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第３章 地域別の振興計画 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

対 馬 島 地 域 振 興 計 画 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 32 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 33 -

対馬島地域振興計画 
 
１ 地域の概況 

（１）概要 
 対馬島は九州最北端、韓国・釜山まで約５０㎞に位置する南北約８２
㎞、東西約１８㎞の細長い島で、佐渡島、奄美大島に次いで日本で３番
目に大きな島である。 
 本地域は対馬島を中心に海栗島、泊島、赤島、沖ノ島、島山島の６つ
の有人島と１０２の無人島からなり、全体の人口が３４，４０７人（平
成２２年国勢調査）、総面積７０８．８９ｋ㎡となっている。 
 対馬島は全島の８９％が森林で占められ、国の天然記念物に指定され
ている原始林も残っている。島の地形は標高２００～３００ｍの山々が
海岸まで迫り、海岸では所により高さ１００ｍに及ぶ断崖絶壁が見受け
られる。対馬中央部の浅茅湾は、リアス式海岸の特徴を顕著に表した対
馬の代表的な景勝地の一つであり、これらの景勝地は壱岐対馬国定公園
に指定されている。 
 国の天然記念物であるツシマヤマネコをはじめ、対馬でしか見ること
のできない生物や、大陸の流れをくむ生物が数多く生息する。また、渡
り鳥の中継地であることなどから、世界でも有数の野鳥観察地とされて
いる。 
 古代より対馬は、大陸から石器文化、青銅器文化、稲作、仏教、漢字
などを我が国に伝える窓口としての役割を果たし、また朝鮮半島との間
では人的、物的交流が盛んに行われた。江戸時代に入り、幕府は対馬藩
十万石の藩主・宗家を介して朝鮮から通信使を迎え入れ、厳原町は宗家
の城下町として栄えた。 
 
（２）交通 
 島内の交通は、厳原町から各町の中心地を経由して比田勝までを南北
に結ぶ国道３８２号が対馬の交通動脈となっている。しかし、国道３８
２号線を始め、県道、特に市道においては、幅員が狭く、急カーブ、急
坂な箇所が多いなど、未整備で改良が必要な箇所がまだまだかなり残っ
ている。 
 島外との交通手段について、航空路は対馬やまねこ空港～福岡空港便
が１日４往復、長崎空港便が１日４～５往復、航路は比田勝港～博多港
にフェリーが１日１往復、厳原港～博多港にフェリー、ジェットフォイ
ルともに１日２往復運航している。 
 また、国際航路は厳原港・比田勝港～韓国釜山間に定期船が就航して
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いる。 
 
（３）産業・交流 
 平成２２年国勢調査によると、対馬の就業人口は、第１次産業の割合
が２１．７％と高く、特に漁業は第１次産業の７７．４％を占める島の
基幹産業である。一方、第２次産業は１２．３％、第３次産業は     
６６．０％といずれも長崎県平均（第２次２０．２％、第３次７１．６％）
を下回っている。 

○農業 
 昭和３０年代までは基幹的な産業だったが、次第に就農者は減少し同
時に高齢化も進み、後継者の確保が極めて困難な状況となっているため、
集落営農の推進により、機械の共同管理を行い経営の合理化を図るとと
もに耕作放棄地の解消や収穫量を増加させる土壌の肥沃化を進めていく
必要がある。 

○林業 
 島の面積のうち８９％が森林（内９１％が民有林、人工林率３４％）
からなり、対馬の林業は第１次産業の中では水産業に次ぐ第２位の産業
である。しかし、勤労者の減少や高齢化、後継者不足及び材価の低迷な
ど、林業を取り巻く状況は厳しい状況となっており、バイオマス燃料等
への新たな取組も必要である。 

○水産業 
 対馬東沿岸・日本海を漁場の中心とするイカ釣り漁業が主体であり、
その他には、東水道でのタイ、ブリ釣り漁業、西水道でのヨコワひき縄
漁業、南西海域でのシイラ漬漁業、全島地先での定置網漁業が盛んに営
まれている。 
 また、浅茅湾を中心に真珠養殖やマグロ養殖が盛んであり、恵まれた
根付資源を対象に全島地先で採介藻漁業が営まれているが、近年は、海
藻が消滅する「磯焼け」が進行しており、対策が急務である。基幹産業
として対馬を牽引する一方で、近年漁獲量は減少傾向にあり、漁業就業
者の減少、高齢化や後継者不足が問題となっている。 

○商業 
 卸売業、小売業ともに小規模なものが多い。飲食料品小売業の売上が
高く、主な商店等は厳原町既成市街地、美津島町知の国道３８２号沿
道を中心に集積しており、近年大型小売店舗の進出も見られる。 

○工業 
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 年々公共事業は減少傾向であるが、建設業の占める割合は高い。鉱業
では、厳原町阿須地区で産出される陶石類は日本三大産地の一つであり、
陶磁器やタイル等の原料として年間５万トンが採掘されている。 

○観光・交流 
 歴史・自然・文化といった対馬独自の豊かな観光資源を有しているこ
と、イベントの集客力が高まったことなどにより、観光客・交流人口は
増加傾向である。特に対馬～釜山間の国際航路が開設・拡充されたこと
により韓国からの観光客が急激に増加している。今後は、海や山と関連
づけた体験型プログラムや、韓国を中心とする国外からの観光客への対
応など、受け入れ体制の充実が必要である。 
   
