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離島の振興を促進するための壱岐市における産業の振興に関する計画 

 

平成３０年４月１日 

長崎県壱岐市 

１．計画策定の趣旨  

本市は、福岡県と長崎県対馬の中間地点に位置し、南北約１７km、東西約１５km、面積

約１３９ｋ㎡で玄界灘・対馬海峡に面し、壱岐島、大島、長島、原島、若宮島の５つの有人

島と、１９の無人島で構成されている。 

一般に丘陵性の台地をなし、最高峰「岳ノ辻」が約２１３ｍであり、なだらかな広がりを

見せる平坦な島である。東部の幡鉾川下流には、県下でも有数の平野が広がっている。 

気候は、対馬暖流の影響を受けて、おおむね温暖な海洋性気候であり、年間降水量は全国

的にも多い方に属する。 

壱岐は海岸と丘陵部分の自然景観に恵まれ、昭和４３年には「壱岐対馬国定公園」、さらに

昭和５３年には「海域公園地区」も指定されている。 

また、中国の歴史書『魏志倭人伝』に一支國として記述されているように、古くから大陸

文化の中継地として重要な役割を持っており、国指定特別史跡の「原の辻（はるのつじ）遺

跡」、国指定史跡の「勝本城跡」をはじめとして、県下に類を見ない巨石古墳群など、貴重な

歴史遺産が、古代から近代に至るまで数多く、平成２７年４月には「国境の島 壱岐・対馬・

五島～古代からの架け橋～」として日本遺産の認定を受けている。 

人口は昭和３０年の５１，７６５人をピークに年々減少しており、平成１６年３月末（合

併当時）では、総人口３３，２３６人、その内６５歳以上が９，４３４人、平成２６年３月

末には総人口が２８，６７１人、その内６５歳以上が９，６６３人となり、合併当時と比較

すると１０年で人口が４，５６５人（約１３．７％）減少し、高齢化率は２８．４％から３

３．７％と５％近く上昇しており、高齢化が一段と進んでいる状況である。 

このような状況の中、著しい人口減少を抑制し、ひいては定住促進に繋げるためには、 

本市の現状を把握した上で、生活を支える地場産業の育成、豊富な自然資源や歴史資源を

活用した新たな観光産業づくり、安心して快適に暮らすことができる生活環境づくりなどを

推進していくことが不可欠である。 

よって、本市の産業の振興による定住促進及び交流人口の拡大を図るため、関連計画であ 

る長崎県離島振興計画との整合性を図り、本計画を策定する。  

 

◎年齢別人口・世帯数の変化（国勢調査）                 単位：人、世帯 

区分 昭和 55 年 昭和 60 年 平成 2 年 平成 7 年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 

総人口 41,035 39,528 37,308 35,089 33,538 31,414 29,377 27,103 

年少人口 

(0～14 歳) 

10,480 9,407 7,981 6,632 5,582 4,773 4,178 3,736 

25.6％ 23.8％ 21.4％ 18.9％ 16.6％ 15.2％ 14.2% 13.8% 

生産年齢人口 

(15～64 歳) 

25,006 24,068 22,483 20,443 18,878 17,304 15,856 13,749 

60.9％ 60.9％ 60.3％ 58.3％ 56.3％ 55.1％ 54.0％ 50.7% 

老年人口 5,549 6,053 6,844 8,014 9,078 9,337 9,343 9,618 
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(65 歳以上) 13.5％ 15.3％ 18.3％ 22.8％ 27.1％ 29.7％ 31.8％ 35.5% 

世帯数 10,646 10,656 10,543 10,565 10,661 10,560 10,401 10,002 

２．計画の対象とする地区  

 離島振興対策実施地域として指定されている壱岐市全域とする。 

 

３．計画期間  

 本計画は、平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日までとする。 

 

４．対象地区の産業の振興の基本的方針  

（１）壱岐市の産業の現状と課題 

 壱岐市の産業構造は、第一次、第二次産業が依然として減少傾向にあり、第三次産業は増

加傾向にある。平成２７年国勢調査においては、就業人口職業別の割合が農業１３．２％、

漁業７．２％で、林業はほとんどなく、第一次産業の大半が兼業や高齢者であり、年々減少

の一途をたどっている。第二次産業は、農業・漁業の加工業に加え、地場産業である焼酎製

造等の生産増加はあるものの、建設業の不振等により減少傾向にある。第三次産業では、全

国的な傾向にあわせ増加しており、平成２年には大型店舗の進出や飲食店の増加などの影響

により５０％を上回り、平成２７年では６４．５％と確実に伸びている。 

 

