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安全で使いやすく！

役場庁舎が
生まれ変わりました
特集 1

誰もが利用しやすい会計窓口

みんなのトイレ

令和 2 年 5 月から耐震改修工事を進めていた

さらに、だれにとっても使いやすい庁舎にす

役場庁舎が完成し、3 月 1 日から安全かつ使い

るために、高さに配慮した会計窓口を設置した

やすくなった庁舎で業務が再開されました。

ほか、オストメイト対応、おむつ替え台を配置

今回の耐震改修工事は、昭和 47 年建造の庁
舎を耐震基準に達するようにしたものです。１
階フロアを鉄骨ブレース工法により補強したほ

増築部（内観）

増築部（外観）

した「みんなのトイレ」を整備しています。また、
正面玄関から会計窓口とトイレまでの廊下に視
覚障害者誘導用ブロックを設置しています。

か、１階の柱自体も補強し、耐震性を強化して

この役場庁舎が、村民の皆さんにとって親し

います。防災対策として庁舎裏手側の各サッシ

みやすい地域の拠点施設としての役割を担って

を全て防火用サッシに取り替えました。また以

いけるよう、円滑な運営に向けて取り組んで参

前の花壇部分を増築し、廊下として利用してい

ります。

ます。

正面玄関

ハブ展示小屋
広くなったロビー

鉄骨ブレース

■施工規模
役場庁舎

延床面積は 110.0m2 増

   改修前 1,432.04m

2

→ 改修後 1,542.04m2

                                       
車庫
延床面積  415.2m2
発電機設備
LP ガス式  31KVA
駐車場舗装等 面積  252.6m2

完成式

村民憲章碑

3

広報やまと 3 月号

優先駐車場

■総事業費
約 4 億６千万円

3 月 6 日に完成式を執り行い、関係者へ感謝状を贈呈しました

広報やまと 3 月号
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特集３

フォンなどの Wi-Fi が利用可能な端末

村

Wi-Fi
設置開始

大和

Free Wi-Fi スポットでは、スマート

で、メールアドレスや電話番号などを
登録すれば、どなたでもかんたんに無
料でインターネットに接続することが
できます。

災害時や観光客の通信確保に

の

たん

かん好

評

は、

大和村の生産量

約 37トン
t、おととしは

24
ちなみに去年は

大和村では、この度 Free Wi-Fi の提供を開始しました。
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これで豪雨災害や台風、地震などで携帯基地局が被害を受けた

２０２０年度奄美群島タンカン品評会で、

学校にたんかん贈呈

コロナ禍による制限でこれまで通りの学

校生活が送れなくなっている児童生徒を励

問合わせ 企画観光課 0997-57-2117

2

名のたんかんが金

大和村体育館（思勝）

大和村福元で栽培する

8.

まそうと、村内の小中学校の児童生徒にた

広報やまと 3 月号

大和村防災センター（思勝）

賞に輝きました。品評会は奄美大島、喜界島、

5

7.

んかんとたんかんジャムを贈呈しました。

③接続されたらすぐに利用可能

大和の園（戸円）

51

点を糖度、酸度、

メールアドレスか電話番号、OPEN-ID 認証（SNS
などのアカウント）のどれかを選んでログインする

6.

徳之島から出品された計

認証方法を選ぶ

大和村老人福祉センター（戸円）

外観について審査したもので、受賞したの

②ログイン画面を下にスクロールして、

5.

大和中の生徒を代表して受け取った生徒

Fi」を選択する。

大和まほろば館（大棚）

は、L 階級で大海 昌平さん（奄美市在住）、

FREE̲Wi-Fi」を選択する。

ネット」→Wi-Fi の
「Yamato̲Village̲FREE̲Wi-

4.

会長の元山 蓮さんは、「コロナで部活の試

「Yamato̲Village̲

ら「ネットワークとインター

大和村診療所（大棚）

２L 階級で藤村秀久さん（大棚在住）。藤

る。もしくは設定を開いて

を読み取る、もしくは設定か

3.

合がなかったり、給食も静かに食べたりと

確認が出てくるのでタップす

ワークを追加」で QR コード

村さんは昨年に続き金賞を受賞されました。

ワークに接続するかどうかの

設定から Wi-Fi の「ネット

大和村産業振興センター（大和浜）

いつもと違う学校生活に戸惑うこともある。

コードにかざすと、ネット

2.

