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 令和４年３月 

鹿児島県熊毛支庁 
 

【上】新町営船フェリー太陽Ⅱ就航 (令和３年３月26日) 

【下】屋久島灯台，屋久島灯台石塀が国の登録有形文化財に登録 (令和３年６月24日) 



 

■熊毛地域の概況目次 

熊毛地域位置図 

熊毛地域概況図 

■第１ 自然環境                               １ 

  １ 位置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   １ 

  ２ 土地 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ２ 

  ３ 自然条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ４ 

  （１） 地形 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ４ 

  （２） 地質 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ８ 

  （３） 気象 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １１ 

  （４） 海洋 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １７ 

  （５） 優れた自然 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １９ 

  （６） 屋久島の世界自然遺産登録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２４ 

  （参考） 屋久島環境文化村 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２７ 

    １  屋久島環境文化村マスタープランの概要 ・・・・・・・・・・  ２７ 

    ２  環境文化村づくりの事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２７ 

    ３  屋久島環境文化村実現のために ・・・・・・・・・・・・・・  ２９ 

■第２ 地域の特性と位置づけ                        ３２ 

  １ 地域の優れた特性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３２ 

  （１） 地域共通の特性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３２ 

  （２） 種子島の特性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３３ 

  （３） 屋久島の特性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３６ 

  ２ 主要指標からみた熊毛地域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３９ 

■第３ 交通体系                              ４３ 

  １ 海の交通 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４３ 

  （１） 高速船ジェットフォイル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４４ 

  （２） 貨客定期フェリー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４５ 

  （３） 貨物定期フェリー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４５ 

  ２ 空の交通 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４７ 

  ３ 島間・島内交通 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４８ 

■第４ 人口の動向                             ５１ 

■第５ 地域経済の動向                           ５７ 

  １ 市町村民所得 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５７ 

  ２ 産業別総生産額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ６０ 

  ３ 就業人口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ６４ 

   （参考） １人当たり総生産額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ７０ 

  ４ 金融 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ７３ 



 

 ■第６ 生活                                ７４ 

  １ 健康 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ７４ 

  ２ 福祉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ７７ 

  ３ 生活安全 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ８７ 

  （１） 消費生活 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ８７ 

  （２） 災害・消防 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ８９ 

  （３） 防犯・交通事故 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ９２ 

  ４ 住宅・生活環境 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ９４ 

  ５ 教育・文化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ９７ 

  （１） 学校教育 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ９７ 

  （２） 社会教育 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １００ 

  （３） 文化財・記念物 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０２ 

■第７ 産業・経済                            １１０ 

  １ 農業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１０ 

  ２ 農業農村整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２１ 

  ３ 林業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２４ 

  （１） 林野 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２４ 

  （２） 林道 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２８ 

  （３） 治山 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３１ 

  ４ 水産業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３３ 

  ５ 漁港 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３５ 

  ６ 建設業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３６ 

  ７ 工業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３７ 

  ８ 特産品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４２ 

  ９ 商業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４４ 

  10 観光 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４７ 

  11 雇用・労働 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５２ 

  （１） 雇用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５２ 

  （２） 労働 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５３ 

■第８ 地域づくり                            １５４ 

  １ 交通 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５４ 

  （１） 道路 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５４ 

  （２） 空港 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５６ 

  （３） 港湾 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６０ 

  ２ 資源・エネルギー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６６ 

  （１） 骨材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６６ 

  （２） 発電 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６７ 

  ３ 国土保全 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６８ 



 

  （１） 河川 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６８ 

  （２） 海岸保全 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６９ 

  （３） 砂防・急傾斜 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７０

■第９ 宇宙開発                             １７５ 

  １ 種子島宇宙センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７５ 

  ２ 種子島宇宙開発促進協議会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７９ 

  ３ 主な関連企業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８０ 

■第10 離島振興施策                           １８３ 

  １ 離島振興事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８３ 

（１） 離島振興事業について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８３ 

  （２） 離島振興法の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８４ 

  （３） 離島振興計画における地域別の基本的な振興方針（抜粋）・・・・ １８５ 

  ２ 有人国境離島法関係事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９０ 

■第11 行政機関等                            １９２ 

  １ 行政機関一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９２ 

  （１） 県等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９２ 

  （２） 国等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９３ 

  （３） 市町等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９６ 

  ２ 財政状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９７ 

  （１） 熊毛支庁管内市町財務状況の推移 ・・・・・・・・・・・・・・ １９７ 

  （２） 熊毛支庁管内市町財務指標の推移 ・・・・・・・・・・・・・・ １９９ 

  （３） 市町財政（令和２年度） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２００ 

  （４） 熊毛支庁管内歳入・歳出決算状況（令和２年度） ・・・・・・・ ２０３ 

  （５） 県税（令和２年度）  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０４ 

  ３ 熊毛支庁の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０６ 

  （１） 行政機構図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０６ 

  （２） 熊毛支庁沿革 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０７ 

  ４ 市町村合併 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０９ 

  （１）「鹿児島県市町村合併推進構想（第１次）」 における熊毛地域の合併組合せ  ・・・・ ２０９ 

  （２） 管内における市町村合併の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・ ２１０ 

■第12 熊毛地域の沿革                          ２１２ 

■第13 口永良部島新岳噴火について                    ２３７ 

■写真で見る令和３年度の熊毛地域                     ２３９ 

 

 

  ※ 本資料は，令和４年１月末現在で把握可能な情報を記載しています。 

    （ただし，写真で見る令和３年度の熊毛地域は令和４年３月末時点） 


