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第１ 基本的な事項 
 

 



 基本的な事項  
（１）市町村の概況 
--------------------------------------------------------------------------------- 

海士町は島根県隠岐郡に属し、島根半島の北東 60～80㎞の日本海に浮かぶ隠岐諸島の中の

島前 3島の中央に位置する一主島「中ノ島」(33.5ｋ㎡)の全域であり、隠岐最大の無人島「松

島」など多数の小島から構成されている。 

島の北東から西南にかけて海士山脈が走り、この山脈により町内 14集落は二分され、北西

部を海士方
あ ま が た

、東南部を上方
うえがた

と呼んでいる。北西部は、外海に面し平面に乏しく急傾斜地であ

る。 

海岸線は、延長 67㎞で屈曲に富んで天然の良港に恵まれている。地形上海士方は農業、上

方は漁業が主幹産業として古くから営まれている。島の西北端にそびえる家督山が本島で一

番高く、標高 246.2m である。島の山脈についても高峯山(204m)、金光寺山(164m)等があるが、

陵線はゆるやかである。 

集落は、北西部の平坦な耕地に沿って点在するほか海岸線に点在している。これらの集落

を結ぶ道路は島の中央線状に伸びており、環状線についても整備されつつある。隠岐は対馬

暖流の影響を受けて比較的温かい環境に恵まれている。 

海上交通機関としては、隠岐～本土へはフェリー3 隻と超高速船「レインボー」が 1 隻運

航されている。冬季間は便数も少なくなるうえ、強い季節風のために海上が荒れて欠航する

ことがしばしばある。また、島前 3 島の各町村間は、定期連絡船と内航フェリーによって結

ばれている。 

農業は経営規模が零細ではあるが、水稲栽培が中心に行われてきている。畜産は、放牧に

よる肉用牛の繁殖経営、肥育経営が行われるようになり、1 戸当たりの飼育数は増加してき

た。構造改革特区による建設業者の参入により肥育の多頭飼育に取り組んでいる。また、水

産業については、岩ガキ養殖をはじめ、特殊凍結システム導入の加工施設による付加価値づく

り、島のハンデである流通問題の克服に取り組んでいる。 



（２）人口及び産業の推移と動向 
--------------------------------------------------------------------------------- 

海士町の人口は、昭和 25 年の 6,986 人をピークに減少の一途をたどり、平成 27 年には 

2,353 人になり、約 66％の減少となっている。特に、高度経済成長期の昭和 30年代前半から

50年までの間は、若年層の都市流出などにより20年間に 2,869人(46%)もの減となっている。 

その後の減少率は、昭和 50 年～55 年が 7.1％、55 年～60 年は 5.6％、60 年～平成 2年が

6.6％、平成 2 年～7 年は 8.4％、7年～12 年は 6.5％、12 年～17 年、17 年～22 年は 8.0％、

22 年～27 年は 0.9％と減少傾向が続いている。 

年齢階級別で人口を見ると、0～14 歳が平成 7年～12 年は 20.6％、12 年～17 年は 18.4％、

17 年～22 年は 8.1％と減少率が高かったが、22 年～27 年は 1.2％減となっている。一方で

65 歳以上の高齢者人口が急激に増加したことから人口バランスが崩れ極端な少子高齢化が

進行している。 

人口減少の要因としては、これまで課題とされてきた転出（高校卒業後は殆どが島外へ転

出）が転入を上回る社会減に加えて、死亡者が出生者数を上回る自然減が顕在化しているこ

とがあげられ、今後もこのような傾向が続くと予想される。 

就業人口は、昭和 35 年の 2,916 人が平成 27年に 1,133 人になり 61％も減少している。産

業別就業人口比率を見ると、平成2年では一次産業29.6％、二次産業19.2％、三次産業51.2％

であったが、平成 27年には一次産業 16.2％、二次産業 15.5％、三次産業 68.2％となってお

り、一次産業の減少分が三次産業の増加分となっている。昭和 35 年に全就業者の 62.6％を

占めていた一次産業は高齢化や後継者不足などで大きく減少し、替わって建設業や観光関連

事業の二次産業、三次産業への需要が高まってきている。今後も第一次産業就業者の減少分

が、第二次・第三次産業の就業者へ 2分した割合で推移していくことが見込まれる。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１－１(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1－ 1(1)　人口の推移 　（国勢調査 ）
昭和
35年
実 　数 実 　数 増減率 実 　数 増減率 実 　数 増減率 実 　数 増減率 実 　数 増減率

人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
6,160 5 ,145 -16 .5 4 ,257 -17 .3 3 ,809 -10 .5 3 ,537 -7 .1 3 ,339 -5 .6

2 ,273 1 ,572 -30 .8 1 ,009 -35 .8 753 -25 .4 656 -12 .9 594 -9 .5

3 ,188 2 ,894 -9 .2 2 ,579 -10 .9 2 ,366 -8 .3 2 ,143 -9 .4 1 ,988 -7 .2
うち
15歳～ 1,021 858 -16 .0 731 -14 .8 626 -14 .4 489 -21 .9 400 -18 .2
　 29歳 (a)

699 679 -2 .9 669 -1 .5 690 3 .1 738 7 .0 757 2 .6
％ ％ ％ ％ ％ ％

16.6 16 .7 17 .2 16 .4 13 .8 12 .0
％ ％ ％ ％ ％ ％

11.3 13 .2 15 .7 18 .1 20 .9 22 .7

実 　数 増減率 実 　数 増減率 実 　数 増減率 実 　数 増減率 実 　数 増減率 実 　数 増減率
人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

3,119 -6 .6 2 ,857 -8 .4 2 ,672 -6 .5 2 ,581 -3 .4 2 ,374 -8 .0 2 ,353 -0 .9

516 -13 .1 418 -19 .0 332 -20 .6 271 -18 .4 249 -8 .1 246 -1 .2

1 ,772 -10 .9 1 ,544 -12 .9 1 ,375 -10 .9 1 ,371 -0 .3 1 ,201 -12 .4 1 ,189 -1 .0
うち
15歳～ 329 -17 .8 270 -17 .9 263 -2 .6 248 -5 .7 210 -15 .3 272 29 .5
　 29歳 (a)

831 9 .8 895 7 .7 965 7 .8 939 -2 .7 924 -1 .6 918 -0 .6
％ ％ ％ ％ ％ ％

10.5 9 .5 9 .8 9 .6 8 .8 11 .6
％ ％ ％ ％ ％ ％

26.6 31 .3 36 .1 36 .4 38 .9 39 .0高齢者比率

15歳～ 64歳

65歳以上
(b )

(a )／総数

平成 2年区 　　分

高齢者比率

平成 17年

総 　数

0歳～ 14歳

若年者比率
(b )／ 総数

平成 7年 平成 12年

昭和 50年

65歳以上
(b )

(a )／総数
若年者比率
(b )／ 総数

平成 27年

昭和 60年

平成 22年

昭和 55年

総 　数

0歳～ 14歳

15歳～ 64歳

区 　　分 昭和 40年 昭和 45年



（３）市町村の行財政の状況 
--------------------------------------------------------------------------------- 

海士町の財政状況は、平成 22 年度の一般会計歳出決算額 52 億 6 千 9 百万円に対し、令和

元年度に 58 億 5 千 4 百万円となっている。 

地方債残高は、平成 12年度末の 101 億 7千 9百万円が平成 27 年度末 84億 8 千万円と減少

したが、令和元年度末 91 億 7 千万円と増加傾向にある。元利償還金は年間約 10 億円と自主

財源の乏しい本町にとっては、極めて厳しい状況を迎えている。 

極端に過疎・少子高齢化が進んだ小さな島である本町の財源は、地方交付税や国・県の補

助金によって賄われてきたが、国の財政事情の悪化からこれらの主要な財源が縮減されたこ

とにより、極めて厳しい状況を迎えている。 

このような財政状況の下、「平成の大合併」が進む中、本町は単独町政の道を選択し、 

人件費の抑制をはじめ、財政の健全化等を推進し事業効果をあげている。第二期海士町創

生総合戦略人口ビジョンを策定し、島の生き残りをかけた地方創生に取り組んでいる。 

 



 

表1－2(1)　市町村財政の状況 (単位：千円）
区　　　分

歳　入　総　額　A
　一　般　財　源
国庫支出金
都道府県支出金
地方債
うち過疎債
その他
歳　出　総　額　Ｂ
　義　務　経　費
　投　資　的　経　費
　　うち普通建設事業
　そ　　の　　他
　過疎対策事業費
歳入歳出差引額　Ｃ（Ａ－Ｂ）
翌年度へ繰越すべき財源　Ｄ
実質収支　Ｃ－Ｄ
財　政　力　指　数
実　質　公　債　費　比　率
経　常　収　支　比　率
将　来　負　担　比　率
地　方　債　現　在　高

表1－2(2)　主要公共施設等の整備状況
区　　　分 昭和55 平成2 平成12平成22令和元

年度末年度末年度末年度末年度末

市　町　村　道
　　改　良　率　　（％） 26.5 32.2 40.2 44.3 47.7
　　舗　装　率　　（％） 32.2 48.8 55.4 57.9 60.4
耕地1ｈａ当たり農道延長（ｍ） 72.1 79.1 28.0 115.0 115.9
林野1ｈａ当たり林道延長（ｍ） 5.4 7.4 5.0 4.8 5.0
水　道　普　及　率　　（％） 95.6 100.0 100.0 100.0 100.0
人口千人当たり病院、 - - - - -
診療所の病床数　　　　（床） 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0

