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第１章 総論 

 
１ 計画策定の趣旨 

離島振興法の改正（平成２４年６月２７日公布、平成２５年４月１日施行）により、

離島振興対策実施地域の振興のためには、厳しい自然的社会的条件の改善を図るととも

に、地域間交流の促進等により、人口の減少を抑制する必要性が明確にされた。 
また、離島活性化交付金の創設や、離島特別区域制度の検討などが新たに盛り込まれ

るなど、これまで以上に地域の創意工夫によるソフト施策の重要性が示された。 
このような法改正の趣旨を踏まえたうえで、飛島の現状と課題及びその有する特性を

再評価し、本県唯一の離島である飛島の自立的で持続的な発展を促すため今後１０年間

の振興の基本方針となる離島振興計画を策定するものである。 

 
２ 計画の対象地域 

本計画の対象地域は、山形県酒田市に属し、離島振興法に規定する離島振興対策実施

地域である「飛島」とする。 

 
＜位置図＞ 

 
３ 計画の期間 

本計画の期間は、離島振興法の有効期限と同じ、平成２５年度から平成３４年度まで

の１０年間とする。なお、必要に応じ内容の見直しを行うものとする。 

 
４ 計画の性格 

（１）計画の策定主体 

本計画は、離島振興法第４条及び国が定める離島振興基本方針に基づき酒田市が島民

の意見を踏まえ作成した計画案を受けて、山形県が定める。 
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（２）計画の推進主体 

計画の取組みにあたっては、国、山形県、酒田市のみならず、民間組織や島民、ある

いは県民と共に、一体的な推進を目指していくものである。 
（３）県・市の上位計画との関連 

本計画は、酒田市総合計画（平成２０年度～平成２９年度）、第３次山形県総合発展計

画（平成２２年から概ね１０年）との整合性を図るものとする。 

 
５ 計画の進行管理 

計画の達成に向けて、山形県と酒田市は毎年度、進捗状況等のフォローアップを行い、

その結果を公表する。 

 
６ 離島振興の基本的方針と目標 

≪振興の基本的方針≫ 

本地域は、県民をはじめ多くの人々に離島ならではの豊かな恵みを与え続けてきた。 
一方、著しい人口減少と少子高齢化により、地域コミュニティの活力低下が顕著にな

ってきている。 
改正離島振興法においては、国民全体にとっての離島振興の重要性に鑑み、産業基盤・

生活環境等に関する地域格差の是正、地域間交流の促進等により、人口の大幅減少の防

止、定住の促進を図る旨の規定が盛り込まれた。 
このようなことから、自然豊かで魅力あふれる「山形県の宝」である山形県唯一の離

島「飛島」の価値を広く国民、県民に伝えていくとともにコミュニティの維持や福祉の

向上、産業の振興、交流人口の拡大、とびしま未来協議会1を中心とした協働による島づ

くりの推進などにより移住・定住を促進し、本地域の持続的発展を図るものである。 

 
≪振興の目標≫ 

 (１)安全で安心して生活できるコミュニティの維持と福祉の向上 

人口減少、少子高齢化に対応した交通環境や生活環境の整備に努めるとともに、医療、

保健、福祉の充実を図り、地域で支え合う仕組みを整えることで、安全で安心して生活

できる地域コミュニティづくりに努めていく。 
また、東日本大震災を教訓として、防災対策はもちろんのこと、災害リスクを軽減す

るための多様な減災対策を強化していく。 

 
(２)水産業と観光を中心とした地域特性を活かした産業の振興 

島内産業の根幹である水産業と観光については、引き続き産業基盤の整備に取り組ん

でいく。 
また、特産品の研究・開発や滞在交流型観光の推進など、離島特有の地理的条件や地

域資源等を活かした産業の振興に努めていく。 

 
1 島民、島の応援団(大学、NPO 等)、行政等が合意形成のもと総合力による事業を運営・実施、または協議、支援して

いくことを目的とする協議会。 
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さらに、６次産業化への取組みや、地場産品の高付加価値化への取組みなどを促進し、

経営の安定と雇用の創出を図っていく。 
 

(３)自然環境の保全・活用と交流人口の拡大 

これまで受け継がれてきた豊かな自然と多様な動植物相の価値を再認識し、一層の保

全に努めていく。 
また、これらの魅力を多様な媒体により情報発信することで、体験学習や環境保全ボ

ランティア活動等のフィールドとしての利活用を促進し、交流人口の拡大を図っていく。 
さらに、本地域住民に複数地域居住が定着していることを踏まえ、例えば季節限定な

どの短期・中期的な滞在による様々な活動と交流の場について、本地域に関心を持つ多

くの島外者に積極的に提案するとともに、そのための受入環境を整備していく。 

 
(４)島内外の人材の協働による島づくりの推進と移住・定住の促進 

少子高齢化により、島内のマンパワー不足が顕著になってきている現状を踏まえ、と

びしま未来協議会を中心としたネットワークの活用により、島民と本土側の人材が協働

して島づくりに取り組む体制を強化していく。 
また、外部人材の活用と近隣離島等との交流を継続的に行うとともに、移住者の受入

れを推進していくことにより、新たな視点での島づくり活動の活性化を図っていく。 

 

