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人生が一度きりだとしたら︑あなたは

どのように生きていきたいですか？

長崎県小値賀町は︑本土の佐世保市から

フェリーで片道約３時間かかります︒

決して近いとはいえないその島に毎年

多く の旅 人が 訪れ ます ︒彼 らは ︑﹁こ の

島で暮らしたい﹂と口を揃えます ︒そして

それぞれの生き方を求め ︑ 再び小値賀へ

向かうのです︒

旅人は︑この島の何に惹かれているの

でしょうか︒その答えを探しに︑まずは

このページをゆっくりとめくってみてく

ださい︒あなたらしい生き方のヒントが

きっと見つかるはずです︒

case1 農業研修を機に移住

野澤 宏美さん

“仕事と生き方が重なる
方法として農業を

2011 年〜移住！

選びました”

1981 年生まれ ／ 長崎県佐世保市鹿町町出身
前職：フリーター ／ 現職：のざわ農園経営（農家）

のざわ農園の採れたてミニトマト。とって
も甘くてみずみずしいです。

旦那さんの直樹さん、長女のあかりちゃん、長男の玖太くんとトマト農園にて。

美味しそうにトマトを食べるあかりちゃ
んと玖太くん。

島のお母さんたちと商品開発をするグループ「chonmaca」のみなさんと。

小値賀は小学生の頃、島に赴任経験のある先生から「あいさつ

目を離してしまっても地域の方が見守ってくれるし、島のお姉

ができる子ばかりだよ」と聞いて覚えていました。思い出すこと

ちゃんやお兄ちゃんは面倒見がよくて遊んでくれる。子どもたち

になったのは、東京で旦那である直樹さんと出会って、29 歳で

もすんなりなじんでくれました。

2 人目が産まれるのを機に、やりたかった農業をしようと場所を

2 年間の研修を終えてミニトマトを栽培していますが、将来は

探していたときでした。知人の農家さんからは「農業なんてやめ

小値賀の風景を残すためにカンコロもやりたいなと思っています。

なさい」と反対されたけど、兼業農家だった直樹さんが子どもの

最近Ｉターンの若手に誘ってもらって、島のお母さんたちと商品

頃、田んぼで泥だらけになったり藁山で遊んだりした思い出を聞

開発グループの立ち上げも。いずれはトマトの加工品も作りたい

いて「自然とつながりながら生きたい」と思うように。仕事と生

のですが、今は落花生をメインに加工の勉強をみんなでしています。

き方が重なる方法として農業を選びました。最初は直樹さんの実

まずは、このグループが自立して収入が得られるようになること。

家がある栃木に行く予定でしたが、2011 年に東日本大震災が

そして、若い世代の雇用の場になってほしいなと思っています。

起こって私の実家がある長崎県内で考えることになりました。
いろいろ問い合わせていく中で、小値賀の窓口の方がとても
さわやかで好印象だったので下見をしに行くことに。2011年 8 月

移住のアドバイス

農業研修制度について

島民全体が家族のようなもの。

町では、高齢化・担い手不足が

でした。農業研修受け入れ先の担い手公社の方に島を案内して

まずは拒否せず受け入れてみ

いただいて、海の美しさに驚き「ここで子育てをしたい」と思い

らえます。

決めました。それからはバタバタ。同じ年の 12 月に移住して
1 月から直樹さんは研修開始。

ることで自分も受け入れても
進んで輪の中に入って顔を
覚えてもらいましょう！

進む中、農業振興の一環として、
新規就農者の育成・確保等を目的
とした一般財団法人小値賀町担い
手公社を設立し、研修生の受け入
れを行なっています。
研修生は給料を貰いながら農家と
して独立できるように２年間の

島での暮らしは、子どもを通して島の人と交流が生まれました。

研修が受けられます。

小値賀の

ちなみにmemo !
郵便物は地区名と名前だけで
届きます。
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朝刊は 11 時頃に届きます。

