
政令で定める
事業等

（別表参照）
実施主体 実施年度 離島振興計画に基づく事業等の内容 うち、Ｈ２６年度に実施する事業等の内容

対馬島 対馬市 Ｃ 対馬市 Ｈ２５～２６ 漁業者による藻場の保全活動等を支援する事業
種苗放流や海岸・海底清掃、藻場礁設置などの活動を実
施する漁業集落に対する支援

対馬島 対馬市 Ｄ
その他の者
（民間団体）

Ｈ２５～２７ 輸送コストへの支援を行い、産業の活性化を図る事業
戦略品目（魚介類（生鮮、冷凍）、製材、チップ材、薪）を本
土まで移出する際の海上輸送経費の補助

対馬島 対馬市 Ｄ 対馬市 Ｈ２５～２７ 効果的な情報発信等による、産業の振興及び定住促進を図る事業
アンテナショップ「よりあい処つしま」での各種情報発信、
物産展及び移住相談会の開催

対馬島 対馬市 Ｄ 対馬市 Ｈ２５～２７ 消費者のニーズに合わせた商品を開発する事業
商品づくり勉強会やデザインアドバイス会、バイヤー商談
会の開催、物産展での試験販売等

対馬島 対馬市 Ｄ 対馬市 Ｈ２５～２７ 有害鳥獣の肉や皮革を活用した新規産業を創出する事業
有害鳥獣の捕獲状況調査、新産業創出に向けた技術開
発や人材育成等

対馬島 対馬市 Ｄ 対馬市 Ｈ２６～２８ 新たな商品の開発による漁業所得の向上を図る事業 廃棄される魚を利用した商品開発等

対馬島 対馬市 Ｅ

長崎県
対馬市

その他の者 Ｈ２５～２９ 離島における医療体制の整備・充実を図る事業

・へき地医療支援機構による代診医派遣等の対応
・へき地診療所の運営（１５診療所）
・へき地医療拠点病院による診療応援等の対応

離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等で政令で定めるものに関する事項

５年

事業計画のうちＨ２６年度に実施するものの公表 様式１

対象離島 市町村
対象指定
地域

計画期間

対馬島 対馬市 Ｅ その他の者
（へき地医療
拠点病院）

Ｈ２５～２９ 離島における医療体制の整備・充実を図る事業 ・へき地医療拠点病院による診療応援等の対応
・へき地医療拠点病院の運営（3病院）
・へき地医療拠点病院設備整備（中対馬病院）

対馬島 対馬市 Ｆ 対馬市 Ｈ２５～２９ 妊婦の交通費等支援に関する事業
産婦人科を有する病院がない対馬北部に居住する出産間
近の妊婦に対する交通費及び宿泊費の助成

対馬島 対馬市 Ｈ 対馬市 Ｈ２５～２７ 観光資源及び地理的特性等を活かした交流促進を図る事業
地理的特性を活かした国境花火大会、特産品の販路拡大
及び知名度向上を図るための対馬食通祭、文化財や景観
などを題材にした写真展などの開催等

対馬島 対馬市 Ｈ 長崎県 Ｈ２５～２６ 離島を訪れる観光客の利便性の向上を図る事業 離島に設置している広域観光案内板の板面修正等を実施

対馬島 対馬市 Ｈ 対馬市 Ｈ２６ 地理的特異性を活かした交流の促進を図る事業
国境観光対馬モデル確立に向けたシンポジウム開催、観
光資源ツールの発掘及び旅行商品の開発等

対馬島 対馬市 Ｈ 対馬市 Ｈ２６～２８ 歴史・自然・文化などの観光資源を活かして交流促進を図る事業
初心者でも楽しめる体験コースから上級者コースまでを設
定したシーカヤックイベントの開催

対馬島 対馬市 Ｈ
その他の者
（協議会）

Ｈ２６ 歴史文化資源を活用して交流促進を図る事業 ユネスコ世界記憶遺産への登録

対馬島
５年

（H25～29）



政令で定める
事業等

（別表参照）
実施主体 実施年度 離島振興計画に基づく事業等の内容 うち、Ｈ２６年度に実施する事業等の内容

対馬島 対馬市 Ｈ 対馬市 Ｈ２６～２８ 外からの視点や助言等による島の新たな価値と産業を創造する事業
学生インターンシップの受入、短期合宿「島おこし実践塾」
開催、学術研究等に対する奨励補助等

対馬島 対馬市 Ｈ 長崎県 Ｈ２６～２８ 国内及び国外の地域との交流の促進に関する事業
青少年交流事業「日韓未来塾2014」の実施〔日韓の大学
生等各25人（合計50人）の参加予定〕

対馬島 対馬市 Ｈ 長崎県 Ｈ２６～２７ 観光客の受入態勢の充実並びに満足度の向上を図る事業
体験型観光モニターツアーの実施、厳原港及び比田勝港
周辺でマルシェの開催

対馬島 対馬市 Ｈ 長崎県 Ｈ２６～２８ 国境の島の地理的特性を活かしたイベント開催事業
朝鮮通信使を世界記憶遺産に登録を目指すにあたり、国
際シンポジウムを開催

対馬島 対馬市 Ｈ 長崎県 Ｈ２６ 離島と他の地域との間の交流の促進に関する事業
日韓のトップ演奏家が対馬の優れた地域資源を活用した
コンサートを開催

対馬島 対馬市 Ｉ 対馬市 Ｈ２５～２７ ハザードマップ作成の促進など防災体制の充実を図る事業 海抜等を記載した避難標識の設置

対馬島 対馬市 Ｉ 対馬市 Ｈ２５～２６ 島民の安全確保と安心の提供を実現するための施設整備事業 避難施設等の改修

対象指定
地域

計画期間 対象離島 市町村

離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等で政令で定めるものに関する事項

対馬島
５年

対馬島 対馬市 Ｉ 対馬市 Ｈ２６ 島民の安全確保と安心の提供を実現するための施設整備事業 防災機能強化を図るための避難所の改修

対馬島 対馬市 Ｊ 対馬市 Ｈ２６～２８ 島内高校の進学率向上を図る事業
プロの音楽団による学生への楽器指導及びコラボコン
サートの開催

対馬島 対馬市 Ｊ 対馬市 Ｈ２６ 地域力の向上と地場産業の育成・活性化を図る事業
地域の方向性や将来像を示す地域づくり計画の策定及び
総合計画への反映等

対馬島 対馬市 Ｊ 長崎県 Ｈ２６ 定住促進に関する事業
しまへの若者の定住支援に関する新たな支援スキーム等
の構築

海栗島 対馬市 Ｊ 長崎県 Ｈ２６ 定住促進に関する事業
しまへの若者の定住支援に関する新たな支援スキーム等
の構築

泊島 対馬市 Ｃ 対馬市 Ｈ２５～２６ 漁業者による藻場の保全活動等を支援する事業
種苗放流や海岸・海底清掃、漁場監視、根付け資源保護
などの活動を実施する漁業集落に対する支援

泊島 対馬市 Ｊ 長崎県 Ｈ２６ 定住促進に関する事業
しまへの若者の定住支援に関する新たな支援スキーム等
の構築

対馬島
（H25～29）



政令で定める
事業等

（別表参照）
実施主体 実施年度 離島振興計画に基づく事業等の内容 うち、Ｈ２６年度に実施する事業等の内容

赤島 対馬市 Ｃ 対馬市 Ｈ２５～２６ 漁業者による藻場の保全活動等を支援する事業
種苗放流や海岸・海底清掃、漁場監視、根付け資源保護
などの活動を実施する漁業集落に対する支援

赤島 対馬市 Ｉ 対馬市 Ｈ２５～２７ ハザードマップ作成の促進など防災体制の充実を図る事業 海抜等を記載した避難標識の設置

赤島 対馬市 Ｊ 長崎県 Ｈ２６ 定住促進に関する事業
しまへの若者の定住支援に関する新たな支援スキーム等
の構築

沖ノ島 対馬市 Ｃ 対馬市 Ｈ２５～２６ 漁業者による藻場の保全活動等を支援する事業
種苗放流や海岸・海底清掃、漁場監視、根付け資源保護
などの活動を実施する漁業集落に対する支援

沖ノ島 対馬市 Ｊ 長崎県 Ｈ２６ 定住促進に関する事業
しまへの若者の定住支援に関する新たな支援スキーム等
の構築

島山島 対馬市 Ｃ 対馬市 Ｈ２５～２６ 漁業者による藻場の保全活動等を支援する事業
食害駆除、イカ柴設置、海岸清掃などの活動を実施する
漁業集落に対する支援

島山島 対馬市 Ｉ 対馬市 Ｈ２５～２７ ハザードマップ作成の促進など防災体制の充実を図る事業 海抜等を記載した避難標識の設置

対象指定
地域

計画期間 対象離島 市町村

離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等で政令で定めるものに関する事項

対馬島
５年

（H25～29）

島山島 対馬市 Ｊ 長崎県 Ｈ２６ 定住促進に関する事業
しまへの若者の定住支援に関する新たな支援スキーム等
の構築

壱岐島 壱岐市 Ｃ 壱岐市 Ｈ２５～２６ 漁業の活性化、再生に関する事業 ９集落の種苗放流、清掃活動等の地域活動を支援

壱岐島 壱岐市 Ｄ
その他の者
（民間団体）

Ｈ２５～２７ 戦略産品の移出に係る輸送コストの低減に関する事業
戦略品目（「米」、「野菜類」、「花き」、「魚介類」）を移出す
る際の海上輸送経費の一部を支援

壱岐島 壱岐市 Ｈ
その他の者

（実行委員会）
壱岐市

Ｈ２５～２７ 特産品の活用による交流人口の拡大に関する事業
市内において、壱岐焼酎振興のためのイベントを開催し、
市内外から集客を図るとともに、福岡市において壱岐焼酎
に関する情報発信を行う。

壱岐島 壱岐市 Ｈ 壱岐市 Ｈ２５～２７ 島の魅力を発信し国内外からの誘客を図る事業
外国語ポスター・プロモーションビデオによる情報発信、窓
口設置による外国人観光客の受入体制整備を行うととも
に誘客活動を展開

壱岐島 壱岐市 Ｈ
その他の者

（実行委員会）
壱岐市

Ｈ２５～２６ 島外との交流の促進に関する事業
パートナーシップ宣言をおこなった兵庫県朝来市での観光
物産展において、壱岐市の情報発信を行い、認知度向上
を図る。

壱岐島 壱岐市 Ｈ 壱岐市 Ｈ２６～２８ 壱岐市の玄関口である福岡市と連携し、外国人観光客誘致を図る。
台湾・中国・韓国等のマスコミ・旅行社等の招聘、ＩＴＦ等の
旅行博への出展を行うことによる誘客活動を展開

