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龍郷町
移住ガイドブック

歴史と文化を感じるまち

奄美大島

加計呂麻島

請 島

与路島

鹿児島

沖  縄

奄美大島は鹿児島市から約 380kｍ、
沖縄本島から約 300km の地点に位置しています。
南部に加計呂麻（かけろま）島、
請（うけ）島、与路（よろ）島という有人島、
その他 4 つの小さな無人島が点在しており、
全てを含めて奄美大島とよばれます。

694ｍの湯湾岳を最高峰として、
北部に行くに連れてゆるやかな地形になります。
奄美市、龍郷町、大和村、宇検村、瀬戸内町の
5 市町村からなり、約 200 集落の総人口を
合わせて約 6 万人の人々が暮らしています。

奄美大島とは

あまみおおしま
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先輩移住者の声 /  01

大阪府から
移住

　奄美大島の素材で作品を作り販売する KOSHIRAERUを運営し
ている寳園純一さんは、奄美市木工工芸センターで木工職人の
修業をし、木工工芸の会社を経て2015年に独立開業した。もと
もと木工の職人ではなく、大阪では実家の電気屋を手伝ってい
た。幼い時から彫刻といった手仕事が好きで、大学時代に訪れ
た奄美大島に一目惚れ。「僕が目指したいのは、ずっと使い続け
て100年後も残るものづくり。それを当たり前に作り出す人が

　木工工芸の道に入ることが決まった頃、多久美さんと結婚。
最初は「島暮らし？」と言っていた多久美さんだが、純一さんに
会いに島に来る度に島ファンになっていったそうだ。都会暮ら
しの女子の唯一の不満は「最新のファッションと無縁な島暮ら
し。」もともとアパレル関係の仕事をしていた多久美さんにとっ
て、お洒落は欠かせないもの。でも、泥染など「島にしかないもの」
に出会い、新たなファッションの道が見つかった。
　一方、純一さんは木工工芸の会社でお客様からオーダーされ
る商品をひたすら作る日々に追われていた。勤務する間、色々
な木材に触れ、様々な製品を作ってきた。思いをカタチにし、
お客様から感謝される喜びは、次第に自分の作品を作りたい、
表現したいという欲求へと大きく変わっていった。
　次に選んだ道は開業だった。「自然豊かな地域で子育てしよ
う」、「自宅兼工房兼ショップにして自然素材の作品に相応しい
ライフスタイルを提案していこう。」妻の理解も嬉しかった。
　既に Iターンして6年が経っていても、物件探しは困難を極め、
最後に龍郷町で見つかった。10年間誰も使わなかった元飲食店
の物件で、掃除だけで3か月を要した。「ものづくりを標榜する
のだから、改修も基本は自分たちでやろう。」作品とDIYで作り
上げたショップが生み出す空間は、島外のお客様に感動も与え
ている。奄美大島の豊かな自然が息づいているからだ。貴重な
木であっても剪定は必要で、その枝はゴミになってしまう。純
一さんは、その枝をスプーンとして再生させている。木工品は
飾っておくだけでは、カビが生え、ヒビが入り、価値がなくなっ
てしまう。だから、そのスプーンが日常で使われる。

　純一さんは、「離島の不便を嘆くのではなく、楽しむことが大
事。面倒だと思いがちなことをやることが楽しみに変わる。玄
米を毎回、精米し、鍋で炊くご飯は格別だし、玄米麹に漬けた
島豚を自分の皿に盛ると美味しさは倍増する。」と話す。
　不便、面倒を楽しみに変える活動は、集落行事や島の若手の
育成にも発展させている。伝統行事だからと惰性だけで続けて
いれば、いずれ廃れる。行事のために島料理を作るのが面倒なら、
普段から作れるようにすればいいとワークショップを開く。み
んなが集うことの楽しみを実感してもらうために、集落の仲間
とマルシェを開催している。「僕らが伝統や文化を楽しみながら
続けることで、子どもたちに継承していければ。」と思いは熱い。

夢を追い、ものづくりの盛んな島
奄美大島へ。

就職、結婚を経て、独立の道へ

面倒なことをいかに楽しむか

「仕事は？家は？」が移住検討の最初のステップではないよ。
遠回りに思えるかもしれないけど、島暮らしをトライする機
会を持って、島暮らしが好きになれるかを冷静に考える時間
を持つことが大事。島に友達をたくさん作ることを優先する
と、島暮らしのいい面、悪い面も客観的に教えてくれるし、
周りが助けてくれるよ。

移住を考えている方へ
ワンポイントアドバイス

京都造形芸術大学に入学
奄美 2 世の友達に出会う2000年

卒業制作で奄美大島に
初来島2003年

純一さんが単身
奄美大島に移住2009年

長男誕生2013年

龍郷町に転居
KOSHIRAERU 開業2015年

次男誕生2017年

結婚。遠距離恋愛だった
多久美さんも島に移住2012年

寳園さんの移住年表

KOSHIRAERU
島の木材や流木を使い、100年後も
使えるモノづくりを目指したアイ
テムは必見。贈答品や記念品など
のオーダーメイドも可能。

0997-69-3766 水曜

11:00-17:00
大島郡龍郷町大勝 1164

☎

①剪定で出た枝を丁寧に磨き上げ生ま
れたカトラリー。②長い間誰も住んでい
なかった空き家を自分たちで改修し、
自宅の一部を店舗として活用している。
③近所で購入した熟す前の島バナナ

①

② ③

先輩
移住者の声 /01

Shop information

ファミリー移住事例
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たくさんいる！」交際中だった多久美さんを大阪に残し、単身、
奄美大島へ渡った。
　夢を追い移住したものの、当初は住まいを借りるための島内
保証人を頼める人が見つからず知人夫婦の家に居候することと
なった。仕事は、奄美2世の友達が始めた Tシャツショップのデ
ザインプリントを手伝うことになり何とか生活を保つことがで
きた。そこで働いている時に、たまたまショップに飾っていた
自作の木工細工を見た人が、「奄美市木工工芸センターが緊急雇
用対策で職人見習いを募集しているよ。」と教えてくれたのが、
今のキャリアのきっかけになった。

住

寳園 純一

多久美

さん
じゅんいちほうぞの

たくみ

移住年：2009年　職業：木工デザイナー

龍郷町

さん

Interview

妻・
大勝集落
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 interview

先輩移住者の声 /  02

　2014年に奄美大島龍郷町に移住した樋口幸雄さん（77歳）と
暁子さん（73歳）は、第2の人生を満喫中。70代と言えば悠々自
適に過ごす引退世代が多い中、精力的に毎日働いている。7部屋
11人定員の少々大きな建物で、大勢のゲストを迎え、ゲストの
半数がリピーターになる人気民宿「結の家」を切り盛りしている。
　埼玉では二人ともゲストハウス運営などとは無縁の仕事をし
ていた。結の家の建物は暁子さんのお兄さんが所有している。

　素人民宿経営が始まったが、何をやったらいいのかさっぱり
分からない。暗中模索の日々、泊まっているお客様がどんどん
助けてくれるようになった。「若い子を泊めたいなら、Wi-fiがな
いとダメだよ。」「僕らがいる間に物干しを作っちゃおう。おと
うさんたちだけじゃ大変でしょ？」と年を追うごとに快適な宿
になっている。また、大勢のお客様が泊まっているのを見かけ
ると、ご近所さんが野菜とかを玄関にたくさん置いていくこと
もあるそうだ。
　幸雄さんと暁子さんのアットホームなもてなしは、次々とリ
ピート客を生み出している。若いお客様には田舎の祖父母役、
移住したい人たちにとっては人生相談役と、様々な人が多岐多
用な話をしていく。「いろいろな人たちと話せることは本当に楽
しい。」
　お客様との会話だけでなく、地元民との集いも楽しみの一つ。
移住後、すぐに老人会にデビュー。歓迎会でカラオケを歌い、
次がれた焼酎を全部飲み干した暁子さんはすぐに地元の有名人
になった。樋口夫妻が移住する前は地元の人々がゲストハウス
に近寄ることもなかったが、夫妻の存在を知った人たちが宿を
訪れるようになった。「老人会では私たちは若者扱いなの。」近
所の人生の先輩たちが出来ることは全部自分でこなしていく姿
を見て大変感銘を受けたと言う。「ここには私たちの小さかった
頃の日本がある。人生、最後まで働ける場所があるのは本当に
幸せ。」

可能性は無限大！
70 代で始めたゲストハウス

民宿が人々と繋がり
幸せを運んでくる

チャレンジすることが
若さの秘訣

　広い庭の手入れ、広い建物の掃除、お客様の送迎と、忙しい日々
を過ごしている中で、2017年7月に奄美市名瀬に『ギャラリー結』
をオープンした。画家になった息子さんから作品を披露する場
が少ないことはもともと聞いていたので、たまたま永田橋市場
の中に場所を見つけた時に「地元のアーティストにも使ってもら
えるギャラリーにしよう」と即決。休む暇もない今の方が移住
した時よりも若返って見える夫婦は、立ち止まることなく次々
と楽しみを見つけている。

ゲストハウスをやりたくて、頭で考えて、なかなか前に進め
ない人は、踏ん切りがついていない人。最初から大きな投資
をしようとしないで、自分の足と目で確かめ、出来ることか
らやっていくと、自然と回り始める。計算だけで決めている
と、シナリオ通りにならない時に対応出来なくなるよ。資金
や計画より、「勇気」と「決断」が大事。

移住を考えている方へ
ワンポイントアドバイス 民宿　結の家

旅をしながら第２の故郷に帰るよ
うな気持ちにさせてくれる人気の
民宿。宿泊予約は下記から可能

0997-55-4333

info@yuinoie.com
https://www.yuinoie.com/
大島郡龍郷町赤尾木 1747-4

☎

①宿泊者がゆっくりとくつろげるコ
ミュニティスペース。ここでの交流が
奄美での旅をさらに楽しくさせている。
②シングルタイプのお部屋。宿の近く
にはビーチもあり、海からの涼しい風
が吹き抜ける。

Shop information管理人がいなくなり放置に近い状態になって、お兄さんから「ゲ
ストハウスの管理をしてみないか？」の一言が奄美大島との出
会いのきっかけだった。4人の子供も独立、仕事も引退していた
ので、「一度、行ってみるか。」とインターネットで見かけた移
住体験ツアーに参加したのが初来島。ツアー中にお友達も出来
て、「暖かい島で管理人になるのもいいかも」「年金で生活でき
るから、ゲストハウスがうまくいかなくても、おにぎりやカレー
を海岸で売ればいいよね」と移住を決定。お兄さんの申し出か
ら引っ越すまで3か月のスピード移住組である。

住

埼玉県から
移住

先輩
移住者の声 /02

退職後移住事例

この島はみんなで支え合う、
古き良き日本の文化が残っています。
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移住年：2014年　職業：ゲストハウス運営
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ギャラリー結 : 奄美市名瀬末広町13-8 永田橋市場内



 interview

先輩移住者の声 /  02

　2014年に奄美大島龍郷町に移住した樋口幸雄さん（77歳）と
暁子さん（73歳）は、第2の人生を満喫中。70代と言えば悠々自
適に過ごす引退世代が多い中、精力的に毎日働いている。7部屋
11人定員の少々大きな建物で、大勢のゲストを迎え、ゲストの
半数がリピーターになる人気民宿「結の家」を切り盛りしている。
　埼玉では二人ともゲストハウス運営などとは無縁の仕事をし
ていた。結の家の建物は暁子さんのお兄さんが所有している。

　素人民宿経営が始まったが、何をやったらいいのかさっぱり
分からない。暗中模索の日々、泊まっているお客様がどんどん
助けてくれるようになった。「若い子を泊めたいなら、Wi-fiがな
いとダメだよ。」「僕らがいる間に物干しを作っちゃおう。おと
うさんたちだけじゃ大変でしょ？」と年を追うごとに快適な宿
になっている。また、大勢のお客様が泊まっているのを見かけ
ると、ご近所さんが野菜とかを玄関にたくさん置いていくこと
もあるそうだ。
　幸雄さんと暁子さんのアットホームなもてなしは、次々とリ
ピート客を生み出している。若いお客様には田舎の祖父母役、
移住したい人たちにとっては人生相談役と、様々な人が多岐多
用な話をしていく。「いろいろな人たちと話せることは本当に楽
しい。」
　お客様との会話だけでなく、地元民との集いも楽しみの一つ。
移住後、すぐに老人会にデビュー。歓迎会でカラオケを歌い、
次がれた焼酎を全部飲み干した暁子さんはすぐに地元の有名人
になった。樋口夫妻が移住する前は地元の人々がゲストハウス
に近寄ることもなかったが、夫妻の存在を知った人たちが宿を
訪れるようになった。「老人会では私たちは若者扱いなの。」近
所の人生の先輩たちが出来ることは全部自分でこなしていく姿
を見て大変感銘を受けたと言う。「ここには私たちの小さかった
頃の日本がある。人生、最後まで働ける場所があるのは本当に
幸せ。」

