第２章 振興開発の施策の方向
第１節 定住を促進するための方策
１ 産業の振興
(1) 農業
［施策の方向性］
○ 効率的 かつ安定的な農業経営を目指
す認定農業者や認定新規就農者，集落
営農組織等の担い手の確保・育成を図
る。
○ 効率的 な農地利用や農業生産基盤整
備を推進する。
○ 畑かん の水利用等による収益性の高
い営農や，農産物の付加価値を高める
ためのブランド化・農産物加工，販路
拡大の取組などを推進する。
○ 農業技 術の開発・普及や特殊病害虫
対策を推進する。
○ 防風対 策に配慮したハウス施設や平
張施設の整備など自然災害対策を推進
する。
○ 農業団 体の営農指導体制や生産販売
体制の強化等を推進する。
○ 環境と 調和した農業の促進など安心
・安全な農畜産物の安定供給を図る。
○ 奄美の 「食」の提供等による地産地
消や，食育，食文化の継承等の取組を
推進する。
○ 共生・ 協働の農村（むら）づくり運
動の展開や都市と農村の交流促進など
農村の振興を図る。
奄美群島の農業は，群島の発展・振興
のため重点を置くべき産業であり，限ら
れた農地で最大の農業生産をあげるため，
亜熱帯性気候を生かした野菜，果樹，花
きなどの園芸作物や基幹作物であるさと
うきび，肉用牛を組み合わせた農業の展
開を推進していく。
このため，認定農業者や認定新規就農
者に対する技術・経営改善支援はもとよ
り，労働力確保に向けた取組を促進する

とともに，農地の効率的な利用，基盤整
備を推進し，効率的かつ安定的な農業経
営が農業生産の相当部分を担う農業構造
の確立を推進する。
また，高品質化を図るハウスや省力化
を図る機械等の導入，畑かんの水利用に
よる収益性の高い営農の推進，農業技術
の開発普及にも積極的に取り組む。
さらに，農産物の付加価値を高めるた
め，園芸作物を中心としたブランド化，
地域特産物を活用した農産物加工品の開
発，農産物や加工品の販路拡大の取組を
推進するとともに，奄美の「食」の提供
による地産地消や食育，食文化の継承等
の取組を推進する。
一方，奄美群島の農業振興を制約して
いる厳しい気象条件や地理的条件などに
対しては，気象条件に左右されない安定
した生産・出荷が可能となる施設の整備
や輸送中の鮮度保持，輸送経費の軽減を
図る出荷体制の確立や，輸送コスト軽減
への支援に取り組む。
併せて，特殊病害虫まん延防止等の取
組や近年被害が深刻化している野生鳥獣
による農作物被害の防止対策についても
一層の取組を推進する。
また，奄美の農村地域は，産業として
の農業生産の場だけではなく，豊かな自
然，美しい景観，固有の伝統文化を有し
ており，各種の習慣や生活様式も含めて，
日本の心のふるさと的な雰囲気のある癒
しの島としての役割に大きな期待が寄せ
られる中，今後，これまで以上に，全国
のなかで他の地域にない奄美ならではの
特徴を有する農業・農村を維持し，発展
を図る。
ア 担い手の確保・育成
(ｱ) 経営改善意欲のある農業者の確保・
育成
今後の農業・農村の将来を見据え，経
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営改善意欲のある認定農業者や認定新規
就農者などの担い手を確保・育成する取
組と併せ，その担い手の農地利用のあり
方等を示す「人・農地プラン」の実現に
向けた取組を推進する。
ａ 認定農業者の確保・育成
市町村担い手育成総合支援協議会の構
成員である関係機関・団体の明確な役割
分担により，農家個々の課題把握等によ
る経営指導，農地の利用集積等のきめ細
かな支援活動を行うとともに，認定農業
者の経営改善に必要な補助事業や制度資
金等の施策を活用し，効率的かつ安定的
な農業経営を目指す認定農業者の確保・
育成を推進する。
ｂ 農業法人の育成
関係機関・団体との明確な役割分担に
より，農業法人の設立手続きや労働力確
保を含めた労務管理などの研修会の開催，
個別の経営管理等の助言など，農業経営
の法人化や法人経営の体質強化に向けた
取組を促進する。
(ｲ) 新たに就農しようとする者の確保・
育成
農業系高校との連携や，新規就農に必
要な各種情報提供と併せた就農相談活動
の実施，就農後の発展段階に応じた研修
の実施，現地就農トレーナーによる助言
・指導，農業次世代人材投資資金の活用
など，就農前から就農後の経営が定着す
るまできめ細やかな支援を実施する。ま
た，市町村の研修施設等における支援体
制の充実・強化を図るとともに，農地の
斡旋・利用調整などの新規就農者を確保
するための環境整備を進めるなど，円滑
な就農を促進する。

(ｳ) 女性の農業経営への参画等の促進
家族の話し合いを基本とした家族経営
協定の締結を推進するとともに地域農業
の方針決定過程への女性の参画を促進し，
女性の活動や子育て期などの負担軽減等
の環境整備を図り，農村における男女共
同参画を推進する。
また，女性農業者の意欲と能力を高め
るための研修会等を通じ，高度な農業技
術や高い経営管理能力を持つ地域農業を
担う女性農業経営士等の女性リーダーを
育成するとともに，熱帯果樹や野菜など
の地域農産物を利用した農産物加工や販
売などの起業活動を促進し，農業の振興
や農村の活性化の一翼を担う女性の取組
を推進する。
(ｴ) 集落を基礎とした農業者組織等の育
成・活動促進
農業就業者の減少・高齢化の進行に伴
い，地域農業を支える多様な農業者を包
含する集落を基礎とした農業者組織等の
育成は，ますます重要となってきている。
このため，市町村，農業団体など関係
機関と連携して，農業機械の共同利用組
織や農作業の受託組織の育成,担い手や高
齢農家等も参画した集落営農の取組を推
進する。
特に，さとうきびの場合，多くの農家
が継続して経営安定対策を活用した営農
が展開できる体制の維持に向けて，農作
業受委託組織の育成と活動強化を促進す
る。
イ 農地利用，基盤整備等
(ｱ) 農地利用
農地中間管理事業，農業委員会による
農地のあっせん活動などによる担い手へ
の農地の集積・集約化の取組を加速化す
る。
また，農業委員会の農地パトロール等
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を通じて，農地の利用状況の把握を行い
ながら，日本型直接支払制度等の各般の
施策を活用し，耕作放棄地の発生防止・
解消に取り組むとともに，農業振興地域
制度の適切な運用を図り，優良農地の確
保や農地の効率的な利用を推進する。
(ｲ) 基盤整備等
ａ 農業・農村の整備
県営事業等により，区画整理，農業用
水の確保，土層の改良，集落道路や集落
排水路の整備などを推進し，生産性の向
上と快適な農村環境の保全を図る。
また，赤土流出防止など自然環境等に
配慮した生産基盤の整備を推進する。
ｂ 農業用 水の確保と畑地かんがい施設
の整備
各島の水需要の動向を把握しつつ，地
域の特性にあった水資源開発を進め，末
端かんがい施設の整備を推進する。
特に，徳之島及び沖永良部島で実施し
ている大規模畑地かんがい事業について
は，国営事業によるダム等の基幹施設整
備が完了を迎えることから，地域の畑地
かんがい営農ビジョンに沿った推進作物
の散水効果事例を広報しながら，附帯県
営事業を含めた早期完成を図る。
ｃ ストックマネジメントの推進
これまでに造成された土地改良施設に
ついては，長寿命化を図るため，機能診
断に基づき作成された保全計画をもとに，
適時適切な対策工事を実施するストック
マネジメント（※）を推進する。
※ストックマネジメント：機能診断に基
づく施設補修・補強等の機能保全対策を
実施し，既存施設の有効活用を図るため
の技術体系及び管理手法

ｄ 地籍調査事業の推進
奄美群島においては，地籍調査の進捗
が遅れていることから，山林・原野の立
会手続きを簡素化できる制度や，これま
で市町村が実施してきた工程の一部を民
間に委託する制度，国の直轄事業である
山村境界基本調査などを積極的に活用し，
今後とも円滑な地籍調査事業の一層の促
進を図る。
ｅ 畜産基盤の整備
肉用牛の低コスト生産のためには，飼
養規模の拡大とそれに見合った自給飼料
の確保が重要な課題である。
このため，飼養管理施設の整備と併せ，
耕作放棄地や未利用地の飼料生産基盤と
しての造成・整備を推進するなど，畜産
基盤の整備を推進する。
ウ 付加価値の高い生産，販売，流通
(ｱ) かごしまブランドの確立等
安心・安全で品質の良い農畜産物を安
定的（定時・定量・定質）に出荷できる
競争力の強い産地づくりと，流通・販売
対策の強化による県産農畜産物のイメー
ジアップを図る。
沖永良部島・徳之島のばれいしょ，え
らぶゆりに続く，野菜，花き，果樹のブ
ランド産地づくりを推進する。
(ｲ) 畑地かんがい営農の推進
畑かんを生かした収益性の高い営農の
実現に向けて，関係機関・団体と連携し
ながら，推進体制の充実・強化を図ると
ともに，生産性の高い園芸品目の推進や
水利用技術・作付体系の実証等の取組を
推進する。
特に，徳之島及び沖永良部島について
は，営農体系や産地育成のあり方などを
示した畑かん営農ビジョンの目標達成に
向けて，畑かん通水後の収益性の高い営
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農の定着に向けた推進活動を展開する。
(ｳ) 農畜産物の生産振興及び銘柄産地の
育成
ａ さとうきび
奄美群島の重要な基幹作物であること
から，引き続き，
「県さとうきび増産計画」
に沿って，収穫面積の確保，品目別経営
安定対策に対応した大規模経営体及び小
規模・高齢農家も含めた植付けから収穫
までの一連の機械作業に対応できる管理
作業受託組織の育成，並びに農業共済制
度の加入を促進するとともに，基本技術
の励行，病害虫の防除，優良品種の普及
などによる単収向上を図り，増産に向け
た取組を推進する。
また，これらの取組を通じて，製糖工
場における安定的な原料確保と歩留まり
の向上等によるコスト低減と安定操業を
促進する。
ｂ 野菜
本県野菜の先発産地として露地早出し
を中心に，消費者ニーズに対応した安心
・安全な野菜の生産拡大を図る。
特に，さとうきびや肉用牛との複合経
営の確立や野菜専作農家の育成・確保を
推進する。このため，栽培技術の高位平
準化や畑かんの水利用による生産性の向
上を図りながら，生産・流通コストの軽
減を図るとともに，限られた農地で単位
当たりの収益性を高めるためのハウス施
設の整備，農業機械の導入による労力の
省力化，防風樹や防風ネットなどの防風
対策等を講ずることにより，トマトやば
れいしょ，さといも，いんげんなどの産
地育成を総合的に支援する。
島内消費向けの野菜については，栽培
技術の向上を図るとともに，かごしまの
食 交流推進会議の地域協議会等との
連携により地産地消の取組を推進する。

ｃ 果樹
優良品目や優良品種への改植を進める
とともに，たんかん及びマンゴー等の高
品質・安定生産技術の開発・普及，栽培
ハウスの整備等を行う。
また，省力機械施設や防風施設・園内
道の整備，土壌土層の改良などの小規模
基盤整備を進める。
奄美群島の主要品目であるたんかんや
熱帯果樹については，品質や階級の揃っ
た高品質な果実の出荷と島外への販路拡
大を図り，ブランド化を推進する。
また，多様化する消費者ニーズに対応
するため，新規品目の実証・導入等を推
進する。
d 花き
奄美群島は，本県の花き生産において
主力産地となっており，今後とも栽培ハ
ウスやかん水，平張施設の整備等により，
夏季の干ばつや台風，冬季の季節風の被
害を軽減し，更なる生産の拡大と品質の
向上を図る。
特に，キクやユリ，ソリダゴ等を中心
に施設化を推進するとともに，奄美の気
象条件に適した新品目・新品種の導入を
推進し，産地の拡大を図る。
さらに，集出荷施設の整備や選花機の
導入など，選花・選別作業の省力化を推
進する。
ｅ 肉用牛
奄美群島は，県内でも有数の肉用子牛
生産地域であり，肉用子牛生産には，生
産コストの低減を図るための飼料自給率
向上や労働力低減が重要であることから，
飼料生産基盤の整備や，ＩＣＴの導入，
ヘルパー組織，コントラクターの育成・
強化を推進する。
また，生産性の向上を図るため，繁殖
技術の向上による分娩間隔の短縮や子牛
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育成技術の向上による子牛の商品性向上
を図る。
さらに，家畜衛生対策の徹底による家
畜疾病の発生とまん延防止を図るととも
に，家畜排せつ物の適切な管理や流通促
進等による環境にやさしい畜産経営の実
現を図る。
ｆ 地域特産物
(a) 葉たばこ
沖永良部島の重要な作物の一つである
ことから，今後とも，たばこ耕作組合な
ど関係団体と連携を図り，栽培技術の向
上に加え，共同乾燥・貯蔵施設の円滑な
運営，ほ場の集団化や機械導入による生
産の合理化等を図りながら，低コストで
高単収・高品質な葉たばこ生産を図ると
ともに，経営感覚に優れた担い手農家の
確保・育成を推進する。
(b) ごま
さとうきびとの輪作体系で重要な作物
であることから，実需者との契約栽培を
基本に，適切な肥培管理の徹底，は種や
収穫作業の省力機械化体系の確立などに
よる安定生産を推進する。
(c ) 茶
茶については，栽培されている品種の
特性や機能性を生かせる有機栽培や発酵
茶などの栽培・加工技術の確立に取り組
むとともに，機能性を前面に出した販促
活動等を支援し，茶農家の経営安定を図
る。
(ｴ) 農産物加工
たんかんやパッションフルーツなどの
奄美の特産果実等の新商品開発を進める
ため，大隅加工技術研究センターにおけ
る新たな加工技術の開発や加工技術の習
得のためのセミナーを開催するとともに，

観光パンフレット等を活用したこれらの
加工品のＰＲ活動を実施し，６次産業化
の更なる推進を行い，特色ある奄美の農
産物の加工品づくりや販路拡大を図る。
(ｵ) 農畜産物の販路拡大等
知事トップセールスをはじめ，県内外
でフェアを開催し，かごしまブランド産
品をはじめとする県産農畜産物の認知度
向上とイメージアップを図るとともに，
島外から訪問する観光客にも，奄美特産
の農産物の購入を促進するため，地元直
売所や地元農産物をＰＲするチラシを，
空港やホテルに配布するなど，情報発信
を図る。
(ｶ) 農畜産物の流通対策
農産物の輸送については，集出荷施設
及びフリーザーコンテナ等を活用したコ
ールドチェーン体制の充実・強化を図る。
また，地域唯一の青果物卸売市場であ
る奄美市公設地方卸売市場の有効的な活
用を図る。
奄美群島から関東，関西をはじめとす
る消費地に農産物等を出荷する場合，本
土における陸上輸送費に加えて海上輸送
費等が必要となることから，輸送コスト
軽減対策により本土産地と同一条件を整
えるとともに，補助金を活用した生産基
盤の強化を促進する。
エ 生産性向上
(ｱ) 農業技術の開発及び普及指導活動
省力化や高品質生産等に向けて，スマ
ート農業（IoT，AI等の活用）の取組への
支援を図る。
また，地域に密着した試験研究機関で
ある県農業開発総合センター大島支場及
び徳之島支場において，亜熱帯性の気候
を生かした生産性の高い農産物の安定生
産に向けて，さとうきび，亜熱帯果樹・
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野菜・花きなどの栽培技術や病害虫防除
技術，機械化による省力化技術，土壌管
理技術の研究開発を推進する。
普及指導活動については，対象農家や
地域の課題を明確にし，活動の重点化を
図るとともに，関係機関・団体と適切に
役割分担しながら，試験研究機関等で新
たに開発された技術や優良品種などの早
期定着などに向けて，現地の実態に的確
に対応した効率的かつ効果的な普及指導
活動の展開を図る。

鳥獣による農作物被害の防止・軽減を図
る。
また，野生鳥獣の獣肉（ジビエ）の地
域資源としての利活用を推進する。
オ 農業災害対策
(ｱ) 防災・保全施設

(ｲ) 動植物の防疫体制
ａ 家畜衛生対策
周辺諸国で口蹄疫などの海外悪性伝染
病が続発しており，家畜伝染病の発生防
止及びまん延防止を図るため，家畜衛生
対策の徹底を図るとともに，生産性の向
上を図るため，慢性疾病対策として農場
や畜産関連施設のバイオセキュリティの
向上を推進する。

台風や季節風など防風対策に配慮した
ハウス施設，平張施設等の整備や防風樹
の設置を推進する。
区画整理等の生産基盤の整備と併せて，
老朽化したため池や用排水施設の改修の
ほか，高潮や津波等による農地の被害を
防止するため海岸保全施設を整備すると
ともに，これらの施設の老朽化対策や整
備を計画的に推進する。
また，自然災害時にため池などが決壊
した場合，人的被害を最小化するため，
被害区域の想定や避難路，避難所などを
設定するためのハザードマップ整備など
のソフト対策も促進する。

ｂ 特殊病害虫対策

(ｲ) 農業制度資金・農業共済制度

特殊病害虫については，ミカンコミバ
エ等の侵入防止に努めるとともに，アリ
モドキゾウムシやカンキツグリーニング
病の防除対策等の充実を図る。
特に，喜界島におけるアリモドキゾウ
ムシは，徹底した寄主植物除去や不妊虫
放飼等により平成35年度末までに，徳之
島におけるカンキツグリーニング病は，
感染樹伐採や薬剤散布により平成34年度
末までに，その根絶に向けて取組を推進
する。

農業制度資金については，災害が発生
した際に，日本政策金融公庫や他の民間
金融機関と連携して，被災農家の経営再
建を支援する農業制度資金の円滑な融通
と既貸付金の償還条件の緩和を図る。
また，関係機関と連携して農業共済制
度や収入保険制度への加入と災害が発生
した際の共済金等の早期支払いを促進す
る。特に，さとうきび共済や園芸施設共
済など加入率の低い共済の加入拡大を促
進する。

