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2009 離島覚書（香川県・広島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小手島から広島を望む 

 

令和２年７月１日 

七つの集落 

広島は丸亀港の北 12.5 ㎞に位置する塩飽
し わ く

諸島最大の島である。面積は 11.72 ㎞ 2、周囲

は 18.4㎞あり、徒歩で回るのは時間が掛かりすぎるし、自転車は道の起伏が激しいのでき

つそうだ。ところが島にはレンタカーを扱う店がない。このため丸亀で車を借り、フェリー

に乗って広島に行き、車で回ることにした。 

丸亀駅から歩いて５分ほどのトヨタレンタカーで軽自動車を借りる。少し時間があった

ので、前日、タクシーの運転手から聞いていた地元で評判の讃岐うどん店・綿谷
わ た や

に行った。

幸い店は８時 30 分からオープンしており、ここで朝食に讃岐うどんとかき揚げを食べる。 

備讃フェリーが運航する「フェリーしあく」にバックで乗り込む。私を含め３台の車が乗

った。フェリーは９時 25分に丸亀港を出発し、定刻よりも少し早い 10時 10分すぎに広島

の江ノ浦港に入った。船客待合所に入り、島に関する資料を集める。７つの集落毎に絵地図

がつくられており、１部ずついただいた。 

広島は 1890（明治 23）年に近傍の手島、小手島が合併して広島村となり、1958（昭和 33）

年に丸亀市に編入されている。島は険しい山地が連なることから集落はいずれも海岸沿い

に形成されており、江ノ浦から時計回りに、釜ノ越、甲
こう

路
ろ

、青木、市井、茂浦、立石の 7つ

の集落がある。各集落を結ぶ県道 258号線が整備されており、島を一周できる。なおＮＰＯ

法人石の里広島が運航するコミュニティバスが７つの集落を回っている。所要時間は約 30

分で、１日６便走っている。料金は 200円だ。各集落のバス停には停車場名を刻んだ立派な

標石が置かれており、石の島ならではの光景である。 

2015（平成 28）年国勢調査時の広島の人口は 226人、世帯数は 144戸であった。2020年

６月１日時点の住民基本台帳上の人口は 213 人、世帯数は 150 戸であり、人口は国勢調査

時よりも減少している。集落別の人口に大きな差はないが、青木集落が最も多い。 
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丸亀港と広島を結ぶフェリー（左）、広島の船客待合所（右） 

