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調  査 業種の垣根を超えた若者によるまちづくり
－東彼杵郡波佐見町－

はじめに

　わが国の地方圏は、若者が就職や進学を機に地元を離れて関東をはじめとする大都市部へ流出

し人口が減少する“社会減”が続いている。これについては、国も首都圏への一極集中を避ける

ために、2014年から地方における人口減対策「地方創生事業」を始めており、全国の地方自治体

では同事業の交付金を活用したさまざまな移住対策や交流人口拡大策などが取り組まれている。

その一方で、民間でも住民が自分たちの手で町を維持していこうと、さまざまなまちづくり活動

を展開している地域も多い。

　ここ長崎県をみると、陶器の町としてその名が全国に知られつつある東彼杵郡波佐見町におけ

る、若者によるまちづくり活動が好事例として注目を集めている。

Ⅰ．波佐見町について

　東彼杵郡波佐見町は、長崎県の中央北部、

佐賀県との県境に位置しており、東西10.5

㎞、南北７㎞、周囲33㎞、総面積55.97㎢で、

山林の割合が約63％を占める、海に面して

いない県内唯一の自治体である。

　町の主要産業は、豊臣秀吉の朝鮮出兵の

際に連れてこられた朝鮮人の陶工が、1599

年に登り窯を築いたことが始まりとされて

いる焼き物『波佐見焼』に代表される窯業

である。

※波佐見町役場のHPより
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１．人口の減少と高齢者層の拡大

　波佐見町の人口をみると、2000年の15,462人が、今年（2019年）６月現在では14,733人と、700

人以上減少している。もっとも、後述する観光振興策や2008年の大手企業、キヤノンの工場誘致

成功もあり、2000年を基準にした人口減少率は△4.7％と、県全体の△12.4％と比較して小さく、

人口減の進行を遅らせることに成功している（図表１）。

　他方、高齢化率は年々上昇しており、

2015年には28.7％と３割近くまで上昇、次

回国勢調査時の３割超えも予想されている

（図表２）。

２．町の中心産業・窯業

　波佐見焼は、400年を超える伝統を誇る

焼き物であるが、江戸時代には当時の積出

港の名前から「伊万里焼」として、また、

明治時代以降も積出駅の名前から「有田焼」

として出荷されてきたために、『波佐見焼』

の名が表に出ることはなかった。ところが、

2000年頃に起こった産地表記厳密化の流れ

から、「有田焼」と別れ『波佐見焼』とし
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図表１　波佐見町の人口と減少率

国勢調査、住民基本台帳を基に当研究所にて作成
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図表２　波佐見町の高齢化率
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図表３　長崎県の陶器類販売、生産額
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て出荷、展開していくこととなった。それから努力の甲斐あって、現在では“カジュアルリッチ”

と呼ばれる機能的でおしゃれな普段使いの器が若い女性層を中心に人気を得るなど、『波佐見焼』

の名は国内でもある程度の知名度を得るようになってきている。

３．観光客が訪れるまちへ

　人口減と高齢化が進行し、窯業の落ち込みから町の活気が失われるなか、波佐見町では交流人

口の拡大に取り組んできた。これまで観光とは縁がなかった陶器の町に、2001年には「来なっせ

（波佐見弁で“どうぞおいでください”の意）100万人」というスローガンを掲げた。これは、窯

業だけではなく棚田など、もともと地元にある資源を活用して観光交流人口を増すことで地域を

元気にしようという取組みである。

　具体的な動きとその成果をみると、NPOグリーンクラフトツーリズム研究会などの団体と町、

観光協会がともに手を携えてグリーンツーリズムとクラフトツーリズム※を組み合わせたツーリ

ズム事業「グリーンクラフトツーリズム事業」を展開、また、民間資本による製陶所跡を活かし

たおしゃれスポット「西の原」を誕生させ

た。さらに、今年で61回目を迎えたゴール

デンウィーク期間中に開催されるイベント

「波佐見陶器まつり」には、多い年で30万

人超を集めるようになった。こうした関係

者の努力が実った結果、2017年に念願の観

光客数100万人を達成するに至った（図表

４）。
※その地域の伝統工芸や文化を体験しながら旅を
　楽しむ。波佐見町では窯業体験が中心。
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　（１）（一社）金富良舎の設立

