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1916 離島覚書（長崎県・江島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年 6月 18日 

ブルーベリーと羊牧場 

 崎戸諸島行のフェリーは佐世保港から出る。崎戸商船㈱が運航する「フェリーみしま」

は今年６月に就航したばかりの新鋭船である。フェリーの総トン数は 199トン、定員は 145

人で、旧船よりもひとまわり小さくなっている。おそらく島の人口の減少に伴って、利用

客が減少しているからだろう。フェリーは旧崎戸町に所属する蛎
かきの

浦島
うらしま

、江島
えのしま

、平島の順に

寄港し、中通島の友住港に至る。１日１往復しかないので、これらの島々を訪れるのはき

わめて不便である。江島までの料金は 1,960 円だが、島民は有人国境離島法に基づき 2017

年４月から国の特定国境離島地域社会維持交付金を活用した島民割引制度が始まっており、

1,170円と大幅に割り引かれている。 

14時に佐世保港を出港。佐世保港からは 15人が乗船、蛎浦島の崎戸港から７人と車２台

が乗り込んだ。佐世保港から江島までの所要時間は２時間 15 分で、16 時 15 分に江島に着

いた。ここで 10人ほどが下船した。 

 フェリーが入る丸田漁港（第１種）には民泊・「江島さとや」を経営する福田智美さんが

軽自動車で迎えにきていた。オレンジのつなぎ服にスニーカー、野球帽といういでたちで

ある。後述するように彼女は２年半ほど前に父親のふるさとである江島にＩターンして民

泊（民宿の許可をとっていないようだ）を経営するとともに、耕作放棄地を再生し、島に

活力を取り戻そうと頑張っている。その島おこしの具体的な活動がブルーベリー栽培と羊

の飼養である。この活動はインターネットを通じて知っていたので、先ずはブルーベリー

農園と羊牧場を案内してもらった。ブルーベリー農園は島の南端にある丸田漁港から東に

１㎞ほど走ったところにあり、さらに数 100ｍ先に羊牧場がある。 
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 ブルーベリーの栽培は鉢植えで、しかも液肥である。露地栽培と勝手に想像していたの

