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見事なものです。昔，大飢饉のとき，人畜を襲う野犬を海中に投じたという逸話からこのような

呼称がついています。（鹿児島県観光サイト かごしまの旅より）
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育児休暇取得による妻との関係とその後の家庭状況について

大島支庁農村整備課 整備係 技術主査 松元 大輔

平成30年５月１日から平成30年６月１日まで，農業土木技師として二例目(おそらく)の育

児休暇を取得したことによる，妻との関係とその後の家庭状況について，実験結果をここに

まとめます。

１ はじめに

まず，育児休暇を取得するまでの経緯についてです。

本年度の人事異動で大島支庁農村整備課に勤務になりましたが，その前は県庁土木部

道路維持課におりました。昨年は道路維持課勤務２年目であったことから，「他部にきたか

らには，３年はいないといけない。内地勤務８年目であるし。」と，島異動もあるかもしれな

いという思いを押し殺して，自分に言い聞かせていました。

しかしながら，12月ごろに風の噂で"島移動の可能性大"という情報がどこからともなく入

ってきました。そのころは，妻が第三子を妊娠しており５ヶ月ぐらいの時期でした。前々から

次の離島異動は家族で行くと決めていたことから，妻に話さないとと思いながらも，意外と

妻は心配性のため，体調と機嫌を見て，ついに話してみました。

私 「もしかしたら島異動かもしれない」

妻 「は？」 「妊婦なのに？？」

私ではどうしようもないカウンターが飛んできましたが，「可能性は高いと思うよ」と，とり

あえずその場を凌ぎました。その後は，機嫌と体調を見ながら，島について色々と妻と話

し，異動への免疫を高めていきました。

しかし，一番のネックがやはり出産です。予定日は５月上旬でしたが，実際の出産は４月

中旬ぐらいと見込んでいました。出産は鹿児島でと決めていましたが，今回異動となると，

大事な出産前に私は島に一人で赴任しないといけないため，何かあったらすぐ行けない。

妻が入院したら子供二人はどうする。親はお互いに仕事をしているため産前産後に長くは

手伝えない。では，家事，育児などは誰がするの？→私でしょう！ということで，妻との話で

育休を一ヶ月ぐらい取ればなんとかなるという結論に至りました。

異動発表（内示）の日，奄美大島への異動を妻に伝えたところ，「奄美大島？やった

ー！」というお返事。島異動への抗体ができていました。ひと安心しました。

しかし，いざ育休を取らないといけないとなった時，本当に取っていいものか，異動して

すぐ育休って大丈夫だろうか。他の方に迷惑がかかってしまう。周りの目が気になる。。。と

育休ブルーになりましたが，色々な方に相談し，「家族が一番大事」という思いから決心し

ました。異動先の大島支庁農村整備課課長をはじめ，主幹，係員の方々へ育休取得する

旨の連絡をし，皆様快く(？)ご承諾いただきました。（だめとは言えませんよね。すいません。）
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２ 育児休暇中の仕事