（４）医療 
 対馬の医療施設は、長崎県病院企業団病院３、一般診療所３２、歯科
診療所は併科３施設を含め１７診療所がある。 
 この中で、一般診療所のうち医師が常駐しているのは１２施設で、他
は病院企業団病院、または診療所医師の出張診療によって運営されてい
る。歯科診療所は、２診療所が特定日に出張診療を行っている。 
 現在、対馬いづはら病院は、島内唯一の産婦人科及び精神科病床を有
し、へき地医療拠点病院、災害拠点病院の指定を受け、中対馬病院は、
第二種感染症指定医療機関であり、感染症病床や結核病床を有している。
病院企業団３病院は、常設診療科目は漸次拡充されてきているが、限ら
れた医療資源の中で、継続的な医療確保を図るためには、医療機能の集
約化や機能分担に取り組む必要がある。現在、対馬いづはら病院と中対
馬病院の統合により、新病院が美津島町に建設予定である。 
 また、救急医療対策については、救急告示病院の病院企業団３病院に
搬送されているが、休日、夜間の収容は、病院群輪番制方式による第２
次救急医療体制が取られている。救急搬送については、搬送に時間を要
する地域では、特に高規格救急車の配備と救急救命士の増員が急務であ
る。本土の医療機関に搬送が必要な重病患者は、海上自衛隊との連係協
力やドクターヘリ等による本土への空輸搬送ができているが、島内にお
ける搬送時間の短縮対策が必要である。 
さらに、対馬いづはら病院と中対馬病院との統合により、既存の病院

跡地について、医療介護施設等への転換など有効な利活用について検討
が必要である。 
 
２ 離島振興の基本方針 

（１）基本理念 
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◎多彩な自然を活かした元気産業づくり 
 本島の有する多彩かつ固有の自然は、人々の生活に潤いを与えるだけ
ではなく、その恵みを活かした産業が本島の基幹産業となっている。 
 今後、島の過疎化に歯止めをかけ、若者の定住とＵ・Ｉターン意向を
育むためには、若者世代を引きつける産業の振興が必要不可欠である。 
 また、第１次産業においては、各地域の課題を把握したうえで、本島
における地産地消の取組を推進するとともに、各企業・組合等の連携を
図り、多彩な自然の恵みを活かした新たな商品開発や販路開拓、ＰＲ等、
生産と収益の拡大に直結した施策の展開を図る。 
 さらに、複合産業である観光分野においては、第１次産業との積極的
な連携や地域資源の掘り起こし、滞在交流型観光などの新たな取組によ
り自由で創造的な産業を開発・展開していく。その際にはかけがえのな
い自然環境の保全と生産活動との調和に十分配慮することが必要であり、
自然環境や地域資源の大切さを十分に認識できる環境教育などを実施し
ながら、次世代の創造的産業の担い手となる人材の育成に取り組む。 

◎東アジアに輝く交流の島づくり 
 地域分権の時代の中で、対馬らしい自立を図っていくためには、国境
という地理的条件や固有の歴史背景を活かし、韓国・中国等をはじめと
する東アジアとの自治体レベルでの協力体制の構築等、各都市との交流
強化を図る必要がある。 
 さらに、人々の価値観の多様化が進む中で、買い物やスポーツ、芸術
鑑賞等、島民の日常的な生活圏域の拡大に対応するには、北部九州をは
じめとする島外各都市との連携を今後一層強化していく必要があるため、
島外との交通利便性の向上・強化が求められる。 
 このような自治体・住民レベルでの交流を契機として、本島独自の文
化・生活圏の形成を図り、その魅力を発信することにより、本島の存在
感を国内外にアピールし、観光客を含めた交流人口の増加を目指す。 

◎安心して快適に暮らせる生活環境づくり 
 高齢化が急速に進行する中、島民の健康の維持・増進につながる総合
的な医療施設や健康管理施設、専門医療分野の充実を図るとともに、保
健医療対策及び地域福祉対策を推進し、高齢者や障害者をはじめ、すべ
ての人が安心して活き活きとした生活を送ることができる地域社会を創
出する。 
 本島は、市街地や集落が多数分散しており、島民の地域間格差に対す
る不安に対しては、効率的な行財政運営と併せて、行政サービス施設の
適正配置、交通インフラ及び情報通信ネットワークの整備促進を図るこ
とで、どこでも暮らしやすい環境づくりを推進する。 



 - 37 -

 さらに、中心市街地をはじめ、身近な市街地・集落環境づくりとして、
利便性の高い商業・サービス環境の充実、居住環境の整備、防災対策の
充実なども重要な課題である。 
 また、島民が豊かさを実感できる生活を実現するためには、島民が主
体となった地域づくりが重要であり、島民のまちづくりに対する意識を
醸成し、様々な分野での地域の活性化に向けた取組への参加の場づくり
を行うとともに、行政は島民を中心とした活動へは積極的に参加する。 
 
 対馬島では、国境であるがゆえの優位性や、個性のある地域資源を再
確認しながら、次世代を支える人々の自由な発想と創造力を培い、そこ
から新しい文化や産業を開拓していく、「ニューフロンティア・アイラン
ド」としての「しまづくり」を目指していくものとする。 
 したがって、以上のような考え方から、基本理念を次のように定める
ものとする。 
 

対馬島地域振興基本理念 
 

アジアに発信する歴史海道都市 対馬 
～創造と交流のニューフロンティア・アイランドを目指して～ 

 
 
（２）基本的方向性 

本島は、山と海に抱かれ豊かで多彩な自然環境に恵まれた島である。 
人々は、その中で育まれ海や山の幸の恩恵を受けており、このような
自然との結びつきは、２１世紀社会においても本島発展の重要な要素で
ある。 
若年層の島外流出が進むなか、若者の定住とＵ・Ｉターンを促すため
には、誇りと郷土愛を育むことができる環境づくりと、生活を支える地
域の産業育成が必要不可欠であり、豊富な自然資源、歴史資源を活用し
た新たな観光産業づくり、安心して快適に暮らすことができる生活環境
づくりを推し進めるため、以下のような施策を展開する。 
 
①創造的な産業と次世代の担い手を育む「しま」 
 本島の地場産業である水産業、林業、農業は、就労者の減少や高齢化
が加速しており、後継者の確保が緊急の課題である。地場産業の振興の
ためには、観光業・加工業・流通業などの異業種・異分野との積極的な
連携による新しい産業の展開、新たな商品開発・販路開拓を推進すると
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ともに、広域的な視点から産業育成にかかわる人材、技術、情報の集約
に努め、各産業の基盤施設整備の充実を図る。特に、観光振興と地場産
業との連携、歴史的環境整備を活かした観光産業の充実などから、新し
い産業振興の展開を検討し、若者定住に向けた雇用の場を創出する。こ
のような島民の産業振興における新しい取組に対しては、積極的に支援
する。 
 また、若年層を中心に魅力ある商業環境の整備が求められており、中
心市街地の活性化を柱に、利便性の高い近隣型商業及びサービスの充実
を図る。 
 さらに、島外に流出した人口の呼び戻しを含めた対馬へのＵ・Ｉター
ンを促進するため、空き家等の既存施設の活用や地場産業との連携によ
り生活環境及び就業環境の充実を図る。 
 
