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1918 離島覚書（長崎県・頭ケ島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年６月 21日 

頭ケ島大橋と上五島空港 

 有川のホテルカメリアを８時前にチェックアウトし、近くのトヨタレンタカーで軽自動

車を借りる。朝食はコンビニで握り飯を購入して車の中で食べた。昨日上陸した友住港に

向かい、頭ケ島大橋をわたって頭ケ島に入る。 

大橋は 1981 年３月に上五島空港の開業に合わせて竣工している。全長は約 300ｍだ。す

でに 38年が経つためか、橋脚付近では補強工事が行われていた。島の東端に台地を削った

飛行場が整備され、橋が竣工した翌月の４月に供用を開始している。滑走路長は 800ｍであ

る。 

上五島空港へは長崎空港からオリエンタルエアブリッジのプロペラ機が１日２便飛んで

いた。しかし欠航が多かったため採算に合わず 2006年から定期便の運航が中止されている。

現在はセスナ機などの小型機やヘリコプターなどがたまに利用しているようだ。昨日も、

この日も島の周辺は靄がたちこめて視界が悪い。友住から乗ったタクシーの運転手の話で

は、梅雨時期はいつも靄がたちこめるようだ。おまけに風が強く、もともと飛行場には不

適な場所だったと、後に乗ったシャトルバスの運転手も話していた。 

 後述するように島の集落はユネスコの世界文化遺産に指定されているが、教会のある白

浜集落には直接車を乗り入れることはできない。空港に設けられたインフォメーションセ

ンターでシャトルバスに乗り換えて集落に向かうことになる。シャトルバスは 30分間隔で

走っているが、第１便は９時に出る。それまで間があったので、センター内の展示を見て

ガイドから話を聞いた。白浜地区までの所要時間はおよそ５～６分である。第１便の乗客

は私１人であった。白浜集落への道は道路幅が狭く、曲がりくねっており、しかも急坂な

こと、駐車スペースは少なく、たくさんのマイカーが入ると混乱しかねないため一般車両
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の乗り入れを禁止し、シャトルバスだけの乗り入れを認めているようだ。 

 頭ケ島は面積 1.88 ㎞ 2、周囲 8.2 ㎞の東西に細長い島である。もとは旧有川町に属して

いたが、2004年の広域合併によって現在は新上五島町になった。島には５つの集落があり、

現在７戸 13 人が住む。このうち在来島民であるカトリックの信者は６戸 10 人だ。残りの

１戸は島外からの移住者である。 

国勢調査時の人口は 1995年に 40人であったが調査のたびに減り、2015年には 15人、８

戸になっている。現在はこの時点から１戸２人減少していることになるが、この間に高齢

者が死亡したことによる。つまりＵターンはいないことになる。現在の集落別の世帯数と

人口は、田尻地区１戸２人、白浜地区２戸５人、福浦地区１戸１人、浜泊地区１戸１人、

椎山地区２戸４人であり、島民が３世帯以上生活する集落はない。移住者以外は何れも年

金暮らしの高齢者で、自給用の野菜類を栽培しながら悠々自適の生活を営む。椎山地区に

住む１世帯だけが海にでて漁師している。つまり全集落がいわゆる限界集落なのだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

友住側から見た頭ケ島大橋（左）、インフォメーションセンターが置かれている上五島空港（右） 

 

