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2008 離島覚書（香川県・小手島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年６月 30日 

海の郵便配達人 

 塩飽諸島の島旅は最初からつまずいた。ホテルで目を覚ますと、眼鏡がない。部屋中必死

に探したが、見当たらない。この日は６時 05分に丸亀港を出発する船で、小手島、手島を

回る予定にしていたが、眼がみえなくてはどうにもならない。１時間ほど探して諦めた。 

 丸亀市内に眼鏡市場というチェーン店の丸亀店があることがわかったので、ここで眼鏡

を作り、時間が合えば小手島に行くことにした。 

 朝から雨である。ホテルの近くの喫茶店で朝食を食べる。この店にはモーニングのメニュ

ーがなく、洋朝食は 990円と豪勢である。トーストにハム、ベーコン、スクランブルエッグ、

野菜サラダ、ヨーグルト、キューイフルーツと缶詰のパインが付いた。これにホットコーヒ

ーを飲む。アーケードのある商店街を抜けて丸亀市役所に行く。ご多分にもれずシャッター

通りだ。本館２階の広聴広報課で「丸亀市史」を閲覧し、必要箇所をコピーする。別棟の生

涯学習センター２階にある離島振興室で島の関連パンフレットを入手する。雨の中を丸亀

城のお堀の前をとおり、眼鏡市場に向かった。 

 開店は 10 時 30 分だが、10 分前に到着すると幸いなことに店は開いていた。眼鏡市場で

は以前眼鏡を作ったことがあるので、住所と氏名を伝えると、すぐに以前作った眼鏡のデー

タが出てきた。全国チェーンのメガネ屋はこうしたデータベースを持っていることを初め

て知ったが、そのおかげですぐに前と同じ眼鏡ができた。思いのほか早くできたので、タク

シーを呼んでもらい、丸亀港へと急いだ。 

 11 時 10 分発の客船「ニュービサン」（備讃フェリー㈱）に間に合った。私を含めて５人

が乗船した。「ニュービサン」は、広島の江の浦、青木を経由して、11 時 55 分に小手島に

着いた。船からは学校給食を入れた発砲スチロールの箱が降ろされ、中学校の先生が受け取
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り、車に積んで走り去っていった。入れ替わりに痩せこけた猫がたくさん出てきた。この島

も猫が多い。 

私と一緒に小手島で下船したのは郵便配達人の男性だけだった。定年後、郵便配達の仕事

をしているようだ。島の出身者ではなく、仕事の関係で小手島に来ているだけなのだが、毎

日郵便物を配って歩いているので島の事情に詳しい。以前は島の人が郵便物を配っていた

そうだが、人手が少なくなり、丸亀市内に住む彼が郵便物の配達を請け負っているわけだ。 

 郵便配達人によると、島には人が住む家が 18軒あるが、実際に常時住んでいて、郵便物

を届けている家は 16軒だそうだ。2015年国勢調査時の世帯数は 19戸、人口は 36人だった

ので、その時よりもさらに減っている。ちなみに住民基本台帳上の小手島の世帯数は 27戸、

人口は 45 人（2020 年６月１日現在）だが、実際に住んでいる人はかなり少ないのである。

手島にはＩターンやＵターンの人がいるが、小手島にはいない。その理由を、手島には学校

跡に自然センターが整備されていて島外から人が時々やってくること、また移住者を受け

入れる家があることだと、郵便配達人は指摘していた。 

 彼は船の発着場前に置かれている自治会館の建物の中で郵便物を仕分け、やがて外に出

て行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丸亀港の小手島行の客船の発着場（左）、帰りに利用したフェリー（右） 

 

