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新上五島町 100 年プロジェクト
＜ヒヤリング調査＠新上五島町＞

○

地域資源（海産物、椿など）や地域資産（神楽や祭り）を活かし、

○

持続可能な社会を目指していくため、企業及び地域の人々がとらえ
る地域（島）のあり方についての状況調査

○

調査対象者：【属性】 性別：（
年齢：１．10 代
50 代

２．20 代

男 女

）

３．30 代

４．40 代

○
○
○
○

５．

６．60 台以上
（

若者世代

子育て世代

高齢世代

）

○
○
○
○
○
○
○
○
○

【しまの現状について：少子高齢化問題について】～魅力と課題

（問題点）は？
☆

まち（暮らし～地域、文化、自然）
： 住み（続け）たい町？

【魅力】
○ しまの魅力は自然。休みの日はドライブやカラオケに行く。
（10 代、
男性）
○ しまに住み続けたいと思っている。しまの魅力は空気がきれいで落ち
着くこと。普段は近所を友達と歩いたり、カラオケに行って遊んでい
る。（10 代、女性）
○ 魅力は空気がきれいなこと。
（30 代、女性）




○
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魅力は海などの自然。（30 代、女性）
魅力は自然。（40 代、女性）
魅力は美味しいものがたくさんあること。（50 代、男性）
魅力は自然や海。自然の恵みをいただいてそれを自然に返さなければ
ならない。（50 代、女性）
しまの中にいたら魅力はわからない。あえて言うならば自然。
（60 代
以上、男性）
子供のころは戦後だったため、テレビもなく、外で遊べと言われてい
た。当時は竹とんぼ、コマ回し、竹馬、めんこなどで遊んでおり、現
在は老人会で小学校を訪問し、子供たちに教えている。子供たちも喜
んでくれる。（60 代以上、男性）
自然が美しい。歴史が古く、古代から人が住んでいた。４ｍあるクジ
ラが近くを泳いでいる。（60 代以上、男性）
海や島の自然が魅力（10 代・20 代、男性／10 代・30 代、女性）
落ち着きのある環境（10 代、男性）
ドライブに最適（10 代、男性）
郷愁感漂うまち（フェリーに乗った時に島に対して寂しさを感じる）
（30 代、女性）
島の空気が忘れられない。島で暮らしたい（30 代、女性）
地震がない（10 代、女性）
犯罪がない（10 代・30 代、女性）
食べ物（魚、うどん）が魅力（20 代、男女／40 代、男性）
自然（海、山）が綺麗（20 代～30 代、女性：子育て世代）
自然が豊かである（20 代、女性）
自然豊か、ゆっくりのんびりしている（20 代、女性）
安心感、風景・自然が良い（60 代、男性）
土地がたくさんある（好きな物を作れる）
、空気が良い、ゆったりし
ている（60 代、女性）
住んでみたい町ではある。落ち着ける場所（30 代、女性：島外者）
可能であるのなら住みたいが・・・（40 代、男性：島外者）
住みたいと思う。（50 代、男性：島外者）
船の便数や料金をもっとよくしてほしい。でも普段の生活は困らない。
（20 代、女性）
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ずっと住み続けたい（60 代、女性）
皆で協力してイベント作りをすることはすごく良い（60 代、男性）
自然がいい（30 代・50 代、女性：島外者）
物価が安く、家も多いから住みやすそう（40 代、女性：島外者）
情報格差もなくなり、メディアに取り上げられる機会もあることから
イメージは良くなっている（40 代、男性）
遊ぶ場所はないが、人との触れ合いで楽しめる（40 代、男性）
いずれは帰ってきたい町（10 代、男性）
生まれたところでもあり、この町の人は生活しやすい（60 代、女性）
老後は生活しやすい（70 代、女性）
海がきれいで住み続けたい（10 代、男性／40 代、女性）
子どもは外で遊ぶ（10 代、男性）
生まれから住み続けていて、これからも出たくない（80 代、男性）
島内でも町周辺では不便は感じない（40 代、男性）（50 代、女性）
昔から暮らしている人は不便さをさほど強く感じない（40 代、女性）
町周辺だと尚更、生活に馴染んでいる人にとっては住みやすい（10
代、女性）
余生を過ごすのにはいいと思う（60 代、男性）
大学、仕事で数年外に出る人もいるが帰りたくなる（50 代、女性）
島に帰ってくると、ほっとする（60 代、女性）
出費が減った（30 代、女性：島外者）
今さら都会に行っても慣れるのに時間がかかるし、住み続けるしかな
い(60 代、女性)（40 代、女性)
自然がきれいで、食べ物がおいしい(40 代、:女性)（20 代、男性）
（20
代、女性：島外者）（30 代、女性）（60 代、男性）
自然がいい（60 代、女性）（50 代、男性）
今まで住み続けてきて住み慣れているから…（60 代、女性）
（50 代、
男性）
なんともいえない（60 代、男性）
まちの人たちとの繋がりが強くて楽しい（60 代、男性）
静かで住みやすい（60 代、女性）
ごはんがおいしい（20 代、女性）
特に不便と感じないし住み続けたい（30 代、男性）
教会群など観光地が多い（30 代、男性）
素晴らしい自然が残っている（50 代、女性）（10 代、男性）

【課題】
 しまの課題は人が集まるものをもっとつくること。（アトラクション
や文化遺産など）（10 代、男性）
 課題はやはり少子化。子供のクラスが減ってきている。
（40 代、女性）
 人口減少により、自治体が弱体化している。個別化している状況でど
う浸透させるかを考えなければならない。昔は一人一役でよかったも
のでも、一人の人に重複して負担がかかっている。（イベントでの音
頭取りなど）（50 代、女性）
 しまで暮らす人たちは離島というハンディをもちながらも気にして
いない。ここで、ハンディとは、ネット社会だから外の情報は来るが、
天候や宿泊費（旅費）がやりたいことの妨げになる。（50 代、女性）
 島内交通（バス）が不便、バスの値段が高い（10 代、男性・女性）
 24ｈ営業の店が少ない（10 代、男性）
 海のサンゴの保護～地理的に中国から近い（30 代、女性）
 ショッピングモールや遊ぶところが欲しい（10 代、女性）
 店がすぐに（20:00~21:00 頃には）閉まる。また、店が長続きせず、
すぐつぶれてしまう（20 代、男女）
 24h 営業のコンビニやデパートがほしい（20～30 代、女性：子育て
世代）
 何もない、退屈、遊ぶところが欲しい（10 代、女性）
 生まれたときからしま暮らしなので、しまを出たい（10 代、女性）
 船便が少ない～島外との連絡が不便（20 代、女性）
 施設が遠い、遊び場が少ない（20 代、女性）
 海にすぐ行けるが、交通の便が悪い（30 代、男性）
 高齢者ばかりで大変（60 代、女性）
 お店がない～主にアパレル関係（10 代、女性）

上五島町に関する情報を普段耳にしない（20 代、男性：島外者）
（30
代、女性：島外者）

大きな病院はあるのか不安である（50 代、女性：島外者）
 物が少なく不便だから早く出て行きたい（10 代、女性）
 地元の人がこの島の魅力に気づいていない（40 代、男性）
 交通の便がもう少し改善できればいい（70 代、女性）
（70 代、女性）
 買い物が不便（50 代、女性）
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病院や店が減っている（50 代、女性）
産婦人科がなく、里帰り出産ができない（60 代、男性）
観光客が増えているが受け入れ体制が追い付いていない（30 代、男
性）
生活に難はないが住みたい、という魅力を感じない（10 代、女性）
子どもの小学校まで遠く、不便（40 代、女性）
民宿、旅館、食事するところが少ない（40 代、女性）
船は天気で左右されて、予定通りにいかない（40 代、女性）
船酔いするのが大変（60 代、女性）
バスが少なく、ほとんど車移動（60 代、女性）（50 代、女性）（20
代、女性）
島内の交通が不便（30 代、女性：島外者）
店が少なく、一番近くの店でも車で 20 分かかる（50 代、女性）（20
代、女性）
専門の病院がなく、長崎市内まで行く（50 代、女性）
コンビニがない（30 代、女性：島外者）
ガソリンスタンドが日曜日休み（30 代、女性：島外者）
タクシーが夜走っていない（30 代、女性：島外者）
噂がすぐ回るので、悪いことができない環境【息苦しさ】
（20 代、女
性）
遊ぶ場所がない（40 代、女性）（20 代、女性）（20 代、男性）
物価や船賃が高く、魚を獲っても燃料費が嵩み元が取れない（60 代、
男性）
商店も少なく、上の方に行かないといけなくて不便（60 代、女性）
（60
代、女性）（50 代、男性）（60 代、女性）（40 代、女性）（60 代、男
性）
災害時は最悪（60 代、女性）
できるなら町から出たい（20 代、女性）（10 代、男性）
バスが少なく、車が無いと不便（40 代、女性）
病院やお店が少なく不便（30 代、女性）
よ

【魅力】
○ ほとんどの人と繋がりがあり、どこに行っても知り合いがいる。やさ
しく、まわりのことを思ってくれる人が多い。（10 代、男性）
○ 誰でも話してくれるし、あいさつもしてくれる。（10 代、女性）
○ 子育てなどで今のところ困ることはない。（30 代、女性）
○ しまの外に出るのは仕方ない。もし、娘が将来しまの外に出たいと言
ったとしても、外に出た方が良い場合もあるからそれは本人に任せる。
外に出た方がしまの良さがわかる。自分もしまの外に出ていたことも
あったが、生まれ育ったしまにとりあえず戻ろうと思い、戻ってきた。
（40 代、女性）
○ 大阪や博多に住んでいたこともあったが、人が違う。しまの人は優し
く、人懐こい。
（50 代、男性）
○ 離島で暮らすことで自然（台風や海の荒れ）の前での潔さは身につい
た。これは離島ならではだと思う。（50 代、女性）
○ 昔とは違って日帰りでしまの外に行けるようになったことで、若い世
代はしまに残りたいという人が増えた。（50 代、女性）
○ 人が親切。何かあると持ち寄ったりする。
（50 代、女性）
○ 「活躍の場」：観光ガイド、離島大会の審判をすることもある。（60
代以上、男性）
○ 安心できる人間関係（ひとの良さ）～ 家のカギはかけない、野菜を
もらえる、人とのへだたりがない、親しみがある、人に話しかけやす
い（10 代、男性／30 代、女性）下校途中、車に乗せてくれる（10
代、女性）
○ のびのび子育てできる環境（30 代、女性／20 代、男性）
○ おじいちゃんおばあちゃんの温かみ（20 代、男性）
○ 馴染みやすく、一緒にいて落ち着く存在（20 代、男女／40 代、男性）
○ 隣の人との関わりが密接なため自分が家にいなくても近所の人たち
が子どもの様子をみてくれている（30 代、女性：子育て世代）
○ 犯罪が少なく、地域の人々にはやさしさがある（20～40 代、男女：
子育て世代）
○ 幼稚園に子どもを預かれる施設があるのが嬉しい（20 代、女性：子
育て世代）
○ 人がみんな優しい、あったかい、団結感を持っている、地域ぐるみで
仲良し（20 代、女性）
○ 子供を近所の人々が見てくれ声かけてくれる（20 代、女性）

そ

ひと（人財～子育て、教育・訓練、介護）： 若者・他所者・

変り（バカ）者は？
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子供を連れていたら声掛けしてくれるので親切で、地域参加の小中合
同行事も多いのでみんな仲良くなれる（20 代、女性）
みんな温かくて住みやすい、大学まではいいが進学で島外に出る（30
代、男性／60 代、男女）
帰ってはこないと思うけど、親が病気したりしたら何があっても絶対
帰ってくる。（10 代、女性）
町の人たちは良い人が多いし、皆優しい（60 代、男性）
人が温かく距離が近い（20 代、男性：島外者）
島への船や島内でのバスが充実したら人も増えるのでは（50 代、女
性）
進学で島外へ行ってもやはり地元が良いという気持ちは残る（40 代、
男性）
結婚を機に I ターンしてくる人もいる（50 代、女性）
食を通したコミュニケーションは魅力的（60 代、男性）
島民は親切で皆優しい（60 代、女性）（40 代、女性）（20 代、男性）
介護は力が入っている（充実している）
（50 代、男性）
（60 代、男性）
歯医者は多い（60 代、女性）
教育に関しては不便を感じることはない（30 代、男性）














