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蠣浦大島地域振興計画 
 
第１節 地域の概況 
 
１ 地勢・気候・人口 
本地域は、西彼杵半島西北端に位置する西海市に属し、有人島の江島・

平島と、無人島の御床島・芋島・中ノ島・端ノ島の６島で構成されてい
る。面積はそれぞれ、江島２．６０k ㎡、平島５．４９k ㎡、中ノ島     
０．０６７k ㎡、端ノ島０．０１６k ㎡、御床島０．０６５k ㎡、芋島    
０．０４５k㎡で、蠣浦大島地域全体では８．２８３k㎡である。 
地勢は全般的に低山性で丘陵型であり、気候は対馬暖流の影響を受け

る海洋性気候で、平均気温約１６度、年間降水量約１，７００mm で、冬
季は季節風が強く自然環境は厳しい。 
江島は、遠見岳を頂点に南西に緩やかな斜面が開けている。島全体は

海岸線に乏しく、東南に面した海岸に入江が見えるだけでなく、周辺は
無数の岩礁が連なっている。 
平島は、島の一部が西海国立公園に指定されており、荒々しい海岸と

白岳の男性的な景観が素晴らしい。 
人口は、平成２２年の国勢調査時点で、江島が１６９人、平島が   

２４４人で、蠣浦大島地域全体では４１３人となっている。平成１２年
から平成２２年の１０年間で２８．５％減少していて、高齢化率も   
５７．６%と、過疎化と高齢化が深刻な状況にある。 

 
２ 交通 
本土と橋で繋がっている崎戸町蛎浦島から江島までは１９．６km、平

島までは３１．５ｋｍ離れていて、本地域の住民にとって、佐世保、崎
戸、江島、平島、友住(新上五島町)間を１日１往復するフェリー航路（所
要時間片道約３時間２０分）が本土への唯一の交通手段となっている。
フェリーの利用者は江島、平島住民及び工事関係者などが中心である。 
島内交通については、江島地域は港湾周辺部に集落が形成されていて、

道路も狭小であるため、バス等公共交通機関の運行はなされていない。
平島は、集落同士の距離が離れているため、自家用車が主な交通手段と
なっているが、自動車を持たない高齢者等にとって買い物や通院のため
の移動手段の確保が課題となっていたため、平成２１年度から地元ＮＰ
Ｏ法人によって、１日４便の循環バスが運行されている。 
 
３ 産業 
本地域の平成２２年の就業者数は１５３人で、うち第１次産業が６２
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人で４０．５％、第２次産業が５人で３．３％、第３次産業が８６人で
５６．２％である。 
江戸時代には捕鯨基地として栄えていたが、現在は、四方を海に囲ま

れ好漁場と天然の良港に恵まれた特性を活かした漁業が島の基幹産業と
なっている。しかしながら、水産資源の減少や魚価の低迷、燃油価格の
高騰などの影響で漁業の経営環境は厳しさを増している。 
農業については、以前は半農半漁の生活が営まれている時代もあった

が、現在は、自家消費を目的とした零細な農業が営まれている程度であ
る。 
第２次産業としては、製造業と建設業の従事者がわずかながら存在す

るのみである。 
第３次産業としては、食品や日用品を扱う商店などのほか、それぞれ

の地域の小中学校の関係者、医療福祉関係者などで構成されており、大
規模な事業所はない。 
 観光資源としては、江島の碁石ヶ浜、平島の白岳及び平島灯台など美
しい自然景観が主であるが、観光客数は少なく、平島に年間約４００人
が訪れている程度である。宿泊施設については、平島に１施設があるの
みで、日帰りが困難な実状を考えると積極的に観光客の受入れを行うに
は宿泊の受け皿が不足している。 
 
第２節 振興の基本理念及び基本的方向性 
 
１ 基本理念 

本地域は、本土との交通の便が悪く、産業基盤が弱いため、若年層の
流出が進み高齢化率が非常に高くなっている。また、本土から遠いため、
ライフラインや日常的な生活機能については、極力地域内で確保できる
ような体制を整える必要があるとともに、救急医療などについては、本
土との十分な連携体制の構築を図る必要がある。 
また、本地域の美しい自然景観、イセエビなどの水産資源、捕鯨の歴

