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平戸藩主の参勤交代や長崎勤番などの往路の第一夜を過ごす宿場町として栄えた江迎地域。昔ながらの町並みや景観、自然、

文化、歴史、お祭りが今もなお色濃く残っています。私達は、この入り江で育まれた歴史物語を現代に蘇らせ、江迎独自の地域

資源を最大限に活用した、日本文化が感じられる“入り江で迎える宿場町”の実現を目指します。

白岳に降る雨が、嘉例川を通じて江迎湾に流れる自然環境の恵みを活かし、江迎本陣の前から屋形船で地元の料理・お酒を楽しみ、お

殿様の通った平戸まで。江迎を起点に九十九島を遊覧して、佐世保を周遊。江迎の街中では、昔ながらの暖簾のかかる町並みを着物を

着てそぞろ歩き。江迎の拠点・太田精米所跡をスタートし、寿福寺や江迎本陣、繭玉の体験、特産物に舌鼓み。

日本らしさが残る佐世保随一の観光地として定着し、ゆくゆくはここで商売する人や移住者が増えれば、住んでよし訪れてよしの江迎が将

来叶えられると信じています。

①江迎地域で叶えたい観光まちづくりの将来イメージ

江迎のルーツが現代に蘇る“入り江で迎える宿場町”
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日本らしさの残る文化・地域資源 地域の結束力

