
 

「今後の国境離島の保全、管理及び進行のあり方」懇談会 

                    ～国境離島の理解促進に向けた広報活動～  

                                  ２０１３．１０．７  木場弘子 

 

 

６月の中間提言「今後の検討の方向性」の中から 

特に国民への周知に関わる個所について提案する。 

 

１．島の名前を公募することによって国境離島への関心を高める 

 

大陸の国では、国境を意識する機会が多いと思われるが、海に囲まれた日本では、

その意識が薄い。 

中学校地理の教科書を数点確認したが、日本の領土について触れているのは 

１～２ページのみ。北方領土や竹島問題が併記されていて、国境離島そのものの 

重要性についての記述は少なく感じた。 

もっと、早い段階の教育から日本地図を教える際に、領土だけではなく、その 12 倍に

も渡る領海にまで話を広げてセットで教え、国境離島に興味を持つ機会を作るべき。 

 

中間提言 （１）直ちに検討すべき事項 

③領海外縁を根拠付ける離島のうち、名称のない離島の名称付与 

  排他的経済水域の外縁を根拠付ける離島については、これまでに名称付与済で 

あるが領海外縁を根拠付ける離島については、海図上名称のない島も200島を超え

る。更に、海図上名称が付与されていても地図との整合性がとれていない島や、 

地図に名称があるが、海図に名称がない島もあることから、これらの整理を進める

ことが必要である。 

 

自分たちが住んでいる県に所属する離島の名前をつけることによって、 

親しみを持ってもらい、島の存在意義を確認、理解促進につなげてはどうか？ 

 

例）沖ノ鳥島 北小島 ― 東京都小笠原村沖ノ鳥島１番 

東小島 ― 東京都小笠原村沖ノ鳥島 2 番 

 

⇒資料①へ 

 

 

資料３ 



２．国境離島への観光推進 

 

実際に国境離島を見て理解を深めてもらうためには島への観光を推進すべき。 

特に、南鳥島には平成２７年、沖ノ鳥島には平成２８年に港が整備されるため、 

船が寄港することによって観光の幅が広がるものと考えられる。 

 

中間提言（２）最終提言に向けて、更に検討していく事項 

⑤その他の検討すべき重要事項 

国境離島に関する国民への普及・啓発に関しては、国民の関心が高まっている現時

点が、強化するタイミングとして適当であり、国境離島の現状や重要性について、

積極的に情報を発信し、一層の普及・啓発に努めていく必要がある他、交通アクセ

スの向上や観光の場としての活用を図る等、離島に触れ合う方策についても検討し

ていく必要がある。例えば、日本最東端の南鳥島や日本最南端の沖ノ鳥島などを活

用したクルーズ等、国境離島について関心を強くもってもらうといったアイデアも

考えられる。 

⇒資料②へ 

 

３．まとめ 

 

○ 国境離島の現状や重要性について、積極的に情報を発信し、一層の普及・ 

啓発に努めていく。 

  ⇒早い段階からの海洋教育により国境離島の価値についての理解を深める。 

島の状況について随時、自治体や国のＨＰ等でも紹介していく。 

○離島に触れ合う方策についても更に具体的に検討し、島への寄港や 

島に近い航路をとる旅客船クルーズ等を企画・推奨していく。 

○国は、交通アクセスを可能とする施設等を整備するとともに適切な管理を行う。 

○国境離島の管理・保護だけでなく、積極的に利活用していることも内外に 

 アピールすることも重要。 

 

その他 

 

先日のＩＰＣＣの第５次評価報告書の海面上昇予測（1986～2005 年を基準とした、 

2081～2100 年の期間の世界平均海面水位の上昇は、最大予測で 45～82cm） 

について国境離島保全の観点から検討が必要になるのでは。 
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EEZ の外縁を根拠付ける離島（９９島） 

