
原案 要約版 頁 項　目

1 ○ 2 4 計画の目標 　計画と予算の一致を望む。予算は公共工事とな
らないよう。

　奄美群島振興開発事業予算については，奄
美群島の振興・開発が図られるよう，予算の
確保に努めてまいります。

2 ○ 26 オ 奄美群島の
生活基盤の確
保・充実
(ｲ) 教育及び
人材育成
A 教育
(A) 学校教育
の充実

　小学生・中学生ヘタブレットを配賦，補助
講師の補充等
　理由：平成30年全国学力・学習状況調査
大島地区 小学校，中学校とも県内最低

　公立小・中学校のＩＣＴ環境については，
設置者である各市町村において整備すること
とされており，県としては，国に対して，全
国都道府県教育長協議会・教育委員協議会を
通じて，ＩＣＴ機器の整備に関する財政措置
の拡充を要望しているところであります。

3 ○ 12 第４ 独立行政
法人奄美群島
振興開発基金

　独立行政法人奄美群島振興開発基金　解散
　理由：貸し渋りによる利用者離れ

　独立行政法人奄美群島振興開発基金の現状
及び今後の取組については，計画（原案）
「第４ 独立行政法人奄美群島振興開発基
金」（128，129ページ）に記載しているとこ
ろです。

4 ○ 13 奄振計画の数
値目標

　生活保護者数（奄美市住民一人当たりの扶
助費 全国１位）の追加

　生活保護世帯は，本人や家族の加齢，障
害，死亡など，様々な要因により稼得能力を
失い，自立した生活が困難になって，生活保
護の受給に至っており，生活保護受給者数に
ついて，目標値を設定することは馴染まない
と考えます。

5 ○ 13 奄振計画の数
値目標

　一人当たりの所得の追加 　計画においては，施策・事業の効果を評価
するための数値目標を設定しているところで
あるが，本計画の目標に掲げていない定量的
な指標についても，事業の実施に伴って把握
する必要が生じた際には，適宜設定の上，把
握・分析に努めてまいります。

6 ○ 13 奄振計画の数
値目標

　大島紬の生産高，黒糖焼酎の生産高の追加 　大島紬，黒糖焼酎については，定住を促進
するための方策に係る指標「８製造品出荷
額」の製造品の中のひとつであり，個別の数
値目標の設定は行わないところです。

7 　これまでの奄振蓄積の結果として，生活保
護，学力低下，人ロ減を招いている国・県の
責任の明確化

　今後，この計画に基づき，各種施策を展開
し，国・県・地元市町村と連携しながら，奄
美群島の自立的発展を積極的に図ってまいり
ます。

8 　監督官庁を国土交通省から経済産業省に移
すことを検討すべきである。また、この計画
作成が大島支庁でなされていないので，大島
支庁の存続意義も問うぺきでは。

　奄美群島振興開発特別措置法における主務
大臣については，経済産業大臣を含む８大臣
で構成されているところであります。また，
大島支庁関係課との連携を図りながら，この
計画に基づき，各種施策を展開してまいりま
す。

9 ○ 12 ア 定住を促進
するための方
策
(ｱ) 産業の振
興
C 情報通信産
業

　第５項にある「さらに、中小製造業者に対
しては，関係機関と連携しながら，ＩｏＴ・
ＡＩ等を活用した生産性向上に向けた取組を
推進する。」は大変重要な施策の方向性であ
る。
　島内企業の経営者にＩＣＴ利活用の有用性
について説明を行なっただけでは、既存業務
への粘着性が高く実行に動くことはないの
で、効果の説明と合わせて、ＩＣＴサービス
の受託を行なうことができる島内企業の育成
や誘致が重要である。
　是非、そうしたことの「取組を推進」する
国内での先進的かつ積極的な具体的支援展開
を希望する。

