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１ 概況 

（１）人口（住民基本台帳） 

１０９人（令和２年２月２９日現在） 

高齢者割合：６５歳以上 ８９．９％（９８人） 

７５歳以上 ７４．３％（８１人） 

（２）自治会数 

３自治会 

（３）地勢               

平郡島は、柳井港の南方２０ｋｍの瀬戸内海上に

あり、東西に長く、両端の東浦地区と西浦地区にそ

れぞれ集落がある。面積は、１６．５６ｋ㎡、海岸

延長は、３１．０ｋｍである。 

標高４６８ｍの深山、４５２ｍの長深山等の山岳

から海岸線までは、急傾斜で、平坦地は、狭小であ

る。 

（４）生活 

地区には、日用品や賞味期限の長い菓子、ジュー

ス等の加工食品を取り扱っている個人商店が２店

舗ある。 

また、月・火・金曜日は、午前中に、水曜日は、

終日営業しているＪＡ山口県平郡支所西事業所が

あり、同事業所は、日用品や加工食品だけでなく、

生鮮食品も取り扱っていることから、多くの住民が

利用している。 

さらに、月・金曜日の午前中は、金融の取次ぎも

行っており、地区の簡易郵便局が平成２８年６月末 

から一時閉鎖されていることから、多くの住民は、お金の出し入れで同事業所を利用している。 

そうしたことから、同事業所は、住民の生活に必要不可欠なライフラインとして、重要な役

割を担っている。 

６５歳以上の単独世帯である高齢単身世帯の割合が増加傾向にあり、多くの世帯では、公的

年金収入と貯蓄が生活を支える大きな柱となっている。 

（５）健康 

   市営の診療所が１か所あり、東地区に在住の医師１人と事務職員１人、本土からの通いの看

護師２人が月、木曜日の週２回、診療を行っている。予約診療となっており、待たずに受診す

ることができる。 

医師が丁寧に診察してくれることや、早い段階で本土の病院に紹介状を出してくれることに

より、ドクターヘリ等による緊急搬送の件数が減少している。 

在宅介護サービスでは、訪問介護を利用する住民が増加している。デイサービスを利用する

平郡西地区 
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住民は、少ない。 

住民同士でお互いの安否を確認するため、旗を朝

出して夕方下げる、黄色い旗運動を実施している。 

（６）平郡航路 

平郡航路のフェリー「へぐり」は、１日に２往復、

本土と平郡島を運航し、地区には、４回の寄港があ

る。西港から柳井港までの所要時間は、１時間であ

る。 

平郡航路の代理店は、住民が運営業務を受託し、

１日４回の寄港時に切符の販売、荷物の発送・配達

等を行っている。 

 

 平郡航路時刻表                       令和２年２月２９日現在 

 発着港 平郡東 平郡西 柳井港 発着港 柳井港 平郡西 平郡東 

 １便 
(往) 

6:00 6:40 7:40 
１便 
(復) 

8:30 9:30 10:10 

 ２便 
(往) 

14:00 14:40 15:40 
２便 
(復) 

16:30 17:30 18:10 

  

 旅客運賃 

 平郡西〜柳井港 1,570 円  平郡西～平郡東 630 円  

 ※小児旅客運賃は、大人の半額 

  障害者割引の適用あり 

（７）平郡の魅力 

ア 文化財 

 （ア）平郡の魚類供養塔 １基（市指定有形民俗文化財 昭和５

９年８月１５日指定） 

     柳井市平郡４３２６番地 円寿寺境内 円寿寺所有 

     円寿寺境内にある魚類塔は、砂岩で作られた高さ６３ｃｍ

の塔碑で、花崗岩の上下２段の基礎の上に立ち、角柱上端四

角形の角は、丸みをつけた仕上げとなっている。 

この塔碑の陰刻銘文は、次のとおりである。 

     正面：「江海魚鱗離苦得楽」 

     右側面：「法華経一部」「三部経一部」 

     左側面：「明和九辰年二月立之」 

     背面：「施主 佐伯屋吉右衛門」 

   この塔は、明和９（１７７２）年に、大分県佐伯市の網元 

である佐伯屋吉右衛門が施主となって建立したもので、内部には供養のために法華経１部

と三部経１部が納経されていたと想像される。 

 

柳井市平郡西出張診療所 

魚類供養塔 
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（イ）重道八幡宮の棟札 ７枚（市指定有形文化財