番号 島の名称 読み 
有人/

無人

人口 

（千人）

面積※

（km2）
所在地 

1 赤島 あかしま 無人     岩手県山田町・亀ヶ埼 

2 仲島 なかしま 無人     岩手県大船渡市・首埼 

3 金華山 きんかさん 有人 0.02 10.3 宮城県石巻市 

4 かもめ島 かもめじま 無人     宮城県石巻市・金華山 

5 一ノ島 いちのしま 無人     千葉県銚子市・犬吠埼 

6 ベヨネース列岩 べよねーすれつがん 無人     東京都所属未定 

7 東小島 ひがしこじま 無人     東京都所属未定・須美寿島 

8 涙ヶ浜東小島 なみだがはまひがしこじま 無人     東京都所属未定・伊豆鳥島 

9 イルカ岩 いるかいわ 無人     東京都所属未定・伊豆鳥島 

10 一ノ岩 いちのいわ 無人     東京都小笠原村・聟島 

11 二ノ岩 にのいわ 無人     東京都小笠原村・聟島 

12 蛸岩 たこいわ 無人     東京都小笠原村・聟島 

13 媒島 なこうどじま 無人   1.4 東京都小笠原村・聟島 

14 後島 うしろじま 無人     東京都小笠原村・嫁島 

15 後東小島 うしろひがしこじま 無人     東京都小笠原村・嫁島 

16 東磯 ひがしいそ 無人     東京都小笠原村・父島（東島） 

17 鮪根 まぐろね 無人     東京都小笠原村母島（姪島） 

18 鮪根南小島 まぐろねみなみこじま 無人     東京都小笠原村母島（姪島） 

19～29 

松江岬東小島 まつえみさきひがしこじま 無人     東京都小笠原村・南硫黄島 

南硫黄島 みなみいおうとう 無人   3.5 東京都小笠原村 

東小島 ひがしこじま 無人     東京都小笠原村・南硫黄島 

東南東小島 とうなんとうこじま 無人     東京都小笠原村・南硫黄島 

南東上小島 なんとうかみこじま 無人     東京都小笠原村・南硫黄島 

南東下小島 なんとうしもこじま 無人     東京都小笠原村・南硫黄島 

南南東小島 なんなんとうこじま 無人     東京都小笠原村・南硫黄島 

南小島 みなみこじま 無人     東京都小笠原村・南硫黄島 

南南西上小島 なんなんせいかみこじま 無人     東京都小笠原村・南硫黄島 

南南西下小島 なんなんせいしもこじま 無人     東京都小笠原村・南硫黄島 

南西小島 なんせいこじま 無人     東京都小笠原村・南硫黄島 

30 孀婦岩 そうふがん 無人     東京都所属未定 

31 西之島 にしのしま 無人     東京都小笠原村 

32 南西小島 なんせいこじま 無人     東京都小笠原村・西之島 

33 丸根 まるね 無人     東京都小笠原村・北硫黄島 

34 丸根南小島 まるねみなみこじま 無人     東京都小笠原村・北硫黄島 
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35 南鳥島 みなみとりしま 有人 0.01 1.5 東京都小笠原村 

