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長崎県離島振興計画の概要 
 

○計画の根拠等 

・ 長崎県は、離島振興法第４条の規定に基づき、平成２５年４月
１日より平成３５年３月３１日までを計画期間とする長崎県離

島振興計画を策定しました。 

・ 計画は国が策定した離島振興基本方針に基づき、法に掲げる事
項等について、市町が作成する計画の案をできる限り反映して

定めています。 

＜新たに定める項目＞ 

 ①人の往来及び物資の流通に要する費用の低廉化 

 ②雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進 

 ③介護サービスの確保等 

 ④自然環境の保全及び再生 

 ⑤再生可能エネルギーの利用その他のエネルギー対策 

 ⑥離島の振興に寄与する人材の確保及び育成 

 

○計画の策定 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

離島市町が作成する計画案をもとに 

離島振興計画（素案）の策定 

離島振興計画の策定 

・新たな離島振興基本方針骨子 

・長崎県総合計画・個別計画  等を踏まえ 

・これまでの県議会における議論 

・知事を本部長とする離島振興本部会議の議論

・県議会総務委員会、離島・半島地域振興特別

委員会 

・パブリックコメント（１月） 

・国の事前確認（３～４月） 

・新たな離島振興基本方針（３月末公表） 

・市町における住民の意見を
反映させる措置（パブリッ
クコメント、意見交換等）

国 の 認 定 
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○計画の構成 
第１章 離島振興の基本方針 
第１節  計画の意義 

第２節  離島の役割 

第３節  基本理念 

第４節  基本的方向性と重点施策 

第２章 講じようとする分野別の施策 
第１節  総合的な交通体系の整備 

第２節  人の往来及び物資の流通に要する費用の低廉化 

第３節  情報の流通の円滑化及び通信体系の充実 

第４節  産業の振興 

第５節  就業の促進 

第６節  生活環境の整備 

第７節  医療の確保等 

第８節  介護サービスの確保等 

第９節  高齢者の福祉その他の福祉の充実 

第１０節 教育及び文化の振興 

第１１節 観光の振興 

第１２節 国内及び国外の地域との交流の促進 

第１３節 自然環境の保全及び再生 

第１４節 エネルギー対策の推進 

第１５節 防災対策の推進 

第１６節 離島の振興に寄与する人材の確保及び育成 

第１７節 その他の離島の振興に関し必要な事項 

第３章 地域別の振興計画 

第４章 離島の現況（資料編） 

 
○計画（案）の内容 

１ 基本理念 
 
 

離島は国家的・国民的役割を担う、我が国にとってかけがえのない財産で

あり、まさしく「しまは日本の宝」と言えます。そうした役割はそこに人が

住み続け、安定した暮らしを送り、経済活動を継続していくことによって  

はじめてもたらされるものであり、この宝を将来につなぐことが重要です。 

しまは日本の宝 明日
あし た

につなぐしまづくり 

対馬島、壱岐島、五島列島、平戸諸島、 
蠣浦大島、松島、高島の法指定７地域 
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２ 基本的方向性と主な施策 

（１）自立的発展の基盤確保と不利条件の解消 

○国の交付金を活用した船舶建造等に対する支援による航路運賃

の低廉化 

○補助航路における「離島住民運賃割引制度」の導入 

○流通の効率化や輸送コスト支援など物資の流通に要する経費の

低廉化 

○観光地等と港湾・空港、観光地間、集落と第２次救急医療施設

を結ぶ道路などの交通円滑化 

（２）医療の確保等による生活の安定 

○長崎県病院企業団病院の集約化・機能分担などによる医療の質

の向上 

○居住地に産科医療機関等のない離島地域の妊婦支援 

○介護サービスの確保及び他の地域との格差是正 

○高等学校未設置離島の高校生の島外通学や島外居住に対する

支援による修学の機会の確保及び離島と本土部の交流機会の

確保 

○公立高等学校等の適正配置及び教職員定数についての配慮 

（３）離島の特性に応じた産業の活性化 

○地産地消の推進と食品製造業等の育成など農産物の「６次産業

化」への支援 

○「椿による五島列島活性化特区」による椿を最大限に活用した

施策の展開 

○本県独自の技術等による水産加工品の開発導入や特色ある魚

介類のブランド化 

○農林水産業の将来を担う人材の確保及び育成 

（４）しまの持つ多様性を活かした他地域をリードする取組 

○国や大学等の研究機関等と連携した海洋研究の推進 

○「島旅」の持つ魅力発信とニーズを踏まえた地域資源の磨き上

げに対する支援 

○複数の離島間や本土・離島間の周遊促進や長期滞在型交流の推進
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など、国内外の地域との交流促進 

