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1923 離島覚書（愛媛県・魚島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左が江ノ島、右が瓢箪島 

 

令和元年８月 27日 

魚島観光センター 

 高井神島を 16 時 30 分ごろに出発し、魚島に 16 時 45 分に到着する。すぐに船着場前に

ある上島
かみじま

町
ちょう

役場魚島総合支所に顔を出す。事前に電話を入れていたので、役場職員が旧魚

島村の村史などの図書を用意してくれていた。引き続き、若い職員に今晩の宿泊先である

魚島観光センターに連れて行ってもらう。 

 魚島には東日本大震災が発生する２ヶ月前の 2011年１月に輪番休漁の政策評価の調査で

来ているので２度目の訪問になる。魚島では島周辺の海底にウミエラという腔腸動物が大

量発生し、底曳網に掛かって操業に支障をきたしたので、輪番で漁業を休み、このウミエ

ラの駆除活動にあたった。国は、漁業者のこの活動に対して日当と傭船料を支払い、漁業

者の生活を支えたのだった。なお、この仕組みは東日本大震災後の漁業者による瓦礫等の

除去作業にも適用された。 

 観光センターは島で唯一の宿泊施設なので以前もここに泊まっている。４階建の建物の

１階部分が食堂と管理人室、２階に風呂や会合に使う部屋などがあり、３、４階が宿泊場

所だ。前回は冬に来ているので、部屋がやけに寒かったことが印象に残っている。当時は

管理者がおらず、食事もなかった。現在は上島町から委託を受けた指定管理者が管理して

おり、この５月から郷野さんという方が指定管理者になった。大阪で光ケーブルの工事会

社を経営しており、前の漁協専務（現在町議会議員）の紹介で引き受けたという。もとも

と徳之島の出身で、大阪に出てきて会社を興したらしい。大阪と魚島を掛け持ちで仕事を

しているため、両方を行ったり来たりで忙しい。 
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 風呂に入ってから、役場で借りた資料を見ながら夕食を食べる。夕食は、タコ、タイ、

マゴチの刺身、アジの南蛮漬け、メバルの煮付け、セトガイのフライ、女性部が企画して

商品化されたタココロッケ、ハモの天麩羅、冷奴、大豆煮であった。タココロッケは魚島

で獲れたタコを加工業者に提供し、商品化したもので、詳しくは後述する。水産物は全て

魚島産なのはうれしい。何でも郷野さんは指定管理者を引き受けるにあたって料理学校で

勉強したらしい。 

宿泊客ではないが、３人が夕食を食べにきていた。２人組は役場の職員、もう１人は島

にある道福寺の住職の息子である。観光センターの宿泊客は平均して１組、夕食を食べに

くるのは平均して数人とのことだ。指定管理の委託費が月 15万円支払われているようだが、

夏場はクーラーなどの電気代がかさみ、また水道代も高いため、赤字になるそうだ。 

郷野さんが仲介してくれて、寺の住職の息子に話を聞く。彼は小学校３年生の時に魚島

に転居し、高校卒業後、大阪で働いていた。ガソリンスタンドの店員や運転手などの職を

経て、39 歳の時に島に戻り、21 年目になる。島では佐伯組という土建会社で働いている。

また漁協の准組合員になっており、タイ釣りやセトガイを採りに行くそうだ。父親は真言

宗の坊さんだったが、精神病を患っており、自ら命を絶ったという。死ぬ少し前に島に「土

左衛門」が揚がり、その人に「呼ばれた」と島ではいわれているらしい。母親は 85歳にな

り、長男の彼が食事作りなどの面倒をみている。彼は住職になるチャンスがあったが、真

言宗の研修を受ける当日が妹の結婚式と重なり、別の機会に研修を受けるつもりがそのま

まになってしまったようだ。現在道福寺には住職はおらず、法事などの行事には因島
いんのしま

の寺

から住職がやってくる。島の人口は減るばかりで、墓を島外に改葬する家も増えていると

いう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

魚島観光センターの外観（左）、夕食（右） 

 

令和元年８月 28日 

魚島総合支所 

 朝から雨が降り続けている。観光センターから郵便局、交流施設を隔てて上島町魚島総

合支所がある。８時少し前に朝食を食べ、荷物をセンターに預け、すぐに総合支所に行っ

た。支所はＲＣ２階建で、１階が執務室になっており、総務課、住民課、産業建設課、教

育委員会が置かれている。ここに 10名ほどの職員が働いていた。この建物は８年前にもあ

ったが、手前の交流施設はこの間に新しくできたものだ。 
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魚島は藩政時代には今治藩に属していたが、明治維新後弓削村に所属し、1879（明治 12）