一年中、天の川がみられます。

case2 起業を機に移住

新田 大樹さん

“小値賀は一生懸命頑張った分
だけ認めてくれて

2011 年〜移住！

応援してくれます”

1982 年生まれ ／ 福岡県福岡市出身
前職：飲食店調理師 ／ 現職：弁当・お食事処 すずらん経営

店長おススメの「まかない定食」。日替わりでメニューはかわりますが、小値賀産の食材
にこだわっています。

店名「すずらん」の由来は諸説あり。
お店に行って店長に聞いてみてください♪

温かみを感じる店内にて、奥さんの幸紀さんと長女の結月ちゃん、長男の維月くんと。

福岡市内で飲食店に勤めていた頃からお客さんに「美味しい！」

自己紹介の看板を出すなどして、島の
人に覚えてもらう工夫をしています。

話とかなんでもいから会話をするように心がけていたら、島の人

と喜んでもらえるのが嬉しくて、いつかは自分の店を持ちたいと

にも自分のことを少しずつ理解してもらえるようになりました。

思っていました。娘の保育園への進学を機に店を開こうと決心。

自分が島になじんでいくにつれて、お客さんもついてきてくれた

奥さんの実家である小値賀は 2 回しか訪れたことがなくて、田舎

ように思います。最近は常連の好みに合わせて味付けを変えたり、

で生活するイメージもお店をやっていくイメージもあまり湧きま

好きな具材を少し増やしたりして食べてくれる人が少しでも喜ん

せんでしたが、独立して福岡市内の厳しい飲食店業界で家族を

でもらえるよう工夫する余裕もでてきました。

支えていくのは正直自信がなかったし、一方で島は飲食店や弁当

小値賀は一生懸命頑張った分だけ認めてくれて応援してくれる

屋が少ないことや、子育ての環境もあって小値賀で頑張ろうと

ところだと思います。これからはお店だけではないところで地域

決めました。

のために活動したいと思っているけれど、まずは消防団に入るの

店の場所はお義父さんが見つけてくれて、2011 年 11 月に島に

がまだ精一杯かな！笑

移住して、12 月には店をオープンさせました。ちょうど忘年会の
シーズンで、島の人たちもたくさん来てくださって大忙しでした。
でもそれもシーズンだけ。みんなそれぞれ行きつけのお店があっ

移住のアドバイス

新規就業者の支援について

自分だけ儲けようとしないこと！

町では、新規に正業として農林水

て、常連になってもらうまでには 4 年かかりました。最初は奥さ

他の飲食店の皆さんも支えてく

んのママ友つながりで来てくれるようになり、学校の先生が口コ

地産地消を心がけること！

れます。

仕事が夜遅くまでなので朝は少し寝不足で、通りすがった島の

にお金が回ります。

は後継者で 18 歳以上 50 歳未満）
に対し、「新規就業準備金／ 50

高くても商店で買うことで地域

ミで広めてくださったりしながら徐々に。

産商工業に就業する者（経営者又

万円」の支給や、
「経営資金の利子
補給／ 3％を上限」などを行って
います。

人たちにも挨拶するのがやっとでしたが、そこから一歩、天気の

小値賀の

ちなみにmemo !
インターネットは一般家庭は
ADSL 回線です。

時化情報は漁師さんに聞くのが
確実です。

驚いたときは「あよこらよー！」と
言います。
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case3 就職を機に移住

木寺 智美さん

“海の輝き、風のささやきなどを
感じながら働けることに

2012 年〜移住！

幸せを感じています”

