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松島地域振興計画（松島） 
 
第１節 地域の概況 
 
１ 地勢・気候・人口 
松島は、西彼杵半島の西側、五島灘に浮かぶ西海市の属島で、本土か

ら約２km の距離に位置し、面積６．３９ｋ㎡、周囲約１６km の島である。
島の中央には標高２１８mの遠見岳があり、北は平戸島、南は角力灘に浮
かぶ小島や野母崎半島、西には五島列島などを臨むことができる。島の
北側には釜浦・西泊、南側には外平・太田などの集落があり、県道松島
循環線が島の海岸沿いを１周し、各集落を繋いでいる。 
本地域の周辺海域には、サンゴ、ウミトサカ、ウミウチワが群生し、

ツノダシやサザナミヤッコなどの熱帯性魚類も生息する他、イサキ、コ
ロダイ、アジの大群も観察できるたいへん美しくダイナミックな水中景
観を有している。 
気候は、対馬暖流の影響を受ける海洋性気候で温暖多湿であり、年間

平均気温１６．５度、年間降雨量は１，６５３mm である。夏場は南より
の風で比較的穏やかだが、冬場は北よりの風の影響で海がしけることも
多い。 
江戸時代は捕鯨基地として、明治から昭和初期までは炭鉱の島として

栄え、最盛期には１３，２８７人の人口を有していたが、昭和３７年の
炭鉱閉山以降は減少傾向が続いている。昭和５６年に松島火力発電所が
完成し、新たな就業の場が確保されことにより、一時的に若者のＵＩタ
ーン等による人口の増加も見られた。しかし、発電所の平常操業化や関
連企業の合理化などにより再び減少に転じ、平成２２年国勢調査では人
口６０５人、高齢化率３８．８％で、本土と比較して過疎化と高齢化が
進行している。 
 
２ 交通 
本地域の松島港と対岸の瀬戸港間の航路は、市及び民間２社により１

日２７．５便が運航されている。また、便数は少ないものの長崎市外海
町の池島港・神浦港方面や、肥前大島港・面高港・佐世保港へも運航さ
れている。航路の利用者としては、島民や島内に立地する松島火力発電
所の従業員が多い。航路の便数自体は西海市内の他の離島と比較して充
実しているが、悪天候による欠航が多いことなどから、松島、本土間の
架橋が島民の悲願となっている。 
 島内交通としては、市営船の運航ダイヤに併せて、さいかい交通株式
会社が１日１５往復の路線バスを運行している。車などの移動手段を持
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たない島民の日常生活の足として重要な役割を果たしているが、朝夕の
通勤時間帯を除くと利用者数が少ないため、赤字路線となっている。 
 
３ 産業 
本地域の平成２２年の就業者数は２７４人で、うち第１次産業が１３

人で４．７％、第２次産業が４１人で１５．０％、第３次産業が２２０
人で８０．３％である。 
第１次産業としては農業、漁業が営まれていて、農業では、馬鈴薯、

甘藷、かぼちゃ、ブロッコリーなどが主要農作物となっている。漁業で
は、あじ、いか、まだい、はぎ類など多様な魚種が漁獲されているほか、
ひらめの養殖などにも取り組まれている。 
第２次、第３次産業としては、島内に火力発電所が立地していること

から、発電所の関連産業に従事する者が多い。また、本土との交通の便
が比較的良いため、島外の事業所に勤務する者も多い。 
本地域の交流拡大の取組としては、桜坂、日本一小さな公園、捕鯨や

炭鉱の歴史などの地域資源を生かしたまちあるきコースの設定、ガイド
の育成等に取り組んでいる。 
 
第２節 振興の基本理念及び基本的方向性 
 
１ 基本理念 

 本地域は、本土近接型離島で航路の便数も多いため、経済活動や生活
機能の多くを本土に依存しているが、１次医療をはじめとする日常生活
機能については、島内で確保できるような体制を整える必要がある。 
また、地域の基幹産業である農漁業などの振興を図るとともに、農漁

業体験、温暖な気候、豊かな自然環境、近海の美しい海中景観、炭鉱遺
構などの地域特性を組み合わせたアイランド・ツーリズムの取組を促進
し、観光振興による地域経済の活性化を図る。 
 
２ 基本的方向性 

（１）住みたくなるしまづくり 
・交通の確保については、島と本土間との唯一の交通機関である船舶や
島内のバス路線の維持存続に努めるとともに、道路の計画的な整備・
維持管理による交通環境の改善に努める。  
・時代の要請に応じた情報通信ネットワークの整備を行い、本土との情
報格差の是正に努める。 
・島民が快適に生活できる環境の構築を図るため、合併浄化槽の普及促
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進に努める。 
・地すべりやがけ崩れの危険性のある箇所の解消に努める。 
・防災体制の充実強化を図るとともに、緊急避難体制の確立のため島民
の防災意識の高揚や防災訓練の実施に努める。 
・漂流漂着ごみの減少を図るため、海岸清掃活動の拡大に努める。 