年に独立して魚島村になったが、1890（明治 23）年の町村制の実施に伴って弓削村と合併

した。その後 1895（明治 28）年に魚島村として分立し、長い間、魚島と高井神島で魚島村

を構成していたが、2004（平成 16）年 10月、弓削町、生名村、岩城村に魚島村を加えた４

町村が合併して、上島町が誕生している。合併に伴って総合支所になった。 

魚島列島は燧灘のほぼ中央部に位置し、魚島はその主島である。しまなみ海道で結ばれ

る島嶼域からは隔絶された孤島的存在だ。魚島列島は西から高井神島、魚島、瓢箪島、小

島、江ノ島の５つの島で構成されるが、このうち魚島と高井神島に人が住んでおり、江ノ

島はかつて魚島からの出作地であった。 

魚島は面積 1.37 ㎞ 2、周囲 6.5 ㎞の南北に細長い島である。島の大部分が山地で、平地

はほとんどない。島の北側の漁港背後に集落が形成されている。集落は、篠塚、井ノ浦、

大木の３つに区分される。 

昨日借用した文献を返却し、付箋をつけた箇所のコピーをお願いする。１枚 10円で、役

場職員がコピーしてくれた。この間、魚島の現状について職員に話を聞いた。 

後述するように魚島は漁業が盛んだったので、明治後期から 1,000 人を超える人口が維

持され、小さな島ながら、活気にあふれていた。魚島のピーク時の人口は戦後間もない 1947

（昭和 22）年の 1,755 人だったが、以後右肩下がりで減少し、1993（平成５）年には 400

人を下回っている。2015 年の国勢調査時の人口は 168 人、世帯数は 102 戸になった。2019

年７月末時点の住民基本台帳上の人口は 146人、世帯数は 94戸なので、2015年の国勢調査

時点よりもさらに減少していることになる。多い時には世帯数が 250 戸以上あったから、

空き家、廃屋、あるいはすでに更地になった土地もある。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

上島町役場魚島総合支所の建物（左）、新しくできた魚島地域交流施設（右） 

 

魚島村漁協 

 魚島村漁協の事務所は魚島地域交流施設の１階奥に置かれている。以前は現在の場所よ

りも東側にあった。２階建の旧事務所はそのまま残っているが、現在は使われていない。

漁協の塩見尚徳参事に電話でアポイントメントをとっていたので、事務所が開いてすぐの

９時過ぎに伺った。事務所の入口は購買店舗になっており、裏口から入って話を聞いた。 

 組合長が現在の三上さんに代わってから漁協経営の抜本的立て直しが図られることにな

り、旧職員は一掃された。町役場の職員（水道課）だった村上さんがスカウトされて、専
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務に就任する。３年前の４月のことで、その２ヶ月後の６月に塩見さんが幼馴染の村上さ