自動販売機１台 

小手島の面積は 0.53 ㎞ 2、周囲は 3.7 ㎞で、塩飽
し わ く

諸島（本島、広島、牛島、手島、小手

島、高見島、佐柳島、櫃石島）の中では最も小さい。面積が小さく、人も少ないことから、

島には役場の出先や、郵便局、診療所、駐在所などの公共施設は何もない。唯一の公共施設

は後述する中学校だけだ。 

小手島は、手島、広島とともに 1890（明治 23）年に合併して広島村となり、その後 1958

（昭和 33）年に丸亀市に編入されている。宮本常一は 1971（昭和 46）年に小手島を訪れて

いるが、当時の世帯数は 59戸だったので、このころが最も島に活気があふれ、人口も多か

った時代に違いない。現在の世帯数は当時の 1/3以下になっており、島を歩いていてもほと

んど人と会うことはなかった。 

島には宿も、飲食店も、商店も何もない。自販機が１台あるだけだ。朝食はしっかり食べ

たので昼食は用意してこなかったが、喉が渇いた。郵便配達人に自販機の場所を教えてもら

い、傘をさして買いに行った。自販機は自治会館から 50ｍほど先の路地裏の倉庫の前に置
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かれていた。雨が激しくなってきたため、自販機でお茶を購入し、一服してしばらく様子を

みることにした。 

後述するように小手島はもともと農業の島だったから、典型的な純漁村のように海岸付

近に家が密集しているわけではなく、山の中に散在していた。戦後の漁業制度改革を契機に

漁業が盛んになり、その後は半農半漁で生計をたてていた。 

 主として男は漁業、女は畑仕事を分業していた。畑は山の斜面を切り開き、麦、サツマイ

モ、粟、キビ、蕎麦などの自給作物を作るとともに、換金作物として一時期、除虫菊、たば

こ、エンドウなどが作られていた。また 1963（昭和 38）年頃からゼラニウム（香水の原料）

の栽培も始めたらしい。1）しかし貨幣経済化が顕著に進んだ高度経済成長期以降は、漁業を

中心とする島に変わった。 

自治会館の近くに大師堂があり、その脇に石仏が 25～26基並んでいた。雨宿りをしなが

ら漁港周辺を歩く。漁業関連施設はほとんどが使われていない様子で荒れ果てている。中に

は崩れかけた建物もあった。 

 
路地に置かれている島で唯一の自販機（左）、崩れかけた建物（右） 

 

玉津島神社 

雨が少し小降りになってきたので、上着のカッパをはおり、傘をさしながら島を歩くこと

にする。小手島漁港（第１種）に沿って北に進むと左に曲がる坂道になる。最初の分岐に自

然の木の枝を利用した道路標識が置かれていた。瀬戸内国際芸術祭の時につくられたもの

だろう。分岐を右に曲がり、さらにその先の分岐を右折すると玉津島神社に突き当たる。島

の氏神様だ。 

後述するように小手島の歴史は浅いから、1980（昭和 55）年に 150 年祭事業が営まれ、

その時に神社の鳥居や石段などの石工工事が行われた。神社の創建は 1830年ということに

なるので、この神社は手島からの移住者が小手島に住み着く前に、手島の人たちによって創

建されたのだろう。この時の事業の世話人には、小手島自治会長（小宮山輝之祐氏）、小手

島漁協組合長（小宮山敏明氏）、神職（合木時寛氏）が名を連ねている。 

玉津島神社の坂を下り、右折して島の尾根筋に向かう。雨で道路が濡れており、おまけに

急坂なので足が滑る。木立に隠れて石段や廃屋が見られ、かつてこの斜面には人々が暮らし

ていたことが伺える。しばらく上ると坂の途中に一軒家があった。この先を進めるものか気

になったので、大声で様子を聞くと、家の中から人が現れた。知的障害のある男性のようで、
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言葉は聞き取れなかったが、「先に行ける」といっているようなので、そのまま坂を登って

いった。 

道路わきの畑ではサツマイモが作られていた。周囲は何もガードされていない。今のとこ

ろイノシシに荒らされる心配はないようなのだ。例の郵便配達人によると、イノシシが時々

島に上陸はしているが、住み着いてはいないようだという。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然の木の枝で作られた道路標識（左）、玉津島神社の鳥居と階段（右） 

 

