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Ⅰ．地域の概要 

 日生諸島地域は、本県東南部に位置し、中小

の島が団塊状をなし、本土と近接した形で分布

しており、気候は温暖・少雨で典型的な瀬戸内

海気候である。 
 平成２２年現在の有人指定離島は、鹿久居島、

大多府島、頭島、鴻島の４島である。 
 平成２２年国勢調査の人口は 500 人であり、

固有の自然的、社会的な制約、さらには基幹産

業である農水産業や海運業の低迷を反映して、

前回計画を策定した平成１５年以降も依然とし

て減少傾向にあり、平成１２年からの１０年間

では、県全体がほぼ横ばいの傾向であるのに対

し、本地域では 23.8％の大幅な減少となって

いる。 
 また、年齢構成は、年少人口 22 人（4.4％）、

生産年齢人口 223 人（44.6 ％）、老年人口

255 人（51％）となっている。 
 高齢化率は、平成１２年の 36.4％より大幅

に高くなっており、高齢化がさらに加速してい

る状況にある。 
 
 
Ⅱ．施策の内容 

（１）振興の基本的方針 

 本地域は、恵まれた自然環境と豊富な水産資

源という各島共通の資源に加え、各島でこれま

で培ってきた固有の資源を有しており、多様性

を持った地域である。 
 本地域を構成する各島は、県下最大の島であ

り恵まれた自然環境を有する鹿久居島、静かな

漁村の佇まいと美しい景観、由緒ある史跡を有

する大多府島、小島ではあるが日生諸島の中心

として活気ある頭島、保養地として別荘が多く

建ち並ぶ鴻島と、それぞれが個性あふれる魅力

を有している。 
 このような各島の特性は観光資源として活用

できるものであり、頭島については、観光拠点

として幹線道路及び駐車場などの各種基盤整備

を充実させるとともに、鹿久居島については

‘自然体験・自然学習の場’として、大多府島

については、‘癒しの場’として、鴻島につい

ては‘マリンレジャー基地’として、各島の特

徴を活かしつつ、地域全体を‘滞在型レクリエ

ーション基地’として振興していく。 

 そのため、鹿久居島の‘まほろば’大多府島

の‘かぜまち’頭島のグラウンドゴルフ場など

既存の観光施設について有効な利活用を検討す

るとともに、主要産業である農水産業との連携

による体験型観光メニューの開発、地域特産品

の開発、‘癒しの場’を提供するための環境整

備など、多様化する利用者のニーズに対応した

観光地域づくりを行う。さらに、住民による観

光ガイドの実施などサービスの充実に努め、リ

ピーター客や口コミ客の確保を図る。加えて、

本地域の魅力を積極的にＰＲしていくことによ

り、観光客の増加を図る。特に、本地域は関西

地区に近いという立地条件にあり、継続的に交

流事業を行うなど、関西地区からの観光客の誘

致を推進し、交流人口の増加を図る。 
 また、離島の交通体系の整備は、住民の生活

手段の確保のみならず観光客の利便性の向上と

いう観点からも重要である。そのため、現在運

行されている定期航路の安定的確保及び利便性

の向上を図るとともに、これに関連する地域内

の港湾、漁港及び島内主要道路の整備を促進し

ていく。さらに、現在進めている鹿久居島・本

土間架橋（第２期工事）の早期完成に努めると

ともに、完成後における交通体系について検討

を行い、必要な措置を講ずる。 
 情報通信についても、急速に進展している高

度情報化社会に取り残されることのないように

公共施設への情報ネットワーク事業の接続を実

施するなど本土との情報格差是正に努め、観光、

教育、医療等への活用を図る。 
 次に、産業については、冬季のカキの養殖を

軸にした主産業である水産業を中心に、みかん

栽培（観光みかん園）など、本地域の特色ある

地場産業の振興を図るため、水域環境の保全や

生産体制、流通体制の整備を推進し、後継者の

育成も視野に入れた経営の近代化に努める。 
 本地域における地理的特性に配慮した国土保

全対策などの社会基盤整備をはじめ、高齢化の

進行に対処するための保健医療体制の充実や環

境衛生対策の向上により住民が安心して暮らせ

る環境形成を目指すとともに、太陽光や風力と

いった新エネルギーの導入を図るなど、諸般の

施策を推進する。 
