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2018 離島覚書（長崎県大村湾の離島） 

 
針尾瀬戸から大村湾を望む 

表１  大久村湾の離島 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島名 市町村 面積(km2) 区分 備考

1 瀬戸ノ島 川棚町 0.0746 △ 昭和28年：１戸６人

2 臼島 大村市 0.0600 △ 江戸期に天然痘流行時に避難

3 鹿島 諫早市 0.1600 〇 有人島（３戸７人）

4 二島 長与町 0.0456 ×

5 清水島 長与町 0.0099 × 出作地

6 鷹島 時津町 0.1600 △ 昭和30年：９戸59人、昭和50年無人島化

7 黒島 時津町 0.0400 ×

8 前島 時津町 0.2600 〇 有人島（２戸５人）

9 ダケク島 時津町 - ×

10 詩島 長崎市 0.0800 △ さだまさしの所有地

11 大小島 長崎市 0.0400 × 真珠養殖の作業場

12 ヌカ島 長崎市 - × 弾薬庫

13 湯島 西海市 0.0910 × 柑橘類の出作地

14 前ノ島 西海市 0.0150 △ 昭和48年：２人

15 高島 西海市 0.0900 ×

16 田島 西海市 0.0600 △ 昭和35年：15人、昭和55年ごろ無人島化

17 野島 西海市 0.0050 ×

18 イゲ島 西海市 0.0050 ×

19 裸島 西海市 0.0070 ×

20 沖裸島 西海市 0.0010 ×

21 橘島 西海市 0.0030 △ 昭和33年：１戸３人

22 三島 西海市 0.1100 △ 平成２年：１戸２人、平成４年無人島化

23 甚平島 西海市 0.0500 △ 昭和48年：１戸４人

24 竹ノ島 西海市 0.0800 〇 有人島（２戸２人）

25 前ノ島 西海市 0.0300 △ 平成22年：１戸１人

26 玉子島 西海市 0.0010 ×

27 千鳥島 西海市 0.0030 ×

28 堂島 西海市 0.0100 ×

29 長島 西海市 0.0400 △ 昭和35年：7人

30 弁天島 西海市 0.0010 ×
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令和２年 10月１日 

佐世保駅前のトヨタレンタリースでレンタカーを借り、大村湾に向かう。ハウステンボ

スの前を通り、大村湾と東シナ海をつなぐ針尾瀬戸に架かる西海橋に出た。西海橋は旧道

に架かる橋と新しくできた西海パールラインに架かる橋の２つがある。 

大村湾は面積約 321㎞ 2の閉鎖的な内湾で、針尾瀬戸と早
はい

岐
き

瀬戸の２つの瀬戸を通じて

外海とつながっている。針尾瀬戸の幅は約 180ｍ、早岐瀬戸は 10ｍほどで、この狭い水道

に潮汐によって海水が押し寄せるため、極めて潮流が速くかつ渦潮も発生する。 

（公社）日本離島センターが発行する「シマダス」によれば、大村湾には表１に示すよ

うに合計 30の小さな島（橋などで陸続きになった島を除く）があり、このうち人が住む

島は諫早市の鹿島、時津町の前島、西海市の竹ノ島である。この３島は離島振興法の指定

を受けていない。また、何れの島も定期航路はなく、船をチャーターしなければ島に上陸

することはできない。ちなみに過去に人が住んだ島は少なくとも９島に及ぶ。 

大村湾は湾を囲む山が風を遮ることから湖のように静穏で、その特徴を活かしてカキや

真珠養殖が盛んだ。また小型底曳網、小型定置網、刺網などの漁業も営まれている。大村

湾内には、大村市、大村湾、大村湾東部、西彼町、瀬川、針尾、佐世保市南部の合計７つ

の漁業協同組合がある。橋を渡り西海市にある竹ノ島に向かう。 

 