平成22年度 平成27年度 令和元年度

7,295,021

90.5

0.106
90,879
15,662

168.0

106,541

20.5

166.9

1,763,695
5,269,177
2,830,599
237,200

641,256
1,515,360
1,990,122
1,990,122

535,072
392,966
1,617,081
2,912,870
5,375,718

1,732,890
1,475,035
1,475,035
1,692,649
4,900,574
3,039,203
404,500

5,033,554

91.6
10.5
0.100

127,517
5,463

132,980
1,301,440

631,655
2,713,512

1,041,400
1,723,493
224,092
492,305
3,188,717

8,483,147

1,842,750
1,959,107
5,854,230

977,233
2,052,373
1,844,750

1,082,780
279,916

5,868,366

9,175,863
117.0
88.7
11.4
0.100
13,578
558

14,136

3,428,476



（４）地域の持続的発展の基本方針 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

昭和 45 年に旧過疎地域振興特別措置法が制定されたが、この初期の過疎法施行期間中、本

町では産業や観光振興、生活環境対策として基盤整備を重点的に取り上げた。町内 8 箇所（給

水人口 4,720 人）の簡易水道整備や、複雑多岐にわたる道路網の整備に取り組んできたとこ

ろであり、その結果、町内全域で自動車の運行が可能となり、集落間の交流はもちろんのこ

と観光バスの運行も容易となり、その成果は大変大きいものがあった。 

しかし、過疎の顕在化、産業基盤の脆弱さは残されており、漁港・農道・林道等の整備に

よる産業振興と生活環境整備を図り、地域間格差の是正と地域の不利条件克服の課題が残さ

れていた。 

昭和 55 年に制定された過疎地域振興特別措置法施行期間の 10 年間は、引き続き道路 27

路線と第 1 次産業の基盤整備に重点的に取り組んできた。期間中の後半には、地区集会所６

箇所の整備、中学校建設や給食センター建設等の教育施設の整備に取り組む一方で、明屋海

水浴場整備や金光寺遊歩道整備等の観光施設の整備にも取り組んできた。 

また、過疎地域対策緊急特別措置法が制定された平成元年度は、本町の第２次総合振興計

画（クォリティライフへの出発）が策定された年でもある。 

この第 2次総合振興計画は、その後 10年間における海士町のまちづくりの指針となり、そ

の計画を基本として、「マリンポートホテル海士」の建設、海中展望船「あまんぼう」の建造、

スキューバダイビング関連施設整備、保健福祉センター「ひまわり」の建設、さらには、統

合診療所建設、加工場建設、崎・豊田地区の漁業集落排水工事、菱浦の公共下水道工事等の

着手による下水道整備等、様々な基盤整備を進めてきた。 

以上のように、初期の過疎法制定以来 30 年間に及ぶ過疎対策事業によって、生活環境や産業

基盤も改善され、着実にその成果は上がってきている。 

最近は、地域の特性に応じた独自の発想とビジョンを持って地域振興策を展開しており、

交流から対流へと時代の要請ともマッチングし、UI ターンの増加など明るい兆しも見られる

ようになり、ジオパークとホテル複合施設、イワガキ作業施設、食の料理学校、農福滞在施

設の整備など行った。しかし、町の積極的な活性化政策にも関わらず人口の減少は以前続い

ており、長年にわたる極端な少子高齢化・過疎化による新たな地域社会の新たな問題が生じ

ている。 

また、産業振興や下水道整備等生活環境の管理、財政健全化等多くの緊急の課題も残され

ている。 

この様な状況の中で、海士町は平成 10 年度に第 3 次総合振興計画の策定に取り組んだ。

地域の自立促進を求められている中、「人づくり」「モノづくり」「健康づくり」と町の資源を

基礎として、町の魅力を高め、交流・対流人口の増加を図った町の自立を念頭においた計画

を推進した、平成 21 年度には第４次総合振興計画が策定され、島ならではの幸せを追求し、

住民一人ひとりが幸福を実感できる社会を目指すと共に、平成 27 年度 10 月に策定した地方



版総合戦略（海士チャレンジプラン）の第二期版としたエンジン全開計画を令和 2 年度に更

新し、人口ビジョンに向けさらに推進していく。 

本町の目指すまちづくりは、一人ひとりの意識改革から始まり、様々な交流を通して挑戦

し、これまでとは違った見方や考え方で、ふるさとを再発見し、誇りを持つことで、地に足

のついた息の長いまちづくりを可能にするという考えである。その取り組みから経済的な自

立を求め、「ここに住む人たちがいつまでも住み続けたいと思える町」「都会の人たちが島の

良さを求めて訪れる町」を創っていくことである。 

まちづくりの基本的な手法を、交流を核とした事業展開とした。 

 新しい意識、視点で再発見した町の資源を基礎として、町の魅力を高め、交流・対流人口の

増加を図っていく。 

  10 年間のまちづくりの方向性として、次の 4本柱を設定した。 

 ①心が満たされる島（人の力）【ひと】 

 ②手づくりのある島（地の力）【産業】 

 ③幸せを実感できる島（縁の力）【暮らし】 

 ④美しい風景を残す島（環の力）【環境】 

  この４本柱の方向性を「ひと」「産業」「暮らし」「環境」として具体化し、重点施策を講じ

海士町創生総合戦略の基本目標でもある「海士ならではの住みよいまちを整える、海士なら

ではの魅力あるひとを育む、海士ならではの活力あるしごとを生み出す」に取り組む。 

このように、過疎地域における持続的発展の支援に関する特別措置法の適用期間中は、海

士町創生総合戦略の事業展開を図りながら、地域の自立と人口ビジョンの達成を目指してい

くものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（５）地域の持続発展のための基本目標 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
地域の持続的発展の基本方針に基づき達成すべき基本目標は次のとおりとする。 

指標 

 

基準値 

（令和 2 年度） 

目標値 

(令和 7 年度) 

人口 2,267 人 2,337 人 

社会増減の数 年間+2 人 年間+20 人程度に改善 

1 年に生まれる子どもの数 15 人 20 人 

海士町の子育てや教育環境に満足している割合 46.7％ 50％ 

結婚した夫婦の数 11 組 15 組 

空家活用物件累計数 35 戸 38 戸 

大人の島留学参加人数 20 人以上 21 人 

特定派遣組合職員の数 1 人 12 人 

ふるさと納税の金額 1.2 億円 3 億円 

実質公債比率 11.4 18%以内の持続 

 

 

 

 

（６）計画の達成状況の評価に関する事項 

目標達成の為に実施する各事業については、実施年度の翌年度に政策評価を実施し、成果指標

の実績分析を行う。評価結果については、海士町地方版 RESAS への掲載により公表する。 

 

 

 

 

 

（７）計画期間 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
計画期間は、令和 3年 4月 1日から令和 8年 3月 31 日までの 5箇年間とする。 

 

 

 

 

 

 



 

（８）公共施設等総合管理計画との整合 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
「海士町公共施設等総合管理計画」では、公共施設全体を貴重な資産として捉え、全庁的な体

制を構築し、総合的刈る計画的に取り組むこととし、公共施設の管理に関する基本方針を設定し

ている。 

１．公共施設の保有総量の適正化 

２．予防的修繕を実施し、施設の延命化を図る 

３．施設の管理運営の効率化 

４．地域特性を踏まえた施設の共用化・複合化の促進 

本計画においても、「海士町公共施設等総合管理計画」におけるこれらの考え方との整合を図り

ながら、過疎地域対策事業を適切に推進する。 

尚、今後公共施設等総合管理計画の改訂を行った場合は、改訂後の方針に沿うものとする。 

 



 

 

 

 

第２ 移住・定住・地域間交流の促

進、人材育成 
 

 

 

 



 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成  
 

（１）現況と問題点 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 

 新たな人の流れを創り、移住･定住の促進により滞在人口を増加させるため、交流人口である観

光客のほか、本町への強い想いを寄せてくれる関係人口の創出、その上で、本町への移住希望者

を増やす取り組みや受け入れ体制の強化が必要である。 

 一方、事業経営者の高齢化や後継者不足による事業継承の課題や近年、全国的に問題となって

いる空き家の増加についても、本町においても同様となっており、敷地内に留まることのない散

乱や家屋の倒壊の危険性、強風の際には屋根や外壁の飛散等による近隣住民への直接的な被害も

発生しており、周囲の景観及び住環境への様々な問題を引き起こしている。 

また、空き家の増加が地域活力の低下を招くことにより地域コミュニティの維持が困難となる

など、過疎地域の振興を目的とした定住促進に悪影響を及ぼすため、早急な対策が必要である。 

 

 

 

（２）その対策 

--------------------------------------------------------------------------------- 

移住・定住・交流に加え、「還流をテーマ」とした隠岐島前高校生等の大学生を中心に１年間程

度のお試し移住「大人の島留学」や「親子島留学、離島ワーキングホリデイ、企業人の島留学な

ど」の移住関連事業の拡大や充実化を図る。 

 まちの移住体験や各種イベント開催等による UI ターン促進に向けた情報発信を LINE や携帯

アプリの導入を行い強化し、関係機関との連携による相談・支援体制の充実を図る。 

 移住者の住まいの確保を図るため、良質の空き家の確保及び小修繕による住居の確保に努める。 

 リモートワーク・ワーケーションや新たな発想での企業間交流を推進し、多様な交流による対

応できる拠点施設の整備を行う。 

 

 



（３）計画 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 

事業計画（令和 3 年度～7 年度） 
持続的発展 
政策区分 

事業名 
（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

１ 移住・定住地

域間交流の促進、

人材育成 

(1) 移住・定住   

 テレワーク施設整備事業 海士町  

  空き家等シェアハウス改修 海士町  

 (4) 過疎地域持続的発展特別事業   

 移住・定住 大人の島留学事業 海士町  

  還流プロジェクト事業 海士町  

  企業人の島留学事業 海士町  

  親子島留学事業 海士町  

  移住交流事業 海士町  

 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 
--------------------------------------------------------------------------------- 

海士町公共施設等総合管理計画において、施設類型ごとに定めている基本方針に基づき、整合

性を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 

尚、今後公共施設等総合管理計画の改訂を行った場合は、改訂後の方針に沿うものとする。 



 

 

 

 

第３ 産業の振興 

 
 

 

 

 

 



産業の振興 
 

（１）現況と問題点 
--------------------------------------------------------------------------------- 

