
石川武志　岡崎秀樹　黒尾和久　田代学

はじめに
　2012年 1 月 6 日から 8 日まで当館学芸員の黒
尾・田代が石川武志邑久光明園事務部長（当時、
以下同じ）、岡崎秀樹同園会計課長（当時、以下
同じ）のご案内で、長島のフィールドワークを実
施した（ 1 ）。
　2011年 5 月の邑久光明園実物資料調査（プレ展
示）の際、石川事務部長より、かつて入所者が使
用していた邑久光明園内および周辺の道を復旧し
ており、その過程で入所者の生活遺構が多数確認
されているという情報が寄せられた。そこで同年
11月の実物資料追加調査の際に田代が石川事務部
長に復旧箇所の案内をお願いし、藪

やぶ

池
いけ

西側の「曙
農区」、「藤ノ山」付近の海岸をご案内頂いた。入
所者が使用していた畑と小屋、船の巻き上げ機な
ど、貴重な資料や生活遺構が多数確認された。そ
の際「これらの生活遺構をどのように保存すれば
よいか」との質問を受け、他にも数カ所の道を復
旧し畑も確認されているというお話も伺った。
　石川事務部長の実践は、畑作などの生産の場、
交通のための道という入所者の暮らしの遺構を保
存していく方法であり、今後ハンセン病療養所の
史跡をいかに保存するかについて示唆に富むもの
である。そのため改めて黒尾と田代が石川事務部
長にご案内をお願いし、今回のフィールドワーク
が実現した。
　1日目は石川事務部長から、これまでの調査方
法と成果についての説明や、現在の入所者の居住
地帯や資料展示室周辺をご案内頂いた。 2 日目は

「宮の段」の駐車場から、木
き

尾
お

農区―愛生園への
尾根道―中島・九反田―小丸農区―しのび塚―千
代の遊歩道・千代農区―水道施設の道―「宮の段」
間の調査を行った。 3 日目は光明園の最南端から
海岸へ降り、海岸伝いに藪池のグラウンド―藪池

の海岸―曙農区―藤ノ山―官舎地区―伊木家墓地
―光明神社―神谷亭―監禁室―小白根―木尾湾ま
で調査した。
　3日間を通じて石川事務部長のお話を録音させ
て頂き、 2 日目と 3 日目には調査過程での動画・
静止画での撮影を行った。
　本稿では、 2 日目の調査について紹介する。今
後、他の成果についても別途まとめる予定である。
本稿の見方
　ここでは調査で収録した証言と写真を、地図を
付して抄録した。石川事務部長と岡崎会計課長の
発言は●で、黒尾と田代の発言は○で示している。
文章中（ 1 ）以下マル括弧内の番号は写真番号と
照合している。写真と発言とはページが異なる場
合もある。また 1 など四角枠で囲んだ写真番号
の場所は、添付の地図上にも示している。なお証
言は理解しやすいよう大幅に編集したが、指示代
名詞が多くわかりにくい部分もある。
　地図上の（A）は、調査後、石川事務部長に当
日調査した道を記して頂いた線である。道の番号
と本稿の節番号は連動している。道が荒れていた
こともあり、実際には蛇行したり、近くの生活遺
構を見るため道を逸れた箇所もある。写真と場所
がほぼ同定できる場所は写真番号を地図上に記し
た。その他の発言中の場所については（B）（C）
で示したが、これらは今後当否の確認が必要であ
ることをご了承いただきたい。
2日目の調査概要
　調査は、今は使われていない道を歩きながら行
われた。道の性格は様々で、例えば「友愛の道」
は土地利用の変化や農作業のために入所者が創
設・利用してきた道である（ 2 ）（A 3 ）。他に、園
の運営維持に不可欠な水や電気の確保のためと思
われる設備の道などもあった（A 2 ）（A 7 ）。こ

（1）	 概要については「邑久光明園での史跡等フィールド調査の実施」（『資料館だより』第75号）を参照。なお岡崎会計課長には、調査のルー
ト確保のためご同道いただいた。

（2）	 邑久光明園入園者自治会『風と海のなか　邑久光明園入園者八十年の歩み』（日本文協出版株式会社、1989年）230ページ「友愛の道」。

［調査報告］
長島フィールドワーク
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うした道は、時期によって性格を変化させている
（A 2 など）。道の利用の変遷や、利用者の「記憶」
の掘り起こしも今後重要な作業となるであろう。
　またこの調査に伴い、以下の遺構が確認された。
　1点目は農区である。今回の調査では木尾農区、
九反田農区、小丸農区、千代農区など入所者が利
用した（一部はしている）畑が確認された。多く
が丘陵を利用した段々畑であるが（ 4 など）、各
段は石垣で丁寧に囲われており（54など）、入所
者の手製の小屋やそれに付随する貯水施設（18な
ど）、側溝（117）、畑の囲い（ 2 など）が確認さ
れている。小屋自体も持ち主によって作り方や内
容に個性があった（30など）。また小屋の内部や
周辺では様々な実物資料も確認された。いずれも
入所者が使っていた物である。
　2点目は設備・建物などの遺構である。送水管
は邑久光明園と長島愛生園の設備で、生活用水を
確保した大切な遺構である（144など）。用途不明
の建物の基礎なども発見されている（154など）。
　3点目は既に史跡とされている場所である。例
えば「しのび塚公園」は1955年 4 月から2000年12
月まで使われていた火葬場を公園として整備した
場所である（ 3 ）（125）。1964年12月からは長島愛
生園と共同で使われ、邑久光明園と長島愛生園に
とっての慰霊の場となっている。「千代の遊歩道」
も鋪装され、史跡として整備が進んでいる。
　4点目は邑久光明園創設以前の遺構である。例
えば、使途は不明だが各所に土塀が散見される（ 4 ）。
山の頂上にある石の集積（69）も光明園以前に作
られたと思われるが、謂われは不明である。18世
紀頃の印が押された茶碗のかけら（162）などは、
かつての島民の生活を示すものであろう。以前は
民有地であった場所（138）（B 6 ）には田の跡も
ある。土塀や田はその後入所者が利用している所
もある。土地利用の点からは邑久光明園以前とそ
れ以後が重なりあっていることがわかり（12な
ど）、歴史的な連続性を考える上で重要な痕跡で
ある。

　5点目は境界杭である（70など）。調査中に多数
発見されたが、図面と実態ではずれがあるという。
境界杭の性格の解明も含め、分布調査が必要であ
ろう。
　以上が調査で発見された遺構の要点である。し
かし用途がわかるものばかりではない（136など）。
性格の判明しない遺構も、意味が明らかになれば、
史跡として保存する道も開けてこよう。
今後の課題・注意点
　まず第一に今回の報告では不十分な個所も多い
ので、今後改めて精査したいと考えている。
　次に、 3 日間のフィールドワークは邑久光明園
の敷地を中心としたが、今回だけでも入所者の生
活遺構やそれに伴う遺物が多数確認された。これ
は「長島」という孤島にある療養所の性格ゆえ、
隔離された世界で入所者が島のほとんどの場所を
生活空間とし、物資を長く大事に使い続けてきた
ことと関わる。すなわち今回確認された畑や小屋
は、狭い世界に隔離されてきた入所者が懸命に生
きてきたことを示す史跡と言えよう。同じく長島
にある長島愛生園の敷地内や、離島にある大島青
松園にも同様の生活遺構があるかもしれない。こ
れらの史跡の有効な保存手段を講じると共に、継
続的な調査の必要性を感じている。
　最後に注意すべきことだが、調査実施後既に 1
年以上が経過しており、本稿と現況は大きく異な
ると思われる。本稿をご覧いただければわかると
おり、普段人通りのない場所はすぐに藪に覆われ
てしまう。復旧した道を維持していた石川事務部
長も2012年 3 月に異動され、岡崎会計課長のみの
力で道が維持されていたと聞く。今回歩いた道も、
既に藪に帰ってしまっているかもしれない。本稿
中に記した所を歩きたい方もおられると思うが、
水溜めなど、足を踏み入れては危険な場所が至る
所にある。本稿と付録の地図を参考に歩かれる方
は、十分に注意して頂きたい。

（3）	 「国立療養所　邑久光明園　園内散策マップ」。

（4）	 なお石川事務部長は「この長島で献上馬の放牧も行っていたとの記録もあり、光明園内の『しのびづか公園』や『千代の遊歩道』の上と
下には、その当時のものと思われる馬返し？の土塀が残っています」と述べている（石川武志「歴史探訪」『楓』Ｎｏ532、2010年3・4
月号、33～ 35ページ）。

70



B1

（91）（91）

（90）（90）

B2

B8

B7

（125, 126）

（5）

（1）

（92, 93, 105）

（83, 84, 85, 86, 87）

（124）（124）

（109, 110, 111）（109, 110, 111）

（106）（106）

B6

B5

（69, 70）

（75, 77, 78）

A1. オレンジ：「木尾農区」調査

A2. 青：「愛生園への尾根道」調査

A3. 緑：「中島」「九反田」調査

A4. 紫：「小九農区」調査

A5. 赤：「しのび塚」調査

「岡山県邑久町字界図⑤裳掛地区2（虫明）」

（『邑久町史地区誌編付図』瀬戸内市、2005年）より作製。

B1. 「木尾農区」のまん中を走りA2につながる道

B2. 「しのび塚」へ降りる道

B5. 崖に続く道

B6. 愛生園側に続く「友愛の道」の入口

B7.小丸農区東側の畑

B8.小丸農区西側の畑

（B3、B4、C1は「午後の部調査地図」に記載）
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A6. 青：「千代の遊歩道」、「千代農区」調査

A7. 緑：「水道施設の道」、「用途不明の建物の基礎」調査

A8. オレンジ：頂上を通って「宮の段」へ

B3. 境界柱の並びがあるところ

B4. 未復旧の道

B9. 田んぼの段のある大畑の谷

B10. 愛生梅林

B11. 伊良々の谷の縁

B12. 頂上へ上れる道

C1. 紫：図面上での光明園と愛生園の境界

午後の部調査地図

「岡山県邑久町字界図⑤裳掛地区2（虫明）」

（『邑久町史地区誌編付図』瀬戸内市、2005年）より作製。
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･････2012年 1月 7日　午前9時　出発･････
●　今、「宮の段」にいます。
○　ここが今日のスタート地点ですね（ 1 ）。
●　はい。
○　午前中のメニューはどうなりますか。
●　とりあえず、「宮の段」から上、北側を上がっ
て、「木尾農区」になりますけれど、そこにも転々
と小屋が残ってますので、そこを一回りし（A 1 ）、
一度スタート地点に戻って、それから「木尾農区」
にある尾根道を行きましょう（A 2 ）。

木尾農区
●　じゃあ、行きましょうか。…この倉庫は、入
所者がお金を出し合って立てた建物です（ 1 ）。
今から歩く道の両側には小屋が 1 軒、その下に 1
軒、もう 1 軒。 3 つぐらいありますかね。
○　これらは、まだ使っている小屋ですよね（2・3）。

