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2016 離島覚書（長崎県・黒島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高島の番岳展望台から黒島を望む 

 

令和２年９月 29日 

相浦 

 松浦鉄道の電車に乗り、佐世保駅を７時 50分に出発、相浦に向かう。２両編成の電車は

通学の高校生でいっぱいであった。途中の駅で乗客のほとんどを占めていた学生が下車し、

急に寂しくなった。相浦に８時 16分に着いた時には私の他に数人しかいなかった。 

佐世保市の駅前にあった佐世保市中央卸売市場は 1997（平成９）年に相浦港に移転し、

地方卸売市場に格下げになっている。旧市場はまき網の水揚港調査で１度訪れているが、新

市場の方は５～６回は訪れているだろう。相浦は勝手知った土地である。 

今回の島旅の対象である高島、黒島の漁業者は佐世保市相浦漁協に所属しているため、組

合員数や漁業の概要を聴取すべく、同漁協の本所に伺った。漁協の事務所はフェリーの発着

場の対岸にある。受付で名刺を出し、訪問の主旨を伝えると、女性の参事が対応してくれた。

職員はざっとみわたして 10人ほどいる。全国の多くの漁協を訪ねているが、女性の参事に

お会いするのは初めてであった。時代の大きな変化なのだろうか。一応、20 分ほど話を聞

いたが、来客があったため失礼した。こちらは飛び込みなので図々しく時間をとらせるわけ

にはいかなかったのである。 

 フェリーの出発まで時間があったので相浦の町を歩くが、寂れている。相浦はたいがいレ

ンタカーできたか、通過していたので、歩くのは初めてのことであった。花屋兼雑貨屋で昼

食用にマルボーロとフルーツパンを購入した。 

船着き場に行くと、船会社の職員が検温した。今回の島旅は高島、黒島の順に回る予定に

していたが、高島はフェリー桟橋が先の台風９号の影響で破壊され、フェリーは着けないと

いう。高島へは２社の海上タクシーが通っているので、これを利用するように進言された。
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２社のうちの「さくら」という海上タクシーに電話を入れると本日は運休とのこと。もう１

社の「じゅうふく」は 11時 50分発なので２時間ほど待たなければならない。仕方なしに予

定を変更して先に黒島に行くことにした。 

黒島へは黒島旅客船㈲が運航するフェリーくろしまが１日３往復している。通常であれ

ば高島を経由するが、フェリーが着岸できないためパスした。10 時に相浦港を出港したフ

ェリーは 10 時 50 分に黒島に着いた。高島を経由しない分、10 分ほど時間が短縮された。

10数人乗船したが、観光客は東京から来た夫婦１組だけだった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相浦市営桟橋待合所（左）、フェリーくろしま（右） 

 

世界遺産の島 

高島と同様、「黒島」という名の島はやたらと多い。長崎県内だけでも３島あり、佐世保

市以外では松浦市と小値賀町に属する。この２島は既に訪問している。 

黒島は東西に細長い島で九十九
くじゅうく

島
しま

に属する。九十九島は小さな島が 208 あるとされてい

るが、このうち人が住むのは黒島と高島だけである（橋が架かっている島を除く）。黒島は

面積が 4.66㎞ 2、周囲 12.5㎞であり、九十九島の中では最も大きい。海抜 70～90ｍ前後の

台地上の島で、周囲は海蝕崖が連なる。したがって海岸沿いには家も道路もない。 

2015年国勢調査時の人口は 446人、世帯数は 241戸であった。1889（明治 22）年に北松

浦郡黒島村として 1島 1村となり、その後 1954（昭和 29）年に佐世保市に編入されている。

黒島の人口のピークは 1950（昭和 25）年で、2,371人（371戸）を数えた。その後、ほぼ一

貫して減少している。 

フェリーを降りた前にある「黒島ウエルカムハウス」に行き、パンフレットを入手する。

この施設は黒島が世界文化遺産に登録されたことにより、観光客が増えると見越してつく

られたものだ。観光案内、島の特産品等の販売、レンタサイクルなどの事業を行っている。

ガイドが１人いるようで、フェリーで一緒だった夫婦はガイドを頼んでいた。店の人から電

動機付自転車を勧められたが、島の様子を見てから借りることにし、とりあえず本日の宿で

ある「山した旅館」に荷物を置きに行くことにした。 

港から急勾配の坂になり、やっとのおもいで名切集落にある「山した旅館」に辿り着いた。

旅館のすぐ先に佐世保市役所の黒島支所、診療所、公民館が固まっており、島のほぼ中央部

に位置し、今では島の行政の中心となっている。 

バックパックを預け、佐世保市役所黒島支所を訪問し、島の人口と世帯数を聞く。８月末
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時点の住民基本台帳上の人口は 443 人、世帯数は 242 戸とのことで、2015 年の国勢調査時

