
175 

 

2015 離島覚書（東京都・伊豆大島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊豆大島観光協会ホームページより引用 

 

令和２年８月 31日 

島一周道路 

 東京から伊豆大島への船便は大型客船と水中翼船の２種類があり、大型客船は前日の夜

出発し、翌早朝に大島に着く。コロナ禍のなか長時間船内に居たくないこともあり、短時間

で着く水中翼船を利用することにした。 

竹芝桟橋を 13 時 40 分に出発する。対岸の豊海埠頭には東京海洋大学の海鷹丸が停泊し

ていた。水中翼船の１階は大島海洋国際高校の団体客が占拠し、２階の一部にも席を占め、

船はほぼ満席の状態であった。このご時世にもかかわらず修学旅行にでも行って来たのだ

ろうか。 

 15時 25分に大島元町港に到着した。大島には元町港と岡田港の２つの港があり、利用す

る港はその日の天候によって変わる。年間を通じてみると約８割は岡田港、約２割が元町港

を利用しているとのことだ。どちらの港を選ぶかは波浪条件だけでなく、雨の日は岡田港を

利用する。元町港には船客待合所から船までの間に雨除けのアーケードがないためだ。 

伊豆大島に行くのは、以前勤めていた㈱東京久栄の社員慰安旅行以来なので、およそ半世

紀ぶりになる。歩いて港の前のトヨタレンタカーに行き、借入の手続きをする。引き続き港

の近くにある観光協会でパンフレットなどを入手した。 

 島の概要を把握するために、とりあえず大島一周道路を時計回りで走ることにした。都道

208 号大島循環線が大島を一周しており、その距離は約 46.6 ㎞である。道路は片側一車線

で、全線が舗装されている。島の交通量はそれほど多くないので、信号は大島村役場前と警

視庁大島警察署前の２ヶ所にあるだけだ。 
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 伊豆大島は東京都心の南約 120㎞に位置する伊豆諸島最大の島である。島の面積は 90.76

㎞ 2、周囲は 52 ㎞に及ぶ。活火山島で島の中央には三原山がそびえ、標高は 758ｍである。

島には７つの集落がある。船が着いた元町の次が北の山、そして岡田、泉津
せ ん づ

と続く。島の東

側は海蝕崖が続くため集落はなく、島の南東に波
は

浮
ぶ

、西側に差
さし

木地
き じ

、野増
の ま し

の各集落がある。

各集落（北の山は元町に所属）はそれぞれ村を構成していたが、1955（昭和 30）年に元町、

岡田、泉津、波浮、差木地、野増の旧６村が合併して大島町になり、現在に至っている。 

 2015（平成 27）年の国勢調査時の人口は 7,884 人、世帯数は 3,947 戸であった。令和 2

年 7月末時点の住民基本台帳上の人口は 7,374人、世帯数は 4,492戸なので、人口は 500人

ほど減少し、逆に世帯数は 500戸ほど増えている。この中には外国人が 92人含まれる。外

国人の多くは建設関係の仕事に従事しているようだ。地区別では元町（2,404 人）、差木地

（1,592 人）、北の山（1,294 人）、岡田（780 人）、波浮港（531 人）、野増（456 人）、泉津

（317人）の順である。ちなみに戦後間もない 1950（昭和 25）年の国勢調査時の人口は 12,838

人だったので、ピーク時の６割ほどに減少したことになるが、全国の離島と比べると減少率

は低い。 

 島の北東にある都立大島公園を過ぎると標高が高くなる。この日、船から見た大島は上半

分がすっぽりと雲に覆われていたから、道路はすっかりガスに包まれ、視界は閉ざされた。

南東端から道は一気に海にかけて下り、下った先の沖合に筆島が立っていた。近くにシェル

ターのようなコンクリート製のトンネルが２つ並んでいた。筆島は海に突き出た高さ 30ｍ

ほどの岩で、筆先のような形をしていることからその名がつけられた。火山の火道が浸食に

耐えて残ったもので、岩頸と呼ばれる地形で伊豆諸島の孀婦岩
そうふいわ

も同じ成因である。 

 途中ところどころで車を停めて写真を撮ったので、島を１周するのに約１時間半を要し、

17時 30分ごろに出発地の元町に戻った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

元町港（左）、大島一周道路脇に設置された噴火対応のシェルター（？）（右） 

 

温泉 

この日の宿は元町地区にある民宿・三浜館であった。三浜館は一周道路から少し山側に入

ったところにあるが、入口の道が狭く、普通車では登れない。下の豆腐屋の前にある駐車場

に停めて宿まで歩いた。 

 元町には温泉があるので民宿の風呂には入らず、夕食前に 10分ほど歩いて海岸近くにあ

る御神火温泉に行った。隣接して元町浜の湯という露天風呂があるが、こちらは混浴で水着

の着用を義務付けられていること、また 19時までの営業なので、こちらには行かなかった。 
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 御神火温泉の入浴料は 710 円であるが、69 歳以上は 300 円であった。こうした高齢者割

