
様式１

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、Ｈ２８年度に実施する事業等の内容

5年
（H25～29）

奥尻島 奥尻町 Ｃ 奥尻町 H27～29
つくり育てる漁業に関する事業
『奥尻漁業集落における地域活動の支援（種苗放流、若手漁業者への支援）』

奥尻漁業集落（148世帯）に対し種苗放流、深浅移植等の活
動を支援

奥尻島 奥尻町 Ｄ

奥尻町
または

その他の者
（協議会）

H26～28
就業機会を確保・拡充するための事業
『島の特性を活かした戦略産業の育成による雇用機会の確保及び地域資源を活用
した戦略産品の島外移出に係る輸送費支援に係る事業』

魚介（生鮮、冷凍モノ）の海上輸送費の支援

奥尻島 奥尻町 Ｄ

奥尻町
または

その他の者
（協議会）

H28
就業機会を確保・拡充するための事業
『島の特性を活かした戦略産業の育成による雇用機会の確保及び地域資源を活用
した戦略産品の島内移入に係る輸送支援事業』

発泡スチロール、飼料等の移入に係る海上移送費の支援

奥尻島 奥尻町 Ｅ 奥尻町 H25～H29
国民健康保険病院の施設の整備に関する事業
『奥尻町国民健康保険病院の老朽化及び耐震化整備による総改築事業、島外医療
機関からの専門科目医師の派遣診療に係る事業、医師住宅の整備に係る事業』

島内の病院において専門医師を招聘し、眼科、耳鼻咽喉
科、矯正歯科の専門医療を実施。

奥尻島 奥尻町 Ｆ
北海道、
奥尻町

H25～H29

妊産婦の本土での検診や出産に要する経費を助成するための事業
『奥尻島に居住する妊婦・産婦の通院等の機会を確保するため、本土の医療機関
への通院費用の低廉化に向けた取り組みとして、検診や出産準備等で受診した際
にかかる交通費、宿泊費を助成する事業』

島内に居住する妊婦・産婦（見込み20人）に対し本土医療
機関への通院費用を助成する。

奥尻島 奥尻町 Ｈ 奥尻町 H25～H29
長期滞在の促進や地域住民との交流機会の創出に関する事業
『離島航路及び航空路に係る運賃負担への支援、奥尻島をブランドイメージしたＰＲ
の強化、定住・交流の促進を図るためのＩＣＴを活用した地域情報の発信』

島内での脆弱な交通網を解消するためフェリー航路に係る
車両航送運賃助成を実施。また、唯一の高速移動手段であ
る航空路線に対しても運賃助成を実施。

奥尻島 奥尻町 Ｉ 奥尻町 H25～H29

消防対策、防災対策に関する事業
『奥尻町防災行政無線の設備改修に係る事業、避難路の修繕及び避難所、避難路
表示板の設置、ハザードマップの作成に係る事業及び消防救急デジタル無線の整
備、各種消防資機材の整備に係る事業』

島内における消防救急デジタル無線を整備。

天売島 羽幌町 Ｃ
北海道、
羽幌町

H25～H29

栽培漁業の促進、漁業被害対策に関する事業
『漁業集落の地域活動を支援を目的に、水産動植物の保護・増加を図るため、種苗
や稚魚の放流のほか、創意工夫を活かした取り組みを図り、地域水産業の振興を
図る。』

離島漁業再生支援交付金によるウニ人工種苗・ニシン稚魚
放流、ウニ移植放流等

天売島 羽幌町 Ｄ
その他の
者（協議

会）
H25～H29

輸送費用の低廉化に関する事業
『島の主力魚種であるカレイ、タラ、ホタテ等の出荷について、海上輸送費の低減に
より経営の安定を図り、生産基盤強化を促すとともに、雇用の増加などにより、生産
量の増大、雇用機会の拡充を図る。』

カレイ、タラ、ホタテ等魚介類の海上輸送費補助

天売島 羽幌町 Ｆ
北海道、
羽幌町

H25～H29

妊産婦健診及び出産の支援に関する事業
『天売島に居住する妊婦・産婦の通院等の機会を確保するため、本土の医療機関
への通院費用の低廉化に向けた取り組みとして、検診や出産準備等で受診した際
にかかる交通費、宿泊費を助成する事業』

