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１）集落の空間構造
安居島集落は、島南部の 500m ほどの

湾に沿って形成されている。海岸は高さ約
2m の防潮堤が整備され、台風による防風
や高潮から住居を守っている。集落内の建
物はほとんどが古い木造建築であり、中に
は宿であったものや長屋のような住居、床
面積が 200 ㎡ほどの大きな屋敷も見られ
るが、その多くは廃墟となって藪に覆われ
たものも多い。集落中央部には旧小学校や
公民館、天満神社、姫坂神社、太師堂が立
地し、島の人々が集まる場が集積している。
集落背後の山の頂上には稜線に沿って農道
が整備されている。集落の西端に港があり、
島の東端には旧軍施設や灯台が立地する。
島の北側に４つと、南側、集落の西隣に１
つの浜が形成されており、汐出ノ浜は海水
浴場として利用されている。

　安居島は北条港から北西に直線距離にし
て約 12km の位置にある、有人島である。
瀬戸内海においては珍しく周囲に他の島が
少なく、広い海上に小さく浮かぶ島である。
島南部の湾に全 11 世帯 (2015 年国勢調査 )
の集落が立地する。安居島の山は標高 55m
と低く面積も小さいため、水源の確保が難
しかった。井戸は集落中に掘られ、真水の
水源は 4 箇所であると言われている。北条
港から定期便が1日に1~2本出港しており、
35 分で渡航することができる。

１）漁業
　かつてはアジやオコゼ、イワシなどが獲
れる好漁場として漁業権が争われる場所で
あったが、他地域の漁業が振興するにつれ

安居島の漁獲量は減少し、一本釣りや磯建
網漁業へと移った。現在はひじき干場が整
備され、ひじきの種付けや簡易加工に取り
組んでいる。生産されたひじきは、安居島
の特産として各地のレストランやホテルに
出品している。

２）農業
　安居島で海運業や漁業が盛んに行われて
いた昭和初期には、島には柑橘畑が広がっ
ていた。水の確保が難しい中で自然災害の
影響を受けながらも広がった果樹栽培は、
昭和中期からの人口減少とともに荒廃した。
現在は販売用ではなく近所と分け合うため
の家庭菜園として、島内に畑が点在する。

２）江戸時代から戦前までの島の興り
　江戸中期までは無人島であったが、海上
交通の中継地として各藩がこの地に目をつ
け、松山藩・大洲藩・安芸国が入会権をめ
ぐり争ったが、文化年間 (1804 年～ 1817
年 ) に風早群難波村の草刈場として松山藩
領有地となった。その後、1817 年に大内
金左衛門ら開拓者が入植した。港の整備後、
漁場に近く航行に適した潮待場であったこ
とから船舶が立ち寄るようになった。江戸
末期以後は商船の往来が活発となり、商人
目当ての遊女も多数来島し、明治 20 年ご
ろには、道後湯之町、三津浜と並ぶ遊郭地
となった。昭和 8 年に遊郭は公には廃止さ
れたが、数名の遊女が残っていた。

4.6 安居島

（１）安居島の位置付けと産業

（２）集落構造とその変遷

面積：0.26km²
外周距離：3.5km
人口：20 人
世帯数：11 世帯

安居島の状況（2015年現在）

出典：「平成 27年国勢調査」、「日本の島へ行
こうHP」

安居島の標高 (1/60,000)
（出典：国土地理院DEM）

安居島の地形図 (1/60,000)
（出典：国土数値情報サービス）

安居島集落
（2020.8 撮影）

1948年空中写真（1/30,000）
( 出典：国土地理院　地図・空中写真閲覧サービス )

1984 年空中写真（1/30,000）
( 出典：国土地理院　地図・空中写真閲覧サービス )

比較的新しい住居が並ぶ（集落西部）
（2020.8 撮影）

集落内の道（集落西部）
（2020.8 撮影）

安居島の概要図
(国土地理院地図・空中写真閲覧サービス　2019年（1/5,500）を合成したものをベースに、その他情報を追記 )

植物が繁茂する廃屋（集落中央部）
（2020.8 撮影）

海岸から一本中に入った道（集落中央部）
（2020.8 撮影）

別荘と見られる建物（集落中央部）
（2020.8 撮影）

庭と木造家屋、背後の山（集落東部）
（2020.8 撮影）

朱で塗られた材を使った家屋（集落中央部）
（2020.8 撮影）

廃屋となった宿（集落中央部）
（2020.8 撮影）
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３）戦時中の軍事利用
　安居島は呉市と松山市のちょうど中間地
点に立地していることから、戦時中は呉の
軍港へ爆撃に向かう米軍の航空機を監視す
る特設見張所として、また広島と愛媛間を
物資が海上輸送されるための中継地として
利用された。当時はこの監視所にも爆撃が
あり、犠牲が出た。当時の見張り台である
灯台や指揮所、輸送中の馬用の水槽は現存
している。

４）戦後の衰退
1889（昭和 22）年、安居島は北条村に

編入した。1955（昭和 30）年には漁業や
海運業が増加していて、532 人の人口数が
記録された。同年には 18 人乗り木造船に
よる北条 - 安居島間の航路が就航し、その
5 年後には海底ケーブルが敷設され、イン
フラ整備が進んだ。
　しかし、海上輸送や交通は帆前船からエ
ンジン線へ切り替わるとともに、港町とし
ての安居島の果たす役割は急激に減少し、
過疎化が進み廃屋も多くなった。中学校は
1965（昭和 40）年に北条と統合、明治期
に設置された歴史ある小学校は、1983（昭
和 58）年に廃校となった。

馬用井戸の跡
（2020.8 撮影）

国旗掲揚塔の跡
（2020.8 撮影）

山頂部に建てられた慰霊塔
（2020.8 撮影）

軍施設跡の遺構
（2020.8 撮影）

島東部の灯台
（2020.8 撮影）

天満神社の鳥居
（2020.8 撮影）

天満神社本殿前、学校校庭跡地
（2020.8 撮影）

植物に侵食される廃屋群
（2020.8 撮影）

植物に侵食される廃屋群
（2020.8 撮影）

山の稜線につくられた農道（島西部の森林）
（2020.8 撮影）

山の稜線につくられた農道（島東部の竹林）
（2020.8 撮影）

島西部の開けた農地跡
（2020.8 撮影）
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