
周防大島“まるまるかぶりつき”プロジェクト 
周防大島を、まるまる“観光農園、観光漁場”にして、観光客を呼び込む！ 

地方創生☆政策アイデアコンテスト提案資料 
山口県立周防大島高等学校 土井望愛 正木公次郎 

※本頁の地図は許諾のもと周防大島町  
  HP掲載の地図を使用 



周防大島高校は、 
周防大島 唯一の県立高校として 

地域の活性化に向けた 
様々な貢献活動を展開しています。 

※本頁の写真は 
  本校の記録写 
    真を使用 



※本頁の写真は本校が実施する「すおうおおしまキレイな海岸フォトコンテスト」の応募作品の写真を使用 

周防大島町の政策～周防大島町まち・ひと・しごと創生総合戦略～ 



周防大島町の政策～周防大島町まち・ひと・しごと創生総合戦略～ 
基本目標１ 産業振興による雇用の創出  

（１） 基幹産業の振興 
  ①農業振興  主要農産物である柑橘栽培へのてこ入れ、新しい農産物の開発、  
           6次産業化の推進、雇用の創出   
⑤漁業振興  水産資源の保護育成、重点的な種苗放流、  
                 6 次産業化の推進、雇用の創出  
⑥担い手・後継者確保支援  農林漁業の担い手確保のための支援 

（２） 観光産業の育成  
  ①地域資源の活用  ニホンアワサンゴなどの地域資源を活用したツアーの実施、 
                             新たな客層の誘致 
⑥新たな拠点と新規事業の展開   
   瀬戸内海の持つ海の魅力を満喫できる海の駅の     
   整備、様々な海体験メニューの開発 

1年総合的な学習の時間講演会 「周防大島の魅力と課題」 
※本頁の写真は本校の記録写真を使用 



※本頁の写真は本校が実施する「すおうおおしまキレイな海岸フォトコンテスト」の応募作品の写真を使用 

観光の現状～周防大島町と山口県～ 



観光の現状～周防大島町と山口県～ 

目標値 

観光客数 

２年学校設定教科「地域創生」 
 「山口県の魅力と課題」（観光グループ） 

観光交流人口100万人まで、 
あと一息 



周防大島と言えば・・・・・ －地域の魅力－ 

※本頁の写真は許諾のもと周防大島観光協会HP掲載の写真、本校が実施する 
  「すおうおおしまキレイな海岸フォトコンテスト」の応募作品及び本校の記録写 
  真を使用 



周防大島と言えば・・・・・ －地域の魅力－ 

周防大島高校 
学校行事 
“ふれあいみかん
収穫作業” 

豊かな山の幸 

周防大島高校
開発商品 
太刀魚を使った
“タチドック” 

新鮮な海の幸 

かつては・・・  
藻谷浩介さん談 

「昔はね、徳山から電車と船とバスを乗り継いで、夏は
海水浴、秋はみかん狩りに、 周防大島に来るのが、
最大の楽しみであり、家族の最大のイベントでした。」 

－みかん狩り、海水浴、 
      魚釣りが観光の中心－ 

生徒が企画運営 藻谷浩介氏講演会 
「里山資本主義と地域の創生」(4/3) 

※本頁の写真は許諾のもと周防大島観光協会HP 
  掲載の写真及び本校の記録写真を使用 



周防大島町の観光の現状 ※本頁の写真は本校が実施する「すおうおおしまキ 
    レイな海岸フォトコンテスト」の応募作品の写真を 
    使用 



周防大島町の観光の現状 

観光先が変化している！ 
～いわゆるハコものへ～ 

大観荘 

道の駅 陸奥記念館 

サンシャイン
サザンセト 

観光マップ 
目的地分析 

観光マップ 
メッシュ分析（流動人口） 



周防大島町の観光の現状 

※本頁の写真は本校が実施する「すおうおおしまキレイな海岸フォトコン 
    テスト」の応募作品の写真を使用 



周防大島町の観光の現状 観光マップ 
(滞在人口率） 滞在人口月別推移※滞在人口…市区町村単位で滞留時間が２時間の人口 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ここに注目！ 

