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令和３年度のスタートにあたって

～地域とともに歩む，役割と心構え～

大島支庁長 印南 百合子

奄美での勤務は，平成元年度からの３年度，平成２９年度から

３０年度に続き３回目となります。

今年度一緒に働く皆さんと，年度当初に当たって，大島支庁

の役割とその職員としての姿勢について共有させていただきた

いと思います。

１ 基本的役割を果たす

私たちの優先すべき役割は，「県民の安心・安全を守るこ

と」であり，守るべきものとして，「心身の健康」，「生命と財産」，「生活の安定」，そして，これ

らの基盤としての「人権」があると考えます。

(1) 心身の健康を守る

心身の健康を守るためには医療・疾病予防体制の充実が重要であり，今，最大の課題は

新型コロナウイルス感染症の感染防止です。進学・就職・転勤等により人の往来が盛んに

なるこの春のシーズン，またこれから夏に向けた観光シーズンに感染リスクは高まります。

来島者の意識に委ねることはできないので，市町村，関係機関・団体，事業者及び住民の

方々と一体となって，水際対策を含む感染防止対策に徹底して取り組みましょう。なお，そ

の役割を担う職員として，感染防止のための行動をお願いします。

(2) 生命と財産を守る

犯罪・事故防止や防災・減災の対策が重要です。特に奄美群島は自然災害が多い地域

でもあることから，県民の命と財産，道路や農地等の生活・産業基盤を守るために，平時か

らのリスク管理と防災・減災対策を徹底しましょう。

(3) 生活の安定を守る（生活上の困難の解消）

これまで生活上の様々な困難を抱え脆弱な立場にある方の困窮・孤立の問題が，コロナ

禍にあって一層深刻化しています。福祉分野に限らず全ての職員が，地域の人々の暮らし

を守るという意識を持って各業務に当たり，心を砕いてください。

(4) 人権を守る

2015年に国連サミットで採択されたSDGｓは，国際社会において持続可能な社会を実現

するための１７の目標です。国内でも実現に向けた取組が進められていますが，その基本

理念は「誰一人取り残さない」社会の実現であり，全ての目標に通底しているのが人権の

確立です。コロナ禍にあって，感染者やその家族，医療従事者をはじめエッセンシャルワー

カーの方々等への誹謗中傷，差別・偏見が見られ，社会において人権意識が定着していな

いことが浮き彫りになりました。すべての施策に人権の視点を通す「人権の主流化」は，行

政の大きな課題であり，私たちの仕事は全ての県民の人権を守ることであるという認識を

新たにしましょう。
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２ 継承と変革

(1) 世界自然遺産登録に向けた役割

世界自然遺産登録に向けた最終段階となりました。

引き続き，市町村をはじめ関係機関と連解して，登録

に向けた取組を行うとともに，自然環境の保全とその

適正な利用の両立を図り，登録後の奄美群島に暮らす

方々の生活の向上と自然環境のみならず伝統文化をはじめ豊かな地域資源の継承に，支

庁としての役割を果たしていきましょう。

(2) ウイズコロナやアフターコロナを視野に入れた変革

新型コロナウイルスによって，これまで行政を含む社会の対応が不十分だったり，対応し

ていなかった課題が深刻化あるいは顕在化しました。特に，行政には，コロナの教訓を活

かした，よりよい地域づくりのための変革が求められています。自分の担当する業務に懸か

る課題に向き合い，解決のための必要な変革に挑戦してください。

３ 支庁としての役割を果たす

広域的な視点を持って，支庁の総合力を発揮しましょう。

(1) 広域行政機関としての役割

市町村は，県民にとって最も身近な行政機関として，最前線で地方行政を担っていま

す。その市町村を支援するのが，県の役割です。法制度や活用できる国・県等の事業，参

考となる先進事例等の情報収集・提供，助言ができるノウハウの習得やスキルの向上に努

めましょう。

また，市町村など地域の声を集約して，県庁各課に政策提言・協議する役割を果たすと

ともに，市町村の枠を超える広域的な行政課題については，市町村等関係機関と連携の

上，率先して解決に取り組んでいきましょう。

(2) 総合行政機関としての役割

支庁は，様々な分野を所管する総合行政機関です。県民の生活は行政分野で縦割りに

することはできません。包括的，横断的及び広域的な視点を常に持ち，支庁の機能を十分

発揮した分野を超えた取組を行っていきましょう。

４ 信頼される行政機関に

市町村，その他関係機関・団体及び県民の方々から信頼される支庁を目指しましょう。そ

