
A.黒島ミュージアムプロジェクト（右図参照）

し ま も

島守り 新たな「公」の導入による持続可能な地域と観光の実現を目指して

北前船がもたらした豊潤な文化

C.黒島発ツアープロジェクト

黒島生活ツアー
黒島でふるさと体験をしたい、もしくは黒島への移住を考え

ている希望者を対象に、黒島での生活を体験できるツアー。
・資料館にて黒島の歴史風土のレクチャー
・集落内の空家・空地見学
・磯釣り、農作業体験など（希望者のみ）
・地域住民が振る舞う家庭料理での懇親会

黒島インターン事業
熊本県小国町が主導してきた地域づくりインターン事業を参

考に、夏休み期間中、黒島へ大学生を長期滞在させるプロ
ジェクト。大都市圏の大学生を対象に、黒島の民家あるいは空
き家で2～3週間程度滞在しながら、様々な活動に参加するプ
ログラムを作成・実行する。
・空き家の清掃・修繕
・草刈り、農作業の手伝い
・祭り、集会への参加
・まちづくり協議会での意見交換
・地元住民のオーラルヒストリー調査
・資料館訪問者への観光客アンケート
・黒島PR戦略会議

島守り制度とは

●NPO法人「島守り黒島(仮称)」の設立（右図参照）

や も

支援者、支援団体

顧客層、サービス受給対象者

NPO法人
「島守り黒島（仮称）」

NPO法人
「島守り黒島（仮称）」

行政・専門家
輪島市、石川県、国、コンサルタント、大学など

行政・専門家
輪島市、石川県、国、コンサルタント、大学など

NPO会員
黒島地区住民、子孫、親戚、黒島ファン、民間企業など

NPO会員
黒島地区住民、子孫、親戚、黒島ファン、民間企業など

①不動産マネジメント事業

・空き家賃貸事業およびマネジメント事業
観光客長期滞在、企業保養所の斡旋
飲食店・土産店経営の斡旋および受入れ

・移住者のマネジメント事業
近隣都市への宣伝、物件紹介、受入れ準備
周辺地域の行政との連携、二地域居住の促進

①不動産マネジメント事業

・空き家賃貸事業およびマネジメント事業
観光客長期滞在、企業保養所の斡旋
飲食店・土産店経営の斡旋および受入れ

・移住者のマネジメント事業
近隣都市への宣伝、物件紹介、受入れ準備
周辺地域の行政との連携、二地域居住の促進

②観光事業

・黒島ミュージアムプロジェクト
週変わり博物館構想

・資料館ブラッシュアッププロジェクト
指定管理者制度による独自運営
ボランティアガイド養成

・黒島発ツアープロジェクト
黒島インターン事業

②観光事業

・黒島ミュージアムプロジェクト
週変わり博物館構想

・資料館ブラッシュアッププロジェクト
指定管理者制度による独自運営
ボランティアガイド養成

・黒島発ツアープロジェクト
黒島インターン事業

③まちづくり事業

・防災環境整備事業
防火機能とリンクした空き地への植樹
黒島地区の景観形成および風景街道との連携

・景観マネジメント事業
屋外広告物の規制
大規模敷地による開発規制
観光地化による外部資本の抑制

③まちづくり事業

・防災環境整備事業
防火機能とリンクした空き地への植樹
黒島地区の景観形成および風景街道との連携

・景観マネジメント事業
屋外広告物の規制
大規模敷地による開発規制
観光地化による外部資本の抑制

移住、二地域居住、長期滞在希望者
（アーティスト、クリエイター含む）

移住、二地域居住、長期滞在希望者
（アーティスト、クリエイター含む） ビジター（観光客）ビジター（観光客）

情報提供、受入れ、交流 移住、訪問、観光

金銭的・技術的・人的バックアップ情報提供、受入れ、交流

①不動産マネジメント事業

A.空き家賃貸事業
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B.移住者マネジメント事業
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B.資料館ブラッシュアッププロジェクト

・観光的拠点性の強化
黒島の中心としての位置付けを明確にするため、観光案内

所機能、ボランティアガイド常駐場所を付加し、駐車場と一体
的に整備することにより、拠点性を高める。
・展示方法の再検討（視覚だけではなく、五官に訴える）
博物館学的展示方法ではなく、地域住民や訪問者が容易

に黒島の魅力を感じとることができるような展示方法を、アン
ケート等によって検討し、改良する。
・郷土史研究会
地域住民が黒島の魅力を正しく認識するため、資料館を核