夕日ヶ丘通り 

坂を登り切ると、家が一軒あり、そこを過ぎると、視界が開け、島の西側を見下ろせる道

路に出た。この道路からは多島海に沈む夕日を見ることができるため、夕日ヶ丘通りと呼ば

れている。雨がやみ、島々には薄く靄がかかり、幻想的な多島美が現れた。 

この周辺にはイチジク、プラム、柿、栗、柑橘類などの果樹園や野菜畑が広がる。こちら

の畑も、ネットや柵、あるいは電気柵などで特段防護をしていない。イノシシが住み着くよ

うになったら大変なことになることだろう。 

下の方に家が１軒見えたことから、この家の主が絶景の別天地で百姓をしながら暮らし

ているようだ。道路の傍らに「OHKURA FARM SINCE1868」と書かれた看板が置かれていた。

1868年は明治元年であり、後述するようにこの時点では小手島は無人島だったはずなので、

この看板の意味するところはわからない。シマダスには、「島に最初に入植した大倉家、合

木家、合田家が三軒家と呼ばれている」と書かれており、大倉はこの記述と符合する。ひょ

っとすると最初の入植者の血をひく人がここで農業を営んでいるのかもしれない。 

後で郵便配達人に聞いたところでは、この家は島の人と全く付き合いがなく、一人我が道

を行く人のようだ。一軒家は急坂を下った先にあったので、雨で濡れた坂道は滑りやすいた

め下まで降りていくのをやめた（もちろんそこに人がいるとは想像していなかった）。無理

をしてでもここの住民に会っておくべきだったが、後の祭りとなってしまった。 

道路の周辺には源平桃が植えられている。島の観光資源にと 50年ほど前に植えたらしい。

源平桃は花桃の一種で、一本の木に紅白の花を咲かせる。花の時期は３～４月にかけてなの

で今は見ることができない。私も以前、源平桃の幼木を頂いて、畑の脇に植えたことがあっ

たが、すぐに大きくなったため今は切ってしまって、一本だけ残っている。 

この源平桃は夕日ヶ丘通り沿いの他、島の至るところに植えられている。 

この通りの海側に造園会社が所有する別荘のような家があった（造園会社の看板が掛か



101 

 

っていた）。見晴らしのいい場所にあるが、今は利用されていない様子で庭には草が人の背

丈ほどに伸びている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夕日ヶ丘通りからの多島美（左）、斜面で作られている野菜（右） 

 

開墾記念碑 

 夕日ヶ丘通りから東側に少し入ったところに「開墾記念碑・神渡常蔵碑」と書かれた古い

石碑が建っていた。傍らにエノキとウバメガシの巨木が伸びている。この巨木は小手島自治

会によって 2018 年に調査されており、ウバメガシは幹周 245 ㎝、樹高 7.0ｍ、同じくエノ

キは 300㎝、7.5ｍと大きい。 

 宮本常一によると、小手島は手島の属島で、明治 30年ごろまでは無人島だった。ここは

手島の牛飼場になっていて牛の番をするために手島から３人の者が移住したという。そし

て「この島に畑をひらき、島の生産によって暮らしをたてるようにしたのは、ガンドウツネ

ゾウというものであったという。やはり手島から渡って来た。ツネゾウが開墾に成功すると、

西の方の北木島や真鍋島から貧乏な人たちがやって来て住みつき、だんだん家がふえてき

た」と書いている。1) 