壱岐島
５年

（H25～29）



政令で定める
事業等

（別表参照）
実施主体 実施年度 離島振興計画に基づく事業等の内容 うち、Ｈ２６年度に実施する事業等の内容

壱岐島 壱岐市 Ｈ 壱岐市 Ｈ２６～２８ 外国人観光客を誘致するための支援と受入体制整備を図る。
宿泊される外国人へ補助金を交付する。（交付金対象外）
また、外国人を受け入れるにあたってのおもてなしセミ
ナー、英会話等講座を開催し、受入体制整備を図る。

壱岐島 壱岐市 Ｈ 壱岐市 Ｈ２５～２７ 地域情報の発信に関する事業

旅行者のしまとく通貨購入の利便性を高めるため臨時職
員を雇用して販売体制を強化。福岡地域での情報発信の
ためのコンテンツ作成と活用。市内加盟店の紹介動画の
作成。

壱岐島 壱岐市 Ｈ 壱岐市 Ｈ２６ 特産品の活用による交流人口の拡大に関する事業

壱岐市の郷土料理「ひきとおし」や全国的にも評価の高い
壱岐の農水産物を活用したご当地グルメの認知度向上を
図るイベントを、市の既存の大型イベント等と連動して実
施。

壱岐島 壱岐市 Ｈ 壱岐市 Ｈ２６ 地域情報の発信に関する事業
大都市圏である大阪地域において、壱岐神楽や壱岐の文
化財を活用した観光物産展を開催し、関西地区で壱岐の
情報発信を行うとともに、同地区からの誘客促進を図る。

壱岐島 壱岐市 Ｈ 壱岐市 Ｈ２５～２７ 新たな体験メニューの創出に関する事業
ドルフィンスイミングの実施に向けたトレーニングを開始
イルカパークのイルカの飼育管理の強化を実施

壱岐島 壱岐市 Ｈ 長崎県 Ｈ２５～２６ 離島を訪れる観光客の利便性の向上を図る事業 離島に設置している広域観光案内板の板面修正等を実施

壱岐島 壱岐市 Ｈ 長崎県 Ｈ２６ 島外との交流、ＰＲの推進に関する事業
中国湖北省の高校生が実施する、青少年交流や体験学
習などの活動に対する支援

壱岐島 壱岐市 Ｉ 壱岐市 Ｈ２５～２６ 防災拠点施設等の耐震化を図る事業 指定避難場所である体育館の耐震診断を実施

対象指定
地域

計画期間 対象離島 市町村

離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等で政令で定めるものに関する事項

壱岐島
５年

（H25～29）

壱岐島 壱岐市 Ｉ 壱岐市 Ｈ２５～２６ 防災拠点施設等の耐震化を図る事業 指定避難場所である体育館の耐震診断を実施

壱岐島 壱岐市 Ｊ 長崎県 Ｈ２６ 定住促進に関する事業
しまへの若者の定住支援に関する新たな支援スキーム等
の構築

若宮島 壱岐市 Ｊ 長崎県 Ｈ２６ 定住促進に関する事業
しまへの若者の定住支援に関する新たな支援スキーム等
の構築

原島 壱岐市 Ｃ 壱岐市 Ｈ２５～２６ 漁業の活性化、再生に関する事業 三島集落の種苗放流、清掃活動等の地域活動を支援

原島 壱岐市 Ｅ

長崎県
その他の者
（へき地医療
拠点病院）

Ｈ２５～２９ 離島における医療体制の整備・充実を図る事業
・へき地医療支援機構による代診医派遣等の対応
・へき地医療拠点病院による診療応援等の対応

原島 壱岐市 Ｆ 壱岐市 Ｈ２５～２９ 離島に居住する妊婦の交通費等の支援に関する事業 離島に居住する妊婦の交通費等を支援

原島 壱岐市 Ｇ 長崎県 Ｈ２５～２９ 高等学校等への通学に係る交通費等を軽減する事業
県内高等学校等の生徒への通学費、居住費の支援（年６
人予定）



政令で定める
事業等

（別表参照）
実施主体 実施年度 離島振興計画に基づく事業等の内容 うち、Ｈ２６年度に実施する事業等の内容

原島 壱岐市 Ｊ 長崎県 Ｈ２６ 定住促進に関する事業
しまへの若者の定住支援に関する新たな支援スキーム等
の構築

長島 壱岐市 Ｃ 壱岐市 Ｈ２５～２６ 漁業の活性化、再生に関する事業 三島集落の種苗放流、清掃活動等の地域活動を支援

長島 壱岐市 Ｅ

長崎県
その他の者
（へき地医療
拠点病院）

Ｈ２５～２９ 離島における医療体制の整備・充実を図る事業
・へき地医療支援機構による代診医派遣等の対応
・へき地医療拠点病院による診療応援等の対応

長島 壱岐市 Ｆ 壱岐市 Ｈ２５～２９ 離島に居住する妊婦の交通費等の支援に関する事業 離島に居住する妊婦の交通費等を支援

長島 壱岐市 Ｇ 長崎県 Ｈ２５～２９ 高等学校等への通学に係る交通費等を軽減する事業
県内高等学校等の生徒への通学費、居住費の支援（年６
人予定）

長島 壱岐市 Ｊ 長崎県 Ｈ２６ 定住促進に関する事業
しまへの若者の定住支援に関する新たな支援スキーム等
の構築

大島 壱岐市 Ｃ 壱岐市 Ｈ２５～２６ 漁業の活性化、再生に関する事業 三島集落の種苗放流、清掃活動等の地域活動を支援

長崎県
その他の者

・へき地医療支援機構による代診医派遣等の対応

壱岐島
５年

（H25～29）

対象指定
地域

計画期間 対象離島 市町村

離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等で政令で定めるものに関する事項

大島 壱岐市 Ｅ
その他の者
（へき地医療
拠点病院）

Ｈ２５～２９ 離島における医療体制の整備・充実を図る事業
医療支援機構 代診医派遣等 対

・へき地診療所の運営（三島診療所）
・へき地医療拠点病院による診療応援等の対応

大島 壱岐市 Ｆ 壱岐市 Ｈ２５～２９ 離島に居住する妊婦の交通費等の支援に関する事業 離島に居住する妊婦の交通費等を支援

大島 壱岐市 Ｇ 長崎県 Ｈ２５～２９ 高等学校等への通学に係る交通費等を軽減する事業
県内高等学校等の生徒への通学費、居住費の支援（年６
人予定）

大島 壱岐市 Ｊ 長崎県 Ｈ２６ 定住促進に関する事業
しまへの若者の定住支援に関する新たな支援スキーム等
の構築

黒島 松浦市 Ｅ

長崎県
その他の者
（へき地医療
拠点病院）

Ｈ２５～２９ 離島における医療体制の整備・充実を図る事業
・へき地医療支援機構による代診医派遣等の対応
・へき地医療拠点病院による診療応援等の対応

黒島 松浦市 Ｆ 松浦市 Ｈ２５～２９ 離島の妊婦の出産に伴う経済的負担を軽減する事業
健診受診時の交通費及び出産に備えて本土で待機する
際の宿泊費・交通費を支援（制度整備のみ、現在対象者
なし）

青島 松浦市 Ｃ 松浦市 Ｈ２５～２６ 漁場の生産力向上に向けた漁場環境を改善する事業
カサゴ、赤ウニ、アワビ等の稚魚・稚貝の放流及びガンガ
ゼ駆除等の魚場環境改善活動を支援

平戸諸島
５年

（H25～29）



政令で定める
事業等

（別表参照）
実施主体 実施年度 離島振興計画に基づく事業等の内容 うち、Ｈ２６年度に実施する事業等の内容

青島 松浦市 Ｃ 松浦市 Ｈ２５～２６ 養殖業における新魚種導入を支援する事業 貝類（岩がき）の養殖事業を支援

青島 松浦市 Ｅ

長崎県
その他の者
（へき地医療
拠点病院）

Ｈ２５～２９ 離島における医療体制の整備・充実を図る事業
・へき地医療支援機構による代診医派遣等の対応
・へき地診療所の運営（青島診療所）
・へき地医療拠点病院による診療応援等の対応

青島 松浦市 Ｆ 松浦市 Ｈ２５～２９ 離島の妊婦の出産に伴う経済的負担を軽減する事業
健診受診時の交通費及び出産に備えて本土で待機する
際の宿泊費・交通費を支援（年１人予定）

青島 松浦市 Ｇ 長崎県 Ｈ２５～２９ 高等学校等への通学に係る交通費等を軽減する事業
県内高等学校等の生徒への通学費、居住費の支援（年３
人予定）

青島 松浦市 Ｇ 松浦市 Ｈ２６～２９ 高等学校等への通学に係る交通費等を軽減する事業
県内高等学校等の生徒への通学費、居住費の支援（年４
人予定）

飛島 松浦市 Ｃ 松浦市 Ｈ２５～２６ 漁場の生産力向上に向けた漁場環境を改善する事業
カサゴ、オコゼ等の稚魚の放流及び小型底曳き漁船によ
る海底耕運等の魚場環境改善活動を支援

飛島 松浦市 Ｃ 松浦市 Ｈ２５～２６ 養殖業における新魚種導入を支援する事業 海藻類（ひじき）の養殖事業を支援

島 松浦市 離島 妊婦 出産 伴う経済的負担を軽減する事業
健診受診時の交通費及び出産に備えて本土で待機する
際 宿泊費 交通費を支援（制度整備 在対象者

対象指定
地域

計画期間 対象離島 市町村

離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等で政令で定めるものに関する事項

平戸諸島
５年

（H25～29）

飛島 松浦市 Ｆ 松浦市 Ｈ２５～２９ 離島の妊婦の出産に伴う経済的負担を軽減する事業 際の宿泊費・交通費を支援（制度整備のみ、現在対象者
なし）

大島 平戸市 Ｃ 平戸市 Ｈ２５～２６ 漁場の再生に関する事業
漁場の生産力の向上や集落の創意工夫を活かした取組
などへの支援(漁場の整備、磯焼け対策、種苗放流、加工
品の開発など)

大島 平戸市 Ｄ
その他の者
（民間団体）

Ｈ２５～２７ 物資の輸送に要する費用の低廉化に関する事業
戦略産品（米、いも類、魚介類（生鮮、冷凍もの））の輸送コ
ストの支援

大島 平戸市 Ｅ

長崎県
その他の者
（へき地医療
拠点病院）

Ｈ２５～２９ 離島における医療体制の整備・充実を図る事業
・へき地医療支援機構による代診医派遣等の対応
・へき地診療所の運営（大島診療所、的山出張診療所）
・へき地医療拠点病院による診療応援等の対応

大島 平戸市 Ｆ 平戸市 Ｈ２５～２７ 妊婦への出産に伴う交通費を軽減する事業
妊婦の健康診査受診時・分娩時に係る交通費及び宿泊費
の支援

大島 平戸市 Ｇ 長崎県 Ｈ２５～２９ 高等学校等への通学に係る交通費等を軽減する事業
県内高等学校等の生徒への通学費、居住費の支援（年２
８人予定）

大島 平戸市 Ｉ 平戸市 Ｈ２６～２８ 防災体制の整備に関する事業 指定避難場所（大島村公民館）である防災施設の整備



政令で定める
事業等

（別表参照）
実施主体 実施年度 離島振興計画に基づく事業等の内容 うち、Ｈ２６年度に実施する事業等の内容

度島 平戸市 Ｃ 平戸市 Ｈ２５～２６ 漁場の再生に関する事業
漁場の生産力の向上や集落の創意工夫を活かした取組
などへの支援(漁場の整備、磯焼け対策、種苗放流、加工
品の開発など)

