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Ⅳ．地域の課題と振興の方向 
○豊かな自然環境や歴史文化に恵まれ、安全で安心して暮らせる地域 

 安全・安心な暮らしの確保  

（１）交通・通信体系の整備 

（１－１）交通体系 

①離島航路 

【現況・課題】 
 離島航路においては、昨今の燃料費の高騰や

過疎化・少子高齢化の進行等、離島航路を取り

巻く環境は厳しさを増しており、航路の安定

的・持続的な維持・確保が課題となっているほ

か、便数の確保や旅客運賃の低廉化、利用者サ

ービスの向上、本土側の他の交通機関との連携

などの課題もある。また、複数の定期航路が運

航している地域もあれば、自家用船のみの地域

もあるなど、地域によって格差は大きく、そう

した中、航路の確保など新たな交通体系を検討

している地域もある。 
 平成２７年３月に完成予定の鹿久居島・本土

間を結ぶ架橋の開通後は、定期航路の利用者の

大幅な減少が見込まれるため、離島として残る

大多府島及び鴻島への定期航路の維持確保対策

について十分に検討する必要がある。 
 
【施策内容】 
 定期航路が開設されている地域においては、

航路の安定的・持続的な維持・確保に努めるこ

ととし、住民の利便性の向上を図るため、地元

自治体や事業者等と連携し、利用しやすい輸送

ダイヤや運賃体系の確保等を検討していく。 
 また、新たな交通体系の整備を検討している

地域においては、国や地元自治体等と連携を図

りながら、地域の実情に応じた交通体系の構築

に努める。 
 さらに、離島相互間の交流を図るための各

島々とのアクセス向上や本土側交通体系との連

携等についても、地元自治体等と連携を図りな

がら、利便性の向上に努めていく。 
 
②港湾・漁港 

【現況・課題】 
 港湾・漁港については、老朽化による安全性

の低下をはじめ、住民が係留する自家用船舶や、

プレジャーボートの増加による港内の混雑など

の問題が生じている。 
 

【施策内容】 
 港湾・漁港は、本土と離島地域をつなぐ重要

な社会基盤であるため、安全性の確保等のため

の機能の改良や浮桟橋の整備など、各地域の実

状に即した整備を推進するほか、係留場所の検

討や、係留施設の整備などにより、港内の混雑

などの問題の解消を図る。 
 また、高齢化に対応するため、渡橋の滑り止

め施工や手すりの設置、船へのスロープの設置

など、施設のバリアフリー化を目指す。 
 
③島内交通及び離島架橋 

【現況・課題】 
 島内道路については、本土の道路と比較する

と、依然として整備が遅れている状況である。 
 また、平成２７年３月に完成予定の鹿久居

島・本土間を結ぶ架橋の開通後は、鹿久居島及

び頭島へ往来する車両の増加が見込まれるため、

島内道路等の整備が必要である。 
 
【施策内容】 
 島内道路については、今後、各地域の必要に

応じて整備していく。 
 また、離島架橋については、整備中である鹿

久居島・本土間架橋の早期完成を推進するとと

もに、架橋効果を最大限に発揮できるよう、鹿

久居島及び頭島内において幹線道路や生活道路

を中心とした拡幅や待避所の設置など、島内へ

の観光・交流人口及び車両の増加に伴って必要

となる施策について講じていく。 
 
（１－２）人の往来及び物資の流通に要する費

用の低廉化 

【現況・課題】 
 離島航路は、過疎化等による利用者の減少に

加え、燃料価格の高騰などにより、運賃が割高

となっている。一部航路については、地元自治

体や事業者と連携し、航路統合による経営の合

理化を図ることにより、旅客運賃の低廉化に努

めているケースもあるが、通院・通学などの住

民の日常生活を支えるためにも、人の往来に要

する費用の低廉化を図る必要がある。 
 また、離島地域では、日用品の購入場所が少

ないことから、買い物弱者の増加もみられる。 
 
【施策内容】 
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 住民の唯一の交通手段である航路を維持・確