＜飛島周遊マップ＞ 
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第２章 現状と課題 

 
１ 全般的状況 

【現状】 
飛島は、山形県唯一の離島であり、以前は飛島村として一島一村の自治体を形成して

いたが、昭和２５年４月に酒田市と合併し、市域の一部を形成する離島となった。その

後、昭和３０年に離島振興法に基づく離島振興対策実施地域の指定を受け、今日に至っ

ている。 
この間、離島という特殊な環境からくる後進性を解消するために、定期航路の充実、

漁港や漁場の整備、道路や通信網の整備、治山治水事業、診療体制の整備、防災対策、

観光関連施設や教育施設の整備など、各般にわたる事業が展開されてきた。 
その結果、生活環境や産業振興に関するハード面での基礎的整備が進み、良質な水道

水の安定供給や島内道路の整備、定期船の更新による定期航路の所要時間短縮など、島

民の生活環境は大きく改善されてきた。 
また、近年では島内介護事業所の開設、休校していた酒田市立飛島小中学校の再開、

近隣離島との定期的な交流、島外ボランティア等による環境保全活動や美化活動の活性

化、とびしま未来協議会の設立、緑のふるさと協力隊2等の外部人材の島内配置、「とび

魚だしプロジェクト」によるとび魚だしめんつゆの開発、かんきつ類の試験栽培、「しま

Ｃａｆé3」の開設など、新たな動きも見られるようになってきた。 
このように、本地域に対する施策は一定の評価をすることができるが、冬期間の厳し

い気象条件や、雇用、教育、医療、娯楽といった都市機能面での格差は依然として残っ

ており、物資の輸送などに係る費用が本土側より割高になることなどとも相まって、人

口減少と少子高齢化の流れに歯止めはかかっていない状況にある。 
【課題】 
島民が、愛着のあるこの地で安全に安心して生活していけるよう、引き続き計画的な

環境整備を行うとともに、とびしま未来協議会を中心とした多様な主体により、本地域

の活性化に向けた島づくり活動が展開されていくことが求められている。 

 
２ 個別具体的状況 

（１）地勢及び自然 

【現状】 
本地域は、酒田港沖北西３９．３kmの日本海上に位置し、周囲１２．０km、面積 

２．７５km2の小さい島である。周囲には御積島
おしゃくしま

や烏帽子
え ぼ し

群島などの島々や岩礁が点在

するが、飛島本島以外はいずれも無人島である。 

飛島は、粟島から日本海を北上する奥尻海嶺の一部が海上に突き出た場所にあり、新

第三紀に堆積した地層が隆起して基盤を成し、その後の火山活動によって噴出した安山

 
2 特定非営利活動法人地球緑化センターが進めている、農山村に興味をもつ若者を、地域活性化をめざす地方自治体に一

年間派遣するプログラム。 
3 とびしま未来協議会が開設した観光客も島民も気軽に立ち寄れる憩いの場。島の食材を使った飲み物やスウィーツの

提供、飛島独自のお土産品の販売、飛島の観光案内などを行っている。 
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岩や流紋岩などの火山噴出物で形成されている。また、気候変動による海面変化を繰り

返し、５段の海岸段丘が形成され、海上から見ると、ほぼ扁平な台地状を成している。

島内に河川はないが、沢筋に砂防ダムが建設されており、水源としての役目も担ってい

る。 

 

＜トビシマカンゾウ＞ 

気候は、比較的高緯度（北緯約３９度）にありながら、対馬海流（暖流）の影響を受

け、年間平均気温は１２．３度（１９８１年から２０１０年まで）と温暖であり、暖地

性のタブノキの群生地やムベ、モチノキなどの北限地帯となっている。その一方で、本

地域を南限とするオオバナノミミナグサなどの植物も見られ、暖地系と寒地系が混じっ

た珍しい植物相を呈している。 

また、本地域と佐渡島だけに産するトビシマカンゾウやト

ビシマナシなど、「トビシマ」の名を冠した貴重種が自生し

ているほか、本州では稀なエゾノコギリソウも確認されてい

る。 

 

＜渡り鳥(ヤツガシラ)＞ 

 

