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2002 離島覚書（香川県・豊島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年１月 21日 

唐櫃 

 水口マリンの「てしま」で小豊島
お で し ま

から豊島
て し ま

の唐
から

櫃
と

漁港に戻る。 

香川県には全部で 22 の有人離島があり、豊島は小豆島に次いで大きい。その面積は 14.50

㎞ 2、周囲は 18.0㎞である。 

島の集落は唐櫃、家浦、甲生
こ う

の３つの地区に分かれている。唐櫃地区は豊島の北側の東に、

家浦地区は北側の西に、甲生は南側にそれぞれ位置している。1890（明治 23）年に豊島村とし

て一本化される以前は、それぞれ唐櫃村、家浦村、甲生村を構成していた。豊島村はその後、

1965（昭和 30）年に小豆島の土庄町と合併して現在に至っている。豊島はもともと水が豊富だ

ったことから米作づくりがさかんで、農業と漁業、そして石材の島だった。 

戦前の豊島の人口は 2,700人ほどであったが、戦後 4,000人ほどに膨れ上がり、その後は減

少の一途を辿ってきた。2015年の国勢調査時の人口は 867人、世帯数は 438人である。高齢化

率は 50.3％に及んでいる。このため就業者数は人口の半分以下の 367人にとどまり、このうち

一次産業は農業が 40人（10.9％）、漁業が 36人（9.8％）であった。三次産業の占める割合は

64.0％である。 

唐櫃地区は浜と岡の２つの集落に分かれており、浜集落は海側に位置し主として漁業で、岡

集落は高台に位置し主として農業や酪農で生計を立てている。 

唐櫃漁港（第１種）は東側のエリアが漁船溜まり、西側のエリアの中央に旅客船が停泊する

浮桟橋があり、「てしま」はこの桟橋に着いた。 

唐櫃で昼食をとろうと思っていたので、港の周辺を歩き回ったが閑散としている。海側にノ
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リの加工場があった。唐櫃には２軒のノリ養殖業者がいるがそのうちの一軒である。観光のオ

フシーズンであるこの時期に営業している飲食店はなかった。家浦の方が人口も、船便も多い

ので、恐らく営業している店はあるだろうと踏んで家浦で昼食を食べることにした。 

漁港の西のはずれに船客待合所があり、この前にシャトルバスの停留所が置かれている。唐

櫃と家浦の間は土庄町がシャトルバスを運行している。１日７便あり、所要時間は 17 分であ

る。12 時 18 分発の小型のバスに乗る。乗客は私１人であった。ところが朝早かったものだか

ら、すぐに睡魔に襲われて寝てしまった。家浦について目が覚め、200 円の料金を支払って降

りる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

壇山の頂上から唐櫃地区を望む。漁港周辺が浜、高台が岡の集落（左）、唐櫃の船客待合所（右） 

 

家浦 

観光パンフレットによると、家浦地区には 10 軒の飲食店があるが、家浦でも火曜日のこの

日は休みのところが多く、港の前の「シーサイド大西」という店しか見当たらなかった。店の

名前からすると若い人がやっていそうに見えるが、高齢のおばあさんが１人で切り盛りしてお

り、カレーライスや麺類などの定番メニューを提供している。周辺の飲食店が休みの関係もあ

ってか店内には７～８人の客がいた。ここでソース焼きそばを食べる。 

家浦地区は唐櫃地区と同様、港の近くの浜、山側の岡に分かれ、さらに東側の海沿いに形成

された硯
すずり

の３つの集落で構成される。昼食を食べてから浜の集落を散策する。 

家浦地区は豊島の中心地で、診療所、駐在所、郵便局、小中学校（併設校）などの公共施設

が置かれている。浜集落の中心あたりに「豊島横尾館」がある。2013（平成 15）年の瀬戸内国

際芸術祭（以下瀬戸芸）の一環として民家３棟を改修、増築して建てられた横尾忠則の美術館

である。横尾は私の青春時代にすでに活躍していたが、好きなイラストレーターであった。寺

山修司の「天井桟敷」や大島渚の映画・「新宿泥棒日記」にも出演した。 

ところが美術館はメンテナンスのために休館中で、残念ながら横尾の作品は見られなかった。

幸い入口には誰もいなかったので中に入ると、焼杉板の黒い外壁、白い砂、紅く塗られた石が

コントラストをなす不思議な空間に導かれた。まさに横尾の世界があった。 

家浦の集落は古く、落ち着いた雰囲気である。みごとな石塀の家もある。石塀の美しさにつ

られて入ったのが山根商店だった。もともと酒屋だったそうだが今は雑貨屋に代わっている。

この店でかりん糖を購入し、食べながら集落のはずれまで行った。 
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海の近くにノリの加工場があった。豊島には現在、３経営体がノリ養殖を営んでおり、家浦

地区が１経営体、唐櫃地区が２経営体という内訳である。工場の前に酸処理材の容器が置かれ

ていた。建物の中から従業員が出てきたので、ちょこっとだけ話をする。ノリの収穫時期だけ

アルバイトをしているようだ。ノリの収穫は２月下旬まで続き、それ以降は色落ちが激しいと

いう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊島横尾館の庭園（左）、美しい石塀の家（右） 

 

