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1909 離島覚書（広島県・大崎上島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛媛県の大下島から大崎上島の南側を望む 

 

2019年３月 26日 

星と陽 

 長島から戻り、「アルファ」というレストランで遅い昼食を食べてから、漁協を訪ねるこ

とにした。ところが場所がわからずに長島大橋のたもとをうろうろする羽目になった。 

向山漁港にある漁師食堂・「星と陽」の前を通りかかると、妊娠中で休んでいるはずの奥

さんが庭の草をむしっていた。もちろん腹が大きい。「出産のため夏ごろまでお休みさせて

いただきます」と書かれていたので、てっきり実家にでも戻っているものと想像していた

から意外だった。午前中は鍵がかかっていて店の中も見ることができなかったので見せて

もらうことにする。 

 この食堂はＩターン漁師の前釜さん夫妻が営んでいる。前釜さんは東京都中央卸売市場

の卸売会社の１つである中央魚類㈱に勤めていたが、サラリーマンを辞めて大崎上島に移

住してきた。後述する㈱ファームスズキの鈴木隆さんとは職場の同僚の関係にあり、鈴木

さんよりも１年遅れて島にやってきた。養殖には興味がなく、漁業を志望していたから鈴

木さんの所で働くわけではなく、「光吹丸」という漁船で、刺網と一本釣を営んでいる。ご

主人が獲った水産物を食材に奥さんが調理しているので、「島の漁師のお店」を標榜してい

るわけだ。漁獲物の一部を自ら消費者の口に運んでいるから究極の高付加価値が実現して

いる。 

 食堂は古い民家を借りて、内装をリニューアルしたもので、古い家具、調度品が並べら

れている。まさに今流行の古民家風の食堂である。門からのアプローチは石畳みになって

おり、庭も素晴らしい。親戚に造園業者がおり、その人にやってもらったそうだ。 

 漁師のご主人にはお会いできなかったし、料理も食べられなかったので、別の機会に取

材に来たいと思う。東京の大手荷受会社の２人が大崎上島に移住して、島の水産業の活性
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化に力を発揮しているのは、島おこしの参考となる事例になるからだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漁師のお店・星と陽の入口（左）、食堂の内部（右） 

 

大崎内浦漁協 

もう 40年以上も前（1976年）のことだが、大崎上島で海洋調査をした時に調査船を出し

てもらったのが、大崎内浦漁協であった。当時、おばちゃんが１人で漁協の事務を取り仕

切っており、傭船費の支払いや傭船計画の打ち合わせでよく漁協を訪ねたものだ。ところ

がこのおばちゃんは猫好きで、捨て猫を拾ってきたり繁殖したりするものだから、漁協の

あった一軒家はまさに「猫屋敷」になっていた。飼われている猫は 50匹を超えていたので

餌代は大変だっただろう。ソファーに座ると猫の毛が衣服に付着し、閉口したものだ。 

 当時の漁協事務所は白水と大崎の中間にあったが、現在は大崎地区に置かれている。と

ころが案内版がないので場所がよくわからず、大西港の北側の埋め立て造成された一帯を

探し回って、ようやく辿りついた。 

 漁協事務所（0846-64-4217）には中村富士雄参事がいた。用事があって 14時すぎに外出

するというので、20分ほど時間をいただき、手短に話を聞いた。 

 大崎内浦漁協は大崎上島の北側の海面で漁業・養殖業を営む漁業者（（旧東野町と旧大崎

町に居住する）で組織する漁協である。島の反対側、つまり南側の旧木江町の漁業者は大

崎上島漁協を組織している。 

 大崎内浦漁協の組合員は正が 30人、准は法人のみで個人はいない。地域別では東野地区

が３名と少なく、個人２人と法人１社（後述するファームスズキ）という内訳である。残

りの組合員は大崎地区の在住で、養殖経営体の従業員も組合員になっている。ただし、若

い人は数人しかおらず、20歳代はいない。 

 管内で営まれている漁業は刺網、一本釣、タコツボ、小型底曳網である。刺網が最も多

く 10経営体、一本釣は遊漁案内も兼ねていて６経営体、タコツボと小型底曳網はそれぞれ

２経営体が営む。東野地区の漁業は刺網だけだ。 

 一方、大崎内浦漁協のメインは魚類養殖であり、ヒラメとマダイの養殖が３経営体、長

島の離島覚書で紹介したサーモン養殖が１経営体、後述する東野地区のクルマエビとカキ

の複合養殖が１経営体で、合計５経営体である。 

 現在の組合長は中村さん（65歳）といい、息子２人がＵターンして遊漁案内をしている。

前組合長は奥本さんで、その息子がサーモン養殖をしている内浦水産の社長である。 
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大崎上島町では、近年島周辺で水産資源が減少していることから、漁業を再生するため

の調査研究を（一社）大阪湾環境再生研究・国際人材育成コンソーシアム（ＣＩＦＥＲ）

コア事務局に委託し、今年の３月４日には役場の２階で大崎上島フォーラム（大崎上島の

漁港・漁場再生とにぎわい創出にむけて）を開催している。上嶋英機・広島工業大学客員

教授が中心となってまとめたようだ。このフォーラムのコメンテーターには中泉昌光さん

（元水産庁）、安藤亘さん（元水産土木技術センター）、富田宏さんなどの顔なじみも入っ

ている。したがって発言内容はおおかた

想像がつく。この研究成果を踏まえて、

2019 年度からは４箇所で、浅場改良や漁

港内蓄養殖などの実証試験を実施するこ

とにしている。 

漁協では最近全国的なブームになって

いるアカモクの商品化、後述するファー

ムスズキの養殖場で発生するアサリ稚貝

の移植放流などを実施しているとのこと。 

大崎内浦漁協の事務所 

 