（２）いつまでも働けるしまづくり 
・島の特産品であるそばの知名度向上や、地域に適した農産物の導入促
進及び作付け拡大に努めるとともに耕作放棄地の予防、高付加価値化
の取組を推進する。 
・水産業の活力向上を図るため、水産資源の保護・増殖、資源管理型漁
業の推進に努めるとともに、水産資源を活かした特産品の技術継承及
び付加価値の向上、出荷体制の強化によるコスト低廉化を目指す。 
・島内の雇用機会の拡大を図るため、島の基幹産業である火力発電所の
増設に対する関係機関への要望に努める。 
・松島桜坂まつり等の島内イベントの開催、農業や水産業と融合した総
合的な滞在交流型の観光の推進による交流人口の拡大を図り、アイラ
ンド・ツーリズムの発展に努める。 

（３）安心して産み育て豊かに暮らせるしまづくり 
・島の生命を守るため、本土の医療機関等との連携による医療従事者や
救急患者の受入れ先の確保に努めるとともに、診療施設や医療機器等
の計画的な整備・充実に努める。 
・島民が安心して老後を暮らせる島づくりを実現するため、相談体制や
介護サービス提供体制の充実に努める。 
・高齢者のいきがいづくりを図るため、老人クラブ等が自主的に取り組
む活動を支援する。 
・島民が安心して出産や子育てできるよう、出産に要する経費への支援
や保育の確保を図る。 

（４）生きがいと未来を創造するしまづくり 
・島から本土へ通学する子どもの安全確保などに対する支援に努める。 
・島民の生涯教育の充実を図り、重要な役割を果たす拠点施設の改修に
努める。 
・島の優れた自然環境や炭鉱、捕鯨などの歴史について文化財の指定を
進め、魅力発信に努める。 
 
第３節 計画の内容 
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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)交通ネットワークの確保 
本地域の松島港と対岸の瀬戸港間の航路は、市及び民間２社により１

日２７．５便が運航されているが、競合しているために厳しい経営状況
にあり、航路の一本化など再編に向けた事業者間の調整が必要となって
いる。また、船舶の老朽化も進んでいて、更新に要する多額の経費負担
なども課題となっていることから、島民の生活を支える航路の維持存続
を図るため、航路再編や新船建造などについて、民間航路事業者等の関
係機関との協議を進め、解決策の検討に努める。 
さらに、航路は陸上交通と比較して運賃や流通コストが割高な状況に

あるので、地域住民の負担軽減や交流人口の拡大、物流活性化を推進す
るため、関係機関への働きかけなど、運賃や流通コストの低廉化に向け
た取組に努める。 
また、便数は少ないものの長崎市外海町の池島港・神浦港方面や、肥

前大島港・面高港・佐世保港へ運航されている。航路の利用者としては、
島民や島内に立地する松島火力発電所の従業員が多く、航路の便数自体
は西海市内の他の離島と比較して充実しているが、悪天候による欠航が
多い。 
 島内交通としては、市営船の運航ダイヤに併せて、さいかい交通株式
会社が１日１５往復の路線バスを運行している。車などの移動手段を持
たない島民の日常生活の足として重要な役割を果たしているが、朝夕の
通勤時間帯を除くと利用者数が少なく、赤字路線となっている。島内交
通の維持存続及び利便性の向上を図るため、島内バス路線に対する欠損
補助等の支援に努めるとともに、島民のニーズに対応した路線や便数の
確保について事業者との連携及び調整に努める。 

(２)道路・港湾施設の整備 
島内の道路は、海岸沿いに島を１周する県道１９９号松島循環線が幹

線道路である。火力発電所等への大型の搬入車両の通行による道路の傷
みや舗装の経年劣化も見られるため、今後も必要に応じて整備を図る必
要がある。また、交通の円滑化及び利便性・安全性の向上を図るため、
優先性、緊急性に配慮しながら、島内の幹線道路である県道１９９号松
島循環線及び市道の計画的な整備に努める。 
松島港の桟橋は、老朽化に伴い、台風時には浮桟橋のチェーンが切れ

定期船が接岸できなくなる事態も発生していて、島民の足の確保のため、
施設の更新整備を図る必要があり、フェリー桟橋については、定期船等
の接岸に支障をきたすことがないよう、維持・管理、施設の更新に務め
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る。 

