
大島支庁情報誌
（平成２７年８月１９日発行 第４７号）

世界自然遺産「道の日」奄美群島クリーンアップ大作戦について

大島支庁衛生・環境室 技術主幹兼環境係長 吉田 健一

大島支庁や建設・建築業をはじめとする各種団体では，国が定めた８月10日の「道の

日」に合わせて，平成20年度から世界自然遺産登録を目指した活動として，道路や地域の

清掃活動を行う「世界自然遺産『道の日』奄美群島クリーンアップ大作戦」を奄美群島全

域で実施しています。

今年も，スローガン「奄美・琉球の世界自然遺産登録早期実現」を掲げて群島各地で清

掃作業に取り組んでいますが，その一つとして，クリーンアップ大作戦の出発式を８月８

日(土）に奄美市名瀬で行いました。

出発式では，大島支庁長に続き住民代表として奄美群島地域女性団体連絡協議会の春岡

会長から挨拶を，また，奄美建設業協会の山下青年部会長からは声高らかに出発宣言をし

ていただき，その後，名瀬市街地へ向かいました。

～ 出 発 宣 言 ～

これより，奄美群島の世界自然遺産登録の早期実現を目指して，

世界自然遺産「道の日」奄美群島クリーンアップ大作戦を実施します。

美しい奄美群島を，未来に引き継ごう！

ガンバロー！ ガンバロー！ ガンバロー！

出発式の様子（大島支庁駐車場）
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県建設業協会奄美支部，奄美建設業協会，名瀬建友会，建築協会奄美支部，建築士会大