竹ノ島 

 国道 206号線の大串交差点を左折し、海岸沿いの道路を進むと網代の集落にでた。道路

沿いには手製のポンツーンが整備され、多数の船外機が係留されていた。目の前に前ノ島

が横たわり、付近にはカキや真珠の養殖施設が置かれている。前ノ島の背後に竹ノ島、さ

らに甚兵島があり、折り重なるように連なる。 

 道路沿いには地元の人たちが集まっていた。そのうちの 1人に話を聞くと、竹ノ島には

２戸２人が住んでいるという。２人は兄弟で姉は 68歳、弟は 60歳で漁業を営んでいると

いう。弟は中野理
みち

利
とし

さんというらしい。島に渡りたいというと、中野さんに電話を入れて

くれた。しかしつながらない。そのうち１隻の船外機が竹ノ島からこちらに向かってき

た。全く偶然だが中野さんだった。 

 彼に島旅の主旨を話し、島に上陸したい旨お願いする。どこかに出かける予定だった

が、「死ぬまでに全国の有人離島にこの足で立ちたい」という熱意が通じたようで、忙し

い時間を割いて島まで連れて行ってくれた。無理にお願いしたこともあり、島には１～２

分滞在してすぐに引き返した。 

 船着き場の前には瓦屋根の家（本家）が建ち、周囲には底曳網の漁船や船外機が係留さ

れていた。島には真珠養殖を営む弟さんがいた。弟は本土側に住み、竹ノ島の周囲で真珠

を養殖している。 

 中野さんは大村湾内で小型底曳網漁業を営み、餌用の小型エビ類やナマコを獲ってい

る。中野さんの代で３代目にあたるそうで、おそらく明治時代に先代が島に移住したに違

いない。兄弟は 10人だったが、現在は姉と中野さんだけが島に住み、残りの兄弟は本土

で生活している。島には農地はなく、もっぱら漁業で生計を立てているようだ。ちなみに

中野さんは西彼町漁協に所属している。島に連れて行ったもらったお礼にお金を払おうと

したが、頑強に断られた。顔は厳ついが、なかなか男気のある人だった。 
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網代の集落から前ノ島を望む（左）、竹ノ島の中野さん宅（右） 

 

前島 

 国道 206号を南下し、時津町に向かう。時津町には、前島、鷹島、黒島の３つの島があ

るが、このうち現在人が住んでいるのは前島だけだ。役場で住民基本台帳上の人口を聞い

たがデータがないとのことで、2015年国勢調査時のデータをもらった。これによると前島

には２世帯５人が住んでいる。 

子々川郷の交叉点を左折し、海に向かっていくと長崎大学の臨海研修所があり、その左

手に海岸を埋め立てて整備された子々川漁港がある。この目の前に前島が横たわってい

た。漁港には 30隻ほどの船外機と漁船が係留されていたが、人気は全くない。誰かいれ

ば前島への渡航を頼もうと思っていたが叶わない。ところがちょうど前島の方から船外機

が港に向かってきた。 

船の主は前島の島民であった。先の台風９号で井戸水を汲みあげるポンプが壊れたため

業者に修理を依頼していたが、不足する部品を受け取りに業者を連れてきたところだっ

た。部品が届くまでの間、この人に話を聞いた。 

前島は戦後の食糧難の時代に入植した５世帯によって拓かれた島である。船外機の人は

４～５歳の時に入植したというから私よりも年上かもしれない。小学校は島になかったの

で、船で本土側に通学したそうだ。当初はランプ生活だったが、彼が小学校６年生の時に

海底ケーブルで送電されるようになったとのこと。しかし海底ケーブルの設置に要した費

用は自己負担が 1/3を占め、この時の借金を払い終えるまで 10年ほどかかったらしい。 

当初は麦や芋を作って自給し、その後みかんを導入した。昭和 35年の国勢調査時の人

口は 24人を数えたが、後述するように時津町の郷土史では昭和 50年時点で３戸に減少

し、さらに２戸５人になった。 

島にはもう１軒の家があり、２軒の家とも家の前に比較的大きな船と船外機が係留され

ていた。開墾後は島全体が畑になっていたと想像されるが、現在はすっかりもとの自然林

に戻ってしまい、わずかに家の背後に畑らしくものが確認できる程度だ。船外機の人の話

では、島にはイノシシとタヌキが繁殖し、島の中に道路もないという。 

時津町郷土誌（昭和 54年発行）に、前島のことは次のように紹介されていた。 

 「子久
ﾏ ﾏ

川部落の海岸から 200ｍ沖に浮かぶ周囲約 4.2㎞の入江のいりくんだ島である。

結晶片岩からできている島で、高い山もなく周囲にみかん畑が開かれている。島には３戸
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の民家がある。かつては入り江を利用して真珠の養殖が行われていたが、現在は途絶えて

いる。」（時津町教育委員会郷土誌編集委員会） 

 
県道から前島を望む（左）、船外機が出てきた前島の人家（右） 

 

鹿島 

 時津町から内陸部の県道 33号を通って諫早市多良見町にある鹿島に向かう。県道と国

道 207号の交差点を少し西に戻って海への道を進むと、伊木力
い き り き

漁港に出る。漁港の近くに

ＪＡの「伊木力みかん」の選果場が置かれている。鹿島へはこの漁港から船で行くことに

なるが、さらに岬の先端まで行くと鹿島が見えてきた。 

 鹿島の面積は 0.26㎞ 2であり、大村湾の離島の中では最も大きい。２つの島が砂州で繋

がっており、遠目には２つの島は独立して見える。人が住み、農地が手入れされているの

は西側の大きな島の方で、東側の島は葛が生い茂っているようで荒れており、耕作放棄さ

れている。 

東側の島には家が３軒見られ、船が２隻、船外機が２隻置かれていた。山頂にかけて柑

橘類の木が植えられ、ミカンが栽培されているようだ。この一帯は伊木力みかんの産地な

ので、鹿島でも同じ品種のものが作られているのだろう。 

伊木力漁港には 20隻ほどの漁船や船外機が係留されていたが、人はいなかった。船を

チャーターすることはできず、島に渡るのは断念する。鹿島も竹ノ島と同様、戦後に開拓

民が移住して拓かれたと思われる。1955（昭和 30）年の国勢調査時の人口は 20人、世帯

数は４戸であったが、2015年には３戸７人に減少している。南側の島は山のてっぺんまで

手入れが行き届き、ミカン畑が広がっていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鹿島の全景（左）、鹿島の家と果樹園（右） 


