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１．計画策定の背景 

  愛知県では、離島振興法に基づき、離島振興対策実施地域として昭和 32年に指定され

た「愛知三島（佐久島、日間賀島、篠島）」について、「愛知県離島振興計画」を昭和 33

年から策定してきた。この度、第 6 期計画が平成 24 年度末に期限を迎えること、平成

24 年 6 月に「離島振興法の一部を改正する法律」が成立し、平成 25 年 4 月 1 日に施行

されたことから、同法の趣旨を踏まえ、第 7期「愛知県離島振興計画」を策定する。 

 

２．計画の性格 

本計画は、愛知三島における離島振興の基本的方向と行政各分野における諸施策のあ

り方を示し、離島振興施策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。 

本計画に基づく事業は、離島振興法第 5条に基づき、国、地方公共団体その他の者が

実施する。 

 

３．対象地域 

  本計画の対象地域は、離島振興法第 2条により離島振興対策実施地域として指定され

た「愛知三島（佐久島［西尾市］、日間賀島及び篠島［南知多町］）」とする。 

 

４．期間 

本計画の期間は、平成 25年度から平成 34年度までの 10か年とする。 

ただし、必要に応じて内容の見直しを行うものとする。 

 

○離島振興の枠組み（イメージ） 

 

Ⅰ 計画の趣旨 

国の施策・取組 県・市町等の施策・取組 

国が策定 

県が策定 
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１．愛知三島の概況 

（１）位置・地勢等 

愛知三島は、知多半島及び渥美半島に囲まれた三河湾の湾口部寄りに位置し、知多半

島最先端の師崎から、佐久島 4.7ｋｍ、日間賀島 1.8ｋｍ、篠島 3.0ｋｍの距離にある内

海本土近接型の離島である。三島間も近接しており、日間賀島から南 2ｋｍに篠島、北

東 3ｋｍに佐久島が位置する。 

面積は、佐久島が 1.81ｋ㎡、日間賀島が 0.77ｋ㎡、篠島が 0.94ｋ㎡、最高標高地点

は佐久島 38.0ｍ、日間賀島 30.2ｍ、篠島 49.1ｍである。 

気候は、年平均気温が 16℃前後と比較的温暖であり、結氷、降霜は少なく、降雪も

ほとんど見られないが、台風や冬季の季節風によりかなり強い風が吹く。降水量は、年

間平均 1,500ｍｍ前後である。 

海岸線は、波浪等による侵食で海岸崖が発達しており、風光明媚な三河湾の島しょ景

観の中心として、昭和 33年に三河湾国定公園※1に指定されている。 

 

（２）土地利用 

愛知三島の主な土地利用の状況（平成 22年時点）は、森林が全体の 23.6％（83ha）、

宅地が 15.1％（53ha）、その他が 61.3％（216ha）である。島別には、佐久島が森林 31.5％、

宅地 7.2％、その他 61.3％、日間賀島が森林 3.8％、宅地 28.2％、その他 68.0％、篠島

が森林 24.7％、宅地 19.4％、その他 55.9％である。 

土地利用規制面では、全域が都市計画区域外であるが、国定公園に指定されているた

め、開発行為等には自然公園法による制限を受ける。 

 

（３）人口・世帯 

愛知三島の人口は、4,085人（平成 22年国勢調査）であり、平成 17年の調査時点か

ら 272 人（6.2％）減少した。島別では佐久島 271 人、日間賀島 2,051 人、篠島 1,763

人であり、平成 17 年比で佐久島 44 人減（△14.0％）、日間賀島 113 人減（△5.2％）、

篠島 115 人減（△6.1％）である。なお、人口の過去最大値は、佐久島が 1,634 人（昭

和 22年）、日間賀島が 2,788人（昭和 30年）、篠島が 3,785人（昭和 25年）であった。 

65歳以上の高齢者人口比率（平成 22年国勢調査）は、佐久島 49.8％、日間賀島 28.7％、

篠島 29.4％である。県全体の 20.3％と比較して特に佐久島において高齢化と人口減少

が進展している。 

世帯数（平成 22 年国勢調査）は、佐久島 134 世帯（2.0 人/世帯）、日間賀島 630 世

帯（3.3 人/世帯）、篠島 634 世帯（2.8 人/世帯）であり、県全体では 2.5 人/世帯とな

っている。 

 
1 三河湾国定公園 

昭和 33年に指定され県内にある 11の自然公園のうち最も歴史が古い公園。本県の太平洋岸に位置し、渥美・知多両半島と、湾

奥部の海岸及び湾内に浮かぶ大小の島々からなる内海多島海景観が特色である。 

Ⅱ 離島の現況 
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資料：国勢調査（平成 22年）  

２．分野別の概況 

（１）交通・情報通信 

ア 離島航路 

    本土から愛知三島へは定期航路が開設されているが、佐久島と他の 2島との間に

航路はない。 

  （佐久島） 

佐久島へは市営航路があり、一色漁港（西尾市）～佐久島西港間 9.4ｋｍ（佐久

島東港間 13.0ｋｍ）を、所要時間 16～23分、6～8便/日で高速船が運航している。

一色漁港の渡船場と鉄道駅（西尾駅）との間には民営バスが運行されているほか、

平成 22年には一色町（現西尾市）が渡船場を一色さかな広場隣地に移転し、さかな

広場との共用で駐車場を確保したことにより、航路利用者の利便性向上が図られた。 

なお、市営航路は、国の離島航路補助に定める基準を満たしていたことから、国

及び県から運営費の助成が行われていたが、平成 22・23年度は黒字に転換し補助対

象外となっている。 

（日間賀島・篠島） 

日間賀島、篠島へは師崎港（南知多町）と河和港（美浜町）との間に民営の航路

があり、師崎港～日間賀島間（4.0ｋｍ）、師崎港～篠島間（5.5ｋｍ）、日間賀島～

篠島間（3.0ｋｍ）の各区間を高速船 10 分、フェリー20 分で運航している。また、

河和港～日間賀島間（13.5ｋｍ）を高速船 20 分、河和港～篠島間（日間賀島経由

16.5ｋｍ）を高速船 30分で運航している。 

師崎港からは高速船が 23～24便/日、フェリーが日間賀島 5便/日・篠島 6便/日

の運航、河和港からは高速船 11便/日が運航している。師崎港の渡船場には民営バ

スと町営のコミュニティバス※2「海っ子バス」が乗り入れ、また、平成 16年度に南

知多町が師崎港駐車場の供用を開始したことにより、航路利用者の利便性向上が図

られた。河和港は鉄道駅（河和駅）に近接しており利便性が良いことから、島民の

生活圏は広域に及んでいる。 

 

 

2 コミュニティバス 

交通空白地域・不便地域の解消（地域住民の日常生活の足の確保）等を図るため、市町村等が主体的に計画し運行する（有償・

無償を問わない）一般乗合バス。 
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日間賀島、篠島への民営航路については、町が島民に対して運賃の助成を行い、

県はその経費の一部を市町村土木事業費（離島航路）補助金により補助している。 

また、河和港から日間賀島、篠島を経由して渥美半島の伊良湖港と連絡する民営

の航路もあり、高速船が 3便/日運航している。 

 

◆離島航路図 

   
 

