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1906 離島覚書（愛媛県・鵜島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伯方島の船折瀬戸から鵜島を望む 

 

平成 31年２月 26日 

フェリーのしま７ 

 手配しておいたタクシーに乗り、越智大島の旧吉海町にある幸港から旧宮窪町の宮窪港

へ移動する。今治市役所宮窪支所の隣にある宮窪公民館まで歩き、同館の図書室で鵜島に

関する資料を閲覧し、必要なところを写真撮影した。 

 タクシーの運転手が指摘していた通り、Ａコープの店舗は閉鎖され、日用雑貨を売る商

店は一つもない。飲食店は１軒あったが、すでに昼時間を過ぎていたこともあり、閉まっ

ていた。したがってこの日の昼食はヌキになった。 

 シーセブン㈱が経営する「フェリーのしま７」が宮窪港から鵜島を経て伯方島の尾浦港

まで通っている。越智大島～鵜島～伯方島の間を１日７往復しており、比較的便利である。

フェリーの総トン数は 19 トン、軽自動車が４台分搭載可能で、最大輸送人員は 35 名程度

である。乗客用の船室は１階にある。13 時 55 分発のフェリーに乗ったが、乗客は私 1 人、

車は乗らなかった。 

 フェリーは潮の流れが速い海峡を走る。中世（14世紀中ごろから 16世紀末ごろ）に村上

海賊の拠点であった能島が右手に見える。城跡はきれいに整備されて桜の木が植えられ、

名勝となっており、桜の時期には花見客用にフェリーの臨時便がでる。中世に活躍した村

上海賊は、能島、因島、来島の３家に分かれていたが、このうちの能島村上家の拠点がこ

こにあった。急潮の船の難所にあえて城を築いたのは、島の周囲の激しい潮流がいわば「濠」

の役割を果たしたからだ。操船技術のない陸の兵士にとって急流は近寄りがたい「濠」だ

ったのである。 

豊臣秀吉が 1588（天正 16）年に海賊停止令をだすと、能島村上家は毛利家から屋代島を

与えられて臣従し、江戸期になると因島村上家とともに長州藩の船手組になった。 

能島と大島の間が宮窪瀬戸、能島と鵜島の間を荒神瀬戸と呼ぶ。能島の手前にさらに小

さな鯛崎島が見える。フェリーは５分ほどで鵜島の宮下港に着いた。 



60 

 

 鵜島は越智郡宮窪町に属していたが、2005 年の今治市と越智郡 11 町村の大合併により、

現在は今治市に属している。面積は 0.76 ㎞ 2で、周囲は 4.4 ㎞、標高は 84ｍである。集落

は島南部の谷あいに２つにわかれて形成されている。宮下港の背後の集落は家の谷と呼ば

れ、大部分の人家はこちらに集中する。小さな丘を隔てた東側に小浜と呼ばれる小さな集

落がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フェリーのしま７（左）、宮窪瀬戸と荒神瀬戸の間に浮かぶ能島（右） 

 