保していくとともに、国や地元自治体及び事業

者等と連携し、妊婦の交通費等の負担の軽減な

ど、人の往来に要する費用の低廉化に努める。 
 また、国や地元自治体及び事業者等と連携し、

地域の実情に応じて物資の流通に要する費用の

低廉化及び効率化について検討していく。 
 また、買い物弱者の支援についても、国や地

元自治体及び事業者等と連携し、地域の実情に

応じた施策を検討していく。 
 
（１－３）高度情報通信ネットワーク等 

【現況・課題】 
 本県の離島地域では、ＡＤＳＬや携帯電話、

広域無線ＬＡＮによるブロードバンド環境が整

備されているものの、本土で整備が推進されて

いる情報通信基盤である超高速ブロードバンド

（30Mbps 以上）は未だ整備されていない。超高

速ブロードバンド環境においては、大容量の情

報を短時間で通信できるため、幅広い視点から

の利活用が期待できるが、整備には多額の導入

コストが必要である。 
 
【施策内容】 
 離島地域においては、ＩＴの活用により、医

療、福祉、教育、産業等の様々な分野において、

地理的制約の克服に大きな効果を発揮できるこ

とから、超高速ブロードバンド環境の整備につ

いては、国の支援策の要件緩和や補助率の引き

上げ、税制上の優遇措置の継続及び民間事業者

への助成制度の創設などについて、国に各種支

援策の充実を求めるとともに、地域における実

情等に応じて整備を検討していく。 
 
 
（２）生活環境の整備 

（２－１）水道 

【現況・課題】 
 生活用水については、１５島のうち１３島で

海底送水が行われており、残る２島では井戸水

や流湧水を使用している。海底送水管の老朽化

が見られる地域もあり、その対策が必要である。 
 
【施策内容】 
 給水地区においては、今後の水需要の動向を

踏まえ、引き続き水の安定供給を確保するとと

もに、老朽化した海底送水管の延命化を図る。 
 また、未給水地区においては、地域の実情に

即した供給施設の整備を検討する。 
 
（２－２）廃棄物処理 

【現況・課題】 
 廃棄物は、多くの島で、本土へ船舶で搬出し

処理されているが、一部の島では自家処理が行

われている。 
 住民の生活環境の維持をはじめ、観光客等の

滞在環境向上のためにも、廃棄物の適正処理の

推進が必要である。 
 
【施策内容】 
 住民及び来島者への３Ｒ（廃棄物の発生抑制、

再利用、再生利用）意識の浸透を図り、廃棄物

の減量化や資源化をさらに進めていく。 
 また、地域の実情に応じた収集運搬体制を確

立し、本土側と連携した広域処理体制の整備に

ついて検討していく。 
 
（２－３）汚水処理 

【現況・課題】 
 汚水処理施設は、日生諸島地域の頭島、大多

府島、笠岡諸島地域の真鍋島では漁業集落排水

処理施設を整備し、水洗化を図ったが、各施設

とも経年劣化による老朽化や、高潮等による冠

水・塩害等が原因の腐食が進んでいる。 
 また、合併処理浄化槽が整備された地域もあ

るが、その他の地域ではバキューム車による、

し尿収集が行われており、汚水処理施設等の計

画的な整備促進が望まれている。 
 
【施策内容】 
 本県の汚水処理施設の整備のための指針とし

て策定している‘クリーンライフ１００構想’

