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2012 離島覚書（香川県・小与島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

与島の浦城港から小与島を望む 

 

令和２年８月４日 

坂出・郷土博物館 

 与島の東約 300ｍに位置する小与島は後述するように夫婦１世帯が住むだけなので、定期

船は通っていない。島に渡るには船をチャーターする必要がある。 

 「シマダス」の情報をたよりに丸亀港を拠点とする「にじ観光」という会社に電話すると、

20～30 人乗りの大きな船しかなく、料金は１隻分のチャーター料を頂くということで、10

万円だという。これは高すぎるので坂出港に拠点を置く「あさひ丸」に電話した。女性が対

応してくれたがこちらはきわめて親切丁寧で、自分のところには大きな船しかないので、１

人なら小さな船がいいだろうといって、知り合いの漁師さんを手配してくれることになっ

た。こちらは 5,000円である。 

こんな経緯で「あさひ丸」にチャーター船を頼んだ。ただ船着き場は与島になるので、「与

島フィッシャーマンズ・ワーフ」があった桟橋まできてくれという。与島には島民の車しか

乗り入れできないので、路線バスを利用するしかない。琴参バスが与島に乗り入れているが

１日６便しかなく不便である。「あさひ丸」と相談し、バスの時間に合わせて、15 時 20 分

ごろに桟橋で待ち合わせをすることになった。 

 多度津駅から予讃線に乗って坂出駅に出たが、バスの出発まで１時間ほど余裕があった。

坂出駅の近くに本社のある鎌田醤油という老舗醤油メーカーの関連施設であり、そのうち

の香風園と郷土博物館を訪ねた。香風園は明治末期に造られた日本庭園と西洋庭園を併設

した近代庭園だった。散策後、庭園内の茶屋で抹茶を飲む。隣に郷土博物館があり、ここに

は坂出の塩田を築いた久米栄左衛門通賢（1780～1841 年）を中心とした関連収蔵品が展示
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されている。 

久米通賢は坂出の「塩田開発の父」として知られる。財政難に陥っていた高松藩の財政を

立て直すため、坂出に大規模な塩田を開発した郷土の英雄である。私が最初に就職した会社

の創業者（磯輝氏）は戦後まもなく高松を拠点に塩田の海水取水の仕事を始めたが、この久

米栄左衛門にあやかって社名を東京久栄と命名した。したがって久米通賢については若干

の知識はあったが、資料館に入って改めでこの人物の偉大さを知った。館内には通賢のつく

った星眼鏡（天体望遠鏡）、火矢筒、火矢、地球儀などが展示されており、塩田開発にとど

まらず測量、武器開発、暦学など様々な分野で活動した人物だったのである。この資料館は

鎌田醤油の鎌田共済会が私費で大正年間に開館したもので、久米通賢関係の資料は国の重

要文化財に指定されている。 

資料館の近くに鎌田醤油の工場とそれに併設された売店があり、そこで紙パックの醤油

を購入した。  

 

与島フィッシャーマンズ・ワーフ 

 与島行のバスは私と老婆の２人だけだった。運転手の話では、与島フィッシャーマンズ・

ワーフのバス停名は一昨年から「与島第２駐車場」前に変わったという。バスは第２駐車場

を経て、与島の中心集落である浦城
うらじょう

までいく。このバス停の周りはかつて大変にぎわった

ところだった。 

 与島フィッシャーマンズ・ワーフは、本四架橋の開通と同時の 1988年に京阪電鉄が開業

した。当時話題になっていたサンフランシスコのフィッシャーマンズ・ワーフを真似た商業

施設だった。ちなみにサンフランシスコの同施設は 1980年に開かれた日米民間環境会議に

出席した折に、ちょこっと視察したことがある。 

開業当初は年間 500 万人を超える利用者があり、売り上げは 100 億円を超えた。水産関

係者の間でも評判になり視察に訪れた人も多かった。私は中に入ったことはないが、橋の上

から見た記憶がある。 

 しかしブームが過ぎると客足は激減、京阪電鉄は 2003年に同事業から撤退する。代わっ

て事業を譲渡された鳥取市の八幡建設が再オープンするが、結局 2011 年 11 月に全面閉鎖

された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィッシャーマンズ・ワーフの駐車場跡（左）、浮桟橋（右） 