島カフェ 

フェリーから降りると福島神社と書かれた看板が立っていた。社殿のない神社で海岸に

神らしき岩が並ぶ。港の入口には石燈籠が置かれている。正面に「うしま珈琲」と書かれ

たピンク色の建物があった。中に入ると部屋の隅にゴミ袋が山積みになっていた。このカ

フェは冬季間を除く土日に営業している。この日は冬季の平日なので、当然ながら営業は

していなかった。もともと集落が管理していたこの建物は船の待合室として使われていた

が、外壁を塗り替えてカフェに衣替えした。2014年４月にオープンしたのだそうだ。 

喫茶店は島のお婆さんたちが２人１組でローテーションを組んで運営している。メニュ

ーは、ランチ定食（500 円）、コーヒー、かす酒、ハニーレモン、レモンスカッシュ、ジュ

ース、コーラなどである。レモンスカッシュなどのレモンを使う飲み物は、島でレモンを

栽培しているから、畑からもいできた超新鮮なものを提供しているという。 

観光客のほとんど来ない島でなぜ店が成り立つのか初めは不思議に思ったが、後に島内

を巡ると、道路脇に自転車のマークが書かれた案内板が目を引いた。そこでようやく気が

ついた。しまなみ海道はサイクリング道路が併設されており「サイクリストの聖地」と呼

ばれるほどサイクリング客が多い。伯方島や越智大島を訪れたサイクリストの一部が鵜島

にもやってくるようになった。どうやら店はこうした人たちの需要に支えられているよう

なのだ。 

島カフェのテーブルに記帳ノートやイベント時のアルバムと並んで、「鵜島風土記」とい

う本が４～５冊積まれていた。2015年３月に鵜島歴史民俗研究会が編集した 84ページの力

作だが、無料と書いてあった。この本は今治市がんばる地域支援事業の助成を受けてつく

られたものだからだ。織田家に伝わる古文書「家系日記」の分析など学術的な内容が盛り

込まれている。鵜島を知る貴重な資料なので１冊いただいた。後で聞いた話では、ＮＰＯ

法人能島の里（村上利雄理事長）が本の制作に協力したようだ。 
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船着場の前は小さな砂浜になっているが、近くの水面でアヒルが３羽仲良く泳いでいる。

砂浜には小屋も作られているから、明らかに飼育されているものだ。アヒルは通常淡水域

で生活しているものと思っていたが、海面を泳ぐのは初めて見た。同じように感じる人が

多いとみえ、このアヒルがローカル紙に取り上げられたことがある。その時の記事もスク

ラップブックに貼られていた。 

 
船着場の前にある島カフェの建物（左）、ゴミの収集袋が積まれた店内（右） 

 

家の谷 

家の谷の集落は港背後の谷あいに形成されている。何れの家も立派で、島民は比較的平

等に財力を有していたことが伺える。ここで鵜島に人が住んだ歴史を振り返っておこう。 

上述したように中世の時代には鵜島の前にある能島は能島村上家の居城であった。この

ため鵜島は海賊の水汲み場、船かくしの場として利用されていたと推定されている。しか

し能島が落城し、村上海賊が撤退するといったん無人島になった。その後、近世初期にな

ると上島諸島の佐島から人が入植し、再び人が住むようになり、人口が増える。1843（天

保 14）年には、男 163人、女 169人、合わせて 332人がこの島に住んでいた。 

1995年の国勢調査時の人口は 58人、以後５年ごとに 46人、38人、33人と減少し、2015

年の国勢調査時の人口は 23 人、世帯数は 15 戸にまで減少した。また最初に会った人の話

では、実際に島に住んでいるのは 16～17人でさらに減少しているらしい。つまりＵＩター

ンなどの島への新規の定住者は皆無で、高齢に達し寿命をまっとうした人から亡くなって

いることを示している。最も若い人で還暦を過ぎた 66～67 歳というから高齢化率は 100％

ということになる。 

 津島と同様、鵜島では漁業は営まれてこなかった。農業と海運業が島の経済を支えたの

である。農業は後述するように自給的農業から葉タバコ、柑橘類を変遷してきたが、現在

は柑橘類の栽培がほそぼそと続けられているに過ぎない。 

一方鵜島は近世には「今治藩島方随一の水子浦」として水夫を輩出する島だった伝統か

ら、近代では機帆船を操り、一杯船主として海運業に従事する島民がほとんどであった。

中には夫婦で乗っていた船もある。1950～1960 年代には九州の産炭地から大阪方面に石炭

を運び日本の高度経済成長を支えた。その後、国内輸送の主役が陸運に変わると、島の一

杯船主は苦境に立たされることになり、フェリーや外航船の船員になる人も一部に出てき

たが、多くの島民は島を去り、現在の過疎と高齢者の島に変貌していったのである。 
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海から見た家の谷の集落（左）、住宅にひしめき合う家の谷の集落（右） 

 

