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「美しい島を守りたい」 “人”という財産を活かしたまちづくり 
 
 「平成 27 年までに島に雇用を 50 人つくりたい」と株式会社小値賀

まちづくり公社専務取締役の高砂氏は言う。終の棲家、また子育ての

場所として自ら惚れ込んだ小値賀に移り住んだ直後に過疎化問題に直

面。「島を守りたい」という熱い気持ちを胸にその一歩を踏み出した。

平成 18 年には「小値賀アイランドツーリズム推進協議会」の立ち上げ

に携わり、翌年から「NPO おぢかアイランドツーリズム協会（協議会、

自然学校、観光協会が合併）」を設立。高砂氏が企画した「自然体験活

動ツアー」や民泊事業の展開で、これまで島への観光客数は順調に増

加している。平成 21 年、事業としてのまちづくりをスタートするため

に公社を設立、町から支援を受けて古民家を改修し、新たな事業に着

手した。この事業では古民家の清掃や庭の手入れ、クリーニングなど

を島内で委託、徐々に雇用を創出している。「やってみないとわからな

い」と始めた事業が今、全国から注目を浴びている。  
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昭和 40 年の大阪生まれ。立命

館大学出身。10 年間の「わらび

座」での劇団生活を経て、自給

生活を目指し就農。平成 17 年に

小値賀町へ移住。島でも田畑を

耕しながら半自給生活を目指し

ている。小値賀観光まちづくり公

社専務取締役 



 
 

                      

急激な過疎化が進行（年間、島の 3％の人口

が減少[人口約 3,000 人のうち年約 80 人減]、

高齢者率は 40％を超える）。島の主要産業

は厳しく、次世代の育成ができない状況 

→ 島民に島のすばらしさに気付いてもらい、観光産業

への参画を提案 【自然学塾】 

農家漁家を事業に巻き込んだ企画で平成 21 年には

年間 1 万人の観光客を集客 【民泊・体験宿泊】 

 
（地域の特徴） 

古き良き時代の日本が残る、半自給の生活 

が存続する、奇蹟の島「小値賀」 
 

 五島列島の北端にある 17 の島々からなる小値賀町。火山の噴火に

よって形成された火山群島である島々には、独特の風土の中に忘れ

られつつある美しい日本の原風景、昭和 30 年代の家並みがしっかり

と残っている。小値賀島には柿の浜や赤浜海岸といった美しい海岸

や棚田風景があり、今や１人の管理人のみで無人島となった野崎島

には 400 頭の野生鹿や野鳥が生息、煉瓦造りの野首天主堂が静かに

佇む。小値賀島と橋でつながる斑島では東シナ海に沈む絶景の夕陽

が望める。現在集落が残っているのは 6 島で、島民は朗らかで親し

みやすい。彼らは我が家に帰ったかのように来島者をもてなしてく

れる。大自然の中で島の幸を味わうことができ、島民との心の交流

で心身ともに癒される。そんな本物の贅沢を堪能できる場所、それ

が小値賀である。 

 
（取り組み概要） 

島ぐるみのアイランドツーリズム 

（島暮らし体験） 
 
 小値賀では既に野崎島での自然体験を中心とした小中学生の受け

入れを実施していたが、古き良き日本が残る小値賀の日常こそ価値

があると確信した高砂氏は農家や漁家に直接宿泊してもらう民泊を

提案。当初は後ろ向きだった島民に１軒１軒粘り強く説得。7軒だっ

た受け入れ先も 3 年後(平成 22 年)には約 50 軒に拡大した。今や島

民は「次の受け入れはいつか」と、民泊客の来島を心待ちにしてい

ると言う。アメリカ高校生の国際交流事業など小値賀町の「島ぐる

みによる観光まちづくり」の取り組みは、「エコツーリズム大賞特別

賞」「毎日新聞社グリーンツーリズム大賞優秀賞」「JTB 交流文化賞最

優秀賞」「オーライニッポン内閣総理大臣賞」など数々の賞を受賞し

ている。  

小値賀島の玄関口「笛吹郷」。おだやかで美
しい風景が広がる 

地域の課題 ソリューション 

農家などで島暮らしの体験ができる「民泊」
島民は旅人を気さくに迎え入れてくれる 

大自然の息吹を感じることができる自然学
塾ではネイチャーガイドが丁寧に案内 

平成 19、20 年と二年連続で PTP（アメリカ
の民間教育団体）満足度世界第 1 位を獲得 



 
 

                      