広島商船高等専門学校 

 大崎内浦漁協で話を聞いてから反時計回りで海岸線を走ることにする。 

 大崎上島は面積 38.24 ㎞ 2、周囲 60.9 ㎞で、広島県内の離島（橋が架かっていない島）

の中では最も大きい。大崎上島の北側には大小様々な島が点在しており、この一帯を内浦

と呼ぶ。このうち長島、生野島、契島は有人離島（別紙の覚書参照のこと）、臼島、船島、

左組
さ ぐ み

島
じま

はかつて人が住んでいた。また折免
お り め

島や津久賀島ではミカンの出作りが行われてい

た。 

2015年国勢調査時の大崎上島町の世帯数は 3,898戸、人口は 7,992人である。1985年国

調時の世帯数は 4,904 戸、人口は 14,101 人だったので、この 30 年間に人口は半減してい

る。 

近代の大崎上島を支えたのが、海運業と造船業、そして製塩業と農業であった。来島瀬

戸を通っていた西廻り航路が大崎上島沖を通るルートに変った江戸末期から大崎上島南岸

の木江を中心に、潮待ち、日和待ちの港として大いに発展した。そして、海運業を担う人

材を育成するために、1898（明治 31）年に 13ヶ町村組合立芸陽海員学校が大崎上島に設立

された。その後、10 町村が組合に加わり、翌年、芸陽商船学校に校名変更している。戦後

の学制改革によって文部省所管の国立広島商船高等学校となり、1962 年に工業高専が設立

されると、1967 年には商船高専に昇格した。この商船高専が木江に向かう道路の分岐点に

近い小高い丘の上に置かれている。創立 120年を迎えた伝統校だ。 

 同校は５年制で、現在、商船学科、電子制御工学科、流通情報工学科の３科で構成され

る。それぞれの学年定員は 40人だが、実際の在校生は定員よりも多い 711人が在籍してい

る。教員は 53 人、事務職員は 43 人である。また練習船広島丸も近くに係留されている。

事務職員が多いのは船舶職員が多いためだ。島内にはこの広島商船高専の他に、県立大崎
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海星高校（県立大崎高校と県立木江工業高校が統合して 1998 年に発足）、さらに後述する

広島県立叡智学園が開校するので、高等教育機関が３つに増える。 

 学校の近くには若潮寮という学生寮がある。寮には 480 人が生活しているが、このうち

広島県内の出身者が６割ほどを占め、残りの４割は県外の出身者だ。島外からの生徒が島

で生活することになり、教育を通じての島おこしが実現している。 

 わが国にはこの広島商船高専の他に、富山、鳥羽、弓削
ゆ げ

（弓削島）、大島（周防大島）の、

合わせて５つの商船高専がある。このうち富山と鳥羽を除く３校が島に置かれている。船

員の養成機関は瀬戸内海を中心として島に多かったのだ。しかし、国内の貨物輸送が海運

から陸運に変化し、外国航路は人件費の安い外国船員が多くを占めるようになると、船員

の養成機関は大学を含めて厳しい環境を迎えることになっている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島商船高等専門学校の校舎（左）、学校近くに置かれている練習船（右） 

 

海と島の歴史資料館（大望月邸） 

 商船高専を過ぎてから海沿いの道に出る。少し走ると道路の右手に「海と島の歴史資料

館」があった。入場料 200円を払って長屋門をくぐる。この資料館は大崎上島で「大望月」

と呼ばれた旧家の建物を保存したものだ。建物は人が住まず長いこと放置されていた。役

場が建物の裏手に道路を作ったところ水の流れが変り、建物の損傷が危惧されたため、荒

れ果てた建物を旧東野町が買い上げ、2002（平成 14）年度に改修して、資料館にしたので

あった。町営なので役場職員と思われる男性が配置されていた。長屋門の右側の部屋は資

料室になっており、大崎上島に関する書籍類が並べられていた。そのうちの一部を閲覧す

る。 

 この家は江戸時代末期から明治にかけて活躍した豪商の望月東之助が 1875（明治８）年

に築いたものだ。東之助は 1828（文政 11）年に大崎上島で生まれ、30余歳で望月家の第４

代当主になり、海運業、造船業、塩田業、酒造業などを営み島の経済を支えた人物である。

47歳の時にこの望月邸を築いている。 

 東之助には４男４女の８人の子供がいた。長男・俊吉は後に広島市議会議長、次男は夭

折したが、３男・圭介は田中義一内閣で逓信大臣、内務大臣を歴任した政治家であった。

４男・乙也は 1876（明治９）年生まれなので、ちょうどこの家ができた翌年生まれたこと

になる。彼も地元の名士で、東野村長４期、県会議員を７期務め、その間に県会議長に５

回就任している。 
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 長男・俊吉の死後、４男の望月乙也が望月家の当主となった。事業は造船業のみを乙也

