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1.高島塩田の起源 慶長元年(１６００年頃)７月 地震によって揺りあがる

2.塩田の頃と現在

３.現存の施設の歴史あれこれ

２００１年(平成１３年)に実施したうずしお歩け歩
け運動の「ふるさと発見ウォークラリー大会」



１．高島塩田の起源

慶長元年（１６００年頃）７月 地震によって揺り上がる

撫養地全図 岩村武勇所蔵

明治10年（1877）内務省が発行した「日本
製品図説 食塩」の挿絵。
「撫養塩屋十二か村」と総称された立岩村、
弁財天村、北浜村、南浜村、斉田村、大桑弁財天村、北浜村、南浜村、斉田村、大桑
島村、小桑島村、黒崎村、三ツ石村、高島
村、明神村、小島田村は白地で表示されて
いる。



東南海・南海地震
2030年までの発生率は40～50％

東海沖から四国沖にかけての領域を震
源とする東南海、南海地震は今世紀前半
にも発生するおそれがあり、2030年まで
の発生確率は、東南海が50%、南海が
40%とされています。この二つの地震は、
近い将来の発生が確実視されている東海
地震と同様マグニチュード8クラスの巨大地震と同様マグニチュード8クラスの巨大
地震であると考えられており、強い揺れや
津波が来襲する地域も広範囲にわたると
予想されています。

100～150年周期で発生

東南海、南海地震は、過去にもおおむ
ね100～150年周期で繰り返し起きていま
す。しかも東海地震を含めて、同時、ある
いは時間的に接近して発生するケースが
多いことが分かっています。



２．塩田の頃と現在

現在 塩田のころ

2006年撮影 1955年（昭和30年）ころ撮影



4. 鳴門町の今と昔



高島



竹島



中島



３．現存の施設の歴史あれこれ

２００１年（平成１３年）に実施した、
うずしお歩け歩け運動の「ふるさと発見ウォークラリー大会」の資料から



６－１．鳴門西小学校、成稔幼稚園

学校のあゆみ

１８７４年（明７） 板野郡高島村字北の民舎に高島小学校創立
１８８６年（明１９） 〃 字山路に高島尋常小学校と改称し新築
１８９５年（明２８）板野郡高島村に鳴門高等小学校を創設
１８９８年（明３１）高等小学校を廃止し、尋常小学校と高等科を併設

鳴門尋常高等小学校と改称する。鳴門尋常高等小学校と改称する。
１９１４年（大３） 鳴門西尋常高等小学校と改称
１９１９年（大８） 私立成稔幼稚園を併設 (昭和天皇の御成年を記念し命
名)
１９２７年（昭２） 板野郡鳴門村立成稔幼稚園と改称
１９３５年（昭１０）板野郡鳴門村立鳴門西青年学校を併設
１９４１年（昭１６）板野郡鳴門町鳴門西国民学校と校名改称
１９４７年（昭２２）鳴門市鳴門西小学校と改称．学校給食開始
１９５０年（昭２５）北校舎．南校舎改築
１９７０年（昭４５）～１９７４年（昭４９）全校舎新築完成
１９７５年（昭５０）体育館．運動場完成創立百周年記念式典



生徒数の変遷

年代 明治（尋常小） 大正 昭 和

年 26 30 37 41 2 10 15 5 10 20 25 30 40 45 50

生徒数 18 20 100 22 17 60 84 66 101 97 69 81 57 33 18

卒業生徒数の変遷

学年 1年 2年 3年 4年 5年 6年 障害 合計

学級 2 2 1 1 2 1 1 10

生徒数 46 41 31 31 45 30 3 227

平成１２年４月６日現在現在の学校の状況

（明治４１年から４年制が６年制になる）



鳴門西地区の人口の推移



昔の鳴門西小学校



６－２．昌住寺（西山浄土宗）

昌住寺は正しくは、常福山吉祥院（古くは歳徳院）昌住寺といい、徳島県では数少ない浄土宗の寺院です。浄
土宗の開祖・法然上人、またその弟子西山上人の教えを伝える西山浄土宗に所属し、本山は京都・長岡京市粟
生(あお)の総本山光明寺です。

今から約四百年前の慶長九年（1604年、江戸時代初期）淡路・三原郡七河（志知川）村、光明寺の親類の縁
故で、塩田開拓者と共に高島に来たり、新在所と定め草庵を結び、「繁昌し幾久しく住する地なり」とのご祝儀を
もって昌住寺と名付けました。

