
173 

 

1917 離島覚書（長崎県・平島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江島より平島を望む 

 

令和元年６月 19日 

新屋旅館  

 平島は崎戸諸島の１つで西海市に属するが、中通島から５㎞ほどしか離れていないので

市役所のある本土側より新上五島町の方がはるかに近い。 

江島を 16 時 15 分に出発した「フェリーみしま」は 17 時 10 分に平島に着いた。フェリ

ーが入る平島漁港は島の南側につくられている。平島では私を含め８人が下船した。 

漁港用地が整備される以前、集落は海岸に面していたと思われ、海岸との際に２ｍほど

の高さまで玉石が積み上げられ、独特の景観を形づくっている。これと同じ玉石が海岸を

形成しており、１人では持ちあげられないほどの石を昔の人たちはせっせと運んで築いた

のだった。今は草が生えるのを防止するため石と石の間にメジとしてコンクリートが詰め

られている。 

 漁港用地から一段高いところに集落を通る細い道路があり、数分ほど歩くと新屋旅館が

現れた。平島では唯一の宿泊施設で２階建である。現在は３代目になるというから島で長

いこと続いてきた老舗旅館だ。ご主人は昭和 16 年生まれて 77 歳になるが、当時では珍し

く東京の大学（法政大学）に進学している。大学を卒業後、小田原にある会社に就職、そ

こで奥さんと知り合い、職場結婚した。奥さんは富士吉田市の出身で、ご主人が宿を継ぐ

ために島に戻ると、女将として宿を取り仕切った。明るく、てきぱきとした女性で、女将

としては適任だ。 

宿には私の他に郵便局の関係者２人、ＮＴＴの工事関係者３人が泊まっており、通常は

仕事の顧客が多いようだ。宿にはアルコール類も置いてあるが、値段が高いので外で買っ
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てきて持ち込んだ方がいいとの商売気のない助言にしたがって、宿の前にある本多商店で

缶ビール２本と焼酎ハイ１本を購入する。仕事の顧客が中心なので、夕食は家庭料理に近

い。風呂に入ってから１階の座敷で宿泊客一同と食事になった。夕食はブリとマダイの刺

身、焼き鳥、海老フライ、長芋とろろ、サバ味噌煮で、飯１膳と魚汁をいただく。漁業が

比較的盛んな島だが、出された刺身は養殖物であり、これが昨今の沿岸漁村の現実である。 

平島はその名前とは異なり、平地はほぼ全くない。そのため田はほんのわずかにあった

程度で、山の上まで続く段々畑で芋を作っていた。一方、江島は田が比較的多く、米がで

きた。税は米にかけられたので、平島は税を払う必要がなく、一方の江島は税を納めなけ

ればならなかったので、江島の方が相対的に貧乏だったという。江島では長男以外は外に

出て、島の土地は分割されなかった。そのかわり２男以下には生活に困らないように教育

を授けたそうだ。このため家族の結束が強く、盆暮には島に戻って来る人が多いという。

これに対して平島は税の負担が少なく、相対的に暮らしやすかったのであまり努力する必

要がなかった。加えて後述するように採石業があったため働く場にあまり困らなかった。

このように相対的に恵まれていた平島は家族の絆がうすく、島社会も全体にばらばらでま

とまりがない、というのが後に公民館の館長に聞いた話だ。 

 平島には江島漁港の背後に形成された本村の集落と、島の東、北、西にそれぞれ集落が

形成されており、これらは外部落と総称されている。後述するようにかつては外部落にも

大勢の人が住んでいたが、現在は交通の便がいい本村に人口が集中している。 

 じつは宿のご夫妻は明日のフェリーで法事のため佐世保に出るという。船は８時に出発

するので朝食は弁当を用意してくれることになった。島の庄屋の子孫である林田さんが自

費出版した「わが林田家、歴史の中の系譜」１）という本を借りて寝床の中で読む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新屋旅館（左）、玉石の石垣が続く海岸沿いの家 

