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2013 離島覚書（香川県・本島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香川県観光協会ＨＰより引用 

 

令和２年８月５日 

泊港 

 アパホテル丸亀から丸亀駅に行き、バックパックをコインロッカーに預ける。丸亀港まで

歩き、始発便（６時 10分）のフェリーに乗り、本島に向かった。丸亀港からは本島汽船㈱

が運航するフェリーと高速客船がそれぞれ４便ずつ就航している。このうち牛島を経由す

る便が１便だけある。また、本州本土の児島観光港を結ぶ定期船が六口島海運によって１日

４便運航されている。 

 本島を訪れるのは 1999年 10月以来、２回目である。約 21年ぶりになるが、当時の風景

は全く思い出せなかった。 

本島は塩飽
し わ く

７島（本島、牛島、広島、手島、与島、櫃石島、高見島）の中心の島で、面積

は 6.75㎞ 2、周囲 17.4㎞と、広島に次いで大きい。1890（明治 23）年に本島と牛島が合併

して２島で本島村を構成していたが、1954（昭和 29）年に丸亀市に編入され、現在に至る。 

2015年国勢調査時の本島の人口は 396人、世帯数は 212戸であった。高齢化率は 60％に

達する。人名
にんみょう

の島として繁栄を謳歌していた 1697（元禄 10）年の人口は 4,842人、世帯数

は 931戸だったので、隔世の感がある。島には、泊、小阪、大浦、福田、尻浜、生之浜、笠

島、甲生の８つの集落があり、このうち笠島と泊が本島の中心であった。現在は後述するよ

うに漁業の盛んな小阪が最も人口が多く、これに笠島、泊が続いている。なお、島の西部に

位置する大浦、福田、尻浜、生ノ浜の集落は「山西４浦」と呼ばれてきたが、現在は過疎化

が著しい。 
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第１便のフェリーは４～５人の釣り客が乗っており、フェリーが港に着くとすぐに目的

の釣り場に散っていった。港内の公園には「咸臨丸渡米 150周年記念顕彰碑」が置かれてい

る。塩飽諸島は、後述するように塩飽海賊、御用船、年貢米運搬の歴史を担い、日本でもと

りわけ優秀な船乗りが多かったから、塩飽諸島から咸臨丸に乗った人は 35人に及んだので

ある。石碑に書かれていた島別の乗組員の内訳は以下の通りである。ただし文献によってこ

の人数はまちまちなのでどれが本当なのかよくわからない。 

本島 12人、牛島２人、広島 11人、佐柳島２人、高見島４人、櫃石島３人、瀬居島１人 

 本島港には比較的大きな待合所があり、ここで自転車を貸し出しているが、売店などはな

く、自動販売機があるだけだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本島汽船待合所の外観（左）、咸臨丸渡米 150 周年記念顕彰碑（右） 

 

泊地区 

コミュニティバスの始発便が出るまでの間、本島港に近い泊の集落を歩くことにする。港

から南下すると本島漁協、本島パークセンターがある。もちろん朝早いから両方とも開いて

いない。 

西に向かうとかなり広い泊海水浴場が現れた。砂浜にはアマモの枯れ葉、藁くずのような

もの、さらにプラスチックごみも打ち揚げられている。過疎と高齢化が進んでいるためか、

清掃活動を担う労力がないのだろう。ただ東シナ海の離島のようにゴミの規模は膨大では

なく。むしろこちらは可愛らしい。外国からもたらされる海洋ゴミがないためだろう。 

砂浜の先には牛島が横たわっていた。 

海水浴場の陸側に木
こ

烏
からす

神社があった。この神社は泊地区の守護神だ。祭神は大国主
おおくにぬしの

命
みこと

の他２柱の神を祀っている。一説には大和
や ま と

武
たけるの

尊
みこと

が瀬戸内海を巡行の際、濃霧のために迷

っていたところ一羽の烏が現れて水先案内を務めた後、泊の島に飛び帰ったので、ここに祠

を建てて祀ったのがこの神社と伝えられているそうだ。神社の入口にどっしりとした石づ

くりの鳥居が建つ。高さは 4.5ｍもある立派なものだ。この鳥居は 1627（寛永４）年に塩飽

の年寄・宮本半右衛門正信が奉納したもので、薩摩の石工・加兵衛によってつくられた。神

社の境内には千歳座と呼ばれる芝居小屋が残っている。1862（文久２）年に建てられたもの

で、幕府の禁制を免れるため、神社の道具の納屋を装ったという。鳥居と千歳座はいずれも

丸亀市の文化財に指定されている。境内には豊公記念碑と書かれた石碑があり、両側に大き

なカイヅカイブキの木が立つ。 
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神社から内陸部に入ると、郵便局、本島市民センター（丸亀市役所の本島支所）、ＪＡ香