フィッシャーマンズ・ワーフの跡地は現在、産業廃棄物の保管所になり、周辺の駐車場の
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一部にはソーラーパネルが置かれていた。橋脚の下の駐車場は広大な空き地になっている。

まさに「宴の跡」が無残な姿を晒していた。 

バス停から桟橋に行く道をバスの運転手に聞いたが、この運転手は２年前に採用された

ばかりということで、分からないという。バスを降りてから勘を働かせて海があると思われ

る方向に歩いた。途中トラックが通りかかったので桟橋への道を聞くと、めざしていた方角

に間違いなかった。 

浮桟橋にはすでに漁船が横付けされていた。 

 

チャーター船 

与島港は、咸臨丸を模した観光船が発着していた場所である。咸臨丸は勝海舟を先任士官

として米国に派遣された幕府が所有していた軍艦で、塩飽諸島から 42人の船員が参加した、

地元になじみの深い船であった。与島フィッシャーマンズ・ワーフとの相乗効果が発揮され、

多くの観光客が塩飽諸島のクルージングを楽しんだ。しかし建造後 20 年を経た 2008 年１

月末で運行を停止している。 

チャーター船は櫃石島の漁師の船だった。「あさひ丸」は漁師のネットワークをもってお

り、顧客のニーズに対応して適当な船を割り当ててくれるようだ。この漁船は刺網を営んで

おり、舳先に網を巻くドラムが装備されている。船長の話では、与島には漁師は 1人もいな

いが、櫃石島は漁師が多く、しかも脱サラや中退して就業した若い漁師が比較的多いという。 

 チャーター船は与島の北にある与島港から小与島の西側中ほどにある船着き場に向かっ

た。10 分ほどで小与島の船着き場に着いた。船長は小与島に住む中野さんとは知り合いの

ようで、港に中野さんの船がないことから、島に来た人を送っていったのではないかといっ

た。つまり島には誰もいないということだ。 

 船長には１時間ほど小与島の浮桟橋で待ってもらうことにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

櫃石島から来たチャーター船（左）、小与島の浮桟橋（右） 

 

小与島の歴史 

 小与島は与島の東側に位置する面積 0.26 ㎞ 2、周囲 1.5 ㎞の小さな島である。1890（明

治 23）年にまわりの小さな島々（与島、岩黒島、櫃石島、瀬
せ

居
い

島
じま

、沙
しゃ

弥
み

島
じま

）で与島村を構成

していたが、1953（昭和 28）年に坂出市に編入され、現在に至る。瀬居島と沙弥島はすでに

埋め立てによって四国本土とつながり、1988（昭和 63）年に瀬戸大橋が全面開通して与島、

岩黒島、櫃石島に橋が架かり、陸続きになっているので、旧与島村で未だ離島として残って
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いるのは小与島だけである。 

 小与島に人が移住するのは明治の終わりごろであった。大正時代の半ばまでに与島の岡

崎さんと高松市鬼無
き な し

町で石材加工をしていた中村さんの２軒が小与島で石を採り始めた。

その後、小豆島、鬼無、木沢（坂出市大越町）、愛媛県の越智大島などから次々に石工がや

って来て小与島に丁場を開いた。 

 採石業が最盛期を迎えた 1955（昭和 30）年当時、190 人がこの島で暮らしていた。島に

は小中学校がなかったので船で隣の与島に通学した。その後 1980（昭和 55）年に 14世帯、

50人に減り、さらに以下のように減少し、現在は１世帯２人が暮らすだけになっている。 

 1995年：24人、2000年：12人、2005年：６人、2010年：４人、2015年：２人 

 特に人口が大きく減少したのは、瀬戸大橋の開通（1988 年）後のことだった。当時の日

本はバブル景気に浮かれており、リゾートブームが訪れていた。後述するように小与島に

「ホテルアクア小与島」ができると、島全体をリゾートの島として開発するため島民を島外

に移転してもらうよう働きかけが行われた。小与島の土地は与島の人名
にんみょう

組合（注）の共有

地で島民は土地を借りていたこと、また既に採石業の経営は厳しくなっていたこともあり、

両者の思惑は一致した。島に工場を持っていない人は平均 500万円、持っている人は 4,000

万円の補償金を得て、島外に移住した。最終的に平井さんと中野さんの２軒だけが残り、さ

らに平井さんが四国本土に移住したので、現在は採石業を営んでいた中野さん夫婦だけに

なっている。 

 中野さんは 10年以上前に採石業をやめ、野菜を作りながら海で漁をする自給生活をして

いる。余剰の魚は近くの市場に出荷しているようだ。 

 