①  漁 業  

海士町の漁業は定置網とイカ釣り、その他漁業に大別されてきた。近年の年間漁獲量

は平成 19 年の総漁獲量 909 トンに対して平成 30 年は 339 トンと３分の１まで減少し、

水揚額は４分の３に減少している。この減少傾向は平成 8 年の海士町単独漁協への合併

以来続いている。 

また、漁業の担い手については平成 8 年の合併時に 272 名いた正組合員が平成 31 年３

月末には 4 分の１に当たる 67 名まで減少した。平均年齢は 72 才で、60 才以上が 88.2%

を占め超高齢化している。60 歳未満の海士町出身者の漁師は 30 代に１名いるのみで、

海士町の漁業は深刻な状況にあると言える。 

②  農 業 

本町において水稲は特に必要不可欠なものである。放棄水田などはあまり見られない

ものの、米価の低迷や経営規模拡大が困難なことが理由で離農が進行し、また、転作作

物についてもその価格や地域内流通の低迷などによって耕作放棄地が増加する傾向にあ

る。 

今後は、農業の担い手の経営維持を図るため、基盤整備によって効率化を図ってきて

いるが、島内のニーズを的確に把握した作物の生産と地域内流通の促進などにより島内

自給率を高めていくことも課題となる。また、現在進みつつある畜産業との連携による

堆肥の供給など、資源循環の視点をより一層進めることも必要。さらに、食の安全・安

心を図り、地元の原料での加工品の開発、流通体制の構築、人材育成などを一層進めて

いくことも重要である。 

 

③  林 業 

本町の林業振興については、「隠岐島前森林復興公社」の設立、あるいは、島前３町村

の森林組合の合併による「隠岐島前森林組合」の設立により、基盤体制づくりを進めて

きた。 

また、松くい虫や台風被害で荒廃した森林を、復興公社事業で年間 5ha の新規植栽と

80ha の保育、あるいは島前広域修景整備事業などの補助事業の導入により整備してきた。

今後は町内で人材確保ができる体制を整備するとともに、牛の放牧等による下刈り労働

力の軽減など、その体制づくりが求められている。 

 



④  畜 産 

近年企業参入による本格的な肥育牛生産が開始され、「島生まれ・島育ち」の隠岐牛とし

てブランド化の推進を図り、その知名度や評価の高まりから町全体の飼養頭数も増加して

いる。 

今後は、ブランド化に伴い、安定供給・安定品質の確保のために良質な素牛の頭数確保

が必要となる。そのため、新たな担い手の確保や、放牧場などの生産基盤の整備が求めら

れる。今後、新たな基盤整備を図っていく上では、自然環境や住民の生活環境に影響を及

ぼさないように、整備のあり方や、海士町ならではの放牧のあり方についても考えていく

ことが必要である。 

また、農業、漁業、観光業など他の産業との連携を図ることや、糞尿の堆肥への活用な

どの資源循環の視点も重要となる。 

 

⑤  観 光 

    近年隠岐全体の観光客数は年々減少傾向で、それに伴い観光客を受け入れる宿泊施設数

も徐々に減少している。離島の観光は日帰りが困難であり宿泊を伴うことから、宿泊施設

の維持と整備は必須であるものの、経営母体が高齢の個人事業主が多く、後継者不足の問

題などにより、隠岐の観光振興は非常に困難な状況にあると言える。また離島ブーム以来、

観光は外部の旅行業者に依存する団体旅行が主軸となっていたが、時代の変化により、団

体から個人へ、また日本人から外国人によるインバウンドへとシフトしていくと予想され

る中で、新たな価値観での旅商品造成やそれに見合った宿泊施設の整備を行う必要がある。 

 

⑥  起業の促進 

若者の移住定住を促進するためには、既存地域産業の振興にあわせ、新たな起業による

担い手づくりや雇用の創出を図る必要がある。また近年の働き方改革により、二拠点居住

やワーケーションなどが推進されていることから、これらの動きも含め積極的な支援が必

要である。 

 

⑦  港 湾 

町内の港湾施設は県管理が２港、町管理が６港であり、この中には船舶の安全な係

留や防災機能の強化等、引き続き整備が必要である。また、どの港湾も老朽化が進行

しており、この対応も必要である。 



（２）その対策 
--------------------------------------------------------------------------------- 

①  漁 業  

漁業が若い方々にとって魅力的な仕事にならなければならない。 

その一つとして、岩がき養殖は種苗生産施設を整備し海士町内において種苗生産と種苗

の安定確保とともに養殖、販売まで一体的に取り組む体制を整え獲るだけの漁業から育て

る漁業へ軸をシフトしていく。さらに３K と言われる作業の一部を機械化していくなどに

も積極的に取り組んでいく。高価なソナーを使用した巻き網漁業は魚を根こそぎ捕獲して

いき資源の枯渇を招く懸念があるが、定置網漁業は網を固定しその日入った魚だけを漁獲

していくので自然にも資源にも優しい持続可能な漁業である。海士町の定置網漁業は建設

会社が親会社となり、交換用の網の導入や ICT を活用した魚探などにより経験と勘を頼り

にしていた作業を見える化していく。さらに海士町で漁獲された資源を冷凍加工品にする

CAS 凍結センターは ISO22000 を取得し、中国にも施設登録をするなど、国内だけでなく

海外輸出にも取り組んでいる。干しナマコ加工施設においても同様に中国向けに生産して

いるが、イワガキ養殖筏のイワガキにはたくさんのナマコの幼生が付着することから、そ

の幼生を活かす漁礁等についても取り組み漁獲するだけの漁業から脱却していきたい。こ

うした取り組みが海士町のブランド産品としての価値・評価を引き上げてくれるものと期

待している。 

また、漁業研修制度、外国人技能実習制度など後継者育成等に対する支援や、いつでも

呼び込めるよう漁業研修生住宅整備なども実施し、移住者を中心とした島内の受け入れ体

制を充実させていく。 

いうまでもなく漁業は自然が相手であるため、毎年、漁獲量・漁獲額、休みに波があり

不安定な職業として若い世代に感じられているかもしれず、新規就業につながりにくいの

も現実としてある。正組合員が過去 20 年で 4 分の 1 に減少している数字がはっきり示し

ている。 

 そのような中でも、これからは個々が競い合って漁獲しあうのではなく、共同企業体方

式等によりみんなで儲ける手法を取り入れることで小さな町でも大きな成果を上げている

北海道猿払村のような事例を参考に、従来どおりの手法にとらわれず知恵をかき集めて創

意工夫して、資源と経営を考えながら、漁業を若い人々にとって自立した魅力ある仕事に

していく。 

②  農 業 

農業の低労力化に対応できるための営農組織化や法人化により、農地の集約とスマー

ト農業の推進を目指してゆく。 

島内需要に対応した生鮮野菜等の計画的生産を推進し、「直売所」は基より、島内商

店、学校給食への提供を切れ目なく行う取り組みから、地産地消の拡大によって経済

の循環を目指してゆく。併せて畜産を利用した有機農法による野菜栽培の講習会の実



施や地場産品の消費についてのＰＲ活動を推進する。 

遊休農地の活用を促進する一方で、営農組織の育成と企業参入、新たな担い手育成

等新しい農業経営の道を検討する。さらに、現在町が取り組んでいる特産品開発と連

携させ、必要な原料生産に対応できる農家の育成に努めるとともに、地場消費の拡大

と充実は基より隠岐管内、更に全国への情報発信・全国展開を視野に入れ流通体制の

見直しを図る。 

 

③  林 業 

本町では「里山再生」「雇用創出」の観点から、荒廃した山林の復興に取り組んできてお

り、今後も森林所有者の理解・協力を得ながら、復興公社等による新規植栽事業や下刈り

等の保育管理を行い、森林整備を進めていく。 

また、森林環境譲与税を活用した森林経営管理制度の運用を進めていき、林業の成長産

業化と森林資源の適切な管理の両立を図っていく。 

加えて、林業の振興を図ることは、地域経済、若者の定住等からも重要で、特に、森林

組合における通年雇用化を実現する必要がある。そのため、年間事業量の安定確保に向け

た取り組みとして、観光と連携した体験型林業プログラム等の開発を検討・調整していく。 

本町で植え付ける苗木のほとんどは本土からの仕入れであり、輸送による苗木の損傷等

や輸送コストを考えると、地元での苗木生産の確保が必要である。森林組合の安定経営の

面からも苗木生産拡大への取り組みを奨励する。 

さらに、町内で生産されている椎茸や木炭・竹炭についても、観光と連携した取り組み

を進め、販路拡大を図っていく。 

 

④  畜 産 

畜産業の振興については、県の新たな農林水産業・農山漁村将来ビジョンを掲げる中で、

隠岐の畜産業は更なる産地拡大を目指すことが求められており、放牧を核とした「隠岐牛」

のブランド化は基より、放牧によって育まれた隠岐の繁殖素牛の価値や能力の向上を図り、

繁殖牛・肥育牛の双方のブランド化によって産地拡大を目指していく。具体的取組として、

繁殖雌牛の能力向上のための改良と改良に係る家畜導入事業による増頭支援、放牧場の基

盤整備等積極的に推進していく。 

また、島内の「島生まれ、島育ち、隠岐牛」ブランドの高品質、安定供給を図っていく

と共に、隠岐産子牛を購買している県内外の生産者と連携して「隠岐生まれ牛肉」として

の販売を強化することで、隠岐産素牛の評価も向上することを推進していく。 

 

⑤  観 光 

宿泊施設の維持と整備については、カテゴリー分けとポジショニングの明確化の方針を

定め、お客様のニーズにあった宿泊施設を整備していき、満足度を高めることで滞在日数



やリピート率を増やしていく。具体的には、ビジネス客に特化した宿泊施設、島の素材に

こだわった料理や伝統文化を提供する宿泊施設、地元の若者との交流が提供できる宿泊施

設、そして新たにグランピング施設やスポーツ合宿施設など、宿泊施設それぞれが持つ強

みや特徴を引き出しながら施設の魅力化を図る。 

また、観光客の誘致については、隠岐観光協会が定めた基本戦略を軸に隠岐ユネスコ世

界ジオパークとも連携を図り、隠岐の大自然を最高級の価値と捉えることで、今後需要の

増加が見込まれるマイクロツーリズムや個人旅行にも対応できるよう、地元の飲食店や商

店など関係する各主体との連携や自然公園を活用した体験プログラムの拡充など、資源の

磨き上げに取り組んでいく。 

 

