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五島列島地域振興計画 
 
１ 地域の概況 

（１）概要 
五島列島地域は九州の最西端に位置し、長崎港から西へ五島灘を隔て

約１００km の海上に、１２９の島々が西南から北東へ、約１５０km（含
む男女群島）にわたって連なっている。 
行政区域は、市町村合併によって、平成１６年８月１日にそれぞれ誕

生した五島市（下五島地域）と新上五島町（上五島地域）の１市１町か
らなる。 
上五島地域は、五島列島の北部、中通島・若松島など７つの有人島と

６０の無人島から構成されており、人口は２２，０７４人、面積は      
２１３．９８k㎡である。 
下五島地域は、五島列島の南西部、福江島・奈留島・久賀島など１１

の有人島と５１の無人島から構成されており、人口は４０，６２２人、
面積は４２０．８７k㎡である。 
五島列島地域は、比較的平坦な福江島を除いて、地形は極めて複雑で、

海岸線は屈曲に富んでいて、海と山が織りなす美しい自然景観により西
海国立公園に指定されている。また、ヤブツバキが多く自生する日本有
数の椿の島である。 
気候は、対馬暖流の影響を受けて温暖な海洋性気候である。 
東シナ海を隔てて中国大陸と接する本地域は、奈良・平安時代に、遣

唐使船の日本最後の寄港地となるなど、大陸交流の拠点となった。また、
江戸時代には、キリシタンが新天地を求めて移住した地でもある。この
ような歴史のなかで、地域内には教会や寺社をはじめとして多くの歴史
的、文化的遺産が残っていて、様々な郷土芸能や伝統行事等が継承され、
独特の地域文化を形成している。 
 
（２）交通 
本土間航路については、フェリーが有川～佐世保間、福江～奈留～奈

良尾～長崎間、福江～若松～青方～博多間に、ジェットフォイルが福江
～奈良尾～長崎間に、高速船が有川～佐世保、鯛ノ浦～長崎間に運航中
である。 
空路については、福江空港～長崎空港間、福江空港～福岡空港間にプ

ロペラ機が運航している。 
 
（３）産業・交流 
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五島列島地域の就業人口は、平成２２年の国勢調査によると第１次産
業の割合が１４．７％で長崎県全体の７．９％を大きく上回っているも
のの、その割合は減少傾向にある。また、第２次産業も１３．９％（長
崎県１９．５％）と減少傾向にある一方で、第３次産業は７０．４％（長
崎県６９．２％）と増加傾向にあり、従来の農業・水産業主導型の産業
構造から第３次産業へ移行している。 
水産業については、西日本有数の漁場で、まき網、一本釣、曳縄、刺

し網等の漁船漁業や定置網漁業、魚類・貝類等の養殖業が営まれている
が、漁獲量の減少・輸入魚の増加等による魚価の低迷や燃油価格の高騰
等による経費増大のため漁家の経営は厳しい状況にある。 
農業については、下五島地域では比較的平坦地が多く、水産業に次ぐ

主要産業であり、肉用牛、豚、葉たばこ、米を基幹作目とし、野菜、茶
も増加している。上五島地域は、平坦地に乏しいため、自給的農家が大
半を占めている。 
工業においては、豊富な水産品を原料とする蒲鉾等の練り製品や干物

といった水産加工品などの加工食品や、建設資材などが主な製造品とな
っている。また、伝統的な産品として、あご製品、五島手延うどん、か
んころ餅、椿油等各種椿製品、サンゴ工芸品などがあるが、経営の安定
化と販路の拡大が課題となっている。 
商業は、交通・通信網の整備や大型店の出店等により消費構造が大き

く変化する中で、小規模な商店がほとんどである本地域において、消費
の流出を食い止めるとともに、観光産業振興等による島外消費者の流入
を図ることが課題となっている。 
五島列島地域は、美しい自然景観と、遣唐使やキリシタンの歴史など

数多くの歴史・文化遺産に恵まれていて、観光産業は水産業、農業に並
ぶ本地域の基幹産業となっているが、離島という地理的条件による旅行
運賃の割高感もあり、観光客数は近年、おおむね横ばいで推移している。 
交流拡大に向けた取組として、上五島地域の「トライアスロンイン上

五島」、下五島地域の「五島長崎国際トライアスロン大会」などスポーツ
を活かした交流の推進や、恵まれた自然環境や素材を活用した滞在交流
型観光の充実、教会巡りなど韓国をはじめとした東アジア地域との交流
にも力を入れているところである。 
また、五島～長崎航路のフェリーが約３０年ぶりに新造され（平成  

２３年４月「万葉」、平成２４年１２月「椿」就航）、就航に併せて五島
～長崎航路のフェリー及びジェットフォイルの運賃が２割値下げされて
おり、交流人口拡大に向けた好材料となっている。 
さらに、現在、本地域では「長崎県ＥＶ・ＰＨＶタウン構想」の主要

プロジェクトとしてＥＶ（電気自動車）等とＩＴＳ（高度道路交通シス
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テム）が連動した未来型ドライブ観光システムの構築に取り組んでいて、
これらを観光産業の振興にもつなげようとしているところである。 
 
２ 離島振興の基本的方針 

五島列島地域の振興に向けては、五島列島全体の広域的な視点に立っ
て、総合的な交通体系の整備、地域情報基盤の整備、基幹産業である水
産業や農林業をはじめとする各産業の振興、交流人口増大へ向けた取組、
生活環境の整備、保健・医療・福祉の充実など、格差のない均衡ある発
展を目指していく。 
また、同時に上五島地域、下五島地域がそれぞれの特性を活かしたま

ちづくりを進め、目指すべき姿を実現するための具体的な方策との整合
性を図っていく。 
このため、離島振興の基本的方針については、五島列島地域全体の振

興方針を定め、共通する課題に連携して取り組んでいくとともに、地域
ごとの取組として、上五島地域、下五島地域それぞれの地域の特長を活
かした取組を掲げていく。 
 
（１） 五島列島地域全体 

①優れた地域資源を活かした活力あるしまづくり 
五島列島地域には、「椿」「教会」など豊かな自然、優れた歴史的文

化的資産とともに、新鮮な魚介類、野菜、五島牛、五島豚、椿油、五島
手延うどん等多くの魅力的な物産資源を有している。これらの地域資源
を最大限に活用し、農林水産業や観光等の産業振興による雇用の確保並
びに交流人口の拡大を図っていく。 
特に、本地域に自生する椿の本数は推定約９００万本と日本一を誇る

規模であり、椿油の生産量でも、過去１０年間に４度日本一となってい
る。この地域資源である「椿」を地域振興に最大限に活かすため、「椿に
よる五島列島活性化特区」として指定を受けた国の総合特別区域制度を
活用し、地場産業の振興や観光産業の振興、雇用の創出を目指す。 
また、五島に住む方々の思いを活かし、地域が一体となって地域づく

りやコミュニティの活性化に取り組んでいくとともに、「安全・安心の
まちづくり」のための社会基盤整備を積極的に推進する。 

②豊かな自然環境を活かしたエコのしまづくり 
 本地域では、ＥＶ（電気自動車）の導入など地球環境にやさしい「エ
コアイランド五島」の取組が進められている。 
その一つとして、世界遺産候補を有する本地域において、「長崎県Ｅ
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Ｖ・ＰＨＶタウン構想」の主要プロジェクトとして、ＥＶ等とＩＴＳ（高
度道路情報システム）が連動した未来型ドライブ観光システムの構築や、
ＥＶとエネルギーシステムが連携したエコアイランドの実現を目指すプ
ロジェクトが行われている。こうした取組により、他地域に先駆けてＥ
Ｖが普及した社会システムを創造し、交流人口の拡大、地場産業の振興
等を図っていく。 
 また、五島市椛島周辺では、系統連係した浮体式洋上風力発電施設と
しては国内初の「浮体式洋上風力発電実証事業」が国により行われてお
り、今後、こうした海洋エネルギー発電など五島列島地域の自然環境を
活用した再生可能エネルギーの利用促進の動きを地域振興につなげるよ
う取り組んでいく。 

③独自の歴史・文化的資産を活かした魅力あるしまづくり 
本地域は、東アジアと地理的・歴史的にも非常に身近な関係があるこ

とから、東アジアをターゲットにした観光客誘致に取り組む。 
また、遣唐使など大陸との交流の歴史を物語る寺社や、世界遺産候補

「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の構成資産の旧五輪教会堂、江
上天主堂、頭ヶ島天主堂をはじめ島に点在する教会堂など、島の歴史と
暮らしが創った貴重な資産を大切に保存･継承するとともに、これらを地
域資源として活かしていく。 
 
