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第一章 テーマ選定理由 

平成２９年度の観光事業研究会 K－flips の三田観光論文のテーマは、『地方活性化における

観光産業の役割を佐渡島から考える』である。今年の夏休み等を利用して、佐渡島を一週間

ほど訪れた。その際に過疎地域を実際に目の当たりにし、都会との活気の差を実感した。そ

して我々はこのまま地方の衰退が続いていけば将来どのような影響がでるのか不安な思い

を抱いた。そこで観光業というものが地方のこのような問題も解決にいかに貢献できるか、

どのような役割を果たすのかを佐渡島を例にとって考えることにした。まず第一章では佐

渡の基本的な情報を紹介し、第二章では佐渡における人口減少等の問題点を紹介する。次の

第三章では佐渡の観光資源、四章では現地でのアンケートを基にした考察、そして最後にま

とめという流れである。 

 

 

第二章 佐渡基本情報 

カタカナの「エ」、または、アルファベットの「S」の字形に似た特徴的な形の島である。 

地形は 3 つに大別できる。北に大佐渡山地（おおさどさんち）、南に小佐渡山地（こさどさ

んち）[4]、この 2 つの間に穀倉地帯の国仲平野（くになかへいや）が広がる。大佐渡山地

の方が高く、最も高い金北山 (1,172m) がある。小佐渡山地の最高点は大地山 (645m) で

ある。佐渡全域が佐渡弥彦米山国定公園に含まれる。国仲平野は、島の平野としては広く、

多くの川で潤い、水稲栽培が行われている。国仲平野の西側に真野湾、東側に両津湾がある。

国仲平野を流れる国府川は真野湾に注ぐ。国仲平野の東端にあり、新潟県で最大の湖である

加茂湖（汽水湖）と真野湾の二ヶ所でカキの養殖が行われている佐渡島は、新潟県西部に位

置する周囲 262.7km の島で、その全域が新潟県佐渡市である。人口は 58,047 人（2014 年

12 月 1 日現在）。面積は 854.76km2。これは、島嶼部を除いた東京都（東京 23 区・多摩地

域）の面積 1791.47km2 の約 48%にあたり、大阪府の面積 1897.86km2 の約 45%に相当す

る。本州などの主要 4 島と北方領土を除く日本の島の中で沖縄本島に次ぐ面積を持つ。 



 

  

第三章 現地調査 

私たちは佐渡の抱える課題は何かを突き止めるため、現地到着後、すぐに地域の方へのイン

タビューを行った。この章ではインタビューの内容を抜粋し紹介する。市内の様々な方の意

見を聞くため、市役所観光課、現地宿泊施設、酒造、地域おこし協力隊の方々にお話を聞い

た。 

佐渡市産業観光部 観光復興課 主任 川上様 

 

佐渡への観光客減少は何が原因と考えていますか？ 

川上様「認知度の低下が原因と考えている。昔は歴史の教科書で、世阿弥などが流された流

刑の地として紹介されていた。よってほぼすべての人が佐渡を認知していた。しかし、現在

は教科書での扱いが小さくなった。また、名前だけは知っていてもそこに何があるのか把握

し切れていないため、精神的距離が遠い。」 

佐渡に観光客を誘致するための取り組みは何か行っていますか？ 

川上様「旧来の団体型の観光（金山や棚田を巡る）が未だにスタイルとして捨て切れていな

いが、新たなコンテンツ（ダイニングアウトやレストランバスという食のイベント）も出て

きている。佐渡としては、双方の整合性と客とのニーズを調整することが課題である。」 

 



ホテル浦島 須藤様 

 

佐渡の観光の課題は何だと思われますか？ 

須藤様「現状、佐渡への観光客は高齢者が圧倒的に多い。しかし、佐渡の人たちは高齢層よ

り若者やインバウンドの観光客がほしい。なぜなら高齢者はこの先長くないしリピーター

になりにくいから。年間 1000 人ペースで人口減少している中、少しでも多くの若者やイン

バウンドに定着してもらわなければならない。今現在、フランスからワインの醸造家や料理

人が移住してきていてその数をいかに増やしていくかが課題である。」 

世界遺産登録への取り組みについてどう思われますか？ 

須藤様「世界遺産になったとしても、観光客が増えるわけではない。新しいキャッチフレー

ズができるだけで、継続しない。また、世界的にみれば佐渡より大きく歴史のある金銀山は

いくつかあり、国内にも石見銀山がある中での佐渡金山登録は難しいだろう。」 

 