可能性は無限大！
70 代で始めたゲストハウス

民宿が人々と繋がり
幸せを運んでくる

チャレンジすることが
若さの秘訣

　広い庭の手入れ、広い建物の掃除、お客様の送迎と、忙しい日々
を過ごしている中で、2017年7月に奄美市名瀬に『ギャラリー結』
をオープンした。画家になった息子さんから作品を披露する場
が少ないことはもともと聞いていたので、たまたま永田橋市場
の中に場所を見つけた時に「地元のアーティストにも使ってもら
えるギャラリーにしよう」と即決。休む暇もない今の方が移住
した時よりも若返って見える夫婦は、立ち止まることなく次々
と楽しみを見つけている。

ゲストハウスをやりたくて、頭で考えて、なかなか前に進め
ない人は、踏ん切りがついていない人。最初から大きな投資
をしようとしないで、自分の足と目で確かめ、出来ることか
らやっていくと、自然と回り始める。計算だけで決めている
と、シナリオ通りにならない時に対応出来なくなるよ。資金
や計画より、「勇気」と「決断」が大事。

移住を考えている方へ
ワンポイントアドバイス 民宿　結の家

旅をしながら第２の故郷に帰るよ
うな気持ちにさせてくれる人気の
民宿。宿泊予約は下記から可能

0997-55-4333

info@yuinoie.com
https://www.yuinoie.com/
大島郡龍郷町赤尾木 1747-4

☎

①宿泊者がゆっくりとくつろげるコ
ミュニティスペース。ここでの交流が
奄美での旅をさらに楽しくさせている。
②シングルタイプのお部屋。宿の近く
にはビーチもあり、海からの涼しい風
が吹き抜ける。

Shop information管理人がいなくなり放置に近い状態になって、お兄さんから「ゲ
ストハウスの管理をしてみないか？」の一言が奄美大島との出
会いのきっかけだった。4人の子供も独立、仕事も引退していた
ので、「一度、行ってみるか。」とインターネットで見かけた移
住体験ツアーに参加したのが初来島。ツアー中にお友達も出来
て、「暖かい島で管理人になるのもいいかも」「年金で生活でき
るから、ゲストハウスがうまくいかなくても、おにぎりやカレー
を海岸で売ればいいよね」と移住を決定。お兄さんの申し出か
ら引っ越すまで3か月のスピード移住組である。
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 interview

先輩移住者の声 /  03

　村上裕希さん（35歳）は奈良県で生まれ、4歳から横浜で育ち、
真弓さんは生まれも育ちも東京。二人にとって縁もゆかりもな
い奄美大島だが、初めて奄美大島に訪れた2009年から島ファン
になった。もともと二人とも子どもの頃に両親の実家で過ごし
た夏休みが楽しかったと言う田舎派。奄美大島は豊かな自然と、
都会では失われつつある温かい人と人のつながり方に魅了され
結婚式を奄美大島で挙げたほどだ。
　結婚を機に移住を意識し始めた二人は、子どもが生まれ、「奄
美大島で子育てしたい」との思いが募っていった。二人にとって、
人間関係が希薄で人が多すぎる都会の生活は魅力的ではなかっ
た。もっと地域と人が繋がるところで暮らしたい。さらに、裕
希さんは「指示があって動く受け身の姿勢、否応なしに家族の生
活環境まで変えてしまう転勤命令など、サラリーマンの働き方
に疑問を感じていた。」

　「奄美大島に引っ越そう」と思った二人だが、真剣に移住を考
え始めると「仕事」という壁に当たった。IT企業に勤めていた自
分にあった仕事が見つからない。職種を選ばなければ求人はあ
るが、これまでのように受け身の働き方ではなく、もっと能動
的に働ける職に就きたいと考えていた。
　そこで、島ライフを手に入れるために選んだ仕事が、龍郷町
の地域おこし協力隊だった。地域おこし協力隊の任期は3年。役
割は自治体によって違うが、龍郷町で裕希さんに課せられた任
務は「龍郷町の過疎地域である荒波地区（東シナ海に面した安木
場屋、嘉渡、円、秋名、幾里の５つの集落の総称）に、人の流
れを生み出す」こと。具体的な指示があるわけではなく、自分
で地域の活性化について考えて行動していくことが求められた。

　任務のため全く知らない集落に住むことになったが、周囲の
人々が何かと気をかけてくれ、不安なことは一つもなかったそ
うだ。ただ、住まいは床が少々傾き、石の上にあるはずの柱が
なかったりする。「始めて見た時はちょっと引いた」真弓さんだ
が、今は集落での暮らしが「快適」だそうだ。もちろん、奄美大
島の梅雨の風物詩のシロアリ飛来もある。移住直後にシロアリ
が飛んでくることは聞いてはいたが、その数は想像をはるかに
超えていた。2歳の息子、泰佑（たいすけ）くんは、飛んで歩き
まわるシロアリに最初は怯えていたが、今ではシロアリを見つ
けると怯えることなく、すかさず教えてくれる。「慣れるもんで
すよ」と裕希さんは笑う。

人との温かい繋がりを求めて 地域おこし協力隊に着任

何もかもが予想外の島暮らし

　地域おこし協力隊に着任して最初に取り組んだプロジェクト
が、「秋名・幾里魅力化プロジェクト」だ。国の重要無形民俗文
化財「秋名アラセツ行事」※を軸に、自然、歴史、伝統文化など
の秋名・幾里集落の魅力を島内外の人々に知ってもらうための活
動で、体験滞在型観光を立ち上げるため、集落で有志を募り、
この行事に合わせて集落主催の民泊ツアーを実施した。プログ
ラムは全て集落からのアイデアで、集落民が加わり、行事のリー
フレットや集落歩きマップの制作、民俗学者を呼んでシンポジ
ウムなどを開催した。450年以上も続く集落の伝統行事に新たな
取り組みを始め、受け入れられるか不安だったが、集落の方が
手を差し伸べ自分たちが主体となってプロジェクトを支えてく
れたことが何よりも嬉しかった。
　地域の人々と結び付きが出来てくると、他の分野でも地域お
こしに取り組むようになった。「せっかく綺麗な海に囲まれた島
なのに、住んでいる子どもたちが地元の自然を体験する機会が
ない」と聞いて、みんなで機会を作ろう！と働きかけた。有志
が揃うと、今度はその資金を確保するためにクラウドファンディ
ングを利用し、海洋教育プロジェクト「見てみよう！わきゃ海」
の実行を開催した。
　裕希さんも真弓さんも、地域おこし協力隊の任期が終了して
も島を去るつもりはない。「地域の人々と必要なことを自分たち
で実行し、家族との時間を大切にし、豊かな自然を満喫している。
欲しかった島ライフが、今、ここにある。「任期終了後の不安よ
りも、土着化に向けて次のステージに踏み出す期待の方が大き
い」と笑顔で語っていた。

島の大切なものに気付き残したい

安定した収入や家を行政が確保してくれることで選ぶ仕事で
はないよ。自分で取り組むことを見つけていかないといけな
いけど、自分だけが目立つことは地域おこしじゃない。地元
のやる気を促すのが、地域おこし協力隊。縁の下の力持ちで
あり、黒子的存在だよ。

地域おこし協力隊を考えている方へ
ワンポイントアドバイス

奄美大島の存在を
サーフィンの DVD で知る2008年

真弓さんと一緒に初来島
島民とのふれあいに魅了2009年

奄美大島で結婚式を挙げる2011年

長男誕生

2016年

龍郷町の地域おこし協力隊
に応募、採用決定2016年

龍郷町に移住2016年

移住の為の視察旅行で来島

2015年

村上さんの移住年表

秋名アラセツ行事
「秋名アラセツ」は450年以上続く
集落の伝統行事で、山と海から稲
霊（いなだま）を招いて五穀豊穣に
感謝し、来年の豊作を祈願する祭
り。早朝に「ショチョガマ」、夕方
に「平瀬マンカイ」という祭事があ
る。年に一度、秋に開催される。

①島にいながらダイビングを
したことのない子どもたちへ
向けたプロジェクト。島の将
来を担う子どもたちにこそ、
何よりも島の魅力を伝えなく
てはならないとの想いで開催
した。 ②秋名・幾里プロジェ
クトで着目した秋名アラセツ
行事。集落の伝統行事を観光
資源として島おこしの方法を
模索している。

①

②

集落のお祭り Information
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 interview

先輩移住者の声 /  03

　村上裕希さん（35歳）は奈良県で生まれ、4歳から横浜で育ち、
真弓さんは生まれも育ちも東京。二人にとって縁もゆかりもな
い奄美大島だが、初めて奄美大島に訪れた2009年から島ファン
になった。もともと二人とも子どもの頃に両親の実家で過ごし
た夏休みが楽しかったと言う田舎派。奄美大島は豊かな自然と、
都会では失われつつある温かい人と人のつながり方に魅了され
結婚式を奄美大島で挙げたほどだ。
　結婚を機に移住を意識し始めた二人は、子どもが生まれ、「奄
美大島で子育てしたい」との思いが募っていった。二人にとって、
人間関係が希薄で人が多すぎる都会の生活は魅力的ではなかっ
た。もっと地域と人が繋がるところで暮らしたい。さらに、裕
希さんは「指示があって動く受け身の姿勢、否応なしに家族の生
活環境まで変えてしまう転勤命令など、サラリーマンの働き方
に疑問を感じていた。」

　「奄美大島に引っ越そう」と思った二人だが、真剣に移住を考
え始めると「仕事」という壁に当たった。IT企業に勤めていた自
分にあった仕事が見つからない。職種を選ばなければ求人はあ
るが、これまでのように受け身の働き方ではなく、もっと能動
的に働ける職に就きたいと考えていた。
　そこで、島ライフを手に入れるために選んだ仕事が、龍郷町
の地域おこし協力隊だった。地域おこし協力隊の任期は3年。役
割は自治体によって違うが、龍郷町で裕希さんに課せられた任
務は「龍郷町の過疎地域である荒波地区（東シナ海に面した安木
場屋、嘉渡、円、秋名、幾里の５つの集落の総称）に、人の流
れを生み出す」こと。具体的な指示があるわけではなく、自分
で地域の活性化について考えて行動していくことが求められた。

　任務のため全く知らない集落に住むことになったが、周囲の
人々が何かと気をかけてくれ、不安なことは一つもなかったそ
うだ。ただ、住まいは床が少々傾き、石の上にあるはずの柱が
なかったりする。「始めて見た時はちょっと引いた」真弓さんだ
が、今は集落での暮らしが「快適」だそうだ。もちろん、奄美大
島の梅雨の風物詩のシロアリ飛来もある。移住直後にシロアリ
が飛んでくることは聞いてはいたが、その数は想像をはるかに
超えていた。2歳の息子、泰佑（たいすけ）くんは、飛んで歩き
まわるシロアリに最初は怯えていたが、今ではシロアリを見つ
けると怯えることなく、すかさず教えてくれる。「慣れるもんで
すよ」と裕希さんは笑う。

人との温かい繋がりを求めて 地域おこし協力隊に着任

何もかもが予想外の島暮らし

　地域おこし協力隊に着任して最初に取り組んだプロジェクト
が、「秋名・幾里魅力化プロジェクト」だ。国の重要無形民俗文
化財「秋名アラセツ行事」※を軸に、自然、歴史、伝統文化など
の秋名・幾里集落の魅力を島内外の人々に知ってもらうための活
動で、体験滞在型観光を立ち上げるため、集落で有志を募り、
この行事に合わせて集落主催の民泊ツアーを実施した。プログ
ラムは全て集落からのアイデアで、集落民が加わり、行事のリー
フレットや集落歩きマップの制作、民俗学者を呼んでシンポジ
ウムなどを開催した。450年以上も続く集落の伝統行事に新たな
取り組みを始め、受け入れられるか不安だったが、集落の方が
手を差し伸べ自分たちが主体となってプロジェクトを支えてく
れたことが何よりも嬉しかった。
　地域の人々と結び付きが出来てくると、他の分野でも地域お
こしに取り組むようになった。「せっかく綺麗な海に囲まれた島
なのに、住んでいる子どもたちが地元の自然を体験する機会が
ない」と聞いて、みんなで機会を作ろう！と働きかけた。有志
が揃うと、今度はその資金を確保するためにクラウドファンディ
ングを利用し、海洋教育プロジェクト「見てみよう！わきゃ海」
の実行を開催した。
　裕希さんも真弓さんも、地域おこし協力隊の任期が終了して
も島を去るつもりはない。「地域の人々と必要なことを自分たち
で実行し、家族との時間を大切にし、豊かな自然を満喫している。
欲しかった島ライフが、今、ここにある。「任期終了後の不安よ
りも、土着化に向けて次のステージに踏み出す期待の方が大き
い」と笑顔で語っていた。