ここを伸ばす！ 



山口県の観光の現状 ※本頁の写真は本校が実施する「すおうおおしまキレイな海岸フォト 
    コンテスト」の応募作品の写真を使用 



周防大島町になくなって
しまった、 

ここを伸ばす！ 
２年学校設定教科「地域創生」 

 「山口県の魅力と課題」講演会（観光グループ） 

家族で行けるところを
求めている！ 
ここを生かす！ 

山口県の観光の現状 



周防大島町の農業の現状 
農業部門別 販売金額（総額）2013年 

稲作 

養鶏 

肉用牛 

果樹類 
果樹類 

稲作 

農作業 
請負 
収入 

酪農 農作業 
請負 
収入 

酪農 

（周防大島町） （山口県） 
周
防
大
島
町
は
果
樹
類 

の
販
売
の
割
合
が
大
き
い 

農業生産関連事業の実施状況（経営体数） 
農作物の加工 

消費者に直接販売 
貸農園・体験農園等 

観光農園 

農林水産業マップ 
農業花火図 

農林水産業マップ 
農業者分析 



耕作放棄地率 

2010年 

周防大島町 山口県 全国 

山口県・全国と比べて
極端に高く、増加傾向 

周防大島町 
75歳 
以上 65～ 

74歳 
45～ 
64歳 

極端な高齢化傾向
75歳以上が4割 
65歳以上が8割 

全国 

山口県  原因 
 後継者不足 

農業経営者の年齢構成 

農林水産業マップ 
農地分析 

農林水産業マップ 
農業者分析 



周防大島町の漁業の現状 
海面漁業種類別延べ経営体数 2013年 （周防大島町） （山口県） 

その他
の釣り 

採貝 
採藻 

その他
の刺網 

その他
の漁業 

その他
の釣り 

採貝 
採藻 

その他
の刺網 

その他 
の漁業 

沿岸いか
釣り 

海面漁獲物販売金額（総額） 

意
外
と
周
防
大
島
町
は 

採
貝
採
藻
の
割
合
が 

小
さ
い 

いずれも減少傾向だが、 
意外と周防大島町は 
減少幅は小さい 

農林水産業マップ 
海面漁獲物 
販売金額 

農林水産業マップ 
海面漁獲物販売金額 



周防大島と言えば・・・・・ 豊かな山の幸 
かつては・・・  －みかん狩り、海水浴、 

    魚釣りが観光の中心－ 

新鮮な海の幸 

藻谷浩介さん談 

「昔はね、徳山から電車と船とバスを乗り継い
で、夏は海水浴、秋はみかん狩りに、 周防大

島に来るのが、最大の楽しみであり、家族の最
大のイベントでした。・・・」 

※本頁の写真は許諾のもと周防大島観光 
  協会HP掲載の写真を使用 



周防大島と言えば・・・・・ 豊かな山の幸 
かつては・・・  －みかん狩り、海水浴、 

    魚釣りが観光の中心－ 

新鮮な海の幸 

藻谷浩介さん談 

「昔はね、徳山から電車と船とバスを乗り継い
で、夏は海水浴、秋はみかん狩りに、 周防大

島に来るのが、最大の楽しみであり、家族の最
大のイベントでした。・・・」 

かつての“みかん狩り”で、 
観光客を呼び戻す！ 

みかん
狩り 

家族でできる 

体験できる 

秋から冬に 
かけての観光 

※本頁の写真は許諾のもと周防大島観光 
  協会HP掲載の写真を使用 



みかん狩りなどの体験型の旅行客を取り戻すことにより、観光客を増やすとともに、
農業・漁業の魅力を高め、雇用・後継者の育成につなげ、課題を一度に解決！ 

周防大島“まるまるかぶりつき”プロジェクト 
◯周防大島町は、農業と漁業を基幹産業と位置づけている。 
◯周防大島町は、観光交流人口１００万人をめざしている。（あと一息） 
◯山の幸、海の幸は周防大島の貴重な財産。 
◯かつて、周防大島は、みかん狩りで賑わっていたが、今は、観光先が変化し、施設見学型が 
  多くなり、果物狩りなどの体験が少なくなっている。しかし、家族旅行で旅行する人は、今で 
  も多い。周防大島の観光は、夏が中心。 
◯周防大島の農業の中心は、果樹類。消費者に直接販売している割合が大きく、体験農園・観 
  光農園は意外と割合が小さい。農作物を加工している人が増加傾向。 
◯耕作放棄地が増えており、その原因として、高齢化による後継者不足が考えられる。 
◯周防大島の漁業は、釣り・漁業で、意外と採貝・採藻の割合が小さい。漁獲高は減少傾向。 