開拓者 

 頭ケ島は幕末まで無人島で、中通島・有川に住む天然痘患者の隔離地であった。島で亡

くなった方はそのまま島に葬られたようで、1995 年に白浜海岸で行われた発掘調査では、

人骨 45体が出土している。 

 無人島の頭ケ島に最初に移住したのが久賀島出身の前田義太夫であった。有川の鯨組の

支配人であった兄の山口長十郎に随行し有川に来てから、その後前田家の養子になった人

物である。前田一家は 1858（安政５）年に福浦の集落に入植した。彼は頭ケ島の開拓を進

めるため大村藩領であった西彼杵半島の神浦や赤首、大野などの貧乏な百姓に入植を勧め

ると 10人余りの応募者があり、開拓は順調に進んだ。1797（寛政９）年に五島藩主宇久盛運
もりゆき

は島内を開墾するため、大村藩主大村純尹に領民の移住をお願いしており、五島列島全域

に本土からの開拓民が移住していたことが背景として指摘できよう。この大村藩からの百

姓は何れも潜伏キリシタンであった。大村藩藩主純忠は日本最初のキリシタン大名であっ

たから、上から下への改宗政策によって多くの人々がキリシタンになっていたのである。

もちろん前田義太夫はキリシタンではなく仏教徒だった。 

長崎県の広報誌「にこり」（No.37）によると、「江戸時代まで無人島だった頭ケ島に、迫

害から逃れてきた潜伏キリシタンたちが住み着いたのは 1857（安政６）年のこと。彼らは
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谷間の狭い土地を切り拓いて、集落を形成した。1873（明治６）年、キリスト教禁止の高

札が撤廃されると、信徒たちはカトリックに復帰し、教会の建設に着手した」と書かれて

いる。頭島に移住したのは幕末のことであり、五島藩と大村藩の間で農地開拓の移住の依

頼があったことからすると、迫害から逃れてきたという記述は当たらない。前田儀太夫の

求めに応じて開拓民として入植したのが史実であろう。おそらく貧しい小作農から自立す

るために新天地を求めてきたのであって迫害から逃れるためというのは美談に仕立て上げ

るための作り話である。宮本常一もすでに五島に来ていた西彼杵のものの中にもここへ移

ったものが少なくないとしており、それは開拓の条件がよかったからだと書いている。 

 1858（安政５）年に米・英・蘭・露・仏との修好通商条約を締結すると、1614（慶長 18）

年の禁教令以来国内から追放されていた欧米の宣教師が約 235 年ぶりに日本にやって来る

ようになった。そして 1865（元治２）年にはプチジャン神父によって長崎県に大浦天主堂

が完成していた。カトリック教会における日本のクリスチャン立て直しが図られる時代背

景のもとで、この島にカクレキリシタンが住んでいることを聞きつけた宣教師（クゼン神

父）が、1867（慶應３）年に長崎の大浦からがこの島にやって来て、ミサ聖祭をおこなう

と、30 人ほどのものが参集してカクレキリシタンからカトリック教の信者に変ってしまっ

た。それから３ヶ月後の７月に長崎奉行徳永石見守は日本人の信者を逮捕し始めた。翌 1868

（明治元）年には五島地方でも逮捕が始まる。「五島崩れ」と呼ばれるカクレキリシタンの

摘発である。頭ケ島では 30人が逮捕され、その結果、島は再び無人島になった。つまり島

には 10年ほどしか人は住んでいなかったことになる。 

ところが明治政府になってからキリシタン弾圧は欧米各国の反発を買うようになり、国

際問題化した。このため政府は 1873（明治６）年にキリシタン禁制を解除し、信教の自由

を認めることになった。これによって頭ケ島の島民も島に帰り、生活を始めることになる。

復活キリシタンの誕生であった。復活キリシタンとなった島民が取り組んだのが、教会の

建築であり、1887（明治 20）年に木造の初代教会堂を建設している。 

 

潜伏キリシタン 

ところでカクレキリシタンの研究を長年続けてこられた長崎純心女子大の宮崎賢太郎氏

によると、潜伏期のカクレキリシタンの実像は、「キリスト教徒ではなく、伝統的な神仏信

仰の上に、キリシタンという神もあわせて拝む、典型的な日本の民俗宗教」に変容してい

たという。約 250年間７代にわたる潜伏期にカクレキリシタンが信じていたのは、「仏教や

神道、さまざまな民間信仰と完全に融合し、まったく別のカクレキリシタンというひとつ

の民俗宗教」であったのだ。つまり「潜伏キリシタンは幕府の厳しい弾圧にも耐え、仏教

を隠れ蓑として命がけで信仰を守り通した」「250 年間隠れてひそかにキリスト教の信仰を

守り続けた」という定番のストーリーは史実にはほど遠い。「夢とロマン」を維持するため

の作り話と断言する。 

ここで簡単に日本のキリスト教史を宮崎賢太郎氏の著書を参考に整理しておこう。 

 周知の通りわが国に最初にキリスト教をもたらしたのはフランシスコ・ザビエルであっ

た。ザビエルが道案内兼通訳のアンジロウを伴い鹿児島に上陸したのは 1549（天文８）年

のことである。その後相次いでヨーロッパから宣教師が来日し、布教活動が始まった。異
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国の文化や科学・技術に触れた大名の多くはキリスト教に関心を示し、1563（永禄６）年