川県丸亀北支店本島出張所、駐在所、本島中学校などの公共施設が置かれており、泊地区は

行政の中心地といえる。また奥まったところには診療所もある。 

中学校の裏手の小高い丘には天理教本島大教会が圧倒的な存在感を見せていた。ここか

ら方向を転じて海の方に向かう。途中、瀬戸内国際芸術祭の時に建てられたと思われる「色

えんぴつアート」「流木＆イイダコ壺アート」などの作品が置かれていた。 

神社の先に年寄・入江四郎左衛門の墓、中学校の前に年寄・宮本家の墓がそれぞれ置かれ

ていた。年寄は後述するように塩飽諸島の自治を司った人物である。この墓は国の史跡に指

定されている。45分ほど歩き、本島港に戻る。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

木烏神社と千歳座（左）、年寄宮本家の墓（左） 

 

政治権力と海賊 

 ここで塩飽諸島を理解するうえで不可欠な人名による統治制度について整理しておこう。 

 広島の覚書にも書いた通り、陸では武力をも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（海賊というと海上で略奪行為を行う盗賊のイメージが強いが、実際

はやくざのみかじめ料的な金銭や海上の通行税などを徴収して生計を立てていた。水軍は

江戸時代以降に用いられるようになった表記で古くは海賊と呼んでいた）は陸の権力に組

み込まれることを好まない独自の立場にあった。塩飽諸島は古来より優秀な造船と操船の

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

彼らの能力や技術を利用しようと考えた。 

 織田信長は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。塩飽

衆は信長の要求に応じ、見返りに海上の航行権を確保することを求めたが、これに対し信長

は 1577（天正５）年 5 月に朱印状を出して、塩飽衆が堺の港へ自由に出入りすることを認

めた。信長の死後、豊臣秀吉は 1590（天正 18）年に小田原の北条氏を討って、天下統一を

成し遂げるがその時に塩飽船は兵糧米の輸送を命じられ、その代償として塩飽の島々を島

民が領有とすることを認め、他の大名の支配を受けることがなくなった。この年に豊臣秀吉

によって塩飽に与えられた朱印状が公的にこの制度を担保した。島民を大名とは呼べなか

ったので人名と呼んだのである。秀吉の死後、徳川家康が天下人になってからも、秀吉の前

例にならって朱印状を交付した。以来、この人名制は明治維新まで続いた。 

 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



156 

 

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。 

 このように地方の海賊は政治権力と結託し、有事の際は兵士や兵糧の輸送にあたり、平時

は漁業等に従事した。いわば予備海軍的な役割を果たす代わりに、漁業権という特権を得て

いた例が多い。 

 愛知県の篠島と徳川家康、答志島と織田信長、琵琶湖の沖島と織田信長、兵庫県の沼島と

豊臣秀吉、山口県の平郡島と毛利家などにその例をみることができる。これらの島々は今で

も漁業が盛んであり、戦国時代の特権の名残といえ、当時の特権が今でも残っていることは

驚きである。 

 ただ、与えられた漁業権に基づき、自ら漁業を営んだところと、入漁料を徴収して収入を

得ていたところに分かれる。塩飽諸島は後者であった。したがって人名は漁業を営まず、も

っぱら海運業を営むかたわら漁業権の行使料収入を得ていた。海運業が衰退した後は、船大

工、家大工の出稼ぎが主な産業となった。 

 

人名の島 

 人名は塩飽７島（本島、広島、手島、高見島、牛島、与島、櫃石島）にいたが、その中心

は文字通り本島であった。その後、人名が移住することによって瀬
せ

居
い

島
じま

、沙
しゃ

弥
み

島
じま

、佐
さ

柳島
なぎじま

も

人名の島に加わっている。本島は７つの人名の集落で構成されていたが（小阪は漁業移住者

によって後から開けた集落）、各集落別の世帯数と人名数及び朱印高は表１に示す通りで、

泊と笠島が本島の中心であった。 

人名の組織を「島中
とうちゅう

」と呼び、代表者は人名から選ばれた４人（寛政年間からは３人）

の年寄で、最高機関であった。幕府の支配を受けながら（天領として大坂船奉行所の直属）、

交代で一切の政治を掌握していた。４人の年寄は宮本、吉田、真木、入江の４家が世襲して

いたが、この４家は中世末にはすでに塩飽の政治権力を握っていたようだ。 

年寄の下に庄屋と年番が浦々に１人ずつ置かれて政治にあたり、さらに補助として組頭

が置かれた。重要案件は合議によって決定していた。庄屋は交代で勤番所に詰めており、幕

府からくるいろいろの伝達を処理して、その夫役を斡旋し、また漁場を管理し、他所船から

の入漁料をとりたて、それを人名に配分する事務などを司った。 

塩飽諸島は高松藩、丸亀藩、岡山藩に囲まれていたが、これらの藩には属さず、自治権を

保証された独立した存在だったのである。 

表１  本島の地区別の人名数と石高 

 