【課題】
 子供が少なくなり、高齢者が増えた。もっとバランスよくなれば良い
が、雇用がないため若者は外へ出て行ってしまう。（30 代、女性）
 しまの外に出ていたが親の介護をきっかけにしまに戻ってきた。兄弟
の中の誰かが介護をしなければならないため、しまに戻ってくる理由
の大半が親の介護。（50 代、女性）
 子供がいなくなり、核家族化した。昔と違って家庭内で年上の人から
教わることがなくなり、日常生活の中で勉強することがなくなった。
（50 代、女性）
 学校のためにしまの外に出ていたが、高校を卒業してしまに戻った。
その理由としては、親の介護を自分ができるから。（50 代、女性）
 今の子の親は都会式になってしまった。自然があるのに塾やダンスな
どの習い事に行かせて、子供がかわいそう。（60 代以上、男性）
 金儲け目当てで移住する人が残念。高齢者が多く、若者離れしている。
（30 代、女性）
 人が良すぎる ～ 犯罪がないため、いざ都会に行った時の対応が不
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十分（30 代、女性）
若い人が出ていく（20 代、男性）
子どもの遊び場（遊具、アスレチック、遊園地）がほしい（20～30
代、男女：子育て世代）
しまを出て結婚してからシングルでしまへ戻ってくる女性が多い（20
～30 代、男女：子育て世代）
地元の高校に行きたい科がない（10 代、女性）
男女比に偏りがあり、遊ぶ場所がない（10 代、女性）
地域ごとに公園あるけど設備が不十分（20 代 女性）
子供と遠出しにくい、子供を遊ばせる場所が少ない、子供に不自由さ
せたくないから都会に出る（20 代、女性）
最低限の施設はあるが場所によっては行きづらい、小児科など専門分
野の病院が少ないので不安である（20 代、女性）
子供が小さいうちはのんびりしていいが進学となると困る（２０代、
女性）
娯楽施設がない、趣味も限られる（30 代、男性／60 代、男女）
もし住むなら、子供にちゃんとした教育を受けさせたいが、不安（40
代、男性：島外者）
生活と仕事が結びつくようなことが何かないだろうか（50 代、男性：
島外者）
船の便数は昔に比べて良くなった。でも、人が来るにはまず宿泊でき
る施設がないといけないけれど、その宿泊施設が少ない（60 代、女
性）
若い人たちは皆、女性でも仕事に出ているから普段あまり会うことは
ない（50 代、女性）
近所付き合いが深く、入りにくそう（50 代、女性：島外者）
U ターンは都落ちのように見られることもあり、1 割程度ではないだ
ろうか（40 代、男性）
地区ごとの狭いコミュニティが根強く、それ同士の関係が良いとも言
い切れない（40 代、男性）
I ターンは活性化等意識の高い人が多く、地元の人が馴染めない（40
代、男性）
医療、交通機関等が不便（20 代、男性：島外者）
高校を出たら島外で働く人がほとんどで寂しい（10 代、男性）
I ターンは求めていない（10 代、女性）






























I ターンの人とは距離を感じる（60 代、女性）
若い人が少なく、人手不足な仕事がある（70 代、女性）
小学校は全学年で 60 人程度になっている（10 代、男性）
高卒で島を出る人が大半（10 代、男性）
昔は中卒で島を出ていた（80 代、男性）
町から離れた地区には生まれてから住んでいる人がほとんど（60 代、
男性）
子育て世代が外に出ているため子どもが少ない（70 代、女性）
大学進学を機に島を出る（50 代、女性）
U ターンは 2 割ほどではなかろうか（40 代、男性）（30 代、男性）
中学校が 2 クラス（40 名程度）になっている（10 代、女性）
一人で暮らす高齢者が増えている（60 代、女性）
空き家を整備すべき（60 代、女性）
人が少なく小さなコミュニティ（10 代、女性）
学校や保育所等必要な施設が町から離れると不足している（40 代、
女性）
過疎化が進んでおり、若者が少ない（60 代、女性）
U ターンや I ターンも年配の方が多い（60 代、女性）
住み慣れた家から離れたがらず、高齢者の一人暮らしが増えている
（60 代、女性）
子どもを見かけることが少なく、人口が減っていると感じている（20
代、女性）
一度島を出た若者が帰ってきてくれない（20 代、女性）
若者が出て行き、過疎化が進む（60 代、女性）（50 代、男性）（40
代、女性）（20 代、女性）
高齢者は車が運転できず、バスの本数も少なくて不便（40 代、女性）
（60 代、男性）
高齢者が都会へ移ると話す人が減り、畑仕事もできなくなりボケたり
早死にすることもある（40 代、女性）
子供には残ってほしいがそうもいかない（30 代、女性）
病院が遠い（60 代、女性）
子供自体少ない（20 代、女）
老人ホームが少ない（60 代、女性）
若者は島から出ていくばかり（50 代、男性）
子育て世代が少ない（20 代、女性）（30 代、男性）








☆

若者は早くに島を出ていく（50 代、男性）
廃校が増え、合併が進んでいる（50 代、女性）
年金生活になっている（50 代、女性）
収入面格差（50 代、男性）
医者少ない（30 代、女性）
廃校が増え、少子化が進んでいる（50 代、男性）

しごと（雇用、産業）： しまで働く場は？

【魅力】
○ 小さい子が好きだから将来は保育士になりたい。保育士になるために
一度しまを出ることになるが、将来的には戻って来たい。姉も保育士
を目指しており、現在は福岡の短大に行っている。しまには大学がな
いので姉がしまを出ることに違和感はなく、特に何も思わなかった
（10 代、女性）
○ （現在の職場は）仕事場の雰囲気がアットホームで、知り合いが増え
る（30 代、女性）
○ ２人の姉が島で就職しているので自分が思っている以上に雇用があ
るよう思える。公務員や郵便局や消防士の雇用はある（10 代、男性）
○ 広い土地を使って太陽光パネルやソーラーを行っている事業があり
得る（20～30 代、男女：子育て世代）
○ 島外の企業との連携は好ましく、続けていきたい（40 代、男性）
○ 家から少し離れた地元企業で働く人が多い【職住接近】
（10 代、男性）
○ 平地が少なく山は管理が難しいため、農業が高齢者の趣味（60 代、
男性）
○ 雇用が拡大されれば U ターンしたい人は多い（50 代、女性）
（30 代、
男性）
○ 高卒でも 2,3 年は島外で働く人が多い（40 代、男性）（60 代、女性）
○ U ターンを中心に公務員が多い（40 代、男性）
○ 家族を養うなら公務員か自営業（40 代、女性）
○ 仕事があるなら残りたい（10 代、女性）
○ 一度外で働く機会があるのは良いこと（50 代、女性）
○ 島で雇用があっても外へ出てみたい（10 代、女性）
○ 小中学校の教員（50 代、男性）
○ 役所（40 代、女性）

5

○
○

○
○

介護職（60 代、女性）
パート（50 代、女性）
病院（30 代、女性：島外者）
製麺所（20 代、女性）
福祉関係の仕事（20 代、女性）
（60 代、男性）
（50 代、男性）
（20 代、
女性）

○

極論でいえば、原発の廃棄物の埋め立て地として立候補したらいい。
また、自衛隊の基地を置いて働き場所をつくっていい（30 代、男）

○
○
○

地元の町役場など公務員がほとんど（30 代、男性）
若者はヘルパーなど福祉関係で残る（40 代、女性）
五島に残って働きたい（10 代、男性）









【課題】
 仕事が少ない。仕事があれば若い人も島に残ると思う。今は残りたい
と思うような仕事がない。（10 代、男性）
 需要がなくなり、成り立たなくなったことで業種が減ってきた。（３
０代、女性）
 職種が少ない（40 代、女性）
 仕事がないと言って外へ出る人もいるが、本当にそれだけの理由だろ
うか。都会へ出たいなどの願望が関係しているのではないだろうか。
（50 代、女性）
 働こうと思えば仕事は何でもある。しかし、働くところは減ったため、
しまの外に出るのは仕方ない。（50 代、女性）
 仕事がない。あるとしても農業や漁業。３人子供がいるが高校を卒業
して３人ともしまから出て行った。「帰って何するの？」と言われ、
帰ろうとしない。「仕事を手伝って」と言っても帰ってこないため、
現在は家族以外の人に手伝ってもらっている。（60 代以上、男性）
 漁業でも昔は機械を使っていなかったが、最近は機械を使って魚を一
気に取ってしまうから魚がいなくなる。漁港も考えてとるべき。特に
下五島では中国漁船の影響を受けている。海上保安庁はもっときちん
と守ってほしい。安心して魚をとることができない。最近は安保問題
で騒がれているが、安保よりもまずは防衛。（60 代以上、男性）
 産業が少なく、漁業も衰退し、若い人が減ってきている。外国の魚が
安く入ってくる影響も受けている。（60 代以上、男性）
 仕事場が少ない。職種が限られている。鉄・工場・看護関係の仕事場
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があれば若者は残ってくれるのではないだろうか。大企業があればい
いと思う（10 代、男性）
輸送コストが高いことがハンディである（10 代、男性）
全国にもっと新上五島町のＰＲが必要である（10 代、男性）
大企業があればと思う。ただし、島の海や緑が汚れてしまうのであれ
ば、大企業はいらない。自然を脅かす存在でなければ構わない（30
代、女性）
島を活性化したいという意識の高い人の移住が欲しい。ただし、金目
当てはいらない（30 代、女性）
世界遺産は嬉しくない。なぜなら、整備等で本来の島が薄れかねない
から（30 代、女性）
島にいなくても島に貢献できる仕事（ＩＴ関係など）があるのではな
いか（30 代、女性）
漁業のブランドができればいいと思う。自分たちで加工できる施設が
ほしい。観光地としてＰＲして、職につなげて欲しい。世界遺産は歓
迎である（20 代、男性）
給料が安いのが問題である。工業系の会社が欲しい（20 代、男女）
看護師のスタッフが少ないため、大きな病院は難しい（30 代、女性）
洋服店が欲しい。いつも島を出て買い物をしなければならない（30
代、女性）
若い人が働けるように交代制やシフト制を充実させれば、雇用の機会
が増えるのではないだろうか。また、インターンの仕事場の充実が必
要ではないだろうか（20～30 代、男女：子育て世代）
しまで就職したいという人はいるが給料の面でしまを出てしまう。特
に、しまを出ていく島民の多くは車関係の仕事で愛知県に行く人が多
い（20 代、女性：子育て世代）
大きな病院が欲しい（20 代、女性／40 代、男性）
さまざまな職種があればいいのではないか（40 代、男性）
何もない、都会で仕事したい（美容師など）、福祉関係もせめて長崎
市の方で就きたい（10 代、女性）
就職はとりあえず島外でしたい、東京か福岡に行きたい（10 代、女
性）
観光系、福祉・医療関係、教員、就職は島外でする人がほとんど（20
代、女性／30 代、男性／60 代、男女）
お店がないからパートもできない、パートタイムでも競争率が高い




























（20 代、女性）
職があれば帰りたいという友人は多い（20 代、女性）
就職先としては役場、医療・福祉関係、備蓄基地関係があるが求人が
少なく、親も子供は島外に出てもよいと考えており、家はあるけど仕
事が無くて帰ってこない人も多い（20 代、女性／30 代、男性／60
代、男性）
Ｕターンしても働き口が無い、漁業もほとんど無く、嫁いでくる人も
減った（30 代、男性／60 代、男女）
雇用がない。医療が充実していない→社会の仕組みが解決しないと不
安である（40 代、男性：島外者）
保育園が足りない。病院も充実していない（20 代、女性）
仕事はない（60 代、女性）
仕事がなくて皆出て行ってしまう（60 代、女性）
将来の夢を叶えるための学校（大学・専門学校）がない（10 代、女
性）
今の仕事から他の産業関係の仕事に変えれば暮らしてはいけるだろ
う（50 代、男性：島外者）
雇用が少なさそうだから、住むなら余生として（20 代、男性：島外
者）
住んでみたいとは思うが、働くのには不便（40 代、女性：島外者）
雇用が少ない（40 代、男性）
役場以外の職は不安定で厳しい（40 代、男性）
町に残るためには役場か消防しかないイメージ（10 代、男性）
仕事を除けば町に残りたいが、雇用がない（10 代、女性）
自分の子は外に出て行く方がいい生活ができると感じる（60 代、女
性）
農業を継いでくれる人がいない（70 代、女性）
港町でも漁を仕事にはできなくなってきた（80 代、男性）
海水温が上がって漁は仕事にならない（60 代、男性）
高校まで行ったら島外へ出稼ぎに行く人もいる（70 代、女性）（60
代、女性）
島内でも町の方に出ないと職がない（70 代、女性）
以前、島で雇用を拡大していた大手企業が撤退している（60 代、女
性）
職場は限られていると感じている（40 代、女性）