(３)情報通信体系の整備 
携帯電話については、島内のほとんどのエリアで通話が可能となって

いる。地上波デジタル放送についても、難視聴エリアに共同アンテナ等
を整備したことにより、全ての世帯で視聴が可能である。 
高度情報通信ネットワークについては、民間通信事業者による電話回

線を利用したＡＤＳＬサービスが提供され、ブロードバンド・ゼロ地域
の解消は図られたが、基地局からの距離によっては速度の低下や不安定
な通信状況も見られることから、携帯電話の安定的な通信環境の維持を
図るため、災害等による機器障害への対応について継続的に通信事業者
との連携・調整に努める。 
また、本土の一部地域においては光ケーブルによるインターネットサ

ービスの提供が開始されていて、今後、情報技術の発展により伝達する
情報がさらに大容量となることも予想されるため、本土との情報格差是
正に向けた継続的な対応が必要となっており、情報基盤の充実による本
土との情報格差是正を図るため、通信事業者と連携を図りながら、より
高速な通信網の整備について検討を行う。 

(４)流通コストの低廉化 
本地域で栽培される農産物は、出荷の際にフェリーを利用する必要が

あるため、輸送コストが農家にとって大きな負担となっており、収益性
の面から島外への出荷が厳しい作物もある。このため、流通コストの格
差是正について検討を進め、島民の負担軽減、地場産業の経営安定化及
び競争力の強化を図る。 
 
２ 産業の振興等に関する事項 

本地域の平成２２年の就業者数は２７４人で、うち第１次産業が１３
人で４．７％、第２次産業が４１人で１５．０％、第３次産業が２２０
人で８０．３％である。 

(１)農業の振興 
松島の主要農産物としては、馬鈴薯、甘藷、かぼちゃ、ブロッコリー

などがある。平成８年度から新たに花卉の生産を推進したが、現在は生
産者の高齢化により栽培面積が著しく減少している。また、平成１６年
度には、野菜類の周年出荷による生産性向上を図るため、ソバ及び根菜
類の作付け拡大のための基盤整備に取り組んだが、本土への輸送コスト
の問題から、順調な出荷状況とは言えない。島内で栽培されるソバは、
そのほとんどが自家消費されているため、今後は、地場の特産品として
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定着を図るためにＰＲを強化するとともに、地域の特性にあった農作物
の導入を推進し、作付けの拡大に努める必要があることから、松島の特
産品であるソバの知名度向上に努めるとともに、かんころもちの原料と
なっている甘しょなど地域に適した農産物の導入促進及び作付け拡大に
努める。 
また、農業の担い手不足が深刻な本地域では耕作放棄地が拡大傾向に

あり、イノシシ等による被害も増加している。耕作放棄地の解消には、
再生した農地を利用する担い手の育成・確保が必要不可欠であるが、本
地域では、農業後継者の確保が困難であるため、取組が進んでいない。
そのため、中山間地域等直接支払制度を活用し耕作放棄地の発生予防に
努めるとともに、農業者の所得向上及び経営の安定化を図るため、農産
物の加工や観光と連動した農業体験メニューの整備など、生産のみにと
どまらない高付加価値化の取組を推進する。 

(２)水産業の振興 
松島の基幹産業である水産業は、水産資源の減少や魚価の低迷等によ

り、厳しい経営環境にあり、水産資源の保護増殖のため、種苗放流など
を実施し、資源管理型および栽培漁業の振興を図るとともに藻場の造成
に取り組む。また、漁業就業者の減少と高齢化が進行する中、活力ある
漁村を維持していくためにも、担い手の確保が重要な課題となっていて、
活力ある漁村づくりを構築するため新規漁業就業者の受け入れ等につい
て漁協と連携を行い、後継者育成の支援に努める。 
このほか、地元で人気の高い水産加工品として「エソのすり身」があ

るが、すり身の状態のまま販売しているため、購入後の調理に手間がか
かること、日持ちしないことなどから消費が伸び悩んでいる。今後は、
このすり身を原料とした蒲鉾、ちくわなどの新たな商品開発に繋げ、地
域を代表する産品として消費拡大を図っていく必要があるため、本地域
の水産資源を活用した特産品の技術継承、特色ある加工品の開発につい
て漁協とも連携しながら支援に努める。併せて、生産者の高齢化が進ん
でいることから、加工技術を若い人材に継承していく必要がある。 
 また、本地域で漁獲された水産物は、大瀬戸町漁協へ出荷することが
最も効果的であるあるため、出荷体制の強化により大瀬戸町漁協ブラン
ド魚として付加価値の向上を図り、コストの低廉化を目指す。 