－現状－ 

－解決策－ 



周防大島“まるまるかぶりつき”プロジェクト 
①かぶりつきセンターの設置 ◯大島大橋の側に設置 

◆島に入る時 
・かぶりつきセンターで入園料を支払います。 
・かぶりつきフラッグを許可証として渡します。 
・夏は、バケツや網袋、秋・冬はみかん箱を渡します。 
・おすすめポイントの地図も配ります。 
・ごみ袋も配ります。 ◆島から出る時 

・採集したものを島外 
 に持って出る時は、 
 重さ等により、一定 
 の料金を支払いま 
 す。 

周防大島に車で出入りできるの
は、大島大橋だけという特徴を生
かします。 

ただ今！周防大島 

島の中で採（獲）ったものは、
自由に獲ったり、食べたりでき
ます。 

※本頁の地図は許諾のもと 
    周防大島町HP掲載の地図 
    を、イラストはフリー素材を 
    使用 



周防大島“まるまるかぶりつき”プロジェクト 

※本頁の写真は許諾のもと周防大島観光協会HP掲載の写真を使用 



周防大島“まるまるかぶりつき”プロジェクト 

山の幸をかぶりつき（秋～冬）編 
＜みかん農家の方にお願い＞ 
・かぶりつき専用の樹木を数本選んでいただ  
 き、その樹木にパネルをつけます。 
・パネルには､樹木番号と生産者の顔写真、 
 連絡先を記入します。 

生産者 島高太郎  
周防大島かぶりつき専用 

この農園のみかんを直接、販売し
ます。 
問い合わせ  
 島高 000-0000 
 かぶりつきセンター000-0000  

顔が見えると安心・安全 
＜かぶりつきルール＞ 
・かぶりつき中は、かぶりつきフ 
  ラッグを見えるところに示します。 
・島外に持って出る時は、指 
 定のみかん箱を利用し、セ 
 ンターで購入代金を支払い 
 ます。（割安） 

生産者と消費者の顔が見えるお付き合いの
きっかけにします。 

・参加者が、「ここのみかん畑のみ
かんが美味しかった！毎年、送って
欲しい！」と思ったら、生産者に電
話します。センターに電話しても構
いません。 

オレンジライン 

※本頁のイラストはフリー素材を使用 



周防大島“まるまるかぶりつき”プロジェクト 
海の幸をかぶりつき（夏）編 
＜特区申請して、漁業組合員以外でも 
             採集を可能にする！＞ 

＜かぶりつきルール＞ 
・かぶりつき中は、かぶりつきフッグを見えるところに示 
 します。 
・乱獲をふせぐため、獲るため道具を 
 指定します。 
・島外に持って出る時は、指定の網 
 袋を利用し、センターで購入代金 
 を支払います。（割安） 

「特区」とは、一律に決められた国の規制を外した  
  特別なエリア。 民間企業の経済活動や地方公 
     共団体の事業など、現場の実情に合わず、その 
     地域のニーズを妨げている「規制」を解消して、 
     国際競争力の向上や新産業の創出する制度 

＜場所の指定＞ 
・島の海岸であれば、どこでも採集可 
 能としたいけど、安全の面もあるの 
 で、場所をいくつか指定します。 
・指定したパネルを掲示して、漁協と 
 センターの連絡先を記入します。 

☆“山の幸”と同様に生産者(漁協）と消 
  費者の顔が見えるお付き合い（宅配 
  サービス）のきっかけとします。 
☆トラブルの防止にもなります。 ※本頁の写真は許諾のもと浜田海上保安庁HP掲 

  載の写真を、イラストはフリー素材を使用 



周防大島“まるまるかぶりつき”プロジェクト 

特別割引制度 
◯センターで配布するゴミ袋に島のゴミを入れて、 
  島から出るときにセンターに提出した場合、いくら 
   か、割り引かれる制度です。 

事業の実施主体 

◯農協や漁協が中心になって、観光農園等の経営者が中心になって、  
  運営します。 
 ＜理由＞・ノウハウがある 
       ・全島観光農園化になることによる収入保障 

学校行事 クリーンウォーク 

※本頁の写真は本校の記録写真を、 
  イラストはフリー素材を使用 



高校生も協力します！ 
◯かぶりつき情報の提供 
  登下校中に、みかんのなり具合を 
  調べ、情報を「かぶりつきセンター」 
  に提供します。（釣り情報のように「狩りごろ・獲りごろ情報」を発信） 
○かぶりつきパトロール（ヒアリング）の実施 
  かぶりつきスタッフとして、夏休みの部活動等での登下校の途中、か 
  ぶりつきグループを見つけたら、声をかけます。 
  ＜任務＞ 
   ・ヒアリングをして、収穫の状況など、観光客のニーズになっているか、 確認をします。 
   ・収穫の実績を積み上げて、あまり採れていないグループには、よく採れるところを教 
    えます。 
   ・ルールを守っているか、確認します。 