んにひっぱられてきた。村上専務は３年間の任期を終えて今年の３月で退き、現在は上島

町の町議の他に、新しく会社を立ち上げたようだ。つまり塩見さんは村上さんの後を託さ

れたことになる。塩見さん（44 歳）は弓削島の出身であるが、漁協に就職してからは魚島

に住んでいる。以前は自動車の整備の仕事をしており、母親が病気になったことから島に

戻ることになった。 

現在漁協の職員は塩見さんの他に女性が１人いるだけで、近々、職員を採用する予定だ

という。 

 魚島村漁協の組合員は魚島と高井神島の漁師で構成される。現在の組合員数は、正が 34

人、准が 29人である。このうち高井神島の正組合員は２人（実際に操業している人は１人

だけ）だけなので、魚島だけでは 32人になる。なお、准組合員の中には入漁でノリ養殖を

営む他地区の漁業者も含まれている。最盛期には正組合員だけで 150 人を超えていたが、

年々減少の一途を辿ってきた。８年前の調査では、正組合員数は 40人だったから、この間

にさらに６人減ったことになる。 

 魚島村漁協の組合員が営んでいる漁業は、小型底曳網が７経営体、タコツボが 13経営体、

小型定置網が６経営体、刺網が２経営体、イカ巣が２経営体（許可は３経営体分だが、う

ち１経営体は操業していない）である。８年前に較べると、小型底曳網が３経営体、小型

定置網と刺網、イカ巣がそれぞれ１経営体ずつ減っている。一方、タコツボは１経営体増

加した。８年前には 20隻が営んでいたタチウオ釣りは現在営まれていない。タチウオ釣り

の餌となるキビナゴやイカナゴが獲れないことが大きな要因だという。 

小型底曳網はマンガ、竹漕ぎ、鉄管の３種類あり、マンガは 12～３月、鉄管は 10 月 20

日～11月末までが漁期である。小型定置網の漁期は３月１日～９月５日と 10月１日～２月

10日である。タコツボは７～９月と 12～２月が漁期だ。刺網は周年、イカ巣は４～６月に

営まれる。 

 以前、大量発生したウミエラはその後発生していない。しかし、四国中央市の方で最近

大量発生が見られるようになったそうだ。このため魚島村漁協に当時の状況や処理活動に

ついて問い合わせがきているという。ただ輪番休漁の制度がなくなったため、自前で処理

活動をしなければならなくなっている。魚島でも最近河川から流入した流木が魚島の回り

の漂着し、自前で撤去したようだ。輪番休漁はけっこういい制度だったので、恒久的な政

策として実施すべきと思う。 

 瀬戸内海の漁協は、産地市場を開設する例はほとんどなく、歴史的に販売事業への関わ

りが弱い。魚島村漁協も例外ではなく、販売に漁協が関与せず長いこと組合員の自由販売

の時代が続いていた。この販売事業改革を担ったのが、村上前専務であった。彼は愛媛県

漁連と相談して、回転寿司チェーンの「くら寿司」に直接販売するルートを開拓した。現

在漁協を通じて「くら寿司」に販売している経営体は、刺網：１、小型定置網：３、小型

底曳網：３、イカ巣：１、タコツボ：８である。およそ半分の経営体が漁協を通じて「く

ら寿司」に出荷している。漁協以外の販路は、①三原にある出買い業者への販売と、②福

山市の消費地市場への出荷の２通りである。出買い業者は魚島の出身なので親戚筋にあた

る組合員が出荷している。漁協に出荷する組合員は基本的に仲卸に泣かされてきた人たち



257 

 

なので漁協に協力的だという。 

 「くら寿司」への販売は次の通りである。操業を終えて漁港に戻るとただちに活〆作業

に入り、魚種ごとに分けて箱詰する。これを本土側の田島まで漁船で運ぶ。出荷する漁業

者が輪番で運搬を担当している。田島には運送業者が荷をとりにきて、貝塚市にある「く

ら寿司」の天然魚市場まで運ぶ。「くら寿司」はウナギとサメ類を除くすべての魚を引き取

る。取引は総重量で行われ、あらかじめ定められた単価を乗じて精算する。つまり魚種に

関係なく漁獲量が多ければ売価は高くなる。組合員にとってうまみは少ないが何よりも価

格変動が少ないことがメリットになっている。 

 漁協の販売事業の手数料は３％であり、かなり低く抑えられている。このような低率の

手数料を可能にしているのは、①島周辺の区画漁業権漁場を田島漁協（広島県福山市）の

ノリ養殖漁場として貸与することにより漁場行使料収入があること、②定期船（うおしま

２）の燃料を漁協の購買事業を通じて販売していること、の２つの安定した収益源がある

ためだ。 

 もう１つの販売改革は、水産加工業者への加工原料の直売である。漁協女性部は 2017年

に斉美高校の女子高生と一緒に魚島のタコと砥部町の七折小梅を原料とした地域コラボで

コロッケを共同開発した。これを「魚島梅たころっけ」とネーミングしてスーパー等で販

売したところ好評をはくした。上述したように昨晩、観光センターの夕食にでたコロッケ

である。このコロッケを実際に製造しているのは今治市にある㈱愛媛海産（実際はコロッ

ケの製造ラインを有している協力工場に生産を委託）である。漁協はタコツボで漁獲した

タコを同社に販売するルートができた。同社は、「簾貝とかぼちゃのイエロースープ」「海

老と渡り蟹のレッドスープ」など魚島産の原料を使用した新商品を開発している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

魚島村漁協の事務所（左）、愛媛海産が開発した魚島ブランドの加工品（右） 

 2018 年の魚島村漁協の生産額は 6,800 万円ほどであった（漁業で販売の全てを把握して

いるわけではないので推定を含む）。ウミエラが大量発生する以前の 2010 年代後半は１億

数千万円ほどだったので、当時から見ると半減していることになる。漁業者が減少してい

ること、また島で一番稼ぐ漁師が昨年は病気で海に出られなかったことも影響しているが、

何よりも島周辺の水産資源が減少していることが大きいという。漁業種類別では、小型定

置網とタコツボの水揚げがメインである。 

瀬戸内海の西部海域ではここ 10年ほどタコは不漁が続いている。魚島のタコについても

その資源動向が気がかりであったので聞いたところ、魚島ではタコは少し減っているけれ
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どもそれなりの漁獲量は維持されているという。今年の明石タコ（兵庫県）の漁獲量は例

年よりも多かったので、瀬戸内海の東部海域のタコ資源にあまり問題はないという。ちな

みにウミエラが大量発生した時はタコが多かったらしい。今年はクラゲが異常発生してい

ること、タコの捕食者であるハモが少なかったことなど、生態系の変化がタコの資源量に

影響しているという。 

 