史など、都市部にはない島特有の地域資源を有効に活用し、地域経済の
安定的な発展と定住人口の確保を図り、島の人々が心身ともに健康で、
生きがいを持って安心して暮らすことのできる豊かな島づくりを目指す。 
 
２ 基本的方向性 

（１）住みたくなるしまづくり 
・島と本土を繋ぐ航路の維持存続及び島内の交通手段の確保に努めると
ともに、道路等の計画的な整備・維持管理による交通環境の改善に努
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める。  
・時代の要請に応じた情報通信ネットワークの整備を行い、本土との情
報格差の是正に努める。 
・水の安定供給に資する水源の確保や老朽化施設の計画的な更新等、島
のライフラインの確保に努める。 
・合併浄化槽の普及促進や漁業集落排水施設の計画的な更新など島民が
快適に生活できる基盤の整備を推進する。 
・地すべりやがけ崩れ、高潮など危険性のある場所解消や島民の防災意
識の高揚、消防訓練の実施による災害に強い島づくりに努める。 
・島民と連携した漂流漂着ごみ対策など、島の美しい自然環境の保全に
努める。 

（２）いつまでも働けるしまづくり 
・島の基幹産業である水産業の振興の振興を図るため、水産基盤の整備
や水産加工品の開発、販路拡大の支援などに努める。また、ＵＩター
ン者など新たな漁業の担い手の育成及び確保による漁村活力の向上に
努める。 
・地域特有の「江島手作り醤油」の製造方法の次世代への伝承に努める
とともに、島の資源を活かした新たな特産品の研究・開発に対する支
援に努める。 
・地場産業と観光の連携によるブルー・ツーリズム等の滞在交流型観光
の受け皿づくりを推進し、交流人口の拡大に努める。 
・島周辺海域の潮流を利用した再生可能エネルギーの実用化に向けた取
組を促進する。 

（３）安心して産み育て豊かに暮らせるしまづくり 
・島の生命を守るため、本土の医療機関等との連携による医療従事者や
救急患者の受入れ先の確保に努めるとともに、診療施設や医療機器等
の計画的な整備・充実に努める。 
・島民が安心して老後を暮らせる島づくりを実現するため、相談体制や
介護サービス提供体制の充実に努める。また、島民同士の相互扶助意
識を高め主体的な見守り活動の促進に努める。 
・島民が安心して出産や子育てができるような出産支援や保育の確保に
努める。 

（４）生きがいと未来を創造するしまづくり 
・社会的変化に対応できる人材の育成を図るため、児童制度の資質向上
を目指し、島内外の児童生徒との広域的な交流学習を推進する。 
・島民の生涯教育の充実を図り、重要な役割を果たす拠点施設の改修に
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努める。 
・島の優れた自然環境や炭鉱、捕鯨などの歴史について文化財の指定を 
進め、魅力発信に努める。 
 
第３節 計画の内容 
 
１ 交通施設及び通信施設の整備等に関する事項 

(１)交通ネットワークの確保 
本地域の住民にとって、佐世保、崎戸、江島、平島、友住（新上五島

町）間を１日１往復するフェリー航路が本土への唯一の交通手段となっ
ているが、停泊時間も短く、日帰りでの利用が困難であることから、ダ
イヤの見直しや高速化などさらなる利便性の向上が求められているほか、
船舶のバリアフリー化に対する要望も高まっている。 
また、人口減少に伴う利用者数の減少等によって赤字が避けられない
状況にあり、老朽化した船舶の更新に要する多額の経費負担など、新た
な課題も生じていることから、運営状況や利用実態、老朽化した船舶の
近代化・バリアフリー化の必要性などについて、事業者との連携及び調
整を図りながら、航路の維持存続に必要な支援に努める。 
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、関係機関への働きかけなど、運賃や流通コストの低廉化に向け
た取組に努める。 
島内交通については、江島地域は道路が狭小であるため、バス等公共

交通機関の運行はされていない。平島は、自家用車が主な交通手段とな
っているが、自動車を持たない高齢者等にとって買い物や通院のための
移動手段の確保が課題となっていて、平成２１年度から地元ＮＰＯ法人
によって循環バスが運行されている。しかしながら、利用者数が少ない
ため、赤字運営となっていて、存続のためには行政による財政支援が不
可欠である。 
江島においても、港まで運行する交通手段の確保を求める声が上がっ

