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手広海岸 （龍郷町）
て びろ

太平洋側に面したこの海岸は波が高く，サーフィンやボディーボードにもってこいのビーチです。いい波がたつ

ばかりでなく，海岸の景観も最高です。シーズン中は連日，サーファーでにぎわっています。また，シャワー･ト

イレ施設も整っています。手広海岸のすぐ近くには奇岩群も見ることができ，その奇岩群のすぐ近くにあるビラビ

ーチには，干潮時のみ現れるハート型の潮溜り「ハートロック」があります（夏場は見ることができないそうです）。

TVでもパワースポットとして紹介されました。（鹿児島県観光サイト かごしまの旅より）

◆ 空き家等対策の推進について・･･････････････････････････ １

◆ 奄美大島・喜界島産マンゴーは今年も品質良好です！････ ３

◆ 世界自然遺産登録に係る関連施策について･･････････････ ５

◆ 市町村からの派遣職員を紹介します･････････････････････ ８
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空き家等対策の推進について

大島支庁総務企画課 地域振興係 主事 前里 亮

１ 空家等対策の推進に関する特別措置法とは

適切な管理が行われていない空き家等が防災，衛生，景観等の地域住民の生活環境に深

刻な影響を及ぼしていることに鑑み，地域住民の生命，身体又は財産を保護するとともに，そ

の生活環境の保全を図り，あわせて空き家等の活用を促進する目的で，国は「空家等対策の

推進に関する特別措置法」を制定し，平成26年11月27日に公布しました。

２ 空き家数及び空き家率の推移

総務省が平成25年に実施した住宅・土地統計調査によると，近年，空き家数は増加してお

り，全国の空き家率は13.5％，鹿児島県の空き家数は，15万戸で，空き家率は17.0％となっ

ており，鹿児島県の空き家率は，平成10年以降，全国平均を上回っています。

３ 空き家の発生の要因

①高齢化の進行

高齢化率は，全国より高い値で進行しており，65歳以上の高齢化率は平成32年には，32

％に達すると予測されています。こうしたことから，居住者の高齢化に伴い，病院や施設へ

の入所などを契機として空き家が発生する可能性があります。

②人口及び世帯数の減少

本県の総人口は既に減少傾向にあり，今後は，世帯数も減少すると予測されます。人口

減少並びに世帯数の減少により，多くの空き家が発生する可能性があります。

４ 空き家問題の整理

空き家の増加に伴い，近年，全国各地で「空き家問題」が起こっています。一般的に，空

き家問題は，「防災上の問題」「防犯上の問題」「風景・景観上の問題」「環境衛生上の問題」

「地域活性化の問題」の５点から整理することができます。

５ さいごに

「空き家」を管理せずに放置すると，老朽化の進行が早まり，やがて周辺に危害を及ぼし

たり，地域の景観などに悪影響を及ぼすおそれがあります。現在のお住まい以外に建物を
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所有している方，入院等で自宅を長期不在とされているご親族をご存じの方などは，「空き

家」となっている建物の状況をご確認いただき，必要に応じて専門業者に相談するなど，適

正な管理に努めてください。

また，現在，建物を所有している方や相続を受ける可能性がある方は，今のうちに空き家

対策について身内で相談しておくことも大切です。空き家になっても，地域の周辺環境に影

響を及ぼすことになってしまわないように，必要に応じて専門業者に相談するなど，事前に

考えておきましょう。

空き家の活用をお考えの方
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奄美大島・喜界島産マンゴーは，今年も品質良好です！