それから約百年後、製塩業は年と共に隆盛を極め、塩田も拡張して繁昌し、人口も増加して、正徳二年（1712
年）寺院中央に現在の本堂が建立されました。本尊の阿弥陀如来は丈六の座像(171.2ｾﾝﾁ)で、鎌倉時代の古年）寺院中央に現在の本堂が建立されました。本尊の阿弥陀如来は丈六の座像(171.2ｾﾝﾁ)で、鎌倉時代の古
仏をモデルにして、江戸時代初期に造られたものといわれています。

本堂右側の別殿・観音堂には、正面に十一画観世音菩薩、右側に日光.月光菩薩を従えた薬師如来、左側
に青面金剛をおまつりしています。この本尊の観音様は当山の鎮守、歳徳神の本地仏で400年前に開基が勧
請した もので、観音霊場．阿波西国三十三ヶ所の第十八番札所でもあります。

境内には他に、弘法大師堂、伏見稲荷より勧請した稲荷神社、石段を登ると

鐘楼堂があります。現在の建物は、観音堂は文政十三年(1830年)

庫裏は弘化二年(1845年)に建立されたもので、

塩田の財力と昔の人々の信仰が盛り上がって築き上げた寺です。



６－３．高島八幡神社

慶長三年(1598年)十二月高島塩田築造の際、淡路塩屋村に鎮座の八幡宮の分霊を当地に勧請し氏神と

して崇敬した。「阿波史」には『八幡祀高島にあり』と記し、『寛永改神社帳』には『高島村八幡宮別当高島

昌住寺』と伝えている。大正五年二月近在の山神社、事代主神社、竹島神社を合祀し、相殿に祀っている。

また、境内社の五柱神社は大正四年に境内社亀戸神社など五社を合祀しものである。高島八幡神社は、

鎮座してより当地の塩田の発展と共に氏子の皆様の敬神崇祖の御心により隆盛をきわめてまいりました。

「年々歳々花同じくして人同じからず」 時は流れ、時節はかわりつつも、氏子の皆々様のご高配により、

旧村社
所在地：鳴門市鳴門町高島字山路五十七
主祭神：応神天皇 事代主命

仲哀天皇 足利義稙公
神宮皇后 大山祗命

例 祭 ：十月十四日
境内地：1,213坪
主要建物 ：本殿・拝殿・神馬舎・社務所
氏 子 :約540戸

新しい鳴門町の御社として静かに鎮座している。



秋祭り



秋祭り



秋祭り



秋祭り



６－４．塩田開拓者
篠原孫左衛門の碑

鳴門の塩業の歴史

鳴門は立地条件に恵まれて古代から塩造りの盛んな所であった。
日出湾には昭和42年に確認.発掘された古代製塩遺跡がある。日出は西暦5世紀を中心にして栄えた漁
業集落で、ここで同時に大規模な製塩が行われていたことが判明し、このことは、後代の鳴門製塩の隆盛を
予測させるものであった。その後、中世になると初期の形の入れ浜式の塩田も生まれていたようであるが、近
代に続く入れ浜式塩田が本格的に導入されたのは藩政時代になってからである。
鳴門塩業の創始には二つのルートがあるといわれる。慶長2年（1597）淡路の篠原孫左衛門が、共人10人
を連れて、地震で隆起した竹島（現高島）に来て塩田を築造したというのが一つ。これは民間主導のものでを連れて、地震で隆起した竹島（現高島）に来て塩田を築造したというのが一つ。これは民間主導のもので
ある。
もう一つは、少し遅れて慶長4年、藩主蜂須賀家正の政策により撫養城代益田内膳が、播磨国の馬居・大
谷を招いて夷山の麓に塩田を造らせた。初めて鍬を入れたのでここを鍬島と呼び、その後現在の桑島となっ
た。
塩田は更に開発され、歴代藩主の保護奨励により、鳴門を中心に盛んとなる。薪材から、文化4年（1807）
石炭焚きとなり製塩の能率もさらに上がる。明治になって、藩の保護がなく
なり一時苦境に立ったが更に大きな試練は、明治末から昭和にかけて、外
国産の安い塩が輸入されるようになってからである。塩田は次第に整備され
ながら、戦後の新時代を迎え、昭和27年頃から、枝条架.流下式塩田法に変
わり、さらに、昭和42年頃からイオン交換膜法が導入され、ついに、昭和47年
すべての塩田が廃止された。