36 沖ノ鳥島 おきのとりしま 無人     東京都小笠原村 

37 能無シ のうなし 無人     高知県室戸市・室戸岬 

38 カジヤ碆 かじやばえ 無人     高知県土佐清水市・足摺岬 

39 種子島 たねがしま 有人 31.9 445.1
鹿児島県西之表市・中種子町・ 

南種子町 

40 一ツ瀬／立瀬 ひとつせ／たちせ 無人     鹿児島県南種子町 

41 北大東島 きただいとうじま 有人 0.7 11.9 沖縄県北大東村 

42 沖大東島 おきだいとうじま 無人   1.2 沖縄県北大東村 

43 南西小島 なんせいこじま 無人     沖縄県北大東村・沖大東島 

44 パナリ干瀬 ぱなりびし 無人     沖縄県宮古島市・宮古島 

45 宮古島 みやこじま 有人 40.8 159.3 沖縄県宮古島市 

46 午ノ方石 うまぬふぁいし 無人     沖縄県石垣市・石垣島 

47 波照間島 はてるまじま 有人 0.5 12.8 沖縄県竹富町 

48 与那国島 よなぐにじま 有人 1.7 28.9 沖縄県与那国町 

49 魚釣島 うおつりしま 無人   3.8 沖縄県石垣市 

50～53 

久場島 くばしま 無人     沖縄県石垣市 

北西小島 ほくせいこじま 無人     沖縄県石垣市・久場島 

北小島 きたこじま 無人     沖縄県石垣市・久場島 

北東小島 ほくとうこじま 無人     沖縄県石垣市・久場島 

54 北小島 きたこじま 無人     沖縄県石垣市・大正島 

55 鳥島 とりしま 無人     沖縄県久米島町 

56 北北西小島 ほくほくせいこじま 無人     沖縄県久米島町・硫黄鳥島 

57 北小島 きたこじま 無人     沖縄県久米島町・硫黄鳥島 

58 横当島 よこあてじま 無人   2.8 鹿児島県十島村 

59 鮫瀬 さめせ 無人     長崎県五島市 

60 岩瀬／中岩 いわせ／なかいわ 無人     長崎県五島市・肥前鳥島 

61 南岩 みなみいわ 無人     長崎県五島市・肥前鳥島 

62 北岩 きたいわ 無人     長崎県五島市・肥前鳥島 

63 嵯峨ノ島 さがのしま 有人 0.2 3.2 長崎県五島市 

64 白瀬北小島 しろせきたこじま 無人     長崎県小値賀町・白瀬 

65～71 

ミョー瀬 みょうせ 無人     長崎県対馬市・対馬 

対馬 つしま 有人 34.2 696.6 長崎県対馬市・対馬 

田里生崎西小島 たりうざきにしこじま 無人     長崎県対馬市・対馬 

ヒバン瀬 ひばんせ 無人     長崎県対馬市・対馬 

ジロウ殿瀬 じろうどんぜ 無人     長崎県対馬市・対馬 

北ノ手 きたのて 無人     長崎県対馬市・対馬 

韓崎 からさき 無人     長崎県対馬市・対馬 
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72 平瀬 ひらせ 無人     長崎県壱岐市・辰の島 

73 ノリ瀬 のりぜ 無人     福岡県宗像市・沖ノ島 

74 見島北オオ瀬 みしまきたおおせ 無人     山口県萩市・見島 

75 見島 みしま 有人 1.0 7.7 山口県萩市・見島 

76 十島 としま 無人     島根県江津市・鳥屋鼻 

77 大黒瀬 おおぐろせ 無人     石川県輪島市・舳倉島 

78 小瀬 こぜ 無人     石川県輪島市・舳倉島 

79 上の島 かみのしま 無人     青森県深浦町・久六島 

80～83 

トド岬西小島 とどみさきにしこじま 無人     北海道松前町・松前大島 

西小島 にしこじま 無人     北海道松前町・松前大島 

大島 おおしま 無人   9.7 北海道松前町・松前大島 

北西小島 ほくせいこじま 無人     北海道松前町・松前大島 

84 トド島 とどじま 無人     北海道奥尻町・奥尻島 

85 ボウズ岩 ぼうずいわ 無人     北海道奥尻町・奥尻島 

86 メノコ岩 めのこいわ 無人     北海道積丹町・神威岬 

87 ジャブジャブソリ じゃぶじゃぶそり 無人     北海道羽幌町・天売島 

88～93 

ベンサシ大島 べんさしおおしま 無人     北海道礼文町・礼文島 

トド打ちの島 とどうちのしま 無人     北海道礼文町・礼文島 

ゴロタ離れ島 ごろたはなれしま 無人     北海道礼文町・礼文島 

三ツ岩 みっついわ 無人     北海道礼文町・礼文島 

種島 たねじま 無人     北海道礼文町・礼文島 

種北小島 たねきたこじま 無人     北海道礼文町・礼文島 

94 弁天島 べんてんじま 無人     北海道稚内市・宗谷岬 

95 海馬島 とどじま 無人     北海道猿払村 

96 水かぶり岩 みずかぶりいわ 無人     北海道枝幸町 

97 ゴメ島 ごめじま 無人     北海道枝幸町 

98 幌内北小島 ほろないきたこじま 無人     北海道雄武町 

99 エタシペ岩 えたしぺいわ 無人     北海道斜里町・知床岬 

下線は平成２３年５月及び平成２４年３月に名称を付与した離島（４９島） 

※）面積１ｋｍ２以上の島が対象（出典：国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」（平成２４年１０月１日）） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



