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2017 離島覚書（長崎県・高島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年９月 30日 

海上タクシー・じゅうふく 

 ９月はじめに西日本を襲った台風９号により、高島のフェリー桟橋は破壊された。高島に

渡るには相浦港から黒島フェリー㈲が運航する「フェリーくろしま」が日に３便運航されて

いるので、通常はこれを利用する。ところがフェリー桟橋の修理は手つかずの状態なので、

フェリーの時間帯の合間に就航している海上タクシーを利用せざるを得ない。料金はフェ

リーが 580円（往復 1,110円）に対して、海上タクシーは 750円（往復 1,200円）などで大

きな差はない。なお、往復すれば海上タクシーの割引幅が大きいのは、後述するように２社

が競争しているからだろう。 

 海上タクシーは高島を根拠地とする「じゅうふく」と、相浦港を根拠地とする「さくら」

の２隻が就航している。黒島から相浦港に戻った時間帯に高島に向けて出発する便がある

「じゅうふく」を利用することにし、事前に予約の電話をいれた。 

 黒島を６時 40分に出発する「フェリーくろしま」に乗り、相浦港に７時 20分に着いた。

桟橋の隣に停泊していた「じゅうふく」に乗り換え、７時 30分に出発する。操縦席の後ろ

がキャビンになっており、通路を挟んで１人ずつが着席する椅子が４列並ぶ。デッキにはベ

ンチが２列置かれている。海上タクシーの乗客は私の他に男性１人、女性２人であった。男

性は長崎新聞の記者、女性は小学校の関係者と思われ、もう１人は後述する保育園の保育士

だった。 

 高島には砂洲の両側（東側と西側）に漁港が整備されている。海上タクシーはフェリーが

発着する東側の漁港ではなく、主として漁船が多く利用する西側の浮桟橋に着いた。所要時

間は約 20分であった。島に家がある船長は自宅に戻った。帰りも同じ船なので、バックパ
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ックを船に預けた。 

 漁港内には船外機が 35 隻ほど、漁船が 17 隻係留されていた。後で聞いたことだがブリ

ッジを黄色に塗っている漁船が吾智網の船だそうだ。組合員のほとんどは漁船と船外機の

２隻を保有しているという。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台風９号で破壊された高島のフェリー桟橋（左）、海上タクシー・じゅうふく（右） 

 