６－６．たくさんの池（高島の飲料水）

鳴門市高島の山すそには、池がある。池といえばたいてい水田のかんがい用ため池を思わせるが、この池

は高島部落の飲料用の池である。高島が鳴門市に合併され、小鳴門海峡に水道管を通して昭和26年9月に
送水されてからは、誰一人としてこの池の水をくまなくなり、荒れ放題になった。この池の水は、少し白くにごり、
上質とは言えないが数百年の昔から高島地区民数千の命の水であった。

高島は慶長2年に篠原孫右衛門が開基したと言われる塩田地帯。入り浜塩田として広い撫養塩田の中で最
上質の塩が多量に生産されたところであった。それだけに塩田地帯は一帯に塩気が多く飲料水は塩水がま
じって不適のものばかりであった。そんな環境にあったので、飲料水の確保には相当の苦心があった。たくさ
んの池だけが多くの住民たちの用水となり、水を供給してくれた。だから朝夕の炊事の時間には、水くみの長
い行列がつくられた。い行列がつくられた。

また、水くみの場所が遠いので、各家庭では大きな水ガメをいくつも備えて水をためた。水は各家庭でも一
日として、いや半日たりともかかす事が出来ないので、雨が降ろうが風が吹こうが、水くみを休むわけにはいか
なかった。雨水とても粗末に出来ず、大事にためて、ふろやせんだくにつかった。

このほかにも、昌住寺の裏に池があり、そこの井戸の水も飲み水として良質で水量も豊かであったのでよく使
われた。



６－７．高島村の庄屋 篠原家

江戸時代の村は、政治的、社会的、経済的すべての面において一つの単位をなし、幕藩体制の
基礎であっただけに、幕府や諸藩は村の組織、村民の生活制限、租税負担などその統制に配慮し
た。

阿波では、1585年蜂須賀公の入国後、政所が藩の地方支配機構の末端であったが、それが改
められ、庄屋がその役となった。

庄屋は、村のきわめて広い任務と権限を持ち、村内の有力者が任命され世襲となっていた。庄屋
に任命されると、一家の夫役が免除され、功績や家柄で苗字帯刀が許される特権があり、屋敷の構
えも一般村民よりも優れていた。えも一般村民よりも優れていた。

高島開拓の篠原家は、淡路国三原郡いちだ荘委文村の出身で、子孫は代々塩業を経営しながら
高島村の

庄屋役を勤めた。 なお、篠原家が高島村の庄屋を勤めたのは、慶長12年（1607年）から明治4年
（1871年）までの265年間である。

庄屋をやめた後も、篠原家(長崎の篠原)は、多くの人材を生み、文化人、医者、軍人、村会議員、
市会議員、県会議員、そして本業の塩業家として徳島県の塩業の発展に

尽くした人など、社会に対して大きな貢献をしている。

なお、現在の当主は、13代目である。

また、現在の屋敷の母屋は、295年前に建てられたものである。



６－８．高島地区の長昌庵墓地

墓地は扇状形になっており、山より上部の方、三叉路を過ぎたところの井戸の西側に石柱の標識
がある。そこから南方を見ると同じ高さにも標識がある。この標識によると、これより上部が「埋め地」、
下部が「詣り地」の区画をされた両墓制墓地である。

土葬をしていた時、「埋め地」に土葬をして埋め墓とし、３回忌位に「埋め墓」を掘り替えして、小さ
な瓶に骨を洗って入れ、下部の「詣り地」の詣り墓に納めて参ったと言う。

三ッ石地区にも同じ埋葬標識が八兵衛のはなの、サンマイ（通称）にあったが、道路の新設工事
で撤去され、今はお寺の入口の区画された墓地の一画に移されている。

これらの方式は、高島、三ッ石の寺の本山、淡路の西淡町日光寺の葬制の影響で、鳴門に移っこれらの方式は、高島、三ッ石の寺の本山、淡路の西淡町日光寺の葬制の影響で、鳴門に移っ
てからも350年余り葬制を継続していた。



