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村道マ

～水辺の広場マップ～

グラ
ウン
ゴル ド
フ場
→

線

①トンボの池

水草の池

③ドジョウの池
②コイの池
①ホタルの池
↓山の神

再整備は
こんなことをしました
②コイの池

コイの池には、背の高いヒメガマと、こ

んもりしたチゴササが一面に生えていまし

た。トンボが産卵するためには開放した水

面が必要なので、繁殖期を前に、役場職員

をはじめ、野生生物保護センターと奄美野

奄美フォレストポリスの「水辺の広場」は、
かつて水田跡地に自然体験学習ができる場所
としてオープンしました。
しかし、整備から 30 年近く経過し、台風
や大雨による土砂の堆積などにより、大規模
な手入れを必要としていました。
そこで昨年、大和村は奄美フォレストポリ
スの水辺の広場を再整備するために、ふるさ

水生

①トンボの池＆ホタルの池

・池と周辺の草を刈り、土砂を除去

鳥の会と一緒に草を取り除く作業を行いま

水面を開けてトンボの産卵
場所を作りました

・外来種のシュロガヤツリを駆除

名

30

した。

社約

12

・詰まりやすい水路の形状を変更

日、大和村建友会より

29

③ドジョウの池

9

月

の協力を得て、生い茂った木々を重機で倒

台で池

2

し、池に茂った外来種ホテイアオイを人力

で陸に運び、最後にショベルカー

に溜まっている泥土を除去しました。

重機を使って、陸上化した池
の草を一掃しました

一面草原のようなトンボの池
とホタルの池の草を土砂ごと
除去しました

・川からの水を引き込む取水口の土砂を

真ん中のグネグネ水路をでき
るだけシンプルな形に工事し
ました

除去し、新しいパイプを設置

草の繁茂をおさえ、水中を
観察しやすいように、水路
に石を積みました

水辺の広場ってどう変わった？

～寄付を募って行った水辺の広場再整備の報告～

駐車場
トイレ

奄美フォレストポリス
キャンプ場＆バンガロー

生

物

の

パラ

ダ イ スに

！

と納税制度を活用し、広く寄付を募りました。
そして無事に目標金額７００万円を達成！
今年 4 月から始まった再整備。第一工期
が終了した現在、どのような変化があった
のか報告いたします。

