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大島支庁情報誌
（平成２８年１月１９日 第５２号）

年頭の挨拶
平成28年１月４日（月） 大島支庁長 本 重人

皆様、明けましておめでとうございます。

職員の皆様におかれましては、この年末年始の休暇中、ご家族や

ご友人などとゆっくり過ごしたり、あるいは，旅行に行かれたり、自分

の趣味を楽しむなど、それぞれの時間を楽しく過ごし、良い年を迎え

られたことと思います。私も，家族のもとで十分に英気を養い、新しい年の初めということで、気

持ちを新たにして職場に出勤してまいりました。

年が明けましたので、改めて昨年を振り返ってみますと、なんと言いましてもありがたかった

のは、大きな台風の襲来や大雨がなかったことです。おかげで、大きな公共インフラの被害も無

く、また、奄美群島の基幹作物であるさとうきびが順調に育ち、今期は、群島全体で、前期（33

万トン）を22.3％上回る40万トンの生産が予想されています。

また、大きな生産額を誇る子牛や花き類の生産や販売価格も好調で、農業関係者はホッと胸

を撫で下ろそうとしていたところでした。

ところが、台風シーズンが過ぎた頃になって、台風の直撃にも匹敵するような大きな出来事

が起きました。36年ぶりのミカンコミバエの発生です。

奄美大島では、昭和54年に根絶して以来発生がなく、存在さえほとんど忘れ去られようとして

いたところでした。11月２日に、国がミカンコミバエの発生をプレスリリースしてから、奄美大島

全島を挙げた対策が始まりました。人海戦術により、テックス板と呼ばれる誘引殺虫剤を発生

地周辺の農地や道路沿線に設置したり、人が入れない山間部にはヘリコプターで投下、さらに

は虫が寄生する可能性のある果実を一斉に除去するなど、国、県、市町村、農業団体、農家な

どによる大掛かりな防除対策が進められた結果、11月初旬に153頭という誘殺数のピークを記

録して以降、12月初旬には１頭、中旬には２頭という具合に、トラップで誘殺されたオスのミカン

コミバエは激減しています。

この作業には、大島支庁では農林水産部を中心に頑張ってもらいましたが、他の部や瀬戸内

事務所、そして本庁農政部の支援も得て取組が進められました。従事された職員の皆様には、

深く感謝申し上げます。

こうした対策のおかげで、オスの誘殺には大きな効果を挙げておりますが、メスに対しては効

果的な対策がありませんことから、まだ油断できないのが現状です。今後とも、ミカンコミバエの

根絶に向けて、徹底した防除対策を進めていかなくてはなりませんので、職員の皆様には引き

続きよろしくお願いします。
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今回のミカンコミバエの一件で思い出されるのは、「天災は忘れた頃にやってくる」という言葉