　計画の見直しを求めるものではないです
が，今後の施策・事業の参考にさせていただ
きます。

        奄美群島振興開発計画（案）に係るパブリック・コメントにおいて
        提出された意見に対する県の考え方１１１１１１１１１１１１

連番 意見等の概要 県の考え方
指摘箇所
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連番 意見等の概要 県の考え方

指摘箇所

○ 3 2 世界自然遺
産登録などを
生かした交流
拡大のための
方策

○ 99 イ 世界自然遺
産登録などを
生かした交流
拡大のための
方策
(ｱ) 世界自然
遺産登録を見
据えた取組の
推進
B 価値の維持

①世界自然遺産の推薦にあたり，奄美大島及
び徳之島においては，推薦地を中心に，それ
を保護するための緩衝地帯，普及啓発や外来
種駆除等の保全管理の取組を進める周辺管理
地域の３つに区分しています。
　また，「奄美群島持続的観光マスタープラ
ン」においては，自然環境の保全と利用の両
立を図るため，群島内のそれぞれの地域の特
性を活かして，少人数利用を前提とする地域
と多人数利用が可能な地域に区分し，地域の
特性を活かした観光を，管理しながら進める
ことが重要としているところです。
②現在，金作原などの利用については，自然
環境の保全と利用の両立を図る観点から，
国，県，地元市町村，関係団体等と連携し
て，認定ガイドの同行などを内容とする利用
ルールを作り，試行するなどの取組を行って
います。
③今後とも，同マスタープランに基づいて，
現行の法令の枠組みの中で，自然環境の保全
と利用の両立を図ることとしています。

10 ｐ3
　奄美大島，徳之島，沖縄島北部及び西表島
は2020年の世界自然遺産※登録を目指してお
り，自然環境及び伝統・文化等の地域資源を
有効に活用することにより，奄美群島全体で
地域の振興，交流人口の拡大等が期待され
る。
　そのため，世界自然遺産推薦地としての価
値が損なわれることのないよう，希少種の保
護対策やモニタリング調査を行うなど，多様
な自然の生態系を把握，保全する取組を進め
るとともに，自然環境の保全と利用の両立を
図るため，「奄美群島持続的観光マスタープ
ラン」に基づき，利用のルールの作成や受入
体制の整備を進める。
ｐ99
　世界自然遺産※登録に伴う観光客数の増加
による過剰利用を防止し，自然環境の保全と
利用の両立を図るため，「奄美群島持続的観
光マスタープラン」に基づき，利用のルール
の作成や受入体制の整備を進める。また，
「奄美群島エコツーリズム全体構想※」に基
づき，奄美群島エコツーリズム推進協議会に
よる奄美群島認定エコツアーガイドの育成や
ツアーの受入体制の整備等を進める。
-----
　上記の計画原案の様に，奄美群島では，
「奄美群島持続的観光マスタープラン」に基
づくエコツーリズムが観光の基本なのは明ら
かであるのに対して，現実は，国交省港湾局
主導で大型クルーズ船誘致が企画されるな
ど，持続可能な観光と相いれないマスツーリ
ズムを導入する動きが顕著にみられ，阻止す
るのが困難である。
　この原案を生かすために，持続的観光を振
興するための基本法などの特別な立法措置が
必要ではないか。
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指摘箇所

12 １．Ｏターン型産業支援プロジェクト［奄振
法「定住」関係］
･･･　半定住，二地域・多地域居住，季節移
住，ロングステイ人口受入活用型産業支援と
マンパワー確保

　二地域居住については既に計画（原案）に
盛り込まれているところです。その他につい
ては，計画の見直しを求めるものではないで
すが，今後の施策・事業の参考にさせていた
だきます。

13 ２．アイランドキャンパスプロジェクト［奄
振法「定住」関連］
･･･　大学・研究機関・企業のブランチ（部
門），セミナーハウス，リゾートオフィス受
入整備（宿泊施設兼）