平戸藩主の参勤交代や長崎勤番などの往路の第一夜を過ごす「江迎本陣」屋敷が当時の形態で現存するほか、平戸藩の祈願寺

である「寿福寺」の庭園や山下家もと蔵、平戸八景など、幾多の時代を越えた昔ながらの町並みや地域資源が多く残っています。

また、５００年の歴史を誇る「千灯籠祭り・水かけ地蔵祭り」や江迎の新たな風物詩として定着しつつある「繭玉祭り」など、

日本らしさの残る江迎独自の文化を体感できるエリアであり、これらの祭りで培った団結力や地域力によって地域住民主体の

まちづくりが盛んに行われています。

②江迎地域の現状

時代を越えて育まれた独自の文化と地域の結束力

平戸八景「高岩」「潜龍水」寿福寺前寺町通り

江迎本陣跡 山下家もと蔵 寿福寺

繭玉祭り

千灯籠祭り
水かけ地蔵祭り
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②江迎地域の現状

地域の資源を活用した観光まちづくりの蓄積

・地域における観光地域づくり拠点整備と６次産業化
・上質な外国人観光客誘致のための仕組みづくり
・環境保全、景観づくり

重点地域（江迎）ビジョンの策定

・江迎活性化協議会（平成25年）
・（一社）地域活性化推進機構（平成26年）

観光地域づくりの組織づくり

具体的な観光まちづくり事業の展開

黒大豆コーヒー、黒大豆茶、猪肉、
猪肉料理開発

特産品開発

・現代風の建物に格子戸を設置
・国道に面した空き地の植栽

景観整備

・試験的オープン、活用実験
・観光地域づくり拠点整備（進行中）

太田精米所跡活用・整備事業

着物の着付け体験、江迎地域の周遊、
食事、意見交換会の開催

留学生モニターツアー

オリジナルの暖簾設置による通りの
賑わい感、統一感の演出

暖簾めぐり事業（取組み中）

各種イベント出展、健康館の活用、
「江迎宿場町構想」の策定、など

その他の事業
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人口減少による地域力の低下

江迎地域は全国の地方地域にみられるように、人口減少や少子高齢化、商業・観光活力の低下に直面しています。また、これまで実施し

た取組みの課題として、特産品の商品化や景観の統一性の事業の継続性のほか、高いポテンシャルを有する観光資源の

魅力や利活用が部分的に留まっており、江迎地域全体の魅力化と地域活性化には繋がっていません。

③江迎地域が抱える課題

江迎地域全体の宿場町としての可視化・魅力化の不足

江迎地域の社会課題

最盛期に約18,000人いた人口
（昭和30年代）が約5,000人に減
少

人口減少・少子高齢化 交通インフラの衰退

バス・松浦鉄道の運行本数の減
少、江迎バスセンターの
廃止等交通利用環境の悪化

地域商店の減少（ショッピング
センター「まつばや」のみ）、
空き店舗の増加

商業活力の低下 観光力の伸び悩み

地域内の観光素材の連携不足、
インバウンド客の誘客力不足、地
域間競争の激化

生活の現代化による、宿場町の
風情を感じる景観・町並みの
破壊、統一感の喪失

景観・町並みの破壊 地域間の連携不足

佐世保市街地や平戸など、
周辺の観光地と連携した
周遊・連携の不足

宿場町の魅力、持続性の不足

これまでの取組みを通じた江迎地域の課題

特産品開発の定着化に向けた
商品力と生産・販売体制の強化、
商売にのせるための仕掛け

特産品の商品化 昼食場所の欠如

猪肉料理を開発したものの夜型
店舗が大半で、中心部には
昼食をとる店舗が欠如

宿場町をイメージした景観整備
のさらなる推進、価値化に向けた
歴史考証、江迎らしさの創出

景観整備の歴史考証 資源の総合的活用不足

豊かな自然と古くから伝わる
歴史・文化資源の個別活用に
よる一体性の不足

千灯籠・水かけ地蔵祭りは後継
者がいるものの、新たな取組みは
主体的に実施する担い手不足

まちづくり担い手不足 宿場町の機能不足

観光客が立寄る宿場町として、
休憩・滞在できる飲食や宿泊、
案内機能の不足

人口減少によって江迎地域の地域力が低下することで、地域資源の活用が
部分的に留まっており、宿場町としての一体的な魅力が感じられない。
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地域資源の活用が部分的に留まり、宿場町としての一体的な魅力が感じられないという地域課題を踏まえ、以下の４つの視点を取り入れ

た取組みを実施することで、江迎地域全体の魅力化と活性化を図ります。屋形船で行き交う入り江、着物姿の観光客が

闊歩する歴史的な町並み、日本文化を味わう拠点と、入り江で迎える宿場町の風景を創造します。

④江迎地域全体の魅力化と活性化に向けた取組み

“入り江で迎える宿場町”の風景をつくります。

宿場町の
おもてなし
演出

1

宿場町の
拠点づくり3

4 2

宿場町
の環境
づくり

広域
観光
連携

①景観ガイドラインの策定

②案内板の制作

③オリジナル暖簾づくり

①入り江で迎える屋形船復活

②歴史散策モデルルートと

案内人ガイド育成

③日本文化を味わう体験観光

①佐世保港へのクルーズ客船

の寄港数増加を見据えた

インバウンド観光の推進

②平戸や相浦、九十九島等

への遊覧船

③世界遺産との連携促進

①太田精米所跡を活用した

観光地域づくり拠点施設

②特産品の開発・商品化

③宿泊施設の整備

入り江で迎える
宿場町構想実現
の４つの視点
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④江迎地域全体の魅力化と活性化に向けた取組み

宿場町のおもてなし・演出1

江迎の名前の由来・歴史にちなんだ「入り江で迎える」ための
仕掛けとして、昔用いられてきた船（屋形船等）を復活させ、
新たな江迎の風物詩を目指します。屋形船では地元の料理や特産
品、潜龍酒造のお酒を提供し、地域の収入源を作ります。

①入り江で迎える屋形船の復活

当時の姿で現存する江迎本陣や潜龍酒造のもと蔵、平戸往還、
平戸八景（高岩や潜龍水）を生かした歴史散策ルートを策定
するとともに、案内人ガイドの育成を図り、様々な素材を繋ぎ合わせ
ることで地域全体の魅力向上と周遊促進を図ります。

②歴史散策モデルルートと案内人ガイド育成

茶道や着物など、江迎には江戸時代から続く歴史によって培われた
文化が今もなお残っています。そこで、地域の小・中学生がたてるお
茶体験や、呉服店と連携した着物でまち歩き体験、
「肥前えむかえ繭玉まつり」を通じた繭玉つくり体験、「そば打ちの
会」と連携した蕎麦打ち体験など、様々な体験観光を一年を通じて
提供します。こうした体験を通じて、地元との交流促進、滞在時間の
拡大、宿場町としての風情の演出が可能です。