 

尾畑酒造 平島様 

佐渡の課題は何ですか？ 

平島様「人口減少が最大の課題。佐渡市は 58,000 人程度の人口があるが、毎年 1.000 人ペ

ースで減少している。人口減少を解決するには、うわべを味わう観光ではなく、長期間滞在

して地域の人との交流をする旅行をしに来てもらわなければならない。そのために尾畑酒

造では学校蔵という取り組みを通して少しずつコアなファンを増やしていけるような小さ

な波を起こしている。学校蔵とは、本格的な酒つくり体験を観光客などにやってもらうコン

テンツで、一般的な酒造り体験より長期間で密度も濃い時間を過ごしてもらうことにより

佐渡のことを深く知ってもらうことができる。また、再生エネルギー事業で東京大学と合同

でプロジェクトを行ったり、酒造りの米は世界農業遺産にも登録された認証米を使う等、エ

コという点でも佐渡に興味を持ってもらえるように努力している。」 

 

地域おこし協力隊 

佐渡の課題は何ですか？ 

地域おこし協力隊の方々「人口のバランスが崩れていることが最大の問題。特に、20 代女

性が圧倒的に少ない。それは、佐渡には小中高（専門学校）までは存在するが、大学はない

ため、高校卒業を機に島を出ていく人が多いからである。これは行政の問題でありすぐには

解決できない問題である。では人口バランスを正常化するにはどうしたらよいかというと、

島外に出た佐渡の人を及び戻すことが重要である。U ターンの数を増やすためには、働く大

人に触れる機会を設けるなどの子どものキャリア教育も有効なのでは、と考えている。」 

U ターン者がふえても佐渡の職場が増え産業構造が変わらない限り根本的な解決にはなら

ないのでは？ 



「佐渡にはアイデアやビジネスのタネがたくさん埋まっているが、島の人々がその存在に

気付いていなかったり、機能させる方法を知らない。一度は佐渡島をでた島民の方が佐渡な

らではの要素に気づきやすく、何か新たな産業が生まれるのではないか。人口バランスを戻

すこと”を目的として、移住サポートセンターで活動を行っている。具体的には、I ターン・

U ターン人口獲得のために空き家対策や、子どものキャリア教育を行っているi」 

 

