第２節 交流拡大のための方策
１ 奄美ならではの自然・文化等の地域資
源の活用
(1) 地域資源を生かした観光施策の展開
ア 観光資源の活用
奄美群島は，奄美群島国立公園に指定
された多くの景勝地をはじめ，エメラル
ドグリーンの海や白い砂浜，多種多様な
サンゴ礁に彩られており，年間平均気温
が21℃という亜熱帯性・海洋性の気候風
土の中で，年間を通じて絶えることのな
い花々や，ソテツ，ガジュマル等の豊か
な亜熱帯性植物が繁茂し，特別天然記念
物のアマミノクロウサギなど国際的にも
注目されている固有種や希少種等の多く
の野生生物が生息・生育するなど自然資
源の宝庫である。
平成29年２月に，国は「奄美大島，徳
之島，沖縄島北部及び西表島」の世界自
然遺産登録推薦書をユネスコに提出し，
同年10月にIUCNの現地調査が行われたと
ころであり，価値の維持の重要性などに
ついて，地域住民の理解を得ながら，登
録に向けて，群島が一体となった取組を
さらに推進していく必要がある。
また，島唄，八月踊り，六調，闘牛等
の奄美独自の伝統・文化をはじめ，大島
紬や黒糖，奄美黒糖焼酎等の特産品，ハ
ンダマ等の伝統野菜，鶏飯や豚骨・山羊
料理等の郷土料理など多彩な観光資源を
有している。
さらに，近年，奄美の自然を描き集大
成させた孤高の日本画家「田中一村」や
作家「島尾敏雄」など芸術や文学的な資
源，縄文時代の貝塚や中世の頃の城（グ
スク）跡等の歴史的資源が注目を集めて
いる。
群島内の各島々においては，亜熱帯性
・海洋性を生かした，トライアスロン，
シーカヤックマラソン，ボードセーリン
グ，ジョギング大会等のスポーツイベン

トをはじめ，闘牛や郷土芸能など多彩な
イベントが毎年開催されており，ダイナ
ミックな釣りやダイビング体験も高い人
気を博している。
また，群島内の島ごとに，それぞれの
地域資源を生かしながら，地域の様々な
関係者が主体となって多彩な体験プログ
ラムを企画・提供する「あまみシマ博覧
会」が開催されてきている。
さらに，首都圏や関西地区を主な発着
地として，マリンスポーツや自然観察，
大島紬の泥染めなどの体験学習等による
教育旅行の受入れを行うとともに，農林
漁業体験を提供できる民宿も増加してい
る。
さらには，奄美群島固有の文化的資源
の中から，従来の定義・分類で「指定文
化財」として認識されないものの，守り，
伝え，残したい有形・無形の文化的資源
をまず「集落遺産」，「市町村遺産」とし
て抽出し，それらに「歴史」「生活」「集
落」のテーマごとにストーリーを付加し
た「関連遺産群」を「奄美遺産」として
表現していくといった取組も行われてい
る。
今後とも，これらの豊かな地域資源を
有効に活用し，個性豊かなイベントの開
催や国内外からの各種スポーツ合宿，教
育旅行の誘致，この地域ならではの体験
・滞在型観光プログラムづくりを促進し，
魅力と個性あふれる観光地づくりを，（一
社）奄美群島観光物産協会が中心となっ
て，自治体や関係機関が連携して進める
必要がある。
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イ 観光施設等の受入体制の整備
奄美群島では魅力ある観光地づくりを
進めるため，これまで群島全体の情報発
信や観光の拠点となる奄美パーク・田中
一村記念美術館をはじめ，タラソ奄美の
竜宮やタラソおきのえらぶなどタラソテ
ラピーが体験できる施設，沖永良部で謫
居した西郷隆盛の遺訓などの史料を展示
する「西郷南洲記念館」や与論島固有の
自然，歴史・食文化等を体験できる「ゆ
んぬ体験館」など，群島内の各島々に特
色ある観光施設等が整備されてきた。
このほか，奄美群島内各地の主要観光
ルート沿線や拠点地区に公衆トイレ，休
憩所，展望所，駐車場等の整備が進めら
れてきたが，更に観光客等の利便性の向
上を図るため，世界自然遺産登録も視野
に入れながら奄美の自然や景観に配慮し
た施設等の改善・整備を進めていく必要
がある。
また，奄美パーク・田中一村記念美術
館を拠点として，黒潮の森マングローブ
パーク，タラソ奄美の竜宮など，群島各
地の観光施設等と連携した観光ルートづ
くりが進められているが，今後とも，観
光施設等の有効活用を図るために，観光
地間のルート整備や観光施設相互の連携
強化等を図る必要がある。
このほか，スポーツ合宿等で活用され
るスポーツ施設等については，改修・新
設等により受入体制の整備が行われてき
たが，今後とも，質の高い環境を提供す
るための整備・充実が必要である。
さらに，宿泊施設については，個人旅
行や体験・滞在型観光へのニーズにも対
応した整備を促進するとともに，奄美の
豊かな人情を生かし，観光客を温かく親
切に迎え，心のこもったおもてなしで接
することが可能な民泊施設の拡充など奄
美を訪れた観光客が「再び訪れたい」と
思えるような受入体制の充実を図る必要