島の大切なものに気付き残したい

安定した収入や家を行政が確保してくれることで選ぶ仕事で
はないよ。自分で取り組むことを見つけていかないといけな
いけど、自分だけが目立つことは地域おこしじゃない。地元
のやる気を促すのが、地域おこし協力隊。縁の下の力持ちで
あり、黒子的存在だよ。

地域おこし協力隊を考えている方へ
ワンポイントアドバイス

奄美大島の存在を
サーフィンの DVD で知る2008年

真弓さんと一緒に初来島
島民とのふれあいに魅了2009年

奄美大島で結婚式を挙げる2011年

長男誕生

2016年

龍郷町の地域おこし協力隊
に応募、採用決定2016年

龍郷町に移住2016年

移住の為の視察旅行で来島

2015年

村上さんの移住年表

秋名アラセツ行事
「秋名アラセツ」は450年以上続く
集落の伝統行事で、山と海から稲
霊（いなだま）を招いて五穀豊穣に
感謝し、来年の豊作を祈願する祭
り。早朝に「ショチョガマ」、夕方
に「平瀬マンカイ」という祭事があ
る。年に一度、秋に開催される。

①島にいながらダイビングを
したことのない子どもたちへ
向けたプロジェクト。島の将
来を担う子どもたちにこそ、
何よりも島の魅力を伝えなく
てはならないとの想いで開催
した。 ②秋名・幾里プロジェ
クトで着目した秋名アラセツ
行事。集落の伝統行事を観光
資源として島おこしの方法を
模索している。

①

②

集落のお祭り Information

神奈川県から
移住

先輩
移住者の声 /03

地域おこし移住事例
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移住年：2016年　職業：地域おこし協力隊

龍郷町

さん

Interview
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先輩移住者の声 /  04

　内野正子さん（44歳）は奄美大島の奄美市名瀬出身で、18歳
まで奄美大島で過ごす。英語が好きだった正子さんは東京の大
学でさらに英語に磨きをかけ、卒業後はオーストラリアで働く。
帰国し就職した先が、竜太さん（41歳）が働く米国プロバスケッ
トリーグ NBA日本法人だった。

　正子さんは結婚後も英語を使う仕事をしていた。子どもは欲
しかったが、なかなか恵まれずにいた。そこに、竜太さんの「島
に引っ越そう」発言。いつかは島に帰りたいと思っていた正子
さんだが、その「いつか」は嫁や母としての役割が終わった頃で
30代とは思ってもいなかった。「生活を180度変えたい」と言う
竜太さんの言葉に決断。でも、竜太さんの両親は横浜にいる。
両親の面倒をいずれは見ると思っていた二人だが、「自分たちの
ことは自分たちでやるから、お前たちはお前たちがしたいこと
をしろ」と応援してくれた。

　移住を決めた直後に妊娠が分かり、正子さんの実家のある街
中ではないところで子育てすると決めた。集落の物件はほとん
ど一般流通しない相対取引が主流。そこで、正子さんの両親が
地縁を辿って龍郷町にある今の住まいを見つけてくれた。正子
さんは一時子育てに専念し、竜太さんは家族の生活を支えるべ
く仕事探しをするはずだったが、すぐに見つかった。NPOや観光、
教育関係の臨時職員などを経て、現在は福祉関係の仕事に就い
ている。職場が嫌になって転職したわけではなく、新しいこと、
人手が急に必要になったところから自然と声が掛かる。仕事以
外でもバスケットボール監督やプロ選手とのふれあい等のボラ
ンティアにも積極的だ。「僕らが今、幸せでいられるのは、いろ
いろな人と知り合い、つながりが持てたからだと思う。地域の
子どもたちに選択肢を増やすことで、今度は僕が地域へ恩返し
をしていきたい。」竜太さんはそう語ってくれた。

　正子さんは子育てをしながら、英語講師や ALT（Assistant 
Language Teacher）をこなし、奄美群島特例通訳案内士でも
ある。いろいろチャレンジしているが、「私の本業はお母さん業。
島で生まれた二人の娘たちは、18歳になったら親元を離れてい
く。それまでの間、精いっぱい家庭を満喫できるようにするの
が私の役目。」僻地保育所、僻地小学校にも不安はないと言う。
「確かに生徒、先生の数は少ないけれど、一人一人の生徒にしっ
かり目を配ってくれているのはよく分かる。」
　竜太さんも正子さんも集落での生活に幸せを感じると言う。
毎日、同じ景色を見ているのに、眺め続けられる豊かな自然に
囲まれていることもある。でも、一番は集落の人々との温かい
交流。子どもが誕生した時に近所のみなさんがお祝いに駆けつ
け、おじいが祝い唄を披露してくれた。おばあたちが毎日、子
どもたちを見守ってくれている。ここでは、子どもの成長とと
もに地域の在り方が見えてくる。
　内野さんファミリーは都会の生活では得ることができない
「流れていくけど、流されない」集落での時間を楽しんでいる。

忙しさに終われる日々の中、
ふと頭に浮かんだ奄美大島

周囲の理解が後押しした島への移住

繋がりが結んだ島での暮らし

集落の人々に見守られて

小さな幸せが積み重なって、居心地のいい毎日になり、総じ
て島暮らしがいいんだと思う。都会での生活と全く違う島で
暮らす価値観が見出せたら、島ならではの新たな世界がどん
どん広がっていくよ。

移住を考えている方へ
ワンポイントアドバイス

正子さん、島の高校を卒業
国際基督教大学に進学1991年

竜太さんと同じ職場に就職
運命の出会い2000年

結婚2006年

長女誕生

次女誕生

2010年

2012年

奄美大島龍郷町に移住2009年

内野さんの移住年表

①家から海へと続く道の木のトンネル。自然が今日も子どもたちの成長を見守って
いる。 ②庭に植えられたバナナの樹。庭で育った果物は贈り物にも喜ばれるのだと
か。 ③集落を見下ろす場所から見える龍郷湾。青く透き通った海が一望できる。

その後、二人は2006年に結婚。竜太さんは横浜生まれで大学で
は法律を学んでいたが、大のバスケットボール好きで、選んだ
仕事は NBAやオリンピック選手などアスリートたちをサポート
するスポーツマネジメント。生きがいを持って働いていたが、
海外とのやり取りもあり昼夜を問わず仕事に没頭し過ぎで体を
壊してしまう。「このまま、こんなフルスロットルな働き方を続
けていくのか」と人生の転機を考えるようになった。その時、
正子さんの実家があり何度も訪れている奄美大島が頭に浮かぶ。
自分に合う仕事がないことや家探しが大変なことも理解してい
たが、正子さんと奄美大島に引っ越そうと心に決めた。

① ②

③

神奈川県から
移住

先輩
移住者の声 /04

Uターン移住事例

内野 竜太
正子

さん
りゅうたうちの

まさこ

移住年：2009年　職業：サラリーマン

龍郷町

さん

Interview

妻・

龍郷集落生活環境を 180 度変えて
やっと見つけた私たちの理想の暮らし
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先輩移住者の声 /  05

　『男はつらいよ 寅次郎紅の花（第48作）』は加計呂麻島でロケ
が行われた。小久保好美さん（34歳）の叔父は撮影クルーで、好
美さんが幼い時に叔父から島の話を聞いたのが奄美大島との最
初の関わりだ。その後、好美さんは大人になって来島して以来、
熱烈に奄美大島が好きになってヘビーリピーターとなった。公
太さん（34歳）と結婚した後は、二人で奄美で夏休みを過ごすよ
うになった。好美さんは奄美大島の癒しの雰囲気に惚れこみ、
公太さんは幼い時にたしなんだ海釣りへの思いが復活。好美さ
んが「移住したいよ～」と言い出すようになり、移住体験ツアー
を見つけて二人で参加。これが移住を実際に考えるタイミング

になった。それまでは単なる観光で島に知り合いもいなかった
が、先輩移住者たちの話を聞き、集落での生活を垣間見、ツアー
参加者と島での将来を語り合うことで、自分たち夫婦の将来像
も漠然としたものから少し具体的になっていった。公太さんの
仕事は外国人が多く宿泊するホテルのコンシェルジェ、好美さ
んの仕事は臨床検査技師で、どちらも島に求人が多くある職種
だ。当面、二人ともサラリーマンをしながら、いずれゲストハ
ウスを運営したいと考えるようになった。

　その後、住まいと将来のゲストハウス候補となる物件探しを
兼ねて度々来島するが、そこで壁にぶち当たる。いくら不動産
会社を回っても、物件が見つからないのだ。名瀬には物件があ
るが、二人の希望は田舎の物件。そんな折にツアーで知り合っ
た先輩移住者を訪ね、地元の人たちを紹介してもらう機会があっ
た。そこから一気に真剣にいろいろなことを相談できる地元民
が増え、人づてで物件も紹介してもらうようになった。でも、
商売を考えるにも台風の影響や地元の細かい状況がよく分から
ないことでピンポイントの場所が絞り込めなかったり、持ち主
と話しているうちに当初の契約内容と食い違ったりした。
「うーん、このまま通って住まいを探すのは無理かも。」と思っ
ていた矢先、友達となった先輩移住者が「僕の家に居候しながら
探したら？」と言ってくれた。また、誰も住まなくなった家を「自
分で改修するなら貸すよ」と言う話も出てきた。

移住体験ツアーで動いた心

住まい探しの壁

　そこから夫婦で話し合った結果、公太さんが単身先に奄美大
島に移住し、友達の家に居候しながら貸してもらえる家を改修
し仕事を見つけ、落ち着いたら好美さんが後から移り住むこと
になった。公太さんが住まいと仕事探しをする間、公太さんは
失業保険を使い、好美さんは東京で働き続けることで生活費を
確保することにした。公太さんは東京のホテルの仕事を辞め、
それまで夫婦で住んでいたマンションを引き払い、好美さんは
実家へ、公太さんは自家用車に生活必需品を詰めるだけ積んで
「いざ、出発！」というときに、好美さんの妊娠がわかった。
　「出産は実家にするか、島にするか？」を話し合った結果、好
美さんの母親に出産時に来島してもらうのは難しいので、実家
で出産してから好美さんはお子さんと引っ越すこととなった。
　公太さんの居候生活は順調そうだ。島通いをしていた時とは
比べ物にならないほど地元民の友達が増え、家の改修から集落
での生活、仕事探しのアドバイス、釣りの師匠など、多岐に渡っ
て支えてもらっていると言う。「不安いっぱいで島まで車を運転
してきたが、やっぱり踏み切ってよかった。インターネットで
調べても、どんなに通っても分からなかった島事情が手に取る
ように入って来る。東京で暮らす感覚とは全く別物なのが体感
できた」。「今は、不安より“何とかなるさ”」と笑顔で語っていた。

まず歩き出そう、
そう決めて正解でした。

インターネットでどんなに島について調べても、不動産会社
をどんなに回っても、答えは出ないよ。都会の感覚でいろん
なことを選択しても、うまくいかないと思う。住んでいる人
たちと交流することが最短だよ。

移住に踏み切れない人への
ワンポイントアドバイス

公太さんと好美さんが出会う2011年

結婚。公太さんは好美さんに
連れられて初来島2013年

奄美大島
移住体験ツアーに参加

公太さんが仕事を辞め、
単身来島。夫婦の移住拠点
探しを始める。

真剣に移住を考え始める。
島に友人が出来たことが
きっかけで来島頻度が増える

2014年

2017

2015年

年

小久保さんの移住年表

種おろし
「種おろし」は、翌年の豊作を祈願する
とともに、一年間の締めくくりとして
各家庭を踊り浄め、繁栄を祈る行事で
す。迎えた家では、料理や飲み物が提
供され老若男女、夜遅くまで踊り続け
ます。 時期：例年10月下旬～11月上旬

①奄美大島移住体験ツアーに
参加した時の様子。体験ツ
アーでは空き家のリフォーム
事情や集落のお祭りにも参加
し、より深く奄美を知る機会
となった。  
②奄美大島の少し南に位置す
る加計呂麻島にある「男はつ
らいよ」ロケ地。雄大な自然
が広がるこの地に二人は一目
惚れした。

