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1912 離島覚書（広島県・百島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年３月 28日 

貸自転車 

 百島
ももしま

行の船は、尾道駅前にある尾道ウォーターフロントビルの１階から出る。このビル

は６階建で、２～６階に「グリーンヒルホテル尾道」が入り、２～４階の一部は様々な事

業所が入っている。 

１階には昨晩夕食を食べた「尾道ワーフ」がある。ちなみに昨晩は船の発着場の様子を

伺いにこのビルまで来たのだが、おしゃれな雰囲気の店だったので、偵察を兼ねてこの店

に入ったのだった。島から戻って調べたら、この店はカキの流通大手のクニヒロが経営し

ているようだ。メニューをみると生カキの産地に広島がない。北海道の厚岸をはじめ遠隔

地ばかりだ。店員に「日本最大の産地の広島に来て、何で北海道のカキを食べなければな

らないのか。輸送賃を払っているようなものだ」と毒づいた。そしたら「この時期、広島

のカキはもう流通していない」という。そこで生カキを諦め、カキフライとカキとネギの

アヒージョを頼んだ。広島のカキが流通していないのなら、食べたカキは冷凍品だったの

かと気がついたが後の祭りだった。 

 百島行きの船はこのビルの中にある尾道港ポートターミナルから出る。備後商船の高速

船・ニューびんごが１日５便、フェリーが１日４便運航されているが、あまり便数は多く

ない。高速船は尾道港から直接百島に向かい、次いで本土側の福山市常石に至る。一方フ

ェリーは途中向島
むかいしま

を経由して、同じコースを辿る。高速船の所要時間は 25分だが、フェリ

ーは経由地が多くしかも遅いため 53分を要する。ちなみに常石には日本有数の造船メーカ

ーである常石造船の本社工場がある。 

 松山の刑務所を脱走した窃盗の常習犯は向島に潜伏し、大変な騒ぎになったのは記憶に
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新しい。彼はいつの間にか本土に渡り、日本一周の自転車旅行者を装っていたが、向島か

ら尾道にどういう方法で渡ったのだろうか。地元の人は詳しいだろうと思い、船着場にい

た船員に聞いた。地元の人はよくわかっていて、この乗り場近くの尾道水道が最も狭く、

夜の潮たるみをねらって泳いで渡ったそうだ。この受刑者はとっても賢い人だったに違い

ない。 

 尾道港からは私を含めて４人（男２人、女２人）が乗船した。船は３人掛けの椅子が左

右に 10列あるから、60人が定員である。高速船は９時 20分に尾道港を出発し、９時 44分

に百島の福田港に着いた。全員が下船し、百島から８人が乗船して常石に向かった。 

 百島は面積 3.08㎞ 2、周囲 11.9㎞のハート型をした島であり、島内には福田、本村、泊、

海老呑の４つの集落がある。ただし後述するように海老呑の集落は小さい。島の規模から

すると、歩いて島を巡るのは結構しんどそうだ。自動車を使うには島の規模は小さいし、

もとよりレンタカーはない。自転車を利用するのがベストの選択だと思っていたら、船を

降りた道路脇に貸し自転車が置かれていた。料金は無料で、島を訪れる人のために便宜を

図ってくれている。脇に協力金を入れる箱があったので、100円を入れて借りた。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

高速船・ニューびんご（左）、港の近くに置かれている貸し自転車（右） 

 

百島きのこ工房 

 福田港の近くに「百島きのこ工房」と書かれた大きな建物があった。島ときのこがどう

関係するのか興味があったので、早速、同所を訪ねた。工房に顔を出すと、船で一緒だっ

た高齢の男性が現れた。ここの職員だったとは意外であったが、定年退職後の第２の職場

のようだ。この人から話を聞いた。 

ここでは「ブラウンシメジ」というキノコを菌床栽培している。この工房の親会社は大

型の医療機器（ＣＴやＭＲＩなど）を販売している㈱メディカライン（本社：東京）であ

る。３年前から百島に工場を作り、キノコの生産を開始した。シメジの菌は長野県の提携

先から送って来るので、これを菌床（人工培地）に植え付けて、一定の湿度や温度を保っ

た工場内で育てて、販売している。 

シメジは生鮮品なので、注文に応じて生産しているが、需給調整が難しいらしい。結局

余剰のシメジが発生するので、これは乾燥品に加工して販売している。生鮮品を買って持

ち帰るのは大変なので、この乾燥シメジを購入したが、価格は１袋 432円であった。 

この百島きのこ工房では、モモシマキッチンという移動食堂車を保有し、島の３地区（本
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村、福田、泊）で、毎週水曜日にキノコの天麩羅やキノコ入りカレーを提供している。島

