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1925 離島覚書（長崎県・中通島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中通島の新魚目地区（ホームページより引用） 

令和元年 10月 15日 

船酔い航路 

 長崎空港からバスで長崎市内に向かい、大波止で下車。近くの食堂で遅い昼食（長崎皿

うどん）を食べる。蛇足だが長崎県庁が港の方に移動して、旧県庁の建物はなくなってい

たのを初めて知った。 

 中通島の有川行の高速船を予約していなかったので、すぐに長崎大波止ターミナルに向

かい、九州商船㈱の切符売り場に行くと、16時 40発（最終便）の高速船は波浪の影響で欠

航になっていた。すぐに五島産業汽船㈱が運航する鯛ノ浦行の窓口に行くと、こちらは満

席である。キャンセル待ちを申し込むと７番目であった。 

この他に九州商船㈱が奈良尾港の間にフェリーとジェットフォイルを運航しているが、

この日のフェリーはすでに出発しており、ジェットフォイルは欠航であった。つまり本日

中に中通島に行く手段は 16時発の鯛ノ浦行しかなかったのである。キャンセル待ちは乗れ

る保証はないので、長崎市内に泊まることを覚悟し、市内のホテルのリストを入手する。

出発までテレビの国会中継を見ながら時間をつぶす。 

出発の 10分前にアナウンスがあり、鯛ノ浦行に乗れることになった。当初は舳先の船室

は波浪の影響を強く受けるため使用しない予定だったようなのだが、キャンセル待ち客が

多いため、こちらを解放することになった模様だ。部屋は狭く、大きく揺れると通告され

たが、何とか中通島に行けることになった。高速船・Ｖアイランドは中央に椅子席、船尾

と舳先にそれぞれ雑魚寝室が設けられている。キャンセル待ちの 20人ほどが、舳先の雑魚

寝室に押し込められた。部屋の左右にベンチがあり、私を含めて５～６人が座り、残りの

17 人ほどは座り込んだ。立錐の余地もない。そのうち椅子席にキャンセルが出たらしく、

３人がそちらに移動したが、老人が優先された。 

 結局 14 人が狭い船室に押し込められた。このうち 10 人ほどはすぐに横になったが、私
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は壁際のベンチ状の椅子に腰かけた。窓はなく天井は低いので圧迫感がある。長崎港内を

出ると、船は激しく揺れ始めた。舳先の部屋は波にあたるたびに船底の鋼板が打ちつけら

れる。エレベーターに乗っている気分だ。30 分ほどしてから横になった方が楽なことがわ

かり、僅かなすき間に横たわった。しかし波とぶつかるたびに激しく叩きつけられる。そ

のうち椅子席の１人がビニール袋を抱えて吐き始めた。私は気分がすぐれなかったが、吐

くには至らず何とか持ちこたえた。 

 鯛ノ浦の湾内に入ると急に揺れは収まった。鯛ノ浦は奥行き３㎞ほどの細長い湾なので

風の影響は少ない。このため、有川や奈良尾に入港できない日でも鯛ノ浦には入港できる

ようで欠航率は低い。ちなみに本土から中通島への船の出発地は、長崎港、佐世保港、博

多港の３ヶ所である。佐世保港からは有川港と結ぶ高速船とフェリーが、博多港からは夜

行フェリーが青方港とを結んでいる。また離島間の航路もあり、五島市の福江島からは奈

良尾、青方、郷ノ首の３港に船が通う。さらに小値賀島と青方、有川を結ぶ航路も設定さ

れている。 

 当初、翌朝からレンタカーを借りる予定だったが、鯛ノ浦の船着場から宿泊地の有川ま

でタクシーにのるとその分経費がかかることから、予約を変更してレンタカー会社に鯛ノ

浦港まで迎えに来てもらった。レンタカーの手続きは免許証をスマホで写真撮影するだけ

の簡単なもので迎えに来た女性の職員はすぐに別の車で立ち去った。 

 軽自動車のレンタカーを運転して、予約してあった「民宿たみちゃん」に行ったが、誰

もいない。柱に不在の場合は電話するようにと携帯電話の番号が書いてあったのでここに

電話しても出てこない。入口にはスチロール箱に入った雑魚が無造作に並べられ、室内は

いかにも不衛生である。急に泊まりたくないとの想いが強くなり、不在だったのでキャン

セルしても文句はいわれないだろうと判断し、近くで別のホテルを探した。幸い港から２

～３㎞ほど離れたところにある「ホテルマリンピア」に空き室があったのでここに泊まる

ことにした。ホテルマリンピアは 1988年の開業で、ビジネスホテルと観光ホテルをちゃん

ぽんにしたような形態である。 

 チェックインしてすぐに「民宿たみちゃん」に船の欠航を理由にキャンセルの電話を入

れたが、「もう夕食の準備がしている」と言われ、不満そうだったが先方も有川着の高速船

が欠航していることを知っていたようで、それ以上は追及されなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高速船Ｖアイランド（左）、鯛ノ浦の船客待合所（右） 
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令和元年 10月 16日 

新上五島町役場 

朝食をホテルのレストランでとり、ホテルマリンピアから新上五島町役場に向かう。新

上五島町は、平成 16年８月に新魚目町、上五島町、有川町、若松町、奈良尾町の旧５町が

合併して誕生した町である。新庁舎は旧上五島町に置かれている。町は主島の中通島と若

松島の他に桐ノ小島、漁生
りょうぜが

浦島
うらしま

、有福島、日
ひの

島
しま

、頭ケ島
かしらがしま

の７つの有人島と 60もの無人島で

構成される。このうち頭ケ島は今年の６月に出かけているので、残りの６島が今回の島旅

の対象である。 

中通島の面積は 168.06㎞ 2で、全国で 19番目に大きな島である。海岸線が入り組んでい

るため、周囲は 278.8㎞に及ぶ。 

最初に住民生活課で、字別の人口と世帯数のデータをもらう。引き続き２階の総合政策

課で新上五島町の発足 15 年を記念した町政要覧を購入。職員の方に少し島の様子を聞く。

引き続き別棟にある水産課で担当の江濱睦人さんに島の漁業の様子を聞き、港勢調査のデ

ータや各漁協別の組合員数のデータをもらう。彼は若く、配属されて７年ほど経つが、も

ともと水産の専門ではないためか、島の水産業の歴史に関してはあまり詳しくない。 

10 月１日現在の新上五島町の人口は 18,936 人、世帯数は 9,802 戸である。1955（昭和

30）年当時の人口は 57,610 人、世帯数は 10,663 戸であったから、人口は当時の３割程度

に減少、世帯数の減少は１割程度にとどまっている。 

新上五島町の農地面積は田 20ha、畑 194ha の合計 214ha にすぎない。かつては島の至る

所で段々畑が山の上の方まで続いていたが、すでにもとの山に戻っている。現在では島の

大部分が山林に覆われている。2015年の農林業センサス時の販売農家数は 36戸で、同年の

国勢調査時の農業就業者数は 81人にすぎなかった。この年の漁業就業者数は 765人だった

ので、新上五島町の一次産業は昔から漁業・養殖業が中心である。 

農業は近年単価が上昇している肉用牛の繁殖がメインで、現在10戸ほどの農家が年間 100

頭弱の子牛を出荷しているようだ。この子牛生産は県が「長崎牛」のブランド化を勧め、

畜産振興に力を入れている。 

中通島では今ではほとんど見られなくなっているが、もともと段々畑で小麦とサツマイ

モがつくられていた。今でもサツマイモは僅かにつくられていて、このサツマイモを原料

に五島酒造㈱という会社が芋焼酎づくりを始めている。島おこしのために地元の建設業者

の社長が尽力し、島おこしのために最近つくった会社である。 

中通島には、長崎県立上五島高校と中五島高校の２校がある。長崎県は「離島留学制度」

を進めているが、この制度の対象校は対馬、壱岐、五島、五島南、奈留の５校で、中通島

の２校は参加していない。その理由を尋ねると、他の島は主としてスポーツ留学を中心と

しているとのことだったが、パンフレットにはいろんなコースがありどうも怪しい。 

中通島には、現在、新魚目町漁協（旧魚目町）、有川町漁協（旧有川町）、上五島町漁協

（旧上五島町）、浜串漁協（旧奈良尾町）の４つの漁協がある。なお奈良尾町漁協は 2015

年８月に倒産している。若松島には若松漁協、若松中央漁協、神部
こ う べ

漁協の３つの漁協があ

る。 

島の漁業は大中型まき網に大きく依存していたが、現在は３経営体４船団を残すのみと
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なっている。まき網以外では定置網、船曳網、曳網などの沿岸漁業が中心だが、スルメイ

カはほとんど獲れず、ケンサキイカも不振

が続く。また磯焼けが激しく、ヒジキはほ

とんど採れないという。 

一方、養殖業はマグロ、ブリ、ヒラマサ

の魚類養殖と真珠母貝養殖、マガキ・イワ

ガキのカキ養殖などが営まれている。マグ

ロは 2013（平成 25）年ごろから始まった。

ちなみに養殖業は若松島が中心である。 

新上五島町役場の本所の建物 

 

榎津から小串 

 役場でのヒアリングを終えてから新魚目
うおのめ

地区に向かう。有川からまっすぐ北に向けて幅

１～２㎞の細長い半島が突き出ている。最北端が津和崎である。道路は曲がりくねってお

り、半島の付け根の榎津
えのきづ

から先端までは 28.4㎞にも及ぶ。この半島は新上五島町になる以

前は新魚目町の管轄であった。ちなみに旧新魚目町は魚目村と北魚目村に分かれていた。 

 この半島は標高 200～400ｍの山が連なり、海に向かって一気に落ち込む地形になってお

り、蛇が身をくねらせた背骨のように見える。したがって平地は全くと言っていいほどな

い。 

 有川湾に面する榎津港ターミナルから有川湾沿いを走り、似首
にたくび

に着いた。ここから山を

越えて反対側にでると奈摩湾が開けてくる。 

 湾奥部に青砂ヶ浦天主堂があり、その下に奈摩漁港が整備され、集落が形成されている。

その先が、青砂ヶ浦トンネルで、最近つくられたようだ。トンネルを抜けると白草公園展

望台があり、奈摩湾を一望できる。対岸の矢堅岬付近に定置網が敷設されているのが確認

された。また眼下には曽根港と小さな集落が、手前の小さな入り江には「赤ダキ断崖」と

呼ばれている赤い色が鮮明な絶壁が見られる。 

 ここから峠を越えて再び半島の東側に出る。途中の北側斜面には家が散在していたが、

これらの家は後述する彼杵半島から移住してきた「居付
い つ き

」の人々である。また高台には「マ

ルゲリータ」というリゾートホテルも見られた。 

 峠から坂を下ると、小串の集落である。道路の真ん中に「慈愛」と書かれた母子像が置

かれ、ロータリーになっている。右折すると小串の集落を経て海岸沿いを南下すると似首

に至る旧道で、左折すると津和崎に至る。母子像の裏には 1986（昭和 61）年の農林水産祭

で内閣総理大臣賞と農林水産大臣賞を受賞したことが記されており、このことを記念して

建てられたものと思われる。 

 新魚目町漁協を訪ねようと右折して立串方面に向かう。北魚目小学校を過ぎ、立串の漁

港に着くと、郵便局と漁協の北魚目支所があった。本所を訪ねることにしていたので、再

び元に道を戻り、先ほどのロータリーを越えて坂を下った所に新魚目町漁協の事務所があ

った。こちらは小串漁港が整備され、比較的大きな「地下」の集落が形成されている。「地

下」とはもともと海岸付近で漁業を営んでいた先住者の集落のことである。 
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奈摩湾（左）、奈摩湾湾口に位置する曽根港と赤ダキ岩壁（右） 