 上記のインタビューから人口減少が佐渡の大きな問題であることが分かったので詳しく

調べることとなった。佐渡市の人口は昭和 35 年時点で 11 万 3 千人を記録するものの、平

成 2７年時点では 5 万 7 千人と約 60 年でほぼ半減している。これは日本全体の人口が昭和

35 年の 9400 万人から平成 27 年の 1 億２700 万人に増加していることをかんがえれば異常

ともいえる減少具合である。 

年 両津 相川 佐和田 金井 新穂 畑野 真野 小木 羽茂 赤泊 合計 

昭和 35 年 28,892 19,057 12,545 9,520 7,131 8,917 9,156 5,948 6,631 5,499 113,296 

昭和 40 年 26,494 16,454 11,789 8,876 6,383 7,891 8,386 5,500 6,127 5,025 102,925 

昭和 45 年 23,483 14,654 11,018 8,255 5,882 7,040 7,588 4,858 5,690 4,090 92,558 

昭和 50 年 22,110 13,546 10,639 8,061 5,525 6,450 7,368 4,717 5,338 3,750 87,504 

昭和 55 年 21,248 12,721 10,928 8,011 5,309 6,177 7,171 4,593 5,259 3,525 84,942 

昭和 60 年 20,412 11,891 10,613 7,907 5,212 5,944 6,913 4,428 5,105 3,514 81,939 

平成 2 年 19,432 11,121 10,108 7,509 4,964 5,611 6,709 4,210 4,905 3,492 78,061 

平成 7 年 18,430 10,330 １0,134 7,359 4,778 5,453 6,371 4,062 4,690 3,342 74,949 

平成 12 年 17,394 9,669 10,343 7,278 4,559 5,362 6,134 3,858 4,455 3,121 72,173 

平成 17 年 15,965 8,601 9,966 7,088 4,243 4,965 5,943 3,547 4,125 2,943 67,386 

平成 22 年 14,723 7,733 9,262 6,942 4,089 4,719 5,529 3,238 3,831 2,661 62,727 

平成 27 年 13,107 6,789 8,788 6,565 3,762 4,388 5,052 2,964 3,403 2,437 57,255 

 また、特に若年層での減少が著しく、0 歳～14 歳人口が昭和 35 年の約 35000 人から平

成 27 年の約６000 人に減少している。人口全体の減少が半減なことに対し、若年層の人口

は 7 分の１まで減少している。この背景には、佐渡島内に教育機関が高等学校までしかな

いことが考えられる。高校卒業後に専門学校や大学に進学する場合は島から出るしか選択

肢がない。 

これらのことから、佐渡市は国土交通省の定める消滅危機自治体に登録されており、40

年後には自治体としての存続が難しくなると判断されている。 

 観光収入の減少 

調査を続けるにつれ、もう一つの問題が浮かび上がった。観光業の衰退である。まず、佐

渡市の産業構造を把握し、観光業が佐渡の産業に占める位置を確認する。 



観光に関連する産業のシェアが高く、「観光」が佐渡市に及ぼす影響が大きいことがわか

る。 

 

佐渡市の産業別売上高 

 

上図の佐渡市の産業別売上高からは観光に関する産業（卸売業、小売業、宿泊業、飲食サ

ービス業、運輸業）だけで４０％に迫ることがわかる。日本全体では 25％程度（内閣府統

計より）であることを考えると佐渡市は観光業が重要な産業であると判断して差し支えな

いだろう。 

 上記より佐渡において観光業が重要な産業であることを資料を用いて解説したので、次

にその観光産業がどのように衰退しているのかを見ていきたい。 

 佐渡において観光産業が衰退しているといえる一番の要因が観光客数の減少である。佐

渡市の年間観光入込客数について平成 9 年から 23 年までの 15 年間の推移を見てみると、

平成 9 年は約 95 万人と多かったのに対し、その後は右肩下がりに減少し続け、平成 28 年

には 50 万人に減少している。 

佐渡市観光受入客数 



 

さらに、県外からの観光客が減少しており、平成 9 年には 65 万人だったのに対し、23 年に

は 29 万人にまで減少している。佐渡島の観光客数ピーク 1991 年 121 万人であったのに対

し、2016 年時点では 50 万人にまで減少している。 

また、観光客数の推移を考えるうえで、リピート客が占める割合も調査した。佐渡島を訪れ

る観光客のうち、訪問回数 1 回から 3 回の観光客は約 6 割を占めており、リピーター4 回以

上は 2 割にも満たない。同じ離島でも、沖縄のリピート率は 7 割を超える。こうしたこと

から、佐渡島の観光施策において、「リピーター客数の増加」を考慮することは重要になっ

てくると考えられる。下図は佐渡訪問客の佐渡訪問回数を調査したものである（佐渡市観光

課より） 

佐渡市訪問客の訪問回数別割合 

 

 佐渡訪問者の佐渡滞在日数についても調査した。（平成 26 年に JTB 佐渡支店が行った調

査より）全観光客数のうち、約半数の人が 1 泊 2 日との滞在と回答している。次いで 2 泊 3

日 33、日帰り 10 の順となっている。  

 上記のリピート回数と長期滞在は深いかかわりがあるのではないか。なぜなら、観光地を

回るだけの周遊型観光というものは、短期間であり一度訪問するだけで終わってしまう。し

か沖縄や箱根、軽井沢といった観光地というよりは別荘地やリゾート地は何度も訪れる客

が多い。つまり、長期滞在型の観光地はリピート客が多いということである。沖縄のリピー



ト率が高いことがこれを証明している。 

佐渡が抱える人口減少と観光客数の減少という二つの問題は相互依存の関係にある。人

口が減少すれば地域の観光業従事者が減り観光客の受け入れが弱くなる。観光客数が減れ

ば観光収入が減少し、佐渡の産業が衰退するので若者は職場を外にもとめて人口が減少す

る。このような悪循環を解決するためにはどうすればよいのだろうか。そこで我々は意見を

ぶつけ合い一つの結論に達した。まず、最終的には移住者を増加させることがまず重要であ

る。なぜなら自治体として存続ずることは地方活性化の最低ラインであると考えたからで

ある。数ある限界集落のように存続が不可能になれば活性化もくそもないのである。そして

その過程で、長期滞在者とリピート観光客を増やすことが必要であると考えた。日本全体で

人口が減少傾向にある中、単純に観光客数を増やそうとすることは難しい。一人当たりの訪

問回数や滞在日数を増やすことは、地域にお金が落ち最終的には移住の増加につながると

考えられる。 

 そこで佐渡の観光資源調査と現地の方へのヒアリングを通じて、いかにして長期滞在や

リピート観光客を増やすことができるかを考えた。 

  