⑥ 起業の促進 

町の振興に関わる新規分野や特産品開発に関わる新規起業等については、町の各種施策

と関連づけながら施設整備や初期の運営段階での支援策を検討し、民間活力や地域経済の

自立促進を図っていく。 

CAS を導入した加工施設を最大限に活用し、島であることの利点を活かし「海・塩・潮

風」をコンセプトに農水産物やその加工品の付加価値を高めることで、農林水産業の再生

を図るほか、新たな起業により雇用の創出を図ることや若者自らの起業を促進する。   

また、海藻を加えた島独自の堆肥づくりを研究し、新エネルギービジョンも視野に入れ

全島完結循環型社会の構築を目指す。 

特定地域づくり事業協同組合制度により設立した海士町複業協同組合を雇用の受け皿と

して、自らの働き方をデザインできる仕組みを推進することで、地域企業間のつながりを

体感し新たな発見や新規事業により起業を促進する。また二拠点居住やワーケーションを

推進することで起業しやすい環境整備も行う。 

 

⑦ 港 湾 

    海士港（先灘地区）に於いて、都市住民との交流促進を図り長期滞在を可能とするレク

レーションの場として港湾環境整備が完了し、観光振興につなげていく。 

また、諏訪港では新たなニーズに対応した係留施設等の整備、須賀港では静穏度確保の

ための外郭施設の整備を行う。併せて、港湾施設の老朽化対策として、長寿命化計画に基

づき優先度の高い施設から順次修繕していく。 

 



（３）計画 
--------------------------------------------------------------------------------- 

事業計画（令和 3 年度～7 年度） 
自立促進 
政策区分 

事業名 
（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

２ 産業の振興 (1)基盤整備   

 ため池等整備事業 海士町  

 農地耕作条件改善事業 海士町  

 草地畜産基盤総合整備事業 公社  

 産地創生事業 海士町  

 イワガキ関連施設整備事業 海士町  

(2)漁港施設   

  漁港関連整備事業 海士町  

 (4)地場産業の振興   

 生産施設 種苗生産施設運営事業 海士町  

  浜の活力再生交付金事業 

（各種生産施設） 

海士町  

 (9)観光又はﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ   

  観光施設等整備事業 海士町  

  隠岐世界ジオパーク負担金 協議会  

 (10)過疎地域持続的発展特別事業   

  離島漁業再生支援事業 海士町  

  新規認定漁業者支援事業 海士町  

  地域創生推進事業 海士町  

  産業活性化事業 団 体  

 (11)その他   

  港湾整備関連事業（諏訪港、須賀港） 海士町  

  産業振興関連出資金事業 三セク  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（４）産業振興促進事項 
--------------------------------------------------------------------------------- 

① 産業振興促進区域及び振興すべき業種 

産業振興促進区域 業種 計画期間 備考 

海士町全域 製造業、情報サービス

業種、農林水産物等販

売業、旅館業 

令和 3 年 4 月 1 日～令

和 8 年 3 月 31 日 

 

② 当該業種の振興を促進するために行う事業の内容 

上記、「（２）その対策」、「（３）事業計画」のとおり 

 

 

 

（５）公共施設等総合管理総合計画との整合 
--------------------------------------------------------------------------------- 

海士町公共施設等総合管理計画において、施設類型ごとに定めている基本方針に基づき、整合

性を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 

尚、今後公共施設等総合管理計画の改訂を行った場合は、改訂後の方針に沿うものとする。 

 



 

 

 

 

第４ 地域における情報化 
 

 

 

 

 



 地域における情報化  
 

（１）現況と問題点 
--------------------------------------------------------------------------------- 

海士町は、平成 23 年に全町に光ケーブルを整備したことで、あま光ネット（光電話、インター

ネット、地デジの再送信等）を利用できる状況にあるが、ハイビジョンより高画質な４Ｋ・８Ｋ

放送には対応しておらず、機器の老朽化が進んでいる。また、５Ｇなど新たな移動通信システム

の高度化の動向を踏まえながら、当該地域においてもこれらのサービスが受けられるように努め

ていく。携帯電話の通じない不感地域を解消するため、県や携帯電話事業者と連携し、移動通信

用鉄塔施設等の整備を促進する。 

 

 

（２）その対策 
--------------------------------------------------------------------------------- 

ＩＣＴを活用することで、過疎地域においても都市部と同様に、低廉で質の高い情報サービス

を受けることができ、また、地域における魅力ある就業の機会の創出や多様な交流機会の増大を

図ることができる。このため、海士町でのデジタルトランスフォーメーションを推進し、行政分

野における申請や届出などのオンライン利用手続きの利用を促進するとともに、県民へのタイム

リーな情報発信や住民からの意見提出手続きの利便性の向上を図る。 

また、ＩＣＴを利用し、高齢者の安否確認や買い物支援、生活情報の伝達、遠隔地医療や電子

カルテ等の地域医療の支援や特産品の販売、関係人口とのつながり強化、町内における若者の還

流推進などに取り組む。さらに、高齢者を含めた住民の情報リテラシーの向上を図るため、地域

において継続的に学べる学習環境の整備に努めるほか、学校教育におけるＩＣＴ機器を活用した

授業等の実施や情報教育を担う教員の情報活用能力の向上を図る。 

 



（３）計画 
--------------------------------------------------------------------------------- 

 

事業計画（令和 3 年度～7 年度） 
自立促進 
政策区分 

事業名 
（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

３ 地域におけ

る情報化 

(1)電気通信施設等情報化のための施設    

 情報通信設備延命化機能強化事業 海士町  

 (2)過疎地域持続的発展特別事業   

  地域情報発信事業 海士町  

  情報アプリ制作事業 海士町  

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 
--------------------------------------------------------------------------------- 

海士町公共施設等総合管理計画において、施設類型ごとに定めている基本方針に基づき、整合

性を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 

尚、今後公共施設等総合管理計画の改訂を行った場合は、改訂後の方針に沿うものとする。 

 



 

 

 

 

第５ 交通施設の整備、 

交通手段の確保 
 

 

 

 

 



 交通施設の整備、交通手段の確保  
 

（１）現況と問題点 
--------------------------------------------------------------------------------- 

①  道 路 

本町の道路は、ここ数年整備が進んできたものの、県道の 2 車線改良が県内でも遅れて

いる状況である。県道「日の津崎港線」は、海士方と崎・多井地区を結ぶ唯一の道路であ

るが、異常気象時には交通規制をしなければならない状況にある。迂回路もなく完全に交

通遮断となるため、新路線の確保のため県代行事業として、平成８年度から令和 10 年度ま

で補助事業及び単独事業を導入し整備を進めている。引き続き残区間について県事業とし

て早期完成を図っていく。 

その他、町道については、多井今井門線、西ノ原線、宇受賀線、長崎線を引き続き補助

事業として整備し安心安全な町道整備を図っていく。 

しかしながら、町道は未だ急カーブや幅員の狭い箇所が点在している。近年の山林荒廃

に伴い降雨時には道路法面の崩壊が増加し、安全な通行が確保できない状況にあり、生活

重要路線から計画的に整備を行う必要がある。 

また、道路・橋梁等の施設が老朽化しており安全性確保と維持管理が課題である。 

 

②  交 通 

離島という地理的特殊性を踏まえ、島根県や隠岐島４か町村、隠岐汽船㈱を中心に、海上

交通の利便性の向上について鋭意努力を重ね、船の大型化・高速化を図ってきた。平成5年4

月に初めて超高速船レインボーが就航し、海士と西郷、本土間がそれぞれ、約30分、約60

分で結ばれた。また、フェリーの大型化も進み、安全確実な旅客運送の確保に努めてきた。 

しかし、島前内湾で１時間30分も要するフェリー航行や冬季間の島前島後間の日帰り便の

確保など、まだ改善すべき問題はたくさんある。これらを解消しない限り不便さの克服はで

きない。そのためにも、交通ネットワークの整備を一層強力に進める必要がある。当面、最

も重要である海上交通の充実は本町だけでは達成できないので、隠岐圏域全体に働きかける

とともに、民間の協力を促して行く必要がある。 

また、海士町と西ノ島町・知夫村を結ぶ島前内航船「いそかぜⅡ」は夜間就航が、フェリ

ー「どうぜん」は知夫への就航が可能となった。しかし、乗り継ぎ等海上交通アクセスには、

ダイヤ問題等島前町村間の調整努力が必要である。 

③ 通信施設 

ライフスタイルの多様化や住民ニーズの高度化に加え、最近では一般家庭への情報化が

急速に進展し、地域住民や行政が全国に情報発信する機会と必要性が増大したことから、

情報発信の環境を整備することが求められている。 



通信インフラは、現在はスピード、サービスメニュー、コスト、セキュリティ、ISPの選

択肢等において、まだまだ不十分である。離島のハンデを克服する一つの武器と位置付け、

都会と同質の通信環境を整備する必要がある。 

 

④ 情報化の促進 

インターネットの普及など、近年における社会全体の情報化は急速に進展している。行

政機関も例外ではなく、業務全般にわたり、パソコンを始めとする情報関連機器が幅広く

活用されているが、通信インフラを生かしたソフト施策に関しては、十分とはいえない。 

また、住民の情報リテラシーの向上や、住民に身近な小規模自治体の心のこもった行政

サービスを維持するとともに、住民サービス向上のために、デジタルトランスフォーメー

ションの推進に積極的に取り組んでいかなければならない。 

 

⑤ 地域間交流の促進 

海士町の地域間交流事業は、事業の展開を図る過程において行われてきているが、更に

各産業施策等を促進することにより共生対流の流れを強めていくことが必要である。 

 

 

（２）その対策 

--------------------------------------------------------------------------------- 

① 道 路 

本町は若い世代のＩターン者が増えているものの多くが学校や保育園、商店に近い地区

を希望する。学校等から遠い地区に移住してきたＩターン者が、不便を理由に転出するこ

とは少ないものの他地区に転居を希望するケースが目立っており地域格差が生じている。

限界集落を含めた遠くの地区に暮らす住民から早急な道路整備を行うことで地域格差を無

くして欲しいという要望が上がっている。 

こうした経緯を踏まえ、遠隔地の地区と中心地の時間的距離を短縮することと安全に快

適に走れる道路整備を目指していく。 

まず県道「日の津崎港線」については、日須賀・多井・崎を結ぶ道路網の整備を推進す

る。 

県道「海士島線」（海士工区、西～日須賀）は一部整備中であるが、本工区は海士方と上

方を結ぶ重要な路線であるため、早期改良を働きかける。 

また、道路・橋梁等の老朽化に伴い早急な調査を実施し長寿命化計画を策定することで

優先度の高い箇所から順次、修繕していく必要がある。 

 



