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第１ 離島振興の基本的な考え方 
 

１ 計画策定の趣旨 

 山口県は、三方が海に開けている地理的特性から、内海特有の多島海美が見られる穏やかな瀬

戸内に、また、荒波が岩肌を洗う日本海に、それぞれ異なった風土を併せ持つ、多くの個性豊か

な島を有しています。 
 これら離島は、人口減少の長期継続、高齢化の進行など、本土に比較して厳しい条件下にある

ことに鑑み、離島振興を図るため、離島振興法（昭和２８年法律第７２号）（以下「法」という。）

に基づく離島振興対策実施地域の指定を受け、離島振興計画を策定し、各種社会資本の整備をは

じめ各般にわたる離島振興施策を展開してきました。 
 こうした取組によって、離島地域の生活水準は着実に向上してきましたが、人口減少・高齢化

に歯止めがかかっておらず、今後も離島の地域コミュニティを維持していくために、さらなる施

策の展開が求められています。 
 また、離島は、農水産物の安定供給や、豊かな自然や多様な伝統文化が息づく、まさにかけが

えのない場所であり、さらには、我が国の領海や排他的経済水域を保全する重要な役割も担って

おり、その振興は、国家的・国民的な期待が大きくなっているところです。 
 こうした中、平成２４年６月に改正された法においては、他の地域に比較して厳しい自然的社

会的条件にある離島を振興するため、地域の創意工夫を生かしつつ、基礎条件の改善等、特別の

支援を講ずることによって、離島の自立的発展を促進し、島民の生活の安定及び福祉の向上を図

るとともに、地域間の交流を促進し、もって離島の無人化の防止及び離島における定住の促進を

図っていくこととされました。 
 県では、こうした離島を取り巻く状況及び法の趣旨を踏まえ、本県離島の実情に的確に対応し

た振興策を実現するため、新たな「山口県離島振興計画」を策定しました。 
 

２ 計画の位置付け 

 この計画は、法第３条の規定により国が策定した離島振興基本方針に基づき、法第４条の規定

により、市町が住民意見の反映措置を講じて策定した市町離島振興計画案の内容を反映させて、

県が定めた計画です。 
 この計画は、多様な主体がそれぞれの役割を果たしていくことによって、その実現に取り組ん

でいきます。 

《計画推進に向けた役割》 
◇島民の役割  ・行政等と協働しながら、主体的に離島振興に向けた取組を実施 
◇県民の役割  ・離島の持つ役割を理解し、島民が実施する様々な活動を支援 
◇市町の役割  ・島民の意見を反映した市町離島振興計画案を策定 

・島民と協働して、課題への対応や施策を推進 
 ◇県の役割  ・市町離島振興計画案を反映させた県離島振興計画を策定 

・市町による施策推進を支援 
・広域的な対応が必要な課題等への対応 

 ◇国の役割  ・法に規定する基本理念に則り、離島振興に必要な施策を総合的かつ積極的に

策定・実施 
・離島振興基本方針を策定 
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３ 計画の期間 

 この計画の期間は、平成２５年度（２０１３年度）から平成３４年度（２０２２年度）までの

１０年間です。 
 今後１０年間は、この計画に基づき、離島の振興にかかる諸施策を実施することとなりますが、

計画の内容については、今後の社会経済情勢の推移などを勘案しつつ、適宜検討を加え、必要が

あれば計画の変更を行うこととします。 
 

４ 計画の対象地域 

この計画の対象となる地域は、法第２条第１項の規定に基づき国が指定した離島振興対策実施

地域（以下「離島地域」という。）で、次の７地域です。 

【本県の離島地域】 

地域の名称 地域内の有人離島（所属市町） 

柱島群島地域 端島、柱島、黒島（いずれも岩国市） 
周防大島諸島地域 情島、浮島、前島、笠佐島（いずれも周防大島町） 
平郡島地域 平郡島（柳井市） 
熊毛群島地域 馬島（田布施町）、佐合島（平生町）、祝島（上関町）、八島（上関町）

周南諸島地域 牛島（光市）、大津島（周南市）、野島（防府市） 
響灘諸島地域 蓋井島、六連島（いずれも下関市） 
萩諸島地域 見島、大島、櫃島、相島（いずれも萩市） 

７地域 ２１島（１１市町） 
 

５ 本県の離島の特性等 

(1) 特性 

  ア 小型の離島 

    いずれの離島も、人口、面積の規模が小型であり、その属する市町の一部離島として構成

されています。 

   ◇人口規模別の島数 

～49人 50～99人 100～499人 500～999人 1,000人以上 

８ ３ ８ ２ ０ 

（資料 平成22年国勢調査） 
 

◇面積規模別の島数 

1.0km2未満 1.0～5.0km2未満 5.0～10.0km2未満 10.0km2以上 

７ １１ ２ １ 

（資料 平成22年全国都道府県市区町村別面積調） 

 

  イ 本土・離島間で近接 

    見島以外は、すべて本土近接型離島（本土の中心都市から航路時間1時間圏内）として分 
類され、本土と極めて近接した位置関係にある離島が多数あります。 
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◇性格類型別の島数 

内海本土近接型 外海本土近接型 孤立型 
１７ ３ １ 

 
  ウ 豊かな自然環境・固有の文化を保有 

   多くの離島が、国立公園や国定公園の区域に指定されるなど、優れた景観を有しており、

また、天然記念物や文化財、さらには固有の伝統文化なども多く残されています。 

  ◇国立公園又は国定公園の区域の指定がある有人離島 

瀬戸内海国立公園（10島） 端島、柱島、黒島、情島、浮島、前島、馬島、佐合島、

大津島、野島 

北長門海岸国定公園(4島) 見島、大島、櫃島、相島 

 

  ◇離島における主な文化財 

木造薬師如来坐像（平郡島）、神舞神事（祝島）、ケグワ（祝島）、カシワ・ビャク

シン群落（八島）、カラスバト（牛島、蓋井島、見島）、モクゲンジ群生地（牛島）、

「山ノ神」神事（蓋井島）、ヒゼンマユミ群落（蓋井島）、雲母玄武岩（六連島）、

見島ウシ産地、見島のカメ生息地、ジーコンボ古墳群（見島） 

 

(2) 現状・課題 

  ア 著しい過疎化と高齢化の進行 

    本県における離島地域の人口は、各島ともほぼ一貫して減少を続けており、平成２２年の

離島の人口は４，２８３人で、５年前の平成１７年と比較し、７２１人（１４．４％）の減

少となっています。平成１２年からの減少率では、２６．４％と、大幅に減少しています。

同時期における県全体の人口減少率は５．０％であり、離島地域の人口は著しいスピードで

減少しています。 
    また、高齢化率についても、平成１２年の４６．８％に比べ、平成２２年には５４．５％

にまで達しており、高齢化の進行も著しく、過疎化・高齢化に歯止めがかからない状況とな

っており、地域コミュニティの維持・再生は喫緊の課題となっています。 

   【人口】                                 

区分 
人口 増減率（％） 

H12 H17 H22 H12→H17 H17→H22 H12→H22 

県内有人離島 5,817人 5,004人 4,283人 △14.0 △14.4 △26.4

県全体 1,528千人 1,493千人 1,451千人 △ 2.3 △ 2.8 △ 5.0

   （資料 国勢調査） 

   【高齢化率（人口に占める６５歳以上の割合】                          

区分 
高齢化率 増減（ポイント） 

H12 H17 H22 H12→H17 H17→H22 H12→H22 

県内有人離島 46.8 51.8 54.5 5.0 2.7 7.7

県全体 22.2 25.0 28.0 2.8 3.0 5.8

   （資料 国勢調査） 
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  イ 離島における産業構造 

 産業別就業人口をみると、就業人口に占める第１次産業の割合が、県全体では、５％から

７％台であるのに対し、離島地域では、第１次産業の割合は５０％以上と非常に高いのが特

徴であり、第１次産業は、離島の基幹産業として、長く地域経済を支えてきました。 
 しかし、人口減少に比例する形で、就業人口も減少傾向にあり、特に、第１次産業では、

平成２２年は、平成１２年と比較すると、３５．８％減少しており、後継者の育成が喫緊の

課題となっています。 

【産業別就業人口】 

 

（資料 国勢調査） 

離島地域（上段：人、下段：％） 県全体（上段：千人、下段：％） 
区分 第1次   

第2次 第3次 合計 第1次 第2次 第3次
 農業 水産業

12年 1,643 647 996 282 991 2,916 54 222 467

(56.3) (22.2) (34.2) (9.7) (34.0) (7.2) (29.7) (62.6)

17年 1,399 546 853 160 882 2,441 49 193 468

(57.3) (22.4) (34.9) (6.6) (36.1) (6.8) (26.9) (65.3)

22年 1,055 390 665 100 831 2,016 36 174 441

(52.3) (19.3) (33.0) (5.0) (41.2) (5.4) (26.2) (66.3)

※平成２２年の離島地域の就業人口の合計が合わないのは、分類不能の就業人口(30人)を

含めていないため。 

 

６ 振興の方向と視点 

(1)  振興の方向 

○ 離島地域は、本県の外縁部の位置を占め、他地域と海で隔たれていることから、豊かな自

然が残されているとともに、他地域にはない独自の文化が保存・継承されており、本県の自

然や文化における多様性の確保の面から、大きな役割を果たしています。また、他地域への

新鮮な魚介類、野菜、果物などの供給地としても、重要な地位を占めています。 

○ こうした離島を振興していくため、生活環境や産業基盤の整備等に取り組んできた結果、

一定の成果は上がっているものの、依然として、人口減少に歯止めがかからず、また産業の

活力低下がみられるなど、厳しい状況が続いています。   

○ 今後も、本県離島が、将来にわたって離島の持つ国家的・国民的役割を発揮していくため

には、自然的社会的条件から生じる基礎条件の改善に努めるなど、島民の生活の安定及び福

祉の向上を図るとともに、豊かな自然に恵まれた本県離島地域の特性を生かした産業振興や

定住・交流を促進し、離島の人口減少の抑制と、自立的発展を図っていく必要があることか

ら、今後１０年間の基本的な離島振興の方向を次のように定めます。 
 

住んでみたい 住み続けたい 活力に満ちた島づくり 
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(2) 振興の視点 

今後の離島振興に向け、以下の３つの視点に留意して、施策を推進していきます。 

 

   ◆ 安心・安全で住み良い生活環境の整備  

 住民が安心して離島に住み続けられるよう、医療・福祉、交通、情報通信など日常的な

サービスを受けることができる生活環境の整備を進めるとともに、離島という隔絶性ゆえ

に生じる負担を軽減する仕組みを検討します。 
 また、若い世代の新しい定住が進むよう、空き家の有効活用等、住環境の整備にも取り

組みます。 
 さらに、住民の安全な生活を確保するため、国土保全施設の整備や、防災体制の強化を

図ります。 
 加えて、豊かな自然や伝統文化など、離島が有する魅力を再認識し、愛着や誇りを持っ

て暮らせる環境づくりを進めます。 
 

   ◆ 多様な地域特性を生かした産業の振興  

     本県離島において農水産業は、重要な基幹産業として、離島の暮らしを支える主要な就

業の場であり、また、安心安全な食料の供給面からも重要な役割を果たしています。 
     このため、それぞれの地域における特性を十分に生かした産業として発展するよう、そ

の振興を促進するとともに、資源管理にも努めながら、安定した収入の確保や、新規就業

の機会創出を図ります。 
     また、多様な民間主体による、豊かな地域資源等を活用した産業活動を促進し、新たな

雇用の場を創出することによって、ＵＪＩターンの促進を図ります。 
 

   ◆ 幅広い世代の定住と交流による活性化  

     離島地域が幅広い世代の新たな定住先として選択されるよう、島内外の多様な主体との

連携や人材育成等、受入体制の充実・強化を図り、魅力ある島づくりに取り組んでいきま

す。 
さらに、都市住民による体験交流ニーズが高まる中、山・里・海の豊かな地域資源を積

極的に活用し、農水産業とも連携しながら、幅広い世代が参加できる体験滞在型の交流活

動を促進し、交流人口の拡大を図るとともに、交流を契機とした定住への移行を進めます。    
 
 
７ 取組の内容 

(1)  交通・通信の確保 

ア 離島航路 

    離島航路について、本県では、櫃島を除く全ての有人離島で、１日２便以上の定期航路が

確保され、市町若しくは第三セクターにより、いずれも一の航路事業者によって運航されて

います。 
これまで、新船の建造や待合所の建て替え、浮桟橋の整備等のハード整備など、利用者の
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利便性の向上を図ってきたところです。 
こうした中、県内１４の離島航路事業の合計欠損額は、平成２３年度決算ベースで８億円

を超え、過去５年間においても、年８億円～１０億円で推移し、国、県、市町からの補助金

を活用した運営がなされていることから、航路事業の健全な運営が求められています。 
このため、航路事業者の安定運営並びに航路運賃の維持に向け、経営の効率化を図ってい

くとともに、地域の創意工夫を生かした交流活動を通じた利用率の向上に努めます。 
また、老朽化した船舶の更新、漁港・港湾施設、待合施設等の適切な維持管理等により、

安全で快適な航路運航を確保するとともに、住民の高齢化に対応するため、船舶や乗降施設

のバリアフリー化に努めます。 
さらに、利用者に配慮した運航ダイヤなど、利用者の利便性の向上について検討するとと

もに、離島航路と陸上交通との接続性が向上されるよう交通事業者への働きかけに努めます。 
 

  イ 島内交通 

   本県の離島地域内の道路については、島の面積や人口などの規模に応じて県道、市町道、

その他農道などが設けられています。 

県道については、平郡島、祝島及び見島の３島に一般県道４路線が設けられ、改良率は約

５２％となっています。一方、市町道の改良率は３０％弱に止まっており、特に家屋の密集

した集落内においては、整備が困難な状況にあります。 

本県の離島は、いずれも小型の離島であり、一人当たりの自動車の保有台数は本土と比較

して低いものの、島内の道路は、住民の日常生活、農水産物の集出荷その他の産業活動、ま

た観光・交流活動の面において重要な社会資本であり、加えて、災害時における避難経路の

確保や、消防機材の迅速な搬送の面からも、施設の適切な維持管理と必要な施設整備を推進

します。 

また、高齢者等の交通弱者へ配慮した島内交通の確保にも努めます。 

 

  ウ 情報・通信 

    インターネットやモバイル通信の活用は、離島にとっては、必要な情報の入手及び発信を

行う手段として非常に有用であり、情報通信基盤の整備は産業基盤や生活環境整備と同様に

重要です。 
離島のブロードバンド整備については、採算性や技術的要因から、民間事業者による高速

通信サービスが提供されづらい状況にありますが、国や県・市町による各種整備事業や3.5世
代携帯電話のエリア拡大等により、世帯カバー率は１００％に達しています。 

一方、都市部では、ＦＴＴＨをはじめ、ＷｉＭＡＸなどのワイヤレスブロードバンドサー

ビス、超高速データ通信が可能な携帯電話サービスなど、高速大容量の各種サービスが提供

されつつあります。 

今後は、離島についても、県・市町が連携して民間事業者へＦＴＴＨ等のサービス拡張

を働きかけていくとともに、ＹＳＮ（やまぐち情報スーパーネットワーク）の活用や、超高

速ブロードバンド基盤整備を実施する地方公共団体を支援する交付金の活用、携帯電話不感

地域解消を目的とした補助金の利用等により、情報通信基盤の整備促進に向けた取組を進め

ていきます。 
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(2)  産業の振興 

ア 農業 

県内の離島地域においては、瀬戸内海側では温州みかん、びわなどが、日本海側ではブロ

ッコリー、葉たばこなどが栽培されています。 
また、六連島においては花きが、相島においてはすいかが著名で、特産物として県外へも

出荷されています。 
しかし、離島地域における農業は、担い手の高齢化や基幹品目である葉たばこの需要の減

少などにより、生産額の伸び悩みが見られます。 
また、担い手の不足などから、農地が耕作されないまま放置され、その荒廃が進行してい

ます。 
このような状況に対応するため、離島地域の温暖な自然条件を生かして、需要の大きい品

目の産地づくりを推進することを基本として、既存産地の構造改革に取り組むとともに、葉       
たばこから、ブロッコリー、すいか、じゃがいもなどへの品目転換を推進します。 

また、新たな担い手や後継者の育成・確保はもとより、高齢者が農業を継続できるよう、

農作業の機械化や、農道の整備・改良、農地の集約化などにより、農作業に要する労力の軽

減や生産性の向上、経営の安定化・効率化を進めていくとともに、有害鳥獣対策にも努めて

いきます。 
加えて、荒廃した農地の回復や景観保全等を図るため、簡易な電気牧柵を設置することに

より、放牧牛を活用した耕作放棄地の再生や省力的な農地保全が可能である山口型放牧の導

入を誘導します。 
さらに、離島地域で生産される農産物について、品質の維持・向上に向けた取組への支援

と併せて、様々な機会を捉えて積極的にＰＲを行い、需要拡大を図ります。 
また、本土と比較し、生産資材等コストの負担が大きい離島において、競争力強化を図る

ため、特産品開発やブランド化、高品質高付加価値型の産地育成に努めます。加えて、流通

の合理化に資する施設整備や集出荷体制の整備等のほか、離島戦略産品の島外移出に係る輸

送コスト低減対策を通じた流通に要する費用の低廉化に取り組みます。 
このほか、農業を離島の貴重な地域資源としてとらえ、観光業とも連携した都市との交流

に取り組み、地域間交流を促進し、離島の活性化を図ります。 

 

イ 水産業 

県内の離島地域における水産基盤施設については、祝島、蓋井島、見島、大島において、

大規模な整備が進められるなど、漁業環境の改善が進んできました。 
また、離島漁業再生支援交付金を活用し、柱島３島ふれあいツアーなどの交流事業や、種

苗放流等、漁業資源の保護にも取り組んできました。 
しかしながら、離島地域における水産業は、輸送や生産資材の調達などにおいて一般的に

不利な条件にあることなどから、就業者の減少や後継者不足の一因となっています。また、

水産資源状態の悪化、輸入水産物の増加などによる魚価の低迷などを要因として漁業収入の

伸び悩みがみられます。 
新規就業者の確保に向けて、漁港などの生産基盤の整備により就労環境の改善に努めると

ともに、漁業への就業希望者に対する研修から就業までの一貫した支援体制を継続し、漁業

に就業しやすい条件を整備します。 
また、水産資源の安定的確保に向けて、漁場の整備・開発や放流事業の実施などによる栽
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培漁業を推進するとともに、漁業者や地域住民等が行う藻場・干潟等の保全活動を支援し、

水産動植物の生育環境の保全及び改善を図ります。 
さらに、本土と比較し、流通コストの負担が大きい離島において、競争力向上・体質強化

を図るため、特産品開発やブランド化、販路開拓に努めます。加えて、流通の合理化に資す

る施設整備や集出荷体制の整備等のほか、離島戦略産品の島外移出に係る輸送コスト低減対

策を通じた流通に要する費用の低廉化に取り組みます。 
また、漁業を貴重な離島の地域資源ととらえ、観光業とも連携した都市との交流に取り組

み、地域間交流を促進し、離島の活性化を図ります。 
加えて、漁業の違法操業への対応が求められていることから、多発海域への県の漁業取締

船の重点的な配備などによる取締りを強化し、漁業秩序の維持に努めます。 

 

(3)   雇用機会の拡充、起業・就業の促進 

就業機会が少ない離島地域においては、就業・雇用の場の創出と、就業者の安定的な収入

の確保等が課題となっています。 
このため、幅広い業種での起業を促進し、雇用機会を拡充するため、（公財）やまぐち産

業振興財団、商工会・商工会議所等の関係支援機関が一層の連携の下、コーディネーター等

（中小企業診断士や金融機関ＯＢなど）の相談体制や創業セミナーの充実など、起業家ニー

ズに応じたきめ細やかな支援体制を強化するとともに、意欲ある起業家の掘り起こしを図り

ます。 
また、地域の農林水産資源を活用し、生産や暮らしに根ざした起業活動を展開する女性起

業家を育成し、離島地域に就業・雇用の場を創出することにより、女性や高齢者の安定的な

収入を確保し、社会的・経済的自立を図ります。 
金融面では、起業化支援資金（中小企業制度融資）などの利用促進を図ります。 
また、主産業の位置を占める農林漁業者と中小企業者との連携や、農林水産品等の地域資

源の活用による新商品開発等の取組を支援するとともに、その商品等の県内外での利用拡大

を促進し、地域に根付く産業の活性化を図ります。 

 

(4)   生活環境の整備 

ア 住宅 

離島地域への移住・定住を進めていくためには、ＵＪＩターン者の住宅を確保すること

が必要です。 
このため、空き家バンク制度による空き家情報の収集・発信や地域での住宅斡旋等によ

り空き家の利活用を進めます。 

 

イ 水道 

県内有人離島２１島中１９島で水道が整備されており、未整備の島については各戸の井戸

水や貯留した雨水を生活用水としています。 
水道が整備されている離島であっても、瀬戸内海側の離島においては、渇水期や一時的な

使用量の増加により水道用水が不足する島があり、安定した水源の確保が課題となっていま

す。 
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離島地域内のトイレの水洗化などの生活様式の変化も踏まえ、今後生活用水の不足が予想

される離島については、その安定的な確保に向け、既設施設を適切に維持管理するとともに、

必要な施設整備や島内における新たな水源の開発などを進めます。 

 

ウ ごみ処理 

離島地域におけるごみ処理は、本土処理を基本としつつ、可燃ごみなどについては、一部

の離島において島内で処理が実施されており、こうした島については、廃棄物の排出抑制へ

の取組を進めるとともに、環境負荷の少ない循環型社会の形成に向けた法的枠組みに対応し  
た、適切な廃棄物処理施設の整備を進めます。 

ごみを本土において処理している離島については、ごみの発生を抑制し、再使用、再利用

を促進するとともに、引き続き、本土への安定した輸送体制の確保に努めます。 
また、ごみの分別収集を徹底するとともに、既存の収集体制の継続を基本としながら、

高齢者等の負担を考慮した収集運搬体制の確立についても検討します。 
さらに、家電リサイクル法で指定された一定の廃家電製品を含む粗大ごみ全般について

も、本土への円滑な輸送に向けた取組を進めます。 

 

エ 汚水処理 

離島地域における健康で快適な生活環境を確保するため、また、海域など公共用水域の水

質の保全を図るため、し尿や生活雑排水の公共用水域への排出に当たっては、農漁業集落排

水施設の整備や浄化槽の設置などの汚水処理施設による処理が行われる必要がありますが、

生活用水の不足などが原因で、とりわけし尿の処理におけるトイレの水洗化については、本

土と比較して、対策が進めにくい分野となっています。 
現在、浮島、野島、蓋井島及び大島の４島において漁業集落排水施設の整備が完了し、ま

た、笠佐島、六連島、見島及び相島で浄化槽の導入により各戸のトイレの水洗化が進められ

つつありますが、その一方で、し尿について、汲み取り後の農地などへの還元によって処理

が行われている島もあります。 
各島ごとの汚水処理の対応状況は、島内における生活用水の確保の状況や集落の規模など

によって大きく異なっており、汚水処理施設の整備に当たっては、生活用水の確保とも連携

して行うこととし、集落の人口規模などに応じた対策を進めます。 
また、人口減少・高齢化する離島において、収集体制の維持が困難となりつつあることか

ら、収集業務従事者の確保等、収集体制の維持・確保策について検討します。 

 

オ 消防 

各島の消防体制として、常備消防が設置されている離島はなく、いずれも非常備消防がそ

の役割を担っています。 
しかしながら、いずれの島も、消防団員の減少や高齢化の進行などにより、消防体制の弱

体化が懸念されています。 
このため、住民の防災意識を高めるとともに、消防体制の維持に向けて、消防団員の定年

の引き上げ、女性の任用による団員の確保、初期消火など、地域防災活動に大きな役割を果

たす自主防災組織の育成などを図り、さらに消防訓練の実施にも努めます。 
また、施設整備の面では、消防用ホースや消防ポンプなどの消防用の機械器具について、
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計画的に更新するとともに、消防用水が不足している離島においては、防火水槽の設置を行

い、消防用水の確保を図ります。 
なお、消防体制が未整備、あるいは脆弱な離島においては、本土からの応援体制を整備す

るとともに、非常連絡体制を確保します。 

 

(5)  医療の確保 

急激な人口減少や高齢化が進む中、本県の有人離島２１島のうち、医師が常駐しない離島は

１５島となっており、離島における医療の確保は大きな課題となっています。 

このため、県へき地保健医療計画に基づき、これまで、医師が常駐しない離島においては、

巡回診療や、各市町における地元医療機関と連携した医師派遣、萩市民病院及び見島・大島診

療所における遠隔画像診断システムの導入や見島診療所等での医療設備の整備等、診療体制の

確保をはじめ、各種検診や健康相談等による住民の健康確保にも努めてきたところであり、引

き続き、県へき地保健医療計画及び県保健医療計画に基づき、離島における保健医療サービス

の確保に向けた取組を進めます。 

また、救急患者が発生した場合の対応については、本土での診療を速やかに受けることがで

きるよう、救急艇の確保や、岩国市柱島での救急搬送艇の整備など、救急時に対応できる体制

確保に努めてきたところです。さらに、平成２３年１月から運行を開始したドクターヘリによ

り、重篤な救急患者を早期に治療できる体制を確保し、命をつなぐ空飛ぶ救命救急センターと

しての効果を発揮しているところであり、引き続き、離島住民の安心・安全な生活の確保に向

け、救急医療体制の充実に努めます。 

また、産科医療機関のない離島に住む妊婦は、その島を離れて妊婦健診等を受けざるを得な

い状況にあり、離島からの交通手段は、船舶に限定され、かつ宿泊を伴う移動もあることから、

妊婦の経済的負担の軽減を図り、安心して安全に妊娠・出産ができる環境づくりに向けた取組

を進めます。 

また、今後、さらなる高齢化の進展が予想される中、住み慣れた地域において暮らしの安心

が実感できるよう、医療の確保はもとより、保健、福祉が連携して生活支援サービスを提供す

る体制を整備していくことが必要です。 

そのほかの保健医療サービスを受けるときに生じる住民負担を軽減する仕組みについても検

討を進めます。 

なお、今後、医療法に規定する保健医療計画を作成する際には、離島においても必要な医療

が確保されるよう配慮に努めます。 

 

(6)  介護サービスの確保、高齢者等の福祉の増進 

離島地域では、高齢化率が県平均と比べて著しく高くなっており、高齢者の保健福祉サービ

ス、とりわけ介護に関連するサービスに対する住民ニーズも高まっています。 
しかし、離島地域においては、介護保険に係る要支援・要介護者数が少なく、施設の設置も

困難な状況にあります。 
このため、これまで、離島への在宅介護支援センターの設置や既存施設を活用した通所介護

事業の実施、島内での訪問介護員養成などの取組を進め、在宅サービスを基本に据えた介護サ

ービスの確保に努めてきたところです。 
引き続き、介護保険制度における特例措置等を活用した離島地域への事業者の参入を促進す

るとともに、島内で訪問介護員等の介護人材を養成・確保するなど、サービス提供体制の整備・
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充実に努めます。 
また、サービス利用時の負担軽減についても配慮し、高齢者が安心して自立した生活を送る

ことができる環境整備に努めます。 
さらに、離島において、これまでに培われてきた住民同士のコミュニティ活動を通じた相互

扶助のシステムを活かしつつ、生涯現役社会づくりを進めます。 
また、離島において安心して子育てができるよう、保育所等の適正管理や、子育て家庭のサ

ポートなど、子育て環境の整備を支援します。 

 

(7)  教育及び文化の振興 

ア 教育 

小中学校が設置されている離島は１０島ありますが、離島地域における年少人口は今後も

減少することが予想され、休校あるいは閉校する学校が新たに生じる可能性があります。 
こうした中、防府市立野島小学校・野島中学校や周南市立大津島中学校では、豊かな自然

や少人数の特徴を生かして子どもの心身の成長を図ることを目的に、本土から児童生徒の受

入れを行うなど、離島の特色を生かした取組が見られます。 
離島地域における小中学校の存続は、地域の実情に根ざした教育を実践する上で、また、

地域の文化の担い手を育成する上で重要であり、施設の整備・充実についても検討を進めな

がら、これらの取組が円滑に進められるよう支援します。 
こうした離島地域の学校では、本土と比較し児童生徒の数が少なく、子どもの資質や能力、

個性を育てていく上では新たな可能性をもたらしますが、数が少ないことによるマイナス面

については、他地域の学校との交流の促進を図り補っていきます。 
また、離島の自然や文化を生かした教科指導や総合的な学習の時間の実践などにより、離

島地域のみならず本土側を含めた児童生徒に、郷土への愛着と誇りをもった豊かな人格が形

成され、育まれるよう努めます。 
さらに、教育の機会均等の観点から、離島に在住する高校生が安心して勉学に打ち込める

よう、離島高校生の通学費、居住費等に対し支援します。 
また、離島地域における生涯学習の推進の観点から、離島地域の住民の中から指導者の確

保・育成を図るなどにより、住民の学習機会の充実と学習の場の確保に努めます。 

 

イ 文化 

本県の離島地域では、見島の「見島ウシ産地」が国の天然記念物に指定されています。

昭和４０年代には頭数が３０頭程度にまで減少し、危機的状況にありましたが、現在は見

島牛保存会の方々の努力により、８０頭近くまで増加してきています。 
また、蓋井島の「山ノ神神事」（国選択）や祝島の「神舞（かんまい）神事」（県指定）

など、極めて地方色豊かな無形の民俗文化財も離島地域には伝承されています。しかし、

各島の人口の減少や少子高齢化の進行、生活様式の都市化など、その伝承には多くの課題

があります。 
こうした離島地域の文化は、県民の貴重な文化的資産として、また重要な観光資源とし

て期待できることから、今後は、担い手の育成を含めた的確な保存・活用策を講じます。 
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(8)  観光の開発 

本県の離島地域は、瀬戸内海側の離島にあっては瀬戸内海国立公園に、日本海側の離島にあ

っては北長門海岸国定公園に指定されているなど、それぞれ優れた観光資源を有しており、本

土から比較的近距離にある離島が多いこともあって、観光客は増加傾向にあります。 

こうした中、これまで地域ならではの埋もれた観光資源を発掘し、地域住民がコーディネー

ター役や案内役となった体験交流プログラムの企画・旅行商品化を進めてきました。 

今後は農業体験や漁業体験といった農林水産分野と連携した観光メニュー開発、また特産品

開発等の取組、さらにはクルージングやスキューバダイビング、島内サイクリング等と組み合

わせた滞在交流型の観光を推進するとともに、積極的なＰＲや基盤整備に努めます。 

また、観光振興の担い手として、島内外から幅広い人材確保、リーダー育成に努め、島内の

受入体制の充実を図ります。 

さらに、瀬戸内海地域の離島の観光振興については、近隣県等との連携を図りながら広域的

な取組を行っていきます。 

 