ているが、島民の高齢化が著しいため、運行の担い手の確保が困難な状
況である。 

  このようなことから、島民の日常生活を支える移動手段として重要な
役割を担う島内交通の確保を図るため、ＮＰＯ法人等が運行する循環バ
ス等の運営に対する支援に努めるとともに、地域住民のなお一層の理解
と参加協力を得ながら、地域が主体となった運営体制の強化や利用促進
に努める。 
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(２)道路・港湾施設の整備 
市道等の交通基盤については、交通環境改善のために優先性の高いと

ころから整備を行ってきたが、地形や気候風土の問題もあり、本土と比
較して舗装面の劣化が早く、継続的な維持補修が必要となっている。ま
た、未改良、未舗装道路が存在し、一部路線については住民から拡幅等
を求める声もあがっている。また、島民が高齢化しているため、急勾配
の市道等については転倒防止用の手摺などの整備も求められている。 
 このような島の交通環境を改善するため、道路や港湾・漁港施設の老
朽化や利用状況に関する情報の把握に努め、優先性、緊急性などを踏ま
えて計画的に整備を推進する。 

(３)情報通信体系の整備 
情報化の面では、地上波デジタル等への移行に伴う難視聴対策も完了

し、既に１００％の世帯で支障なくテレビ放送の視聴が可能となった。
携帯電話の通話エリアも島内ほとんどのエリアで通話が可能である。 
一方で、高度情報通信網については、本土から江島の基地局まで専用

線で接続し、江島、平島両島内に無線ＬＡＮによるブロードバンド・イ
ンターネットサービスの提供を行っているが、島民の高齢化により加入
者数が減少しているため事業の採算性の低下が懸念されていることや、
基地局から離れた位置にある平島では、気象条件等によって通信が不安
定になるなどの問題が生じている。 
また、本土の一部地域においては光ファイバー等のより高速な通信網

の整備も行われているが、情報通信技術の進歩に伴い、取り扱うデータ
のさらなる大容量化も予想されることから、離島地域においても、時代
の要請に応じた対応が必要である。 
このようなことから、ブロードバンド通信施設や携帯電話通信施設の

障害発生時の迅速な対応や安定性向上を図るため、通信事業者との連携
強化に努めるとともに、本土との情報格差の解消を図るため、民間事業
者と連携しながら、より高速な通信網整備の検討など、インターネット
サービスの充実に努める。 

(４)流通コストの低廉化 
江島・平島では島外の医療機関に通院する人も多く、渡航に要する経

費が高齢者等、収入が少ない人にとって大きな負担となっている。 
また、漁業が基幹産業であるが、漁獲物の市場への出荷に要する輸送

コストが漁業者等に経済的負担として大きくのしかかり、地場産業の競
争力を低下させる要因となっている。本土から遠い地理的条件の不利を
軽減し、地場産業の活性化を図るため、離島から本土への漁獲物等の効
率的な流通体系の構築や輸送コスト低減策等の検討及び支援に努めると
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ともに、漁業者の中には個人で市外の市場へ直接輸送する者も多いため、
今後は地元漁協への水揚げを推進し、漁協運搬船の活用を促進すること
で流通の効率化を図る必要がある。 
また、使用済自動車や老朽化した空き家の解体に伴う廃材等は本土に

輸送して処分を行う必要があるが、島民にとって輸送コストが大きな負
担となっていることから、使用済自動車等廃棄物の適正処分の促進を図
るため、輸送コストに対する支援に努める。 
 
２ 産業の振興等に関する事項 

(１)農業の振興 
本地域では、販売を目的とした農業経営は行われておらず、島民の高齢
化により耕作放棄地も拡大している。また、近年はイノシシによる被害
が深刻化しているが、農業後継者がおらず耕作放棄地の解消が進まない
現状においては、抜本的な対策が極めて困難な状況にある。その他、野
生化したヤギが繁殖し、生活環境が悪化するなどの問題も発生している
ことから、島の美しい景観や生活環境の保全を図るため、島民と連携し
ながら、農地の活用策について検討を進め荒廃防止に努めるとともに、
イノシシやヤギ等の有害鳥獣対策を推進する。 
また、江島では、地元の農産加工グループによる「手造り醤油」が生
産され、数量限定で販売されているが、担い手の高齢化により生産活動
そのものが困難になってきている。その他、島内には椿が自生しており、
地域の特産品としての活用も期待されている。 
地域資源の保存を図るため、本地域で生産される「手作り醤油」の製