（２） 地域ごとの取組 

①上五島地域（新上五島町） 

ア．基本理念 

上五島地域は、紺碧の海や椿林などの豊かな自然に恵まれ、水産業を
中心として、水産加工や五島手延うどん、椿油製品製造などの地場産業
で発展してきた。また、遣唐使など大陸との交流の歴史を残す遺跡・神
社や２９を数えるカトリック教会など、特色ある歴史と文化遺産を有し
ている。 
今後、これら地域の魅力を活かした滞在交流型観光での交流人口の拡

大を図るとともに、地産地消による島内経済の循環、環境対策、伝統文
化・芸能の継承などにより、地域の活性化を図っていく。また、子ども
から高齢者まで安心して暮らせるよう、それぞれのニーズに合った生活
環境や医療・福祉の充実、雇用機会の拡充、地方分権時代への対応など、
生活の質の向上と自立を目指し、すべての人が住みよいまちづくりを目
指していく。 
以上のような考え方から、上五島地域の離島振興の基本理念を次のよ
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うに定めるものとする。 
 

 
 
イ．基本的方向性 

Ⅰ にぎわいを創る地域交流の促進 
 地域の自然や歴史を活かした観光資源の開発・充実・連携を図るとと
もに、多様な観光ニーズや外国人観光客にも対応できる人材育成やシス
テムづくりに取り組む。こうした取組の推進及び住民生活と円滑な経済
活動のためには、人や物がスムーズに移動できることが重要であり、そ
のための道路網や港湾・漁港施設の整備を進めるとともに、地域間の人
的ネットワークづくり、バス路線や航路の充実・確保と運賃の低廉化の
ための取組を進める。 
さらに、グローバル社会に対応するためには、情報インフラの整備に

加え、外国との交流や国際社会に貢献できる人材の育成・確保が必要で
あり、それに必要な学習環境の整備等に努める。 
 
Ⅱ 安全、便利、快適な生活環境づくり 
 地球温暖化防止対策の取組、資源循環型社会の推進など地球に優しい
環境衛生システムの構築を図るとともに、地域特性に合うエネルギーの
利用に努めるなどエコアイランドとしてのまちづくりを進める。 
 快適な生活環境づくりには、多様化する居住ニーズにあう公営住宅の
供給が必要であり、また、増加傾向にある空き家の有効活用や周辺環境
に悪影響を及ぼす廃屋対策、地域コミュニティなどの場となる公園・緑
地の整備も進めるなど、人口定住促進のための住環境整備に努めるとと
もに、安全性の高い水質管理を行い、水源の確保や老朽施設の更新等を
計画的に進め、安全で良質な水の安定供給にも努める。 
 安全確保については、各種防災対策施設整備やハザードマップ作成な
どを推進するほか、住民に対する防災・防犯・交通安全に関する適切な
情報を提供し、防災等に対する意識の向上を図るとともに、災害・犯罪・
交通事故等を未然に防ぐための基盤整備に取り組む。 
 
Ⅲ 誰もが安心できる保健・医療・福祉の充実 
 健康で安心して暮らせる社会づくりのためには、保健サービスや相談
機関の充実を図るとともに、医療体制の整備と、住民一人ひとりが互い
に支えあい協調しあう地域福祉社会の形成が重要であり、関係機関が連

つばき香り豊かな海と歴史文化を育む自立するしま 
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携を密にして各種取組を推進できるよう環境整備に努める。 
 少子化が急速に進展する中、共働き家庭やひとり親家庭等も増加傾向
にあり、育児不安の増大、家族や地域の子育て機能の低下など子どもや
家庭を取り巻く環境は大きく変化している。こうした変化に対応できる
総合的な子育て支援システムを確立し、子どもを生み育てる環境づくり
を進める。  
また、急速な高齢化の進展に対応できる環境の整備や必要な各種サー
ビス等の充実を図るとともに、増加傾向にある障害者が住みなれた地域
や家庭で快適な生活が送れるよう必要な環境整備に努め、社会参加を促
す施策を展開する。 
 
Ⅳ 自立する産業の育成、雇用の確保 
 水産業、農林業、商工業の振興により、就業機会の拡大・定住促進を
図る。 
上五島地域の基幹産業である水産業については、水産資源の維持・増

大のための栽培漁業や資源管理型漁業、水産加工業を推進するとともに、
漁家の経営安定や後継者の育成・確保のための各種施策に取り組み、恵
まれた漁場や新鮮で高品質の魚の魅力を活かした漁業の振興を図る。 
 農業については、農業生産基盤が零細で条件不利地であることを踏ま
え、地産地消を基本とし、意欲の高い農業者に対しては、島外出荷用作
物づくりの推進や新規作物の研究・導入を図る。 
 林業については、人工林の利用間伐を進め、島内外への木材出荷を拡
大する。また、椿油の増産のための森林整備を行うとともに、森林の持
つ公益的機能の増進を図る。 
 商工業については、商工会と連携しながら、地域商業の活性化や既存
工業の振興、地域資源を活かした加工業の育成・強化、先端技術や情報
を活かした新しい企業づくりを進めるとともに、食品産業や地域内産業
と農林水産業者との連携を促進し、６次産業の育成・強化に努める。 
 
Ⅴ しまの誇り・文化の育成 
 次代を担う人材の育成のため、幼児教育、学校教育を通じて、必要な
環境の整備や教職員の資質向上等に取り組む。 
 また、住民のライフスタイルや価値観の多様化などにより、生涯学習
やスポーツ・レクリエーションへの関心が高まっている。こうした動き
に対応した施設の整備・充実に努め、地域での幅広い世代の交流を図る
とともに、地域が有する貴重な有形・無形の伝統文化を保存・継承する
施策の充実に取り組む。  
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Ⅵ 参加と行動による協働のまちづくり 
 厳しい財政状況の中で、行政組織見直しによるスリム化、定員管理の
適正化を図りながら、町職員の質の向上と行政の効率化に努め、良質な
行政サービスを提供する。併せて、情報公開をさらに促進し、まちづく
りの主役は住民であるとの理念のもと住民の声を広く集め、住民、ＮＰ
Ｏ法人やまちおこし団体などと行政が連携を密にして、魅力あるまちづ
くりを進める。 
 また、女性の社会参加が進み、男女平等についての意識改革が定着し
つつあるが、依然として職場・家庭・地域における固定的な性的役割分
担が根強く残っている現状を踏まえ、男女が性別にとらわれず、対等な
社会の構成員として、自分らしい生き方ができる社会づくりのための施
策を進める。   
 
②下五島地域（五島市） 

ア．基本理念 

 下五島地域は、青い美しい海と緑豊かな自然環境に恵まれ、この豊か
な資源を活かした農業や水産業とともに発展してきた。しかし、現在、
離島という厳しい環境の中で、公共事業の減少、農林水産業の低迷など
による雇用の場の縮小、また集落の過疎化、人口減少が続き、地域活力
が低下している。 
一方、遣唐使など大陸との交流拠点としての歴史とともに、教会や寺

社などの文化遺産を有し、これらは、豊かな自然環境と併せて地域の魅
力を高め、交流を促進させてきた。このような魅力ある豊富な地域資源
を有している下五島地域は、今後、個性の一つである海に囲まれた海洋
都市としての魅力や椿をはじめとした豊かな地域資源を最大限に活用し、
農林水産業をはじめ、各種産業の振興や再生可能エネルギーの活用など、
地域における創意工夫を生かしつつ、人口の著しい減少の防止並びに定
住の促進に努める必要がある。 
また、地域経済の振興につながる様々な施策を展開していくことによ

り、すべての人が、五島のすばらしさを実感し、夢を持ちやすらぎのあ
る暮らしを送ることができる地域づくりを目指していく。 
そして将来を担う子どもたちに誇りを持って引き継いでいけるまちを 

実現する。 
 以上のような考え方から、下五島地域の離島振興の基本理念を次のよ
うに定めるものとする。 
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イ．基本的方向性 