で意外であった。この島にもイノシシが生息していること、また鳥害を避けるために鉢は

ネットで覆われている。１反ほどの土地に 200 株の鉢が並ぶ。栽培している品種はラビッ

トアイ系とハイブッシュ系の 11種である。鉢の中は土ではなく、アクアフォームという樹

脂のようなものが使われている。各鉢には細い管が配管されており、定期的に液肥が供給

されているので、いわば半工業的栽培といっていい。この農園は 2017 年 12 月からスター

トした。今年からようやく収穫が始まる。ただし、量的には僅かだ。熟した実を４～５粒

ほどいただいた。最終的には 1,000株に増やすという計画だという。 

農園の入口にあたる道路側には小さな小屋が建つ。現在、内装工事中であるが、食堂兼

加工場になる予定だという。農園を訪れた観光客にブルーベリーを提供、ジャムやソース

も作りたいと抱負を語る。道路の反対側は倉庫と庭園の整備が進められている。庭園はイ

ングリッシュガーデンのようなものをめざしているそうで、アーチや池も作られていた。 

こうした整備作業は彼女１人では難しく、隣の平島に住む大工さんがほぼつきっきりで

協力している。 

引き続き羊牧場を案内してもらった。道路から階段を登った昔の段々畑の３段分ほどが

「ひつじ牧場」となっている。鉄のメッシュで囲われ、10 頭ほどの羊が放し飼いにされて

いる。ゲートをくぐったすぐわきにウサギ、牧場の一角には鶏が飼われていた。ウサギは

京都から来たお客さんが置いていったとのこと、また鶏はゴトー種で、つい１週間ほど前

から飼い始めたとのことだ。 

羊はコリデールという品種で、毛と肉の兼用種である。今年３頭の羊が生まれたそうだ

が、１頭は母羊が子育てを放棄したため、彼女が子牛専用のミルクを与えて育てた。親羊

の毛は刈り取られていたが、初めての経験だったこともあり、うまく刈れず毛が短くなり

すぎて、毛糸には加工できなかったそうだ。 

それにしても 54歳の女性が１人で島に移住し、矢継ぎ早に事業を展開する行動力には脱

帽するばかりだ。兎に角、耕作放棄地を何とかしたいという想いは強く、さらにミツバチ

を飼いたいと夢は広がる一方のようだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

液肥栽培のブルーベリー（左）、羊牧場の羊たち（右） 

 

江島小中学校 

 羊牧場から宿に向かい、部屋に荷物を置いて集落内を散策することにした。外に出ると
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小雨がぱらついてきた。宿でビニール傘を借りる。江島の集落は港近くの浜地区、東側の

東地区、西側の西地区の３つの字に分かれているが、３つの地区の境界ははっきりしない。 

 「さとや」の脇の道を登って行くと、頂上付近に墓地があった。金文字が塗られた墓石

が 100 基以上並んでいるが、石に書かれている苗字はことごとく異なっている。少し以前

までは島民間の通婚を中心とした島が多かったから、特定の苗字の墓石が並んでいるのが

普通だが、この江島は例外である。きわめて多様な苗字が多いということは出身地が多岐

にわたっているのだろう。捕鯨がさかんであった江戸時代に、全国各地から捕鯨の従事者

として島に移住してきたことが反映されているのかもしれない。 

 墓地の角を右折すると道路の下に西海市立江島小中学校が見えてきた。校門から階段を

下り、教室の近くまでいくと教師が現れ、職員室へと案内された。教頭ともう一人若い教

師が対応してくれた。来校記念にと、顔写真を撮られたが何のための撮ったのだろうか。

対応はソフトだったが、ひょっとすると怪しい人物に思われたのかもしれない。 

 校舎は木造平屋建てで、結構洗練された建物だった。一段高いところに体育館もある。

古い校舎と体育館は耐震基準を満たしていなかったため、2015 年度に建て替えられたのだ

った。 

 現在、在校生は小学校２人、中学生１人の合計３人である。これに対して教職員は 11人

（うち教員は校長、教頭を含めて６人）と児童・生徒よりも多い。在校生３人は全員柏木

家の兄弟である。和歌山県出身の柏木さん一家は 2010年に３兄弟を連れて移住してきたが、

その後島で１人が生まれ、この子供たちが小中学校に通っているわけだ。ちなみに長男は

今年３月に中学校を卒業して後述するように漁師になっている。そして次男が中学生、３

男と４男が小学生である。 

 1874 年創立の小学校は、島の人口がピークに達した 1960 年には小学生 202 人、中学生

85人が在籍していたが、その後年々減少した。1980年以降は激減し、柏木さん一家の移住

によって辛うじて小中学校が維持されているのが現実だ。このまま新たな移住者がいなけ

れば、2026年度には在校生はゼロになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江島小中学校の校門（左）、新装された校舎（右） 

 

江島さとや 

 江島小中学校から集落の東地区を回り、宿に戻る。 

島にはもう１軒、「まるた」という民宿もあることになっているが、看板は古ぼけており、
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実際に営業しているかどうかわからない。 

