水道、東水道の４つの狭い水道に分かれているため日本有数の潮流が速い

場所として知られており、航行する船舶にとっては難所になっている。津島はこの来島海

峡の入口にあたる。 

この施設は、高性能レーダーで海峡付近の船の動きをとらえ、レーダー映像を来島海峡

海上交通センターへ送り、電光表示板で付近を航行する船舶に大型船の通航状況などの情

報を提供する役割を担っている。 

右手に来島海峡を眺めながら、島の南側の斜面の道を歩く。南側は日当たりがよく暖か

い。北側とは異なり、竹林はほとんど見られない。道路沿いには梅が花を咲かせている。

また、周辺にはビワや夏ミカンも見られる。野生の水仙も比較的多く、和水仙、八重水仙

に加えて、白い小さな花をつける水仙の変わり種もあった。この水仙の香りはあまり良く

ないが、初めてみた珍しい水仙なので、球根を５～６粒掘り起こして持ち帰った。 

レーダー基地の反対側の道は車が通っているみえ、轍が残っていた。人の足跡もある。

島の南側には、耕作している畑が少し見られ、家庭菜園規模でエンドウや大根などがつく

られていた。もちろん畑の周囲はイノシシの侵入防止のための柵が施されている。 

地図上では島を一周できそうだが、途中で道が途切れてわからなくなり、結局、簡易水

道の施設があった元の道に出た。島の西半分を一周したことになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津島船舶通航信号所のレーダーと電光掲示板（左）、日本一潮流が速く海の難所といわれる来島海峡（右） 

 

荒廃する集落 

津島の集落は島の北海岸の西寄りに形成されている。海岸に向かって扇状に家が建って

いる。50 軒ほどの家が残っているが、なにしろ現在島に住む世帯は７戸しかないので、大

部分が空き家である。中にはすでに崩れかけている家もある。お盆には旧島民が墓参りに

帰って来るが、ふだんから家の手入れをしに来る人は少ないという。 

空き家が多いからイノシシも傍若無人に振る舞うようで、イノシシが庭や家の中に入り



57 

 

込まないように、ほとんどの家は空き家を含めて防護柵を施している。年々、人が少なく

なっているため昼間でもなかなか人に会わない寂しい集落である。 

集落には商店も自動販売機もない。もちろんポストがあるだけで郵便局もなく、診療所

もない。つまり何もない。すべて自活しなければならないので高齢者には大きな負担にな

っていることだろう。 

集落の公民館の近くに村上久米太郎先生の像と書かれた胸像が置かれていた。この胸像

の脇の「日本人ここにあり」と書かれた解説板にはざっと次のようなことが書いてあった。 

昭和９年、満鉄のハルピン発新京行列車に乗車していたところ突然匪賊の襲撃を受けて

人質として拉致され、松花江の小舟の中に閉じ込められていた。その時、捜索隊の船から

「日本人はおらぬか」と叫びながら川をのぼって来たが一言も発することができずにいた。

そのうち捜索隊が遠ざかって行ったためたまりかねた久米太郎は我が身をかえりみず、「日

本人ここにあり」と大声をあげた。同時に匪賊の銃弾が火を噴き、久米太郎は瀕死の重傷

をおったが、この勇気と決断により、拉致されていた他の８名は無事救出された。 

この勇気と決断に対し、島の「顕彰像を建立する義人顕彰保存会」が建てたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美しい石垣の家（左）、イノシシの侵入を防ぐための防護柵（右） 

 集落背後の高台に大山祇神社が置かれている。きつい石段を登って行くと何やら騒がし

い音がする。音のする草むらをみるとイノシシがいた。最初はびっくりしたが直感的に括

り罠に掛かっていると理解した。ワイヤーが切れない限り襲われる心配はないので、上の

神社に参拝してから集落に戻り、人が住む一番近い家に通報した。 

 その人は 88歳になるお婆さんだった。区長に知らせるべき、一緒に区長の家に行ったが

留守だった。お婆さんによると犬の散歩に出かけたのだろうとのことだった。 

上述したようにこのお婆さんは夫婦で船に乗っていた人である。ご主人は亡くなり、１

人で暮らしている。子供は３人いたが、農協に勤めていた息子を心臓疾患で亡くし、今治

に息子、広島に娘が住んでいる。今治に住む息子の方は頻繁に生活物資をもって面倒を見

にくるらしい。したがって物には不自由せず、島の生活を謳歌しているという。 

 

津島小学校跡 

 集落の東はずれに旧吉海町立津島小学校の跡地がある。1876（明治９）年に開校し、1963

年３月に閉校になって、越智大島の津倉小学校に統合された。閉校になる前の 1962年当時

の在校生は 60 人、同年の卒業生は 12 人だった。閉校に伴って越智大島に通うスクールボ
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ートが就航し、島の小中学生は越智大島に通った。 

 その後、島に子供がいなくなると、スクールボートは 1996年３月末をもって廃止になり、

現在の小型連絡船「さざまみ」に姿を変えた。 

 旧小学校の敷地にはすでに校舎はなく、記念碑だけが建つ。また赤く塗られたトレーラ

ーハウスのような宿泊施設のような建物とイベント用に使うと思われる大釜が置かれてい

た。以前、山道を走る津島クロスカントリーマラソンが行われていたようなので、その時

に使われたのかもしれない。 

小学校跡の先に比較的まとまった平坦な土地があり、柑橘類の苗木が 20本ほど植えられ

ていた。ショベルカーが置かれ、鉢植えの苗木が用意されているところを見ると、農園を

さらに拡大するつもりなのだろう。またライトバンと軽自動車も置かれており、島外の人

が島で農業を始めたのかもしれない。 

柑橘類の畑から切り通しを抜けると海岸に出た。Ｕターンして畑の背後の道を登ると、

集落を一望できる高台になる。そこにはたくさんの墓石が並んでいた。多い時には島の世

帯数は 100 戸以上もあったので、墓の数も多い。墓地の一番高いところには先の戦争で戦

死した島民の立派な墓が 31基ある。こんな小さな島でも多くの犠牲者を出しているのは驚

きといっていい。 

墓地からイノシシによって崩された坂道を下って集落に戻り、船着場に向かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校の旧校庭に建てられた記念碑（左）、新しく柑橘類の苗が植えられた畑（右） 

  

幸港から第２便がやって来た。島のお婆さん１人と信号所のレーダーを修理にきた男性

２人が下船する。 

13時発の船で越智大島に戻る。帰りの船は私だけであった。事前に手配しておいたので、

船着場には大島タクシーが待機していた。時間的に余裕がなく、次の訪問地である鵜島行

きの船がでる宮窪港に急いだ。 
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