法の、次世代への伝承に努めるとともに、島に自生する椿などの資源を
活用した新たな特産品の開発などに努める。 

(２)水産業の振興 
漁業を基幹産業とする本地域では、イセエビをはじめ、タイやイサキ

等の多様な魚種が漁獲される。しかしながら、近年は、漁場環境の悪化
等により水揚量が減少していることに加え、燃油価格の高騰の影響等で
経営環境は厳しくなっている。 
また、漁業従事者の高齢化が進み、漁村の活力が失われつつあるため、

新たな担い手の確保が課題である。 
本地域は、四面好漁場に囲まれた漁業主体の島であることから、水産

資源の保護・増殖、漁場環境の改善を推進するとともに、新規漁業就業
者確保を推進することによって、漁村活力の維持、漁業経営の安定化に
取り組む。 
また、本地域はイセエビの産地として名高く、水揚げされる魚種も豊



 - 141 -

富であることから、積極的なＰＲ活動による販売促進に努め、付加価値
向上によるブランド化を目指す。 
漁港施設については、港内及び海岸整備も進み安全航行、高潮対策等

の面で改善が図られてきているものの、今後は計画的な維持補修によっ
て施設の老朽化対策を実施し、施設の機能保全・長寿命化を図る必要が
ある。 
 また、漁獲物の本土への出荷に要する輸送経費を助成し、不利条件解
消、漁協共販率の向上による流通体制の構築を図る。 
 
３ 生活環境の整備に関する事項 

(１)ライフラインの確保 
水道については、江島、平島とも施設整備が完了し安定供給が図られ

ているが、施設については老朽化に伴う計画的な更新が必要であるとと
もに、江島の水源は深井戸であるため、渇水などの事態を想定した予備
の水源の確保が課題となっている。このため、施設の計画的な更新に努
めるとともに、渇水などに備えた複数の水源確保に努める。 
また、江島では、平成２３年度に島内でプロパンガスの販売を行って

いた事業者が撤退しガス供給が存続の危機に陥ったことにより、地域住
民や地元漁協との協議を経て、初期投資に対する支援なども行い、なん
とか事業の存続を図ることができた。今後、さらに人口減少が続いた場
合、採算の確保が困難になることが見込まれ、事業者からは運営に対す
る支援も求められている。 
ＬＰガスなど島での生活に必要不可欠なライフラインの確保を図るた

め、事業者との連携を図りながら支援に努める。 

(２)汚水処理の推進 
江島の汚水処理は、漁業集落排水施設が整備されており、接続率も  

１００％を達成しているが、施設の老朽化による機能低下が見られるた
め、計画的な更新が必要となっている。島民の快適な生活環境を守るた
め、漁業集落排水施設の適切な維持管理及び計画的な施設の更新に努め
る。 
一方、平島は効率性の面から個人設置型の浄化槽整備に対する助成制

度を設け、水洗化率の向上に努めているが、本土から遠距離にあるため、
工事に要する経費が本土より割高となること、また、島内の維持管理体
制が整っていないことなどから、未整備地区が残されている。 
平島地域の合併処理浄化槽未整備地区については、環境保全に資する

汚水処理施設整備の意義について島民の理解促進を図るとともに、浄化
槽工事費及び維持管理費の増高対策に関する検討を進め、合併処理浄化
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槽の普及促進に努める。 

(３)ごみ処理・リサイクル対策の推進 
本地域で排出されるごみは、島内で分別した後、民間の定期フェリー

や市営船で本土に輸送し処分を行っている。生ごみは、各家庭に設置さ
れたコンポストやし尿汚泥処理センターで堆肥化し、島内の農地に還元
されている。 
ごみの再資源化及び減量化による処理コストの低減を図るため、家庭用
生ごみ処理機の購入に対する補助制度の周知を積極的に行い、一層の普
及促進に努めるとともに、島内には稼動停止したごみ焼却施設が残って
いることから、施設の早期解体撤去に努める。 
 