　波佐見町は、2015～2019年度の５年間に渡る事業「HASAMIコンプラプロジェクト」に取り

組んでいる。これは、地元唯一の高校・波佐見高校の学科《陶芸デザインコース》が、14年度よ

り陶器の製作とデザインとを両立して行う新学科《美術・工芸科》に生まれ変わったことをきっ

かけに、それまで地元の高校とはあまり接点がなかった行政が、新たな学科をバックアップして

図表４　波佐見町観光客数

長崎県観光統計を基に当研究所にて作成
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地域と地元の高校とをつなぐことで、高校生に町の魅力を伝え、知ってもらおうと始めたもので

ある。

　この事業を引き受けたのが、現代美術家で京都在住の松尾栄太郎氏と造園業（有）西海園芸の

山口陽介常務、近年の波佐見焼人気の一翼を担っている（有）マルヒロの馬場匡平社長という、

地元出身者の３人である。彼らは、波佐見高校の生徒がもっと地域に入っていけるよう、まちな

かでの視察イベントを開催するなど、精力的に取り組んでいる。

　３人が同事業のなかで行うさまざまな企画に対しては、窯業以外の業種からそれぞれの特徴を

生かして地元の若者が参加していった。この若者たちは、自身が参加した活動を通じて、

①何かを地域で興すには、業界の垣根を超えて動くと効果的、

②これまで先人達がやってきたことを、若い世代が継続していく必要がある、

③地域の魅力を地元の子どもたちに伝えていかなければならない、

という３つの想いを強くしていった。そして2017年８月、松尾氏を含む９名が集い「人・仕事・

地域を繋げる仲介人」というスローガンを掲げて、波佐見焼の“コンプラドール” （仲買人の意）

から名をとったまちづくり法人（一社）金富良舎を立ち上げた。さらに、2019年に新たに３人が

加わって、計12名体制となっている（図表５）。

　（２）金富良舎の概要

　①業種の垣根を超えて集まった若手集団

　当社のメンバーは、町のコンプラプロジェクトを行っていた３人のうち、松尾氏が40歳代前

半、最年少の馬場氏が30歳代前半であったことから、極力各世代１人ずつさまざまな業種から

図表５　（一社）金富良舎メンバー

（一社）金富良舎からの聴取を基に当研究所にて作成

氏　名 年齢 所　　　属 業　　種 金冨良舎での役職
松尾 栄太郎 42 現代美術家 美術家 代表
山脇 慎太郎 35 （株）新栄　代表取締役 観光業 副代表
里山 賢太 41 （株）里山建築　取締役専務 建築業 〃
岩㟢 大貴 40 （株）岩㟢紙器　代表取締役 紙器製造販売 幹事
山下 雅樹 43 波佐見焼振興会　事務局次長 振興会 〃
野田 洋市 49 （株）野田武一商店　代表取締役 ローソク、線香類製造 〃
川島 源次郎 41 （学）福岡女学院　美術科教諭 美術教育 理事
山口 陽介 38 （有）西海園芸　常務取締役 造園業 〃
村島 慎一郎 35 （有）とーる企画　専務取締役 看板類製造 〃
馬場 匡平 34 （有）マルヒロ　代表取締役社長 陶磁器類製造・販売 〃
小柳 勇司 37 （有）アイユー　代表取締役 陶磁器商社 〃
樋渡 常司 39 （有）藍染窯　代表取締役 陶器焼成業 〃

岡田 浩典（故人） モンネ ルギ ムック　代表 飲食業 顧問

設立時メンバー
2019年から参加したメンバー
法人化前からの相談役。メンバーの精神的支柱
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集めることととなり、【図表５】のような構成員となった。なお、12人中11人が地元・波佐見