民泊「江島さとや」は福田智美さんが父親の実家をリニューアルしたものだ。2016年 12

月に大阪から移住し、翌 2017年３月にオープンした。消防法の関係で民宿の許可をとらな

かったものと思われ、民泊の扱いである。父親は、現役時代は大阪に住みサルベージ船の

船長をしていたという。退職後、島に戻りこの家で暮らしていた。 

母屋の隣にある隠居部屋が客室に改装されている。ベッドルームと和室２間があるので、

５～６人は泊まれるだろう。宿泊客は私１人だったので、和室に荷物を置き、パソコンを

セットして作業部屋とし、ベッドルームで寝た。風呂はなくシャワーのみ利用可能だ。特

別汗もかいていなかったからパスする。隠居部屋と母屋はつながっており、母屋との間に

娯楽室がある。ソファーとテーブル、大きなテレビや雑誌類が置かれていた。 

食事は 18時からである。母屋が食堂になっていて、テーブルの上に食事が並べられてい

た。ビールを注文すると、民泊なので提供できないという。法律でそうなっているようだ。

外で購入して持ち込むのは構わないが、島内で酒を売っている坂口商店と高瀬商店はすで

に閉まっているという。また酒類の自動販売機は置いてない。というわけで、この日は久

しぶりに休肝日になった。ところが部屋に置かれている食器戸棚をみると、高級そうなウ

イスキーや焼酎が並べられている。女将が飲むのか、大工が飲むのか、はたまたお客さん

用なのか。夕食は、マダイの刺身、イサキの塩焼き、サラダ、肉じゃが、天麩羅、スープ

とご飯であった。イサキの塩焼きは焼き過ぎてパサパサ。まあ家庭の料理であった。 

女将は私が食事中、座敷犬を連れて散歩にでかけた。ところが夕食を食べている途中で

停電になった。外はまだ日が落ちていなかったのが幸いし、薄暗闇で食事をとる羽目にな

った。停電は 10分ほど続いた後、復活した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江島さとやの入口（左）、夕食（右） 

 

2019年６月 19日 

江島醤油 

 朝のうちに江島の特産品である「江島醤油」を取材することにした。丸田漁港の南の

はずれに江島農産加工センターが置かれており、ここで醤油がつくられている。９時に伺

う予定で江島さとやの女将にアポをとっていただいたが、早めに顔を出すと、この加工場

を現在取り仕切っている田中実さん（57 歳）がいた。早速、センター内を見学し、話を聞

いた。農産加工センターは旧崎戸町が整備したものだが、修繕の予算がなくこの間修理し
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ていないので施設はかなり老朽化している。 