◎産業別就業者数の推移（国勢調査）                    単位：人 

区 分 平成１２年 平成１７年 平成２２年 平成２７年 

総 数 16,476 15,513 13,873 13,029 

第一次産業 
4,413 4,130 3,141 2,657 

26.8% 26.6% 22.6% 20.4% 

第二次産業 
3,452 2,672 2,201 1,945 

21.0% 17.2% 15.9% 14.9% 

第三次産業 
8,597 8,689 8,434 8,402 

52.2% 56.0% 60.8% 64.5% 

分 類 不 能 14 22 97 25 

 

【地域の特色】 

九州本土へは、佐賀県唐津東港まで約４２㎞、福岡県博多港まで約６６㎞である。また対

馬厳原港までは約６７㎞の位置にある。古くから九州北部、特に福岡市との結びつきが強く、

経済圏も福岡市を中心とした北部九州地域に広がっている。 

島外へは空路について１路線（長崎）、航路については３航路（長崎県対馬、佐賀県、福岡

県）が開設されている。 

島内交通については、国道、県道、市道の総延長は１，４４５km に及び道路網の発達し

た地域である。しかし、狭く、折れ曲がった道路が多く、交通障害が生じているので、改良

を急いでいる。 

情報通信技術については、時間や距離という離島のハンデに関係なく情報を収集・発信す
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ることができ、住民生活の利便性を向上させ、産業でも必要不可欠なインフラとなっている。

壱岐市では加入者系光ファイバー網を地域情報通信基盤施設整備事業で整備し、防災情報の

提供、ケーブルテレビによる地上デジタル放送の再送信・自主放送サービス（テレビの難視

聴世帯の解消）、低額な超高速インターネットサービス等を提供している。 

【産業の動向】 

・農業 

水稲、葉たばこ、肉用牛を中心に、メロン、いちご、アスパラガスなど施設園芸や野菜、

花き等を取り入れた複合経営が主体となっている。しかしながら、急激な国際化の進展によ

る海外農産物との競合、消費者ニーズの多様化などにより、農業所得の低下や農業従事者の

減少、高齢化の進展等深刻な問題となっている。今後は、効率的かつ安定的な農業経営を目

指す、認定農業者・集落営農組織等の確保・育成を図る必要がある。 

さらに、製造業、小売業、観光業などの異業種との連携による、６次産業化を積極的に推

進し、農業・農村の活性化を図る必要がある。 

 

◎農家戸数・人口（農林業センサス）                  単位：戸、人 

 平成１２年 平成１７年 平成２２年 平成２７年 

農
家
戸
数 

専 業 450 456 518 433 

第一種兼業 378 411 240 213 

第二種兼業 1,759 1,382 1,052 854 

自給的農家 566 768 918 780 

計 3,153 3,017 2,728 2,280 

農業就業人口 4,185 3,620 2,585 1,994 

 

・水産業 

小型漁船によるイカ、ブリ、クロマグロ類等の一本釣り漁業で、定置網、採介藻、刺網、

延縄漁業が行われ、入り江の静隠域では真珠、マグロ、トラフグの養殖が行われている。近

年、主要水産物であるイカ、ブリ類は減少傾向にあり、漁業をとりまく環境は、漁業生産資

材の高騰、磯焼け等による藻場の喪失、資源の減少、魚価の低迷、等により漁家の経営は悪

化の一途をたどっている。一方、国際的に資源保護の重要性が高まる中、クロマグロ等の漁

獲規制が強化され、思うように漁獲を向上する事が出来ない。栽培漁業については、近年、

アワビ・アカウニ等の種苗放流を計画的に実施しており、今後も資源管理型漁業の展開を積

極的に推進する必要がある。 

 

◎漁協組合員数・販売高（水産課）               単位：体、人、百万円 

 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 

経営体数 1,908 1,843 1,717 1,590 1,546 

組合員数 
総 数 3,199 3,119 3,001 2,870 2,784 

内正組合員 1,146 1,112 1,073 1,017 1,051 

販売事業取扱高金額 5,432 4,534 4,266 4,195 4,119 
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・商工業 