国内における最近の施設名公募事例（その１）

空港

http://www.fukuekuko.jp/

募集内容：空港の愛称

募集テーマ：

島のイメージにふさわしい、親しみやすく
印象に残る、使いやすい愛称

募集期間：
平成25年5月1日～8月31日

募集主体：福江空港利用促進協議会
（長崎県五島市）

トンネル

http://www.city.sapporo.jp/kensetsu/stn/genzainoji
gyo/kobayashi/gaiyo.html

募集内容：こばやし峠のトンネルの名称

募集テーマ：
地域になじみ、親しまれるような名前

募集期間：
平成25年（2013年）4月26日～6月21日

名称決定方法：
名称選定会議
委員（地域代表者6名、学識経験者1名）

募集主体：札幌市



国内における最近の施設名公募事例（その２）

人道橋

募集内容：戸塚駅にかかる鉄道を跨ぐ
人道橋の名称

募集期間：
平成25年8月30日迄

募集主体：横浜市

臨港道路

http://www.pref.kagoshima.jp/ah09/infra/port/min
ato/kagoshima/chuou/20130916.html

募集内容：橋の名称

募集テーマ：
”末永く愛され，親しまれる”名前

募集期間：
平成25年9月13日～10月31日

名称決定方法：
名称審査委員会にて決定

募集主体：
鹿児島県、
国土交通省九州地方整備局鹿児島港湾・空港整備
事務所

http://www.city.yoko
hama.lg.jp/toshi/toch
u/meishoboshu.html



市町村合併時における新市町村名公募事例について

市町村合併時、市町村名を決定する際には、多くの市町村で公募を行っている。

○全国に公募した事例 ○地域内に公募した事例

・飛騨（ひだ）市（岐阜県）
（平成16年2月1日合併）
（旧市町村名：古城郡 古川町、河合町、宮川村、神岡町）

・葛城（くずき）市（奈良県）
（平成16年10月1日合併）
（旧市町村名：北葛城郡、新庄町、當麻町）

・小委員会で選定方法を決定→公募（全国or地域内）→小委員会で審査→協議会で決定

■公募における決定方法（一例）

■年齢における応募資格事例
○小学生以上
・美郷（みさと）町（秋田県）（平成16年11月1日合併） （旧市町村名：千畑町、六郷町、仙南村）

○中学生以上
・仙北（せんぼく）市（秋田県）（平成17年3月31日合併） （旧市町村名：田沢湖町、角館町、西木村）

○制限なし
つがる市（青森県）（平成17年2月11日合併） （旧市町村名：木造町、森田村、柏村、稲垣村、車力村）

・東温（とうおん）市（愛媛県）
（平成16年9月21日合併）
（旧市町村名：温泉郡重信町、川内町）

・西海（さいかい）市（長崎県）
（平成17年4月1日合併）
（旧市長村名：西彼杵郡西彼町、西海町、大島町、

崎戸町、大瀬戸町）



国連海洋法条約における島の制度

１．島とは、自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、高潮時においても、水面上にある
ものをいう。

２．３に定める場合を除くほか、島の領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚は、他の
領土に適用されるこの条約の規定に従って決定される。

３．人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域又は
大陸棚を有しない。

国連海洋法条約第121条 島の制度

経済的生活の意味

・天然資源の開発やその他の生産活動
・灯台やその他の航行援助施設（海運・漁業活動やレジャー産業に価値のあるものとして）
・海洋保護区の設定
→魚種資源の増大、観光収入、サンゴ礁からの商品開発、汚染の減少からもたらされる
健康上の利益など