 

2019年６月 20日 

西海大崎漁協平島支所 

 用意された朝食の弁当を食べてから、平島漁港（第１種）のほぼ中央付近に置かれてい

る西海大崎漁協の平島支所を訪ねた。宿から１分もかからず、８時 30分前に支所に着いた。

タイミングよく支所長が建物の外で作業をしており、朝早くから事務所で話を聞くことが

できた。 

支所長は平島の出身で、中学を卒業後佐世保の高校に進学、本土側で働いていたが、ち
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ょうど漁協職員の前任者がやめることになったため、11 年前から現職に就いている。支所

長には小学生２人、保育園児１人のあわせて３人の子供がいる。後述するように島の小中

学生の世帯は２世帯（支所長宅ともう１世帯は漁師の家。昨年３世帯いたが１世帯は島を

出た）だけなので、支所長の家族は島の小中学校の維持に大いに貢献しているわけだ。 

平島支所は、以前崎戸漁協の支所であったが、2000 年４月に合併したことから西海大崎

漁協の支所になった。支所の組合員数は正が 25 人、准 13 人の合計 38 人である。この 10

年間で組合員数は半分ほどに減っている。地区別の正組合員数は、矢坪：２人（准１人）、

南風
は え

泊
どまり

：２人、黒崎：ゼロ、本村：21 人という内訳である。矢坪地区には港がないので、

同地区の漁船は平島漁港を使っている。 

組合員の中で一番若い人は 35歳。８年前にＩターンして漁師になった人だ。防衛大学卒

で大阪から来た。この人はリース船事業で漁船をつくり、今年から自分のものになる。営

む漁業は一本釣と曳釣がメインだが、病気がちなためあまり操業していないという。また、

子供の教育の関係で奥さんは本土側に住んでおり、漁業を手伝うことができないので、基

本的に夫婦で操業する刺網は営んでいない。 

職員は支所長の他に女性の事務員がおり、２名で支所を運営している。販売、購買など

の事業を営むが、以前は自営加工事業（ウニの缶詰製造）をやっていた。その加工場は今

でも対岸のデイサービスセンターの脇に残っている。 

 平島で営まれている漁業は、刺網、一本釣（曳釣）、延縄である。 

刺網の対象はイセエビと魚類に大別される。イセエビの漁期は９月 21 日から５月 20 日

であるが、水温の下がる冬場はイセエビが動かなくなるので実質的に獲れない。魚類では、

イシダイ類、タイ、ヒラメ、キコリ（イシガキダイ）、カワハギ、ウマズラハギ、アラカブ、

オコゼなどが獲れる。 

一本釣はイサキとヒラスやサワラなどの青物を対象にするものに分かれる。この時期は

イサキ釣りが行われており、10 隻ほどが出漁している。イサキは夜釣りで、灯をつけてイ

サキを集めて釣る。餌は疑似餌だ。漁場は島の周辺に形成されている。ヒラスとサワラの

漁期は 12 月から４月であり、准組合員を含め 24～25 隻が営む。サワラは近年激減してお

り、５年前の 1/10 ほどになっているという。これはサワラの回遊ルートが宇久、小値賀、

平戸の西側に変わったためだといわれている。 

延縄はクエを対象に４～５隻が営んでいる。漁期は 11月から１月末までで、２月に入る

と獲れなくなる。 

以前は潜水漁業でアワビ、サザエ、ウニなどを獲っていたが、近年は磯焼けがひどく、

磯根資源が激減しているためほとんど獲れなくなった。 

 漁獲物は漁協の共同運搬船で佐世保と長崎の両魚市場に出荷する。基本は佐世保魚市場

に出荷するが、値が高いという情報が入った場合は長崎魚市場に回る。ただし、イセエビ

は市場に出荷せず、イセエビを得意とする業者に直接販売している。市場に荷が集中する

ことによって値崩れを起こす可能性があるためだ。平島支所を出発した共同運搬船は江島

支所をまわって漁獲物を集荷する。運搬船の船長は１人で、外部に委託している。基本的

に 10 時に平島を出発し、11 時 30 分ごろに佐世保魚市場のある相浦に着く。長崎魚市場に

出荷する場合は 30分ほど余分にかかる。イセエビの漁期は毎日出荷しているが、それ以外
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は毎日出荷するわけではない。なお、一部は島の中でも販売している。 