②豊かな自然との調和を図り、地球環境にやさしい「しま」 
 対馬には、全国にも類を見ない自然が豊富に残されており、今後とも
そのような対馬の自然の素晴らしさを島内外にＰＲし意識を高めるとと
もに、地域住民自らによる、自然の保護・保全活動を支援する。 
 身近な自然は、島民が快適に暮らす上で重要な要素であり、自然環境
との調和に十分配慮しながら、これを活かして自然や水辺に親しめる空
間づくりを行い、人と自然がふれあって暮らせる生活空間の創造に努め
る。 
 また、今日の環境問題は、地球温暖化や大気汚染といった地球規模で
の問題から、日常生活から排出されるごみ、漂着ごみ問題や水産資源の
減少といった身近な問題にまで広がっていて、対馬の持つ豊かな自然を
生かして官民が一体となった総合的な視点での解決に努め、資源循環型
社会の構築を目指す。 
 
③固有の歴史文化を発信し、交流の活発な「しま」 
 国境の島という地理的条件から、対馬はこれまでにも特有の歴史・文
化を形成してきたが、近年の国際化の流れの中で、島民の関心は観光、
経済、文化、生活様式、社会システム等幅広い分野へと広がっているの
で、島内外におけるお互いの発展のための新しい協力関係の構築を図る。 
 このような島内外の広域的な交流活動の促進によって、国境という地
理的条件を活かして対馬独自の生活・文化圏の形成や、自然や歴史・文
化といった特色ある地域資源の連携を図ることにより、観光客をはじめ
とする交流人口の増加に努める。また、そのためにも、広域交流を支え
る交通アクセスの強化や、情報の相互受発信に資する情報通信基盤の整
備とシステムの構築に努める。 
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④地域が連携して支える教育・文化の充実した「しま」 
 島民一人ひとりが、生涯にわたって生きがいと創造性を育み、地域の
歴史や風土を大切にしながら伝統的文化を継承するために、学校教育・
生涯学習環境の充実及び芸術・文化活動の機会充実を図る。 
 学校においては、子どものころから大自然や歴史・文化、地場産業等
と接する機会を多く設け、対馬に対する郷土愛を育む。また今後の対馬
を担う人材づくりを積極的に推進するために、家庭、学校、地域がそれ
ぞれの役割を果たし、男女共同参画を推進するとともに、心身ともに強
い青少年の育成を目指して、連携強化を図る。 
 さらに芸術・文化活動を各地域で振興するとともに、より広域から集
客を見込んだイベントや大会、芸術・文化鑑賞の機会提供のため、既存
施設を活用しながらハード、ソフト両面からの強化を図る。 
 
⑤思いやりと健やかさを育む健康・福祉の「しま」 
 島内どこに住んでも誰もが安心して暮らし続けるために、まず島民一
人ひとりが「健康は自分でつくる」という自覚と認識をもち、保健・医
療福祉・教育分野が連携した心と体の健康づくりを推進する。 
 医療・救急医療体制の整備は、高齢社会において重要な課題であり、
診療所の機能分担・強化、統廃合を含めた新たな高度医療対応体制の検
討、搬送時間短縮のための道路整備を行うとともに、夜間、休日、災害
時の救急医療体制の充実に努める。 
 保健・福祉については、保健・福祉関連施設の効率的整備・運用、専
門スタッフの増員と効果的な配置によって、質の高い福祉・保健サービ
スの提供を行っていく。また、スポーツ施設や温泉を活用した健康増進
施設の充実により、島民の健康づくり、リラクゼーション機会の充実を
図る。 
 さらに、今後は高齢者や障害者、女性の社会参加を支援するノーマラ
イゼーション社会の実現のために必要な支援体制を構築するとともに人
権教育・啓発の推進による人権尊重社会の実現を目指す。 
 
⑥快適な暮らしを支える生活基盤の整った「しま」 
 島内どこに住んでも快適と感じられる住環境を確保していくため、地
域の個性を活かした景観づくりに配慮しながら、各種生活基盤の充実を
図る。 
 特に道路交通ネットワークの構築については、島民からの要望も強く、
幹線道路、生活道路の整備や公共交通の充実による地域間ネットワーク
の充実に加え、交流の促進の基盤となる港湾の整備・拡充に努める。 
 また、上下水道施設の整備、防災性や環境に配慮した質の高い住宅の
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供給や、地場産業と連携した空き家等の再整備により、人口流出の抑制
及び若者の定住促進、Ｕ・Ｉターン者の受け入れに資する受け皿や安心
して子どもを産んで育てられる環境づくりを行うとともに、各種災害防
止施設の整備に加え、ハザードマップの作成促進など、ハード対策・ソ
フト対策の両面から災害の無い安全・安心な地域づくりに努める。 
 さらに、島内全域を網羅する情報通信基盤の整備とリプレイス及び各
地域の実情を踏まえた地域情報システムを構築し、行政と島民（民間）、
または島民（民間）同士の双方向はもとより、島外とも情報の受発信を
可能とし、利便性の高い生活環境の実現に努める。 
  