に基づき、公共下水道、集落排水施設、コミュ

ニティプラント、合併処理浄化槽などの整備を

推進するとともに、腐食や老朽化が進んでいる

汚水処理施設について、適正な維持管理を行う

ための改修について検討する。 
 また、離島地域においては、今後も人口減少

が進むことが予想されるため、地域の実情に応

じて、汚水処理整備計画の見直しを行い、効率

的な整備を推進する。 
 



Ⅳ．地域の課題と振興の方向 

- 8 - 
 

 
（３）医療・福祉の確保・充実 

（３－１）医療 

【現況・課題】 
 診療所が設置されているのは、日生諸島地域

の頭島、大多府島、犬島地域の犬島、笠岡諸島

地域の高島、白石島、北木島、真鍋島、大飛島、

六島の計９島で、そのうち、医師が常駐してい

るのは、白石島のみであり、多くの住民が本土

の医療機関に依存している状況にあり、緊急時

や災害時の医療体制に不安を抱えている。 
 また、高齢化が急速に進んでおり、医療だけ

でなく福祉、介護分野等と連携した取組が求め

られているが、福祉、介護分野でも民間事業者

の参入が進んでいない。 
 このような状況を踏まえ、岡山県、広島県、

香川県及び愛媛県の済生会支部が合同で瀬戸内

海巡回診療船‘済生丸’を運行し、定期的な巡

回診療を行っている。また、その際には、地元

自治体の保健師が同乗し、健康や福祉・介護に

関する相談等にも応じている。 
 また、医師の派遣については、本土の医療機

関が定期的に医師を派遣し、内科、整形外科及

び歯科等の診療に当たっているものの、夜間時

の診療体制や妊婦を含む急患の搬送体制の不足、

本土で診療を受ける際の交通費等の負担といっ

た多くの課題がある。 
 
【施策内容】 
 離島地域では、高齢化率が非常に高く、本土

側以上に保健医療の需要が高いため、それに応

えるだけの保健医療の一層の確保に向けて、地

元自治体や医師会、関係機関の連携のもと、診

療所の設置検討や治療から疾病予防に重点を置

いた取組、夜間休日等の連絡体制の整備、急患

搬送のためのヘリポートの整備、本土で診療を

受ける住民の交通費負担の軽減等に取り組む。 
 妊婦については、安心して子どもを生み育て

ることのできる環境を整備するため、本土等に

おいて妊婦が健康診査や出産に必要な医療を受

けるために要する交通費等の経済的負担の軽減

を図る。 
 
（３－２）高齢者等の福祉 

【現況・課題】 
 高齢者等が安心して日常生活を送るためには、

日常生活の見守りや支援の必要があるが、福祉

サービスの提供や、介護予防に関する事業への

事業者の参入は、船舶での移動に伴う、距離、

時間及び経費等の問題から、依然として厳しい

状況にある。 
 高齢者等が健康で生きがいを持って生活でき

るよう、福祉サービスを確保し、地域において

高齢者等を支える取組が必要である。 
 
【施策内容】 
 高齢者等が安心して生活できる地域づくりを

推進するため、町内会や老人クラブなど地域の

団体等と連携し、情報の共有を図る。また、高

齢者世帯の見守りや給食サービス等に取り組む

とともに、高齢者等が安心して生活できる地域

づくりに取り組む。高齢化率が高い地域では、

健康な高齢者が援護を必要とする高齢者を支え

るシステムの構築に向けた取組の支援を行う。 
 また、社会福祉協議会や老人クラブ、各ボラ

ンティアグループなどの研修会や相談窓口の充

実・強化に努めるとともに、本土側の老人クラ

ブや子ども会、地域コミュニティとの交流を促

すなど、高齢者等の生きがい対策や健康づくり

を推進する。 
 
（３－３）介護サービス 

【現況・課題】 
 介護サービス事業所が設置されているのは、

笠岡諸島の高島、白石島、北木島、真鍋島の計

４島だけであり、多くの地域では、本土の介護

サービス事業所に依存している状況にある。 
 このため、日常的にサービスを必要とする高

齢者が、島から離れざるを得ない状況も生じて

いる。 
 
【施策内容】 
 介護サービス事業者や社会福祉協議会、民生

委員等関係機関との連携を強化して「地域包括

ケアシステム」の構築を目指す。また、地域の

実情に応じて柔軟なサービス提供を行う基準該

当居宅サービスや定期巡回等のサービスを支援

する岡山県中山間地域等在宅介護サービス強化

事業等を活用するとともに、地域内の町内会や

老人クラブ等と一体となった介護予防教室によ

る介護予防の実施など、地域ぐるみで高齢者の

生活を支える取組を進める。 
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 また、住宅改修への支援や介護拠点施設の整

