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新上五島町崎浦の五島石集落景観

新上五島町崎浦地域の海岸線には五島層群に属する砂岩質の
堆積岩が露頭しており、数多くの採石場跡が確認できます。そ
の採石場跡に隣接する集落には石工が居住しており、生活空間
における五島石の多様な活用のあり方は石材業の繁栄を現在に
伝えるとともに、崎浦地域に独特の景観をつくり出しています。
これらの特徴的な石文化が残る景観が、日本国民共有の財産と
して評価され、平成24年9月19日に国の重要文化的景観に選定
されました。

長崎県新上五島町

100 万個の石がある集落

上五島の地質について
上五島が位置する中通島は中央を南北に火山エリアが走り、東西に砂岩泥岩層を含む
五島層群となっています。崎浦地域に産出する石材は東側の五島層群に属する堆積岩で、
五島層群上部の厚い砂岩層として分布しています。この砂岩は、1,500 万年前に堆積した
もので、当時のアジア大陸縁辺部に位置し、黄河が日本海に流れ込む末端のデルタ部分
であったと言われています。
地層の特徴は石英の多い均質な砂岩からなり、比較的流速が早い環境で
堆積した地層であると言われています。崎浦地域の海岸には至るところに
この砂岩が露出しており、採石した跡や切り出し途中の痕跡を見ることが
できます。

採石場跡
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崎浦地域の生業
新上五島町崎浦地域は、五島列島中通島の北東部分にあたり、
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崎浦地域では漁業が盛んに行われていました。江戸時代には有川

漁業（近世は捕鯨も行う）

湾内で捕鯨が盛んに行われており、崎浦の多くの人々が従事して
いました。明治に入ると、海岸に露出する砂岩質の五島石を使っ
た石材業が発展し、各集落ではその土地に見合った生業が続けら
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れました。
昭和 40 年頃からは、安価な石材の流通により次第に石材業が衰
退し、捕鯨船等に乗り込む人が増えたため、次第に漁業が中心的
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採石方法
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砂岩の採石方法は、まず鉄棒（せいらん）で採石したい大きさの四隅に穴

をあけ、鉄製の「割り矢」を使って垂直方向に切り込みを入れます。そして堆積層の層理に従っ
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て水平方向に割り矢を打ち込み、必要な厚さに剥がし取る方法で行われました。

な生業となっていきました。
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現在では、石塔制作が中心の石材業と、定置網漁を主とした漁
業が主な生業となっています。
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崎浦地域の採石加工業・石材加工業の歴史
１ 採石加工業のはじまり

〜江戸時代末期から現在まで続く石材業〜

２ 砂岩の流通
崎浦の砂岩で造られた最も古い建造物としては、嘉永５年

江ノ浜石工の先駆けは安政６年（1859）に没した江ノ浜の
「利吉」という人物が平戸領に行き、石工の技術を学び、持ち

４ 採石加工業から石材加工業への移行

（1852）に建立された平戸の普門寺常盤蔵があります。

大正時代に入り、長崎県北松浦郡の鷹島で産出される「黒島石」
と「阿翁石」と呼ばれる玄武岩系統の石が流通されるようになり、

帰ったといわれています。この「利吉」が学んだ技術は、友

これは寺の宝物庫で、外壁が砂岩で造られ、内部の銅製銘

住や赤尾にも継承され、特に江ノ浜では石塔加工のような細

板に「五島封内頭嶋石」という文字が刻まれており、頭ヶ島

大正 12 年（1923）の関東大震災でレンガ積みの建物が大きな

の砂岩を使ったことがうかがえます。

被害を受けたことから、組石造の建築も廃れていきました。さ

工ものが盛んでした。また、赤尾の人々は採石や板石制作な
どが得意であったようです。
崎浦の海岸線に数多く露出する砂岩を、崎浦の人々が資源
として利用したことにより、採石加工業がはじまったと考え
られます。