③日本文化を味わう体験観光

入り江で迎える宿場町のイメージを実感できる江迎ならではのおもてなしや演
出を行い、その風景をつくります。

着物でまち歩き体験 蕎麦打ち体験

地酒試飲体験 繭玉つくり体験
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④江迎地域全体の魅力化と活性化に向けた取組み

宿場町の環境づくり2

江迎らしい宿場町の風情や、どこか懐かしい風景を視覚的に

感じられるように、景観・町並みに関するルールづくり（ガイ
ドライン策定）を行い、景観の保全と改善を図ります。

①景観ガイドラインの策定

江迎を訪れる観光客が、点在する観光資源を周遊する上で迷わな
いように施設の説明・誘導を行うための案内板を制作します。
案内板の制作にあたっては、宿場町の景観を阻害しないような
素材やデザインを取り入れます。

②案内板の制作

江戸時代の宿場町の風情を残す江迎地域において、通りを形成
する商店等店舗、個人家屋等に家紋や江迎らしいオリジナルの
ワンポイントをあしらった「暖簾」を掲出することで、賑わい
感、統一感等を演出し、来訪者をおもてなしします。また、オ
リジナルの暖簾を眺めること自体を旅の目的化するとともに、
地域内の周遊を促進します。

③オリジナル暖簾づくり

格子戸や暖簾など、これまで取り組んできた景観まちづくりの取組みを活用・強化し、
宿場町にふさわしい町並み・景観の演出、案内誘導を行います。



9

④江迎地域全体の魅力化と活性化に向けた取組み

宿場町の拠点づくり3

江戸時代の宿場町の風情を残す江迎地域において、地域住民が主
体となって、観光を手段として地域活性化を図るため、精米所として古
くから江迎地域の暮らしに深くかかわってきた
「太田精米所跡」を佐世保市が取得しました。現在、この
「太田精米所跡」の古民家ならではの良さを活かしながら、
①観光案内機能
②繭玉づくり、着物着付など体験機能
③地域食材を使用した食事提供機能
④地域農水物等特産品販売機能・お土産品販売機能等
⑤その他機能（情報発信、イベント開催・地域イベント連携…）
を提供できるよう、平成31年4月オープンを目指し、整備に取り組みま
す。

①太田精米所跡を活用した観光地域づくり拠点

江迎地域が育んできた歴史的な建物や空き家、豊かな農産物、地域に根付く人材やスキル
を最大限に活用し、宿場町・江迎を楽しむ集客・滞在の拠点を創出します。

黒大豆コーヒー、黒大豆茶、猪肉、猪肉料理をはじめ、これまで開発
した特産品の活用や新たな素材の商品開発を通じて、
江迎独自の特産品を開発し、太田精米所跡や屋形船を中心に
販売体制の構築、地域の収益源の確保を図ります。

②特産品の開発・商品化

宿場町に欠かせない滞在コンテンツとして、今後空き家を活用
しながら宿泊施設の整備を目指します。

③宿泊施設の整備
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④江迎地域全体の魅力化と活性化に向けた取組み

広域観光連携4

佐世保港の国際旅客船ターミナル「葉港テラス」の完成、三浦岸壁の
延伸により、現在、佐世保港へのクルーズ客船の寄港が大幅に増え
ており、平成30年は120隻、乗船客25万人を見込まれています。さらに
平成32年度には浦頭港に新たなクルーズ拠点港が完成する予定で、
国際的クルーズ運航会社であるカーニバル社が送客することが確定
していることから、総数で300隻、100万人のクルーズ乗船客が佐世保
市を訪れることとなります。
そこで、江迎地域では佐世保市観光課、佐世保観光コンベンション協
会と連携・協力を行い、このクルーズ乗船客の受入のための観光商
品の造成等、受け入れ環境の整備を強化します。
（具体的な取り組み）
江迎本陣の見学、寿福寺の庭園鑑賞とお茶体験、潜龍酒造蔵見学と
試飲、着物着付体験と着物でまち歩き、繭玉等お土産品
開発など