●　この小屋はま
だ使っています。
そんなわけで中は
見ることはできま
せん。この畑は、

最近、よそから来た人が、元々この畑を使ってい
た人に借りて、また畑を始めたんです（ 3 ）。よく、
不自由な手で、この網を張るなと思います。去年
は網がなかったので、多分、夏ごろ張ったんでしょ
うね。別の小屋は、耕作する方を見ないので、も

　　スタート地点の「宮の段」。車庫は入所者の
お金で建てられたという。
1

2・3　現役の小屋
と畑。周囲の網も
入所者の手製だと
いう。

う使っていないようですね。
○　なるほど。今歩いている道沿いには、現役の
畑と、つい最近まで現役だった畑が上と下の丘陵
にあるわけですね。
●　この辺りの畑は皆、段々畑で、ずっと上まで
ありました（ 4 ）。

○　ひな壇になっているんですね。
●　ええ。下もそうです。
○　ここが「千代農区」ですか。遊歩道に通じて
いる。
●　「木尾農区」です。「木尾湾」の「木尾」です。
ここから簡易舗装の道を右にそれて、畑に上がっ
て行きます。…ここが畑の西縁を上がる道になり
ます（ 5 ）。

●　この入口も鬱
蒼とした藪になっ
ていました。岡崎
会計課長が整備し
てくれて通路がで

きました。農区ですから当然ですが、中に入れば、
そこが畑になっていたことがわかります。
○　すごい薮ですね。さっきの現役の畑とは全く
違います。すっかり痕跡化が進んでいる。
●　これなどは、もともと畑を囲う柵であったと
思います（6・7）。

4　歩いている道の東側の丘陵には藪に埋もれた
段々畑がある。歩いている道の西側の丘陵にも広
がっている。

山間部へあがる入り
口。

5　簡易鋪装の道
をそれて、東側に
入る坂道を上って
いく。「木尾農区」
の山間部の畑や小
屋に向かう道。
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●　先ほどは、周りに網を張っていました（2・3）。
動物が入らないようにしたんですね。こんな破れ
たビニールも、囲いに使われていたのかもしれま
せん（ 6 ）。
 
●　そこに小屋がありますが、もう使っていない
と思います（ 8 ､ 9 ）。中に農具が若干残ってい
るかもしれない。中を写しますか。

6・7　人工的に張られた針金や鉄パイプも畑作
りの遺構。

8　木尾農区で最初にみつけた小屋。

9　小屋の中には、甕、じょ
うろ、テーブルクロスが
かけられたままのテーブ
ル（？）、衣類、帽子、囲
碁か将棋の盤、段ボール
箱などが見える。

○　そうですね。
●　使ってない小屋は、中の様子の写真を撮って
も大丈夫だと思います。なかなか大変ですね、カ
メラを持ちながら藪を歩くのは････（笑）。後ろ
を振り返って、今歩いてきた道の方を見ると、電
柱が見えますよね（10）。

●　先ほどの簡易舗装の道（2・3）を行った先に
「千代農区」があって、そこまでは電話線を引っ
張ったようです。今、「千代の遊歩道」として簡
易舗装していますが、その少し先に昔は大きな建
物があって（132・133）、そこに人も住んでいた
ようです。
　この辺りの畑からは、海がよく見えますよね。
見晴しが良い場所です（11）。

 
●　この小屋の土台を見てください。下に土盛り
があります（12・13）。昔の土塀でしょうか。そ
れを再利用して小屋を造っているように思いま
す。
○　小屋の中には一輪車とかも入っていますね。

10　「千代農区」
まで引かれていた
という電話線。

「千代農区」は午
後 に 調 査 す る 農
区。

11　入所者が耕していたという「木尾農区」の段々
畑。その向こうには光明園の施設や眼下に広がる
木尾湾なども眺めることが出来る。段々畑の跡に
は鉄パイプなど柵の遺構が残っている。
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●　周りには穴があ
ります。水を溜めて
いた施設でしょう。
薮になってしまった
畑を歩くとき、こう
いう穴に足を踏み込
まないように気をつ
けないといけない。
地面に注意しながら
こうやって、畑の中
の小屋を一つ一つ確

認するのも、なかなか大変でしょう。
○　まだ始めたばっかりなのに（笑）思いのほか
調査が大変なことがわかりました。こんなに藪が
深いとは…。
●　この小屋の奥が畑になります。畑と畑を結ぶ
通路が鬱蒼としていますね。周りにあるドラム缶
も、水を入れるのに加工したんだと思います。雨
水を溜めていたんでしょう。ここもずっと段々畑
になります。周りには畑と畑の間の通路もありま
す。…見るだけじゃ、向こうに小屋があるのかも
わからないですが、小屋はまだあります。…道に
沿って、紐が張ってあると思います（14）。藪に
はじめて入ったときに、私がつけて行った目印で
す。

12・13　小屋から土の塊がのぞいている。土塀
を再利用して小屋が建てられているのだろうか。
中には一輪車、ビニルシート、筵などが入っていた。

14　復旧した道には紐を引いてある。大切な導線である。

○　遭難予防のためですか。それにしても、この
薮が全部畑だったなんて信じられませんね。
●　今歩いている周りにもいくつか小屋があるん
ですよ。木の陰で見えないけれども。要するに、ど
こに小屋があるか、そこにいかなければ解らない。
○　あっ、ここにも別の目印が。
●　その紐をたどって、ちょっと下に行くと、先
ほどのまだ使っている畑のところに出る道につき
あたります（2・3）。入口は、一応、人があがって
これないように通せんぼしておいてありますが。
○　あちらにも小屋が見えますね。
●　そうです。ここから行くのは大変ですから、
後で行きましょう。いったん上に行って、下りて
くるときにそちらに行きましょう。
○　最近、人が入ったんですかね。随分新しい「お
はよう牛乳」の瓶が落ちてます（15）。

 
●  最初、このあたりも鬱蒼とした藪でした。木
が倒れていて道がわからなかった。それで迂回し
てみたら、道があるのがわかったというわけです。
ここは、野バラがすごかったんです。とはいえか
つての畑だったわけですが。今は、葦やら薄やら
で何がなんだかわからないことになってますが。
…おっ、柿の木ですね（16）。
○　柿の木は意味なく生えませんね。やはり人の
手が入っている場所なんですね。

15　最近のものと
思われる牛乳瓶。

16　柿の木も畑に植えられたものか。木を調べれ
ば人の手が入った場所かどうかもわかるかもしれ
ない。
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●　資料室に展示してある裳掛小学校の椅子を見
つけたのは、この小屋です（17・18・19・20）。

　

○　この小屋だったんですか。
●　この奥にも小屋が 1 つあるかな（17）。
○　そちらはどうでしょう。
●　新しい椅子も落ちてますね。タライだとか甕
だとかもありますね。展示品として持って行きま
すか（笑）。　
　ここも、水溜があるかもしれないので、足下に
気をつけてください。これは、何だろうなあ。…
あっ、これは洗濯機ですねえ。使わなくなった洗
濯機を貯水槽として再利用していたんですね（21）。

17　左の小屋が裳掛小・中学校第三分校で使わ
れていた椅子（資料展示室にて展示）を発見した
小屋。右側にも別の小屋がある。二つの小屋の間
には貯水槽の穴や洗濯機が多数発見された（21）。
写真の手前にも畑の柵がそのまま残されている。

18　雨水を再利用す
るため、漏斗と洗濯機
をつなげて貯水槽にし
ている。梯子には鍋が
かけられていた。

19　倉庫の中には熊
手、箒、シャベルが入
れられていた。

20　軒下には金
槌や針金を巻いた
板など大工道具、
農具があった。

○　古い洗濯機を持って来て、水を溜めていたと
いうことですか。
●　ええ。これなどは、屋根に漏斗がぶら下がっ
ている。雨水を集めたのでしょうね（18）。
　隣の小屋も開いているんじゃないかな（17・
22）。誰も使っていない。毛布がありますね。こ
んな毛布も資料になりますか？　ああいう紐で
縛っている段ボール箱の中に、どんなものが入っ
ているのか。興味ありますよね。だから、亡くな
られた方のものであるとかがわかれば、そういう
箱も開けられるんですけどね。

○　十分に資料調査に耐えますね。小屋もまだ比
較的しっかりしているし。道具なんかも、かけら
れたままになっていますね（23・24）。

21　二つの小屋の間には地面の穴や洗濯機を利
用した貯水槽が複数あった。

22　踏み台、毛布、戸
の部材、文机（？）、段ボー
ル箱が入っていた。
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●　これも洗濯機を再利用した雨水溜でしょうね
（21）。
○　しかし、これどうやって作ったのでしょう

（23・24）。
●　不自由な手で一生懸命やったんだと思いますね。
○　道具も集めて。
●　ええ。この辺にも、金槌だとかありますし

（20）。昔のザルもありますね。
○　これは、シャベルですね。
●　熊手、箒、シャベル（19）。特別な加工をし
てあるものではないですね。普通の鍬ですね。し
かし、道具を入れているこの小屋の造作も、よく
できていますよね。
○　これらがみんな、ものすごい資料ですよねえ。
●　これも水を溜める工夫ですね（25）。

●　しかし、落ち葉がなければ、小屋のまわりに、
たくさんのものが散らばっていることが解ります
ね。この辺の「ごみ」の中にも、貴重な資料がぽ
ろぽろとあるのでは…（26・27・28）。

23・24　二つの小屋の前には
畑の道具を掛ける柵があった。
部材には白杖や白杖入れ（？）
などが使われており、ホース、
ひしゃくなどの道具や空き缶が
掛かっていた。

25　地形を利用した水溜。側溝のような地形の所
もあった。

26・27・28　タライ、
甕、鍋などの生活道具
が畑の遺構には散乱し
ている。

○　そうですね。「遺物」になりますね。廃用になっ
た洗濯機が相当に持ち込まれていますね（21）。
●　資料館に皆、この洗濯機持って行きませんか。
それぞれ皆、違う年代の、違うタイプの洗濯機で
すよ。
○　それは大変だ（笑）。小屋ごと持って行かな
ければいけない。
●　この辺から、溜池になってますね（29）。

●　まだ水が溜まっている。ビール瓶なんかも落
ちてますね。こっちはトリスですね。
○　畑で酒盛りをやっていたみたいですね。
●　この小屋の外壁には、一斗缶が使われてます
ね（30・31・32）。叩いて延ばして板にして壁材
にしている。曲がりも全部叩いて、延ばして、そ
れを細かく貼ってますね。こちらも懐かしいなあ。
ドラム缶を切ってますね。溶接ができる方も大勢
いましたからね。

29　穴を掘って作ったと思われる水溜。

30　一斗缶を伸ばして補
強された壁の小屋。

31　窓枠はパテなどで補強されている。小屋には持ち
主の工夫のあとが見られ、それぞれに「個性」があった。
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○　ふーむ。
●　こういうの技術的には、だいぶ高いんじゃな
いですか（30・31）。本当に屋根を上手に造って
いる、大工さんと同じように。資料館に収蔵庫の
でっかいのを建てていただいて、こういうのも全
部お持ち帰りいただいて、調べていただくのがい
いんじゃないですか。
○　ラジオもある（32）。
●　小屋のこういうガラス戸も、木で止めている
のと、自分でパテや粘土かなんかで止めたのとが
ありますね（31）。この加工も大したものですね。
○　これは、漏斗ですよね（31）。
●　畑周りの道は、この小屋ぐらいまでで、あと
は畑と畑の間を歩いたのだと思います。畑の外に
なる場所には、ごみがいっぱい散らかっています
ね（33）。