 

 

 

 

 

 

 

「丸亀市史」より作成 

地区名 家数
人名数

新水主数
朱印高（石）

泊 341 90 147.6940

笠島 231 78 182.1434

甲生 40 16 40.6325

大浦 72 23 94.0140

福田 52 26 62.0660

尻浜 69 40 57.3705

生ノ浜 60 33 47.1270
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 人名は御用船方となり海上輸送の義務を負った。「江戸時代の塩飽は江戸城修築、島原の

乱などの役加子と廻船を出して瓦・材木・戦具・馬などを運送し、また長崎奉行の下向の際

も毎回役加子を出して用を務めた」という。2) 

 人名が領知したのは島の陸地だけではなく、周辺海域を含むものだった。好漁場である備

讃瀬戸の漁場を独占し、この海域で操業する漁民は行使料を支払わなければならなかった。

人名の多くは漁業には従事せず、この漁業権付与に伴う行使料収入は人名の総収入の 75％

を占めていたといわれるほど大きな利益をもたらした。 

1672（寛文 12）年に西廻り航路（いわゆる北前船）が確立すると、塩飽船は各藩の年貢米

を江戸もしくは大阪に輸送することになり、各藩の年貢米輸送を独占していた。「1679（延

宝７）年の記録では大小の船持は 52人に達し、その船積総石高は 48,750石を数えた」とい

う。3）しかし 1721（享保６）年に大坂の廻船問屋・筑前屋作右衛門が御城米（年貢米）運送

方に指定され、その差配によって廻船を差し出さなければならなくなると御城米廻船の特

権を失うことになる。そして元禄のころからは大坂・江戸をはじめ諸国に数多くの廻船問屋

ができるようになり、次第に没落する。人名は船大工の技術を活かして家大工、宮大工に転

身し、瀬戸内海周辺に出稼ぎに行って収入を確保した。彼らは塩飽大工と呼ばれていた。 

明治維新後、人名制は終焉したが、人名株は世襲されていたので、地主としてあるいは漁

業権者としての特権を戦前まで有していた。そして今でも本島の泊と笠島、そして与島にだ

けは人名の組織が現存しており、共有する山林の管理（山林は戦後の農地改革の対象外だっ

た）と親睦団体として活動している。小与島の離島覚書にも書いたが、小与島の土地は与島

の人名組合の共有地になっている。 

 

塩田跡 

 本島港の北側に３つの大きな池がある。地形からみてもともと小さな湾で、宮ノ浜といっ

たようだ。丸亀市史によると、岡山県児島郡の鎌田弥太郎（与島の塩田開発をしたのは鎌田

重郎右衛門となっているが、同一人物と思われる）が与島に塩田を築いた後、引き続き本島

のこの場所に築いたもので、1838（天保９）年のことであった。与島の塩田が１～６番、本

島の塩田は７～13番までの７軒分であったとされる。 

この塩田は 1885（明治 18）年まで鎌田家の支配下に置かれ、その後持ち主が尾上、宮原、

松本と移り変わった。1955（昭和 30）年には当初の入浜式から枝条架式塩田になり、1963

（昭和 38）年に政府の塩田整理政策により廃止になった。 

後述する長徳寺のご住職の話では、廃止後はクルマエビの養殖池に変わったが、疾病の発

生などで失敗したという。その後、リゾート開発が試みられたがうまくいかず、そのまま放

置されていたらしい。1999 年 10 月に本島に来た時は、「マリンビラ」というホテルに泊ま

っている。このホテルは既にないことから、この敷地内にあったホテルの可能性があるが、

20年以上前のことで全く印象に残っていない。 

池の周囲は水路で囲まれ、さらに柵が張り巡らされているから、敷地内に入ることはでき

ない。陸地の一部には土地の有効活用を図るためか、ソーラーパネルが並べられていた。現

在の所有者は四国化成という会社のようだ。 
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コミュニティバス 