とほとんど変わらない。黒島には、本村
ほんむら

、蕨
わらべ

、田代、名切、根谷、日数
ひ か ず

、古里、東堂
とうどう

平
びら

の

合計８つの集落が島内に分散している。現時点での各集落の世帯数と人口は役場では把握

しておらず、一番新しいデータが 2010 年 12 月１日時点の公民館集計によるもので、後述

する。この当時の黒島の世帯数は 270 戸、人口は 538 人であった。したがって現在よりも

28戸、95人少ないので、集落別の数値も当時のものよりも２割ほど少ないと見た方がいい。

後述するように黒島には西彼杵
そ の ぎ

半島を中心とした隠れキリシタンが藩政時代に多く移住し

ているが、明治維新以降に復活キリシタンとなったカトリック教徒が多い。2010 年の時点

のカトリック教徒は 411人で、全体の 76.4％を占めていた。 

続いて公民館に行く。ここは小さな島の図書館にもなっている。黒島と高島に関する資料

を閲覧し、必要な個所を館長にコピーしてもらう。館長は黒島の出身で、小学校の先生をし

ていた人だった。 

黒島の集落は 2018（平成 30）年７月に「「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、構成資産の一つとなっている。ここで黒島の歴史を振り返っ

ておこう。1)，2) 

江戸時代の黒島は、平戸島の津吉村に属する枝村であった。黒島に人が住むようになった

のは戦国時代のことで、西氏が島を領有し、家来たちに小作させ作物を上納させていた。一

方、平戸藩は軍馬生産のために黒島に牧場を開いた。「西家旧記集」によると、黒島牧場の

発祥は 1690（元禄３）年と 1705（宝永２）年としているが、それよりもはるか以前の慶長

年間（1596～1614 年）に平戸藩主の松浦久信が西清右衛門に黒島への牧場設置の意向を示

し、清右衛門もそれを了承していることから、黒島の牧場は元禄以前に始まっていた可能性

が強い、とされている。 

黒島は西家が支配していたが、西家は武士であった。平戸藩は兵農分離を進め、耕作は百

姓が行うべしとの方針を持っていたので、藩内各地の百姓の育成に力を入れるとともに離

島への百姓の入植も進められた。亨保年間（1716～35 年）に壱岐と平戸からそれぞれ１戸

ずつの百姓を入植させ、1785（天明５）年に大村藩と佐賀藩から 106戸を移住させている。 

黒島は上述した通り、軍馬を生産するための牧場であったが、戦乱が収まり世の中が安定

すると軍馬の需要は少なくなり、1803（享和３）年に黒島牧場が廃止された。 

牧場が廃止されたころ、大村藩から五島藩へ百姓の移住が政策的に行われており（五島藩

は島の林野を開墾するため、大村藩に移住を要請。人口増に苦しむ大村藩との思惑が一致し、

大村藩からの移住が始まった）、黒島には西彼杵半島から江島、平島経由で五島に至る流れ

があった。そのうちの一部が黒島の南岸に上陸し、牧場が廃止された後に住み、現在の蕨や

田代に住んだと考えられている。当時の平戸藩は開拓のために移住させる場合、本土あるい

は本島から見える場所に住まわせることが通例であり、藩の政策として移住させたのであ

れば、島の北側を中心に住まわせたはずだ。これに対して南側に住んだのは、藩の政策では

なく、希望者による移住だったことを示唆しているという。西彼杵半島からの移住者は「隠

れキリシタン」であったから、平戸藩は「藩が移住させた」のではなく、「希望者に移住を

認めた」という形にして、幕府からの追求の逃げ道を用意したと推定されている。 

かくして黒島は「隠れキリシタン」が多く住む島になった。ところで「隠れキリシタン」
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は 250 年に及ぶ宣教師不在の中で本来のキリスト教から大きく変質し日本型の土着宗教に

なっていたとされており、島にカトリック教徒が増えるのは、開国後に宣教師がたくさんや

って来て布教活動を展開し、「隠れキリシタン」をカトリック教徒に復活させたことによる。 

後述するように黒島の「隠れ」は出口父子による告白によって復活キリシタンへの転換が

急速に進む。禁教の高札が撤廃された 1873年の前年に黒島神社で行事があったが、本来来

るはずの氏子 1,000人が出席せず、復活キリシタンは公然化したのであった。 

   