(9) 他地域との交流の促進 

離島地域では、豊かな地域資源を活用し、住民が中心となって、地域の伝統文化を生かした

交流活動や、農業・漁業体験といった体験型の交流イベントなど、多彩な交流活動が実施され

てきました。 

また、笠佐島、蓋井島では、Ｕターン者が漁家民宿を開業し、来島者が増えるなど、地域特

性を生かした経済活動への展開も見られます。 

さらに、周防大島町や大津島では、本土側の交流事業に参加し、島内で一部受入を行うなど、

本土との連携による交流活動も始まっています。 

こうした中、島内の受入体制が確保できないことを理由に、交流活動を休止するといった事

例もあり、今後も地域の創意工夫を生かした交流活動を実施していくためには、地域の受入体

制を確立していくことが重要です。 

このため、島内外の多様な主体が連携した受入組織等の体制整備を促進するとともに、交流

活動を担う人材の育成や、交流拠点づくり、一元的な情報発信にも努め、受入体制の確保・充

実を図り、離島地域の魅力を 大限活用した多彩な交流活動を実施します。 

また、交流活動等を通じ、ＵＪＩターン者を迎え入れるために、空き家等の利活用を図って

いくとともに、住宅の斡旋や就業場所の紹介など、地域の多様な主体が一体となった、ワンス

トップで情報提供できる体制構築について検討します。 

こうした取組によって、都市住民の離島地域に対する理解を深め、他地域との多彩な交流を

拡大し、離島の活性化を図ります。 

 

(10)  自然環境の保全・再生 

ア 生態系の維持・回復 

離島地域は、他地域と海で隔てられていることから、固有種が多く生息・生育するなど

豊かな自然環境を有しており、今後も、地域固有の生物相や生態系を保全・再生していく

ことが重要です。 

本県の離島地域における優れた自然の風景地や野生鳥獣の保護にあたっては、瀬戸内海

国立公園等の自然公園内における開発行為の規制等や渡り鳥の集団渡来地等の鳥獣保護区
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における野生鳥獣の捕獲規制等により適切な管理を行い、離島とその周辺海域の自然環境

の保全に努めます。 

また、離島に生息・生育する希少野生動植物種の保護にあたっては、分布状況等のモニ

タリング調査を実施するとともに、特に保護の必要性のある種については、希少野生動植

物種保護条例に基づく「指定希少野生動植物種」に指定し、捕獲・採取等の規制を行い、

必要な場合は、保護増殖事業計画を策定し、生息・生育環境の維持改善等の保護増殖事業

を実施します。 

      アライグマやヌートリア、アルゼンチンアリなど外来生物法により指定されている「特

定外来生物」については、必要に応じて、生息・生育状況や生態系への影響について把握

に努めるとともに、外来生物が引き起こす悪影響について普及啓発を行い、「入れない」、

「捨てない」、「拡げない」の外来生物被害予防三原則を、県民に広く周知し、離島地域

への拡大防止に努めます。 

 

イ 海岸漂着物等の処理 

近年、離島に限らず県土全体において、海岸に大量の漂着物が押し寄せられ、海岸にお

ける良好な景観や環境、漁業、観光、海岸機能などへの影響が深刻化しています。 

このような中、平成２１年７月に公布・施行された「海岸漂着物処理推進法」に基づき、

本県では平成２３年９月に「山口県海岸漂着物対策推進地域計画」を策定したところです。 

当該計画においては、離島地域について、海岸漂着物対策を重点的に推進する必要性の

高い区域である重点地域に選定し、海岸漂着物等の円滑な処理や発生抑制対策等について

計画的に取組を進めることとしており、当該計画の着実な推進を図ります。 

 

(11)  再生可能エネルギーの利用推進 

太陽光や太陽熱、風力、バイオマスなどの再生可能エネルギーは、一度利用しても比較的短

期間に再生が可能で、発電時や利用時のＣＯ２排出量が少なく、自立・分散型で災害に強いこ

とから、エネルギーの自給率の向上、地球温暖化対策、災害時の自主電源の確保という観点か

ら、離島においても、その利用を推進します。 

 

(12)  国土保全施設等の整備その他の防災対策 

本県において大規模災害が発生した場合や離島において災害が発生した場合、緊急に島外に

避難することなどが必要となりますが、住民の移動手段となる離島航路のみでは時間を要し、

結果として島民が長時間、島内に孤立する恐れがあります。 

このため、漁船や県内事業者が所有する船舶を、災害時の住民避難を含め、救助部隊や支援

物資等の輸送手段として迅速に確保できるよう民間事業者等と災害時の協定を締結しており、

今後とも、民間事業者等との連携を図りながら、災害時孤立化対策に努めます。併せて、衛星

携帯電話や防災行政無線の整備等、外部との通信手段の確保や、関係機関との連絡体制の構築

にも努めます。 

また、島内での自立的な避難活動が実施されるよう、避難場所や避難路の整備を図るととも

に、消防団員との連携による避難訓練の実施や防災教育等の意識啓発を図ります。 

ハード面では、四方を海に囲まれた離島においては、台風や地震などによる高潮や津波・波

浪などの被害を受けやすい環境にあり、これらの厳しい自然状況の中、高潮や波浪などから民
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家や公共施設などの保護及び避難ルートを確保するため、海岸保全施設の整備を進め、国土の

保全、住民の孤立化防止を図ります。 

また、特殊土壌地帯に指定される瀬戸内海の離島では特に、地盤が脆弱であることから、土

砂の流出や急傾斜地の崩壊などによる土砂災害を防止するため、土砂災害警戒区域等の指定及

び土砂災害防止施設等の整備促進を図ります。 

加えて、県内の離島地域全般において、松くい虫被害や植栽木の過密化等による森林荒廃が

進んでおり、近年の集中豪雨等の災害に対して非常に脆弱な状況であることから、松くい虫被

害等による荒廃した森林については、速やかな復旧・整備を推進し、良好な森林の維持造成を

図り、住民の安定した生活基盤を確保します。 

 

(13)  離島の振興に寄与する人材の確保育成 

本県離島地域では、概して、著しい人口減少・高齢化の進行によって、地域の活力が低下し、

今後、集落機能の維持が困難となる地域が出てくる可能性もあり、離島における地域コミュニ

ティの維持・再生は喫緊の課題となっています。 

こうした状況に対応し、離島地域の活力を維持していくためには、住民が主体となって地域

の課題を解決していく体制づくりが重要です。 

このため、行政や住民、多様な主体との協働により、集落を超えて広域で支えあう新たなコ

ミュニティ組織づくりを進め、住民自らが地域の課題や資源を点検し地域の将来像を描く「地

域の夢プラン」の作成とその実現に向けた取組を進めます。 

また、地域づくりの担い手となる人材を確保・育成するため、研修等の参加機会を提供する

とともに、島外に居住する離島出身者やＵＪＩターン者との連携、地域おこし協力隊等の外部

人材の導入など、地域づくりの新たな担い手となる多様な人材の確保を推進します。 

また、離島地域の担い手不足に対応するため、大学生等のマンパワーを地域づくり活動に活

用する取組を進めます。 
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第２ 各地域別の振興計画 

 

１ 柱島群島地域の振興計画 

 

１ 柱島群島地域の概況 

  柱島群島地域は、端島、柱島及び黒島の３島で構成され、各島とも岩国市に属し、離島航路は

本土と３島を結んで開設されています。 

 

(1) 人口、面積 

   本地域の人口は、平成２２年の国勢調査によると、柱島１８８人、端島３２人、黒島２９人、

地域内総人口は２４９人と、５年前から１９．２％減少しており、県内離島地域全体の人口減

少率（１４．４％）を上回っています。 

また、地域内高齢化率は、８２．７％で、県内離島地域のうちで最も高い比率となっていま

す。 

当地域最大の面積規模の柱島（３．１２㎢）は、県内有人離島で６番目の大きさを有してい

ます。 

本地域の面積、人口、高齢化率は下表のとおりです。 

  【各島の概況】                       

島 名 行政区域 面積 人口 増減率（対H17） 高齢化率 

端 島 岩国市 0.67 ㎢ 32 人 △ 31.9 ％ 78.1％ 

柱 島 岩国市 3.12 ㎢ 188 人 △ 17.5 ％ 81.9％ 

黒 島 岩国市 0.54 ㎢ 29 人 △ 12.1 ％ 93.1％ 

計 １市 4.33 ㎢ 249 人 △ 19.2 ％ 82.7％ 

   ※面積～全国都道府県市区町村別面積調、人口・高齢化率～国勢調査 

   
(2) 地形条件、気候 

   岩国港から柱島は南東約２６km、端島は南東約２２km、黒島は南南東約２３kmに位置する、

それぞれ内海本土近接型に分類される離島です。 

地勢は、各島とも海岸から急峻な山地状になっており、平坦地はわずかです。 
   気候は、瀬戸内海気候区に属し、温暖で降水量は多くありません。 
   
 (3) 周辺海域 

海況は比較的静穏です。 

 

２ 振興の基本的方向 

  離島における産業基盤及び生活環境等に関する地域格差の是正や定住の促進により、著しい人

口減少に歯止めをかけることを目的として、次のとおり目標を定めます。 
・豊かな自然と豊富な海洋資源等という当該地域の特性を生かします。 
・各種基盤の整備、活用、多様な手段の展開を進めます。 
・個性豊かで安心して住み、活動し、交流を活性化できるようにすることを通じて、当地域に
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おける生活環境の維持、福祉の向上及び地域間交流の促進に向けての基礎をつくります。 
・「癒しの空間」としてなどの幅広い役割を持続的に果たしていけるようにします。 

 

３ 取組の内容 

 

(1)  交通・通信の確保 

ア 離島航路 

   《現状・課題》 

    航路は、国の補助航路として指定されています。 
船舶の小型化を実施するなど、運航経費の節減に努めているものの、島内人口の減少など

により利用者数が年々減少していることから、厳しい経営状況となっており、今後は、新た

な利用者の確保へ向けた取組や、さらなる経費の節減が求められています。 

【離島航路概要】 

１ 日 の 便 数 
総トン数 

所要時間 航 路 区 間 航路距離平 日 土 日 
・定員 

往路 復路 往路 復路

１ ２ ２ ３ 36.6 km 59 分 柱島～端島～黒島～岩国 
すいせい 

柱島～端島～岩国 １ ０ １ ０ 28.7 km 45 分 
19ｔ・70人

柱島～岩国 １ １ １ １ 26.4 km 38 分 
※12月30日～1月4日及び8月13日～16日は土日と同じ運航 
※料金 岩国柱島間   1,780円 

   《振興の方向》  
        高齢化が進む中、離島住民の足である離島航路については、経営の効率化を図ります。 

    （施策の内容） 

・港湾の静穏度の向上を図る外郭施設等の整備を推進し、船舶の安全を確保します。 
・厳しい経営環境下にある離島航路の改善対策として、実情に応じた、より効率的なダ

イヤへの変更や業務体系の見直し、また、イベントクルーズなどの新たな収入確保策

についても検討を行います。 
 

  イ 島内交通 

   《現状・課題》 

    ３島とも、道路幅が狭く、急カーブ、急勾配の箇所が多く、そのため、軽自動車、農機具

等の車両通行が困難なため、大多数が高齢者である島内農家の生産活動に支障が生じていま

す。 
   端島、黒島の農道整備について、島民の高齢化と後継者不足のため、島内農地が荒廃して

おり、投資効果が期待できない状況にあります。 

   《振興の方向》 
島内道路については急峻な地形のため、高齢者や障害者等に配慮した道路整備を行い、車

両交通の円滑化を図ります。 
（施策の内容） 
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・地元住民からの要望を考慮しながら、改良工事等の整備を行います。 
・島からの美しい眺望や自然環境等を生かすため、観光や癒しの場としてなどの観点か

らも整備を行います。 
・農道の改良工事を実施し、急勾配の農道には階段を設置します。 

 

  ウ 情報・通信 

   《現状・課題》 

    電話は、普通加入地域であり、加入率は高い状況にあります。 
    また、テレビ、ラジオの受信状況は良好ですが、ＣＡＴＶが整備されておらず、本土で放

送されている市議会中継や行政情報、地域情報等が見られないため、地域情報に格差が生じ

ています。 

   《振興の方向》 
高度情報化が急速に進展する中で、情報の遅れは、いろいろな意味で、さらなる本土との

地域格差を生じさせることとなるため、情報基盤の整備とあわせて、情報教育を行い、さら

には、島からの情報発信活動を推進します。 
（施策の内容） 

     ・高速通信が可能となる、無線による環境整備を推進し、地域情報格差を是正していき

ます。 
 

(2)  産業の振興 

本地域の平成２２年の国勢調査による産業別就業者数は、次表のとおりです。 

【産業分類別就業者数】 

島 名 
農 業 漁 業 第２次産業 第３次産業 分類

不能
計 

人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 

端 島 0人 0% 9人 100% 0人 0% 0人 0% 0人 9人 

柱 島 7人 11.7% 29人 48.3% 1人 1.7% 22人 36.7% 1人 60人 

黒 島 0人 0% 9人 90% 0人 0% 1人 10% 0人 10人 

計 7人 8.9% 47人 59.5% 1人 1.3% 23人 29.1% 1人 79人 

産業の状況は、全島とも水産業が主産業となっており、本地域の就業者数の半数以上を漁業

就業者が占めているのが特徴です。 

なお、端島及び黒島における農業生産は、自家消費程度にとどまっています。 

《振興の方向》 

安定した地域経済基盤を確立することは、活力ある島づくりを推進していく上で不可欠で

あり、基幹産業である水産業や農業の基盤整備については、今後も強力に進めるとともに、

現在抱えている後継者不足や耕作放棄地等の対策を講じることはもとより、特産品の開発や

流通の促進などを戦略的に行うことにより、島の活性化に努めます。 
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ア 農業 

   《現状・課題》 

柱島における農業は、基幹作物の温州みかんの収益性低下による影響や就業者の高齢化、

後継者不足等により停滞しています。ただ、無霜地帯であるため、早期出荷が可能である点

で有利な条件を備えており、主要作物として、たまねぎ、にがうり、かんしょ等を栽培し、

岩国市場へ共同出荷されています。 
    島民の高齢化により、農地を維持することが困難となってきているため、後継者のいない

農地の人的援助又は農地の借り上げ、集団的営農等を図っていく必要があります。 

   《振興の方向》 
・温暖な気象条件を生かした露地野菜の栽培促進のための集出荷、予冷施設等の整備を進 
めます。 

・高齢者に適した軽量な作物の導入や多品目生産を促進します。 
・農道整備による島内輸送の合理化や省力化機械の導入を図ります。 

 

イ 水産業 

   《現状・課題》 

水産業は基幹産業に成長してきましたが、資源の減少、物流コストの増大、高齢化・後継

者不足等によって、衰退傾向にあります。 

   《振興の方向》 
・水産資源を活用した特産加工品等の開発や施設整備等を推進します。 
・国の交付金制度を活用するなど、漁場の拡充や栽培漁業の推進とともに、戦略産品の移

出に係る輸送コストの低減を図ります。 
・観光とタイアップした取組により収益の向上を図ります。 

 

ウ 起業・就業の促進 

《現状・課題》 
離島ゆえの医療・消費・情報等、日常生活を取り巻く環境のマイナス面から、近年の「団

塊の世代」の大量退職によるＵターンも望めない状況にあります。 

   《振興の方向》 
・若者が就業しやすい就業条件の整備や新規就労者の確保と育成に努めます。 

 

(3)  生活環境の整備 

ア 住宅 

《現状・課題》 
各島において空き家の存在が認められますが、所有者が使用見通しを立てにくいことや、

島外に在住することなどから、使用について所有者の承諾を得ることが困難であったり、居

住できる状態にするための清掃・整備が必要となるため、すぐに入居が可能となる状況では

ありません。 
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《振興の方向》 

離島地域における定住を促進するためには、住宅の確保が不可欠であり、ＵＪＩターン者

の一時居住用として空き家の有効活用を図ります。 
（施策の内容） 
・空き家情報制度への登録の促進により、空き家情報を充実させ、積極的な情報発信に

努めます。 
・きめ細かな対応を可能とするため、相談や情報提供体制の拡充に努めます。 

 

イ 水道 

《現状・課題》 
水道は、島内水源による簡易水道が整備されており、渇水時及び盆、正月等の水需要急増

時の対策として、各島の簡易水道に原水貯水槽を整備し対応しています。 
しかし、人口増加時に漏水等が重なった場合は水不足が生じます。 

《振興の方向》 

ライフスタイルの多様化により、水需要は増加しており、地域振興を図る上で、安定した

給水確保は絶対条件です。恵まれた自然とのバランスのとれた、質の高い島内での生活を実

現するため、新たな水源の確保や配水池の増設、海底送水管等の導入も含め検討します。 
（施策の内容） 
・用排水施設の整備、防護柵の設置、基幹施設の老朽化に対する改良と取水能力の低下

箇所にかわる新たな水源の確保を図るとともに、海底送水管等の導入について検討課

題とします。 
 

ウ ごみ処理 

《現状・課題》 
可燃ごみ、不燃ごみともに本土にて処理しています。 

《振興の方向》 

現行体制の維持に努めます。 
（施策の内容） 
・ごみの減量化やリサイクルなど環境にやさしい取組を推進します。 

 

エ 汚水処理 

《現状・課題》 
し尿は環境衛生組合により戸別収集し、貯留船に一時保留し、本土に搬送しています。し

かし、環境衛生組合員の高齢化が進んでおり、組合存続が危ぶまれています。 
また、島特有の水不足により、水洗化が困難な状況です。 

《振興の方向》 
現行体制の維持に努めます。 
（施策の内容） 
・し尿処理に関して、収集業務従事者の確保に努めます。 
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オ 消防 

《現状・課題》 
火災鎮圧のため、海水を利用すると作物の更生が難しいので、平地の少ない地域での水源

確保が必要であり、耐震性貯水槽等が求められます。 
    島内人口の高齢化に伴い、消防団員も同様に高齢化し、本来の団員としての年齢制限を適

用すれば、消防団員の確保が非常に困難な状況にあります。 

《振興の方向》 
防災体制の整備に努めます。 
（施策の内容） 
・消防機材の整備充実を図るなど、消防団員の確保と婦人消防隊等の育成を図るととも 
に、島民の消防防災意識の高揚に努め、島外消防団員の応援体制を整備します。 

・耐震性防火水槽の設置等により、渇水期等を踏まえて安定した水利の確保を図ります。 
 

(4)  医療の確保 

《現状・課題》 

柱島に診療所が設置され、医師は週１回、非常勤で勤務しています。 
救急体制としては、患者輸送艇により本土に移送しています。しかし、島内高齢化により、

患者輸送艇の操作交代要員等の慢性的なマンパワー不足に陥っています。 

《振興の方向》 
医療施設の充実や医師の確保など、安定した医療体制を確立し、きめ細かな保健医療サービ

スの提供に努めます。 
（施策の内容） 
・現在の柱島診療所における診療を継続し、離島における医療の確保を図ることができる

よう努めます。 
・国の交付金制度を活用するなど、緊急時の医療確保と航行の安全を図るため、患者輸送 
艇を更新します。 

 

(5)  高齢者等の福祉の増進 

ア 高齢者の福祉 

《現状・課題》 

本地域の平成２４年４月の高齢化率は８１．３％と超高齢化した現状となっており、一人

暮らし高齢者はますます増加しています。 

このため、地元住民によるホームヘルパーの育成や寝たきり高齢者等への日常生活用具の

給付、さらには、社会参加促進の観点から渡船券の支給も行われています。また、３島の供

用会館等にて、毎月第２・第４土曜日に柱島地区給食サービスを開催しています。 

こうした中、相互支援の一つとして運営されてきた柱島地区社会福祉協議会の訪問介護（予

防）による生活支援については、島内に指定介護サービス事業所がないため、限定されたサ

ービス利用となるなど、地理的条件から、本土と同様の在宅福祉サービスの利用が困難な状
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況にあります。 

このため、柱島で島民ができる限り住み慣れた島内で安心して生活を継続するためには、

島民同士の支え合いに加え、介護保険サービスの継続的な確保が必要です。 

《振興の方向》 
     地理的条件により、利用できるサービスに制約がある中、高齢者が安心して住み慣れた地

域で生活できるための環境づくりに努めます。 

     このため、フォーマルのみならずインフォーマルも含む多様な社会資源を活用し、介護、

福祉サービスが提供されるよう支援を行います。 

     また、島民がいきいきとした生活を送ることができるようボランティア活動等の社会参加

の促進を行います。 

     （施策の内容） 

・柱島地区給食サービス等を積極的に行い、食の提供・健康チェック・介護予防の普及

啓発を図るとともに、地区の高齢者に皆で集い楽しく過ごす場を提供することで、引

きこもりを防止します。 

・高齢者にとっては豊かな自然の中で生活することが望ましく、その中で一層の在宅サ

ービスの充実を目指します。 

・高齢者が長年培ってきた能力を発揮できる生涯現役社会づくりに努めます。 

・介護サービス事業者に対する援助等を行い、円滑なサービス利用を促進するとともに

サービスの質の向上を図ります。 

・介護予防教室、健康相談や必要に応じての家庭訪問等を実施することにより、高齢者

の生活支援を行います。 

・高齢者生きがいボランティアグループやサロン活動の活性化を図り、島民同士の支え

合いを促進します。 

 

イ その他の福祉 

《現状・課題》 

本地域の小学校就学前児童数は、０歳児が１人となっています。本地域には、幼稚園、保

育園ともになく、当該児童が家庭での保育に欠ける状態になったときの対応が困難な状況に

あります。 

《振興の方向》 
量的な保育需要は大きくないため、施設型保育サービスには馴染まないものの、安心して

子育てができる環境を整えるべく、可能な限りのサポートの実施に努めます。 

 

(6)  教育及び文化の振興 

《現状・課題》 

生徒数の減少により、平成２３年３月末をもって柱島中学校が休校となり、柱島群島にある

全小中学校が休校となっています。 

《振興の方向》 

豊かな暮らしの実現を図り、優れた文化に触れ合う機会を提供します。 

（主な施策） 
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・芸術文化の鑑賞機会の充実を図り、さまざまな文化活動に関する情報を迅速かつ的確に 

提供するためのシステムづくりを推進します。 

 

(7)  観光の開発 

《現状・課題》 

瀬戸内海国立公園に指定されるなど、周辺海域一帯は優れた自然景観に恵まれています。 

また、旅客運搬船を有する旅館、民宿があり、四季を通じて新鮮な魚料理を提供しています。 

その一方、観光資源が乏しく、観光施設などの受入体制が不十分といった課題があります。 

《振興の方向》 

   自然との調和に十分留意しつつ、恵まれた自然環境や資源を活用した観光開発を推進します。 

   （主な施策） 

・海洋性のレクリエーション地域として、海水浴場などの施設整備を図ります。 

・通年型、多目的観光地への対応を図るため、体験、ふれあい、休養型の拠点施設の整備

を促進します。 

・金蔵山に至る散策道や周辺の海域の島々を眺望できる場所として、柱島城跡等を整備し

ます。 

・観光協会等の組織づくりをはじめ、観光ガイドや積極的なＰＲ活動を行い、魅力ある島

づくりを推進します。 

・国の交付金制度を活用するなど、柱島に多く生育する孟宗竹を使い竹炭の開発に取り組

むなど、島の特性を生かした特産品や名物料理等の開発に努めます。 

  

(8)  他地域との交流の促進 

《現状・課題》 

他地域の人々との交流を図るため、ふれあいツアーが長年にわたって島民により行われてい

ますが、島民の人口減・高齢化が進行し、事業内容の見直しをせざるを得ない状況となってい

ます。 

柱島にて自然教室を年２回程度実施して、市内学校との交流を図っています。 

《振興の方向》 

人口減少や高齢化が急激に進行する中で、個性と魅力ある島づくりを推進していくため、交

流活動の拠点づくりとあわせて、離島の振興に寄与する人材を育成し、地域間の交流と連携を

促進します。 

また、魅力ある地域づくりに向けて、貴重な地域資源の掘り起こしに努めながら、これらの

資源を活用して、交流の拡大を図るとともに、癒しの場として、他地域の人々を受け入れる環

境や体制づくりに努めます。 

また、他地域の人々の受入体制については、地域の特性を生かして充実を図る一方で、交流

機会の増大により、ＵＪＩターンを促進し、二地域居住や定住につなげていきます。 

    （主な施策） 

・交流活動の拠点として、空き家や休校校舎の利活用を図ります。 

・国の交付金制度を活用するなど、交流行事内容の充実、ＰＲ、情報発信の強化に努めま

す。 

・滞在時間の延長を図るため、漁家民宿の開業支援等も視野に入れて、体制等を検討しま
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す。 

・他地域からの各種団体のイベントへの参加を通して交流を図ることを推進します。 

・県内離島との情報交換・連携に努めます。 

 

(9)  自然環境の保全・再生 

《現状・課題》 

海岸漂着ごみは、地元自治会等により収集されています。 

《振興の方向》 

海岸の良好な景観等を保つため、「山口県海岸漂着物対策推進地域計画」等に基づき、ごみ

の投棄防止や発生抑制を推進します。 

（主な施策） 

・海岸漂着ごみの円滑な処理のために地元等に協力します。 

・住民に対するごみのポイ捨て防止等の指導やごみの適正処理の啓発等を行います。 

 

(10) 国土保全施設等の整備その他の防災対策 

《現状・課題》 

本地域では地質が花崗岩を基石とした風化土層であり、地形が急峻であるばかりでなく、集

落や公共施設などは山腹に近接し、しかも海岸に沿っているなど、防災上の不安があります。 

また、松くい虫の被害が著しく、山腹などの荒廃が進み、豪雨等の災害に対し脆弱です。 

急傾斜地の崩壊防止工事未施行箇所がありますが、区域内での行為の制限、建築の制限や事

業用地の無償提供、筆界未定地の解消等、実施に当たっては地権者の協力が必要不可欠となり

ます。 

《振興の方向》 

護岸整備、砂防事業等により国土保全対策を講じ、住民の安心と安全に努めます。 

（主な施策） 

・集落や公共施設の安全確保を図るため、急傾斜地崩壊対策事業や海岸保全事業、保安林

整備を推進します。 
 

(11) 離島の振興に寄与する人材の育成 

《現状・課題》 

人口減少や高齢化により、地域を支える担い手が不足しており、島外の力を活用することが

必要不可欠です。 

しかしながら、外部人材の導入が積極的に図られている状況ではありません。 

《振興の方向》 

個性と魅力ある島づくりを推進していくため、島民のみならず、他地域の人々を含めて、島

の将来を担う人材の確保育成を図ります。 

また、人口の減少や少子高齢化が今後さらに急速に進む中で、活気ある島づくりを推進して

いく人材確保のため、島外からの受入体制を整備し、コミュニティづくりの取組を促進します。 

（主な施策） 
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・国の交付金制度を活用するなど、島民の中から、島への移住・定住希望者に対して、相

談・支援を行う人材の育成を図ります。同時に、ＵＪＩターンの促進により、人材の誘

致・確保に努めます。 

・外部人材を導入することにより、島づくりを推進する組織への活動支援を行い、島の将

来を担う人材の育成を図ります。 

・島民と島外にいる島出身者とのネットワークづくりの推進を図ります。 
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２ 周防大島諸島地域の振興計画 

 

１ 周防大島諸島地域の概況 

 

周防大島諸島地域は、情島、浮島、前島及び笠佐島の４島で構成され、各島とも周防大島町に

属しています。 

 

(1) 人口、面積 

本地域の人口は、平成２２年の国勢調査によると、浮島の２３１人を筆頭に、情島９３人、

前島１４人、笠佐島１１人、地域内総人口は３４９人と、５年前から１６．７％減少しており、

県内離島地域全体の人口減少率（１４．４％）を上回っています。 

また、本地域の高齢化率は４９．０％となっており、おおむね県内離島地域の平均に近い状

況となっています。 

大島郡全体の高齢化率が、既に４７％に達しており、高齢社会への取組については、大島郡

全体を通じた課題となっています。 

  本地域の人口、高齢化率は下表のとおりです。 

【各島の概況】                       

島 名 行政区域 面積 人口 増減率（対H17） 高齢化率 

情 島 周防大島町 1.00 ㎢ 93 人 △ 27.9 ％ 60.2％ 

浮 島 周防大島町 2.29 ㎢ 231 人 △ 10.8 ％ 41.6％ 

前 島 周防大島町 1.09 ㎢ 14 人 △ 17.6 ％ 85.7％ 

笠佐島 周防大島町 0.94 ㎢ 11 人 △ 21.4 ％ 63.6％ 

計 １町 5.32 ㎢ 349 人 △ 16.7 ％ 49.0％ 

   ※面積～全国都道府県市区町村別面積調、人口・高齢化率～国勢調査 

    
(2) 地形条件、気候 

各島とも、平坦地が少なく、山地が大部分を占めており、集落は海岸沿いのわずかな平坦地

に形成されています。 
   気候は温暖で、降水量は年間を通じて多くありません。 
 

(3) 周辺海域 

情島は、県の最東端で広島県と愛媛県に面し、潮流が速く好漁場となっています。 
浮島・前島は、屋代島の北側に位置し、広島湾に面し、潮流及び波浪の影響も比較的小さい

海域となっています。笠佐島は、本土と結ばれている大島大橋の西側に位置し、潮流も速く瀬

戸の渦潮として有名な海域となっています。 

 

２ 振興の基本的方向 

  本土と比較し立ち遅れている交通、産業基盤、医療及び福祉等の環境を改善するとともに、豊

かな自然環境と基幹産業である水産業を基盤とした地域振興と社会基盤の整備を離島振興への

視点とし、官民協働による総合的な施策を展開し、さらに地域に求められる役割に応えるための
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取組を進めることにより、真に自立した、豊かな島づくりを目指します。 

各島の振興の方向は、次のとおりです。 

【情 島】 ○ 島周辺が好漁場という自然条件を生かし水産業をさらに発展させると共に、

漁家民宿など観光漁業を含めた新しい漁業経営の創出を図ることで、島の活性

化、後継者の育成、若年層の定着、他産業との連携を推進するものとします。 

【浮 島】 ○ イワシ漁とイリコ加工に代表される水産業をさらに発展させ、これを中心と

する自給自足型の経営形態を確立させることで、安定した人間性豊かな生活を

送ることができる｢自活力創出の浮島｣として、人口増加や経済力の向上等によ

り、地域の活性化を進め、若者の定住を図るものとします。 

【前 島】 ○ 本島は内海本土近接型の小離島です。このため、本土との交流を通じて一体

性を高め、医療、福祉等、国土保全の整備充実に努めることにより住みたくな

る島づくりを目指します。また水産業・農業を試みたいという人々を受け入れ

やすくし、地域との交流を図り、活力ある地域社会を形成し、住民の定着とＵ

ＪＩターン等の促進に努めます。 

【笠佐島】 ○ 民間開発に対して、自然環境の保全及び島の実情を配慮するよう指導すると

ともに、島民のニーズに応じた生活環境等の整備及び高齢者福祉の充実を図

り、島民が快適で安心して暮らせるような環境づくりを進めます。また、将来

的には釣りの名所として定着させ、レクリエーションの島としての役割を担う

とともに、人口増加や定住を図ります。 

 