 島内を一周するコミュニティバスが本島港を起点に走っている。琴参バスが運行する。1

日５便で、一周に要する時間は 35分ほどだ。島の全体像を把握するには手っ取り早いので、

牛島に渡る前の時間を利用して、バスで島を一周することにした。バスは右回りが３便、左

回りが２便である。 

第１便は右回りで、本島港を 7時 45分に出発し、泊集落の木烏神社前を通り、小阪から

峠を越えて大浦に至り、福田、尻浜を経て、生ノ浜で折り返す。海岸沿いの道を進み、笠原、

甲生の集落を経て、８時 17分に本島港に戻った。料金は 200円均一である。なお、左回り

はこれとは逆コースを辿る。 

バスには、私の他には福田でおばあさんが１人、甲生で高齢男性１人が乗り、私を含めて

３人しか乗らなかった。主に単身の高齢者が利用しているようだ。 

 牛島行の船の出発時刻は８時 30分なので、すぐに乗船し、正面に浮かぶ牛島に向かった。 

 

塩飽勤番所 

 12時 30分に牛島より本島に戻る。ちょうど昼食の時間になったが、待合所の南側にある

パークセンター内の「所見坊」というレストランは、この日は定休日だった。観光パンフレ

ットによると、島内にはこの他に２～３軒の食堂があるはずだが、どこもやっていなかった。

人口が 400人を下回る島では、顧客は島外者に限られるが、コロナ禍の影響下で、観光客は

ほとんど訪れないだろうから、いたし方ない。結局、牛島で頂いた西瓜が昼食代わりになっ

た。 

待合所で自転車を借りて、島内を一周することにした。海岸沿いの一周道路はアップダウ

ンがきついというので、電動機付を借りた。料金は１日 1,500円だったが、普通車は 500円

である。最初に塩飽勤番所に向かった。 

長屋門をくぐり、入場料の 200円を支払って中に入る。塩飽勤務番所は、1798（寛政 10）

年に塩飽全島を治める役所として建造された。現在の建物は 1860（万延元）年に改築され

たもので、明治以降は村役場、そして丸亀市役所本島支所として 1972（昭和 47）年３月ま

で使われていた。その後、1977（昭和 52）年に全面改修し、昔の姿に復元したもので、国の

史跡に指定されている。 

上述した通り、人名の中から選ばれた３人の年寄が、交代で政務を執った場所である。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塩飽勤番所（左）、朱印を納めている蔵（右） 
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長屋門の以外の３方は土塀で囲まれている。敷地中央に玄関があり、その奥に控えの間、

執務の間、表座敷、奥座敷、台所が配置されている。離れの座敷が年寄の詰所で、西側の土

蔵に豊臣秀吉や徳川家康などの朱印状を石櫃に入れて保管した朱印蔵がある。 

 番所内には、ナウマンゾウの牙の化石（宮本常一が昭和 32年に本島を訪れた時に本島小

学校に置かれていたもの）、徳川家康や織田信長などの朱印状のコピー、咸臨丸に関連した

資料、郷土の偉人である長尾優（医者）、大倉桃郎（小説家）の年譜などが展示されていた。 

 

笠島地区 

塩飽勤番所から細い坂道を登っていくと、峠あたりに年寄・吉田彦
ひこ

右
え

衛門
も ん

の墓があった

（吉田家は代々、「彦右衛門」と称している）。 

この寺の脇が浄土宗源光山専称寺である。教育委員会の立て看板によると、1207（建永２）

年、浄土宗の開祖・法然上人が都からこの地に配流になった時に、塩飽の地頭が温かく迎え、

庵を建てて、念仏弘通
ぐ ず う

の道場としたのがこの寺の始まりとされている。 

この一帯に観音堂と一般の墓地が並ぶ。ここからの下りの坂道は東小路と呼ばれ、笠島ま

ち並み保存地区に入る。 

笠島地区は本島の北東部に位置し、北側が海、三方に西山（37ｍ）、光厳寺山（38.9ｍ）、

東山（40ｍ）という丘陵に囲まれ、外部から遮断された天然の要塞だった。この丘陵で囲ま

れた東西約 200ｍ、南北約 200ｍの緩やかな傾斜地に 100棟あまりの古い家が立ち並ぶ。 

専称寺から東小路を下る途中に、江戸時代の古民家を活用した「やかた船」という旅館兼

食事処がある。以前宿泊しようと連絡を入れたが、１人客はお断りしているという。当日も

昼食が食べられるかと思って入ったが、予約がないとダメと断られた。続いて隣にある藤井

邸の文書館をのぞく。 

坂を下った交叉点でマッチョ通りと交わり、その角にまち並み保存センターがあった。入

場料 200円を支払って見学する。この家は眞
さな

木
ぎ

邸といい、１階と２階を見学した。ここで目

に着いたのが船の中で使用したという炭火の炬燵であった。木枠で囲まれた鉄製の炬燵は

船が揺れても常に水平が保たてるようにできた優れものだった。続いてはす向かいのふれ

あいの館（旧真木
ま き

邸）に入る。近くに伊藤若冲の絵で評判となった吉田邸があるが、この日

は休みだった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専称寺の本堂（左）、笠島まち並み保存地区（右） 