　計画の見直しを求めるものではないです
が，今後の施策・事業の参考にさせていただ
きます。

14 ３．ＵＩＯターン受入プロジェクト［奄振法
「定住」関連］
･･･　特にＵターン希望者への就職マッチン
グ情報ネットワークシステム整備

　計画の見直しを求めるものではないです
が，今後の施策・事業の参考にさせていただ
きます。

15 ４．世界自然遺産活用プロジェクト［奄振計
画「世界自然遺産」関連］
･･･　プロジェクト名称　①奄美エコミュー
ジアム（仮称）　②奄美アイランドテラピー
（島で癒す）（仮称）

　計画の見直しを求めるものではないです
が，今後の施策・事業の参考にさせていただ
きます。

16 ５．世界自然遺産＆環境文化型国立公園推進
［奄振計画「世界自然遺産」関連］
　　「奄美遺産百選」（仮称）プロジェクト
･･･　自然遺産，文化遺産，無形文化遺産，
複合遺産，産業遺産，記憶遺産，環境文化型
遺産の公募・選定・各百選

　計画の見直しを求めるものではないです
が，今後の施策・事業の参考にさせていただ
きます。

11 　奄美群島振興開発計画（原案）において
は，「群島内の島々を観光船等で周遊できる
クルージングネットワークの形成を図るとと
もに，クルーズ船や定期船による観光交流を
振興するために既設の有効活用を含めた受入
環境の整備を図る」と記載しています。

　ご意見につきまして，県としましては，観
光ニーズなどヨットを取り巻く動向を注視し
ながら研究してまいりたいと考えており，今
後の参考とさせていただきます。

「奄美群島内におけるヨットハーバーの建設
について」

　奄美群島における主産業振興として観光業
の振興が上げられます。それには奄美の自然
が育む環境を利用して如何にして多くの観光
客を呼び込むかの施策が求められます。
　素晴らしい海洋に恵まれている奄美群島に
おいては、海洋レジャー設備の充実が必要と
感じます。近年海外からのヨットが奄美群島
に寄港するのが多く見られます。しかし、
ちゃんとした繋留施設が無く不便を講じてい
るのが現状です。今後、世界自然遺産登録に
もなれば更に多くにヨットによる来島が見込
まれます。

１.奄美市名瀬長浜埠頭にヨットハーバーの
建設
（１） 現状と施策
　奄美市名瀬長浜埠頭には約２０年前にヨッ
トハーバー用にと港が建設されているが、現
在は殆ど利用されていない。そこにヨット
ハーバーの設置整備をはかる。
（２） 効果
① 世界自然遺産登録後は、国内外から多く
の来島者が見込まれる。
② 設備運用に伴う雇用の拡大が見込まれ
る。
③ 繋留費による収入が見込まれる。
④ 奄美群島の認知度が高まる。
（３） 環境
① 沖縄から鹿児島間において中継基地とな
るヨットバーバーがない。
② 奄美群島には多くのヨットマンがおり、
繋留に苦慮している。
（４）その他
　将来奄美群島周辺におけるヨットレースを
開催することにより更に上記効果を得ること
が見込まれる。

２．瀬戸内町にもヨットハーバーの設置
　瀬戸内町は良港に恵まれ海外のヨットマン
もしばしば寄港しており、ヨットハーバーの
建設を望む声もあり、併せて提案致します。
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原案 要約版 頁 項　目
連番 意見等の概要 県の考え方

指摘箇所

17 ６．「全国奄美ネット連合」（仮称）プロ
ジェクト［奄振法「農業」「観光」「情報」
関連］
･･･　５Ｇ（高速大容量）とＩｏＴ（奄美
会・奄美ファンとインターネットでつなが
る）活用型奄美振興ポータルサイト開設と情
報処理システム

　計画の見直しを求めるものではないです
が，今後の施策・事業の参考にさせていただ
きます。

18 ７．「南西諸島世界遺産風景街道（黒潮海
道）（仮称）プロジェクト」［奄振法「観
光」関連］
･･･　硫黄島，屋久島，悪石島，奄美大島，
徳之島，沖縄本島，西表島を日本（九州）風
景街道に加え，ルート化する