３ 取組の内容 

 

(1)  交通・通信の確保 

ア 離島航路 

   《現状・課題》 

 離島航路は、１島１航路で各島について個別に本土との間に航路が開設されており、笠佐

島航路以外の各航路は国の補助航路に指定されています。離島航路事業は、４島すべて町営

（笠佐島は町行政連絡船）で維持されており、１日当たりの便数は３便から５便が確保され、

住民の足として利用されています。しかしながら、依然として運賃や物資の輸送に係る費用

は本土と比べて高く、その低廉化が求められています。 
    浮島を除く離島航路の船舶の乗降施設は、バリアフリー化への対応が遅れており、その整

備が今後の課題となっています。 

    【離島航路概要】 

航路区間 
１日往復 
便数 

航路 
距離 

料 金 
片道所要 
時間 

船舶総トン数 
・定員 

情島～伊保田 ５便 5km 280円 15分 4.8ｔ・25人 

樽見(浮島)～日前 ４便 10.1km 320円 30分 19.0ｔ・62人 

前島～久賀 ３便 6.05km 270円 20分 9.1ｔ・28人 

笠佐島～小松 ３便(水曜４便) 1.9km 100円 7分 4.9ｔ・12人 

○情 島 ・平成２２年３月に新船（せと丸）が就航し、定員が以前の 23 名から 25 名
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に増え、１日５往復運航しています。 
○浮 島 ・平成２２年３月に新船（ひらい丸）が就航し、待合所の整備やバリアフリ

ー化などにより利便性が向上しましたが、今後は産業面への対応が求められ

ています。また医療や福祉活動の効率化に対応するため、運航時間の変更の

検討も求められています。 
○前 島 ・航路の維持のため、利用者の拡充、必要経費等の削減を図る必要がありま

す。船舶の老朽化に伴い、新船建造によって安定した運航を図ることも求め

られています。 
○笠佐島 ・行政連絡船「かささ」が運航しており、島民の足代わりとなっています。

以前は１日３便でしたが、現在は水曜日のみ１日４便となっています。老朽

化や定員の問題も出てきているため、新船建造によってより円滑な運航を行

うことが求められています。また、乗客の増加や多様化に対応するため、既

存の着岸施設のバリアフリー対応や待合室へのトイレの整備等が今後の課

題となっています。 

   《振興の方向》 
       ○情 島 ・生活圏を拡大するため、伊保田港からの松山行きフェリー等の維持・増便を

図ります。  

・海上交通と陸上交通の接続を考え、利便性を図ります。 

・船長の人材不足や安全確保などの運航上の課題に対処するため、今後、航路

全体の見直しの必要性を検討します。 

○浮 島 ・訪問診療や健康相談等の医療・福祉活動等の効率化に対応するため、運航時

間の見直しを検討します。町外からの利用者の増加を図り、陸上交通との連

携や産業、観光及び教育・文化との連携によって、経営改善を図ります。 

○前 島 ・島民の唯一の生活航路を維持しながら、関連施設の整備により利便性の向上

に努めます。また航路の利用増と必要経費の削減を考慮し、本土とのさらな

る交流を図ります。 

○笠佐島 ・島民の小松港における船の待ち時間の短縮や来島者のニーズに対応するため

に、便数及び時刻について見直しを図り、利便性の向上に努めます。 

・老朽化した行政連絡船については、新船建造を検討し、より安全で快適な航

路となるよう努めます。 

・島内への公衆トイレ等の設置を検討するなど、来島者の訪れやすい環境づく

りを目指します。 

 

  イ 島内交通 

   《現状・課題》 

    浮島以外の各島は、集落が比較的まとまっており、島内の交通手段として、自動車の使用

はあまり多くありません。浮島については、集落や公共施設が島内に分散していることから、    
自動車や原動機付自転車などの使用が多くなっています。 
道路は、各島とも町道、農道などが設けられています。 

○情 島 ・幹線道路として１．５ｋｍの町道がありますが、急傾斜部分が２～３割あり、

高齢者にとっては集落間の円滑な往来に支障を来たしています。また、道路

のほとんどが沿岸にあるため、わずかな荒天でも高潮の悪影響を受けやすく



周防大島諸島地域の振興計画 

 

- 28 - 
 

拡幅整備する必要がありますが、平地が少なく家屋が集中しているため、用

地確保が困難となっています。 
○浮 島 ・危険箇所の道路改良等により、整備は進められていますが、老朽化に伴う維

持補修が必要となっています。 
○前 島 ・島内の道路は、渡船発着場のある南西側と峠を越えた北東側の集落を連結し

ています。ただし、大半が軽自動車通行の幅員しかなく対面通行はできませ

ん。しかし、近年、支線道路の一部分が拡幅整備されています。 
○笠佐島 ・島内道路の舗装率は、７．８％と極めて低い状況です。主に歩行者により使

用されているため、現状で支障はありませんが、緊急度の高い箇所から補修

をしていく必要があります。 

   《振興の方向》 
島内で自動車の使用が限定されている地域では、日常生活に支障がないよう整備・点検を

行い、浮島については、必要に応じ道路の補修、拡充を進めます。 

○情 島 ・高潮対策と急傾斜道路の解消に努めます。 
○浮 島 ・利用者の安全性確保のための適切な維持補修を行います。 

 
  ウ 情報・通信 

   《現状・課題》 

    浮島や情島にはインターネット環境が整備されていますが、笠佐島や前島では依然として

情報基盤の整備が遅れています。携帯電話の通信が困難な地域やケーブルテレビが整備され

ていない地域もあり、通信環境における不均衡の是正が求められています。 

○情 島 ・インターネットやケーブルテレビなどの通信環境は整備されていますが、携

帯電話の電波状況は依然として安定していないため、その改善が求められて

います。 
○浮 島 ・インターネットや携帯電話の通信環境は整っていますがケーブルテレビの整

備は遅れており、その普及が課題となっています。 
○前島・笠佐島 ・島内のインターネットやケーブルテレビなどの通信環境は整っておら

ず、その改善が求められています。 

《振興の方向》 
        浮島・情島については、より快適で安定した通信環境の整備、前島・笠佐島については、

情報基盤の整備を検討し、地域間の情報格差を無くすよう努めます。 

 
(2)  産業の振興及び起業・就業の促進 

本地域の平成２２年の国勢調査による産業別就業者数は、次のとおりです。 
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【産業分類別就業者数】 

島 名 
農 業 漁 業 第２次産業 第３次産業 分類

不能
計 

人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 

情 島 1人 3.2% 18人 58.1% 0人 0% 12人 38.7% 0人 31人 

浮 島 18人 13.5% 80人 60.2% 15人 11.3% 20人 15.0% 0人 133人

前 島 0人 0% 0人 0% 0人 0% 0人 0% 0人 0人 

笠佐島 0人 0% 0人 0% 0人 0% 2人 100% 0人 2人 

計 19人 11.4% 98人 59.0% 15人 9.0% 34人 20.5% 0人 166人

本地域の主な産業は水産業となっており、農業では、浮島で温州みかんが生産され、本土へ

も出荷されています。他の３島でも、温州みかんは生産されていますが、自家消費程度の生産

高に止まっています。 
 

ア 農業 

   《現状・課題》 

○情 島 ・耕地面積が少なく、自家消費野菜を作っている程度が現状です。農業振興地

域外であることなどから、農業の振興は困難な状況にあります。 
○浮 島 ・特産品である「みかん」の栽培に取り組み、改植による優良品種への更新等

を進めてきましたが、高齢化に伴う労働力不足や価格の低迷等により、生産

力は低下しています。 
○前 島 ・基幹作物の温州みかんを栽培していますが、ほとんどが自家消費であり農業

所得への依存度はほとんどありません。 
○笠佐島 ・耕地面積が少なく、現状は自家消費野菜を作っている程度であるため、農業

振興は非常に困難な状況にあります。 

《振興の方向》 

自家消費程度の生産高に止まっている地域については、その継続を支援し、耕作放棄地の

拡大の防止に努めます。浮島については、農産物の輸送コストの低減に努め、農業振興を図

ります。 

○浮 島 ・生産力の向上を図るための優良品種への改植や園内作業道の整備等を進めま 

す。 

 

イ 水産業 

   《現状・課題》 

周防大島諸島の周辺海域は好漁場として知られていますが、近年では、水産資源の減少な

どにより、各島とも漁獲高の伸び悩みがみられます。就業者の高齢化が進行する中で、後継

者の育成が課題となっています。 

○情 島 ・当該離島の基幹産業は漁業ですが、漁業従事者の内６０歳以上が過半数を占

めるなど高齢化が進み、漁業従事者数も減少傾向にあります。高齢化が進む

中、後継者不足により、青壮年層の就業者数が極めて少なくなっており、そ
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の対策が急務です。また、減少傾向にある水産資源の確保・回復が必要でさ

らには、漁業を取り巻く環境変化に的確に対応し、組合員の経営安定化や漁

業の経営基盤の整備・拡充を図る必要があります。観光漁業を含めた新しい

漁業経営の創出により就業の場を広げ、若者の定住を目指す必要があります。 
○浮 島 ・漁港施設の拡充、魚礁増設及び種苗放流等の取組を進めてきましたが、漁場

環境の悪化や魚価の低迷等により、漁業経営は不安定な状況にあります。そ

うした中、地場で採れるものの加工製品化という新たな取組もみられます。

ただ本土と比べ加工品等の輸送コストが高いことが、経営を圧迫しています。 
○前 島 ・島民の大半が年金受給者のため、産業振興は非常に困難な状況です。 
○笠佐島 ・高齢者が多く、漁業就業者もほとんどいないため、漁業振興は非常に困難な

状況です。 

《振興の方向》 

漁獲高の低下と就業者の高齢化が進行する中で、漁業形態の転換によって、経済的安定を

図り、新規就業者の確保や後継者の育成に努めます。 

○情 島 ・栽培漁業や放流事業を推進し、漁場の確保と整備を図ります。 
・漁港施設等の整備を図り、「獲る漁業」から｢つくり育てる漁業｣を推進する

ことで、経済基盤体制を確立し、漁業後継者の育成を図ります。 
○浮 島 ・漁業経営の安定化のため、漁場の保全・拡充及び栽培漁業を推進します。さ

らに漁業活動の効率化のため、漁船保全修理施設や水産鮮度保持施設等の整

備を行います。 
・海産物や水産加工品等の輸送コストの低減のための事業活用等を検討します。 
・安全で効率的な漁業活動の実現及び利用者の利便性の向上を図るための水産

基盤及び漁港漁村環境の整備を推進します。 

 

ウ 起業・就業の促進 

《現状・課題》 
基幹産業である農業、漁業ともに、後継者不足が続いています。 

《振興の方向》 

 新規就業者や後継者の育成に努めます。 

 

(3)  生活環境の整備 

ア 住宅 

《現状・課題》 
各島とも人口の減少に伴い、島内の空き家の数は年々増加傾向にあります。それに伴い、

家の倒壊や衛生面、防犯上の問題への対処が急務になっています。また、離島への定住促進

を図る上でもその有効活用は今後の課題です。 

○情 島 ・住民の高齢化により住宅の維持管理も困難な上、島内の空き家の老朽化も進

んでおり、早急な対応が求められます。 
○浮 島 ・島内に居住を希望する就業者のため、空き家の把握等による住宅の確保が課
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題です。                                    

○前 島 ・人口減少や高齢化により、住宅の維持管理が困難になり、空き家も増加して

います。それに伴い、ネズミの増加などが報告されており、空き家の適切な

管理が求められています。 
○笠佐島 ・人口減少や高齢化により、住宅の維持管理が困難になり、空き家も増加して

います。 

《振興の方向》 

人口減少や高齢化により維持管理が困難になった住宅への対応を検討し、さらに島内に点

在する空き家の把握と有効活用により、ＵＪＩターン者や新規就農者への居住地の確保に努

めます。 

○情 島 ・老朽化している家屋の維持管理の支援を検討します。 
○浮 島 ・空き家の把握に努め、不足している新規就農者やＵＪＩターン者への住宅の

確保により、人口減少に歯止めをかけ、起業・就業の促進も図ります。 
○前 島 ・既存の住宅の保全に努め、人口の流出を防ぎます。 
○笠佐島 ・住宅の維持管理を支援する施策や空き家の把握のための体制づくりを検討し

ます。 

 

イ 水道 

《現状・課題》 
○情 島 ・生活用水は、海底送水により給水されていますが、送水管の老朽が進んでい

ます。 
○浮 島 ・島内の井戸を水源とした簡易水道が設けられています。揚水・給水施設に故

障が多い上に、漁業への取水やトイレの水洗化などにより、水量が不足気味

となっています。また一部地域では地下水の水質により、飲料水の塩分濃度

などが問題になっており、温水器の故障も発生しています。このような問題

を解決し、水の安定供給を図るため、海底送水の実現が求められています。      

○前 島 ・人口減少により、夏季の水需要急増時でも現時点では水量不足は生じていま

せん。 
○笠佐島 ・平成１３年度に水源開発を実施しましたが、依然として水量に不安がありま

す。 

《振興の方向》 

○情 島 ・老朽化している海底送水施設の更新を図ります。 
○浮 島 ・海底送水、新たな水源の開発などについて検討し、水道用水の安定的確保に

努めます。 
○前 島 ・引き続き安定した給水に努めます。 
○笠佐島 ・新たな水源の開発に努めます。 

 

ウ ごみ処理 

《現状・課題》 
ごみ処理は、各島とも、本土で行なっています。輸送船の確保など本土への搬送体制が整
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備されているものの、その改善や維持の対策が必要になっています。 

○情 島 ・可燃物については週１回収集し本土へ運搬しています。また、不燃物につい

ては２カ月に１回収集を行っています。船着場まで距離がある集落からの運

搬については運搬車を整備しましたが、高齢者が多いため、その運転等が課

題となっています。 
○浮 島 ・本土への可燃物、不燃物搬送のための収集運搬体制が確立されており、可燃

物については週１回、プラスチックごみについては月２回、不燃物について

は２カ月に１回収集を行っており、今後とも現行の体制の維持が必要です。 
○前 島 ・生ごみは自家処理されています。可燃ごみ・不燃ごみ・資源ごみは月２回収

集し、本土に町営渡船で運搬し、処理しています。粗大ごみ等の処理につい

ては、運搬が困難な状態が続いており、改善が求められています。 
○笠佐島 ・ごみについては自家処理していましたが、環境保全の観点から、行政連絡船

による運搬体制を整備し、可燃物については週１回、その他については本土

と同期で収集し本土処理を行っています。粗大ゴミ等の処理については、前

島と同じく運搬が困難な状態であり改善が求められます。 

《振興の方向》 

○情 島 ・可燃ごみについては、現行の処理体制を維持できるよう努めます。 
・不燃ごみの収集場所への持ち出しについては、住民に負担の少ない方法を選

びます。 
○浮 島 ・現行のごみ処理体制を維持し、必要に応じ対策を講じます。 
○前 島 ・現行の処理体制を維持しつつ、環境負荷の少ない廃棄物の処理方策について

検討を進めます。 
○笠佐島 ・収集したごみについては、現行どおり行政連絡船の活用により、本土へ搬送

し処理することとし、安定したごみ処理体制を維持します。 

 

エ 汚水処理 

《現状・課題》 
○情 島 ・し尿については、各戸から汲み取り収集後、島内のし尿処理施設において処

理を行っており、各戸のトイレの水洗化への対応は遅れています。今後、浄

化槽の設置の検討が必要ですが、宅地面積が狭く、整備が難しい状況であり、

整備後の維持管理の負担増も懸念されます。 
○浮 島 ・漁業集落排水処理施設が整備され、これにより処理が行われています。夜間

等の緊急時対応や簡易水道の水量不足などの問題が生じており、その対策が

求められています。 
○前 島 ・し尿については、各戸から汲み取り収集後、本土へ搬送し、処理を行ってお

り、各戸のトイレの水洗化への対応は遅れています。現在、合併処理浄化槽

の設置を推進しています。 
○笠佐島 ・各戸にし尿の単独・合併処理浄化槽が設置されています。汚泥の処理は自家

処理で行われていましたが、島の住民の多くが高齢者という状況下で、その

処理に当たっての住民への負担が懸念されていました。現在、収集運搬業者

が町行政連絡船で移送し、本土で処理しています。 
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《振興の方向》 
○情 島 ・合併処理浄化槽の設置を推進し、トイレの水洗化を図ります。 
○浮 島 ・引き続き現処理体制の維持に努めます。 
○前 島 ・合併処理浄化槽の設置を推進します。 
○笠佐島 ・現行の町行政連絡船を用いての本土処理を維持します。 

 
オ 消防 

《現状・課題》 
離島４島の内、笠佐島及び前島については、島民の減少及び高齢化により、消防団員の確

保が困難となったため、本土の分団と合併し消防活動を行っていますが、緊急時の島民によ

る対応には限界があり、本土との緊密な連携が重要な課題となっています。    
また、情島は分団として構成されているものの、女性を含む高齢者主体で構成されている

ため、今後は実情に応じた資機材の整備、本土との連携を含む体制の再編等について検討が

必要となっています。 

《振興の方向》 
各島とも、消防用の機械器具の整備・充実を進めるとともに、消防団員を確保し、非常時

の飲用水の確保などにも努め、消防体制を整えます。 
なお、笠佐島、前島については、消防設備は設置されていますが、島を含む本土の消防団

の管轄となるため、火災時などの非常時の連絡体制の確保に努めます。 

 

(4)  医療の確保 

《現状・課題》 

地域内の医療施設としては、情島に診療所が整備され、非常勤の医師による医療サービスの

提供が行われています。 
他の３島には、島内に医療施設は、設置されていません。 

○情 島 ・現状では、急病人を民間の漁船で本土へ輸送し、救急車で病院へ輸送していま

す。所要時間は、海上輸送１５分、陸上２０分の３５分を要します。民間船が

沖に出ている場合は、無線で船と連絡をとるため、時間がかかります。荒天の

場合でも輸送できるヘリコプターの利用を検討していますが、ヘリポート用地

の確保が問題となっています。平成５年から町内医療機関に委託して、２週間

に１回の巡回診察を実施しています。 
○浮 島 ・本土への緊急輸送体制は確立されており、民間診療所により定期的に往診が行

われていますが、島内には診療所もなく、医療体制の整備は遅れています。休

漁日に合わせた健康診断や定期的な健康相談等、保健事業を利用しやすい環境

整備をさらに充実し、継続していくことが必要です。 
○前 島 ・無医地区であり、人口規模も小さいため、診療所の設置や医師の常駐は困難な

状況です。緊急時は船舶により本土へ搬送し、本土側の救急体制により対応し

ています。また、ヘリポートを設置し、船舶航行不可能な荒天時等における体

制も整備しています。人口の大半を占めている高齢者の健康対策として、保健

師、栄養士による健康教育、健康相談等を行っています。 
○笠佐島 ・救急時に行政連絡船により医療機関へ移送する体制が確立されていますが、荒
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天時には行政連絡船を運航できないという問題が残っています。町の保健師・

栄養士による健康相談を２カ月に１回実施することにより、健康に対する意識

の高揚に努めています。 
《振興の方向》 
比較的人口規模の大きい浮島には、診療所の設置を検討し、島内の医療の確保に努めます。

緊急時における医療の確保については、船舶による救急患者の本土への輸送が困難な場合など

に備え、県消防防災ヘリコプターや県ドクターヘリなどの利用体制の整備を進めます。また、

ヘリコプターの離着陸場が確保されていない情島及び笠佐島については、その確保に努めます。

保健サービスとしては、各種検診や健康相談を定期的に実施していますが、これをさらに充実

させ、住民の健康の確保に努めます。さらに、妊婦の通院や保健医療サービスや保育サービス

のための住民負担の軽減も検討します。 

○情 島 ・ヘリポート用地の確保に努めます。 
   ・近隣離島の救急船の併用利用を検討します。 

・医療施設整備や救急医療体制の確立が必要ですが、当面は２週間に１回の巡回

診察や健康相談・健康教室による健康維持管理の普及に努めます。又本土側の

施設利用の負担軽減も検討します。 
○浮 島 ・県消防防災ヘリコプターや県ドクターヘリとの連携等、救急患者の搬送体制の

充実を図ります。 
・診療施設設置及び訪問診療システム整備を推進し、医療体制の充実を図ります。 

○前 島 ・無医地区のため住民の健康や病気に対する不安感を解消するため訪問診療、町

が行う各種検診体制の整備、医療、福祉と連携した保健予防活動の充実を図り

ます。 
・医師の常駐は困難であるため、島民のニーズに応じた適切な医療が提供できる

よう地域医療体制の充実を図るとともに、健康診査や保健師、栄養士による健

康相談等を実施し、島民の健康の保持を図ります。 
○笠佐島 ・救急医療体制については、荒天時に行政連絡船による移送ができない場合に備

えて、島内にヘリポートを整備し、県消防防災ヘリコプター、県ドクターヘリ

及び県警ヘリコプターによる移送体制を確立することにより、島民が安心して

暮らせるような環境づくりに努めます。 

 

(5)  高齢者等の福祉の増進 

《現状・課題》 

地域内の介護サービスは、高齢化の著しい進行にもかかわらず、各島とも体制の整備に遅れ

がみられます。介護予防、高齢者の生活支援などの観点から、各島において、配食サービスや

各種通所サービスが提供されています。 

○情 島 ・ホームヘルプサービスや食の自立支援事業を実施しています。今後もそれらの

事業を継続・拡充させていくことが求められています。 

○浮 島 ・住民サロンや既存の施設を利用したデイサービス事業等の取組が進められてお

り、今後も継続・拡充させていくことが求められています。 

○前 島 ・本島の平成２２年１０月１日現在の高齢化率は８５．７％（国勢調査）と高く、

独り暮らし老人世帯が２割あります。現在、福祉サービス、ホームヘルパーの

派遣が少しある程度です。 
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○笠佐島 ・島内に福祉施設はなく、本土側から福祉サービスの充実を図っています。 

・ホームヘルプサービスについては、６５歳以上の独居老人及び高齢者のみの世

帯や自立した生活が困難な者を対象に週１回程度行い、日常生活に対する指

導・支援により、要介護状態への進行を予防しています。 

《振興の方向》 
   介護サービスについて、島内でサービスの提供が行われていないものについては、離島航路

料金の割引措置の導入などにより、住民が本土でのサービスを受けやすくなるよう環境の整備

を進めます。ホームヘルパーについては各島内で確保・育成に努め、本土からの派遣も含めて、

引き続き訪問系在宅サービスの充実に努めます。 

   また、介護予防、高齢者の生活支援などの観点から、各島において実施されている食の自立

支援などの各種サービスについては、今後も引き続き、その充実に努めます。さらに本土の施

設の利用促進も図るために、通所にかかる経済的な負担の軽減も検討します。 

○情 島 ・要援助者の福祉の充実のため、本土側の施設の利用促進を図ります。       

○浮 島 ・高齢者の集いの場である｢住民サロン｣を継続することで、生きがい活動及び介

護予防の推進を図ります。 

○前 島 ・高齢化の進行に伴い、今後の保健福祉サービスの需要が増すものと予想されそ

の充実に努めます。 

○笠佐島 ・島内の「老人憩いの家」を活用し、ふれあいサロンを開設することにより、島

民が安心して暮らせるような環境づくりに努めます。 

 

(6)  教育及び文化の振興 

《現状・課題》 

本地域内には、情島に小学校及び中学校が、浮島に小学校が設置されていますが、施設の老

朽化や子どもの教育環境の向上が課題となっています。住民の生涯学習については、各島の公

民館などの集会施設において、グループ・サークル活動を通して学習機会の提供が行われてい

ます。しかし、人口減少や高齢化などにより、文化交流の規模の縮小や機会の減少が進行し、

住民ニーズに合わせた施設や設備の整備も遅れています。 

○情 島 ・小学校は、校舎が古く老朽化が進んでいます。中学校校舎についても耐震化を 
施し、安心できる環境づくりが求められています。また、離島であるため、他 
校との交流が本土校に比べて不利な点があります。 

○浮 島 ・地域や他の学校との交流により、児童の社会性の養成が図られていますが、航 
路や道路等の交通の問題により活動の範囲が制限されています。 

・公民館活動や文化サークルの育成等に取り組んできましたが、リーダーの欠如 
などにより、活動はなかなか発展していません。 

○前 島 ・小学校（分校）が廃校になり、施設を公民館として利用しています。 
○笠佐島 ・島内に教育施設はなく、児童・生徒もいません。 

《振興の方向》 

情島については、小中学校校舎の耐震補強及び改修工事について検討します。 

浮島については、島内の学校と本土側の学校との交流を進めていくとともに、住民の中に芽

生えつつある島づくりに向けた取組を進めます。     

情島及び浮島の小中学校については、いずれも児童生徒数が２０人未満の小規模な学校であ
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り、児童生徒数が少ないことによるマイナス面を補うために本土側の学校との交流を進めます。

また、児童生徒に対し、｢えびす舞い｣などの島の伝統芸能の伝承をはじめとする島の自然・歴

史・文化に根ざした教育の実践を通じて、郷土愛に満ちた豊かな人格形成につなげるよう努め

ます。生涯学習の振興については、その啓発と併せて、指導者などの確保や機器の整備・充実

に努めます。また生徒の通学費や寮での居住費に対しての支援などにより、子どもの教育環境

の向上に努めます。 

○情 島 ・校舎や教育環境の改修や耐震化など整備充実を図り、又他校との交流学習事業

を活発的に実施します。 

○浮 島 ・活動拠点や機器の整備を行うとともに、啓発活動や人づくりを進めます。 

 

(7)  観光の開発 

《現状・課題》 

情島、浮島及び前島の各島の一部は瀬戸内海国立公園の区域に指定されていますが、観光

資源として十分に生かされているとはいい難い状況です。観光客の多くは遊漁客が占め、観

光客総数に占める宿泊客数が少ないのが、本地域の特色です。 

○情 島 ・島を訪れる人はほとんどが遊漁客で、都市部からかなり遠隔地にありながら、

日帰り客が多い状況です。観光客の滞在のための民間の宿泊施設の整備が求

められています。 

○浮 島 ・観光漁業などの産業連携型の観光は労働力不足により対応が不十分ですが、

体験型修学旅行生の受け入れ等により、都市部地域からの来島者も増えてい

ます。ただ他の離島との交流や一般観光客の来島は依然として少なく、観光

資源の発掘やＰＲ活動を検討するとともに、住民の自主的な取組等も積極的

に進める必要があります。 

○前 島 ・海水浴、魚釣りで訪れる観光客のほとんどが日帰りで、宿泊施設はありませ

ん。近年、スナメリの生息が確認され、新しい観光資源としても期待されて

います。 

○笠佐島 ・島民本位の総合的開発が望まれますが、民間企業がスポーツ・レジャー施設

用地の確保を目的に、本島の３分の１以上を買収しています。平成２２年３

月、平成２４年４月に漁家民宿がオープンし、釣り客以外の来島者も大幅に

増加しています。 

《振興の方向》 

    各島とも、現在行われている体験型修学旅行生の滞在など、豊かな自然を生かし、自然と

ふれあえる滞在交流型観光のメニュー開発をさらに進めます。 

○情 島 ・観光客は遊漁だけですが、島の資源を開発し付加価値を導入することによっ

て観光漁業を開発し、遊漁以外のレジャー観光客を誘客することによって島

の潤い及び活力に結びつけます。 

・滞在型の観光客を引き入れるためには、民間の宿泊施設を整備・充実するた

めの優遇措置や支援を検討します。 

○浮 島 ・島外に住む人に充実した時間を提供するために、自然と食をテーマに、水産

業と連携した観光メニューの開発を進めます。また体験型修学旅行生の受け

入れ等、自然観光資源を生かした住民の自主的な取組により、島内の活性化
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に努めます。 

○前 島 ・新たな観光資源であるスナメリを生かした観光メニューの開発を検討します。 

○笠佐島 ・来島者が増加傾向にあり、島外からの観光客が不自由しているため、定期航

路の待合所付近へのトイレの設置を検討します。 

  

(8) 他地域との交流の促進と人材の育成・確保 

《現状・課題》 

    本町離島では、浮島・笠佐島において修学旅行等による体験交流事業に参加し、島内で受

け入れを行っていますが、前島・情島では、受入体制が十分ではないため、現在は参加して

いません。また島内には多くの空き家がありますが、その管理体制がないため、ＵＪＩター

ン者や新規就農者の受入体制も十分ではありません。ＵＪＩターン者の漁家民宿の開業や新

規の漁業就業など、産業や経済活動への展開もみられますが、高齢化によるコミュニティ活

動等の低下や住民の孤立化が進んでおり、青壮年層の定住による振興に寄与する人材の確保

が急務の課題となっています。 

○情 島 ・高齢化が著しく進行し、ＵＪＩターン者や新たな定住者を受け入れるため

の体制づくりが急務の課題となっており、漁業を生かした交流イベントや民

宿、空き家の利活用により他地域との交流と人材の確保を図る必要がありま

す。 
○浮 島  ・本島は比較的人口も多く、Ｕターン者や青壮年層の定住も図られています

が、さらなる島の活性化のため住民が中心となり、伝統文化や漁業を生かし

た交流活動の実施が求められています。またＵＪＩターン希望者や新規就農

者のための体制づくりや他地域との連携のための人材確保が課題となって

います。 
○前 島 ・スナメリの観光資源化等により、他地域からの来島者はいるものの、定住

促進への体制が整っておらず、人口減少により島内住民の孤立化が進んでい

ます。 
○笠佐島 ・ＵＪＩターン者の増加により、民宿２軒が開業したことで来島者も増加傾

向にあるとともに、修学旅行生の受け入れも始まり、島の活性化が図られて

いますが、若年層の定着ができておらず、高齢化が進む中で新たな人材の確

保が求められています。 

《振興の方向》 

住民主体の活動を推進するとともに、体験交流事業受入体制の構築や島内の空き家の利活

用により、来島者や定住者の増加を図り、島内の活性化に努めます。またＵＪＩターン者と

の連携や外部人材の導入等により、新たな人材を確保し、担い手不足の解消やコミュニティ

活動の推進につなげていくよう努めます。 

     

(9) 国土保全施設等の整備その他の防災対策 

《現状・課題》 

各島とも、人家、公的施設などが海岸沿いに集中しており、津波、高潮、波浪などによる

災害を受けやすい状況にあります。また災害時における避難経路を確保し、孤立を防ぐ手段

を講じることが必要です。 
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○情 島 ・海岸整備を進めてきたことで危険性は低下していますが、未だ高潮等で危険