○　瓶と洗面器ですね。一見ごみのようですが、
採集する価値があります。
 
●　この小屋の中は、急須に、消毒器。あれは多
分、工具箱かな（34・35）。

32　小屋の中には
竹材・木材、段ボー
ル箱、ラジオ、小
タンス、大工道具、
農具が入っていた。

33　瓶や皿、缶が散乱していた。入所者が使った
ものか。

○　そうみたいですね。
●　小屋は、皆、畑の作業小屋です。だから、そ
の前の藪を刈れば、畑がまた現れます。一番上の
畑にも小屋が 2 軒あります（36・37・38）。

34　小屋の周りにはドラム缶や甕を流用した水溜
めが見られる。

35　急須、布団、薬剤
をまく消毒器（？）、竹
カゴ、網が入っていた。

36　一番上の畑にある小屋。

37　小屋の中には農具がかかっていた。

38　大量の段ボール箱が入っていた。下には茶箱
が見える。
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●　鍬とスコップと段ボールが（37・38）。あの
木箱は何だろうな、茶箱が入っていますけど（38）。
茶箱は、骨董品かもしれない。昔の着物とか、入っ
ている可能性ありますね。
○　そうですねえ。中を確かめる必要があります
ねえ。
●　そこにも小屋がありますね（39）。

●　どっちから入るのかなあ。多分、下から入る
んだと思いますね。畑の縁で段になっているから、
下りられないでしょう。向こうを回りましょう。
この辺りは、農区の真ん中を上って来る道になっ
ています（B 1 ）。だから左右に畑がある。これ
から回って行きますが、小屋が道の向こう側、南
側にもあるんですよ。大変ですけれど、まだまだ、

「木尾農区」のほんの一部です。
○　いやはや大変だ。
●　先ほどの小屋（39）はこれを行けば見られま
すが、見ますか。
　こっちは開かないな（40）。
○　ドアノブ式なのかな。

39　2軒目の小屋。木の陰でわかりにくいが、
36のある段を下りないと入れない。

40　下まで回って確認したがドアは開かなかっ
た。持ち主はわかっているという。材木が壁に掛
けられ、壁には一斗缶が伸ばして貼られていた。

●　いや、もう曲がっていて、食い込んでいるの
で…。
　ここは、持ち主がわかっているんです。
○　やっぱり、「一番てっぺん」とか、その方がおっ
しゃって････。
●　向こうにあったのが（36）、「一番てっぺんの
小屋がオレのだ」と言った人の小屋だと思います。
この小屋の持ち主とは別の人です。
○　なるほど。これも水を入れておくものかな

（41）。
●　水槽ですよね。一応、蓋がしてあるので。電
気釜も、昔のがそこにあります（42）。
○　炊飯ジャーですね。しかし、外にほっぽっと
くと随分劣化しますね。
●　ええ。ぜひ、今年も調査に来て担いで降りて
ください（笑）。
 
●　これが、スタート地点の車庫の後ろから上っ
て来る道になります（B1）（43）。つまり昔、愛
生園に行っていた尾根道になります。ここからは、
南側に迂回しながら下に戻りましょう。
　あとは、もう上に小屋はないので、下へ向かい
たいと思います。昔の道には、青い紐が張ってあ
ります。 3 年前に張った紐ですね。

41　小屋の側には水槽があった。フタがしてある
が気付かずに踏み抜くと危険である。調査はこれ
らの穴に注意を払いながら行った。

42　捨てられて劣
化が進む電気炊飯
器。
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○　この青いラインが愛生園と繋がっていた道と
いうことですか。
●　はい。この道は、後でまた上って来ますから、
もう一度、畑の中に入って、下りながら下の畑の
小屋を見ましょうか。
　この道も、整備していればわかるんですけど、
すぐに藪になってわからなくなってしまうので、
紐を張っておいたんですよ。こんな風に藪になる
と、どこが道だか、わからなくなるので（44）。

 
そこに小屋がありますね（45・46）。

●　地図を見ても、もう場所なんかわからないで
しょう。
○　わかりません。降参です。とても手に負えま
せん。腰を据えた分布調査をしないと、小屋の位
置を地図上におとすことはできませんね。
●　この辺り、萱がどんどん増えてますね。一時
期はこの萱を逆にわざと植えて、屋根材に使って
いたりはしていたようですけどね（47）。

43　石川事務部長の復旧した道にはビニール
紐が張ってある。木尾農区の畑地帯を調査した
後、この道を歩いて光明園の敷地では一番高い山

（69）に登っていく（A2）。

44　再び藪の中
を通り、見てい
ない小屋を探し
に行く。

45・46　二つの小屋が並んでいた。右の小屋は
朽ちかけている。

●　それがもう、今となっては、ほったらかしに
伸び放題になっている。頭上からも枝が落ちてく
るので気をつけてください。
　やっと、畑の真ん中の道に出ました（B 1 ）。
道にも気をつけてください。溝みたいに掘れてい
ますから。この辺にも小屋があったのかしれない
ですが、わからないですよ。道なりにしか歩いて
いないので。

●　どこからか水道管みたいなのを引っ張ってき
て、上の人が使っている余り水を貰っていたのか

（51）。先ほどの段々の畑より低い位置ですので、
多分山から出る余り水をもらったんじゃないかと
思いますね。コンクリートの水溝下には鉄の甕か
なんかが埋めてある。丸い甕みたいのが。

47　道を復旧する
ためには萱や藪を整
備しなければならな
い。すぐに再生して
くるため道の維持に
は膨大な時間と労力
がかかる。

48・49・50　下りる
途中確認された小屋。朽
ちている小屋からまだ現
役で使えそうな小屋まで
ある。近接している小屋
でも劣化の状況に違いが
ある。

51　コンクリート製の水溜め。送水管が地面か
ら顔を出している（丸囲み部分）。上には別の段々
畑があるので、山から出る余り水をもらった貯水
槽か。

80



●　これなんか完全に壊れてしまった小屋ですね
（52）。

●　これは、昔の屋根瓦かなあ（53）。

○　平瓦ですね。
●　光明園は、開園当初は全部赤瓦だったんです
よ。ですから、これがその時のものかもしれませ
ん。光明園に来る途中にブルーラインを使わない
で旧道で来ると、峠のところに昔の愛生、光明の
タンクがまだあって、市の水道局のものとしてい
ま使っています。タンクは 2 つ大きなものがあっ
て、こちらから行けば左側が光明園のタンクです。
それを少し下るとお寺があって、その先に農協の
集荷所みたいなところに赤瓦の建物があります。
そこが、昔のポンプ小屋だった。いまは、市の水
道局のものになっています。かなり大きな建物で、
そこにも職員の宿舎が 2 棟分ぐらいあったようで
す。こういう赤瓦は多分、昔使っていたものを利
用したんだと思います。当時は、大阪府の所管で
したが、再建した園長がそういうのにはものすご
くこだわって、ハイカラなもので、材木も、もの
すごく良いものを使っていたそうですから。

52　完全に朽
ちてしまった小
屋。

53　赤瓦は開園当初の光明園の遺物か。

○　赤瓦は光明園草創期の遺物になりますね。
●　入口が近づいてきましたね。ここは、「極力
人が上って来ないようにしておいてくれ」と言わ
れたので、草刈りも、ぎりぎり通れる程度にしか
していない。もう、小屋の中をあまり見る気も起
きなくなってきたでしょう（笑）（57）（58）。
○　こんなにたくさんあるとは。いやはや大変、
聞くと見るとでは大違いでした。あっ遊歩道に戻
りましたね。

愛生園への尾根道
●　それでは、スタート地点に戻って、今度は尾
根の道を上りましょうかね。その前に休憩します
か。休憩するなら、この辺がチャンスです。 1 時
間歩きましたから。
　　　　　　　　　（小休止）　　　　　　　　　
○　ではお願いします。
●　昔は、この尾根道をずっと上って愛生園まで
行ったということです（59）。

54・55・56　　53のあった畑の段の石垣、小
屋、コンクリート製の水溜め。赤瓦以外にも比較
的はっきりした生活遺構が確認された。

57・58　さらに小屋を発見したが中は確認しな
かった。

59　今は使われなくなった尾根道。尾根道の入
口には現役の畑や小屋が現存している。
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　尾根を通ったのは今の「光愛道路」ができるずっ
と前になります。もともとはこの尾根道をずっと
上って、愛生園へと行き来したわけです。この尾
根道も地図上に細い点線で示されていると思いま
す。この尾根ですね（A 2 ）。この尾根を上って、
いま降りて来たのはこれですから。こっちの方向
へと向かいます。
　尾根道の入口がここです。この辺りは、まだ畑
を一生懸命に作られている（60）。

●　畑を作っているので、あまり一般の人が通ら
ないようにしてほしいということでした。復旧す
る山の道については、西側を回るように作られて
いる道にしてくれと言われてまして、向こうの方
を一生懸命きれいにしたというわけです（A 1 ）。
そんなわけで、ここから先は藪になります。
 
○　藪が鬱蒼としていて道があるとは解りません
ね。…小屋が崩れていますね（62）。

●　これは、木尾農区の時に迂回して見なかった
ところです（63）。

60　尾根道の途中にある現役の
畑。柵や網で丁寧に囲われている。

61・62　使われなくなり萱に覆われた小屋と完
全に朽ちて竹藪に覆われている小屋。

63　61や62のように
崩れたり萱や藪に覆わ
れている小屋がある一
方で、まだ使えそうな
小屋も近くにあった。

○　うーん、完全に崩れてしまうとなくなってしま
いますね（62）。ものだけが散乱していますね。放
置しておくと、今は健全な小屋も皆こうなってし
まうんですね。やっぱり考えないといけないなあ。
●　今歩いているのが、尾根へ向かう真っ直ぐの
道です（A 2 ）。探すのが大変でした。何となく
人が歩いたために凹んでいるのがわかりますね。
しかし、そこにも木が生えていたので、わかりに
くくなっていました。
○　人が歩き、雨が降って水道となり、凹むんですね。
●  ここに、昔の電柱の痕がありますね（64）。

●　廃止されて切り倒されてますけれど。今日の
スタート地点の車庫の辺りから、ほぼ一直線に電
線を、愛生園に向かって引いていたわけです。そ
の様子は、古い写真にも出てきます。ですから、
この尾根道はもともと、電線の保守点検などに利
用するために通っていたんじゃないかと思いま
す。…これ切られた電柱ですね。腐らずに残って
いますよね（65・66）。

●　進んでいる道とは違う方向に紐が伸びてるで
しょう。この道がわからずに、無理やり頂上を目
指した痕です。見つけてみれば、「なんだ、真っ
直ぐの道があるじゃないか」みたいな。でも、無
理矢理通った道も、いい線まで来ていたんですよ。