○エネルギー産業など離島特有の資源を有効に活かした産業の育

成 

○住民が自発的に取り組む「地域発の地域づくり」への支援 

（５）離島の重要性の発信 

○国境離島新法（仮称）制定に向けた取組 

 
３ 講じようとする分野別の主な離島施策（県・市町） 

（１）総合的な交通体系の整備 

○ターミナルのバリアフリー化など離島の海の玄関口である港

湾・漁港の受入態勢の強化 

○より利用しやすいダイヤ設定や適正運賃の設定による収益性の

確保等による離島航空輸送の維持・存続 

○乗合バスに対する欠損補助や地域交通ネットワークの再編検討

による生活交通の維持・確保 

○観光地等と港湾・空港、観光地間、集落と第２次救急医療施設

を結ぶ道路などの交通円滑化 

（２）人の往来及び物資の流通に要する費用の低廉化  

○国の交付金を活用した船舶建造等に対する支援による航路運賃

の低廉化 

○補助航路における「離島住民運賃割引制度」の導入 

○流通の効率化や輸送コスト支援など物資の流通に要する経費の

低廉化 

（３）情報の流通の円滑化及び通信体系の充実 

 ○ＩＣＴ（情報通信技術）利用の促進と基盤整備 

 ○行政の情報化推進による住民サービス・利便性の向上 

（４）産業の振興 

①農林業 
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○「椿による五島列島活性化特区」による椿を最大限に活用した

施策の展開 

○気候や風土を活かした高単価の品目や契約栽培の野菜の振興に

よる新たな産地育成と既存産地の強化 

○地域資源に立脚した肉用牛生産の拡大 

○地産地消の推進と食品製造業等の育成など農産物の「６次産業

化」への支援 

②水産業 

○国や近隣県と連携した資源管理や効率的な栽培漁業の推進等に

による水産資源の維持・回復及び漁場生産力の維持・向上 

○陸上養殖等の新たな技術導入の推進 

○漁業特性を活かした水産加工業の育成と本県独自の技術等によ

る水産加工品の開発導入、並びに地域の特色ある魚介類のブラ

ンド化 

③水産動物の生育環境の保全及び改善 

○増殖場、魚礁漁場の整備及び藻場の維持・回復や沿岸環境の保

全の推進 

④その他の産業 

○エネルギー産業など離島特有の資源を有効に活かした産業の育

成と情報通信関連など地理的条件に左右されにくい企業の誘致 

 ○まちなかのにぎわいを創出する核となる商店街の機能強化 

（５）就業の促進 

 ○就農希望者に対する技術・経営研修の実施と新規就農者に対す

るフォローアップを通じた早期経営確立による自営就農者の育

成・確保 

 ○地域主体の漁業就業希望者等の受皿組織の設置や着業前後のフ

ォロー体制の強化、並びに技術習得支援、漁業リース等による

研修期間中の生活支援や初期投資の軽減 

 ○企業現場への専門家派遣による技術指導及び企業施設等を活用

した出前方式による集合訓練の実施 
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（６）生活環境の整備 

