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1922 離島覚書（愛媛県・高井神島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

令和元年８月 27日 

全島民が高齢者 

 三原シティホテルから歩いて三原港へ向かう。港に着いたところで激しい雨が降ってき

た。傘を持っていなかったので、近くのコンビニに傘を買いに行こうと思ったのだが、雨

が続くため船客待合所を出ることができない。ところが待合所内にある売店をのぞくと幸

いにもビニール傘が置いてあった。400円で購入する。ちなみにこの売店は「みはら街づく

り兎っ兎」というＮＰＯ法人が経営している。利用客が減少したことから民間業者が撤退

し、ＮＰＯ法人が肩代わりしているものと思われる。 

土生
は ぶ

汽船の高速船は三原港を９時 31分に出発。途中、佐木島を経由して因島の土生港に

10時 07分に着いた。ここから魚島群島行きの船が出ているが、出発まで時間があったので

土生港近くの「和風喫茶・古都」という店に入る。コーヒーだけ飲もうと思ったが、訪問

先の高井神島には、食堂も、小売店もないので、少し早い昼食を食べることにし、サンド

イッチモーニングを注文した。ちなみに土生港の待合室にあった売店は閉鎖されていた。

利用客の減少で商売が成り立たなくなったのだろう。 

魚島群島への船は上島
かみじま

町
ちょう

が運航する「ニューうおしま２」（旅客定員は 82 人）である。

土生港から私を含めて６人が乗船し、11 時ちょうどに出港した。寄港先の弓削島・弓削港

で４人が下車し、２人が乗船したので船内は私を含めて４人になった。11時 57分に高井神

島に到着、私１人が降りる。 

魚島群島は燧灘のほぼ中央付近に位置し、高井神島、魚島、江ノ島、瓢箪島、小島で構

成される。このうち人が住むのは高井神島と魚島だけだ。この魚島群島は魚島村に属して

いたが、平成の大合併で 2004年 10月から上島町になっている。 

 高井神島は面積 1.34 ㎞ 2、周囲 5.3 ㎞で、南北に細長い長方形をした島である。急峻な

山地が海まで迫り、平地はほとんどない。島の東岸中央付近に集落が形成されており、そ
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の前面に高井神漁港（第１種）が整備されている。 

船が桟橋に着くと、初老の男性がロープをとり、船から荷物を受け取った。回りには人

がいないのでこの男性に話を聞いた。藤田さんといい、島の副自治会長をしている人だっ

た。６年前に高井神島出身の奥さんの実家に東京から移住してきた。奥さんは長女だった

ので親の面倒を看ることになり一緒に島にやってきたのだった。義父は５年前に亡くなり、

義弟も最近亡くなったため、現在は奥さんが１人で母親の面倒を看ている。藤田さんは港

務所（この島では待合室のことをこう呼ぶ）の管理や荷扱いのほかに、島の高齢者の面倒

を看ているようだ。 

現在の高井神島の人口は 13 人、世帯数は 11 戸である。このうち夫婦は２組で、女性は

５人である。そして、島民の全員が 65 歳以上の高齢者だ。ちなみに藤田さんは 65 歳にな

り、島で一番若い。 

2015 年の国勢調査時の人口は 26 人、世帯数は 20 戸であったから、わずか４年で人口は

半分になった。これは 90歳以上の女性が相次いで亡くなったためだという。 

高井神島は香川県多度津町の沖に位置する高見島から移住してきた人たちによって開拓

されたといわれている。1) 隣の魚島はタイ網がさかんだったことから高見島から水主（乗

組員）として雇われるかたわら、島を開拓して農業に従事するようになったようだ。タイ

網は春が漁期で、漁閑期は農業に従事していたという。明治時代になると、島民の中にタ

イ網を自営する者も現れ、魚島と同様に朝鮮半島にも出漁している。高見島から最初に住

み着いたのは、藤木、浜口、関口、深見（水）の４家で、木村、増尾、藤本の３家はその

後他から入って来た。これらの家が分家をだし、50 戸ほどに増えたのである。戦後の最盛

期には 300人ほどがこの小さな島で暮らしていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高井神島の集落（左）、高井神島の浮桟橋と藤田副自治会長（右） 