 

新魚目町漁協 

 山海倶楽部は、以前ヒジキと焼アゴを売っていたことがあるが、その提供先が新魚目漁

協であった。どういう経緯で同漁協と取引が始まったのか記憶にないが、先方の職員が当

社に見えたこともあり、懐かしい漁協である。 

 ２階の事務所に顔を出すと、原さんという職員の方が対応してくれた。同漁協は旧新魚

目町の漁業者を組織しており、魚目支所と北魚目支所の２ヶ所に支所が置かれている。正

組合員は 140 人で、内訳は本所（旧魚目第一）が 24 人、魚目支所が 48 人、北魚目支所が

68人で、北魚目が一番多い。正職員は 11人で、本所９人、魚目支所２人の内訳で、北魚目

支所には嘱託が１人配置されている。職員が不足していることから、事務所の入口に職員

募集の張り紙が貼ってあったが、応募者がいないらしい。 

 同漁協の組合員が営む漁業は、アゴの船曳網、大型定置網、小型定置網、一本釣、刺網、

延縄、タコツボである。このうちメインは定置網である。 

 船曳網はアゴ（トビウオ）を対象とする季節的な漁業で、２隻で操業する２そう曳であ

る。１ヶ統は４人で操業する。漁協全体で５ヶ統の船曳網が営まれ、その内訳は魚目支所

が４ケ統、本所が１ケ統で、北魚目支所にはない。漁期は９～10月の２ヶ月間だけである。

北東の風が吹き始めるとアゴが回遊してくる。このため、北東風をアゴ風と地元では呼ん

でいる。北に位置する平戸では９月に入ってすぐに北東風が吹いたそうだが、今年は魚目

地区では９月中旬になって吹き始めたことから例年に較べると２週間ほど遅かった。この

ため今年のアゴ漁業は成績が悪かったという。操業は朝６時ごろに出港し、夕方に帰るが、

漁が少なければもっと早く帰ることになる。 

 大型定置網は、魚目支所に４ヶ統、本所に１ヶ統の合計５ヶ統で、北魚目支所では営ま

れていない。以前は北魚目支所でも営んでいたが、乗組員が確保できないことから止めて

いる。何れも漁協自営事業である。大型定置網は基本的に周年操業であるが、台風シーズ

ンの６～８月にかけての２か月間は網を揚げる。通常は９月初めには網を入れるが、今年

は遅れているそうだ。１ヶ統当たりの乗組員は 13～14人で、昨年は２チームいた。主とし

てブリ、ヒラス、カツオ類（マガツオ、ハガツオ）などが獲れる。 

 小型定置網は魚目支所のみで営まれている。組合自営の経営団が１経営体、個人経営が

４経営体ある。漁期、漁獲物は大型定置網とあまり変わらない。 
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 一本釣は冬から春にかけて操業し、まき網船をおりた年金漁師が中心で主としてブリ、

ヒラスを対象とする。 

 刺網はヒラメ、オコゼが主な漁獲物で、延縄は３～４経営体が営み、アマダイ、クエ、

ハタ類などを獲っている。タコツボは１経営体が営む。イカ釣りは一本釣りの人が行うが、

近年イカの資源は減っている。かつてこの地区の磯ではたくさんのヒジキが採れたが、最

近は温暖化による水温上昇に伴う藻食性動物が増え、全く採れない状態だという。漁協で

は磯で採れたヒジキを加工し、商品化していたが、原料がないため現在は島原地方から原

料のヒジキを購入している状態らしい。 

 この漁協の大きな特徴は漁協自営の加工事業に長年取り組んで来た点にある。加工事業

は 40年の歴史を有し、現在でもアゴの焼干し、ヒジキ、アゴだし粉末などをつくっている。

加工場は事務所の隣にあり、６～７人の女性がアゴの焼干しづくりに携わっていた。加工

事業に取り組む漁協は多いが、あまり長続きしないケースがしばしば見受けられる。新魚

目漁協のように長期にわたって事業を継続しているのは珍しい。恐らく安定した販路をも

っていたからだろう。 

 漁獲されたアゴは一部、組合の加工事業の原料に使われているが、その他の漁獲物は漁

協が保有する運搬船で、相浦にある佐世保魚市場に出荷している。現在の新魚目漁協の水

揚金額は自営定置網を中心に約２億円、加工事業が１億円ほどである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新魚目漁協の水産加工施設（左）、同漁協の加工製品（右） 

 

居付の集落 

新魚目漁協で 30分ほど話を聞き加工場を見学後、昼前に小串を後にして岬の先端の津和

崎に向かう。立串集落を抜け小瀬良の集落をすぎると坂道になり、県道は山の中腹につく

られている。道路沿いや周辺に家が散在していた。この散在する集落は「居付」とよばれ

る人々が開拓したものだ。もともと以前から海岸付近で漁業を営んでいた人を「地下」と

いい、こちらは固まった集落を形成しているのに対し、「居付」は家が分散しているのが特

徴なのでよくわかる。移住者たちは未開の土地に活路を求め、山の中腹の斜面を切り拓き、

農地を開墾したのであった。 

18 世紀末、大村藩の外海地方では、人口が大きく膨らみ、食べ物にも事欠くような状況

で、産児制限もされていた。この外海地方は当時禁止されていたキリスト教の教えを守る

人たちが多く暮らす場所でもあり、大村藩はその処遇に苦慮していた。対して海を挟んだ
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五島藩（福江藩）では決して広いとは言えない島の土地であったが、農民の数が不足して

おり、まだまだ開墾の余地があり、生産高を上げたい状況にあった。そこで双方の思惑が

一致し、1797（寛政９）年に大村藩から五島藩へ 108 人の百姓伺いの相談が成立した。そ

の後千人貰
もら

いといわれるような千人規模の大きな移住へとつながっていき、約 3,000 人が

移住したといわれている。藩主は五島盛運
もりゆき

であった。以前から島で暮らしている「地下」

の人たちは比較的条件のよい海岸沿いの土地に集落を構え、主として漁業で生計を立てて

いた。これに対して「居付」の人たちは地下とは距離を置いて家が散らばるように集落を

形成し、主として甘蔗を栽培していた 

彼らは石垣を築いて家を建て、段々畑を開墾して小麦とサツマイモをつくった。その末

裔がこのあたりにたくさん生活している。家はみな立派である。現在では先祖が汗水流し

て開墾した農地のほとんど山林に戻ってしまい、猫の額ほどの自給用の畑があるだけなの

で、どうしてこのような立派な家が持て、維持できるのか不思議に思っていたが、じつは

この「居付」の人たちのほとんどは大中型まき網の乗組員をしており、定年後海員保険の

年金で暮らしているそうだ。つまり立派な家が残り、老後を島で生活できるのはまさにま

き網のおかげだったのである。集落の家に空き家は少なく、けっこう人が住んでいるのは

意外である。 

道の右側に墓地があった。十字架が掲げられた墓石と仏教式の墓石に分かれている。と

ころが姓は何れも「大瀬良」である。これはこの土地の名前なのだ。移住した「居付」は

農民で、姓をもたなかったから、戦後、土地の名前を姓にしたのであろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石垣がつくられた「居付」の集落（左）、クリスチャンの墓（右） 

 

江袋集落と教会 

県道 218 号はやがて半島の西側に出た。海が開け、段々畑の下に漁港が見えてきた。江

袋の集落で、こちらも「居付」である。この集落は昔のままの段々畑が比較的よく保存さ

れており、「北魚目の文化的景観」として国の重要文化的景観に選定されている。 

集落は西を向いているため冬季の厳しい季節風をまともに受けることになる。このため

石垣塀を築き、木を残して防風対策を講じてきた。段々畑にはサツマイモをつくり、薄切

りにして天日で乾燥させて保存食とした。このサツマイモとその栽培技術は移住者ととも

に大村藩から持ち込まれたものである。 

集落背後の高い台に江袋教会堂が建つ。「居付」の集落はカクレキリシタンとしてキリス
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ト教徒は無縁の土着宗教を信仰していたが、1873（明治６）年に禁教令が撤廃されると、

明治維新後に戻って来た欧米の宣教師たちによって巻き返しが図られ、カクレの多くはカ

トリックへ転宗して復活キリシタンとなり、「居付」の集落の多くで教会堂がつくられてい

った。 

敷地内に立っていた説明書きによると、この江袋教会堂は 1882（明治 15）年にオーギュ

スト・ブレル神父の指導のもとで、外海・黒崎村の川原久米吉が棟梁となってこの地の 17

戸の信徒とつくりあげらものらしい。禁教令撤廃後９年目のことであった。この時期に民

家を改造して建物から教会堂として独立した建物が各地に建てられたが、その後の建て替

えなどで現在まで残るのはこの江袋教会堂の他に数例あるにすぎないらしい。創建された

日本のカトリックにおける現役の木造教会堂では最古のものとされ、初期の教会堂の姿を

とどめていると言われている。 

この教会堂は大正時代と 1963（昭和 38）年、1996（平成８）年の２回改修されたが、2007

（平成 19）年２月に漏電が原因で燃えてしまった。しかし柱や梁などの骨組み、外壁など

がしっかり残ったことや、昭和 50年代の詳しい写真と実測図面があったことから、３年の

歳月をかけて修復工事が行われ、2010（平成 22）年３月に修復工事を完了したものである。

この建物は長崎県の有形文化財に指定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江袋の集落と段々畑（左）と最古の木造づくりといわれる江袋教会（右） 

 

教会群 

 ここで教会についてふれておこう。新上五島町には多い時には 35 の教会堂があったが、

現在は 29 に減っている。島別では中通島が 25 で最も多く、若松島が２、頭ケ島と有福島

がそれぞれ１である。このうち中通島には新魚目地区に９、有川地区に２、新五島地区に

７、奈良尾地区に４、若松地区に３となっており、新魚目地区が最も多い。 

 新上五島町は人口の 1/4 がカトリック教徒といわれており、日本一カトリック教徒の多

いところ地区である。1873（明治６）年の禁教高札が撤去されて間もない明治 10年代から

教会堂の建設が始まった。江袋教会堂のように古いものから、その後、新しくつくられた

ものもあり、建設年次は様々である。 

 ユネスコは 2018年に「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」を世界遺産に登録し

た。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、ＩＣＯ

ＭＯＳ（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
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摘を受けて、潜伏期キリシタンに焦点をあてた内容に変更して登録したのだった。これは

当然の話である。なぜなら五島地方を始めとする長崎県の教会群は明治維新以降にできた

もので、ヨーロッパを始め古い教会は無数にあり、高々150年ほど前の教会堂は古くもなん

ともなく世界遺産に値しないのは当たり前の話なのだ。結局、新上五島町で世界遺産に指

定されたのは構成資産 12件のうちの１つだけで、頭島の集落ということになる。 

 新上五島町にある頭島教会堂以外の教会堂は世界遺産でも何でもないが、観光客は世界

遺産と思って訪れるようで、地元も積極的にこの誤解を解こうとはしていない。だから島

内各地の教会堂を巡ってありがたく帰って行くのである。 

 