 
＜飛島クリーンアップ作戦＞

動物については、ウミネコの繁殖地として知られ、国の天

然記念物に指定されているほか、渡り鳥の中継地となってお

り、これまで２９０種以上の野鳥が確認され、春や秋の渡り

のシーズンには全国から大勢のバードウオッチャーが訪れ

ている。絶滅危惧Ⅱ類（ＶＵ）鳥類であるハヤブサも数つが

い生息しており、狭い面積の割に豊かな食物連鎖が成り立っ

ていることを示している。さらに、海は温暖で透明度が高く、

御積島付近ではドチザメが見られるほか、亜熱帯性の魚も多

く、館岩
たていわ

付近の海域に生息するムツサンゴ、オノミチキサン

ゴの群落は山形県の天然記念物に指定されている。 

このように、恵まれた自然環境にある本地域で

あるが、冬季間を中心に国内や周辺国から大量の

流木やプラスチック類などの漂着物が押し寄せ、

良好な海浜景観の喪失、海岸機能の低下、漁業や

海洋生物への影響等の被害が生じている。これを

受け、個人、団体のボランティアと、ＮＰＯ、行

政等が協働して取り組む清掃活動である「飛島ク

リーンアップ作戦」が行われている。 

【課題】 
本地域には典型的な海岸段丘や実に多様な動植

物相が展開しており、希少性のある生物を中心と

した豊かな自然を保護していくことが求められている。 

また、単に景色が美しいというばかりでなく、学術面はもちろん、児童生徒や一般市

民の自然観察・学習に適したフィールドとして、自然環境の保護に努めつつ、一層の活

用が求められている。 

海岸漂着ごみに関しては、島民の高齢化や人口減少が進む中で人手の確保や処理費用

が負担となっている。 
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（２）人口・世帯数 

【現状】 
本地域は、昭和１５年に 大１，７８８人の人口を有していた（酒田市とびしま総合

センター調査）が、昭和３０年代後半以降、進学熱の高まりから、子どもとその親が高

校等のある本土側へ相次いで転出したことなどにより、人口減少と少子化が急速に進ん

だ。 

人口及び高齢化率 (国勢調査)
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＜人口及び高齢化率＞ 

平成２２年国勢調査による人口は２２８人で、平成１２年調査時点からの減少は 
８８人と、これまでより減少幅は縮小したが、これは高校等へ進学する年代がほぼ皆無

となったことが大きな理由と考えられ

る。 
６５歳以上の高齢者人口の割合である

高齢化率は５９．６％であるのに対し、

１８歳未満人口の占める割合は２．２％

となっており、少子高齢化が顕著になっ

ている。平均世帯員数も１．９人と、高

齢の単身者や高齢者夫婦のみの世帯が

多い状況となっている。 
なお、ほとんどの世帯が酒田市の本土

側にも住居を有しており、複数地域居住

によるライフスタイルが定着している。 
【課題】 
高齢者福祉の充実と、青年層、若年層

の移住者受入れ等により、地域コミュニ

ティの活力維持に努めていく必要がある。 
 

（３）交通・通信 

①定期航路 

【現状】 
 

＜市営定期船とびしま＞ 

平成２２年に就航した市営定期船「とびしま」 
（２５３ｔ、２３０名定員）が唯一の公共交通機関であり、

勝浦港と酒田港との間を７５分で結んでいる。この定期航

路は、島民の生活航路であると同時に、観光航路としての

性格も持っており、通常期は１日１往復、観光シーズンに

は２～３往復の運航となっているが、定期船の便数及び運

航時刻については、酒田市が毎年、島民と協議している。 
また、旅客人数は平成２年度をピークに減少傾向にあり、

酒田市が単独で引き続き航路を維持していくことは困難な状況にある。 
酒田市では、定期船を更新する度に、所要時間の短縮や快適性の向上を図ってきたが、

冬季を中心に高くなる欠航率は、依然として解消されていない状況にある。連続して欠

航する場合もあり、島民の生活物資の輸送や水産物の出荷などに影響がある。 
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【課題】 
定期航路については、引き続き維持・確保していく必要があるが、定期船の運賃が島

民生活において大きな負担となっている。 
現在の生活航路としての発着時刻では飛島での滞在時間が短く、日帰り観光客の受入

れには課題となっている。 

 
②島内交通 

【現状】 
島内の道路は、県道１路線、市道４路線及び農免農道による総延長９．２kmであるが、

その公共的な移動手段については、診療所への通院カー4しかなく、観光客は主に、酒田

市や宿泊施設が提供する貸出自転車を利用している。起伏の激しい地形を考えると十分

な利便性が確保されているとはいい難い状況である。 
【課題】 
観光振興の観点から、また、今後更に進行する高齢化も踏まえた高齢者福祉の観点か

らも、利便性の高い新たな島内移動手段の導入が課題となっている。 
また、道路については、現在の道路環境を維持していく必要がある。 

 

③通信 

【現状】 
通信面では居住エリアでの携帯電話不感地帯は概ね解消され、主に観光エリアとなっ

ている西海岸付近でも一部通信可能となっている。さらに、平成２２年からはＡＤＳＬ

サービスの提供が開始され、情報通信環境は飛躍的に改善された。 
【課題】 

居住エリア内でも一部携帯電話の電波状況が弱い地域があり、また、観光客を中心に

更なる高速通信網の整備を望む声が多く、その対応が必要である。 

 
（４）産業 

【現状】 
平成２２年度国勢調査によれば、本地域の産業別就業人口構成は、第１次産業は 

９０人（５８．８％）、第２次産業は４人（２．６％）、第３次産業は５４人（３５．３％）

となっている。 
このうち、漁業従事者は６４人と就業人口全体の約４割を占め、次いで旅館や民宿を

中心とする宿泊業・飲食サービス業従事者が、全体の約２割の２７人となっており、水

産業と観光が本地域の基幹産業となっている。 
【課題】 
水産業と観光ともに就業者の高齢化と後継者不足に悩んでおり、後継者の確保が大き

な課題となっている。 

 
 

 
4 酒田市が運行している飛島診療所への送迎車。 
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①漁業 

