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高島地域振興計画 
 
第１節 地域の概況 

高島地区は、長崎港から南西約１４．５㎞の沖合に位置し、面積      
１．３４㎢の島で、高島、端島、中ノ島、飛島の四つの島からなり、有
人島は高島のみである。  
地形は、平地が少なく、中央に海抜１１４ｍの権現山がある。  
風は、夏には概ね南西から、冬は北西の強風が吹く日が多く、台風、
冬期の季節風の時期には、海上交通は欠航を余儀なくされ、時には台風
の被害が甚大となるなど、年間を通して風害が深刻である。  
年間平均気温は１５℃～１６℃で、降雨量は、冬季が比較的多く、温

暖多雨の恵まれた気象条件にあるが、水資源がなく海底送水管により、
対岸の三和地区から送水している。 
昭和２３年１０月、町制を施行した旧高島町は、明治、大正、昭和を
通じ石炭産業を中心として発展を続け、日本の近代化に重要な役割を果
たしてきた。 
その後、昭和３０年４月には町村合併促進法により、隣接の高浜村端
島名と合併し、面積１．２４㎢に人口１６，９０４人という日本一の人
口密度の町となった。  
公共交通機関は、離島航路が長崎と高島を結ぶ唯一の交通機関であり、

主要航路として、長崎・伊王島・高島の定期航路が１日９往復あり、片
道３５分を要している。 
高島港については、本土との玄関口であり、住民の生活物資、生活資

材等あらゆる物資の搬入搬出港であるとともに、定期船の発着所でもあ
る。 
この唯一の玄関口も冬期の季節風や夏期の台風時の波浪により、しば

しば船舶が運航不能となる事態も生じており、桟橋、護岸等の被害も発
生している。  
また、高島港ターミナルも老朽化が進み、物販スペースも無く、待合

所スペースも狭小であるため、夏季海水浴シーズンは乗客が休憩する場
所が無く、屋外での乗船待ちを余議なくされている。 
一般県道高島線は、高島港を起点とし、島を一巡する基幹道路である。

また、この道路から市道高島町１号線が分岐し、島の中腹部を一周して
いる。これらの基幹道路を起点として、市道や臨港道路などが分岐して
地区内の道路網を形成している。  
また、島内の交通については、民間事業者への補助金方式により島内

循環バスが運行されている。現在、平日１７便を運行し、島民の足とし
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て欠かすことのできないものとなっている。  
高島地区は、石炭産業を唯一の基幹産業とした一島一町一企業という
典型的な炭鉱依存型の自治体として発展してきたが、昭和４９年１月端
島砿が閉山し、昭和６１年１１月歴史と伝統のある高島炭砿も閉山した。  
この間、昭和４８年の高島炭砿の合理化により約７００人、翌年の昭
和４９年には端島砿の閉山により約５８０人、さらに昭和５０年には、
高島炭砿の合理化により８３０人と多数の炭鉱従業員が整理解雇され、
地域の雇用が大きく落ち込む中で、家族ともども他市町村へ新たな職を
求めて島外へ転出していった。  
さらに昭和６１年の高島炭砿閉山により、約５，５００人だった人口
が平成２４年７月現在では４７０人台にまで激減し、地域の経済的社会
的基盤が大きく後退した。  
炭鉱閉山後、新たな雇用の確保を図るため、セメント２次製品製造販
売会社、ヒラメ等の養殖会社及び未開発高級魚養殖システム研究開発会
社が立地し、また、昭和６３年１１月には縫製工場、平成元年３月には
水産物加工場が立地したが、いずれも撤退・解散し雇用の確保という観
点からは厳しい結果となった。  
一方、炭鉱住宅跡地を活用し、雇用対策として第３セクター方式によ
り高糖度系統のトマト栽培を開始し、高島トマトとして地域特産品化を
図ってきたが、平成１６年に第３セクター解散後旧高島町が引き継ぎ、
合併後は、公募により誘致した企業が「高島フルーティトマト」として
平成１８年に商標登録を行い、順調に販路を拡大している。 そのほか、
平成１３年に起業した魚類種苗生産会社も種苗の生産と養殖魚の販売を
行っている。 
また、平成３年３月に水産庁の認定を受けた「マリノベーション拠点