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（２）交通・通信体系の整備 

（２－１）交通体系 

【現況と課題】 
 本地域の航路については、鹿久居島（本土日

生港までの航路距離 3.0 ㎞、10 分、41t・42t、
１日２便）、大多府島（本土日生港までの航路

距離 6.5 ㎞、35 分、41t・42t・19t、１日８

便）、頭島（本土日生港までの航路距離 4.0 
㎞、20 分、41t・42t・19ｔ、１日９便）、鴻

島（本土日生港までの航路距離 4.0 ㎞、15 分、

41t・42ｔ・19t、１日４便）となっている。

しかし、運航回数、所要時間の面から十分な交

通体系が確保されているとはいえず、増便、高

速化が望まれている。 
 平成 27 年 3 月、日生大橋（仮称）完成によ

り、本土から鹿久居島を経由し頭島までは陸続

きとなる。そのため、頭島、鹿久居島について

は、往来する車両の増加に対応するための交通

インフラの整備が課題である。また、架橋後は

頭島から本土への定期船利用者が激減するため、

現状の航路、便数での定期船の運行維持が困難

となることが予想されることから、離島として

残る大多府島、鴻島への航路の確保維持が課題

である。 
 また、漁港・港湾の施設についても、係留施

設、護岸等の整備・充実を考えていく必要があ

る。 
 
【施策の内容】 
 交通体系の整備については、住民の日常生活

の利便性及び観光客等が本地域へ来訪する際の

利便性の向上を図るために、以下の施策を行う。 
 離島航路については、架橋前は、現行の定期

船航路の維持及び利便性の向上に努めることと

し、架橋完成後は、地域ニーズに応じた海上交

通体系を検討し、住民の生活を支える重要な交

通手段である定期航路の確保・維持に努めるも

のとする。また、本土と陸続きとなる鹿久居島、

頭島の公共交通のあり方についても検討を行う。 
 島内交通については、島内の集落間を結ぶ幹

線道路及び生活道路の整備を進める。 
 また、現在進めている市道日生頭島線新設事

業の早期完成に努めるとともに、陸続きとなる

頭島、鹿久居島については、架橋効果を最大限

に発揮させるべく車両の通行がスムーズにでき

るよう島内道路の拡幅や待避所の設置を行うと

ともに、増加する車両に対応するための駐車場

の整備等を行う。特に緊急車両等の通行に支障

となる路上駐車については住民ぐるみでこれを

なくしていくなど、交通ルールの順守とマナー

の向上を目指す。 
 港湾・漁港施設等の整備についても必要な係

留施設や護岸等の整備を進める。 
 
（２－２）通信体系 

【現況と課題】 
 本地域の情報通信体系は、緊急時の伝達手段

である防災行政無線も難聴地区があるため不安

を残している。また、本土側で整備されている

ブロードバンド環境についても整備が遅れてお

り、検討課題となっている。 
 
【施策の内容】 
 災害などの緊急時における情報伝達や行政情

報の提供施設として整備されている防災行政無

線の機能強化（デジタル化等）を図っていく。 
 さらに、ＩＣＴ（情報通信技術）の利活用に

より、市民の利便性を高めるだけでなく、効率

的な行政サービスを提供するためにも、ブロー

ドバンド環境の整備について、技術の進展状況

及び必要性について検討しながら、民間事業者

への積極的な働きかけや要望活動を行っていく。 
 
 
（３）生活環境の整備 

【現況と課題】 
 生活用水は、 頭島、大多府島、鴻島は本土

からの海底送水施設により給水している。鹿久

居島では、地元が運営する飲雑用水の供給施設

により給水されているが、給水能力の不足や施

設の老朽化等の問題を抱えている。 
 ごみ処理は、本土と同様に収集処理を行って

いる。 
 汚水処理については、頭島、大多府島は漁業

集落排水施設（頭島浄化センター、大多府浄化

センター）で処理を行っているが、各施設とも

供用開始後約３０年を経過し、老朽化や高潮等

による冠水・塩害等による腐食が進んでいるた

め、適正な維持管理を行うための改修が必要で

ある。鹿久居島、鴻島は、合併浄化槽による汚

水処理区域であるが、一部の未設置世帯では、

し尿収集による処理を行っている。 
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【施策の内容】 
 生活用水については、本土から鹿久居島への