 平島の漁業生産額は支所長に就任した当初の 10年前には 1.2億円ほどあったが、現在は

0.8億円程度に減少している。マダイを中心に単価の下落が大きいようだ。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

大崎西海漁協平島支所の建物（左）、平島漁港に係留されている漁船（右） 

 

西海市役所平島出張所 

 漁協で話を聞いてから、港の奥まったところにある西海市役所の平島出張所を訪ねた。

出張所には平島公民館が併設されている。周辺には、郵便局、診療所、平島小中学校など

の公共施設が集積している。出張所には２人の男性職員がいたが、そのうちの１人は定年

後再雇用されたような人だった。役場で住民台帳などのデータをもらい、島の様子を聞く。 

平島は面積 5.49㎞ 2、周囲 16.9㎞で、崎戸諸島（蛎浦島、崎戸島、江島、平島）の中で

は最も大きい。島の北と南に湾が形成されている。1889（明治 22）年から 1956（昭和 31）

年までは１島１村で平島村を形成していたが、その後崎戸町に編入され、さらに平成の大

合併で、2006年から西海市になった。 

 島の集落は平島漁港の前に形成された本村と外部落と称される本村以外の集落に分かれ

る。外部落は、島の東側に矢坪、北側に南風泊、北西に黒崎という３つである。 

 1917（大正６）年の平島の世帯数は 312 戸、人口は 1,279 人だった。当時の主な職業は

漁業が９戸、副業として漁業を営む世帯が 24戸、農業世帯が 222戸という内訳であり、島

の主要な産業は農業であった。段々畑で主として芋を作り、これを加工したかんころ芋が

主な現金収入源だったようだ。 

崎戸町に編入された 1956年当時の人口は 1,572人、世帯数は 307戸であり、この当時が

最も人口の多い時代だった。面積が江島よりも大きいので、人口、世帯数ともに江島を上

回っていた。しかしわが国が高度経済期に入ると、年々人口は減り続ける。1978 年の人口

は 617 人、世帯数は 225 戸となり、約 20 年間で人口は半分以下になった。そして 2015 年

国勢調査時の人口は 201 人、世帯数は 123 戸に減った。人口はピーク時の 1/7 に、世帯数

は 1/3ほどになった。 

これを地区別にみると顕著な傾向が見られる。住民基本台帳上の人口と世帯数を 1978年

４月とほぼ 20年後の 2019年５月末と比較してみよう。いわゆる本村は 374人（147戸）か

ら 132 人（78 戸）に減少しており、人口は 1/3 弱、世帯数は 1/2 弱の減少にとどまってい

るのに対し、矢坪は 72人（19戸）から 12人（10戸）、南風泊は 108人（32戸）から 13人
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（10戸）、黒崎は 63人（27戸）から３人（２戸）に減少しており、外部落での人口と世帯