妊産・産婦の検診や出産準備等で本土の医療機関を受診
した際に係る交通費、宿泊費を助成（想定2名）

天売島 羽幌町 Ｈ 羽幌町 H25～H29
情報発信や滞在交流型観光メニューの開発、イベント実施に関する事業
『島民と島外との交流の拡大による地域情報の発信を進め、観光入込数の増加に
よる地域の活性化及び後継者対策を進める。』

自然体験活動等を通じた島外住民との交流等を実施

天売島 羽幌町 Ｊ 羽幌町 H28～H29
離島の振興に寄与する人材の確保及び育成に関する事業
『漁業新規就業者・後継者に対する資格取得及び買船等に係る支援、島づくりを担
う人材養成を図る事業』

・漁業新規就業者・後継者に対する資格取得及び買船等に
係る支援
・島づくり人材養成大学（日本離島センター主催）派遣

焼尻島 羽幌町 Ｃ
北海道、
羽幌町

H25～H29

栽培漁業の促進、漁業被害対策に関する事業
『漁業集落の地域活動を支援を目的に、水産動植物の保護・増加を図るため、種苗
や稚魚の放流のほか、創意工夫を活かした取り組みを図り、地域水産業の振興を
図る。』

離島漁業再生支援交付金によるウニ人工種苗・ニシン稚魚
放流、ウニ移植放流等

5年
（H25～29）

天売・焼尻

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

事業計画のうちＨ２８年度に実施するものの公表

奥尻島

対象指定
地域

計画期間 対象離島



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、Ｈ２８年度に実施する事業等の内容

焼尻島 羽幌町 Ｄ
その他の
者（協議

会）
H25～H29

輸送費用の低廉化に関する事業
『島の主力魚種であるカレイ、タラ、ホタテ等や、戦略産品である焼尻めん羊の出荷
について、海上輸送費の低減により経営の安定を図り、生産基盤強化を促すととも
に、雇用の増加などにより、生産量の増大、雇用機会の拡充を図る。』

カレイ、タラ、ホタテ等魚介類及びめん羊の海上輸送費補助

焼尻島 羽幌町 Ｆ
北海道、
羽幌町

H25～H29

妊産婦健診及び出産の支援に関する事業
『焼尻島に居住する妊婦・産婦の通院等の機会を確保するため、本土の医療機関
への通院費用の低廉化に向けた取り組みとして、検診や出産準備等で受診した際
にかかる交通費、宿泊費を助成する事業』

妊産・産婦の検診や出産準備等で本土の医療機関を受診
した際に係る交通費、宿泊費を助成（想定1名）

焼尻島 羽幌町 Ｈ 羽幌町 H25～H29
情報発信や滞在交流型観光メニューの開発、イベント実施に関する事業
『島民と島外との交流の拡大による地域情報の発信を進め、観光入込数の増加に
よる地域の活性化及び後継者対策を進める。』

自然体験活動等を通じた島外住民との交流を実施

焼尻島 羽幌町 Ｊ 羽幌町 H28～H29
離島の振興に寄与する人材の確保及び育成に関する事業
『漁業新規就業者・後継者に対する資格取得及び買船等に係る支援、島づくりを担
う人材養成を図る事業』

・漁業新規就業者・後継者に対する資格取得及び買船等に
係る支援
・島づくり人材養成大学（日本離島センター主催）派遣

礼文島 礼文町 Ａ 礼文町 Ｈ25～Ｈ29
高度情報通信ネットワーク等の充実に関する事業
『離島のデジタルディバイドを解消すべくＦＴＴＨ網などＩＣＴ技術を活用し行政サービ
スの向上を図るとともに地域活性化を推進する事業、光ファイバー網の維持管理』

光ファイバー網の維持管理

礼文島 礼文町 Ｂ
その他の
者（協議

会）
H25～H29

物資の流通に要する費用の低廉化に関する事業
『流通の効率化、コスト削減などの新流通システムの構築を図る事業』

「急速冷凍システム」等の導入による新たな流通システムの
構築

礼文島 礼文町 Ｃ 礼文町 H27～H29

魅力ある漁村づくりに関する事業
『漁業集落の地域活動の支援に関する事業、離島の漁業の再生活動による生産の
拡大及び生産性の向上、付加価値の向上を促進及び漁村集落の発展並びに漁業
従事者の漁業収益の向上を図るための取組対する支援対策事業』

礼文島内全域の漁業集落に対し、漁場生産力向上や漁業
再生に関する実践的な取組を支援

礼文島 礼文町 Ｄ
その他の
者（協議

会）
H25～H29

輸送費用の低廉化に関する事業
『主要産業である水産業における水産品について、本土への輸送経費の一部支援
を行うことにより生産者コストの削減に努め、競争力を高めることにより、需要の増
大や販路拡大を図る事業』

