
第80号(H30.５)

屋鈍（やどん）海水浴場

焼内湾は、美しい珊瑚礁の宝庫。屋鈍海水浴場は奄美を代表する海水浴場です。水中には、色鮮やかな熱帯魚が群を

なして泳いでいます。ゴーグル片手に海中散歩をいかがですか。トイレ・シャワー・駐車場も完備しています。

（鹿児島県観光サイト かごしまの旅より）
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自動車税は５月３１日までに納めましょう！

大島支庁県税課管理納税係 主事 川口 将司

１ 納期限（５月３１日）内の納付

自動車税は，４月１日現在で自動車（軽自動車は除く）を所有している方に納めていただく税

金（県税）です。今年度は５月７日に納税通知書を送付しました。納期限は５月３１日ですので，

納期限までに納めてください。

自動車税は，平成３０年度の当初予算で約１７７億円，県税の１１．９％を占める重要な財源

です。

昨年の大島支庁管内での納期限内に納付された自動車税は７８．１％で，県全体の率

（７８．８％）を下回っている状況です。

２ 転居された方へ

定期異動等のために大島支庁管内市

町村へ住民票を移しても，車検証の住

所は変わりません。速やかに大島自動

車検査登録事務所で変更登録を行って

ください。

納税通知書には「住所変更等連絡（自

動車税）」ハガキを同封してあります。

必要事項を記入し郵送することで，来年

度からの納税通知書のお届け先を変更

することができます。

ただし，車検証の住所が変わるわけ

ではありませんのでご注意ください。

※ ５月中旬になってもお手元に納税通

知書が届かない方は，県税課にご連

絡ください。

３ グリーン化特例

地球温暖化・大気汚染防止の観点から，地球にやさしい自動車の普及等を図るため，自動

車の環境へ与える負荷の大小により自動車税を減額（軽課）又は増額（重課）する「全国一斉」

の制度です。

通常の自動車税より少ないと思われた方や昨年より高くなったと思われた方は，納税通知

書をもう一度ご覧ください。
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対象となる自動車は，納税通知書に「グリーン化特例対象車」と記載されています。

平成２９年４月１日から平成３１年３月３１日までに新車新規登録した自動車で，燃費，排出

ガス規制の一定の基準を満たしたものは，今年度に限り自動車税が減額されます。

一方，新車新規登録から１３年を超えるガソリン車・LPG車，１１年を超えるディーゼル車は年

税額の概ね１５％が増額されます。

４ 納付場所

納付場所は，お近くの金融機関，郵便局，大島支庁県税課窓口の他，パソコン・スマートフォ

ン・ATM等を利用して納付できる電子収納（ペイジー（Payｰeasy）収納），コンビニエンススト

ア，クレジットカードでも納付できます。詳しくは県税務課のホームページに掲載されていま

すのでご覧ください。

※ クレジットカードで納付できる期間は納付期限（５月３１日）までです。

なお，納税通知書には，車検時に必要となる証明書も付いていますので，納付後は，車

検証などと一緒に大切に保管してください。

（電子収納〔ペイジー収納〕に関する県税務課ホームページアドレス）

https://www.pref.kagoshima.jp/kurashi-kankyo/zei/annai/pay-easy/index.html

５ 口座振替

自動車税は電気料，水道料などと同じく口座振替により納めることができます。平成２９年度

からは郵便局も利用できるようになりました。

手続きについては，大島支庁県税課（0997-57-7225）まで，お気軽にお問い合わせくださ

い。

（ただし，今年度の納税には間に合いません。来年度分からの振替となりますのでご注意くだ

さい。）

６ その他

(1) 大島支庁職員駐車場や県庁職員駐車場等の申込みは，納期限内の納付が要件となって

います。

(2) 鹿児島県と国土交通省（運輸支局）との間で，自動車税の納税情報を共有化するシステ

ムがスタートしています。

このことから，一部の例外車両（減免，非課税等の車両，納税後２週間程度の車両等）を

除き，これまで車検を受ける際に提示していた納税証明書を省略することができます。

（納税証明書を紛失しても，再交付を受ける必要がありません。）

みなさん，自動車税は納付期限内に納めましょう！
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「大島本島地区赤土等流出防止対策優良事例表彰表彰式」

大島支庁総務企画課総務労政係 主査 眞邉 美子

奄美地域赤土等流出防止対策協議会（事務局：大島支庁総務企画課）では，平成29年に「大

島本島地区赤土等流出防止対策優良事例表彰」を創設し，奄美地域における豊かな自然環境

の保全に寄与することを目的として赤土等流出防止に積極的に取り組んでいる事業者，団体及

び個人に感謝の意を表し，表彰することとしています。

平成29年度は，大島本島地区の「宇宿ゆいの郷 ティダむらづくり隊」（奄美市笠利町）が地

域共同活動の中で，水路や道路側溝，沈砂池の土砂上げ作業を積極的に実施し，上げた土砂

は畑や公園予定地へ搬入して還元するなどの活動が，赤土等の流出防止と，豊かな自然環境

の保全に貢献されていることから，受賞となり，去る２月26日に大島支庁奄美会館大会議室に

て，表彰状の授与を行いました。
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平成30年度新規採用職員を紹介します！（その１）