イ 島内交通 

島内の道路（道路法に基づく道路）は全て市町村道である。実延長は合計 48.5ｋｍ、

道路改良率※3は 23.1％であり、県内市町村道の道路改良率 61.4％を大きく下回って

いる。道路舗装率※4は佐久島 62.8％、日間賀島 85.5％、篠島 83.5％であり、県内市

町村道の舗装率 87.1％と比較して佐久島が大きく下回っている。 

島内の交通は、各島とも道路が狭いため原動機付自転車や軽自動車が主体である。

なお、日間賀島では、夏季期間限定の無料島内巡回バスが日間賀島観光協会によって

運行されており、篠島では愛知三島で唯一乗合タクシーが営業されている。 

 

                ◆佐久島全景 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 道路改良率 

規格改良済延長の実延長に対する比率。規格改良済とは道路構造令（昭和 45 年 10 月 29 日政令第 320 号）または旧道路構造令

（昭和 33年 8月 1日政令第 244号、昭和 46年 3月末日以前に改築された道路が該当）の規格に適合するもの。 

4 道路舗装率 

舗装道延長の実延長に対する比率。舗装とは簡易舗装を含むアスファルト系舗装とコンクリート系舗装。 

一色漁港 
河和港 

師崎港 

佐久島 

篠島 

日間賀島 
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ウ 情報通信 

愛知三島には、郵便局が各１か所、簡易郵便局が日間賀島に 1か所あり業務を行っ

ている。郵便物の集配は、佐久島では委託により、日間賀島、篠島では本土側の郵便

局員が行っている。 

携帯電話は三島とも利用可能である、デジタル通信網は、佐久島ではＩＳＤＮ※5、

日間賀島、篠島ではブロードバンドのＡＤＳＬ※6が整備されており、それぞれ観光情

報等の発信に活用されている。 

また、日間賀島、篠島においては各世帯に漁業協同組合によるオフトーク通信※7が

整備され、島民への連絡に利用されている。 

 

（２）産業 

 ア 水産業 

   愛知三島は豊富な水産資源に恵まれ水産業が基幹産業となっている。漁業形態は伊

勢湾、三河湾及び渥美外海を主な漁場とする船びき網※8、刺網等の漁船漁業、ノリの

養殖、アサリの採貝などが中心である。 

   佐久島では島民のほとんどがアサリ漁に従事しており、日間賀島、篠島では、シラ

ス、イカナゴ等を対象とした船びき網が主体の漁船漁業、ノリの養殖等が行われてい

る。 

佐久島で獲れたアサリは、佐久島漁協を通じて本土側の仲買業者に卸されている。

日間賀島では、島内消費や加工原魚を除き漁獲物の多くが本土側の水産物地方卸売市

場へ陸揚げされている。篠島では、大半の漁獲物が島に陸揚げされ塩干品等に加工さ

れている。 

   漁船は、5トン未満の小型動力船が多く、三島の登録漁船数（平成 22年）1,072隻

中 800隻（74.6％）である。 

漁港区分は、佐久島が第 2種市管理漁港、日間賀島が第 2種町管理漁港、篠島が第

2種県管理漁港となっており、水産業の基盤強化のため、漁港施設や水産関連施設の

整備、築いそ※9や魚礁の設置による地先漁場造成が行われている。  

 イ 農業 

昭和 30年代に佐久島では温州みかん、昭和 40年代後半～昭和 50年代にかけては日

間賀島でオリーブ、ふき、梅などの栽培が試みられたがいずれも定着していない。現

在では三島とも農業経営体は存在せず、農地の多くは耕作放棄地などとなっている。  
5 ＩＳＤＮ 

Integrated Services Digital Network の略称。統合デジタル通信網と訳され、64Kbps～1.5Mbps のデータ送信が可能なデジタ

ル回線による通信サービス。 

6 ＡＤＳＬ 

    Asymmetric Digital Subscriber Lineの略称。非対称（＝利用者からみて発信と受信の速度の違いが生まれる）デジタル加入者

線のこと。既存の電話回線を利用するが、音声電話に使用しない高い周波数を利用することで、高速のデータ通信を可能にする

技術。 
7 オフトーク通信 

電話回線の空き時間を利用して各種の情報を伝送するもので、廉価に地域の情報網を構築できる。 

8 船びき網 

表・中層を泳ぐイワシ類などの多獲性魚種を対象とし、漁船 2隻により比較的大型の網を曳いて操業する漁のこと。 

9 築（つき）いそ 

定着性の水産動植物又は広域性回遊を伴わない魚類の増産を図るため、投石、コンクリート面造成等を行う漁場の改良のこと。 
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なお、佐久島では、耕作放棄地を活用して、離島では全国初となる宿泊滞在型農業

体験施設（クラインガルテン）を平成 24 年に市が開園し、定住・交流促進の拠点と

して運営している。 

ウ 商工業等 

商工業等については、平成 21年経済センサスから、事業所数・従業員数ともに観光

関連の「宿泊業、飲食サービス」が最も多く、続いて「卸売・小売業」、「製造業」と

なっている。 

「製造業」は、主に篠島における水産加工業（シラス、イカナゴの塩干業等）であ

るが、小規模な事業所が多く、漁獲量により経営が左右されやすい。 

 

 

 

 

 

 

（３）雇用 

  愛知三島の基幹産業である水産業では、漁業経営体のほとんどが個人経営体であり、

平成 20 年漁業センサスにおける個人経営体数は 545（三島計）である。平成 10 年比で

47経営体（8％）が減少しており、漁業の担い手不足が課題となっている。 

もう一つの基幹産業である観光業では、「宿泊業、飲食サービス」の従事者数が最も

多く雇用の受け皿となっていることから、三島における就業機会の維持・拡大に向け、

さらに観光振興を図っていく必要がある。 

愛知三島には、役所の支所やサービスセンター、漁協、郵便局等の公共的機関がある

ものの、規模は小さく雇用者数は限られている。 

 

 

 

 

 

                              ※11 

 

 

 

 