引が適用されるのは通常は島民に限られるのだが、この温泉は島外客にも適用されていた。

風呂は大浴場の他にうたせ、ジャグジー、サウナ、水風呂が備わっている。温泉水は塩化ナ

トリウムを主体としているが、源泉かけ流しではない。地元客を中心に温泉は比較的混んで

いた。 

付属施設としてレストランと休憩所を整備されている。休憩所に地元の出版物が置いて

あった。このうち「島の史跡」という冊子はけ

っこう参考になるところが多く、翌日、図書館

で必要なページのコピーをとった。 

 民宿は 80歳近いおばあさんがやっていた。設

備は古い。トイレは和式で、洗面所の一部も壊

れたままだ。夕食は、メジナと白身魚の刺身、

サバの味噌煮、オクラ・シーチキン和え、アシ

タバ、オクラ、イカの天ぷら、豚肉焼きであっ

た。生ビールを１杯飲む。 

                           御神火温泉の外観 

令和２年９月１日 

元町漁港と町役場 

 ８時に町役場へ行ったが人はいなかった。業務開始は８時 30分とのこと。その間、元町

漁港周辺を歩く。元町港の南側に元町漁港（第１種）が整備されている。外洋の孤島故、波

浪は厳しく、沖側は大きな消波ブロックで囲まれている。漁港はウナギの寝床のように細長

い。奥まったところに斜路があり、船外機が 15隻ほど陸揚げされていた。比較的大きな漁

船は１隻しかなかった。漁港にはウエットスーツ姿の漁師がいたので、テングサでも採りに

行っているのだろう。背後の高台にライオンズマンション・忠兵衛丸と書かれたマンション

が建っていた。しかしカーテンが閉められており、人が住む様子はうかがえない。 

 漁港の中ほどに元町漁協の建物がある。大島には各集落に漁協があったが、元町を除く５

漁協は 2003（平成 15）年７月に合併して伊豆大島漁協になっている。元町漁協はこの時、

合併に加わらなかったわけだが、理由はよくわからない。つまり大島には現在２つの漁協が

ある。事務所を訪ねたが誰もいなかった。 

 東京都大島支庁の資料によると、元町漁協の組合員は正が 64人、准が 230人で、2017年

の水揚げ金額は約 3,400万円であった。漁獲物はイセエビ、テングサ、トコブシ、サザエが

多く、刺網と採貝・採藻が中心で典型的な共同漁業権漁業が営まれている。 

 元町漁協の道路を隔てた坂の途中に海市場という水産物の直売施設が置かれている。町

が建てた施設で 2007（平成 1）5年７月にオープンした。海市場では、職員の方が開店に向

けての準備作業をしていたが、「新型コロナの感染者が大島で初めて出たので会ってくれる

かどうかわからないぞ」と脅された。 

漁港の近くに「はまんかぁ」（浜のかわ）と呼ぶ井戸の跡が残されていた。大島町の指定

文化財になっている。以前、ＮＨＫの「ブラタモリ」で紹介されたのを観たことがあった。

大島は火山島のため水が浸透しやすく地表を流れる川や湖がなく、1954（昭和 29）年に地

下水及び湧水を水源とする水道が整備されるまでは水の確保に苦労したようで、この井戸
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は海に近いために飲料水には向かなかったが貴重な水を節約するために雑用水として利用

していた。水や物の運搬は、頭にのせる方法と天秤で担ぐ方法に分かれ、地方によって異な

ると書かれていたのを読んだことがあるが、大島ではアンコと呼ばれる島の女性たちは木

の桶を頭にのせて運んだ。また近くには大島の伝統的な家が保存されていた。 

 時間になったので大島町役場に行く。役場の住民課で地区別の人口と世帯数のデータを

もらう。都市計画課で２万５千分の１の地図を、２階の政策推進課で町勢要覧を入手する。

産業課水産係で島の水産業について話を聞くが要領を得ず。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

元町漁協の事務所兼荷捌き所（左）、水産物の直売施設・海市場（右） 

  

図書館と都庁大島支所 

 大島町役場から北に 300ｍほど行き、元町港に下ってすぐのところに町立図書館がある。

道路を挟んだ対面のスーパーの駐車場に車を置き、図書館に入った。図書館は古い建物で、

近々新しい図書館に移る予定になっているとのこと。 

 大島でも新型コロナの感染者が出たということで神経過敏になっており、入口で住所、氏

名、電話番号を記入させられた。館内には２人の女性職員が対応に当たっており、郷土資料

のコーナーで「大島町史」と「島の史跡」などの図書を閲覧し、１部をコピーしてもらう。

コピー代は１枚 20円だった。 

 大島諸島略誌では、大島の各集落は、島の関門・元村、日本のナポリ・岡田村、自然公園

の在る泉津村、太古の遺跡・野増村、海の幸夕日に映ゆる波浮港村、大島バターの産地・差

木地村、と紹介されている。少し昔の集落の特徴を表現していて面白い。 

 引き続き都道を北上し、東京都大島支庁に行く。産業課水産係を訪ね、高橋侑大さんに大

島の漁業について簡単に話を聞く。漁協別の魚種別生産量及び生産額の直近 10年分のデー

タを依頼し、後日メールで送ってもらうことになった。採貝藻漁業ではテングサ、メッカリ

（クボガイ）、トコブシ、アワビ、サザエ、底魚１本釣では主としてキンメダイ、メダイ、

曳釣りはカツオ、メジ、刺網はイセエビを主として対象としているとのこと。漁獲物は都漁

連経由で本土に出荷される他、島内の飲食店やスーパーにも流通している。 

大島には栽培漁業センターがあり、フクトコブシ、アワビなどの貝類の種苗を生産してい

る。正職員が３人で、アルバイトが 10人ほど働いている。また、水産試験場は波浮地区に

あり、20人ほどの職員がいるとのことだった。 

大島支庁が発行する「大島支庁管内概要・令和元年版」によれば、大島の漁業生産額は約
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1.7億円（2018年）、これに対して農業生産額は約 3.7億円（2017年）であり、農業が上回

る。農業生産は花卉類が 2.21億円で最も多く、野菜類は 1.06億円であった。島で生産され

ている主な野菜類は、アシタバ、トマト、キャベツ、スイカ、サヤエンドウなどである。農

家戸数は 143戸で、このうち自給農家 73戸を含む。 

 

町立郷土資料館 

都道を北上し大島高校の先を左折すると、愛宕山の山麓に大島町郷土資料館がある。入場

料 200円を払って入場したが、私の他に入場者はおらず閑散としていた。 

館内には島の暮らしや生業に関わる道具類、椿油の製造工程、機織り機や着物、噴火の記

録、飛行場建設のいきさつなどが展示されていた。 

目についたのは木製のカグラサンだ。カグラサンには思い出がある。若い頃、北海道の伊

達市で北海道電力伊達火力発電所の建設に関わる環境アセスメントのための海洋調査をし

たことがある。当時、ホタテガイの養殖が噴火湾に始まったばかりで、ホタテガイの浮遊幼

生を天然採苗していたが、復水器への連行加入や温排水拡散の影響が危惧され、水深別にホ

タテガイ浮遊幼生を調査した。当時、伊達には満足な漁港はなく、調査のための漁船は、魚

油を塗った枕木を並べ、浜から滑り下ろしたのである。浜に引き上げる時は漁船の両側のフ

ックにロープをかけ、このカクラサンを使ってロープを巻き、漁船を引き上げたものだ。漁

船を係留できる港がない時代にはこのカグラサンが大きな役割を果たしていたのだった。 

駐車場を挟んだ反対側に 1861（文久元）年に建てられた大島の伝統的家屋が移築されて

いる。当時の生活がわかるように、囲炉裏や当時の生活用品が置かれている。母屋の他に納

屋、馬小屋、さらに当時の井戸なども再現されていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大島町郷土資料館（左）、管内に展示されていたカグラサン（右） 

 

乳牛とぶらっとハウス 

資料館から都道に戻り、大島ふるさと体験館に行ったが、この日はあいにく休館日だった。 

続いて島の北西部に位置する大島空港に向かう。大島空港は 1964（昭和 39）年に 1,200

ｍの滑走路をもってオープンした。その後、2002（平成 10）年には滑走路を 1,800ｍに延長

し、現在はジェット機の発着にも対応できるようになっている。かつて羽田空港との間に航

路が設定されていたが、2015（平成 23）年から運休している。現在、新中央航空が調布飛行

場との間に１日２往復を運航している。また東方航空が運航する「東京愛らんどシャトル」

というヘリコプターが三宅島との間を往復している。 
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飛行場の北のはずれに牧場があり、乳牛が飼育されている。近くに「ぶらっとハウス」と

