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１  計画策定の趣旨 

 

【離島を取り巻く厳しい環境】 

本県は、瀬戸内海、宇和海の広範囲な海域に多数の離島が点在する全国有数の多島

県であり、このうち、離島振興法に基づく離島振興対策実施地域として、９地域（う

ち有人島32島）が指定を受けている。 

これらの地域においては、昭和28年に離島振興法が制定されて以来、10年毎に、こ

れまで６回の「愛媛県離島振興計画」を策定し、道路、水道、港湾などの生活・産業

基盤の整備を積極的に推進してきた。 

しかし、離島振興対策実施地域の人口は、平成２年の国勢調査では26,073人であっ

たものが、20年後の平成22年には16,291人（37.5％減）に激減するとともに、高齢化

率が46.7％に達するなど、過疎化、高齢化が著しく進行し、活力の低下が懸念されて

いる。 

また、離島の主要産業である農水産業の不振、離島固有の地理的に不利な条件によ

る第２次・第３次産業の低迷などにより、離島を取り巻く環境は依然として厳しい状

況にあるとともに、島民の足である航路の維持や防災対策等、重要な課題を抱えてい

る。 

 

 ＜離島地域の現況＞ 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

高
齢
化
率

若
年
者
率

従
事
者
比
率

第
１
次
産
業

従
事
者
比
率

第
２
次
産
業

従
事
者
比
率

第
３
次
産
業

道
路
改
良
率

水
道
普
及
率

水
洗
化
率

％ 主要指標の状況

県全体

離島
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【離島に求められる役割】 

昨今、「癒し」や「ゆとり」といった観点から、地方での暮らしの魅力が再認識さ

れ、グリーン・ツーリズム等の農山漁村における滞在型余暇活動の需要が増大すると

ともに、活動の場を求めて地方への移住者も増加傾向にある。 

このような中、本県の離島は、本土から比較的近距離にあり、そのほとんどが瀬戸

内海国立公園及び足摺宇和海国立公園の海域内に位置し、豊かな自然環境と海洋資源

に恵まれたうえに、固有の祭りや文化財などの伝統文化が伝承されていることから、

これまでの自然や伝統文化の保護・伝承の役割に加え、地域資源を 大限に活用した

｢癒し｣や｢ゆとり｣などが体感できる体験・交流の場として、また新たな生活の場とし

ての役割も求められている。 

 

 

【計画の基本的方向】 

これら本県離島に求められる役割を果たすためには、交通、産業、生活環境等の依

然として低位にある社会基盤を引き続き拡充整備して地域格差を是正していくととも

に、福祉や医療の充実、離島固有の地域資源を活用した人的・物的交流を積極的に促

進していくようソフト施策を拡充することが極めて重要である。 

また、平成24年６月に公布された改正後の離島振興法では、地域間交流を促進し、

無人の離島の増加及び人口の著しい減少の防止や定住の促進を図ることが謳われてお

り、今回策定した第７次愛媛県離島振興計画は、法の趣旨に基づき、市町の離島振興

計画案を十分に尊重して、今後10年間の離島振興の基本方向《基本政策》を 

        ◎快適で安心して暮らせる島づくり 

        ◎活力ある島づくり 

        ◎交流の盛んな島づくり 

        ◎持続可能な島づくり 

として、「住んでいる人々が元気に愛
え

顔
がお

で暮らし、住んでみたくなる島づくり」を目

指し、県、市町及び地域住民が一体となり、瀬戸内各県との広域的な連携も図りなが

ら、今後の離島振興に努めることとする。 
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２  計画の体系図 

    【現状・課題】                                    【国家的・国民的役割】 

   過疎化、高齢化の                   多様な伝統文化・歴 

   著しい進行                      史的遺産等の保護・ 

                              伝承 

   基幹産業である         離  島 

   農水産業の低迷        9地域         自然との触れ合いの 

                  うち有人島32      場や癒しの空間 

   人の往来や物資の              

流通費用の低廉化                   良質な食料供給の場 

                          

   防災対策 等      〈支援措置〉〈地域の創意工夫〉 

                     〈地域固有の資源活用〉 

                                地域格差の是正  
              （自自立立的的発発展展、、生生活活のの安安定定、、福福祉祉  
                              のの向向上上、、地地域域間間交交流流のの促促進進））  

 

 目指すべき将来像＝  

 

 振興の基本的方向＜基本政策＞ 

○○快快適適でで安安心心ししてて暮暮ららせせるる島島づづくくりり  

○○活活力力ののああるる島島づづくくりり  

○○交交流流のの盛盛んんなな島島づづくくりり  

○○持持続続可可能能なな島島づづくくりり  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     住んでいる人々が元気に愛
え

顔
が お

で暮らし、住んでみたくなる島づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 
・情報通信環境の整備 
・生活環境の整備 
・医療の確保等 
・介護サービスの確保等 
・福祉の増進 
・教育・文化の振興 
・国土の保全・防災対策 

快適で安心して暮らせる島づくり
 
・交通体系の整備等 
・産業の振興 
・雇用機会の拡充等 
・人材の確保・育成 

 
・観光の開発 
・交流の促進 

交流の盛んな島づくり 
 
・自然環境の保全等 
・再生可能エネルギーの利用等 

持続可能な島づくり 

活力のある島づくり 

住んでいる人々が元気に愛
え

顔
が お

で暮らし、住んでみたくなる島づくり
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３  計画の期間 

 

本計画の期間は、平成25年度から平成34年度までの10カ年とする。 

ただし、必要に応じ、内容の見直しを行うこととする。 

 

 

４  計画の対象地域 

 

本計画の対象地域は、離島振興法第２条の規定に基づき指定された離島振興対策実

施地域であり、魚島群島、上島諸島、越智諸島、関前諸島、来島群島、新居大島、忽

那諸島、青島、宇和海諸島（９地域、７市町）が対象となる。 

 

(参考)対象地域に含まれる有人島は次のとおりである。 

地 域 名 有人島名 市町名 備 考 

魚島群島 高井神島、魚島 

 上 島 町 

 

 上島諸島 

 

弓削島、佐島、生名島、岩城島、 

赤穂根島 

越智諸島 鵜島、津島 

  今 治 市 

 

関前諸島 大下島、小大下島 

来島群島 小島、来島、馬島、比岐島 

新居大島 大島   新居浜市  

忽那諸島 

安居島、野忽那島、睦月島、中島、

怒和島、津和地島、二神島、釣島、

興居島 

  松 山 市 

 

 

青  島 青島   大 洲 市  

宇和海諸島 
大島 

九島、嘉島、戸島、日振島、竹ヶ島 

  八幡浜市 

  宇和島市 

 

 

９地域 32島 ７市町  

なお、平成13年４月１日付けで大三島、伯方島、大島の３島が、平成22年４月１日

付けで岡村島が、離島振興対策実施地域の指定が解除されている。 

 

 

５  計画の性格 

 

この計画は、離島振興法第４条の規定により、国の離島振興基本方針に基づき、関

係市町の案の提出を受けて、県が定めた計画である。 
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６  振興方針の概要 

 

  住んでいる人々が元気に愛
え

顔
がお

で暮らし、住んでみたくなる島づくり 

 
      交通体系の整備等 九島架橋の早期完成及び上島架橋の推進、島内道路の整備、離島航路及び 
               島内バスの維持やサービスの向上、港湾・漁港施設等の整備、航路運賃の 
               低廉化、物資の流通効率化等 
 
      情報通信環境の整備 高度情報通信基盤の整備、ＩＣＴ普及のための環境整備、各分野における 
               ＩＣＴの利活用促進、ＩＣＴ利活用による地域活性化等 
 
      産 業 の 振 興 柑橘･花き栽培の振興、生産基盤整備、栽培漁業･養殖業の推進、 
               ６次産業化や農商工連携の推進、人材の育成確保や起業化支援等 
 
      雇用機会の拡充等 働きたい人の状況に応じた就職支援や離職者への再就職支援等 
分  

 
      生活環境の整備  水道事業の効率化、耐震施設への更新、安全な飲料水の安定確保 
野             し尿､生活排水の適正処理、廃棄物の資源化､減量化等 

 
      医 療 の 確 保 等 医師､歯科医師､看護師等の確保、医療施設･設備の充実、質の高い医療 
別 提供体制の充実、救急搬送体制の構築等 

 
      介護サービスの確保等 介護サービス基盤の整備やサービス内容の充実等 
の  

 
      福 祉 の 増 進 在宅制の充実、地域包括ケアシステムの構築支援、保育所施設の 
振 整備、特別保育の推進等 

 
      教育・文化の振興 教育施設･設備の充実、教育環境の維持向上、通学費等の支援、多様な 
興 学習環境の整備、特色ある地域文化の保存・活用と次世代への伝承等 

 
      観 光 の 開 発 地域の特性を生かした新たな滞在型観光地域づくり、食や特産品を活用 
方 した経済波及効果の高い観光事業の開発 

 
      交 流 の 促 進 多様な地域資源を活かした滞在交流型の事業の推進、各離島が 
針 連携した広域交流の取組み、積極的な離島のＰＲ等 

  
     自然環境の保全等 海岸漂着物の円滑な処理や効果的な発生抑制策の推進 

  
 
     再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰの利用等 再生可能エネルギーの導入促進、再生可能エネルギー利用に対する意識啓 

 発 
 
      国土の保全・防災対策 河川改修､土石流等防止対策、海岸保全対策及び津波災害対策の推進、森 
 林整備の推進、避難路や避難施設の整備、衛星携帯電話や臨時へリポート 

の整備、生活必需品等の備蓄、防災に関する知識の普及・啓発活動推進等 

 
     人材の確保・育成 産業や地域活動の中核的担い手の育成、ＵＩターン者等の外部人材の誘致 

 等、企業や大学との連携による多様な人材確保 

 
     その他離島振興  人口増加に繋がる施策の総合的・複合的実施、離島と離島、離島と本土と 

 の連携強化、瀬戸内海全体での振興方策検討 
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７  分野別の振興方針 

 

 (1)  交通体系の整備等に関する事項 

本県では、瀬戸内しまなみ海道や高速道路の南予延伸や今治小松自動車道の整備な

ど、本格的な高速交通時代を迎えており、多様な広域交流圏の形成が重要となってい

る。 

〈陸上交通の整備〉 

このため、九島架橋の完成を目指すとともに、市町村合併後の上島諸島地域の生活

道路として上島架橋を推進する。 

また、離島における観光、産業振興及び日常生活の基礎となる島内循環道路や生

活道路についても、その島の実状に見合った適切な構造等による拡幅、改良等の整

備を進める。 

離島での住民の生活の足である離島内のバス路線等の公共交通については、路線

等の維持や安全・安定的な輸送確保、利用者サービスの向上に努める。 

〈海上交通の整備〉 

離島航路は、離島の住民にとって、本土と離島、また、離島と離島を結ぶ唯一の移

動手段として欠かすことのできない生命線であることから、定期航路の維持や安全

かつ安定的な輸送の確保はもとより、住民が利用しやすい輸送体制（運航経路、運

航回数・時間、運賃、旅客定員等）の確保、船舶の高速化やバリアフリー化など利

用者サービスの向上に努める。 

また、離島と本土あるいは離島相互間の交通、交流及び流通の拠点として、自然環

境に配慮しながら港湾・漁港施設等の整備を推進する。 

さらに、本土側の港湾施設やアクセス道路等の整備状況を踏まえつつ、円滑な交通

ネットワークの形成に努める。 

〈人の往来に要する費用の低廉化〉 

人口減少や高齢化の進行が特に著しい離島にかかる公共交通においては、利用者数

の減少等に伴う採算性の悪化など厳しい経営環境から、特に離島航路の運賃は離島の

住民等の利用者にとって割高となる傾向があり、移動に対する負担感が強く、離島へ

の定住促進や交流人口の拡大等を図っていくうえで障害となっている。 

このため、離島航路等人の往来にかかる費用の低廉化に対する取り組みを進める。 

〈物資の流通に要する費用の低廉化〉 

四方を海に囲まれた離島においては、他の地域と比べ物資の輸送に費用や時間が多

くかかる状況にあり、産業振興等を図るうえで大きな障害となっている。 

このため、流通に要する時間短縮やコストが低減できるよう物資の流通効率化に

対する取り組みを進める。 
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 (2)  情報通信環境の整備に関する事項 

離島においては、これまで、情報化の遅れた地域を対象に高度情報通信基盤の整備

を推進してきたが、超高速ブロードバンドの整備など残された地域における情報格差

の解消が課題となっている。 

また、高度情報通信基盤が整備された地域においても、利活用が遅れているなどの

状況もあり、ＩＣＴの利活用による地域づくりを進めるためには、利活用を推進する

人材育成及び県民生活や地域活性化に役立つ新たなサービスの提供が求められている。 

〈ＩＣＴ環境の整備〉 

離島において、超高速ブロードバンドネットワークをはじめとする高度情報通信基

盤の整備を進め、情報格差の解消を図る。 

〈ＩＣＴを利活用した地域づくり〉 

インターネットサービス等をいつでも、どこでも、誰でも使えるよう、離島でのＩ

ＣＴ利活用を支援する人材の育成など、ＩＣＴ普及のための環境整備を図る。 

離島において、ＩＣＴを利活用した豊かな県民生活を実現するため、医療福祉や

防災防犯、教育、環境などの各分野におけるＩＣＴの利活用促進を図る。 

更に、離島には、かんきつ類や魚介類などの豊かな農林水産物、恵まれた自然など、

誇りうる「資源」が多くあることから、ＩＣＴを利活用し、これらの資源を活かし

た地域の活性化や産業の育成を図るとともに、情報発信などＩＣＴを利活用するこ

とにより、離島における農林水産業・観光などの分野の振興、販路拡大などを図る。 

 

 (3)  産業振興等に関する事項 

離島においては、農業と水産業が基幹産業として、離島の地域経済や住民生活を支

えてきたが、広域交流、定住促進など今後の離島地域活性化のためには、引き続き、

それぞれの島の基幹産業の振興を図っていく必要がある。 

しかしながら、離島地域においては人口の流出に伴う高齢化や担い手不足、安価な

輸入農水産物の流入による価格低迷、耕作放棄地の増加、漁業資源の減少など、非常

に厳しい状況に置かれている。 

加えて、消費者の食品の安全性への関心、県民の健康志向や環境保全に対する関心

が高まっており、これらに対応した新しい産業の振興や農漁村づくりが求められてい

る。 

〈農林水産業の振興〉 

このため、「愛媛産には、愛がある。」の統一キャッチフレーズのもと、本県の貴

重な資源である農林水産物のＰＲやブランド化を図る。 

また、「地産地消」を積極的に推進し、消費者と生産者の相互理解を基本とした農

林水産業の振興を図る。 
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〈農業の振興〉 

農業については、地域の特性を活かした柑橘・花き栽培を中心に振興を図ること

とし、これに必要な農道や農業用水路などの基盤整備を行う。 

また、新しい栽培技術の導入、高品質化、複合経営化を促進し、経営の安定化に

努める。併せて、農地の適正保全、有効活用を促進する。 

〈水産業の振興〉 

水産業については、付加価値の高い栽培漁業や養殖業の推進、漁港、漁場などの

生産基盤の強化、水産動植物の生育環境の保全及び改善に加えて、消費者ニーズに

応える流通加工体制の構築、「愛育フィッシュ」を活用した県産養殖魚のイメージ

アップ、魚食普及やブランド化の推進に努める。 

〈地域資源の活用等によるその他の産業振興〉 

農水産物の高付加価値化を図るため、加工技術の開発、加工設備の整備に努め、

地域資源を活用する６次産業化を推進するとともに、観光・体験農園や観光・体験

漁業、海洋性レクレーションを通じた交流の拡大など、地域資源を活用した産業振

興を推進する。 

また、離島地域内外の多様な事業者と離島地域の農水産業者が連携することで、

豊かな農水産資源の高度利用や高付加価値化を促進し、雇用と所得の確保、農水産業

の活性化を図る。 

加えて、離島地域の特性に即した産業の振興を図るため、生産性の向上、産業の振

興に寄与する人材の育成及び確保、起業を希望する者に対する支援、先端的な技術

の導入並びに他の産業との連携の推進に努める。 

 

 (4)  雇用機会の拡充等に関する事項 

離島では、基幹産業である一次産業の不振などにより、就業機会が減少しているこ

とから、雇用創造の取組み等を推進するとともに働きたい人の状況に応じた就職支

援や離職者への再就職支援を行い、雇用機会の確保に努める。 

 

 (5)  生活環境の整備に関する事項 

〈生活用水の確保〉 

離島地域における水道整備については、これまでの離島振興施策により改善されて

きたが、既存施設の老朽化が進んでおり、今後は、経営安定を目的とした水道事業

の統合による効率化を図るとともに、近い将来予想されている東南海・南海大地震

に備え、耐震性を有する施設への更新を推進する。 

また、離島の地理的特性のため、少雨による渇水及び施肥による水質汚染が懸念さ

れている地域については、新たな水源開発の検討を進め、安全な飲料水の安定確保
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を図る。 

〈汚水処理施設の整備〉 

汚水処理施設については、松山市島しょ部を中心として未整備の地域があり、生活

環境の悪化や瀬戸内海、宇和海の海域汚染の一因にもなっているため、農業・漁業集

落排水事業を重点的に推進するとともに、個別処理が望ましい地域については、合併

処理浄化槽の設置を促進し、し尿、生活排水の適正な処理対策を推進する。 

公共下水道の計画がある地域では、ほとんどの地域で整備済みであるため、今後は、

ストックマネジメントや耐震化といった既存施設の維持管理を重点的に推進する。 

〈廃棄物の適正処理〉 

廃棄物、リサイクル対策については、生活環境の保全と公衆衛生の維持・向上を図

るため、廃棄物の資源化や減量化に努めるとともに、適正処理の推進や再生資源の

利用促進を図り、廃棄物の資源循環システムを構築する。 

 

(6)  医療の確保に関する事項 

医療については、有人島32島の内、有医島が10島（人口13,556人）、無医島が22島

（人口2,735人）であり、有医島においても、医師１名の島がほとんどで、未だ十分

な医療が確保されていない状況にある。 

〈医療の確保〉 

このため、愛媛県地域保健医療計画に基づき、プライマリ・ケアの提供を目指して、

病院、診療所に勤務する医師、歯科医師及び看護師等の確保に努めるとともに、医

療施設・設備等の充実を図り、本土の医療機関との機能分担と連携強化により、安

全・安心で質の高い医療提供体制の充実を図る。 

また、へき地医療支援機構やへき地医療拠点病院による代診医派遣の充実により、

離島医師が学会や研修会等に参加できる環境を整備するなど、勤務環境の改善を図

るとともに、新たな情報通信技術の導入や済生丸による巡回診療事業への支援を通

して、離島における医療の確保に努める。 

〈救急医療の確保〉 

救急医療については、離島のみで対応することは困難なため、救急艇の整備、県

広域災害・救急医療情報システムの活用、消防防災ヘリコプターによる搬送体制づ

くり等により、本土の医療機関との連携強化に努める。 

 

(7)  介護サービスの確保等に関する事項 

離島では、介護拠点がないために十分なサービスを受けられないといった課題も生

じていることから、このような状況を改善し、離島地域においても介護サービスの確

保及び充実を図る必要がある。 
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このため、介護サービスを必要とする高齢者等に対して、各種サービスがニーズに

応じて適切に提供されるよう、介護サービス基盤の整備や提供されるサービス内容

の充実等の支援など介護サービスの確保等を図ることにより、介護保険制度の円滑

な運営に努める。 

 

(8)  高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項 

本県離島地域の高齢化率は、県平均26.6％の２倍近くとなる46.7％を示し、これま

で経験したことのない超高齢社会を迎えているなかでも、高齢者が住み慣れた地域で、

安心して、愛
え

顔
がお

で暮らせる社会づくりを目指す。 

〈高齢者福祉の増進〉 

このため、在宅高齢者の自立と生活の質の向上を図り、元気で生き生きとした生活

が送れるよう、介護予防及び生活支援対策など、在宅支援体制の充実を図り、地域

包括ケアシステムの構築の支援に努める。 

また、地域社会の活力維持のため、高齢者が引き続き地域を支える貴重なマンパワ

ーとして活躍できるよう、老人クラブの育成や趣味・創作活動、スポーツ・レクリ

エーション活動、世代間交流等の生きがい活動を支援する。 

〈児童福祉の増進〉 

児童福祉については、出生率の低下と人口流出により少子化が進行し、保育所の定

員割れがみられる一方、保育需要が多様化しているため、その実態やニーズに対応

した施設整備及び保育時間の延長等の特別保育の実施に努める。 

 

 (9)  教育及び文化の振興に関する事項 

若者の流出により少子高齢化の進む離島地域において、多様で変化の激しい社会に

対応し、次世代を担う後継者や地域リーダー等の人材を育成するためには、生涯にわ

たる教育環境の充実や地域文化の振興を図る必要がある。 

〈学校教育の振興〉 

学校教育については、地域の実情に応じて多様な教育活動が行えるよう、学校の統

合も視野に入れながら、施設・設備の充実を図る。 

子どもたちの「生きる力」をより一層育むため、地域に根差した体験活動の充実や

学校・家庭・地域の連携・協力を目指し、地域の活力源となるような特色ある学校

運営に努める。 

島の将来を担う人材を育成するため、地域住民等と連携して、離島地域の教育環境

の維持向上に努めるとともに、島の教育環境を生かした離島留学制度など学校を拠

点とした交流活動の推進を図る。 

本土や他の離島にある学校で学ぶため、遠距離通学や寄宿舎生活を行う児童生徒に
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ついては、利用しやすい航路ダイヤの確保や通学費・居住費の援助などに努め、教

育機会の一層の確保を図る。 

〈生涯学習の振興〉 

住民の自主的で創造的な生涯学習活動を支援するため、社会教育施設を通じた各種

事業（出前講座の実施、標本や学習支援キットの貸出しなど）を行うとともに、イン

ターネットを活用して学習情報を提供するなど、多様な学習環境の整備を図る。 

〈文化の振興〉 

さらに、離島地域はそれぞれが個性豊かな地域文化に恵まれていることから、特色

ある地域文化の保存・活用、次世代への継承に努めるとともに、広域的な連携も含

めた積極的な情報発信により地域の活性化に努める。 

 

(10) 観光の開発に関する事項 

本県の離島地域は、瀬戸内海国立公園と足摺宇和海公立公園に位置し、多島海の美

しい景観に恵まれているものの、交通の利便性など地理的・社会的要因により、全体

的には観光客数は減少傾向にある。 

このため、農漁業体験を行うグリーンツーリズムや、温泉等を活用したヘルスツ

ーリズム、自然観光資源の保護に配慮しながら体験・学習するエコツーリズムなど

を引き続き推進し、地域の特性を生かした新たな滞在型の観光地域づくりに取り組

む。 

また、豊富な農水産業を生かした食や特産品の開発・販売促進に努め、経済波及

効果の高い観光事業の開発に努める。 

 

 (11) 国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項 

これまで、国の離島体験滞在交流促進事業等を活用し、交流施設等の整備や改修を

行うとともに、各種交流事業の実施によって、県内はもとより全国の様々な人々との

交流を図ってきたところである。 

今後も、島特有の自然景観や個性ある伝統文化等の多様な地域資源を活かした滞

在交流型の事業を推進するとともに、実施に向けて準備を進めている「瀬戸内しま

のわ2014」などの各離島が連携した広域交流の取組みを進める。 

交流促進には、離島の状況や魅力を他地域の人々に理解してもらうことが大事であ

ることから、情報発信等による積極的な離島のＰＲに努めていく。 

また、交流活動などを通して他地域からの移住者を呼び込み定住人口を増やすため、

支援体制の強化を図るとともに、空家や廃校等の遊休施設の利活用による宿泊滞在

施設等の整備も進める。 
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 (12) 自然環境の保全及び再生に関する事項 

海岸漂着物の処理については、愛媛県海岸漂着物対策推進地域計画に基づき、国、

県、市町、海岸管理者等や地域住民等多様な主体が連携を図り、円滑な処理や効果

的な発生抑制策を推進する。 

 

 (13) 再生可能エネルギーの利用等に関する事項 

本県では、長い日照時間を活用した太陽光発電をはじめ、みかん搾汁残さ、タオル

繊維くず、林地残材などのバイオマスエネルギー利用のほか、小水力発電等の可能性

も含め幅広く検討し、地域特性を活かした再生可能エネルギーの利用促進に取り組む

方針を、平成23年12月に策定した「第六次愛媛県長期計画 愛媛の未来づくりプラ

ン」の中で、県政の重要テーマとして分野別計画の一つに掲げ、その推進を図ること

としている。 

具体的には、国の補助制度を活用した再生可能エネルギーの導入促進や、再生可

能エネルギー利用に対する県民の意識啓発に取り組むこととしており、また、技術

的課題やコスト問題等の解決を図るため、関係自治体や企業、大学等との連携・協力

に努めるとともに、未利用エネルギーの研究開発など、国への政策提言を行うことと

している。 

 

(14) 国土保全施設等の整備及び防災対策に関する事項 

〈国土保全施設等の整備〉 

離島は周囲を海で囲まれ急峻な山が海岸線に迫っているなど、地形的要因から風水

害及び土砂災害に特に弱く、災害発生時には復旧にも時間を要する状況にある。この

ため、住民が安全で安心して暮らせるように海岸保全施設、砂防施設及び治山施設な

どの国土保全施設を整備する必要がある。 

河川施設については、河道狭小等のため著しく治水機能が低下している箇所を洪水

等による被害から守るために河川改修を、また、砂防施設については、土石流や急

傾斜地の崩壊等から守る防止対策を、自然環境や景観との調和を図りながら積極的

に推進する。 

また、海岸施設については、本県離島地域は小さな島が多く、人家及び農地が海岸

線に密集しており、台風や冬期風浪による越波により多大な被害が発生するため、住

民の安全な生活確保のための波浪に対する海岸保全対策、及び東日本大震災を踏ま

えた津波災害対策を推進する。 

さらに、水源のかん養、山地災害防止、自然環境との触れ合いなど多面的・公益

的機能を有する森林の健全化に向け、間伐等林整備を推進する。 
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〈防災対策〉 

防災対策については、離島という地理的条件を踏まえ、避難対策や孤立防止対策を

推進する必要がある。 

具体的には、島民が安全に避難できるよう、災害の態様に応じた避難路や避難場

所を整備するとともに、孤立を防ぐため、衛星携帯電話や臨時ヘリポート等を整備

するなど、大規模災害時の迅速な応急対策を可能にする体制の整備を推進する。 

また、万が一孤立した場合においても、救援物資等が届くまで生き延びるための飲

料水、食料、生活必需品等の備蓄を推進する。 

そのほか、防災に関する知識の普及・啓発活動や防災訓練を実施し、自助・共助

の取り組みを推進する。 

 

 (15) 離島の振興に寄与する人材の確保及び育成の現況に関する事項 

これまでも産業や地域活動の担い手育成に取組んできたところであるが、人口の著

しい減少や高齢化の進行により、産業や地域活動の中核的担い手がほとんどいなくな

った離島が散見される。 

今後も、産業や地域活動の中核的担い手の育成に努めることはもとより、ＵＩタ

ーン者等の外部人材の誘致や登用を進めるとともに、企業や大学との連携による多

様な人材確保を図る。 

 

 (16) そのほか離島の振興に関し必要な事項 

〈少子高齢化・過疎化対策〉 

各島とも県平均を上回る高齢化が進み、人口減少も著しいことから、多くの島で集

落機能の低下が危惧される状況にある。 

地域の伝統文化の継承や集落機能を維持するために、人口増加につながる施策を

総合的・複合的に実施していくとともに、自然環境に配慮し島民が穏やかに老後を

暮らせる島づくりを検討することも必要である。 

〈広域的な連携〉 

また、本県の場合、比較的本土に近い小規模離島が多いことから、島内だけでなく、

島外を含めた一体的な振興が必要である。 

このため、離島と離島、離島と本土との連携を強めるとともに、さらには、広島

県をはじめとする近県との連携を図りながら、広域での振興方策について検討する

必要がある。 
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離島地域の現況 

 

  項 目 単位 離島地域 県 比率比較 備   考 

総面積 k㎡ 94.54 5,678.33 1.7％ 23年国土地理院 

総人口 人 16,291 1,431,493 1.1％ 22年国勢調査 

高齢化率 ％ 46.7 26.6 (20.1)    〃 

若年者率 ％ 8.1 13.7 (△5.6)    〃 

就業者数 人 7,282 651,605 1.1％    〃 

構

成

比 

第１次産業 ％ 39.7 8.3 (31.4)    〃 

第２次産業 ％ 20.8 24.5 (△3.7)    〃 

第３次産業 ％ 39.5 67.2 (△27.7)    〃 

道路実延長 ㎞ 352.7 18,025.0 2.0％ 24年４月１日現在 

道路改良率 ％ 44.9 55.2 (△10.3)    〃 

道路舗装率 ％ 93.8 87.0 (6.8)    〃 

水道普及率 ％ 90.1 92.8 (△2.7)    〃  

汚水処理人口普及率 ％ 85.7 72.1 (13.6)    〃 

医療施設数 箇所 28 2,085 1.3％    〃 （県は24年10月１日）

 

（注釈） 

※１：高齢化率は、不詳を除いた総人口に対する65歳以上の占める割合である。 

※２：若年者率は、不詳を除いた総人口に対する15～29歳の占める割合である。 

※３：産業別の構成比は、不詳を除いた総人口に占める割合である。 
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魚島群島地域振興計画 
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概  要 

本地域は、瀬戸内海のほぼ中央部に位置する小離島であり、魚島（190人、1.37k

㎡）・高井神島（38人、1.34k㎡）の２つの有人島と江ノ島及び付属する３島の無人

島から魚島群島を形成している。本土の今治市まで30ｋｍ、弓削島（上島町）でも

13ｋｍ離れており、隔絶性が強い地域である。 

地形は魚島、高井神島ともに平坦地が乏しく、急傾斜地がほとんどで、集落のすべ

てが島の北側に軒を重ねるように密集している。地質は片状ホルンヘルスと片状花崗

閃緑岩に大別され、土壌は砂壌土で腐植質に富んでいる。 

気候は、瀬戸内海特有の温暖で多照寡雨で、年間の平均気温15～16℃、年間降雨量

1,000mm程度である。 

人口は、平成12年では334人であったが、10年後の平成22年では228人であり、31.7

％の減少となっている。また、高齢化率は、平成12年では43.7％であったが、平成22

年では41.7％となっている。 

なお、本地域は、４町村（弓削町、生名村、岩城村、魚島村）による町村合併を行

い、平成16年10月に上島町が発足している。 

 