その後、明治に入り舗装用材、建築用材などとして長崎、

砂岩に代わり石塔材料として使われるようになりました。また、

らに、舗装材としての砂岩の需要も減り、崎浦地域の石工たち
昭和 40 年代頃の作業場の様子

平戸などで石材需要が高まり、崎浦産の砂岩は西北九州を中

は墓碑などの石碑の製作が仕事の中心となっていきました。こ

心に広い範囲で板石などとして「五島石」の名で流通される

のような理由から、崎浦地域における石材業に変化が起こり、

ようになりました。

他所の石材を使った石塔加工業に移行するようになりました。
郷 土 誌 に よ れ ば 石 碑 製 作 の 最 盛 期 は、終 戦 後 の 昭 和 25 年
（1950）から 30 年（1955）頃で、当時の事業所数 64、従業員
数 170 名とあり、当時の賑わいが窺えます。

５ 石材業のいま

昭和 40 年代頃の作業風景

いまの作業風景

いまの採石場

砂岩の活用

平成 24 年現在、崎浦で石材業を営む者は数軒までに減少して
しまいましたが、近年になり「上五島石」という名称で崎浦産砂
江ノ浜石工「利吉」の墓所

ワイル・ウェフ号遭難慰霊碑

坂道の石畳（長崎市）

普門寺常盤蔵（平戸市）

岩を利用して採石加工業の再興を目指す人々もいます。
重要文化的景観の選定をひとつの契機として、崎浦の石材業の

３ 採石加工業の隆盛

灯を絶やさぬ取り組みが進められています。

崎浦産砂岩を使用した採石加工業の最盛期は、有川町郷土誌によれば
明治中期から大正期といわれます。この最盛期に築かれたものは、頭ヶ
島天主堂を代表に、細かな細工がされた墓碑、腰板石張りの民家などが
残されています。
板石などの単純加工の製品は、採石場で採った砂岩をその場で加工し、
採石場から直接船に積み込み販売先に運ばれました。一方、石塔のよう
に手間の掛かる製品は荒加工の後、集落の加工場に運び、仕上げを施し
た後、集落の波止場から積み出されました。製品の販路は西北九州に留
まらず、遠く四国などにも送られたこともあったといいます。江ノ浜郷
には昭和期に作成された「土地及び石山売却控」が残されており、当時
の郷所有の採石場を入札制度で石工達に分配している様子を知ることが
出来ます。
有川産の石を使用

江ノ浜集落（昭和 34 年頃）
昭和 30 年代、友住の人々が採石をしている所を撮った写真。
採石した現場で神社の鳥居を作る様子を見ることが出来ます。

輸送に便利な海岸沿いに石材加工の作業小屋が設けられ、各地へ運び出されました。

崎浦産の砂岩を使用
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崎浦地域では現在も石塔に特化し
て数軒が石材業を受け継いでいる
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遠洋漁業の乗組員が増加し始める

採石業の最盛期

37

江ノ浜の釣山石入札覚
孕神社第一鳥居建立︵赤尾︶
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江ノ浜藤内左衛門主馬の墓碑
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頭ヶ島天主堂竣工
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江ノ浜の墓碑 ︻黒島石︼
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江ノ浜神社第二鳥居建立 ︻砂岩︼
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前田儀太夫墓碑建立︵頭ヶ島︶

この頃江ノ浜の利吉が平戸
にて石工を学ぶ
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ワイル・ウェフ号遭難慰霊碑建立
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平戸普門寺常盤蔵建立
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江ノ浜神社第一鳥居建立 ︻安山岩︼