備への補助など、高齢者が住み慣れた地域で自

立し、安全で快適な生活を送ることができる環

境の整備を推進する。 
 
 
（４）教育・文化の振興 

（４－１）教育 

【現況・課題】 
 少子化や人口減少により、教育施設の統廃合

を余儀なくされ、本土での教育を受けざるを得

ない地域があることや、その通学において利便

性に欠ける面もあり、結果として、さらなる若

年人口の流出にもつながっている。 
 
【施策内容】 
 離島地域の活性化を図る上では、島の将来を

担う人材を育成していく必要があるため、学校

教育環境及び社会教育環境の向上を図る必要が

ある。 
 学校教育については、必要に応じた施設整備

を行うとともに、恵まれた自然環境にあること

を生かした体験型学習の実践や島外の学校との

積極的な交流など、特色ある学習方法の導入に

努める。また、小規模校への対応として、複式

学級の解消や免許教科外担任の解消のため、人

員を継続して配置するよう努める。 
 社会教育については、島内の知識や技能、特

技を有した人材を発掘、育成し、研修会やイベ

ントなどを通じて、住民及び来島者にそれを提

供するなど、社会教育環境の充実に努めるとと

もに、公民館を中心に各年代に合わせた生涯学

習を推進する。 
 また、島しょ部から陸地部の高等学校に通学

する生徒について、具体的な支援の必要性及び

あり方について検討する。 
 
（４－２）文化 

【現況・課題】 
 離島地域は、名勝や天然記念物、踊りや祭り

などの地域に根ざした固有の伝統文化や文化財

を多く残しており、それらの存在は、それぞれ

の島のアイデンティティの形成の一端を担って

いる。 
 しかしながら、ＰＲ不足などで世間に認知さ

れていないものも多く、また、指導者の高齢化

や後継者不足等により、風化しつつあるものも

少なくない。 
 
【施策内容】 
 伝統文化や文化財を再度見直し、貴重な文化

財については適切に評価し、伝統文化や新たに

地域に根ざしつつある文化を含め広くＰＲする

ことにより知名度を高めるとともに、住民と協

力して保存、継承に取り組む。 
 さらに、来島者が離島固有の文化と触れ合う

環境を整備し、観光資源としても活用していく

ことを検討する。 
 
 
（５）自然環境の保全・再生 

（５－１）自然環境 

【現況・課題】 
 美しい自然景観が保たれている瀬戸内海沿岸

エリアは、静かな海面、点在する多くの島々、

白砂青松の海浜など、自然と人との営みが一体

となった瀬戸内海独特の多島海景観を作り出し

ており、瀬戸内海国立公園は我が国で最初の国

立公園に指定されている。 
 しかし、過疎・高齢化により、人間の自然に

対する働きかけが縮小することで、自然への手

入れが行き届かなくなり自然環境の保全活動等

に支障をきたす恐れがある。 
 一方、自然海浜保全地区について、砂浜や岩

礁等の自然状態の維持・保全、海水浴場等とし

て美しい状態に保つため、地元自治体や住民と

連携し、地域のボランティア団体による清掃活

動への支援を実施しており、今後とも、レクリ

エーションの場として自然海浜の魅力を発信し、

住民をはじめ幅広く利用の促進を図る必要があ

る。 
 
【施策内容】 
 瀬戸内海の豊かな自然環境や多島海景観を保

全するため、自然海浜の保全や美化意識に関す

る普及啓発に努めるとともに、観光やレクリエ

ーション、環境学習の場としての活用などを促

進する。 
 また、自然海浜保全地区については、引き続

き砂浜や岩礁等の自然状態の維持、保全に努め

るとともに、地元自治体や住民と連携し、ボラ

ンティア活動による清掃活動への取組の支援に
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努める。 
 
（５－２）再生可能エネルギー 