島支部，奄美群島地域女性団体連絡協議会，奄美群島広域事務組合，奄美市役所及び大島

支庁の約215名が，名瀬市街地や本茶トンネル入口，朝戸トンネル入口までの国道・県道

周辺を清掃するとともに，地域の住民の方にも自主的に参加していただき，自宅周辺の清

掃作業をしていただきました。

参加の意思表示として黄色のタオルなどを身につけ，ゴミ袋を片手に約１時間半の清掃

作業を行ったところ，合計で260ｋｇものゴミが回収されました。

清掃作業の状況

さらに，群島全体の活動としては，大島支庁徳之島事務所及び徳之島建設業協会が県道

伊仙亀津線の亀津地内で，また，龍郷町，徳之島町においては，毎月第３日曜日に住民参

加の清掃活動を実施しており，今月末には瀬戸内町古仁屋で，市街地の道路を中心に清掃

活動を計画しています。

なお，今年度は、奄美群島内の各島のエコツーリズム協議会や清掃活動に取り組んでい

る団体にも参加を呼びかけました。この活動が，さらに奄美群島全域に拡がり自発的な取

り組みになることが期待されます。

ところで，奄美群島における入込客数は，平成25年は約68万６千人，平成26年は約70万

８千人（「奄美群島の概況」より）で約3.2％の増加でした。今後，「奄美・琉球」が世界

自然遺産に登録されると，観光客のさらなる増加が予想されます。

観光客等を迎えるにあたり，まずは，地域の美化活動が大切です。世界自然遺産登録を

目指す地域において，自らできる身近な取組として，自宅周辺等の清掃を行うことが，世

界自然遺産登録に向けて，地域の機運をさらに高めることにも繋がっていきます。

奄美群島の海や山などの自然が美しくても，煙草の吸い殻やゴミのポイ捨て等により，

奄美のイメージがダウンしてしまうことはとても残念です。

奄美群島の貴重な自然を守り未来に引き継ぐためにも，地域が一体となった清掃活動が

引き続き必要です。
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地域密着研修に参加して

大島支庁総務企画課商工観光係 主事 堀之内 太一

「大島支庁へ異動。」

全く心の準備がない中，まさかの辞令発表に驚き慌てた。小学生の頃に，２泊３日の家

族旅行で訪れて以来の奄美大島。それも，今回は住居を構えることになる。

鶏飯，大島紬，アマミノクロウサギ，ハブ・・・。奄美大島に関して，ステレオタイプ

で悲しいほどの知識しか持ち合わせていない。

そんな中で，幸運にも行われた今回の研修は，基本的に私のような（皆がそうでないと

思うが・・・）奄美大島経験の浅い人が参加している。研修先は，夢おりの郷，奄美自然

観察の森，奄美パーク及び田中一村記念美術館，奄美大島酒造株式会社の４箇所で，様々

な面から奄美大島を学べる内容となっている。

生憎の雨模様であったが，ただ奄美を知れただけでなく，今後の県職員生活を過ごすに

おいても実り多い研修であった。

なお，移動の車内は，私以外は皆女性で，非常に華やかで楽しい環境であったことを申

し添えておく。

○夢おりの郷

空路で奄美を訪れた際に，最初に目に

つくのは，５人の大島紬を着た美女のパ

ネルではないだろうか。色とりどりの華

やかな友禅等と異なり，大島紬は控えめ

である。私自身の無知のため，なぜ大島

紬がそれほどまでにもてはやされ，高価

で取引されるのか分からなかった。

説明を受けて驚いたことは，泥染め，

彩色，織り等，製作の全ての工程が各職

人による分業で，それぞれ手仕事で行わ

れているだけでなく，原材料となる蚕の飼育までもが行われていたことだ。出来上がった

反物に，果たしてどれだけの労力と時間が費やされたのか，想像に難くない。

巷には，色とりどりで華やかな布等が安価で溢れている。しかし，それらのほとんどは，

化学的な素材を使い，工場の機械で織られたものであろう。それに対し，各職人の気の遠

くなるような緻密な作業の結晶として誕生する大島紬。

大島紬への深い愛情と，今まで培われてきた伝統に対する熱い思いを，説明をしていた

だいた職人さん達の目から感じた。
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○奄美自然観察の森

誰もが知るアマミノクロウサギだけでなく，ルリカケス，イシカワガエル，オーストン

オオアカゲラ等，奄美は動植物の固有種や

希少種の宝庫である。国定公園の担当をし

ているが，どれが固有種や希少種であるか

を判別することは，まだ私には難しく，今

後の課題の一つとなっている。

野生動植物を熟知した担当者の話は，興

味深いものだった。例えば，ルリカケス。

見た目の華やかさとは裏腹に，性格はどう

猛で，他の動物を襲うことがあるとか。

説明を受けたことを全部ご紹介するのは

紙面の都合上困難なため，ぜひ現地に足を運び，実際に目で，耳で体感してほしい。

日常生活の中で動植物に目をやることはあっても，それらについて調べることは少ない

だろう。もしかすると，あなたのすぐ近くにいる動植物が，守るべき動植物であるかもし