町出身者である。

　これまで波佐見町で行われてきた民間のまちづくり活動は、彼らの親世代と同年代の窯業関

係者たちの手によるものが多かった。一方、同社は業界を超えた若者の集団であり、素早い意

思決定と、新たな発想に対するスピード感を持った対応を信条としている。

　②交流活動拠点の開設

　今年４月に完成したばかりの当社の活動拠点は、町が所有する親和銀行波佐見支店の旧社屋

（元々は、大正時代末期に建てられた旧波佐見銀行の建物）で、近年は支店長社宅として使わ

れていた建屋を改修したものである。この建物のある一帯は、もともと長崎街道の宿場町であ

る。昔はここが波佐見町の中心であったことから、歴史的な意味もありこの建屋を活動拠点に

定めている。

２．金富良舎のこれまでの活動

　（１）人材育成

　金富良舎では、波佐見町の事業「HASAMIコンプラプロジェクト」を受託し運営しており、

これからの波佐見町を担う人材（高校生）の支援・育成に取り組んでいる。

　（２）イベント・交流事業

　2018年３月、大阪・阪急うめだ本店にてイベント『くらわんか長崎～Kurawanka×Nagasaki』

を開催。これは、江戸時代初期に大阪で「餅くらわんか～、酒くらわんか～」などと呼びかける

商いに使われていた食器が“くらわんか碗”＝波佐見焼であったことから企画されたものである。

金富良舎の交流活動拠点
（旧親和銀行波佐見支店長社宅）

内部には銀行時代の金庫室も残る



調 査

Research
業種の垣根を超えた若者によるまちづくり

17ながさき経済  2019.8

　このイベントでは、キャッチフレーズを“大阪に集まる、

長崎の田舎町”として出店する企業を波佐見町だけに限定

せず、金富良舎メンバーの人的つながりを活用して、長崎

県からは波佐見町の近隣自治体である東彼杵町と大村市、

それに離島の小値賀町からそれぞれ企業が参加、さらに地

元大阪の枚方市と京都府の企業の出店も実現させるなど、

行政では難しい、民間ならではのフットワークで出店企業

を集めることに成功した。

　（３）商品開発

　陶磁器の一大産地である波佐見町は、これからの環境と

生産について新しい提案をすることが必要との考えに基づ

き、「HASAMIコンプラプロジェクト」のなかで、使い捨てではない紙コップと紙皿の開発、す

なわち紙コップと紙皿のような質感を持つ陶磁器開発を行った。これは、焼き物を通して、使い

捨て文化に向き合う機会を提供するプロダクトとして、東京や京都などで多くの好意的な反響を

得た。

　（４）飲食店の運営

　本年４月に開設した当社の交流活動拠点では、夜間にBar

の営業を始めたが、７月13日以降は、カフェの営業も始めて

おり、昼間から施設内に誰でも入ることができるようになる

と同時に、金富良舎の収益面への貢献も期待される。

Ⅲ．現在進行中、これからの活動

１．ORIZURU PROJECT

　長崎原爆資料館には、平和を祈る千羽鶴が世界中から届けられており、それらは増える一方に

ある。反面、古くなった鶴の処分については、その一羽一羽に込められた祈りのことを考えると

金富良舎café &bar看板

Ⅲ．現在進行中、これからの活動
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センシティブな面からなかなか難しく、コストも相応にかかることから、従前からの課題となっ

ていた。

　このことに着目した金富良舎代表の松尾氏は、

古くなった千羽鶴にもう一度、祈りを乗せて羽ば

たくために必要な新しい翼を与えることができな

いかと考えた。その想いを受けて同副代表の里山

氏が、古い千羽鶴を燃やした灰でお香を作成する

というアイデアを思いつき、平和プロジェクトに

通じる活動「ORIZURU PROJECT」を始めた。

　まず、長崎原爆資料館から２トン車いっぱいの

千羽鶴を引き取り、金富良舎の幹事、野田氏が代

表を務める（株）野田武一商店の専用機械で焼却、それをふるいにかけた灰を、兵庫県淡路島に

あるお香の製造会社に送付した。そうして出来上がってきたお香を再び野田武一商店に戻して

パッケージし、新たなお香商品『ORIZURU KOH』が誕生した。

　金富良舎では、同商品の販売を長崎市内で行う

ことが、最も強く商品メッセージが購入者に伝わ

るものと考えており、市内のホテルや土産販売店

などを中心に置いてもらうことを想定している。

　また、当プロジェクトの発表後「供養に使用し

たい」、「想いが届きそう」など一般からの問い合

わせが同社に多く寄せられており、そのうえ長崎

市長からも「“再生”という意味でよい循環が生

まれる」との言葉を得ている。また、このプロジェ

クトへ取り組む様子は、NHK長崎放送局 → 福岡放送局 → 全国放送の順にTV放送されており、

2019年７月現在、NHKクローズアップ現代＋のFacebookで視聴可能である。

https://www.facebook.com/NHKgendai/videos/2263016637283766/

２．オリジナルかき氷の製造

　金富良舎では、行列ができることで知られる京都老舗和菓子店のかき氷に使用されている蜜の

レシピを、これもメンバーの人的ネットワークにより入手することに成功した。そして同社では、

波佐見町の農家から型崩れしたものなど出荷に適さない果物（いちご、みかん、メロン）を買い

取って蜜を製造、旧銀行を改修した交流活動拠点にてその蜜を使用したかき氷を提供し始めた。

松尾栄太郎氏作『ORIZURU #0000』
［千羽以上の折り鶴を使用。陶土と灰を混ぜて折鶴のシルエット
を表現］

７月20日発売　ORIZURU KOH（折鶴香）
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ここ長崎県波佐見町で京都の味を味わえるよう