塩飽７島（本島、牛島、広島、手島、与島、櫃石島、高見島）は人名
にんみょう

の島だった。その後

７島からの人の移動に伴って、佐
さ

柳島
なぎじま

、紗
しゃ

弥
み

島
じま

、瀬
せ

居
い

島
じま

の３島にも人名が置かれた。ちなみ

に櫃石島と与島は本四架橋で、紗弥島と瀬居島は埋め立てによって、現在は陸続きになって

いる。 

人名とは塩飽７島の 1,250 石の領有権を持つ 650 人の船方のことである。塩飽の島々は

大名の支配を受けることなく、650人の船方による自治が行われていた。これらの人々を大

名と呼ぶわけにはいかなかったので人名と呼んだのだった。人名という名称は塩飽諸島だ

けのもので他にはない。 

陸では武力を持った武士たちが武家政権を成立させるが、海の武士団である海賊衆は陸

の権力に組み込まれることを好まない独自性の強い立場にあった。塩飽諸島は古来より優

秀な造船・操船技術を有する塩飽水軍（海賊）の根拠地として知られていた。海軍力を持た

ない戦国大名は彼らを活用しようと考えた。塩飽諸島の人名という統治システムは織田信

長が中国の毛利氏を討つために、瀬戸内海の海賊である塩飽衆を抱き込んだことに端を発

する。塩飽衆は信長の要求に応じたが、見返りに海上の航行権を確保することを求め、信長

は 1577（天正５）年５月に朱印状を出す。これによって塩飽船は堺の港に自由に入れるよ

うになった。 

続いて信長の後を継いだ豊臣秀吉は 1590（天正 18）年に小田原の北条氏を討つがその時

に塩飽船は兵糧米の輸送を命ぜられ、その代償として朱印状を与えられた。秀吉の死後、関

ヶ原の戦で西軍が敗れ、東軍が勝つと、塩飽衆は時を置かず家康に申請し、所領の安堵を図

った。家康は秀吉の前例にならって朱印状を下した。 

つまり、この権利は江戸時代を通じて一貫して認められ、海上輸送を独占できた。塩飽衆

はその時々の政治勢力に結びついて身体の安全を図ったのであった。彼らは船方として働

きはしたが、直接武器をもって戦うことはしなかった。戦争の後方勤務によって身の安全を

はかりつつ、しかも幕府の船方としての特権を維持してきたのである。塩飽諸島は「どこの

藩にも属さず、また天領でもなく、全く独立した自治領」だった。 

広島には 1508（正徳３）年当時、表１に示すとおり 368 戸の家があった。現在の２倍以

上になる。そして人名の家が 76戸で、石高は 141石であった。この中に釜ノ越と甲路の集

落はない。この２つの集落は江戸後期に、後述する採石のために移住者たちによって新たに

つくられた集落と推定される。 
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水軍として御用船を操り海上輸送の義務を負うことになった塩飽諸島は、その後優れた

造船・操船技術によって廻船業へと転換する。廻船業の全盛期は寛文期（1661～1673 年）

から享保期（1716～1736 年）までの半年間で、約 200 隻の廻船があり、水主（乗組員）は

3,000人ほどを抱えていたといわれている。島だけでは水主を確保できなかったので、岡山

県側の下津井４浦から募集していたようだ。1） 

廻船業が衰え始めると職業の分化が急速に進み、漁業、農業、大工、船乗りなどには転換

していく。大工はもともと船大工であったが、木造船の需要が減少すると、培った技術を基

に家大工へと転換した。1872（明治５）年当時の広島における職業別の戸数を表２に示した

が、大工、農業、船乗りが多い。 

後述するように広島では幕末の安政年間（1854～1860 年）になると採石業が始まり、明

治以降、島の重要な産業に成長していった。しかし最近では採石業も凋落し、島にはこれと

いった産業がなくなり、過疎と高齢化が年々進んでいる。 

表１ 正徳３（1508）年における広島の集落別家数、人名数、石高 

 

 

 

 

 

 

 

 

「丸亀市史」より作成 1） 

 

表２ 明治５（1872）年当時の広島の浦別職業別戸数 

 

「丸亀市史」より作成 1） 

 

江ノ浦 

江ノ浦は広島の玄関口であり、行政の中心の集落である。6月１日時点の住民基本台帳上

の人口は 32人、世帯数は 24戸で、７つの集落の中では青木に次いで多い。 

地方港湾・江ノ浦港には小さな漁船が９隻係留されていたが、このうち２隻はノリ養殖用

農業 漁業 大工 船乗り 商業 その他 合計

立石 17 1 23 8 0 1 50

江の浦 37 1 35 35 1 10 119

青木 17 0 40 17 0 1 75

市井 27 0 39 4 0 3 73

茂浦 18 3 39 5 0 5 70

合計 116 5 176 69 1 20 387

割合（％） 30.0 1.3 45.5 17.8 0.3 5.2 100.0

集落名 家数 人名数 石高

立石 51 16 35.8

江の浦 94 20 43.0

青木 78 14 14.0

市井 67 12 18.4

茂浦 78 14 29.8

合計 368 76 141.0

塩飽諸島全体 2,026 650 1,250
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に使われる船に似ている。船着場近くの道路わきに旧広島漁協の２階建ての事務所があっ