架橋建設事業に併せて、鹿久居島までの海底送

水菅を架設化するとともに、頭島の老朽化した

配水池を廃止し、鹿久居島に耐震性能を備えた

配水池を新設することにより、安定的な水資源

の供給を図る。また、鹿久居島については、飲

雑用水供給施設の利用から上水道への転換につ

いて検討することとする。鴻島については、別

荘地内管路の管理区分を明確にし、老朽化によ

る漏水などの問題に対応した飲料水供給施設の

施設改良を行う。 
 ごみ処理については、本土と同様に分別収集

を実施し、住民の協力を得ながら資源リサイク

ルを推進していく。 
 頭島浄化センター・大多府浄化センターにつ

いては、施設の延命化を考慮した改築更新を行

い、適正な維持管理を行う。鹿久居島・鴻島に

ついては、浄化槽設置整備事業補助金等の支援

施策の周知に努め、全世帯合併浄化槽設置の促

進を図る。 
 
 
（４）医療・福祉の確保・充実 

（４－１）医療 

【現況と課題】 
 本地域の医療については、医師が常駐してい

る島はなく、頭島及び大多府島に設置されてい

る診療所において、週 1 回又は 2 回の定期的

な診療が行われているだけであり、本土の医療

機関への依存度が極めて高い状況にある。 
 各種検診については、現在済生丸による検診

が実施されており、高齢者をはじめとした住民

から継続実施について強い要望がある。 
 
【施策の内容】 
 頭島及び大多府島の診療所のあり方について

は、架橋完成後の交通事情等を考慮しながら検

討する。 
 各種がん検診(済生丸検診)の実施、妊産婦が

健康診査を受診する際にかかる交通費等の一部

助成など保健医療サービスの充実を図る。また、

健康に対する意識高揚を図り、疾病の予防を促

進する。 
 

（４－２）高齢者等の福祉 

【現況と課題】 
 本地域の高齢化率は約 51％と、県全体の約

25％と比較して著しく高い比率を示しており、

高齢者が安心して日常生活を送れるよう、地域

一体となっての生きがい対策やきめ細かいサー

ビスの提供が必要である。 
 頭島に設置されているへき地保育所について

は、架橋後の園児数の動向を見据えながら運営

のあり方を検討する必要がある。 
 
【施策の内容】 
 地域住民やボランティア組織との連携を保ち

つつ、高齢者の外出支援事業と保健事業などの

既存のサービスを組み合わせ、高齢者の生きが

い対策や社会参加促進に取り組む。 
 頭島に設置されているへき地保育所について

は、架橋後の園児数の動向を見据え、今後の保

育所運営のあり方を検討し、島の将来を担う子

どもたちの健全な保育環境の確保に努める。 
 
（４－３）介護サービス 

【現況と課題】 
 本地域での高齢化は急速に進行しており、介

護保険サービス施設がない離島では、訪問介護

サービスへの依存度が高くなっている。 
 高齢者が要支援・要介護状態になることがな

く、健康で生き生きとした生活が送れるよう健

康づくり対策や介護予防対策が求められる。 
 
【施策の内容】 
 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

予防普及啓発事業などにより、介護予防を推進

する。 
 また、介護サービスを必要とする住民へ、生

活支援対策の実施を検討するとともに、デイサ

ービスセンターなどにおいて有効かつ効率的な

サービスが提供されるよう、利用促進や積極的

な情報提供に努める。 
 
 
（５）教育・文化の振興 

【現況と課題】 
 本地域の教育施設は、頭島に小学校が 1 校

設置されているのみであり、中学生は本土へ通
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学している。児童数は出生率の低下、島外への