４ 医療の確保等に関する事項 

本地域には民間の医療機関がないため、市が設置する診療所が地域の
１次医療を担っている。診療科目は内科が常設されているほか、月に２
～３回歯科診療が行われている。その他の診療科目については、島外の
医療機関を利用することとなるが、就労していない高齢者等にとって、
島外の医療機関への渡航に要する経費の負担は大きい。本地域における
１次医療の確保を図るため、長崎県離島・へき地医療支援センター等の
関係機関と連携し医療従事者の継続的、安定的確保に努めるとともに、
島外の医療機関利用にかかる島民の負担軽減を図るため、渡航経費に対
する助成等の支援に努める。 
救急患者については、大村市に常駐している県のドクターヘリで島外

の医療機関へ搬送するよう連携体制を構築している。江島、平島にはそ
れぞれヘリポートを整備し、有事に備えた災害救助訓練等も実施してい
る。しかしながら、ドクターヘリは日没から日の出までの救急患者搬送
には対応できないことが課題である。このまま、島民の高齢化が進めば、
救急搬送が必要なケースもさらに増加することが予想されることから、
診療所で対応できない患者への専門的な医療機関の紹介や救急患者の受
入れ先の確保を図るため、本土の２次医療機関、３次医療機関との連携
体制を構築し、情報共有に努める。 
診療所の医師等については、長崎県離島・へき地医療支援センターや
自治体病院開設者協議会の連携により確保を図っているが、離島という
不利な条件であるため、継続的、安定的な医師等の確保が課題である。 
加えて、江島には旅館等の宿泊施設がないため、医師が学会等で不在

の際の代診医の受入れに支障を来たしている。 
老朽化した施設や医療機器等については、これまでも計画的な改修や

更新に努めてきたが、医療の効率化と質の向上を図るため、今後も全自
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動血球測定器やレントゲン、腹部エコーなど高額な機器の更新が予定さ
れている。本土医療機関との診療情報共有や遠隔画像診断システムの導
入なども将来的な検討課題である。 
 医療の効率化と質の向上を図るため、老朽化した施設や医療機器の計
画的な整備・更新に努めるとともに、地域連携勉強会や学術講演会など
離島医師の研修機会を確保し、地域医療機関との連携や医師間の交流を
図る。 
出産、子育ての面では、島内には産婦人科がないため、妊婦は島外の

産婦人科を利用しているが、出産予定日前に島外に出て待機しなければ
ならず、出産に要する経済的負担が大きくなっている。また、島内に保
育施設がないため、子育て世代の母親の就労が困難であることから、保
育環境の充実が求められている。このことから、島民が安心して出産や
子育てができるよう、島外での出産に要する費用に対する支援に努める
とともに、島内での保育の確保を図るため、島民との協議を進め、実現
可能な手法の検討及び対策に努める。 
 
５ 介護サービスの確保等に関する事項 

高齢者世帯の多い本地域においては、医療、介護、予防、住まい、生
活支援など多職種の連携による包括的支援を図るとともに、地域包括セ
ンターを中心とした相談体制、介護サービスの充実に努め、島民が島で
安心して暮らせる環境をつくる。また、高齢化率の高い本地域の実状を
踏まえ、２次予防事業対象者を的確に把握し通所型介護予防事業や訪問
型介護予防事業等による介護予防の推進に努める。 
介護サービス事業所については、現在、市の指定管理施設である江島
デイサービスセンター、平島デイサービスセンターがあり、これらの施
設を拠点として西海市社会福祉協議会が、通所介護サービスと訪問介護
サービスなどの提供を行っている。島民からは、介護状態になっても島
で暮らすことができるよう入所施設等の設置要望があるが、今のところ
参入事業者はなく、既存のデイサービス事業も赤字運営で、事業に従事
する人材の確保も難しくなっている。 
また、島外事業者によるサービスの提供も行われているが、島と本土
を結ぶ定期航路の便数が新上五島町友住港発の１日１往復のみで日帰り
ができず、島外の事業者が定期便を利用してサービスの提供を行うこと
は困難であるため、事業者には崎戸港発で週２回１往復運航する市営船
の利用を許可している。しかしながら、悪天候による運休や、乗船定員
が少なく、他の目的での利用ニーズも多いため日程の調整に難があるこ
となどから、定期的なサービスの提供が確実に実施できない場合がある
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ので、本土とのサービス格差の是正が求められている。 
サービスを提供する事業者にとっては、島と本土の往復に２時間を要
するため、サービスの提供件数にかかわらず１日を費やすこととなり効
率が悪く、それぞれの島で滞在時間が約２時間程度しか確保できないこ
とも課題である。 
このような厳しい現状を改善し、江島、平島の介護サービス基盤の安
定確保を図るため、島内に事業所を置く社会福祉法人や民間事業者等の
運営経費の収支不足に対する支援に努めるとともに、事業者と連携し、
島内の介護人材の育成確保に努める。 
また、市内他地域との利用者負担の均衡を図るため、島内でサービス
の提供を行う島外事業者へ、介護サービスに要する費用の加算補助等を
行うとともに、訪問リハ事業者に対し、事業運営の助成と介護サービス
に要する費用の加算補助を行い島民の介護サービスの向上を図る。 
また、住み慣れた地域で安心して住み続けられる島づくりに向けて、
介護保険事業計画に基づき地域に密着したサービスを展開し、併せて、
短期入所、通所介護、訪問介護が可能な小規模多機能型居宅介護事業所
の誘致を図る。 
本土との格差是正については、島民が介護サービスを利用する際に負
担が必要となるサービス料の離島加算分について助成を行う。 
 