に、有志で黒島郷土史研究会を設立、定期的な学術研究の
場を設ける。
・ボランティアガイド養成講座
資料館において、外部からのホスピタリティ研究者や、上述

の郷土史研究会による講座を開催し、
ガイドの質の向上を目指す。
・黒島弁講座
黒島に伝わる方言を、観光客や移

住希望者へ伝承するために、黒島弁
講座を定期的に実施する。

たなこ

NPO法人「島守り黒島(仮称)」の組織概念図

③まちづくり事業

A．防災環境整備事業

黒島地区は木造建築が多いため、火災によって大きな被害を被る可能性を常に孕んでい
る。そのため、黒島地区では特に防火対策に力を入れる必要がある。そこで、現在、黒島地
区にある約50区画の空き地のうち、当面利用する予定のない空き地に防火効果のある木を
植樹していく。また、眺望の良い空き地については、植樹に合わせて滞留スペースを設ける
など、非常時だけではなく常時においても人々に利用される環境整備を目指す。

B．景観マネジメント事業

近世から続く美しい街並み、黒瓦越しに見える素晴らしい景観、北前船が運び蓄積してき
た黒島の歴史など、マスツーリズムからオルタナティブツーリズムへと変化する昨今、伝建指
定による知名度のアップにより、黒島は能登の主要な観光地として注目される素質を擁して
いる。それに加えて、国道249号沿いにあるアクセスの良さが、黒島の観光地化を促進すると
考えられる。こうした観光地化の需要を外部の資本が察知すれば、国道沿いを中心として、
ロードサイド型の店舗を出店してくる可能性がある。ロードサイド型の店舗が全て悪いわけで
はないが、屋外広告物の規制や大規模敷地での出店規制など、儲け主義の店舗開発を抑
制する具体的な手立てが必要である。「島守り黒島」による不動産一括管理が可能となれば、
黒島地区内については問題ないが、黒島地区周辺地域に関しては無力である。行政と協働
しつつ、周辺地域も含めた空間計画が必要である。

防火樹

空き地

住民車両専用道路

滞留スペースの設置

海への眺望を確保

火と潮に強い木を植樹
(モチノキ、シラカシなど)

防災スペースとして利用（整備後イメージ）

黒島地区にある空き地（整備前）

②観光事業

黒島ミュージアムマップイメージ

渋沢敬三に「日本列島の白地図の上に、宮本くんの足跡を赤
インクでたらしていくと、日本列島は真っ赤になる」と言わしめた
民俗学者、宮本常一（1907-1981）。宮本は、1952年8月、黒島を
訪れ、3日間の調査を行った後、自身の日記にこう記している。

「黒島は面白い」
宮本は、黒島には昔から「これという生産もなく、全く消費生活

の場という感がふかく、その事が、古い制度を残存させた条件に
もなっている」（宮本常一：「黒島」367頁）と、隣接する他の村落
に比して、昔ながらの社会構造が概ね継承されていることを指摘
している。宮本が指摘する、目に見えない社会構造のようなもの
の他にも、北前船によって栄えた往時の街並みが、目に見える
形で残っていることも黒島の特長である。この点において、黒島
という「島」は、大切な財産であると言える。

黒島は遺産ではない。黒島を大切に想う住民、昔ながらの風
俗習慣を含めた、生きられた「島」という財産。
そんな黒島は高齢化率60％超、集落存続の危機が迫りつつあ

る。黒島という大切な財産を、住民のために、日本国民のために、
そして将来を担う世代のために守っていかなければならない。住
民は、先祖代々継承されてきたこの集落を大切に思っている。
その気持ちこそが、復興まちづくりの原動力となる。「島守り」制
度は、島に息づく愛情を増幅させ、復興まちづくりを力強く支援
する。

「島守り」という職業や仕組みを具現化するために、NPO法人「
島守り黒島（仮称）」の設立を提案する。このNPOは、基本的に
黒島に住む住人によって構成されており、明治36年に設立され
た歴史ある黒島産業株式会社が母体となることを想定している。
基幹事業は①不動産マネジメント事業②観光事業③まちづくり

事業の３つである。NPOの会員は、黒島地区に住む住人および
住人の子孫や親戚、黒島地区の自立的復興に賛同する人々な
どを想定している。また、NPOの基幹事業を担う専任職員を採用
することを想定している。

現在、黒島地区にある住宅約250棟のうち、約50棟が空き家と
なっており、また、約50区画が空き地となっている。黒島地区の
高齢化状況あるいは後継ぎ問題から考えると、今後、ますます
空き家が増えていくと考えられる。多数の空き家は、防犯あるい
は防災上の観点からも不都合であり、街全体としても活気がなく
なるなど、黒島地区にとって大きな問題となっている。しかし、見
方を変えれば、多数の空き家は黒島地区に新たな息吹を吹き込
むための余地であり、街として新陳代謝していくための絶好の機
会と捉えることもできる。文化財的資料として空き家を保存する
のではなく、空き家に人が住むことを前提として、現代の需要に