には大村藩主・大村純忠がわが国最初のキリシタン大名になった。その後、いわば知識人

である大名の改宗が進み、グレーゾーンを含めてキリシタン大名は 84人に達したとされる。

藩のトップである大名の改宗によって上から下への改宗政策が進められ、キリスト教の教

義も十分理解しないままキリスト教徒が増え、1601（慶長６）年にはキリシタン改宗者が

約 30万人に達したらしい。 

 こうした異教の浸透に危機を覚えた徳川幕府は 1614（慶長 18）年にキリシタン禁教令を

出し、宣教師及び有力信徒を国外に追放する。摂津高槻の城主・高山右近はマニラに追放

された。またキリスト教による間接侵略の危険を回避するため、幕府は 1635（寛永 12）年

に寺請制度を定める。つまり全国民を檀家として各寺に所属させるようにして管理を徹底

した。余談だが、これを契機として日本の各家は墓石をつくるようになり、石材業が飛躍

的に発展する契機となった。1644（天保元）年には最後の宣教師となった小西マンショが

殉教し、日本にはキリスト教の指導者は１人もいなくなり、文字も満足に読めない信徒だ

けが残った。1549～1644年までの期間を宮崎はキリシタン時代としている。 

 明治維新後、明治政府は欧米各国からの圧力を受けて、1873（明治５）年にキリシタン

禁教令を撤廃する。これまでの 230 年間が潜伏キリシタンの時代である。キリスト教は指

導者不在のもと、日本の民俗信仰と深く結びつき、重層信仰、祖先崇拝、現世利益、儀礼

主義的傾向を強く示し、「仏教や神道、さまざまな民間信仰と完全に融合し、まったく別の

カクレキリシタンというひとつの民俗宗教」へと変質していた。 

 禁教令撤廃後、再び多くの宣教師が日本にやって来て巻き返しが図られることになる。

潜伏キリシタンを「ひそかに信仰を守り続けてきた人々」という美談を作り上げ、復活キ

リシタンが誕生する。幕末に入植した頭ケ島のキリシタンはこの復活キリシタンなのであ

る。潜伏キリシタンは、その後、復活キリシタンになった人々とキリスト教徒は異なる日

本の民俗宗教としてそのまま継承するカクレキリシタンとして残る人々に分かれたのだっ

た。そしてカクレキリシタンは長崎県を中心とする各地に残っていたが、高齢化に伴って

年々姿を消しつつある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１  日本のキリスト教史 

 

世界文化遺産 

頭ケ島の白浜集落は 2018年にユネスコによって「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連

遺産」として世界文化遺産に登録された。頭ケ島以外に、原城跡、平戸・春日集落と安満



189 

 

岳、平戸・中江ノ島、天草・崎津集落、出津集落、大野集落、黒島集落、野崎島集落跡、

久賀島集落、奈留島・江上集落、大浦天主堂の 11件で構成される。 

当初は「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」として登録をめざしていたが、ＩＣＯＭ

ＯＳ（国際記念物遺跡会議）の「日本の特徴である禁教期に焦点をあてるべき」との指摘

を受けて、潜伏キリシタンの集落に焦点をあてた内容に変更して、登録されたという、い

わくがある。当初の構成要素はほとんどが幕末・明治期のカトリック教会という建築物だ

ったが、潜伏キリシタン時代の集落に変更された。 

したがって頭ケ島の５つの集落が世界遺産になったはずだが、実際は教会のある白浜地

区だけしか観光客は訪れない。白浜地区は観光客が受け入れられるように整備されている

が、他の４地区は寂れたままである。 

 