砂洲の島 

 高島という名前の有人島は長崎県内だけでも３つある。１つは長崎市の元炭鉱のあった

島、もう１つが平戸島の西にある小さな島だ。ちなみにこの２島は既に訪問している。 

 佐世保市にあるこの高島は県内の３つの高島の中では最も大きく、面積 2.67 ㎞ 2、周囲

21.0 ㎞で、タツノオトシゴのような形をしている。入り組んだ地形なので、島の面積の割

に海岸線は非常に長い。 

 高島はリアス式海岸を抱える北部の島、漁港脇の小さな島、そして番岳のある南部の島の

３つが砂洲で繋がっている。砂洲の部分に農地が開け、背後の番岳の麓に集落が形成されて

いる。一方、北部の島は人がまったく住まず、自然林で覆われている。 

 藩政時代の高島は、黒島と同様、平戸藩の軍用馬の牧場が置かれていた。1842（天保 13）

年に牧場が廃止され、田畑にかわる。黒島のように入植者を募って開墾したのかどうか定か

ではないが、当初 20 戸ほどだった世帯数はじきに 40 戸ほどに増えたらしい。なお後述す

るように番岳には 1640（寛永 17）年に遠見番所がつくられ、竹邊家が管理していたので、

すでに一定の世帯は住んでいたのかもしれない。 

高島はもともと北松浦郡山口村に属し、1930（昭和５）年の町制施行にともなって相浦町

に改称し、その後 1938（昭和 13）年に佐世保市に編入されて現在に至る。黒島のように行

政的に独立していたわけではない。 

 2015年国勢調査時の人口は 181人、世帯数は 60戸であった。1980（昭和 55）年の世帯数

は 62戸だったのであまり変わっていない。ちなみに内野という姓が半分以上を占めている。

ただ、その後人口は減少しており、後述する自治会長の木村栄さんによれば、現在の高島の

人口は約 170人、世帯数は 53戸だという。人口の割に子供は多く、保育園の在籍者は後述

するように７人、集落背後の山の中腹に置かれている佐世保市立相浦小学校高島分校の児

童数は６人である。ちなみに先生は島の教員宿舎で生活し、生徒数とほぼ同数いるとのこと。

島に中学校はないので、中学生になると船で相浦の中学校に通う。現在は中１と中３の兄弟
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２人だけのようだ。なお、就業者 101 人のうち 72.5％が漁業に従事しており、高島はまさ

に漁業の島である。 

 西側の漁港は埋め立てによって広い用地が確保されている。ちなみに東側の漁港は 1980

年時点では存在せず、その後整備されたようだ。西側の漁港の中央付近に製氷施設が建ち、

これに併設した形で「漁業体験館」と書かれた建物があった。鍵がかかっていたが、漁業関

係のイベントがあった時に使われるようだ。自動販売機で爽健美茶を購入し、漁港のまわり

をぶらぶらと歩く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

砂洲で繋がった３つの島（左）、番岳の麓に形成された高島の集落（右） 

 

高島ちくわ 

 家の裏（海側）には玉石を積み上げた擁壁やブロック塀が並ぶ。漁港が整備され、埋め立

てによって土地が造成される以前は直接、海に面していたことを物語っている。 

集落に入った入り口付近に「高島ちくわ」の加工場があった。 

加工場では朝早くから仕事をしていた。すでに擂潰機による「ねり」の作業は終わってお

り、原料を成形機に入れ、ちくわを成形する工程に入っていた。竹の棒に魚肉のすり身を巻

いて焼いたので文字通り「竹輪」と呼ばれたが、現在は金属の棒が使われている。高島ちく

わの製造工程はかなり機械化されていた。 

高島ちくわの社長の木村栄さん（68 歳）に話を聞いた。木村さんは町内会長、保育所の

所長、佐世保市消防団第 29分団後援会長の要職にある。現在は木村さんの１社だけになっ

ているが、数年前には東側の漁港近くにちくわ工場がもう１社（丸三加工所）あった。 

高島ちくわの製造は木村栄さんと長男夫婦、次男の家族経営である。次男は本土側に住ん

でいて島に通勤しているが、長男夫婦は同居しているようだ。 

高島ではもともとエソ釣りが盛んで、漁師が原料のエソをすり身にして竹串に巻き炭火

で焼いていたらしい。佐世保市教育委員会が 1980（昭和 55）年に調査した当時は、島にエ

ソ釣りの漁船が 30 隻ほどあり、釣ってきたエソをその日のうちにちくわに加工し、翌朝、

漁師の奥さんが佐世保市内に行商に行ったようだ。エソ釣りはいわゆる曳釣りで、漁期は５

～11 月、主漁期は６～８月だったが、この期間中にちくわが作られた。夜明けに出漁し、

午後３時ごろに港に戻るとちくわづくりにかかり、日没ごろまでには加工作業が終わった

らしい。冷蔵施設が十分でなかったから、エソを鮮魚で出荷するよりも、常温でも保存でき

るように加工して商品価値を維持したのであった。 
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その後、漁師によるちくわづくりは衰退し、加工の専業化が進んだのであろう。木村さん

