
対馬分科会対馬分科会
つしまつしま

時　間 内　容

13:30～15:30

15:30～ 

18:00～

パネルディスカッション

各農林漁家民泊先へ移動し、体験

夕食・就寝

《１日目》
11月21日（水）

7:00～

8:00～12：00

12:00～13:00

13:00～16:00

朝食後、各農林漁家民泊先から出発

島内観光

（北部コース）韓国展望所～対馬野生生物保護センター

（中部コース）和多都美神社～烏帽子岳～万松院

（南部コース）豆酘崎～天神多久頭魂神社～鮎戻し自然公園～万松院

対馬市交流センター到着後、昼食

全体会参加（テレビ会議システム）

《2日目》
11月22日（木）

テーマ

対馬グリーン・ブルーツーリズム協会
事務局長 川口 幹子

（元地域おこし協力隊）

コーディネーター

◎スケジュール

分科会場 対馬市交流センター［大会議室］

コーディネーター 対馬グリーン・ブルーツーリズム協会　事務局長
 川口幹子（元地域おこし協力隊）

パネラー 対馬観光物産協会　
 上原由美子（現役地域おこし協力隊）

一般社団法人daidai　代表理事　
 齋藤ももこ（元地域おこし協力隊）

つしまホワイトハウス　オーナー　
 福山耕太（福島出身　ソウルから移住）

大石農園　大石裕二郎（長崎県諫早市出身　静岡からの孫ターン）

場　所

対馬市交流センター

民泊先

民泊先

各観光地

対馬市交流センター

■ 民泊での体験の模様

【ジビエ料理体験】
　鹿肉のたたきを作って食べました。参加者全員、鹿肉は初めて食べましたが、歯ごたえの良さや臭みがないことに驚いた
様子で楽しい団欒のひとときを過ごしました。

【郷土料理体験】
　対馬の郷土料理である「ごまぼたもち」を作って食べました。これは祭りやお盆などによく食べられ、無病息災と一家の
安全を祈願する意味があるそうです。

※釣り体験は雨天のため中止

食事の席では、地域おこし協力隊の今後の活動や対馬の魅力について
など活発な意見交換がなされ、有意義な時間を過ごせました。
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■ 島内観光の模様■ パネルディスカッション

齊藤 ももこ 氏　（一般社団法人ｄａｉｄａｉ 代表理事）

⃝ 有害鳥獣ビジネスコーディネーターとして対馬へ
⃝  移住の決め手は、転勤族だった自分にとって対馬の人々の温もりが

『ふるさと』のように感じたから
⃝  地域活動での心構えは、自分のペースを保って地域で生活する軸を

もっておくこと

福山 耕太 氏　（つしまホワイトハウス 代表）

⃝ WWOOF Koreaでの勤務を経て対馬へＩターン
⃝  移住の決め手は、対馬が好きな人に3年がかりで説得されたこと、田

舎に住んで農業がしたいという思いがあったから
⃝  地域活動での心構えは、目的意識を失わないこと・コミュニケーショ

ンをとること

上原 由美子 氏（対馬観光物産協会）

⃝ 対馬市島おこし協力隊として対馬へ
⃝  移住の決め手は、都会ではできない田舎ならではの自然豊かな生活

ができるから
⃝  地域活動での心構えは、自己責任という意識を強く持ち、失敗を恐

れずチャレンジすること

大石 裕二郎 氏（つしま大石農園）

⃝  農園を開設した父を手伝うため対馬へ
⃝  移住の決め手は、対馬を応援したかったから
⃝  地域活動での心構えは、パートナーや周囲の人々を大切にするこ

と・都会に出る機会を設けてアイディアを地元に持ち帰ってくること

コーディネーター講評：川口 幹子（対島グリーン・ブルーツーリズム協会 事務局長）

⃝  今回の大会のテーマである「人情味や知恵の継承」について、『大事なのは終わり方や続け方』『続けるため
の仕組みづくりが必要』といった意見が出ていたが、特に『何よりもそこに人がいることが大事だ』という意見
が印象的だった。会場との質疑応答も活発に行われ、非常に有意義な内容だった。