Ⅰ 市の内外を連携する交通・情報ネットワークの整備 
 市民や観光客の市内外への行き来が容易になることを目指し、交通機
関の利用料金の低廉化や生活道路の整備、バス路線の運行形態の見直し
など市内外の交通環境の充実に向けた取組を進めていく。また、様々な
情報を容易に入手でき、多様な手段で情報発信ができる情報ネットワー
クの充実のために、保健、福祉、医療の福祉サービスや生活環境の情報
提供、ケーブルテレビの自主放送の充実など、情報通信基盤を活用した
新たなライフスタイルの支援に取り組む。 
 
Ⅱ 個性ある地域を活かした環境にやさしい豊かな生活空間づくり 
 自然環境の維持保全、安全で生活しやすい空間の構築を目指し、不法
投棄の防止活動やリサイクル体制の確立など自然と共生した安全快適な
生活環境づくりを進めていく。また、各種防災対策施設整備やハザード
マップ作成を推進するなどの自然災害に備えた防災対策の強化、消防
力・救急力の充実、交通安全対策の推進や防犯対策など、安全なまちづ
くりへの取組を行う。 
 
Ⅲ すべての人々が安心して住めるまちづくり 
 すべての人々が心身ともに健康を維持し、安心したやすらぎのある生
活をおくることができる社会の実現のため、乳幼児から高齢者まで生涯
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、次世代を担う子どもたちを育てるための支
援の充実や高齢者や障害者が安心して暮らせるよう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を送ることができるまち
づくりを進めていく。 
 
Ⅳ しまの多様な文化やスポーツを通して人が輝く社会づくり 
 多くの市民が教育・文化活動に生き生きと参加し、異なる世代間や他
の地域の人々と交流することは、生きがいづくりや、自己実現につなが
る。このため、生涯学習、スポーツ・レクリエーション活動、文化活動、
国際交流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ていく。 

しまの豊かさを創造する海洋都市 
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 また、児童生徒が、生涯にわたり、人間としての成長と発達を続けて
いく力を養うため、学校・家庭・地域・関係機関との連携を図り、「生き
る力」を育む、特色ある学校づくりを進めていく。 
 
Ⅴ 地域の特性を活かした自立的な産業の育成 
 地域の特性を活かした産業が拡大し、生産額等が増加するとともに、
多様な産業の魅力が向上し、若者の島内定着やＵ・Ｉターン等による就
業者が増えることを目指し、地域に根付いた産業の活性化やＩＴの積極
的な導入、農林水産業と観光の連携など五島らしさを活かすことができ
る産業育成に、市民、行政が一体となり取り組んでいく。 
また、自立した産業の振興を進めていくためには、豊かな資源を活か

した農林水産業の振興や観光の振興が重要であり、農林業については、
生産基盤の整備や特産品のブランド化、地産地消などの取組、水産業に
ついては、漁場の整備・保全、資源管理型漁業、特産品のブランド化、
地産地消などの取組、観光については、おもてなしのできる人材の育成、
地域資源を活かした観光ルートづくりなどの取組を進めていく。 
 
Ⅵ 市民と行政の連携による新しい市の創造 
 市民が積極的に市政に参加できる環境を整え、市民と行政との対話を
通して、市民・地域主体のまちづくりを推進することで、住民自治・地
方自治が進んだ市民が主役の行政運営を実現していく。また、財政運営
の効率化、限られた財源の中で効果的で高度な行政サービスを提供する
ことを目指し、市民と行政の役割分担を明確にし、市民協働によるまち
づくりを進めるとともに、事務事業の見直しや民間委託推進などの行政
改革を推進し、効率的な行政運営を実現する。 
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３ 計画の内容 
 
①上五島地域（新上五島町） 
 
（１）交通施設及び通信施設の整備、人の往来及び物資の流通に要する

費用の低廉化等に関する事項 

海上交通については、住民の経済的負担の軽減、利便性の向上はもと
より、観光客などの交流人口の拡大等を目指し、航路の高速化、サービ
ス改善、ダイヤの維持改善、高就航率の船舶導入、安定的な料金低廉化
などを交通事業者に働きかけるとともに、港湾・漁港の整備に努め、利
便性及び安全性の充実・確保に努める。 
空路については、現在、定期便の運航はないものの、民間機の離着陸

や自衛隊の訓練等で利用されている上五島空港について、今後、チャー
ター便の利用や災害時の緊急搬送などでの利用も考えられることから、
引き続き、空港機能を維持しつつ、更なる活用策の検討に努める。 
島内交通については、地域の拠点を結ぶ国県道や、地域の発展や産業

の振興に資する町道や農林道の整備に努めるとともに、歩道の整備や交
通安全施設の設置にも努め、安全な道路づくりを進める。 
島内バス路線については、運行回数の確保、運行路線の見直しなど、

維持改善に努めるとともに、観光地としてのイメージづくりの観点から、
周囲の景観に調和する待合所建設の促進と維持管理に努める。 
情報通信網等の整備として、光ファイバー及び無線ＬＡＮによるネッ

トワークを活用して、新上五島町内の各種情報通信格差是正に取り組み、
町と本土間高速通信インフラ確保に努め、安定したブロードバンド環境
の構築・整備を図るとともに、地域住民が各種情報の受発信を容易にで
きるよう、情報リテラシー（情報活用能力）を高めるための学習環境の
構築と人材の育成を図る。また、地上デジタル放送の安定的な視聴がで
きるよう町内テレビ中継局の充実、テレビ共同受信施設組合の支援に努
める。行政の情報化については、情報通信基盤を活用したクラウド活用
を推進し、従来の業務のあり方を見直して行政の簡素化・効率化や透明
性の向上など自治体の業務改革を推進し、それにより住民サービス・利
便性の向上を図る。 
物資の流通について、離島航路は、住民の日常生活はもとより経済活

動の基盤となっており、特に、輸送コストの本土との格差は、農林水産
業をはじめとした地場産業の競争力を低下させる要因ともなっているた
め、国、県、町が連携して、こうした不利条件の解消、格差の是正を図
るための施策に取り組む。 
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（２）産業振興等に関する事項 

水産業については、担い手の減少や就業者の高齢化が進む中、持続的
漁業生産と漁村の活力維持を図るため、新規就業者への総合的な支援を
行い、将来につなぐ漁業の担い手としての育成強化を図る。 
漁場環境の調査・改善や栽培漁業を計画的・効率的に推進するととも

に、稚貝・稚魚の棲み場である藻場の回復・造成に努め、稚魚の放流な
ど漁業者自らの取組による資源管理型漁業を推進する。また、マグロや
マハタなど新しい魚種の導入による複合型養殖業への転換と新技術の開
発・導入を促進し、持続的、安定的な養殖業を育成する。 
これら漁業者の資本装備の高度化や経営の近代化を図るため、共同利

用施設整備の支援や諸融資制度の活用を促進するほか、漁業協同組合の
組織・機能の強化による漁業者の経営基盤の安定と生産活動の活性化を
促進するとともに、作業の効率化や安全性の確保等に配慮した漁港施設
の整備と漁業集落環境の改善にむけた施設整備に取り組む。 
農業については、後継者、新規就農希望者、他産業の定年退職者等、

多種多様な人々を農業従事者の対象者として位置づけ、ＪＡ、生産組織、
地域、行政等が一体となって掘り起しを行い、実践や研修活動を通じて
担い手の育成・確保に努める。 
また、農作業体験、季節料理、祭りなど、その地域に根付いた活動を

農家や民宿を通じて体験する仕組みづくりを推進し、都市住民との交流
を進める。 
耕作放棄地の発生防止や解消を図るため、意欲の高い農業者等による

復旧・解消活動への支援を通じて、担い手への利用集積による農業支援
を推進するとともに、飼料作物や甘しょ等の作付け拡大など、地域の実
態に即した取組を行い農地の保全と有効利用に努める。 
農道等の農業用施設の整備・維持管理、農地の集積、近代化施設の整

備、機械化による農作業の効率化を推進し、安全で安心な地場産品の生
産性の向上を図り、「地産地消」を基本として、給食センターなどの大口
消費先との連携強化を図るとともに、島外出荷用作物づくりの推進や新
規作物の研究・導入を図り、農業の振興を進める。 
イノシシやシカなど有害鳥獣対策については、農作物の被害防止対策