いう直売店があり、島で採れた野菜や果物、花、牛乳、アイスクリームなどの乳製品を売っ

ていた。ここで青い島唐辛子を購入し、ソフトクリームを食べる。また近くには㈱大島牛乳

の牛乳工場が置かれていた。 

島はもともと農業用の使役動物として牛を飼っていたから飼育技術を有し、牛を飼う島

が多い。牛の畜産は、酪農と肉用牛の繁殖が中心であるが、現在は後者が圧倒的に多い。酪

農は概して大きな島に限られる。 

大島では 1900（明治 33）年にホルスタイン種が導入され、昭和の初めにはその飼育数は

1,200頭までに増え、全国的な牛乳産地に発展した。つまり大島はわが国の乳牛飼育の先進

地だったのである。当時は生乳を島から送ることは鮮度保持の上で難しかったからバター

を採り、販売していたようだ。元町港に降り立つと「牛乳煎餅」の看板がすぐに目に入るが、

この煎餅はバターを採った後の脱脂乳を原料として焼き菓子にしたもので、大正初期に開

発されたという。しかし戦時中は疎開、人手不足、飼料不足などが重なり、酪農王国は崩壊

する。戦後生き残った乳牛を土台に復興をはかり、1958（昭和 33）年には 420 頭に復活す

る。しかし北海道をはじめ全国各地で乳牛が飼育されるようになると、島というハンディキ

ャップから酪農業は再び徐々に衰退し、とうとう 2007年２月には工場が閉鎖されてしまい、

当時 70頭いた乳牛は売り払われることになった。伝統あるホルスタインの島は消えかかっ

たのである。こうした逆境にさらされる中、翌 2008年に地元の有志が集まって㈱大島牛乳

を設立し、乳牛５頭を買い戻して事業を再生することになった。2018 年時点における乳牛

の飼育頭数は 34頭でうち成牛が 21頭に回復している。 

工場は「ぶらっとハウス」のすぐ近くにある。大島牛乳は 75℃で 20分の殺菌、つまり低

温殺菌（パスツール殺菌）されているので、牛乳本来の風味を残している。ただし通常の高

温殺菌（120〜130℃で２～３秒殺菌処理）よりも賞味期間が短くなるため、流通先は島内の

みだ。島のスーパーでは紙パックの大島牛乳が売られていて、私も大島滞在中２回買って飲

んだ。一方、大島バターは 225ｇで 1,230円もする高級品で、生産量がもともと少ないこと

から「幻のバター」と呼ばれている。このバターが岡田港の売店で売られていたが、気温が

高いので買うのは断念した。牛乳の派生商品としては、牛乳煎餅の他にプリン、アイスクリ

ーム、ジェラード、ソフトクリームなどが島内で作られている。 

近くには牧草地もあるが、残念ながら牛の姿を見ることはできなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島の農産物直売施設ぶらっとハウス（左）、㈱大島牛乳の生産工場（右） 
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浜のかあちゃん食堂 

「ぶらっとハウス」から岡田港に向かう。岡田港には伊豆大島漁協が経営する「浜のかあ

ちゃん食堂」があるので、取材を兼ねてここで昼食を食べる計画にしていた。しかし店がオ

ープンしているかどうかわからなかった。 

岡田港の正面に「伊豆大島漁業協同組合売店」と書かれた店舗があり、「浜のかあちゃん

めし」の看板が出ていた。幸いなことに店は営業していた。新型コロナの影響で、７月 20

日から８月 21 日までの１か月間は休んでいたそうで、８月 22 日から再開している。食堂

は通常であれば、火曜日と水曜日、そして元町港から船が出帆する日は定休日となる。営業

時間は 11時から 16時までである。 

店に入ると中年女性の先客がいた。続いて高齢の男性が入ってきた。店の責任者は川口あ

きよ（70 歳）さんで、この日は１人で働いていた。川口さんに話を聞きながら昼食を食べ

る。この食堂は後述する漁協加工部が発足した 2013（平成 25）年からオープンしている。

食堂のメニューと価格は次の通りである。 

カツオのソースカツ丼：900円、カツオ竜田揚げ定食：900円、大島チャーハン（カツオ

煮が入る）：700円、カツオキーマカレー：800円、そぼろ丼（カツオとサメのそぼろ）：800

円、明日葉天ぷら：500円、明日葉天ぷら定食：1,000円、ウツボ天丼：1,200円、べっこう

丼：1,100円 

私はべっこう丼とアシタバの天ぷらを注文した。伊豆諸島の郷土料理に島寿司がある。地

魚を醤油に漬け、べっこう色になったネタを握ったものだ。べっこう丼は「漬け」にした魚

を丼ご飯の上に乗せたちらし寿司と思えばいい。「漬け」の魚はその日の漁模様によって変

わり、この日はキハダマグロが使われていた。「漬け」の間に青い島唐辛子の輪切りがのり、

味にアクセントを添えていた。丼に魚のあら汁、漬物、アシタバのおしたし、そしてトコロ

テンがついた。 

高齢の男性はウツボ天丼を注文した。ウツボを食べる地域は高知県や紀伊半島（和歌山県、

三重県）などに限られており、たしか大島では食べる習慣がなかったと思う。高知県ではタ

タキの料理が食べられているし、干した加工品もある。すでに腹一杯だからウツボ天丼を追

加注文するわけにもいかない。川口さんにウツボのことを質問していると、高齢の男性が気

を利かせてくれてウツボ天丼の写真を撮らせてくれた。食堂にウツボが並んだ理由は後述

することにしよう。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡田港前の漁協直営の浜のかあちゃん食堂（左）、づけ丼と明日葉の天ぷら（右） 

店内には次のような水産加工品も売られていた。また食堂のメニューにあるカツオキー
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マカレーやそぼろ丼は加工品がベースになっている。 

キーマカレー：500円、キンメ南蛮：550円、ウツボ蒲焼：550円、サメ干物：500円、明

日葉和え：600円、カツオしぐれ煮：550円、いさき南蛮：450円 

じつはこの店は漁協加工部のアンテナショップとしての役割も果たしている。漁協加工

部の加工場は波浮に置かれており、ここで生産したものだそうだ。加工部の責任者は岡村さ

んといい、すぐに電話をしてくれて 16時に現場に会うことになった。 

 

三原山 

 遅い昼食を済ませてから三原山に向かう。途中、椿花ガーデンという民間施設があった。

時間の関係もあって入場するつもりはなかったが、ちょこっと顔をのぞかせると、この施設

のオーナーと思われる男性が現れて、夏に咲く椿を開発したといって見せてくれた。 

 もともと牛の放牧場であった約２ha の土地をこのオーナーの男性が開墾して様々な品種

のツバキを植えた。またウサギが放し飼いにされ、ゴーカートやパターゴルフ場もあり、ツ

バキの愛好家から子供まで様々な階層の観光客が満喫できる施設になっている。なお以前

はリスが放し飼いにされていたそうだが、増えすぎて近所に迷惑をかけるようになったた

めリス園の方は止めたそうだ。 

 オーナーはツバキばかりでなく、アジサイの熱心な研究家でもあり、10 年以上研究を重

ね夏に咲くアジサイを開発している。もともとツバキやアジサイに関する知識はゼロに近

いから話されている内容が十分理解できなかったが、何でも大島には三原九重タコアジサ

イという島の固有種があるらしく、アジサイの品種は極めて多いらしい。 

 三原山登山道路を登り、森林地帯を抜けると、三原山山頂口に向かう道路から少し外れた

ところに三原山温泉大島温泉ホテルがある。露天風呂から三原山を眺望できることから是

非泊まってみたいと思ったが、１人で泊まるところではないので諦めていた。ホテルはちょ

うど改装工事中で、足場が組まれ工事用のシートが張られていた。あいにくガスが掛かって

いて山は全く見えない。観光パンフレットには条件のいい時の写真が掲載されるので、何時

でも素晴らしい眺望が期待できるとは限らないことを思い知らされ、諦めてよかったと思

う。 

途中、新火山口展望台があったが、ススキと溶岩の原っぱが見られるだけで外輪山にはガ

スが掛かっていたから、新火山口ももちろん見ることはできなかった。ただ反対の西側はガ

スがかかっていなかったので、その先には元町の集落を一望できるスポットがあり、そこか

ら写真を撮った。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

三原山登山道路からみた元町地区の全容（左）、展望所からの眺め（右） 
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やがて道路は行き止まりになり、三原山山頂口に着いた。山頂口にはどういうわけか駐在