 

 

 

 

 

（平成22年 国勢調査）    

 

１－１ 交通の現況 

航路については、平成16年６月に建造した「ニューうおしま２」が、魚島～土生

（広島県尾道市因島）間を１日４往復しており、旅客のほか郵便物や荷物の輸送にあ

たっている唯一の生活航路である。 

本地域の住民に対して旅客運賃補助等を実施して運賃の低廉化に努めているが、航

路の維持存続も含めて課題は多い。さらに、物流についても、島内では賄えない食料

品や日用品が数多くあり、本土と比べて輸送コストがかかる状況である。 

また、島内道路の多くは、民家の密集地を通っている幅員３ｍ以下の町道であり、

整備を進めているものの拡幅改良が課題となっている。 

区分 

島名 

年齢区分別人口 (人) 構 成 比 (％) 

15歳 
未満 

15～64
歳 

65歳以
上 

計 
年少 
人口 

生産年
齢人口

老年 
人口 

計 

高井神島 0 14 24 38 0.0 36.8 63.2 100.0

魚  島 16 103 71 190 8.4 54.2 37.4 100.0

計 16 117 95 228 7.0 51.3 41.7 100.0

第１章  地 域 の 現 況 
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１－２ 情報通信の現況 

本地域では、公共施設間の島内光ケーブル網の整備は完了しているが、住民全世帯

への光ケーブル網の整備は実現できていない。現在、同軸ケーブルでＣＡＴＶによる

テレビ放送や防災無線による行政情報やコミュニティー情報などの放送サービスを実

施しているが、本土との情報通信速度や情報取得・発信の容易さ等の格差を是正する

ため、対策が必要となっている。 

しかしながら、気象条件等によりデジタル放送の電波状況が不安定であり、時折映

像が途絶えてしまう。このため、受信点の強化充実を図るなど、放送波の安定供給に

有効な方策を実施しているが、課題は多く残っている。 

 

１－３ 産業の現況 

第１次産業である漁業が基幹産業であり、定置網、蛸ツボ漁などの漁船漁業を営ん

でいるが、漁場の荒廃化により漁獲量が減少している。また、魚価が下がり、安定的

な収入を確保できないため、後継者不足の課題を抱えている。 

そのため、「獲る漁業」から「つくり育てる漁業」への転換を図り、魚礁の整備を

行うなど、安定した漁獲量の確保に努めている。 

 

 

 

 

 

（平成22年 国勢調査）    

 

１－４ 生活環境の現況 

簡易水道については、魚島、高井神島共にそのほとんどが広島県三原市からの購入

に頼っていたが、魚島については、平成９年度から供用を開始した海水淡水化施設に

より水不足が大幅に解消された。しかし、施設更新の時期も迫っており、簡易水道施

設の計画的な更新が必要となっている。 

汚水処理については、平成４年度に整備したコミュニティ・プラントにより、100

％の整備率となっている。また、その処理水は農業用水や防火用水に利用している。 

航  路  名 
距 離

（Km） 

所要時間

（分） 

便 数 

（回/日）
船 舶 の 種 類 

因島（土生）～下弓削～豊

島～高井神島～魚島 
21.1 62 4 快 速 船 

区分 

島名 

産業別就業人口 (人) 構 成 比 (％) 

第１次 第２次 第３次 計 第１次 第２次 第３次 計 

高井神島 5 0 2 7 71.4 0.0 28.6 100.0

魚  島 23 3 61 87 26.4 3.4 70.1 99.9

計 28 3 63 94 29.8 3.2 67.0 100.0
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ごみ処理については、週に一回、ごみ収集車が弓削島から高井神島、魚島にフェ

リー便で向い、収集にあたっている。なお、収集されたごみは、弓削島のクリーン

センターで処理されており、町内におけるごみの集約化が図られている。 

公営住宅については、魚島、高井神島ともに整備されているが、将来的なＩターン

者やＵターン者を受け入れるためにも、今後も継続的な整備が必要である。 

 

１－５ 医療の現況 

医療については、魚島に国保診療所、高井神島にへき地出張診療所があり、魚島に

は医師が常駐しており、週１回、高井神島への出張診療を行っている。 

救急医療については、上島町消防本部の救急艇により尾道市等の病院へ搬送してい

るが、多くの搬送時間を費やしており、また、荒天時の対応が十分ではない。 

 

１－６ 介護サービスの現況 

保健福祉センター（龍宮苑）を拠点に高齢者への支援サービスを実施している。ま

た、デイサービスや保健・栄養指導、運動指導などを実施しているが、更なる支援の

拡充が必要である。 

 

１－７ 高齢者の福祉その他の福祉の現況 

高齢化率は41.7％と高い数字であり、独居・高齢者世帯が増加している。 

このため、高齢者の福祉の向上及び増進は、本地域にとって重要な課題となってい

る。また、公共施設のバリアフリー化についても整備が遅れている。 

魚島にある本地域唯一の保育所については、平成23年度に休園していたが、平成24

年度には再開している。 

 

１－８ 教育及び文化の現況 

本地域には魚島小学校（８名）があるが、魚島中学校、高井神小中学校は現在、休

校中である。魚島中学校については、平成25年度に再開予定ではあるが、このまま過

疎高齢化が進むようであれば、将来の学校存続が懸念される。 

生涯教育については、壮年会や婦人会などによる活動が積極的に行われており、学

習意欲や地域貢献への関心が高い。しかし、公民館や集会所の設備は十分ではなく、

更なる整備が必要である。 

 

１－９ 観光の現況 

地理的好条件から周辺海域が好漁場として知られており、釣りを目的にした観光客

が多く来島している。休館状態であった島内唯一の宿泊施設である観光センターが平
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成22年度より再開したことから、今後は更なる観光客受け入れ態勢を整えていく。 

 

１－10 国内及び国外の地域との交流に関する現況 

広島県福山市在住の写真家 村上 宏治 氏の企画により、平成23年度に魚島の小中

学生と西アフリカのブルキナファソの小学生がインターネットによるテレビ電話で交

流し、互いの国の紹介などを行っている。 

また、愛媛大学との連携を図っており、魚島の伝統行事である「てんてこ」や秋祭

りの保存活動を行っている。 

 

１－11 自然環境の保全及び再生の現況 

島民の高齢化に伴い港周辺の清掃が困難になっているため、県の元気な集落づくり

応援団マッチング事業などを活用して、地域外からのボランティア活動による清掃活

動が行われている。 

 

１－12 国土保全及び防災対策の現況 

本地域は台風や冬季の季節風による風が強く、波も高いため、浮き防波堤が沈むな

どの被害を受けており、漁港整備を推進しているが、未だ十分ではない。 

消防体制については、過疎化に伴う団員の減少と高齢化が課題である。特に、休日

は若年層が島外に出るため消防体制が整わないことから、高齢者などでも消火活動が

行えるような体制づくりが求められている。 

 

１－13 人材の確保及び育成の現況 

総務省の「地域おこし協力隊」制度を活用して、都市部より地域おこしに携わる人

材を募集した。本地域には、平成24年度に１名の協力隊員を配置し、地域おこしと定

住に向けた取組を行っている。 
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本地域は、隔絶性が特に強い地域であるため、同一町内の上島諸島や今治市及び広

島県尾道市などと連携を強化して、生活圏・経済圏の広域化を促進する必要がある。 

また、漁業の後継者不足や若年層の人口流出が続くなか、離島航路の維持や生活環

境の改善など、住民生活を支える基盤の一層の充実が求められている。 

一方で、本地域は離島特有の港景観と集落景観があるとともに、周辺海域が好漁場

として知られている。 

こうした状況を踏まえ、課題を克服し、特性を活かすことにより、本地域の自立を

促進して離島性からの脱却を図るため、「住んでよし 来てよし 元気島」を基本理

念とし、次の６つの政策を実施する。 

 

①島人は健康人 

健やかな身体と心を保つことに努め、快適で健康な暮らしを営む 

②島人は産業人 

地域に根ざした多様な産業を発展させ、安定した働く場を確保する 

③島人は交流人 

町内外の交流活動を活発に展開し、多彩な交流ビジネスを振興する 

④島人は環境人 

恵まれた自然環境を大切に守り、美しい風景と町並みを創り出し、後世に遺す 

⑤島人は知恵人 

上島町民は、思いやりのある賢い人をめざすとともに、郷土に愛着と誇りを持つ子

どもたちを育てる 

⑥島人は自治人 

自らの町は自らの力で治めるという気概を持ちつつ、互いに助けあい、温かい地域

社会を築く 

 

第２章  振興の基本的方針 
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３－１ 交通施設の整備その他に関する事項 

航路については、「ニューうおしま２」の維持存続を図り、島の隔絶性を軽減する

ため、上島諸島や広島県尾道市因島との連携を強化する。本地域にとって、海上交通

は重要なライフラインであり、離島という厳しい立地条件を少しでも緩和するために、

費用負担、利便性、そして利用者の動向などを比較・勘案し、効率的なサービスの提

供などに努める。また、現在行っている旅客運賃補助を継続するなど移動費用の低廉

化に努めるとともに、物流コストの低減も検討していく。 

島内交通については、整備が行われていない幅員３ｍ以下の道路について、拡幅・

改良整備を実施する。 

 

３－２ 通信施設の整備その他に関する事項 

情報通信速度や情報取得・発信の強化を図るため、地域内の全戸に光ファイバー網

を整備する。また、光ファイバーケーブル網の整備とインターネット網による告知放

送システムを導入するとともに、情報通信機器を利用する島民のＩＴ能力向上を図る。 

また、専門医が不足する離島環境において、本土と変わらない診察が受けられるよ

う、ＩＣＴを活用した遠隔医療のシステム構築を検討する。特に、妊産婦に関しては、

本土への通院が大きな負担となっているため、遠隔医療システムによる定期健診の実

施を検討する。 

テレビ放送については、受信が不安定になるフェージング現象の改善を図るととも

に、自主制作番組を向上させ、島民の暮らしに役立つ地域情報等、魅力ある番組を制

作・放映するよう努める。 

 

３－３ 産業振興等に関する事項 

第１次産業である漁業の振興を重点的に進め、築いそ・魚礁の設置などの漁場整備

を行い、後継者の確保を図る。漁港については、適正な維持管理に努め、施設の長寿

命化・延命化を図る。また、稚魚の中間育成と放流を継続的に行い、「つくり育てる

漁業」を推進する。 

 

３－４ 生活環境の整備に関する事項 

上水道については、平成９年度から供用を開始している海水淡水化施設の設備更新

の時期が迫っており、安定的な上水道の供給を図るために対策を検討する。 

汚水処理については、コミュニティ・プラントの維持・管理に努め、生活環境の向

上を図る。 

第３章  計 画 の 内 容 
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ごみ処理については、町内のごみの集約による効率化を図るため、現在のごみ収

集車での回収を継続させ、弓削島のクリーンセンターでの処分を推進する。 

過疎・高齢化の進行に歯止めをかけ、交流人口・定住人口の拡大を図るためには住

宅の整備は必要であることから、今後も公営住宅の維持管理など入居者の住環境の改

善を図っていく。 

 

３－５ 医療の確保等に関する事項 

無医地区を作らないため、医療従事者を継続的に確保していく。また、診療所の施

設整備及び設備の充実を図る。加えて、地域内で歯科医療が確保できていないため、

確保に対する支援を行う。 

また、本土と変わらない診察が受けられるよう本地域に光ファイバー網を整備し、

ＩＣＴを活用した遠隔医療の実現を検討する。また、妊産婦については、現在行って

いる通院費補助事業（１回あたり5,000円の補助）を充実させ、定期健診などは遠隔

医療で実施できる体制づくりを目指す。 

救急医療については、上島町消防本部が担っている救急患者搬送機能等の維持と拡

充を図る。 

 

３－６ 介護サービスの確保等に関する事項 

独居や高齢者世帯など要援護高齢者を定期的に訪問し、安否確認、生活相談、行政

手続等の代行、保健センターや地域包括支援センターの取り次ぎのほか介護保険対象

外の方に対する軽易な生活支援を行う。 

 

３－７ 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項 

バリアフリー化が実施できていない公共施設などの改善対策を実施し、高齢者が暮

らしやすい島の環境の構築を目指す。また、「地域見守りネットワーク事業」等を推

進し、お互いに見守り、支え合う地域づくりを実施する。加えて、買い物に行く交通

手段がないなど、高齢者を中心とした買い物弱者を対象とする「買い物代行支援サー

ビス」を検討する。 

児童福祉について、家族世帯が定住できる環境を推進し、児童を元気に育てられる

島づくりを目指す。また、児童の安心安全な保育環境を確保するため、施設の整備を

推進する。 

 

３－８ 教育及び文化の振興に関する事項 

学校教育については、児童・生徒数減少に伴う学校存続の危機を回避するため、定

住促進策を実施するとともに、全国から留学生（児童・生徒）を募集し、里親のもと
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で１年間生活して上島町内の小中学校に通学させる制度の実現を検討する。 

また、弓削島にある県立弓削高等学校は、生徒数減少から存続が難しくなっている

ため本地域から通う生徒に対して通学費補助等の支援を行っているが、今後も支援を

継続する。 

生涯教育については、集会所、公民館の施設整備を充実させ、生涯学習ができる機

会を増やし、地域活動の推進強化につなげる。 

 

３－９ 観光の開発に関する事項 

唯一の宿泊施設である魚島観光センターの設備を充実させ、受け入れ態勢を整える。

また、恵まれた自然環境を活かした観光開発を行い、観光客の増加を目指す。 

 

３－10 国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項 

愛媛大学との連携を継続し、魚島の伝統行事である「てんてこ」や秋祭りの保存活

動を実施する。また、平成22年度より実施している高井神島の「高井神島ようこそ祭

り」（歌手によるコンサートなど）を継続させるなど、魚島と高井神島の島民の交流

機会をできるだけ確保する。 

その他、スポーツ振興（卓球）や伝統文化の保存活動（獅子舞）などを通じ、島民

同士や他地域との交流の場としての活用を目指した「魚島地域交流施設」を整備する。 

 

３－11 自然環境の保全及び再生に関する事項 

上島町景観計画の目標である「美しい瀬戸内の島の景観の保全・育成と眺望景観の

活用」の方向性に基づき、行政・地域住民・事業所等が連携して、島ならではの優れ

た景観の保全に取り組んでいく。また、地域の文化・歴史・生活の上に築かれた上島

町ならではの景観の形成を目指す。加えて、島民の高齢化に伴い困難になっている港

周辺や集落の清掃活動については、地域外のボランティア団体による清掃活動を推進

する。 

 

３－12 国土保全施設等の整備及び防災対策に関する事項 

台風などの災害から島民を守るため、人家や公共施設等の高潮対策等を推進してい

く。また、南海トラフの巨大地震による津波災害対策を講じる必要があるため、港周

辺の整備を進めていく。 

消防・防災体制については、消防団員の確保とともに消防施設を充実させ、防災力

の強化を図る。また、休日など島外に出る人が多い場合にも非常時の対応が行える消

防体制を構築していく。 

 

３－13 人材の確保及び育成の現況に関する事項 
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定住促進事業を推進し、漁業の担い手を確保して定住人口の拡大を図る。 

また、地域おこし協力隊制度を活用して、都市住民など地域外の人材を新たな担い

手として受け入れ、地域力の維持・強化を図る。 
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上島諸島地域振興計画 
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第１章  地 域 の 現 況 

 

概  要 

本地域は、今治市へ32.6ｋｍ、広島県尾道市因島へ4.6ｋｍ、尾道市本土へは23.2

ｋｍの地点にあり、本県の北東端、広島県との県境で瀬戸内海のほぼ中央に位置して

いる。 

上島町に属する弓削島（2,885人、8.68k㎡）、佐島（519人、2.67k㎡）、生名島

（1,705人、3.69k㎡）、岩城島（2,309人、8.97k㎡）、赤穂根島（２人、2.09k㎡）

の５つの有人島からなり、総人口は7,418人、総面積は24.01ｋ㎡である。なお、赤穂

根島は平成22年国勢調査では有人島であったが、現在は無人島である。 

離島・辺地という地理的条件に加え、農林水産業の不振と昭和60年代の造船・海運

不況等のため就業の場を失い、若年層を中心に町外に大量流出するという状況に陥り、

平成２年には10,014人であったが、平成12年では8,271人、平成22年では7,420人であ

り、20年間で2,596人、26％もの人口減少となっている。また、高齢化率は、平成12

年では30.3％であったのが、平成22年では37.6％となっており、特に若年層における

人口の流出傾向が続いている。 

地形は、弓削島、岩城島が急峻であるのに対し、佐島、生名島は比較的傾斜が緩く、

これらの島では海岸線にほとんどの集落を形成している。 

気候は、瀬戸内海特有の温暖な多照寡雨であり、年間平均気温15～16℃、年間降雨

量1,000mm前後で冬期にもほとんど積雪はなく、夏期は東風、冬期は北西風が多い。 

また、白砂青松の海岸線とすぐれた多島性景観を有する芸予諸島の中にあって、昭

和31年に上島諸島の有人島の一部が瀬戸内海国立公園に指定されるなど、極めて風光

明媚な地域である。 

なお、本地域は、魚島村を含めた４町村（弓削町、生名村、岩城村、魚島村）によ

る町村合併を行い、平成16年10月に上島町が発足している。 

※赤穂根島については母数が少ないため岩城島と合算表示している。（平成22年 国勢調査）   

区分 

島名 

年齢区分別人口 (人) 構 成 比 (％) 

15歳 
未満 

15～64
歳 

65歳 
以上 

不詳 計 
年少 
人口 

生産年
齢人口 

老年 
人口 

計 

弓 削 島 220 1,593 1,072 0 2,885 7.6 55.2 37.2 100.0

佐  島 30 250 238 1 519 5.8 48.3 45.9 100.0

生 名 島 109 859 737 0 1,705 6.4 50.4 43.2 100.0

岩 城 島 
227 1,345 739 0

2,309
9.8 58.2 32.0 100.0

赤穂根島 2

計 586 4,047 2,786 1 7,420 7.9 54.5 37.6 100.0

第１章  地 域 の 現 況 
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１－１ 交通の現況 

離島という地理的条件により、町外との交通はすべて船舶に頼らざるを得ず、海上

交通は町民にとってかけがえのない足であり、また、生活物資・生産資材・外来者な

どの輸送を支えるものである。 

しかしながら、しまなみ海道や上島架橋第二橋である生名橋の開通に加え、架橋や

人口減少の影響で航路の再編がなされた結果、交通体系が変化し、通勤、通学、通院

など日常生活においても大きな変化が生じている。また、生活圏内である島外に出る

ためには航路を使用しなければならず、本土と比較すると航路運賃が島民の経済的負

担となっている。 

一方、物流については、食料品や日用雑貨等の日常の生活物資は島内で賄えるが、

島外店舗で購入しなければならない商品もあり、輸送料が必要となる。さらに、島内

で生産した農産物等の搬送にも本土と比べて輸送コストがかかる状況である。 

 

本地域では、平成22年度に上島架橋第二橋として生名橋が開通し、平成７年度に開

通した弓削大橋と合わせて、弓削島、佐島、生名島の３島が陸続きとなった。しかし

ながら、上島架橋は第三橋である岩城橋の完成により本来の効力を発揮するもので、

町村合併によるスケールメリットや効率化を活かすためにも、生名島～岩城島間の架

橋の早期実現が期待される。 

島内道路については、離島という地理的条件から各島の集落は狭隘な平野部に密集

し点在しているため、未だ車の離合が困難な場所が残っていることから、継続的に道

路整備を進めていく必要がある。 

航  路  名 
距 離

（Km） 

所要時間

（分） 

便 数 

（回/日）
船 舶 の 種 類 

今治～岩城～佐島～下弓削 

～生名～因島（土生） 
37.2 70 9 快 速 船 

下弓削～生名～因島(土生) 4.6 13 23 フェリー型旅客船 

上弓削～因島(家老渡) 1.0 5 36 フェリーボート 

生名立石～因島(土生) 0.4 5 60 フェリーボート 

岩城～因島(土生) 9.7 17 4 快 速 船 

長江～因島(土生) 2.7 13 20 フェリーボート 

小漕～生口島（洲江） 0.7 5 33 フェリーボート 

生名立石～三原（三原市） 18.0 27 12 快 速 船 

因島（土生）～下弓削～魚島 21.1 62 4 快 速 船 
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公共交通機関としては、平成22年度生名橋開通に併せ、弓削島～生名島間及び生名

島内の町有バスについて整備を図った。また、岩城島では、福祉バスが運行している。 

 

１－２ 情報通信の現況 

平成21年度に情報通信基盤整備事業により光ファイバーケーブル網を整備し、ＣＡ

ＴＶによるテレビ放送や、インターネット網の告知放送システムによる行政情報、コ

ミュニティー情報等の放送サービスを開始した。 

しかしながら、ＣＡＴＶによるテレビ放送では、デジタル放送の電波状況が不安定

であり、時折映像が途絶えてしまう。このため、受信点の強化充実を図るなど、放送

波の安定供給に有効な方策を実施しているが、課題は多く残っている。 

 

１－３ 産業の現況 

産業別就業率は、第１次産業8.8％、第２次産業41.0％、第３次産業50.2％という

状況であり、造船海運関連産業の発展や農林漁業の不振、後継者不足と地域の高齢化

に伴い、第１次産業から第２・３次産業へと労働力が移動している。 

主要産業である造船業の歴史は古く、近世の舟運時代に遡る。近代的な造船業に脱

皮したのちも、外部依存型の経済体質ゆえに世界規模の海運市場の動向によって不況

の波をもろに被り、若年労働力の流出によって地域の活力が急速に衰退する事態も招

いている。近年は造船業界の好況時期はあったものの、景気は後退傾向にあり、必ず

しも楽観はできない。 

※赤穂根島については母数が少ないため岩城島と合算表示している。（平成22年 国勢調査）   

 

農業については、瀬戸内海特有の気候条件を活かした柑橘栽培が中心であるが、急

傾斜の段々畑が多く小規模な農家がほとんどであり、販売価格の低迷など経済状況は

厳しい。また、後継者不足も深刻であり、耕作条件の悪い樹園地は荒廃化が進み、専

業農家は減少の一途をたどっている。一方、岩城島にある県今治支局産地育成室技術

区分 

島名 

産業別就業人口 (人) 構 成 比 (％) 

第１次 第２次 第３次
分類
不能

計 第１次 第２次 第３次 計 

弓 削 島 43 281 672 3 999 4.3 28.2 67.5 100.0

佐  島 19 75 97 0 191 9.9 39.3 50.8 100.0

生 名 島 11 241 411 0 663 1.7 36.3 62.0 100.0

岩 城 島 
204 696 403 1

1,302
15.7 53.4 30.9 100.0

赤穂根島 2

計 277 1,293 1,583 4 3,157 8.8 41.0 50.2 100.0
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普及グループ（旧果樹試験場岩城分場）において適産物の研究や普及促進活動が行わ

れ、レモンやライム、新品種の柑橘への重点的な転換によるブランド化が図られてい

る。近年では、Iターンによる新規就農もあり、耕作放棄地解消の一助となっている。

また、平成23年度には上島町体験研修施設及び定住促進住宅を建設し、農林漁業の担

い手となる者への研修道場及び住宅提供を行っている。なお、近年、イノシシの増加

に伴う農作物の被害が多発していることから、防護柵や捕獲罠の設置などの対策を進

めており、平成24年度には佐島に獣肉処理加工施設を整備し、捕獲したイノシシの解

体処理及び精肉加工が可能になった。 

水産業については、周辺の海域は、瀬戸内海における有数の好漁場であるが、近年

は漁業環境の変化等により水産資源は減少している。弓削地区（弓削島、佐島）では

海苔養殖、生名・岩城地区（生名島・岩城島）ではエビ・ヒラメ・マダイ等の養殖な

ど、つくり育てる漁業への移行が進んでいるが、生産量、品質が天候に大きく左右さ

れるため、漁獲の減少や魚価の低迷等、不安定な経済状況が続いている。 

 

１－４ 雇用の現況 

商業については、商圏が本地域内に限られ、生活必需品以外は本土側（広島県）の

量販店などに流れるため大規模経営は成り立ち難いほか、後継者問題で廃業する商店

もある。 

工業については、岩城島には農村地域工業等導入促進法等により誘致された造船関

連企業が４社あり、町内の重要な産業基盤となっているが、造船業以外に特筆すべき

企業はなく、いずれも零細企業である。用地・流通面等の立地条件（離島の地理的条

件）の問題もあり、大規模経営は困難で島外へ職場を求めざるを得ない。建設業も公

共事業に頼らざるを得ない状況にあり、近年の公共事業縮減に伴い建設業就業者は減

少傾向にあり、雇用は減っている。 

 

１－５ 生活環境の現況 

上水道については、かつては慢性的な水不足に悩まされ続けてきたが、昭和58年に

上島上水道企業団（旧弓削町、旧生名村、旧岩城村で構成）を設置し、広島県からの

県境を超えた分水（友愛の水）事業により昭和60年に待望の一部給水がスタートし、

平成元年からの全域給水によって水不足は解消された。 

しかしながら、離島ゆえに各島を結ぶ海底送水管等の施設に多額の整備費を要し、

極めて高額な給水料金となってしまったため、平成２年度から平成21年度まで高料金

対策に係る一般会計からの繰り入れを実施し、現在まで可能な限り低廉で安定した供

給体制の維持に努めているところである。今後は、施設の老朽化による維持管理に関

する対策も必要となっている。 
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汚水処理については、公共用水域の水質保全のため、公共下水道の整備を進めてき

たが、平成21年度には整備を終えている。この結果、弓削島、生名島及び岩城島の一

部は特定環境保全公共下水道で、佐島と岩城島の一部は農業集落排水、計画区域外の

小規模分散集落については浄化槽市町村整備推進事業で整備が完了し、使用料等の均

一化もなされている。なお、収集されたし尿は、生名島の処理施設まで運び処理を行

っているが、施設改修などにより増加する費用負担が問題となっている。 

ごみ処理については、可燃ごみを集約させて適切に処理することが課題であったが、

平成20年に上島クリーンセンターが弓削島に完成したことに伴い、地域内の各島のご

みが当施設で焼却できるようになった。しかし、近年の生活様式の変化、ごみの多様

化により、将来に向けて不燃物処理対策が懸念されている。 

住宅については、死亡・転出などによる空き家の増大や後継者の不在による放置家

屋の荒廃が進み、景観や環境など様々な問題が発生しているため、現在「空き家バン

ク」などの施策を実施しているが、今後は更に活用方法について検討を進めなければ

ならない。また、公営住宅が各島に設置されているが、老朽化が著しい所から順次、

改善を進めている。なお、公営住宅は、以前は低所得者向けの住宅で入居条件が厳し

いものであったが、現在は条件を緩和している。 

 

１－６ 医療の現況 

医療については、個人の医科診療所が弓削島と岩城島に各１施設、歯科診療所が弓

削島２施設、生名島と岩城島に各１施設あり、医師が常駐している。しかし、今後の

医師の確保とともに、診療所では対応できない場合等に町外の医療機関へ通院しやす

いよう交通体系の充実が課題である。 

救急医療については、消防本部にて救急車搭載型の救急艇を新造したことにより、

従前に比べて搬送時間の短縮が図られているが、本土と比較すると依然多くの時間を

費やしている。 

 

１－７ 介護サービスの現況 

島民が生涯を通じて健康で生きがいのある生活が送れるよう、各地区の保健・福祉

の拠点として、保健センター・高齢者生活福祉センター等を整備するとともに、保健

・福祉の連携を確保し、総合的なサービスの提供体制を整えている。 

今後は、高齢者が健康で生きがいを持ち、住み慣れた地域で老後を生き生きと安心

して生活できる地域社会を目指していくとともに、高齢者に対する包括的で多様なサ

ービスの提供を地域全体で支援し、地域ケア体制の構築を行うことが重要である。 

 

１－８ 高齢者の福祉その他の福祉の現況 
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65歳以上の人口は2,786人、高齢化率は37.6％であり、高齢者のみの世帯、単身高

齢者世帯が数多く見られるため、家族機能・集落機能の維持が困難な状況となってき

ている。このため、高齢者の福祉の向上及び増進は重要な課題となっている。 

児童福祉については、弓削地区では、平成22年度に旧佐島小学校を改築して保育所

を移転整備したが、老朽化が著しい施設も残っている。また、遊具等についても、保

育環境を十分満たすものとはなっていないため、対策が必要である。 

 

１－９ 教育及び文化の現況 

小学校３校（弓削島１、生名島１、岩城島１）、中学校２校（弓削島１、岩城島

１）、県立高等学校１校（弓削島）、国立高等専門学校１校（弓削島）があり、住民

の教育意識が高く、比較的恵まれた教育環境にあるが、老朽化が著しく改善が必要な

施設もある。なお、少子化や高齢化による生徒数の減少が学校運営の大きな問題とな

っている。 

社会教育については、婦人会、老人クラブ、文化協会等の任意団体が中心となって

地域に貢献している。公民館や集会所、開発総合センターなどの施設があり、活動拠

点となっている。しかし、耐震補強や利用面、管理面での問題を抱えている。 

 

１－10 観光の現況 

平成23年度に離島体験滞在交流促進施設として、弓削島に「インランドシーリゾー

ト ＦＥＳＰＡ」を整備しており、観光・交流の拠点として機能している。 

なお、グリーンツーリズムなどを活用して様々な分野との連携を深め、滞在交流型

観光を進めていく必要があるが、受け入れ態勢の充実など課題は多い。 

近年、愛媛県今治市と広島県尾道市を結ぶしまなみ海道は、サイクリングの聖地と

して注目を集めているが、しまなみ海道沿いに位置する本地域もサイクリングの普及

に努めており、今後、しまなみ海道と連動した受け入れ態勢の構築を目指していく。 

 

１－11 国内及び国外の地域との交流に関する現況 

国外との交流では、平成22年に島の誇れる歴史である「塩」をテーマに、フランス

と日本の現代アートの作品展及びシンポジウムを開催した。 

国内については、広島県からの分水をきっかけとした広島県東広島市福富町との交

流が行われている。 

なお、平成26年度に予定されている愛媛県・広島県共催の「瀬戸内しまのわ2014」

では、しまなみ海道全域で取り組む観光イベントとして準備を進めている。 

 