になったのである。

　また、この蜜を取り掛かりとして、まちづく

りの志を一にする隣町の東彼杵町瀬戸郷にある

情報発信施設Sorriso riso（ソリッソリッソ）

のプロジェクトリーダー・森一岐氏と連携して

東彼杵町の果実を使用するなど、今後県内各地

のさまざまな果実を用いることで、この蜜を広

めていきたいとしている。

３．新たな土産品を開発

　波佐見町では、これまで焼き物以外に町を代表する土産品が無かったために、金富良舎では新

たな波佐見土産として、オリジナルの落
らく

雁
がん

づくりに取り組んでいる。穀類の粉に砂糖や水あめな

どを入れて練り、木型で乾燥させてつくる落雁は波佐見焼をかたどっており、この開発専門員と

して、大村市の菓子問屋（株）フルカワと、長崎市の和菓子屋「千寿庵 長崎屋」からそれぞれ

１人ずつ人材を雇用した。実は２人とも波佐見町民であり、今年９月の完成を目指して日々奮闘

中である。

４．町内イベントの集約

　波佐見町では、秋になると週末毎にイベントが開かれているが、それらへの出場者は同じ町民

ばかりとなっているのが実態である。金富良舎ではこのような町内イベントの現状を、町外の人

にも来てもらえるような集約型イベントに変える余地があるのではと考えている。例えば、旧長

崎街道を中心に、町内外の人を巻き込んだ新たなイベントの企画を検討するなど、ものづくり以

外にも地域のなかの交流事業も担っていくとしている。

５．その他、町からの委託事業など

　現在決まっている町からの受託事業としては、前出のコンプラプロジェクトの他、町のPRイ

ベントの開催がある。金富良舎副代表の山脇氏が代表を務める（株）新栄が運営している博多・

柳橋連合市場にある宿泊施設にて、本年10月に開催予定である。波佐見町に県外から訪れる人の

多くは福岡県からという調査結果もあり、町としても福岡からの誘客に力を入れている。

昼間はカフェとなる交流拠点内部
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Ⅳ．金富良舎の課題

　金富良舎最大の課題が自主財源の確保である。メンバー全員には常にお金を生まなければなら

ないという考えがあり、そのためにも交流活動拠点として整備した旧銀行の建物をフル活用した

いという想いが強く、現在のカフェ＆バーの営業に加え、さらなる活用を模索中である。

　もっとも、同社では他のまちづくり団体とは異なり、同じ業界の集まりによくある何かを行う

際のバッティングの発生など、難しい局面となることが少なく、異業種集団の強みを生かして各

業界からさまざまな情報が集まってくることで、それぞれの特技を生かした最適な取組みを行う

ことができる。前出の京都老舗和菓子店のかき氷販売など、これまで地域になかった新たなもの

を素早く取り入れることが可能であり、このような動きが収益にもつながる。

おわりに

　（一社）金富良舎は、これまでの波佐見町にはなかったまちづくり団体である。１つの業界の

しがらみに縛られることなく、さまざまな人を巻き込みながら地域づくりを行うことができる。

また、メンバー個々の人的ネットワークが同社のネットワークを広げることに役立っており、そ

の活動は隣町の東彼杵町をはじめ、波佐見町内だけにとどまらない。さらに、各業界の若者が中

心となっていることが大きなファクターとなっており、これまでに無い新たな発想が生まれてく

ることが期待される。

　同社のメンバーには、住民から「皆、本業があるからそこまでしなくてもいいのに」との声も

あるものの、自分達は地元が好きだからこそ行動しているのであり、これからも12人の知恵を絞っ

ていきたいとのことであった。

　副代表の山脇氏は「住民とともに波佐見町を元気にするために、町の特徴を取り入れたイベン

トを企画したい。町内にある22自治会それぞれの地域の特色を取り入れたイベントを年間に渡っ

て行うなど、地域の活力を取り入れることで、波佐見町はますます面白い町になる。町を訪れる

人と地域住民が交流を持つことで、観光と窯業や農業など地元産業が融合できるまちづくりを進

めていきたい」と語る。

　“金富良舎”は、これまで波佐見のまちづくりに関わってきた地元の人からも大きな期待を寄

せられている要注目のまちづくり団体である。

（杉本　士郎）　
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