 江島ではもともと醤油と味噌は各家庭で作っていた。この島の伝統的な発酵食品を村お

こしの事業として始めたのが、1991（平成３）年のことである。西海市に合併する以前の

旧崎戸町時代のことで、この時は隣の平島も参加しているが、江島よりも早くやめている。

江島は田中実さんのお母さんの田中サワさん（80 歳）をリーダーに５人の女性グループで

始めたのであった。しかしメンバーが高齢化したため 10 年前には活動グループを解散し、

サワさん１人でやっていた。 

そんな折、大阪で働いていた田中実さんが病気を患い、島に戻ってきた。しかし島に戻

ったもののやることがないので、母親の醤油づくりと手伝うことになった。現在は、母と

息子の２人で、江島の醤油づくりを守っている。 

 ここで簡単に江島の醤油づくりの概要を紹介しておこう。 

醤油の原料は麦と大豆と塩である。麦を蒸籠で蒸し、これをカラカラに干し上げる。醤

油づくりは７月末の梅雨あけから始まる。つまり小麦を干すには晴天の日が続く必要があ

るからだ。続いて大豆を煮て、干した麦と大豆に麹菌を混ぜて４日間寝かせる。これに塩

を加えて大きな陶器製の甕に入れ、毎日撹拌しながら 100 日間発酵させる。発酵が終わっ

たら甕に竹製の筒を入れ、筒の中に滲み出てきた液を回収する。通常の醤油づくりは発酵

したもろみを布で濾すが、江島の製法の特徴はこの竹筒をろ過機として使用している点に

ある。ろ液は 60～70℃で約 30分間火入れをする。火入れは大釜で行う。火入れが終わった

醤油は一升瓶に入れて寝かせる。滓が瓶の底に沈殿するので、上澄み液を醤油瓶に入れて

出来上がりである。醤油の色は当初は琥珀色であるが、次第に黒ずんでくる。３年も経て

ば、通常の黒い醤油になる。江島の醤油は日持ちを重視しているので、塩分濃度が高いの

が特徴だ。 

醤油の原料である麦と大豆はもともと島の畑で作っていたが、５～６年ほど前から島に

イノシシが増え、畑を荒らすばかりか家の中にまで侵入してくるようになり、現在はつく

っていない。このため九州産の麦と大豆を長崎から購入している。 

 江島醤油は 750ml の瓶に入っており、１本 1,300 円である。２本購入したが、量産して

いる醤油に較べるとかなり高い。手造りだから生産本数が限られているからいたしかたな

い。観光客も少なく、時々雑誌で紹介される程度だから、需要は限られている。産業とい

うレベルにはほど遠いのが現状だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江島手造り醤油（左）、醤油の仕込み甕と液を分離するザル（右） 
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集落を歩いていると醤油づくりに用いられている陶器の甕がそこかしこに放置されてい

る。実さんによると、島では 200 年ほど前から各家庭で醤油を作っており、梅雨明けの７

月末になると島の平場という平場は麦の干場だらけになったそうだ。しかし現在も醤油を

作り続けている家は２戸だけになっている。ちなみに味噌の方が多いという。一部の家で

作っている醤油と味噌の原料は島外から購入しているので、高瀬商店には麦と大豆、麹の

注文を受け付ける貼り紙があった。 

   

丸田漁港と鯨納屋場跡 

丸田漁港は蛭子島との間を 40～50年ほど前に埋め立て、南側を囲った漁港である。台風

の時の南風を避けるために巨大な防波堤がつくられている。 

防波堤の脇には鳥居が立ち、その先にももう一つの鳥居が立つ。山道を登った島のてっ

ぺんにはエビス様の社が置かれていた。 

防波堤脇の斜路には船外機が５隻、港内には漁船３隻（聖丸、真紀丸、聖漁丸）が係留

されていた。漁港の大きさに較べると、漁船数はきわめて少ない。 

蛭子島から農産加工センターを経た先に鯨納屋跡と書かれた石柱が置かれていた。納屋

場とは鯨の解体・加工を行う作業場のことである。 

大村藩は 1656（明暦２）年に２代目深澤儀太夫勝幸（深澤儀太夫勝清の弟）に対し、江

島浦での捕鯨の免許を与えている。これ時から江島の捕鯨がスタートした。江島は春浦と

呼ばれ、鯨が南から北へ回遊する時期に操業した。そして勝清の子、与五郎の時に全盛を

きわめたという。江島には深澤組の他にも鯨組がやって来て、江島の捕鯨は長年繁栄を続

けた。そして村の公共的経費は捕鯨の収益でまかなわれていたのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陸続きになった蛭子島との間につくられた巨大な防波堤（左）、鯨納屋場跡の石柱（右） 

しかし、欧米列強が日本近海に進出し、鯨の沖獲りを始めるようになると、九州沿岸に

回遊してくる鯨の資源は減り、次第に不漁が続くようになった。鯨が１頭も捕れない年も

でてきた。嘉永（1848 年～）年代になると、鯨漁に依存していた村の財政はいよいよ逼迫

してきた。それに伴い村人の生活も困窮した。そこで 1851（嘉永４）年に捕鯨を村事業と

し、江島組を組織して操業することになった。支配人が庄屋の松崎織右衛門、副支配人が

山崎増兵衛だった。資金はすべて藩から借り入れた。しかしその結果は１頭捕っただけで、

散々なものであった。あとには藩から借りた莫大な借金だけが残った。村は破産状態にな

り、借金の返済に困り果て藩に泣きついて分割納入することになったが、1871（明治４）
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年の廃藩置県になり、棒引きになった。 

