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～大浜海浜公園～

大浜海浜公園は，奄美市名瀬随一の海水浴場で，遊歩道，展望台なども整備されています。発達したサンゴ

礁はシュノーケリングやダイビングに最適で，市街地にも近く，気軽に泳ぎに行けます。感動的なサンセット

が有名で，海ガメの産卵地やバードウォッチングの穴場としても知られています。（「本物。の旅かごしま」より）
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平成29年度支庁長訓話

平成29年４月７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。平成29年度がスタートいたしました。

また，今回の異動で大島支庁に転入された方もおそろいの

ようでありますので，この機会に少し時間をいただいてお話を

させていただきたいと思います。

いよいよ新年度がスタートしました。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。離島事務所も含め大島支庁全体では約420名の

職員がおります。そのうちここ支庁では約220名のうち約60名の方が今回異動しています。

今回転入してきた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。

さて，奄美を取り巻く状況について少し話をいたします。ご案内のとおり奄美群島は「奄美群

島振興開発特別措置法」に基づき各般の施策が予算化され，事業が実施されております。いわ

ゆる奄振事業であります。

この奄振事業が平成26年度の法改正により大きく変わり，新たに奄美群島振興交付金が制

度化され，航路・航空路の運賃軽減事業や交流需要喚起対策特別事業等が実施されておりま

す。

この交付金の効果は目に見えて現れてきており，平成28年の奄美群島への入込客は約78万

人と交付金制度開始前の平成25年に比べ９万人，率にして14％増と大きく増加しております。

また，この入込客数から群島内の移動を除いた入域客は約58万人と昭和45年の統計開始以

来最高を記録しました。どこから来られているかという発地別では関東方面，沖縄からの客数が

大きく増えております。

去る３月26日にはバニラ航空の奄美・関西空港線も開設されました。知事も関空からの第１

便で奄美に入られ，祝賀会が盛大に開催されたところですが，これによりさらなる交流人口の拡

大が期待されているところであります。

次に，世界自然遺産登録についてであります。登録の前提となる奄美群島国立公園の指定

が去る３月７日に行われました。アマミノクロウサギをはじめとする多くの固有種が集中して分布

する国内最大規模の亜熱帯照葉樹林の生態系や，人と自然の関わりを示す文化景観などが高

く評価されたものであります。

今回の指定により，今年の夏から秋頃に予定されている世界自然遺産委員会諮問機関によ

る現地調査を経て，平成30年夏の登録が現実のものとして見えてきました。
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また，平成30年にはＮＨＫ大河ドラマ「西郷（せご）どん」の放映が決まりました。ここ奄美もゆ

かりの地であり，脚光を浴びることになります。昨年ロケハンの方々が下見に来られましたの

で，奄美でのロケも近々始まるでしょうし，皆さんもひょっとしたらエキストラとして出演できるか

もしれません。放送が開始されますと，世界自然遺産と相まってさらに多くの方がここ奄美を訪

れることが予想されます。

このように，今後増大するであろう国内外の観光客に対応するため，地元市町村，群島広域

事務組合においては，エコツアーガイド認定制度の創設，特例通訳案内士の養成などのソフト

面の対応を進めています。

一方，ハード面では奄美空港ターミナルビルの増改築が始まり，ボーデイングブリッジ，保安

検査ルートの増設など，現在の１．８倍の広さになります。平成30年６月の竣工が予定されてい

るところであります。

さらに現在名瀬港において埋め立てが進んでおり，広大な土地が造成されますが，ここには

ホテルをはじめ観光客用の施設が整備されていく予定であります。さらには奄美市役所も建て

替えが始まり，ここ数年のうちに名瀬の街の姿は大きく変わるものと思われます。

このように，これからダイナミックな発展を遂げようとしている奄美のために，私ども大島支庁

としても地元の市町村と一緒になって発展への歩みが確実に進むように努めていく必要がある

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，大きく発展することが見込まれているこの奄美

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

つかり，県庁人生の中でも特別な，一生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。

いよいよ平成29年度がスタートしました。昨年度は奄美では台風など大きな自然災害もなく

平穏な１年でありました。今年もぜひそうあってほしいと思います。

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。
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バニラ・エア「関空ー奄美路線」が新規就航しました♪