　原案には，各島に「群島内外との交流の促
進」が盛り込まれており，今後の参考とした
い。

19 ８．「奄美クルーズアイランド構想」（仮
称）策定プロジェクト［奄振法「観光」関
連］
･･･　一昨年国交省島嶼地域（奄美）大型ク
ルーズ船寄港地適地調査８か所のフォロー
（名瀬港立神沖ほか）

　原案には「クルーズ船や定期船による観光
交流を振興するために既設施設の有効活用を
含めた受入環境の整備を図る」ことが盛り込
まれており，今後の参考としたい。

20 ９．「奄美・沖縄ソフトパワー連携軸構想」
（仮称）策定プロジェクト［奄振計画「沖縄
連携」関連］
　　　①ウェルネス（転置療養等）産業，ほ
か

　沖縄県とウェルネス産業等において連携す
る効果について検討する必要があるため，今
後の参考としたい。

21 10．文化産業推進プロジェクト［奄振法「文
化」関連］
　　　①文化経済（産業）ダイナミズム戦略
･･･　文化資源の産業化
　　　②デジタルミュージアム（アーカイ
ブ）事業　･･･　文化資源の保存活用

　計画の見直しを求めるものではないです
が，今後の施策・事業の参考にさせていただ
きます。

22 11．「有償ボランティアシステム」プロジェ
クト［奄振法「定住」関連］
･･･　人口減少化時代の行政と市民活動団体
および生涯社会貢献人口の協働による産業人
口確保と地域力向上
※　生涯社会貢献人口　･･･　定年力人口，
元気長寿力人口，女性力人口，生涯学習人
口，福祉受益者人口

　計画の見直しを求めるものではないです
が，今後の施策・事業の参考にさせていただ
きます。

23 12．2025年問題対応プロジェクト[奄振法
「定住」関連]
･･･　団塊世代が75歳以上となる６年後，大
都市圏の一部人口が奄美群島への定住，二地
域・多地域居住（Ｏターン）求めてやって来
る（予想）。
･･･　別荘，貸別荘，空き家，病院＆セラ
ピー系（癒し系）福祉施設及び受け入れマン
パワー体制整備

　計画の見直しを求めるものではないです
が，今後の施策・事業の参考にさせていただ
きます。

24 13．「ふるさと納税の土地・家屋版」特区プ
ロジェクト[奄振法「定住」関連]
･･･　未利用土地・家屋の行政への寄附採納
キャンペーンで未利用土地・空き家の流動化

　計画の見直しを求めるものではないです
が，今後の施策・事業の参考にさせていただ
きます。

25 14．「数値目標」の種目追加[奄振計画「数
値目標」関連]
･･･　「自給率」を加える。奄美は経済満足
度，生活満足度高い地域とＰＲできる数値
に。

　計画においては，施策・事業の効果を評価
するための数値目標を設定しているところで
すが，本計画の目標に掲げていない定量的な
指標についても，事業の実施に伴って把握す
る必要が生じた際には，適宜設定の上，把
握・分析に努めてまいります。
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連番 意見等の概要 県の考え方

指摘箇所

26 15．次世代世界遺産候補準備プロジェクト
[奄振計画「世界遺産」関連]
･･･　①世界無形文化遺産　･･･　①諸鈍シバ
ヤ　②大島紬（追加）
　　 ②国指定遺産　　　　･･･　①歌掛け文
化（シマ唄・八月踊り）（無形文化遺産）
　　　　　 　　　　　　　　　　　　 ②奄
美の民族無血の日本復帰運動（記憶遺産）
　　③国（歴史）産業遺産･･･　①黒糖産業
②大島紬産業

　無形文化遺産については，奄美地域に限ら
ず県下全域を対象に推進する事業であると考
えています。計画の見直しを求めるものでは
ないですが，今後の施策・事業の参考にさせ
ていただきます。