つまり江島では 1657（明暦３）年から 1863 （文久３）年までの約 200 年間にわたって

捕鯨が営まれていたのである。その後、1884（明治 17）年に大阪の藤田という人が銃殺に

よる捕鯨を再開しているが、不漁だったことに加え、本人が死亡したため廃業。また 1890

（明治 23）年には平戸の橘氏と木山金作らが銃殺捕鯨を始めたが、これも２～３年でやめ

ている。これ以来、江島における捕鯨は行われていない。 

 

大崎西海漁協江島支所 

漁港内に干してあるイセエビの刺網などを眺めながら、漁協支所に向かった。漁港に「は

やて２号」という船が入って来て中国人と思われる青年が下船した。フェリーの他に客船

が通っているとは知らなかったので、旅から戻ってインターネットで調べると、この船は

西海市が所有する多目的船で、主に患者を移送することを目的つくられたようだ。青年は

さっさと集落内に入って行ったので、診療所の医師かもしれない。 

 漁協事務所の外で草刈りをしている男性がいた。尋ねると漁協の江島支所の支所長であ

った。２階の事務所に上がって話を聞いた。なんでも醤油づくりをしている田中実さんと

は同級生というから 57歳になる。代々、島の漁家の家系で、漁協に奉職して 25年になる。

漁協の職員は彼１人だけである。2000年 4月に崎戸町、大島町、面
おも

高
だつ

、七
ななつ

釜
がま

の４漁協が合

併して、現在の大崎西海漁協になった。これにともない、江島の漁協は崎戸町漁協の江島

支所から同漁協の支所になっている。 

 支所の正組合員は８人、准組合員は 44人である。正組合員８人のうち３人は島外からの

移住者なので、在来島民は５人ということになる。移住者は和歌山県出身の柏木さんと長

男の父子と佐賀県出身者である。ちなみに柏木さんの長男は中学卒業と同時に漁師になっ

ており、近年ではきわめて珍しい存在である。佐賀県出身者は水産庁の事業で応募してき

た人である。醤油づくりの田中さんの話では、これまでにも外から来て漁師になった人は

多いが、島の生活は不便なことから、戻るケースが圧倒的に多かったという。 

准組合員は、盆や正月などに里帰りする子供たちが磯で獲る権利を残すために組合員に

なっているというから、操業の実態はない。しかし磯根漁業は近年磯焼けがひどく、ヒジ

キもテングサも、サザエも採れず、小さな貝を採る程度のようだ。 

 支所では販売事業と購買事業がメインで、購買事業では生活物資も扱っている。島内に

は商店１軒、土日だけ営業する店が１軒、酒屋が１軒あるだけなので、漁協の購買事業は

島民にとって頼りにされる存在らしい。販売事業では島で揚がった漁獲物を共同運搬船で

主として相浦にある佐世保魚市場に出荷している。相場によっては長崎魚市場に運ぶこと

もある。この共同運搬船は平島を朝出発して、江島の漁獲物を積み込んで魚市場に向かう。 

江島で営まれている漁業はイセエビの刺網とブリの曳釣りがメインである。台風の通過

地になるため、定置網はもともとなかった。イセエビの刺網の漁期は８月 21 日～５月 20

日までで、現在は禁漁期にあたる。禁漁期間は若い人はイサキ釣りに出かけるが、老人の

場合は釣りにはいかず、もっぱら網の修理に専念しているようだ。もっとも台風時期にな

ると、漁に出られない日が多くなるという。ブリの曳釣りは島の周辺で秋口から営まれて

いる。 
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 江島には多い時には 1,000 人ほどの島民が半農半漁で暮らしをたてていた。島の最高時

の水揚げ額は１億円（現在の平島と同じレベル）であったが、その後年々減少し、現在は

1/10ほどにレベルになっている。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

警戒船の旗を掲げた漁船（左）、大崎西海漁協江島支所の建物（右） 

 