織田と福羅 

家の谷集落の背後の高台に宇佐八幡神社が建つ。拝殿の中には板に書かれた絵や様々な

写真が所狭しと掲げられていた。神社の境内に屋根の葺き替え資金を寄贈した人の名前を

記した石碑が置かれていたが、そこに書かれている氏姓は織田と福羅がほとんどである。

この島には織田家と福羅家を先祖とする人たちしか住んでいないようだ。 

上述した通り、村上海賊が退去して無人島になった津島には近世初期に現在の上島町に

属する佐島から織田
お り た

氏と福羅氏が入植したのだった。島には寺はなく、佐島の西方寺（臨

済宗）が島の人々の檀家寺となっていることは佐島からの移住を裏付けている。この宇佐

八幡神社はもともと佐島の氏神社であった。そして佐島に豊前国（現在の大分県）の宇佐

八幡社が祀られたのは、佐島を開拓した人々が豊後国の出身者であったからだとされてい

る。つまり豊前国出身の佐島開拓者が宇佐八幡社を勧請し、さらに織田・福羅家によって

佐島から鵜島へと勧請されるに至ったのである。 

「宮窪町誌」（1994年）によると、織田家の祖である治郎左衛門信義は織田信長の末裔と

伝えられており、信長の死後、伊予西条の一柳監物のもとに身を寄せていたが、領主の放

蕩を諌言したことから、西条を離れて佐島に移住していた。1635（寛永 12）年に藤堂高吉

から鵜島を拝領したとされている。一方、加藤秀雄（2015）によれば、福羅の姓について

の最も古い記述は 1878（明治 11）年の福羅長三郎であることから、1875（明治８）年に公

布された「平民苗字必称義務令」に伴って付けられたものであると推測されている。出身

地の佐島に地名があることから、これを参考にしたと考えられている。 

神社の境内に「電気敷設」と書かれた石碑が置かれていた。これによると鵜島に電気が

通じたのは 1949年のことであり、島は比較的早い段階で電気が使えるようになったようだ。 

神社の下にネットで囲われた野菜畑があり、私とほぼ同世代と思われる女性が収穫にや

ってきた。神社を挟んで反対側の大きな家に住んでいるそうで、ご主人は船乗りだった。

引退した現在は年金暮らしだが、菜園で野菜をつくる悠々自適の生活をしている。 

イノシシが近年、海を泳いで島に入り、数が増えて困っているとのことで、畑は檻の中

で営まれている。彼女の話では農業の中心は柑橘類の栽培だが、実際に出荷している人は

４戸ほどだという。隣の家からご主人らしき人が運搬車を運転しながら現れ、何処かに出

かけて行った。 
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宇佐八幡宮の鳥居（左）、宇佐八幡宮の本殿（右） 

 

島の一周道路 

鵜島を一周できる舗装道路が 1969年に竣工している。道路は海岸沿いではなく台地の上

を通る。一周２㎞ほどの道を歩いたが、アップダウンがけっこうある。 

集落の背後には柑橘類や自家用野菜をつくる畑があり、その畑もネットやトタンなどで

囲われている。箱罠も仕掛けられているが、餌は糠ではなくミカンが入れられていた。島

の人たちはイノシシに手を焼いているようだ。瀬戸内海の島々に共通した生態系の変化で

ある。 

道路が大きく湾曲した先に貯水池がある。田ノ浦池という。水面は紅色を呈しているこ

とから浮草の一種が繁茂しているのだろう。午前に訪れた津島の貯水池で見たものとほぼ

同じものと推定された。この貯水池から島の北海岸に向かう谷あいにはかつて田んぼがあ

った。しかし米を作っていたのは戦前までのことで、戦後は葉タバコがつくられていたそ

うだ。現在は耕作放棄され、雑草に覆われている。 

道路脇の竹藪で竹を切っている人がいた。今治に住み、年老いた母親も面倒をみるため

月に１～２回ほど実家のある島に来ているという。昭和 24年生まれというから私と同じ団

塊の世代である。彼の小学生のころにはすでに鵜島には学校はなく、大島の小学校に船で

通ったそうだ。高校は今治だったので下宿生活になり、さらに大学を卒業している。現在

は道路設計のコンサルタントの仕事をしており、松山と九州が主な仕事場になるらしい。

父親は日本専売公社に勤めていたそうだ。専売品である葉タバコや塩が周辺の島々でつく

られていたことと関係があるのかもしれない。 

坂を降り切ると北浜の海岸にでる。船折瀬戸をはさんでその先に伯方島が横たわる。能

島の村上海賊が支配していた当時には代官所が置かれていたようで、「北浜代官所跡」と書

かれた看板が立っていた。海岸から南下する道を進むと集落に戻る。坂の途中の道路脇で

イノシシが崩した土砂を運搬車に乗せて運んでいる人とすれ違った。先ほど宇佐八幡宮で

見かけた人だ。片付けた土砂は何かに使うのだろう。 

船折瀬戸に面する長鼻休憩所という場所があり、国玉神社跡と書かれた看板が立ってい

た。付近の道路脇の林の中に布団などの生活ゴミが散乱している。島外からわざわざ捨て

に来るとは考えにくいので、島民が捨てたのだろうか。やがて茶谷休憩所という見晴らし

のいい場所にでた。目の前に大島と伯方島を結ぶ吊り橋が見える。その先に土砂崩れを起
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こした場所があり、根こそぎ流された木が何本も放置されていた。昨年７月に発生した広