に取り組み、捕獲した有害鳥獣の有効利用を促進する。 
肉用牛については、優良雌牛群の整備による繁殖能力の向上及び飼養

技術等の向上による付加価値の高い子牛生産と増頭や低コスト生産によ
って経営の安定化を図る。同時に伝染病予防対策や発生時の危機管理に
ついて、国、県、町が連携して体制の強化を図る。 
林業については、木材生産を着実に進めるとともに、木質バイオマス
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資源としての利活用を進める。さらに、水資源の涵養・防災・健康増進・
水産資源に対する環境保全など、森林の持つ多種多様な公益的機能を発
揮させるため、計画的な森林整備と林道等路網整備を促進する。また、
町の花木であり、町内に自生する椿を活用した産業の振興につなげるた
め、椿林管理と作業道の整備を実施するほか、農地として活用が見込め
ない耕作放棄地や山林・原野等に椿の植栽を行い、景観美化や椿油の増
産に取り組む。 
商工業については、地域に密着した誰もが楽しみながら買物できる商

業環境づくりや、高齢化など地域の実情に即した宅配等の顧客サービス
の促進を支援する。 
商工会との連携を密にし、経営基盤の強化や魅力ある商店街づくりに

伴う融資や制度資金の活用を進めるとともに、後継者の指導・育成を図
る。 
各産業間の連携を強化し、観光とタイアップした産業の振興、特産品

の研究開発、販路拡大などによる上五島ブランド化を推進する。また、
既存企業の支援と併せて、ＩＣＴ産業（情報通信技術）や起業家の支援、
６次産業化の推進に努める。 
 
（３）就業の促進に関する事項 

商工会の活動を強化し、関係機関と連携しながら、起業家育成に必要
な研究開発支援、研修など包括的メニューを充実する。 
「つばき産業振興計画～つばきアイランドプラン～」及び「椿による

五島列島活性化特区」による計画に基づき、住民との協動によるつばき
関連事業を展開し、観光事業に活用するとともに、椿製品の生産増大・
販売促進を通じて、就業機会の創出と地域経済の活性化を図る。 
五島手延うどんのさらなるブランド力の向上と全国的な知名度アップ

を図るとともに、新たな特産品等の開発を支援し、島内経済の活性化、
就業機会の創出を目指す。 
 
（４）生活環境の整備に関する事項 

上五島地域は、広い範囲を西海国立公園に指定され、また、若松瀬戸
の一部は海域公園地区に指定されている。美しく豊かな自然環境は、農
林水産業や観光業などの重要な資源であり、環境に配慮した下水処理の
充実や海岸清掃など住民活動と一体となった自然環境の保全に努める。 
ごみの分別収集の徹底やマイバッグ運動の推進によるレジ袋の削減、

家庭から出る生ごみの減量化など、身近なところから資源循環型の地域
社会を目指す。 
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住環境については、老朽化した公営住宅の改修・建替えなど、住宅困
窮者に対して低廉良質で、かつ若者から高齢者、障害のある方にも安心
して生活できる住宅の供給を推進する。また、空き家等を有効活用し、
Ｉターン希望者等の受け入れ体制の充実を図る。 
さらに、高齢者や障害者等の活動を支え、すべての人が安全で安心し

て暮らせるよう住宅や住環境のバリアフリー化を推進し、ユニバーサル
デザインに配慮したまちづくりを進め、土地利用計画や道路建設計画等
の関連施策との連携を図りながら、地域の特性を活かした魅力ある生活
空間の確保に努める。 
また、行政、警察、住民との連携強化を図りながら、住民の防犯意識

と地域ぐるみの防犯体制の強化に努め、防犯灯や街路灯の設置に対する
支援など、防犯に対する環境整備に取り組む。 
水道施設については、水源における水質の監視体制の強化に努めると

ともに、高度な水質基準を保つため、ダムの水質改善や浄水施設の整備
に取り組む。また、渇水や将来の水需要に対応するため、水源施設の維
持確保に努め、老朽化した施設の合理的・効率的な更新事業により、給
水コストの縮減に努める。 
 
（５）医療の確保等に関する事項 

誰もが安心して医療を受けられるよう、平成２１年６月に策定した「新
上五島医療再編実施計画」をもとに、医師をはじめとする必要な医療ス
タッフの確保を図るとともに、訪問看護や医療機関における役割分担な
ど、医療提供体制の充実を図る。 
離島医療・救急医療支援システムを活用し、専門医の診断・治療が必

要な救急患者などについて、国立病院機構長崎医療センター等への遠隔
診断による医療支援の要請や、ヘリコプターによる救急搬送等を行うな
ど離島医療の充実向上を図る。また、がん検診支援システム等を追加す
るなど、住民の健康に寄与するシステムの構築に努める。 
健康管理については、疾病の予防や早期発見のため、関係機関と連携

を密にし、特定健診・各種がん検診受診を奨励し、受診者の増加に努め
る。 
また、健康（運動・食育）知識の普及をはじめ、生活習慣の改善に取

り組む健康指導、心の健康づくりや感染症等に対応するための啓発活動
など、医療機関と連携を図りながら健康づくりに関する施策を展開する。 
 
（６）介護サービスの確保等に関する事項 

各種福祉サービスの周知を徹底するとともに、介護者の相談等を包括
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的に支援するため、地域包括支援センターの充実に努める。また、介護
保険制度の効率的な運用を図り、在宅福祉事業、地域支援事業の充実、
介護予防に努める。さらに、寝たきりやひとり暮らしの高齢者などが安
心して暮らせる独居老人等安否確認ネットワークの構築に努める。 
民間移譲した養護老人ホームをはじめ、民間活力の導入も視野に入れ

た生活支援ハウス、福祉センター等の効率的な運営を図り、高齢者が地
域において安心して暮らすことができる環境整備に努める。また、福祉
サービスの量的・質的整備を進めるため、福祉体制を担う人材育成に努
める。 
 
（７）高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項 

関係機関との連携を強化し、地域全体で高齢者を見守り・支援するネ
ットワークを整備する。また、高齢者の生きがいと健康づくりのために
地域ミニ・デイサービス及び転倒予防教室の普及拡大と継続支援を行う。
さらには、高齢者のための様々な生涯学習について情報提供を行い、生
きがい学習としての環境の整備を図るとともに、高齢者の経験や知識・
技能を活かすシルバー人材センターの活性化やＰＲを支援する。 
子育て家庭の多様なニーズに対応し、子どもを安心して育てる環境を

つくるため、子育て支援センターを中心に児童館等と連携を図りながら、
ボランティアの参加を積極的に促し、地域ぐるみで子育て支援及び児童
の健全育成に取り組む。 
保育所については、幼稚園も含めて統廃合や入所定員について検討す

るとともに、延長保育、障害児保育等、多様なニーズに対応し、より充
実した保育サービスを実現するために、保育士の資質の向上、保育施設
の整備促進に努める。また、療育支援については、こども発達センター
及び保育所の障害児保育と連携を図り、町全体の支援体制の整備促進に
努める。 
障害者福祉については、心身障害の早期発見や早期療育のため、母子

保健対策の充実に努める。また、地域において障害者が自立した生活を
営むため、各種障害福祉サービスの基盤整備に加え、障害者本人がサー
ビスを選択し利用することができる相談支援体制の充実・強化を図る。
さらに、地域社会全体が障害及び障害のある人に対する理解を深めるた
め、今後地域社会における障害者福祉活動の支援を積極的に行う。 
なお、ユニバーサルデザインの考え方を取り入れ、民間業者等にも協

力を得ながら、すべての人が安全に利用できる施設整備を促進するとと
もに、住民ボランティア活動への参加促進と地域における身近な福祉活
動への支援を行う。 
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（８）教育及び文化の振興に関する事項 

「新上五島町教育振興基本計画」に基づき、新しい時代を担う子ども
たちが心豊かにたくましく育つための環境整備を計画的に進める。 
幼児教育については、幼児期の特性や幼児の個性を踏まえた学習環境

の充実を図るため、計画的な職員研修を実施して、職員の資質及び指導
力の向上に努め、認定こども園への移行を視野に入れた町内の保育所・
幼稚園の統廃合を検討する。また、老朽化した施設を改修するなどの環 
境整備を推進する。 
学校教育については、過疎化による児童生徒数の推移に対応した学校

の再編成を図り、教育水準を維持向上させるため、通学の利便性確保及
び年次計画に沿った各教育施設の整備促進を図るとともに、国際感覚の
習得や情報化社会に対応した基礎知識を身につけるため、外国語教育や
情報化に対応したＩＣＴ環境の整備に努める。また、学校図書館図書標
準の達成及び設備充実を計画的に進める。さらに、ふるさと体験学習や
環境学習、高齢者との交流、地域ボランティア活動等への参加を通して、
郷土への理解を深め豊かな心と個性を伸ばす教育の充実を図る。 
校舎や体育館等学校施設は、「学校施設整備基本方針」に沿った施設整

