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2011 離島覚書（愛媛県・八幡浜大島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左が地大島、右が大島で両島の間に三王島 

 

令和２年８月３日 

八幡浜 

 前日、八幡浜に入った。八幡浜は佐多岬半島の伊方町や三崎町に行く玄関口であり、両町

に行く際、10 回以上は通過している。四国電力の伊方原子力発電所立地に伴う環境調査で

伊方町の民宿に泊まったのがこの地方を訪れた最初だった。もう 40年近く前になる。当時、

地域内で原発立地を巡る骨肉の争いが発生しており、私たちが泊まった民宿のご夫婦は離

婚し、原発推進派のご主人が 1人で四国電力の関係者を受け入れていた。 

 その後、伊方原発３号機の環境アセスメント作成にあたり、発電所に１週間ほど詰めて作

業をしたことがある。当時、原子力部長をしていた近藤耕三さんが陣頭指揮をとられていた。

近藤さんは京大で原子力工学を専攻したエースだった。後に四国電力の社長・会長を歴任さ

れている。彼は専門外の海洋環境調査の報告書を熟読し、「読書百遍意自ずから通ずという

のは本当ですな」という勉強家だった。また「コンサルは徹底的に使え」と部下に指示され、

難題を吹っ掛けられたが、そのたびに刺激され「ようーし」という気持ちになったものだ。

人を使う術に長けていた。故人となられたが、忘れられない人物である。 

 その後、佐多岬の瀬戸毎海側でカタクチイワシの膨大な群れが、海岸に打ち寄せられ、原

発の影響ではないかと騒がれたことがあり、その時も調査にいった。 

 佐多岬の先端に三崎漁協がある。岬
はな

アジ、岬サバのブランド化や「三崎漁師物語り」とい

う直売・飲食店を展開するなど新しい取り組みを展開した漁協だった。取材や研修会などで

５～６回訪問しただろう。オウムによる地下鉄サリン事件が発生した当日（1995年３月 20

日）はここにおり、東京で大変な事件が起こったと知らされた。残念ながら事業を牽引して

いた其田参事はその後不正会計処理の責任をとり、更迭されている。 
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 最後に訪れたのは 2000年なので、既に 20年も前になる。「シーロード八幡浜」という第

３セクターが経営する海釣り施設の経営分析を頼まれた。経営の健全化策を明示すること

が課題であった。利用者へのアンケート調査で施設の利用者がフェミリー層を中心であっ

たため、10 基あった浮桟橋を連結し釣りマニアに利用対象を広げること、飲食、物販、宅

配などの不採算部門の整理縮小を提言した。海釣り公園ブームの時に全国に類似施設がた

くさんできたが、20年経った現在もこの施設は稼働しているようだ。 

 八幡浜港近くの三和ビジネスホテルに泊まった。ホテルと道路を隔てた前が「道の駅・八

幡浜みなっと」で、2013年４月にオープンし７年目を迎えている。道の駅は、「みなと交流

館」、物販飲食の「アゴラマルシェ」、水産物仲卸業者による直売店「どーや市場」、「どーや

食堂」などの施設で構成されている。駐車場を挟んで海側に芝生を張り詰めた広々とした公

園、さらには岸壁近くには木道（ボードウォーク）が整備されている。道の駅の北側には八

幡浜市水産物卸売市場が置かれ、反対側の南端は九州に渡るフェリーのターミナルとなっ

ている。八幡浜港は再開発によって見違えるような風景になっていた。 

 大島行の船は「どーや市場」の裏手の桟橋から出る。道の駅の整備とともに作られたと思

われる２階建ての待合室（２階部分は運航会社の事務所になっている）が置かれていた。 

 芝生公園の周りには朝早くから市民が繰り出し、思い思いに散歩している。６時 30分に

なると散歩していたほぼ全員が参加して、ラジオ体操が始まった。私も少し体を動かしたが、

体が慣れておらずすぐにやめてしまった。 

政府の緊急事態宣言を受けて４月 18日から大島への渡航自粛が要請されていた。7月 10

日に解除されたのを受けて、大島に行くことにしたのだった。島は高齢者が多く、新型コロ

ナウイルスを持ち込まれると大変なことになるので、乗船時に検温を受ける。朝風呂に入っ

た影響なのか 36.9℃と少し高い。37.5℃以上の場合は乗船を断られることになっている。

私以外の乗客は中年女性が１人だけだった。乗員が船の運航の参考にするといってアンケ

ート用紙を配ったので記入する。 

田中運送㈲が運航する定期船「たいゆう２」は６時 50分に八幡浜港を出発し、７時 12分

に大島に着いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田中輸送㈲の大島行待合室（左）、八幡浜港公園で朝のラジオ体操に興ずる市民（右） 

 