【現況・課題】 
 ガソリン・灯油類といった石油製品の確保に

ついては、購入方法が限られていること、また、

流通コストが割高であることから、住民の負担

が増えており、再生可能エネルギーの導入など、

新たなエネルギー施策を検討する必要がある。

笠岡諸島地域の白石島においては、試験的に電

気自動車を公用車として１台導入しているが、

本格的な普及促進には充電設備を含めて検討が

必要である。 
 
【施策内容】 
 自立・分散型エネルギーシステムの構築が求

められる中、瀬戸内の自然特性を踏まえて、住

宅用太陽光発電を中心とした再生可能エネルギ

ーの導入や燃料給油が不要でスマートハウスへ

の活用も期待される電気自動車の活用等を検討

する。 
 また、その他の再生可能エネルギーの導入に

ついても、今後の社会経済情勢や技術開発の動

向等に応じて検討する。 
 
 
（６）防災基盤の整備 

【現況・課題】 
 離島地域は、その自然的特性により、台風、

豪雨、強風などによる自然災害が発生しやすい

環境にある。 
 また、南海トラフの巨大地震等、被害が予想

される地震・津波について、その特徴を的確に

把握し、被害状況を適切に予測した上で、必要

な対策について検討する必要がある。 
 
【施策内容】 
 台風、豪雨、強風など離島地域において発生

しやすい災害だけでなく、南海トラフの巨大地

震等、被害が予想される地震・津波についても、

特徴を把握し、被害状況を予測した上で、必要

な対策について取り組む。 
 
（６－１）国土保全施設等 

【現況・課題】 
 国土保全施設等の整備については、治山対策

や海岸保全施設の整備、土砂災害防止対策など

の国土保全対策を引き続き推進していくととも

に、山地災害危険地区の周知に努めていく必要

がある。 
 海岸部については、民家などが海岸線に沿っ

て存在していることをはじめ、砂浜や岩礁など

を活用した観光やレクリエーションなど、多方

面にわたる活用が考えられるため、重要性が高

く、保全の必要性が高い。 
 
【施策内容】 
 治山事業については、地域から要望がある箇

所や、山地災害危険地区を中心に治山事業を検

討する。また、石島地域の林野火災区域の復旧

事業に引き続き取り組むとともに、今後とも山

地災害発生時における復旧事業の迅速な実施を

検討する。 
 海岸保全対策については、国土保全対策を引

き続き推進するとともに、地震・津波被害想定

等に基づき、ソフト・ハード施策の両面から防

災対策を推進する。 
 土砂災害防止対策は、危険箇所のうち、近年

土砂災害が発生した箇所や保全人家の多い箇所、

老人福祉施設等の災害時要援護者関連施設、避

難施設及び学校や道路などの公共施設がある箇

所のうち、緊急性の高い箇所から引き続き対策

を実施する。 

 また、海岸保全施設の整備についても、平成

２５年度に改訂予定の‘岡山沿岸海岸保全基本

計画’に基づき高潮対策事業を実施する。 

 
（６－２）防災 

【現況・課題】 
 災害から住民を守るためには、災害時におけ

る情報の伝達や避難所、避難路の整備、災害用

非常物資の備蓄をはじめ、特に、地域住民がお

互いに助け合うための自主防災組織の育成及び

活性化が重要である。 
 また、高齢者や障害のある人など災害時要援

護者の把握と支援対策、災害時要援護者が安心

して避難できる福祉避難所の整備が重要な課題

となっている。 
 消防については、常備消防を配置することが

困難であるため、初期対応においては消防団が

その中心的な役割を担っているが、近年消防団

員の減少と高齢化の進行が問題となっている。 
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 また、県が配備している消防防災ヘリコプタ