が引き継いだが、1918（大正６）年に終わっている。俊吉の子供は男が１人だけ、圭介の

子供は女ばかり３人で、次女は俊吉の長男と結婚している。乙也に子供がいたかどうかわ

からないが、管理している役場職員の青年に聞いたところでは、母屋には長いこと人は住

んでおらず、長屋門の一室に改修する少し前まで親戚縁者が住んでいたという。つまり戦

後は人が住まず荒れ放題になっていたようだ。 

 長屋門を入ると、正面に母屋、右手に土蔵、左手の中門の先に庭園があり、その奥に茶

室がある。 

母屋に入ると土間になっている。ここには島に伝わる楷伝馬や島の周辺に生息するスナ

メリなどに関する情報が展示されている。 

右側の土蔵は資料室になっていて様々なパネルが展示され、大崎上島や望月家の歴史を

学ぶことができる。２階屋の壁には東野中学校に寄贈されたものと思われる大野伴睦の「質

実剛健」と書かれた達筆の書が掲げられていた。圭介と伴睦は生きた時代が違う政治家な

ので、４男の乙也の関係で伴睦が寄贈したのだろう。何れにしても望月家は政治家一家で

あった。 

母屋は８つの部屋に分かれており２階にも部屋がある。黒光りした太い梁は日本建築の

頑強さを実感させる。この建物は釘を使わずに木材をはめ込み、組み込む方式で作られて

いるそうで、当時の大工の技術の高さは現代人のそれをはるかに超えていた。 

母屋から庭に降りることができる。飛び石が並べられ、石の間には砂利が敷き詰められ

ている。建物の角にはユズリハや梅が植わる。サツキの生け垣などがあり、庭園は整備が

行き届いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海と島の歴史資料館の入口（左）、修復された母屋（右） 

 

岡本醤油醸造所 

 白水港の近くに岡本醤油醸造所がある。1933（昭和８）年に創業した老舗だ。戦前には

11 軒の醸造所があったといわれているが、現在、島に残るのはこの岡本醤油醸造所だけに

なった。父親と息子２人の３人による家族経営であり、息子さん２人は創業から数えて４

代目になる。 

 醤油の原料は、広島産丸大豆（アキシロメ）、香川県産玄小麦（ダイチノミノリ）、愛媛

県産裸麦（イチバンボシ）、塩は天日塩が使われている。昔ながらの伝統的製法で作られ、
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保存料や合成着色料などを使用しない、まさに昔ながらの無添加食品である。 

 製造されている醤油は、かけ醤油（再仕込み熟成３年醤油）、濃口醤油（本仕込み熟成２

年醤油）、淡口醤油（本仕込み熟成１年醤油）がメインである。この他の派生商品として、

だし醤油、ポン酢醤油、弥作の麦味噌、醤油風味胡麻、チリメン山椒などを販売している

（実際にここで製造したものなのかはっきりしない）。 

 濃口醤油を購入し、蔵の中を見学させてもらった。醤油づくりに欠かせない醸造容器は

杉の樽が使われている。創業以来使われているものだという。直径は２ｍほどになる大樽

である。このように大きな木樽をつくれる職人は今ではいないだろうから、きわめて貴重

なものだ。樽は蔵の中に並べられ、階段を登って楷棒で定期的にかき混ぜながら丁重に発

酵させる。大手メーカーの醤油は工場でステンレス製のタンクで発酵させる。蔵で木樽で

発酵させるのとは大違いだから、大手醤油メーカーの社員が昔の作り方を勉強するために、

時々見学に来るそうだ。 

大崎上島でなぜ醤油の醸造業が発達したのだろうか。西日本の一大醤油産地である小豆

島の例から想像がつく。島は海運業と造船業で繁栄していたから醤油の需要はもちろん高

かった。一方、大崎上島にはたくさんの塩田があったから塩は十分確保できた。また海上

交通の要衝でもあったから原料の大豆は麦も容易に確保でき、製品の出荷にも便利だった

と考えられるのだ。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

岡本醤油醸造所の入口（左）、創業以来使われている杉の樽（右） 

 

木江と造船所 

 大崎上島にカキを食べさせる店があることを町役場で聞いていた。昼食前に電話を入れ

たのだが、店は予約制になっていて、当日の予約は受け付けないとの冷たい言葉が返って

きた。食事は食べられないにしても、兎に角、どんな店なのか確認する必要があったので、

島の北東端にあるファームスズキを訪ねることにした。店の中ではちょうど経営者の鈴木

さんは商談中であった。16時 30分に来てくれということになり、その間の時間を利用して

島の東側半分を回り、ホテル清風館周辺の食堂事情を確認することにした（後述するよう

にホテルでは食事がつかないため）。 

ファームスズキから東海岸の道路を南下して旧木江町に向かう。山が海岸線まで迫り、

平地がほとんどなく、海岸沿いに造船所や鉄工所などが並ぶ。 

島の南岸は旧木江町に属していた。この木江地区は江戸後期から北前船の寄港地として
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栄え、遊郭もあった。海運業と造船業で栄えたことから最盛期には１万人を超える人口を

