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～ 奄美パーク ～

黒潮の流れの中で育まれた奄美の自然，歴史や文化，産業などを分かりやすく紹介し，さらに，奄美を描いた

日本画家「田中一村」の作品を手がかりに奄美の新しいイメージを情報発信するとともに，人々の交流の場を提

供する群島全体の観光拠点として，「奄美の郷」，「田中一村記念美術館」を中核とする施設です。

（鹿児島県観光サイト かごしまの旅より）
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平成31年度支庁長訓話

平成3１年４月８日 大島支庁長 松本 俊一
まつもと しゆんいち

おはようございます。

新年度がスタートし，また来月からは新たに「令和」の時代を迎

えることとなり，皆様も何時になく，気持ちを新たにされていること

と思います。

まず，今回の人事異動で奄美大島へ赴任して来られた方々，特に初めての奄美勤務となる

皆様におかれては，一日も早く職場や地域の生活環境に馴染んでいただき，今後の公私にわた

る活躍のための土台を整えていただきたいと思います。

平成の３０年間については，これから様々な分野の専門家により歴史的な検証が行われるも

のと考えていますが，私見を一言述べさせていただくと，政治・経済のグローバル化と経済・技

術のデジタル化に加えて，少子高齢化・人口減少局面において，政治・経済面では厳しくかつ困

難な対応も重ねながら，社会的な安定は維持されてきた時代ではないかという気がしておりま

す。

そうした中，世界自然遺産登録候補地としての知名度向上やＬＣＣ効果，また昨年の「西郷ど

ん」奄美編の放映などにより，交流人口が毎年最高値を更新し続けるなど，国内外からの注目

度を高めつつあるのが，ここ奄美であります。

先人達が守り伝えてきた，奄美の他に類を見ない自然生態系や，地域ごとに伝承されている

独特の文化など，時代を超えた価値と魅力を持つ素材が，多くの人々を魅了し，ますます沢山

の方々を奄美へ誘うこととなる時代を，今迎えつつあるのではないかと感じております。

昨年の大河ドラマ「西郷どん」奄美編の放映は，宮古崎をはじめとした奄美の自然・景観・文

化が全国へ発信され，観光面への大きな波及をもたらしておりますし，奄美空港ターミナルビル

の増築，ＪＡＣアイランドホッピングルートの開設やスカイマークの就航は，空路の利便性・快適

性を高めるなど，交流人口の拡大に向けた環境整備が順調に整いつつあるものと考えておりま

す。

先般の法改正により，新たな奄振法もスタートしました。今回は，奄振交付金において，外界

離島の条件不利性の一層の軽減を図るため，人や物の移動について，より柔軟な措置が導入

されたことと，成長戦略に資するプロジェクトを重点的・集中的に支援するための措置が新設さ

れたことが，特徴であります。

これらのソフト施策の充実は，地元の知恵と工夫のより一層の発揮が求められることになるも
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のと認識しておりまして，大島支庁としても，これまで以上に市町村や関係団体との連携を図り