【現状】 
飛島漁港は島内３集落（勝浦、中村、法木）に整備されているが、沿岸漁業を中心と

した個人操業がほとんどであるため、経営規模としては零細である。漁船数は１８４隻

（平成２２年１２月現在）で、そのほとんどが５トン未満の小型動力船である。主な魚

種は、イカ類、メバル類、トビウオ、サザエ、海藻など、多様多種な魚介類と海藻に恵

まれているが、漁業従事者の減少と高齢化、また磯焼け等の影響により、近年漁獲量が

減少してきている。 
漁港整備は継続的に行われており、機能強化と施設の長寿命化を図っているが、近年

波高が高くなっており、平成２４年度には防波堤のケーソンが転倒するなど漁港施設も

被災した。 
【課題】 
魚価の低迷、後継者不足など多くの課題を抱える漁業だが、本地域の基幹産業として、

今後も計画的な漁港と漁場の整備や栽培漁業の推進、効率的な流通等による漁業経営の

安定化を図っていく必要がある。 
なお、飛島での通年漁業については、魚介類と海藻の種類によって漁期や漁法があり、

様々な漁具の準備が必要となるなど、新規漁業者にとって独立経営開始は、初期投資が

多大になることが課題である。 
また、他業種との連携等による高付加価値化への取組みなどにより、採算性の向上を

図っていく必要がある。 

 
②農業 

【現状】 
統計上の農業従事者数は２６人（平成２２年国調）と、宿泊業・飲食サービス業に次

ぐ人数となっている。主な生産物は、ゴドイモと呼ばれるジャガイモや、大根、玉ねぎ

などであるが、そのほとんどが小規模な畑地で自給用として栽培されている。主に女性

が副業的に従事している程度であることから、平成２２年の農業センサスにおける経営

耕地面積は皆無となっている。 
以前は、四方を海で囲まれているという離島環境を活かした採種栽培への取組みも見

られたが、従事者の高齢化とともに衰退し、現在では島内介護事業所が行っている青菜

の採種栽培と、島外の団体による希少種の蕎麦（天保そば）の採種栽培のみとなってい

る。 
さらに、近年では自給用野菜の栽培も困難な高齢者が増えてきたことから、耕作放棄

地が増加してきている。 
【課題】 
耕作希望者への農地の貸出しや、体験農業フィールドとしての利活用など、農地の有

効活用を図っていく必要がある。 
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③その他の産業 

【現状】  

＜トビウオの焼干し＞ 

漁業者を中心にトビウオの焼干しイカの塩辛、干しアラ

メ、さらに 近では湯通し塩蔵ワカメなどの水産加工品の

製造が行われているが、個人若しくは小規模の組織による

製造が主であり、その規模は零細である。 
新たな特産品開発としては、東北公益文科大学、山形県

農村工業農業協同組合連合会、山形県漁業協同組合からな

るとび魚だしプロジェクトによる、とび魚だしを使っため

んつゆの開発や、とびしま未来協議会による、とび魚だし

めんつゆと天保そばの乾めんのセットの開発が行われて

いるほか、本地域の温暖な自然環境を活かした新しい作物

の可能性を探るため、かんきつ類の畑地や家庭の鉢植えで

の試験栽培による生育状況の調査が行われている。 

 

＜とび魚だしめんつゆと 
天保そばの乾めんのセット＞

本地域の森林面積は１７１ｈａと島全体の約６割を占

めているが、そのほとんどが酒田市有林となっており、島

内に林業従事者は存在しない。 
 

＜かんきつ類の鉢植え＞ 
(左からスダチ、不知火、レモン)

【課題】 
水産加工品の製造では、製品の安定供給や品質の統一な

どが課題となっていることから、島内全地域の高齢者や移

住者による加工組織の構築等により、水産加工品のブラン

ド化を図っていく必要がある。 
また、６次産業化への取組みや、地場産品の高付加価値

化への取組みなどを促進し、経営の安定と雇用の創出を図

っていく必要がある。 
さらに、かんきつ類については、適応性を検討していく

必要がある。 
 

 

（５）観光 

【現状】 
本地域は、昭和３８年に鳥海国定公園に指定されており、豊かな自然環境と特色ある

動植物に恵まれている。狭い地域の中で、極めて特色ある自然資源を有しており、それ

らがそのまま優れた観光資源となっている。全国的に離島ブームに沸いた昭和４０年代

後半から５０年代初めにかけてのピーク時には、年間３万人近くの観光客が訪れていた

本地域であるが、年々その数は減少し、近年では１万３千人程度で推移している。 
現在、島内の宿泊施設は、旅館が７軒、民宿が９軒あり、そのほとんどが家族経営と

なっており、近年では、従事者の高齢化により廃業するところが出てきている。 
島内には、遊歩道と保安林管理道が整備され、バードウォッチング愛好者に対する情

報提供や遊歩道の案内機能も整備されている。 
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＜しまＣａｆé＞ 

これまで課題とされてきた日

帰り観光客の受入については、

旅館や民宿での昼食提供や、と

びしま未来協議会が開設したし

まＣａｆé などにより改善が図

られてきた。 

観光客数 (酒田市調べ)
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＜観光客数の推移＞ 

【課題】 
観光客数を増加させるため、

自然観賞や釣りに加えて新たな

魅力、新たな観光メニューの創

出が望まれている。 
遊歩道等は歩道脇の草刈りや

落葉の除去等の管理が必要であ

り、展望台等の観光施設は老朽

化してきている。 
さらに、今後も多様な観光ニーズに対応したサービス提供

に努め、飛島の魅力や受入体制等の観光情報を発信し、観光

振興を図っていく必要がある。 

 
 

 

 

（６）生活環境 

①電気 

【現状】 
電気については、昭和３２年に島内発電施設が設置されて以来、需要に対応した増設

がなされ、供給体制は整っている。発電施設で使用する燃料は漁業協同組合所有の燃料

タンカーで運搬している。 
【課題】 
漁業協同組合所有の燃料タンカーが老朽化してきており、代船建造の時期を迎えてい

るため、発電施設への安定的な燃料の供給が課題となっている。 
 

②水道 

【現状】 
水道については、昭和３３年から簡易水道事業に取り組み、計画的な拡張や増補を進

めてきたことから、現在では普及率１００％、計画給水人口７００人、計画１日 大給

水量３１５ｍ３（４５０ℓ／人）と、夏場の観光シーズンなどの一時的な水需要増加にも

対応できる給水体制となっている。 
【課題】 
今後も安全な水を安定的に供給していく必要がある。 
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③し尿 

【現状】 
本地域では、浄化槽市町村整備推進事業により浄化槽の設置を促進しているが、敷地

面積の狭小さや、島内の経済情勢などから設置が進まない状況にある。そのため、し尿

処理については、一時的に島内貯留槽に貯留した後に、し尿処理運搬船で島外へ運搬し

て処理することがほとんどである。 
【課題】 
生活環境の向上、公共用水域の水質保全のためには水洗化が不可欠であるので、浄化

槽設置場所の確保方法等を検討しながら、水洗化を促進していく必要がある。 
 

④ごみ処理 

【現状】 
ごみ処理については、昭和６３年に島内に設置されたごみ焼却炉で、可燃ごみを処理

しており、平成１４年度には、焼却炉の改造整備によりダイオキシンによる健康被害の

未然防止にも努めている。一方、不燃ごみは本土側へ運び出して処理している。 
【課題】 
酒田市で回収していない解体空き家等の廃棄物の処理については、島外への運搬費が