〔歴史資料〕、昭和６０年９月５日指定） 

     柳井市平郡４３２３番地 重道八幡宮所有 

     弘安３（１２８０）年・歴応３（１３４０）

年・寛正５（１４６４）年・長享２（１４８８）

年・慶安４（１６５１）年・宝永３（１７０６）

年・享保６（１７２１）年の各年記のある棟札

７枚で、いずれも重道八幡宮の棟上・修理・屋

根の葺き替えなどに関係するものである。 

     弘安３年の棟札は、重道八幡宮の建立を伝

える唯一の生の資料として重要であり、これ

らの棟札は、平郡島の開発に大きな役割を果

たした浅海氏、鈴木氏、祠官小林氏の存在を実

証するものである。 

  イ 名所 

  （ア）赤石神社 

     住民からは、赤石様と親しまれており、その

名のとおり大きな赤い石が御神体となってい

る。祭神は、農業神であるオオクニヌシノミコ

ト（大国主命）、海の神であるコトシロヌシノ

ミコト（事代主命）、腰から下の病に効くスク

ナヒコノミコト（少名彦主命）が祀られている。

特に腰から下の病に効くという効能は、よく

知られている。 

祭りは、旧暦６月１０日に行われる。昔は、 

島内はもとより、本土からも大漁旗を付けた船が集まり、大勢の参拝者が来て賑わってい

た。祭りでは、参拝者が来ると随時祝詞を挙げて、お参りを行う。 

  （イ）蛇の池（蛇の池伝説） 

     源平のころ、室津半島から平郡へ漕ぎ帰ろうとする漁師が１８～１９歳のみたことのな

い美しい女性に呼び止められた。今夜中に平郡島へ渡してくれと頼まれ、そのお礼に一度

だけの大漁を約束した。 

平郡に近づき女性の指差した波打ち際をみると、驚いたことに、今まで無かった池がに

わかに姿をあらわした。 

女性は、その池のそばまで進み、「お礼の漁は、この一帯でなさって下さい。決して二度

と網をお打ちになりませぬように。」と固く言い置いて、姿を消した。 

次の朝、半信半疑でその場所へ網を入れてみると、船は、魚でふくれあがった。 

大漁の味が忘れられない漁師が、再び同じ場所へ漁に出た。今回も獲物で船が一杯にな

ったので、帰ろうとしたところ、一杯だった魚は、たちまち蛇と化した。漁師は、びっく

重道八幡宮の棟札（うち５枚） 

赤石神社 
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りして船を捨て、命からがら逃げ帰ったという。  

女性が姿を消したこの池は、「蛇の池」と呼

ばれ、池の水は、神水として崇められている。 

また、池には金物を入れると祟りがあるとい

われている。 

  ウ その他 

沿岸では、３月頃にヒジキを採取している住民

を、８月頃にウニを捕獲している住民をよく見か

ける。 

また、野菜やミカンを栽培している住民が多く、

採れた野菜やミカンを島外の子どもや孫に送っ

たり、市場に出荷している住民もいる。畑仕事は、

住民の楽しみの一つとなっている。 

平郡島の周辺は、好漁場として知られており、

年間を通じて、多くの釣り人が来島している。県

内や広島県からだけでなく、遠くは、関東、関西

方面からの釣り人もいる。 

 

（８）その他 

近年、イノシシが集落の中の畑にまで出没するよ

うになり、農作物被害、特に芋類、ミカンへの被害

が深刻である。そのため、畑にはイノシシ対策とし

ての防護柵の設置が欠かせない。 

 地区では、狩猟免許の取得を奨励し、箱罠による

駆除に努めているが、農作物被害に歯止めが掛から

ない状態であり、作付けを断念する住民が出始めて

いる。 

 