度島 平戸市 Ｄ
その他の者
（民間団体）

Ｈ２５～２７ 物資の輸送に要する費用の低廉化に関する事業
戦略産品（米、野菜類、魚介類（生鮮、冷凍もの））の輸送
コストの支援

度島 平戸市 Ｅ

長崎県
平戸市

その他の者
（へき地医療
拠点病院）

Ｈ２５～２９ 離島における医療体制の整備・充実を図る事業
・へき地医療支援機構による代診医派遣等の対応
・へき地診療所の運営（度島診療所）
・へき地医療拠点病院による診療応援等の対応

度島 平戸市 Ｆ 平戸市 Ｈ２５～２７ 妊婦への出産に伴う交通費を軽減する事業
妊婦の健康診査受診時・分娩時に係る交通費及び宿泊費
の支援

度島 平戸市 Ｇ 長崎県 Ｈ２５～２９ 高等学校等への通学に係る交通費等を軽減する事業
県内高等学校等の生徒への通学費、居住費の支援（年２
１人予定）

高島 平戸市 Ｃ 平戸市 Ｈ２５～２６ 漁場の再生に関する事業
漁場の生産力の向上や集落の創意工夫を活かした取組
などへの支援(漁場の整備、磯焼け対策、種苗放流、加工
品の開発など)

高島 平戸市 Ｆ 平戸市 Ｈ２５～２７ 妊婦への出産に伴う交通費を軽減する事業
妊婦の健康診査受診時・分娩時に係る交通費及び宿泊費
の支援

種苗放流 藻場の改善活動 イカの人工産卵礁設置 植
平戸諸島

５年
（H25～29）

対象指定
地域

計画期間 対象離島 市町村

離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等で政令で定めるものに関する事項

六島 小値賀町 Ｃ 小値賀町 Ｈ２５～２６ 漁業集落の再生に係る支援事業

・種苗放流、藻場の改善活動、イカの人工産卵礁設置、植
樹、海岸清掃、漁場監視活動の強化、磯根資源回復策
・新たな漁具、漁法の導入、魚食の推進、貝藻類の試験養
殖、出荷調整の研究、未利用・低利用資源の活用

六島 小値賀町 Ｆ 小値賀町 Ｈ２５～２９ 離島に居住する妊婦の交通費等に対する支援事業
母子手帳の発行を受けた妊婦について、健康診査のため
の渡航費の全額及び出産に備えての渡航費の全額、出産
に備えての宿泊費の２／３を補助。

六島 小値賀町 Ｊ 長崎県 Ｈ２６ 定住促進に関する事業
しまへの若者の定住支援に関する新たな支援スキーム等
の構築

野崎島 小値賀町 Ｃ 小値賀町 Ｈ２５～２６ 漁業集落の再生に係る支援事業

・種苗放流、藻場の改善活動、イカの人工産卵礁設置、植
樹、海岸清掃、漁場監視活動の強化、磯根資源回復策
・新たな漁具、漁法の導入、魚食の推進、貝藻類の試験養
殖、出荷調整の研究、未利用・低利用資源の活用

野崎島 小値賀町 Ｈ 小値賀町 H２６～２９ 離島と他の地域との間の交流の促進に関する事業
野崎島の総合的な環境調査を行い、野崎島の特性に応じ
た自然環境の回復と持続可能な景観維持を図り、交流人
口の拡大を目指す。

野崎島 小値賀町 Ｊ 長崎県 Ｈ２６ 定住促進に関する事業
しまへの若者の定住支援に関する新たな支援スキーム等
の構築

納島 小値賀町 Ｂ
その他の者
（協議会）

H２６～２９ 物資の流通の効率化に関する事業
納島地区から小値賀本島への流通効率化を目指して、油
圧ショベルの導入を図る。

（H25 29）



政令で定める
事業等

（別表参照）
実施主体 実施年度 離島振興計画に基づく事業等の内容 うち、Ｈ２６年度に実施する事業等の内容

納島 小値賀町 Ｃ 小値賀町 Ｈ２５～２６ 漁業集落の再生に係る支援事業

・種苗放流、藻場の改善活動、イカの人工産卵礁設置、植
樹、海岸清掃、漁場監視活動の強化、磯根資源回復策
・新たな漁具、漁法の導入、魚食の推進、貝藻類の試験養
殖、出荷調整の研究、未利用・低利用資源の活用

納島 小値賀町 Ｄ
その他の者
（民間団体）

Ｈ２５～２９ 輸送コスト支援による産業の活性化を図る事業
・農協、漁協、その他の系統出荷による輸送費に対して支
援（対象品目：野菜類）

納島 小値賀町 Ｆ 小値賀町 Ｈ２５～２９ 離島に居住する妊婦の交通費等に対する支援事業
母子手帳の発行を受けた妊婦について、健康診査のため
の渡航費の全額及び出産に備えての渡航費の全額、出産
に備えての宿泊費の２／３を補助

納島 小値賀町 Ｊ 長崎県 Ｈ２６ 定住促進に関する事業
しまへの若者の定住支援に関する新たな支援スキーム等
の構築

小値賀島 小値賀町 Ｃ 小値賀町 Ｈ２５～２６ 漁業集落の再生に係る支援事業

・種苗放流、藻場の改善活動、イカの人工産卵礁設置、植
樹、海岸清掃、漁場監視活動の強化、磯根資源回復策
・新たな漁具、漁法の導入、魚食の推進、貝藻類の試験養
殖、出荷調整の研究、未利用・低利用資源の活用

小値賀島 小値賀町 Ｄ
その他の者
（民間団体）

Ｈ２５～２９ 輸送コスト支援による産業の活性化を図る事業
・農協、漁協、その他の系統出荷による輸送費に対して支
援（対象品目：魚介類（生鮮、冷凍もの）、米、豆類）

小値賀島 小値賀町 Ｄ 小値賀町 Ｈ２５～２９ 有害鳥獣被害防止対策に係る事業 イノシシの進入対策や捕獲のための仕掛け設置等

計画期間
対象指定
地域

対象離島 市町村

離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等で政令で定めるものに関する事項

平戸諸島
５年

（H25～29）

小値賀島 小値賀町 Ｅ

長崎県
小値賀町
その他の者
（へき地医療
拠点病院）

Ｈ２５～２９ 離島における医療体制の整備・充実を図る事業

・へき地医療支援機構による代診医派遣等の対応
・へき地診療所の運営（小値賀町診療所）
・へき地診療所設備整備（小値賀町診療所）
・へき地医療拠点病院による診療応援等の対応

小値賀島 小値賀町 Ｆ 小値賀町 Ｈ２５～２９ 離島に居住する妊婦の交通費等に対する支援事業
母子手帳の発行を受けた妊婦について、健康診査のため
の渡航費の全額及び出産に備えての渡航費の全額、出産
に備えての宿泊費の２／３を補助

小値賀島 小値賀町 Ｈ 小値賀町 Ｈ２５～２９ 観光振興と離島体験による交流人口拡大を図る事業

・小値賀空港の利用促進を図るため、期間限定で旅客機
のチャーター便を福岡から小値賀間を運航し、交流人口を
拡大
・新たな観光メニューの開発研究を実施し、今後の観光メ
ニューを充実
・教育旅行（体験・交流）等の受入れ支援を行い、交流人
口を拡大

小値賀島 小値賀町 Ｈ 小値賀町 Ｈ２６～２９ 漁業の再生に関する事業

藻場減少の要因の一つであるウニ・巻き貝等の駆除を地
域内外ボランティアダイバーの協力を募り、海中を交流の
フィールドと位置付け、藻場再生を図り地域の活性化に寄
与する。

小値賀島 小値賀町 Ｈ 小値賀町 Ｈ２６～２９ 離島と他の地域との間の交流の促進に関する事業
本町の魅力を広く知っていただくために、都市圏等でのＰ
Ｒイベント等に積極的に参加をするなど、地域情報の発信
を展開し交流促進による地域活性化を図る。

小値賀島 小値賀町 Ｊ 小値賀町 Ｈ２５～２９ UIターン者の確保推進に関する事業 定住環境整備（島内の空き家の改修）を行い、定住を促進

（H25 29）



政令で定める
事業等

（別表参照）
実施主体 実施年度 離島振興計画に基づく事業等の内容 うち、Ｈ２６年度に実施する事業等の内容

小値賀島 小値賀町 Ｊ 長崎県 Ｈ２６ 定住促進に関する事業
しまへの若者の定住支援に関する新たな支援スキーム等
の構築

小値賀島 小値賀町 Ｊ 小値賀町 H２６～２９ 離島の振興に寄与する人材の確保に関する事業

定住促進事業として、安心して子育てができる環境づくり
を行う。
・地域子育て情報提供、子育て親の交流の場提供等。
・発達支援教室事業の実施。

小値賀島 小値賀町 Ｊ 小値賀町 Ｈ２６～２９ 離島の振興に寄与する人材の確保に関する事業
「まちづくりの基本は人である。」を基本理念に、これから
の当町を担う人材を育成していくために、リーダー育成研
修会等を開催する。

小値賀島 小値賀町 Ｊ 小値賀町 Ｈ２６～２９ 離島の振興に寄与する人材の確保に関する事業
少子化対策として、離島留学制度等の可能性について調
査、研修を実施する。

黒島 小値賀町 Ｃ 小値賀町 Ｈ２５～２６ 漁業集落の再生に係る支援事業

・種苗放流、藻場の改善活動、イカの人工産卵礁設置、植
樹、海岸清掃、漁場監視活動の強化、磯根資源回復策
・新たな漁具、漁法の導入、魚食の推進、貝藻類の試験養
殖、出荷調整の研究、未利用・低利用資源の活用

黒島 小値賀町 Ｆ 小値賀町 Ｈ２５～２９ 離島に居住する妊婦の交通費等に対する支援事業
母子手帳の発行を受けた妊婦について、健康診査のため
の渡航費の全額及び出産に備えての渡航費の全額、出産
に備えての宿泊費の２／３を補助

黒島 小値賀町 Ｊ 長崎県 Ｈ２６ 定住促進に関する事業
しまへの若者の定住支援に関する新たな支援スキーム等
の構築

対象指定
地域

計画期間 対象離島 市町村

離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等で政令で定めるものに関する事項

平戸諸島
５年

（H25～29）

大島 小値賀町 Ｂ
その他の者
（協議会）

H２６～２９ 物資の流通の効率化に関する事業
大島地区から小値賀本島への流通効率化を目指して、油
圧ショベルの導入を図る。

大島 小値賀町 Ｃ 小値賀町 Ｈ２５～２６ 漁業集落の再生に係る支援事業

・種苗放流、藻場の改善活動、イカの人工産卵礁設置、植
樹、海岸清掃、漁場監視活動の強化、磯根資源回復策
・新たな漁具、漁法の導入、魚食の推進、貝藻類の試験養
殖、出荷調整の研究、未利用・低利用資源の活用