タイ縛り網と朝鮮出漁 

 燧灘は優良な漁場として知られ、特にタイは八十八夜前後に魚島周辺に集まり、産卵場

を形成した。燧灘のほぼ中央に位置する魚島は今も昔も漁業で生計を立ててきた。 

 愛媛県生涯学習センターがまとめた「瀬戸内海の生活文化」によると、江戸期から明治

前期にかけて魚島では葛網
かずらあみ

という漁具でタイを漁獲していたとされる。1)明治中期になる

と、紀州方面から伝わったとされるタイ縛り網漁業に代わる。この漁業はタイが生息する

海域を大きく網で取り囲み、この中にカズラ船が入り、カズラ縄（75尋・135ｍほどの細い

縄に槇の木でつくった３×20 ㎝ほどの振木を数千個ぶら下げたもの）と呼ばれる縄で、海

底に生息するタイを脅しながら集めて、網船で獲った。上述の葛網とカズラ縄の区別はわ

からないが、おそらく同じもので、タイ縛り網はこのカズラ縄の回りを大きく取り囲むこ

とにあると思われるが、今後確認する必要がある。 

 漁獲したタイは活魚で、泉州堺の魚市場に出荷していた。 

 このタイ縛り網は９隻の漁船に約 60人が乗り込む大がかりで組織的な漁業であるが、魚

島には明治時代の全盛期には９ヶ統の網元があった。大正７～９年には３ヶ統に減り、1929

（昭和４）年をもってタイ縛り網漁業は廃業になった。2) 

 藩政時代が終わり明治時代になると、魚島周辺では藩による漁場取締が弱まり、漁場を

巡る紛争が多発するようになる。愛媛県は漁獲努力を外に向けるため、朝鮮海域への出漁

を奨励した。県は 1896（明治 29）年より出漁者に対して食費の補助を、1900（明治 33）年

には出漁船建造に対する補助を、1905（明治 38）年より出漁組合を結成させ組合に対する

補助を与えている。 

ところで朝鮮海域における漁業の歴史は、次のようなものであった。朝鮮海域への出漁

は 1883（明治 16）年に日鮮貿易規制の実施にともない、従来の密漁から正式の出漁の形と

なった。1897（明治 30）年に至り、遠洋漁業奨励補助法が発布され零細漁民の朝鮮出漁が

具体化され、1904（明治 37）年の日鮮漁業条約改定により、全鮮海区に海区が拡張された。

1908（明治 41）年の日韓漁業協定により、邦人も朝鮮人同様の漁業権が認められ、さらに

1910（明治 43）年の日韓併合により日韓平等の漁業関係が成立した。 

魚島からは 1891（明治 24）年に横井庄平がイワシ網で巨済島に出漁が最初で、1893（明

治 26）年には日吉重太郎・大林新平らも出漁、1899（明治 32）年より巾着網（まき網）を

使用されるようになる。1905（明治 38）年には魚島から朝鮮海域への出漁漁船数は船数 20

隻、出漁者は 177名に及んだ。 

魚島から４挺櫓の帆船で、親船、子船を合わせて８隻で船団を組み、１隻に 12～20人が

乗り込んだ。２月末に出発し、朝鮮半島の根拠地である巨済島までは櫓と帆で６～12 日を

要した。イワシの漁期は周年、サバは３～５月と９～11月が漁期で、操業が終わるのは 12
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月中旬であった。帰りは北西風の風に乗り、魚島まで３日で帰ることができたという。漁

獲物は運搬船に渡したので、乗組員はめったに上陸することはなくほぼ 10ヶ月間を海上で

過ごしたようだ。 

このように明治後半から戦前までの島の漁業を支えたのが朝鮮海域への出漁であった。

つまり極論すると、朝鮮半島の漁民の水産資源を横取りして、魚島が存立していたわけで

ある。魚島に限らず、朝鮮海域へ出漁していた瀬戸内海の島や漁村も多かれ少なかれ同様

であった。 

 一方、島の周辺では地曳網によるイワシ漁、打瀬網、一本釣、イカ巣、タコ延縄、枡網、

石操網などの漁業が営まれていた。その後、打瀬網は小型底曳網、枡網は小型定置網とか

たちを変え現在でも継続して営まれている。1932（昭和７）年度の魚島村の職業別世帯数

は、農業 22戸、商業 16戸、工業２戸、漁業 175戸、その他 45戸であり、漁業世帯が７割

弱を占め、圧倒的に多い。生産額は、生魚：40,623円、水産製造品（イリコが中心）12,211

円、穀類 4,920円、甘藷類 2,600円、除虫菊 1,550円、豆類 840円、蔬菜類 765円であり、

水産物の生産額がやはり圧倒的に多く、全体の 83％を占めていた。 

 戦後、朝鮮海域の漁場を失うと、漁場は島周辺に限られることになる。1960 年代後半に

ノリ養殖が始まったが、大量の水と燃料を必要とする海苔加工は島にとって不利であり、

結局 1990年代前半で終わっている。かくして魚島の漁業生産は大幅に縮小して収入は減少、

人口を維持することができなくなり、人口流出が進んだ。 

 ちなみに 1983（昭和 58）年の漁業生産額は 4.55 億円であり、ノリ養殖が 2.4 億円、漁

業が２億円という内訳であった。 

表１は近年の魚島における漁業経営体数と漁業就業者数、平均漁獲金額の推移を示した

ものであるが、何れも年々縮小しており、かつての栄光は失われている。漁業の存立自体

が危ぶまれる状態になっている。 

表１  魚島村漁協の漁業経営体数及び漁業就業者数、平均漁獲金額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