○ 1 1 計画策定の
意義

○ 9,10 ア 定住を促進
するための方
策
(ｱ) 産業の振
興
A 農業
(C) 付加価値
の高い生産，
販売，流通

28 　奄美大島では古くから豚を食べる文化があ
り，多くの郷土料理は豚を利用しています。
沖縄でも同様に地場産の豚料理が有名で，観
光客はそれを求めて沖縄を訪れて楽しみ，お
土産として購入します。
　奄美では現在，地元産の豚の流通が少な
く，居酒屋でも鹿児島で食べれる鹿児島の黒
豚を観光客に食べさせています。これからの
奄美において観光，産業ともに重要な資源と
なる養豚とそれらに付随する産業への記述が
原案，要約版どちらにも一切ありません。
　奄美で育った独自の豚を奄美の人も奄美を
訪れた人も楽しめるような将来を目指してほ
しいです。

　原案P1図中の｢付加価値の高い農林水産物｣
に畜産物も含まれています。

　原案P1図中の｢付加価値の高い農林水産物｣
及び原案P3「3 滞在型・着地型観光を促進す
るための方策」の「奄美らしいコンテンツ
(大島紬，島唄，奄美黒糖焼酎等)」に畜産物
も含まれています。

「低コストで高品質な肉用子牛生産の推進」
とは，奄美群島の肉用牛繁殖経営において，
収益性向上を図るため，豊富な草資源を活用
するなど，生産コストの低減を図りながら，
儲ける子牛生産を推進することとしておりま
す。

　養豚においても，収益性の向上を図る経営
に対して，国おいては畜産クラスター事業等
が措置されており，奄美群島においても活用
は可能となっています。

　今回の奄美群島振興開発計画は，奄美群島
を振興する上で幹となる基本的な事項を策定
するものであり，養豚の開発計画など詳細に
ついては，地元において，検討・協議された
後に，実施されていくものと考えています。
　なお，採択要件はあるものの，畜産クラス
ター事業等の活用も可能と思われます。

　原案P1.3に「国内外からの観光客の増加か
ら付加価値の高い農林水産物や特産品の開
発・生産」「奄美らしいコンテンツ(大島
紬，島唄，奄美黒糖焼酎等)」となっている
が、観光客が現地で求める地場産の肉等の製
品については一切触れられていない。
　P9.10の「付加価値の高い生産・販売・流
通」においては鹿児島黒牛の下請けになる
「低コストで高品質な肉用子牛生産を推進」
となっており，奄美は鹿児島の黒毛和牛の下
請けでよいという考えが示されている。
　交流人口の拡大において大事なのはそこに
行かなければ体験できない何かがあるという
事だ。
　観光客は奄美に来て，奄美の風土で育った
地元の人が食べる食材を食べて体験したいと
思うはずだ，それは鹿児島産の黒毛和牛では
なく，鹿児島から運んだ黒豚ではない。

　奄美は元々豚を食する文化があって，奄美
らしいコンテンツとは豚が当てはまるのでは
ないか？
　それとも観光客は今まで通り奄美に来て鹿
児島本土でも食べられる鹿児島黒豚を食べて
もらうことが鹿児島の発展ではなく奄美の発
展につながると考えているのだろうか？
　奄美では養豚が行われていてそれらについ
ての支援が黒毛和牛の下請けの肉用子牛生産
と比べて皆無であるということを鹿児島県は
知らないのではないか？

　奄美で付加価値の高い農産物を生産して，
奄美に来ても食べてもらい，奄美の外に売り
出していくのが奄美の魅力を増進していく奄
美群島振興の基本理念に沿った形だと思うが
現状では鹿児島にとって都合の良い植民地と
なって鹿児島県に依存したまま寄与してもら
いたいという考えが根底にあるような気がし
てならない。
　奄美独自の文化を守るために養豚業や豚食
文化に対する開発計画を明記して盛り込んで
ほしい。

