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～ホノホシ海岸～
この海岸は太平洋に面しており、海岸の石、砂利は打ち寄せる荒波に

洗われて玉石と化しています。

波が引くときには、石が擦れて太鼓のような音が聞こえます。

沿岸には奇岩がきり立ち、洞窟もあって、豪壮で男性的な景観を有し

ています。

周辺の海辺では船釣り・磯釣りもできます。カツオやタコ、伊勢エビ、

タイなどの釣り場としても知られています。

玉石は持ち出し禁止なのでご注意ください。

（「本物。の旅かごしま」より）

2016.04 setouchitown
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平成28年度支庁長訓話

平成28年４月11日 大島支庁長 鎮寺 裕人
ちん じ ひろ と

おはようございます。前任の本支庁長の後任として４月１日に着

任しました鎮寺裕人と申します。どうぞよろしくお願いします。

私は，２回目の大島支庁勤務となります。昭和58年から当時の厚生課で勤務し，昭和61年に

は大島支庁から直接「奄振」を担当していた当時の国土庁特別地域振興課に県からの研修生と

して１年間派遣されました。奄美でゆっくりと暮らしていたのが，突然の東京生活で大変戸惑っ

たことをよく覚えております。

その後，必然の流れで離島振興課奄振係に帰って来て，３年間奄振事業の取りまとめなどに

携わりまして，足かけ７年連続して奄美に関わってきたことになります。

このようなこともあり，今回支庁長としてまた来させていただいたことを嬉しく思っております。

また，大島本島のみならずほかの島々についてもある程度の土地勘はありますので，仕事を

していく上では大変助かると感じております。

これから皆様と一緒に，奄美のために働くことになりますので，改めてよろしくお願いいたしま

す。

さて，新年度がスタートしましたが，人員体制も変わり新鮮な気持ちで４月を迎えられたことと

思います。今回の異動で大島支庁全体で約430名の職員のうち130名あまりの方が異動されて

います。皆様のなかには初めて奄美大島に赴任された方もいらっしゃると思いますが，本土とは

違う亜熱帯気候の中で，また沖縄とも違う奄美独自の文化の中でこれから生活が始まります。

できるだけ早く職場や生活環境に慣れて，奄美の発展のために，何をおいても元気で仕事に取

り組んでいただきたいと思います。

さきほど，２回目の奄美勤務と申し上げましたが，様々な面で当時と大きく変わったなあという

のが率直な感想であります。30年前，道路でいいますと本茶トンネルがやっと開通したばかり

で，特に瀬戸内方面に向かうには難所の峠を何回も登り降りしてやっとたどり着く状態でしたが，

三太郎トンネル，さらには昨年３月開通した網野子トンネルなどの開通により本島内の交通事情

は格段に改善されました。また空港，港湾などのインフラの整備だけでなく，携帯電話，インタ

ーネットなどの情報通信環境も確実に整備が進んでおり，時の流れ，時代の進歩というものを強

く感じたところです。

また，ソフト面においても，平成26年度に創設された奄美群島振興交付金により，航空・航路

運賃の軽減や農林水産物の輸送経費の軽減が行われるようになりました。これにより，奄美へ

の入り込み客の増加などその効果が目に見えて現れてきております。

さらに，平成30年夏の世界自然遺産登録に向けた取組も国・県・地元市町村がそれぞれ役割

を分担しながら進められているところです。
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このように，今奄美には大きなフォローの風が吹いております。この風を的確につかみ，今後