名切集落 

 名切の集落は黒島のほぼ中央に位置しており、佐世保市役所の黒島支所、診療所、公民館、

農協、警察署などの公共施設が固まっている。少し前までは小学校も置かれていた。また商

店が３軒、旅館は「山した旅館」を含め２軒あり、現在の島の中心は名切集落になる。 

名切集落の世帯数は 57戸、人口は 120人で、島内では最も多い。このうちカトリック教

徒が 103人で、集落全体の 85.8％を占める（2010年 12月時点の数値で、以下に述べる集落

別の世帯数及び人口、カトリック教徒数は同様）。 

「山した旅館」から交叉点を左折し、100ｍほど坂道を登ってさらに左折して細い道を進

むと、カトリックの共同墓地がある。墓石はひな壇上に並び、北東方向を向いていた。仏式

の墓石の上に十字架が乗る。ちなみに墓石に十字架を載せるようになったのは、復活キリシ

タンが誕生した明治以降のことであり、それ以前の墓にはもちろん十字架はない。通常は線

香を置く位置にマリア像が置かれている。墓石の文字や彫刻は黄金色に塗られている。各集

落の墓地はもともと各集落の近くにあったが、1880（明治 13）年に後述する黒島教会がで

きてからは、墓地も教会付近に移り、1886～1887 年ごろにこの共同墓地ができると、新し

い墓地に埋葬するようになった。これを契機にこれまでの個人墓の埋葬形態から家族墓地

に変化したそうだ。墓石の脇には墓名碑が置かれているのは通常の墓と変わらない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市役所の黒島支所と公民館（左）、カトリック共同墓地の墓石（右） 

 

黒島天主堂 

 名切の十字路を南東方向に下ると、黒島天主堂がある。国の重要文化財に指定されている。 

2013～2014 年にかけて行われた耐震診断や破損状況の調査で、鐘塔や両脇玄関付近が構

造的に弱く大地震によって倒壊することがわかったため、耐震補強工事が行われることに

なった。また、建立から 100 年以上が経つことから傷んだ部分の修理も併せて行われてい
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る。2019年３月より工事に着手し、2021年３月に完了予定である。ちょうど工事の真っ最

中のため周囲に足場が組まれ、一部にはシートがかけられていることから天主堂の全容を

見ることはできない。もちろん内部の見学も無理だ。 

日数集落にある出口大吉の屋敷を仮の聖堂とし、やや遅れて蕨にも民家を利用した仮聖

堂ができた。しかし２つの仮聖堂は地理的に偏っていて不便だったため島の中央付近の名

切に教会を建てることとし、1880（明治 13）年に和洋折衷の教会堂が完成した。奥行８間、

間口４間の小さなものだった。その後、信徒の増加にともなって次第に手狭になったことか

ら新たな教会堂を建設することになり、クザン司教の命によりマルマン神父が来島し、指揮

に当たった。新天主堂は 1902（明治 35）年に完成し、旧教会堂は取り壊された。 

 天主堂の脇に資料室が置かれていた。畳敷きの和室で、かつて子供たちの勉強会やシスタ

ーの宿泊場所として使われていたもので、歴代の主任司祭が使っていた道具類や教会堂に

残されていた各種資料が展示されている。足場に沿って見学コースが組まれているので、こ

こでヘルメットを借りて登った。天主堂の中段付近から周囲の景色をみることができた。 

 補強工事中なので、工事関係者が 20人ほど下の広場におり、ちょうど昼休みの休憩時だ

ったので、弁当などを食べて過ごしていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改装中の黒島天主堂（左）、資料館の内部（右） 

 

石材業 

 黒島天主堂前のベンチに腰掛けて旅館で作ってもらった弁当を食べてから、歩いてフェ

リー乗り場まで下った。相浦で昼食用に購入したパンとマルボーロはフェリーの中で食べ

てしまい、宿に相談すると弁当を作ってくれたのだった。 

 歩いて港まで下る途中に石屋があった。宝亀石材という会社の展示場だ。墓石や様々な石

像を作っている。少し下がったところにも同社の加工場が置かれていた。 

 1978（昭和 53）年当時、黒島では８軒の個人業者が石材業を営んでいた。採石のみが１

軒、加工のみが５軒、採石と加工の両方を行うものが２軒、という内訳であった。しかし現

在はこの宝亀石材１社になっており、加工のみを行っている。 

 黒島は堆積岩の「深月層」の上に火成岩の「閃緑岩」が覆っており、この「閃緑岩」は「黒

島御影石」と呼ばれている。島の土壌は「閃緑岩」が風化した赤土だ。黒島では 1832（天保

３）年ごろに御影石の採石が始まったといわれており、明治時代に入ると組織的な採石へと

移行する。黒島で石材業を確立したのが藤山芳太郎という人物で、石を運びやすい海岸から
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採石し、その場所に丁場を建てて加工し、船で運んだという。 

 1918（大正７）年の記録によると、黒島御影石は鳥居、橋石、建築用石材、石塔石として

の需要が多く、佐世保、長崎方面に出荷され、45 人の石工は常に忙殺されたと記録されて

いる。1) 

 このように農業、漁業に次ぐ島の産業であった石材業は大きく衰退してしまった。漁港に

面して３階建ての崩壊寸前の建物が残っているが、この建物も元は石屋のものであったら

しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宝亀石材の展示場（左）、道路わきに放置されている黒島御影石（右） 

 