です。あの東日本大震災も、忘れた頃にやってきました。いつ、どこで、何が起きるか分からな

いのが現実だということを，改めて実感させられたところです。

職員の皆様におかれましては、今回を大きな教訓として、それぞれの分野で、我々行政の大

きな目的である「住民の生命や財産を守り、安心・安全な地域をつくる」ために、油断することな

く、緊張感を持って仕事を進めてくださるようお願いします。

このミカンコミバエの発生は、奄美の経済に多大な打撃を与え、私達に教訓を残した大きな

逆風でありましたが、大局的な視点で見ますと、奄美群島には前年に続いて強いフォローの風

も吹いております。

例えば、11月に開催されました「国民文化祭」は、県全体で163万人の参加がありましたが、

奄美群島内でも18のプログラムが開催され、たくさんの人で賑わいました。特に、鹿児島市内で

開催された開会式や閉会式では、奄美の島唄や踊りが中心的イベントとして披露され、「まるで

奄美デー」といわれるほど奄美の存在を大きくＰＲすることができました。普段は、内地の人々

の目は北を向きがちですが、これを南に向ける大きなきっかけになったものと思います。

また、観光の面でも、引き続き強いフォローの風が吹いています。昨年度，奄美群島振興交

付金が創設され、これを活用した航路・航空路運賃の低減やバニラエアの就航などにより、一

昨年９月から昨年の11月まで、15か月連続で県の観光動向調査の数字がプラスになっていま

す。特に、９月は対前年同期比でプラス13.3％、10月がプラス12.6％と，２桁台の好調な伸びを

示しています。地元では「奄振交付金効果」あるいは「バニラ効果」と呼ばれていますが、これほ

ど顕著に、住民の目に見える形で、奄振事業の成果が出てくるのも珍しいのではないかと思い

ます。

なお、奄美群島が長年待望しております「世界自然遺産」の登録につきましては、１年先送り

され、明治維新150周年と同じ平成30年の登録を目指して作業が進んでおりますが、この登録

を見越した形で、今年は、一昨年を超える数の大型観光クルーズ船の入港予定が入ってきてい

ます。

世界自然遺産に登録されますと、観光客をはじめ奄美を訪れる人が増えるのは確実です。そ

うなった時に、これに対応できる体制を今から組んでおく必要があります。中には，ある種の規

制も必要でしょうし、ソフト面・ハード面での整備も必要になります。関連の所属・部署におかれ

ては、滞りなく準備を進めていかれるようお願いします。

次に、公共インフラの関係では、昨年３月に、県下最長を誇る4.2キロの「網野子トンネル」を

含む総延長6.8キロの網野子バイパスの開通がありました。国道58号線上の大きな難所が解消

され、人の往来の利便性が著しく向上し、経済活動や観光、防災面でも多大な効果を発揮する

ものと期待しております。

以上、大きな項目を取り上げて昨年を振り返ってみましたが、ここで目を新しい年に転じて、

今年の奄美群島を展望してみたいと思います。

大島支庁全体としては、昨年同様、県の奄美群島振興開発計画に基づいて、重点分野として

掲げられた農業、観光業、情報通信業を中心に、16の数値目標の達成に向けて取り組むことに

なります。

奄美群島を取り巻く環境としては、昨年同様、群島の振興・発展を後押しするような力強いフ

ォローの風が吹いていますので、国、県、市町村、民間セクター、地域住民がしっかりと連携し

て取り組んでいくことによって、奄振計画が掲げた目標を確実に達成できるものと考えておりま
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す。

また、離島住民の医療面での安心を支えるドクターヘリについては、28年度中の運行開始に

向けて作業が進められており、医療面での貢献のみならず、島外の方々に「島暮らし」を勧める

UIターンの促進にも大きく寄与するものと期待しております。

産業の関係では、群島の基幹作物であるさとうきびの生産性を上げられるよう、台風対策や

防風対策も含めて農家、製糖会社、行政など関係者が一丸となって取り組んでいく必要があり

ますし、昨年度からスタートした農林水産物輸送コスト支援事業の精度を上げ、農家や漁家の

経営強化につなげなくてはなりません。

そして、なんと言いましても大事なのは、奄美に一大ショックを与えたミカンコミバエを根絶

し、タンカン、ポンカン、マンゴー、パッションフルーツ、スモモなど，奄美の特産品が出荷できる

ようにするという大きな課題があります。

さらに、基幹産業の一つである「観光」の分野では、昨年度に立ちあげ、支庁や各島の県事務

所が事務局となって、奄美の観光を振興するための組織である「奄美群島観光振興会議」や「景

観整備推進会議」をさらに充実させるとともに、バニラ効果や世界自然遺産登録の効果を奄美

大島以外の島々にも波及させる必要がありますので、新たな取組として、「アイランドホッピン

グ」と呼ばれる，島々を航空機やフェリーで効果的につなぐ観光ルートの開発に取り組んでいく

こととしています。

こうした具体的な目標が立てられた取組のほかにも、私達大島支庁職員は、地域住民の方々

の生活や健康、産業活動などを支える日常の業務を抱えております。流行の言葉で言いますと

「ルーチン」ということになりますが、どれ一つをとりましても無くてはならない大事な仕事ですの

で、これを確実に進めていくためには、大島支庁の４部や各島の県事務所、さらにその出先事務

所も含めた職員の皆さんの頑張りが必要不可欠です。職員の皆さんには、地元市町村や国など

関係機関・団体とも連携しながら、また、ご自分の健康や家庭も大事にしながら、我が鹿児島県

の宝の島々である奄美群島の住民の皆さんが、安心して豊かに暮らせるよう、今年も頑張って

取り組んでくださるようお願いしまして、年頭の挨拶といたします。

今年もよろしくお願いします。
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三陸復興の現況報告について

