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 Handmari・大丈夫村！Stay

教会と廃校の「半泊物語」
・・・社会的課題解決の旅・・・

半泊教会（大正１２年築、鉄川與助建築）



①海から日の出を見られます

②教会はいつでも見学できます

③キッチンガーデンでハーブを採ります

④カフェで食事をします

⑤野良仕事で体を動かします
⑥ハンモックでお昼寝します

⑦高台までお散歩します

⑩村の人との語らいもございます

第1章：「祈り暮らす村」のひと時　・・・半泊ステイ・・・

⑫お泊まりはこちら（洋室1～3名）

⑧山を眺め、山に遊びます

⑪日本最西端のポストからお便りします⑨海を眺め、海に遊びます



　小値賀町（野崎島）

　・旧野首教会堂と関連史跡

五島市（奈留島）

・江上天主堂（重要文化財）

　新上五島町

　・頭ヶ島天主堂（重要文化財）

五島市（久賀島）

・旧五輪教会堂（重要文化財）

第2222章：「祈り」について考えます　・・・半泊トーク・・・

五島市・福江島
・半泊教会／未指定 

半泊教会の信者代表
・宮川喜一＆ツタエさん 

漁業と祈り：　私は漁に行く前に教会の門前で神様にお祈りしてから行くのです。一日ごとに健康に無事に過ごす事ができますように
とね。半泊教会だけでなく船に乗っている時でも堂崎教会などが見えたらお願いしますと祈っている。久賀島の浜脇教会の前でも祈っ
ている。だから事故を起こしたことはない。人間は真心込めれば不都合になることはないし、お恵みもある。教会の前で立ち止まって、
帽子も取って、≪今日も一日無事に過ごすことができますようにお願いします≫と行きも帰りも祈りを捧げている。もうそれが当たり前
になっているし、習慣である。だから漁が出来なくても全然悩まんし、悔やんでも一銭にもならないから悔やまない。そうすれば自ずと
朗らかになる（笑）。

長崎・五島列島には、世界遺産的価値のある４教会を含め、全部で５１教会もあります。
祈り暮らす島の日常とは、どんな暮らしぶりなのでしょうか？半泊在住のカトリック信徒のご夫妻２名にお聞きしました。



１）潜伏キリシタンの人々が切り開いた村

２）祈り暮らす人々によって出来た田園風景

３）５００m四方に凝縮された生態系（海・川・山そして田畑）

４）自然も人も共に豊かになるためのヒント

５）屋根のない美術館構想と里山市民への道

川

海

田

山

畑

　　　

田園ミュージアム・半泊大丈夫村！で学べること

第3章：「暮らし」について考えます　・・・半泊スクール・・・

    　語られることがなかったカクレキリシタンの歴史（過去）や、見えにくかった「祈り暮らす村」の日常（現在）を
視聴覚化して、半泊集落の将来的可能性（未来）を理解していただくためのプログラムをご用意いたしました。　



水源

田んぼ

海

・半泊教会

山

畑

第4章　半泊School＆Stayの原点：流域共同管理と生物多様性

川

→2011年度、2012年度開催サイエンスキャンプより

　　



第5章：「祈り暮らす村」（Handomari・大丈夫村!Stay）の活用事例

①長崎ウエスレヤン大学　（2013年夏、2泊3日）

①隠れキリシタンと半泊集落のお話

②島っ子・半泊スクール（2009年、日帰り6時間）

④山梨大学野外教育研究会　半泊スクール（4泊5日）

⑤社会人グループのエコ・ツアー（3泊4日）

⑥島っ子・半泊スクール（2010年、日帰り6時間）

⑦サイエンスキャンプ（2012～2013、3泊4日）③東京純心女子高校　（2014年、日帰り3時間）

7年連続開催
2007～2013年



第6章：限界集落から大丈夫村！への軌跡 ・・・過去から現在までの経緯・・・ 企業組合　五島列島ファンクラブ

年 経過  テレビ番組 雑誌・新聞記事 掲載数 ステイ 来訪者

平成１８年 2006 田園ミュージアム構想発表(日経新聞社主催エコプロ展） 日経ビジネス  『都鄙の格差を埋めるパワーに』 6 準備中 準備中

平成１９年 2007 【内閣府】地域再生計画に認定　廃校の民間活用事業 NBC長崎テレビ　『限界集落』　 8分 九州のムラへ　vol.20　ムラコラム　『渡り鳥族のススメ』 23 準備中 準備中

