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本研究は、アイランドツーリズムの地として注目されるようになった長崎県小値賀町で展開されている民

泊事業の担い手の意識について、特に民泊事業に携わる地域住民が感じるメリットとデメリットに注目しな

がら、聞き取り調査およびその結果を KJ 法による分類をとおして論じることを目的におこなった。 

その結果、民泊の担い手の現状から、適正規模の希求が島嶼という空間的完結性の高さや高齢化のすすむ

なかで特に重要な課題となることが明らかになった。 
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1.1.1.1.はじめにはじめにはじめにはじめに    

日本国は、本格的な人口減少社会に突入しつつある。

とりわけ、特に島嶼部でその傾向は著しい。さらに、

自治体消滅の警鐘が鳴らされるなど
(1)(1)(1)(1)
、島嶼部を取り巻

く環境は大きな転換点にある。 

このことは、都市部の発展にとっても決して無関係

ではない。都市は都市のみに支えられているのではな

く、周辺部(いわゆる「地方」)との相互関係によって初

めて地域社会は成立する。そのなかでも島嶼部は、周

辺部のなかで最も地理的に条件不利地域とされ、交流

人口の拡大といった現状打破につながる取り組みが求

められている
1)1)1)1)
。 

そこで、本稿では、47都道府県中で有人離島数が最

も多い長崎県に注目する。それらのなかでも、長崎県

内で最も人口規模が小さな自治体であり、五島列島の

中心地(五島市福江島)からもっとも離れた北端部に位

置する北松浦郡小値賀町に焦点をあて、アイランドツ

ーリズムの役割について考えてみたい。 

当地は、条件不利地域にありながら、アイランドツ

ーリズム事業で評価されていることで知られる。 

 

2.2.2.2.調査対象地域の概要調査対象地域の概要調査対象地域の概要調査対象地域の概要    

佐世保港から航路(フェリーで約2時間半、高速船で

最短約1時間半)で結ばれている(図1)。 

 

図1  小値賀町の位置 

この地図データは、国土地理院の電子国土Webシステムから

配信されたものである。 

 

2004年の住民投票では、佐世保市との合併の是非を

問う住民投票がおこなわれた。その結果、反対 1,297

票、賛成1,243票の僅差で、合併しない選択をした。 

小値賀町の人口は、典型的な島嶼の自治体にみられ

る人口減少社会の状態が継続しており、中心部の商店

街のにぎわいの低下もみられる(図2、写真1)。長崎県

内21市町のなかでもその進展は著しく、自治体として

存続できるように地域住民や民間への取り組みを推奨

する方針を採っている。 



 

 

図2  小値賀町の人口推移 

写真1  小値賀町の中心部 

 

観光振興に関しても、大型のリゾート開発からいまあ

るものを提供するというスモール・ツーリズムへの転

換がみられる。日本がリゾート開発にわいた時期にあ

たる1985年、小値賀町においても観光の起爆剤として

小値賀空港が開港し福岡、長崎への定期路線が開設さ

れたが、2006年に閉鎖され現在に至っている。 

 

3.3.3.3.小値賀町における民泊事業の歩み小値賀町における民泊事業の歩み小値賀町における民泊事業の歩み小値賀町における民泊事業の歩み    

小値賀町では、2000年代半ばより自地域の特性を活

かした「アイランドツーリズム（島暮らし体験）」を通

じて、地域振興につなげていこうという動きが高まっ

た。 

その結果、2007年2月、NPO法人(特定非営利活動

法人)おぢかアイランドツーリズム協会が設立認証を

受け、4 月に活動を開始した。この法人設立以前は、

もとは3つの団体が個別に活動していた。 

(1) 小値賀町観光協会 

1996年4月に設立された。旧小値賀港ターミナルに

事務所を設置し、自治体と連携して観光案内にあたっ

ていた。 

(2) ながさき・島の自然学校 

1999 年、自治体・民間団体により活動を開始した。

とくに知られているのが、夏の子ども王国(13泊14日

の長期キャンプ)の実施である。 

(3) おぢかアイランドツーリズム推進協議 

観光形態の変化に呼応するように、2005年に民泊に

関する事業が立ち上げられた。当初は 7 軒で民泊事業

が始まった。 

これらの窓口の一本化は、2007年度事業から早くも

効果を生み始めている。とりわけ、米国の民間教育団

体『ピープル・トゥ・ピープル』による国際親善大使

派遣プログラム(PTP 事業)で高校生約 180 名を受け入

れた成功体験は、翌年度の PTP 事業における、PTP

アメリカ高校生平和大使アンケートでの 2 年連続世界

一という結果にも表れている。2009年度には、都市部

4校(京都、大阪、静岡、神奈川)の修学旅行の受け入れ

も始まった。 

 近年では、小値賀町野崎島にある旧野首天主堂を含

む「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」が、ユネス

コの世界文化遺産に2016年度登録の見込みとなり、民

泊をはじめとするこれまでの事業に、今後さらなる注

目の高まりが予想されている
((((2222))))
。 

 