3
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広報やまと 9 月号

2

成虫は６～８cm で日本では最大級

地面にとまっていることも多い

有毒の蝶カバマダラに擬態している

大きな目玉模様がよく目立つ

草丈が低い水辺が好き

♀

♂

東南アジアからオーストラリアまで分布

さわるな危険！さわるとお尻からガスを噴射

タテハモドキ

アオタテハモドキ
明るく湿った草地が好き

リュウキュウベニイトトンボ

イネ科の植物からも汁を吸う

ヒメセスジアメンボ

お腹は橙色と派手な日本の固有種

ミナミハネナガヒシバッタ

木陰の池沼や水たまりで産卵する

名前はヤンマだけどサナエトンボの仲間

オスのサイズはメスの５分の１

春と秋に渡ってくる旅鳥

花びらのふりをして昆虫を捕まえる

奄美ではもっとも小さなトンボ

♂

♂

オオハラビロトンボ

タイワンウチワヤンマ

クロイワニイニイ

リュウキュウハグロトンボ

アオモンイトトンボ

♂
オオミイデラゴミムシ

♂

♂

奄美群島では近年定着したトンボ

コフキヒメイトトンボ

オスとメスで模様がかなり違う

顔が青緑色だから青額という名前

♂
♀
♀

♀

♀
タカブシギ
絶滅危惧Ⅱ種の食虫植物

アマミアズチグモ

葉っぱがＹ字で白い花が咲く

オキナワチョウトンボ

オオシオカラトンボ

胸に 2 本の筋が目立つ

日本ではかつて鹿児島県本土のみ生息してた

今では限られた場所にしかいない

水田や沼が好きな一年草

アオビタイトンボ

♂

♀
ミカワタヌキモ

スブタ

コナギ

コシブトトンボ

♂

ベニトンボ

クロスジギンヤンマ

水辺の広場の
歩き方

1.4

水辺の広場の周辺には遊歩道

分で歩くことができます。

15

があり、周囲は キロメートル

で約

1

月にはヒカンザクラを眺め

ながら、３～４月は新緑を楽し

みながら歩けます。夏はトンボ

の種類が多く、観察にぴったり。

チョウやセミも飛び交っていま

す。池を覗くとイモリやゲンゴ

ロウ、カエルを観察できるかも。

さらに渡り鳥などの水鳥、珍し

い水生植物も見られます。遊歩

道から山の神の祠へも散策路が

繋がっています。

また、奄美フォレストポリス

のキャンプ場に隣接しているの

で、週末にマテリヤ茶屋で石窯

ピザのランチはいかがでしょう。

サウナとＢＢＱのプランもあり

ます。

お願い

①駐車場に車を止めましょう。

（遊歩道へは管理車両以外、乗り入れ
禁止です）

②トイレは、キャンプ場の管理
棟裏か、水辺の広場駐車場で済
ませましょう。

③虫除けがあると安心です。

④ハブには十分注意して下さい。

⑤絶対に外来種を持ち込んだり、
放したりしないで下さい。

⑥昆虫などの生き物や、植物な
どを捕獲・採取しないで下さい。

担当者から

ご寄付頂いた皆さま・ご協力いた

だいた皆様、誠にありがとうござ

いました。計画的に再整備を進め

広報やまと 9 月号

てまいります。引き続き、ふるさ

5

と納税等でご支援をお願いいたし

ます。
大和村役場 企画観光課
自然保護担当 江崎さとみ
前ふるさと納税担当 後藤美穂子

オモダカ

♂

写真提供：山室一樹氏

昔は水田雑草だった絶滅危惧Ⅱ類

コガネグモ

♂
世界自然遺産エリアのすぐそばにある水辺の広場。
国立公園にも指定されており、各種法律、条例により、
一部の動植物の捕獲、採取は禁止されています。
でも、観察は自由です！
ぜひ一度お散歩がてら生き物を探しに行ってみてください。

シリケンイモリ

♂

見に行ってみよう！ 水辺の広場には

ツマグロヒョウモン

♀

♂

♀

ナガサキアゲハ

メスは水中に潜って産卵する

こんな生き物がいるよ！

♂

メスは緑がかった褐色になる

広報やまと 9 月号

4

トンボ
の話

９月８日、日本トンボ学会の苅部治紀さ
んと吉田雅澄さんが現地調査のために来
島し、水辺の広場でトンボについてお話
をしてくださいました。専門家が見る水
辺の広場はどんなでしょうか。

日本中でトンボが減っている
奄美群島は独特の動物相、昆虫相

は昆虫のいない田んぼに慣れてしま

底土に高濃度に存在します。私たち

土着吸着性が高く、ヤゴが生息する

が激減しているのです。この農薬は

コチノイド系の農薬により水生生物

ボなんです！

は、ぼくたちにとっては憧れのトン

見られるリュウキュウギンヤンマ

見ることはできません。ここでよく

まわりではこれだけ多くのトンボを

ィールドです。今、日本の田んぼの

定や、解消方法を模索し、継続的に

生き物の保全には、減少要因の特

適切に管理することが保全

っていますが、水辺の広場のような
健全な水辺を知っておくことが大切
です。しかし、実は水辺の広場の池
でも、低濃度の農薬が検出されてい
るんですよ。
モニタリングすることなどが必要に

虫は異質な生き物です。子どもの
守りたい１人１人が動くことで状況

じゃない？」では何も進みません。

子どもに昆虫との触れ合いを
頃に昆虫に接点を持っておかないと
が変わります。ギリギリまで追い込

なります。「誰かがやってくれるん

大人になってから嫌悪感を持ってし
まれた絶滅危惧種の保全は、生息地

自然の環境をそのまま置いておく

まう。ぜひ小学生などに学習の機会
ってすごく衝撃的で、僕も小学校の
のが保護というのは古く、いかに適

の継続した維持管理が必要です。

時に徹夜でヤゴの観察したことがあ

を持って欲しいです。トンボの羽化

ります。水辺の広場は、魅力的なフ
切に管理するかが大切です。見た目
が変わらないように維持するのは、
相当手を入れる必要があります。計
画的に、適切に機械をいれながら、
こまめに人力で行って欲しいです。
奄美は現在、湿地がほぼありませ