毎日更新！FaceBook 

※本頁の写真は本校の記録写真を使用 



外国人観光客を周防大島へ呼び込む！ 
 外国人向け観光ルートを考案し、近隣のALT  
 を招いて、モニターツアーを実施（10/23） 
 
 
 

 
＜ツアー日程＞ 
座禅体験・みかん狩り・安下庄海の市・ハロウィンビンゴ
大会・瀬戸内ジャムズガーデン・道の駅サザンセトとうわ 

※本頁の写真は本校の記録写真を使用 



 Mikan Picking      
Bryson Crane 
I thought this was a very generous point on an already generous tour. It’s important for tourists to have a chance to try the island’s most 
famous product. 

とてもよい体験だったと思います。観光客にとって、島で一番有名な農産物に触れる機会を持つことはとても
貴重な体験です。 
 
Jeremy Salzer 
I enjoyed this part immensely; I think this was my favorite part. I enjoyed being out and picking my very own batch of mikan to take home 
with me. They were delicious and I honestly wished I picked more. My landlord and land lady really enjoyed the taste of them as well. They 
made excellent omiyage. 

家に持って帰るみかんを自分で選んで収穫するみかん狩りが一番楽しかったです。食べたみかんはとてもおい
しくてもっと収穫したいと思いました。近所の人にもいいお土産になりました。 
 
Lauren Okimoto 
I think this was a good event especially since Suo-Oshima is known for mikan. 
周防大島はみかんで有名ですので、みかん狩りはよい体験だったと思います。 
 
Todd Simonson 
This was great!  I’ve never eaten fresh mikan right after picking them.  The owners and the children were very nice and helped me choose the 
best mikan.  The students’ explanation on how to pick the mikan was very clear. 

とても貴重な体験でした。もぎたてのみかんを食べたのは初めてです。生徒たちがみかんの選び方を教えてく
れたり、みかんの収穫の仕方をわかりやすく教えてくれました。 

※本頁の写真は本校の記録写真を使用 



関係機関の方へのヒアリング 
○みかん農家の方は、どの畑のどの樹のみかんが美味しいかよく知っている 
  ので、かぶりつき専用の樹木にパネルを付ける企画はきっとうまくいきま 
  すよ！お客様も喜びます。 
○周防大島は岩国基地が近くにあるので、バイクのツーリング、海水浴など 
  で基地の関係者の方を多く見かけます。外国の方が大島のみかんをこ 
  のように思ってくれていたのか、私もびっくり。農産物・海産物でも多くの外国人をきっと呼べますよ。 
○「高校生が協力します」というのが素晴らしい。柔らかい頭で、若い感覚で、アイデアを 
 出し続けていただけるということなので、事業の実施主体としては大変心強く思います。 

○大島大橋を出入口として、周防大島を一つのテーマパークとすることは、 
  良いアイデアですね。 
○特区申請については、漁業権の一部解放となり、漁業者への権利の 
  侵害などの課題もあるので、工夫が必要ですね。 
○漁場の管理運用の問題や、乱獲を防ぐため、道具の指定等(例えばレ
ンタルとするなど)の工夫も必要ですね。 

☆他のアイデアとともに周防大島町役場でプレゼン！（２月下旬予定） 

ＪＡ山口大島  
 専務理事  
    奥川与志人様 

山口県漁業協同組合安
下庄支店長  
    國次 速世様 

山の幸編 

海の幸編 



周防大島“まるまるかぶりつき” 



周防大島“まるまるかぶりつき” 

雇用・後継者の育成 

体験型の観光客の増加 

周防大島の 
農業・漁業の魅力が高まり、 
ブランド化・儲かる産業へ 

※本頁の写真は許諾のもと周防 
  大島観光協会HP掲載の写真を 
   使用 



御清聴ありがとうございました。 
是非、周防大島にお越しください。 

おいでませ！やまぐちへ。 
すおうおおしま キレイな海岸フォトコンテスト 最優秀作品 

※本頁の写真は本校が実施する「すおうおおしまキレイな海岸 
  フォトコンテスト」の応募作品を使用 