各年次漁業センサスより作成 

 

一周道路と江ノ島 

漁協で話を聞いてから、島の東側半分を歩くことにした。雨がかなり降ってきたので、

雨具を着用し、傘をさして歩く。漁港のはずれの俵崎近くに恵比寿神社、水難溺死者の供

養碑が立つ。ここから坂になる。坂の途中で、前日話を聞いた道福寺の息子がダンプに乗

って通り過ぎて行ったので、会釈した。小崎を回って島の東側に出ると、沖に江ノ島が浮

合計 男 うち65歳以上 割合（％） 女

1988 65 100 79 11 13.9 21 657

1993 56 83 61 17 27.9 22 374

1998 41 57 46 17 37.0 11 369

2003 42 56 47 18 38.3 9 359

2008 28 41 29 10 34.5 12 438

2013 22 28 22 10 45.5 6 291

漁業就業者数 平均漁獲金
額（万円）

経営体数年
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かぶ。現在も無人島であるが、かつては魚島の出作地で、農地が開墾されていた。この島

の南側には吉田磯という浅瀬があり、タイがたくさん獲れた漁場らしい。 

江ノ島は面積 0.53 ㎞ 2の小さな島で、小崎の東約３㎞に位置する。明治時代に開墾して

サツマイモや麦などがつくられていたが、朝鮮出漁などで景気がよくなるにつれ、農業を

営まなくなり昭和初期にはほとんど荒れ果てていた。戦後、復員やベビーブームで人口が

増えると食料増産のため、江ノ島で農業が再開された。さらに 1961（昭和 36）年には 江

ノ島柑橘開拓組合（組合員 10人）が組織され、５町３反の土地で温州ミカンの栽培が始ま

るが、漁師の方が現金収入になり、一方ではミカンの生産過剰で経営が厳しくなってきた

こともあり、結局江ノ島での農業は定着せず、現在は自然林に戻っている。 

島内一周道路は、島の東半分については海岸沿いを通り、南岸中央付近の人討ノ鼻から

山中を横断し、島の西側の大木集落に出て、再び海岸沿いを通る。つまり島の西岸には道

はない。この一周道路の至るところに島四国八十八カ所の石仏が置かれ、番号をつけた札

が立っていた。 

雨の中を歩き続け、島の南側に出る。道路はコンクリートで舗装されているので、歩き

やすいが、雨は激しくなるとともに道路に水たまりができてきた。このため、靴が濡れる。

水たまりを避けようと、防波堤の上を歩くことにしたが、上に登るまで一苦労した。 

船瀬海岸の沖に瓢箪島がみえる。やがて海岸通りの突き当たりに至る。ここに土建会社

の佐伯組の作業場があった。先ほど追い越して行った寺の息子が運んできたダンプが置い

てある。その上に鉄筋を加工するような場所があり、２人の作業員が働いていた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

魚島の東側に位置する江ノ島（左）、魚島一周道路の南側（右） 

 

篠塚公園 

海岸沿いの道路はやがて山道となり、曲がりくねった坂道を登る。登り詰めた辺りが集

落へ下る道と、伊沖山（170ｍ）に登る道の交差点になる。交叉点を右折して石鎚神社に向

かう。そのまま進めば伊沖山の頂上に至るが、雨なので登ぼらなかった。石鎚神社の入口

に石の鳥居が立ち、その奥に石柱、燈籠、狛犬がそれぞれ１対ずつ配置されている。社殿

はなく、正面にミニチュアの社が置かれ、その裏に石鎚神社と書かれた石塔が立つ。その

脇に軍人招魂碑が置かれている。雨は小ぶりになり、時々やんだ。 

 再び交叉点に戻り、一周道路を進むと、道路脇に水仙の句碑（残念ながらくずし字のた

めに読めず）が置かれ、その脇に「水仙通り」と書かれた石柱が立っていた。どうやら水
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仙は旧魚島村の村花だったようだ。 

この石碑の脇に細い道があり、その先が篠塚公園になっている。園内には五輪塔やあず

まやが置かれている。あずまやに入って驚いた。中央部の天井に大きなスズメバチの巣が

あるではないか。一目散に引き返し、一周道路にでた。後に役場にスズメバチの件を報告

すると、すでに駆除したとのこと。慌てていたのでスズメバチの存在を確認していなかっ

た。 

一周道路は下り坂になった。しばらく進むと道路の左脇にイノシシを捕まえる箱罠が置

かれていた。これまでも括り罠の標識は何度も見かけていたが、箱罠は初めてであった。

隣の高井神島はイノシシだらけだったから魚島にも当然泳いで渡って来ているわけだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊沖山への登山道の入口に位置する石鎚神社（左）、篠塚公園の五輪塔（右） 