で知られています。水生昆虫では、
渓流性の種に固有種が多く、トンボ

トンボの楽園が島内に広がるように

ヤゴが生息している価値

るということはそこで発生している

移動できる成虫と違って、ヤゴがい

（水辺の広場でヤゴを観察した際）

て成虫になる種もいるんです。

成虫になる種もいれば、何年もかけ

りません。トンボは２ヵ月で卵から

呼吸のために空気に触れる必要があ

虫のヤゴは水生生物。エラがあり、

トンボは陸生生物ですが、その幼

日本トンボ学会
吉 田 雅 澄 さん

という何よりの証拠で、産地として
の価値が全然違います。

両方ともトンボの幼虫ヤゴ

昭和 年にウシガエルの餌として神
奈川県に持ち込まれたアメリカザリガ
ニ 匹が、昭和 年には九州まで分布
を増やした歴史があります。

絶対に放さないで下さい！

アメリカザリガニを、

す。そして新たな場所に池を作って、

こがトンボの楽園になって欲しいで

ん。水辺の広場の整備をすすめてこ

寄付によって再整備されたトンボの池とホタルの池

ではアマミヤンマやリュウキュウハ
グロトンボです。
近年、日本各地でトンボが減少し

ヤゴもたべちゃうよー

種類や時期によって見た目は全然違います

☎０９９７‐５７‐２１１７

昔の水辺の広場の池の状況が分かる
写真をお持ちではないですか？ 水辺
の広場を再整備するにあたり、写真か
ら当時の生息環境の推測を行いたいと
思っています。お持ちの方は、企画観
光課にご連絡ください。

昔の写真を募集 しています

水辺の広場の

ないことが大切です！

一度住み着いたアメリカザリガニの
根絶はすごく大変。まずは 地域に入れ

奄美大島では、小湊地区の田んぼで
発見されており、駆除活動が行われて
います。

繁殖力が強く、雑食性。直角な水路
の壁も登るほど移動能力が高いです。
アメリカザリガニの食害により、水生
植物が減少・消失し、そこに生息して
いた水生昆虫や魚類、両生類が激減す
るため日本の侵略的ワースト１００に
指定されています。

35

なってほしいと思っています。

水辺の広場

大和村は定期的な管理を行っていき

広場が再び草に埋もれないように、

ていかなくてはなりません。水辺の

の環境を、私たちは今後さらに守っ

いえる貴重な生き物たちが暮らすこ

大和村に限らず、世界の財産とも

定されています。

いての看板を設置することなどが予

の修正、水辺の広場の利用方法につ

や水際の歩道の整備、池周辺の地形

さらに今年度中に、水路の石積み

ょうか。行ってみたくなりましたか？

になって皆さんはいかがだったでし

生まれ変わった水辺の広場をご覧

これから

トンボの池近景

ます。みなさんもぜひ見守っていて
下さいね。

2

日本トンボ学会 会長
苅部治紀さん

ており、トンボなどの水生昆虫が絶

ドジョウの池

6
広報やまと 9 月号
広報やまと 9 月号
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20

神奈川県立 生命の星・地球博物館 主任学芸員

滅している地域もあります。ネオニ

広く水を湛える

シマ
村づくり学ぶ
第 10 回子ども議会が開催され、村内４小
学校の 5、６年生８名が、議員となり議会を
体験しました。村政に関心を持ち、政治の仕
組みを学ぶ場として教育委員会が毎年開催し
ています。今年は杉島希空さん（大棚小 5 年）
が立派に議長を務めました。
憩所、学校施設の整備に関するもの、海の環