大島支庁総務企画課 商工観光係 主事 今村 建太
いまむら けん た

今年度より，新規採用職員として大島支庁総務企画課に配属さ

れました今村建太と申します。

出身は鹿児島市で，高校卒業まで鹿児島市で過ごし，大学進

学で熊本へ行った後，鹿児島へ戻ってきました。

学生時代は，部活動やサークルでバドミントンをしていたので，

奄美でも続けていきたいと思っています。

美しい自然や，独自の文化を持つ奄美大島で，社会人生活をスタートさせることができたこと

を大変嬉しく思っております。これから，奄美での生活を満喫して，奄美のことを学んでいきたい

と考えています。

日々の業務では，分からないことばかりで戸惑うことも多いですが，上司や先輩方に丁寧に指

導していただいており，感謝する毎日です。指導していただいたことを着実に吸収して，業務に

活かせるよう，日々努力していきたいと思っておりますので，どうぞよろしくお願いいたします。

大島支庁地域保健福祉課 地域支援係 保健技師 瀨戸 美里
せ と み さ と

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

配属されました瀨戸美里と申します。出身は鹿児島市で，高校ま

で過ごし，大学は宮崎県立看護大学へ進学し，看護学を専攻して

いました。

私が保健師として鹿児島県の職員を目指したのは，広い視野

を持ちながら県全体の健康課題や精神保健，疾病対策など専門

的な分野に関わることができる県の保健師に魅力を感じたからで

す。

学生時代は，吹奏楽をしていたので音楽を通して地域の方々と交流を深めることができたら

と思います。

私は，奄美大島に来たのは初めてで，自然豊かで伝統的文化のある奄美大島に配属され，

大変嬉しく思います。これから奄美大島のことについてより知っていけたらと思います。

実際の業務として，精神保健と障害者福祉を担当することになりました。

現在は，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んでいます。県民の皆様

が健康で安心して生活することができるよう，これから精進していきたいと思います。どうぞよろ

しくお願いいたします。
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大島支庁地域保健福祉課 地域支援係 主事 中池 龍
なかいけ りゆう

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

配属されました中池龍と申します。

出身は鹿児島県いちき串木野市で，大学では地域社会教育を

専攻していました。

地域社会教育では，福祉の分野について学ぶことが多かった

ので，学んだことを少しでも業務に活かしていきたいと考えており

ます。

初任地には，島を希望していたので，奄美に配属されたことを嬉しく思います。

奄美大島は海や山など自然が多く訪れたいと思っている場所がいくつもあるので，休日には

各地を回れたらいいなと思います。

業務については，地域支援係で障害福祉サービスの事業所指定や補助金関係等を担当する

ことになりました。

分からないことばかりで戸惑うことも多いですが，上司や先輩方に教えていただきながら，一

日でも早く戦力になれるよう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。

大島支庁農政普及課 特殊病害虫係 農業技師 楠畑 勇祐
くすはた ゆうすけ

今年度より，大島支庁農政普及課 特殊病害虫係に，新規採用

職員として配属されました楠畑勇祐と申します。

出身は鹿児島市で，大学では害虫制御学を専攻していました。

奄美大島は小学生時代に３年間過ごしていたこともあり，自分自

身の中でとても思い出深い場所となっています。私はアウトドアが好

きで，学生時代は自転車で多くの都道府県を回る旅を趣味としてい

ました。

初任地となった奄美大島は，海や山の自然が豊かであり，鶏飯や

トビンニャなどの伝統料理も美味しく，生態系も独特な生物が多く，

とても大好きな島です。大島に配属されて幸せです。

仕事を始めて１ヶ月半経過しましたが，まだまだ不慣れな点が多く知識不足や経験不足を痛

感する日々を過ごしています。少しでも早く仕事に慣れていき，特殊病害虫係として奄美群島の

特殊病害虫を根絶していきたいと思います。
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統計情報

１ 鹿児島県毎月推計人口

平成30年４月１日現在の奄美群島の人口は104,894人で，前年の同月と比べて，1,３５６人

減少しています。

県全体 奄美群島
奄美大島 喜界島 徳之島 沖永良部島 与論島

４月１日現在(人) 1,616,005 104,894 58,492 6,836 22,278 12,257 5,031

前年同月(人) 1,627,435 106,250 59,148 6,972 22,628 12,442 5,060

増減数(人) -11,430 -1,356 -656 -136 -350 -185 -29

前年同月比(％) -0.7 -1.3 -1.1 -2.0 -1.5 -1.5 -0.6

２ 鹿児島県観光動向調査

平成30年３月における調査対象ホテル・旅館78施設の宿泊客数（宿泊延べ人員）は，

合計344,602人で，前年同月比2.5％の増となっています。

奄美地区は，国内からの宿泊客，海外からの宿泊客ともに増加し，前年同月比7.4％の増と

なっています。

（単位：人，％）

平成30年３月 前年同月比

県全体 344,602 2.5

奄美地区 26,109 7.4

0

10,000

20,000

30,000

40,000

0

100,000

200,000

300,000

400,000

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月

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



- 7 -

３ 大島紬

平成30年４月の生産反数は313反で，前年同月の生産反数320反と比較して2.2％の減少

となっています。

５月の主な行事

日 付 担 当 課 行 事 場 所

５月21日 農村整備課 奄美群島農業農村整備事業推進協議会 奄美会館大会議室

５月21日 農村整備課 奄美地域農林水産部公共事業連絡会 奄美会館大会議室

５月23日 総務企画課 奄美地域赤土等流出防止対策協議会総会 奄美会館大会議室

５月23日 総務企画課 第１回大島地域行政懇話会 奄美会館大会議室

５月30日 農村整備課 奄美群島農業農村整備事業推進協議会中央要望活動 農林水産省外

《 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

男物 女物 泥染 泥藍染 藍染
化学
染料染

草木染
複数
染料染

反数
生産金額
（千円）

経 緯 絣 295 41 254 133 4 128 30 24,972 1,078 92,106

緯　　絣 18 0 18 0 0 12 6 732 96 3,840

計 313 41 272 133 4 140 36 25,704 1,174 95,946

反数
生産金額
（千円）
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