 

漫画の島 

船から集落の家々を観て度肝を抜かれたのは、家や建物の壁にいろんな作家の漫画が描

かれていることだった。山口県の八島を訪れた時には、民家の壁に様々な動物の絵が描か

れていて、やはり強烈な印象を受けたことがあるが、こうしたペインティングによる島お

こし事例は２回目になる。過疎の島が何とか注目されようとアイディアを絞った結果、漫

画の島をめざすことになったのだろう。 

建物の壁に漫画を描くきっかけとなったのが、島の自治会長さんとその友人である長谷
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部さんのアイディアであった。2015年に大漁旗を民家の壁に描いたのが最初で、2016年に

漫画家の山田貴敏さんの協力を得て、公民館の壁に「Dr コトー診療所」が描かれ、その後

山田さんの協力で、何人もの漫画家が原画を提供している。現在、御茶漬海苔さんの「惨

劇館」、福本伸行さんの「賭博黙示録カイジ」、藤沢とおるさんの「ＧＴＯ」、河合克敏さん

の「モンキーターン」、浜田ブリトニーさんの「バギャル！」、えびはら武司さんの「まい

っちんぐマチコ先生」、森下裕美さんの「少年アシベ」、下條よしあきさんの「釣り舟美幸

丸」などたくさんの作品が描かれている。 

漫画家に著作権の了解を得て、実際にはペンキ屋と看板屋が制作したものだ。看板屋は

広島県の福山市の業者で、島に１泊２日の工程で出張し、作業にあたる。１回に全てを描

けない大きな作品の場合は何回かに分けて、島に来ているという。各作品の下には作家の

プロフィールを書いたプレートが貼られていた。 

この制作費用は山梨県甲斐市在住の長谷部理さん（71歳）という事業家が負担している。

長谷部さんは山梨県と東京で印刷所、病院、デイサービスなどの多様な事業を営む。後述

するように東京での仕事を通じて、高井神島出身の木村さんと知り合い、高井神島にほれ

込んで島の活性化のために私財を投入しているわけだ。 

ちなみに自治会長の木村さんは 2017 年から「なたおれの木」という民宿を始めている。

この民宿の壁面に描かれているのが「惨劇館」である。なお民宿は素泊まりだけで、食事

は提供していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「賭博黙示録カイジ」と「惨劇館」（左）、「ＧＴＯ」と「モンキーターン」（右） 

 

浦の集落と公営住宅 

高井神島の集落は、漁港背後の「浦」という集落と、公民館の先の小さな岬を回った先

にある「取間」の２つに分かれるが、メインは「浦」である。 

港に面した第１線の家の壁には漫画が描かれているが、その背後は昔のままの家が 20軒

ほど建つ。急斜面に家が密集する、まさに純漁村の趣だ。一部にはすでに家が取り壊され

て空き地になっているところもある。あるいは崩れかけた廃屋も見られた。 

集落のところどころに井戸が残っているが、かつて使われていた共同井戸だろう。現在

は災害用に使われている。島に寺はなく、墓地は集落に南側の崖に並んでいる。 

この集落の中ほどに少々場違いのように瀟洒な公営住宅がつくられている。恐らく廃屋

になった家を撤去した跡につくられたものと思われる。狭い路地をはさんで１棟（４戸）

ずつ木造２階建ての住宅（２棟８戸）が建つ。 
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旧魚島村は島の過疎化を解消しようと、子供を持つ家族連れの移住者を迎え入れること