(ｳ) 鳥獣被害防止対策
市町村鳥獣被害対策実施隊の機能強化
を図り，鳥獣を寄せ付けない集落ぐるみ
の取組や，侵入防止柵の整備，有害鳥獣
の捕獲など，ソフト・ハード両面にわた
る総合的な被害防止対策を推進し，野生

カ 農業団体
(ｱ) 農業協同組合
農業協同組合については，今後とも組
織・事業の効率化を促進するとともに，
地域農業の担い手づくりなど営農指導体
制の強化や，広域的なブランド産地づく
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り，生産販売体制の強化等を促進する。
(ｲ) 農業共済組合等
農業共済組合等については，事務の効
率化・合理化を図るとともに，農業共済
制度や収入保険制度への加入促進，さと
うきび共済や園芸施設共済など加入率の
低い共済への加入拡大に取り組み，多様
化する農家ニーズに対応した農業共済事
業の実施を促進する。
キ 安心・安全な農畜産物の安定供給
(ｱ) 環境と調和した産地づくり
農業による環境負荷の低減を図り，環
境と調和した産地づくりを進めることが
求められていることから，IPM（総合的病
害虫・雑草管理）の推進による化学合成
農薬の使用低減や，家畜排せつ物を原料
とする良質堆肥の施用による健全な土づ
くりなど，環境と調和した農業を推進す
る。
(ｲ) 食の安心・安全確保
安心・安全な農畜産物を生産する取組
を消費者に正確に伝え，安心と信頼を確
保する取組が重要となっていることから，
GAP（農業生産工程管理）手法を取り入れ
た「かごしまの農林水産物認証制度」（K
−GAP）の普及やASIAGAP等の取組支援に
より，食の安心・安全の確保を図る。
ク 食育及び地産地消
家庭や学校，地域等において，農林漁
業体験や奄美の食材を使った郷土料理等
の体験などを通じて，食を大切にする心
や食に対する感謝の念の醸成，食を選択
する力を身に付けるなどの食育を推進す
るとともに，「かごしまの味」に制定した
料理や菓子をはじめ，それぞれの島に伝
わる奄美の食文化の継承を推進する。
また，学校給食や病院等への地域食材

の供給を通じて，地域の農林水産業や農
林水産物の理解促進を図るとともに，飲
食店，ホテル，直売所等における島野菜
をはじめとする地域の食材活用や食文化
を生かした奄美の「食」の提供による地
産地消を推進する。
ケ 農村の振興
む ら
(ｱ) 共生・協働の農村づくり運動の展開
集落住民の自主的な話合い活動を基本
に，ＮＰＯ法人など地域外の活力も活用
した共生・協働の農村(むら)づくり運動
を推進し，豊かな自然や伝統文化を生か
しながら，地域住民がゆとりとやすらぎ
を実感できる農村社会の維持・発展を図
る。
み ど り

(ｲ) 水土里サークル活動等の推進
み ど り
農地等を保全する地域ぐるみの水土里
サークル活動（多面的機能支払交付金）
を推進し，国土保全や水源かん養，景観
形成など農業・農村が有する多面的機能
の維持・発揮を図る。
(ｳ) 都市と農村との交流
豊かな自然や伝統文化，亜熱帯性の気
候を生かした多彩な農業・農産物などの
魅力を発信するとともに，これらの地域
資源を活用したグリーン・ツーリズム等
の受入体制の充実を図り，観光産業とも
連携した農林水産業等の体験・交流を推
進する。
(2) 観光産業
奄美群島は，亜熱帯性・海洋性の優れ
た自然，固有種や希少種など世界的にも
貴重な動植物，個性的な伝統・文化や食
など，他の地域に見られない魅力と特性
に恵まれている。
特に，独特な食材やタラソテラピーな
ど健康・長寿・癒しに関する資源を背景
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として，世界自然遺産登録などの動きと
ともに，経済成長が見込まれるアジアに
おいて，癒しの観光地として発展する可
能性を有している。
観光は，関連する産業の裾野が広く，
地域経済に大きな波及効果をもたらす総
合産業であり，奄美群島においても，地
域活性化等を支える基幹的な産業として
将来の成長が期待されることから，奄美
群島の魅力や特性を生かし，奄美のブラ
ンド化を図りながら，国内はもとより，
アジアをはじめとする海外からの誘客に
向けた観光施策の展開を図る。
なお，施策の詳細は，第２節１（1）に
おいて記載する。

公衆無線ＬＡＮについては，外国人観
光客の誘客などの観光面や，災害時の情
報連絡手段など防災面での活用を図るた
め，市町村とも連携し，主要な観光・防
災拠点における公衆無線ＬＡＮの整備を
促進する。
また，本土から遠く海上距離を隔てた
奄美群島にとって，従来の通信手段によ
る料金体系では通話料の本土との格差が
依然として大きいため，超高速ブロード
バンド基盤の整備を促進し，料金格差の
ないIP電話の利用による通話料の負担軽
減や，高速で定額の通信サービスの利用
によるIT関連企業等の通信料金コストの
低減を図る。

(3) 情報通信産業
［施策の方向性］
○ 超高速 ブロードバンド基盤等情報通
信基盤の整備を促進する。
○ 行政や 各産業におけるＩＣＴの利活
用を推進する。
○ 各産業 と情報通信産業の連携等によ
るＩＣＴを活用した地域づくりを図る。
○ ＩＣＴ の専門知識・技術を有する人
材育成や住民の学習機会拡充など情報
活用能力の向上を図る。
○ 放送事 業者と連携したラジオの難聴
取地域の解消を図る。

イ ＩＣＴ利活用の推進
「奄美群島ＩＣＴ協議会」の設立など，
奄美群島内の事業者ネットワークが構築
されていくなか，奄美群島の情報通信産
業がより雇用吸収力の高い産業として振
興されるよう，ハード・ソフト両面にお
ける取組の支援を図る。
行政の情報発信等については，ホーム
ページやフェイスブックなど，それぞれ
の媒体が有する即時性，双方向性などの
特性を十分踏まえ，多様な情報を提供す
るとともに内容等の充実を図りながら，
ＩＣＴの効果的な活用を推進する。
また，行政の情報化については，情報
セキュリティを確保しつつ，情報システ
ムの最適化や電子申請の利用促進などを
図り，費用の削減や業務の効率化を推進
する。
医療の情報化については，県医師会が
運営する「かごしま救急医療遠隔画像診
断センター」の活用を促進する。
インターネットを活用した企業活動に
関し，光ファイバなど高速通信環境の整
備促進を通じ，社会経済の変化に応じた
新事業の創出を促進するとともに，中小

ア 情報通信基盤の整備促進
本土との情報通信格差の解消，日常生
活の利便性の向上及び地域社会の活性化
等を図るため，光ファイバなど地域の特
性や実情に応じた情報通信基盤の整備・
拡充を検討するとともに，携帯電話等の
移動体通信基盤の整備・強化を促進する。
なお，ＣＡＴＶが整備されている地域
については，メディアの特性等を生かし
て地域の情報通信基盤としての機能の維
持・向上を図る。
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企業者の経営の革新，企業立地，ＳＯＨ
Ｏの活性化を促進する。
奄美市において整備した「奄美市
ＩＣＴプラザかさり」を情報通信産業の
振興を図るための拠点施設として活用す
るほか，高度なＩＣＴ利活用能力を有す
る人材の育成を促進することにより，新
たな企業立地や地元企業の育成を促進す
る。
さらに，中小製造業者に対しては，関
係機関と連携しながら，ＩｏＴ・ＡＩ等
を活用した生産性向上に向けた取組を推
進する。
また，豊かな自然や食など奄美群島の
魅力について，低コストで広範な情報発
信が可能であるというインターネットの
特性を最大限に生かした情報発信を図る。
ウ ＩＣＴを活用した地域づくり
ＩＣＴの活用により離島における生活
の利便性向上及び農業・観光など潜在的
に発展可能性を有している産業の振興が
期待できることから，ＩＣＴを活用した
地域づくりを推進する。
このため，観光や特産品などの分野に
おいて情報通信産業が積極的に連携しな
がら，各産業等の課題解決に資する情報
通信技術の活用を推進し，奄美群島にお
ける情報通信産業の地域内掘り起こしと
対応強化を図る。

教育の情報化については，学校教育で
のＩＣＴ機器等の整備を促進するととも
に，県総合教育センターが運用するテレ
ビ会議システムを活用した交流学習等の
促進を図る。また，デジタル教材の開発
及び活用を促進し，児童生徒の情報活用
能力を育成するとともに，ＩＣＴ活用の
教員研修を行い，教員のＩＣＴ活用指導
力の向上を図る。
小・中学校においては，ＩＣＴ機器の
整備が計画的に進められることにより，
各教科等においてＩＣＴを活用した分か
る授業を推進するとともに，児童生徒の
情報活用能力を育成する。
さらに，地元においては，専門学校生
などの地元の人材が地元企業で活用され
るよう，ＩＣＴの人材育成の仕組みづく
りに取り組む。
オ ラジオの難聴取対策
テレビについては，国や放送事業者等
と連携して，地上波テレビ放送のデジタ
ル化に伴い発生した「新たな難視」地区
における恒久対策については，平成26年
度をもって全世帯で対策が完了している。
ラジオについては，特に災害時におい
て情報の入手源としての役割が大きいこ
とから，放送技術の進展や放送事業者と
の協議も踏まえながら，難聴取地域の解
消を図る。

エ 情報活用能力の向上
住民の情報活用能力を向上するための
学習機会の拡充や，住民のＩＣＴ利用を
サポートする指導者の育成を図る。
また，情報通信産業においては，情報
通信技術の急速な発展に対応した専門的
な知識や技術を有する人材が求められる
ことから，これらの技術の高度化や多様
化に対応できる人材育成の取組を促進す
る。
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(4) 地域の特性を生かした産業の振興
［施策の方向性］
○ 漁業の 生産性向上，島内外における
水産物の消費拡大やブルー・ツーリズ
ムの促進等水産業の振興を図る。
○ 森林の 整備，木材加工・流通体制の
整備等林業の振興を図る。
○ 大島紬 ，奄美黒糖焼酎等地域の資源
と伝統を生かした特産品の振興や地域
の優位性を生かせる業種等の起業立地
など工業の振興を図る。
○ 起業化 の促進及び産業振興等による
雇用機会の拡充を図る。
○ 経営の 近代化等商業の振興や中小企
業の経営革新への取組等の支援を図る。
○ 若者の地元就職の促進と働き方改革
の推進を図る。
○ （独） 奄美群島振興開発基金の業務
及び機能の拡充等により群島金融の円
滑化を図る。
ア 水産業
(ｱ) 沿岸・沖合漁場の整備開発
奄美群島周辺海域における水産資源の
維持・増大を図るため，引き続き，魚礁
及び浮魚礁の設置による沿岸・沖合漁場
の整備開発を推進することにより，資源
の有効利用と漁場の高度利用を促進する。
特に，黒潮流域の海域特性を生かし，
浮魚礁による生産力を維持するとともに，
水産資源の維持・増大を図るための魚礁
・増殖場等の整備を進め，漁業の生産性
の向上を図る。

養殖指導指針や持続的養殖生産確保法に
基づき漁業協同組合が作成する漁場改善
計画により，適正養殖を推進し，漁場環
境の保全を図る。
(ｳ) 漁港の整備
漁港は，水産物供給体制の一環を支え
る水産基盤施設として，また，海上交通
の拠点として重要な役割を担っている。
奄美群島は，外海に面し，台風の常襲
地帯であるという厳しい自然条件にある
ことから，安全な漁業活動を確保するた
めの施設整備を行ってきたが，今後は，
漁港施設の長寿命化対策を計画的に推進
するとともに，水産物の生産・流通等の
拠点となる漁港において，大規模地震等
に備えた漁港施設の強靱化対策を推進し，
新鮮な水産物を安全で効率的に供給する
体制の整備を図る。
(ｴ) 漁船漁業の振興
奄美群島周辺海域における漁業資源の
有効利用を促進し，漁業生産の向上を図
るため，引き続き，漁場及び資源の調査
を推進する。
沿岸・沖合域の漁場造成や漁港の整備
を推進するとともに，浮魚礁の積極的な
利用，研修会や技術交流等による新しい
漁具・漁法の導入を推進する。
さらに，瀬物類をはじめとする資源管
理の取組を引き続き推進する。
また，操業に支障を及ぼすサメについ
ては被害対策や加工利用の取組を支援す
る。

(ｲ) 漁場環境の保全
漁場環境の保全を図るため，関係機関
との連携により船舶からの排出油や陸上
からの赤土流出による漁場汚染の防止を
図るほか，サンゴ礁周辺の漁場を守るた
めのオニヒトデの駆除対策等を支援する。
また，魚類養殖業については，県魚類

(ｵ) 栽培漁業の推進
奄美群島の温暖で静穏な海域やサンゴ
礁等の恵まれた環境を活用し，種苗生産
技術が確立したシラヒゲウニ，ヤコウガ
イの放流事業化を目指すとともに，特産
魚であるスジアラ等の種苗量産技術開発
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・放流効果調査等を推進し，資源の増大
と沿岸漁業者の経営安定を図る。
また，魚介類の餌場や保育場としての
機能を持つ藻場を再生するため，南方系
ホンダワラ類の藻場造成手法の調査・研
究を引き続き推進する。
(ｶ) 海面養殖業の振興
大島本島の大島海峡や焼内湾等の静穏
海域等を中心に営まれているクロマグロ
やカンパチ等の魚類，真珠，クルマエビ，
藻類養殖業については，引き続きその振
興を図る。
また，漁場環境の保全や魚病対策等に
ついては，持続的養殖生産確保法に基づ
き漁業協同組合が作成する漁場改善計画
や県魚類養殖指導指針により，適正養殖
を促進する。
(ｷ) 流通の合理化，消費の拡大
奄美群島において生産される水産物の
島内外における消費拡大を図るため，直
販施設の整備，高鮮度流通や効率的な出
荷体制を構築するための施設等の整備を
図る。
島外出荷については，輸送経費等のハ
ンディキャップを克服するため，輸送コ
スト支援や流通拠点となる市場への一元
集荷の促進及び流通情報の収集機能の強
化を図るとともに，地元水産物のブラン
ド化や県外消費地での販売活動を促進す
る。
輸送コスト支援については，水産物の
沖縄への出荷について，平成28年度から
奄美群島振興交付金を活用した水産物流
通支援実証事業により，輸送経費削減の
支援を行い，生産者の販路拡大，流通の
改善・効率化が図られており，その効果
について検証を行っているところである。
今後も事業の継続を検討し，重要な消費
地である沖縄への販路拡大等を促進する。

さらに，島内消費の拡大を図るため加
工展示販売施設の整備や魚食普及活動，
地産地消の取組を促進する。
(ｸ) 水産加工業の振興
かつお節やウニ，モズク，ヒトエグサ
等の加工品，練り製品等の既存の加工品
に加え，奄美群島の世界自然遺産登録を
見据え，観光客等のニーズに対応した加
工品の商品化に取り組むとともに，大消
費地での商談会等への参加など，島内外
で販路や消費の拡大を図る。
また，地元加工グループ等の資質向上
を目的とした加工技術，品質・衛生管理
技術の向上を図るための研修会等を実施
する。
(ｹ) 担い手の確保・育成
新たな担い手の確保を図るため，ＵＩ
ターン等の新規就業希望者を対象とした
就業相談や研修を実施する。
また，意欲と能力のある担い手の育成
を図るため，新規就業者等を対象とした
漁業研修制度や制度資金の周知・活用，
経営改善に意欲的に取り組む中核的な漁
業者グループの育成のほか，漁業士を認
定し，漁業士活動を促進する。
さらに，女性や高齢者の活動を促進し，
多様な担い手づくりに取り組む。
(ｺ) 漁業協同組合の育成強化
系統組織と連携しながら，研修等によ
る役職員の資質の向上や，健全な運営と
経営基盤の強化を図るとともに，漁協合
併に向けた取組を促進する。
また，島内外での水産物の消費拡大や
地産地消の推進など水産物の積極的な販
売供給に努め，組合事業の強化を図る。
(ｻ) 漁村の生活環境の向上と活性化
地域の水産業の健全な発展を図るため
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には，安全で快適な活力ある漁村の実現
が不可欠であることから，漁港や漁場の
整備と連携しながら，集落道，集落排水
施設，防災安全施設等の整備により生活
環境の改善を促進する。
また，奄美群島の世界自然遺産登録を
見据え，地域水産物の直販施設の整備や
奄美の水産資源を生かした体験ツアーの
実施等により漁村の活性化を促進する。
イ 林業
(ｱ) 森林整備の推進
国立公園の指定やチップ用材を主体と
した木材生産活動など森林に対する社会
的・経済的要請等を勘案して，公益的機
能別施業森林や木材等生産機能維持増進
森林の区分ごとに重視すべき森林の機能
に応じた森林整備を図る。
このうち，木材の生産機能を有する天
然広葉樹林については，建築内装材等に
利用されるイタジイ等の有用広葉樹を育
成するため，不用木の除去や密度調整を
図る施業を推進するとともに，伐採跡地
においては，必要に応じて有用樹の植栽
を推進し，森林資源の充実と森林の公益
的機能の確保を図る。
リュウキュウマツについては，松くい
虫被害地区からの松材移動に対する監視
を継続するとともに，重要なマツの保護
や被害拡大防止のための伐倒駆除，生活
環境保全のための枯損木等の伐倒・除去
を行うことにより，森林の有する公益的
機能の維持増進を図る。
さらに，農地や林地における風害や潮
害の防止等を図る上で重要な役割を果た
している海岸防災林については，奄美群
島が風衝地帯で強風や高潮の影響を受け
やすいことから，地域の要望を踏まえな
がら計画的な整備を図る。