たが、シャッターは降ろされ、カーテンも閉められていた。広島漁協は 2001年５月に小手

島漁協と共に本島漁協に吸収合併されている。ちなみに私が以前調査した 1998年度時点に

は 42人の正組合員がいた。広島には現在本島漁協の出張所も置かれていない。 

旧漁協事務所の隣に森田旅館があったが、事前に電話したところではすでに営業をやめ

ている。したがって島には現在旅館はなく、後述するように茂浦地区にゲストハウスがある

だけで、そこもコロナ禍で現在は営業をしていない。この旅館に飲料の自動販売機が置かれ

ていたのでお茶を購入する。 

茂浦に抜ける道路の角に広島小中学校があった。ただし小学校は 2010（平成 22）年度か

ら、中学校は 2009（平成 21）年度から休校になっている。旧中学校の建物は丸亀市の広島

コミュニティセンターとして活用され、2018（平成 30）年３月にオープンした。１階には

市民センター（事務所）が置かれており、丸亀市役所の広島支所の役割を果たしている。２

階に多目的室と図書館がある。多目的室には広島出身のアスリートであった故西内文夫氏

の業績を偲ぶ展示と英国士官「レキ」の展示があり、それぞれ見て回った。 

西内文夫は戦後初めて再開された全日本陸上選手権の十種競技で４連覇を果たし、第１

回アジア大会（1951 年）では十種競技で金メダルに輝いた郷土が生んだ著名人だ。現役を

退いた後は母校中央大学の陸上部の監督を務め、箱根駅伝では６連覇を果たし、中央大学の

黄金時代を築いた。私の小中学生のころのことで、当時、中大のエースランナーだった横溝

三郎選手（横浜出身）のことは今でも覚えている。 

「レキの展示室」の隣に図書室があり、ここには郷土関係の図書が揃っていた。香川大学

瀬戸内圏研究センター（2011）の「島へ行こうよ、355p」を見たが目新しいものはない。ま

た、徳島文理大学文学部文化財学科（2001）の「塩飽諸島、133p」という本も見るが、やは

り既存の統計資料を整理したもので、現地に入って詳しく調べたものではなかった。 

小学校の先にＪＡの丸亀北支店広島出張所と書かれた事務所があったが、人気はなく今

は使われていない模様。小さな川沿いを小中学校の裏手にまわると、「レキの墓」があり、

続いて江ノ浦地区の家々の墓地、灯標用の油を貯蔵していたとされる石蔵（明治 28年竣工

の古い建造物で日本遺産の攻勢文化財の１つ）、そして広島神社がある。宮本常一はこの神

社の写真を 1971年 5月に撮っているが、50年後の今も全く変わっていない。2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島コミュニティセンターが置かれている中学校跡（左）、広島神社の拝殿（右） 
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レキの墓 

小中学校の裏手にコミュニティセンター２階の展示室で紹介されていた「レキの墓」があ

る。明治維新の年に島の近くで任務についていたイギリス人の士官候補生・レキ（当時 19

歳）が急死し、現地で埋葬された。母国から遠く離れた地に眠るレキを不憫に思い、島の人

が手厚く供養したものであった。墓の脇にある解説文には次のように書かれている。 

「慶応２年（1866）英国の軍艦セルビア号が瀬戸内海の航路を測量中士官のレキが死亡し

た。そこで近くの広島に着け遺骸を江の浦の西のはずれの人里離れたところに葬り十字架

の墓標を建てて去った。明治元年（1868）に江の浦の庄屋の岡良伯という人が英国士官の霊

をあわれんで長谷川三郎兵衛という日本人の仮の名を付けて寺院の過去帳に記載し墓標を

建てて菩提を弔うようにした。後に英国より感謝状が贈られて来た」 

しかし、英国士官レキ研究会が「レキの墓」の歴史を調べていくうちに、「この話は事実

と違うのではないか」という疑問が湧いた。例えば英国測量船「シ（セ）ルビア号」は、1864

年に建造され、1868年にわが国にやって来ているので 1866年時点ではわが国にきていない

こと、セント・ジョン艦長もまた、1866 年には日本に居なかったし当然英国士官レキもい

なかったことになるからだ。そこで英国の資料や国内の古い資料を調べ、上述の記載は間違

っていることを指摘し、正しく解説するとすれば、次のようになるとしている。 

「明治元年（1868）英国の軍艦マニラ号が灯台用敷地確認のため瀬戸内海を航行中士官候

補生のレイク（Lake）が急死した。そこで近くの広島に着け遺骸を江の浦の西のはずれの人

里離れたところに葬り十字架の墓標を建てて去った。その時の会計官長谷川三郎兵衛の指

示によって、明治４年（1872）江の浦の庄屋の岡良伯という人が英国士官の霊を慰めるため

に『英国士官レキの墓』という墓標を建てて菩提を弔うようにした。後に英国よりアーネス

ト・サトウによる青木周蔵外務大臣宛に感謝状が贈られて来た。」 

世の中にはこうした誤った記載が結構多いから要注意だ。一方で史実をきちっと明らか

にしておこうとする市井
し せ い

の人々がそれなりに存在することは日本の特徴だろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レキの墓と解説文（左）、コミュニティセンター内の英国士官レキの展示室（右） 

 

釜ノ越 

江ノ浦から釜ノ越の集落に入ると突然、地鶏が５～６羽道路上に現れた。種類はわからな

いが、以前飼ったことのある東天紅に似ている。 

釜の越の集落は王頭山（標高：312ｍ）の山麓に形成されており、家の下の海側に自給用
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の耕作地がある。この集落の住民登録は 16世帯 29人で、青木、江の浦に次いで多い。 