 注）人名組合：時の権力者（豊臣秀吉や徳川家康他江戸時代の将軍）は朱印状により塩飽 7 島の船方 650

人に石高 1,250 石の領有権を与え自治が行われたが、この 650 人を人名（大名とは呼べないかわりに）と

呼んだ。明治維新後この制度はなくなったが、与島には今でもその組織が残っており、共有地の管理と親

睦団体として活動している。 

 

採石業 

 小与島は隣の与島と同様、花崗岩の島である。塩飽諸島の中では、広島、本島、櫃石島な

どでも石が採られていた。 

小与島の土地は与島の人名組合の共有財産として管理され、島民は人名組合にお金を払

って石を掘り、わずかの畑を耕し生計を立てていた。小与島で採石するには、人名組合に申

請して許可をもらい、「山手金」と称する採石料を支払って掘った。採石料は当初、石工職

人の頭数で定めていたが、昭和の初めのころに売り上げの３％という歩合制になり、その後

５％に引き上げられている。平成に入ってからは丁場の面積に応じて定額を納める方式に

変わる。これは日本ゴルフ開発が島にアクアホテルを建てるにあたり、単位面積当たりの単

価を設定したためだ。 

小与島の花崗岩は墓石の材料になる切り石や石垣に使われる間知石として京阪神地方に

出荷されていた。戦後復興から、昭和 30年代に入るとわが国は高度経済成長期を迎え、瀬

戸内海沿岸は臨海工業地帯として開発されることになり、埋め立て用の捨て石などの需要

が高まった。特に小与島に近い水島臨海工業地帯の造成には小与島の石材がたくさん使わ

れていたようだ。昭和 30年ごろが与島の採石業の最盛期で、島には 18の丁場があり、家は

30戸ほどに増えた。 
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このころになると採石は徒弟制度のもとでの手堀りから機械化が進み、生産性は飛躍的

に向上した。同時に業者の淘汰も進んだものと思われる。 

高度経済成長の終焉とともに石材の需要は減少し、加えて韓国や中国から安い石材が輸

入されるようになり、採石業の衰退に拍車がかかった。瀬戸大橋が開通した 1988以降、潮

が引くように採石業は衰退したと、平井正雄さんの「石工一代記」に書かれている。この本

が出版された当時（2008年）、与島には中野石材と平井石材の２社しか残っておらず、平井

石材は既に採石の許可が終了していたので、実質、中野石材１社だけになっていた。 

  

梶神社 

 港の背後に７～８軒の人家がかたまっている。ただ島には中野さん夫婦１世帯しか住ん

でいないので普段は空き家になっている。時々、戻ってくる人が泊まっているようだ。 

上陸後、右折して島の墓に入っていくと梶大明神という神社があった。周囲の草はきれい

に刈られている。後でこの様子をチャーター船の船長に話すと、お盆が近いので中野さんが

草を刈ったのだろうという。 

神社は新しく、石造りであった。2004（平成 12）年の台風で、築 80年を超える旧木造の

神殿が大きく損傷したため、新しく石造りのものに建て替えられた。神社の脇に「梶大明神

神社改築の碑」が建っており、そこには次のように書かれていた。 

 