津和崎 

 江袋から仲知の集落、一本松漁港と集落を経て、最北端の集落である津和崎についた。

津和崎は浜の「地下」と山の「居付」の集落に分かれている。この半島の先端まで有川か

らバスが運航されているが、１日４便しかない。 

津和崎の集落から山の中腹に登り、まっすぐ進むと最北端の津和崎鼻にでた。狭い海峡

を隔てて野崎島が横たわる。野崎島はすでに無人島になっているが、かつて３つの集落が

あった。一度上陸したことがあるが、島内をまだ調査していない。 

岬の先端に小さな駐車場があり、観光客の軽自動車が１台置かれていた。一行が灯台か

ら戻って来たのとは入れ違いに灯台への坂道を登る。坂道の両側にはヤブ椿の木が植えら

れている。坂をのぼりつめた先に津和崎の灯台がある。ここからは眺望が効き、小値賀島

と宇久島、そして両島の属島を一望できる。 

灯台は 1962（昭和 37）年にできた。当時は車が通れる道がなかったので、岬の先端まで

物資を船で運び、担いで坂を登って資材をあげた。この時には地元の児童も動員されて運

搬作業に従事したようだ。その後、しばらくしてから岬までの道路が完成したという。 

 灯台からの帰り道で椿に絡まる蔓（カズラ）を切りにきたおばあさんに会った。彼女は

椿の種を集めて販売し、小遣い銭にしているそうで、種子をいただいたお礼に蔓を切るの

だという。椿の実の収穫は９月１日から解禁になる。実から弾けて種子が地面に落ちたの

を拾う場合と木の枝から実を採り、天日乾燥させて種子を採る方法に分けられるそうだ。

乾燥させた椿の種子は町の振興公社が 850 円／㎏で買い上げてくれる。椿の害敵は蔓の他

に寄生する植物もあるようで、その植物についても教えてもらったが初めて見るものだっ

た。椿の種子の収量は年によって大きく変動するようで、昨年は１日で終わり、極端に不

作だったという。 

 おばあさんの家は「地下」なので仏教徒であり、もともと漁業で生計を立ててきた。ご

主人は 78歳になり、足が不自由で車椅子を使っているが、その体でも一本釣漁に出ている

らしい。もともと夫婦船だったが、現在はご主人単独ででかける。ご主人は「もやいの仕

事」（他人と協同して操業する漁業）が好かなかったので、アゴの船曳網はせず、専ら奥さ

んと一緒に釣りに出かけていたわけだ。 

 ５～９月はイサキが対象で、夜操業して朝帰る。秋からはヒラスやブリに代わり、11 月

からはミズイカが釣れるそうだ。ちなみに津和崎の集落の漁師は５人だけで、最年少が 46

歳、最高齢がご主人、残りの３人は 60歳代である。 
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 おばあさんは津和崎の中学校を卒業してすぐに集団就職で大阪に出て、働いていた。親

の勧めで島に戻って同じ集落のご主人と結婚し、２人の子供に恵まれた。長男は愛知県在

住で家族を持ち、家も建てている。二男は漁師だったが（小型定置網や釣り）、漁が少なく

なり、船の免許をとって現在は内航の貨物船に乗っている。つまり島での漁業に見切りを

つけて貨物船に乗ったのだ。２ヶ月半船に乗って３週間は休むので、その時に家に戻って

漁を手伝っている。 

 津和崎の集落は過疎化が進み、中学校は 20 年前に、小学校も 10 年前に廃校になってい

る。現在、津和崎の集落には「地下」に中学生と高校生の２人の子供がいるが、「居付」の

集落にはカトリックの集落には子供はいない。有川への道路ができる前は、小値賀島の方

が近かったので渡海船に乗って買い物に行ったという。 

 おばあさんに話を聞いて、一路、有川に戻った。帰り道は青砂ヶ浦のトンネルは通らず、

小串から半島の東岸の旧道を通り、似首に出た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津和崎の集落（左）と津和崎灯台への遊歩道（右） 

 

椿油 

 ヤブツバキは新上五島町（若松島等を含む）の「町の花」であり、島内に合わせて 680

万本ほどが自生ないし植栽されている。このヤブツバキは毎年実をつけ、この実から椿油

が採れる。椿の実は（一財）新上五島町振興公社が町内の農家等から買い取り、搾油工場

で椿油を採るとともに製品を販売している。また一般観光客を対象とした搾油体験施設も

運営している。 

 最近の椿の種子の買い取り量は表１に示すとおりで、５ヶ年平均で約 16トンに及ぶ。地

区別では新魚目地区が最も多く全体の４割強を占めている。ただ実の生り方はその年の天

候等に左右されるため大きく変動し、2012年と 2016年では４倍強の格差があった。 

 なお、新上五島町はわが国の有力な椿油の産地で、表２に示す通り、全国の生産量の約

10％のシェアを有している。ちなみにトップは東京都の利島であり、これに大島が続くが、

新上五島町は西日本ではトップの産地といえよう。 

 椿油は五島うどんの表面に塗られたり、小さな瓶に入れて売られたりしているが、大口

の顧客は資生堂のようだ。 
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表１  新上五島町における椿の実の集荷量  単位：㎏ 

 

 

表２  椿油の生産量と新上五島町のシェア  単位：㎏ 

 

 

 

有川と捕鯨 

魚目半島から有川市内に戻り、竹酔亭で少し遅い昼食の野菜天うどんを食べる。その後、

新上五島町中央図書館に行き、郷土資料コーナーで関連図書を閲覧し、どんな資料がある

かの目星をつけ、有川港多目的ターミナル内に置かれている「鯨賓館ミュージアム」を訪

ねた。 

有川は日本有数の鯨の町であった。その捕鯨の歴史を紹介しているのがこのミュージア

ムである。最近世界遺産に指定されたことから、１階のフロアーには頭ケ島の集落の資料

が、２階には郷土の生んだ横綱である佐田山の関連資料が展示されている。 

展示をもとに有川における捕鯨の歴史を振り返っておこう。 

わが国の捕鯨は 1606（慶長 11）年に和歌山県の大地浦から始まった。当時は銛で突く突

取式捕鯨であった。その後、1675（延宝３）年にやはり大地浦で網取法の技術が開発され

た。この技術が九州西岸に伝搬し、江戸中期には各地で捕鯨業が発達した。五島列島周辺

では、宇久島の平、小値賀島の潮井場、中通島の似首と有川浦、福江島の黒瀬、黄島など

である。九州西岸で捕鯨が発達したのは複雑な海岸線が続くことから入江が多く、捕鯨基

地として適していたことと、様々な種類の鯨の索餌回遊ルートにあたっていたからである。 

有川で捕鯨を始めたのは、庄屋を務めていた江口甚右衛門であった。彼の肖像画の掛け

軸がミュージアム内に掲げられている。甚右衛門の父が紀州の庄助というものを連れて来

て、捕鯨法を習ったが失敗、その父の意思を継いで、宇久島の山田茂兵衛らと力を合わせ、

茂兵衛が鯨組をつくった２年後の 1687（貞享４）年のことで、有川で捕鯨が始まった。し

かし、魚目の似首でも捕鯨が始まり、有川と魚目の間で漁場争いが起きた。有川は富江領、

魚目は福江領であった（福江藩第４代藩主盛勝は幼少で藩主になったため、叔父の盛清に

1661（寛文元）年、富江領 3,000石が分知されていた）。江口甚右衛門は江戸へ上訴し、1689

（元禄２）年に、「磯漁は地付き次第、沖は入会（共同）」との判決がでて、有川側が入会

地区名 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 ５年平均

有川 753 767 2,380 1,232 3,332 1,693

上五島 1,243 1,424 4,067 1,175 4,572 2,496

奈良尾 735 647 1,550 892 2,192 1,203

若松 2,392 2,188 5,523 2,045 6,992 3,828

新魚目 1,686 3,581 6,823 10,376 12,771 7,047

合計 6,809 8,607 20,343 15,720 29,859 16,268

地区名 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 ５年平均

全国 43,600 35,600 49,700 47,000 69,600 49,100

新上五島町 2,200 4,590 6,120 4,730 9,100 5,348

シェア（％） 5.0 12.9 12.3 10.1 13.1 10.9
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権を魚目と同様に認められた。この評決の結果、1690（元禄３）年から捕鯨が再開された。 

青方文書によると、1691（元禄４）年から 1727（享保 12）年までの 36 年間に 1,809 頭

の鯨を捕獲しており、1698（元禄 11）年には 83頭を捕獲している。今年から再開された商

業捕鯨の捕獲枠は合計 227 頭なので、１つの浜でこれだけ捕獲したのは当時の鯨資源の豊

富さを物語るものである。 

この当時の捕鯨は鯨の頭に網を掛けて動きを弱め、「羽差
は ざ し

」という鯨を突き殺す役割の人

が、鯨の背中に乗って羽差刀を突き差し、殺した。まさに命がけの仕事であった。この羽

差は潜ることが得意でないと務まらなかったので、その任に当たったのは海人であった。

有川には海人がいなかったので、こうした技術をもった人を福岡県の鐘ヶ崎、野北、佐賀

県の呼子や名護屋などから雇い入れた。宮本常一は有川の専念寺の過去帳を調べて、この

ことを明らかにしている。また網を掛ける技術をもった漁師は瀬戸内海の室積や上関、広

島の田島、香川県の高見島などからも雇っていたと指摘している。 

江戸時代から続いたこの網取法による捕鯨は 1884（明治 17）年にピリオドを打ち、有川

鯨組は破産する。破産の背景には九州西岸へ回遊して来る鯨資源が激減したことが大きい。

欧米各国は 19世紀前半を中心に小笠原島を拠点にアリューシャン列島や千島列島にかけて

鯨油を採る目的で大量の鯨を捕獲した。つまり日本沿岸に回遊して来る鯨を沖取りしたこ

とが九州西岸の鯨資源が激減した原因であった。かくして 200 年ほど続いた沿岸捕鯨は終

焉を迎えたのである。 

破たんした有川鯨組は同年に川原又蔵が社長を務める五島捕鯨㈱が事業を引き継ぎ、網

取り法からアメリカ式捕鯨（捕鯨銃にロープなし）を導入した。初年度は赤字であったが、

その後利益を出す。しかし、漁法は合理化されたが資源は枯渇し、沿岸域での捕鯨は限界

があった。山口県の仙崎では岡十郎がノルウェー式捕鯨（捕鯨銃にロープあり）を導入し

て 1899（明治 32）年に日本遠洋漁業㈱を興すと、有川にも新しい捕鯨会社が 1904（明治

36）年に設立された。長崎捕鯨合資会社という。漁場を朝鮮半島の東方沖に展開し、沿岸

捕鯨から近海捕鯨へと脱皮した。 

原眞一は、1909（明治 42）年に捕鯨会社 10社を統合して東洋捕鯨㈱を設立し、常務に就

任し、五島捕鯨の解散によって失業者が多かった有川の人々を雇用する。その子の原萬一

郎は東洋捕鯨の３代目の社長になると、近海捕鯨から母船式遠洋捕鯨へと展開することの

必要性を認識し、東洋捕鯨㈱と共同漁業、日本産業会社が合併し、1934（昭和９）年５月

に日本捕鯨㈱（現在の日本水産㈱）を設立した。同年、日本で初めて南氷洋に進出して、

南氷洋捕鯨が始まった。最盛期には有川町から 900 人以上の乗組員を送りだしたのであっ

た。原眞一・萬一郎父子は有川のあるいはわが国の近代捕鯨の功労者だったのである。 

その後、1941（昭和 16）年に戦争のため母船式捕鯨を中断、1946（昭和 21）年に再開さ

れ、最盛期の 1960（昭和 35）年には日本から７船団が南氷洋に出漁したのである。しかし

1972（昭和 47）年の国連人間環境会議で商業捕鯨10年間のモラトリアム勧告案が採決され、

国際的な反捕鯨運動の中で、ついに 1987（昭和 62）年に南氷洋における商業捕鯨は中止さ

れることになった。かくして捕鯨によって多くの雇用が生まれていた有川は以来衰退の一

途を辿っている。 

捕鯨で栄えた町・有川には鯨肉の食文化が今でも健在で、有川の居酒屋や料理屋では鯨
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肉が提供されているし、新上五島町観光物産センター内にある前田商店の暖簾には「まえ