の減少が顕著であり、とりわけ黒崎地区では激減している。外部落は平島港から離れてい

て不便なことから、本村への移住さらには島外へ移住が続いたためである。近年、埋め立

てによって土地造成された本村地区の浦集落は外部落からの移住者が多いようだ。 

2015 年国勢調査時の就業者数は 85 人で、このうち漁業就業者が 32 人と圧倒的に多く、

農業はゼロである。つまり平島の農業はほぼ自給用に限られ、主要な産業は漁業というこ

とになる。そして島民の多くは年金生活者である。 

 平島漁港の奥に西海市立平島小中学校がある。細長い校舎の裏側に比較的広い校庭があ

るが、元は海だった所を埋め立ててつくったようだ。小中併設校で、在校生は小学生３人、

中学生１人で、先生は７人である。中学校は 2017年度から休校になっていたが、2019年度

に再開された。上述したとおり児童・生徒は２世帯で、うち１世帯が漁協の支所長の子供

たちである。保育園は１人だけ在籍しているが、こちらも支所長の子だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西海市役所平島出張所の建物（左）、平島郵便局（右） 

 

矢坪 

 島を一周する片側１車線の舗装道路が 1992（平成４）年に開通している。それまでは中

央の山を越える細い山道があるだけだった。後述する南風泊出身の林公民館館長は、南風

泊から本村の小学校まで歩いて通ったそうだが、片道１時間を要したという。 

この一周道路の総延長は 6.9 ㎞なので、歩くだけなら２時間もあれば十分だ。反時計回

りに歩くことにし、近くの中村商店で、昼食用に缶コーヒー、あんぱん、ビスケットを購

入する。店の奥さんにこの島にもイノシシが生息しているので気をつけるようにいわれた

が、近ごろは少し数が減っているという。10時に本村を出発した。  

この周回道路は平島ウォーキングコースに指定されていて、各集落には現在地を示す絵

地図を書いた看板が立っている。「崎戸健康を守る会」が立てたもので、「１日 7000歩～10000

歩、歩くことを生活習慣にしよう」と書かれていた。 

ちょうど干潮時にさしかかっていたので、中村商店の前の入り江は水がなく、小さな船

外機は干上がっていた。旧道と思われる山道の方を歩いたが、しばらくすると家が５～６

軒かたまった集落が現れたが、どうも人気はない。その先で島を一周する舗装道路と合流

した。 

 平島の東に矢坪の集落がある。周回道路から海に向けて下った先の矢坪の浜に数軒の家
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があり、周回道路沿いに６～７軒の家が分散している。住民台帳上は 10 世帯 12 人が住ん

でいることになっている。つまり確認できる家には人が住んでいるのだろう。空き家はす

でに雑木などが侵入し、木々の中に埋まっているようで見ることはできない。道路脇の１

軒の家にはイセエビの建網が干してあり、船外機も陸置きされていた。矢坪には漁協の正

組合員が２人いるので、そのうちの１人だろう。 

 道路脇の要所要所にはイノシシの箱罠がセットされている。ところが道路を歩いていて

も人に出くわすことはない。時間帯にもよるのだろうが、「健康を守る会」の看板はまさに

「看板倒れ」のようだ。加えて車にも遭わない。結局周回道路を歩いていて出会った車は

ＮＰＯが運航するバスと九州電工の工事用車両のみだった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

矢坪の浜の集落（左）、道路脇の矢坪の家（右） 

 