備に取り組み、遅れが指摘されている耐震化を推進するとともに、施設
の改修・改築を積極的に推進し、教育環境の向上に努める。また、老朽
化した教職員住宅の計画的な改修・改築により教職員の快適な住環境を
確保し、老朽化が著しい物件ついては、安全性を考慮し計画的な解体に
努める。 
いじめや児童虐待等の問題に対応するため、学校、家庭、地域のネッ

トワークを構築し、いじめの防止及び早期発見に努め、児童生徒や保護
者への相談・指導活動の強化を図る。 
高校・高等教育については、奨学資金制度の効果的な運用を図り、高

校・高等教育への就学を支援する。 
生涯学習については、生涯学習の拠点として公民館を整備拡充し、住

民が集う場の充実に努めるとともに、学んだことを活かせる場を提供し、
主体的な活動のできる生涯学習ボランティアの育成に努める。また、学
校の地域学習支援、地域での生涯学習活動の推進や地域性を考慮した出
前講座を開講するとともに、学習効果の発表の場としての文化発表会な
ど広域的な交流機会の提供に努める。 
生涯学習機会の増大のため、各年齢層のニーズを的確にとらえた生涯

学習プログラムの提供、特色のある公民館講座等を開催し、自主活動グ
ループを増やし、地域の活性化に努める。また、読書ボランティア協力
のもと住民の読書活動を積極的に支援していくとともに、町内図書館ネ
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ットワークの活用などにより住民が利用しやすい図書館づくりを推進す
る。 
スポーツ・レクリエーションの充実については、体育・スポーツの生

活化と競技力の向上を図るため、施設設備の充実や指導者の養成確保に
努めるとともに、誰もがスポーツに親しむ機会を提供し、住民の健康・
体力の保持増進と心ふれあう地域社会づくりを進める。また、スポーツ・
レクリエーションへの関心の高まりに対応するため、既存施設の改修や
学校体育施設等の積極的な活用を促進し、スポーツ団体等の活動の場の
拡充に努めるとともに、交流大会・広域的な交流イベントへの積極的な
参加など、スポーツを通じた地域間交流の促進に努める。 
伝統文化の保存・継承については、住民が伝統文化に接する機会を拡

大し、豊かな文化を感じとり、ふるさと新上五島町の伝統・文化を誇り
に思い、継承していくような環境の整備を図る。 
文化活動の支援については、文化協会を中心に住民が芸術・文化に接

する機会を拡大し、文化活動に対する意識や関心の高揚に努めるととも
に、文化活動団体の発表、主催事業を支援し自主的活動ができる団体の
育成を図る。 
文化財保護については、「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の世界

遺産登録を目指し、文化財としての適正な保存活動に努めるとともに、
火災等の災害から文化財を保護するための体制を整える。また、地域の
歴史や文化資源の調査・研究を行い、その文化的価値を明らかにすると
ともに適切な保存に努め、さらに、文化財の展示のあり方や活用方法に
ついて検討する。 
 
（９）観光の開発に関する事項 

地域産業と協調・連携したブルー・ツーリズム、エコツーリズムなど
自然豊かな地域の特性を活かした自然体験型交流促進事業を展開すると
ともに、「長崎ＥＶ＆ＩＴＳプロジェクト」による未来型ドライブ観光の
推進と運営の充実に努め、交流人口の増大を図る。 
五島手延うどんの製法伝承や各種体験交流を目的とした施設やメニュ

ーの充実、教会巡りやグルメツアー、温泉等の目的別に対応する観光商
品の開発により、修学旅行生をはじめ観光客の誘致を目指す。 
また、「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の世界遺産登録に向けた

巡礼ガイドの拡充、おもてなしのしまづくりなどの受入環境整備を図る。
さらに、多様な観光ニーズに応えるため、外国語も話せる観光ガイドや
インストラクターなどの観光人材の育成強化を図るとともに、魅力的な
観光地であることを国内外にアピールし、より多くの観光客を誘致でき
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るよう、情報発信機能の充実を図る。 
 
（１０）国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項 

地域間交流については、離島体験施設や合宿施設など各種交流施設の
整備・充実、イベントなどを通した観光客等との交流促進、スポーツや
文化を通じた交流活動の推進に努める。 
姉妹町村をはじめ、国内の地域や学校、団体などの相互交流の体制づ

くりに努めるとともに、出身者や縁故者などを通じた多様な交流ネット
ワークの形成を目指す。また、新上五島町ふるさと応援団「上五島カン
コロ倶楽部」を通じて、新上五島町のサポーターを増やし、新たな交流
拡大につなげていく。 
国際交流の環境整備については、観光案内板などの外国語表記や、外

国人来訪者に対応できるボランティア通訳などの体制づくりを進める。
また、住民一人ひとりが国際社会に貢献できるよう、語学教育や生涯学
習における外国語、外国異文化講座の充実などに取り組み、さらに、国
際感覚を養い、文化の違いを認めあう国際的視野に立った人材の育成を
目指す。 
 
（１１）自然環境の保全及び再生に関する事項 

西海国立公園に代表される豊かな自然環境の保全に努めるとともに、
住民や事業所等への協力を働きかけ、クールビズ・ウォームビズやアイ
ドリングストップ運動を推進するなど、身近なところから、地域が一体
となって地球環境保全に向けて取り組む環境づくりに努める。 
さらに、学校や各種団体、事業所等を対象とした環境学習機会の拡充

など環境保全に関する普及啓発に努め、さらに、住民、事業所、行政な
どが、それぞれの役割に応じて、大量消費、大量廃棄型の社会経済・ラ
イフスタイルの見直しを進めることで、資源循環型社会の形成を目指す。 
また、ごみの不法投棄のパトロールによりその抑制に努めるとともに、

民間団体、国等と連携を図り、海岸線に繰り返し漂着する漂着物の回収
処理を行うなど、しまの景観と生活環境の向上を目指す。 
 
（１２）エネルギー対策に関する事項 

地球環境保全や災害等に強いエネルギー供給に向け、風力・バイオマ
ス・太陽光・海洋エネルギー等、上五島地域の地域特性にあった再生可
能エネルギーの研究・活用を推進する。併せて電気自動車に代表される
クリーンエネルギー自動車の導入を図るなど、エコアイランドとしての
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取組を積極的に進める。 
また、離島における石油製品の流通コストは、本土と比べて割高とな

っているため、ガソリン小売価格を実質的に引き下げるための支援等を
国に要請するなど、石油製品価格の低廉化に努める。 
 
（１３）防災対策に関する事項 

上五島地域は、豪雨や台風の常襲地帯であり、これまでも各種の自然
災害が発生しているため、道路防災、橋梁の耐震化、急傾斜地崩壊対策
や海岸の保全などの施設整備、ライフライン断絶時の迅速な災害応急対
策など、災害に強いまちづくりを推進する。 
また、我が国のエネルギー供給確保対策上重要な役割を担っている上

五島地域の洋上石油備蓄基地について、油流出やタンカー火災等が万一
発生した場合に備え、緊急連絡、応急対策等の体制を強化する。 
防災対策の充実については、防災行政無線のデジタル化及び維持管理

に努めるほか、防災計画に基づき、各関係機関との連携や地域防災体制・
危機管理体制の強化を図る。また、災害危険箇所や避難場所の周知徹底
による住民の防災意識の向上を図るとともに、自主防災組織の育成に取
り組む。 
消防団組織と消防防災施設の充実については、地域を守る消防団組織

を強化するため、組織の見直しや待遇の改善等を進め、団員の確保や充
実に努める。また、消防ポンプや積載車の更新をはじめ、水利の拡充、
消防詰所の改修など消防防災施設の整備・改修を計画的に推進し、防災
力の向上に努める。 
 
（１４）人材の確保及び育成に関する事項 

一人ひとりの生き方が尊重され、それぞれの学習ニーズに応じていつ
でも自由に学び、その結果がまちづくりに反映されるよう生涯学習機会
の充実と基盤整備に取り組む。また、それぞれの地域や様々な分野で活
動の中心となる人材の育成に努めるとともに、ＮＰＯ法人やまちおこし
団体等の育成を行い、円滑に協働事業が実施できるような環境づくりに
努める。 
地域の課題や情報を共有し、地域の実情にあった特色ある地域づくり