4.4.4.4.民泊受け入れ住民に対する聞き取り調査結果民泊受け入れ住民に対する聞き取り調査結果民泊受け入れ住民に対する聞き取り調査結果民泊受け入れ住民に対する聞き取り調査結果    

2013年 11月9日～10日に、筆者をはじめ長崎大学

環境科学部学部生・大学院生計25名で、おぢかアイラ

ンドツーリズムの高砂樹史氏による座学および質疑応

答(写真2)ののち、6軒の民泊先を対象として、面接質

問法による聞き取り調査をおこなった。 

対象となった民泊の実施住民は、いずれも夫婦でこ

なしていた。前職は、食料品店勤務、工事現場の炊き

出し、農業、漁業、町議会議員、JA、主婦など多岐に

わたる。質問の内容は、民泊の実施に対する当事者の 

写真 2 おぢかアイランドツーリズムの高砂氏による

座学および質疑応答のようす 
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意識把握を目的とした設定とした。回答の方法につい

ては非統制的な自由な発話とし、それらの内容を設問

ごとにKJ法による類型化を試みた。 

(1(1(1(1))))調査対象者の属性調査対象者の属性調査対象者の属性調査対象者の属性    

6軒の民泊先での回答者の属性を示す。 

① H 氏宅…聞き取り対象者：60 歳代男性・50 歳代

女性(民泊開始時期：2005年7月～)  

② K氏宅…60歳代女性(2010年9月～)   

③ M氏宅…50歳代女性(2008年8月～)  

④ S氏宅…70歳代男性(2004年3月～)   

⑤ U氏宅…60歳代女性(2005年～)    

⑥ Y氏宅…70歳代男性・60歳代女性(2008年6月～)  