洋上風力発電 

 島の南方沖に石油掘削のリグのようなものが設置され、周辺に４～５隻の漁船が屯って

いた。江島醤油の田中実さんの話では、島の周囲に 50基の洋上風力発電施設が建設される

予定で、現在地質調査が行われているという。この風力発電の構想は地元の島民には知ら

されておらず、長崎県が主導で進めてきたそうだ。島の周りに 50基もの風力発電が置かれ

たら、景観が台無しになってしまうと嘆いておられた。後から聞いた話だが、隣の平島は

西海国立公園（西部）に含まれるため洋上風力の計画はなく、国立公園には含まれない江

島で計画されたようだ。 

島の漁師は全員が現在測量調査等の警戒船として雇われており、現在漁には出ていない。

警戒船は２つの海域に１日６隻出ているので１日あたりの隻数は 12隻になる。この仕事は

昨年の６月から始まっているので、すでに丸１年が経過するらしい。警戒船の日当は１隻

当たり 10万円にもなるので、漁にでるよりもはるかに金になるという。漁協で警戒船の傭

船について聞いたが、支所は全く関与しておらず、専ら西海大崎漁協の本所で配船してい

るというから、江島以外の漁師も警戒船の業務に携わっており、受益者は広い範囲に及ぶ。 

 洋上発電の計画は江島に来てから初めて知ったのだが、島旅から帰って調べてみると、

ジャパンリニューアブルエナジー㈱（ＪＲＥ）という会社がこのプロジェクトを進めてい

ることがわかった。同社は資本金 400 億円で、株主はゴールドマン・サックスとシンガポ

ール政府投資公社で、2012 年８月に設立された。同社のホームページによると、現在同社

が運転中の発電所は、太陽光発電が 39、風力３、バイオマス１の合計 43 件で、総出力は

34.2万 KWである。 

 江島の周辺には１基あたり４～８MW の洋上風力発電機を最大 50 基設置し、総出力は 24

万 KWを予定しているというから現時点では九州最大の規模である。すでに環境影響評価方

法書の縦覧を終えていて、2021年から工事を開始し、2026年に運開する計画である。 

 洋上風力発電に関しては、近年着々として法的整備が進められている。これまで海域の

占用に関する統一的なルールがなく、先行利用者との調整の枠組みがなかったことから、
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再エネ海域利用法（海洋再生可能エネルギー発電施設の整備に係る海域の利用の促進に関

する法律）が制定され、今年の４月１日から施行されている。国が促進区域を指定し、公

募占用の指針を策定し、事業者は公募占用計画を提出、国による公募占用計画の審査・評

価を経て、事業者が決められ、事業者はその区域内で最大 30年間の占用許可を得ることが

できることになっている。 

 洋上風力発電プラントの建設が漁業に及ぼす影響についてはこれまでにあまり経験がな

いのでよくわからない。施設周辺で操業できなくなることからいわば海洋保護区のような

機能をはたし、水産資源が温存されると好意的な意見をもつ人もいるだろう。ただほぼ確

実にいえることは、警戒船の例から推察されるように、漁船が漁業にでないで風力発電が

らみの仕事に雇用されるようになり、島の漁業生産はますます低下してしまうということ

だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洋上風力発電のボーリング調査用の作業リグ（左）、風向風力観測用の鉄塔（右） 

 