開島 350年 

八幡浜大島は粟ノ小島、大島、三
さん

王
のう

島
じま

、地
じの

大島
おおしま

、貝付小島の大小５つの島から構成される。

主島は大島で、人が住むのはここだけだ。粟ノ小島を除く４島は橋や砂州で陸続きになって
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いる。大島の面積は 0.75 ㎞ 2、周囲は 6.4 ㎞である。地大島は大島よりやや大きいが人は

住まず、その他の３島はきわめて小さな島だ。 

2015年国勢調査の人口は 244人で、世帯数 133戸であった。就業者は 77人であり、島の

人口の 1/3 以下と少ない。年金暮らしの高齢者が中心で、高齢化率は 68.0％に及ぶ。年金

生活者の多くは八幡浜の底曳網やまき網の漁船、タンカーなどの商船に乗っていた人が多

い。就業者のうち 44人（57.1％）が漁業就業者であり、この島の産業は昔から漁業が中心

である。 

ちなみに戦後のピーク時の人口は 1955（昭和 30）年頃のことで、1,200人を超えていた。

その後、減少の一途を辿っており、現在は 1/5程度になっている。 

 桟橋の入口に「通水の碑」と書かれた海底送水管敷設の記念碑が置かれており、そこから

道路を隔てた反対側に若宮神社がある。この神社の階段の下に、「開嶋二百五十年記念碑」

と「開島三百年記念碑」の２つの石碑が建っていた。後者は 1968（昭和 43）年７月に建て

られたものなので、2018（平成 30）年の時点で大島は開島 350年を迎えていたことになる。

「開島三百年記念碑」には次のことが記されていた。 

 

 【寛文九年穴井浦庄屋井上五郎次男庄右衛門ヲ召シ連レ開島ノ足跡ヲ印シテヨリ本年三

百歳ノ光陰ヲ閲スルコノ佳歳ニ当リ先人ノ遺徳ヲ偲ビ将来ノ発展ヲ祈念シテ茲ニ三百年記

念ヲ建立ス。 

 寛文九巳酉三月井上五郎翁次男庄右衛門渡島開島ノ鍬ヲ入ル寛文十二年弥三衛門、久助、

六兵衛、勘三郎、十郎兵衛、善吉三郎、右衛門、渡島寛文十三年作蔵渡島以上ノ開祖トナル。

天明六年三月二九日庄屋ノ命ニヨリ、平助、豫兵衛、善之、照平十郎等四名三崎ヘ大豆種子

ヲ求メニ行ク途中遭難シ不帰ノ客トナリ六地蔵トシテ合祀サル以来栄枯盛衰ヲ重ネ茲ニ人

口一千有余ヲ数エ今日ニ至ル。 

寄付者当年四二歳男子 田中、井上、佐々木、桝井、兵頭、伊藤】 

 

 つまり大島は今から 352 年前の 1668（寛文９）年に対岸の穴井浦から移住した人たちに

よって開拓されたのである。穴井浦の庄屋だった井上五助は二男の庄右衛門を連れて大島

に渡り、この年に五助は穴井浦に帰ったが、大島を庄右衛門に相続させ、その後８戸が島に

渡って開墾したのだった。 

 島には平地はほとんどなかったから、宇和地方の遊子
ゆ す

に今でも残るような段々畑を開墾

し、麦を作ったのだろう。1717（享保２）年にサツマイモが導入されているので、これ以降

の食糧生産は相対的に安定したものと思われる。 

 島の周りは八幡浜宇右衛門のイワシ網の漁場になっていたが、1675（延宝３）年に宇和島

藩から小網が、1718（享保３）年には新網が許可され、漁業も行われるようになった。さら

に 1830年ごろには日振島よりイワシ網が導入され、夜間に松明を使用して漁獲する方法に

より漁獲量は飛躍的に増えた。漁獲されたカタクチイワシはイリコなどに加工されて島外

に出荷されるようになり、島は半農半漁で生計を立てるようになったと思われる。 

 船が着いたとき全島中に響きわたっていた「シャーシャーシャー」というクマゼミの鳴き

声は８時を過ぎると消えた。大島の集落は島の東側の海岸にへばりつくように形成されて
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おり、北から音泊、江の浦、本浦、雉ケ浦の４つの地区に分かれる。これら４地区の家々は

連続しており、また歴史に何か特徴があるわけではなく、学校の運動会にあたって地区対抗

のために便宜的に分けられたのだそうだ（公民館の館長さんの話）。 

集落内には家と家の間に１本の路地が通り、海岸側にも道がある。約束の時間（8 時 30

分）まで少し間があったので、集落内を歩いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開島三百年の記念碑（左）、大島の集落内の路地（右） 

 

