
大島支庁情報誌
（平成２７年４月２１日発行 第４３号）

平成２７年度支庁長訓話

平成２７年４月６日 大島支庁長 本 重人

皆様，おはようございます。新年度ということで，人員体

制も変わり，フレッシュな気持ちで４月を迎えられているこ

とと思います。

今回の異動では，大島支庁全体で約430名の職員のうち，管内異動や退職者も含めまし

て160名が動いております。

皆さんの中には，初めて奄美大島に赴任された方もいらっしゃるものと思いますが，本

土とは違う亜熱帯気候の中で，また，本土や沖縄とも違う奄美独自の文化の中で，これか

ら生活が始まります。できるだけ早く職場や地元の環境に慣れて，奄美の発展のために，

元気で仕事に邁進していただきたいと思います。

私は，昨年４月に着任しておりますが，30年ぶり２回目の大島勤務ということで，当時

との大きな環境の変化を，嬉しく受け止めております。瀬戸内町の，県下最長を誇る網野

子トンネルの開通が去る３月22日でしたが，これにみられるように，道路・港湾などのイ

ンフラの整備が進んでおり，携帯電話やインターネットなど通信環境なども格段に進んで

おりますので，物心両面で何のストレスもなく，この１年間，過ごしてまいりました。時

代の流れ，時代の進歩というものを実感しているところであります。

これから皆様と一緒に，奄美群島のために働いていきますので，どうぞよろしくお願い

します。

それでは，年度当初に当たりまして，私のほうから皆様に２つのお願いをしたいと考え

ております。

まず，一つ目は，「若者の雇用をどう確保するか」という視点を持って，仕事に取り組

んでいただきたいということです。これは，奄美群島の人口が，県全体の２倍のスピード

で減っているという厳しい現実を踏まえた上でのお願いであります。社会衰退の最大の要

因である人口減少にブレーキをかけるためには，どうしても若者の存在が必要で，いろい

ろな分野で若者の力を借りる必要があります。

これまで，国，県，市町村といった行政が，さまざまな地域振興策を打ってきています
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が，必ずしも成果につながっていないのは，「地方から都会へ」という若者の流れを，な

かなか止められないからです。

若者を地域に引き止めておくためには，仕事，すなわち「雇用」が必要ですが，この雇

用の創出と，さらにそれを持続させるのは，市場原理が強く働く社会の中では，なかなか

困難を伴います。いろいろな人の，さまざまな知恵を集めなければ，とても対抗できませ

ん。

皆さんの日々の仕事の中に，こうした知恵が眠っていると思いますので，ぜひ，そうし

た知恵を掘り起こして，若者の雇用の確保につなげるような取組をしていただきたいと思

います。

毎年３月になりますと，高校を卒業した多くの若者が，奄美群島から出て行きます。や

がて戻ってくる人もいるのですが，トータルで言いますと，自然減も含めて，毎年，1500

人ほど人口が減っています。

それでは，こうした状況を生んでいる奄美群島の現状を見てみたいと思います。

まず，人口は，群島全体で約11万３千人で，県全体が約167万人ですので，県人口の約

６．８％が住んでいることになります。特徴的なのは，群島人口のおよそ半分の６万２千

人ほどが，大島本島と加計呂麻・請・与路島に住んでいる，つまり，奄美大島に人が集中

しているということです。

次は，経済面ですが，奄美群島の郡内総生産は約3,300億円で，県内総生産が約５兆３

千億円ですので，県全体の約６．１％を占めております。概ね人口比と同程度の生産力と

いうことになります。

そして，大島の経済を支える一番大きなものは何かと申しますと，郡内総生産の数字か

らみますと，実は政府サービス生産者でありまして，全体の24％を占めています。国や県，

市町村などが行う公共的な各種の事業などが，奄美群島に一番たくさんの経済の血液を流

し込んでくれています。その事業を媒介するのが私たち公務員の役割ですが，私たちがこ

こで仕事をし，生活していることで消費を生み，それに関わる地元の方々のお役に立って

いるということが言えます。

そして，その次はサービス業で23％，次は不動産業で12％，建設業が９％，卸売・小売

業が８％と続いています。

数字的にはこのような状況ですが，では，「奄美は何で生きているの？」と，大きなく

くりで地元の方に聞いてみますと，「それは、農業と観光だ」という言葉が返ってきます。

確かに，昨年５月に策定された県の奄美群島振興開発計画でも，農業と観光は，情報・

通信と並んで，重点３分野として示されており，奄美の基幹産業という言われ方をしてい

ます。

しかし，数字で言いますと，農業の生産額は約101億円，パーセントで言えば郡内総生

産のわずか３．１％にしか過ぎません。

また，観光のほうも，観光業で括った項目はないものですから正確な数字は出ておりま

せんが，農業と同じように，それほど大きな数字としては出てこないものと思います。

では，数字的には小さい農業や観光を，なぜ基幹産業と呼ぶのか。それは，いろいろな

産業への波及効果が極めて大きいからです。
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まず，農業を取り上げてみますと，その中の一例ですが，奄美の基幹作物は台風や干ば

