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～ヤドリ浜（瀬戸内町）～

エメラルドグリーンの海と白い砂浜が延々と続く美しい海岸です。大きなガジュマルが海岸に木陰をつくり、

白い砂浜が美しく弧を描いています。（「本物。の旅かごしま」より）
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奄美の一員として，奄美のために

瀬戸内事務所 所長 印南 百合子

１ 帰ってきました！

瀬戸内事務所長として４月１日に着任し

ました。

平成元年４月から３年間，大島支庁厚生

課（現・地域保健福祉課）でケースワーカ

ーとして勤務しましたので，四半世紀ぶり

の大島勤務です。（あの頃は若かった…）

その時の経験が，私の行政職員としての

原点になっていることもあり，奄美大島に

は特別な思い入れがあります。その後多く 【建設課転入者と共に，仲良く】

の部署で勤務しましたが，事業実施等を通

じて，途切れることなくつながりを持ち続けてきましたし，親しくしていただいている方の存在も

あり，「帰ってきました。」という感じです。再び大島で勤務することになり，大変うれしく思って

います。

２ これまでの大島とのかかわり

大島での思い出深い仕事は，直近では，社会福祉課において，北大島，喜界，徳之島，沖

永良部，与論の５つの地域で生活困窮者自立支援制度に基づく「くらし・しごとサポートセンター 」 の立

ち上げにかかわったことです。支庁及び各事務所とともに，各島で市町村や市町村社会福祉

協議会など関係の方々と実施体制整備に向けた協議を重ね，今年４月に大島郡11町村を含

む県が所管する全ての地域を網羅する形で９センターを設置することができました。（大隅地

区は昨年４月に先行スタート）

また，新任民生委員・児童委員研修会や宇検村における小さな福祉の拠点づくり事業等で

も各地にお伺いしています。

そのほか，瀬戸内町においては，地方課

（現・市町村課）で地方分権講演会，健康増

進課で奄美の地域資源を生かした健康プロ

グラムの実証事業，また，各島では，青少年

男女共同参画課で男女共同参画の推進や

ＤＶ被害者支援のためのセミナー，共生・協

働推進課で地域づくりに関する講座や県と

の公募型協働事業等を実施させていただき

そのたびに市町村をはじめ地元の皆様に大

【宇検村に隠れているケンムン 探してね！】 変御協力いただきました。
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３ 瀬戸内事務所では

当事務所は，総務課，福祉課及び建設課

の３課から成り，宇検村と瀬戸内町の地域を

所管しています。生活の利便性と安心・安

全の確保・向上を目指し，ハードとソフトの

両面で生活基盤を整備することにより，地

域住民の方々の生活を支える仕事をさせて

いただいています。

公共事業により整備される道路やトンネ

ル，砂防えん堤，防潮堤等々は，建設業を

はじめ多くの工事関係者や，市町村，地元住 【海上から見た瀬戸内事務所】

民の皆様の御協力や御尽力，思い（職員の

様々な配慮や努力ももちろん含まれます。）が詰まっていて（汗と涙の結晶！），無機質に見え

るこれら構造物も，人や自然と同じようにいとおしく感じています。

就任早々，篠川下福線の「深山トンネル」と曽津高崎線の「津代トンネル」の開通式に立ち会

わせていただきました。大島本島の南西部の各集落間や中心部とを結ぶ基幹道路である両線

の整備により，住民の方々の安全性と利便性の向上が図られ，地域経済の発展にも寄与する

ものと考えております。管内では，このほかにも整備を必要とする路線や土砂災害危険箇所等

が未だ多く残っています。また，奄美群島国立公園の指定や来たるべき世界自然遺産登録も

見据えると，安心・安全で，活力ある地域づくりのための社会資本整備のニーズは高く，今後と

も地元の方々の御協力をいただきながら，着実な整備に努めてまいります。

また，北大島くらし・しごとサポートセンターとそのサテライトを設置している瀬戸内町社会福

祉審議会及び宇検村社会福祉審議会をはじめ，民生委員・児童委員，その他各種機関・団体

の皆様と連携を図らせていただき，引き続き地域福祉の向上に努めていきます。特に，多様で

複合的な課題を抱え，制度の狭間にあって生活上の困難を抱える方々の確かな支援と貧困の

世代間連鎖の防止は重要な地域課題です。経済的困窮や社会的孤立を生まない，誰にとって

も出番と居場所のある相互に支え合う「地域共生社会」の実現に向けた地域づくりの一翼を，

当事務所も担っていきたいと考えています。

４ 地域とともに

当事務所は，大島支庁の出先事務所として，その業務を分担し，県の広域行政機関として

の役割をしっかり果たしていくことが求められます。そのためにも，風通しが良く，一人一人が

楽しく仕事をしながら，力を発揮できる職場づくりに努めていきたいと思います。

また，私も所の一員として，これまでの行政や社会活動での経験，様々な場面で御協力い

ただいた方々とのネットワーク（皆さんが，奄美大島のために協力したいと言ってくださいま

す。）も生かしながら，島民の一人として，地元の皆様とともに地域のために仕事をさせていた

だきたいと思います。御支援・御協力いただきますようよろしくお願いいたします。



- 3 -

自動車税は５月31日までに納めるんだゼイ～！

大島支庁県税課 主幹兼管理納税係長 平岡 憲昭

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８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29年度の当初予算で県税の12.0％，約173億円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，75.8％で，過去最高となりま