島集中豪雨の爪痕と思われるが、被害に甚大さに驚かされる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水面が紅色を呈する貯水池（左）、林の中に投棄された生活ゴミ（右） 

 

柑橘栽培 

 鵜島の主要な産業は内航船舶の船乗りであったが、島の限られた農地では上述したよう

に米も作られていた。しかし 1960年代に入ると米づくりは完全に姿を消した。戦前まで島

内の大部分の農地は織田家の本家であるオモヤが所有しており、土地を小作に貸し付け管

理していた。オモヤの稲田の田植えは分家筋にあたる家の人々を動員して行われていたと

いう。戦後の農地改革によって地主が分散し、もともと少ない面積しかなかった島の農地

ではますます組織的な対応がとれなくなったことが一因らしい。 

 明治期には換金作物として葉タバコが導入され、島内のほとんどの家がタバコ栽培に携

わるようになった。小浜地区には葉タバコを乾燥する乾燥小屋が現在でも１軒だけ残され

ており、葉タバコがこの島で作られていたことを示すものである。今のようにコンピュー

タ管理された乾燥機とは異なり、葉たばこの乾燥には多くの労働力が必要であったことか

ら、1960 年代後半からタバコの栽培はすたれていく。一方、温州ミカンは大正期から栽培

されていたが、葉タバコと主役の座を交代する形で 1960年代後半からミカンの栽培が本格

化していった。島の農地は限られていたため周辺の島に出作地をもち、農船で耕作してい

た人もいるようだ。しかしそれもつかの間、全国的な生産過剰から価格が暴落し、生産量

は次第に減っていった。 

 その後、温州ミカンからその他の柑橘類を導入、品種の多様化が進めてきた。現在島で

栽培されている品種は伊予柑、デコポン、はるみ、はるか、カンペイなどである。ただし

農業で食べている人はいない。神社脇で話をした女性の話では、柑橘類を出荷している農

家は４戸にとどまるという。 

集落を見下ろす高台のミカン畑で３人の女性がデコポンを収穫していた。その中で一番

若そうな 60 歳代と思われる女性と言葉を交わした。今年度は６月の長雨で肥料が流出し、

柑橘類の成績が悪いという。彼女の家は、収穫した柑橘類は親戚や知人に贈与し、余剰分

を販売する程度だというから、本格的な農家ではない。収穫したばかりのデコポンを１個

いただいた。１週間ほど寝かせておくと甘みを増すそうだ。同じ畑にはタマネギとラッキ

ョウが植えられていた。 
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葉タバコ栽培の面影を残す乾燥小屋（左）、イノシシ侵入防止の柵で囲われたデコポンの農場（右） 

 