大島 小値賀町 Ｄ
その他の者
（民間団体）

Ｈ２５～２９ 輸送コスト支援による産業の活性化を図る事業
・農協、漁協、その他の系統出荷による輸送費に対して支
援（対象品目：野菜類、豆類）

大島 小値賀町 Ｆ 小値賀町 Ｈ２５～２９ 離島に居住する妊婦の交通費等に対する支援事業
母子手帳の発行を受けた妊婦について、健康診査のため
の渡航費の全額及び出産に備えての渡航費の全額、出産
に備えての宿泊費の２／３を補助

大島 小値賀町 Ｇ 長崎県 Ｈ２５～２９ 高等学校等への通学に係る交通費等を軽減する事業
県内高等学校等の生徒への通学費、居住費の支援（年３
人予定）

大島 小値賀町 Ｊ 長崎県 Ｈ２６ 定住促進に関する事業
しまへの若者の定住支援に関する新たな支援スキーム等
の構築

斑島 小値賀町 Ｃ 小値賀町 Ｈ２５～２６ 漁業集落の再生に係る支援事業

・種苗放流、藻場の改善活動、イカの人工産卵礁設置、植
樹、海岸清掃、漁場監視活動の強化、磯根資源回復策
・新たな漁具、漁法の導入、魚食の推進、貝藻類の試験養
殖、出荷調整の研究、未利用・低利用資源の活用



政令で定める
事業等

（別表参照）
実施主体 実施年度 離島振興計画に基づく事業等の内容 うち、Ｈ２６年度に実施する事業等の内容

斑島 小値賀町 Ｆ 小値賀町 Ｈ２５～２９ 離島に居住する妊婦の交通費等に対する支援事業
母子手帳の発行を受けた妊婦について、健康診査のため
の渡航費の全額及び出産に備えての渡航費の全額、出産
に備えての宿泊費の２／３を補助

斑島 小値賀町 Ｊ 長崎県 Ｈ２６ 定住促進に関する事業
しまへの若者の定住支援に関する新たな支援スキーム等
の構築

宇久島 佐世保市 Ｃ 佐世保市 Ｈ２５～２６ 漁業の再生を図る事業
漁業集落が実施する種苗放流など生産力向上に関する取
り組み、特産品開発など創意工夫を活かした取り組みに
対する支援

宇久島 佐世保市 Ｄ 佐世保市 Ｈ２５～２７ 各種農水産品の輸送コストを軽減する事業
農協、漁協が、離島から本土へ戦略産品を出荷する際に
係る経費の支援（対象品目：野菜類、いも類、魚介類（生
鮮、冷凍もの））

宇久島 佐世保市 Ｅ

長崎県
その他の者
（へき地医療
拠点病院）

Ｈ２５～２９ 離島における医療体制の整備・充実を図る事業

・へき地医療支援機構による代診医派遣等の対応
・へき地診療所の運営（宇久診療所）
・へき地診療所設備整備（宇久診療所）
・へき地医療拠点病院による診療応援等の対応

宇久島 佐世保市 Ｆ 佐世保市 Ｈ２５～２９ 母子の健やかな出産を支援する事業

妊婦の健康診査又は出産に係る保健医療サービスを提供
する病院、診療所が設置されていない離島に居住する妊
婦が当該離島の区域外の病院、診療所等に健康診査の
受診又は出産のために必要な通院又は入院をする場合に
おける交通費、宿泊費等の一部支援

寺島 佐世保市 Ｃ 佐世保市 Ｈ２５～２６ 漁業の再生を図る事業
漁業集落が実施する種苗放流など生産力向上に関する取
り組み、特産品開発など創意工夫を活かした取り組みに
対する支援

対象指定
地域

計画期間 対象離島 市町村

離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等で政令で定めるものに関する事項

平戸諸島
５年

（H25～29）

寺島 佐世保市 Ｆ 佐世保市 Ｈ２５～２９ 母子の健やかな出産を支援する事業

妊婦の健康診査又は出産に係る保健医療サービスを提供
する病院、診療所が設置されていない離島に居住する妊
婦が当該離島の区域外の病院、診療所等に健康診査の
受診又は出産のために必要な通院又は入院をする場合に
おける交通費、宿泊費等の一部支援

高島 佐世保市 Ｃ 佐世保市 Ｈ２５～２６ 漁業の再生を図る事業
漁業集落が実施する種苗放流など生産力向上に関する取
り組み、特産品開発など創意工夫を活かした取り組みに
対する支援

高島 佐世保市 Ｅ

長崎県
その他の者
（へき地医療
拠点病院）

Ｈ２５～２９ 離島における医療体制の整備・充実を図る事業
・へき地医療支援機構による代診医派遣等の対応
・へき地診療所の運営（高島診療所）
・へき地医療拠点病院による診療応援等の対応

高島 佐世保市 Ｆ 佐世保市 Ｈ２５～２９ 母子の健やかな出産を支援する事業

妊婦の健康診査又は出産に係る保健医療サービスを提供
する病院、診療所が設置されていない離島に居住する妊
婦が当該離島の区域外の病院、診療所等に健康診査の
受診又は出産のために必要な通院又は入院をする場合に
おける交通費、宿泊費等の一部支援

高島 佐世保市 Ｇ 長崎県 Ｈ２５～２９ 高等学校等への通学に係る交通費等を軽減する事業
県内高等学校等の生徒への通学費、居住費の支援（年２
人予定）

黒島 佐世保市 Ｃ 佐世保市 Ｈ２５～２６ 漁業の再生を図る事業
漁業集落が実施する種苗放流など生産力向上に関する取
り組み、特産品開発など創意工夫を活かした取り組みに
対する支援



政令で定める
事業等

（別表参照）
実施主体 実施年度 離島振興計画に基づく事業等の内容 うち、Ｈ２６年度に実施する事業等の内容

黒島 佐世保市 Ｄ 佐世保市 Ｈ２５～２７ 各種農水産品の輸送コストを軽減する事業
漁協が、離島から本土へ戦略産品を出荷する際に係る経
費の支援（対象品目：魚介類（生鮮、冷凍もの）、その他の
水産品）

黒島 佐世保市 Ｅ

長崎県
その他の者
（へき地医療
拠点病院）

Ｈ２５～２９ 離島における医療体制の整備・充実を図る事業

・へき地医療支援機構による代診医派遣等の対応
・へき地診療所の運営（黒島診療所）
・へき地診療所設備整備（黒島診療所）
・へき地医療拠点病院による診療応援等の対応

黒島 佐世保市 Ｆ 佐世保市 Ｈ２５～２９ 母子の健やかな出産を支援する事業

妊婦の健康診査又は出産に係る保健医療サービスを提供
する病院、診療所が設置されていない離島に居住する妊
婦が当該離島の区域外の病院、診療所等に健康診査の
受診又は出産のために必要な通院又は入院をする場合に
おける交通費、宿泊費等の一部支援

黒島 佐世保市 Ｇ
長崎県
佐世保市

Ｈ２５～２９ 高等学校等への通学に係る交通費等を軽減する事業
県内高等学校等の生徒への通学費、居住費の支援（年１
４人予定）

中通島 新上五島町 Ｃ 新上五島町 Ｈ２５～２６ 漁業集落再生に係る支援事業

有川地区漁業集落、新魚目地区漁業集落、上五島地区漁
業集落、奈良尾地区漁業集落、浜串地区漁業集落、若松
中央地区漁業集落の地域活動に対する支援（種苗放流、
清掃活動、藻場管理、新規漁業の着業等）

中通島 新上五島町 Ｄ
その他の者
（民間団体）

Ｈ２５～２７ 輸送コストに係る支援補助事業
魚介類（生鮮・冷凍もの）と五島うどんの海上移出に係る
直接支援

中通島 新上五島町 Ｄ 新上五島町 Ｈ２５～２７ 新商品開発・販売促進による雇用の創出事業
椿油商品、椿関連商品の新商品開発、既存商品パッケー
ジのリニューアル 販・促進 販路拡大を実施

平戸諸島
５年

（H25～29）

対象指定
地域

計画期間 対象離島 市町村

離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等で政令で定めるものに関する事項

ジのリニュ アル、販・促進、販路拡大を実施

中通島 新上五島町 Ｄ 長崎県 Ｈ２５～２７ ツバキ実（油）の生産性の向上や生産量の増加並びに安定化を図る事業
ツバキ実（油）の生産性向上・生産量増加に係るツバキ林
育成管理法検討のための現地調査

中通島 新上五島町 Ｄ 新上五島町 Ｈ２５～２７ 地場産業活性化事業

・百貨店販売、物産展開催、飲食店フェア
・五島うどんＰＲ（ＣＭ制作、ＴＶスポット放送、イベントへの
参加）
・アンケート調査による購入者の動向分析

中通島 新上五島町 Ｅ

長崎県
新上五島町
その他の者
（へき地医療
拠点病院）

Ｈ２５～２９ 離島における医療体制の整備・充実を図る事業

・へき地医療支援機構による代診医派遣等の対応
・へき地診療所の運営（８診療所）
・へき地診療所設備整備（新魚目診療所）
・へき地診療所施設整備（新魚目診療所）
・へき地医療拠点病院設備整備（上五島病院）
・へき地医療拠点病院による診療応援等の対応
・へき地医療拠点病院の運営（上五島病院）

中通島 新上五島町 Ｈ 新上五島町 Ｈ２５～２７ 魅力発信交流事業

・フォトコンテスト、フラダンス大会、婚活イベント等
・エアサイネージ設置
・地域情報発信（テレビＣＭ制作・スポット放送）、パンフ
レット・利用手引き制作

中通島 新上五島町 Ｈ 長崎県 Ｈ２５～２６ 離島を訪れる観光客の利便性の向上を図る事業 離島に設置している広域観光案内板の板面修正等を実施

中通島 新上五島町 Ｉ 新上五島町 Ｈ２５～２７ 災害に強いまちづくり事業
現況調査（支障樹木、土地所有者調査）・支障樹木伐採・
保護管設置

五島列島
５年

（H25～29）



政令で定める
事業等

（別表参照）
実施主体 実施年度 離島振興計画に基づく事業等の内容 うち、Ｈ２６年度に実施する事業等の内容

中通島 新上五島町 Ｊ 長崎県 Ｈ２６ 定住促進に関する事業
しまへの若者の定住支援に関する新たな支援スキーム等
の構築

頭ケ島 新上五島町 Ｃ 新上五島町 Ｈ２５～２６ 漁業集落再生に係る支援事業
有川地区漁業集落の地域活動に対する支援（種苗放流、
清掃活動、藻場管理、新規漁業の着業等）