だのくじら」と書かれており、店内には鯨の様々な部位の肉が冷凍品として売られている。

何れもこれまでの調査捕鯨で捕ったものだ。ただ、尾の身にしろ、さえずり、ベーコンに

しろ、ちょっとした塊が 3,000～5,000円もするので、ちょっと手が出ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皮切り包丁（上）と羽差刀（下）（左）、鯨の製品（右） 

 

青方 

 「鯨賓館ミュージアム」から再び中央図書館に戻り、目星をつけておいた資料をコピー

してもらう。コピーが終わったのは閉館間際の 17 時 45 分であった。この日は旧上五島町

の「青方サンライズホテル」を予約していたので、直行する。 

 このホテルは９年ほど前にも上五島町漁協に調査に来た時に泊まっている。ホテルの１

階は「マルイチホール」と書かれたパチンコ屋の古い看板があることをみると、以前はパ

チンコ屋だったようだ。現在はガレージになっていて、ご主人の誘導で車を中に入れた。 

 青方サンライズホテルは３階建で、泊まった部屋は３階。ホテルは全体にうす暗く、汚

い。部屋に入ると独特の臭気が漂う。 

青方は旧上五島町の中心地だったところで、飲食店は有川に次いで多い。宿の近くの「居

酒屋・優心」という店に入った。新上五島町では、10月 12日から「上五島養殖まぐろフェ

ア」を上五島養殖まぐろ振興協議会の主催で開催しており、町内の９店舗でマグロの刺身

を提供しているが、「居酒屋・優心」はその１つであった。店の入口には「上五島の生本ま

ぐろ食べられます」と書いたのぼりが立っていた。 

ビールと冷奴、明太オムレツを頼む。店は青年１人で調理から配膳、代金受け取りまで

やっているようで、やたらと時間がかかる。メニューに焼き魚と書いてあったので、魚の

種類を問うと、「サンマ」だという。今年はサンマが高いから恐らく冷凍物だろう。しかも

水産県・長崎県に来てサンマはないだろう。マグロは興味がなかったので頼まず、しかも

オムレツが出て来るまで小１時間もかかったので焼酎を１杯追加して、飲み終わった所で

すぐに外に出た。 

港の近くに「居酒屋・一輝」に入る。この店のメニューはシシャモ、ホタテ、ホッケ焼

き、カキフライとあり、地魚はまるでない。その他骨付きカルビ、焼きとり、豚足、海老

フライと並び、興ざめである。無難な長崎ちゃんぽんを食べて店を出た。その長崎ちゃん

ぽんに入っていた蒲鉾も毒々しい紅い色素が入った代物で、こちらは全部残した。 
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令和元年 10月 17日 

船崎と五島うどん 

 ホテル近くの「ほっともっと」でにぎり飯と茶を購入して車内で朝食を済まし、船崎の

集落に向かう。「ほっともっと」という店を利用したのは初めてであったが、にぎり飯の海

苔は最低のものだった。コンビニの方がはるかに上等の海苔を使っている。青方からは船

崎行のバスが１日５便通っている。 

船崎は上五島漁港船崎地区の背後の緩やかな傾斜地に 80戸ほどの家が立ち並ぶ。船崎は

古い集落で、集落の中心の「船崎先祖の墓」と書かれた石碑脇の「船崎の成り立ち」によ

ると、青方水軍の船崎方をしていたことが地名の起こりで、鎌倉中期の青方文書に「ふな

さけ」「ふなき」の地名が記されており、青方水軍の船頭の中に船崎定の名が記されている

という。南北朝時代には各戦役に青方家とともに参加している。江戸時代は富江領青方掛

となり、竃方百姓（塩を焼き、薪を採ることを主業とした）をしており、４つの塩釜を所

有していたようだ。 

船崎は「五島うどん」の発祥の地としても知られている。吉村政徳の「遣唐使がもたら

した五島うどん」によれば、五島うどんのルーツを次のように考えられている。 

中国の後漢や唐の時代には、麺を表す索
さく

餅
べい

、餛飩
こんとん

、餺飥
はくたく

という食品があった。餛飩は小

麦粉をこねて広げた皮に、切り刻んだ肉を包んで煮たもので今日のワンタン、餺飥は小麦

粉をこねて延ばし方形に切ったもので「ほうとう」の先祖、索餅には 2 つの説があって、

①小麦粉をこねて油であげたもの、②小麦粉を塩水で練り、縄状に延ばして細い麺にした

素麺の原型、だったという。そして五島うどんは索餅が進化したものだという。 

日本へのうどんの伝搬は、①朝鮮半島経由、②東シナ海を直接横断して日本にもたらさ

れたもの、に大別されるが、朝鮮半島には索餅の文献上の記録は一切ないことから、中国

との直接交流で伝わったと推量するのが自然であるとしている。そして奈良時代の遣唐使

の行き来などで唐代の文物のさかんな交流があり、索餅・索麺もまた、その交流の中から

技術が伝わったものであることは想像に難くないとしている。 

遣唐使は 630年の第一次派遣から 838年までの 200年余の間に渡航中止も含めて計 20回

36 隻が派遣されたと考えられ、後期は五島列島から東シナ海を直接横断する南路が中心で

あった。このうち五島に寄泊したのは 778 年と 804 年で、804 年の第 16 次派遣の第１船と

第２船の２隻が青方に寄港している。第１船には空海、第２船には最澄が乗船しており、

空海は五島の地に滞在し、密教以外にも医学、文学、土木などの文化的遺産を伝え、最澄

も若松に山王文化の種を蒔いたことから、索麺の技術も同様に島の人々に伝えられたもの

と考えられるとしている。ちなみに 2002年に浙江省永嘉県岩坦鎮でつくられている「岩坦

索麺」を調査したところ、五島うどんの製造工程とほぼ同じであったという。 

何れにしても、手延べの技術は船崎に伝えられたことは事実で、船崎は半農半漁を生業

としていたが、漁師が作業の合間に網小屋で茹でて、魚の煮付けの汁に漬けて、囲んで食

べていたらしい。島では今と違って小麦をたくさん作られていたし、米に較べれば麦の方

が圧倒的に多く、塩もあった。 

集落の中心部に「船崎饂飩伝承館」が置かれており、希望者がいる場合は、有川から手

延べうどんのつくり方を教えにくるそうだ。朝早かったので伝承館にはだれもいなかった。 
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五島うどんの製法は素麺と同じで、細く伸ばした麺を手で延ばすことによってつくられ

る。そして素麺より太いが、一般のうどんよりも細い細麺である。五島うどんは麺が伸び

ないのが特徴で、食べ残しを翌日汁にいれてもコシが残っているという。 

現在、新上五島町内には 30 軒の製麺所があり、隣の五島市を含めると 32 軒になる。こ

の製麺所ではおよそ 230人が働き、年間の出荷額は 11.6億円に及ぶそうで、島の重要な産

業になっている。五島うどんが有名になったのは、青方サンライズホテルのご主人（昭和

24 年生まれ）によると、①ますだ製麺所の増田さんが中心になって首都圏方面に宣伝した

こと、②石油備蓄基地ができる時に出張してきた人が土産物で船崎のうどんを１斤束で購

入してうまいと宣伝したこと、うどんの束の色をかえ、製造者の名前をつけたが、赤帯う

どんがうまいなどといって買い求めたらしい。手作りだったので供給が追い付かず、手に

入らないことがさらに人気を助長し、幻のうどんとして急に有名になったのだそうだ。 

私が五島うどんを知ったのは、勤めていた会社に九州電力から出向してきた大森さんと

いう五島出身の人がいて、この人が「五島うどん」は最高だと常々言われていた。もう 40

年近く前になる。その後、上五島に出張した時に、「メルカピィあおかた」で束ねた五島う

どん（今のように包装せずにむきだしの状態で売られていた）を何種類もの製麺所毎にた

くさん買ったこともあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五島うどんの発祥地・船崎の集落（左）、船崎饂飩伝承館（右） 

 

犬塚製麺所 

伝承館は閉まっていたので、うどんづくりは見学できない。バス停にいた老人に聞くと

近くにある犬塚製麺所で話を聞くといいとアドバイスを受ける。早速、犬塚製麺所を訪ね

る。見学を申し入れると、娘さんのような方が対応してくれて社長に相談の結果、許可が

降りて製麺所の内部を見学できた。社長は犬塚康彦氏といい、五島手延べうどん協同組合

の理事長でもある。 

 船崎地区には、多い時に 26軒の家がうどんをつくっていたが、現在は９軒ほどに減って

いるらしい。それぞれの家に小さな作業場があり、そこで手づくりでうどんをつくってい

た。犬塚さんの家も現在の加工場をたてる前は小さな作業小屋でうどんをつくっていたそ

うで、今は立派な工場になっており、地区内では最も大きな製麺所である。康彦氏で３代

目になるというから、100年ほど続いているのだろう。 

 この集落は、男は漁業、女は農業に従事し、農業では主に麦をつくっていたそうだ。犬
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塚さんが子供の頃には集落周辺は一面麦畑だったという。うどん作りは漁閑期、農閑期の

仕事で、秋から冬にかけての気温が低く、晴れる日の多い時期につくられていた。島に電

気が導入されたのは 60年ほど前だが、この当時は電灯が主力で、動力用の電気が導入され

たのは 30年ほど前のことなので、乾燥は天日、作業は全て手作業であった。 

 動力用の電気が導入されると、生産工程の機械化が進み、うどんの乾燥作業も室内で行

われるようになった。この結果、製麺作業は天候に左右されず、周年行えるようになり、

専業化が進み、同時に量産化がされるようになったのである。ちょうどこの時期は島外に

五島うどんが拡がった時期と重なる。 

 五島うどんの製法は基本的に素麺づくりと一緒である。小麦粉に塩と水を加えてよく練

り、塊を包丁で渦巻き状に切って紐状にし、これを少しづつ引っ張って延ばし、ハタとい

う干し棚に掛けてさらに延ばし、機械乾燥後、ハタからはずして規定の長さに切り、麺を

束ねて、包装する。素麺と違う点は麺の太さだけで、五島うどんの方が太い。なお、素麺

は麺がくっつかないように胡麻油を塗るが、五島の場合は島で採れる椿油が基本的に使わ

れてきた。製麺所では女性ばかり８人が働いていた。乾燥室には天井に取り付けられたた

くさんの扇風機が回っていた。 

 五島うどんは遣唐使船によってもたらされたとの認識は集落の人に共通しており、犬塚

さんによると、集落の人々は、最澄や空海を尊敬しており、船崎の 70軒近くの家の７割は

弘法大師（空海）を祀っているそうだ。 

 五島手延べうどん協同組合は島内の 10社の製麺所が加入している。組合の基準を満たし

ているところのものが組合ブランドの「波のはな」というブランドが使える。組合では、

国内市場が飽和状態のことから輸出にも力を入れてそうで、ヨーロッパにも出荷している。

ただし西洋人はアゴだしスープは好まないという。 

 ちなみに五島から日本海沿いに北前船で、稲庭うどん、輪島素麺、氷見うどん、大門素

麺などに影響を与えたと言われているが真偽のほどは定かでない。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