 このガンドウツネゾウがこの石碑の人物の神渡常蔵と思われる。宮本は氏名を聞いただ

けで、漢字がわからなかったためカタカナを使ったと思われるが、実際は「ガンドウ」では

なく「カミト」だったのではないだろうか。 

 尾手島は塩飽諸島の中では最も歴史が新しく、人名
にんみょう

や水軍、北前船、船大工などとは無

縁の島で、明治以降に農業で開かれた島だったのである。その後農村だった島が、付近が良

い漁場であったので、次第に海に進出するようになり、漁業を中心とする島に変わったのだ

った。 

 宮本が 1971 年５月に訪れた当時は 59 戸の家があり、漁業生産額は１億円に近かった。

また農地は 22haもあり、手島の 34haにくらべても遜色がなかった、と書き、「かつて一番

貧しかった島が、いま一番活気があるのかもわからない、島の人たちはこの島で自らの生活

を高める努力をつづけている」と結んでいる。 

 案内図によると、この下に朝日様と呼ぶ平家の落人の墓のようなものがあり、さらに戦没

者の墓があるようだが、雨で道が濡れているうえ滑りやすいので、下に降りていくのはやめ

た。 

 夕日ヶ丘通りを下っていくと、左手に登る階段があり、アパートのような建物が建ってい
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た。どうも人が住んでいるようなので階段の登るのをやめたが、後で聞いたところでは教員

住宅だった。西側の海岸に下る道路の分岐に差し掛かったが、やはり天候が悪いため海岸ま

で降りるのはパスした。さらに墓地に通ずる分岐にもでたが、草が茂っているためそちらに

もいかなかった。つまり枝道には入らず、メイン道路を一周したのだった。 

 そのまま坂道を下っていくと家が現れ、その家で飼っている犬が盛んに吠える。そのうち

首輪をつないでいた鎖がはずれ、大きな犬が私に向かってきた。小学生のころに犬に吠えら

れ慌てて逃げたため襲われた経験があったので、逃げるのは禁物だ。傘を広げ、「よし、よ

し」となだめながら、歩を進めた。犬は吠えるだけで襲いかかっては来ず、そのまま港の方

向に降りて行った。犬が鎖を解いたことを察知した飼い主の奥さんが出てきて、どちらに行

ったと聞いてきたので、港の方だと教えてやった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開墾記念碑（左）、ウバメガシの巨木（右） 

 

中学生一人 

 犬が坂を下って行った手前に丸亀市立小手島小中学校がある。ＲＣ２階建ての立派な校

舎で、それほど広くないが校庭も整備され、体育館もある。この校庭からは隣の広島を一望

できる。なお漁港脇には同校の立派なプールも整備されている。 

 現在、この中学校には今中章乃さんという女生徒が一人通っている。今年の３月に小学校

を卒業して、４月から中学一年生に進学した。彼女が卒業して小学校は休校となり、中学校

は再開された。塩飽諸島の小中学校は、年少人口の減少によって相次いで休校、廃校になっ

ており、現在残っているのは本島とこの小手島だけになっている。 

 先生は校長を含めて５人で、全員が島にある教員住宅で暮らし、休日になると本土に戻る。

船で運んできた給食には先生の分も含まれていたのだろう。 

丸亀市役所のホームページによると、章乃さんのお母さんは岡山県の出身で、小手島出身

の夫と結婚して島にきた。ご主人はタコツボや建網を営む漁師である。彼女が嫁いできた当

時は島に子供が 30人ほどいたというから、島の衰退は著しい。 

小中学校からコンクリート舗装のだらだら坂を下っていくと、玉津島神社との分岐点に

でた。さらに坂を下ると例の犬がいた。今回は随分静かになり、相手から私を避けてきた。

そのうち飼い主のご夫婦が軽自動車でやってきて、犬を車に乗せて戻っていった。ちなみに

このご夫婦は退職後島に戻ってきたＵターン者で奥さんは丸亀の出身だという。 

この日は、時々雨はやむものの小雨が降り続いた。こんな日和だから外に出る人はいない。
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漁に出る人も、戻ってくる人もいない。自治会館に戻り、漁港用地の漁具倉庫や加工場の跡

と思しき建物を見て回ったが、かつての繁栄をしのばせるだけで、これからの島を展望する

材料は見いだせない。10 年もすれば再び元の無人島に戻ってしまうのだろうか。港の周辺

には意外と車が多い。山の方にも家がいくつもあるためだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小手島小中学校の校舎（左）、漁港近くに整備されている学校のプール（右） 

 