海洋政策研究財団「平成１８年度沖ノ鳥島の維持再生に関する調査研究報告書」によると



各国離島の管理政策（北西ハワイ諸島（アメリカ領））

●北西ハワイ諸島は、ハワイ州の主要8島の西端に位置するカウアイ島とニハウ島からさらに北西275km地点に
あるニホア島からクレ環礁までの約1，760kmに渡って連続する島と礁からなる。

●希少種や絶滅危惧種も多く生息しているため、20世紀初頭から島嶼及び周辺海域に対して様々な保護区を
指定している。

●2006年には、遺跡法（The Antiquities Act）に基づく海洋保護区が設定され、多くの活動が制限されている。

出典：海洋政策研究財団「平成１８年度沖ノ鳥島の維持再生に関する調査研究報告書」（平成１９年３月）

＜北西ハワイ諸島＞

ホノルル

ミッドウェイ環礁



米国 北西ﾊﾜｲ諸島のMidway環礁

●国立野生生物保護区に指定されている。
●北西ハワイ諸島のミッドウェイ環礁のSand島には、2本の滑走路を有する飛行場がある。
●同島にはラグーンを利用した港湾があり、岸壁、曳船用桟橋、飛行艇着岸施設などの係船施設がある。
●海軍の軍事施設などを観光センターとして転用し、エコツーリズムなどが実施されている。

飛行場

港湾

http://hawaiireef.noaa.gov/management/mp.html

各国離島の管理政策（北西ハワイ諸島（アメリカ領））



米国 北西ﾊﾜｲ諸島のMidway環礁におけるエコツーリズム

各国離島の管理政策（北西ハワイ諸島（アメリカ領））

http://www.fws.gov/refuge/Midway_Atoll/what_we_do/
resource_management.html

http://www.ows‐npo.org/activity/eco‐tour/
midway‐ecotour2011.html

日本NPO法人によるツアー募集アメリカ政府魚類野生生物局によるボランティアの案内



●散在諸島(iles Eparses)は、インド洋に散在する５つの島嶼から構成
（ﾊﾞｻ･ﾀﾞ･ｲﾝﾃﾞｨｱ､ｴｳﾛﾊﾟ､ﾌｧﾝﾃﾞ･ﾉｳﾞｧ､ｸﾞﾛﾘｭｰｾ群島､ﾄﾛﾒﾘﾝ)

●無人島の島々には気象観測基地が仏政府により設置されており、世界気象機関（WMO）の枠組みで
国際的に情報共有されている。

●アクセスの為の空港や灯台が設置されている。

仏領 散在諸島での活動

http://www.unc.edu/~rowlett/lighthouse/atf.htm

Jan De Nova島
の灯台

Tormelin島

Tromelin © Jean‐Pascal Quod 

http://www.ecologie.gouv.fr/Les‐Iles‐Eparses.html

各国離島の管理政策（散在諸島（フランス領））



各国離島の管理政策（フランス南方・南極地域（フランス領））

仏国政府の南極地方の島々での施策

●仏国では、南極周辺にある仏国領の無人島の島々について、極圏観測や自然管理のため、９省庁の参加で
設立されたフランス極地研究所が設置され、港湾施設等も設置・運営されている。

●2006年に国立自然保護区が設定されている。

●また、仏国政府により、定期的に年４回程度の観光クルーズツアーも主催されている。

アムステルダム島の係留施設と研究所

南極地方の島を周回する政府運営の物資
運搬船兼ｸﾙｰｽﾞ実施船 Marion Dufresne号

フランス政府の南極地方領土の研究所配置図

仏極圏研究所ＨＰ
http://www.institut-
polaire.fr/index.php/ipev/les_regions_polaires/iles_australes

（ケルゲルン諸島）

（クローゼー諸島）

（アムステルダム島）

（サンポール島）

（レユニオン島）



各国離島の管理政策（フランス南方・南極地域（フランス領））

仏国 フランス南方・南極地域についての情報提供

http://www.taaf.fr/


	国境離島プレゼン（確定）
	資料①
	EEZ９９島一覧（名称付与４９島入）
	資料①公募事例