には食べるところが後述するお好み屋だけで、しかも高齢者が多いので、このキッチンカ

ーは地元に一定の貢献しているようだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブラウンシメジを栽培する百島きのこ工房の建物（左）、キノコ料理を提供するキッチンカー（右） 

 

本村 

 本村の集落は、福田港の背後の谷あいに南北に細長く形成されている。名前のとおり島

の中心で、行政機関、郵便局、学校、神社（八幡神社）、寺院（西林寺）などが置かれてい

る。きのこ工房から尾道市役所百島支所が入っている「百島みんなの家」に自転車で向か

った。ほぼ平坦な道だ。 

 この「百島みんなの家」はけっこう斬新な建築物で、2017 年９月にオープンしている。

集成材を使用した木造建築の外観は楕円形で、屋根は波打っている。柱がなく広い空間が

確保され、天窓があって明るい。この建物には百島支所と簡易郵便局が置かれているが、

大部分は交流のために広いスペースが確保されている。 

百島支所で、島の観光地図を入手、さらに住民基本台帳上の人口と世帯数を聞く。職員

は男が２人で、今時珍しい役人風情の人だった。字別の人口を聞くと、データはないとの

こと、３つの集落には区長がおり、島の詳しいことは区長に聞いてくれと、とりつく島も

ない。この役人は本土側に住み、通勤しているようだ。室内には有害鳥獣の捕獲実績が貼

ってあった。これによると昨年はイノシシを 26頭、タヌキ５頭を捕獲している。2010年か

ら 2018年までのイノシシの総捕獲数は 260頭に及ぶ。 

 百島の 2015年国勢調査時の人口は 477人、世帯数は 265戸である。高齢化率は 68.3％と

きわだって高い。このため就業者数は 119 人と少なく、働いている人は全人口の 1/4 以下

であり、多くは年金生活者であろう。産業分類別の就業者のうち、１次産業は農業が 10人

で漁業はゼロであった。後述するように漁業者はいるが、収入が少ないものと思われる。

2019 年２月末時点の住民基本台帳上の人口は 459 人（男：182 人、女：277 人）、世帯数は

286 戸なので人口は国勢調査時よりも減少している。百島のピーク時の人口は 1950 年の

2,889人（593戸）であったから、1/6以下になってしまった。 

明治時代の百島の産業は農業が中心で、漁業に従事する者は兼業者を合わせても 44戸に

過ぎなかった。島の土地面積は限られていたから、人口が増加すると農業で食べることは

難しい。この島では口減らしのために島外への移住がさかんに行われたのである。1895（明
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治 28）年に村上宗一を団長とする 59世帯 255人が北海道の現岩見沢市（栗沢町茂世丑地区）

に移住、当時の人口の 12％に及んだ。その後も、日本各地や、北米、南米、ハワイ、豪州、

フィリピンなどの外国にも移住している。海外移住を物語るものとして、「ハワイ」という

屋号の家もある。 

 「みんなの家」の少し先に百島東映と書かれた映画館の跡が残っていた。1961（昭和 36）

年にできたようだ。看板は錆び付いているが、昔の映画館の外見をとどめている。こんな

小さな島に映画館があったとは驚きである。これまで訪れた島の中で古い映画館が残って

いたのはこの百島だけだ。いつ頃まで営業していたのかわからないが、島のピーク時の人

口は上述したように 3,000 人にも満たないので、島の人口だけで映画館が成り立つとは思

えない。恐らく周辺の島から映画を見に来る人が多かったのだろう。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

百島みんなの家（左）、百島東映と書かれた映画館跡（右） 

 