若者に島に残ってほしい、戻ってきてほしいが、仕事が少ない（60
代、女性）（20 代、女性）
専門学校を卒業してから島に戻ってきたが、すぐに仕事は見つからず、
ガソリンスタンドでアルバイトをしながら、就職先を探した（20 代、
女性）
高齢化が進み、介護福祉関係ぐらい（60 代、男性）
（60 代、女性）
（60
代、女性）（40 代、女性）（20 代、男性）（40 代、女性）（40 代、女
性）（30 代、女性）
給料が低い（40 代、女性）（20 代、男性）
漁業は衰退している（60 代、男性）（20 代、女性）
働く場がほぼない（60 代、姓）
（60 代、男性）
（60 代、女性）
（50 代、
男性）（60 代、女性）（60 代、女性）
I ターンで企業をもっと呼び込めばいい（60 代、女性）
仕事なく、ほとんどが本土へ（50 代、男性）
昔は漁師多かったが、今は生計立てられず減少（50 代、男性）

【しまの将来について】～人口減少問題～その課題解決策は？
☆

次世代に残したい／引き継ぎたい「しまの伝統文化」とは？
（過去 50～100 年の間に失われず残っているものは？）
○
○
○
○
○
○
○
○
○
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神楽（10 代、男性／10 代、女性）
地域ごとにあるお盆の踊り（10 代、男性）
祭など昔からの行事は残っていってほしい（30 代、女性）
有川のはざし太鼓やつぼみ太鼓。伝統はなくしてはならない（40 代、
女性）
祭は頻繁に行われており、特に夏は多い。夏は若者が帰省で帰ってく
るから祭にも活気が出る。（60 代以上、男性）
元禄時代から伝わるクジラ。お盆の行事。有川の伝統である弁財天（メ
ーザイテン）の唄と太鼓と踊り。（60 代以上、男性）
五島うどんは島の名物（10 代、男性）
地域のコミュニティ（10 代、男性）
自然（きれいな空気、海、山々）
（10 代・30 代、女性／20 代、男性）

○

○
○
○
○
○


○
○
○

○

○
○
○
○
○
○
○
○

「ざぁ～まによか夏上五島」～ダンスで皆を元気にしたい！ 地域活
性化を図りたい!という実行委員の思いから始まったお祭り（10 代、
女性）
「東浦運動会」（20 代、男女／40 代、男性）
『人々の活気』
（30 代、女性）
「十円参り」、地域の関係（30 代、女性）
しまの自然、風景、風土（10 代、女性／20 代、女性／30 代、男性／
60 代、男性）
人の温かさ、神楽（地域ごと）、宗教（20 代、女性／30 代、男性／
60 代、男性）
自然の豊かさ（30 代、女性：島外者）
椿という独自性のある産業を残していかなければいけないと思う（40
代、男性：島外者）
観光産業（50 代、男性）
自然。でもこの自然を維持していくためには“人”が必要。（20 代、
女性）
自然。また、昔行っていた産業も今は船の便もよくなっているから、
今再開すれば昔よりもっとうまくいくかもしれないということも考
える（60 代、女性）
人が集まる場としてお祭り等の伝統芸能を守っていきたい（40 代、
男性）
椿をはじめいろんなものがあるからもっと情報発信すべき（30 代、
女性：島外者）
今回のイベント（蛤が浜の清掃活動）のような地元の人の集まる場（10
代、男性）
地元、島外ともに若い人とも関われる場があることが必要（70 代、
男性）
130 人程度の部落ごとに祭り等があり、人が集まるいい機会（80 代、
男性）
部落という狭い範囲であれば葬儀や祭りにおいて多様な習慣がある
（60 代、男性）（60 代、女性）
自然（50 代、女性）
（50 代、女性）
温かく、魅力ある人（40 代、女性）
「弁財天」
【有川地区】（60 代、女性）（60 代、女性）
教会が観光客を増やしている（60 代、男性）

○
○
○
○
○
○



○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

神楽（60 代、男性）（50 代、女性）
女性の力を活かした何かができるのでは（60 代、男性）
人と人のつながり（60 代、男性）（40 代、女性）
五島うどん（50 代、女性）
このまま人口が変化せず、上五島の５町が交流しつつも、集中化せず
に、それぞれの文化を守ってほしい（40 代、女性）
生活も観光も変わらず続いていってほしい（40 代、女性）
島全体が近所のようなつながりがあり、個人情報という概念があって
ないようなもの（30 代、女性：島外者）（20 代、女性）
自然、海、空気がきれい（40 代、女性）
（30 代、女性：島外者）
（20
代、女性）
魚、焼酎、うどんがおいしい（30 代、女性：島外者）
あるとすれば自然（60 代、女性）（40 代、女性）（60 代、男性）
五島神楽、「万越太鼓」（奈良尾地区）（60 代、女性）（60 代、女性）
鹿やイノシシ等の野生動物は貴重（40 代、女性）
神社を残していきたい（60 代、女性）（60 代、男性）
秋のお祭り（50 代、男性）
教会（60 代、女性）
「弁財天」
【有川地区】（20 代、女性）
自然（60 代、女性）
神楽（30 代、男性）
神楽がある（30 代、男性）
春と秋に祭りがある（50 代、男性）
野生のシカやイノシシが見られる（40 代、女性）
教会群、わかめ、自然の良さ（50 代、女性）
五島うどん（10 代、男性）

【課題】
 有川に行けば祭がたくさんある。祭の内容は昔から変わらないが、参
加する若い人が減ってきている。（50 代、男性）
 祭は風習として続いているが、イベントはどこまで残せるか。運動会
にしても、楽しんでいる部分とせっかくの日曜をと思っている部分が
あるかもしれない。もし、今回ケガ人が出れば来年はなくなるかもし
れない。（50 代、女性）
 家庭が小さくなった。継続できるものは継続しながら新しいものをど
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があれば人口は増えると思う。（10 代、女性）

のように広げるか考えなければならない。そのために、何かしなけれ
ばとは思うが何をしたらよいかわからない。
「つなぐ場」を広げたい。
（50 代、女性）
祭のようなあるべきものは続けてほしい。地域の祭は続いているが、
人が減って、踊る人の数も減った。（50 代、女性）
昔の風習（お盆、正月、夏祭り）がなくなって来ている。夏祭りにし
ても盆踊りが花火に代わってきてさみしくなった。
（60 代以上、男性）
名月のイベントとしては近所の家をまわって作物やお菓子をもらっ
ていた。その中で「あの家に行けば栗が貰える」といった子ども同士
の情報交換が行われていたが、最近ではそのイベントもなくなった。
このように生活様式が変化してきているため、何を残してあげればい
いのかわからない。（60 代以上、男性）
若い人にもっと増えてほしい。これからもっと。（10 代、女性）
自然の中で生きること。手作りのものを使って生活していくこと。そ
してこれを、若い人たちにも知ってほしい（50 代、女性）
積極的に残したいという意思がない人が多い（60 代、男性）
形に残って継がれていくものは町の方にばかり残っている（70 代、
女性）
地元の人でも「伝統」
「文化」でピンとくるものはない（40 代、男性）
椿、うどん、かんころのブランド力不足（30 代、男性）
知名度が上がって、観光客が増えてほしい（40 代、女性）
歴史が浅く、特に無い（60 代、男性）
若者の減少によりお祭りや花火大会が無くなりそう（40 代、女性）




しまが好きだから、昔はしまの外に出ていたが戻ってきた。
若いうちは外に出ていても将来はしまにいたい。
（30 代、女性）



新しい産業・仕事さえあれば人は戻ってくる。
（40 代、女性）



おいしいものを食べて長生きできればいい。（50 代、男性）



離島のプラス面は、離島だから注目されること。マイナス面
は、資源が少なく、病院や船などの選択肢が少ない。そのため、
家でどうやって介護するか考えなければならない。課題として
大きく言えば、安保問題。北朝鮮からも中国からも近く、自然
においては PM2.5 や黄砂の影響も受けやすい。目先のお金に
惑わされず、島であろうと立ち向かわなければならない。女性
が母親としても発信していくべきだと思う。しまの外と中が共
存していく必要がある。外からしかわからないこともあるため、
それを受けながら持ち前をカバーしていかなければならない。
（50 代、女性）




☆

しまでの暮らし（営み）のあり方は？


自然が一番：遊びとして島を出ることはあっても、それ以外
の理由で島から出ようとは思わない。今は島に残って良かった
と思っている。その理由としては、自分が生まれ育った島だか
ら大事にしていきたい。これからは自分たちが支えていかなけ
ればならないから。
（10 代、男性）



小学校の合併や、今年は１年生がいないという話を聞いたと
きに人口減少について実感する。人口が増えると嬉しい。仕事
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のんびりと暮らせればそれでいい。（30 代、女性）

あるものをあるように使えばよい。（50 代、女性）
昔は長崎や佐世保まで行くのに 7 時間かかっていたため便
利になった。しかし、海が荒れると船は止まるし、以前あった
飛行機は 20 分で行くことができたが、利用者がいないという
ことで会社の利益のためになくなった。それが悲しい。仕事が
ある場所は青方にかたまっている。18 時になれば店は閉まっ
てしまう。餓死というのを五島では聞かない。今は都会の方が
そういうのがあるのではないか。その面では恵まれていると思
う。老人会では一人暮らしの人を訪問しあうようにしている。
60 歳は現役、70 歳になると老人会に入り、老人会の中では 75
歳までは若いから頑張れと言われる。元気のある明るい老人会

い。また、かつて“古い”と思われていたもの（産業・物品…
など）を今出してみると私たちにとっては“新しいもの”にな
るかもしれない。そういう流れもあり得ると思う。
（50 代、男
性：島外者）

にしたい。自分が会長になって老人会の活動が増え、忙しくな
ったと言われる（嬉しいことである）
。（60 代以上、男性）




昔は助け合ってきた。山で木を伐採したときは大人が大きい
ものを運び、子供が小さいものを運んでご飯を炊くために使っ
ていた。地域は共同体として、葬式があれば助け合っていた。
ワカメはみんなで採った後、一度全て集めてから分け合ってい
た。（60 代以上、男性）
移住したいと思われる環境、施設が必要である（10 代、男
性）



イベントを通しての人の関わり合いを大事にしていきたい。あ
えて先のことは考えずに「今年もこのイベントを開催できてよ
かった」というように考えるからこそ、一年一年頑張れている。
（60 代、男性）



人と人の触れ合いで補い合いながら…（70 代、男性）



福江と橋をつなぎたい、ショッピングモールが欲しい（30
代、女性）



子どもは少ないがそのお陰でタテ（先輩後輩）の関係も形成で
きている（10 代、女性）



思い浮かばない（20 代、男女／30 代、女性／20～30 代、
男女／20 代、女性／40 代、男性）



慣れが一番（80 代、男性）



お金に頼らない、魚、野菜とかできることは自分で（70 代、
女性）



忙しくしない、不便さゆえのゆったりしたもの（30 代、男性）

関係、役場、教員、自営業者



ある程度の文化的な生活をしながら、自然の中で暮らせる（40
代、女性）



ゆっくりのんびり過ごせる ～畑などで自給自足している人
も多い（２０代、女性／30 代、男性／60 代、男女）



住み慣れた家から離れたがらず、高齢者の一人暮らしが増えて
いるので、地域の声かけが必要（60 代、女性）



子供はしまに残っていない ～進学・就職等で出て、そのまま
帰ってこない（２０代、女性／30 代、男性／60 代、男女）



年金生活をしているので・・・（60 代、男性）



椿という独自性のある産業を、企業や何かを巻き込んでもっと
活力を生み出していけると思う（40 代、男性：島外者）



地域の人との触れ合いで補い合いながら…（60 代、女性）
（50
代、男性）（60 代、女性）



島というところは普段行かない場所であり、それだけでも観光
資源である。だからこの美しい景色や自然は残していってほし



五島うどんの食べ歩きなど、五島ならではの民間イベントがあ
る（30 代、男性）



「つまらない」（10 代、女性）



都会と比べると不便なことは多いが、子育てするには良い環境
（20 代、女性／30 代、男性／60 代、男性）・・・医療・福祉
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農業、漁業で生計を立てる人もいる（40 代、女性）