１－12 自然環境の保全及び再生の現況 
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環境汚染の防止と生活環境の向上に寄与する事業を目的としたＮＰＯ法人が活動を

行っており、弓削島の松原海水浴場等の清掃などが行われている。 

 

１－13 再生可能エネルギーの利用等の現況 

上島町では、平成22年度より「上島町住宅用太陽光発電システム設置費補助制度」

を実施しており、町内の住宅への太陽光発電システム設置に対して補助を行っている。 

 

１－14 国土保全及び防災対策の現況 

降雨量も少なく河川も小さいため、過去、大雨による大災害は発生していないが、

土砂崩れの危険箇所は未だ多く残っており、防災工事を進める必要性がある。 

海岸については、高潮による家屋への浸水や波浪などの自然災害を過去たびたび受

け、大きな傷跡を残してきた。護岸の整備などにより、ある程度、危険箇所は解消さ

れつつあるが、今後も対策は必要である。 

消防・防災対策については、平成16年に誕生した上島町と同時に上島町消防本部が

発足し、消防本部職員の増員配置、救急車搭載型の救急艇の新造をはじめ、消防庁舎

の建設など消防・救急体制の整備充実が図られている。今後は、消防救急無線のデジ

タル化への切り替えや通信指令台の整備が必要となる。更には、来るべき南海トラフ

の巨大地震に備えて、大規模災害時への対策を進めていかなければならない。加えて、

消防団員の高齢化、青壮年層の減少に伴う担い手不足も課題となっており、現在の定

数390名を堅持していく必要がある。 

 

１－15 人材の確保及び育成の現況 

上島町では、新たな農林漁業の担い手の確保を目的とする「定住促進事業」を平成

20年度より実施しており、農林漁業の就業を希望する者に対して支援を行っている。 

また、総務省の「地域おこし協力隊」制度を活用して、都市部より地域おこしに携

わる人材を募集し、本地域には平成23年度に２名の協力隊員を配置し、地域おこしと

定住に向けた取組を行っている。 
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本地域の根本的な課題は、離島であるがゆえの日常生活の非利便性が人口減少を加

速させ、これに伴い、地域活力の低下が生じていることにある。 

また、農林水産業の後継者不足や商業の低迷が続くなか、地域内を連結する公共交

通網や救急医療、上下水道など住民生活を支える基盤の一層の充実が求められている。 

一方で、本地域は瀬戸内海の豊かな自然、歴史・文化を有しており、高品質で多様

な農水産物の産地であることや造船をはじめとする活発な工業活動など、他地域には

ない特性がある。 

こうした状況を踏まえ、課題を克服し、特性を活かすことにより、本地域の自立を

促進して離島性からの脱却を図るため、「住んでよし 来てよし 元気島」を基本理

念とし、次の６つの政策を実施する。 

 

①島人は健康人 

健やかな身体と心を保つことに努め、快適で健康な暮らしを営む 

②島人は産業人 

地域に根ざした多様な産業を発展させ、安定した働く場を確保する 

③島人は交流人 

町内外の交流活動を活発に展開し、多彩な交流ビジネスを振興する 

④島人は環境人 

恵まれた自然環境を大切に守り、美しい風景と町並みを創り出し、後世に遺す 

⑤島人は知恵人 

町民は、思いやりのある賢い人をめざすとともに、郷土に愛着と誇りを持つ子ども

たちを育てる 

⑥島人は自治人 

自らの町は自らの力で治めるという気概を持ちつつ、互いに助けあい、温かい地域

社会を築く 

 

第２章  振興の基本的方針 
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３－１ 交通施設の整備その他に関する事項 

上島架橋については、第三橋である岩城橋の早期実現を目指し、取組みを進める。

なお、架橋が完成したとしても離島という地理的条件は変わらず、地域外に出る場合

はすべて船舶に頼らざるをえないため、現在の航路を維持するとともに、広域航路の

増便や夜間の就航など航路の充実を検討する。 

加えて、離島という厳しい立地条件を少しでも緩和するために、海上交通に関する

費用負担、利便性、そして利用者の動向などを比較・勘案し、密接に関連するバス交

通も含め、長期的な方向を見通す中で航路運賃の低減に努めるとともに、農産物等の

物資の輸送コストを低減する取組みへの支援も行う。 

島内道路については、各島の集落は狭隘な平野部に密集し点在しているため、未だ

車の離合が困難な場所が残っている状況である。このため、県道については、上島架

橋の完成に向けて、交通状況を考慮しながら２車線化を積極的に推進する。また、県

道を補完する役割を担う町道については、車両の離合困難箇所の解消等、生活道路の

利便性向上に向けて整備を実施する。 

一方、公共交通機関として整備した弓削島～生名島間及び生名島内の町有バスや岩

城島で運行している福祉バスについては、島民にとって利用しやすい交通体系となる

よう見直しを図る。加えて、更なる高齢化の進行が予測されることから、デマンドバ

ス等の新たな交通体系を検討する。 

 

３－２ 通信施設の整備その他に関する事項 

整備した情報通信基盤を 大限に活用し、島民生活の豊かさの向上を図るために情

報通信機器を利用する島民のＩＴ能力向上を推進する。また、情報サービスの効率化

を目指し、行政における情報通信基盤の活用を実施する。 

また、専門医が不足する離島環境において、本土と変わらない診察が受けられるよ

う、ＩＣＴを活用した遠隔医療のシステム構築を検討する。特に、妊産婦に関しては、

本土への通院が大きな負担となっているため、遠隔医療システムによる定期健診の実

施を検討する。 

ＣＡＴＶによるテレビ放送については、受信が不安定になるフェージング現象の改

善を図るとともに、自主制作番組を向上させ、島民の暮らしに役立つ地域情報等、魅

力ある番組を制作・放映するよう努める。 

 

３－３ 産業振興等に関する事項 

造船業と並んで基幹産業である農林漁業について、若年層の就業の機会を増やすだ

第３章  計 画 の 内 容 



 

38 

 

けではなく、環境を守り育てる役割を担い、様々な施策を講じて振興を図る。 

農業については、定住促進事業（ワーキングホリデー、お試し就業研修事業、イン

ターン事業）による施策を展開し、担い手の確保、耕作放棄地の対策、鳥獣害防止対

策、レモン・ライムや新品種等への積極的な転換を推進するとともに、産地化・ブラ

ンド化に努め、後継者の確保・育成を図る。なお、ブランド化を高めるために、製品

加工化、販売体制の確立を進め、日本有数の柑橘を活用した観光農園の挑戦など、新

たな産業おこしを推進する。また、就農のために本地域外から移住した者への住環境

等のインフラ整備を実施する。 

漁業については、漁民の所得を増加させていくために、生態系に配慮しながら種苗

の中間育成・放流などによって「つくり育てる漁業」を推進するとともに、漁業環境

保全、流通機能向上、安定した漁業経営の確立に向けて新技術の導入を進める。のり

養殖では、適正規模による計画的生産を推進するとともに、効率的な生産流通体制の

確立を図る。 

 

３－４ 雇用機会の拡充等に関する事項 

本地域は造船業が主産業となっているため、規模拡大による多方面の支援策を実施

し、埋立てなどによる工場用地の確保、新規労働者等の雇用機会の創出・拡大、情報

基盤の改革、流通改善等のサポートを推進する。 

商業については、既存企業のより一層の発展及び安定経営に資するため流通改善を

行い、人材確保や新分野開拓に積極的な取組みを実施する。また、融資制度の充実に

よる商店経営の支援を図りながら、既存の商業機能の維持・強化に取り組む。さらに、

意欲のある移住者を積極的に受け入れ、地元企業への就業、小規模ビジネスの起業等

を支援する。 

工業については、「造船振興計画」に基づいて、事業用地の確保、造船施設の拡充

など多方面の支援策を実施する。また、新規労働者等の雇用機会を創出・拡大すると

ともに、造船技術教育の充実を図る。さらに、インターンシップなど様々な手段を活

用して、安定した地域雇用の促進に努める。 

 

３－５ 生活環境の整備に関する事項 

上水道については、給水開始から20年以上が経過して維持管理費の増大による高料

金化への対策が必要であることから、計画的な維持管理を進め、より一層効率的な運

営を目指し、現在の料金体制の維持を図る。 

下水道については、平成21年度に施設整備が完了していることから、今後は計画的

な維持管理を行い適切に対応していく。また、老朽化・耐震化等に対する取組みを推

進する。 
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し尿処理については、施設改修により増加する費用負担が問題となっているため、

公共下水道施設整備による汚水処理施設共同整備事業を推進するなど様々な対策を実

施する。 

廃棄物処理については、資源を有効に活用するため、ごみの減量化を推進する。

また、町民、事業者及び行政が一体となって、ごみの排出抑制に取り組む。なお、

埋立残余容量が少なくなった 終処分場については、今後、長期的かつ安定的に埋

立処分が可能な次期処分場の整備を検討する。 

住宅については、本地域では空き家の数が増加しており、景観及び環境の保全を図

るため、「空き家バンク」の推進を図り、定住人口の拡大を目指す。また、公営住宅

については、地域全体の住宅需要を検討し、適切な住環境を提供する。加えて、老朽

化した公営住宅の改善を進め、入居者の住環境改善を図る。 

 

３－６ 医療の確保等に関する事項 

医療の確保については、地域内における公営診療所および医療機能の充実に努める

とともに、地域外の医療機関に円滑に通院できる施策を推進し、活動拠点となる保健

センター機能の向上を図る。また、保健、医療、福祉が連携した地域総合医療ネット

ワークの構築を図り、県境を越えたネットワークの形成を目指す。 

加えて、光ファイバー網の整備が完了したため、本土と変わらない診察が受けられ

るようＩＣＴを活用した遠隔医療の実現を検討する。また、妊産婦については、現在

行っている通院費補助事業（１回あたり5,000円の補助）を充実させ、定期健診など

は遠隔医療で実施できる体制づくりを目指す。 

救急医療については、広島県の医療機関への依存度が高いため、県境を越えた広域

的な協力体制を構築し、連携強化する。また、上島町消防本部が担っている救急患者

搬送機能等の維持と拡充を図る。 

 

３－７ 介護サービスの確保等に関する事項 

介護拠点機能として、地域包括支援センターや海光園、社会福祉協議会等が連携し、

要支援・要介護者の介護拠点を充実させる。また、高齢者が暮らしやすいまちづくり

を推進するため、「地域見守りネットワーク」事業を実施し、互いに見守り支えあう

システムの構築を目指す。 

 

３－８ 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項 

急速な高齢化に対応するため、要介護者支援システムへの転換を図る。一方、日常

生活に起因する生活習慣病が原因で要介護者となるケースが多く、生活習慣病の予防

に関する保健事業の取組みが必要であることから、島民が自分の健康づくりを心がけ
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るような様々な啓蒙活動を展開するとともに、心身の健康づくりに繋がる多様な学ぶ

機会を提供する。 

加えて、買い物に行く交通手段がないなど、高齢者を中心とした買い物弱者を対象

とする「買い物代行支援サービス」を検討する。また、独居や高齢者世帯など要援護

高齢者を定期的に訪問し、安否確認、生活相談、行政手続等の代行、保健センターや

地域包括支援センターの取り次ぎのほか、介護保険対象外の方に対する軽易な生活支

援を行う。 

児童福祉については、保育需要の多様化に対応するため、児童福祉施設を充実させ、

安全な遊び場確保などの環境づくりを推進する。さらに、放課後児童クラブの充実を

図り、女性の社会進出に伴う共働き家庭の支援を行う。 

また、障害を持つ人や高齢者などが少しでも安心して行動できるよう、公共施設の

バリアフリー化・ユニバーサルデザイン化を進める。 

 

３－９ 教育及び文化の振興に関する事項 

学校教育については、上島町に愛着と誇りを持つ子どもの育成を図るとともに、本

地域の教育機関である県立弓削高等学校、国立弓削商船高等専門学校の支援に努める。

特に、弓削島にある県立弓削高等学校は、生徒数減少から存続が難しくなっているた

め島外から通う生徒に対して通学費補助等の支援を行っているが、今後も支援を継続

するとともに、近隣自治体との連携を強化して生徒数確保に努める。 

小中学校についても、教育内容の向上を図るため、教育機器などの学校施設の充実

を図るとともに、子どもたちが安心・安全に学べる環境づくりのため、スクールバス

の継続的な運行や防犯対策の支援を実施する。また、上島架橋の整備に合わせて、島

を越えた児童・生徒の交流を推進するとともに、スクールバスの運行計画の変更も検

討する。 

さらに、全国から留学生（児童・生徒）を募集し、寄宿舎か里親のもとで１年間生

活して上島町内の小中学校に通学させる制度の実現を検討する。 

社会教育や文化については、分散して設置している公民館や集会所、スポーツ関連

施設などの各種施設の利用面や管理面での改善を図り、施設の充実を目指す。また、

生涯を通じて学習に触れる機会の増加や地域社会に貢献できる体制を整えるため、こ

れらの施設を拠点とした各種講座、体験交流、ボランティア育成など、多彩なプログ

ラムを提供できるようにする。 

 

３－10 観光の開発に関する事項 

島を体験できるニューツーリズムのメニューを適宜提供できるよう受け入れ態勢の

強化を図ることとし、弓削島にある「インランドシーリゾート ＦＥＳＰＡ」を観光
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客受け入れの拠点として有効に活用し、交流人口の拡大を目指す。また、交通・宿泊

施設との連携、観光資源の掘り起こしや来訪者の意見集約などを行い、より良い観光

振興策を検討する。 

また、本地域の魅力を 大限に発揮するためにも、ホームページや広報媒体を使っ

た情報発信を強化するとともに、来訪者が円滑に移動できるようレンタサイクルや公

共交通機関の整備を進める。 

 

３－11 国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項 

広島県からの分水をきっかけとした広島県東広島市福富町との交流を継続する。 

また、平成26年度に予定されている愛媛県・広島県共催の「瀬戸内しまのわ2014」

において、本地域を含めた瀬戸内海の良さを国内外に広くアピールし、交流人口の拡

大を図る。 

 

３－12 自然環境の保全及び再生に関する事項 

上島町景観計画の目標である「美しい瀬戸内の島の景観の保全・育成と眺望景観の

活用」の方向性に基づき、行政・地域住民・事業所等が連携して、島ならではの優れ

た景観の保全に取り組んでいく。また、地域の文化・歴史・生活の上に築かれた上島

町ならではの景観の形成を目指す。 

 

３－13 再生可能エネルギーの利用等に関する事項 

災害などの非常時に備えるため、電力会社による電力の供給が止まった場合でも、

本地域内における電力がまかなえるよう、太陽光発電などの自然再生エネルギーの

導入を推進する。 

 

３－14 国土保全施設等の整備及び防災対策に関する事項 

がけ崩れ、土砂崩れの危険箇所が数多く残っているため、重点的な整備を実施する。

港湾施設については、適切な維持管理のためのストックマネジメントを実施し、施設

の長寿命化、延命化を図る。 

海岸については、高潮による家屋への浸水や波浪などの被害を防ぐため、継続的に

護岸の整備を実施する。 

消防・防災対策については、平成８年に建造した救急艇「かみじま」の更新整備を

図るとともに、高規格救急車の増強配備や救急救命士の養成を行い、迅速な救急搬送

体制の確立を図る。さらに、消防救急無線のデジタル化への切り替えや通信指令台の

整備を行う。 

また、南海トラフの巨大地震を見越したがけ崩れや津波への対策を推進するため、
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ハード事業や各種ソフト事業を実施し、災害に強いまちづくりを進める。加えて、女

性消防隊員や青壮年層の団員確保対策を進め、消防力の強化と迅速化を図る。 

 

３－15 人材の確保及び育成の現況に関する事項 

定住促進事業を推進し、農林漁業の担い手を確保して定住人口の拡大を図る。 

また、地域おこし協力隊制度を活用して、都市住民など地域外の人材を新たな担い

手として受け入れ、地域力の維持・強化を図る。 
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越智諸島地域振興計画 
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概  要 

本地域は、瀬戸内しまなみ海道の開通により平成13年４月に指定解除された大島

に近接しており、宮窪町に属する鵜島（33人、0.76k㎡）と吉海町に属する津島（18

人、1.49k㎡）の２つの有人島があり、その総人口は51人、総面積は2.25k㎡である。 

人口は、平成12年では98人であったが、10年後の平成22年では51人であり、47.9

％の減少となっている。また、高齢化率は、平成12年では74.5％であったが、平成

22年では86.3％となっており、極度の高齢化が進んでいる地域である。 

 

 

 

 

 

 

（平成22年 国勢調査）   

 

１－１ 交通の現況 

住民の重要な交通手段である航路については、鵜島へは、伯方島～鵜島～大島間

の民営による１日７便、旅客運賃（片道）は、伯方島～鵜島240円、伯方島～大島

300円、鵜島～大島180円で運航されており、津島へは、津島～今治市間の民営によ

る１日１便、旅客運賃（片道）500円と民間委託による津島～大島間の１日３便、旅

客運賃（片道）200円で運航されている。なお、民営の２航路は、いずれも離島航路

補助事業の対象航路となっている。 

また、津島では、住民が生活に必要な貨物を臨時的に輸送するため船舶を借り上

げる場合において、その費用を一部補助している。 

島内道路については、生活道路として市道があるが、幅員３ｍ以下の狭隘な路線

で、かろうじて軽自動車の通行が可能である。 

 

１－２ 情報通信の現況 

鵜島、津島において、防災行政無線を導入し定期放送及び緊急放送等を各家庭に

おいて受信することが可能となっている。 

インターネットを快適に使えるブロードバンド環境は、市内中心部は複数の選択

肢があり超高速ブロードバンド環境も整いつつあるが、当該地域は高速ブロードバ

ンド環境として3.5世代携帯しか選択肢がない状況である。 

区分 

島名 

年齢区分別人口 (人) 構 成 比 (％) 
15歳未

満 
15～64
歳 

65歳以
上 

計 
年少 
人口 

生産年
齢人口

老年 
人口 

計 

鵜  島 0 7 26 33 0.0 21.2 78.8 100.0

津  島 0 0 18 18 0.0 0.0 100.0 100.0

計 0 7 44 51 0.0 13.7 86.3 100.0

第１章  地 域 の 現 況 
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１－３ 産業の現況 

本地域は、第１次産業主体地域で、農業を中心に生計を立てており、主な農産物

としては、いちじくとみかん等の柑橘類であり、鵜島では、減農薬方式による「島

らっきょう」栽培が盛んで、自然農法によるレモン栽培も行われている。津島では、

住民の自主的な取り組みによるびわの葉を加工した「びわの葉茶」などの特産品が

ある。 

なお、近年はイノシシ等による鳥獣被害に悩まされている。 

 

 

 

 

 

※津島については母数が少ないため鵜島と合算表示している。（平成22年 国勢調査）    

 

１－４ 雇用の現況 

雇用の現況については、農業など第１次産業が主体であるため第１次産業以外の

雇用の受け皿がほとんどない状況にある。 

 

１－５ 生活環境の現況 

生活用水については、鵜島には離島航路の客船を兼ねた給水船が定期運航してお

り、島内の高台に配置した貯水槽にポンプアップした水を各家庭に供給している。

津島については、簡易水道施設があり、水源はため池あるいは井戸から引き込んで

いるが、水不足に悩んでいる。 

し尿処理については、鵜島は、集会所をはじめ一般住宅への合併処理浄化槽の整

備を実施している。津島については、単独処理浄化槽により処理している。 

 

１－６ 医療の現況 

医療については、２島ともに本土近接型の小規模離島であるため、医療機関及び

医療従事者は皆無であり、これらは全て大島や隣接の伯方島に依存している。 

救急医療については、本土への搬送は、伯方島にある今治市北消防署の救急艇で

対応しているが、荒天時の対応に不安をぬぐえない状況にある。 

なお、津島については、年１回、本土今治市の医療機関より出張診療を行っている。 

 

１－７ 介護サービスの現況 

区分 

島名 

産業別就業人口 (人) 構 成 比 (％) 

第１次 第２次 第３次 計 第１次 第２次 第３次 計 

鵜  島 
16 0 4

16
80.0 0.0 20.0 100.0

津  島 4
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介護認定者は、２島全51人のうち３人（5.9％）が要支援１以上の介護認定を受け

ている。 

本土今治市と同程度のサービスを受けられる状況にあるものの、島の交通状況に

起因する訪問・送迎の不便さが障害となり、島民のほとんどは介護認定調査の申請

をしていない。 

介護サービス利用者については、ケアマネージャーが定期訪問を行っているが、

訪問介護、通所介護、小規模多機能型居宅介護等、サービスにかかる所要時間が大

きく利用者数が微少であることから、採算面など効率的な運営が困難な状況にある。 

なお、介護の必要性が高くなると、島での生活が困難となり、島外の親族を頼っ

たり、島外の老人福祉施設等に入所する場合が多い。 

 

１－８ 高齢者の福祉その他の福祉の現況 

大島にある特別養護老人ホーム「阿育苑」または老人福祉センター等の利用によ

る福祉体制をとっており、また、大島から年６回の保健師による健康相談を行って

いる。 

２島とも単一集落のため、島内では互いの健康を気遣う強固なコミュニティが形

成されているが、近い将来、高齢化によるコミュニティ自体の維持が困難となるこ

とは避けられない状況にある。 

 

１－９ 教育及び文化の現況 

学校教育については、教育機関はなく、現在、児童・生徒もいない。 

生涯学習については、２島ともに集会所はあるが、利用は少なく、もっぱら本島

の大島の施設を活用している。 

文化面は、お盆に住民及び帰省客による手作り盆踊りが継承されている。 

 

１－10 観光の現況 

来島海峡・宮窪瀬戸に面し、豊富な海洋資源を有しており、年間を通して大勢の

釣客や海水浴客が訪れる。 

鵜島では、中世にこの一帯を支配した村上水軍の本拠地である能島に隣接してい

ることから、水軍関係の遺構も多く、豊富な地域資源が存在する。また、地元住民

らにより、島内に点在する「鵜島三十三観音」のルート整備、観光案内表示や休憩

所の設置を行っている。 

 

１－11 国内及び国外の地域との交流に関する現況 

人口が減少し、住民のほとんどが高齢者であるため、地域外との積極的な交流は
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行われていない。 

 

１－12 自然環境の保全及び再生の現況 

年間を通して自治会または個人による清掃活動を継続してきたが、担い手の高齢

化により農地や自然林の荒廃が拡大しており、その保全対策に苦慮している状況に

ある。 

 

１－13 再生可能エネルギーの利用等の現況 

島内の電気の供給状況は、鵜島、津島ともに中国電力会社のサービス区域に属し、

送電線を敷設し電気を供給している。また、ガスは、越智諸島全島でプロパンガス

が使用されている。 

現在、市全域で住宅用太陽光発電システムの設置費について補助金制度を創設し

ている。 

その他、風力、波力、潮力などの再生可能なエネルギーへの転換・導入促進も考

えられるが、これらの設備は自然環境の影響を受けやすく、莫大な初期投資が必要

で、費用対効果などの面から導入見込みはたっていない状況にある。 

 

１－14 国土保全及び防災対策の現況 

瀬戸内海国立公園の特別地域に指定されており、一部で護岸等が整備されている

が、自然災害等の被害も少ないため、ほとんど未整備である。 

 

１－15 人材の確保及び育成の現況 

人口減少や過疎高齢化の進展により、産業や地域の担い手が不足し集落機能の維

持が危機的状況にある。今後においても地域の活力の維持向上を図るための産業や

地域活動を担う人材の確保は大きな課題となっている。 

このため、外部からの人材派遣を含めた地域の実情と意向に応じた人材の確保が

できるような仕組みづくりを進める必要がある。 

 

１－16 その他の現況 

本地域は、人口の減少や極度の高齢化の進行により、現在、高齢化率は86.3％に

達しており、地域の存続が危機的状況となっている。 
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２－１ 振興の基本的方針 

地域の特性である豊かな自然環境を生かし、水資源の確保や生活廃水処理の充実

などの住み良い生活環境の創造や地域住民の真心のこもったブランド果実等の生産

を推進する。 

上記施策の推進により定住・交流人口の拡大を促し、人口減少に歯止めをかけ、

「癒される快適な生活空間」の実現を目指す。 

 

２－２ 重点的に取組む事項 

自然に恵まれた生活空間や景観を生かし「癒しの空間」として、今後、外部から

の人材、都市住民などの関心や志向を的確に把握しながら交流を推進するとともに、

気軽に滞在できるような魅力づくりを目指す。 

また、人口の減少や高齢化の進行による地域存続の危機を打開するため、地域の

恵まれた自然環境等を 大限に活用した定住促進及びＵＪＩターン施策を検討する。 

 

 

 

 

 

第２章  振興の基本的方針 
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３－１ 交通施設の整備その他に関する事項 

鵜島、津島の住民にとっては、離島航路が唯一の交通手段であるため、今後とも

航路の存続と運航の維持改善、安全運航などに努める。 

伯方島～鵜島～大島間を運航する民間会社の使用船舶については、老朽化が著し

いため、公設民営方式による新船の建造も含め検討する。津島～今治間、津島～大

島間を運航する民間会社の使用船舶についても、老朽化が顕著であり、中古船舶の

購入等使用船舶の更新について検討する必要がある。 

また、島内道路及び漁港施設については、適切な維持管理に努める。 

 

３－２ 通信施設の整備その他に関する事項 

本土今治市及び大島においては、FTTHなど超高速ブロードバンド環境の整備が進

んでいるが、当該地域は有線での整備が難しいことから、今後はWiMAXや3.9世代携

帯（LTE）などの無線回線による超高速ブロードバンドの提供を図るべく、エリア化

に向けて民間通信事業者に働きかけを進めていく。 

 

３－３ 産業振興等に関する事項 

主要作物である鵜島の島らっきょう、津島のいちじく、その他柑橘やびわ等の果

樹栽培を行っているが、農業従事者の減少や高齢化により、地域の農業後継者がい

ない状況である。そのため、農業体験等ができる農家民宿を開設するなど、都市住

民との交流を推進し、移住就農者など新たな担い手を確保することを検討する。 

また、地域の農地を維持保全するため、必要な基盤施設の整備等に努める。 

 

３－４ 雇用機会の拡充等に関する事項 

島の主要産業である農業の雇用の維持を図るとともに、起業やコミュニティビジ

ネスなどの導入により雇用機会の増大を図る。 

 

３－５ 生活環境の整備に関する事項 

生活用水については、鵜島は今後も給水船による給水を継続するとともに、島内

の貯水槽やポンプ場施設の老朽化に伴う更新を検討するなど、安定的な水の供給が

できるよう努める。津島については、簡易水道施設を維持するとともに渇水時の給

水船による給水と貯水槽の新設など、新たな水資源の確保を検討する。 

し尿処理については、鵜島・津島２島とも現状を維持する。さらに、生活環境の

向上、公共用水域の水質保全を図るため、生活排水を含めた汚水処理について検討

第３章  計 画 の 内 容 
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を行う。 

 

３－６ 医療の確保等に関する事項 

本地域には医療機関が皆無であるため、大島での各種検診の内容充実や受診勧奨

に努めるとともに、高齢者宅等への保健師の訪問、予防医療に対する意識を高める

ための健康教育など、住民に対する保健予防、健康管理体制の充実・強化を図る。 

救急医療については、本土の医療機関と連携し現体制の維持に努める。 

 

３－７ 介護サービスの確保等に関する事項 

今後、さらに高齢化が進み、介護認定者も増加することが予想されるなか、必要

なサービスが受けられ、住み慣れた地域で安心して暮らしていくことが出来るよう

な仕組みの構築を検討し、介護保険制度について一層の充実・強化に努める。 

 

３－８ 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項 

急速に進行する高齢化に対応するため、個々の高齢者のニーズに見合った福祉サ

ービスの充実を図るとともに、各種福祉サービス利用についての啓発に努める。 

 

３－９ 教育及び文化の振興に関する事項 

生涯学習を振興するため、住民の意向を踏まえた各種講座等の開催など、学習機

会の提供に努める。 

 

３－10 観光の開発に関する事項 

当地域は優れた自然景観と豊富な海洋資源を保全し、水軍関係の史跡も多く存在

している。鵜島の島民らにより整備された観光資源について、住民の意向を踏まえ

ながらＰＲを行っていく。 

また、平成２６年度に開催を予定している「瀬戸内しまのわ2014」を通じて、観

光振興や交流人口の拡大を図り、地域の活性化につなげる。 

 

３－11 国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項 

地域独自での交流は困難であるため、しまなみ海道を含め、今治市全体としての

交流促進を図る。 

 

３－12 自然環境の保全及び再生に関する事項 

本地域は、瀬戸内海国立公園区域内にあり、国指定史跡の能島を有する豊かな自

然と歴史文化に溢れる魅力ある地域である。この豊かな自然環境を大切に引き継い
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でいくため、その環境保全のための適正な管理に努める。 

また、環境に優しい生活様式・生産活動の実践など、人と自然が共生する地域社

会の形成を促進する。 

 

３－13 再生可能エネルギーの利用等に関する事項 

現在、住宅用太陽光発電システムの設置への補助金制度を設けており、今後も導

入を促進する。 

また、風力、波力、潮力などの再生可能エネルギーの技術開発の進展を注視しつ

つ、より地域に適した再生エネルギーについての研究を検討していく。 

 

３－14 国土保全施設等の整備及び防災対策に関する事項 

当地域は自然災害等が少ないため、海岸保全施設等についてはほとんど未整備で

あるが、今後は、南海トラフ地震の津波等に備えた防災対策が課題である。住民へ

の情報伝達手段の確保や一時避難場所及び避難道の確保など、ソフト・ハード両面

において必要な対策を講じていく。 

なお、これらの実施に当たっては、本地域全体が瀬戸内海国立公園に属している

ことから、自然環境の保全に留意した事業実施に努める。 

 

３－15 人材の確保及び育成の現況に関する事項 

産業や地域活動の担い手や後継者となる年代の流出に歯止めをかけるとともに、

移住・交流の推進により定住化を進め、地域活力の維持向上を図る必要がある。 

鵜島では、現在、都市部との二地域居住を行っている事例もあり、多様な形態で

地域のニーズに合った人材の確保について検討していく。 

 

３－16 その他離島の振興に関し必要な事項 

人口の減少、高齢化の進行による地域存続の危機を打開するため、地域の恵まれ

た自然環境等を 大限に活用した定住促進及びＵＪＩターン施策を検討する。 
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関前諸島地域振興計画 
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概  要 