犬塚製麺所のうどん乾燥室（ハタにかけて機械乾燥）（左）、手作業でうどんの束を袋詰めする作業（右） 

 

上五島町漁協 

船崎地区から青方港の湾奥にある上五島町漁協を訪ねた。漁協の建物はＲＣ４階建の立

派な建物で、漁協の事務所は２階に置かれている。 

９時 30分から小１時間、川渕文俊参事と古木亮業務部長が対応してくれた。昨年、水産
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庁と水土舎が空き養殖漁場の調査にきたとのことで、丁重に対応してくれた。私は９年前

に水産庁の輪番休漁事業の効果調査で伺っているので、最近の変化を中心に話を聞いた。 

2013（平成 25）年 10月に旧飯ノ瀬戸漁協（上五島地区の西側）を吸収合併した。これに

よって上五島地区の漁業者は全て上五島町漁協に組織されることになった。現在の組合員

数は 344 人で、このうち正組合員は 134 人である。９年前の正組合員は 225 人だったから

旧飯ノ瀬戸漁協の分を含めると、この間に半減したことになる。そしてほとんどの組合員

は高齢者になっている。 

またこの間の大きな変化は生産量の３割以上を占めていた中型まき網が廃業したことだ。

代わって佐世保市に本社のあるエテルナ・ワコー㈱が青方を基地に操業するようになり、

中型まき網が２船団、小型まき網が１船団稼働している。ただし漁獲物は佐世保魚市場に

水揚げされ、地元には水揚げされていないから漁協の生産量は激減している。なお、同社

では船団の従業員を地元から募集したが、応募はなかったらしい。 

 漁場の職員は 16 人で、臨時職を合わせると 24 人になる。なお本所の他に飯ノ瀬戸とか

上郷の２ヶ所に支所が置かれ、職員が配置されている。ちなみに組合職員をハローワーク

に募集しても応募がないそうだ。 

 上五島町漁協の組合員が営む漁業は、潜水、一本釣、延縄、定置網、刺網、採藻、タコ

ツボ、ホコ突、素潜りなど多種多様である。また、養殖業としては魚類養殖、カキ養殖、

アコヤガイ母貝養殖などが営まれている。まず漁業の概要を紹介しておこう。 

 潜水器漁業は 11経営体が営む。フーカ潜水のため、コンプレッサーの操作が必要になる

ので、船上に１人を配置し２人で操業している。通常は命綱を握る人間は信頼のおける身

内の者が乗ることが多く夫婦船になるが、上五島では乗組員は雇い入れている。漁獲対象

はサザエがメインで漁期は８ヶ月間（禁漁期は６～７月、11～12 月）になる。海は磯焼け

が進み、藻が一本も生えていないが、サザエの漁獲は極端に減ってはいないという。恐ら

く小型海藻や付着珪藻を餌にしているためだろう。ただしアワビはすでに「幻」になって

いるそうだ。１地区としてかつて日本一のアワビ生産量を誇った小値賀島は厳格な資源管

理を行っていて、上五島町漁協も小値賀町漁協を見習うべきだとさかんに言われたことが

あったが、結局小値賀島のアワビも壊滅状態になっており、自然変動の前には資源管理の

努力も無効だと参事が言っておられた。私も全く同感で、狩猟産業である漁業は環境変動

に生産が大きく左右されることを肝に銘じなければならない。 

 一本釣の従事者は 30人もいない。しかも高齢者がほとんどで、50歳代の従事者は５人ほ

どにすぎないという。春先はイサキの夜釣り、６～12 月はサワラの曳釣に、10～2 月はタ

チウオの曳釣も重なる。かつてマグロの曳釣もしていたが、総量規制が始まってからはマ

グロの曳釣はなくなった。年金漁師が中心のため時化るとでない。タチウオやサワラは漁

獲が安定していないため、経費が収入を上回ると判断すれば操業に出かけない。また時化

ると出漁することはないという。 

 延縄は６人が営む。アマダイ、イトヨリ、レンコダイが対象で周年操業している。 

 小型定置網は３業者いたが、このうち２業者は４年前に大型定置網の許可を得て２ヶ所

に網を設置している。ただ漁場の水深が深かったので知事許可の大型定置に変わっただけ

で、網の規模は従来と変らない。定置網は５～６人で操業し、漁業者を雇っている。周年



290 

 

操業で、春先はイサキ、ブリ、アジなど、秋はサワラ、カマスなどが主に入る。春先はク

ロマグロも獲れるそうだ。クロマグロの資源量は増えていると実感されており、マグロの

胃内容物を見るとケンサキイカの子が多い。マグロを保護しているためケンサキイカがマ

グロに食われて減っているそうで、春先のケンサキイカは１年分の水揚げがあったが、今

は全く獲れないという。 

 刺網を専業で営むのは４～６人で、禁漁の６～７月以外は周年営む。雑魚が対象という。 

 採草はテングサ、マフ（オゴノリ）などを採る。現在、ヒジキは全くない。海藻類の減

少は温暖化による水温上昇の影響だという。かつては夏場に出現したトラスズメダイなど

は周辺五島の海に生息し、暖海性のオオモンハタなどは資源量が多くなっている。また藻

食性魚類が増えているためワカメ養殖は成立しない状況だという。 

 タコツボは５業者ほど営み、漁期は３～９月である。 

 ホコ突きは禁漁が 11～12月で、それ以外の時期にナマコ、サザエなどを獲る。 

 素潜りは許可があったので残しているだけで、実際は５人ほどが営む。 

 次に養殖業についてその概要を紹介しておこう。上五島町漁協の区画漁業権漁場を他漁

協の組合員に貸して、行使料収入を得ているケースと組合員が営むケースに分けられる。 

 ブリ養殖は神部漁協の組合員の１経営体に漁場を提供している。また 2014（平成 26）年

からクロマグロ養殖漁場を若松中央漁協の漁業者に提供している。何れも先方の地先漁場

の環境が悪化したためだという。クロマグロについては新たに区画漁業権をとったそうだ。 

 上五島町漁協の組合員が営む養殖経営体は、ヒラマサ養殖は２経営体で、カキが４経営

体、アコヤガイの母貝養殖が２経営体である。カキは、冬から春にマガキを、春から夏に

イワガキを出荷している。イワガキ養殖は３年ほど前から始まったらしい。マガキの種苗

は宮城県から、イワガキの種苗は長崎県の二枚貝研究所から仕入れるという。アコヤガイ

の母貝養殖の種苗は地元採苗で、三重県や愛媛県で発生している疾病は今のところ確認さ

れていないという。 

 漁協の表面上の水揚金額は９億円であるが、そのうちの６割を佐世保のまき網（エテル

ナ・ワコー）が占めており、組合員の水揚げは３億円強に過ぎない。ピーク時の組合員の

水揚金額は 10億円であったので、現在大幅に落ち込んでいる。 

漁協に水揚げされた水産物の流通は３通りである。１番多いのが、「フェリーたいこう」

で博多に送り、福岡市中央卸売市場の荷受会社である福岡中央魚類㈱に出荷するケースで

全体の７割ほどを占める。２番目が佐世保市の相浦に送り、ここから各方面の消費地市場

に出荷するケース。３番目は漁協の産地市場（１㎞ほど離れた場所にある）で販売するケ

ースで、こちらは主として島内に流通する。産地市場の買参人は 10人ほどで、取扱額は 5,000

～6,000万円である。島内の量販店であるエレナ、カミティ、ＪＡなどが購入する。 

 この魚市場では脇にビニールハウスを建て、７時 30分のセリを見学してから新鮮な魚を

食べる朝食を観光ツアー客に提供していた。しかし、夏はビニールハウスの中が暑いので、

現在は漁協の３階が会場になっていて、昼食に代わった。会議室は 100 人ほど収容でき、

年間の利用者は 2,000 人である。観光物産協会が窓口になり、10 人以上の団体客を対象に

している。職員を張り付けると採算に合わないため、漁協女性部のメンバーが顧客がある

たびに対応している。 
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４階建の上五島町漁協の建物（左）、隣の農林水産物直売所「メルカピィあおかた」で売られている水産物（右） 

 

上五島国家石油備蓄基地 

 青方港の入口に折島と柏島という無人島があるが、この２つの島の東側に上五島国家石

油備蓄基地がつくられている。なお折島には運搬してきたタンカーからの受け入れ施設や

中央監視制御室など、柏島には保守管理ヤードなどが設けられており、一般島民はいない

が、作業員は常駐している。 

 石油は現代の生活や経済にとって不可欠な物質であり、わが国はその 99％以上を海外か

らの輸入に依存している。このためオイルショックのような急激な価格変動や戦争などに

よる輸入の途絶などのリスクを抱えている。このリスクの分散を図るため、石油の備蓄は

欠かせない。 

 わが国では、国家備蓄と民間備蓄の２つの体制で石油備蓄が進められている。国家備蓄

は 1978 年にスタートし、現在、国家石油備蓄基地は全国に 10 ヶ所あり、貯蔵量の合計は

約 5,000万 klである。上五島の国家備蓄基地は世界で初めて洋上タンク方式を採用した原

油備蓄基地で、１隻当たり 88 万 kl を貯蔵できる船が５隻置かれている。貯蔵総量は 440

万 klで、この量は国内で消費される石油の７日分に相当するらしい。世界最大の貯蔵船だ

そうだ。 

 1981 年 12 月に上五島地区を建設予定地に決定した後、1982 年２月には現新日本石油、

日本郵船などが出資した上五島石油備蓄㈱（資本金１億円）が設立された。1988 年９月末

に備蓄基地が全面完成し、1989年１月にはオイルインを終了している。 

 青方地区の国道 384号に面して石油備蓄記念会館がつくられている。ここにはアリーナ、

図書室、会議室、エネルギー発見館カピィ・プラザなどが設けられている。カピィ・プラ

ザは子供向けの展示施設であるが、素人が石油備蓄関連の知識を得るには好都合だ。この

展示を見学後、図書室に行き、上五島の郷土関連資料を閲覧した。 

この石油備蓄の貯蔵船は５年に１回の頻度でドック入りするが、その際、船底や船側に

付着した生物を掻き落とす。除去した付着生物をそのまま海底に落とすわけにはいかない

ので、全量を陸上に回収して乾燥させる。ちなみに船底の付着生物の描き落としにはロボ

ットが使われているようだ。乾燥した生物の遺骸は産業廃棄物として島外に搬出して処理

している。備蓄基地で何らかの工事が行われると、上五島町漁協に交通船や警戒船の要請

があるため、漁協の収入は一挙に増える。同漁協は水揚額の規模に対して職員数が圧倒的
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に多いが、石油備蓄基地関係の仕事が漁協の経営を支えていると言っても過言ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上五島国家石油備蓄基地の遠景（左）、石油備蓄記念会館内のエネルギー発見館カピィ・プラザ（右） 