南風泊 

島の北東のはずれが南風泊の集落である。周回道路から南風泊の集落に下る合流点で、

ＮＰＯ法人平島を守る会が運航するワンボックスカー「しらたけ号」に出くわした。昨日、

フェリーの発着場に停車していた車だ。１日に４便が島内を巡回している。この車は集落

の方向に下って行った。 

周回道路から集落に下る入口付近に金毘羅（琴平）神社が置かれている。鳥居が３つあ

り、最初の１つは後述する大春源次郎氏が寄附したものだ。もう１つは鉄製でブルーに塗

られている。ブルーの鳥居は初めて見たが、神社の拝殿前の１対の狛犬もブルーに塗られ

ているのには驚いた。後に南風泊出身の林さんに確認したところでは、ブルーに塗ってい

るのは特別に意味があるわけではないとのことだった。高台の拝殿の周囲は石垣で囲まれ、

ここから南風泊浦の湾内が一望でき、集落も木々の間に見え隠れしている。 

南風泊の集落は湾の東側の隅につくられた漁港背後の谷あいに形成されている。南から

の風は避けられるが、冬季の北西風をまともに受けるような地形だ。集落にはざっと 20軒

ほどの家が立ち並ぶ。しかし、実際に住んでいるのは 10戸ほどだから、半分は空き家とい

うことになる。後述するように石切場があった 1925年～1972年まで、南風泊の集落の人々

は自給的な農業に加えて、石切場で働き収入を得ていたから大いに栄えたようだが、今で

は大変寂れている。 

港に向かうメイン道路の脇にはけっこう野菜畑がある。そして畑の周囲はイノシシ対策

のネットで囲まれている。そのうちの一つで農作業をしている人に石切場跡に行く道を尋
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ねると、偶然にも役場で紹介された林さんだった。林さんは石切場についてやけに詳しく

当時の古い写真もあるというので、後ほど本村のご自宅に伺って話を聞くことにした。お

昼になり、本村に戻るらしく奥さんが運転する軽自動車で自宅に戻っていった。 

南風泊浦の東側の隅には北に大きく延びた防波堤に囲まれた漁船の船だまりがある。船

だまりには船外機７隻と良生丸と書かれた漁船１隻が置かれていた。上述したように南風

泊地区の正組合員は２人いるので、そのうちのどちらかの漁船だろう。港の周りには人の

気配が全く感じられない。 

 港の前にベンチが置かれていたのでここに腰かけて、購入してきたコーヒー缶を飲みな

がらアンパンを食べた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南風泊の集落（左）、南風泊漁港（右） 

 

石切場跡 

 西海市が作成した絵地図に石切場跡のことが紹介されている。平島の北東端の竜崎とい

う岬の先端だ。竜崎へは南風泊の集落から約１㎞の山道を歩かなければならない。腰かけ

たベンチの近くに山道の入口があった。その脇に草で覆われた石垣がある。この石垣の奥

に、後述する大春石材合資会社の事務所と社長宅があったようだが、当時の建物は一切な

く木々に埋まっている。 

山道は意外にもコンクリート舗装されていた。大春石材が撤退した後、1973 年に石の採

掘権は長崎市の栄健産業㈱（現在はない）という会社に譲渡されたが、同社は岬の先端ま

でコンクリート舗装の道路をつくり、採掘した砂岩を４トントラックで運び出していた。

この名残がコンクリート舗装として残っているわけだ。ただ、この会社が操業していたの

は 2000年ごろまでなので、すでに周囲から伸びた樹木や草で覆われているため、結構歩き

にくい。もちろん草刈りはしていないし、人もたまに通る程度のようだ。ちなみに南風泊

まで搬出した石材は相浦港に運搬して加工していたという。 

途中に大きな砂岩の岩山が張り出し、また草むらには発動機付きのマシンが錆び付いた

まま放置されている。これはどうやら大春製作所当時のもののようだ。20 分ほど歩いて先

端の採石場跡に着いた。採石場跡には錆び付いたショベルカーが放置されていたが、こち

らは栄健産業時代のものと思われる。 

 この半島一帯は砥石山と呼ばれ、砂岩で構成される。後述するようにわが国の砕木パル

プ（木を砥石ですりおろして紙繊維を得る方法）の製造を天然砥石に依存していた時代に
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は、全国のパルプ工場にこの山からパルプストーン（グラインダーストーン）と呼ばれる

天然砥石が採掘されて、一手に供給されていた。しかし人造砥石が登場すると天然砥石の

需要はなくなり、閉山に至ったのである。 

 切り出した砂岩は円柱状に加工し、岬の先端から船に積み込んだ。積み込みにあたって

は木の櫓が組まれ、ロープで吊るしたパルプストーン（直径 1.5ｍ、幅 60～70 ㎝）を、カ

グラサンを使って徐々に降ろしながら船に積み込んだようだ。 

 採石場跡にはこのパルプストーンが１つだけ、記念品のように残されている。この写真

をもって王子にある「紙の博物館」で聞いたところ、展示されている石は幅が狭いので、

パルプ（グラインダー）ストーンではなく、エッジランナーとして使われたものではない

かとのことだった。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

採石現場に今でも保存されているパルプストーン（左）、背後の採石場（右） 

 