   
10 漁業経営体 

過去 1年間に利潤または生活の資を得るために、生産物を販売することを目的として、海面において水産動植物の採捕又は養殖

を行った世帯又は事業者（漁業の海上従事日数が過去 1年間で 30日未満の個人経営体は除く）をいう。 

11 専業、第１種兼業、第２種兼業 

専業は過去１年間の収入が自営漁業からのみの世帯、第１種兼業は過去１年間の収入が自営漁業以外の仕事からもあり、かつ、

自営漁業からの収入がそれ以外の仕事からの収入の合計よりも大きかった世帯、第２種兼業は過去１年間の収入が自営漁業以外

からの収入もあり、かつ自営漁業以外の仕事からの収入の合計が自営漁業からの収入より大きかった世帯をいう。 

漁業経営体数（個人）※10の推移 単位：戸数 

資料：漁業センサス（平成 20年） 

愛知三島の産業分類別事業所数・従業者数（平成21年経済センサス）

宿泊業、

飲食ｻｰﾋﾞｽ

事業所数 6 25 91 159 103 384

従業者数 63 258 293 920 399 1,933

※「農林漁業」には個人経営の事務所・従業者は含まれていない。

区分 農林漁業 製造業
卸売・
小売業

その他 計
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（４）生活環境 

ア 廃棄物処理 

可燃ごみについては、佐久島では、生ごみを島内の処理施設で堆肥化し農地に還元

し、草木等は、ダイオキシン類対策特別措置法の排出基準を満たす焼却炉で焼却処理

している。日間賀島、篠島では、知多南部衛生組合の委託を受けた業者が収集し、本

土の施設へ運搬して処理している。 

不燃ごみは、三島とも島内に埋立処分地が整備されているが、佐久島、篠島では残

余容量が少なくなっている。 

資源ごみ及び粗大ごみは、三島とも本土へ搬出して処理している。 

イ 水道                         海底送水管布設工事 

水道については、佐久島では、昭和 35年に送水船による給水が開始され、日間賀島、

篠島では、昭和 37年に本土からの海底送水管が布設され、師崎経由で愛知用水からの

送水が始まった。その後、生活水準の向上や観光客の増大等に伴う水需要の増加に対

処するため、昭和 47年に南知多町と一色町（現西尾市）により愛知三島水道企業団が

設立され、昭和 48年には篠島、佐久島への送水管が日間賀島経由で布設された。 

その後、施設の老朽化に伴う漏水等により送水量が低下したことから、平成 9年度

から 4年間で、師崎～篠島間の送水管の布設替等を行った。平成 22年度に師崎～日間

賀島間の送水管（1本）の布設替を行い、現在は、師崎～日間賀島間に 2本（口径 150

ｍｍ）、師崎～篠島間に 1本（口径 200ｍｍ）、日間賀島経由で佐久島へ 1本（口径 150

ｍｍ）が布設されており、安定した給水が行われている。 

愛知三島水道企業団による三島の水道事業は、平成 13年度に南知多町水道事業へ統

合され、平成 20年度には町給水区域内の水道料金が統一された。 

 ウ 生活排水・し尿処理 

生活排水の海域への流出対策として、日間賀島では、平成 8年度に漁業集落環境整

備事業（下水道）に着手し、平成 15 年度より日間賀島浄化センターを供用開始した。

篠島では、地域の実情に応じ、集合処理施設や個別処理である合併処理浄化槽の設置

促進を図っている。 

し尿処理については、単独処理浄化槽※12が普及しており、平成 24 年 4 月 1 日現在

の水洗化率は、佐久島 94.4％、日間賀島 98.7％、篠島 83.6％である。 

浄化槽汚泥等については、三島とも本土の施設で処理している。 

 

（５）医療 

佐久島では、国及び県の助成を受けて市営診療所（へき地診療所）が運営されており、

県から派遣された自治医科大学の卒業医師が常駐している。なお、平成 11年から「へき

地医療支援システム」を導入しており、愛知県がんセンター愛知病院（へき地医療拠点

病院）から、専門医による画像診断など診療上の助言・指導を受けることができる。 

 

     
12 単独処理浄化槽 

し尿のみを処理する浄化槽のこと。生活雑排水（台所、洗濯、風呂などの排水）は処理されないまま川などへ流れることが問題

となっている。 
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日間賀島では、町所有の施設に個人開設の診療所が設置されており、篠島では、知多

厚生病院附属篠島診療所（へき地診療所）が設置されている。 

歯科については、日間賀島、篠島では開業医が診療を行っているが、佐久島には歯科

医はおらず無歯科医地区となっている。また、三島とも産科医はいない。 

救急搬送については、海上タクシーが使われており、佐久島では市が、日間賀島、篠

島では知多南部消防組合が搬送費を助成し、被搬送者の負担軽減を図っている。また、

重症の救急患者については、平成 14年から愛知医科大学病院を基地病院とするドクター

ヘリ事業が実施されており、県内医療機関への迅速な搬送と、到着までの間の救命医療

が可能となっている。 

 

（６）介護サービス・高齢者福祉等 

65歳以上の高齢化人口比率（平成 22年国勢調査）は、佐久島 49.8％、日間賀島 28.7％、

篠島 29.4％であり、一般世帯のうち一人暮らし高齢者世帯の割合は、佐久島 29.1％、日

間賀島 10.3％、篠島 11.2％となっている。 

佐久島では、高齢者の健康で自立した生活を支援するため、離島開発総合センター※13

において、閉じこもりや介護予防のための生きがいサービス事業を実施している。 

日間賀島及び篠島では、生きがい活動支援センターによる「生きがい活動支援通所事

業（デイサービス）」が実施されており、入浴や食事の提供、健康チェック、機能回復訓

練等が行われている。また、老人憩の家（日間賀島 2 か所、篠島 1 か所）が設置されて

おり、健康増進、レクリエーションの場として利用されている。 

介護サービスについては、三島とも介護サービス事業所はなく、介護保険制度の運用

により島へ派遣されるホームヘルパー等への交通費補助が市町により行われている。た

だし、サービス提供は航路の運航時刻に制約されるとともに、悪天候等により船が欠航

した場合は実施が困難になる。 

児童福祉施設については、佐久島では市立保育園、日間賀島には町立保育所、篠島に

は私立保育園がそれぞれ 1か所ずつ設置されている。 

 

（７）教育及び文化 

ア 学校教育 

小・中学校は、各島に 1校設置されており、平成 24年 5月 1日現在、佐久島には小

学生 11人、中学生 10人、日間賀島には小学生 111人、中学生 67人、篠島には小学生

92人、中学生 58人が在籍している。 

佐久島では、平成 15年度から佐久島校区以外の児童・生徒を受け入れる小規模特認

校制度※14（通称「しおかぜ通学」）を実施しており、平成 24年度は小学生 1人と中学

生 3人が本土から通学し、市が航路運賃を負担している。 

 

 
13 離島開発総合センター 

離島における産業及び社会教育の実施、保健福祉の増進、生活便益の確保等に資するため、国及び県の補助を受けて市町が建設

した多目的総合施設。 

14 小規模特認校指定 

通常の学区と異なり、通学区域を広げて（市内全域を学区とする）児童の募集を行う制度の指定を受けること 
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高等学校は、日間賀島と篠島に県立内海高等学校の分校が設置されていたが、生徒

数の減少により、日間賀島分校は平成 12 年度末に、篠島分校は平成 15 年度末に閉校

となり、現在、三島に高等学校は設置されていない。 

学校体育施設については、佐久島では小・中学校の運動場を総合型地域スポーツク

ラブ※15 の拠点施設として活用しており、平成 16 年に屋外運動場夜間照明施設が整備

された。日間賀島、篠島では、元県立内海高等学校日間賀島校舎及び篠島校舎の体育

館等を、それぞれの小・中学校の施設として活用している。 

イ 生涯学習 

佐久島では、平成 10年度に市が設置した文化交流施設「弁天サロン」において、島

民有志による地域づくり団体「島を美しくつくる会」が中心となり、アートをテーマ

とするワークショップなどが開催されている。また総合型地域スポーツクラブ「スポ

ーツクラブさく」が中心となり、島民主体の生涯スポーツ活動が行われている。 

日間賀島、篠島では、「南知多町生涯学習推進計画：自ら学び・自ら動き・みんなで

共に楽しむまちづくり（平成 24年 2月策定）」に基づき、「人が活きる」、「地域が活き

る」、「絆が活きる」を基本方針に、町民と行政、関係機関が一体となり協働型の生涯

学習を推進している。 

生涯学習施設として、日間賀島では公民館が、佐久島と篠島では離島開発総合セン

ターが利用可能であり、学校体育施設もスポーツ登録団体に開放され、様々な活動に

利用されている。 

ウ 文化 

愛知三島の歴史・文化資産には、佐久島の八劔神社や篠島の帝井※16など県指定の文

化財や史跡、貝塚、古墳、化石等があり、出土品等については、日間賀島資料館や篠

島開発総合センター、南知多町郷土資料館等の公共施設に収集・保存されている。 

三島には、佐久島の「八日講祭」、日間賀島の「ほうろく祭り」、篠島の「御幣鯛※17

奉納」など貴重な伝統文化が継承されている。新たな文化活動では、佐久島において

アートをテーマとする様々なイベントが年間を通して行われている。 

 