 

江戸時代に海運業の町として栄えた笠島のまち並みは、1985（昭和 60）年に国の重要伝
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統的建築物保存地区に指定された。その後５億円を投じてまち並みを整備したものだ。各家

の負担は１割ほどだったという。住民基本台帳上の笠島地区の人口は 74 人、世帯数は 51

で、小阪地区に次いで多い。しかし保存地区の家の８割は空き家になっているらしい。 

 

甲生地区と両墓制 

 まち並み保存地区から笠島港に出た。港には漁船３隻と船外機５～６隻が係留されてい

た。一番大きな船は小型底曳網用の漁船だった。 

海岸沿いの道を時計回りで回り、本島港に向かう。島の北東端からは本四架橋が一望でき

る。小枝で作られたゲートの先に吊り橋が見え、ゲートの中央に「幸せの鐘」と名付けられ

た小さな鐘がぶら下がっている。おそらく瀬戸内国際芸術祭の作品の１つなのだろう。 

甲生の集落の入口付近に笠島と甲生の両地区の「埋め墓」があった。「埋め墓」は土葬が

中心だった時代に死体を埋めたところで、これとは別に石塔を建てて「参り墓」を設けた。

このように「埋め墓」と「参り墓」の両方の墓をつくることを両墓制と呼ぶが、塩飽諸島に

はこの両墓制が比較的多くみられる。同じ両墓制でも高見島の場合は２つの墓が同じ共同

墓地内に区分けして並立しているが、本島のケースは「埋め墓」と「参り墓」は別々に置か

れている。「参り墓」は各寺の周辺に置かれていることが多い。 

この「埋め墓」の入口には、「島外在住の方にお知らせ」と書かれた紙が貼られていた。

「自治会内が高齢の人が多くなり、草取り清掃もままならなくなって来ましたので、此の墓

地にお墓、石碑のある方々に年間５千円程度を自治会長又は組長に納入するようお願いい

たします。」とある。高齢化の進行で墓の管理もままならなくなっている状況が読み取れる。

土葬はすでにほとんどなくなり、しかも過疎化が進行しているから「埋め墓」がいつまで存

続できるのか大きな岐路に立たされているに違いない。 

甲生の集落は緩やかな湾の海岸に沿って形成されている。集落には 20軒ほどの家が並ぶ

が、住民基本台帳上の人口はたった１人（朝、コミュニティバスで一緒になった人に違いな

い）だけなのでほとんどの家は空き家だろう。集落の中心付近に徳玉神社が、西のはずれに

東光寺が置かれている。東光寺は荒れ放題になっており、山門は崩れる危険性があるため

「キケン近づかないでください」と貼り紙がしてある有様だ。東光寺は鎌倉時代に建立され

た由緒ある寺で、国の重要文化財に指定されている薬師如来坐像が収蔵されているそうだ

が、集落がほぼ消滅しているので、先行きが危ぶまれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

笠島と甲生の両集落の埋め墓（左）、甲生の集落（右） 
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本島漁協 