住民の流出により減少しており、複式学級によ

る教育が行われている。 
 架橋後は本土の小学校との学校再編について、

学校再編整備基本計画に基づき検討する必要が

ある。 
 
【施策の内容】 
 教育分野については、恵まれた自然環境を生

かし、外部人材を活用した体験学習や地域の住

民との交流の促進等、少人数の特性を生かした

特色ある学習方法の導入に努めるとともに、離

島における教育活動に要する船代に対する支援

も継続する。 
 なお、学校再編については、保護者や、地域

の関係者との合意形成を優先しつつ、本土の小

学校との統合も視野に入れ、複式学級編制の解

消等の学校教育環境の整備を図る。 
 
 
（６）自然環境の保全・再生 

（６－１）自然環境 

【現況と課題】 
 美しい自然や豊かな海洋資源、地域資源に恵

まれた本地域は、住民だけでなく島外住民にと

っても貴重な資産である。 
 本地域にある手つかずの自然や貴重な動植物

などは、外来動植物に脅かされないよう保全対

策が必要である。 
 住民や観光客の利便性も考慮しながら、自然

と人の共生を図る必要がある。 
 
【施策の内容】 
 貴重な自然環境を保全するとともに、癒しの

場としての快適な環境創造を行い、地域特性を

重視した自然環境の保全と活用を検討する。 
 
（６－２）再生可能エネルギー 

【現況と課題】 
 本地域は電力、ガス、石油等のエネルギーを

本土から長距離搬送しているが、日射量の多い

本地域では、太陽光発電など「離島産」の新エ

ネルギーの導入が期待できる。 
 なお、日照、風況面積が狭いなどの地理的課

題に応じた取り組みが必要である。 
 

【施策の内容】 
 太陽光発電システムや太陽熱利用システムを

はじめとする小規模分散型エネルギーシステム

については、各戸で発生したエネルギーを自家

消費できるため、人口密度が低い地域でも利用

しやすい。離島という隔絶性があり、人口密度

が低い本地域においては、災害時のエネルギー

確保にもつながることから、新エネルギーの導

入を検討していく。 
 
 
（７）防災基盤の整備 

【現況と課題】 
 本地域は、固有の自然的特性から自然災害が

発生しやすい状況にあり、土砂流出や高潮・波

浪などに対する対策が不可欠である。 
 また、架橋完成後の無秩序な開発を防止する

ための対策が必要である。 
 消防については、頭島、大多府島には市消防

団の分団が結成されているが、他の島には結成

されていない。また、全島において自主防災組

織が組織されている。 
 
【施策の内容】 
 治山治水対策、海岸保全対策、急傾斜地崩壊

対策などを、自然環境に配慮しながら計画的に

実施し、災害防止に努める。 
 鹿久居島・頭島の住民に対し架橋後の土地利

用に係る意向調査を実施した上で乱開発防止の

ための適正な規制等の検討及び開発区域の指定

などにより、無秩序な開発の防止に取り組む。 
 また、消防については、離島特有の狭小な地

形に対応した消防車両や防災用品を整備すると

ともに、緊急時における地域一帯での自主防災

意識の高揚を図り、災害に備え災害用備蓄用品

を整備していく。 
 
 
（８）産業の振興 

【現況と課題】 
 本地域における平成２２年の産業別就業者を

みると、第１次産業が 94 人で約 47％、第２次

産業が 21 人で約 10.5 ％、第３次産業が 67 人

で約 33.5 ％となっている。 
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 第１次産業のうち、農業は、農用地のほとん

