
別紙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

対馬島 対馬市 Ｃ 対馬市 Ｈ２５～２９
漁業者による藻場の保全活動等を支援する事業
『漁業集落の自主的な活動（種苗放流・藻場の維持管理・海岸海底清掃・有害魚の駆除等、新漁法導入のための現地
視察や試験操業等の実施、未・低利用資源を利用した水産加工品の商品化等）に対する支援』

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） Ｈ２５～２９
輸送コストへの支援を行い、産業の活性化を図る事業
『本土まで移出する際の海上輸送にかかる経費の補助』

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 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
『大量に水揚げされる魚種の新商品開発による産地化の推 進』

開発を行った新商品の、販路拡大及び定着を図るため試験販売やPR活動等を行う事業

対馬島 対馬市 Ｄ 長崎県 Ｈ２８
海業の創出や雇用創出につながる事業構築を図る事業
『しまの魅力でもある「海」に関係する地域資源を最大限に活用した新たな産業の創出、雇用創出の推進』

各しまに「海業支援協議会」を立ち上げ事業検討の体制づくりを推進。各協議会において海業の創出や雇用創出につな
がる事業構築を行う。

対馬島 対馬市 Ｄ 対馬市 Ｈ２８～２９
農林水産業の担い手確保と人材育成に関する事業
『合同企業面談会等の開催による担い手確保と研修委託事業等による人材の育成』

島内外で合同企業面談会等を開催し新たな担い手を確保するとともに、新規就業者への研修事業に対し支援を行う。

対馬島 対馬市 Ｄ 対馬市 Ｈ２８～２９
他産地との差別化を図り、対馬産品の販路拡大につなげる事業
『対馬しいたけの普及啓発及び販路開拓等』

対馬しいたけの新たな販路拡大のため参加する、各種物産展及び各種商談会等への支援。

対馬島 対馬市 Ｅ
長崎県
対馬市

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の運営、へき地医療拠点病院の運営及び施設・設備整備、へき地診療所の運営及び施設・設備
整備』
『島内１１箇所のへき地診療所の運営、へき地診療所運営に必要な医療器具の購入（無影灯、ＣＲ画像処理システム、
歯科ユニット等）、へき地診療所の維持補修（防水改修工事等）』

・へき地診療所の運営（16診療所）
・へき地診療所施設整備（仁田診療所、佐須奈診療所）
・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（2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』

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 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
『シーカヤックフェスタの開催等』

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等

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
『大学教員、地域団体、行政関係者等による実行委員会の開催、学生インターンシップ受入、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』

学生インターンの受入、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、対馬学フォーラム開催

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
『日韓両国の若者が、お互いの国についての理解を深めるとともに、日韓交流の方策について討議し、企画・立案するこ
とを通じて、将来の長崎県と韓国との交流を担う青少年を育成し、今後の交流の促進につなげることを目的とした日韓未
来塾の実施』

「日韓未来塾２０１６」の実施
〔日韓の大学生等各１５人（合計３０人）が参加予定〕

対馬島 対馬市 Ｈ 対馬市 Ｈ２８～２９
歴史・自然・文化などを活かして交流促進を図る事業
『市、対馬観光物産協会、アウトドア事業者の三者が連携したＰＲ活動及びキャンプイベントの開催等を行う』

キャンプイベントの開催と高規格テントの配備を目玉としたＰＲ活動の実施

対馬島 対馬市 I 長崎県 Ｈ２８
防災施設等の保全に関する事業
『指定避難所の防災機能強化業務を実施』

指定避難所である高等学校体育館の防災機能強化

対馬島 対馬市 Ｊ 対馬市 Ｈ２８～２９
定住促進に関する事業
『しまの男性と島内外の女性の出会いの場を創出し、交際から結婚・定住へつなげる事業』

婚活イベントの開催とイベント後のアフターフォローの実施および各種団体の行う婚活イベントへの支援

泊島 対馬市 Ｃ 対馬市 Ｈ２５～２９
漁業者による藻場の保全活動等を支援する事業
『漁業集落の自主的な活動（種苗放流・藻場の維持管理・海岸海底清掃・有害魚の駆除等、新漁法導入のための現地
視察や試験操業等の実施、未・低利用資源を利用した水産加工品の商品化等）に対する支援』

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

泊島 対馬市 Ｊ 対馬市 Ｈ２８～２９
定住促進に関する事業
『しまの男性と島内外の女性の出会いの場を創出し、交際から結婚・定住へつなげる事業』

婚活イベントの開催とイベント後のアフターフォローの実施および各種団体の行う婚活イベントへの支援

赤島 対馬市 Ｃ 対馬市 Ｈ２５～２９
漁業者による藻場の保全活動等を支援する事業
『漁業集落の自主的な活動（種苗放流・藻場の維持管理・海岸海底清掃・有害魚の駆除等、新漁法導入のための現地
視察や試験操業等の実施、未・低利用資源を利用した水産加工品の商品化等）に対する支援』

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

赤島 対馬市 Ｊ 対馬市 Ｈ２８～２９
定住促進に関する事業
『しまの男性と島内外の女性の出会いの場を創出し、交際から結婚・定住へつなげる事業』

婚活イベントの開催とイベント後のアフターフォローの実施および各種団体の行う婚活イベントへの支援

沖ノ島 対馬市 Ｃ 対馬市 Ｈ２５～２９
漁業者による藻場の保全活動等を支援する事業
『漁業集落の自主的な活動（種苗放流・藻場の維持管理・海岸海底清掃・有害魚の駆除等、新漁法導入のための現地
視察や試験操業等の実施、未・低利用資源を利用した水産加工品の商品化等）に対する支援』

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

沖ノ島 対馬市 Ｊ 対馬市 Ｈ２８～２９
定住促進に関する事業
『しまの男性と島内外の女性の出会いの場を創出し、交際から結婚・定住へつなげる事業』

婚活イベントの開催とイベント後のアフターフォローの実施および各種団体の行う婚活イベントへの支援

島山島 対馬市 Ｃ 対馬市 Ｈ２５～２９
漁業者による藻場の保全活動等を支援する事業
『漁業集落の自主的な活動（種苗放流・藻場の維持管理・海岸海底清掃・有害魚の駆除等、新漁法導入のための現地
視察や試験操業等の実施、未・低利用資源を利用した水産加工品の商品化等）に対する支援』

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

島山島 対馬市 Ｊ 対馬市 Ｈ２８～２９
定住促進に関する事業
『しまの男性と島内外の女性の出会いの場を創出し、交際から結婚・定住へつなげる事業』

婚活イベントの開催とイベント後のアフターフォローの実施および各種団体の行う婚活イベントへの支援

対馬島 対馬市 Ｈ 長崎県 Ｈ２８～３０
高校生の離島留学制度を活用した、子どもたちの幅広い交流を促進する事業
『「しま」の魅力についての情報発信や「高校生の離島留学制度」の戦略的な広報を行い、県外も含めた島外からの留学
者を増やすことで、交流促進を図る広報コーディネーターを配置』

離島留学広報専任コーディネーターの配置

対馬島 対馬市 Ｈ 長崎県 H２８～３０

離島地区小規模校の魅力化「アイランド・チャレンジ」事業
『各離島の特性を生かした「高校生の離島留学制度」を引き続き実施し、目的意識をもった島内外の生徒が集う学校づく
りを行い、離島の自然や人情などの教育資源を、本土部の子どもたちにも提供することを通じて、学びの場・人間形成の
場を構築する。』

事業実施に係るしま地区の高校７校を対象に、学校と地域住民等で構成する「推進協議会」を設置し、推進協議会にお
いて地元高校の魅力化事業推進計画を策定する。策定した事業推進計画については、県教育委員会に設置する「事業
検討委員会」で指導・助言を行い、認定した事業について、地元市町と県教育委員会が協働して取り組んでいく。

壱岐島 壱岐市 Ｂ その他の者（民間団体） Ｈ２８
物資の流通の効率化に関する事業
『壱岐地域青果物等流通拠点施設を整備し、壱岐地域の共用の青果流通拠点として活用する事業』