 ○水道施設の計画的な統廃合の推進と特に小規模離島における安

定的な水供給の確保 

 ○各地域に最も適した下水道等処理施設の整備促進 

○廃棄物の島内完結型処理に向けた島内一元的な収集体制の確立

や処理施設の広域化の推進 

○住民やしまを訪れる方々が安全に安心して生活・滞在できる社

会づくり（交通安全、防犯、消費生活、食の安全安心など） 

（７）医療の確保等 

○長崎県病院企業団病院の集約化・機能分担などによる医療の質

の向上 

○医療系学生への離島医療教育や医療従事者の本土との交流によ

る医療人材の養成と質の向上 

○疾病予防、リハビリテーション等健康づくりのための環境整備 

○居住地に産科医療機関等のない離島地域の妊婦支援 

（８）介護サービスの確保等 

 ○介護従事者の確保、施設整備、サービス内容の充実による適切

な介護サービスの提供 

 ○介護サービス利用にかかる他の地域との格差是正 

（９）高齢者の福祉その他の福祉の充実 

 ○医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスを一体的に提供

できる「地域包括ケアシステム体制」及び地域住民、関係機関

等が連携し高齢者や障害者を見守る「地域見守り体制」の構築 

 ○地域の実情に即した多様な子育て支援体制や子どもたちに質の

高い教育・保育を提供できる環境の整備 

（１０）教育及び文化の振興 

①教育の振興 

○地域の実情や教育効果を考慮した学校規模の適正化や学校の
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実態に即した教育環境整備の推進 

○高等学校未設置離島の高校生の島外通学や島外居住に対する

支援による修学の機会の確保及び離島と本土部の交流機会の

確保 

○公立高等学校等の適正配置及び教職員定数についての配慮  

○「高校生の離島留学制度」の継続実施のほか、しまの豊かな自

然や文化等を活用した体験活動や修学旅行の実施による「生き

る力」や「郷土を愛する心」の育成及びしまの活性化 

②文化の振興 

 ○地域が主体となって文化・芸術による魅力を加え、各地の個性

を磨き、情報発信する取組への支援 

 ○離島に残された貴重な文化財の保存に対する支援や担い手の育成 

 ○「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の世界遺産登録に向け

た取組と地域資源としての活用 

③研究機関の整備等 

○豊富で変化に富んだ海洋資源を活かした、国や大学の研究機関等

への調査・研究フィールドの提供及び連携した海洋研究の推進 

（１１）観光の振興 

○「島旅」の持つ魅力発信とニーズを踏まえた地域資源の磨き上

げに対する支援 

○地域住民が主体となった受入体制の整備やおもてなし向上 

○観光交流スポットやエリアを特定のテーマでつなぐ広域観光ル

ートの形成促進 

○主要幹線道路など交通ネットワークの充実や離島交通の結節点

としての機能を有する港湾・漁港の整備 

 ○五島列島における電気自動車と高度交通システムなどの情報通

信を活用した「未来型ドライブ観光システム」の利用促進 

（１２）国内及び国外の地域との交流の促進 

 ○海外との交流の歴史を活用したイベントやスポーツ大会など多
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様なプログラムの一層の充実 

 ○複数の離島間や本土・離島間の周遊促進や長期滞在型交流の推

進など、国内外の地域との交流促進 

（１３）自然環境の保全及び再生 

 ○豊かな生物多様性の保全や、地域資源を活用し多様な主体が連

携・協力して取り組むための仕掛けや仕組みの検討 

 ○関係団体等の適切な役割分担・連携による漂着ごみの円滑な処

理や発生抑制策の実施 

（１４）エネルギー対策の推進 

 ○再生可能エネルギー等を活用した自立・分散型エネルギーシステ

ムの構築など、災害に強く環境負荷の小さな地域づくりの推進 

 ○関係団体と連携したガソリンをはじめとする石油製品価格の低

廉かつ安定した供給に向けた取組 

（１５）防災対策の推進 

 ○水害・土砂災害・高潮・海岸浸食・津波等の自然災害に対する

基盤整備等防災対策の推進 

 ○防災上必要な教育及び訓練の実施、連絡体制や避難場所の確保

など、緊急時に対応できる危機管理体制の構築 

 ○原子力災害に関する避難計画策定に当たっての配慮 

（１６）離島の振興に寄与する人材の確保及び育成 

 ○各地域において地域づくりをけん引するＮＰＯ法人やまちおこ

し団体等の活動への支援や地域リーダーの育成 

○地域住民と違った経験・知見を持つ島外人材の誘致、定住・定

着による人材活用の場の創出 

（１７）その他離島の振興に関し必要な事項 

○住民が自発的に取り組む「地域発の地域づくり」への支援 

○小規模離島に対する細かい配慮や的確な施策の実施 
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４ 対馬島地域振興計画 

 

Ⅰ 基本理念 

 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。 

 

 

 

 

 