(３)就業促進 
島内には火力発電所以外に雇用の受け皿となり得る事業所がほとんど

ないため、高校卒業後に島を離れる若者も多く、雇用の場の創出が課題
である。 
松島火力発電所では、現在１号炉、２号炉が稼動しているが、東日本
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大震災以降、電力不足が懸念されるため、西海市は大きな雇用創出効果
が期待できる火力発電所の３号炉、４号炉の増設に向けた検討を関係機
関に要請している。 
また、高齢化に伴い需要が高まることが予想される介護ニーズに対応

した人材の育成を図る必要があることから島内での就業に必要となる介
護等の資格取得等に対する支援に努める。 
 
３ 生活環境の整備に関する事項 

(１)ライフラインの確保 
本地域には４箇所の水源があり、水の安定供給が図られている。水道

普及率は１００％となっているが、施設の老朽化に応じた計画的な更新
が必要であり、継続的な水の安定供給を図るため、水道施設の計画的な
維持・更新に努める。 

(２)汚水処理の推進 
汚水処理は、平成１５年度から市町村設置型の浄化槽整備を推進して

きたが、設置要望件数が減少したことにより、現在は、個人が設置する
合併浄化槽に対して補助を行い、水洗化率の向上に努めている。 
本地域の水洗化率は約３４％に留まっているため、今後も島民の理解

を得ながら浄化槽の設置を促進する必要があるが、離島であるため、設
置工事費や維持管理費が割高であることが普及の足枷となっている。島
の豊かな自然環境の保護と生活環境の向上を図るため、汚水処理構想に
基づき、個人が設置する合併処理浄化槽の整備費に対する助成を行うと
ともに、助成制度についての周知徹底に努め、一層の普及促進を図る。 

(３)ごみ処理・リサイクル対策の推進 
本地域で排出されるごみは、島内で分別収集したうえで、本土に搬送

して処分が行われている。家庭用生ごみ処理機の普及を図りごみの減量
化を進める必要がある。ごみの再資源化及び減量化による処理コストの
低減を図るため、家庭用生ごみ処理機の購入に対する補助制度の周知を
積極的に行い、一層の普及促進に努める。 
 
４ 医療の確保等に関する事項 

 本地域には民間の医療機関がないため、市が設置する診療所が島の１
次医療を担っている。診療科目としては内科が常設されているが、他の
診療科目については島外の医療機関を利用する必要があることから、本
地域における１次医療の確保を図るため、長崎県離島・へき地医療支援
センター等の関係機関と連携し、医療従事者の継続的、安定的確保に努
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めるとともに、診療所で対応できない患者への専門医の紹介や、救急患
者の受入れ先の確保を円滑に行うため、本土の２次医療機関、３次医療
機関との連携体制を構築し、情報共有に努める。 
救急患者は、大村市に常駐している県のドクターヘリで島外の医療機

関へ搬送するよう連携体制を構築し、島内にはヘリポートも整備してい
る。 
診療所には医師１名、看護師２名が配置されているが、離島という不

利な条件であるため、継続的、安定的な医師の確保が課題となっている。 
医療機器等については、これまでも計画的な導入や更新に努めてきた

が、診療所及び医師住宅は建築から３０年以上経過し、老朽化による傷
みが目立ち始めているほか、医療の効率化と質の向上を図るため、今後
も全自動血球測定器やレントゲン、腹部エコーなど高額な機器の更新が
必要となっている。医療の効率化と質の向上を図るため、老朽化した施
設や医療機器の計画的な整備・更新に努めるとともに、地域連携勉強会
や学術講演会など離島医師の研修機会を確保し、地域医療機関との連携
や医師間の交流を図る。 
 また、島内には産婦人科がないため、出産の際に要する交通費や移送
費、宿泊費等の負担が大きい。このため、本土住民との格差是正を図る
必要があり、島民が経済的な負担を気にすることなく安心して出産でき
るよう、島外での出産に要する宿泊費や交通費などの費用に対する支援
に努める。 
 
５ 介護サービスの確保等に関する事項 

松島は本土地区と比較して高齢化率、介護認定率ともに高くなってい
る。島民が島で安心して暮らすことのできる環境をつくるためには、個々
の高齢者の実情に応じた包括的な支援体制の構築や介護予防の推進、よ
り一層の介護サービスの充実などが必要となっている。高齢者の多様な
相談に対応するため、地域包括支援センターを中心として、医療、介護、
予防、住まい、生活支援の多職種が連携した相談体制の充実に努めると
ともに、２次予防事業対象者を的確に把握し、通所型介護予防事業や訪
問型介護予防事業等による介護予防の推進を行う。 
現在、島内には市が管理委託を行うデイサービス施設を拠点として、
通所介護サービスのみの提供を行っている事業所があるが、利用者の減
少により赤字運営である。介護サービスの安定確保を図るため、島内に
施設を置く事業者の運営経費の収支不足に対する支援に努めるとともに、
事業者と連携しながら介護人材の育成、確保に努める。一方、島内の事
業者が提供するサービスの内容が限られていることに加え、本土との定
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期便の便数も比較的多いことから、島外事業者が提供する通所介護、通
所リハビリテーション等の居宅支援サービスを利用している島民も多く、
市内他地域との利用者負担の均衡を図るため、島内でサービスの提供を
行う島外事業者への介護サービスに要する費用の加算補助等を行う。ま
た、本土との格差是正を図るため、島民が介護サービスを利用する際に
負担が必要となるサービス料の離島加算分について助成を行う。 
 