徳之島事務所建設課河川港湾係 技術主査 後藤 真秀

１ はじめに

この度，機会をいただき，平成27年10月～12月の３ヶ月間，岩手県職員(併任)として災害復

旧事業のお手伝いをしてきました。

鹿児島県は，東日本大震災以降，福島，宮城，岩手の東北３県に，約３ヶ月交代で土木技術

職員を派遣しています。岩手県における派遣先は，沿岸南部の出先機関である大船渡水産振
おおふな と

興センター（分庁舎）で，自分が23人目でした。

２ 担当業務について

仕事の流れとしては，鹿児島県の職員同士が，代々業務を引き継いで行くというスタイルに

なっており，被災直後は管内の各漁港の災害査定設計書作成が主な業務でしたが，現在の担

当業務は「門の浜漁港」の工事発注や現場監督が主な業務となっています。
かど はま

３ 被災状況について

門の浜漁港とその背後集落には，推定高約20mの津波が押し寄せてきました。津波の押し

波と引き波により，漁港を守っている防波堤はほとんど倒壊しました。また，漁港と背後集落の

間には，８mを超える高さの津波防潮堤がありましたが，今回の津波はあっさりと乗り越え，約1

00戸あった家屋の４割が被災し，被害者も出ました。

４ 門の浜漁港の復旧工事について

台風や冬期風浪で，港内側の施設（荷揚げ作業をするための物揚場や岸壁，船揚場）が更

なる被害が発生するおそれがあるため，まずは，漁港の外郭施設である防波堤の復旧にとり

かかり，昨年度に完成しました。現在は，港内側の施設と臨港道路の復旧を行っています。

また，津波が乗り越えた防潮堤については，高さ12.8mに嵩上げ工事を行っています。数十

年から百数十年に一度の規模の津波高を想定しての高さです。千年に一度といわれる東日本

大震災規模の津波は，乗り越えてしまう高さですが，その際の被害軽減策として，地元自治体

が背後地の道路や土地を造成して嵩上げを行っています。

被災前の写真 被災後の写真
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５ 地盤沈下について

現場では，一見無傷で残っている施設も復旧工事をしています。何を復旧するのかといえ

ば，「高さ」を復旧するのです。マグニチュード9.0という巨大地震で，震源地に近い三陸沿岸部

の地盤は，平面的に丸ごと地盤沈下しています。見渡す限りの土地が，同時に沈下しているの

で分かりづらいのですが，潮が満ちれば，海水に浸かってしまう箇所が至る所にあり，大型土

のうを設置して浸水を防いでいる状態です。門の浜漁港における沈下量は約１ｍで，その分の

嵩上げも災害復旧事業になります。

６ 仮設住宅について

勤務先は，２階建ての仮設庁舎で，目の前に８棟50室を超える仮設公舎があります。間取り

は，4.5畳程度の1DKバス・トイレ付で，単身や独身の正職員，期限付きの職員，他自治体の派

遣職員が住んでいます。震災後，早くに建設された仮設公舎らしく，防音構造が甘いため，皆

さん気を遣いながらも，「今朝は○○さんがカーテンを開ける音で目が覚めたっけ。」という会

話も飛び交っていました。ただ，寒い東北ならではの設備として，二重窓や温水シャワー便座，

お湯があたりまえに出てくる水道設備はありがたかったです。

門の浜漁港復旧 計画平面図 計画平面図の左側の地区（背後の白い構造物が防潮堤）

船揚場の上まで水が上がっている 大型土のうで浸水を防いでいる
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緯度経度の違いから，徳之島と比べて日の出日の入りが１時間程度早いため，天気の良い

朝は（氷点下でも）日課としてウォーキングをしていました。その際よく見かける光景が，市内

各所の公園や学校のグラウンドに建ち並ぶ被災者用の災害仮設住宅でした。

被災地各所では，マンションのような災害公営住宅が順次完成していますが，そこに住める

世帯や順序は抽選で決められるそうです。震災からやがて５年を迎えますが，仮設住宅で長年

暮らしておられる方々に，あたりまえの日常生活というものを早く取り戻していただきたいと感じ

ました。

（手前は埋設していない仮設の浄化槽群）

７ 最後に

三陸沿岸を南北に走る国道45号は，震災で何箇所も寸断されたこともあり，「三陸沿岸道

路」という全長359kmの高速道路の整備が急ピッチで進んでいます。平成30年度完成を目指

しており，自分がいる３ヶ月間だけでも大船渡市近隣で２区間が開通しました。

三陸沿岸部は，今なお，どこもかしこも工事中です。プレハブの商店が建ち並ぶ町中では，

大規模な土地の造成，沿岸部では巨大防潮堤と各種インフラの復旧，山間部を通れば三陸沿

岸道路のトンネルや橋梁工事のオンパレードで，道路上は東北各県から関東地方までのナン

バープレートを付けたダンプトラックがひっきりなしに往来しています。

もうじき，震災から５年を迎えますが，三陸復興はまだ道半ばです。

『大きな揺れを感じたら，とにかく高台に避難。』三陸沿岸の人が身をもって経験し，語り継いで

仮設庁舎（１Ｆが大船渡水産振興センター分庁舎）

学校のグラウンドに100世帯を超える仮設住宅群 完成間近の災害公営住宅（大船渡市内）

３箇月間お世話になった仮設公舎
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いる教訓は，沿岸部に集落が多い奄美群島にも十分活かせると思います。