大春石材合資会社 

 平島から全国のパルプ工場にパルプ（グラインダー）ストーンを供給したのが大春石材

合資会社である。創業者の大春源次郎は西海市の松島出身だった。1902（明治 35）年に松

島で採取した石を試作品として四日市製紙に納入したが、砥石の粒子や強度の点で使用上

の目的が十分達成できず失敗に終わった。ところが第１次世界大戦（1914～1918 年）が始

まると欧米からの砥石の調達に困窮するようになり製紙各社は国産の砥石を求める動きが

広がった。そして 1917（大正６）年に本州製紙坂本工場に松島産の砥石を始めて納入する

ことに成功する。さらに翌 1918（大正７）年には王子製紙との間に長期契約が結ばれ、王

子製紙の全工場に大春石材から国産の天然砥石が供給されるようになった。その後、松島

産よりもさらに良質の砥石が平島に産出することがわかり、大春石材は本拠地を平島に移

し、平島の砥石を全国の製紙工場に納品されるようになったのである。第２次世界大戦の

激化とともに徐々に平島産天然砥石に置き換わって行った。2) 

 大春石材が松島から平島の南風泊に本拠地を移したのが 1925（昭和元）年のことで、以

来 1972年まで操業していた。つまり半世紀弱にわたって石を採掘し、加工して全国各地の

パルプ工場に納品していたのである。この採石場には地元の南風泊の他に、島内の黒崎や

矢坪からも働きに来ていた（本村からは少なかったようだ）。島に貴重な雇用機会を提供し

たのである。なお戦争中は集落に男が少なくなったために、多い時には 70～80人の朝鮮人

労働者が南風泊の集落に泊まり込んで働いていたという。大春石材は島に雇用をもたらし
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ただけでなく、上水道の普及や神社の支援など様々な地域貢献をしている。 

 大春石材はその後天然砥石の供給から撤退した後、神奈川県寒川に人造砥石の工場をつ

くり転換を図ったが、パルプ製造が化学的製法に大きく転換する中で砥石そのものの需要

がなくなり、消滅している。 

創業者の大春源次郎には３人の息子がおり、長男を源四郎、次男を末次郎、３男を栄次

郎といった。源次郎の後を継いで平島の採石場の経営にあたったのが長男の源四郎と次男

の末次郎で、どうやら２つの現場に分かれていたらしい。社長は末次郎の方が務めていた

ようだ。３男の栄次郎は石の販売を担当していたという。後述する林さんのお父さんは採

石場の現場監督を務めていた。 

栄次郎の長男が「パルプストーンの変遷について」を書いた栄之助である。末次郎の長

男が英敏、長女が近松和子である。 

 

現在は石垣だけが残る大春石材の旧邸宅跡（左）、旧邸宅前で撮られた古い写真（右） 

 

