
大島支庁情報誌
（平成２７年５月２５日発行 第４４号）

自動車税は６月１日までに！

大島支庁県税課 管理納税係長 蕨迫 浩臣

１ 納期限（６月１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

６月１日ですので，納期限までに納めてください。

ところで，昨年度の大島支庁管内における自動車税の納期内納付率は７１．６％で，

県平均の７５．０％を下回るとともに，平成25年度の７２．５％より悪化しました。

自動車税は，平成27年度の当初予算で約１７８億円，県税収入の１２．６％を占める

重要な財源です。

職員はもちろんですが，御家族・御友人の方々にも納期内納付を呼びかけ，納付率の

向上を目指しましょう。

２ 自動車税納期内納付促進九州合同キャンペーン

今年度は初めての取組として，各県共通の課題であ

る「自動車税に係る納期内納付率の向上」のために，

自動車税納期内納付促進九州合同キャンペーンを行い

ます。

広報用ポスターを共同で作成し，各所に配布したほ

か，リレーキャンペーンを実施します。

キャンペーンは熊本をスタートに各県で開催され，

本県では，５月25日（月）午後に鹿児島中央駅アミュ

広場でぐりぶー，くまモンによるＰＲ活動が行われま

す。
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３ グリーン化特例

グリーン化特例とは，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きさ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。

対象自動車は，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26年４月１日から平成27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・携帯

電話・ATM等を利用して納付できるペイジー（Payｰeasy）収納，コンビニ収納，クレジ

ット収納でも納付できます。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

御覧ください。

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）

http://www.pref.kagoshima.jp/ab07/kurashi-kankyo/zei/annai/pay-easy/payeazy.

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。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。

（今年度は間に合いません。来年度分からの振替となりますので御注意ください。）
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「砂防読本」を使った土砂災害の出前講座の実施について

大島支庁建設課 技術主幹 鍋田慶一郎

１ はじめに

県では，過去の教訓や土砂災害に関する知識等を後世・次世代に伝承し，災害時に迅

速的確な避難行動がとれるよう防災教育を推進するため，小学校高学年向けに砂防読本

を活用し，出前講座を実施しています。今年度は大島支庁管内で17校実施予定です。

２ 砂防読本とは

鹿児島県の地形，地質，土砂災害，土砂災害の発生メ

カニズム，土砂災害対策等について，写真・絵等により

わかりやすく紹介しており，小学４年生～６年生を対象

に，平成22年に鹿児島県砂防課が作成したものです。

３ 崎原小中学校での実施状況（平成27年5月9日）

崎原小中学校（奄美市）は，小学生８人，中学生６人

の小規模校で，うち９人は校区外から通学しています。

５月９日は，土曜授業の一環として２時限の枠を頂きま

した。

主な内容は，土砂災害とはどのようなものなのか，平成22年，23年の奄美豪雨のこと，

土砂災害に遭わないために自分たちができることについて話をしました。また，土砂災

害を具体的に理解してもうらうために，映像を見せたり，土石流のジオラマを使った実

験を行い，子どもたちは楽しく学習している様子でした。 後に，クイズを出題し，全

問正解だったことから，全員に「県土砂災害ｼﾞｭﾆｱﾏｽﾀｰ認定書」を贈りました。
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４ さいごに

この出前講座で，土砂災害について少しは理解していただいたのではないかと思いま

す。しかし，土砂災害のことは試験には出ないものなので，身近に経験しなければ忘れ

てしまうのではないでしょうか。防災教育は繰り返し行うことが大切です。次回６月号

では，梅雨，台風シーズンを迎えることから，土砂災害防止について紹介します。

※資料：『砂防読本』

http://www.pref.kagoshima.jp/ah08/infra/kasen-sabo/sabo/h22dokuhonn.html

平成27年度に採用された新規採用職員を紹介します

大島支庁建設課用地係 主事 稲葉 隆也

今年度から大島支庁建設課に新規採用職員として配属されました

稲葉隆也と申します。生まれも育ちも鹿児島市で，指宿以南に参り

ましたのは，今回が初めてでした。空港から名瀬までのバスの中で

は，「ヤンバルクイナが飛んだ」という歌が頭の中でずっと繰り返

され，不安ばかりでした。しかし，名瀬に到着してすぐに町を案内

してくださった先輩方や町の近くでも透き通った海，真新しい真名

津寮をみて，楽しい奄美生活になると確信いたしました。

仕事に関しては，一箇月が経ちましたが，まだまだ分からないことが多く，諸先輩方に

ご迷惑をかけてばかりです。年度初めの忙しい時期にもかかわらず，優しく丁寧に教えて

くださる先輩方に感謝しつつ，一日でも早く戦力になれるよう，日々努力していきたいと

思います。よろしくお願いいたします。
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大島支庁建設課管理係 主事 前田 圭吾