所が置かれている。時々、事故や事件が起こるためだろうか。付近には売店と食堂を兼ねた

店舗が２軒あったが、客は誰もいなかった。外輪山を眺望できる展望所に登り、周囲を眺め

たがガスで外輪山は見えない。ここから歩けば、噴火口を回る一周道路まで行ける。ただ、

噴火口の近くにある三原神社まで往復１時間を要することから時間の制約もあり、あるい

はガスの行方がどうなるかもわからないので行くのは諦めた。 

 山頂口から少し戻った場所から火山博物館の裏手に出る近道もあったが、あいにく通行

止めになっていた。仕方なくもと来た道を戻り、波浮港に向かう。 

 

波浮港 

 伊豆大島漁協は大島南部の波浮港に置かれている。東京都島しょ農林水産総合センター

の大島事業所水産振興係（旧東京都水試大島分場）も波浮港にあり、波浮は大島の水産業の

拠点である。明治期には保養地として有名になり、川端康成や林芙美子などの文人が訪れて

いる。昭和初期には野口雨情・中山晋平のコンビによる「波浮の港」が一世を風靡し、全国

に知れ渡った港である。 

 ところでこの波浮港はもともと火山噴火によってできたカルデラで、そこに水が溜まっ

た火山湖であった。以前は「波浮の池」と呼ばれていたが、1703（元禄 16）年の大津波によ

って海に面した岸壁が崩れて、海に通じた。 

 この湖は入り江として適していたので、ここが港として使えるようになれば大島の発展

に期するだろうと考える人が出ても不思議ではない。その人物が上総（千葉県君津郡清和村）

の秋廣平六であった。秋廣は 1791（寛政３）年に幕府の医師・田村玄長を伊豆諸島の薬草

採取に案内した折に、波浮に立ち寄った。港の口は干潮時に干上がり、閉ざされることから

この岩を取り除けば、松前船の風待港にできるのではないかと考えた。そして幕府に願い出

て海との間の開削工事を行い、５ヶ月をかけて 1800（安政２）年に工事を完成させたので

ある。この事業によって現在の波浮港の原型ができあがった。 

 秋廣一家は大島に移住し、港を核とした新しい村づくりに着手し、島方役人の立ち合いの

もとで差木地村との山境と磯境を決定してもらい波浮港村が誕生した。大島の５ヶ村は６

ヶ村になったのである。波浮港村には７軒株（野増村の５軒と三宅島と八丈島）と呼ばれる

人たちが入植し村の基礎を築いたといわれる。秋廣は 1817（文化 14）年に自らの生涯をか

けて取り組んだ波浮港で死んだ。墓石は大島に置かれている。 

 その後、1901（明治 34）年になって港口の浚渫が行われ、多くの漁船が利用できるよう

になる。近くに有数の漁場・「大室出し」があったので、出漁する漁船が集積し、あるいは

時化の時の避難港として各地から漁船が集まって隆盛をきわめたのであった。1945（昭和 20）

年前後はサバ釣りの漁船が集まり、時化になれば４重５重に漁船が舫われ、波浮港を埋め尽

くした。その当時の写真が残っており、波浮港の繁栄の様子が偲ばれる。その後、漁船の大

型化が進み、しかもスピードが速くなったので、波浮港を利用することは減り、やがて波浮

港は衰退していくことになる。 

 都道の脇に波浮港を一望できる見晴らし台があり、ここから波浮港がほぼ一望できる。こ

の場所に波浮港を眺める秋廣平六の像が置かれている。また、都はるみのコブシの効いたヒ

ット曲・「アンコ椿は恋の花」の歌詞を刻んだ石碑、与謝野鉄幹の歌碑などがたっている。

ちなみに「アンコ椿……」の作詞が星野哲郎であるとは知らなかった。 
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見晴らし台から見た波浮港（左）、波浮港を眺める秋廣平六の像（右） 

 

伊豆大島漁協 

 見晴らし台の先の坂を下り、深い入り江に沿って走ると、港の先端あたりに伊豆大島漁協

が置かれている。上述したように 2003（平成５）年に元町漁協を除く波浮、差木地、野増、

岡田、泉津の旧５漁協が合併して発足した。同漁協の本所がこの波浮港に、岡田港に支所が

置かれている。 

荷捌き所を抜けて、２階の事務所に上った。あいにく私とほぼ同時に来客があり男性の職

員はそちらに対応するため出て行ったので、事務所に残された女性職員に漁協の概要を聞

いた。 

伊豆大島漁協の正組合員は 148人で、地区別では波浮が最も多く、これに岡田が続く。職

員は本所３人、岡田支所１人の内訳だ。現在の組合長は岡田地区から選出されている。なお

岡田支所は月、水、金曜日を休む。 

大島で営まれている漁業は、底魚一本釣り、採貝・採藻、刺網、小型定置網、曳釣りなど

である。このうち小型定置網は２年前に台風により破損し、未だに再開されていない。 

刺網はイセエビがメインで、その他にタカベなどを獲る。以前はタカベが多く獲れたが、

最近はいつも分布しているところにタカベがいなくなり、資源が激減しているそうで、現在

タカベを獲る刺網を営む組合員は１人だけになっているという。 

刺網を営む組合員は素潜り漁業（採貝・採藻）と兼業するケースが多い。本所で素潜り漁

業を営む組合員は 20経営体ほどだ。ちなみに大島では全員が男の海士で、女の海女はいな

い。このうち 15人ほどがイセエビの刺網を営んでいる。素潜り漁業ではメッカリ（クボガ

イ）、アワビ、シッタカ（オオコシダカガンガラ）、トコブシ（フクトコブシ）、テングサな

どが漁獲対象だ。テングサはちょうどシーズン中だった。 

底魚一本釣りはキンメダイやメダイが漁獲対象で、曳釣りと兼業している。波浮地区には

底魚一本釣りを専業としている組合員は 10経営体もいないという。 

この他の漁業では、昨年ウツボの筒漁業を２名の組合員が営んだ。ウツボ漁を営んだ理由

は後述するが、今年になってからはまだ行っていないという。 

2017（平成 29）年の伊豆大島漁協の生産額は約 1.8 億円であった。このうち最も多いの

がテングサ（43,892千円）で、これにイセエビ（23,100千円）、キンメダイ（18,234千円）

が続く。漁協合併に加わらなかった元町漁協の生産額は 0.36億円にすぎない。三宅島では

2000 年の噴火を契機に磯根資源依存から底魚一本釣りへの転換が進んだが、大島では依然
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としてイセエビ、貝類、海藻類などの磯根資源が重要な位置を占めている。 