集落のお祭り Information

神奈川県から
移住先輩

移住者の声 /05
カップル移住事例

「地ならし」は先に僕がしておくよ。
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島とうふ屋

町田酒造

たぐちうどん店
りゅうがく館
どぅくさぁや館

龍の眼B

琉球石垣A

南洲流謫跡
るたく

E
島のブルース歌碑F

西郷松G

行盛神社H

龍郷町のどこが好き？

龍郷町の観光スポット

U・I ターン / 新規起業者に聞きました！

奄美大島の北部に位置し、豊かな山と海に囲まれた龍郷町は魅力的なスポットが
たくさん。あっと驚くような絶景をぜひ、ご自分の目で確かめにきてください。

sightseeing spot 

ここが私たちの
住む町です。
( (企業・施設・観光案内

龍郷町 i n奄美大島

お土産店 食事処
宿泊施設
大島紬関連店舗

カフェ
黒糖焼酎製造所

スーパー /商店

奄美大島

龍郷町

琉球石垣

この石垣は百数十年前に、嘉渡に住ん
でいた富豪が、沖縄から石工を呼んで
積ませたといわれています。珊瑚石を
多角形に加工し、隙間なく積んでいく
独特の技法で、「相方積み」または「亀甲
みだれ積み」と呼ばれています。

南洲流謫跡

南洲流謫 ( るたく ) 跡は、西郷隆盛が島
妻である愛加那と生まれてきた菊次郎
のために建てた家です。ここでは、西郷
ゆかりの品や、勝海舟が碑文を書いた
石碑などを見ることができます。

行盛神社

壇ノ浦で源氏との戦いに敗れた平氏が
南に落ちのび、戸口にたどり着いたと
いう「平家伝説」があります。上戸口集
落にある行盛神社は、平行盛を祀った
神社で、敷地には行盛の墓と伝えられ
る石塔があります。

島のブルース歌碑

【上海帰りのリル】【お富さん】など数々
の名曲を生んだ作曲家・渡久地政信（沖
縄生まれ龍郷育ち）の顕彰碑と奄美出
身者の心の愛唱歌として唄い踊り継が
れている「島のブルース」（同氏作曲、
歌・三沢あけみ）の歌碑があります。

西郷松

安政６年（１８５９年） に謫居を命じら
れた西郷隆盛が乗船した福徳丸のとも
綱を結びつけた老松。松枯れで伐採後、
西郷隆盛と愛加那の木彫として新たな
シンボルとなりました。

龍の眼

円集落の県道にある『かがんばなトン
ネル』は、全長 29メートルという短い
トンネルです。春分の日の前と秋分の
日の後の数日間、トンネルに夕日が
すっぽりと入ることが判明し、今では
町の観光名所の一つとなっています。

ハートロック

ハートロックとは赤尾木集落の東側に
面する海岸にあるハート型の潮だまり
のことです。干潮時にのみ現れる隠れ
たパワースポットとして話題になって
います。

加世間峠 (2つの海が見える場所)

加世間峠の頂上付近からは、奄美大島
の西海岸と東海岸を同時に見られる場
所があり、人気の観光名所となってい
ます。

奄美自然観察の森

奄美自然観察の森は、人と自然がふれ
あい・親しみ体験を通して自然のすば
らしさや人と自然のかかわりについて
知るための場です。園内の森の館では
身近にある自然を分かりやすく紹介す
るために、展示等を行っています。
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J

G

K L

H

I 奄美クレーター
赤尾木湾はこの丸い形状から、隕石が
落ちて形成されたと言う説がありま
す。しかし、周囲の地質等から隕石孔を
否定する説もあり、長い年月のうちに
海流によって砂が運ばれて繋がったも
のだと言われています。

B

手広ビーチ

サーファーの憧れ「手広ビーチ」。島内
屈指のサーフポイントです。
「手広トイレ・シャワー施設」を併設し
ています。

C ソテツ・バショウ群生地
安木屋場の群生地にあるソテツの本数
は約６万本とも言われ、山肌一面に広
がる光景は圧巻です。群生地のバショ
ウは「イトバショウ」という種類です。
イトバショウから採られる繊維は、衣
服の原料として利用されていました。

D

下戸口集落 Frasco
牧統  英里奈さんお土産屋 |

大勝集落 KOSHIRAERU
寳園 純一さん木工デザイナー |

大勝集落
小池さん夫妻カフェ・飲食店 |

浦集落Osteria fiore
飲食店 |

玉里集落
ホテル・ダイビング |

芦徳集落
勝島  裕人さんカフェ・飲食店 |

赤尾木集落
秋葉 深起子さんツアー会社 |

たぐちうどん店 ネイティブシー奄美 ソレイユファーム Relaxing Days Amami
田口  慶太さん 金澤 新之助さん

赤尾木集落1 2 3 4 5 6 7

N



サントクカフェ
徳  陽子さんカフェ・飲食店 |

赤尾木

手広

川内

大勝

中勝

上戸口

中戸口

下戸口

芦徳

浦

瀬留

玉里

久場

龍郷

安木屋場

円

嘉渡

幾里
秋名

屋入

La fonte

ソレイユファーム

ネイティブシー奄美

アダンオンザビーチ

あいかな

奄美自然観察の森

番屋

6

D

奄美クレーター I

ソテツ・バショウ群生地C

手広ビーチ

大島紬村

K
ハートロックJ

結の家

加世間峠 (2 つの海が見える場所 )L

ネストアット奄美
ヴィラゆりむん

ホテルカレッタ奄美

7

K’S ビレッジ
トレーラーハウス

グリーンヒル

金井工芸
肥後染色

2

3

4

5

サントクカフェ

ビッグ 2

ドラッグストア モリ

Frasco

山田酒造

奄美大島酒造

前田紬工芸

KOSHIRAERU
fiore
Osteria

ファミリー
マート

こっこ家

麦の実

興紬商店

まーさん市場

島育ち産業館

龍郷町役場

1

夢おりの郷

島とうふ屋

町田酒造

たぐちうどん店
りゅうがく館
どぅくさぁや館

龍の眼B

琉球石垣A

南洲流謫跡
るたく

E
島のブルース歌碑F

西郷松G

行盛神社H

龍郷町のどこが好き？

龍郷町の観光スポット

U・I ターン / 新規起業者に聞きました！

奄美大島の北部に位置し、豊かな山と海に囲まれた龍郷町は魅力的なスポットが
たくさん。あっと驚くような絶景をぜひ、ご自分の目で確かめにきてください。

sightseeing spot 

ここが私たちの
住む町です。
( (企業・施設・観光案内

龍郷町 i n奄美大島

お土産店 食事処
宿泊施設
大島紬関連店舗

カフェ
黒糖焼酎製造所

スーパー /商店

奄美大島

龍郷町

琉球石垣

この石垣は百数十年前に、嘉渡に住ん
でいた富豪が、沖縄から石工を呼んで
積ませたといわれています。珊瑚石を
多角形に加工し、隙間なく積んでいく
独特の技法で、「相方積み」または「亀甲
みだれ積み」と呼ばれています。

南洲流謫跡

南洲流謫 ( るたく ) 跡は、西郷隆盛が島
妻である愛加那と生まれてきた菊次郎
のために建てた家です。ここでは、西郷
ゆかりの品や、勝海舟が碑文を書いた
石碑などを見ることができます。

行盛神社

壇ノ浦で源氏との戦いに敗れた平氏が
南に落ちのび、戸口にたどり着いたと
いう「平家伝説」があります。上戸口集
落にある行盛神社は、平行盛を祀った
神社で、敷地には行盛の墓と伝えられ
る石塔があります。

島のブルース歌碑

【上海帰りのリル】【お富さん】など数々
の名曲を生んだ作曲家・渡久地政信（沖
縄生まれ龍郷育ち）の顕彰碑と奄美出
身者の心の愛唱歌として唄い踊り継が
れている「島のブルース」（同氏作曲、
歌・三沢あけみ）の歌碑があります。

西郷松

安政６年（１８５９年） に謫居を命じら
れた西郷隆盛が乗船した福徳丸のとも
綱を結びつけた老松。松枯れで伐採後、
西郷隆盛と愛加那の木彫として新たな
シンボルとなりました。

龍の眼

円集落の県道にある『かがんばなトン
ネル』は、全長 29メートルという短い
トンネルです。春分の日の前と秋分の
日の後の数日間、トンネルに夕日が
すっぽりと入ることが判明し、今では
町の観光名所の一つとなっています。

ハートロック

ハートロックとは赤尾木集落の東側に
面する海岸にあるハート型の潮だまり
のことです。干潮時にのみ現れる隠れ
たパワースポットとして話題になって
います。

加世間峠 (2つの海が見える場所)

加世間峠の頂上付近からは、奄美大島
の西海岸と東海岸を同時に見られる場
所があり、人気の観光名所となってい
ます。

奄美自然観察の森

奄美自然観察の森は、人と自然がふれ
あい・親しみ体験を通して自然のすば
らしさや人と自然のかかわりについて
知るための場です。園内の森の館では
身近にある自然を分かりやすく紹介す
るために、展示等を行っています。

A

E F

J

G

K L

H

I 奄美クレーター
赤尾木湾はこの丸い形状から、隕石が
落ちて形成されたと言う説がありま
す。しかし、周囲の地質等から隕石孔を
否定する説もあり、長い年月のうちに
海流によって砂が運ばれて繋がったも
のだと言われています。

B

手広ビーチ

サーファーの憧れ「手広ビーチ」。島内
屈指のサーフポイントです。
「手広トイレ・シャワー施設」を併設し
ています。

C ソテツ・バショウ群生地
安木屋場の群生地にあるソテツの本数
は約６万本とも言われ、山肌一面に広
がる光景は圧巻です。群生地のバショ
ウは「イトバショウ」という種類です。
イトバショウから採られる繊維は、衣
服の原料として利用されていました。

D
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奄美大島の北部にあり、東シナ海と太平洋の両方の海に面し、中央に山々
を抱える地形豊かな町です。空港、最大市街地名瀬のいずれにもアクセス
が良く、人口は横ばいで推移しています（人口 6,047 人、3,053 世帯／平成
29 年 11 月現在）。自然、歴史に富み、伝統産業大島紬の代表的な柄「龍郷
柄」、「秋名バラ」発祥の町ですが、今は観光サービス業、黒糖焼酎等の製造
業も盛んです。

フェリーは鹿児島航路（鹿児島～沖縄）の利用
が一般的で、上り、下りとも毎日 1 便あります。
マルエーフェリー A’ Line とマリックスライン
の 2 社が一日交替で運航しています。鹿児島か
ら約 11 時間、那覇から約 13 時間です。

集落という言葉に馴染みがない方もいらっしゃ
ると思いますが、全国に集落はあります。奄美
では集落のことを「シマ」と呼んだりもします。
それぞれの集落には独特の文化が残り、島唄や
八月踊りなどを通して先人の教えが伝承されて
きました。また、集落には 1 年を通じて、数回
は集落行事があります。1 番大きいのは豊年祭
で、種おろしと言ったり、モチムレと言ったり、
集落で名称が違ったりします。他には、長寿の
祝い、浜おれと言った独特な行事があります。

奄美大島へは飛行機とフェリーが利用できま
すが、東京、大阪、福岡、鹿児島、沖縄から
の直行便利用が便利で早いです。奄美大島 5
市町村に住民票があると、JAL とフェリーは
離島割引が使えます ( 一部区間を除く )。役場
で離島割引カードを発行します。

南北に国道 58 号線、その国道を迂回するよう
に県道、市町村道が通っています。奄美大島の
公共交通機関はバスだけで、電車は走っていま
せん。島民のほとんどがバスを使わず、マイカー
を利用しています。路線バスは、しまバス（株）
が運行しています。空港から奄美大島の中心で
ある奄美市名瀬までの空港線、名瀬市街地内を
回る路線と、各町村を回る路線に大きく分かれ
ます。

奄美大島には鹿児島県立大島病院、徳洲会病院など大きな総合病院があ
ります。先進医療を希望したり、難しい治療の場合、鹿児島市や沖縄本
島に行かなければならないこともあります。

海に囲まれ山が多く上昇気流が発生しやすい亜熱帯海洋
性の島なので、1 年を通じて気温も湿度も高いです。雨が
多く、日照時間は全国平均より短いです。また、自生のス
ギやヒノキなどが極端に少ないため花粉症に優しい島と
して知られています。真夏の最高気温は 32 度と、都会よ
り涼しいです。真冬の最低気温は 12 度で、太陽を見る日
がほぼゼロですが、肌が乾燥することもありません。

空の旅

海の旅
龍郷町ってどんなところ？

島の気候について

島へのアクセス方法

島内交通について

奄美の集落について

テレビやラジオについて

医療機関について

NHK　南日本放送 (JNN 系 )
鹿児島テレビ ( フジテレビ系 )
鹿児島放送 ( テレビ朝日系 )
鹿児島読売 ( 日本テレビ系 )

奄美テレビ放送 (奄美市名瀬/笠利町のみ )

瀬戸内ケーブルテレビ (瀬戸内町のみ )