を進め、継続的な活動が行えるよう地域担当職員の配置や地域リーダー
の育成に取り組む。また、住民による自主的な地域づくり活動を支援す
る新上五島町地域活動支援事業補助金を活用してコミュニティ活動を支
援する。さらに、大学との連携やＩターン者等の受け入れなどにより島
外からの人材を活用するとともに、郷土人会など、地域活性化の大きな



 - 97 -

力となる島外サポーターの増加に努める。 
 
（１５）その他離島の振興に関し必要な事項 

まちづくりの主役である住民と行政が連携して魅力的なまちづくりの
研究・活動を行うために「島の将来を考える町民会議」を開催し、地産
地消による島内経済の循環、環境対策、伝統文化・芸能の継承などによ
って地域を活性化し、生活の質を向上させて、人が住みよいまちを形成
することを目指す。 
さらに、住民の連帯感の醸成や地域の特性を活かしたまちづくりを進

めるため、「地域支え合い(Ｉ)ＣＴモデル事業」を展開し、住民に有益な
情報を共有することにより、「人と人とのつながり」の強化を図る。 
また、男女が性別にとらわれず社会の対等な構成員として、自分らし

い生き方ができる社会づくりのため、男女共同参画社会へ向けた意識づ
くり、家庭・地域・職場における男女共同参画の推進、誰もが安心して
暮らせる環境整備に取り組む。 
地域において住民が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができ

るよう、消費生活相談体制の充実、相談員等の人材の確保及び資質の向
上に加え、消費者教育・啓発活動の推進や消費者団体等との連携の確保
など消費者行政の充実・強化を図る。 
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②下五島地域（五島市） 
 
（１）交通施設及び通信施設の整備、人の往来及び物資の流通に要する

費用の低廉化等に関する事項 

 本土間航路については、長崎～福江間フェリーの新船建造に伴い、運
航時間の短縮や運賃の低廉化が図られ、島民の利便性が高まっている。
さらなる船舶の安全な航行はもとより、船舶の快適性・高速化と運賃の
安定的な低廉化並びに島内交通に配慮したダイヤ再編を運航業者に対し、
働きかける。 
航空路線については、長崎、福岡航空路の維持をはじめ、利用者が利
用しやすい運航ダイヤの確保を働きかける。 
島内交通については、住民の日常生活において、必要なバスの路線維

持に努めるとともに、交通空白・不便地域を解消する運行形態について
検討する。また、港湾・漁港の整備や沿岸航路の維持・確保など、利便
性の向上に努める。 
地域内の道路については、地域の拠点を結ぶ国県道や、地域の発展や

産業の振興に資する市道や農林道の整備とともに、歩道の整備や交通安
全施設の設置にも努める。また、狭小区間の拡幅など危険な区間の解消
に努めるとともに、経年劣化による路面の補修や橋梁の長寿命化を図る
ための整備、定期的な点検を行うなど、安全な道路づくりを進める。 
 五島市の超高速通信回線（光ファイバー）の整備状況は、旧５町と旧
福江市の一部で敷設されていて、その他の地域はケーブルインターネッ
ト、ＡＤＳＬ、ＩＳＤＮ回線である。今後は、市内全域での超高速通信
回線の整備を目指し、地域の情報化を推進していく。 
 情報システムについては、今後、情報システムの集約と共同利用を進
めることにより、情報システムに係る経費の削減や住民サービスの向上
等を図る。また、東日本大震災の経験も踏まえ、堅牢なデータセンター
を活用することで、行政情報を保全し、災害・事故等発生時の業務継続
を確保するための取組を進めていく。 
輸送コスト低廉化については、離島地域自らの創意工夫による努力の

みでは到底解決できないものであり、国、県、市が連携して離島の不利
条件の解消に努め、離島の自立的発展を図るべく、本土との格差の是正、
離島産品の移出増大を目指した取組などを進めていく。 
 

（２）産業の振興等に関する事項 

 農業振興については、農業をとりまく環境は、長引く景気低迷や生産
資材の高騰による所得の減少、高齢化による担い手不足など依然として
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厳しい状況である。 
 この局面を打開するため、農地の基盤整備を推進し、集積化による担
い手農家の経営規模拡大や作業の効率化による所得拡大を図るとともに、
永続的な農地の有効活用を促進する。 
 担い手不足等により発生した耕作放棄地については、ブロッコリーや
高菜、麦などの土地利用型作物の作付け拡大や、肉用牛経営における省
力化につながる放牧の推奨、飼料作物の作付け拡大など、地域の実情に
合わせた方法で解消していく。 
 農業経営を圧迫している生産資材等の高騰や、農作物流通の妨げの原
因である海上輸送コストについては、都市部における販路拡大やブラン
ド化の推進による産地力の強化を図るため、輸送にかかるコスト助成を
行い、本土地区農業とのハンディキャップを解消する。 
併せて、化学肥料・農薬を低減した環境にやさしい農業を実現し、「安

心・安全」を求める消費者ニーズに応える作物の生産を推進する。 
地元農産物の地産地消については、直売所や学校、老人福祉施設、病

院等での活用を推進し島内の消費拡大を図る。 
担い手対策については、下五島農林総合開発公社の事業を中心に新規

就農者対策に積極的に取り組み、農業後継者や認定農業者を中心とした
地域農業の担い手の育成を推進する。 
畜産の振興については、肉用牛の生産額が増え、畜産経営が安定する

よう、新規参入者・経営規模拡大希望者の支援や優良雌牛の導入事業等
を実施するとともに、ヘルパー組織による労力支援システムの構築など
の推進により、生産基盤の強化を図る。また、耕作放棄地等を利用した
放牧を推進することで、耕作放棄地の解消と低コスト・省力化を図る。 
養豚については、人工授精等の新技術導入・定着により、生産率の向

上を図り、所得向上を目指す。また、五島地鶏については、低コスト・
省力化を図るとともに、飼養羽数・飼養農家の増加を目指し、島外への
販路拡大につなげる。 
 有害鳥獣対策については、現在、罠による捕獲やワイヤーメッシュ、
漁網の設置による進入防護対策を中心に行っている。今後は、鳥獣の習
性を利用した防護策を講じるとともに、新しい捕獲技術の研究や捕獲に
従事する者の拡大、圃場と鳥獣生活圏との緩衝帯の設置など、棲み分け
対策を行い、被害の拡大を防止する。 
林業の振興については、計画的に林道や林業専用道の整備を進め、低

コストで効率的な木材生産の向上を図る。また、適切な森林整備により、
森林の持つ機能が発揮できるよう取り組むとともに、公共施設の整備に
当たっては、島内産木材の活用を図る。また、椿油の増産のため椿林管
理と作業道の整備を実施し、さらに、農地として活用が見込めない耕作
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放棄地や山林・原野等に椿の植栽を行い、景観美化や椿油の増産に取り
組む。 
 水産業の振興については、海洋環境の変化等により、沿岸海域で進行
している磯焼け対策を実施するとともに、増殖場の整備や沿岸域におけ
る魚礁の設置等による育成場・漁場機能の改善、向上を図る。また、種
苗放流や小型魚の再放流など資源管理型漁業を推進する。 
併せて、漁業就業者は、長期にわたり減少を続け、高齢化も進んでい
ることから、新規漁業就業者の確保と漁業を継続していくための対策を
図り、人材を確保・育成し漁業生産力を維持していく。 
また、燃油高騰や離島流通コスト等による漁業経費の増加や魚価の低

迷等から、漁家経営はますます厳しい状況にあり、漁村地域の衰退が進
んでいる。その対策として、漁業者自らが創意工夫して取り組む新しい
漁法や鮮度保持技術の導入などを支援するとともに、輸送コストの軽減、
販路開拓や鮮魚、水産加工品等のブランド化推進、地元加工業者との連
携による６次産業化等によって魚価向上を図り、収益性の高い、安定し
た経営体の育成をめざしていく。 
特に、マグロ養殖については、曳縄漁業による天然種苗の採捕やまき

網漁業との連携による餌料の確保、地元消費の定着化など地域一体とな
った推進体制を維持するとともに、生産・出荷の基盤となる漁港施設の
整備に努める。 
漁村における体験及び交流の取組については、地域漁業や伝統漁法の