豊島石 

ノリの加工場から内陸部に入った所に家浦八幡神社がある。この神社の鳥居には豊島石が使

われている。1474（文明６）年に作られた古いものだ。このため香川県の文化財（建築物）に

指定されている。豊島石は角礫凝灰岩で、軟らかくて加工しやすいという特徴があった。神社

の本殿は長い階段を登った先にあり、周囲はウバメガシの木々によってうっそうと覆われてい

る。 

豊島は「豊島千軒、石工千人」といわれるほど豊島石の採掘でにぎわい、採石業は平安末期

からおよそ 10 世紀にわたって、島の基幹産業であった。江戸時代には桂離宮や岡山の後楽園

の石燈籠などにも使われてきた歴史がある。また火に強い特性から、竈、井筒などに使われた。

豊島には道端に地蔵様と虚無僧の天蓋のような形をした祠が目立つが、この石づくりの祠も豊

島石でつくられている。豊島石は丸くくり抜くには適していたからであろう。しかし、石燈籠

などの需要の減少に伴って豊島石の採掘は終焉し、長い産業の歴史にピリオドが打たれている。

後述するように豊島石の丁場跡は山の中に埋もれている。 

後に、硯地区で「灯篭とお墓の上口石材」と書かれた石の看板を掲げた石材加工場があった

が、ここでは今でも唯一、豊島石の灯篭をつくっているようだ。 

再び集落に戻り、豊島横尾館前にあるログハウスの売店で缶飲料を飲みながら休憩した。ち

なみにこのログハウスは私のところにあるものと一緒だった。セルフビルドの輸入キットで宇

都宮のビックボックスが販売したものだろう。 

休憩しているところを緋
あげ

田
た

石油のご主人が通りかかり、「乾さん？」と聞いてきた。実は唐

櫃についてからレンタカーを予約し、14時ごろ伺うと電話をしていたのだが、家浦の集落を見

て歩いていたのですでにその時間を過ぎてしまっていた。都会のガソリンスタンドと違って、

常時職員が張り付いているわけではなく、時々用事で店を離れることがあるようなのだ。14
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時になっても現れないので別の用事をたしに何処かにでかける矢先だったのである。間一髪だ

った。 

レンタカー代金は丸１日で、保険料とガソリン代込で 5,000 円だった。軽自動車を借りて、

以降、車で島内を回ることになった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊島石につくられた家浦八幡神社の鳥居（左）、道端に置かれている地蔵さまと祠（右） 

 

壇山 

レンタカーを借りてすぐに壇山に向かう。登山口に入る手前の県道でヒッチハイクの女性２

人に豊島美術館の方向に乗せて行ってくれと頼まれたが、方向が異なるので断った。私の学生

時代、ヒッチハイクは珍しいことではなく、小田実
まこと

の「何でもみてやろう」に刺激されて私

自身も四国一周や九州一周（一部列車利用）をした経験がある。誰でも車を持つようになり、

レンタカーも発達した今日、ヒッチハイクをする人はほとんど見かけなくなった。２人の女性

の申し出は私の青春時代を彷彿させたから乗せてやりたい気持ちは強かったのだが、時間の都

合を優先した。 

壇山は豊島のほぼ中央部に位置し、標高は 340ｍである。（公財）日本離島センターは 2016

（平成 28）年に「しま山 100選」を選定しているが、壇山はそのうちの一つである。頂上付近

まで道路が整備されているので、車で登ることができる。途中、子供たち（社会福祉法人みく

に園）の集団登山の一行に会った以外は、人にも車にも遭わず、壇山の頂上に着いた。頂上一

帯は比較的平坦で、大きな岩が露出している。 

頂上の周囲の木はきれいに伐採され、360 度の眺望が広がる。そして中央部付近に丸太を組

んだ展望台がつくられていた。その脇にパネルが掲示されており、展望台ができるまでの経緯

が書かれていた。「ボランティアグループ豊島をきれいにする会」が「みんなで作ろう壇山頂

上展望台基金」を募り、島内外の約 200人の個人、団体、企業から資金を得て１年半をかけて

整備したものだった。看板の日付から完成は 2011（平成 23）年４月と思われる。このように

人為的に整備しないと貴重な眺望を確保することができないわけだ。おそらく以前は樹木に囲

まれて視界はきわめて悪かったに違いない。 

展望台からは家浦と唐櫃の集落を一望できる。次の訪問地である大島も遠くに確認された。

また以前訪れた犬島、山火事があった伊島、女
め

木島
ぎ じ ま

、男
お

木島
ぎ じ ま

などの島々も直下にみることがで

きた。展望台の反対側には電波塔が立つ。 

壇山から唐櫃地区の岡集落に下る道もあるが、そちらに下るのはやめて再びもと来た道を戻
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り、県道 255号に出た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

壇山の頂上に整備された展望台（左）、おなじく頂上に立つ電波塔（右） 

 

甲生 

 家浦から県道 255号を南下すると甲生地区に至る。集落に入る手前にきれいに整備された棚

田があり、耕作者と思われる人が枯れ草を燃していた。後に藤崎さんに聞いた話では、この棚

田で米を作っているのは彼の兄弟と義兄弟だという。 

 集落は山裾に形成され、県道を挟んだ両側に家が建ち、集落内には比較的農地も多い。集落

の前には甲生漁港が整備されている。後述するようにこの地区には甲生漁協があったが、現在

は小豆島の土庄中央漁協に吸収されている。 

集落の中心部付近に土庄町の有形民俗文化財に指定されている片山邸がある。西日本屈指の

材木商であった片山家の邸宅で、江戸時代後期につくられたものである。母屋には欅、檜、栂

の材木が使われ、茶室、土蔵、離れ、納屋、入り母屋づくりの長屋門があり、大きな石を配し

た枯山水の庭園もあるそうだ。そして大きなソテツの木があり、香川県の天然記念物に指定さ

れている。事前に申し込んでおけば中を見学できるようなのだが、直接来たために塀の外から

建物を眺めただけだった。この片山邸は海上交通によって交易で栄えた証である。 

 集落を見おろす高台に地蔵堂が置かれている。ここに首なし地蔵が置かれており、土庄町の

有形民俗文化財に指定されている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

甲生の棚田（左）、県道沿いに形成された甲生の集落（右） 
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東洋オリーブ園 