- 地上デジタル放送 -

NHK 第１　NHK 第２
南日本放送

NHK( 難聴地域あり )　
あまみエフエム　エフエムせとうち
FMうけん　エフエムたつごう

- AM ラジオ -

-FM ラジオ -

テレビ ラジオ

- ケーブルテレビ -

病   院 10

一般
診療所 45

助産所 3

科  目( 施設数 )

内科 39

16

3

9

3

7

6

15

8

28

外科

産婦人科

皮膚科

泌尿器科

眼科

耳鼻咽喉科

小児科

精神科

歯科

施設数 施設数科  目

お買い物はどこでするの？
イオン 名  瀬

龍郷町

笠利・古仁屋

名  瀬

龍郷町

名  瀬

奄美大島全域

名  瀬

奄美大島全域

奄美大島全域

名  瀬

名  瀬

名  瀬

名  瀬

奄美大島全域

名  瀬

ビッグ２

Aコープ

タイヨー・ダイワ・グリーンストア

まーさん市場

ニシムタ

ファミリーマート

モスバーガー・ミスタードーナッツ

ジョイフル

ドラッグストアモリ・マツモトキヨシ他

TSUTAYA・GEO

奄美大島

洋服の青山、他

ヤマダ電機・EDION

西松屋

鹿児島銀行・南日本銀行・奄美大島信用
金庫・奄美信用組合・ゆうちょ銀行

docomo・au・Softbank

 総合スーパー

食品スーパー

ホームセンター

コンビニ

ドラッグストア

書籍・DVD

衣料

家電

子供服

銀行

携帯電話

ファーストフード

ファミリーレストラン

上記以外に、個人商店や商店街などがあります。
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降水量と平均気温の比較

資料：2016 年気象庁データベースより

東  京

降水量 気温

東京 ( 成田空港 )

出発地 所要時間の目安 本数 運航会社

東京 ( 羽田空港 )

大阪 ( 伊丹空港 ) 約 1時間 30 分

約 1時間 30 分

約 1時間 30 分

約 1時間

約 1時間

1便

1便

1便

1便

1便

7便

1便

約 2時間

約 2時間 30 分

日本航空

日本航空

バニラエア

約11時間

約3時間20分

約1時間50分

約1時間40分

約4時間50分

(78.9MHz)

バニラエア

ジェイエア

日本エアコミューター

琉球エアーコミューター

大阪 ( 関西空港 )

福岡 ( 福岡空港 )

鹿児島 ( 鹿児島空港 )

沖縄 ( 那覇空港 )

奄美市笠利町

奄美市

大和村
宇検村

瀬戸内町

龍郷町
たつごうちょう あまみおおしま

きかいじま

やくしま

とくのしま

※偏西風の影響などにより往路と復路では所要時間が異なる場合が
あります。

おきのえらぶじま

よろんとう

おきなわ

鹿児島 - 沖縄航路の
所要時間の目安

鹿児島

種子島

屋久島

奄美大島

喜界島

徳之島

沖永良部島

与論島

沖 縄

東京
( 羽田 )
( 成田 )

大阪
( 伊丹 )
( 関西 )

福 岡

鹿児島

鹿児島

奄美大島

徳之島

沖永良部島

与論島

沖縄 ( 那覇 )

鹿児島 - 沖縄航路

凡  例

鹿児島 - 喜界 - 知名航路

空路 空港

奄美大島の
北部に位置
しています。
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大島紬は龍郷町の伝統産業です。
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大島紬は龍郷町の伝統産業です。



島の
お仕事事情

Island jobs
ハローワークの求人状況

　地縁・血縁の紹介を除くと、ハローワークか地元新聞
に掲載される求人情報、島の求人サイトがほぼ全ての求
人になります。医療・福祉、建設関係の仕事が中心で、
賃金も都会に比べるとかなり見劣りするのも事実です。
また島では、人づてで求人情報が巡るので知人が増える
と仕事が見つかるチャンスが増えるのも事実です。
　ハローワークの求人は奄美大島の奄美市名瀬と徳之島
に集中しているので、移住希望地に仕事があるとは限ら
ないです。
　当面の生活資金を持たずに「何とかなるさ」と考えて
移住してきて、何とかならずに本土に戻る人もいます。
移住前はサラリーマンであっても、移住後に自分でスモー
ルビジネスを始める人も多いです。島にはない料理やサー
ビスを始め、繁盛しているお店もたくさんあります。行
政の起業・就労支援もあるので、不本意な就職を考える
前に自営の道も視野に入れるのも一つでしょう。「移住し
なければよかった」とならないように、厳しい雇用状況
を踏まえ、「それでも移住したいか」を一度は冷静に考え
てみてください。

ハローワークでは、月２回求人情報を発行しています。業種
で見ると、医療・介護、建設、観光関連の求人が多く。給与
レベルで見ると、月収 10 万円～ 20 万円の求人が中心となっ
ています。

( (

教えて先輩！

どうやってお仕事
見つけたの？

A
30代男性

職種の内訳

給与の内訳

29%

45.3%

19%
14%

医療・介護
福祉・健康

15 万円未満

42.3%
20 万円未満

9.1%25 万円未満

建設・資材

サービス
10%
商業

10%
観光・飲食

4%運輸

8%行政

3%製造業
2%農林水産業

2%他

0.3%10 万円未満3.1%25 万円以上

島に住んでからじっくり
仕事探しの例

Q.先に仕事を決めなかったのは？
A. 将来的にやりたいことがあって、そ
のための場所選びで数年費やしたけど、
なかなか理想の物件に出会わなかった。
いつまで経っても移住できないと焦っ
ていたら、「島に住んで、もっと友達が
できると状況が変わって来るよ」と島
の友人からアドバイス。
夫婦共働きだったので、失業保険給付
が終了するまでに、当面の仕事を見つ
けるつもりで移住。
仕事探しより友達づくりを優先してい
たら、どんどん情報が集まるようになっ
たよ。

I ターン

B
40代女性
I ターン

C
30代男性
Uターン

島に来る前にお仕事が
見つかった例

Q.どうやってお仕事を見つけたの？

Q.島でのお仕事探しはどうしたら
うまくできると思いますか？

A. 専門学校を卒業するタイミングで、
自分の就きたかった業種の求人が出て
いるのをハローワークの求人サイトで
見つけました。タイミングがちょうど
良かったんだと思います。

A. 島は人づてで求人の募集をすること
もあるから、色々な方とお知り合いに
なることと、常に求人アンテナを立て
ておくことですかね。

島で起業をした例

Q.移住先で起業するのは不安では
なかったですか？
A. 前職でアパレル関係のお仕事をして
いたのですが、島への移住に憧れを持
ち始めてから島で生活するための働き
方に徐々に変えていきました。貯金を
しながら、衣類販売のサイトを立ち上
げ、ある程度売上の見込みが立ってか
ら島に引越してきました。島では自分
のやりたい仕事が見つからないことも
あると聞いていたので、せっかく憧れ
の島に住むのだから、好きな仕事を楽
しくしたいと思いコツコツ準備をして
いたのでそこまで不安はありませんで
した。

※月額賃金の最低保証を
ベースに、また、固定給＋
歩合給の場合は固定給のみ
で集計しています。
※歩合給のみの場合は集計
対象から除外しています。

ハローワーク求人情報
（2016/11 ～ 2017/10）を㈱
ねりやかなやが独自集計。
※ハローワークの求人情報
誌に複数回にわたり掲載さ
れたものは重複集計してい
ます。
※求人情報掲載時点で既に
採用者が決定されている場
合も含まれています。



島の
住まい事情

Island house

島の不動産事情

　住まい探しは、移住希望者の人たちが最も苦労するこ
との一つになっています。市町村によって公営住宅以外
に定住促進住宅や空き家バンクを整備していますが、空
きがほとんどなく、物件数も限られています。人気の物
件はクチコミで決まっていくので、インターネットで探
させる物件は限定的です。物件を探す前に、都会とは違
う不動産事情を知っておきましょう。すぐに引っ越した
い場合は、希望の物件像にこだわらず即入居可の一般流
通物件を借りるのが現実的です。

( (

島特有の住まい事情( (

物件探しは時間に余裕を
持つことをオススメします！

奄美大島の不動産会社は、
( 公社 ) 鹿児島県宅地建物取引業協会
鹿児島本部の会員一覧で探せます。

龍郷町の空き家バンクは龍郷町役場
ホームページでご案内しております。

築古物件が主体

ヒキモン構造

お家を守る塀

　築浅物件は、転勤者を対象にしている一般流通物件が多
く、家賃は高めです。相対取引の改修済物件は、空いても
すぐに次の入居者が決まる場合が多いです。次の入居者に
なれるかどうかは、住みたい集落に積極的にアプローチし
家主に入居希望者情報を伝えるボランティアの仲介者（地
元住民）を見つけられるかどうかになります。家探しの前
に何度も訪れて顔を覚えてもらう時間が必要だと思ったほ
うがいいでしょう。老朽化した空き家を相対取引で借りる
場合もあります。多くは人が住まない状態が続いた古い家
で、屋根、外壁、給湯、浄化槽、シロアリ対策などの改修
や修繕が必要な場合が多いです。くみ取りのトイレも多い
です。

相対取引
　老朽化した空き家は多いですが、仲介物件は極めて少な
いです。物件の大半が奄美市名瀬に集中し、名瀬以外の地
域では物件は極端に少なくなり、転勤者を対象とした家賃
が高めな物件が主体です。どちらも名瀬の不動産会社で物
件照会できます。一方で、名瀬以外で住まいを探そうと不
動産会社を回っても、なかなか物件は見つかりません。相
対取引が主体だからです。戸数が限られる上に借主が移動
することが稀なため、探しているタイミングで家が見つか
ることはほとんどありません。また、空いていても、地元
の人からその情報をもらわないと家主に辿り着けないです。
希望の物件に巡り合うためには、時間がかかるのは覚悟し
た方がよいでしょう。

奄美は、束石の上に乗せただけの柱が土台を貫通して
梁まで伸びている「ヒキモン構造」が多く見られます。
これは台風対策の一環で、家を守るための先人達の知
恵の一つとして知られています。

敷地の周りは、台風から家を守るための風に塀が設け
られています。昔の素材は珊瑚石や生垣防風林でした
が、最近は安価なコンクリートブロック塀が多く見ら
れます。

島のおトイレ事情
島は都会のように下水道設備が整っていない為、汲み
取り式便所のお家もあります。また、汲み取り式でな
い場合は敷地内に埋め込まれた合併浄化槽にて下水処
理がなされます。浄化槽の維持管理については町が行
い浄化槽の規模によって毎月の利用料が異なります。

教えて先輩！

お家はどうやって見つけましたか？
住まいのQ&A

知っていれば大家さんからも高評価 !?

B
30代男性

A
40代女性

D
30代男性

C
20代女性

不動産会社に相談して
見つけました。
1K    家探し期間：3ヶ月

集落の方にお家を
ご紹介して頂きました。
3DK    家探し期間：1ヶ月

ずっと見つからず最終的に
不動産会社経由で借りました。

5K    家探し期間：6ヶ月

知人経由で空き家を持つ
大家さんを見つけました。
5DK    家探し期間：3ヶ月



あるある体験談 その 2

旬を迎える野菜や果物は、
ご近所からのおすそ分けで
食べきれないくらいになる。

(４０代女性 )

地元野菜の無人販売所は、
安くて新鮮！
（４０代女性）

２４時間営業の
コンビニもあるし
Amazon が無料配送
なのは助かる。
(３０代男性 )

運転免許の更新で
待つことはない。
(50 代女性 )

大きな病院もあるから
安心。(60 代男性 )

美味しい
自家製パン屋さんが多い。

(３０代女性 )

扇風機は洗濯ものを乾かすのに冬でも使う。（50代女性） 空調を 365 日付けている。（70代男性）

革製品はこまめに手入れする。（40代男性） 納戸に除湿器を置いてドライルームにした。（60代女性）

革製品はシリカゲルを中に詰め込み、新聞紙でくるむ。プラスチックのケースに入れない。（50代女性）

先輩たちの湿度・カビ対策

嗚呼、
湿度の高さと雨の多さよ！

奄美大島は日本一を争うほど日照時間が短いです（約
1,360 時間 / 年、3.7 時間 / 日）。標高 694ｍの湯湾岳を始
めとする山々に外洋から湿気を含んだ空気が当たり上昇気
流をもたらし、安定した天気が続かないのが奄美大島の天
候の特徴です。夏は「晴れ時々スコール」、冬は「雨時々曇り」
か「曇り時々雨」。湿度も平均 77％で、一年中高いです。

あるある体験談 その 3

天気が悪い時に
島外から友達が来ると、

案内に困る。
(30 代女性 )

冬でもハンドクリームも
リップクリーム要らず！

(70 代女性 )

新しい畳には
すぐにカビが生えるなんて
知らなった。(30 代男性 )