福田 

 「みんなの家」から再び福田港に戻る。福田港の入り口には農協の事務所が置かれ、所

内に信用店舗と売店がある。島内の各集落には小さな商店が１～２軒あるが、港の近くで

はここの売店が唯一である。これから自転車で島内を走るので、ペットボトルのお茶を購

入し、職員に島の農業事情を簡単に聞いた。 

現在、島の農家で出荷している人は３～４人だけと少ない。栽培している作物は柑橘類

で、早生、中生、晩生の温州ミカンの他に、最近はイシジ、ハルミ、ハルカ、不知火、冬

ダイダイ、夏みかんなど多様な中晩柑類が栽培している。ただし出荷はすでに３月中旬で

終わっているので、現物はないとのこと。 

福田地区の集落は福田港の西側の緩やかな斜面に形成され、家と家の間に農地が混ざる

農村型の集落である。 

福田集落の前にはかつて入浜式の塩田があった。小さな入り江の沖に堤を築き、干満の

差を利用して海水を導入し、天日で海水を濃縮、これを平釜で煮詰めて塩を作った。入浜

式塩田は多数の労働力を必要としたので、江戸時代末期から営まれていたこの塩田は島の

雇用に大きく貢献したと思われる。しかし 1959（昭和 34）年の第３次塩田整理でこの塩田

は廃止され、125年間続いた歴史に幕を下ろした。 

この塩田跡の東側半分ほどは尾道市に寄附され、その後、後述するように瀬戸内海栽培

漁業協会の種苗生産施設ができ、クルマエビの種苗生産が行われることになった。西半分
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は長い間放置されてきたが、現在はソーラーパネルが設置され、出力 1,500kw のメガソー

ラー発電所になっている。ちなみに発電所は、この土地の所有者である東京の藤田守興さ

んが設立した会社が運営している。 

福田の集落は段々畑のように階段状に形成され、家々の間に柑橘類の果樹園や家庭菜園

用の畑が分布している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さくら通りから見た福田集落（左）、塩田跡地に建設されたメガソーラー発電所（右） 

 

百島庁舎 

 引き続き、旧塩田跡につくられた瀬戸内海区水産研究所百島庁舎を訪ねた。この施設は

尾道市から土地の提供を受けて、1978年に、（社）瀬戸内海栽培漁業協会のクルマエビ種苗

生産の実験池として設置されたものである。クルマエビ養殖の父である藤永元作はクルマ

エビの種苗生産に成功、商業規模の養殖をめざして 1963年に山口県秋穂の廃止塩田を活用

してクルマエビ養殖を開始した。この動きに刺激されて、瀬戸内海各地の廃止塩田でクル

マエビ養殖が始まっていたし、価格の高いクルマエビの種苗放流ニーズも高まっていたの

である。その後、（社）日本栽培漁業協会の百島事業所となり、2003年に同協会が水産総合

研究センターに統合されると、百島栽培漁業センターに改称、さらに 2006年４月には瀬戸

内海区水産研究所百島庁舎になり、現在に至っている。 

学生時代の大変お世話になった故大野淳（元東京水産大学教授）さんは、若い時にこの

百島の廃止塩田跡で、ポンド内に発生したコペポーダを餌料にしたヒラメの粗放的種苗生

産に取り組んでおり、また㈱東京久栄時代の後輩だった故三村君も広島大学の学生当時、

この事業所で大野さんの下で研究に従事していたから、百島のことは昔からよく聞いてい

た。しかし訪問するのは初めてであった。 

庁舎の門をくぐると大きなポンドが目の前に拡がる。以前は素掘りだったと思われるが、

現在はコンクリートづくりになっている。ポンドは 100ｍ四方もあるだろうか。これが大き

く３つに仕切られている。門から一番奥まったところに事務所がある。訪問の主旨を伝え

ると女性の職員が対応してくれた。あいにく所長は出張中で、技術系の職員も全員不在で

あった。所長はその後すぐに交代し、斎藤君の大学の同級生が所長に就任したが、その新

所長から対応できなかったことに対するお詫びのメールが入ったとのこと。 

瀬戸内海区水産研究所には、2011 年４月に海産無脊椎動物研究センターが設立され、貝

類グループと甲殻類グループが置かれ、貝類グループではアサリ、タイラギ、マガキの種
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苗生産、甲殻類グループはマダコ、クルマエビ、ガザミの増養殖等の研究に取り組むこと