の信頼は，仕事のやりがいや質の向上につながります。

(1) 真摯で誠実な仕事

地域の主役は県民であり，地方行政の主役は市町村であるという認識を持って，県民の

方々に向き合うマインド（姿勢）を奄美で育んでください。

なお，年度当初にありがちな「異動したばかりだから」，「慣れていないから」（わからな

い，知らない）などの言い訳は，行政のプロとしてしてはいけないという認識を，職場で共有

しましょう。

また，商工業や観光，農林水産業の振興，社会資本の整備は，県民の生活向上のため

のあくまで手段であり，手段が目的化しないように，何のためにこの仕事をしているのか，
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常に自問自答をしながら業務に当たっていただきたいと思います。

(2) 奄美での勤務を成長の糧に

県庁職員の中で一番奄美に詳しいのは自分だという責任と自負を持って，奄美のため，

奄美の方々のために気概を持って仕事に取り組んでいただくようお願いします。

また，支庁で得られた経験や知識，スキル，人脈（ネットワーク）が，今後の仕事の糧と

なり，どこでどの分野で仕事をしても，奄美のことを考える職員になっていただくことを期待

します。

５ やりがいを持って，安心して働ける職場づくり

一人ひとりの能力を最大限発揮し，創造的な仕事をするためには，心身の健康，生活の安

定，それらによる精神的ゆとり（余裕）が必要です。職員には，それぞれ異なる生活上の背景

や事情があるため，お互いがその多様性に配慮してください。

また，前例や固定観念にとらわれず，積極的な提案・改革・改善が行われるような風通しの

よい職場づくりを皆さんでを心がけましょう。

６ ともに暮らす市民として

(1) 地域生活者の視点

大島支庁の職員が地域振興局の職員と大きく異なるのは，その１００％が地域の一員とし

て住民の方々と生活を共にしていることです。だからこそ，地域生活者としての視点を大事に

していただきたいと思います。

(2) 奄美中心主義

私たちは，奄美の方を向いて，奄美のために仕事をしていますが，時として，鹿児島市や

本庁中心主義的な意識や発想になっていないか，気をつけていただきたいと思います。

言葉は意識を表します。本土，内地，本庁，離島，あるいは薩摩という言葉を何も考えずに

使っていないか，振り返ってみてください。

まずは，自身の健康に十分留意してください。一緒に楽しい

職場づくりを行っていきたいと思っていますので，どうぞよろし

くお願いします。
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令和３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 主事 茂谷 珠希
も たに たま き

今年度より大島支庁総務企画課に新規採用職員として配属され

ました茂谷珠希と申します。

出身は鹿児島市で大学も鹿児島であったため，奄美大島に住む

のはもちろん，一人暮らしも初めての経験になります。仕事も分か

らないことだらけですが，周囲の先輩方に助けていただきながら，

取り組んでいます。

奄美群島は自然がすばらしく，そのような環境の中，自然公園に関する仕事に携わることが

でき，とてもうれしく思っています。これから少しずつ仕事に慣れ，島民の皆様のお役に立てるよ

う頑張りたいと思います。

趣味は音楽で10年間吹奏楽をしていました。楽器も持ってきているので奄美でも音楽を堪能

できたらと思っています。島唄や三線にも興味があるので島で体験してみたいです。

大島支庁総務企画部県税課 管理納税係 主事 西 佳苗
にし か なえ

今年度より，新規採用職員として大島支庁県税課管理納税係に

配属されました西佳苗と申します。

出身は姶良市で，大学卒業まで鹿児島で過ごしておりましたが，

在学中１年程，オーストラリアへ語学留学しておりました。

奄美大島は幼い頃何度か訪れたことがあり，思い出深い土地で

す。そんな場所で社会人として節目のスタートを切ることができることを，大変嬉しく思っており

ます。自然の豊かさを存分に感じられる奄美は，趣味のランニングをするのにもベストな場所

で，いろいろなスポットを巡りたいと思っているところです。

日々の業務は主に県税の管理業務を行っております。税の業務の難しさに苦戦しながらも，

上司や先輩方に優しく教えて頂き，充実した毎日を過ごせていると感じています。県民の皆様の

お役に立てるよう，日々精進して参りますので，どうぞよろしくお願い致します。
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大島支庁地域保健福祉課 地域支援係 主事 鵜狩 真生
う がり ま お