第四章 佐渡の観光資源  

 佐渡への長期滞在客、リピート客増加を増やすためにはどうすべきか考えるにあたって、

佐渡の観光資源をネット調査および現地訪問調査することにした。まず最初に現時点での

観光客の主要訪問地を調査することに決めた。下図は佐渡に来た観光客が訪れる観光地の

割合である。 

佐渡訪問者訪問アンケート 



 

 これをもとに佐渡の観光資源を大きく６つに分けて調査した。歴史関連、金山関連、自然、

アクティビティ、伝統芸能の５つである。 

歴史関連 

佐渡は島流しの地であったことから、古くから多くの貴族や文化人が流れつき文化を形

成していった。よって流刑者にまつわる歴史や建造物が数多く残っている。奈良時代にすで

に一国とされ、流刑地に定められた佐渡は、722 年に皇室批判を行った万葉歌人の穂積朝臣

老を始めとして、1221 年に承久の乱で敗れた順徳上皇、1271 年に鎌倉幕府や他教を批判し

た日蓮聖人、1434 年に時の将軍の怒りを買った能楽の大成者である世阿弥など、中世まで

は政争に敗れた貴族や知識人が流されてきた。思想家や文人（日蓮聖人、世阿弥など）が流

されてきたことにより彼らが身につけた思想や文化も佐渡へ流入し、土着化し、熟成されて

きた。ここでは順徳天皇と世阿弥の２人にまつわる歴史とゆかりの地について紹介する。 

 

順徳天皇…第 84 代の天皇に即位された順徳上皇は、父である後鳥羽上皇の院政下では直接

政治を執ることはなく、有職故実の研究や和歌などに傾倒した。後鳥羽上皇による鎌倉幕府



の打倒計画に参画し、承久の乱を引き起こしたものの、鎌倉幕府の執権であった北条義時を

中心とする幕府軍によって鎮圧され、乱の首謀者として 1221 年に佐渡に流された。在島 22

年、都へ帰ることは許されず、46 歳で崩御。行在所であった黒木御所や火葬塚である真野

御陵など、多くの遺跡が残されている。 

➡真野御陵 佐渡に散った順徳上皇の墓  

「承久の変」で配流となった順徳上皇の火葬塚。真野御陵の通称で呼ばれています。佐渡在

島 22 年の末、46 歳で崩御。火葬跡に松と桜を植え目印としたのがこの火葬塚です。御遺骨

は翌年帰京、父帝後鳥羽上皇墓所のかたわらに安置されました。火葬塚は御陵と同格扱いで

宮内庁の管理。近くに順徳上皇を祀った真野宮があります。 

 

 

 

世阿弥…室町幕府の３代将軍足利義満の寵愛を受け、能楽を大成させた世阿弥は、６代将軍

足利義教の怒りにふれ、1434 年に佐渡に流された。佐渡の多田に着いた世阿弥は、長谷寺

を経て新保の万福寺に配所されたが、近くで合戦が起きたため、泉の正法寺に移された。在

島中に世阿弥が著した小謡集「金島書」に書かれている元号から、1436 年までは佐渡に滞

在していたことが分かっている。その後の消息については不明だが、嘉吉の乱により将軍が

暗殺されると配流も解かれ、娘夫婦の元に身を寄せたとも伝えられている。 

➡「長谷寺」や「正法寺」など寺院に移り住んだとされ、 正法寺には世阿弥が腰をかけた

と言われる腰掛石があります 

 