頭ケ島 新上五島町 Ｄ 新上五島町 Ｈ２５～２７ 地場産業活性化事業

・百貨店販売、物産展開催、飲食店フェア
・五島うどんＰＲ（ＣＭ制作、ＴＶスポット放送、イベントへの
参加）
・アンケート調査による購入者の動向分析

頭ケ島 新上五島町 Ｈ 新上五島町 Ｈ２５～２７ 魅力発信交流事業

・フォトコンテスト、フラダンス大会、婚活イベント等
・エアサイネージ設置
・地域情報発信（テレビＣＭ制作・スポット放送）、パンフ
レット・利用手引き制作

頭ケ島 新上五島町 Ｉ 新上五島町 Ｈ２５～２７ 災害に強いまちづくり事業 支障樹木調査・支障樹木伐採・保護管設置

頭ケ島 新上五島町 Ｊ 長崎県 Ｈ２６ 定住促進に関する事業
しまへの若者の定住支援に関する新たな支援スキーム等
の構築

桐ノ小島 新上五島町 Ｃ 新上五島町 Ｈ２５～２６ 漁業集落再生に係る支援事業
若松中央地区漁業集落の地域活動に対する支援（種苗放
流、清掃活動、藻場管理、新規漁業の着業等）

市町村

離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等で政令で定めるものに関する事項
対象指定
地域

計画期間 対象離島

桐ノ小島 新上五島町 Ｄ 新上五島町 Ｈ２５～２７ 地場産業活性化事業

・百貨店販売、物産展開催、飲食店フェア
・五島うどんＰＲ（ＣＭ制作、ＴＶスポット放送、イベントへの
参加）
・アンケート調査による購入者の動向分析

桐ノ小島 新上五島町 Ｈ 新上五島町 Ｈ２５～２７ 魅力発信交流事業

・フォトコンテスト、フラダンス大会、婚活イベント等
・エアサイネージ設置
・地域情報発信（テレビＣＭ制作・スポット放送）、パンフ
レット・利用手引き制作

桐ノ小島 新上五島町 Ｉ 新上五島町 Ｈ２５～２７ 災害に強いまちづくり事業 現況調査（支障樹木、土地所有者調査）

桐ノ小島 新上五島町 Ｊ 長崎県 Ｈ２６ 定住促進に関する事業
しまへの若者の定住支援に関する新たな支援スキーム等
の構築

若松島 新上五島町 Ｃ 新上五島町 Ｈ２５～２６ 漁業集落再生に係る支援事業
若松中央地区漁業集落、日島地区漁業集落の地域活動
に対する支援（種苗放流、清掃活動、藻場管理、新規漁業
の着業等）

若松島 新上五島町 Ｄ
その他の者
（民間団体）

Ｈ２５～２７ 輸送コストに係る支援補助事業
魚介類（生鮮・冷凍もの）と五島うどんの海上移出に係る
直接支援

若松島 新上五島町 Ｄ 長崎県 Ｈ２５～２７ ツバキ実（油）の生産性の向上や生産量の増加並びに安定化を図る事業
ツバキ実（油）の生産性向上・生産量増加に係るツバキ林
育成管理法検討のための現地調査

若松島 新上五島町 Ｄ 新上五島町 Ｈ２５～２７ 地場産業活性化事業

・百貨店販売、物産展開催、飲食店フェア
・五島うどんＰＲ（ＣＭ制作、ＴＶスポット放送、イベントへの
参加）
・アンケート調査による購入者の動向分析

５年
（H25～29）

五島列島



政令で定める
事業等

（別表参照）
実施主体 実施年度 離島振興計画に基づく事業等の内容 うち、Ｈ２６年度に実施する事業等の内容

若松島 新上五島町 Ｅ

長崎県
新上五島町
その他の者
（へき地医療
拠点病院）

Ｈ２５～２９ 離島における医療体制の整備・充実を図る事業

・へき地医療支援機構による代診医派遣等の対応
・へき地診療所設備整備（若松診療所）
・へき地診療所の運営（若松診療所）
・へき地医療拠点病院による診療応援等の対応

若松島 新上五島町 Ｈ 新上五島町 Ｈ２５～２７ 魅力発信交流事業

・フォトコンテスト、フラダンス大会、婚活イベント等
・エアサイネージ設置
・地域情報発信（テレビＣＭ制作・スポット放送）、パンフ
レット・利用手引き制作

若松島 新上五島町 Ｉ 新上五島町 Ｈ２５～２７ 災害に強いまちづくり事業 現況調査（支障樹木、土地所有者調査）

若松島 新上五島町 Ｊ 長崎県 Ｈ２６ 定住促進に関する事業
しまへの若者の定住支援に関する新たな支援スキーム等
の構築

日ノ島 新上五島町 Ｃ 新上五島町 Ｈ２５～２６ 漁業集落再生に係る支援事業
日島地区漁業集落の地域活動に対する支援（種苗放流、
清掃活動、藻場管理、新規漁業の着業等）

日ノ島 新上五島町 Ｄ
その他の者
（民間団体）

Ｈ２５～２７ 輸送コストに係る支援補助事業
魚介類（生鮮・冷凍もの）と五島うどんの海上移出に係る
直接支援

日ノ島 新上五島町 Ｄ 新上五島町 Ｈ２５～２７ 地場産業活性化事業

・百貨店販売、物産展開催、飲食店フェア
・五島うどんＰＲ（ＣＭ制作、ＴＶスポット放送、イベントへの
参加）
・アンケート調査による購入者の動向分析

市町村

離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等で政令で定めるものに関する事項

５年

対象離島
対象指定
地域

計画期間

・アンケート調査による購入者の動向分析

日ノ島 新上五島町 Ｅ

長崎県
新上五島町
その他の者
（へき地医療
拠点病院）

Ｈ２５～２９ 離島における医療体制の整備・充実を図る事業
・へき地医療支援機構による代診医派遣等の対応
・へき地診療所の運営（日ノ島出張診療所）
・へき地医療拠点病院による診療応援等の対応

日ノ島 新上五島町 Ｈ 新上五島町 Ｈ２５～２７ 魅力発信交流事業

・フォトコンテスト、フラダンス大会、婚活イベント等
・エアサイネージ設置
・地域情報発信（テレビＣＭ制作・スポット放送）、パンフ
レット・利用手引き制作

日ノ島 新上五島町 Ｉ 新上五島町 Ｈ２５～２７ 災害に強いまちづくり事業 現況調査（支障樹木、土地所有者調査）

日ノ島 新上五島町 Ｊ 長崎県 Ｈ２６ 定住促進に関する事業
しまへの若者の定住支援に関する新たな支援スキーム等
の構築

有福島 新上五島町 Ｃ 新上五島町 Ｈ２５～２６ 漁業集落再生に係る支援事業
日島地区漁業集落の地域活動に対する支援（種苗放流、
清掃活動、藻場管理、新規漁業の着業等）

有福島 新上五島町 Ｄ
その他の者
（民間団体）

Ｈ２５～２７ 輸送コストに係る支援補助事業
魚介類（生鮮・冷凍もの）と五島うどんの海上移出に係る
直接支援

有福島 新上五島町 Ｄ 新上五島町 Ｈ２５～２７ 地場産業活性化事業

・百貨店販売、物産展開催、飲食店フェア
・五島うどんＰＲ（ＣＭ制作、ＴＶスポット放送、イベントへの
参加）
・アンケート調査による購入者の動向分析

五島列島
５年

（H25～29）



政令で定める
事業等

（別表参照）
実施主体 実施年度 離島振興計画に基づく事業等の内容 うち、Ｈ２６年度に実施する事業等の内容

有福島 新上五島町 Ｈ 新上五島町 Ｈ２５～２７ 魅力発信交流事業

・フォトコンテスト、フラダンス大会、婚活イベント等
・エアサイネージ設置
・地域情報発信（テレビＣＭ制作・スポット放送）、パンフ
レット・利用手引き制作

有福島 新上五島町 Ｉ 新上五島町 Ｈ２５～２７ 災害に強いまちづくり事業 現況調査（支障樹木、土地所有者調査）

有福島 新上五島町 Ｊ 長崎県 Ｈ２６ 定住促進に関する事業
しまへの若者の定住支援に関する新たな支援スキーム等
の構築

漁生浦島 新上五島町 Ｃ 新上五島町 Ｈ２５～２６ 漁業集落再生に係る支援事業
日島地区漁業集落の地域活動に対する支援（種苗放流、
清掃活動、藻場管理、新規漁業の着業等）

漁生浦島 新上五島町 Ｄ
その他の者
（民間団体）

Ｈ２５～２７ 輸送コストに係る支援補助事業
魚介類（生鮮・冷凍もの）と五島うどんの海上移出に係る
直接支援

漁生浦島 新上五島町 Ｄ 新上五島町 Ｈ２５～２７ 地場産業活性化事業

・百貨店販売、物産展開催、飲食店フェア
・五島うどんＰＲ（ＣＭ制作、ＴＶスポット放送、イベントへの
参加）
・アンケート調査による購入者の動向分析

漁生浦島 新上五島町 Ｈ 新上五島町 Ｈ２５～２７ 魅力発信交流事業

・フォトコンテスト、フラダンス大会、婚活イベント等
・エアサイネージ設置
・地域情報発信（テレビＣＭ制作・スポット放送）、パンフ
レ ト 利用手引き制作

対象指定
地域

計画期間 対象離島 市町村

離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等で政令で定めるものに関する事項

レット・利用手引き制作

漁生浦島 新上五島町 Ｉ 新上五島町 Ｈ２５～２７ 災害に強いまちづくり事業 現況調査（支障樹木、土地所有者調査）

漁生浦島 新上五島町 Ｊ 長崎県 Ｈ２６ 定住促進に関する事業
しまへの若者の定住支援に関する新たな支援スキーム等
の構築

奈留島 五島市 Ｃ 五島市 Ｈ２５～２６ 離島漁業の振興と離島の漁業集落の再生、活性化に関する事業
奈留島漁業集落に対し、種苗放流や磯焼け対策等の活動
を支援

奈留島 五島市 Ｄ
その他の者
（民間団体）

Ｈ２５～２６ 活魚の販売・流通の促進に関する事業

・活魚取扱店舗へ貸付ける水槽等機材の購入に係る経費
を助成
・活魚の航空便を活用した移出に係る輸送経費への助成
・活魚のPR活動に係る経費への助成

奈留島 五島市 Ｄ
その他の者
（民間団体）

Ｈ２５～２７ 物資の流通に要する費用の低廉化に関する事業
野菜類、いも類、魚介類（生鮮、冷凍もの）及び鳥獣肉（牛
肉、豚肉、鶏肉）を戦略産品として位置づけ、海上輸送費
を支援

奈留島 五島市 Ｄ 五島市 Ｈ２５～２７ 有害鳥獣被害防止対策に関する事業
専門業者によるイノシシの生息状況など分布の最前線(低
密度地域)のモニタリング調査を実施