（８）観光 

 愛知三島は、三河湾国定公園の島しょ景観の中心にあり、豊かな自然や独自の歴史

文化などの魅力ある地域資源に恵まれていることから、観光業が水産業と並ぶ基幹産

業となっている。 

平成 23年度の観光客数は約 53万 5千人（三島計）であり、日間賀島、篠島におい

ては観光客が減少傾向にある。 

 

 

15 統合型地域スポーツクラブ 

誰もが、それぞれの体力や年齢、技術、興味、目的に応じ、スポーツを親しむ生涯スポーツ社会の実現に向けて、文部科学省が

提唱する地域住民が主体的に運営するスポーツクラブのこと。 

16 帝井（みかどい） 

   南朝の御醍醐天皇の皇子、義良親王（後の後村上天皇）が島に漂着された際、飲料水を親王に差し上げるために掘られた井戸。 
17 御幣（おんべ）鯛 

伊勢神宮の三大祭に供えられる神饌（しんせん：神に供える飲食物）のひとつで、鯛の塩漬けを海水で洗い、天日干しにしたも

の。 
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  （佐久島） 

佐久島では、海水浴や釣りなどの従来からの観光に加え、新たな観光資源の創出

に向けて様々な取組が進められており、島内を散策するウォーキングイベント「佐

久島歩け歩け海原三里」などが、多くの観光客等で賑わうイベントとして定着しつ

つある。 

さらに、平成 8 年度にスタートした現代アートによる島おこしは、平成 13 年度

にアーティストと島民が協働で取り組むプロジェクト「三河・佐久島アートプラン

21」へと進化・発展し、「祭りとアートに出会う島」をテーマに様々なイベントや展

覧会が開催されるなど、他の観光地とは一線を画したユニークな活動が展開されて

いる。こうした活動の核となっているのは、島民有志で構成する「島を美しくつく

る会」であり、島内の環境整備や名物料理・特産品開発などにも積極的に取組んで

いる。 

 近年では、観光地としての佐久島の魅力がテレビや新聞、雑誌などにも取り上げ

られ、若い女性やカップルの来島者が増加している。 

（日間賀島、篠島） 

日間賀島、篠島では、観光客が夏季に集中していることから、島内の環境整備や

施設の充実を図るとともに、釣りや海水浴、体験漁業、夏場の鱧（はも）料理・冬

場のフグ料理など恵まれた地域資源を活かし、通年型の観光地を目指す努力が続け

られている。 

体験漁業については、日間賀島では観光協会、篠島では民宿組合のグループが中

心となり、キス網漁や底引網漁など多様なプログラムを用意して集客に力を入れて

いる。また、多くの旅館・民宿の料理人がフグの処理師免許を取得し、良質なフグ

料理を提供しており、課題とされている冬季の観光客誘致に成果を上げている。 

 

 

 

 

 

観光客数の推移      単位：千人 

資料：西尾市、南知多町調べ 
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    日間賀島では、島に伝わる「タコと阿弥陀如来の伝説※18 」と、島付近で豊富に

獲れるタコに着目し、「タコの島」としてタコ料理やタコのキャラクター商品の開発、

モニュメントの設置などを進めてきた。現在では、稚魚の放流や魚礁の設置等によ

り漁獲量の増えたフグが特産物に加わったことから、「タコとフグの島」としてＰＲ

に努めている。また、特産物を使った低カロリーでミネラル豊富な健康料理の開発、

リラクゼーションやイルカ介在療法などを取り入れ、「疲れる旅から元気になる旅」

をテーマに滞在交流型観光の拡大に取組んでいる。 

    篠島には、「東海の松島」とも称される美しい景観とともに、「帝井」、「清正の枕

石※19」など多くの史跡が存在している。伝統文化においても、伊勢神宮へ鯛を奉納

する「御幣鯛」の島として知られており、「タイとフグの島」としてＰＲに力を入れ

ている。また「御幣鯛」の奉納を、唐櫃に入れ漁船で運ぶ古式に戻したり、島の周

囲に 100年ほど前に祀られた 88体の石仏をお参りする「山弘法」巡りを「島弘法」

として復活させるなど観光振興のための様々な取組が行われている。 

そのほか、日間賀島、篠島には「知多四国八十八ケ所霊場めぐり※20」の札所（日

間賀島には 37番札所、篠島には 38、39番札所と番外札所の寺院）があり、多くの

参拝客が訪れている。 

（三島） 

平成 21年度より県が事業主体となり、「あいちの離島」をテーマとする観光ＰＲ

事業に取組んでいる。特に平成 23年度に実施した「あいちの離島 80日間チャレン

ジ！※21」は、多くのマスコミから取材され、「あいちの離島」の魅力を広く全国に

発信した。 

 

（９）地域間交流 

佐久島では、「島を美しくつくる会」が、「ひと里」「美食」「漁師」「いにしえ」の４

つの分科会により、文化交流施設「弁天サロン」を拠点として、定住対策の推進やアー

トとの交流の場づくりなど様々な活動を展開している。そうした活動が島民や島外から

の参加者との交流の接点となり、楽しみながら島全体を元気にしていく原動力となって

いる。 

日間賀島、篠島では、町が友好交流市町村との間に設けた宿泊助成制度などにより交

流の促進を図っている。また、地引き網漁等の体験漁業や環境学習としての浜清掃など

豊富なメニューで都市住民等との交流事業を行っている。 

 
18 タコと阿弥陀如来の伝説 

その昔、日間賀島と佐久島の間にあった島が地震により陥没し、その後、その島にあった寺の阿弥陀如来像が漁師の網に掛かり、

如来像を守るようにタコが絡みついていた。そのことが始まりといわれる「タコ阿弥陀如来」が日間賀島の安楽寺にまつられて

いる。 

19 清正の枕石 

名古屋城を築城の際、石垣を担当した加藤清正が篠島・南風ヶ崎より石を切り出したが、どうしても運べなかった大きな石を「清

正の枕石」と呼んでいる。 

20 知多四国八十八ケ所霊場めぐり 

弘法大師（空海）にちなむ四国八十八ケ所霊場になぞらえたものであり、その開創は江戸時代（文政年間）に遡る。 

21 あいちの離島 80日間チャレンジ！ 

一般公募されたスタッフがあいちの離島に 80 日間（約 4 か月）滞在し、ブログやツイッター等で島の魅力を情報発信したキャ

ンペーン。20代～30代の女性 3人が選ばれたことなどから、延べ 126件のマスコミ報道があった。 
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また、三島とも県内外の中学校等の自然体験学習を受け入れており、他地域の中学生

と島民が交流する良い機会となっている。 

 

（１０）自然環境 

愛知三島は、三河湾国定公園に指定されており、自然環境の適切な保全と利用が図ら

れている。 

三島が位置する三河湾は、全国有数の優れた漁場であるが、埋め立て等により干潟、

浅場、藻場が減少し、陸域からの流入負荷の増大も相まって、水質の悪化や赤潮・苦潮

の発生など環境の悪化が生じている。また、三島では、流木やごみ等の海岸漂着物の処

理についても課題となっている。 

自然環境の保全等にかかる島民の活動としては、佐久島では「島を美しくつくる会」

がフジバカマ※22を植えたところ、多くのアサギマダラ※23が観察されるようになり、平

成 21年度から観察会を行っている。また、海を豊かにするため、アマモ※24を増やす活

動をボランティアと協働で毎年開催している。 

日間賀島では、地元小学校の児童が中心となって結成された「ひまかドルフィンキッ

ズ」が、民間レジャー施設から島に来ているイルカの世話や島内の清掃活動など、自然

を大切にする心を育てる活動を実施している。 

篠島では、地元小学校児童会が中心となって結成された「篠島ウミガメ隊」が、アカ

ウミガメが産卵に訪れる前浜の環境美化に取り組んでいる。 

 