６ 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項 

本地域は、本土と比較して高齢化率が高いため、高齢者の健康維持や
生きがいづくりの重要性が非常に高く、高齢者の地域活動への参加を促
進するための場所や機会の確保・充実を図る。また、社会参加のための
経済的な支援などが必要であることから、わいわいサロン事業の普及や
老人クラブ活動費の補助を行い、高齢者の生涯学習や文化、芸術、スポ
ーツ、レクリエーション等自主的な活動を支援するとともに、交流拠点
の整備やバリアフリー化などに努める。併せて、身体機能に低下の見ら
れる高齢者の社会参加促進を図るため、交通費等に対する支援を行う。 
今後はさらに高齢者夫婦世帯、単身世帯などが増加することも予想さ
れることから、日常的な見守り体制を構築する必要があり、緊急通報体
制整備の普及に努めるとともに、事業所と連携し、高齢者の見守りと栄
養確保を目的とした配食サービスを実施する。 
 子育て環境は、島内に１箇所保育園があるが、近年は少子化の進行に
より定員割れが続き厳しい経営状況となっていて、保育所存続のために
保育所を運営する事業所に対する支援に努める。 
 
７ 教育及び文化の振興に関する事項 

(１)学校教育の振興 
島内には小学校が１校あるが、児童数の減少に伴う複式学級化を解消

するため、本土の小学校と統合され、平成２４年度末で廃校となること
が決定している。今後は、学校施設跡地の有効活用に向けた検討が必要
となっていて、廃校後の校舎、体育館及び用地の利活用について検討を
行う。 
また、統合後は通学路が変わることや船を利用しての通学となること

などから、保護者から、通学時の子どもの安全を確保するための対策を
講じるよう求められていて、島から本土の小学校への通学時の子どもの
安全確保対策に努める。 
さらに、高校修学については、通学に要する交通費や居住費に対する

支援を行い、保護者負担の軽減を図る。 
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 (２)生涯教育の推進 
島内には生涯学習の拠点として公民館が設置され、特色ある事業を展

開しているほか、島民の地域活動拠点として集会所が設置されているが、
施設の老朽化が見られるため、整備及び改修が必要となっている。全て
の人々が集える、学びや地域づくり活動の拠点の確保を図るため、公民
館の継続的な設置や、老朽化した集会所の整備、改修に努める。 

(３)歴史・文化等の保存、活用 
島内には、江戸時代に栄えた捕鯨文化に関連する史跡が残されていて、

同様の歴史を有する江島地域と合わせて「西海市の鯨組史跡群」として
市の文化財指定を行い、離島だけにとどまらない全市的な位置づけと価
値が生まれている。 
また、明治から昭和にかけては石炭の採掘で栄えた歴史も有していて、

現在、新たな文化財としての指定を見据えた遺構の調査等に取り組んで
いる。 
今後は、さらに松島の歴史、自然の調査、研究を進め、その価値や魅

力の発信に努める必要があり、炭鉱や捕鯨等の島の歴史や自然に関わる
文化財の指定を進め、必要な調査、研究及び整備を図り、保護に努める
とともに、市内外に向けた島の歴史や文化の魅力発信に努める。 
 
８ 観光の開発に関する事項 

本地域では、島の魅力を活かした観光振興を推進するため、ガイドの
育成や観光資源の発掘を進めてきた。また、松島の桜坂や、幕末の志士
が訪れた歴史等を活用した、交流イベント等も開催されている。 
現在は、観光客がマップを手に自由にウォーキングや散策を楽しむこ

とができる体制を整備するため、ウォーキングコースの設定や案内看板
の設置等について島民と協議しながら事業を進めている。 
また、周辺海域の美しい水中景観を活用したスキューバダイビング教

室の開設や、地場産品のソバを活用したソバひき体験、地元住民による
昔ながらの豆腐づくり体験など、島民が主体となった多様な取組が行わ
れてきた。しかし、推進組織や受入れ体制が脆弱であることや、関係機
関との調整がなされていないことなどから、事業として軌道に乗せるた
めには、さらなる取組の強化が必要である。そこで、松島の桜坂、日本
一小さな公園、幕末の志士が訪れた歴史、捕鯨、炭鉱の歴史など松島な
らではの資源を活かした観光振興による島の経済の活性化を図るため、
ウォーキングコースの設定や体験メニューの開発等の新たな観光資源の
整備、ガイド・農林漁家体験民泊等の受入体制の強化、関係機関との連
携体制の構築等を推進する。 
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９ 国内及び国外の地域との交流促進に関する事項 