 本島港の近くに本島漁協の事務所がある。向かって右側に直売所、左側に漁協が経営する

ガソリンスタンドが並ぶ。直売所は閉まっており、もう何年も営業をしていない雰囲気だ。

21 年前にこの漁協を訪ねているのだが、全く印象に残っていない。事務所に入ると男性の

職員がいた。主旨を説明して、本島の漁業の現状を聞く。 

現在の本島漁協は、本島、広島、小手島の旧３漁協が 2001年５月に合併して発足したも

のだ。本島、広島、手島、小手島、牛島の５つの島の漁業者が組合員になっている。漁協全

体の組合員数は正が 81人、准が 17人の合計 98人である。 

正組合員を島別にみると、本島が 45人で最も多く、次いで小手島の 24人、広島の 10人

となっている。この他に牛島と手島に１人ずついる。牛島の正組合員はサワラ流し網と建網

を営む。手島は 80歳以上の高齢者で、建網を営んでいる。本島の地区別では、小阪が 31人

と圧倒的に多く、これに福田が 10人、笠島が４人と続き、この３地区以外に正組合員はい

ない。 

小阪地区は漁船漁業が中心であったのに対し、福田地区は以前トラフグ、ヒラメ、ハマチ、

カンパチ、メバル、タイなどの魚類養殖が盛んだった。しかし就業者の高齢化に伴って魚類

養殖から撤退している。現在は、高齢者が細々と漁業を続けているだけだという。したがっ

て本島の漁業は小阪地区に代表されるといっても過言ではない。 

小阪地区で営まれている漁業は、小型底曳網（17 経営体）、タコツボ（６経営体）、建網

（22 経営体）、サワラ流し刺網（３経営体）、袋待ち網（２経営体）、潜水漁業（４経営体）

であり、多様な漁業が営まれている。小阪地区以外では、タコツボ（３経営体）と建網（22

経営体）、サワラ流し刺網（１経営体）が営まれているだけだ。 

潜水漁業は、フーカ潜水で、船頭、つる持ち、潜水士の３名で操業する。漁期は 12月～

４月までの５ヶ月間である。漁獲対象はタイラギだ。昨年は豊漁で、近年資源が増えてきて

いるらしい。2000 年代にはタイラギ漁が盛んで、ピーク時には本島で潜水漁業を営む経営

体は 16に及んだ。当時は貝柱の重量で日に 300㎏ほどの漁獲があったという。結局、後継

者がいる４経営体が残ったそうだ。 

小型底曳網は周年営まれ、小阪地区の主要な漁業である。多い人で年間 1,000～1,200万

円の水揚げがあるらしい。磯建網は共同漁業権内の漁業で、本島全体で 44経営体が営む最

もポピュラーな漁業である。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本島漁協の事務所と閉鎖された直売所（左）、漁協の購買事業で展開するガソリンスタンド（右） 
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漁協が営む事業は購買事業がメインで、ガソリンスタンドも経営している。しかし１ヶ月

間のガソリンの販売実績は 2,000リットルほどで、経営的には成り立たっていない。止めた

いが、利用する人もいるので、そのまま継続しているという。ちなみに瀬戸内海の多くの漁

協と同様、販売事業は営んでおらず、したがって組合員の水揚げ状況も正確に把握していな

い。 

 

小阪地区 

 漁協での取材を終えてから海岸沿いの道を小阪に向かった。小阪は大浦に行く縦貫道と

の分岐に開けた集落である。家々は密集し、典型的な漁村の佇まいを成している。集落の前

には漁港が築かれており、漁船は他地区に比べると圧倒的に多い。また小阪地区の 2020年

７月末時点の住民基本台帳上の人口は 88 人（44 戸）で、本島の８集落の中では最も多く、

本島全体の 31.7％を占めている。本島の人口が大きく減少した今日、島で最も活力のある

地区といえる。 

 小阪は三原市の能地
の う じ

から来て住み着いた漁村で、もとは手繰り網（小規模な底曳網の１種）

を主業としていた。1)新しく漁業移住してできた集落だから、他の７地区とは異なり、人名

はいなかった。 

塩飽では「百姓」とは人名を指した。水主役を負い、1,250石の領地権や漁業権をもった

この「百姓」に対し、無役で人名権をもたない島民は「毛頭
も う と

」（毛人）と呼ばれた。小阪浦

は人名権をもたず、行政上は泊浦の人名の管理下におかれていた。2) 

人名は漁業権を持っていたが、ほとんど漁業には従事せず入漁料で収入を得ていた。そし

て「漁業者の大部分が移住漁民たる毛人として不当に蔑視されていた」とされる。3)ほとん

ど全戸が漁業に従事した小阪浦は「毛頭」の集落で、農地を持たなかった。小阪浦の漁民は

家族で船に乗り込み、塩飽領内外の海域で魚を追って漁を続けた。漁業権をもたなかった小

阪浦の領海内操業は、牛島・立石浦・高見島への御用勤め（連絡役など）の代償として、人

名漁業に差しさわりのない限りで許されていたようである。 

こうした不遇の環境に置かれていたので、小阪の人々は漁業で頑張り、長年の努力によっ

て漁業を発展させてきた。経済力が向上し、わずかであるが畑地を入手する者も出て、また

人名に金を貸す場合もあったようだ。人口も 1,000人を上回った。しかしこうした発展の一

方で、島内外の漁師の増加によって小阪浦の漁師は諸漁場から締め出されることになり、漁

業を発展させていく上で大きな問題を抱えていた。 

1868 年（明治元）年正月、小阪の漁師は人名株の譲渡と差別待遇の撤廃を求めて一揆を

起こす。大浦の組頭が小阪の住民に殺されると、勤番所に向かった小阪の与之助が鉄砲で撃

ち殺された。そのうち何者かが火を放ち、小阪の集落は全焼し、切り殺され、あるいは焼死

した者は 18人に及んだ。高松藩の討伐に来て丸亀に陣を構えていた土佐藩士は騒動を鎮圧、

塩飽諸島は土佐藩の管轄するところとなり、その後小阪の復興に当たらせたという。3) 