６ 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項 

本地域は、高齢者世帯が多く本土との交通利便性も低いため、病気や
要介護状態に陥った際に支えてくれる者がない状態に不安を抱えている
島民も多い。このような状況の中、一人暮らしの高齢者の見守りと栄養
確保のため、事業所との連携による配食サービスを実施しているほか、
江島では、平成２４年４月から自主的な見守り組織として自治会を主体
とした高齢者見守り隊が結成され活動が開始された。島民が安心して老
後を暮らせる島づくりを実現するため、今後は緊急通報体制整備事業の
普及に努めるとともに、事業所との連携による地域支援事業として高齢
者の栄養確保と見守りのための配食などを実施する。また、島民同士の
相互扶助意識を高め、引き続き主体的な見守り活動が促進されるよう努
める。 
島民の健康づくり支援策としては、生活習慣病等の健康教育や健康相

談、保健指導や食生活改善指導などを実施している。今後も高齢化の進
行が予想されるので、継続的な取組が必要である。島民の健康増進を図
るため、各地区の行政区長や健康づくり推進員を中心として、特定健診
受診率向上に取り組むとともに、生活習慣病の予防を重点施策として、
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健康教室の開催や各種健診・検診による疾病の早期発見、早期治療、早
世予防に努める。 
また、小中学校の運動会に島民がともに参加するなど、都市部では失
われつつある世代を超えた地域コミュニティの交流が今なお活発に行わ
れているが、今後さらなる高齢化の進行が予想される中、島民が穏やか
に生きがいを持って暮らすことのできる環境づくりの重要性が益々高ま
っている。高齢者の社会参加機会としては、地域行事を始め、老人クラ
ブ、スポーツ、生涯学習など多岐に渡るが、これらの活動を促進し高齢
者の地域活動のへの参加の機会を拡大するため、交通費等に対する助成
を行うとともに、地域住民が仲間づくりや閉じこもり防止を目的として
実施する主体的な取組や老人クラブ活動などに対する支援に努める。ま
た、ハードの面でも交流施設の確保やバリアフリー化などの実施に努め
る。 
 
７ 教育及び文化の振興に関する事項 

(１)学校教育の振興 
平成２３年５月１日現在で、江島地域は小学生１名、平島地域は小学

生４名、中学生６名が在校している。江島小中学校は、児童生徒数の減
少により、一時は廃校の危機もあったが、現在はＩターン者の定住によ
り児童生徒が確保されたことで、存続が図られている。 
学校施設については、平成２１年度に、建築年次の古い平島小中学校

の新築を行い、学習環境の充実が図られたが、江島小中学校についても
耐震強度が不足しているため、平成２７年度までに耐震改修を行う必要
がある。しかしながら、児童・生徒数が少なく、将来的な見通しも不透
明であることから、学校施設の複合的な利用も視野に入れた整備を検討
する必要がある。そのほか、平島には海水浴場やプールがないため、子
ども達に水泳を教えることができるような環境の整備を求める声も聞か
れる。 
このことから、児童生徒に安全で快適な学習環境を提供するため、学