商業は、そのほとんどが食料品、医療、日用雑貨等の生活関連物資を扱う小規模店である

が、郊外型スーパー等、大・中規模店の利用が多くなる一方、長引く景気の低迷や福岡都市

圏への消費者の流出などから商品販売額は減少傾向にある。消費者ニーズの変化に的確に対

応した商店経営と魅力ある商店街づくりを進め、消費充足率を高め商圏の確保を図る必要が

ある。 

工業は、建設業が主であり、雇用面においても同じで、その他製造業、造船業、木材加工

業に若干の雇用があるが、ほとんどが家内工業的な小規模なものである。 

企業誘致については、離島であり立地条件に恵まれず、大変厳しい状況下にあるが、今後、

光ケーブル網による高速通信インフラを活用するなど、地域の実情に即した企業誘致を進め、

雇用の増大を図る必要がある。 

 

◎製造業（工業統計調査）                       単位：所、人 

 平成２１年 平成２２年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 

事業所数 52 49 46 45 42 

従業者数 714 687 658 630 598 

 

・観光 

昭和４３年７月壱岐対馬国定公園の指定を受けた自然景観に優れた島で、海、温泉、史跡、

文化財等観光資源に恵まれている。観光客は長引く不況等により減少傾向が続いているが、

期間限定で発行されるプレミアム商品券「しまとく通貨」などの取組で観光客数の増加が見

込まれる。今後、壱岐の経済浮揚にとって観光振興は重要であり、本土との交通体系の整備

はもとより、平成２７年４月に日本遺産として「国境の島 壱岐・対馬・五島～古代からの

架け橋～」の認定を受け、これを活かした情報発信を行い、自然・温泉・古墳等恵まれた資

源を活用し、通年型、保養・体験型観光の促進を図る必要がある。また、海外からの観光客

の獲得も重要となっており、中国、韓国、台湾を中心に福岡を玄関口とした受け入れ体制の

強化を進めている。 

 

◎観光客数（観光商工課）                         単位：人 

 平成２５年 平成２６年 平成２７年 平成２８年 

延べ数 557,919 535,602 561,311 543,910 

  

（２）壱岐市の産業振興を図る上で推進しようとする取組 

 農業、水産業、地場産業である焼酎・ウニ加工は、景気の低迷や輸入品の増加などにより

伸び悩んでいるが、食の安全・安心に対する消費者の関心が高まっている中、安全でおいし

い農産品・水産品・加工製造品を生産して壱岐のイメージ向上を図るとともに、第１次産品

生産者・加工業者・消費者・販売業者などが連携して産地ブランド化を推進し、就業機会の

創出や所得の向上に取り組む。 

既存の産地ブランドとしては、島内の全５漁協でケンサキイカの出荷方法を改良し、品質
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に基準を設けた「壱岐剣（いきつるぎ）」がある。今後は個々の業種で付加価値の高い産品を

開発するとともに、壱岐島全体の知名度向上のために異業種にわたる統一ブランドが必要で

あり、販売者、製造・加工業者、漁協、農協、観光業者等が連携して、基準や販売方法を検

討し「壱岐ブランド」化を推進する。 

また、他の産地との競争力をつけるために、原材料の共同仕入れや産品の共同販売による

運送経費や販売経費の縮減を図る異業種連携について検討する。 

豊かな自然を活用したグリーン・ツーリズムを推進し、観光産業と連携・補完することで

交流人口の増加を図る。 

 その他、産業ごとの推進しようとする取組については、次のとおりである。 

 