 甲生の集落の東側に東洋オリーブ㈱のオリーブ園がある。同社の本社は小豆島にあり、以前

同島を訪れた時に売店をのぞいたことあった。 

東洋オリーブ㈱は 1955（昭和 30）年６月に設立され、同年７月に豊島のこの地に初めてオ

リーブを植えた。その後、徐々に作付面積を拡大し、現在は 15ha に及ぶ。この農場は道路の

南側一帯に分散している。豊島の他に小豆島にもオリーブ園があり、そちらの面積は 12.5ha

である。両島合わせて 12,000本のオリーブが植わっている。 

2019年の同社のオリーブ収穫量は 98トンだった。香川県全体の生産量は 358トン（2016年）

だったので、ざっと３割弱を占める。香川県最大の生産者であり、日本最大の生産者といえる。

同社では採油工場を持ち、国産のオリーブを生産・販売している。小豆島産のエキストラバー

ジンオイルは 91gで税抜き 2,800円で売られている。 

ちなみに新聞広告を頻繁に出している小豆島の井上誠耕園はオリーブの多くをスペインか

ら輸入しており、実際のオリーブ生産量は東洋オリーブ㈱よりもはるかに少ないようだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山の頂上まで拡がるオリーブ畑（左）、オリーブの木（右） 

 東洋オリーブ㈱のオリーブ畑を過ぎた先に柑橘類の果樹園が南斜面に拡がり、デコポンが植

えられていた。すでに収穫を終え、一部が採り残されている。園の周囲はイノシシの侵入を防

ぐために電柵が張られていた。「食とアートの島・島みかん」と書かれた山本果樹園の看板が

立っていた。 

 さらに東に進むと、小豊島と小豆島を眺望できる場所があり、この見晴らしのいい場所に「太

陽光発電計画に反対」と書かれた立看があった。どうやらこの見晴らし台の下の耕作放棄地に

太陽光パネルを大規模に設置する計画があるようだ。看板には豊島自治連合会の名前が書かれ

おり、後述するように産廃業者と戦った有名な組織である。 

 地図によるとこの先に豊島石の丁場跡があるはずだが、よくわからなかった。やがて唐櫃地

区の岡集落に至る。集落の入口付近に牛の放牧場があり、親子の牛が放たれていた。小牛用の

ＦＲＰ製の小屋も置かれている。ちなみに小屋は豊島の肥育農家からもらったものらしい。こ

の岡集落では、葛西、中野、広井の３軒の家が子牛を生産している。近くに小さなダムがあっ

たが、すっかり水は抜かれていた。 

 浜集落を回り、旧道を通って再び新道の向かう途中で「民宿からふる」から電話がかかって

来た。道がわからないと思うので、迎えに行くという。美術館から少し登った棚田の見える場
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所で待っていると、５分も経たないうちにやって来た。 

 

民宿からふる 

「民宿からふる」は、島に宿泊施設が少なかったことから 2010（平成 22）年に瀬戸芸が始

まった時に建てられた。当初はこの家の娘さんがやっていたのだが、その娘さんが名古屋方面

に嫁いで行ったため、現在は弟が民宿をやっている。大柄で武骨な青年である。九州方面で働

いていたが、最近島に帰って来た。この家はもともと葉タバコやミカンをつくる農家だった。

しかし現在はこの青年と父親の２人で土建業を営んでいる。 

民宿の建物は古い葉タバコの乾燥小屋を改造したものだ。建物の屋根は葉タバコの乾燥小屋

の特徴をよく現わしており、昔の乾燥小屋はみんなこんな形をしていた。部屋は土間を挟んで

左右に分かれている。寝室は２階にあり、中２階が炬燵部屋、１階に厨房と食堂がある。ただ

し食堂に行くには中央の通路を通っていったん外に出てから戸をくぐって入らなければなら

ない。通路を隔てた反対側の１階に風呂場とトイレ、洗面所が配置されている。 

夜、イノシシが出るから履物は下駄箱に収容しておくようにいわれ、民宿の草履を履いて動

くことになる。エアコンの能力が低いので、部屋は寒い。エアコンとつけっ放しにせざるを得

ず、そのため部屋は乾燥して、喉が渇く。夜間、頻繁にトイレに行くことになったが、その都

度、階下におりて、草履に履き替え、反対側の建物にあるトイレに通うことになり、頻繁に外

気に触れた。 

 この民宿の隣が母屋になっていて、青年とその両親が住む。日が暮れるまで時間があったの

で、付近を散策していると青年の父親が話しかけてきた。「岡崎公園に行ったか」と聞くので

「行っていない」と答えると、「連れて行ってやろう」という。レンタカーをその父親が運転

して山道を登り、夕闇迫る岡崎公園に着いた。どうやら彼は島の中ではここからの眺望が一番

気に行っているようなのだ。遠く高松の市街地の明かりが見え、手前に男木島、女木島、屋島、

大島などが並び、海を船が進んでいく。確かにすばらしい眺めであった。 

 青年のお母さんは民宿にはノータッチのようである。したがって食事はこの青年が作る。岡

崎公園から戻って風呂に入り、食堂で夕食を食べた。夕食のメニューはおでんだけだった。友

達の下宿で食事を御馳走になっているような雰囲気で、お世辞にも美味いとはいえない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タバコの乾燥小屋を改造した「民宿からふる」の建物（左）、岡崎公園からの高松市内を望む（右） 
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令和２年１月 22日 