の奄美の発展に着実に生かしていけるかということが，私たちに求められていると考えておりま

す。地元市町村の職員の方々や住民の方々とも十分に意見交換をし，情報を共有しながら大島

支庁として地元を支援していきたいと考えております。

皆さんも，まもなく世界自然遺産に登録されるこの奄美の地で仕事ができることを誇りに思っ

ていただき，奄美の豊かな自然と温かい人情にどっぷりとつかって，県庁人生の中でも特別な，

一生の思い出に残る勤務地になっていただければと思っております。

これから，皆さんと一緒に仕事を進めて行くことになりますが，その上で皆さんにお願いした

いのが，情報を，特に悪い情報ほど早く上げていただきたいということです。早ければ早いほど

何か手を打てる場合もあります。時機を失して後ろ向きの対応しかできなくなることは絶対に避

けなければなりません。

また皆さんは担当の方からの情報の受け手でもあります。悪い情報でも担当の皆さんがすぐ

に相談できる，一人で抱え込まないそんな環境を作るように努めていただきたいと思います。も

ちろん私自身も努めて参ります。

いよいよ平成28年度がスタートしました。職員の皆様におかれては，交通事故などには十分

に注意していただき，まずは心身の健康を第一に，ご家族ともども元気で，公私にわたり奄美の

発展のためにご活躍いただきますようお願い申し上げて，年度初めに当たっての訓話といたし

ます。奄美の発展のために一緒に頑張りましょう。
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根瀬部国直工区（宮古崎トンネル）について