1986 年生まれ ／ 神奈川県平塚市出身
前職：IT 企業勤務 ／ 現職：おぢかアイランドツーリズム職員

木寺さんイチ押しの愛宕山から眺める景色。
島の地形がわかりやすとのこと。

島の手作りゴルフ場にて、海を眺めながらのゴルフは最高！

おぢかアイランドツーリズム（小値賀観光まちづくり公社）が運営・管理する古民家「鮑集」前にて。

大学卒業後、東京でシステムエンジニアとして働いていました。

島の若者の集まりにも積極的に参加。

私のように小値賀が第二のふるさとになって、いずれは帰ってき

都会で働くうちに、自然と共生しながら働きたい、もっと人間ら

て住みたいと思ってもらえるように。島全体が家族だから、若い

しい生き方をしたいと思っていました。たまたまインターネット

人もおじちゃんとも世代を超えたつながりがもてますよ。主に飲

で小値賀を知って、遊びに行ってみることに。自然はもちろんの

みニケーションですが（笑）。

こと、お世話になった民泊民家さんが家族のように接してくれて

仕事上、土日勤務が多くてなかなか地域活動に参加ができない

思い出深い島になりました。戻ってしばらく経った 2011 年 11月

のですが、以前少しやっていたゴルフを小値賀のサークルに入っ

に東京で全国の離島が集まるイベントがあって、そこで小値賀の

て再び始めることにしました。40 年前に島のおじちゃんたちが、

方々と再会しました。懐かしい島民のように接してくれてすごく

放牧場を手づくりのゴルフ場にした場所で海に向かって打つタマ

うれしかったのを覚えています。

は格別です！今後は仕事だけでなく野菜づくりや魚釣りなど、都会

そのような中、環境省主催のエコツーリズムガイド育成研修の

ではできない島ならではの暮らしを充実させたいと思っています。

受入先に小値賀が入っているのを偶然見つけ、人が温かくて自然
が豊かな小値賀で働きたいと思ったことと、エコツーリズムガイ
ドという職業にも魅力を感じ、研修を受けることにしました。

移住のアドバイス

求人情報について

田舎暮らしのイメージがわか

町では、町内の法人等で求人が出

2012 年 1 月から始まった研修が 3 月で終わると同時にそのまま

なくて事前にネガティブな情

「おぢかアイランドツーリズム」に就職。太陽の光や海の輝き、

程度価値観を合わせておくと

風のささやきなどを感じながら働けることに幸せを感じています。

た際、回覧板で情報を発信してい
ます。また、役場には臨時職員の

報も含めて調べました。ある

登録制度があります。
【求人の多い職種】

抵抗なく暮らせます。

仕事では、お客様が島に降り立ったときに出会う最初の島民とし

・看護師、准看護師、介護師

あとは、やっぱり
飲みニケーションです！

・漁業、農業研修生
・パート
・地域おこし協力隊

て、心に残る島旅になるよう心がけています。

など

小値賀の

ちなみにmemo !
金融機関は「親和銀行・ゆうちょ・
農協・漁協」の４つがあります。
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スギ花粉はありません。

一年を通してお祭りやイベントが
多いです。

case4 結婚を機に移住

迎 真琴さん

“島の人たちがその場だけでなく、
ずっと温かく関係を

2011 年〜移住！

つないでくださった”