３ 計画の内容 
 
（１）交通施設及び通信施設の整備、人の往来及び物資の流通に要する

費用の低廉化等に関する事項 

①交通体系の整備 

○航路 
島外及び国外との交通の利便性を高め、交流人口を増加させるために、
唯一の重要港湾厳原港並びに比田勝港湾において、ターミナルを始めと
する周辺整備を含めた港湾整備の促進を図るとともに、比田勝～博多間
の航路事業者に船舶の更新や運航ダイヤの見直し、割引サービスの充実
を働きかけることにより、利用促進を図る。 
また、離島における人の往来及び物資の流通の最大のネックとなって
いる費用についても低廉化を図るために必要な支援体制を構築する。 
さらに、隣接する韓国をはじめとする東アジアとの交流を進めるため、
自由貿易の促進を目指すとともに、対馬の海の玄関口である厳原港、比
田勝港の国際ターミナルを中心とした受け入れ体制強化を図る。併せて、
おもてなしの心で接するソフト面での受入体制の充実も推進する。 
また、対馬～釜山間の日韓航路のさらなる発展を図るため、比田勝港
へのＣＩＱの常駐や厳原港・比田勝港両港の出入国審査ブースの増設な
ど、ＣＩＱ体制の充実を働きかけるとともに、大型客船が寄港可能な港
湾体制の整備にも努める。さらには、一大リゾート地を目指し、観光客
誘致に向けた宿泊施設、温泉施設、観光商工機能との連携を強化する。 

○航空路 
島外との交通利便性の強化、利用率の向上を図るため、増便などのサ
ービス強化を関係機関へ働きかけるとともに、利用者の利便性の向上を
図るため、空港施設の充実に努める。  
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 ○島内道路 
島内唯一の縦貫道である国道３８２号の整備について、対馬南北地域
間の連携強化、防災機能向上に資する道路整備を推進する。さらに、幹
線道路ネットワークを形成するため、主要幹線道路となる県道・市道等
の整備促進を図るとともに、幹線道路を補完する道路整備を推進して、
島内移動距離と移動時間の短縮を図る。また、集落内道路についても必
要な整備を図る。 
また、対馬ならではの自然環境との調和や沿道環境に配慮した道路整
備を行う。特に中心市街地では、歩行者に対して、安全でやさしく、ま
た、街並景観と一体となった賑わいの空間を創出できるよう、歴史を活
かし、景観に配慮した道路空間整備を推進する。 
さらに、災害時において、交通遮断や集落の孤立が発生しなしように、
道路防災対策等を促進し、道路法面、橋梁、トンネル等の道路施設の適
切な機能維持に努める。 

○公共交通（移動手段の確保） 
島内交通のより良い利便性を確保し、全ての人が安全で快適に移動で
き、将来にわたって持続可能な公共交通体系の実現のため、島民が主体
となった地域コミュニティバスの運行やスクールバスへの一般住民の混
乗を活用した路線編成を実施する。 
また、割高な運賃、運行便数の減少、車体の老朽化、利用者の減少に
より存続の危機にある交通事業者の路線バスについて、車両の更新費に
対する助成を柱とした、運賃低廉化や路線の見直しなど全面的な再生を
図る。 

 
②通信体系の整備 
島内を結ぶ高度情報通信ネットワークのインフラを整備したことによ
り、インターネットを活用した多種多様な情報提供・発信を実施する。 
高度情報化社会を実現するに当たり、高額な通信料や帯域制限が生じ
ている対馬本土間のバックボーン回線の障害の解消に向けて、海底ケー
ブルを所有する通信事業者へ働きかけ高度情報通信ネットワークの利便
性の向上を図る。 
また、高度情報通信ネットワークの永続的な存続を図るため、既存機
器のリプレイス事業や新たな機器導入についても計画的に整備を行う。 
対馬の特有の地理的条件で集落間が遠距離なため国道や主要地方道及
び主要な観光地において携帯電話の不感地域が存在し、交通事故等の緊
急時の連絡手段が確保できていないため、事業者へ積極的に働きかけ携
帯電話の利便性の向上を図る。 
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③物資の流通に要する費用の低廉化 
 物資の流通に要する費用は、基幹産業である水産業をはじめ、農林業
等地場産業の競争力及び生産意欲を低下させる要因となっている。 
このため、輸送コストの低廉化を図るための支援を行い、農林水産業

をはじめとする島内産業の振興を図る。 
 
（２）産業の振興等に関する事項 

対馬では基幹産業である農林水産業の低迷による就労者の減少、高齢
化、後継者不足、若年層の島外流出など島内産業が抱える問題は深刻化
している。 
まずは地域の課題などを明確に把握したうえでの基盤施設整備の充実
と、生産拡大に直結した施策の展開を図るとともに、対馬の豊かな自然
を活かした新たな商品開発や流通体制の確立とコストの効率化、観光産
業等との積極的な連携を図り、滞在交流型観光や各種ツーリズムなど新
たな市場を開拓、インターネット等を活用した効果的な情報発信など、
産業の土台作りが必要である。 
また、年々増加している韓国人観光客をターゲットとした観光振興と
地場産業との連携などから、新しい産業振興の展開を図り、雇用の場を
創出するとともに、新規就業者や後継者育成に対する支援を行い、地域
の中核となる人材の確保と育成に対する助成など、経営感覚の優れた、
たくましい担い手の育成を図る。 
さらに、全ての産業において、高度な付加価値を得るシステムを導き
だし「第６次産業」としての多角経営体の構築を図るなど、消費者のニ
ーズに合わせた商品の開発等が必要である。 
或いは、島外への出荷は、島内で統一したロットの出荷など、流通コ
ストの削減を図るとともに、高付加価値を付けての販売を促進する。ま
た、本土に冷凍庫などの保管設備を整備し、商品を常備することで本土
の消費者へ向けての集荷の効率化や販路拡大及び消費拡大を図る。 

○農業 
学校給食等への地産地消を推進するため、園芸作物や加工品の少量多
目的生産と島内消費者への農産物提供の場の創出による地域内流通体制
の構築及び消費拡大を図るとともに、作業効率や生産性の向上を図るた
め農道などの基盤整備を推進し、併せて有害鳥獣に対する農作物被害対
策を進める。 
また、米の消費拡大やアスパラガスなどの施設園芸、対州そばなど特
産品の振興を図ることはもとより、肉用牛についても、平成２３年より
休止している家畜市場の再開を目指し、増頭対策を行うなど生産基盤を
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整備、再生するための支援体制を構築することにより、農業所得の向上
と農地の有効活用等を推進する。 
さらに、生ごみとバーク、魚類内臓とバークを堆肥化させたものを農
業肥料として利用するための、新たな循環システムの確立を目指し、適
地実証事業等の取組を推進しながら、生産のコスト削減と品質の向上に
努める。 