加算され、割高となることが島民の負担となっている。 

 
⑤生活物資 

【現状】 
本地域では、個人経営の小規模な小売店が主に日用生活品を取り扱っているが、島内

での購入も含め、輸送などに係る費用のために石油製品や生活物資は本土側より割高と

なっている。 
【課題】 
石油製品や生活物資は本土側より割高になっていることが、島民の負担となっている。 
また、島民からは島内での買い物機会の増大を望む声が数多く寄せられており、その

対応が必要である。 

 
⑥コミュニティ施設・活動 

【現状】 
昭和５０年に、市役所の出先機関として「とびしま総合センター」が設置された。集

会場や調理室なども備えていることから、コミュニティ活動の拠点施設として活用され

ているほか、体験学習等での来島者への開放も行われている。 
また、勝浦、中村、法木の各集落には、それぞれ自治会館が設置されており、集落内

の自治活動の場として活用されている。 
このほか、平成２４年度にとびしま未来協議会が開設したしまＣａｆé は、島内外の

人々が気軽に交流できる場として大変好評を博している。 
一方、これまでは、全島民が参加する運動会や文化祭が行われ、島民の交流の場とな

ってきたが、人手不足、少子高齢化に伴い、実施が難しくなってきており､コミュニティ

活動の低下が心配される。 
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【課題】 
島民の交流の場が少なくなってきている中、しまＣａｆé は、今後も継続的な開設が

望まれており、このような気軽に語り合える場がもっと近場に欲しいとの声もあること

から、各集落での交流スペースを創出などし、コミュニティの維持・活性化を図ってい

く必要がある。 

 
⑦防災・減災と国土保全 

【現状】 
本地域は、海岸から急傾斜地を成して立ち上がった台地状地形が大部分を占めており、

海岸線に沿った帯状のわずかな土地に民家が連担していることから、火災が起こった場

合に類焼の危険が高い。さらに、波浪、土石流、急傾斜地崩壊などによる被害を受けや

すい立地条件となっているため、護岸などの海岸保全事業、砂防事業、急傾斜地崩壊対

策事業などによる防災対策が実施されている。火災に対しては消防団による消火体制を

とっており、ほとんどの男性が漁業に従事している事情から、女性を主体とした活動が

できるような消防団組織が整備されている。島内３集落には、小型動力ポンプと小型動

力ポンプ積載車がそれぞれ１台ずつ配備されており、定期的に更新されている。 
また、本地域の西方沖には大規模地震震源域が存在するとの指摘があり、地震発生時

には短時間での津波到来が予測されるため、高台へと至る避難路が各集落に整備されて

おり、緊急時の船舶接岸のための耐震岸壁も建設されている。平成２４年には、災害発

生時の孤立化を防ぐため、衛星携帯電話が避難所に配備された。 

なお、島内の情報伝達手段として定着しているＮＴＴオフトーク通信サービスは、緊

急時の活用にも期待されているが、平成２７年までにサービス提供が終了される予定で

ある。 

【課題】 
護岸などの海岸保全事業、砂防事業、急傾斜地崩壊対策事業などによる防災対策は、

今後も計画的な事業の推進が必要である。 
また、避難路、耐震岸壁、衛星携帯電話等の施設設備を適切に維持管理していくとと

もに、避難期間が長期にわたる場合を想定した避難所及び避難路の確保など、さらなる

減災対策が求められている。今後、高齢化とともに災害時要援護者の増加が見込まれ、

災害時の避難体制や協力体制など、現場レベルでの減災対策を講じる必要がある。 

さらに、ＮＴＴオフトーク通信サービスに替わる情報伝達手段を確保し、緊急時に正

確な情報を迅速に提供できる環境を整えていく必要がある。 
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（７）医療・保健 

【現状】 

 

 
＜山形県ドクターヘリ(イメージ)＞

 

＜酒田市飛島診療所＞ 

本地域では、昭和３４年にへき地診療所（現酒

田市飛島診療所）が開設され、その後昭和６３年

に移転改築されて現在に至っている。医師１名と

看護師２名が常勤する診療体制をとっていたが、

平成２４年３月に常駐医師が不在となり、現在は

臨時的な対応として、４月から１０月にかけては

週末に地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構

日本海総合病院（以下、「日本海総合病院」とい

う。）から派遣される医師１名による診療を行い、

１１月から３月までの期間は、酒田市立八幡病院

（以下、「市立八幡病院」という。）の医師により

ＴＶ電話を使った遠隔診療を行う体制となって

いる。 
また、現在酒田市が運行している診療所への通

院カーについては、診療所へ通院する高齢者の利便性に寄与している。 
なお、重篤な患者については、酒田海上保安部巡視船や山形県消防防災ヘリコプター

により本土病院へ搬送する体制をとっているが、平成２４年１１月からは救急医療の専

門医と看護師が搭乗する山形県ドクターヘリが就航したことから、救急搬送体制の強化

が図られた。 

【課題】 
常勤医師を確保し、島民が安心して生活できる環境を整えていく必要がある。 
また、診療所への通院カーについては、今後ますます高齢化が進むこと踏まえ、さら

なる利便性向上が求められている。 
 

（８）介護サービスと福祉 

【現状】 
平成２１年４月、介護事業者の移住により、島内に介護事業所が開設されたことから、

介護保険サービスの状況は大幅に改善された。同事業所は、市からの受託によりショー

トステイやデイサービスを実施するとともに、訪問介護サービスなども実施している。

それまでの本土側からのスタッフ派遣体制から、島内事業者によるサービス提供体制に

変わったことで、定期船の運航状況に左右されず、直前の利用申込みにも対応できるな

ど利便性が大きく向上したため、島内介護サービスの利用者数は大幅に増加した。 
なお、現在デイサービス等を実施する事業所が、人の出入りが多いとびしま総合セン

ター内にあることから、利用者のプライバシーへ配慮した環境整備が望まれている。 
また、昭和５０年にとびしま総合センターに併設された飛島託児所については、少子

化により平成１１年度から休園していたが、平成２１年の介護事業者一家の移住により

再開した。現在は就学前児童がいないことから再び休園となっている。 
【課題】 
介護保険サービスの充実については、島民ニーズの把握に努めていく必要がある。 
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飛島託児所については、希望に応じて再開できるようにしていく必要がある。 
 