～災害に強いみちづくり～

大島支庁建設課道路建設係 濱田 学

現在，大島支庁建設部建設課道路建設係では，３地区の道路改築工事を実施中ですが，そ

の中で，平成26年度から事業着手している，主要地方道 名瀬瀬戸内線 根瀬部国直工区につ

いて今回御紹介します。

１ 根瀬部国直工区の事業概要

主要地方道名瀬瀬戸内線は，奄美市名瀬永田町を起点に，大和村・宇検村を経由し，瀬戸

内町へ至る延長約100kmの広域的な幹線道路であり，島内を南北に貫く国道58号線の代替道

路にも位置づけられる奄美大島の生活・経済・観光を支える重要な路線であります。

その路線内にある，根瀬部国直工区は，近年自然災害による通行止めが多発し，通勤・通

学など住民の生活に多大な影響が生じた箇所であることから，災害に強い，安全で信頼性の

高いトンネル整備により，奄美大島の産業の振興と島民の安全・安心の確保を図ることを目的

としています。

２ 現道の状況

現道は，全長5.2kmの２車線改良済みですが，標高160mの峠越えや急カーブ・急勾配区間

が存在しています。

※最小曲線半径：25m，最急縦断勾配：10.5%，標高：約160m

根瀬部海岸

根瀬部～国直航空写真

根瀬部

国直 宮古崎トンネル

Ｌ＝２，３１６ｍ

根瀬部国直工区

Ｌ＝２，８７０ｍ

至 大和村

至 奄美市
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３ 根瀬部国直工区の全体計画

計画延長 ： L=２,３７０m

トンネル延長： L=２,３１６m

幅 員 ： 一般部 W=６．０（９．７５）m

トンネル部 W=６．０（８．５０）m

４ これまでの災害

奄美大島においては，これまで集中豪雨や台風による災害により，多数の交通途断箇所が

発生し，集落が孤立するなど住民生活に多大な影響が生じておりました。

奄美市名瀬根瀬部～大和村国直間についても，近年，記録的な集中豪雨が増加してきてお

り，平成22年～24年度において，通行規制が７回（うち通行止め：３回）発生し，通行止め時は

チャーター船による海上輸送や約１kmの急峻な山道を徒歩で移動してのバス乗り継ぎ等，住

民生活に多大な影響が生じました。

５ 環境配慮

道路予定地に奄美群島国定公園が隣接しており，また，ルリカ

ケス等の希少な動植物が確認されたため，道路整備にあたって，

これらの環境に配慮した道づくりについて指導助言いただくため，

「環境に配慮した道づくり委員会（根瀬部国直工区）」を設置し，

希少動植物等に配慮するための保護計画を作成しました。

写真提供：(一財)鹿児島県環境技術協会

６ 宮古崎トンネル

トンネル名称は，奄美市及び大和村の意見を重視し，トンネル両坑口集落（根瀬部集落・国

直集落）ともに馴染みが深く，市村境に位置する「宮古崎」を採用し，「宮古崎トンネル」とする

こととしました。

被災①【H22年10月（崩土）】

至 名瀬市街地

至 大和村役場

被災②【H22年10月（路肩決壊）】

至 大和村役場

至 名瀬市街地

至 名瀬市街地

ルリカケス

鹿児島県トンネルランキング 平成28年3月現在

順位 トンネル名 路線名
延長
（ｍ）

供用
開始

1 北薩トンネル 国道５０４号 4,850 建設中
2 網野子トンネル 国道５８号 4,243 H27
3 久七トンネル 国道２６７号 3,945 H16
4 国見トンネル （一）神之川内之浦線 3,300 H14
5 高尾野トンネル 国道５０４号 2,605 H15
6 新和瀬トンネル 国道５８号 2,435 H13
7 宮古崎トンネル （主）名瀬瀬戸内線 2,316 建設中
8 伊座敷トンネル 国道２６９号 2,151 建設中
9 三太郎トンネル 国道５８号 2,027 H元
10 和光トンネル 国道５８号 1,820 H17

※鹿児島県管理のみ
※久七トンネルは鹿児島県側3,060m，熊本県側885m

奄美大島トンネルランキング

順位 トンネル名 路線名 延長（ｍ） 供用開始

1 網野子トンネル 国道５８号 4,243 H27.3
2 新和瀬トンネル 国道５８号 2,435 H13.8
3 宮古崎トンネル （主）名瀬瀬戸内線 2,316 建設中
4 三太郎トンネル 国道５８号 2,027 H元.9
5 和光トンネル 国道５８号 1,820 H17.12
6 朝戸トンネル 国道５８号 1,725 H5.11
7 長瀬トンネル （主）名瀬瀬戸内線 1,432 H18.8
8 毛陣トンネル （主）名瀬瀬戸内線 1,212 H10.11
9 役勝トンネル （主）湯湾新村線 1,133 H19.7
10 勝浦トンネル 国道５８号 1,122 H22.3
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平成28年度新規採用職員を紹介します