本地域では、島民が主体的に運営するイベントを核に、島民と島外か
らの来訪者との交流が行われている。 
また、都市部で開催されている交流・定住をテーマとした離島関係イ

ベントに、積極的に参加する市民団体もあり、交流促進による地域活性
化に対する意欲は高い。このため、島内で実施されているイベントや多
様な観光資源を活用した来島者の拡大及び交流による島の活性化を図る
ため、地域の主体的な取組に対する支援に努める。 
 
１０ 自然環境の保全及び再生に関する事項 

本地域は、黒石の海岸、赤石の海岸、荒海で侵食されて出来た千畳敷
などの独特の海岸特性を有しているが、過去には松島沿岸に大量の流木
が漂着するという問題も発生している。当時は、地元の漁業者、漁協職
員その他関係者による撤去作業が行われたが、その後も地元自治会によ
る定期的な海岸清掃活動が行われており、漂流漂着ごみの減少を図るた
め、海岸清掃活動の輪の拡大に努める。 
また、ツノダシ、サザナミヤッコなどの熱帯性魚類も生息し、イサキ、

コロダイ、アジの大群も観察できる大変美しくダイナミックな水中景観
を有しているが、島の基幹産業が漁業であるため、近年は水産資源の枯
渇が激しく、海の生態系の保全が課題であり、生態系の維持による美し
い水中景観の保全を図るため、海洋生物の保護増殖に努める。 
 
１１ 防災対策に関する事項 

本地域では、これまで地すべり・土石流危険箇所の整備を実施してき
たが、今後も危険箇所の把握に努め、必要な対策を講じる必要があり、
自然災害による被害の抑制を図るため、地すべり、がけ崩れ、海岸線の
侵食防止及び高潮対策のための海岸保全事業など、危険箇所における防
災対策の推進に努める。 
災害情報を伝達する防災行政無線については、屋外拡声子局及び島内

全世帯を対象に戸別受信機を設置し、防災情報の迅速な伝達が可能とな
っているが、老朽化が進んでいるため、松島を含め大瀬戸町全体で更新
整備に努める。 
消防体制は、島内に１分団が設置され、定数５０名に対し団員数は４

２名と定員割れの状態となっていて、団員の継続的な確保が課題である。
消防、防災体制の総合的な充実・強化を図るため、火災発生時の消火活
動を担う消防団員の確保、消防車両・装備の充実、緊急時の避難体制の
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確立等に努める 
また、島内には３箇所の拠点施設が整備され、それぞれにポンプ付積

載車１台、可搬式ポンプ１台が配備されているが、施設の経年劣化が懸
念されていて、計画的な整備が必要となっている。 
また、西海市防災計画を策定し、防災情報伝達手段や災害時の避難場

所への避難計画など、各種災害に対する防災体制の概要及び災害時にお
ける市、防災関係機関及び住民の役割を明らかにし、有事の災害に備え
た計画内容としている。また、東日本大震災の教訓を踏まえ、長崎県地
域防災計画の修正を受け、西海市では地震や津波への対策を充実するな
ど、計画の見直しを進めている。 
 火災予防や災害発生時の住民一人ひとりの行動力の向上を図るため、
島民の防災意識の高揚や消防訓練の実施に努める。 
 
１２ 人材の確保及び育成に関する事項 

本地域には、しまの景観対策や島外からの観光客の宿泊の手配に取り
組む団体と、島の活性化について定期的に勉強会を開催し、地域づくり
に取り組んでいる団体の２つの市民団体が存在する。島の活性化を図る
ためには、これらの島内人材の活動をさらに促進し、参加の輪を拡大す
ることが重要である。そこで、島の活性化に取り組む人材の育成及び確
保を図るため、島内の団体の活動のさらなる活性化や、空き家を活用し
た定住促進支援、島外の関係機関などとの連携体制の強化に向けた支援
に努め、参加者の拡大を図る。 
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松島地域振興計画（池島） 
 
第１節 地域の概況 

池島は、西彼杵半島の西側に位置し、角力灘に浮かぶ長崎市の属島で、
本土から７ｋｍの位置にある。 
池島の地勢は、周囲４ｋｍで、標高１００ｍ内外の玄武岩台地をなし、