旧小手島漁協 

1999 年 10 月 27 日に香川県から受託した「香川県中讃海域における都市と漁村の交流機

会拡充のための調査・計画策定」の業務で小手島に来ており、小手島漁協で聞き取り調査を

した。この時は香川県庁の船を利用し、広島、手島、小手島を１日で回っているので、関係

者に話を聞いただけで島の中はほとんど見ていない。したがって小手島を再訪したわけだ

が、当時の記憶は全くと言っていいほど残っていなかった。 

小手島漁協の事務所は自治会館と道路を隔てた反対側にある。建物そのものは当時のま

ま残っているが、その後売却され、現在は大阪から戻って来た人の住宅になっていた。ちな

みに 1998 年度末時点の小手島漁協の正組合員は 27 人、准組合員が 44 人の合計 71 人であ

ったから、今では想像できないほど元気だった。ただ漁協の収入は海砂採取の補償金の雑収

入に大きく依存していたから、きわめて大きな問題を抱えていたのだが。この当時も手島の

漁業者は小手島漁協に所属していた。漁業の勢力は小手島漁協の方が圧倒的に多かったか

らである。 

その後、2001年５月に本島、広島、小手島の３漁協が合併して、本島漁協になった。小手

島には本島漁協の小手島出張所があることになっているが、事務所らしきものはどこにも

なかった。 

郵便配達人の話では、島の漁業者は６人だという。このうち 30歳代の若い漁師が２人い

る。2013年漁業センサスによると、手島と合わせた漁業経営体は 10、漁業者数は 18人であ

った。また 2015年の国勢調査時の漁業就業者数は小手島だけで９人だったのは、その後の

時間経過を踏まえれば、６人という数値は確からしい。 

小手島漁港（第１種）には大きなドラムと碇を搭載した比較的大きな漁船が８隻、その他

に小さな漁船が４～５隻係留されていた。また漁港用地内にはプラスチック製のタコツボ

やイイダコを獲るアカニシの殻を使ったタコツボなどが置かれている。 

島をひとまわりし、自治会館で休んでいると、島の若い漁師が中に入ってきた。グッドタ
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イミングである。簡単に話を聞く。 

大型の漁船はコウナゴやシラスなどを対象に袋待ち網漁業を営む。潮流の早い瀬戸内海

で発達した漁業で、こませ網漁業とも呼ばれる。袖網の両端を碇で固定し、潮に乗って入っ

てくる魚を袋網に集めて獲る漁法だ。潮流は６時間ごとに転流するので、この間に操業する。

小手島ではちょうどシラス漁が終わったところだった。以前は漁獲したシラスやコウナゴ

は島の中の加工場で煮干し加工しており、20 年ほど前には８～９軒の加工場があったそう

だが、今は岡山県の加工業者が漁獲物を取りに来る。この漁業は２隻で営むケースと単独で

営むケースがあるが、小手島では単独操業だ。なお、コウナゴはかつて重要な魚種であった

が、現在ではほとんど獲れていない。海砂採取を容認し、海底を荒らし続けたツケが回って

きたためだ。 

小手島では袋待ち網漁業の他に、タコツボ、磯建網などの漁業を組み合わせている。シラ

ス以外の漁獲物は岡山県の下津井の業者に販売しており、各漁業者自らが運搬している。下

津井はタコがブランド化されているが、じつはその多くは小手島から供給されているもの

らしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小手島漁港の全景（左）、袋待ち漁業の漁船（右） 

 

帰りは 16時 26分発のフェリーに乗る。郵便配達人も一緒だった。フェリーは手島、広島

の江の浦港を経由して丸亀港に 18 時 10 分に着いた。フェリーには８人しか乗っていなか

った。 

 丸亀港から丸亀駅まで歩き、寂れた駅前のアーケード街の入口にある古い食堂に入る。

「西竹」のいう店で、以前は随分賑わっていたに違いないが、店内は閑散としていた。イカ

の煮物と天麩羅、アナゴの押し寿司と小うどんを食べる。アーケードを一本隔てたホテルア

ルファワン丸亀に泊まる。 
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