水産物の輸送費・移入費支援
[水産物の具体的対象品目] 魚介類（生鮮・冷凍もの）・魚介
類（塩蔵・乾燥もの）・その他の水産品

礼文島 礼文町 Ｅ
北海道、
礼文町

H25～H29

医療の確保等に関する事業
『北海道立香深診療所の運営及びX線撮影装置等の設備の整備』（北海道）
『島外からの医療従事者を確保するための就業時の支援金貸与、臨床研修医の誘
致・確保、常勤医師不在時の派遣医師確保、出生から義務教育終了までの期間に
おける医療費の一部助成、医師の指示により専門診療を受けるため島外の医療機
関に移送される場合の費用助成を行う事業』（礼文町）
『診療所施設の修繕改修を行う事業』（礼文町）
『医療体制の充実のための医療機器更新を行う事業』（礼文町）

・道立香深診療所の医療機器の更新整備等（北海道）
・町立診療所における医師2名以上の複数体制、常勤医師
不在時の派遣医師確保、及び医療技術者修学資金の貸与
（礼文町）

礼文島 礼文町 Ｆ
北海道、
礼文町

H25～H29

妊産婦通院及び出産支援に関する事業
『礼文島に居住する妊婦・産婦の通院等の機会を確保するため、本土の医療機関
への通院費用の低廉化に向けた取り組みとして、検診や出産準備等で受診した際
にかかる交通費、宿泊費を助成する』

離島妊婦・産婦の通院、及び出産支援

礼文島 礼文町 Ｇ 礼文町 Ｈ25～Ｈ29

教育及び文化の振興に関する事業
『礼文高校生の「海外短期留学」「島外における資格検定試験等を受験する際の費
用の助成」「通学費助成」など魅力ある修学機会等の確保及び生徒数が減少してい
る離島高校の存続につながる諸施策の展開』

・礼文高校生の海外留学支援
・礼文高校生の資格検定試験等受験費用助成
・礼文高校生の通学費助成

礼文島 礼文町 Ｈ

礼文町
その他の
者（協議

会）

H25～H29

観光の開発に関する事業・国内及び国外の地域との交流の促進に関する事業
『島内アクセスを中心とした来島者の利便性、交流人口増加に向けた地域ＰＲ、交
流人口増加に向けたアクセスハンディの改善、交流人口増加に向けた誘客、来島
者の満足度アップ、観光の人づくり、海岸原風景等の維持による交流拡大、自然環
境保全による交流拡大、地域文化や文化財情報発信による交流拡大を図る事業』

・観光産業を核とした交流人口の拡大のための取組
・優れたアーティストのステージによる、アーティストを含め
た町内外からの参加者との交流
・指定文化財をはじめとした島の歴史や文化に関するデー
タ管理とそれらの情報提供による交流人口の拡大
・マスコットキャラクター「あつもん」を活用した交流事業等を
通し交流人口の拡大や観光入込数増加・定住促進に寄与

　
礼文島

5年
（H25～29）

5年
（H25～29）

天売・焼尻

対象指定
地域

計画期間 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

対象離島



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、Ｈ２８年度に実施する事業等の内容

礼文島 礼文町 Ｉ 礼文町 H25～H29

防災対策に関する事業
『住民への防災・減災意識の高揚と防災訓練等の実施、災害時における緊急避難
場所・避難所を確保整備、住民の安全安心を確保するための各種災害防止施設等
を整備、防災用資機材・災害備蓄品等の計画的な購入・配備・保管、消防用デジタ
ル無線設備整備、消防体制の整備や消防団員確保を図る事業』

・シェルター付避難路設置及び閉校舎の避難所改修事業
・防災訓練の実施、緊急一時避難路の設置補修、及び防災
用資器材の購入等

礼文島 礼文町 Ｊ 礼文町 H25～H29
離島の振興に寄与する人材の確保及び育成に関する事業
『漁業後継者を確保するための奨励報償、漁業後継者育成対策、移住・定住促進を
図る事業』

・漁業後継者奨励金制度の実施
[制度の具体的内容] 漁業後継者を育成するため報償を行
う。漁業後継者とは本町に住所を有し新たに漁業に従事す
る者で、漁業協同組合青年部に加入し、町長が認めた者に
対し報償金品を交付する。
・漁業担い手支援事業の実施
[事業の具体的内容]漁業者就業意欲の喚起と終業後の定
着を図るため「担い手支援金」を交付する。また、昨年度に
続き今年度も「漁業者支援住宅」２戸を整備する。