（１１）エネルギー供給 

愛知三島の電力は、本土から海底送電ケーブルを通じて送電されている。昭和 22 年

に日間賀島経由で篠島、佐久島に送電を開始し、以後、電力需要の増大に伴って、ケー

ブルが増設された。現在は、日間賀島に本土から 33ｋｖで送電し、日間賀島内、篠島及

び佐久島に 6ｋｖで供給されている。なお一般受電化率は 100％である。 

ガソリン等の燃料については、各島とも本土から海上輸送されている。また平成 23

年度からは輸送コストによる本土とのガソリン価格差を緩和するため、国の助成制度を

受け、ガソリン価格の低廉化が図られている。 

 

（１２）消防・防災等 

 ア 消防・防災 

 愛知三島では、人家が密集し道路も狭く、火災は大惨事に結びつく恐れがあること

から、迅速な初期消火に向けて、消防団員や地元消防署員の指導の下に毎年消火訓練

を実施し、島民の防火意識の向上、徹底に努めるとともに、消防体制、消防施設の整

備を推進している。 
22 フジバカマ 

キク科ヒヨドリバナ属の植物。草丈は 1ｍほどになり、8～9月にかけて花を咲かせる。 
23 アサギマダラ 

タテハチョウ科マダラチョウ亜科に分類されるチョウの 1種。翅の模様が鮮やかな大型のチョウで、長距離を移動する。 

24 アマモ 

北半球の温帯から亜寒帯にかけて自生する海草の一種。アマモが群生している「アマモ場」は、海の生物の産卵場や、小魚の隠

れ家になる「海のゆりかご」と呼ばれている。 
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消防体制としては、佐久島に 40人、日間賀島、篠島にそれぞれ 66人の消防団員が

配置されており、三島間の応援体制も構築されている。消防施設については、小型動

力ポンプ 17 台、小型動力ポンプ積載車 12 台、消火栓 49 栓、防火水槽 28 基が整備さ

れている。 

また、平成 23年に発災した東日本大震災を受け、津波災害時の主な一次避難場所と

して、佐久島は佐久島小・中学校（標高 7.0ｍ）、日間賀島は日間賀中学校（標高 22.6

ｍ）、篠島は旧小学校校庭（標高 25.0ｍ）などを指定した。さらに日間賀島・篠島で

は、地理に不案内な観光客のため、津波避難ルート看板を地元区が設置した。 

そのほか日間賀島では平成15年に、篠島では平成16年に自主防災組織を立ち上げ、

防災倉庫や避難所資材、防災資機材等を順次整備している。 

 イ 国土保全 

海岸線は、佐久島 11.8ｋｍ、日間賀島 6.6ｋｍ、篠島 8.2ｋｍで、合計 26.6ｋｍで

あり、内 20.4ｋｍが海岸保全区域に指定されている。 

佐久島及び日間賀島の海岸は水成岩、篠島は領家帯花崗岩※25からなり、波浪等によ

る侵食が著しく、昭和 28年の 13号台風、昭和 34年の伊勢湾台風の際には、護岸決壊

等により多数の負傷者や家屋倒壊等の被害が発生していることから、海岸保全施設整

備が継続して実施されている。 

また、自然環境や景観の保護を求める声も多いことから、自然との調和に配慮した

海岸保全対策が求められている。 

森林面積は、佐久島 57ｈａ、日間賀島が 3ｈａ、篠島 23ｈａであり、がけ崩れ等の

恐れがある箇所については、治山事業が実施されている。また防風、防潮等の重要な

役割をもつ松林を松くい虫の被害から守るため、薬剤の樹幹注入が実施されている。 

 

（１３）島づくり人材の確保・育成 

佐久島では、「島を美しくつくる会」が平成 8年に設立され、「アートによる島おこ

し」を基軸に、行政とも協働しながら、島の自然や歴史、文化などの資源を活用して

島の活性化に向けた多様な活動を展開している。 

日間賀島、篠島では、島民による「日間賀島まちづくり協議会」（平成 19年設立）、

「篠島まちづくり会」（平成 22 年設立）を中心に、漁業者、観光業者などが協力して

島の産業経済の活性化に向けた様々な取組が行われている。 

また、日間賀島では、防犯対策として平成 19年に島民有志による自主パトロール隊

「PATROL HIMAKA」が結成され、『明るく、安全・快適なリゾートアイランド』をスロ

ーガンに、島内を巡回して島民や観光客に防犯や交通安全を呼びかける活動などを実

施し、効果を上げている。 

このような島民による様々な活動が展開されていく中で、島づくり人材の育成・確

保が図られている。 

 

 

25 領家帯花崗岩 

領家変成帯（りょうけへんせいたい）に属する花崗岩。領家変成帯とは中央構造線の内帯に接し、高温低圧により変成した岩石

帯のことで、長野南部から九州まで分布する。 
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１． 地域特性 

＜大都市との近接性＞ 

○ 愛知三島は、三河湾の湾口部に位置する内海本土近接型の離島であり、隣接する

知多半島、三河湾沿岸地域を含め名古屋大都市圏との関わりが深いことから、社会

経済全般で本土との結びつきが強い。 

＜恵まれた地域資源＞ 

○ 三河湾国定公園の一部を構成する愛知三島は、豊かな自然と美しい島しょ景観を

有しており、伊勢湾・三河湾・渥美外海を主漁場に良質で豊富な水産資源にも恵ま

れている。また、古くから海上交通の要衝であったことなどから、各島に独自の歴

史文化があるなど、魅力ある多様な地域資源に恵まれている。 

＜地理的条件等＞ 

○ 愛知三島は、本土との交通を航路に依存していることから、人の移動や物流にコ

ストや時間がかかるなど日常生活や経済活動等にとって不利な条件がある。 

○ 本土に先行して人口減少や少子高齢化が進行する中、離島の地理的特性から保健

医療や福祉、消防・防災など暮らしに必要な社会サービスの提供に本土との格差が

存在している。また、定住促進の面から島での就業機会の拡大（働く場の確保）も

課題となっている。 

 

２．計画の目標 ～自立的で持続可能な未来が描ける島をめざして～ 

  

 

 

 

 

 

 

３．離島振興の方向性 

  愛知三島の地域特性から、その振興施策は三島を個々に見るだけでなく、本土を含め

た地域全体を面として捉え、広域的な連携・交流を推進していく中で、これまで以上の

効果を上げていく必要があることから、以下の点に留意して取組を進める。 

 

＜基礎としての基盤整備・環境づくり＞ 

○  離島振興の基礎として、必要な生活基盤・産業基盤の整備とともに、多様な主体

が連携・協働して愛知三島の活性化に向けた様々な活動を展開していく環境づくり

に努める。 

 

Ⅲ 離島振興の基本的方針 

○ すべての島民にとって暮らしやすい島 

○ 産業に活力がある元気な島 

○ 多様な活動が展開され新たな可能性が創造される島 
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＜広域圏における役割・機能を確立＞ 