私だけ先に引っ越して奄美大島に一度着任し，引き継ぎや身の

回りの整理をしていたところ，陣痛が来たということで，すぐ鹿児島

に戻り，予定日より三週間も早い４月11日に女の子が無事に産ま

れました。その後は出産補助休暇等を使わせていただき，４月末に

一度奄美に戻り，５月１日から育児休暇が始まりました。

育休中の仕事はまさに主夫です。"産後一ヶ月は水仕事をさせる

な"ということで，家事全般と当時５歳の長女と２歳の長男の世話を

していました。

料理はほとんど出来なかったため，妻に

教わりながら，怒られながら作りました。

一日の流れは，まずは誰よりも早く起

き，朝ご飯の支度です。前日の夜のｼﾐｭﾚｰ

ｼｮﾝどおりに朝ご飯を作ります。

子供たちを起こし，ご飯を食べさせて幼

稚園へ送り出します。そして食器を洗い，

洗濯機を回し，掃除機をかけ，洗濯物を干

します。そうしているうちに，すぐ昼になる

ので，昼ご飯の準備をします。

昼ご飯を食べたら，食器を洗い，生まれたての次女を沐浴させます。そして夜ご飯を考

えての買い物です。買い物が終わると，もう子供たちが帰ってきます。子供たちをそれぞれ

遊ばせながら，風呂を洗い，洗濯物を取り入れ，夜ご飯を作ります。夜ご飯が出来たら，先

に二人の子をお風呂に入れます。そして夜ご飯。

ご飯が終わったら二人の子の寝かしつけです。一番時間がかかるところです。「ママがい

い～（泣）」と言われながら，また，たまに私も子供たちと一緒に寝てしまうこともありなが

ら，寝かせます。

子供たちが寝たら，食器を洗って，翌日の幼稚園の準備です。長女は制服ですが，長男

は私服だったので，制服のアイロンがけ，私服の準備。着替え，おむつ，タオル，コップ，お

箸セットをそれぞれの幼稚園鞄に詰めます。それが終わったら朝ご飯のｼﾐｭﾚｰｼｮﾝをして，

余裕があったら洗濯物をたたんで，やっと一日が終わります。

週に二回弁当がありましたが，さすがに子供の弁当は作れず，こればかりは妻に作って

もらいました。妻も家には居るので出来る範囲で手伝いはもらっておりましたが，想像以上

の忙しさでした。少しはゆっくりする時間があるだろうと思っていましたが，ほぼありません

でした。

正直，はじめのころはお惣菜屋さんにも大変お世話になりました。家の近くに店があるの

で，子供たちが好きな揚げ物を１品とか。あと，授乳する妻に栄養を取ってもらうための煮

幼稚園 バ ス を待 つ

次女と初顔合わせ 沐浴中
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物とか。ある日夜ご飯を作ったのですが，分量がいまいちわからないため，ちょっと少なく

作ってしまい，私は冷蔵庫に残っていたササミと大葉揚げ(お惣菜)を食べました。その夜，

色々と準備があるのに急にお腹が痛くなり，上からも下からも大変なことになって，トイレに

こもったことがありました。２，３日前の食べ物は冷蔵庫に入っていても大変危険です。皆様

気をつけてください。それからはお惣菜と距離をおくことになりました。

育休後半になったら料理にもだんだん慣れ，作

るのにあまり時間がかからなくなりました。キャベ

ツの千切りが早くなったのが個人的には"料理がで

きる"みたいな感覚でうれしくなりました。

はじめの頃は妻も心配だったのでしょう。朝も起

きて横で監督しておりましたが，後半はご飯が出来

た頃に起きてくるようになりました。妻も子供たちも

おいしいと言ってくれるようになり，とてもうれしかっ

たです。

皆さん，家で奥様などに「おいしい」と言ってますか？是非声に出して言ってください。

きっと喜ばれますよ。

３ 育休取得方法，その他

知事や支庁長などがイクボス宣言をされて，育休が取りやすい環境にはなってきており

ますが，育休を取得するにあたり，言うまでもなく，職場の方々の理解と協力が必要不可欠

です。大島支庁農村整備課の皆様には，この場を借りてお礼申しあげます。本当にありが

とうございました。

手続きとしては，育休取得の一ヶ月前までに育児休業承認

請求書に対象の子の戸籍抄本を添えて所属長へ提出しま

す。

私の場合，まだ対象の子が産まれていなかったことから，

戸籍抄本をどうすればいいか，（仮で２歳の長男で申請しまし

た。）所属長とは異動前？異動後？４月１日までにどうやって

提出すれば？？など訳がわからない状態でした。

また，職場復帰するには復帰の一ヶ月程度前までに，育児

休業承認失効等届を所属長へ提出することとなっており，一

ヶ月の育休でしたので，承認請求書と失効等届を同時に作成

するなど，通常業務と異動に伴う引継書作成，育休申請書作

成，引っ越しの準備と本当に，本当に大変な３月でした。

育休取得は異動する近辺はやめた方がいいです。おすすめしません。

初めての夕食作り

(何を作ったかは不明。鶏肉？)

育休発令通知
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また，実は育児休暇中は給料は支給されません。共済から

職場復帰後に育児休業手当はいただけますが，復帰後なの

で，育休中は無給でした。

そのため，給与天引きされていた保険や県民，市民税など

の税金の請求書などが直接送ってきます。無給なのに。また

ローンの返済も，もちろん生活費もいります。無給なのに。こ

れだけは今後，育休を取られる方のためにもなんとか改善で

きないものかと思いました。

４ 実験結果

あっという間に一ヶ月が過ぎ，６月に家族５人で奄美大島に引っ越してきました。３月から

５月まで，人生で一番濃い時間だったように感じます。

妻との関係はもちろん良好で，５月末が夫婦生活中，最高評価でした。（現在11月です

が，暴落中。）育休中は感謝されまくりでした。家事の大変さを知ることができ，今でもたま

にご飯を作ったり，できる限りの家事分担に努めております。

次女もおかげさまで大きな病気などせず，元気にすくすくと成長しております。長女，長

男も赤ちゃん返りなどほとんどなく，「パパと寝たい！」と言うなど私にも大変懐いてくれて

います。奄美大島でも毎日楽しく過ごしております。夫婦関係にしても，家庭状況にしても

育児休暇は大成功でした。たった一ヶ月でしたが，貴重な経験ができて本当によかったで

す。

最後になりますが，ご迷惑をおかけした大島支庁農

村整備課の皆様，その他ご尽力いただいた全ての方

へ，改めてお礼申し上げます。ありがとうございました。

最近の我が子たち

復帰発令通知
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“さとうきび・甘蔗糖関係検討会”が開催されました！！