れない。

○奄美パーク及び田中一村記念美術館

日本では，多くの地域で，程度の差はあれ，豊かな自然が広がり，独自の風土がある。

奄美パークのような，その土地を体感できる施設では，他所から入ってきた私のような

者でも，自然環境，土地に根付いた文化や人々の暮らしを知ることができる。

島という環境や歴史的な背景により，奄美大島は本土と異なり，生物的にも文化的にも

個性的な環境となっている。また，奄美大島の各島ごとにも異なった文化があることなど，

知れば知るほど新たな興味が出てくる。

その中で，特に私が興味を持ったのは，

祭りと島唄である。奄美大島では，他の地

域に比べ，祭りや島唄（民謡）のバラエテ

ィーがとても豊かだと感じる。地域で継承

されてきた守るべき文化であり，今後若い

世代にどれだけ残していけるか，それが今

後の課題だろう。

なお，私事であるが，奄美にいるうちに

何かを学んで帰ろうと，三味線を買い，島唄を習い始めている。買った三味線が，ただの

飾り物にならないことを切に願う。

田中一村記念美術館については，展示された作品だけでなく，美術館自体もとても素晴

らしかった。詳しい内容については，芸術の素養に欠けた私があれこれ書くのは野暮であ

るため，実際に目にしてほしい。

○奄美大島酒造株式会社

鹿児島県人にあるまじく，普段あまり焼酎を飲まない私にとって，黒糖焼酎は黒糖で造

った焼酎くらいの知識しか持ち合わせていなかった。



説明によると，黒糖焼酎は酒税法上，奄美群島でしか作れず，ラム酒に近いとか。様々

な銘柄を“研修として”試飲したが，なるほど，樽で熟成された黒糖焼酎は，まるで芳醇

な洋酒のようでもある。

奄美で生活していく上で，黒糖焼酎は切っても切れないだろう。今後は様々な黒糖焼酎

をストックし，黒糖焼酎マスターになろうかと密かに目論んでいる。

研修の後に職場に戻り通常業務を行うことから，あくまでも“研修として”試飲をした

ということを重ねて申上げておく。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

研修の後，関西から友人達が３泊４日の日程で奄美を訪れた。上記の施設等を組み合わ

せ案内をしたが，非常に好評で，機会があればまた訪れたいと口々にしていた。奄美大島

の魅力が伝わったようで，非常に嬉しいことである。

地域振興が叫ばれて久しく，担当者は頭を抱えながら様々な施策を練っていることだろ

う。自分の居住地について知り，それを友人等に勧める。誰でもできるこんなことが，一

番の地域振興になるのではないだろうか。

身近な公共施設や企業等の体験施設に足を運ぶことは少ない。しかし，足を運べば，意

外な体験や新たな発見をするかもしれない。この夏，ちょっと涼みに行く感覚で，身近に

あるそれらの施設を巡ってみてはどうだろうか。
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久根津トンネルが開通しました

瀬戸内事務所建設課道路第一係 技術主査 新 織恵

奄美市名瀬と瀬戸内町古仁屋を結ぶ県道名瀬瀬戸内線のうち，瀬戸内町油井地区から久

根津地区の区間については，道幅が狭く，急なカーブが連続する危険な道路でした。また，

大雨による崖崩れにより，長期間の通行止めを余儀なくされるなど，災害も多発していま

した。

そこで，安全に安心して通行できる道路にするため，平成22年から総事業費約14億円を

かけて，久根津トンネルを含む全体延長610ｍを久根津工区として整備し，平成27年６月

28日に開通しました。

平成24年には，梅雨前線の影響で被災したことから，そ

の復旧のため，長期間の通行止めを行いました。

N

久根津工区
L=610m
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【久根津トンネルの概要】

・久根津トンネルは，全長318ｍで，ＮＡＴＭ工

法（発破掘削）により掘削しました。

・トンネル内は，厚さ15cmのコンクリートで舗装

し，照明には，電力効率の良いＬＥＤを採用し

ています。

・道路幅は，車道が片側3.0ｍ，歩道が2.0ｍ，全

体で9.75ｍです。

平成27年６月28日に無事開通の日を迎えました。

（左：油井側式典，右：久根津通り初め）

削孔機械（ドリルジャンボ）で，

ダイナマイトを装填

貫通：H26.1.16

・約７ヶ月の期間をかけて318mの掘削を完了。
(最後は大型ブレーカーにて貫通)

現場見学会：H25.11.1

・油井小中学校の生徒を招いて
現場見学会を開催しました。

・スライドセントルと呼ばれる移動式の型枠を使ってトン
ネルの内側にコンクリート製の壁面(覆工)を施工します。

坑門工施工状況

トンネル銘板揮毫者
油井側：瀬戸内町長
久根津側：油井小・中学校の児童生徒
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平成27年度管内市町村税務職員徴収実務研修会開催