つに強い「さとうきび」です。群島全体の作物栽培戸数約8,100戸のうち，８割に当たる

約6,500戸がさとうきびを栽培しており，群島の農業産出額の４分の１を占めています。

冬期の製糖シーズンになりますと，各島々の製糖工場が稼働し，さとうきびからザラメ

状の砂糖をつくり，これを北九州など島外の工場に運んで，最終製品である白砂糖などに

仕上げます，この時期は，群島全体に活気が生まれます。さとうきび畑ではハーベスター

が稼働し，道路ではさとうきびを運搬するトラックが走り廻り，製糖工場ではたくさんの

人が働きます。そして，農家は，さとうきびで得た収入をいろいろな支払いに充て，大き

なお金の流れが生まれます。この，毎年１月から３月の製糖シーズンが，群島内のいろい

ろな産業に波及効果を及ぼすわけです。

一方，観光は，奄美群島振興交付金が創設され，バニラ・エアの就航と，航空・航路運

賃軽減事業などの効果により，観光客が増え，平成26年は，入込客数が６年ぶりに70万人

台を回復し，群島全体で前年比３．３％の増，奄美大島だけであれば６．３％の増となっ

ています。

これにより，直接的に恩恵を被るのはホテルなどの宿泊業，飛行機・船・バスといった

交通運輸業などですが，奄美に来たお客様は，タクシーを使い，レンタカーを借り，食事

をし，いろいろな種類のお土産を買い，夜は屋仁川などの飲食街に出て行って，お金を落

としてくれます。周辺産業への経済波及効果が大きいのです。

このように，地元で生産したものを地域外に出すことで経済効果を生む「農業」と，一

方，地域外から人を呼び込むことで地元に経済効果をもたらす「観光」。この２つの奄美

の基幹産業が，今後も，奄美の経済を引っ張っていくことは間違いないものと思います。

そして，最初に言いました「若者の雇用をどう確保するか」というところにつながりま

す。若者の雇用を創出する最大の土俵が，この経済波及効果が大きな「農業」と「観光」

になるからです。特に，この２つの産業に関連する業務に携わる職員の方々は，「若者の

雇用にいかに結びつけるか」ということを常に考えていただきたいと思います。

今の日本は，少子高齢化が言われて久しいわけですが，子供を産み育てるのも若者，老

人の面倒をみるのも若者です。私たちは，この大事な役割を担う若者が，地元に残り，地

元で家族をつくり，安心して生活していけるように，いろいろな部門の公共サービスを通

じてお手伝いしなければなりません。

若者がたくさんいる所，そこが本当に豊かな所だと思います。皆様には，ぜひ「どうし

たら若者を地元に残せるか」という視点を持って，仕事に取り組んでいただきたいと思い

ます。

次に、２番目のお願いは，より皆様の仕事に密接した内容になります。

それは、「情報」です。情報発信，情報伝達，情報共有など，情報にまつわるいくつか

の言葉がありますが，かねてから皆様もよく耳にしていることで，理屈は分かっているの

ですが，意外に，これを実行するのは難しいものです。皆様には，これをごくあたりまの

こととして実践していただきたいと思います。

例えば，私たちがいくら良い仕事をしても，それを県民の方々に伝えなければ，正当な

評価はしてもらえません。以前は，とりあえず仕事をやっておけば，それでなんとか済む
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という時代もありましたが，今は全く違って，仕事はきっちりやり，そのプロセスや成果