(ｲ) 林業生産基盤の整備
林道については，多面的機能を有する
森林の適切な整備はもとより，効率的か
つ安定的な林業経営の確立や生活環境等
の整備を図るため，自然環境に十分配慮
しながら計画的な整備を進めるとともに，
地域の要望を踏まえて既設林道の改良・
舗装を推進する。
また，林道利用者に対しても安全走行
の徹底や生態系の保全に対する意識啓発
を図る。
(ｳ) 木材生産・加工・流通体制の整備
豊富に存在する広葉樹については，建
築内装材や薪など燃料用材等としてニー
ズが高まりつつあることなどから，森林
の保全と利用の調和を図りながら，効率
的かつ安定的な木材生産体制の整備や建
築内装材等への利用拡大を促進する。
このため，木材生産においては，奄美
大島流域森林・林業活性化センターや地
域の林業関係者と連携し，自然環境の保
全に配慮した適切な伐採方法や技術の普
及定着を図る。
また，島外に出荷するチップ等の輸送
費の軽減を図るとともに，生産性の高い
事業体の育成や木材加工技術者の育成，
製品の開発，公共施設等への利用拡大，
かごしま緑の工務店の活動支援，群島外
への市場開拓等の取組を通じて，奄美産
材の生産・加工・流通体制の整備を促進
する。
さらに，家畜敷料等としての木質バイ
オマス利用を促進する。
(ｴ) 特用林産物の振興
しいたけ，たけのこをはじめ，ソテツ，
きくらげなど地域特性を生かした特用林
産物の産地づくりを進め，林家等の所得
向上と地域林業の活性化を図る。
しいたけについては，生産者組織の育
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成と温暖な気候条件に適した周年栽培技
術の普及・定着等を促進するとともに，
島内産しいたけの消費拡大に係るＰＲに
より，生産量の拡大と品質の向上を通じ
た群島内の安定的な自給体制の確立を図
る。
たけのこについては，ダイサンチクや
リョクチク等の栽培技術の改良を図ると
ともに，民間業者等と連携した加工食品
の開発等を促進し，需要の拡大と生産体
制の強化を図る。
ソテツについては，観賞木用に実，苗
が取引されており，今後とも，ソテツ林
の適切な管理や生産体制・生産基盤の整
備，集出荷体制の整備等を促進し，特産
品としての振興を図る。
きくらげについては，技術指導を通じ
て栽培の安定化等を図る。
木炭については，床下調湿等の新用途
利用を図る。
しきみ等の枝物については，生産技術
の普及・定着などを進め，生産量の拡大
と品質の向上を通じた群島内の安定的な
供給体制の確立を図る。
(ｵ) 担い手の確保・育成
林業技術研修制度の活用促進や現地に
おける技術検討会の実施等により，森林
の整備や木材の伐採・搬出に携わる林業
就業者等を育成し，将来的に安定した労
働力の確保を図るとともに，育成に当た
っては，自然環境に配慮した森林施業を
推進できる人材を養成する。
併せて，林業事業体の経営合理化によ
る労働環境の改善や労働災害防止対策の
徹底を図ることにより，林業就業者の定
着を促進する。
また，森林組合については，奄美地域
を１組合とする広域合併を実現し，組織
体制の充実強化を図ることで，経営の安
定や生産性の向上，労働力の確保等を促

進する。
(ｶ) 森林とのふれあいの推進
奄美特有の優れた自然と豊かな景観を
維持増進するため，森林の適正な整備・
保全を図るとともに，国有林や教育の分
野とも連携しつつ，森林ボランティアの
育成など体験学習等の支援体制を整備し，
小・中学校等を対象とした森林環境教育
や地域住民等の憩いの場等としての利用
を促進する。
(ｷ) 森林資源の循環利用及び保全に関す
る調査研究
奄美地域の森林資源の有効活用を図る
ため，資源の循環利用や自然環境に配慮
した森林施業に関する調査研究を推進す
る。
ウ 商工業
(ｱ) 工業
ａ 特産品
大島紬など，地域の資源と伝統を生か
した特色ある特産品産業については，生
活様式の変化による需要の低迷や輸送経
費の負担増など厳しい状況にある。
また，産地間競争の激化，消費者ニ−
ズの多様化が進んでおり，これに対応し
た商品開発や販売対策等に取り組んでい
く必要がある。
さらに，その他の特産品についても，
原料の確保や生産加工体制を整え，販路
を拡大する必要がある。
これらの現状を踏まえ，群島が一体と
なって，奄美ブランドの確立を目指した
販路拡大や奄美の情報発信等の取組を促
進する。
(a) 大島紬
大島紬は，生活様式の洋風化に伴う和
装着用機会の減少や長引く不況の影響に
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よる需要の低迷等により，年々，生産量
・生産額ともに減少傾向にある。
このため，新柄や若い世代が購入しや
すい商品の開発を進めるとともに，試着
体験や子供たちの体験学習の実施等によ
り，大島紬に親しむ機会を増やし，新た
な需要開拓を図る。
現代のライフスタイルに合ったハイセ
ンスな商品開発や販路を開拓するため，
国内外の展示会等への出展やセミナー及
びバイヤーの招へいなどの取組を推進し，
ブランド化を図る。
また，県工業技術センターにおいては，
研究成果の普及や技術支援を通じ，商品
づくりを支援する。
ＩＣＴ等を活用して，産地自らが小売
業者や消費者に直接販売する取組を支援
し，販路の拡大を図る。
締工や織工等の各工程の技術者の高齢
化，後継者不足に対応するため，市町の
大島紬後継者育成施設や伝統工芸士（※）
との連携を図り，各工程に従事する人材
の確保・育成を図るとともに，低金利融
資などの支援により，経営の安定化を図
る。
※伝統工芸士：経済産業大臣指定の伝統
工芸品の製造に従事している技術者の中
から，高度な技術・技法を保持する方を
（一社）伝統的工芸品産業振興協会が認
定している。
(b) 奄美黒糖焼酎
「奄美黒糖焼酎」は，全国で唯一，奄
美群島にだけ製造が認められた，奄美を
代表する特産品であるが，国内の人口減
少や高齢化の進行に伴い，近年，製造量
・出荷量とも減少傾向にある。
このため，地域団体商標を活用したブ
ランド化や国内外市場での認知度向上，
販路拡大を図るため，各種メディアの活

用やトップセールス，プロモーション活
動等の取組を支援する。
さらに，若者や女性，海外向けなど，
ターゲットを絞った商品開発や島内産黒
糖使用による付加価値の高い商品など，
多様な商品の展開や効果的な販売戦略の
構築に向けた取組を支援するとともに，
焼酎蒸留液の農地還元以外の処理システ
ムの確立及び有効活用に向けた取組を促
進する。
また，鹿児島大学等と連携し，県工業
技術センターによる技術支援を通じて焼
酎の製造技術の高度化や焼酎産業を担う
高度な知識と技術を持つ人材の育成を図
る。
(c) その他の特産品
奄美群島の豊かな地域資源を生かし，
多様化する消費者ニーズに対応した特産
品の開発が必要である。
新特産品コンクール等を活用し，新た
な商品の開発や商品の改良を促進すると
ともに，物産展や商談会等による販路拡
大を支援する。
また，地元市町村において，農商工等
の連携による特産品の開発等の取組を図
る。
ｂ 企業立地
企業立地による地域産業の振興及び安
定した就業機会の創出，確保を図るため，
かごしま製造業振興方針（平成28年３月
改訂）に基づき，財政支援，環境整備，
販売促進支援，人材確保・育成支援，技
術支援等を行うとともに，県と市町村が
一体となって，特色ある農林水産資源を
生かした農林水産資源活用型産業，地理
的制約を受けにくい情報関連サービス産
業，高付加価値小型部品製造業及び伝統
ある本場奄美大島紬を生かした繊維関連
産業など，奄美地域の優位性を生かせる
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業種，またはハンディキャップの克服が
可能な業種の企業立地の促進を図る。
また，奄美地域の強みである地域資源
を活用した地元企業による新たな事業展
開や新事業の創出などを促進する。
(ｲ) 商業
奄美群島の商店は零細な個人企業が多
いことから，中小企業振興資金等を活用
するなどして，商店経営の近代化・合理
化を図る。
また，群島の中核都市である奄美市の
中心市街地においては，平成29年３月に
国の認定を受けた中心市街地活性化基本
計画に基づく各種事業の実施や，各個店
の魅力アップにより，質の高い魅力的な
商店街づくりを図り，中心市街地活性化
の取組を促進する。
その他の地域においては，消費者ニー
ズへの対応や地域課題の解決に向けた取
組などへの支援を行い，事業者，商工団
体，地域住民，市町村等と連携の上，地
域と一体となった魅力ある商店，商店街
づくりを促進する。
また，観光客のための商店，商店街づ
くりや，観光産業とも連携した特産品の
開発と販売を促進する。
(ｳ) 中小企業
人口構造の少子化・高齢化による需要
の変化など，社会経済の変化に対応した
新事業の創出やＩｏＴ・ＡＩ等を活用し
た県内中小企業の生産性向上等を促進す
るとともに，意欲ある中小企業者の経営
革新への取組等を支援する。
このため，（公財）かごしま産業支援セ
ンターにおいて，中小企業者の多様なニ
ーズに対応した情報の提供や経営診断・
助言・ＩＣＴ活用の促進等の各種支援を
行うとともに，他の支援機関・団体との
連携体制の充実・強化を図る。

また，中小企業者の経営革新等に向け
ての自助努力を支援するため，県中小企
業融資制度や中小企業経営革新支援制度
の活用を促進するとともに，（公財）かご
しま産業支援センター，商工会議所及び
商工会など，関係団体における指導事業
の充実や人材育成のための研修会の開催
など事業活動の促進を図る。
中小企業者の創業・事業再生・事業承
継への支援については，地域経済の活力
維持が図られるよう，県中小企業融資制
度や各種支援制度の活用を促進するとと
もに，金融機関，商工団体等と連携強化
を図る。
(ｴ) 起業支援
新たな雇用の創出や地域の活性化等を
図るため，創業または事業拡大を行う場
合などの設備投資資金，運転資金に対す
る支援を行うとともに，関係機関の連携
による総合的な支援体制の充実・強化を
図り，地域における起業を促進する。
中小製造業者に対しては，創業や新分
野への進出，規模拡大を目指すための研
究開発や設備投資等の取組を支援する。
また，若者や女性等による新たな視点
からの起業を促進するとともに，県工業
技術センターによる地域資源の高度利用
に関する研究を推進し，地域企業への移
転・実用化を進めるなど，群島内の豊か
な地域資源を生かした商品開発等の取組
を支援することにより，起業化や新分野
展開への取組を促進する。
なお，情報通信産業については，地理
的制約を受けにくいことから，同産業に
おける起業化や新事業創出を進めるため
の拠点施設の活用や人材育成の取組の促
進を図る。
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エ 雇用・ワークライフバランス
企業立地の促進や各種産業の振興によ
る雇用の創出に努めるとともに，以下の
取組を推進することにより，雇用の確保
及びワークライフバランスの推進を図る。
地域の特性を生かした農林水産業や観
光の振興及び大島紬，奄美黒糖焼酎など
地場産業の育成による地域経済の振興発
展を図る。
県と市町村が一体となって，企業の人
材確保の促進，立地環境の整備及び企業
立地優遇制度の拡充などにより，奄美の
特性を生かした企業立地の促進を図ると
ともに，地域の特性及び地元の創意を生
かした産業の発展を支援する。
高度なＩＣＴ利活用能力を有する人材
の育成を促進し，各種産業の立地促進や
地元企業の育成，競争力の向上を図る。
各地域の強みである地域産業資源を活
用した地元企業による新たな事業展開や
新事業の創出などを促進することにより，
雇用拡大をはじめとする地域経済の振興
発展を図るとともに，中小企業経営革新
支援制度や県中小企業融資制度の活用に
より，意欲ある中小企業者の経営革新等
へ向けた取組を支援する。
（公財）かごしま産業支援センターな
ど，地域の産業支援機関との連携を進め，
起業化や新事業の創出に向けた総合的な
支援体制の充実強化を図る。
また，県工業技術センター等による地
域資源の高度利用に関する研究を推進し，
関係機関と連携して開発した技術の普及
を図ることなどにより，島内の豊かな地
域資源を生かした起業化や新分野展開へ
の取組を促進する。
地域雇用開発促進法に基づく地域雇用
開発助成金（地域雇用開発コース）や実
践型地域雇用創造事業等の活用により，
雇用機会の拡充等に向けた取組を積極的
に推進するとともに，労働者の雇用の安

定と拡大を図るために，多様化している
企業のニーズに対応した職業能力開発施
策を展開する。
農業における雇用の確保については，
農業経営の規模拡大や６次産業化による
農業経営の法人化・多角化，企業等の農
業参入を促進する。
また，就業希望者に対する市町村の研
修施設などでの就農前研修，農業次世代
人材投資資金の交付などにより，新規就
農者の確保・育成を図る。
水産業・林業における雇用の確保につ
いては，関係団体等と連携して，就業希
望者への就業相談や研修を行うほか，新
規就業者を対象とした技術研修等の実施
により，新たな担い手の確保・育成を図
る。
医療・福祉・介護事業における雇用の
確保については，地域医療を担う人材や，
介護・福祉ニーズに的確に対応できるよ
う緊急かつ重点的な人材の育成・確保に
取り組むとともに，要援護高齢者への多
様なサービス基盤の確保，民間事業者へ
の事業支援，介護労働者の能力開発の支
援，介護労働者の雇用管理の改善を推進
することで雇用確保を図る。
若年者やＵＩターン者の地元・県内就
職を促進するため，県内企業の魅力の向
上や情報発信を図るとともに，誰もが柔
軟で多様な働き方ができるよう良好な雇
用環境の整備と仕事と子育て・介護等が
両立できる環境づくりなどの「働き方改
革」の推進に取り組む。
オ 金融の円滑化
(ｱ) 群島金融
産業の振興を図るため，奄美基金，日
本政策金融公庫，民間金融機関がそれぞ
れの役割・機能を十分に発揮するととも
に制度資金等の円滑な融通を行うなど，
事業者の資金需要に応えていくことによ
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り産業の振興を図る。
また，災害等への対応として，金融機
関等に被災者に対する返済条件の緩和等，
個々の実情に応じた対応を促すとともに，
被災事業者に対する各種制度の積極的な
活用を促進する。
(ｲ) 独立行政法人奄美群島振興開発基金
奄美基金は，振興開発計画に基づく事
業に必要な資金を供給することなどによ
り，一般の金融機関が行う金融を補完し，
又は奨励することを目的に設置されてお
り，これまで振興開発計画と一体的な政
策金融機関として各種施策を誘導する機
能を発揮し，極めて重要な役割を果たし
てきている。
特に，融資業務については，群島の立
地条件を生かした産業の振興に重点をお
いて，第１次産業はさとうきび，畜産，
園芸，漁業，第２次産業は大島紬などの
特産品,観光，流通及び加工，さらに地域
の資源，技術を活用した製造，販売業等
に対して長期低利資金の貸付を行ってい
る。
今後とも，群島の特性を最大限に活用
し，群島経済の自立的発展に資するため
には，第１次産業から第３次産業までの
幅広い多様な資金需要に対応し，かつ，
効率的な資金措置を実施するために，融
資から保証業務までワンストップで行う
地域の政策金融機関としての業務及び機
能の充実を図る必要がある。
さらに，振興開発計画に基づき，他の
金融機関で対応が困難な第１次産業，中
小零細事業，地域資源を活用した事業等
への支援や公的機関としてのメリットを
生かし，県・群島内市町村等と連携した
産業振興のための支援，地域に密着し地
元の経済事情及び金融事情に精通した，
きめ細かな対応のできる政策金融機関と
して，奄美基金の業務の一層の周知，起

業者を含めた新規資金需要の掘り起こし，
経営・再生支援，コンサルティング機能
の強化，民間金融機関との協調等による
事業者の育成及び自立化支援等を実施す
る必要がある。
これらの基金が有する役割については，
今回，群島内事業者を対象に実施したア
ンケート調査においてもその期待の大き
さがうかがえるなど，奄美基金は，今後
とも奄美群島の自立的発展を図る上で必
要不可欠である。
このようなことから，奄美基金が奄美
群島の振興開発に必要な政策金融を担う
機関としての機能を果たしていくために
は，業務の内容面，組織運営面で審査内
容の充実・強化による延滞債権等の発生
防止，期中管理の徹底によるリスク管理
債権の削減などを推進することにより，
繰越欠損金の解消を軌道に乗せ，加速す
るとともに，優良な金融資産を確保する
ことで安定的な収入を確保し，収支を改
善することが必要である。
ａ 融資業務
(a) 貸付財源の確保
民間金融及び他の政府系金融機関や各
種制度資金を補完し，群島の実情に合っ
た資金手当を行うという奄美基金に対す
る事業者の資金需要に応えるため，今後
とも，事業規模等も勘案しながら，引き
続き必要に応じて貸付財源の確保を図る。
(b) 奄美群島の経済情勢の実情に合った
貸付条件の設定
奄美群島の経済情勢を踏まえ，群島の
特性を生かして成長が期待される農業，
観光，情報通信などの分野における起業
に際し，一層の支援を行うため貸付限度
額，金利等の貸付条件の改善など，群島
の産業特性及び群島内事業者の資金需要
等を勘案した貸付条件の設定を図る。
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また，地元市町村の諸課題に対する重
点施策，例えば民泊や農業の大規模化へ
の対応などに，県，市町村と奄美基金が
連携し，事業者を支援するための金融支
援制度を整備するなど，一層の地元への
貢献度を高める。
ｂ 保証業務
(a) 保証基金の充実
根強い保証需要や経済環境の変化，激
甚災害など不測の保証需要に対応するこ
とに加え，経営基盤の安定・強化に資す
るよう，必要に応じて保証基金の充実を
図る。
(b) 奄美群島の経済情勢の実情に合った
保証条件の設定
融資業務と同様，群島の経済状況が依
然厳しい状況にあることを踏まえ，保証
限度額等の保証条件の改善など，群島の
産業特性及び群島内事業者の資金需要等
を勘案した保証条件の設定を図る。
ｃ 出資業務
奄美群島ではＬＣＣ就航やクルーズ船
の寄港による交流人口の増加や，世界自
然遺産登録を見据えた官民の動き，大河
ドラマ「西郷どん」の放送など追い風が
吹いているところである。
また，各市町村において，今後，人口
の著しい減少を食い止めるためには，こ
の奄美群島に吹く追い風を生かしながら，
産業を振興し，雇用を促進し，定住を図
っていくことが不可欠であるため，奄美
基金において，各市町村が行う施策を積
極的に支援するような新事業創出に係る
出資ができないか検討する。
ｄ 地域に密着した政策金融機関としての
機能強化
地域の特性を踏まえ，第１次産業から