集落の前には江ノ浦港の釜ノ越地区の港湾が整備されている。港の傍らに㈲舟橋石材店

が寄贈した港湾完成記念の石碑が建っていたが、港の竣工は 1997（平成９）年なので比較

的新しい港だ。港内には船が４隻係留されていた。１隻はクルーザー、もう１隻は船外機で

残りの２隻は小さな漁船だった。船には刺網が干されているところを見ると、建網漁を営ん

でいるのだろう。 

この集落では盛んに花崗岩が切り出されていたようで、海岸には切り出した石の端切れ

がたくさん積まれている。また港の北側には石の積み出しに使われたと思われる広い埋め

立て地があった。 

集落の中心部にバス停、海岸沿いに先祖の墓地、はずれに幸神社がある。島の７つの集落

を歩いてみてわかったのだが、広島の集落には、港、墓地、神社、バス停、そして集会所が

必ずセットになっている。 

集落を過ぎたあたりに現役の採石場があった。一周道路からちょっと入ったところだ。後

述するように広島には多い時には 70もの丁場（採石場）があったといわれるが、現在は３

～４軒になっているそうで、そのうちの１軒になる。元石材㈲という事業所で、採取期間は

2018年９月 28日から 2012年６月 30日までとなっていた。岩山は表面が風化しているので

褐色を呈しているが、採掘すると、通常みられる灰色の花崗岩が現れる。事業所には人がい

なかったので勝手に中に入って見学した。ショベルカー、掘削機、そして石を運ぶダンプカ

ーが置かれていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

突然道路に現れた地鶏（左）、元石材の採石現場（右） 

 

甲路 

 釜ノ越の次の集落が甲路である。集落は心経山（標高：213ｍ）の山麓に形成されており、

平地は海岸沿いに石を積みだすためにつくられた埋め立て地しかなく、家は斜面に段々を

築いて建っている。この集落には 12世帯、13人が住民登録されており、７つの集落の中で

は市井集落に次いで人口は少ない。なお釜ノ越も甲路も上述したように人名はおらず、幕末

以降に石材を採取するために住み着いた新しい集落であろう。 

 道路沿いに甲路集会場があり、ここに青木石材協同組合の事務所も入っている。事前に予

約すれば採掘現場を見学できるらしい。集落の家の中には廃屋もみられ、樹木に埋もれてい

た。また家はすでになく敷地の石垣だけが残るところもみられた。 
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集落前の船溜まりには船が３隻あり、このうちの 2隻は船外機だった。甲路地区には本島

漁協の組合員はいないので遊びの船だろう。 

 集落の上のはずれに山の神神社が置かれている。1954（昭和 29）年に建立された新しい

神社だ。神社まで車で登っていくと、キジが優雅に歩いていた。神社の前は採石場の跡地と

なっており、大きな穴に水が溜まっていた。ここから先は心経山に登る登山道につながる。

また現役の採石場があるようで舗装こそされていないが砂利道が整備されている。上まで

登っていないので実際に操業しているかどうかは確認していない。 

 集落のはずれに島で唯一のガソリンスタンドがあった。人口 200人の島で、ガソリンスタ

ンドは経営的に成り立たないと思われるが、石材関係の需要が可能にしているのかもしれ

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲路の自治会館の建物（左）、山の神神社と採石場及び心経山への道（右） 

 

青木 

 島の南西端の峠を越えると、青木の集落に至る。峠を下った見晴らしのいい場所に青木集

落の先祖の墓が置かれていた。青木石の産地なので、墓石な皆立派だ。峠を下った先に青木

港がある。 

 青木地区の住民登録は 37 人、世帯数は 27 戸で、広島の中では最も人口の多い地区であ

る。また採石業の中心地だったことから広島の経済の中心でもあり、江ノ浦と同様、本土と

を結ぶ客船、フェリーが就航している。 

 青木港には大型の石材運搬船が係留できる立派な専用桟橋が整備されているが、今は使

われていない。後述するように最盛期には 70ほどあった丁場は年々なくなり、青木集落で

もつい最近まで２つ残っていた丁場は今では１ヶ所だけになっており、石の産出量そのも

のが減っているからだ。 

港の一角に漁船の船溜まりがあった。８隻の漁船が係留されており、ちょうどタコ釣りに

出かけていた漁師が戻ってきたところだった。波が高くてタコは釣れなかったそうだ。この

高齢の漁師はもともと石材加工の仕事をしていたが、墓石が売れなくなったことから廃業

し、漁師に転職したのだという。現在はもっぱら釣りを営んでいるが、漁業だけで飯が食え

る状態ではなさそうだ。青木集落で「漁協にはまっている（組合員になっている）」のはこ

の老人の他に２人の合計３人だという。また広島の７地区のうち甲路と市井の両地区には

組合員はいないが、残りの５地区には１～２名の正組合員がいる。ただし広島全体の正組合
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員数はわからないそうだ。なお港に漁船が８隻と多いのは１人で複数隻を保有しているた