集落は海岸部及び台地上に形成されている。 
気候は、対馬暖流の影響を受ける海洋性気候で、温暖多湿である。 
池島の交通は、離島航路が本土と池島を結ぶ唯一の交通機関であり、

フェリーが７往復（大瀬戸６往復、神浦１往復）、高速船（車両の運搬
不可）が３．５往復（佐世保２往復、神浦１往復、大瀬戸片道１便）、
地域交通船（１２人乗り）が池島～神浦間を５往復運航している。 
池島港は、本土との玄関口であり、住民の生活物資、生活資材等あら

ゆる物資の搬入搬出港であるとともに、定期船の発着所でもある。 
この唯一の玄関口も、台風や季節風等の波浪により、しばしば船舶が

欠航となる事態が生じていて、桟橋、防波堤等の被害も発生している。 
島内の交通については、民間事業者への補助金方式によりコミュニテ

ィバスが運行されている。現在３４便を運行し、島民の足として欠かす
ことのできないものとなっている。 
池島は、石炭産業がエネルギー革命の波にのまれ斜陽になっていくな

か、池島炭鉱はその流れに逆らうように急速に成長、島の人口も、炭鉱
ができる以前の昭和２６年頃には３５０人程度であったが、昭和４５年
には人口が７７００人以上に膨れ上がった。ところが、円高による低価
格の外国炭に押され、平成１３年１１月２９日に閉山し、人口の流出や
高齢化、商工業者等の撤退、航路の減便など、生活環境の悪化が続いた。 
そのような中、炭鉱の跡地に産炭地域新産業創造等基金の助成を受け

て平成２１年６月から池島アーバンマイン株式会社が企業活動を開始し、
新たな雇用が生まれた。また、産業遺産の旧炭鉱施設を活用した観光事
業の実施等により、交流人口も増加傾向である。 
しかし、平成２４年８月に池島アーバンマイン株式会社の主力事業が

休止されたことに伴う雇用者数の大幅な減少により、人口流出や生活環
境に与える影響が危惧されていて、地域の活力低下が懸念される状況に
ある。 
（平成２４年９月末の人口は２６４人） 
 
第２節 離島振興の基本的方針 
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１ 基本理念 

貴重な産業遺産を活用した観光事業の推進による交流人口の拡大によ
り、地域活力の維持増進を図るとともに、航路の維持をはじめ、医療・
福祉・生活環境の整備など、地域住民が安心して暮らすことができる「し
まづくり」を推進する。 
 
２ 基本的方向性 

（１）旧池島炭鉱跡の産業遺産を活用した観光事業を主体とした交流人
口拡大や、就業機会の確保など定住化の促進に取り組むことにより
地域活性化を推進する。 

（２）島外との唯一の交通・輸送手段である航路の維持・確保に努める。 
（３）福祉・保健・医療体制の充実を図るとともに、住宅等の生活環境
の整備を行うことによる高齢化に対応した施策の展開を図る。 
 

第３節 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 

航路は、地域住民にとって必要不可欠なものであり、観光客等にとっ
ても本土からの唯一のアクセス手段であるため、航路の維持のほか、住
民や来島者が利用しやすい運航ダイヤ、運賃体系の確保に努める。併せ
て、桟橋や防波堤等の港湾施設の整備も推進する。 
また、航路は、陸上交通と比較して運賃や流通コストが割高な状況に

あるので、地域住民の負担軽減や交流人口の拡大、物流活性化を推進す
るため、国などの関係機関に対して運賃や流通コストの低廉化に向けた
働きかけを行う。 
島内交通については、日常の公共交通確保のため、コミュニティバス

の運行の維持に努めるほか、島内の道路整備促進を図る。 
通信については、地域住民や来島者の利便性の向上や地域内外への情

報発信等を図るため、ブロードバンドやモバイルブロードバンド等の情
報通信体系の整備促進を図る。 
 

２ 産業振興等に関する事項 

旧炭鉱施設の産業遺産を活かした観光産業の振興を積極的に図るとと
もに、特産品開発など、地域経済の活性化に努める。 
 



 - 167 -

３ 就業の促進に関する事項 

貴重な産業遺産を活用した観光事業を活かし、観光産業の振興を図る
ほか、観光産業と連携した製造業の振興、グリーン・ツーリズムとの連
携、ガイドやインストラクターなどの人材育成の推進など、多様な就業
機会の創出に努める。 
その他、産業振興に資する諸施策を推進し、就業機会の拡充の促進に

努める。 
 

４ 生活環境整備に関する事項 

危険廃屋の解消を促進し地域住民生活の安全を確保するとともに、公
衆浴場、水道施設など生活基盤施設の維持管理に努める。 
また、市営住宅の集約化を促進し不要になった老朽住宅を除去すると