大島支庁徳之島事務所 農業普及課技術普及係 技術専門員 福山 祐二

11月６日～７日にかけて，さとうきび・甘蔗糖関係検討会（独立行政法人農畜産振興機

構主催）が，天城町で開催されましたので，その内容等について報告します。

１ みんなの思いは検討会の成功と徳之島のＰＲ

検討会を開催するに当たり， 地元関係機

関担当者をメンバーとする準備委員会を組織

し，５月以降７回の打合せを行いました。打合

せは，検討会の内容は当然ですが，島外関係

者の受け入れ，地場食材の提供，特産品の紹

介等，「徳之島に来て良かった」と思っていた

だけるよう検討を重ねました。特に，島内の移

動手段及び宿泊施設の確保には気を遣いまし

た。

２ 優良事例発表19人！盛りだくさんの検討会

検討会には，鹿児島・沖縄県を中心に約300名の参加があり，会場の天城町防災セン

ターは，ほぼ満員となりました。室内検討では，奄美地域の代表として発表した天城町の

若山秀也さんの他，優良事例18人，試験研究成果6課題と盛りだくさんの技術を学びま

した。また，現地検討では，農業開発総合センター徳之島支場のさとうきび試験研究の

状況やメリクロン（茎頂培養）苗生産施設の苗生産の状況を学んだ他，徳之島町「美農

里館」と伊仙町「百菜」において，地域特産品をＰＲしました。

満員となった天城町防災センター 若山秀也氏（天城町）
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３ 交流会も盛り上がりました

夜の交流会は，「徳之島闘牛太鼓」と地元の中学生と高校生が頑張っている「結シア

タ－手舞」による島唄や西郷さんを題材にしたミュージカルで，参加者を歓迎しました。

ワイド節では，参加者も一緒に踊り，大いに盛り上がりました。交流会の料理も地元の食

材を利用した徳之島料理が振る舞われ，夜遅くまで，さとうきびの未来について活発な

情報交換が行われ，交流を深めることができました。

４ 離島ならではです。前日から交流を深めました。

ほとんどの参加者は，前日から徳之島に来なければならなかったため，５日の夜に，

沖縄・鹿児島両県の農家が集い，JAあまみ徳之島事業所さとうきび部会主催の生産者

交流会を開催しました。日本のさとうきび生産者が交流する機会はなかなか作れないた

め，各島の泡盛や焼酎を持ち寄って，夜遅くまで交流を深めました。

「結シアター手舞」の演舞 みんなでワイド節を踊りました

泡盛，黒糖焼酎，芋焼酎を堪能 来年，宮古島で再会することを願って
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５ 最後に

検討会を無事終了することができました。１日目の交流会が終わって宿泊施設に到着

したのは22時頃，２日目の出発は７時過ぎと，かなり濃密な検討会でしたが，徳之島の食

と文化を満喫していただき，「来て良かった」と思っていただいたと確信しています。

さとうきびの品種を擬人化して品種特性をＰＲ
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奄美ワールド川柳の審査を通して感じたこと

大島支庁 総務企画部長 田中 完

みなさん，川柳を作ったことがありますか。

奄美ワールド川柳は，平成25年の奄美群島日本復帰60周

年を記念して始まり，今年で６回目を数えます。島ユムタ（奄

美の方言）を使うことに加え，今回のテーマは，シマ料理（じ

ゅうり）と菓子（くゎし）ということで，国内外の幅広い年齢層の

方々から1,240点もの応募がありました。その中から，90点の

入選作品を選ぶために，私は審査委員をさせていただきまし

た。

当初，川柳の素養もない中で大丈夫だろうかと心配をして

おりましたが，審査委員のみなさんや公民館の方々に教えて

いただき，今回のテーマはシマ料理と菓子と身近なものでし

たので，知らず知らずのうちに，興味深く作品を拝見させていただきました。

川柳の審査を通して，奄美の魅力の一つである島料理や菓子について，その背景や島

口での言い方を知ることができ，奥深さを感じました。作品の中には，恐らく，お父さん・お

母さんや，おじいちゃん・おばあちゃんに話をしながら作られたのではないかといったものも

あり，川柳を通じて会話が弾んだ光景を思い浮かべました。また，島料理や菓子を作ってく

れたおばあちゃんやお母さんへ寄せる子供たちの思いが伝わってくる，ほのぼのとしたもの

もありました。

奄美では，ここ数年観光客が増えてきている中，魅力をいかにして伝えるかが課題にな

ってきている中で，魅力の一つであるシマ料理と菓子をテーマとした川柳の企画はとても時

宜を得たものでした。これを機に，県内外の多くの方々に奄美の魅力が伝わることを期待し

ています。

表彰式会場の後方には，シマ料理の材

料や，はったい粉餅が並べられて，甘い雰

囲気を醸し出していました。
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きれいに並べられたはったい粉餅，素朴な味がよかったです。