有していた。この界隈では最も発展した地域で、1920 年にはその前身の木ノ江町が誕生し

ている。当時は周辺に「町」はなかったので、木江の人々はこのことを誇りに思っていた

ようで、厳島神社脇には「町制施行記念碑」が置かれていた。 

近代から現在に至る大崎上島の最も重要な産業は造船業である。2015 年国勢調査時の２

次産業の就業者は全体の 29.5％を占める。2016年の大崎上島の工業出荷額は 778億円であ

った。また工業統計による事業所数は 2017 年時点で 15 である。この中には東邦亜鉛㈱の

契島精錬所（鉛精錬）や大崎工業㈱の広島工場（化学製品）も含まれるが、両社を除くと

工業出荷額の大部分は造船業関連が占めている。 

木江地区造船海運振興協議会は、1988 年に「図説大崎島造船史」を発行している。この

本から大崎上島における造船業の歴史を簡単に紹介しておこう。 

「1911（明治 44）年に発行された『日本近代造船史』（造船協会）に『木江地方に於ける

造船所』の記載があり、これによると大崎上島の造船所は凡そ 23で、このうち木江に凡そ

15あった。最も古い造船所は創立後 50年を経過していたというから幕末の創業ということ

になる。造船所は何れも個人経営で島全体の工員数は 500 余名、船台は 30 余個であった。

帆船を主とする木造船で、『鉄鋼船はこれを作ること能わず』と記されている。」 

大崎上島の造船業者は、中小企業というより、むしろ家内工業的な存在で、船大工の技

術と木材の材料があれば、ちょっとした海岸の斜面をかりてたやすく船が造られた。小さ

な漁船や島通いの農船、大きな本船の足に使う天馬船などが中心であった。木造船時代が

続くが、1960年に鋼船が年間 10隻進水し、鋼船に転換していったが、結局、資本力や技術

力のない造船所は淘汰され、現在大崎上島の残る主要な造船所は次の３社になっている。

役場で聞いた話をもとに３社について紹介しておこう。 

小池造船は島内に２ヶ所に造船所を持ち、経営者は 40 歳代半ばと若い。498 トン型の中

型船を得意としている。２ヶ月に１隻の頻度で進水している。佐々木造船の経営者は 62歳

で、外国船籍のＬＮＧやタンカー系の船を主として受注している。松浦造船の経営者は 70

歳代であるが 40歳代の跡継ぎがおり、フェリーや貨物船を得意としているとのことだ。今

治や三原周辺の造船所は大型船をつくっているが、中型船を作る造船所が少ないため、大

崎上島はこうしたニッチ市場を相手にしているようだ。 

ホテルに向かう道路脇に佐々木造船所と松浦造船所の２社があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐々木造船所（左）、松浦造船所（右） 



90 

 

ファームスズキ 

 島の東半分を巡り、約束の 16 時 30 分にファームスズキに着いた。ここはもともと廃止

塩田を利用してクルマエビの養殖が行われていた場所だ。以前大崎上島を訪れた時に垂水

港の近くにあった食堂で、ここで作られたクルマエビのフライを食べたことがあった。し

かし、1990 年代からの全国的な急性ウィルス血症のまん延により、わが国のクルマエビ養

殖は大きな打撃を受けたが、大崎上島のクルマエビ養殖も例外ではなかった。業者が廃業

した後、養殖池は 10年間もの間、野放しの状態にあった。この養殖池に注目し、新たにカ

キ養殖を始めたのが、ファームスズキの鈴木隆さん（0846-65-3911）であった。事務所で

彼から１時間ほど取材した。 

 鈴木隆さん（42 歳）は東京の豊島区に生まれ、幼年時代を埼玉県の浦和で育つ。下関水

産大学校を卒業して築地の大手卸売会社の中央魚類に入社し、９年間エビの輸入業務に携

わる。2008年に同社を退社し、冷凍カキを輸出するＫＳ商会を設立した。32歳の時に、会

社を立ち上げたのだから相当なやり手である。 

冷凍カキの輸出を通じて世界中のカキ養殖業者と知り合うことになり、シアトルでカキ

養殖の実務を学んだ。2011 年に現在の養殖池を買収してカキ養殖を開始したのである。輸

出業者が生産者の顔を持つことになった。 

養殖池の面積は約 10ha と広大である。水深は２ｍほどで浅い。塩分は 22～23 で、汽水

である。このため水門を開閉して外の海水を導入するとともに、井戸を掘って地下海水も

ポンプアップしている。汲み上げるポンプは毎分 2.5 トンの能力があり、このポンプが２

台稼働している。地下海水の pH は 7.4～7.5 と低く、カキが殻を形成しにくいため、種苗

生産には使われていない。地下海水の水温は１年を通じて 19℃と安定しているそうだ。 

池の水深が浅いことから、広島県内で広く行われている垂下式養殖には不適である。フ

ァームスズキでは水面に浮かすバスケット方式でカキを養殖している。しかも種苗は全て

シングルシードだ。ファームスズキの養殖の特徴は、この池を使ってカキとクルマエビを

複合養殖している点にある。カキとクルマエビの複合養殖の年間サイクルは次の通りであ

る。 

４月に入ると、養殖池の水を抜いて干し上げる。この作業は池底の砂を甦らせるために

不可欠な作業だ。５月中下旬にかけて池底を耕うんする。５月末にはカキの種苗をバスケ

ットに収容して養殖を開始、10 月には殻長７～８㎝に成長する。大きいものから順次出荷

し、３月末まで出荷が続く。残ったカキはハーフシェルに加工して凍結する。カキは生鮮

殻付カキと冷凍ハーフシェルの２種類を出荷し、むき身では出荷していない。一方、クル

マエビは６月中旬から種苗を導入し、年末には 25ｇ程度に成長する。出荷は年末に集中し、

１～２月までには終える。つまりカキもクルマエビも１年で完結する点がこの養殖場の特

徴なのだ。養殖池の水質やノロウイルスの検査は定期的に行っており、ノロウイルスが検

出されたことはないという。 

年に１回、養殖池を干し上げるが、この時に自然発生したアサリ稚貝がたくさん採れる。

このアサリ稚貝は大崎内浦漁協に提供し、種苗放流に使われている。アサリはカキに較べ

ると単価が安く、成長も遅いので、アサリ養殖はカキ養殖に較べると相対的に魅力がない

そうだ。 
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クルマエビの養殖密度は７～８尾／㎡と低く抑えている。ちなみに通常は 20～30尾／㎡、