64　尾根道には使われなくなった電柱が多数残
されていた。雨水の流れ、あるいは人が歩いたた
めか、溝も出来ている。

65・66　プレートがそのまま残っているものも
ある。「光明園（二）幹17 S 47」と明記されていた。
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○　わずかな誤差でしたか。
●　野バラがあります、気をつけて。いつの日か、
道の邪魔になる。こうした木を何とかしようと
思って…そこにも電柱の痕跡がありますね。切ら
れた電柱にプレートが見えます（66）。切られた
電柱を見つけて、もとのものに合体させたりもし
ました（笑）。
○　この道に、今は、ほとんど人は入らないんですか。
●　そうですね。たまに地元の人で、知っている
人がキノコ採りに入るぐらいでしょう。「この道、
通れるようにしましたよ」と言ったら、元気のい
い入所者が 2 、3 人ほど歩いたようです。でも「あ
れはちょっときついぞ、無理があるぞ」と言って
いました。

○　確かに。
●　この道からも、「しのび塚」に降りられる道
があります（B 2 ）。昔の道とは関係ないのですが、
道らしきものを整備しました。自治会長に頼まれ
て。ボランティアの学生がしのび塚の先でワーク
キャンプをしているので、その学生が山へ登れる
ように、しのび塚から上がれるように何とかなら
ないかというので、造ったわけです。
○　電柱がいたる所に転がってますね。
●　まだありますよ。だんだん、写真を撮る気を
なくしてしまうのでは。「いっぱいある」みたい
な（笑）。担いで資料館へもっていって、電柱も
展示しませんか（笑）。
○　光明園の資料室でどうですか（笑）。

 
●　昔の道そのものは、山頂の脇をかすめて通っ
ているので、東へ向かいます。北西に行くと頂上
ですね。じつは、そのてっぺんに、得体の知れな
いものがあるので、そこだけ道を外れて見ていた

67　尾根道には玉碍
子も発見された。

68　碍子が着いたままの鉄柱もあった。

だきたいわけです。
　さて、これです（69）。

●　この石積みが、何かわからないんですよ。一
番光明園の敷地で標高が高いところに、こんなも
のがある。これが何に使われたのかが解らない。
周りにあまり石がないのに、ここだけ石が組んで
あるので。
○　やはり人為的なもののようですね。
●　それから、ここに境界杭がありますけれど、
これらがずっと愛生園の道路のところから連番で
来て（75）、この頂まできて、北東の方角へ曲がっ
て行くんですよ（70）。見つけた標柱には、皆、
ペンキで黄色に塗ってあります。

●　昔から愛生園と光明園の境と言われているの
は、この山ではなくて、低いほうに向かう南南西
に降りている（C 1 ）。だけど、境界杭は連番でずっ
と北から北東に向かっています（B 3 ）。105番から、
123か124までは見つけました。更に、その下の
ちょっといったところに130幾つかがあります。だ
から、昔の農林省のときの境なのかとも思うので
すが、それにしては、新しい。入江みたいなとこ

69　頂上にある石の集積、邑久光明園が造られ
る前の遺構と思われる。

70　境界杭。発見できたものには黄色のペンキが
塗ってある。この後も多数の境界杭が散見された。
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ろで、田んぼがそれぞれあるところは、もっと古
い「山」と書いたのがあるので、それが昔の農林
のものと民有地との境の杭ではないかと思います

（164）。
○　「山」というのは、何か意味があるんですか。
●　多分、山林との境になっているんだと思いま
すけどね。
○　しかし、この石組は何だろう…、ここが一番
高いんですよね。
●　光明園では一番高いです。愛生園の敷地には、
もっと高い場所が向こうにあります。
○　ここは木を伐り払うと、海がきれいに見えま
すか。
●　きれいに見えるでしょうね。
○　狼煙台かな。
●　いや、そう思ったんですよ。狼煙台かなあと。
○　でも焼土がないからなあ。物見の土台かな
あ？　あるいは古墳の石室の可能性もないとはい
えないかな。
●　もう少し、周りを何か積んであったのかもし
れませんね。中に何か入っていて。
○　石組みの中の凹みを、発掘してみる価値はあ
るでしょうね。
●　お宝があって周りを崩したんじゃないかと
思って。
○　周囲に石が落ちてますが、陶器などは落ちて
ませんね。
●　うん。ケルンみたいにしてあって。
○　中世でも、経塚みたいな石を積んで囲んだよ
うな遺構もよくありますからねえ。
●　はあ。古い道だけではなくて、こういうのも
見てもらって、後でまた何か解ったら教えてくだ
さい（笑）。
○　これなんかは、考古学専攻の学生さんたちを
動員して調査するのがいいかもしれませんね。  
●　ここから北側に降りて行くと（A 8 ）、昔の
地図にある愛生園に行く海沿いの道に出ます

（A 7 ）。そこまでは、道を見つけてあります。こ
れを降りて、西にずっと海岸べりを回って行くと、
先ほどの簡易舗装してあった「千代の遊歩道」に
出ます（A 6 ）。
　しかし、降りて東側の道がまだ見つかってませ
ん。ちょうどこの尾根の先、その東には谷がある

のですが、その間の愛生園に向かう道が見つから
ない（B 4 ）。海沿いの道は、かつての水道の点
検道で、昔は愛生園の水道士がその道を点検して
歩いていたらしいですけど（A 7 ）。…とりあえず、
この辺で一服じゃないけど、水分補給をしますか。
ちょうど、座る石もあるし（69）（笑）。
○　しかしこれ非常に興味深いですね、この石組
…。
●　伊木家の時代の狼煙台ですかね。
○　石組みの真ん中が空いているのがやっぱり気
になります。頂上ですから井戸ではないでしょう
ね。
●　これだけの石をここに集めて丸く囲うのは、
やはり人が何かしたんでしょうからね。というの
は、周りにあまり石という感じのものがないんで
すよ。もう少し、こっちの東側の尾根に下って行
くと大きな岩が露出している場所があるんですけ
ど（72）。
○　じゃあ、そこから上げているんですかね。
●　本当は、学生さんたちに昔の道をちゃんとき
れいにしてもらって。周りの木を切ると自然がな
くなるので、ここに櫓でも組んで見晴台みたいに
したら、南も北も海が見えて、いいと思うんです
よ。
○　そうですね。景色いいでしょうね。
●　ここは尾根道から若干それてますから、入所
者もあまりこっちには上がって来なかったかもし
れません。しかし、尾根道は、愛生園に映画を見
に行ったり、演劇を見に行ったり、最初のころは
よく通っていたと言っています。だから、昔の古
い日誌の中に出てくる、野球大会などでも、皆、
この道を通ったはずなのです。その頃、まだ南側
の海岸沿いの下の道（「友愛の道」）がありません
でしたから（A 3 ）。下の道は青年団が造りました。
というのは、しのび塚の先にある田んぼ（九反田）
が、最初は使えなかったらしいんです。光明園の
持ち物ではなかったので。それで、国立になると
きに愛生園が使っていた分が、光明園にかなり来
ていますので、そのときに使えるようになって、
その際、こちらの山を越えてしのび塚に降りるの
は大変なので、海沿いの南側の道を造ったらしい
んです。
○　なるほど。…今、地図でいうと、このトップ
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にいるわけですね（69）。
●　そうですね、ここです（69）。ですから、光
明園の土地の境界といわれているラインと、実際
の境界杭では違うんですよ（B3・C 1 ）。
○　実際の境界杭はそうなのに････
●　昔からの図面は違うんですよ。ですから、こ
こは愛生園と農林省と、要するに国と農林省と民
有地となっていたところを、大阪府が一部農林省
から借り上げたり、愛生園というか、厚生省（昔
の内務省）のほうから借り上げたりしてできた。
ですから、そのときの光明園の面積はかなり小さ
いんですよ。昭和13年にできて、16年に国立になっ
たときに、農林省から借りていた分は全部いただ
けて、内務省の分もかなりきた。だから、昔から
の図面は、その前の境になるのかもしれないです
ね。多分、借り上げていたところが、払下げになっ
たときには杭が変わったでしょうから。
　これなんか見ると、まだ新しい杭です（70）。
ちょっと古い三角の頭のものもあります。これも、
番号が 1 つだけ飛んでいるな、変だなと思って、
よく上をなぞったら一本棒が出てきて、あっ、連
番になった、といったものもありました。
 
●　さあ、道に戻りますか。…この紐は、どっち
に向かっているか。向こうに向かっているなあ。
こっちをくぐって行こうか。ここにも一本の杭が
あって、さっきの杭の 1 個手前の番号になると思
います（71）。

●　ここが、昔の道です。ああ、木が折れて紐が
切れている。ですが大体、杭に沿って東側へずっ
と行きますと、この辺に、石が露出しているんで
すよ（72）。

71　境界杭に沿って道を進む。69の地点から東
側へ下りていく。

○　ああ確かに。
●　この辺から、石を集めて頂上に持って行った
のかと考えています。…今、ちょっとだけ道を外
れましたが道に戻ります。紐があれば･･･。あれ、
ないな、目印に紐を張っていても、木が倒れたり、
鹿に切られたりして、時折行方不明になっている。
どっちだっけなあ、みたいなことにすぐなってし
まうわけです。ああ、そこだ。
○　今は木が生えていますけど、昔の道は木が生
えて通れないところなんですね（B 5 ）。
●　ええ、それから図面上では、何となくその方
向へ降りて行くような点線になっているんですけ
ど、そっちへ行くと崖みたいになってしまって実
際には通れない。
○　それは危ないですね。
●　111番の杭ですね（73）。

●　道そのものは、ちょっと曲がっていますね。
気をつけてくださいね。穴じゃないですけど、深
いですから。木が倒れて根っこで掘れたんだと思
います。急に高くなる時もあるので気をつけてく
ださい（74）。

72　石が不自然に露出している。ここから69に
石を運んでいったか。

73　111番の杭。頭に
は十字の刻印。杭の方向
を示すものか。
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○　倒木痕ですね。
●　この辺は、課長が頑張って刈ってくれて…。
○　この溝のような跡をずっと歩いていくわけで
すか。
●　ああ、そんな感じになっていました。入所者
に聞いたら、愛生園の入り口に向かって、道はずっ
と溝みたいだったと聞いています。「昔、それが
通った道だよ、多分」と言っていました。入所者
と一緒に歩いてないので、わからないんですが。
ただ、状況を伝えたり、写真を撮ったりして見て
いただいたところ、これが多分そうだろうという
ことになってます。…太い木がだいぶ倒れたなあ。
○　カップ麺の器も落ちてますね。誰か入ってき
たのかな。
●　もう間もなく「光愛道路」にでます。白く光っ
ているのが路面です。路面に出ると杭がすぐ側に
あるんですよ（75）。

●　この道路に出る直前の杭です。この杭と、光
愛道路を挟んで、もう一つ飛ばした杭が見つかっ
たんで、その間にもあるだろうと探したら、杭が
でてきました。

74　藪や木々を払いながら穴や急な段差がある
斜面を下りていく。

75　光愛道路に出た直後にも境界杭がある。

○　境界杭ですね。
●　じつは、それ以前に、境界杭が見つからなかっ
たので、とりあえず愛生園と光明園で相談して、
どこか、そこら辺に赤い杭を 1 個、新たに打って、
境界を決めたのですが、正しい杭がでてきた結果、
うちがちょっと敷地を損している（笑）（76）。
○　確かに、光明園寄りに打たれてますね。土地
を損してますね（笑）。