平和を願い献花

境美化、村の特産品、避難所のトイレについ

8 月 15 日、大和村防災センターにおいて

8 月 30 日、政策住宅整備誘致に関する協定

てなどがありました。大人の議会でも質問に

大和村戦没者追悼式が行われました。参列し

調印式が行われ、政策住宅の所有者となる（株）

あがるものもあり、子どもたちが村へ関心を

た戦没者遺族や各種団体の代表などが、献花

不二（代表取締役社長 奥山大志氏）と大和

寄せいていることがわかりました。

をし戦没者の慰霊と平和を願いました。

村とで協定を締結しました。この住宅は、令

子どもたちの質問は、集落内の遊び場や休

政策住宅 民間と連携へ

戦後 77 年。村内 229 柱の遺族の高齢化が

和 2 年に立地協定を締結した株式会社グレイ

各集落に簡易トイレを配備していると答弁。

進んでいます。戦争の悲惨さを後世に語り継

美術が整備を進める温泉リゾート施設の島外

実際に議場で簡易トイレと人目を気にせず利

ぐことの重要性が高まっているのではないで

から転居する従業員用の宿舎として利用され

用できる簡易テントを紹介しました。

しょうか。

ます。整備場所は、大和浜集落の埋立地。鉄

避難所のトイレ整備について、総務課長は、

学校

の階段手すりの修繕についての質問に対して

国直 ８柱
湯湾釜 14 柱
津名久 10 柱
思勝 10 柱

は、すでに対応済みとの答弁がありました。
疑似議会ですが、可能な限り対応をしていま
す。

集落別戦没者数
大和浜
大棚
大金久
戸円

17 柱
43 柱
13 柱
26 柱

名音 33 柱
志戸勘 7 柱
今里 48 柱

筋コンクリート造りの 3 階建てで 12 戸（２
LDK）。30 年間の契約期間が過ぎると村に無
償譲渡されます。

生理の貧困って？
「生理の貧困」とは、コロナ禍で経済的に困

鹿児島県では、お困りの方に生理用品の無料

窮する人が増えたことで耳にする機会が増え

配布を行っております。大和村内では、役場、

た言葉ではないでしょうか。女性が経済的な理

防災センター、診療所のトイレに設置していま

由で生理用品を購入できない状況に陥っていた

す。また、生理の貧困について性別にかかわり

り、経済的な理由のほか、家族や親の無理解や

なく知ってもらいたい、理解を得たいという思

信頼関係の不足から、十分な量や質の生理用品

いから、男子トイレにも設置しています。男性

を手にすることができない状況などを指す言葉

も家族などに必要な場合は、ご自由にお持ち帰

です。

りください。

死亡叙勲を伝達

故今井喜秀幸氏に旭日単光章が内閣総理大
臣から贈られ、大和村長室で伝達式を行い、

生理の貧困に陥る理由
①経済的困窮
②家庭の事情
③性に対する理解や知識の不足

社会全体で女性の健康と
生理について正しい理解を

詳しくはこちらの
QR コードを読み取
ってください。

9

広報やまと 9 月号

りました。
今井氏は、昭和 55 年に大和村議員に初当
選以来、平成 12 年まで５期 20 年にわたり議

約 25％の女性が
生理用品を買うのに
困ったことがある！
（鹿児島県アンケート結果より）

1

妻のツヤ子さんと長男の秀一郎さんが受け取

員としての職務を果たされました。この間、
議会議長などの要職を歴任し、議会の円滑な
運営に尽力するとともに、村の社会福祉およ
び教育環境の向上に大きく貢献され、大和村
の発展に尽力されました。

切手にシマの宝物
奄美、徳之島、沖縄島及び西表島の動植物
が描かれた切手シートが、8 月 10 日より全国
の郵便局で販売されています。大和郵便局の
屋井智昭局長と東城郵便局の中島秀一局長が
役場を訪れ、特別に額装した切手シートを贈
呈していただきました。屋井局長は「奄美の
貴重な動植物を全国に知ってもらえるようこ
の切手を多くの方に利用していただければ嬉
しい」と語りました。島固有の動植物が写実
的に描かれており数量限定で一部 840 円。村
内郵便局でも販売しています。
広報やまと 9 月号
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規模縮小も行事開催

Vol. 37

今年も新型コロナの影響で、各集落での豊

オミクロン株対応ワクチンについて 文／小川

年祭は中止または祭事のみ開催となりまし

信

た。
毎年八月に豊年祭を開催する今里集落で

以上のすべての方が接種可能です。接種間

大和診療所でも新型コロナウイルスのオ
ミクロン対応ワクチン接種が始まりました。

は、祭事のみ行われました。今里は男トネヤ

隔は検討中です。

と女トネヤがあり、それぞれでお祈りをささ

主な副反応として、注射した部分の痛み、

オ ミ ク ロ ン 株 対 応 ワ ク チ ン は、mRNA
（メッセンジャー RNA）ワクチンの一つで、
中国の武漢で発生した従来株に由来する成

げた後、土俵まで振り出しをし、奉納相撲を

頭痛、疲労、発熱等がありますが、従来の

取ります。振り出しを先導するのは、今里集

ワクチンと同様と判断して良さそうです。

落でのみ残るシタン役で、毎年集落に新たに

分と、オミクロン株（BA.1）に由来する成

新型コロナ以外の疾患も含めて、必要時

住み始めた男性が務め、一生に一度しか役を

分の両方を含む「2 価ワクチン」です。オ

に我々が医療機関を受診できるために「病

務めることができないとされています。今年

ミクロン株対応ワクチンの接種により、従

院機能の維持」と「高齢者・障害者施設を

来のワクチンの接種と比較して、抗体の働

支える」ことが重要です。各々が今日でき

きが同等以上であることが確認され、重症

ることに取り組んでいきましょう。

のシタン役の福長直大さんは「今里だけで行
われている行事に初めて参加し、この大切な
伝統文化を守り継ぐ必要があると感じた。」と
感想を述べました。その他の集落では、水汲み、