(2(2(2(2))))民泊に関して民泊に関して民泊に関して民泊に関して    

1)1)1)1)民泊利用者の客層民泊利用者の客層民泊利用者の客層民泊利用者の客層    

首都圏や都市圏からの修学旅行生が多く、次いで家

族や学生といったスモール・ツーリズム的な客層が増

えつつある。数年前からは、リピーターも目立つよう

になった。同じ民泊先に繰り返し訪れるばかりではな

く、一部には、民泊めぐりという楽しみ方をしている

ケースもある。また、他の自治体からの視察を目的と

した宿泊者も増えつつある。 

2)2)2)2)民泊を始めたきっかけ民泊を始めたきっかけ民泊を始めたきっかけ民泊を始めたきっかけ    

ここでは、「受動的要因」と「能動的要因」によるき

っかけを見出すことができる。 

前者は、定年退職をはじめとする離職時に声をかけ

られたり、受け入れ家庭不足のため他者から要請され

たりしたケース、後者は、他自治体と合併しない選択

をしたため、新たな産業としての観光に注目したこと

や、もともと人と接することが好きだったり、従来取

り組んでいた子どもキャンプの評判がよかったといっ

たケースである。 

開始の動機はいずれにしても、後者の動機を持ち合

わせていなければ、民泊を持続して営むことは難しい

と考えられるため、民泊を始めながら後者の認識を獲

得している機会も多いと思われる。そうでなければ、

当地での民泊事業の定着はなかったであろう。 

3)3)3)3)民泊のメリット、デメリット民泊のメリット、デメリット民泊のメリット、デメリット民泊のメリット、デメリット    

メリットとして、「他に替え難い嬉しさ」や、「人と

の出会いや接することの楽しさ」、「若者との交流」を 

通して、小値賀を知ってもらえ活性化につながると

感じる点が挙がった。 

デメリットには、民泊は 1 泊 6 人までといった共通

した規制への適合努力や、安全管理(けがや病気)といっ

た、地域活動に広く共通する事項が指摘された。 

メリットには前項と重なる内容がみられるが、民泊

事業が持続的に展開していくには、軒数の維持(担い手

の確保)で無理をしないことが重要であろう。一方で、

安全・安心の確保については、事態によっては相応の

体制を確立しておく必要があることが示唆される。 

4)4)4)4)民泊を通して知ってほしいこと民泊を通して知ってほしいこと民泊を通して知ってほしいこと民泊を通して知ってほしいこと    

①「小値賀の魅力」(“手つかず”の自然、島民のお

もてなしの心)、②「民泊ならではの体験」(特別なこと

というより、挨拶や箸の持ち方、手伝いなど屈託なく

話せること)、③「田舎や島のこと…田舎暮らしの楽し

さ、反面、過疎化が進行する現状」の 3 点が挙げられ

た。ここで特徴的なのは、小値賀町のよさに加えて、

挨拶といった日常的なことがらや、過疎化の現状とい

ういわゆるマイナス的要素にも注目してほしいという

現実である。アイランドツーリズムが指向する島暮ら

し体験それ自体が、よそ行きのものではなく、着地型

観光としての性格に強く根ざしている点が理解できよ

う。 

5)5)5)5)民泊の将来性民泊の将来性民泊の将来性民泊の将来性    

2)と同様に、ポジティブとネガティブという、相対

する回答がみられた。前者は、「町全体に(民泊数)が拡

がり、受け入れ数が増えてほしい。本業を持ちつつ展

開できることが大切」「人と接することができること

の魅力」、後者は、「年齢を重ねてきたため体力的にき

つく、せいぜいあと 10 年できればと考えている」「他

人の世話、子ども好きでないと続けられない」が代表

的な回答理由であった。 

その他、「持続的な展開を図るための利益の確保」や、

「フェリーの新造」「学校の設立」といった附随的条件

を挙げるケースもあった。 

 

5555....考考考考    察察察察    

観光を構成する 4 つの要素として、図 3 に示したも

のはよく知られている。とりわけ、アイランドツーリ

ズムでは、各要素に添え書きした事項を踏まえた展開

が求められる。 

この点について、民泊をおこなう地域住民への聞き

取り調査は、有益な示唆を与えてくれる。すなわち、

無理をせず飾らないことが新しい観光のニーズに応え

るシーズの創出につながっていくことの重要性が見い

だせる。 

・観光資本…大手エージェントは対応しにくい。 



 

 

・観光資源…“素朴さ”、“手つかずの魅力”。 

・地域住民…観光資源を保全、伝承してきた誇り、経 

済的な循環・還元。 

・観光客…「五感」を研ぎ澄ます時間に。 

図3  観光を構成する4つの要素 

 

これまで述べてきたように、小値賀町の人々は、地

域特有の自然環境や生活環境(地域資源)を活かしたア

イランドツーリズムという着地型観光の確立に取り組

んでいる。つまり、初期費用が比較的安価な観光分野

であったからこそ、都市部と比較して経済力に乏しい

条件不利地域である当地でも取り組むことが可能であ

ったと言える。今後、持続的に民泊事業を展開してい

くためには、島民の生活を潤すための経済的効果の波

及および高齢化が進む民泊経営者の跡継ぎの確保が不

可欠である。ただしここで留意すべきは、前者は民泊

事業のみで生計が成り立つということを指しているの

ではない点である。高齢者が担い手として多いことや、

実際の身の丈にあった受け入れ人数を考慮すると、公

的年金や他の収入を得ながらの「兼民泊」も経営の一

つの形としてとらえておく方が現実的であろう。 

また、住民が考える小値賀町の良さは、「人とのつな

がり」「自然環境」など身近で日常的なものであり、そ

れは都市圏や首都圏の人々にとっては非日常化しつつ

あるものである点や、民泊体験によるツーリズムを展

開する場合、民泊経営者だけでなく、まち全体の活性

化を視野に入れたアイランドツーリズムを推進すると

いう観光まちづくりの視点が重要である。民泊のなか

で実施される体験プログラムの多くは、「農業や漁業

などの生業や、郷土料理、工芸といった島民が特別な

訓練を行わなくても提供できる」ものであり
1)1)1)1)
、利点

の伸張や課題の克服にはこの原点に立った議論の蓄積

が不可欠である。 

 

6666....おわりにおわりにおわりにおわりに    

本稿では、五島列島の北端に位置する小値賀町でお

こなわれている小値賀町の民泊事業に焦点をあて、民

泊の担い手の意識を把握するための聞き取り調査を手

がかりとして、アイランドツーリズムのもつ役割につ

いて論をすすめてきた。 

その結果、アイランドツーリズムという着地型観光

の展開において、適正規模の希求は、島嶼という空間

的完結性や担い手の可能性の人口などを考慮し、特に

慎重に議論を蓄積していく必要があることが明らかに

なった。民泊事業者がどのような認識のもとで小値賀

町の観光を支えているのか、これからも経年的な意識

把握に心がけていきたい。 

 

付記：付記：付記：付記：本論文は、筆者と長崎大学環境科学部学生が 2013 年

11 月 9 日～10 日に共同でおこなった聞き取り調査をもとに

執筆した。研究をすすめるにあたり、民泊事業者である小値

賀町の地域住民各位に大変お世話になった。この場をお借り

して御礼申し上げる。 

    

【補注】【補注】【補注】【補注】    

(1) 2014年5月9日付の日本経済新聞記事による。 

(2) 野崎島は、小値賀町を構成する島嶼の一つである。実質

無人島であるため、仮に観光客が旧天主堂を訪れるとすれ

ば、小値賀島を中心とする民泊を利用し滞在日数を確保す

ることになると考えられる。 
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