瀬戸内国際芸術祭 

 ８時に朝食（きつねうどんに小さな握り飯と卵焼き、野菜サラダ）を食べてすぐに昨日場所

がわからなかった豊島石の丁場跡を確認するため島の東側を車で走った。やはり地図に出てい

た丁場跡は見つからなかった。再び唐櫃地区に戻り、岡集落から浜集落に向かう。 

 正面に海が広がる坂道の右側に豊島美術館があった。瀬戸芸が昨年 11 月に終了しており、

閑散期を利用して内部のメンテナンスをしているようで、休館中だった。地面の位置にドーム

のような建物が見え、外見上は美術館とは思えない。 

 唐櫃漁港を経て、島の北東端にある唐櫃八幡神社を訪ねる。海に突き出た小山の上に立派な

神社が建っていた。神社の海側は弓なりの美しい海岸が続き、砂浜の南端に瀬戸芸の作品の一

つである「心臓音のアーカイブ」という作品が置かれている。シーズンオフのためメンテナン

ス中で、作者と思われる外国人と委託業者がペンキの塗り替え作業に当たっていた。 

豊島美術館も、「心臓音のアーカイブ」も瀬戸芸の一環で作られたものである。瀬戸芸は 2010

（平成 22）年に直島を拠点に香川、岡山の両県の離島を中心に開催される芸術展で、３年ごと

に開催される。外国人の作者を含めて各島々に様々な作品が置かれている。これを見に多くの

観光客がやってきて外国人も多い。2010年のスタート以来、会場となった島々はＩターンやＵ

ターンが増え、島の活性化に少なからず貢献しているようだ。昨年 11 月に終了した第４回瀬

戸芸は 12の島と高松港、宇野港で開催され、118万人が訪れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊島美術館（左）、瀬戸芸の出品作の「心臓音のアーカイブ」（右） 

 

唐櫃漁協 

唐櫃漁港（第１種）の東はずれに唐櫃漁協の建物がある。漁協を訪ねると女子職員１名と漁

協の理事がいたので、理事の高橋さんに話を聞く。 

豊島にはもともと家浦、甲生、唐櫃の３つの漁協があった。しかし組合員が年々減少して単

独で成り立たない状況になったため、家浦と甲生の両漁協は小豆島の土庄中央漁協に吸収合併

されている。島の３漁協が本来は島内で一緒になるべきだが、両漁協は唐櫃漁協と一緒になる

ことを嫌ったようだ。彼らからすると「唐櫃の人間はやかましい」と思っており、気が合わな

かったのではないかと高橋さんは分析していた。 

唐櫃漁協の組合員は 52人でうち正組合員は 28人である。職員は２人で、事業は漁業資材の
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購買事業とノリの共販が中心である。指導事業は実施しておらず、共済事業も農協や郵便局と

競合するためやられていない。 

組合員は全員唐櫃地区の浜集落に居住している。漁業では生活ができないために若い漁業者

はいない。年金をもらいながら細々と漁業に携わる人がほとんどだという。後述するように浜

集落には工事潜水に携わった人が多かったので、この人たちが高齢になりオカズ稼ぎの漁業を

しているというのが実態のようだ。正組合員が 20 名を下回ると、水協法上漁協は成り立たな

くなるため組合員資格を堅持するために操業しているようなのだ。高橋さんの昨年の水揚金額

は 20万円ほどしかなく、これに経費が 40万円もかかっており、赤字になっているが、それで

も出漁日数を確保するために漁に出ているらしい。ちなみに唐櫃漁協の組合員資格は出漁日数

90日以上となっている。 

唐櫃漁協の収入はノリ養殖が中心である。以前は７経営体が営んでいたが、現在は２経営体

に減少している。一方、漁業は小型底曳網を２経営体が周年営む他、ワタリガニを漁獲対象と

する籠、メバルやマダイを対象とする磯建網、タコツボなどが営まれている。ただし水揚量は

わずかである。 

漁協は鮮魚の販売事業は実施しておらず、昔から組合員の自由販売に任せてきた。ノリだけ

は香川県漁連の共販になっているので漁協に手数料が入り、この手数料収入と漁場の行使料が

漁協の主な収入源になっているようだ。豊島の水産物の販売先は岡山県玉野市の胸上
むねあげ

にある仲

買人に出荷している。しかし買い取り価格は安く、例えばマダイは安い時には 100円／㎏ほど

だという。価格が安くていやなら持って来なくてもいいといわれ、一方で売り先もないので仕

方なしに出荷しているようだ。 

高橋さんによると、豊島の周辺にはかつて魚が多かったという。船曳網でコウナゴを獲り、

釜揚げにして出荷していたが、海砂を採取するようになってからコウナゴは姿を消したそうだ。

イカも採れなくなり、昨年からガザミも減っている。小豆島の周辺海域で増えているハモも豊

島の漁場ではそのような傾向は見られないという。また昭和 40 年代には豊島の沖でタイラギ

がたくさん獲れていた。ピーク時にはむき身にした貝柱の漁獲量が１人で１日に１トンに及ん

だらしい。当時のタイラギの単価は 400円／㎏だったから、今の単価にすれば莫大な収入に相

当するという。しかし、底曳網で海底を撹乱するようになってからタイラギの幼貝は死んでし

まい、資源はなくなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

唐櫃漁協の事務所（左）、唐櫃漁港に係留されているノリ養殖の作業船（右） 
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潜水士の島 