６－９．ウチノ海総合公園について

鳴門ウチノ海総合公園は、「ヒューマンリゾートとくしまの海と森構想」に位置づけられた重要な都
市公園であります。

公園面積22.1ha、埋立て面積18.2haで、「自然との共生」「自然とのふれあい」をテーマに、海と気
軽に接して、海とのかかわりを学び、体験し、味わい、楽しむことのできる公園をめざしています。

平成7年8月着工、平成10年春に護岸埋立て工事を終わりましたが、バブルの崩壊により、初期に
目指していた計画より大幅な変更を余儀なくされ平成15年の4月開園を目指し、公園内の造成が行
われました。

現在の計画による主な施設は、現在の計画による主な施設は、

①公園センター ②駐車場 ③ トイレ休憩所 ④他目的コート⑤ ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰｺｰﾄ ⑥ 3ｵﾝ3ｺｰﾄ ⑦
大型遊具⑧芝生広場があります。



ウチノ海公園



６－１０．竹島 足利義稙の史跡

竹島山は、鳴門町高島の西の端にあり、海抜30m 東西に狭く、南北に350mの小さな山である。
山の中央に御嶽神社が祭られているが、その南に箱型石室のある古墳があったらしい。室町幕府
の第10代将軍足利義稙を祭った小祠が大正時代のころまであった。

18年間将軍だった足利義稙が、細川高国の横暴に憤慨し、大永元年（1521）に出奔し、淡路の沼
島に逃れ、その後、鳴門の撫養で亡くなったといわれる。没年大永3年（1523）4月で58歳である。

ところがこの将軍義稙は、沼島に居たので「島公方」と呼ばれたが、本当は淡路の沼島でなく、高
島の竹島だと、小杉ｵﾝ邨の「徴古雑抄」にある。

淡路の沼島は、古くは武島と呼ばれていた。高島の中の竹島は古名は武島であった。そのため、淡路の沼島は、古くは武島と呼ばれていた。高島の中の竹島は古名は武島であった。そのため、
太平記などによって思い違いをして沼島だと思ったのだろう。竹島の石室古墳や小祠がその証拠で、
沼島には何一つ根拠がないとしている。また、義稙公と最後まで生死を共にした家来の子孫が、
493年後の現在、鳴門市に現存していることは、忠臣二君に仕えず、墳墓の地を離れず、昔の人間
像がうかがえます。



６－１２．竹島渡舟跡 ６－１６．高島渡船

高島、三ツ石の住民にとって、小鳴門海峡に橋がかかるまでは、渡し船は生活する上において、欠かすこと
のできない存在であった。島外へ仕事に、学校に、買い物、映画を見るなど娯楽、親類への交互の訪問の際
など、道と同じような役目をしていた。

高島、三ツ石に4か所の渡舟場があった。

下図の12-1竹島から明神（昭和30年代まで運行） 12-2竹島から堂浦（昭和10年代まで運行）

16高島から黒崎 18三ツ石から桑島（昭和30年代まで運行）があった。いずれも手漕ぎの5～10人乗りのカンド
リ船で、個人が有料で行っていたそうである。

現在運行している高島～黒崎間だけが、昭和23年5月に市営となり、無料で現在まで運行されている。しか
し、昭和36年7月小鳴門橋開通、昭和59年4月市営バス高島乗り入れ、平成10年2月小鳴門大橋開通により、し、昭和36年7月小鳴門橋開通、昭和59年4月市営バス高島乗り入れ、平成10年2月小鳴門大橋開通により、
車社会となり年々渡舟の利用者は減少している。



６－１６．高島渡船



６－１３．福永家住宅（国指定重要文化財）

福永家は、『先祖年代記』によると、もと黒崎村に住んでいたが、寛文年中（1661～1673）に現在地の高島村
で塩田を開き、製塩業を営んだ。

鳴門には、慶長年間（1596～1615）に入れ浜式塩田が起こり、後に（塩方十二ヵ村）といわれ、高島村、三ツ
石村、大桑島村、小桑島村、黒崎村、斉田村、南浜村、立岩村、弁財天村、明神村、小島田村の１２ヵ村に塩
田が開発され製塩業が盛んになった。これらは、すべて「斎田塩」と呼ばれ取引された。