をねらって、1996～87年度に村営住宅を整備した。阪神淡路大震災（1995年）の後にあた

っていたことから、関西方面からの移住の応募があり、村のねらいは当たった。後述する

ように休校になっていた島の小中学校は移住者によって再開されたのである。しかし島で

生活する手段は漁業以外になく事実上収入源がなかったこと、また子供が中学校を卒業す

るようになると教育のことも重なり、将来を考えて島を出ていく人が増えたのである。結

局、移住者は島に残ることはなかった。 

現在この公営住宅には４世帯が入居している。何れも定年退職後、島にＵターンした人

たちである。したがって、「浦」の集落に残る 20 戸ほどの家屋の半分以上は人が住んでい

ないことになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漁港背後の浦の集落（左）、集落の中ごろにつくられた公営住宅（右） 

 

漁師は１人 

漁港の中央付近に浮桟橋が置かれ、「風林火山」と書かれたプレジャーボートが係留され

ている。その名称からして山梨県で事業を営む長谷部さんのものだろう。長谷部さんは年

の 1/3 ほどをこの高井神島で過ごすらしい。浮桟橋の陸側に「ようこそ高井神島へ」と書

かれた小さな家があり、この家のガラス戸に長谷部さんの大きな写真が掲げられていたの

で、島に滞在する時はここに住んでいるのだろう。 

漁港の中には長谷部さんのプレジャーボート以外に船外機が２隻浮かぶだけで、漁船は

ない。また奥の斜路にも漁船はなかった。立派な漁港が整備されたがほとんど使われてい

ないのが実態である。 

高井神島の漁師は魚島村漁協に所属している。後に魚島村漁協で聞いたところでは、現

在、高井神島の正組合員は２人だけ。しかし実際に操業しているのは１人だけだという。

したがって高井神島には漁協の支所などの施設はない。ちなみに事実上の唯一の漁師は 60

歳代後半で、建網を営んでいるそうだ。漁港内に刺網を積んだ漁船がなかったことをみる

と、この日は漁に出かけていたのかもしれない。８年半前に魚島を訪れた時、高井神島の

組合員は４～５人いたので、いまや島の漁業は風前の灯になっている。 

高井神島は高見島からの移住者によって拓かれたことはすでに述べた。長らく魚島のタ

イ網に雇用されていたが、その後独立、戦後は半農半漁で暮らしを立ててきた。農業は基

本的に自給用で、漁業は現金収入源であった。 
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島のほとんどの世帯が漁業を営み、戦前にあった打瀬網を引き継いだ小型底曳網漁業が

中心であった。最盛期には 50隻近い漁船があったというから、今の漁港とは隔世の感があ

ったという。 

農業は集落背後の段々畑で麦とサツマイモ、そして一時期除虫菊がつくられていた。除

虫菊がつくられていた時代は、春は山一面が除虫菊の「白」で染まったらしい。除虫菊の

収穫後、サツマイモが植えられた。農繁期には小中学校は休みになり、子供たちは家の農

作業を手伝ったそうだ。 

木村自治会長が中学生の時に、当時換金作物として好調だった温州ミカンの栽培が行政

主導で進められ、ブルドーザーを入れて農地が開墾されたが、島民は力が入らず、この計

画は頓挫している。ミカンは収穫できるまで７～８年を要するのに対し、漁業は日銭を稼

げたからだ。 

結局、島に農業は定着しなかった。一方、漁業はきつい仕事で、漁船数も多かったため

１隻当たりの配分資源量は少なく、収入がそれほど多くなかったので、島では、子供を漁

師にさせないといった雰囲気だったようだ。その結果、高井神島の漁業は衰退の一途を辿

ることになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高井神漁港に係留されている船外機（左）、漁港の北側奥につくられた斜路（右） 

 