大島支庁農政普及課 技術普及係 技術専門員 平田 昭人

奄美大島，喜界島では，温暖な亜熱帯性気候を活かし，マンゴーは無加温のハウス栽培で

取り組まれており，年々面積拡大が進んでいる有望な品目です。

しかし，栽培条件としては，必ずしも恵まれていることばかりではなく，年間を通じて温暖な気

候ゆえに病害虫の発生や，琉球石灰岩土壌を母岩とする園地でのアルカリ障害に由来した樹

勢の低下，出荷販売のピークに台風襲来などの様々な課題があります。施設栽培経験の浅い

農家もおられる一方で，それらを克服して生産安定がほぼなされている農家もおられます。

そこで，ＪＡ，市町村，県の関係機関で構成

する鹿児島県園芸振興協議会大島支部で

は，奄美大島・喜界島のマンゴーの生産振興

及び銘柄確立と，生産者の技術向上を図るた

めに，平成27年からマンゴー品評会を開催

し，今年で第４回を迎えました。

一昨年までは奄美市農業研究センターで，

昨年は地元の一般の方にも見ていただけるよ

うに「AiAiひろば」で開催しました。

今年は，栽培技術のさらなる向上を目指し

ていただくために，８月３日（金）に鹿児島県農

業開発総合センター大島支場で開催しました。

当日は，マンゴー栽培農家をはじめ，ＪＡ・市町村・農業開発総合センター・大島支庁関係職

員など約40名が参加し，午前中に出品物の審査を行い，午後から大島支場試験ほ場で現地研

修を受けた後，審査結果発表及び表彰式を行いました。

審査結果は金賞１名（奄美市），銀賞１名（喜界町），銅賞２名（宇検村１，喜界町１），審査員

特別賞１名（瀬戸内町）となりました。

糖度は平均で15.6度（最高18.8度）とここ数

年並みに安定して高い値でした。

今年は，２月の低温により花芽が一部枯死

し，例年より開花が少なくなり，生産量が昨年

より26ｔ少ない101ｔ（見込み）となったため，

出品点数は18点（奄美市６，大和村２，宇検村

１，瀬戸内町２，龍郷町３，喜界町４）と昨年の

32点より減少しました。

果実内容審査（糖度）

外観審査
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なお，そのような中でも生産の安定している農

家もおられますので，さらに関係機関一体となっ

て問題を解決し，マンゴーの生産振興と農家経営

安定支援を図っていきます。

出品されたマンゴーは，８月４日（土）に開催さ

れた「奄美まつり」の舟こぎ競争副賞や，「宇検村

やけうちどんとまつり」の抽選賞品として授与し，

奄美大島・喜界島マンゴーのＰＲに活用しました。

表１ 受賞者

市町村名 園 名

金 賞 奄美市 (有)奄美興島園

銀 賞 喜界町 高岡果樹園

銅 賞 宇検村 杉浦陽紀園

喜界町 泰山峯喜園

審査員特別賞 瀬戸内町 山下重之園

表彰を受けた出品物（５点）

表彰式

奄美まつり舟こぎ競争女子・子ども会の部で

園芸振興賞としてマンゴー入賞賞品を目録で授与

大島支場試験ほ場での現地研修
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世界自然遺産登録に係る関連施策について

大島支庁衛生･環境室 技術主幹兼環境係長 桑原 康輔

昨年度の大島支庁情報誌で奄美大島・徳之島・沖縄島北部(やんばる)・西表島の世界自然

遺産登録の可否が今年の夏決まるとお伝えしましたが，その後の状況変化と，今年度から始ま

ったノネコ管理計画に基づくノネコ対策等，関連施策について併せて御紹介したいと思います。

１ IUCNの評価結果と今後の対応

奄美大島・徳之島を含む推薦地４島の世界自然遺産登録については，平成30年夏の世界

遺産委員会での審議に向け，平成29年10月に世界遺産委員会の諮問機関であるIUCN(国際

自然保護連合)による現地調査が行われたところです。しかし，今年５月４日に世界遺産委員

会の開催に先立って公表されたIUCNの評価結果（勧告）は，「記載延期」とされていたところで

す。

評価結果には次の４段階があります。

＜諮問機関による評価結果の４つの区分＞

①記載 世界遺産一覧表に記載するもの（登録）

②情報照会 追加情報の提出を求めた上で，次回以降に再審議するもの

③記載延期 より綿密な調査や推薦書の本質的な改定が必要なもの（推薦書の再提出

後，再度，諮問機関の審査を受ける。最短で２年後に審議。）。

④不記載 記載にふさわしくないもの（原則，再推薦は不可）

記載延期の主な理由は，

① 推薦地は連続性に欠け，遺産の価値の証明に不必要な分断された小規模な区域が複

数含まれていること。

② 推薦地の連続性の観点で，沖縄の北部訓練場返還地が重要な位置付けにあるが，現段

階では推薦地に含まれていないこと。

であり，推薦地４島の自然価値は評価され，推薦区域の見直しを行えば，登録の可能性は十

分あるというものでした。

これを受けて，国は地元

自治体と協議を行い，できる

だけ早期の世界自然遺産登

録を目指して再推薦を行う

ため，推薦を一旦取り下げ

ることとしました。

今後の最短スケジュール

は左記のとおりです。

＜登録への最短スケジュール＞
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今回，仕切り直しという結果にはなりましたが，世界自然遺産登録への準備期間があると

