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1929 離島覚書（長崎県・日島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若松島北端から日島を望む 

 

令和元年 10月 18日 

防波堤道路 

 若松島の北北西に向けて開かれた若松湾の湾口に日
ひの

島
しま

は位置する。島は楕円形をしてお

り、面積は 1.39 ㎞ 2、周囲は 7.1 ㎞である。島のほぼ中央には鋭く尖った形の祇園山があ

り、標高は 244ｍもあることから、沖からみると目立ち、昔は航海上の重要な標識になって

いたようだ。また「番屋の峠」とも呼ばれ、山頂には狼煙台があったという。 

 日島は、漁生
りょうぜが

浦島
うらしま

、有
あり

福島
ふくじま

と飛び石状に並ぶ小さな島の先端に位置し、遠隔の地にあた

る。若松島と漁生浦島は漁生浦橋で、漁生浦島と有福島、有福島と日島はそれぞれ防波堤

道路でつながっている。漁生浦橋は 1979（昭和 54）年に、漁生浦島と有福島間の防波堤道

路は 1970（昭和 45）年に、有福島と日島間の防波堤道路は 1973（昭和 48）年にそれぞれ

開通している。これにより旧若松町内の有人離島は全て陸続きになった。また島間をつな

ぐ防波堤道路の完成によって波浪が遮られるようになり、若松湾湾口の静穏度は増した。 

 新上五島町には、長崎県立上五島高校と中五島高校の２つの高校がある。中学校を卒業

するとどちらかの高校に進むことになる。日島に一番近いのが中五島高校で、中通島の南

部にある。陸続きになる以前は船で若松島に渡り、そこからバスで若松港に出て、さらに

船で高校の近くまで行き、歩いたそうだ。朝６時に家を出て、約２時間をかけて通学して

いたというから大変だった。陸続きになってからは通学バスが走るようになり、こうした

通学の苦労からは解放されている。 

中通島と若松島をつなぐ若松大橋から日島までは、曲がりくねった道を走ることになる

が、それでも 30分もかからないから、交通事情は格段に改善された。 
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1956年（昭和 31年）に旧若松町と合併する以前、日島は若松島の西半分と漁生浦島、有

福島とともに南松浦郡日島村に属していた。当初は日島に役場が置かれ、旧村の中心地で

あったが、1897年（明治 30年）に漁生浦島に移転している。その後、若松村と合併して若

松町となり、さらに 2004（平成 16）年には中通島の旧町が広域合併して、新上五島町にな

り、現在に至っている。 

2015 年国勢調査時の人口は 38 人、世帯数は 25 戸であった。2019（令和元）年９月末現

在の住民基本台帳上の人口は 29 人、世帯数は 21 戸に減少しているが、現在実際に住んで

いるのは 15戸だという。島民の姓は７種類で、それぞれの姓別の世帯数は、藤田４、釜崎

３、入江２、今村２、鶴田２、松園１、岩崎１という内訳である。 

宮本常一によると、日島は讃岐高松の人がきて住み着いたと言われている。「日島の網親

方であった今村氏も高松から来た人で、最盛期には三井の呉服商から着物を買えるほど豊

かであった」と書いている。１）その今村家が現在でも２戸ある。 

集落の入口に「玄加・玄徳の碑」が建っている。写真の右側が松園八郎五郎、法名「玄

徳」の碑で、左側が右側の石碑の再建碑である。初期の石碑の文字が判読困難となったの

で明治期に再建されたものだ。松園家の家系図によれば、玄徳は「肥州松浦郡平戸懸志佐

領主総轄」であったが、故あって、慶長３（1598）年ごろに松浦の志佐方面から日島へ移

り住み、２年後に没したことが記されている。「玄徳」の娘は四国塩飽出身の入江助エ門の

妻となり、五島藩日島の初代代官となる入江次右衛門を生んでいる。五島藩が代官制を導

入したのは 1587（天正 15）年であったが、日島が五島 12 村の一つとして、代官所が置か

れるようになったのは、五島藩３代・盛利の時代（1612～1642 年）に入ってからのことで

あった。この碑は五島藩政時代に編入される過渡期の史跡として貴重であると、教育委員

会の看板に書かれていた。ちなみに後述する㈲松園水産の社長はこの碑に書かれた松園家

の末裔にあたる。 

隣の有福島には有福教会があり、キリスト教徒が島民の約半分を占めているといわれて

いるが、日島にはキリシタンはいない。有福島のキリシタンは大村藩の西彼杵半島から 1797

（寛政９）年以降に移住し、明治維新後キリスト教に改宗した人たちなので、日島のルー

ツの方がはるかに古いことになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日島側から見た有福島との間の防波堤道路（左）、玄加・玄徳の碑（右） 
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曲石塔群 