○林業 
基幹作物であるしいたけ生産について、原木林の造成、作業道の開設、
人工ほだ場の導入等を推進し、生産基盤の整備とブランド化による普
及・啓発活動を促進する。林業については、木材加工流通体制の整備に
取り組み、国内外への木材の安定供給を図る。林業専用道、森林作業道
など、路網整備による生産基盤の充実により、作業効率の向上と低コス
ト林業の確立を図るとともに、高齢化しているしいたけ生産者や新規参
入者に対する労働生産性向上のため、施設整備の支援や、品質の安定化
及び向上を図るための支援体制を構築し、さらに、有害鳥獣による、ス
ギ、ヒノキ林及びしいたけ原木伐採後の食害などの被害防止対策に努め、
樹木の再生保護を推進することで生産意欲の向上を図る。 
代表的な自然資源である「木」の有効活用に向け、公共事業における
地元産の利用推進や小中学校の学習机の天板や椅子の製作、イベント用
の長机の製作など、活用研究による森林資源の推進を図る。 
また、島内製材業等関係機関による、組織の立ち上げを図り、高品質
の製材だけでなく、人工乾燥、ラミナ等の高付加価値化を推進する。 
さらに、韓国、中国等東アジアへの木材輸出に向けた新たな販路開拓
を促進するとともに、国外モデル住宅の展示やプレカット工場の整備検
討など、国外での住宅受注による現地建築販売を推進する。併せて、間
伐促進によるオフセット・クレジット制度（Ｊ－ＶＥＲ制度）への取組
を強化するとともに、未利用木質バイオマス資源の有効活用により自然
環境の保全を図る。 

○水産業 
特産品のブランド化の確立を推進するため、生産者・市場・物流・観
光・漁協等地域が一体となって販路拡大、知名度向上に取り組むととも
に、消費者のニーズに対応した加工技術の向上、加工品の高品質化を推
進する。  
また、日中・日韓漁業協定などの漁業秩序に対応した資源管理型漁業
を推進する。併せて、水産基盤の整備として、様々な形態の魚礁の設置
や増殖場、人工海底山脈など漁場の整備を行うとともに、魚類等の産卵・
育成の場である藻場が消滅する磯焼けへの対策として、藻場の造成や、
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漁業者が自主的に実施する藻場の保全活動への支援などを進める。 
浅茅湾内における、漁場改善計画の着実な実行や自然浄化機能の回復
等を推進し、高品質真珠の産地形成を図るとともに、高価格が期待され
るマグロ養殖のコスト削減や品質向上及び新たな魚種の養殖技術開発に
も取り組む。 
大消費地から遠隔地にある条件を克服し、多様化する流通に対応する
ため、産地と消費地を結ぶ情報ネットワークや効率的集出荷体制の整備、
あるいは市場の開設等、活魚販路拡大の促進と活魚流通体制を確立する。 
また、漁港等防波堤、護岸、浮桟橋等の整備や施設の機能保全を図り、
安全で快適な漁村の生活・就労環境の向上を推進するとともに、無線設
備の充実による漁船との通信障害の軽減やフォークリフト、船台などを
整備することにより、作業及び生産の効率化を図る。 

○商業 
商店の近代化、店づくり、人材・後継者の育成、消費の島外流出防止
対策等を商工会等関係機関等と連携して推進することで、個々の商店が
消費者にとって魅力のある店として活性化を図り、また、今後は商業地
域をはじめとした中心市街地の活性化、１次産品を利用した地場産業の
育成と対馬ならではの商品開発・販路拡大・流通体制の整備やブランド
化に努める。 

○その他の産業 
島内資源である湧き水等を活用した水ビジネスの展開や海水を活用し
た塩づくり、有害鳥獣の肉や皮革を活かした商品開発のための人材の確
保及び育成や産業基盤づくりが必要となる。 
また、観光業と連携し、地場産業にふれることのできる体験プログラ
ムによる観光産業を構築するなど、高度な付加価値を得るシステムを導
きだし、「第６次産業」としての多角経営体の構築を図る。 
さらに、対馬の資源を発掘し新たな商品開発や新たなビジネスをトー
タル的に支援する「ニュービジネスサポートセンター」等の整備により、
小規模でも他と差別化された新たな起業や雇用の創出を目指す。 
 
（３）就業の促進に関する事項 

若者が働く場がなく島を離れることは、島の将来から見て最も憂慮す
べき問題である。 
対馬の産業を支えてきた水産業の復興に向けての後継者育成対策、近
年伸び続けている観光業の成長とそのための島外との交通基盤の形成、
対馬の有する豊かな自然を活かした環境を切口とした新しい産業の確立、
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或いは対馬の資源を活かした新たな商品開発や新たな起業に向けての支
援策等を構築する。 
また、企業誘致についても離島ならではの優遇策等を講じるなど、企
業の進出を促進する。 
 
（４）生活環境の整備に関する事項 

○水道施設 
対馬は、そのほとんどが小規模な簡易水道であり、地形的に水源確保
が困難であるが、水源開発、漏水防止等の施設整備が進められ、制限給
水に入る地域はほとんどなくなった。水道普及状況は、地形的困難にも
かかわらず、その普及率は９９．９％と県平均より高い。今後も安定し
た水の確保と簡易水道の再編を図り、上水道化を進めるとともに、上水
道等の永久的な管理運営を目的に設備の随時更新を実施する。 
また、給水施設の漏水防止等の推進を図るとともに、節水意識の高揚、
雨水利用・雨水浸透施設を利用する施設を促進するなど、適正な水循環
型社会づくりを推進する。 