小浜 

小浜地区と家の谷地区は小高い丘で隔てられており、山側を大きく迂回しないと家の谷

地区には行けない。海岸沿いに道路は内科胃腸科。 

小浜の集落には５軒の家があったが、人が住んでいると思われる家は２軒だけだった。

そのうちの１軒が海岸沿いに建つログハウス風の家である。家の壁には珍しい家紋が貼ら

れていた。家の前の海岸にはモーターボートが係留されている。震災前に福島県から移住

してきた人がいると聞いていたので、その人の家かもしれない。 

小浜集落の目と鼻の先には能島村上家の居城があった能島がある。この能島と鵜島は村

上海賊の根拠地として一体的な関係にあったと思われ、小浜集落には海賊の水汲み場（古

井戸）、船隠し場、造船場跡などが残されている。また小浜という地名は村上海賊の船奉行

であった小浜源右衛門に由来するようだ。 

鵜島では中世後期には和船の建造が盛んに行われており、近世期には、近海の水夫を輩

出する地域であったことが文献資料からも確認されている。また、小浜地区では明治・大

正期にも造船所が稼働しており、ここで技術を身につけた船大工たちは全国各地の造船所

で活躍した。このことが当該地域の経済を支える大きな要因になっていたと考えられる。

近代以降は農閑期の出稼ぎ（杜氏や浜子）や、船乗りとして北九州などで働く人も多かっ

た。 

小浜集落のはずれにある民家の脇の狭い山道を登ると、鵜島と能島の間の荒神瀬戸を見

下ろす高台に木製の櫓が作られている。警固鼻という。危なっかしい梯子をのぼり、櫓の

上に立つと瀬戸の急潮が実感できる。 

小浜の集落から大きく迂回して家の谷の集落に入る。海岸近くに鵜島公民館、その隣に

お堂が置かれている。鵜島には三十三観音堂めぐりのコースが設定されているが、その一

番観音堂がお堂に左手にある。海側は階段状の墓地となっている。一番下の最前列にはひ

と際立派な太平洋戦争の戦死者の墓石が９基並んでいた。墓守がいなくなった家の墓石は

２ヶ所に積み上げられ、無縁塔として祀られている。 

 この日は朝から歩きづめで万歩計は 25,000歩を超えていた。すっかり疲れ果てて船着場

まで辿りついた。防波堤の前で竹刈りを終えた件の男性と再会した。島カフェの建物に入

り、伯方島行きのフェリーを待つことにする。 
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小浜の集落（左）、村上海賊の古井戸跡（右） 

 

光藤旅館 

17時 52分のフェリーで伯方島の尾浦港に向かう。港には光
みつ

藤
ふじ

旅館の人が迎えに来ていた。

港の入口近くに旧日本栽培漁業センターの伯方事業所が置かれている。たしか日栽協の最

初にできた種苗生産施設である。宿は尾浦港から車で５分ほどの有津
あろうず

にあった。 

「いのち短し 恋せよ 少女
を と め

」という「ゴンドラの唄」の作詞者として著名な歌人・吉

井勇が 1937年の夏に３カ月ほどこの宿に滞在している。吉井は伯方島がいたく気にいった

らしく旅館の２階を貸し切り、海を眺めながら部屋にこもって編集作業に明け暮れ、毎晩

２合の酒を飲んでいたらしい。 

光藤旅館の創業は明治の終わりごろで、初代の女将であったイシさんが吉井に対応した。

現在は３代目の照子さんが女将である。吉井が滞在した当時はすぐ目の前が海だったが、

現在は埋め立てられて道路になっている。その後、旅館の部屋も建て増しが続いたらしい。

海峡を隔てて目の前の海には鵜島が浮かんでいる。 

風呂に入り、階下の座敷で夕食となった。予約時点で 6,000円、7,000円、8,000円のコ

ースがあるといわれ、一番高いコースと頼んでおいた。前泊の大島の旅館と料金はほぼ同

じであったが、こちらの方がはるかに充実している。オコゼの刺身、カニカマ酢、タコの

塩辛、ガザミのボイル、殻付きカキの焼き物、オコゼの唐揚げに魚フライが出てきた。〆

に小さなおにぎりを３個食べる。ビール大瓶１本と日本酒２合を飲んだ。 

 この座敷に海南小記と書かれた書が掲げられていた。達筆の美しい字だ。書家は大企業

の重役をしていた森露秋さんという方で、文章は吉井がこの旅館に泊まった時の紀行文の

一節であった。 

 

平成 31年３月 27日 

伯方島 

 伯方島も大島と同様に「しまなみ海道」を通過したことがあるだけで、島内を見て歩い

たことはなかった。帰りの福山行きのバスまで時間があったので、島内を回ることにする。

伯方島は面積 20.84 ㎞ 2、周囲 53.5 ㎞であり、自転車で回るには広すぎる。ところが伯方

島にはタクシーが１台しかない。事情を話すと、昨日港まで迎えに来てくれた女性が車で

案内してくれることになった。ご厚意に甘えることにした。 
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光藤旅館の全景（左）、旅館の前に横たわる鵜島（右） 