沖縄あたりでは 60～80尾／㎡と高密度に養殖しているらしい。ファームスズキでは池底の

有機物汚濁を防ぐために、養殖密度を低く抑えるとともに、「オーレス」という微生物資材

（発酵促進剤／㈱松本微生物研究所）を撒いて有機物の分解促進を図っている。池底に貯

まったカキの糞の分解も促進される。 

日本では専ら天然の浮遊幼生をコレクターに付着させる方法で養殖用カキの種苗を確保

しているが、欧米では人工種苗づくりは当たり前になっているとのことで、ファームスズ

キではシングルシードを自社生産している。シングルシードは１個ずつバスケットの中で

育つので、カキの形が自然で、規格化しやすい。日本では伝統的にホタテガイの殻がマガ

キの浮遊幼生のコレクターとして使われてきた。ホタテガイの殻では付着したカキを１個

ずつ分離することができないため、ボール状に固まったカキの塊を砕いて１個ずつに分離

し、籠の中で養殖する方法が一般的である。この方法ではカキの形は千差万別で、きれい

な形状のカキは限られる。ファームスズキではフランス製のクペールというコレクターを

使っている。クペールは可逆性のため付着したカキの幼生を１個ずつ剥がすことができる。

稚カキを剥がす機械もフランスから導入したそうだ。 

種苗は自社で養殖する数量以上生産されているので、余剰分は兵庫県、岡山県、九州方

面のカキ養殖業者にも販売している。以前訪問したことのある大分県の大入島では宮本新

一さんという方がバスケット方式でイワガキとマガキを養殖していたが、ここのマガキの

種苗はファームスズキから供給しているらしい。 

ファームスズキの正社員は５人、パートは時期によって変動し、５～10 人を雇用してい

る。少数精鋭の体制で、省力化を推進、機械化の投資は積極的に進めていく方針だという。 

生産したカキはＢｔｏＣを徹底しており、オンラインショッピングが中心である。飲食

店への販売は相手が欲しいといってくれば売るという受け身の販売だ。海外にも市場を求

めており、ＫＳ商会はもともとカキの輸出商社だったから、海外の販路はすでに有してい

る点で販売力は高い。昨年度の売上金額はカキとクルマエビを合わせて 1.2億円であった。

また、鈴木さんが社長を務めるＫＳ商会（本社：広島市）の年商額は 4.8億円である。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

養殖場に併設されているレストラン（左）、経営者の鈴木さん（右） 

養殖場の入口に「FARM TO DISH」と書かれたレストランが建っている。このレストラン

は㈱農林漁業成長産業化支援機構（Ａ－ＦＩＶＥ）の６次産業化支援のファンドを活用し

て３年前の 2016年にオープンした。機構が 1,500万円のファンドを拠出、ＫＳ商会が 1,500
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万円を出資して合わせて 3,000 万円で作られたものだ。養殖生産者がオンラインショッピ

ングを中心に直売し、さらに直接食べさせるという６次産業化を実現した。レストランで

は、フレールオイスター（塩田熟成牡蠣）の生、グリル、アヒージョなどが提供されてい

る。この他にスモークオイスター、クルマエビのメニューもある。残念ながら食べること

ができなかったので、その味について語ることはできない。 

わが国のカキ養殖は長い歴史を有し、主として筏や延縄にカキ種苗が付着した原盤（ホ

タテガイの殻）を吊るす垂下方式でつくられてきた。ところがこの 10年ほどの間にファー

ムスズキのようにバスケットを使った欧米型の養殖方法が普及しつつある。この方式はシ

ングルシードから殻付きカキを作るにはうってつけだ。殻付きカキのマーケットが拡がる

なかで生産方式にも革命が起こりつつある。 

ただ、日本では依然としてむき身の比重が高いので、この養殖革命が全国的に拡散する

かどうかは未知数といえる。むき身の懸念材料はむき身作業が依然として手作業であり、

しかも労働力は外国人労働者に大きく依存している点にある。つまりカキの生産はむき身

の労働力がボトルネックとなっている。これに対して殻付きカキはむき身の労働力を必要

とせず、欧米では１人あたり 100 万個の生産が可能というから生産性はきわめて高い。鈴

木さんは「日本ではカキ養殖は衰退産業だが、欧米では若い人が参入する成長産業だ」と

豪語する。 

 

神峰山 

 ㈱ファームスズキの鈴木社長に取材してから、島で最も高神
かんの

峰
みね

山（標高 453ｍ）に向か

う。鈴木社長には１時間ほど取材したので、日没が迫っていたから、道を急いだ。垂水港

から白水港を抜け、旧大崎町から山道を進む。神峰山は海から最も近いところで１㎞ほど

しか離れていないから、険しい山道を登ることになる。首切り峠の第２駐車場を過ぎ、木

立で覆われた暗く細い道を１㎞余り走ると第１駐車場に着いた。ここに第一展望台（標高

400ｍ）が置かれている。駐車場にはトイレが整備され、その裏には電波塔が建つ。 

 展望台からは長島とその先に安芸津や竹原などを見ることができるが、多少靄がかかっ

ており、しかも陽が暮れかけていたので、よく見えない。眼下には、木江の集落が狭い谷

あいにへばりつくように形成されている。 

 