崎浦の石年表
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44

現在の作業風景
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文化的景観とは

２つの文化的景観を持つ島

重要文化的景観とは、下に示す文化財保護体系のとおり、重要

新上五島町の位置

２つの重要文化的景観選定区域

文化財や天然記念物というなじみの深い文化財と同列に、国が定

新上五島町は、長崎県の西方、五島列島の北部

新上五島町には趣の違う２つの文化的景観が存在しています。これは全国的にも非常に珍しく、九州本島から更に西に離れ

めた文化財保護制度の１つです。重要文化的景観の選定は、平成

に位置し、7 つの有人島と６０の無人島から構成

た島に、美しくも厳しい自然環境に代表される地理的な要因や、紀州や外海をはじめ各地からの移住による人々の暮らしの中

16 年度の文化財保護法の一部改正により始まった新しい制度で

されています。総面積は 213.97k ㎡で、複雑な

で培われてきた知恵と工夫が、今も日常生活のなかの風景として見ることができます。

す。

地形で山から急勾配で海に面しています。海岸線

町内にはこのような美しい自然景観と歴史的な人々の暮らしの景観が多く残っていることから、町は平成 20 年に景観行政

は変化に富み、海と山が織りなす美しい景観は西

団体となり、景観条例を制定し町全域で景観に配慮したまちづくりを進めています。今回、北魚目地域と崎浦地域が重要文化

海国立公園に指定されています。

的景観として選定を受けたことにより、町の景観が文化財として価値あるものと認められたものであり、今後一層美しい景観

その内容は、文化財保護法第 2 条第 1 項第 5 号に、「地域にお
ける人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景
観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできない

【新上五島町へのアクセス】

もの」と規定されており、新上五島町内で文化的景観の調査を実

①青方港 ⇔ 博多港

施した結果、該当する 2 つの地域が今回選定されました。

②有川港 ⇔ 佐世保港 高速船で 1 時間 30 分
フェリーで 2 時間 30 分

北魚目については、急峻で細長い地形に開かれた農業集落と海
辺の平坦地に開かれた漁業集落の対比や多様性のある集落景観、
崎浦については、地域に産出する砂岩をその性質に基づき高頻度

をまもり、歴史・文化を活かしたまちづくりを進めます。

フェリーで 6 時間 30 分

北魚目の文化的景観

平成 24 年１月 24 日選定

崎浦の五島石集落景観

平成 24 年 9 月 19 日選定

③鯛ノ浦港 ⇔ 長崎港 高速船で 1 時間 30 分
④奈良尾港 ⇔ 長崎港 高速船で 1 時間 15 分
フェリーで 2 時間 40 分

●選定区域
新上五島町立串郷の全域及び同町津和崎郷、曽根郷の一部

●選定面積
１５０８．０ha

利用した集落景観ということが認められ選定されました。
１つの町に２つの文化的景観が認められたということは、全国
的にも珍しいことであるとともに、この島に潜在する文化の多様
性を示すものでもあります。

●選定基準
「水田・畑地などの農耕に関する景観地」
「養殖いかだ・海苔ひびなどの漁ろうに関する景観地」
「垣根・屋敷林などの居住に関する景観地」

文化財保護の体系
重要文化財

国

宝

●頭ヶ島天主堂
有形文化財

●青砂ヶ浦天主堂
●銅像如来立像
登録有形文化財

無形文化財

重要無形文化財
重要無形民俗文化財

民俗文化財

重要有形民俗文化財

文

登録有形民俗文化財

化
財

史

跡

特別史跡

名

勝

特別名勝

記念物
天然記念物

特別天然記念物

●奈良尾のアコウ

●選定区域
新上五島町友住郷の全域及び同町赤尾郷、
江ノ浜郷の一部

●選定面積

登録記念物

９７６．９ha
文化的景観

（都道府県又は市町村の
申し出に基づき選定）

重要文化的景観
●新上五島町北魚目の文化的景観
●新上五島町崎浦の五島石集落景観

伝統的建造物群

伝統的建造物群保存地区

文化財の保存技術

選定保存技術

重要伝統的建造物
群保存地区

埋蔵文化財

●選定基準
「鉱山・採石場・工場群などの採掘・製造に
関する景観地」
「垣根・屋敷林などの居住に関する景観地」

新上五島町役場
〒857-4495

●赤文字は新上五島町内の国指定文化財

平成 24 年 12 月発行

長崎県南松浦郡新上五島町青方郷 1585-1
電話 0959-53-1111（代）