ともに、建物の老朽化、入居者の高齢化に対応した改善を行うなど、居
住環境の整備を図る。 
また、地域住民が安全に安心して暮らすことができるしまづくりを進

めるため、防犯対策、交通安全対策、消費生活に関するトラブル防止な
どに取り組む。 
 

５ 医療の確保に関する事項 

池島診療所は島内唯一の医療機関として、地域住民が安心して日常生
活を営むことができる適切な医療サービスを提供するとともに、医療従
事者の確保及び定着に努める。 
また、重症患者を本土の医療機関へ移送する場合については、民間の

船舶による救急医療体制を継続する。 
妊婦については、島外での妊婦健診等にかかる交通費等に対する支援

を行うなど、経済的負担の軽減を図る。 
 
６ 介護サービスの確保等に関する事項 

高齢化が進んでいることから、介護サービス利用者負担の軽減措置や
在宅福祉サービスの供給体制の充実など、介護予防・生活支援事業の実
施や、安心して生活できる地域づくり、生きがいづくり活動を推進する。 
また、生活習慣病の早期発見及び早期治療を目的として、特定健診・
各種がん検診の受診を奨励し、受診者の増加に努める。 
 
７ 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項 
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高齢者が安心して生活できるように福祉対策の充実を図るとともに、
生きがいづくりや健康づくりなどの地域が行う自主的な活動についての
支援を行う。 
 また、子どもが健やかに成長できるよう子育て支援を推進する。 
 
８ 教育及び文化の振興に関する事項 

小中学校は、児童生徒数が炭鉱の閉山に伴い激減したため、平成１８
年より小中併設校１校となっている。 
児童生徒数の減少により行事の運営等が困難になっているが、小中学
校の連携、地域住民との交流事業など、少人数を活かしたきめ細やかな
指導を行う。さらに、本土の学校との交流学習など、さまざまな環境に
触れる教育活動を充実することで、より一層、教育課程・指導形態の工
夫に努め、次世代を担う子ども達の教育の充実を図る。 
また、高校修学については、通学に要する交通費や居住費に対する支
援を行い、保護者負担の軽減を図る。 
また、耐震性が確保されていない校舎については耐震補強を実施する。  
 

９ 観光の開発に関する事項 

島全体に残っている九州最後の炭鉱施設を貴重な産業遺産としてとら
え、地域振興の観点より、炭坑体験をはじめ、地域の独自性を生かした
取組を行い、交流人口の拡大を図る。 
また、地元産の食材による料理の提供や特産品の開発などによる地域

経済への波及効果の拡大や、観光関連での人材育成や雇用促進など、よ
り地域活性化につながる方策も併せて推進する。 
その他、本土と離島との交通網の維持・拡大に加え、離島間交通の拡

大を促進し、広域観光ネットワークの形成を図る。 
 

１０ 国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項 

貴重な産業遺産を活用した観光事業やグリーン・ツーリズムの振興、
イベントの開催などにより交流人口の拡大を図り、地域住民と来島者及
び来島者間の交流を促進する。 
また、イベント開催や情報発信などにより、島の出身者やファンなど

池島のサポーターとなる人々とのネットワークの構築を推進し、さらな
る交流の促進に努める。 
 
１１ 自然環境の保全及び再生に関する事項 
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関係機関と連携し、海岸漂着物の円滑な処理を図ることにより、海岸
における良好な景観と環境を保全する。 
 
１２ エネルギー対策に関する事項 

日常生活や産業活動に欠かせないガソリン、軽油、重油、灯油、プロ
パンガス等の石油製品の低廉化に向け、国などの関係機関に対して働き
かけを行う。 
 
１３ 防災対策に関する事項 

防災行政無線の維持保全を図るとともに、島内の避難所の耐震化など
安全対策等の施策を推進する。 
また、災害時の孤立防止のため、衛星携帯電話を配置しているが、さ

らなる防災力向上のため、防災に関する広報や、自主防災組織による防
災訓練の実施等を推進し、防災意識の向上を図る。 
 
１４ 人材の確保及び育成に関する事項 

高齢者をはじめ地域住民が安心して日常生活を営めるよう、医師、看
護師、介護福祉士等の医療・福祉の知識や技能を有する人材の確保に努
める。 
また、地域住民との協働等により、観光ガイドやグリーン・ツーリズ

ムインストラクターなどの人材や市民活動団体の育成を推進し、観光客
等の受け入れ態勢の整備を行うことにより地域の活性化を図る。 
 
１５ その他離島の振興に関し必要な事項 

炭鉱閉山後、急激な人口の流出による地域社会の変化に伴い、自治会
活動や地域コミュニティ活動が低迷していく中で、これまで培われてき
た地域コミュニティ活動の健全な維持継続をするための諸施策を検討す
る。 
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