○ 3 3 滞在型・着
地型観光を促
進するための
方策
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　以下、大きく4つの事項について、コメン
ト致します。

1. 一次産業の特産品について
　計画書には奄美の特産品について注力して
いることが伺えますが，畜産物に関する記載
が乏しく不十分と思われる。牛の記載は28カ
所ありますが，豚は1カ所のみ，鶏および山
羊は記載がありません。
　豚は奄美島豚が著名であり，沖縄のアグー
豚にならび原種の可能性が高いと言われてい
ます。鶏は奄美の鶏飯が全国的に有名と思わ
れます。鹿児島県としては，2022年に鹿児島
で開催される第12回全国和牛能力共進会で日
本一の2連覇を目指し，それに注力していく
ことは重要と思いますが，それは県全体で取
り組むことと思います。
　牛以外の畜産物（豚、鶏、山羊）に関する
奄美群島振興開発計画は必要ないのでしょう
か？

　原案P1図中の｢付加価値の高い農林水産物｣
に畜産物も含まれています。
　今回の奄美群島振興開発計画は，奄美群島
を振興する上で幹となる基本的な事項を策定
するものであり，養豚の開発計画など詳細に
ついては，地元において，検討・協議された
後に，実施されていくものと考えています。

2. 奄美島豚に関する重要事項
　奄美群島から豚は年間約1000頭以上出荷さ
れています。その中でも希少価値の高い奄美
島豚は鹿児島六白黒豚とは異なり，毛色が全
て黒色で原種の可能性が高く，その食味も非
常に良く，島外，鹿児島県外にも根強い愛好
者が多くいます。
　しかしながら，奄美群島内にはHACCP
（Hazard Analysis Critical Control
Point，危害分析重要管理点）対応の屠場が
未整備であるため，島内で屠畜できず，船輸
送（約11時間）で鹿児島市内に運ばれ，市内
の食肉センターで翌日屠畜されています。
　一般的に鹿児島県内の肉用豚は出荷後22時
間以内の屠畜を目安にしていますが，奄美島
豚ではその2倍以上の時間を要し，そのスト
レス負荷は非常に大きくなっています。豚は
本来ストレスに弱い動物であり，ストレス負
荷はムレ肉・フケ肉や内臓廃棄など生産被害
を引き起こします。
　以上より，奄美島豚の種の保存、HACCP対
応屠場の問題，流通の改善など奄美群島振興
開発計画の対象となるのではないでしょう
か？

　「安心・安全で品質の良い県産農畜産物の
更なるブランド力の向上」を施策の展開方策
としており、と畜場や流通の改善等について
は，まずは，地元において，と畜場の採算性
や島内需要・生産基盤等も含めて、議論を進
めていただきたい。

3. 山羊について
　屋久島にヤクシカがあるように，奄美群島
には食用山羊があります。北海道では美容・
健康に良い食材として食用羊があります。山
羊と羊は類似点が多く，新たな奄美の特産品
に成り得る可能性を秘めている可能性がある
と思われます。奄美の山羊汁が有名ですが，
これも本来、滋養強壮剤，精力剤などの効能
があるようです。

－

4. その他の希望事項
　奄美島豚に関して，奄美群島内外で勉強会
などがある場合は是非，参加したいです。情
報共有頂けると幸いです。

　情報を得た場合は，大島支庁を通じて情報
提供してまいりたい。
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○ 10 ア 定住を促進
するための方
策
(ｱ) 産業の振
興
A 農業
(C) 付加価値
の高い生産，
販売，流通

　食育※・地産地消※については，農林漁業
体験や奄美の食材を使った郷土料理の調理体
験などを通じて，地域の農林水産業への理解
と食文化の継承を推進する。
　また，学校給食や病院等への地域食材の供
給や，飲食店，宿泊施設，直売所等における
地域食材の活用を促進する。

とあるが、原案Ｐ１０上段部分では
食文化の一つである豚肉、畜産について環境
と調和した畜産経営の推進を図るにとどま
り、奄美の食文化に含まれていない肉用牛に
関しては、低コストで高品質な肉用子牛生産
を推進するとは、いかがなものか｡