化・感染・発症を予防する効果が期待され

トネヤ前での奉納相撲や子どもの土俵入りな

ています。1・2 回目の接種を終えた 12 歳

ど、コロナ禍で制限はあったものの集落の安

オミクロン株対応ワクチン
診療所で接種できます

参考文献

全祈願を行いました。

https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/bivalent/

今年のハイシーズンを終えて、意見交換会

内容は、まず役員選任についてです。
会長は引き続き中村修で、副会長は勝山

者は来年の温泉施設オープンに向けて、
協議会との連携を呼びかけました。
今年度の事業については、コロナ禍で

仁太と三田もも子が就任しました。これ

疲弊した宿泊施設を応援する目的で立

から３年間、ともにアイディアを出し合

ち上げた夕ごはん販売は、目的を達した

い、前向きな意見や提案をしながら大和

ためもう行わないこと。観光オフシーズ

村を盛り上げていきたいと思います。
次に、会員の近況を報告し合いまし
た。宿や体験事業者は、コロナや台風に

ンに再びクーポン事業を検討している
ことについて話し合われました。
協議会はこれからも、観光にまつわる

よるキャンセルの多さや、テレワークの

地域の課題に取り組む団体でありたい

方のデイユースの利用が増えたことな

と思います。意見や提案も随時募集して

どの話がありました。飲食店や加工業者

います！

からは、国直集落の集客の多さの割には

大和村集落まるごと体験協議会の活動レポート

る意見交換会が行われました。

性などの話がありました。役場の担当

日本一ゆっくりできる
ロングステイの村をめざして

9 月 12 日、まるごと大和村の会員よ

プレミアム付商品券

文／事務局 三田もも子

原油価格や物価の高騰を受けて、村民生活
付商品券の販売を開始します。
プレミアム率は 40％で、7,000 円分の商品
券を一冊 5,000 円で販売します。11 月 1 日（火）
～ 1 月 31 日（火）の期間に、大和郵便局と
対象者は、10 月 20 日現在で大和村に住民
登録のある人で、対象者一人につき 1 冊買う
ことができます。対象者には、購入引換券を

31 日まで

大和村内での買い物、食事、観光体験
などで使えます！

郵送します。
プレミアム付き商品券の利用ができる店舗
は、村内の商店や飲食店、観光事業者などで
す。使用期限は、令和５年１月 31 日までです。
詳しくは、大和村企画観光課までお問合せく
ださい。

大和村企画観光課
広報やまと 9 月号

使用期限：令和５年１月

名音郵便局で販売します。

お金が落ちないこと、まほろば館の可能

11

大和村
プレミアム付
商品券

及び村内事業者を支援するため、プレミアム

電話 0997-57-2117

販売単位
販売価格
販売場所
販売期間
使用期限

一冊 7,000 円分（500 円× 14 枚）
一冊 5,000 円（ひとり一冊）
大和郵便局・名音郵便局
令和 4 年 11 月１日
～令和５年１月 31 日
令和５年１月 31 日（火）

広報やまと 9 月号

10

●教 育 委 員 会 よ り

年４月１日から成年年齢が

【二十歳の集いについて】
令和
歳に引き下げられました。これに伴い成
人式の時期や名称について、各種団体と
協議した結果、大和村では、これまで通
り 歳を祝う式典を 月 日に開催し、
名称は「二十歳の集い」とすることにし
ました。ご理解賜りますようお願いいた
します。
◆問合せ 教育委員会
電話 0997 ‐ 57 ‐ 2154

●保 健 福 祉 課 よ り

【大和村島外受診旅費
助成事業について】
本事業は、大和村に住所があり、島内
で治療を受けることができない方を対
象に、島外で治療を受けるための旅費及
び宿泊費を助成する事業です。
助成金額は、離島航空割引運賃を上限
に、対象者の所得等に応じて支給されま
す。
その他、詳細な要件や提出が必要な書
類については、役場保健福祉課までお問
い合わせください。
◆問合せ 保健福祉課
電話 0997 ‐ 57 ‐ 2218

【金婚式についてのお知らせ】
大和村では、結婚 周年を迎えられる
ご夫婦を対象に、金婚式を実施しており
ましたが、今年の金婚式は、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止の観点から開催
しないことといたします。対象となる
方々には記念品を贈呈しお祝いとさせて
いただきます。
今年で結婚 周年を迎える方々は、
月 日までに役場保健福祉課までご連絡
年）に結婚された