がある。
一方，観光客が地域の自然，歴史，文
化とのふれあいを求め，ヘルスツーリズ
ム，グリーン・ツーリズム，ブルー・ツ
ーリズム，エコツーリズムといった本物
志向・体験志向の観光へ転換しており，
観光ニーズが今後ますます多様化してい
く。島唄，八月踊り，六調，闘牛等の奄
美ならではの伝統・文化を観光資源とし
て活用する拠点施設の整備や人材育成と
いった受入体制の整備が進められつつあ
る。
しかし，各島の玄関口となっている空
港，港等における観光案内は，外国人観
光客への対応も含め，群島全体に関する
総合的な案内機能が十分でないとともに，
地域を案内する観光ガイド等の人材不足
など，観光客の多様なニーズに十分対応
できていない。
今後とも，（一社）奄美群島観光物産協
会が中心となって，市町村，関係機関・
団体等が連携を図りながら，群島全体の
観光案内機能の充実，島コーディネータ
ーの活用，地域の自然や歴史，文化等の
奄美ならではの地域資源を観光客に紹介
する観光ガイド，インストラクター，外
国人観光客に対応するための地域通訳案
内士等の人材の育成・確保等の受入体制
づくりを促進する必要がある。
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ウ 観光交通体系の整備
航空路線については，鹿児島空港と結
ぶ路線のほか，東京，大阪，沖縄等とを
結ぶ県外路線も開設されており，これま
で県管理空港の着陸料軽減や運航費補助
などにより路線の維持を図っている。ま
た，平成26年度からは「奄美群島振興交
付金」を活用して，ＬＣＣが就航した奄
美−成田・関西路線，奄美−羽田・伊丹
路線，那覇−奄美路線・与論路線等の運
賃軽減を図ってきたところだが，奄美・
羽田間などは，沖縄・羽田間と比較した
場合，航空機燃料税の軽減措置に差があ

ること，また利用者数，使用機材の大き
さ，宿泊施設数に大きな差があることな
どから，未だ一部の割引運賃を除き，各
種料金等が割高となっている。
このようなことから，旅客動向等を踏
まえながら，引き続き，路線の維持・確
保を図るとともに，更なる交流人口の拡
大に向けた施策を検討する必要がある。
また，国内チャーター便は平成28年度
には，奄美空港に32回運航実績があるが，
世界自然遺産登録による観光客増を視野
に入れ，国際チャーター便の群島内空港
への就航促進に向けた取組を検討する必
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要がある。
航路については，名瀬港に観光船バー
スが整備されるなど，各島の主要港湾の
整備が進み，クルーズ船が寄港するとと
もに，本土及び沖縄とを結ぶ定期航路が
就航しているものの，これまでの港湾整
備や航路体系は住民生活や物流に主眼を
置いたものとなっている。このため，鹿
児島と奄美群島各島間を結ぶ航路では，
「奄美群島振興交付金」を活用し，観光
客等に対する航路運賃の軽減を実施する
ことで，奄美群島における交流人口拡大
を図ってきたところであり，引き続き，
定期航路の維持・確保を図るとともに，
更なる交流人口の拡大に向けた施策を検
討する必要がある。
交流人口の拡大に向け，平成26年度か
らは，航空路線では奄美〜東京路線，那
覇〜奄美群島路線等の運賃軽減や成田，
関西と奄美空港を結ぶＬＣＣの運賃軽減，
航路では鹿児島〜奄美群島各島間，那覇
・本部〜奄美群島各島間の運賃軽減を図
ってきたところであり，その結果，平成
28年の入込客は，平成24年から10万人以
上増え，約77万６千人まで増加した。今
後も旅客動向等を踏まえながら，引き続
き，更なる交流人口の拡大に向けた施策
を検討する必要がある。
さらには，今後，世界自然遺産登録な
どの動きとともに，アジアを中心に寄港
増加が期待される国内外からのクルーズ
船等の受入や，多様化する観光ニーズに
対応した既存港湾施設の有効活用も含め
た受入環境の整備とともに，航空路など
他の交通機関との接続性の改善による利
便性の確保等が望まれる。
道路については，バイパス等の整備に
より，利便性は高まっているが，狭あい
区間，急カーブ，急勾配区間がまだ残っ
ているため，更に整備を進めることによ
り，時間距離の短縮，快適性の向上を図