ＧＰとパルプストーン 

 ここで砥石が使われていた時代のパルプ製造について振り返っておこう。 

 紙は在来の和紙と洋紙に大別されるが、わが国の洋紙製造は明治維新後に欧米から輸入

した機械で、外国人技術者の指導により開始された。わが国で最初に洋紙を作ったのは王

子製紙の前身の抄紙社であった。明治維新後の 1875（明治８）年のことであった。最初の

洋紙の原料はボロであったがすぐに原料不足になり、ついで稲ワラに切り替わり、1889（明

治 22）年には木材を原料に化学処理した木材化学パルプ（ＳＰ）が始めて製造され、さら

に翌 1890（明治 23）年には富士製紙㈱入山瀬工場が砕木パルプ（ＧＰ）の製造を始めた。

この製法は回転する大きな砥石の円筒面に横に並べた丸太を押し付け、水をかけながらす

りおろしてパルプを作るもので Groundwood Pulp とよばれた。ちなみにこのＧＰの技術は

1844年にドイツのケラーが発明、1852年に同じくドイツのフェルターが砕木機を実用化し

ていた。これをきっかけに木材パルプの工場が全国に広がった。 

 ＧＰはＳＰに較べて繊維も短く強度が低い。またリグニンが残っているため日が経つと

変色や劣化を起こす欠点がある一方で、収率が高いという利点があった。このため新聞紙

を中心に下級紙には欠かせないパルプであった。 

 砕木機の砥石は大正初期までは天然石を輸入していた。しかし砥石は消耗が激しいため

国産化が課題となっていた。この国産砥石を供給したのが大春源次郎だったのである。 
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 ところが天然石（砂岩）は石切場から切り出したばかりのものは、軟らかくて相当の水

分を含んでいる。この水分は１週間以内に大部分は蒸発するが、これを長く枯らしておく

と、丁度セメントが硬化するように徐々に高度を増す。砥石は切り出してから使用するま

で、少なくとも１年の経過が必要だった。これに対して人工的につくった石は、目的とす

るパルプの種類に従い適当な均一のグリット（石の中に含まれるさらに硬い砂状のもので、

大根おろしの歯に相当する）を用いることができ、組織が均一で、石の寿命が長く、目立

て回数が少なくてすみ、任意の大きさのものが得られるなどの利点があった。一方砕木機

が大型化し、磨砕圧、寸法、表面速度が増加するようになると、これに対応した天然石の

確保が難しくなっていった。3） 

 最初の人造石は適当なグリットを混ぜたセメント人造石が登場したが、その後更に強度

の大きいものが要求され、ノートン社から今日のような焼成砥石がつくられた。これはア

ランダム細片をグリットとし普通粘土と長石を結合材として亀甲型のセメントに焼成し、

鋳鋼製ドラムにボルトで密着させ、継目は充填材としてベークライトにケイ砂粉末または

アランダム粉を適当量混ぜてつくったものである。かくして天然砥石の需要はなくなり、

平島の石切り場も閉鎖に追い込まれたのである。 

 

黒崎 

 南風泊の集落から島の一周道路に出て、島の西側の黒崎地区をめざす。1.5㎞ほどアップ

ダウンのある道路が続く。黒崎の集落は南風泊とは異なり、台地上に家が点在する。かつ

ては 63人が住んでいたこともあるが、現在、実際に人が住むのは１戸だけで、ほとんどの

家が空き家になっている。まさに廃村である。 

 道路脇に軽自動車や軽トラックが４～５台放置されていた。車両は草で覆われているか

ら、捨てていったものだろう。そのうち平島灯台に向かう分かれ道がさしかかったが、だ

らだらの下り坂をさらに本村に向けて歩く。途中、左側に金毘羅神社があった。さらに道

路脇の高台に浄水場がある。後で聞いたところでは、大春石材の社長が自費でつくった水

源がここにあったようだ。 

 急なヘアピンカーブの坂を下り終えると浜に出た。海岸には人頭より一回り大きい丸い

石がごろごろしている。右手に漁業集落排水事業で整備された下水処理場がある。海岸沿

いの道には捕鯨納屋場跡の碑が立っていた。江島と同様、この島にも鯨組が置かれていた。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

黒崎の集落（左）、高台に設置された浄水場（右） 
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林さんのご自宅に 14時にお伺いすることになっていた。市役所の出張所で林さん宅の場

所を聞き、急いで自宅に向かった。ご自宅は小中学校の先の本村浦地区にあり、島内の他

所から移転してきた家が多く建つ。 

 

