
ひと・こと・ものがつながる島「壱岐」

壱岐市総務部 SDGs未来課

令和２年７月９日



〈福岡市博多港から〉 約６７km
※JR1,310円

○フェリー 片道 2,020円
島民割引運賃 1,380円

・博多港－郷ノ浦港 約２時間２０分
・博多港－芦辺港 約２時間１０分

○高速船 片道 4,120円
島民割引運賃 2,830円

・博多港－郷ノ浦港 約１時間１０分
・博多港－芦辺港 約１時間 ５分

(フェリー、高速船 １日各４往復)

〈長崎空港から〉 約９４km
○航空機 片道 10,300円
島民割引運賃 5,000円

・長崎空港－壱岐空港 約３０分
(１日２往復)

〈佐賀県唐津港から〉 約４２km 
※JR 860円

○フェリー 片道 1,590円
島民割引運賃 910円

・唐津東港－印通寺港 １時間４０分
(１日５往復)

料金等はＲ1.10月現在です。

壱岐市の位置・アクセス

※H29.4月有人国境離島法施行に伴い、離島住民向
けの航路・航空路運賃がJR運賃並に引き下げ。



壱岐市の概要

面 積 等

長崎県 壱岐市

広 域
南北 約17km

東西 約15km

面 積 139.42Km2

地 形

周 囲 約191Ｋｍ

昭和43年 壱岐対馬国定公園に指定、主島の壱岐島と２３の属島（有人島４
無人島１９）からなる離島

行 政 区 域
平成16年3月に４町（郷ノ浦町、勝本町、芦辺町、石田町）が合併し、
壱岐市となる

人 口

（R2.5.31現在）

総 人 数 26,124人

世 帯 数 11,665世帯

高齢者 人口 9,752人（36.75％） ※ 65歳以上

交 通
島 内 交 通 バス、タクシー ※自家用車中心

島 外 交 通 ジェットフォイル、フェリー、飛行機

情 報 通 信 環 境

伝送路 方式 ＦＴＴＨ(光ファイバー)方式（市内全域が提供エリア）

通 信 環 境 100Ｍｂｐｓ（～1,000Mbpsの通信サービス有）

Ｃ Ａ Ｔ Ｖ 地上波 11ch、ＢＳ 8ch、CS、自主放送 2ch

コミュニティ
Ｆ Ｍ

全世帯提供エリア（７６．５MHz）

防 災
全世帯を対象に告知放送用端末を設置 （有線方式）
屋外拡声機２０５局（有線方式）

世帯の推移

人口の推移
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くらしのProfessional

子ども・若者・住民
豊かなくらし

地方行政のProfessional

壱岐市役所
継続した行政運営

みらい創り・イノベーションのProfessional

富士ゼロックス
共通価値（CSV)モデルの創造

高校・大学と連携した
まちづくりの実施

新たな地域ブランディン
グによる横展開の促進

環境整備による
新産業の創出

企業視察・研修による
関係人口の増加

若い力を活用したまちづくり

関係人口増加

新たな産業創出

地域ブランド活用

壱岐市のコンセプトである「実りの島、壱岐」を住民自らが創造し、それを壱岐市と
富士ゼロックスが支援し、実現していく。 「三方よし」の具現化

「壱岐なみらい創りプロジェクト」全体フレーム



第1回
2015年11月～
2016年11月

（10回）

「みらい創り対話会」参加者数と内訳

参加者
（内訳）

テーマ数
（実現数）

1,066名
（学生525名、一般541名）

9テーマ
（9テーマ）

2017年7月～
2017年12月

（5回）
第2回

271名
（学生126名、一般145名）

14テーマ
（9テーマ）

2018年7月～
2019年2月

（6回）
第3回

第4回

2019年5月～
2020年2月

（5回）

488名
（学生304名、一般184名）

12テーマ
（8テーマ）

参加者数：2,131名 テーマ数：42テーマ（30テーマ）

306名
（学生104名、一般202名）

7テーマ
（4テーマ）
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★

原の辻遺跡内

原の辻ガイダンス横

壱岐テレワークセンター