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

属されました鵜狩真生と申します。

出身は日置市で，大学時代は福岡県北九州市で過ごしました。

大学時代は，地域創生学群という学部で主に商店街の活性化や地

域コミュニティ存続等について学んでいました。

高校まで野球をやっており，体を動かすことが好きなので奄美で行われるスポーツイベントや

マリンスポーツ等にも積極的に挑戦していきたいと思います。

担当業務は，障害福祉サービス事業所の指定や各種医療費助成事業の交付等の障害福祉

に関することです。今はまだ分からないことが多く，上司や先輩方に助けていただいてばかりで

すが，早く自分の仕事を理解し，県民の皆様の役に立てるように頑張っていきたいと思います。

これから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 山下 菫
やま した すみれ

本年度から，大島支庁地域保健福祉課地域支援係に新規採用職

員として配属されました山下 菫(すみれ）と申します。

生まれも育ちも鹿児島県ですが，奄美大島へ訪れるのは初めてで

す。主に精神保健に関する業務を担当しています。

着任して一ヶ月がたちますが，周りの先輩方にたくさん教えていた

だきながらなんとか業務をこなしている毎日です。指導していただい

たことをたくさん吸収し，知識や技術を身につけ，障がいのある方々が地域で自分らしく生活で

きるように先輩方，地域の方々と協力して支援していきたいと思います。

仕事以外にも奄美大島の伝統文化や行事への参加，豊かな自然を生かしたマリンスポーツ

等に参加し県職員として鹿児島の魅力をより深く知っていきたいと思います。よろしくお願いしま

す。



- 6 -

大島支庁農林水産部農政普及課総務企画係 主事 上山 桃花
うえやま もも か

今年度より大島支庁農林水産部農政普及課総務企画係に新規採

用職員として配属されました上山桃花と申します。

出身は霧島市の国分で，国分高校を卒業し，鹿児島大学に進学し

ました。大学では法律学を専攻し，刑法ゼミに所属しておりました。

奄美大島を訪れることも，一人暮らしも，初めての経験で毎日がと

ても新鮮です。特に，奄美の透き通る海の美しさには圧倒され，泳いでみたいと思ったのでシュ

ノーケリングにも挑戦したいです。

コロナ禍ということもあり，まだ奄美を満喫できてはおりませんが，島内のあちこちを巡りたい

と思っております。

業務に関しては，まだ分からないところが多くバタバタとしてしまっていますが，上司や先輩方

が丁寧なご指導をしてくださるので，大変ありがたく感じております。日々，より多くのことを吸収

し，早く担当の業務を覚えられるよう努めて参りますので，どうぞ宜しくお願いいたします。

大島支庁建設課 用地係 主事 西園 京司
にしぞの きよう じ

今年度より大島支庁建設課用地係に新規採用職員として配属に

なりました西園京司と申します。

出身は南さつま市で，大学時代も鹿児島で過ごし，教育を専攻し

ていました。体を動かすことが好きで趣味はテニス，バドミントン，キ

ャッチボール等です。

最近の流行りはゴルフなので，教えていただける方がおりましたら是非誘ってください。また，

奄美群島は豊かな自然，特色ある文化が魅力的なので，休日を利用し，奄美ライフを楽しめた

らと思っております。

用地係の業務に関しては，わからないことばかりですが優しい先輩職員に教えを請いながら

一日でも早く県民の皆様のお役に立てるよう頑張っていきたいです。今後とも宜しくお願いしま

す。
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大島支庁瀬戸内事務所福祉課 主事 松尾 一沙
まつ お かず さ