上述したように浜集落はタイラギを対象とする潜水漁業がさかんであり、潜水士が多かった。

ヘルメット潜水で夫婦ないしは２人で操業をしていた。この潜水技術は戦前に朝鮮人から学ん

だという。 

タイラギ資源の減少と引き換えに、わが国は高度経済成長へと突入する。そして沿岸域での

埋め立てや港湾建設がさかんになり、潜水工事の需要が増した。こうしたニーズに対応して浜

集落の潜水漁業の漁師たちはこぞって工事潜水へと転換したのだった。 

潜水工事がさかんな時代は浜集落に 40 隻の潜水作業船があった。豊島と同じように徳島県

の伊島も潜水漁業から工事潜水に転換し、瀬戸内海各地で活躍しているが、この伊島よりも豊

島の方の勢力が上だったという。全国でもトップクラスの工事潜水の島だったわけで、浜地区

の経済は大いに潤ったらしい。新造船を駆使して瀬戸内海各地で潜水工事に携わった。高橋さ

んの実体験では、最盛期の 1971（昭和 46）年には月に数百万円の収入があり、１ヶ月毎に車

を買い換えたほどの羽振りのよさだった。 

高橋さんは 70歳なので私より１～２歳下になる。伯父さんが 20人ほどの従業員を抱える潜

水会社を経営していたので 20 歳（1970 年）から 42 歳（1992 年）まで工事潜水の仕事をして

いた。42 歳の時に海事会社を興し 10 年間社長を務めていたが、会社が倒産したため、その後

は地元で刺網を中心とした漁業を細々と営んできた。 

高橋さんの家は、奥さんと息子さんが中心になって唐櫃と家浦の中間あたりの海の見える高

台で「ティーオリーブ」という民宿兼レストランを営んでいる。この敷地内に当時使っていた

ヘルメット潜水のスーツが２ヶ所に分かれて置かれていた。この民宿は比較的新しいから瀬戸

芸を契機に営業を始めたのかもしれない。瀬戸芸の期間中はかなりの観光客でにぎわうようだ。

第３回の瀬戸芸から中国人の観光客が急増し、昨年の第４回では中国人の占める割合が８割に

達したという。ところが中国人は黙ってキャンセルして別の民宿に平気で泊まったり、マナー

が悪いのでもう泊めたくないと高橋さんはいう。彼らが出て行った後の部屋はどこから片付け

ようかと迷うほど散らかっているという。この話を聞いて私も大いに納得した。以前愛知県の

蒲郡のホテルに宿泊した時、中国人の団体客が去った後の朝食会場のとてつもない乱雑ぶりを

みているからだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ティーオリーブの敷地内に置かれているヘルメット潜水のスーツ 
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六角庵と藤崎堅信さん 