 ○環境衛生 
市民、事業者、行政のすべてが協働して資源循環型社会の形成を目指
し、環境を守るため、資源を有効に利用するリサイクル、廃棄物をゼロ
にすることを目指すゼロ－エミッション施策を推進し、ごみの分別回収
やごみを作らない運動、リサイクル意識の醸成を図っていく。   
また、ごみ処理、リサイクル等の分野における環境ビジネスの研究、
生ごみや魚類内臓及びバークなどを利用した堆肥製造の推進、未利用材
の利用やリサイクル等、資源を循環させていく取組を実践する。 
し尿及び生活排水については、河川・海域等公共用水域の水質を保全
するため、集落排水事業や合併処理浄化槽等、地域の実情に応じた処理
施設等の整備普及に努める。 

 ○消防 
島内全域に消防体制を確立しているが、現有消防無線のデジタル化、
新たな基地局の建設、不感地帯対応策のための衛星中継方式等の導入を
図るとともに、消防機関の適正配置を検討し、効率化を図る。また、管
轄区域が広大で集落が散在しているため、活動を各地区の消防団に依存
するところが大きいので、消防団員の確保と適正編成に取り組む。併せ
て、装備の充実と消防車両の更新や防火水槽等防火施設の整備に努める。 

 ○その他 
島民が安全に安心して暮らすことができる社会づくりを進めるため、
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防犯対策、交通安全対策、消費生活に関するトラブル防止、食の安全・
安心確保対策などに取り組む。     
 
（５）医療の確保等に関する事項 

対馬いづはら病院と中対馬病院との統合病院に島内初の放射線治療等
の高度医療体制を整備し、先進医療における経済的負担の軽減を図る。
また、病院跡地の利活用について早急に検討を進める。 
医療施設において、一般的な保健医療が概ね完結できる体制づくりを
行う他、リハビリ機関の充実、無医地区での総合的な健康管理対策を推
進し、地域の医療提供機関としての診療所の機能を高めるため、長崎県
病院企業団との機能分担と連携を図る。また、診察履歴カードシステム
を導入することにより、救急搬送時において救急救命士が初動期から適
切な処置が講じられるような体制を組み立て、島内医療機関の連携を確
立し、緊急時など、島内どこの医療機関でも直ちに診療が行えるシステ
ムの確立を図る。さらに、地域情報通信ネットワークを活用して医療機
関と連携した在宅医療等ができる最新医療システムを導入する。 
現在、産婦人科のある病院は対馬南部の対馬いづはら病院のみであり、
この広大な対馬において、妊婦の移動は心身への負担が大きいため、負
担の軽減及び緊急時の救急搬送体制等を確立するなど妊婦への支援を行
う。 
患者の搬送において、救急患者の搬送体制の充実強化を図るため、救
急救命士の養成及び高規格救急車の導入、救急搬送がスムーズにできな
い地域の解消に向けて、地域内の道路整備や地域から国道へのアクセス
の向上等を図る。また、救急分遣隊を設置し、搬送時間の短縮に努める。 
高度・専門的医療の３次医療は島外の医療機関に頼るため、急患ヘリ
輸送の活用や受け入れ体制の充実を図り、併せて要請から搬送先の病院
到着までの搬送時間の短縮改善を図る。 
島民一人ひとりが生涯にわたり心身共に健康で、充実した生活が出来
るよう、健康指導の機会充実や運動による健康を促進するため社会体育
と連係したスポーツの振興を図るとともに、健康診断の受診率の向上を
図り、病気の早期発見や早期治療など、島民の健康の増進を図る。 
 
（６）介護サービスの確保等に関する事項 

介護保険事業計画に基づき、事業運営を円滑に推進するため、地域包
括支援センターを中心として予防重視型システムへの変換を図る他、生
きがい活動通所事業等を実施し、閉じこもりがちな高齢者や要介護状態
になる恐れのある高齢者に対し、通所等によるサービスを提供すること
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により、社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び介護予防を図る。  
また、核家族化による一人暮らしの高齢者の増加は、大きな社会問題
となっているため、介護保険制度と介護予防地域支え合い事業との一体
的なサービスの提供を推進していく他、長崎県病院企業団等とも連携し、
介護保険適用病床の確保、地理的特性や環境、サービスの現状を踏まえ
た、介護給付費等サービス量の確保、健康づくり・生きがいづくり等の
介護保険給付対象外サービスの充実を促進するとともに、関係機関とも
連携し、組織や人材の育成を図り、家族介護が提供できる体制づくりを
支援する。 
 
（７）高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項 

健康つしま２１及び地域福祉計画に基づき、一体的で均質な保健・福
祉サービスの提供と優先すべき課題の解決に向けて効果的な活動を展開
する。 
健康増進のため、既存の保健福祉センター等の利用促進、サービスの
強化等による健康づくり、疾病予防等を図り、健康寿命の延伸に努め、
特定健診の受診率向上のため、制度の周知活動、受診勧奨活動、受診機
会の拡充と整備、健診内容の充実、事業所健診との連携等を図る。 
また、既存のＩＰ告知システムなどを活用した、高齢者見守りシステ
ムを整備することにより、高齢者世帯の安否確認が出来、孤独死等を未
然に防ぐなど、高齢者が安心して生活出来る体制を構築する。 
さらに、ノーマライゼーションの理念に基づいた社会を目指して、高
齢者や障害者向けのバリアフリー住宅の整備を促進するとともに、公共
施設等のバリアフリー化を推進し、元気な高齢者社会を目指して、いつ
までも働ける雇用環境の確保と高齢者の生きがいづくり、社会貢献への
意欲の高揚を促し、シルバー人材センターの活動を支援する。 
並びに、障害者が地域の一員として健常者と等しく生活できる環境整
備や就労機会の拡充も図る。 
     