1982 年生まれ ／ 長崎県新上五島町出身
前職：リポーター ／ 現職：役場嘱託職員

小値賀で結婚式をあげたときの様子。結婚式は、全て島の仲間たちの手づくりです。

リポーターの経験を生かし、町内の防災無
線を真琴さんが担当しています。

旦那さんの真志さんと、娘の成美ちゃんと、旦那さんが管理する牛舎にて。

女性消防団として町の防災のために活躍！

小値賀を初めて訪れたのは、まだ県内の民放に勤めていた頃。

だからこそ、婦人会に参加して周りのお母さんたちと共同作業を

2005年に朝の情報番組の取材で、今でも公私共にお世話になって

したり、最近は地域のために活動したいという想いがでてきて女

いる役場の永田さんと小値賀を取材したときでした。それ以来

性消防団に入団したりと自分なりの活動をし始めています。

永田さんから毎月のようにラブコールをいただいて、毎年小値賀

今、娘の成美がいますが、この子が高校生になる頃には島の高

に来て取材するようになりました。その永田さんが今の旦那さん

校がなくなってしまうのではないかという不安があります。この

ではありませんよ ( 笑 )。

先もずっと島で暮らしていけるよう、子どもも増やしていきたい

2008 年に再び稲刈りの取材をしに小値賀に来たとき、たまたま

なと思っています。実はまだ夢があって、調理師免許を活かして

稲刈りが終わっていなかったのが旦那さんとなる、迎真志さんの

食堂を開きたいなと。人を笑わせるのが好きだし、笑顔を見ると

お家でした。その当時の真志さんは金髪にアロハシャツを来て

ほっとします。島に来る人を温かい食事で迎えることができたら

トラクターにまたがっているという出で立ち。絶対にあり得ない

いいなと思います。まだずっと先のことですけど。

と思っていました。でも、キューピット役の永田さんのおかげで
お互いに理解が深まり、1 年半かけて連絡を取り合いながら 2011
年に結婚することができました。

移住のアドバイス

町内での入籍について

移住は勇気のいることですが、

町では、担い手育成対策事業の

生まれも島だったので特に小値賀に嫁ぐことに抵抗はなかった

来る前に島に通って、一人で

し、取材を通じて出会った島の人たちがその場だけでなく、ずっ

れば安心できます。急がずに

と温かく関係をつないでくださったのですんなりと結婚生活に
入ることができました。それでも「自分はよそ者」という感覚を

もいいから信頼できる人がい

ひとつとして、町内で籍を入れ、
定住する意志のある夫婦に「結婚
祝金 10 万円」を支給しています。

ゆっくり時間をかけて決めて
欲しいなと思います。

少なからず感じることもあります。

小値賀の

ちなみにmemo !
「牛に注意」の標識があちこちに
あります。

日曜日はほとんどのお店がお休み
です。

とれたての魚は、漁協で直接買う
ことができます。
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住まいについて
小値賀には民間の不動産屋さんがありません。
まずは、どんな暮らしをしたいのか３人の移住者を例に
住まいのイメージを膨らませてみましょう。

case1 町営住宅に住む

case2 空き家に住む

島にはずっと興味があり、旅行はほとんど島

宇久島は小値賀から高速船で 30 分ほどのと

めぐり。島のためになることを仕事にしたいと

ころ。近い島なのに「おぢか国際音楽祭」の盛

思っていところ、地域おこし協力隊の求人があ

りあがりなど宇久島との違いを以前から感じて

り小値賀に移住しました。

いました。どんな違いがあるのか気になって大

受け入れ先の役場が紹介してくれたのが移住

学卒業と同時に役場の面接を受けて役場職員に

者専用の町営住宅で、畳の部屋がある、トイレ

なりました。もちろん宇久島が好きで帰りた

が水洗、音も響かないなど、街にほどよく近い

かったのですが、島に仕事がなかったというこ

立地も含めて気に入り即決しました。

ともあります。

小値賀はとにかく人が好き。東京で生まれ

家は小値賀の親せきを通じて探してもらいま

育ったけど、島の暮らしも不便に感じることは

した。入る人が既に決まっていたり売約済み

ありません。住宅が使用できるのが３年と決

だったり、なかなか難航しましたが、全く改修

まっているので、その間に家を探さないといけ

の必要もなく一人暮らしでもちょうど良い広さ

ません。空き家バンクを活用しながら次は一軒

の家を街中に見つけることができました。掃除

家に住みたいなと思っています。
2014 年〜移住！

しやすいのが良いです。
2013 年〜移住！

小島 早絵さん

柄本 睦規さん

1983 年生まれ

1991 年生まれ

前職：旅行会社勤務

前職：学生

東京都出身

長崎県佐世保市宇久町出身

現職：地域おこし協力隊

現職：役場職員

case3 改修が必要な空き家
農業がしたくて、母親のふるさとであり子ど
もの時によく訪れていた小値賀で始めようと思
い移住しました。
家は役場の情報や伝手をたどって探していく
うちに、潰そうか悩んでいた母親の同級生の家
を無償で譲り受けることになりました。古い家
だったので改修をしないと住めない状態で、祖父
の家などに住みながら数ヶ月かけて玄関やトイ
レ、外壁などを工事していきました。改修費用
は全部で 150 万円くらい 。 でも実は改修より
大変だったのが家の登記がされてなかったこと。
登記されていない土地の売買の大変さを痛感し