郷ノ浦港
15分

芦辺港
10分

印通寺港
5分

壱岐空港
5分

〒811－5322
長崎県壱岐市芦辺町深江鶴亀触1092ｰ5

【原の辻遺跡】

「原の辻遺跡」は、今から約2000年前に栄えた

「一支国」（『魏志倭人伝』にも登場）の王都の

遺跡であり、史跡の国宝である国特別史跡に指定

されています。

また、平成27年には「日本遺産」にも認定されて

います。

そして、フリーウィルスタジオは、

「原の辻遺跡」内にある「原の辻ガイダンス」の

横に開設されています。

（※ 壱岐市は市内全域に光ファイバ網が張り巡ら

されており、テレワークに最適な環境です。）

【原の辻ガイダンス】

主要な壱岐のアクセスポイントから路線バスにて、
郷ノ浦港から25分
芦辺港から15分
印通寺港から5分

フリーウィルスタジオの位置・アクセス



官民連携によるテレワーケーションの推進

フリーウィルスタジオから島全体まで、
段階的、そして一体的な改革推進計画

IKI

＋

OSOTO コンダクター 焚火時間 CAMP FAMILY MOBILE DISTRIBUTED



スノーピーク・キャンピングオフィスの新モデル

既存デスク

Telework area

Kids Area

Conductor

coffee

Relax area

Work area

Tent area

Personal area
Event area



●建設場所：フリーウィルスタジオ徒歩圏内の市有地
●事業費等：壱岐市が地方創生拠点整備交付金事業《内閣府》を活用して整備

（事業費：３５百万円／補助率：1/2）

●構造等 ：木造平屋のシェアハウス（８戸の居室スペースと共有土間スペースにより構成居室の
眺望と採光を最大限に確保、また、広くのびのびとした土間空間の両立を実現させる
にあたり「竪穴式住居」の構造様式を導入。

シェアハウス（短期滞在型施設）の整備



壱岐活き対話型社会
「壱岐（粋）なSociety5.0」

×
第1回「SDGs未来都市・
自治体SDGsモデル事業」



・2000年続く交流・対話の島の歴史を未来へとつなぐとともに、先端技術を積極的に
取り入れ、少子高齢化等の社会的課題の解決と基幹産業である1次産業を中心とした
経済発展を両立する。
・現実・仮想ともに様々な人や情報につながることで、イノベーションが起こり続け、
あらゆる課題に対応できるしなやかな社会を作るとともに、一人一人が快適で活躍
できる社会を目指す。

1.1次産業スマートイノベーション
定植から収穫、出荷、販売の流れをシステム化し、IoTおよびAIを使って生産自動化。

2.ＥＶを活用した高齢者の移動サポート・大気汚染の低減
生産物の輸送技術（自動運転）を活用したEV新システムの導入。高齢者はこのEV新システムで元気に
市内を移動！大気汚染をなくしクリーンな環境に貢献。

3.若年から高齢まで幅広く交流し、互助関係の確立による安心・安全なまちづくり
交通インフラを整備し、よりよい対話交流活性化。起業経験や将来を見据えた学習成果により、Uター
ン人材が、遠隔コミュニケーション活用によって島外と連携しながら活躍！

4.クリーンで持続可能なエネルギーづくり
風力エネルギーと蓄電化を推進。木質バイオマスや焼酎かすを使った再生可能エネルギー活用・研究。

5.外部から多様な知恵を取り込み、進化と変化を恐れない柔軟で強靭な地域づくり
積極的に外部から企業や人材を招聘し、多様な知恵を集めた対話会を起点に、柔軟な環境変化を創出。
国境の島として、交流により強靭なまちづくりを進める。

具体的な5つのイメージ

2030年 壱岐市のあるべき姿（将来像）



壱岐なみらい研究所の開設

多様化・複雑化する地域課題に対応できる人材を育成

慶應義塾大学SFC研究所の高度かつ専門的な指導

壱岐市職員５名、企業人２名の７名で始め、その後、慶応義塾

大学大学院生1名を加えた８名をメンバーとする

「高大接続改革（大学入試改革）」を見据えて

アクティブラーニングを行いやすくする

将来的には、市民や企業だけでなく、長崎県職員や他市の職員の受入れに

ついても検討