本地域は、高縄半島の北西6.1km、芸予諸島中央に位置し、北は広島県大崎上島、

東は瀬戸内しまなみ海道がある大三島、西は安芸灘とびしま海道開通により平成22

年４月離島指定解除された関前諸島岡村島に近接する、小大下島（32人、0.90k㎡）、

大下島（87人、1.75k㎡）の２つの有人島からなり、その総人口は119人、総面積は

2.65k㎡である。 

２島とも地形は急峻で平坦地が少なく、島の中央部に湾入りがあり、その背後の

わずかな低地に集落を形成している。 

気候は、瀬戸内海特有の温暖な多照寡雨で、地質は小大下島が石灰岩、大下島が

古生層と花崗岩と石灰岩で、古生層の土壌と石灰岩の風化土は保水力に富み柑橘栽

培に適している。 

人口は、平成12年に217人(小大下島65人・大下島152人)であったが、10年後の平

成22年には119人(小大下島32人・大下島87人)であり、45.2％の減少となっている。

また、高齢化率は、平成12年に小大下島80.0％・大下島51.3%であったが、平成22年

には小大下島80.6％･大下島78.2%なっており、このままではコミュニティとしての

限界を迎え、ふるさと喪失も危惧される状況にある。 

（平成22年 国勢調査）  

 

１－１ 交通の現況 

日常生活に不可欠な生活物資の購入、通院、農水産物や建設資材の搬入出及び救

急医療などの全てが海上交通により行われている。 

定期航路については、平成24年10月１日より第三セクターの大三島ブルーライン

㈱が運航する航路との再編を実施したことにより、旅客船で大下島・小大下島から

大三島へ直接渡航できる新たなルートを開拓し、島民の移動範囲の広域化と利便性

の向上に繋げた。航路は、岡村島から市営フェリーが小大下島、大下島を経由して

今治港へ１日３便、旅客運賃（片道）は、840円で運航されており、旅客船４便が岡

村島から小大下島、大下島、大三島を経由して今治港へ就航している。旅客運賃

区分 

島名 

年齢区分別人口 (人) 構 成 比 (％) 
15歳 
未満 

15～64
歳 

65歳 
以上 

不詳 計 
年少 
人口 

生産年齢
人口 

老年 
人口 

計 

大 下 島 0 19 68 0 87 0.0 21.8 78.2 100.0

小大下島 0 6 25 1 32 0.0 19.4 80.6 100.0

計 0 25 93 1 119 0.0 21.2 78.8 100.0

第１章  地 域 の 現 況 
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（片道）は、岡村島～大三島400円、小大下島～大三島350円、大下島～大三島210円

で運航されている。 

島内道路については、県道、市道ともに舗装率はほぼ100％に達しているものの全

般に幅員は狭く、大型車両の通行に支障をきたしており、県道、主要市道の道路改

良を行ってきたが、近年の公共事業予算縮減の影響などから整備はなかなか進んで

いない。 

 

１－２ 情報通信の現況 

防災行政無線を導入し、定期放送及び緊急放送等を各家庭において受信すること

が可能となっている。 

また、インターネットを快適に使えるブロードバンド環境は、市内中心部は複数

の選択肢があり超高速ブロードバンド環境も整いつつあるが、当該地域は、高速ブ

ロードバンド環境として3.5世代携帯しか選択肢がない状況である。 

 

１－３ 産業の現況 

産業については、大下島はその地理的条件により古くから第１次産業である柑橘

農業が基幹産業であり、近年、しまなみ共同選果場での集荷選果及び非破壊糖酸分

析と、農業用用排水施設が整備されたことで、頻繁に灌水が必要な紅まどんな・は

れひめなどの新品種柑橘への転換が進み、高品質果実の市場を確立しつつある。 

しかし、トラックでの陸送はフェリー、しまなみ海道を乗り継ぎ選果場にいった

ん集約されたのち消費地へと輸送されるため輸送コストが割高になっている。また、

その担い手の中心は60代・70代で後継者もいない。生産基盤が脆弱となる中、老木

の改植や作物転換を行っているが、なかなか収益増には繋がらない状況である。 

 

 

 

 

 

※小大下島については母数が少ないため大下島と合算表示している。（平成22年 国勢調査）    

 

１－４ 雇用の現況 

雇用については、小大下島・大下島ともに地元採用する事業所はなく、さらに近

年の公共事業の減少により、同じ関前諸島の岡村島にあった建設業者も次々と廃業

し、新たな雇用が若干名でも期待できるのは、岡村島の福祉関係の事業所のみであ

る。 

区分 

島名 

産業別就業人口 (人) 構 成 比 (％) 

第１次 第２次 第３次 計 第１次 第２次 第３次 計 

大 下 島 
55 1 7

60
87.3 1.6 11.1 100.0

小大下島 3
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１－５ 生活環境の現況 

生活用水については、小大下島は石灰石採掘跡地の湧水池を水源として自給し、

かつ岡村島へも送水している。また、大下島では、平成11年に海水淡水化施設が整

備され、慢性的な水不足は解消された。しかし当施設は非常用電源を備えておらず

停電対策に不備があり、現在では設備の老朽化も懸念されている。 

ごみ・し尿処理については、昭和49年度より広島県豊町、豊浜町と関前村の３町

村により芸予衛生事務組合を設立し、合併後もその体制を継承し呉市と共同処理を

行っている。 

汚水処理については、大下島では、公共用水域の水質保全を図るとともに、農村

生活環境の改善を図るため、農業集落排水施設を平成22年５月より供用開始してい

るが、小大下島については未整備である。 

コミュニティ施設については、小大下島には広場を併設する小大下老人憩いの家

が、大下島には集会場に隣接する大下加工場が地域の中核施設として幅広く活用さ

れている。 

 

１－６ 医療の現況 

医療については、大下島・小大下島ともにへき地診療所が設置されており、現在、

岡村島に常駐する医師１名、看護師３名が、週１日（１時間～２時間）の出張診療

を行っている。現在常駐する医師は高齢であるため、今後の医師及び看護師の安定

確保が課題である。 

救急医療については、本土への搬送は、伯方島にある今治市北消防署の救急艇で

対応しているが、荒天時の対応及び救急ヘリの発着できるヘリポートもないため、

未だ不安をぬぐえない状況にある。 

 

１－７ 介護サービスの現況 

介護サービス施設のない小大下島・大下島では、岡村島の高齢者生活福祉センタ

ー（指定管理）が実施するディサービス事業とホームヘルプサービスの在宅介護サ

ービスが中心で、重度の介護者は住みなれた島を離れ、島外の親族を頼ったり、島

外の老人福祉施設等に入所する場合が多い。 

 

１－８ 高齢者の福祉その他の福祉の現況 

当地域の高齢化率は、小大下島が80.6％、大下島が78.2％で、国民健康保険等一

般社会保険加入者よりも後期高齢者医療保険の加入者のほうが多い地域である。昔

からこの地域には、相互扶助の精神が根付いており、時間預託ボランティア「タイ
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ムダラー」がわが国で始めて実践され、今でも元気なお年寄りが少し元気をなくし

たお年寄りを手助けするという福祉文化により、どうにかコミュニティを維持して

いる。 

その状況の中、診療所医師･保健師･ヘルパー連携の下、生活指導等の在宅福祉対

策の推進に努める一方、今治社会福祉協議会と岡村小学校協働による小学生がつく

る高齢者の「自分史」作りや岡村保育所・岡村小学校・関前中学校と高齢者との地

域間異世代交流行事を盛んに行っている。 

児童福祉においては、現在大下島に乳幼児が一人おり、今後も｢地域の宝｣として、

温かく見守っていけるよう福祉・教育等の施策が望まれる。 

 

１－９ 教育及び文化の現況 

学校教育については、現在、小大下島・大下島には、児童・生徒はいない。 

社会教育、文化活動については、小大下島に広場を併設する小大下老人憩いの家、

大下島には、大下地域学習センターや大下加工場があり、弓祭りやうどん祭り、島

民運動会や盆踊りなど社会教育及び伝統文化保存活動など、島民の集いの場として

活発に利用されている。 

 

１－10 観光の現況 

平成20年に安芸灘諸島連絡架橋第三号橋が開通し、岡村島まで本州と結ばれたこ

とにより周辺海域が好漁場として知られるようになり、近年、本州四国からの釣り

客が増加している。しかし、交通の便や観光拠点となる施設がないなど、観光客の

受入れ体制が整っていない。 

 

１－11 国内及び国外の地域との交流に関する現況 

過去に外国語指導助手として派遣され帰国した外国青年や社会福祉士の実習生と

して来ていた他地域の学生が、今も地方祭などに参加している。こうした関係が今

後も築いていけるよう地域に密着した交流を継続していく。 

 

１－12 自然環境の保全及び再生の現況 

過疎化、高齢化が進むにつれ、みかん畑の荒廃園が広がり、燃料が柴から石油、

ガス、電気に代わり昔のような里山は消え荒廃している。海岸線にはみかん積出し

用の索道基地や石灰鉱山のサイロ、石積み桟橋が崩れ放置されている。また狸や猪

が増えており、人を恐れもせず闊歩している。 

 

１－13 再生可能エネルギーの利用等の現況 
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現在、市全域で住宅用太陽光発電システムの設置費について補助金制度を創設し

ている。 

再生可能エネルギーについては、小大下島・大下島とも太陽光発電や風力発電、

潮流発電等の取り組みはしていない。 

 

１－14 国土保全及び防災対策の現況 

大下島の海岸線を一周する市道の改良事業により、波による護岸の侵食やがけ地

の落石が一部解消されたが、国の財政状況の悪化等により、現在計画延長はあまり

進んでいない。小大下島については、背後に人家のある小大下漁港と明神海岸の一

部以外は自然海岸である。 

また、平成18年に今治市防災マップが作成されたが、その中で危険箇所となって

いる急傾斜地等の砂防対策は未着手のままである。 

消防体制については、小大下島の消防団員数は４名（平均年齢67歳）、大下島の

消防団員数は９名（平均年齢61.3歳）で、現在の地域状態では団員の補充は見込め

ない状況であるため、全島民による消火訓練・防災訓練等を実施し、島ぐるみで防

火・防災意識の向上に努めている。 

 

１－15 人材の確保及び育成の現況 

平成24年４月から地域おこし協力隊員が関前地区に２名配置され、隊員自身の生

活基盤となる新たな雇用を創出し、この地域に定住することを目的に、日々地域協

力活動に従事している。地元住民には見えにくい離島生活のすばらしさを見い出し、

新たなスローライフスタイルを全国に発信することで、地域の活性化に繋げている。 

 

１－16 その他の現況 

すべての地域振興についての施策の中心は人であり、いかに人を集め、住んでく

れるかがその目標である。極端に高齢化が進んだ離島にとって、人なくしてコミュ

ニティの維持はなく、何をするにも常に眼前の壁として立ちはだかり、振興施策の

妨げになっているのが現実である。 
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２－１ 振興の基本的方針 

大下島、小大下島においては、平成20年の安芸灘とびしま海道の開通により広島

県本土との陸路交通が可能となった岡村島との連携を強めることにより、農水産業

の振興や生活環境の整備等、住民が安全に安心して元気に暮らせる地域づくりを目

指す。 

また、瀬戸内しまなみ海道に次ぐ第二の広島・愛媛間の交通基盤の結節点として、

安芸灘とびしま海道沿線の島々の特性を生かした広域地域間交流を促進し、地域の

活性化を図る。 

 

２－２ 重点的に取組む事項 

交通施設の整備は、航路再編による大三島宗方－岡村の新ルートが開拓され、瀬

戸内しまなみ海道と安芸灘とびしま海道との「連携」により、人と物の流れが変わ

ることで産業・観光・生活環境等の振興が期待される。 

今後、外部からの人材、都市住民などの関心や志向を的確に把握しながら交流を

推進するとともに、気軽に滞在できるような魅力づくりを目指す。 

また、人口の減少や高齢化の進行による地域存続の危機を打開するため、地域の

恵まれた自然環境等を 大限に活用した定住促進及びＵＪＩターン施策を検討する。 

 

第２章  振興の基本的方針 
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３－１ 交通施設の整備その他に関する事項 

定期航路については、航路再編により運航距離・時間ともに倍増したが、旅客船

が進水から17年が経過していることもあり、新船の導入を検討する。 

新船については、安芸灘とびしま海道開通による観光客の増加に対応できるよう、

大型化・高速化を図り、岡村島～大下島・小大下島間における交通ネットワークの

維持・強化に努める。 

道路については、県道･市道･農道等生活道路の維持管理に努めながら、将来的に

交通や物流をはじめとする多くの地域課題の解消が期待できる「岡村島＝小大下島

＝大下島＝大三島」間の架橋による連結を見据えた道路改良事業を推進していく。 

 

３－２ 通信施設の整備その他に関する事項 

通信施設の整備について、本土今治市においては、FTTHなど超高速ブロードバン

ド環境の整備が進んでいるが、当該地域は有線での整備が難しいことから、今後はW

iMAXや3.9世代携帯（LTE）などの無線回線による超高速ブロードバンドの提供を図

るべくエリア化に向けて民間通信事業者に働きかけていく。 

 

３－３ 産業振興等に関する事項 

産業については、基幹産業である柑橘農業の新品種への転換が進み高品質果実の

市場を確立しつつあるが、担い手の高齢化や後継者不足、自然環境に左右されるな

ど安定した供給量の確保に課題が残ることから、今後も隣接する岡村島を含めた関

前地域全体で、農業・漁業・観光が一体となり、トータルで安定した収益が見込ま

れる多種品目の「せきぜんブランド」開発の取り組みを進める。 

また昨今、都市部で定年を迎えた地元出身者が、都市部に本拠を構えた二地域居

住を行いながら農業に従事する傾向が見受けられ、今後、都市部で定年を迎える団

塊の世代の地元出身者は、地域産業の大きな労働力と成りうることから、この生活

スタイルを受け入れる環境を整備する。 

そのほか、農水産物の輸送コスト縮減や販路拡大も期待できることから、新航路

である宗方－岡村間のフェリーが小大下島・大下島へ寄港できるよう働きかける。 

また、イノシシ等有害鳥獣対策事業の強化を図っていく。 

 

３－４ 雇用機会の拡充等に関する事項 

島の主要産業である農業の雇用の維持を図るとともに、起業やコミュニティビジ

ネスなどの導入により雇用機会の増大を図る。 

第３章  計 画 の 内 容 
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３－５ 生活環境の整備に関する事項 

生活用水については、今後とも既存施設の適正な管理運営を行い、必要な設備の

設置・更新を適時行っていく。併せて、小大下島については、安定的給水を図るた

め、広島県からの受水について関係機関と協議を重ねる。 

ごみ･し尿処理については、呉市への委託処理を継続する。 

また、小大下島の汚水処理については、小型合併処理浄化槽の設置を推進する。 

 

３－６ 医療の確保等に関する事項 

医療については、岡村診療所の常勤医師１名の確保に努めるほか、他の医療機関

との協力体制を結び、さらに派遣医師を補充することで、現在、常勤医師のいない

小大下島・大下島の出張診療の週２日確保、往診にも対応できるよう在宅医療の充

実、診療所・医療機器の整備等、出張診療体制の維持・充実を図っていく。 

緊急医療については、緊急時にヘリコプターが離発着できる場所を確保する。 

そのほか、保健師等による保健指導の充実を図るとともに、今後とも医療中心か

ら地域ぐるみの健康・体力づくりを重視した地域健康管理体制の確立に努める。 

 

３－７ 介護サービスの確保等に関する事項 

介護サービスについては、小大下島・大下島の人口構成から見て、今後さらに需

要が増すと予想され、医療同様、在宅介護サービスの充実が必要である。そのため

のホームヘルパー増員、訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導等の介護サー

ビスを拡充し、在宅医療及び地域保健と連携しながら、安心して暮らせる島づくり

を目指す。 

 

３－８ 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項 

高齢者福祉については、関前地域には「島民全員ヘルパー研修受講制度」により、

職業としてのホームヘルパー以外に100人近くの住民がヘルパー講習会を受講してお

り、認知症でも独居の人でも、お互い近所で声を掛け合いながら支えあっている現

状がある。今後も行政、社会福祉協議会、住民と地域が一体となって共助・協働社

会を築いていく。 

なお、児童福祉については、現在、大下島にいる乳幼児が今後も格差のない福祉

サービスや保育が受けられるよう環境整備に努める。 

 

３－９ 教育及び文化の振興に関する事項 

文化振興について、今後も弓祭りやうどん祭りなどの伝統行事の継承に努める一
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方で、交流の続く他地域の学生などの地方祭参加を積極的に受け入れ、郷土の伝統

芸能の保存に努める。 

 

３－10 観光の開発に関する事項 

現在、関前地域活性化推進協議会が、民家の玄関先に竹と簾で細工した一輪挿し

に、季節折々の花をかざる「おもてなし」運動を展開している。住民の「おもてな

し」の心や生活・風土も含めた地域すべてをひとつの観光資源にしようとする試み

である。今後は観光農園・観光漁業など観光と基幹産業との連携を推進する一方で、

インターネットにより島の魅力を全国に発信し、新たな特産品の開発やネット販売

など、新たな地場産業としての観光産業の確立を目指す。 

また、キャンプ場など島内滞在場所の整備を検討する。 

 

３－11 国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項 

関前地区の中心である岡村島では、安芸灘とびしま海道が開通する以前から隣島

の広島県大崎下島の豊地区と行政･産業など多方面で交流あり、平成20年の開通以降

は、広島県呉市下蒲刈島、蒲刈島、豊島、大崎下島、今治市岡村島を結ぶサイクリ

ングイベントやとびしま海道ウォーキング大会などが開催され、更なる連携交流を

深め互いに地域の活性化につながっていることから、今後は、小大下島・大下島へ

の拡充を検討する。 

 

３－12 自然環境の保全及び再生に関する事項 

里山の荒廃により、放置林の高木が台風等災害時には倒木として道路をふさぎ、

水路は枯葉・枯れ枝で埋まり、その用を成していない箇所が多く見られる。今後は、

生態バランスに配慮した上で、里山放置林対策に努める。 

また、地球温暖化による海水温度上昇の影響か、以前は見られなかった色鮮やか

な熱帯の魚が水揚げされたり、この地域の春の風物詩でもあるサワラ流し網漁の漁

獲量がここ数年低迷するなど、この海域でも海洋環境の変化が見受けられる。今後

とも調査・監視を続け、自然環境の保全を心がけていく。 

 

３－13 再生可能エネルギーの利用等に関する事項 

海に囲まれた多照寡雨である地理的条件により、将来的には、島と島の間の瀬戸

を利用する潮流発電などの再生可能エネルギーの利用を検討する。コストや技術面、

普及政策等、実用化に向けての動向を見守りつつ、今後地域としての可能性を探っ

ていく。 
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３－14 国土保全施設等の整備及び防災対策に関する事項 

温暖化による海水面の上昇や波浪による浸食、災害時の避難経路確保のためにも、

護岸整備及び狭小道路の改良事業を推進する。 

さらに南海トラフ地震時における津波対策として、緊急避難場所を確保する。 

また、災害時に孤立する恐れのある離島にとって、緊急輸送手段の複数化が必要

であることから確保を検討する。 

 

３－15 人材の確保及び育成の現況に関する事項 

平成24年４月に配置された２名の地域おこし協力隊員が、地域住民組織の一員と

して各種地域行事に参加し、地域への理解を深め、新しい離島での生き方、暮らし

方を見出そうとしている。地域住民もその活動を理解し、また彼らに協力すること

で、この地域での新しい生き方、暮らし方を実現させ、さらなる人材を求めていく。 

 

３－16 その他離島の振興に関し必要な事項 

まずは住民を増やす、という直接的な定住促進事業が必要である。そのため、平

成24年４月から関前地区に配置された２名の地域おこし協力隊員などが中心となり、

空き家の再生による移住者の受け皿を確保し、島内の人口増に繋げる取り組みを検

討する。 
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来島群島地域振興計画 
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概  要 

本地域には、今治市に属する小島（25人、0.50k㎡）、来島（23人、0.04k㎡）、

馬島（25人、0.50k㎡）、比岐島（３人、0.30k㎡）の４つの有人島があり、その総

人口は76人、総面積は1.34k㎡である。 

往時、来島水軍のロマンに彩られた本地域は、瀬戸内海の多島海美や来島海峡の

急潮など豊かな自然や平成11年５月に開通した瀬戸内しまなみ海道の四国側玄関口

として知られ、今治市の沖合約0.2～6.5kmに点在している。 

地形は平坦地が少なく､気候は温暖な多照寡雨で、平成23年の平均気温16.0度、年

間降水量1,529mmである。 

集落は、４有人島とも、島の海岸沿いの極小な平坦地や緩傾斜地に、それぞれ一

島一集落を形成している。 

人口は、平成12年では119人であったが、10年後の平成22年には76人であり、36.1

％の減少となっている。また、高齢化率は、平成12年では59.7％であったが、平成

22年では75.0％となっており、極度の高齢化が進んでいる地域である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※比岐島については母数が少ないため合算表示している。（平成22年 国勢調査）    

 

１－１ 交通の現況 

本地域は、海の銀座と言われる来島海峡に位置し、いずれの有人島も小規模離島

であり、生活面でほとんどの機能を本土今治市に依存している。 

比岐島を除く３島と本土を連絡する航路は、各島の集落合同で経営している有限

会社が、離島航路の指定を受け、毎日、小島へ9.5便、来島へ9.5便、馬島へ6.0便、

旅客運賃（片道）は、波止浜～馬島260円、波止浜～小島190円、波止浜～来島140円

で運航している。今のところは、安定的かつ利便性の高い運航が維持できていると

ともに、船舶待合所機能を有した観光休憩所を平成15年に来島へ、平成22年に小島

へそれぞれ整備し、島民や観光客の快適性向上が図られている。 

区分 

島名 

年齢区分別人口 (人) 構 成 比 (％) 
15歳 
未満 

15～64歳 65歳 
以上 

計 
年少 
人口 

生産年齢
人口 

老年 
人口 

計 

小  島 0 4 21 25 0.0 16.0 84.0 100.0

来  島 0 7 16 23 0.0 30.4 69.6 100.0

馬  島 
0 8 20

25
0.0 28.6 71.4 100.0

比 岐 島 3

計 0 19 57 76 0.0 25.0 75.0 100.0

第１章  地 域 の 現 況 
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今後とも更なる高齢化が見込まれるなか、安定的な離島航路の運航確保が責務と

なっている。なお、比岐島においては、定期航路が無く、島民が所有している自家

用船を利用している。 

島内道路については、小島、来島は、幅員の狭隘な市道と農道しかなく、住民の

生活、観光客の遊歩道散策等にはやや不便な状況である。また、馬島においては、

瀬戸内しまなみ海道の開通により、消防車、救急車などの救急車両や住民の自家用

車の乗り入れと自転車歩行車道からの自転車や徒歩でのアクセスが可能となった。

なお、比岐島には市が管理する道路はなく、生活道のみである。 

 

１－２ 情報通信の現況 

島内の固定電話は、本土今治市より海底ケーブルもしくはWIDE無線（小規模無線

アクセスシステム）により接続され、ほぼ全戸に普及しているとともに、携帯電話

の利用可能地域にもなっている。 

郵便、新聞については、小島、来島、馬島は本土同様のサービスを受けているが、

比岐島は航路がないため、郵便局留めにした郵便物を住民が定期的に受け取る体制

をとっている。 

テレビ、ラジオの難視聴区域はないが、比岐島では自家発電による配電のため視

聴時間が限定されている。 

一方、インターネットを快適に使えるブロードバンド環境は、市内中心部は複数

の選択肢があり超高速ブロードバンド環境も整いつつあるが、当該地域は、高速ブ

ロードバンド環境として3.5世代携帯しか選択肢がない状況である。さらに比岐島に

ついては、ISDNのみでブロードバンドゼロ地域となっている。 

 

１－３ 産業の現況 

産業については､農水産業を中心とした第１次産業が主産業であり、平成22年の就

業者数に占める割合は64.7％（うち漁業就業者約29.4％）に達している。また、第

２次産業、第３次産業の就業者は、本土今治市へ通勤している者がほとんどである

が、それぞれ5.9％、29.4％となっている。 

平成12年には44.0％であった第１次産業の占める割合が20.7ポイント上昇してい

ること、第３次産業の割合が18.6ポイント低下していることなどから、第２次・第

３次産業に就業していたが、定年を迎え、第１次産業に就業したと推測される。 

また、就業者数は､平成12年には25人であったが、平成22年には18人と､この10年

間で７人、実に28.0％と著しい減少を示しており、本地域の活力の低下が非常に懸

念されている。 

農業は、比岐島のみかん栽培と馬島の花き栽培において認定農業者制度の認定を
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受け、融資などの優遇措置を利用して積極的な経営が行われている。特に馬島では、

島の気象条件を生かし、露地やビニールハウスでトルコききょう、かすみ草、スイ

トピーなどを栽培している。ただし、近年では、イノシシ等の鳥獣による農作物被

害に悩まされる事例も報告されている。 

水産業については、来島海峡の好漁場を生かした、鯛やスズキ、アコウなど高級

魚の一本釣りが中心であるが、水産資源の減少や後継者不足、魚価の低迷という問

題を抱え、漁業経営は非常に厳しい状況となっている。このため、引き続き、魚礁

・増殖礁の設置や稚魚の放流など栽培漁業を進めるとともに、「くるしまダイ」

（仮称）など魚介類のブランド化や販路の拡大・開拓、遊漁船への釣り餌などの直

接販売に力を入れ、漁家経営の安定化を進めている。 

また、釣りブームによって遊漁者が急増しているが、島内での観光漁業は育って

おらず、むしろ漁場の荒廃や漁港内での漁業者と遊漁者のトラブルが懸念されてい

る。 

※小島、比岐島については母数が少ないため合算表示している。（平成22年 国勢調査）  

 

１－４ 雇用の現況 

雇用の現況については、農業や漁業など第１次産業以外の雇用の受け皿がほとん

どない状況にある。しかし、島の周辺地域には雇用の受け皿となる造船関連企業が

数多く存在しており、十分に通勤可能である。 

島の隔絶性など本土にはない条件不利性から、新たな産業についても進展しにく

い状況にあり、主産業である農水産業も低迷していることから、島内の雇用の確保

・新たな雇用の創出が極めて厳しいものとなっている。 

 

１－５ 生活環境の現況 

生活用水については、平成18年～19年度に小島・来島に海底送水管を敷設し、馬

島については来島海峡大橋の既設送水管を使用して、平成20年4月より本土から直接、

各家庭に給水している。また、比岐島については井戸水を利用している。 

区分 

島名 

産業別就業人口 (人) 構 成 比 (％) 

第１次 第２次 第３次 
分類 
不能 

計 第１次 第２次 第３次 計 

小  島 
4 1 1 1

2
66.7 16.7 16.7 100.1

来  島 5

馬  島 
7 0 4 0

8
63.6 0.0 36.4 100.0

比 岐 島 3

計 11 1 5 1 18 64.7 5.9 29.4 100.0
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電気については、比岐島は自家発電であり、施設の耐用年数の経過による更新が

必要となっているが、他の３島については、送電線により送電されている。また、

プロパンガスなどの燃料については、民間会社が離島航路で運搬している。 

ごみ処理については、比岐島では自家処理を行っているが、他の３島は離島航路

により本土今治市と同じ収集体制が確立されており、本土今治市のごみと一緒に処

理されている。 

し尿処理については、小島、来島、馬島では単独処理浄化槽等による水洗化がほ

ぼ全戸に普及している。馬島については、本土からバキュームカーが直接乗り入れ

可能であり、年１回浄化槽の清掃を行っている。小島・来島については、バキュー

ムカーが乗降できるフェリ－接岸施設を利用し、年１回浄化槽の清掃を行っている。

比岐島については、すべて自家処理している。 

コミュニティ施設については、各島に集会所があり、住民の寄り合いやレクリエ

ーションの場として大いに利用されている。 

 

１－６ 医療の現況 

医療については、それぞれの島が本土近接型の小規模離島であるため、医療機関

及び医療従事者は皆無であり、これらは全て本土に依存している。 

救急医療については、平成18年度に消防救急艇「しまかぜ」が配備されたことに

より、小島、来島の救急搬送が改善された。 

住民の疾病予防対策としては、今治市陸地部の公民館等で各種検診を実施し、受

診の勧奨に努めている。また高齢者宅等へは、保健師が訪問し、相談・指導を実施

している。 

 

１－７ 介護サービスの現況 

介護認定者は、４島全76人のうち19.7％の15人が要支援１以上の介護認定を受けて

いる。 

現在、訪問介護、通所介護、小規模多機能型居宅介護を利用している方がおり、介

護サービス利用者については、ケアマネージャーが定期訪問を行っている。 

サービス提供事業所においては、島の交通状況に起因する訪問・送迎の所要時間が

大きく、介護サービス利用者数も微少であり採算面など効率的な運営が困難な状況に

ある。利用者においても、介護サービス利用時、訪問介護員の船代も本人が支払うこ

とにより、費用負担が増大している。また船便が航行する時間帯しかサービスの提供

が受けられない状況であり、利用者は不便を感じている。 

介護の必要性が高くなると、島での生活が困難となり、島外の老人福祉施設等に入

所する場合が多い。 
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１－８ 高齢者の福祉その他の福祉の現況 

４島の高齢化率は75.0％と極めて高く、世帯構成についても、全40世帯のうち28

世帯が高齢者世帯であり、一人暮らしの高齢者は14人（世帯）もいる。中でも小島

が顕著で、15世帯中13世帯が高齢者世帯となっており、将来的には、コミュニティ

自体の維持が困難となることも懸念されている。 

高齢者の生きがい対策としては、高齢者の社会奉仕活動への参加、各種生涯学習

講座を通じた世代間の交流等が行われている。 

 