～さらなる徴収率アップを目指して～

大島支庁県税課 県税徴収対策官 上園 信幸

１ 管内の相互併任税務職員が集まる

本研修は，相互併任制度が始まった平成22年度から実施しており，今年で６回目にな

ります。大島支庁管内には２名の県税徴収対策官が配置されており，大島支庁県税課と

徳之島駐在に勤務していることから，本研修も奄美市と徳之島町で，毎年交互に開催し

ています。

今年度は，７月14日徳之島町で開催したところ，全市町村参加の予定が，台風９号の

影響で船便が欠航したため，和泊町，知名町，与論町の３町職員が参加できませんでし

た。研修内容は，徴収スキル向上を図るため，滞納整理の方法等を実践形式を含め行い

ました。

２ 相互併任税務職員とは

馴染みのない職名ですが，簡単に言えばＡ市甲職員がＢ町，Ｃ町の職員を兼務するこ

とです。具体的には，２名の県税徴収対策官が管轄する地域別（県と大島本島内及び喜

界町の１市３町２村，県と徳之島以南の６町）に，それぞれが兼務職員となります。

例えば，大島本島地区を例に挙げると，奄美市甲職員は，鹿児島県，大和村，宇検村，

瀬戸内町，龍郷町，喜界町から辞令交付を受けるので，辞令を受けたどの自治体でも徴

収職員として業務を遂行できます。

では，なぜこのような仕組みを取る必要があるかと言えば，滞納者の財産調査を行う

中で，最も強い調査権限である「捜索」を実施するためです。「捜索」とは，預貯金，

給与，生命保険，不動産等の調査を行っても差押可能な財産を発見できない案件につい

て，最終段階として滞納者の自宅や事務所等に職員が立ち入り，現金や換価可能と思わ

れる動産（物品）を探して，発見次第，差押えるというものです。いわゆる「ガサ入

れ」と考えてもらうと，イメージが掴みやすいと思います。

この「捜索」は，現場に相当の人数を必要とする上に，本部要員や，発見した債権等

の差押えを速やかに実行できる職員の確保も必要で，大がかりなものとなります。この

ため，職員数の少ない自治体で捜索を実施することが困難でした。これを解消するため

に相互併任制度が始まり，「捜索」時に他の自治体職員が応援に加わり，実施できるよ
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うにしているのです。

３ 自動車の差押え（タイヤロック）の実践研修

自動車を差押えて公売するためには，対象自動

車を，徴収職員の管理下におく必要があります。

このために県では，タイヤロック装置を用い，自

動車が運行できないようにします。

本研修では，タイヤロック装置を用いた差押え

を，ロールプレイング方式で行いました。ロール

プレイングとは，行政側と滞納者側を，実践のよ

うに演じるものです。時間の都合上，１回の実演

でしたが，本番に近いやり取りに，周りの見学者も見入っていました。行政側を演じた

職員は，緊張感の中で，滞納者役の蕨迫管理納税係長（大島支庁県税課）からの鋭い質

問や切り返しに悪戦苦闘しながらもタイヤロックを行い，差押書に署名・押印まで完了

させました。

終了後の検討会では，見学者から良かった点や改善点が発表され，今後の自動車差押

えの参考になったとの声が多く聞かれました。

４ 事例検討

最後の時間は，各市町村から事前に提出してもらった徴収困難案件について，全員で

検討し意見交換を行いました。各市町村が対応に苦慮している案件だけに，即効性のあ

る解決策を見つけるのは困難でしたが，経験年数や年齢等を超えて様々な意見が活発に

飛び交い，取り組むべき課題等について問題意識を共有する機会となりました。

５ 最後に

徴収職員は，憎まれることはあっても感謝されることはありません。税負担の公平性
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を保つ最後の砦として，使命感と正義感，プラス責任感で日々頑張っています。このこ