 

有川町漁協 

 有川町漁協は有川港多目的ターミナルの北側にある。漁協に参事を訪ねたが、監査で忙

しいらしく、長い時間話を聞くのは無理と判断し、20分ほどで済ませた。 

 有川町漁協は 1997（平成９）年４月に旧有川町内の６漁協が合併して設立された。旧漁

協の事務所が支所として残っており、本所の他に神ノ浦、太田、崎浦、東浦、鯛ノ浦に支

所がある。 

 組合員は正組合員が 279 人（うち法人１）、准組合員が 789 人（うち法人１）であるが、

雇用している定置網の乗組員も組合員になっていることから多い。ただ正組合員のうち 60

歳以上が８割近くになっており、高齢化が顕著である。 

 有川町漁協の漁業は定置網が主力で、全体の生産額５億円のうち８割にあたる４億円を

占めている。定置網は大型定置網が７統、小型定置網が 12統で、このうち漁協自営は１統

のみで、残りはみなし法人と個人になっている。定置網の乗組員は 10～15人である。漁期

は海域によって異なり、西部地区は６ヶ月から 10 か月、東部地区は約 10 か月で、台風時

には網を揚げる。 

 定置以外では刺網、延縄、タコツボの漁業が営まれている。刺網は 20 人ほどが営むが、

周年操業している人はいない。延縄はクエが中心で最近始めたばかりだ。タコツボは６経

営体が営む。この他に１本釣、採藻などの漁業が営まれている。海藻はフノリ、テングサ、

ワカメ、ヒジキなどを採っていたが、磯焼けが進行し、最近ではヒジキはごく一部あるだ

けになっている。これら定置網以外の漁業で約１億円の水揚になる。 

漁獲物のうち主として加工向けの魚介類は相浦の佐世保市地方卸売市場に出荷している。

またフェリーで福岡市中央卸売市場にも出荷している。 

 有川町漁協の特徴の一つは加工事業を営むことであり、漁協の事務所近くに大きな加工

場がある。この加工事業は 1997（平成９）年の漁協合併時から始めており、新魚目町漁協

の加工事業に較べると歴史は浅い。生産している加工品は、アゴ出汁（粉末とラウンドの

２種類）、干物（カマス、鯵など）、練り製品（むしもの、揚げ物）である。これらの製品

は有川港のターミナル売店でも売られている。加工品の販売額は約 9,000 万円である。ア

ゴ出汁の原料は基本的に地元で水揚げされたものである。加工事業は女性パートを雇用い
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る。 

 

定置網を干す漁港用地と有川漁協の建物（左）、有川漁協でつくっているあごだしパック（右） 

 五島手延うどん協同組合が経営する「うどん茶屋・遊麺三昧」で鯨串カツ定食を食べた。

鯨肉の串カツに五島うどんがつく。この串カツは同じ敷地内の前田商店でつくられたもの

だ。 

 

鯛ノ浦教会 

昼食後、中通島の東海岸を南端の奈良尾まで車を走らせることにした。相変わらず小雨

が降り続いている。青方への分岐を左折して１㎞ほど走ると、右手に鯛ノ浦協会があった。 

正面に白亜の新しい教会が、その裏に褐色の旧教会が建つ。旧教会の裏には、「鷹ノ巣キ

リシタン殉教の碑」「ブレル氏海難殉教の碑」「ヨハネ五島草庵殉教の碑」「中田秀和画伯の

像」「森松次郎翁顕徳の碑」が並んでいる。またルルドを祀る屋外の集会場もある。ルルド

というのは洞窟に祀られたマリア像のことで、フランスのルルドという地名に由来する。 

この地は 1870（明治３）年に起きた鯛ノ浦六人斬りの地として知られる。教会の敷地に

は「鷹ノ巣キリシタン殉教の碑」が建つ。石碑に事件のあらましが書かれているので引用

しておこう。 

1870年１月 27日の深夜、鷹ノ巣に住んでいた「中田寅吉」方に有川郷士と名乗る４人組

が「キリシタン征伐に来た」と怒鳴り込み、寅吉の妻「ヨネ」、長男「勇次」、次女「レツ」、

平戸からお産に来ていたヨネの妹「コン」とコンの夫の「友吉」を殺害、それに加えて「コ

ン」の胎児まで突き刺し、２家族６名が残忍な殺害によって殉教した。その後、６名の遺

体と血痕は、福江の検視後の調査を待って棺と容器に収納され、遺体は正堂裏の丘へ、血

痕は聖堂脇の窪地に埋葬された。遺骨の一部は大浦天主堂の中央祭壇の中に納められてい

る。後に４人の郷士は「赦されぬ新刀試し切り」として切腹を申しつけられた。 

鯛ノ浦は幕末期における上五島のキリシタン指導者として活躍したドミンゴ森松次郎の

出生地である。寛政期に大村藩外海の出津浜から逃れてきたキリシタンはこの地に居付き、

その後潜伏キリシタン部落として秘かに生活していた。大浦天主堂に於ける信徒発見の出

来事をきっかけにカクレからキリシタンに改宗する。鯛ノ浦の森松次郎らが信仰の灯をと

もして歩き、1867（慶応３ 年）２月には長崎から秘かにクーザン神父を案内し、神父は鯛

ノ浦から頭ケ島にかけて 11 日間滞在して宣教に努めるまでになっていた。 

その後、上述した事件があったが、1880（明治 13）年にブレル神父が赴任して上五島の
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司牧の拠点となる。さらに 1903（明治 36）年に鯛ノ浦教会が現在地に建立された。大東亜

戦争の末期には鯛ノ浦港に特攻基地が設けられた際に軍に接収されて基地司令部となって

いたが間もなく終戦となり、1949（昭和 24）年に増築し、レンガ造の塔が正面につけられ

た。そして 1979（昭和 54）年には現在の新しい教会が建てられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1903 年に建立され 1949年に増築された旧教会（左）、1979 年に建てられた新教会（右） 

 

鯛ノ浦から浜串へ 

鯛ノ浦教会から鯛ノ浦の集落を抜け、鯛ノ浦港にある五島産業汽船㈱が運航する高速船

の待合室をのぞく。一昨日上陸した港である。ここから長崎港に１日３便の高速船が通っ

ている。 

鯛ノ浦を過ぎると山の中の道となり、付近には家は１軒もない。深い谷の山林が続き、

一部には杉が植林されている。魚目半島に較べると周りの樹木は大きく、道路の回りは木々

で鬱蒼と覆われている。 

そのうち海への下り道となり、神ノ浦漁港にでた。この東神ノ浦の集落には 34 戸 59 人

が住む（2019年９月末の住民台帳）。港には有川町漁協の神ノ浦支所が置かれている。支所

に顔をだすと、職員が１人いた。地元の出身ではないので、この地区のことはわからない

とのこと。神ノ浦には㈱平瀬定置という会社が営む大型定置網があり、この定置では 10人

ほどが働いている。海上勤務とは別に４～５人が陸上で勤務しているらしい。この地区は

定置網がメインで、一本釣と刺網を営む人もいるが、その数は合わせても５～６人だとい

う。漁港内を見渡したところ漁船をほとんど見かけなかった。このことを質問すると、先

日の台風で避難したままになっているという。 

漁港の北側の山は採石場となっており、盛んに重機が動いていた。小さな岸壁がつくら

れているところをみると、船に直接積まれ、島外に搬出されているようだ。 

そのうち船隠の集落が山の上の道路から見えてきた。ここまでが旧有川町になる。船隠

までは県道からさらに脇道を海の方に下っていかなければならないので、パスした。神ノ

浦も船隠も「居付」の集落である。深い谷の船でしか行けないような入り江の奥にひっそ

りと暮らしていたわけだ。 

県道 22号は完璧に舗装されている。曲がりくねった道路が続くが、最近道路を拡幅した

ようで走りやすい。この道には西肥バスが走っており、集落ごとにバス停がある。次の入

り江が浜串で、県道から離れ、海の方に降りて行った。 
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神ノ浦の集落（左）、船隠の集落（右） 

 

浜串漁協 

浜串も「居付」の集落で、1837（天保８）年以前に三重村樫山方面からの移住者によっ

て開かれた集落である。集落の入口付近に浜串教会が置かれていることから、カトリック

に改宗した人が多かったのだろう。現在 106戸、206人が生活している。 

道路を隔てた反対側に浜串漁協の建物があり、竹内広人参事に話を聞く。 

浜串は旧奈良尾町に属していた。同町内には浜串漁協の他に、岩瀬浦第一漁協と奈良尾

漁協のあわせて３つの漁協があった。多額の負債を抱えていた岩瀬浦第一漁協と奈良尾漁

協は 2001（平成 13）年に合併して奈良尾町漁協が発足した。この時、浜串漁協にも一緒に

なる話がでたが、赤字漁協との合併は得策でないと判断し、合併に加わらなかった。その

後、合併した奈良尾町漁協は 2015（平成 27）年８月に倒産する。岩瀬浦地区と奈良尾地区

の漁業者は所属する漁協がなくなったため、浜串漁協が引き受けた。 

現在の組合員数は正が 61人（うち法人４社）、准が 60人（うち法人１社）で、地区別の

内訳は浜串地区が 40 人弱、岩瀬浦地区が４～５人、奈良尾地区が 20 人弱である。漁協の

倒産を契機に漁業をやめた人もいるらしい。なお、浜串ではまき網の乗組員の一部も組合

員になっている。 

同漁協のメインはなんといっても大中型まき網漁業である。浜串を拠点とする昭徳水産

㈱（富栄海運㈲）が４船団、奈良尾を拠点とするのがのぞみ漁業㈱と開成水産㈱の２社３

船団の合計７船団である（のぞみ漁業が１船団、開成水産が２船団）。浜串地区は最大５船

団あったのであまり変わっていないが、奈良尾は最盛期には 20船団あったので大幅に減少

している。大中型まき網は一艘まきで、網船１、灯船２、運搬船２隻の５隻で構成される。

乗組員は１船団 40～50人である。月夜間には地元にも戻ってくるが、最近は地元から乗組

員になる人が少なく、全国から募集している。また外国人の研修生が乗るようになってい

るという。 

大中型まき網以外では、大型定置網と小型定置網、一本釣、延縄の各漁業が営まれてい

る。大型定置網は奈良尾地区に１ケ統あるが、経営を外部に委託している。小型定置も１

ケ統だけだ。１本釣と延縄はあわせて 10隻ぐらいしかない。以前は奈良尾と岩瀬を合わせ

て 50～60隻あったが、相次いで廃業しており、この地区の沿岸漁業はきわめて厳しい状態

に置かれている。一本釣はイサキ、ブリ、ヒラスが漁獲対象で、延縄（２～３隻）はイト
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ヨリ、アマダイなどの赤物を獲る。なお季節的に行われる刺網でイセエビが獲られている。 