タンカンは好きなので嬉しい。家族で朝食

カメラアプリを起動して QR

アンドロイド

●Android の場合

大和村役場（大和浜）

にしたい」と笑顔を見せていました。

アイフォン
アイフォーン

1.

大和村の美しい自然の中で大切に育まれた

Free Wi-Fi をつなぐ

たんかんを食べて、コロナに負けず元気に

新設 Free Wi-Fi スポット一覧

①実際スマートフォンやタブレット端末に、

●iOS (iPhone など ) の場合

過ごしてほしいものです。

ログイン方法

18

日に役場にて伝達式を行い、村長

・ログイン画面は端末の設定言語（7 カ国対応）で表示されます

２月

アクセスログの記録を行っています

から賞状伝達と記念品贈呈を行いました。

・有害サイトをブロックするフィルタリングや、不正利用を防ぐための

指導農業士でもある藤村さんに高品質なた

せずに使用することができるようになります

んかんを生産するためのアドバイスをたず

・災害時は、役場が災害時モードに切り替えることで、認証手続きを

ねると「技術取得には時間がかかる。畑を

・1 回の認証で 15 分間、再認証すれば何度でも使えます

見てもらいたいという人がいれば見に行き

大和村 Free Wi-Fi の特徴

ますよ。」と心強いお言葉をいただきました。

自然遺産の登録を目前にますます需要が増えていくはずです。

フリーWi-F
Fii

近年では大和村のたんかんの入賞が目立

Free Wi-Fi スポットはオアシスのようなもの。これから世界

っており、農家の皆様の生産努力が実を結

また、国内外の観光客にとって安定した電波が飛んでいる

んでいますね。ありごうとざいます。

インターネット検索での情報収集が可能なのです。

たんかん品評会で W 金賞

時でも、Free Wi-Fi スポットではインターネットを使うこと

での安否確認や、LINE 電話やメッセンジャーなどでの通話、

15t

ほろば館、
市場、ＪＡ、ま
の販売分
ふるさと納税で

選果場で光センサーを使用したものに
はこのシールを貼ることもできます。

り、回線が混雑したりして、携帯電話が長時間使えなくなった
ができます。つまり SNS(Facebook、Instagram、Twittre など )

！

大和村 Free

ワイファイ

特集
2

フリー

今シーズンから
NEW
箱が新しくなりました！

NEW

期間限定生絞りジュース
大和まほろば館で販売中！
広報やまと 3 月号
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シマ
先生の取り組み高評価
令和 2 年奄美教育実践記録で大棚小の玉井
祐介先生が特選を受賞されました。教育実践
記録とは、指導目的や指導の過程での変化等
をまとめたもので、毎年県が募集し審査が行
われています。玉井先生は 4 年連続特選の受
賞で、今年は郷土教育がテーマ。大棚小も取
組が評価され 4 年連続で学校賞を受賞してい
ます。
大棚小では、これまでも地域の方や保護者

右端が玉井先生。大棚小のみんなと。

の協力を得て稲作などの体験を行っていまし
たが、それに加えより深い郷土の理解や郷土
て児童たちの郷土の知識や文化への理解が深
まっていることが見て取れた」と玉井先生。
玉井先生は思勝で生まれ育った大和っ子。
「自分もそうだったように、これからの子ど
もたちの人生において心のよりどころになる
のが故郷だと思う。これからも子どもたちと
んでいきたい」と話していました。