Ⅱ 基本的方向性及び主な施策 

(1)創造的な産業と次世代の担い手を育む「しま」 

 地場産業である水産業、林業、農業と観光業・加工業などの異業

種・異分野との連携による新しい産業の展開を推進し、若者定住に

向けた雇用の場を創出するとともに、中心市街地の活性化や生活環

境及び就業環境の充実を図る。 

○地場産業と観光業の連携による「第６次産業」としての多角経営

体の構築 

○輸送コストの低廉化を図るための支援 

○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 

○地域外の人材の誘致、定住・定着促進による地域力の維持・強化 

 

(2)豊かな自然との調和を図り、地球環境にやさしい「しま」 

 自然環境との調和に十分考慮しながら、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

努めるとともに資源循環型社会の構築を目指す。 

○海洋保護区の設定やユネスコエコパークの登録など生物多様性の

 
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～

対馬島地域振興基本理念
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保全と人間生活との調和 

○再生可能エネルギー導入の促進、海洋エネルギーの実用化に向け

た利活用方策の検討 

○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 

 

(3)固有の歴史文化を発信し、交流の活発な「しま」 

 国境という地理的条件を活かした対馬独自の生活・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。 

○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 

○厳原港、比田勝港の国際ターミナルを中心とした受入体制強化 

○歴史、自然環境の保全との調和に配慮した新たな観光ルート整

備・開発 

 

(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。 

○中高一貫教育の推進による新たな教育体制の構築 

○本土の児童等を対馬に留学させる島留学制度の創設 

○文化施設の利用状況等の一元管理や予約サービスシステムの構築 

  

(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。 

○対馬いづはら病院と中対馬病院の統合病院における島内初の放射

線治療等の高度医療体制の整備 

○妊婦の移動にかかる負担の軽減及び緊急時の救急搬送体制の確立 

○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 
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 (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。 

○国道の整備による南北地域間の連携強化、防災機能向上及び県

道・市道等の整備による幹線道路ネットワークの形成 

○防災性や環境に配慮した質の高い住宅の供給や地場産業と連携し

た空き家等の再整備 

○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の構築 
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５ 壱岐島地域振興計画 

 

Ⅰ 基本理念 

 壱岐の自然と歴史の特長を活かし、自然環境を護り、住む人にも

訪れる人にも癒される島づくりを全島一丸となって進め、島づくり

は「人づくり」に原点があるという基本認識を、あらゆる施策に反

映しながら、魅力あふれるこれからの壱岐の創造を目指す。 

 

 

 

 

 

Ⅱ 基本的方向性及び主な施策 

(1)産業振興で活力あふれるしまづくり 

産業の活性化は就業機会の創出や所得の向上をもたらし、壱岐の

活力を生む重要な柱となる。安全・安心の食の供給拠点づくりを推

進するとともに、福岡都市圏に近い立地特性を活かし、壱岐ブラン

ドの確立や交流人口の増加による地域経済の振興を目指す。 

○豊かな自然を活用したグリーン・ツーリズムの推進 

○農漁業の６次産業化の推進 

○福岡都市圏等大消費地への流通拡大 

(2)福祉・健康づくりの充実で安心のしまづくり 

すべての住民が健康で幸せな生活を送るため、共に支え合い、共

に生きる、安心とゆとりに満ちた温かい社会を実現する。 

○高齢者の豊富な知識や経験、技術を資産とした地域の活性化の推   

 進 

○育児と仕事の両立を支援する体制づくり 

○住民、ボランティアの参加による地域福祉推進体制の確立 

海とみどり、歴史を活かす癒しのしま、壱岐 
～自ら関わり、ともに創る自然のしまづくり～ 

壱岐島地域振興基本理念 
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(3)自然を活かした、環境にやさしいしまづくり 