白浜地区 

 世界遺産に登録されている白浜の集落は島の北側にある。橋と空港を結ぶ尾根筋の道か

ら北側に下る坂を左側に降りた先だ。 

シャトルバスは海岸付近の発着場に着く。そこから少し東側に戻った海岸には共同墓地

が整備されている。墓石の上に十字架が乗せられており、仏教とキリスト教を折衷したよ

うなつくりだ。宮本常一が 1960 年に訪れた当時の写真には墓石が単独で立っているので、

この共同墓地はその後整備されたものにちがいない。墓石は基本的に個人のもので、家単

位ではないようだ。周囲にはマツバボタンが花を咲かせていた。 

 1963年当時の写真を見ると、白浜の集落は教会の下側に形成され、10数軒の家がかたま

っている。家の周囲を取り囲むように段々畑が連なっている。もちろん今は家もなく宅地

の跡もわからない。段々畑のほとんどは自然林に戻っている。僅かに家庭菜園規模の畑が

あるだけだ。島民は段々畑で主として芋を作り、現金収入は出稼ぎに依存していたのだろ

う。宮本常一が 1962 年に島を訪れた当時、70 歳以上の老人 20 人ほどが郷長の家に集まっ

ているが、この時に聞いた話として「老人たちは南氷洋で鯨を追い、ブラジルやシンガポ

ールでも働いた人がいた。その人たちが島に帰って静かに余生を送っている」と記してい

る。つまり頭ケ島は農業だけでは食べて行けず、男たちは島外に出稼ぎにでかけ、その働

き場所は海外にも及んでいたのである。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

白浜地区の集落の全容（左）、集落内の共同墓地（右） 

世界遺産に登録するために、集落周辺はきれいに整備されている。背後の教会を中心と
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した公園のようで、道路は舗装され、植栽が施され、草も刈り取られていた。 

 

頭ケ島教会 

 集落の最上段に頭ケ島天主堂が建つ。上五島出身の教会建築の第一人者として知られる

鉄川與助の設計で、1910（明治 43）年から 1919（大正８）年まで 10 年の歳月をかけて完

成させたものである（途中に２回の中断を含む）。五島地方では唯一の石造建築の教会だ。

集落の目の前にあるロクロ島から長崎や地元の石工が砂岩を切り出し、小舟に乗せて運ん

だ。石の表面には九五だの、三九だのと和数字が刻まれている。この数字は石の寸法を表

しており、設計図に基づきそれぞれの部位に該当するサイズに石を切り出したようだ。ス

テンドグラスのガラス板は表面が波打っており、当時手造りでつくられた古いガラスであ

ることを物語る。 

 教会堂の前方には八角形のドーム屋根がつくられ、その上に十字架が立つ。この天主堂

は 2001年に国の重要文化財に指定されている。 

 この教会堂にはガイドが付いている。連携する鯛の浦教会から派遣された人だ。どうい

うわけか教会内部の写真撮影は禁止されており、監視を兼ねてガイドの人が内部までつい

てきて説明してくれた。この教会では今でも月に２回のミサが行われているという。そし

て新上五島町の人口１万９千人のうちカトリック信者は約５千人であり、信者の割合が日

本一高い地域だそうだ。教会の建物は傷んできたので、1977 年に大修復工事を実施してお

り、その時にステンドグラスの上の部分は交換したようだ。上のガラスはもちろん工業製

造された板ガラスだから下の部分とは趣が異なる。 

 この教会堂の周辺には、マリア像、キリシタン拷問五六石之塔、フレル師同伴信徒殉教

者記念之塔（13人の名前が記されているが、この中に頭ケ島の人はいない）、森松次郎居館

跡之碑（ドミンゴ松次郎と呼ばれ、頭ケ島の潜伏キリシタンの中心的指導者であった）な

どが置かれている。敷地の周囲は教会堂建築に用いられているものと同じ石が美しく積み

上げられている。 

 教会堂の東側には「島のふれあい館」が整備されている。古民家を移築し、当時の島民

の生活を知ってもらおうとの狙いだ。復活キリシタンの祭壇、家の構造や土壁、当時の主

要な作物であった芋を床下に掘った穴に収納した芋蔵、特産品のカンコロイモの製造工程

の解説などを見ることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頭ケ島教会堂の正面（左）、後ろ脇から見た教会堂（右） 
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Ｉターン夫婦 