隙間風が入る家で
除湿器を使うのは、
地球を乾かそうとする
ようなものだと悟った。

(40 代男性 )

洗濯物を外に
干したままで
外出は出来ない。
(50 代女性 )

外気を取り入れる乾燥機で
洗濯物を乾かそうとしたら、
8時間たっても乾燥しなかった。

(50 代女性 )

思っていたより
意外と便利！

鹿児島から約 380km、沖縄から約 350km 離れた奄美
大島ですが、日々の生活に困ることはほとんどありま
せん。全国展開するスーパー、ドラッグストア、
TSUTAYA などがあり、医療、介護も充実しています。

台風は 2泊 3日！
南西諸島への台風接近件数は、内地への上陸件数に比べ
倍以上です。そして、数時間で通過する本州の台風と違
い、停滞、迷走など南西諸島海域に留まりながら発達す
ることが多いです。本州とは比べ物にならない勢力で、
暴風域・強風域に入っている時間も 2 ～ 3 日程度と長
いのが特長です。接近したら家の外には出られないこと
もあるので、台風接近前に早めの養生が大切です。

あるある体験談 その 1

接近前から
フェリーが欠航するので、

スーパーの棚は
空っぽになる。
(3０代女性 )

台風通過中は
みんなやることがないから、

いろんなところで
宴会が行われている。
(40代男性)

停電して、パパとして
これ以上考えつかないくらい

子どもたちに遊びを
提案することになった。

(40 代男性 )

油断して電動シャッターを
閉めるのが遅くなったら、

途中で停電し大きな被害が出た。
(50 代女性 )

台風の目に入るまで
職場で避難して、

落ち着いた時に家に帰ったら
屋根が飛んでいた。
(40 代女性 )

台風が接近する前は、
TSUTAYAが混む。
(60 代男性 )

台風の接近前に、集落の港に置いてある船を見る。漁師さんは数日前に予報と漁師の勘に基づいて
船を守るので、何本のロープを取っているかを参考にさせてもらっている。（60代男性）

気象庁の予報と米軍の予報を見比べ、近所のおばあちゃんに聞く。（50代女性）

外にある植木鉢を物置にしまい、庭の植木の枝を切り落として、潮枯れを防いでいる。（60代女性）

雨戸がない窓の網戸を外してしまう。そのままにしていると、網戸が飛んでしまう。（40代女性）

窓の養生は大家さんに教えてもらった。（40代女性）

台風が去った後は、家も車も丸ごと水洗いする。（50代女性）

停電の恐れがある時は冷凍庫の中にある高いものから食べ、空いたスペースに水のペットボトルを
入れて凍らせる。停電になったら、ペットボトルを冷蔵庫に移す。（50代女性）

停電に備え、車のガソリンは台風前に満タンにし、携帯や PCの充電はシガーライターでする。（40代男性）

火災保険の風水害特約は絶対に付ける。（50代女性）

先輩たちの台風対策

奄美大島あるある
びっくり総集編！

移住前に
知っておきたい
7つのこと
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奄美大島あるある
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知っておきたい
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「あ〜、 離島って不便」
と思う時あるある。

日常生活には困らなくても、都会にあって奄美大島に
ないものもたくさんあります。輸送費がかさむことで
価格が高いものがあります。島内への物流は主に鹿児
島から約 11 時間かけてやってくるフェリーに搭載され
るため、物資が届くまでに時間がかかることも。島暮
らしでは時間に余裕を持って行動することが鉄則です。

あるある体験談 その 4

自然が豊かだから、
虫も雑草も豊か！

亜熱帯海洋性の気候が育む、世界遺産候補地になるほ
どの高温多湿の自然は、一方で、一年中虫にも雑草に
も悩まされることにもなります。雑草はしばらく刈ら
ないと人が入り込めないほど成長し、ハブを呼ぶこと
になります。豊かな森には、ゴキブリや巨大なナメクジ、
大量発生するヤスデもいます。梅雨時期には大量のシ
ロアリが飛来し、街灯を覆い尽くします。

あるある体験談 その 5

田舎に住んでいると
何かが壊れても

業者はすぐに来れないし
部品も取り寄せになる。

(50 代女性 )

台風や熱帯低気圧などの
悪天候で受けた注文を
出荷できずお客様に
謝りまくった。
(30 代男性 )

チューリップの球根を
30個植えたら、芽が出た翌朝
カタツムリが全部食べていた。

(50 代女性）

田舎暮らしだと、
同世代がほとんど

いなくて友達が近くに
できない。(60 代女性 )

年越しそばをネット通販で
注文したが、寒波でフェリーが
欠航し、年明けに届いた。

（40代男性）

ずっと島にいると刺激が
なくなって島の良さを
噛み締めなくなるので、
時々島外に出かける。
（60代男性）

島のお店で流行りの
洋服を買おうと思っても、
高校生とかぶるので買えない。

(30 代女性 )

塩害は凄いぞ！
外に置くものはサビに注意

あるある体験談 その 7

ダイビング機材を
車に乗せていたら、

車の床が錆びて一部落ちた。
（40代男性）

台風の後、しばらく
家を空けていたら、

塩の結晶が窓に出来ていた。
（50代女性）

スーパーで買った竿が
1年もたたないうちに折れた。

（50代女性）

車を本州から運んで来たら、
「すぐに防さび加工した方がいいよ」

と言われた。（30代男性）

窓がすぐに
潮で真っ白になる。
（40代女性）

夜中に目が覚めたら、
顔のすぐ上にクモが
糸を垂らしていた。
（40代女性）

ヤモリがファミリーに
なって同居している。
（60代女性）

ゲンゴロウだと
思っていた昆虫を
図鑑で調べたら、

サツマゴキブリだった。
（50代女性）

雑草の勢力が凄過ぎて、
庭をコンクリートで
固めたくなる。
（40代女性）

夜中に繁華街の屋仁川を
歩いていたら、巨大ゴキブリが
飛んできた（40代男性）

島民は、 みんな
つながっている！

奄美大島の行事の多くは旧暦で行われます。種おろし
などの集落全体で行う旧暦行事もありますが、親戚が
集まって行うプライベートな行事も多くあります。お
墓参りは旧暦の 1 日と 15 日に、お盆の帰省ラッシュも
旧暦で、島全体が仏壇のある親族宅にあいさつ回りを
します。同窓生のつながりも強く、人生の節目となる
成人式、還暦の同窓会では島を出た人たちもたくさん
戻ってきます。

あるある体験談 その 6

はとこのいとこは親戚と
聞いて、親戚のつながりは

際限なく広いのにビックリした。
（50代女性）

みんな下の名前で
呼び合うから、

苗字が分からない。
（50代女性）

ナンバープレートを
覚えている人が多くて、
道路ですれ違うと

「すれ違ったでしょ？」と
後で言われる。（30代男性）

ごく普通の結婚式と聞いたが、
招待客が 300 人で、

親族席に 50人くらいいた。
（50代女性）

送り盆の夜は、
たくさんの人たちが

お墓にいて、お祭りのよう。
（60代女性）

凄く親しくなくても冠婚葬祭に
お呼ばれするし、婦人会で
おもてなしの黒子役もやる。

（40代女性）

エアコンの室外機が
数年で壊れた。
（60代男性）

太平洋と東シナ海に囲まれた島であり、台風、熱帯低
気圧、冬の北風と、常に潮を含んだ風にさらされてい
ます。そのため、海に近い場所は塩害が特にひどくな
ります。外に置くものはサビに注意。錆びやすい鉄を
含んだ製品などは風雨にさらされないようにするか、
材質を考慮する必要があります。

あなたは
どっち派？！ VS大規模小学校 へき地小学校

同級生が少ないと、競争心が育たない。(20 代女性 )

全生徒が兄弟のようにお互いを思いやっているところが好き。（30代女性）

生徒数が少ないので、先生の目がよく行き届く。（40代女性）

大勢の人間に接することが苦手になりそう（30代女性）

VVS島の都会 島の田舎

ちょっと田舎に行くだけで、お店もなくなり不便になる。（30代女性）

田舎だと、集落の付き合いとかが大変そう。（40代女性）

毎日素敵な景色が見られるだけで幸せ。（40代女性）

島ならではの生活が出来て楽しい。（40代男性）

VVS海沿い 内陸部

毎日綺麗な海を眺めながら過ごしたい。（50代女性）

海がないところで育ったので憧れがある。（40代男性 )

台風の時の海風が強くて怖い。(20 代女性 )

海沿いの人気物件より、内陸部の方が家賃が安そう。（30代男性）
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中戸口

上戸口 戸口小学校

戸口へき地保育所

サンサン保育園

保育所 小学校 中学校

大勝小学校

大勝保育所

健児保育園
龍南中学校

赤徳保育所

龍瀬へき地保育所
龍瀬小学校

龍郷小学校

円小学校

龍北中学校

秋名へき地保育所

秋名小学校

赤徳小中学校

中  勝

集落暮らしの豆知識

集落行事について( (豆知識 その 1

都会とは文化や習慣が違う集落暮らし。移住した後にこんなはずじゃなかったと
ならないように、集落のことを知っておきましょう。

集落組織について( (豆知識 その 2

1年を通じて、数回は集落行事があります。1番大きいのは豊年祭で、
種おろしと言ったり、ムチモレと言ったり、集落で名称が違ったり
します。他に、長寿の祝い、浜おれといった独特な行事があります。
学校がある田舎の集落では、入学式、運動会などの学校行事も集落
行事のひとつになることがあります。生徒数が少ないこともあり、
運動会では幼児からお年寄りまでこぞって参加して場を盛り上げま
す。また、毎月、清掃の日を設定している集落も多いです。

婦人会、青年団、壮年団、老人クラブなど、年齢と性別によって所属
する組織があります。各組織の代表と自治会長に当たる区長が集まる
定例会で日々の集落運営を討議し、必要に応じて年に数回集落民全員
が集まる総会を開催するところが多いです。島の都市部では組織活動
も希薄ですが、田舎での集落組織は自治に関わる部分も多いので活動
も盛んです。参加は強制ではありませんが、よほどの理由がない限り
「入らない」とは言い辛いです。

ネット環境について( (豆知識 その 3

集落運営費について( (豆知識 その 4

龍郷町では、光ファイバーケーブルによるインターネット等の利用が
可能です。ネット環境の引き込み工事は町に申請します。なお、申請
からインターネットの利用ができるまで時期にもよりますが１～２ヶ
月ほどかかる場合がありますのでご注意ください。引き込み工事にか
かる費用は申込者の負担となります。

年始式・集落駅伝・年の祝い

卒業合同祝い・教職員送別会

入学合同祝い・老人クラブ総会

バレーボール大会

浜おれ

集落総会

送り盆の八月踊り

敬老のお祝い

運動会・種おろし

グラウンドゴルフ大会

常会単位の忘年会

秋名集落1
MAP

あき な

秋名集落は島内きっての水田地帯で、コメ作り、タイモ、マコモ
の栽培が行われています。大島紬の代表的な柄「秋名バラ」発祥
の地で、国の重要無形文化財に指定された秋名アラセツ行事「平
瀬マンカイ、ショチョガマ」は、毎年多くの見物客が訪れます。

人 口

商 店 あり

あり

あり

なし郵便局

保育所

小学校

中学校

秋名保育所

秋名小学校

龍北中学校

(秋名小学校校区)なし

(秋名小学校校区)なし

(龍北中学校校区)なし(龍北中学校校区)なし

人 口

商 店

郵便局

保育所

小学校

中学校

人 口

商 店 あり

なし

なし

円小学校

(龍北中学校校区)なし

なし

簡易郵便局

あり

簡易郵便局郵便局

保育所

小学校

中学校

人 口

商 店

郵便局

保育所

小学校

中学校

幾里集落2
MAP

いく さと

隣接する秋名集落とは生活圏・文化圏ともに同じで、左述の秋名
アラセツ行事「平瀬マンカイ・ショチョガマ」※は幾里集落と秋名
集落が合同で開催しています。※アラセツ（新節、旧暦 8月の丙（ひのえ）
の日）の日に行われる五穀豊穣を祈願する集落祭事。

嘉渡集落3
MAP

か ど

「良い（嘉）港で、大海に通じる（渡）」という意味が集落名の由
来となっているようです。大島紬の生産が盛んで代表的な柄「龍
郷柄」の発祥地で、織工養成所があります。

円集落4
MAP

えん

冬場の季節風が町内一厳しく、風と波を遮る石積みの垣根が海沿
いの家々に見られます。かつては沖縄の漁師たちから学んだフー
アミ使い（大網使い）による追い込み漁が盛んな集落でした。