大島支庁総務企画課商工観光係 工業技師 中野 博紹
ひろ つぐ

今年度から大島支庁総務企画課商工観光係に新規採用職員と

して配属されました，中野博紹と申します。出身は鹿児島県鹿屋

市で，大学では生物の遺伝的分類学を専攻しておりました。

私が化学Ⅰの職種で鹿児島県の職員を目指したのは，鹿児島

県の美しい環境を守り，県民の方々の住みよい暮らしを維持しな

がら発展させていきたい思ったからです。その背景には，幼い頃か

ら現在まで私を育んでくれた鹿児島への恩返しという意味合いが

大きいと思っております。

今回，初任地が奄美大島へ配属になったと聞いたとき，私の中では不安と期待がせめぎ合っ

ていました。初めての土地でうまく暮らしていけるのかという不安と奄美の現状を把握し，色々

な人と出会えるだろうという期待。奄美大島で生活を始めて現在約三週間，今では不安が小さく

なり，期待に胸を膨らませております。

社会人で，しかも公務員ということで，県民の皆様方の視線というものはとても厳しくなるでし

ょうから，懸命に業務をこなすと同時に，私生活も清く正しく，充実したものにしたいと考えており

ます。まだまだ分からないことだらけではありますが，上司や先輩方のお力添えを得ながら，立

派な県職員になりたいと思っております。皆様どうぞよろしくお願いいたします。

大島支庁林務水産課森林土木第一係 林業技師 横山 大樹

今年度から，大島支庁林務水産課に新規採用職員として配属

になりました横山大樹です。出身は鹿児島市ですが，大半を吹上

（日置市）で過ごしました。海の近くで過ごしてきたので，海は見

慣れているものだと予想していたのですが，地元の海とは違う，

奄美大島の青く輝く水面には感動を覚えました。そして，そのよう

な美しい自然を管轄する大島支庁を初任地として働くことができ

ることを大変嬉しく思っています。

私は体を動かすことが好きで，学生時代はソフトテニス部に所属しながら，フルマラソンに参

加するなど積極的に運動をしていました。今後は，地域のテニスチームやマラソンなどの行事

に参加し，スポーツを通して地域の方と交流を深めることができたらと考えています。

仕事は森林土木第一係で，林道事業を担当することとなりました。大学ではあまり学ぶ機会

の少なかった林道の担当，また赴任してから三週間ということもあり，不安な部分もありますが，

先輩方に少しでも追いつけるように勉強していきたいと思います。そして，奄美大島の自然を生

かし，守りつつ，地域林業の発展に貢献できる職員になれるよう努力していきたいです。

公私ともにお世話になると思いますが，皆様どうぞよろしくお願いいたします。
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大島支庁建設課総務企画係 主事 久保 秀人

今年度から大島支庁建設課に新規採用職員として配属されました

久保秀人と申します。出身は志布志市ですが，小学校は栗野，市来，

根占を転々として中学・高校は鹿児島市で過ごし，大学進学の際に

佐世保へ行き，卒業後鹿児島に帰ってきました。奄美大島に住んだ

ことはないですが，祖父母の家があるので何度も訪れたことがありま

す。

幼少期には笠利の砂浜で魚やエビ，貝などを捕まえていたこともあ

り，奄美大島の雄大な自然には親しみをもっています。

学生時代はバドミントンをしていたので，奄美大島でもバドミントン

のサークルに参加して多くの方と交流できればと考えています。

私が鹿児島県の職員を目指したのは，地方の住民の生活を便利にしたいと思ったからです。

小学校時代に過ごした町では，家具や家電を揃えるために近くの市までよく通っていました。そ

こで各市町村の移動時間の短縮が重要と考え，道路の管理に関わる仕事がしたいと思いまし

た。

実際に仕事を始めて三週間が経ちますが，業務内容はもちろん，パソコン等の設定などわか

らないことが多く，先輩方に助けてもらう毎日です。一つ一つ自分の業務を覚えていこうと思い

ますので，どうぞ，よろしくお願いします。
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４月の統計情報

１ 鹿児島県毎月統計人口

平成28年３月現在の奄美群島の人口は，110,067人で，前年同月と比べて2,507人減少

しています。

２ 鹿児島県観光動向調査

平成28年２月における調査対象ホテル・旅館83施設の宿泊客数（宿泊延べ人員）は合計

269,730人で，前年同月比4.5％の増加となっています。

奄美地区は，19,883人で，前年同月比1.5％の減少となっています。

３ 大島紬

平成28年３月の生産反数は474反で，前年同月の生産反数457反と比較して3.7％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

3月１日現在(人) 1,645,739 110,067 61,266 7,177 23,393 13,022 5,209

前年同月(人) 1,665,884 112,574 62,440 7,414 24,244 13,223 5,253

増減数(人) -20,145 -2,507 -1,174 -237 -851 -201 -44

前年同月比(％) -1.2 -2.2 -1.9 -3.2 -3.5 -1.5 -0.8

県全体 奄美群島

県全体

奄美地区

269,730 262,730 +2.8

19,883 20,188 -1.5

平成28年2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 436 45 391 233 14 167 22 37,490 1,053 90,364

緯　　絣 38 2 36 1 0 35 2 1,468 102 3,956

計 474 47 427 234 14 202 24 38,958 1,155 94,320

累　　　　計男物女物別 　染　　　　　　　　　　　　　　　　 別



- 8 -

４月～５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

4月25日 衛生・環境室 世界自然遺産セミナー・ハブ咬傷予防対策講習会 瀬戸内事務所

5月９～
11日

総務企画課 知事と語ろ会
与論町

知名町

和泊町