めだ。 

漁師によると、近年島の石材加工業は不振を極めているという。その理由の第１は中国か

ら安い原石が輸入されるようになり島の石が使われなくなったこと、第２に都市部を中心

に納骨堂の利用者が増え、墓を作る家が少なくなったことの２点だそうだ。 

青木地区には広島診療所が置かれている。その先を山の方に少し登ったところに紅い鳥

居の厳島神社がある。神社の脇に長福寺という真言宗の寺があり、その寺の近くに「青木十

二姓の由来」と書かれた石碑が置かれていた。何でも屋島の合戦で敗れた平家が当時無人島

であった青木浦の海岸に上陸して住み着いたが、その人々を祖先にもつ姓の家が「青木十二

姓会」を組織し、結束を保っているようなのだ。ちなみにその姓は岩根、岡本、香川、中條、

松下、山下、岡田、小倉、木下、古川、南、山本で、人名株を持っていた家であろう。平家

の落人伝説は至る所にあり、真偽のほどはわからない。 

この寺の墓地で、酸素ボンベを抱えた人が墓地の草むしりにしていた。不自由な体ながら、

先祖を大切にしている姿は胸を打つ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

心経山の頂上からみた青木の集落（左）、港に戻ってきたタコ釣りの漁師（右） 

 

石の里資料館 

 青木地区には広島西小学校が置かれていた。この小学校は 1996（平成８）年に江ノ浦の

広島小学校に統合されて廃校になった。旧校舎の１階にデイサービスセンターが、２階に石

の里資料館が置かれている。２階の入口が閉まっていたので、デイサービスセンターの正面

玄関を入り、２階に上がった。手前には旧小学校関係の資料室があり、石の里資料館は一番

奥にあった。 

 島で採掘される石は花崗岩（御影石とも呼ばれるがこちらは産地である兵庫県の地名）で、

青木石と呼ばれている。広島で採石が始まったのは、上述したように幕末の安政年間（1854

～1860 年）と言われているが、資料館に掲示されていた資料によると、本格的な商業生産

が始まったのは中村宗兵衛ほか３名の石材企業家が甲路に石切り場を開いた 1885（明治 18）

年３月とされている。当時の石工職人は 24人であった。石屋はその多くが島外からやって

きた人で、個人経営であった。宮本常一によれば、広島は面積の割に人口が少なかったので、

よそ者を受け入れる余地があったという。2) 

広島の採石業者は個人経営だったので、戦前には共同販売購入組合や広島石材販売組合
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を設立し、力の弱い個人が共同で産地化を進めたのであった。戦後は、石材協同組合、機械

化組合、石産組合が相次いで設立され、1966（昭和 41）年には３組合が合併して、青木石材

協同組合任意組合になり、さらに 1975（昭和 50）年８月に 69の組合員によって中小企業法

上の協同組合として法人化されている。この組合の事務所が甲路の自治会館内に置かれて

いることは既に述べた。 

 宮本常一が広島を訪れた 1970 年当時の丁場数は 70、就業者は 350 人で、約 10 万トンを

産出していた。その後、香川県教育委員会が 1974年に調査したところでは、丁場数は 68ヶ

所に減ったが、作業の機械化が進み産出量は年間 30万トンに急増している。この当時は２

次産業就業者の 96％が採石業に従事していた。4) 

資料館には広島全体の航空写真が掲げられ、丁場の位置が示されていた。これによると、

1987（昭和 62）年４月１日時点で丁場数は 53、2004（平成 16）年７月時点で 24、2016（平

成 28）年７月時点で９と推移しており、現在は上述したように３～４に減っている。丁場

は青木、甲路、釜の越の集落が中心で、この他に市井、茂浦、立石の各集落にもあったが、

江ノ浦だけにはなかった。 

石の採取は山主との契約で始まる。山主は江戸時代から続く人名だったのだろう。採石業

者は山石屋（採石を専門とする業者）がほとんどで、町石屋（石を加工する業者）は少なか

った。契約は一定期間を定めて請け負う場合と生産高や売上高の何％というような歩合制

の２種類あったらしい。契約が終わると採石にかかるが、その際に山の神に安全を祈願した。

採石方法は楔を使った人力、火薬、ジェットバーナーなどの機械と進化してきたが、大割、

荒割、中割、小割、仕上げの各工程を経て、船で出荷された。青木石の用途は、明治以降、

塩田の石垣用、建築物用、港湾や埋め立て用と推移してきたが、現在は墓石が中心でその需

要も年々細くなってきていることは既に述べたとおりだ。 

 

石の里資料館の入り口（左）、当時使われていた道具の展示（右） 

 