手すき和紙で卒業証書

奄美フォレストポリスの指定管理者が NPO

2 月 16 日、名音小学校において恒例の「手

た

ま

す

法人 TAMASU（代表 中村 修さん）に指定さ

すき和紙による卒業証書づくり」が行われま

れました。

した。これは 6 年生が手作りした和紙を卒業

指定期間は令和 3 年 4 月 1 日から令和 6 年

愛を育む取組が行われました。「1 年間を終え

一緒に郷土教育や楽しい学校づくりに取り組

フォレストポリス新体制

証書にする取組で、
講師は「染織工房花ろまん」

3 月 31 日まで。代表の中村さんは、「奄美フ

を営む安田謙志さんです。今年の卒業生は重

ォレストポリスは国立公園内にあり、自然を

田好華さんただひとり。
「木枠をまっすぐ引き

利用した観光の拠点となる。責任をもって自

上げるのが難しい」とのことでしたが、丁寧

然環境の保全につとめたうえで、観光の活性

に作業を進めていました。好華さんのお母さ

化を図りたい。」と意気込みを見せていまし

んも同小の卒業生。
「他の子どもたちの証書も

た。森林を利用したアクティビティにも期待

自分の物もまだ飾っている。手作りは記念に

しています！

なるからいい」と語っていました。

このか

3 月 10 日、教育長から赤井校長に表彰状が
伝達されました。

子ども議会開催
2 月 22 日、大和村教育委員会では第 8 回大
和村子ども議会を開催しました。子どもたち
に行政や議会の仕組みを知ってもらおうとい
う取組です。村内の小学校 5、６年生 10 名が
議員を努めました。

こうき

議長を務めた福本幸希さん（今里小 5 年）は、
「議長になれてうれしかった。緊張したけど、
しっかり話せてよかった」と話しました。
また議員を務めるお父さんと同じ席に座っ
た勝山洸太郎さん（大棚小 5 年）は、「発言
するのは緊張して怖かった。これを仕事にし
ているお父さんはすごい」と語っていました。
質問では、「遊ぶ場所の整備」や、「人が集
まる施設の建設」、「自然遺産登録に向けて山
や海のゴミを減らす取組」などが上がりまし
た。大和村の自然や文化を継承し、魅力を高
めたいという子どもたちの思いを参考にし、
村政に努めて参ります。
7

広報やまと 3 月号

シマの魅力をマップに
大和村集落まるごと体験協議会が村から委

湯湾岳の登山道 新たに
湯湾岳登山道のボードウォークが補修さ

託を受け、集落看板を製作しています。製作

れ、利用しやすくなりました。今回村が行っ

のために、今回聞き取りを行ったのは湯湾釜、

た補修では、壊れていたロープ柵を補強し、

津名久、思勝、大金久、戸円、今里の６集落

すり減って滑りやすくなっていた階段に滑り

で、感染症対策のため数人のみに集まってい

止めが設置されています。

ただき、名所や史跡、昔の交通手段などを伺

ボードウオークを利用して湯湾岳登山を楽

いました。代表の中村さんは「知っているつ

しんでみませんか。湯湾岳頂上部は国立公園

もりだったが知らないことがたくさんあった。

の特別保護地区で、世界自然遺産候補地です。

それぞれの集落が誇れる看板にしていきたい」

動植物を持ち帰ったり、ゴミを捨てたりしな

と語りました。

いようお願いいたします。

広報やまと 3 月号
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連載 4

高血圧の体験談

私たちの健康

保健福祉課

電話 57-2218

大和村の医療状況と健診結果から、
みなさんと健康について考えていきます。

血管が詰まる病気で亡くなる方が多い大和村。さて今回は、知らないうちに高血
圧になっていた 60 代女性の回復と再発の体験談をお伝えします。高血圧は血管年齢
が高くなっているサインで、脳卒中、心筋梗塞のリスクが高まります。
あなたも気づかないうちに血管が老化しているかも。広報やまと 9 月号に掲載し
た血管年齢チェックテストをチェックしてみては？