したが，県全体の率（77.6％）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。

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28年４月１日から平成29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。
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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

御覧ください。

※ 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！

https://www.pref.kagoshima.jp/kurashi-kankyo/zei/annai/pay-easy/index.html
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奄美群島水産青年協議会の活動について

大島支庁林務水産課水産係 水産技師 今岡 慶明

奄美群島には，全部で８つの漁業協同組合（以下漁協）があり，各漁協には若い漁業者を中

心に構成される青年部という組織があります。奄美群島内の各漁協の青年部が集まって奄美群

島水産青年協議会（以下奄水青協）を組織し，奄美群島の水産業発展に向け様々な取組を行っ

ています。

今回は，奄水青協が行っている主な取組について紹介したいと思います。

【新鮮なお魚まつり】

奄水青協では，島民の皆様に奄美群島の魚介類をより身近に感じてもらうことを目的とし，毎

年４月下旬の日曜日に「新鮮なお魚まつり」を開催しています（今年度は４月23日に名瀬漁協で

開催）。

主な内容は，エビ汁（イセエビの味噌汁）の販売，各漁協青年部・女性部等による鮮魚・水産

加工品の販売，子供を対象とした模擬釣り体験等

です。特にエビ汁は毎年大変な人気で，販売開始

時から長蛇の列ができ，早い年は販売開始後30

分で売り切れることもあります。また，祭りの最後

には，鮮魚や水産加工品が当たる抽選会も行って

います。

エビ汁，鮮魚，加工品とも通常より安い値段で

提供しており，皆様には奄美群島各地の魚介類を

安価で購入・試食できる貴重な機会ですので，興

味のある方は，ぜひお祭り会場へ足を運んでみて

ください。 (模擬釣り体験)

(鮮魚販売) (エビ汁販売)
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【食育支援活動】

その他，毎年，児童養護施設「白百合の寮」の児童や，小学生を対象に，食育支援活動とし

て「魚の捌き方教室」を実施しています。この取組は，一人でも多くの子供たちへ魚食への関心

を持ってもらうことを目的としており，魚の捌き方の指導，捌いた魚の試食等を行っています。こ

の取組は毎年，体験された生徒の皆様，保護者の方々及び先生方に非常に好評で，今後も毎

年継続させていきたいと考えています。

(食育支援活動実施中) (食育支援活動実施中)

【ブルー・ツーリズム推進】

小中学生を対象とした芦花部の追い込み網漁体験等の指導や，奄美群島各地で行われてい

るブルー・ツーリズム（漁業体験）への参加等，奄美群島のブルー・ツーリズム推進に向け尽力

しています。

(芦花部追い込み網漁体験指導) (喜界島ブルー・ツーリズムへの参加)

【あまみ地域づくり褒賞受賞】

これらの様々な取組が評価され，平成27年度に

は，あまみ地域づくり褒賞を受賞し，青年部の方々

は一層の自信を深めました。今後も青年部の方々

がより一層の奄美群島の水産業発展に貢献してい

けるよう，県ではこれらの活動を積極的に支援して

いきたいと考えています。

(あまみ地域づくり褒賞受賞式)
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５月の統計情報

１ 鹿児島県毎月推計人口

平成29年４月１日現在の奄美群島の人口は106,250人で，前年の同月と比べて，1,582人

減少しています。

２ 鹿児島県観光動向調査

平成29年３月における調査対象ホテル・旅館81施設の宿泊客数（宿泊延べ人員）は，合計

336,240人で，前年同月比6.0％の増となっています。

奄美地区は，前年同月比0.1％の増となっています。

（単位：人，％）

平成29年３月 前年同月比

県全体 336,240 6.0

奄美地区 24,491 0.1

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) 1,627,435 106,250 59,148 6,972 22,628 12,442 5,060

前年同月(人) 1,639,148 107,832 59,986 7,077 22,965 12,695 5,109

増減数(人) -11,713 -1,582 -838 -105 -337 -253 -49

前年同月比(％) -0.7 -1.5 -1.4 -1.5 -1.5 -2.0 -1.0

県全体 奄美群島

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



- 8 -

３ 大島紬

平成29年４月の生産反数は320反で，前年同月の生産反数364反と比較して12.1％の減少

となっています。

５月下旬～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

日　付 担当課 行　　　事 場　　　所

5月24日 総務企画課 県下一斉防災点検 奄美市，大和村

5月26日 総務企画課
県選挙管理委員会連合会・

県明るい選挙推進協議会大島支会総会
奄美会館大会議室

5月30日 衛生・環境室 緊急時供血者制度連絡協議会 奄美会館大会議室

5月30日 衛生・環境室 ハブ対策推進協議会 奄美会館大会議室

6月1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

6月1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

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 293 34 259 111 16 144 22 24,170 1,244 104,681

緯　　絣 27 2 25 0 0 26 1 1,034 96 3,704

計 320 36 284 111 16 170 23 25,204 1,340 108,385

累　　　　計男物女物別 　染　　　　　　　　　　　　　　　　 別