【農水省】2007～2012年　限界集落シンポジウムの開催 NBC長崎テレビ　『限界集落』　15分 毎日新聞　正月特集：　『東京から福江島へ』

東京・巣鴨にアンテナショップ「ここ長崎」開店 日本テレビ　ぶらり途中下車の旅　勝野洋　『巣鴨・ここ長崎』 長崎新聞　『旧半泊分校の改修工事完了』

平成２０年 2008 【長崎県】田舎暮し促進交付金事業（廃校の改修工事） 日本経済新聞　全国版「北風南風」/限界集落に暮らす 16 準備中 200

平成２１年 2009 企業組合　五島列島ファンクラブ　設立 ＮＣＣ長崎文化放送　『半泊・田園ミュージアム構想』 8分 西日本新聞　『地球維新・五島　田は自然の浄化源に』 16 80 260

半泊ステイ開設（簡易旅館業認可） ＮＩＢ長崎国際放送　ニュース番組　『限界集落に挑む』 8分 読売新聞　県政への課題④　『過疎化が進む集落』

テレビ東京 ソロモン流　『辰巳渚　半泊ステイ登場！』　7分 朝日新聞　『記憶の里・五島　大人の社会科見学』

平成２２年 2010 【厚労省】基金訓練「農業研修」第１～３期 ＮＨＫ福岡　『五島列島・半泊集落』（生放送） 15分 長崎県　『県民だより』　７月号（表紙・グラビア） 9 105 360

読売新聞　五島市・半泊地区　集落ツアーが静かな人気　

平成２３年 2011 半泊カフェ開設（飲食店認可） ＴＢＳ　情熱大陸「コミュニティーデザイナー山崎亮」 半泊 ソトコト特集：日本を元気にする九州の100人『Ｎｏ．13濱口孝』 17 96 502

【国交省】小冊子『記憶の里・五島』発刊

平成２４年 2012 九州商船㈱と業務委託契約締結 ＮＨＫ長崎　『Ｇｏｔｏ廃スクールプロジェクト』 8分 WEDGE  『99の国境離島　守る覚悟はあるか』 22 117 977

平成２５年 2013 【長崎県】ビジネスプランコンテスト最優秀賞 NCC長崎文化放送　ビタミンN 『半泊集落再生の取組』　5分 季刊誌「住む」　長崎県五島列島・半泊を歩く 15 148 448

【環境省】ワットセンス・アワード優良賞 ※次頁 KTN長崎テレビ　『半泊の祈り』 30分　→取材・撮影続行中！ 長崎新聞 『限界集落の生活学ぶ　東京純真女子高』

　　　　