１－９ 教育及び文化の現況 

学校教育施設は整備されておらず、児童・生徒は定期航路で本土へ通学しており、

今治市ではこれに対し通学補助を行っている。ただし、平成24年度からは、小・中

・高等学校に通学している児童・生徒はいない。 

生涯学習については、社会教育施設は整備されておらず、生涯学習や趣味の活動

は本土今治市の波止浜公民館や図書館などで行われている。 

地域の歴史・文化的遺産としては、景観の素晴らしさから、来島・小島を含む波

止浜が国指定名勝となっている。 

また、来島には中世の来島城跡の遺構が残り、地元住民を中心として平成11年に

来島保存顕彰会が設立され、歴史顕彰や交流活動などが民間レベルで行われている。 

その他、小島には日露戦争当時の芸予要塞跡が残り、平成12年には今治市制80周

年記念事業の一環として、小島砲台顕彰実行委員会による顕彰事業が行われ、「小

島砲台の今昔（日露戦争の生き証人）」の刊行、老朽化の著しい旧発電所跡につい

て屋根の修復なども行われている。 

今後とも可能な限り遺構の保存に努め、観光資源の一つとして、かつ郷土の歴史

学習の場として活用が望まれている。 

 

１－10 観光の現況 

本地域は、日本３大急潮の一つである来島海峡に位置し、瀬戸内海国立公園区域

の中心にあり、来島、小島が名勝波止浜に指定されているなど、風光明媚な地域と

して知られている。 

平成11年５月に開通した瀬戸内しまなみ海道は、瀬戸内三橋にあって唯一、自転

車歩行車道が整備されており、この自転車歩行車道を利用してウォーキングやサイ

クリング、スタンプラリーなどの様々なイベントが実施されているが、瀬戸内しま

なみ海道全体の交通量が伸び悩んでいる状況であり、これらイベントを起爆剤とし

て、この地域の魅力を全国へ情報発信することが望まれている。 
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また、歴史・文化的遺産である来島の城址や小島の芸予要塞跡など、豊かな歴史

資源を有しており、これら史跡と豊かな自然をいかに観光資源として活用するかが

課題となっていたが、平成21年には小島の芸予要塞跡が「しまなみ海道に残る芸予

要塞」として「島の宝１００景」（国土交通省国土政策局主催）の一つに選定され

るなど観光資源としての認知度は年々向上している。 

近年、本地域は観光資源として注目され来訪者が増加していることから、平成15

年９月に来島観光待合所、平成22年７月に小島観光休憩所、平成24年３月には馬島

渡船待合所に航路案内板、来島・小島・馬島への航路発着所である波止浜港に波止

浜観光休憩所を整備し、また、来島保存顕彰会が、来島・小島を含む「波止浜地区

観光マップ」を作成するなど本地域の情報発信機能の向上に努めている。 

また、平成24年５月には大型観光船が係留可能な「小島係留施設」の整備を行っ

た。 

さらに、ＮＨＫドラマ「坂の上の雲」の放映や近代化遺産ブーム等の影響により、

同じ時代背景をもつ小島の芸予要塞跡が再注目されており、平成24年度に小島観光

休憩所敷地内に28センチ榴弾砲レプリカの設置を行っている。 

 

１－11 国内及び国外の地域との交流に関する現況 

小島には、厚生省の「ウェルカムベビーキャンペーン」の一環で、平成６年５月

に設立された「風の顔らんど」があり、今治市の姉妹都市である広島県尾道市や群

馬県太田市をはじめ、全国各地の子ども達が訪れ、自然とのふれあいや地元の人々

との交流を通じて、愛情や自由な発想、想像力を育むことを目的とした活動を展開

している。 

平成12年の小島砲台顕彰事業の際には、当時の歴史的背景から英国大阪総領事夫

妻を招待し、地元との交流が図られ、平成15年より毎年「広島県府中市ＰＯＭこど

もの国キャンプ」を開催している。平成17年度には「全国児童厚生員等野外活動研

修会」を開催し、平成21年度に「北海道、栃木県風の顔らんど交流キャンプ」を開

催した。 

来島においては、来島保存顕彰会を中心として、大分県玖珠町など来島水軍ゆか

りの地域との交流が続けられている。 

平成23年～24年度には来島集会所において、県内外から老若男女が参加した「プ

レイバックシアター」という即興演劇を用いた来島村上水軍の歴史と島の暮らしを

現代によみがえらせるイベントを開催した。島の人、地域の歴史家が語る情景をア

クターたちがその場で再現し、大人から子どもまで楽しむとともに、島の記憶を共

有し、島との心のつながりを持つ島のファンを増やし、島の活性化を図った。 
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１－12 自然環境の保全及び再生の現況 

来島群島は瀬戸内海国立公園に指定されており、豊かな自然が溢れる魅力ある地

域である。住民の貴重な財産であることから、この豊かな自然環境を大切に引き継

いでいく必要がある。 

しかし、近年は少子高齢化により地域の担い手が不足し、農地や自然林の荒廃が

拡大しており、その保全対策に苦慮している状況にある。 

小島では、平成24年度の28センチ榴弾砲レプリカ設置に併せて、展望を阻害して

いる雑木の剪定を行っている。 

 

１－13 再生可能エネルギーの利用等の現況 

島内の電気の供給状況は、来島、小島、馬島については四国電力のサービス区域

内に属し、送電線を敷設し電気を供給している。残る比岐島では、「比岐島自家発

電気利用組合」を設置し、島内で自家発電し家庭に配電しており、市は発電設備の

設置や発電用燃料費の一部補助を行っている。また、ガスは来島群島の全島でプロ

パンガスが使用されている。 

現在、市全域で住宅用太陽光発電システムの設置費について補助金制度を創設し

ている。 

その他、風力、波力、潮力などの再生可能なエネルギーへの転換・導入促進も考

えられるが、これらの設備は自然環境の影響を受けやすく、莫大な初期投資が必要

で、費用対効果などの面から導入見込みはたっていない状況にある。 

 

１－14 国土保全及び防災対策の現況 

本地域は、地理的・地形的特性から梅雨や季節波浪等により自然災害の脅威にさ

らされてきたが、小島の護岸工事をはじめ、海岸保全施設の整備や急傾斜地崩壊対

策を計画的に進めた結果、近年では、大規模な災害は発生していない。しかし、本

地域の海岸保全施設は、老朽化や吸い出しによる護岸機能の劣化が生じていること

から、農地海岸の陸閘の開閉状態、人家、公共施設及び農地の有無について調査を

実施し、今後、地元意向調査のうえ、陸閘の津波対策方針を決定するなどその対策

が求められる。 

消防施設については、それぞれの島に小型動力ポンプが整備されているが、初期

消火は高齢化した住民に頼らざるを得ない状況である。平成15年１月に発生した小

島の山林火災では、10haが消失したが、そこは植林が行われていないため、今後と

も長年、土砂の流出対策を含めた適切な管理が必要となる。 

 

１－15 人材の確保及び育成の現況 
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人口減少や少子高齢化の進展により、産業や地域の担い手が不足し集落機能の維

持が危機的状況にある。今後においても地域の活力の維持向上を図るための産業や

地域活動を担う人材の確保は大きな課題となっている。 

このため、外部からの人材派遣を含めた地域の実情と意向に応じた人材の確保が

できるような仕組みづくりを進める必要がある。 

 

１－16 その他の現況 

本地域は、人口の減少や高齢化の進行により、定住人口の確保が課題となってい

る。 
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２－１ 振興の基本的方針 

内海本土近接型の小離島で、全ての分野にわたり本土今治市への依存度が高い状

況にある。島内で生活・経済を自立させることは容易ではないため、本土今治市と

の連係強化を図りながら、地域の特性を活かした産業・文化の振興、他地域との交

流・連携などを推進し、地域の活性化を図るとともに、快適で住みよい生活環境を

確保し、『健やかで安心して暮らせ、多くの人が訪れる魅力ある地域づくり』を目

指す。 

 

２－２ 重点的に取組む事項 

観光資源の豊富な地域特性を活かし、観光漁業・農業など各種体験観光と併せた

観光ルートの整備を今後とも進めていき、地域産業としての発展を目指す。 

自然に恵まれた生活空間や景観を生かし「癒しの空間」として、今後、外部から

の人材、都市住民などの関心や志向を的確に把握しながら交流を推進するとともに、

気軽に滞在できるような魅力づくりを目指す。 

また、人口の減少や高齢化の進行による地域存続の危機が危惧されており、それ

を打開するため、地域の恵まれた自然環境等を 大限に活用した移住促進施策を地

域住民の主体性を尊重しつつ推進していく。 

 

 

第２章  振興の基本的方針 
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３－１ 交通施設の整備その他に関する事項 

小島、来島の住民にとっては、離島航路が唯一の交通手段であるため、今後とも

航路の存続と運航の維持改善、安全運航などに努める。 

また、小島、来島、馬島間を運航する「第３くるしま丸」については、平成10年

の進水後既に15年が経過し老朽化が懸念されるため、新船の導入を図る。 

新船については、運営法人の経営内容を勘案し、公設民営も含め検討する。 

 

３－２ 通信施設の整備その他に関する事項 

本土今治市においては、FTTHなど超高速ブロードバンド環境の整備が進んでいる

が、当該地域は有線での整備が難しいことから、今後はWiMAXや3.9世代携帯（LTE）

などの無線回線による超高速ブロードバンドの提供を図るべくエリア化に向けて民

間通信事業者に働きかけを進めていく。 

 

３－３ 産業振興等に関する事項 

農業については、比岐島での糖度の高いみかん栽培、馬島での花き栽培など特色

のある農業経営を展開しているが、地域の農業後継者がいない状況である。そのた

め、農業体験等ができる農家民宿を開設するなど、都市住民との交流を推進し、移

住就農者など新たな担い手を確保する事を検討する。 

また、地域の農地を維持保全するため、必要な基盤施設の整備等に努める。 

水産業については、漁業経営の安定化を図るため、行政、漁業協同組合及び漁業

者が一体となって、引き続き、稚魚の中間育成、放流、魚礁・増殖礁の設置等によ

る漁業資源、漁場の確保に努めるほか、販路拡大のための「くるしまダイ」（仮

称）など魚介類のブランド化・水産物の直販市についても検討を進める。 

また、観光漁業や観光客への活魚料理の提供など、観光業と連携した体験漁業の

振興方策についても検討するほか、漁場環境の保全のため違反漁業の防止に取り組

む。 

 

３－４ 雇用機会の拡充等に関する事項 

島の主要産業である農業や水産業の雇用の維持を図るとともに、起業やコミュニ

ティビジネスなどの導入により雇用機会の増大を図る。 

 

３－５ 生活環境の整備に関する事項 

生活用水については、小島・来島・馬島は送水管による安定的な給水を行う。 

第３章  計 画 の 内 容 
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比岐島の電気供給については、自家発電設備の耐用年数が到来した際に、今後の

住民の居住意向や代替電源等も含め検討する。 

ごみ処理については、引き続き本土今治市と同様の収集処理体制を維持するとと

もに、比岐島については、自家処理で対応する。 

し尿処理については、小島・来島・馬島・比岐島４島とも現状を維持する。さら

に、生活環境の向上、公共用水域の水質保全を図るため、生活排水を含めた汚水処

理について検討を行う。 

 

３－６ 医療の確保等に関する事項 

本地域には医療機関が皆無であるため、本土側での各種検診の内容充実や受診の

勧奨に努めるとともに、高齢者宅等への保健師の訪問、予防医療に対する意識を高

めるための健康教育など、住民に対する保健予防、健康管理体制の充実・強化を図

る。 

救急医療については、関係機関と連携し現体制の維持に努める。 

 

３－７ 介護サービスの確保等に関する事項 

今後、高齢化が進み、介護認定者も増加することが予想されるなか、必要なサー

ビスが受けられ、住み慣れた地域で安心して暮らしていくことが出来るような仕組

みの構築に努める。 

 

３－８ 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項 

急速に進行する高齢化に対応するため、個々の高齢者のニーズに見合った福祉サ

ービスの充実を図るとともに、各種福祉サービス利用についての啓発に努める。 

また、生活基盤の安定や活力ある地域社会の維持を図るため、健康な高齢者につ

いては、地域内だけでなく本土側での受入れも考慮に入れ、個々の経験を生かした

就業や社会奉仕活動を促進する。 

なお、介護保険制度については、本土今治市と同程度のサービスが提供されてい

るが、高齢化率が75.0％であるため、一層の充実・強化に努める。 

 

３－９ 教育及び文化の振興に関する事項 

学校教育については、必要に応じて離島航路利用の通学生徒に対する補助を行い、

教育の機会均等に努める。 

生涯学習活動については、地域住民が現在利用している社会教育施設の整備を図

り、今後とも、より一層の機会拡大と充実を図る。 

歴史・文化的遺産については、国指定名勝として、来島・小島を含む波止浜の風
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致景観の保護に努めていくほか、来島の来島城跡、小島の芸予要塞跡については、

貴重な歴史遺産として、郷土の歴史学習の場として活用されるべく、今後とも可能

な限り現状保存に努める。 

 

３－10 観光の開発に関する事項 

瀬戸内しまなみ海道の自転車歩行車道を利用して行われている様々なイベントを

通じて全国へ情報発信するため、イベントの継続的な実施を行うとともに、新たな

イベントについても検討する。平成26年春から秋にかけて瀬戸内海を構成する愛媛

県及び広島県の島しょ部地域を中心として「瀬戸内しまのわ2014」が開催されるが、

同イベントを活用して本地域の豊かな地域資源を国内外に積極的に情報発信する取

り組みを行う。 

また、馬島は来島海峡大橋の自歩道の中継地点となっており、イベントの参加者

や観光客などが数多く訪れていることから、遊歩道、キャンプ場など屋外型観光レ

クリエーション施設の整備を検討するとともに、地元民間事業者により事業化され

ている来島海峡大橋や小島、来島、馬島など島しょ部を小型船に乗って遊覧する観

光クルーズや今治地方ボランティアガイドが案内する遊歩道等を利用した様々な観

光ツアーなどとの連携を積極的に図っていく。 

さらに、身近な歴史散策や子どもたちの学習・自然体験の場として重要な拠点で

あると認識されつつある本地域において、来島海峡大橋の造形美や瀬戸内海の多島

海美、豊かな歴史資源等を活用した観光振興を進めるため、平成21年３月に作成さ

れた「今治市観光振興計画」に基づき、名勝や瀬戸内海国立公園にふさわしい自然

環境の保全と利便性の向上を調和させた環境の整備、水軍や芸予要塞の資料収集、

遊歩道や案内板の設置などに努めるとともに、住民や小島の芸予要塞跡でも活動し

ている今治地方観光ボランティアガイドなどの協力を得て自然環境や施設等の適正

な維持管理を行い、来訪者に「おもてなしの心」が伝えられるよう配慮する。 

なお、本地域は、全て瀬戸内海国立公園内にあることから、環境整備にあたって

は、優れた景観や島特有の自然環境の保全に十分留意する。 

 

３－11 国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項 

小島の「風の顔らんど」での他県との交流活動を継続するとともに、老朽化して

いる施設の維持修繕と時代にあった備品等の整備を行い、全国各地の様々な地域の

子ども達との交流を今後とも深めていく。 

来島については、来島保存顕彰会を中心とし、来島水軍ゆかりの地域との交流を

今後とも継続・拡充するとともに、「瀬戸内しまのわ2014」のイベント事業の一環

として、伊勢、熊野、塩飽、五島列島など水軍ゆかりのまちとの交流を深め、水軍
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ネットワークの形成を図っていく。 

 

３－12 自然環境の保全及び再生に関する事項 

この地域にある豊かな自然環境を大切に引き継いでいくため、自然公園区域にあ

っては、その環境保全のため適正な管理に努める。 

また、環境に優しい生活様式・生産活動の実践など、人と自然が共生する地域社

会の形成を促進する。 

 

３－13 再生可能エネルギーの利用等に関する事項 

現在、住宅用太陽光発電システムの設置への補助金制度を設けており、今後も導

入を促進する。 

また、風力、波力、潮力などの再生可能エネルギーの技術開発の進展を注視しつ

つ、より地域に適した再生エネルギーについての研究を検討していく。 

 

３－14 国土保全施設等の整備及び防災対策に関する事項 

海岸保全及び急傾斜地崩壊対策については、今後、基本的には老朽施設の更新が

主体となるが、小島・馬島の海岸保全施設は、老朽化や吸い出しによる機能劣化が

生じており、その改修に努める。 

水防・消防面については、初期消防活動能力の向上を図るため、地元消防団の強

化育成に努めるとともに、老朽化した小型動力ポンプの更新に努める。小島の火災

で消失した山林については、土砂流出対策などの適切な管理を継続する。 

また、南海トラフ地震発生時における津波対策として、護岸の開口部である陸閘

からの海水侵入防止対策に努める。 

今後、南海トラフ地震の津波等に備えた防災対策が重要な課題となっており、住

民への情報伝達手段の確保（防災無線の設置等）や一時避難場所及び避難道の確保

などソフト・ハード両面において必要な対策を講じていく。 

なお、これらの実施に当たっては、本地域全体が瀬戸内海国立公園に属している

ことから、自然環境の保全に留意した事業実施に努める。 

 

３－15 人材の確保及び育成の現況に関する事項 

産業や地域活動の担い手や後継者となる年代の流出に歯止めをかけるとともに、

移住・交流の推進により定住化を進め、地域活力の維持向上を図る必要がある。こ

のため、地域のニーズに合った人材の確保について検討する。 

 

３－16 その他離島の振興に関し必要な事項 
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自然に恵まれた生活空間や景観を有する本地域は、人間の活力涵養や居住の場と

して、かけがえのない資産であり、また、都市住民にとっては、保養や休息の場、

自然体験等の場としての価値は高い。このため、都市住民の関心や志向を的確に把

握しながら交流を推進するとともに、気軽に滞在できるような魅力づくりに努める。 

また、人口の減少や高齢化の進行よる地域存続の危機を打開するため、地域の恵

まれた自然環境等を 大限に活用した定住促進及びＵＪＩターン施策を地域住民の

主体性を尊重しつつ推進する。 
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新居大島地域振興計画 
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概  要 

本地域は、新居浜市に属する新居大島（257人、2.14ｋ㎡）の１つの有人島からな

り、本土新居浜市の東方約1.2ｋｍの燧灘に位置している。 

地形は、146.5ｍの大島山を 高点に100ｍ前後の山々が海岸線に迫っており、平

地は島の南部にわずかに存在し、集落が集中しており、瀬戸内海特有の温暖で多照

寡雨な気候である。 

本地域は、村上水軍発祥の地ともいわれ、古来、燧灘有数の良港を有していたた

め、九州と近畿を結ぶ寄港地として栄え、現在でも往時を偲ばせる遺構が各所に残

っている。産業は、周辺の好漁場を生かした水産業が主であるが、全就業者の過半

数は地域外で就労している。 

人口は、平成12年では388人であったが、10年後の平成22年では257人であり、

33.8％の減少となっている。また、高齢化率は、平成12年では51.5％であったが、

平成22年では61.9％となっており、10.4ポイント上昇している。 

 

 

 

 

（平成22年 国勢調査）    

 

１－１ 交通の現況 

航路については、本土新居浜市と新居大島を結ぶ唯一の交通機関として、市営定

期フェリーが1日15便、所要時間15分で運航されており、本土への通勤や園児・学生

の通園・通学に利用されている。利用料金については、全国の他の離島航路に比べ、

低く設定（大人：片道60円、乗用車３～４ｍ：片道500円）されており、運航時間も

6時20分大島発から21時45分大島着までと比較的長時間運航されている。 

生活物資等の輸送については、島内にある商店も軽ハコバンで仕入れを行う程度

であり、島民の生活物資補給は主に島民が自ら本土のスーパー等へ購入に行くこと

で賄われている。本土への距離が比較的短く、航路も比較的多便、長時間運航であ

り、台風等自然災害での欠航もほとんど無いことから、日用品・食料品等、島民の

生活物資補給には大きな支障はきたしていない。 

平成23年11月に、バリアフリー設備を備えた新造船「おおしま７」が就航し、高

齢化の進む島民の「生活福祉航路」として運航しており、平成24年度中には、バリ

アフリー対応の渡海船大島待合所も改築が完了する予定である。 

区分 

島名 

年齢区分別人口 (人) 構 成 比 (％) 
15歳 
未満 

15～64歳 65歳 
以上 

計 
年少 
人口 

生産年齢
人口 

老年 
人口 

計 

大 島 7 91 159 257 2.7 35.4 61.9 100.0

第１章  地 域 の 現 況 
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島内道路については、集落間を結ぶ幹線道路は物流を担う車両の離合に不便な幅

員３ｍ程度の箇所があり、集落内の生活道路はさらに狭隘な道路が多く、一般車両

が通行できない道路も多い。 

 

１－２ 情報通信の現況 

大島公民館までの庁内ＬＡＮ機器の更新にあわせて、民間事業者が地域住民にブ

ロードバンド環境の提供ができるよう無線機器設置の負担を行い、無線でのインタ

ーネット環境を提供している。 

 

１－３ 産業の現況 

主要産業は、第１次産業の水産業と農業であり、就業者総数98人のうち、第１次

産業従事者は41人（漁業35人、農業６人）と41.8％を占めており、他の就業者は主

に本土へ通勤し、就労している。 

水産業については、小型底曳網漁業、刺網漁業、船曳網漁業を主な漁法とする漁

船漁業が営まれている。漁業の振興のため漁港関係施設の整備を順次行い、主要な

施設は整備が完了したが、建設後、数十年が経過し、老朽化している施設が多数あ

るため、漁港機能維持のため漁港施設機能保全計画を策定中である。 

農業については、温州ミカンと白いもが主な生産物となっている。特に白いもに

ついては、農商工連携等により、白いも及びその加工品のブランド化が図られてい

る。なお、有害鳥獣（イノシシ）による農作物被害が発生しており、猟友会に依頼

し有害鳥獣駆除を行っている。 

（平成22年 国勢調査）  

 

１－４ 雇用の現況 

主に、農業、水産業への雇用が考えられるが、農業、水産業とも高齢化が進行し、

かつ、後継者不足が課題となっている。 

 

１－５ 生活環境の現況 

生活用水については、昭和56年に海底送水管を敷設し、１日 大700㎥の給水が可

能となっており、現在安定した生活用水の供給が図られている。 

ごみ処理については、本土同様の９種分別を実施し、本土と同程度の収集体制で

区分 

島名 

産業別就業人口 (人) 構 成 比 (％) 

第１次 第２次 第３次 
分類 
不能 

計 第１次 第２次 第３次 計 

大 島 41 8 33 16 98 50.0 9.8 40.2 100.0
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本土処理を行っているが、ドアや畳などの大型ごみで回収できない建具類等につい

ては、離島ゆえに施設への自己搬入が困難になっている。 

し尿処理については、本土同様の月1回程度の収集体制で本土処理を行っている。

生活排水については、環境に与える影響を考慮し、合併処理浄化槽の普及に努めて

いる。 

 

１－６ 医療の現況 

新居浜市医師会の協力を得て、大島診療所を週２回（内科１回、外科１回）14時

から16時まで開業し、診療業務にあたっている。島で唯一の医療を受ける場となっ

ているが、診療所運営収支は赤字運営で、市が補助金を支出することにより診療を

継続している。 

夜間等の救急搬送については、大島自治会の協力を得て、救急船の確保を行って

おり、年に１～２回程度の利用がある。 

 

１－７ 介護サービスの現況 

１通所介護事業者によるサービス提供が可能となっているものの、効率的な運営

が難しいため、介護サービスの充実は図られていない。 

 

１－８ 高齢者の福祉その他の福祉の現況 

大島地区の高齢化率は61.9％であり、本土新居浜市の平均を大きく上回っており、

家庭基盤の不安定な独居高齢者や高齢者夫婦世帯も多くみられる。 

1社会福祉法人により、健康づくりや文化活動、食事の提供など、インフォーマル

な通所サービスが行われている。 

 

１－９ 教育及び文化の現況 

学校教育については、小学校が1校あるが、昭和21年349名の児童在籍をピークと

して、その後児童数は激減し、平成20年度より休校となっている。島内の児童数は

劇的な増加は見込めない状況であり、保護者も本土への通学を希望している。なお、

大島在住の児童生徒が、本土の小・中学校へ通学のため渡海船を利用する場合は、

無料乗船券を交付している。 

生涯学習については、公民館が活動の拠点となり、家庭教養講座、文化講座、ふ

れあい交流などを行っている。 

伝統行事である「とうどおくり」は、新居浜市指定無形民俗文化財に指定されて

いるが、高齢化が進み維持していくことが困難になってきている。 

大島は、村上水軍の統領であった村上義弘公の生誕の地とも伝えられ、本丸跡、
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船かくしなど、各所に水軍の遺構が残されている。 

 

１－10 観光の現況 

本地域は、恵まれた自然環境や歴史・文化など独特の個性や産物の独自性を有し

ており、特に「とうどおくり」には、市内外から観光客が訪れている。 

また、近年は市民により、レンタサイクルや島内の史跡・文化財等をガイド付き

でサイクリングするイベント等が実施されている。 

さらに、大島の特産物である白いも（七福芋）は、ブランドとして多数の商品が

開発されている。 

 

１－11 国内及び国外の地域との交流に関する現況 

本土新居浜市のNPO法人や市民団体などが、サイクリングの開催やマップの作成、

大島特産である白いもを利用した活動を行っており、そのような活動を通じて島民

との交流を深めている。また、市内高校生による白いもを使ったスイーツの開発や

「白いもツアー」の実施により、地域住民と市内高校生の交流が図られている。 

 

１－12 自然環境の保全及び再生の現況 

海と山に囲まれ、豊かな自然に恵まれた地域であり、地域住民の多くも、自然環

境が他地域より優れていると感じている。 

 

１－13 再生可能エネルギーの利用等の現況 

恵まれた日照条件であり、緊急時の電源としての太陽エネルギーの導入拡大等、

地域の特性を生かした再生可能エネルギーの利活用促進が求められている。 

 

１－14 国土保全及び防災対策の現況 

本地域は、海岸線に沿った狭い平野部に人家や農地が密集しているため、台風や

冬季の季節風による風浪被害を受けやすい。また、人家の背後には地質が脆弱な急

傾斜地が迫っており、急傾斜地崩壊危険箇所や土石流危険渓流もあり、梅雨や台風

等の集中豪雨時には、落石、土砂崩れ等の自然災害が発生する危険度が高い。この

ため、海岸保全施設や土砂災害対策施設等の整備に取り組んできたが、まだ十分で

はない。 

離島ゆえに、地震等の大規模災害発生時において、孤立する恐れがあるため、各

種対策を進めている。 

通信体制の確保については、平成23年４月から、同報系防災行政無線を整備し、

災害対策本部等との双方向通信を確保するとともに、島内全域に広報設備による災
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害情報等の放送体制の確保が図られている。飲料水の確保については、平成８年度

にプールの水を浄化して飲料水として島民に提供できるよう定期的なメンテナンス

を行っており、食料や防災資機材等については、他地域に比べ重点的に分散備蓄を

推進し、３日程度生活できる体制を整備しているところである。また、平成24年度

の県総合防災訓練への参加などを通じ、災害情報の伝達、避難訓練等、地域主導の

防災訓練が積極的に実施されている。 

火災等の災害時においては、住宅が密集し進入路も狭隘で複雑であり、また、少

子高齢化が進んでいることから、避難、消火活動に支障をきたす恐れがある。火災

発生時には、常備消防及び非常備消防が出動するが、フェリーにより消防自動車を

運搬せざるを得ないことから、消火活動が遅れ、大火となる恐れがある。 

救急事故発生時においては、関係機関に依頼し、救急活動を行っているが、重篤

かつ緊急な患者を搬送する場合は、愛媛県防災航空隊に出動要請をする必要がある。 

 

１－15 人材の確保及び育成の現況 

地域住民が主体となったNPO法人が、ボランティア活動や委託事業を実施するなど

島内で活動しているが、人材・後継者が不足している。 

また、新居浜市では、地域主導型公民館として、地域のことを地域自身が主体と

なって考え、解決していく地域教育力の向上を図っており、大島公民館においても、

地域教育力向上プロジェクト事業の実施により、地域課題解決能力の向上を図って

いる。しかしながら、高齢化が進み、地域住民の力だけでは対応が難しくなってき

ている。 

 

１－16 その他の現況 

本地域の人口減少は著しく、地域の伝統文化や歴史を絶やさないためにも後継者

確保が急務となっている。 
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２－１ 振興の基本的方針 

本地域は、小規模であるが本土近接型離島であるため、連絡航路の便数、時間帯

は比較的恵まれており、本土への通学、通勤等の依存度が高いため、今後とも本土

との連係強化を図りながら、豊かな自然環境を保全するとともに、水産資源や個性

ある歴史・文化を生かすことにより、魅力ある美しい地域づくりを目指す。 

 

２－２ 重点的に取組む事項 

島民の健康維持・増進を図るために大島診療所の維持を図るとともに、高齢者が

安心して生活していけるよう、高齢者福祉の充実を図っていく。 

また、休校中の小学校、公民館など既存施設を有効活用することにより、地域活

性化を図るとともに高齢者福祉の拠点となるよう検討する。 

また、災害対策についても重点的に検討していく。 

 

 

第２章  振興の基本的方針 
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３－１ 交通施設の整備その他に関する事項 

航路については、現行の便数、運航時刻、旅客運賃・自動車航送料など、航路体

制の維持を図る。また、将来の離島航路のあり方について調査検討を行うとともに、

長期的視点で架橋についても調査検討を行う。 

島内幹線道路については、車両が円滑に通行できるよう狭隘な箇所の拡幅改良を

検討する。また、生活道路については、一般車両の通行に不便をきたしている箇所

の改善及び維持管理の充実に努める。 

 

３－２ 通信施設の整備その他に関する事項 

超高速ブロードバンドの整備については、民間事業者の整備状況、無線通信機器

技術の動向、国におけるWi－MAX等の新規免許等による民間サービス範囲の拡大等を

支援しながら、機器の更新に併せて、より高速な通信網の整備を検討していく。 

 

３－３ 産業振興等に関する事項 

水産業については、漁港施設機能保全計画に基づき、漁港機能維持のための保全

工事を今後行っていく。併せて、水産資源の維持・増殖を目的とした放流事業、藻

場造成等の漁場環境の整備に取り組み、水産業の振興を図る。 

農業については、農地の多くが農用地区域内の農用地に指定されているため、そ

のメリットを生かした農地集積推進事業などにより耕作放棄地の増加を防止し、農

業振興を図る。また、貴重な農産物資源を守るため、有害鳥獣対策として猟友会に

よる駆除に加え、防護柵、センサーカメラの設置に対する補助など適切な対応を検

討する。 

 

３－４ 雇用機会の拡充等に関する事項 

水産業については、宮の谷地区で稼働しているイワシ煮干加工施設が地域住民の

就労機会の提供につながっており、行政として引き続き可能な支援を行う。 

また、特産品である「白いも」を活用したブランド化を推進し、知名度の向上に

より、雇用機会の創出に繋げていく。 

 