 

魚島小中学校 

 箱罠の置かれているＴ字路を右折すると集落に至る。その途中に、町立魚島小学校と中

学校がある。 

敷地はフェンスで厳重に囲われ、比較的広いグランド、体育館、一部３階建ての鉄筋コ

ンクリートの校舎が建つ。夏休み中で子供たちはいなかったが、軽自動車が１台置かれて

いた。過疎地の小さな島なのに校舎の回りをわざわざフェンスで囲うこともないだろう、

随分の閉鎖的な島だなと思ったが、ふと気がついた。この島にはイノシシがたくさんいる

のだ。だからフェンスがなければイノシシが校庭に入り込み、子供たちに危害を加えるか

もしれないし、そこら中掘り返してしまうのは間違いない。 

学校は集落背後の山を切り拓いて用地造成したもので、学校の沿革によると 1935（昭和

10）年にこの地に移転し、木造校舎がつくられている。1964（昭和 39）年に小学校の鉄筋

校舎が、1992（平成４）年に中学校の新校舎が落成している。 

小学校は、1884（明治 17）年に道福寺内に魚島旭小学校が設立され、1890（明治 23）年

に魚島尋常小学校となり、以来休校もせずに続いてきた。一方、中学校は 1947（昭和 22）

年に創立されている。 

現在、小学生４人、中学生１人の合計５人が在籍している。教員は児童・生徒よりも１

人多い、６人である。役場の教育委員会のデスクで欧米系の若い外国人を見かけたので、

この小さな島にもＡＬＴ（外国語指導助手）が配置されているようだ。 

小中学校から集落への下り道は階段でかなり急勾配である。下りは楽だが、逆に集落か
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ら登ってくるには厳しい坂になる。小学校低学年の児童が歩いて通学するのはけっこう辛

そうだ。仮に自動車で送迎するとなると、自動車が通れる道は一周道路から入ることにな

るので、集落から大きく迂回することになる。 

小中学校からの坂を下ると墓地が現れ、その下に道福寺（真言宗）がある。昨日、話を

聞いた人の寺だ。境内は狭く、こぢんまりとしており、大きな銀杏の木がそびえる。創建

年代は不明だが、中世にはすでにあったようだ。当初は地蔵寺といっていたが、その後篠

塚寺に改められ、さらに 1607（慶長 12）年に現在の名前に改められた。道福寺は島の檀家

寺であり、1911（明治 44）年の檀家数は 265 戸に及んでおり、島のほとんどの世帯が檀家

になっていた。 

狭い集落の路地を抜け、役場で預けておいた手提げ袋を受け取り、観光センターに戻っ

た。昼食を食べる場所はここだけなので、どて焼きをつまみに、ビールを１杯飲み、かつ

丼を食べた。カッパは裏まで濡れてしまったので、脱いで椅子に干した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

魚島小中学校の正門（左）、魚島小中学校の校舎（右） 

 

篠塚の集落 

 雨も小ぶりになってきたので、午後からカッパを着ずに傘をさして集落内を歩く。 

魚島にいつ頃から人が住むようになったのかはよくわかっていないが、鎌倉時代にはす

でに居住していたようで、上述したように島民は専ら漁業を生業としていた。篠塚の集落

は典型的な漁村型で、山の麓の狭隘な土地に家が密集している。家と家は密着し、バイク

がやっと通れるほどの細い路地が家の間を縦横に縫っている。ほとんどの家に庭はなく、

ところどころにある空き地が家庭菜園に利用され、農作物が栽培されている。 

集落の要所要所に井戸が昔のままの姿で残されている。かつて共同井戸として使われて

いたものだが、現在は非常用水源になっているようだ。1957（昭和 32）年に簡易水道が整

備された。しかし島の水には限りがあり、1974（昭和 49年）に貯水タンクを整備し、ある

程度ストックできるようにしたが、水が足りない状態が続いた。特に 1968（昭和 43）年ご

ろから始まったノリ養殖は大量の淡水を必要としたので、水不足を解消するために 1975（昭

和 50）年から三原市より給水船による水の購入を開始した。その後、海水淡水化プラント

が導入されている。ノリ養殖の廃業、人口の減少で水の需要が減少しており、今日では水

不足の問題は解消されている。 

また島嶼域では珍しく、1992（平成４）年にコミュニティブラント（地域し尿処理私設
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整備事業）により下水道が整備されているから、全戸水洗化が実現した。 