①佐世保港クルーズ客船の寄港数増加による
インバウンド観光の推進

西九州自動車道の延伸、クルーズ船の寄港増加、世界遺産との連携を契機として、インバウンド客を含めた
広域観光連携を促進します。

江迎地域の歴史物語を現代に蘇らせ、平戸をはじめ、相浦や周辺
地域への遊覧船運行を目指します。また、九十九島への周遊を実現
することで、新たな佐世保観光の目玉として集客・収入源の増加を
図ります。

②平戸や相浦、九十九島等への遊覧船

江迎地域は、世界遺産の構成資産である平戸（春日集落等）と黒島
を結ぶルート上に位置しており、これを好機と捉え、佐世保市観光課、
佐世保観光コンベンション協会とともに周遊観光素材として旅行代
理店への営業強化を図ります。

③世界遺産との連携促進

黒島天主堂 平戸・春日集落
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⑤取組みの実施体制

祭りで培った結束力を生かした多様な人材と組織体制
取組みの実施にあたっては、多様な職種・年代の人材が集まる江迎活性化協議会を中心とし、千灯籠祭りや水かけ地蔵祭り、

繭玉祭りで培った結束力を活かした地元における推進体制を構築するとともに、観光まちづくり全般で支援する佐世保市や観光

コンベンション協会そして各分野の専門家と連携することで、実行力・実現性を高めます。

江迎地域における
観光まちづくりの推進

観光まちづくりの支援、
クルーズ客船送客、世界遺産連携

江迎活性化協議会

まちづくり
専門家

観光専門家
旅行会社

景観専門家 広告会社
デザイナー

船大工
交通事業者

生産者
飲食店
料理家

商業
専門家

観光
専門家

観光まちづくり
の助言・支援

観光商品造成
ガイド育成

景観整備
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 拠点づくり

広報PR
屋形船の
復活

特産品開発
地域ブランド化

佐世保市
観光課

佐世保市
観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会

建築家
大工
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佐世保のハブ観光地 独自の宿場町体験

九十九島や相浦、平戸を繋ぐ
遊覧船により、佐世保・平戸の観
光を楽しむ中継地点が誕生

屋形船による入り江の演出と
宿場町コンテンツが合わさり魅力
的な観光体験が可能

地域との交流 インバウンド観光

屋形船や各種体験、まち歩き
ガイド等を通じて、地域住民との
交流が実現

日本らしさが味わえる佐世保の
貴重な観光地として、クルーズ客
船のインバウンド観光が可能

江迎地域全体の魅力化と活性化に向けた４つの取組み

⑥取組み実施を通じた１０年後の江迎地域の姿

“住んでよし訪れてよし”の宿場町の誕生

①入り江で迎える屋形船復活

②歴史散策モデルルートと

案内人ガイド育成

③日本文化を味わう体験観光

宿場町おもてなし演出 宿場町の環境づくり

①景観ガイドラインの策定

②案内板の制作

③オリジナル暖簾づくり

①太田精米所跡を活用した

観光地域づくり拠点施設

②特産品の開発・商品化

③宿泊施設の整備

宿場町の拠点づくり 広域観光連携

①クルーズ客船寄港数増加に

よるインバウンド観光推進

②平戸、九十九島等の遊覧船

③世界遺産との連携促進

“入り江で迎える宿場町”の見える化（10年後）

ヒト・モノ・カネの循環

地域住民の満足度

地元消費・所得の拡大 生活環境の改善

佐世保随一の観光体験・周遊

観光客の満足度

屋形船や飲食、体験、宿泊事業
による地元消費が拡大し、農家や
飲食店、関係者が所得向上

ガイドラインを運用して景観事業
に取り組み、地元が誇る豊かな
生活環境が改善・維持

生活利便性の向上 まちづくり担い手増加

集客力のある観光地になることで
新たな店舗誘致、交通環境が実
現し、生活利便性向上が期待

風情ある町並みと集客力のある
観光地に成長することで新たな起
業者、移住者の増加が期待