る必要がある。
また，バス，タクシー，レンタカーな
ど，島内の交通手段について，個人旅行
等に対応し，観光地間を周遊する路線の
充実など利便性の向上を図る必要がある。
エ 魅力ある観光情報の発信
観光情報の提供は，観光客の誘致のた
めに極めて重要なものであり，現在，奄
美パーク・田中一村記念美術館において，
奄美の自然や島唄，民俗芸能等の伝統・
文化，大島紬等の伝統産業，鶏飯，奄美
黒糖焼酎等の食など，群島全体の魅力を
総合的に情報発信してきている。
また，（一社）奄美群島観光物産協会が
運営するホームページや県離島振興協議
会の「しまのサポーターホームページ」
等により，奄美の「宝」やイベント，観
光等に関する情報を群島内外に発信して
きており，今後とも，同観光物産協会を
中心に，ホームページの内容の充実や多
言語化など利便性の向上等を図りながら，
各種媒体の積極的な活用を通じて，奄美
の魅力ある情報を一元的に発信し，国内
外における奄美群島の認知度向上に努め
ていく必要がある。
また，首都圏や関西，九州北部などを
主な発着地として，奄美群島内の島々を
はじめ，群島外の屋久島や沖縄等を広域
的に巡る旅行商品の造成が図られてきて
いる。
引き続き，（一社）奄美群島観光物産協
会を中心に群島全体の緊密な連携の下，
観光キャンペーンの展開をはじめ，首都
圏等の旅行会社等を対象としたセールス
や群島各地への招請，沖縄等と奄美を結
ぶ旅行商品の造成などを通じて，国内外
の旅客動向等を踏まえつつ，世界自然遺
産登録も見据えながら，国内はもとより，
大きな経済発展が期待されるアジアを中
心とした海外からの誘客を促進する必要

-156-

がある。
オ 地域産業との連携
奄美群島においては，亜熱帯性の温暖
な気候等を生かして，マンゴー，たんか
んなどの果樹，本土に先駆けて収穫でき
るばれいしょ等の野菜など，特徴ある農
業が展開されており，一部の市町村では，
たんかん，マンゴー等のオーナー制度や
収穫体験等の取組がみられる。
さらに，水産業では，地元産の養殖ク
ロマグロをホテルや飲食店と提携して観
光客に提供するなど，クロマグロを観光
資源としているほか，奄美群島ならでは
のカツオ，クロマグロ，真珠等の水産資
源を生かした漁業体験等の取組もみられ
る。
このほか，大島紬や黒糖等の特産品等
を活用した体験プログラムづくりも進め
られている。
観光客の旅行先における自然・食等の
生活・文化等に関する関心が高まり，本
物・体験志向が強くなっていることから，
より一層，観光と農林水産業や商工業等
との連携強化を図り，奄美ならではの
「食」や体験プログラムの提供など，観
光資源としての農林水産物や伝統的工芸
品，特産品を活用し，奄美のブランド化
を図るとともに質の高い観光地づくりや
魅力の発信に努める必要がある。
(2) 愛着を育む地域文化の継承，創造
奄美群島には，島口（方言），島唄，八
月踊り，六調等の豊かな伝統・文化や奄
美固有の伝統行事等があり，公民館講座
や各種教室等で活発な自主活動が行われ
るなど，それぞれ各島々で大切に継承さ
れてきている。
しかし，奄美固有の伝統・文化の担い
手が高齢化しており，後継者等の育成が
急務となっている。

