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十島村の将来推計人口(社人研推計準拠) 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 実績は国勢調査、推計は図表 1-2-1に同じ 

「人口ビジョン」・「総合戦略」策定にあたって 

十島村は、役場が置かれる鹿児島市から 200 ㎞離れた南の洋上に点在する七つの有人島と五つの無

人島から構成されており、2010 年国勢調査時の人口は 657 人です。また、７つの島の人口は、最も少

ない諏訪之瀬島が 52人、最も多い中之島が 143人となり、外海に隔絶された地域社会を維持していく

最小規模の水準にあります。 

近年の人口の推移をみると、移住対策等が奏功し、増加の兆しがありますが、今後については、国

立社会保障・人口問題研究所（社人研）によると、今から 25 年後の 2040 年には 466 人まで減少する

との推計結果も公表されています。 

こうしたことを踏まえ、十島村「人口ビジョン」では、人口の現状分析や将来人口の推計を行い、

人口減少に対する村民の認識を共有しながら、村が存続し、発展していくための人口の将来展望とし

て、2020年までに 700人、さらに 2060年に 750人規模まで回復することを目標としています。 

十島村「総合戦略」では、十島村の現状とポテンシャル、人口ビジョンにおける将来展望、十島村

総合振興計画と国の総合戦略との関係性を踏まえ、人口 750人のトカラ列島の形成に向けて、「しごと」

と「ひと」の好循環づくりと好循環を支える島の活性化に取り組むものとします。当面は、目標とす

る地域像である「つながる心 感じる幸せ ＴＯＫＡＲＡ ～ 住んでみたい 帰ってみたい 行って

みたい島々」の実現に向けて、平成 27年度（2015年）から平成 31年度(2019年)までを計画期間とし、

主な重要業績指標（ＫＰＩ）を設定し、４つの基本目標の下で戦略的な施策をとりまとめているもの

です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

人口ビジョンの要旨 

■人口の現状 

 十島村の人口は、奄美群島が 1953年 12月に日本に復帰する前後は、奄美と鹿児島の人的・物的経由

地として賑わい、2,600人前後の人口がありましたが、1960年から 1985 年まで大幅な人口減少が続

き、その後も減少傾向にあります。 

 島別に人口規模をみると、中之島、宝島、口之島が 120 人～150人規模、諏訪之瀬島、平島、悪石島、

小宝島が 60 人～70 人規模と、大きく 2つに大別できます。 

 小宝島は 1975年から 1985年までは 20 人台の人口で推移しましたが、児童の誕生と学校の復活が契

機となり、現在は 60人前後までに回復。学校の存続は小規模離島における重要な課題です。 

 出生数は、2008 年以降は 1～3人で推移。死亡数は、2011年以降は 10 人前後で推移し、自然減が続

いています。 

 転入数は年間 55人から 93人の間で推移し、19年間の平均では 73.1人。一方、転出者数は 39人か

ら 112人の間で推移し、19年間の平均では 77.7人。この結果、社会減は 4.7人となります。人口の

1 割以上の転入と転出が続く中で、2010～2013年ではそれ以前の社会減から社会増（3.5 人）に転じ

ています。 

 2010年の産業分類別就業者数は 351 人で、村全体の人口の 53.4％を占めています。島別には、宝島

が 71 人で最も多く、次いで中之島 66 人、口之島 56人と続いています。 

 産業別に 2005年と比較すると、第１次産業が 8 人、第３次産業が 22人それぞれ増加していますが、

第２次産業において製造業が 7人増加したものの建設業が 28人減少して 21 人の減少となり、全体で

は 9人の増加となっています。 

■人口減少に関する意識 ～ 村民アンケートより 

十島村の人口について、「現在より増加させる

べき」が 53.1％で、「人口減少は望ましくなく、

人口を維持すべき」が 32.4％となり、これらを

合わせた 85.5％が人口の増加または維持として

います。 

現在より

増加させるべき

53.1%

人口減少は

望ましくなく、

現状の人口を

維持すべき

32.4%

成り行きに

まかせるべき

10.7%

その他

3.8%

(n=318)

■村民の定住意向 ～ 村民アンケートより 

村民の人口減少に関する意識村民アンケート

によると、定住意向では「島に住み続けたい」

が 55.8％、「島外に移りたい」が 9.7％、「わか

らない」が 34.6％となりました。 

島に住み

続けたい

55.8%

島外に移りたい

9.7%

わからない

34.6%

(n=321)



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【将来展望を実現するための展開イメージ】 

 

 

 