壱岐地域共用の青果物流通拠点施設を整備する。

壱岐島 壱岐市 Ｄ 長崎県 Ｈ２８
島内農水産品を材料にした戦略産品開発に関する事業
『壱岐島で生産された農水産品を材料にした「壱岐弁」等を開発するための商品開発・テスト販売を実施』

壱岐島で生産された農水産品を材料にした「壱岐弁」等を商品化するための商品開発・テスト販売を実施する。さらに、
島外での常時販売を目的として、福岡を中心に販路開拓（営業）を実施する。

壱岐島 壱岐市 Ｄ 長崎県 Ｈ２８
海業の創出や雇用創出につながる事業構築を図る事業
『しまの魅力でもある「海」に関係する地域資源を最大限に活用した新たな産業の創出、雇用創出の推進』

各しまに「海業支援協議会」を立ち上げ事業検討の体制づくりを推進。各協議会において海業の創出や雇用創出につな
がる事業構築を行う。

壱岐島 壱岐市 Ｈ 壱岐市 Ｈ２６～２８
島内にある文化歴史遺産の活用による交流人口の拡大に関する事業
『他地域での展示公開（ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾐｭｰｼﾞｱﾑ）を実施』

観光客動向調査や修学旅行来島校調査実績を活かし、関東圏、関西圏、北部九州圏でのﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾐｭｰｼﾞｱﾑの開催、九
州国立博物館と連携した企画展などを実施。

壱岐島 壱岐市 Ｈ 壱岐市 Ｈ２６～２８
外国人観光客に対するおもてなし意識の醸成に関する事業
『外国人観光客への助成、観光業従事者に対する講座等を実施』

島内宿泊施設等に対する外国人観光客おもてなしセミナー、観光業従事者に対する英会話講座等を実施し、受入体制
を強化する。

壱岐島 壱岐市 Ｈ 壱岐市 Ｈ２６～２８
東アジアからの観光客の増加に関する事業
『福岡市と連携し、台湾へのＰＲを実施』

アジアからのゲートウェイである福岡市と連携し、旅行商品のPR,情報発信を行い、外国人観光客の誘客を図る。

壱岐島 壱岐市 Ｈ 壱岐市 Ｈ２６～２８
メディアを活用した観光・物産情報の発信に関する事業
『福岡のラジオ放送を活用した観光・物産情報のＰＲを実施』

福岡市で放送されているラジオ番組内で、週１回壱岐市の情報発信を行う。

３年
（Ｈ２８～３０）

５年
（Ｈ２５～２９）

対馬島

５年
（Ｈ２５～２９）

◆事業計画のうちＨ２８年度に実施するものの公表案

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

対象離島計画期間
対象指定

地域

壱岐島



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

若宮島 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』

県内高等学校等の生徒への通学費、居住費の支援

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
『健診又は分娩する施設のない２次離島に居住する妊婦の健診や分娩の際にかかる交通費等の支援』

検診又は分娩する施設のない２次離島に居住する妊婦の検診や分娩の際にかかる交通費等を支援する

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』

県内高等学校等の生徒への通学費、居住費の支援

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
『健診又は分娩する施設のない２次離島に居住する妊婦の健診や分娩の際にかかる交通費等の支援』

検診又は分娩する施設のない２次離島に居住する妊婦の検診や分娩の際にかかる交通費等を支援する

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』

県内高等学校等の生徒への通学費、居住費の支援

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
『健診又は分娩する施設のない２次離島に居住する妊婦の健診や分娩の際にかかる交通費等の支援』

検診又は分娩する施設のない２次離島に居住する妊婦の検診や分娩の際にかかる交通費等を支援する

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』

県内高等学校等の生徒への通学費、居住費の支援

壱岐島 壱岐市 Ｃ その他の者（民間団体） Ｈ２８～３０
漁業の活性化に関する事業
『壱岐内海湾海域での自然海産物について、高品質品の安定的な出荷体制を整備するとともにブランド化を図る。』

内海湾で自然養殖するカキ・アサリ・ナマコなどについて、品質管理基準を策定し、ブランド化。基準未満の産品を活かし
た加工品開発を行う。

壱岐島 壱岐市 Ｄ その他の者（民間団体） Ｈ２８～３０
戦略産品の移出に係る輸送コストの低減に関する事業
『輸送コストの低減を図るため、農協、漁協を通じて戦略産品を移出する際の海上輸送費への支援』

戦略産品（米、野菜類、花き、魚介類）の海上輸送経費を支援する。

壱岐島 壱岐市 Ｄ 壱岐市 Ｈ２８～３０
地場産業の活性化事業
『農水産物を活用した商品開発やﾊﾟｯｹｰｼﾞﾃﾞｻﾞｲﾝの見直し等による販売促進を図り、販路開拓の支援を行う事業』

地場産品を活用した新商品開発、ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾃﾞｻﾞｲﾝの見直しによる販売促進について、専門家を活用した支援を行い、販
路開拓も併せて支援することで、事業拡大、企業等の促進を図る。

壱岐島 壱岐市 Ｈ 長崎県 Ｈ２８～３０
高校生の離島留学制度を活用した、子どもたちの幅広い交流を促進する事業
『「しま」の魅力についての情報発信や「高校生の離島留学制度」の戦略的な広報を行い、県外も含めた島外からの留学
者を増やすことで、交流促進を図る広報コーディネーターを配置』

離島留学広報専任コーディネーターの配置

壱岐島 壱岐市 Ｈ 壱岐市 Ｈ２８～３０
観光振興による交流人口拡大に関する事業
『プロモーション活動及び情報発信により、交流人口拡大を図る事業』

一般旅行、教育旅行分野での営業プロモーション・情報発信、テレビ番組招請などを行う。

壱岐島 壱岐市 Ｈ 壱岐市 Ｈ２８～３０
観光振興による交流人口拡大に関する事業
『観光振興のための新たな仕掛けづくりにより、交流人口拡大を図る事業』

旅行会社等への送客支援、営業プロモーション活動用ツール作成、企画立案要員の雇用

壱岐島 壱岐市 Ｈ 壱岐市 Ｈ２８～３０
観光振興による交流人口拡大に関する事業
『スポーツ交流、体験ツアー等の実施により交流人口拡大を図る事業』

女子旅プレスツアー、考古学モニターツアー等の造成、実施。

壱岐島 壱岐市 Ｉ 壱岐市 Ｈ２８～３０
防災設備等の保全に関する事業
『消防防災通信施設の保全業務を実施』

消防防災通信施設の保全業務を実施。

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の運営、へき地医療拠点病院の運営』

・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
『離島の妊婦の健診・出産に伴う交通費等の経済的負担の軽減』

対象者が離島地域以外での出産に備え、事前に離島地域以外で待機する際要した宿泊費及び交通費、公費負担によ
る妊婦健診を受診する際の交通費、離島地域以外の医療機関にやむを得ず緊急に移送された場合の移送費（妊婦の
担当医師等の指示によるものに限る）の補助。

黒島 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』

県内高等学校等の生徒への通学費、居住費の支援

黒島 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』

県内高等学校へ通う生徒への、通学費、居住費、帰省費の補助

青島 松浦市 Ｃ 松浦市 Ｈ２５～２９
漁場の生産力向上に向けた漁場環境を改善する事業
『漁場の生産力の向上に向けた稚魚・稚貝の放流や藻場再生等の支援』

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漁場環境改善活動を支援

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の運営、へき地医療拠点病院の運営、へき地診療所の運営及び施設・設備整備』

・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
『離島の妊婦の健診・出産に伴う交通費等の経済的負担の軽減』

対象者が離島地域以外での出産に備え、事前に離島地域以外で待機する際要した宿泊費及び交通費、公費負担によ
る妊婦健診を受診する際の交通費、離島地域以外の医療機関にやむを得ず緊急に移送された場合の移送費（妊婦の
担当医師等の指示によるものに限る）の補助。

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』

県内高等学校等の生徒への通学費、居住費の支援

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）』

県内高等学校へ通う生徒への、通学費、居住費、帰省費の補助

飛島 松浦市 Ｃ 松浦市 Ｈ２５～２９
漁場の生産力向上に向けた漁場環境を改善する事業
『漁場の生産力の向上に向けた稚魚の放流や海底耕運による底質改善事業の支援』