毎月集金などの「集落費」と、お祭り等で集められる「寄

付」に分かれます。住み始めてから集落費の金額の高

さにびっくりする移住者が多いので、住まいを決める

時に集落の区長（自治会長のような存在）に集落行事

や集落費について予め確認することをお勧めします。

local  manner

1 月

3月

4月

5月

6月

7月

8 月

9 月

10月

11月

12月

集落の主な年中行事

※上記に加え、月に一回集落清掃の日があります。

集落費 寄 付
自治会費のことで、各集落で回収します。
費用の大半は集落公民館等の集落にかか
る光熱費などに充てられます。1か月の金
額はゼロから数百円～ 2,000 円前後 / 世
帯、また、集金も 1か月ごとから年１括と
集落によってバラバラです。

寄付は、主に豊年祭の時に集められ集落各
団体の運営費等に充当されます。金額は１
世帯当たり5,000円～1万円ですが、集落費
と違い、決まっているわけではありませ
ん。相場は集落によって違うので、ご近所
に確認してみてください。

3km

龍郷町の
集落概要
暮らしの豆知識
集落のご案内

たつ ごう ちょう

奄美市
名  瀬

奄美市
笠利町

1

2

3

4

5

6

7

8
9

1011

12
13

14
15

16

17

19
20

18

：~50戸 ：51~200戸 ：201戸~
：~30人 ：31~60人 ：61人~

アイコン説明
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可能です。ネット環境の引き込み工事は町に申請します。なお、申請
からインターネットの利用ができるまで時期にもよりますが１～２ヶ
月ほどかかる場合がありますのでご注意ください。引き込み工事にか
かる費用は申込者の負担となります。

年始式・集落駅伝・年の祝い

卒業合同祝い・教職員送別会

入学合同祝い・老人クラブ総会

バレーボール大会

浜おれ

集落総会

送り盆の八月踊り

敬老のお祝い

運動会・種おろし

グラウンドゴルフ大会

常会単位の忘年会

秋名集落1
MAP

あき な

秋名集落は島内きっての水田地帯で、コメ作り、タイモ、マコモ
の栽培が行われています。大島紬の代表的な柄「秋名バラ」発祥
の地で、国の重要無形文化財に指定された秋名アラセツ行事「平
瀬マンカイ、ショチョガマ」は、毎年多くの見物客が訪れます。

人 口

商 店 あり

あり

あり

なし郵便局

保育所

小学校

中学校

秋名保育所

秋名小学校

龍北中学校

(秋名小学校校区)なし

(秋名小学校校区)なし

(龍北中学校校区)なし(龍北中学校校区)なし

人 口

商 店

郵便局

保育所

小学校

中学校

人 口

商 店 あり

なし

なし

円小学校

(龍北中学校校区)なし

なし

簡易郵便局

あり

簡易郵便局郵便局

保育所

小学校

中学校

人 口

商 店

郵便局

保育所

小学校

中学校

幾里集落2
MAP

いく さと

隣接する秋名集落とは生活圏・文化圏ともに同じで、左述の秋名
アラセツ行事「平瀬マンカイ・ショチョガマ」※は幾里集落と秋名
集落が合同で開催しています。※アラセツ（新節、旧暦 8月の丙（ひのえ）
の日）の日に行われる五穀豊穣を祈願する集落祭事。

嘉渡集落3
MAP

か ど

「良い（嘉）港で、大海に通じる（渡）」という意味が集落名の由
来となっているようです。大島紬の生産が盛んで代表的な柄「龍
郷柄」の発祥地で、織工養成所があります。

円集落4
MAP

えん

冬場の季節風が町内一厳しく、風と波を遮る石積みの垣根が海沿
いの家々に見られます。かつては沖縄の漁師たちから学んだフー
アミ使い（大網使い）による追い込み漁が盛んな集落でした。

毎月集金などの「集落費」と、お祭り等で集められる「寄

付」に分かれます。住み始めてから集落費の金額の高

さにびっくりする移住者が多いので、住まいを決める

時に集落の区長（自治会長のような存在）に集落行事

や集落費について予め確認することをお勧めします。

local  manner

1 月

3月

4月

5月

6月

7月

8 月

9 月

10月

11月

12月

集落の主な年中行事

※上記に加え、月に一回集落清掃の日があります。

集落費 寄 付
自治会費のことで、各集落で回収します。
費用の大半は集落公民館等の集落にかか
る光熱費などに充てられます。1か月の金
額はゼロから数百円～ 2,000 円前後 / 世
帯、また、集金も 1か月ごとから年１括と
集落によってバラバラです。

寄付は、主に豊年祭の時に集められ集落各
団体の運営費等に充当されます。金額は１
世帯当たり5,000円～1万円ですが、集落費
と違い、決まっているわけではありませ
ん。相場は集落によって違うので、ご近所
に確認してみてください。

3km

龍郷町の
集落概要
暮らしの豆知識
集落のご案内

たつ ごう ちょう

奄美市
名  瀬

奄美市
笠利町

1

2

3

4

5

6

7

8
9

1011

12
13

14
15

16

17

19
20

18

：~50戸 ：51~200戸 ：201戸~
：~30人 ：31~60人 ：61人~

アイコン説明



龍郷小学校

龍瀬保育所

龍瀬小学校

(龍北中学校校区)なし (龍南中学校校区)なし

(龍郷小学校校区)なし

人 口

商 店 あり

なし

なし なし

(龍南中学校校区)なし (龍南中学校校区)なし

(龍瀬小学校校区)なし

なし

郵便局

保育所

小学校

中学校

人 口

商 店 あり

あり郵便局

保育所

小学校

中学校

人 口

商 店 なし

なし郵便局

保育所

小学校

中学校

人 口

商 店 あり

なし郵便局

保育所

小学校

中学校

安木屋場集落5
MAP あん き ゃ ば

かつては龍郷集落の一部でした。当時、漁の網干し場として利用
された網小屋場（あみこやば）が訛って、「あんきゃば」になった
のが由来と言われています。

龍郷集落6
MAP

たつ ごう

龍郷湾に面した集落で、「ほんたつごう」と呼ぶことが多いです。
西郷隆盛が最初に流され島妻の愛加那と暮らしたのは龍郷です。

久場集落7
MAP

く ば

龍郷湾に面した集落で、西郷隆盛が奄美大島に上陸した際に船を
係留したと言われる「西郷松」がありましたが、平成 26年に枯れ
てしまい現在は記念碑があります。

瀬留集落8
MAP

せ どめ

かつては役場庁舎や各種施設があり、教育・経済・交通の中心で
した。集落内には「瓦屋根のカトリック教会」があり、町の文化
財に指定されています。

健児保育園
大勝保育園

サンサン保育園

龍南中学校

(龍南中学校校区)なし

(龍瀬小学校校区)なし

(大勝小学校校区)なし

(龍南中学校校区)なし

人 口

商 店 あり

なし

簡易郵便局 (龍南中学校校区)なし

(龍瀬小学校校区)なしなし

なし

なし郵便局

保育所

小学校

中学校

人 口

商 店

郵便局

保育所

小学校

中学校

人 口

商 店 あり

なし郵便局

保育所

小学校

中学校

人 口

商 店 あり

あり郵便局

保育所

小学校

中学校

大勝小学校

玉里集落9
MAP

たま ざと

龍郷湾の埋立て事業により誕生した集落です。発電所や県営住宅
などがあり、住宅地が広がっています。

屋入集落10
MAP

や にゅう

龍郷湾に面した民家が点在する集落で、町内で一番規模が小さく、
もともと浦、瀬留、龍郷の各集落の耕作地でした。

大勝集落12
MAP

おお がち

国道 58号線に面した、内陸にある町内最大規模の集落です。古く
から内陸交通の要所で人の往来が頻繁だった集落で、今でも他集
落からの転入者が多いです。

浦集落11
MAP

うら

町役場や町の主な施設があり、地理的にも龍郷町のほぼ中央にあ
る集落です。

頻出用語

島の冠婚葬祭事情( (豆知識 その 5

地域の結びつきが強いこともあり、冠婚葬祭などの出費も都会より多

いです。特に本土と大きく違うのは、友人でなくてもお祝い・お悔やみ

する点が挙げられます。棟上げ、新築祝い、結婚、葬儀に加え、小学校の

合同入学祝などの集落民一同でのお祝い事や、それほど親しくなくて

も自宅でのお祝いにお呼ばれします、。お祝い・弔いをみんなでお手伝

島口 ( 方言 )について( (豆知識 その 6

集落での集まりの際などは、方言があちこちで飛び交い疎外感を覚え

てしまうことがあります。特に、年配の方同士で話している時などは全

く何を言っているかわからないです。若い方は方言をあまり話さない

ですが、内容は理解していますので気になることがあったら積極的に

話しかけてみましょう。　

いする集落もあります。黒糖焼酎２本程度、あるいは 2,000 ～ 3,000 円

程度のご祝儀・不祝儀で、１回あたりの負担は都会よりも少ないです

が回数が多いです。友人とは呼ばない間柄であっても、お祝い・弔いを

するのが当たり前だと思ったほうがいいでしょう。成人式、小学校入

学、中学卒業、高校卒業など、お祝いが重なる時期は家計的に負担も大

きくなりがちですが、おめでたい必要な出費と割り切りましょう。な

お、集落によって冠婚葬祭の風習が違うので、詳細は地元住民に確かめ

ましょう。

ありがっさまりょうた ( ありがとう )   /   わん ( 私 )  /  なん ( あなた )
はげー / あげー ( 驚いた時や関心した時の言葉、英語のWow！と同じ )
いもーれ ( いらっしゃい )  /  まーじん ( 一緒に )

：~50戸 ：51~200戸 ：201戸~
：~30人 ：31~60人 ：61人~

アイコン説明



龍郷小学校

龍瀬保育所

龍瀬小学校

(龍北中学校校区)なし (龍南中学校校区)なし

(龍郷小学校校区)なし

人 口

商 店 あり

なし

なし なし

(龍南中学校校区)なし (龍南中学校校区)なし

(龍瀬小学校校区)なし

なし

郵便局

保育所

小学校

中学校

人 口

商 店 あり

あり郵便局

保育所

小学校

中学校

人 口

商 店 なし

なし郵便局

保育所

小学校

中学校

人 口

商 店 あり

なし郵便局

保育所

小学校

中学校

安木屋場集落5
MAP あん き ゃ ば

かつては龍郷集落の一部でした。当時、漁の網干し場として利用
された網小屋場（あみこやば）が訛って、「あんきゃば」になった
のが由来と言われています。

龍郷集落6
MAP

たつ ごう

龍郷湾に面した集落で、「ほんたつごう」と呼ぶことが多いです。
西郷隆盛が最初に流され島妻の愛加那と暮らしたのは龍郷です。

久場集落7
MAP

く ば

龍郷湾に面した集落で、西郷隆盛が奄美大島に上陸した際に船を
係留したと言われる「西郷松」がありましたが、平成 26年に枯れ
てしまい現在は記念碑があります。

瀬留集落8
MAP

せ どめ

かつては役場庁舎や各種施設があり、教育・経済・交通の中心で
した。集落内には「瓦屋根のカトリック教会」があり、町の文化
財に指定されています。

健児保育園
大勝保育園

サンサン保育園

龍南中学校

(龍南中学校校区)なし

(龍瀬小学校校区)なし

(大勝小学校校区)なし

(龍南中学校校区)なし

人 口

商 店 あり

なし

簡易郵便局 (龍南中学校校区)なし

(龍瀬小学校校区)なしなし

なし

なし郵便局

保育所

小学校

中学校

人 口

商 店

郵便局

保育所

小学校

中学校

人 口

商 店 あり

なし郵便局

保育所

小学校

中学校

人 口

商 店 あり

あり郵便局

保育所

小学校

中学校

大勝小学校

玉里集落9
MAP

たま ざと

龍郷湾の埋立て事業により誕生した集落です。発電所や県営住宅
などがあり、住宅地が広がっています。

屋入集落10
MAP

や にゅう

龍郷湾に面した民家が点在する集落で、町内で一番規模が小さく、
もともと浦、瀬留、龍郷の各集落の耕作地でした。

大勝集落12
MAP

おお がち

国道 58号線に面した、内陸にある町内最大規模の集落です。古く
から内陸交通の要所で人の往来が頻繁だった集落で、今でも他集
落からの転入者が多いです。

浦集落11
MAP

うら

町役場や町の主な施設があり、地理的にも龍郷町のほぼ中央にあ
る集落です。

頻出用語

島の冠婚葬祭事情( (豆知識 その 5

地域の結びつきが強いこともあり、冠婚葬祭などの出費も都会より多

いです。特に本土と大きく違うのは、友人でなくてもお祝い・お悔やみ

する点が挙げられます。棟上げ、新築祝い、結婚、葬儀に加え、小学校の

合同入学祝などの集落民一同でのお祝い事や、それほど親しくなくて

も自宅でのお祝いにお呼ばれします、。お祝い・弔いをみんなでお手伝

島口 ( 方言 )について( (豆知識 その 6

集落での集まりの際などは、方言があちこちで飛び交い疎外感を覚え

てしまうことがあります。特に、年配の方同士で話している時などは全

く何を言っているかわからないです。若い方は方言をあまり話さない

ですが、内容は理解していますので気になることがあったら積極的に

話しかけてみましょう。　

いする集落もあります。黒糖焼酎２本程度、あるいは 2,000 ～ 3,000 円

程度のご祝儀・不祝儀で、１回あたりの負担は都会よりも少ないです

が回数が多いです。友人とは呼ばない間柄であっても、お祝い・弔いを

するのが当たり前だと思ったほうがいいでしょう。成人式、小学校入

学、中学卒業、高校卒業など、お祝いが重なる時期は家計的に負担も大

きくなりがちですが、おめでたい必要な出費と割り切りましょう。な

お、集落によって冠婚葬祭の風習が違うので、詳細は地元住民に確かめ

ましょう。

ありがっさまりょうた ( ありがとう )   /   わん ( 私 )  /  なん ( あなた )
はげー / あげー ( 驚いた時や関心した時の言葉、英語のWow！と同じ )
いもーれ ( いらっしゃい )  /  まーじん ( 一緒に )