のところは創業 70年の老舗でもともと漁師からスタートしたようだ。栄さんは２代目に当

たる。 

竹輪の原料は昔ながらのエソとスケトウダラの冷凍すり身である。エソは高島の漁師が

吾智網で獲ってきたものだ。島にはエソを獲る吾智網が 10隻ほどあり、こちらから直接仕

入れている。 

エソは頭と内臓を除去し、採肉機で落とし身を採る。冷凍すり身とエソを混ぜ、擂潰機で

練る。高島ちくわは添加物なしの魚肉そのものである。なお、吾智網は１～２月は禁漁にな

るのでこの２ヶ月間はエソが獲れない。この間は急速凍結しておいたエソを使うが、冷凍し

ても製品にそれほど変化はないという。 

加工作業は６時 30分から７時ごろに始まり、擂潰、成形をへて、８時 30分から９時ごろ

にかけて焼きはじめ、串抜き、冷却の作業が午前中いっぱいかかる。午後からはすり身の天

ぷらを作る。１日の生産量は日によって変動するので、作業時間に長短はあるが、おおむね

夕方までに作業を終える。 

製品は佐世保市内の店舗、インターネットによる通販で買うことができ、佐世保市のふる

さと納税の返礼品としても使われている。ちくわはバラ売りが１本 110 円、袋入りが１本

120円、２本入りが 240円、天ぷらは１個 100円である。 

20分後にちくわが焼きあがるというので、東側の漁港を巡り、30分後に戻ると、加熱工

程に入っていた。焼きたてのちくわをいただく。朝から何も食べていないので朝食代わりに

なった。近頃の市販の練り製品は甘いものが多い。中でも鹿児島の薩摩揚げときたらそれに

輪をかけて甘い。薩摩藩が砂糖の産地を抱えていた伝統なのだろうか。しかし高島ちくわに

はほとんど甘みはない。むしろ塩が効いている。そしてエソを原料にしているから歯ごたえ

がある。つまり「すわり」が極端にいい。甘い練り製品に慣れている消費者からはしょっぱ

いという感想も聞かれるそうだが、昔のものはもっと塩が効いていたという。塩が少し効い

ているのは冷蔵施設がなかった時代の名残であろう。魚肉の練り製品ではないが、函館にカ

ール・レイモンという人がつくる美味いソーセージがあった。若い頃、函館を通った折に

時々レイモンのソーセージを購入したものだ。その時に、レイモンは季節によってソーセー

ジの塩の量を加減し、腐りやすい時期には塩分を多くしていたと聞いた。コールドチェーン

のない時代は当然のことで、昔はこうした配慮が食品加工全般に行われていたのだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高島ちくわの工場（左）、高島ちくわ社長の木村栄さん（右） 
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牛飼い 