小阪以外の集落は、出稼ぎの大工職が大半を占めており、戦前まで続いていたが、近年急

速に衰退し、収入源のほとんどを失って人口は劇的に減少したが、漁業を主業とした小阪は

相対的に人口減少が少なかったわけである。 

漁港に行くと、ちょうど刺網の漁船が戻ってくるところだった。小阪の集落の中央付近に

大山神社がある。神社の前に小阪地区の集会所が置かれていた。神社の入口に古い石の鳥居

が建つが、岡山市川嵜町の海鮮問屋・岡兼が「初老記念」に寄贈したものだった。こうした
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歴史的遺産にも小阪が漁村として成り立っていたことを感じることができる。また、敷地内

には鯛建網漁業創始者・大橋元蔵の記念碑が置かれていた。1928（昭和３年）２月に鯛建網

連中が建てたものだ。この碑には次のようなことが書かれていた。 

 右ハ塩飽島小阪浦ニ生レ資性温厚〇望１人〇幼ニシテ漁業エ従事業務ニ精励漁具漁獲法

改良ニ蓋○本然目的ニ向〇〇明治八年遂ニ鯛建網漁業ヲ考案創設ス其ノ業績ハ人々稱揚ス

所ト回顧茲ニ五十有余年合尚隆盛ヲ致シ意ヲ永ク傳フ 

 この鯛建網はどういう網かわからない。江戸末期に手繰漁からの脱却を図って繰網漁業

への転換が図られたが、勤番所の査定で敗訴しているので、明治維新後にこれとは別の網が

考案されたものと推定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小阪の漁港（左）、鯛建網の起念碑（右） 

 

生ノ浜地区 

小阪から島の南東端を回り、島の西海岸に出る。道は舗装されているので走りやすいが小

阪の集落を抜けるとアップダウンが続く。電動自転車なので降りて自転車を押すという事

態は避けられ、比較的楽に走れた。生ノ浜に行く途中に大谷さくら園と呼ばれる桜並木があ

った。㈶日本さくらの会から大島桜 250本、山桜 250本の寄贈を受けて、植樹したものだ。 

15時 16分に生ノ浜のバス停に着いた。コミュニティバスが折り返す地点である。集落は

海岸沿いに形成されているが、人家のほとんどは空き家で樹木に埋もれている。住民基本台

帳上の人口は４人（３戸）しかいないので、集落は消滅寸前の状況といえる。 

この集落からは長尾優という高名な医師が生まれており、生誕地に石碑（1887～1975年）

が置かれていた。長尾は、明治 20年に生ノ浜で生まれ、県立丸亀中学を経て、一高、東大

医学部に学び、卒業後は米ペンシルベニア大学に留学している。昭和４年に東京医科歯科大

の前身である東京高等歯科医学校の教授に任命され、1946（昭和 21）年には東京医科歯科

大学の学長になった。1975（昭和 50）年に享年 89歳で、東京で逝去した。生ノ浜が生んだ

俊英だったのである。 

すぐわきに夫婦蔵が置かれている。夫婦蔵は薪の廻船業を営んでいた「新屋」・長尾茂平

治が 1852（嘉永５）年に建てた蔵だ。1988（昭和 63）年に解体処理した時に現在地に移転

している。二連式の珍しい形から「夫婦倉」と呼ばれている。 

生ノ浜の世帯数は明治初期には 71戸あり、今よりはるかに賑やかだった。集落のはずれ

に墓地や神社が残るのはその名残であろう。現在住民はほとんどいないから、港には船は１

隻もなかった。 
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夫婦倉（左）、雑草に埋まる生ノ浜の家（右） 

 

尻浜地区 

生ノ浜の次の集落が尻浜である。集落入口付近の道路わきに本島小学校西分校跡が今に

も朽ち果てそうな姿で建っている。山西４浦の子供たちが通っていたのだろう。1979（昭和

54）年に閉校になった。 

校舎はそのまま放置されていたが、2003 年に映画「機関車先生」のロケに使われた。映

画では「葉名島町立水見色小学校」となっている。その後、再び放置されていた。校舎内は

ロケに使われた当時のままの姿が残されており、黒板に書かれた字もそのままであった。 

校舎は民間に所有権が移っているようで、売物件になっている。ほとんど使い物にならな

い建物を買う人がいるとは思えないが、更地にすれば、ロケーションは抜群だ。敷地の奥に

はこんもりとした大きな木があり、校舎の反対側にはかつて海水浴客が使った建物もある。 

尻浜には江戸時代には 69戸の家があったが、現在は４戸７人（住民基本台帳）が住むだ

けで生ノ浜と同様、限界集落になっている。あと４～５年もすれば無人化する恐れがある。

学校の背後に人家があるが草木で覆われ、空き家ばかりが目立つ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧本島小学校西分校跡（左）、映画のロケに使われた当時の様子をとどめる教室内（右） 