これまで，島口については，大島地区
文化協会連絡協議会が２月18日を方言の
日に設定するなど，島口への理解を深め
る取組がなされている。また，島唄につ
いても，若手の唄者が全国的に話題にな
っていることや，平成25年度に作製した
島唄を保存・伝承するための歌詞集・
ＣＤ・ＤＶＤ「歌い継ぐ奄美の島唄」の
活用により，伝承・普及，後継者育成等
の取組がなされている。
さらに，学校では島唄・島口等の伝統
・文化の継承を目的とした「島唄・島口，
美ら島運動」に取り組んでいるほか，青
少年育成県民運動では，
「 かごしま地域塾」
において，郷土の先輩等から島唄・島口
・三線等を学ぶ活動を行うなど，奄美の
伝統・文化を継承する活動に取り組んで
いる。
奄美群島の固有の伝統・文化を保存・
伝承していくためには，伝統・文化の直
接的な後継者の育成のみならず，地域の
人々がそれらの伝統・文化をよりよく理
解し，伝承すべき伝統・文化として誇り
を持って自立的に守り，育て，次世代に
継承していく意識を育むことが必要であ
る。このため，奄美の歴史や文化を伝承
する人材（語り部等）を育成し，地域に
残る伝統や文化について更に理解を深め
る取組を行うとともに，奄美を訪れた人
々にそれらを伝え，または，体験しても
らうための人材の育成や仕組みづくりを
促進し，奄美文化の魅力を更に高めてい
くことが必要である。
これまで，奄美ミュージアムの取組と
して，各島・地域ごとに観光関連従事者
を対象とした奄美自然・文化インストラ
クターの養成講座など人材育成のための
取組を実施するとともに，これらの人材
を核とした体験交流・観光ボランティア
の組織づくりを推進してきたところであ
る。今後とも接遇研修など奄美ならでは
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のおもてなしの充実など組織化を進める
ための支援や取組を強化するとともに，
奄美固有の自然や歴史，文化等を伝承・
活用する活動を促進していく必要がある。
奄美群島には，奄美市の奄美文化セン
ター等の文化施設があり，優れた文化事
業の開催や芸術鑑賞，地域住民による創
作活動の場として活用され，奄美群島に
おける文化振興の拠点としての役割を果
たしてきている。
今後，各市町村においては，優れた芸
術文化や奄美固有の伝統・文化にじかに
ふれる機会を創出するとともに，奄美パ
ークや各種文化施設の積極的活用を図る
必要がある。また，学校教育や社会教育
の場での伝統・文化の保存・伝承の促進
や，島口大会や島唄大会等のイベントの
充実を図るとともに，個性ある魅力的な
地域づくりを図るため，地域固有の文化
の再発見を促進する必要がある。
また，奄美群島は，その地理的環境か
らきわめて特色ある民俗文化財（諸鈍芝
居（シバヤ），与論の十五夜踊り等）や史
跡（宇宿貝塚，徳之島カムイヤキ陶器窯
跡，住吉貝塚），天然記念物（アマミノク
ロウサギ，ルリカケス）等にみられるよ
うに多くの貴重な文化遺産が育まれ，伝
承されてきている。
この地域の文化遺産や天然記念物等の
文化財の保存・活用を図るために，奄美
市の奄美博物館等の史料館や史跡保存館
（宇宿貝塚）が整備され，地域住民をは
じめ多くの者に保存や保護，活用等の啓
発を目的として展開をしている。
今後とも，貴重な生態系のなかで生息
する天然記念物をはじめ文化財等の減少
や散逸を防ぎ，これらの保存や活用を図
るため，愛護思想の一層の啓発を促進す
る必要がある。

(3) 群島内外との交流・連携の促進
国民の価値観やライフスタイルが多様
化している中で，地域づくりに当たって
も，多様な価値・魅力を持った，特色あ
る地域が形成されることが必要である。
また，多様な地域づくりを推進するた
めには，各地域の自助努力とともに，複
数の地域間で人物・情報等を相互に補完
する取組が不可欠である。
このため，今後の地域づくりに当たっ
ては，地域間の交流・連携を促進し，地
域の維持・活性化に向けた広域的な取組
につなげていく必要がある。
奄美群島においては，豊かな自然や個
性的な文化など，奄美の恵まれた地域特
性を生かした群島内外との交流・連携を
促進するとともに，奄美らしい暮らし方
・働き方を積極的に発信し，奄美群島の
魅力向上を図っていくことで，人・物・
情報等が活発に行き交うことになり，地
域が活性化することが期待される。
ア 群島内外との交流促進
奄美をはじめとした本県離島の出身者
や離島に関心を持つ人々を「しまのサポ
ーター」として登録し，これらサポータ
ーに電子メールを介して奄美群島の情報
を総合的に発信するとともに，奄美ミュ
ージアム構想に基づき，インターネット
や体験交流イベント等を通じて情報発信
することにより，交流人口の拡大や特産
品の販路拡大等を行っている。
今後については，「しまのサポーター」
ネットワークの形成推進に努め，「奄美群
島成長戦略ビジョン」に基づく取組の充
実を図るとともに，関東，関西をはじめ
とする消費地に対する情報発信の強化の
ため，郷友会などの島外在住者を奄美の
地域づくりにおける人材として協力を得
る必要がある。
今回実施した奄美群島振興開発アンケ
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ート調査の結果分析によると島の振興に
最も有効な交流・連携先として，群島住
民の約５割が「群島全体」と回答してお
り，さらに，有効な交流・連携分野とし
て，「観光」や「農業」への期待が大きく
なっている。
今後は，地域の特色ある観光拠点を結
んだ観光ネットワークの形成や農林水産
業等の技術交流等の各分野において，群
島内の交流・連携を促進する必要がある。