① 農林業、畜産業 

肉用牛、水稲、葉たばこの基幹作物を中心に、いちご、アスパラガス、メロンなど施設園

芸を振興し、高収益型農業による経営の安定化を図り主業農家を確保していく。さらに、安

全でおいしい農畜産物の生産による壱岐のイメージ向上を図るとともに、有機農業等の認証

制度やエコファーマー認定制度の活用による産地ブランド化、耕種・畜産連携による資源循

環型農業の推進により環境に優しい環境と調和の取れた持続的な農業を推進する。また、省

力的な農業経営を推進し、多様な担い手を確保・育成するとともに、水源涵養や自然環境の

保全など公益的役割を担っている農地の有効活用を図る。また、自然豊かな壱岐の魅力を発

信しながら、観光と連携してグリーン・ツーリズムの推進を図る。 

特に肉用牛は、壱岐市の農業産出額全体の過半を占める基幹作目であり、第１１回全国和

牛能力共進会での好成績を活かし、「壱岐牛」ブランドの確立を積極的に推進するとともに、

繁殖雌牛の整備を進め肉用牛の改良を加速化する。一方、高齢化等による飼養頭数の減少を

止めるため、集落営農組織による畜産経営の取組やヘルパー組織による労力支援システムの

構築などを推進し、生産基盤の強化を図る。 

流通対策は、福岡都市圏等大消費地への流通拡大を図るなどマーケティング活動を強化す

るとともに、消費者と直結した産地直販、農産物直売所の増設や地元スーパーでの地場産野

菜コーナーを開設する等、島内需給を推進し、農業団体・行政が連携し流通の強化に努める。 

また、地場産業との連携による加工商品の開発、生産体制の整備を支援するとともに地産地

消の推進を図り、さらに農業の６次産業化の推進を図る。 

このような農業生産活動を支えるため、優れた経営感覚を有する認定農業者や集落営農組

織等多様な担い手を確保するとともにＩターン、Ｕターンなどの島外からの農業従事希望者

の受け入れ態勢を整備する。また、ゆとりある、意欲に満ちた農業経営を確立するために家

族経営協定の推進に努める。 

さらに、農業経営の基盤となる農地の整備を推進し、畑地帯においては水源確保に努める

等、立地条件に応じた区画整理を推進する。また、農業生産条件の不利の補正、耕作放棄地

の発生防止と解消、多面的機能を有効に整備する。大区画ほ場を中心に農作業受託組織・集

落営農等の確立、大型施設・機械を導入することで効率化・高度化を推進し、担い手への農

地の集積、耕作放棄地の利用等農地の流動化を図る。併せて、農村生活環境整備のため、農

道の整備等を推進する。 
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② 水産業 

水産業の振興のため、生産基盤の整備については、港内の静穏度を高め、短期蓄養を容易

にするとともに、漁船の安全係留、漁業就業者の高齢化に対応した施設等の漁港整備を推進

する。また、周辺海域の生産性を高めるために藻場造成により漁場環境の保全を図るととも

に、関係機関と連携し磯焼け対策に関する調査・研究を推進する。併せて、密漁対策の強化

など漁場の維持管理を図る。さらに、漁村生活基盤整備として地域の実情にあった生活排水

処理施設の整備等を推進する。 

栽培漁業・資源管理型漁業の推進については、地域栽培基金の活用、種苗生産施設の整備

等により大量かつ安定的な種苗放流を展開するとともに、地域にあった資源管理手法を導入

することで、資源の適正管理と持続的利用を図る。また、市内の漁業集落の種苗放流等の地

域活動を支援する。 

流通対策については、その体制を整備するため、流通面では離島の不利な条件を克服し、

流通の迅速化、効率化を図るとともに、活魚出荷や水産加工、壱岐の主要水産物であるイカ、

寒ブリ、ウニ、サワラ等、地域の資源を活かしたブランド化による漁獲物の高付加価値化を

図る。また、福岡都市圏等大消費地への流通拡大を図るため、産地と消費者を結ぶ情報ネッ

トワークや効率的な出荷体制の整備を図る。さらに、島内住民や観光客による地場消費の拡

大のため島内流通体制の整備を推進する。 

このほか、担い手の育成・支援については、認定漁業者の確保、漁業後継者の育成、壱岐

島外からの新規就業者増加を目指して就業情報発信を強化するとともに、既存漁業者に対す

る各種施策を推進し、漁業者グループへの活動支援を行う。 

 

③ 地場産業 

地場産業については、優れた特産品や名産品の原料の島内生産の振興を図るとともに、焼

酎、ウニなど既存の特産品について、付加価値を高めるため原材料の島内生産・確保の推進

を図り、また、新たな壱岐ブランド商品の開発、産地ブランドの確立を推進する。 

特産品の知名度向上や島内流通体制の促進を図るとともに、定期的な情報発信を実施し、

通信販売を含めて流通販売システムを再構築する。 

地場産業の後継者、起業者を支援し、伝統産業の保存継承等を推進する。企業誘致のため、

積極的な働きかけと支援に努める。 

 

④ 商業 

商業については、商店の近代化、店づくり、人材・後継者の育成、消費の島外流出防止対

策等を、商工会等関係機関と連携して推進することで、個々の商店が消費者にとって魅力の

ある店として活性化を図るとともに、活気ある商店街を作るため、空き店舗等を観光・福祉

施設として活用し商店街の活性化を図るなど、住民・観光客が積極的に利用できる様々なス

ペースの提供を推進する。また、壱岐の風情ある街並みを演出し、散策できる心豊かな空間

を創出する。さらに高齢者にも優しく便利な生活の支援となる場づくりに努める。 

その他、農・水産業と連携した朝市等の開催を支援する。 

 