市井 

 青木から県道 258 号を北上し、西ノ鼻を回った小さな湾の背後の谷あいに市井の集落が

形成されている。県道から集落の中に入る道路は狭く、先がどうなっているのかわからない。

途中まで車で乗り入れたが、車の通行は難しくなったのでバックで引き返した。 

住民基本台帳によると、市井には８戸 11人が登録されているが、広島の７集落の中では

最も少ない。江戸時代から明治期にかけては 60～70戸前後が住んでおり、後述する立石よ
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りも多かった。宮本常一が 1971年に小手島から広島に渡った時は、市井の港に入っている

ので、当時は航路が開けていた。 

集落前の砂浜には青木港の市井分港が整備されている。港内には船外機が２隻あった。上

述したように市井地区には漁師はいないので遊びの船だろう。 

港の背後に加茂神社が置かれている。境内に「露征凱旋記念碑」と書かれた石碑が建って

いた。1905（明治 38）年に日本がロシアに勝利した３年後の 1908（明治 41）年に市井青年

同志会が建立したものである。水軍の血をひく広島は、日本海海戦でロシアのバルチック艦

隊を破った時に水兵として活躍した人が多かったのかもしれない。近くに大きなクスの木

がそびえていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島港市井地区の港内（左）、加茂神社の凱旋記念碑（右） 

 

茂浦 

 市井の次の集落が茂浦である。集落は天然の入り江の背後に形成され、入り江は現在、茂

浦港になっている。島の石を積んだ養浜工が延び、港内には漁船が４隻係留されていた。少

し大きな漁船は小型底曳網の船、残りの３隻は一本釣りの船と思われる。もう一つの船溜ま

りには小舟が４隻係留されていた。船の数からみて茂浦には複数の漁師がいるものと思わ

れる。 

住民基本台帳上では、茂浦には 15 戸 20 人が住んでいる。1508（正徳３）年当時 78 戸、

1697（元禄 10）年には 75戸の家があり 376人が住んでいた。1872（明治５）年は 75戸で、

当時の世帯主の職業は大工が 40 戸で最も多く、船乗りと農業がそれぞれ 17 戸で、漁師は

いなかった。このように長い間 75戸程度の家があったと思われるが、現在は広島の他の地

区と同様激減している。 

住民の中に最近移住してきた人がいて、古民家を活用した体験型宿泊施設「たびねこ」、

ゲストハウス「ひるねこ」という施設を整備している。「ひるねこ」は少人数用、「たびねこ」

は最大 20 人まで泊まれる合宿用で、１泊（素泊まり）3,000 円である。広島には商店は見

当たらなかったので自炊するにしても、食材は島外から持ち込まなければならない。ただし

新型コロナ渦にあって２つとも休業していた。 

宮本常一が 1971年５月に広島を訪れた当時、茂浦に丸亀市役所の広島支所が置かれてい

た。手島、小手島の行政事務を行う上で都合がよかったとしている。2)その後、現在の江ノ

浦に移ったのだが、茂原と江ノ浦を結ぶ山越えの道路ができたことが影響しているかもし
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れない。 

集落の真ん中あたりに洋風のキテレツは建物があった。地元出身の藤本玄幽（1915-1996

年）という書道家の作品を展示する美術館のようだが、閉鎖中で中に入ることはできない。

「いろは」を頭文字とした格言を黒と朱の２色書にし、石に刻んだ「いろは石」が広島の島

内に 43基建っているが、この文字を書いた本人である。島の観光振興の一助として建てた

のだが、書いてある言葉が月並みでインパクトがない。 

美術館の近くには塩竃神社が置かれているが、神社を土壁は崩れかけていた。住民の減少

で修理する資金もないのだろう。集落背後の山麓には幾分農地がある。坂を登り、山越えの

道を江ノ浦に向かう。茂浦と江ノ浦の間の道は２つの山に挟まれた標高が低い凹地につく

られている。峠の位置に山の神展望台が置かれていた。茂浦の集落が一望できる。 

山の中の道を進み、江ノ浦の集落に入るあたりに真言宗の地福寺があった。寺の入口付近

に「中井初次郎顕彰之碑」と書かれた大きな石碑が建っていた。最近建てられたものであろ

う。石碑には次のようなことが書かれていた。 

江戸城無血開城後、艦船の引き渡しを拒否した榎本武揚は開陽丸の他３隻の軍艦と４隻

の運送船に 2,000 人の乗組員を率いて北海道に向かった。この開陽丸の乗組員として同艦

に乗っていたのが中井初次郎であった。艦隊は仙台沖で大しけに遭い、松島湾に避難するが、

この時中井初次郎は病死し、石巻・桃浦にある洞仙寺で荼毘にふされた。享年 35歳であっ

た。 

 