利尻島
5年
（H25～29）

利尻島 利尻町 Ｃ 利尻町 H28～H29

水産資源を活用した新たなコミュニティビジネスの展開に関する事業、新規漁業就
業者育成支援に関する事業
『離島の漁業の再生活動による生産の拡大及び生産性の向上、付加価値の向上を
促進し、漁村集落の発展並びに漁業従事者の漁業収益の向上を図るための取組
に対する支援対策事業』

・漁業後継者確保のため、新規漁業就業者への報償金の
増額と対象の拡大、また漁船・漁具のリースによる支援。
・沓形・仙法志漁業集落に対し、ウニやナマコの種苗放流事
業等の活動を支援。

利尻島 利尻町 Ｄ 利尻町 H28～H29

輸送費用の低廉化に関する事業
『主要産業である水産業における水産品の移出について、本土への輸送経費の一
部支援を行うことにより生産者コストの削減に努め、競争力を高めることにより、需
要の増大や販路拡大を図る事業』。また、移出と同様に水産品を出荷時に梱包する
ための容器の移入輸送費を一部支援することで生産者コストの削減が図られ、競争
力を高めることに繋がり、需要の拡大や販路拡大の推進等に繋がる。

利尻町水産品輸送経費支援事業の実施。
（移出）具体的品目：魚介類（生鮮、冷凍）・魚介類（塩蔵、乾
燥）・その他水産品（海藻類）
（移入）移入対象品目：
　　　　・その他製造工業品（発泡スチロール製容器、プラス
　　　　　チック製容器）
　　　　・その他木製品（木箱等）

利尻島 利尻町 Ｆ
北海道、
利尻町

Ｈ25～Ｈ29
妊婦の出産支援に関する事業
『島内において出産できる医療機関や専門的な不妊治療を行う機関がないことか
ら、受診・出産にかかる費用の負担軽減、少子化対策の一環として助成する事業』

妊婦・産婦の受診費用や不妊治療に係る費用等に対する、
町独自の助成。

利尻島 利尻町 H 利尻町 Ｈ28

利尻町地域情報発信プロジェクト事業
　観光客・移住希望者は「利尻」というワードは効いた事があるか、若しくは知らな
い。その中で、まずは「利尻」を知ってもらうという目的で、「利尻」を知るキッカケをイ
ンパクトのある動画をとおしてPRする。そして「聞いたことがある利尻島」から「行っ
てみたい、住んでみた利尻島」へ利尻のブランディング化を図る。それが永続的な
観光客の増や移住者の増大、地域振興へ繋げる。

利尻の絶景の中を舞台にインパクト大の動画を製作し様々
な媒体でPR。その後動画の特設HPを作成し利尻町をPRす
る様々なページや移住定住関連ページに誘導する仕掛け
作りをする。

利尻島 利尻町 H 利尻町 Ｈ25～Ｈ28

地域資源を活用した地域間交流に関する事業
『地域情報及び行政情報の発信を積極的に行い、離島の自然環境、文化、景観等
の地域資源を活かした観光・交流の促進を図るため、ＰＲ媒体を工夫し、インパクト
のある観光ＰＲ活動の展開と着地型観光体メニューの開発。
また、過疎化による漁業者減少により活用されなくなった海面や船揚場・作業場の
観光交流施設への転用を行い、その施設におて地域住民主体のおもてなし体験事
業を実施し交流人口の増加を図る。

廃船を利用した「うにとり体験」や「利尻昆布土産づくり体
験」等のアクティビティ充実、集落住民・地元漁師の日常に
触れ合う交流の場の確保、商工連携による地産地消テナン
トや特産土産店の営業をメインに、島ならではの特色ある
取組を包括的にＰＲする拠点を設け「住んでよし訪れてよ
し」の観光地域づくりを行う。
また、PR媒体の工夫により、インパクトのあるPR活動を展
開することによって、当地の魅力を印象づけることにより、
利尻島への誘客を促し、交流人口の拡大を図る。

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

礼文島
5年

（H25～29）

対象指定
地域

計画期間



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、Ｈ２８年度に実施する事業等の内容

利尻島 利尻町 Ｉ 利尻町 Ｈ28
避難場所・避難所看板設置事業
離島における防災リスクを軽減するため、緊急的な防災・減災対策を講じて、島内
住民の安全・安心を確保する。

