
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

端島 岩国市 Ｃ 岩国市 H25～29
水産業に関する事業
『柱島漁業集落の地域活動を支援（種苗放流、流通体制の改善）』

柱島漁業集落に対し、漁業の活性化・振興につながる活動を
支援

柱島 岩国市 Ｃ 岩国市 H25～29
水産業に関する事業
『柱島漁業集落の地域活動を支援（種苗放流、流通体制の改善）』

柱島漁業集落に対し、漁業の活性化・振興につながる活動を
支援

黒島 岩国市 Ｃ 岩国市 H25～29
水産業に関する事業
『柱島漁業集落の地域活動を支援（種苗放流、流通体制の改善）』

柱島漁業集落に対し、漁業の活性化・振興につながる活動を
支援

端島 岩国市 Ｅ 岩国市 H25～29
医療の確保に関する事業
『柱島診療所の運営及び緊急時の医療確保と航行の安全を図るための患者輸送艇更
新事業』

離島における医療を確保するため、独立行政法人国立病院機
構岩国医療センターと契約を締結し、柱島診療所へ医師派遣
を行うとともに、島内における急患患者の発生の際は、輸送艇
で対応している。

柱島 岩国市 Ｅ 岩国市 H25～29
医療の確保に関する事業
『柱島診療所の運営及び緊急時の医療確保と航行の安全を図るための患者輸送艇更
新事業』

離島における医療を確保するため、独立行政法人国立病院機
構岩国医療センターと契約を締結し、柱島診療所へ医師派遣
を行うとともに、島内における急患患者の発生の際は、輸送艇
で対応している。

黒島 岩国市 Ｅ 岩国市 H25～29
医療の確保に関する事業
『柱島診療所の運営及び緊急時の医療確保と航行の安全を図るための患者輸送艇更
新事業』

離島における医療を確保するため、独立行政法人国立病院機
構岩国医療センターと契約を締結し、柱島診療所へ医師派遣
を行うとともに、島内における急患患者の発生の際は、輸送艇
で対応している。

浮島 周防大島町 D
その他の者
（協議会）

H26～28
戦略産品の移出に係る輸送費支援に関する事業
「浮島の戦略産品を本土移送する場合の輸送費の一部を支援」

イリコ等を本土移送する輸送費を支援

浮島 周防大島町 Ｆ 周防大島町 H28～30 離島居住妊婦の交通費等支援に関する事業
離島に居住する妊婦の検診等にかかる交通費等支援（2人の
予定）

情島 周防大島町 Ｆ 周防大島町 H28～30 離島居住妊婦の交通費等支援に関する事業 離島に居住する妊婦の検診等にかかる交通費等支援

前島 周防大島町 Ｆ 周防大島町 H28～30 離島居住妊婦の交通費等支援に関する事業 離島に居住する妊婦の検診等にかかる交通費等支援

浮島 周防大島町 Ｇ 周防大島町 H28～30 高校修学支援に関する事業 高等学校への通学費又は居住費支援（3人の予定）

情島 周防大島町 Ｇ 周防大島町 H28～30 高校修学支援に関する事業 高等学校への通学費又は居住費支援（0人の予定）

前島 周防大島町 Ｇ 周防大島町 H28～30 高校修学支援に関する事業 高等学校への通学費又は居住費支援

柱島群島

周防大島
諸島

５年
（H26～30）

５年
（H25～29）

５年
（H25～29）

計画期間
対象指定
地域

様式１

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

◆事業計画のうちＨ２８年度に実施するものの公表案



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

平郡島 柳井市 Ｄ
その他の者
（農業生産
者）

H25～29
戦略産品（農産物）の発展に関する事業
『柑橘生産を発展させる活動の支援（特殊害虫防除、共同防除を含む）、有害鳥獣被害
防止活動の支援（電気柵等の設置、捕獲駆除を含む）』

