
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

中ノ島 海士町 H 海士町 H28
多様な交流機会の提供
 ・キャンプやホームステイなどによる子ども達との交流事業などの実施

 ・キャンプ、ホームステイ、大学生とのフィールドワーク交流
　などの実施

中ノ島 海士町 H 海士町 H28～H29
多様な交流機会の提供
 ・島の魅力を映像で情報発信

 ・PR映像を制作し、情報発信

中ノ島 海士町 D 海士町 H28～H29
隠岐産品のブランド力強化
 ・ふくぎ、みかん等の町資源を活用したアロマオイルの開発・商品化、体験型メ
 ニューの開発

 ・アロマオイル２品を商談会で売り込み

中ノ島 海士町 I 海士町 H28～H30
津波対策の推進、孤立対策の推進
 ・避難所施設の機能強化

 ・避難所施設の整備計画を検討

中ノ島 海士町 D 海士町 H28～H30

物資の輸送に要する費用の低廉化に向けた取り組みの推進、「隠岐牛」ブラン
ドの確立
 ・戦略産品（魚介類・鳥獣類（牛））の移出及び戦略産品（鳥獣類（牛））の原材料
 等（農産加工品）の移入に係る輸送費支援の実施

 ・戦略産品（イカ、いわがき、アジなどの魚介類及び牛）の
　移出及び戦略産品（牛）の原材料等の移入に係る海上輸
　送費を補助

中ノ島 海士町 D 海士町 H28～H30

水産業、隠岐産品のブランド力強化
 ・いわがきの生産拡大に向けた取組みの実施（養殖方法等の調査研究、共同企業
 体の検討等）
 ・島風便ブランドの販路拡大（ISO22000を活かした海外展開促進、TVショッピング
 等）
 ・新たな特産品の開発（伝統料理のCAS商品化等）

 ・いわがきの生産拡大に向けた養殖方法等の試行
 ・いわがきの生産から販売における共同企業体の検討
 ・ISO22000を活かした島風便ブランドの海外展開促進
 ・TVショッピングによる島風便ブランドの販路拡大
 ・特産品の開発（伝統料理（煮しめ等））

中ノ島 海士町 H 海士町 H28～H30

多様な交流機会の提供、学校教育の振興
 ・保-小-中-高連携による地域教育の魅力化と教育移住の呼び込み（子育てビジョ
 ンの策定、ICTによる遠隔授業、学習センターを活用した小中高生の学力向上、
 夢ゼミ、大学等と連携したスポーツ合宿、海外留学生の受入れ等）

 ・保～高校までの統一的子育てビジョンの策定に向けた関
　係者会議の開催
 ・隠岐國学習センターの運営委託（ICT遠隔授業、小中高
　生の基礎学力向上対策、夢ゼミ）
 ・海外留学生の受け入れ

中ノ島 海士町 H 海士町 H28～H30

組織体制の強化、多様な交流機会の提供、情報発信の強化、受け入れ体制の強
化
 ・ローカルブランディングの強化（宿泊施設の基準作成等による品質の向上、宿泊
 業の担い手確保等）
 ・神楽坂離島キッチンからの情報発信
 ・隠岐島前版DMOの構築と企画の推進

 ・ローカルブランディングの強化による受入体制の強化
 ・神楽坂離島キッチンを拠点にした離島ネットワークの
　構築
 ・アイランドウェディング等の企画運営（金婚式など）

中ノ島 海士町 Ｅ 海士町 H28～H32
医療体制の充実
 ・海士診療所（医療機器の購入）

 ・解析付心電計、眼科検査機械等の備品購入

中ノ島 海士町 Ｆ 海士町 H28～H32
本土受診にかかる島民負担の軽減
 ・島外での妊婦健診や出産に係る交通費や宿泊費などに対する支援

 ・島外での妊婦健診、出産に係る交通費及び宿泊費など
　に対する支援を実施

中ノ島 海士町 Ｇ 団体 H28～H32
人の往来等に要する費用の低廉化
 ・島前高校生が通学等で内航船を利用する際の運賃に対する支援

 ・島前高校生が通学等で内航船を利用する際の運賃に対
　する支援を実施

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

隠岐島
5年

(H28～H32)