３－５ 生活環境の整備に関する事項 

生活用水については、今後も水道施設の適正な維持管理に努めていく。 

ごみ処理については、引き続き本土同様の収集体制を維持していくとともに、ご

み処理施設での受け入れが可能な建具類については、大型ごみとして収集できるよ

第３章  計 画 の 内 容 
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う検討を行う。 

し尿処理については、本土同様の収集体制を維持していくとともに、生活排水に

ついて、新居浜市浄化槽設置整備事業補助金制度を活用した合併処理浄化槽の普及

に努めていく。 

 

３－６ 医療の確保等に関する事項 

過疎・高齢化の進む島民の健康維持・増進を図るため、必要な医療サービスが提

供できるよう、診療所の維持・拡充に努める。 

夜間等の緊急時の対応については、引き続き民間委託による救急船の維持・確保

により、島民の安心・安全の確保に努める。 

 

３－７ 介護サービスの確保等に関する事項 

介護事業者により提供されている介護サービスを維持してもらうために必要な支

援、また、さらなる介護サービスの充実を図るために可能な支援について検討する。 

 

３－８ 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項 

独居高齢者を定期訪問する見守り推進員や地域の民生委員など、ボランティアに

よる地域ケア・ネットワークの構築を推進する。 

また、島民の要望を踏まえながら、公民館を活用した高齢者福祉施設の整備等を

検討し、いつまでも生き生きとした生活が送れるよう、介護予防教室や生きがい活

動を支援する。 

 

３－９ 教育及び文化の振興に関する事項 

休校中の小学校については、地域住民との意見交換会を踏まえ、災害時の避難所

機能を持たせるとともに、公民館機能の移設、島外からの体験・交流活動の場など、

地域の活性化の中核的な拠点となるよう、廃校後の活用方法について検討していく。 

生涯学習については、引き続き公民館が活動の拠点となり、家庭教養講座、文化

講座、ふれあい交流などを行っていく。 

本地域には歴史的遺産が数多く存在しており、今後も新たな文化財の発掘を進め

ていくことに併せ、文化財の保存、案内板の設置など、できることを検討していく。 

 

３－10 観光の開発に関する事項 

「とうどおくり」をはじめとする伝統行事については、ホームページ等により情

報発信を行う。 

島内の自然・史跡等をサイクリングやウォーキングをしながら学習・体験するエ
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コツーリズムや白いもの収穫体験等のグリーン・ブルーツーリズムを推進する。 

「白いも（七福芋）」関連商品の開発や商品のＰＲを推進することにより、さら

にブランド力を高め、大島の知名度の向上を図る。 

 

３－11 国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項 

大島を活動の場としたNPO法人や市民団体などの活動や情報発信を通じて、大島に

対する理解と関心を深め、大島住民との交流の促進に努める。 

また、「白いも」関連商品のＰＲの促進やイベント等の情報発信も行っていくこ

とにより、島民と他地域との交流促進を図る。 

廃校後の小学校の活用として、３階建建物のワンフロアー全体をNPO法人等が活動

拠点として利用できるように、地域活動スペースとして整備するとともに、これま

で以上に他地域からの訪問者が交流を深めることができるように宿泊可能な機能を

付与するなど、交流人口の増加を図るための環境整備を行う。 

 

３－12 自然環境の保全及び再生に関する事項 

希少生物等の守るべき自然を把握し、自然共生意識の啓発を図るため、自然観察

会や生物調査等を検討する。 

また、美しい海岸を守るために、漂着ごみへの対応について検討する。 

 

３－13 再生可能エネルギーの利用等に関する事項 

公共施設への太陽光発電システムの率先的な導入を含め、太陽光発電普及の初期

費用負担を軽減する制度・仕組みを検討する。 

 

３－14 国土保全施設等の整備及び防災対策に関する事項 

台風や冬季の季節風による風浪被害、梅雨や台風等の集中豪雨による土砂災害か

ら住民の生命、財産を守るため、海岸保全対策や土砂災害対策等に努めるとともに、

施設の適切な補修及び維持管理を図る。 

消防・防災については、自主防災組織を育成強化するため、連合自治会及び消防

団活動の推進を図るとともに装備の整備充実に努める。また、大規模災害発生時に

おける地域の孤立対策を推進するため、衛星携帯電話の配備など通信連絡体制の充

実、食料や飲料水及び防災資機材の整備拡充に努めるとともに、防災訓練へのアド

バイス、防災知識の普及、避難所機能の確保など緊急救援・救護体制の確認と充実

強化を図り、防災意識の向上と地域防災力の総合的な向上に努める。 

 

３－15 人材の確保及び育成の現況に関する事項 
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大島を活動の場としたNPO法人や市民団体などの活動を広く発信することにより、

組織を担う次世代の人材の確保に繋げる。 

公民館においては、引き続き地域教育力向上プロジェクト事業を実施することに

より人材の育成を図っていく。 

将来を担う人材の確保の一案として、空家を活用した移住等の促進を含め、移住

者の受入れに向けた地域の体制づくり及び制度づくりについて検討していく。 

 

３－16 その他離島の振興に関し必要な事項 

高齢化が進み、人口減少が著しい本地域のコミュニティを維持していくために必

要な施策を検討していく。 
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忽那諸島地域振興計画 
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概  要 

当地域には、安居島（24人、0.26 k㎡）、野忽那島（141人、0.92k㎡）、睦月島

（276人、3.83k㎡）、中島（3,213人、21.17k㎡）、怒和島（446人、4.81k㎡）、津

和地島（383人、2.88k㎡）、二神島（166人、2.15k㎡）と釣島（70人、0.36k㎡）、

興居島（1,279人、8.49 k㎡）の９つの有人島があり、その総人口は5,998人、総面

積は44.87k㎡である。 

古くは忽那水軍が瀬戸内海に雄飛した華やかな舞台であった当地域は、かつては

東と西を結ぶ海上交通の要衝となっていた。この忽那諸島は、本土の沖合約２km～

40kmに点在しており、広島、山口両県の県境に接しているため、中国地域を含めた

広域交流の促進などにより、発展の可能性が大きい地域である。 

全島とも急峻な地形を有しており平野部が少なく、小規模な河川が見られる。 

一方、海岸線は白砂を有する穏やかな砂浜から、小石が打ち寄せる荒々しい海岸、

磯場、遠浅、干潟などバリエーションに富み、干満の差も大きいことから豊かな表

情を有しており、当地域の魅力の一つとなっている。 

気候は、瀬戸内海特有の温暖な多照寡雨で冬期も積雪を見ることはなく、柑橘栽

培に適した気候条件を有している。 

集落は、島の海岸沿いの狭い平坦地に集積し、中島に11集落、興居島に８集落を

はじめ、怒和島２集落、安居島や野忽那島、睦月島、津和地島、二神島及び釣島に

はそれぞれ１集落があり、合計で27集落である。 

人口は、平成12年の国勢調査によると8,200人が、10年後の平成22年には5,998人

となり、26.9％の減少となっている。また、平成12年の高齢化率は42.7％だったが、

平成22年には55.9％となっている。 

（平成22年 国勢調査）   

区分 

島名 

年齢区分別人口 (人) 構 成 比 (％) 
15歳 
未満 15～64歳 

65歳 
以上 不詳 計 

年少 
人口 

生産年齢
人口 

老年 
人口 

計 

安 居 島 3 6 15 0 24 12.5 25.0 62.5 100.0

野忽那島 3 34 104 0 141 2.1 24.1 73.8 100.0

睦 月 島 0 75 201 0 276 0.0 27.2 72.8 100.0

中  島 199 1,325 1,676 13 3,213 6.2 41.4 52.4 100.0

怒 和 島 18 185 243 0 446 4.0 41.5 54.5 100.0

津和地島 12 143 228 0 383 3.1 37.3 59.5 99.9

二 神 島 0 32 134 0 166 0.0 19.3 80.7 100.0

釣  島 8 30 32 0 70 11.4 42.9 45.7 100.0

興 居 島 59 505 713 2 1,279 4.6 39.5 55.8 99.9

計 302 2,335 3,346 15 5,998 5.0 39.0 55.9 99.9

第１章  地 域 の 現 況 
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１－１ 交通の現況 

海上交通については、当地域内において３航路が運航されており、安居島航路で

は、民間会社が安居島と北条港の間を、１日１便（水曜日、第１土曜日、夏季につ

いては２便）の定期船を運航している。 

中島地域の航路については、民間会社が東線と西線の２系統を運航している。東

線は、睦月島、野忽那島、中島（大浦）と高浜、三津浜を結ぶ、フェリー５便、高

速船５便を運航している。西線は、中島（神浦、西中）、怒和島（上怒和、元怒

和）、津和地島、二神島、釣島と高浜、三津浜を結ぶ、フェリー２便、高速船４便

を運航している。 

興居島航路については、民間会社が由良と高浜を結ぶ、フェリー１４便、泊と高

浜を結ぶ、フェリー１４便の２系統を運航している。 

各航路とも、通院、通学をはじめ日用品の輸送など、島の生活を支える必要不可

欠な唯一の航路となっているが、過疎化の進行に伴い旅客輸送数が減少している。

また、原油価格の高騰など必要経費の増加のほか、使用船舶の老朽化という課題を

抱えている。当地域では医療サービスや日用品の購入が島内で完結できないため、

島びとは本土まで通院や買い物に出かけることとなっている。こうした場合、島に

よっては船便の都合で１日がかりになることに加え、交通費の負担が家計を圧迫し

ている状況となっており、島びとからも「こうした状況を改善して欲しい。」とい

う要望が多くある。 

島は海上交通による物流に頼らざるを得ないため、本土と比べて流通コストがか

かり、日常生活や産業振興において経済的負担となっている。 

漁港や港湾は台風や風浪などから漁船等を守る機能のほか、島しょ部の交通や物

流の拠点としての機能を有している。島びとや事業者、観光客など、海上交通を利

用する者にとっては、駅やバス停と同じような交通の要衝であり、人にやさしく自

然環境と調和した基盤整備が望まれている。 

陸上交通については、中島本島では民間会社が中島島内を循環する５系統の路線

バスを運行しているが、利用客数の減少等により経営は悪化している。また、中島

以外の島には路線バスはない。 

道路状況は、県道が主要地方道中島環状線（中島）と上怒和元怒和線（怒和島）、

興居島循環線（興居島）の３本あり、これを基点に各集落に網目状に市道が伸長し

ている。県道については道路改良がかなり進行しているが、集落内の市道は狭く、

消防活動等にも支障を来たしていることから、未整備道路の早急な整備が必要であ

る。 
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１－２ 情報通信の現況 

地域のデジタルデバイド（情報格差）の是正を図るため、学校や公民館などの拠

点施設まで公設で情報通信基盤を整備した。その後、整備した通信基盤の一部を民

間開放し、平成21年度には民設民営により、拠点施設から無線によるブロードバン

ド環境が整備され、高速インターネットサービスが提供されている。今後は、通信

基盤の維持管理費や耐用年数経過後の再整備が課題となってくる。 

なお、安居島のインターネット環境については、携帯電話を利用したブロードバ

ンド環境のみとなっている。 

 

１－３ 産業の現況 

当地域は、温暖な気候と急斜面を活用した果樹栽培が盛んな、県内有数のみかん

産地である。しかし、近年では、温州みかん、伊予柑価格の低迷、消費者ニーズの

多様化、産地間競争の激化などにより、柑橘農家の経営は厳しい状況にある。また、

イノシシによる農作物への食害が広がっていることから、適正な有害鳥獣対策のほ

か、離農による耕作放棄地対策が課題となっている。こうした中、農家は消費者ニ

ーズに適合した新品種や有望品種への転換を進め、改植や高品質な柑橘の生産に必

要な施設の導入に取り組んでいる。特に、「紅まどんな」、「せとか」、「カラマ

ンダリン」の３品種については「まつやま農林水産物ブランド」として認定され、

ブランド化が推進されている。 

また、当地域の周辺には好漁場が数多くあり、一本釣りや刺し網漁が盛んに行わ

れている。しかしながら、 近では漁獲量の減少や魚価の低迷により、漁家経営は

厳しい状況にある。 

この一方で、怒和島や津和地島では「あわび」の養殖が行われ、「ぼっちゃん島

あわび」は「まつやま農林水産物ブランド」のひとつとして認定されている。また、

所得の向上や漁家経営の安定化のため、ほとんどの島でヒジキ干場が整備され、

「瀬戸の島ヒジキ」のブランド化や産地化が推進されている。 

卸小売業、サービス業などの商業は、家族経営が主で、過疎化の進行とともに経

営は厳しい状況にあり、工業分野では、小規模な土木業者や建築業者、造船所が存

在している。 
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（平成22年 国勢調査）   

 

１－４ 雇用の現況 

基幹産業である農業・漁業のほかにめぼしい産業はなく、雇用については農漁業

への就労が中心となっている。しかしながら、近年では島の産業の不振が続いてお

り、若年層から中年層の人口流出に伴い、就業者が減少している。そこで、島の次

代を担う若者が農業・漁業に就くことができる、時代の変化に対応した、効率的で

効果的な施策が求められている。 

 

１－５ 生活環境の現況 

簡易水道については、水道事業再編による効率化や合理化が図られているが、一

部の地域では、水質改善のための窒素除去装置の設置や海水淡水化装置の老朽化へ

の対応が課題となっている。 

中島地域のごみについては、中島リサイクルセンターを中継施設として活用しな

がら、本土へ運搬し処理している。また、し尿及び浄化槽汚泥については、島内に

ある貯留槽から松山衛生事務組合立浄化センターに運搬し、処理している。なお、

安居島や釣島、興居島のごみやし尿は、運搬船や航路を利用して、本土で処理して

いる。 

 

 

区分 

島名 

産業別就業人口 (人) 構 成 比 (％) 

第１次 第２次 第３次
分類 
不能 

計 第１次 第２次 第３次 計 

安 居 島 5 0 5 0 10 50.0 0.0 50.0 100.0

野忽那島 27 0 19 2 48 58.7 0.0 41.3 100.0

睦 月 島 98 0 27 3 128 78.4 0.0 21.6 100.0

中  島 960 91 610 48 1,709 57.8 5.5 36.7 100.0

怒 和 島 217 13 44 2 276 79.2 4.7 16.1 100.0

津和地島 174 9 37 0 220 79.1 4.1 16.8 100.0

二 神 島 60 1 8 0 69 87.0 1.4 11.6 100.0

釣  島 37 0 3 9 49 92.5 0.0 7.5 100.0

興 居 島 342 49 178 27 596 60.1 8.6 31.3 100.0

計 1,920 163 931 91 3,105 63.7 5.4 30.9 100.0
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１－６ 医療の現況 

中島には、民間病院（内科、外科、整形外科、循環器科、耳鼻咽喉科）があり、

中島地域の中核的な病院機能を担っている。睦月島、野忽那島、怒和島、津和地島、

二神島には、常勤医師のいない公設の診療所がそれぞれの島にあり、中島の民間病

院の医師が週に２回出張診療を行っている。安居島や釣島には病院や診療所はない

が、民間の巡回診療船が年間１～２回程度診療を実施している。興居島では、夜間

や休日は無医地区となっているが、常勤の医師がいる公設民営の診療所がある。な

お、歯科診療所については、中島に１施設ある。 

いずれの島も、島の医療機関で行われている診療科目以外の治療や高度医療、専

門医療については、本土の医療機関に大きく依存している。 

高齢者など、交通弱者にとって、病院や診療所までの島内での交通手段の確保が

困難となっているケースや、夜間に医師が不在となり治療を受けることができない

といった課題のほか、病院経営の安定化や医師等の確保などの課題がある。 

救急活動体制については、消防救急艇「はやぶさ」の就航により、当地域の救急

活動体制が整備され一定の評価を得ているが、消防救急艇の出動が重なった場合の

住民不安の解消が課題となっている。 

 

１－７ 介護サービスの現況 

中島地域では、特別養護老人ホームや中島の民間病院が、介護サービスやデイサ

ービスの中核施設として機能している。 

興居島の介護サービスについては、島外の民間業者によるサービスが提供されて

いる。デイサービスについては泊地区に施設があり、サービスを利用する方のほと

んどがこの施設を利用している。 

なお、安居島や釣島には、島内に介護サービスやデイサービスを利用できる施設

がなく、在宅介護などの介護サービスの充実が課題となっている。 

 

１－８ 高齢者の福祉その他の福祉の現況 

保育施設については、中島、興居島に公立の保育施設があるが、安居島や釣島に

はなく、野忽那島、睦月島、怒和島、津和地島、二神島の保育施設は、乳幼児数の

減少により休園している。 

一般的に高齢化率が21％を超えると超高齢社会と言われるが、平成22年国勢調査

では、当地域の高齢化率は55.9％で、超高齢社会の高齢化率をはるかに超える状態

となっている。島では一人暮らしの高齢者が多くなり、こうした高齢者への島の実

情に応じた支援や施策が求められている。 
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１－９ 教育及び文化の現況 

中島、怒和島、津和地島、興居島にそれぞれ小学校があるが、睦月島、野忽那島、

二神島の小学校は、児童数の減少により休校している。また、釣島には興居島の小

学校の分校があるが平成23年度末で休校している。安居島には小学校はない。 

中島と興居島にそれぞれ中学校が１校ある。睦月島、野忽那島、怒和島、津和地

島、二神島の生徒は、中島にある寮で生活し、中島の中学校に通学している。なお、

安居島や釣島には、中学校はない。 

高等学校については、中島に唯一分校があるが、入学者数の減少により、募集停

止・廃校となることが懸念され、入学者数の確保が課題となっている。当地域から

本土の高等学校に通学する生徒は、定期船を利用して通学するか、本土で下宿生活

を送っている。 

文化面では、中島において、個性あふれる「やっこ振り」や「道具踊り」などの

独自の伝統や文化が育まれている。平成11年度に総合文化センターが開設され、中

島地域文化祭や文化講演会のほか、吟行の旅や瀬戸内俳句大会など新たな文化が創

造され、地域の文化活動の拠点となっている。 

釣島には、明治６年に建設された県内 古の洋式建造物である釣島灯台や明治６

年竣工時の姿を現地で保っている灯台官舎などが残されており、公開事業が行われ

ている。 

興居島では春に「島四国」が開催され、島外から多くの人が訪れている。また、

秋には県の無形民俗文化財に指定されている「船踊り」が奉納されるなど、島独自

の文化が伝承されている。 

 

１－10 観光の現況 

観光については、夏場の海水浴客やキャンプ・釣り客などが中心だが、レジャー

の多様化などにより客数が減少している。 

中島では、全国有数の開催回数と人気を誇る「トライアスロン中島大会」や「ビ

ーチサッカーフェスティバルin中島大会」が行われている。 

興居島では、平成３年に城山公園堀之内から興居島に開催場所を移した「松山市

中学校駅伝競走大会」が行われている。 

 

１－11 国内及び国外の地域との交流に関する現況 

人口流出が続き、集落のコミュニティを支える自治会活動や冠婚葬祭など地域の

生活共同体としての機能が失われる島の出現が心配されている。この状況を解決す

るためには定住人口の増加を図るための支援や施策が求められている。 

平成22年度に松山市の島しょ部で開催された松山島博覧会（しまはく）では、94
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の魅力ある体験メニューを実施し、約２万人もの来島者にあるがままの心地よさな

ど島の魅力を味わってもらうことができた。また、平成23年４月には体験メニュー

の主催者が中心となり「まつやま里
り

島
とう

ツーリズム連絡協議会」を立ち上げ、しまは

くで生まれた体験メニューの充実と創出に努め、交流人口の増加をめざした取り組

みが始まっている。 

 

１－12 自然環境の保全及び再生の現況 

瀬戸内の温暖な気候が育んだ美しい豊かな自然環境が残されており、島内外の人

々に対する「癒し」の力を秘めている。これらの地域資源を次代へ引き継ぐために

も、美しい景観を保全していくことが必要となっている。 

また、過疎化・高齢化の進行や後継者不足などにより、耕作放棄地や遊休地等が

拡大していることから、それらの再生が課題となっている。 

 

１－13 再生可能エネルギーの利用等の現況 

地球温暖化対策及び環境保全の観点からも、太陽光発電などの再生可能エネルギ

ーの利用は有効な対策の一つだが、輸送コストや塩害対策等により設置費用が割高

となるほか、広域な未利用地の確保が必要となっているため、取り組めていないの

が現状である。 

当地域では、島での住民生活や企業活動において、安定的なエネルギー供給の確

保が課題となっているが、特に災害時等の停電復旧に際しては、本土と比較して時

間を要するなどの課題がある。 

 

１－14 国土保全及び防災対策の現況 

当地域では海岸の近くの平地部に集落が広がり、台風の襲来時の風浪や高潮、降

雨による浸水や海水による農産物への塩害対策が課題となっている。 

また、当地域では各地区の公民館や学校等が避難所に指定されているが、そのほ

とんどが海岸近くの平地部に建てられている。近い将来発生が予想されている南海

地震などに備えた、避難所や避難路の確保が課題となっている。 

 

１－15 人材の確保及び育成の現況 

過疎・高齢化による人口減少や若者の島外への流出による地域の生活共同体とし

ての機能の喪失を防ぐため、島の活性化や産業の振興のほか、地域のコミュニティ

や文化・伝統芸能を支える人材など、島を取り巻く環境や時代の変化に的確に対応

していくための核となる人材が求められている。 
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１－16 その他の現況 

松山市では、平成24年度から平成33年度の10年間を対象期間とした「愛ランド里
り

島
とう

構想」を平成24年３月に策定した。この構想は、島びとと行政がまちづくりを進

めるうえでの重要な指針となるもので、島しょ部の持続的な発展と活性化を目的と

している。 
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２－１ 振興の基本的方針 

当地域には、豊かな自然と悠久の歴史に育まれた島固有の誇れる伝統や文化など

魅力ある地域資源が数多く残っている。 

先人たちによって培われたこうした地域資源を守り育てるとともに、時代の変化

に対応した活力ある島として発展していく必要がある。 

島びとが活き活きと輝き笑顔があふれると、島を訪れた人々にも笑顔があふれる。

このため、「島びとが活き活きと輝く笑顔あふれる里(さと)の島」を創造し、次代

に誇れるふる里を引き継いでいく。 

 

２－２ 重点的に取組む事項 

「島びとが活き活きと輝く笑顔あふれる里(さと)の島」を実現するため、島に住

む人にとっては「暮らしやすい島」を、また、島外に住む市民からも親しまれ愛さ

れる「市民の第二のふるさとの島」として感じてもらえるようなまちづくりを展開

していく必要がある。そこで、「島びとが輝くまちづくり重点プロジェクト」とし

て次の施策を積極的に推進していく。 

①「暮らしやすい島」をめざす取り組み 

ア 海上交通の利便性の向上 

海上交通の利便性の向上や各種船賃助成制度の維持・拡充などの課題解決に

取り組んでいく。 

イ 安全で安心に暮せる島づくり 

救急医療を含めた医療・介護体制の維持確保を図るとともに、防災対策、消

防・救急などについては基盤整備を推進し、島びとが安全安心に暮せる島づ

くりに取り組んでいく。 

ウ 明日を担う人材の育成 

個性あふれる島を守り育てていくためには、地域の核となる人材の育成が

も大切であることから、人材育成大学への派遣や研修会をとおして地域の活

性化につながる地域リーダーの育成に取り組んでいく。 

エ 産物の販売促進・販路拡大 

アンテナショップや産直コーナーへの出店のほか、直販ルートの新規開拓、

ネットショッピングサイトの開設などについても調査研究する。 

②「市民の第二のふるさと」をめざす取り組み 

ア 定住の促進 

滞在型交流施設の整備や受け入れ体制の構築に取り組むことや、未利用施設

第２章  振興の基本的方針 
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を定住の受け皿として活用することを検討する。 

イ 里
り

島
とう

ツーリズムの推進 

「松山島博覧会」終了後もその取り組みを継続・発展させる目的で設立され

た「まつやま里
り

島
とう

ツーリズム連絡協議会」の活動を推進するための支援を行

うほか、愛媛県と松山市との連携やさらなる広域連携による活性化を図って

いく。 

ウ 里
り

島
とう

ブランド 

島しょ部全体をブランドとして認知、定着させる広報戦略を展開し、「里
り

島
とう

ブランド」の確立をめざす。 

エ 未利用施設の利活用 

島しょ部の交流人口の増加や雇用の創出を図るため、地域の活性化につなが

る施策について調査研究に取り組でいく。 
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３－１ 交通施設の整備その他に関する事項 

海上交通は、島と本土を結ぶ唯一の交通手段で、通院や日用品の買物など他の地

域に依存しなければならない島びとにとって、島での生活を支える生命線となって

いる。 

島びとから要望の多い、便数の確保や運賃負担の軽減、航路の維持については、

島びとをはじめとする利用者・船会社・行政の協働により、コストや利便性などを

多面的に考慮しながら、各種船賃助成制度の維持・拡充など、これらの課題解決に

取り組んでいく。また、老朽化した船舶の更新の課題への対応について、調査研究

を進めでいく。 

また、各島の実情に合った漁港や港湾施設、道路の整備、陸上交通の維持確保等

に努め、島びとの生活のみならず産業や観光等の多様な役割を考慮した交通ネット

ワークの構築を図っていく。 

そのほか、産業の振興により定住を促進するため、離島の流通効率化に効果のあ

る施設整備などについて調査研究していく。 

 

３－２ 通信施設の整備その他に関する事項 

高度情報化については、既に整備が完了している地域イントラネットを活用し、

民間情報通信サービス事業者等と連携しながら、島びとのブロードバンドの利用を

促進する。また、利用者の能力向上を図るための施策の推進により、生活の豊かさ

や生産活動の効率化を図っていく。 

安居島の情報通信環境の整備については、今後も通信事業者に働きかけるととも

に、島びとの意見を伺いながら、国の補助制度の活用等を検討していく。 

 

３－３ 産業振興等に関する事項 

基幹産業である農業・漁業の振興のため、農道やつき磯の整備など農業・漁業の

基盤整備に取り組んでいく。また、時代に対応した施策として、特産品のブランド

化や直販システムの構築など販売ルートの多様化を図り、農業では優良品種への転

換や鳥獣害対策等に引き続き取り組むほか、漁業では漁場改善や資源管理型漁業な

ど「つくり育てる漁業」への支援を推進し、力強い農業・漁業の振興を図っていく。 

さらに、農水産物などの豊富な地域資源を加工し、付加価値を高めた特産品の開

発などへの支援を行っていく。 

なお、産物の販売だけでなく、交流人口の増加や定住促進を効果的に進めるには、

島の認知度や魅力度を高めていく必要があり、さまざまなイベントや交流の機会を

第３章  計 画 の 内 容 
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利用し、島の様々な魅力についてＰＲ活動を行うとともに、「まつやま農林水産物

ブランド」の推進により産物のブランド化に取り組んでいるところであるが、こう

した活動をさらに推進し、当地域全体のイメージが個別の産物やイベントに結びつ

き、「里
り

島
とう

ブランド」として定着するような取り組みについて検討する。さらに

「里
り

島
とう

ツーリズム」や定住促進、産物の販売促進・販路拡大の取り組みと連動しな

がら、全国に認知される広報戦略を展開し、「里
り

島
とう

ブランド」の確立をめざす。 

加えて、アンテナショップの開設や大規模小売店舗が力を入れている産直コーナ

ーへの出店、直販ルートの新規開拓、インターネットを活用したネットショッピン

グサイトの開設などについて調査研究する。 

 

３－４ 雇用機会の拡充等に関する事項 

基幹産業である農業・漁業の振興に向け、様々な施策に取り組み、次代を担う後

継者の育成を図るとともに、地域資源を活用した新たな製品の開発など、起業への

支援を行い、雇用機会の創出拡充を図っていく。 

 

３－５ 生活環境の整備に関する事項 

島びとの生命の源である水については、良質で安定した給水が可能となるように、

水質改善により安全性を確保するとともに簡易水道施設の再構築等により効率化を

図っていく。また、排水路の整備や合併処理浄化槽による生活排水対策を推進し、

快適な暮らし空間の実現を図っていく。 

ごみ処理については、中島リサイクルセンターを中島地域の中継施設として効率

的な施設運営を進め、今後更なる減量と資源化率の向上に努める。 

し尿については、松山衛生事務組合立浄化センターへ効率的に運搬するため、今

後も島内の貯留槽を管理・活用しながら適正処理を図っていく。 

なお、安居島や釣島、興居島のごみやし尿は、運搬船や航路を利用して、本土に

運搬し、適正に処理する。 

一方、人口減少や高齢化が進む中、自治会組織やコミュニティ活動、冠婚葬祭な

ど地域の生活共同体としての機能が失われる島の出現が懸念されていることから、

こうした現状を変え、島を活性化させるために定住の促進を図っていく。 

 

３－６ 医療の確保等に関する事項 

島びとが安全・安心に暮らすために必要な、病院経営の安定化や医師等の確保な

ど地域医療の充実を図るとともに、緊急時には適切かつ迅速な医療サービスを受け

ることができる医療体制の維持確保を図っていく。また、島びとが生涯にわたって

健やかで元気な生活が送れるよう、地域に密着した保健活動を展開し、島びとの健



 

107 

 

康づくりを支援する。 

また、島びとが病気や人工透析による通院や、妊婦健診の受診により定期船を利

用した場合の船賃を支援する。 

 

３－７ 介護サービスの確保等に関する事項 

介護サービスの確保と充実を図るため、介護サービス利用者への支援を継続して

実施し、安心して暮らせる島づくりに取り組んでいく。 

 

３－８ 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項 

高齢者や障害者が安心して暮せるよう、医療機関との連携や生活などに関する支

援のほか、介護保険や社会保障制度などについては、社会・経済動向を踏まえた環

境整備を図っていく。 

また、高齢者や障害者が自立した生活が送れるよう、地域で支援する体制づくり

に努め、地域を基盤とした福祉活動を推進していく。 

 