畑で自給自足（60 代以上、女性）

【ヒアリング調査を終えて①】（３年生：北圭菜実）
今回のヒアリング調査を通して、人と人とのつながりを強く感じま
した。例えば、しまの方々にご意見を訊いている最中にも声を掛け合
ったり、また、しまの方々から「あの人に聞いてみるといいよ」と紹
介していただいたこともあり、10 代の方から聞いた「人のつながり」
を実際に見て感じることができました。つながりがあるからこそ、都
会の課題である「孤独死」を新上五島町では大幅に減らすことができ
るのではないかと思います。この点において、都会になくなったもの
が五島にはまだ残っていることがわかりました。
若者については、しまの魅力は自然であると考えながらも遊ぶ場所
はカラオケであったり、アトラクションができればと考えているとこ
ろに離島で暮らす若者ならではの思いを感じることができました。し
かし、私が聞いた 2 組の 10 代の男女はどちらもしまに残りたい、戻
って来たいと思っており、今後、このような若者が増えてほしいと感
じます。
今回、多くの方に協力していただきましたが、学生でまだ不慣れで
ある私たちの調査に対して真剣に答えていただきました。その意見は
私が想像していたものよりも奥が深く、貴重な意見を知ることができ
たと同時に、新上五島町で暮らす人々のあたたかさも知ることができ、
心に残る非常によい経験となりました。しかし、調査結果をまとめる
中で、気になるところが何点かあり、もっと追究して尋ねればよかっ
たなと感じる場面もありました。

実感した。また人々の温かさや地域の人々のコミュニティが密接であ
ると感じた。私がヒアリング調査をしている最中、通りかかった人す
べてが知り合いの方々であったらしく、挨拶を交わす場面が何度も見
受けられた。また歩いていると知り合いの人でなくても車で乗せてく
れたり、仕事で家を離れているときに近所の方々が子どもの世話をし
てくれたりと地域のコミュニティが密接で自分が普段生活している
環境とのギャップに驚かされた。特に東浦地区の運動会の最後の話の
中で「助け合う地域にしよう」と掲げていたところからも地域のあり
方が伺えた。
ヒアリング調査では子育てしている多くが２人・３人の子どもを育
てている事実に驚いた。若い世代の子育ての人の中には、シングルマ
ザーとして島に帰ってくる人もいるようだが、子育ての現状が意外で
あった。しまで働く場については、多くの人が魅力を感じることはな
く課題を語ることがしばしばだった。島で就職したいという気持ちは
あるが自分がなりたい仕事が島にないことや安定した仕事場がない
から仕方なく島を出るという考えが多くみられた。そして島をでた多
くの人々は車関係の仕事で愛知県に就職することが多いと知った。大
多数の人が九州で働いているかと思っていたため、これもまた意外で
あった。仕事場がないために島をでていくという意見が多かったが、
島に仕事場がすぐ確保できるとは限らないし、仮に確保できたとして
も自然を汚す原因になるおそれや輸送費などの立地面の問題や実際
に多くの人材が保障されるとは限らないため経営は難しいのではな
いかと感じた。その中で島の外から島に貢献できるような仕事があれ
ばいいのではという意見に強い関心をもった。島と本土が密接に関係
した仕事場がさらに増えれば島で暮らす人もふえるのではないかと
思った。

【ヒアリング調査を終えて③】（４年生：永田優依）

【ヒアリング調査を終えて②】（３年生：青島孝章）

○若者世代
都会という言葉に憧れを持っている人が多い。また、中高生などプ
リクラやそういった機械がある娯楽施設など欲しがっている。服など

今回初めて新上五島町に訪れてまず感じたことは自然の豊かさで
ある。生憎の天気ではあったが、広大な海を眺める場所や山の緑豊か
な自然がいくつもあり、自然とともに生活している場であると改めて
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も売ってある場所が少ないので不満そうだった。進学や就職では、絶
対に島を出るという意見が多かった。教員志望などは、いずれ島に戻
りたいという気持ちもあるが都会に出てみたいということだった。
○子育て世代
一度島以外で進学・就職したが、島の雰囲気や人が良く、結局帰っ
てくるという人が多かった。また、子育てをするには、自然豊かであ
り、人も良いので最良の環境みたいだ。しかし、進学・就職という部
分では、島だけだと選択肢が少ないので、可能性を見出せなかったり
と子供が可哀そうという意見も多かった。施設も在るが、場所が離れ
ていたりと車無しでは生活できないようだった。公園などの整備もし
てほしいと意見があがっていた。島に戻りたくても、職だけでなくタ
イミングやきっかけが無いと戻れないと話していた。
○高齢世代
子育てを終えて、ゆっくりのんびり過ごしている人が多いようだ。
庭先などで自給自足できる点や、自然豊かな点に満足している。しか
し、映画など趣味を作ったり、娯楽施設が無いのは残念がっている。
また、病院も在りはするが、専門的になると本土に行かなければなら
ないので、不安そうである。

来ました。また、島民の方々でも認識が違うところや、世代によって
感じ方も違い様々な意見を得ることができ、深刻な問題ではあると思
いながらもとても面白いな、と思いました。
２日目の海岸清掃・津和崎での調査では、中学生からの率直な意見、
高齢者の方々の思うことを聞くことが出来ました。イベント自体もと
ても素晴らしいものであったし、貴重な経験もさせていただけてとて
も充実した時間でした。しかし、どうしても一定のコミュニティから
抜け出せていない、ということを感じました。会場の立地の問題もあ
ると思いますし、主催している方々がどこまで広げていきたいのかと
いうこともあると思いますが、もっと日程や広報の仕方などを改善で
きればより多くの人たちを集めてできるイベントになるのでは、と考
えてしまいます。せっかく貴重な体験をすることができ、地元の方々
の温かさにも触れることが出来るイベントなので、もっとどうにかで
きないものかと、個人的にですが強く思います。
今回の１泊２日の調査では、やりきれなかったと思う部分が多くあ
り、もっと上手くやり切りたかったという思いが強く残りました。で
すが本当に、貴重で意外ではじめての経験を１泊２日という短い時間
で経験させていただきました。また機会があれば参加したいと思いま
す。

【ヒアリング調査を終えて④】（２年生：貞松茜）
【ヒアリング調査を終えて⑤】（２年生：野田瑞紀）
今回新上五島町でのヒアリング調査に同行させていただき、また私
自身初めての上五島ということもあり思ったことが多くありました。
まず、第一印象としては多くの方が調査の中でも言っていたように自
然豊かで空気がきれいだなという印象を持ちました。また行ったこと
のある島が小値賀町だけだったので、思ったよりもお店もあって住む
のにはさほど苦労はしなさそうだと思いました。
しかし、１日目の調査でも多くあった意見のように病院が充実して
いない、子どもの教育の面、また雇用の問題など課題点も多くⅠター
ン・U ターンを促すにはまだまだ不十分なように思えました。資生堂
の方々への調査では、考えたことのなかった考えをお聞きすることも
でき普段では出会うことのないような方々からお話を聞くことが出
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今回の調査を通して、島の外の人たちの大体は良いところだという
ことは伝わっているが、自ら訪れようと思うことは無いように感じる。
メディアへの露出は増えているがそれでも他の島との差別化までは
出来ておらず、有効になってはいないようだ。他の島との差別化をす
るためには地元の人たちの生活に近づき、協力を仰ぐ必要がある。し
かし、島の人たちに話を伺ったところ、経済面で観光や移住を進める
必要があるのは分かるが個人的には意欲的でない人が多いようだ。人
口が少なく、娯楽施設や交通機関も少ない町では自然と人と人との関
わりが深くなる。その中で狭く複雑なコミュニティが形成されている。
これは島の人たちを保守的にしているのかもしれない。観光で島に観

光客が来ることは歓迎されている。しかし、それは地元のコミュニテ
ィの外での一時的なものだからだと思う。地元の人たちがマイナスな
イメージを持ったまま観光や移住に関する事業を進めてしまうと、そ
の町の魅力を出し切ることができなくなってしまう。地元の人たちの
意思と役場の方向性に極力ズレが生じないように方向性を固めてい
く必要があると思う。
町の人たちと島の外の人たちの声を今回聞くことができたので、役
場がどのような事業を行っているのかも学んでいきたいと思う。
【2 度目のヒアリングを終えて】
今回のフィールドワークで地元の方たちと様々なお話をしていく
中で、上五島で暮らすメリットとデメリットは全て表裏一体であるこ
とに気づかされました。バスや船が少なく車に乗らない世代は生活が
難しいというデメリットは大きい。しかし、離れた何でも揃っている
お店に行くことができないからこそ、地元の小さなお店、自営の専門
店が無くなることなく、一定の需要を持っています。そして公共交通
機関の時間に左右されることなくゆったりとしたその地域ならでは
の時間が生まれています。便利に楽に、という動きはさらに人と雇用
の減少と上五島ならではの魅力を薄めてしまうと思いました。しかし、
大きな港のある地区から離れた小さな部落では、自分で買い物にも病
院にも行けない高齢者の方がひとりでぽつん、と暮らしているという
現状があります。進学や仕事を機に一度人が島の外に出ていくのは止
める必要はありません。しかし、そこから帰ってくる、または別の理
由で上五島を訪れる、変わらずそこに住み続ける人たちのために改善
をすべきことはあると思います。「私がここで死んでも誰も気づかん
とよ」と話す一人暮らしのお婆さんがいらっしゃいました。上五島だ
からこそできる人と人のつながりを活かした改善案があるかもしれ
ない、と思いました。

【ヒアリング調査を終えて⑥】（２年生：嶋田朱里）
今回の調査を通じて、地元に住む多くの人々が、人口が減っている、
若者が少ないと感じているとわかりました。若者に島に残ってほしい
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と思っているし、若者が減っていく原因は仕事がないことだとわかっ
ていながらも、それを地域全体で連携して解決しようというところま
で進んでいないと感じました。若者に戻ってきてほしいなと思うだけ
でなく、具体的な対策を打つ必要があるのではと思いました。例えば、
今高齢者の方々がやっている仕事の情報を外に発信し、引き継いでく
れる若者を募集するとか、新しい仕事を作り出すとか、新しい仕事を
始める場所や機会を提供するとか、いろいろ考えられると思います。
まだまだ就職難であり、自分のやりたいことが見つからないという若
者が多い世の中に、島で暮らすきっかけを与えれば、広がってくるも
のがあるかもしれません。地元に住む年配の方々は、田舎に住みたが
る若者はいないだろうと思っている人がいると感じたが、最近の若者
は経済難やら、エコやらの中で生きてきているので、案外田舎暮らし
を受け入れやすいのかもしれないと思います。

【ヒアリング調査を終えて⑦】（２年生：二宮一平）
今回、私は新上五島町へ出向くのは初めての体験でした。そしてこ
のような非常に難しい問題についてヒアリング調査を行っていくに
つれて、島全体が抱える問題の全体像というものがだんだんと見えて
くるようになりました。かなりの高齢化が進んでしまっている印象を
受け、若者を留まらせる方法がなかなか見つからない現状がはっきり
としていました。今現在、行政が島の復興に向けた様々なプロジェク
トを考案しているようですが、まずは若者がいないとそれを実行に移
す術がないということだと思います。そこで、私自身若者であり、そ
の立場に立って考えてみると、遊ぶ場所の少なさが一番に挙げられる
と思います。都会に魅力を感じてしまう部分はそこにあるのだと思い
ます。また、一度は都会へ出たとしても、再び島へ帰り発展させたい
と思わせるような島作りも必要だと感じました。
．．．
同じ国に住む人間として決して野放し（まま）にしてはいけない問
題だと感じました。島の人々の温かさを、多くの人たちに知ってほし
いと、そう感じました。

【ヒアリング調査を終えて⑧】（２年生：白木洸陽）
今回のヒアリング調査を終えて、五島の少子高齢化、人口減少、職
場の減少など多くの問題について深く考えることができた。実際に調
査する人はほぼ高齢の方ばかりで、子どもなど若い人にはなかなか会
うことがなかった。最初に調査をした奈良尾は昔、漁業で栄えていて
活気に満ちていたと聞く人々から聞くことができてそのころは仕事
もあって若者も職場にはあまり困ることはなかったらしいが、それも
今は魚が取れなくなって職場がなくなり、若者が島から出ざる負えな
い状況になっているので島の衰退は目に見えていて、早急な対応が必
．．．
要だと思った。だけど（まま）、島で食べた魚介類はとてもおいしく、
何度も食べたいと思えて、また食べに行きたいと思えるものだった。
今回、このような機会をもらえて、衰退する島の現状を知れたし、島
の人たちの意見を知れたし、とてもよい経験になった。自分の地元も
同じように少子高齢化、人口減少などの問題を抱えており、学校でも
どうしていくか考える機会があったので、よく考えていて、自分なり
には、その土地を生かしたものを作ったり、他の町などと連携して全
国的にうまく宣伝して観光客を増やし、若者が働ける場所をつくった
りすればよいのではないかと思っている。どうすれば少しでも改善し
ていけるかこれから自分自身でもしっかりと考えていき、五島だけで
なく身の回りの地域にも目を向けていきたい。