大島に水揚げされた漁獲物は都漁連のコンテナに積んで大型船に乗せ、東京を中心とし

た消費地市場に出荷している。上述した元町港にある海市場への出荷は貝類とイセエビに

限られる。魚類は地元のみなと寿司やクサヤの原料として島内に直接販売するケースもあ

る。 

漁協の裏手の坂を登ると、明治期につくられた木造３階建ての旧港屋旅館があり、さらに

その上に波浮地区の政治・経済の中心的役割を担ったとされる旧甚の丸邸が残る。漁協事務

所の裏通りは波浮港が繁栄を誇ったころの名残が見られるが、かなり寂れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

波浮漁港に係留されている底魚一本釣りの漁船（左）、伊豆大島漁協の建物（右） 

 

漁協加工部 

浜のかあちゃん食堂の川西さんから連絡をとってもらい、加工部の責任者である岡本京

子さんに 16 時にお会いし、取材する手はずになっていた。加工場は 2008 年度末で廃校に

なった旧波浮小学校の図工室に置かれている。間違えて波浮中学校に行ってしまい、さらに

旧波浮小学校周辺をうろうろする羽目になった。小学校近くの作業場で乾燥したテングサ

を機械でロール状にして箱詰め作業をしている青年に聞いてやっと辿りついた。 

事務所には岡本さん（69歳）が待機していた。16時から１時間ほど取材する。世間話を

しているうちに、彼女は私の大学の後輩で都水試に勤めていた岡村陽一さんの奥さんであ

ることがわかった。ご主人は定年退職前にクモ膜下出血を患い、在職中に大島に家を建てて

いたので、その後大島に戻って生活しているとのことだ。彼女は学校給食の栄養士だった。

その後、全漁連フーズがＰＢ商品を開発することになって同社に就職し、営業分野を経験し

たそうだ。現在の仕事はこれまでの経験を集大成する仕事だという。 

漁協の加工部は 2013（平成 25）年４月に発足している。もともと小型定置網で漁獲され

た価格の安い未利用魚を加工によって付加価値をつけることを狙って始まった事業だった。

しかし上述したように２年前に台風によって定置網が破損したため、現在は漁師から魚を

仕入れて原料にしている。 

発足当初の２年間は都水試の解剖室を借りて仕事をしていたが、その後、現在地に移って

いる。 

漁協加工部は女性部とは関係はなく、また独立採算で運営されている。したがって漁家の

女性は岡田地区の川西さんだけだ。加工事業のスタッフは加工部発足時に募集している。当

初のスタッフは 13～14 人であったが、転居あるいは他の仕事に就くなどして少なくなり、
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現在は 10人ほどになっている（ほとんどの人が波浮地区在住）。全員が 70歳前後の女性だ

が、紅一点、男性がいる。普段は東京に住んでいるが、大島に来た時だけ手伝ってくれると

いう。 

新型コロナの影響で、３～８月まではほとんど休業状態だったらしい。コロナ禍以前は、

土曜・日曜日、祭日以外は毎日操業していたが、操業再開後は需要が減少しているため水曜

日も休みにしている。 

岡村さんの案内で加工場を見学する。練り製品づくりに使われる擂潰機、飽和蒸気調理機、

乾燥機、真空包装機、アルコールブライン凍結機などの加工機械類が整備されている。何れ

も離島漁業再生支援交付金等の補助金を活用して整備したものだ。ここの目玉は飽和蒸気

調理機を使った加工品である。この調理機を使えば、魚の骨まで煮崩れを起こさずに柔らか

くして骨まで食べられる。「かあちゃん食堂」に当店のオリジナルランチ・３つの自慢の第

１にカルシウム UP、「骨までやわらかサバ」を使ったメニューは通常よりも約 35 倍カルシ

ウムが含まれます、と書いてあった。ちなみに②は島の食材を使用、③はかあちゃん手づく

りであった。 

漁協加工部のねらいは、漁協自営の小型定置網で獲れる未利用魚（鮮魚出荷に向かない低

価格の魚）を加工によって付加価値の形成を図り、資源の有効利用を進めることにあった。

ところがこの定置網が台風で破損したため原料の多くが調達できない状態になっている。

やむを得ず三宅島から出荷できずに残ったものを仕入れている（三宅島の小型定置網も台

風で破損したが、現在は再開している）。また新たな原料確保のために上述したようにウツ

ボを組合員に獲ってもらった。食堂のメニューにあったウツボ天丼はこうして生まれたも

のだったのである。ウツボは大島ではもともと漁獲対象にはなっておらず未利用資源の新

たな活用といえる。ウツボは漁具の筒を漁協が準備し、組合員に貸し出して獲ってもらった。

大島周辺のウツボの資源量がわからないため、とりあえず漁獲総量を年間３トンとして、海

区毎に数量を割り当てて獲ったそうだ。このように漁業と加工の連携が図れたことから、ウ

ツボ以外にも原料として買ってくれるならば、獲りに行くという組合員も現れ、漁業と加工

現場のコミュニケーションが生まれているという。 

ウツボは食堂でのウツボ天丼の他に、旨揚げ、蒲焼、骨を揚げ「うつぼ～ね」、さらには

ウツボのしっぽの部分を飽和蒸気調理器で骨まで柔らかくしてこれを原料にしたドレッシ

ング（以前サバでつくったドレッシングの応用品）も開発しており、資源を余すところなく

活用しているのだ。 

食堂で売られていた以外の加工品で、現在売られているものは、波浮天（アシタバを加え

たさつま揚げ）（500円）、かつおあしたば和え（600円）、本カツオ骨までやわらか（400円）、

大島ハンバーグ（350円）、金目鯛煮付（1,600円）などがある。実際はこれの倍以上の商品

アイテムが開発されているが、原料がないために現在製造できないものも多い。 

加工品の販路は島内と島外がおおむね１：１の割合である。島内分は上述した岡田港の売

店（浜のかあちゃん食堂）と島内の土産物屋などの店舗、そして学校給食である。島外は各

種イベントで販売、レストラン、百貨店などにも卸している。また伊豆大島漁協の中元、歳

暮商品としても売られている。年商は約 2,000万円ほどだという。 

加工部は漁協とは独立採算で営まれている。原料の仕入れ価格は組合員や漁協と相談し

て決める。加工場のメンバーには所定の賃金が支払われている。ただ加工場は公共施設、設

備は基本的に補助金で整備されているので減価償却費は発生しないから、経営上の主な支
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出は人件費、原材料費、水光熱費がメインになる。それにしても今年に入ってからの新型コ