○ 内海本土近接型離島で名古屋大都市圏に関わりが深いという地域特性を活かし、

本土との広域的な結びつきを強め、ともに発展していく関係の構築が求められる。

そのためには、恵まれた地域資源を活かし、社会経済活動における愛知三島ならで

はの役割・機能を打ち出し、愛知三島の位置づけを確かなものとしていく必要があ

る。 

 

＜情報収集・発信の充実＞ 

○ 離島振興施策については、まず島民の意見を十分に聴き、島の地域団体とも連携・

協働して、地域の実情に即したものとするよう努めるとともに、広く島内外の協力

を得るため、情報発信を一層充実し、愛知三島に対する認知度・理解度の向上を図

る。 

 

◆日間賀島全景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆篠島全景 
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１．交通通信の確保 

（１）交通体系の整備 

○ 本土と各島とを結ぶ航路は、住民の交通や物資の輸送に利用されるなど生活に

不可欠なインフラであるとともに、本土から観光客を呼び込む離島地域の振興の

基盤であることから、その維持はもとより、安全かつ安定的な輸送の確保、船舶

の高速化、渡航費・輸送費の低廉化、乗船場・乗船待合所の整備などの利便性・

快適性の向上に努める。また、本土側において接続する公共交通機関との乗換え

の円滑化や航路利用者の駐車場を確保するなど、航路を含む交通体系全体の利便

性向上に努める。 

○ 航路事業は天候や燃料費の変動等により運航収益が大きく影響を受けるため、

航路事業者の経営の安定化を図る。また、日間賀島、篠島では、生活のための日

常的な航路利用が多く、本土側の高等学校への通学にも利用されていることから、

輸送量や定時運航の確保、公共交通機関との接続を考慮した運航ダイヤの編成な

どに配慮する。 

○ 島内交通の安全を確保するため、道路改良等の道路整備を推進する。 

（２）情報・通信体系の充実 

○ 高度情報化の推進は、離島地域の有する地理的制約を克服する上で極めて有効

な手段であり、島民の生活の利便性向上や産業振興に不可欠な基盤となっている

ことから、高度情報通信基盤の整備などを通じてインターネットや携帯電話、ス

マートフォン等の利用環境の更なる改善に努める。また、学校教育や生涯学習の

機会を捉えて島民の情報機器操作能力の向上を図る。 

 

２．産業の振興 
（１）水産業 

○ 水産業の振興については、「食と緑の基本計画 2015（平成 23 年 5 月策定）」に

基づき、安全で良質な水産物の生産と供給の確保、県産水産物の適切な消費と利

用の促進などを目指し取組を進める。 

ア 漁業生産基盤等の整備 

○ 漁業の生産性向上や漁場環境を改善するため、漁場整備、漁業の安全性、作

業効率向上を図る漁港施設の整備や漁村の活性化に取組む。また流通の合理化

や生産性向上を図る施設の整備を始めとした流通に要する費用の低廉化にも

努める。 

イ 水産資源の持続可能な利用 

○  水産資源の持続的な利用のため、資源の保護や漁場の合理的な利用を進め、

資源の適切な管理を推進するとともに、魚類などを育成・放流し、資源の増大

を図る。 

○  日間賀島では、漁業集落排水処理施設（日間賀島浄化センター）の適切な管

Ⅳ 施策の内容 
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理運営によって周辺海域の環境保全に努めながら、新鮮で良質な水産物の供給

と観光業との一層の連携による水産業の活性化に取組む。 

○  篠島の特産品であるシラス、イカナゴの資源の持続可能な利用を図るため、

県内の関係漁業者で組織され、篠島漁協に本部が置かれている「愛知県しら

す・いかなご船びき網連合会」において、出漁規制等の資源管理の取組を実践

する。 

ウ 水産物等の利用促進・消費拡大 

○ 食品関連産業をはじめとする他産業との連携により、三島の水産物等の新た

な生産・加工技術や流通・販売方法の開発・普及を推進する。 

○ 愛知三島の水産物を広くＰＲし、「あいちの離島」ブランドの確立と販路の

拡大を図るとともに、地産地消や地域の特産物の開発の取組などを推進し、島

の水産物等の魅力を発信して消費拡大を図る。 

○ “農林水産業と商工業とがバランスよく発展している”、“産地と消費地が隣

接している”などの愛知県の持つ強みや、豊富な水産資源等を活用し、観光業

等とも連携して、水産業の 6次産業化※26の取組を支援する。 

（２）農業 

○ 愛知三島の農地では、一部で家庭菜園が行われている程度で、その多くは耕作

放棄地等となっている。三島とも利用可能な土地は限られているため、貴重な地

域資源としてその有効活用を図る。 

○ 佐久島では、平成 24年に宿泊滞在型農業体験施設（クラインガルテン）を開園

したことから、今後はこうした施設を活用して、農業体験を通じた交流拡大や定

住促進に努める。 

（３）商工業等 

○ 愛知三島は県内有数の観光地であることから、観光客等のニーズに応えながら、

新たな需要を掘り起こしていく中で商工業の発展を目指していくことが必要で

ある。例えば豊富な特産物等を活用し、それぞれの島の個性を生かした付加価値

の高い商品やサービスの開発を支援しつつ、インターネット等の情報通信技術を

活用して島の魅力を積極的に情報発信していくことが考えられる。そうしたこと

により商品等のブランド化を図り、大消費地である名古屋近郊に位置する地理的

優位性を活かしながら、新たな販路の開拓など、需要の拡大等を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 6次産業化 

農林漁業者が生産・加工・流通（販売）を一体化した事業を実施する、又は 2次・3次産業と連携して地域ビジネスの展開や新

たな産業を創出すること。 

◆篠島のしらす天日干し 
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○ 島内に存在する空き家等を地域資源として捉え、店舗等に活用して産業振興や

定住促進を図るため、空き家のリスト化や店舗出店希望者への支援などを推進す

る。 

 

３．就業の促進 

○ 島民の雇用機会の拡充、就業促進に向けて、基幹産業である水産業と観光業を中

心に、商工業や各種サービス業を含めて地域の産業全体を活性化させていく中で、

就業機会の拡大等に取組む。 

（１）水産業 

○ 漁業経営の中軸となる、効率的かつ安定的な経営体を育成・確保し、安定的な

生産構造を確立することや、漁業就業に関する相談窓口の整備、研修制度、制度

資金の活用等で水産業への就業希望者を支援することなどにより、就業機会の増

加を図る。 

○ 佐久島では、漁師希望者を対象とした体験教室の開催や名人登録式の漁師マイ

スター制度※27の実施などにより、担い手育成を目指す。 

○ 日間賀島、篠島では、トラフグ等の栽培漁業や資源管理の取組により水産資源

の安定化と増大を図るなど、水産業を魅力ある産業とすることで、就業者の増加

に取組む。 

（２）観光業 

○ 民間企業や関係団体等と協力し、島を訪れた観光客のニーズに的確に応えなが

ら、新たな商品やサービスを開発するなど、地域におけるビジネスチャンスを拡

大することで、島の観光業の発展を促し、就業機会の増加を図る。 

 