高井神小中学校 

集落背後の急坂を登った高台に高井神小学校と中学校が置かれている。木造平屋建ての

校舎があるだけで、体育館などの付帯施設はない。学校の敷地面積は 737㎡しかないので、

校庭はきわめて狭く、球技などはほとんどできない環境だった。 

高井神小学校の前身の高井神分教場は 1909（明治 42年）に設立されている。戦後、魚島

小中学校の高井神分校となり、1955（昭和 30）年に現在地に校舎が落成した。戦後のベビ

ーブームで児童数が増えたので手狭になったためだろう。児童・生徒数の増加に伴い、1965

（昭和 40）年には高井神小学校、高井神中学校として独立する。木村自治会長が中学１年

生の時のことであった。当時同級生は 18人だったそうだ。 

小学生の在籍数のピークは 1959（昭和 34）年の 63 人であり、中学生は少し遅れて 1965

（昭和 40）年の 31 人であった。児童・生徒数は減少し、1975（昭和 50 年）には６名にな

り、その後、島には子供がいなくなったため小中学校は休校の状態が続く。 

1991 年（平成３年）に小学校に２名が入学・転入して再開されることになった。しかし
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小学校は 1994（平成６）年３月末には再び休校になり、中学校は 1997（平成９）年３月末

に休校の危機を迎えた。その後、上述したように平成８、９年度の両年に村営住宅を建設

して、子供のいる家族を中心に移住促進を図った結果、小中それぞれ１名ずつが転入し、

学校は４年ぶりに再開、中学校は休校の危機を免れた。 

しかし、その後は新たな移住者はなく、したがって子供は増えず、中学校は 2004年（平

成 16年）に、小学校は 2008年（平成 20年）に休校し、現在に至っている。また再開の希

望を捨てていないため、休校の扱いになっているが、狭い校庭には膝の高さまで雑草が茂

っていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高井神小学校と中学校の校門（左）、集落の高台につくられた小中学校（右） 

 

猪に遭遇 

校舎から坂道を登り、集落の背後の山道を島の北部に向かう。あいにく朝から雨である。

ビニール傘をさしながら歩くことになった。幸い道路はコンクリート舗装されているので、

ぬかるみはない。集落との境にはワイヤーメッシュの柵が設けられていた。柵を開けて山

道に入る。どうやらこの島にもイノシシが生息しているようだ。舗装道路の周辺にはイノ

シシが掘り返した跡が至るところに見られ、舗装道路上に薄く積もった土砂の上にはイノ

シシの足跡も見られる。 

道路上でノートにメモを書きとめた後、ふと眼を道路の先に向けると、前方に大きなイ

ノシシが立っていた。距離にして６ｍほどであった。イノシシは昼間に出歩かないはずな

ので、道で遭遇することはめったにない。罠に掛かったイノシシは何回も見ているが、フ

リーのイノシシに面と向かって出会ったのは初めての経験である。 

「こらー」と大きな声で叫ぶとイノシシは一目散で山の中に消えて行った。以後、イノ

シシに遭遇した時に備えて、小石を拾って握りしめた。また不意打ちをくらって遭遇する

と危険を感じたイノシシが襲ってくることも考えられるため、当方の存在を知らせるため

に、「こらー」と叫びながら歩いた。 

そのうち道路脇の木に「イノシシ出没注意」の看板がぶらさげてあった。そこを通り過

ぎると、再び中型のイノシシが道を横切り、谷から山の上に走り去って行った。さらにそ

の後、ウリボウにも遭っているので、この日は３頭のイノシシに遭遇したことになる。翌

日、このことを役場で話すと、高井神島ではよその島とは違って、イノシシは昼間活動し

ているという。昼間、イノシシに遭っている人が多いらしい。 
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しばらく歩くと、こんどはイノシシの頭蓋骨が道路脇に落ちていた。自然死なのか病死

なのかわからないが、長いこと放置されていたようだ。 

後述する木村自治会長によると、高井神島にイノシシが棲むようになったのは東京から

戻ったころというから、およそ 10年ほど前からである。山が深く、餌が多いためか、イノ

シシの数はかなり増えている。今では島の人口の何十倍ものイノシシが山の中にいると信

じられている。そして山から集落に降りて来るイノシシも多くなっており、様々な被害が

生じているようで、集落に通じる道路の入口の至るところにワイヤーメッシュのバリケー

ドが築かれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イノシシの遭遇した山道（左）、集落の入口につくられたバリケード（右） 