ロナは収束の見通しが立っておらず、食堂や売店の利用客の減少、イベントの中止は経営的

にはこたえているにちがいない。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加工部の責任者の岡村京子さん（左）、生産している製品の一覧（右） 

 

 加工部の取材に１時間ほどを要した。この日の宿も元町地区なので、戻る途中で、各集落

に整備されている漁港を視察した。差木地漁港（第１種）は小さく、時化になれば防波堤を

越波しそうな危険が漁港である。そのためかわからないが漁船は１隻もなかった。おそらく

地元船は波浮港を利用しているのかもしれない。野増漁港（第１種）にはトローリング用の

竿を積んだ漁船が７隻と船外機が８隻置かれていた。漁港の奥が斜路になっており、船外機

はこちらに引き揚げられていた。 

 この日の宿は都道脇にある民宿椿山で、東京都の大島支庁に近い。車を駐車場に置き、18

時すぎに宿に入る。風呂に入ってから夕食になった。この日の夕食は、オアカ、キンメダイ、

メダイ、マグロの刺身盛り合わせ、赤魚粕漬焼もの、アシタバおしたし、かき揚げ、煮物（豆

腐と茄子）であった。ビール大を１本飲む。ちなみに翌日の朝食は、ご飯１膳にみそ汁、温

泉卵、納豆、アジ干物、豆腐、ヒジキ煮、筍牛肉煮、海苔、漬物であった。 

 

令和２年９月２日 

元町地区 

民宿椿山を８時前に出発し、元町地区の高台にある大島町霊園元町墓地を訪ね、赤穂浪士

遺族の墓を探すがわからなかった。墓地の入口近くには旧元村出身の戦没者追悼記念碑が

建っており、57 名の氏名が刻まれていた。離島のしかも小さな村だけでもこれだけの戦没

者の出したのだから大東亜戦争の犠牲者は大変多かったことを示している。 

元町地区は島の玄関口にあたり、町役場や東京都の出先などが多く、行政の中心である。

港からのメインストリートの裏側に赤門があった。その奥がホテルになっている。この赤門

のあった敷地は、保元の乱に敗れ大島に流刑になった源為朝の屋敷だったところらしい。後

に代官屋敷が置かれたという。為朝は流刑地で力を蓄え 10年後には伊豆七島を支配するよ

うになるが、1176（嘉応２）年に朝廷の征伐軍と闘い、32歳で自害している。この格式のあ

る朱塗りの門は、島では代々「赤門」と呼ばれ、為朝のために特に許されたと案内板に書い

てあった。 

ホテルの前を通り、奥に進むと為朝神社が置かれている。木造ではなく茅葺の簡素なもの
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で側面も茅でつくられている。中にご神体である石が置かれているので、建物が古くなると

定期的に作り替えられてきたのだろうか。島の代官であった藤井家の氏神として 800 年以

上にわたって祀られてきた。 

大島に行った時には是非訪れたいと思っていたところがある。製塩所だ。大島では塩田廃

止後に、法の網をぬって海水から塩を作っており、その現場を見たかった。地図で探したが

行き方がよくわからない。そこで土産物屋でこの塩を購入し、行き方を教えてもらった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

元町港から市街地に向かうメイン道路（左）、源為朝の住んだとされる館前の赤門（右） 

 

海の精製塩所 

 海の精㈱の濃縮海水の製造現場は地層褶曲断面が見られる千波地区にあった。一周都道

から地層断面の手前を海岸に下る細い道を進むと大きな海水濃縮装置が見えてきた。以前

の製塩所はこの先の間伏集落の海岸近くにあったが、需要増に対応するために新たに濃縮

装置を整備したのだった。この千波地区には製造した塩を袋詰めする作業場や天日製塩の

温室も置かれている。 

 ここで作られた高濃度濃縮海水は後述する火山博物館の裏手にある工場で、平釜を使っ

て煮詰めて塩にしている。 

 ここでわが国の塩生産の歴史を振り返っておこう。 

 わが国には岩塩が産出しないから、古来より塩は海水を蒸発して得てきた。海水を直接焚

く方法は燃料のコスト負担が大きいことから、太陽光や風（自然エネルギー）を利用して予

め高濃度の海水を作り、これを薪や石炭などの燃料で焚いて得る方法が一般的であった。自

然エネルギーを利用して高濃度海水を作る方法は、①揚げ浜塩田（砂を敷き詰めた塩田に海

水を汲み上げて太陽光を利用して水を蒸発させる）、②入浜塩田（干満差を利用して自然に

海水を塩田に導入して太陽光を利用して水を蒸発させる）、③枝条架塩田（竹などの枝をた

てポンプアップした海水を流して風と太陽光を利用して水を蒸発させる）へと進化してき

た。 

 ところがイオン交換膜を用いて物理的に塩化ナトリウムを分離する技術が登場すると、

より安価な塩ができるようになった。政府は非効率な塩田を段階的に廃止させ、イオン交換

法への転換を促した。そして 1972年にはわが国の塩田は全面的に廃止され、塩化ナトリウ

ム 99.9％の塩しかなくなってしまった。私が大学卒業後に就職した会社は、戦後、塩田の

取水工事を専門として創業した会社だったので、当時の塩田の話は聞いていた。この会社で

最終的に副社長になった彦江登志夫さんは大分県豊後高田の塩田組合の組合長の息子で、
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廃止塩田の現場に立ち会っていた。若い頃、廃止塩田の処理を担当し、その苦労話がＮＨＫ