●受診し血圧を下げる薬を開始

60 代 女性 A 子さんの場合

●友人と海水プールで水中ウォーキングを開始

高血圧が再発！
主治医と相談し、薬を再開

広報やまと 3 月号

消防団は地域の防災力の要です。長年にわた
り従事された皆さんに感謝いたします。

大島支部長表彰 功績章
第１分団 吉本 弘典さん
大島支部長表彰 15 年勤続章
第２分団 直島 秀治さん

体重も減った
身も心もリフレッシュ」

その後 5 年間は
薬もいらない状態に

「いつのまにか食生活が
元通りに
体重もリバウンド。
コロナ禍でプールも通えず…
」

9

各種の表彰が伝達されました。表彰者は右の

半年後には高血圧が改善。

が！

油断せずに継続することが大事です。

併せて令和 3 年消防表彰伝達式が行われ、

海水プールに通ううちに、

ところ

しまうと再発することもよくあるため、

定した訓練を行いました。

「友人とおしゃべりを楽しみながら

正常値は最高血圧 140 未満、
   最低血圧 90 未満。

病気です。時とともに元の生活に戻って

入団した 10 名の規律訓練のほか、火災を想

鹿児島県知事表彰 10 年勤続
第１分団 元田 豊春さん
第３分団 森田 裕三さん
第３分団 杉島 勇さん

野菜を多目に。

※

度な運動を継続することで改善可能な

団員 47 人）の訓練が行われました。新たに

●食生活を改善。ごはんの量と油ものを控え、

A 子「仕事のストレスが増えていた

生活習慣病は、食生活を見直し、適

鹿児島県消防協会 精績章
第４分団 国副 平剛さん

3 月 7 日、大和村消防団（団長 森田昌敬、

とおりです。自然災害が多発する昨今では、

高血圧の体験談
数年前。頭が重く痛い日が続いて
いたある日、突然鼻血が出たんで
※
す。血圧 を測定すると 150 ～ 160
と高く、病院を受診することに。
普段から週 3 回ウォーキングを
しているから私は健康だと思って
いたけど…。」

地域の安全を守るため

受賞し

広報コンクール入選

た写真

広報やまと 5 月号が、令和２年度鹿児島県
広報コンクールで、昨年に続き広報写真部門
の一枚写真にて入賞しました。
新型コロナウィルスにかかる特別定額給付
金を県内先駆けて支給した際の一枚で、講評

「海水プール、
食生活改善に
再チャレンジ！
今度は油断せず、続けるぞ！」

でも…どんなに気をつけていても思いがけず発症
することだってあります。病気を持っていても日々
の生活をより自分らしく過ごすことが大切です。
困ったことがあればかかりつけ医や保健福祉課、
地域包括支援センターなどへご相談ください。

では「受け取る住民の表情が秀逸。役場職員
との日ごろの信頼関係がうかがえる。」「傍ら
に置かれたマスクがコロナ禍を表している。」
などと評価をいただきました。

村民の皆様には日頃より撮影に
ご協力いただき、ありがとうございます
これからも大和村の良さを内外に発信できる
ように精進してまいりますので、今後ともご
協力をお願いいたします。
広報やまと 3 月号
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まるごと大和村では、現在集落看板の制作を行ってい

Vol. 31

ます。それぞれの集落に歴史があり、誇りがあり、名所

思勝での聞き取り風景

さて、民泊に泊まったことはありますか？

民泊とい

うのは、空いている家や部屋を利用して旅行者に宿泊を
提供することです。日本では人口が減り空き家が増えて
いることから、民泊が注目を集めています。民泊は田舎
にあるイメージかもしれませんが、現在は都市部や観光
地にも一軒家の貸し出しがたくさんあり、数人での滞在
や、小さな子ども連れでの滞在に便利です。また、ホテ

昔ながらの造りが魅力の民泊

ルにはない「その土地に暮らしているような体験」がで
きることが人気です。

まるごと大和村では、地元にお金が落ちる仕組みを作ったり、集落の良さを知
ってもらったりするために民泊を推進しています。大棚にできた「島暮らしの宿
ひさの」は、古い造りを活かした上で、水回りを改修してある良い例です。素泊
まりなので食事の提供は必要なく、オーナーの負担も少なくて済みます。
みなさんも空いている家や部屋があったら、民泊を検討してみませんか。まる
ごと大和村が相談にのりますよ。

然遺産
世界自 ざす
をめ

大和村集落まるごと体験協議会の活動レポート

話いただいた皆様、誠にありがとうございました。

日本一ゆっくりできる
ロングステイの村をめざして

があり、とても面白い内容を伺うことができました。お

文／小川 信

本

村において 4 月 16 日より、高齢者に対するワクチン集団接種が始まります。我が国のワ
クチン接種は当初の予定より遅れています。しかし、欧米諸国の新型コロナによる死亡