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漁場環境改善活動を支援

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
『離島の妊婦の健診・出産に伴う交通費等の経済的負担の軽減』

対象者が離島地域以外での出産に備え、事前に離島地域以外で待機する際要した宿泊費及び交通費、公費負担によ
る妊婦健診を受診する際の交通費、離島地域以外の医療機関にやむを得ず緊急に移送された場合の移送費（妊婦の
担当医師等の指示によるものに限る）の補助。

飛島 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』

県内高等学校等の生徒への通学費、居住費の支援

飛島 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』

県内高等学校へ通う生徒への、通学費、居住費、帰省費の補助

大島 平戸市 Ｃ 平戸市 Ｈ２７～３１
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)』

的山・大根坂漁業集落に対し、磯焼け対策の活動を支援

大島 平戸市 Ｄ その他の者（民間団体） Ｈ２５～２８
物資の輸送に要する費用の低廉化に関する事業
『戦略産品の輸送コストの支援』

戦略産品の輸送コスト（移出）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の運営、へき地医療拠点病院の運営、へき地診療所の運営及び施設・設備整備』

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

大島 平戸市 Ｆ 平戸市 Ｈ２５～２８
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』

妊婦の出産にかかる交通費等の支援

大島 平戸市 Ｇ
長崎県
平戸市

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』

高等学校への通学費又は居住費の支援（１０人の予定）

大島 平戸市 Ｉ 平戸市 Ｈ２６～２８
防災体制の整備に関する事業
『指定避難場所である防災施設の整備』

島民の防災拠点施設の整備

度島 平戸市 Ｃ 平戸市 Ｈ２７～３１
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)』

度島漁業集落に対し、磯焼け対策の活動を支援

度島 平戸市 Ｄ その他の者（民間団体） Ｈ２５～２８
物資の輸送に要する費用の低廉化に関する事業
『戦略産品の輸送コストの支援』

戦略産品の輸送コスト（移出）の支援

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）

３年
（Ｈ２８～３０）

壱岐島

５年
（Ｈ２５～２９）

対象指定
地域

計画期間

平戸諸島



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

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の運営、へき地医療拠点病院の運営、へき地診療所の運営及び施設・設備整備』
『度島診療所(医療機器の購入、診療所及び医師住宅の整備)、度島診療所の運営』

・へき地診療所の運営（度島診療所）
・へき地診療所設備整備（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 Ｈ２５～２８
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』

妊婦の出産にかかる交通費等の支援

度島 平戸市 Ｇ
長崎県
平戸市

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』

高等学校への通学費又は居住費の支援（１７人の予定）

高島 平戸市 Ｃ 平戸市 Ｈ２７～３１
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)』

高島漁業集落に対し、種苗放流の活動を支援

高島 平戸市 Ｆ 平戸市 Ｈ２５～２８
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』

妊婦の出産にかかる交通費等の支援

高島 平戸市 Ｇ
長崎県
平戸市

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』

高等学校への通学費又は居住費の支援（０人の予定）

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
『離島の妊婦の健診・出産に伴う交通費等の経済的負担の軽減』

出産にかかる渡航費の補助

六島 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』

県内高等学校等の生徒への通学費、居住費の支援

野崎島 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』

県内高等学校等の生徒への通学費、居住費の支援

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
『農水産物の島外への出荷に係る輸送コストに対する支援』

野菜（アスパラ等）類の出荷にかかる輸送コスト支援

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
『離島の妊婦の健診・出産に伴う交通費等の経済的負担の軽減』

出産にかかる渡航費の補助

納島 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』

県内高等学校等の生徒への通学費、居住費の支援

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
『農水産物の島外への出荷に係る輸送コストに対する支援』

魚介類、野菜類等の出荷にかかる輸送コスト支援

小値賀島 小値賀町 Ｄ 長崎県 Ｈ２８
海業の創出や雇用創出につながる事業構築を図る事業
『しまの魅力でもある「海」に関係する地域資源を最大限に活用した新たな産業の創出、雇用創出の推進』

各しまに「海業支援協議会」を立ち上げ事業検討の体制づくりを推進。各協議会において海業の創出や雇用創出につな
がる事業構築を行う。

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の運営、へき地医療拠点病院の運営、へき地診療所の運営及び施設・設備整備』
『総合的な医療システムの導入。（生化学自動分析装置購入等）』

・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
『離島の妊婦の健診・出産に伴う交通費等の経済的負担の軽減』

出産にかかる渡航費の補助

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
『離島体験による教育旅行等の受入支援、交流拡大のための仕掛けづくり、小値賀版観光メニューの開発等』

修学旅行等受入への支援

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
『藻場再生活動による交流活性化事業』

ボランティアダイバーによるウニ駆除等の実施支援

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
『地域の魅力情報発信事業』

郷土出身者等との交流促進、マスコットキャラクターを活用した地域情報の発信

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
『ＵＩターン者用の居住に対する支援（住宅の改修等）』

移住者用住宅環境の整備

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
『子育て支援事業』

安心して子育てができる環境づくり行い、定住促進を図る。
　・子育て親の交流の場の提供
　・子育てに関する相談援助
　・地域の子育ての情報提供
　・発達支援教室の開催

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
『まちづくり人材育成事業』

講演会、視察等を通したまちづくり人材の育成

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
『離島留学制度等調査研究事業』

離島の環境を活かした教育について、調査・研究を実施し定住促進策としての可能性を検証する

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
『離島の妊婦の健診・出産に伴う交通費等の経済的負担の軽減』

出産にかかる渡航費の補助

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
『農水産物の島外への出荷に係る輸送コストに対する支援』

ゴーヤなど野菜類、豆類の出荷にかかる輸送コスト支援

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
『離島の妊婦の健診・出産に伴う交通費等の経済的負担の軽減』

出産にかかる渡航費の補助

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』

県内高等学校等の生徒への通学費、居住費の支援

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
『離島の妊婦の健診・出産に伴う交通費等の経済的負担の軽減』

出産にかかる渡航費の補助

小値賀島 小値賀町 Ｄ その他の者（民間団体） Ｈ２８～３０
輸送コスト支援による産業の活性化を図る事業
『農水産物の島内への入荷に係る輸送コストに対する支援』

魚介類、野菜類等の出荷にかかる輸送コスト支援

小値賀島 小値賀町 Ｄ 小値賀町 Ｈ２８～３０
新たな水産加工品の開発に関する事業
『水産加工品の開発』

五島近海で獲れた水産物を活用し新たな商品開発を進め、水産加工品の創出を目指す

小値賀島 小値賀町 Ｄ 小値賀町 Ｈ２８～２９
新たな水産加工品の開発に関する事業
『水産加工品場の整備』

五島近海で水揚げされた魚介類を使用した、新たな水産加工品の製造を行うために水産加工場を整備する

小値賀島 小値賀町 Ｄ 小値賀町 Ｈ２８～３０
農産物の６次産業化に関する事業
『6次産業化の推進』

新たな商品の開発研究を実施し、関連産業の活性化を図る
　・商品の開発研究
　・販路開拓
　・商品及び地域の情報発信

小値賀島 小値賀町 Ｄ 小値賀町 Ｈ２８～３０
農業の担い手の確保・育成等に関する事業
『新規就農希望者の受入、研修を通じた育成』

新規就農希望者に対して、町内の農家で実地研修を実施

小値賀島 小値賀町 Ｈ 小値賀町 Ｈ２８～３０
観光振興と離島体験による交流人口拡大を図る事業
『教育旅行等の受入拡大支援。情報発信の強化、観光メニューの開発、体験料の一部を支援』

体験メニューの開発と教育旅行の受入れ支援を行い交流人口の拡大を目指す

小値賀島 小値賀町 Ｈ 長崎県 H２８～３０

離島地区小規模校の魅力化「アイランド・チャレンジ」事業
『各離島の特性を生かした「高校生の離島留学制度」を引き続き実施し、目的意識をもった島内外の生徒が集う学校づく
りを行い、離島の自然や人情などの教育資源を、本土部の子どもたちにも提供することを通じて、学びの場・人間形成の
場を構築する。』