どが樹園地であり瀬戸内海の温暖な気候を利用

したみかん栽培が中心となっている。 
 水産業については、カキ養殖業や漁船漁業が

あり、中でもカキ養殖業が盛んである。 
 また、近年鳥獣による農作物への被害が拡大

しており、被害防止のための対策が必要である。 
 第２次産業は、頭島に家内工業的な魚網製造

業が営まれている。 
 第３次産業は、頭島や大多府島の海運業のほ

かに、頭島、鹿久居島、鴻島で民宿やペンショ

ンが経営されている。食料品等の買い物につい

ては、頭島に商店が２店舗あるのみであり、他

の島の住民は、本土に依存している。 
 
【施策の内容】 
 農業については、樹園地の規模拡大を含めた

観光農園としての基盤整備を進めるとともに、

減農薬栽培の推進など栽培技術の向上による品

質の優良化、果実などを利用した特産品開発に

努め、生産物の付加価値を高めていく。 
 水産業については、水産業経営の安定を図る

ため、水産業共同利用施設等を計画的に整備す

ることにより、効率的かつ安定的な水産業経営

の支援や水産物の安定供給の確保及び水産業の

健全な発展を図るとともに、労働環境を整備す

ることにより、定常的な後継者の確保と高齢化

対策につなげる。また、水産資源の回復のため、

アマモ場や干潟の再生を推進するとともに、効

果的な稚魚の放流と適切な資源管理を推進し、

豊かな生態系を持つ里海づくりを目指す。 
 有害鳥獣による農作物等の被害防止対策につ

いては、獣害防止施設を設置する農家等に対す

る支援を行うとともに、また個体数を減少させ

るため、有害鳥獣の駆除を計画的に行うものと

する。 
 民宿、ペンション等については、修学旅行生

等の受け入れを積極的に行うなど、観光客の誘

致を図り、経営安定化を推進する。 
 
 
（９）観光の振興 

【現況と課題】 
 本地域は、風光明媚な自然景観をはじめ、由

緒ある史跡など豊富な観光資源を有していると

ともに、関西地区から近距離にあるという恵ま

れた立地条件にある。 
 観光施設として、鹿久居島の古代体験の郷

‘まほろば’や大多府島の漁村型リゾート施設

‘かぜまち’が整備されているほか、海水浴場

や観光みかん園、島内散策道など自然を生かし

た観光レクリエーションゾーンとして賑わいを

見せている。 
 今後、架橋後の地域の状況に対応した観光地

域づくりを促進し、さらなる発展を目指してい

く必要がある。 
 
【施策の内容】 
 滞在交流型観光レクリエーション基地を目指

し、本地域の恵まれた自然環境との調和を念頭

においた観光振興策を推進し、交流人口の拡大

を図っていく。 
 鹿久居島の古代体験の郷‘まほろば’や大多

府島の漁村型リゾート施設‘かぜまち’など既

存の観光施設の一層の利用促進を図るとともに、

島内散策道、海水浴場や海洋牧場など自然を生

かした観光施設の整備に努める。農水産業との

連携による観光客への新鮮な食の提供及び体験

型観光メニューの開発、本土側及び他の離島地

域を含めた広域的な観光ルートの開発などを検

討し、魅力ある観光地域づくりを進める。 
 また、観光トイレや休憩所など受入れ施設の

整備や管理を行い、観光客の利便性を高めてい

くとともに、地域住民による観光ガイドの実施

など、住民が一丸となって‘おもてなし’の向

上に取り組むことにより、リピーター客及び口

コミ客の増加を図る。 
 さらに、インターネットを通じた情報発信な

ど本地域の魅力の積極的なＰＲに努め、幅広い

地域からの観光客の誘致を推進する。特に、本

地域は関西地区に近いという立地条件にあり、

継続的に交流事業を行うなど、関西地区からの

観光客の誘致をより一層図る。 
 なお、架橋後は、観光客の増加が予想される

ため、誘導看板や観光客用駐車場など受け入れ

施設の整備を行うとともに、新たな観光施設な

どの整備についても検討していく。 
 
 
（１０）雇用機会の確保・拡充 

【現況と課題】 
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 本地域の主な産業は農業と水産業であり、地

域の就業者の約半数が従事している。その他の

就業者は本土で就業している住民が多く、通勤

手段として自家用船を使用する通勤者もみられ

るが、定期船を利用しての通勤者数は 30 名未

満であり、交通の不便さにより本土への転居を

余儀なくされている実情もある。 
 また本地域の民宿、ペンション等の宿泊施設

についても、観光客の減少により減少（平成

20 年度 20 軒から平成２４年度 13 軒）傾向に

ある。 
 
【施策の内容】 
 遊休施設の有効活用や民間企業等の誘致、自

然遊歩道や海洋牧場の活用など、島の特性に応

じた観光開発を進めるとともに、新たな雇用機

会の創造と就業促進を図る。 
 
 
（１１）交流人口の拡大 

【現況と課題】 
 本地域の体験型観光施設は、都市住民と地域

住民との交流拠点ともなっている。また、小型

底引き網漁の体験を目的とした修学旅行生の受

け入れが行われているが、民宿等の減少により

受け入れが難しくなっている。 
 
【施策の内容】 
 修学旅行生の受け入れを引き続き行うととも

に、民泊による漁村の田舎（しま）暮らし体験

ツアー、アウトドア（トレッキング、カヌーレ

ッスン、海水浴など）体験など体験型観光の誘

致を行い国内外との交流を推進する。 
 
 
（１２）人材の確保・育成 

【現況と課題】 
 本地域は、著しい人口の減少や高齢化の進行

により、集落機能が低下し集落維持が困難にな

りつつあり、地域の中心的役割を担う人材の確

保も難しくなってきている。現在、集落の維

持・活性化のため、集落の巡回や点検、活性化

へのアドバイスなどを行う集落支援員を設置し

ている。 
 
【施策の内容】 

 住民自らが地域を創造するという共通認識の

もと、ワークショップ等による地域課題の把握、

課題解決へ向けた自主的、自立的な取り組みへ

の支援や島づくりのリーダーとなる人材の育成

に努める。 
 また、それぞれの島の魅力を生かした定住促

進施策を検討し、人材の確保を図る。 
 
 
 