【万松院】

【韓国展望所】 【鮎戻し自然公園】

本堂 132段の石段「百雁木」

【多久頭魂神社】

狛犬 原始林の樹木

【ツシマヤマネコ順化ステーション】

施設の全体図の説明 野生順化ケージ
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いきいき

壱岐分科会壱岐分科会

時　間 内　容

13:00～13:30
13:30～14:00
14:00～14:30
15:00～17:00

受付・宿紹介
事例発表
意見交換
各交流民宿先にて体験交流
※魚さばき、野菜・果物の収穫、釣り体験、パン作りなど

《１日目》
11月21日（水）

  9:00～10:00
10:30～11:30
12:00～13:00
13:00～16:00

各交流民宿先にて朝食
一支国博物館見学
シーキャンドル作り体験
昼食（御弁当）
全体会参加（テレビ会議システム）

《2日目》
11月22日（木）

テーマ

壱岐交流民宿運営委員会
委員長 下条 正文

コーディネーター

分科会場 フリーウィルスタジオ
コーディネーター 壱岐交流民宿運営委員会　委員長　下条　正文

◎スケジュール　
11月21日（水）13 時～　壱岐分科会の発表開始
参加者は二名でしたが、その内一名は会参加前に島内をアテンド。
会が始まり、壱岐交流民宿運営委員会 委員長の下条より
交流民宿の現状と課題ということで発表がありました。
また当委員長は教育旅行にも力を入れており、
交流民宿に限らず、様々な自己の体験談について話を行いました。
その後、意見交換が行われ出された質問として以下がありました。
・交流民宿、また教育旅行を取り組まれたきっかけ
・交流民宿を行っている宿数
・体験料金について。また生業として生計がたっているのか　等々
込み入った質問もあり、熱のある意見交換会を行うことが出来ました。

＜壱岐分科会の様子＞

＜陸釣り体験の様子＞

15 時～　民宿滝の上へ移動 。交流体験を実施 。
宿へ移動後、眼下に見える港にて釣りスポットがあるということで
移動 。ウキ釣りを行いました。
何度かスポットを変え、アジをメインに20 匹弱釣りあげました。
釣り体験はお子様にも人気の体験であり、
世代を問わず楽しめる体験となっております。

その後、宿へ戻り、きゅうりのワサビ漬けを作る調理体験を行いました。
こちらは室内で行えるということで、天候に左右されず、
またどなたにでも行えるものなので、釣り体験と同様、
家族で楽しめるような体験内容になっています。
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＜シーキャンドル作り体験の様子＞

＜一日目全員で集合写真＞

午後から全体会参加のため、テレビ会議システムを利用して、
壱岐会場とメイン会場を繋ぎ参加をしました。
多田事務局長の講演から始まり、各分科会からの報告がありました。
特に分科会からの報告については、事前に写真を送り、
それを見ながら説明を聞くスタイルであったので、文面だけでなく、
よりわかりやすくイメージしながら聞き入ることができました。
壱岐分科会からの報告内容としては、頭で考えるだけではなく、
行動に移すこと。現場に行き、そこでしか感じることが出来ない実情、
現状を知らなければ、行動に移すことが出来ないという説明をしました。
これは参加者、出席者全員が共通認識であった点であります。
今後はグリーン・ツーリズムを通じて、交流民宿だけでなく
インバウンドや教育旅行等、一つの活動に固執することなく、
様々な行動に繋げていくことで、壱岐の発展につなげていきます。

夕食は参加者、スタッフも一緒に食事をしました。
海産物をメインに釣った魚をさしみや、揚げて提供しました。
体験から食事、宿泊まで一連の流れで壱岐を満喫できるようになっています。
壱岐焼酎もふるまわれ、意見交換会以上に熱のある話もでき、
笑い声も聞こえる楽しい夕食となりました。