を，県民の方々にお伝えするところまで求められる時代になっています。「伝える努力が

我々には求められている」ということです。

また，「情報」に関連して，聞き慣れた言葉として，「ほう・れん・そう」があります。

報告・連絡・相談。これは，我々のように組織社会で働く者にとっては基本中の基本なの

ですが，これがいつも守られているとは限らないのが現状です。

世の中の事象を見ておりますと，何か悪いことが起きるのは，この「ほう・れん・そ

う」という情報の流れが，どこかで止まっている，あるいは断ち切られているときに起き

ているようです。

我々の職場内での情報伝達について言いますと，担当さんが持つ情報が係長に伝わり，

補佐，課長，部長，支庁長と流れ，内容によっては副知事，知事まで届くような伝達の流

れを構築しておく必要があります。そして，良い情報，嬉しい情報はもちろんのことです

が，悪い情報ほど早くつないでいただきたいと思います。

さて，いよいよ平成27年度が始まりましたが，大島群島を取り巻く環境を見てみますと，

人口減少という厳しい状況の中ではありますが，ありがたいことに追い風も吹いておりま

す。

例えば，昨年度に創設された奄美群島振興交付金により，群島住民の移動経費が軽減さ

れ，観光客が増え，その効果は，特に奄美大島を中心に出てきております。

農業分野では，農林水産物の輸送に係る経費が軽減されるようになり，家などの経営を

下支えできるようになりました。

徳之島では徳之島ダムが完成し，付帯工事が完了しますと，耕地面積のほぼ半分に当た

る約3,500haをカバーできるようになります。

沖永良部島でも，約2,500haをカバーする地下ダムの工事が，進捗率50％ということで

順調に進んでおり，水利用による高付加価値の作物の栽培が期待されているところです。

喜界島では，農業への取組を強化しようということで，役場の産業振興課を農業振興課に

改め，さとうきびを中心としつつも，より付加価値の高い園芸作物への転換も進められよ

うとしています。

与論島では，観光地の整備が進み，隣の沖縄県と連携した誘客の検討が始まるなど，新

しい動きが出てきております。

そして，平成29年夏を目標に，世界自然遺産の登録に向けた準備が着々と進められてお

り，その前段階として，国立公園化の動きも加速しています。

世界自然遺産に登録されるということは，奄美の自然が世界中の人から評価されるとい

うことです。これに呼応して，私たちもその評価に恥じない受入れ体制を整備していくこ

とになります。

また，平成27年度の県の大きな事業として，「第30回国民文化祭・かごしま2015」が，

10月31日から11月15日まで16日間，県内各地で開催されます。ここ奄美群島でも，18のプ

ログラムが各島々で開催されることになっています。主に開催市町村が主体となって準備

が進められていますが，支庁職員の皆さんも，ぜひこれに協力し，また，文化祭当日は，

ご家族や友人などを誘って参加し，大いに盛り上げていただきたいと思います。
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このように，私たちは，非常に良い流れの中で平成27年度をスタートすることができま

す。

職員の皆様におかれては，病気や怪我をしないよう，また，交通事故や不祥事を起こさ

ないよう十分に注意していただき，ご家族ともども，この27年度を元気で乗り切っていた

だくようお願いしまして，支庁長訓話といたします。

観光と連携した「春のささやき」のＰＲ活動について

沖永良部事務所農業普及課 技術専門員 末川 久

みなさん，「春のささやき」って知ってますか？

「春のささやき」は，県の安心･安全なかごしまの農林水産物として認証されている沖

永良部島のばれいしょの商標です。

沖永良部島では，冬季の温暖な気候を活かして，昭和４５年頃から，ばれいしょの栽培

が始まり，平成７年には「春のささやき」としてブランド産地の指定を受けています。

今回は，昨年６月に「春のささやき」のブランド力向上を目指して，農家と異業種の関

係機関がマーケティングチーム（ＭＴ）を結成し，観光と連携した取り組みを進めていま

すので，その様子を紹介します。

はじめに，ＭＴ会では消費者のニーズを分析し，「春のささやき」の特徴をとりまとめ

た「商品コンセプト案」を作成しました。

さらに，その商品コンセプト案を基に，デザイナー・料理人・観光連盟等も検討に加わ

ってもらい，ポスター・スタンドバッグ・リーフレット等のＰＲ資材を作成し，福岡市や

北九州市でＰＲ活動を実施しました。

○メディアを活用したＰＲ

ＮＨＫ福岡の発見テレビという番組で，ＰＲをする機会に恵まれました。沖永良部島の

観光紹介のあと，生産者が「春のささやき」の産地や品種を紹介しながら，「あおさと春

のささやきの天ぷら」の試食・宣伝をしました。

生産者は，大変緊張しながらのＰＲでしたが，テレビ放映後は，「テレビを観たよ」

「いいＰＲだったね」と島民からは好評でした。

○北九州青果市場でのＰＲ

北九州市では，青果市場で「春のささやき」と沖永良部島の食材を使った料理教室，試

食会を行いました。

料理は，かりかりもずく天，新じゃがの煮物，新じゃがのお好み焼き等で，参加者から

は，「こんな食べ方もあったんだ」と驚きの声が上がり，また，観光連盟による「えらぶ
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ゆり」や鍾乳洞でのケイビング(洞窟探検)等，自然豊かな沖永良部島のＰＲも好評でした。