今年度より瀬戸内事務所福祉課に新規採用職員として配属されま

した，松尾一沙と申します。

出身は姶良市ですが，小学生の頃に奄美市名瀬に住んでいたこと

があります。当時，子供ながらに自然の豊かさや海の美しさに心奪わ

れたことを，今でも鮮明に覚えています。

大学在学中は文化人類学を専攻し，奄美の文化についても学んでいましたが，在任中に奄美

の様々な自然や文化に触れ，島での生活を楽しんでいきたいと考えています。

仕事では，生活保護業務を担当しています。まだまだ分からないことばかりですが，毎日優し

い先輩方に助けていただきながら，業務に励んでいます。

県民の皆様から信頼される県職員となれるよう，日々努力していきたいと思いますので，どう

ぞよろしくお願いいたします。

大島支庁喜界事務所 福祉係 主事 南 華菜
みなみ か な

今年度より喜界事務所福祉係に新規採用職員として配属されまし

た，南華菜と申します。

出身は指宿市で，大学の４年間は鹿児島で過ごし，今回初めて奄

美大島・喜界島を訪れました。これまでも友人たちから奄美の自然の

美しさや人の暖かさについて話を聞いていましたが，豊かな自然にふ

れたり地域の方々と関わったりする中で，本当にその通りだと実感しています。

担当業務は生活保護に関することです。初めて見聞きすることも多くまだ分からないことばか

りではありますが，上司や先輩方が親身になってご指導くださるため，毎日前向きに業務に取り

組むことができています。

これから多くのことを吸収して皆さまのお役に立てるよう精進しますので，どうぞよろしくお

願いいたします。
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大島支庁徳之島事務所保健衛生環境課 健康増進係 保健技師 田 茉里
いま だ ま り

今年度より大島支庁徳之島事務所保健衛生環境課に新規採用職

員として配属されました 田茉里と申します。

大学卒業後は，東京の大学病院で看護師として働いていました。退

職後は全く英語が話せないにも関わらず，憧れだった海外に住んだ

り，旅行やアメリカ横断を体験，そして帰国後は県内の保健所の臨時

的任用職員（保健師）として働いていました。楽しい20代を謳歌した後

に，今回縁があって鹿児島県職員として就職出来たことを嬉しく思います。

現在は，健康増進係で母子保健と精神保健福祉を担当しています。変化していく制度や作業

を覚えるのに精一杯ですが，周囲の方々のご指導を頂きながら楽しく仕事に従事しています。

地域住民や支援者と一緒に考えながら，問題解決出来るように努めていきたいと思います。

趣味は旅行です。徳之島保健所は徳之島地区，沖永良部地区，与論地区を管轄しているの

で，コロナが落ち着いたら探検に行きたいと思います。国内外問わずおすすめスポットがあれば

是非教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。

大島支庁徳之島事務所 福祉課 主事 嘉 克駿
よしみ かつ と

今年度より新規採用職員として福祉課に配属されました，嘉 克駿と

申します。出身は鹿児島市で，高校を卒業するまで鹿児島市に住んでお

りました。

仕事では，主に生活保護を担当しております。大学では経済学部に

所属していたため，生活保護については詳しくないですが，今後の仕事

を通して勉強していこうと考えております。右も左もわからない状況です

が，周囲の先輩方に助けていただきながら仕事に取り組んでおります。

奄美大島には来たことがありますが，徳之島には今回初めて来ました。見知らぬ土地で初め

ての一人暮らしをすることになり，不安もありましたが，周りの方々の優しさに助けられ，日々

楽しく生活できています。

新型コロナウイルスの影響で様々な問題がありますが，県職員としてできるだけ早く県民の

皆様のお役に立てるよう精進いたしますので，どうぞよろしくお願いいたします。
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大島支庁徳之島事務所農村整備課 保全係 西小野 康平
にし お の こう へい