奈留島 五島市 Ｄ 五島市 Ｈ２６～２９ 離島資源を活用した五島市産品等のブランド化に関する事業

・Ｈ２４離島活性化事業費補助金により整備した水産加工
施設を活用して、地元農水産物を使った新たな特産品を
開発
・五島市物産協会が行う全国ＰＲ等を通じて、都市部での
販路を拡大
・都市部での物産展や商談会を開催
・「五島地鶏しまさざなみ」の振興を図るため、五島地鶏推
進協議会が行う販売促進活動を支援

五島列島
５年

（H25～29）



政令で定める
事業等

（別表参照）
実施主体 実施年度 離島振興計画に基づく事業等の内容 うち、Ｈ２６年度に実施する事業等の内容

奈留島 五島市 Ｅ

長崎県
その他の者
（へき地医療
拠点病院）

Ｈ２５～２９ 離島における医療体制の整備・充実を図る事業
・へき地医療支援機構による代診医派遣等の対応
・へき地医療拠点病院による診療応援等の対応

奈留島 五島市 Ｆ 五島市 Ｈ２５～２７ 安全で安心な出産の確保に関する事業
市内に住所を有する妊婦に対して、健康診査に係る費用
を助成

奈留島 五島市 Ｈ
五島市

その他の者
（民間団体）

Ｈ２５～２７ 地域資源である椿を活用した島外との交流促進並びに情報発信等に関する事業
・椿まつりイベントに係る経費の助成
・若交流促進イベント等の開催または開催経費への助成
・ふるさと市民との交流事業の実施

奈留島 五島市 Ｉ 五島市 Ｈ２５～２６ 離島における防災力の強化を図る事業
自主避難所となる奈留島離島開発総合センターの窓ガラ
スの強化

奈留島 五島市 Ｊ 長崎県 Ｈ２６ 定住促進に関する事業
しまへの若者の定住支援に関する新たな支援スキーム等
の構築

前島 五島市 Ｃ 五島市 Ｈ２５～２６ 離島漁業の振興と離島の漁業集落の再生、活性化に関する事業
奈留島漁業集落に対し、種苗放流や磯焼け対策等の活動
を支援

前島 五島市 Ｄ
その他の者
（民間団体）

Ｈ２５～２７ 物資の流通に要する費用の低廉化に関する事業
野菜類、いも類、魚介類（生鮮、冷凍もの）及び鳥獣肉（牛
肉、豚肉、鶏肉）を戦略産品として位置づけ、海上輸送費
を支援

・Ｈ２４離島活性化事業費補助金により整備した水産加工
施設を活用して 地元農水産物を使った新たな特産品を

対象離島 市町村

離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等で政令で定めるものに関する事項

五島列島
５年

対象指定
地域

計画期間

前島 五島市 Ｄ 五島市 Ｈ２６～２９ 離島資源を活用した五島市産品等のブランド化に関する事業

施設を活用して、地元農水産物を使った新たな特産品を
開発
・五島市物産協会が行う全国ＰＲ等を通じて、都市部での
販路を拡大
・都市部での物産展や商談会を開催
・「五島地鶏しまさざなみ」の振興を図るため、五島地鶏推
進協議会が行う販売促進活動を支援

前島 五島市 Ｆ 五島市 Ｈ２５～２７ 安全で安心な出産の確保に関する事業
市内に住所を有する妊婦に対して、健康診査に係る費用
を助成

前島 五島市 Ｊ 長崎県 Ｈ２６ 定住促進に関する事業
しまへの若者の定住支援に関する新たな支援スキーム等
の構築

久賀島 五島市 Ｃ 五島市 Ｈ２５～２６ 離島漁業の振興と離島の漁業集落の再生、活性化に関する事業
久賀島漁業集落に対し、種苗放流や磯焼け対策等の活動
を支援

久賀島 五島市 Ｄ
その他の者
（民間団体）

Ｈ２５～２６ 活魚の販売・流通の促進に関する事業

・活魚取扱店舗へ貸付ける水槽等機材の購入に係る経費
を助成
・活魚の航空便を活用した移出に係る輸送経費への助成
・活魚のPR活動に係る経費への助成

久賀島 五島市 Ｄ
その他の者
（民間団体）

Ｈ２５～２７ 物資の流通に要する費用の低廉化に関する事業
野菜類、いも類、魚介類（生鮮、冷凍もの）及び鳥獣肉（牛
肉、豚肉、鶏肉）を戦略産品として位置づけ、海上輸送費
を支援

久賀島 五島市 Ｄ 長崎県 Ｈ２５～２７ ツバキ実（油）の生産性の向上や生産量の増加並びに安定化を図る事業
ツバキ実（油）の生産性向上・生産量増加に係るツバキ林
育成管理法検討のための現地調査

五島列島
５年

（H25～29）



政令で定める
事業等

（別表参照）
実施主体 実施年度 離島振興計画に基づく事業等の内容 うち、Ｈ２６年度に実施する事業等の内容

久賀島 五島市 Ｄ 五島市 Ｈ２５～２７ 有害鳥獣被害防止対策に関する事業
専門業者によるイノシシの生息状況など分布の最前線(低
密度地域)のモニタリング調査を実施

久賀島 五島市 Ｄ 五島市 Ｈ２６～２９ 離島資源を活用した五島市産品等のブランド化に関する事業

・Ｈ２４離島活性化事業費補助金により整備した水産加工
施設を活用して、地元農水産物を使った新たな特産品を
開発
・五島市物産協会が行う全国ＰＲ等を通じて、都市部での
販路を拡大
・都市部での物産展や商談会を開催
・「五島地鶏しまさざなみ」の振興を図るため、五島地鶏推
進協議会が行う販売促進活動を支援

久賀島 五島市 Ｅ

長崎県
五島市

その他の者
（へき地医療
拠点病院）

Ｈ２５～２９ 離島における医療体制の整備・充実を図る事業

・へき地医療支援機構による代診医派遣等の対応
・へき地診療所の運営（久賀診療所）
・へき地診療所設備整備（久賀診療所）
・へき地診療所施設整備（久賀診療所）
・へき地医療拠点病院による診療応援等の対応

久賀島 五島市 Ｆ 五島市 Ｈ２５～２７ 安全で安心な出産の確保に関する事業
市内に住所を有する妊婦に対して、健康診査に係る費用
を助成

久賀島 五島市 Ｇ 長崎県 Ｈ２５～２９ 高等学校等への通学に係る交通費等を軽減する事業
県内高等学校等の生徒への通学費、居住費の支援（年１
０人予定）

久賀島 五島市 Ｈ
五島市

その他の者
（民間団体）

Ｈ２５～２７ 地域資源である椿を活用した島外との交流促進並びに情報発信等に関する事業
・椿まつりイベントに係る経費の助成
・若交流促進イベント等の開催または開催経費への助成
・ふるさと市民との交流事業の実施五島列島

５年
（H25～29）

対象指定
地域

計画期間 対象離島 市町村

離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等で政令で定めるものに関する事項

久賀島 五島市 Ｉ 五島市 Ｈ２５～２６ 離島における防災力の強化を図る事業
自主避難所となる久賀島地区公民館の窓ガラスの強化及
び非常用発電機の整備

久賀島 五島市 Ｊ 長崎県 Ｈ２６ 定住促進に関する事業
しまへの若者の定住支援に関する新たな支援スキーム等
の構築

蕨小島 五島市 Ｃ 五島市 Ｈ２５～２６ 離島漁業の振興と離島の漁業集落の再生、活性化に関する事業
久賀島漁業集落に対し、種苗放流や磯焼け対策等の活動
を支援

蕨小島 五島市 Ｄ
その他の者
（民間団体）

Ｈ２５～２７ 物資の流通に要する費用の低廉化に関する事業
野菜類、いも類、魚介類（生鮮、冷凍もの）及び鳥獣肉（牛
肉、豚肉、鶏肉）を戦略産品として位置づけ、海上輸送費
を支援

蕨小島 五島市 Ｆ 五島市 Ｈ２５～２７ 安全で安心な出産の確保に関する事業
市内に住所を有する妊婦に対して、健康診査に係る費用
を助成

蕨小島 五島市 Ｄ 五島市 Ｈ２６～２９ 離島資源を活用した五島市産品等のブランド化に関する事業

・Ｈ２４離島活性化事業費補助金により整備した水産加工
施設を活用して、地元農水産物を使った新たな特産品を
開発
・五島市物産協会が行う全国ＰＲ等を通じて、都市部での
販路を拡大
・都市部での物産展や商談会を開催
・「五島地鶏しまさざなみ」の振興を図るため、五島地鶏推
進協議会が行う販売促進活動を支援



政令で定める
事業等

（別表参照）
実施主体 実施年度 離島振興計画に基づく事業等の内容 うち、Ｈ２６年度に実施する事業等の内容

蕨小島 五島市 Ｊ 長崎県 Ｈ２６ 定住促進に関する事業
しまへの若者の定住支援に関する新たな支援スキーム等
の構築

椛島 五島市 Ｃ 五島市 Ｈ２５～２６ 離島漁業の振興と離島の漁業集落の再生、活性化に関する事業
椛島漁業集落に対し、種苗放流や磯焼け対策等の活動を
支援

椛島 五島市 Ｄ
その他の者
（民間団体）

Ｈ２５～２６ 活魚の販売・流通の促進に関する事業

・活魚取扱店舗へ貸付ける水槽等機材の購入に係る経費
を助成
・活魚の航空便を活用した移出に係る輸送経費への助成
・活魚のPR活動に係る経費への助成

椛島 五島市 Ｄ
その他の者
（民間団体）

Ｈ２５～２７ 物資の流通に要する費用の低廉化に関する事業
野菜類、いも類、魚介類（生鮮、冷凍もの）及び鳥獣肉（牛
肉、豚肉、鶏肉）を戦略産品として位置づけ、海上輸送費
を支援

椛島 五島市 Ｄ 五島市 Ｈ２５～２７ 有害鳥獣被害防止対策に関する事業
専門業者によるイノシシの生息状況など分布の最前線(低
密度地域)のモニタリング調査を実施

椛島 五島市 Ｄ 五島市 Ｈ２６～２９ 離島資源を活用した五島市産品等のブランド化に関する事業

・Ｈ２４離島活性化事業費補助金により整備した水産加工
施設を活用して、地元農水産物を使った新たな特産品を
開発
・五島市物産協会が行う全国ＰＲ等を通じて、都市部での
販路を拡大
・都市部での物産展や商談会を開催
・「五島地鶏しまさざなみ」の振興を図るため、五島地鶏推
進協議会が行う販売促進活動を支援