さらに，消費者のニーズを把握するためにグループインタビュー（井戸端会議）も行い，

ばれいしょに関する消費者の多様な考えを聴くことができました。

○かごしま焼酎を楽しむ会ｉｎ福岡（ホテルクリオコート博多）

鹿児島県産の焼酎や農林水産物，観光を紹介する「かごしま焼酎を楽しむ会ｉｎ福岡」

に参加しました。

沖永良部島コーナーでは，「春のささやき」を使った料理と試食，テッポウユリの展示，

観光ＰＲを行い，抽選会には「春のささやき」5kg，郷土菓子，ソデイカ生ハム,きくらげ

などを提供し，いずれも大盛況でした。

○かごしまの食ＰＲセミナー（かごしまの食PRセミナー博多阪急）

「春のささやき」を使った料理教室には，２４名の参加があり，沖永良部島からＰＲ活

動に来ているとの話を聞いて，２名の沖永良部島出身者の飛び入り参加もありました。

はじめに，生産部会の女性部がホッカイコガネ（えらぶゴールド），メークイン，デジ

マのそれぞれの特性を活かしたメニューを提案したあと料理に取りかかり，スタッフと参

加者は島の話で盛り上がりながら楽しい料理教室となりました。

先日，この福岡でのＰＲ活動の反省会を開催し，「ＰＲ活動は大変だけど，継続して取

り組む事が大事である」との意見が多く出され，今後も関係機関が一丸となりＰＲ活動に

取り組んでいくことを確認しました。

観光連盟による沖永良部のＰＲ 消費動向調査（グループインタビュー）

かごしま焼酎を楽しむ会in福岡 かごしまの食ＰＲセミナー
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【参考１】商品コンセプト案

商 品 名 桜前線にのってあなたに届ける「春のささやき」

主なターゲット 30～40代の家庭のある女性

応 え る ニ ー ズ ・安心，安全なものを食べたい

・季節感があり，一番おいしい時期に食べたい

・いろいろな食べ方を楽しみたい

（商品コンセプト）

アイディア
温暖な南の島で日本一早く出荷できる。赤土で育ち香り，うま味が豊かで肌がつやつ

や。堀りたて採りたての新鮮なおいしいばれいしょ。

満 足
色，味，香り，食感，形，五感で楽しめる

（特徴）

１ 生産者，産地（沖永良部）の様子が思い浮かぶ

２ 安心，安全にこだわって作っている

３ 期間限定の販売

４ 肌がきれい。採りたてなので皮ごと食べられる。

５ 生で，焼いて，揚げて，蒸して料理のレパートリーが広がる。

６ 贈り物にも喜ばれる。（思わず送りたくなる）

【参考２】ＰＲ資材

「春のささやき」イメージポスター
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「春のささやき」スタンドバック（小分け用袋）

リーフレット（抜粋）
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平成27年度に採用された新規採用職員を紹介します