考え，登録に向けて，地域住民が身近にある自然の価値に気づき，自然環境の保全活動等

が益々盛り上がっていけばと考えています。

２ ノネコ対策の開始について

環境省，県，奄美大島５市町村は，平成30年３月に「奄美大島における生態系保全のため

のノネコ管理計画」を策定し，当該計画に基づくノネコ対策を平成30年度から実施することと

しましたので，ノネコ問題とノネコ対策について紹介します。

ノネコは，常時山野等において，専

ら野生生物を補食し生息しているネコ

をいいますが，元々ネコは奄美には生

息しておらず，人為的に持ち込まれま

した。奄美大島と徳之島では，ノネコ

による希少野生動物の捕食が問題と

なっていますが，すべての原因は，人

によるネコの不適正な飼養によるもの

です。ネコは繁殖力が強いため，人が

適切に不妊・去勢することなく外飼い

することや，ノラネコへのみだりな餌

やりが原因で，どんどんノラネコを増

やしてしまいます。

集落と希少野生動物生息エリアが

近くにある奄美大島・徳之島では，増

えたノラネコが容易に山へ入り，ノネ

コになる機会が多く，希少野生動物を

捕食してしまいます。

この課題への対策としては，まず発

生源対策として，これ以上ノラネコを

増やさないことがとても重要です。

地元市町村では飼い猫の適正飼養条

例を策定し，飼い猫の登録を義務づ

けるとともに，室内飼育に努め，やむを得ず屋外で放し飼いする場合は，不妊・去勢手術を行

うことを義務化しています。また，ノラネコに対しTNR活動（ノラネコを捕獲し，不妊・去勢手術

を行い，元いた場所に放す。）を実施することで，ノラネコがこれ以上増えないよう対策を行っ

ています。

次に既に山中で生息しているノネコについては，早急に捕獲し，希少種生息エリアから排除

する必要があります。徳之島においては，平成26年度より山中でのノネコの捕獲が始まり，こ

れまで約230頭を超えるノネコが捕獲されています。奄美大島においては，「ノネコ管理計画」

に基づき平成30年７月17日より捕獲が開始されました。

捕獲後は，奄美大島ねこ対策協議会が鑑札・マイクロチップ等の確認を行い，飼い主がい

クロウサギをくわえるネコ（環境省那覇自然環境事務所提供）
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る個体は飼い主へ引き渡し，それ以外の個体については希望者への譲渡に努め，譲渡でき

なかった個体はできる限り苦痛を与えない方法を用いて安楽死させることとしています。

まずは，これ以上ノネコ・ノラネコを増やさないための対策が最重要ですので，飼い猫につ

いては，飼い主が責任を持って管理・飼養し，ノラネコへの無責任な餌やりは止めるようお願

いするとともに，一頭でも多くのノネコが譲渡されるよう譲渡対策への御協力をお願いします。

譲渡希望者は，奄美大島ねこ対策協議会の認定を受ける必要がありますので，詳しくは各市

町村のホームページを御覧ください。

３ 世界自然遺産 奄美トレイルについて

世界自然遺産 奄美トレイルは，奄美群島をつなぐ長距離の自然歩道で，亜熱帯の森や，

白い砂浜，サンゴの石垣のある集落など，奄美ならではの自然や文化に触れあうことのでき

るコースです。平成28年度よりコース選定が始まっており，スケジュールは下記のとおりで

す。各地域10km程度のコースを３～４コース程度選定し，それらを繋いでロングトレイルとし

ます。

平成29年度には世界自然遺産登録に対する理解と関心を高める

ため，トレイルシンボルマークの公募を行い，集まった273作品から左

記シンボルマークに決定しました。

既に開通しているコースについては，ルート図やコース紹介文を

掲載したマップを作成し，順次販売を進めていきますので，是非皆さ

んマップ片手に奄美トレイルを歩いて，奄美の素晴らしい自然や文化

に触れてみてはいかがですか。

シンボルマーク

奄美トレイルコース選定スケジュール
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市町村からの派遣職員を紹介します

大島支庁県税課 管理納税係 主事 川口 将司
かわぐち まさかず

今年度より天城町から大島支庁県税課に配属されました川口将

司と申します。

私は天城町役場水道課で２年間勤務し，今回の異動で初めて税

務関係の部署に配属になりました。

日々の業務においては分からないことや役場での業務との違い

に戸惑うこともありますが，指導・サポートしてくださる上司や職場

の皆様方に感謝しながら毎日の業務に励んでいるところです。

この３年間で多くのことを学びながら人脈を築き上げ，そしてそれを天城町役場に持ち帰って

還元したいと考えております。どうぞよろしくお願いします。

大島支庁県税課 課税係 主事 春山 大樹
はるやま だ い き

今年度より伊仙町から大島支庁県税課に配属されました，春山

大樹と申します。出身は徳之島の伊仙町で，趣味は魚釣りとサッカ

ーです。

奄美大島にはサッカーの試合や旅行で来たことがありました。釣

りや自然が好きな私にはとても魅力的な場所です。奄美に来ること

ができて，とてもうれしく思っています。

まだまだ慣れないことばかりで，職場の皆さんから教えていただ

きながら日々勉強しております。今の目標は一つ一つの仕事を責

任感を持って正確にこなすことです。成長し，鹿児島県のために貢献することができるよう頑張

りますので，よろしくお願いいたします。
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大島支庁建設課 河川港湾第二係 技術主査 中濱 三四郎
なかはま さ ん し ろ う