白浜地区には 2006年に香川県から移住してきた安藤さん一家の自宅と陶器の工房がある。

この工房ではご主人の安藤豊さんが白浜窯と名づけた陶器を制作している。備前と信楽か

ら土を取り寄せているそうだが、焼き窯は登り窯のような本格的なものではなく、電気窯

が使われていた。工房の２階はギャラリーになっているが、時間の関係で上がるのはやめ

た。この工房は売店を兼ねているので、作品を購入することができる。また作品の一部は

「島のふれあい館」でも売られている。世界遺産に登録されて観光客は急増しているから

売上も増えているに違いない。 

奥さんの浩子さんは元看護師で、インフォメーションで働いており、彼女から島の様子

を聞いた。またセンター内の展示物を案内してもらった。 

白浜地区には１時間ほど滞在し、再びシャトルバスに乗ってインフォメーションセンタ

ーに戻ることにした。やってきたシャトルバスからはガイドが引率してきた観光客が 20人

ほど降りた。私自身も事前に勉強していなければ、カクレキリシタンのなんたるかも知ら

ずに、県や地元が作り上げた「悲しくも美しい」話を信じて、石づくりの教会を眺めて帰

ったことだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白浜窯の工房（左）、島のふれあい館に置かれていた作品（右） 

 

田尻地区 

 大橋から空港に向かう尾根筋の道を南側に下った先に田尻の集落がある。集落には小学

校の頭ケ島分校があったが、橋が架かった 1981年に廃校になっている。 

この校舎の跡地に製塩工場が置かれている。有川の建設業者が 10年ほど前から始めたも

ので、校舎と敷地を新上五島町から借りている。鉄筋コンクリート平屋建ての旧校舎の屋

上に海水を濃縮する現在版ともいえる枝条架（竹ではなく網）があり、１階の部屋で濃縮

した海水を平釜で炊いて塩を得ている。この燃料に建築廃材が用いられているのだ。家の

解体に伴って発生した廃材が塩を製造するための燃料として活用できることを想いついた

建設業者はなかなかのものである。 

塩の製造コストのうち、おそらく燃料コストは最も高いと思われる。木材にしろ、重油

にしろ、購入すればコスト負担が大きい。たいがいの塩づくりはこのコスト負担のために

採算がとれていないか、とても高価である。ところが廃材を利用すれば処分費と運搬費が

相殺でき、実質的なコスト負担は大幅に少なくなるだろう。廃材の処理と燃料としての活
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用という一石二鳥の発想に感心させられた。ここで製造した塩はインフォメーションセン

ターの売店等で売られている。 

この田尻地区は 1960年に頭ケ島を訪れた宮本常一が友住港から船で渡って上陸したとこ

ろである。この時に上陸した場所がほぼ当時のまま残っていた。現在と宮本が撮った桟橋

を比較したのが下の左右の写真である。突堤は当時のままのものが残り、先端部分が先に

伸びている。また岸側には斜路が整備され、道路も舗装されているが、半世紀以上も経っ

た今日、こうした比較できるのは宮本常一の記録のおかげである。 

桟橋のある場所から 10ｍほど進むと石段になる。石段の手前に紅葉マークを付けた軽自

動車が置かれていた。石段の脇には落成記念と書かれた石柱が立っていたが、その日付を

みると昭和 38年 11月 20日となっているので、集落に登る坂道を舗装した時のものかもし

れない。 

階段の上は石垣を積んで造成された敷地に２軒の家が建っていた。このうちの１軒は空

き家のようだ。塩工場の人の話では、ここに松井さんという老夫婦が暮らしているらしい。

階段を登って行くと、家の中に入って行く老婆の後ろ姿が見えたが、声をかけるのははば

かられた。 

家の上の３～４段は今でも農地として自家用野菜を作られており、周囲をイノシシの侵

入防止のネットで囲んでいる１段もあった。しかし、かつては山の上の道路まで続いてい

た段々畑では主としてサツマイモがつくられていたようだが、今はすでに草藪や灌木が生

い茂り、開拓前の自然に戻っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の田尻の港（左）、宮本常一が 1960 年に撮影した当時の田尻の港（右） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