４．生活環境の整備 

（１）廃棄物処理 

○ 豊かな自然環境を保全し、島民の快適な生活環境を確保するため、環境負荷の

少ない循環型の地域づくりを推進する。 

○ 廃棄物の処理については、愛知県廃棄物処理計画（平成 24年 3月策定）に基づ

き、「廃棄物の発生を抑制する」、「排出された廃棄物の循環的な利用を行う」、「最

終的な廃棄物については適正に処理する」という基本的な考えに沿って取組を推

進する。 

○ 島内で排出される可燃ごみ・資源ごみは、本土へ搬出して処理しており、その

費用の抑制が課題となっている。そこで、島民の環境問題に対する意識啓発と島

内美化の機運の醸成を図り、環境に配慮した商品の使用や集落・海浜の清掃など

といった、島全体での 3Ｒ※28の促進により、廃棄物発生量の削減に努め、周辺海

域も含めた良好な生活環境の維持・向上に取組む。 

 
27 漁師マイスター制度 

一つの専門分野に精通した人に称号を与え、適切に処遇する制度のこと。 ここでは優れた漁師を登録し、後継者育成の指導的

立場とする制度のこと。 

28 3Ｒ（スリーアール） 

リデュース（発生抑制）、リユース（再使用）、リサイクル（再生利用）の略語。 
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（２）上下水道 

○ 上水道については、平成 13年から南知多町水道事業が海底送水管により一元的

に給水を行っている。生活飲料水の確保は、島民の生活や産業にとって不可欠で

あることから、送水ポンプや送水管等の配水施設の適正な管理・更新に努め、水

道水の安定供給を図る。 

○ 下水については、生活排水の海域への流出対策として、漁業集落排水処理施設

の適正な維持管理を行うとともに、地域の実情に応じ、集合処理施設や合併処理

浄化槽の設置促進に努める。 

 

５．医療の確保 
○ 保健医療対策については、「愛知県地域保健医療計画（平成 23年 3月策定）」の 2

次医療圏を単位とした地域計画である、「西三河南部西医療圏保健医療計画（佐久

島）」と、「知多半島医療圏保健医療計画（日間賀島、篠島）」に基づき、健康増進か

ら疾病予防、治療、リハビリ、在宅ケアに至る一貫した保健医療サービスが、いつ

でも、どこでも、誰もが、適正に受けられる包括的保健医療提供体制の確立を目指

す。 

○ 診療所の設備整備や運営の充実、医師、看護師等の医療従事者の確保、へき地医

療拠点病院と診療所との連携強化等により、無歯科医地区での歯科医療など保健医

療体制の整備に取組む。 

○ 特に産婦人科医がいないことから、周産期医療※29ネットワークの充実強化を図り

つつ、妊婦の健康診査や出産のための医療機関への受診にかかる交通費補助など、

妊娠中から出産後までの継続した母子支援を進める。 

○ 救急医療の確保について、救急患者の搬送は海上タクシーを使用するため、搬送

費を助成して家族の負担軽減を図る。また、ドクターヘリ・防災ヘリの活用やヘリ

ポート整備により、搬送時間の短縮や搬送中の救急医療の充実を図る。 

 

６．介護サービスの確保 
○ 介護サービスについては、「第 5 期愛知県高齢者健康福祉計画（平成 24 年 3 月策

定）」に基づき、望ましい高齢者の健康福祉の実現に向けて、介護、予防、医療、住

まい、生活支援サービスが切れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」の構築

を目指し、社会全体で支える介護に向けて介護保険の円滑な運用や認知症高齢者支

援対策等の推進などを支援する。 

○ 介護サービスにおける本土との格差是正に向けて、島へ派遣されるホームヘルパ

ー等への交通費を補助するとともに、高齢者ができる限り要介護状態にならないで、

健康で生き生きとした生活を送ることができるよう、市町が行う介護予防などを支

援する。また、地域における介護拠点となる特別養護老人ホームや老人保健施設の

誘致についても検討する。 

 

 
29 周産期医療 

出産前後の妊婦、胎児及び新生児への医療のこと。 
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７．高齢者福祉等の増進 

○ 高齢者の福祉その他の福祉の増進については、社会状況が大きく変化していく中、

介護・医療など生活に必要な支援を確保し、虐待や孤立を防ぎ、誰もが安心して暮

らすことができる社会の構築が必要であることから、「あいち健康福祉ビジョン（平

成 23年 6月策定）」で掲げた基本理念「ともに支え合う安心・健やかで幸せなあい

ち～『あいち健幸社会』の実現」に基づき、取組を推進する。 

（１）高齢者福祉 

○ 高齢者福祉については、「第 5期愛知県高齢者健康福祉計画」に沿って、人と人

とのつながり・支え合いにより、「高齢者が健康で生きがいをもち、安心して暮

らせる社会の実現」に向け、施策を展開する。 

○ 施策の方向としては、介護保険制度の円滑な運用、認知症高齢者支援対策の推

進、介護予防とともに、高齢者の雇用・生きがい対策の推進、高齢者の自立を支

える福祉環境（在宅医療・生活環境・住環境等）の構築、高齢者が安心して利用

できるサービス提供システムの構築を基本目標とし、「地域包括ケアシステム」

の構築に向けた市町の取組を支援する。 

○ 今後、島民の高齢化がさらに進展することが見込まれることから、生きがい活

動支援センターを中心に、入浴や食事、健康相談、日常動作訓練などのデイサー

ビスを、島民のニーズに沿って提供していく。また、日間賀島に 2か所、篠島に

1 か所設置されている老人憩の家を、島内高齢者の健康増進、レクリエーション

の場として活用する。 

（２）児童福祉 

○ 少子化対策として、「あいち はぐみんプラン（第二次愛知県少子化対策推進基

本計画：平成 22年 3月策定）」に基づき、若者の就労支援、保育サービスの充実、

自宅で子育てをしている家庭への支援などの取組を推進する。 

○ 佐久島には市立へき地保育所、日間賀島には町立保育所、篠島には私立保育園

がそれぞれ設置されており、子どもたちが心身ともに健やかに育成できるよう環

境整備を推進する。 

 

８．教育及び文化の振興 

（１）学校教育 

○ 「あいちの教育に関するアクションプランⅡ（平成 23年 6月策定）」に基づき、

学校施設・設備の整備、優れた教職員の確保と資質の向上、学校給食の充実等を

図るとともに、小学校と中学校の連携や学校と地域の連携、情報教育の充実など

により、教育環境の整備・向上に努める。また、愛知三島に在住する高校生に対

して、本土側への通学に係る交通費の助成を実施する。 

○ 佐久島では、小規模特認校指定により校区拡大を図り、島への通学を希望する

本土（西尾市内）の児童・生徒を受け入れ、豊かな自然の中で充実した少人数教

育を実践する。 

○ 愛知三島の基幹産業である漁業に関する正しい知識を子どもの頃から身につけ

ていくため、小学生を対象とした漁業体験学習など、漁業の魅力を伝える取組を
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推進する。 

（２）生涯学習 

○ 生涯学習については、個人の多様なニーズに応じた学習機会が提供されるとと

もに、学んだ成果を社会に生かしていける環境づくりを推進する。 

○ また自立した地域社会の形成を目指し、島民自身がお互いに協力し学び合う場

づくりとして、離島開発総合センターなどを生涯学習の拠点施設として充実を図

るとともに、県が運営する生涯学習情報システム「学びネットあいち」も活用し、

島民の生涯学習を支援する。 

（３）文化の振興 

○ 伝統的な文化や新たな現代的な文化など、愛知三島の持つ個性的で魅力的な文

化資源を活用し、地域の魅力創出や活性化につなげる。 

○ 愛知三島の文化財、民俗芸能や伝統行事等の価値が広く理解され、保存・継承、

振興・活用が図られるよう、多くの人が島の文化財に親しみ、民俗芸能等を直に

体験できる機会を提供する取組などを島民との協働で推進する。 

○ 佐久島では現代アートによる島おこしを展開しており、新たな文化芸術を活用

した地域の活性化にも取組む。 

 