第３次産業まで幅広く対応する地域密着
型の金融機能の強化等を，今後，次のよ
うな方向で促進する。
(a) 起業化に対する支援・育成
雇用の創出，地域資源を活用した新規
産業の起業及び関連する既存産業の活性
化や事業の多角化を図ろうとする起業化
に対しては，（公財）かごしま産業支援セ
ンター等の群島内外の関係支援機関と連
携を図りながら必要な情報提供等を行う
とともに，起業時のみならず事業の進展
に応じて適切な金融措置が図られるよう
継続した支援・育成を検討する。
また，市町村や関係機関との連携を図
りながら，民泊やUIターンの促進など各
種の定住施策等と連動した群島内事業者
の支援・育成体制の確立を図る。
(b) 地域の関係機関との連携強化
市町村や金融機関等との連携を強化し，
各種事業資金を必要とする利用者に対し，
適切な金融措置を総合的に講じるなどサ
ービス向上を図るため，相談・経営サポ
ート機能の充実と対応の弾力化に努める。
さらに，市町村等の行う各種施策の実
施に際し，必要に応じ保証，融資の資金
対応を制度化するとともに，起業家育成，
企業誘致等においても審査段階から関与
することにより，その後の事業発展に適
切な支援を行うなど，産学官金の連携に
おいて中核的な役割を担い，実効的な対
応を図る体制を構築していくことが必要
である。
また，従来の奄美基金の窓口である各
市町村の地区信用調査委員会や地域の関
係機関である商工会，商工会議所，金融
機関との連携をより密接に行うなど事業
者の資金需要に的確に対応するとともに，
審査機能の充実・強化と貸付債権等の適
正な管理を図る。
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(c) コンサルティング機能の強化
群島内産業の振興を図るためには，保
証及び融資の資金供給業務を適切に行う
ほか，地域の実態に見合った各種セミナ
ー，経営サポート等コンサルティング機
能を発揮し総合的な支援を行うことが必
要であり，このことにより事業者の規模
拡大，市場開拓・ビジネスマッチング及
び経営改善に貢献することが期待される。
(d) 情報発信機能の強化
群島内での事業経営は，群島経済の動
向が強く影響することから，産業・経済
・金融等に関する関係機関との積極的な
情報交換や連携の強化を図り，群島経済
の動向を的確に把握するとともに，情報
の発信に努める。
また，群島内事業者においては，奄美
基金の融資・保証制度に対する今後の利
用意向が非常に高いことから，一層の制
度利用の促進を図るとともに，新たな資
金需要の掘り起こしを図るため，ホーム
ページや地元市町村の広報誌等を活用す
ることにより，融資・保証制度について
の情報提供の強化に引き続き努める。
(e) 事業者に対する経営及び再生支援策
の取組強化
奄美群島では，大島紬業など従来の基
幹産業の低迷が続いており，事業者の経
営維持・安定に大きな影響を及ぼしてい
ることから，事業者に対する経営及び再
生支援策の取組は，群島内産業の存続，
技術等の承継及び今後の群島経済の活性
化を図る上で重要な業務である。このた
め，従来の保証及び融資による資金供給
に加え，業況悪化等により経営状況が厳
しくなっている事業者等に対し経営改善
計画の作成及び資産・負債の改善に向け
た経営サポートなどコンサルティング業
務等適切な支援策の実施を図ることによ

り事業者の経営実態に即したきめ細かな
対応を行うこととし，必要に応じて地域
の金融機関及び「かごしま中小企業支援
ネットワーク」，「中小企業再生支援協議
会」等の関係機関とも連携を図るなど地
域に密着した取組強化に努める。
２ 移住・交流の促進
［施策の方向性］
○ 移住相談から定着まで一貫したサポ
ート体制の充実や空き家の活用等によ
る住居の確保など，移住者を受け入れ
やすい環境づくりを促進する。
○ 移住に必要な情報を全国に向け情報
発信し，奄美群島への移住促進を図る。
地域の活力維持・活性化に向けて，移
住や二地域居住などを促進するため，市
町村における受入体制の充実を促進する
とともに，奄美群島ＵＩＯターン支援協
議会が行う群島内市町村が連携し，一体
となった情報発信や相談対応体制の充実
を支援する。
(1) 受入体制充実の促進
仕事，住居，子育て，医療などに関す
る情報や移住体験などの移住支援制度に
関する情報を集約し，相談窓口における
情報提供の充実を図るとともに，移住コ
ーディネーターの設置など，移住希望者
の相談に応じて地域の実態に応じたきめ
細やかな支援を行い，移住相談から定着
までの一貫したサポート体制の充実を図
る。
また，集落の活性化を図るとともに，
移住者が地域コミュニティの中に溶け込
むことを促進するため，相互理解を深め
る機会の確保を図る。
仕事に関しては，雇用に関する情報提
供のほか，起業セミナーをはじめとする
創業や事業拡大に対する支援制度の充実
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など，移住者が仕事を得やすい環境づく
りの促進を図る。
住居に関しては，移住者の住居が不足
している地域もあるため，定住促進住宅
の整備促進のほか，地元住民やＮＰＯと
連携して，空き家の活用等による移住体
験住宅や住居の確保を図る。
このような移住・交流に向けた取組を
進めていくためには，受入体制の整備等
のソフト面とともに，交通・情報通信ネ
ットワークをはじめとした生活インフラ
の整備も不可欠であることから，その整
備も併せて促進する。
(2) 全国への情報発信
温暖な気候や豊かな自然環境，生活に
密着した伝統・文化，豊かな人情など奄
美らしい暮らし方，働き方等について，
群島内市町村が連携し，一体となった情
報発信や郷友会と連携した都市部での積
極的な広報等を促進する。
また，移住・交流相談員の東京への配
置，大都市圏での移住・交流セミナーの
開催を通じて，奄美群島の移住に関する
情報の発信を行う。
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第２節 世 界自然遺産登録などを生かし
た交流拡大のための方策
１ 世界自然遺産登録を見据えた施策の展
開
[施策の方向性]
○ 「奄美群島自然共生プラン」に基づ
き人と自然の共生ネットワークの形成
を図る。
○ 世界自然遺産としての価値の維持，
自然環境の保全と利用の両立，地域の
気運醸成等の取組を推進する。
○ 「奄美群島持続的観光マスタープラ
ン」に基づき，利用ルールの策定，施
設整備，持続的な観光利用に向けた取
組等を実施する。

効に活用することにより，地域に経済効
果をもたらしながら，地域の振興を図る
ことが基本となる。
また，自然環境や歴史文化を対象とし，
それらを体験し学ぶとともに，対象とな
る地域の自然環境や歴史文化の保全に責
任を持つ観光のあり方であるエコツーリ
ズムの考え方は，世界自然遺産にふさわ
しい資質を有する奄美の地域振興を進め
る上で極めて重要である。
このため，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，過剰利用による悪影響を防ぐため
の利用ルールの策定，施設整備，持続的
な観光利用に向けた取組等を実施するた
めの関係機関との協議検討やモデル事業
今後の奄美群島の地域づくりにおいて
等を実施する。
は，世界的にも高く評価される奄美群島
さらに，世界自然遺産登録を目指す奄
の特有な自然環境の価値を，「共生」とい
美群島においては，廃棄物を他の産業が
う観点から見直し，「人と自然が共生する
資源として活用することなどにより，全
地域」を目指していくことが重要である。
体として環境への負荷ができる限り低減
奄美群島の多様な自然と人との共生を
される循環型の社会づくりを目指すなど，
目指した地域づくりの指針である，「奄美
身近な生活環境の保全を図るとともに，
群島自然共生プラン（平成15年９月策定）」 自然環境配慮型・自然再生型の公共事業
を推進するなど，世界自然遺産登録を見
では，こうした考えに基づき「共生への
据えた取組を進める。
転換」，「地域多様性への転換」，「地域主
体性への転換」の３つの転換を基本的な
(1) 世界自然遺産登録を見据えた取組の
理念としている。
推進
その上で，奄美群島の豊かな自然や希
ア 国立公園等保護地域の管理
少種，これに関わる個性的な文化等の資
源を奄美の「宝」として再認識，再発見
優れた自然環境の適正な保全を図るた
め，市町村や地域住民，ＮＰＯ等と地域
し，この奄美の「宝」を核として，それ
別・分野別に協働の仕組を構築して，自
ぞれの多様性を尊重しながら，地域が自
然保護及び希少種保護の普及啓発や情報
ら主体的に行動することを基本として，
提供を図るなど，さらに一層，対象地域
「人と自然が共生する地域」の構築を目
の特性等に応じて十分な保全・保護等が
指している。
なされるように検討する。
奄美群島においては，この奄美群島自
国立公園における保護の課題や提供す
然共生プランを基礎として，人と自然が
べきサービス等について総合的に検討し，
共生する地域を目指し，世界自然遺産推
自然環境の保全，利用施設の整備及び維
薦地としての価値を有する自然環境及び
持管理，利用者サービスの提供等の地域
伝統・文化等の地域資源を生かしつつ有
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の関係者が分担して実施すべき具体的な
取組内容及び役割分担について国が整理
する管理運営計画の作成を促進する。
イ 重要地域の価値の維持
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，希少種の保護
対策については，奄美希少野生生物保護
対策協議会において関係機関との調整を
進めつつ，その保護のための適切な施策
を講じるとともに，モニタリング調査や
情報発信等を行うなど，多様な自然の生
態系を把握，保全するための取組を進め
る。
また，アマミノクロウサギ等のロード
キル（交通事故）や希少種の盗採等への
対策の推進や，外来種の対策としてマン
グース，ノヤギ，オオキンケイギク等の
駆除等を行うほか，ノイヌ，ノネコ等の
対策として飼養動物の適切な飼育管理の
徹底を促進するとともに，捕獲等を含め
た体制整備を進める。
さらに，希少種の生態や生息地等の調
査・研究，マングース駆除等の外来生物
対策，保護思想の普及啓発等を総合的に
推進するための拠点施設である奄美野生
生物保護センターの機能を拡充するとと
もに，その活用を図る。
サンゴ礁の保護・再生対策については，
地域のボランティア，ＮＰＯ等とも連携
して，オニヒトデ等の駆除やモニタリン
グ調査，環境学習等の促進を図る。
この他，過去の人間の活動によって損
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，希少種の保護を図る。
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ため，「奄
美群島持続的観光マスタープラン」に基

づき，利用のルールの作成や受入体制の
整備を進めるとともに，世界遺産センタ
ーの整備や奄美自然観察の森の再整備な
どによる自然環境の保全及び環境教育の
拠点機能の充実や，奄美の豊かな自然と
深く関わる地域文化の研究拠点の在り方
についても検討する。
また，自然環境や歴史文化を対象とし，
それらを体験し学ぶとともに，対象とな
る地域の自然環境や歴史文化の保全に責
任を持つ観光のあり方であるエコツーリ
ズムの考え方は，世界自然遺産にふさわ
しい資質を有する奄美の地域振興を進め
る上で極めて重要である。
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，平成29年２
月に策定した「奄美群島エコツーリズム
全体構想」に基づき奄美群島エコツーリ
ズム推進協議会による認定エコツアーガ
イドの育成やツアーの受入体制の整備等
を進める。
ウ

気運の醸成

世界自然遺産推薦地としての価値の維
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世
界自然遺産登録を見据えた取組を推進す
るとともに，屋久島など他の世界自然遺
産登録地と連携して，登録による成果と
保全管理上の課題，持続可能な利用の取
組，地域社会が果たす役割等を紹介する
セミナー等を開催し，世界自然遺産登録
へ向けた地域の気運の醸成を図る。
(2) 共生ネットワークの形成
奄美群島の地域づくりにおいては，奄
美群島の特有な自然環境の価値を共生と
いう観点から見直し，奄美群島自然共生
プランに基づき，人と自然が共生する地
域づくりを目指していく。
奄美群島は個々の島ごとに多様であり，
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また群島全体としても特有な自然を有し
ており，その自然と深く関わりながら各
島あるいは群島全体で特有の地域社会や
島唄をはじめとする文化など，伝統や誇
りの根源である奄美群島の固有の資源と
もいえるものが存在している。
このような奄美の「宝」を有機的に結
びつけるために，具体的な課題に応じた
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促進する。
ネットワークの形成に当たっては，市
町村や地域住民，ＮＰＯ等との協働を基
本とし，奄美群島の歴史や文化を築いて
きた自然環境，それに育まれた生活環境，
歴史・文化，伝統技術・伝統芸能や特産
品，知恵や技等の収集・整理を促進する。
さらに，自然環境や歴史文化などの研
究対象としての奄美の魅力の発信，研究
者が奄美に集まる取組，多くの研究者が
訪れた場合の受入体制の整備，研究者が
長期滞在して研究・調査できる環境の整
備を図る。
また，自然環境の保全・活用等の普及
啓発，その価値が広く共有されるための
地域の内外への情報発信のあり方の検討
等に取り組む。
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２

群島内外との交流の促進

［施策の方向性］
○ 群島内の島々を結ぶ周遊型観光の促
進や農林水産業等の技術交流など，各
分野における群島内の交流・連携の促
進を図る。
○ 世界自然遺産の屋久島との交流促進
や県内の世界文化遺産を生かした交流
促進を図る。
○ 沖縄県との友好を深める取組や産業
連携を進め，官民あげた交流・連携を
促進する。
○ グローバル化社会の進展に対応する
ため，青少年による国際交流事業を促
進し人材育成を図るとともに，外国人
住民の地域社会参画を促進する多文化
共生の取組を推進する。
(1) 群島内外との交流促進
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，人・物・情報等が活発に行き交う
活力ある奄美群島の形成促進を図る。
「しまのサポーター」ホームページや
「（一社）奄美群島観光物産協会」ホーム
ページ等における情報内容の充実を図る
とともに，これらインターネットによる
奄美の魅力ある観光情報の発信を促進す
る。また，世界自然遺産登録を見据え，
グリーン・ツーリズムやブルー・ツーリ
ズム，エコツーリズムなど体験・滞在型
観光の促進，タラソテラピーなどの資源
を活用した癒しと健康にあふれる観光地
づくり，スポーツ合宿等の誘致，オフシ
ーズンの入り込み増を図るための助成制
度等により，国内外の地域との通年的な
交流促進を図る。
また，群島内の島々を結ぶ周遊型観光
の促進や農林水産業等の技術交流など，

各分野における群島内の交流・連携の促
進を図る。
さらに，世界自然遺産登録となった場
合，国内に複数の世界自然遺産登録地が
ある唯一の都道府県となるメリットを生
かし，屋久島との交流促進を図る。加え
て，県内の世界文化遺産を生かした交流
促進を図る。
また，大都市の奄美群島出身者の集ま
りである郷友会などとの連携を図る。
(2) 沖縄県との交流
地理的・歴史的・文化的につながりの
深い沖縄との県際交流を促進するため，
航空路・航路など両地域間の交通や情報
通信ネットワークの整備等の交流・連携
の基盤づくりを促進するとともに，それ
ぞれの地域の特色のある観光拠点を結ん
だ観光ネットワークの形成や固有の歴史
民俗・伝統芸能を通じた歴史文化交流，
亜熱帯性等の気候を生かした農林水産業
等の技術交流等を積極的に展開する。
特に，奄美・やんばる広域圏交流推進
協議会を中心に，両地域のさらなる友好
を深める取組や産業連携を進め，地域の
主体的な取組による官民あげた交流・連
携を促進する。
(3) 国際交流
奄美群島の特徴ある多様で豊かな自然
や，個性的な伝統・文化等といった奄美
の持つ多彩な魅力を積極的に海外へ情報
発信するとともに，人・物・情報に関す
る様々な交流活動を展開し，交流人口の
増加を図る。特に，今後も目覚ましい経
済発展・人口増加が期待され，地理的・
歴史的にも関係が深いアジア地域との交
流を一層促進する。
また，グローバル化社会の進展に対応
するため，将来の奄美地域の発展を担う
青少年による国際交流事業を促進し人材
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育成を図るとともに，今後増加が予想さ
れる外国人住民の地域社会参画を促進す
る多文化共生の取組を推進する。
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第３節 滞 在型・着地型観光を促進する
ための方策
［施策の方向性］
○ 多様で 豊かな自然や個性的な伝統・
文化などの観光資源を活用した施策の
展開を図る。
○ 世界自然遺産登録を見据え，保護と利
用の両立に配慮した持続的な観光を推
進する。
○ 奄美の自然・食などを生かした新た
な旅行商品の造成を支援する。
○ スポーツコミッションの立ち上げとス
ポーツ合宿の誘致を促進し，交流人口
の拡大を図る。
○ 奄美の魅力ある地域資源を活用し，多
彩な体験・滞在型観光を推進する。
○ 顧客需要を意識したマーケティング戦
略を推進し，奄美のブランド化を図る。
○ 観光ル ートづくりやガイドの育成・
確保等受入体制を整備する。
○ 新たな観光ニーズにも対応した質の高
い施設整備や，おもてなしを身近に体
験できる民泊施設の整備を促進する。
○ 奄美群 島へのアクセス改善等観光交
通体系を整備する。
○ 移動コストの軽減により群島内外の相
互交流を促進する。
○ 世界自然遺産を生かしたクルーズ商
品の構築を促進する。
○ 奄美大島へのＬＣＣ就航等による交流
人口の拡大を生かし，群島間や沖縄間
の交通の利便性向上を図りながら，世
界自然遺産登録の効果を群島全体へ波
及させる取組を推進する。
○ ＩＣＴ の活用等により魅力ある観光
情報の発信を図る。
○ 地域産 業と連携した，奄美の「食」
の提供や体験型観光等を推進する。
○ 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する。