現状の観光産業規模（1 億円）では、まだまだ

雇用の創出に不足 

→ 新たな観光客“大人”の取込みに着手 

【小値賀を暮らす大人の旅】 

民泊だけでは新たな客層は呼び込めない → 古民家を再生したレストラン・宿泊施設を整備 

【古民家ステイ・レストランプロジェクト】 

リピーター獲得に必要なサービスが不足 → 来島者に合わせた旅のオリジナルプランを提供 

【島旅コンシェルジュ】 

 
（地域資源の発掘と活用術①） 

 大人向けの旅を演出 
 
青少年・団体向けの企画で観光地としての手ごたえは得たものの、

過疎化の島を救えるほどの効果が出たわけではなかった。もっと沢山

の人に小値賀の素晴らしさを知ってもらい、島に訪れて欲しい。そん

な思いから、平成 21 年には“大人”をターゲットとした事業構築が始

まった。 

 
（地域資源の発掘と活用術②） 

古民家をモダンに改修 
 
 京町家ステイの仕掛人であり、東洋文化研究家のアレックス・カー

氏が以前からの友人である高砂氏を訪ねて小値賀に来島した際、島の

美しさにいたく感動したと言う。モダンな古民家で最高のもてなしを

提供する、それこそ新たな客層を呼び込む鍵であると感じた二人は早

速受入体制の準備に着手、江戸末期の古民家などを再生したレストラ

ン「藤松」や、武家屋敷などを改築した宿泊施設 4棟を整備。その取

り組みは都会客に反響を呼び、現在、平成 24 年 6 月のオープンに向け

て、更に 2軒を改築中である。平成 24年 1 月には「古民家ステイ･レ

ストランプロジェクト」で第 9回グリーンツーリズム大賞を受賞した。 

 
（地域資源の発掘と活用術③） 

島旅コンシェルジュを配置 
 
 個人客向けのサービス体制も必要であったことから、来島者の希望

に合わせたステイプランを提供する島旅コンシェルジュを配置。島の

特色を活かしたアイランドツーリーズム（島暮らし体験）をメインに

小値賀滞在が最大限充実した時間となるよう、プロのコンシェルジュ

が手配を行う。 

地域の課題 ソリューション 

1 棟まるごと 1 組貸切できる古民
家は全 4 棟。写真は「日月庵
NICHIGETSUAN」(定員 2名) 

造り酒屋を改造した古民家レストラ
ン「藤松」。多彩な島の恵みを味わう
ことができる 

野崎島でのカヌー（シーカヤック）
体験 

レンタサイクルで青い空と島の空気
を満喫ゆったりとした休日を楽しむ 



 
 

 
 
 
（地域資源を観光事業に活かすまでのプロセス） 

 

 小値賀島には “おもてなし”のルーツとして中世に交易で栄えた歴史がある。その背景が

あるからこそ自然体験ツアーでスタートした観光産業は、島ぐるみの「民泊」へ順調に派生し

たとも言える。しかし、高砂氏の熱い思い、島民への根気強い説得が地域の人々の背中を押し

たことは言うまでもない。国境近くの島とし

て要衝の役割も担うこの島は、持続可能な地

域に向けて新しい事業“古民家プロジェクト”

をスタートさせた。島のファンとなり I ター

ンしてきた若者や外部専門家などの力を借り

ながら、平成 27 年までに地域雇用 50 人、観

光収入 5億円を目指している。 

 

（年表） 

平成 13 年

（2001 年） 

「ながさき島の自然学校」を組織化。野崎島での自

然体験を中心に小中学生の受け入れを始める 

平成 18 年

（2006年）～ 

「小値賀町アイランドツーリズム推進協議会」を設

置、民泊での観光交流事業を本格化 

平成 19 年

（2007 年） 

NPO 法人おぢかアイランドツーリズム協会設立 

平成 21 年

（2009 年） 

株式会社小値賀観光まちづくり公社を設立 

平成 22 年

（2010 年） 

付加価値を付けた宿とサービスの提供で客単価を

上げる「小値賀を暮らす大人の旅」を本格スタート 

 
 

（統計データ） 

数字でみる「小値賀」 
 

 小値賀の民泊プログラムが人気となり

観光客が順調に増加したことで、NPO 法人

おぢかアイランドツーリズム協会は平成

19 年に設立した翌年には町からの補助金

がゼロとなっている。また、平成 21 年に

は観光収入が 1億円を突破している。 

島の存続活動から地域の雇用創出に向けて 

3 組織（民泊団体、自然学

校、観光協会）が合併 

小値賀町の観光ビジネスモデル 

新たな取り組みとして着地

型旅行会社を設立 

県外から 7 割強（うち首都

圏約4 割）の顧客を獲得！ 

11,446 人
12,482 人 12,315 人 13,117 人

14,000 人
(見込）

約6,300 万円

約8,000 万円

約10,000 万円

約11,000 万円
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資料：長崎県観光統計、ヒアリングをもとに作成  