 ちくわが焼きあがるまでの時間を利用して、上陸地とは反対側の東側の漁港に行った。通

常、フェリーが発着する港だ。西側の漁港に比べると、漁船数は少なく、５～６隻が係留さ

れているだけで、船外機はなかった。漁港用地の北側の隅に船の待合所が置かれていたが、

その前にあるはずのフェリー桟橋は消えていた。上述した通り先の台風９号で破壊されて

海中に沈み、わずかに残骸が海面に顔を出していた。 

漁港のはずれの浜で木を燃している人がいた。台風９号で倒れた木をチェーンソーで玉

切にし、処分しているところだった。木は十分乾燥していないが、火力は相当強い。 

この人は内野さんといい、島で唯一の肉牛繁殖農家である。高島の産業は漁業の占める割

合が圧倒的に高いが、この肉牛の繁殖は漁業に次ぐ産業になっている。かつて島では養豚も

行われていたようで、内野さんの牛舎は養豚場を買い取ったものだ。敷地の外れには今でも

豚舎のコンクリートの囲いが残っていた。 

 内野さんに牛舎を案内してもらった。肉牛の繁殖は父親の代から営んでおり、すでに 57

年の歴史を歩んでいる。以前は島に大勢の繁殖農家がいたようだが、子牛の価格が暴落して

行き詰まり、止めていったそうだ。内野さんは畜産を後継する予定で農業高校に進学したが、

漁業の方がお金になったので、漁師を本職とし、昨年まで兼業していたという。しかし畜産

に本格的にのめり込んだ結果、操業する時間がなくなり、一方では漁業収入も減ったため畜

産業に専念するようになったという。現在、漁船を売りにだしているところだ。 

 内野さんのところでは親牛を 13頭飼育している。１年に１頭の子牛が生まれるので、年

間 10頭ほどを出荷する。一部の血統のいい雌は残して親牛にするそうだ。育てた子牛は平

戸の家畜市場に出荷する。10月と 11月に出荷する予定だが、フェリーが発着できないため

市の屎尿運搬船に子牛を運んでもらうようにお願いしているという。ちなみに高島には漁

業集落排水施設は整備されておらず、今でも汲み取り式である。 

 牛の餌の一部は島内の農地を借りて牧草を生産、干し草にしてロールに巻いて保存して

いる。内野さんは人工授精師の資格をもっており、自ら授精作業を行っている。農協から購

入した優良な血統の雄牛の精子は液体窒素の入ったボンベに保存してあった。生まれた子

牛は２日ほどで親から放し、人工乳で育てる。 

 ９月の平戸市場における子牛の平均価格は雄が 70 万円、雌が 52 万円であった。したが

って年間 10頭ほどの出荷だと、収入は 600万円前後になると推定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牛に干し草を与える内野さん（左）、産まれたばかりの子牛（右） 
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 内野さんが昨年まで兼業していた漁業は、一本釣りと磯での採貝藻であった。一本釣りは、

３～９月にイカ釣り、２～５月はタイ釣りをメインとした。採貝藻ではアワビ、ナマコ、サ

ザエ、ウニ、ヒジキなどを採っていた。 

 

カキ養殖とシェルナース 

 北部の島の深い入り江ではカキが養殖されている。カキ養殖を営むのは重村さんと松本

さんの２人で、両人とも島の出身者である。 

重村さんは 30年以上の養殖歴を有し、マガキの他にイワガキも養殖している。九十九島

は長崎県内では古いカキ養殖産地であり、高島にも以前はたくさんの生産者がいたが、カキ

の価格が低迷した時期に撤退が相次ぎ、結局、重村さん１人だけが残ったそうだ。最近、価

格が持ち直したことから松本さんが参加した。 

台風９号によってカキ筏が損傷したようで、２人の生産者は修理作業に出かけていて、お

会いして話を聞くことができなかった。またカキ養殖の現場までは徒歩で往復２時間を要

することから、現地に行くこともできず、後述する鯨ヶ浦から写真を撮っただけだった。 

高島は餌のプランクトンが多いので、カキは基本的に１年で出荷できる。取り残したカキ

は翌年２年物として出荷している。出荷形態は全て殻付きなので、むき身作業の手間はかか

らない。 

新しく造成された東側の高島漁港の用地にシェルナースの部品であるカキ殻を詰めたプ

ラスチック製の筒が大量に積まれていた。シェルナースは海洋建設㈱が開発、製造する魚礁

で、鉄枠で組まれた骨格にカキ殻を詰めた筒を装填するものだ。エコな商品として様々な賞

を受賞している。この魚礁のことは以前から知っていたし、創業者の片山さんとも面識があ

るが、まさかこの高島で作られているとは知らなかった。思わぬ発見であった。 

漁港の裏手にある建物に隠れるようにしてカキ殻が積まれた場所があり、ここで女性が

せっせとプラスチック製の筒にカキ殻を詰めていた。これを男性がフォークリフトで漁港

へ運ぶ。フェリー桟橋が台風９号で破損したままなので、フェリーが着岸できず、カキ殻筒

は島外に運搬できず困っている、とその男性は話されていた。 

北部の島の深い入り江の入口付近に真珠養殖の延縄が置かれていた。こちらは長崎に本

社のある金子真珠養殖㈱の漁場で、佐世保市相浦漁協に行使料を支払って養殖しているよ

うだ。また、北の島の東側の海面ではやはり島外の業者が真珠養殖をしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漁港に積まれたシェルナースのカキ殻筒（左）、北部湾内のカキ養殖場（右） 
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番岳 