 

灯台と神社 

裏山の道を進むと、島で最も高い平畑山（標高 257ｍ）に向かう分岐にさしかかった。頂

上に展望台があり、「シマダス」には「眺望は絶景」と書かれている。しかし藤田さんの話

ではここ数年ほど島の人も頂上まで行ったことがなく、道普請もしていないという。途中

に何本も大きな木が倒れており、頂上まで行くのは無理といわれていた。結局、島には若

い人がいないから、道路脇の草を刈ることもできず、ましてや倒木を片付けることもでき

ない。きっとイノシシの天国になっているに違いない。そのまままっすぐに灯台方面に進

んだ。 

島の北側に関
せき

道
どう

神社と高井神灯台があり、その分かれ道にさしかかった。右折して開道

神社に向かう。すぐに石の鳥居があり、昭和３年 11月 10日、御大典記念と刻まれていた。

そこを過ぎると参道わきに桜の木が植えられている。ただ手入れは行き届いておらず参道

には古い枯れ枝が散乱していた。参道の突き当たりに開道神社の拝殿と本殿が置かれてお

り、その裏に携帯電話の電波塔が立つ。その背後は急斜面になっており、そのまま海に落

ち込む崖だ。 

この神社は江戸中期までは「高神」と呼ばれていたそうだが、創建年などの詳しい歴史

はわからない。大山祇命、雷神、龍神を祀っているとパンフレットに書かれていた。また、

古老の話として神社下の「宮ノ越」を通過する帆船は、必ず帆を下ろし、神社に祈願して

通過したと伝わっている。拝殿には、まだ島に人が多かったころのなつかしい写真が掲げ

られていた。 

神社の裏の斜面に「ナタオレノキ」がある。鉈が折れるほど堅いといわれる「シマモク
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セイ」という木だ。町の天然記念物に指定されている。何でも高井神島が分布の北限で、

愛媛県ではこの島だけに自生しており、絶滅危惧Ⅰ種に指定されている。樹齢は 300 年以

上と推定される大木である。 

参道を戻り、そのまま灯台に向かう。道の突き当たりが灯台で、敷地内の草はきれいに

刈られていた。この高井神島灯台は 1921（大正 10）年に建てられたもので、1958（昭和 33）

年まで灯台守がいたが、その後無人化になっている。この灯台は燧灘のほぼ中央に位置し、

周辺は貨物船が行き来する瀬戸内銀座の１つといわれており、灯台が必要とされた場所だ

った。 

灯台からもと来た道を集落へと戻る。イノシシがふいにでてくる可能性があるから、相

変わらず大声を出しながら、手にはゴルフボールほどの石を握りしめて歩いた。この山道

の上下は段々畑が連なっていたと思われるが、今では全くもとの自然林に戻ってしまい、

イノシシの生息地に変わり果ててしまっている。 

14時 15分に船の待合室に戻る。バックパックは待合室の片隅に置いてきた。この島には

商店はない。島で唯一の飲料の自動販売機が待合室に置かれていた。裏山を歩きまわって

きたので、汗をかき喉が渇いた。救いの神である。ここで冷たいお茶を購入し、扇風機を

回してひと休みする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開道神社の拝殿（左）、高井神灯台（右） 

 