大島テラス 

 船を降りたすぐ左手に総ガラス張りの新しい建物が建つ。2018 年８月にオープンした施

設で、「八幡浜大島交流館・大島テラス」という。この施設は船の待合所、休憩所、島の情

報発信、売店、飲食店を兼ねている。施設のマネージャーの乘松
のりまつ

稔
とし

明
あき

さん（36歳）に話を聞

いた。乘松さんは 2013年に整備された「道の駅・八幡浜みなっと」内にある「みなと交流

館」に所属し、肩書は館長補佐で、大島テラス担当となっている。 

 この建物は八幡浜市が整備し、指定管理制度により「ＮＰＯ法人港まちづくり八幡浜」に

管理を委託している。このＮＰＯは、「道の駅・八幡浜みなっと」の内にある「みなと交流

館」も管理している。本土と島の両方の交流施設を管理していることから、おそらく八幡浜

市は八幡浜港の活性化の一環として大島との連携を視野に入れていたものと思われる。 

 大島テラスは毎週火曜日が定休日（祝日の場合は翌日）だが、これ以外の日は第 1便が着

く前の７時から第３便が出た後の 17時までオープンしている。ただし飲み物の提供は９時

～17時、食事は 11時～17時となっている。店内には島で採れたヒジキ、大島産島のり（ヒ

トエグサ）、産業振興センターで養殖したスジアオノリをふりかけたポテトチップスなどが

売られている。ここでひときわ目を引いたのがオキナエビスガイである。深海に生息するこ

の貝はきわめて希少な存在で、現物を見るのは初めてだった。想像していたよりもはるかに

大きい。何でも底曳網にかかったものを漁師が持ち込んだようだ。 

 大島、三王島、地大島は橋と海上道路でつながり、海岸沿いの道を地大島の南にある龍王

池まで行くことができる。道は平坦でしかもコンクリート舗装されているので、自転車は走

りやすい。島の端から端までは 5.5 ㎞ほどなので海を眺めながらのほどよいサイクリング

コースとなっている。こうした需要に対応するため、レンタサイクルが用意されており、レ

ンタル料は１日 200円である。 

大島は過疎と高齢化が進み、島にはＪＡの小売店舗と酒屋が２軒あるだけで、飲食店はな
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かった。大島を訪れる観光客をもてなす機能は皆無だったのである。大島テラスは島を訪れ

る観光客の受け皿となり、2019 年の観光客は約 9,000 人に増えている（離島統計年報によ

ると 2015 年度の観光客数は 1,700 人であった）。ちなみに大島を訪れる観光客の目的は、

釣り、サイクリング、海水浴などであり、さらに新鮮な魚を目当てに食事目的で島に来る人

も増えているという。また地元の人が一杯やりながら雑談する場所を提供することにもな

り、島の活性化に大きく貢献することになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大島テラスの外観（左）、テラスの室内（右） 

 

八幡浜漁協大島支所  

 八幡浜の魚市場に出荷に出向いていた八幡浜漁協大島支所の山下所長が 10時に事務所に

戻るというので、大島テラスを後にして漁協の事務所に向かった。漁協の運搬船が八幡浜か

ら戻ってくるのが見えたので、集落を散策しながら到着を待つ。船が戻ったのを確認してし

ばらくして支所に伺った。大島出身の山下さんに島の漁業の概要を聞いた。 

大島はもともと八幡浜市漁協に属していた。この八幡浜市漁協は 2002（平成 14）年に日

本西海漁協と合併して八幡浜漁協に名称変更し、さらに 2005（平成 17）年に旧磯津、川之

石、伊方町、夕寿来、町見、瀬戸町、三瓶湾漁協を吸収合併して現在の八幡浜漁協が誕生し

ている。共同漁業権は旧八幡浜市漁協の範囲にまたがるため、大島の組合員は本土側でも共

同漁業権を行使できるが、一方、本土側の組合員は大島でも漁業権を行使できる。つまり大

島の共同漁業権漁場は広大である。 

支所の組合員は正が 29人、准が 41人の合計 70人である。職員は支所長の他に後述する

アワビ種苗生産の担当者が１名おり、合わせて２名である。ちなみに 2013年漁業センサス

時の経営体数は 47で、何れも個人経営であった。このうち専業が 29、１種兼業が 14、２種

兼業が４経営体で、専業率が高い。漁業就業者数は 52人で、男が 45人、女が７人という内

訳だ。女性は後述する採貝・採藻漁業を営む。男子就業者のうち 20歳代は１人、30歳代は

２人、４歳代は１人と少なく、高齢者が半分を占める。 

 大島で営まれている漁業は、延縄、刺網、釣り、タコ篭、潜水漁業、採藻で、縄と潜水漁

業が中心となっている。上述したとおりかつてはイワシ網漁業が盛んであったが、昭和 40

年代に入ってカタクチイワシ資源が減ると、同漁業は衰退し、島の周辺で営む小規模な漁業

に変わった。島の男の多くは八幡浜の沖合底曳網やまき網の乗組員となって働いたようだ。 

 延縄は 10経営体が営む島の基幹漁業で、単身で操業する。漁獲対象は、エソ、アマダイ
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が中心だが、かつてはタチウオやトラフグが多かった。漁期は周年操業で、漁場は宇和海で