ーバル化社会の進展に対応した人材育成
等の取組が必要である。

イ 沖縄県との交流
奄美と地理的・歴史的・文化的につな
がりの深い沖縄との間では，これまで農
業，観光，教育・文化及び人材育成等の
分野において，交流・連携がなされてき
ており，また，平成27年度からは，「奄美
群島振興交付金」を活用し，鹿児島・沖
縄両県が連携の上，奄美群島と沖縄間を
結ぶ航空路・航路の運賃軽減や，旅行商
品の開発，世界自然遺産周知のための共
同プロモーションを行い，地域外からの
誘客及び両地域間の交流促進を展開して
いる。
今後，沖縄との更なる県際交流を促進
する必要がある。
ウ 国際交流
奄美における国際交流については，行
政による姉妹盟約等を基盤とした青少年
交流や，民間団体による取組が行われて
いるところであるが，地域の活性化のた
めには，観光振興や産業振興に資する交
流の促進及び奄美群島の豊かな自然や個
性的な文化など，奄美の持つ多彩な魅力
の海外への積極的な情報発信が必要であ
る。
特に，奄美は成長著しい東アジアに隣
接しており，これらの地域を含めた海外
との交流を積極的に行う必要がある。
また，将来の奄美の発展のため，グロ
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２

世界自然遺産登録を見据えた施策の
展開
(1) 共生ネットワークの形成
奄美群島の多様な自然と人との共生を
目指した地域づくりの指針である，「奄美
群島自然共生プラン（平成15年９月策定）」
を効果的に推進し，豊かな自然や希少な
動植物，個性的な伝統・文化等の資源を
奄美の「宝」として再認識，再発見し，
この奄美の「宝」を具体的な施策へと結
び付けていくためには，保全や活用に関
する具体的な課題に対して，地域の関係
者が協力・連携して対応する能力を高め
ていく必要がある。また，この基礎とし
て，広く地域住民の間で保全や活用に関
する情報や意識を共有するとともに，来
島者等に対して情報の提供や発信を総合
的に行っていくことが重要である。
これらを効果的に進めるため，具体的
課題に応じて，関係者のネットワーク，
地域住民等のネットワーク及び様々な資
源・施設等のネットワークの形成を図る
必要がある。
関係者のネットワークとしては，広域
的な協力・連携の下に解決を図るもので，
オニヒトデ等の駆除によるサンゴ礁の保
全を目的とする奄美群島サンゴ礁保全対
策協議会や，希少な野生生物の保全を目
的とする奄美希少野生生物保護対策協議
会，世界自然遺産の登録に向けた取組を
行う奄美群島の世界自然遺産登録推進協
議会，エコツーリズムの推進に係る連絡
調整を行う奄美群島エコツーリズム推進
協議会等がある。今後とも課題に応じて
情報の収集に努め，その情報を共有しな
がら合意形成を図り，連携・協力して施
策を実施することが求められる。
また，奄美の「宝」の保全や活用に当
たっては，広く地域住民等の間でネット
ワークを形成して，保全意識を共有する
ことが大切である。保全や活動を担う主