者数が我が国より桁違いに多いことを考えると、欧米諸国に優先的にワクチンが供給されたこ
とは人道的に理に叶っていると考えます。
皆さんにお願いがあります。ワクチン接種できるか、
かかりつけ医に相談してください。また、
37.5℃以上の発熱がある人、重い急性疾患（肺炎など）に罹っている人などは受けられません。
副反応については少なくありませんが、アナフィラキ
シーと呼ばれる重い副反応は稀であり、万が一発症した
場合も対処可能ですので、安心して受けてください。
新型コロナワクチンがどのくらいの期間有効かは未
だ分かっていません。6 ヶ月と仮定すると、秋にはもう

第 24 回

文／奄美自然体験活動推進協議会 吉田明美

いきむん マンディ

奄美大島には、方言で「イチュビ」と呼ばれる植
物があります。50 代以上の方にこの植物の話をする

【実】

と「小さい頃よく採ってたよ！」
「美味しかった」な

①リュウキュウイチゴ

どなど話が盛り上がります。昔は子どものおやつと

実は黄色

いう感じで食べていた、あの甘酸っぱい果物、そう、

②リュウキュウバライチゴ

野いちごです！

実は赤色

イチュビはリュウキュウバライチゴ、リュウキュ

③ホウロクイチゴ

ウイチゴ、ホウロクイチゴを指し、身近で採ること

実は赤みがかった
オレンジ色

ができます。3 種の花の開花時期は少しずれますが、

【花】

3 月から 4 月頃まで 3 種の花を一緒に見ることがで
きます。この花をみると私は、花の美しさより、早
く実がならないかな、食べたいなという気持ちのほ
うが大きくなります。実が食べられるのは 4 月中旬
②リュウキュウ
バライチゴ

③ホウロクイチゴ

写真提供：奄美野生生物保護センター

頃から。3 種それぞれ味がちがいますので、
みなさま、
ぜひ食べ比べをしてみてください。

ワクチン接種を
受けて下さい

が、皆で力を合わせて乗り切りましょう。
ワクチン接種についての問合せ

【問合せ先】 0997-57-2828（中村）

これからが楽しみな花

安心して

一度接種が必要となります。大変な時代を生きています

57-2218

持続可能な開発目標の略語。私たちが安定してこの世
界で暮らしていくために 2030 年までに達成すべき目標
のこと。17 の目標と 169 のターゲット（具体的な課題）
がある。2015 年国連サミットで採択。

エスディジーズ

わんきゃの SDGs っちば
3. すべての人に健康と福祉を
世界的な問題だと……

保健福祉課

SDGs

子どもや孫、さらにその先の島人へ、美しい世界をのこすために！

ワキャシマの

①リュウキュウイチゴ

新型コロナウィルスのワクチン接種について

17 のうち 3 つ目のこの目標は、あらゆる年齢のすべての人々に、
生涯にわたる健康的な生活を保証し、幸福度の向上を目指す内容です。

私たちにも身近なターゲットがあります

●赤ちゃんや幼い子どもが、予防できる原因で
命を失うことがないようにする

・麻薬を含む薬物やアルコールなどの乱用を
防ぎ、治療をすすめる

●すべての人が性や子どもを産むことに関して、
保健サービスや教育を受けられるようにする

・非感染症（不健康な食事や運動不足、喫煙、
   飲酒、自殺）の死亡率を減らす

●すべての人が基礎的な保健サービスを受け、
値段が安く、かつ質の高い薬を手に入れ、
予防接種を受けられるようにする
● 2030 年までに、有害な化学物質や、大気・水・
土壌の汚染が原因で起こる死亡や病気を減らす
※本来のターゲットをわかりやすい言葉に代えています。

世界には、基礎的な医療保険サービスが
受けられない人が、世界人口の約半分に
あたる 36 億人もいるのです！

・たばこを規制する条約で決められたことを実現
・道路交通事故による死亡者やけがを
半減させる

世界の医療課題に興味を持ち、
募金などしてみよう！
自分の健康寿命を伸ばす方法を考えて
実行しよう！
出典：unicef、WHO、国際連合広報センター、ＳＤＧｓジャーナル
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●住 民 税 務 課 よ り
●企 画 観 光 課 よ り