金山関連 

◆ 佐渡相川金銀山 

 平安時代後期の「今昔物語集」にも記録されているとおり、昔から金が採れる島として知



られていた佐渡は、江戸時代に入ると、その有望性を見出した徳川家康が幕府直轄（天領）

として本格的に金銀山開発を進め、採掘された金や銀が江戸幕府の財政を支えた。 鉱山の

繁栄によって日本各地から山師、金穿り、大工、測量技術者、商人、漁業者などが集まり人

口が急増し食糧需要が増えたため、鉱山の技術を応用して海岸段丘上に新田開発が行われ

た。（瑞穂の国）また、鉱山で使用する炭・木材等の生産資材確保のため、山間部の森林も

御林（官有林）として奉行所による厳しい管理が行われた。このように金山にも深い歴史が

ある。江戸時代初期すなわち慶長から寛永年間にかけての最盛期に金が 1 年間に 400kg、銀

が 40 トン以上採掘される、当時としては世界最大級の金山であり、産銀についても日本有

数のものであり江戸幕府による慶長金銀の材料を供給する重要な鉱山であった。なかでも

相川鉱山は、江戸幕府が直轄地として経営し、大量の金銀を産出した佐渡鉱山の中心であっ

た。坑道の総延長は実に約 400km に及ぶが、そのうち約 300m が観光ルートとして公開さ

れており、採掘風景を再現した人形が 70 体あまり設置されている。 

 

また、佐渡金銀山は次の理由によりユネスコの世界遺産暫定リストに記載されています。 

①400 年以上にわたる鉱山に基づく文化的伝統が形成され、現在のアジアでは他に見ること

ができない希少な人類の歴史の物証であること 

②近世から近代にかけて鉱山の各段階を代表する技術の集合体としての傑出した類型であ

ること 

③一連の技術が、明治維新後に佐渡に置いてさらなる変容・発展をとげ、国内およびアジア

の鉱山開発にも影響を与えたこと 

しかし、現時点では惜しくも登録には至っていない。政府が 2017 年の世界文化遺産登録

を目指す候補として、福岡県の「宗像・沖ノ島と関連遺産群」を選んだことで、県などが活

動してきた佐渡金銀山は「見送り」が決まった。 

 北沢浮遊選鉱場跡  

 もともとは銅の製造過程で行われていた技術であった浮遊選鉱法を金銀の採取に応用し、

世界で初めて実用化に成功したのがこの北沢浮遊選鉱場である。戦時下の大増産計画によ

って大規模な設備投資がされ、１ヶ月で 50,000 トン以上の鉱石を処理できることから「東



洋一」とうたわれました。まるで“天空の城ラピュタ”を連想させるようなつクリになってお

り、現在はライトアップされている。 

 

宿根木  

中世から港があり、佐渡金山が繁栄した 17 世紀を経て、江戸後期から明治初期にかけては

北前船稼業として発展。小さな入り江に面して、船板などを利用した板壁の民家 100 余棟

が密集する町並みは、国の「重要伝統的建造物群保存地区」に選定されている。 

かつてここから千石船で船出した商人たちは、日本海をかけめぐり、巨万の富を得ていた 

 

佐渡西三川ゴールドパーク 

 この施設は実際に砂金採り体験ができる施設である。体験は初級中級上級の 3 段階のレ

ベルに分かれていて、初級は人工の水路で、上級は自然の河川での砂金採りが体験できる。。

採った金はその場で加工し、ペンダントや置物にすることができる。自分で見つけた金を思

い出にすることができ、一度の佐渡滞在中に二回以上訪れる観光客も多いそうだ。お土産屋

においては金箔入りの日本酒やお菓子が売られている。 



 