事業実施に係るしま地区の高校７校を対象に、学校と地域住民等で構成する「推進協議会」を設置し、推進協議会にお
いて地元高校の魅力化事業推進計画を策定する。策定した事業推進計画については、県教育委員会に設置する「事業
検討委員会」で指導・助言を行い、認定した事業について、地元市町と県教育委員会が協働して取り組んでいく。

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）

対象指定
地域

計画期間

３年
（Ｈ２８～３０）



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

小値賀島 小値賀町 Ｊ 小値賀町 Ｈ２８～３０
離島の振興に寄与する人材の確保に関する事業
『空き家を活用した定住促進用住宅の改修』

移住者用住宅環境の整備

小値賀島 小値賀町 Ｊ 小値賀町 Ｈ２８～３０
離島の振興に寄与する人材の確保に関する事業
『専門員を配置し、空き家バンク事業の態勢、情報発信を強化』

専属の支援員を配置して、移住対策の充実を図る。

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の運営、へき地医療拠点病院の運営、へき地診療所の運営及び施設・設備整備』

・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』

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

宇久島 佐世保市 Ｇ 佐世保市 Ｈ２７～２９
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）

県内高等学校等へ就学する生徒への居住費の支援

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』

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 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』

県内高等学校等へ就学する生徒への居住費の支援

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の運営、へき地医療拠点病院の運営、へき地診療所の運営及び施設・設備整備』

・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』

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

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』

県内高等学校等の生徒への通学費、居住費の支援

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の運営、へき地医療拠点病院の運営、へき地診療所の運営及び施設・設備整備』

・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』

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』

県内高等学校等の生徒への通学費、居住費の支援

宇久島 佐世保市 Ｄ 佐世保市 Ｈ２８～３０
各種農水産品の輸送コストを軽減する事業
『戦略産品の移出及び戦略産品の原材料等の移入に係る輸送費に対する一部助成』

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 Ｈ 長崎県 H２８～３０

離島地区小規模校の魅力化「アイランド・チャレンジ」事業
『各離島の特性を生かした「高校生の離島留学制度」を引き続き実施し、目的意識をもった島内外の生徒が集う学校づく
りを行い、離島の自然や人情などの教育資源を、本土部の子どもたちにも提供することを通じて、学びの場・人間形成の
場を構築する。』

事業実施に係るしま地区の高校７校を対象に、学校と地域住民等で構成する「推進協議会」を設置し、推進協議会にお
いて地元高校の魅力化事業推進計画を策定する。策定した事業推進計画については、県教育委員会に設置する「事業
検討委員会」で指導・助言を行い、認定した事業について、地元市町と県教育委員会が協働して取り組んでいく。

高島 佐世保市 Ｄ 佐世保市 Ｈ２８～３０
各種農水産品の輸送コストを軽減する事業
『戦略産品の移出及び戦略産品の原材料等の移入に係る輸送費に対する一部助成』

個人（業者）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：製造食品、野菜類）

黒島 佐世保市 Ｄ 佐世保市 Ｈ２８～３０
各種農水産品の輸送コストを軽減する事業
『戦略産品の移出及び戦略産品の原材料等の移入に係る輸送費に対する一部助成』

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）

中通島 新上五島町 Ｂ
その他の者
（協議会）

Ｈ２６～２９
離島の流通効率化に資する事業
『施設整備（保管倉庫等）、機材導入（コンテナ等）に係る支援』

あご粉末自動パック機など、島内の特産品を活かした加工品の製造業者に対する補助を実施。

中通島 新上五島町 Ｄ その他の者（民間団体） Ｈ２５～２８
輸送コストに係る支援補助事業
『魚介類（生鮮、冷凍もの）、特産品（うどん）、飼料の輸送コストへの直接支援』

魚介類（生鮮・冷凍もの）と五島うどんの海上移出入に係る直接支援

中通島 新上五島町 Ｄ 長崎県 Ｈ２８
海業の創出や雇用創出につながる事業構築を図る事業
『しまの魅力でもある「海」に関係する地域資源を最大限に活用した新たな産業の創出、雇用創出の推進』

各しまに「海業支援協議会」を立ち上げ事業検討の体制づくりを推進。今年度は県が実証事業を支援し、次年度以降市
町事業として各協議会において海業の創出や雇用創出につながる事業構築を行う。

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の運営、へき地医療拠点病院の運営及び施設・設備整備、へき地診療所の運営及び施設・設備
整備』
『へき地診療所の運営、患者輸送車整備、検査用機器の購入』

・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 Ｈ２５～２９
魅力発信交流事業
『島内の情報発信、島外者との交流のための支援』

フォトコンテスト、五島の日を契機としたイベントを実施。

頭ケ島 新上五島町 Ｈ 新上五島町 Ｈ２５～２９
魅力発信交流事業
『島内の情報発信、島外者との交流のための支援』

フォトコンテスト、五島の日を契機としたイベントを実施。

桐ノ小島 新上五島町 Ｈ 新上五島町 Ｈ２５～２９
魅力発信交流事業
『島内の情報発信、島外者との交流のための支援』

フォトコンテスト、五島の日を契機としたイベントを実施。

若松島 新上五島町 Ｄ その他の者（民間団体） Ｈ２５～２８
輸送コストに係る支援補助事業
『魚介類（生鮮、冷凍もの）、特産品（うどん）、飼料の輸送コストへの直接支援』

魚介類（生鮮・冷凍もの）と五島うどんの海上移出入に係る直接支援

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の運営、へき地医療拠点病院の運営、へき地診療所の運営及び施設・設備整備』
『へき地診療所の運営、施設整備』

・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 Ｈ２５～２９
魅力発信交流事業
『島内の情報発信、島外者との交流のための支援』

フォトコンテスト、五島の日を契機としたイベントを実施。

日ノ島 新上五島町 Ｄ その他の者（民間団体） Ｈ２５～２８
輸送コストに係る支援補助事業
『魚介類（生鮮、冷凍もの）、特産品（うどん）、飼料の輸送コストへの直接支援』

魚介類（生鮮・冷凍もの）と五島うどんの海上移出入に係る直接支援

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の運営、へき地医療拠点病院の運営、へき地診療所の運営及び施設・設備整備』
『へき地診療所の運営』

・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

５年
（Ｈ２５～２９）

五島列島

３年
（Ｈ２８～３０）

平戸諸島

５年
（Ｈ２５～２９）

３年
（Ｈ２８～３０）

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

日ノ島 新上五島町 Ｈ 新上五島町 Ｈ２５～２９
魅力発信交流事業
『島内の情報発信、島外者との交流のための支援』

フォトコンテスト、五島の日を契機としたイベントを実施。

有福島 新上五島町 Ｈ 新上五島町 Ｈ２５～２９
魅力発信交流事業
『島内の情報発信、島外者との交流のための支援』

フォトコンテスト、五島の日を契機としたイベントを実施。

漁生浦島 新上五島町 Ｄ その他の者（民間団体） Ｈ２５～２８
輸送コストに係る支援補助事業
『魚介類（生鮮、冷凍もの）、特産品（うどん）、飼料の輸送コストへの直接支援』

魚介類（生鮮・冷凍もの）と五島うどんの海上移出入に係る直接支援

漁生浦島 新上五島町 Ｈ 新上五島町 Ｈ２５～２９
魅力発信交流事業
『島内の情報発信、島外者との交流のための支援』

フォトコンテスト、五島の日を契機としたイベントを実施。

中通島 新上五島町 Ｃ 新上五島町 Ｈ２８～３０
漁業集落再生に係る支援事業
『種苗放流、漁場の管理・改善、産卵場・育成場の整備、海岸・海底清掃、漁場監視及び創意工夫を生かした取組に対
する支援』