とが地方行政の根幹である自主財源の確保に繋がっているのです。

研修を通し，お互いの連携を深めつつ徴収率向上を競い合うことで，大島地区全体の

徴収率がアップすることを期待しています。

平成27年度に採用された新規採用職員を紹介します

大島支庁徳之島事務所総務課総務係 主事 波江野 未侑（はえの みゆう）

今年度から，大島支庁徳之島事務所総務課に新規採用職員と

して配属になりました，波江野未侑と申します。

今まで生きてきた中で，離島に足を踏み入れたことすらなか

った私ですが，徳之島に住み始めて４箇月経ち，だんだん島の

生活にも慣れてきたように思います。

仕事はもちろん，一人暮らし，島での生活など初めてのこと

が多く，最初のころは不安が募るばかりでした。しかし，先輩

方がサポートしてくださるとともに，徳之島の透き通る海，美

しい景色に心が洗われ，毎日充実した日々を送ることができて

います。

仕事面だけではなく，休日も充実させたほうがいいと先輩方からアドバイスをいただき，

最近では同期で集まり，ダイビング講習も受講し始めました。休日でも徳之島でしかでき

ないことを積極的に体験し，徳之島の魅力を実感していきたいと思っています。

公私共に，まだまだ分からないことも多く，先輩方にはご迷惑をおかけしてばかりです

が，丁寧に指導してくださり，本当に感謝の気持ちで一杯です。不束者ですが，これから

も精進して参りますので，宜しくお願いいたします。
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大島支庁沖永良部事務所総務福祉課福祉係 主事 前田 貴大（まえだ たかひろ）

今年度から，沖永良部事務所総務福祉課に，新規採用職員と

して配属されました前田貴大と申します。出身は薩摩川内市で，

今回，沖永良部島に配属が決まり，初めての離島暮らしです。

ここに来るまでは，不安でいっぱいでした。しかし，今はそ

の不安も吹き飛び，沖永良部の豊かな自然と温かい地域の人々，

すばらしい上司や先輩方に囲まれ，仕事はもちろん，飲み会や

テニスなど，社会人としてとても充実した毎日を送らせていた

だいています。

事務所ではテニスが盛んで，休日は，経験豊かな先輩方に揉

まれながらテニスに明け暮れています。その甲斐あって，奄美

大島で開催された大会に参加し，他の島の方々との交流ができ，非常に良い経験をさせて

もらいました。

担当は生活保護業務で，まだまだ迷惑をかけてしまう毎日ですが，最後のセーフティネ

ットとしての役割を全うし，一人一人に寄り添えるように，そして，先輩方のような立派

なケースワーカーになれるよう日々の業務に勤しんでおります。どうぞよろしくお願いし

ます。
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７月の統計情報７月の統計情報

１ 鹿児島県毎月推計人口

平成27年７月現在の奄美群島の人口は111,544人で，前年同月と比べて1,255人減少

しています。

２ 鹿児島県観光動向調査

平成27年６月における調査対象ホテル・旅館82施設の宿泊客数（宿泊延べ人員）は合

計232,132人で，前年同月比0.4％の増加となっています。

奄美地区は，20,321人で前年同月13.8％の増加となっています。

３ 大島紬

平成27年７月の生産反数は501反で，前年同月の生産反数536反と比較して，6.5％の

減少となっています。

奄美大島 喜界島 徳之島 沖永良部島 与論島

7月１日現在(人) 1,658,949 111,544 61,863 7,333 24,024 13,097 5,227

前年同月(人) 1,670,073 112,799 62,601 7,440 24,291 13,233 5,234

増減数(人) -11,124 -1,255 -738 -107 -267 -136 -7

前年同月比(％) -0.7 -1.1 -1.2 -1.4 -1.1 -1.0 -0.1

県全体 奄美群島

県全体

奄美地区

232,132 231,199 ＋0.4

20,321 17,852 +13.8

平成27年6月 前年同月 前年同月比

(単位：人，％）

反数 男物 女物 泥染 泥藍染 藍染 化学
染料染

草木染 複数
染料染

生産金額
（千円）

反数 生産金額
（千円）

経 緯 絣 457 68 389 213 14 201 29 38,470 2,751 239,425

緯　　絣 44 4 40 6 38 1,720 231 8,922

計 501 72 429 219 14 239 29 40,190 2,982 248,347

累　　　　計男物女物別 　染　　　　　　　　　　　　　　　　 別



８月～９月上旬の主な行事予定表８月～９月上旬の主な行事予定表
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大島支庁総務企画部総務企画課
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日 担　当　課 行　事　内　容 場　　所

8月19日 建設課 マングローブわくわく探検（対象：住用小中） マングローブパーク

8月23日 農村整備課 ふるさと探検隊 瀬戸内町

8月29日

9月12日
県立短期大学 県立短期大学奄美サテライト講座２０１５ 奄美図書館
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