 酒蔵 

 佐渡には酒蔵が５つあり、どの酒蔵も世界的に評価されている。例えば尾畑酒造は世界ワ

インコンクールの日本酒部門で金賞を獲得し、エールフランスや ANA のファーストクラス

でも提供されている。また、ローマ法王や皇太子殿下にも献上されている。北雪酒造では、

世界的有名レストラン NOBU と専属契約を交わしている。佐渡の酒造がこれだけ評価され

ている要因としては、米の名産地であることが考えられる。佐渡のコシヒカリは魚沼産と並

んで高級品とされている。 

また、佐渡のコシヒカリは無農薬栽培に力を入れている点も特徴である。平成 23 年には

そうした取り組みが評価されて世界農業遺産に登録される運びとなった。世界農業遺産と

は、FAO（国連食糧農業機関）が提唱している「Globally Important Agricultural Heritage 

Systems」の略称。後世に残すべき生物多様性を保全している農業上の土地利用方式や景観

について、FAO が認定するもの。佐渡市は平成 22 年 12 月に石川県能登地域とともに日本

初の認定申請をし、平成 23 年 6 月、両地域の登録が決定。今後、農業振興だけでなく観光

振興のきっかけとしても期待。ユネスコの世界遺産が建物や自然そのものを登録対象とし

ているのに対して、FAO の世界農業遺産は農業システムを登録対象としている。世界農業

遺産の目的は、世界各地のすぐれた農業の事例を蓄積・共有し、持続可能な資源管理・活用

の基盤を築くことである。環境の変化に適応しながら先祖代々受け継がれてきたシステム

を重視し、農法や土地利用だけではなく、生態系・景観・習慣なども含めて地域資源として

考え、次世代への継承をめざしていくものである。 

そんななか佐渡が世界農業遺産に認定された理由としては、下記の３点が挙げられる 



①農業生産システムに「朱鷺と暮らす郷づくり認証制度」を導入し、消費者と連携しながら

島全体へ拡げていること。 

②生物多様性保全型農業と農業経済が連携し、持続的な環境保全体制を構築していること。 

③佐渡金山が風景と文化に大きな影響を与え、生物多様性と農業生産活動をはぐくむこと

によって、農村コミュニティを保全してきたこと。 

  

 

佐渡の自然 

佐渡の自然で最も大きな観光資源となりうるのが花である。佐渡島は北緯 38 度線（寒暖両

系の植物境界線）が島の中央を通過しているため、佐渡には南北両系の植物が自生している。

また佐渡島には食害をおよぼす大型動物（鹿など）がいないため花は増加傾向にある。約１

５００種の花が咲き、主にトレッキングなどで見ることができる。特にトビシマカンゾウと

呼ばれる花の群生地になっており、これを目当てに来る観光客も多い。開花時期は 6 月中

旬で、佐渡と能登半島の一部でしか確認されていない。 

 

大野亀 

 ミシュラングリーンガイド二つ星として登録されている巨岩。周辺は１００万本ものト

ビシマカンゾウの群生地でもある。 

 

ドンデン山  2004 年『新・日本百名山にも選ばれた、900 メートル級の 3 つの山を持ち

合わせた高原一帯で、あたりは高原植物や山野草の宝庫。春から初夏にかけてトレッキング

客で賑わう。また、放牧牛の姿も見られ、のどかな風景が広がっている。また、車で訪れる

ことも可能で、星空が売りのキャンプ場や宿泊施設もあるので、家族や団体で過ごすのには



最適。 

 

 

尖閣湾 

姫津から北狄まで約 3 ㎞の海岸に広がる 5 つの小湾の総称。ノルウェーの「ハルダンゲ

ル・フィヨルド」の峡尖美に似ていることから、尖閣湾と名付けられた。30m 級の尖塔状の

断崖が連なる景観が広がる。尖閣湾内を海中透視船（グラスボート）が３月中旬頃から１１

月下旬頃まで就航している。  遊覧コースは、昭和４６年に海中公園に指定され、平成 8 年

には「全国渚百選」に選定された。 

 

 



 

棚田 

海沿いの集落から標高 350M を越える山間に棚田が広がっており、江戸時代頃に開田が

進み、その形状を残しながら受け継がれた田圃は現在 460 枚ほど。山からの清水や湧水に

も恵まれ、海から昇る朝日の光と海から吹く風の中でゆっくり丁寧に育てられたお米が実

る。変形田が多く機械作業も難しく、また高い土手の草刈作業を何回も行いながら 1 人 1 人

が棚田保全に努めている。他にも達者棚田、猿八棚田、片野尾棚田などのいくつかの棚田が

ある。 

小倉千枚田では棚田オーナー制度を導入している。これは佐渡に住んでいない一般のひ

とが田を一枚ずつ所有し、田植え体験や稲刈り体験ができ、オーナーは収穫した米を受け取

ることができるという制度である。個人だけではなく法人での所有も可能で、田植えや稲刈

りの体験ができるため、島外の小中学校の所有も多い。実は数年前までこの棚田区域は人口

減少により管理者がいなくなり、荒れ果てていた。しかし、市の観光課がこれを観光用に活

用できないかと考えられたものが棚田オーナー制度であるそうだ。市が外部から管理者を

雇うことで雇用創出になり、棚田の認知度向上、ひいては佐渡への観光客誘致につながると

い う こ と で 、 一 石 三 鳥 の 取 り 組 み で あ る 。

 