田尻地区の石段と石垣（左）、田尻地区の注宅と段々畑（右） 
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福浦地区 

福浦地区は 1858年に前田儀太夫が始めて開墾に入った地である。福浦は尾根道の北側に

あるので、許可証が必要になる。再びインフォメーションセンターに戻って許可証をもら

い、福浦に向かった。尾根道から島の南側に下ると途中で白浜への道と分かれ、反対側を

まっすぐに進んだどん詰まりが福浦である。 

福浦は深い入江になっており、沖にはロクロ島が横たわるので風避けになり、静穏度は

高い。また小さな沢が流れ込んでいるので水も確保できた。つまり前田は入植にあたり島

で最も生活しやすい土地を選んだのであった。 

集落の前の防波堤には漁船が係留されており、斜路には船外機２隻が陸揚げされていた。

許可をもらって先に入った人がいたが、この人は福岡県からやってきた釣り人で、車を行

き止まりの広場に置くと防波堤の先端に歩いて向かって行った。港に近くには細長い建物

があったが、荒れ果てており現在は使われていない。 

沢の入口から少し中に入ったところに前田家の墓地が置かれている。立派な石垣が組ま

れた場所に３つの墓石が建つ。中央は前田儀太夫の墓、両側にそれぞれ墓石があり、左側

の墓石の上には十字架が置かれているところを見ると、孫の世代はカトリック教徒に改宗

したようだ。 

墓所だけはきれいに復元されているが、小沢の奥の方にも崩れた石垣が見られることか

ら、かつてはこの川沿いに小さな集落が形成されていたものと思われる、 

福浦地区の現在の家は坂の途中にある。２軒あるうちの１軒は空き家、もう１軒に１人

が住んでいるだけだ。福浦からつづら折りの坂を登り、尾根道に出る。入口にいたガード

マンに許可証を返し、次の集落の浜泊に向かう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福浦地区に１軒だけ残る家（左）、開拓者・前田義太夫とその子孫の墓（右） 

 

浜泊地区 

頭ケ島大橋の手前を右折して坂を下った先が浜泊の集落である。そして道路は行き止ま

りになる。小さな入り江に突堤が一本突き出ていて、陸側には斜路がつくられている。斜

路の上にはボートが置かれ、脇の草むらには古い漁船が放置されている。 

この船溜まりの脇に１軒の建物があったが、外から見る限りは住宅のようでもあり、水

産加工場のようでもあり、よくわからない。何れにしても人は住んでいない。少し大橋の

方に戻ったところに１軒家があり、ここにはどうやら人が住むようだ。 
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再び尾根道に出て、最後に椎山の集落を訪ねた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浜泊地区に１軒だけ残る家（左）、浜泊の港と斜路（右） 

 

椎山 

 椎山の集落は尾根道の峠付近にある２軒で構成される。ちょうど田尻集落の段々畑を登

った上あたりに位置する。宮本常一は風の影響で大きく成長できない椎の木がこの島に多

いことを著書に書いているが、おそらくこの一帯は椎が多かったのだろう。 

 この地にはもともと２軒の家があったようだが、古い家はすでになく、現在の家はよそ

の場所から移って来た。手前の家は飛行場の建設用地に土地を提供した代替地で、飛行場

ができる時期にこちらに家を建てたようだ。もう一軒もよそから移転してきたという。 

他の集落に較べると、２軒とも熱心に野菜作りの取り組んでいるようで、周囲をネット

で囲んだ畑ではサツマイモなどの自給用野菜が栽培されている。ネットで囲っているのは

この島にもイノシシが生息しているためだ。 

椎山を後にして再び頭ケ島大橋を渡り、有川に戻った。有川で五島うどんの昼食を食べ、

中通島の西岸を走り、新上五島町役場で資料を収集した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飛行場建設に伴って移転してきた家（左）、昔を彷彿させるサツマイモ畑（右） 
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