体を育成するには，環境教育・環境学習
を推進するとともに，集落の自治組織等
の活動やＮＰＯ等との連携を促進する必
要がある。
さらに，自然環境や歴史文化など研究
対象としての奄美の魅力の発信や研究者
が奄美に集まる取組が必要である。
(2) 世界自然遺産登録を見据えた取組の
推進
ア 国立公園等保護地域の管理
平成15年５月，環境省と林野庁による
世界自然遺産候補地に関する検討会にお
いて，奄美群島を含む琉球諸島は世界遺
産の登録基準を満たす可能性が高い地域
として選定された。
それを受け，林野庁においては，平成
25年３月に奄美大島及び徳之島に，奄美
群島森林生態系保護地域を設定し，環境
省においては，平成29年３月に奄美群島
国立公園を指定したところである。
これにより，世界自然遺産の登録の前
提となる保護担保措置も整ったところで
ある。
国立公園地域については，今後，国に
おいて自然環境の保全のため取り組むべ
き内容等を整理した管理運営計画が作成
されることになっている。
イ 重要地域の価値の維持
奄美群島は，亜熱帯性・海洋性の温暖
な気候に恵まれ，優れた景観，希少な野
生生物の生息・生育する森林や美しいサ
ンゴ礁など多彩で豊かな自然環境を有し
ている。
特に，アマミノクロウサギやアマミス
ミレなど他の地域には見られない固有種
等が生息・生育しているなど，極めて多
様で固有性の高い亜熱帯生態系を有して
いることからも，世界自然遺産の資質を
有していると評価されている。
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これらの自然環境の優れた多くの地域
は，奄美群島国立公園の区域に指定され，
保護されるとともに，鳥獣の保護繁殖を
図るために，国設の湯湾岳鳥獣保護区や
県設の鳥獣保護区も設定されている。
さらに，アマミヤマシギやコゴメキノ
エラン等の奄美群島に生息・生育する９
種の動植物が「絶滅のおそれのある野生
動植物の種の保存に関する法律」の国内
希少種として指定されており，アマミノ
クロウサギ，ケナガネズミ等は，文化財
保護法により天然記念物として指定され
ている。
世界自然遺産推薦地としての価値を維
持するため，奄美希少野生生物保護対策
協議会においては，アマミノクロウサギ
等の希少種のロードキル（交通事故）の
状況把握及びその対策の検討や希少野生
生物の盗採等への対策の検討が必要であ
る。奄美大島及び徳之島の全市町村では
「希少野生動植物の保護に関する条例」
を制定し，希少な野生動植物の保護を図
っている。
また，外来種については，環境省奄美
野生生物保護センターがマングースの駆
除，市町村がノヤギの駆除並びに環境省，
県及び市町村がノイヌ・ノネコ対策等に
取り組んでいるが，ノイヌ・ノネコの山
林からの排除のための具体的な対策の実
施及びノヤギやオオキンケイギク等の植
物も含めた計画的な駆除等を検討するこ
とが必要である。
サンゴ礁については，重要なサンゴ礁
を保全するためオニヒトデ駆除やモニタ
リング調査，サンゴ再生試験等の取組を
行っている。
さらに，世界でも希少なサンゴ礁研究
の適地である喜界島では，研究機関によ
るサンゴ礁を対象とした地球規模の気候
変動解析等の研究も行われている。
この他，過去の人間活動や開発によっ

て損なわれてきた自然生態系については，
より健全なものに甦らせるための検討を
行うとともに，自然公園などの保護地域
以外においても，希少種の生息・生育に
対する配慮を図ることが求められている。
エコツーリズムについては，原生林の
散策やマングローブにおけるカヌー等の
エコツアーが行われているが，今後は，
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自然環境の保全に
配慮しつつ，自然環境や伝統・文化に係
る奄美の「宝」を有効に活用することに
より，観光等の地域振興を図ることが期
待される。
このため，奄美群島においては，エコ
ツーリズム推進法を踏まえ，自然環境の
保全に配慮しつつ，アマミノクロウサギ
等の希少種が生息・生育する森林やマン
グローブをはじめ，島唄や八月踊りなど
の伝統・文化や，美しい海岸や里山など
地域の身近な自然等を活用したエコツー
リズムや環境学習の推進を図る必要があ
る。
なお，多くの観光客にとって，直接的
に自然を見ることに加え，奄美群島の文
化を通して奄美群島の自然を感じること
はより魅力的な体験となるが，「文化財総
合的把握モデル事業」（文化庁）から生ま
れた「奄美遺産」の取組は，従来の文化
財の枠組みを超えて，地域が大切にして
きたものを把握・保存・活用しようとす
るものであり，この取組との連携がより
効果を発揮すると考えられる。
また，平成27年度に策定した「奄美群
島持続的観光マスタープラン」に基づき，
奄美の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必要がある
とともに，質の高いエコツアーを提供す
るため，「奄美群島エコツーリズム全体構
想」に基づき，登録ガイド・認定ガイド
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の育成，ツアーの受入体制の整備等を進
める必要がある。
さらに，群島全体で行われている産業
活動の環境配慮を進め，産業振興と自然
環境の保全との両立を図る必要がある。
ウ 気運の醸成
平成29年２月に，国は「奄美大島，徳
之島，沖縄島北部及び西表島」の世界遺
産登録推薦書をユネスコに提出し，同年
10月にIUCNの現地調査が行われたところ
であり，世界自然遺産登録に向けて，価
値の維持の重要性などについて，地域住
民の理解と協力を得て，群島が一体とな
った取組を推進する必要がある。
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(3) 地域環境の保全
水環境については，水質環境基準の類
型指定を行っている「名瀬港海域」及び
「奄美大島本島海域」のほか，主要な河
川や地下水の水質常時監視調査を行って
おり，その結果，良好に維持されている。
今後とも，工場・事業場の排水対策，
公共下水道や合併処理浄化槽の整備等の
生活排水対策，環境と調和した農業の推
進など地域特性に合った総合的な水質保
全対策を推進する必要がある。
騒音対策については，全市町村におい
て，騒音規制法に基づく規制地域が指定
され，さらに奄美市，瀬戸内町，和泊町
及び知名町において，環境基本法に基づ
く環境騒音に係る環境基準の類型指定が
行われている。
振動対策については，奄美市，瀬戸内
町，和泊町及び知名町において，振動規
制法に基づく規制地域の指定が行われて
いる。
悪臭対策については，奄美市，瀬戸内
町，龍郷町，徳之島町，和泊町及び知名
町において，悪臭防止法に基づく規制地
域の指定が行われている。
海岸漂着物対策については，平成24年