１ 地域資源を生かした観光施策の展開
奄美群島は，世界自然遺産推薦地とし
ての価値を有する亜熱帯性・海洋性の優
れた自然や特色ある貴重な動植物に加え，
大島紬や奄美黒糖焼酎等の特産品や食，
島唄，八月踊り，六調，闘牛等に代表さ
れる独自の伝統・文化等に恵まれている。
また，奄美パーク・田中一村記念美術
館，黒潮の森マングローブパーク，タラ
ソ奄美の竜宮，徳之島なくさみ館等の個
性的で多様な観光施設が整備されてきて
おり，これらを活用した観光の振興は，
奄美群島の地域の活性化を図る上で大き
く期待されている。また，世界自然遺産
登録を見据え，奄美群島の豊かな自然や，
個性的な文化等を，他の地域にはない奄
美固有の魅力として地域住民が再認識し，
その魅力を国内外に情報発信するととも
に，これらの魅力を体感できる個性あふ
れる観光地づくりや景観形成，交通体系
の整備を図る必要がある。
このため，奄美群島の多様で豊かな自
然や，個性的な伝統・文化等の地域資源
を有効に活用し，奄美の魅力を生かした
新たな旅行商品の造成を支援し，個性豊
かなイベントの開催，国内外からの各種
スポーツ合宿の誘致，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
促進する。
また，（一社）奄美群島観光物産協会を
中心に，市町村，関係機関・団体等と連
携を図りながら，島コーディネーターの
活用や，観光ガイド，インストラクター，
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し，奄美ならで
はのおもてなしの充実を図ることにより，
商業主義化されたリゾートではなく，魅
力と個性あふれる観光地づくりを促進す
る。
さらに，今後増加が見込まれる中国等
の東アジアを中心とする海外からの観光
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客を視野に入れた国内外からのクルーズ
船の誘致など群島内外を結ぶクルージン
グ観光等の観光交通体系の整備，奄美パ
ーク・田中一村記念美術館を群島全体の
観光・情報発信の拠点として，マスコミ
やインターネット等を活用した魅力ある
観光情報の発信を図り，質の高い観光地
づくりを促進する。
これらの観光施策の展開にあたっては，
市場の顧客需要を意識したマーケティン
グ戦略の観点から効果的な施策の展開を
推進する。
(1) 観光資源の活用
世界自然遺産登録を見据え，保護と利
用の両立に配慮した持続的な観光を推進
する必要がある。
奄美群島の特徴ある多様で豊かな自然
や，個性的な伝統・文化の魅力を再認識
し，これらの地域資源を奄美の「宝」と
して保存・活用するために，「奄美遺産」
のようにストーリー性をもって有形・無
形の文化的資源を関連づける取組を促進
する。
また，自然環境の保全に配慮したエコ
ツーリズムや奄美自然観察の森等を活用
した環境学習を促進するとともに，自然
環境の保全・活用に関するシンポジウム
や学会等コンベンションの開催，誘致を
促進する。
特に，エコツーリズムについては，世
界自然遺産登録を見据え，学術的な価値
が極めて高い奄美の自然や歴史文化を研
究している研究者等と連携を強化し，研
究成果を反映させたより質の高いエコツ
アー等を促進するとともに，世界自然遺
産登録の効果を群島各島へ波及させるた
め，世界自然遺産奄美トレイルの設定を
推進する。
さらに，奄美のゆったりと時を過ごせ
る空間，健康増進・癒し効果が検証され

たタラソテラピー，島唄・八月踊りや長
寿食材など奄美群島が持つ資源や魅力を
活用し，癒しと健康を求めて島外の人が
訪れ，移り住みたくなるためのPR活動を
促進するとともに，奄美の自然・食など
を生かした新たな旅行商品の造成を支援
する。
スポーツキャンプや合宿等については，
一年を通じて温暖な気候と，名瀬運動公
園陸上競技場や天城クロスカントリーパ
ークなど群島各地のスポーツ施設を生か
し，国内外からの誘致を促進する。
様々な海洋レクリエーションや，各地
の島唄，八月踊り，六調などの伝統芸能，
個性豊かなイベントなど，奄美の魅力あ
る地域資源を生かした体験学習や沖縄等
との連携等の充実を図りながら，教育旅
行の誘致を促進する。
さらに，奄美の健康・長寿・癒しに関
する豊かな地域資源を有効に活用し，自
然のリズムに近いゆったりとした生活様
式や独特の食など，スローライフやスロ
ーフードを体験できる様々なプログラム
の充実を図りながら，引き続き，体験プ
ログラムを集積した「あまみシマ博覧会」
を実施するとともに，旅行商品化に向け
た磨き上げや農林漁業体験の提供など，
多彩な体験・滞在型観光プログラムづく
りを促進する。
これらの観光施策の展開にあたっては，
市場の顧客需要を意識したマーケティン
グ戦略の観点から効果的なポイントシス
テムやそれに付随するサービスのクーポ
ン化，旅行商品の開発などを促進する。
(2) 観光施設等の受入体制の整備
奄美パーク・田中一村記念美術館を群
島全体の観光拠点として位置付け，黒潮
の森マングローブパークなど群島各地の
様々な観光施設等との連携強化を図り，
周遊性のある観光ルートづくりを促進す
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る。
また，外国人旅行者の増加も見据えな
がら，観光施設の相互連携を図り，その
効用を高めるため，外国人観光客も含め
全ての観光客が各観光地間を分かりやす
く快適に移動できるよう，外国語併記の
観光案内標識等の設置や街並み整備，沿
道の植栽等やトイレ，休憩所等の施設整
備を図るとともに，インターネット等を
活用した観光地間の交通アクセスの情報
発信など利便性の向上を図る。
さらに，観光施設等においては，高齢
者や障害者等はもとより，全ての観光客
が安全かつ快適に観光を楽しむことがで
きるよう，バリアフリー化を促進する。
このほか，島唄や八月踊り，六調，闘
牛等の奄美ならではの伝統・文化を気軽
に楽しめるような体験型観光に対応した
施設の整備を促進するとともに，観光客
の本物志向・体験志向に対応するため，
鶏飯や豚骨，山羊料理等の伝統的な奄美
特有の料理が味わえる施設や，奄美の特
色ある食材等を使った特産品等の加工体
験施設の整備を促進する。
また，スポーツ施設等については，国
内外のトップアスリート等のスポーツ合
宿にも対応できるような質の高い環境を
提供するための整備・充実を促進する。
さらに，メジャースポーツやトップアス
リートだけではなく，様々なレベルに応
じた誘致対策を，（一社）奄美群島観光物
産協会を中心に推進するとともに，多様
な主体が参加するスポーツコミッション
（※）の立ち上げも視野に，奄美群島に
おけるスポーツツーリズムを促進する。
宿泊施設については，民間活力の導入
を図りながら，新たな観光ニーズにも対
応した質の高い施設や，長期滞在に対応
できる低廉な施設，奄美ならではのおも
てなしを身近に体験できる民泊施設等の
整備を促進する。

「奄美らしさ」を体験してもらうため
には，民泊が有効な手段であることから，
施設整備の在り方に加え，受入側向け制
度説明会の開催，地域推進組織への支援
について検討する。
このほか，（一社）奄美群島観光物産協
会，市町村，関係機関・団体等と連携を
図りながら，奄美ならではのホスピタリ
ティあふれるサービス提供体制づくり，
外国人観光客も含め全ての観光客が安心
して観光できるような観光案内機能の充
実，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島
コーディネーター，観光ガイド，インス
トラクター，地域通訳案内士等の人材の
育成・確保，マリンスポーツや大島紬の
泥染め体験など特色ある体験・滞在型観
光プログラムを一元的に提供する「あま
みシマ博覧会」の充実など，観光客の受
入体制の整備・強化を図り，訪れる誰も
が奄美の観光を満喫することにより，リ
ピーターの確保につなげる。
※スポーツコミッション：スポーツと，
景観・環境・文化などの地域資源を掛け
合わせ，戦略的に活用することで，まち
づくりや地域活性化につなげる取組。例
えば，スポーツへの参加や観戦を目的と
した旅行や，スポーツと観光を組み合わ
せた取組である「スポーツツーリズム」
など。
(3) 観光交通体系の整備
奄美群島へのアクセスを改善するとと
もに，群島内外を結んだ周遊型観光を推
進するため，奄美群島と本土，沖縄及び
各島間の交通体系の改善・充実を図る必
要がある。そのために，空港・港湾等の
交通拠点の整備を促進する。
航空路線については，県管理空港の着
陸料軽減や運航費補助などにより，その
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維持・確保を図るとともに，鹿児島，東
京，大阪，沖縄等を結ぶ路線において，
「奄
美群島振興交付金」を活用し，観光客等
に対する航空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，路線
の維持・確保を図りつつ，更なる交流人
口拡大に向けた施策を検討する。
また，群島内空港における国内チャー
ター便運航へ引き続き支援を行うととも
に，国際チャーター便運航に必要な施設
整備を促進する。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
取組の検討を行う。
航路については，観光客の交通手段で
もある定期航路の維持・確保を図るとと
もに，群島内の島々を観光船等で周遊で
きるクルージングネットワークの形成を
図る。
また，鹿児島〜奄美群島各島〜沖縄間
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，更なる交流人口の拡大に
向けた施策を検討する。
さらに，クルーズ船や定期船による観
光交流を振興するために既存施設の有効
活用を含めた受入環境の整備を図る。特
に，国内外からのクルーズ船の誘致につ
いては，世界自然遺産を生かしたクルー
ズ商品の構築を促進する。
道路交通については，各島の主要観光
ルートとなる縦貫・循環道路等の整備を
推進するとともに，休憩展望等のための
駐車場や公衆トイレ等を整備するほか，
奄美らしい景観が保全されるよう路傍植
栽等の管理を図る。
島内交通手段については，観光客の利
便性の向上や島内の周遊性を高めるため，

定期観光バスや観光タクシー等の整備・
充実について各島内の関係事業者等によ
る検討を促す。
加えて，奄美大島へのＬＣＣ就航等に
よる交流人口の拡大を生かし，群島間や
沖縄間との交通の利便性向上を図るとと
もに，「奄美群島アイランドホッピング検
討事業」の結果も踏まえ，世界自然遺産
登録の効果を群島全体へ波及させる取組
を推進する。
(4) 魅力ある観光情報の発信
観光情報の発信については，現代人が
求めている「癒しの空間」としてのイメ
ージを定着させられるような情報発信を
戦略的に展開する。
特色ある貴重な動植物や島唄，八月踊
り，六調，闘牛等の独自の伝統・文化な
ど，個性的で多様な地域資源を基本とし
た，高いメッセージ性を有する奄美の観
光ブランドの形成，定着化を図る。
また，奄美パークを群島全体の観光・
情報発信拠点として位置付け，来訪客へ
世界自然遺産の価値をガイダンス的に伝
えるため，展示リニューアルを行い，県
外在住の群島出身者等の協力も得ながら，
県内における他の地域や沖縄等には見ら
れない奄美の特性を踏まえ，奄美の観光
に対するイメージアップを図る。
（一社）奄美群島観光物産協会のホー
ムページのポータル機能強化をはじめ，
インターネットを活用した情報発信を進
める中で，内容の充実や多言語化など利
便性の向上に加え，多様な情報発信の機
能の整備，ＩＣＴ（情報通信技術）の利
活用を図るなど，テレビ，新聞等の従来
の広報媒体や，SNS等のソーシャルメディ
アの積極的な活用を通じて，国内外へ奄
美の魅力ある情報の積極的な発信を行い，
奄美群島の認知度向上を図る。
さらに，（一社）奄美群島観光物産協会
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等との連携を図りながら，首都圏をはじ
め，直行便のある地域等での観光展や旅
行会社等へのセールスの実施，奄美群島
への旅行会社等の招請，航空会社や旅行
会社とタイアップした群島各島の周遊ツ
アーや沖縄等と組み合わせた広域的な旅
行商品の造成支援等を進める。
また，中国人観光客向けの数次ビザを
利用した沖縄経由のルート形成，国際チ
ャーター便やクルーズ船を利用した海外
からのツアー造成等に向けた誘致セール
スなど，国内はもとより，アジアをはじ
めとした海外からの誘客促進を図る。
(5) 地域産業との連携
観光は，農林水産業，商工業等とも関
連した裾野の広い産業であることから，
より一層，産業間の連携強化を図ること
により，質の高い観光地づくりや魅力の
発信を行う必要がある。
このため，地域の農林水産業と飲食，
宿泊業等の観光業界との連携による地元
食材や食文化を生かした奄美の「食」の
提供やPRを促進する。
また，農林水産業や大島紬等の特産品
など地域産業と連携し，多彩な体験プロ
グラムの提供等による体験型観光の推進
や，奄美の自然，文化等を生かしたブラ
ンド化の推進を図るとともに，特産品，
土産品の開発・提供やＰＲを促進する。
(6) アジアをはじめとする海外からの観
光客を視野に入れた観光施策の推進
世界自然遺産登録などの動きとともに，
今後増加が見込まれる中国等の東アジア
を中心とする海外からの観光客を視野に
入れ，中国人観光客向けの数次ビザを利
用した沖縄経由のルート形成，国際チャ
ーター便やクルーズ船を利用した海外か
らのツアー造成等に向けた誘致セールス
など誘客促進を図るとともに，多言語に

よるインターネット等での情報発信や外
国語併記の観光案内標識等の設置を進め，
また，クルーズ船の寄港や国際チャータ
ー便運航に係るCIQ要員配置が円滑にでき
るような仕組みづくりの検討など，海外
との交流促進のための環境整備を図る。
２ 愛着を育む地域文化の継承，創造
奄美群島の豊かな地域文化を振興する
ため，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し，各
種文化施設の積極的活用や島口，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。
また，学校教育や生涯学習の場で，島
唄や八月踊りなどの伝統・文化の保存・
伝承を促進するとともに，奄美ミュージ
アムの取組で養成したインストラクター
等を核とする体験交流等を推進し，奄美
固有の自然や歴史，文化等を伝承・活用
する活動を促進する。
社会教育の場において，関係機関や団
体等との連携により，島唄や八月踊りな
どの伝統・文化の保存・伝承を促進する。
また，地域文化の地域住民への普及促
進及び有識者による地元学・地域学の展
開を図る。
さらに，天然記念物の保護・管理や史
跡の整備を促進するなど，地域の文化財
等の保存・活用及び愛護思想の普及高揚
を図る。
加えて，奄美群島の住民だけでなく，
県民すべてが奄美群島の地域文化や自然
環境が本県の財産であることを深く認識
するため，鹿児島県本土などの小中学校
の児童・生徒による奄美群島への教育旅
行の実施を促す。
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第４節 奄 美群島が抱える条件不利性の
改善
［施策の方向性］
○ 航路・ 航空運賃及び農林水産物を出
荷する際の輸送コストの軽減を継続す
るとともに，事業の充実・拡大及び利
用促進を検討する。
○ 加工品の輸送コスト及び農林水産物
の生産資材等の移入に係る輸送コスト
の軽減を検討する。
○ 本土と の格差が生じている物価格差
の縮小を図る。
○ 加計呂麻島，請島，与路島の島外車
検に伴う車両航送費の支援措置の実現
に向けて取り組む。
○ 空港， 港湾，道路等交通基盤の整備
及び既存施設の老朽化対策を推進する。
○ 近年の 記録的な集中豪雨や台風被害
を踏まえ，防災及び国土保全施策を推
進する。
１ 運賃・輸送コストの軽減
外海離島である奄美群島において，航
空路線は住民の往来や産業活動，観光客
等の群島内外のアクセスにとって極めて
重要な交通手段となっている。
しかしながら，沖縄と比較した場合，
利用者数や便数，使用機材の大きさなど
に差があることなどから，奄美路線が割
高となっており，奄美群島の人口一人当
たり所得が209万円（平成26年度）と全国
平均と比べ大きく下回っている実態も合
わせ考えれば，奄美群島の航空運賃は，
家計にとって大きな負担となっている。
また，観光振興を図る上では，地域間
競争の支障となっている。このように，
航空運賃の軽減は，奄美群島の住民の生
活利便性の向上や観光の振興等を図るた
めに重要な課題であることから，平成26
年度から「奄美群島振興交付金」を活用
し，離島住民割引制度の拡充を図ったと
ころである。

また，奄美群島から関東，関西をはじ
めとする消費地に農林水産物を出荷する
場合，本土における陸上輸送費とは別に
必然的に海上輸送費用等が必要となって
いる。
現在，奄美群島振興交付金を活用して
実施している奄美群島農林水産物輸送コ
スト支援事業については，引き続き事業
を実施することにより条件不利性の改善
を図るとともに，出荷団体が作成する生
産振興計画に対して適切な助言・指導，
その他必要な支援措置を講じ，地元生産
者の生産性向上や雇用の拡充，人材の育
成を促進する。また，事業の利用促進を
図るための取組を検討する。
さらに，これまで対象としていなかっ
た加工品を含めた輸送コストや農林水産
物の生産資材等の移入に係る輸送コスト
に対する支援の実施など，事業の充実・
拡大について検討する。
なお，離島振興法に基づく離島活性化
交付金及び平成29年４月に施行された有
人国境離島地域の保全及び特定有人国境
離島地域に係る地域社会の維持に関する
特別措置法に基づく特定有人国境離島地
域社会維持推進交付金の対象地域におい
ては，加工品を含めた輸送コスト支援及
び生産資材等の移入に係る輸送コスト支
援制度がある。

２

生活又は事業活動に必要な費用負担
の軽減
(1) 物価の軽減
品目別にバラツキはあるものの依然と
して本土との格差が生じている物価につ
いては，その格差発生の要因や実態を踏
まえながら格差縮小を図る。
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ア 物価格差の縮小
奄美群島においては，生活関連物資の
多くを本土からの移入に依存しており，
物流コストが上乗せされること等により，
本土に比べて総体的に物価が高く，群島
民の生活の負担となっている。
ガソリン価格については，既存の軽減
措置があるものの，まだ本土に比べて割