電気は 1968（昭和 43）年に弓削島から海底送電線が敷設され、24時間電気が使えるよう

になった。魚島診療所は集落の海岸近くにあり、医師１名、看護師２名が常駐している。 

篠塚の集落を散策しながら、再び午前中に歩いた島内一周道路をめざす。集落内には、「た

ばこ・はまや」と書かれた小売店、「植田旅館」の看板が掲げられた２階建ての家があった

が、何れも営業はしていない。かつて小売店や旅館があった証だけが残っているだけだ。

集落の上部には２棟４戸の公営住宅が建つ。 

さらに集落の最上部に戦没者の碑が置かれていた。村誌によると、日華事変から大東亜

戦争までの魚島村出身者の戦没者は 74名であった。応召延べ人数は 248人なので、戦没者

は３割近くに及ぶことになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

篠塚の集落の路地（左）、山裾にへばりついた篠塚の集落（右） 

 

亀居八幡神社 

戦没者の碑から坂を登ると、集落からの別の舗装道路に合流した。しばらく歩くと、フ

ェンスで囲われた貯水水槽があった。現在使われているものかどうかはわからない。地図

には城山公園の展望台に登る道があるはずだったが、見過ごしてしまった。雨があがって

いたので、草がそれほど伸びていなければ登るつもりでいた。 

そのまま坂道を進むと、「大漁祈願」と書かれた一対の石燈籠が置かれ、その先に石の鳥

居が建つ亀居八幡神社がある。 

参道を進むと、密集した集落からは想像できない広い境内が広がる。おそらく小中学校

のグランドに次ぐまとまった平地だろう。この神社は 1693（元禄６）年に創建されたもの

で、人口 200 人を下回る島とは思えないほど立派な社殿が建つ。本殿は総檜造り・銅板葺

きの豪華なもので、漁業が盛んだった時代の栄華を偲ばせる神社である。その証拠に豊漁

を祈願した「鯛網中」と書かれた奉献百度石が置かれている。神社への寄進者の中には朝

鮮半島や下関などからのものあり、朝鮮半島へ漁業に出かけた人々の財力がこの神社を支

えた。 

境内の中ほどに国の重要文化財に指定されている宝篋印塔
ほうきょういんとう

があった。案内書には、「納経

供養のため鎌倉時代の初期、遅くとも末期に建立せしものと認定され、塔の正方形の腰石

三面に梵字を刻みたる等、他に類似なき特徴が認められ、保存上も概ね原形を留め重要な

石造物なり」と書かれていた。 
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広い亀居八幡神社の境内（左）、鯛網中の百度石と下関、釜山から贈られた寄附者名（右） 

 

大木地区 

神社に参拝してから参道を戻り、坂を登って行くと島内一周道路と交差する十字路にで

た。そこを右折し、午前中に通った道を進む。箱罠のある場所を小中学校に降りる方向に

は行かず（午前中に通った道）、まっすぐに坂を下った。 

下った先が島の北海岸の西はずれにある大木の集落である。大木の集落は海岸沿いに４

～５軒の家が並ぶが、実際に住んでいるのは３戸６人だけだ。 

集落の前には人工的につくられたと思われる砂浜が拡がる。島で唯一の海水浴場になっ

ているようだが、海水浴客は１人もいなかった。この集落の前に小島と呼ぶ小さな島があ

るが、そこまで自然石を使った防波堤が築かれている。その先端部分に釣り人が１人、糸

を垂れていた。 

集落のはずれに大木集会所という２階建の建物が置かれている。１階にトイレがあり、

海水浴客に便宜を図っているようだ。その脇に大木遺跡と書かれた看板があった。この付

近からは鏡や勾玉を模した石製模造品、鉄鋋と呼ばれる鉄の延べ棒などが出土し、５世紀

第後半の海上交通に係る祭祀遺跡と推定されているという。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大木地区の集落と海水浴場（左）、小島との間に築かれた防波堤（右） 

集会所の先を回ると篠塚漁港区域となる。ここから井ノ浦の集落に入るが、篠塚の集落

の境目はあまりはっきりしない。篠塚漁港（第１種）は昭和 39年から順次整備が進められ、

旧海岸線の前の海岸は埋め立てられている。この埋め立てによって造成された土地には公

共施設が配置されており、廃棄物を処理するグリーンセンター、下水処理場、海水淡水化
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プラント、デーサービスセンター、消防署などが並ぶ。さらに開発センター、役場支所、

交流センター、郵便局、観光センターと続く。 

 