ーの活用については、県境を越えた広域的な防

災体制を構築するため、中国五県及び香川県と

の相互応援協定を結んでいる。 
 
【施策内容】 
 津波等の災害から住民を守るためには、住民

の安全で迅速な避難が不可欠であることから、

災害関連情報を住民に迅速かつ的確に伝達する

ことが重要である。このため、住民が普段から

地域の危険な箇所等を把握し、防災マップを作

成するなど、住民による自助や共助への取組に

加えて、住民に情報を伝達するため地元自治体

が実施する防災行政無線の整備や避難勧告等の

判断伝達マニュアルの作成・配付などの取組に

対し支援を行う。 
 また、災害用非常物資の備蓄を行うとともに、

地元自治体が実施する避難路の整備や津波避難

誘導計画等の策定等、住民が安心して避難でき

る環境の整備の取組を支援する。さらに、地元

自治体において進められている災害時要援護者

名簿の作成や防災訓練の実施、自主防災組織の

育成及び活性化等に対し、取組が一層推進され

るよう助言や財政支援を行うなど、離島地域の

現況を踏まえながら、地元自治体と連携し、地

域防災力の強化を図る。 
 消防については、消防団員の確保と育成を図

るとともに、本土側及び他島との連携を密にし

て消防体制の充実を図り、災害発生時は、本土

からの消防力の迅速な搬送に努める。 
 また、消火栓や防火水槽、消防ポンプ等を整

備し、消防用水の確保や消防設備の充実を図る

とともに、消火、救助及び救急搬送における県

消防防災ヘリコプターの効果的な活用を推進す

る。 
 併せて、消防防災ヘリコプターについては、

中国５県及び香川県との相互応援協定の活用に

より、県境を越えた広域的な防災体制の維持・

強化に努める。 
 
 
○地域の資源や魅力が生かされた活力ある地域 

 経済基盤の確立  

（７）農林水産業の振興 
（７－１）農林水産業 
【現況・課題】 

 離島地域の周辺には、恵まれた漁場が形成さ

れており、多種類の魚介類が水揚げされている。 
 しかし、近年は高齢化の進行及び漁業用燃油

や資材等の価格高騰、水産物の輸送コスト高な

ど、本土に比べて条件が不利であることから、

漁業者の減少がみられる。 
 静穏な島影を利用して営まれるカキやノリ養

殖業は、地域の水産業を支えているが、近年は

栄養塩の減少など海域環境の変化に伴い、生産

が不安定な状況となっている。 
 また、全県的な取組として、岡山県産農林水

産物等のブランド化に向け、情報発信力のある

首都圏や成長著しいアジア地域の有望な場所に

おいて販路開拓を進めているものの、近年は海

外においても競争が激化してきており、一層の

ブランド力の向上が重要となっている。 
 
【施策内容】 
 離島地域における主産業である水産業の振興

を図るため、島しょ部の恵まれた漁場環境を生

かしつつ、豊かな水産資源を活用し、漁業生産

の拡大を促進する。 
 特に、離島地域においては魚介類の産卵・成

育に重要な藻場や干潟の造成や沖合漁場での里

海づくりを推進する。また、流通合理化・生産

性向上に資する施設の整備や一元集出荷体制の

構築等による魚価の向上と流通コストの削減を

図るとともに、燃油や資材価格の実質的な削減

に資する施設や供給体制の整備を支援する。さ

らに、カキ養殖業では、衛生管理を徹底し、安

全・安心なカキを需要に応じて安定的に供給で

きる体制を整備するなど、水産業の振興に重点

的に取り組むこととする。 
 なお、本県の高品質で安全･安心な農林水産物

等のＰＲや世界に通じる‘岡山ブランド’の確

立を目指すとともに、多くの県民にとって‘地

産地消’が身近なものとして実感・実践できる

よう、引き続き、関係団体との積極的な連携に

より、県産農林水産物の利用を促進する。 
 
（７－２）海洋生物の生育環境 

【現況・課題】 
 離島地域には、固有の海洋生物が生息してお

り、本土に比べて恵まれた生息環境が残ってい

るものの、これまでに行われた沿岸開発や海砂

採取、水質悪化等の環境変化によって、海洋生
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物の生育環境が悪化している地域があり、水産