番岳は高島で一番高い山で、標高は 136ｍである。後述するように戦前は海軍の砲台が置

かれていたので、自動車が走れる舗装道路が頂上まで整備されている。９時 20分に登山を

開始した。途中墓参りのおばあさんに会い、小学校分校下まで一緒に歩く。 

集落背後の高台に相浦小学校高島分校が置かれていた。1970（昭和 45）年 10月に建てら

れた校門には創立 90周年と書かれていたから、この分校は 140年の歴史を刻んだ伝統校で

ある。現在の児童数は６人だが保育園児がいるので、当面休校になることはないだろう。 

つづら折りの坂道を登る。道の途中は木が茂っていて視界は悪い。時々、視界が開ける場

所もあるが木が邪魔をする。約 30分歩いて頂上に整備された番岳園地に到着した。 

 駐車場をはさんで南北に２つの展望台がある。最初に南側の第１展望台に登る。平らな広

場があり、こちらの展望台からは九十九島の島々や相浦方面を見渡すことができる。次いで

反対側の第２展望台に向かった。駐車場からの登り道は草に覆われ、蜘蛛の巣が張っており、

訪れる人が少ないことが明らかだ。枯れ木を拾い、蜘蛛の巣を払いながら進んだ。すぐに丸

くえぐられた大きな平地が現れた。戦前、海軍が構築した聴音機跡である。さらに 50ｍほ

ど草が繁った道を進むと、北側の第２展望台に出た。ここからは昨日行った黒島が眺望でき、

眼下には高島の漁港と集落が広がり、砂洲の地形もよくわかる。この展望台の下に旧海軍が

つくったコンクリート製の聴音照射指揮所の建物がそのまま残されていた。 

番岳は眺望が非常によいことから、鎖国体制が確立する前年の 1640（寛永 17）年に平戸

藩によって遠見番所が配置されたことは既に述べた。番所は同じ時期に、壱岐島の若宮、鷹

島、生月島、小値賀島にも整備されている。外国船を発見すると狼煙をたてて、小佐々の冷

水岳を通じて平戸城下に伝えた。また、高島から直接針尾島に早舟（６丁櫓）を仕立てて幕

府直轄領の長崎に通報したこともあったようだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番岳園地と展望所（左）、第２聴音照射指揮所跡（右） 

佐世保は日本有数の海軍の基地だったので、佐世保の防衛は極めて重要だった。1935（昭

和 10）年から 1943（昭和 18）年にかけて海軍の砲台工事が行われ、佐世保海軍警備隊高島

番岳高射砲台が設置された。この基地は来襲する戦闘機を対象とする対空砲台で、89式 12.7

㎝連装高角砲２基、97式聴測装置１組、96式 150㎝探照灯２基が備わっていたという。空

中聴音機は巨大なラッパのようなものを４基組み合わせたもので、戦闘機の音を聴いて方

向、距離、高度、スピードなどを探知した。北側の島の山頂に第１聴音照射所があり、２点

からの角度によって敵機の位置を特定した。レーダーの代わりを果たしたものだった。1944
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年 11月 21日の米軍による空襲があった時は、Ｂ29爆撃機１機を撃墜している。 

第２聴音照射指揮所跡から横に抜ける道があり、枯れ木を踏みしめながら進むと舗装道

路に出た。坂を下って、小学校前から少し下がったところから右に入ると、高島の墓地が置

かれている。黒島にはカトリック教徒が多いが、高島にはいない。墓石はいずれも立派なも

のであった。なお、島には寺はなく、相浦町の洪徳寺を檀家寺としている。 

高島にも海を渡って来たイノシシが棲みついており、番岳の登山道の脇には箱罠が設置

されていた。帰り道は下り坂だったので 15分しかかからなかった。 

 