山の神展望台からみた茂浦の集落（左）、島の石材で作られた突堤（右） 

  

立石 

 江ノ浦から海岸沿いを東に進んだどん詰まりの集落が立石である。集落は谷あいに形成

されているので、奥行きがある。山からの水が豊富だったようで、田や畑も多かったが、現

在は竹林に変わっている。 

 集落の前の立石港（地方港湾江の浦港の分港）には５隻の小さな漁船が係留されており、

うち２隻は刺網を積んでいた。近くを通った電動車石の高齢男性によると立石の漁師は２

～３人だという。 

 立石の住民台帳上の人口は 23 人、世帯数は 11 戸である。1508（正徳３）年には 51 戸、

1697（元禄 10）年には 56 戸の家があり、343 人が住んでいた。1872（明治５）年は 50 戸

で、当時の世帯主の職業は大工が最も多い 23戸、農業 17戸、船乗り８戸と続き、漁業は１
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戸だけだった。こうしたデータから見ると、立石は分家によって家が増えることはなく、50

戸ほどが長期にわたって維持されていたと思われる。しかし高度経済成長期以降、急速に世

帯数は減少し、高齢化が進行、今や集落の存亡が危ぶまれる事態になっている。 

 谷あいの奥まった山麓に尾上邸がある。島の特産品である青木石によって立派な石垣が

築かれ、塩飽大工が造った豪壮な家が建つ。石垣の周囲は黒い板塀で囲まれ、建物の内部を

見ることはできない。江戸時代に千石船で繁栄した廻船問屋の尾上家の邸宅で、200年ほど

前に建てられたものという。 

 青森県野辺地の自営業・江渡正樹（75歳）さんは「讃州塩飽橘屋廻船資料」を 2018年に

自費出版している（708p）。橘屋は尾上家の屋号である。尾上家の当主であった尾上吉五郎

が書いた 1832（天保３）年から 1868（慶応４）年までの帳簿類を解読・整理したものだ。

野辺地港の常夜灯や金毘羅街道にある中府大鳥居は広島の青木石が使われ、ここに尾上（橘

屋）吉五郎の名前が刻まれているのを発見し、この人物に興味を覚えたのが調べる動機であ

った。 

この物証と記録から、江戸時代の尾上家は千石船で青木石を青森県まで運んでいたこと

が明らかである。また丸亀市史にも「広島の立石の八幡神社には、尾上吉五郎が奉納した絵

馬が多い」と書かれていることから、この家は尾上吉五郎か、その先代が建てたものと推定

される。 

 この家の当主は現在兵庫県に住んでいて、空き家になっている。最近、丸亀市が引き取り、

改装して将来一般公開される予定になっているそうだ。 

 尾上邸の下はよく手入れされた畑が広がり、トマト、キュウリ、南瓜、西瓜、サツマイモ

などの夏野菜がつくられていた。周囲を金網やネットで囲っていることからイノシシが出

没しているようだ。この畑で私とほぼ同世代と思える男性が畑の草をむしっていた。彼は尾

上家の遠縁にあたり、父親は塩飽大工だったそうだ。昔はこの上の方にも同じような豪邸が

あったというから廻船業でこの集落は大いに潤っていたのだろう。彼は両親の面倒を見る

ために島に戻って農業を始めたそうだが、父親は脳梗塞で３年前に亡くなり、そのまま通い

で農業を続けているという。 

 尾上家から少し下がったところに「神光寺」という寺がある。住職はいない。土壁は剥が

れ落ち、一部の草は刈られているが、全体に雑草に覆われ、勝手に黄色い花が咲いていた。

この境内に咸
かん

臨丸
りんまる

の乗組員の墓がある。航海技術に長けた広島の 11人が 1860（万延元）年

に太平洋横断を成し遂げた咸臨丸の乗組員として登用されたが、そのうちの１部の人の墓

だ。また 1676（延宝４）年に氏子衆によって寄進された梵鐘が置かれており、2004（平成

16）年に市の文化財に指定されている。この梵鐘は泉州堺の菊波出雲家次が鋳造し、銘文は

江戸初期の高僧で梵字学の大家であった浄厳和尚によるものである。江戸時代の梵鐘とし

て貴重であるとともに繁栄を誇った広島の歴史を物語る資料である。 

今はまったくの過疎地域になってしまっていて当時の面影はないが、集落に残るこれら

の史跡は日本の前線で活躍していた当時の立石集落を彷彿させるものであった。 

集落の東はずれに八幡神社がある。ウバメガシに覆われた原生林の中の長い石段を登っ

た先に社殿が置かれている。立派な神社で、神光寺の梵鐘と同様、立石の栄華の歴史を想起

させてくれる。 
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神社の下の海辺りに若い女性が３人と 80歳代の男性３人がいた。デイサービスの女性と