椛島 島市

長崎県
その他の者

離島 療体制 整備 充実を 事業
・へき地医療支援機構による代診医派遣等の対応

き 診療 営 伊福貴診療 本窯分院五島列島
５年

離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等で政令で定めるものに関する事項
対象指定
地域

計画期間 対象離島 市町村

椛島 五島市 Ｅ
その他の者
（へき地医療
拠点病院）

Ｈ２５～２９ 離島における医療体制の整備・充実を図る事業 ・へき地診療所の運営（伊福貴診療所、本窯分院）
・へき地医療拠点病院による診療応援等の対応

椛島 五島市 Ｆ 五島市 Ｈ２５～２７ 安全で安心な出産の確保に関する事業
市内に住所を有する妊婦に対して、健康診査に係る費用
を助成

椛島 五島市 Ｇ 長崎県 Ｈ２５～２９ 高等学校等への通学に係る交通費等を軽減する事業
県内高等学校等の生徒への通学費、居住費の支援（年２
人予定）

椛島 五島市 Ｉ 五島市 Ｈ２５～２７ 再生可能エネルギーの推進に関する事業
・市民を対象としたセミナーの開催
・浮体式洋上風力発電見学会の開催

椛島 五島市 Ｉ 五島市 Ｈ２５～２６ 離島における防災力の強化を図る事業

・自主避難所となる椛島地区公民館の窓ガラス強化及び
非常用発電機を整備。
・自主避難所となる伊福貴住民センターに非常用発電機を
整備。

椛島 五島市 Ｊ 長崎県 Ｈ２６ 定住促進に関する事業
しまへの若者の定住支援に関する新たな支援スキーム等
の構築

福江島 五島市 Ｂ
その他の者
（協議会）

Ｈ２６～２７ 物資の流通の効率化に関する事業 多目的利用の機材（共同コンテナ・共同トラック）の導入

福江島 五島市 Ｃ 五島市 Ｈ２５～２６ 離島漁業の振興と離島の漁業集落の再生、活性化に関する事業
島内の漁業集落に対し、種苗放流や磯焼け対策等の活動
を支援

五島列島
５年

（H25～29）



政令で定める
事業等

（別表参照）
実施主体 実施年度 離島振興計画に基づく事業等の内容 うち、Ｈ２６年度に実施する事業等の内容

福江島 五島市 Ｄ
その他の者
（民間団体）

Ｈ２５～２６ 活魚の販売・流通の促進に関する事業

・活魚取扱店舗へ貸付ける水槽等機材の購入に係る経費
を助成
・活魚の航空便を活用した移出に係る輸送経費への助成
・活魚のPR活動に係る経費への助成

福江島 五島市 Ｄ
その他の者
（民間団体）

Ｈ２５～２７ 物資の流通に要する費用の低廉化に関する事業
野菜類、いも類、魚介類（生鮮、冷凍もの）及び鳥獣肉（牛
肉、豚肉、鶏肉）を戦略産品として位置づけ、海上輸送費
を支援

福江島 五島市 Ｄ
五島市

その他の者
（民間団体）

Ｈ２５～２７ 離島資源を活用した五島市産品等のブランド化に関する事業

・Ｈ２４離島活性化事業費補助金により整備した水産加工
施設を活用して、地元農水産物を使った新たな特産品を
開発
・五島市物産協会が行う全国ＰＲ等を通じて、都市部での
販路を拡大
・都市部での物産展や商談会を開催
・「五島地鶏しまさざなみ」の振興を図るため、五島地鶏推
進協議会が行う販売促進活動を支援

福江島 五島市 Ｄ 長崎県 Ｈ２５～２７ ツバキ実（油）の生産性の向上や生産量の増加並びに安定化を図る事業
ツバキ実（油）の生産性向上・生産量増加に係るツバキ林
育成管理法検討のための現地調査

福江島 五島市 Ｄ 五島市 Ｈ２５～２７ 有害鳥獣被害防止対策に関する事業
専門業者によるイノシシの生息状況など分布の最前線(低
密度地域)のモニタリング調査を実施

福江島 五島市 Ｅ

長崎県
五島市

その他の者
（へき地医療
拠点病院）

Ｈ２５～２９ 離島における医療体制の整備・充実を図る事業

・へき地医療支援機構による代診医派遣等の対応
・へき地診療所の運営（６診療所）
・へき地医療拠点病院による診療応援等の対応
・へき地医療拠点病院の運営（五島中央病院）

五島列島
５年

（H25 29）

対象指定
地域

計画期間 対象離島 市町村

離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等で政令で定めるものに関する事項

福江島 五島市 Ｈ 五島市 Ｈ２５～２７ 滞在交流型観光の推進に関する事業

・五島市観光の窓口である福江港ターミナルに観光案内
窓口を設置
・着地型観光推進体制の整備（五島市観光協会による旅
行商品の造成　等）

福江島 五島市 Ｈ 五島市 Ｈ２５～２７ 観光客誘致・交流の促進に関する事業

・五島市３大イベント（トライアスロン、夕やけマラソン、椿ま
つり）を中心とした誘客イベントの運営、準備、宣伝活動等
を強化
・「しま共通地域通貨」の島内外向けＰＲ活動の実施
・修学旅行生への旅費の支援
・島外学校向けの修学旅行誘致活動の実施
・スポーツ合宿や大型スポーツイベントの誘致宣伝活動の
実施

福江島 五島市 Ｈ 五島市 Ｈ２５～２７ 国内及び国外との地域との交流の促進に関する事業
・外国人受入研修の開催
・国際交流員（韓国人）を１名雇用
・韓国旅行会社への宣伝・セールス活動

福江島 五島市 Ｈ
五島市

その他の者
（民間団体）

Ｈ２５～２７ 地域資源である椿を活用した島外との交流促進並びに情報発信等に関する事業
・椿まつりイベントに係る経費の助成
・若交流促進イベント等の開催または開催経費への助成
・ふるさと市民との交流事業の実施

福江島 五島市 Ｈ 長崎県 Ｈ２５～２６ 離島を訪れる観光客の利便性の向上を図る事業 離島に設置している広域観光案内板の板面修正等を実施

福江島 五島市 Ｈ 長崎県 Ｈ２６ 離島と他の地域との間の交流の促進に関する事業
東京藝術大学から講師陣を招聘し、中学・高校生を対象と
した音楽ワークショップを開催

五島列島
（H25～29）



政令で定める
事業等

（別表参照）
実施主体 実施年度 離島振興計画に基づく事業等の内容 うち、Ｈ２６年度に実施する事業等の内容

福江島 五島市 Ｉ 五島市 Ｈ２５～２７ 再生可能エネルギーの推進に関する事業
・市民を対象としたセミナーの開催
・浮体式洋上風力発電見学会の開催

福江島 五島市 Ｉ 五島市 Ｈ２５～２６ 離島における防災力の強化を図る事業
・避難所となる施設の改修及び自主避難所となる公民館
等の窓ガラスの強化・電気設備の整備
・指定避難所となる五島市中央公園へ防災資機材を整備

福江島 五島市 Ｊ 長崎県 Ｈ２６ 定住促進に関する事業
しまへの若者の定住支援に関する新たな支援スキーム等
の構築

赤島 五島市 Ｃ 五島市 Ｈ２５～２６ 離島漁業の振興と離島の漁業集落の再生、活性化に関する事業
福江漁業集落に対し、種苗放流や磯焼け対策等の活動を
支援

赤島 五島市 Ｄ
その他の者
（民間団体）

Ｈ２５～２７ 物資の流通に要する費用の低廉化に関する事業
野菜類、いも類、魚介類（生鮮、冷凍もの）及び鳥獣肉（牛
肉、豚肉、鶏肉）を戦略産品として位置づけ、海上輸送費
を支援

赤島 五島市 Ｄ 五島市 Ｈ２６～２９ 離島資源を活用した五島市産品等のブランド化に関する事業

・Ｈ２４離島活性化事業費補助金により整備した水産加工
施設を活用して、地元農水産物を使った新たな特産品を
開発
・五島市物産協会が行う全国ＰＲ等を通じて、都市部での
販路を拡大
・都市部での物産展や商談会を開催
・「五島地鶏しまさざなみ」の振興を図るため、五島地鶏推
進協議会が行う販売促進活動を支援

赤島 五島市 Ｅ

長崎県
その他の者

Ｈ２５～２９ 離島における医療体制の整備・充実を図る事業
・へき地医療支援機構による代診医派遣等の対応
・へき地診療所の運営（黄島診療所赤島分院）五島列島

５年
（H25～29）

対象指定
地域

計画期間 対象離島 市町村

離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等で政令で定めるものに関する事項

赤島 五島市 Ｅ
（へき地医療
拠点病院）

Ｈ２５～２９ 離島における医療体制の整備・充実を図る事業 ・へき地診療所の運営（黄島診療所赤島分院）
・へき地医療拠点病院による診療応援等の対応

赤島 五島市 Ｆ 五島市 Ｈ２５～２７ 安全で安心な出産の確保に関する事業
市内に住所を有する妊婦に対して、健康診査に係る費用
を助成

赤島 五島市 Ｉ 五島市 Ｈ２５～２６ 離島における防災力の強化を図る事業
自主避難所となる赤島住民センターの窓ガラスの強化及
び非常用発電機の整備

赤島 五島市 Ｊ 長崎県 Ｈ２６ 定住促進に関する事業
しまへの若者の定住支援に関する新たな支援スキーム等
の構築

黄島 五島市 Ｃ 五島市 Ｈ２５～２６ 離島漁業の振興と離島の漁業集落の再生、活性化に関する事業
黄島漁業集落に対し、種苗放流や磯焼け対策等の活動を
支援

黄島 五島市 Ｄ
その他の者
（民間団体）

Ｈ２５～２７ 物資の流通に要する費用の低廉化に関する事業
野菜類、いも類、魚介類（生鮮、冷凍もの）及び鳥獣肉（牛
肉、豚肉、鶏肉）を戦略産品として位置づけ、海上輸送費
を支援

黄島 五島市 Ｄ 五島市 Ｈ２６～２９ 離島資源を活用した五島市産品等のブランド化に関する事業

・Ｈ２４離島活性化事業費補助金により整備した水産加工
施設を活用して、地元農水産物を使った新たな特産品を
開発
・五島市物産協会が行う全国ＰＲ等を通じて、都市部での
販路を拡大
・都市部での物産展や商談会を開催
・「五島地鶏しまさざなみ」の振興を図るため、五島地鶏推
進協議会が行う販売促進活動を支援

島列島
（H25～29）



政令で定める
事業等

（別表参照）
実施主体 実施年度 離島振興計画に基づく事業等の内容 うち、Ｈ２６年度に実施する事業等の内容

黄島 五島市 Ｅ

長崎県
五島市

その他の者
（へき地医療
拠点病院）

Ｈ２５～２９ 離島における医療体制の整備・充実を図る事業
・へき地医療支援機構による代診医派遣等の対応
・へき地診療所の運営（黄島診療所）
・へき地医療拠点病院による診療応援等の対応