今年度，徳之島事務所農村整備課に新規採用職員として配属

されました西小野康平と申します。

私は出身地の鹿屋市にて高校卒業まで過ごし，福岡の大学で

農業土木を学びました。

今年の４月に徳之島へ住居を移し，生活環境の大きな変化に

初めは戸惑いもあったものの，穏やかで暮らしやすい島での生活にすぐに慣れることができまし

た。今では休日に車で島内を巡るなど，楽しく日々を過ごしています。

業務では，畑かん事業が行われている地区を担当させていただき，現場での監督業務などを

行うなかで日々新しいことを学びながら，充実した毎日を送っています。徳之島で盛んに農業が

行われていることすら知らない状態からのスタートだったのですが，先輩方に丁寧にご指導いた

だきながら経験を積んでいます。

まだまだ未熟なところばかりですが，地域に貢献できるよう日々頑張ります。今後ともよろしく

お願いいたします。

大島支庁徳之島事務所 総務課 用地管理係 主事 中村 碧
なかむら あおい

今年度より新規採用職員として総務課用地管理係に配属されま

した，中村碧と申します。出身は福岡県福岡市で，大学入学を機に

初めて鹿児島に訪れました。大学4年間を鹿児島で過ごす中で，豊

かな自然や食材に出会い，鹿児島の魅力にたくさん触れ，鹿児島

県で働き，その魅力を発信したいと思い鹿児島県職員を目指しまし

た。

私が担当する仕事は，主に道路や河川の管理になります。大学の4年間では，教育学を学

び，小学校・中学校理科・高校理科の３つの教員免許を取得しました。そのため，道路，河川や

その法律関係については詳しくないですが，過去の先輩の資料やデータをたどったり，周りの優

しい先輩方に助けられたりしながらも，私たちにとって身近な存在である道路，河川の管理につ

とめていきたいと思っています。

大学生の時に奄美大島には一度行ったことがありますが，徳之島に来るのは初めてなので，

仕事だけではなく，徳之島の魅力にもたくさん触れ，発信したいと思っています。

まだまだ仕事に慣れておらず，周りの先輩方に助けてもらってばかりですが，少しでも早く仕

事に慣れるとともに，県職員としての雰囲気にも慣れ，県民の皆様のお役に立てられるよう精進

いたしますので，ご指導のほどよろしくお願いいたします。
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大島支庁沖永良部事務所総務福祉課 福祉係 主事 増元 康弘
ます もと やすひろ

今年度より新規採用職員として，沖永良部事務所総務福祉課福

祉係に配属となりました増元康弘と申します。

釣り好きが影響し，離島に関する業務に興味があり，鹿児島県庁

を目指すことを決めたため，沖永良部事務所に配属が決定したとき

は，驚きももちろん大きかったですが，楽しみな気持ちもありまし

た。

離島での生活は初めてですが，不慣れなことは多くても生活の上で不便な環境ではないた

め，島での暮らしにも徐々に慣れてきました。これからは趣味も充実させていきたいと考えてい

ます。

業務の面においては，大学で一部学んだ内容ですが，わからないことばかりですが，福祉係

の先輩職員の方々はみなさん丁寧に業務を教えてくださいます。少しでも早く業務の量と質を

向上させたいです。これからよろしくお願い致します。
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令和３年度市町村割愛職員を紹介します!

大島支庁建設部建設課 道路維持係 福永 純一
ふく なが じゆんいち

今年度より大島支庁建設部建設課道路維持係へ配属されました福永

純一と申します。

市町村職員となって９年になりますが，今回こういう貴重な経験ができ

る機会をいただき，感謝しております。

赴任して１ヶ月になりますが，市町村との業務の違いに戸惑いながらも

親切な上司や同僚に恵まれ毎日勉強の日々です。

市町村職員として学べないことも多くあると思いますので，少しでも多くのことを学べるよう頑

張って参りますので，よろしくお願いいたします。

沖永良部事務所 総務福祉課 朝戸 博
あ さ と ひろし

今年度より，和泊町からの出向で沖永良部事務所総務福

祉課に着任いたしました朝戸博と申します。

高校まで沖永良部で過ごした後，進学で関西，就職して

関東での生活を送りましたが，結婚をきっかけにＵターンし，

和泊町役場へ入職しました。

和泊町役場では，経済課に６年，税務課に４年，在籍しておりました。

趣味は体力作りのために始めたランニングですが，体力向上よりも交友関係を広

げることやリフレッシュ（ラン後のビール）がすっかりメインになってしまいました。

今では，早朝ランニングが仕事のモチベーション維持には欠かせなくなりました。

ランニングと言えば，３月に開催される沖永良部ジョギング大会は，海岸沿いの

最高のロケーションの中を心地よい潮風を浴びて走ることができます。必ずリピー

ター，沖永良部ファンになっていただけると，皆様に自信をもってお勧めできる大会

です。

これまで10年間の県外生活，10年間の役場生活において，多くの交友関係を築

き，様々な人生経験をすることができました。これまでの経験を生かし，県職員とし

て鹿児島県の発展に少しでも寄与できるように，また自分自身のステップアップの

ために，精一杯精進してまいりますので，どうぞよろしくお願いいたします。



- 12 -



- 13 -



- 14 -



- 15 -

喜界空港の滑走路を「黒く」しています?