になった。この庁舎はこれらの任務を担っている。門を入った左側に新設された二枚貝類

飼育実験棟と、付帯施設として生海水飼育棟、植物プランクトン培養棟、ろ過棟、機械棟

などの建物が整備されている。防疫上、勝手に施設内に入ることはできないので、外から

眺めるだけに留めた。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

瀬戸内海水研百島庁舎の正門（左）、旧廃止塩田につくられた大規模な水槽（右） 

 

泊と漁業 

 百島の南端が泊の集落である。福田港から本村の集落を抜けて南下すると泊の集落に至

る。泊地区との中間点あたりに池があり、その前に百島診療所や百島地区社会福祉協議会

の「いきいきサロン百島」がある。その先が島の最高峰である十文字山（標高 184.1ｍ）に

登る登山口で、ここから少し先が峠になり、あとは泊漁港までのいっきの下り道となる。

峠まではけっこうきつい登りで、自転車を押しながら歩く。 

 本村、福田、泊の３つの集落規模はほぼ似通っている。ただ泊地区の集落は漁港の背後

にへばりつくように家々が密集し、農地は集落の背後に配置されている点で、本村や福田

と異なっており、漁村集落的な特徴を備えている。 

 漁港には係留中の漁船に浦島漁協の理事をしている京泉盛
せい

勇
ゆ

さんがいたので話を聞く。

百島の漁業を知るキーマンに偶然会えたのだった。京泉さんは 69歳になり、私よりも２歳

若い。もともと海苔養殖を営んでいたが、産地の再編が進む中養殖をやめ、本土側の町工

場で働き、さらに常石造船で働いていたようだ。京泉さんは猟友会のメンバーで百島駆除

班に所属する猟師でもある。つまり海の漁師と陸の猟師を兼業する珍しい人なのだ。百島

にイノシシが侵入したのが 2007年ごろのこと。加島という隣の小さな島から渡って来たら

しい。３年後の 2010年に百島駆除班が結成された。イノシシは箱罠で捕っているが島にあ

る許可枠は 30個だけだそうだ。 

漁港内には京泉さんの漁船を含めて６隻が係留され、この他に４隻が操業に出かけてい

るというから泊地区の漁船は合計 10 隻である。百島の漁業者は浦島漁協に所属しており、

同漁協の支所が漁港に近くに置かれている。ただし支所に職員は常駐していない。百島の

正組合員は８人で、地区別では泊が最も多くて５人、福田が２人、本村が１人という内訳

である。准組合員は７人で、泊５人、福田１人、本村１人という内訳で、泊が漁業の中心

地になっている。 
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 百島で営まれている漁業は、刺網、磯建網、アナゴ筒、タコつぼ、ガザミ刺網、採貝な

どで、定置網漁業は営まれていない。かつて海苔養殖がさかんで、冬は海苔、夏は造船場

で働くというパターンであったが、今では海苔養殖は全く行われていない。もともと周囲

が島だらけの百島では漁業で生計を立てるのは困難だったという。海苔養殖が普及する以

前の 60年ほど前は鳥取県境港や石川県などへの漁業出稼ぎが多く、マグロ延縄漁船に乗っ

ていた人もいたそうだ。 

 本所が置かれている浦島漁協には、アサリの資源管理等の取り組みを取材するために伺

ったことがある。「山波の洲」をはじめこの一帯にはアサリが多く、アサリの移植や資源管

理に熱心だった。しかし、近年アサリ資源が激減しているようで、昨年は１年間採るのを

休んだそうだ。原因はよくわからないが、ナルトビエイが生息しているというからエイの

食害が大きいのかもしれない。アサリ資源の回復を図るためアサリ稚貝を向島で大きく育

て、百島に移植する試みを始めているようだ。 

 京泉さんによると、島の北部の本村・福田地区と南部の泊地区をつなぐ道路もなく、北

と南はあまり交流がなかったらしい。小学校も明治時代までは別々で、泊地区にも小学校

が置かれていたそうだ。このため北と南では風習がかなり異なるという。北海道に移住し

たのは本村が中心だったという。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泊地区の集落（左）、泊漁港の浮桟橋と漁船（右） 