郷土資料館 

 開発センターの４階に郷土資料館が置かれている。正面玄関には鍵がかかっていたので、

隣の役場に行き鍵を開けてもらって４階に上がった。この開発センターは 1983（昭和 58）

年にできたものでエレベーターが付いている。４階建のアパートにエレベーターがついて

いるか確認しなかったが、常識的に見てついていないだろうから、開発センターは島で唯

一のエレベーター付の建物に違いない。 

４階に降りるとエレベーターの脇にバーのカウンターみたいなものがあって酒でも飲め

そうだ。その奥にソファーも置かれている。資料館は突き当たりの部屋で左隣に図書室が

ある。資料館には縄文式土器が置かれていると、パンフレットに書かれていたが、実際に

はなかった。島の各家庭で使われていた民具、昭和期に使われていた蓄音器、カメラ、タ

イガー式計算機、農機具や航海具、ミシン、かき氷の製造機、掛け軸などがあまり整理さ

れずに置かれていた。古い写真もあり、かつての島の様子がうかがえる。しかし、あまり

年代ものは少なく、少なくとも私たちの世代から見れば、ごく日常的に使われていたもの

ばかりだ。 

図書室は小規模なもので、蔵書は少ない。ただ魚島に調査に来た研究者が送って来たと

思われる文献を見つけ、そのうちの４点を役場でコピーしてもらった。 

この開発センターの１階には保育園が置かれている。ただし、今年度は園児がいないた

め休園中である。来年度は再開される見込みだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郷土資料館が置かれている魚島開発センターの建物（左）、生活用品などの展示物（右） 

 

アパート 

魚島で目立つのはアパートが多いことだ。埋立地には４階建のアパートが３棟建ってい

る。うち１棟の一部は消防署になっていた。小さな島の漁村ではあまり見られない光景で

ある。おそらく家を建てるスペースが少なく、埋め立てによって新しくできた土地を活用

して上に伸びることで土地不足を解消したのだろう。 

役場によると、島内には４棟 32 戸分（10 戸、10 戸、９戸、３戸）の公営住宅と町営住

宅が整備されている。このうち入居しているのは 28 戸で、居住者は合計 39 人である。島
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の人口は上述した通り 146人（94戸）なので、３割弱がアパートに住んでいる勘定になる。 

アパートに住むのは、主として漁業を営む世帯の分家、役場職員、郵便局職員などであ

る。ちなみに役場職員は全員が魚島島外の出身で、町村合併に伴う人事異動で魚島に勤務

しているという。一時期、Ｕターンむけに村営住宅を整備したが、子供が大きくなるとと

もに島を出て行ったので、その人たちは残っていない。 

１戸あたりの土地が狭いから、庭のある家はほとんどないが、集落内を歩いていると１

軒だけ庭のある立派な門構えの家があった。門には「夢幻庵」という表札が掛かっている。

島のパンフレットには私的な美術館で中を見学できると書いてあったので、門をくぐり、

家の呼び鈴を鳴らした。 

 この家の主は大林正憲さんという。大阪商業大学の名誉教授で、日本のトランポリンの

草分け的存在のようだ。トランポリンに関する著書もあり、国際トランポリン連盟の名誉

会員にもなっている。 トランポリンの他に絵画にも興味があるとみえて、自作の絵画の

他に海外出張に出かけた時に購入してきた絵画や彫刻、木工品などが玄関を入った土間に

所狭しと掲げられている。そのうちの１点をテレビの「何でも鑑定団」に出したところ、

70万円の値がついたそうだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埋立地に建てられた公営住宅 

  

雨の中、そして雨上りの道を歩いてきたので、靴はすっかり濡れてしまった。観光セン

ターに戻って身支度を整え、荷物を受け取って船着き場に行く。 

17時 25分の船で魚島を後にした。乗客は私を含めて４人だった。高井神島で２人が降り

る。豊島では誰も乗らず、弓削島で１人が下船し、船内は私１人になった。18時 27分に因

島の土生港に到着。ここで船を乗り換えて、三原港に向かう。20 時少し前に到着し、その

ままこの日の宿である三原ステーションホテルに向かった。 

 

【文献】 

1)愛媛県生涯学習センター（1992）：瀬戸内海の島々の生活文化、２燧灘の離島の漁民（魚島村）、平成３年度地域文化

実態調査報告書、194-202. 

2)魚島村誌編集委員・村上和馬（1996）：第３節村の産業、魚島村のあゆみ,魚島村村誌、160-170. 
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父親は西条市の出身で船員をしていた。高井神島が 14 人（13 戸）。高井神島には４戸が公

営住宅に入っている。何れも定年後島にＵターンした人。タコつぼはご主人と一緒に操業

し、デベラの加工もしなければならないので、女性部は 70歳代になり高齢化が進んでいる

ので、出張に行くのもしんどいと言い始めている。加工は３年前から愛媛海産と取引。村

上専務がみつけてきた。平成 28 年 10 月、くら寿司貝塚センターがオープン。定置網は家

族単位やチームでやっている。エビやカニなどの高級品は大阪の割烹料理屋に販売、 原

料を少し高くかってくれる。組合におろしている漁業者だけ。 

魚島村の世帯数と人口 

1678（延宝 06）：157戸、 496人、1880（明治 13）：176戸、871人、1885（明治 18）：184

戸、781人、1910（明治 43）：253戸、1,604人、1957（昭和 22）：1,755人（ピーク）、1993

（平成 05）：400人を下回る、大正９年：1,186人、大正 14年：1,311人、昭和 35年：1,319

人、昭和 40年：1,049人、昭和 55年：515人、昭和 57年：453人（193戸） 