３月に策定した「県海岸漂着物対策推進
地域計画」に基づき，関係機関との連携
を図りながら，海岸漂着物の円滑な処理
等を推進する必要がある。
ヤンバルトサカヤスデについては，平
成３年に徳之島町で初めて異常発生が確
認され，以後，奄美群島全体で確認され
ている。これまで，まん延防止のための
研究成果をリーフレットにまとめ住民等
に配布し普及啓発を図ったほか，県の研
究機関等による誘引剤・駆除剤の開発・
研究，薬剤散布による環境への影響調査
等を行っている。また，大学の研究者，
県，市町等をメンバーとするヤンバルト
サカヤスデ対策検討委員会において，ヤ
スデのまん延防止と駆除対策等を総合的
に推進してきた。
今後とも，これまでの検討結果等を踏
まえて，地域の実情に応じた効果的なヤ
スデの駆除やまん延防止対策，環境整備
等を進める必要がある。
このようなことを通じて，農村，漁村
の持つ多面的な機能を生かしながら，地
域の特性に応じた環境の整備に努めると
ともに，奄美独特の美しい景観の維持や
環境美化の取組を推進する必要がある。

-165-

(4) 循環型社会の形成
ア 一般廃棄物
(ｱ) ごみ
平成27年度に奄美群島で排出されたご
みの総排出量は約４万2,000tで，一人一
日当たりの排出量は1,024gとなっている。
また，ごみの資源化量は2,562t（うち
直接資源化量が139t，中間処理後再生利
用量が2,423t）で，リサイクル率は6.1％
となっており，本県及び全国平均に比べ
低くなっている。
ごみ処理施設については，平成28年度
末現在で一般廃棄物処理施設として，焼
却施設が５施設，リサイクル関連施設（粗
大ごみ処理施設，ストックヤード等）が
10施設，最終処分場（管理型）が４施設
あるが，地域によっては最終処分場（管
理型）等の施設が整備されていないとこ
ろがある。
今後，循環型社会の形成に向けて，ご
みの減量化・リサイクルをより一層進め
るとともに，ごみ処理施設の整備促進を
図る必要がある。
容器包装リサイクルについては，平成
29年４月現在，全市町村が分別収集に取
り組んでいるが，ごみ減量化の推進のた
めには，取組品目数の拡大が必要である。
また，家電リサイクルについては，指
定引取場所が設置されていないことなど
から，本土に比べ収集運搬料金が高くな
っており，廃家電の適正処理を進める上
からも，指定引取場所の設置や海上運搬
経費に対する支援制度の円滑な実施等を
促進する必要がある。
自動車のリサイクルについては，的確
な情報把握を行うとともに，海上運搬経
費に対する支援制度の円滑な実施を促進
する必要がある。
なお，不法投棄については，粗大ごみ
などが山林や林道等に，また，散乱した
空き缶等のごみも道路，河川等の公共の