体験や海浜環境を活用したふれあい体験など島外観光客の受入体制を構
築し、漁村地域の活性化を図っていく。 
 漁港施設については、既存施設の長寿命化を図ることにより、利便性・
安全性の保持を図るとともに、浮桟橋、防風柵等を整備し、高齢者等も
安心して快適に働くことができるよう就労環境の向上を図り、持続的な
漁業生産力を確保する。また、防波堤の整備等により災害に強い漁港漁
村の形成を目指していく。 
 郊外大型店の出店、人口減少の影響等により、空洞化が進んでいる中
心市街地については、大型店にない魅力ある商店街づくりと、核となる
施設の整備を進め、商店街に来る方の増加に努める。また、商店街経営
者の意識改革や後継者の育成など現状打開に向けた支援や人が集まる企
画、仕掛けづくりといった取組を積極的に行い、商店街の一体的な活性
化に努める。 
物産振興については、これまで長年に渡り、九州、関西圏で開催して

きた物産展により、五島の産品は安心・安全でしかもおいしいとの評価
を得ているところである。今後は、大消費地である都市部での優良顧客
の獲得を図り、新たなエリアでの販路拡大を強化し、さらなる五島ブラ
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ンド化を推進する。 
 
（３）就業の促進に関する事項 

 企業誘致については、優遇制度の検討を図りながら、これまでの情報
関連産業以外の分野にも視野を広げ、製造業等多くの雇用が見込まれる
企業を中心に誘致活動を進めていく。また、誘致活動においては、関係
機関との連携を強め、離島の優位性を調査、研究し、就業の促進、定住
人口の拡大に努めていく。 
 基幹産業である第１次産業等の低迷による雇用環境が厳しい中、地域
資源を活用した事業や雇用を創出する起業者に対し、必要な経費の一部
を支援することにより起業しやすい環境を整備し、雇用の増大や新産業
の創出を推進する。 
 
（４）生活環境の整備に関する事項 

 ごみ処理については、１１の有人島を有している下五島地域にとって
ごみ処理費用は多額の経費を要するため、８分別から多種品目分別へ移
行することにより、資源リサイクルの推進を図り、ごみの減量化や再資
源化を進め、循環型社会を実現する。 
 また、し尿処理については、２次離島の運搬手段の確保や処理施設の
老朽化に伴うし尿処理施設の統合整備により、堆肥など新たなバイオマ
ス資源としての活用を推進する。 
 適正な汚水処理環境の整備は、環境にやさしく豊かな生活環境を目指
すうえで五島市において喫緊の課題である。特に２次離島地域の汚水処
理人口普及率が８％と全国平均８６％に比べ極端に低く、その対策とし
て２次離島地区において、浄化槽設置整備事業の推進を図る。また、福
江島においても浄化槽の優先整備地域の設定や単独浄化槽からの転換対
策等を推進する。福江地区公共下水道整備事業については、将来人口の
減少や社会情勢の変化に対応した事業計画の見直しを図る。 
 排水環境が未整備の地区については、道路排水の整備など、計画的な
排水施設の整備を行う。 
 住宅については、良質な住環境の整備を図るため、狭小で老朽化した
公営住宅の建て替えや管理戸数の見直しを進めるとともに、高齢化等に
対応したバリアフリー化を推進する。 
 水道施設については、年々進行する人口減少、過疎化に起因し、料金
収入の低迷や点在する集落への安定供給に対する維持費等が大きな負担
となっている。今後は、計画的に施設の統合などコストの削減に向けた
取組を行う。また、生活用水の安定供給のため、新たな水源の確保や浄
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配水池の整備、老朽管布設替、配水管整備等を実施し、水道施設の充実
を図る。 
 
（５）医療の確保等に関する事項 

医療の充実については、地域住民に対して、質の高い医療を提供し、
安心・安全な生活の実現を図るため、中核病院である五島中央病院との
連携を強化し、医療の提供に支障が出ている地区への医師派遣や高度医
療機器の充実を図り、安定的な医師確保対策等に取り組む。 
また、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した医療情報の共有化について

は、医療機関をはじめ、保健施設、薬局など幅広い分野において、電子
カルテの導入を行い、地域医療が連携するネットワークを構築すること
で、多受診、多投薬の防止につなげ、医療費の抑制を図る。 
２次離島及び遠隔地の診療所については、常駐医の確保に努めるとと

もに、歯科を既存の診療所に増設するなど、無歯科医地区を解消し、医
療の確保に努める。 
救急医療体制については、既存の海上自衛隊ヘリ、県防災ヘリに加え、

ドクターヘリの導入により救急搬送体制が確立されているが、２次離島
内の搬送及び時化の場合の搬送体制が確立されていないことから、２次
離島における救急患者搬送体制の構築に努める。また、救急車に救急患
者の医療情報を共有化するシステムを導入し、適切な救急搬送体制の構
築を図る。 
産科医療機関が未設置の離島地域については、妊婦の出産にかかる交

通費等を助成し、経済的な負担軽減と母子ともに健全な出産の支援を図
る。 
 

（６）介護サービスの確保等に関する事項 

 介護保険法施行後、介護サービスの受給者や事業所が年々増加し、サ
ービスの利用が急速に拡大する中、サービスの質に対する要望が高まっ
てきている。このため、介護サービスが必要な方へ、有効で効率的なサ
ービスが提供されるよう、積極的な情報提供や提供されるサービスの評
価、人材の育成・確保、事業者指導など、サービスの質の向上に努める。 
 また、介護サービス事業所の少ない２次離島地域においては、高齢者
自立支援事業として、デイサービス事業の実施や在宅で受ける訪問介
護・訪問看護等に係る事業者への船賃助成、配食サービス等を継続して
行い、介護サービスの地域間格差の軽減に努める。 
 
（７）高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項 
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五島市は、国・県に比べて高齢化が進行していて、全人口に対して  
６５歳以上の方の占める割合が３３．１％（平成２４年３月末時点）に
達し、今後もますます少子高齢化が進行する見込みである。このような
現状を踏まえ、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で安心して生活でき
るよう、介護予防事業や地域のボランティア団体等が主体となって行う
健康づくりへの支援など高齢者福祉施策に取り組む。また、介護、予防、
医療、生活支援、住まいのサービスを一体化して提供できる「地域包括
ケアシステム体制」及び、地域の住民、関係団体、関係機関等が相互に
連携し、高齢者を見守る「地域見守り体制」の構築に向け、取組を推進
する。 
 高齢者の生きがいづくりとして、老人クラブやシルバー人材センター
への支援を行い、高齢者が地域とのかかわりを持ち続け、生きがいのあ
る生活ができるよう取り組んでいく。 
また、高齢者が気軽にスポーツ活動を楽しみ、健康の保持増進・体力

の維持などが図られるよう、スポーツ大会の開催や活動の支援に努める。    
障害者福祉については、「障害者が自立して生活できるまち」を目標と

し、障害福祉サービス及び相談支援など、事業の円滑な実施を図る。 
また、障害福祉施設（就労継続支援事業所・グループホーム・ケアホー
ム）の整備支援や居宅確保のための助成等を行うなど、障害者が自立し
て生活できるよう支援を行う。 
 児童福祉については、保護者が安心して子育てができる環境を整備す
るため、相談支援体制づくり、保護者のニーズに対応した細やかな保育
サービスの提供、子どもが安心して過ごせる場所づくり及び子育て家庭
の経済的な負担軽減を図る。 
 
（８）教育及び文化の振興に関する事項 

 学校教育の充実については、今日の教育課題を見据えた各種研究を実
施し、教職員の授業力向上と児童生徒の学力向上を目指す。また、外国
語指導助手（ＡＬＴ）を確保し、国際教育の推進や外国文化を学ぶ機会
を創出する。 
特別な支援や配慮を要する子どもについては、幼稚園、小中学校への

支援員の適正配置を行い、適切な教育活動を行う。 
また、学校に登校できない児童生徒については、適応指導教室を引き続
き開設し、指導員複数体制によりさらに支援機能を充実させる。 
ＩＣＴの活用については、授業、校内研修などにおいて、利活用を円

滑に進めるため、教員の活用を支援するサポート体制の確立や各学校へ
の機器及びデジタル教材等の整備・充実を図る。 
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生涯学習の推進については、学習の場の確保が重要であることから、
住民ニーズに対応した学習機会の提供や既存の公民館施設の利用延命化
を図るための早期改修・補修を実施する。また、島外から専門的な講師
を招聘するなど生涯学習の場の創設に努める。 
生涯学習の拠点となる市立図書館については、施設の老朽化により早

期改築が必要なことから施設・設備の整備を図り、誰もが気軽に利用で
き、多様な学習機会が創出できるよう努める。 
文化の振興については、市民団体による舞台発表などの開催を支援し、