■人口ビジョンにおける将来展望  

将来の人口は、人口の現状と課題からみた基本的な視点を踏まえつつ、社人研推計準拠を

基準指標として展望しています。 

■ 人口の将来展望 

十島村が目指すべき人口規模を 2020年に 680 人、2040 年に 720人、2060 年に 750 人と展

望します。社人研推計準拠に比べ、2020年に 96人、2040年に 254 人、2060 年に 383人と

増加目標は大きくなりますが、人口減少に歯止めをかけ、各島の地域社会の基盤を維持で

きるような人口規模の拡大を目指します。 

■ 人口の現状と課題からみた基本的な視点 

１ 島の特性に応じた人口規模の維持と活性化 

２ 移住対策等による社会減から社会増への流れの継続 

３ 自然減の克服 

４ 弱みを補強し、新たな人の流れをつくる 

５ 安心・安全な暮らしの確保 

 



 

 

 

 

 

 

  

■基本方針 

十島村の現状とポテンシャル、人口ビジョンにおける将来展望、十島村総合振興計画と国の総合戦略との

関係性を踏まえ、人口 750人のトカラ列島の形成に向けて、「しごと」と「ひと」の好循環づくりと好循環

を支える島の活性化に取り組むものとします。目標とする地域像である「つながる心 感じる幸せＴＯＫＡ

ＲＡ ～ 住んでみたい 帰ってみたい 行ってみたい島々」の実現に向けて、平成 27年度（2015年）か

ら平成 31年度(2019年)までを計画期間とし、主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）を設定し、以下の 4 つの基

本目標の下で戦略的な施策を展開します。 

◆人口 750人のトカラ列島の形成に向けて 

◎各島の持続可能な発展を支える最少人口規模の確保と維持 

◎「しごと」と「ひと」の好循環づくり 

◎好循環を支える、島の活性化 

◆目標とする地域像 

つながる心 感じる幸せ ＴＯＫＡＲＡ 

～ 住んでみたい 帰ってみたい 行ってみたい島々 ～  

◆計画期間 5年間 

    平成 27年度（2015年）～平成 31年度（2019年）  

①経営環境の変化に強い産業の振興 

②優良農作物の販路拡大と生産基盤整備 

③多様な自然資源を活かしたビジネスの展開 

①観光交流の推進 

②チャレンジアイランドの形成 

③フェリーとしまの利便性向上と情報通信基盤の整備・利活用 

①若者の定住支援事業 

②結婚・出産・子育て支援事業 

①ＩＣＴを活用した安心なくらし環境整備 

②クリーンエネルギーを活用した暮らし向上 

③地域連携事業の推進 

【村づくりの基本理念】 

◇ひとを大切にする 

住んでいる人、ＵＩターン者、

観光客、友好島民など、村に関

わる全ての人々を大切にする 

◇自然と共生する 

住民や来島者、・・・みなが地

球のために自然を、守り、うま

く付き合いそれを活かしてい

く共存 

◇ものを生み出す 

宝物である自然という資源を

農業、畜産業、水産業、林業、

商工業、観光などの分野を通し

て、活かし、創る 

◇みんなで創る 

みんなで決めて、みんなで実

行、もちろんみんなの責任

で！！ 

総合戦略の要旨 

基本目標１ 自然と共生する基盤産業を強化し、安定した雇用

を創出する 

基本目標 2 島への新しいひとの流れをつくる 

基本目標 3 若い世代の移住・結婚・出産・子育ての希望をか

なえる 

基本目標 4 みんなが村づくりの主役となり、安心なくらしを

守るとともに、島々と地域を連携する 

◇◆基本目標◆◇ 



      

 

 

 

 

 

 

（１）基本方向 

これまで取り組んできた産業振興施策に加え、トカラの宝物である自然という資源にひとが向き合い、活用し

ていく取り組みを展開し、力強い農業・水産業の形成と新たなビジネスの創設に努めます。また、関係企業の立

地やノウハウを継承する人材確保と育成強化に取り組むことにより、安定した雇用を創出します。 

数値目標 基準値（Ｈ26） 目標値（Ｈ31） 

農林水産業の生産額 2億 6,100万円 5億円 3,300万円 

新規雇用者数 5人 100人／累計 

（２）主要施策の概要 

①経営環境の変化に強い産業の振興 

農林水産業を取り巻く環境は、TPP等の進展による国際競争にさらされるため厳しさが予想されます。そのた

め、生産基盤とともに経営基盤の強化を図り、人材の育成・確保に取り組みます。 

【個別施策】 

（ア）畜産業の基盤強化 

（イ）遊休農地整備、農地借上げ・貸付け（農地流動化推進） 

（ウ）ボランティア等受け入れ 

（エ）集団的漁業・水産業の確立（養殖。蓄養、共同事業化） 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値（Ｈ26） 目標値（Ｈ31） 