３－９ 教育及び文化の振興に関する事項 

子どもたちが学ぶ力、生きる力を伸ばし、次代を担う人材として成長できるよう

に、島しょ部の自然環境を活かした体験学習等の充実を図るとともに、老朽化した

寮などの学校施設・設備を整備する。そして、島の教育環境を活かし豊かな人間性

を育むことや交流人口の拡大等を目的としたシーサイド留学制度導入の調査研究な

ど、地域ぐるみで子どもを育む環境づくりを支援する。また、募集停止や廃校が懸

念される中島分校については、地域一体となって学校の存続に向けた取り組みを支

援する。 

加えて、船舶運賃補助などの就学者への各種支援制度を維持継続し、教育機会の

向上を図っていく。 

あらゆる年齢層が主体的に学習活動に参加し、生涯をとおして自主的に生きがい

づくりに取り組むことができるように支援するとともに、高齢者の憩いの場や生涯

現役として活動していける環境の整備を図っていく。 

島びとが主体となった文化活動等や、それらを次代へ継承する取組みへの支援を

行うとともに、積極的な情報発信や文化財の保護に努める。また、これらの貴重な

財産や瀬戸内海一円に勢力を誇っていた忽那水軍の歴史などの地域資源を磨き、学

習活動や観光などに有効活用する中で、島びとがその価値を再認識することにより、

島びと主体の文化の保存・継承活動の広がりを推進し、時代に対応した新たな文化

の創造を図っていく。 

子どもから高齢者まで幅広い年齢層を対象に、島しょ部の特性を活かしたスポー
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ツやレクレーション等に親しむ環境整備に努める。また、交流人口の拡大等を目的

とした新たなスポーツ大会の創設などに取り組んでいく。 

 

３－10 観光の開発に関する事項 

老朽化した観光施設については、自然景観になじむ観光施設の整備に努め、新た

な魅力の創造を図っていく。 

地域資源を 大限に活用したツーリズムの推進や地場産品を知ってもらい島に多

くの人を招く「地産知招
ちさんちしょう

」の視点を取り入れながら交流人口の拡大を図ることは、

活性化につながる重要な取組みである。 

そこで、「まつやま里
り

島
とう

ツーリズム連絡協議会」の活動や農家・漁家民宿などの

島ならではのツーリズムを推進するための支援を行う。さらに、愛媛県グリーン・

ツーリズム推進協議会との連携を深める取組みに加え、当地域をはじめ広島県域や

しまなみ海道などの島しょ部での開催が予定されている「瀬戸内しまのわ2014」を

活用した広域連携により、さらなる活性化を図っていく。 

 

３－11 国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項 

島に定住するためには、就労や居住場所など生活基盤の確立、家族の移住に係る

さまざまな問題への対応など、多くの課題があると考えられる。そのハードルを少

しでも低くするために、移住を考えている島外の人が島での生活を体験し、一定期

間の「お試し移住」が可能となる滞在型交流施設の整備や受け入れ体制の構築に取

り組んでいく。また、島では空き家や耕作放棄地が増加しているほか、廃校となっ

た学校施設や教員住宅などが未利用のまま残されていることから、こうした未利用

施設などを活用した定住の受け皿としての利用を検討するとともに、交流人口の増

加や雇用の創出につながる未利用施設の活用策の調査研究にも取り組んでいく。 

加えて、「しまはく」で生まれた魅力ある体験メニューの充実や「地産知招
ちさんちしょう

」の

視点を取り入れた新たな体験メニューの開発を支援していく。また、こうした情報

の的確な発信により「市民の第二のふるさと」としての認知度を高めるとともに、

近隣自治体との広域連携を推進し、交流人口の拡大を図るほか、少子化対策、産業

の後継者不足対策として、独身男女の出会いの場を創出し、定住の促進を図ってい

く。 

 

３－12 自然環境の保全及び再生に関する事項 

自然環境との調和に配慮しながら、島での暮らしやすさの向上に向けた社会基盤

の整備に取り組んでいく。また、生物の多様性など島固有の自然環境の保全に努め

るとともに、その魅力を伝えるための人材育成やホームページ等を活用した情報発
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信に取り組んでいく。 

さらに、次の世代へ引き継ぐために、耕作放棄地や遊休地等の有効活用について

調査研究に取り組んでいく。 

 

３－13 再生可能エネルギーの利用等に関する事項 

住民生活の安定確保や、災害発生後のエネルギー供給経路の寸断等による不安の

解消のため、再生可能エネルギーであるメガソーラー発電施設の設置の可能性につ

いて検討していく。 

 

３－14 国土保全施設等の整備及び防災対策に関する事項 

台風や高潮のほか南海地震など自然災害への対策や対応が求められており、島ご

との固有の課題や防災体制の実態を把握した上で、災害に強い離岸堤などの基盤整

備に努める。 

また、消防水利施設の整備・更新や消防救急艇の施設整備・維持などの消防・救

急体制の充実強化及び危険地帯の実態把握や各島の実情に応じた避難所や避難路の

確保に努めるとともに、防災危機管理体制の整備を推進する。さらに、島びとの防

災・防犯意識を高め、当地域ならではのコミュニティを活かした消防団や自主防災

組織及び防犯体制の充実を図っていく。 

 

３－15 人材の確保及び育成の現況に関する事項 

魅力や個性あふれる島を守り育てるとともに、新たな地域社会の創造や構築に向

け、人材育成研修などへの派遣や地域での研修会を開催するなど、地域の活性化に

つながる地域リーダーの育成に取り組んでいく。 

また、ボランティアやＮＰＯなど、地域に密着した組織の育成や支援を図ってい

く。さらに、お祭りなど各島固有の伝統文化を守り育てるために、まちづくり協議

会や町内会などの自治会活動への支援を行い、島びとが地域に愛着や誇りを持って

暮らせるまちづくりを推進する。 

 

３－16 その他離島の振興に関し必要な事項 

松山市では、国や県の施策や動向を注視しながら、平成24年３月に策定した「愛

ランド里
り

島
とう

構想」に基づいて、島びとや地域などと行政が協働し、島びとが活き活

きと輝き、豊かな心で暮らせる笑顔あふれる里の島づくりに取り組んでいく。 
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青島地域振興計画 
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概  要 

本地域は、大洲市に属する青島（0.49㎢）の１つの有人島からなり、長浜港から北

に13.5㎞の伊予灘のほぼ中央に位置する、東西1.5㎞、南北0.35㎞の小規模離島であ

る。 

地勢は、急傾斜地がほとんどで平坦地は少ない。その少ない平坦地に住宅が密集し

ている状況である。 

気候は、温暖な多照寡雨で、冬でも霜が降りることがない。 

人口は、平成12年では51人であったが、10年後の平成22年では19人であり、62.7％

もの大幅な減少となっている。また、高齢化率は、平成22年で68.4％となっており、

超高齢化した島となっている。 

 

 

 

 

（平成22年 国勢調査） 

 

１－１ 交通の現況 

航路については、本土長浜と青島を結ぶ唯一の交通機関として定期船「あおしま」

が就航しており、１日２往復している。 

所要時間は、片道45分。平成23年度の運航回数は553回である。旅客運賃は片道665

円、10㎏以下の小荷物については120円となっている。高齢者が多いことから本土に

渡る人に買い物を依頼することも増えてきている。 

島内道路については、市道として約1,800ｍが認定されているが、そのほとんどが

幅員１～２ｍ未満と狭隘で、舗装はされているものの損傷が多くなってきている。 

 

１－２ 情報通信の現況 

郵便物及び新聞については、住民に委託し、各戸に配布されている。 

固定電話は全戸で加入しており、携帯電話も電波の強弱はあるが、全キャリアの使

用が可能である。 

地デジ対策についても、平成24年２月22日に旧青島中学校グラウンドに基地局が設

置され、視聴が可能となっている。 

災害時における緊急連絡網については、平成23年度から防災行政無線が供用開始さ

れ、島内各所で放送を聞くことができるようになった。 

区分 

島名 

年齢区分別人口 (人) 構 成 比 (％) 

15歳 
未満 

15～64歳 65歳 
以上 

計 
年少 
人口 

生産年齢
人口 

老年 
人口 

計 

青 島 0 6 13 19 0.0 31.6 68.4 100.0

第１章  地 域 の 現 況 
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現在、光回線やＡＤＳＬ等のブロードバンドによる情報網が整備されていないため、

パソコン等による高速で安定的な情報収集については、モバイルデータ通信が中心と

なっており、選択肢が限られている。 

 

１－３ 産業の現況 

産業の中心は、めばる、たい、あじ等の一本釣などの漁船漁業が中心であるが、従

事者の高齢化により年々漁獲高は減ってきている。今後も水産業振興のために漁場整

備は必要であり、従事者の新規就漁についても検討する必要がある。 

漁港は、青島漁港が整備されており、定期船の発着場にも利用されている。 

 

 

 

 

（平成22年 国勢調査） 

 

１－４ 生活環境の現況 

生活用水については、現在、定期船により運搬しており、地域内各戸へ水道を通し

て供給されている。しかし経年劣化による水道管等の損傷があり、順次整備を行う必

要がある。 

家庭排水はそのまま海へ排出され、ごみ、し尿処理についても地域内に処理施設が

ないため自家処理となっている。生活衛生環境や自然環境の悪化が懸念されるため、

処理施設等の整備が必要である。 

コミュニティ施設については、平成元年に建設した青島コミュニティセンターがあ

るが、インターネットや無線などの情報通信網が整備されていないため、地域の拠点

として利用できるよう整備をする必要がある。 

 

１－５ 医療の現況 

医療については、国民健康保険直営診療所があり、看護師１名が常駐している。ま

た週１回本土医師が出張診療を行っている。診療所施設については、改修を実施し、

現在は維持できているものの、沿岸部であるため、強風や塩害による損傷が早いこと

から随時修繕を行う必要がある。 

救急医療体制については、住民の漁船を利用して長浜まで搬送し、待機している救

急車により 寄りの病院へ搬送しているが、悪天候時の搬送は困難である。今後は、

消防防災ヘリコプター（ドクターヘリ的運用）を利用できるよう連携を強化するとと

もに、ヘリポートの設置も検討していく必要がある。 

区分 

島名 

産業別就業人口 (人) 構 成 比 (％) 

第１次 第２次 第３次 計 第１次 第２次 第３次 計 

青 島 5 0 1 6 83.3 0.0 16.7 100.0
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１－６ 介護サービスの現況 

65歳以上の人口は13人と島民の半数以上が高齢者となっている。 

現在、介護保険制度が導入されているが、在宅サービスを受けたくても地域内には

居宅介護サービス事業所は無く、本土の事業者もサービス提供が困難となっているた

め、住民意識としては、介護サービスが必要になった時が島で生活できなくなる時と

考えているのが現状である。 

要介護者及びサービス提供業者に対して、航路運賃相当額を助成するため、市の単

独予算にて予算措置は行っているものの交付実績は無い状態である。 

 

１－７ 高齢者の福祉その他の福祉の現況 

市保健センター等が中心となり、健康相談や健康診断を実施している。 

健康に不安を抱えている高齢者も増えてきていることから、相談をする機会を増や

すことを検討していかなければならない。 

 

１－８ 教育及び文化の現況 

現在、児童生徒はなく、学校等の教育施設は皆無である。 

生涯学習については、研修室や会議室、調理室を備えた青島コミュニティセンター

が拠点となっている。 

文化については、県の無形民俗文化財の指定を受けている「青島の盆踊り」は過疎

高齢化のために踊り手不足となり、伝承が危ぶまれている。今後、住民の意見等を聞

きながら、ボランティアによる伝承も検討する必要がある。 

 

１－９ 観光の現況 

島の全域が瀬戸内海国立公園に含まれ、海水浴場、キャンプ、魚釣りの適地として

年間900人程度の観光客がある。 

夏季に使用できるシャワーやトイレは整備しているものの、風雨により損傷が激し

いため修繕が必要である。また、宿泊施設も無いため、観光客には不便を掛けている

ところではあるが、地区住民主導による宿泊施設の整備は、住民の高齢化もあり困難

な状況である。 

 

１－10 国内及び国外の地域との交流に関する現況 

現在、過疎高齢化による人的条件や、本土間のみの航路形態及び周囲に離島が無い

という地理的条件により、活動範囲は地域内、若しくは本土側町内までという状況で

ある。地域の活性化を図るため、文化的財産等を生かした他地域との交流を図ること
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が必要である。 

 

１－11 自然環境の保全及び再生の現況 

瀬戸内海国立公園に指定されており、風光明媚な自然環境であるものの、沿岸部に

は毎日、多数のごみが漂着しており、島民の努力だけでは処分しきれない状況となっ

ている。 

 

１－12 再生可能エネルギーの利用等の現況 

電力については、海底ケーブルによって供給され、プロパンガスや灯油については、

定期船を利用し運搬されている。 

今後、突発的な災害時などより供給がストップした際に電力等のエネルギーが自給

できるように検討する必要がある。 

 

１－13 国土保全及び防災対策の現況 

冬季の季節風及び台風による波浪が激しく、これまでも多くの被害が発生している。

現在は築堤や消波ブロックの設置により被害は軽減しているが、今後も台風襲来時や

地震による津波対策として、堤防等の新設及び修繕を継続して実施していく必要があ

る。 

消防施設については、小型動力ポンプが設置され、住民で組織する消防団が活動し

ているが、高齢化による機動力低下が懸念される。また、大災害時は本土長浜分団が

応援出動することになるが、漁船を利用するため到着時間が遅くなることが予想され

るため、県と市が連携し、消防防災ヘリコプターの出動を要請するなどの対応が必要

となる。 

 

１－14 人材の確保及び育成の現況 

島民の高齢化が深刻となっており、今後、地域の活動においても主体的な役割を果

たす人材を確保する必要があることから、島外より人を呼び込む方策を検討する必要

がある。 

 

１－15 その他の現況 

定住人口や高齢化等の状態から、地域の発展よりも医療福祉の方策が優先されるよ

うな状態である。島民からの意見でも、「 後まで島に残りたい」との要望が強く、

健康で生活できる医療体制、いざという時の救急体制、災害に対する避難体制などの

確保などが今後の課題といえる。 
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本地域は、本土近接型の小規模離島で周囲に離島も無く、超高齢化した島であるこ

とから、島独自で自立的発展を遂げることは困難な状況である。 

このため、本土との連携を図りながら、島内道路の維持管理、生活用水の維持、医

療及び救急体制の確立、避難場所や避難経路の確保等の防災対策などを重点的に行い、

住民が安心して暮らせる地域づくりを目指す。 

 

第２章  振興の基本的方針 
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３－１ 交通施設の整備その他に関する事項 

航路については、本土との唯一の交通機関である青島～長浜航路の存続維持のため、

老朽化した定期船をバリアフリー化した新船に更新するとともに、航路事業者である

青島海運（有）へ赤字補填することで、住民の生活路線の維持を図る。 

また、損傷が著しい島内道路については、随時修繕整備を行っていく。 

 

３－２ 通信施設の整備その他に関する事項 

青島コミュニティセンターに衛星電話を設置することにより、非常時の連絡体制を

構築していく。 

また、地震や台風などに対する情報をいち早く取得するとともに、迅速で確実な通

信を行うため、光回線等を利用したブロードバンド網も検討していく。 

 

３－３ 産業振興等に関する事項 

主要産業である沿岸漁業の維持を図るため、築いそや漁礁の設置等により漁場の造

成を図るほか、稚魚の放流を行うなど漁場環境の整備に努める。 

また、漁船及び定期船の発着場となる青島漁港を随時整備する。 

 

３－４ 生活環境の整備に関する事項 

生活用水については、安定供給を維持・確保するとともに、老朽化した水道管及び

施設等の整備、更新に努める。 

汚水・ごみ・し尿処理については、快適な生活環境を確保するため、合併処理浄化

槽の設置や焼却施設の設置等による処理体制を確立することを目指す。 

 

３－５ 医療の確保等に関する事項 

医療については、青島診療所の医療機器の整備に努めるとともに、医師及び看護師

の確保、維持に努める。また救急搬送時に消防防災ヘリコプター（ドクターヘリ的運

用）や救急艇を利用できるように関係機関との連携強化を行いながら、ヘリポートや

接岸施設の整備を検討していく。 

また、各種検診や健康相談等を実施することにより、住民の健康管理を行う。 

 

３－６ 介護サービスの確保等に関する事項 

住民のほとんどが65歳以上であり、介護保険サービスやその他の自立支援サービス

の受給権を有するにもかかわらず、居宅介護サービス事業所等が無いため、利用がで

第３章  計 画 の 内 容 
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きないことから、市内事業所に対して新規参入を促していく。 

 

３－７ 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項 

高齢者の活動を支援するとともに、活動拠点となる青島コミュニティセンターの設

備充実を図る。 

また、高齢者が安心安全に暮らせるように、公共施設、道路、定期船等のバリアフ

リー化を推進するとともに、元気で生活できるように健康診断や健康相談を実施して

いく。 

 

３－８ 教育及び文化の振興に関する事項 

県の無形民俗文化財である「青島の盆踊り」の継承者確保のため、島内住民と本土

側の学生やボランティアが協力し、踊り手を育成することに努める。 

 

３－９ 観光の開発に関する事項 

瀬戸内海国立公園に含まれる地域の豊かな自然を生かした観光施設として、海水浴

場、キャンプ場及びトイレ等を整備するとともに海水浴場までの歩道の整備を行う。 

また、釣りのできるポイント等を記した島内地図を作成するなどし、観光資源のＰ

Ｒを行いながら観光客の増加を目指す。 

 

３－10 国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項 

郷土芸能「青島の盆踊り」の継承者が減少する中で、本土側の小中学生や高校生、

または県内に在住する伝統芸能に興味のある人等に「青島の盆踊り」を広く伝承し、

世代間の交流を推進していく。 

 

３－11 自然環境の保全及び再生に関する事項 

恒常的にゴミが漂着し、腐敗臭などの原因にもなっているため、簡易的な焼却施設

等を建設し、島内で処分できるように検討をしていく。 

 

３－12 再生可能エネルギーの利用等に関する事項 

冬でも霜が降りず、一日を通して日照が見込めることから、自宅にソーラーパネル

を設置し、太陽光を利用したオール電化を推進することでプロパンガスや灯油などか

らの転換を図ることを検討していく。 

また、島のほとんどが手入れのできていない山間部及び荒廃した畑であるため、そ

の解消を目指し、メガソーラーシステム関連施設の誘致を協議していく。 
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３－13 国土保全施設等の整備及び防災対策に関する事項 

台風や冬季の風浪時における海岸線の浸食被害を防止するため、引き続き、護岸や

消波ブロック等の整備を行う。 

また、耕作放棄地の増加により段々畑の石積みの損傷が激しく、崩落の危険もある

ことから、耕作者の確保や耕作地の保護を推進していく。 

消防については、高齢化している消防団の消火活動を円滑に行うため、小型、軽量

化された装備へ更新するとともに、大規模災害へ対応するため、県の消防防災ヘリコ

プターとの連携や消防艇の整備について検討していく。 

なお、島内道路は、狭隘で階段も多く損傷も激しいため、高齢者の通行を補助する

ために手すり等の設置も検討していく。 

 

３－14 人材の確保及び育成の現況に関する事項 

島の穏やかな気候風土の特性を生かし、定年を迎えた夫婦や在宅ワークが可能な方、

農業や漁業に興味がある方を対象にＩターンなども検討していく。 

 

３－15 その他離島の振興に関し必要な事項 

地域の人口や高齢化の状態から、地域の目覚ましい発展は見込まれず、存続自体が

危ぶまれる危機的な状態といえる。今後は急激な人口や観光客の増加を目指す発展よ

りも、この気候や風土を生かした穏やかに老後を暮らせ、癒される魅力的な島づくり

を目指していくことが重要であると考える。 
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宇和海諸島地域振興計画 
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概  要 

四国西南部の宇和海に面した本地域には、八幡浜市に属する大島（295人、0.75ｋ

㎡）、宇和島市に属する九島（976人、3.37k㎡）、嘉島（100人、0.54k㎡）、戸島

（361人、2.82k㎡）、日振島（343人、4.01k㎡）、竹ヶ島（48人、0.5k㎡）の６つ

の有人島があり、その総人口は2,123人、総面積は11.24ｋ㎡である。 

大島は、八幡浜港から西南14㎞の海上に位置し、北は佐田岬半島、南は宇和海に

のぞみ、西は豊予海峡を隔てて九州大分県に対しており、近隣に有人島はなく、離

島間における日常の交流はほとんど行われていない。九島は、宇和島湾入口の本土

から 短距離320ｍという近接地にあり、現在、離島性を解消すべく、島民長年の悲

願であった架橋事業が平成27年度の完成に向けて着々と進行している。嘉島、戸島、

日振島は宇和島市の西方約20㎞から34㎞に位置し、集落はいずれも冬の季節風を避

けて位置している。竹ヶ島は旧津島町から西方に約10㎞の距離に位置しており、わ

ずか１集落のみである。 

地形は、全島とも島の大部分が急峻な山地で平坦地が少なく、段畑を形成してお

り、河川と呼べる大規模な流路はない。 

気候は温暖で、年平均気温17ﾟC程度と恵まれているが、台風の常襲地帯であり、

また、冬季は季節風が強く、風波による侵食を受けやすい。 

人口は、平成12年の2,889人から10年後の平成22年には2,123人と26.5％の減少と

なっている。また高齢化率は、平成12年には36.0％であったが、平成22年には47.8

％となっており、人口減少、高齢化ともに進行が著しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（平成22年 国勢調査）    

区分 

島名 

年齢区分別人口 (人) 構 成 比 (％) 

15歳 

未満 

15～64歳 65歳 

以上 
計 

年少 

人口 

生産年齢

人口 

老年 

人口 
計 

大  島 0 106 189 295 0.0 35.9 64.1 100.0

九  島 63 436 477 976 6.5 44.7 48.9 100.1

嘉  島 3 44 53 100 3.0 44.0 53.0 100.0

戸  島 37 159 165 361 10.2 44.0 45.7 99.9

日 振 島 26 207 110 343 7.6 60.3 32.1 100.0

竹 ヶ 島 3 25 20 48 6.3 52.1 41.7 100.1

計 132 977 1,014 2,123 6.2 46.0 47.8 100.0

第１章  地 域 の 現 況 
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１－１ 交通の現況 

航路は、大島～八幡浜市間は民営の１航路のみであり、所要時間25分、片道運賃

は大人680円（小人340円）で運航されているが、平成23年５月に増便（１日３便）

に伴う運行時刻の変更を行い、島民の利便性向上を図っている。九島～宇和島市間

は（株）えひめ南汽船の経営するフェリーボート１隻が１日９往復、所要時間15～

30分、運賃（片道）大人380円、小人190円で運航しており、嘉島・戸島・日振島～

宇和島市間は盛運汽船（株）による高速船２隻と普通船により１日４便程度運航さ

れ、市内への通勤、買物、医療機関への通院等に利用されている。嘉島・戸島・日

振島～宇和島市間は所要時間１時間～３時間と長時間を要し、また、運賃は日振島

への高速船（片道）が大人1,990円、小人1,000円、普通船（片道）が大人1,360円、

小人680円、嘉島及び戸島への高速船（片道）は大人1,570円、小人790円で、普通船

（片道）が大人1,150円、小人580円と島民の負担となっているとともに、離島人口

の減少と高齢化による利用率低下に加えて、自家用船の大型動力化も伴って輸送需

要は減少しており、事業者の経営状態も悪化している。このため、宇和島市におい

ては、国・県・市・事業者・地元住民などで組織した航路改善協議会を平成21年度

に設置し、航路改善に向けた課題を抽出するとともに改善方針を提示してきた。平

成23年度には耐用年数を上回った高速船の代替船を建造し、省エネ化やバリアフリ

ー対応による利用者の利便性・快適性の向上を図るとともに、需要動向に見合った

旅客定員の削減などの効率化を図った。 

本土への唯一の交通手段である航路においては、買い物・通院等の際の交通費の

負担が大きい状況にあるため、国の離島運賃割引制度等を活用して航路運賃の低廉

化を図る必要がある。また、産業分野における物流コストについても生産者の負担

が大きい状況である。また、九島、嘉島、戸島、日振島においては、ＪＡえひめ南

の店舗で食料品や日用雑貨等の生活物資を取り扱っているが、海上輸送による割高

な輸送コストが事業者の経営に影響を及ぼしている。 

なお、竹ヶ島には定期航路がなく、専ら自家用船を利用している状態であり、近

年の人口減少や高齢化、若者の流出などにより緊急時の対応が求められている。 

島内道路については、九島、戸島、日振島においては県道が徐々に整備されつつ

あるが、幅員が狭く未改良な区間が残っているとともに、集落内や集落間を結ぶ市

道についても狭小な区間が多いことから、今後も改良を進める必要がある。大島、

嘉島、竹ヶ島においては市道はあるが、幅員が狭く未改良であり、大島においては、

台風等の影響が大きい区間の早期改良が必要であるとともに、市道山側が急勾配な

箇所については道路防災工事の早期実施が必要となっている。 

なお、本土と近距離にある九島については、宇和島市が平成23年度から本土と九
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島を結ぶ架橋の詳細設計を行い、平成24年度から平成27年度までの予定で架橋本体

の工事を愛媛県に委託し、平成27年度末の供用開始を目指している。また、市道坂

下津１号線の架橋に取付けする区間は、架橋と同様に２車線道路を整備することと

しており、完成すれば九島公民館から市役所までの移動時間が、フェリー利用の場

合と比べおよそ47分短縮され、行政サービスの改善や島民の利便性の飛躍的な向上

が図られる。 

 

１－２ 情報通信の現況 

大島においては、（財）八西地域総合情報センターによるＣＡＴＶ事業で高度情

報通信基盤の整備計画が立てられていたが、工事費等のコストの問題により未整備

のままであり、光ファイバー等の高速ブロードバンドの整備が課題となっている。 

嘉島、戸島、日振島では、行政用の高速な無線回線とＮＴＴの電話回線を活用し

たReachDSL
リーチディエスエル

＋
プラス

を、竹ヶ島では無線回線を使った高速インターネット環境（FWA）を

公設し、民間通信事業者のサービス提供エリアである九島を含めて、離島部のブロ

ードバンド環境の整備は実現したものの、国が推進する超高速ブロードバンド基盤

の整備に向けて引き続き取り組んでいく必要がある。 

なお、九島については、九島架橋が完成すれば超高速ブロードバンド及びケーブ

ルテレビサービスを提供可能とする一体的な基盤整備の推進に拍車がかかるものと

期待されるが、宇和島市の地域情報を発信するメディアのひとつであるケーブルテ

レビについては、市内いずれの島もサービス提供エリアとなっておらず、他の日振

島、戸島、嘉島、竹ケ島では、本土との更なる情報格差の拡大が懸念される。 

また、宇和島市においては、地域情報発信の新たなメディアとして、平成24年３

月にコミュニティＦＭ放送局（ＦＭがいや）が開局し、地域に密着した身近な情報

だけでなく災害時や緊急時の情報提供もできるようになったが、特に情報入手手段

が限定的な離島部では、緊急情報時に自動起動して 大音量で放送が聞こえる防災

ラジオの配備に期待が寄せられている。 

 

 

 

 

 

１－３ 産業の現況 

産業別就業率は、第１次産業64.2％、第２次産業5.1％、第３次産業30.7％という

状況である。 

農業については、ほとんどの島が急峻な山地であり、そのため農用地の大部分は

※ReachDSL+は、従来のADSLサービスに比べ使用する周波数帯域を低くして 大速度を抑える代わりに、長距離回線やノイズ

の進入が多発する回線でも安定した通信品質を確保できる方式であるReachDSLと近距離で有効なADSLを併せ持ったサービス

※FWAは、無線による加入者系データ通信サービスの方式の一つ 
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急斜面を利用した段々畑での柑橘栽培が中心であり、九島が主体となっている。九

島においては水利に恵まれない農用地が大部分であったが、平成15年から基盤整備

促進事業を実施し農業用水を確保するとともに総合的な整備を行い、農地の有効利

用が図られている。大島でも柑橘栽培が行われているが、個々の耕地面積は小さく

零細であり、所得・経営が不安定であるうえ、近年、イノシシ等の有害鳥獣による

農作物被害も増加しており、農業者の耕作意欲低下が懸念される。 

宇和海に面した好漁場を有していることなどから、本地域は漁業が産業基盤の主

体をなしている。 

大島では、天然の岩礁地帯を利用した採貝藻漁業（アワビ・サザエ・ウニ）と刺

し網漁業が主となっており、平成17年度から離島漁業再生支援交付金を活用し、イ

ワガキ、アワビ、ヒジキなどの養殖を行っているが、赤潮や海水温の変化などから

収益性を確保できるまでの成果は得られていない。また、中核となる若手の漁業従

事者がほとんどいない深刻な状況にある。 

九島においては半農半漁の形態であるが、生産所得でみれば水産業がほとんどを

占めている。高級魚の養殖、小型まき網が主であるため、漁港の整備、沖合養殖漁

場の開拓等基盤整備が必要となっている。 

戸島及び嘉島においては、第１次産業が71％を占め、そのほとんどが漁業である。

一本釣とハマチ養殖が中心であるが、水産資源の有効利用ならびに採算性の低下し

た養殖業の生産構造の改革が必要となっている。 

日振島においては、延網・採貝草漁業・ハマチ養殖漁業が主体となっている。と

る漁業は資源の減少で横ばい或いは減少の傾向にあり、養殖漁業は近年魚価低迷や

生産コストの上昇により採算性が低下している。 

竹ヶ島においては、第１次産業が86％を占めており、昭和38年頃より真珠母貝養

殖を始め、真珠産業の好況下でほとんどの世帯が真珠関連産業に従事しているが、

平成８年から発生した真珠貝の大量死やその後の世界的な景気の低迷により、収益

性が低下している。 

第１次産業以外では、日振島において観光・民宿サービス業が夏季中心に行われ

ている程度であり、第２次・第３次産業の従事者は、島外への就労がほとんどであ

る。 

本地域は、「とる漁業」から「つくる漁業」への転換を図り、ハマチ養殖や真珠

養殖などへと進展を図りながら漁業による振興によって島の発展を支えてきたとこ

ろであるが、今後は漁港などの漁業基盤を整備するとともに、高級化・多様化する

水産需要への対応や漁業経営安定のため、６次産業化を中心とした産業構造の改革

が必要である。特に、真珠および真珠母貝養殖、魚類養殖は全国有数の生産地とし

て知られていることから、真珠生産の高付加価値化を目指して、生産から加工・販
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売へと一貫したシステムの構築に努め、地場産業として定着化を図る必要がある。 

また、日振島については、海洋性レクリエーション基地として、観光漁業による

発展策を検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成22年 国勢調査）    

 