佐世保市相浦漁協黒島支所 

 佐世保市相浦漁協の黒島支所を訪ねたが、あいにく支所長は遅い昼食で家に帰っており、

14時に戻るという。それまでの間、黒島漁港の周辺を散策することにした。 

 漁協の近くに黒島神社と金比羅神社が並んであり、鳥居の先に長い階段が山の急斜面を

上へと伸びている。黒島神社は平戸の志々伎神社と同じ神様を祀っており、黒島と平戸島の

つながりを示すものとされている。1863（文久３）年の絵地図では「志加神社」として描か

れており、明治初期に黒島神社に改められたらしい。 

 神社の登り口には漁協が経営するガソリンスタンドが置かれていた。漁港は中央のフェ

リーの発着場を境に東西に分かれている。東側が旧港で、西側の部分が新たに作られたよう

だ。漁港の西のはずれには製氷施設、その前にポンツーン２基が整備されていた。こちら側

には比較的大きなイカ釣り船が 11隻係留され、東側は刺網の船が多い。事務所の近くでは

漁師が刺網を繕っていた。 

 14時少し前に支所に顔を出すと、支所長の藤村一昭氏が戻っており、30分ほど話を聞い

た。 

 黒島は島単独で黒島漁協を組織していたが、2007（平成 19）年に佐世保市相浦漁協と合

併し、支所になった。現在の組合員は正が 76人、准が 63人で、合わせて 139人である。な

お 1980年代には正組員数は 280人前後で推移していたので、現在は当時の 1/3以下に減っ

ている。漁協の職員は４人で、皆若い。 

 2018年漁業センサス時の漁業経営体数は 55、漁業就業者数は 104人であった。第５次漁

業センサス時（1973年）の経営体数は 100、漁業就業者数は 206人だったので、この 45年

間に漁業勢力はざっと半分になっている。 
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島で営まれている漁業は、釣り、刺網、採貝藻、中小型まき網、小型定置網、タコツボ、

延縄などである。 

釣りは 20隻ほどが営む。漁獲対象はイカ類と魚類だ。６～９月にかけてはケンサキイカ

を夜間釣る。現在はイカ釣りの終盤にかかっている。魚類はイサキ、アジ、マダイなどだ。

このうちアジとイサキは夜釣りである。周年営む人もいれば、春から夏だけの人もいて様々

である。 

刺網も 20隻ほどが営む。漁場は島の周囲で、主にイセエビ、マダイ、イサキなどを獲る。 

採貝藻は准組合員を含め 40～50人が営む。船で素潜りする場合と陸から徒歩で海に入る

方法に分かれる。ヒジキ、ウニ類、サザエ、アワビ、ナマコなどが漁獲対象だ。ヒジキとア

カウニは４～５月が漁期になる。ただ黒島の周辺海域が磯焼け状態が続き、海藻類が激減し

ているという。ワカメやヒジキは何とか採れるがカジメは全く見られない。黒島の西に位置

する中通島の魚目地区ではすでに特産のヒジキも全く採れない状態になっているので、対

馬暖流の本流から少し離れた黒島はまだましなのかもしれない。 

中小型まき網を営むのは１経営体で、２隻で操業している。この経営体は刺網を兼業して

いる。まき網の漁獲対象はアジ、サバ、イワシなどである。 

 小型定置網は少し前までは２経営体が営んでいたが高齢化したためやめ、現在は１経営

体が２ヶ所で操業している。定置網の主な漁獲物はコウイカ、アジ、イサキ、ネリ、ヤズな

ど様々である。タコツボは１経営体のみが営み、延縄を営む経営体もいる。 

 以上のように単一漁業に依存せず、様々な漁業を組み合わせているのが黒島の特徴であ

る。 

 漁獲物は毎日５時から６時の間に集荷し、漁協の運搬船で相浦にある佐世保市地方卸売

市場に共同出荷している。1977 年度の漁協の生産額は 3.5 億円を上回っていたが、その後

年々減少しつづけ、現在は１億円強ほどに減少している。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

支所の事務所とガソリンスタンド（左）、製氷施設（右） 

 フェリーの船客待合所に「お魚祭り in 黒島」と書かれたポスターが貼ってあった。主

催者は黒島漁業集落で、同集落が加工した旬の魚の加工品、ヒジキ、アオサ、ワカメの茎の

佃煮、黒島豆腐、ふくれ饅頭、押しずし、おはぎ、総菜、マグロブロックなどが販売される

ようだ。この黒島漁業集落というのは離島漁業再生支援交付金の受け皿になっている組織

である。旧漁協の古い建物で定置網や刺網で獲れた安い魚を加工し、付加価値を高める活動

をしている。加工製品は基本的に島内で販売しているが、ヒジキなどの乾燥品やワカメなど
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の塩蔵品は島外に出荷する。これらの商品はウエルカムセンターの売店にも置かれていた。 

この加工事業の他に磯焼け対策のためのアイゴの駆除活動、ミズイカ産卵場確保のため

のイカ柴の設置、ヒジキやアオノリの養殖などもやっている。漁協職員の中村さんがこの活

動の窓口になっているというが、時間の都合で詳しい内容は聞けなかった。 

 