な海岸線が残っています。 

○浮 島 ・海岸整備を進めてきたことで危険性は低下していますが、未だ脆弱な海岸線

が残っています。 

○前 島 ・地形が急峻で住宅、道路が山腹に近接しており、花岡岩を基石とした風化土

層からなるため、豪雨等の災害に対して脆弱です。また、集落が海岸に近接

しており、高潮による浸水や越波による危険性が高い状況にあります。 

○笠佐島 ・島内には、最高でも標高１１５ｍ程度の山しかなく、また、民家周辺はなだ

らかな丘陵地であるため、砂防や急傾斜地の指定はありません。海岸の保全

施設については、設計基準の見直し及び老朽化により、護岸等の嵩上げなど

改良が必要となっています。 

《振興の方向》 

災害から人命や財産を保護する必要があり、海岸保全施設などの整備を計画的に進めます。

また災害時にも強い再生可能エネルギーの導入や防災設備の整備により、住民の自立を促

し、孤立化を防ぐよう努めます。 

○情 島 ・高潮等で危険な海岸線の保全のために護岸整備を推進します。  

○浮 島 ・脆弱な海岸線の保全のための護岸整備を推進します。 

・土地の保全により生活基盤の安定につながり、安心して暮らせる島づくりを

図ります。 

○笠佐島 ・海岸保全施設について、設計基準の見直し及び老朽化により護岸等の嵩上げ

改良が必要となっているため、山口県海岸基本計画に基づき、高潮対策事業

により整備を図り、島民が安心して暮らせるような環境づくりに努めます。 
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３ 平郡島地域の振興計画 

 

１ 平郡島地域の概況 

  平郡島地域は、平郡島１島で構成され、柳井市に属しています。 

 

(1) 人口、面積 

本地域の人口は、平成２２年の国勢調査によると、４１９人で、県内離島の中では４番目の

人口ですが、平成１２年の国勢調査によると５９１人、平成１７年では４８７人と、急速な人

口減少傾向にあり、高齢化率の上昇も顕著となっています。また、平成２２年国勢調査による

と、老齢人口３２４人に対し、年少人口は２人であり、年少人口が極端に少なくなっているの

も特徴です。 

  本地域の人口、高齢化率は下表のとおりです。 

【各島の概況】                       

島 名 行政区域 面積 人口 増減率（対H17） 高齢化率 

平郡島 柳井市 16.62 ㎢ 419 人 △ 14.0 ％ 77.3％ 

   ※面積～全国都道府県市区町村別面積調、人口・高齢化率～国勢調査 

    

(2) 地形条件、気候 

本地域の位置は、柳井港の南方２０ｋｍの瀬戸内海上にあり、東西に長く両端の東浦地区と

西浦地区にそれぞれ集落があります。面積は１６．６２ｋ㎡で、県内最大の面積の離島です。

海岸延長は３１．０ｋｍとなっています。 
地勢は、標高４６８ｍの深山、４５２ｍの長深山等の山岳から海岸線まで急傾斜し、平坦地

は狭小です。また、地質は花崗岩を基石として、特殊土壌地帯に指定されています。 
気候は、瀬戸内海気候区に属し、温暖で降水量は少量です。 

 
(3) 周辺海域 

海況は、比較的静穏です。 

 

２ 振興の基本的方向 

  産業基盤の整備に努めるとともに、本地域の特性を生かした個性ある振興策を講じ、島民の生

活の安定と福祉の向上を図ることを基本的方針とし、次の３点を振興の主要目標と定め、その実

現のために各種施策を講じます。 

○ 基幹産業である農水産業の基盤整備を推進し、豊かさと活力ある島づくりを目指します。 

○ 保健・医療・福祉サービスを確保し、いつまでも健康で安心して暮らせる島づくりを目指

します。 

○ 芸術・文化活動やスポーツ・レクリエーション活動に親しみ、生涯にわたって豊かで充実

した生活を送ることができる島づくりを目指します。 
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３ 取組の内容 

 

(1)  交通・通信の確保 

ア 離島航路 

   《現状・課題》 

    ・航路は、国の補助航路として指定されています。 
・島外との連絡のほか、東浦、西浦両地区を結ぶ生活路線としての機能を有しています。 
・平成１１年に船舶の更新を行いフェリーが就航したことにより、安全性、利便性は向上

しましたが、所要時間の短縮や便数の増加、柳井港での他の公共交通との接続性の向上

に対する要望が多い状況です。 

【離島航路概要】 

航路区間 １日往復

便数 

航路 

距離 
料 金 

片道所要 

時間 

船舶総トン数

・定員 

西浦～柳井 
２便 

22.20km 
1,500円 

60分 
198ｔ・158人 

東浦～柳井(西浦経由) 35.46km 100分 
 

   《振興の方向》 
定期船の高速化や増便要求に応えることは難しい状況ですが、柳井港での他の公共交通と

の接続性の向上に努めます。また、経費の削減、委託業務の再検討等の経営改善を行うとと

もに、交流の促進等により乗客数の増加を図り、収支の均衡を目指します。 

 

  イ 島内交通 

   《現状・課題》 

東浦、西浦両地区を結ぶ幹線として、島北部に県道、島南部に市道がありますが、県道は

道路改良が進んでおり、車両通行が可能となっているものの、市道はその大半の幅員が狭小

で線形も悪く、車両による利用は困難な状況です。 

   《振興の方向》 
道路整備については、県道の整備を引き続き推進するとともに、市道については、待避所

を設置する等の改良事業を促進し、通行の安全性と利便性を高めます。 
 
  ウ 情報・通信 

   《現状・課題》 

    ・電話は普通加入区域であり、ほとんどの世帯が加入しており、携帯電話も普及してきて

います。 
・ケーブルテレビによる高速通信網の整備は困難な状況にありますが、地上デジタル放送

については難視聴区域に共同アンテナ受信施設を整備しており、受信状況は良好です。 

   《振興の方向》 
携帯電話等の通信施設の整備促進を図ります。 
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(2)  産業の振興及び起業・就業の促進 

本地域の平成２２年の国勢調査による産業別就業者数は、次表のとおりです。 

【産業分類別就業者数】 

島 名 
農 業 漁 業 第２次産業 第３次産業 分類

不能
計 

人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 

平郡島 51人 41.5% 19人 15.4% 1人 0.8% 52人 42.3% 0人 123人

本地域は第１次産業への依存が高く、農業及び水産業が基幹的な産業となっています。 

ア 農業 

   《現状・課題》 

・耕地面積の５０％が温州みかんの果樹園で占められ、市場でも高い評価を得ていますが、

高齢化の進行や価格の低迷などによる生産意欲の減退から、荒廃園地の増加が目立ち、

栽培面積・生産量とも減少しています。 
・地形条件や生産基盤整備の遅れから、小型機械での対応や人力によるものが大きく、効

率的な農業生産状況には至っていません。 
・最近ではイノシシが上陸し繁殖しており、農作物への被害が発生しています。 
・畜産業は、平成１７年から耕作放棄地等を活用した牛の山口型放牧を実施しています。 

《振興の方向》 

・地域の特産品である柑橘生産の維持発展を図るため、担い手対策、優良園地の確保、優

良品種への更新を積極的に進めるとともに、高齢化に対応した省力化・軽作業化を図り、

基幹農道や園内外道路等の営農作業環境の維持・保全に努めます。 

・イノシシによる農作業被害を防止するため、電気柵等による防御と捕獲による駆除を一

体的に推進します。 

・山口型放牧を推進し、農地の省力的管理とともに、畜産の振興を図ります。 

・農畜水産物の輸送費軽減のための補助を継続して実施します。  

 

イ 水産業 

   《現状・課題》 

・水産業はたこつぼ漁業を主体としており、良質のたこが水揚げされることから、たこの

名産地として定評があります。他に、一本釣り、建網、遊漁、底曳漁業等が営まれてお

り、主な漁獲物は、まだい、まあじ、めばる等です。 
・しかし、高齢化が進んでおり、漁労活動の効率化及び後継者の育成が早急に必要となっ

てきています。 
・密漁や違法操業も見受けられ、漁獲量は年々減少しています。 

《振興の方向》 

・魚礁、築いそ等の生産基盤の整備を進めるとともに、種苗放流などの栽培漁業を推進す

ることにより、漁業経営の安定と所得の向上を実現し、後継者の確保を図ります。 

・漁業者が離島の周辺海域の漁場で安定的に水産業を営むことができるような水産動植物

の生育環境の保全・改善を行います。 

・農畜水産物の輸送費軽減のための補助を継続して実施します。 
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・防波堤からの越波による被害を防ぐため、漁港施設の整備、充実を図ります。  

 

ウ 起業・就業の促進 

《現状・課題》 
・第２次産業はケーソンドックの工場が立地していますが、就業者はほとんどが本土から

であるため、平郡島在住の就業者はほとんどいません。 

・農業及び水産業の技術向上等のための人材育成は行われていますが、地元産品の加工販

売はほとんど行われていません。 

   《振興の方向》 
離島地域の特性に即した産業の振興を図るための人材育成（雇用機会の拡充、職業能力の

開発向上）や起業支援、農商工連携、６次産業化を図ります。 

 

(3)  生活環境の整備 

ア 住宅 

《現状・課題》 
世帯数の減少とともに、空き家が増加していますが、有効に利用されていない状況です。 

《振興の方向》 

居住可能な住宅を発掘し、既存の空き家の有効活用を図ることにより、生活環境の保全を

推進します。 

 

イ 水道 

《現状・課題》 
・水道は島内水源による簡易水道が整備されていますが、水量に恵まれないため、水源の

スクラップアンドビルドを行い、取水量を調整しながら安定供給を行っています。 
・渇水年や夏季、冬季の帰省時等のピークシーズンには、水量が不足することがあります。 
・平成１９年度より供用開始している東浦地区の膜処理施設により、配水レベルの水質は

良くなっているものの、原水レベルでは、過剰取水による塩分濃度の上昇が発生してい

ます。 

《振興の方向》 

良質な飲料水を安定的に供給するため、水源を探索し、水源用地の確保や取水施設の整備

を進めます。 

 

ウ ごみ処理 

《現状・課題》 
フェリーの就航に伴い、可燃ごみは平成１１年４月から、不燃ごみは平成１４年４月から

それぞれ島外へ搬送し処理を行っています。 
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《振興の方向》 

分別収集を徹底し、廃棄物の再資源化、減量への取組を実施します。 

 

エ 汚水処理 

《現状・課題》 
フェリーの就航に伴い、し尿は平成１３年１０月から島外へ搬送し処理を行っていますが、

水洗化率は１０．８％と極めて低い水準にあります。 

《振興の方向》 
合併処理浄化槽の設置に対する補助制度を周知することで水洗化率を上げ、快適な住環境

の整備と水質汚濁の防止を図ります。 

 
オ 消防 

《現状・課題》 
常備消防の消防署や出張所等がなく、消防団、婦人防火クラブが設置されていますが、高

齢化等により、人員の確保が困難となっており、消火活動の弱体化が懸念されています。 

《振興の方向》 
消防機材の整備充実を図るとともに、消防団員の確保に努めるなど消防体制の充実を図り

ます。 

 

(4)  医療の確保 

《現状》 

・診療所及び出張診療所がそれぞれ１箇所設置され、医師１名、看護師２名が常勤していま

す。 
・眼科等は診療所で診ることができないため、定期船で本土まで通院しなければならず、経

済的に負担が大きく、課題となっています。 
・救急体制としては、患者搬送車の整備を行うとともに、住民が地元の船舶を借上げ、島外

の医療機関へ患者を搬送しています。船舶の借上げについては、市が利用者に対し助成を

行っています。なお、高次の救急医療を必要とする救急患者については、県ドクターヘリ

で対応することとしています。 
・健康管理体制としては、各種検診や健康相談を定期的に実施しています。併せて訪問指導

等の保健活動を実施しています。 
・妊婦が健康診査を受診し、及び出産に必要な医療を島内で行うのは不可能な状況にありま

す。 

《振興の方向》 
・診療所の施設・医療機器の整備を計画的に実施するとともに、医療従事者の長期的・安定

的確保を図ります。また、診療支援体制の充実に努めます。 
・救急医療対策として、患者搬送体制を確保するとともに、船舶借上料につき、利用者に対

する助成を継続して実施します。 
・健康管理対策として、各種検診や健康相談を定期的に行うとともに、訪問指導等の保健活
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動を実施し、医療、福祉との連携を図ります。 
・妊婦が健康診査を受診し、及び出産に必要な医療を受ける機会を確保するため、柳井保健

医療圏における小児科医及び産婦人科医の確保に努めます。 

 

(5)  高齢者等の福祉の増進 

《現状・課題》 

・本地域の高齢化率は、県内指定地域の中でも高い水準にあり、一人暮らしの老人世帯は 

１０４世帯、島全体の４０．２％に達しています。 

・平成１２年３月に平郡デイサービスセンターを設置し、介護保険サービスを実施していま

す。また、ホームヘルパー等の介護スタッフを島内で確保することが困難なため、島外か

らのスタッフを確保するための宿舎等の整備を実施しています。 

・介護保険制度におけるサービスのうち、居宅介護サービスを実施することは困難なため、

本土側から島内へヘルパーを派遣する事業所に対して補助を実施しています。 

・老人クラブ活動を中心とした高齢者生きがい施策が行われていますが、老人クラブへの加

入者が減少しています。 

 

《振興の方向》 
   ・地域住民グループの育成により、高齢者を地域で支え合う体制づくりを図ります。 

・介護スタッフの確保については、島内での育成・確保を図ることを基本にしつつ、島外か

らも介護スタッフを受け入れられるよう、宿舎の確保や、島外から介護スタッフを派遣す

る事業者への支援を行います。 

・平郡島へのヘルパー派遣を行う事業所に対して行っている補助を引き続き実施します。 

・老人クラブへの新規加入を推進するとともに、自主運営による活動が図れるよう支援しま

す。 

 

(6)  教育及び文化の振興 

《現状・課題》 

・東浦、西浦両地区に小学校が設置されていますが、西浦地区の小学校は休校中です。 
・東浦地区の小学校は平成１５年度から休校していましたが、平成２４年度から再開校して

います。なお、中学校は平成６年度から島外に統合されています。高等学校は島内にはな

く、島内出身高校生もいません。 
・公民館自主グループ・サークルが活動を行っていますが、高齢化により数は急速に減少し

ています。 
・これまで培ってきた多様な文化の保存・継承、担い手の育成が課題となっています。 

《振興の方向》 

・ＵＪＩターンの促進により、小学校の存続を図ります。また、本土側の学校との交流や自

然・文化を生かした学習を推進します。 

・離島の高校生が円滑に修学できるよう支援を行います。 

・社会教育については、公民館自主グループ・サークル活動等の一層の充実により、生涯学

習の推進を図ります。 

・島内外のボランティアからなる芸術・文化活動と生涯学習事業の融合を図り、音楽演奏会
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や体験型舞台芸術創作活動等を通じて、島内の芸術・文化の振興を図ります。 

・市内の小中学生を対象とした自然観察会（植物・昆虫・海岸動物）のフィールドとして、

豊かな自然環境を活用し、教育の振興に努めます。 

・文化的資産の保存・活用策を検討し、文化の担い手の育成を図ります。 

 

(7)  観光の開発 

《現状・課題》 

・豊かな自然や歴史、文化などの観光・レジャー資源はありますが、観光客数は増えてい

ません。 

・平成１４年に海水浴場の施設を整備し、夏休み期間中は帰省客等に利用されています。 

《振興の方向》 

豊かな自然や歴史、文化などの観光・レジャー資源を生かした観光地づくりを推進するた

め、地域資源の再発見を進めることにより、観光客の増加を図り、賑わいのある島づくりを

目指します。 

  

(8) 他地域との交流の促進 

《現状・課題》 

・ＪＲ西日本による「ＪＲふれあいウォーク」が開催されており、人気を博しています。 

・定住を促進し、ＵＪＩターン者を受け入れるため、平成２４年に空き家バンク制度を設

けていますが、空き家バンクに登録できる空き家は少ない状況です。 

《振興の方向》 

・平郡の魅力を味わうための新しいイベントを企画することを検討します。 

・農業・漁業体験やキャンプ、ホームステイ等を通じた交流を促進します。 

・空き家バンクへ登録できる空き家を発掘します。 

 

(9) 自然環境の保全・再生 

《現状・課題》 

・海岸漂着物が、台風発生時等に漁港施設などに大量に打ち上げられるため、その処分に

大変な労力がかかっています。 

・「やないの名木」に選定された１２３本の中に平郡島から２４本が入るなど、貴重な植

生が見られ、自然観察地として推奨していますが、十分に認知されていません。 

《振興の方向》 

・自然環境の保全・再生に資するよう、海岸漂流物の効率的かつ効果的な処理を実施しま

す。 

・陸域の保護区や海洋保護区の設定等による離島及び周辺海域の自然環境の保全及び適正

な利用を図ります。 
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(10) 再生可能エネルギーの利用推進 

《現状・課題》 

電気供給は島外に頼っており、海底ケーブル等の送電設備が損傷すると長時間の停電にな

ることが想定されます。このため、災害等にも強い再生可能エネルギーの利用を推進してい

く必要があります。 

《振興の方向》 

再生可能エネルギーを導入する事業者及び個人へ情報提供等の協力をすることにより、再

生可能エネルギーの利用を推進し、災害にも強い島づくりをめざします。 

 

(11) 国土保全施設等の整備その他の防災対策 

《現状・課題》 

・本地域は地質が花崗岩を基石とした風化土層であり、加えて、農地の荒廃、林地化が進

み、豪雨等の災害に対し脆弱となりつつあります。このため、今後、治山・治水事業が

必要となる箇所も見受けられます。 

・暴風、高潮等災害時には、海上交通が途絶しており、避難施設、通信手段の整備が必要

であり、市役所を基地局とする地域防災無線を、出張所・連絡所及び消防団等の車両に

搭載していましたが、旧式であり、老朽化したことから、平成２３年度に撤去、現在で

は衛星電話により対応しています。 

《振興の方向》 

・集落や公共施設の安全確保を図るため、砂防事業を推進します。 

・暴風や高潮等災害時には海上交通が途絶するため、避難施設、通信手段を確保します。

また、防災教育を実施します。 

・地域防災無線の更新を行い、通信状態の改善を図ります。 
 

(12) 離島の振興に寄与する人材の確保育成 

《現状・課題》 

・ＵＪＩターン者は少なく、離島振興に寄与する人材の確保、育成が困難となっています。 

・大学生等が植生や東西集落等の研究のために時折来島しています。 

《振興の方向》 

・ＵＪＩターンを促進し、人材の確保を図ります。 

・自然環境の豊かさや、これまで培われてきた文化的資源を活用し、島外からの人材の誘

致と活用を図ります。 

・島外に出ている出身者を活用し、島のＰＲを行います。 
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４ 熊毛群島地域の振興計画 

 

１ 熊毛群島地域の概況 

熊毛群島地域は、馬島、佐合島、祝島及び八島の４島で構成され、熊毛郡田布施町、平生町及

び上関町の３町に属しています。 

 

(1) 人口、面積 

本地域の人口は、平成２２年の国勢調査によると、馬島２６人、佐合島２５人、祝島４５１

人、八島４０人、地域内総人口は５４２人と、５年前から１６．２％減少しており、県内離島

地域全体の人口減少率（１４．４％）を上回っています。 

また、地域内高齢化率は、７５．１％で、県内全離島地域のうちで３番目に高い比率となっ

ています。 

当地域 大の面積規模の祝島（７．６７㎢）は、県内有人離島で３番目の大きさを有してい

ます。 

  本地域の面積、人口、高齢化率は下表のとおりです。 

【各島の概況】                       

島 名 行政区域 面積 人口 増減率（対H17） 高齢化率 

馬 島 田布施町 0.70 ㎢ 26 人 △ 18.8 ％ 80.8％ 

佐合島 平生町 1.32 ㎢ 25 人 △ 40.5 ％ 72.0％ 

祝 島 上関町 7.67 ㎢ 451 人 △ 12.9 ％ 73.8％ 

八 島 上関町 4.17 ㎢ 40 人 △ 27.3 ％ 87.5％ 

計 ３町 13.86 ㎢ 542 人 △ 16.2 ％ 75.1％ 

   ※面積～全国都道府県市区町村別面積調、人口・高齢化率～国勢調査 

    
(2) 地形条件、気候 

馬島は尾津漁港から南へ１．５㎞、佐合島は平生町佐賀地区の南西２．１㎞、祝島は上関港

から南西約１６㎞、八島は上関港から南約２０㎞に位置する、それぞれ内海本土近接型に分類

される離島です。 
各島とも、平坦地が少なく、丘陵性の山地が大部分を占めており、集落は海岸沿いの平坦地

を中心に形成されており、また、瀬戸内海国立公園の一角として、豊かな自然に恵まれていま

す。 
気候は温暖で、降水量は年間を通じて多くありません。 

 

(3) 周辺海域 

   比較的静穏です。 

 

２ 振興の基本的方向 

  産業基盤及び生活環境の整備等が劣位にある状況を改善するとともに、地域の特性を生かし、

各種基盤の整備、活用、多様な手段の展開等を進め、個性豊かで安心して住み、活動し、交流を

活性化できるようにすることを通じて、自立的発展に向けての基盤をつくっていくことを基本的
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な方針とします。 
【馬 島】 ○ 外部から人材を誘致し、新たな観光資源、特産品、販売ルートの開発を進めま

す。 

○ キャンプ施設の有効活用、イベント等を開催し交流人口の拡大を図ります。 

【佐合島】 ○ 本土までの緊急救命体制を早急に確立するとともに、島内道路をはじめ各種イ

ンフラ整備の段階的整備に努めます。 

【祝島・八島】  

○ 穏やかな気候と豊かな自然の中で、島民が温かく、生き生きとのびやかに暮ら

すことができる潤いのある地域を目指します。 

○ 地域資源を活用し個性や魅力を高めつつ、地域内外の交流・連携を通し活力向

上に努めます。 

 

３ 取組の内容 

(1)  交通・通信の確保 

ア 離島航路 

   《現状・課題》 

離島航路については、いずれも国の補助航路として指定されています。 
これまで１島１航路で個別に開設されていましたが、平成１８年１０月に馬島と佐合島の

航路を統合し、田布施町と平生町が共同運航を開始しています。 
船舶の老朽化への対応や、乗降施設を含めたバリアフリー化、経営の効率化が求められて

います。 
馬島・佐合島については、本土側の交通機関との連絡・接続ともに不便な状況にあります。 
 
○馬 島 ・渡船については、共同運航開始後も依然厳しい経営が続いています。 
○佐合島 ・平成１６年度に浮桟橋の新設、平成１９年度に移設を行っています。また佐

賀待合所については平成１９年度に復旧を行っています。 
○祝島・八島 ・祝島側に桟橋がなく、また島民の急速な高齢化により桟橋及び定期船の

バリアフリー化が必要となっています。 
・島民ニーズを踏まえたダイヤ編成が必要です。 
・本土側に循環バス路線と離島航路の一体的な乗り場整備などにより、利

便性を高めていく必要があります。 

【離島航路概要】 

航路区間 １日往復便数 航路距離 料金 片道所要時間 船舶総トン数・定員

麻里府～馬島 ６～７便 2.35km 160円 8分   

14t・48人 

  

馬島～佐合島 ６～７便 3.3km 160円 11分 

佐合島～佐賀 ６～７便 2.25km 160円 8分 

柳井～祝島 ３便 37.5km 1,530円 70分 48t・34人 

上関～八島 ３便 13.5km 580円 35分 19t・58人 

   《振興の方向》 

離島航路は島民にとっての本土と連絡する唯一の公共交通手段であり、航路を維持してい
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くため、経営の効率化や、交流人口拡大による利用促進に取り組み、島の実情に応じた適切

なサービスレベルの維持に努めます。 
このため、船舶の適切な整備・更新を行うとともに、船舶や施設等のバリアフリー化への

対応に取り組みます。 

○馬 島 ・漁港の改修を行うなど、安全性の確保に努めます。 
・民間バス会社のダイヤ変更の際には、渡船との接続がスムーズになるよう要

望していきます。 
・本土側のコミュニティバスの運行について検討します。 
・馬島漁港航路浚渫工事事業を推進します。 

○佐合島 ・離島航路の維持・利用促進に努めます。 
・船舶を含む施設の適切な維持管理と計画的な更新に努めます。 

○祝島・八島 ・待合所等の整備を進めます。 
・航路の運航回数、ダイヤ編成について、見直しを実施します。 

 

  イ 島内交通 

   《現状・課題》 

○馬 島 ・島内道路は平成９～１９年度に町道馬島線改良事業を実施し、改良・舗装率 
１００％と、概ね整備されています。 

○佐合島 ・島内道路については、海岸沿いの町道及び集落内道路があり、町道について

は、平成２３年度から舗装工事を行っています。また、集落内道路について

は、平成２３年度に一部新設工事を行っています。 
・今後は、より利便性・安全性を確保するため、また、荒天時の迂回路として

も必要な道路であり、整備を進めていく必要があります。 
○祝島・八島 ・島内の集落内道路（町道、農道・林道等）は、全般的に急峻狭隘であり、

また舗装等も悪いため、安全に通行することが困難です。 
・島内道路は、島民の生活道となっている部分がほとんどで、舗装の悪い

道路の補修やガードレールや手すり等、利便性、安全性の確保のため、

計画的に整備していく必要があります。 
・観光振興を図る上でも、必要度・利用度の高い道路については整備が必

要です。 
・救急患者の搬送時、車の乗り入れが困難な箇所があり、搬送体制整備を

図っていく必要があります。 

   《振興の方向》 
○佐合島 ・海岸に沿っている町道については、引き続いて舗装工事を実施します。また、

集落内道路については、荒天時などにおける迂回路ともなる道路ですが、一

部を除き未整備状態であり、道路の拡幅や舗装など工事の計画的実施に努め

ます。 
○祝島・八島 ・生活道路を中心に、県道、町道や農道の整備を進めます。 
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  ウ 情報・通信 

   《現状・課題》 

○馬 島 ・情報通信基盤の整備については、平成１５年度にＡＤＳＬ回線が開通し、防

災無線（アナログ）も設置されています。また、地上デジタル放送について

は、一部で難視地域が確認されましたが、別途アンテナを設置することで解

消されています。 
     ・超高速ブロードバンド基盤の整備についてはＦＷＡ方式により行うこととな

りますが、構築する費用が高額となることから現状では困難となっています。 
○佐合島 ・インターネット等の環境については現在未整備であり、環境整備が遅れてい

ます。 
○祝島・八島 ・平成１８年度の地域イントラ整備事業により、島内全域で高速通信の利

用が可能となり、この通信線をＣＡＴＶ会社へ貸すことでテレビの難視

聴が解消されました。 
   《振興の方向》 

○馬 島 ・本土との情報格差が生じないよう必要に応じて光ファイバーによるインター

ネットアクセスサービスの導入を検討していきます。 
○佐合島 ・ブロードバンドサービスや光ケーブルなど通信ネットワークの整備に努めま

す。 
 

(2)  産業の振興及び起業・就業の促進 

本地域の平成２２年の国勢調査による産業別就業者数は、次表のとおりです。 

【産業分類別就業者数】 

島 名 
農 業 漁 業 第２次産業 第３次産業 分類

不能
計 

人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 

馬 島 0人 0％ 6人 60.0% 1人 10.0% 3人 30.0% 0人 10人 

佐合島 0人 0% 0人 0% 0人 0% 3人 100% 0人 3人 

祝 島 27人 12.7% 51人 23.9% 13人 6.1% 122人 57.3% 0人 213人

八 島  0人 0% 4人 66.7% 0人 0% 2人 33.3% 0人 6人 

計 27人 11.6% 61人 26.3% 14人 6.0% 130人 56.0% 0人 232人

本地域は漁業が主要産業となっています。祝島では、第３次産業の就業者が も多く、主要

な雇用の場となっています。 

 

ア 農業 

   《現状・課題》 

○馬島・佐合島・八島 ・農業は各戸とも自家消費程度です。 
○祝 島 ・温州みかん、びわ、びわ茶は市場からの高い評価を得ていますが、就業者の

高齢化、担い手不足により生産高が低迷しています。 
・Ｕターン者が平成20年3月に認定農業者となり、放牧養豚による循環型農業

で、ハムやソーセージなどブランド商品化の取組を行っています。 
・平成１６年に、島内で収穫された農産物等を船内に、安全に積み込むための
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クレーンが設置されています。 
・農道の整備は完了し、随時補修整備を行っている状況です。 
・耕作地が狭く、また後継者不足、高齢化により労働力が低下しており、高齢

者でも可能な農業のあり方の検討や後継者育成が必要となっています。 
・生産基盤・加工施設の整備、特産品の開発やブランド化・販路の開拓、集出

荷体制づくりによる輸送コストの低廉化等を図っていく必要があります。 

   《振興の方向》 
・遊休農地の拡大抑制により農地を現状維持するため、高齢者に適した低労力作物の選定

推奨などによる農業振興に取り組みます。 
・生産基盤の整備、特産品の開発・ブランド化、販路の開拓に取り組みます。 
・集出荷体制の整備等、輸送コスト削減に向けた支援について検討します。 
・観光業との連携などによる都市と離島の共生に努めます。 

   ・新規就農希望者などへの働きかけを行います。 
 

イ 水産業 

   《現状・課題》 

○馬 島 ・就業者の高齢化、また近年では水産資源の減少が進んでいます。 
○佐合島 ・漁業により生計を立てている人がいない状況です。 

・島の高齢化・過疎化が進行しており、後継者の確保が難しくなっています。 
○祝 島 ・釣り・刺し網が主な漁種であり、魚種は、メバル・タイ・タコ・イカ類が中

心です。 
・漁港施設の整備、魚礁の設置、種苗の放流等を実施しています。 
・良質なひじきや干しひじきは、消費者から高い評価を得ています。 
・過疎化、高齢化が進み労働力が低下しており、後継者育成が必要です。また、

栽培漁業の推進、特産品の開発・ブランド化・販路の開拓等を行い、生産力

を維持、拡大していく必要があります。 
・集出荷体制づくりによって、輸送コストの低廉化を図っていく必要がありま

す。また、燃油高騰により出漁コストが過度な負担になっています。 
○八 島 ・刺し網が主な漁種であり、魚種はメバルが中心です。 

・過疎化、高齢化が進み労働力が低下しており、後継者がいない状況です。 

   《振興の方向》 
○馬 島 ・高齢者へ配慮した作業環境の整備、水産資源保護育成、さらには地域特産の

魚介類のブランド化や６次産業化を進めます。 
     ・漁業就業者確保育成事業を推進し、外部人材を活用した人材確保を進めます。 
○佐合島 ・遊漁や潮干狩りの島外客などを誘引するため、島の魅力を発信するための情