神峰山の第一駐車場と展望台（左）、展望台から見た木江の集落（右） 

ここから神峰山の頂上に向けて登山道が整備されており、山頂まで 450ｍ（約 15 分）と
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書いてあった。すでに陽が暮れかけていたので、登るのは止め、第一展望台から引き返し

た。駐車場には車は１台もなく、また途中の道路でも車とすれ違うことはなかった。 

 西海岸に出て、海岸沿いの道を北上し、この日の宿の清風館に着いた。すでに陽は落ち

かけていた。駐車場はほぼ満車で辛うじて置く場所を確保した。 

 

きのえ温泉ホテル清風館 

 大崎上島には 10軒ほどの宿泊施設がある。1976～1977年にかけて大崎火力発電所の環境

調査で大崎上島に来ていた時の常宿は加藤旅館だった。当初、ここに泊まる予定で電話を

入れたら、工事関係者の予約でいっぱいだと断られた。他の宿泊施設に片っ端から電話を

かけたが、どこの旅館も空きはなく、最後に残ったのがきのえ温泉ホテル清風館であった。

ここは以前、旧木江町の国民宿舎だったところで、その後民営化されたものである。 

このホテルは「中ノ鼻」という南東端の高台に位置し、島で唯一の観光ホテルで、他は

仕事関係者を主として泊める施設である。つまり大崎上島で最も大きく収容人員が多いが、

値段は一番高い。しかしこの宿も泊まれるには泊まれるが、宿泊客が多いため、夕食を用

意できないという。しかも朝食付の素泊まりで 12,000円といわれた。しかしここしか泊ま

るところはないので予約を入れたのだった。 

 島に来てわかったのだが、発電所の工事や後述する４月に開校する県立広島叡智学園の

突貫工事の最中で、こうした工事関係者が島に多数入っていることに加え、春休みに入っ

て家族連れの旅行客が多かったことが満員の理由だった。 

夕食はでないから外で食べるしかない。近くに飲食店がないか調べるため事前にホテル

を訪ねると、館内にレストラン漁火という店があった。ホテルの人に聞くと、ここで食べ

ることができるという。ところが夕方チェックインした時に改めて確認すると、今日は客

がいっぱいであり、利用できないとの返事。話が違うではないかとクレークをつけてひと

悶着があり、確認することになって部屋で休んでいると食事は可能との返事が来た。 

 きのえ温泉という名前だが、地質的にみて温泉は出ないので、地下水を沸かしているの

だろう。泉質は海水風呂だった。露天風呂はすこぶる眺めがいい。周辺の多島美を満喫で

きる。眼前には以前行った大下
お お げ

島と小
こ

大下
お げ

島が横たわる。両島は愛媛県に属するので、大

崎上島との間の海が県境ということになる。 

 入浴してからすぐに１階にあるレストラン漁火に行った。案の定、顧客でいっぱいであ

った。寿司定食を注文すると、地魚の寿司が８貫に、天麩羅、茶碗蒸し、ツワブキの煮も

の、味噌汁がついた。寿司は美味かった。生ビールを一杯飲んで、部屋に戻る。 

 

2019年３月 27日 

沖浦と大崎上島漁協 

 ８時 35分に清風館を出発し、海岸沿いの道を西に向けて進む。木江中学校を過ぎると沖

浦の集落に入る。 

沖浦には、大崎上島漁協の事務所が置かれている。道路脇の事務所では女性職員が１人

で朝の掃除をしていた。組合長は種苗放流の立ち会いで事務所には戻って来ないというか

ら、この女性に少し話を聞いた。 
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漁協の組合員は正が 25 人、准が３人、合わせて 28 人である。職員は２人（正職員１人

とパート）とのことだ。事務所に併設された購買店舗があり、港には小さな冷凍冷蔵、給

油施設、漁具倉庫が整備されている。恐らく、購買、販売、冷凍冷蔵、利用、指導などの

事業が営まれていると推測される。 

漁港には船曳網の漁船が１ヶ統（２隻）、小型底曳網の漁船が３隻係留されているところ

をみると、両方の漁業が営まれていると思われる。 

漁港の一角に陸上型の中間育成施設が置かれていた。直径７～８㎝ほどの円形水槽が 12

基置かれている。ただし内部は空であった。沖浦ではかつてマダイを対象とした音響馴致

が行われていたので、その時の施設なのかもしれない。かつてこの施設を見るために大三

島の帰りに寄ったことがあるのを思い出した。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

大崎上島漁協の事務所（左）、陸上部に置かれた中間育成施設（右） 

今はもう誰も注目されなくなったが、音響馴致とは放流用稚魚に餌を与えるたびに一定

の音響を提供し、いわゆるパブロフの条件反射で、音響を鳴らすことで魚を集めようとす

る技術である。一時期、海洋牧場の先進的事例としてもてはやされたことがあった。費用

対効果の面で近ごろはほとんど注目されなくなった。 

中間施設の道路を挟んで反対側に物産館が整備されている。建物は立派だが、がらんと

して何もない。毎週土曜日の９時から「南の里」という朝市が開催され、水産物や農産物

が販売される。ただ年間の売上は 400 万円弱でわずかなものだ。この物産館に併設されて

高速船の乗客待合室がある。旧竹原港～大崎上島～大崎下島を結ぶ寄港地の一つとなって

いる。沖浦の一帯は埋め立てによって用地が造成され、平地が確保されており、西側には

漁村公園が整備されている。さらに埋立地の外れに船溜まりがあり、多数の釣り船が係留

されていた。 

 