漁協から唐櫃地区の岡集落に戻り、集落の中心と思われる清水前のバス停脇に車を停めて、

周囲を見て歩いた。この周辺には、荒神社、唐櫃の清水、観音堂があり、瀬戸芸の唐櫃ウサギ

ニンゲン劇場や青木野枝という芸術祭の作品が置かれている。唐櫃の清水は壇山からの湧水で、

四季を通じて水温が変らず、飲料水の水源として、また灌漑用水にも利用されているのだそう

だ。「残したい香川の水環境 50選」に選ばれている。 

バス停の脇に六角形をした建物があり、「清水六角庵」と名づけられている。その建物の下

方には棚田が拡がっている。ここは棚田にやって来た人たちの休憩場のようだ。棚田は 2009

年４月の瀬戸芸を契機に豊島食プロジェクト推進協議会を発足させ、福武財団はその一環とし

て土庄町と唐櫃棚田保存会が協働で休耕田を再生し、「棚田プロジェクト」としてスタートし

たものだ。ちなみに豊島は水が豊富だったので米は小豆島より多く採れたそうだ。 

六角庵の中でノートにメモを書いていると、藤崎堅信さんという方がやってきて私に声をか

けてきた。彼は 71 歳というから私よりも学年が一つ下の団塊の世代である。町田市にある私

立桜美林中学校で教鞭ととっていたが、定年後、出身地である豊島に戻って農業や食品加工を

している。彼の父親は藤崎盛一という農民教育家で賀川豊彦の弟子だった人物である。ちなみ

に賀川豊彦は大正・昭和期の社会運動家で、労働運動や農民運動を指揮し、生協運動も主導し

て日本生協連の初代会長でもあった。藤崎盛一は豊島に住み豊島農民復音学校を創設し、有機

農業と畜産業を組み合わせた循環型農業をめざしていたようだ。よく海外にも出かけており、

日系移民が多かったブラジルには７～８回行ったという。したがって彼は父親とあまり顔を合

わせたことがなかった。 

彼は７人兄弟の末っ子で、中学１年生の時まで豊島にいたが、豊島には高等学校がないため

祖父母が住む世田谷に転校し、東京の大学を卒業、そのまま教職についていた。当時、豊島の

中学校の生徒数は 107 人だったが、現在は 12 人になっているそうで、ちなみに私が一昨日泊

まった「たかまつや」のご主人とは同級生だという。 

六角庵の前方に彼が小学校５、６年生のころまで標高 270ｍほどの山があったが、石を採っ

たためになくなってしまったそうだ。また海では海砂を採ったために海岸の砂が沖にずり落ち

て海岸が浸食されたという。そして海岸部に分布したいたアマモ場は消失してしまった。この

60年くらいの間にへき地である豊島でも環境の変化が大きいと語る。 

彼がアマモ場の話をしたので、私はアマモ消失の主要な原因は、農薬として使われている除

草剤だとの持論を展開した。７年前から米づくりをして実感したのは水田にはびこる雑草の除

草が如何に大変な作業であるかということであった。除草剤がない時代は田車を押して人力で

雑草をとっていたが、その苦労たるや大変なものだった。そして除草剤の発明は米づくりの労

力を革命的に軽減したのである。したがって米をつくる人にとって除草剤を使うのは当たり前

のことなのだ。しかし散布した除草剤がやがては海に流入して顕花植物であるアマモを枯らす

と想像できる人はほとんどいない。知識がないから除草剤を使うことに全く違和感がない。全

国各地でまかれた除草剤はアマモを枯らしてしまったというのが私の持論である。その根拠は、

かつて東大海洋研究所にいた相生さんという女性のアマモ研究者がアマモ場があったところ

の底質をコアサンプリングしてダイオキシンの濃度の時代変化を調べており、近年急増してい
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ることを報告していたし、上流に休耕田が広がる河口付近の海にはアマモがうっそうと繁茂し

ているのをみたことがあるからだ。 

したがって、私は海の環境のことを考えて米作りに際してあえて除草剤を使用していないと

話した。ところが藤崎さんも米をつくっているが除草剤を使用しているという。私の説を少し

でも理解し、私と会ったことがきっかけとなって除草剤をやめてくれることを願うばかりだ。 

豊島石の丁場跡を探したが見つからなかったと話したら、現場は道路から山の中に少し入っ

た所にあるそうで、樹木をかきわけて中に入らないと見られないという。丁場跡は奥行きが 200

～300ｍ、高さは７～８ｍの巨大な空間だそうだ。是非周辺を整備して見学コースをつくって

もらいたいものだ。 

彼の兄弟と義理の兄弟の４人（83、80、71、65 歳）は甲生地区の棚田で米をつくっている。

上述したように甲生の集落に入る入口付近にある棚田である。また藤崎さんは地元で採れる果

物のドライフルーツをつくっており、家浦に加工場を持つ。この商品は後述するように豊島マ

ルシェで売られていた。さらに豊島は南下するアサギマダラの経由地に当たるそうで、島で休

憩できるようにアサギマダラの好きなフジバカマを植えた。実際にアサギマダラがやって来る

ようになったらしい。また筍を採るために孟宗竹も植えた。ペカンというクルミ科の落葉高木

があり、クルミよりも脂肪分が多いそうで、これにも興味をもっているという。兎に角、興味

のあることには貪欲にチャレンジしている人物であった。 

瀬戸芸が開催されるようになってから島にもたらされた一番の効果は移住者が増えたこと

だという。ただ、そのことを示す具体的な統計はないそうだ。 

豊島を一躍有名にしたのが産業廃棄物の不法投棄であった。現在、投棄された産業廃棄物の

処理が進められており、見学することができるが、それには事前の申し込みが必要である。施

設の見学について藤崎さんに相談すると、元県議だった石井享さんに電話をかけてくれたが、

あいにく高松に出かけていて豊島にはいなかった。地元に安岐正三さんという人がいるが、そ

の人とは面識がないとのことだった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

棚田を見渡す高台に建つ六角庵（左）、唐櫃の清水（右） 

 

硯 

11 時前に藤崎さんと別れて家浦港に向かう。船客待合所に併設されている「豊島マルシェ」

という名前の物産館を見る。塩、ジャム、レモンカード、オリーブオイル、焼き海苔、海苔の
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佃煮、米、そして藤崎さんがつくっているいちじくとミカンのドライフルーツが売られていた。

何れも洗練されたラベルや包装である。ここでレモンケーキを買う。 

船客待合所で産廃処理場の見学について問い合わせたところ事務所の担当者は火曜日と水

曜日は休みとのこと。緋田石油に相談してみたらといわれた。ここはレンタカーを借りたとこ

ろだから出かけてみると、全く偶然だが運動のリーダーである安岐正三さんがいた。頼み込む

と案内してくれることになり、13時に事務所で落ち合うことになった。 

硯の集落は家浦地区に含まれ、家浦港と唐櫃の岡集落の間に位置する。海岸沿いに階段状に

家が並び、畑も散在する。集落の高台にはイチジクやオリーブの木が植わり、近くの高台に金

毘羅神社が置かれている。 

唐櫃漁協の高橋理事の民宿「ティーオリーブ」はこの硯集落の東の外れにあり、レストラン

部門がオープンしていることを確認していたので、ここで昼食を食べることにした。この店の

オリジナル料理であるタコピリ辛とニシガイのハーブ岩塩焼定食を注文した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊島マルシェの店内（左）、硯の集落（右） 

 