報提供体制を整備するなど、情報発信の取組を進めます。 
○祝 島 ・漁港の整備、魚礁の設置、漁業の環境整備など、生産基盤を整備します。 

・中間育成、種苗の放流事業による資源管理型漁業の定着を図るなど、栽培漁

業を推進します。 
・特産品の開発・ブランド化や、販路の開拓に取り組みます。 
・共同加工、集出荷体制の整備等、輸送コスト削減に向けた支援について検討

します。 
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・観光業との連携などによる都市と離島の共生に努めます。 
 

ウ 起業・就業の促進 

《現状・課題》 

本地域の主要産業である第１次産業において、就業者の高齢化や後継者不足が進行してお

り、担い手の育成は喫緊の課題となっています。 

   《振興の方向》 
○馬 島 ・島外からの定住者受入を促進するための体制を整備し、人材確保と産業活動

の活性化を進めます。 
・漁業就業者確保育成事業を推進し、外部人材を活用した人材確保を進めます。 

○祝 島 ・農林水産業とタイアップした加工業の育成等、地域資源を活用した産業の振

興を図るとともに、農林水産業の後継者の育成に努めます。 
 

(3)  生活環境の整備 

ア 住宅 

《現状・課題》 

いずれの島も、定住促進のための住宅が不足しており、島内の空き家を有効に活用してい

くことが求められます。 
祝島では、島内への定住希望はあるものの、島内の公営住宅は木造平屋建て住宅で、建替

年限を経過し、改良整備が必要となっています。 
八島では、空き家が多く、老朽化が激しいものについては倒壊の危険があり、古い空き家

住宅対策が必要となっています。 

   《振興の方向》 
○馬 島 ・空き家の有効活用を進めるとともに、町営住宅の建設についても検討します。 
○佐合島 ・体験学習などの場を通じて、ＵＪＩターン希望者などが島に定住をするため

の環境づくりに努めます。 
○祝島・八島 ・空き家住宅を有効利用するなど、住居等の整備に努めます。 

 

イ 水道 

《現状・課題》 

○馬 島 ・水道施設が未整備であるため、各戸とも井戸水を使用しています。 
・生活用水については、井戸水に海水が流入し清浄な水の確保ができない世帯

があります。 
○佐合島 ・井戸水を水源とした飲料水供給施設により供給しており、平成２３年度には

施設の修繕を行っています。 
・また、本土にて水量の管理や施設の故障が把握できる遠隔監視用警報装置を

平成２４年度に設置するなど、より適切な維持・管理を行うよう努めていま

す。 
・帰省シーズンには、一時的に島内人口が増え、水不足を生じることがありま
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す。 
○祝 島 ・簡易水道が昭和３２年に整備され、平成７～８年には基幹的改良事業が実施

されていますが、水道施設が老朽化しており、整備が必要です。 
・夏季、冬季の渇水期に水不足が生じ、本土から水を運搬することがあるため、

新たな水源を確保し整備を行っていますが、恒久的な渇水対策が必要です。 
○八 島 ・簡易水道が昭和３９年に整備され、給水しており、近年では、水不足は発生

していません。 
・水道施設が老朽化しているため整備が必要です。 

   《振興の方向》 
○馬 島 ・簡易水道施設の整備への取組を進めます。 
○佐合島 ・配水施設の定期的な維持管理に努めるとともに、帰省シーズンなどの水需要

の増加する時期にも対応できるような体制の確保を図ります。 
○祝島・八島 ・新たな水源の確保に努めるとともに、老朽化した簡易水道施設の整備を

進めます。 

 

ウ ごみ処理 

《現状・課題》 

○馬 島 ・可燃ごみ・不燃ごみとも本土へ搬送しています。 
・ごみを渡船場まで運び出さなければならず、高齢者の負担が大きくなってい

ます。 
○佐合島 ・可燃物・不燃物ともに定期収集し、本土へ搬送しています。 

・粗大ゴミについては、２年に１回収集を行っています。 
・高齢化や独居老人の増加により、将来的にはゴミの搬出が困難となることが

予想されます。 
○祝島・八島 ・祝島では、可燃ゴミは週１回～２回、ビン・カンについては年４回、粗

大ゴミについては年１回、八島においては、可燃ゴミは月２回、瓶・缶、

粗大ゴミは年１回、本土に搬送しています。 
・各ゴミのストックヤードがないため輸送までの保管に苦慮しています。 
・粗大ゴミの搬送には台船等を使用しており、費用的な負担が課題となっ

ています。 
   《振興の方向》 

○馬 島 ・島内収集体制を確立し、本土処理の維持に努めます。 
○佐合島 ・島内収集体制の維持・確保を図るとともに、本土処理を基本とした体制の継

続を前提として、高齢化に対応した方策について検討を進めます。 
○祝島・八島 ・廃棄物の本土処理のため、ストックヤードの整備や、島外搬出体制を確

立させるなど、運搬体制の整備に努めます。 
 

エ 汚水処理 

《現状・課題》 

○馬 島 ・し尿については、自家処理をしていますが、高齢化に伴い自家処理が難しく

なりつつあります。浄化槽を設置しているところもありますが、管理につい
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ても困難な状況にあります。 
○佐合島 ・ミニバキュームカーによる汲み取りを行い、し尿貯留兼運搬船に収取し、年

２回汚水処理場へ搬入・処理を行っています。 
・汲み取りは現在島民で行っていますが、島民の高齢化により今後作業の実施

が困難になることが予想されます。 
○祝 島 ・平成８年にし尿収集車の整備、平成１５年に老朽化したし尿処理施設焼却炉

の更新を行い、島内処理されています。 
・施設の老朽化に伴い維持管理に費用がかかることや、水洗化への対応等のた

め、集落排水等を検討していく必要があります。 
○八 島 ・平成２２年度に漁業集落排水が整備され、生活環境の改善が図られました。 

   《振興の方向》 
○馬 島 ・島内収集体制を確立し、本土処理の維持に努めます。 

・バキュームカー及び貯留タンクの設置を検討します。 
○佐合島 ・現在の収集体制の維持を図るとともに、高齢化に対応した安全で省力化が図

られる方策の検討や合併処理浄化槽の推進に努めます。 
○祝 島 ・生活排水処理施設の整備に努めます。 

 

オ 消防 

《現状・課題》 

各島とも、消防団が設置されていますが、人口減少・高齢化の進行により、団員の確保が

困難な状況にあり、火災・災害時に住民だけでの対応が困難になりつつあります。 

○馬 島 ・消防団があり可搬消防ポンプが具備されています。 
○佐合島 ・消防団は常設されていません。 
     ・島内に消火栓や軽可搬ポンプを設置しており、火災発生時は現地団員と島民

により対処しますが、本土からの応援体制が整備されていません。 
○祝島・八島 ・消防設備の計画的な整備の充実は図られています。 

   《振興の方向》 
    新たな消防団員、消火水源の確保や、島外からの応援体制の構築、車が侵入できない場所

で災害が発生した場合を想定した機器の整備等検討を進めます。 
    また、祝島、八島においては、消防機器の計画的更新、救護用資機材搬入倉庫の設置にも

努めます。 

     

(4)  医療の確保 

《現状・課題》 

○馬 島 ・医療機関が島内に無く、急病の方がある場合、渡船や地元漁船の協力により

本土側渡船場へ搬送しています。運航できない場合は、光地区消防本部や海

上保安部に要請し対応しています。 
・島民の健康管理対策と本土の救急医療機関への搬送体制を確立していく必要

があります。 
○佐合島 ・島内に診療所等の医療施設がないため、本土の医療施設を利用しています。 
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・緊急救命体制については、日中はましま丸（定期船）で対応することにして

います。 
・巡回健康相談については、年３回（６，１１，２月）保健師１名、看護師１

名にて佐合島コミュニティセンターで行っています。 
・夜間における緊急救命体制が確立されておらず、また搬送までの応急手当・

救命措置を行う人材が確保できていません。 
・救急搬送するためのヘリポート施設が整備されていません。 

○祝 島 ・医療施設は町営の診療所があり、医師が常勤しています。歯科については、

本土の町営歯科診療所から週１回、医師が出張診療しています。 
・救急患者の搬送は民間船で対応していますが、夜間・休日や荒天時等の緊急

医療体制の整備が必要です。 
・医師や看護師の確保が困難な状況にあります。 

○八 島 ・医療施設は、町営の診療所を平成２２年３月に改築しました。 
・本土より町が委託した医師が隔週１回訪問診察、看護師は常勤町職員が週５

日勤務しています。 
・歯科については、本土の町立歯科診療所より訪問診療を行っています。 
・救急患者は民間の船で対応していますが、高齢化により船舶所持者が減少し

ており、体制の維持が困難になりつつあります。また、船までの搬送も島民

が行っているため、夜間等は対応が困難な状況です。 
・夜間、休日や荒天時等の緊急医療体制の整備が急務となっています。 

   《振興の方向》 
患者搬送に必要となるヘリポート等の整備・確保に努め、住民及び観光客が安心できるよ

うな救急医療体制の確立を図ります。 
なお、近隣各島との共同による患者輸送艇の配備や、ヘリポートの施設整備についても検

討を進めます。 

○馬 島 ・島内における各種検診や健康相談を実施し、予防医療の推進を図ります。 
○佐合島 ・緊急医療体制については、本土までの緊急患者の搬送体制を早急に実現しま

す。 
・保健師による巡回健康相談の充実やアイランドヘルパーの配置による日常的

な医療体制の確保に努めます。 
     ・ドクターヘリ用のヘリポートについては、設置場所の選定などの取組を進め

ます。 
○祝島・八島 ・医療施設・設備の整備、充実を図ります。また、医師、歯科医、看護師

の確保・充実にも努めます。 
       ・急患搬送体制について検討します 

・緊急通報システムの整備を検討します。 
 

(5)  高齢者等の福祉の増進 

《現状・課題》 

○馬 島 ・島内の障害者介護保険の要支援・要介護者に対し、ホームヘルパーの派遣が

行われており、現状のサービスを維持していく必要があります。 
○佐合島 ・平生町民が利用できるサービスとして、家事援助を行うホームヘルパーサー
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ビス・本土側でのデイサービス体制の利用体制を構築しています。 
・また、介護保険関連サービス基盤事業の一環として、佐合島コミュニティセ

ンター内にバリアフリー浴室を整備しています。 
・さらに、月１回のふれあい給食サービスを利用できるようにしています。 
・現在は、ホームヘルパーサービス・デイサービス等の利用をしている住民は

いませんが、今後、在宅介護サービスの利用を希望する人が多くなることが

予想されます。 
○祝 島 ・島内に介護サービス施設がなく、介護サービス等の利用に苦慮しています。 

・上関町が「離島通所介護等助成」や「離島要援護高齢者対策事業」などソフ

ト支援策を行い、島民が介護サービスを受けやすい環境づくりに取り組んで

います。 
・後期高齢者の増加に伴い、島内のホームヘルパーの確保や介護サービス施設

の整備を図っていく必要があります。同時に、本土側の高齢者保健福祉施設

（デイサービスセンター）を利用できる環境を整えていく必要があります。 
○八 島 ・公民館・風呂を兼ね備えた診療所を併設した「八島ふれあいセンター」が、

平成２２年３月に整備され、入浴サービス等も行えるようになりました。 
・デイサービスは週１回行っており、体操教室や健康チェックなど健康管理体

制は整いつつありますが、住民のほとんどが高齢であり、さらなるサービス

の充実に努めていく必要があります。 

   《振興の方向》 
○馬島・佐合島 ・在宅福祉サービスの充実を図ります。 

・デイサービスなどの施設福祉サービスは、本土の施設利用とし、利用

者に対する支援に取り組みます。 
○祝島・八島  ・居宅介護・福祉介護サービス利用環境の整備に努めます。 

・島内でのホームヘルパーの確保や子育て家庭のサポートに努めます。 
・島内施設のユニバーサルデザイン化を検討します。 

 

(6)  教育及び文化の振興 

ア 教育 

《現状・課題》 

馬島、佐合島及び八島では児童・生徒がおらず、教育施設はありません。 
祝島では、休校していた小学校が、平成１７年度に児童１名の入学者があり開校し、現在

では、４名の児童が在籍しています。中学校は、平成１７年３月末で休校となり、現在２名

の生徒が、本土側の上関中学校に通学しています。 
小学校校舎の老朽化が進み、耐震化が急務となっています。また、小学生のランチサービ

ス事業や、中学生の通学のためのスクールボート事業の財政負担が大きく、課題となってい

ます。 

   《振興の方向》 
島における独自の文化や自然は、島民の日常の暮らしの中で維持されており、この価値を

再認識し、将来にわたり、守り、育てていく仕組みを検討します。 

○祝島・八島 ・祝島小学校の耐震化をはじめ、施設の整備、充実に努めます。 



熊毛群島地域の振興計画

 

- 57 - 
 

・地区公民館の整備と機能強化を図ります。 
・離島高校生修学支援制度について検討します。 

 

イ 文化 

《現状・課題》 

○祝 島 ・県指定無形民俗文化財に指定されている神舞神事が、４年に１度行われてい

ます。 近では過疎高齢化により伝承者の確保などが次第に困難になってお

り、継続実施が難しくなりつつあります。 
・石積みの練塀等、祝島独自の生活様式等が現在も残っていますが、練塀は、

家の建替等により減少しつつあります。 

・祝島独自の文化・生活様式は貴重な地域資源であるため、適切な保存を行っ

ていく必要があります。 

○八 島 ・県指定の天然記念物、与崎のカシワ・柏槙群落や浄慶寺の襖絵など貴重な歴

史的資産が残っています。 
・将来にわたり、貴重な天然資源の保全や歴史的資産の保管を図っていく方策

について検討していく必要があります。 

 

   《振興の方向》 
各島の文化・生活様式について、将来にわたり保存・伝承活動が行われるよう努めます。 

○祝島・八島 ・県指定無形民俗文化財「神舞」など、伝統文化の伝承者の確保に努めま 
す。 

・文化財（祝島；歴史的な町並み、神舞、ケグワ、八島；カシワ・柏槇等）

の保存、保護に努めます。 
 

(7)  観光の開発 

《現状・課題》 

○馬 島 ・夏時期は海水浴、釣り、キャンプ場などの来島者があります。 
○佐合島 ・夏時期には、海水浴客、釣り客が訪れますが、観光面での核となる施設等が

ありません。 
○祝 島 ・平成１９年に公園トイレ整備を行っています。 

・神舞神事、練塀、棚田、けぐわ、コッコー、よもぎ杖、除福伝説等の観光資

源を有しており、住民の情報発信力により観光客が年々増加傾向にあります。 
・祝島独自の自然体験や体験農漁業との組み合わせによる滞在交流型の観光振

興を図っていく必要があります。 
・また、島内の観光ルートの道路整備や観光ガイドの育成が必要です。 

○八 島 ・古浦地区に昭和６３年より、キャンプ場（区が運営）が整備されましたが、

キャンプ施設の老朽化や、住民の高齢化により維持運営が難しく、平成１９

年に閉鎖、平成２１年９月に解体されました。 
・島の特性を生かした滞在交流型観光を検討していますが、島内での受け入れ

体制が整っていないため、人材の確保が必要となっています。 
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   《振興の方向》 
○馬 島 ・冬季の利用者確保に向けて必要な施設整備や観光開発を行います。 

・各種イベントを開催し、また特産品の開発・販売に取り組み、通年の観光客

の誘致に努めます。 
・冬季にも宿泊者が利用可能となるよう、のんびらんど・うましまに浴室等の

設置を検討します。 
○佐合島 ・遊漁や潮干狩りの島外客などを誘引するため、島の情報発信などの取組を進

めます。 
○祝島・八島 ・島内観光ルート等の設定や施設整備に努めます。 

・観光地としてのＰＲを強化します。 
・滞在交流型の観光を進める上で必要な島内の受入体制を確立するため、

観光ボランティアの育成や外部人材の活用に向けた取組を進めます。 
  

(8) 他地域との交流の促進 

《現状・課題》 

○馬 島 ・平成１９・２０年度には「夢・美味海ｉｎうましま」が開催されましたが、

それ以降行われていません。 
・高齢化に伴い、イベント開催自体が困難となりつつあります。 

○佐合島 ・毎年盆踊り大会が実施されています。 
・交流を促進するための施設がなく、また、定住促進のための整備も行われて

いません。 
○祝 島 ・島内の民宿は、客室数・収容人数が少ない小規模施設が多く、観光客等のニ

ーズに対応しきれていません。 
・住民のアイデア実現のための仕組みづくりを検討し、本土のみならず離島間

や他地域との交流の促進を図っていく必要があります。 
○八 島 ・八島ふれあいセンターが、ふれあい活動の拠点、交流の場として有効活用さ

れていますが、他地区との交流は少ない状況です。 
・島外者との交流機会を増やして行くため、イベントや滞在交流型観光事業を

検討していく必要があります。 

   《振興の方向》 
○馬 島 ・自然条件を生かして、農業・水産業を試みたいという人々を受け入れ定住促

進を進めるとともに、体験滞在交流型観光や学習を可能とする施設整備に努

めます。 
     ・ホームページなどを利用し、馬島の情報を全国に発信します。 

・空き家の修繕、利活用を進めます。 
○佐合島 ・体験学習などの開催等による他地域との交流を図る場を作ることを検討しま

す。また、体験学習などの場を通じて、ＵＪＩターン希望者などが島に定住

をするための環境づくりに努めます。 
○祝島・八島 ・島内での日曜市、朝市等（島の朝市）の開催を進めます。 

・イベント等の開催による交流の促進に努めます。また、祝島独自の自然

体験や体験農漁業との組み合わせによる滞在交流型の交流を図ります。 
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・離島間の連携による新たな可能性、瀬戸内海周遊地としての新たな可能

性を模索します。 
・インターネットを活用し、全国へ情報発信します。 

 

(9)  自然環境の保全・再生 

《現状・課題》 

良好な自然環境を保全するため、海岸等の清掃活動が行われていますが、人口減少、高齢

化の進行により、人手の確保が困難になりつつあります。 

○馬 島 ・地元漁協の協力により、海上や海浜の清掃、海岸漂着物等の処理を行ってい

ます。 
・高齢化や人口減少が進む中で、海浜の清掃等の人手の確保が難しくなりつつ

あります。 
○佐合島 ・漂着ゴミの清掃、特に流木等の大型漂着物をはじめとする多種の漂着物の処

理が島民だけでは対応できない状況にあります。 
○祝島・八島 ・上関町環境衛生推進協議会を設置し、各地区ごとの海岸清掃活動に対し

助成が行われています。 
  ・八島では漂着ゴミの清掃が島民だけでは対応できない状況にあります。

特に大木等の大型の漂流物の処理に苦慮しています。 

   《振興の方向》 
○馬 島 ・引き続き漁協や関係機関等の協力により海浜の清掃、海岸漂着物等の処理を

行い、自然環境・景観の保全に努めます。 
○佐合島 ・海浜の美化活動や海岸漂着物の処理方法について検討し、自然環境の保全に

努めます。 
○祝島・八島 ・海岸の美化活動を継続するとともに、海の環境学習にも取り組みます。 

  

(10)  国土保全施設等の整備その他の防災対策 

《現状・課題》 

○馬 島 ・高潮などの災害から人命、財産などを保護するための海岸保全施設の整備を

実施しましたが、波止場部分については未整備です。 
・大規模災害時には孤立する可能性が高く、避難場所が確保できていません。 

○佐合島 ・人家や公的施設は、海岸付近に集中しています。 
・現在の避難場所は海岸沿いのコミュニティセンターとなっています。海岸付

近には護岸が設置されていますが、設置年数が古く、老朽化が進んでおり、

高潮等による被害を受ける可能性があります。 
・防災無線はデジタル化しています。 

○祝 島 ・高潮・台風により海岸背後地へ被害が発生することがあります。 
・多様な危機的状況に迅速に対応していくために、避難訓練等を実施し、災害

時の避難場所や経路の徹底を図っていく必要があります。 
・高齢化が著しく進んでいるため、緊急時の対応が困難であり、本土側との連

絡体制の整備や、島外からの救急体制の整備が急務となっています。 
○八 島 ・八島ふれあいセンターが緊急避難場所に指定され、利用されています。 
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・高齢化が著しく進んでいるため、緊急時の対応が困難であり、本土側との連

絡体制の整備や、島外からの救急体制の整備が急務となっています。 
・多様な危機的状況に迅速に対応していくために、避難訓練等を実施し、災害

時の避難場所や経路の徹底を図っていく必要があります。 

   《振興の方向》 
○馬 島 ・災害発生時の連絡体制を確立するとともに、避難場所や避難路の整備に努め

ます。 
・土砂災害防止対策、波止場の護岸整備を推進します。 

○佐合島 ・荒天時や津波・高潮などの自然災害に対応するため、海岸保全施設などの整

備に計画的に取り組みます。 
・防災無線については、適切な管理運営に努めます。 
・緊急時の避難体制や避難施設の整備に努めます。 

○祝島・八島 ・高潮、台風による被害の防止に努めます。 
       ・防災計画の見直しに取り組みます。 
       ・防災行政無線の整備、防災行政無線子機の設置に努めます。 
       ・災害避難経路表示の取組を進めます。 
 

(11)  離島の振興に寄与する人材の確保育成 

《現状・課題》 

○馬 島 ・ＵＪＩターン者は皆無となっています。 
・住宅やコミュニティとの関係等、地域の受け入れ体制を早急に整備する必要

があります。 
○祝 島 ・島内への定住希望はありますが、島内の住宅が不足しています。 

・過疎高齢化が著しいため、島の活性化を支援する人材が望まれていますが、

住居の確保や就業が難しく、定住に結びついていません。 
・地域がまとまって、空き家情報の収集に努める等、移住者を受け入れる新た

な仕組みづくりが必要となっています。 
○八 島 ・過疎高齢化が著しく進んでいるため、集落の機能低下を補う人材の確保・育

成に努める必要があります。 

   《振興の方向》 
○馬 島 ・ＵＪＩターン者の誘致を積極的に図り、人材確保に努めます。 

・島づくりについて外部人材と地域が協働して取組を行います。 
・ホームページや関係機関を通じ、外部人材の誘致について全国に発信します。 

○祝島・八島 ・島を、全町的に支え合う体制づくりを確立するとともに、島外に出てい

る出身者や民間事業者などとの連携により、地域活動を維持するなど、

地域コミュニティの強化を図ります。 
 

(12)  その他 

《現状・課題》 

○祝 島 ・島内の施設全てにおいて、老朽化が著しくユニバーサルデザイン化が必要と

なっています。 
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・教育文化と福祉の拠点となる「祝島総合文化福祉センター(仮称)」の整備を

図っていく必要があります。 
・全ての施設整備等には多大な財源を要するため、全町的な事業計画の中で、

段階的に整備していく必要があります。 
○八 島 ・商店が島内１件で、生活物資の手配が難しい状況にあり、日常生活物資の提

供システムの構築が必要です。 

   《振興の方向》 
○祝 島 ・「祝島総合文化福祉センター(仮称)」の整備を進めます。 
○八 島 ・日常生活物資を提供するシステムづくりについて検討します。 
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５ 周南諸島地域の振興計画 

 

１ 周南諸島地域の概況 

周南諸島地域は、牛島、大津島及び野島の３島で構成され、それぞれ光市、周南市及び防府市

の３市に属しています。 

 

(1) 人口、面積 

本地域の人口は、平成２２年の国勢調査によると、牛島６６人、大津島３６１人、野島    

１４５人、地域内総人口は５７２人と、５年前から２１．１％減少しており、県内離島地域全

体の人口減少率（１４．４％）を上回っています。 

また、地域内高齢化率は、７０．１％で、県内全離島地域のうちで４番目に高い比率となっ

ています。 

当地域最大の面積規模の大津島（４．７３㎢）は、県内有人離島で４番目の大きさを有して

います。 

  本地域の面積、人口、高齢化率は下表のとおりです。 

【各島の概況】                       

島 名 行政区域 面積 人口 増減率（対H17） 高齢化率 

牛 島 光 市 1.96 ㎢ 66 人 △ 24.1 ％ 71.2％ 

大津島 周南市 4.73 ㎢ 361 人 △ 21.2 ％ 71.7％ 

野 島 防府市 0.73 ㎢ 145 人 △ 19.4 ％ 65.5％ 

計 ３市 7.42 ㎢ 572 人 △ 21.1 ％ 70.1％ 

   ※面積～全国都道府県市区町村別面積調、人口・高齢化率～国勢調査 

    

(2) 地形条件、気候 

牛島は室積港から南東へ８．４㎞、大津島は本土に最も近い北端と本土側戸田地区との間は

約１．５㎞、徳山港とは直線距離で約８㎞、野島は三田尻港の南東１４．８㎞の周防灘に位置

する、それぞれ内海本土近接型に分類される離島です。 
各島とも、平坦地が少なく、山地が大部分を占めています。 
集落は、牛島及び野島については比較的まとまって形成されていますが、大津島については、

７集落に分かれて形成されています。 
気温は温暖で、降水量は県平均と同程度です。 
 

(3) 周辺海域 

比較的静穏です。 
 

２ 振興の基本的方向 

  地域の実情に即した定住環境の向上に取り組み、地域特性を生かした産業の振興を図り、さら

には多様な主体が参画する地域間交流に努めることにより、安心して暮らすことができる島づく

り、自然や歴史などの豊かな地域資源を最大限活用した島づくりを進め、定住促進を実現してい
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くことを基本的な方針とします。 

【牛 島】 ○ 住民の安全安心の確保、生活環境の維持向上のため、簡易水道などのライフラ

インや離島航路の維持、保健・福祉・医療の確保、衛生環境づくり、高齢者の健

康づくりや生きがい対策などに取り組みます。 

○ 主要産業である漁業の経営安定化や、牛島固有の貴重な自然環境、伝統文化な

どを生かした交流活動の促進に努めます。 

【大津島】 ○ 安心して暮らし続けられる地域の実現に向けて身近な暮らしを維持・確保する

とともに、大津島が持つ価値や恵みを生かして交流や移住などの取組を、地域住

民や、出身者をはじめとした島外住民、民間事業者、行政など多様な主体の連携

により進め、「自然と歴史に包まれた“穏やかな暮らし”と“訪れたくなる魅力”

のある島」の実現を目指します。 

【野 島】 ○ 穏やかな気候と豊かな自然の中で、元気に安心して暮らすことのできる地域を

目指します。 

 

３ 取組の内容 

(1)  交通・通信の確保 

ア 離島航路 

   《現状・課題》 

離島航路については、牛島、大津島及び野島の３島とも、本土との間に１島１航路で個別

に開設され、いずれも国の補助航路として指定されています。 

○牛 島 ・牛島地域と本土を結ぶ唯一の交通機関である牛島航路は、住民の生活航路と

して、定期運航されていますが、老朽化が進んでいたことから、安定的かつ

安全な運航を図るため、平成１６年４月に新船「うしま丸」が就航しました。 
・島の人口減少等による乗船客の減少、運航費用等の増大により厳しい経営を

強いられています。 
・現在、船員３名体制で１日３便を運航していますが、今後、安全な運航のた

めには、適正かつ安定的な船員の確保が必要となっています。 
・平成２３年８月に室積港に浮桟橋を設置し、高齢化が進む利用者の安全な利

用環境の整備を図りましたが、現状、本土側船着場付近に、待合所、トイレ

がないため、改善が求められています。 
○大津島 ・第三セクターである大津島巡航株式会社が大津島～徳山港間に定期航路を運

航し、国庫補助航路の指定を受け、旅客運送だけでなく、生活物資の輸送や

ゴミ・し尿処理車両の運搬など、住民の重要な生活基盤の一つとなっていま

す。 
・平成１６年４月に「フェリー新大津島」、平成１９年４月に旅客船「鼓海 II」
が就航し、交通バリアフリー法に適合した船体となるとともに、運航時間の

短縮を図り、２隻により１日９便の運航を行っています。 
・昭和５０年頃をピークに利用者の減少が続いていることや、近年の燃料費の

高騰などに伴い、経営状況が悪化しており、今後も厳しい経営が予測されま

す。 
○野 島 ・住民の高齢化等に対応するためのバリアフリー化については、平成１６年度
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に三田尻港待合所がバリアフリー化されており、また平成２４年度に導入さ

れた新船についてもバリアフリー化がなされています。 
・離島航路の運営状況については、住民の高齢化に伴う航路利用者の減少傾向

により、厳しい経営状況が続いており、国・県・市からの補助金によって維

持されています。島内人口の減少傾向が続く中、島外からの航路利用者を確

保する必要があります。 
・航路事業者が保有する予備船が老朽化していることから、今後、予備船の確

保が必要です。 

【離島航路概要】 

航路区間 １日往復便数 
航路距離 

（最短） 
料金 

片道所要時間 

（最短） 
船舶総トン数・定員 

牛 島 ３便 8.4km 500円 20分 41t・61人 

大津島 ９便 13.6km 690円 18分 フェリー ；144t・200人

旅客船  ；59t・150人 

野 島 ４便 14.8km 750円 30分 83t・95人 

 

   《振興の方向》 

○牛 島 ・住民の生活航路として欠かせない牛島航路については、運航回数の維持や船

員の確保に努めるとともに、経営の安定化に向けて、経費の節減や各種交流

事業の開催等を通じた一般客の利用促進等を図ります。 
・高齢化が進む住民等利用者の利便性向上に向けて、浮桟橋の設置に続き、光

漁港広域漁港整備事業に併せて、航路利用客のための待合所の整備を推進し

ます。 
○大津島 ・離島航路は、住民にとって本土との間の唯一の公共交通機関であることから、

安全かつ安定した航路運営の維持に向け、国、県、市が協調して、航路事業

者に対する支援を行います。 
・島内交通の充実による、航路経営の効率化と利用者ニーズに応じた運航に努

めます。 
○野 島 ・島の実情に応じた適切なサービスレベルを維持するため、交流人口確保のた

めの地域の活性化策と連携した取組を行い航路の利用者を確保します。 
・野島と本土を結ぶ唯一の公共交通機関である野島～三田尻航路の安定運航の

ため、予備船の確保を図ります。 
 

  イ 島内交通 

   《現状・課題》 

○牛 島 ・島内の道路は、漁港区域内道路の他は、古くからある里道がコンクリート舗

装されているものの、段差や急勾配の通路もあり、高齢化が進む住民の負担

となっています。 
○大津島 ・本浦馬島線、本浦近江線、馬島柳浦線の市道３路線が島内の交通を支える幹

線道路として整備されています。また、市道を補完する形で、農道が１１路

線整備されており、路線数としては比較的高い整備状況となっています。 
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・幅員４m未満の狭小区間や急カーブ、未舗装の箇所があり、農道については