大島支庁総務企画課地域振興係 主事 大園 志保

今年度から，大島支庁総務企画課に，新規採用職員として配

属されました大園志保と申します。出身は姶良市ですが，大学

生活は長崎で過ごしました。

私が鹿児島県職員を目指したのは，少しでも多くの人が鹿児

島に行きたい，住んでいて心地よいと感じるような地域社会づ

くりに従事したいと考えたからです。

県外で鹿児島県民に出会ったときに感じる団結感は，私が誇れる県民性の一つでもあり，

人の温かさ，過ごしやすい風土，豊かな資源を大切にしながら，県民の方々のより豊かな

暮らしのために邁進していきたいと考えています。

初めての配属が，幼少期に過ごした奄美大島で，非常に驚きましたが，これも何かの縁

だと，久々に訪れた奄美大島に懐かしさを感じています。とはいえ，昔のことはうろ覚え

ですので，こんなところだったなあと振り返りながら過ごしているところです。

現在，仕事を始めてまだ一週間。右も左もわからないことだらけで，業務に慣れること

に必死な状態です。しかし，そんな私に，上司や先輩方は一つ一つ丁寧に教えてくださり，

不安なく，楽しみながら業務に励むことができているので，本当にありがたく思います。

昔から憧れだった職業に就けて，非常に嬉しいです。これからも初心を忘れずに，日々精

進したいと思います。よろしくお願いします。

大島支庁地域保健福祉課指導監査係 主事 宮園 泰子

今年度より，大島支庁地域保健福祉課に，新規採用職員とし

て配属されました宮園泰子と申します。

鹿児島生まれの鹿児島育ちで，奄美市には幼い頃に住んだこ

とがあります。約20年ぶりに帰ってきて，新鮮なような，懐か

しいような，不思議な気分です。新生活にはまだ慣れませんが、

既に人の温かさや海の透明度に感動しています。夏が待ちきれ

ません！

実際に働いてみて，自分の業務が県民の皆様の生活につながっていると改めて実感し，

身が引き締まる思いと同時に，嬉しく思います。自分に務まるか不安ももちろんあります

が，今まで縁遠い分野だったのでワクワクしています。職場の上司・先輩方も暖かく，ま

たテキパキと業務を遂行されていることに憧れるとともに，自分も目指したいと思います。

まだまだ未熟者で，礼を欠いたりご迷惑をおかけしたりすることが度々あると思います
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が，これからスポンジのように，いろいろなことを目一杯吸収しようと思っています。一

日でも早く県民の皆様や職場の方々のお役に立てるように日々努力してまいりますので，

どうぞ，よろしくお願いいたします。

大島支庁建設課河川港湾係 土木技師 中野 大樹

今年度より，新規採用職員として，大島支庁建設課に配属に

なりました中野大樹と申します。出身は奄美大島で，中学卒業

後，鹿児島の高専で土木工学を学んでおりました。その後，送

電線建設の管理会社を経由して，今に至ります。これから県の

職員として，出身地の奄美で働けることをとても嬉しく思って

います。

奄美は，梅雨時期の大雨や，台風の通過による災害が比較的

多いと思いますが，私は土石流対策工事等に関わる部分もあり，

私が，島民が安心できる生活を守るんだという意気込みを持って，職務を遂行したいと思

います。実際の業務は，まだまだわからないことだらけで戸惑うことも多いと思いますが，

積極的に質問して，少しずつできることを増やしていきたいです。

奄美での生活は，約10年ぶりです。故郷に少しでも恩返しできたらと思います。また，

生活面でも，公私ともに充実したものにしていけたらと思います。皆様，どうぞよろしく

お願いします。
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３月の統計情報３月の統計情報

１ 鹿児島県毎月推計人口

平成27年３月現在の奄美群島の人口は112,574人で，前年の同月と比べて1,347人減少

しています。

２ 鹿児島県観光動向調査

平成27年２月における調査対象ホテル・旅館85施設の宿泊客数（宿泊延べ人員）は合

計258,447人で，前年同月比4.0％の増加となっています。

奄美地区は，20,160人で前年同月比13.8％の増加となっています。

３ 大島紬

平成27年３月の生産状況は457反で，対前年同月生産反数 454反と比較して，0.7％

の増加となっています。

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) 1,665,884 112,574 62,440 7,414 24,244 13,223 5,253

前年同月(人) 1,676,748 113,921 63,160 7,573 24,537 13,374 5,277

増減数(人) -10,864 -1,347 -720 -159 -293 -151 -24

前年同月比(％) -0.6 -1.2 -1.1 -2.1 -1.2 -1.1 -0.5

県全体 奄美群島

県全体

奄美地区

258,447 248,567 +4.0

20,160 17,716 +13.8

平成27年２月 前年同月 前年同月比

(単位：人，％）

反数 男物 女物 泥染 泥藍染 藍染 化学
染料染

草木染 複数
染料染

生産金額
（千円）

反数 生産金額
（千円）

経 緯 絣 414 30 384 190 207 164 24 36,591 1,065 92,561

緯　　絣 43 2 41 2 39 2 1,666 88 3,376

計 457 32 425 190 209 203 26 38,257 1,153 95,937

累　　　　計男物女物別 　染　　　　　　　　　　　　　　　　 別
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４月中旬～５月上旬の主な行事予定表４月中旬～５月上旬の主な行事予定表

《 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

日 担当課 行事内容 場所

4月17日 衛生・環境室 大島支庁世界遺産セミナー 支庁４階中会議室

衛生・環境室 大島支庁世界遺産セミナー 瀬戸内事務所

農政普及課 直売所ネットワークかごしま研修会（奄美地区） 支庁４階大会議室

5月9日 建設課 土砂災害出前講座 崎原小中学校

4月22日