【大和村直行バスからお知らせ】
大和村直行バスの村民パスポートを配
精神福祉・療育手帳保持者でパスポート

【奨学金の返済を支援します】
大和村奨学金返済支援制度は、大和村
を利用される方は役場企画観光課までお

期券代を助成しますので、個人負担額は

大和村民の方、大和村ご出身の方には定

午後

【住民票の異動について】
奨学基金（入学準備金、奨学金）の返済

布しています。 歳以上の方、身体障害・

を支援する制度です。進学を支援するこ
越しください。

３月と４月は進学や転勤などで住居
住民票は原則として、実際に居住し
とで、将来の生産年齢世代の人材確保や、
域力の向上を目指しています。

が変わりやすい季節です。
生活している所に定める必要がありま
Ｕターンした若者による集落活性化・地

変わられた場合は、住民票の異動手続
【支援内容】

また、 月より運賃が改定されます。

すので、進学や転勤などでお住まいが
きをお願いいたします。マイナンバー
これまでと変わりません。
詳しくは、大和村企画観光課までお問

①返済支援金の助成
奨学金利用者本人が、１年間返済した

カードをお持ちの方は手続きの際に必
要となりますのでご持参ください。
合せください。       
◆問合せ 企画観光課

のち、年間返済額と同額を支援金として
年１回助成。
電話 ０９９７‐５７‐２117

また、住所が変わると電気・ガス・
インターネット・クレジットカード等
②支援の用件

15

菅野

浩平

9：30 ～ 11：30

ー
22

山口

大観

11：00 ～ 12：00

13：00 ～ 15：30
13

菅野

浩平

ー

13：00 ～ 16：30
20

和田

知彦

9：30 ～ 11：30

ー
広

11：00 ～ 12：00

13：00 ～ 15：30
堂薗

午前
担当弁護士名

10

いろいろなものの住所変更も必要とな

13：00 ～ 16：30

27

大和村に住所を有する者

なお、講習修了後に鹿児島県知事に申

大和村直行バスの高齢者用
村民パスポート券を配布しています。
村内無料、奄美市まで片道一律 500 円で
利用できます。

る場合がありますので忘れずにお手続
【対象とする奨学制度】

請することで職業訓練指導員免許を受け

◆受講料 15600 円（テキスト代込

ー

【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

※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。
）

きを行ってください。

鹿児島県障害者職業能力開発校では、
ることができます。

み）

皆様の調査へのご理解・ご回答をよろ
しくお願いします。
◆問合せ 企画観光課
電話 ０９９７‐５７‐２117

克大

5

大倉
4

大和村奨学基金（入学準備金、奨学金）       

障害者委託訓練生を募集しています。介
◆期日 令和 年 月 日（火）～ 日

◆訓練実施場所 奄美市社会福祉協議会

◆場所 ポリテクセンター鹿児島

◆応募資格 障害をお持ちの方で、早期

□問合せ先 鹿児島県職業能力開発協会

受講資格がありますので、詳しくは、鹿

自己負担）

電話 099 ‐ 226 ‐ 3240

月 日（金）

詳しくは、鹿児島県障害者職業能力開発
校までお問い合わせください。

総務省と経済産業省は、令和３年６月
１日現在で、
「令和３年経済センサス‐

員（職業訓練において訓練を担当する者）

の事業所及び企業が対象になります。

活動調査」を実施します。全国のすべて

年度職業訓練指導員講習（ 時間）を実

鹿児島県職業能力開発協会では令和

【鹿児島県職業能力開発協会よ
りお知らせ】

発校

□問合せ先 鹿児島県障害者職業能力開

【経済センサスに
ご協力ください】

◆募集期間 令和 年 月 日（月）～

の就職や再就職を目指す方や就労支援事

12

感想・ご意見お待ちしています！

〈手続き場所の例〉

労働大臣の指定する講習実施要領により

護サービス科で、介護職員初任者研修を

実施するものです。

受けることができます。
（木）／ 日（火）～ 日（木）

10

児島県職業能力開発協会のホームページ

月 日（火）

8

19

3

電話 0996 ‐４４‐ 2206

3

施します。この講習は、職業訓練指導

48

8
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。

◆問合せ 企画観光課

月～土曜日
9：00 ／ 14：30

住民票異動・水道・国民健康保険等

あまみ FM ディ！ウェイブ