のラジオで放送されたと、自慢げに語っていたのを思い出す。 

 このイオン交換法は決定的な欠点を抱えていた。本来の食塩は海水の組成に近いがこの

方法で作られた塩は塩化ナトリウムの含量が 99.9％にも及んでいたので、料理に使うと食

味が落ちたし、様々な元素が含まれていた方が健康にいいという意見もあった。しかし、当

時はたばこと同様塩は専売品だったので、昔の製法で作った塩を売ることはできなかった。

したがって伝統的製法で作ったいわゆる自然塩は、伊勢神宮が作るものと能登の揚げ浜塩

田で伝統的に作られるものしか手に入らなくなったのである。 

 こうした事態にもともと日本人が使っていた自然塩を取り戻そうと、２つの動きが起き

た。一つは愛媛県の伯方島の「伯方の塩」で、海外から岩塩等を輸入して再結晶させ、自然

塩に近い元素組成を再現した商品である。後発の「赤穂の塩」や「シーマース」などはこち

らに分類される。もう一つの動きが昔の方法で塩を作ろうとするものであった。これに果敢

に挑戦したのが伊豆大島の製塩研究所だったのである。ただしこの塩を販売すれば専売法

に違反することから、会員を募り会員に配布するという便法が採られ、たしか塩にワカメの

切れ端が混ざっていたと思う。私は塩に大変興味があったので、能登の揚げ浜塩田を訪ね、

この大島の塩を取り寄せたこともあった。 

 ところが 1997年４月になると１世紀近く続いた塩の専売法が廃止され、塩の生産流通が

自由化された。大島は大手を振って塩を生産、販売できるようになり、今日の姿に成長した

のである。そして堰を切ったように日本各地に小規模な製塩所が誕生するが、その草分けが

この大島だった。当時の大島の塩づくりは海水をタワーの上から流下させ、日光と風で、高

濃度に濃縮し、その後平釜で煮詰めるという工程で、枝条架式製塩法の亜流であった。 

 未舗装の道路わきに「海の精株式会社千波工場」と書かれた看板が現れ、そこを海の方に

進むとネット架流下式塩田が海岸近くに建っていた。海水を上から流しながら太陽光と風

を利用して濃縮し、これを循環させることによって高濃度の海水を得る装置である。 

 引き続き元の道に戻って先に進むと直径３～４ｍ、高さ５ｍほどのタンクが並んでいた。

おそらく高濃度海水を貯蔵しておくためのものだろう。その隣の建物では生産した塩の袋

詰作業が行われていた。また売店には塩とたくさんの派生商品が売られていた。ここで２種

類の塩を購入する。その隣には火力を用いず、太陽光だけで水分を蒸発させて塩を作る天日

製塩の温室が置かれている。天日だけで結晶を得るため、時間がかかるから高価である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネット架流下式塩田（左）、天日製塩の温室（右） 

 ここで生産した高濃度海水は元町の工場に運び、平釜で煮詰めて塩の結晶を作っている。
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従来の加熱方法は薪を使用していたが、現在は蒸気釜になっているそうだ。最初の工場は間

伏という場所にあり、現在でも稼働しているそうで、訪ねることにしたが道がよくわからな

かったので、断念する。 

 

大島海洋国際高校 

東京都で唯一水産科があった高校が現在の大島海洋国際高校である。1946（昭和 21）年

に都立大島農林学校に修業年限５年の水産科を設置したことに始まり、その後、都立大島高

校と改称、1971（昭和 46）年に独立分離して都立大島南高校になり、2006（平成８）年に学

科を改変し、現在の校名になった。この学校は差木地集落にあり、波浮港に下る坂の分岐点

に位置していた。 

全国の水産高校は水産業の相対的地位の低下に伴って、次々と名称を変更しているが、同

校は水産高校が前進であることから愛着があった。しかもこの学校の卒業生が前に勤めて

いた会社の同僚だったこともあり、どんな学校かと校門の中に入ってキョロキョロしてい

ると、用務員の男性に不審者と思われて、呼び止められた。実は前の会社の同僚の鏡伸介君

がこの学校の卒業生で、私も水産に関わっていると釈明すると、何と鏡君はこの用務員の男

性の高校の１年後輩だという。おまけに彼は今大島に住んでいて、家はこの近くだというで

はないか。すぐに電話をしてくれて、５分ほどで鏡君がやってきた。 

笑顔は相変わらずで当時の特徴をそのまま残している。約 30年ぶりの再会であった。膵

臓が壊れ、インスリンが全く作れない体になってしまったと語った。人為的に注射によって

インスリンを補給しているそうだ。それでも元気で、体も相変わらずでかい。酒も焼酎を中

心に毎晩飲んでいるというから何よりだ。「こうした体でも生きていけることの実験ですね」

と医者に話しているという。 

彼は大田区の出身であるが、何年か前に奥さんの故郷である大島に転居してきたそうだ。

体を壊し今は働いていないが、奥さんは「海の精」で働いている。15分ほど昔話をして、ま

た大島に来ることがあったら連絡する旨伝えて、別れた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大島海洋国際高校の校舎（左）、高校前の波浮港に下る道の分岐（右） 

 

火山博物館 

大島海洋国際高校から元町に戻る。途中に大島の褶曲地形がむき出しになった巨大な地

層大切断面が見られる。600ｍ以上にわたって褶曲した地層が道路わきに続いており、圧巻
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だ。約２万年間に繰り返されてきた大噴火、約 100回分の噴出物が帯状に堆積している。 

雨が降り出し、次第に強くなった。 

元町には海の精㈱の濃縮海水を煮詰め、にがりを分離する工場があるが、雨が土砂降りに

なり、車から外に出られない状態になったため、見学は断念する。 

同社の工場の下に火山博物館があり、入場した。入館料は 500 円で、映画を見る場合は

200円を追加する。入口の右手に映像ホールがあり、11時から上映するという。所要時間は

約 38分。ただ、帰りの時間が決まっており、まだ回らなければならないところが残ってい

ることから、映画は見ないで左側の火山最前線と題した展示室に入る。ジオパークコーナー

には大島の火山の模型が置かれていた。２階は世界の火山紀行と題し、世界の火山の状況が

開設されている。2階の圧巻は千波地層切断剥離の標本である。展示を専門とする乃村工藝

社が現場からはく離したものだが、この技術は香川県の豊島に堆積していた産業廃棄物の

標本はく離にも活かされているのを見たことがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道脇にみられる壮大な褶曲断面（左）、ジオパークコーナーに展示されている大島の地形模型（右） 

 

椿油製油所 

元町港から一周道路に至るメインストリートの１本北側の道路沿いに高田製油所がある。

相変わらず激しい雨が続いている。傘をたたんで加工場に飛び込むと、４代目になる高田義

土さん（40歳）が案内してくれた。この製油所はＮＨＫの「ブラタモリ」でも出ていたので

概略は知っていた。ここで椿油の製造工程を紹介しておこう。 

 乾燥したツバキの実を鬼皮と渋皮ともにローラーを使ってコーヒー豆を挽くようにして

細かく粉砕する。これを５分ほど水蒸気で蒸す。この工程で水と油が分離する。その後、工

場の前に並んでいた玉締め式の圧搾機で約１時間かけて絞る。この圧搾機は大正時代につ

くられた年代物で、今もなお使っている。５台の圧搾機の出口は樋で繋がっており、絞られ

た油は１ヶ所に集められる。集められた椿油は一晩静沈、不純物を沈殿させる。翌日、フィ

ルター（紙製→綿製→活性炭）でろ過して、さらに細かな不純物を取り除く。これを容器に

充填し、製品になる。 

 このように高田製油所の椿油の製造工程では一貫して物理的手法のみが採用されており、

化学的な手法を一切排除した全く昔ながらの製法なのだ。ちなみに近代的な食用油の製造

工程では、原料に溶剤を加えて油分を抽出、さらに脱ガム、脱酸、脱色などの工程で様々な

化学物質が使われている。 

 高田製油所は 1930（昭和５）年の創業で、以来頑なに昔からの製法を守っている。ツバ
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キの実の粉砕から油を搾るまでの１工程にかかる時間は約２時間、１つの圧搾機から５ℓの