高であり，日常生活や産業振興等に大き
な影響を与えていることから，揮発油税
等の軽減などによる価格引き下げが図ら
れるよう取り組む。
さらに，本土との地域格差を縮小する
観点から，消費税の負担軽減について検
討する必要がある。

イ 物資の価格及び需給の安定

エ 関係業界への協力要請

生活関連物資の価格及び需給の安定を
図るため，引き続き動向を調査・監視す
る。
また，地元においては，本土等からの
供給方法や島内での安定的な備蓄方法の
在り方についての検討を行う。

本土との価格差の大きい生活関連物資
について流通実態調査を行い，必要に応
じて関係業界に対し価格差縮小に向けて
の協力要請を行う。

ウ 一時的な価格上昇の防止
台風等による海上輸送途絶時に懸念さ
れる一時的な価格上昇や便乗値上げを防
止するため，価格及び需給状況の調査・
監視を行う。

オ 消費者意識の啓発等
生活関連物資の価格の安定や円滑な供
給等に資するとともに，消費者が合理的
な消費行動をとることができるよう，消
費者と事業者が意見交換を行う離島物価
問題懇談会の開催や，物価に関する情報
提供を行う。
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(2) 島外車検に伴う車両航送費の負担の
軽減
加計呂麻島，請島，与路島の島外車検
に伴う車両航送費の負担軽減を図るため
の支援措置の実現に向けて取り組む。
３ 交通基盤の整備
(1) 航空交通
ア 空港の整備
奄美群島は，その地理的条件から高速
交通体系を維持し，隔絶性の軽減を図る
ことが重要であることから，空港の整備
については，航空機の安全運航の確保及
び航空輸送需要の動向に対応した空港施
設の更新・改良とともに，観光客に対す
る奄美ならでは歓迎ムードを醸成するた
めの体制整備を図る。
なお，喜界・沖永良部・与論空港にお
ける旅客・貨物制限については解消を図
る。

完港利用に伴う利用者や貨物等の移動コ
スト等の削減を図る。
(ｲ) 既存施設の有効活用
定期船港湾においては，岸壁エプロン
や防舷材等の定期的な補修を進めるとと
もに，港湾施設の老朽化対策を推進する。
(ｳ) クルーズ船受け入れの対応
奄美群島においても，多くのクルーズ
船を受け入れられるように既存施設の有
効活用も含めた受入環境の整備を図る。
イ 航路の整備
航路は，奄美群島の住民の生活や産業
活動にとって極めて重要な交通手段とな
っていることから，引き続き，運営補補
助等を行うなど，国や航路事業者と連携
しながら，その維持・充実を図り，運賃
軽減を継続するとともに，運賃軽減の拡
充を検討する。

イ 航空路の整備
航空路線は奄美群島の住民の生活や産
業活動にとって極めて重要な交通手段と
なっていることから，引き続き国と協調
した運航費補助や機体購入費補助を行う
など，国や航空会社と連携しながら，鹿
児島，東京，大阪，沖縄等の各空港及び
各島間の路線の維持・充実を図り，運賃
軽減を継続するとともに，運賃軽減の拡
充を検討する。また，国に対しても，財
政支援措置の拡充など離島航空路線の安
定的な運航を確保するための支援策等の
維持・充実を図るよう，働きかける。

（参 考）※ 離島関係法の動き
○沖縄振興特別措置法（H24.3改正）
・一括交付金の創設（人・物の移動コス
トを軽減する制度を実施）
○離島振興法（H24.6改正）
・「人の往来及び物資の流通に要する費用
の低廉化に資するための施策の充実に
特別の配慮」の規定を追加
・離島活性化交付金等の創設
・「離島航路・航空路の支援に関して必要
となる新たな法制の整備を含めた支援
のあり方について検討」（附帯決議）

（2） 海上交通
ア 港湾等の整備
(ｱ) 定期船対策の推進
亀徳港等の定期船主要港においては，
港内静穏度を向上させるための防波堤を
整備し，就航率を向上させることで，補

(3) 陸上交通
ア 道路の整備
外海離島の隔絶性を解消し，本土との
近接性を確保するための空港・港湾の整
備とともに，これらの空港・港湾とのア
クセス向上や地域間の交流を促進するた
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め，各島内を縦貫・循環する道路の整備
を推進する。
災害に強い道づくりを進めていく上で，
交通の途絶が予想される箇所等の防災対
策や橋梁など道路施設の老朽化対策を計
画的に推進する。
また，バス路線など生活道路の整備を
進めるとともに，自然環境との調和を図
りながら，地域住民の利便性・安全性・
快適性に配慮した道路整備を計画的に進
める。
さらに，遅れている市町村道の整備に
ついては，住民の日常生活に不可欠な道
路であることから，引き続きバス路線や
生活路線等となっている市町村道の重点
的な整備を図る。
イ 路線バス等
各島において，地元市町村と連携して，
バス事業者の生産性向上の取組等を促進
するとともに，地域公共交通確保維持改
善事業等の活用により，地域間幹線系統
や廃止路線代替バスの路線維持を図る。
また，コミュニティバスやデマンド型
交通など，各地域の実情に合わせた多様
な運行形態への転換を促進する。
４ 防災及び国土保全
(1) 消防防災の充実
ア 消 防
奄美群島の火災・救急業務等の消防力
の向上を図るため，県消防・防災ヘリコ
プターの活用を含め，常備消防体制の充
実・強化を図るとともに，消防ポンプ自
動車やはしご自動車等の資機材の整備や，
防火水槽等の消防水利施設の整備を促進
するほか，高規格救急自動車の導入や救
急救命士の養成及び資質向上並びに処置
範囲の拡大を図る。
また，災害時における集落の孤立化に
対応するため，消防団活動の活性化や救

助資機材等の充実及び県消防・防災ヘリ
コプターと関係機関との相互応援体制の
充実を図る。
さらに，住宅用火災警報器の設置及び
定期的な維持管理を促進するなど住民の
防火意識の啓発を図る。
イ

防 災
集中豪雨や台風，地震・津波等による
災害の未然防止を図るため，避難所の指
定や各種施設の総合的な整備を推進する。
また，平成22年10月の奄美豪雨災害を
はじめとするこれまでの多くの災害を踏
まえ，奄美群島住民の生命・安全確保と
避難時の良好な生活環境を確保するため，
奄美群島防災関連施設整備事業による避
難施設の機能強化，通信設備の整備など
の防災対策を推進する。
さらに，住民や防災関係機関等への迅
速・的確な気象・河川・土砂災害等の情
報提供体制の整備や，災害危険箇所の掌
握点検・周知徹底に努めるとともに，避
難行動要支援者対策の推進や自主防災組
織の育成等による住民の防災意識の高揚
を図るなど，地域防災対策の強化を図る。
また，災害時における相互応援体制の
確立やボランティア活動の促進を図るほ
か，県消防・防災ヘリコプターや奄美ド
クターヘリを活用した迅速な応急対策の
推進や災害時救急医療体制の整備など災
害支援体制の充実を図る。
(2) 治山対策の推進
ア 山地治山
台風や集中豪雨・地震に起因する山地
災害箇所や山地災害危険地区について，
自然環境や生態系等に配慮した復旧治山
事業や予防治山事業等の治山対策を推進
し，荒廃山地の早期復旧と山地災害の未
然防止策を講じるとともに，既存施設の
点検・補修等を図る。
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また，治山施設の整備等に加え，山地
防災ヘルパー等を活用した危険地区の地
元住民への周知などハード・ソフトが連
係した防災対策を推進する。
イ 海岸防災林の造成
台風や冬季の季節風等の影響を直接受
ける海岸地帯の人家や農地等を保全する
ため，自然環境及び生態系等にも配慮し
て，海岸防災林の計画的な造成・整備を
図る。
また，防潮・防風等の機能を十分に発
揮させるため，防災林の適切な維持管理
に努めるとともに，施設点検や補修等の
実施による老朽化対策の推進を図る。
ウ 保安林の整備
保安林の機能を維持・増進するため，
自然環境及び生態系等にも配慮して，保
安林改良事業や保育事業を積極的に推進
する。
また，公益的機能の発揮が要請される
森林については，積極的・計画的に保安
林指定を推進する。
(3) 治水対策の推進
ア 河 川
奄美群島の河川流域には，南西諸島独
特の動植物が多く生息・生育しており，
リュウキュウアユ等の絶滅危惧種も見ら
れることから，自然環境及び生態系等に
特に配慮しながら，河川の氾濫等による
浸水被害の軽減や再度災害防止を図ると
ともに，既存施設の老朽化対策の推進に
努める。特に，平成22・23年度の豪雨に
より甚大な浸水被害が発生した住用川等
については，重点的な河川整備の推進を
図る。
また，準用河川についても，引き続き
整備を促進する。

イ 通常砂防
大島本島及び徳之島の地形は，山地が
非常に急峻で，急流かつ流路延長が短い
という特徴のある渓流となっており，そ
の下流の狭あいな土地に集落が形成され
ていることから，頻繁に来襲する台風に
加え近海の活発な地震活動ともあいまっ
て土砂災害の危険性が高くなっている。
このため，土石流危険渓流の防災対策
を基本に，要配慮者利用施設への土砂災
害を防止する堰堤等の施設整備を積極的
に推進するほか，土砂災害防止法に基づ
く警戒避難体制の整備等のソフト対策を
推進する。特に，施設整備に当たっては，
県渓流環境整備計画に基づき，奄美の豊
かな自然環境及び生態系等に配慮し，渓
流を遮断しないスリットタイプの堰堤等
を整備するとともに，既存施設の老朽化
対策を推進する。
ウ 地すべり対策
山地の亀裂や斜面の滑落段差など被害
が生じている地すべり地区の現状を把握
しつつ，人家，公共施設，耕地等に甚大
な被害を及ぼすことが予想される地域に
おいては，自然環境や生態系等にも配慮
して，地すべり防止施設等の整備及び既
存施設の老朽化対策を推進する。また，
土砂災害防止法に基づく警戒避難体制の
整備等のソフト対策を推進する。
エ 急傾斜地崩壊対策
地形・地質・気象等による土砂災害が
起こりやすい条件下にあるため，がけ崩
れによる人家，公共施設等への被害のお
それのある地域において，急傾斜地崩壊
防止施設の整備を推進する。要配慮者利
用施設や避難関連の施設保全を重点的に
行うとともに，既存施設の老朽化対策を
推進する。また，土砂災害防止法に基づ
く警戒避難体制の整備等のソフト対策を

-273-

推進する。なお，急傾斜地崩壊防止施設
等の整備に当たっては，自然環境や生態
系等にも配慮した整備を図る。
(4) 海岸保全の推進
台風常襲地帯であり，また，近年，地
震活動が活発であることから，高潮や津
波等による災害を防止するため，海岸保
全施設の整備及び既存施設の老朽化対策
を推進する。
また，整備に当たっては，利用しやす
く，自然環境や生態系等にも配慮した海
岸整備を行う。
(5) 港湾整備の推進
大規模地震発生後の海上交通ルートに
よる避難・救助・復旧作業等に対応する
ために，重要港湾の名瀬港では，防災拠
点ともなる緑地等の整備を進める。
また，同港の老朽化した既存岸壁の改
良など，奄美群島全体における港湾施設
の老朽化対策を推進する。
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第５節 奄 美群島の生活基盤の確保・充
実
［施策の方向性］
○ 離島の妊婦健診・出産，不妊治療の
受診に対する支援など保健医療施策を
推進する。
○ 高齢者 等の状況に応じ，医療・介護
サービスが包括的・継続的に提供され
る地域包括ケアシステムの推進など地
域福祉を充実する。
○ 定住の促進に資する地域人材の育成
のため，地元指導者の確保，指導者の
スキル向上に必要な知識などを取得で
きる機会の提供や環境整備などを促進
する。
○ UIターン者等が働きやすい環境整備
を促進するとともに，伝統・文化や産
業を支える人材の確保・育成に資する
各種研修制度などについて検討する。
○ 上下水道，区画整理，公営住宅，交
通安全施設など，生活環境を整備する。
○ 地域環境の保全や循環型社会の形成
を図る。
○ 自然環境配慮型・自然再生型公共事
業等の取組を推進する。
○ 小規模貯留施設等の整備及び老朽化
したダムやため池等の補修・改修を計
画的に推進し，水資源の安定確保を図
る。
○ 地域特性を生かした再生可能エネル
ギーの導入促進等資源・エネルギー施
策の推進を図る。
１ 保健医療福祉
(1) 保健医療
ア 健康づくりの推進
(ｱ) 健康増進
奄美群島は，100歳以上の長寿者の比率
が全国や県全体に比べて格段に高く，長
寿の島となっている。
しかし，65歳未満の男性の死亡割合が
全国や県全体の数値を上回っているなど，

「男性の早世」が課題となっており，ま
た，高齢化も一層進行していることから，
「健康かごしま21」に基づき，健康寿命
の延伸と生活の質（QOL）の向上を目指し
て，子どもから高齢者に至るまでの生涯
を通じた総合的な健康づくりを進める。
(ｲ) 保健活動の推進
ａ 母子保健
離島であるという地理的な特性や，母
子保健医療に係る社会資源が少ないこと
なども念頭に置いて，「かごしま子ども未
来プラン2015」（県次世代育成支援対策行
動計画（平成28年３月策定））に基づき，
今後とも，関係者，関係機関・団体との
連携を図りながら，安心して妊娠・出産
ができる環境整備を推進するとともに，
常駐の産科医のいない離島の妊婦の健診，
出産，特定不妊治療の受診に対する支援
及びハイリスク妊産婦（※）や低出生体
重児に対する保健指導など，母子保健対
策の充実を図る。
※ハイリスク妊産婦：出産に支障を及ぼ
すおそれのある妊婦や，育児に支障を及
ぼす産婦
ｂ 成人保健
生活習慣病の予防に重点をおき，地域
・職域・学域保健の連携による住民の生
活習慣の改善など，住民の主体的な健康
づくりを支援するとともに，市町村等各
保険者による特定健康診査・特定保健指
導，健康増進法に基づく検診や健康教育，
機能訓練，さらに，介護保険法による生
活機能評価など一体的な取組を促進する。
また，人々のライフステージや生活の
場に応じた，こころの健康の保持・増進
に努めるとともに，関係機関が連携して，
地域の実情に応じた自殺予防にかかる啓
発活動の強化や相談支援体制の充実を図
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り，地域ぐるみの自殺対策を推進する。

な健康づくり活動を促進する。

ｃ 歯科口腔保健
歯科疾患予防や生活の質の向上に向け
た口腔機能の維持・向上を図るため，生
涯を通じた歯科口腔保健の観点に立った
健康教育や保健指導，歯周病検診及び高
齢期の口腔ケア等の効果的な歯科口腔保
健対策を積極的に推進する。

(ｲ) 医療体制の整備
奄美群島の医療については，医師をは
じめとする医療従事者の確保を図るとと
もに，限られた医療施設や医療従事者等
の医療資源の有効活用により，健康増進
から疾病の予防，治療，リハビリテーシ
ョンに至る包括的な医療供給体制の整備
を図り，可能な限り群島内で完結させる
ことを目標とする。
県立大島病院においては，高度・専門
医療の充実を図るため，施設・設備の更
新や高度医療機器の整備・更新等により
医療水準の向上を図るとともに，代診医
派遣など，へき地医療支援機能の充実・
強化を図る。
また，県立大島病院を中心として，医
療連携体制の充実を図るとともに，地域
医療構想調整会議を通じた医療機関相互
の協議を促進し，病床機能の分化・連携
を推進する。さらに，県医師会が運営す
る「かごしま救急医療遠隔画像診断セン
ター」の活用を促進する。
無医地区等の医療については，一般巡
回診療及び特定診療科巡回診療の計画的
な実施を図る。
救急医療については，県立大島病院と
各医療機関との緊密な連携による第二次
救急医療体制の充実に努めるとともに，
県立大島病院において，24時間365日救急
患者の受入に努め，平成26年６月に開設
した地域救命救急センターの救急医療体
制の充実を図る。さらに，傷病者の救命
率の向上や後遺症の軽減を図るため，フ
ライトドクター等の養成・確保により，
平成28年12月から運航開始した奄美ドク
ターヘリの安定運用を図る。

ｄ 結核
定期健康診断は，感染予防と早期発見
・治療につながることから，保健所や市
町村を通じた受診の徹底と検診未実施事
業所の解消を図る。
また，BCG接種の意義・効果について，
実施主体である市町村と連携しながら，
広く島民に普及啓発し，接種の機会の拡
大を徹底し，接種率の向上を図る。
患者管理の徹底については，治療率の
向上に有効な服薬支援に医療機関と保健
所が連携して取り組み，治療中断のリス
クや患者の利便性を考慮して，患者の治
療開始から終了までの支援計画を作成し，
完全治療を図る。さらに，結核の発生動
向の情報を迅速に県民及び医療機関等の
関係者に公表し，結核の予防に関する有
効かつ的確な対策を図る。
イ 保健医療体制の総合的整備
(ｱ) 保健所等の機能充実
地域の特性である共助の精神及び社会
福祉等の関連施策との連携に配慮し，地
域住民の健康の保持及び増進を図るため，
名瀬，徳之島両保健所の地域保健に関す
る広域的，専門的及び技術的機能を強化
し，市町村をはじめ健康関連団体を支援
する。
さらに，市町村と共同で地域リーダー
の育成や健康づくりのモデル地域の実践
例による啓発を図り，住民による主体的
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(ｳ) 医療従事者の確保
ａ 医師・歯科医師・薬剤師
医師については，自治医科大学卒業医
師の活用や，鹿児島大学医学部の地域枠
入学制度と連動した医師修学資金の貸与，
ドクターバンクかごしまの運用，臨床研
修医の確保など，市町村とも一体となっ
て総合的な医師確保対策を図る。また，
勤務環境の改善を図る観点から，へき地
医療支援機構による代診医派遣を継続し
て行う。県立大島病院においては，平成
26年６月に開設した臨床研修センターを
活用し，研修医の確保及び研修体制の充
実を図る。
歯科医師については，鹿児島大学など
関係機関団体と協力しながら歯科医師の
確保に努める。
薬剤師については，未就業薬剤師の掘
り起こしや郷土出身薬学生の実務実習の
受入，地元での就職の呼びかけなどを行
い，薬剤師の確保を図る。
ｂ 看護職員
看護職員については，質の高い安全な
医療を提供するため，看護師等養成所へ
の運営費の助成や看護学生に対する看護
職員修学資金貸与などにより新規学卒者
の確保・定着を図るとともに，病院内保
育所への運営費の助成等による離職防止
を図る。
また，新人看護職員や教育担当者等に
対する研修の実施や特定行為に係る看護
師の養成を促進するなど住民の複雑化す
る健康ニーズに対応できるよう資質向上
を図る。
ｃ 管理栄養士及び栄養士
栄養士が設置されていない市町村や給
食施設に対して，その配置を促進する。
また，保健所やそれらに配置されている
管理栄養士等の資質向上のために，研修