畜産業の経営組織化 １件 8件／累計 

水産業の組織強化 0件 2件／累計 

②優良農作物の販路拡大と生産基盤整備 

十島村では、温暖な気象条件を生かした「早出しびわ」「タンカン」「島バナナ」「スイートスプリング」など

の果樹や、「田イモ」「島らっきょう」「落花生」「青パパイヤ」「サンスベリア」など、季節を通して農作物があ

ります。これらを優良農作物として位置づけ、その後継者育成と高付加価値化（ブランド化、6次産業化）を図

るとともに、市場へのＰＲ・販路拡大に努めます。 

【個別施策】 

（ア）既存の優良農作物の生産基盤強化 

（イ）新規作物導入試験・導入 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値（Ｈ26） 目標値（Ｈ31） 

優良農作物の作付面積 6.5ha 15ha 

③多様な自然資源を活かしたビジネスの展開 

多様な自然資源を先人の知恵と新たな発想で商品化を目指す取り組みや、未利用資源の有効活用等に取り組み、

ビジネス化を目指します。 

【個別施策】 

（ア）地域資源（未利用資源）の活用 

（イ）おしゃれ島カフェトカラ＆アンテナショップ 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値（H26） 目標値（Ｈ31） 

ビジネス化に向けた取組件数 4件 7件／累計 

 

基本目標① 自然と共生する基盤産業を強化し、安定した雇用を創出する 

基本目標の実現に向け、講ずべき施策に関する基本方向や具体的施策を定め、また、基本目標における数

値目標や各施策における重要業績評価指標（ＫＰＩ）を次のとおり設定します。 



 

 

 

 

（１）基本方向 

厳しい自然環境と共生し、スローライフ・スローフーズのスタイルで人々の癒しの場となるような観光の創出

に努めるとともに、観光客に対する“おもてなしの心”が隅々で感じられる島ならではの観光における価値を造

りあげ、観光交流を積極的に展開します。 

また、各島は魅力ある文化風土があり、「生きる力」を育む学び舎ともいえ、平成 3 年より導入した十島村山

海留学制度を拡充させ、極少人数の中で基礎学力の定着・次世代を担う子どもの育成に取り組み、多様な人材が

チャレンジする島を目指します。 

このような新しい人の流れを促進するためには、交通と情報が重要な基盤となります。そのため、十島村の唯

一の公共交通機関であるフェリーとしまの利便性向上とブロードバンド分野の整備・利活用に取り組みます。 

数値目標 基準値（Ｈ26） 目標値（Ｈ31） 

観光客入込客数 6,000人／年 10,000人／年 

山海留学生数 16人／年 33人／年 

（２）主要施策の概要 

①観光交流の推進 

十島村の観光は、天候や交通手段といった外的要因に左右される反面、豊かな自然はもとより、地域の文化、歴

史資源の活用により大きく伸びる可能性があります。しかし、宿泊能力に限界があり、その整備が急がれます。

また、旅行商品の開発を旅行会社や友好島民等の協力により展開する一方で、島での受入態勢を整備します。 

【個別施策】 

（ア）交流・滞在・寮の整備 

（イ）ダイビング関連企業の誘致 

（ウ）トカラまるごと自然博物館（エコミュージアム）の形成 

（エ）友好島民ネットワークの拡充 

（オ）とんぼプロジェクト 

（カ）十島パーマカルチャーファームの整備 

（キ）村政・観光ＰＲ 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値（Ｈ26） 目標値（Ｈ31） 

宿泊施設の収容能力 340人 400人 

旅行商品の開発 2件／年 12件／年 

受入態勢の協力島民数 7人／年 21人／年 

②チャレンジアイランドの形成 

山海留学制度に応募する児童・生徒は、都会の便利で不自由のない生活から、外海離島の極めて小さなコミュニ

ティで学び・生活することになり、そのこと自体がまさにチャレンジです。また、島での学びの体験や調査研究も

同様です。各島を学びのチャレンジアイランドと位置づけ、様々な活動を支援します。 

また、島のあらゆるシーンを映像コンテンツとして残し、マスメディアと協力しながら、次の世代につなぐ取り

組みを進めます。 

【個別施策】 

（ア）山海留学制度の拡充 

（イ）チャレンジスクールの開催 

（ウ）動画制作・配信事業 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値（H26） 目標値（Ｈ31） 