魚類養殖 

 2018 年漁業センサスの販売金額１位の漁業種類別経営体数をみると、黒島ではブリ養殖

が１経営体、クロマグロ養殖が１経営体の、合わせて２経営体が魚類養殖を営んでいること

になっている。 

フェリーで黒島に来る時にも、島の東側の日数と古里の集落の間の前面海域と島の西側

の２ヶ所に養殖生簀が見られた。支所長の話では、前者がブリ養殖、後者がクロマグロ養殖

の漁場で、両方とも島の人の経営ではなく、島外の業者が養殖している。公民館の館長の話

では、ブリ養殖（実際にはヒラマサ）は黒島に復活キリシタンを開いた出口大吉の子孫で現

在は相浦に住んでいる日ノ出水産という会社、クロマグロ養殖は金子漁業グループが島の

漁場を借りて養殖をしているとのことだ。ちなみに金子漁業グループの創業者は農林水産

大臣をやった金子岩三で、その息子（２男）が衆議院議員、長崎県知事、参議院議員を務め

つい最近まで参議院の予算委員会の委員長だった金子原二郎氏である。 

公民館の館長は、「漁協は２ヶ所の漁場を島外の会社に貸し漁場行使料を得ているので、

経営面でのメリットは大きいのではないか」と指摘していた。 

黒島には餌料倉庫や冷蔵庫、作業場や倉庫など養殖関連の施設は見られない。恐らく２社

は相浦の本土側に拠点を持ち、毎日、給餌作業で社員が通っているものと思われる。 

離島統計では黒島の水揚げは 20億円となっているが、地元漁業の水揚げは上述したよう

に１億円強なので、大部分は魚類養殖の売り上げが占めているものと推定される。 

 

島の東部に置かれているブリ類養殖の生簀（左）、島の西部に置かれているクロマグロ養殖の生簀（右） 

 

農業の衰退 

 2015 年国勢調査時の就業者数は 193 人。このうち漁業が 72 人で、全体の 37.3％を占め

て最も多い。農林業は 21人にすぎず、今や黒島の基幹産業は漁業になった。ところが江戸

時代に農業で入植した島だったから、もともと黒島の基幹産業は農業であった。写真は公民

館に掲げられていた 1958（昭和 33）年当時の黒島の航空写真であるが、島全体が耕地で覆
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われていることがわかる。この当時は農家が 291 戸と全体の 71％を占め（漁業は 68 戸で

17％）、主に麦と甘藷を作っていた。しかし 1985（昭和 60）年になると漁業と農業は拮抗し、

その後は農業の比率がどんどん増えていった。現在では農業出荷額はゼロで、わずかに子牛

の繁殖で 500～600万円の収入があるだけとなっている。 

 もちろん自給目的の野菜等の家庭菜園はあるが、イノシシの獣害も加わり、生産意欲をい

っそう低下させている。ただ島を歩いていて目についたのは、米が３～４か所で作られてい

ることだった。もちろん自給用であろう。一部は刈り取りを終え、はさ掛けしているところ

もあり、一部はこれから稲刈りを始めようとしていた。島には川はなく、また山も深くない

ので水の確保は大変だったと思われるが、黒島で米作りが行われてきた点は注目される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公民館に掲げられていた 1958 年当時の黒島の航空写真（左）、名切集落の収穫を終えた田（右） 

 

本村集落 

 漁協で取材した後、ウエルカムセンターに行き、電動機付自転車を借りる。２時間で 600

円であった。14時 30分に出発し、反時計回りで、島を一周することにした。 

ヘアピンカーブの険しい坂を曲がると、黒島神社の上に出た。電動機が威力を発揮し、歩

いて自転車を押す必要もなく、ペダルをこいで上まで走ることができた。ここを右折した先

が本村の集落である。 

 2010（平成 22）年 12 月１日現在の公民館の集計によると、本村の世帯数は 30 戸で、こ

のうち仏教徒が 51人、カトリック教徒が６人であった。黒島の８集落のうち仏教徒の多い

集落は２つであるが、本村はそのうちの一つである。16 世紀ごろから黒島を領有していた

西家とその家臣たちが暮らした集落で、今でもその子孫が多く暮らしているといわれてい

ており、黒島で最も古い集落だ。 

 集落の中央付近に小さな公園があった。ここは江戸時代に庄屋が置かれていた場所だっ

た。そこから少し先に曹洞宗の興禅寺がある。平戸島の津吉にある長泉寺の末寺（黒島は歴

史的に平戸島の津吉村の一部だった）で、黒島で唯一の寺である。寺の創建は 1803（享和

３）年以降とされている。 

黒島への移住は 1785（天明５）年から始まったとされ、1803年の黒島牧場撤廃後、西彼

杵半島の外海地方からいわゆる「潜伏キリシタン」が大幅に加わった。豊臣秀吉はキリスト

教を禁教にするとともに寺請制度によって住民を寺に縛ったから、増加した人口に対処す

るため、寺の確保が必要になったものと思われる。禁教解除後、潜伏キリシタンは復活キリ
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シタンになり、寺を離れた。上述したようにはカトリック教徒が７割以上を占める島だから、