【ヒアリング調査を終えて⑨】（２年生：大塚泰介）
今回の調査を通して、今まで普通に暮らすだけでは気づかないこと
が多くありました。予想以上に少子化が進み、ほとんどの若い人たち
が仕事を求めて島を出る。少子高齢化の現状を目の当たりにしました。
最近では、学生のうちに出る人も多くなっています。守られるべきで
ある地域の祭りや行事も最近では 50 代以上の方が増え、御輿なども
減っていると聞きました。
しかし、そんな中にも I ターンや U ターンなどで五島に移り住ん
でいる人達の話も聞きました。自然の美しさや、海の幸、静かで都会
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にはない暮らしができるなど、離島だからこそ持つことのできる魅力
を再認識することが出来ました。この島の魅力を多くの人に伝え、五
島うどんをはじめとする伝統を守っていかなければならないのだと
思いました。とても貴重でいい経験をすることが出来ました。

【2015 年度ヒアリング実施

日時・場所】

【参照事項】
・若者等が最終的には戻ってくる島にしていくためには何が必要か。
・若い人達の憧れる職業は何か。
・島で生活していくなかで、特に重要と思われるもの（求めるもの）は何か。
（通勤・通学の利便性、買い物等生活の利便性、福祉・医療の充実、緑や水辺
など自然環境、治安、子育て環境、物価、道路などの生活インフラ、教育環
境、近所づきあい等の地縁、親族等の血縁など）

日時：2015 年 9 月 26 日 15:00~
場所：奈摩漁港緑地広場特設会場（小河原地区）

日時：2015 年 9 月 27 日 9:00~
場所：新上五島町立東浦小学校（阿瀬津郷）

日時：2015 年 10 月 24 日 14:00~
場所：資生堂椿植樹（有川地区）

日時：2015 年 10 月 25 日 9:00~
場所：蛤浜清掃ボランティア（有川・蛤浜郷）

日時：2015 年 10 月 25 日 13:00~
場所：椿油搾油体験（津和崎郷）

日時：2016 年 3 月 19 日 14:00~
場所：奈良尾・若松地区

日時：2016 年 3 月 20 日 11:00~
場所：五島うどんさるく（新魚目・有川地区）
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アイランダー2016＠東京池袋サンシャインシティ
ヒアリング調査（平成 28 年 11 月 26～27 日実施）
＜在京・五島列島出身者／I ターン希望者／観光客＞

アイランダー２０１６＠池袋サンシャインシティ
ヒアリング調査結果（2016年11月26～27日）
No. 性別

年代

出身地 離島経験

1

女

20代

その他
（滋賀）

無

2

女

60代

首都圏
（東京）

有（１）

3

男

30代

首都圏
（神奈川）

無

4

男

50代

首都圏
（東京）

無

ひと・まち・しごとについて
【まち】のんびりしている／自然がある／どの離島も
海や星空のアピールばかりでありきたり／五島には 教会
教会があるから目を引く
【まち】自然がいい／都会は変化が早いが、しまは変
わらないところがいい
【まち】気候がいい／不便なところ、制限されていると
ころがいい／釣りができる
【しごと】自分のスキルを活かせる仕事がしたい（もの
づくり、楽器の塗装）／野菜作りなどの農業／安定し
た収入を得られる職

残すべきもの

しまの課題
・しまへの行き方は？／宿泊場所は？／島内の移動手段
は？―レンタカー？

【まち】退職してからなら移住したいが、今は難しい
・演劇を通してしまと関わる

5

男

60代

・都会に出たしま出身者はしまを盛り上げる活動をしていない
・しまに住む人もしまに対する関心が薄い
・それぞれの地区同士のつながりがない

在京60年 新上五島 【しごと】椿の生産を拡大させる／定住してもらうなら
以上
町出身 食べていける仕事を

・上五島が一体となるふるさと教育が必要
・上五島の特産物を購入し、お中元やお歳暮で周りに贈る

6

女

20代

7

女

20代

8

女

30代

9

女

20代

10

男

50代

11

女

12

その他
（静岡）
首都圏
（千葉）
首都圏
（東京）
その他
（岡山）在
京4年

無

【しごと】医師ひとりの診療所でなく、大きな病院があ
キリスト教文化
ること／看護師になって将来は島の医療に携わりた

無

【しごと】一人で生活するには収入が低い

（離島センターでボランティアをする）
・交通の便がよくなればいい

五島うどん(毎年ここでしか
買えない)

無
無

【しごと】教師として離島に赴任してみたい

首都圏
（東京）

無

【ひと】のんびりしていて優しいところ

30代

首都圏
（東京）

無

男

50代

首都圏
（東京）

無

13

女

60代

首都圏

有（１）

14

男

50代

首都圏
（東京）

無

・たくさんの島を比べて、特産物や観光地があれば売り出
せると感じた
・近くの島同士のつながりが重要
・アクセスが悪い
教会
・飛行機があれば気軽に行ける
・島の中の車での移動が大変
・東京にはカトリック信者も多く、教会に関心のある人も多
教会
いが、五島にいくには交通の便が悪く、まとまった休みで
時間がないとなかなか行けない
・アクセスが悪い
隠れキリシタンの遺産
・LCCなどがあれば気軽に行ける
・東京から飛行機、フェリー、島の中の移動は車が必要
・椿油／椿油を使ったうどん
で、交通の便が悪く乗り継ぎが多いので、自分で旅行計
・海：塩／新鮮な魚
画を立てようと思うが、結局パックツアーを選んでしまう
・観光業をする上で、しまに人がたくさん来ればよいという
ものでもなく、それぞれの島にあったキャパの人数で、交
通の便や宿を整備していく必要がある
・島それぞれに魅力となる強みと弱みがあり、それを理解
して活かすことが必要
教会
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15

男

60代

小値賀（5
年に1度、
在京数十
里帰り―
年
友人に会
いに）

福江（1年
在京35年 に一度、
墓参りで）

16

女

60代

17

男

30代

18

男

50代

19

男

30代

20

女

50代

21

男

60代

22

女

20代

【まち】観光業をする上で、しまに人がたくさん来れば
よいというものでもなく、それぞれの島にあったキャパ
の人数で、交通の便や宿を整備していく必要がある
／島それぞれに魅力となる強みと弱みがあり、それ
を理解して活かすことが必要
【ひと】島に残っている旧友に会いに行くことはある
が、滅多に行かない／年を取ってくると島に残ってい
る友人も減ってしまう
【しごと】現状は分からないが、以前は職が無かった
ため、高卒で東京に出た／今もその人が多いのでは
ないか
【まち】福江での生活も不便は無かったが島外へ出た
らそっちの生活に慣れてしまう／一度外へ出てそう
なってしまったら大概の理由がないともう戻ることは
ない

・自然とかは以前とあまり変
（個人的にはふるさとのため）東京から福江までの移動も
わりがないように感じる
時間がかかり、体力的にも難しいから年に1度墓参りに行
便利に、とかではなくてこの
くだけで十分
美しさは保っていてほしい
島へ遊びに行くことに興味がある。まずは近場の東京で
その他
有（１） 【まち】短期の旅行とかなら構わないが、生活をする
行ってきた。
（京都） 東京離島 には不便そう
元々旅行が好きだが九州は博多しか行ったことがない
上五島も行ってみたいがアクセスが悪い
【まち】五島は好きだが、この年になると親戚も友人も
こうあってほしいとかいうことは特にないがとにかくアクセ
首都圏 五島市―
ほとんど残っていないから戻るきっかけがない。
スが悪い
（埼玉） 帰省せず
楽なのは埼玉
旅行としても行くのが困難
旅行先として島に興味がある
上五島の名前と「五島うどん」は知っている
【まち】全く知らないが、人が温かいのでは？／旅行
首都圏
無
ゆったりした「ならでは」の生活
としてゆっくりしたい／生活の場としてのイメージは今
のところない
【ひと】魅力としては人との関わりを期待している
有（１）東
【まち】旅行に行くのが好き／選ぶなら海がきれいな
京・御蔵
きれいな海は魅力的（人が
ところ
首都圏 島―ダイ
集まるきっかけになるので
【しごと】将来的には移住もアリだと思うが仕事がある
（神奈川） ビング・イ
は？）
のか不安／アイランダーでの求人にも偏りがある
ルカ
ウォッチ
【まち・しごと】長崎は行ったことがある／長崎→観光 五島というより長崎で「キリスト
在京30年 有―岡山
産業に見られがちだが、水産業工業も栄えていて良 教遺産」「カステラ」などなどの 長崎は他県よりイメージしやすいのが魅力
（岡山）
の島
イメージを残すべき
い
・長崎県五島列島、までは知っているけどその中に島がこ
【まち】旅行は行きたいけど島となると交通の便が悪
首都圏
無
んなにたくさんあることを知らない。それぞれの違いを知り
い／長崎だと遠いために1,2日じゃ足りない
たい～きっかけになると思う
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【まち】五島市には行ったことがある（空港があるから
まずは福江あたり）／ぜひ上五島にも行ってみたい
／小値賀も含め島が多いから特徴が分かりにくい
首都圏 有（複数回）
【ひと】移住も良いかもしれないが、親戚家族がそこ
にいることが前提
【しごと】リタイアしてから島で暮らすイメージがある
【ひと】家族が島にいるためにたまに帰るが子育て等 五島といえば海（最近は韓
首都圏
（新上五 3年に1回 も難なくできた～その子どもは高卒で島を出てしまっ 国あたりからの漂流物で汚
島町出 程度帰省 た
い、きれいに保つべき）
【しごと】高卒での進学先がないために島で働くか外
身）
その他
【まち】五島といえば、うどんは知っている
（大阪）― 有（1）―
大阪から距離がある／飛行機が使えればいいが上
3年に1度 広島の島
五島だとアクセスが悪い
帰省
【まち】福江なら行ったことがある。空港があり行きや
長崎県出
すかったが、福江は思っていたよりも町で島という感
有（1）―
身―帰省
じがなかった
福江
年に1回
上五島も知りたいがアクセスが悪いのでは？

23

男

60代

24

女

50代

25

男

40代

26

男

50代

27

男

40代

首都圏

有（１）

28

男

40代

首都圏

有（１）

29

男

20代

その他
（新潟）―
在京2年

無

30

女

20代

31

男

40代

32

女

60代

海は人が集まるからきれいにしたい

・広島の離島に行ったときにゆったりしていて魅力的だっ
た～それが伝わればいいのでは？

【まち】友人が上五島出身で行ったことがある／他の 上五島には教会とかつばき
島にも行ってみたい
とか特徴的な物があるから
【ひと】温かみがある、島でしか会えないような人
のこしてほしい
【まち】教会を巡りたい／具体的なツアーとか、移動を
仕事で島を訪れたが様々な魅力があり、もう一度行きたく
サポートしてほしい
なる
【ひと】お年寄りが多くおっとりしている
一度来れば良さが分かるから、最初の一歩のための
【まち】お年寄りが多い／不便なイメージ

【まち】奄美、沖縄に行ったことがあるが海に魅力を
感じる／ダイビングが好きだからそれ目的で島を訪
れた／行ってみたら移住にも興味が湧いた／子育て
を考えると微妙かもしれないが、中高生までは都会よ
首都圏
り良いのでは？
有（2～3）
（横浜）
【ひと】都会のマンション暮らしからのギャップが不安
／近所付き合いをしてきていないから慣れないので
は？／コミュニティが完成していて入れないのでは？
【しごと】夫婦で、可能ならその子どもまでが安定して
職に就けるのか、生活が可能なのかを考える
【まち】下五島は行ったことがある／上五島にも行き
長崎県出
たいが周りの小さな島までいっそまわりたいからそう
身―帰省 有（１）
なると3,4日くらいは休みが必要／空港がないし島を
年に2回
繋ぐ便も少ないから行き来しにくい
【まち】いろんな島に行ったが、まったりとした空気が
首都圏 有（複数回）魅力／自然、都会にはない美しさ／島に遊びに行く
のにモノは求めない
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島のことを知らないから、魅力が分からないのだと思う
知りたいがきっかけがないし、都会の便利さが目立つ

・つばき、五島うどんが有名だが、もう少し身近（必需
品？）な五島の塩も良いと思う～もっとPRすべき
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ヒアリング調査結果（2016年11月26～27日）