二日目。午前中は一支国博物館 。シーキャンドル作り体験を行いました。
一支国博物館は「魏志倭人伝」に記された一支国の王都跡とされる原の辻遺跡や
壱岐島内の遺跡に関する資料や出土品を収蔵展示しております。
模擬発掘体験等できる「きっずこうこがく研究所」というものもあり、
子供でも楽しめるプログラムもございます。
またシーキャンドル作り体験は女性人気も高く、グラスの中に壱岐の海を
イメージして作ります。

＜きゅうりのワサビ漬け調理体験の様子＞

＜一支国博物館の様子＞
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テーマ

時　間 内　容

12:30～13:10

13:30～15:30

16:00～17:00

17:00～18:30

18:30～20:30

20:30～ 

集合・受付

船釣り体験（雨天時変更あり）

事例発表・パネルディスカッション

共同調理

交流会

各農林漁家民泊先へ移動

《１日目》
11月21日（水）

  8：30～ 8：50  

  8：50～10：00  

10：00～11：40  

12：00～13：00  

13：00～15：00

離村式

鬼岳へ移動、視察

鐙瀬ビジターセンターへ移動、視察

昼食

全体会参加（テレビ会議システム）

《2日目》
11月22日（木）

五島分科会五島分科会
ごとうごとう

長崎県五島振興局
地域づくり推進課 課長 明石 克磨

◎スケジュール

※時間調節のため、予定を一部変更して実施しました。

コーディネーター

分科会場 大浜地区公民館

コーディネーター 長崎県五島振興局 地域づくり推進課長　明石　克磨    

パネラー 五島市農業振興課長　田脇　栄二

五島市観光物産課長　角野　隆

五島市観光協会事務局長　今村　安規子

大浜地区体験交流協議会会長　御手洗　正利

場　所

福江港

大浜地区公民館

各民泊

大浜

鬼岳

鐙瀬ビジターセンター

五島市役所

■ 船釣り体験
　当日の天気は生憎の雨で風も強かったのですが、漁師の方々のご指導のもと、船釣り体験を行いました。カサゴや
鯛などが釣れ、参加者の方々は自然と触れ合える良い体験となった、と感想を述べられました。

■ パネルディスカッション
　パネルディスカッションには、島内外から約50名と多くの参加があり活発な意見も多く盛大な分科会となりました。
会の冒頭、来賓である五島市田端農林水産部長より、五島での人口が減りつつあり、「地域の活性化が求められてい
る」状況の中、民泊の受け入れは、呼び込みの強化により、5年目を迎える昨年度は164件で参加者6300人と実践
者が増加している状況が紹介されました。

　続いてパネルディスカッションに先立ち、大浜地区体験交流協議会の平田事務局長により、マテ貝やアサリなどの
「貝堀り」や「灰だこ掘り」、「磯体験」等の体験についての紹介や、「初めての体験が多かった」、「料理もおいしかっ
た」、「機会があればもう一度来たい」といった修学旅行生からの声に関する事例紹介が行われました。
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　パネルディスカッションは、「体験民泊による地域振興の波及効果について」をテーマに4名のパネリストにより行わ
れました。

【御手洗氏】　
　・ 婦人会が消滅したり、様々な役員の人数が減って、島の元気が無くなってきている。
　　 こんなところに人が来るわけがないという考え方だったが、離村式で涙を流してくれる人などを見て、実感が湧いた

り、元気がでる。そこから、来たい人はたくさんいるという考え方に。島の住民の島に対する価値観も変化した。
　・ ボランティアではできない。理由は営利的ではないがコストはかかるから。また、不平等ではない運営が大事。

【角野氏】　
　・ 物見遊山の観光から体験へという社会的な流れがあり、行政が動いた。
　・ 民泊は五島の経済に貢献している。民泊の受け入れをしている人は、他の人が来るとなると、食材などにお金を使