興禅寺の檀家は少ない。 

本村の集落のはずれに小さな牛小屋があり、数頭の親牛が飼われていた。また掘り出し切

断された御影石が道路わきに放置されている。上述したように黒島では子牛を繁殖して出

荷しているし、石材加工は農業、漁業に次ぐ産業であった。 

島の西端近くに「隧道竣工記念」と書かれた石碑が建つ。ここから坂を下ると、女
め

瀬
ぜ

の小

山と漁港、さらに県の天然記念物になっている串ノ浜岩脈がある。漁港までの標高差は 100

ｍもあるので、帰りの急坂を登る気にならなかった。石碑の脇は見晴らしがよかったので、

女瀬、漁港、岩脈、そしてクロマグロの養殖生簀を見ることができたから、それで了とし、

坂の下まで行くのはやめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

興禅寺（左）、斜面に形成された本村の集落（右） 

 

蕨集落 

道を戻り、周回道路を右折した先が蕨の集落である。家は標高 60～80ｍの台地上に点在

している。ここは外海
そ と め

地方黒崎の移住者が開拓した集落であった。2010 年当時の世帯数は

33戸、人口は 71人でこのうちカトリック教徒が 67人を占めた。 

集落の下は断崖絶壁で家の前に防風林としてアコウの木を植え、その背後が段々畑とな

っている。段々畑の海側には低木のマサキが風よけとして植えられている。 

集落の近くに「黒島地区オリーブ実証農園・販売所」と書かれた看板が立つ。オリーブの

苗木は 2010（平成 22）年３月に全て植え終わっているはずなのだが、オリーブの木らしき

ものは見当たらず、おそらく枯れてしまったようだ。その先に蕨展望所があった。断崖絶壁

の上からは、大島、江島、平島、中通島をみることができた。やはりこの集落にも牛を飼っ

ている家があった。 

周回道路の上を少し中に入ると、「仕切
し き り

牧
まき

墓地」がある。カトリック教徒の共同墓地がで

きる以前は集落ごとに個人の墓がつくられていた。ここはもともと蕨集落の人々の墓だっ

た。いわゆる隠れキリシタン当時のもので、仏教様式やカトリック様式のものが混在してい

るという。草がほとんど刈り取られていないため、墓石は草に埋もれているが、看板には、

「墓石は東を向いており、一見すると仏教様式の墓地に見えるが、隠れキリシタンとして全

く異なる葬送儀礼をもっていたものと思われる」と書かれていた。 
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蕨集落の段々畑（左）、蕨展望台（右） 

 

田代集落 

 田代は島の南側に位置する集落で、標高 80～100ｍに点在している。世帯数は 55 戸、人

口は 111人で、名切の集落に次いで世帯、人口ともに多い。このうちカトリック教徒は 104

人で、全体の 93.4％を占めている。田代の集落は西彼杵半島外海から移住者によって開拓

された。 

 道路わきに㈲みずや（本社は佐世保市皆瀬町）の黒島工場がある。深井戸からくみ上げた

水をろ過、滅菌してボトリングするミネラルウオーターの工場である。水質は Ca と Mg が

比較的多い中軟水のようだ。12 リットルの３ガロンボトルと２リットルのペットボトルに

詰めて販売している。 

 工場に「Ｃａｆｅ海
み

咲
さき

」が併設されていて、ここで汲みあげた水で入れたコーヒーが飲め

る。またパスタやピラフ、ピザなどの軽食も提供しているようだが、時間があまりなかった

ことと昼食の弁当を食べた後だったので入らなかった。 

 工場の脇にはルルドの聖母像も置かれていた。この近くには「民宿つるさき」もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㈲みずやの黒島工場（左）、工場脇に置かれているルルドの聖母像（右） 

 

根谷集落 

 名切の交叉点は島の分水嶺にあたっており、ここを右折して坂を下っていくと名切浜に

でるが、その下り坂の手前を左折すると根谷の集落に至る。根谷は島の東南側に位置する集

落で標高 50ｍ前後のところに人家が点在する。世帯数は 16 戸で、人口は 26 人であり、島
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の８集落のなかでは日数に次いで少ない。全員がカトリック教徒で仏教徒はいない。外海や

五島方面から移住したきた隠れキリシタンをルーツとしている。 

 道路脇に「根谷の大サザンカ」と呼ばれるサザンカの大木がある。隠れキリシタンであっ

た橋本家が隣家の境界に植えたものだ。根回り４ｍ、樹高約 10ｍで高さ２ｍのところで３

本に分かれている。解説文には樹齢 350～400 年と書かれていたが、同じ解説文のなかで、

隠れキリシタンが持ち込んだと書いてある。隠れキリシタンが黒島に移住して 200 年ほど

しか経っていないので、明らかに矛盾することが同じ解説文の中に書かれているのはいか

がなものか。恐らく実際の樹齢は 200年ほどと思われる。サザンカはツバキと同様、その実

から油が採れたので、貴重な油を搾る目的で植えられたとも書かれていた。このサザンカは

佐世保市の天然記念物に指定されている。 

 大サザンカから 50ｍほど先にアコウの巨木があった。上述したように黒島ではアコウを

防風林として植えた。南方では普通に見られる植物だが、黒島では珍しく巨木に生長してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根谷の山茶花の古木（左）、根谷のアコウ（右） 