（８）教育及び文化の振興に関する事項 

○教育の振興 
児童・生徒数の減少を踏まえながら、小規模校をはじめとした複式学
級解消を図るため隣接校との統廃合を推進し、適正な学校規模化を計画
的に進めていく必要がある。併せて、地域で子育てに取り組み、島外か
らも魅力ある制度を創出し、減少する児童・生徒数を確保するため、本
土の児童等を対馬へ留学させる、島留学制度などを創設し、島に関心を
持ってもらう機会の提供と、地域の元気回復のため、新たな施策を積極
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的に展開する必要がある。 
また、新たな教育体制として中高一貫教育を推進し、中高６年間を見
通したカリキュラムの編成、中高合同行事や合同部活動などの実施によ
り、小規模校でも高水準の教育体制を構築する。 
さらに、豊かな自然や地理的条件、また固有の歴史を活かした、自然
環境プログラム、地場産業体験プログラム、歴史・文化体験プログラム、
また国境の島としてフロンティア精神あふれる人材育成プログラムなど
の対馬独自の学習プログラムを作成し、郷土愛を育み、今後の対馬を担
う子ども達の育成のために地域との連携を強化する。併せて対馬の素晴
らしさを伝えられる教員の育成に努める。また、小中学生の学力の向上
を図る事業の展開や防災教育の推進、学校図書の充実、地域コミュニテ
ィと一体となった学校づくりなど、一人ひとりの子どもが安心して学校
生活が過ごせる支援体制の充実と豊かな心と確かな学力を育む教育体制
を構築するとともに老朽化が進む校舎、体育館等の施設改築などの整備
及び施設耐震化などの防災対策を推進し子ども達の安全を確保する。  
子ども達に地場産品の素晴らしさを知ってもらうため、学校給食にお
いて、全島的視野で食の地産地消に関する教育の充実や食事環境の整備
の充実を図る。 

○生涯学習活動の振興 
身近なところにある公民館や体育館などは、いつでも、どこでも、だ
れでも気軽に利用できる施設であり、地域生活に即した学習・運動の場
であるため、今後も、設備の充実、指導者の育成、地域資源を最大限に
活かした生涯学習プログラム・システムを構築するなど、生涯学習の実
践の場として、活動の活性化を図る。 
また、島民一人ひとりが生涯にわたり心身共に健康で充実した生活が
出来るよう、福祉分野と連係したスポーツ教室等の実践に努め、施設の
積極的な活用と健康の増進を図る。 

○文化の振興 
つしま図書館を始めとする、島内の文化施設を島民の拠り所となる芸
術文化施設の拠点として、より一層、島民が利用しやすいサービスの充
実を図るとともに、芸術文化鑑賞の機会の充実や市民文化活動の支援を
行う。また、各施設の利用状況等の一元管理や予約サービスシステムを
構築する。 
島内各地にある歴史的文化遺産の顕在化により、歴史と観光と産業等
との連携による、歴史を活用したまちづくりを推進するため、その拠点
となる博物館等の施設整備の充実を図る。これにより講座の開設、歴史
探訪会、イベント等の開催により島の歴史を再認識し、ふるさとの文化
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財の愛護・保存・活用と国内外に向けた情報発信を積極的に行うことで、
マンパワーが向上し島民一人ひとりがふるさと学芸員として、歴史・文
化を後世に継承する。 
     

（９）観光の開発に関する事項 

古代から日本本土と朝鮮半島・大陸との架け橋であった対馬は、各地
に歴史的文化遺産が多数残されており、個性豊かな地域文化を保有する
他、リアス式海岸や原始林をはじめとする雄大で多彩な自然環境などの
豊富な観光資源に恵まれた国境の島である。 
このような歴史・自然・文化といった対馬独自の観光資源を活用して、
国内外の観光客へ向けた滞在交流型観光のさらなる開発・構築を図ると
ともに、歴史、自然環境の保全との調和に配慮しながら新たな観光ルー
トの整備・開発を行い、旅行商品の造成、効果的な情報発信による誘客
に努める。 
また、近年増加傾向にある韓国人観光客の受入れ態勢の充実、満足度
向上を図るため、宿泊施設や小売店等において、韓国人観光客の接客対
応ができる人材づくり、おもてなし意識の向上などのソフト面の充実を
図るとともに、ハード面では宿泊施設の不足を補うための宿泊施設の整
備や観光客案内板などの充実を図る。 
特に、友好の証である「朝鮮通信使」という歴史文化資源を最大限に

活用し、ＰＲ活動の展開、当時を体感できる街づくり、オリジナルキャ
ラクター商品の製作販売などにより、韓国をはじめとする東アジア、並
びに国内の観光客の満足度向上に努める。 
さらに、国内観光客向けには、大都市圏等での積極的なＰＲ活動や近
年都市部でのニーズが高まっている民泊等の受入態勢づくりを行うとと
もに、地域通貨制度を有効に活用しながら誘客、島内消費拡大を図る。 
併せて、東アジアの教育機関との連携強化を図り、語学研修の実施な

どにより、友好交流を担う人材を育成する。 
 
（１０）国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項 

昭和６１年５月に釜山広域市影島区との間で姉妹島縁組が締結され、
今現在も活発な交流を行っており、さらに平成２４年７月には上海市崇
明県との間に友好関係覚書を締結した。今後においても東アジアとのさ
らなる人的交流や文化交流、経済交流の推進を図る。 
また、国境の島としての地理的特性を生かした「厳原港まつり対馬ア
リラン祭」「国境マラソンＩＮ対馬」「対馬ちんぐ音楽祭」などの交流イ
ベント事業、芳州外交塾などの歴史・文化交流セミナー、海岸漂着ごみ
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清掃などの自然保全を通した交流、中学生の相互ホームステイや大学生
のホームステイの受け入れ体制の拡充を図る。 
さらに既存の公共施設の有効活用を図るため、スポーツ合宿・スポー
ツ交流等の可能性を調査するとともに国内（都市部）及び国外との間の
小中学校相互の体験留学制度や高校生の離島留学制度を活用して、子ど
もたちの幅広い交流を促進する。     
    