朝食を終えて旅支度をしていると、８時 30分ごろに彼女が迎えに来てくれた。赤瀬つぢ

子さんといい、昭和 24年生まれである。私より２学年下だ。彼女の姉が旅館の女将で昭和

22年生まれというから私と同学年だ。姉の嫁ぎ先の旅館を手伝っている。 

伯方島はかつて造船と塩田の島であった。塩田は島の北東部に北浦浜塩田（1806年着工）、

瀬戸浜塩田（1817 年着工）、古江浜塩田（1845 年着工）の３つに分かれていた。遠浅の地

形を利用して塩田を整備し、入浜式製塩法からスタートしたが 1953～57年にかけて枝条架

を利用する流下式製塩法に転換している。しかし、1971 年４月に成立した「塩業近代化臨

時措置法」によってわが国の塩田は全廃され、イオン交換膜法による製塩に切り替わった。

こうした中、伯方島の塩田は国内で最後まで残った塩田の一つであったが、1971年 12月に

廃止になっている。 

広大な敷地を有する塩田跡地は、当時、人工種苗生産に成功していたクルマエビの養殖

場となった。多い時には４経営体がクルマエビ養殖を営んでいたが、クルマエビのウイル

ス病がまん延すると、クルマエビ養殖の経営はピンチに陥った。最近、山岡水産が廃業し

たため、現在クルマエビ養殖を営んでいるのは村上水産１社と稚魚の種苗生産も手掛ける

バイオ愛媛だけになっている。つぢ子さんは村上水産とは面識があるらしく、事務所に顔

をだし、見学の了承を得て、中をみた。 

この養殖場の近くに伯方塩業㈱の本社工場が置かれている。「伯方の塩」で有名な会社で

ある。この会社が発足した経緯を同社のホームページをもとに整理しておこう。上述した

ようにわが国の食塩はイオン交換膜法による塩化ナトリウム 99％以上の工業塩に切り替わ

った。こうした政府の措置に疑問をもった松山市在住の有志が当時伯方島に残っていた３

ヶ所の流下式塩田の存続を求める運動（自然塩存続運動）を展開する。その結果、塩田を

残すことはできなかったが、伯方島で特殊用塩として生産することが日本専売公社によっ

て認められたのである。「伯方の塩」はメキシコとオーストラリアから輸入した天日海塩を

日本の海水で再溶解してつくられたものである。 

ちなみに需要の増大に対応して新たに工場を増設することになったが、津島に渡った時

に船の乗組員（伯方島の出身）から聞いた話では、当時の伯方町長はこの計画に反対し、

結局新工場は隣の大三島に建設されることになったそうだ。馬鹿な町長だと批判していた。

大三島の工場は 2000年５月に竣工している。 

伯方塩業㈱の並びに伯方化学㈱の工場がある。つぢ子さんの話では、活性炭と作ってい
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るとのことだ。旅から戻って調べると、塩田が廃止された後の 1972 年に創業した会社で、

現在は大阪ガスの 100％出資会社である大阪ケミカルのグループ企業になっている。 

 伯方化学の先には広大な塩田跡が広がり、一部には海水が張られている。バイオ愛媛㈱

の施設で、ここではマダイ、トラフグ、マハタ、クエ、カワハギ、シマアジなどの種苗が

つくられている。一部ではクルマエビも養殖されているが、これらの池は底質を改善する

ために天日干しをしているところだった。その先の塩田跡地には一面ソーラーパネルが設

置され発電用地に変貌している。つまり伯方島の塩田跡は水産増養殖に活用されるととも

に、埋め立てて発電用地や住宅地になっているわけだ。 

 塩田跡地を抜け、坂を登った小高い丘の上にふるさと歴史公園がある。丘の上は眺望の

きく場所で、岩城島や佐島などの上島諸島、高井
た か い

神
かみ

島や魚島、さらには四阪島などもはっ

きりと見ることができる。 

公園の一番高い場所にかつて存在したとされる木浦城を想像的に復元した２つの建物が

建ち、資料館になっている。駐車場から階段を登った広場に「造船と海運の町はかた」と

彫られた石が置かれ、巨大な船のプロペラとアンカーが展示されていた。資料館は無料で

あった。館長は元役場職員でつぢ子さんの知り合いだった。最初に第１展示室を見る。入

口に伯方島の模型が置かれ、島内の遺跡から出土した土器や石器、ナウマン象の化石もあ

る。この建物の一部２階は会議室、３階は展望室となっている。隣の建物が第２展示室に

なっており、農業、製塩業、海運業、造船業などの島の産業に関する資料やパネル、生活

用品が展示されていた。 

公園の直下には伯方造船、その対岸には村上秀造船の造船所がある。この他島の西岸に

はしまなみ造船と少し小さな造船所の合計４つの造船所があり、伯方島の造船業は健在で

あり、島の経済を支えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塩田跡地のクルマエビ養殖、太陽光発電等（左）、島の基幹産業の造船所（右） 

公園を後にして木浦の街並みを抜け、島の南海岸を通って船折瀬戸をみる。伯方島と鵜

島の間の海峡できわめて潮流の速い場所だ。船が折れるほど潮流が速いことから名付けら

れた。引き続き道の駅伯方Ｓ．Ｃパークまで送ってもらった。ここで伯方の塩、デコポン、

芋けんぴを購入した。伯方ＢＳのバス停からしまなみライナーに乗り、福山駅に向かった。 

 

【文献】 

鵜島歴史民俗研究会（2015）：鵜島風土記、宮窪町地域活性化推進協議会、福羅逸己監修 