害虫防除、電気柵設置、捕獲駆除の活動を支援

平郡島 柳井市 Ｄ 柳井市 H25～29 戦略産品（農産物）の移出に係る輸送費支援に関する事業 市場に出荷する農産物に係る運賃の支援

平郡島 柳井市 Ｄ 柳井市 H25～29 戦略産品（畜産物）の移出に係る輸送費支援に関する事業 せりに出荷する牛の運搬に係る車両運賃の支援

平郡島 柳井市 Ｄ 柳井市 H25～29 戦略産品（水産物）の移出に係る輸送費支援に関する事業 市場に出荷する水産物に係る運賃の支援

平郡島 柳井市 Ｄ 柳井市 H25～29
島産のサツマイモを使った焼酎づくりとその販路拡大など、地元産農水産物の6次産業
化による雇用の創出と地域経済の活性化

増産活動を支援

平郡島 柳井市 Ｅ 柳井市 H25～29
医療の確保に関する事業『平郡診療所及び平郡診療所西出張診療所の運営及び施設・
医療機器の計画的整備』

レセプトコンピュータの更新

平郡島 柳井市 Ｅ 柳井市 Ｈ27以降
本土から長時間を要する本島の特殊性に鑑み、診療所の施設・医療機器を計画的に整
備する事業『平郡診療所（診療所の改築）』

改築等の基礎調査

平郡島 柳井市 Ｆ 柳井市 Ｈ27以降
離島居住妊婦の交通費等支援に関する事業
「平郡島に居住する妊婦の健診・分娩時に係る交通費、宿泊費の支援」

離島に居住する妊婦の検診等にかかる交通費等支援

平郡島 柳井市 Ｉ 柳井市 H28 消防体制の充実に関する事業『消防設備の整備』

牛島 光市 E 光市 H25～29 医療に関する事業（牛島診療所の運営）
島民の一次医療確保のため診療所を週４日開所しており、指
定管理者に対し管理運営経費の不足分について補助。