【農水省】オーライ！ニッポン　ライフスタイル賞

マスコミ掲載回数　合計 124 回

事　業　目　標　→　限界集落で４人（シェフ、セラピスト、ファーマー、ガイド）の雇用を目指しています。 半泊ステイ者数　合計 546 人

半泊集落への来訪者数　合計 2747

人



第7777章：    社会的評価（受賞歴）

隠れキリシタンの伝統が息づく離島の小さな限界集落
で、廃校舎を自己資金も拠出してビジターセンター化
し、年間1,000人の交流を達成している点、

循環型地域システムや着地型旅行プログラムに挑戦す
る姿勢等が評価されました。

「祈り暮らす村」というキャッチコピーも魅力的です。

第１１回
オーライ！ニッポン2013年
ライフスタイル賞

by　オーライ！ニッポン会議、農林水産省
後援　総務省、文科省、厚労省、経産省、国交省、　
　　　　環境省、経団連、全国知事会、全国市長会、
　　　　全国町村会

長崎県
ビジネスプランコンテスト2012
年 最優秀賞

五島を愛する思いにあふれる
現実的で、よく練られたビジ
ネスプランとして評価したい。

離島観光促進による地域活性
化や「くらし」にスポットを
向けた独自性が認められる。
世界遺産登録運動との相乗効
果を。

社会性が高く、ビジネスモデ
ルの理念が素晴らしい。

by　長崎県産業労働部

田園ミュージアム構想/五島列島（福江島）大丈夫村！
（ソーシャルツーリズムの先進モデル）づくりを通じ、
新しいライフスタイルの提案を行なっている。

政官先行型で推進されている五島列島の電気自動車政
策に、もっと民間は積極的に絡んでいくべきである。
その意味において、価値ある民間の挑戦である。
　

ワットセンス・アワード2012年
アクション部門  優良賞

by　ワットセンス・プロジェクト運営事務局
後援　環境省



半泊ファーマー半泊カフェ 半泊ガイド半泊ステイ

第8888章：    五島海陽高校とのインターンシップ制度　・・・半泊コミュニティー・スクール・・・

五島市・福江島
半泊分校／廃校

半泊・大丈夫村！世話人
濱口よしの＆孝さん 

・・・今は高校生でも、５年後、１０年後には立派な五島市民としてこの島で働き、この島で暮らしていくことになる子どもたちと共に・・・

五島列島の自然の豊かさを知り、ここに暮らしていくことの誇りと喜びを創造してまいります。

五島列島を旅する人たちのビジターセンター、半泊・大丈夫村！
観光業界に従事したい高校生と一緒になって「オモテナシ力」を探究してまいります。

地元の高校生は未来の五島市民である！

　地域が主体となった青少年育成活動「半泊コミュニティー・スクール」始動！



第9章： 世界遺産登録支援ツアー「海上巡礼」

予約

ご遠方からお越しのお客様には、長崎市内に前泊するオプショナル・コースがございます。

全国的
旅行代理店

長崎五島への島旅は九州商船㈱へ

旧五輪教会（久賀島）

江上→久賀島

20分

旧五輪→福江港

20分

福江港　９時０５分着

江上教会（奈留島）

堂崎教会

祈り暮らす村へ　半泊・大丈夫村！ステイ　（ガイド、昼食、及び宿泊）付き

半泊→奈留島

20分

海上タクシーで
たったの80分で巡れる

海上巡礼

奥浦港→半泊

20分

県外発 県内発 福江港発

人数により料金が違います
お問い合わせください。

船、バス、海上タクシーに乗って、五島市・歴史文化遺産４教会を巡ります

０９５－８２８－３１２５

（世界遺産の構成資産）

（世界遺産の構成資産）

３つの島と４教会を巡る旅

長崎港　７時４０分発

奥浦港
　１１時００分発

貸切小型バス

貸切小型バス



グランドデザイン：日本一の島もち県Ngasakiの離島振興モデル 半泊地域協議会

五島市　市長公室　まちづくり班 ＋ 五島市　世界遺産推進室　 　　　　　　九州商船㈱から

奥浦夢のまちづくり協議会（奥浦支所） 五島市　観光交流課
　　　　　　協力を要請中

奥浦中学校＆小学校 環境省エコツーリズム

半泊教会 堂崎教会 旧五輪教会 江上教会
地域活性化支援事業に申請予定

長崎県立五島海陽高等学校における学校支援会議
（福江島） （福江島） （久賀島） （奈留島）

エコツーリズムの開発　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

教会集落の活性化モデル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

海上巡礼のモニターツアーに協力要請（半泊集落でのインターンシッププログラムの一環。2014年春スタート） 全国的旅行代理店への営業

九州商船株式会社 　　　　　 着　地　型　旅　行　の　開　発　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※「半泊物語」執筆予定者