壱岐の恵まれた自然を護り、自然との調和を図りながら魅力あふ

れる空間を創出し、また、資源循環型社会を目指すとともに、自然

災害や犯罪を防止し安全・安心で暮らしやすいまちづくりを進める。 

○壱岐山桜の里など、地域特性を活かした公園の整備 

○地域の実態に応じた排水処理施設の整備 

○地域ぐるみでの防災・防犯の意識の高揚と体制づくりの推進 

(4)心豊かな人が育つしまづくり 

誰もが気軽に学習できる多様な学習機会を整備して生涯学習社会

の形成に努める。また、文化活動としては、「壱岐ならでは」の文化

を次世代に伝え、文化遺産を住民共通の財産として未来につなげる。 

○「しまごと博物館」「しまごと大学」「しまごと元気館」の３つの

しまづくりの方向性に基づく壱岐市立一支国博物館・長崎県埋蔵

文化財センターの体験、研究、学習、観光等の舞台としての活用

と持続的な活性化 

○原の辻遺跡の展示機能、学習機能の充実と学校（幼稚園）教育に

おける教科指導、生涯学習講座などへの活用 

○古墳公園の整備、壱岐巨石古墳群の調査等による文化遺産の保

護・継承と有効活用 

(5)国内外交流が盛んなしまづくり 

「壱岐は一つ」の思想のもとに地域内の連携を深めつつ、福岡都

市圏との交流を深め魅力あふれる地域づくりをすすめるため、交通

体系の整備や情報ネットワークの確立に努める。 

○住民・観光客等の交流促進、壱岐定住化促進（福岡の通勤圏化） 

○加入者系光ファイバー網を活用した独居老人等見守りシステムの

導入や教育、福祉、医療等での活用の検討 

○本土地区との輸送コスト低減を図るための支援 

(6)様々な人が関わり合うしまづくり 

まちづくりは「そこに住む人々自らの創意と力の結集によってつ
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くりあげていくもの」であり、自治会、ボランティア団体などとの

ネットワークを充実させるとともに、まちづくりリーダーを育成し、

ともに創るまちづくりに取り組む。 

○体験インストラクター、観光ガイドの確保・育成 

○島民をはじめ観光業者や関係団体、市が一体となったおもてなし

力の向上への取組 

○地域のまちづくり活動の活性化、ふれあいとぬくもりのある地域

づくりのための事業実施 
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６ 五島列島地域振興計画 

Ⅰ 振興方針 

(1)優れた地域資源を活かした活力あるしまづくり 

「椿」「教会」など豊かな自然、優れた歴史的文化的資産や新鮮な

魚介類、五島牛、椿油、五島手延うどん等多くの魅力的な物産資源

を最大限に活用し、農林水産業や観光等の産業振興による雇用の確

保並びに交流人口の拡大を図っていく。特に「椿による五島列島活

性化特区」の取組を推進する。 

(2)豊かな自然環境を活かしたエコのしまづくり 

ＥＶ（電気自動車）の導入など地球環境にやさしい「エコアイラ

ンド五島」の取組により、他地域に先駆けてＥＶが普及した社会シ

ステムを創造し、交流人口の拡大、地場産業の振興等を図る。 

また、海洋エネルギー発電など自然環境を活用した再生可能エネ

ルギーの利用促進の動きを地域振興につなげていく。 

(3)独自の歴史・文化的資産を活かした魅力あるしまづくり 

東アジアと地理的・歴史的にも非常に身近な関係があることから、

東アジアをターゲットにした観光客誘致に取り組むとともに、世界

遺産候補「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の構成資産である

教会堂など島の歴史と暮らしが創った貴重な資産を大切に保存・継

承し、地域資源として活かしていく。 

 

Ⅱ 基本理念 

 

 

 

 

 

 

＜上五島地域＞ 

つばき香り豊かな海と歴史文化を育む自立するしま 

＜下五島地域＞ 

しまの豊かさを創造する海洋都市 
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Ⅲ 基本的方向性及び主な施策 