サツマイモの碑と明石港 

 沖浦から木江小学校に向かう手前の道路沿いに風変わりな神社があった。恵美寿神社と

いう。この神社の石柱には「至誠」、「貫徹」と書かれている。拝殿から階段を登った崖の

中ほどに本殿が置かれている。この神社の秋祭りは神輿を御座船に乗せて海上に繰り出す。

この御座船に楷伝馬船が４艘随伴する。 

神社の近くに、宝本和三五郎翁、山登助七翁、頌徳碑と書かれた石碑が建っていた。 

甘藷は 1597年に中国から日本に伝わった。したがって鹿児島や長崎では唐芋と呼ぶ。瀬
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戸内海には薩摩藩より 1713 年に大三島に伝わりさらに大崎下島に普及したが、木江には

1800 年代半ばに、この２人の翁によって導入され、島の飢饉を救ったらしい。このことを

頌徳する石碑で、大正 15年に建てられたものだ。関東地方では 1736（元文元）年に薩摩芋

御用掛として甘藷の普及につとめた青木昆陽が知られているが、大崎上島に渡ったのはこ

れよりもさらに遅いことになる。ちなみに隣の大崎下島から上島に伝わるのに 100 年以上

も要したとはちょっと信じられない。 

明石地区は大崎上島の南岸の西側にある集落で、その玄関口が明石港である。明石港は

沖浦漁港（第２種）の一部であるが、この港にフェリーと高速船の乗り場がある。フェリ

ーと高速船は何れも「しまなみ海運（土生商船グループ）」が運航している。フェリーは大

崎下島の小長港と明石港を結び１日 12往復している。高速船は大崎下島の大長から大崎上

島南岸の明石、沖浦、天満、一貫目の各港を経由して、島の北東端のめばる港を経て竹原

に至る。この航路は１日６便運航されている。 

ちなみに橋が架かっていない大崎上島は海運が発達している。旧東野町は、垂水港と白

水港の２つの港があり、山陽商船と大崎汽船のフェリーが頻繁に運航している。また旧大

崎町は大西港と本土側の安芸津港の間を安芸津フェリーが１日 18便就航している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

薩摩芋伝来の頌徳碑（左）、明石港のフェリー待合所（右） 

 

レモン畑 

明石港から北上し恋地トンネルを抜けて左折すると、大串の干拓地に至る。広島藩が 1836

（天保７）年に直営工事で造成したものだ。干拓地の中央を流れる小河川・大串川の両側

には水田が広がり、現在でも米が作られている。水田は旧大崎町役場の北側の干拓地にも

あり、総面積は 15haに及ぶから島内で米は自給できた。 

干拓地の先は貯水池になり、さらにその先は塩田跡地に土砂を投入した干拓地になって

いる。しかし、ここは塩害がひどく農地には向かなかったから荒れ地として放置されてき

た。この広大な土地に目をつけた中国電力は発電所を建てようとしたが、地権者が反対し

たため実を結ばす、結局、長島の塩田跡地に発電所ができた。 

40 数年前にこの干拓地を訪れている。当時と風景は基本的に変っていなかったが、変っ

た点は、干拓地の半分ほどにソーラーパネルが並び、メガソーラー発電の基地になってい

たことだ。 

大串地区の農地には、水田の他に柑橘類と並んでイチジク畑が目立つ。以前から大崎上
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島ではイチジクが栽培されており、この島では十文字仕立てになっている。また新しくレ

モンの木が植えられている畑が目立った。新しい苗木の周りには木材のチップ堆肥が施さ

れている。 

大崎上島は造船業と並んで柑橘類を中心とした農業の島だった。現在の農家世帯は 380

戸と多いが、高齢化が進み年金農業がほとんどで、専業農家は 30戸ほどだという。現在も

柑橘類が農業生産の中心で、栽培農地 244ha のうち温州ミカンの栽培面積が 146 ha、中晩

柑類が 98ha（うちレモンが 35ha）、ポンカンが 28haである。2016～17年農業産出額は 13.3

億円であった（後述する椎茸の菌床栽培を含む）。 

多くの柑橘類が供給過剰ななかで、単価の高いレモンに栽培対象を転換すべき、島では

レモンの島として島おこしを狙っているようだ。新しいレモン畑はその戦略の反映である。

レモンは同じ広島県内の生口島が発祥の地であり、生産量も多いが、じつは大崎上島町が

所属するＪＡゆたか農協は単一農協としてはレモン生産量日本一を誇るらしい。輸入品に

多くを依存してきたレモンは防かび剤などのポストハーベスト農薬の問題が指摘され、国

産レモンの人気が高まりつつあり、しかも栽培が楽で、単価が比較的よいことなどが島ぐ

るみでレモンを普及させている理由である。愛媛県の岩城島は「青いレモンの島」で島お

こしを図って、成功している。 

大崎上島町では園地整備再生支援の事業や苗木の補助事業を実施しており、レモンの新

規農地はこうした町の支援のおかげなのだ。ちなみに苗木は年間 3,000 本ほど支援してい

る。 

レモンによる島おこしを進めるため大崎上島町とポッカサッポロフード＆ビバレッジ

(株)は 2016年４月にレモンの振興などに関する包括協定を結んでいる。また、サッポロホ

ールディングス(株)と広島県大崎上島町、公立大学法人県立広島大学、ポッカサッポロフ

ード＆ビバレッジ(株)は、広島県大崎上島町民成人男女 800 名を対象（目標人数）に 5 年

間に亘り、全国初となるレモン摂取による健康状態への効果を確認する長期観察介入研究

を 2018年 5月より開始している。レモンを日常的に摂取することにより、健康によい影響

を及ぼす可能性を実証する方針である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新しくレモンの苗木が植えられている果樹園（左）、大串川の両側に拡がる田（右） 