介護を受ける男性である。過去は消えていくのみだが、先祖は今の立石をどう思うだろうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長い石段が続く八幡神社の参道（左）、塩飽廻船問屋の尾上邸（右） 

 

林道 

島の西側 2/3ほどを循環する県道 258号は、江ノ浦から釜ノ越、甲路、青木、市井、茂浦

までは海岸沿いを通るが、上述したように茂浦から江ノ浦の間は島を縦断するので山中を

通る。つまり江ノ浦の東にある立石の集落から海岸沿いに茂浦に抜ける道路はなかった。 

この海岸沿いの道はその後林道として整備されている。1971（昭和 46）年４月に着工し

て８年の歳月をかけて 1979（昭和 54）年 3月に竣工した。この道路ができたことから海岸

沿いに広島を一周できるようになった。 

立石地区の東端に位置する八幡神社からこの林道を通って、今度は反時計回りで広島を

一周することにした。林道沿いには家は一軒もない。ところどころに果樹園（柿、梨、栗、

柑橘類を確認）や畑があるだけだ。車の通行も

少なく、茂浦に抜けるまでにすれ違った車は１

台だけだった。 

県道 258号と林道が交わったところに「林道

開通記念」と書かれた大きな石碑が建ってい

た。石の島・広島には石はふんだんにあるから、

立派な石碑だった。茂浦の集落を抜け、市井、

青木の各集落を通り、甲路にある山の神神社か

ら心経山
しんぎょうざん

に登る。 

                           林道開通記念の石碑 

 

心経山登山 

広島には、王頭山と心経山という登山道の整備された山が２つある。王頭山は標高 312ｍ

で塩飽諸島の最高峰である。王頭山から心経山に縦走する道もあるので、両峰を踏破するこ

とも可能だが、車を置いた場所に戻らなければならないので、半日以上を要することになる。

また江ノ浦から王頭山までは片道１時間と案内地図に書いてあるので、同じ道を戻るにし

ても往復２時間の登山は高齢者には厳しい。そんなわけで心経山にだけ登ることにした。 
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心経山は標高 213ｍで、「島やま 100 選」に選ばれている山だ。心経山への登山は青木集

落の厳島神社脇と甲路集落の山の神神社からの２つのルートがある。甲路からの登山道は

山の神神社から上を歩けばいいので 30分もあれば登れそうだ。神社脇に車を停めて、16時

12 分に登山を開始した。上に採石場があるらしくトラックが通れるほどの道幅だ。途中か

ら左手に入ると登山道になり、当初は笹藪をかき分けて進むことになった。やがてウバメガ

シの林になり、うす暗くなる。そして蚊に悩まされることになった。人があまり通らないと

みえて道は踏み固められていない。迷わないようにと山道沿いの木に目印のテープが巻か

れていたので助かった。16時 31分に王頭山への山道の分岐に差し掛かり、16時 36分に心

経山の頂上に立った。所要時間は 24分であった。 

心経山は空海が修行したと伝わる山で、山頂には大師堂と護摩堂が建っている。山門をく

ぐると大きな石があり、その脇から広島の集落や小手島、手島などの島々を一望できる。た

だしすぐ下は目もくらむような断崖絶壁であった。 

あまり時間がないのですぐに引き返す。16時 53分に山の神神社に戻ってきた。すでに青

木を出港したフェリーが小手島、手島を回っているのがみえたので、江ノ浦港に直行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

心経山の頂上の山門（左）、頂上の巨大な石（右） 

17時 25分に江ノ浦を出発し、前日の小手島からの帰りと同じ便で丸亀港に戻る。丸亀港

では 17人が下船したが、車は私の１台だけであった。 

レンタカーを返却し、丸亀市立中央図書館に行く。最近リニューアルしたようで、洗練さ

れたデザインの建物と内装の図書館である。郷土資料のコーナーで塩飽諸島に関する図書

を閲覧し、「島の図書館」のリストにある文献の所在を確認すると書庫にあったのでこちら

も閲覧させてもらった。また必要箇所をコピーする。 

１時間ほど図書館にいて、夕食をどこにするかと迷いながら丸亀の繁華街を彷徨したが、

さして大きな町でもないので、気に入った店はなかった。結局、ホテル近くの焼肉屋でテー

ルクッパとキムチを食べた。 
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