 此処小与島の鎮守、里神様として篤く崇拝されて来た「梶大明神社」の御神殿は、大正 12

年木造流れ造りとして建立されてより、八十余年の歳月を経て、老朽化が甚だしく、特に平

成十六年には、度重なる台風により大きく損傷を被り、その尊厳を損なわれる破目となって

しまった。茲に、有志一同、新しき御神殿の建立を決し、各位崇敬の協力を得て、平成十六

年十二月十四日、石造りの新神殿を建立、遷座祭りを斎行、その後、諸設備の整備を進め、

平成十七年例祭日に併せ竣工奉告祭りを斎行する。 

 今後、御神殿の益々の昴揚を祈念し、之を記す。 

 発起人 小与島自治会・小与島人名会 坂出八幡神社宮司 岡坂達志 書 

 施工者 有限会社平井石材  平成 17年４月吉日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

梶神社の鳥居と神殿（左）、平井石材３代が奉納した石灯篭（右） 

石碑の近くに立派な石灯籠が３つ置かれていたが、それぞれに平井鶴吉、平井正雄、平井

建浩と刻まれている。島出身の石材会社で金刀比羅宮の御用達になっている平井石材㈲の

親子３代の氏名である。ちなみに平井正雄さんは「石工一代記」の著者である。平井石材は
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現在、坂出市高屋に移転し、サヌカイト（カンカン石）を風鈴に加工しているそうだ。 

この神社の春の祭礼（４月）には子供相撲が開催され、この時には島を出た人も帰ってく

るらしい。秋祭りは与島の天津神社の神輿が海を渡って小与島にくるので、やらない。神社

の背後に巨木が立っている。木の種類はわからなかった。 

 

採石場跡の池 

 神社から奥に進むと、中型の犬が現れ激しく吠えてきた。なだめながら前進すると家があ

り、軽トラックやショベルカー、さらに刺網が干してあった。島の唯一の住民である中野さ

ん夫婦の家に違いない。家に近づくとさらに数匹の犬が奥から吠えてきた。これ以上家に近

づくのは危険だ。それにしても中野さんの犬は番犬としての役割を十分に果たしている。 

 人が住んでいない家の周りは草や木が茂り、接近するのが難しい。集落を大きく迂回して

採石場の跡に向かった。時折、車や人が通ると見えて、轍ができているので歩くのに苦労し

ない。 

 昭和 30 年代に削岩機が導入されるまで、山から石を切り出すのはゲンノウ、セットウ、

ノミ、ヤなどを用いる手掘りであった。山の表土を剥ぎ、上から下へ掘っていた。しかし削

岩機が入ってからは採石業の機械化が進み、飛躍的に生産効率は増した。ショベルローダー、

ユンボ、ダンプカーなどの重機による採石に変わり、下からダイナマイトで崩し、土を除き

ながら採石する方法に変わる。こうした掘った大きな跡に水が溜まって池になっている。小

与島には、こうした大きな池が４つもある。 

 池の周りは草が茂っているので、下がどうなっているかわからない。また柵など設置され

ていないから池に近づきすぎるのは危険だ。人が多く来る島では柵で囲むのが普通だが、島

に渡る人はほとんどいないから、行政もこうした配慮をしていない。切り立った岩の下に神

秘的に水が溜まっていて、不気味である。掘り下げられた深さは 30ｍほどに達するらしい。

草むらに大きなタイヤが放置されていた。 

 既に元の山はまったくなくなり、荒涼とした風景が続くが、塔のように１本の岩がそびえ

ていた。境界石といわれているところをみると、風景が全く変わってしまったので、土地の

境の目印として残しておいたもののようだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今も残る境界石（左）、採石場跡にできた池（右） 

  

リゾートホテルの廃墟 

 小与島の北端に３階建のリゾートホテルの廃墟がそのまま放置されている。瀬戸大橋の
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開通に合わせて、岡山に本社のある日本ゴルフ開発が子会社のラ・レインボー㈱によって