場所に見られるため，今後とも，住民の
意識の啓発を図る必要がある。
(ｲ) し尿
平成27年度の奄美群島でのし尿（浄化
槽汚泥を含む）の総排出量は約４万4,100
klで，収集率は100％となっている。
種類別には，し尿が約１万1,500klで全
体の26.1％を占め，浄化槽汚泥が約３万
2,600klで73.9％を占めている。
し尿処理施設については，平成28年度
末現在，奄美大島地区以外では徳之島町
のみが整備しており，し尿処理施設によ
る処理率は65.7％（平成27年度）と県平
均及び全国平均に比べ低く，その他の町
村においては液肥化施設等で処理した後，
農地に還元するなどしている。
し尿と生活雑排水を同時に処理する生
活排水処理施設については，奄美市，喜
界町，徳之島町，和泊町及び知名町の５
市町が公共下水道を整備している。
また，農業集落排水施設は奄美市，瀬
戸内町，大和村，宇検村，喜界町，徳之
島町，和泊町，知名町及び与論町の９市
町村，漁業集落排水施設は宇検村及び大
和村の２村，合併処理浄化槽は奄美市，
瀬戸内町，龍郷町，喜界町，徳之島町，
天城町，伊仙町，和泊町，知名町及び与
論町の10市町がそれぞれ整備している。
今後，快適な生活環境の保全を図るた
め，地理的条件や経済性を踏まえ，集合
処理することが適している地域について
は公共下水道や農業集落排水施設，漁業
集落排水施設等を，また，個別処理が適
している地域については合併処理浄化槽
の整備を促進する必要がある。併せて，
下水道施設，農業集落排水施設等を計画
的に改築し，機能維持を図るとともに，
施設の効率的な運営のために，下水道施
設や農業集落排水施設及びし尿処理施設
等との共同化を図る必要がある。
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イ 産業廃棄物
平成27年度の奄美群島における産業廃
棄物の排出量は，県全体の4.2％に当たる
34万8,000tと推計されている。
家畜排せつ物や有機性汚泥については，
良質堆肥等として，その利活用を促進す
る必要がある。
また，建設廃棄物については，発生の
大部分を占める公共工事において，従来
から発生の抑制，再利用の促進，適正処
理の徹底に努めている。民間工事につい
ても，建設リサイクル法により原則とし
て再資源化が義務付けられ，リサイクル
の推進が図られている。
廃棄物処理施設については，本来，そ
れぞれの地域ごとに整備されることが望
ましいが，がれき類の破砕等の中間処理
施設の整備は進んでいるものの，安定型
最終処分場は奄美群島内に２か所が整備
されるにとどまっていることから，今後，
市町村や関係者と連携を図りながら，そ
の計画的な整備を促進する必要がある。
また，産業廃棄物の処理に関しては，
一部排出事業者等による不適正処理がみ
られるため，排出事業者等に対する意識
啓発など産業廃棄物の適正処理の推進を
図る必要がある。
(5) 自然環境配慮型・自然再生型公共事
業等の実施
道路や河川，砂防，農業農村整備等の
公共事業の実施に当たっては，これまで
も自然環境に配慮してきたところである。
道路整備に当たっては，生態系に配慮
し，生態系の分断を避けるためのトンネ
ルや橋梁等の採用，動物がはいだせる側
溝等の整備に努めてきたところであり，
また，河川の改修や維持管理に当たって
は，多自然川づくりを推進しており，多
様な水辺の保全，水制工の設置，河岸の
自然石護岸などにより，リュウキュウア
ユをはじめとした動植物の生息・生育・

繁殖環境の保全・創出などに努めている。
各種事業の実施に当たっては，野生生
物の生息・生育環境に配慮し，奄美群島
の自然の特性を踏まえて，自然環境配慮
型・自然再生型の公共事業を，今後より
一層推進する必要がある。
特に，世界自然遺産推薦区域を含む奄
美大島及び徳之島については，県が平成
29年３月に策定した「公共事業における
環境配慮指針」に基づき，国，県及び市
町村が，事業の規模や地域の自然環境の
重要性等に応じて必要な配慮を検討し，
希少種の生息や生育の状況などの環境に
配慮した事業の実施に努めることとして
いる。今後は，事業実施に向けた支援策
の検討，関係者に適切な指導，助言等が
できる人材の確保・育成や体制の整備，
施工業者等に対する希少種や環境配慮の
基本的知識等に関する研修会の実施など
に努める必要がある。
また，奄美群島では，各種開発事業等
において赤土等流出防止対策に取り組ん
でいるが，赤土等が流出しやすい自然条
件もあり，引き続き河川や沿岸海域への
赤土等の流出がみられ，自然環境はもと
より，沿岸漁業や観光への影響が懸念さ
れている。
このため，大島支庁赤土等流出防止対
策方針に基づき，公共事業における計画
・設計・施工の各段階で流出防止対策に
努めており，さらに，奄美地域赤土等流
出防止対策協議会における赤土等流出防
止対策の推進体制により，沈砂池の設置
や切土法面等の早期保護等の対策を講じ
て，赤土等流出防止に取り組んでいる。
今後とも，公共事業の実施に当たって
は，赤土等流出防止対策方針等に基づき
各種対策を講じる必要がある。また，農
用地等からの流出防止の必要性等につい
ても，農業者や地域住民等に対する普及
啓発に努める必要がある。
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