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、活動、藻場管理、新規漁業の着業等）

中通島 新上五島町 Ｄ 新上五島町 Ｈ２８～３０
地場産業活性化事業
『物産展運営、マーケティング調査及び技術の習得、特産品のＰＲのための支援』

販売戦略会議を実施し、反省点、改善策を常に検証しながら、日本橋長崎館（長崎県アンテナショップ）、阪急梅田駅構
内を活用した新上五島町特産品物産展を開催。

中通島 新上五島町 Ｈ 新上五島町 Ｈ２８～３０
離島を訪れる観光客の利便性の向上を図る事業
『世界遺産登録に向けた観光客受入体制の整備』

新上五島町の海の玄関口である有川港ターミナル内にある鯨賓館の充実を行い、受入体制の整備を図る。

中通島 新上五島町 Ｈ 長崎県 H２８～３０

離島地区小規模校の魅力化「アイランド・チャレンジ」事業
『各離島の特性を生かした「高校生の離島留学制度」を引き続き実施し、目的意識をもった島内外の生徒が集う学校づく
りを行い、離島の自然や人情などの教育資源を、本土部の子どもたちにも提供することを通じて、学びの場・人間形成の
場を構築する。』

事業実施に係るしま地区の高校７校を対象に、学校と地域住民等で構成する「推進協議会」を設置し、推進協議会にお
いて地元高校の魅力化事業推進計画を策定する。策定した事業推進計画については、県教育委員会に設置する「事業
検討委員会」で指導・助言を行い、認定した事業について、地元市町と県教育委員会が協働して取り組んでいく。

中通島 新上五島町 Ｉ 新上五島町 Ｈ２８～３０
災害に強いまちづくり事業
『防災対策（災害危険箇所の調査、避難指定場所の調査及び改修、支障樹木伐採・保護管設置等）』

防災・避難施設の改修、機能強化の実施

頭ケ島 新上五島町 Ｃ 新上五島町 Ｈ２８～３０
漁業集落再生に係る支援事業
『種苗放流、漁場の管理・改善、産卵場・育成場の整備、海岸・海底清掃、漁場監視及び創意工夫を生かした取組に対
する支援』

有川地区漁業集落の地域活動に対する支援（種苗放流、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 Ｈ２８～３０
地場産業活性化事業
『物産展運営、特産品のＰＲのための支援』

販売戦略会議を実施し、反省点、改善策を常に検証しながら、日本橋長崎館（長崎県アンテナショップ）、阪急梅田駅構
内を活用した新上五島町特産品物産展を開催。

頭ケ島 新上五島町 Ｈ 新上五島町 Ｈ２８～３０
魅力発信交流事業
『島内の情報発信、島外者との交流のための支援』

フォトコンテスト、五島の日を契機としたイベントを実施。

頭ケ島 新上五島町 Ｉ 新上五島町 Ｈ２８～３０
災害に強いまちづくり事業
『防災対策（災害危険箇所の調査、避難指定場所の調査及び改修、支障樹木伐採・保護管設置等）』

防災・避難施設の改修、機能強化の実施

桐ノ小島 新上五島町 Ｃ 新上五島町 Ｈ２８～３０
漁業集落再生に係る支援事業
『種苗放流、漁場の管理・改善、産卵場・育成場の整備、海岸・海底清掃、漁場監視及び創意工夫を生かした取組に対
する支援』

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、藻場管理、新規漁業の着業等）

桐ノ小島 新上五島町 Ｄ 新上五島町 Ｈ２８～３０
地場産業活性化事業
『物産展運営、マーケティング調査及び技術の習得、特産品のＰＲのための支援』

販売戦略会議を実施し、反省点、改善策を常に検証しながら、日本橋長崎館（長崎県アンテナショップ）、阪急梅田駅構
内を活用した新上五島町特産品物産展を開催。

桐ノ小島 新上五島町 Ｉ 新上五島町 Ｈ２８～３０
災害に強いまちづくり事業
『防災対策（災害危険箇所の調査、避難指定場所の調査及び改修、支障樹木伐採・保護管設置等）』

防災・避難施設の改修、機能強化の実施

若松島 新上五島町 Ｃ 新上五島町 Ｈ２８～３０
漁業集落再生に係る支援事業
『種苗放流、漁場の管理・改善、産卵場・育成場の整備、海岸・海底清掃、漁場監視及び創意工夫を生かした取組に対
する支援』

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 新上五島町 Ｈ２８～３０
地場産業活性化事業
『物産展運営、マーケティング調査及び技術の習得、特産品のＰＲのための支援』

販売戦略会議を実施し、反省点、改善策を常に検証しながら、日本橋長崎館（長崎県アンテナショップ）、阪急梅田駅構
内を活用した新上五島町特産品物産展を開催。

若松島 新上五島町 Ｉ 新上五島町 Ｈ２８～３０
災害に強いまちづくり事業
『防災対策（災害危険箇所の調査、避難指定場所の調査及び改修、支障樹木伐採・保護管設置等）』

防災・避難施設の改修、機能強化の実施

日ノ島 新上五島町 Ｃ 新上五島町 Ｈ２８～３０
漁業集落再生に係る支援事業
『種苗放流、漁場の管理・改善、産卵場・育成場の整備、海岸・海底清掃、漁場監視及び創意工夫を生かした取組に対
する支援』

日島地区漁業集落の地域活動に対する支援（種苗放流、藻場管理、新規漁業の着業等）

日ノ島 新上五島町 Ｄ 新上五島町 Ｈ２８～３０
地場産業活性化事業
『物産展運営、マーケティング調査及び技術の習得、特産品のＰＲのための支援』

販売戦略会議を実施し、反省点、改善策を常に検証しながら、日本橋長崎館（長崎県アンテナショップ）、阪急梅田駅構
内を活用した新上五島町特産品物産展を開催。

日ノ島 新上五島町 Ｉ 新上五島町 Ｈ２８～３０
災害に強いまちづくり事業
『防災対策（災害危険箇所の調査、避難指定場所の調査及び改修、支障樹木伐採・保護管設置等）』

防災・避難施設の改修、機能強化の実施

有福島 新上五島町 Ｃ 新上五島町 Ｈ２８～３０
漁業集落再生に係る支援事業
『種苗放流、漁場の管理・改善、産卵場・育成場の整備、海岸・海底清掃、漁場監視及び創意工夫を生かした取組に対
する支援』

日島地区漁業集落の地域活動に対する支援（種苗放流、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） Ｈ２８～３０
輸送コストに係る支援補助事業
『魚介類（生鮮、冷凍もの）、特産品（うどん）、飼料の輸送コストへの直接支援』

魚介類（生鮮・冷凍もの）と五島うどんの海上移出入に係る直接支援

有福島 新上五島町 Ｄ 新上五島町 Ｈ２８～３０
地場産業活性化事業
『物産展運営、マーケティング調査及び技術の習得、特産品のＰＲのための支援』

販売戦略会議を実施し、反省点、改善策を常に検証しながら、日本橋長崎館（長崎県アンテナショップ）、阪急梅田駅構
内を活用した新上五島町特産品物産展を開催。

有福島 新上五島町 Ｉ 新上五島町 Ｈ２８～３０
災害に強いまちづくり事業
『防災対策（災害危険箇所の調査、避難指定場所の調査及び改修、支障樹木伐採・保護管設置等）』

防災・避難施設の改修、機能強化の実施

漁生浦島 新上五島町 Ｃ 新上五島町 Ｈ２８～３０
漁業集落再生に係る支援事業
『種苗放流、漁場の管理・改善、産卵場・育成場の整備、海岸・海底清掃、漁場監視及び創意工夫を生かした取組に対
する支援』

日島地区漁業集落の地域活動に対する支援（種苗放流、藻場管理、新規漁業の着業等）

漁生浦島 新上五島町 Ｄ 新上五島町 Ｈ２８～３０
地場産業活性化事業
『物産展運営、マーケティング調査及び技術の習得、特産品のＰＲのための支援』

販売戦略会議を実施し、反省点、改善策を常に検証しながら、日本橋長崎館（長崎県アンテナショップ）、阪急梅田駅構
内を活用した新上五島町特産品物産展を開催。

漁生浦島 新上五島町 Ｉ 新上五島町 Ｈ２８～３０
災害に強いまちづくり事業
『防災対策（災害危険箇所の調査、避難指定場所の調査及び改修、支障樹木伐採・保護管設置等）』

防災・避難施設の改修、機能強化の実施

奈留島 五島市 Ｄ その他の者（民間団体） Ｈ２５～２８
物資の流通に要する費用の低廉化に関する事業
『地域資源を活用した戦略産品の移出及び移入にかかる輸送経費に対する助成』