（９）教育 

【現状】 
 

 
＜飛島いきいき体験スクール＞

平成２１年の介護事業者の移住により、平成 
１２年度から休校していた小学校が９年ぶりに、さ

らに２年後の平成２３年度には、平成１５年度から

休校していた中学校も８年ぶりに再開した。 
なお、休校期間中には飛島小中学校校舎を活用し

た、首都圏の小中学校によるセカンドスクールや修

学旅行が実施されていたほか、平成１３年度から、

酒田市の本土側の小学生が島民との交流や特色あ

る動植物の観察など、自然を活かした２泊３日の

「飛島いきいき体験スクール」を行ってきた。 
【課題】 
飛島小中学校は、豊かな自然の中で、のびのびと教育を受けられる環境となっている

ことから、さらに多くの児童生徒の健全育成の場としての活用を図る必要がある。 
また、再開した飛島小中学校の教育課程に配慮しながら、飛島いきいき体験スクール

などの体験学習の拠点としても、引き続き有効に活用していくことが求められる。 
本地域には高等学校が設置されていないため、高校生は通学のために本土側への居住

を余儀なくされることが島民の負担となっている。 

 
（10）文化・歴史 

【現状】  

＜火合わせ神事＞

本地域には、縄文時代の遺物が発見されているほか、古

代の絵文字が刻まれているといわれている「刻線刻画石」、

平家の落武者が刀剣、甲冑を埋めたといわれている「源氏

盛・平家盛」、平安時代のものとおもわれる人骨が発見さ

れた「テキ穴」、鳥海山が大噴火した時に山塊の一部が吹

き飛んでできた島という伝説、鳥海山大物忌神社と飛島の

小物忌神社に伝わる「火合わせ神事」など、謎に満ちた伝

説、離島特有の生活様式などの歴史文化資源や生活文化資

源が豊富にある。 

【課題】 
本地域にある豊富な歴史文化資源や生活文化資源の活用と継承を図る必要がある。 
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（11）島外との交流と協働活動 

【現状】 
島外との交流、協働活動としては、平成１３年度から飛島クリーンアップ作戦が継続

的に実施されているほか、平成１５年度から島内でそばの採種栽培に取り組む団体と東

北公益文科大学との協働による「天保そば・ゴドイモ収穫感謝祭」、平成１９年度から本

地域由来の植物トビシマカンゾウの保全活動をきっかけとして始まった佐渡島・粟島・

飛島の近隣三島による「三島交流会」、平成２１年度からとび魚だしプロジェクトと多様

な主体による協働活動がそれぞれ継続的に取り組まれてきた。 

 

 
＜とびしま未来協議会＞ 

また、平成２３年度から酒田市では、ボランティア活動による島内外の交流をさらに

活性化する目的で、島内でボランティア活動を実践する団体に対して、渡航経費を支援

する事業を実施している。 
こうした活動により、島外との協働による島づく

り活動の必要性について、地域の中での理解が深ま

ってきたことから、平成２３年５月に、島民と行政、

各種団体で構成されるとびしま未来協議会が設立さ

れた。島づくりのための合意形成の場となり、組織

の持つネットワークを活用した島内外の協働による

島づくり活動の展開が期待されている。 
また、平成２１年の介護事業者の移住により、介

護サービスをはじめ、休校中の小中学校、日常生活の支援体制など、これまで島内で大

きな課題となっていたことが飛躍的に改善されてきた。 
島外からの移住者受入れに対する島民理解が進んだことを契機に、平成２４年度から

外部人材として緑のふるさと協力隊を配置している。島内のマンパワー不足を補うとと

もに、地域の一員として、若者・他所者ならではの感性を島づくり活動に活かしている。 
【課題】 
島内外の交流や協働活動を今後も継続・支援し、さらに活性化していくことで、幅広

い視点を持った島づくり活動に繋いでくことが必要となっている。 
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第３章 振興の目標と推進施策 

 
１ 安全で安心して生活できるコミュニティの維持と福祉の向上 

（１）定期航路の維持と島内移動手段の確保 

定期航路は、本地域と酒田市の本土側を結ぶ唯一の公共移動手段であることから、定

期船発着所としての機能を併せ持つ漁港の整備と維持に努める。 
また、利用促進、利便性向上、経営の効率化を図ることで、酒田・勝浦航路改善計画

を推進し、定期航路の維持・確保に努めていく。 
さらに、島民の声、観光客の増加への対応等を踏まえた定期船の便数及び運航時刻に

ついても検討していく。 
一方、通院や買い物等のために本土側へ渡る費用が島民の大きな負担となっている状

況を踏まえ、既存の島民運賃による割引や高齢の島民向けの助成制度の拡充も含めて、

人の往来及び石油製品や生活物資の流通に要する費用の軽減について検討していく。 
島内の公共的な移動手段である診療所への通院カーについては、今後更に進む島民の

高齢化にも対応するため、自宅への送迎など利便性向上のための運行行方法を検討する。 
また、観光客については、主に酒田市や宿泊施設が提供する貸出自転車の利用となっ

ているため、電動アシスト自転車の導入についても検討し維持拡充に努めていく。同時

に、道路の適時適正な補修を進める。 

 
（２）生活環境の整備等 

電気については、安定した供給体制を確保するため、燃料の運搬手段について検討し

ていく。 
また、補完的な電力供給手段として、太陽光発電や小型風力発電による再生可能エネ

ルギーの導入についても、積極的に検討を進めていく。 
水道施設については、今後も計画的な更新と適正な維持管理に努め、施設の長寿命化

と良質な飲料水の安定供給体制を維持する。 
し尿処理については、公共用水域の水質や豊かな自然環境の保全、良好な居住環境の

確保及び観光振興等の観点から、浄化槽市町村整備推進事業により、浄化槽の設置を促

進していく。 
なお、敷地が狭小なために設置場所の確保が困難となる事例も見られることから、公

共用地等への設置なども協議していく。 
廃棄物については、島外搬出に要する費用への支援を検討していく。 
情報通信面については、携帯電話の不感地帯解消のための基地局強化と、更なる高速