●　境界杭は、続き番号でずっと来ています。そ
れから次の杭がどっちに向かっているかというの
は、柱の頭をみるとおおよそ解るんです。これを
みると、次の柱は、あちらの電話ボックスの方向
にあるはずです。
○　杭の頭に溝が切ってありますねえ。
●　ええ、この溝で、次の柱の方向がわかるんで
す。方向が変わる、ちょっと曲がるというときに、
曲がる方向をちゃんと解るようにしてあるんで
す。ですから、多分、尾根道も、あの電話ボック
スの方角で山に上って行くんだと思います（77）。

○　愛生園への尾根道の入口は、そこら辺にある
と…。
●　はい。だから道路についても、ここから向こ

76　光明園と愛生園で話し合って打たれたとい
う境界杭。

77　次に向かう境界杭は愛生園側にある電話
ボックス辺りか。
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うが愛生園で、こちらが光明園の敷地ということ
になりますね（75・77）。この間、台風で、愛生
園に向かう道路の崖が崩れたんです。うちには何
の影響もないんですが、愛生園の通勤者のために
うちが復旧工事をやらないといけなかった。
○　知らん顔はできませんよね。
●　電話ボックスの側のチェーンで行けなくなっ
ている道が愛生園の残土置き場に行く道で（77）、
その南側にあるガードレールを超えて藪に覆われ
ているところが、昔の入所者が造った「友愛の道」
になります（78）。

●　「光愛道路」を進むと北側に別の道が出てい
ると思いますが、あれが古い道「友愛の道」にな
ります（B 6 ）。その後に造った新しい道が、今
の「光愛道路」です。
 

（愛生園の入り口近くにある広場から「広浦」の
方向にある尾根を眺める）
●「光愛道路」の北側にのびている「友愛の道」
の途中で、海沿いの水道点検の道に出るはずなん
ですが、見つからない（B 4 ）。ここから北西の
方角にある尾根が見えますね（79）。
○　はい。

78　「友愛の道」にも藪が繁っている。

79　愛生園の入り口近くにある広場から北西の方角
を眺めると見える尾根。午後の帰りはこの付近を通っ
ている（B3）。

●　あの尾根でも境界杭を上から真ん中辺りまで
は見つけています。海沿いの道も「広浦」と「梅
井立」の間の尾根の西側までは見つけてあるんで
すが、その尾根を越えて東に向かっている道の場
所がわからないんです（B 4 ）。この愛生公園の
北にある道を見つけることさえできれば、すぐそ
こなんですね。「友愛の道」がそっちへ行ってい
ますから。そして、北側、この下が愛生園の昔の
屎尿処理場でした。屎尿をここまで運んで来て、
この谷へ流していたらしい。それが漁協の方に見
つかって大問題になったと聞いています。要する
に、屎尿が海に出ていたというわけですね。また
尾根の向こうにコンクリートの基礎の大きな設備
的な跡があるんですが、それが何に使われたかが
わからない（154・155・156・157）。午後はそこ
まで行きます。

中島、九反田
（「光愛道路」に戻る）
●　これから「中島」という地区を歩きます。「光
愛道路」から南南東に出ている昔の道があります

（A 3 ）。また下りですが、先ほどに比べればあと
はもう楽な道ですから（80）。

○　「友愛の道」ですね。
●　そう、「友愛の道」です。
　ちなみに「光愛道路」ができてから、水道管が
その下をずっと通るようになりました。
　しかし、ここの薮はすごかった（80）。この笹がワー
となって、道にガードレールがあるのもわからなくて。
○　ガードレールが見えてなかったんですか。
●　もう、全然見えない。完全に薮となってました。
消火栓を探すために少し刈ってみたところ、よく

80　光明園側の「友愛の道」。「中島」に向かう
道である。
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よく見たら下に簡易舗装がしてあって、側溝もあ
る。ちゃんとした道であったことがわかった。道
らしきものがあるという話を入所者にしていたら
消火栓もあるというので探したのですが、まさか、
簡易舗装までしてあるとは思わなかった。
○　この道が埋もれてしまうのですか。
●　ええ。この辺はジャングルでしたね。木が 1
本でも倒れていると、そこに蔓が全部乗って藪に
なってしまうので、結局、仕方なく全部刈ってき
たら、ここに「消火栓」があったわけです（81）。
○　最初に見つかれば楽だったのでしょうが。
●　「消火栓」っていうので、山の中でも立って
いるものかと思ったんですが、違っていて、地面
にあって、蓋を開けると中にあるんです。それで、
看板を造って、目印にしました。

○  あの看板なら、藪になっても見失わないですね。
●　この消火栓は、山火事用に設けられたらしい
です。一回火事があってから。ここではなくて、
向こう。ここから東の方が燃えたらしいんですけ
ど。そのときに造ったらしいんですね。ただ、施
設の方でも、過去に消火栓を造ったというのは聞
いていましたが、どこにあるのか知っている人が
いないという状態でした。そんなわけで、皆で探
し回って、北側から全部バックホーで刈ってきて。
当時、これを工事した人を捜して、その人に聞い
て、どこかこの辺だというわけでダーと。
○　なんだか、すごい話だなあ。
●　あっても、使ったことがない。かつ、上のバ
ルブを開けないと水が来ない。そんな消火栓なん
ですが、そのおかげで苦労しました。
　ここは、「中島」という場所で、光明園が畑に
も使っていたようです。それから、東の方角にあ
る凹みの下のほうに堤があります。そこを入ると、

81　藪を刈ってみつけることができた消火栓。

まだ水が満々と張っています。堤の下は、田んぼ
だったわけです。「中島」の東側には、「東島」と
いうところがあります（82）。そこは愛生園の田
んぼだったところで、入ろうと思ったら、まだ水
があるので入れなかったですけど。更に、「東島」
の向こうで愛生園の職員が田んぼを作っていたん
ですね。尾根の裏側のほうですが。

○　谷地形なのに「中島」「東島」なんですね。
●　ええ。谷なのに「島」、「藤ノ山」とか。ここ
は、掃除しても漂流物できりがない。昔はこうい
うコンクリートの堤はなかったでしょうから、意
外ときれいな海岸だったらしいです。…「中島」
から「九反田」に入る道までの間の道沿いには、
うちのごみ集積場所と、残土置き場と、材木置き
場があります。昔は、一時期焼却炉もこの辺りに
あったようですが。
 
●　この辺の藪を入って行くと、溜池に行けます
が、行ってみますか。向こうから回りますか。こ
の辺から北側に入ると近いかもしれない（83）。
○　地図でいうと、溜池はどこにあるんですか。
この奥ですか。
●　地図のこれが溜池です（90）。この辺から入
りましょうか（83）。向こうに小屋もあります。

82　「中島」の護岸から「東島」の方角を撮る。
「中島」は光明園、「東島」は愛生園の水田として
用いられていたという。

83　「中島」の
竹藪を抜け、九
反田の溜池へ向
かう。
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●「九反田」に田んぼがあったときに、作業所に
していた小屋が、この竹林の向こうにあるんです。
○　また薮ですね（笑）。
●　そこに小屋があります（84）。溜池はその小
屋の裏手、北側にあります。
○　結構大きな小屋ですね。だいぶ荒れています
ね（84・85・86・87）。

 

●　「作業所」と言っていました。黒板がありま
すね。これは衣紋掛けですかね、竹を渡しただけ
ですが（87）。
　冬だからここまで入れましたが、夏場はだめで
すね。鬱蒼としていて。

85・86　84の奥には別の棟が見える。中に
段ボールや家具、作業道具が入れられていた。

84　「九反田」を耕す入所者が暮らしていたとい
う「作業所」（写真奥）と比較的最近置かれたと
思われる倉庫。

87　竹を通しただけの衣紋掛け。

○　蚊や蛇もいるでしょうね。
●　それよりも、スズメバチがいるので、とても
危険です。溜池の堤を見るためには、迂回して、
田んぼの縁にある土塀の内側を歩いて行くのがよ
さそうですね。
○　この土塀は、よく残っていますね（88）。

●　あれが堤です（89）。

○　ちゃんとしたものですね。
●　真ん中の水門から水を落とすしかけです。今
は、冬季で水が少なくなっていますが、堤の後ろ
手、北側が溜池になっています（90）。
○　人工池ですね。
●　この前に私が来たときは、この50センチぐら

88　「九反田」の「作業所」の回りの斜面には土
塀があった。

89　溜池から水門を通って流れてきた水を溜め
ていた堤。

90　溜池。冬場なので水はほとんどないが、夏
には水に満たされているという。
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い下まで水が入っていました。草が枯れる冬にな
ると、多分、「光愛道路」からも、この溜池が見
えるはずなんですけど、落ち葉が上に乗って水面
が見えないのでよく分からないんですよね。実際
に溜池を見つけてみると、ほんとに道路の傍だっ
たので、びっくりしたんですよ。「光愛道路」側
から見たら全然見つからなくて、南側から上がっ
てきてはじめて水門みたいなのがここにあるのが
わかった（91）。その水門も上部が崩れていて、
光愛道路へは渡れないですね。水門を通って、水
は、そこへ落ちて（89）、田んぼの縁を通りなが
ら左へ曲がる。
○　用水路ですね。
●　ええ。こう見ると、本当に道路からすぐの位
置にあって、水門さえ渡れればすぐ道路へと行け
そうなんですが（91）。水門は壊れて穴が空いて
いるので、渡し板でもないかぎり無理ですね。こ
こから。地図をみたら、ここに池があるというの
で、一生懸命探して、東側の尾根から入って来て。
光愛道路側からは、わからなくて。

91　左上に僅かに「光愛道路」のガードレール
が見える。道路のすぐそばに「九反田」の溜池施
設がある。崩れて穴が空いている部分が水門で、
ここを通って溜池から堤へ水が注がれる。

○　見つけてみたら、「な～んだ」という感じですか。
●　そう。「なんだ、道路の横じゃないか」という
感じでした。その後、道路のほうを歩いたんです
が、それなのにやっぱりわからなかった。何とな
く水の光が見えているようないないような。わかっ
ていれば、「光愛道路」の電柱の部分だけ覚えて
おいて、「その電柱のこちら」ということで来たん
ですけどね。この溜池は、多分、この島で唯一残っ
ているものではないかと思います。地図で見ても、
ここしかこの長島で水が溜まる場所はないわけで
す。今通ってきた道は、「光愛道路」ができるま

では多分、田んぼや溜池の縁に沿って向こうの道
へ出るようになっていたんだと思います。
○　北側の山へ上がっていく道になるんですね。
●　そうですね。先ほどの愛生公園のほうに向
かっていくのだと思います。
○　当時は山道ですね。
●　先ほどの溜池から出た水は南へずっと下り
て、一旦曲がって。
○　「九反田」の田んぼに注ぐんですね。
●　ええ。田んぼになります。そこから水がずっ
と来て、今度は道路の下を横断して（122・123）、
向こう側へ流れます。
○　西側に流れるんですね。
●　そうです。そして海へと注ぐ。今歩いている
平場がずっと田んぼになっていて、道は田んぼの
縁についていて、これから行く「小丸農区」の北
裾を通っていた。