移住のアドバイス
空き家改修についての追加情報！
島民全体が家族のようなもの。
小値賀町では、空き家バンクに登録された物件に限り、空き家を改修
したい人向けに改修費用の補助をしています。
まずは拒否せず受け入れてみ
[ 補助対象者 ]
ることで自分も受け入れても

・空き家を居住可能な状態に改修する者
らえます。
・空き家を購入し、入居可能な住宅に改修しようとする者
自分から輪の中に入って顔を

など

（入居後の改修は認められませんので、事前にご相談ください）
覚えてもらいましょう！
[ 補助の条件 ]
・事業完了後 10 年間当該住宅を活用する者
[ 補助金の額 ]

・補助対象事業の 1/2 以内（限度額 100 万円）
改修費用例（あくまで参考）

・トイレの水洗化（下水工事費含） 約 50 万円
・畳表替え（６畳） 約５万円

・シロアリ消毒（１棟） 約 50 万円〜

ました。
2013 年〜移住！

大原 芳夫さん
1984 年生まれ
愛知県出身

前職：ゲストハウス経営
現職：農業研修生

移住して 2 年が経ちますが、今後はキッチン
やお風呂も少しずつ整備していこうと思ってい
ます。住めば都。探しているうちにどの家が良
いのか分からなくなってくるけど、深く考えす
ぎず妥協も大事にして決めると良いと思います。

空き家を探すならコチラ

町営住宅を探すならコチラ

空き家バンクについて

町営住宅入居条件について

「空き家バンク」とは、空き家の賃貸・売却を希望する人から申込み
を受けた情報を、空き家の利用を希望する人に紹介する制度です。

短期滞在型お試し住宅も整備中です。（平成 27 年度中に完成予定）
現在インターネット等からも閲覧できるよう準備を進めています。

（平成 27 年 3 月末時点）

08

大原さん宅の改修例

小値賀島内には約 90 軒の町営住宅があります。
満室になっていることが多いのですが、異動などで島を離れたりする時に
空きが出た場合は、町内放送や回覧板などで募集をかけます。
応募者が多数の場合は抽選となります。
前年度の所得状況で入居できる住宅や、出来ない住宅がありますので、事前に
お問い合わせください。

子育て環境について
「子どもは島の宝」という言葉が小値賀にはあります。
家庭や学校だけでなく地域で見守り育んでいく。
島ならではの子育て環境について聞いてみましょう。

case1 小値賀で子どもを授かる
島で農業をしたいという想いから 2007 年に農業研
修制度を活用して小値賀へ移住してきました。当時は
夫婦二人。2013 年に天・心・蘭の３つ子に恵まれ一気
に家族ができました。

幼稚園・保育園について
平成 27 年度から「小値賀町立小値賀こども

園」として新たに開園し、子育て体制を充実
させました。

出産前から地域の方々に「自分が面倒みるけんねー！」
と楽しみにしていただき、栽培していたトマトの農作
日に島外の病院まで近所の方々が迎えに来てくださっ

子育てに奮闘するママ向けの
サポートも充実しています！

たこと。島に戻ってからも、毎日昼の１時に代わるが

[ 育児サークル〜バンビちゃん〜]

業も手伝ってくれました。一番驚いたのは、島へ帰る

わるお風呂に入れに来てくれるなど、地域全体で子育
てをしてくださっていると感じます。
小値賀の子供たちはみんな挨拶ができて素直。この
校が存続してほしいなと思っています。