ある。延縄の延長は 1,000～2,000ｍで、１日に投入と回収を何回も繰り返す。餌は小アジ

で小割生簀に活かしておいたものを使う。 

 刺網は３～４経営体が営み、主としてイセエビを対象としている。６～８月の３ヶ月間が

禁漁期である。 

 釣りは１～２経営体が営み、主としてアジを対象としている。後述する「しまカフェ」で

使われているアジはこの釣りアジだ。豊後水道は、「関アジ」や「岬アジ」のようにブラン

ド化されている瀬付きアジの産地であるが、大島で獲れるアジも同じく瀬付きのものだが、

上述したブランドのアジとは系統が違うらしい。 

 タコ篭延縄は４経営体が営む。主に延縄との兼業で、片手間に営む程度だ。１連の幹綱に

タコ篭を 30個ぐらい付けて海底に設置する。タコ篭の餌はイワシの切り身やカニが用いら

れている。 

 潜水漁業はウエットスーツを着用する素潜りである。女性を含め島の多くの漁業者が営

むが、その大部分は自家用であり、出荷している人は５～６人と少ない。漁獲対象はサザエ

が最も多く、年間 10トンほどだ。サザエは周年漁獲しており、宇和海では近年資源が増え

ているらしい。サザエの他にウニ類とアワビ類が獲られている。ウニ類はムラサキウニ、ア

カウニ、バフンウニの３種だ。このうちアカウニは折に並べられて生食用に出荷されている

が（３人ほどが対応）、バフンウニは塩蔵アルコール漬けに加工され、主として自家用であ

る。アワビ類はクロ、メガイ、マダカの３種類が生息していたが、マダカはほぼ獲りつくし、

クロは非常に少なくなり、現在はメガイを中心に獲っているとのことだ。 

 採藻漁業は女性を中心に 20～30人が営んでいる。採取対象はヒジキがメインで、生産量

は 14～15トンである。漁期は２月から５月までの約４ヶ月間だ。ヒジキ以外ではヒトエグ

サとテングサ、フノリが採られている。採取したヒジキは浜で天日干しにして乾燥品を県漁

連の入札会にかける。一部の人は炊いて最終商品にして大島テラスなどで販売している。ヒ

トエグサの資源量は多いが、夾雑物を除くなどの作業が面倒なため、出荷する人は少なく、

やはり大島テラスで土産用に売られている程度だ。テングサは浜に打ち上げられたものを

干しており、自家消費が中心である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八幡浜漁協大島支所の事務所（左）、漁協の運搬船（右） 

 海藻以外の漁獲物は、毎朝、大島支所に集荷し、八幡浜に出荷される。支所の運搬船に積

まれた漁獲物は、八幡浜市水産物地方卸売市場に６時から６時半ごろに着く。市場ではセリ
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で取引されている。上述したように出荷作業を終えて島に戻ると、10時頃になる。 

 大島支所のピーク時の漁業生産額は１億数千万円であったが、最近は 8,000 万円から１

億円で推移している。コロナ禍前の段階では、近年、魚価が回復しつつあったというが、こ

のコロナ禍にあって産地価格は再び下落に転じているらしい。 

 