イカ類は近年減少、イトヨリも漁獲量が減少しているにもかかわらず単価は安い。資源

が増えているクロマグロは漁獲量規制で獲れない。沿岸漁業は踏んだり蹴ったりの状態だ

と参事は嘆く。ブリの産地価格は安値だと 100 円／㎏で、以前は 2,500～3,000／㎏もして

いたヒラスは 1,000／㎏を下回る状態だ。養殖物が安定供給されるようになると養殖対象魚

種は価格が下がる運命にあり、沿岸漁業はますます厳しい状態に置かれているという。 

大中型まき網の会社から販売歩金は徴収せず、会社からの助成金を受け取っている。 

 漁港内には３階建のアパートが２棟あり、まき網の乗組員が入居していたらしい。乗組

員が減少しているため、現在は一般人も入居しているという。だだっ広い漁港内には船外

機が４～５隻置かれているだけで、誠に寂しい風景だ。漁港の先端部はまき網の係船岸と

して使われ、その背後に網が積まれ、まき網会社（昭徳丸）の倉庫も置かれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浜串の集落（左）、浜串漁協の建物（右） 

 

浜串から奈良尾へ 

浜串の南側の湾が岩瀬浦になる。浜串の集落からヘアピンカーブの続く坂道を登って県

道 22号に戻る。県道と交わった付近に「浜串入口」というバス停があり、浜串と奈良尾は

バスで結ばれている。 

県道はやがてＴ字路にぶつかった。左折して坂を下った先が岩瀬浦である。右折すると

奈良尾に至る。岩瀬浦に下る途中に滝が現れた。「廬山の滝」といい、高さは 72ｍあるから

けっこう迫力がある。 

岩瀬浦は深い入江になっていて漁港が整備され、集落は山際に張り付くように並んでい

る。この岩瀬浦には江戸時代、代官所が置かれて、中通島の東側の６郷（岩瀬浦、奈良尾、

太田、阿瀬津、鯛ノ浦、神之浦）を管轄していた。岩瀬浦に代官所が置かれたのは、比較

的まとまった集落で、船を泊めるのに適した入り江があったためで、当時は五島海上交通

の要衝だったことになる。したがって浜串とは異なり「居付」の集落ではない。 

広い漁港には船は５～６隻しかない。漁協はなくなっているので、漁港のまわりはがら

んとしている。９月末時点で 126戸、201人が住んでいるので、浜串よりも人口は多いのだ

が、人の気配もほとんど感じられない。宮本常一が 1962年８月に撮影した写真には集落背

後に段々畑が写っているが、今は全で木々で覆われている。 

再び県道に出る。道路脇にあった岩瀬小学校は閉校になっていた。福見峠を下った先に
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中山の集落があるが、こちらには行かず、まっすぐ進む。やがて海岸付近に出て、左折し

た先に福見の集落があった。比較的広い農地があり、家は散在しているから、みるからに

「居付」の集落である。1781（寛政 11）年に西彼黒崎村から５人の農民が居ついて村がで

きた。現在、91 戸、134 人が住む。海岸の近くに福見教会堂があり、その下に「福見教会

信徒館」と看板が掲げられた建物が建つ。小学生ぐらいの男女３～４人がその建物に入り、

続いてシスターが入ったので、ここで勉強しているにちがいない。 

再び県道に戻り、さらに進むと高井旅の集落になる。比較的広い砂浜が形成され、海水

浴場になっている。浜にはコテージのようなものが並ぶ。その奥に奈良尾小中学校があり、

広いグランドも整備されている。付近の学校を統合して新しくこちらに造ったようだ。こ

の集落には 36戸 67人が住むが、教会堂があるので、こちらも「居付」の集落だろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩瀬浦の集落（左）、岩瀬浦漁港（右） 

 高井旅から小奈良尾に入り、そのまま若松海峡側の道路を北上すると桐の集落に出る。

こちらは旧若松町に属する。桐集落の前に桐ノ小島というちっぽけな有人島があるので、

橋を渡って調査。引き続き若松大橋をわたり若松島に入る。神部地区にある民宿えび屋に

入った。この日はほぼ一日中小雨が続いた。 

 

令和元年 10月 18日 

つたや旅館 

 若松島での調査を終え、若松大橋を渡って中通島の奈良尾地区に向かう。奈良尾は中通

島の南端に位置し、まき網漁業で大いに栄えた町だった。この日の宿はつたや旅館で、旧

奈良尾町の中心部にある。宿の隣が新上五島町役場の奈良尾支所（旧役場）、前に後述する

倒産した奈良尾漁協があり、路地１本隔てて奈良尾神社も置かれている。神社の入口には

樹齢 670 年の大きなアコウの木がそびえ、その根元の空洞をくぐって中に入る。ちなみに

奈良尾には教会はなく、クリスチャンはいない。曹洞宗の仏教徒がほとんどらしい。 

 つたや旅館は木造２階建の細長い建物で、かなり古い。まき網がさかんな時代はずいぶ

ん繁盛したようだが、現在は寂れている。77 歳になる女将は長崎市内から嫁いできた。ご

主人に先立たれ、１人で宿を切り盛りしている。化粧をしているせいもあるが、かなり若

く、歳にはみえない。 

風呂に入って１階の食堂に行き、夕食となった。この日もメニューはヒラマサ、マアジ、

ケンサキイカ、サザエの刺身、レンコダイの塩焼き、サザエのバター焼き、アオハタ（地
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元ではアオナと呼ぶ）のしゃぶしゃぶ、牛肉の陶板焼き、南瓜小豆煮、野菜厚揚煮、つく

ね芋のとろろであった。地元の水産物にかなりこだわっている。女将は栄養士の資格をも

ち、料理をつくるのが好きらしい。なるべき地魚にこだわった料理を提供するように心が

けているが、地元には魚屋がなくなり地魚が手に入りにくくなっていると嘆く。知り合い

の漁師に頼んで獲ってきてもらい、何とか確保しているようだ。 

ビールを１本飲んだ後焼酎を頼んだが、宿にはなかった。女将がすぐに近くまで買いに

行ってくれて、島の焼酎が出てきた。中通島では五島灘酒造という会社が 2008 年にでき、

新しい蔵元が誕生している。地元の建設会社が島おこしのために設立された会社だ。原料

の芋は当然ながら島内で生産されたもので、「黄金千貫」という品種である。白と黒の２種

類の麹菌を使った焼酎がつくられている。 

 食堂では私と同じように島旅をしている人と一緒になった。73歳（昭和 21年生まれ）で

というから私よりも学年が１つ上になる。現役時代は会社を自営し、イタリアに得意先が

あったのでよく出かけていたようだ。五島から帰ったら、イタリア旅行に行くそうだ。ま

た千葉の竹岡で、友達と一緒に農業をしているそうで、趣味が私と似ている。 

女将さんからは奈良尾のまき網について聴取し、予備知識を得た。 

 

つたや旅館の外観（左）、アコウの大木（樹齢 670 年）の根元が参道になっている奈良尾神社（右） 

 

令和元年 10月 19日 

奈良尾町漁協 

 つたや旅館の朝食は、みそ汁、卵焼き、納豆、とろろ、漬物、鯵干物、かまぼこと典型

的な和食であった。８時 30分に宿を出る。車は駐車場に停めたまま歩くことにした。小雨

が時折降るので、宿で傘を借りる。 

 倒産した奈良尾町漁協は奈良尾漁港（第３種）の奥まった所にどんと構える。かつては

長崎県内有数の漁協であった。鉄筋４階建てで、大中型まき網漁業が大いに繁栄した時代

を象徴している。しかし今はガランドウで、外から見える障子は破れていて無残だ。同漁

協の左前につたや旅館、路地を挟んで右側に町役場の支所がある。合併前は奈良尾町役場

だったところだ。漁協の建物は役場よりもはるかに大きく立派である。 

 上述した通り奈良尾町漁協は、2001（平成 13）年に奈良尾漁協と岩瀬浦第一漁協が合併

して設立したが、当初からあった多額の有利子負債を承継したことに加え、近年の漁獲量

と漁業者の減少により、2015（平成 27）年８月に自己破産した。負債総額は 7.5 億円であ
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った。これにより、奈良尾漁協に所属した組合員は浜串漁協に移ったこともすでに述べた

とおりである。 

 漁協の掲示板には破産管財人が売却する不動産等のお知らせが貼ってあった。土地が 12

筆の他に事務所や倉庫などの建物のリストが載っていたが、総額は 2,700 万円ほどで少な

い。 

 漁協の周囲には、２階建の漁協研修センター、イベント広場、信漁連ビル、親和銀行、

のぞみ漁業の事務所などがある。このうち研修センターもガランとしており、ほとんど使

われていないようだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

倒産した奈良尾町漁協の建物（左）、新上五島町役場奈良尾支所（旧奈良尾町役場）（右） 

 

奈良尾地区 

 奈良尾は 1596年（慶長元）年ごろに紀州広浦（現和歌山県広川町）の出稼ぎ漁師によっ

て開かれた漁村である。最初に来た漁師はカツオ釣りではなくイワシ網の漁師だったとさ

れるが、何れにしても両者が相次いできたようだ。このように人の移動が制限されていた

藩政時代に移住者を受け入れた背景として、宮本常一は次のように書いている。 

 「五島藩という藩は海のみによってできた小さな藩である。水産物が多いからと言って

在来島民のみでそれをとって処理して裕福をほこり得るかというと、それは不可能に近か

った。そこで、できるだけ他から人を入れなければならぬ。したがって他所藩に対しては

寛大であったといっていい。そのためいろいろの人が入って来た」 

 こうして、奈良尾と周辺の岩瀬浦、佐尾は移住者によって漁業の根拠地として栄えてい

くことになる。 

 漁協の周囲を回り、集落の中央を走る「ならお商店街」を抜ける。商店街の看板には「月

夜間とロマンの里」と書かれている。大中型まき網は灯を焚いて魚を集め、夜操業するの

で大潮の満月の期間は漁業にならない。この期間を「月夜間」と呼び、まき網の乗組員は

仕事が休みになり、奈良尾の街に戻る。乗組員の多くは町の居酒屋やスナックにくり出し

た。街はとたんに人であふれ、賑やかになり、大都会に変貌した。その過去の想いが看板

に現れているようだ。しかしまき網漁業の凋落とともに商店街は寂れ、通りに面した店舗

は６～７軒が営業しているだけだ。また、飲食店もほとんど確認できなかった。 

 ２つの湾をつなぐトンネルを抜けると小奈良尾地区に入る。トンネルの手前に「トンネ

ル開通・フェリー就航記念碑」が建っていた。1972（昭和 47）年６月に建てられたものだ。
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当時の奈良尾町長が、「本町発展の基幹となる不朽の大業を永遠に記念し、先賢の偉績を偲

んで明日への躍進を誓うものである」と書いている。このトンネルができて奈良尾地区と

大中型まき網漁船の根拠地である小奈良尾地区が一体となり、しかもフェリーターミナル

ができて本土との間にフェリーが就航した。まさに旧奈良尾町の絶頂期であった。 

 トンネルを出た先に奈良尾港ターミナルが整備されている。ここから九州商船のフェリ

ーとジェットフォイルが長崎港と結んでいる。ターミナルの庭には町制施行 60周年を記念

する魚を模したモニュメントが置かれている。2003（平成 15）年 12月に建てられたもので

新上五島町が誕生する前年にあたる。そこには「昭和 57年に年間 303億円の最高水揚げを

記録し、大中型まき網船団 11 社 24 ケ統の基地であった」と記されていた。町の栄光の歴

史を刻み、奈良尾町が消えてしまうことに対する惜別の想いが伝わってくる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