 

日数集落 

 根谷から島の東側に回り、途中に大きな石垣を組んだ家があった。そこから台地上に抜け

る坂道があり、登った先が日数の集落である。標高 50ｍ前後に家が点在している。集落に

は出口家の跡があり、後述するように、夕方、出口家の跡を訪ねているので、坂の上からも

日数の集落を踏査している。 

 

日数の集落の入口に位置する人家（左）、島の東側の山道（右） 
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日数の世帯数は 13戸、人口は 16人なので、黒島の中では世帯数、人口とも最も少ない集

落だ。仏教徒はゼロで、カトリック教徒ばかりである。 

日数の集落の方には登らず、海岸沿いの山道を走る。島の東側の道はこれまで走ってきた

道とは様相ががらりと変わり、道は細く周囲は木々で覆われており、視界は全く効かない。

道路上には枯れ木や落ち葉が散乱しており、車はあまり通っていないようだ。薄暗いのでイ

ノシシが出没しそうな雰囲気である。 

 

古里集落 

島の北東端が古里の集落である。先端が古里鼻だ。人家は標高 20～40ｍの比較的低い土

地にかたまっている。古里の集落は主として針尾島からの移住者で構成され、本村と同様仏

教徒が多い。世帯数は 31戸で、人口は 61人、このうち仏教徒が 46人である。 

古里には 1914（大正３）年に勃発した第１次世界大戦を契機に旧海軍佐世保防備隊の黒

島東砲台が置かれた。８㎝の平射砲２門と探照灯、格納庫、管制機雷を起爆する視発所、発

電所、兵舎などが古里鼻の周辺に整備された。この防備隊の任務は高島との間に敷設された

機雷を除去しようとする敵艦隊を妨害することであった。1944（昭和 19）年３月に佐世保

軍港周辺の高射砲台の整理集約のため平射砲は相浦に集約され、終戦までは探照灯と聴音

機を残し、見張所的に運用されていた。この施設の残骸が 70年以上経った今でも集落内に

残存している。 

古里鼻を回ると、道路わきに水田が広がった。稲穂はたわわに実をつけ稲刈りをまじかに

控えていた。道路の山側に家があり、４～５人が集まり、家の修理をしているようであった。 

 

東砲台跡に残るレンガ造りの旧発電所跡（左）、稲刈りを待つ古里の田んぼ（右） 

 

東堂平集落 

 東堂平は島の北側に位置する集落で、人家は標高 30～40ｍとやや高所の 70～90ｍあたり

の２ヶ所に分散している。世帯数は 35 戸で、人口は 76 人、このうちカトリック教徒が 74

人を占めている。集落の入口付近に黒島修道院が置かれていた。1880（明治 13）年に前身

の「黒島愛苦会」を創立、伝統的に農業を営んで食料を自給、副業と賃収入を得ながら生活

して、教会奉仕と信徒の世話をしていた。1975（昭和 50）年にローマ教皇庁の許可を受け

て、「おつげのマリア修道会黒島修道院」となり、現在に至る。 

島の娘たちで修道院に入った人も多かったようだ。公民館の館長の話では、子供が多い家
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では、「口べらし」の狙いもあったのではないかという。 

 

黒島修道院の入口（左）、自給用の菜園（右） 

 海岸沿いの道を進むと、草に覆われた中に水田を見つけた。電柵がしてあるようだが、田

んぼの縁まで草が繁っているので、イノシシの恰好の住処となっていると思われ、荒らされ

ていないのが不思議だった。 

 

黒島はまゆう学園 

17 時ごろにウエルカムセンターに戻り、自転車を返す。再び歩いて宿まで行く元気はな

く、宿の車を呼んでもらった。一旦部屋に入り、荷物を整理し、日没まで少し時間があった

ので、黒島小中学校に向かう。 

旧小学校は宿から少し登った名切の交叉点にあったが、黒島が世界遺産の構成資産にな

ったのを契機として新しく別の場所に建て替えられたようだ。旧小学校脇の坂を登ると道

の両側に名切の集落がひろがり、坂を上り詰めた先に右折する道が現れた。Ｔ字路の右側に

デイサービスセンターが置かれていた。この建物は元の幼稚園で、幼稚園から中学校までの

一貫校ができたため、旧幼稚園をデイサービスセンターとして活用することになった。 

右折した道をさらに登ると、そのてっぺんあたりに佐世保市立黒島小中学校があった。

2018（平成 30）年４月にオープンした義務教育学校である。元は中学校の敷地だったよう

で、新しく校舎と体育館が整備されている。校庭は広く、島でまとまった平地があるのはお

そらくここだけだろう。島の最も高いところにあるから、ネット越しに九十九島や平戸方面

を眺望できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放課後グランドで遊ぶ児童（左）、新しい校舎（右） 
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 この学校は幼稚園、小学校、中学校の合計 12年間通う一貫校で、愛称を「黒島はまゆう