漁港漁村総合整備計画」に基づき整備された漁港をはじめ磯釣り公園や
人工海水浴場などを活用し、水産業の振興や都市部との交流を推進し、
地域の自立促進を図るための取組を行っている。 
 
第２節 離島振興の基本的方針 
 
１ 基本理念 

海や軍艦島等の近代化産業遺産群をはじめとする資源を活用した観光
レクリエーションの振興、唯一の住民の交通手段である航路の維持・確
保及び高齢者が安心して暮らせる体制の整備を図ることにより交流人口、
定住人口の増加に努める。  
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２ 基本的方向性 

（１）体験型観光施設の海水浴場、磯釣り公園、ふれあい多目的運動公
園などアウトドアを楽しむ施設を活用し、イベントの開催や海をテ
ーマとしたスポーツ・レクリエーションの開催及び海水温浴施設高
島いやしの湯を活用した交流人口の増加を図る。また、宿泊や団体
客が飲食できる場所の確保や、学校の体験学習やスポーツ合宿など
の受入体制を整え、年間を通じた集客を図る。  

（２）炭鉱閉山後、人口減少が続いており、定住人口の増加が課題と  
なっている。団塊の世代等の大量退職を見据えながら、豊かな自然
を生かした「ながさき暮らし推進事業」の充実を図り、定住できる
環境を整備する。 

（３）市営住宅の集約化を促進し、不要になった老朽住宅を除去すると
ともに入居者の高齢化などに対応した居住環境の改善に努める。 

（４）海水温浴施設高島いやしの湯、デイサービスセンターなどを活用
した福祉・保健・医療体制の充実により、高齢者が暮らしやすい環
境の整備を進める。  

（５）ヒラメ、カサゴ、フグ等の種苗生産や陸上養殖及びフルーティト
マトなどの温室栽培による地域の特産品については、地域外へ販売
するルートの強化やブランド力を高めることにより、生産量を増加
させ、地域の活性化を図る。  

（６）端島（軍艦島）や北渓井坑跡を含む「九州・山口の近代化産業遺
産群」が世界遺産暫定一覧表に登録されており、構成資産候補を有
する地区として施設整備を推進し、歴史・文化の発信地として活用
する。 
また、閉山以来無人島となっている端島（軍艦島）については、
平成２１年４月から一部上陸が可能となったことから、高島地区の
活性化につなげていくための観光資源として、さらなる活用方策に
ついて検討を進めていく。 

 
第３節 計画の内容 
 
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 

航路は、長崎と高島を結ぶ唯一の交通手段であるため、維持確保に努
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める。 
また、伊王島大橋の架橋に伴い、香焼-伊王島-高島間を結ぶ生活物資
輸送を取り巻く環境も変化しているため、生活物資の安定的な輸送の確
保を図る。 
さらに、航路は陸上交通と比較して運賃や流通コストが割高な状況に
あるので、地域住民の負担軽減や交流人口の拡大、物流活性化を推進す
るため、国などの関係機関に対して運賃や流通コストの低廉化に向けた
働きかけを行う。 
港湾施設については、防波堤、桟橋、ターミナル等の改良整備を図る。  
一般県道高島線は、全線舗装され交通安全施設等もほぼ充足している
ものの、地区の基幹道路として、未改良箇所の整備を行っていく。  
市道高島町１号線は、改良整備が完了しているが、生活・防災道路と
して、今後とも逐次整備に努める。  
その他の市道や臨港道路などについても、住民の日常生活に密着して
おり、生活環境の充実や産業振興を図るため、整備不十分な箇所等につ
いて、今後計画的に整備する。  
また、島内循環バスについては、現状の一便あたりの利用者数とバス
の大きさに乖離があることから、この地域に適した、持続可能な交通手
段を整備する。しかしながら、循環バスは、船便に接続しているため、
海水浴シーズンなどの混雑に対しての対応を考慮する。  
通信については、災害時における防災情報、緊急情報及び行政情報等
を住民へ伝達するために、防災行政無線を活用していて、人命及び財産
の保護など大きな役割を果たしているが、さらに迅速かつ確実に伝達す
るための改良整備を進める。 
 