取間 

 高井神漁港は昭和 50年代にほぼ整備が終わっている。集落の前は埋め立てられて道路が

整備されている。船客待合所である港務所は漁港の北側 1/3ほどの所に置かれている。 

 港務所のすぐ近くに消防小屋、その隣に銀色の四角い建物があった。上水の浄化施設で、

今年の５月から稼働したそうだ。井戸水をここの浄化施設に集めて、浄化し、山の上に設

置してある貯水槽に送り、ここから落差を利用して各家庭に配水している。この施設の浄

化能力は１時間あたり 300 リットルというから小規模であるが、人口が減って水需要が少

なくなったのでちょうどいいのだろう。この浄化施設ができる前は船で水を運んでいたそ

うだ。 

 漁港の南のはずれに公民館がある。公民館には図書室が置かれている。壁画作品の漫画

が収集されてこの図書室に収蔵されており、自治会長に申し出れば閲覧することができる。

図書室の前にはヘリポート、その先に油タンクや廃棄物を保管するクリーンセンターが置
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かれている。 

集落の入口には大師堂が置かれている。堂内に掲げられた「道福寺修復、大師堂新築」

の寄附者名簿には 1992（平成４）年３月吉日と書かれており、30人が寄附している。この

当時は島に 30世帯が住んでいたのかもしれない。それとも島外にでた島の出身者も寄附し

ているのだろうか。 

 漁港から山際の海岸に沿って作られた道路を進むと、その先に下水処理場がある。この

処理施設は 1992（平成４）年に整備されているので、全国の島の中でもかなり古いものだ

ろう。そのまま道を進む（南下する）と取間の集落に至る。家が２軒あり、煙突から煙が

でていることをみると、間違いなく人が住んでいる。この一角は谷戸になっており、海岸

沿いの家の裏側にもかつて家が拡がっていたようで、航空写真で見ると、草木に囲まれて

家が１軒あった。 

集落の前には消波ブロックを積んだ防波堤が整備されている。その先に魚島が見えた。

道路はやがてメッシュの塀で遮られ、行き止まりになった。集落にイノシシが侵入するの

を防止するためにつくられたものである。そこでＵターンして、港務所に戻った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最近つくられた上水道の浄化施設（左）、集落の前につくられた消波堤と魚島（右） 

 

自治会長と老犬 

港務所で船を待っていると、魚島に向かう船が出る 20分ほど前に藤田さんから話を聞い

た自治会長の木村定（69 歳）さんが、シルバーカー（電動車椅子）に乗って現れた。藤田

さんが自治会長に私のことを伝えてくれたのだ。 

木村さんは足が弱っていて歩くのが不自由のようだ。老犬も一緒だった。老犬はイノシ

シを追い払うために飼っているようだが、最近は年老いて大きなイノシシに遭遇すると逃

げて来るという。ただ、ウリボウにはまだ勝てそうで咬みついて捕って来ることもあるら

しい。 

木村さんは高井神島の出身で長いこと東京で暮らしていた。藤田さんによると大学病院

で働いていたという。漫画の島づくりで資金提供をしてくれている長谷部さんとはこの時

に知り合ったようだ。55歳の時に島に戻り、13年が経つ。自治会長には船が来るまで、話

を聞いた。 

自治会長のお父さんは復員後、島で漁師をしていた。祖父も漁師で、朝鮮海域に出漁し、

林兼（後の大洋漁業）とも関係があったという。木村さんが育ったころは島のほとんどの
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人が漁師だったという。しかし、漁師はきつい仕事なので子供にはさせないという雰囲気

があり、後継者は限られていたそうだ。彼自身も漁師にはならず、東京に出て働いていた。

齢を重ねることに生まれ育った島が恋しく、今は島おこしに情熱を注いている。しかし高

齢者ばかりの島の行く先は厳しい。行政による移住促進もその成果は一時的なもので終わ

った。島は野生のイノシシに占拠され、人間は遠慮して生きている。若い世代が移住し、

この島で生きていくのは絶望的に思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高井神港務所の建物（左）、港務所の木村自治会長と老犬（右） 

 

高井神島の滞在時間は４時間半ほどだった。町営船・「ニューうおしま２」に乗り、隣の

魚島に向かった。高井神島では誰も下船せず、乗船したのも私だけであった。 
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