学園」と呼ぶ。現在の小中学生は 18人、先生は 19人とのこと。生徒の中には先生の子供も

含まれているらしい。放課後の校庭では小学生と先生が遊んでいた。また体育館では中学生

が体操をしていた。 

 

出口家 

 小中学校の前の道を直進すると右手前方に池があり、その十字路を左折すると日数の集

落に至る。最初の家の手前が出口家の跡地である。出口大吉は、黒島におけるカトリック復

活に重要な役割を果たした人物であった。出口家は隠れキリシタン当時、代々「水方」（洗

礼を授ける役）を務めていた家である。 

1865（慶応元）年５月に父・吉大夫ら 20人ほどで長崎の大浦天主堂を訪れ、信仰を告白

している。しかし黒島における隠れキリシタン時代の洗礼は無効とされていたので、改めて

勉強して洗礼を受け、カトリック教徒となった。隠れは 250年に及ぶ宣教師不在の中にあっ

て日本型の土着宗教に変質していたからだ。黒島に戻った大吉は精力的に布教活動に励み、

洗礼を授けた者は約 600 人に及んだというから黒島の信徒復活の立役者だったのである。

信徒の拡大に成功した大吉は 1872（明治５）年にホアリエ神父を黒島に迎えて、黒島で初

めてのミサがこの出口家で行われ、島におけるカトリック復活に大いなる手柄をあげた。し

かし 1878（明治 11）年に 42歳の若さで亡くなっている。 

禁教の高札が撤廃されるのは 1873年のことなので、神父を迎えた時点では未だ禁教の状

態だったから命がけの行動だったに違いない。幕末に宣教師が大挙して日本にやってきて

復活キリシタンが増加するが、五島では禁教が撤廃されるまの間に「五島崩れ」というキリ

シタン弾圧が発生している。しかし黒島では目立った弾圧はなかった。 

出口大吉は黒島におけるキリシタン復活の立役者であったから、出口家があった跡地は

「信徒復活の地」とされてきた。跡地にはこのことを記した大きな石碑が建つ。その裏に白

いマリア像が建っていた。石碑の隣に家があったが、どういう家かわからない。 

陽が傾いてきたので、来た道を戻り、民宿に入った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信徒復活之地と書かれた石碑（左）、隣の人家（右） 

「山した旅館」には天主堂の工事関係者が泊っており、部屋はほぼ一杯であった。私の部

屋はベッドを入れた６畳間。食事は部屋まで持ってきてくれたが、狭いスペースで足の踏み

場もなくなった。夕食は汁物がわりのうどん汁、ヒラマサの刺身、グレの煮付け、マダイの
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塩煮、ポテトサラダ、冬瓜煮、モズク、ニラ卵であった。量が多すぎて食べきれなかった。 

 

令和２年９月 30日 

出荷 

 ４時 50分に「山した旅館」の前で漁協職員にピックアップしてもらう予定だったが、前

日２万歩近く歩いたためすっかり疲れてはて、寝過ごしてしまった。５時 20分すぎに身支

度を整え、宿を出て夜明け前の坂を下る。 

漁協の共同運搬船・第２共漁丸は旧漁協事務所前にとまっていた。漁協の職員２人が船の

上で荷受けに当たる。漁獲物は既にトロ箱等に箱立しており、漁船を運搬船の横に着けて積

み込む。すでに大部分の組合員は荷受けは終わっており、少し経って最後のイカ釣りの漁船

が入ってきた。 

 この日の荷はケンサキイカ、サザエなどの磯もの、ブリ、イサキ、アジなどの釣りもので

あった。鮮魚は活〆のものでないと価格がだいぶ安くなるとのことで、釣りものは生簀に活

かしておいたものを早朝〆て出荷したものである。 

荷受時間は６時まで。６時きっかりに第２共漁丸は職員１人を残して、相浦の佐世保地方

卸売市場に向けて出発した。運搬船では出荷した漁師２人がこの日の漁獲状況を眺めてい

た。そのうちの１人に少し話を聞く。刺網を専門とする人で、生簀で活かしておいたイサキ

などを早朝活け〆にして出荷したそうだ。ところが運搬船が出港し、この漁師が車で帰宅し

ようとしたところ、車のエンジンが掛からない。その後どうなったかわからないが、島では

すぐに車を修理してくれる人もいないだろうから大変だったに違いない。 

 

漁協の運搬船第二共漁丸への積み込み作業（左）、フェリーの待合所（右） 

 船客待合所に入り少し休憩して、７時 40分発のフェリーで相浦港に向かう。フェリーに

は車が６台、人が 15人乗り込んだ。乗客の３人は高校生、残り乗客の多くは高齢者であっ

た。約 40 分後の８時 20 分に相浦港に着いた。すぐに桟橋の反対側に係留してある海上タ

クシーに乗って、高島に向かう。 
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