林嘉幸さん 

林さんは 1938（昭和 13）年生まれで 81歳になる。林さんが小学生のころは１学年 40人

ほどの児童がおり、島が現在のような過疎の島になるなどとは想像もしたかったという。 

島を出て諫早の工業高校に進学、佐世保工業を経て大阪に出た。その後、1961（昭和 36）

年から 1999（平成 11）年まで滋賀県庁で土木技師として働いていた。県庁を定年後平島に

戻り、現在は本村に住み、自治会長や公民館の館長などの要職を務めている。南風泊の出

身で、お父さんが大春石材工業に務めていた関係からパルプストーンに関する資料を集め

ており、大春源次郎のお孫さんにあたる久松和子さん（長女、札幌市中央区宮森二条 10－

７－15、011-641-1728）から古い写真の提供を受けて当時の状況を調べておられる。また、

長崎新聞（0959-22-0352）の佐崎智章記者にも協力を要請しているとのこと。  

玄関先で古い写真を見せてもらいながら、林さんが調査している現状を聞いた。京都亀

岡にある天然砥石館の館長を竜崎の採石場跡に案内したこともあるそうだ。また、お父さ

んがメモしていたと思われるパルプ工場向けのパルプストーンの仕様が書かれた手書きの

メモのコピーも頂戴した。 

竜崎の採石場跡は平島が誇る歴史的な産業遺産だが、島の人も西海市の関係者もこの事

実をよく知らないという。できればパルプストーンの産業史をまとめたいと話されていた

ので、できる範囲で協力するとお伝えした。そして島の最高峰である白岳（205ｍ）と採石

場を結ぶ散策コースを整備して、来島者を増やしたいと抱負を語っていた。 

なお、平島はパルプストーンになった砂岩の他に石炭も産出されていたそうだ。ただ亜

炭で品質がよくなかったので、昭和 25～26年ごろまでには採掘を終えている。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

パルプストーンの加工現場（左）、ストーンの船への積み込み作業（右） 

 

本村 

 林さんの話を聞いてから本村の集落を歩く。喉が渇いたので中村商店で缶ビールを購入

して店先で飲む。砂防ダムの上にある清水観音への山道は草刈りしていないので、「その格

好では無理だろう」といわれて断念。浄専寺にいく道は現在工事中とのことで別の道を中
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村商店の奥さんが案内してくれた。浄専寺には市の有形文化財に指定された鐘がある。続

けて集落背後の高台にある豊姫神社に登る。 

 平島漁港は天然の深い入り江を活用した漁港で、入口に位置する小島が波や風よけにな

っている。本村の集落はこの入り江の北側に形成されている。海と山際の僅かな土地に２

～３列に家が並び、家と家の間に軽自動車がやっと通れる幅の道路がつくられている。寺

と神社は集落の背後に置かれている。豊姫神社の西側が小田地区、漁協の周辺が宮崎地区、

浄専寺の周辺が泊地区で、本村の最も東側が浦地区というように４つの字に分かれている。

浦地区の小中学校の東側は埋め立てによって新しく造成された土地で、いわば新興住宅地

になっている。島内の外部落（矢坪、南風泊、黒崎）からの移住者によってつくられた集

落のようだ。 

平島島民の生活圏は新上五島町の有川である。中通島の友住港まではフェリーで約 20分。

島民の多くは友住港に車を置いており、この車で有川の町まで出かけ、買い物などの用事

を済ませる。港から有川の中心部までの所要時間は車で 10分ほどだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本村の集落（左）、本村の集落内の道路（右） 

 

漁協に預けておいたバックパックを受け取り、待合室に向かう。 

フェリーから４人が降りて、平島から私を３人が乗船した。「フェリーみしま」は 17 時

03 分に平島を出発、17 時 23 分に友住港に着いた。電話で有川タクシーに迎えを頼んでい

たので、港にはタクシーが来ていた。すぐに乗り込み、有川に向かった。 
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