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 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
『五島市産品等のブランド化の推進、特産品のＰＲ及び販売促進等にかかる経費の助成、五島市産品等の物産展開
催、五島地鶏販売促進経費の助成、東京及び福岡事務所の設置』

・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

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の運営、へき地医療拠点病院の運営及び施設・設備整備、へき地診療所の運営及び施設・設備
整備』

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

奈留島 五島市 Ｈ
その他の者
（協議会）

Ｈ２８～２９
交流の促進に関する事業
『五島市内に転学を希望する児童・生徒を受入れ、豊かな自然の中で様々な体験活動を通して心身ともに健康な児童・
生徒の育成を図る。また、留学生を受け入れることにより、地域活性の核である学校の存続を図る。』

・「奈留しま留学連絡協議会」の発足
・平成２９年度留学生３名受入を目標に「しま親」の確保
・ホームページ等による広報活動

奈留島 五島市 Ｈ 五島市 Ｈ２８～２９
体験型観光の推進に関する事業
『体験型観光プログラムのクオリティ向上、ターゲットに応じた効果的な誘致活動、持続可能な受入システムを構築』

教育・一般旅行強化対策として、体験プログラムの整備、誘客プロモーション活動を行う

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 市町村
対象指定

地域
計画期間

５年
（Ｈ２５～２９）

３年
（Ｈ２８～３０）

３年
（Ｈ２８～３０）

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、Ｈ２８年度に実施する事業等の内容

奈留島 五島市 Ｈ 五島市 Ｈ２８～２９
国内及び国外との地域との交流の促進に関する事業
『体験型観光の受け皿組織の拡大・ネットワーク強化、民泊・体験インストラクター育成、民泊等受入環境の整備』

・体験型観光講習会の実施
・インストラクター研修会の実施
・住宅改修及び遊漁船業登録船の増大
・受け皿組織の会員拡大及び体制整備の支援
・先進地視察の実施

奈留島 五島市 Ｈ 五島市 Ｈ２８～２９
観光客誘致・交流の促進に関する事業
『観光プロモーションの実施、大型客船の誘致、しま共通地域通貨利用促進・商品造成』

【戦略的観光プロモーション事業】
・総合観光パンフレットの制作
・四季の観光ポスター制作
・メディアミックスによる観光プロモーション
・営業活動及び旅行会社招聘
【大型客船の誘致】
・営業活動
【しま共通地域通貨利用促進・商品造成】
・新加盟店の募集
・商品造成支援
・商品造成のための営業活動

奈留島 五島市 Ｊ 五島市 Ｈ２８～２９
定住促進に関する事業
『移住希望者への情報発信、受入環境整備』

・６月開催の九州８県合同移住相談会（東京都）など都市部での移住相談会に９回参加
・移住ハンドブックリニューアル（移住者の声、市内主要施設等の地図追加）
・１０月に田舎暮らし体験ツアーを実施

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
『五島市産品等のブランド化の推進、特産品のＰＲ及び販売促進等にかかる経費の助成、五島市産品等の物産展開
催、五島地鶏販売促進経費の助成、東京及び福岡事務所の設置』

・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

前島 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』

県内高等学校等の生徒への通学費、居住費の支援

前島 五島市 Ｈ 五島市 Ｈ２８～２９
観光客誘致・交流の促進に関する事業
『観光プロモーションの実施、大型客船の誘致、しま共通地域通貨利用促進・商品造成』

【戦略的観光プロモーション事業】
・総合観光パンフレットの制作
・四季の観光ポスター制作
・メディアミックスによる観光プロモーション
・営業活動及び旅行会社招聘
【大型客船の誘致】
・営業活動
【しま共通地域通貨利用促進・商品造成】
・新加盟店の募集
・商品造成支援
・商品造成のための営業活動

久賀島 五島市 Ｄ その他の者（民間団体） Ｈ２５～２８
物資の流通に要する費用の低廉化に関する事業
『地域資源を活用した戦略産品の移出及び移入にかかる輸送経費に対する助成』

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 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
『五島市産品等のブランド化の推進、特産品のＰＲ及び販売促進等にかかる経費の助成、五島市産品等の物産展開
催、五島地鶏販売促進経費の助成、東京及び福岡事務所の設置』

・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
・久賀島ファームの活動費（物産展など）の一部を助成
・品質向上を目的とした加工品（干物）製造業者の招聘

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の運営、へき地医療拠点病院の運営、へき地診療所の運営及び施設・設備整備』
『久賀診療所（能動型自動間欠牽引装置）の購入』

・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）
・へき地医療拠点病院による診療応援等の対応

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』

県内高等学校等の生徒への通学費、居住費の支援

久賀島 五島市 Ｈ
その他の者
（協議会）

Ｈ２８～２９
交流の促進に関する事業
『五島市内に転学を希望する児童・生徒を受入れ、豊かな自然の中で様々な体験活動を通して心身ともに健康な児童・
生徒の育成を図る。また、留学生を受け入れることにより、地域活性の核である学校の存続を図る。』

・「久賀しま留学連絡協議会」の開催
・留学生３名及び里親の支援、調整、体験活動の企画運営
・平成２９年度に５名受入を目標に、ホームページ等による広報活動

久賀島 五島市 Ｈ 五島市 Ｈ２８～２９
体験型観光の推進に関する事業
『体験型観光プログラムのクオリティ向上、ターゲットに応じた効果的な誘致活動、持続可能な受入システムを構築』

教育・一般旅行強化対策として、体験プログラムの整備、誘客プロモーション活動を行う

久賀島 五島市 Ｈ 五島市 Ｈ２８～２９
国内及び国外との地域との交流の促進に関する事業
『体験型観光の受け皿組織の拡大・ネットワーク強化、民泊・体験インストラクター育成、民泊等受入環境の整備』

・体験型観光講習会の実施
・インストラクター研修会の実施
・住宅改修及び遊漁船業登録船の増大
・受け皿組織の会員拡大及び体制整備の支援
・先進地視察の実施

久賀島 五島市 Ｈ 五島市 Ｈ２８～２９
観光客誘致・交流の促進に関する事業
『観光プロモーションの実施、大型客船の誘致、しま共通地域通貨利用促進・商品造成』

【戦略的観光プロモーション事業】
・総合観光パンフレットの制作
・四季の観光ポスター制作
・メディアミックスによる観光プロモーション
・営業活動及び旅行会社招聘
【大型客船の誘致】
・営業活動
【しま共通地域通貨利用促進・商品造成】
・新加盟店の募集
・商品造成支援
・商品造成のための営業活動

久賀島 五島市 Ｊ 五島市 Ｈ２８～２９
定住促進に関する事業
『移住希望者への情報発信、受入環境整備』

・６月開催の九州８県合同移住相談会（東京都）など都市部での移住相談会に９回参加
・移住ハンドブックリニューアル（移住者の声、市内主要施設等の地図追加）
・１０月に田舎暮らし体験ツアーを実施

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
『五島市産品等のブランド化の推進、特産品のＰＲ及び販売促進等にかかる経費の助成、五島市産品等の物産展開
催、五島地鶏販売促進経費の助成、東京及び福岡事務所の設置』

・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

蕨小島 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』

県内高等学校等の生徒への通学費、居住費の支援

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

計画期間
対象指定

地域

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、Ｈ２８年度に実施する事業等の内容

蕨小島 五島市 Ｈ 五島市 Ｈ２８～２９
観光客誘致・交流の促進に関する事業
『観光プロモーションの実施、大型客船の誘致、しま共通地域通貨利用促進・商品造成』

【戦略的観光プロモーション事業】
・総合観光パンフレットの制作
・四季の観光ポスター制作
・メディアミックスによる観光プロモーション
・営業活動及び旅行会社招聘
【大型客船の誘致】
・営業活動
【しま共通地域通貨利用促進・商品造成】
・新加盟店の募集
・商品造成支援
・商品造成のための営業活動

椛島 五島市 Ｄ その他の者（民間団体） Ｈ２５～２８
物資の流通に要する費用の低廉化に関する事業
『地域資源を活用した戦略産品の移出及び移入にかかる輸送経費に対する助成』