集落への生活道路となっているものもある中で、管理が十分にできず、危険

箇所も見られます。 
・各集落と診療所や船着場とを往来する患者等輸送車が運行されていますが、

バスやタクシーなどの公共交通機関はありません。 
○野 島 ・島内の市道については、整備が完了しています。また、集落及び公共施設が

まとまっていることから、自動車の使用は少ない状況です。 

   《振興の方向》 
○牛 島 ・島内の道路については、住民が安全安心に通行できるよう維持します。 
○大津島 ・計画的な市道の維持管理に努めます。 

・生活道となっている農道の管理のあり方について検討します。 
・住民の交通手段を充実し、利便性向上を図ります。 

○野 島 ・市道の適切な維持管理を行います。 
 

  ウ 情報・通信 

   《現状・課題》 

○牛 島 ・光ファイバーケーブルの敷設は困難な状況ですが、携帯電話は国内主要３社

のサービス提供地域となっています。 
○大津島 ・平成１８年に、本土からのケーブルテレビ通信網が島内全域に整備され、テ

レビ放送の多チャンネル化の他、インターネットの利用も可能になっていま

す。 
・島内一部地域では携帯電話の不感地域が存在します。 

○野 島 ・携帯電話利用環境が向上し、集落内での通信に支障はありません。また、島

内でワイヤレスブロードバンドサービスの提供が行われています。 
・公共施設（野島漁村センター）においてインターネットコーナーが設置され

ており住民に開放されています。 

   《振興の方向》 
○牛 島 ・既設通信網の安定的確保に努めます。 
○大津島 ・携帯電話の事業者に対し、不感地域の解消に向けて働きかけます。 
○野 島 ・公共施設でのインターネットサービスの提供については、住民のニーズを把

握し、それに見合ったものとなるよう努めます。 
・通信事業者へ、引き続き、通信環境向上に向けた働きかけを行います。 

 

(2)  産業の振興及び起業・就業の促進 

本地域の平成２２年の国勢調査による産業別就業者数は、次表のとおりです。 
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【産業分類別就業者数】 

島 名 
農 業 漁 業 第２次産業 第３次産業 分類

不能
計 

人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 

牛 島 0人 0％ 17人 65.4% 0人 0% 9人 34.6% 0人 26人 

大津島 5人 4.9% 18人 17.5% 6人 5.8% 57人 55.3% 17人 103人

野 島 0人 0% 37人 54.4% 0人 0% 27人 39.7% 4人 68人 

計 5人 2.5% 72人 36.5% 6人 3.0% 93人 47.2% 21人 197人

本地域は漁業が主要産業となっています。 

 

ア 農業 

   《現状・課題》 

○大津島 ・農業は、かつては水産業と並び、さつまいもやみかん生産など、島の主要な

産業でしたが、農家数、耕地面積ともに減少の一途をたどっており、現在は

ほとんどが自家消費などで収益につながっていない状況です。 
・耕作面積は３．１haありますが、平坦地の少ない島の地形のため、大部分の

農地は斜面にあります。 
・高齢化や人口減少による担い手不足に加え、イノシシによる農作物被害によ

り、農家の生産意欲が低下し、耕作放棄地が増加しています。 
・天ヶ浦地区、本浦地区では、地域全体でのイノシシ防護柵の設置により、被

害の減少が図られました。 
○牛島・野島 ・農産物は自家消費用として栽培されています。 

   《振興の方向》 
○大津島 ・農家の生産意欲を高めるため、イノシシ被害防止対策の推進や、島の特性を

生かした農産物の生産を推進します。 
  

イ 水産業 

   《現状・課題》  

小型底引網漁、一本釣りなどの漁業が中心となっています。 

    就業者の高齢化、後継者不足、漁獲量の減少、魚価の低迷など、漁業を取り巻く環境は厳

しい状況にあります。 

○牛 島 ・島の主要産業は漁業であり、住民の６５％が従事しています（平成２２年国

勢調査）が、漁業を取り巻く環境は、就労者の高齢化、後継者不足など厳し

さを増しています。 
・島の実情に対応した漁業基盤の整備や後継者の育成支援など、漁業経営の安

定化を図る必要があります。 
○大津島 ・漁業は、島の基幹産業であり、かつては大型船による遠洋漁業も行われてい

ましたが、現在では、ほとんどが小型船による沿岸漁業となっています。 
・水産資源状態の悪化などにより漁獲量が年々減少しているほか、漁業従事者

の高齢化、後継者不足など、漁業を取り巻く環境は厳しい状況が続いていま

す。 
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○野 島 ・小型底引網漁を中心とした漁業が行われ、ハモ、アジ、タイ、イカ、タコな

どが水揚げされています。 
・水産資源の保護育成のため種苗の放流などの栽培漁業や、漁場整備として平

成１９年度から平成２１年度にかけて野島沖に魚礁の設置が行われていま

す。 
・漁業就業者の高齢化、担い手不足、魚種の変移などによる漁獲量の減少や、

魚価の低迷などが原因で漁獲高が減少しています。 

   《振興の方向》 
○牛 島 ・島の主要産業である漁業経営の安定化を図るため、引き続き、漁港施設の整

備や光市栽培漁業センターを活用した栽培漁業の推進による水産資源の保護

育成を図るとともに、各関係機関と連携し、特産品の開発及びブランド化に

取り組みます。 
・漁業就業者の高齢化対策の一環として、新規就業者の確保等、後継者の育成

支援に努めます。 
○大津島 ・漁場の整備や漁場環境の維持、保全に努めるとともに、漁港改修などの計画

的な基盤整備を進め、安定的な漁業経営を促進します。 
・水産資源の回復のため、種苗放流などによる「つくり育てる漁業」を推進し

ます。 
○野 島 ・水産資源の保護育成や適切な水産基盤の整備に努めます。 

・関係機関との連携により、漁業後継者の確保・育成に努めます。 
 

ウ 起業・就業の促進 

《現状・課題》 

○牛 島 ・主要産業である漁業の担い手が減少しています。 
○大津島 ・かつては農水産業に加え、隣接する黒髪島とともに上質な花崗岩（御影石）

が採掘されることから、鉱工業も島の主要産業とされてきましたが、現在は

いずれも縮小しています。 
・生活物資を販売する商店や建設業、造船業、旅館業などの事業者があります

が、高齢化や人口減少に伴い、事業所数が減少しています。 
○野 島 ・野島の主産業が漁業であることから、漁業後継者の確保・育成に取り組んで

いますが、これまでのところ定着者はいません。 

   《振興の方向》 
○牛 島 ・漁業就業者の高齢化対策の一環として、新規就業者の確保等、後継者の育成

支援に努めます。 
○大津島 ・地理的優位性を生かして再生可能エネルギー分野などの新産業の誘致に努め

ます。 
・地域の課題をビジネスの視点で解決するコミュニティビジネスを推進します。 

○野 島 ・関係機関との連携により、引き続き漁業後継者の確保・育成に努めます。 
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(3)  生活環境の整備 

ア 住宅 

《現状・課題》 

 大津島は、市街化調整区域に指定されているため、法的にIターンなどの移住ができない

状況にありましたが、平成２３年度からの規制緩和により、空き家の活用や住宅を整備しや

すい環境を整えました。 

 また、インターネットを通じて、空き家情報の発信を行うとともに、住民が移住希望者に

地域の様子や空き家を紹介する「里の案内人」を設置し、地域における移住者受入体制づく

りを行いました。 

しかしながら、いずれの島も、空き家が有効に活用されていない状況です。 

   《振興の方向》 
○牛 島 ・空き家の活用等については、住民や所有者の意向を尊重する中で、調査研究

を行います。 
○大津島 ・空き家情報の発信を継続するとともに、空き家を活用した移住者の受入を図

ります。 
     ・「里の案内人」の設置など、地域ぐるみによる移住者の受入体制を維持しま

す。 
○野 島 ・住民の協力のもと、防府市定住促進住宅情報バンクを活用するなどして、空

き家を有効活用することにより、ＵＪＩターンの受け入れ体制づくりを行い

地域の活性化につなげます。 
 

イ 水道 

《現状・課題》 

○牛 島 ・平成１１年に牛島簡易水道施設を整備し、長年にわたる住民の願いであった

安定した水の供給を維持しています。また、料金体系の見直しを行い、平成

２４年５月から上水道料金と同額とすることで、負担の軽減を図りました。 
・施設の維持管理は、原水が塩分を多量に含むことから、設備の保守や維持管

理に多大な経費を要しています。 
○大津島 ・平成２４年度の本浦地区の上水道整備により、平成２５年度には島内全域で

本土からの海底送水による給水となります。 
・配水管の老朽化が進んでおり、耐震管に更新する必要があります。 

○野 島 ・海底送水により、上水道による給水が行われています。 

   《振興の方向》 
○牛 島 ・平成１１年に整備した牛島簡易水道施設の適切な維持管理に努め、良質で安

定した水道水の供給に努めます。 
○大津島 ・安定した水の供給のため、老朽化した配水管を計画的に更新するなど、関連

施設の維持管理に努めます。 
○野 島 ・施設の適切な維持管理を行い、引き続き安定した給水に努めます。 

・配水池を最新の耐震基準に対応したものへ更新します。 
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ウ ごみ処理 

《現状・課題》 

○牛 島 ・可燃系廃棄物は、島の東西に２基設置した焼却炉で焼却処理をしており、不

燃系廃棄物は年４回、本土へ運搬し処理を行っています。 
・可燃系廃棄物の焼却処理が住民の負担となってきており、将来的には、人口

減少や高齢化に対応した収集運搬体制を検討する必要があります。 
○大津島 ・フェリーを活用して、島内のごみ及び汲み取り汚水は本土へ運搬、処理をし

ています。  
○野 島 ・可燃ごみについては、小型焼却炉で島内処理し、不燃ごみについては本土処

理が行われています。 
 

   《振興の方向》 
○牛 島 ・廃棄物の処理については、現行の収集運搬体制を基本に、焼却炉等の更新や

設備の維持管理に努めます。 
・可燃系廃棄物については、高齢化等による住民負担の増大を考慮し、将来的

には、本土への運搬処理等、高齢化に対応した収集処理のあり方を検討しま

す。 
○大津島 ・ごみ及び汲み取り汚水の本土処理体制の維持に努めるとともに、再資源化に

よる排出抑制の促進を図ります。 
○野 島 ・引き続き、現行の処理体制を維持するとともに、分別収集の徹底などにより、

環境への負荷の少ないごみ処理に努めます。 
 

エ 汚水処理 

《現状・課題》 

○牛 島 ・し尿は、ミニバキューム車で汲み取りを行い２ヵ月に１回、本土へ運搬し処

理を行っています。 
○大津島 ・水環境の保全のため、合併処理浄化槽の設置を推進しています。 
○野 島 ・漁業集落排水施設が整備され、ほぼ全戸のトイレが水洗化されています。 

   《振興の方向》 
○牛 島 ・し尿の処理については、現行の収集運搬体制を基本に、設備の維持管理に努

めます。 
○大津島 ・合併処理浄化槽の設置を推進します。 
○野 島 ・施設の適切な維持管理を行い生活環境の維持を図ります。 

 

オ 消防 

《現状・課題》 

○牛 島 ・定年延長や女性団員の募集等により消防団員の確保を図るとともに、定期的

な合同訓練等により、消防体制の維持に努めていますが、高齢化の進行等に

より弱体化が懸念されています。 
・大規模災害時には、迅速に人員を現地に搬送する必要があることから、漁船

等の借り上げなど、関係団体との連携体制を構築する必要があります。 
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・消防防災ヘリコプターの臨時離着陸場として旧牛島小中学校のグラウンドを

指定していますが、集落から離れており、旧校舎の老朽化により離着陸に支

障をきたしていることから、適地の見直しが必要です。 
○大津島 ・島内の消防・防災組織として唯一、非常備消防である消防団がありますが、

人口減少と高齢化のため、団員の欠員補充が難しくなっています。 
・防災資機材の配備状況は、消防機庫７ヶ所、小型動力ポンプ付積載車３台、

小型動力ポンプ６台と、比較的高い充足率となっています。 
・過去に大火は発生していませんが、強風地帯のため、火災が生じると大火に

至る可能性があります。 
・台風や地震などの災害にも対応した総合的な防災体制の整備が求められてい

ます。 
○野 島 ・消防団が組織されており、小型動力ポンプ等の消防機器が配備されています。

また、女性消防隊が組織されています。 
・住民の高齢化により消火活動の中心となる消防団員の確保が難しくなってい

ます。 

   《振興の方向》 
○牛 島 ・住民の安全安心を確保するため、防災行政無線及びヘリコプターの臨時離着

陸場の整備を行います。また、災害発生時に備え、関係機関や地元消防団員

等との合同訓練を通じて危機管理意識の醸成を図るとともに、非常時の人員

搬送に関する連携体制を構築します。 
○大津島 ・男性だけでなく、女性消防団員の入団促進など、団員の確保や人材育成に努

め、消防団の活性化を図ります。 
・消防機器の軽量化・自動化を図ることで、消防防災活動を容易にするととも

に、老朽化した防災資機材の更新など、計画的に整備を進めます。 
・消防訓練の実施を通して、防災意識の高揚を図るなど、住民全体の総防災要

員化を促進します。 
○野 島 ・火災予防の啓発を行うとともに、高齢者や女性にも扱い易い、軽可搬ポンプ

等の消火資機材の整備充実を図ります。 
     

(4)  医療の確保 

《現状・課題》 

○牛 島 ・島内唯一の医療機関である牛島診療所は、牛島衛生組合が指定管理者として

管理運営し、週４日診療を行っていますが、医師及び看護師の確保による診

療体制の維持継続と、診療所の安定的な運営が課題となっています。 
・本土と同等の医療サービスを提供するため、救急搬送時等や、各種検診受診

者への支援を行っており、引き続き、住民の負担軽減対策を進めるとともに、

救急搬送する船舶の確保に努める必要があります。 
○大津島 ・平成３年に設立した大津島保健組合を運営主体として、医師常駐の診療所や

患者等輸送車が運営されています。 
・本土への急患搬送手段として、緊急搬送船を組合が個人に委託し運航してい

ます。 
・その他の搬送手段として、海上保安庁の巡視船や県ドクターヘリの要請も可
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能です。 
・疾病予防や介護予防のため、保健師による健康管理についての普及啓発活動

を実施しています。 
○野 島 ・島内に診療所が設置され毎週２回内科について巡回診療が行われていますが、

島内人口の減少に伴い受診者数が減少しています。 
・肺がん・結核検診の受検に係る航路運賃について、市が全額助成を行ってい

ます。 
・緊急時の患者搬送は、山口県漁業協同組合吉佐支店野島支所に委託し、本土

に輸送船で搬送しています。また、県ドクターヘリの運航開始にあわせて島

内にヘリポートが追加指定され、住民が参加しての訓練が実施されるなど、

救急搬送体制の整備が図られてきています。 
・毎週１回保健師による健康相談が行われています。 

   《振興の方向》 
○牛 島 ・高齢化が進む住民の医療を確保するため、光総合病院との連携のもと、医師

等の継続的な確保に努め、牛島診療所を拠点とした島の医療機能を維持しま

す。併せて、島の現状を踏まえつつ、牛島診療所の運営のあり方について検

討を行います。 
・集団検診の受診を支援するとともに、緊急時における船舶の確保等、救急搬

送体制の維持向上に努めます。 
○大津島 ・大津島保健組合への支援を行い、地域医療の確保や緊急搬送体制の維持に努

めます。 
・関係機関との連携により、各ライフステージにおける保健や医療などに関す

るニーズ把握に努めるとともに、健康診断・健康診査や健康教室等の充実に

努めます。 
・妊婦の健診や出産にかかる交通費などの支援について検討します。 

○野 島 ・診療所の適切な維持管理を行うとともに島内医療の維持に努めます。 
・検診や健康相談等により、生活習慣病や疾病等の予防、早期発見、治療に努

めます。また、妊婦の健診や出産にかかる交通費などの支援について検討し

ます。 
 

(5)  高齢者等の福祉の増進 

《現状・課題》 

○牛 島 ・高齢者の自立した生活を援助し、心身機能の維持向上を図るため、牛島憩い

の家デイサービスセンターにおいて、看護師による健康チェックや健康相談

等を実施するなど、介護予防に努めていますが、高齢化等に伴いサービス内

容や利用者の固定化が課題となっています。高齢化のさらなる進行に備え、

保健・福祉・介護保険サービス等の提供体制の再構築を図る必要があります。 
・本土と同等の福祉サービス等を提供するため、介護保険事業者や障害者への

支援を行っており、引き続き、住民の負担軽減対策を進める必要があります。 
○大津島 ・平成７年に整備した「大津島老人デイサービスセンター」を拠点に高齢者福

祉の増進に努めています。 
・高齢化率が７１.７％（H２２年国勢調査）で、市全体の高齢化率２６.６％に
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比較し著しく高い水準となっています。 
・高齢化の急速な進行とともに、一人暮らしや老人夫婦世帯が大幅に増加して

います。 
・介護保険法対象外のいわゆる「元気老人」が多く、生涯現役社会づくりの普

及推進が必要です。 
○野 島 ・ホームヘルプサービス等の利用については、本土よりサービス提供事業者が

派遣されています。また、デイサービス等の利用については、渡船により本

土のデイサービスセンター等が利用されています。 
・利用者の負担軽減のため、介護サービス等の利用に係る航路運賃について、

市が全額助成を行っています。 

   《振興の方向》 
○牛 島 ・高齢化が進行する中、住民が安心して生活できるよう、引き続き、看護師に

よる健康チェックや健康相談等を実施するとともに、緊急時における関係機

関への通報体制を確保します。併せて、牛島憩いの家デイサービスセンター

でのサービスの提供や体制のあり方などについて検討します。 
・居宅介護サービスや障害者サービスの利用に対して、引き続き支援していき

ます。 
○大津島 ・デイサービスセンターを拠点に、介護保険サービスや介護保険外の生きがい

デイサービス、適切な通所介護サービスを安定的に提供します。 
・地域との連携により高齢者の活躍や生きがいの場を創出するとともに、一人

暮らしの高齢者の見守り活動など、安心して暮らせる環境づくりを推進しま

す。 
○野 島 ・本土住民と同様なサービスが受けられるよう、引き続きサービス等を利用す

る際の渡船に係る助成等の対策を講じていきます。 
 

(6)  教育及び文化の振興 

《現状・課題》 

○牛 島 ・住民の生きがいづくりや生涯学習の機会の提供を図るため、牛島公民館を中

心に各種教室・講座等を実施していますが、高齢化に伴い参加者が減少して

おり、学習活動の活力の低下が懸念されます。 
・牛島の伝説や「牛島えびすまつり」などの伝統行事等、歴史・伝承を継承し

ていくことも課題となっています。 
○大津島 ・学校教育施設として、馬島地区に大津島幼稚園と小学校、中学校を設置して

います。 
・小規模校の特性を生かし、本土からの不登校やその傾向にある児童・生徒を

島の学校に受け入れる「大津島ふれ愛スクール事業」を展開するなど、児童・

生徒の個性や特性に応じた教育活動を展開しています。 
・島内２箇所の公民館は、生涯学習やまちづくり、伝統芸能の継承、健康活動、

イベントの準備などの拠点として住民に活用されています。 
・地域の保存会による伝統芸能の継承活動が行われ、子どもから高齢者まで一

体となった練習や披露がなされています。 
・全国で唯一現存する回天訓練基地跡を有しています。 
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・回天記念館からは平和学習やインターネットによる平和やいのちの尊さを発

信しています。 
○野 島 ・野島漁村センターにおいて、伝統文化や健康づくりなど様々な生涯学習メニ

ューが提供されています。 
・豊かな自然環境、心温まる教育風土に恵まれた野島小中学校への就学学校変

更を認めることにより、児童生徒の心身の一層の成長を支援しています。 
・島内に高校がないため、進学するためには、本土の高校へ通学する必要があ

ることから、渡船通学費の負担軽減のため、市が助成を行っています。 
・野島漁村センターを中心として、伝統文化の伝承活動が行われていますが、

少子高齢化が進む中、歴史文化伝承の担い手が不足してきています。 

   《振興の方向》 
○牛 島 ・公民館を中心に、自治会等の関係団体と連携し、魅力ある教室・講座等を実

施するとともに、住民との協働により、牛島の貴重な自然や伝統行事の継承

等を通じた生涯学習活動を推進します。また、旧牛島小中学校施設の利活用

について、住民の意向を踏まえ検討します。 
○大津島 ・島の学校の特性を生かし、児童・生徒の個性や特性に応じた教育活動を展開

します。 
・高校に通学する生徒の通学支援について検討します。 
・地域の伝統芸能保存会を支援し、文化の継承に努めます。 
・回天記念館や関連史跡を活用して、平和教育活動の担い手の育成を図ります。 

○野 島 ・生涯学習の拠点として、また、住民の交流の場として野島漁村センターの活

用を図っていきます。 
・住民の修学機会確保のため、引き続き渡船通学費の助成を行い高校生の修学

支援を行います。 
・伝統文化の伝承活動に取り組むと共に、島外との交流による伝承文化の担い

手の確保を図ります。 
 

(7)  観光の開発 

《現状・課題》 

○牛 島 ・牛島を訪れる観光客等は、年々減少しています。 
・高齢化等により、大規模なイベントの開催が困難となる中、島の実情に即し

た島外客との交流や各種イベントの開催等を検討し、活性化を図っていく必

要があります。 
○大津島 ・四季を通じて自然を満喫できる観光スポットや、回天関連史跡や石材に関す

る史跡など、歴史を感じることのできる観光資源が数多く点在しています。 
・老朽化が進む回天訓練基地跡の修繕や平成１９年度に馬島待合所のリニュー

アル整備をしました。 
・観光ボランティアガイドと一緒に島を周遊するウォーキングコースを整備し

ました。 
・来島者の大半が釣りや回天関連施設利用者で、島の豊かな自然環境や回天以

外の歴史的資源などの地域資源が十分に生かされていない状況にあります。 
○野 島 ・島内にレジャー施設として海水浴場やキャンプ施設がありますが、利用者が
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伸び悩んでいます。 
・定着したイベント「野島の浜市」があり一定の集客力を有しています。 
・特色ある伝統行事等の観光資源を活用しきれていません。また、住民の高齢

化の進行により、交流活動の担い手確保が難しくなってきています。 

   《振興の方向》 
○牛 島 ・牛島の貴重な自然環境を生かした、モクゲンジの見学ツアーなど、観光商品

の開発や観光客の誘致を図ります。また、市広報やホームページをはじめ、

各種イベントなどを通じて、島の魅力の発信に努めます。 
○大津島 ・インターネットを活用した情報発信を進めるとともに、回天訓練基地跡など、

大津島公園周辺の歴史的資源の保全など計画的な施設の維持管理に努めま

す。 
・豊かな島の自然や歴史的資源、人的資源を活用した滞在交流型観光を推進し

ます。 
・島内外の人材と連携し、公園の維持管理や誘客イベントの実施、新たな観光

スポットやメニューの開発を進めます。 
○野 島 ・島内レジャー施設について、適切な維持管理を行うとともに、施設やイベン

ト、活用しきれていなかった観光資源について情報発信を行い、本土からの

交流人口の増加を図ります。また、島外から交流活動を担う人材の確保を図

ります。 
  

(8) 他地域との交流の促進 

《現状・課題》 

○牛 島 ・高齢化等により、大規模なイベントの開催が困難となる中、島の実情に即し

た島外客との交流事業等を検討し、活性化を図っていく必要があります。 
○大津島 ・地域の自主的活動として、島内の歴史的資源である十人墓にまつわる福岡県

能古島との交流や、市内山間部の須金地域との交流活動が続けられています。 
・大津島ポテトマラソンには市内外から約７００名の参加があり、島の魅力を

感じてもらう貴重な機会にもなっています。 
・インターネットや各種移住フェアを通じて、移住希望者への情報発信を行っ

ています。 
○野 島 ・島外との交流を図るため、山口県漁業協同組合吉佐支店野島支所青年部や住

民等が主体となって「野島の浜市」が行われ、定着したイベントとして一定

の集客力を有しています。 
・地域の運動会や文化祭に島外から参加者を招き交流活動が行われています。 
・住民の高齢化の進行により、交流活動の担い手確保が難しくなってきていま

す。 

   《振興の方向》 
○牛 島 ・牛島の貴重な自然環境や伝統文化を活かした交流活動の促進に努めます。ま

た、市広報やホームページをはじめ、各種イベントなどを通じて、島の魅力

の発信に努めます。 
○大津島 ・島内外の人材との連携により、大津島ポテトマラソンなどのイベントの開催、

島の資源を生かした宿泊訓練や研修の受入れ、滞在交流型の交流事業などを
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地域との連携により展開することで、来島者に島の魅力を伝えていきます。 
・インターネットなどを活用し、交流や移住に関する情報を幅広く提供します。 

○野 島 ・交流人口の拡大につながるよう、情報発信等を行います。 
・交流活動を継続的に実施するため、島外から交流活動を担う人材の確保を図

ります。 
・島外から活動の担い手を確保するため、住民の協力のもと、防府市定住促進

住宅情報バンクを活用するなどして、ＵＪＩターンの受入体制づくりに取り

組みます。 
 

(9) 自然環境の保全・再生 

《現状・課題》 

○牛 島 ・カラスバト・モクゲンジ・ヒトツバハギ等の本土には見られない希少な動植

物が生息し、貴重な自然環境が形成されていることから、今後も、保護・保

存活動を推進する必要があります。 
○大津島 ・豊かな自然を有し、島の一部が瀬戸内海国立公園に指定されています。 

・刈尾地区は県の自然海浜保全区域に指定されています。 
○野 島 ・海開き前には、住民と島外からのボランティアによる海岸漂着物の回収が行

われるなど、環境保全への取組が行われています。 
・レジャー客の持ち込みゴミが問題となっています。 

   《振興の方向》 
○牛 島 ・モクゲンジ群生地やカラスバト、ヒトツバハギ等の牛島固有の希少な動植物

の保護や育成の推進に努めます。 
○大津島 ・合併処理浄化槽設置の推進や廃棄物の排出抑制に向けた啓発、海岸漂着物の

清掃活動支援などを通じて、島の豊かな自然環境の保全に努めます。 
○野 島 ・環境保全の取組を継続するとともに、レジャー客へのゴミの持ち帰りの呼び

かけを行い、来島者の環境保全意識の向上を図ります。 
 

(10) 再生可能エネルギーの利用推進 

《現状・課題》 

各島とも、島内で使用されているエネルギーは、海底送電や燃料などの船舶運搬により、

すべて本土から供給されています。 

   《振興の方向》 
災害時に自立できる体制の確立も必要であることから、島の特性に応じた再生可能エネル

ギーの利用を含め、自主電源の確保について検討します。 
  

(11) 国土保全施設等の整備その他の防災対策 

《現状・課題》 

○牛 島 ・台風や冬季波浪等のたびに、越波や飛砂による被害を受けており、住民の生

命・財産を守り、安全安心の確保を実現するためにも、高潮対策事業など海

岸の保全を図る必要があります。 
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     ・高齢者が多いため、防災情報の伝達手段が携帯メールではなく、有線放送や

電話等に頼らざるを得ない状況にあります。 
○大津島 ・住宅地や公共施設などが集中する島の平坦地は、海岸線と丘陵地に挟まれて

います。土砂災害や高潮被害などへの備えが必要であり、県の事業により砂

防堰堤や防波堤の増設が計画的に進められています。 
・島の西側に周防灘断層群があり、これによる地震を想定した地震ハザードマ

ップを作成しました。 
・高潮ハザードマップについても作成済みです。 
・耕作放棄地や森林区域では、土壌保持能力の低い竹の繁茂が大きな問題とな

っています。 
○野 島 ・漁港施設の改修や防災行政無線の整備、ハザードマップの公表等ハード及び

ソフトの両面から対策に取り組んできましたが、集落、公的施設が海岸の背

後に集中しており、津波、高潮などによる災害を受けやすい位置にあります。

また、急傾斜地が多く、土砂災害が発生する危険性もあります。 
・離島という地理的条件から災害時の情報伝達手段及び電源の途絶に伴う孤立

化の恐れがあります。 
・住民の防災意識は高く、自主防災組織が結成されています。 

   《振興の方向》 
○牛 島 ・集落や公共施設の安全を確保し、牛島地域の海岸の保全を図るため、高潮対

策事業等により、住民が安全安心に生活できるよう海岸の保全を図り、生活

環境の整備に努めます。 
     ・災害時の通信体制の確立を目指します。 
○大津島 ・防波堤や災害時拠点漁港整備などの計画的実施を検討します。 

・島の特性を考慮した防災情報伝達の整備に努めるとともに、土砂災害や津波

などの災害に関する意識啓発に努め、地域防災力を強化します。 
・集団的伐採などによる、竹林の繁茂対策を推進し、森林の多面的機能の保全

を図ります。 
・消防団の団員確保や人材育成、機材の軽量化などにより、防災機能の維持確

保に努めます。 
○野 島 ・引き続き、県などと連携しながら、ハード及びソフト両面からの防災対策を

計画的に進めます。 
・災害時の情報伝達手段途絶に伴う孤立化対策について、現状設備を含めた有

効な通信手段の確保を図るとともに、災害時に自立できる体制の確立も必要

であることから、再生可能エネルギーの利用を含め、自主電源の確保につい

ても検討していきます。 
・自主防災組織等を通じて住民の防災意識の向上及び地域防災力の強化を図り

ます。 
 

(12) 離島の振興に寄与する人材の確保育成 

《現状・課題》 

住民を主体として交流活動など離島振興に向けた取組が行われてきましたが、住民の高齢

化により、離島振興の担い手確保が難しくなっています。 
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また、人口減少や高齢化の進行により、自治会や消防団など、暮らしの安心・安全を確保

する自治機能の衰退が懸念されます。 
こうした中、大津島では、地域の活動や課題解決を支援する外部人材として、地域おこし

協力隊員など３名を配置しています。 

   《振興の方向》 
島内外から離島の振興に寄与する多様な人材の確保に努めます。 
○大津島 ・地域との連携により、ＵＪＩターンの受入れを進め、地域の担い手の確保を

図ります。 
・出身者をはじめとした島外の人材や民間事業者などとの連携により、地域活

動を維持するなど、地域コミュニティの再生・強化を図り、持続可能な地域

づくりを推進します。 
○野 島 ・人材育成や島外からの人材確保に取り組みながら離島振興を図ります。 

・島外から担い手を確保するため、住民の協力のもと、防府市定住促進住宅情

報バンクを活用するなどして、ＵＪＩターンの受入体制づくりに取り組みま

す。 
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６ 響灘諸島地域の振興計画 

 

１ 響灘諸島地域の概況 

 響灘諸島地域は、蓋井島、六連島の２島で構成され、各島とも下関市に属しています。 

 