い、お金を使うことで経済はまわる。だから、民泊を今後も続けていくべき。

【今村氏】　　　
　 ・ 「民泊実践者による修学旅行生の自立につながる取組みにより、掃除をしなかった子供が掃除をするようになっ

た」との感想を受けるなど、五島の民泊は高い評価も受けている。
　・ しかし、グリーンツーリズムは目的ではなく手段なので、これだけに奔走してはいけない。まず定着させ、課題を出し

ながら改善していくことが大切。
　・ 修学旅行生などが多く来るので、五島で進めている主な活動「浮体式風力発電」、「椿の産業化」、「マグロの養

殖」などをもっと深めて教育とからめていくことも考えていくべき。

【田脇氏】　
　・ グリーンツーリズムは大きな取り組み。民泊を増やしたりして、推進していきたい。
　・ 海だけでなく、牛のえさやり体験など農畜産物を利用した活動も行っていきたい。

 【まとめ】　
　各パネラーの意見をまとめ、あらためて「地域主導」で「地域振興」をキーワードに楽しみながら取り組むことが
重要であるとの意見でまとまりました。

■ 交流会
　交流会では、会員の皆様が腕をふるい、地元の食材を使った五島ならではの料理が並びました。料理は普段味わう
ことの出来ないものばかりで、皆様との会話も弾み、地域を越えた交流の取組みが話し合われるなど、共有意識が高ま
る有意義な交流会となりました。

■ 離村式
　翌日、地域を離れる際には離村式が開かれました。会員や参加者それぞれから感謝や別れを惜しむ挨拶や名残を惜
しむ会話が予定時間を過ぎるまで行われ、２日間にわたるとても充実した交流会が終わりました。
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コーディネーター

イデアパートナーズ株式会社
代表取締役 井手 修身

小値賀分科会小値賀分科会
テーマ

時　間 内　容

13:00～13:30
13:30～17:00
17:00～

19:00～ 

受付
講演・事例発表、意見交換
各農林漁家民泊先へ移動
※希望者は古民家ステイ宿泊も可
交流会

《１日目》
11月21日（水）

 7:00  
 7:25  
 8:55  
11:00

各農林漁家民泊先にて朝食
全体会参加者はターミナル集合
高速船シークインにて佐世保へ
佐世保着～貸切バスにて大村会場へ
会場到着～受付

《2日目》
11月22日（木）

おぢかおぢか

分科会場 若者交流センター

コーディネーター イデアパートナーズ（株）代表取締役　井手　修身

パネラー NPO法人おぢかアイランドツーリズム協会 
 理事長　前田 敏幸

NPO法人おぢかアイランドツーリズム協会 
 民泊部会長　中村 信子

小値賀町産業振興課 理事　松尾 幸治

〇古民家見学

　教育旅行の受入れとしての体験宿泊施設（民泊）とは違った、島の暮
らしを体験する新たな受け入れ施設として歴史ある古民家を改修し、国内
や外国人観光客に宿泊してもらい、小値賀を感じてもらおうという試みが
2010 年からスタート。（町内に6 棟整備）

　大きな窓から港が見える家、大黒柱が
むき出しで何か力強さのようなものを感じ
る家、外観の雰囲気と共に、どの家も趣
のある内装に整えられており、一見旅館
に来たのではないかとも思わせてくれる非
常に素晴らしいインテリアを兼ね備えてい
ます。

◆最も力を入れて整備を施しているのは、水回り
　宿泊設備を利用する際に気になる部分としてお風呂やトイレなど
の清潔感は欠かせない要素のひとつです。客室は趣を感じる様子
でありながら厨房はしっかりと整備され自炊も可能な設備を備えて
おり、小値賀の方々のホスピタリティが非常に多く感じられる見学
となりました。
　訪れていた参加者は、各地で修学旅行の受入れ、体験型宿泊
を実践されている方や旅行企画を担当される部署で働いている
方々であり、「意外と収容人数が多くて驚いた」、「文化体験学習
の一環としてこういった設備を学生のみんなに体験してもらいた
い」、「価格設定や、実際の様子など具体的なお話が聞けて非常
に参考になった」などとコメントされていました。