産業振興センター 

大島の小学校のピーク時（1958 年）の児童数は 230 人であった。しかしその後年々減少

し、やがて島から子供が消えた。島にあった八幡浜市立大島小中学校は 2008（平成 20）年

に休校となり、その翌年３月に閉校になった。 

小中学校は集落を抜けた北端にあるが、閉校後、大島産業振興センターとして活用されて

いる。施設は八幡浜市水産港湾課が管理し、2012 年にスタートした。ここで八幡浜市漁協

がアワビの種苗生産、大島漁業集落がスジアオノリの陸上養殖を展開している。 

同課に施設見学を申し込んだが、漁協の同意が得られなかったようで断られた。当日も漁

協の大島支所に見学を申し入れたが、やはり断られた。アワビの種苗生産施設は全国で見て

きているがこれほどガードが固い施設はお目にかかったことがない。何か特別のノウハウ

があるのかもしれない。 

漁協の山下所長に聞いた話では、専属の職員１人とアルバイトで年間 20万個のアワビ稚

貝（殻長 35～40㎜サイズ）を生産し、全国に放流用として販売しているという。 

2011年の東日本大震災で、岩手、宮城両県のアワビ種苗生産施設は壊滅的な打撃を受け、

さらに年間 200 万個のアワビ稚貝を供給していた愛媛県松山市のコスモ石油の子会社が

2014年春に撤退したため、全国のアワビ稚貝の供給が激減し、一時期は 1,500万個前後（最

近は 2,000万個ほどに回復）に減り、需給が逼迫していたので、大島での種苗生産は時宜を

得ていたのかもしれない。現在は全国のアワビ種苗生産の約１％を担っていることになる。 

施設の中には入れないので、外から眺めた。校庭にはアワビの循流水槽が全面的に並べら

れ、校門付近にはコンクリート製の砂ろ過施設がある。排水量はかなりの量なので、電気代

がかなり負担になっているに違いない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大島小中学校の正門と校舎（左）、校庭に配置されたアワビ稚貝飼育の循流水槽（右） 

スジアオノリの養殖は、大島集落が中心となり、「離島漁業再生支援交付金」を活用して、

島おこしの一環として高知大学の先生の指導を受けて始めたという。施設を見学できなか

ったのははっきりしないが、大島集落によるスジアオノリ養殖はどうも先細りになってい
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るようだ。逆に後述するように大島には民間業者のスジアオノリ養殖施設が別の場所で展

開されており、こちらの方が順調に発展しているように見受けられた。 

校舎の１階部分は種苗生産施設、島で唯一の耐震基準を満たす建物は校舎だけなので 4階

部分は避難所になっている。 

 

スジアオノリの陸上養殖 

 民間企業が取り組むスジアオノリの養殖施設があると聞いて、産業振興センターから集

落を抜けて、島の南端に向かった。雉ケ浦という集落になるが、その名の通りメスのキジが

道路を歩いているのを目撃し、たまげた次第である。 

スジアオノリの陸上養殖は上述したように大島漁業集落（2018年度時点で 43世帯）の事

業として取り組んだものである。ところでスジアオノリは四国の吉野川河口や四万十川河

口の特産品であったが、近年の気候変動でとりわけ吉野川河口の生産量が激減し、需給が逼

迫する事態となっており、スジアオノリ養殖が俄然注目を集めるようになった。 

このように事態が進行する中、青のり専門商社である近藤甚㈱（本社岡山県）が２年前か

ら大島に進出（今年で３年目になる）、技術を習得してスジアオノリの養殖に乗り出してい

る。大島の南端近くにある「民宿きむら」の前に 30基ほどの養殖水槽が露天に並んでいる。

水槽は長さ７～８ｍほどで半円形のものだ。かなりきつめのエアレーションが行われ、水槽

内ではスジアオノリが元気よく育っていた。敷地の片隅には作業小屋が建ち、中では収穫し

たスジアオノリの乾燥作業が行われていた。収穫物にはほとんど夾雑物がないから、緑色が

ひときわ目立つ。スジアオノリを適度にほぐしながら並べ、温風乾燥する。作業をしていた

現地担当の人に「肥料を加えているのか」と尋ねると、「会社から口止めされている」とガ

ードが固かった。 

大島集落では養殖したスジアオノリを当初小さな瓶に詰めて売っていた。しかし 1本 700

円の価格設定をしたため売れず、もっと手軽に買ってもらえるようにするためポテトチッ

プスに混ぜたらとのアイディアが出されて、商品化された。ポテトチップスの製造は松浦食

品（本社：静岡県榛原郡吉田町）に委託し、島で生産したスジアオノリを同社に送り、ポテ

トチップスにまぶしている。この商品は八幡浜漁協の加工施設である「シーフードセンター

八幡浜」が販売者になり、「大島テラス」の他でも販売している。商品名は「大島プレミア

ム ポテトチップス あおのり」といい、１袋 80ｇで店頭小売価格は 300円だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近藤甚㈱のスジアオノリ養殖場（左）、スジアオノリを振りかけたポテトチップス（右） 
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「民宿きむら」（素泊まりのみで、食事の提供はない）の先から島の裏側に回ると道は行

き止まりになった。ここから海岸沿いに後述するシュードタキライトという地層が露出し

ている。ただ、足元が悪いので岩場を歩くのをやめた。付近の岩陰には船外機が係留され、

漁師が潜ってウニを獲っていた。昼食の釜めしを 12時に炊き上がるように頼んでいたので、

そろそろ大島テラスに戻る時間になった。 

 