くださいますようお願いいたします。
※ 1972（昭和
方が対象です。
◆問合せ 保健福祉課
電話 0997 ‐ 57 ‐ 2218

世帯等で、新型コロナウイルス感染症

す。対象は、児童手当を受給している

世帯生活支援特別給付金を支給しま

防災センターにて、特設人権相談所を開

ています。また、６月と 月には大和村

り、人権や悩み事に関するご相談に応じ

大和村には、２名の人権擁護委員がお

談ください。秘密は厳守いたします。
□開催日時 令和４年 月８日（木）
午前 時から午後３時まで
□場所 大和村防災センター１階

●県 立 大 島 病 院 よ り

【初診時、再診時の選定療養費
の改定等について】
令和４年４月の診療報酬等改定によ
り、初診時・再診時の選定療養費が改
定されました。県立大島病院では初診
時選定療養費（特定初診料）及び再診
時選定療養費の変更並びに徴収が義務
付けられておりますので、左記のとお
り初診時・再診時選定療養費を設定し
ました。
● 実施日 令和４年 月１日から
● 初診時選定療養費（特定初診料）
※税込み
【変更前】医科５千円、歯科５千円
【変更後】医科７千円、歯科３千円
● 再診時選定療養費 ※税込み
※当院から他の医療機関に紹介後、患