嶋田朱里

今回の調査では、上五島で調査したときとは違い、しまへの移住を考えている人や五島に行ってみたいがまだ行ったことがない人に、しまへ
の印象を聞くことができた。まず、五島を観光したい人に目立った意見は、交通の便が悪く、まとまった時間がなければ行けないとの意見だっ
た。実際に話を聞いた人の中でも行ったことがある人は年配の方がほとんどだった。東京から五島に行くには距離もあるし、時間がかかるの
は仕方ないが、乗り継ぎの計画を立てるのは難しいので、パックツアーを企画したり、役所で旅行の相談に乗っていることをもっと告知していく
など、少しでも気軽に五島に来てもらえるよう宣伝していくことが必要だと思う。また、五島に来たいと思っている人は、海や新鮮な魚も求めて
いるが、他にはない教会に強く魅力を感じている人も多い。教会などの他との違いを強みとして観光業を盛り上げてほしい。次に、しまへの移
住を考えている人は、しまの自然に魅力を感じていると思った。逆に移住することで不安に思うことは「仕事があるかどうか」ということのよう
だ。しかし、移住支援ではあまり就業支援がなされていないように感じた。アイランダー2016の移住支援ブースでも住宅斡旋のチラシが目立っ
た。移住支援の中に求人情報など仕事に関する情報を増やすと、移住者はその島での生活がイメージしやすくなると思った。また、住宅斡旋
の中にも一軒家の貸家や販売が多く見られた。移住支援ブースには退職後の移住を考える年配の夫婦もいたが、熱心にチラシを取っている
人の多くは20～30代の若い単身者だと感じた。一軒家だけでなく単身者向けの集合住宅があると、若者が移住を実現しやすいのではと思っ
た。
前回のしまに住む人へのヒヤリング調査では見られなかったしまの新たな一面や、他の離島と比べて見えてくる課題があり、とても勉強に
なった。今回の調査で感じたしまの魅力をもっと発信していけると良いと思った。

野田瑞記

今回のヒヤリングでは上五島のことをよく知っている人から全く知らない人にまで話を聴くことが出来ました。行ったことがある人はほとんど共
通して、生活ができないほどの不便さは感じていないし、「一度行けば良さが分かる」と自信を持っていました。それに対して行ったことのない
人たちは、まず離島がこんなにたくさんあることとそれらの違いが分からないというのが第一です。そのためか行ったことの無い人たちが島に
行く行かない理由に持ち出すのは時間の問題でした。アクセスが悪いから土日では行けないとか、とりあえず空港のある福江には行った、な
どです。アクセスを良くするというのは非常に難しいと思います。観光客が増加している小値賀でさえ空港が採算が取れない状況になり、もう
飛行機は飛ばなくなりました。そのため、本州など新上五島町から距離があり、かつ、時間が確保できない人へのアプローチは厳しいと実感し
ました。また、新上五島町が観光資源としているうどんやつばきは五島列島全体と重複しており、新上五島に行くきっかけにはなっていないの
が現状です。長崎へ、五島列島へ来ることが時間的にも距離的にも可能な人たちに目線を向けた時、行う観光客へのアプローチとしては他の
島との差別化が必要だと感じました。
アイランダーでは観光よりも移住に着目しており、求人票や空き家情報も多くありました。ここは実際に新上五島町に興味がある人たちが集ま
るため、このような直接的な情報が遠くの地で見られ、実際に話が聞けるのは良い機会になった人もいらっしゃったと思います。空き家に関し
て他の島の情報を比較したところ、町の中心部から遠いのに駐車場が無かったり、下水道の設備が整っていなかったり、築何十年と経ってい
るのに買い取りは不可であったりとあまり条件が良くなかったため、コストがかかるため難しいとは思うが、今後空き家の整備を進めることが
出来ればもう少し期待が出来ると思った。

参
加
学
生
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
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新上五島町 100 年プロジェクト

II.

離島へ行かれた経験はありますか？

県立大学生（シーボルト校）のしまに対するアンケート調査

○

ある

（「Google フォーム」利用）

○

どちらの島へ行かれましたか （具体的な島名：

○

ない

（82.4％）
）

（17.6％）

長崎県南松浦郡新上五島町の人口減少対策に関するガイドライン作
成のため、新上五島町が地域資源を活かし、持続可能な社会を目指

III. 「しま」の魅力で以下最も当てはまるものを一つお選びくださ

して、
「人生 100 年」の時代に「100 年先の島の在り方」を考えてい

い。

くための調査を行っています。皆さまからいただいた回答はアンケ

○

雄大な自然

（32.9％）

ートの目的以外には利用致しませんので、率直な回答をお聞かせく

○

豊かな食材と食文化（美味な料理と加工品） （15.7％）

ださい。なお、本アンケート調査は無記名であり、データは数値化

○

心温まる人間関係

（29.4％）

され、ご意見は個人が特定されることのないように取り扱います。

○

独自の文化・気風

（13.7％）

お忙しいところ、お手数ではありますが、何卒本調査にご協力いた

○

その他

（2％）

だけますよう、宜しくお願い申し上げます。
IV.
プロジェクト・リーダー
【問合せ先】
I.

国際社会学部国際社会学科

当てはまるものを一つお選びください。もし、
「その他」で加えたい

准教授

事項があれば追加願います。

長崎県

○

長崎県外の九州圏

○

その他

（66％）
（8％）

河又貴洋

t.kawamata@sun.ac.jp

あなたの出身地は？
○

「しまの暮らし」に対するポジティブ・イメージを以下で最も

（26％）

○

穏やか（ゆとりある）

＜25.5％＞

○

のどか（スローな）

＜56.9％＞

○

のびやか（自由な）

＜11.8％＞

○

親身な（ふれ合いの）

＜3.9％＞

○

大らかな（楽しい）

＜2％＞

○

その他

V.

VIII.

「しまの暮らし」に対するネガティブ・イメージを以下で最も

新生活を送る場所として「しま」を考えた場合、求める要

当てはまるものを一つお選びください。もし、
「その他」で加えたい

素があれば以下の項目から優先順位の高いものを 3 つ以内でお選び

事項があれば追加願います。

ください。

VI.

VII.

○

交通手段（公共交通）

＜43.1％＞

○

職場との距離

＜5.9％＞

○

娯楽施設（レジャー施設）

＜17.6％＞

○

実家の近辺

＜2％＞

○

商業施設（流通）

＜17.6％＞

○

アクセスの良さ（交通機関の整備）＜31.4％＞

○

教育環境（就学前・初等・中等・高等教育） ＜3.9％＞

○

馴染みやすい環境

＜19.6％＞

○

医療環境（福祉事業を含む）

○

整った教育環境

＜3.9％＞

○

文化施設（図書館・博物館・美術館他）

○

娯楽施設の豊富さ

＜19.6％＞

○

その他

○

医療施設の充実

＜3.9％＞

○

雇用環境

＜13.7％＞

○

その他

＜15.7％＞
＜2％＞

「しま」を訪れたきっかけ（目的）をお答えください。
○

旅行（観光）

＜22.2％＞

○

仕事（ビジネス）

＜6.7％＞

IX.

○

帰省

＜17.8％＞

の項目から優先順位の高いものを 3 つ以内でお選びください。

○

親戚を訪ねて

＜4.4％＞

○

その他（実習・研修）＜48.9％＞

また訪れたいと思いますか。理由もお答えください。
○

はい

＜86.7％＞

○

いいえ

＜13.3％＞

（理由：

旅行先として「しま」を選ぶ際に求める要素があれば以下
○

アクセスの良さ

＜19.6％＞

○

お手軽感（低価格な旅行費用）

＜21.6％＞

○

贅沢感（高価格な旅行費用）

＜3.9％＞

○

アウトドア環境（遺跡めぐり、体験型観光企画）
＜21.6％＞

）
2

○

インドア環境（娯楽・観光施設）

○

人との交流（出会い・ふれあい）

＜3.9％＞
＜5.9％＞

X.

○

美味しい料理（郷土料理、贅沢料理）

＜23.5％＞

○

旅行期間（時間）

＜ － ＞

○

その他

100 年後の「しま」
（新上五島町）を考えて、あなたができるこ

とは何か、お考えをお聞かせください。（自由記述）
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I. あなたの出身地
は？

IV.「しまの暮らし」に
対するポジティブ・イ
メージを以下で最も当て
はまるものを一つお選び
II. 離島へ行
かれた経験 III. 「しま」の魅力で以 ください。もし、「その
はあります 下最も当てはまるものを 他」で加えたい事項があ
れば追加願います。
か？
一つお選びください。

V.「しまの暮らし」に対するネ
ガティブ・イメージを以下で最も
当てはまるものを一つお選びくだ VI.「しま」を訪れた
さい。もし、「その他」で加えた きっかけ（目的）をお答
い事項があれば追加願います。 えください。

VII.また訪れ
たいと思いま
すか。理由も
お答えくださ
い。

1

長崎県

ある

雄大な自然

親身な（ふれ合いの）

交通手段（公共交通）

サッカークラブの遠征

はい

2

長崎県

ある

雄大な自然

のどか（スローな）

商業施設（流通）

授業の一環で

はい

VIII.新生活を送る場所
として「しま」を考えた
場合、求める要素があれ
ば以下の項目から優先順
位の高いものを3つ以内
でお選びください。
アクセスの良さ（交通機
関の整備）
アクセスの良さ（交通機
関の整備）

3

長崎県

ある

雄大な自然

のどか（スローな）

商業施設（流通）

研修

はい

馴染みやすい環境

4

長崎県

ある

豊かな食材と食文化（美味のどか（スローな）

娯楽施設（レジャー施設）

親戚を訪ねて

はい

馴染みやすい環境

5

長崎県

ある

雄大な自然

穏やか（ゆとりある）

娯楽施設（レジャー施設）

大学のカリキュラムで

いいえ

医療施設の充実

6

長崎県

ある

心温まる人間関係

のどか（スローな）

交通手段（公共交通）

学習の一環

はい

馴染みやすい環境

7

鳥取県

ある

豊かな食材と食文化（美味のどか（スローな）

医療環境（福祉事業を含む）

研修

はい

8

長崎県

ある

心温まる人間関係

穏やか（ゆとりある）

交通手段（公共交通）

旅行（観光）

はい

9

長崎県

ある

雄大な自然

親身な（ふれ合いの）

交通手段（公共交通）

実習

はい

10

長崎県

ある

心温まる人間関係

のびやか（自由な）

娯楽施設（レジャー施設）

帰省

はい

職場との距離
観光プランの制作、PR動画作り
アクセスの良さ（交通機
アクセスの良さ
関の整備）
アウトドア環境（遺跡め
ぐり、体験型観光企画）
娯楽施設の豊富さ
島に戻る。
美味しい料理（郷土料
理、贅沢料理）
娯楽施設の豊富さ
情報発信
美味しい料理（郷土料
理、贅沢料理）
娯楽施設の豊富さ
アウトドア環境（遺跡め
ぐり、体験型観光企画）
娯楽施設の豊富さ
アクセスの良さ（交通機
アクセスの良さ
関の整備）

No.

11

長崎県外の九州圏

ある

豊かな食材と食文化（美味穏やか（ゆとりある）

娯楽施設（レジャー施設）

授業の一貫

はい

12

長崎県

ある

雄大な自然

のどか（スローな）

娯楽施設（レジャー施設）

仕事（ビジネス）

いいえ

13

長崎県外の九州圏

ない

独自の文化・気風

のびやか（自由な）

交通手段（公共交通）

n.a.

n.a.

14

長崎県

ある

雄大な自然

のどか（スローな）

交通手段（公共交通）

親戚を訪ねて

はい

15

長崎県外の九州圏

ない

心温まる人間関係

のどか（スローな）

交通手段（公共交通）

旅行（観光）

いいえ

16

長崎県外の九州圏

ある

雄大な自然

のどか（スローな）

交通手段（公共交通）

学校の用事で

いいえ

17

長崎県

ある

独自の文化・気風

穏やか（ゆとりある）

商業施設（流通）

学校の行事で

はい

18

長崎県

ある

心温まる人間関係

のどか（スローな）

交通手段（公共交通）

授業の一環として

はい

19

長崎県

ある

雄大な自然

穏やか（ゆとりある）

商業施設（流通）

n.a.

はい

20

長崎県外の九州圏

ない

雄大な自然

のどか（スローな）

交通手段（公共交通）

n.a.

n.a.

21

長崎県外の九州圏

ない

心温まる人間関係

のびやか（自由な）

交通手段（公共交通）

訪れたことがない

いいえ

22

愛媛県

ない

独自の文化・気風

のどか（スローな）

医療環境（福祉事業を含む）

旅行（観光）

n.a.