楽しみます。楽しむだけでなく、ママや子ども
達も参加するので交流にもなります。
［子育て広場〜ぴよぴよ〜］

ママと子ども達の交流に加え、講師を招いての
ヨガ教室やベビーマッサージなどもあります。

2007 年〜移住！

稲森 章志さん
美智子さん

移住・転入されたママの安心できる交流の場
となっています♪

三重県より移住

保健師のお二人♪
島での子育てを
サポートしてくれます︒

３つ子ちゃんたちも高校までは島で過ごせるように高

季節に合わせた行事や、お菓子づくりなどを

前職：工場勤務（章志さん）
現職：農家

case2 小値賀で子どもを育てる
私も旦那さんも田舎暮らしをしていたことがあっ
て、子どもにも自然とふれあって欲しいと思っていま
した。離島医療の希望をだして、欠員があった小値賀
に移住。ちょうど小学校が新しくなった年で、生徒数
は少ないけれど一人ひとりの事を考えてくれる先生と
勉強ができていると思います。ほめるときはほめて、
きちんと叱ってもくれる。子どもの長所を引き出して
くれています。学校以外でも地域の方が見守ってくれ
るので安心だし、子どもたちが自然の中から遊びをつ
くっていることに想像力の豊かさを感じます。
町主催のクリスマス会や映画上映会などのイベント
が多く、休日も子どもたちは楽しく過ごせています。
も勉強の場があればいいなと思います。
2013 年〜移住！

小値賀町には、小学校から高校まで一校ずつ
あります。小・中学校に関しては、平成 25 年
３月に新校舎が完成しました。

光と風が取り込まれるよう工夫され、温かみ
のあるオープンな校舎となっています。

小値賀町ならではの
教育の取り組みをしています！
[ 小中高一貫教育 ]

協力して教育水準をあげていくことと、夢の
実現を 12 年間かけてサポートしていくこと
が目的です。平成 20 年度より全国に先駆け
て取り組んでいます。

［小学校放課後子ども教室〜山学校〜］

田中 貴子さん

毎週月曜日の放課後にふれあいプラザ（図書

1977 年生まれ

人たちと季節に合わせた遊びや門松づくりな

館）に集まり、宿題を終わらせた後、地域の

兵庫県出身

どの体験活動を行っています。

専業主婦

小値賀出身の魚屋校長先生 ︒
島での教育について熱く
お話いただきました︒

今後は、子どもの将来の選択肢を考えると学校以外に

小学校・中学校・高校について

旦那さんである慶太さんは、
診療所の頼れるお医者さんです。

出産・子育てに関する支援について
❶ 安心出産支援補助金

❷ 出生祝金

❸ 乳幼児支援

小値賀町には産婦人科がないので、出産に備え

祝金は、第 3 子以降・出産時 30 万円、

乳児家庭全戸訪問事業として、生後 4 ヶ月

て事前に本土で滞在する際の宿泊費や、定期受診
する際の交通費（フェリー往復）を補助します。

小学校入学時 20 万円を支給します。

までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、
子育て支援に関する情報提供や相談を行っ
ています。
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私たちが

ご案内します！

小値賀町は長崎県で一番小さな自治体です。
「美しい海」「島を守る松林」「豊かな食文化」
そして「温かい人の心」は、形を変えず脈々と受け継がれてきています。
最近では農業の後継者育成制度や観光事業等の取り組みによって
120 名の移住者が定住し、島を活気づけています。
私たちは「移住者相談ワンストップ窓口」として、
移住に関するサポートをさせていただきます。
どんな小さなことでも結構ですので、気になることがありましたらいつでもご相談ください。
島の人たちと一緒に、豊富な資源を活かした取り組みに挑戦したい方をお待ちしております！