校施設の耐震化や大規模改修を計画的に推進するとともに、施設の有効
利用を図るため、島内の他の公共施設との複合施設化についても検討す
る。 
総合学習の面では、ふるさとを学ぶことにより豊かな心を育むことを

目的に、島内はもとより、市内外の歴史、文化施設、事業所等の見学を
実施した。また、コミュニケーション能力の向上などを図るため、市内
外の学校との交流学習などにも取り組んでいる。 
社会的変化に対応できる人材の育成を図るため、児童生徒の資質向上
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を目指し、島内外児童生徒との広域的な交流学習を推進する。 
さらに、高校修学については、通学に要する交通費や居住地に対する

支援を行い、保護者負担の軽減を図る。 

(２)社会教育の推進 
江島・平島の小中学校は併設校であるが、島内におけるＰＴＡ活動も、

島民と一体なった事業展開が行われている。また本土との交通の利便性
が課題であるが、ＰＴＡ連合会研修会やＰＴＡ研究大会にも積極的に参
加している。 
今後は、家庭教育学級を開催し、一層の家庭の教育力を高め、子ども

の健全育成を図ることとしている。 
子どもを持つ保護者が、本土との情報を共有できるよう、研修会、研

究大会等の参加支援を行うとともに、親と子どもたちの学習環境の改善
を図るため、ＰＴＡ活動による交流事業や家庭教育学級の開催に努める。 

(３)生涯教育の推進 
本地域では、地域の特性を生かした自前の講座や事業が積極的に行わ

れており、その担い手となる役員も研修会等に参加し他市町との交流を
深め資質の向上に努めている。 
しかしながら、江島・平島においての生涯学習活動の推進においては

少子高齢化や老朽化した施設の整備改修が課題となっている。 
島民の主体的な生涯学習事業の推進により、地域に密着した人材の育

成と地域づくりを目指すとともに、生涯教育や島民の集いの場として重
要な役割を果たす拠点施設の改修に努め、本土からの講師派遣や公民館
連絡会議を開催し、島民の生涯学習教育の充実を図る。 

(４)歴史・文化等の保存、活用 
本地域は、県指定無形民俗文化財に指定された平島地域に伝わる伝統

芸能「ナーマイドー」をはじめ、江島地域の捕鯨文化に関する史跡など
貴重な資源を有している。 
既に文化財に指定されている｢ナーマイドー｣については、正確な記録、
次世代への保存・継承、市民への公開等の目的のために映像記録の製作
などに取り組んでいるが、今後は炭鉱や捕鯨など、島の歴史や自然に関
わる資源についても文化財指定を進めるべく、必要な調査、研究及び整
備を図り、保護を行う。また、これらの施策を通じて、市内外に島の歴
史、文化の魅力発信に努める。 
 
８ 観光の開発に関する事項 

本地域は、周囲の好漁場を目当てに都市部からの釣り客は平日休日を
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問わず多いが、目に見える観光資源に乏しいため、観光を目的として島
を訪れる人はほとんどいない。 
海に囲まれた島ならではのロケーションは、漁業体験などブルー・ツ

ーリズムへの活用による交流人口の拡大も期待されるが、事業展開を図
るためには、観光客の受け皿となる人材の確保や組織の構築、宿泊施設
の充実が必要であるなど課題が多い。 
 島の自然環境を活かしたブルー・ツーリズムの推進等による交流人口
の拡大を図るため、漁業体験インストラクター等の人材育成や漁家体験
民宿の登録の促進、ＰＲ活動等を推進し、観光客の受け皿の強化に努め
る。 
 
９ 国内及び国外の地域との交流促進に関する事項 

本地域では、子どもたちに他地域の文化に触れる機会を提供し、豊か
な心を育むため、学校教育の中で、市外との青少年交流事業や、島外の
歴史・文化施設、事業所等の見学などに取り組んでいる。 
 島内・島外それぞれの地域資源を活かした体験交流を通じて子供の自
立心を養うために、引き続き本土他地区との交流活動を推進する。 
 