大島支庁総務企画課 主幹兼地域振興係長 内門 幸治

奄美群島は，貴重な動植物が生息し，太古の原生林を想像させる深い森やエメラルドグリー

ンの海など豊かで美しい自然に恵まれています。また，奄美の島々には，忘れられた日本の原

風景があるといわれており，時が止まったかのようなゆったりとした時間が流れています。

その中でも，奄美大島は，この島を発見したヨーロッパ人がサンタ・マリア島と名付けたという

逸話が残されており，古来より訪れる人々を魅了してきました。

現在では，その美しい自然は，ヒカゲヘゴがうっそうと茂る金作原原生林や日差しによって刻

々とグラデーションが変化する美しい海など，豊かな観光資源として人々の心をとらえていま

す。

（土盛海岸）

（金作原原生林）

奄美を訪れる観光客は，平成26年７月からのＬＣＣ「成田－奄美路線」就航や奄美群島振興

交付金を活用した航空・航路運賃の軽減等により増加傾向にあります。特に平成28年の入域客

（群島外から奄美を訪れる方）は，記録の残る中で過去最高の約58万人になりました。

平成30年夏の登録を目指して準備を進めている世界自然遺産登録や大河ドラマ「西郷どん」

が予定されていることから，今後奄美を訪れる方はもっと増えていくことが予想されています。

このようにフォローの風が吹いている奄美に，３月には非常に嬉しいニュースが飛び込んでき

ました。
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奄美にとって２番目のＬＣＣ路線となるバニラエア「関空－奄美路線」の新規就航です♪

奄美大島から大阪への初便，大阪から奄美大島への初便は，地元の初便出発セレモニーに

見送られて，３月26日の昼過ぎにそれぞれの空港を出発しました。

大阪から奄美大島への初便は，天候の影響でやや遅れましたが，地元の盛大な出迎えを受

けて，14時40分頃，奄美空港に無事到着しました。

歓迎セレモニーでは，到着ロビーで黒糖レイや奄美黒糖焼酎などの記念品が紬美人により配

布され，また，空港前の広場では島唄や八月踊りが披露されました。

関西は奄美出身者が多いことから，関西

からのＬＣＣ就航は長年望まれてきました。

また，今後，関西からの観光客の増加が

見込まれるところですが，今回の就航は，

これらの動きを後押ししてくれるものと期待

されています。

現在のところ，予約は好調と聞いていま

すが，せっかく奄美に来てくれた路線なの

で大いに利活用するとともに，地元で路線

を支えていくことが大切だと思います。

関西には，ユニバーサルスタジオジャパ

ンや大阪城，通天閣，あべのハルカス，道

頓堀，たこ焼き，串カツなど魅力にあふれ

た名所や食べ物がたくさんあります。ちょっ

と足をのばせば，情緒あふれる奈良，京

都，和歌山，神戸などもあります。

今度のゴールデンウィークや夏休みに

は，皆さん，バニラエアで関西へ旅に出か

けてみませんか♪
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平成29年度新規採用職員を紹介します！