事業計画のうちＨ２８年度に実施するものの公表案 様式１

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

西ノ島 西ノ島町 D 西ノ島町 H28～Ｈ30

物資の輸送に要する費用の低廉化に向けた取り組みの推進
 ・戦略産品（魚介類、その他の水産費）の移出及び戦略産品（魚介類）の原材料
 等（その他製造工業品）、戦略産品（鳥獣類（牛））の原材料等（農産加工品）の
 移入に係る輸送費支援の実施

 ・戦略産品（さば、あじなどの魚介類、その他の水産品）の
　移出及び戦略産品（魚介類、牛）の原材料等の移入に係
　る海上輸送費を補助

西ノ島 西ノ島町 H 西ノ島町 H28～Ｈ29
UIターンの促進、隠岐産品のブランド力強化
 ・各種イベントで町の魅力及び産品を情報発信

 ・各種イベントで町の魅力及び産品を情報発信

西ノ島 西ノ島町 Ｉ 西ノ島町 H28
孤立対策の推進
 ・ヘリポート施設の改修

 ・ヘリポートの取り付け道路等の整備

西ノ島 西ノ島町 H 西ノ島町 H28
情報発信の強化、受け入れ体制の強化
 ・情報発信サイトの英語対応
 ・映像の制作、情報発信

 ・情報発信サイトの英語対応
 ・PR映像映像の制作及び情報発信

西ノ島 西ノ島町 D 西ノ島町 Ｈ28～Ｈ29
漁場環境の改善と海藻の有効活用
 ・未利用海藻を活用した加工品の商品化

 ・未利用海藻の資源量と有効成分調査

西ノ島 西ノ島町 H 西ノ島町 H28～Ｈ32
多様な交流機会の提供
 ・スポーツ交流の実施
（自然とマラソンを融合させた島ランの実施、都市野球チームとのスポーツ交流の実施）

 ・スポーツ交流の実施（マラソン、野球）

西ノ島 西ノ島町 H 西ノ島町 H28～Ｈ32
多様な交流機会の提供
 ・離島留学の情報発信

 ・離島留学の情報発信

西ノ島 西ノ島町 Ｅ 西ノ島町 H28～Ｈ32
医療体制の充実
 ・浦郷診療所（医療機器の購入）

 ・浦郷診療所（医療機器の購入）

西ノ島 西ノ島町 Ｅ 西ノ島町 H28～Ｈ32
医療体制の充実
 ・歯科診療所（医療機器の購入）

 ・歯科診療所（医療機器の購入）

西ノ島 西ノ島町 Ｅ 西ノ島町 H28～Ｈ32
医療体制の充実
 ・三度診療所（へき地診療所の運営）

 ・三度診療所（へき地診療所）の運営

西ノ島 西ノ島町 Ｅ 隠岐広域連合 H28～Ｈ32
医療体制の充実
 ・隠岐島前病院（医療機器の購入・施設の整備）

 ・隠岐島前病院（医療機器の購入・施設の整備）

西ノ島 西ノ島町 Ｆ 西ノ島町 H28～Ｈ32
本土受診にかかる島民負担の軽減
 ・島外での妊婦健診や出産に係る交通費や宿泊費などに対する支援

 ・島外での妊婦健診、出産に係る交通費及び宿泊費など
　に対する支援を実施

西ノ島 西ノ島町 Ｇ 団体 H28～H32
人の往来等に要する費用の低廉化
 ・島前高校生が通学等で内航船を利用する際の運賃に対する支援

 ・島前高校生が通学等で内航船を利用する際の運賃に対
　する支援の実施

隠岐島
5年

(H28～H32)

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



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

知夫里島 知夫村 D 知夫村 H28～H30
物資の輸送に要する費用の低廉化に向けた取り組みの推進
 ・戦略産品（魚介類、その他の水産品）の移出及び戦略産品（鳥獣類（牛））の原材
 料等（農産加工品）の移入に係る輸送費支援の実施