◎概要

12：50 小値賀港ターミナル集合　古民家見学へ

14：00 小値賀町離島開発総合センターにて意見交換会開始　
他県における取組の発表及び自己紹介（井手氏より）

14：05 小値賀町の観光に対する取り組みの紹介（末永氏より）

14：40 グループディスカッション

15：15 パネルディスカッション（出た意見への回答を松尾氏、中村氏、前田氏より）

16：55 意見交換会終了

19：00 同会場にて交流会

21：00 解散～各民家へ

翌日 大村全体会へ移動
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■ 取り組み発表とパネルディスカッション

　おぢかアイランドツーリズム協会、事務局長の末永より、小値賀町の観光に対する取り組み事例を目標とと
もに報告 。

・目標　「 持続可能な島、そのための持続可能な事業と組織であるために、小値賀らしさ、おもてなしが好きな
島民の特性を大切にし、経済への貢献や若者が暮らせる街を作り上げること」

　この目標を達成するため平成 19 年のＮＰＯ法人設立から、島で取り組んできた事業内容としていくつかの
事例についてスライドを使い紹介 。
①島ぐるみのおもてなしとして7 軒の民家で、ホームステイ型民泊サービスを開始（現在 20 件の登録民家）、
徐々に受け入れ家庭を増やし、大人の個人旅行者の受入れから、体験学習などの教育プログラムを充実さ
せ、修学旅行生や青少年団体などの受け入れ、募集型の企画旅行の実施等、島の暮らしを体感する取り組
みを進めている。
②野崎島まるごと体験プログラムとして、現在、約 400 頭の野生の鹿が暮らすほぼ無人の島「野崎島」にて
海や山をフィールドとした自然体験やトレッキングなどのアクティビティを通し、暮らしの尊さを学んでもらうイベン
トや子どもキャンプなどを開催、また、宿泊休憩施設として「野崎島自然学塾村」の運営を行い年間 4000 人
ほどの利用者が訪れる状況となっている。
③国際的な交流活動として07 年、08 年に、People to People（アメリカ国際親善大使として来島の高校
生）の受け入れを行い、多くの島民を巻き込んだ歓迎式や町歩き、小学校及び島民との交流、郷土芸能を一
緒に行うなど文化交流をメインとした受け入れ活動を行い、世界各地での受入れ評価の中で満足度世界一に
2 年連続選ばれることとなり、小値賀島の名が広まるきっかけとなりました。

■ 意見交換討論会

　という４つのテーマに沿い、参加者同士数名で班を作り、意見や質問をまとめ、出た意見をパネラーの皆さん
に回答してもらいながら、討論するというパネルディスカッションの形で進められました。

　やはり今回の大きなテーマである外国人観光客
を呼び込む取り組みについての討論が盛り上がっ
ており、ホームページの外国語ページの準備に関
する質問や、カルチャーショックをいかにポジティブ
にとらえてもらえるかといった議題に関しパネリスト
側は、外国語が使えるスタッフの増員が難しくても
通訳の要らない、気持ちでのコミュニケーションを
推進することでそれをうまく伝えていくことが出来れ
ば、受入はできる。ただし、訪れていただく為の広
報はしっかりとした形を作ることが大事と回答して
いました。

■ 島の交流会

　各々の地元の話題を交換したりしながら、小値賀でとれた新鮮な食材を使った料理を民泊民家の皆さんにふ
るまっていただき、討論会とは違った穏やかなムードの中、小値賀分科会は幕を下ろしました。

①アイランドツーリズム協会の活動について
②民泊や体験プログラムについて
③行政の中山間・離島とのかかわり及び経済的支援において
④インバウンドの取り組みについて
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