資源の減少や種の多様性が喪失している。 
 また、海岸漂着物は、海洋生物の生育に悪影

響を与えており、依然として大きな問題となっ

ている。 
 
【施策内容】 
 離島地域において、主産業である水産業は重

要性が高いことから、漁業者が安定的に水産業

を営むことができるよう、海洋生物の産卵・育

成の場となる藻場や干潟、浅場等の保全、整備

を推進するほか、漁業者自らが取り組む環境保

全活動への支援を行うなど、海洋生物の生育環

境の保全及び改善を積極的に推進する。 
 併せて、離島漁業の再生・活性化を図るには、

水産資源の回復が最優先課題であることから、

藻場等の保全による魚介類の再生産の促進や人

工種苗の放流・保護を図った上で、適切な資源

管理のもと計画的な漁獲の実現に努める。 
 また、海岸漂着物については、漁業者や漁業

協同組合、地元自治体及び県が適切な役割分担

のもと、連携して円滑な処理を進める。 
 
 
（８）地域産業の振興 

【現況・課題】 
 離島地域における産業の活性化には、特色あ

る地域資源を活用した特産品の開発に努め、生

産物の付加価値を高める必要がある。 
 離島地域は、美しい自然、新鮮な水産資源、

固有の文化などの優れた観光資源を有している

が、観光客数は、観光に対する嗜好の変化や地

理的・社会的要因により減少しており、観光産

業への就業機会は縮小傾向にある。 
 
【施策内容】 
 離島固有の地域資源を活用した特産品の開発

や６次産業化、ブランド化の促進、販路開拓の

支援に取り組むとともに、島外者や島外事業者、

異業種との連携による産業の育成に向けた取組

を行う。 
 優れた観光資源を再度掘り起こし、農水産業、

文化・芸術活動等と連携した体験型観光メニュ

ーの開発、テーマ性を持った広域的な観光ルー

トの設定、マスコミやＩＴ活用による島外への

積極的なＰＲなどにより、観光客の誘致を進め

る。 
 
 
（９）観光の振興 

【現況・課題】 
 離島地域は、瀬戸内海特有の風光明媚な景観、

新鮮な水産資源、歴史と伝統のある固有の文化

などの優れた観光資源を有しており、観光の振

興は、交流人口の増大などにより離島地域の活

性化に資するものであることから、今後、最も

重点的に取り組んで行くべき分野の一つである。 
 しかし、急速な少子高齢化の進行や観光に対

する嗜好の変化などにより、観光産業は縮小傾

向にあるが、一方で、瀬戸内を世界に誇る観光

地に成長させるため、沿岸県による広域観光連

携の取組を模索する動きが広がりつつある。 
 
【施策内容】 
 離島地域は、本土に近接しており、比較的短

い時間で訪問できるメリットを持っていること

から、日帰りや短期滞在の客をターゲットにし

た取組と併せて、エコツーリズムや産業観光ツ

アーなど周遊性の高い観光ルートの開発につい

て検討を行う。 

 また、瀬戸内海沿岸各県やＪＲ等関係機関と

連携し、瀬戸内ブランドの確立に向けた共同プ

ロモーションやクルーズ船の運行等、広域的な

観光振興について検討するとともに、今後、各

種イベントの開催（瀬戸内国際芸術祭、瀬戸内

海国立公園制定 80 周年、瀬戸大橋開通 25 周年）

などの機会を捉え、幅広い手法を活用した情報

発信を行う。 

 また、関西地区に近いという恵まれた立地条

件を生かして、継続的かつ積極的に交流事業な

どを行い、関西地区及び関空利用客を中心とし

た、観光客の誘致を図るとともに、地元自治体

や民間事業者等と連携し、各種生活環境や救急

医療体制の整備、交通体系の改善、観光ボラン

ティアガイドの育成などにより、観光客等が安

心して離島地域を訪れ、滞在できるよう受入体

制の整備及び拡充について検討する。 

 
 
（１０）雇用機会の確保・拡充 

【現況・課題】 
 雇用については、基幹産業である第１次産業
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の不振（漁業者の高齢化、後継者不足、魚価の