まずは一度、島へ遊びにいらしてください♪

移住の検討でご来島の際はコチラまで

観光でご来島の際はコチラまで

小値賀町役場総務課企画係

おぢかアイランドツーリズム

〒857-4701 長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷 2376-1

〒857-4701 長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷 2791-13
小値賀港ターミナル内

FAX：0959-56-4185 ／ MAIL：soumuka@town.ojika.lg.jp

FAX：0959-56-3530 ／ MAIL：yoyaku@ojikajima.jp

（移住者相談ワンストップ窓口）

TEL ： 0959-56-3111 （8:30〜17:15 土日、祝日、年末年始を除く ）

WEB サイト「西海国立公園 小値賀町へようこそ」http://www.ojika.net
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TEL ： 0959-56-2646 （6:30〜18:00 ）
WEB サイト「おぢか島旅」http://ojikajima.jp/

移 住 までの流れ

小値賀町では「荷物持って明日から小値賀に行きます」というような方は申し訳ございませんがお断りして
います。島での生活は理想とは違うこともたくさんあるため、一度下見をしてもらって地元の先輩移住者の
話を聞いたりしながら、移住への動きを具体化してもらっています。それが移住される人にとっても、新しい
人を受け入れる地域の人達にとってもプラスになり、円滑なコミュニティが形成されるためです。

1

START

問合せ

2

「移住者相談ワ ンストップ窓口」へお問合せください。
【小値賀町役場総務課企画係】
TEL：0959-56-3111

MAIL：soumuka@town.ojika.lg.jp

移住に関わる情報の発信（住居、就業等）、下見への対応を常時いたします。

▼

下見

3

ぜひ一度、島へお越しください。
下見の際は、担当がご希望に添う滞在スケジュールをご提案します。
住居の紹介、島での暮らしについて案内等をさせていただきます。

▼

住居

4

住居を決めましょう。
小値賀町には、民間の不動産屋さんがないため、住むとしたら町営住宅か空き家
となります。

町営住宅は、
「 町と個人」の契約ですが、空き家は「個人と個人」の契約となります。
※空き家バンクに登録された物件は町が仲介します。

▼

引越し

5

引越しをしましょう。
島へ生活用品を送るには、次の方法があります。
①引越し業者

②運送業者

③宅配

※カーフェリーが博多港と佐世保港からでています。

▼

移住

goal

小値賀での暮らしがはじまります。
引越し後は、まずは近所への挨拶をしましょう。地区会長さんのところへ挨拶に
行くときは、担当が同行します。小値賀町では、人と人のつながりをとても大切
にします。地域になじむためにも、地区での清掃活動やお祭り行事などに少しず
つ参加していきましょう。また、年に数回移住者交流会も実施しています。
島暮らしで悩みがあるときは、気軽に担当へご相談ください。
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小 値 賀 町 はこちらです。

博多港
福岡空港

小値賀町
佐世保港

長崎空港

五島列島

小値賀町は、本島を中心として、
その周囲に散在する大小 17 の島
からなっています。

長崎県

佐世保港からはフェリーで片道約
３時間、博多港からは約５時間の
距離にあります。

︵博多港︶
︵ベイサイドプレイス︶

博多埠頭

※平成 27 年 3 月末時点の情報です。最新の情報については、各航空会社・鉄道会社・船会社へお問い合わせください。

お 問 合 せ はこちらまで。
小値賀町役場総務課企画係 （移住者相談ワンストップ窓口）
〒857-4701 長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷 2376-1

TEL ： 0959-56-3111 （8:30〜17:15 土日、祝日、年末年始を除く）
FAX：0959-56-4185 ／ MAIL：soumuka@town.ojika.lg.jp
WEB サイト「西海国立公園 小値賀町へようこそ」http://www.ojika.net
小値賀町マスコットキャラクターの「ちかまるくん・はなちゃん」です。

発行：小値賀町役場総務課企画係

平成 2 7 年 3 月 第一刷