：~50戸 ：51~200戸 ：201戸~
：~30人 ：31~60人 ：61人~

アイコン説明



戸口保育所

戸口小学校

(龍南中学校校区)なし

(龍南中学校校区)なし (龍南中学校校区)なし

(戸口小学校校区)なし

(大勝小学校校区)なし

人 口

商 店 なし

なし

(龍南中学校校区)なし

(大勝小学校校区)なし

なし

なし郵便局

保育所

小学校

中学校

人 口

商 店 あり

なし郵便局

保育所

小学校

中学校

人 口

商 店 なし

なし郵便局

保育所

小学校

中学校

人 口

商 店 あり

あり

なし

郵便局

保育所

小学校

中学校

川内集落
MAP

かわ うち

大勝集落の奥に位置し、本茶峠の龍郷町側の麓にある集落です。
もとは大勝集落の一部でしたが、戦後に行政分離しました。

中勝集落
MAP

なか がち

国道 58号線に面しており、大型スーパーやドラッグストアが立地
しています。奄美市名瀬へのアクセスが良く、転入者が多い集落
です。

MAP

「戸口」の中央に位置する集落です。人口や世帯数も多く、「戸口」
の中心的な集落です。

下戸口集落 中戸口集落
MAP

しも と ぐち なか と ぐち

県道 611 号から太平洋まで広がる地域を「戸口」と言いますが、
その中で太平洋に接する集落です。戸口小学校の裏手にある「ヒ
ラキ山」は、戸口に流れ着いた平家の落人が、源氏の追っ手の船
を見張る場所だったと言われています。

13 14

15 16

赤徳保育所

赤徳小中学校

赤徳小中学校

(龍南中学校校区)なし

(戸口小学校校区)なし

なし

(赤徳小中学校校区)なし

(赤徳小中学校校区)なし

なし

(赤徳小中学校校区)なし

(赤徳小中学校校区)なし

なし

人 口

商 店 あり

なし郵便局

保育所

小学校

中学校

人 口

商 店 なし

なし郵便局

保育所

小学校

中学校

人 口

商 店 なし

なし郵便局

保育所

小学校

中学校

人 口

商 店 あり

あり郵便局

保育所

小学校

中学校

MAP

「戸口」で一番内陸にある集落です。戸口に流れ着いた平家の武将
「平 行盛」を祀った「行盛神社」があります。

芦徳集落
MAP

あし とく

手広集落
て びろ

龍郷湾、赤尾木湾に面した、町内で一番移住者が多い集落です。
かつては、もずく、車エビ、真珠の養殖などが盛んに行われてい
ましたが、近年はリゾート地としても注目されています。

MAP

MAP

あか お ぎ

国道 58号線から赤尾木湾に広がる、町の最北東にある集落です。
町で 2番目に人口が多く、隕石が落ちて形成された「奄美クレー
ター」と呼ばれる丸い形状の赤尾木湾を囲むように集落があります。

赤尾木集落
MAP

上戸口集落
かみ と ぐち

国道 58号線から太平洋に広がる、町の最南東にある集落です。手
広海岸は国内有数のサーフポイントで、リゾート地でもあります。

2019
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町民フェア
町民フェアは毎年2月に町内保育
園・小中学校による舞台発表や健康
相談コーナー、大島紬の展示即売、
公民館講座や町内学校関係の作品
展示などがあり、多くの人で賑わ
うお祭りです。

町のお祭り Information

ふるさと祭り
奄美群島で一番早く開催される夏
祭り。昼は舟こぎ競争、夜にはス
テージなどイベント盛りだくさん。
会場のすぐ近くから打ち上がる花
火は迫力満点です。

ハブ対策について( (豆知識 その 7

奄美には猛毒を持つハブが生息しています。ハブは太陽の光が苦手で

夜行性のため、日中は茂みの中や穴の中に潜んでいます。冬でも冬眠す

ることはありません。むやみに草むらの中に入らず、夜道を歩く時には

懐中電灯を持って足元に気をつけましょう。万が一咬まれた時には周

りに助けを求め、走ったりせず安静を保つことが大事です。そして、で

きるだけ早く病院で血清などの治療が必要です。

ハブといえばすごく恐ろしい動物ですが、ハブの習性を知っていれば滅多に
遭遇することはありません。ハブに咬まれないために、ハブの知識を身につ
けておきましょう。平成 28年のハブ咬傷者数は 17 名となっております。

：~50戸 ：51~200戸 ：201戸~
：~30人 ：31~60人 ：61人~

アイコン説明

ハブに咬まれないために…

・夜道は道路の中央を歩く。
・不用意に草むらに入らない。
・夜は照明を持って歩く。
・ハブやネズミの隠れ場所になる
  家の周りの草や木の枝などを刈る。

・草むらに入るときは深い長靴を履き、
   棒で予めたたいてから進むこと。

・小屋などに入るときは、上下左右・
   頭上を確かめてから入ること。
参照：ハブ対策推進協議会 HABUDASより
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戸口小学校

(龍南中学校校区)なし
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町で 2番目に人口が多く、隕石が落ちて形成された「奄美クレー
ター」と呼ばれる丸い形状の赤尾木湾を囲むように集落があります。

赤尾木集落
MAP

上戸口集落
かみ と ぐち

国道 58号線から太平洋に広がる、町の最南東にある集落です。手
広海岸は国内有数のサーフポイントで、リゾート地でもあります。
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教育機関
学校情報

学校情報詳細は web で
龍郷町には 7つの小学校と、3つの中学校があります ( 小中併設校
1校含む )。学校の行事や詳しい情報などは、龍郷町ホームページ
の「学校ポータル」より閲覧が可能です。

龍郷町には町立・私立合わせて 7つの保育所があります。へき地保育所以外の保育所には給食があります。
保育所に関する詳しい情報は、町民税務課 児童福祉係まで      電話：0997-69-4517

( (

秋名 ( あきな ) 小学校

～30人
あり

なし
秋名・幾里・嘉渡

生徒数
複式学級

学童保育
校　区

円 ( えん ) 小学校

～30人
あり

なし
円

生徒数
複式学級

学童保育
校　区

龍郷 ( たつごう ) 小学校

～30人
あり

なし
安木屋場・龍郷

生徒数
複式学級

学童保育
校　区

龍瀬 ( たっせ ) 小学校

～100人
なし

あり
久場・瀬留・玉里・屋入

生徒数
複式学級

学童保育
校　区

大勝 ( おおがち ) 小学校

～150人
なし

あり
浦・大勝・中勝

生徒数
複式学級

学童保育
校　区

戸口 ( とぐち ) 小学校

～60人
あり

あり
下戸口・中戸口・上戸口

生徒数
複式学級

学童保育
校　区

龍北 ( りゅうほく ) 中学校

～30人
なし
秋名・幾里・嘉渡
円・安木屋場

生徒数
複式学級
校　区

龍南 ( りゅうなん ) 中学校

～150人
なし
龍郷・久場・瀬留・玉里・屋入
浦・大勝・中勝・下戸口
中戸口・上戸口

生徒数
複式学級
校　区

赤徳 ( せきとく ) 小中学校

～100人
なし

あり
手広・赤尾木・芦徳

生徒数
複式学級

学童保育
校　区

-  小中学校一覧 -

-  保育所一覧 -

公・私

6ヶ月~5歳児

3歳児~5歳児

6ヶ月~5歳児

0997-62-3559

0997-62-2030

0997-62-2363

60名

35名以下

150名

赤徳保育所

龍瀬へき地保育所

健児保育園

龍郷町赤尾木 232番地１

龍郷町瀬留 726番地

龍郷町浦645-1

町  立

町  立

私  立

名　称 住　所 定　員 対象年齢 連絡先

町  立 大勝保育所 60名 6ヶ月~5歳児 0997-62-2133龍郷町大勝 1114番地

3歳児~5歳児 0997-62-485635名以下秋名へき地保育所 龍郷町秋名 858番地町  立

3歳児~5歳児 0997-62-234935名以下戸口へき地保育所 龍郷町戸口 1655番地１町  立

6ヶ月~2歳児 0997-62-559212名サンサン保育園 龍郷町大勝3213-1 私  立

小 ～50人中

小 なし中

-小



移住定住に関する支援・相談窓口

島暮らし体験プログラム
奄美大島で移住支援のひとつとして、下見や検討に役立つ島暮らし体
験プログラムを用意しています。「移住体験ツアー」や「フリー滞在プ
ログラム」があります。移住者と話をしたい、島んちゅ（島民）と話
がしたい、役場、学校、病院などの施設をじっくり見学したい、伝統
行事や集落行事に参加してみたいなど、島への移住前に知りたい、や
りたいことをサポートするメニューをご用意しています。

龍郷町の住宅支援
空き家バンクで物件を紹介しています。また、新築・改修で合併浄化
槽を設置する場合、工事費の9割を町が助成します。詳しい情報は龍郷
町HPを参照ください。

龍郷町の出産支援 妊産婦訪問、不妊治療の旅費・宿泊費助成があります。詳しい情報は
龍郷町 HP を参照ください。

龍郷町のその他住民サービス
生涯学習講座、「どぅくさぁや館」（町営サウナ付き浴場）運営、航空
運賃、フェリー運賃の離島割引があります。詳しい情報は龍郷町 HP
を参照ください。

龍郷町の子育て支援
乳幼児健診、新生児訪問、新生児から小学校卒業までの医療費全額補助、
ひとり親家庭等医療費助成、児童手当、特別児童扶養手当、高校生の
バス通学費助成、龍進未来塾があります。詳しい情報は龍郷町 HP を
参照ください。

龍郷町の医療・福祉支援

人間ドック助成、ハブ咬傷治療補助、介護予防教室、高齢者運動教室
券支給、高齢者バス料金助成、介護のための住宅改修支援、敬老祝金、
食の自立支援、在宅老人等緊急通報システム貸与、介護人手当、在宅
ねたきり老人等寝具洗濯サービスがあります。詳しい情報は龍郷町 HP
を参照ください。

龍郷町相談窓口
龍郷町　企画観光課
〒894-0192 鹿児島県大島郡龍郷町浦 110
TEL：0997-69-4512（直通）
FAX：0997-62-2535
HP：http://www.town.tatsugo.lg.jp/

奄美群島の相談窓口
奄美群島広域事務組合　奄美振興課
〒894-0023　鹿児島県奄美市名瀬永田町 18番 6号
TEL：0997-52-6032
FAX：0997-52-9618
HP：http://www.amami.or.jp/kouiki/

南の島の楽園 奄美群島への移住支援サイト

「ねりやかなや」

奄美群島の移住支援情報を提供している。運営者も移住者で、
移住に関する Q&A や、移住者体験談、暮らし体験プログラム
など多くのコンテンツが掲載されています。

奄美　移住 検索
http://www.neriyakanaya.jp/

お役立ちサイト情報 相談窓口

主な支援内容

空き家バンク 合併浄化槽設置



龍郷町移住支援
ガイドブック

奄美大島 -AMAMI TATSUGO- 発行：龍郷町 ( 企画観光課 )
〒894 - 0192 鹿児島県大島郡龍郷町浦 110
TEL：0997 - 69 - 4512（直通）
FAX：0997 - 62 - 2535
HP：ht tp : / /www . t own . t a t s ugo . l g . j p / <発行：2018年1月>

いもーれ、たつごう町

Welcome to Tatsugo!
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	P7-8インタビュー村上さん 
	P9-10インタビュー内野さん 
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	P11-12インタビュー小久保さん 
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