電話 ０９９７‐５７‐２117

77.7MHz

→市役所・役場
新住所へ郵便を転送する場合
→郵便局
電気・ガス・インターネット等
→各事業者
※電気等については、ご契約中の各事
業者にお問い合わせください。

放送中

として必要な能力を付与するため、厚生

リッスントゥーミーひらとみ

◆訓練期間 令和 年 月 日（火）～

【鹿児島県障害者職業能力
開発校よりお知らせ】

広報やまとラジオ便
17

をご覧ください。

6

12

業所等で支援を受けられている方

7

4

◆授業料 無料（教材費 6100 円は

3

3

12
広報やまと 3 月号
広報やまと 3 月号
13

5

28

日

65

10
5

月

無料法律相談のご案内
（奄美法律センター）

知

国立公園内での行為について

こせきの窓
人口
男

～国立公園内での開発行為等については，手続きが必要です～
奄美群島地域は，自然の風景地を保護し，その利用促進を図り，国民・県民の保健・休養・教化に資するとともに，
生物の多様性を確保することを目的とした国立公園を有します。
国立公園内では，優れた風景地を保護するため，自然公園法に基づき，各種開発行為が規制されています。国立公園
内において，次のような開発行為等を行う場合は，事前に国や県への許可申請・届出の手続きが，必要となります。

Happy 1st Birthday

1421 人 （△ 49）
709 人 （△ 9）

女
712 人 （△ 40）
世帯 850 世帯 （△ 19）
2 月 28 日現在
（前年同月比）

おめで

1さ

う
と

Ha

1 さい おめでとう

ストップ
ロードキル

y 1st Birthd
p
p Children are Precious

普
通
地
域

アマミノクロウサギ事故件数
今年 7 件
不明・その他 13 件
2021 年 3 月 8 日現在

野生動物の交通事故防止のため、
アマミノクロウサギ輪禍件数を掲載しています。

生息数が増えており、これまで出没
しなかった道にもいることがあります！
ご注意下さい。

ぎんた

村上  銀 太 さん

・夜間は特にゆっくり運転すること
・県道や国道でも動物が出てくる可能性がある
と思って運転すること

父 京助さん
母 汐里さん（国直）

死体を見つけたらセンターに連絡して下さい。

「たくさん食べてすくすく育ってねー！」

お誕生おめでとう
ございます

え ま

上村 依茉さん

（保護者 拓三・りりあ／湯湾釜）

93 92 89

お悔やみ申し上げます

津村 俊光様（ 歳・津名久）

仁 マスエ様（ 歳・大和浜）

89 79 88

宮田 レイ 様（ 歳・今里）

藤村 クニ子様（ 歳・大棚）

奥田 美穗子様（ 歳・大棚）

78

岩泉 ヨシエ様（ 歳・大金久）

福山 修二様（ 歳・名音）

香典返し
（社会福祉協議会へ）

津村 てる様（故 津村 俊光様）

𠮷岡 栄子様（故 𠮷岡 辰朗様）

里見 美和子様（故 里見 弘壽様）

福山 ナチコ様（故 福山 修二様）

藤村 秀一様（故 藤村 クニ子様）

奥田豊和様（故 奥田 美穗子様）

岩泉 文良様（故 岩泉 ヨシエ様）

齋藤 セキ子様（故 齋藤 晃様）

ふるさと納税
ありがとうございます

名

広報やまと 3 月号

藏滿 逸司 様（沖縄県）

原田 朋和 様（福岡県）

玉城 政和 様（三重県）

河上 真巳 様（鳥取県）

泉 洋太郎 様（東京都）

寄附者様

掲載を希望されない

15

①一定規模以上の工作物の新改増築
（建築物高さ 13m 又は延面積 1000 ㎡，
鉄塔高さ 30m，送水管長さ 70m など）
②鉱物や土石の採取
③広告物の掲出
④土地の形状変更
              など

海
域
公
園
地
区

①工作物の新改増築
②鉱物や土石の採取
③広告物の掲出
④海底の形状変更
⑤物の係留
（以上漁業に必要なもの除く）
⑥海面の埋立・干拓
など

○ 許可申請・届出の手続き
（１） 申請・届出の様式
・様式・必要な添付書類・記載要領については，県のホームページに掲載されています。
  （２） 標準的な処理期間
・通常約１～３か月を必要とします。
（書類に不備があった場合の補正の期間は除く）
  （３） 注意事項
・行為の種類，規模，公園の種類，地種区分の違いにより手続き等に違いがあること，また，行為の場所や内
容によっては，許可ができない場合もあることから，事前に奄美群島国立公園管理事務所，徳之島管理官事
務所又は大島支庁総務企画課若しくは関係市町村役場に御相談ください。
  ・自分の所有地であっても，国立公園内での行為においては，事前に手続きが必要となります。