② 交 通 

本土との交通は島民にとって生命線であり、海路のみに頼っている状況から長い間進展が

ない。時代の変化に合わせヘリコプターなど空路（緊急患者輸送、観光用）の確保等「海と

空」の充実化を図る。 

隠岐汽船航路については、「人、もの」の流通の要であり、本土間、そして島前・島後間、

特に冬季ダイヤの充実改善を働きかけるとともに、新規航路の開設についても検討を加えて

いく。 

島前3島間のフェリーや内航船については、平成14年度新船建造により、夜間運航や増便

が可能となり、利便性が格段に向上したが、増便と最終便の延長、乗り換え接続便の改善に

向けて関係機関で協議する。同時に需要規模が小さくコスト高になる現況から、国県の支援

を働きかける必要がある。 

現在の過疎バス路線について、フリー乗降や公共機関へのアクセスの確保、きめ細かい路

線設定の可能性の検討等、利便性向上のための方策を運航業者等と協議すると共に、今後は

低床バスを購入し、高齢者等の路線バス利用促進を図っていく。また、狭隘急峻で曲がりく

ねった区間の多い路線、冬季には運行不能となる路線等を走行する上で、乗客の安全性確保

に問題を生じる危険性がある。一方、バス事業者においては運転手等の人材確保に苦慮して

おり、生活路線バスについては、大型バスから中型バスへの切り替えと、上方バス混乗便の

通学バス車両についても、路線の実情に応じた車種（四輪駆動仕様等）の新規購入や運転手

等の人材の確保支援を図り、安全で快適な運行の確保を目指す。 

 

 

③ 通信施設 

IT 産業の展開は極めて早いため、先を見据えた通信技術の方向性を見出しそれに向かっ

て地域が同一の通信インフラで同一のサービスを受けられるような整備を構築できるよう

に推進していく。 

 

④ 情報化の促進 

電子自治体に向けたアプリケーション開発や、各自治体が抱えている問題を解決する手

段として、IT を活用したモデル性のある、また、地域の特徴を生かしたコンテンツソフト

の開発を推進していく。 

さらに、ICT 技術の促進とインターネットを利用した住民参加型のコンテンツなどを構

築することで、情報化・電子化に向けた利用促進を繋げると同時に、地域の魅力の再発見

や新たな地域個性の創出を促していく。 

また、離島でも可能な、IT を活用したビジネスモデルの確立を推進していく。地域資源

や地域の個性、また地域産業をさらにスキルアップするためには、ITを最大限に有効活用

させる取り組みを推進していく。 



 

⑤ 地域間交流の促進 

各産業分野並びに教育分野等を連結し都市住民と町の人と人、人ともの、人と自然等の

あらゆる交流機会を設け、特色ある地域間交流の促進を図っていく。 

 

（３）計画 

--------------------------------------------------------------------------------- 

事業計画（令和 3 年度～7 年度） 
自立促進 
政策区分 

事業名 
（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

４ 交通施設の

整備、交通手段の

確保 

 

(1)道路   

 社会資本整備総合事業 海士町  

(2)農道   

 農道整備等事業 海士町  

 (3)林道   

  林道整備等事業 海士町  

 (9)過疎地域持続的発展特別事業   

  通学バス運行事業 海士町  

  路線バス運行事業 民間  

  隠岐航路高速船運営 

事業負担金 

隠岐広域  

  海士交通安定運行対策事業 海士町  

 (10)その他   

  県道事業負担金 

海士島線他 

島根県  

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

--------------------------------------------------------------------------------- 

海士町公共施設等総合管理計画において、施設類型ごとに定めている基本方針に基づき、整合

性を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 

尚、今後公共施設等総合管理計画の改訂を行った場合は、改訂後の方針に沿うものとする。 

 



 

 

 

 

第６ 生活環境の整備 
 

 

 

 
 



 生活環境の整備  
 

（１）現況と問題点 
--------------------------------------------------------------------------------- 

① 下水処理施設  

海士町では家庭から出る生活雑排水は、ほとんどの家庭において側溝に垂れ流しの状況

で、し尿についても汲み取り式によるものが多いため、衛生上はもとより環境面において

非常に大きな影響を及ぼしていた。 

これらを解消するため、海士町では平成４年度から漁業集落環境整備事業、平成 9 年度

から特定環境保全公共下水道整備事業、平成 14年度から市町村設置型合併浄化槽整備事業

を随時施工し平成 22 年度には海士町全体の下水道整備は完了した。 

整備終了区域においては、随時接続しているところであるが、今後更なる加入促進に努

めなければいけない。また、下水道処理施設の適切な管理を行わなければならない。 

 

② 廃棄物処理施設   

ごみ焼却施設については、平成 10 年度に一般廃棄物処理場とリサイクルセンターを建設

した。また、リサイクルごみの資源価値を高く保持するため、平成 13 年度にストックヤー

ドを建設した。 

焼却灰等の管理型の廃棄物については、平成 10年度から稼働した一般廃棄物最終処分場

において適切に処理を行っているが、施設の耐用年数が 15年を超えていること、新たな候

補地がすぐには見つかりにくい現状等を踏まえ、廃棄物の減量化対策を一層推進すること

により、施設の延命化を図る必要がある。 

一方、現時点においては本町で特別の公害は発生していないが、漂着物や不法投棄によ

る海岸線や道路脇のごみは後を絶たない状況であり、環境に対する住民の意識啓発を図る

必要がある。 

 

③ 消防防災施設 

自然災害対策については、平成 7 年度に地震津波情報システム及び降雨情報システムを

導入しており、情報の分析や住民への伝達体制の整備をより一層図る必要がある。 

火災予防対策については、現在、隠岐島消防署島前分署海士出張所と海士町消防団本部

班、第一分団八班、第二分団六班が組織されているが、消防団員の若返りに伴う、ＡＴ限

定や免許制度の改正に伴う普通免許による車両制限の解除に対処するため、補助金制度の

創設や本部班、各分団のポンプ車の老朽化に伴う更新等の消防施設の整備と消防組織の一

層の連携を図るとともに、防火に対する住民の意識の高揚を図るための広報活動を強化す

る必要がある。また、初期消火のための施設整備を図っていく必要がある。 

 



④ 公営住宅等 

町内の町営住宅については、現在約 220 戸の住宅等が整備されているが、平成 16 年以

来、若い世代を中心としたＵＩターン者が増加しており、より一層の定住促進を図るため

に住宅施策に努める必要がある。また、既存住宅の老朽化が進んでおり順次改修を進めて

いるところである。 

また、町内には島外へ転出して管理者が不在となった空き家が大変多く、今後も空き家

が益々増加することが予測される。住宅は人が住まないと傷みが早く、倒壊の危険性も高

くなることや景観阻害の観点からも早急な対策が必要である。 

 

（２）その対策 
--------------------------------------------------------------------------------- 

① 下水処理施設 

下水道整備については、平成 22 年度をもってすべての地区で完成したが、下水道運営の

健全化を図るためにも、今後更なる接続率向上を推進する必要がある。 

また、下水道処理施設を適切な管理を行うために、維持管理計画による延命化機能強化

事業を実施する。 

 

② 廃棄物処理施設 

平成 16 年 4 月施行の海士町環境美化条例に基づき、快適な生活環境の確保と循環型社会

の形成に向けて、町民・企業・地域が一体となった取り組みを積極的に推進する。 

美しい海士の自然を守るためには、何よりも住民一人一人の環境に対する意識の向上が

大切であり、広報、チラシなどにより不法投棄防止の呼びかけを行うとともに、環境美化

推進員による環境パトロールを定期的に行う。紙、プラスチック・ビニール等の可燃性の

焼却ごみを、家庭ではなく町のごみ焼却施設で処理することについては、ほとんどの町民

に浸透してきているが、その徹底について更に啓発と広報を行う。 

また、空き缶、空きびん、ペットボトル等の分別収集は、本町のリサイクルセンターで

島前２町村のものを広域処理しており、島前住民の理解のもと、適切なリサイクルの更な

る徹底を図り、資源の有効活用とごみの減量化に努め、リサイクルセンター、清掃センタ

ーの機能強化延命化改修や最終処分場等の大規模改修を行い、施設の長寿命化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 



③ 消防防災施設 

消火栓、消防倉庫などの消防施設の改良、修繕を年次計画で行い、地区一般住民を対象

とした消火器や消火栓の使用方法の訓練を定期的に実施し、初期消火に対処する。 

消防団員の高齢化問題を踏まえ、消防団員相互の連携強化と消防防災用具の保管のため

消防コミュニティ施設整備を進めながら、地区の支援と連携の中で地域内の防火活動を強

化する。 

④ 公営住宅等 

平成 16 年度からの積極的な定住施策により令和 3年 6月までで 623 世帯（866 人）のＩ

ターン者を受け入れてきた。そのうち 305 世帯（414 人）が現在も定住している。住宅供

給が追い付いていないため早急に整備を図るとともに、今後の推移を見据えながら計画的

な住宅建設を行っていかなければならない。さらに増加し続けている空き家対策として空

き家改修事業を行い移住者の受け皿として活用していきたい。また、これまで整備してき

た住宅に老朽化が目立っており、早急な調査を実施し、優先度の高い箇所から順次改修し

ていきたい。 



（３）計画 
--------------------------------------------------------------------------------- 

 

事業計画（令和 3 年度～7 年度） 
自立促進 
政策区分 

事業名 
（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

５ 生活環境の

整備 

(1)水道施設   

簡易水道 配管設備延命化工事 海士町 

 (2)下水処理施設   

 その他 下水道施設延命化事業（特環・漁

集・特地） 

海士町  

 (3)廃棄物処理施設   

 ごみ処理施設 最終処分場事業 海士町  

  清掃センター関連事業 海士町  

  リサイクルセンター関連事業 海士町  

 (5)消防施設   

  防火水槽、積載車、車庫等整備 海士町  

 (7)過疎地域持続的発展特別事業   

  施設長寿命化計画等事業 海士町  

 (8)その他   

  火葬場施設延命化事業 海士町  

 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 
--------------------------------------------------------------------------------- 