小丸農区
 

●　さて「小丸農区」の東側の登り口に来ました
（93）。
　もうすでに隠し道みたいな感じですから、気づ
かない人が多いと思います。蔓がみな枯れたから
見えますねえ。夏場はここまで来たら鬱蒼として
だめでしたが、冬場はまだいい。
○　入り口からこれですか。すごいなあ。

92・93　「九反田」の作業所から道路に出る。
かつてはここも田んぼだったという。南側の「小
丸農区」に向かう坂道に入る。

94　小丸農区は藪や蔦が鬱蒼としていて最初の
小屋も蔦で覆われていた。
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●　よいしょ。そこに小屋が 1 つ（95）、こっち
に幾つか（96）。その向こうにも一つあります。

●　「小丸農区」は、尾根上の通路でつながって
いて西側からも北側に降りられます。
○　そうなんですか。通り抜けられますかね。
●　いま、地図のこの辺を上って来ています

（B 7 ）。藪がなければ、ちゃんと向こうの畑へと
行けるはずです（B 8 ）。しかし、抜けるのはき
びしいかもしれませんね。

●　奥にも小屋が見えますね（100・101・102）。
そこにたどり着けるか、どうか。道はきっとこっ
ちだろうな。

95　藪に囲まれた朽ちた小屋が見える。

96　右はトタン（？）とタイルが壁に貼ってあ
る小屋。左にも小屋がある。藪が繁り到達できな
かった。

97・98・99　小丸農
区の東側は、鬱蒼とした
藪である。

 

●　向こうの畑も、見えてはいるんですが。どの
ルートを行っても、西側の畑に通り抜けるのは大
変そうだなあ。畑は見えますが、渡れそうもない
ですねえ。
○　ここの畑は皆、石垣組んでいますねえ（103）。
水溜の施設もある。

●　はい。ここの畑は、皆石垣を組んだ段々畑に
なっています。西側の畑の小屋もすぐそこに見え
ているのですが、野ばらの壁があるので…いやあ、
ちょっと大変そうですね。今まで来た通路を戻っ
たほうがいいでしょう。気をつけてください。木
で目を突かないように。西側の畑は近くに見えま
すが、単純には乗り越えられそうもない。整備し
ておけば、大丈夫かもしれないけれども。とても
とても…。戻るにしても、さて、どの辺通って来

100・101・102　到達できた小屋群。小屋群
の向こうには小丸農区西側の畑が見えるらしい
が、通り抜けることができない。コンクリートで
壁を固めた小屋もある。

103　小丸農区の段々畑の石垣。高低差が激し
い。これらを踏み越えて調査をした。
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たかなあ（104）。ここは、すごい段差ですよ（103）。
○　私たちは、段々畑を縦に歩いているというわ
けですね（笑）。しかしこの高さで段々畑にする
というのは大変ですね。この「小丸農区」ってす
ごいところですね。というか、すごいところになっ
てしまったんですね（笑）。

●　足元に蔓があります。いたるところに段差が
ありますよ。そっちじゃ通れそうもないかなあ。
○　こっちも通れないです。
●　「光明園の 4 人遭難」とか新聞に載ったりし
て（笑）。
○　 「畑」で遭難じゃ、かっこ悪いですね。しか
し、冗談抜きで、本当に遭難しそうだ。
●　あの木が目印です。やっと入口に戻れますね

（105）。

 
○　無事生還ですか。
●  小丸農区西側の入口に回りましょう。…この
辺りにあった小屋は、ボランティアの学生が、自
分たちで壊して、基礎だけ残っている状態になっ
てます（106）。

104　途中で進む
方向を間違える場面
もあった。道と藪の
区別はほとんどつか
ない。

105　迷いなが
らも無事、小丸
農区東側の入口
に戻る。

106　小屋の基礎だけが残っている。

○　痕跡化してしまったということですね。
●　そのうち、「小丸農区」の縁にある、空いて
いる小屋も皆、壊していくと思います。その竹の
生えているところが肥だめでした（107）。

●　糞尿を、竹林の穴の空いている場所に入れて
あって、 2 列あったと言っていました。
　学生たちは、その竹林を残してくれと言ってい
ますが、まあ切ろうかと。この辺のも撤去しまし
たけど、古い自動車が何台か置いてあって、作業
小屋替わりに使用していたようです。
○　なるほど、車の再利用ですね。
●　これは、ボランティアの学生たちの椅子兼
テーブルです（108）。

　この辺りが昔の道ですね（109）。あちらが田ん
ぼだった所になります。この辺りの小屋は、多分
今年中ぐらいにボランティアが壊しちゃうと思い
ます。ここの部分は、もう入所者の了解を取って
あるので（110・111）。

107　竹が生えている個所に肥だめがあったと
いう。

108　ボランティアがテーブルと椅子に使っている
という電線のリール。
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○　こちらも農作業小屋ですか。空になっていま
すね。
●　ええ。もう壊す予定で空にしたんです。この
奥、南側にある小屋はまだ壊さないので、中味が
入っています。まだ使っていますからね。…たし
か、壊す予定の小屋で一番南にあるやつの側にあ
る笹の下ぐらいに、井戸の四角い蓋がしてあるの
が…。この下ぐらいだと思います（112）。あると
言われて探して、「あった、あった」と。…ここ
の小屋は愛生園の人が借りて使っています（113）。

110・111　壊す予定の小屋群。

109　現役の小屋と最近まで使われていた小屋が
混在している。藪に覆われているがここも「友愛の
道」である。許可を得た小屋は壊してしまうという。

112　 竹 藪 の
下には井戸があ
るという。

113　現役の小屋には一輪車、熊手、水溜（？）
がある。

●　この畑は愛生園の人が借りて使ってます。
おおっ！ きれいに刈って、きれいになっているわ～。

○　ちゃんとした畑になってますね。
●　前は、草ぼうぼうでしたから。
　きれいにミカンがなってますね。「小丸農区」
でも、西側の畑は現役である場所も多いので、農
区への道もきれいに入所者が草を刈ってくれてま
すねえ（114）。
○　この辺も皆、段々畑ですね。…小屋の中にも、
道具が残っています。水のタンクやら。
●　ああ、先ほどは尾根づたいにここへ出て来る
はずだったんだけどなあ（笑）。
○　我々、あの辺の草藪にいたんですね。
●　そうそう、あの辺にいたんですよ（115）。

○　ああ～。とんでもないことだ。
●　だから、まだ、ちょっと距離があるなと、あ
きらめたわけです。
○　あのまま進んでいたら、まだあの小屋の裏手
の藪の中でもがいていたかもしれない（115）。
●　こういうミカンですが、もう取る人もなく、
皆捨てるだけなので、自由に取っていってくれと
言われます（114）。でも何となく黙ってもぐのは、
ちょっと気が引けますね。レモンもなってますね。
○　この小屋は、まだ使っているのかな。
●　まだ使っていますね。刈ったものが束ねて置

114　果物のなっている現役の畑。小丸農区西
側の畑は現役の場所も多く道もまだ生きている。

115　 小 屋 の
後ろにある藪の
中を歩いていた
という（B6）。
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いてある。この木もちゃんと剪定していますもん
ね（116）。

●　こういう水路も、みんな造ったんでしょうね
え。不自由な手で鉄管を打ち込んで…（117）。

●　たしか、この小屋が。これがトイレに使って
いたと聞いたんですよ。ここに、肥だめの穴が空
いているでしょう･･･。というようなのをちょろっ
と聞いて、どこかにそういうのがあったはずだな
あと思って。前はもっとこっちへ見えていたんで
すけどね（118・119）。
 

117　側溝も入所者の自作か。

118・119　トイレとして使われていたという
小屋。しかし痕跡化しており汲み取りの穴を確認
できない。

●　そうそう。これが、ウキだと聞いたんですよ
（120）。

●　今は発砲スチロールの白いのだけど。筏のウ
キに使っていたのをもらってきて、加工して蛇口
を付けたりしてます。まだ水が出るでしょう、ポ
タンポタンしているから。工事とか何かがあって、
施設がパイプとかを捨てれば、それを拾って来て、
再利用してますね。コンクリートのウキも、ここ
まで担ぎ上げたんでしょうね。
○　「小丸農区」の西側は案外きれいになってい
ますね。
●　ブルーシートをかけているのは、間違いなく
現役だと思います。シートが新しいですから

（115）。
○　使っていれば、きれいな形に段々となる。
●　そうですね。もともと東側の畑にも道でつな
がっていけたはずなのです。…実は、ここから東
側にも上り道があるんですよ。ボランティアがい
ま途中まで造っていますけど。造っているという
か、昔を復元しているのですが、 1 年間かけて復
元して、半年後に来ると、もう草で元に戻ってい
ます（笑）。さて、来た道を降りましょう。
 

120　古いウキを再利用し、雨水を溜める施設。
ウキには蛇口も付いている。

121　舗装された「光愛道路」へ戻っていく。

116　きれいに剪定されている畑。現役の畑は
これだけ整理されている。
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●　先ほどの溜池の水は「光愛道路」の電柱の向
こう側を通って、ここで池になっているんですけ
ど、そこの水道管が見える、そこを北東から横断
してこっちへ来て（122）。

122　「光愛道路」の下を通る水路。

●　そして、今歩いている道の下を通って西側へ
流れます。西側が少し盛り上げてありますが、ご
みが海に出て行くので、わざと盛り上げといて、
石組の間を染みた水が海に出るようにしていま 
す（123）。

●　この水たまりに、子どもさんとかが来て落ち
ると困るので、盛り上げた土を取ってしまえばと
思ったんですけど、そのまま水を海に出すと、ゴ
ミが海に出るというので。そういう仕組みになっ
ているのだそうです。
○　濾過装置ですね。
●　堤防をコンクリートで造るまでは、この辺が
砂浜で、漁師さんの網干場になっていました。「堤
ができてから汚くなったけど、昔はきれいな海岸
だったんですよ」と入所者の方は言いますね。
　その小屋は、まだ使われていて、さっきの分か
れ道のところで、小屋を壊した跡がありましたが、
向こうは壊していいよということで。こっちへ荷
物を移動して、こっちだけ使っています（124）。

123　溜池の水は海にまでつながっている。高
くなっている部分は流れてきたゴミを取り除く濾
過装置のような役目があるという。

124　壊した小屋の荷物を移動して作業を続けてい
る場所。

●　入所者は施設からここまで来て、そこで作業
しています。

しのび塚公園
 

●　「しのび塚」に着きました。あそこにも土塀
があります（126）。

●　土塀がずっとこの上まで上がっていて。10
メートルぐらい行ったところぐらいまでは追いま
したが、そこから先は薮に阻まれて行けませんで
した。
　この土塀も、「しのび塚」にあるとだけ聞いて、