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 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
『五島市産品等のブランド化の推進、特産品のＰＲ及び販売促進等にかかる経費の助成、五島市産品等の物産展開
催、五島地鶏販売促進経費の助成、東京及び福岡事務所の設置』

・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

椛島 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の運営、へき地医療拠点病院の運営、へき地診療所の運営及び施設・設備整備』

・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（伊福貴診療所、本窯分院）
・へき地診療所の設備（ポータブル血液分析器）整備（伊福貴診療所）
・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 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』

県内高等学校等の生徒への通学費、居住費の支援

椛島 五島市 Ｈ 五島市 Ｈ２８～２９
体験型観光の推進に関する事業
『体験型観光プログラムのクオリティ向上、ターゲットに応じた効果的な誘致活動、持続可能な受入システムを構築』

教育・一般旅行強化対策として、体験プログラムの整備、誘客プロモーション活動を行う

椛島 五島市 Ｈ 五島市 Ｈ２８～２９
国内及び国外との地域との交流の促進に関する事業
『体験型観光の受け皿組織の拡大・ネットワーク強化、民泊・体験インストラクター育成、民泊等受入環境の整備』

・体験型観光講習会の実施
・インストラクター研修会の実施
・住宅改修及び遊漁船業登録船の増大
・受け皿組織の会員拡大及び体制整備の支援
・先進地視察の実施

椛島 五島市 Ｈ 五島市 Ｈ２８～２９
観光客誘致・交流の促進に関する事業
『観光プロモーションの実施、大型客船の誘致、しま共通地域通貨利用促進・商品造成』

【戦略的観光プロモーション事業】
・総合観光パンフレットの制作
・四季の観光ポスター制作
・メディアミックスによる観光プロモーション
・営業活動及び旅行会社招聘
【大型客船の誘致】
・営業活動
【しま共通地域通貨利用促進・商品造成】
・新加盟店の募集
・商品造成支援
・商品造成のための営業活動

椛島 五島市 Ｊ 五島市 Ｈ２８～２９
定住促進に関する事業
『移住希望者への情報発信、受入環境整備』

・６月開催の九州８県合同移住相談会（東京都）など都市部での移住相談会に９回参加
・移住ハンドブックリニューアル（移住者の声、市内主要施設等の地図追加）
・１０月に田舎暮らし体験ツアーを実施

福江島 五島市 Ｄ その他の者（民間団体） Ｈ２５～２８
物資の流通に要する費用の低廉化に関する事業
『地域資源を活用した戦略産品の移出及び移入にかかる輸送経費に対する助成』

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 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
『五島市産品等のブランド化の推進、特産品のＰＲ及び販売促進等にかかる経費の助成、五島市産品等の物産展開
催、五島地鶏販売促進経費の助成、東京及び福岡事務所の設置』

・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

福江島 五島市 Ｄ 長崎県 Ｈ２８
海業の創出や雇用創出につながる事業構築を図る事業
『しまの魅力でもある「海」に関係する地域資源を最大限に活用した新たな産業の創出、雇用創出の推進』

各しまに「海業支援協議会」を立ち上げ事業検討の体制づくりを推進。今年度は県が実証事業を支援し、次年度以降市
町事業として各協議会において海業の創出や雇用創出につながる事業構築を行う。

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の運営、へき地医療拠点病院の運営及び施設・設備整備、へき地診療所の運営及び施設・設備
整備』
『玉之浦診療所（Ｘ線撮影装置の購入）、玉之浦診療所歯科（口腔外吸引装置の購入）』

・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）
・へき地医療拠点病院設備整備（五島中央病院）
・へき地診療所の設備（歯科ユニット）整備（岐宿歯科診療所）
・国保診療所の設備（一般X線撮影装置）整備（三井楽診療所）

福江島 五島市 Ｈ 五島市 Ｈ２８～２９
体験型観光の推進に関する事業
『体験型観光プログラムのクオリティ向上、ターゲットに応じた効果的な誘致活動、持続可能な受入システムを構築』

教育・一般旅行強化対策として、体験プログラムの整備、誘客プロモーション活動を行う

福江島 五島市 Ｈ 五島市 Ｈ２８～２９
国内及び国外との地域との交流の促進に関する事業
『体験型観光の受け皿組織の拡大・ネットワーク強化、民泊・体験インストラクター育成、民泊等受入環境の整備』

・体験型観光講習会の実施
・インストラクター研修会の実施
・住宅改修及び遊漁船業登録船の増大
・受け皿組織の会員拡大及び体制整備の支援
・先進地視察の実施

福江島 五島市 Ｈ 五島市 Ｈ２８～２９
観光客誘致・交流の促進に関する事業
『観光プロモーションの実施、大型客船の誘致、しま共通地域通貨利用促進・商品造成』

【戦略的観光プロモーション事業】
・総合観光パンフレットの制作
・四季の観光ポスター制作
・メディアミックスによる観光プロモーション
・営業活動及び旅行会社招聘
【大型客船の誘致】
・営業活動
【しま共通地域通貨利用促進・商品造成】
・新加盟店の募集
・商品造成支援
・商品造成のための営業活動

福江島 五島市 Ｈ
その他の者
（協議会）

Ｈ２８～２９
離島を訪れる観光客の利便性の向上を図る事業
『世界遺産登録後の観光客の増加に対応できるよう、ガイドの数を増やすとともに、新人ガイドの育成及び既存ガイドの
スキルアップを図る。』

おもてなし協議会　既存ガイドおよび新人ガイド育成研修会の実施

福江島 五島市 Ｈ
その他の者

（実行委員会等）
Ｈ２８～２９

観光客誘致・交流の促進に関する事業
『五島市で開催されるイベントやスポーツ合宿を広く情報発信し、 島外からの参加者の増加により、交流人口の拡大を
図る。』

・「五島神楽国重要無形民俗文化財指定記念事業」の実施
・「魚津ヶ崎公園グラウンド・ゴルフ大会」の実施
・「五島つばきマラソン」の実施
・スポーツ合宿誘致宣伝活動の実施

五島列島

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

対象指定
地域

計画期間

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、Ｈ２８年度に実施する事業等の内容

福江島 五島市 Ｊ 五島市 Ｈ２８～２９
定住促進に関する事業
『移住希望者への情報発信、受入環境整備』

・６月開催の九州８県合同移住相談会（東京都）など都市部での移住相談会に９回参加
・移住ハンドブックリニューアル（移住者の声、市内主要施設等の地図追加）
・１０月に田舎暮らし体験ツアーを実施

赤島 五島市 Ｄ その他の者（民間団体） Ｈ２５～２８
物資の流通に要する費用の低廉化に関する事業
『地域資源を活用した戦略産品の移出及び移入にかかる輸送経費に対する助成』

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
『五島市産品等のブランド化の推進、特産品のＰＲ及び販売促進等にかかる経費の助成、五島市産品等の物産展開
催、五島地鶏販売促進経費の助成、東京及び福岡事務所の設置』

・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

赤島 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の運営、へき地医療拠点病院の運営、へき地診療所の運営及び施設・設備整備』

・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）
・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 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』

県内高等学校等の生徒への通学費、居住費の支援

赤島 五島市 Ｈ 五島市 Ｈ２８～２９
観光客誘致・交流の促進に関する事業
『観光プロモーションの実施、大型客船の誘致、しま共通地域通貨利用促進・商品造成』

【戦略的観光プロモーション事業】
・総合観光パンフレットの制作
・四季の観光ポスター制作
・メディアミックスによる観光プロモーション
・営業活動及び旅行会社招聘
【大型客船の誘致】
・営業活動
【しま共通地域通貨利用促進・商品造成】
・新加盟店の募集
・商品造成支援
・商品造成のための営業活動

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
『五島市産品等のブランド化の推進、特産品のＰＲ及び販売促進等にかかる経費の助成、五島市産品等の物産展開
催、五島地鶏販売促進経費の助成、東京及び福岡事務所の設置』

・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

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の運営、へき地医療拠点病院の運営、へき地診療所の運営及び施設・設備整備』
『黄島診療所（Ｘ線撮影装置の購入）』