（１１）自然環境の保全及び再生に関する事項 

対馬でしか見られない野生動植物の保護に向けて、島民と行政が連携
し、調査・研究や保護啓発事業を推進するとともに、島民や来島者が希
少な野生動植物の生態等を楽しみながら学べる環境プログラムを構築す
る。環境再生及びエコアイランド対馬、環境王国対馬を広く発信、認知
のため間伐実施による二酸化炭素排出権取引に向けたオフセット・クレ
ジット制度等の事業への取組をさらに強化する。 
また、森林資源をマテリアルや化石燃料代替エネルギーとして活用す
ることにより低炭素社会を実現するとともに、林業の活性化や森林保全
等を図り、地域の活性化と新産業の創出を図るなど、島特有の生物多様
性に配慮した環境保全及び活用を推進する。 
生物多様性の保全と豊かな人間生活との調和及び持続的発展を実現さ
せるためにも、ツシマヤマネコに配慮した保護対策の強化や対州馬の増
殖対策の継続、さらにユネスコエコパークの登録を目指し、対馬が環境
にやさしい自然豊かな島であることを国内外で認知されることにより対
馬の知名度向上を図る。 
周りを海で囲まれた島の海洋資源を守り、基幹産業である漁業の低迷
に歯止めをかけるため、操業禁止区域及び期間の設定やアカムツやアマ
ダイなどの特定資源の保護区域、及び根付け資源の漁期の設定や採貝の
規格制限など地元での取組による資源管理型漁業を継続することとし、
さらに海洋保護区の設定を推進することにより、海洋における生物多様
性の保全と、魚介類の持続可能な供給・水質の浄化・海洋レクリエーシ
ョンなどの生態系サービスの確保を目指す。 
廃棄物の不法投棄をなくし、漂流・漂着ごみの回収や海浜・森林等の
清掃を行うなどの活動のための意識啓発を行うとともに、漂流・漂着ご
み削減のための国際協力体制を構築する。 
対馬の遺伝資源を島外へ持ち出す際の取り決めや遺伝資源の利用から
生じた利益の公平な配分、技術の移転などを明確にし、対馬の独自性に
富んだ生態系の保全と民間伝承の有効活用に向けた施策の検討を行って
いく。 
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（１２）エネルギー対策に関する事項 

○再生可能エネルギーの導入促進 
間伐材などの森林資源を化石燃料代替えエネルギーとして活用するほ
か、太陽光発電による取組を進め、未来の暮らしを支えるクリーンエネ
ルギーとするため、再生可能エネルギー導入の促進を図る。また、海洋
エネルギーの実用化に向けて、対馬における海洋エネルギーの利活用方
策の検討を進める。 
しかしながら、対馬の電力は本土との連系がなく島内の火力発電所に
よる独立電源で賄われているため、不安定電源の系統連系容量の制約を
受け離島における再生可能エネルギーの導入促進を図ることができない
状況にある。離島における再生可能エネルギーの導入促進、有事の際の
電源の確保、島のエネルギーの自給自足を推進するためには、蓄電池等
の系統安定化設備の整備が必要である。 
 
○石油製品価格の低廉化 
 ガソリン等の燃油価格は、本土と比較しても割高であり、広大な面積
を有し、起伏の激しい道が多い対馬において、島内移動に要する燃油代
は大きな負担となっている。 
また、基幹産業である水産業においても、近年の燃油高騰は漁獲量の

減少と併せ、水産業のさらなる低迷を招いている要因となっている。 
このため、ガソリン等の燃油価格の実質的な引き下げについての関係

機関への要望など、価格の低廉化に努め、住民生活の安定と第一次産業
をはじめとする島内産業の振興を図る。 
 
（１３）防災対策に関する事項 

地震や豪雨・台風等による自然災害を未然に防ぐため、対馬の自然環
境が織りなす美しい景観や豊かな生態系の保全、島民の営みと自然環境
との調和等に配慮したうえで、河川改修や砂防事業、治山事業、急傾斜
地への対策、海岸整備、公共施設の耐震化など、島民の安全確保と安心
の提供を実現する各種防災施設の整備を推進し、災害に強いまちづくり
を推進する。また、ハザードマップ作成の促進などのソフト対策の充実
を図るほか、災害時の支援体制の充実を図り、地域防災計画に基づいた
万全な防災体制を構築していく。 
 さらに、対馬周辺海域を航行する船舶に対して、災害等の情報が迅速
に伝わるよう設備の充実に努め、関係機関と連携した体制づくりを検討
する。 
消防活動については、起伏の激しい地形により島内に数多くの集落が
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点在し、これらを繋ぐ整備遅れの道路も重なり、常備消防だけでは効果
的活動範囲に限界があることから、地域消防団のさらなる充実による効
果的な防火体制を構築することが必要となる他に、火災防止のための予
防活動の充実と昨今における消防需要に対応できる装備、設備及び体制
の近代化を推し進める。 
 
（１４）人材の確保及び育成に関する事項 

島民が島に安心して暮らし続けるためには、先ず医療の充実、そして
島内外交通機関の充実、文化・教育の充実等をより一層図るとともに、
水産業を始めとする第１次産業の後継者育成対策を推進する。 
また、内なる力だけではなく外からの視点や助言等による新たな島の
価値観を見いだすため、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住・定
着を図ることで、地域力の維持・強化を目指すとともに、空き家等の既
存施設を有効に活用した受け入れ体制の充実を図る。 
さらに、より広域的な人、組織のネットワークを構築するため、対馬
市アドバイザー派遣支援事業制度等を有効に活用し、地域マネージャー
制度や新規ビジネス応援事業などと連携することにより、地域力の向上
と地場産業の育成、活性化を図り、雇用環境の改善に繋げる。    
 
（１５）その他離島の振興に関し必要な事項 

○自然公園法や農地法等における配慮 
 自然公園法の運用においては、国定公園区域と生活基盤や地域振興の
ための整備対象地が隣接・重複することが多い。特に観光地周辺地区の
開発や施設整備は、観光客、利用客の増加による地域産業の発展ととも
に、国内外から対馬に訪れ自然の恩恵を享受できるなど公益性の観点か
ら、自然公園の資質を保護しつつ、地域振興のための開発を行うことが
重要であるため、地域の実情に即した公園計画の見直し、離島振興計画
に基づく事業における工作物設置等に係る許可等について、弾力的な運
用に配慮する。また、農地についても、Ｕ・Ｉターン者の就農や施設の
整備等を促進する観点から、制度の円滑な運営に努める。 

○島内遊休施設及び遊休用地の有効活用 
利用していない公共施設及び用地や統廃合により未利用となった学校
施設を、地域の特性を生かした事業による施設の有効活用により、地域
及び産業の活性化を図る。 
 
 