しまカフェ 

大島テラスの飲食部門である「しまカフェ」は合同会社大島未来商店が担っている。同社

の資本金（30万円）は乘松さんと島の２人が出資し、代表はウニ漁師の伊藤優士
ゆ し

伸
のぶ

さん（72

歳）だ。同社では島のお母さんを中心に８人（男１人、女７人。民宿木村の女将さんもメン

バー）を雇い、１日２～３人でシフトを組んで調理作業に当たっている。予約状況を考慮し、

シフトの数は適宜増減する。固定給制ではなく、月の売り上げから経費を引いて、残りを均

等配分するシステムになっている。ちなみに島のお母さんたちに声をかけた時に、生活には

それほど困っていないのでボランティアでいいと言われたが、そういうわけにもいかず現

在のシステムになったとのことだ。 

「しまカフェ」の営業時間は９時～17時までで、食事は 11～17時となっている。食事の

メニューは釜めし定食（1,000円）、島カレー（700円）、アジフライ定食（700円）、刺身定

食（700円）で、この他にどこでも食べられるエビフライ定食（800円）、鶏唐揚げ定食（600

円）、ミックスフライ定食（600円）、特製焼きそば（400円）などもある。定食の他に単品

も頼める。この日はウニ漁が行われていたので、特別にウニ丼（1,800円）もあった。釜め

し定食は３日前からの完全予約制であり、島カレーも予約制になっている。なお飲み物は、

京都小川珈琲のコーヒー、ジュース、お茶、ノンアルコールビール、生ビール、缶ビールな

どが揃っている。 

事前に釜めし定食を予約してあったので、島カフェに戻ると既に炊き上がった釜めしが

用意されていた。釜めしにはサザエが炊き込まれており、別添のヒトエグサを熱いご飯にか

き混ぜる。この他にアジフライとヒジキの煮物、みそ汁が付く。定食とは別にアジの刺身の

単品をとり、生ビールを１杯飲んだ。また採れたてのバフンウニの生ウニがサービスで小皿

についてきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

釜めし定食（左）、単品で注文したアジの刺身と差し入れの生うに（右） 

この日食べた海産物はサザエ、ヒトエグサ、アジ、ヒジキ、ウニであったが、全て正真正
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銘の大島産だった。なお島カレーにはサザエがトッピングされ、玉ねぎとジャガイモも原則

として島で作ったものが使われているそうだ。刺身定食の魚のうち、アジは毎日欠かさない

がこの他にマダイ、ハマチ、イサキなど、その時々も旬の魚が提供されている。 

原料の魚は漁師から直接仕入れており、サザエは漁協を通して仕入れる。仕入れ価格は漁

師と直接交渉して決める。地元にお金を落とすことを心掛けているので、だいたい漁師の言

い値になることが多い。お互いがいい感じの価格設定しているという。島の漁業は小規模だ

が、こうして島で獲れた水産物が多く使われ、漁業の活性化の一助になっている。 

第２便で八幡浜から観光客がやってきた。大島着 11 時 52 分なのでちょうど昼食時間に

なる。確認できた４組のうち、しまカフェを利用したのは若い女性グループと若いカップル

の２組で、７～８人の家族連れは直接海水浴場に向かい、職場の仲間と思われる２人の男性

グループは自転車を借りただけだった。ただ家族連れは帰りの船を待つ間、テラスに入って

飲料を注文している。 

 ちなみに「島テラス」では魚釣り体験として釣り道具を餌付きで貸し出している。夕方、

若いカップルが借りて港で糸を垂れていた。中型のアジが１匹釣れたが、「しまカフェ」の

お母さんが釣りたてをさばき、刺身した。カップルは仲睦まじく自らが釣ったアジの刺身を

食べていたが、こうした対応が可能なのは「しまカフェ」のいいところだろう。 

 

三王島 

 昼食後、自転車（ママチャリ）を借りて三王島、地大島に向かった。道は海岸沿いにしか

ないので、平坦でアップダウンはほとんどない。したがって電動付自転車は置いていない。

大人用自転車のレンタル料は１日 200円である。 

 大島と三王島の間は道路と橋で結ばれている。三王島は周囲 300ｍほどの小さな島で、島

全体がこんもりとした森におおわれている。その大部分がウバメガシだ。このうちの２本は

樹齢約 500 年と推定されており、高さが 12ｍになる巨木で、市の天然記念物に指定されて

いる。 

 この巨木の近くに山王神社が置かれ、隣にログハウス風の休憩所が整備されていた。大島

の自治会が整備したもので、利用にあたっては区の許可を受けるように注意書きがしてあ

った。神社の前には船着き場が整備されている。島の周囲は浸食を防止するためか石垣と階

段護岸で囲まれていた。  

 

大島と三王島をつなぐ橋（左）、ウバメガシの巨木（右） 
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 この三王島からは宇和海の大パノラマを見ることができるそうだが、当日は春の瀬戸内