今年度から,大島支庁建設課管理係に新規採用職員として配属さ

れました前田圭吾と申します。出身は鹿児島市で,大学進学の際に

北九州へ,卒業後再び鹿児島に戻って参りました。

働くことも,奄美大島という土地も初めてで, 本当に右も左も分

からない状況で日々の業務に追われる毎日です。しかし，大島支庁

全体の先輩，建設課の上司の皆様に優しく様々なことを教えて頂き，

鹿児島県の職員として働くことができる喜びを感じております。

県営住宅の管理は，住民の皆様の生活に直結する問題で，責任の重いものですが，それ

だけやりがいのある仕事でもあります。ミスをしたり，至らぬことが多かったりする私で

すが，関係法令や規則，問題解決に対する思考法を身に付けること等，自己研鑽に励み,

鹿児島県職員として役割を果たして参る所存です。

趣味はギターで,学生時代はアコースティックギターのサークルやジャズ研究会,軽音楽

部に所属していました。奄美大島の三味線にも挑戦し，県民の方とも触れ合う機会があれ

ばと考えています。これから宜しくお願いします。
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大島支庁が毎年発行している奄美群島の概況から

統計データをグラフ化してお届けします。（№４ ）
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酒造年度別奄美黒糖焼酎製成数量，課税移出数量, 移出額
（奄美群島の概況185頁）

製成数量

課税移出数量

移出額

（単位：㎘ ）

（単位：百万円）

【黒糖焼酎について】

昭和２８年の奄美群島の日本復帰に伴い，酒税法の特例通達※により，奄美群島

の製造者を保護育成する観点から奄美群島だけに黒糖焼酎の製造が認められま

した。

黒糖焼酎は，これまでの数次に渡る焼酎ブームにより，製成・課税移出ともに

飛躍的に伸びました。近年は，ブームの沈静化や不安定な社会情勢等により右

下がりの状況にありますが，各蔵元は，消費者ニーズに対応した創意工夫を凝

らした商品造りに日夜取り組んでいます。

※復帰当時は，黒糖を原料とする蒸留酒は，焼酎よりも税率が高いスピリッツ

(ラム酒)に分類されていました。特例通達は，復帰した奄美のために，米こう

じの使用を条件（ラム酒と区別するため）に黒糖を原料とする焼酎の製造を認

めたものです。

奄美大島酒造組合は,  ５月９日・１０日を「奄美黒糖焼酎の日」として制定し

ました。
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４月の統計情報４月の統計情報

１ 鹿児島県毎月推計人口

平成27年４月現在の奄美群島の人口は110,614人で，前年同月と比べて1,083人減少

しています。

２ 鹿児島県観光動向調査

平成27年３月における調査対象ホテル・旅館85施設の宿泊客数（宿泊延べ人員）は合

計324,745人で，前年同月比1.0％の減少となっています。

奄美地区は，21,698人で前年同月比7.2％の増加となっています。

３ 大島紬

平成27年４月の生産反数は436反で，前年同月の生産反数437反と比較して，0.2％の

減少となっています。

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) 1,659,385 110,614 61,233 7,303 23,903 12,993 5,182

前年同月(人) 1,670,539 111,697 61,822 7,419 24,161 13,097 5,198

増減数(人) -11,154 -1,083 -589 -116 -258 -104 -16

前年同月比(％) -0.7 -1.0 -1.0 -1.6 -1.1 -0.8 -0.3

県全体 奄美群島

県全体

奄美地区

平成27年３月 前年同月 前年同月比

(単位：人，％）

324,745 327,964 -1.0

21,698 20,250 +7.2

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 406 43 363 200 15 159 32 35,799 1,471 128,360

緯　　絣 30 2 28 3 25 2 1,180 118 4,556

計 436 45 391 203 15 184 34 36,979 1,589 132,916

累　　　　計男物女物別 　染　　　　　　　　　　　　　　　　 別
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５月～６月上旬の主な行事予定表５月～６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

建設課 コスタ・ヴィクトリア寄港 名瀬港

農政普及課 徳之島さとうきび生産振興大会 天城町体育館

5月25日 総務企画課 県下一斉防災点検 奄美市，大和村ほか

5月28日 衛生・環境室 ハブ咬傷予防教室 龍郷町立円小学校

6月3日 総務企画課 大島地区文化協会連絡協議会総会 天城町

5月24日

- 8 -