海士町公共施設等総合管理計画において、施設類型ごとに定めている基本方針に基づき、整合

性を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 

尚、今後公共施設等総合管理計画の改訂を行った場合は、改訂後の方針に沿うものとする。 

 

 

 



 

 

 

 

第７ 結婚・子育て環境の確保 

     高齢者等の保健 

福祉の向上及び増進 
 

 

 

 



 結婚・子育て環境の確保、高齢者等の保健、福祉

の向上及び増進  
 

（１）現況と問題点 
--------------------------------------------------------------------------------- 

① 結婚・子育て環境 

子ども・子育て支援法第 61 条に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画として、令和

2年 3月に策定した「第 5期海士町エンゼルプラン（子ども・子育て支援事業計画）」に基

づき、結婚に対する支援から妊娠・出産、子育てまでの切れ目のない総合的な支援を行う。 

また、島根県において令和 2 年４月に策定された「しまねっ子すくすくプラン」 （し

まね子育てトータル支援プラン）」も参考にし、離島としての事情やニーズ等を踏まえなが

らきめ細かな支援を行う。 

15 歳未満の子どもの人口は、平成 22 以降わずかな減少と増加を繰り返し 220 人を下回

ることはなく推移している。様々な取り組みの成果によりその数を維持していると思われ

るが、ここ数年は出生数は減少傾向にあるため今までの推移が、数年後には減少傾向とな

ることが予想される。 

また、結婚の数も平均すると年間７組ほどの数となっているが、願望があっても結婚が

できない方もおり、出会いの場につなげる施策が必要である。 

 

② 高齢者福祉 

全国的に高齢化が進む中、海士町の 65歳以上人口が 15年前は全体の 24％であったもの

が、令和３年 3月末現在４１.３％となっており、国や島根県の平均を大きく上回っており、

今後もこの傾向は、続くものと予想される。 

国では、平成 12 年度より介護保険制度が導入となったが、隠岐島４か町村においては、

介護保険業務の効率化と安定化を図るために、当初より、広域連合で事業を推進している。

平成 18 年度からは、介護保険法の見直しにより、地域包括支援センターを設置し、介護予

防の推進、相談窓口の明確化を図っている。 

高齢者が安心してこの町で暮らし続けることができるよう、平成 13年に、海士町保健福

祉センターひまわり居住施設を 10床から 20床に増床し、平成 16 年 4 月に特別養護老人ホ

ーム諏訪苑に認知症グループホームを設置（9 名定員）、ショートステイの増床（6 名→15

名定員）を行うなど体制を整えてきた。しかし、高齢化の更なる進展により、自宅での介

護が困難なケースが増加し、既存の施設が満床の状況が続いたため、海士町で暮らし続け

たいという住民ニーズに対応して、平成22年10月に新たに12床の高齢者住宅を建設した。 

町内の高齢者福祉に関する体制は徐々に充実してきているものの、専門マンパワーの確



保などに、大きな課題があり、今後も、引き続き、高齢者が安心して暮らすことができる

体制づくりを進める必要がある。 

 

③ 児童福祉 

海士町の出生数は年々減少し、平成 13年度・14年度ではそれぞれ 10名、15年度は 8 名

と、少子化も町の将来が危ぶまれる程の危機的な状況となったため、平成 16 年に、子育て

支援条例を制定し、平成 17 年 3月に策定した｢海士町エンゼルプラン｣に従って、様々な子

育て支援策を講じてきた。 

平成 19 年度には、２箇所の保育所を統合し、様々な保育サービスに加え、子育て支援セ

ンター事業や放課後児童対策などを総合的に展開できる施設が完成した。町の様々な振興

策と子育て支援策が相まって、子育て家庭を含むＩＵターンが急増しており、新しい保育

施設が子育て支援の大きな役割を担っている。 

少子化の厳しい現状は続いており、子育て支援策の継続や、児童福祉の推進など、関係

機関との連携により推進していく必要がる。 

 

④ 障がい者福祉 

本町の障がい者福祉の現状は、決して障がい者にとって恵まれた体制とはいえない状況

であったが、平成 10 年に策定した｢海士町障がい者プラン｣に基づき、障害者作業所、グル

ープホーム開設などに取り組んできた。 

平成15年度に｢措置制度｣から｢支援費制度｣に、更に、平成18年度に｢支援費制度｣から｢自

立支援法｣に障がい者福祉の体制が変化する中で、障がい者にとって住みやすいまちを実現

するため、新たな制度に基づくサービスの構築に努めてきたが、離島という特殊な環境の

中、障がい者支援のサービスは、種類、数ともに十分とはいえず、高齢者福祉同様、専門

マンパワーの確保にも課題がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）その対策 
--------------------------------------------------------------------------------- 

① 結婚・子育て環境 

本町では出産のできる医療機関は無いため、隠岐の島町や本土での出産となる。妊娠中

を安全に過ごすための支援や、少しでも出産に係る不安や負担の軽減に役立つような体制

づくりを行う。 

町内には認可保育所が１か所、認可外保育所が１か所あり、多様な子育て環境を望む保

護者にとっては選択肢のある環境となった。 

また、令和 2 年 4 月に「子育て包括支援センター」を設置し、妊娠前から子育て中まで

切れ目のない支援ができるよう取り組み、細やかな支援を行う。 

また、ＵＩターン者同士が交流する機会や町外の若者と交流しやすい環境づくりを通し

て、町全体で若者が「この町で暮らし続けたい」と思うような取り組みを行うことで結婚

への契機となる。 

 

② 高齢者福祉 

これまでに、｢海士町地域福祉計画｣、｢老人保健福祉計画｣などに基づき、施設や制度の

充実を図ってきており、今後も、これらの社会資源を活用して、介護予防施策を推進する

と共に、在宅サービス、施設サービスを展開することで、高齢者が住み慣れた町で、安心

して生活できるよう高齢者福祉の増進を図る。 

 

③ 児童福祉 

子育て支援条例や｢海士町エンゼルプラン｣に従って、様々な子育て支援策を講じており、

保育施設の充実も図られた。少子化の厳しい現状に対応するため、今後も子育て支援策を

継続するとともに、新たな出会いの創出など、地域にとって非常に大きな問題である少子

化対策に町あげて取り組んでいく。 

 

④ 障がい者福祉 

「ひとりひとりが夢をもち、自分らしさが生きるまち」をテーマに、平成 21 年度に見直

しされた「海士町障がい者プラン」に基づき、障がい者支援を進めていく。平成２２年１

０月に女性用の障害者グループホームが平成２４年３月に男性用グループホームを整備し

た。しかし、３障がいが混在している今の状況では、各障がいに合わせた見守りが難しい

状況となっている。障がいに合わせた整備ができれば、よりきめ細かい福祉の実現と障が

い者が暮らしやすい地域づくりを進めることができる。また、平成 14 年に開所となった共

同作業所は、国の制度改正の中で、就労支援Ｂ型事業所として運営が軌道に乗り、施設も

新築され充実してきた。通所者も年々増加し、地域に根ざした取り組みが行われるように

なってきた。今後は、運営母体の安定化を目指した動きを模索していくことで、障がい者



が住み慣れた地域でいきいき生活し、活動できるよう条件整備を図る。 

 

 

 

 

 

（３）計画 
--------------------------------------------------------------------------------- 

 

事業計画（令和 3 年度～7 年度） 
自立促進 
政策区分 

事業名 
（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

６ 高齢者等の

保健及び福祉向

上及び増進 

(8)過疎地域持続的発展特別事業   

 特別保育事業（延長、障がい児、一

次・病後児保育） 

法人 

 すこやか子育て支援事業（保育料軽

減、出産・結婚・祝金、通院費等） 

海士町 

  次世代育成支援推進事業（子育て支

援センター等） 

法人  

  更生授産施設（仁万の里）負担金 隠岐広域  

  障がい者通所通学助成費 海士町  

 (10)その他   

  保健センター等改修事業 海士町  

 

 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

海士町公共施設等総合管理計画において、施設類型ごとに定めている基本方針に基づき、整合

性を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 

尚、今後公共施設等総合管理計画の改訂を行った場合は、改訂後の方針に沿うものとする。 



 

 

 

 

第８ 医療の確保 
 

 

 

 

 



 医療の確保  
 

（１）現況と問題点 
--------------------------------------------------------------------------------- 

海士町の医療体制は、平成 5 年度に町内 3 地区にあった各診療所を統合し、歯科診療所ととも

に新築移転した。当初、内科は医師３名体制であったが、現在は２名体制となっている。内科歯

科ともに医療機器購入により診察業務の充実を図ってきた。 

高齢化が進行する中、地域でのケアについては、保健・福祉・医療の連携を図った施策がます

ます重要となってきており、現在実施している訪問看護事業や訪問診療事業等の在宅医療の体制

確保と病診連携を図ることが必要である。しかし、全国的に医師不足が問題化する中、隠岐にお

いても産婦人科や精神科、整形外科、耳鼻科、眼科等において廃止や縮小化が進み、看護師確保

も年々厳しくなっている。 

今後は、運営面の合理化を進めながら現在の診療体制の維持を図り、医療設備のさらなる充実

や、看護師、事務職員などの人材確保に取り組む必要がる。 

 

 

（２）その対策 
--------------------------------------------------------------------------------- 

島で安心して生活するためには、医療の充実は特に重要である。島根県の防災ヘリの運航や平

成 23年度からのドクターヘリの運航により、救急患者の搬送体制は整備されつつあるが、今後も

引き続き関係機関との協議を図っていきたい。 

統合診療所の建設によって、最新医療機器を導入してきたところであるが、現在のスタッフや

診療機器では依然として診断や治療に限界がある。今後も必要に応じて医療機器の更新・導入、

本土の病院や二次医療病院との連携を図る必要がある。また、人材確保のため看護師住宅の整備

や地域で行うケアについて、行政・社会福祉施設等との連携を図り、住民が安心して暮らせる医

療体制の構築を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（３）計画 
--------------------------------------------------------------------------------- 

事業計画（令和 3 年度～7 年度） 
持続的発展 

政策区分 
事業名 

（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

７ 医療の確保 (1)診療施設    

 病院 医療機器、施設整備事業 

（島前病院） 

隠岐広域  

 診療所 医療機器整備事業 

(検査機器他) 

海士町  

  医療施設整備事業 

(延命化改修他) 