宮の本遺跡 

 番岳から下山し、砂洲上に広がる農地を歩く。かつては畑や田んぼがあったらしいが、今

は牧草地が多い。上述した内野さんが土地を借りて牛の餌にする干し草を作っているよう

だ。一部は家庭菜園用の様々な野菜類が作られている。イノシシ対策で畑の周りは金網など

で囲われている。 

1977（昭和 52）年に、この土地の付近で住宅を建設するため基礎工事中に石棺が出てき

たため、緊急調査が行われ、５基の石棺が発見された。内野さんは、昔の家は束石の上に柱

を立てたので、基礎をつくるために土を掘り起こすことがなかったから、遺跡はそのまま温

存されていたのではないかという。 

石棺からは何れも保存状態が良好な人骨が出てきた。翌年、遺跡の範囲を確認するための

調査が行われ、南北約 300ｍ、東西約 70ｍの範囲で、縄文時代前期、中期、後期、晩期及び

弥生時代、平安時代の遺物包含層が確認された。その後 1979～80年にかけて弥生共同墓地

の発掘調査が行われ、石棺墓 18基、土杭墓 20基、甕棺墓３基が発掘され、人骨 41体が出

土した。また、縄文晩期の包含層からも人骨１体が発掘されている。この時、内野さんは小

学生だったが、遺跡発掘のアルバイトをしたそうだ。 

その後、佐世保市教育委員会は 2016（平成 18）年から範囲を広げて調査を再開、2018年

には箱式石棺２基から男女各１体の人骨を掘り出している。石棺埋葬の女性は南洋産のイ

モガイ製の貝輪を身に着けていたことから、この当時から海上交易が行われていたようだ。

内野さんによると、この人骨を展示している場所があるらしいが、見落としてしまい残念な

ことをした。縄文時代前期から古墳時代に至る複合遺跡が高島にあることから、島に人が住

んだ歴史は長い。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遺跡が発見された近くの畑（左）、集落前の耕作地（右） 
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志賀神社 

砂洲中央の小さな山の南側に志賀神社が置かれている。この神社は遠見番所の管理をし

ていた竹邊兵衛門が筑前・志賀島から勧請したと伝えられているもので、その時期は 1700

年代のことのようだ。 

２つの石製の鳥居をくぐり、直角に曲がったところにもう一つ鳥居があり、さらにその先

にも鳥居があって、その奥に社が置かれている。この神社には狛犬が３対あった。１つ目は

直角に曲がった鳥居の前に置かれており、こちらは普通見かける狛犬だ。２つ目は次の鳥居

の前にあるもので、写真に示すように何ともかわいらしい表情をしており、こんな狛犬は初

めてみた。３つ目は社殿の前に置かれたものだが、こちらはだいぶ年月が経過したと見えて

かなりすり減っている。 

境内に鯨の記念碑が置かれていた。写真のように鯨の形をした石が奉納されている。この

石碑に次のような文字が刻まれていた。 

 「大正二年十一月十一日余、本嶋字割畑ノ海岸ニ於テ十三尋餘ノ１頭ノ鯨ヲ拾得シ売価五

百円ノ内五十円ヲ区内ヨリ賞ニ〇〇所如キ天幸ハ余ニ稀ナルヲ以テ石ニ刻ミテ鯨ニ象トリ

是ヲ志賀神社ニ奉納シテ記念トス」 

 1913（大正２）年に北部の島の湾内に鯨が漂着して、これを 500 円で売ったというもの

だ。鯨の全長は 13尋というから 20ｍほどの大きなものであった。1915（大正４）年の給与

所得者の年収は 333円というから、500円という売価は年収の約 1.5倍に相当する。近年の

給与所得者の平均年収を 420 万円とすると、現在の貨幣価値に換算して約 630 万円に相当

することになる。このうちの１割つまり 63 万円で鯨の石像をつくり、奉納したのである。

当時の島の世帯数は 60 戸ほどだったから、鯨は１世帯 10 万円ほどの臨時収入をもたらし

たかもしれない。 

 この神社の奥に稲荷神社もあり、大きなソテツの木が植わっていた。鳥居は最近建てられ

たもののようで、家内・海上安全祈願、大漁祈願の文字が記されていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鯨の記念碑（左）、かわいい顔つきの狛犬（右） 

 

鯨ヶ浦 

志賀神社から北部の島に向かう。牛飼いの内野さんの牛舎を過ぎると左手に池があった。

砂洲が形成された時に砂によって海が封鎖され、池になったのではないかと想像したが、帰

りの船で一緒になった内野さんにこのことを話すと、もとは田んぼだったという。彼が小さ
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い頃は４～５軒で米を作っていたそうだ。水抜きの土管が海に通じていたが、耕作放棄によ