利尻町緊急防災・減災対策事業として、現在、公助から共
助・自助へのシフトを目指し、各種ソフト事業を展開し、住民
とのワークショップを通じて、新たな避難経路、避難場所、
避難所の見直し等行っており、その中で地域住民から要望
された箇所に避難場所看板を設置し、地域防災力を向上さ
せ、島内住民の安全・安心を確保する。　また、近年の外国
人観光客の個人旅行化に伴い看板には外国語標記（英語
等）もする。

利尻島 利尻町 Ｉ 利尻町 Ｈ28
衛星携帯（車載用）等電話整備事業
離島における防災リスクを軽減するため、緊急的な防災・減災対策を講じて、島内
住民の安全・安心を確保する。

利尻町緊急防災・減災対策事業として、公助として整備しな
ければならないものとして、重要なツールである災害時情報
伝達手段の確保として、被災地など現場と役場本部や北海
道との情報共有を目指し、衛星携帯電話（移動用）等を整
備し、地域防災力を向上させ、島内住民の安全・安心を確
保する。

利尻島 利尻富士町 Ａ 利尻富士町 H25～H29
高度情報通信ネットワーク等の充実に関する事業
『光ファイバー網の維持管理、ＩＴリーダーの養成でソーシャルネットワークサービス
の拡充』

町内光ファイバー網の維持管理

利尻島 利尻富士町 Ｃ
北海道、
利尻富士

町
H25～H29

漁業経営の安定化に関する事業
『漁港における就労環境の改善及び機能保全事業、生産性の高い漁場開発による
資源回復事業等』（北海道）

水産環境整備事業（囲い礁設置事業）により昆布・うに漁場
の資源回復等

利尻島 利尻富士町 Ｃ
北海道、
利尻富士

町
H25～H29

漁業経営の安定化に関する事業
『鴛泊地区漁業集落及び鬼脇地区漁業集落の地域活動を支援、後継者対策、機能
高度化事業等』（利尻富士町）
『サケふ化放流事業、種苗放流事業、資源管理推進事業、新規着業者支援事業
等』（漁協等）

離島漁業再生支援交付金による漁業集落の活動支援と後
継者対策（磯船贈呈）

利尻島 利尻富士町 Ｄ 利尻富士町 H25～H29
輸送費用の低廉化に関する事業
『戦略産品の移出及び移入に係る輸送費支援で地場産業の振興、企業の育成や雇
用の創出への支援』

魚介類及び清涼飲料水の本土との海上輸送費の支援（具
体的品目生鮮、冷凍もの、塩蔵、乾燥もの、水、その他水産
品、その他の製造工業品）

利尻島 利尻富士町 Ｅ
北海道、
利尻富士

町
H25～H29

医療の確保等に関する事業
『北海道立鬼脇診療所の設備等の整備』（北海道）
『町立診療所及び町立歯科診療所の施設整備事業、医療技術者養成・確保事業、
介護サービス事業等』（利尻富士町）

町立診療所及び介護サービス施設の施設改修（利尻富士
町）

利尻島 利尻富士町 Ｆ
北海道、
利尻富士

町
H25～H29

妊産婦通院交通費等助成に関する事業
『利尻島に居住する妊婦・産婦の通院等の機会を確保するため、本土の医療機関
への通院費用の低廉化に向けた取り組みとして、検診や出産準備等で受診した際
にかかる交通費、宿泊費を助成する事業』

妊婦・産婦への通院費用（フェリー代、宿泊費）の助成

利尻島 利尻富士町 Ｈ 利尻富士町 H25～H29

国内及び国外の地域との交流に関する事業
『ＩＴリーダーの養成でソーシャルネットワークサービスの拡充』と国内外の交流拡大
の仕掛けづくりや情報発信、新たな離島観光ブームを推進する事業』『地域資源を
活用した交流機会の創出による交流人口の拡大及び交流の促進』

町オフィシャルWEBサイトとソーシャルメディアを活用した交
流拡大の仕掛けづくりや情報発信の実施、地域資源を活用
した離島交流事業、漁業等産業遺産を利活用した調査研
究事業の実施

小島
2年

（H27～28）
小島 厚岸町 Ｉ 厚岸町 H27～28

防災対策の推進に関する事業
『住民の防災意識の高揚に努める事業』

防災行政無線整備

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

5年
（H25～29）

利尻島