ながら，成功事例の創出やその波及に向けて，役割を担っていくことが必要と考えております。

インフラ整備については，大型プロジェクト「おがみ山バイパス事業」が，今年度から再開され

ます。この事業は，奄美市のマリンタウンプロジェクトや末広・港土地区画整理事業と相まって，

奄美市中心部の街の姿を，未来へ向けて大きく変えていく役割を担う重要なプロジェクトである

と考えております。

また，名瀬港の港湾機能の整備・強化も重要な課題であります。岸壁の整備や，老朽化した

ターミナルビルのリニューアルが中心となりますが，奄美のライフラインを担う物流機能の強化

への対応はもちろんのこと，交流人口の拡大を見据え，利便性・快適性の向上など人流への対

応も視野に入れながら，機能強化を図っていくことが求められていると思います。

農林水産業についても，交流人口拡大の時代を迎え，新たな役割を発揮することが期待され

ているのではないでしょうか。本県は，定時・定量・定質の農畜産物を産出する全国第２位の農

業県であり，奄美の農業もその一翼を担っておりますが，奄美を訪れる方々に，当地でしか味わ

えないような農産品を提供するなど，新たな価値の創出にチャレンジしていくことも必要ではな

いかと思います。

来島される方々が，奄美の魅力と素晴らしさを十分に体感・体験し満足していただき，何度で

も来島したいと思っていただけるよう，知恵と工夫を尽くしながら様々な取組を進めて行くことが

必要と考えております。是非，それぞれの所管の分野において，また，連携を図りながら，奄美

の振興・発展に向けて，皆さんの力を発揮していただきたいと思います。

最後に，仕事の進め方について申し上げます。仕事は合理的・効率的にスピーディに，時に

は前例を見直しながら，的確な状況認識・判断，決断，実行の下，マネジメント力を発揮してい

ただき，ワークライフバランスの実現と併せて，創造的＝クリエイティブな仕事への挑戦に取り

組んでいただきたいと思います。

これまで縷々述べてきましたように，活力と発展可能性に溢れた奄美における皆様の勤務経

験は，県庁生活の中でも，印象深く思い出に残るもにのなるのではないかと思っております。健

康に留意しながら，公私にわたる奄美での御活躍をお願い申し上げ，新年度の訓話とさせてい

ただきます。
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割愛職員としての３年間を振り返って

大島支庁総務企画課 地域振興係 主事 前里 亮

大島支庁で大和村の割愛職員として勤務した

３年間は，大和村での勤務とは勝手が違い最初は

戸惑いましたが，職場の皆さんのおかげもあり，す

ぐに慣れることができ，公私ともにとても充実した

ものとなりました。

仕事では，過疎集落対策として各市町村の地

域おこし協力隊の皆さんやそれぞれの地域で活

躍しているNPOや地元のリーダーの方々の話を聞く （瀬戸内海の駅のマグロのモニュメントにて）

機会が増え，地元の市町村だけではなく，それぞれの市町村が連携していくことの大

切さに気づくことができました。

また，国交省等の視察も担当し，いろんな場所に案内したり話を聞くことで自分自身

の見識も高めることができました。

プライベートでは，県職員のバイタリティに大変驚かされました。

３年間という奄美勤務を余すことなく楽しむといわんばかりに，週末ごとに観光地や

イベントに参加しており，市町村の職員よりも奄美の魅力を知っているようでした。

それに誘われるままに連れ回され，名前は知っているけれども行ったことの無かっ

た大和村以外の観光地やイベントに参加したことで奄美の魅力を再確認することがで

きました。

今後は，大和村に帰ることになりますが３年間で学んだことや，楽しみながら身につ

けたことを生かして，訪れる人が何度でも来たくなるような大和村・奄美群島を目指し

ていきたいと考えています。

３年間本当にお世話になりました。

（３年間で一番緊張した国土交通大臣視察）
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大島支庁地域保健福祉課 地域支援係 主事 前田 拓郎

平成２８年度から大島支庁地域保健福祉課での勤務が

スタートし，あっという間に３年が経ちました。３年前，

異動を告げられた時は「県職員としてやっていけるか」と不

安だらけでしたが，３年間，職場環境に恵まれて楽しい雰

囲気の中で仕事をすることができました。

私は，天城町職員として４年間農政課で勤務し，初めて

の異動でまさか島を渡ることになるとは，夢にも思っていま

せんでした。長男がまだ幼かったので，妻と家族３人で徳

之島から奄美に行くことにしました。

休日には，ドライブをしたり，観光スポットを回ったり，子

どもを連れて公園へ行ったりと，充実したプライベートを過ごすことができました。

仕事では３年間，障害福祉を中心に事業所の指定や，市町村への補助金の支出，市

町村指導といった管内１２市町村を対象とした業務を担当させていただきました。

また，３年目は，新規採用職員の直接指導者として後輩に指導する立場になり，あま

り経験できないことを沢山経験させていただきました。この１年で自分自身，とても成長

できた気がしています。

大島支庁での３年間で多くの人と出会い，多くのことを学びました。そして，職場環境

に恵まれ，仕事もプライベートも充実した毎日を過ごすことができました。この３年間の

経験を天城町発展のために活かしていきたいと思います。

最後に，このような機会を与えていただき感謝しています。私の人生において，この３

年間は大きな財産になると思います。大変お世話になりました。ありがとうございまし

た。そして，これからもよろしくお願いします。
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大島支庁徳之島事務所 地域支援係 主事 仲田 英貴