産廃処理場 

昼食後、家浦港の豊島交流センターにある廃棄物対策豊島住民会議の事務所に行った。約束

の 13 時少し前に事務所に行ったが、閉まっていた。切符売場の女性とは前々日、唐櫃に行く

時に言葉を交わしているので、外で立ち話をした。彼女は１ヶ月前に豊島に来たらしい。ガイ

ドの安岐さんには外で会えると思っていたのだが、１時をまわっても一向に来ない。周囲を見

渡してやっと見つけた。安岐さんは安岐さんで、約束をすっぽかす人もたまにはいるらしく、

私をその手合と思ったようだ。何はともあれ、お会いできたので、安岐さんが用意したワンボ

ックスカーに乗り、現場に向かった。ガイド料 2,000円を払い、住民会議発行の「豊島問題を

考える」、「豊かさを問うⅡ－調停成立５周年を迎えて－」という冊子をいただいた。 

安岐さんはハマチ養殖をしていた漁師だった。産業廃棄物を不法投棄した業者と監督責任を

怠った香川県を相手に訴訟を起こした時（1993年）からの活動家で、現在は「廃棄物対策豊島

住民会議」の事務局長を務めている著名人である。70 歳近くになるが、この問題に関わって

30年近くになり、豊島事件の詳細を熟知している人だ。 

現場は豊島の東端にある。現場の入口付近には、この問題が発生する以前小さな集落があっ

たが、廃棄物の運搬車が頻繁に通るため住民は引っ越していなくなった。廃屋だけが残る。道
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の両側には田があり、米をつくっていたそうだ。 

処理場の入口はゲートが閉まっており、工事関係者以外は立入りを禁止されている。安岐さ

んが鍵をあけ敷地内に入った。最初に向かったのが、豊島のこころ資料館（豊島住民資料館）

である。ここは処理場の事務所だったところを資料館に改造したもので、住民の活動の記録が

展示されている。壁面には産廃が層をなして堆積している状況が展示されていた。廃棄場所の

断面を乃村工芸の協力で切り取ったようだ。資料館でひととおり説明を受け、外に出て処理現

場を見て回った。残っていた廃棄物は直島の三菱マテリアルに搬出してすでに処理が終わり、

現在は汚染された地下水の処理が進められている。 

ここで豊島の廃棄物問題の経緯を整理しておこう。 

豊島に大量の産業廃棄物を不法投棄したのは豊島総合観光開発㈱という会社であった。奥さ

んが名義上の代表取締役であったが、専務である松浦庄助という人物が実質的な経営者であっ

た。前科 10犯のゴロツキだったらしい。 

現場である豊島東端の土地は３方を海に囲まれたこの砂浜で、広島県の因島から豊島に移住

してきた彼のおじいさんが、戦前、購入している。ここで採れる砂を大阪の旭硝子に売って財

をなした。庄助は小さい頃は大阪で生活していたが、空襲が激しくなると豊島に移住し、中学

生時代を豊島で過ごす。中学時代は札付きのワルだったようで、しょっちゅう少年鑑別所に入

る不良少年だったらしい。 

親から引き継いだ現場の土地は 28.5ha もあったので、砂を採取した後の土地の有効利用を

図るために産業廃棄物の投棄を計画する。1975（昭和 50）年 12月 18日に有害産業廃棄物の処

理場建設の許可を申請する。これを察知した豊島注民は反対を表明し、反対運動を展開する。

ところが 1977（昭和 52）年９月に無害物によるミミズ養殖に切り替えて処理場建設を申請し、

翌年２月に香川県庁はこれに許可をだす。ところが 1983（昭和 58）年にはミミズ養殖をしな

くなり、大量の産業廃棄物の不法投棄が始まった。追求をのがれるために、豊島総合観光開発

㈱は金属回収業の免許を取得した。この間住民会議は香川県に対し公開質問状を出すが、「現

場で行っているのはミミズ養殖と金属回収であり、合法かつ安全なものだ」という詭弁しか返

ってこなかったらしい。1985（昭和 60）年と翌年に行政監察局へ申し出を行い、警察にも駆け

込んだが、「廃棄物処理は知事許可のもとで行われるもの、知事部局へ行け」と矛先をかわす

だけだったという。 

豊島総合観光開発㈱は中小企業等の産業廃棄物を破格の価格で引き受けた。例えばシュレッ

ダーダストの処理費用は１トンあたり 10,000 万円が当時の相場だったが、同社は 2,000 円ほ

どで引き受けたという。廃棄物を積んだダンプカーが家浦港と現場の間をひっきりなしに往復

したため、島の子供や老人に気管支喘息が目立つようになった。また、通行するダンプカーの

道路を確保するために他人の土地を無断で拡幅する、あるいはガソリンスタンドを許可なく勝

手につくるなど、その振る舞いは横暴をきわめた。 

こうした事態を重視した兵庫県警は 1990（平成２）年 11 月に同社の強制捜査に着手する。

香川県警ではなく兵庫県警だったことは、香川県の姿勢を浮き彫りにするものだ。当時の兵庫

県警本部長は、後に警察庁長官狙撃事件で銃撃された国松孝次であった。正義感の強い人物だ

ったのだろう。翌年１月、松浦庄助は兵庫県警に逮捕された。庄助の有罪が確定し、操業は停
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止したが、後に 50万トンを越える産業廃棄物が現場に残された。そして香川県は 1000トンほ