1991年に開業したものだ。時まさにバブルの絶頂期を過ぎたあたりだった。 

 ホテルまでの道はなく、雑草が生い茂っているので歩きにくい。石を敷き詰めた護岸沿い

を歩いて、その廃墟に向かった。海側からは建物に近づくことができるが、陸側からは草が

茂って進入できない。護岸から足を一歩ずつ踏みしめながら、蛇に咬まれないように用心し

て進むと、建物の入口まで到達できた。 

 入口は既に壊れていて中に容易に入ることができた。廃業後、そのままの状態で 30年近

く放置されていたわけだが、中は意外ときれいである。ただし廃墟の中を１人で歩くのは不

気味だ。中にイノシシが住んでいるのではないかと警戒したが糞などの形跡が見られなか

ったので、２階まで登り、部屋の中までみた。チャーター船の船長が、ホテルが建つ土地は

以前墓があったところで、女の幽霊がでるという噂があると言っていたから、早々と退散し

た。 

ホテルは南国風のオレンジの屋根が印象的な３階建てで、全室（28 室）が本四架橋を望

むオーシャンビューとなっている。当時はつり橋が珍しかったからベランダから橋を見る

のは価値があったのかもしれないが、橋が見慣れた存在になった今日、当時の設計者の発想

は豊かとはいえない。このホテルを核に島全体をベネチア風リゾートアイランドとして開

発する計画で、島民の移住を促したことは上述したが、オープン後間もなく破綻して閉鎖さ

れた。そして経営元の（株）ラ・レインボーは 1997（平成 9）年に倒産している。その後、

国税局に差し押さえられ、民間会社に売却されたが、再建されることなく放置されたままだ。

土地を与島の人名組合が所有していることがネックになっているのかもしれない。 

炎天下を歩いてきたので、顔から汗が噴き出てきた。汗をぬぐおうとした瞬間、護岸の石

につまずいて肘と足のふくらはぎを擦りむいた。眼鏡を石にぶっつけたが曲がっただけで

事なきを得た。そのまま船着き場に行き、チャーター船に乗った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島の北端にある廃墟となったリゾートホテル（左）、同ホテルの内部（右） 

 

与島 

 16 時 29 分に与島に戻る。小与島の滞在時間は約１時間だった。坂出駅行のバスは 17 時

21 分なので１時間ほど待たなければならない。時間があるので、第２駐車場周辺を歩くこ

とにした。 

 第２駐車場一帯の平地はもともと馬蹄形をした入り江になっていた。ここに備前小島の

鎌田重郎右衛門は 1838（天保９）年にここの塩田開発に着工し、２年かけて完成させた。
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塩田の面積は６町４反であった。以来、製塩業が営まれていたが、塩業整理に伴い 1972（昭

和 47）年に廃止となり、放置されていた。その後、本四架橋の建設を契機に 1979（昭和 54）

年に埋め立てられた。 

 この島としては広大な土地に架橋建設で移転を余儀なくされた塩浜地区の代替住宅や開

発総合センター、さらに与島中学校が新築移転された。そして上述したフィッシャーマン

ズ・ワーフと関連施設が整備されたのであった。 

 塩浜の代替住宅地を回り、与島開発総合センターに入る。中には本四架橋が架かる以前の

与島と小与島の模型が置かれており、さらに採石に関わる関連資料が展示されていた。ちな

みに与島中学校は 2002年度に休校となり、2008年度に閉校になっている。 

与島の面積は小与島の５倍ほどあり、島内には穴部
あ な べ

、塩浜、浦城の３つの集落があった。

小与島と同様、石を採掘する石材の島であったが、橋脚が作られることになり、補償を受け

て採石業から撤退した。また塩浜の集落は橋脚にかかったため集団移転し、バス停の近くに

新しい住宅地が整備された。 

 与島は江戸時代からの人名の島であった。当時の組織は人名組合として残っており、小与

島の土地を共有していることは既に述べた。採石場として使わせることによって収入がも

たらされていたから、江戸時代の優遇策は現代まで続いていたことになる。 

与島の生業は漁業を主に農業、石材業、廻船業、大工職などだった。石材業に関しては、

櫃石島とともに与島に御用石帳場が設置され、大阪築城にも与島の石が使われていた。つま

り江戸時代を通じて与島石は切り出されていたが、近代に入って一層盛んになった。1953

（昭和 28）年当時、与島には 58の採石業者がおり、従業員は 350名を数えていた。 

その後、石材以外の生業は衰退し、採石業に大きく依存する構造になったのである。しか

し、待望の瀬戸大橋の建設完成とともに採石業は衰え、今では島の人たちは本土に通勤する

サラリーマンになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧与島中学校の校舎（左）、塩浜地区の代替住宅（右） 

 17 時に開発総合センターを閉めるというので、バス停に戻ると浦城行のバスがきた。こ

のバスは浦城から坂出行になるので、与島の中心である浦城周辺を見るため、バスに乗り、

浦城まで行った。ここには港が整備され、郵便局、坂出市役所の出先なのがある。浦城に 10

分ほど滞在して再びバスに乗り、坂出駅に出て丸亀まで行った。 
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