大島支庁喜界事務所建設係 藪木 昭彦

１．喜界空港について

例年，８～９万人/年が利用する喜界空

港。飛行機では奄美大島から「あっという

間」に到着します。

現在，鹿児島２往復，奄美３往復を，いず

れもプロペラ機（ATR機48人乗り）が結んで

おり，街中に位置するので利用はとても便利です。

そんな喜界空港ですが，歴史は古く，昭和６年に旧海軍の飛行場として建設され，昭和43年

までは未舗装の空港として利用されていました。同年にアスファルト舗装がされて現在の姿にな

りました。

２．滑走路の舗装改良

昭和56年の舗装の全面改良以降30年以上経過し，舗装面のひび割れが顕著になってきたこ

とや，ショルダー（道路でいう路肩）の幅が現行基準に満たない（２ｍあるが基準では５ｍ必要）

ことから，平成30年度から滑走路の舗装改良工事を実施しています。

滑走路は長さ1,200ｍ，幅は30ｍ。令和２年度の工事でようやく半分まできました。

ひび割れ ショルダー幅の不足

空港の海側，写真で左上はゴルフのミニコース⇒

左下は夕日がきれいに見えるスギラビーチ

ところで，工事の時間帯はというと，供用中の空港ですので，全て夜間に行っています。翌朝

には飛行機がやってきます。そのため，メインの本体舗装は１日に20ｍくらいずつしか進めません。

滑走路
ｼｮﾙﾀﾞー
２ｍ幅 滑走路

延長
1,200ｍ

幅30ｍ

工事の進行方向

全ての工事を夜間（運用時間外）に行う

滑走路本体舗装

③アスファルト敷き均し ④転圧

滑走路本体舗装の
養生期間（２ヶ月）

緑地工

養生期間後

*雨水の排水や制動性の向上を
図るため，溝(6mm角)を切る

ショ ルダー工

標識工

グルービング工*

①路面切削 ②路面清掃
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３．夜間の作業

周囲にお住まいの方々に影響のない

よう，ジャストで照らしながら，工事を

進めています。

なお，工事中，請負業者の方々は昼

夜逆転の生活を送っています。

毎度，翌朝に撤収するため，トイレも

車載式です。

（快適トイレを使用しています）

清潔な快適トイレ（幕は目隠し）⇒

４．コロナ禍の中で

減便や移動の制限など，飛行機を利用して喜界島に来られる方も減少しています。

そのような中，請負業者さんは，工事現場事務所の横に観光案内所を開設し，休憩所やトイ

レの開放をしているほか，地元の飲食業者さんからテイクアウトして夕食をとるなど，地元を盛り

上げようと奮闘しています。

日替わりでお店を替えています

５．今後に向けて

工事が終わっていない部分の滑走路を走行中，「ガタッ」と感じる方も多いのではないでしょう

か。飛行機の走行の安全性を確保するため，残る工事を進めていきます。

喜界島に飛行機でお越しの際は，「真っ黒」になった滑走路にも是非御注目ください！

工事前 工事後
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ダイビング体験記
沖永良部事務所総務福祉課 主事 冨ヶ原 江里

年間平均気温は２２度。１年を通して暖かく過ごしやすい沖永良部は隆起サンゴ礁からなる島

で，周囲にはエメラルドグリーンの海が広がっています。

綺麗な海を楽しもうと今年の２月に念願だったダイビングを体験したので，その様子をお伝え

します。

ウェットスーツに着替え重たいボンベを背負い，いざ

入水。

まずは浅瀬でインストラクターさんから，ボンベの使

い方や耳抜きの仕方など，基本的なレクチャーを受け

ます。

水中での呼吸に違和感を感じながらも，少しずつ深い

場所へ。

少し慣れてきたところで，ボートに乗って深度１０ｍの地点へ。波の揺れを感じながら，これか

らみる未知の世界への期待に胸が高鳴ります。

いざ潜行すると，海底には無数のサンゴが広がり，熱帯魚が鮮やかな世界を作り出していま

した。海中に降り注ぐ太陽の光を感じながら，明るく澄んだ青の世界を楽しみました。また，深く

なればなるほど濃い青になり，景色の変化も楽しむことができます。

さらにサンゴの隙間をよく見ると，カクレクマノミを発見。雄大な海を泳ぐエイも見つけました。

水深１０ｍ，１時間弱の水中の旅でしたが，十分に海と自然を満喫できました。

想い出に素敵な写真も撮ってくれます。

皆さんも沖永良部に来た際は，ぜひ体験し

てみてください
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