 ・戦略産品（サザエ、ワカメなど）の移出及び戦略産品（牛）
　の原材料等の移入に係る海上輸送費を補助

知夫里島 知夫村 I 知夫村 H28
津波対策の推進
 ・指定避難所の機能強化及び改修

 ・指定避難所である知夫小中学校の機能強化、改修（バリ
　アフリー対策、非常階段の新設等）

知夫里島 知夫村 Ｈ 知夫村 H28～H32
多様な交流機会の提供
 ・島留学の実施

 ・島留学の実施に向けた体制づくりと情報発信

知夫里島 知夫村 Ｅ 知夫村 H28～H32
医療体制の充実
 ・知夫村歯科診療所（医療機器の購入）
 ・知夫村診療所（医療機器の購入）

 ・血液分析装置整備（知夫村診療所）

知夫里島 知夫村 Ｆ 知夫村 H28～H32
本土受診にかかる島民負担の軽減
 ・島外での妊婦健診や出産に係る交通費や宿泊費などに対する支援

 ・島外での妊婦健診、出産に係る交通費及び宿泊費など
　に対する支援を実施

知夫里島 知夫村 Ｇ 団体 H28～H32
人の往来等に要する費用の低廉化
 ・島前高校生が通学等で内航船を利用する際の運賃に対する支援

 ・島前高校生が通学等で内航船を利用する際の運賃に対
　する支援の実施

島後 隠岐の島町 D 隠岐の島町 Ｈ28～Ｈ30
隠岐産品のブランド力強化
 ・町産品のブランド化による販路拡大

 ・町産品のブランド化による販路拡大

島後 隠岐の島町 D 隠岐の島町 H28～H30
物資の輸送に要する費用の低廉化に向けた取り組みの推進
 ・戦略産品（藻塩米、魚介類、原木、飲料）の移出に係る輸送費支援を実施

 ・戦略産品（藻塩米、魚介類、原木、飲料）の移出に係る
　海上輸送費の支援を実施

島後 隠岐の島町 H 隠岐の島町 Ｈ28
交流による人材育成等
 ・離島交流野球大会の実施

 ・離島交流野球大会の実施

島後 隠岐の島町 I 隠岐の島町 H28～H29
津波対策の推進
 ・津波避難計画の策定

 ・津波避難計画の策定

島後 隠岐の島町 Ａ 隠岐の島町 Ｈ28
孤立対策の推進、港や空港の観光機能の強化
 ・防災、観光の拠点施設にWi-fiアクセスポイントの整備

 ・防災、観光の拠点施設にWi-fiアクセスポイントの整備

島後 隠岐の島町 Ｅ 隠岐の島町 Ｈ28～Ｈ32
医療体制の充実
 ・五箇診療所、五箇歯科診療所、中村診療所、都万診療所、都万歯科診療所
 （医療機器の購入）

 ・五箇診療所、五箇歯科診療所、中村診療所、都万診療
　所、都万歯科診療所（医療機器の購入）

島後 隠岐の島町 Ｅ 隠岐の島町 Ｈ28～Ｈ32
医療体制の充実
 ・布施診療所、久見診療所（へき地診療所の運営）

 ・布施診療所及び久見診療所（へき地診療所）の運営

島後 隠岐の島町 Ｅ 隠岐広域連合 Ｈ28～Ｈ32
医療体制の充実
 ・隠岐病院（医療機器の購入、へき地医療拠点病院の運営、産科医療機関の確保）

 ・隠岐病院（医療機器の購入、へき地医療拠点病院の運
　営、産科医療機関の確保）

島後 隠岐の島町 Ｆ 隠岐の島町 Ｈ28～Ｈ32
本土受診にかかる島民負担の軽減
 ・島外での妊婦健診や出産に係る交通費や宿泊費などに対する支援

 ・島外での妊婦健診、出産に係る交通費や宿泊費など
　に対する支援の実施

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

5年
(H28～H32)

隠岐島