125　しのび塚公園。光明園と愛生園の慰霊の場。

126　しのび塚公園の東側の縁には土塀がある
という。

95



探し回って、一生懸命に捜して、見つからないと
言ったら「しのび塚のベンチの傍にあるぞ！」と
言われて、「ええっ？」と思って、一生懸命に探
したけど、ないんですよ。近寄ったら「ああ、土
塀だ」って。先ほどの藪になっていた「友愛の道」
のほうも、昔、会長をしていた人に「向こうにも
あるはずだから」と言われて探しに行って、土塀
が見つからずに、藪の中に道を見つけてしまった
んです。
　ここには火葬場がありました。ここに 6 つと
いったかな。大きな丸い穴が 6 つあって、残骨を
全部。途中からは、愛生園も共同で使ったという
ので、愛生園の方のも入っています。そのまま蓋
をしたらしいので。いまは残骨を入れていません
が、火葬場があったころの残骨は皆ここへ入った
ままです。井戸は火葬場があったときので、やた
ら井戸を埋めてはいけないということらしいの
で、蓋をして残してあります。あと、胎児の慰霊
碑ですね。
　会長が、この石垣の周りに桜を植えたらどうだ
ろうと言ってます。最初は梅を植えたらと言いま
したが、梅だとあまりぱっとしないので、桜のほ
うがと言いましたが、潮風があると、桜は無理だ
ろうというので。何かいいのがないかなと考えて
います。まあ、花が咲いてきれいなものがいいと
思うんです。ここは大事な場所の一つですからね。
○　「記憶」の場ですね。
●　そう。そんな場所ですから、将来的にはいつ
も花が咲いてきれいなほうがいいなあと皆さん言
うので、花ではなくても、例えば銀杏はどうです
かと言ったんですけどね。秋は銀杏、春は桃でも
いいですよね。それからここには、トイレがない
んですよ。それで、入所者が来てもトイレがない
ので今度はその辺りに造ろうかと。
○　確かにトイレが必要そうですね。
●　ボランティアの女の子たちが、こちらのほう
で作業しても、トイレは向こうまで行かなければ
いけないんですね。だから、その都度車で送り迎
えする必要があります。海岸清掃とかいろいろ
やってくれるので、入所者がここへ来るときのた
めというのを兼ねてトイレを造ろうと考えていま
す。
○　そうですね。
 

●　では、あとは「光愛道路」の舗道を歩きなが
らお話しましょう。
　スタート地点に戻ります。じつは、「しのび塚」
にトイレを造るだけでも大騒ぎなんですよ。あの
先にある浄化槽まで、ポンプアップしないといけ
ないんです。
○　なるほど、そういう問題があるのですね。
●　しのび塚前の横断歩道は、もともと、その正
面に引いてもらおうと思ったのですが、「ここは
車の出入り口だからだめです。端にしてください」
と言われて、「じゃあ、お願いします」と、歩道
をあそこだけ切って引いてもらいました。
○　今、ちょうど横断歩道のライン引きをしてい
るのですよね。
●　ええ、資料展示室の前と、長島大橋の案内所
のところですね。あれもよくOKしてくれましたね
え。橋を架けるときにはゲートを設け、釣り人を
島に入れないようにということで、進入側をロー
タリーにして、釣り人をＵターンさせる案内所と
称する検問所を置いてましたね。とはいえ、釣り
に来ましたと言わなければ解らないですから（笑）。
　南側も引き潮になると、海岸縁をずっと歩いて
通れるんですけどね。きょうの干潮は、 4 時か 5
時だと思いますが、昼休みのあとは、「千代の遊
歩道」の先の道を行きますか。明日（2012年 1 月
8 日）のお帰りは、何時ごろですか。
○　午前中は確実にいられます。
●　そうですか。では、午前中に監禁室に行く道
など案内しましょうか。それから向こうの船小屋
のほうはまた行かれますか。「曙農区」の小屋は
見なかったでしょう？　横を通っただけですか
ら。
○　是非、お願いします。
●　では、今日は、東側のほうだけ終わらせて。
明日午前中に、西側を攻めることにしましょう

（笑）。
○　それにしても、現役の畑、そしてつい最近ま
で畑をやったところと、しばらく使っていません
という畑跡の落差には本当に驚かされました。
●　そういう場所には、崩れてわからなくなった
小屋も幾つもあると思います。藪の下敷きになっ
ていたりすると、確認のしようがない。しかし、
各園みても、こんなに小屋が残っているところは
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ないんじゃないですかね。
○　本当に。しかも、 1 つ 1 つに個性がある。
●　小屋の存在は案外、皆さんは知らないかもし
れませんね。
○　ええ。  スタート地点に戻りましたね。
では、午後の部は何時にスタートにしましょうか。
●　「千代」に行くなら早めに、 1 時半ぐらいが
いいかもしれないですね。
○　では40分の休憩ですね。

	 2012年 1月 7日　午後1時30分　出発	
千代の遊歩道・千代農区
●  では、午後の部をスタートしましょう。

○　まず「千代の遊歩道」を行くのですね（A 6 ）。
●　午前中は、ここから畑に上って行きました（128）。

○　今まで歩いて来た道（愛生園への尾根道、友
愛の道）は、文献的には押さえられるのですか。
●　文献的には、あまりないと思いますよ。
○　やはり、聞きとりとか、地図でしょうか。
●　そうですね。ああそうそう、これも土塀です

（129）。そういう古い遺構が「遊歩道の下にある」

127　午前中と同じく「宮の段」から出発。

128　午前中に調査した木尾農区への入り口（囲
み部分）。

と言われて、ずっと見ながら探してきたけれど、
なかなか見つからなかったんです。土塀は内側か
ら見ると、瓦みたいなのが練り込んであるんです
よ。

○　なるほど。練り込んであるものに着目すると、
ある程度構築年代がおさえられるかもしれません
ね。
●　ちょうど、「千代の遊歩道」の西側の斜面の
下ぐらいのところに、昔、炭焼きをしていたとい
う場所があります。海岸からちょっと上がったと
ころですが。
　もともとは、水道タンクがあった西の峠を少し
下ったところで、山に入って焼いたそうです。そ
したら、失火して火事になって、「もう来るな」
と追い出されたようです。それで、こちらに造っ
たらしいです。
　遊歩道の両側は「千代農区」の畑です。この西
側の下っていく丘陵も、そうですね、全部畑になっ
ています。あちらに見えているのが、「職員桟橋」
です（131）。

129　「千代の遊歩道」の東側の崖にある土塀。
瓦なども練り込まれている。

130　朽ちてしまった小屋も「千代の遊歩道」
沿いにあった。
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131　「千代の遊歩道」を歩いている間に見えた、
木尾湾にある職員桟橋。西側の下りの丘陵も段々
畑だったという。

○　「木尾湾」から「千代農区」の方を撮った写
真はありませんか。
●　あまりないですねえ。古い時代に風景写真を
撮る機会は少なくて、やはり多く残っているのは
人が集まった記念写真の類いですよね。…この場
所には大きな小屋があったらしいです（132・
133）。

●　東側の丘陵が畑で、小屋に人が住んでいたと
聞きましたけれど、今はトタン板しか残っていま
せん（133）。先ほども入所者が来ていましたけれ
ど、ここまでは遊歩道が整備されていて、散歩に
来ることができるんです。

132　 鋪 装 し
てある遊歩道の
先端に着く。小
屋があったとい
う場所。

133　小屋と畑があったらしいが既に存在して
いない。トタン板がその名残をとどめるのみで
ある。

水道施設の道、用途不明の建物の基礎
●　でも、ここで行き止まり。この先、北側は滅
茶苦茶な藪になっています。会計課長が一生懸命
草刈り機で、現況のように整備しました。でも、
この先をずっと道が行っていたのです（A 7 ）。
歩道というよりも、愛生園の水道管が敷設されて
いた関係での管理通路なんです（134）。

○　これが道だったんですか。
●　道です。ずっと道があったのですが、笹薮で
わからなくてね。いったい、どこから道があるん
だろうという感じでしょう。この辺もバラと笹で
すごかったんですよ（134）。わからなくて、いろ
んな所に入っていったりして、道に迷って…。こ
れは畑の角になります（135）。

●　段々畑の段です。笹薮ではありますが、ちゃ
んと段々畑の石垣はまだ残っています。これは、
きれいに積んでいますね、ちょうど同じような厚
さにうまく割った石を積んでます。
○　上手に積んでますね。
●　先ほどの薮の入口から、ここまで来るのに、

134　「千代の遊歩道」の北の先端から水道管の
管理通路の道が出ている。藪が多少ない所が道で
あるという。道中には段々畑、水田の遺構が確認
された。

135　笹藪の中をよくみると段々畑の石垣があった。
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草刈しながら、道捜ししながらだと時間がかかり
ました。ところどころにある、この凹みもなんだ
か解らないんですよ（136）。「小屋があった」と
いう人や、「いや、単に溜池だったんだろう」と
言う人、いろいろです。この東側の丘陵の上も畑
だったのですが、もう今や完全に笹藪になってし
まってます。
  ところが、ある程度行ったら藪が切れて、そこ
から先はまだ道が残っている状況になっていたん
ですよ。

 
 ●　昔の図面では、ちょうど愛生園との境がこの
辺になっているんですよ（137）。

●　ここが尾根になっていて。この下、西側では、
松茸がだいぶ採れたと言っていました。ちょうど、
この尾根の出っ張りが、愛生園との境だというわ
けです。
○　ここが愛生園との境界なんですね（137）

（C 1 ）。
●　図面上ではということです。でも、入所者に
聞くと、その東にある谷の畑や田んぼ、「大畑」
という地区は光明園でやっていたようですので。
図面と、実際に使っていた実態はどうも違うみた
いですね。
　水道管は、いまの出っ張りから（137）、下りて

136　 道 に は
大きな穴が散見
される。

137　図面上では愛生園との境界となる場所。
この尾根の出っ張りが境界であるという。

いって谷を渡って、東側の出っ張ている尾根のと
ころを上って行ったようです。
○　そして、愛生園に届くわけですね。
●　愛生園までは、ずっとまだまだ先になります。
これを下り切ると、水道管が見えますけどね。
　今歩いている道の上にも土塀が散見されて、進
んでいる道の方向へ行きます。
　この辺の谷は、段々畑というか段々の田圃です
ね（138）。段が畦になるわけだ。

●　境界杭がありますね（139）。
○　番号が書いてある。頭に方角がきってありま
すね。
●　ここは昔の民有地でした。こちら側は農林で
すよね。だから、光明園が来る前は民有地で田ん
ぼになっていた場所だということです。

●　さあ、どうしようか。上に行けば歩き易いと
ころに出ますが、近い方で。この段のまま南東の
方に行きますか。
○　田んぼを横切るんですね。

138　後ろの低くなっている広場が光明園が出
来る前に住民が使っていた田か。高くなっている
畦道と低くなっている広場がその名残を伝える。
境界杭もある。

139　地面から崩れてしまっている境界杭もあった。
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●　ちょっと通り難いかな。水もあるので、注意
して通ってください（140・141・142・143）。

○　ここも患者さんの耕作地という感じですか。
●　そうですね。民有地の後はそういうことにな
ります。
○　この田んぼや畑には、小屋はないんですね。
●　そう。小屋はないんです。
○　午前中歩いたところより、もっと古そうです
ね。
●　そうですね。一応、基本的には光明園は、あ
そこから向こうと言っていましたから（137）。
○　いま、この辺（B 9 ）にいるということですか。