則した形で人々を呼び込むことが、現段階における黒島地区に
とって有効な手段だと考えている。
それを実現するために、NPO「島守り黒島（仮称）」が中心と

なって、黒島地区の空き家および空き地を一元的に管理・運営
することを提案する。まずは情報を集約し、窓口を１つにすること
で、多様な需要に応えられる準備をする必要がある。そのうえで、
空き家の賃貸業を中心として、将来的にビジネスとして成立させ
ることを目指す。なお、黒島地区には先祖代々の土地建物が多
いため、地主の心情を勘案して、土地建物の売買ではなく賃貸
事業を中心に据えた。

なぜ、黒島で、観光なのか？観光という言葉は、易経の一節
「象曰。観國之光。利用賓于王。」にその語源がある。意訳すれ
ば、「我がまち、我が地域に旅人として訪れた人々をもてなす
良の方法は、我がまちの良さを存分に味わってもらえることであ
る。」となる。観光の原点に立ち返るならば、すなわち、旅人をも

てなすためには、住民自身が、自らの地域の良さを十分に認識
していなければならないのである。住民自身が黒島の魅力を十
分認識し訪問客に正しく伝えること、逆に、訪問客が埋もれた黒
島の魅力を発見することにより、黒島の価値は広く認められる。

黒島地区全体を一つの博物館と見立て、住民が学芸員となっ
て、黒島文化を研究・保存・展示・活用し、黒島の魅力を訪問者
に伝承していく。来訪者は、資料館にて配布している黒島ミュー
ジアムマップを片手に自由気ままに黒島地区を散策するか、資
料館に常駐しているボランティアガイド（語り部）による案内のもと
で散策を楽しむ。

※週替わり博物館構想
年に一度の天領祭では、２基の曳山が地区内を練り歩く他に、「家々が間口を開け、襖を

外して広い場所をつくり、屏風を立ててその前に家財を飾るという風習」が古くから残って
いる。この風習を継承発展させ、１つの家が１週間程度の期間、天領祭と同様に間口を開
け、家財を飾り、御神酒（あるいはお茶）をふるまいながら、縁側に座りながらゆったりと訪
問客と交流できるような、いわゆる1週間程度の期間限定で「自宅博物館」を出現させる。さ
らに、「自宅博物館」を全世帯で持ち回りで継続させていくことにより、週替わりの恒常的博
物館を実現させる（自宅博物館の準備や運営については、近隣住民やNPO職員が積極
的に支援する）。
住民は訪問客との交流を通して、自らの家財や、黒島に対する誇りをますます持つであ

ろうし、訪問客は様々な住民との交流を通して、黒島の奥深さを知り、ますます黒島にのめ
り込んで黒島ファンとなり、場合によっては黒島への定住志向が生まれてくる。

行政によるインフラ整備や電線地中化、伝建指定後の環境整

備や新しい条例づくりなど、今後、黒島地区で行われるであろう
様々なまちづくり関連事業を、地元組織としてNPO「島守り黒島
（仮称）」が引き受けていくことを想定している。

近い将来、黒島地区は「観光」という新たな訴求力を手に入れ
ると予想される。また、空き家賃貸事業や移住者マネジメント事

業がうまく軌道に乗れば、黒島地区にはない価値観や考え方を

持つ人々が住み始めることになる。こうした外部からのダイナミッ

クな変化には、必ず光と影が存在している。こうした変化を完全
にコントロールすることは不可能であるが（できたとしても不健全
である）、これまでの黒島地区の歴史とゆるやかに結び付けてい

くような緩衝帯が、黒島地区には必要だと考えている。NPO「島
守り黒島（仮称）」がそうした緩衝帯となるよう、旧来からの住民と

新たな訪問者の間で育てていくことが望ましいと考えている。

江戸時代、不在地主に代わって長屋を管理する「家守り」という

職業が存在した。「家守り」は長屋を賃貸する店子から家賃を徴
収するだけでなく、店子の商売の面倒を見るなど、長屋全体の
世話人的役割をこなしていた。「島守り」とは、この江戸時代に存

在した「家守り」という制度を黒島地区に当てはめたうえで、我々

が提案する新しい概念である。具体的にいえば、「島守り」は黒

島地区全体の面倒を見る地域マネージャー的立場であり、不動
産マネジメント事業を中核とする新たな職業である。

※「島守り」の「島」とは、その昔、点在する集落を
「しま（島）」と呼んでいたことに由来する。