＜上五島地域＞ 

(1)にぎわいを創る地域交流の促進 

○国県道・港湾漁港の整備、安定したブロードバンド環境の構築・

整備 

○島内バス路線や離島航路の確保・充実と運賃・輸送コストの低廉

化に向けた取組 

○「長崎 EV＆ITS プロジェクト」による未来型ドライブ観光の推

進と運営の充実 

(2)安全、便利、快適な生活環境づくり 

○太陽光、海洋エネルギー等の導入促進に向けた調査・研究の実施 

○環境に配慮した下水処理の充実 

○住宅や住環境のバリアフリー化の推進 

○豪雨や台風など災害に強いまちづくりの推進 

(3)誰もが安心できる保健・医療・福祉の充実 

○訪問看護や医療機関における役割分担などの医療提供体制の充実 

○地域全体で高齢者を見守り・支援するネットワークの整備 

(4)自立する産業の育成、雇用の確保 

○耕作放棄地や山林・原野等への椿の植栽による椿油の増産、住民

との協働によるつばき関連事業の展開 

○水産加工品や五島手延うどん等のさらなるブランド力の向上 

○農漁業の６次産業化の推進 

 (5)しまの誇り・文化の育成 

○「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の世界遺産登録へ向けた

取組と地域資源としての活用 

○学校の地域学習支援、地域での生涯学習活動の推進、地域性を考

慮した出前講座の開講 

○地域の歴史・文化資源の調査・研究、活用方法の検討 

(6)参加と行動による協働のまちづくり 

○「島の将来を考える町民会議」の開催 
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＜下五島地域＞ 

(1)市の内外を連携する交通・情報ネットワークの整備 

○島内交通や離島航路の確保・充実と運賃・輸送コストの低廉化に

向けた取組 

○離島産品の移出拡大を目指した取組 

(2)個性ある地域を活かした環境にやさしい豊かな生活空間づくり 

○ごみの多種品目分別への移行によるごみの減量化、再資源化の推

進 

○２次離島地区における浄化槽設置整備の推進 

(3)すべての人々が安心して住めるまちづくり 

○ＩＣＴを活用した地域医療のネットワークの構築 

○地域住民、関係団体等が相互に連携した高齢者の「地域見守り体

制」の構築 

(4)しまの多様な文化やスポーツを通して人が輝く社会づくり 

○伝承芸能等の記録保存の推進と地域資源としての活用方法検討 

○スポーツ・レクリエーションを核とした交流のまちづくり、しま

づくり 

○「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の世界遺産登録へ向けた

取組と地域資源としての活用 

(5)地域の特性を活かした自立的な産業の育成 

○耕作放棄地や山林・原野等への椿の植栽による椿油の増産 

○起業に対する支援による雇用の増大や新産業の創出の推進 

○農産物、水産加工品等のブランド化及び６次産業化の推進 

○太陽光、海洋エネルギー等の導入促進に向けた調査・研究の実施 

○「長崎 EV＆ITS プロジェクト」による未来型ドライブ観光の推

進と運営の充実 

(6)市民と行政の連携による新しい市の創造 

○地域の活性化に寄与する人材の育成 

○地域おこし協力隊等の島外の人材活用の場の創出 
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７ 平戸諸島地域振興計画 

 

Ⅰ 基本理念 

 それぞれのしまが持つ文化、特性、魅力といった豊かな地域資源

を次世代に確実に引き継ぐため、島外地域との連携・交流の活性化

を図ることで、人口減や高齢化によるしまの社会・経済環境の規模

縮小といった構造的かつ現実に迫った課題の克服を目指す。 

  

 

 

 

 

Ⅱ 基本的方向性及び主な施策 

 (1)つなぐ・・・本土との交通アクセス 

 渡航費用の軽減やダイヤの利便性向上など、本土へのアクセスを

改善することにより、離島住民の生活水準の向上と本土との交流の

活性化を図る。 

○離島航路の運賃低廉化の手法検討 

○乗客の利便性向上のためのダイヤ改善に必要な措置の実施 

○安全・快適な港湾漁港施設・設備の整備 

 (2)つくる・・・誇れる産業の創造 

全国・海外からの需要を掘り起こすために、本土地域や他の離島

では得られない「この島ならでは」を再発見あるいは開発し、発信

するための取組を行う。 

○しまの価値を高める新商品開発と輸送コストの低廉化 

・ 輸送コストが抑えられる豆類や花き等の軽量特産果樹の導入検
討（平戸市） 

・ 国の重要的建造物群保存地区の街並みを活用したまちづくりや、
スギ花粉患者のセラピーツアーの取組（大島（平戸市）） 

次代につなぐ連携交流のしまづくり 

平戸諸島地域振興基本理念
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・ 滞在交流型観光など離島を含む広域的な観光ルートの確立（青
島・飛島（松浦市）） 