って土管が埋まってしまい、水が溜まって池になったというのが真相のようだ。 

島には観光客はめったに来ないから、商店も食堂もない。そしてレンタカーは無論のこと

貸自転車もないから、兎に角、歩くしかなのである。島の先端までは片道１時間かかるとい

うから往復で２時間を要する。また道は山の中を通り、視界が効く場所はほとんどないとの

ことでひたすら歩かなければならない。すでに番岳に登って消耗していたから島の先端ま

で行くのは諦めた。ちなみに先端まで行けば、湾内の養殖施設を確認でき、うまくいけばカ

キ養殖業者に会えるかもしれなかったがやむを得ない。 

ただ北部の島がどんなところか把握しておきたかったので、クジラの獲れた場所まで行

ってみることにした。その場所は、もともとは割畑と呼ばれていたようだが、クジラが獲れ

てから鯨ヶ浦と改名され、現在の地図にはそのように記載されている。 

北部の島に人家は１軒もない。島全体が樹木で覆われた山地で、平地はなく急こう配の斜

面が海に向かって下っている。山の尾根筋に道路が作られており、深く入り込んだ入り江に

そって先端まで続く。道路はコンクリートで舗装され、視界の悪い場所にはカーブミラーが

取り付けられている。台風９、10 号の影響が残っていたのかもしれないが、道路上には落

ち葉や枯れ枝がたくさん落ちていた。 

池の脇を 11 時に出発し、長い坂道を 30 分ほど歩くと、鯨ヶ浦へ下る分岐にさしかかっ

た。ここから急勾配の道を 10分ほど下ると海にでた。細い入り江になっており、ここに鯨

が迷い込んだのだろう。入江には石垣が組まれ、手作りの浮桟橋も整備されていた。陸側に

は作業小屋があり、浮き桟橋には漁船が３隻ほど係留されていたが、人気はなかった。この

細い入り江の先にカキ養殖に筏が並んでいる。 

周辺の写真を撮って来た道を戻り、高島の集落へ引き返した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北部の島のメイン道路と鯨ヶ浦に下る分岐点（左）、鯨ヶ浦の入江（右） 

 

吾智網 

 高島の漁業者は佐世保市相浦漁協に所属している。漁協の本所は本土側の相浦港に置か

れており、高島には出先事務所はない。漁港にコイン式の製氷施設が置かれているだけだ。 

高島の組合員は正が 42人、准が 37人の合計 79人である。2015年国勢調査時の就業者数

は 101人で、このうち漁業就業者が 78人であった。つまり漁業就業者のほぼ全員が漁協の

組合員になっている勘定だ。ただ、高島の漁業者は後継者が少なく、高齢化しているという。
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昔は長男が島に残って漁業を継承したが、今は親が漁業を勧めないそうだ。魚が獲れない、