２ 産業振興等に関する事項 

人工海水浴場や飛島磯釣り公園、海水温浴施設高島いやしの湯等を活
用した観光産業を推進するとともに、漁村の都市交流促進、漁港漁場の
整備、稚魚の放流等による水産業の振興を図る。また、漁家経営の安定、
体質強化のため、今後とも漁業金融制度の低利融資による漁業者等への
負担軽減を図る。農業については、炭鉱住宅解体跡地を利用して、高島
特産の高糖度系トマトのハウス栽培を行っていて、さらなる生産性の向
上を図る。また、高島ヒラメの真空パックなど特産品の開発を行ってい
るが、今後、さらに新たな特産品の開発を行い産業の振興を図る。 
 
３ 就業の促進に関する事項 

海や軍艦島等の近代化産業遺産群をはじめとした観光資源を活かし観
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光産業の振興を図るほか、高島特産のトマトやヒラメをはじめとした  
農水産物を活かした産業の振興を図り、多様な就業機会の創出に努める。 
その他、産業振興に資する諸施策を推進し、就業機会の拡充の促進に
努める。 
 
４ 生活環境整備に関する事項 

水道施設、漁業集落排水施設及び公共下水道は、現有施設で充足され
ているが、今後とも施設の維持管理に努める。 
島の美観と住民がふれあう場の創出のために、老朽危険空き家対策や
住宅周辺の道路、広場等の環境及び景観整備を推進する。 
また、市営住宅の集約化を促進し不要になった老朽住宅を除去すると
ともに、建物の老朽化、入居者の高齢化に対応した改善を行うなど、居
住環境の整備を図る。 
また、地域住民が安全に安心して暮らすことができるしまづくりを進
めるため、防犯対策、交通安全対策、消費生活に関するトラブル防止な
どに取り組む。 
 
５ 医療の確保に関する事項 

高島診療所は島内唯一の医療機関として、地域住民が安心して日常生
活を営むことができる適切な医療サービスを提供するとともに、医療従
事者の確保及び定着に努める。 
また、重症患者を本土の医療機関へ移送する場合については、救急艇
による救急医療体制を継続する。 
妊婦については、島外での妊婦健診等にかかる交通費等に対する支援
を行うなど、経済的負担の軽減を図る。 
 
６ 介護サービスの確保等に関する事項 

高齢化が著しく進んでいて、６５歳以上の人口が総人口に占める割合
が５４．４％（平成２４年３月末現在）と非常に高くなっている。  
介護保険制度の円滑な実施を図るとともに、介護予防事業を推進する。
また、安心して生活できる地域づくりや生きがいづくり活動を実施する
必要があり、地域住民の生活習慣病に対する予防対策として、食生活な
ど生活習慣の改善、健康教育、健康相談等の１次予防の充実・強化に努
める。  
また、生活習慣病の早期発見及び早期治療を目的として、特定健診・
各種がん検診の受診を奨励し、受診者の増加に努める。 
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７ 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項 

高齢化が著しく進んでいて、安心して生活できる地域づくりや生きが
いづくり活動を実施するためには、保健師、ホームヘルパー等マンパワ
ーの確保と資質の向上に努め、機能訓練等の推進を図るとともに、ホー
ムヘルパー派遣事業、既存施設の養護老人ホームを利用したショートス
テイ及び市社協が運営しているデイサービスセンターを活用した各種福
祉サービスの充実を図る。また、平成２３年１２月に高齢者を中心に気
軽に訪れることができるサロンを開設し、住民が集える場所の提供を行
うとともに、高齢者の孤独死を予防するため「黄色い旗運動」を実施し
ており、今後も推進を図る。 
また、子どもが健やかに成長できるよう子育て支援を推進する。 
障害者福祉については、障害者の自立促進のための支援を行うととも
に、社会参加を促進し、公共施設のバリアフリー化を推進する。 
保健衛生については、病気の予防と早期発見を目的とした各種保健事
業を推進し、島内で実施する健診等の実施に努める。 
 