・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 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』

県内高等学校等の生徒への通学費、居住費の支援

黄島 五島市 Ｈ 五島市 Ｈ２８～２９
観光客誘致・交流の促進に関する事業
『観光プロモーションの実施、大型客船の誘致、しま共通地域通貨利用促進・商品造成』

【戦略的観光プロモーション事業】
・総合観光パンフレットの制作
・四季の観光ポスター制作
・メディアミックスによる観光プロモーション
・営業活動及び旅行会社招聘
【大型客船の誘致】
・営業活動
【しま共通地域通貨利用促進・商品造成】
・新加盟店の募集
・商品造成支援
・商品造成のための営業活動

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
『五島市産品等のブランド化の推進、特産品のＰＲ及び販売促進等にかかる経費の助成、五島市産品等の物産展開
催、五島地鶏販売促進経費の助成、東京及び福岡事務所の設置』

・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

黒島 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』

県内高等学校等の生徒への通学費、居住費の支援

黒島 五島市 Ｈ 五島市 Ｈ２８～２９
観光客誘致・交流の促進に関する事業
『観光プロモーションの実施、大型客船の誘致、しま共通地域通貨利用促進・商品造成』

【戦略的観光プロモーション事業】
・総合観光パンフレットの制作
・四季の観光ポスター制作
・メディアミックスによる観光プロモーション
・営業活動及び旅行会社招聘
【大型客船の誘致】
・営業活動
【しま共通地域通貨利用促進・商品造成】
・新加盟店の募集
・商品造成支援
・商品造成のための営業活動

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
『五島市産品等のブランド化の推進、特産品のＰＲ及び販売促進等にかかる経費の助成、五島市産品等の物産展開
催、五島地鶏販売促進経費の助成、東京及び福岡事務所の設置』

・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

島山島 五島市 Ｈ 五島市 Ｈ２８～２９
観光客誘致・交流の促進に関する事業
『観光プロモーションの実施、大型客船の誘致、しま共通地域通貨利用促進・商品造成』

【戦略的観光プロモーション事業】
・総合観光パンフレットの制作
・四季の観光ポスター制作
・メディアミックスによる観光プロモーション
・営業活動及び旅行会社招聘
【大型客船の誘致】
・営業活動
【しま共通地域通貨利用促進・商品造成】
・新加盟店の募集
・商品造成支援
・商品造成のための営業活動

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
『五島市産品等のブランド化の推進、特産品のＰＲ及び販売促進等にかかる経費の助成、五島市産品等の物産展開
催、五島地鶏販売促進経費の助成、東京及び福岡事務所の設置』

・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

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の運営、へき地医療拠点病院の運営、へき地診療所の運営及び施設・設備整備』
『嵯峨島出張診療所歯科（歯科医療用機器の購入）』

・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

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』

県内高等学校等の生徒への通学費、居住費の支援

５年
（Ｈ２５～２９）

五島列島

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

５年
（Ｈ２５～２９）

嵯峨島 五島市 Ｈ 五島市 Ｈ２８～２９
観光客誘致・交流の促進に関する事業
『観光プロモーションの実施、大型客船の誘致、しま共通地域通貨利用促進・商品造成』

【戦略的観光プロモーション事業】
・総合観光パンフレットの制作
・四季の観光ポスター制作
・メディアミックスによる観光プロモーション
・営業活動及び旅行会社招聘
【大型客船の誘致】
・営業活動
【しま共通地域通貨利用促進・商品造成】
・新加盟店の募集
・商品造成支援
・商品造成のための営業活動

奈留島 五島市 Ｈ 長崎県 H２８～３０

離島地区小規模校の魅力化「アイランド・チャレンジ」事業
『各離島の特性を生かした「高校生の離島留学制度」を引き続き実施し、目的意識をもった島内外の生徒が集う学校づく
りを行い、離島の自然や人情などの教育資源を、本土部の子どもたちにも提供することを通じて、学びの場・人間形成の
場を構築する。』

事業実施に係るしま地区の高校７校を対象に、学校と地域住民等で構成する「推進協議会」を設置し、推進協議会にお
いて地元高校の魅力化事業推進計画を策定する。策定した事業推進計画については、県教育委員会に設置する「事業
検討委員会」で指導・助言を行い、認定した事業について、地元市町と県教育委員会が協働して取り組んでいく。

福江島 五島市 Ｈ 長崎県 H２８～３０

離島地区小規模校の魅力化「アイランド・チャレンジ」事業
『各離島の特性を生かした「高校生の離島留学制度」を引き続き実施し、目的意識をもった島内外の生徒が集う学校づく
りを行い、離島の自然や人情などの教育資源を、本土部の子どもたちにも提供することを通じて、学びの場・人間形成の
場を構築する。』

事業実施に係るしま地区の高校７校を対象に、学校と地域住民等で構成する「推進協議会」を設置し、推進協議会にお
いて地元高校の魅力化事業推進計画を策定する。策定した事業推進計画については、県教育委員会に設置する「事業
検討委員会」で指導・助言を行い、認定した事業について、地元市町と県教育委員会が協働して取り組んでいく。

福江島 五島市 Ｈ 長崎県 Ｈ２８～３０
高校生の離島留学制度を活用した、子どもたちの幅広い交流を促進する事業
『「しま」の魅力についての情報発信や「高校生の離島留学制度」の戦略的な広報を行い、県外も含めた島外からの留学
者を増やすことで、交流促進を図る広報コーディネーターを配置』

離島留学広報専任コーディネーターの配置

江島 西海市 Ｄ その他の者（民間団体） Ｈ２７～２９
漁業集落再生支援に関する事業
『水産資源の保護・増殖、漁場環境の改善推進、漁獲物のＰＲ活動による販売促進・ブランド化支援』

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） Ｈ２５～２９
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支援』

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 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/年予定）』

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

江島 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』

県内高等学校等の生徒への通学費、居住費の支援

平島 西海市 Ｃ
その他の者
（民間団体）

Ｈ２７～２９
離島漁業集落再生支援に関する事業
『水産資源の保護・増殖、漁場環境の改善推進、漁獲物のＰＲ活動による販売促進・ブランド化支援』

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） Ｈ２５～２９
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支援』

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の運営、へき地医療拠点病院の運営、へき地診療所の運営及び施設・設備整備』
『腹部エコー機器、心電図機器更新』

・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/年予定）』

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

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』

県内高等学校等の生徒への通学費、居住費の支援

平島 西海市 Ｉ 西海市 H２６～２８
防災体制の総合的な充実・強化を図る事業
　『平島住民センターの耐震等、総合的な施設整備』

平島住民センターの効率的かつ効果的な運営を目的とした施設整備計画策定

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/年予定）』

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

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』

県内高等学校等の生徒への通学費、居住費の支援

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の運営、へき地医療拠点病院の運営、へき地診療所の運営及び施設・設備整備』

・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
・へき地診療所の運営
・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
『妊婦に対する島外での健康診査・分娩にかかる交通費等の助成』

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

池島 長崎市 Ｇ
長崎県
長崎市

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』

県内高等学校等の生徒への通学費、居住費の支援

高島 長崎市 Ｃ 長崎市 Ｈ２５～２９
離島の漁業の再生を支援する事業
『種苗放流、産卵場・育成場の整備、漁場監視、新たな漁具・漁法の導入など、漁場の生産力向上及び再生に関する実
践的な取組に対する支援』

種苗放流、産卵礁の設置、漁場監視などの漁場の生産力向上及び再生に関する実践的な取組に対する支援

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の運営、へき地医療拠点病院の運営、へき地診療所の運営及び施設・設備整備』

・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
・へき地診療所の運営
・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
『妊婦に対する島外での健康診査・分娩にかかる交通費等の助成』

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

高島 長崎市 Ｇ
長崎県
長崎市

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』

県内高等学校等の生徒への通学費、居住費の支援

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

対象指定
地域

計画期間 対象離島

高島
５年

（Ｈ２５～２９）

松島
５年

（Ｈ２５～２９）

３年
（Ｈ２８～３０）

５年
（Ｈ２５～２９）

蠣浦大島