・ 滞在交流型観光に加え、古民家整備事業の実施による観光によ
るしまの活性化（小値賀町） 

・「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の世界遺産登録へ向けた

取組と地域資源としての活用（黒島（佐世保市）・小値賀町） 

○産業分野の連携による新たな価値の創出 

・ ６次産業化につながるような農業振興対策の推進（小値賀町） 
・ 商工会と行政の連携による高齢者の見守りを兼ねた注文配達の
推進（小値賀町） 

○しまの産業を支える人材の育成 

 (3)まもる・・・しまの暮らし 

 医療従事者の確保や医療施設、機器の整備・充実に早急に取り組

み、また、離島では実施困難な専門分野の診療に係る本土までの交

通費軽減措置を継続する。 

○医師、看護師など医療従事者の確保 

○医療施設、機器の整備・充実 

○本土医療機関との連携強化、搬送体制の確保 

○本土への交通費軽減のための補助制度の継続 

(4)その他 

○高等学校未設置離島の高校生の島外通学や島外居住に対する支援

（佐世保市） 
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８ 西彼諸島地域振興計画 

 

Ⅰ 基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蠣浦大島地域（江島、平島）は、ライフラインや日常的な生活機

能を極力地域内で確保できる体制を整えるとともに、救急医療など

については、本土との十分な連携体制の構築を図る。また、都市部

にはない島特有の地域資源を有効に活用し、地域経済の安定的な発

展と定住人口の確保を図り、島の人々が心身ともに健康で生きがい

を持って安心して暮らすことのできる豊かな島づくりを目指す。 

 

松島地域の松島は、日常生活機能を島内で確保できるような体制

を整える。また、基幹産業である農漁業などの振興を図るとともに、

温暖な気候、豊かな自然環境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。 

 

松島地域の池島は、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。 

 

高島地域は、海や軍艦島等の世界遺産登録を推進している近代化

産業遺産群をはじめとする資源を活用した観光レクリエーション

の振興、唯一の住民の交通手段である航路の維持・確保及び高齢者

が安心して暮らせる体制の整備を図ることにより交流人口、定住人

口の増加に努める。 

 

西彼諸島地域振興基本理念 
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Ⅱ 基本的方向性及び主な施策 

 

(1)交通施設等の整備 

蠣浦大島地域では、漁協運搬船を活用を促進することで、流通効

率化を図り、流通コストの低廉化を図る。 

 

(2)産業の振興 

蠣浦大島地域は、付加価値の高いイセエビ等のブランド化による

水産業の振興を目指す。 

うち、江島では「手造り醤油」の製法の次世代への伝承に努める

とともに島に自生する椿などの資源を活用した新たな特産品開発を

行う。 

○漁村の人づくり事業 

 松島は、水産資源の保護増殖のため、種苗法流などを実施し、資

源管理型及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、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入

等について漁協と連携を図り、後継者育成の支援に努める。 

○２１世紀漁業担い手確保推進事業 

○新規就業者フォローアップ事業 

 高島は、トマトやヒラメをはじめとした特産品を活かした産業振

興を図る。 

 

(3)就業促進 

松島は、大きな雇用創出効果が期待できる火力発電所の増設に向

けた検討を関係機関に要請する。
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(4)医療・福祉の充実 

蠣浦大島地域は、関係機関と連携し、医療従事者の継続的、安定

的確保に努めるとともに、介護サービスの充実、高齢者見守り活動

の促進等を図る。また、島外での出産に要する費用に対する支援に

努めるとともに、島内での保育の確保について検討する。 

○医師、看護師確保対策 

○診療所医療機器整備事業 

  

(5)教育の振興 

高校生修学については、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。 

 

(6)観光の振興及び交流の拡大 

池島は、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、イベント開催などにより交流人口の拡大を図る。 

○産業遺産活用促進事業 

 高島地域は、体験型観光施設を活用したイベントの開催や海をテ

ーマとしたスポーツ・レクリエーションの開催及び海水温浴施設を

活用した交流人口の増加を図る。また、端島（軍艦島）の世界遺産

登録を推進している「九州・山口の近代化産業遺産群」の構成資産

候補地区として施設整備を推進し、歴史・文化の発信地として活用

する。 

○グリーン・ツーリズムの推進 

 

(7)エネルギー対策 

蠣浦大島地域は、産学官のワーキンググループを立ち上げ、潮流

発電の実用化による新たな産業の創出に向けた検討を行う。 

 