(1) 人口、面積 

本地域の人口は、平成１２年の国勢調査によると、蓋井島１２３人、六連島１５９人、平成

１７年では蓋井島８７人、六連島１１２人、平成２２年では蓋井島８３人、六連島１０４人と

なっており減少傾向にあります。 

また、平成２２年の国勢調査によると、年齢分布は年少人口（０歳～１４歳）が蓋井島   

４．８％、六連島４．８％、生産年齢人口（１５歳～６４歳）が蓋井島６０．３％、六連島     

５８．７％、老年人口（６５歳以上）が蓋井島３４．９％、六連島３６．５％となっており少

子高齢化が進んでいます。 

  本地域の人口、高齢化率は下表のとおりです。 

【各島の概況】                       

島 名 行政区域 面積 人口 増減率（対H17） 高齢化率 

蓋井島 下関市 2.35 ㎢ 83 人 △ 4.6 ％ 34.9％ 

六連島 下関市 0.69 ㎢ 104 人 △ 7.1 ％ 36.5％ 

計 １市 3.04 ㎢ 187 人 △ 6.0 ％ 35.8％ 

   ※面積～全国都道府県市区町村別面積調、人口・高齢化率～国勢調査 

    

(2) 地形条件、気候 

位置は、蓋井島は下関市の西約６㎞、六連島は同じく西約４kmの響灘に位置しています。 
   地勢は、 蓋井島は海岸線がけわしい岩石海岸で、東南部の湾頭にある砂浜から山の斜面とな

っています。六連島は矩形に近い塊状の溶岩台地をなしています。 
気候は、日本海側気候に近いが、比較的温暖で降水量は少量です。 

 
(3) 周辺海域 

比較的静穏ですが、冬季は強い季節風が吹きます。 
 

２ 振興の基本的方向 

  本土との地域間格差の拡大を抑制し、島内人口の減少傾向に歯止めをかけ地域間交流の促進、

定住の促進を実現するために、個性豊かで活力に満ちあふれた魅力ある島づくりを目指すことを

基本的な方針とします。 

○ 本地域の蓋井島及び六連島は内海本土近接型に属するため、母都市下関市との生活圏の一

層の一体化を進めます。 

○ 豊かな自然を生かした快適な生活環境を創造し、農水産業をはじめとした地域の特性を十

分に発揮できる産業の振興を図ることによって、定住を促進し交流人口の増加に努めます。 

○ 各産業を担う人材の育成や他地域との交流の促進、定住の促進などソフト面の施策を拡充す
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ることによって、経済・文化の自立的発展を促進します。 
 

３ 取組の内容 

(1)  交通・通信の確保 

ア 離島航路 

   《現状》 

    航路は、国の補助航路として指定されています。 
六連島航路は平成２４年３月に老朽化した旧竹崎待合所の隣接地に多目的トイレや点字ブ

ロック等を備えたバリアフリー対応の竹崎待合所を新設しました。 
両島とも離島住民の移動の確保のために必要不可欠な交通手段である離島航路事業用船舶

を安定的に確保し、現行のサービス基準と船舶の有人離島への運航率を維持しています。 

【離島航路概要】 

航路区間 １日往復 

便数 

航路 

距離 
片道料金

片道所要 

時間 

船舶総トン数・

定員 

蓋井島～吉見 
２便 

(4/1～10/31：3便）
14.0km 620円 35分 49トン・80人 

六連島～竹崎 
４便 

(7/25～8/16：5便）
8.0km 360円 20分 48トン・100人 

   《課題》 

    ・島の人口減少傾向が続いているとともに、観光資源の活用や道路網の整備が十分ではな

いため、増便による利用者拡大の効果が現れていません。 
・島外との交流拡大や来島者の利便性向上のため、本土側の渡船乗場周辺に駐車場用地を

確保する必要がありますが、新たな用地確保は非常に困難な状況です。 
・人の往来及び生活に必要な物資等の輸送に関する費用が他の地域に比較して多額です。 
・両航路に就航している船舶は老朽化しており、一方でバリアフリー化の要望もあること

から代替船の建造等の検討が必要となっています。 
・六連島航路の竹崎側以外の待合室及び両航路の全船着場が老朽化しています。 

   《振興の方向》 
        利用者数の減少傾向を防止し、隔絶性の解消を図り本土との一層の一体化を進めます。 

（施策の内容） 

・航路の整備については、住民ニーズを踏まえた船舶の代替船の建造と安定経営に努め

ながら、便数の増加や運航時間の見直し等を行い、本土側も含めた待合室や船着場の

改築及び駐車場用地の確保等による利便性の向上を図ります。 

・人の往来及び生活に必要な物資等の輸送に関する費用が他の地域に比較して多額で 

あるため、国や県の補助事業を有効活用し、運賃及び輸送費の低廉化を図ります。 
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イ 島内交通 

   《現状・課題》 

六連島においては、特に幹線道路から各農地への枝線の整備が遅れているとともに、農機

具等の大型化に伴い道路拡幅等の改良が求められていますが、地形的な制約や用地の確保の

課題が残っています。また、道路側溝が未整備であるため、雨水等が大量に農地へ流れ込み

悪影響を及ぼしています。 

   《振興の方向》 
島内道路を整備し島内交通を円滑化することにより、一層の生活環境の改善、産業の振興

を図ります。 
（施策の内容） 
・道路整備については、用地の確保に努めながら、引き続き市道や農道の整備改良を図

り島内交通を確保します。 
 

  ウ 情報・通信 

   《現状・課題》 

    ・インターネット環境は、各島とも無線系ブロードバンド回線です。 
・超高速ブロードバンドサービス（１００Ｍｂｐｓ程度）を利用できる環境にはありませ

ん。 

   《振興の方向》 
本土と同様に高度情報通信基盤が整備されていくよう、スマートフォンなど端末の高機能

化の進展にあわせ、より一層、高速化されるモバイル通信（超高速ブロードバンドサービス）

のエリア拡大を目指します。 
 

(2)  産業の振興及び起業・就業の促進 

本地域の平成２２年の国勢調査による産業別就業者数は、次表のとおりです。 

【産業分類別就業者数】 

島 名 
農 業 漁 業 第２次産業 第３次産業 分類

不能
計 

人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 

蓋井島 0人 0% 35人 60.3% 0人 0% 19人 32.8% 4人 58人 

六連島 46人 61.3% 7人 9.3% 2人 2.7% 16人 21.3% 4人 75人 

計 46人 34.6% 42人 31.6% 2人 1.5% 35人 26.3% 8人 133人

この地域は第１次産業への依存が高く、蓋井島は水産業に特化し、六連島は農業が主であり

水産業は農業との兼業となっています。 

(1) 農業は、六連島では花きが主力で、菊、カーネーションやガーベラ等が栽培されており、

大型鉄骨ハウスの整備や共同花き等運搬船の導入が行われています。 

(2) 水産業は、蓋井島、六連島とも周辺の恵まれた資源により、磯見、定置網、一本釣り等

が行われ、あわび、さざえ、いか、ぶり等の魚介類が水揚げされています。 

(3) 六連島では、本土通勤者が多い状況です。 
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《振興の方向》 

人口の減少、高齢化の進行により労働力の確保が困難な状況にあるため、地域の特性を十分

に発揮できる産業の振興、起業・就業の促進を図り、また、各産業を担う人材の育成や島外

との交流の拡大を図ることにより、交流人口の増加、定住の促進に努めます。 

 

ア 農業 

   《現状》 

六連島においては、高品質花きの周年安定生産を図るため大型鉄骨ハウスを整備するとと

もに、出荷コストの低減を図るため、共同花き等運搬船の導入が行われましたが、当該運搬

船が老朽化しています。 

《課題》 

農地が不整形であり、農道及び進入路が確保されていません。また、農業用水を湧き水に

依存しているため、慢性的な水不足が生じる等、効率的な営農への障害となっています。さ

らに、点在している耕作放棄地の有効利用を図る必要があります。 

《振興の方向》 

花きを基幹作物とし、農道整備、農業用排水路等の基盤整備により経営の安定化や効率化

を図り、高品質高付加価値型の産地育成に努めます。 

    （施策の内容） 

・共同利用できる集出荷施設、鉄骨ハウス等を整備し、花きの生産拡大に努めます。 

・効率的で安定的な農業が行える育苗・栽培等の技術体系を構築します。 

・貯水施設等の整備を行い、農業用水の安定供給に努めます。 

・花き等運搬船の老朽化に伴う改修を行い、花き等の共同出荷に努めます。  

 

イ 水産業 

   《現状》 

六連島においては、若年漁業者がヒジキの養殖に積極的に取り組んでいます。 
蓋井島においては、近年、Ｕターン者が増え、そのほとんどが、漁業に従事しています。

また、地元組織が島で獲れた水産物を詰め合わせた磯美人パックを宅配販売しています。 
《課題》 

    ・適切な漁港施設の維持管理が必要です。 

・安定的な水産資源の確保が必要です。 

・密漁を未然に防ぐため取締りの強化が必要です。 

・藻場の保護、造成が必要です。 

・安定的な漁獲の確保が必要です。 

《振興の方向》 

本地域の基幹産業として、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ります。 

（施策の内容） 

・係留施設等、漁港施設の整備、充実を図ります。 

    ・水産資源の維持、培養、幼稚魚の保護育成、藻場の保護、造成など漁場の拡充や栽培漁

業の推進を図ります。 
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    ・付加価値を高めるための活魚出荷や水産加工等への取組を強化します。 

    ・密漁を防ぐため、監視船による取締り強化を図ります。 

 

ウ 起業・就業の促進 

《現状・課題》 
六連島ではＵターン者が増え、そのほとんどが漁業に従事しています。 

   《振興の方向》 
・後継者、新規参入者の人材育成、確保に努め、産地としての確立を図ります。 
・遊休地の利活用を図り、新たな産業の育成に努めます。 
・インターネット等を活用した産地情報の発信、特産品の通信販売等により販路拡大を促

進します。 
 

(3)  生活環境の整備 

ア 水道 

《現状・課題》 
蓋井島、六連島ともに海底送水により整備されています。 

《振興の方向》 

海底送水管の適切な維持管理を行い、安定した給水の確保に努めます。 
 

イ ごみ処理 

《現状・課題》 
蓋井島・六連島ともに、燃やせるごみ及び資源ごみについては定期船で搬送し本土処理し

ています。 
燃やせないごみ等については、随時搬送し本土処理しています。 

《振興の方向》 

環境にやさしい地域づくりを進め、ごみの減量化・リサイクルなど環境に配慮した取組を

推進します。 

 

ウ 汚水処理 

《現状》 
蓋井島は集落排水施設が整備され、六連島は浄化槽による水洗化が図られています。 

《課題》 

六連島の多くは、みなし浄化槽であり、合併処理浄化槽の設置が進んでいません。 

生活排水を処理せずに排出しているため、周辺海域の汚染等が懸念されます。 

《振興の方向》 
六連島については、合併処理浄化槽の設置を推進し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上

を図ります。 
蓋井島については、集落排水施設の安定的な維持管理に努めます。 
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エ 消防 

《現状》 
・消防防災組織としては消防団が設置され、消防機材が整備されています。 
・小型動力ポンプの計画的な更新整備により、消防機材の整備充実を図っています。 
・消防団員と島民との定期的な合同消防演習の実施により、火災等災害発生時における初

動体制の確立に努めています。 
《課題》 

・さらなる近代的な機材（小型動力ポンプ積載車）の配備や施設整備のためには道路整備、

用地確保が必要です。 
・人口減少や高齢化に伴い消防団員の確保が難しくなっています。 

《振興の方向》 
・今後とも全市的な整備計画に基づき、消防施設及び機材の更新・整備充実に努めます。

また、島内道路の整備を図ります。 
・消防団員等の訓練強化等により初動制圧体制の確立に努め、さらに自主防災組織の育成

を図ります。 
 

(4)  医療の確保 

《現状》 

・蓋井島、六連島ともに診療所はありませんが、蓋井島においては住民の保健・福祉の増進

のために下関市蓋井島保健福祉館が設置されており､保健所が実施する健康相談、市立市民

病院が実施する巡回診察、また平成２２年度からマッサージ師による施術の際に利用され

ています。 
・へき地保健医療計画に基づき、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

巡回診察を平成１４年度から開始し、内科医、外科医、整形外科医、歯科医を派遣し、へ

き地医療を支えています。 
・救急体制としては、緊急時のヘリポートとして利用できる場所が確保されており、緊急時

の本土搬送は県ドクターヘリや県消防防災ヘリコプターでの搬送を優先し、日没時や荒天

時には、船舶で対応しています。 
・妊産婦や乳幼児に対し、家庭訪問や育児相談等を行い、住民の出産育児支援に努めていま

す。 

《課題》 

・本土近接型の島であることや診療日が限定されていることから、本土医療機関の利用率が 

高く、巡回診察を利用する島民が少ない状況にあります。 

《振興の方向》 
無医地区である本地域において、健康管理対策の充実、緊急時の医療体制の確保を図り、本

土との生活圏の一層の一体化を進め、生活基盤の充実を図ります。 
（施策の内容） 
・へき地医療拠点病院（市立市民病院）、医師会等との連携を図ることにより、へき地医

療水準の向上に努め、各種健診や健康相談の定期的な実施と訪問指導等の保健活動を充

実強化し、高齢者をはじめ住民の健康づくりを進めます。 
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・医療施設の充実や医師の確保、県消防防災ヘリコプター及び県ドクターヘリの活用によ

る緊急体制の確保など、医療体制の確立を図ります。 
・蓋井島、六連島ともに産婦人科の医療機関がなく、妊婦の健康診査の受診及び出産のた 
めの通院に対する支援に努めます。 

 

(5)  高齢者等の福祉の増進 

《現状・課題》 

・島民の高齢化の進展により、介護ニーズが高まるおそれがありますが、同時に住民の減少

及び高齢化によって、地域における介護力の低下が懸念されます。 

・現在も島内に介護ニーズはあるものの需要が小さく、島内での介護サービスの提供体制の

整備・充実は現実的に困難な状況です。 

・住民が本土の介護サービス（通所系）を利用する際の渡船運賃の半額を助成し、利用促進

を図っていますが、一方で定期航路の運航頻度が低く、本土の介護サービスが利用しにく

い状況にあります。 

《振興の方向》 
   高齢化の進行に伴う福祉対策等ニーズの多様化に応えることにより、快適な生活環境を整え

ます。 

   （施策の内容） 

・定期航路の改善を図り、本土からの保健福祉サービスの提供体制等の拡充を図ります。 

・高齢者の健康維持増進を図るため、健康相談、健康教育、家庭訪問等を一層推進します。 

・住み慣れた地域で自分らしく充実した生活を営めるよう、高齢者が地域社会の一員とし

てその知識と経験を生かし、積極的に社会活動に参加する意識づくりと環境づくりを推

進します。 

・住民が本土の介護サービス（通所系）を利用する際の渡船運賃の半額助成を継続し、引

き続き利用促進を図ります。 

・本土からの介護サービス（訪問系）が提供されやすいように環境づくりを進めるととも

に、介護サービス利用に係る住民負担の軽減により、本土との格差是正を図ります。 

 

(6)  教育及び文化の振興 

ア 教育 

《現状》 

・蓋井島には小学校が設置されており、中学生は本土の寄宿舎から通学しています。六連島

では小中学校生とも本土へ通学しています。 
・高校生については、島内には高校が設置されておらず、島を離れて高校進学をせざるを得

なくなるため、通学費や自宅を離れての居住費の負担が重くなっています。 
・社会教育については、漁村センターがその役割を担っています。 
・地域の伝統行事は継承され、地域の連帯感の醸成にも寄与しています。 

《課題》 

・教育の機会均等の観点からも、すべての高校生が安心して勉学に打ち込める社会をつくる

ことが重要であり、教育費負担が重くなる通学費、居住費等の経費を支援する必要があり

ます。 
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《振興の方向》 

人口のさらなる減少をくい止めるため、教育環境の向上を図ります。 

（施策の内容） 

・通学費、居住費等の教育費負担が大きい離島高校生に対して、経済面における修学支援

に努めることにより、離島住民に対する経済的負担の緩和を図ります。 

 

イ 文化 

《現状》 

・島内にある各種文化財については、説明板を整備し、保護意識の高揚や周知ＰＲに努め

ています。また、伝統的な神事については、その継承や後継者育成等を目的として映像

記録の作成を手がけています。 

※指定文化財：六連島灯台、雲母玄武岩、山ノ神神事、山ノ神の森、ヒゼンマユミ 

・平成１６年度の台風により絶滅が危惧された国の天然記念物である「カラスバト」につ

いては、平成１７年１月よりその個体数の把握及び緊急給餌、樹木の成育状況の推移調

査を行ない、現在は徐々に回復の兆しが見えています。 

《課題》 

・周辺整備も含んだ文化財の保護は、所有者等との調整が必要であり、また新たな開発を

行うことは文化財や自然破壊につながる恐れがあります。 

・蓋井島の「山ノ神」神事については、社会構造の変化により担い手、後継者不足が深刻

な課題であり、将来的に保存、伝承に不安が生じています。 

《振興の方向》 

恵まれた文化的・歴史的な地域資源の保存活用、周知ＰＲを図ります。 

（施策の内容） 

・文化的遺産を島外にＰＲするとともに、蓋井島においては国指定文化財「蓋井島｢山ノ

神」の森｣や県指定文化財｢ヒゼンマユミ群落｣、六連島においては国指定文化財「六連

島の雲母玄武岩」や市指定文化財「六連島灯台」などの文化財の保存及び活用を図り

ます。 

・未指定文化財も数多くあるため調査に努め、文化財に対する住民等の保護意識を醸成

するため、適切な文化財の保護、公開手法についての検討を行います。 

・無形民俗文化財については、担い手や内容等に変化が生じることもあるため、その変

容について調査して記録保存するとともに、後継者育成を行う保存団体に対する支援

を拡充する等、積極的な対策を講じます。 

 

(7)  観光の開発 

《現状》 

・蓋井島、六連島ともに遊魚目的の日帰り客が主体です。 

・六連島では地元組織のフラワーレインボーの会が島内案内及びフラワーアレンジメント

体験のガイドを実施しています。 

・蓋井島ではエミューを飼育しており、牧場見学、エミューオイルの販売を実施していま

す。 

・六連島には宿泊施設がなく、蓋井島も小規模の民宿のみであり、経営者の高齢化が進ん

でいます。 
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・パンフレットの作成、インターネットによる島の情報発信を行い、周知ＰＲに努めてい

ますが、観光客を呼び込むまでには至っていません。 

《課題》 

貴重な地域資源が存在するにも関わらず、十分な情報発信や観光交流資源としての活用が

なされていません。 

《振興の方向》 

・旧来の史跡旧跡巡り型観光から、滞在交流型観光等へのニーズの変化に応えられるよう、

島への交通アクセス及び島内滞在の受入体制の改善に努めます。 

・蓋井島においては民宿を利用した滞在型、六連島においては日帰り体験学習型といった

島の特性に応じた多様な観光施策を図るとともに、当該施策を充実させるため地域の組

織づくりやリーダーの育成に努めます。 

  

(8) 他地域との交流の促進 

《現状・課題》 

移住を検討している人が、島の生活を仮体験できるような、短期宿泊がしやすい体制を整

える必要があります。 

《振興の方向》 

島を活性化し、うるおいのある豊かな生活を維持していくために、島外との交流を促進し

交流人口の増加に努めます。 

    （主な施策） 

・若者の定住やＵＪＩターンを促進し、里親制度や空き家活用をはじめとした総合的な

都市住民の受入体制づくりに努めます。 

・農業、漁業体験ツアー等を展開し都市住民との交流拡大を図ります。 

・産業、観光等の分野とも連携して、インターネット等を活用した島外への情報発信、 

情報交換を促進します。 

 

(9) 自然環境の保全・再生 

《現状・課題》 

海岸清掃については、地元自治会等が主体となり取り組んでいます。 

《振興の方向》 

適切な役割分担による海岸清掃の実施と支援を行います。 

 

(10) 再生可能エネルギーの利用推進 

《現状・課題》 

 電力は本土から送電線によって供給されています。 

《振興の方向》 

 地域特性に応じた再生可能エネルギーの導入について検討を行います。 
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(11) 国土保全施設等の整備その他の防災対策 

《現状・課題》 

・本地域は、玄武岩、安山岩等が分布しており、比較的地質の状態は良好です。 

・離島という地理的特性から、災害等発生時に孤立化する恐れがあります。また防災上必

要な教育、定期的な訓練が必要です。 

《振興の方向》 

・集落や公共施設の安全確保を図るため、砂防事業等を推進し、離島住民の生活の安全を

確保することにより、快適な生活環境の整備に努めます。 

・災害時の孤立化対策として、衛星携帯電話の配備をし、緊急情報の伝達手段として防災

行政無線（屋外拡声子局）の整備を図ります。 

・島内に存する指定避難所の耐震化を推進するとともに定期的な防災訓練、避難訓練を通

じて住民の防災意識の高揚を図ります。 

 

(12) 離島の振興に寄与する人材の確保育成 

《現状・課題》 

島内外を問わず、離島の振興に寄与する人材の確保・育成に努める必要があります。 

《振興の方向》 

離島外の人材の誘致並びに大学等によるグループでの支援を活用するなど、多様な人材確

保に努めます。 
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７ 萩諸島地域の振興計画 

 

１ 萩諸島地域の概況 

 萩諸島地域は、見島、大島、櫃島及び相島の４島で構成され、各島とも萩市に属しています。 

 

(1) 人口、面積 

本地域の人口は、平成２２年の国勢調査によると、見島９６３人、大島８２３人、櫃島２人、

相島１７７人、地域内総人口は１,９６５人と、５年前から１１．４％減少しているものの、県

内離島地域のうちで 大の人口を有する地域です。 

また、高齢化率については、３８．５％で、瀬戸内海側の離島地域と比べ、低い率となって

います。 

当地域 大の面積規模の見島（７．７３㎢）は、県内有人離島で２番目の大きさを有してい

ます。 

  本地域の面積、人口、高齢化率は下表のとおりです。 

【各島の概況】                       

島 名 行政区域 面積 人口 増減率（対H17） 高齢化率 

見 島 萩 市 7.73 ㎢ 963 人 △ 12.1 ％ 41.5％ 

大 島 萩 市 3.00 ㎢ 823 人 △ 8.0 ％ 33.4％ 

櫃 島 萩 市 0.83 ㎢ 2 人 △ 0.0 ％ 0.0％ 

相 島 萩 市 2.48 ㎢ 177 人 △ 21.7 ％ 46.3％ 

計 １市 14.04 ㎢ 1,965 人 △ 11.4 ％ 38.5.％ 

   ※面積～全国都道府県市区町村別面積調、人口・高齢化率～国勢調査 

    

(2) 地形条件、気候 

見島は萩市の北西４４．３㎞、山口県 北端の島であり、気候は対馬海流の影響を受け温暖

です。全島が丘陵性の地形で、海岸沿いの入り江に「本村」、「宇津」の２つの集落が形成さ

れ、島の大部分は、北長門海岸国定公園に指定されています。 
大島は萩市の北約８㎞に位置し、島全体が台地状で、島の南岸沿いの集落のある部分を除き、

島の周囲は断崖となっています。島の大部分は、北長門海岸国定公園の指定を受けています。 
櫃島は萩市の北方１０．５㎞、相島は萩市の北方１４．５㎞に位置し、島全体が台地状とな

っており、集落は台地上にまとまって形成されています。 
気候は、日本海にありながら、対馬暖流の影響を受け、比較的温暖で、降水量は年間を通じ

て多くありません。 

 
(3) 周辺海域 

冬季は強い季節風が吹き、荒れやすく、定期船が欠航になることも珍しくありません。 
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２ 振興の基本的方向 

  地域の実情に即した定住環境を向上させるとともに、地域特性を生かした産業の振興を図り、

さらには多様な主体が参画する地域間交流に努めることにより、個性と魅力ある島づくりをめざ

し、定住促進を実現していくことを基本的な方針とします。 

○ 高齢者等のための定期航路のバリアフリー化はもとより、島内移動手段の確保・充実を図

ります。また、定住環境向上のためにも、医療・保健・福祉の充実、水道や汚水処理、防災

施設等、基礎的な生活環境のさらなる向上を図るとともに、海岸漂着物の処理についても、

多様な主体の協力を得ながら対応を進めます。 

○ 主要産業である農業、水産業の生産基盤の整備を一層推進するとともに、多様な特産品を

活用しつつ関係機関と連携し、担い手の育成・確保や輸送コストの低減（流通の効率化）、

農水産物の付加価値化、ブランド化、販路拡大を目指します。加えて、６次産業化を視野に

入れた新たな特産品開発等も進めていきます。 

○ 島民の創意工夫のもと、多様な関係機関と連携しながら、固有の地域資源を生かした観光

振興及び文化振興を図るとともに、これらを活用し、交流人口・ＵＪＩターンの拡大を図り

ます。 

○ 少子化が進むなか、本土に通学する高校生への支援や教育及びその環境整備も含めた振興

を図るとともに、次代を担う後継者の育成や魅力ある交流活動を支える人材育成の促進を図

ります。 
 

３ 取組の内容 

(1)  交通・通信の確保 

ア 離島航路 

   《現状・課題》 

見島、大島及び相島の３島の離島航路については、「見島～萩航路」として、国の補助航

路に指定されています。 
櫃島には離島航路は開設されていません。 

【離島航路概要】 

航路区間 
１日往復 

便数 
航路距離 

片道 

料金 

片道所要 

時間 

船舶総トン数

・定員 

萩商港～見島本村 

～見島宇津 
２～４便 44.3km※ 1,890円 70分※ 258ｔ・200人 

萩商港～大島 ４～５便 9.0km 390円 25分 323ｔ・150人 

萩商港～相島 ２～３便 14.2km 590円 40分 113ｔ・150人 

※は、萩商港～見島本村間 

○見島  ・平成１０年に高速船「おにようず」が就航し、高速化により１日２便から

大４便となり、島民の利便性は大幅に改善されました。 
・船舶及び乗降施設については、バリアフリー化がなされておらず、改善が求

められています。 
    ○大島  ・現在、１日４～５便の定期船運航がなされていますが、当該船舶の老朽化に

伴い、公設民営により、平成２５年度からバリアフリーにも対応した新たな
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フェリーが就航します。また、大規模な漁港整備にも併せ、新たな定期船待

合所及び荷捌所も同時竣工し、また、乗船の際の雨よけ設置等、さらなる住

民の利便性の向上が見込まれます。 
    ○櫃島  ・離島航路が開設されておらず、島民等で組織する組合（萩―櫃島海上交通組

合）が本土との間の輸送を請け負っています。 
    ○相島  ・現在、１日３便の定期船が運航されていますが、就航船舶のバリアフリー化

がなされていません。 

   《振興の方向》 

    ○見島  ・バリアフリー化を図るとともに、必要な運航便数の確保、運賃の低廉化に努

め、さらには利便性の高い渡船施設となるよう検討し、充実を図ります。ま

た、航路の国道、県道化を要望し、運賃体系の見直しを関係機関に要望して

いきます。さらに、耐用年数が経過している現行船舶の更新についても、検

討していきます。 
    ○大島  ・フェリー化により住民生活に直結した運航体系を確立します。また、航路の

国道、県道化を要望し、運賃体系の見直しを関係機関に要望していきます。 
    ○櫃島  ・組合の運営について財政支援を継続します。 

・港湾施設等について、維持補修を中心とした検討を図ります。 
    ○相島  ・船舶のバリアフリー化について検討し、充実を図るとともに、次期就航船舶

についても、定期船接岸岸壁とともに検討していきます。 
         ・航路の国道、県道化を要望し、運賃体系の見直しを関係機関に要望していき

ます。 
 

  イ 島内交通 

   《現状・課題》 

○見島  ・県道が２路線、市道が２０路線（離島航路を含む）あり、整備の進んでいる

箇所はあるものの、依然として整備水準は低く、特に集落内道路の幅員は狭

小です。 
    ○大島  ・島内の道路は市道が１１路線（離島航路を含む）あり、整備の進んでいる箇

所はあるものの、依然として整備水準は低く、特に集落内道路の幅員は狭小

です。 
    ○櫃島  ・市道が１路線しかなく、急カーブが多く集落内道路の幅員が狭小です。 
    ○相島  ・市道が７路線（離島航路を含む）あり、整備の進んでいる箇所はあるものの、

依然として整備水準は低く、特に集落内道路の幅員は狭小です。 

   《振興の方向》 
現道の一部改良拡幅と維持・補修により道路整備を図ります。 

 

  ウ 情報・通信 

   《現状・課題》 

    離島地域における情報通信基盤の整備の促進は重要な課題であり、ＣＡＴＶ、高速又は超

高速インターネットアクセス網の整備等について、事業採算に乗りにくい面はあるものの、

基盤整備を促進していく必要があります。 
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また、携帯電話等のモバイル通信機器については、携帯電話はほぼ全島において通話可能

ですが、一部の地域で通話不可能であり、利用に支障が生じている状況にあります。 
停電時には防災情報や行政情報を一斉伝達できるシステムが未整備です。 

   《振興の方向》 
本土と同様に高度情報通信基盤が整備されていくよう、民間事業者に働きかけていきます。 
見島においては、防災情報や行政情報の一斉伝達に使用しているＮＴＴオフトーク通信の

サービス終了が予定されており、早急に代替機能の構築を図ります。 
大島、相島、櫃島においては、停電時に使用可能な伝達システムの早期構築を図ります。 

 

(2)  産業の振興及び起業・就業の促進 

本地域の平成２２年の国勢調査による産業別就業者数は、次表のとおりです。 

【産業分類別就業者数】 

島 名 
農 業 漁 業 第２次産業 第３次産業 分類

不能
計 

人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 

見 島 90人 16.6% 177人 21.5% 24人 4.4% 312人 57.5% 0人 543人

大 島 71人 17.0% 188人 45.0% 30人 7.2% 129人 30.9% 0人 418人

櫃 島 2人 100% 0人 0% 0人 0% 0人 0% 0人 2人 

相 島  72人 58.5% 21人 17.1% 7人 5.7% 23人 18.7% 0人 123人

計 235人 21.6% 326人 30.0% 61人 5.6% 464人 42.7% 0人 1,086 人

見島及び大島は、農業及び水産業が主産業となっており、櫃島及び相島は農業が主産業とな

っています。 

大島では、近年、ＵＩターン者を中心に、新たな漁業従事者の受入が続いています。 

 

ア 農業 

   《現状・課題》 

○見島  ・稲作中心に施設園芸、葉たばこ、漬物用だいこんを組み合わせた経営が行わ

れており、本島の圃場は、ほとんどが傾斜地で立地条件に恵まれていません。 
・農業従事者の高齢化、少子化により農業後継者が不足しています。 

    ○大島  ・ブロッコリー、葉たばこ等、畑作を中心とした農業経営が行われていますが、

農業従事者の高齢化が進んでおり、また、農業後継者の不足も懸念されてい

ます。 
・葉たばこの減反政策により、ソバなどへの作付品目を変更している従事者も

少なくない状況となっています。 
・農用地は比較的平坦で集団化していますが、一筆あたりの面積は狭隘です。 

    ○櫃島  ・葉たばこが減反政策のため、玉葱の畑作を中心とした農業経営が行われてお

り、一筆あたりの面積は狭隘です。 
・温暖な気候に恵まれ、近年では甘夏の生産も行なわれています。 
・農業従事者の高齢化、少子化により農業後継者が不足しています。現在、本