⑤ 企業誘致 
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企業誘致については、離島であり、四方を海に囲まれ、交通アクセスに恵まれず、流通コ

ストが嵩むなど厳しい条件下にある離島においては、情報通信のインフラ整備や人材の育成

確保に留意しながら、地理的距離や交通事情に左右されにくく、流通コストが比較的かから

ない、コールセンターなどの情報通信関連企業や、軽量・高付加価値品の製造を行う企業の

誘致を図る。 

 

⑥ 観光・レクレーション 

国指定特別史跡の原の辻遺跡をはじめとした島内の貴重な歴史遺産と壱岐の豊かな自然景

観や新鮮な農水産物、温泉、人情、それらを活かしたイベントや体験プログラムを魅力的か

つ効果的に結びつけ、滞在型の着地型旅行商品の造成や受入体制及び情報発信の強化を図り、

壱岐島の素晴らしさを全国に強く大きく発信し、交流人口の拡大による地域の経済浮揚を図

っていく。 

総合サービス産業である観光業を発展させていくには、観光関連業者と農業・水産業など

異業種との連携が不可欠であり、そのためには市民に観光産業の重要性を認識してもらい、

市民自らが地域への誇りとおもてなしの心をもって、積極的に観光のまちづくりを推進・参

画する必要がある。 

 

⑦ 情報サービス業等 

 医療・福祉を連携した活用や行政手続きに情報ネットワークを活用し、住民サービスの向

上を図る。また、超高齢化社会におけるＩＣＴ活用事業の実施と展開を進め、地域の特性を

活かし、ＩＣＴ関連事業の創造を図る。 

 

５．産業の振興の対象とする事業が属する業種  

農林水産業、農林水産物等販売業、商工業（製造業含む）、観光業、旅館業、情報サービス

業等を対象とする。 

 

６．事業の振興のために推進しようとする取組・関係団体等との役割  

 上記業種における産業振興に取り組むため、各主体が連携して実施する取組は、以下のと

おりとする。 

（１）壱岐市の取組 

 上記業種における産業振興に取り組むため、本市では、事業者の設備投資に対する国税に

関する租税特別措置の活用促進を働きかけるとともに、地方税の不均一課税を実施し、事業

者の経済的負担の軽減に努める。 

① 租税特別措置の活用の促進 

長崎県と連携して積極的な周知を図る。 

② 企業誘致に対する取組 

  本市へ進出を果たした一定の要件を満たす企業については、業種を問わず、３年間、固

定資産税に相当する額の範囲内で奨励金を交付するほか、製造業、情報通信業、コールセ

ンター業を主な対象として、人材育成費用や事務所賃借料、設備整備（改築費）等に対し

て補助金を支出する。 
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  また、長崎県及び公益財団法人長崎県産業振興財団と連携し、各種支援事業を活用する

ことで企業誘致を促進する。 

③ 中小企業への資金融資及び保証料補助 

  中小企業に対して運転資金及び設備資金を融資する。また、信用保証協会の保証料によ

る負担を軽減するための補助を行う。 

④ 壱岐しごとサポートセンター事業 

  市内の中小事業者等の売上の向上と市内での起業・創業の増加を目的として、ビジネス

コンサルティングを主軸とした総合的なサポートを行う「壱岐しごとサポートセンター

（Iki-Biz）」の運営を支援し、地域産業の活性化と市内での雇用の増加を図る。 

⑤ 水産業関係の取組 

新規就業者の確保育成のため、短期研修や就業後の補助を実施し、定着を図るとともに、

漁家子弟の漁業就業についても支援を行う。 

また、藻場の保全や種苗放流等を通じて漁業環境の改善に努め、継続的な漁業の実現を

図る。 

⑥ 商品開発・販路開拓（拡大）支援事業 

  壱岐産品を活用して「売れる」商品の開発や、当該商品の販路の開拓（拡大）について、

民間事業者の専門的なノウハウを活用して支援を行うことで、事業効果を高めるとともに、

対象となる事業者の売上向上を図ることと併せて、材料となる産品の生産者の所得向上に

もつなげる。 

⑧  地域商社事業 

  本市の特産品や潜在的な魅力を持ちながらも知名度が低い産品について掘り起こしや磨

き上げを行ない、福岡市等の大都市圏や首都圏に売り込むための営業等を行う「壱岐市ふ

るさと商社」事業により、地場産品の生産者の所得向上を図る。 

⑨ その他、上記以外に地場産業等の振興を図り、新規起業、雇用の創出に繋がる支援事業 

等を関係機関と連携しながら展開していく。 

 