現在，奄美群島のほとんどの自治体が，各種災害に関するハザードマップを公表している

と思います。また，県のHP上に鹿児島県津波浸水想定図がエリア毎に細分化されて公表され

ています。（http://www.pref.kagoshima.jp/ah07/bosai/sonae/sonae/tsunami.html）

震災５年目を節目として，こういった資料の存在を各方面に再度周知したり，自分自身にお

いても，職場，住宅，子供達の学校等がどんな場所に立地しているかを知り，万が一の際の集

合場所等を話し合ったりするのも，一つの活用法かなと思いました。

最後に，少ない人員にもかかわらず，自分の希望を受け入れてもらい，３ヶ月間バックアップ

していただいた徳之島事務所の皆様に感謝を申し上げます。シマの特産品を何度も送ってい

ただきましたが，サタ豆やミソ豆は残業が多い皆さんのおやつに最適でした。また，黒糖焼酎

も，飲ん方に持って行けば大好評で，数名の岩手県人が翌朝，少し辛そうでした…。

以上，岩手県における三陸復興の現況報告でした。

陸前高田市で被災した集合住宅（４階まで窓がない）大船渡～釜石間で建設中の高速道路橋
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「学生のための選挙講座」について
大島支庁総務企画課地域振興係 専門員 平 知恵子