チャレンジ活動件数 0件 3件 

里親協力先数 9先 12先 

寄宿舎 0軒 4軒 

基本目標② 島への新しい人の流れをつくる 



      

 

 

 

③フェリーとしまの利便性向上と情報通信基盤の整備・利活用 

「フェリーとしま」が本土及び奄美大島と 7つの島を週 2航海で運航していますが、この安定運航と利用者サー

ビスの向上に取り組みます。なお。平成 30 年度には代替船の就航が予定されていますので、特に航路利用促進に

取り組む必要があります。 

情報通信基盤は、地域イントラネット整備により全島へのブロードバンド化とインターネット接続サービスが提

供されています。しかし、通信帯域不足による通信不良が度々発生し、また携帯電話分野でも不感地区があり、企

業誘致やＩＴ人材採用の障害となっています。利用者サポートと併せて、ブロードバンド網の更なる充実を図り、

新技術の導入に取り組みます。 

【個別施策】 

（ア）航路利用サービスの充実 

（イ）情報通信基盤の整備 

（ウ）サテライトオフィス誘致 

   

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値（Ｈ27） 目標値（Ｈ31） 

航路利用者の満足度向上 27.2％ 

「満足」7.8％、「やや満足」19.4％ 

40.0％ 

情報基盤を利用した事業件数 0件 3件／累計 

 

 

 

（１）基本方向 

十島村では、移住対策に取り組み、近年は若い世代の移住者の転入が進んでいます。また、島で新たな命が生

まれ、出産や子育て支援ニーズも高まっています。こうした流れを持続するため、若い世代の移住・結婚・出産・

子育ての希望をかなえる取り組みを推進します。 

数値目標 基準値（H26年） 目標値（Ｈ31） 

若い世代の移住者数 20人／年 100人／累計 

出生者数 5人／年 25人／累計 

（２）主要施策の概要 

①若者の定住支援事業 

若い世代が島を訪れ、島の魅力を体験し、移住への関心を持ってもらうための取り組みを推進します。また、移

住者の中には島での現実の生活や社会環境に直面し、転出するケースがみられます。また、各種支援制度は期間限

定であり、その終了とともに転出するケースも予想されます。移住から定住への流れを定着させるには、“しごと”

はもとより、「住み続けたくなる」環境整備が必要であり、移住者との“なごみ”の関係づくりのなかで取り組み

を推進します。 

【個別施策】 

（ア）移住対策 

（イ）みんなで行くなら十島村キャンペーン 

（ウ）ＵＩターン者のなごみ促進 

（エ）安心・安全な住環境の整備 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値（Ｈ26） 目標値（Ｈ31） 

定住促進住宅整備 4軒／年 20軒／累計 

移住体験参加者数 4人／年 20人／累計 

基本目標③ 若い世代の移住・結婚・出産・子育ての希望をかなえる 



 

 

 

②結婚・出産・子育て支援事業 

外海の隔絶された島々に嫁ぐ花嫁に対しては最大限のサポート態勢で臨み、出産に関しては産前産後の各種支

援、発育に応じた支援を行います。結婚や出産に関する不安を解消するため、担当者を設けて、定期的にサポート

します。また、自然豊かな環境で、地域の支援を受けながら、安心して子育てできる取り組みを推進します。 

【個別施策】 

（ア）「ようこそ お嫁さん・お婿さん！」事業 

（イ）「こんにちは赤ちゃん」事業 

（ウ）地域子育て支援拠点施設事業 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値（Ｈ26） 目標値（Ｈ31） 

婚活支援事業対象者数 10人／年 5人／年 

出産・子育て支援の事業件数 4件／年      10件／累計 

地域子育て支援拠点施設数 0施設 6施設 

 

 

 