（２）長崎県の取組 

① 租税特区別措置の活用の促進 

  市と連携して、積極的な周知を図る。 

② 企業誘致に対する取組 

企業ニーズにきめ細かく対応した誘致企業への助成・貸付制度を本県への立地インセン 

ティブとして活用しながら、市とも連携し、（公財）長崎県産業振興財団による企業訪問等 

の積極的な誘致活動を行う。 

離島地域においては、平坦地に乏しいことや流通コストが嵩むことなど厳しい制約があ 

るため、誘致企業への助成制度において補助の嵩上げや要件の緩和等を行うことで、地理 

的ハンディを克服し誘致につなげていけるよう最大限配慮する。 

特に、情報通信のインフラ整備や人材の確保・育成に留意しながら、地理的距離や交通 

事情に左右されにくいコールセンターなどの情報通信関連企業や精密金型やワイヤーハー 

ネスなどの流通コストがかからない、軽量で付加価値の高い製品を製造する企業の誘致に 

取り組む。 
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③ 中小企業向け融資制度 

事業資金において、金融機関を通じて、長期・低利（固定金利）で融資を行うとともに、 

長崎県信用保証協会の保証をつけることにより、信用力や担保力に乏しい中小企業者の信 

用補完を行うことで、中小企業者の経営安定と体質強化等に必要な資金の調達が円滑に行 

われ、県内中小企業者の振興に資する。 

④ 中小企業高度化資金 

高度化事業は、中小企業者が共同して経営基盤の強化を図るために組合などを設立して、 

工場団地・卸団地、ショッピングセンターなどを建設する事業や第三セクターや商工会な 

どが地域の中小企業者を支援する事業に対して、資金及びアドバイスの両面から中小企業 

基盤整備機構と県が一体となって支援する。 

⑤ ものづくり経営基盤強化支援事業 

製造業を営む中小企業者の生産効率化や省エネ対策など競争力強化に向けた取組を支援 

し、受注体制の確立による持続的な事業拡大と雇用の安定を図る。 

 

（３）壱岐市農業協同組合の取組 

 「農業所得の増大、地域の活性化、農と食の未来をつなぐ」を基本構想とし、循環型農業

を軸とした持続可能な農業の形づくりを目指す。 

具体的な取組として、水田農業においては、水田フル活用の体制作りと地域農業の柱と

なる強い経営体の育成に努める。畜産では繁殖牛 7,000 頭の早期回復、壱岐牛のブランド

化の確立に向け取り組む。園芸作物においては、施設のアスパラガス・イチゴ・メロン・

ミニトマト・花きをはじめ、露地野菜の振興を図る。 

また、地域農業の担い手づくりに向けては集落を核とした組織化を進め、経営安定に向

けた法人化・多角化への取り組みを推進する。併せて、新規就農者対策についても更に推

進する。 

 

（４）壱岐市内漁業協同組合の取組 

新規就業者の受入れや研修を実施し、制度面・技術面・生活面等さまざまな側面から

就業者を幅広くサポートし、定着を図る。 

また藻場再生や種苗放流等の沿岸での資源保護活動について中心的な役割を果たし、

水産業の振興を図る。 

 

（５）壱岐酒造協同組合の取組 

   壱岐市は麦焼酎発祥の地であり、壱岐焼酎は本市の特産品となっている。ＷＴＯの地 

  理的表示の産地指定を受けているが、さらに知名度向上と販路拡大、消費拡大を図る。 

 

（６）壱岐市商工会の取組 

小規模事業者の経営、技術の改善発達のため、各種相談指導を行うとともに、地元商 

店に対し有利な補助金や融資制度の周知を図る。 

 

（７）壱岐市観光連盟の取組 



10 

 

壱岐の魅力を島外に情報発信し、観光客の誘客に努めるとともに、ホテル、旅館、民 

宿等に対して、必要な情報の提供やおもてなしの接待の提供等を連携して行う。また地 

域の特色を活かした旅行商品の開発や特産品等の情報発信の強化を図る取組を推進する。 

 

７．計画の目標  

 

業  種 新規設備投資件数 新規雇用者数 

製造業 １１件 ３５人 

旅館業  ４件 １６人 

農林水産物等販売業  ９件 ２８人 

情報サービス業等 ２４件 ８１人 

 

 

 