 防波堤道路を過ぎて日島に入ったところが曲地区で、ここに砂嘴が形成されている。こ

の砂嘴で大量の石塔群が発見された。旧若松町文化財保護審議会会長を務めた近藤章氏が

およそ８年の歳月をかけて独力で調査し、その後、長崎県が 1993（平成５）年～1994（平

成６）年度と 1998（平成 10）年に発掘調査し、石塔群を復元した。 

 この石塔群は主として宝篋印塔
ほうきょういんとう

（相輪、請
うけ

花
ばな

、伏鉢、隅飾
すみかざり

、塔
とう

身
しん

、基礎、反花座で構成

される仏塔の一種）、五輪塔（四角、丸、三角、半丸、上の尖った丸（宝珠型）または尖っ

ていない団子型の石を積み上げた仏塔の一種）、宝塔などからなり、約 70 基が林立してい

る。制作年代は、①1300年代前後の鎌倉時代末から南北時代前半、②1300年代後半（南北

朝時代後半）から 1400年代前半の室町時代初期まで、の大きく２つのグループに分かれる。

また石塔は、中央形式塔と地方制作塔に分かれる。前者は安山岩質凝灰岩や花崗岩が用い

られ、高度の彫出技術によって関西方面（中央）で制作されたもので、主な制作地は福井

県高浜町日引とされている。一方後者は凝灰岩や緑泥片岩を用い、主として九州本土（熊

本）で制作されたものと推定されている。 

 日島の石塔群は多様性とその規模・構造において異質な様相を呈していることから、遺

骨埋葬・供養というよりも、中世社会で一般的だった逆修（自らの死後の冥福を願うため

に生前に予め善根供養をおこなうこと）が石塔造立の目的だったのではないかと考えられ

ている。つまりこれらの石塔群は聖地化された「共同墓地」で、しかも一地方の豪族の墓

地ではなく、より上級の権力が関与した「共同墓地」であったとされている。海を舞台に

活躍した武士たちは予め自らの菩提を供養するために石塔を立てたわけだが、逆にいえば

かれらの活動は常に死と背中合わせであったことを物語っている。 

 日島は、古来、鎌倉末期から南北朝前期に数多くの「寺社造営料唐船」が派遣され、南

北朝後期になると征西将軍府と明との間で使節船の往来があった。そして日島は使節船や

貿易船が中国に向けて出帆する最終発進基地だったから、船に乗る武士が石塔を造立した

と考えられている。 

 陸上交通が中心になった今日では、日島は遠く離れたへき地だが、船が交通の中心だっ

た時代には、今とは逆に海上交通の要衝であり、中国大陸に向かって開かれた日本の玄関

口であり、最も先進的な地域だったのである。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

曲石塔群（左）、復元された五輪塔などの石塔（右） 
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近世になると船が大きくなり、日島を中継する必要がなくなったことから、日島は海外

渡航の最終発進基地としての地位を失うことになる。しかし、上述したように江戸時代に

なると島周辺の豊かな水産資源を求めて四国・讃岐地方などからの移住者（入江氏や松園

氏）により漁業が活発になり日島に再び繁栄がもたらされた。 

 

集落と廃校跡 

 日島の集落は島の南端にある２つの小さな湾を取り囲むように形成されている。集落の

背後には山が迫り、平地は埋め立てたところを除いてほとんどない。島は山林に覆われて

おり、もちろん農地もない。もともと半農半漁で生計を立てていたと思われるが、かつて

あったであろう段々畑は自然林に変ってしまった。 

 半世紀前にあたる 1970（昭和 45）年の国勢調査時の人口は 272 人、世帯数は 77 戸であ

り、このうち漁業を営む世帯が 38戸と約半分を占めていた。しかし高度経済成長期を経て、

人口の流出と高齢化が進み、現在は当時の 1/10ほどになってしまった。 

 戦後は子供たちも多く、日島には小学校と中学校が置かれていた。しかし 1967（昭和 52）

年に日島小学校は隣の島の有福島にあった有福分校に統合されてＲＣ３階建の新校舎が建

てられると日島に小学校はなくなった。さらに統合された小学校も 1997（平成９）年には

閉校になっている。 

一方日島には中学校もあったが 1994（平成６）年３月末で閉校になった。この中学校の

用地は集落の中ほどに今でも残っている。校門の前には廃校の記念碑が置かれていた。中

学校になる前は小学校があったようで、日島小学校創立百周年記念の碑も合わせて設置さ

れている。旧校舎は解体処理されており、校門をくぐった先は雑草で覆われた荒れ地にな

っていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湾に面した日島の集落（左）、中学校の廃校記念碑（右） 

 