価格が安い、燃油をはじめ経費が高い、の３重苦にあり漁師では飯が食えない状況だという。 

高島で営まれている漁業は、吾智網、一本釣り、採貝採藻、延縄である。 

吾智網の許可は 20 隻ほどだが、実際に操業しているのは 10 隻ほどらしい。高島の吾智

網は１艘曳きで、１人で操業する。漁期は３～12月までで、１～２月の２ヶ月間は禁漁だ。

吾智網では上述した高島ちくわの原料になるエソやマダイ、イサキ、カマスなどが獲れる。 

一本釣りはイカ類（ケンサキイカ）やアジ、マダイがメインだ。イカ類は３～９月が漁期

になる。タイは春先が中心である。一本釣りではシビマグロも獲っていたようで、上述した

牛飼いの内野さんが漁師をしていた時は男女群島や島根県の浜田、あるいは山口県萩沖の

見島などにも遠征したそうだ。 

高島の海岸線は長いため、磯根資源は相対的に多い。採貝・採藻漁業では、アワビ、サザ

エ、ウニ、ワカメ、ヒジキなどを素潜りで採取している。ウニはムラサキウニが多く、これ

にアカウニが混ざる。ウニはむき身に加工処理し、瓶詰で販売する。ただ近年は磯焼けが拡

大し、アワビなどは少なくなったらしい。 

高島の漁業者は特定の漁業を専業とせず、様々な漁業を組み合わせている。漁業種類を多

様化させることによって資源変動のリスクを回避しているようだ。 

離島統計によると、高島の 2015（平成 27）年の漁業生産額は約 1.8億円であった。これ

を正組合員 1 人当たりに換算すると 430 万円ほどになる。これから経費を控除すると、内

野さんが指摘するように生活はなかなか厳しいものがあるようだ。 

漁獲物は漁業者が相浦の地方卸売市場に直接出荷している。この分については漁協では

販売手数料を徴収していない。一部の水産物は長崎県漁連のルートで販売しているが、こち

らは販売手数料が徴収されている。なお上述したように吾智網で獲れたエソの一部は島内

の加工業者に直接販売している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高島漁港に係留されている吾智網の漁船（左）、漁港用地に建つ製氷施設と漁業体験館（右） 

 

相浦港へ 

 北側の島から戻り、保育園の前を通りかかると園児が遊んでいた。来る時の船で一緒だっ

た保育士に園児の数を聞いたが教えてくれなかったので、人数を確認するために門の近く

まで行った。園児は７名いたから小学校の児童数に比べると多い。確認のために写真を撮る

と、朝一緒だった保育士が飛んできて、抗議を受けた。遠くから園児の写真を撮って抗議さ
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れる理由がわからない。一人一人顔が判別できる距離でもないのにこの人の感覚は異常だ。

おまけに跡を追いかけてきて写真を消せといってきた。 

 高島ちくわの隣に㈱ＡＣＳ水産部、「よか魚ドットコム」と書かれた看板があり、倉庫の

ような建物があった。島旅から戻ってインターネットで調べると、この会社は岐阜県の高山

にあるインターネットで水産物を販売している会社だった。重村輝男さんという方が社長

で、18歳まで高島で漁師をしていたと書いてあった。販売商品の中にはカキや高島ちくわ、

さらに鮮魚の詰め合わせなどがある。また、シェルナースのことも紹介されているので、カ

キ養殖を営む重村さんの縁戚かもしれない。 

再び、「高島ちくわ」に寄ると、午前の仕事は終了し、すっかり片付いていた。木村栄さ

んは家に戻って休んでいて、長男夫婦と次男がいた。お土産にちくわを 10本購入する。 

 13 時発の海上タクシー・じゅうふくに乗船し相浦へ向かった。船で内野さんと一緒にな

った。牛の精子を凍結する液体窒素が入ったボンベを持っている。農協に授精用の精子を取

りに行くらしい。相浦港に着くまで話を聞いた。 

 内野さんには２人のお子さんがいる。娘さんは佐世保で介護の仕事、長男はサンマ船に乗

っていたが今は大阪に住んでいる。一応、島に戻って内野さんの跡を継ぐ予定だというので

頼もしい。 

 ベビーブームのころは島の小学校の児童数は 70人ほどだったが、内野さんが小学生当時

は 40人ほどに減っていたそうだ。それでも現在に比べるとはるかに多い。島の世帯数は最

大で 70戸だった。高島の人は相浦に土地を持っている人が多いという。農地は不足してい

たので、番岳では内野さんが子供のころまで焼畑耕作が行われていたという。 

高島の漁場は島の周辺で、船も小さかったが資源は豊富だったから、十分食べていけたよ

うだ。しかし、現在は漁師で飯を食うのは大

変で、島の漁師はエンジンが壊れたらやめる

人が出るのではないかという。 

 船が着くと、ちょうど佐世保行のバスが出

発するところだった。あわてて飛び乗る。途

中、市立図書館の近くで下車した。昼飯を食

べていなかったので佐世保のアーケード街で

コーヒーを飲みながらサンドイッチを食べ

る。 

図書館で郷土資料を閲覧し、必要箇所をコ

ピーし、ホテルに向かった。                「よか魚ドットコム」の事務所 
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