13：00 ～ 15：30

一部支給：3,050 円～ 6,090 円加算されます

者さんの判断で、引き続き当院を受診

11：00 ～ 12：00

ある場合は、20 歳未満まで手当が受けられます。

される場合に徴収いたします。

剛

全部支給：6,100 円加算

【変更前】医科２千５百円、歯科 千５百

ー

【低所得の子育て世帯に対する
●住 民 税 務 課 よ り
給付金について】

の影響により家計が急変し、直近の収
設し、そちらでもご相談に応じています。

【特設人権相談所についての
ご案内】

入が非課税相当の水準に下がった世帯
悩み事などありましたら、お気軽にご相

低所得の子育て世帯に対し、子育て

万円を支給

へ、児童一人当たり一律
します。
本給付金は申請が必要です。詳しく
は保健福祉課へお問合せください。
◆問合せ 保健福祉課

◆問合せ 住民税務課住民係
電話 ０９９７‐５７‐２１２７

肥料袋・農業用ビニール・鳥獣網等を回

円

9：30 ～ 11：30

以下児童が１人増す毎に

【変更後】医科３千円、歯科 千９百円

知彦

本多

電話 0997 ‐ 57 ‐ 2218

●総 務 課 よ り

●産 業 振 興 課 よ り

や行政サービス、手続きに関する相談

収します。

【農業用廃プラスチック類の
回収について】

を受け付け、相談者への助言や関係行

□回収日時 令和４年 月 日（木）

◆問合せ先

和田

22

【行政に対するご相談は、
行政相談委員へ】
大和村の行政相談委員は、昨年度か
ら引き続いて森貞義さんです。皆さん

政機関に対する改善の申し入れなどを

午前９時から午後４時まで

① 県立大島病院経営課
平日８時 分～ 時

15

一部支給：5,090 円～ 10,160 円加算

電話 ０９９７‐５２‐３６１１

13：00 ～ 16：30

〇児童が２人の場合

② 県立大島病院救命救急センター

ー

【児童扶養手当・特別児童扶養手当について】 【問合せ】保健福祉課 電話０９９７- ５７- ２２１８
電話 ０９９７‐５２‐３６１１

敏徳

されます）
※時間は３０分です。
（事前に相談内容
をまとめておくと効率的です。同じ人が
続けてお申込みされることはご遠慮い
ただいています。
）

の身近な相談相手として、役場の仕事

行っています。毎日の暮らしのなかで、

□場所 大和村産業振興センター
※１㎏あたり 円の処理料金が必要とな
りますのでご持参下さい。
◆問合せ 産業振興課
電話電話 0997 ‐５７‐２１５３

岡本

方に手当が支給されます。

18

登記、年金、道路、社会福祉など、お
困りの方はお気軽にご相
談ください。相談は無料
で、秘密は守られます。
◆行政相談委員 森 貞義

8

詳しくは保健福祉課までお問い合わせください。

13：00 ～ 15：30

一部支給：10,160 円～ 43,060 円（所得に応じて決定
11：00 ～ 12：00

など、手当を受け取ることができないことがあります。

裕貴

全部支給：43,070 円
大毛

いる場合、公的年金の給付を受けることができる場合

24

■手当月額（令和４年４月から）
ー

額を超える場合や児童が児童福祉施設などに入所して

9：30 ～ 11：30

12

克大

奄美市と鹿児島県弁護士会が共同で開
催しており、大和村民も無料で相談す
ることができます。

【予約】奄美市役所市民協働推進課 電話０９９７- ５２ｰ１１１１
【お問い合わせ】大和村役場住民税務課 電話０９９７ｰ５７ｰ 2 １２７

請求者及び配偶者、扶養義務者の所得が一定以上の

大倉

⑨その他（棄児など）

17

⑧母が婚姻によらないで懐胎した児童

２級（中度障害児）34,900 円

13：00 ～ 16：30

童

１級（重度障害児）52,400 円

ー

無料法律相談のご案内
（奄美法律センター）

11

知彦

⑦父（母）が法令により引き続き１年以上拘禁されている児

■手当月額（令和 4 年４月から）
和田

⑥父（母）が引き続き１年以上遺棄している児童

10

その児童を養育している方に手当が支給されます。
午後

⑤父（母）が裁判所からのＤＶ保護命令を受けた児童

午前
担当弁護士名
日

全部支給：10,170 円の加算

4

電話 0997 ‐５７‐ 2644

③父（母）が障害の状態（法施行令別表第２）にある児童

20 歳未満で、身体または精神に中度以上の障害が
②父（母）が死亡した児童

【特別児童扶養手当】
①父母が婚姻（事実婚を含む）を解消した児童

ある児童を監護している父母、または父母に代わって
④父（母）の生死が明らかでない児童

月

日（18 歳の年度末）までをいいます。一定の障害が
0

17

10

12

12

11

「児童」とは、18 歳に達する日以後、最初の３月 31

10

昭和 47 年にご結婚された方は、
ご連絡ください！

1

50

47

20

12
広報やまと 9 月号
広報やまと 9 月号
13

60

たは母、及び父母にかわってその児童を養育している
17

10

次の条件にあてはまる「児童」を監護している父ま

50

4

5

【児童扶養手当】
30

31

祝 結婚 50 周年

知

□問合せ

わなければなりません。

高い方の最低賃金額以上の賃金を支払

適用される特定（産業別）最低賃金は、

また、特定の産業の労働者と使用者に

について議論します。

の問題を取り上げ、支援の現状や課題等

題となっているネットやゲームへの依存

ル、窃盗症、ギャンブルのほか、近年問

について考える」とし、薬物、アルコー

鹿児島労働局賃金室
電話 ０９９ ２
- ２３ ８
- ２７８
又は最寄りの労働基準監督署

Ha

1さ

●裁 判 所 よ り

【「裁判員候補者」「検察審査員
候補者」に選ばれた皆さんへ】
それぞれの候補者は、選挙権を有す
月中旬

る県民の中からくじで選定されます。
選定された候補者の方へは、
頃に「裁判員候補者名簿への記載のお
知らせ」又は「検察審査員候補者名簿
への記載のお知らせ」が届きます。
国民が司法に参加する二つの制度で

□開催日時 令和４年 月 日（金）
午後１時～４時半
□会場 奄美文化センター（ホール）
□対象 市民・医療・福祉・教育・就労・
防犯団体・協力雇用主・金融機関・行政・
保護司
□参加費 無料

した。これは、奄美へ

す。ぜひ御協力ください。

進イベントで、大和村関係では、来年オープン予定の「奄美温

◆問合せ 北大島保護区保護司会（サポ
ートセンター）

in 東京」が開催されま

なお、わからないことがありました

10

電話 ０９９７‐５７‐７８００

の「あまみ JOB フェア

ら、それぞれの問い合わせ先へお尋ね

●北 大 島 保 護 区 保 護 司 会 よ り

【鹿児島県再犯防止シンポジウム
開催のお知らせ】
鹿児島県では、県再犯防止推進計画
に基づき、刑務所等から社会に戻った

島雇用創造協議会主催

ください。
【問合せ先】
裁判員・・・鹿児島地方裁判所刑事部

０９９ ８
- ０８ ３
- ７１９

裁判員係 ０９９ ２
- ２２ ７
- １５７
検察審査会・・・鹿児島検察審査会事
務局

●鹿 児 島 県 労 働 局 よ り

月

【最低賃金が改正されました！】
鹿児島県最低賃金が、令和４年
６日から時間額「８５３円」に改正さ
れました。この最低賃金は、臨時、パ
ート、アルバイトなどすべての労働者

伎町において、奄美大

お誕生おめでとう
ございます
かげとら

勝 景寅さん
（保護者 栄一朗・優芳／名音）

お悔やみ申し上げます
前田 荘一 様（ 歳・大棚）
元 光徳 様（ 歳・大棚）

54

松崎 勝彦 様（ 歳・大棚）
馬屋原 悦子 様（ 歳・戸円）
中村 ヤス子様（
歳・国直）

香典返し（社会福祉協議会へ）
松崎 百合子 様（故 松崎 勝彦 様）
中村 修 様（故 中村 ヤス子 様）
馬屋原 綾子 様（故 馬屋原 悦子 様）
前田 英一 様（故 前田 壮一 様）