会の開催等を行う。
（2） ハブ対策
ア ハブ駆除対策の推進
住民に積極的なハブ捕獲を奨励し，ハ
ブ個体数を減少させ咬傷者を減らすため，
引き続き，市町村と協力して生きハブの
買上を実施する。
また，これまでの研究成果を踏まえ，
ハブとの共存に関わる総合調査事業とし
て，ネットフェンス設置による侵入抑制
効果を検証するとともに，野ネズミ駆除
によるハブの個体数変動調査等を実施し，
住環境からのハブの駆除と，自然の中で
のハブとの共存法の研究を行う。
さらに，ハブ講習会を開催し，住民に
最新情報を含めたハブの危険性とその対
処方法について普及啓発を行うとともに，
観光客等に最新のハブ情報の提供，発信
を行う。
イ ハブ咬症対策の推進
ハブ咬症は，局所の病変の進行が早く，
咬傷直後の適切な応急措置が重要である
ことから，毒の吸い出しに効果が認めら
れる携帯用毒吸出器の普及啓発を図ると
ともに，治療用血清である「はぶウマ抗
毒素」を市町村や病院，診療所等に配備
するなど，咬傷時の緊急治療対策等の充
実を図る。
また，引き続きハブ咬傷者の筋壊死に
よる後遺症の予防及び軽減を図るための
ハブ毒免疫機序応用研究事業を実施し，
ハブ毒の筋壊死活性部位の解明や，ハブ
のゲノム解読による抗筋壊死因子等を応
用した治療薬を改善する研究を進める。
ウ 買上ハブの有効活用
ハブ捕獲奨励買上事業において買い上
げたハブについては，ハブ加工業者や食
品製造加工業者への払い下げに加え，新
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(ｱ) 相談支援体制の充実

たなハブの有効活用を図る。
(3) 社会福祉
ア 高齢者福祉対策の充実
本格的な超高齢社会を迎えるため，新
たなニーズも踏まえ，「すこやか長寿社会
運動」を引き続き展開するとともに，高
齢者が「共生・協働の地域社会づくり」
の担い手として，その豊富な知識や経験
・技能を生かした社会参加ができるよう
な環境整備を図る。
介護保険制度については，市町村に対
し，安定的な事業運営等に資するよう適
切な支援を行うほか，高齢者の状況に応
じた適切な介護サービス提供基盤の確保
や各種研修等を通じた介護サービスの質
の確保・向上に努める。
介護予防対策については，今後，介護
を要する高齢者が増加するものと見込ま
れることから，地域支援事業等の充実を
図る。
認知症施策については，認知症高齢者
とその家族に対する支援体制の構築等の
推進を図る。
また，地域での見守り・支え合い体制
づくりに取り組むとともに，高齢者の状
況に応じ医療・介護サービスが包括的か
つ継続的に提供される地域包括ケアシス
テムの推進を図る。
イ 障害者福祉対策の充実
地域社会における共生の実現に向けて，
障害福祉サービスの充実など，障害者の
日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るため，平成25年４月から施行されてい
る「障害者総合支援法」の円滑な推進を
図る。
また，併せて次の施策の充実を促進す
る。

a 地域における関係機関等が連携して，
障害者等への支援体制に係る課題を協議
し，対応策を検討する「自立支援協議会」
の設置促進や運営の活性化を図る。
b 「基幹相談支援センター」の設置促進，
地域移行や地域定着に係る相談支援の推
進など，障害者の相談支援体制の充実を
図る。
(ｲ) 工賃向上計画の推進
平成27年10月に策定した「県工賃向上
計画（平成27〜29年度）」に基づき，対象
事業所の工賃向上に向けた主体的な取組
を推進する。
ウ 児童福祉対策の充実
国の子ども・子育て支援新制度等を踏
まえ，女性の就業等の増加や就労形態の
変化，児童数の推移をみながら，児童福
祉施設の適正な水準を確保するとともに，
老朽施設の改築等による生活・保育環境
の整備を促進する。
また，様々な保育ニーズに対応した多
様な保育サービスの提供や，放課後児童
の健全育成を図るための放課後児童クラ
ブの設置促進など，市町村が地域の実情
に応じて実施する取組を支援し，子ども
を安心して産み育てられる環境づくりを
図る。
エ 母子・寡婦・父子家庭の福祉対策の
充実
福祉資金の貸付等により母子・寡婦・
父子家庭の社会的，経済的な自立を促進
するとともに，ひとり親家庭自立支援給
付金事業による給付金の支給や就業支援
講習会の開催などにより就労支援を推進
する。また，家庭生活支援員の派遣や生
活・生業等についての相談，指導の充実
・強化を図るほか，母子・父子家庭等の
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健康保持と生活安定のためのひとり親家
庭医療費助成事業など諸施策を推進する。
オ 地域福祉の推進
すべての人々が住み慣れた地域におい
て，地域のあらゆる住民が役割を持ち，
支え合いながら自分らしく活躍できる地
域コミュニティを育成し，公的な福祉サ
ービスと協働して助け合いながら，安心
して暮らすことのできる地域共生社会を
実現するため，今後，地域における住民
主体の課題解決力強化と市町村における
相談支援体制の構築，市町村地域福祉計
画の策定を促進する必要がある。
このため，地域住民等の地域福祉活動
への参加と協力が不可欠であることから，
地域の多様な主体が，地域課題を主体的
に把握し，解決を試みることができる体
制づくりの構築を図るとともに，地域福
祉活動の中核を担う市町村社会福祉協議
会の基盤強化を図る必要がある。
カ 生活困窮者対策等の実施
生活困窮者に対しては，生活保護に至
る前段階で自立促進が図られるよう，生
活困窮者自立支援法に基づき，相談対応
のほか，就労や家計管理，子どもの学習
等の支援を包括的に実施するとともに，
制度の周知を図り，制度の活用及び支援
への参画を促す必要がある。
また，生活保護受給者に対しては，そ
の困窮の程度に応じて必要な保護を講じ，
最低限度の生活の保障を行うとともに，
就労可能な者に対しては，ハローワーク
との連携により自立支援プログラムを実
施するなど，被保護世帯の自立に向けて
積極的に支援する必要がある。

２ 教育及び人材育成
(1) 教育
ア 学校教育の充実
(ｱ) 幼稚園・認定こども園教育
幼稚園及び幼保連携型認定こども園に
ついては，地域の実情等を踏まえ，最適
な整備を進める。
また，幼稚園教諭・保育教諭の研修の
充実を図る。
(ｲ) 義務教育
基礎的・基本的な知識・技能の確実な
定着，主体的・対話的で深い学びの視点
からの授業改善などを通した思考力・判
断力・表現力等の育成や問題を自らの力
で解決していこうとする主体的な態度を
育むとともに，少人数学級のよさを生か
して個に応じた指導の充実を図る。
また，地域の島唄，八月踊りなど伝統
・文化や伝統行事，豊かな自然を生かし
た体験活動を取り入れるなど，総合的な
学習の時間等を活用し，へき地・小規模
校のよさを生かした特色ある教育活動の
充実を図るとともに，子供たちの豊かな
心を育む。
加えて，群島内の小学校，中学校，特
にへき地・小規模校においては，その学
校の良さを生かした「奄美らしい」教育
を行うなど，学校の魅力化に努め，行政
と連携の上，積極的に離島留学を受け入
れるなど，学校の活性化を図る。
さらに，小規模校における隣接校との
集合学習や大規模校等との交流学習等の
学校間交流を促進するとともに，AIやIoT
など，急速に発展する社会の情報化に対
応するため，一人一台の情報端末機器や
電子黒板等の整備，インターネット接続
の超高速化等を計画的に進め，ＩＣＴを
活用した分かる授業の推進やプログラミ
ング教育等の取組を通して，次世代に求
められる人材の情報活用能力の育成を図
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る。
児童生徒の体力については，「たくまし
い かごしまっ子 」育成推進事業（※）
の取組のなかで，一校一運動を促進する
とともに，小学校の学級単位で取り組む
「チャレンジかごしま」を推進すること
を通して体力の向上を図る。
校舎及び屋内運動場，水泳プール等の
学校施設については，計画的な整備を促
進するとともに，給食施設については，
老朽化した施設の更新等を促進する。ま
た，へき地教員住宅については，不足戸
数の解消や老朽化した住宅の整備の促進
を図る。
※「たくましい かごしまっ子 」育成推
進事業：体力向上への各種の取組を推進
して，「子どもたちの運動への意欲・実践
力」を育てるとともに，家庭や地域と連
携して「子どもたちの運動の日常化・生
活化」を図り，「運動好きな子ども」を育
てることによって，心豊かでたくましい
体をもった児童生徒を育成することをね
らいとしている。
(ｳ) 高等学校教育
未来を拓く！県立高校学力育成支援事
業（※１）により，指導法の改善及び生
徒の自己学習力や学ぶ意欲の向上等，学
力向上に向けた総合的な取組を推進する。
高等学校の生徒の体力については，教
科体育の学習指導充実を図ることによっ
て体力の向上を図る。
また，離島という地理的条件を勘案し
ながら，特色ある学校づくりに努め，基
礎学力の定着・向上及びコンピュータ等
の整備やインターネットの活用など情報
化に対応する教育の充実を図るとともに，
多様化した生徒の実態に対応できる進路
指導を行うこととしている。
高校生のインターンシップ（※２）は，

自己の職業適性や将来設計について考え
るよい機会となり，職業選択能力や職業
観の育成が期待できるとともに，地元企
業を知る良い機会となるため，今後も積
極的に促進する。また，地元企業や専門
学校との連携を深める取組を支援する。
施設については，引き続き老朽校舎等
の改築や大規模改造，体育施設の整備等
を進める。
高校未設置の離島（市町村）に住む高
校生は，島を離れて進学せざるを得ない
など，通学費や居住費等の教育に係る経
済負担が重くなっていることから，その
軽減を図るため，離島高校生の修学の支
援を促進する。
また，専修学校については，離島地域
における専門教育機関として健全な発展
が図られるよう，運営状況調査等を通じ
て助言・指導等を図る。
※１未来を拓く！県立高校学力育成支援
事業：新しい時代に求められる資質・能
力を踏まえた授業・指導方法の研究を推
進するとともに，キャリア教育・進路指
導の充実を図り，生徒の学ぶ意欲の向上
や進学に対応できる学力を育成する。
※２インターンシップ：在学中に生徒が
自分の学習内容や進路等に関連した企業
等で行う就業体験のこと。
(ｴ) 特別支援教育
近年の障害の重度・重複化，多様化の
状況を踏まえ，これまで以上に，発達障
害のある幼児児童生徒を含めた特別な教
育的支援を必要とする幼児児童生徒の一
人ひとりの教育的ニーズに応じた，より
きめ細かな指導・支援の充実や学習環境
の整備を図る必要がある。このため，地
域や保護者等の特別支援教育に対する理
解を深めるとともに，就学前から学校卒
業後までの一貫した支援体制を整備し，
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自立と社会参加の実現を図る。
小・中学校における特別支援教育を推
進するために，特別支援学級や通級指導
教室の整備を推進するとともに，幼稚園，
高等学校における特別支援教育の校（園）
内支援体制づくりを図る。
また，県立大島養護学校においては，
地域の特別支援教育のセンター的な機能
を充実させるために，関係機関との連携
を図る。さらに，平成22年度から与論高
校において，平成25年度から徳之島高校
及び沖永良部高校において開始した高校
校舎を活用した大島養護学校高等部訪問
教育を，平成30年度からは，名称を「特
別支援学校高等部支援教室」と改めると
ともに，喜界高校においても開始するこ
ととし，特別支援学校のない離島におけ
る特別支援教育の充実を図る。
(ｵ) 高等教育機関
離島においても高等教育の受講を可能
とする遠隔教育について，超高速ブロー
ドバンドの整備などの情報通信技術の発
達を生かし，本土と同等の教育環境の整
備を促進する。
鹿児島大学大学院が開講している奄美
サテライト教室については，受講生確保
のための広報活動や受講科目の充実など
の取組を促進するとともに，鹿児島大学
の国際島嶼教育研究センターとの連携を
図る。
さらに，放送大学については，県立奄
美図書館内に設置された再視聴室の学習
環境の充実を図るとともに，関係機関と
の連携を図り，受講者が増えるよう周知
に努める。
新たな高等教育機関の設立については，
奄美大島総合戦略推進本部の有識者会議
における議論や，関係市町村長の判断等
を踏まえて検討する。

イ 生涯学習の推進
奄美地域の住民の学習意欲にこたえな
がら活力ある地域づくりの担い手を育成
するために，図書館や公民館等，生涯学
習の拠点となる施設の整備を促進する。
特に，中央公民館の整備については，多
様化・高度化する住民の学習ニ−ズに対
応した施設設備の整備を促進する。また，
市町村立図書館については，１市町村１
館を目標に整備を促進する。
さらに，県立奄美図書館を奄美地域に
おける拠点図書館として，地域全体の図
書館ネットワークの形成や奄美に関する
情報発信等の機能の拡充を図る。また，
横断検索システム（複数の図書館の蔵書
を一括して検索できるシステム）への全
市町村の参加促進や資料の充実を図り，
読書活動の推進を図る。
また，かごしま県民大学中央センター，
市町村，大学・短大・民間教育機関等と
連携して，生涯学習推進体制の充実を図
り，多様な学習機会を提供する。
生涯スポーツの振興については，マイ
ライフ・マイスポーツ運動に基づき，各
市町村のスポーツ・レクリエーション活
動を積極的に促進する。
社会体育施設については，今後も地域
スポーツの振興を図るため，地域の実態
に即した施設設備の整備を促進する。
(2) 人材育成
ア 地域を支える人材の育成・確保
これからの奄美を担う人材を育成・確
保するため，郷土に根ざした学校教育や
高校生の職業意識等の醸成を図るインタ
ーンシップ，外部講師の活用などを推進
するとともに，雇用機会の拡大や企業内
教育を促進する。
奄美群島においても，青少年の自立の
精神と豊かな感性のかん 養，国際的感覚
やふるさとを愛する心の醸成を目的と し
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た青少年育成県民運動を家庭・学校・職
場・地域等が一体となって積極的に推進
する。
新たな高等教育機関の設立については，
奄美大島総合戦略推進本部の有識者会議
での議論や，関係市町村長の判断等を踏
まえて検討する。
鹿児島大学が開講している奄美サテラ
イト教室については，受講生確保のため
の広報活動や受講科目の充実などの取組
を促進する。また，同大学の国際島嶼教
育研究センター奄美分室などの高等教育
機関と連携した地域人材の育成の取組を
促進する。
県立短期大学の奄美サテライト講座に
ついては，受講生確保のための広報活動
や受講科目充実などの取組を促進する。
かごしま県民大学中央センターや県立
奄美図書館等の機能を生かした多様な学
習機会の提供，青少年団体や女性団体等
の育成や活性化に取り組むなど，地域と
一体となった人材育成を図る。
地域コミュニティ，ＮＰＯ，企業など
多様な主体が連携・協力し，地域課題を
ビジネスの手法を活用しながら解決する
など，持続可能な取組を行う担い手の創
出・育成を図る。
また，地域のニーズや資源を踏まえつ
つ積極的に地域活動に取り組むリーダー
やコーディネーターの人材育成を図る。
定住の促進に資する地域人材の育成に
は，地元における指導者の確保が重要で
あることから，スキルを持ったUIターン
者や地域おこし協力隊等を活用するなど，
地元指導者の確保を図るとともに，小中
学生を対象としたプログラミング教育や
小中高校生の運動能力の向上，スポーツ
障害の予防を目的としたメディカルサポ
ート等の指導者のスキル向上に必要な知
識などを取得できる機会の提供や環境整
備などを促進する。