郵便局と西海市役所江島支所 

 漁協で話を聞いてから集落中央の坂を登る。ちょうど峠あたりに簡易郵便局があり、道

路を隔てた反対側に石碑が２つ建っていた。また郵便局のある土地には学校発祥の地と書

かれた石柱が建っており、島の最初の小学校は 1874（明治７）年にここからスタートした。

石碑について聞くために郵便局の中に入ると、局長さんらしき人が対応してくれた。 

 烏山文蔵翁の碑と書かれた石碑は、島の庄屋であった烏山家に生まれ、第１回公選村会

議員（明治 18年）として村政に貢献した文蔵翁を顕彰したものである。そのすぐ下には青

木良悌翁の碑と書かれていた。青木良悌は庄屋・松崎勘兵衛の次男として生まれ、村医だ

った青木洞益の家を継いで医師になり、江島に戻って 1904（明治 37）年に 61 歳で亡くな

るまで村の医療に尽力した人であった。両家ともすでに子孫が途絶えているとのことだっ

た。 

 峠を超え、小中学校脇の坂を下ったＴ字路を左折すると西海市役所江島出張所がある。

支所には男女２人の職員がいた。江島について書かれた本を閲覧し、必要な箇所をコピー、

人口や世帯数のデータをいただき、島の現状について聞いた。小学校の先生をしていた中

村才伊という方が、「西海の島、我が郷土、江島史」という本を自費出版しており、この本

が島の歴史を知る上で大変参考になった（この他にも３冊ほど書かれている）。 

江島は面積 2.60 ㎞ 2、周囲 9.6 ㎞で、島の南部に集落がまとまっている。島で最も高い
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遠見岳（122ｍ）は島の北部に位置する。島の北部はかつて農地が続いていたが、今は耕作

放棄が進み、昔の山に戻っている。 

江島は 1889（明治 22年）に西彼杵
にしそのぎ

郡江島村になり、１島１村の時代が長いこと続いてい

たが、1956（昭和 31）年に崎戸村に編入され、その後平成の大合併によって 2005年には西

海市になり現在に至る。 

今から 100 年ほど前の 1917（大正６）年当時の世帯数は 188 戸、人口は 1,194 人であっ

た。当時は半農半漁で自作農が 152戸を占めた。また、漁業を副業とする家は全世帯の 188

戸に及んだ。農業と並んで漁業も盛んだった。一方、江島村が崎戸村に編入された 1956年

当時の人口は 1,292 人、世帯数は 223 戸であったから、この時代が江島の人口がピークに

達したころである。当時は農業が 195戸を占め、江島は農業の島であった。そして 1978年

には、世帯数は 196戸、人口は 553人に減少している。2015年国勢調査時の世帯数は 80戸、

人口は 124 人であった。2019 年５月末時点での住民基本台帳状の人口は 114 人、世帯数は

83 戸であり、東と浜はほぼ同じで、西が人口及び世帯数とも少し少ない。なお、実際に住

んでいるのは 74 戸、104 人である。このうち学校の先生が 11 戸（教員住宅）、医師と看護

師がそれぞれ１戸ずついるので、在来島民は 60戸程度になる勘定だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西海市役所江島支所の建物（左）、八幡神社（右） 

 中村さんの「江島史」によると、江島の先祖は、①山城宇治から坊さんが何度か渡って

きているのでその人たちが居ついた、②地方から百姓が渡ってきて開拓した、③鎌倉北条

氏の残党が逃げてきて隠れ住み、そのまま定着した、という３つの説があるという。しか

し、山城宇治からきた坊さんの人数は少なく、地方からの百姓の移住には何の裏づけもな

い。それに比べて北条氏の残党が逃れて住み着いたという説には有力な裏づけがあるとし

て、以下の４点を指摘している。 

①この島を鎌倉の江ノ島にちなんで江島と呼んだこと、 

②八幡宮を氏神としたのは、鎌倉の鶴岡八幡宮を鎮守社として祀ったこと、 

③鎌倉の近くの地名にならって亡き武士の名前を地名にしたこと。例えば七郎ケ峰（ひ

ちろうかんね）九郎ケ峰（くろかんね）、弥四郎ケ峰（やしろうかんね）、七郎ケ尻（ひち

ろうがしい）等、 

④鎌倉地方や博多方言の訛によく似ていること。特徴としてダ行をラ行で発音すること。 

出張所の対面の山側には善行寺と八幡宮が置かれている。両方ともイノシシの侵入を防

止するために金網が張られていた。善行寺は浄土真宗の寺だが住職はおらず、行事のたび
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に平島から坊さんがやってくる。八幡神社は通常は総代が管理しており、神主は長崎市内