今年度，大和村から１年間の派遣職員として，大島支庁建設部

建設課に配属されました，中濱三四郎と申します。

名瀬生まれの大和村育ち，趣味は，野球・ゴルフ・ジョギング，た

まにナイトツアーをかねてハブを少なくする活動を行っています。

大和村では，主に道路事業を担当していましたが，今回配属さ

れた部署では，河川・砂防・急傾斜の担当で，いままで経験のない

事業で，戸惑いながらも周りの上司や同僚の指導を頂きながら，業

務に励んでいるところです。

１年はあっという間かと思いますが，自分のスキルアップと，奄美の土木事業発展に少しでも

寄与できればと思いますので，今後とも皆様のご指導ご鞭撻を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 保護第二係 主事 福永 幸司
ふくなが こ う し

今年度より大島支庁徳之島事務所福祉課へ配属となりました，

福永幸司と申します。

出身は徳之島で，昨年度までは伊仙町役場で勤めていました。

大学卒業後，金融機関で勤め，行政職員としては今年で３年目に

なります。

現在は，生活保護に関する業務に携わっています。まだ分から

ないことが多く，上司や先輩の方々に助けていただくことばかりで

すが，様々な制度を学ぶことができる機会でもありますので，早く

知識を身につけ，業務内容を理解し，一人前のケースワーカーになれるよう努めます。

また，大島支庁徳之島事務所福祉課で勤務させていただくことは，行政職員として，多くの知

識や経験を得ることができる貴重な時間だと思います。業務や勉学に励み，日々精進して参り

ますので，どうぞよろしくお願いいたします。
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大島支庁沖永良部事務所 総務福祉課 総務係 主事 三島 才輝
み しま さい き

今年度より，和泊町から沖永良部事務所総務福祉課に着任致し

ました三島才輝と申します。

出身も和泊町で高校まで沖永良部島で過ごし東京へ進学し，教

育現場で働きながら芸能活動等もしていました。

沖永良部島の伝統芸能を継承すべくＵターンし，三線や島唄の

勉強をしつつ現在は島の子どもたちにダンスを教えたりと有り難く

も充実した日々を送っています。

沖永良部島は西郷隆盛のゆかりの地であり，ＮＨＫ大河ドラマ

「西郷どん」のロケ地として大いに盛り上がっています。

手つかずの自然が今も残り，島全体がパワースポットの様な沖永良部島に一度足を運んで

みてください。

ここぞとばかりに島のＰＲをしてしまいましたが，私自身も県職員として少しでも多くのことを

学び，経験し，そしてそれが沖永良部島，鹿児島県の発展に少しでも役立てられる様に向上心

を持ち，日々精進していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
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統計情報

１ 鹿児島県毎月推計人口

平成30年７月１日現在の奄美群島の人口は105,981人で，前年の同月と比べて，1,384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

７月１日現在(人) 1,615,691 105,981 59,263 6,865 22,403 12,407 5,043

前年同月(人) 1,627,108 107,365 59,909 7,004 22,797 12,565 5,090

増減数(人) -11,417 -1,384 -646 -139 -394 -158 -47

前年同月比(％) -0.7 -1.3 -1.1 -2.0 -1.7 -1.3 -0.9

２ 鹿児島県観光動向調査

平成30年６月における調査対象ホテル・旅館77施設の宿泊客数（宿泊延べ人員）は，

合計251,774人で，前年同月比1.8％の増となっています。

奄美地区は，海外からの宿泊客は増加しているが，台風等の影響で国内の宿泊客が減少

し，前年同月比4.2％の減となっています。

（単位：人，％）

平成30年６月 前年同月比

県全体 251,774 1.8

奄美地区 23,797 ▲4.2
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３ 大島紬

平成30年７月の生産反数は385反で，前年同月の生産反数387反と比較して0.5％の減少

となっています。

８月の主な行事

日 付 担 当 課 行 事 場 所

８月10日 総務企画課 知事と語ろう車座対話（徳之島） 伊仙町 ほーらい館

８月13日 総務企画課 知事と語ろう車座対話（喜界島） 喜界町役場

８月21日 総務企画課 交通事故相談所出張相談（22日まで） 大島支庁別館２階消費生活相談所

８月28日 建設課 道路愛護鹿児島県知事表彰伝達式 大島支庁長室

８月30日 総務企画課 第１回「奄美地域 地域振興の取組方針」作成に係る地域懇談会 大島支庁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 357 14 343 183 3 122 49 31,656 2,053 176,850

緯　　絣 28 0 28 2 0 23 3 1,104 180 7,168

計 385 14 371 185 3 145 52 32,760 2,233 184,018

反数
生産金額
（千円）

累　　　　計男物女物別 染　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　別