８ 教育及び文化の振興に関する事項 

幼稚園教育は、園児数が減少しており、園舎も築後３０年を経過し老
朽化している。小中学校は、児童生徒数が炭鉱の閉山に伴い激減したた
め、平成７年より小中併設校１校となっている。 
園児や児童生徒数の減少により行事の運営等が困難になってきている
が、幼小や小中学校の連携、地域住民との交流事業など、少人数を活か
したきめ細やかな指導を行うとともに、本土の学校との交流学習など、
さまざまな環境に触れる教育活動の充実を図り、より一層、教育課程・
指導形態の工夫に努め、次世代を担う子ども達の教育の充実を図る。 
また、高校修学については、通学に要する交通費や居住費に対する支
援を行い、保護者負担の軽減を図る。 
また、耐震性が確保されていない校舎については耐震補強を実施する
とともに、建物の経年による老朽化が著しいことから、今後計画的な改
修を図る。  
社会教育については、高島ふれあいセンターにおいて、図書コーナー
での貸出しや地区の行事等での施設の利用促進を高め、ふれあいセンタ
ーを活用した各種研修活動や実践活動を通じて、生涯学習を推進するた
めの指導者育成に努める。また、歴史的資産の保存・活用、及び地域文
化の伝承を推進し、地域への愛着感を醸成し、島民一人ひとりが学び合
う心を養う。 
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９ 観光の開発に関する事項 

トーマス・グラバー別邸跡、日本最初の蒸気機関による立坑があった
北渓井坑跡、オランダ式三角溝、石炭資料館及び端島（軍艦島）などの
観光資源があり、これらを活用しながら、磯釣り公園、海水浴場、多目
的運動公園、海水温浴施設などの既存資源と組み合わせた情報の発信を
行い交流人口の増加を図る。 
島内の宿泊施設である「しまの宿五平太」は老朽化が進み、また、夏
場など繁忙期には収容能力も十分でないことから、観光振興を図るうえ
で、宿泊や団体客が飲食できる環境の整備に努める。  
また、長崎市の近郊に位置し、しまの周囲を海に囲まれ、長崎半島や
端島（軍艦島）なども一望でき、風光明媚であるため、権現山展望台ま
でのルートを整備する。 
 
１０ 国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項 

体験型観光施設の海水浴場、磯釣り公園、ふれあい多目的運動公園な
どアウトドアを楽しむ施設を活用したイベントの開催や、海水を使った
本格的な海水温浴施設高島いやしの湯を活用し、幅広い年齢層を対象と
した通年型集客による交流人口の増加を図る。 
また、自然、文化、特産品などの地域資源を活用したグリーン（ブル
ー）・ツーリズムの振興など、交流人口増加のためのソフト面の充実を図
る。 
 
１１ 自然環境の保全及び再生に関する事項 

ごみ焼却施設（１か所）は、平成１８年３月末に閉鎖し、可燃ごみに
ついては、平成１８年４月１日から西工場へ搬入し処理している。  
なお、閉鎖した焼却施設内部には、ダイオキシン類を含んだ焼却残渣
等が残っていて、有害物質の飛散や流出により周辺環境への影響も懸念
されるため、年次計画に基づき施設の解体を実施する。  
また、海岸漂着物の処理、外来生物等の防除等生態系の維持に努める。 
 
１２ エネルギー対策に関する事項 

日常生活や産業活動に欠かせないガソリン、軽油、重油、灯油、プロ
パンガス等の石油製品の低廉化に向け、国などの関係機関に対して働き
かけを行う。 
 
１３ 防災対策に関する事項 
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防災対策については、災害防除のため、港湾・漁港施設、道路施設、
小中学校の耐震化、急傾斜地等の整備を図る。 
また、災害時の孤立防止のため、衛星電話、防災行政無線を配置して
いるが、さらなる防災力向上のため、地域防災マップの作成、防災訓練
及び関係行政機関や自治会との連携強化に努める。 
 
１４ 人材の確保及び育成に関する事項 

高齢者をはじめ地域住民が安心して日常生活を営めるよう、医師、看
護師、介護福祉士等の医療・福祉の知識や技能を有する人材の確保に努
める。 
また、地域住民との協働等により、観光ガイドやグリーン・ツーリズ
ムインストラクターなどの人材や市民活動団体の育成を推進し、観光客
等の受け入れ態勢の整備を行うことにより地域の活性化を図る。 
 
１５ その他離島の振興に関し必要な事項 

炭鉱閉山後、急激な人口の流出による地域社会の変化に伴い、自治会
活動や地域コミュニティ活動が低迷していく中で、これまで培われてき
た地域コミュニティ活動の健全な維持継続をするための諸施策を検討す
る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