イ くらしを支える人材の育成・確保
保健・医療・福祉のニーズの多様化・
高度化に対応するために，医師，歯科医
師や薬剤師の確保を図るとともに，看護
職員，管理栄養士，理学療法士，作業療
法士，心理士，歯科衛生士，健康づくり
指導者等やホームヘルパー，介護支援専
門員，社会福祉士，介護福祉士等の専門
性を備えた人材の育成・確保を図る。併
せて，ボランティア，ＮＰＯ等の社会参
加活動を担う人材の育成を図るほか，看
護師，介護福祉士の養成所である奄美看
護福祉専門学校との連携を強化する。
また，これからの奄美の伝統・文化を
担う人材の育成を図るためには，学校の
学習活動の中などで伝統的な祭り・行事
に触れる機会を設けるとともに，公民館
等を中心に地域が一体となって文化協会
や保存会，青年団等による伝統・文化の
保存・伝承活動の支援・促進を図る。
さらに，環境教育・環境学習等を推進
し，環境保全のための具体的な実践活動
を全県的に展開する「地球環境を守るか
ごしま県民運動」を進める人材の育成を
図るとともに，奄美の自然や歴史，文化
等についての知識を有するガイド等の人
材の育成を促進する。
ウ 産業を支える人材の育成・確保
産業人材の育成については，郷友会や
地元企業と連携した情報発信や就業相談
から定着まで一貫した支援体制の充実な
ど，UIターン者や地元の高等学校等卒業
者が働きやすい環境整備を促進する。
さらに，産業を支える人材の確保・育
成に資する各種研修制度，セミナー等の
充実や創業，事業拡大を行う事業者に対
する支援制度について検討する。
農業においては，関係機関・団体等と
連携した継続的な経営・技術指導等や経
営発展に必要な機械・施設の導入支援に
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より，効率的かつ安定的な農業経営を目
指す認定農業者など担い手の確保・育成
を図る。併せて，農業大学校や市町村研
修施設での就農前研修や現地就農トレー
ナーによる助言・指導，農業次世代人材
投資資金の交付など，引き続き意欲ある
新規就農者の確保・育成を促進する。
地域農業の担い手となる認定農業者等
の育成に向けて関係機関団体等と連携し，
経営・技術指導等を実施するとともに，
経営発展に必要な機械・施設等の導入を
支援する。
さらに女性農業経営士の育成等により，
女性の農業経営等への参画意欲を高め，
その能力が発揮できるよう支援するとと
もに，高齢農業者の豊富な経験や知恵・
技術を生産活動や地域活動に生かす環境
づくりを推進する。加えて，地域内の農
商工を連携させた取組を推進するため，
中核的役割を担う人材に対して，販売や
パッケージングなどビジネス力強化のた
めの人材育成を行い，農業を中心とする
新たな特産品ビジネスの創出を促進する。
小・中学校等における食育を推進する
ことで豊かな人間性を培い，子どもたち
の農林水産業に対する理解の促進を図る。
観光においては，観光産業を奄美の成
長に資する基幹産業とするためにトップ
レベルの経営人材，観光産業を担う中核
人材，即戦力となる実務人材の各層にお
いて，観光産業の担い手の育成を図る。
また，奄美特有の観光資源を活用した地
域観光（エコツアーガイド認定制度によ
る質の高いサービス提供等）を担う人材
を育成する。
増加が見込まれる外国人観光客等への
対応については，地域通訳案内士等の育
成・確保を促進する。
情報通信産業においては，地理的制約
を受けにくい特徴を生かし，起業化や新
事業創出を進めるための拠点施設の活用

や地元企業におけるＩＣＴ人材の育成を
促進する。
水産業においては，新規就業希望者等
を対象とした「ザ・漁師塾」等の漁業研
修制度等の充実を図り，新規就業者の確
保や意欲的な取組を行う漁業士などの中
核的な漁業者の育成を推進する。
また，漁協青壮年部等の活動強化等に
より意欲と能力のある担い手の育成を図
るとともに，女性グループの育成を推進
する。
林業においては，（公財）鹿児島県林業
担い手育成基金など関係団体と一体とな
って，「鹿児島きこり塾」をはじめとする
林業技術研修等を通じて，担い手や事業
体の育成を図る。
商工業においては，奄美市による大島
紬の技術指導，技術相談等の取組の支援
を通じて大島紬の後継者育成を促進する
ほか，新事業の創出や起業化の促進，製
造業を支える人材の育成など，関係機関
と連携を図りながら，起業家や中小企業
等の人材育成を図る。
３ 生活環境
(1) 水道
安全でおいしい水の安定供給を図るた
め，水道未普及地域の解消を促進すると
ともに，渇水期における一部地域の水不
足に対処するため，新たな水源確保を図
るなど施設の整備拡充を促進するほか，
老朽化施設の計画的な更新及び耐震化，
小規模水道の統合整備を促進する。
また，硬度等に問題のある地域には電
気透析等の高度浄水施設の整備など，安
全で安定した生活用水の確保を促進する。
（2） 都市基盤
秩序ある市街地の形成と良好・快適な
都市環境を確保するため，奄美市におけ
る土地区画整理を促進し，都市基盤施設
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の整備促進を図る。
特に，奄美市においては，奄美市名瀬
港本港地区の整備を推進するとともに，
中心市街地における土地区画整理事業等
により，にぎわいに満ちた魅力あるまち
づくりを促進する。
また，奄美市，徳之島町，和泊町にお
いて公共下水道を，奄美市（旧笠利町赤
木名地区）において特定環境保全公共下
水道の整備を促進する。併せて，下水道
施設を計画的に改築し，機能維持を図る。
奄美市，天城町等において，都市公園
の質的向上を目的としたリニューアル等
を促進する。
（3） 住環境の整備
奄美地域の住環境の整備にあたっては，
気候や自然災害への十分な対応とともに，
地域の豊かな自然，美しい景観，伝統・
文化を生かした住まいづくり，まちづく
りを促進する。
奄美地域の住宅は，公営住宅など公的
賃貸住宅に対する依存度が極めて高く，
老朽化した公営住宅の建替や改善等を促
進する。公的賃貸住宅の整備にあたって
は，民間事業者の活用や増加している空
き家の活用も検討する。
また，奄美市の中心市街地においては，
土地区画整理事業等により防災性の向上
など住環境の整備を促進する。
（4） 安全・安心まちづくりの推進
奄美群島内の犯罪や交通事故を防止し，
日常生活の安全と安心を確保するため，
犯罪の未然防止や交通安全思想の普及啓
発を図るとともに，児童生徒への安全教
育の充実や通学路等の交通安全施設につ
いても計画的な整備を進める。
（5） 地域環境の保全
良好な地域環境を維持するため，市町

村と連携し，大気環境や水環境の保全及
び騒音や悪臭等の防止を図る。
水環境については，引き続き公共用水
域及び地下水の水質常時監視調査や，工
場・事業場の排水基準監視・指導を実施
し，公共用水域及び地下水の水質の保全
を図る。
海岸漂着物については，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。
ヤンバルトサカヤスデについては，地
域の実情に応じた効果的な駆除方法やま
ん延防止対策，環境整備等について普及
啓発を図る。
また，農村，漁村の持つ多面的機能を
生かしながら，地域の特性に応じた環境
の整備を図るとともに，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。
（6） 循環型社会の形成
ア 一般廃棄物
（ア） ごみ
一般廃棄物の適正処理を進めるため，
県廃棄物処理計画等に基づき，焼却施設
や最終処分場等の整備を促進する。
容器包装リサイクルについては，市町
村に対する助言や情報提供を行うととも
に，リサイクルセンターなど関連施設の
整備を促進する。
また，家電リサイクルについては，引
き続き市町村・関係団体と連携しながら，
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の促進を図
る。
自動車リサイクルについては，引き続
き市町村・関係団体と連携しながら，廃
自動車の適正かつ円滑な処理が図られる
よう，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
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実施の促進を図る。
なお，ごみの不法投棄については，世
界自然遺産登録も見据え，地域環境衛生
団体の育成など不法投棄防止に係る住民
の意識の啓発を図る。
（イ） し尿
し尿の適正な処理を行うため，し尿処
理施設の整備を促進するとともに，生活
排水対策を促進するため，各市町村の生
活排水処理計画に基づき，公共下水道や
農業集落排水施設，漁業集落排水施設，
合併処理浄化槽等の整備を促進する。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。
イ 産業廃棄物
奄美群島の良好な生活環境の保全を図
るため，今後とも，産業廃棄物の排出抑
制や減量化・リサイクルを進めるととも
に，市町村等と連携を図りながら施設整
備を促進する。
特に，家畜排せつ物や有機性汚泥につ
いては，堆肥としての利活用を促進し，
がれき類など建設廃棄物については，発
生の抑制，再利用の促進，適正処理の徹
底を図る。
なお，産業廃棄物の不法投棄について
は，排出事業者等に対する意識の啓発や
不適正処理に関する監視指導の徹底など
産業廃棄物の適正処理の推進を図る。
（7） 自然環境配慮型・自然再生型公共
事業等の実施
道路，河川，農業農村整備など公共事
業の実施に当たっては，奄美の世界自然
遺産登録を見据えて，野生生物の生息・
生育・繁殖環境や良好な景観の形成に配
慮した道づくりや多自然川づくりに取り
組むこととし，自然石護岸や水制工等の
設置，法面等への在来植物の植栽など，

自然環境配慮型公共事業への取組を推進
する。
また，自然再生推進法に基づき，自然
再生型公共事業の検討・採用を図る。
「公共事業における環境配慮指針」に
基づく環境に配慮した事業実施に向けた
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・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
施などを推進する。
さらに，計画，設計，施工など公共事
業の各段階で赤土等流出防止対策を図る
とともに，奄美地域赤土等流出防止対策
協議会の取組等において，関係機関と連
携した，各種防止技術の調査研究等の推
進や，民間開発事業者や施工業者等への
啓発，指導の徹底を図る。
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
対する普及啓発を図る。
４ 水資源・エネルギー
（1） 水資源
奄美群島の各島における地形，地質，
気象条件等を考慮し，地域の特性に応じ
た水資源の開発，保全及び有効利用を図
る。
ア 地表水の開発
既存水源の有効利用を図りながら，引
き続き水資源の開発及び調査を行う。小
規模貯留施設等の整備を進めるとともに，
老朽化したダムやため池等の補修・改修
を計画的に推進し，貯留機能を維持・増
強することにより，水資源の安定確保を
図る。
徳之島においては，ダム整備事業効果
を発揮できるよう県事業で整備する末端
かんがい施設の早期完成を図る。
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イ 地下水の開発
引き続き水資源開発及び調査を行うこ
ととし，特に，地下ダムの整備による地
下水の開発並びに地下水や湧水の保全を
積極的に図る。
また，沖永良部島においては，国営か
んがい排水事業による地下ダムの建設が
進められており，その完成が見込まれる
ことから，畑地かんがい施設の整備を推
進する。
ウ 水源のかん養
水源のかん養を図る上で，森林は極め
て重要な機能を有しているため，地域の
実情に応じた水源かん養林の計画的な整
備を図る。
（2） 電力・再生可能エネルギー
ア 電力
電力の安定供給を図るため，電力の需
要状況等の的確な把握に努め，島ごとの
電力需要状況に応じた電力供給施設の整
備を促進する。
イ 再生可能エネルギー
再生可能エネルギーの導入は，エネル
ギーの安定供給や地球温暖化防止等に資
することから，地域特性を生かした再生
可能エネルギーの導入を促進する。
また，豊富に賦存する海洋再生可能エ
ネルギーの活用について検討する。
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第６節 地域主体の取組の促進
［施策の方向性］
○ 「奄美群島成長戦略ビジョン」の取
組を促進する。
○ 群島の「結いの精神」などを生かし
た共生・協働による地域社会づくりを
推進する。
１ 「奄美群島成長戦略ビジョン」の取組
の促進
「奄美群島成長戦略ビジョン」は，平
成25年２月に地元市町村が，奄美群島の
振興開発のための成長を自発的に推進す
るため，10年後の奄美群島の将来像とそ
れを着実に実行するための基本方策を取
りまとめたものである。
今回，計画期間の中間である５年目を
迎えることから，奄美群島成長戦略推進
懇話会の提言に基づき，奄美群島市町村
長会が「奄美群島成長戦略ビジョン」の
内容を改訂したところである。
地元市町村や奄美群島広域事務組合な
どによる地域主体の取組は，群島の自立
的発展を図る上で重要であることから，
これらビジョン実現に向けた取組を促進
していく必要がある。

奄美群島においては，奄振法に基づく
社会資本整備等が積極的に進められ一定
の成果を挙げてきており，自立的発展に
向けた振興施策が進められてきた。さら
には，これまでの市町村レベルでの取り
組みに加え，国，県及び奄美群島が一体
となり，奄美群島が抱える条件不利性の
改善に向けた事業等が進められていると
ころである。しかしながら，民間企業の
活動圏域の広がりや地域住民の生活行動
の広域化，さらには奄美群島国立公園指
定やその先の世界自然遺産登録などによ
る奄美群島の知名度向上など，奄美群島
を取り巻く社会情勢は大きく変化してお
り，この変化を効果的に奄美群島の振興
につなげていくためには，奄美群島一体
となった広域的事業展開のさらなる推進
が必要であるとされている。
そのためには，ビジョンを貫く「奄美
群島の自立的発展実現の主体的役割の担
い手＝民間企業等」と「民間企業を支え，
積極的に支援する行政」というそれぞれ
の位置づけを明確にするとともに，これ
までの行政主導の産業振興モデルから，
活発で自立的な民間企業等の活動を出発
点とした産業振興モデルへの転換が必要
であるとされている。

(1) ビジョンの実現に向けた取組
同ビジョンにおいては，それまで雇用
創出のための重点分野として振興を進め
てきた「農業」，「観光/交 流」，「情報」
の３分野を引き続き産業振興の基軸とし
つつ，奄美群島の地理的・歴史的独自性
を発揮するための「文化」の活用と，魅
力ある島を牽引する人材の誘致・集積を
図るための「定住」の２分野を新たな価
値を創出する分野として位置付け，これ
らの分野を有機的に連携させた産業振興
・人材育成施策の展開を図ることとして
いる。
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(2) ビジョンの実現に向けた各機関の役
割
同ビジョンを実現させるための各機関
の役割は以下のとおりとされている。
ア

民間（事業所，ＮＰＯ，郷友会，集
落，個人など）
・ビジョン実現の主役としての積極的
かつ主体的な事業展開
・地元素材の付加価値創出，ビジネスモ
デル（成功事例）創出
・リーダー人材の育成
・群島内外における異業種との交流・集
積によるイノベーションの創出
・島間の連携による奄美群島全域への事
業展開
・地域，集落行事等への積極参加による
奄美群島独自の文化の継承
・島唄，八月踊りなど各島々に伝わる踊
り，島口の価値の再認識，継承
イ

金融（独立行政法人 奄美群島振興
開発基金）
・一般の金融機関が行う金融の補完，奨
励
・地元民間事業者の積極的，主体的な事
業展開への金融面・経営面からの支援
・第一次産業から第三次産業までのワン

ストップサービスの拡充
・経営コンサルティング機能の強化
・新規起業と，既存事業者の事業転換と
事業拡大促進のための，市町村等との
緊密な連携強化
・産金学官連携における中核的存在とし
て地域経済をリード
・奄美群島の重点３分野に対する積極的
な金融支援
ウ 行政（奄美群島広域事務組合）
・奄美群島全体の課題解決に向けた先駆
的事業の企画・立案，継続性が重要な
事業の確実な実施及び事業効果の群島
内外への波及
・市町村との情報共有及び市町村間連携
等のマネジメント，推進，支援
・奄美群島の経済をけん引する，新たな
ビジネスモデル創出のための各種団体
との連携・支援
・奄美群島の重点３分野産業及びリーダ
ー人材の育成支援
・将来像を見据えた行政職員の人材育成
（発想力・創造力・人間力）及びネッ
トワークの活用
・群島内外における民間の異業種交流・
集積の場の提供及び官民学一体となっ
た取り組みの強化
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・奄美群島全域を所管する行政機関とし
ての国，県，群島内外の各種団体との
連携，調整
・「ビジョン」「基本計画」「実施計画」の
進捗管理と政策評価
エ 行政（市町村）
・市町村のきめ細やかな民間活動支援と
立ち上げの主導
（※ウ 行政（奄美群島広域事務組
合）の３〜６番目の項目を市町村内で
実施 ）
・「ビジョン」に基づいて作成する「基本
計画」「実施計画」の市町村実施計画へ

２ 共生・協働による地域社会づくりの推
進
(1) ソーシャルビジネスなど持続可能な
取組
「結いの精神」などを生かし，多様な
地域づくりの担い手が出会い，つながり，
地域の課題を解決する取組を支援する。
地域課題をビジネスの手法を活用しな
がら解決するソーシャルビジネス(コミュ
ニティビジネス）など，持続可能な取組
を行う担い手の創出・育成を図る。
地域のニーズを踏まえつつ積極的に地
域活動に取り組むリーダーやコーディネ
ーターの人材育成を図る。

の反映と確実な実施
・奄美群島12市町村及び奄美群島広域事務
組合との連携による横断的・一体的な事
業の展開
オ

行政（国，県）

・市町村，奄美群島広域事務組合，民間と
の一体的な事業の展開
・条件不利性の克服や安全・安心な定住環
境の整備などに努めるとともに，産業の
活性化にむけた市町村や奄美群島広域事
務組合の取り組みを支援するための財源
確保と制度の整備

カ 高等教育機関（大学，短大，高専等）
及び研究機関
・各種包括連携協定に基づく産金学官連
携の推進
・小・中・高等学校との連携による基礎
学力の向上と産業振興に寄与する実践
的な人材育成
・産業活動の基礎となる自然・社会・文
化に関する教育研究の遂行

(2) 地域の力を集結するコミュニティ・
プラットフォームづくり
小学校区などの範囲において，自治会，
ＮＰＯ，企業，青年団，老人クラブ，子
ども会など多様な主体が連携・協力して
地域課題の解決等に自主的・持続的に取
り組んでいくための基盤となる組織「コ
ミュニティ・プラットフォーム」づくり
に向けた市町村の取組を促進する。
地域コミュニティと，ＮＰＯ，企業等
との連携を促進するなど，地域コミュニ
ティ全体の機能が相乗的に高まるような
取組を推進する。
(3) 行政の協働化による地域の主体的な
取組
地域コミュニティ，ＮＰＯ，企業など
がそれぞれの特性を生かし，役割を最大
限に発揮しながら地域課題の解決等に主
体的に取り組む仕組みづくりを促進する。
県・市町村と情報を共有し，連携する
ことにより，市町村における協働の取組
を促進する。
地域住民等による自主的な道路や河川
等の清掃美化活動など，ボランティアの
活動を促進する。
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(4) 「共に取り組む」気運の醸成
様々な広報媒体を活用して，「結いの精
神」などを生かした共生・協働による地
域づくりの意義や群島における各種団体
の活動状況等について情報発信すること
により，助け合い，支え合う意識や，地
域づくりに「共に取り組む」気運の醸成
を図る。
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