海を思わせるように靄がかかり、近い島でも霞んで見えない。 

三王島と地大島を結ぶ道路は幅１間ほどのコンクリート製の海上道路である。たまたま

大潮の干潮時だったので、周りに磯が露出していて圧迫感はなかったが、満潮時には道路際

まで海水が迫っているだろうから普通に走るには勇気がいる。おまけに両側には柵がない

ので運転を誤れば海に転落する羽目になりかねない。 

 

地大島 

道路を渡った先に旧大島中学校のプールがあった。何年も放置されているから草や低灌

木が生い茂っている。このプールの前が皮肉にも海水浴場になっていて、第 2便でやってき

た家族連れが海水浴を楽しんでいた。学校教育とは不思議なものである。私たちの時代は小

中学校にプールはなかったから（高校にはあった）、公共のプールか、川や堰堤でせき止め

られた溜池で泳いだものだ。大島の子供たちも浜辺から海に出て勝手に泳いだだろう。した

がって事故は少なからずあったと思われるが、割と無頓着だったに違いない。しかし日本が

豊かになって全校にプールが整備されるようになると、管理できない自然の海での遊泳は

禁止された。こんな海に囲まれた島でも子供たちはプールで泳がされたのである。しかしそ

の子供たちはいなくなり、プールはこのまま朽ちていく運命なのだろうか。 

この地大島は無人島だが、面積は 1.04 ㎞ 2と大島よりも大きい。全島が山で平地はほと

んどない。所々の凹んだ場所に僅かな平地があり、ここにはミカン畑があった。 

ミカンは島で唯一の販売農家である松井保俊さん（元区長）一家が作っている。息子２人

も島に戻り、跡をついでいるそうで、耕作放棄した土地を借りて栽培面積を拡大していると

いう。栽培しているのは温州がメインのようだ。松井さんに乘松さんから連絡を取ってもら

ったがちょうど島の反対側にあるミカン畑に船で出かけることになっており、時間が合わ

ず話は聞けなかった。この島にも 20年ほど前からイノシシが入り込んでおり、果樹園の周

囲には電柵が施され、箱罠も仕掛けられていた。 

大島と地大島の裏側（道路がない）にはシュードタキライトという地層が露出している。

地下深部で断層が高速で動いて地震が発生した時に、摩擦熱で岩石が溶け、黒色のガラス質

の脈状の岩が形成されるが、これをシュードタキライトというらしい。この地下深部にある

地層がその後の地殻変動によって地表面に現れたものだが、通常は地下深く眠っていて人

の目に触れることがないから大変珍しいものらしい。このため国の天然記念物に指定され

ている。地震の証拠であることから、「地震の化石」とも呼ばれている。 

地大島の西端の先に貝付小島がある。ここも八幡浜大島の一部であるが、ちょうど干潮時

にかかっていたので砂州が露出し、陸続きになっていた。 

ここから南側に回り、道路の行き止まった付近に龍王池があり、湖畔に龍王神社が置かれ

ていた。池の３方が山で囲まれ、水際にはヨシのような植物が生えている。水が淡水だが深

緑色をしていて透明度は低く、植物プランクトンが多い。静寂の中を大きな鳥が飛び立って

いった。 

 ここでＵターンして再び島テラスに戻る。距離にして約４㎞だが、写真を撮りながらぶら

ぶら来たので、35分ほどを要した。 
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砂州で陸続きになった貝付小島（左）、龍王神社と龍王池（右） 

 

ウニ採り 

 この日は大潮に当たり、干潮時刻は昼頃である。バフンウニが採れる最後の潮に当たるこ

とから、地大島の海岸ではウニ採りをする漁業者に 20～30人ほどに会った。 

 ウニ採りは、①自転車で現地まで行き磯から歩いて行く場合と、②船で行く場合に分かれ

る。前者は主として女性、後者は男性である。磯からの採取は箱眼鏡で海底を覗いて採取し、

船の場合はウエットスーツを着用、水中眼鏡を付けて素潜りで採る。 

 ウニの種類はバフンウニとアカウニで、７～８月が漁期だ。この他にムラサキウニも採れ

るが、こちらの漁期は５～10 月になる。シーズン中にウニを獲る人は准組合員を含めてほ

ぼ全員で、60 人ほどである。バフンウニは塩とアルコールに加えて瓶詰にし、主として自

家用にされる（兄弟、親戚、知人への贈答用）。一方アカウニはむき身を折箱に並べて市場

出荷する。生ウニとして寿司屋や料理屋で消費される。ただアカウニを市場出荷している人

は上述した伊藤さんを含めて５人ほどだという。 

 地大島の海岸には帯状にホンダワラが分布しており、予想外に多い。この時期に繁茂して

いることから多年生のホンダワラだろう。九州西岸には大型海藻がほとんど分布していな

いので、宇和海も同じようなものだろうと思っていたが、海藻は明らかに多い。海洋調査を

していた時代を彷彿させる光景だ。ウニの餌の海藻は比較的豊富と思われるのだが、採取さ

れたバフンウニはあまりにも小さいので驚いた。殻径が２～３㎝ほどしかない。これでは剥

く手間が大変だろう。伊藤さんの話ではウニの資源量は近年減っているという。 

  