１０ 自然環境の保全及び再生に関する事項 

離島ならではの海に囲まれた美しい自然景観は、一部西海国立公園区
域にも指定されているが、近年は、島外から海岸に流れ着く漂流漂着ご
みの増加が課題となっていて、地元住民による定期的な海岸清掃活動で
一定の改善が図られているものの、人口減少や高齢化が進む島の現状か
ら、今後、住民によるボランティア清掃だけでは限界が生じることが懸
念される。また、本土からの釣り客によるポイ捨て等の不法投棄が見ら
れ、マナーの向上に向けた啓発活動を推進する必要がある。 
漂流漂着ごみの減少を図るため、海岸清掃活動の輪の拡大に努めると

ともに、来島者によるごみの不法投棄などの観光公害を防止するため、
港湾ターミナルや釣りスポットなど主要箇所への看板設置などによる啓
発に努める。 
また、本地域では松くい虫による被害が発生している。松林及び天然

林の保全・保護と水源涵養林としての機能や景観の維持を図るため、松
くい虫による被害拡大防止について継続的な対策を講じる。 
 
１１ エネルギー対策に関する事項 

東日本大震災を機に再生可能エネルギーへの転換に注目が集まる中、
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西海市では県と協力しながら産学官のワーキンググループを立ち上げ、
潮流発電の実用化による新たな産業の創出に向けた検討を進めている。
本地域の海域は、潮流が３ノット弱から４ノット強で、潮流発電の場と
しての活用可能性もあるため、将来的な実証実験の誘致なども視野に入
れた取組を推進する必要がある。環境負荷の少ない循環型の社会を構築
するため、産学官連携による潮流発電等の再生可能エネルギーの実用化
に向けた取組を推進する。 
 
１２ 防災対策に関する事項 

本地域では漁港整備による高潮対策等の強化は図られてきたが、急傾
斜地が多いため、台風や集中豪雨によるがけ崩れや降雨による増水など
が発生していることから、自然災害による被害の抑制を図るため、急傾
斜地や増水の危険性が高い場所など危険箇所の防災対策に努める。 
消防体制については、江島、平島それぞれに１分団が設置されている。

本土から遠く、火災発生時には基本的に島内の分団のみで消火活動を行
うこととなるため、江島にはポンプ付積載車が１台、ポンプ付積載車（軽
自動車）が３台、可搬ポンプが１台、平島にはポンプ付積載車（軽自動
車）が５台、可搬ポンプ１台と、他地域と比較して充実した装備が配備
されている。しかしながら両地域とも、島民の高齢化が進んでいるため、
新たな団員の確保が困難で、団員数が定数に満たない状況となっている
ことから、住民一人ひとりが防災意識を高め、災害発生時の行動力の向
上や、身近な地域の人々が助け合う「自助共助」の考え方を一層浸透さ
せる必要がある。 
消防、防災体制の総合的な充実・強化を図るため、火災発生時の消火

活動を担う消防団員の確保、消防車両・装備の近代化の推進、緊急時の
避難体制の確立等に努めるとともに、火災予防や災害発生時の住民一人
ひとりの行動力の向上を図るため、島民の防災意識の高揚や消防訓練の
実施に努める。 
また、策定済みの西海市防災計画では、防災情報伝達手段や災害時の

避難場所への避難計画など、各種災害に対する防災体制の概要及び災害
時における市、防災関係機関及び住民の役割を明らかにし、有事の災害
に備えた計画内容としている。東日本大震災の教訓を踏まえた長崎県地
域防災計画の修正が行われたことを受け、西海市において地震や津波へ
の対策を充実するなど、計画の見直しを行っている。 
 
１３ 人材の確保及び育成に関する事項 

本地域の人口減少及び高齢化がこのまま進んだ場合、地域活性化はも
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ちろんのこと、集落機能の維持にも支障をきたすことが懸念される。 
 また、地域の中に住むものにとっては当たり前で、気付かない隠れた
魅力を発掘し、有効に活用するためには、島外の人材による支援も必要
であると考えられる。 
 島の活力向上及び集落機能の維持を図るため、就業支援と連動したＵ
Ｉターンの推進及び空き家の有効活用等による定住促進に努めるととも
に、集落支援員や地域おこし協力隊などの制度を活用し、島のニーズに
応じた人的支援に努める。 
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