半 泊 集 落 再 生 請 負 人
廃校利活用度

西暦 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 累積 社　会　的　評　価

①大野晃（北大教授、限界集落研究家）※ 平成 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年※

②四井真治（パーマカルチャーデザイナー）※ １）利用客（人） 200 260 360 502 977 458 2,757 

③山崎亮（コミュニティーデザイナー）※ 売上高（円） ‐ ‐ 142,500 458,500 1,395,884 901,280 2,898,164 

④田中徹（JTBコミュ九州・地域交流部）※ 客単価（円） 444 896 1,422 1,968 1,051 

⑤横山正人（長崎総合科学大学副学長）

⑥加藤正雄（長崎ウエスレヤン大学准教授）※ ２）UIターン支援（人） ‐ 1 2 3 3 1 10 

⑦玉田樹（ふるさと回帰支援センター）

⑧渡邊賢一（元気ジャパン代表） ３）マスコミ掲載数（回） 2 22 15 14 20 12 17 21 123

⑨木場光則（中小企業団体中央会）

媒体別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
内訳

新聞 2 14 10 7 10 5 6 7 61 

⑩武田龍吉（六次産業カウンセラー） リーフレット ‐ 1 ‐ 1 4 1 1 2 10 

⑪大瀬良亮（長崎県人会しんかめ代表） 雑誌 ‐ 3 3 1 1 1 1 4 14 

⑫北島淳朗（佐世保社会福祉法人理事） 単行本 ‐ ‐ 1 1 ‐ 2 2 1 7 

⑬久保盟（アルテック情報システム代表） テレビ ‐ 3 ‐ 3 4 2 4 1 17 

⑭勝俣喜一郎（マイクロソフト執行役員） ラジオ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 1 0 2 

⑮龝山辰夫（みんなのラジオ代表） イベント ‐ 1 1 1 1 ‐ 2 3 9 

⑯野村俊之（石造調査研究会代表）※ ホームページ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3 3 

⑰矢野浩二（イノベーションアーティスツ）※

企業組合　五島列島ファンクラブ 半泊教会 ＋ 500m四方の文化的景観 ＝ 田園ミュージアム構想　/　半泊　大丈夫村！ 集　落　史　上　初　の　「観光業」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事業の受け皿づくり
半泊　　　　　　　　　　
ステイ

半泊　　　　　　　　　　
カフェ

半泊　　　　　　　　　　
ガイド

半泊　　　　　　　　　　
フォーカス農水省 半泊地域協議会 カクレキリシタンの歴史文化遺産 ＋ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

五島市農林課 限界集落再生シンポジウム開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｈ１９～H２４年度　　新現役の会＆農援隊（濱口孝＆濱口ヨシノ）

　内閣府　地域再生計画　H１９～２１年 五島市企画課 長崎県地域振興部 半泊分校（廃校） 五島市教育委員会 廃　校　の　民　間　活　用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　五島市企画課　→　五島市市長公室

半　泊　集　落　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（４世帯７人）

長崎県の限界集落数の６０％が　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
五島列島に集中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

さらに、廃校数も３０％が発生！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福江島北端（戸岐町）は消滅集落化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

近　隣　集　落

間　伏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（０世帯）

きびなご網代　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（０世帯）

福　見　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（１世帯2人）

観　音　平　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（７世帯）

五島列島

提
携

長崎県
ビジネスプランコンテスト

最優秀賞

農水省
オーライ！ニッポン　　　　
ライフスタイル賞

環境省
ワットセンスアワード

優良賞

九州廃校サミット　長崎県代表

エコビレッジ国際会議09,11 講師

①　島　く　ら　し　ス　ク　ー　ル

②　海　上　巡　礼
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