どの廃棄物撤去の実績をもって「安全宣言」を出すに至ったのである。 

住民会議はこのような事態を招いた香川県の責任を問うこととし、1993（平成５）年 11 月

11日に香川県を相手とし、公害紛争処理に基づく公害調停を申請した。豊島のこころ資料館（豊

島住民資料館）には「豊島産業廃棄物水質汚濁被害等調停申請事件申請人目録」が張られてい

るが、島民と弁護団のほかに廃棄物問題の専門家２名（中田、依田氏）、事務処理能力に長け

た１名（高津氏）を加えた 549名の名前が連ねられている。1993年当時の島の世帯数は約 1,600

戸だったので、このうち 1/3が参加したことになる。亡くなられた人には黒いリボンがつけら

れているが、すでに 27年を経過したことから、その数は７割近くに及んでいる。 

この裁判の弁護団長が日弁連の会長だった中坊公平だった。安岐さんらが最初に中坊事務所

を訪ねた時には、「遅い、あんたら泣きなはれ」と言われたという。ただし記録は丹念に読み

込んでいたというから住民の覚悟を試したのだろう。そして「裁判も辞さない覚悟があるのか、

本気で最後までやるのか」と問いかけたという。住民は県民の支持・支援を求めるために、小

豆島ローラー作戦、100 ヶ所座談会を展開し、県議会にも石井享氏を送りこんだ。そして 7 年

間の裁判を経て 2000（平成 12）年６月に調停が成立した。 

豊島に残された産業廃棄物は直島の三菱マテリアルに運搬して処理されることになった。廃

棄物は燃やして、溶かして、無害化し、再利用することを原則とし、再利用できないものはガ

ラス固化してスラッグとして処理した。直島に廃棄物を積みだす施設ができ、年間６万トンの

ペースで処理され、これまでに処理した廃棄物の総量は 100万トンを超えている。また砂を採

った後は付近の山土で埋めたが、山土は鋳物の鋳型に適していたため一部を売り、その跡をシ

ルトや礫で埋めたそうだ。また溶剤系の廃棄物も受け入れたので処分場の地下水が汚染された。

このため高度排水処理施設を整備して処理作業が行われている。１日の処理量は 330 トンで、

浄化した水を再び元に戻す方式で、土壌を洗う洗濯水のように水を循環させている。これまで

に投入された廃棄物の処理費用は 800億円になるらしい。 

この事業は産廃特別措置法によって行われている。この裁判によって 2003（平成 15）年に

同法が制定され不法投棄等による支障の除去等を計画的かつ着実に推進するため都道府県等

が行う特別支援除去事業に対し、国が支援を講ずることになった。この時限立法は 2013（平成

25）年に有効期限を迎えたが、さらに 2023（令和５）年３月末まで延期されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地下水処理の現場（左）、直島へ運搬する廃棄物の積み出し施設（右） 
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この事件は日本の社会に大きなインパクトを与え、この事件を契機として 2000 年に循環型

社会形成推進基本法が制定され、各種リサイクル法ができた。また廃棄物処理法も改定された。 

中坊公平さんは 2013（平成 25）年に 83歳で亡くなられた。安岐さんは「中坊さんから島が

きれいに戻るのを見届けてから来い」といわれて、葬儀には行っていない。２時間ほど現場を

案内していただき、家浦港に戻る。 

 

瀬戸内オリーブ基金 

帰りの船まで時間があったので、現場近くにあったオリーブ畑の写真を撮りに向かった。 

豊島の島民は公害調停が成立した 2000 年に二度とこのような事件を繰り返してはならない

という決意を込めて現場の近くにオリーブを植樹した。オリーブの木は見事に育ち、現在は 350

㎏のオリーブの実が採れるようになったそうだ。油の含有量は７～８％で、品質がよいという。

また 2004 年には当時の小泉首相と小池環境大臣が豊島を訪れ現場を視察しているが、この時

にオリーブを植樹している。それ以前に小泉首相がギリシャの大統領に豊島のことを話したこ

とがきっかけで同大統領からコンドロリアという品種の苗が送られてきて 2003年に植えられ、

さらに 2009 年に現場の近くに移植されている。このオリーブ園はギリシャオリーブ園と名づ

けられ別の場所にある。この畑で約 100㎏のオリーブが収穫されるようになったとのこと。 

これらのオリーブ園を管理するのがＮＰＯ法人瀬戸内オリーブ基金である。同基金ではオリ

ーブを手摘みで収穫し、24時間以内に採油したオリーブオイルを豊島マルシェで販売している。

50mlで 1,200円（税込）、200mlは 4,320円（税込）である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現場近くで成長したオリーブ園（左）、ギリシャの大統領から贈られたギリシャオリーブ園（右） 

その後、壇山を経て、岡崎公園に行った。昨日は夕闇が迫り、十分観察できなかったからだ。

岡崎公園の名前は唐櫃出身で明治時代に活躍した地元の名士である岡崎金次郎を記念したも

ので、公園内には銅像が建つ。1962（昭和 37）年に建てられたものだ。 

岡崎公園から下って来たところで、十輪寺という立派な寺がある。この寺の前で「民宿から

ふる」の親子が道路工事をしていた。通れないので、土砂をどかしてもらうまでの間待った。 

少し遅れて 16 時ごろにレンタカーを返却する。24 時間以上を経過していたが、緋田石油に

は留守番の人しかいなかったので、そのまま車を置き、家浦港まで歩く。家浦港にある豊島マ

ルシェの売店を再びのぞき、上述したオリーブオイルを購入した。 

家浦発 17時 20分の豊島フェリーで高松に向かった。 