12月17日（木），県明るい選挙推進協議会大島支会では，大島支庁大会議室において「学生の

ための選挙講座」を開催しました。この「学生のための選挙講座」は，若い世代に投票参加の重要

性や選挙運動・政治活動のモラルなどの理解促進を図ることを目的として，平成13年度から毎年

開催しています。

ところで，本題に入る前に，「何故，大島支庁で？明るい選挙推進協議会って？」と思われた方

がいらっしゃることと思いますので，少し説明させていただきます。

県の明るい選挙推進協議会（以下，「明推協 」と言います。）は，「民主主義の理想である信頼さ
めいすいきょう

れる政治の確立を企画し，この理想実現のために選挙人の常時啓発に全力を挙げ，明るい選挙

の実現を期する。」という目的をもって設置された団体です。明推協大島支会は奄美群島内12市

町村の各明推協と県選管大島地区書記局をもって組織されており，その事務局が県選管大島地

区書記局である大島支庁総務企画課なのです。

明推協の主な活動は，選挙時における投票参加の呼びかけや，選挙に関する情報チラシの発

行などの住民の方々に対する選挙啓発です。投票率が年々低下していく中，崇高な目的を掲げて

いる我が団体ですが，一人でも多くの方に投票に行っていただきたいという，たった一つの思いを

込めて様々な取組を行っています。今回の「学生のための選挙講座」も，特に投票率が低い若い

世代に向けた啓発活動の一環で，明推協大島支会が行っているものです。

今回は，この講座の実施状況について紹介します。講座のメニューは，事例発表と模擬投票で，

講座を受けていただいたのは奄美情報処理専門学校の学生さん23名でした。

【事例発表】

事例発表の時間は，鹿児島大学教育学部４年生の町田聡志さんに，県内大学生の有志で作る

「学生投票率100％をめざす会（通称STEP）」の活動についてお話しいただきました。

STEPでは，選挙啓発のためのポスター作成，大学祭や成人式など各種イベントでの啓発，小・

中学校での出前授業などの活動に加え，ご当地選挙啓発キャラクターをデザインしたりと，積極的

に選挙啓発に取組み，選挙に関する勉強会も毎月行っているとのこと。

町田さんは，「有権者の一人として政治・選

挙に関心を持ってほしい。将来，子どもを持っ

たときには，子どもに選挙の大切さを教えてほ

しい。」と力強く話してくださいました。

受講後のアンケートでは，「同世代の町田さ

んの話を聞いて共感した。選挙への関心が高

まった。」などの感想がありました。

余談ですが，町田さんは俳優の三浦春馬さ

ん似の好青年。思わず見とれてしまって講座

の様子を撮影するのを忘れてしまいました。今

回掲載している写真は，後日奄美市選管から

譲っていただいたものです。担当として反省し

町田聡志さん ています。



- 9 -

【模擬投票】

模擬投票では，奄美市の選管と明推協の方

々に御協力いただき，実際の選挙で使用する

記載台や投票箱を用いて，受講者に投票を体

験していただきました。

模擬選挙名を「平成27年12月17日執行小俣

を思う会会長選挙」と銘打って投票を実施。以

下の３人が立候補し，僅差で公園整備を主張し

た「名瀬花子」さんが当選しました。

候補者１ 奄美 太郎（あまみ たろう）の主張

特に政策はなし。「清き一票を！」「皆様のご
支援をよろしく。」とひたすらお願い。

候補者２ 名瀬 花子（なぜ はなこ）の主張

「小俣町に不足している公園の整備に取り組
みます。」

模擬投票の様子
候補者３ 自治 三郎（じち さぶろう）の主張

「小俣集会場を『ゆらい処』とするべくベンチ・
テーブル，Wi-F iのフリースポットを設置しま
す。」

当課の内門地域振興係長は「奄美太郎」役で立

候補しましたが，あっさり落選してしまいました。

（取りあえず，内門係長の名誉のためにフォロ

ーしておきますが，当選しないように候補者を

演じているので，落選は当然の結果なのです。）

受講後のアンケートでは，「投票は簡単だっ

た。自分の意見をしっかり持ち選挙に取り組み

たいと思った。立候補者のアピール力も大事な

ことだと考えさせられた。」などの感想がありま

した。 熱弁を振るう「奄美太郎」こと内門係長

最後に，平成28年度は，奄美群島内で多くの選挙が行われるほか，７月には参議院議員選挙と

知事選挙も予定されています。

職員の皆さんには，御近所の方々お誘い合わせの上，もれなく投票に行ってくださるようお願い

申し上げまして「学生のための選挙講座」の紹介を終わります。

～平成28年度執行予定の選挙～

・大和村議会議員選挙（H28.5.29）

・参議院議員選挙（H28.7.25）

・鹿児島県知事選挙（H28.7.27） 【 18歳選挙権！ 】

・宇検村議会議員選挙（H28.9.13）

・龍郷町議会議員選挙（H28.9.13） 平成27年６月19日に公職選挙法等の一部を改正する法

・和泊町議会議員選挙（H28.9.13） 律が公布され，選挙権年齢が「20歳以上」から「18歳以

・知名町議会議員選挙（H28.9.13） 上に引き下げられました。

・与論町議会議員選挙（H28.9.13） この法律は，公布から１年間の周知期間を経て，施行

・喜界町長選挙（H28.10.4） 日後初めて行われる国政選挙から適用されます。平成28

・喜界町議会議員選挙（H28.10.31） 年に予定されている参議院議員選挙から，この法律が適

・瀬戸内町議会議員選挙（H28.12.19） 用される見込みです。

※（ ）内は任期満了日
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12月の統計情報12月の統計情報

１ 鹿児島県毎月統計人口

平成27年12月現在の奄美群島の人口は，111,289人で，前年同月と比べて1,461人減少

しています。

２ 鹿児島県観光動向調査

平成27年11月における調査対象ホテル・旅館80施設の宿泊客数（宿泊延べ人員）は合計

299,406人で，前年同月比7.7％の減少となっています。

奄美地区は，20,489人で，前年同月比5.0％の増加となっています。

３ 大島紬

平成27年12月の生産反数は488反で，前年同月の生産反数453反と比較して7.7％の増

加となっています。

奄美大島 喜界島 徳之島 沖永良部島 与論島

12月１日現在(人) 1,656,913 111,289 61,741 7,294 23,947 13,099 5,208

前年同月(人) 1,668,529 112,750 62,566 7,438 24,282 13,240 5,258

増減数(人) -11,616 -1,461 -825 -144 -335 -141 -50

前年同月比(％) -0.7 -1.3 -1.3 -1.9 -1.4 -1.1 -1.0

県全体 奄美群島

県全体

奄美地区

299,406 324,217 -7.7

20,489 19,510 +5.0

平成27年11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 451 27 424 244 16 178 13 38,427 4,714 408,813

緯　　絣 37 7 30 6 0 28 3 1,478 392 15,232

計 488 34 454 250 16 206 16 39,905 5,106 424,045

累　　　　計男物女物別 　染　　　　　　　　　　　　　　　　 別
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１月～２月上旬の主な行事予定表月～２月上旬の主な行事予定表

《 発 行 》

大島支庁総務企画部総務企画課

TEL：0997-57-7212

E-mail:oosima-soumu@pref.kagoshima.lg.jp

1月26日 農政普及課 平成27年度奄美群島鳥獣被害対策実施隊研修会 天城町

1月29日 総務企画課 宇検・瀬戸内観光ワーキンググループ会議 宇検村生涯学習センター

2月17日 総務企画課 奄美大島観光ワーキンググループ会議（第２回） 大島支庁