９．観光の開発 
○ 離島が持つ個性ある美しい自然景観、独自の伝統・文化、豊富な水産物等の観光

資源を生かし、「愛知県観光振興基本計画（平成 22年 3月策定）」や「知多半島観光

圏整備計画（平成 22年 4月認定）に基づき、国の支援制度等を活用しつつ、観光の

島づくりを推進する。 

（１）観光業の振興 

○ 観光業は水産業と並ぶ基幹産業であることから、多様な観光需要に応じた良質

なサービスの提供、水産物等を活用した土産品の開発・販売促進、経営の高度化・

効率化、観光人材の育成などを通じて観光業の振興を図る。 

（２）観光地としての魅力づくり 

○ 愛知三島の観光地としての魅力を高めるため、「食」、「自然」、「伝統・文化」な

どの個性豊かな地域資源を活用し、創意工夫によって魅力ある観光資源を生み出

すことにより、新たな観光コース・観光メニューの開発、海洋性レクリエーショ

ンの推進、各種イベントの開催等を支援する。 

○ 観光案内板やトイレの整備・拡充、観光施設のバリアフリー化、ボランティア

ガイドの育成など、質の高い観光基盤と観光客の受入態勢の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

◆日間賀島のタコのモニュメント 
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（３）広域観光の推進 

○ 「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律」に基づき、

組織された「知多半島観光圏協議会」の取組など、周辺他地域との連携によって

新たな観光需要を喚起し、広域的な観光圏として県内外からの誘客を図る中で、

宿泊魅力の向上などにより観光振興に努める。 

（４）情報発信 

○ インターネット等を利用した効果的な情報発信やＰＲキャラクターの活用、メ

ディアへのタイムリーな情報提供など戦略的な観光情報の発信に取組む。 

○ より効果的な情報発信・認知度向上のため、関係者が連携・協力して地域を一

体的にＰＲすることで、「あいちの離島」としてブランド化を目指す。 

 

１０．地域間交流の促進 

○ 豊かな自然や歴史・文化などの島の魅力とともに、島民生活や地域産業の状況等

について広く情報発信し、多くの人々に島への関心を持ってもらうことにより、三

島と他の地域との交流拡大を図るとともに、国の支援制度等を活用しつつ、ＵＪＩ

ターン※30など多様な形での定住促進につなげる。 

○ 県内外の小中学校を対象とする体験学習や大学のゼミ

合宿等を積極的に受け入れ、島民との交流の機会として

活用を図る。 

○ 一体感のある島づくりを促進するため、島内の各種団

体を始めとした多様な主体の協力・交流を推進する。 

 

１１．自然環境の保全 

○ 豊かな自然環境と美しい島しょ景観を保全・継承していくため、産業活動や島民

生活において環境負荷の少ない地域社会づくりを目指す。 

○ 愛知三島が位置する三河湾は、戦後の経済発展に伴い、水質の悪化や赤潮・苦潮

の発生など環境の悪化が生じていることから、関係機関等が連携・協力して汚濁負

荷量の削減と海域の環境改善に取組む。 

○ また、愛知三島は全域が「愛知県海岸漂着物対策推進計画（平成 23年 9月策定）」

の重点区域に設定されていることから、計画に基づき、多様な主体に適切な役割分

担と連携を確保しつつ、海岸漂着物等の円滑な処理を進める。 

○ 佐久島の「島を美しくつくる会」による住民主体の清掃活動、日間賀島の「ひま

かドルフィンキッズ」、篠島の「篠島ウミガメ隊」による島の子どもたちの清掃活動

など、行政を含め多様な主体が協働して環境保全活動の取組を推進する。 

 

 
30 ＵＪＩターン 

Ｕターン、Ｊターン及びＩターンと呼ばれる人口還流現象の総称。Ｕターン：地方から都市へ移住したあと、再び地方へ移住す

ること。Ｊターン：地方から大規模な都市へ移住したあと、地方近くの中規模な都市へ移住すること。Ｉターン：地方から都市

へ、または都市から地方へ移住すること。 

◆佐久島 アサギマダラ観察会 
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１２．エネルギー対策 

○ 電力や燃油等のエネルギーは、島民生活や産業活動の根幹的な基盤であり、「安定

供給の確保」が不可欠である。特に四方を海に囲まれた離島においては、本土から

のエネルギー供給に依存しており、持続可能な分散型エネルギーシステムの構築が

求められることから、太陽光発電など再生可能エネルギーの普及促進を図る。また、

大規模災害時における最低限のエネルギー確保にも努める。 

○ 本土と比較して離島におけるガソリン等の燃油の流通コストが割高であることか

ら、燃油価格の低廉化に取組む。 

 

１３．消防・防災対策 

○ 離島において災害からの安全・安心を得るためには、行政はもとより、島民一人

ひとりが助け合い、協力していくことが特に重要である。そこで、防災訓練・防災

教育を通じて防災意識の高揚や自主防災組織の充実により、島民の自主的な取組に

よる地域防災力の強化を図り、愛知三島における防災協働社会の形成を推進する。 

○ 火災や地震等の被害を最小限に抑えるため、建築物や岸壁の耐震化や不燃化、防

災設備・資機材の整備・更新等に努める。また、本県は南海トラフ※31を震源とする

大規模地震などの発生が予想されており、災害発生時の避難場所・避難路の確保と

ともに、観光客にもわかりやすい避難ルート看板の設置などを推進する。 

○ 大規模地震が発生した場合に島が孤立した場合に備え、国の支援制度等を活用し

つつ、外部との通信手段の確保、物資の供給・救助活動体制の整備などを進め、災

害対応力の強化を図る。 

○ 海岸侵食、津波・高潮、土砂崩れなどの危険箇所に対し、海岸保全施設の整備や

治山・急傾斜地崩壊対策を実施する。 

 

１４．人材の確保・育成 

○ 佐久島では、平成 8 年度に「島を美しくつくる会」が発足して以来、島民自らの

創意工夫により多様な活動が展開されている。また、日間賀島では「日間賀島まち

づくり協議会」、篠島には「篠島まちづくり会」が設立し、島民による地域づくり活

動が活発化している。今後とも、このような島民の自主的・自立的な取組を支援し、

行政との協働を推進するとともに、島内外の多様な主体や企業等の連携をさらに拡

大していくことで、愛知三島の振興に寄与する人材の確保・育成を図る。 

 

１５．離島の振興に関するその他の事項 
○ 愛知三島は、それぞれ西尾市、南知多町内の一地域（一部離島）であり、自治体

内の人口割合では少数であることから、島民の意見を十分に聴き、地域の実情に即

した離島振興対策を実施する。 

○ 今後とも、愛知三島の現況を「愛知の離島」として整理し公表していくとともに、

住民意識調査を定期的に実施し、離島振興の基礎資料とする。 
31 南海トラフ 

四国の南の海底にある水深 4,000m 級の深い溝（トラフ）のこと。非常に活発で大規模な地震発生帯であり、南海トラフ北端部

の駿河湾内に位置する部分は駿河トラフとも呼称される。 
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