昨年７月の集中豪雨でコカコーラの工場が流され、たくさんの飲料缶が流れ着き、船が

走れないくらいだったという。缶を回収し、中身を捨てて処分したそうだが、中身は何と

もなくもったいないことをしたと京泉さんは話していた。泊漁港から海岸沿いの道を北上

して再び本村に向かう。昼食をお好み焼き屋に予約していたから急いで自転車を走らせた。

対岸には本土と橋で結ばれた横島と田島が横たわる。さらに進むと、常石造船が見えてき

た。 

 

お好み焼き屋 

百島には１軒だけ食堂がある。市役所の支所から旧百島中学校に向かい、途中を左折し

少し坂を登った集落内の民家である。この店ではお好み焼きを提供する。家の前には

「Saloon 爺ちゃま倶楽部」と書かれた看板が掛かっている。 

午前中に店の位置を確認し、島の南端の泊地区に行ってから、昼食を食べに戻った。12

時すぎに伺うことにしていたが、泊地区で話し込んだため時間が大幅にずれ込み、店に着
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いたのは 13時をまわっていた。私以外に客はいなかったので、12時に合わせてすでにお好

み焼きをつくっており、ひょっとすると来ないのかもしれないと疑っていたようだ。遅れ

たことを詫び、お好み焼きを食べながら話を聞く。 

この店は 2017 年 12 月にオープン。まだ１年ちょっとしか経っていない。ご主人はもと

もと料理人で、尾道で飲食店を営んでいたが、どういうわけか客が少なく、商売にならな

かったようだ。百島には食事を提供する店がないことを聞きつけて百島に移転してきた。

幸い百島は空き家が多いので、古い家を借り、少し手を加えて店にした。 

お好み焼き以外にも注文があれば、出張

料理もするらしい。島民の 70～80％が老人

なので、これらの老人が主なお客である。

ご主人ももちろん老人なので、店の名前は

これに由来するのかもしれない。年金が支

給される月は客が多いそうだ。 

お好み焼きは焼そば入りのいわゆる広島

風である。味はしょせんお好み焼きだから

さほど変わらず、とびっきりうまいという

ものではない。ただ部屋が暗く、清潔感が

ないから若い女性は敬遠するだろう。       お好み焼き・爺ちゃま倶楽部の入口 

                

いちご農園と別荘地 

昼食を食べてから、朝着いた福田港に出て、島の海岸沿いの道路を反時計回りで歩くこ

とにする。瀬戸内海水研の百島庁舎とメガソーラーの発電所を過ぎると、海岸に出る。海

岸沿いには巨大なクレーンが放置されていた。赤錆が浮いているところを見ると放置され

てからだいぶ時間が経っているようである。ここはかつて百島造船のあった場所だ。 

続いてイチゴを栽培するハウスが 10 棟ほど並ぶ。近くにミツバチの巣箱が 10 個ほど置

かれていた。恐らくハウス内のイチゴの授粉用に使うのだろう。このイチゴは㈱ももしま

観光農園という会社が栽培しているようだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イチゴを栽培しているハウス（左）、海水浴場の前にある別荘地（右） 

島の北西端には 20数軒ほどの別荘が立ち並ぶ。別荘の東側は砂浜がひろがり、海水浴場

になっている。早春だったこともあり、あまり使われている様子はなく、閑散としていた。
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近くで広場の小石を拾う作業をしていた老人に聞くと、よく来る家は１軒だけだという。

敷地内にテニスコートも置かれていたが、最近は全く使われた様子は見られず、荒れ果て

ている。 

別荘地を過ぎると、島の西側に出る。車がやっと通れるほどの未舗装の細い道が続く。

こちら側にも別荘と思われる家が散見させる。これらの別荘は 1980年代末期のバブル期に

つくられたものと思われる。道路に沿って防波堤がつくられ、その先は砂浜だ。沖には加

島という無人島が横たわっている。 

やがて前方に山が張り出してきて、砂浜は途切れ、道は山側に向かう坂道になる。 

 