２ 課題 

  平成３１年３月から令和元年５月にかけて、在住者への聞き取り調査を実施し、地区内にある

課題を顕在化させた。これらの課題を分野ごとに整理、分析し、平郡西地区夢プラン策定に向け

た協議用の資料として活用した。 

聞き取り調査の概要、地区の主な課題は、次のとおりである。 

（１）聞き取り調査の概要 

ア 目的 

    住民の暮らしの状況や地区に対する思い、考え方を把握し、夢プラン策定の基礎資料とし

て活用する。 

あわせて、夢プランの説明を個別に行うことにより、夢プラン策定の必要性をしっかりと

蛇の池 

カーネーション 

ミカン 
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理解してもらう。 

イ 実施方法等 

（ア）実施主体：平郡西地区コミュニティ協議会 

（イ）実施対象：住民 

（ウ）実施期間：平成３１年３月１日～令和元年５

月２０日 

（エ）実施方法：平郡西地区コミュニティ協議会に

よる対面聞き取り 

ウ 聞き取り状況 

（ア）対象者数：１００人 

（イ）回答者数：８４人 

（ウ）回答率：８４％ 

エ 調査項目 

（ア）金融について 

（イ）買物について 

（ウ）病院について 

（エ）介護について 

（オ）平郡航路について 

（カ）平郡西のいいところについて 

（キ）その他 

（２）地区の主な課題 

ア 生活（金融・買物など） 

（ア）好きな時にお金が下ろせない。 

（イ）思うように買物ができない。 

イ 健康（病院、介護など） 

（ア）診療所がなくなると困る。 

（イ）デイサービスが利用しづらい。 

ウ 平郡航路 

（ア）早く新しいフェリーを造ってほしい。 

（イ）代理店の運営が大変である。 

エ 平郡西の魅力、その他 

（ア）いいところがたくさんあるが、地区外への情

報発信ができていない。 

（イ）若者がいない。 

（ウ）イノシシにより農作物の大きな被害が出て 

いる。 
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３ 夢プラン策定までの取組 

（１）平成３０年７月１１日開催の平郡西地区コミュニ

ティ協議会役員会において、夢プランについての勉

強会を実施し、理解を深めた。 

（２）平成３１年２月２５日開催の平郡西地区コミュニ

ティ協議会役員会において、夢プランについての勉

強会を改めて実施した。夢プラン策定の必要性をし

っかりと理解したことから、平郡西地区コミュニテ

ィ協議会を中心に平郡西地区社会福祉協議会役員、

自治会長、自治会班長を策定委員とすることを決定

し、平郡西地区夢プラン策定に向けた活動を開始し

た。 

（３）令和元年５月２９日開催の平郡西地区総集会にお

いて、夢プランについての説明、聞き取り調査の結

果について報告した。総会には６９世帯中５９世帯

（８５．５％）の参加があり、活発な意見交換や質

疑応答が行われた。 

（４）令和元年６月２７日に平郡西地区夢プラン策定に

係る会議を実施した。会議は、聞き取り調査の結果

を基にワークショップ形式で行い、以後、４回の会

議を実施した。 

（５）令和２年３月１９日に平郡西地区夢プラン発表会

を実施し、平郡西地区夢プランとして発表した。 

 

４ 今後取り組むべき事項 

（１）島で快適に暮らせる環境を作ろう！ 

  ア 島にはない商品を注文できるようなシステム

を研究する。 

  イ 東地区への移動支援サービスを始める。 

（２）これからも長生きの島でいよう！ 

  ア 診療所の継続を市にお願いする。 

  イ 向こう三軒両隣と声を掛け合うようにする。 

（３）これからもフェリーの就航する島にしよう！ 

  ア 次の船もフェリーにしてもらえるよう、市にお願いする。 

  イ 代理店業務を簡素化する。 

（４）若者が帰ってきたいと思える島にしよう！ 

  ア 平郡西のいいところマップを作り、情報発信に努める。 

  イ イノシシ対策に力を入れる。 
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５ 地域の将来像と夢プランの実現 

  平郡西地区夢プラン（行動計画）を８ページのとおり整理した。 

  なお、取組事項の進捗状況の確認や地区内状況の変化等による夢プランの内容の見直しは、適

宜行うこととする。 

 

平郡西地区夢プランのイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

平郡西地区夢プラン（行動計画） 

～やさしい島・いやしの島～ 
 

活動の目標 活動内容 取組時期 取組主体 

島で快適に暮らせる環境を作ろう！ 

島にはない商品を注文できるようなシステムを研究する。 近い将来 平郡西地区コミュニティ協議会 

東地区への移動支援サービスを始める。 すぐ 平郡西地区社会福祉協議会 

これからも長生きの島でいよう！ 

診療所の継続を市にお願いする。 すぐ 平郡西地区社会福祉協議会 

向こう三軒両隣と声を掛け合うようにする。 すぐ 平郡西連合自治会 

これからもフェリーの就航する島にしよう！ 

次の船もフェリーにしてもらえるよう、市にお願いする。 すぐ 平郡西地区コミュニティ協議会 

代理店業務を簡素化する。 すぐ 平郡西連合自治会 

若者が帰ってきたいと思える島にしよう！ 

平郡西地区のいいところマップを作り、情報発信に努め

る。 
近い将来 平郡西地区コミュニティ協議会 

イノシシ対策に力を入れる。 すぐ 平郡西連合自治会 
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