からやってくるようだ。 

 

西集落と西ノ浦 

島には食堂はない。事前に３食付で頼んでいたので、宿に戻って昼食を食べる。昼食は

素麺だった。つけ汁はかなりしょっぱい。女将は農作業のために会計を済ませると出かけ

た。荷物を宿に置き、徒歩で島内を巡ることにした。 

宿の周辺が浜集落、役場の出張所の東側が東集落、西側が西集落である。役場まで行き、

西集落の家々を眺めながらそのまま進むと第１種丸田漁港の西ノ浦地区に突き当たる。こ

の漁港は防波堤が２本延びたコの字の形をしており、南側に岸壁が築かれ、東側は元の砂

利浜のままだ。 

漁港中央の背後地に下水処理場が置かれている。1997（平成９）年～2000（平成 12）年

までの３年間をかけて、漁業集落排水事業で整備したものだ。 

江島の家は空き家のまま放置され、朽ちかけている家も見られるが、瓦屋根の大きな家

も多い。捕鯨が行われていた時代を除き、島の収入源は基本的には農業が中心だったので

立派な家は農業でそれなりの収益があったことを物語っている。 

集落の中には山崎浅治記念碑、有田良太郎翁記念碑などが置かれており、この島には上

述したものを含めて個人を顕彰した石碑がやたらと多い。隣の平島には少ないのとは対照

的だ。 

漁港の背後にはヤシのような南国風の木を植えた公園がある。だいぶ長い間草刈りもせ

ず放置されていたようだが、草刈りをして１週間ほどたったようでかなりきれいに整備さ

れていた。 

江島番所跡を右折して、少し進んだ浄水場の跡のような場所があった。郵便局で聞いた

話では、最近地下水脈を掘り当て、その地下水を上水道として利用しているとのことだっ

たので、地下水に切り替わってから使われなくなったものと思われる。ちなみに上水道が

整備される以前は各家に井戸があり、地下水は豊富だったようだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丸田漁港西ノ浦地区（左）、漁業集落排水施設（右） 

 

碁石海岸 

西ノ浦から農道滋賀江を北上する。道路は舗装されているので歩きやすい。途中に碁石
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ケ浜に降りる道があったので、浜までいった。海岸は砂浜ではなく、波に揉まれて丸くな

った拳大の石が敷き詰められている。沖には次の訪問先である平島が横たわる。遠くで地

質調査船が作業をしていた。海岸には例によって木片などに混ざってプラスチックゴミが

漂着している。ハングル文字のものや中国からの者が多い。ただし、五島列島が遮ってい

るためか、ゴミの量は極端に多いとは言えない。 

この島の道路脇の至る所にナワシロイチゴが分布している。ちょうど紅い実を付けた食

べごろなのでつまみながら歩いた。 

道路の両側は完全に草木で覆われているが、林の中をよくみると、至るところに石垣の

跡が見える。おそらく遠見岳を除いた島全体が農地だったと思われる。島の北部はあまり

車が通らないとみえて、草が周りから侵入してきている。島の中央を走る農道・馬場線を

歩いて集落に引き返すことにする。どういうわけか島内を流れる小さな河川は３面張りが

多い。 

役場の出張所で絵地図をもう一枚いただき、江島小中学校から墓地を抜け、島の北端に

あるヘリポートを周回する道を回って、朝一番で訪れた農産加工センターの脇に出て、集

落に入る。1.5万歩ほど歩き、喉が渇いて疲れたため、高瀬商店で缶コーヒーとアイスクリ

ームを購入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゴミが打ち上げられている碁石海岸（左）、路傍のナワシロイチゴ（右） 

「さとや」に戻って荷物を受け取り、漁港の南端にあるフェリー乗り場に向かう。15 時

45 分の「フェリーみしま」に乗船。江島では４人が下船（男３、女１）し、私を含めて２

人が乗船（学校の校長先生風の人）した。車は乗り込まなかった。 
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