IX.旅行先として「し
ま」を選ぶ際に求める要
素があれば以下の項目か
ら優先順位の高いものを X. 100年後の「しま」（新上五島町）を
3つ以内でお選びくださ 考えて、あなたができることは何か、お考
い。
えをお聞かせください。（自由記述）
人との交流（出会い・ふ
れあい）
アクセスの良さ
アウトドア環境（遺跡め
ぐり、体験型観光企画）
美味しい料理（郷土料
理、贅沢料理）
インドア環境（娯楽・観
光施設）
お手軽感（低価格な旅行
費用）
美味しい料理（郷土料
理、贅沢料理）

アクセスの良さ
職場との距離
アクセスの良さ（交通機 人との交流（出会い・ふ
れあい）
関の整備）
アクセスの良さ（交通機
アクセスの良さ
関の整備）
お手軽感（低価格な旅行
馴染みやすい環境
費用）
アウトドア環境（遺跡め
雇用環境
ぐり、体験型観光企画）
アクセスの良さ（交通機 アウトドア環境（遺跡め
関の整備）
ぐり、体験型観光企画）
お手軽感（低価格な旅行
馴染みやすい環境
費用）
アクセスの良さ（交通機 インドア環境（娯楽・観
光施設）
関の整備）
アクセスの良さ
馴染みやすい環境

医療環境（福祉事業を含む）

旅行（観光）

はい

豊かな食材と食文化（美味のどか（スローな）

交通手段（公共交通）

旅行（観光）

はい

その土地のアカウントをフォローしてなる
贅沢感（高価格な旅行費 べく多くの人に存在や現状をひろめるの
が、まだ行ったことのない者からの立場で
用）
考えられる事だと思う
馴染みやすい環境
アクセスの良さ（交通機 お手軽感（低価格な旅行
関の整備）
費用）

ない

雄大な自然

のどか（スローな）

医療環境（福祉事業を含む）

n.a.

n.a.

馴染みやすい環境

アウトドア環境（遺跡め
ぐり、体験型観光企画）

ある

雄大な自然

のどか（スローな）

娯楽施設（レジャー施設）

親の転勤

はい

整った教育環境

アウトドア環境（遺跡め
ぐり、体験型観光企画）

23

長崎県外の九州圏

ある

独自の文化・気風

24

長崎県

ある

25

長崎県外の九州圏

26

長崎県

穏やか（ゆとりある）
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27

長崎県

ある

心温まる人間関係

のびやか（自由な）

交通手段（公共交通）

帰省

はい

28

静岡県

ある

豊かな食材と食文化（美味のどか（スローな）

教育環境（就学前・初等・中等・高
ボランティア

はい

29

長崎県

ある

雄大な自然

のどか（スローな）

商業施設（流通）

旅行（観光）

はい

30

長崎県外の九州圏

ある

心温まる人間関係

のどか（スローな）

交通手段（公共交通）

しまなび

はい

31

長崎県

ある

心温まる人間関係

のどか（スローな）

商業施設（流通）

旅行（観光）

はい

32

長崎県外の九州圏

ない

独自の文化・気風

穏やか（ゆとりある）

医療環境（福祉事業を含む）

旅行（観光）

はい

33

長崎県

ある

豊かな食材と食文化（美味穏やか（ゆとりある）

商業施設（流通）

旅行（観光）

はい

34

長崎県

ある

雄大な自然

のどか（スローな）

交通手段（公共交通）

大学のカリキュラムで

はい

35

長崎県

ある

心温まる人間関係

穏やか（ゆとりある）

交通手段（公共交通）

大学でのしまなび

はい

36

長崎県

ある

独自の文化・気風

のどか（スローな）

交通手段（公共交通）

旅行（観光）

はい

37

長崎県

ある

雄大な自然

のどか（スローな）

商業施設（流通）

帰省

はい

38
39

長崎県
長崎県

ある
ある

雄大な自然
雄大な自然

穏やか（ゆとりある）
のどか（スローな）

交通手段（公共交通）
交通手段（公共交通）

帰省
はい
大学での調査の一環としてはい

40

長崎県

ある

雄大な自然

のどか（スローな）

娯楽施設（レジャー施設）

帰省

はい

41

長崎県

ある

豊かな食材と食文化（美味のどか（スローな）

娯楽施設（レジャー施設）

仕事（ビジネス）

はい

42

長崎県

ない

雄大な自然

のどか（スローな）

商業施設（流通）

n.a.

n.a.

43

長崎県外の九州圏

ある

心温まる人間関係

のどか（スローな）

交通手段（公共交通）

帰省

はい

44

長崎県外の九州圏

ある

独自の文化・気風

穏やか（ゆとりある）

交通手段（公共交通）

仕事（ビジネス）

はい

45
46

n.a.
長崎県

ない
ある

豊かな食材と食文化（美味穏やか（ゆとりある）
雄大な自然
のどか（スローな）

交通手段（公共交通）
医療環境（福祉事業を含む）

n.a.
講義により

n.a.
いいえ

47

長崎県

ある

心温まる人間関係

娯楽施設（レジャー施設）

合宿

はい

48

長崎県

ある

ゆったりとした時間の流れのびやか（自由な）

文化施設（図書館・博物館・美術館
帰省

はい

49

長崎県

ある

心温まる人間関係

大らかな（楽しい）

教育環境（就学前・初等・中等・高
帰省

はい

50

長崎県外の九州圏

ある

心温まる人間関係

のびやか（自由な）

医療環境（福祉事業を含む）

しまなびプログラム

はい

51

アメリカ

ある

心温まる人間関係

穏やか（ゆとりある）

医療環境（福祉事業を含む）

大学講座

はい

のどか（スローな）

アンケート調査＠長崎県立大学シーボルト校―2

贅沢感（高価格な旅行費
用）
美味しい料理（郷土料
整った教育環境
理、贅沢料理）
アクセスの良さ（交通機 美味しい料理（郷土料
関の整備）
理、贅沢料理）
お手軽感（低価格な旅行 島に定期的に訪れること
馴染みやすい環境
費用）
美味しい料理（郷土料
娯楽施設の豊富さ
理、贅沢料理）
アクセスの良さ（交通機
アクセスの良さ
関の整備）
アクセスの良さ（交通機 お手軽感（低価格な旅行
関の整備）
費用）
アクセスの良さ（交通機 美味しい料理（郷土料
旅行をして、しまの経済に貢献する。
関の整備）
理、贅沢料理）
美味しい料理（郷土料
雇用環境
理、贅沢料理）
観光に行くこと
アウトドア環境（遺跡め
ぐり、体験型観光企画）
職場との距離
出身が離島なので、最終的に骨を埋めるの
は島になると考えています。地元では働き
口が少なく、外への就職を求めるケースが
お手軽感（低価格な旅行
多々みられます。私に出来るのは島の働く
費用）
場所を少しでも増やすこと、また、自身が
島へ戻り、働くことではないかと考えてい
ます。
雇用環境
上五島のよさをアピールして、ただの田舎
アウトドア環境（遺跡め
町じゃないということを広めて、上五島の
ぐり、体験型観光企画）
存在をより多くの人に知ってもらうこと。
雇用環境
アクセスの良さ
雇用環境
実家に帰省するときに友だちを連れていっ
アウトドア環境（遺跡め
てて、島の楽しさ、いいところを伝えるこ
ぐり、体験型観光企画）
と。
娯楽施設の豊富さ
まずその島がどのようなものかを知り、そ
お手軽感（低価格な旅行 の島のいいところを広める。SNSを大いに
費用）
活用することが求められる。
娯楽施設の豊富さ
美味しい料理（郷土料
雇用環境
理、贅沢料理）
実家の近辺

アウトドア環境（遺跡め
アクセスの良さ（交通機
ぐり、体験型観光企画）
関の整備）
お手軽感（低価格な旅行
娯楽施設の豊富さ
費用）
アクセスの良さ（交通機 美味しい料理（郷土料
関の整備）
理、贅沢料理）
アクセスの良さ
医療施設の充実
美味しい料理（郷土料
娯楽施設の豊富さ
理、贅沢料理）
お手軽感（低価格な旅行
雇用環境
費用）
お手軽感（低価格な旅行
娯楽施設の豊富さ
費用）
人との交流（出会い・ふ 島を訪れ、島の魅力を発見、発信するこ
馴染みやすい環境
れあい）
と。
一人の人間ができることなど高が知れてい
アクセスの良さ（交通機 アクセスの良さ
るだろうが、たとえば、島の産物を購入す
関の整備）
るなどの手段があるだろう。

第 7 回 横幹連合コンファレンス

つながるヒト・モノ・コミュニティ
～コトつくりの社会実装～
会場：慶應義塾大学日吉キャンパス第六校舎
2016 年 11 月 18 日（金）～20 日（日）

B-6 セッション
「地域コミュニティをいかに再生するか―Society5.0 を展望しつつ」
オーガナイザ：遠藤薫（座長）

研究発表
B-6-2 「地域の“情報場”〈知場・地場・磁場〉から考える地域創生」
河又貴洋（長崎県立大学シーボルト校国際社会学部）
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横幹型基幹科学技術研究団体連合
第7回横幹連合コンファレンス（2016年11月18~20日、慶應義塾大学日吉キャンパス）

「超スマート社会」の実現（ Society 5.0）
第5次科学技術基本計画より

地域の“情報場”
〈知場・地場・磁場〉から
考える地域創生

•

「必要なもの・サービスを、必要な人に、必要な時に、必要なだけ供給し、
社会の様々なニーズにきめ細やかに対応でき、あらゆる人が質の高い
サービスを受けられ、年齢、性別、地域、言語といった様々な違いを乗り
越え、活き活きと快適に暮らすことのできる社会」であり、人々に豊かさを
もたらすことが期待される

•

ものづくりだけでなく様々な分野に広げ、経済成⻑や健康⻑寿社会の形
成、さらには社会変⾰につなげていく。

長崎県立大学シーボルト校 University of Nagasaki, Siebold
国際社会学部 Faculty of Global and Media Studies
河又 貴洋 t.kawamata@sun.ac.jp
1
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「情報の生態環境」における「場」
（‘Place’ in ”ecologies” of information）

第5期基本計画と米国・ドイツの取組との比較
『科学技術白書』（平成28年版）より
Society 5.0 （日）
背景

対象
分野

目指
すも
の

先進製造（米）

人々

Industrie 4.0 （独）

（People）

サイバー空間と現実空間の高度な融合
社会のあらゆる分野（も
のづくり分野含む）

ものづくり分野

ものづくり分野

人々

システム間連携等を通じた
我が国が抱える様々な課
題の解決と新たな価値の
創出

３Dプリンティング、パワー
エレクトロニクス、軽量金属
材料、デジタル製造・設計、
先進複合材料製造

情報通信技術と生産技術
の統合を通じた設計・生産
から小売・保守までの全体
効率化、生産性向上

情報

超スマート社会

雇用の創出と国際競争
力強化

製造業の競争力強化

製造業の国内回帰とそれ
産業、暮らし、生き方が変
わり、あらゆる人が活き活き による雇用の創出、新技術
と快適に暮らすことのできる の開発による国際競争力
社会

多品種少量生産、異常の
早期発見等によるドイツの
生産技術で世界の工場を
席捲

Territorial connection
– “Who belongs which
regional community”

Information
Networks – “What
informs what”

Competence
Networks – “What is
where”

Regional information
Networks – “Where is
there”

Inter-organizational
Networks –
“Organizational
linkages”

Inter-community
Networks – “Regional
Clusters”
Inter-regional
Networks – Regional
linkages

Source: Kathaleen M. Carley (2000) に加筆・修正

新上五島町の現状

「消滅する市町村」の九州・沖縄ブロックで

•

の筆頭に挙げられた新上五島町

•

地域（場所）
(place)

Work Networks –
“Who works where”

場所

グランドデザインの概要

•

（Organizations）

Knowledge
Networks – “Who
knows what”

組織

3

•

Social Networks
– “Who knows
who”

組織

情報
（Information）

「地方創生」政策が求めるもの
o

ひと（人的資本・社会的関係資本）、

o

まち（自然・文化資本）、

o

しごと（金融・ネットワーク資本）、

o

そして里山・里海（自然資本）を活かして
地域の“資本”を活かした島づくり

o

“Nice Guy 新上五島”・・・「甲斐（貝）」

o

増田寛也＋日本創生会議・人口減少問題検討分科会

o

出生率（再生産力）の低下 ＋ 人口流出（「極点社会」）


•

人口流出先との連携強化

雇用機会の減少：基幹産業（漁業）の衰退
o

新上五島町が目指すべき地域づくりとは
o

若年女性減少率：-80.4%/2010→2040

観光ビジネスへの期待（「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」世界遺産登録に
向けて）


観光を支える「6次産業化」のしまづくり


（参考：「世界農業遺産」）

のある島

• 生き甲斐（ひと）、住み甲斐（まち）、
やり甲斐（しごと）
5
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「防衛・反転線」の構築・・・離島の位置づけは？

「地方創生」政策が求めるもの
•

～「新たな集積構造」～若者に魅力のある地方中核都市

2020年に向けての基本目標（成果指標） （まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015改訂版）より）