黄島 五島市 Ｆ 五島市 Ｈ２５～２７ 安全で安心な出産の確保に関する事業
市内に住所を有する妊婦に対して、健康診査に係る費用
を助成

黄島 五島市 Ｉ 五島市 Ｈ２５～２６ 離島における防災力の強化を図る事業
自主避難所となる黄島住民センターの窓ガラスの強化及
び非常用発電機の整備

黄島 五島市 Ｊ 長崎県 Ｈ２６ 定住促進に関する事業
しまへの若者の定住支援に関する新たな支援スキーム等
の構築

黒島 五島市 Ｃ 五島市 Ｈ２５～２６ 離島漁業の振興と離島の漁業集落の再生、活性化に関する事業
富江漁業集落に対し、種苗放流や磯焼け対策等の活動を
支援

黒島 五島市 Ｄ
その他の者
（民間団体）

Ｈ２５～２７ 物資の流通に要する費用の低廉化に関する事業
野菜類、いも類、魚介類（生鮮、冷凍もの）及び鳥獣肉（牛
肉、豚肉、鶏肉）を戦略産品として位置づけ、海上輸送費
を支援

黒島 五島市 Ｄ 五島市 Ｈ２６～２９ 離島資源を活用した五島市産品等のブランド化に関する事業

・Ｈ２４離島活性化事業費補助金により整備した水産加工
施設を活用して、地元農水産物を使った新たな特産品を
開発
・五島市物産協会が行う全国ＰＲ等を通じて、都市部での
販路を拡大
・都市部での物産展や商談会を開催

島列島
５年

対象指定
地域

計画期間 対象離島 市町村

離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等で政令で定めるものに関する事項

・都市部での物産展や商談会を開催
・「五島地鶏しまさざなみ」の振興を図るため、五島地鶏推
進協議会が行う販売促進活動を支援

黒島 五島市 Ｆ 五島市 Ｈ２５～２７ 安全で安心な出産の確保に関する事業
市内に住所を有する妊婦に対して、健康診査に係る費用
を助成

黒島 五島市 Ｊ 長崎県 Ｈ２６ 定住促進に関する事業
しまへの若者の定住支援に関する新たな支援スキーム等
の構築

島山島 五島市 Ｃ 五島市 Ｈ２５～２６ 離島漁業の振興と離島の漁業集落の再生、活性化に関する事業
玉之浦漁業集落に対し、種苗放流や磯焼け対策等の活動
を支援

島山島 五島市 Ｄ
その他の者
（民間団体）

Ｈ２５～２７ 物資の流通に要する費用の低廉化に関する事業
野菜類、いも類、魚介類（生鮮、冷凍もの）及び鳥獣肉（牛
肉、豚肉、鶏肉）を戦略産品として位置づけ、海上輸送費
を支援

島山島 五島市 Ｄ 五島市 Ｈ２５～２７ 有害鳥獣被害防止対策に関する事業
専門業者によるイノシシの生息状況など分布の最前線(低
密度地域)のモニタリング調査を実施

島山島 五島市 Ｄ 五島市 Ｈ２６～２９ 離島資源を活用した五島市産品等のブランド化に関する事業

・Ｈ２４離島活性化事業費補助金により整備した水産加工
施設を活用して、地元農水産物を使った新たな特産品を
開発
・五島市物産協会が行う全国ＰＲ等を通じて、都市部での
販路を拡大
・都市部での物産展や商談会を開催
・「五島地鶏しまさざなみ」の振興を図るため、五島地鶏推
進協議会が行う販売促進活動を支援

五島列島
５年

（H25～29）



政令で定める
事業等

（別表参照）
実施主体 実施年度 離島振興計画に基づく事業等の内容 うち、Ｈ２６年度に実施する事業等の内容

島山島 五島市 Ｆ 五島市 Ｈ２５～２７ 安全で安心な出産の確保に関する事業
市内に住所を有する妊婦に対して、健康診査に係る費用
を助成

島山島 五島市 Ｊ 長崎県 Ｈ２６ 定住促進に関する事業
しまへの若者の定住支援に関する新たな支援スキーム等
の構築

嵯峨島 五島市 Ｃ 五島市 Ｈ２５～２６ 離島漁業の振興と離島の漁業集落の再生、活性化に関する事業
三井楽漁業集落に対し、種苗放流や磯焼け対策等の活動
を支援

嵯峨島 五島市 Ｄ
その他の者
（民間団体）

Ｈ２５～２７ 物資の流通に要する費用の低廉化に関する事業
野菜類、いも類、魚介類（生鮮、冷凍もの）及び鳥獣肉（牛
肉、豚肉、鶏肉）を戦略産品として位置づけ、海上輸送費
を支援

嵯峨島 五島市 Ｄ 五島市 Ｈ２６～２９ 離島資源を活用した五島市産品等のブランド化に関する事業

・Ｈ２４離島活性化事業費補助金により整備した水産加工
施設を活用して、地元農水産物を使った新たな特産品を
開発
・五島市物産協会が行う全国ＰＲ等を通じて、都市部での
販路を拡大
・都市部での物産展や商談会を開催
・「五島地鶏しまさざなみ」の振興を図るため、五島地鶏推
進協議会が行う販売促進活動を支援

嵯峨島 五島市 Ｅ

長崎県
五島市

その他の者
（へき地医療
拠点病院）

Ｈ２５～２９ 離島における医療体制の整備・充実を図る事業
・へき地医療支援機構による代診医派遣等の対応
・へき地診療所の運営（嵯峨島出張診療所）
・へき地医療拠点病院による診療応援等の対応

五島列島
５年

（H25～29）

対象指定
地域

計画期間 対象離島 市町村

離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等で政令で定めるものに関する事項

嵯峨島 五島市 Ｆ 五島市 Ｈ２５～２７ 安全で安心な出産の確保に関する事業
市内に住所を有する妊婦に対して、健康診査に係る費用
を助成

嵯峨島 五島市 Ｇ 長崎県 Ｈ２５～２９ 高等学校等への通学に係る交通費等を軽減する事業
県内高等学校等の生徒への通学費、居住費の支援（年４
人予定）

嵯峨島 五島市 Ｉ 五島市 Ｈ２５～２６ 離島における防災力の強化を図る事業
自主避難所となる嵯峨島漁村センターの窓ガラスの強化
及び非常用発電機の整備

嵯峨島 五島市 Ｊ 長崎県 Ｈ２６ 定住促進に関する事業
しまへの若者の定住支援に関する新たな支援スキーム等
の構築

江島 西海市 Ｃ
その他の者
（民間団体）

Ｈ２５～２６ 漁業集落再生支援に関する事業
江島漁業集落に対し、水産資源の増殖や、漁獲物の販路
拡大等の取組を支援

江島 西海市 Ｄ
その他の者
（民間団体）

Ｈ２５～２７ 戦略産品輸送費コストを軽減する事業 漁獲物の本土への出荷に要する輸送経費を支援

江島 西海市 Ｅ

長崎県
西海市

その他の者
（へき地医療
拠点病院）

Ｈ２６～２８ 離島における医療体制の整備・充実を図る事業

・へき地医療支援機構による代診医派遣等の対応
・へき地診療所設備整備（江島診療所）
・へき地診療所の運営（江島診療所）
・へき地医療拠点病院による診療応援等の対応

蠣浦大島
５年

（H25～29）



政令で定める
事業等

（別表参照）
実施主体 実施年度 離島振興計画に基づく事業等の内容 うち、Ｈ２６年度に実施する事業等の内容

江島 西海市 Ｆ 西海市 Ｈ２５～２９ 妊婦の島外出産費用等を軽減する事業
島外での妊婦健診時の交通費や出産に要する宿泊費及
び交通費などの費用に対する支援（１名予定）

平島 西海市 Ｃ
その他の者
（民間団体）

Ｈ２５～２６ 離島漁業集落再生支援に関する事業
平島漁業集落に対し、水産資源の増殖や、漁獲物の販路
拡大等の取組を支援

平島 西海市 Ｄ
その他の者
（民間団体）

Ｈ２５～２７ 戦略産品輸送費コストを軽減する事業 漁獲物の本土への出荷に要する輸送経費を支援

平島 西海市 Ｅ

長崎県
西海市

その他の者
（へき地医療
拠点病院）

Ｈ２６～２９ 離島における医療体制の整備・充実を図る事業

・へき地医療支援機構による代診医派遣等の対応
・へき地診療所設備整備（平島診療所）
・へき地診療所の運営（平島診療所）
・へき地医療拠点病院による診療応援等の対応

平島 西海市 Ｆ 西海市 Ｈ２５～２９ 妊婦の島外出産費用等を軽減する事業
島外での妊婦健診時の交通費や出産に要する宿泊費及
び交通費などの費用に対する支援（１名予定）

平島 西海市 Ｇ
長崎県
西海市

Ｈ２５～２９ 高等学校等への通学に係る交通費等を軽減する事業
県内高等学校等の生徒への通学費、居住費の支援（年１
人予定）

松島 西海市 Ｅ

長崎県
西海市

その他の者
（へき地医療
拠点病院）

Ｈ２５～２７ 離島における医療体制の整備・充実を図る事業
・へき地医療支援機構による代診医派遣等の対応
・へき地診療所の運営（松島診療所）
・へき地医療拠点病院による診療応援等の対応

対象指定
地域

計画期間 対象離島 市町村

離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等で政令で定めるものに関する事項

蠣浦大島
５年

（H25～29）

拠点病院）

松島 西海市 Ｆ 西海市 Ｈ２５～２９ 妊婦の島外出産費用等を軽減する事業
島外での妊婦健診時の交通費や出産に要する宿泊費及
び交通費などの費用に対する支援（２名予定）

松島 西海市 Ｇ
長崎県
西海市

Ｈ２５～２９ 高等学校等への通学に係る交通費等を軽減する事業
県内高等学校等の生徒への通学費、居住費の支援（年１
２人予定）

池島 長崎市 Ｅ

長崎県
その他の者
（へき地医療
拠点病院）

Ｈ２５～２９ 離島における医療体制の整備・充実を図る事業
・へき地医療支援機構による代診医派遣等の対応
・へき地診療所の運営（池島診療所）
・へき地医療拠点病院による診療応援等の対応

池島 長崎市 Ｆ 長崎市 Ｈ２５～２９ 妊婦の健康診査の受診のために必要な通院費を軽減する事業
離島在住妊婦の妊婦健診や緊急搬送にかかる交通費（船
賃）、出産待機にかかる宿泊費等の支援（年２人予定）

高島 長崎市 Ｃ 長崎市 Ｈ２５～２６ 漁業の再生を支援する事業
海岸清掃による海の環境美化、稚イセエビの放流、漁場
の監視活動、産卵場の確保等による水産資源保護への支
援

高島 長崎市 Ｅ

長崎県
その他の者
（へき地医療
拠点病院）

Ｈ２５～２９ 離島における医療体制の整備・充実を図る事業
・へき地医療支援機構による代診医派遣等の対応
・へき地診療所の運営（高島診療所）
・へき地医療拠点病院による診療応援等の対応

高島 長崎市 Ｆ 長崎市 Ｈ２５～２９ 妊婦の健康診査の受診のために必要な通院費を軽減する事業
離島在住妊婦の妊婦健診や緊急搬送にかかる交通費（船
賃）、出産待機にかかる宿泊費等の支援（年２人予定）

高島
５年

（Ｈ25～
29）

松島
５年

（H25～29）