多くの市民が文化芸術に触れ、参加する機会を創出する。特に青少年を
対象に、本物の舞台芸術等を鑑賞できる機会を創出し、市民の文化力向
上に努める。また、文化施設についても、利用しやすい環境づくりに努
め、併せて利用者に安心安全な施設としての整備を進める。 
文化財の保護については、「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の世

界遺産登録を目指し、文化財としての適正な保存活動に努めるとともに、
火災等の災害から文化財を保護するための体制を整える。 
また、未発掘資源の調査研究を進め、保存に努めるとともに、伝承芸

能や民俗行事の記録保存など、将来にわたり継承できるような取組を進
める。併せて、これらを地域資源として活用する方法を検討する。 
スポーツの振興については、スポーツ・レクリエーションを核とした

交流のまちづくり、しまづくりに向けて、広い年齢層に開放・利用され、
様々な住民ニーズに応えられる施設の充実を図る。 
また、スポーツ合宿、競技大会やレクリエーション交流活動など積極的
な誘致を図るとともに、気軽に参加できる各種大会や教室等のイベント
を開催する。併せて、スポーツ人口の拡大に不可欠な団体の育成と各種
指導者の養成確保に努める。 
 
（９）観光の開発に関する事項 

観光振興については、従来の発地型観光だけではなく、地域が自分た
ちの持つ観光資源を活かして旅行商品の造成を行う滞在交流型観光の推
進を図る。 
トライアスロン大会については、年間を通して大会のＰＲ活動等を行

う。また、他地区のロング大会開催地（佐渡、皆生、宮古）との連携を
図り、国内４大大会としての認知度向上と参加者の増を目指す。椿まつ
りについては、２０２０年国際ツバキ会議の開催が五島市に決定してい
ることから、さらなる「椿の島・五島」の認知度の向上が図られるよう、
イベント内容の充実や効果的な宣伝活動を行う。 
また、観光ガイドの育成については、長崎県総おもてなし運動を基本
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に、市内観光事業者を対象とした観光客接遇研修会を開催し、まち歩き
マップや滞在交流型観光商品など新たな観光コースに特化したガイドの
育成を行う。 
さらに、「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の世界遺産登録に向け

た巡礼ガイドの拡充も行う。 
 ＥＶの活用については、「長崎ＥＶ＆ＩＴＳプロジェクト」により、Ｅ
Ｖの導入や急速充電器等の関連施設が整備され、市民や観光客などへの
利用が進んでいる。今後は、ＩＴＳを活用し、豊かな自然、歴史遺産な
どの目的地情報や観光イベント情報等がスマートフォンやＥＶレンタカ
ーのカーナビから受信できる、未来型ドライブ観光システム（長崎みら
いナビ）の運営の充実とそれを活用した観光振興に努めていく。 
 
（１０）国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項 

国内他地域との交流については、都市部住民の小・中学生をターゲッ
トとし、農業体験民泊などの滞在交流型観光による積極的な誘客と訪れ
る人が地域の人々とふれあう機会を創出するため、支所地域を中心に民
泊事業を実施する農家、漁家を増やし、受入体制の強化と内容の充実を
図る。また、都市住民と五島市とをつなぐコーディネーターの育成やス
キルアップに努め、交流人口の増加につなげていく。 
国外の地域との交流については、東アジアからの誘客をテーマに、県

観光連盟等と連携を図りながら、現地説明会や現地旅行会社、マスコミ
へ宣伝活動等を実施する。特に韓国人観光客誘客対策として、国際交流
員を配置し、文化の交流や情報発信など交流人口の拡大に向けた事業の
推進を図る。 
また、外国人観光客にとって障害となっている言葉の問題を解消する

ため、看板、標識、案内板、パンフレット、インターネットを多言語表
示への改善し、外国人観光客の受入れ環境の整備・向上を図る。 
 

（１１）自然環境の保全及び再生に関する事項 

 西海国立公園に代表される豊かな自然と景観の保全については、自然
環境への配慮や生物の多様性確保など、自然のシステムにかなった海域
や土地の利用を推進することで、豊かな資源を後世へ引き継ぐ。 
 不法投棄対策として、投棄ごみの撤去や監視パトロールを実施するこ
とにより、生活環境や自然環境、さらに観光資源としての景観を守る。 
 繰り返し漂着する漂流・漂着ごみは、主な発生源が外国であり原因を
断つことが困難であることから、継続的な回収作業の実施が必要である。 
一方で、今後も人口減少、集落の過疎化など地域住民の力が弱まって
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いく中で回収、処理等にかかる負担が恒久的に生じていることから、国、
県、市が連携した対応策を検討するなど、良好な景観及び環境の保全に
努める。 
また、放置漁船対策として実証試験等による効率的な処理方法を検討
し、将来的に多数発生するＦＲＰ廃船漁船の対応を図り、漁村地域の環
境美化に努める。 
 
（１２）エネルギー対策に関する事項 

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
ネルギーが注目されている。下五島地域においても、環境省の実証事業
として椛島沖で浮体式洋上風力発電が実施され、発電能力や環境への影
響などが調査・検証されている。 
下五島地域は、地理的にも風力・潮力・波力・太陽光発電などに適し

た場所であり、その地域資源を再生可能エネルギーへ利活用する可能性
は大きく広がっている。 
現在、１２基の風力発電が稼働しているが、今後は、太陽光、風力、

バイオマス、海洋エネルギー等の導入促進に向けた調査・研究を行い、
環境・新エネルギー分野の産業創出や新しい産業における雇用の創出、
起業の推進につなげる。 
また、離島における石油製品の流通コストは、本土と比べて割高とな

っているため、ガソリン小売価格を実質的に引き下げるための支援等を
国に要請するなど、石油製品価格の低廉化に努める。 
 
（１３）防災対策に関する事項 

下五島地域は、四囲を海に囲まれ本土から隔絶されているという地理
的条件により、豪雨や台風等、災害時のライフラインの断絶による食料
品や生活物資の不足、避難所における生活環境の悪化等が懸念される。 
このため、道路防災、橋梁の耐震化、急傾斜地崩壊対策や海岸の保全
などの施設整備、ライフライン断絶時の迅速な災害応急対策など、災害
に強いまちづくりを推進するとともに、地域で活動する消防団及び自主
防災組織、常備消防との連携の強化、人員の確保と充実を図り、消防力
の充実と地域の防災力の向上に努める。 
また、住民へ緊急防災情報を瞬時に伝達できる体制として、防災行政

無線を整備し、確実な防災情報の提供を図る。併せて、防災備蓄倉庫の
整備と備蓄物資の確保を図るとともに、本土からの緊急輸送体制の構築
に努める。 
 所有者が行方不明の空き家や資力がなく放置されている建物について
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は、老朽化等により周辺住民に危害を及ぼす恐れがあるため、解体・撤
去等、安全対策に努める。 
 
（１４）人材の確保及び育成に関する事項 

今後ますます人口減少、少子高齢化の進展による地域力の低下が懸念
される中、住民が地域の振興に主体的な役割を果たし、地域の課題解決
や住民活動を進めていくことは、最も大きな課題である。そのため、Ｎ
ＰＯ法人やボランティア団体の活動助成のさらなる充実を図り、自分達
の住む島の将来を自ら真剣に考え、地域の活性化に寄与する人材の育成
に努める。 
 離島外の人材の活用については、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ところであり、地域おこし協
力隊などの地域外からの人材誘致を行っている。また、五島市出身者を
はじめ、五島市を愛しふるさととして応援する「ふるさと市民」は年々、
登録者数が増え、全国各地で五島市のＰＲや地元産品の流通拡大に寄与
している。今後は、ふるさと市民と島民との交流機会の創設による交流
人口の拡大や地域おこし協力隊などの活動による集落の維持・発展や地
域の活性化等を模索し、併せて、交流の拠点施設として廃校舎や空き家
を活用することにより、さらなる島外の人材活用の場の創出に努める。 
 
（１５）その他離島の振興に関し必要な事項 

五島市は、平成１６年８月に１市５町による合併を行い、厳しい財政
状況のもと、住民サービスの向上を図るため、経費削減に努めるととも
に、効率的な行政運営に努めてきた。今後は、合併から１０年が経過し、
地方交付税が段階的に減額され、大幅な財源不足を生じることが見込ま
れることから、行政改革大綱に基づくさらなる事務事業の見直しなど、
行財政基盤の強化に努める。 
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