大賞を受賞された森山さんを囲んで，審査委員も加わって記念撮影。
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「奄美地域赤土等流出防止対策優良事例表彰表彰式」

「赤 土 等 流 出 防 止 対 策 学 習 会」

大島支庁総務企画課 主幹兼総務労政係長 神之田 光洋

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，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，表彰しています。

平成30年度は，伊仙町古里の

稲村 義久様を表彰しました。

稲村様は，伊仙町で約31年間，約８反

の畑地において，ばれいしょを中心に営

農されており，所有する畑地は，海岸に

面していたため，以前は台風や大雨時に

農地からの耕土が海に流出している状況

でした。

このため，畑地の周りにシャリンバイやマサキ，もんぱの木などの雑木を植栽するととも

に，入念に手入れを行ったことにより，他の未対策の農地とすると耕土の海への流出が減

少し，徳之島の自然環境の保全に貢献されていることから，去る12月４日に徳之島事務所

会議室にて，表彰状の授与を行いました。
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表彰式終了後，赤土等流出防止対

策学習会を開催し，徳之島町母間の

工房海彩 代表 池村 茂様に，

「徳之島の海～その魅力・徳之島～」

について講演していただきました。

学習会は徳之島地域土砂流出防止

対策連絡協議会の会員約50名の参加

があり，徳之島の海，山及び動植物な

どの自然環境の状況や，サンゴの白

化現象の原因の一つである赤土等流

出防止の必要性，今後の世界自然遺産登録に向けた環境保全の必要性などについてパワ

ーポイントを使って御講演いただきました。

参加者からは，世界自然遺産登録に

向け，赤土等流出防止対策により，山

と海が一体となった自然環境の保全が

図られることの理解を深めるいい機会

になったとの感想もありました。
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統計情報

１ 鹿児島県毎月推計人口

平成30年11月１日現在の奄美群島の人口は105,818人で，前年の同月と比べて，1,373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

１１月１日現在(人) 1,613,672 105,818 59,209 6,839 22,370 12,350 5,050

前年同月(人) 1,625,226 107,191 59,894 6,979 22,713 12,505 5,100

増減数(人) -11,554 -1,373 -685 -140 -343 -155 -50

前年同月比(％) -0.7 -1.3 -1.1 -2.0 -1.5 -1.2 -1.0

２ 鹿児島県観光動向調査

平成30年10月における県内の調査対象ホテル・旅館77施設の宿泊客数（宿泊延べ人

員）は，合計294,494人で，前年同月比3.7％の増となっています。

奄美地区は，９月末の台風等の影響により国内外からの個人宿泊客が減少し，前年

同月比6.4％の減となっています。

（単位：人，％）

平成30年10月 前年同月比

県全体 294,494 3.7

奄美地区 23,281 ▲6.4
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３ 大島紬

平成30年11月の生産反数は342反で，前年同月の生産反数381反と比較して10.2％

の減少となっています。

12月の主な行事

日 付 担 当 課 行 事 場 所

12月４日 総務企画課 奄美地域赤土等流出防止対策優良事例表彰及び赤土等流出防止対策学習会 徳之島事務所会議室

12月４日 農政普及課 普及活動成果発表会及び外部評価会 奄美市農業研究センター

12月13日 農政普及課 大島地区青年農業者会議 奄美市農業研究センター

12月14日 衛生・環境室 第２回世界自然遺産地域連絡会議奄美大島部会 奄美市住用支所

12月19日 建設課 トンネル防災訓練 毛陣トンネル

12月21日 総務企画課 第２回「奄美地域地域振興の取組方針」作成に係る地域懇談会 支庁４階大会議室

《 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 324 10 314 168 10 122 24 29,400 3,224 279,665

緯　　絣 18 18 14 4 716 281 11,190

計 342 10 332 168 10 136 28 30,116 3,505 290,855

反数
生産金額
（千円）

累　　　　計男物女物別 染　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　別
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おすすめ野菜レシピ 「ましゅハーフ，せえハーフ，ベジダブルで，わん健康！」

名瀬保健所管内行政栄養士連絡会作成（2018年）