海士町  

 (3)過疎地域持続的発展特別事業   

  医療従事者確保事業 海士町  

  人工透析患者通院助成金 海士町  

 

 

 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 
--------------------------------------------------------------------------------- 

海士町公共施設等総合管理計画において、施設類型ごとに定めている基本方針に基づき、整合

性を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 

尚、今後公共施設等総合管理計画の改訂を行った場合は、改訂後の方針に沿うものとする。 

 



 

 

 

 

第９ 教育の振興 
 

 

 

 

 



 教育の振興  
 

（１）現況と問題点 
--------------------------------------------------------------------------------- 

海士町の人口の逓減傾向は、児童数の減少という形を引き起こし、昭和 58年には小学校の統合

が行われ、5校あった小学校が 2校となった。 

児童数の減少傾向は現在も引き続き続いており、少子高齢化社会に関する理解を深め、地域の

人々のふれあいを通した小規模校ならではの創意ある学校づくりを進め、また豊かな心を持ち、

健康でたくましく生きる子どもを育てていくことが求められている。 

学校施設整備については、社会体育や生涯スポーツの観点からもその充実が求められてきてお

り、体育館・グラウンド等については年次的に整備を行ってきた。また、近年の情報社会に対応

するために、小・中学校にパソコン教室を設置してきた。 

本町は美しい自然や伝統的文化に恵まれているが、大人も子ども達もそれに気づかずに生活し

ていることが多く、ふるさとの良さを体験的に学習させ、学校、家庭、地域が連携し、「ふるさと

教育」、「きめ細かな」対応をすることが重要となってきている。 

また、学校給食にあっては昭和 57年に共同調理場が設置され完全米飯給食を実施し、地元食材

を活かしながら安価で美味しい給食を提供してきているが、設備や備品が老朽化し、製造中止の

備品もあり、修理が容易ではなくなってきている。年次的な改善が必要になる。生涯学習におい

ては、教育行政と一般行政の連携による総合行政として、生涯学習推進に取り組む。また地域の

理解、連携を共にし、町内外の子ども達に、ふるさと自然体験、社会体験を計画的に実施する必

要がある。新しいまちづくり、海士に役立つ人づくりを推進していくために、町全体で生涯学習

に取り組むことが必要である。 

 

（２）その対策 
--------------------------------------------------------------------------------- 

『人間力』あふれる人材の育成のために地域の人材や、自然、歴史を生かし、郷土愛に満ちた

知、徳、体、のバランスの取れた人材の育成を目指します。そして、①学力向上 ②読書活動の

推進 ③ふるさと環境教育の推進といった３つのテーマを挙げ、保育園から高校までの保－高連

携教育推進協議会を中心に、家庭地域と連携を図りながら学校教育を推進する。 

また、隠岐島前高校の存続は、本町の存続に直結する大きな問題であり、裏を返せば、島前高

校の魅力化は島の魅力化、教育のブランド化に繋がる大きなチャンスであり、魅力化構想の実現

に向け総力を結集して取り組む。そして、「教育するなら海士・島前」といわれるよう全国一の「子

育て島」を目指す。 

 

 



（３）計画 
--------------------------------------------------------------------------------- 

事業計画（令和 3 年度～7 年度） 
持続的発展 
政策区分 

事業名 
（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

８ 教育の振興 (1)学校教育関連施設   

 教職員住宅 教員住宅整備事業 海士町  

 給食施設 

校舎 

屋内運動場 

屋外運動場 

給食センター施設整備事業 海士町  

 小中学校校舎増築延命化事業 海士町  

 小中学校体育館大規模改修事業 海士町  

 小学校校庭機能強化事業 海士町  

 敷地 小学校擁壁・校舎周辺外構工事整

備事業 

海士町  

 (3)集会施設、体育施設等   

 集会施設 

公民館・図書館 

集会施設太陽光発電設置事業 海士町  

 公民館・図書館機能拡充整備事業 海士町  

 資料館 民具・文化財等整備事業 海士町  

 (4)過疎地域持続的発展特別事業   

  教育魅力化ｱｯﾌﾟ事業 海士町  

  島の教育支援特別事業 海士町  

  教育交通体系等整備事業 海士町  

  島まるごと図書館事業 海士町  

  ふるさと教育推進事業 海士町  

 

 

 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 
--------------------------------------------------------------------------------- 

海士町公共施設等総合管理計画において、施設類型ごとに定めている基本方針に基づき、整合

性を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 

尚、今後公共施設等総合管理計画の改訂を行った場合は、改訂後の方針に沿うものとする。 

 



 

 

 

 

第10 集落の維持、活性化 
 

 

 

 

 



 集落の維持、活性化  
 

（１）現況と問題点 
--------------------------------------------------------------------------------- 

高度成長期から輸入の自由化や社会構造の変化に、消費地から遠いという島の特殊事情も加わ

り、一次産業では家族を養えない、生活が成り立たたない状況が長年続いてきた。 

海士町には 14の集落がある。島の地形上海岸線に多く点在しているが、漁業を主に営んでいた

集落において、若者の後継者がいなくなり、町の中心地から遠距離に位置し、道路整備が遅れる

ことも重なり、空き家、耕作放棄、山林の荒廃など崩壊の危機に直面している。今後は、崩壊寸

前の集落再生にむけ知恵を絞らなければならない。 

また、町内の道路整備が進められてきたが、消防車やバキューム車の入らない道路が残されて

いる。 

 

 

 

 

 

（２）その対策 
--------------------------------------------------------------------------------- 

各集落の活性化と精神的自立に向け、集落支援員や地域おこし協力隊の活動を強化し集落の人

口構造、将来推計を基礎データに、住宅、住宅用地、公共用地、田畑林地、自然エネルギー（太

陽光、風力、水力、地熱、バイオマス等）の活用を推進する。 

集落への道路整備、UI ターンの推進、産業振興等集落を絡めた島まるごと活性化につなげる事

業を図る。そして、定住促進に向けても定住促進住宅建設や空き屋リニューアル事業等により住

環境整備を促進し住環境整備を図っていく。 

また、急傾斜地については、順次崩壊対策工事を行ってきており、引き続き年次計画で進める。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（３）計画 
--------------------------------------------------------------------------------- 

事業計画（令和 3 年度～7 年度） 
持続的発展 
政策区分 

事業名 
（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

９ 集落の維持、

活性化 

(1)過疎地域集落再編整備   

  定住促進産業体験施設事業 海士町 

海士町 

 

   定住促進空き家リニューアル事業 

 (2)過疎地域持続的発展特別事業   

  島まるごと活性化推進事業 海士町  

 (3)その他   

  急傾斜地崩壊対策事業負担金 島根県  

 

 

 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 
--------------------------------------------------------------------------------- 

海士町公共施設等総合管理計画において、施設類型ごとに定めている基本方針に基づき、整合

性を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 

尚、今後公共施設等総合管理計画の改訂を行った場合は、改訂後の方針に沿うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

第11 地域文化・スポーツ 

       の振興等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（１）現況と問題点 
--------------------------------------------------------------------------------- 

海士町には、国指定文化財１件、県指定文化財 4件、町指定文化財 27件がある。また、後鳥羽

上皇や小野篁といった歴史上有名な人物にまつわる隠岐神社・後鳥羽上皇行在所跡、あるいは金

光寺などの数多くの史跡も残されている。この他に、遺跡・民具・伝説・昔話・民謡・年中行事・

古文書等の歴史資料も多くあるが、十分な活用はされていないのが現状である。 

今後、多くの人々が文化財等の素晴らしさや貴重さを認識できるよう、まちづくりのための活

用も含めた保存・保護・継承・広報活動に力を入れる必要がある。 

 

 

 

（２）その対策 
--------------------------------------------------------------------------------- 

平成 16 年度に完成した新民具館への民具の展示と既設民具館の民具を整理し、その活用・利用

促進を進める。 

地域文化資源として地域の有形・無形文化財、言い伝えや年中行事、自主文化活動グループ等

の調査等を行い、その保護・啓発に努め、その保存を図る後継者の育成ができるよう支援を行う。 

町内には、本格的な文化ホールが未整備であるが、既存屋内ステージや野外ステージ用音響機器

などの整備により誰もが気軽に発表できる場・研修のできる場の確保に努める。 

 
 
 

（３）計画 
--------------------------------------------------------------------------------- 

事業計画（令和 3 年度～7 年度） 
持続的発展 
政策区分 

事業名 
（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

10 地域文化・ス

ポーツの振興等 

(1) 過疎地域持続的発展特別事業   

 地域文化スポーツ等振興事業 団 体 

 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 
--------------------------------------------------------------------------------- 

海士町公共施設等総合管理計画において、施設類型ごとに定めている基本方針に基づき、整合

性を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 

尚、今後公共施設等総合管理計画の改訂を行った場合は、改訂後の方針に沿うものとする。 

 



 

 

 

 

第12 再生可能エネルギーの 

           導入促進 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（１）現況と問題点 
--------------------------------------------------------------------------------- 

本町においては、町独自に公共施設への太陽光パネル設置や民間事業者の風力発電設備や太陽

光パネルの設備が整備されるなど、再生可能エネルギー導入の取組はあるものの、家庭用の蓄電

池、太陽光パネル、薪ストーブ設備など、導入拡大について困難な状況が続いている。 

 

 

 

（２）その対策 
--------------------------------------------------------------------------------- 

再生可能エネルギーの設備関連助成制度を設けることで、脱酸素社会の実現はもとより、新た

な産業の創出や、雇用の場の確保などの事業展開を目指す。 

引き続き、学校や産業施設などの公共施設に太陽光発電システムや離島の地形を生かし、波力発

電の可能性も視野に入れ、CO2 排出抑制に取り組む。 

 

 
 

（３）計画 
--------------------------------------------------------------------------------- 

事業計画（令和 3 年度～7 年度） 
持続的発展 
政策区分 

事業名 
（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

１１  再 生 可能

エネ ルギ ー の利

用の推進 

(1)再生可能エネルギー利用施設   

  発電施設整備事業 海士町  

   海士町  

 (2)過疎地域持続的発展特別事業   

  再生可能エネルギー基金事業 海士町  

  再生エネルギー設備導入補助金 海士町  

 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 
--------------------------------------------------------------------------------- 