ふるさと納税
ありがとうございます
二宮 雅之 様（東京都）
堀川 宏 様（静岡県）
田畑 悦郎 様（志布志市）
瀬戸口 千春 様（東京都）
有田 初男 様（沖縄県）
小川 アンナ 様（東京都）
南郷 毅 様（広島県）
竹中 めぐみ 様（京都府）
宮園 聖 様（鹿屋市）
盛田 弘国 様（東京都）
掲載を希望されない
寄附者様
名

広報誌送付謝礼
ありがとうございます
福永 純一郎 様（鹿児島市）

で大和村の PR に努めていきたいと思います。

人たちの再犯防止に取り組んでいます。

今後もこの様な機会に職員を参加させることにより、多方面

に適用され、使用者は、最低賃金以上

先月、東京新宿区歌舞

78

希望者の方々に直接お話しすることができました。参加者の皆

元 善二 様（東京都）

情報発信を行い、移住希望者へ PR を行いました。

シンポジウムでは、テーマを「依存症

からも担当職員が同席し、大和村の支援策や住環境等について

の賃金を支払わなければなりません。

示しておられましたのが印象的でした。

女
714 人 （＋ 2）
世帯 859 世帯 （△ 4）
8 月 31 日現在
（前年同月比）

( 株 ) グレイ美術様より人事担当者が参加されました。大和村

ay

大和村長のフォトダイアリー

14
広報やまと 9 月号
広報やまと 9 月号
15

1428 人 （△ 6）

う
と

共に村
長の活
報告い
動を
たしま
す。

写真と

85 75

さんの奄美への感心の高さ、特に子育て支援策について興味を

714 人 （△ 8）
男

い

67

人口

父 光さん
母 亜里寿さん（大棚）

71

私も上京していたため視察を行い、大和村の現状などを移住

こせきの窓

島外からの人材確保を期待する企業や自治体が参加する移住促

泉大和ハナハナビーチリゾート」における従業員募集のため、

大和小学校の運動会での一幕。
学校・PTA から子どもたちへの
サプライズプレゼントとしてバ
ルーンリリースを行いました。
子どもたちは嬉しそうに風船が
飛んでいくのを見ていました。

「歌が大好きな瑛士朗くん。花お姉ちゃん、
一之進お兄ちゃんみたいに、のんびり大きく
育ってね！ 集落のみなさん、これからもよ
ろしくお願いします！」
「甘えん坊でおっとりさん、家族で癒し
の存在だよ♡♡」

10

歳おめでとう

1

21

移住を希望する人と、
表紙写真の紹介

保護者からのコメント
保護者からのコメント

えいじろう
かわした
わきた

1 さい おめでとう

y 1st Birthd
p
p Children are Precious

11
さん

川 下 瑛 士朗 さん

しき

脇田 織

おめで
父 健さん
母 裕莉明さん（思勝）

知
Happy 1st Birthday

島内ではゆとりある運転を！
アマミノクロウサギ交通事故防止キャンペーン
毎年、9 月から 11 月は、アマミノクロウサギ
交通事故防止キャンペーン月間です。
大和村では、県道 79 号線、奄美フォレストポ
リスや湯湾岳周辺の林道でアマミノクロウサギ
の交通事故が多発しています。
運転する際は、以下の点に注意して、安全運
転をお願いいたします。

夜間の運転は特に注意
アマミノクロウサギは夜に活動しています。夜間は注
意して運転しましょう。

すぐに止まれるゆとりある運転を
アマミノクロウサギは道路上でじっとしているかと思
えば、突然飛び出すことがあります。すぐに止まれる

ケガをしている、死んでいるアマミノク
ロウサギを発見したらお電話ください！

スピードで運転をお願いします。

奄美野生生物保護センター
電話 0997-55-8620

秋から冬にかけて事故が多発！
秋から冬にかけては繁殖期に入るため、特に活動的に
なり道路上に出てくることが多くなります。

クロウサギ
横断中

交通事故による
アマミノクロウサギの死体回収が

ストップ
ロードキル

過去最多の昨年同時期を
上回っています！

アマミノクロウサギ事故件数
今年 54 件
不明・その他 53 件

これ以上交通事故が増えないように、
ゆとりある運転をお願いいたします。

2022 年 9 月 8 日現在

の方はここから大和村ホームページへ簡単にアク

発行・編集 大和村役場企画観光課
〒 894-3192 鹿児島県大島郡大和村大和浜 100 番地

セスできます。それ以外の方は直接 URL を入力し

TEL 0997-57-2111

てアクセスしてください。

mail: kikaku@ vill. y amat o . lg. j p

←バーコード読み取り機能付き携帯電話をご利用

（http://www.vill.yamato.lg.jp）

FAX 0997-57-2161

h t t p: / / w w w. vill. y amat o . lg. j p