定置網と曳釣 

 上述した通り、現在、日島には農地はなく、集落周辺で細々と自家消費用の野菜類がつ

くられているだけだ。昔から日島の産業は漁業がメインであった。すっかり漁師の数は減

ってしまったが、それでもこの島の産業は依然として漁業に依存している。 

若松漁協に所属する日島の漁業者は６人で、正組合員が２人、准組合員が４人という内

訳になる。旧若松町管内には若松漁協の他に、神部漁協と若松中央漁協があり、両漁協と
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もまき網を中心とした大型の漁業を営んでいたが、その後魚類養殖に転換し、現在ではカ

キ、真珠母貝を含めた養殖業を中心としている。これに対し北部の若松漁協は漁業が中心

であり、南部とは大きく性格を異にしている。 

 日島で営まれている漁業は大型定置網と曳釣である。このうち島の漁業生産量の大部分

を占めているのが大型定置網漁業である。曳釣漁業は准組合員が従事し、操業日数はそれ

ほど多くない。主な漁獲対象はタチウオとクロマグロである。前者は９～10 月と１～３月

が漁期になる。マグロは実質的に 12～２月にかけて操業するが、総量規制されていること

から漁期は短い。なお潜水器漁業（フ―カ式）を営む経営体が１あったが、高齢のため現

在はほとんど休業状態である。 

 組合員は漁協が置かれている漁生浦島の荷捌場に漁獲物を水揚げする。定置網の漁獲物

の多くは後述するように加工して自ら販売しているので、一部をこの荷捌場に水揚げする

だけだ。定置の一部と曳釣の漁獲物は漁協の運搬船で、長崎や佐世保まで運び、長崎県漁

連を通じて販売している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松園水産の定置網（左）、湾内に係留中の曳釣の漁船（右） 

 

松園水産 

日島で大型定置網漁業を経営しているのは㈲松園水産である。松園家は上述した「玄加・

玄徳の碑」に書かれている通り、16 世紀末に現在の松浦市から移住してきた旧家である。

㈲松園水産の社長である松浦文策さんはこの末裔にあたる。 

集落の東はずれに㈲松園水産の事務所がある。事務所を訪ねると、中には脇田さんとい

う女性事務員と矢口さんという最古参の従業員がいた。脇田さんは若松島の堤地区在住、

矢口さんは隣の有福島在住である。脇田さんは以前若松漁協で働いていたが、矢口さんの

紹介で今年の４月から㈲松園水産に勤めている。52 歳になる矢口さんは、この会社で働い

て 30年ほどになるというから大ベテランだ。 

２人とも島や漁業について詳しく、20 分ほど話を聞いた。そのうち定置網の船が戻って

きたが、何か作業が残っているようで再び漁場に出かけることになった。社長の松園文策

さんにお願いして、あとで話を聞かせてもらうことにする。漁場から戻るまで、若松漁協

に再度でかけて若い職員に漁協と漁業の概要を聞いた。 

事務所に戻るとすでに社長が戻っていた。 

父親の清兵衛氏は 1971（昭和 46）年ごろからハマチ養殖を始めている。隣の若松島は魚
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類養殖がさかんであるが、松園水産はこの地方のハマチ養殖の草分け的存在であった。し

かし、メディアによる骨曲がりハマチ等への投薬批判によりハマチが売れなくなり、大き

な打撃を受けたことから定置網漁業に転換したのだった。漁業から養殖業へ転換する例は

多いが、その逆は珍しい。 

1985（昭和 60）年頃に県知事の許可を得て、大型定置網を始めることになった。現社長

の文策氏（62歳）が 29歳の時であった。 

松園水産の大型定置網は日島北部の竜宮小島の南側に設置されている。日島の根拠地か

ら１㎞ほどの至近距離にある。定置網では５人の従業員が働いており、その番頭格が上述

した矢口さんである。 

網は朝早く揚げ、午後からは後述するような加工作業を行う。加工作業は女子職員の脇

田さんを含めた全員で行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松園水産の松園文策さん（左）、漁港の前の事務所兼加工場（右） 

 