陸から歩いて磯でウニを採る女性（左）、船で行き素潜りでウニを採る男性（右） 
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道路で行き会った女性の自転車の荷台を見せてもらうと、バフンウニの他にアカウニ、

アワビ、タコが入っていた。この女性は「ウニ採りは楽しい」といって、幸せそうだっ

た。 

 

島の人たち 

 大島テラスに戻ると、大島未来商店社長の伊藤さん（前区長）が待っていた。朝、漁港の

近くで一度お目にかかっている。奥さんと一緒にウニのむき身を仕分けしているところだ

った。 

往復１時間以上も自転車を漕いだから喉が渇いた。早速、生ビールをたのむ。伊藤さんは

自宅に戻り、板に並べた生ウニをつまみに持ってきてくれた。またお土産にウニの瓶詰を頂

く。 

そのうち島の人たちが集まってきた。ほぼ全員が高齢者だ。椅子に腰かけて生ビールや缶

ビールを飲み始める。どうやら大島テラスは地元の人が集う場所にもなっているようだ。飲

みながらとりとめもない会話を交わす。段々畑は山の上まで続いていた、集落の石垣に使わ

れている平べったい石は浜から拾ってきたもの、魚はもらって食べるものだった、１家族は

平均して７～８人はいた、などと断片的な情報をえる。 

生ウニをつまみにビールを２杯飲んでしまったが、伊藤さんはあまり強くないようで残

ったビールを半分ほどくれたので、全部で 2.5杯分（中ジョッキに相当）を飲んだことにな

る。 

船が出るまで少し時間があったので、まだ行っていなかった島の寺を訪ねることにした。

一緒に飲んだ人が寺の下まで連れて行ってくれた。寺は臨済宗妙心寺派の潮音山願海寺と

いう。如何にも島の寺にふさわしい名前だ。古い墓が寺の裏山にあり、そこまで登ったが蚊

が多いのに閉口した。寺の脇から集落と漁港が一望できた。寺の下には３階建ての開発セン

ターがあり、その１階に診療所が置かれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大島未來商店社長の伊藤さん（左）、願海寺からみた集落と漁港（右） 

 

地域おこし協力隊 

 大島テラスのマネージャーを務める乘松さんは八幡浜市に着任した初代の地域おこし協

力隊員である。2005 年に大島に赴任し、今年で６年目に入った。３年間の任期を終了した

時点で、ちょうど大島テラスの建物が完成し、管理者を探すことになったが、若い乘松さん
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に白羽の矢がたったというわけだ。任期終了後も大島で暮らし、新しいプロジェクトを担っ

ている。 

彼は松山の出身で会社員をしていたが、職種が事務職だったので人と関わる仕事がした

くて応募したとのことだ。母親が八幡浜市の出身で大島には土地勘があったことも幸いし

た。協力隊員時代はイベントの開催、観光や島の暮らしなどの情報発信の仕事をメインにし

ていたという。 

乘松さんの後を継いで、地域おこし協力隊の２代目の女性（31 歳）は延縄漁業を営む島

の漁師と結婚し、子宝に恵まれて２歳のカイト君という子供がいる。島の 30歳代は乘松さ

んと、二代目協力隊員の夫婦の３人だけなので、協力隊の受け入れが過疎と高齢化の歯止め

になったことは間違いない。ただ、島の保育園は廃園となり、小中学校もなくなっているの

で、生まれた子供の教育はこれからの大きな課題になりそうだ。なお３代目の隊員は家庭の

事情で今年３月末に大阪へ戻っているそうだ。 

総務省の地域おこし協力隊の制度は 2009年から始まった。地域外の人を積極的に受け入

れ、地域力の維持・強化を狙ったものだが、大島に限ってみればこの政策の狙いは確実で実

現している。 

新型コロナウイルスの再拡大を受けて、８月 11日～18日までのお盆をはさんだ書き入れ

時は休むことにしたという。今年はコロナ禍の影響で大変厳しい営業を強いられそうだが、

島に大きなインパクトを与えているこの取り組みが継続、発展することを願ってやまない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島テラスのマネージャーの乘松さん（左）、しまカフェの従業員のユニフォーム（右） 

 

16時 40分発の「たいゆう２」で八幡浜港に戻る。第二便で大島にやってきた人は全員が

この船に乗った。 

「大島テラス」で予め連絡してもらったタクシーに乗って八幡浜駅に出て、松山経由で丸

亀に向かった。 