（１）基本方向 

「住み慣れた島でいつまでも暮らすことができる」という村民共通の思いをかなえ、島に住み続けたいと思う

村づくりを推進します。特に、村民の中には、医療・介護サービスへの不安や災害時の安全確保への関心が強い

ことから、一人一人の現在の情報を把握し、安心なくらし環境整備に取り組みます。また十島村は、特殊環境（役

場本庁が鹿児島市）な事から、島に住む住民一人一人の活動が大きな意味を持つため、活動環境の改善に資する

住民船運賃負担軽減や地域づくり及び人材育成を推進します。さらに、自然との共生する生活やエコでクリーン

な島々の形成に向けて、再生可能エネルギーを活用した暮らしの向上に取り組みます。 

以上の取り組みと併せて、今後は、個性ある 7つの島が運命共同体として連携するとともに、航路でつながっ

ている鹿児島市や奄美大島との地域連携や世界遺産の屋久島との連携により、“ＴＯＫＡＲＡ”の創生を推進し

ます。 

数値目標 基準値（Ｈ27） 目標値（Ｈ31） 

定住意向 55％ 

「島に住み続けたい」 

70％ 

（２）主要施策の概要 

①ＩＣＴを活用した安心なくらし環境整備 

一人住まいや高齢者の地域見守り支援事業や災害時の危機管理体制において、ＩＣＴを活用した情報管理、緊

急連絡体制を整備し、村民一人一人に向き合った安心なくらし環境を整備します。 

【個別施策】 

（ア）ＩＣＴを活用した地域見守り支援事業 

（イ）災害状況等発信事業 

（ウ）住民船運賃負担の軽減 

（エ）地域づくりの推進 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値（Ｈ26） 目標値（Ｈ31） 

ＩＣＴによる村民見守り体制整備 - 全ての村民を対象 

基本目標 ④みんなが村づくりの主役となり、安心なくらしを守るとともに、島々と地域を連携する 



      

 

 

②クリーンエネルギーを活用した暮らし向上 

 各島は九州電力が化石燃料による発電を行い、電力供給を行っています。自然と共生する持続的な島づくりを目

指すうえでは、太陽光や風力、地熱、潮力等を活用した再生エネルギーを住環境や移動手段等、暮らし全般に活用

する取り組みが重要になると考えられます。中長期的な視点で、再生可能エネルギーを地域づくりに活用し、エコ

でクリーンな島々を目指します。 

【個別施策】 

（ア）離島におけるクリーンエネルギー導入 

（イ）「太平洋上にきらめく 7つ星」プロジェクト 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値（Ｈ26） 目標値（Ｈ31） 

公用車等のエコカー導入 0台 7台／累計 

③地域連携事業の推進 

 小宝島と悪石島の間には渡瀬線・トカラ構造海峡と呼ばれる生物の分布境界線があり、日本の生物相を二分する

興味深く、最も重要な海峡とされています。また、黒潮本流にあり多様な文化が行きかい、7 つの島は特色ある島

を形成し、それぞれ個性ある活動を展開しています。ただ、一つ一つの島の活動では限界があり、様々な面で 7島

が連携して「ＴＯＫＡＲＡ」を形成していく必要があります。さらに、役場があり、経済的なつながりの深い鹿児

島市との連携や航路でつながる奄美大島との連携、世界遺産の屋久島との連携も地域浮揚には欠かせません。この

ような地域連携による創生を目指します。 

【個別施策】 

（ア）7島連携 

（イ）鹿児島本土・奄美大島との連携 

（ウ）屋久島との連携 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値（Ｈ26） 目標値（Ｈ31） 

地域連携事業 2件 4件 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計画の推進体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ＰＤＣＡサイクルによる計画の推進】

計画の推進に向けて 

総合戦略の策定では、「まち・ひと・しごと創生」政策５原則と 4 つの基本目標を踏まえつつ、村民代表

に加え、産官学金労言の関係者からなる「十島村総合戦略検討委員会」を設置し、基本方針、基本目標、Ｋ

ＰＩ指標、主要施策等を設定してきました。今後についても、この総合戦略策定に関わったメンバーを中心

に、認識を共有しながら、村民が主役となり取り組める具体的な施策を産官学金労言等の多様なプレーヤー

との連携のもとで立案・実践し、点検・評価の結果を受けて、見直し・改善するという「ＰＤＣＡサイクル」

を進めることとします。 

また、事業実施後もその効果を測定・検証し、事業の改善、進捗状況等によっては、基本目標についても、

見直しを行います。さらに、社会経済環境や財政状況の変化に柔軟に対応しながら、政策 5原則の観点に基

づき、村民の声を踏まえた形での総合戦略そのものの見直しも適宜行ってまいります。 

小宝島住民組織・活動団体 

十島村総合戦略検討委員会 

口之島住民組織・活動団

中之島住民組織・活動団

宝島住民組織・活動団体 

悪石島住民組織・活動団体 

平島住民組織・活動団体 

諏訪之瀬島住民組織・活動団体 

★村内の連携・協働 

★村外のネットワークの拡充 

・十島村出身者 

・友好島民 

・産官学金労言等関係者 

十島村役場 
各担当部署・出張

所 



      

 

 

 