低迷）などにより、就業機会が減少している。

若者や移住者の定住促進のためにも、働く場の

確保が重要である。 
 笠岡諸島ではＮＰＯ法人が住民を雇用し、介

護事業所の運営、観光ツアーの実施など地域課

題の解決を図る活動を行うなど、雇用機会の拡

大及び地域振興に向けた取組が行われている。 
 
【施策内容】 
 水産資源の維持増大や、漁船漁業、ノリやカ

キ養殖業の生産の安定と価格向上に努めるとと

もに、地域固有の資源を生かした産業の育成や、

観光の振興などに取り組むことにより雇用の創

造と雇用機会の確保に努める。 
 また、職業に必要な技能・知識を取得するた

めの職業能力の開発等を通じ、住民や移住者の

就業を促進する。 
 
 
○すべての世代がいきいきと輝き人々が集う地域 

 交流・定住の促進  

（１１）交流人口の拡大 
【現況・課題】 
 各島の恵まれた地域資源を利用した漁業等の

体験型観光施設や、キャンプ場、海水浴場を活

用した修学旅行や観光客の受入等により、本土

との交流の促進が図られている。 
 また、笠岡諸島地域では、島に住み込んで魅

力を発信する島暮らしインターンシップや、７

つの島の住民が一堂に会し各島の対抗戦を行う

‘島の大運動会’を開催するなど、島外や島同

士との交流も進んでいる事例もある。 
 一方で、離島航路などの課題もあることから、

交流が十分に進んでいない島もある。 
 
【施策内容】 
 島外の人々との交流は、住民に視野の拡大や

気づきをもたらすことができ、また、島外の

人々に離島地域についての理解を深めてもらう

機会となることから、地域の活性化につながる

ものである。 
 離島地域の恵まれた自然環境、固有の文化や

芸術などの地域資源を活用し、体験型観光、修

学旅行の誘致、離島留学制度の推進、島暮らし

インターンシップや各種イベント等の実施など

により、他地域や離島地域相互間の人々との交

流の促進に努め、交流人口の拡大を図る。 
 
 
（１２）UIJ ターン等の促進 
【現況・課題】 
 離島地域においては、人口の減少や少子高齢

化の進行により、集落機能の低下をはじめ、地

域産業や伝統文化における後継者不足、空き家

の増加による環境悪化などが課題となっている。 
 
【施策内容】 
 移住相談会やホームページなどにおいて、島

暮らしの魅力等の積極的な情報発信に努めると

ともに、交通体系の整備や、生活環境の改善、

雇用機会の確保、空き家を活用した定住対策事

業を実施など、移住者の受入環境の整備を推進

することにより、UIJ ターン等を促進し、将来的

な定住者の増加を図る。 
 
 
■施策推進の視点 

（１３）人材の確保・育成 

 住民が自らの島に誇りと愛着を持ち、自らの

手で島の振興を図っていくなど、自立的な発展

を促進していくためには、自主的に島づくりに

携わる人材の確保・育成を図る必要がある。 
 ‘島づくりは人づくり’‘島づくりは自らの

手で’を合言葉に、住民の意識改革を図るとと

もに、住民自身が主体となって島おこしに取り

組む体制を整備していく。また、地域おこし協

力隊や集落支援員などの外部人材の活用や、各

種研修会等を開催し、人材の確保・育成を図る。 
 
 
（１４）多様な主体との協働 

 本計画の推進に当たっては、住民や行政、Ｎ

ＰＯ等の多様な主体との協働により、離島振興

施策を着実に実施していく。 
 また、島おこしに関心のある人材を‘応援団’

として登録し、ネットワーク化するなど、協働

して島を支える体制づくりに努める。 
 
 
（１５）国の支援制度の活用 

 離島地域の活性化や生活環境の向上、定住の
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促進を図るため、政令で指定される離島活性化

交付金等事業を活用し、離島振興事業を総合的

かつ着実に推進していく。 
 また、地域の創意工夫を生かした振興を図る

観点から、離島の活性化及び定住の促進に資す

る規制の特例措置等を適用する離島特別区域制

度について、国の動向を注視しつつ、地域のニ

ーズに応じて総合的に検討する。 
 
 
 
 