「大畑」の谷に。
●　そうですね。上から二段目の田んぼを、いま
こう来て、この辺ですね。土塀が、もうちょっと
上を走っています。まあ土塀が下りて来るから、
それに沿って歩いてもよいかもしれない。
○　今歩いているところも道ですか。

140・141・142・143　 倒 木、 蔓、 藪、 ぬ
かるみや段々畑の石垣、土塀を越えていく。

●　ええ。いま歩いてるのはずっと道です。
○　これは送水管の道なんですか。
●　送水管は、北側、もっと低いほうを通ってい
ます。多分、田圃があって、大潮のときは水でび
しゃびしゃになるので、迂回する道をつくったの
でしょう。上から見ると、田んぼがあったところ
は、水が光って見えますね。
○　今も湿地になっているんですね。
 
●　これが、送水管です（144）。

●　これが田んぼを横切り、今まで歩いてきた急
な下りのところにずっとつながっています。そし
て、反対側はこちらの尾根を上って行きます。
　この辺は、管が露出していますね（145）。

○　この水道は、いまは使われてないですか。
●　今は使ってないですね。「光愛道路」の歩道
の下に、新しく入っているので、これは使ってい
ません。
○　それができるまでは……
●　できるまでは、この水道が使われていました。
○　この水道管も、貴重ですね。この道の存在と

144　 か つ て 使
われていたという
送水管。以後いく
つかの送水管が散
見された。

145　 地 面 か ら
露出している送水
管もある。
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いうのは、誰か職員さんに聞いたりされたわけで
すか。
●　はい。昔の地図に点々とあり、自治会の前の
地図にも載っています。
○　そうですか。そこから「何だろう」というこ
とになって、探したのですか。
●　あとは、もう辞められた職員の人が昔、愛生
園にいて、「ここを通った」と言うので。最初に「木
尾農区」に登る道も、その人に案内してもらって
来ましたが、「この辺のはずだ」と言って、実は
ちょっと違っていたりしました（笑）。こっちは、
自分なりに入り込んで来て、海縁を歩けばと思っ
たら見つかったということです。…これも何かの
装置が添えてあったパイプだと思います（146）。

146　水道設備を支えていたパイプか。このパ
イプの回りの地面にはコンクリートの基礎（？）
もあった。

●　こういうのが、他にもありますね。ここに水
道管を連結する装置があったんだと思います。Ｊ
Ｒ邑久駅の近くに水源があるんです。それも、ど
こにあったか見つけました。だから、延々と何キ
ロも水道を引っ張って来たということになります
ね。
○　これは（147）？

147　 途 中 で 折
れてしまった送水
管か。他の水道管
と方向が同じであ
り、つながるもの
と思われる。

●　これも、水道管を通しているんですよ。折れ
てこうなったのかな。
○　この感じだと、先ほどの送水管に繋がるんで
すね。
●　ええ、さっきの所へね。これは、水抜きにし
ては変だなあと思って。そんなんだったら、埋め
ちゃえばいいんですからね。
○　ここの曲がって折れているのは、きっと崩れ
たんですね（148）。

●　この木が多分、送水管の方へ落ちて…。こう
いうのもわからないんですよ（149）。水が漏れて
穴が空いたものなのか。送水管は上りですから、
多分圧力をかけてあったでしょうから。…ここを
入ったところに一本、境界杭がありますよ。ちょっ
と見てきましょうか（150）。
○　ああ、そこにありますね。

●　今歩いている道以外にも、何か道らしきもの
があるんですよ。でも、行くともう鬱蒼としてい
て、行き止まりになります。
 

148　途中で折れて
しまっている送水管。

149　水が漏れて
穴が開いたのか、倒
木によって穴があい
たのかは不明。こう
いった穴がいたると
ころにある。

150　境界杭。
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○　道はあったはずだが、薮に阻まれる。今回の
テーマですね（笑）。
●　笹を整備したからまだましですが、本当に背丈
以上の笹に覆われていました。畑野園長も鍛えてい
るので、一回案内して来て、「トトロのトンネルだ～」
と喜んでいました（笑）（151・152）。
 

●　だから、これが道だと気づくまでが大変でし
た（151・152）。バラがだいぶ伸びてきています
から、頭に気をつけてください。…この辺が、「愛
生梅林」と言って、梅林があったところみたいで
す（B10）。ちょうど、地図で丸く広めに出っ張っ
ている部分があると思いますが。
○　これですか。イララと読むのですか。
●　はい。「伊良々」という場所。ここがそうです。
いま一つ谷を越えて上って来たところですね。こ
こは皆が「愛生梅林」と呼んでいます。「伊良々」
と言っても、多分わからないと思います。
 
はい、ここから皆さん、迷子にならないように。
笹薮になります（153）。

○　バラのとげが刺さりますね。
●　さっきのところで曲がりましたけれど、その
まま真下の谷に下りると、そこにコンクリートの
基礎があります。それは監視小屋にしていたらし
いです。盗みに来ないように。
○　田んぼの監視ですか？

151・152　「愛生梅林」の場所も蔓や藪で覆
われていて、トンネルのようになっている。

153　 蔦 や 藪
をかき分けて進
む。バラのトゲ
や急な段差もあ
り注意が必要で
ある。

●　ええ。それにしても、笹がすごいなあ。最近
こっちに来てないから。こう行ったはずだけど、
目印の紐が別の方向に向かっているな。
○　すごいことになってきました。
●　おっ！山から下りてきたときの紐かなと一瞬
思ったけど、これは山へ上る紐だ。これを行くと
山に上るんですよ（B11）。午前中行った一番高
いところにいけます。
○　いま、この辺にいるのかな。
●  いま、ここですね（B11）。上にいってはだめ
なので下におります。
○　「伊良々」の谷の縁ですね。
●　ええ。これが谷の縁ですから。
○　このまま上がって行くと山の頂上に行くんで
すね。
●　この辺から斜めにくる道があって、ここに上
るんですよ。こんな感じで（B12）。でも谷にお
りましょうね。
○　下へ下へ、北側へと。
●　すると、何だかわからないものにぶち当たるの
ですが。ありました（154・155・156・157）。

154・155・156・157　用途不明の建物の基礎。
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○　基礎ですね。
●　入所者に写真を撮って行って見せたんですけ
ど、「知らんなあ」と言う。水道管は、もっと向
こう、谷の下を走っているんですよ。だから、水
道設備ではないと思うのですが。

○　鏡も落ちてますねえ。
●　この溝、何でしょうかねえ。何か 2 本、水路
らしきものになって。
○　水瓶もある。
●　この基礎なんですが、唯一、これが何なのか
わからないんですよ。これも、ぜひ解明していた
だきたい。
○　そこに側溝があるんですね。この敷地は愛生
園なんですか。

●　場所的には、愛生園の敷地です。ですから、
愛生園の自治会長などにも聞きましたが、「そん
なのは知らん」という。「そんなのあったかあ～」
で終わりでした。

158　蝶番も遺物として発見された。建物の遺
物と思われる。

159　甕が埋められている。水溜めか。

160　 遺 物 と
して瓶も発見さ
れた。

○　建物であったのは、間違いない。
●　その割にはトタンだとか、あまり建物の部材
が見つからないですね。撤去したんじゃないです
かね。
○　障害物を切って、あちこちで平場を造ってま
すね。
●　これはどう見てもビール瓶かな（160）。「ビ
アー」と書いてありますね。
○　「サクラビア－」。蝶番もおちている（158）。
●　桜の木があるから、人が住んでいたんじゃな
いかと思いますけどね。
○　謎の建物の基礎ですね。
 
●　ああ、新たに竹が生えたなあー、もっと通り
やすかったんだけどなあ～。ここも多分、何かが
あって、切ってます。何かあったんですねえ。人
工的に切っていますから（161）。

○　しかし、すごい竹林だ。あれ、「こんにゃく
印判」の丸碗だ（162）。伊木氏の時代、18世紀の
ものですねえ。その時代にも確かに人が入ってま
すね。

162　18世紀の茶碗の破片も落ちていた。

161　竹が生えてしまっているが人工的に平場
が作られている。土塀を切ったのか。
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○　これ、なんですか？（163）

163　水道施設のエア抜きか。

●　多分、水道施設に関連していると思うんです。
一番高いところなので。エア抜きみたいなもので
すかね…。それから、その先、東側に下りたとこ
ろに、境界杭があるんですけど。行ってみます？
○　はい。
●　ここを下りてもらって。下りてそっちに曲
がったところにあります。そこの谷間にありませ
ん？（164）

○　ああ、ありますね。
●　2本あるでしょう？　右と左と。右に一本崩
れかけた境界杭と、もう一本。

頂上を通って宮の段へ
●　古い道を見つけているのは、ここぐらいまで
です。この先、東に向かう道が最後の尾根越えに
なるのですけれど、道がどう向こうへ行っている
かがわからないんです（B 4 ）。
○　この先が未開拓ルートなんですね。
●　時間もなくなってきましたので、ここからの
お帰りコースを選ばなければなりません。
　どっちが楽かな。来た道を戻るのと、山頂まで

164　境界杭の並び。左側の境界柱には「山」
とあった。A7は谷や段差が激しく、注意しなが
ら周りを見ないと発見できない。

行くのと。今、 2 時40分ですね。それでは、南西
へ。上に上っちゃいますかねえ。来た道を戻るよ
りも、上っちゃったほうが、早いと思うので。
○　わかりました。北壁からの本日 2 度目の頂上
アタックです。

●　道を見つけてあるから大丈夫です。あっ、鹿
がいるな。鹿の鳴き声がした。
○　鹿はたくさんいるみたいですね。
●　そこに境界杭があります。123番ですかね

（167）。

○　もうすぐてっぺんだ。
●　頂上の謎の石組みのところに出ます（168）。
○　そしたら、一度、午前中に下りた道になりま
すね。
●　はい。

165・166　急な斜
面の尾根道を進んで頂
上に登る。土塀もいく
つか確認された。

167　123番
の境界杭。杭は
頂上に到達する
までいくつか散
見された。

168　午前中にみた謎の石の集積した場所に到達。
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（午前中降りた道を歩く（A 8 ））

○ 「 宮の段」に戻ってきました。
●　明日は、足が痛くなりますよ。普段慣れてい
ないでしょうから。
○　そうですね（笑）。これ、何だろう？　頭に
電線がついてますね（169）。

●　昔の盲導柵じゃないですかね。台石付けて、
番線張って盲人の方が落ちないように。栗生なん
かも、盲導柵は番線でやっていましたから。
○　そうか。これも貴重かもしれませんね。
●　それにしても、奥までの登りは 1 時間半、下
りは12分でした（笑）。
○　後で、今日歩いたルートを地図上に「一筆書
き」していただけますか。
●　はい。面宿に戻ってゆっくり落ち着いて、や
りましょう（笑）。
○　ありがとうございました。（了）

169　昔の盲動柵の基礎であろうか。石川事務
部長も気づいていないものだったようだ。藪を細
かく調査すればまだ見ぬ遺構が確認されるかもし
れない。
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