 

福田地区 

尻浜から北へ 500ｍほど進んだ先が福田地区になる。フクベ鼻の半島の付け根に集落が形

成されている。 

福田は小阪に次いで漁業者が多い集落なので、集落の前に整備されている福田漁港（第１
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種）には 20隻ほどの小さな漁船が係留されていた。上述したように福田地区はかつて魚類

養殖が盛んだった土地である。高齢化で養殖業を撤退した現在、建網を中心とした漁業が営

まれている。 

住民基本台帳上の人口は 45人（23戸）で、本島では、小阪、笠島、泊に次いで多く、ま

た漁協の組合員は 10人と、小阪に次いで多い。山西４浦の中の中心的存在である。 

つまり本島で比較的集落が維持されているのは、行政の中心である泊、観光関連の笠島を

除くと、小阪と同様、漁業が営まれている地区といえる。集落の背後には農地もあり、自給

用の野菜も作っていることから現在では半農半漁を生業としているようだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福田漁港内に係留されている漁船（左）、福田集落前の海岸通り（右） 

 

大浦地区 

 大浦の集落は２つの山の谷あいに細長く分散して形成されている。住民基本台帳上の人

口は４人、世帯数は４戸なので、人が住んでいる家は４戸しかない。大部分の家は空き家だ

が、家々が分散し、木々に埋もれているため、集落があったのかどうかも分からないありさ

まだ。 1872（明治５）年当時の世帯数は 110戸であったが、このうち大工を職業とする家

が 72戸と圧倒的多数を占めていた。大工は香川県や岡山県に出稼ぎに出かけて収入を得て

いたと思われるが、次第に後継ぎが減少し、人口減に拍車がかかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ぽつんと一軒家の民宿・海ほたる（左）、屋釜海水浴場（右） 

 この集落出身の著名人に小説家の大倉桃郎（1879～1944 年）がいる。もちろんこの人物

についての知識はなかったが、勤番所に大倉の年譜が掲げられていた。それによると、明治

末期から大正時代に活躍した小説家で、代表作に「江戸城」や「小説万石浪人」などの作品
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があるらしい。 

大浦を過ぎると上り坂になり、坂を登った先に一軒だけ家があった。「海ほたる」という

民宿で、塀の周りにボンデンブイを加工したキャラクターが並べられていた。塀にも子供向

けの絵が描かれており、家族向けを対象とした民宿のようだ。坂を下ると屋釜海水浴場が広

がる。海水浴場にはトイレとシャワーが整備されているが、コロナ禍の真っただ中とあって

人は誰もいなかった。 

海水浴場から再び坂を登り、下った先が笠島地区である。これで島を一周したことになる。

集落を見ながら走ってきたので、約２時間を要した。 

 

長徳寺 

 笠島から本島港に向かう途中を少し山側に登った中腹に宝樹山長徳寺がある。この寺に

は樹齢 450 年以上のモッコクの木があると観光パンフレットに書いてあった。船の出発ま

で少し時間があったので立ち寄ることにする。長徳寺はその名の通り、長徳年間（995～999

年）に創建されたとされる古い寺である。 

本堂の前にモッコクが立つ。モッコクは直立するものと思っていたが、長徳寺のモッコク

は枝を四方に大きく広げており、その投影面積は 200㎡に及ぶらしい。横に伸びた枝は折れ

る危険性があるため 20 本ほどの丸太で枝を支えていた。幹の周囲は 3.4ｍ、樹高９ｍで香

川県の保存木、市の天然記念物に指定されている。看板によると、1545（天文 14）年に本堂

の屋根瓦を葺き替えた折に記念として有志が植樹したものと言われている。 

そのうちご住職が境内に現れた。ご住職によると、一時期このモッコクが枯れそうになっ

たので樹木医に手当してもらい、元気を取り戻したという。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

樹齢 450年のモッコク（左）、長徳寺（右） 

長徳寺からまっすぐに本島港に向かい、自転車を返却する。17時 10分発のフェリーで丸

亀港に戻り、丸亀駅まで歩く。駅のコインロッカーに預けていたバックパックを受け取り、

岡山経由で自宅に戻った。 
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