情報通信網の整備に向け、通信事業者への働きかけを継続していくとともに、国の各種

助成措置を活用していくことも検討する。 
また、平成２７年までに廃止予定である、ＮＴＴオフトーク通信サービスに替わる島

内情報通信手段の検討を進める。 
島内で買い物については、利便性を向上させるため、地域での共同購入体制や移動販

売車の導入など、地域にあった仕組みづくりを検討していく。 
各集落での交流スペースの創出については、既存施設の活用も視野に入れて検討する
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とともに、島民が気軽に集まることができる拠点づくりや交流イベントの開催への支援

をしていく。 
 

（３）医療・保健・福祉の充実 

常勤医師が不在となった診療所については、早期の常勤医師の確保を図るとともに、

日本海総合病院や市立八幡病院との連携を維持し、常勤医師を確保できるまでは、派遣

医師による週末診療とＴＶ電話を利用しての遠隔診療による体制を継続していく。 
また、本土病院への救急搬送のために、山形県ドクターヘリや消防防災ヘリ及び海上

保安部巡視船などによる複数の救急搬送手段を確保していく。 
さらに、妊婦が本土側において健康診査を受診し、出産に必要な医療を受ける機会を

確保していくための支援を検討していく。 
介護保険サービスについては、島民ニーズの把握に努め、地域包括ケア5の推進に向け

て、サービスの充実に努める。 
また、介護予防講座などの介護予防事業についても継続的に実施していく。 
さらに、地域の中で互いに支え合う人的体制の構築や、自治会館や空き家等を利用し

た高齢者等の身近な居場所づくりなどについて検討していく。 
飛島託児所については、今後も希望に応じて適時に再開できるよう、適切な維持管理

に努める。 

 
（４）防災・減災対策の強化と国土保全 

台風や豪雨などによるがけ崩れを防止するため、引き続き治山治水事業を進めていく

とともに、東日本大震災を教訓として、飛島地域防災計画の見直し作業の中で、災害時

の避難体制や協力体制などについて、島民とともに検討していく。 

また、山形県、酒田市、飛島の各地域防災計画に基づき、避難訓練等のソフト対策と、

居住地域の海岸保全事業によるハード対策が一体となった津波対策を進めていく。 
さらに、避難所機能の充実や避難路の維持管理、再生可能エネルギー導入等による電

源の分散設置、多様な情報伝達手段の確保など、災害リスク軽減のための多角的な減災

対策について検討を進める。 

 
（５）教育の振興と文化の保存・継承 

再開した小中学校を、島内外の児童生徒の体験学習等拠点として引き続き活用すると

ともに、豊かな自然の中で、のびのびと教育を受けられる環境を活かした離島留学制度6

の導入などについても検討していく。 
また、本地域には高校が設置されていないことから、高校等進学のため本土側に居住

する際に要する費用への支援等についても検討していく。 
本地域の豊かな歴史文化資源や生活文化資源については、その保存に努め、観光、教

育、研究、交流、福祉の分野などでの活用を図っていく。 

 
5 高齢者の生活を地域で支えるために、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスを一体化して提供していくとい

う考え方。 
6 島の小学校や中学校に本土から小学生や中学生を一定期間受け入れて、学校教育を受けつつ、島ならではの体験（島の

自然体験、漁業体験、島の人たちとの交流）を体験してもらう制度。 
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また、これら資源を次代に継承するため、島内外の人材の確保・育成に努めていく。 

 
２ 水産業と観光を中心とした地域特性を活かした産業の振興 

（１）水産業の振興 

本地域の基幹産業である水産業の振興を図るため、引き続き漁港や漁場の整備、維持

に努め、藻場の保全活動を推進する。 
また、漁業経営の安定化を図るため、漁業協同組合等の施設整備を促進し、出荷体制

の強化と流通の効率化に努める。 
さらに、水産加工品を飛島ブランドとして確立するため、品質統一と安定生産のため

の体制を検討し、情報発信の強化や流通販路拡大等により知名度の向上及び市場の拡大

を図る。 
漁業後継者を確保・育成するため、既存の各種後継者育成支援制度を円滑に実施でき

るよう、地元漁業者を中心とした協力体制の構築を促進し、特に移住者等の新規漁業者

に対しては、山形県漁業就業者確保育成センター及び山形県漁業協同組合を窓口として

新規就業に係る情報提供や技術的研修に取り組んでいくとともに、比較的参入しやすい

採
さい

貝
かい

藻
そう

漁業
ぎょぎょう

、定置網漁業からの就業を促していく。 

 