山間
山間
居住
居住
地
地

＜「しごと」と「ひと」の好循環作り＞
地方の若者の雇用数：5年間で30万人(2015年時点では5.9万人)

o

若い世代の正規雇用労働者など(自らの希望による非正規雇用労働者等を含む)の割合を[6]、ほかの

o

集落（地
集落（地
区）
区）

年代と同水準に(2014年の15～34歳の割合は92.7%に対し、すべての年代では93.7%)
女性の就業率：77%(2014年は70.8%)

o

町村中心部
町村中心部
（町村）
（町村）

地方から東京圏への人口流入：6万人減少(2014年は1732人増加)、東京圏から地方への流入：4万人

o

増加(2014年は11,152人減少)

市中心部（郡・二
市中心部（郡・二
次医療圏）
次医療圏）

安心して結婚や出産・子育てができる社会の実現(2013年度で、そう考える人の割合が19.4%のところ

o

を、40%以上に)
o

第一子出産前後の女性の継続就業率：55%(2010年は38%)

o

結婚希望実績指標[注釈 1]：80%(2010年は68%)

県庁所在地（県）
県庁所在地（県）
地方中核都市（広域ブロッ
地方中核都市（広域ブロッ
ク）
ク）

夫婦の予定子供数(平均は2.12人)の実現率：95%(2010年は93%)

o

しまの
社会経済圏
の広域化

＜好循環を支える、まちの活性化＞
公共交通の利便性の高いエリアに居住している人口割合：三大都市圏90.8%(2014年度は90.5%)、

o

三大都市圏
三大都市圏

地方中核都市圏81.7%(78.7%)、地方都市圏41.6%(38.6%)
地域公共交通網形成計画の策定総数：100件(2015年は60件)

o

東京圏
東京圏
7
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新上五島町100年プロジェクト（1）
～100年（孫の世代）後のしまに残したいもの～

新上五島町の位置と
文化経済圏

まち（暮らし～地域、文化、自然）：

 新上五島町にとっての人口流出
先をどう考えるか
 拡大経済圏としての地方中
核都市
 『ふるさと基盤地域』としての
地域資本を活用する
 「ふるさとテレワーク」
 「二地域就労」
 『別荘拠点利活用』
 五島列島圏（＋下五島、＋小値
賀、宇久）
 佐世保（県北）圏
 長崎（県南）圏
 福岡（九州北西）圏
 関西／中部／関東／日本海域圏
 東アジア（韓国・中国）圏

住み（続け）たい町？

【しまの魅力】 ・・・ 島民が気づかない魅力とは？


自然（山、海、空気） ～ 落ち着き（ゆったり、のんびり）のある環境



自然の恵み（海産物） ～ 食の魅力



人の優しさ、温かさ ～ 温もりを感じる人間関係 ～ 郷愁・安心感 ～ 子
どもを育む「しま」

【課題】


交通手段と交通費の問題（島外への船便、島内のバス交通・自家用車）



集客地（ショッピング‐コンビニを含む、娯楽施設～都市型施設への羨望）



病院等医療施設や介護施設に対する不自由さと不安



少子化に伴う教育環境（通学・学友）に対する危惧

9

新上五島町100年プロジェクト（2）
～100年（孫の世代）後のしまに残したいもの～

ひと（人財～子育て、教育・訓練、介護）：

若者・他所(よそ)者・変り



しごと（雇用、産業）：


人と繋がり ～ 人の優しさ、親切（助け合い） ～ 「のびのび子育て」
のしま（自然の中で遊び、学ぶ ⇒ 「遊びの達人」発掘）へ



新上五島町100年プロジェクト（3）
～100年（孫の世代）後のしまに残したいもの～

•

（バカ）者は？


10

～ 連携ビジネスとしてのITを活かして


進学・就職を機に、島外へ ・・・ しまを一度は出ることも「しま」の良さを

「6次産業化」への誘い＝「世界しま遺産」の創造（参考：世界農業遺産とし
ての佐渡島）

知る良い機会



「四半農四半漁」＋「生業」で豊かな生活 ・・・ やりがいをもてる仕事で

親の介護のためにUターン／親を都会へ呼ぶことも ・・・ Uターンの機



「輸送コストはハンディ」を超えて ・・・故に残る地域ならではの「消費」（地
産地消）を売り込め

会（時期をみて）、しまでの就業・企業を！


しまで働く場は？

公務員や医療福祉関係に頼らず、自らの手で！・・・島内連携＋島外連携

小さなコミュニティでも高齢者が元気なしまへ ～ 孫世代との触れ合い

の中で生きがいを！（⇒じいちゃんの技、ばあちゃんの知恵を活かして）
11



しまのPRは、「サポーター」（ビジターからリピーターを支持者に巻き込め）
を通じて
12
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次世代に残したい／引き継ぎたい
「しまの伝統文化」とは？
 神楽・祭り

～ 伝承文化をPR（参考：壱岐、宗像・沖ノ島（神の島）との連携

を視野に入れ、列島文化としての神楽）

「ひと・まち・しごと」の
源泉である
「資本」と「場」

 教会群としての継承 「おらしょ」から「建造物」まで、祈りの姿を伝えて
 自然（文化的景観）・・・「里山・里海」⇒「しま里」新上五島として


郷里（ふるさと）には人々の暮らしがある

ひと

知場

地場

 食・生活文化・・・うどん、アゴ、かんころ餅、紀寿司、干かまぼこ、平干し大根、
カットッポ、まめ羊羹、焼酎、椿等の6次産業展開

金融資本

↓↓↓
『人々の活気』・・・それは「やりがい」～人に頼られることから

人的資本
＋社会的
関係資本

磁場

しごと

まち

＋自然資本

人々が集い・関わり合う「場」（時と場所）の再考

ネットワーク
資本
＋文化資本

～遊び・学ぶための公共施設の見直し・民間施設の活用～
13
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地域における様々な資本（２）

地域における様々な資本（１）
•

•

経済的資本（Financial Capital）
o

o

人的資本（Human Capital）
o

・・・移動が可能にしている現実の社会諸関係と潜在的な社会諸関係：「循環する社会諸関係（social
relations of circulation）」（Urry, John (2007) Mobility, Polity）

•

自然資本（Natural Capital）
o

Education. Chicago; University of Chicago Press.）

･･･資源、生命システム、生態系サービスから成り立つもの。山・森林・海・川・大気・土壌など自然を形成
する要素や生態系を構成する生物を含み、広義の生物圏すべて。（Hawken, Paul, Amory B. Lovins

文化資本（Cultural Capital）
o

ネットワーク資本（Network Capital）
o

･･･人間に投資された資本――学校教育や職場訓練（Becker, Gary S. (1964, 1993, 3rd ed.).
Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to

•

･･･人々が相互に築く「関係」に内在する力（Coleman, James S. (1990) Foundations of Social
Theory, Belknap Press）→「ソーシャル･キャピタル」・・・互恵性と信頼：「共同体（community）」

•

ファーディング著／岡崎次郎訳『金融資本論』岩波文庫（原書：1910年刊）

•

社会的資本（Social Capital）

･･･金融資本：資本主義経済において、銀行資本と産業資本が一体化した資本のこと。（ヒル

and L. Hunter Lovins (1999) Natural Capitalism: The Next Industrial Revolution, Routledge.
(2010, 10th Anniversay Edition)）→「里山資本主義」「里海資本論」

･･･個人の言葉使い、振る舞いや学歴や資格などの他に、所有する本、絵画、辞典、道具など
を含む。文化資本の獲得には経済資本が前提とされ、社会階層の再生産とともに議論される。
（Bourdieu, Pierre and Jean-Claude Passeron (1990) Reproduction in Education, Society

参考）社会的共通資本：ゆたかな経済生活を営み，すぐれた文化を展開し，人間的に魅力ある社会を持

and Culture, (2nd edition) Sage Publications, : (1973) Cultural Reproduction and Social

続的，安定的に維持することを可能にするような自然環境や社会的装置（宇沢弘文）

Reproduction）（ピエール・ブルデュー&ジャン＝クロード・パスロン著『再生産――教育・社会・
文化』藤原書店、1991年）

• (1) 自然環境：山，森林，川，湖沼，湿地帯，海洋，水，土壌，大気
• (2) 社会的ｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰ：道路，橋，鉄道，上・下水道，電力・ガス
• (3) 制度資本：教育，医療，金融，司法，文化

15

共感の頻度と愛着の序列
Passion for
Communities

16

6次産業化は島内の
連携・協（競）調から

Empathy for
Others
Universal (Cosmos)

Universal
Benevolence

Global/International

Patriotism

Loyalty & Love
for their Organization/
Home-town/country

Foreigners

Regional
National
Organizational/
Local
Home

Love of Family

Self

Citizens

Friends, Colleagues,
and Neighbors
Family

出所）堂目卓生「問われる資本主義②共感・利他の精神が鍵に」（経済教室）
『日本経済新聞』（2016年8月10日付）を参考に、一部加筆

17
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関係者の輪を広げて、そして交流から絆へ
（潜在的）島愛好者

Visitors

島愛好者

Supporters
Partners

Iターン＋婚姻者

～自然・地域とともに～

愛
好
者
か
ら
支
援
者
を
取
り
込
む

Repeaters

島外支援者
（含島出身者）

ひと・・・「生きがい」・・・生活の豊かさを求めて

Members

•

子どもは地域の宝
o

子ども・孫へ伝える地域の文化・豊かな自然

o

ひとを育む地域（場） ⇒ 「人的資本」形成
•
•
•
•
•

島民（含Uターン）

⇒ 「遊びの達人」から学べ！

出所）牧大介（『西粟倉・森の学校』校長）氏の講演資料を参考に加筆・図案化

19
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しごと・・・「やりがい」・・・企業から起業へ

まち・・・「住みがい」・・・支え合い
～「じぃちゃんの技、ばぁちゃんの知恵」を伝えて～

～ビジネスは「円・縁・宴」～

•

生産者と消費者を結ぶ「コミュニティ・ビジネス」
o

•

6次産業化で「地産地消」～「道の駅」から「海の駅」

• 第1次産品（素材）→第2次産品（加工）→第3次産品（流
通・提供・消費）

o

子育て（就学前教育）
初等教育（小学校・・・地域の要）
中等教育（中学校・高校）
高等教育（大学・専門学校）～就業教育
生涯教育 → 「伝承文化」（→文化・社会資本）

•

– サツマイモ→かんころ餅→「かんころ茶屋」
–
→ いも焼酎 → 料亭・居酒屋
– あご（飛魚）→アゴ出汁→五島うどん・アゴ出汁ラーメン
–
→「アゴンチョビ」→「五島パスタ」（レストラン）
⇒「観光ビジネス」（旅館・ホテル・民宿・民泊）での地産地消
「地産地消」を超えて（「しまサポーター」育成ビジネス）
• 「特産品利用指定店」からの口コミ効果
• 通販で結ぶ島外消費

「集いの場」「寛いの場」「癒しの場」 「学びの場」としてのまち
o

「コミュニティ・デザイン」（人がつながるしくみつくり）

o

祭り・伝統委芸能（神楽）・イベントの再評価（伝承・共有資産として）

公共施設を見直す
o

公民館・旧役場（支所）、小学校（閉校舎を含む）、中学校、図書館（分
室）、博物館・会館、港湾施設、バスターミナル、「道（海）の駅」

•

民間施設を活かす
o

カフェ・レストラン、居酒屋・バー・スナック、ホテル・料亭、温泉・プール、
古民家再生（リノベーション）～縁側・テラス

21
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世代を結ぶ、世代を繋ぐ（つなぐ）
～ライフ・ステージから考える「しま暮らし」～
まちが育む

幼少
期

しまを離れ、
しまを考える

進学
期

世帯を担う

婚活
期

今後の対策
“Nice Guy

世代間交流による
知や技の伝承

「甲斐（貝）」のある島に
生き甲斐（ひと）
住み甲斐（まち）
やり甲斐（しごと）

熟年
期

•
少年
期
自然が育
む多感な

就労
期

子育
て期

新上五島”

老年
期

•

社会に学ぶ
23

•

新上五島町「メンバー＋パートナー＋サポーター」拡大作戦
o

同窓会から・・・関東・中京・関西・福岡・長崎での同窓会イベント、そしてU・Iターンの機会に

o

観光業から・・・一見さん「ビジター」をお得意さん「リピーター」、そして支援者「サポーター」に

“Shima-Biz”（新上五島町産業サポートセンター）＆地域おこし協力隊への期待
o

「6次産業化」の島内展開と島外ネットワーク形成に向けて

o

祖父母から孫への伝承プロジェクト（伝統芸能から伝統の技・知恵・「味」）

旧町・集落（内・間））ネットワークの構築 ・・・ 「集いの場」から
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