　食文化と産業の振興は別立てで記載してい
るところです。
　奄美の肉用子牛生産については，これまで
の歴史の中で，さとうきびや園芸作物との複
合経営の中で育まれてきたものであり，奄美
においての肉用牛は，地域の基幹産業となっ
ています。

○ 11 ア 定住を促進
するための方
策
(ｱ) 産業の振
興
A 農業
(H) 食育及び
地産地消

さらに原案Ｐ１０農産物の販路拡大について
は，安心･安全で品質の良い県産農畜産物の
更なるブランド力の向上に向けて，消費者コ
ミュニケーションの充実・強化を図りなが
ら，「かごしま」を前面に打ち出した取組を
展開する。

とあるが、奄美群島振興開発計画とは「 鹿
児島県産」の向上ではなく「奄美産」として
の付加価値を見出すことなのではないでしょ
うか？
この計画には奄美産とは何かをもっと組み込
んでもらいたい。

　県では，安心・安全で品質のよい農産物を
生産できる産地づくりと，県産農産物のイ
メージアップによる販路拡大を一体的に進め
る「かごしまブランド」確立運動を展開して
おり，南北600キロメートルに及ぶ広大な大
地や温暖な気候などの強みを生かして生産さ
れる農産物の良さを消費者等にしっかり伝え
ていくことで，有利販売（販路拡大）につな
げていくこととしている。

31 ○ 7 2 島別振興方
策
(1) 群島共通

　要約7に記載のある肉用牛の件で、観光客
が島に期待してくるのは地元の名産物であ
り、地元の人がおいしいと誇りに思っている
食べ物ではないだろうか？
　確かに鹿児島本土に出荷する牛は経済を支
えていく上では貴重かもしれない。ただ、奄
美大島には伝統の黒毛豚がある。この黒毛豚
は現在全国的なブランドとなっている、鹿児
島黒豚の原型であり、多くの人はその黒豚に
ほれ込んでいる。
　しかし、その中に奄美の黒毛豚が原型であ
るということはあまり知られていない。まし
てや今や地元民も知らない人が増えてきてい
るではないだろうか？
　奄美黒毛豚は育て方も特殊であり、通常の
豚よりも長期にわたり育てなければならな
い。そのような背景や歴史を知ることによ
り、食することによって島の文化もわかりよ
り一層奄美に興味を持ってくれるのではない
だろうか？

　食文化と産業の振興は別立てで記載してい
るところです。
　原案P11をはじめ，各島ごとの振興方策の
「食育及び地産地消」において，「農林漁業
体験や奄美の食材を使った郷土料理の調理体
験などを通じて，地域の農林水産業への理解
と食文化の継承を推進する」こととしてお
り，いただいたご意見を含む内容となってい
ます。

32 　また椎茸栽培ももっとPRできるのではない
かと考える。もともとの椎茸菌は奄美発祥と
言われているが、それを知っている人は少な
い。椎茸は日本の代表的な食になっているに
もかかわらず、このような背景が語られない
のは残念に思える。
　これらのことを地元の人が話せるようにな
るのは大切なことではないだろうか？

椎茸菌発祥については諸説あり，奄美発祥の
根拠が不詳なことや椎茸栽培のＰＲについて
は，計画案文中の「産地づくりを推進す
る。」の文言に包括されているため，計画案
の見直しは必要ないと考えています。

33 　また今後取り組みとしてネットを活用して
いくとあるが、観光客がどこで情報を取れば
いいのかわかりづらいのではないだろうか？
これは島が一丸となって取り組んでいかなけ
ればならないと思う。

貴重な御提案ありがとうございます。今後の
施策や事業については，群島一丸となって取
り組む必要があると考えています。

　これら改善の余地はあるが、達成されてな
ら益々の島の発展が望めると考えておりま
す。
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