（２）観光の振興 

本地域の特色ある動植物相や豊かな自然環境、豊富な海洋資源、歴史文化資源や島民

がこれまで培ってきた生活の知恵や漁体験などの生活文化資源を活かした、滞在交流型

の要素を取り入れたニューツーリズム7やバードウオッチング・ガイドを活用した野鳥観

察観光などの新たな観光メニューの創出に努め、それらの観光サービスの提供に向けて、

島内外協力体制の構築を促進していく。 

また、宿泊施設のサービス水準の向上や、トイレの水洗化などの質的な向上について

引き続き促進していくとともに、観光施設や遊歩道等の整備及び適正な維持管理により、

観光客の快適性の向上を図っていく。 
さらに、しまかへ(Ｃａｆé)を観光拠点のひとつと位置付け、観光案内をはじめ、各種

情報の提供、とび魚だし、イカ、ゴドイモ、天保そばなどの島の特産品を使った飲食物

の提供等により、島民と観光客が気軽に交流できるにぎわいの場づくりに努めていく。 
なお、本地域の魅力については、観光キャンペーンやイベントへの出展なども活用し

つつ、多様な媒体を利用して、県内外への積極的な情報発信に努めていく。 

 
（３）地域産業の振興と就労の場の確保 

地理的環境などの地域特性を活かした地場産品の高付加価値化への取組みやインター

ネット販売等への取組みを促進する。 
また、かんきつ類については、畑地での試験栽培を継続し、適応性の調査結果を踏ま

えて、次の展開を検討するとともに、鉢植えについては、生育状況を見据えながら、し

 
7 テーマ性が強く、体験型・交流型の要素を取り入れた新しい形態の旅行。テーマとしては産業観光、エコツーリズム、

グリーン・ツーリズム、ヘルスツーリズム等が挙げられ、旅行商品化の際に地域の特性を活かしやすいことから、地域活

性化につながるものと期待されている。 
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まかへ(Ｃａｆé)や宿泊施設での食と結び付けた活用方法を検討していく。 
さらに、６次産業化を進めるため、島内外の漁業者、加工業者、販売事業者とのマッ

チングを推進し、これらを担う人材の確保・育成に努め、就労の場の確保と地域産業の

振興を図っていく。 
今後も増加が見込まれる耕作放棄地や空き家等については、体験農業や滞在交流型観

光及び特産品開発などの拠点として有効に活用していく方法を検討し、あるものを活か

した地域産業の振興に努めていく。 

 
３ 自然環境の保全・活用と交流人口の拡大 

（１）自然環境の保全・活用 

島民の生活環境の維持と産業振興を図っていくうえで、自然環境の保全はきわめて重

要であることから、本地域の特色ある動植物相を保全することの大切さを啓発するとと

もに、鳥海国定公園の適切な管理に努めていく。 
また、治山事業による森林資源の維持管理などにより、継続的に自然環境の保全に努

めていく。 
さらに、飛島クリーンアップ作戦を継続するとともに、環境保全を目的としたボラン

ティア活動のフィールドとしての活用を道路の草刈、森林の下刈り活動などの漂着ごみ

の清掃活動以外にも広げていく。 
なお、漂着ごみの中で流木など再利用が可能なものについては、その利用方法につい

ても検討していく。 

 
（２）交流人口の拡大 

観光振興の施策を実施することで交流人口の拡大を図るとともに、ボランティアをは

じめ、エコツアーや体験学習などを目的とする来島者等の受入体制を整え、その活動を

支援することにより、交流の活性化を図っていく。 
また、現代社会においてはライフスタイルの多様化が進んでいる。本地域で定着して

いる複数地域居住のようなライフスタイルでの短期・中期的な滞在による交流を促進す

るため、空き家等を活用した受入体制の構築について検討する。 
さらに、これらの活動情報や支援情報、受入体制の情報などについては、様々な媒体

により広く情報発信に努め、交流人口の拡大に努めていく。 
 

４ 島内外の人材の協働による島づくりの推進と移住・定住の促進 

（１）島内外の人材の協働による島づくりの推進 

島内外の多様な団体により構成されるとびしま未来協議会の持つネットワークを活用

し、島内外の多様な人材の協働による島づくり活動を促進していく。 
三島交流会（佐渡島・粟島・飛島）やアイランダー8などの交流事業については、島づ

くり活動を学ぶ場として継続的に参画し、他地域の取組みや考え方を学ぶとともに、交

流を活性化させることで、島民の島づくりに対する意識の醸成を図っていく。 

 
8 国土交通省と財団法人日本離島センターが主催する全国の島が一体となって島のもつ自然・歴史・文化・生活などのす

ばらしさをアピールし、交流人口の拡大、Ｕ・Ｉターンの促進を図り、離島地域の活性化に資する目的で行う「離島」と

「都市」との交流イベント。 
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飛島クリーンアップ作戦は、個人、団体のボランティアと、ＮＰＯ、行政等の協働に

よる活動となっており、先駆的な取組みとして評価が高い。このような活動形態を一つ

のモデルとして、今後の島づくり活動に取り組んでいく。 
 

（２）移住・定住の促進 

平成２４年度から配置した緑のふるさと協力隊等の外部人材については、島内のマン

パワー確保、新たな視点での島づくりといった観点から、今後も継続して配置していく

とともに、島民の必要に応える地域貢献従事者（本土側からの生活物資仕入れ作業、島

内販売、高齢者見回り、行政との連絡等）を確保・育成する取組みについて検討する。 
とびしま未来協議会を中心とした移住希望者に対するきめ細かな相談支援・情報提供

体制を構築し、空き家の利活用などによる移住者の住まいに対する支援の充実を行うこ

とで島外からの移住者の受入れを促進する。 
また、観光客等の受入体制を充実させることで島内の就労の場を創出し、旅館や民宿

などの後継者が回帰・定着できる環境づくりを行っていく。 


	２　計画の対象地域
	３　計画の期間
	４　計画の性格
	５　計画の進行管理
	６　離島振興の基本的方針と目標
	第２章　現状と課題
	１　全般的状況
	２　個別具体的状況
	（１）地勢及び自然
	（２）人口・世帯数
	（３）交通・通信
	①定期航路
	②島内交通