１－４ 雇用の現況 

本地域における主産業は第１次産業であり、とりわけ漁業の振興によって地域の

発展を担ってきたところであるが、一方で、郵便局や診療所、農協や漁協などの施

設以外に事業所はなく、新たな雇用機会の創出、就業は極めて困難な現状である。

また、基幹産業である農業・漁業についても、離島の不利もあり、所得・経営が不

安定であるがゆえに後継者不足が深刻化している。 

今後は、いかに新規創業を模索するかがポイントになるが、当海域の豊富な水産

資源を有効利用し、高付加価値化を目指して２次加工品の製造に取り組むことによ

り、生産から加工・販売へと一貫したシステムが構築され、そこに雇用創出が見込

まれる。 

また、第３次産業の創業にかかる例として、豊富な水産資源と「大自然以外何も

ない」ことを逆手にとった農村漁家等を活用した滞在交流型観光の提案も可能と考

える。 

 

１－５ 生活環境の現況 

上水道については、大島は昭和57年に、戸島、嘉島は昭和60年、竹ヶ島は昭和62

年に、九島は平成元年に、日振島は平成２年に、それぞれ海底送水管が敷設され、

長年の問題であった水不足は解消され、安全で安定した生活用水の供給が図られて

いる。しかし、水道施設の多くは老朽化による経年劣化の影響が出始め、送配水管

等の漏水事故が発生している。 

区分 

島名 

産業別就業人口 (人) 構 成 比 (％) 

第１次 第２次 第３次 計 第１次 第２次 第３次 計 

大  島 44 12 32 88 50.0 13.6 36.4 100.0

九  島 206 28 119 353 58.4 7.9 33.7 100.0

嘉  島 35 0 12 47 74.5 0.0 25.5 100.0

戸  島 98 2 41 141 69.5 1.4 29.1 100.0

日 振 島 136 1 52 189 72.0 0.5 27.5 100.0

竹 ヶ 島 25 0 4 29 86.2 0.0 13.8 100.0

計 544 43 260 847 64.2 5.1 30.7 100.0
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ごみ・し尿処理については、大島では、大島区に委託し、島内で収集・保管した

後、運搬船により本土のごみ処理施設及びし尿処理施設で処分している。なお、平

成22年度には老朽化した八幡浜市所有のし尿運搬船を更新したが、操船者が高齢と

なって後継者の確保が課題となっている。また、未処理であった生活雑排水により

周辺海域の水質悪化が懸念されていたため、平成20年度から浄化槽市町村整備推進

事業を進めている。九島では、ごみはフェリーを利用し収集し、し尿はフェリーで

バキューム車を輸送し島内での収集後、宇和島市所有の一般廃棄物収集運搬船「う

わじま」に積み替え、本土のクリーンセンターで処理している。九島架橋開通後は、

架橋の本土側に移転工事が進められ平成27年度から稼働するクリーンセンターへの

し尿収集体制や陸送によるごみ収集体制が検討されている。戸島・嘉島・日振島の

ごみ処理は、生ごみは各島内の大型生ごみ処理機により分解処理しているが、可燃

ごみ・不燃ごみ・びん・缶は委託業者の船で収集し、古紙等の資源ごみや粗大ごみ

は委託業者が収集運搬船「うわじま」で収集している。し尿については、島内の自

治会清掃部が各家庭から収集し中間貯留槽に投入、中間貯留槽から収集運搬船「う

わじま」に積み替え、本土のクリーンセンターで処理している。竹ヶ島では、生ご

みは全戸に貸与した家庭用生ごみ処理機で処理し、その他のごみは収集運搬船「う

わじま」で委託業者が本土へ持ち込み処理している。し尿については、平成９年に

漁業集落環境整備事業で各戸に下水道が整備され、接触曝気方式で汚物を乾燥後、

本土で処理されており、海域の水質環境も改善されている。 

コミュニティ施設等については、大島と九島に離島開発総合センターが、各島に

公民館や集会所が設置され、各種会合や行事等で幅広い世代に地域コミュニティづ

くりの拠点として広く利用されている。しかしながら、開設から年数が経過し老朽

化が進んでいる施設が多く、改修等をしながら使用している状況である。 

 

１－６ 医療の現況 

医療については、大島には、へき地診療所として八幡浜市直営の大島診療所があ

り、医師１名、看護師１名、パート看護師１名体制で島民の一次医療に従事し、健

康管理のための保健の協力や介護相談なども行われている。九島、戸島、嘉島、日

振島には国民健康保険直営診療所が設置され、医師による診療が行われている。嘉

島の診療所は、戸島の診療所医師が兼任管理施設として看護師のみが常駐し、週３

回の巡回診療にあたっている。竹ヶ島には医療施設がなく、本土の医療機関に依存

している。なお、九島、戸島、嘉島、日振島の診療所では、過去幾度か無医になっ

たことがあり、医師の確保が大きな課題となっている。 

こうした医療事情を補完するため、高速診療船を利用した医師の巡回診療を行う

とともに、本土基幹病院との密接な連携により適切な医療にあたっている。さらに、
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戸島、嘉島、日振島、竹ヶ島では、愛媛県済生会の協力の下、診療船による巡回検

診を年２回行い、検診結果に基づく事後管理として、保健師による健康相談及び健

康指導を実施している。 

なお、診療のほとんどが一次医療であり、重病の場合は本土の病院を利用するし

かなく、また、歯科治療等に対応していないため、治療等のために本土への通院を

余儀なくされている。また、土曜日、日曜日は医師が不在のため、島在住の看護師

が医師の指示に従い、緊急対応を図っているが、住民の抱える医療不安は大きい。

医師及び看護師の高齢化に伴い、今後ますます医師等の確保が困難になることが予

想される。 

救急医療体制に関して、各診療所は一次医療としての役割は果たせているが、大

島にあっては、重症で高度な医療技術を必要とする救急患者が発生した場合や医師

が不在の場合は、漁船等によって市立八幡浜総合病院や休日夜間急患センターへ搬

送している。また、宇和島市の各島においても、本土への救急患者の搬送は高速診

療船や漁船等の自家用船で対応しており、定期的な医療サービスの提供と急患搬送

体制の強化が 大の課題となっている。なお、両市ともに救急患者の搬送に対する

補助制度を設けて島民の負担軽減に努めている。 

 

１－７ 介護サービスの現況 

大島においては、現在、介護サービス事業所は整備されておらず、平成14年に実

施したヘルパー研修会の受講生の中から３名の登録ヘルパーによって島内の要介護

者等の訪問介護及び大島地区デイサービス事業を行っているが、高齢者の増加に伴

うサービス利用者の増加、また登録ヘルパー自身の高齢化等により、対応できなく

なることが予想される。また、現在、島内に介護保険制度の指定事業所がないため、

介護サービス基盤の整備が課題となっている。 

九島及び嘉島には事業所が開設され、介護サービスが提供されているが、戸島、

日振島、竹ヶ島には介護保険サービス提供事業所は存在していないため、被保険者

は介護保険料を納入するものの、本土と同様の在宅介護サービスが利用できない状

況が多く、離島独特の制度的問題を包含しており不公平感がある。そのため、船賃

を要することから敬遠されがちな離島在住の介護保険被保険者ケアプラン作成業務

について、事業者が容易に作成できる環境を整えるため、宇和島市では居宅支援事

業者に船賃軽減対策として運賃の半額を補助する制度を創設し、間接的に離島在住

の被保険者をサポートすることとしている。 

 

１－８ 高齢者の福祉その他の福祉の現況 

本地域の高齢化率は、平成22年で47.8％と非常に高く、10年前の平成12年の36.0
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％と比べても高齢化が進んでおり、今後もその傾向は進むものと思われる。 

八幡浜市では、高齢者外出支援事業による航路料金の助成、地域包括支援センタ

ーの訪問看護師による健康相談、食の自立支援事業等を行っているが、航路の便数

も限られていることから本土と同様の高齢者福祉サービスの提供は困難な状況であ

る。また、福祉関連施設等は整備されていないが、大島地区デイサービス等運営事

業（介護保険事業外）や食の自立支援事業（配食サービス）を実施している。単身

高齢者や高齢者のみの世帯も増加しており、今後寝たきり高齢者や認知症高齢者の

介護問題などが予想されることから、これらに対応するため在宅サービスの充実を

図る必要がある。 

宇和島市においては、九島は平成27年度に架橋が実現する見込みであり、開通後

は高齢者福祉等のサービス利用も本土との格差がなくなってくると思われるが、九

島以外の４島は、唯一の移動手段である航路の便数も少ないうえ、台風時や冬季に

おける悪天候で度々欠航もあり、高齢者福祉サービスの享受は今後も困難な状況に

あると思われる。なお、離島の高齢者は、本土にしかない診療科への通院（整形外

科、歯科等）や介護施設の利用等の際は船舶利用に頼らざるを得ず、その高額な運

賃が経済的負担となっていたが、平成22年度から従来の離島地区高齢者等交通費補

助事業をさらに拡充し、船賃の半額助成をすることで経済的負担の軽減対策を講じ

ている。 

児童福祉については、九島では子育て支援事業の一環として月1回地域支援活動を

行っている。戸島においては、平成10年度に保育所を全面改築の実施とともに航路

を変更したことにより嘉島地区児童の通所が可能となっている。日振島においては、

平成８年度に明海地区に保育所を新設し、喜路・能登地区からもスクールバスを利

用して通所している。なお、嘉島、竹ヶ島にはこれらの施設はなく、大島の保育所

は児童がいなくなり閉所となっている。 

 

１－９ 教育及び文化の現況 

学校施設については、宇和島市の５島には小学校が各１校ずつあるが、嘉島小学

校は休校中である。日振島小学校は宇和島市がスクールバスを運行しているが、そ

の他の３校では徒歩通学である。なお、戸島小学校校舎・体育館の改築と九島小学

校校舎の耐震改修が必要となっている。中学校はいずれの島にもなく、九島は城南

中学校へ定期船で通学（通学費は全額補助）しており、戸島、嘉島、日振島は宇和

海中学校へ、竹ヶ島は津島中学校へ通学（寄宿舎で生活し、休日には本島に帰省）

している状況である。なお、大島には小中学生はおらず、小中学校は廃校となって

いる。 

一方、旧大島小中学校の校舎については、平成24年９月より第1次産業の研究施設
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に転用し、大島地区の農漁業高度化及び担い手の育成等の拠点として利用されてい

る。また、教職員住宅の一部は、住民の福利厚生施設等として活用されているもの

の、旧大島中学校プールやその他の教職員住宅については、島内の過疎化・高齢化

が著しく、選択肢が非常に限られるなかで、現在のところ有効な活用策を見出すこ

とができていない。 

生涯学習については、宇和島市の各島には公民館が設置されているが、公民館施

設自体が学校や行政施設と併設されており、公民館の生涯教育の拠点として機能は

不十分である。また、高齢化が進み、より豊かで潤いのある人生を営むために、島

民の自主的・自立的な学習要求は高まっているが、それに応えるだけの条件整備が

整っていないのが現状である。今後は公民館等の施設整備はもちろん、島民の対外

的交流活動を活発にするため、組織づくりを含めた施策が必要である。大島におい

ては、昭和56年に完成した大島開発総合センターが、地区総会、婦人会、老人クラ

ブ等の集会・研修会のほか各種行事に広く利用されており、生涯学習の推進、地域

コミュニティ活動の推進、レクリエーションの拡充が図られている。しかしながら、

建築から30年余りが経過し、年々修繕箇所が増えて施設の老朽化が進んでいる。 

 

１－10 観光の現況 

本地域は、国立公園や県立自然公園区域内にあり、今なお、豊かで美しい自然が

残されている。大島では、かつて大勢の海水浴客で賑わった時期もあるが、昭和50

年以降は年々減少傾向にあり、現在は海開きも中止され観光客は激減している。し

かし、島内には、国天然記念物の指定を受けた世界的にも貴重な「シュードタキラ

イト」があることから、説明板の設置やパンフレットの発行等により周知啓発を行

っている。 

その他の島においても主な観光資源は、海水浴場及びキャンプ場等、夏季が中心

の海洋性レクリエーションであり、観光入込客数は年間約2,200人と近年はほとんど

横ばい状態である。一方、オールシーズンでの磯釣りは全国屈指の名所であり、年

間を通して約５万人以上の釣り人が訪れている。 

今後の課題としては、夏季利用中心の一季型から四季を通した魅力的な利用メニ

ューの設定等による通年型への転換であり、自然との調和や需要に見合った開発規

模の設定に留意し、地場産業である漁業を利用した観光漁業や文化・歴史を生かし

た見どころ創りが必要となっている。 

 

１－11 国内及び国外の地域との交流に関する現況 

地理的な条件により、国外はもとより国内の地域との交流は極めて少ない現状で

ある。しかしながら、大島では、不定期で民間団体等の主催により島内での１泊２
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日のキャンプ等が行われ、参加者と島民との交流が図られている。 

 

１－12 自然環境の保全及び再生の現況 

本地域は、国立公園や県立自然公園区域内にあって、日振島の沖ノ島に咲く「は

まゆう」に代表されるように美しい自然が多く残っており、周辺海域において時節

によってはイルカが遊泳する姿が見られるなど豊かな生態系が形成されている。 

しかしながら、住民の生活様式の変化による環境の悪化、サンゴ群の北上など温

暖化の影響による環境変化が顕著であるほか、台風などの自然災害時のみならず、

常に漂着物が流れ着く状況にあるため、これらによる自然環境の悪化が懸念されて

いる。このため、島民が主体となり清掃を実施して海岸環境の美化及び保全に努め

ている。今後も、漂着物の回収処理のほか、海岸等でのごみの投棄対策などを進め

ていく必要がある。 

 

１－13 再生可能エネルギーの利用等の現況 

東日本大震災以降、原子力発電の代替エネルギーとして再生可能エネルギーの活

用が注目されているが、九島など一部の家庭で住宅用太陽光発電システムの設置事

例があるものの、いずれの島においても特に目立った利用形態はなく、現在のとこ

ろ導入の検討等は進んでいない。 

しかしながら、九島を除く宇和島市の４島においては風況が良好で、ＮＥＤＯの

局所風況マップでは、地上高30mの年平均風速が６m/s以上７m/s未満となっており、

風力発電に向いている地域と言える。ただし、島の多くの部分が足摺宇和海国立公

園に指定されており、島内で住宅地から距離を置いた場所に風車を建設するのは難

しい。また、海底ケーブルの送電線の容量が限られているため、逆潮流（発電シス

テムで発電し余った電気を逆流させて売電すること）についても制限を受けること

となる。 

一方、本地域の海域では、戸島周辺など潮流の速い場所もあり、技術的には確立

途上だが、潮力・波力の可能性を秘めていると言える。 

いずれにしても導入には課題が多いものの、現状ではエネルギーを完全に外部に

依存しているため、今後はさまざまな手法を用いてエネルギーの自給を検討する必

要がある。 

 

１－14 国土保全及び防災対策の現況 

本地域の気候は温暖であるが、冬季の季節風による波浪、台風に伴う越波により、

海岸線に密集している人家及び農地の流失等の災害が発生し、多大の損害を被って

きた。このため、海岸保全事業や陸地での急傾斜地崩壊防止事業等を実施している
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が、今後も積極的に対策を推進する必要がある。 

さらに、巨大地震による津波対策として、高齢者に配慮した安全に高台に避難で

きる対策、災害時の防災情報手段として、島からの確実な伝達手段の確保が必要で

ある。 

消防組織については、各島合わせて消防団が４分団で合計186名の団員がいるが、

急速な高齢化とともに団員の確保が困難な状況となっており、消防力の低下が危惧

されている。また、消防施設は小型動力ポンプ13台、積載車11台を配置し、初期火

災に対応できる配備体制であるが、大規模火災等の際は本土からの応援隊の到着に

時間を要するため、地元消防団等による初期対応が も重要になっていることから、

今後とも島民の自主防災の意識を高めて防災訓練等を実施していくとともに、機器

等の近代化・増強を図っていく必要がある。 

 

１－15 人材の確保及び育成の現況 

今後ますます人口減少、高齢化の進展による地域力の低下が懸念されているが、

人材の確保・育成は極めて困難な状況にある。 

しかしながら、島の振興に主体的な役割を果たし、地域の課題解決や市民活動を

進めていくためにも、島の振興に寄与する人材の確保等が求められている。 

加えて、本地域に生まれ育った青少年が、さまざまな体験活動や交流活動等を通

じて豊かな人間性を育み、地域の担い手として健全に成長するよう、健全育成体制

を整備して一層積極的な取り組みを進めていく必要がある。 
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２－１ 振興の基本的方針 

本地域は、美しい海と緑豊かな自然環境に恵まれ、この豊かな資源を活かした水

産業を中心に発展してきたが、広範囲に６島が点在し、２市にまたがっていること

から離島間の結びつきは弱く、交通、産業、情報通信、医療、福祉等あらゆる面で

本土に依存しており、離島振興は本土との強い関係なしには考えにくい。また、離

島のみで一つの生活圏を形成することは将来的にも困難であることから、本土を含

めた高次の生活圏を形成する必要がある。 

現状と課題を踏まえ、今後、本地域の振興を図るために次の施策に重点的に取り

組んでいく。 

 

２－２ 重点的に取組む事項 

（１）快適な生活を支える交通・通信基盤の整備 

島の実情に合った航路を確保し、時間短縮や増便等の利便改善を図るとともに、

島民の負担軽減と交流人口の拡大を図るため、航路運賃の低廉化に努める。また、

生活道路の整備など交通環境の充実を図るとともに、九島においては架橋事業の

早期完成を目指す。 

情報通信については、災害防止のための防災情報システムや高齢化社会に対応

した緊急通報システム等の通信基盤をはじめとした高度情報通信ネットワークの

構築について検討を進め、離島地域が有する地理的制約の克服に努める。 

 

（２）地域の特性を活かした自立的な産業の育成 

とる漁業から水産資源を管理していく漁業へと展開できるよう漁港・漁場の整

備とともに漁場汚染防止に努める。なお、大島では、大島産業振興センターを核

として、アワビ・ナマコなどの磯根資源の増養殖による新たなビジネスモデルの

創出について調査研究を進める。また、豊富な水産資源を利用した２次加工品の

製造による生産から加工・販売までの一貫した体制を模索する。 

農業については、主な生産物である柑橘を中心に農業基盤を強化し、新規就農

者への支援や有害鳥獣対策を実施していく。 

また、体験型民宿や観光漁業等、各島の特色を活かした産業育成に取り組んで

いく。 

 

（３）安心して住める生活環境の整備 

自然環境の保全を進め、島民がやすらぎのある快適な空間で過ごせるように、

第２章  振興の基本的方針 



 

135 

 

環境美化活動及び自然環境保全活動の推進、自然と共生したエネルギー対策など

安全快適な生活環境整備を図る。また、引き続き、安定した水の確保や自然災害

に備えた防災対策の強化、消防力の充実など島内における消防防災対策の強化を

図る。 

 

（４）生きがいに満ちた保健・医療・福祉環境の整備 

心身ともに健康を維持し、安心したやすらぎのある生活が送れるよう生涯を通

じた健康づくりや生活習慣病や要介護状態とならないための予防の推進に努めて

いく。 

また、地域住民による高齢者の集いの場の運営やお互いの声かけ、近所の見守

りなど地域全体で支える体制を充実し、可能な限り自立した生活が送れる環境づ

くりを進めるとともに、多様化する高齢者の在宅生活等を支援するための整備促

進を進め、医療・介護・福祉の人材の確保と支援を推進する。 

 

（５）生涯学習やスポーツ・レクレーション活動を通した島づくりと人材育成 

生涯学習、スポーツ・レクレーション活動、文化活動などそれぞれの世代が生

きがいを持って暮らし、学び、働き、余暇を楽しむことができる環境づくりを進

めるとともに島の活性化に寄与する人材の育成に努める。 

 

（６）地域資源の活用による観光の振興 

観光客をおもてなしする受け入れ体制等の環境整備、島民と行政が一体となり

地域の特性を活かした観光メニューの開発等を進め、交流の拡大による地域の活

性化を図る。 

 



 

136 

 

 

 

３－１ 交通施設の整備その他に関する事項 

島民の生活にとって不可欠である航路について、国・県とも連携して維持すると

ともに、利用者のニーズに即したダイヤ等の運航体制が維持・改善されるよう航路

事業者等に対し働きかけていく。 

また、航路事業者や関係機関と連携を図りながら、国の離島運賃割引制度等を活

用して航路運賃の低廉化を図り、人の流動の促進及び産業や観光の活性化を図る。 

物流コストについては、国の離島流通効率化事業を活用するなど、国・県と連携

して輸送コスト低減を図り、本土との価格差の是正や離島産品の移出増大を目指し

た取り組みを進める。 

島内道路については、島民の安全性、利便性の確保に留意し、危険箇所の解消と

防災対策を 優先に整備に努めるとともに、産業振興や交流促進を図るためにも集

落間を結ぶ幹線道路や集落内外の生活道の整備を進める。 

また、九島については、平成27年度末の完成を目指して九島架橋事業を進めると

ともに、架橋完成後の島内交通として、バスの運行を検討する。 

 

３－２ 通信施設の整備その他に関する事項 

大島においては、島民生活の利便性の向上や他地域との交流促進及び産業の振興

に向けて、光ファイバー等による高速回線網導入に向けた調査・研究を行う。 

他の５島では、災害防止のための防災情報システム、高齢化社会に対応した緊急

情報システムなどを目的とした情報通信基盤の整備を図るとともに、コミュニティ

ＦＭ放送局を活用した防災ラジオの配備を進める。 

 

３－３ 産業振興等に関する事項 

主要産業である漁業の振興を図るため、漁港用地の確保や漁船が安全に係留でき

る防波堤など外かく施設や係船岸の整備を推進するとともに、漁港施設の延命化を

目的に機能保全計画を策定し、保全工事を実施する。 

加えて、磯根資源の増大を図るための資源管理型漁業の定着化の推進、採算性の

向上を目的とした養殖漁業の効率化の検討、離島漁業再生支援交付金を活用した漁

場の生産力向上や漁業集落の生産活動支援により地域漁業の活性化を図る。 

また、大島においては、天候に左右されず、また陸地にあることから高齢化した

漁業者にも対応できる「大島産業振興センター」を拠点として、アワビ・ナマコな

どの磯根資源の増養殖の試験研究を進め、付加価値をつけた水産加工品の開発や６

次産業化等を図ることにより、漁業所得の向上及び雇用の創出につなげていく。 

第３章  計 画 の 内 容 
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農業については、中山間地域等直接支払制度の活用による所得の確保、青年就農

給付金制度の活用による後継者の確保を図り、担い手不足を解消し、耕作放棄地対

策を進める。また、イノシシ等の有害鳥獣対策については、地元の猟友会と連携を

密に取り捕獲体制を確立していく。 

 

３－４ 雇用機会の拡充等に関する事項 

豊富な海産資源を利用し、高付加価値化を目指して２次加工品の製造に取り組み、

生産から加工・販売の一貫した体制の構築を目指し、雇用創出につなげる。 

大島では、大島産業振興センター等を活用した農水産物の加工品開発や高付加価

値化につながる６次産業化への取り組みの研究や新規就農（漁）者への支援を推進

する。 

また、体験型の農村漁家民宿や観光漁業等に代表される滞在交流型観光の基盤整

備を図り、雇用の創出につなげる。 

 

３－５ 生活環境の整備に関する事項 

水道施設については、老朽管の布設替等を計画的に実施し、適切な維持管理に努

める。 

ごみ、し尿については、収集業務の効率化・安定化に努めるとともに、周辺海域

の水質保全を図るために生活排水等を合わせて処理できる合併処理浄化槽の設置を

推進する。なお、九島においては、架橋開通後の収集体制を検討する。 

コミュニティ施設については、地域住民の活動拠点となる公民館や集会施設の整

備を図る。 

 

３－６ 医療の確保等に関する事項 

島内に常駐する医師及び看護師の確保は、今後、ますます困難になってくること

から、今後も本土の医療機関との協力のもと、医師会や愛媛大学医学部等との連携

を深めながら、医療従事者の確保と広域的な救急医療体制の強化に努める。 

今後も、島民に身近な一次医療を担う診療所は必要であることから、へき地保健

医療対策費や医療施設等設備・施設整備費の活用により、既存の診療施設の充実と

医師及び看護師の確保に努める。 

また、保健師等による定期的な巡回健康相談・健康指導や診療船による巡回検診

を充実し、健康の保持増進、疾病の早期発見、早期治療を図るとともに、寝たきり

予防対策としてのリハビリ施設等の整備を図る。 

救急医療に関しては、本土基幹病院との連携強化や搬送体制を整備し、広域的な

救急医療体制の強化に努める。 
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加えて、離島に居住する住民が、本土医療機関で受診する際の交通費等の支援を

検討する。 

 

３－７ 介護サービスの確保等に関する事項 

本土施設の利用が困難であるため、ホームヘルパーの拡充等在宅福祉の充実を推

進する。 

また、大島においては、デイサービス（介護保険事業外）の実施や島外の介護保

険サービスを利用する場合の船賃や船内での見守り者派遣の助成等を行う大島地区

デイサービス等運営事業を継続し、他の５島においても、介護サービスを利用する

ために要した船賃の補助を行い、介護保険サービスの地域間格差の軽減に努める。 

ホームヘルパーについては、本土にある事業所がサービスを提供できる体制を整

える。 

なお、介護サービス事業所がない島においては、今後の課題として対策を検討し

ていく。 

 

３－８ 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項 

高齢者が寝たきり等の状態になっても、住み慣れた家庭や地域で安心して暮らし

続けることができるような在宅福祉サービスを一層充実させ、健康づくり、介護保

険に係る各種サービスなどを気軽に利用できるような体制を整える。なお、大島で

は、介護予防や要介護状態への進行を防止して在宅での自立した生活を維持するた

め、本土で実施している介護予防教室等を島内で実施できるようにする。 

また、高齢者の生きがいと健康づくりのため、集会所やスポーツ施設等の整備・

拡充を図る。 

そのほか、保育所をはじめとする子育て環境や支援体制の充実を図る。 

 

３－９ 教育及び文化の振興に関する事項 

小学校校舎の耐震補強を含めた改修・改築、プールの整備等、施設・設備の充実

を図る。また、島外に通学する児童生徒の交通費や居住費等支援のあり方を検討し、

今後さらなる教育機会の向上を図る。一方、旧大島中学校プールやその他の教職員

住宅については、地域住民にとって身近で耐震化された公共施設であることから、

引き続き関係機関と協議しながら地域の実情に応じた活用策を検討していく。 

生涯学習については、地区ごとに推進組織をつくり、島民の生涯学習意識の啓発

を図る。大島においては、地域における健康づくり及び生涯スポーツ活動を展開す

るために大島体育館を有効活用し、スポーツ推進委員などの協力を得ながら、ニュ

ースポーツの体験事業を実施するとともに、地域の生涯学習活動推進の中核施設で
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ある大島開発総合センターの整備充実を図っていく。 

 

３－10 観光の開発に関する事項 

大島では、自然環境や農林水産業の特性を活かしたグリーンツーリズム等の滞在

交流型観光を推進するため、受け入れ体制の充実を図るとともに、キャンプ利用団

体等との交流やイベント開催等による観光振興を図る。また、大島産業振興センタ

ーを活用した磯根資源の加工品開発等を通じて、観光客の増加を図り、島民の所得

向上につなげていく。加えて、平成16年に国天然記念物に指定された地震の化石と

呼ばれる「シュードタキライト」は、国内では稀にしか見られず、地表で確認でき

る国内 大級のものであることから、島の貴重な観光資源として有効な利活用を図

る。 

他の５島では、地域資源を活用した魅力ある観光プランの作成や情報発信に取組

み、海水浴、磯釣り、クルーザーやヨット等のマリンスポーツなど、美しい自然環

境と豊富な海産資源を活かした海洋性レクリエーション基地としての可能性や観光

漁業の発展策を検討する。中でも九島においては、架橋建設事業と並行しながら、

島一周サイクリングコース、花園散策コース、トレッキングコース、雄大な夕陽や

宇和海から九州を一望できる場所など、島の魅力を高める観光拠点の整備を検討す

る。 

 

３－11 国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項 

大島では、都市部住民をターゲットとし、農漁業体験などによる誘客と島民との

ふれあいの機会を創出するため、受入体制と内容等について検討していく。また、

都市住民と大島とをつなぐコーディネーターの育成に努め、交流人口の増加につな

げていく。 

また、他の５島では、恵まれた自然環境に着目し、青少年の野外体験活動プログ

ラム等を整備することにより来島者の増加を図り、島民の交流促進につなげる。 

 

３－12 自然環境の保全及び再生に関する事項 

海岸環境美化活動の推進による漂着ごみの回収、処理を実施するとともに、海岸

でのポイ捨て対策を進め、島の生活環境や豊かな自然環境、さらには観光資源とし

ての景観を守る。 

 

３－13 再生可能エネルギーの利用等に関する事項 

エネルギーの自給率拡大を目指し、各島及び周辺海域の環境に応じた太陽光発電

や風力発電等の再生可能エネルギーの導入可能性を検討するとともに、技術的に確
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立された再生可能エネルギーについては導入を推進する。 

 

３－14 国土保全施設等の整備及び防災対策に関する事項 

農地の保護や島民の安全な生活を確保するため、今後も海岸保全事業を実施し護

岸等の施設の機能強化を図るとともに、急傾斜地崩壊防止事業等による安全対策を

促進する。 

また、大規模災害時には孤立する恐れがあることから、防災訓練等においては衛

星携帯電話を有効に活用し、自主防災会との情報の共有化を図るとともに、津波対

策として、安全に高台に避難するための手摺りやコンクリート舗装等の整備を行う。 

さらに、消防団経験者・自主防災組織を含む消防団を支援する島全体の防災対策

の強化を図るとともに、消防施設における資機材・装備等の近代化を進め、消防団

員の負担軽減を図る。 

 

３－15 人材の確保及び育成の現況に関する事項 

大島では、基幹産業の担い手不足、地域行事やコミュニティの衰退・弱体化が予

見されることから、地域おこし協力隊などの地域外からの人材誘致の検討を行い、

地域の活性化に寄与する人材の育成に努める。 

他の５島では、著しい高齢化の進展及び少子化により人材の確保は極めて困難な

現状であることから、ＵＪＩターン等の移住促進も図りつつ、自治会や事業所等と

連携し地域の担い手の確保・育成に努める。また、人口減少の抑制、若者の定住化

を図るため、うわじまＭＩセンターの結婚相談員による結婚相談業務を推進する。 

 

 