椿油が採れる。５台あるから１工程２時間の採油量は 25ℓで、この工程を１日４回繰り返す

ので、椿油の生産能力は日産 100ℓである。現在は原料を 20トンほど確保し、１シーズンに

椿油を６トン生産している。椿油の比重は約 0.91なので、容積にして約 6.6kℓになる。 

 大島にはヤブツバキが自生しており、昔から防風林として植えていた。このツバキの木は

炭の原料にもなったので（ツバキは成長が遅いため堅くて火持ちのいい炭ができた）、島の

いたるところにある。ただ、実がなるまでに 15年以上を要することからツバキの実を収穫

することを目的に栽培するのは非現実的であった。このためツバキの実の仕入れ先は農家

ではなく、島の人たちが小遣い稼ぎで実を採る島の人たちが唯一の調達ルートになってい

る。ちなみに大島では木になっている実をもぐ。高田製油所がツバキの実を購入する単価は

850円／kgである。 

 昭和初期には大島で最大 100 トンのツバキの実が採れたそうだが、年々島民の高齢化が

進み収集の労働力が少なくなっていること、炭の需要はなくなりツバキの木も減っている

ため、原料の確保が大変になっているという。ちなみに隣の利島では、木から落ちた実を拾

い集めており（木から実をもぐより効率的）、実を拾いやすいようにツバキ林の下草刈りの

資金を村が助成している。つまり半官半民でツバキを栽培しているようなもので、ツバキの

実の収穫量は大島をしのぎ 100トンほどを確保しているという。 

2018年の統計（農水省・特用林産物生産統計調査）によると全国の椿油の生産量は 42.1k

ℓで、このうち東京都が 28.4kℓと 63.0％のシェアを有していた。東京都の椿油の産地は利島

と大島で、実際の生産量は利島の方が多いが、大島は日本一の椿油の産地として認識してい

る人が多い。ツバキの実は年による豊凶変動が著しい。近年で最も多かった年が 2016年で

69.6kℓであった。東京都に次ぐ産地が長崎県で主な産地は五島列島である。つまり椿油はそ

の大部分を離島で作られている。 

 ちなみに高田製油所の生産量は 6.6ｋℓほどなので、2018年をベースとすると 23.2％ほど

に相当する。大島には椿油の製油所が５～６軒ある。最大手は大島椿㈱で、大島にも製油所

があるが、この会社のメイン工場は八王子市にある。私が以前勤めていた会社で営業部長を

していたＯ氏はこの会社の経営者と知り合いだったようで、同社が椿油を原料としたシャ

ンプーやスキンケア商品を生産し始めた 1985（昭和 60）年頃にこれら商品の一部を購入し

たことがあった。ただ原料は上述したような現状なのでとても大島産のツバキでは間に合

わない。高田さんによると、中国産のサザンカの実を使っているそうだ。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絵物語を使って説明してくださった４代目・高田義土さん（左）、油を搾る玉締め式圧搾機（右） 
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原料が少なく、しかも手間をかける製法なので価格は 500㎖で 5,400円ときわめて高い。

したがって天ぷら油に使うものなら目の玉が飛び出るほどの単価になることだろう。椿油

は渋皮に含まれるサボニンが含まれるので整腸作用に効く、また不飽和脂肪酸のオレイン

酸が多いという。バスタに使うと最高だというので、奮発して１本購入した。 

 

栽培漁業センター 

元町から西海岸の通称サンセットパームラインを走る。道路沿いにはたまに宿泊施設の

ようなものが見られたが雑種地が続く。しばらくすると道路の右手に東京都栽培漁業セン

ターが見えてきた。激しい雨は止んだ。ちょうど昼休みの時間にかかっており、職員の人は

食事中だった。勝手に中に入り、見学させていただいた。 

センターは東京都農林水産振興財団が運営しており、上述したように職員３人とパート

が 10人ほどにより、アワビ（メガイ、クロ）、フクトコブシ、サザエの種苗を生産し、配布

している。施設は展示コーナーを備えた管理棟、屋外水槽、飼育棟、ろ過装置、機械棟など

で構成され、屋外には多数の循流水槽が並べられていた。 

2018年度の配布実績は、アワビ 16.6万個、フクトコブシ 37.0万個、サザエ 67.3万個で

あった。 

センターからまっすぐにサンセットパームラインを北上し、大島空港に下につくられた

地下道を抜け、昨日訪れた「ぶらっとハウス」の脇を通り、一周道路にでた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栽培漁業センターの正門（左）、アワビの循流水槽（右） 

 

泉津地区 

岡田の次の集落が泉津である。泉津集落の漁業者が利用している泉津漁港（第１種）を訪

ねる。漁港は狭く奥まったところに整備された斜路に船外機 10隻、漁船３隻が引き揚げら

れていた。漁船は小さなものばかりなので、泉津地区の漁業は採貝・採藻を中心としたもの

と思われる。漁港に下る坂の途中に「泉津水産物処理保管施設」と書かれた建物があったが、

使われていない様子だった。おそらく合併前の漁協の事務所だったところだろう。 

泉津地区のはずれに都立大島公園が整備されている。一周道路の山側に椿園、海側に椿資

料館と植物園、動物園がある。売店で遅い昼食のラーメンを食べ、椿資料館に入った。この

施設は 2011年にリニューアルオープンしたもので、椿とくらし（玩具や産業）、文化、科学、

美などの展示コーナーがあり、椿について一通り勉強するには役に立つ。帰りの船が決まっ

ているので、植物園と動物園はパスして、道路の反対側に椿園にいった。再び小雨になる。 
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椿園は、約７ha の土地にツバキの園芸品種約 1,000 種 3,200 本と自生種のヤブツバキ約

5,000本が植わっているそうで、椿の植物園としては日本最大の規模を誇っている。残念な

がらこの季節はツバキの開花期ではないので、品種名を書いた立て札をみるだけで木はど

れも同じようなものだ。私はツバキの園芸種に関する知識は皆無だし、興味をもったことも

ないが、逆にツバキを趣味にしている人にとってはきわめて魅力的な施設に違いない。 

 都立大島公園を後に岡田港へ向けて戻る。一周道路から脇に入った道路の両側にツバキ

が並木をつくる椿トンネルがあり、その途中に泉津の切り通しがある。ちょうど大島町役場

の車が止まり、来客を案内していた。2 本の巨木の根元が切り通しになった珍しいもので、

切り通しには階段が作られ登った先は森林になる。また近くには三原山をご神体とする三

原神社が置かれていた。多神教では人に限らず岩や山までも神様にしてしまう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大島公園の椿資料館（左）、約 1,000種のツバキが植えられた大島公園椿園（右） 

 

 トヨタレンタカーの事務所は元町と岡田の両方に置かれている。この日の出発は岡田港

になったので同港から少し離れた一周道路に近い場所の事務所に車を返却し、ワンボック

スカーで岡田港まで送ってもらった。 

 岡田港の船客待合所は 2019年１月から供用を開始しているが、３階建て総ガラス張りの

斬新なデザインの建物である。２階が売店、

３階がレストランになっているが、新型コロ

ナの影響で、レストランはやっていなかっ

た。新船客待合所の前には旧待合所も解体さ

れずに残っており、その脇には伊豆大島漁協

岡田支所の建物がある。 

この日は乗船客が多かったようで、２隻の

水中翼船が用意されていた。岡田港を 15 時

15 分発の水中翼船に乗り、竹芝桟橋に向か

った。 

岡田港の新しい船客待合所 
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