大島支庁地域保健福祉課 保護係 主事 福原 奈名美
ふく はら な な み

今年度より，大島支庁地域保健福祉課に，新規採用職員とし

て配属されました福原奈名美と申します。出身は出水市ですが，

中学・高校は鹿児島市で過ごし，大学進学の際に東京へ行き，

卒業後，鹿児島に帰ってきました。今まで島を訪れたことがなか

ったので，奄美大島に配属されて嬉しく思います。奄美大島は海

がきれいと聞いているので，ぜひ自分の目で奄美の大自然を見

てみたいです。

学生時代は，旅行サークルに所属していました。どこかに出か

けたりすることが好きなので，休日は奄美大島をまわり，地域の人たちと交流できればいいなと

思います。

仕事は保護係で，生活保護を担当することになりました。大学では政治を学んでいたので，

福祉を学ぶ機会は少なかったですが，先輩方から学び，一つ一つの業務を着実に行っていきた

いと考えています。奄美大島に来て仕事を始めてまだ三週間しか経っておらず，慣れない部分

が多いですが，県民の皆様の生活につながる仕事に誇りと責任を持ちながら，これから先，邁

進していきたいと思います。皆様どうぞよろしくお願いします。

大島支庁林務水産課 林務係 林業技師 郷元 亮志
ごう もと りよう じ

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

されました郷元亮志と申します。出身は鹿児島県出水市で，大学

では林学を専攻していました。

私が，林業の職種で鹿児島県の職員を目指したのは，市町村

の枠を越え森林の持つ多面的な機能を通じ，県民の方々の暮ら

しや地域の林業振興に貢献したいと思ったからです。

初任地である大島支庁では，森林整備や特用林産物などの業

務を担当することとなりました。美しい自然の奄美群島を管轄す

る大島支庁でこの業務を担当できることを大変嬉しく思っていま

す。

仕事を始めて三週間ほど経った現在，上司や先輩方に教えていただきながら日々の業務に

取り組む毎日です。自分に務まるか不安もありますが，日々努力し，頑張っていきたいと思いま

すので，どうぞよろしくお願いします。



- 6 -

大島支庁建設課 技術調整係 土木技師 上田橋 克
か ん だ ばし すぐる

今年度より，新規採用職員として，大島支庁建設課に配属にな

りました上田橋克と申します。鹿児島高専専攻科の土木工学専攻

を修了した後，県外の建設コンサルタントで橋梁の点検・補修，詳

細設計を担当しておりました。しかし，もっと大きなスケールでまち

づくりに携わりたいと考え公務員の道を志望いたしました。

出身は，霧島市で部活動はバドミントン部・吹奏楽部に所属し，

学外ではバンド活動をしておりました。みんなで何かをするのが好

きなので奄美でもこれらの活動を通して地域の方と交流を深められたらと思います。

奄美大島に来たのは初めてではありますが，美しい自然が多くある奄美に，初任地として来ら

れたことをとてもうれしく思います。まだ，こちらに来て三週間ではありますが，これからどんどん

奄美のことを知っていければと考えています。

実際の業務については，右も左も分からないことだらけで戸惑うことも多いと思いますが，積

極的に上司や先輩方に質問をして吸収していきたいです。一日でも早く県民の皆様や職場の方

々のお役に立てるように精進して参りますので，どうぞよろしくお願いいたします。
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４月の統計情報

１ 鹿児島県毎月推計人口

平成29年3月1日現在の奄美群島の人口は108,453人で，前年の同月と比べて，1,546人減

少しています。

２ 鹿児島県観光動向調査

平成29年2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

266,388人で，前年同月比2.2％の減となっています。

奄美地区は，前年同月比4.7％の減となっています。

（単位：人，％）

平成29年2月 前年同月比

県全体 266,388 △2.2

奄美地区 21,213 △4.7
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奄美地区(人)県全体（人）
鹿児島県観光動向調査

宿泊客数 県全体

宿泊客数 奄美地区

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) 1,633,363 108,453 60,430 7,066 23,073 12,740 5,144

前年同月(人) 1,645,164 109,999 61,231 7,176 23,377 13,010 5,205

増減数(人) -11,801 -1,546 -801 -110 -304 -270 -61

前年同月比(％) -0.7 -1.4 -1.3 -1.5 -1.3 -2.1 -1.2

県全体 奄美群島
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３ 大島紬

平成29年３月の生産反数は368反で，前年同月の生産反数474反と比較して22.4％の減少

となっています。

４月下旬～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

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 342 26 316 164 11 147 20 28,127 951 80,511

緯　　絣 26 0 26 0 0 25 1 996 69 2,670

計 368 26 342 164 11 172 21 29,123 1,020 83,181

累　　　　計男物女物別 　染　　　　　　　　　　　　　　　　 別

日　付 担当課 行　　　事 場　　　所

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

4月26日 建設課 土砂災害出前講座 市小中学校