海士町公共施設等総合管理計画において、施設類型ごとに定めている基本方針に基づき、整合

性を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 

尚、今後公共施設等総合管理計画の改訂を行った場合は、改訂後の方針に沿うものとする。 



 

 

 

 

第13 その他地域の持続的発展に

関し必要な事項 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（１）現況と問題点 
--------------------------------------------------------------------------------- 

海士町の人口は、昭和 25 年の 6,986 人をピークに減少の一途をたどり、平成 22 年には 2,374

人になり、約 60％の減少となっている。 

65 歳以上人口が 20 年前は全体の 26.6％であったものが、平成 22 年 4 月には 38.4％と実に 5

人に 2 人が高齢者となっている。人口減少は若年層の流出によるところも要因の一つであるが、

そのことが少子化の一因にもなっており、0～14 歳、15 歳～29 歳の層は年々減少してきている。

少子高齢化傾向は、今後も強まることが予想されており、町全体の産業構造から集落のコミュニ

ティ活動にも影響を及ぼしている。 

隠岐島での広域事業が展開されているが、各島間及び隠岐本土間の交通の利便性は決して良い

ものではなく、交流事業の展開促進に向けて、交通アクセスの利便性を高める必要がある。 

 

 

（２）その対策 
--------------------------------------------------------------------------------- 

第 4 次総合振興計画に基づいたまちづくりを展開し、各団体と住民が主体的に関わり、過疎地

域においても継続的に自立できる仕組をつくるなど、海士町で生活する一人ひとりが幸福を実感

できる事業を展開する。 

また、広域事業の推進に向けては、海上交通アクセスの見直しを含め、関係機関による協議検

討を行うよう働きかけていく。 

 
 

（３）計画 
--------------------------------------------------------------------------------- 

事業計画（令和 3 年度～7 年度） 
持続的発展 
政策区分 

事業名 
（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

１２  そ の 他地

域の 持続 的 発展

に関 し必 要 な事

項 

(1)過疎地域持続的発展特別事業 団体 

 

 

 団体企業化持続発展事業 

 

 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 
--------------------------------------------------------------------------------- 

海士町公共施設等総合管理計画において、施設類型ごとに定めている基本方針に基づき、整合

性を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 

尚、今後公共施設等総合管理計画の改訂を行った場合は、改訂後の方針に沿うものとする。 

 



 

 

 

 

過疎地域持続的発展特別事業 

（一覧表） 
 

 

 

 



過疎地域持続的発展特別事業（一覧表） 
--------------------------------------------------------------------------------- 

事業計画（令和 3 年度～7 年度） 

持続的 

発展 

施策 

区分 

事業名 

（施設名） 

事 業 

内 容 
事業概要 

事業主

体 
備考 

１．移住・

定住・地

域間交流

の促進、

人材育成 

(4)過疎地域

持続的発展

特別事業 

  

  

 

大人の島留学事業 大学生等の若者が「役場、
福祉、医療、建設、漁業、
農業、観光、教育」など、
島の「職」に携わりながら
移住体験を行うプログラム
の実施。 

海士町 

  

還流プロジェクト事業 人の交流・還流を興し、み
んなが島の担い手になれる
よう、人口の社会移動増を
目指し全課連携型の取組を
推進する。 

海士町 

  

企業人の島留学事業 都市圏域の企業人材のノウ
ハウを活用し、島で一定期
間滞在型し、行政、民間、
各種団体の具体的事業への
支援を行う。 

海士町 

  

親子島留学事業 小・中学生の親子を対象に、
居住環境を整備し島の体験
移住を行う。 

海士町 

  

移住交流事業 体験学習等を通して都市と
過疎地域による地域間交流
と定住促進を推進する。 

海士町 

 

２ 産業

の振興 

  

  

  

  

  

  

  

  

(10)過疎地域

持続的発展

特別事業 

  

  

  

  

  

  

  

  

離島漁業再生支援事業 離島漁業を再生するための
漁場の生産力向上に関する
取り組みや集落の創意工夫
を活かした取り組みを支援
する。 

海士町 

  

新規認定漁業者支援事

業 

漁業の担い手を確保育成す
るため新規認定漁業者に漁
業への定着を支援するため
の補助金交付を行う。 

海士町 

  

産地創生事業 岩がき等海産物のブランド
化、販売促進又は新規就業
者の育成支援に対する補助
を行なう。 

海士町 

  

地方創生推進事業 

（販路拡大等） 

地場産品を活用した開発及
び販売に要する人材と雇用
拡大を図るための支援を行
なう。 

団 体 

民 間 
  

３．地域
における
情報化 

(2)過疎地域

持続的発展

特別事業 

地域情報発信事業 CATV により全町にブロード
バンド環境が整備できたこ
とから、自主番組による情
報を提供し地域行政への関
心を高める。 

海士町 

  



 情報アプリ制作事業 スマホアプリを制作し、島
外者等幅広く、島の産業、
教育、イベントなど情報を
提供する。 

海士町 

 

４ 交通施

設の整備、

交通手段

の確保 

  

  

  

  

(9)過疎地域

持続的発展

特別事業 

  

  

  

 

通学バス運行事業 児童数減少による小学校の
統廃合地域のスクールﾊﾞｽ
運行委託を行なう。 

海士町 

  

路線バス運行事業 地域住民の生活移動手段を
確保するため集落間、学校、
診療所、隠岐汽船等への路
線バス運行委託を行なう。 

民 間 

  

隠岐航路高速船運営事

業負担金 

隠岐航路の高速船運航事業
指定管理料等への負担金。 

隠岐広

域連合 

  

海上交通安定運航対策

事業 

島前内航船等の欠航時の緊
急搬送に対応するためチャ
ーター船事者への人材確保
や運航支援を行う。 

民 間 

  

５ 生活

環境の 

整備 

(7)過疎地域

持続的発展

特別事業 

施設長寿命化計画等事

業 

漁港、港湾、道路、住宅、
上下水道等の損傷状況や動
作状況等の調査を行い、健
全度評価に関する診断に基
づき長寿命化対策に係る計
画及び延命化事業を行う。 

海士町 

  

６ 結婚・

子育て環

境の確

保、高齢

者等の 

保健及び

福祉の向

上及び増

進 

  

  

  

  

  

  

  

  

(8)過疎地域

持続的発展

特別事業 

  

  

  

  

 

特別保育事業 

（延長・障害児・一時・

病後児保育） 

保護者の共働き、核家族化
などによる保育ニーズに対
応するため特別な保育環境
を推進する。 

法 人 

  

すこやか子育て支援事

業 

（保育料軽減、出産・結

婚・祝金,通院費等） 

結婚を祝福し、次代を担う
子どもたちの健やかで生き
生きとした成長を支援する
とともに、育児、出産等に
伴う経済的負担や精神的負
担の軽減を図り、安心して
子どもを産み育てることが
できる環境づくりを行な
う。 

海士町 

  

次世代育成支援推進事

業 

（子育て支援ｾﾝﾀｰ等） 

保護者ニーズの多様化や子
育て世代が安全に安心して
過ごせるよう、きめ細やか
な子育て支援を行う。 

法 人 

  

更正授産施設（仁万の

里）負担金 

隠岐の島町（都万）に設置
されている更正授産施設へ
海士町入所者分の負担金。 

隠岐広

域連合 

  



障害者通所通学助成費 隠岐養護学校から隠岐島前
高校又は町内の障害者作業
所へ通うための交通費を補
助する。 

海士町 

  

７ 医療

の確保 

  

(3)過疎地域

持続的発展

特別事業 

  

医療従事者定着事業 看護師、医師等医療従事者
の人材確保のため移住にか
かる経費及び医師確保対策
加算手当を助成する。 

海士町 

  

人工透析患者通院助成

金 

島前地域に人口透析設備が
無く、宿泊、交通費の補助
を行なう。 

海士町 

 

８ 教育

の振興 

  

  

  

  

(4)過疎地域

持続的発展

特別事業 

  

  

  

  

教育魅力化ｱｯﾌﾟ事業 地域資源を有効活用した各
種事業を展開し魅力的な教
育づくりを推進する。 

海士町 

  

島の教育支援特別事業 学校教育と地域教育の推進
を強化するため、学校支援
本部を設置し学校間と地域
間の教育連携及び各種事業
を実施する。 

海士町 

 

教育交通体系等整備事

業 

離島における子どもの保健
体育及び文化活動等の機会
を増やすため、町外での大
会などの交通費を助成し多
様化する教育活動の推進と
地域間交流を促進する。 

海士町 

 

島まるごと図書館事業 島全体を図書館にみたて読
書人口の増加と島での図書
提供の構築を図る。 

海士町 

 

ふるさと教育推進事業 郷土愛を育むことを目的に
小中学生を中心に歴史や文
化を学ぶ事業を行なう。 

海士町 

 

９ 集落

の維持、

活性化 

  

(2)過疎地域

持続的発展

特別事業 

  

島まるごと活性化推進

事業 

地域おこし協力隊による専
門的な産業・教育・まちづ
くり等の協力体制を強化
し、過疎集落における問題
解決又は活性化と自立に向
けた活動、集落間交流促進
事業を行なう。 

海士町 

 

１０．地

域文化・

スポーツ

の振興等 

(2)過疎地域

持続的発展

特別事業 

 

地域文化スポーツ等振

興事業 

様々な文化資源、観光資源
を活用した町の振興に資す
る事業を関係団体と連携し
行う。 

海士町 

 

１１．再

生可能エ

ネルギー

の導入促

進 

(2)過疎地域

持続的発展

特別事業 

 

再生可能エネルギー基

金事業 

太陽光発電施設の維持管理
の持続性を推進するため、
売電価格相当分を活用し基
金を設置。 

海士町 

 

再生エネルギー設備導

入補助金 

薪ストーブ、太陽光パネル
など住宅関連設備の導入を
行った住民へ、経費の一部
を補助。 

 

 



１２ その

他地域の

持続的発

展に関し

必要な事

項 

 

(1)過疎地域

持続的発展

特別事業 

 

団体起業化持続的発展

事業 

過疎地域の団体への補助金
体質から地域と団体が協力
して事業拡大を図りながら
共に自立できるよう、事業
に対する補助を行なう。 

団 体 

 

 



 

 

 

 

 

参考資料 

年度別事業計画 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