六次産業化の取り組み 

㈲松園水産の漁業経営の特徴は、漁業から加工、販売まで一気通貫で手がけている点に

ある。松園さんの表現を借りれば、「漁獲から食卓まで」をモットーにしているわけだ。こ

の取り組みは今から 18 年前の 2001（平成 13）年から始めており、世間で六次産業化など

といい始める前のことだった。 

松園さんが定置網漁業に切り替えた 1985（昭和 60）年は 200カイリ規制で水産物の供給

が減るとの思惑から魚価が上昇した余波が残っていた時代であり、さらにバブル経済に突

入する時期でもあったので、水産物の産地価格は高値で推移していた。しかし 1990年代後

半になると、バブル経済は破綻し、日本経済は「失われた 20年」とも言われるデフレに突

入、さらに水産物の小売に占める量販店のシェア拡大、養殖生産物の供給拡大、輸入水産

物の急増などが重なって水産物の産地価格は大きく下落した。 

こうした苦境を打開するためには自ら加工・販売して漁獲した水産物に付加価値を付け

て所得を増やすことが重要だと、44歳の若き松園さんは考え、実行に移したのだった。 

午前中に定置網から水揚した魚介類は、市場出荷向け、加工向け、直売向けに分けられ

る。市場出荷向けは高値が期待できる魚種が対象で、漁生浦島にある若松漁協の荷捌き場

に水揚し、漁協の運搬船で長崎市や佐世保市などの本土側に運ばれて、長崎県漁連を通じ

て消費地市場に出荷される。加工向けと直売向けは日島にある自社の事務所兼加工場の前
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に設置されたポンツーンに水揚し、加工原料はポンツーン上の作業場で前処理が行われる。

これらの作業は乗組員５人と脇田さんが担っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加工の前処理を行う浮桟橋（左）、新鮮な原料を加工処理する従業員（右） 

 

加工と販売 

事務所に併設された加工場には冷風乾燥機、チョッパー、擂
らい

漬機
か い き

などの加工機械類が整

備されている。 

加工品は「すり身」と「開き」に分けられる。原料の魚介類は定置網で漁獲されたもの

に限定、かつ朝漁獲された鮮魚にこだわっている。 

すり身の原料は「開き」などに加工できないジンダ（小さなアジ）などの小魚を有効活

用している。小魚はラウンドの原魚をチョッパーで砕き、塩、砂糖、全卵を加えて擂漬機

で練ってすり身にし、冷凍保存する。すり身には保存料やアミノ酸などの添加物は一切使

用していない。塩は五島産のものを使うなど素材にこだわっている。この冷凍すり身は地

元周辺の老人ホームへ調理用食材として供給している。 

もう一つの加工品はアジ、カマス、トビウオ、サバなどの開きやブリの切り身などの塩

干品と味醂干しである。アオリイカが獲れれば、これも加工する。市場に出荷しても高値

が期待できない魚介類は基本的に全て加工原料になる。ポンツーンの作業場で前処理した

原魚は、加工場内に搬入して塩水や味醂に漬けた後、冷風乾燥機で乾燥する。塩はすり身

と同様、五島産のものを使用している。製品は冷凍保存して、逐次出荷する。 

直売は居酒屋などの外食向けと道の駅向けに大別される。 

居酒屋向けは「鮮魚ボックス」と呼び、その時に定置網で獲れた魚種を生産者側が勝手

に詰め合わせて送るもので、魚種はお任せである。顧客の都合は聞かないからこのシステ

ムを納得してくれる人が相手である。定置網に入る魚は自然任せなので、「プロダクトアウ

ト」にならざるを得ず、つまり漁業の本質を理解している人が注文してくるわけだ。 

この「鮮魚ボックス」の取引先は、京阪神圏を中心に 40店ほどである。京阪神までは宅

配便が翌日に届くが、首都圏になると２日かかることから、取引先は数店にとどまる。大

阪の喜多郎寿司の難波店や天神店などの著名どころも㈲松園水産から仕入れている。送る

鮮魚は現地で内臓を除去し、先方から指定してきた金額分を長崎魚市場の卸売価格を参考

にして詰め合わせる。参考とする価格は高値になる場合が多いそうだ。宅配便の料金は顧

客持ちである。 
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道の駅の販売先は、福岡県や熊本県内の４～５店である。加工を始めた当初はデパート

などにも出向いて売っていたが、現在は道の駅に絞っている。日島から直接車で道の駅ま

で持ち込む。道の駅では鮮魚と加工品を販売している。加工品は大漁セットＡ（3,800円）、

Ｂ（5,500円）などのセットものも扱っている。道の駅に出荷する際は現地に３日ほど滞在

することもあるらしい。道の駅の販売手数料は 10～15％であるが、小売価格で販売できる

ことから市場出荷よりも利幅は大きい。日島産の水産物は口コミで広がっているという。

なお㈲松園水産では近年普及しているネット販売は行っていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冷風乾燥機（左）、チョッパー（右） 

 

㈲松園水産の売上は、市場出荷と「鮮魚ボックス」を合わせて約 4,500 万円、加工品が

約 1,500 万円であり、年商は 6,000 万円ほどになる。なお、ここ数年はブリが豊漁だった

ので、販売額は増えているようだ。 

人口が減り続けてきた日島の最後の砦が㈲松園水産である。創意工夫で頑張って来た同

社の持続的な発展を祈りたい。 
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