 

 

アクティビティ 

 佐渡は日本海側であるにもかかわらず、ダイビングなどの海でのアクティビティが盛ん



である。 

ダイビング、シーカヤック（青の洞窟） 

 

タライ舟体験 

タライ舟とは、もともとはワカメやアワビ、サザエなどを採る“磯ねぎ漁”をするためにつ

くられた舟のことで、乗船体験ができる。 

   



伝統芸能 

能 

足利義正が世阿弥を佐渡島に島流ししたことにより、佐渡島には今もなお“能”が残ってい

る。能は、明治以降、娯楽としてまた豊穣祈願のものとして発展してきた。特に本間家能舞

台は佐渡の能の中心的地位を保ち、佐渡に現存する能舞台では最も本格的な創りで唯一の

個人所有。毎年 7 月の最終日曜日に定例能が行われる。我々の訪問時は、夜能という、日が

沈んでから行われる能舞台が行われていた。月明りと星に照らされながらの能舞台は趣が

あり非常に良かった。外国人観光客も多く、特に欧米の観光客が大半を占めていた。 

 

 

鬼太鼓（おんでこ） 

鬼太鼓とは、佐渡に古くから伝わる芸能で、悪魔を追い払い豊年を祈る神事である。 

唐の散楽の一つで奈良時代に日本に伝わった獅子舞が多少変化したもの という説と 

相川鉱山の大工がうつ鳴物から発展した という説がある。一つの大太鼓を赤・青二匹の鬼

が曲打ちする。こばちで助打ちする者や二人立ちの獅子二頭、道化役などを伴うものもある。



 

 

 

第 4 章 考察・まとめ 

 私たちは調査の結果、SNS を使った佐渡の魅力発信と移住制度の周知とが重要であると

結論付けた。 

二章で紹介したように佐渡では人口減少が深刻な問題となっていて、それを解決するこ

とは佐渡市にとって死活問題である。そのため佐渡への観光客を増やし佐渡のことを知っ

てもらい、移住支援制度を周知することが必要である。 

移住支援制度は利用者がまだまだ年間数十人にとどまるそうだ。これは、そもそも移住支

援制度の認知度が低いことが挙げられるだろう。実際、移住者のなかにもこの制度を知らな

いまま移住した方もいるようだ。この支援制度は、佐渡への移住を考えている人のために、

実際に様子を見に来てもらうための交通費支援と宿泊費支援、移住者のための家賃補助、リ

フォーム補助金等を受けられる仕組みである。現状、佐渡が欲している移住者というのはセ

カンドライフを田舎で過ごそうとしている高齢者ではなく、佐渡の産業や伝統を守ってい

くことができる若者である。それらの若者に佐渡に来てもらうにはどうしたらよいかを考

えなければならないと感じた。しかしこれらの支援制度には若者が佐渡に移住したいと思

わせる取り組みが含まれていない。たとえば現地の方と交流できるプログラムや現地のお

祭りに参加するプログラムを作り、現地の人と交流する仕組みを作る。佐渡での就職の支援

もする。これにより佐渡に住みたいと思うようになる。そしてそれらを SNS 等でより発信



する。というように魅力を伝える部分を強化しなければ若者の移住を促進することにはつ

ながらないのではないか。現代ではネットで物事を検索するのではなく SNS で検索をする

人も多い。そんななか、佐渡の魅力とともに移住支援制度を告知していけば、佐渡に住みた

いと思わせると同時に、住むにはどうしたらよいかという情報も提供できる。インターネッ

ト上では地方と都会という差がないことをもっと利用すべきであるのにもかかわらず、対

応できていないということが現状である。地方であるからこそインターネットをより活用

することが迫られているのではないか。 

また、観光から移住につなげるための仕組みがあまり整っていないと感じた。例えば佐渡

を訪れる人は必ず船に乗ってこなければならないのだから、船内で移住支援制度について

説明したパンフレットを配布するだけでも、佐渡への観光客のうち１００％が移住支援制

度について知ることができるのである。 

このように SNS で若者観光客を誘致し、それらの観光客が移住支援制度に触れる機会を

増やす取り組みが必要であると我々は結論づけた。 
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