大津島 周南市 Ｅ
その他の者
（大津島保健
組合）

H25～29 地域医療の確保や緊急搬送体制の維持に関する事業 離島等診療所運営費補助

野島 防府市 Ｅ 防府市 Ｈ28～Ｈ29
医療に関する事業
野島診療所の運営（医師による週2回の往診、保健師による週1回の健康相談）

医師による週2回の往診、保健師による週1回の健康相談を実
施

野島 防府市 Ｈ 防府市 Ｈ28～Ｈ29
離島島民の生活の安定を図るため、島民に対して離島航路旅客運賃助成券を一人年
間24枚交付する事業

世帯構成員1人あたり24枚の離島航路旅客運賃助成券を交付
（109人の予定）

蓋井島 下関市 F 下関市 Ｈ28～30 離島居住妊婦の交通費支援に関する事業
蓋井島に居住する妊婦の妊婦健診時にかかる交通費の支援
（2人予定）

六連島 下関市 Ｆ 下関市 Ｈ28～30 離島居住妊婦の交通費支援に関する事業 六連島に居住する妊婦の妊婦健診時にかかる交通費の支援

蓋井島 下関市 Ｃ 下関市 Ｈ27～31
水産資源の増殖と基盤整備に努め、生産性の向上と生産の拡大により、漁業経営の安
定と所得の向上を図る事業

蓋井島漁業集落が実施する漁業再生に関する活動（種苗放
流、漁場監視等）を支援。

蓋井島 下関市 Ｅ
その他の者
（下関市立市
民病院）

Ｈ28～30
へき地保健医療事業計画に基づき、へき地医療拠点病院である市立市民病院におい
て、蓋井島巡回診察を実施する事業

へき地医療拠点病院である市立市民病院が、内科系医師、外
科系医師、歯科医を蓋井島へ派遣し巡回診察を行うことで医
療の確保を図る。

周南諸島
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

平郡島
５年

（H25～29）

響灘諸島
３年
（H28～
H30）



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

見島 萩市 Ｇ 萩市 H25～28
高校修学支援に関する事業
「本土へ通学する高校生への本土居住費等の支援」

本土へ通学する高校生への本土居住費等の支援（5人）

大島 萩市 Ｇ 萩市 H25～28
高校修学支援に関する事業
「本土へ通学する高校生への本土居住費等の支援」

本土へ通学する高校生への本土居住費等の支援（18人）

相島 萩市 Ｇ 萩市 H25～28
高校修学支援に関する事業
「本土へ通学する高校生への本土居住費等の支援」

本土へ通学する高校生への本土居住費等の支援(2人）

見島 萩市 Ｃ 萩市 Ｈ27～28
漁業再生に関する事業
「見島の各漁業集落における創意工夫を凝らした活動を支援」

見島の各漁業集落に対し、漁業活動を支援

大島 萩市 Ｃ 萩市 Ｈ27～28
漁業再生に関する事業
「大島の各漁業集落における創意工夫を凝らした活動を支援」

大島の各漁業集落に対し、漁業活動を支援

相島 萩市 Ｃ 萩市 Ｈ27～28
漁業再生に関する事業
「相島の各漁業集落における創意工夫を凝らした活動を支援」

相島の各漁業集落に対し、漁業活動を支援

見島 萩市 Ｆ 萩市 H25～28
離島居住妊婦の交通費等支援に関する事業
「見島に居住する妊婦の健診・分娩時に係る交通費、宿泊費の支援」

見島に居住する妊婦の健診・分娩時に係る交通費、宿泊費の
支援

大島 萩市 Ｆ 萩市 H25～28
離島居住妊婦の交通費等支援に関する事業
「大島に居住する妊婦の健診・分娩時に係る交通費、宿泊費の支援」

大島に居住する妊婦の健診・分娩時に係る交通費、宿泊費の
支援

相島 萩市 Ｆ 萩市 H25～28
離島居住妊婦の交通費等支援に関する事業
「相島に居住する妊婦の健診・分娩時に係る交通費、宿泊費の支援」

相島に居住する妊婦の健診・分娩時に係る交通費、宿泊費の
支援

見島 萩市 D
その他の者
（協議会）

H28～30
戦略産品の移出及び原材料の移入に係る輸送費支援に関する事業
「見島の戦略産品の本土移送及び原材料を島内移入する場合の輸送費の一部を支援」

野菜類、いも類、魚介類を本土移送する輸送費及び原材料を
島内移送する輸送費を支援

大島 萩市 D
その他の者
（協議会）

H28～30
戦略産品の移出及び原材料の移入に係る輸送費支援に関する事業
「大島の戦略産品を本土移送及び原材料を島内移入する場合の輸送費の一部を支援」

野菜類、いも類、魚介類を本土移送する輸送費及び原材料を
島内移送する輸送費を支援

相島 萩市 D
その他の者
（協議会）

H28～30
戦略産品の移出及び原材料の移入に係る輸送費支援に関する事業
「相島の戦略産品を本土移送及び原材料を島内移入する場合の輸送費の一部を支援」

野菜類、いも類、魚介類を本土移送する輸送費及び原材料を
島内移送する輸送費を支援

相島 萩市 D
その他の者
（萩海運㈲）

H28
物資の流通の効率化を図る事業
「農産物の流通コスト低減を図るため、本土側におけるトラック及びフォークリフトの整
備」

本土側における現行荷捌施設隣接地にトラックとフォークリフト
を整備し、流通コストの軽減を図る

見島 萩市 Ｅ 萩市 Ｈ25～28
医療に関する事業
「見島：本土に通院する高齢者に対し、離島航路運賃の一部を支援する」

本土に通院する高齢者に対し、離島航路運賃の一部を助成
（Ｈ27利用予定者数：75人）

見島 萩市 Ｅ 萩市 Ｈ25～28
医療に関する事業
「見島：見島診療所及び大島診療所の運営」

見島診療所の運営（Ｈ27患者数：8,300人）

大島 萩市 Ｅ 萩市 Ｈ25～28
医療に関する事業
「大島：見島診療所及び大島診療所の運営」

大島診療所の運営（Ｈ27患者数：4,400人）

相島 萩市 Ｅ 萩市 Ｈ25～28
医療に関する事業
「相島における巡回診療の実施」

週１回の巡回診療の実施（Ｈ27患者数：330人）

大島 萩市 Ｅ 萩市 Ｈ25～28
救急患者の搬送に関する事業
「大島：島内の船舶保持者の船舶を救急船として指定し、救急患者の本土への搬送を支
援する」

救急船による救急患者の本土への搬送を支援
（Ｈ27救急患者：16人）

相島 萩市 Ｅ 萩市 Ｈ25～28
救急患者の搬送に関する事業
「相島：島内の船舶保持者の船舶を救急船として指定し、救急患者の本土への搬送を支
援する」

救急船による救急患者の本土への搬送を支援
（Ｈ27救急患者：4人）

萩諸島
4年

(H25～28)

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