 

県立広島叡智学園 

 メガソーラー基地の手前の干拓地では、学校の建設が大詰めを迎えていた。広島県立広
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島叡智学園といい、中高一貫教育校である。今年の４月に開校するが、最後の突貫工事の

最中であった。 

 広島叡智学園（Hiroshima global Academy）は、「世界中のどこにいてもリーダーシップ

をとれる人材を育てる」ことを目標とする中高１学年 40人の少数校で、高校には外国人留

学生 20人の在籍を見込んでいる。全寮制で、生徒は６年間を学校の寮で共同生活をするこ

とになる。県立であるが、広島県外の在住者も応募できるユニークな学校で、湯崎英彦知

事の肝いりで構想されたようである。 

学校案内のパンフレットによると、この学校が重点的に育成する力は、知識・技能の深

い理解、創造的・批判的思考力、協働する力、やり抜く力・自信、高い語学力であり、海

外大学にも進学できる確かな英語力の育成、高校生の 1/3 は海外からの留学生、全寮制で

の学習・生活、国際協働型プロジェクト学習、国際バカロレア・プログラム導入を検討と

いう５つの特色をあげている。つまり国際化、グローバル時代を担う人材育成をめざして

いるようだ。 

 当初は中学１年生の 40人からスタートして、６年後に全学年が揃うことになる。役場に

は「教育の島推進室」という部署ができ、行政と一体となってこのプロジェクトを進めて

いる。島根県海士町にある島根県立隠岐島前高校は島外からも生徒が集まる学校づくりを

始め、全国募集枠を定めて全国から島留学生を集め、島の活性化の起爆剤になっているが、

大崎上島町はそれ以上の成果を期待しているようだ。上述した通り、大崎上島には広島商

船高専、県立大崎海星高校があり、さらにユニークな中高一貫校が加わることになった。 

 学校の建設地の海側はいまだ空き地になっており、さらに海側にキャンプ場がある。空

き地が多いためか、広島県の消防担当者がヘリコプターを使った訓練を行っていた。干拓

地の先端の一角には大崎美浜荘という老人ホームが置かれている。干拓地を周回して大西

港に向かう。道の途中には、ブルーベリーやレモンの畑が見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県立広島叡智学園の入口（左）、生徒が生活する学生寮（右） 

 

大崎上島文化センターと加藤旅館 

 旧大崎町の役場があった周辺には、大崎上島町の大崎支所の他に大崎上島文化センター、

中野小学校、大崎海星高校などの文教施設が集中している。文化センターには図書館があ

り、そこで郷土資料を閲覧した。ところが図書館ではコピーがとれないので、近くの本屋

でコピーしてもらうことになった。図書館で貸し出しを受け、歩いて数分のところにある
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本屋に持ち込んだ。 

 この近くに 40年余前の海洋調査の折に泊まっていた加藤旅館がある。事前に電話して旅

館が実在することを確かめていたし、跡を継いだ息子さんに当時の女将さんが健在である

ことも確認していたので、40年ぶりに訪ねた。 

 この旅館で印象の残っているのは、秋に山というほどマツタケを食べたことだった。来

る日も来る日もふんだんにマツタケを食べたのは、後にも先にもこれ以来なかったので、

ひどく脳みそに焼き付いている。里山の管理は当時行き届いていたので、中国地方ではマ

ツタケがふんだんに採れていた。広島県は日本一の産地だった。マツタケがたくさん採れ

た最後の時代であったのだろう。松林は松葉を採らなくなって管理されなくなり、その結

果土壌の肥沃化が進行するとともに松は弱り、松くい虫が決定打となって松林は無くなっ

た。あれだけたくさん採れたマツタケは姿を消してしまった。 

加藤旅館には当時広い庭があったが、現在は周りに建物が建ち、旅館も増築したらしく、

全く当時の面影はない。道路を挟んで反対側には２階建てのプレハブの建物が並んでいた。

試験操業でたくさん獲れたコウイカの干物をつくり、庭に干したこともあった。もちろん

当時はミカンもふんだんに食べられた。懐かしい思い出のある旅館だったが、時間がなか

ったので女将にお会いすることもなく、去った。 

 旧大崎町の玄関口である大西港（本土側の安芸津とフェリーで結ばれている）に寄り、

東側の旧干拓地に抜ける。途中、「文田しいたけ」と書かれた菌床椎茸の工場があった。広

島県の椎茸生産の 80％を占める有力な工場のようだ。役場で聞いた話では人手不足のため

中国人の女性を５～６人雇っているという。近年は菌床椎茸が幅を利かせ、原木栽培の椎

茸はほとんど見られない、菌床と原木の椎茸は「月とすっぽん」だが、だんだん本物の味

を知らない人が増えていくのだろう。何とも寂しい限りである。 

 再び役場支所の近くに戻り、喫茶店で昼食にカレーライスを食べて、生野島へのフェリ

ーが出る白水港に向かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大崎上島文化センター（左）、加藤旅館（右） 
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