土からの通勤農業も試みられています。 
○相島  ・すいか、葉たばこ等、畑作を中心とした農業経営が行われており、特にすい
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かは県内生産量の３５％を占めており、県内一の名産地となっています。 
・近年、葉たばこの減反政策により、さつまいも農家が増加し、農業振興はも

とより、これを観光・交流の振興につなげた取組も行われています。 
・農用地は比較的集団化していますが、傾斜地も多く立地条件に恵まれていま

せん。また、農道も狭小で離合箇所も少ないため、安全で効率的な農作業実

施において課題となっています。 
・農業従事者の高齢化、少子化により農業後継者不足の状況にあります。 

《振興の方向》 

・見島、大島、相島においては、土地基盤整備を推進する必要があり、整備を完了した地

区から集落営農を推進し、機械の共同利用による省力化と生産性の向上により農業経営

規模の拡大を図り、農業所得の向上を図ります。 
・６次産業化も視野に入れつつ、流通効率化事業や中山間地域等直接支払制度等、国の様々

な制度を活用して、島内農業の振興を推進します。また、輸送コスト低減についても検

討を進めます。 
・各種農漁村青年交流会、イベントを積極的に開催し、島外青年との交流を深めるととも

に、技術講習会等への支援を行うなど後継者育成を推進します。 

その他、各島固有の取組は以下のとおりです。 
○見島  ・国指定天然記念物「見島ウシ産地」の特徴を生かして、見島牛を活用した畜

産の振興を図ります。 
    ○櫃島  ・本土からの通勤農業の促進、併せて、これら通勤農業従事者の活力による島

の振興を図ります。 
   

イ 水産業 

   《現状・課題》 

○見島  ・一本釣り、採介藻を中心とした漁業が営まれ、ぶり、あまだい、うに、さざ

えなどが水揚げされています。 
・見島地先に貝類（アワビ、サザエ、ウニ等）を対象とした増殖場を整備し、

種苗放流を行い、漁業生産基盤の整備開発を積極的に展開し、資源の増大等、

漁業経営の安定向上に寄与してきました。また、国の交付金制度を活用し、

密漁等の監視活動や新漁法の導入等の取組を展開しています。しかしながら、

漁獲量の減少、魚価の低迷により、漁業者の経営は年々厳しくなっており、

漁業世帯の占める割合が大きい見島において、地域活力の低下が課題となっ

ています。 
・近年、県の漁業生産の拠点として位置づけられている見島八里ヶ瀬漁場にお

いて、他県の大型漁船団が回遊・滞留するクロマグロの大量捕獲を目的とし

て、無秩序な操業を繰り返すようになり、操業トラブルなど、沿岸漁業者に

深刻な影響を与えているとともに、漁場の荒廃、資源の枯渇が危惧されるこ

とから、八里ヶ瀬漁場を含めた見島周辺漁場における漁場の保全、資源管理

対策を早急に講じる必要があります。 
    ○大島  ・まき網漁、たて網漁、一本釣りを中心とした漁業が営まれ、県内漁港の中で

も有数の漁獲高を誇っていますが、近年、漁獲高は減少傾向にあります。 
・係留施設の不足解消、港内の静穏度の確保を目的とした事業を平成１６年度
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から着手し、平成２５年度にはその完成を予定しています。 
・また、国の交付金制度を活用し、密漁等の監視活動や新漁法の導入等の取組

を展開しています。 
・漁業就業者数は高齢化の影響で減少傾向にありますが、不安定になりがちな

漁業収入や休日の確保について、安定性を持たせるなどの事業経営者の工夫

や地域一体となった取組、新規漁業就業希望者に対する研修制度の実施等に

より、毎年新たな若者の就業者が生まれており、島の振興に大きく寄与して

います。 
    ○相島  ・採介藻、一本釣りを中心にした漁業が営まれています。 

・相島地先に貝類（アワビ、サザエ、ウニ等）を対象とした増殖場を整備し、

種苗放流を行い、磯根資源の増産を図ることによって漁業経営の安定向上に

努めたところです。 
・国の交付金制度を活用し、漁具漁法の研修会の開催や、毎年小中学生による

ヒラメの放流等創意工夫を凝らした事業を展開しています。 
・漁業者の環境整備を図るため、平成２３年度に漁獲物加工処理施設を整備し、

側面から漁業活動を支援しています。 
・漁船の大型化と遊漁船業の普及に対応するために燃油等補給施設として軽油

タンク及び管理棟を施設整備し、燃油の安定供給、漁協組合員の経費節約に

寄与し、漁業者と漁協の経営が向上しています。 

《振興の方向》 

 ・６次産業化も視野に入れつつ、流通効率化事業等、国の様々な制度を活用して、島内漁

業を振興します。 

その他、各島固有の取組は以下のとおりです。 
○見島  ・八里ヶ瀬漁場を含めた見島周辺漁場を将来にわたり適正に保存するため、関

係機関と連携しながら、継続的に漁場調査を実施し、関係機関に対し他県の

大型漁船の監視や規制強化について要請するとともに、漁業資源を守るため

の運動を展開します。 
・水産資源の増大を図るため、広域的な漁場整備を推進するとともに、間伐材

を活用した魚礁の設置に取り組みます。また、国の交付金制度を活用し、工

夫を凝らした取組を展開します。 
・漁港については、引き続き防波堤等の整備を行います。 
・ダイビング関連施設を活用し、漁協及び漁業者の事業の多角化と収益増大を

図るとともに、観光客の受け入れによる都市との交流促進による地域の活性

化を進めるとともに、滞在交流型観光を推進します。また、日本有数の好漁

場である見島漁場において、漁業と遊漁の秩序ある漁場利用に資するため「萩

クロマグロトーナメント」を引き続き開催し、水産業の振興を図ります。 
・輸送コスト低減について検討を進めます。 
・各種農漁村青年交流会、イベントを積極的に開催し、島外青年との交流を深

めるとともに、技術講習会等への支援を行うなど後継者育成を推進します。 
    ○大島  ・引き続き、関係機関と連携し、島外出身者の受け入れを積極的に進めるとと

もに、若者の定着に向けて地域、行政が一体となった取組を推進することと

し、水産業を通じた島の振興に努めます。 
・また、国の交付金制度を活用し、工夫を凝らした取組を展開します。 
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         ・輸送コスト低減について検討を進めます。 
    ○相島  ・さらなる水産資源の増大を図るため、間伐材を活用した魚礁の設置に取り組

むとともに、種苗放流等の事業を推進します。また、国の交付金制度を活用

し、多種多様な取組を展開します。 
・定期航路船舶の更新に併せた漁港の整備についても方向付けを行っていきま

す。 
・輸送コスト低減について検討を進めます。 
・各種農漁村青年交流会、イベントを積極的に開催し、島外青年との交流を深

めるとともに、技術講習会等への支援を行うなど後継者育成を推進します。 
 

ウ 起業・就業の促進 

《現状・課題》 

 農業従事者、漁業従事者ともに、高齢化・少子化、経営環境の厳しさ等により、後継者が

不足しています。 

   《振興の方向》  
    外部からの人材確保等の対策について検討し、離島の活性化を図ります。 

 

(3)  生活環境の整備 

ア 住宅 

《現状・課題》 
萩市では、定住促進事業の一環で、空き家の登録制度を実施していますが、島しょ部での

登録は進んでいません。 

《振興の方向》 

島しょ部においても空き家登録制度を幅広く呼びかけて推進するとともに、公営住宅の整

備や空き家の改修についても、検討していきます。 
 

イ 水道 

《現状・課題》 
○見島  ・見島においては小規模生活ダムの建設により生活用水の確保がなされ、簡易

水道による給水が行われています。 
    ○大島  ・平成８年から平成１５年度にかけて、漁業集落環境整備事業として、漁業集

落排水施設、漁業集落道施設、水産飲雑用水施設、緑地広場施設、防災安全

施設等を整備し、生活環境が向上しています。 
    ○櫃島  ・雨水、湧水に頼っており、簡易水道の敷設が望まれていますが、水源が見出

せていない状況です。 
・現在は、農林事業である飲用水等供給施設整備事業により、除鉄、除菌シス

テムの設置及び老朽化した給水ポンプの取替えを実施し水質の改善を図って

います。 
 ○相島  ・島内の水源確保を図るため、平成２３年度に新たな簡易水道施設が完成し、

給水が行われています。 
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《振興の方向》 

施設の適正な維持・管理を行い、安定した給水に努めます。 
櫃島においては、各戸に設置された給水施設の維持管理を行い、安全な飲料水の確保に努

めます。 
 

ウ ごみ処理 

《現状・課題》 
○見島  ・ごみ収集業務、焼却場運転管理は市内業者へ委託し、住民が業務に従事して

います。 
・可燃物については島内ごみ焼却場で焼却し、焼却灰は本土輸送して埋立処分

をしています。資源ごみは、島内の専用ストックヤードでプラスチック製容

器包装の分別収集を実施し、リサイクルの推進を図っています。 
・不燃物については、全ての不燃物を本土輸送しています。 

    ○大島  ・可燃物、不燃物の一部、資源物については、本土輸送して本土焼却及び埋立

処分やリサイクルを推進しています。 
         ・平成２５年度からの定期船のフェリー化に伴い、新たにプラスチック製容器

包装の分別収集の実施と収集車による収集体制を確立することで、島内の埋

立場を休止し、全ての不燃物を本土輸送し処理することとしています。 
    ○櫃島  ・焼却場、埋立処分場は無く、島内のごみはすべて自家処理をしています。 

 ○相島  ・ごみ収集業務は、島内環境衛生組合に委託し、可燃物、不燃物、資源物の処

理については、本土輸送し、本土焼却及び埋め立てやリサイクルを行ってい

ます。 

《振興の方向》 

○見島  ・引き続き、処理施設の適正な維持管理を図るとともに、本土輸送費用につい

て国等関係機関に支援を求めていきます。 
○大島  ・本土輸送費用について、国等関係機関に支援を求めていきます。 

    ○櫃島  ・環境負荷の少ない適切な処理体制の構築について検討を進めます。 
○相島  ・引き続き、本土輸送による処理を進めます。輸送費用については国等関係機

関に支援を求めていきます。 
 

エ 汚水処理 

《現状・課題》 
○見島  ・平成１６年３月に新し尿処理場を整備し、し尿処理における充実が図られて

います。 
    ○大島  ・漁業集落排水設備の完成に伴い、し尿汲み取り件数と自家処理の減少が図ら

れています。 
    ○櫃島  ・各戸からの汲み取り後、農地への還元などによる処理が行われています。 

○相島  ・合併処理浄化槽の設置が進んでいます。 

《振興の方向》 
○見島  ・生活用水の確保と併せて、合併処理浄化槽の設置による水洗化を推進します。 

    ○大島  ・漁業集落排水施設への切り替えをさらに進め、水洗化率の向上を図ります。 
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○相島  ・引き続き、合併処理浄化槽の設置による水洗化を推進します。 
 

オ 消防 

《現状・課題》 
・櫃島を除く各島に消防団が組織されていますが、見島及び相島では、消防団員の高齢化

が進んでおり、団員の確保が困難になりつつあります。 
・消防用水が不足しており、火災時の消火活動に支障が生じることが懸念されており、計

画的な防火水槽の設置に取り組んでいるところです。 
・災害時の連絡体制及び情報伝達の確立が課題となっています。 
・地理的特性から、島民は、隣国からの密航・密輸など犯罪の危険にさらされており、島

民の不安解消に向けた取組が求められています。 

《振興の方向》 
・消防団員が不足する中での効率的な消火・防災・避難誘導活動の実施に向けて、自主防

災組織（女性防火隊等を含む。）を充実させるとともに、消防ポンプ自動車、無線機、

衛星携帯電話などの消防防災機材器具の整備・充実を図ります。見島においては、航空

自衛隊第１７警戒隊との合同訓練を通じて連携を強化していきます。 
・消防用水の不足している地区においては、計画的に防火水槽及び消火栓の設置を図りま

す。 
・全島的な防災情報伝達方法について、検討を進めます。 
・密航・密輸などの犯罪防止に向けた取組の強化や犯罪発生時の対処が迅速に行われるよ

う関係機関に働きかけていくとともに、緊急時における住民の避難誘導等が円滑に行わ

れるよう関係機関との連携強化を図ります。 
     

(4)  医療の確保 

《現状・課題》 

・見島及び大島に診療所が設置され、常勤の医師が勤務しており、見島には歯科医師も勤務

しています。相島は、週１回の巡回診療を実施しています。 
・保健師による健康相談、訪問指導については、年度当初に計画を作成し、住民の健康増進

を図っています。 
・救急医療体制については、救急患者輸送費助成金交付制度を確立し、緊急時の患者搬送に

対しての傭船料の補助制度を萩市単独事業として実施しています。さらには、県消防防災

ヘリコプター、県ドクターヘリによる搬送体制が確立されています。 

各島固有の状況は以下のとおりです。 
○見島  ・診療所医師・歯科診療所医師については、医師派遣が継続されており、平成 

２２年度には老朽化が進んでいた診療所施設を新築整備しました。加えて、宇

津地区においても分室の整備が進んでいます。 
・夜間等の救急患者搬送については、自衛隊のヘリコプター等による体制が確立

されています。  
○大島  ・診療所医師については、医師の派遣が継続されています。 

・救急医療体制について、診療所と消防団による搬送体制が確立しています。 
○相島  ・県立総合医療センター医師による巡回診療が、相島文化センターを利用して毎
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週１回実施されていますが、へき地診療所については設置されていない状況で

す。看護業務については、ＪＡあぶらんど萩に委託し、常駐の看護師が１名配

置されています。 

《振興の方向》 
・見島及び大島について、今後も医師の派遣を継続します。相島については巡回診療・健康

診断を継続します。 
・保健師による健康相談、訪問指導についても、年度計画を作成し、住民の健康増進を図り

ます。 
・救急医療体制については、救急患者輸送費助成金交付制度を確立し、緊急時の患者搬送に

対しての傭船料の補助制度を萩市単独事業として引き続き実施します。さらには、県消防

防災ヘリコプター、県ドクターヘリによる救急患者搬送についての体制強化を図ります。 
・妊婦の健診や分娩に係る交通費等を支援していきます。  

各島固有の取組は以下のとおりです。 
○見島  ・医療機器の整備など、診療環境の強化に努めます。 

・診療所への画像伝送システムによる診断支援、救急患者のヘリコプター搬送時

に同乗する待機医師の２４時間配備、診療所医師の長期出張時の代診医派遣な

ど、萩市民病院等のバックアップによる医療の確保充実に努めます。 
・見島ダムヘリポートに夜間照明施設を整備し、自衛隊のヘリコプターによる夜

間搬送の安全性の向上を図ります。 
○大島  ・診療所の改築（福祉施設との併設も検討）を進めます。 

・医療機器の整備など、診療環境の強化に努めます。 
・診療所への画像伝送システムによる診断支援、救急患者のヘリコプター搬送時

に同乗する待機医師の２４時間配備、診療所医師の長期出張時の代診医派遣な

ど、萩市民病院等のバックアップによる医療の確保充実に努めます。 
・臨時ヘリポート施設及び進入路の再整備を検討するとともに、救急患者への対

応の機能強化に努めます。  
○櫃島  ・耕作放棄地を臨時ヘリポートとして活用し、県消防防災ヘリコプター等による

救急患者搬送体制を検討します。 
○相島  ・平成２５年度に常設のヘリポートを設置し、救急患者搬送についての体制強化

を図ります。 
     ・診療施設の整備について検討します。 
 

(5)  高齢者等の福祉の増進 

ア 高齢者の福祉 

《現状・課題》 

○見島  ・１階をデイサービスセンター・ホームヘルプサービスの拠点とし、２階部分を

居住部門とした見島地区の高齢者福祉の拠点となる萩市見島高齢者生活福祉

センターを活用し、リハビリテーション専門職員の本土からの派遣等、サービ

スの強化にも努めています。 
・介護保険制度における居宅介護支援事業所・在宅介護支援センター、給食サー

ビス事業・移送サービス等の実施により、見島地区の高齢者福祉の増進が図ら
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れています。 
・本土の医療機関に通院する場合、運賃の半額を補助するサービスも実施してい

ます。 
○大島  ・介護保険制度については、大島公民館を活用し、萩市委託事業としてＪＡあぶ

らんど萩による介護保険デイサービス・介護予防事業や、ホームヘルプサービ

スを実施しています。 
・また、ＪＡあぶらんど萩大島支所内に在宅介護支援センターを設置し、島民の

介護及び介護予防に関する相談を受けています。 
・さらに、リハビリテーション専門職員の派遣を本土の福祉施設から受けること

により、大島地区のリハビリテーション機能の強化にも努めています。 
・現行サービスの拠点が、公民館やＪＡ事務所の一部を利用しているため、バリ

アフリー等の面で問題があり、高齢者福祉サービスの充実を図るための拠点整

備として、総合福祉複合施設の整備が必要となっています。  
○相島  ・デイサービスの充実については、相島文化センターの一部を改修し、萩市委託

事業としてＪＡあぶらんど萩による介護保険デイサービス・介護予防事業を実

施しています。また、ＪＡあぶらんど萩によるホームヘルプサービスも実施し

ています。 
・また、リハビリテーション専門職員の派遣を本土の福祉施設から受けることに

より、相島地区のリハビリテーション機能の強化にも努めています。 
・加えて、相島文化センター内に在宅介護支援センター（地域型）を設置し、高

齢者福祉の拠点となる介護、介護予防に関する相談体制を確立しています。 

《振興の方向》 
○見島  ・引き続き、介護・高齢サービスの内容の充実や質の向上を図り、高齢者福祉の

増進に努めます。 
     ・島内にヘルパー等が少ないことから、本土からの派遣支援についても検討しま

す。 
     ・障がい者に対する援護、支援施策の一層の充実を図ります。 
○大島  ・高齢者福祉サービスの充実を図るためには、拠点整備が必要であり、デイサー

ビスセンター・在宅介護支援センター・ホームヘルパーステーション・生活支

援ハウス（居住部門）の機能を持った総合福祉複合施設及び診療所等を併せた

一体的整備について検討し、早期実現に向けて努めていきます。 
     ・島内移動手段の確保・充実を図ります。 

・障がい者に対する援護、支援施策の一層の充実を図ります。 
○櫃島  ・介護が必要な場合の受け皿を本土に確保するなど介護サービスを受けやすい環

境づくりを推進します。 
○相島  ・引き続き、介護・高齢サービスの内容の充実・質の向上を図り、高齢者福祉の

増進に努めます。 
・障がい者に対する援護、支援施策の一層の充実を図ります。 

 

イ 児童の福祉 

《現状・課題》 

○見島  ・児童の福祉の増進を図るため、昭和４７年からへき地保育所を１箇所開設して
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いますが、過疎化、少子化の進行に伴い、入所児童数も年々減少を続けている

状況にあります。 
・児童公園４箇所を設置しており、児童の健全な遊び場の提供と健康の増進を図

っています。 
○大島  ・社会福祉法人の認可保育所が１か所、平成２２年度に小学校、中学校に隣接し

た形で整備され、乳児からの保育を実施するなど、保育環境の向上が図られて

います。概ね萩諸島では 大数の児童数を誇っています。 
・また、児童公園１箇所を設置しており、児童の健全な遊び場の提供と健康増進

を図っています。 
○相島  ・相島小中学校の空き教室を利用して季節保育所を開設しています。 

・相島地区における子どもの出生数は減少していますが、近年、若い人の島への

転入や出産などにより就学前児童の増加傾向が見られます。 
・児童公園１箇所を設置しており、児童の健全な遊び場の提供と健康増進を図っ

ています。 

《振興の方向》 
○見島  ・施設の適正な維持管理に努め、児童の健全育成の場としての内容の充実、整備

に努めます。 
○大島  ・児童公園については、適正な管理に努め、様々な住民ニーズに対応できるよう、

その活用について検討します。  
○相島  ・保育環境の整備を図るとともに、今後その内容の充実に努めます。 
 

(6)  教育及び文化の振興 

ア 教育 

《現状・課題》 

・見島、大島及び相島には、小中学校が設置されていますが、大島を除き、児童生徒数の減

少傾向が続いています。 
・学習機会の提供については、学校施設を利用し、島民を対象とするＩＴ講習を実施し、情

報化社会への対応を行っています。また、学習情報の提供については、毎年４月１日号の

市報に合わせ、各種催事等を掲載した「生涯学習のまちづくりメニュー」を各戸配布して

います。 

 各島固有の状況は以下のとおりです。 
○見島  ・本土の児童、生徒等が、見島の児童、生徒、並びに地域住民との文化交流によ

り教育、生涯学習の充実が求められているなか、平成２２年度に宿泊施設も備

えた「見島ふれあい交流センター」を整備しており、島民の生涯学習の場や交

流の場としての活用が期待されています。 
・学校教育施設の整備については、近年中に小学校と中学校を併設し、移転新築

予定です。 
○大島  ・小中学校は平成２３年３月に移転改築されています。 
○相島  ・児童生徒の減少により、学校の存続が 優先課題となっていますが、１人でも

児童生徒がいる限り、廃止しないこととしています。 
・相島には公民館がなく、専属の職員もいないため、各種団体等の育成や、学習
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機会の提供が求められています。 

《振興の方向》 
・小中学校の児童生徒については、少人数による教育の欠点を補い、島内の恵まれた環境を

生かし、本土の小中学校との間で交流学習を実施します。 
・生涯学習に関しては、島民のライフスタイルの多様化に合わせた学習活動が円滑に行われ

るよう、島内における学習機会の拡充に努め、生涯学習の推進を図ります。 
・島内に高校が設置されていないため、本土との格差是正のため、本土に通学する高校生に

対し、必要な支援を実施していきます。 

 各島固有の取組は以下のとおりです。 
○見島  ・豊かな自然を生かした教育の実践、また、離島地域の文化の伝承において、学

校の存続は離島の振興上重要な課題であり、その実現に向けて可能な限り支援

を検討します。 
○大島  ・老朽化した小学校体育館等教育環境について、利活用も含めた検討を進めます。 
     ・公民館の改築も視野に入れ、生涯学習を推進します。 
○相島  ・学校の存続に向けた、可能な限りのあらゆる支援を展開します。 

・本土側児童生徒に対する豊かな自然環境を生かした質の高い教育機会の提供を

含め、離島留学についても検討すると同時に、島内児童生徒の交流機会の拡大

に努めます。 
・随時、校舎や体育館等の教育環境の整備を図るとともに、小中学校に教員を配

置し、相島の公共施設（学校、文化センター、いきいきセンター）を利用し、

島民のニーズに合わせた各種出前講座や教室の開催を行い、生涯学習を推進し

ます。 
 

イ 文化 

《現状・課題》 

○見島  ・国指定天然記念物「見島ウシ産地」については、見島ウシの文化財保護の上で

安定的な頭数といわれている雌牛１００頭を目標に、給餌・健診等、見島ウシ

の保護と振興にかかる様々な事業を展開しています。 
・国指定天然記念物「見島のカメ生息地」についても比較的良好な状態で保護さ

れています。 
・国指定史跡「見島ジーコンボ古墳群」については、説明看板の設置や進入道路

は整備されたものの、古墳群の大部分は発掘調査がされていない状況です。 
○大島  ・古くから、満３１歳に達する男・女の厄払いを目的とし、毎年大島八幡宮の春

祭りに合わせて行われている「星祭り」（歳祝い）があり、島固有の祭事が島

民あげて開催されています。また、島民の祖先といわれる「平家の七名塚」な

どが良好に保存されています。 
○相島  ・島の周囲には、「ライオン岩」等の奇岩が点在し、それぞれ独特の言い伝えを

持っています。これらは「相島八景」と呼ばれ、来島者に親しまれています。 
・島内には、かつての古城のような石垣が段々畑に沿って設置されおり、相島を

代表する光景となっています。 

《振興の方向》 
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○見島  ・指定文化財等の調査、保護、保存、復元、活用を推進します。また、見島ジー

コンボ古墳群については、出土品等の展示施設や関連施設の整備も検討してい

きます。 
・伝統凧「おにようず」や祝謡「ションガエー節」など島固有の文化の継承を図

ります。 
○大島  ・島内の各種団体等と連携しながら、島固有の文化について保存継承を図ります。 
○相島  ・島固有の文化について調査し、その保存と継承に努めていきます。 
 

(7)  観光の開発 

《現状・課題》 

○見島  ・平成１０年度の高速船「おにようず」の就航や島でのイベントも多様化し、見

島の観光振興を図っていく状況の中、見島ジーコンボ古墳群の周辺及び北灯台

周辺では、環境整備が進んでいない状況です。 
・年間を通し遊漁の客も多く、有名俳優も参加するクロマグロトーナメントや全

国から愛好家が多く集まるバードウォッチング等の大会が開催されています。 
○大島  ・本島の観光客は遊漁客がほとんどです。 
○相島  ・本島の観光客は遊漁客がほとんどです。近年では、「スイカオーナー制度」や

「いもほりフェスタ」「相島探訪ツアー」等のイベントが開催され、多くの来

島者で賑わっています。 

《振興の方向》 
○見島  ・見島本村地区については、引き続き、見島ジーコンボ古墳群の活用をはじめ、

歴史的・文化的な観光資源を活用し、観光振興を図ります。 
・見島宇津地区については、砂見田海岸及び周辺施設を活かしつつ、北灯台周辺

の整備を推進し、魅力ある観光資源を大いに活用し、多様な観光振興策を島内

外関係団体と連携しながら推進します。 
・島民の創意と工夫のもと開催する観光イベントである「バードウォッチング」、

「海の祭典」、「クロマグロトーナメント」等については、島内関係団体と連

携し、観光イベントの拡充を図りつつ、全国的なＰＲ（パンフレット等を作成

し、随時ＰＲ活動）を図ります。 
・年間を通した船釣り客やダイビング関連施設の利用客はもとより、来島者に対

し、観光地見島ならではの資源を活用しつつ、地元の「おもてなし」精神を大

いに引き出し、案内板等観光環境の整備も含め、観光客等の受入体制の整備を

図ります。 
○大島  ・国等の様々な事業を活用し、島内案内板等の施設整備を行うなど、観光客の増

加を図ります。 
・「大島元気なねえさまの会」等の「島おこし」組織と連携し、釣り大会、農業

体験などの行事を開催し、交流機会の拡大及び来島者の増加に努めます。 
○相島  ・さらなる観光振興を図るため、必要な整備を図るとともに、「島おこし」組織

と連携し、釣り大会、農業体験などのイベントを開催し、交流機会の拡大及び

来島者の増加に努め、相島を愛してもらい、島の農水産物の消費拡大を図ると

ともに、 終的に定住につながるよう促進します。 
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(8) 他地域との交流の促進 

《現状・課題》 

 各島において、地域資源を活用した様々な交流活動が展開されています。櫃島においては、

離島体験ができる「櫃島交流施設」を平成２３年度に整備し、本土小学生による離島体験が行

われています。 

《振興の方向》 
見島・大島・相島・櫃島の各島の島おこし団体を母体とした「萩諸島連絡協議会」と連携し、

後継者育成・島内間交流・各種イベント開催を推進することにより島外との交流や島外への情

報発信に努めます。 
櫃島においては、引き続き、当該施設を活用し、交流人口の増加、さらには、定住人口の増

加に努めます。 
 

(9) 自然環境の保全・再生 

《現状・課題》 

・漂着ごみについては、毎年７月の市民総参加による河川海岸一斉清掃等で収集しています

が、冬季波浪時には、海岸にハングル文字の書かれたポリ容器が大量に漂着しており、容

器の表面には劇物の名称等（化学記号等）の書かれた物も多く発見され、住民が不安を抱

いている状況です。 

・漂着ごみは排出者が特定できないため一般廃棄物として処理せざるを得ない状況であり、

萩市ではこれまでに国等に対して海洋における不法投棄の防止について、外交ルートによ

る対応を求める等、強く要請してきたところです。 

《振興の方向》 

・島民の協力により、今後も河川海岸一斉清掃等の体制を継続します。 

・漂着の実態は年々増加傾向にあり、今後も関係自治体と連携して、国又は関係機関に対し、

引き続き働きかけを行います。 

 

(10) 再生可能エネルギーの利用推進 

《現状・課題》 

離島における石油製品の流通コストが本土に比べかなり割高になっており、離島住民にとっ

て大きな負担となっています。 

《振興の方向》 

エネルギー利用コストの削減等を図るため、島内で様々な再生可能エネルギーの導入につい

て検討するとともに、新規技術の活用等、各種エネルギー対策についても推進し、島民の生活

の利便性の向上や産業振興を図っていきます。 

 

(11) 国土保全施設等の整備その他の防災対策 

《現状・課題》 

・各島とも、玄武岩、安山岩等の火山灰等で形成されており、地質は脆弱です。 
・見島、大島及び相島においては、漁業・農業が生活の糧となっていますが、とりわけ農業
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においては耕作地の立地条件が厳しく、耕作放棄地も少なくありません。また、強風によ

る農産物被害は深刻な問題の一つであり、松くい虫被害により全島的に松が枯れてからは、

その被害は顕著となっています。 
・高木の天然樹種が生育し難く、林帯幅もあまり広くありません。また、部分的な植栽では

十分な防風効果が得られないため一体的な防風林造成を行い、植栽木を保護するための大

掛かりな防風柵も必要となっています。 
・災害時の連絡体制及び情報伝達の確立が課題となっています。 

《振興の方向》 
・自然災害を防ぐためにも、引き続き、治山事業による防風林造成により、抵抗性マツを中

心とした植栽と下刈り等の保育を推進します。 
・見島、大島及び相島においては、土砂災害の防止に向けて必要な施設整備を検討し、人命、

財産等を保護するとともに、特に見島においては、国境離島という観点からも、様々な角

度から国土の保全を進めます。 
・全島的な防災情報伝達方法について、検討を進めます。 
 

(12) 離島の振興に寄与する人材の確保育成 

《現状・課題》 

見島の「見島振興会」や「島おこし会」、また大島では「大島を愛する会」や「元気なねえ

さまの会」等、各島において島の振興に寄与している団体があり、様々な施策が展開されてい

ますが、こうした地域を支える人材も、少子高齢化の進行により、減少していることは否めま

せん。 

このため、島の振興に寄与する人材について、島内はもとより島外からも確保・育成してい

く必要があります。 

《振興の方向》 

各島の特性を生かし、魅力ある島づくりを進めるため、各種支援制度を活用しながら、受入

体制も含め、島民のみならず、ＵＪＩターン者をはじめとする島外からの人材誘致、確保に向

けた施策展開に努めます。 