このたび平成31年４月１日付けで，徳之島町役場へ転

出となりました仲田英貴と申します。

私は平成28年４月から徳之島事務所福祉課で割愛職員

として３年間勤め，現在引継書を作成している中で，改め

て３年間を思い返しているところです。

私の業務内容がケースワーカーとして生活保護法の現

業業務に携わるという初めての経験ということもあり，当初

は緊張と不安の中でスタートしたことを今でも覚えていま

す。

１年目は環境，体制，業務に慣れることで精一杯で，周

りが全く見えていない状況で，「３年間本当に大丈夫だろうか」という不安の中業務に従

事していましたが，上司や先輩ケースワーカーからの助言で何度も助けられました。

２年目は自身の業務に従事すると同時に，前年の業務の見直しに悪戦苦闘。改めて

ケースワーカーの大変さを実感しました。また，周りのケースワーカーとの処理速度を

比較し，市町村から来ていることに負い目を感じることもありました。

３年目は業務にも慣れ，周囲に目を配らせることができ，後輩職員たちに少なからず

助言や指導を行うことができたと思っています。

そのような中で，私にとって徳之島事務所福祉課での３年間は，周りの「人」に恵まれ

たと思っています。

困難なケースや答えに窮する場面に助言，指導を頂いた上司と先輩ケースワーカ

ー，難解な状況を一緒になって考えてくれた同期，分け隔てなく接してくれた若い職員

たちにこの場を借りて改めて感謝の気持ちを伝えたいです。本当にありがとうございま

した。

３年間の割愛職員としての任期も終了となり，徳之島町役場へ戻ることとなりますが，

今後も同じ行政職員として，様々な係わりがあると思います。その際は厳しくご指導して

いただければ幸いです。

徳之島事務所福祉課での貴重な経験，繋がりを大きな支えとして今後の行政生活に

活かしていきたいと思います。３年間お世話になりました。

～金見崎ソテツトンネル～

（鹿児島県観光サイト かごしまの旅より）
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【 ～ 奄美パークイベント情報 ～】

今年のＧＷは１０連休！！

奄美パークでは，ゴールデンウィークにたくさんのイベントを開催すく予定です。

ご家族，お友達，ご近所お誘い合わせの上，ぜひ奄美パークへお越し下さい♪
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３月の統計情報

１ 鹿児島県毎月推計人口

平成31年3月1日現在の奄美群島の人口は105,498人で，前年の同月と比べて，1,443人

減少しています。

２ 鹿児島県観光動向調査

平成31年2月における県内の調査対象ホテル・旅館77施設の宿泊客数（宿泊延べ人員）

は，合計259,846人で，前年同月比 3.6％の減となっています。

奄美地区は，個人客は増加したものの，団体客が減少し，前年同月比2.4％の減となってい

ます。

（単位：人，％）

平成31年2月 前年同月比

県全体 259,846 ▲3.6

奄美地区 22,215 ▲2.4

奄美大島 喜界島 徳之島 沖永良部島 与論島

3月１日現在(人) 1,610,331 105,498 59,072 6,793 22,265 12,313 5,055

前年同月(人) 1,621,988 106,941 59,767 6,947 22,669 12,487 5,071

増減数(人) -11,657 -1,443 -695 -154 -404 -174 -16

前年同月比(％) -0.7 -1.3 -1.2 -2.2 -1.8 -1.4 -0.3

県全体 奄美群島
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３ 大島紬

平成3１年３月の生産反数は351反で，前年同月の生産反数334反と比較して5.1％の増加

となっています。

《 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 330 39 291 166 8 132 24 29,772 809 71,418

緯　　絣 21 2 19 2 0 12 7 870 64 2,600

計 351 41 310 168 8 144 31 30,642 873 74,018

反数
生産金額
（千円）

累　　　　計男物女物別 　　染　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　別