谷あいに開けた奈良尾の集落（左）、ほとんど人通りがなくなったならお商店街（右） 

 

 旧奈良尾町の人口は団塊の世代の子供たちが多かった 1960（昭和 35）年当時 9,818人で、

世帯数は 2,000戸を超えていた。また就業者の約半分（1,500人ほど）を漁業が占めていた。

団塊の世代が島を出て行った後の 1975（昭和 50）年には、人口は 5,679人、世帯数は 1,686

戸に減るが、その後の人口の推移は図１に示すように右肩下がりで減少し、しかもその減

少割合は中通島全体の減少を上回っている。そして 2015年にはピーク時の 1/5ほどに相当

する 2,050人になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１  中通島と奈良尾地区の人口の推移（国勢調査） 
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まき網漁業 

 ターミナルから宿の前の駐車場まで戻り、車に乗って小奈良尾の周辺をみる。この日は

ちょうど小奈良尾神社の例大祭の日であった。小奈良尾公民館脇には開成水産㈱と野村丸

と書かれたノボリが掲げられていた。 

 港の北側岸壁はまき網の漁具倉庫が連なり、倉庫の前には網やボンデンが置かれている。

しかし現在奈良尾を拠点とするまき網会社はノボリを掲げた２社だけになっており、倉庫

の大半は使われていない。 

旧奈良尾町の大中型まき網漁業の最盛期であった昭和 58年２月時点のまき網企業の勢力

は表３に示すとおりで、町内には 11社、24統のまき網船団があり、合わせて 2,000人ほど

が働いていた。そして水揚金額は 302 億円に及んでいた。しかし現在残っているのは浜串

を根拠地とする昭徳水産と、上述したのぞみ漁業㈱、開成水産㈱の２社３船団だけになっ

ている。のぞみ漁業は、まるの漁業㈱から会社を分割し、漁船と従業員を引き継いで新た

に設立された会社である。また開成水産㈱は旧まるかわ漁業と長崎市の丸福漁業、唐津市

の悠久漁業の３社が共同船団を組んでいたが破産したため唐津市の開成水産㈱が３社の船

舶を購入し、従業員を再雇用して漁業を継承している。 

表３ 昭和 58年２月時点の奈良尾町まき網企業の勢力（備考は現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉木武一編著（1983）：奈良尾漁業発達史、九州大学出版会より引用 

倉庫群の一角に外国人漁業技能実習生宿泊施設「五つ星寮」と看板が掲げられていた。

ここにはベトナム人の技能実習生が生活していて、大中型まき網で働いている。豊かにな

った日本ではまき網の乗組員になる人は少なくなり、船員の確保が難しくなっている。マ

グロ延縄漁船ではすでに 10年以上も前からこうした現象が見られ、いまや船員の大多数は

インドネシア人になっているが、まき網でもこのような状況になっているとは、現地を訪

れるまで認識していなかった。今年４月にいわゆる「移民法」が成立し、益々この傾向は

強まるだろう。外国人船員はひと儲けすれば母国に帰るだろう。島には残らないから島の

人口の再生産はなく、人口が減った分を外国人依存が強まることになり、人口減少に拍車

海上 陸上

福宝水産㈱ 3 高村　仁 218 18 廃業

ヤマニ漁業㈱ 2 津田醇一 150 18 廃業

まるの漁業㈱ 3 野村稲穂 242 19 のぞみ漁業㈱

まる川漁業㈱ 2 川端岩太 150 17 開成水産㈱

大洋丸漁業㈱ 3 神徳　宏 226 22 廃業

㈲丸十漁業 2 神徳　宏 142 4 廃業

丸サ野村丸㈱ 2 野村二三男 144 13 廃業

やまと水産㈱ 2 戸田一行 165 14 廃業

昭徳丸㈱ 2 竹内　榮 165 25 昭徳水産㈱

㈲富栄海運 2 竹内　榮 143 1 昭徳水産㈱

昭生水産㈱ 1 竹内　忠正 82 18 廃業

合計 24 1,827 169

従業員数
統数 代表者会社名 備考
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がかかる。島出身のまき網の乗組員は定年後、小漁師になって島の沿岸漁業を支えてきた

が、こうした関係も維持できなくなり沿岸漁業は滅びる運命にちがいない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奈良尾港の北岸にあるまき網の漁具倉庫（左）、倉庫の前に積まれた漁網とボンデン（右） 

 

佐尾集落 

小奈良尾を後にし、岬の先端近くの佐尾に向かう。湾を取り囲むように山の中腹に道路

があり、ところどころに停まって奈良尾集落の写真を撮る。湾の入口に定置網も設置され

ていた。雨はすっかりやんだ。 

奈良尾湾を囲む山の中腹の道を縫うように西に向かうと行き止まりが佐尾の集落である。

中通島の最南端の西側になり、若松瀬戸に面する。佐尾はもともと旧若松町に属していた。

そのため佐尾漁協は 1992（平成４）年に若松島の神部
こ う べ

漁協に吸収合併され、現在は同漁協

の佐尾支所になっている。常駐する職員はおらず、週１回職員が巡回している。 

宮本常一によると、中通島の南の漁村の中で最も早く開けたのが佐尾だった。奈良尾よ

りも集落形成の歴史は古い。「天正年間（1573～92）に播州赤穂の人・大弥助九郎という者

が、この地でイワシ漁を営んだのが始まりといわれており、次いで周防櫛ヶ浜の笠戸屋彦

士というものが若松を根拠地としてイワシ漁を行い、佐尾に納屋を設けて漁期を過ぎると

若松に引き揚げた」と書いている。 

坂を下って佐尾漁港（第２種）に出た。漁港には海福丸という曳釣の船が一隻置かれて

いるだけだった。近くのバスの待合所に複数の老人いた。すぐにその数は増えて７～８人

になった。そのうち音楽を鳴らしながら移動販売車がやってきた。老人たちは移動販売車

に群がり、食品を買い始めた。 

老人たちによると、佐尾の集落に実際に住んでいるのは 19 軒で、人口は 24～25 人とい

うからほとんどが単身老人である。佐尾には福吉丸、大喜丸、大幸丸の３社４船団の大中

型まき網があったという（福吉丸が大型と中型の２船団を保有）。しかし、大喜丸と大幸丸

は早々と倒産し、福吉丸も 2001（平成 13）年８月に倒産し、この集落からまき網は消えた。

以来、佐尾は過疎化と高齢化が進んだ。 

集落を眺望できる高台に墓地がある。なかには立派な墓石もあり、漁業が盛んだった時

代の栄華が偲ばれる。今は老人だけの集落となり、食料の移動販売車が唯一の生命線にな

っているが、やがて人はいなくなる運命にある。450年弱にわたって営々と続いてきた集落

はなくなろうとしている。 
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佐尾の集落と漁港（左）、移動販売者で食料品を買う佐尾集落の老人たち（右） 

 

無縁墓地 

佐尾から奈良尾に戻る途中で、半島の尾根筋の道路を走り、米山展望台に登った。ここ

から若松瀬戸や奈良尾の集落が一望でき、素晴らしい眺望である。写真を撮ってすぐに降

り、奈良尾図書館に向かう。集落手前の坂道の途中に無縁墓地があった。 

 この無縁墓地は妙典無縁墓碑群と呼ばれ、奈良尾の漁業発展に尽くした名も知れる漁師

の墓 159 基がおさめられている。中央には先覚者慰霊碑と並んで魚族供養塔が置かれてい

た。脇に立つ町教育委員会の解説には次のように書かれていた。 

「これらの漁師（紀州広浦）たちは、毎年船団を組んで五島に渡海し、９月頃から翌年

３月頃まで、約８カ月間の漁期をこの地を基地として操業したのである。このうち相当数

が奈良尾を永住の地と定め、その子孫は孜々営々として、父祖の跡を受け継ぎ今日に及ん

でいるが、長い歴史の中で海難のために命を奪われ、あるいは病に倒れて、郷里を隔てた

西海のこの地に葬られた者も少なくない」 

坂を下り終えると朝車を停めた駐車場に至る。ここに車を停めて奈良尾神社の脇にある

奈良尾図書館で、奈良尾に関する文献を調べ、必要箇所をコピーする。約 30 分ほど調べ物

をして 11 時 48 分に図書館を出発した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漁業先覚者慰霊碑（左）、無縁仏の墓石（右） 

 

奈良尾から青方へ 

 若松島を回っている時は雨が続き、養殖施設や若松大橋の写真も撮っていなかったので、
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奈良尾から若松大橋まで行き、道路沿いから見える魚類養殖や真珠母貝、カキなどの養殖

施設の写真を撮る。若松大橋は 1991（平成３）年８月に開通しており、以前１度だけこの

橋を渡ったことがあった。 

 大橋から戻り、海岸沿いの道を青方に向かう。途中の白魚地区の海面に作業場が浮いて

いたので訪ねることにする。坂を下る入口にいわせ蒲鉾店があり、その下に５基の作業場

が並んでいた。１基はカキ養殖の経営体で、冬はマガキ、夏はイワガキを出荷している。

残りの４基は魚類の蓄養施設であった。蒲鉾店はちょうど定休日で、蒲鉾は買えなかった。

湾内には真珠母貝やカキ養殖の施設が散見された。 

大浦、笛吹浦、中の浦、梼ノ木、荒川、高仏の各集落を経て、道土井漁港に着く。続い

て青方の商店街にある大田製麺所で五島うどんを購入する。この店舗は創業 100 周年を記

念して古民家店舗を改修したもので、「ウッドデザイン賞 2018」を受賞している。現在は３

代目の太田充昭氏だ。 

 奈摩湾を回って有川湾沿いを有川に向けて走る予定で、青方から北上し奈摩湾をめざす。

青方のはずれに青方ダムがあり、そこから奈摩湾に小河川が流れている。その流域は島内

ではわずかに米をつくっているようで、島では珍しく稲刈りを終えた田んぼが拡がる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

「ウッドデザイン賞 1018」を受賞した大田製麺所の古民家店舗（左）、釣道川沿いの農地（右） 

途中の道路脇にカフェがあった。昼食時間をすでに過ぎていたので、この店で食べるこ

とにした。定年後の老夫婦が経営しており、ご主人は元警察官で奈良尾の出身、奥さんは

「浜っこ」と自称し、横浜市の緑区と西区に住んでいたことがあると話していた。夫婦は

奈良尾の倒産したまる川漁業（大吉丸）の社長の家を購入したとのことで、この家に住ん

でいるらしい。注文したスパゲティミートソースができるまで、ご主人から奈良尾の今昔

物語を聞く。ところがスパゲティを最初から茹でているためか、ことのほか時間がかかっ

た。気がつくと 14 時である。フェリーは有川発 14 時 25 分なのであわてて店を飛び出すこ

とになり、当初予定していた奈摩湾経由は止めて有川の港に急いだ。 

トヨタレンタカーに車を返却し、高速船に乗る。間一髪間に合い、中通島を後にした。 

 

【文献】 

八木庸夫（1994）：奈良尾町水産加工史、奈良尾町 

吉木武一編著（1983）：奈良尾漁業発達史、九州大学出版会より引用 

 