海老呑 

 坂の入り口に家があり、その前にはネットで囲まれた畑でタマネギがつくられていた。

この一帯は海老呑の集落になる。福田港からは遠く離れ、近くには港がないことから、百

島の中では隔絶した集落であった。かつては７～８戸の世帯があったが、現在は３戸だけ

に減っている。 

 坂の途中に立派な和風建築の家があった。家の前にはきれいに手入れされた紅白の花桃

が花を咲かせていた。坂道の反対側はきれいに草が刈られ、桜の木が植わる。 

 近くにこの別荘を管理している島の人がいた。折角だから中を見て行けとの言葉に甘え

て、家の中を案内してもらった。この別荘は島の出身者が東京で事業に成功し、故郷に建

てた会社の保養所のようだ。窓から海が望め、素晴らしい立地条件である。風呂は大きく、

室内にはビールのサーバーが備わっていて、ビールを飲みながら風呂に浸かるらしいが、

ちょっと危険だ。桜の開花期には東京からやってくるようで、管理人が逐次桜の開花予想

を伝えているようだ。 

 坂道を登るとＴ字路に至る。ここを右折し、山の中の道を進めば泊漁港に行くことがで

きる。当初、泊漁港を経て、島の西半分を周る予定であったが、昨年７月に広島地方を襲

った集中豪雨で土砂崩れが発生し、通行止めになっていた。しかたなく左折し、福田港に

戻ることにした。峠までは厳しい上り坂が続くので自転車を押しながら歩くことになった。

ところが峠をすぎた下り坂で自転車が転倒し、前のめりの状態で転んでしまった。幸いた

いしたことはなかったが、自転車での転倒は大人になって初めてのことで、老化を実感す

るはめになった。山中の道路脇にはイノシシの箱罠が設置されている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

満開を迎えた花桃（左）、和風建築の別荘（右） 
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福田と本村の集落背後にある山の中腹の道を走り、西林寺、旧郵便局跡、旧役場支所跡

を経て、本村集落の中央を通る道路を進み、百島小中学校に向かう。 

 

百島幼小中学校 

1999（平成 11）年に旧百島中学校が閉校となり、翌年、新たに小中併設校が開校した。

さらに幼稚園も一緒になっている。2018 年度の小学校の児童数は６人、教員は６人、中学

校は生徒数が９人で、教員は７人である。職員は１人だ。校長は幼稚園と小中学校を兼務

している。幼稚園は３月末で卒園するとゼロになる。 

旧中学校は反対側の丘の中段に位置しているが、2012 年よりＮＰＯ法人「ＡＲＴ ＢＡ

ＳＥ 百島」が運営する現代美術の私設美術館としてオープンしている。自転車を押して

登らなければならず、時間の関係もあって、この美術館には入らなかった。 

校庭で、幼稚園に給食用のパンを納品に来た百島しあわせパン製作所のトシミさんに偶

然会った。このパン屋さんのカタログが船の待合室に置かれていたので、こんなところで

本人に会えるとはラッキーである。2017 年９月に東京から百島に移住し、泊地区でパン屋

をオープンしている。ご主人はサーファーで、東京と島を行ったり来たりの生活らしい。

彼女もサーフィンをやるようで房総半島にいったこともあり、鋸南町のことも知っていた。 

 それにしても消費人口約 450 人、しかもパン食にあまりなじみのない老人ばかり、観光

客もほとんど来ない島で、よくパン屋が成り立つものだと心配になるが、彼女のホームペ

ージを見ると、ネット販売も行っているようだし、ＳＮＳもフル活用している。作ってい

るのは国産小麦の食パン、天然酵母のベーグル各種、ジャム類である。こだわり商品なの

で熱心な支持者が多く、全国から注文が来ているに違いない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尾道市立百島小中学校（左）、百島しあわせパン製作所のトシミさん（右） 

 

15 時ごろに福田港に戻る。港の近くの天満宮に参拝し、待合室へ。常石からの客９人が

百島で下船し、私を含めて７人が乗船した。15時 38分の定期船で尾道港へ。ホテルに預け

ておいたレンタカーで尾道市役所に寄り、そのまま広島空港に向かった。 

 