製塩は、海水から来い塩水（かん水）をとる「採かん」と、かん水を煮詰めて塩の結晶をつくる「煎ごう」という工
程からなる。 採かん工程は、入れ浜式塩田、流下式塩田、イオン交換膜法へと変遷し、煎ごう工程は、石窯、
鉄釜、真空式蒸発缶へと変遷している。

福永家住宅は、文政２年（1828)～天保4年（1833）にかけて、現在の屋敷構えが整った。入り口近くにある茅福永家住宅は、文政２年（1828)～天保4年（1833）にかけて、現在の屋敷構えが整った。入り口近くにある茅
葺きの「かん水溜」及び「窯屋」は、昭和55年10月～昭和58年12月に保存修理が行われた。









６－１４．小鳴門大橋

小鳴門大橋は、都市計画道路黒山中山線として、平成14年11月着工、10年2月に完成した橋長530m、中央
径間280ｍの県下最長の3径間連続鋼斜張橋である。斜張橋の選定に当たっては、自然景観との調和、地域
のシンボル性を配慮しています。

また、構造的特徴としては、耐風安定性を考慮した逆台形型箱桁、独立1本柱、及びマルチファン形1面ケー
ブル（12段）を採用しています。

本橋は、斜張橋特有の軽快で優美な姿を地域に映し出しています。



小鳴門大橋



６－１５．鳴門市高島ポンプ場

高島排水区は、北にウチノ海、西南は小鳴門海峡に囲まれ、東部に中央丘陵地を有している。塩田地帯とし
て、反映していた区域であり、中央の集落はかつて塩業の中心であったことを物語っている。現在、塩業の近
代化に伴い塩田跡が埋め立てられ、区画整理事業が実施されたため、市街地が形成されつつある。

過去には、第2室戸台風と、昭和51年の役70mm/hrの降水で浸水が生じている。

この浸水被害を解消するために、昭和55年2月、都市計画決定、昭和55年3月には事業認可を取り、管渠の
整備を行ってきた。

高島ポンプ場は、平成7年用地取得、平成8年基本設計、平成9年実施設計を行って、排水面積約86ha、最
大排水量12.065㎥/秒、確率年10年で計画し平成10年～12年の3年間で土木工事を終え、以後順次建設して
いく予定です。いく予定です。



６－１７．高島の水源地（水道）

高島と三ツ石は海の島ということで、生活水には不自由をしてきた。塩田で開発された所だったが山裾に湧
出するわずかな井戸から水を汲んだり池を造って利用するしかなかった。雨水を樋で受けて集水するほどで、
船で本土から水を買ったり、水売り人がいたくらいである。
高島の上水道は、鳴門市の水道第一期事業として、斎田幹線から明神二軒屋まで送水されたものを小鳴門
海峡の海底を横断送水され、接合井から高島寺山の山上配水池へ、タービンポンプで揚げて送水し、配水池
から自然流化式で島の全戸に配水された。小鳴門海峡の横断送水管敷設工事は、昭和24年7月着工し、11月
30日竣工したが、深さ12.5mの海底と秒速2mの潮流のため、日本でも類例のない最大海底工事とされた。な
お、配水池工事は寺山海抜60mに10m×7mの長四角形の鉄筋コンクリート造りで、昭和25年始めに竣工した。
そして、高島、三ツ石地域全域の水道工事は昭和26年5月に完工し、水の苦労がやっと解消された。
その後、第9期拡張工事で瀬戸町明神大元神社付近から、高島竹島と阿波井島地区へ口径200mmの海その後、第9期拡張工事で瀬戸町明神大元神社付近から、高島竹島と阿波井島地区へ口径200mmの海
底布設も昭和47年9月30日に竣工。
また、送水量アップのため、中央配水池から撫養町黒崎を経て高島中島へ小鳴門海峡海底489mの横断工
事が行われ、それが、昭和48年5月16日着工で、11月30日に竣工し、豊富な水が供給されるようになった。



７－１．鳴門海峡



７－２．大毛海岸



７－３．わかめ灰干し



８．塩田の頃のふるさ
と
２月の中旬になると偶然かもしれないが徳島
新聞に平成１９年・２０年と塩田の頃のふるさとの
記事が掲載されている。懐かしい思いで読まれ
る方がいるかもしれないので引用する。合わせて
私の手持ちの昔の秋祭り・塩田の写真を一部掲
載しますのでご覧下さい



塩田の作業風景
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