 ○ 違反行為について
自然公園法の規定に違反しての行為や，無許可での行為等については，罰則が設けられています。

保護者からのコメント

奄美野生生物保護センター
電話 0997-55-8620

34

特
別
保
護
地
区

特別地域の規制に加えて
①木竹の損傷
②木竹の植栽
③家畜放牧
④野外での物の集積・貯蔵
⑤火入れ・たき火
⑥動植物の捕獲殺傷等
⑦落葉・落枝の採取
            など



域

ay

父 晋太朗さん
母 仲子さん（思勝）
保護者からのコメント
「にぃにとねぇねの後を一生懸命追い
かけて元気いっぱい！ たくさん食べ
てもっともっと大きくなぁれ♪」

い

歳おめでとう

1

さ く ま

市 田 朔 真 さん
クロウサギ
横断中

○ 手続きの必要な行為（一例）
第１種 ①工作物（建築物を含む）の新改増築
特別地 ②木竹の伐採
③鉱物や土石の採取
域
第２種 ④広告物の掲出
第２種
⑤野外での物の集積・貯蔵（土石・廃棄
特別
特別地
物等）
地域
域
第３種 ⑥開墾・土地の形状変更
第３種 ⑦屋根・壁面の色彩の変更
特別
特別地 ⑧指定動物の採取      など
地域

国立公園の範囲や区域内での許可申請・届出について，不明な点がありましたら，下記にお問い合わせください。
○お問い合わせ先
・奄美群島国立公園管理事務所（奄美大島・喜界島・与論島） 電話 ０９９７－５５－８６２０
・奄美群島国立公園管理事務所徳之島管理官事務所（徳之島・沖永良部島）
電話 ０９９７－８５－２９１９
・大島支庁総務企画課 商工観光係 電話 ０９９７－５７－７２１５
・行為地の市町村役場
○許可申請書の提出先 行為地の市町村役場
○環境省及び県のホームページ（検索方法）
・環境省ホームページ→日本の国立公園→奄美群島国立公園→概要・計画書
・鹿児島県庁ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ→一般・県民の方々→くらし・環境→自然保護→自然公園→行為許可申請書・届
広報やまと 3 月号

14

写真と

大和村長のフォトダイアリー

共に村
長の活
報告い
動を
たしま
す。

3 月 1 日より、耐震改修工事で生まれ変わっ
た役場庁舎にて業務を開始しています。建物の
耐震補強工事だけでなく、村民の皆様方にとっ
て更に利用しやすい庁舎になればと思い、全体
的な改修も行いました。また、庁舎だけでなく
駐車場や外回りも再整備を行っております。
私たち職員も環境が変わったことで気持ちも
新たにこれまで以上に迅速丁寧に業務に取り組
み、また、執務スペースの見通しもよくなった
ことから来庁者への素早い声かけに努めてまいります。
役場裏手の滝ノ川山にも新緑が芽生える季節となりました。この新緑にも負けないような活
力に満ちた大和村となるよう、新たな庁舎で職員一丸となって取り組んでまいります。どうぞ
皆様のお越しをお待ちしております。

す。
養で
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図書室おすすめの本
●児童書 いくらかな？社会がみえるねだんのはなし

全6巻

1. 自然と生きもののねだん 、2. いのちと福祉のねだん、3. くらしと教育のねだん、
4. スポーツと楽しみのねだん、5. リサイクルと環境の値段、6. 戦争と安全のねだん

大人が読んでもおもしろい、意外と知らない値段のはなし。水道水コップ１杯とペッ
トボトルの比較、国別のファーストフードの値段、スポーツの優勝賞金の比較、宇宙
旅行の値段、原発の後始末にかかる費用、武器や戦争の値段など。
     
菅原由美子 著、藤田千枝 編／大月書店

●一般書 16 万人の脳画像を見てきた脳医学者が教える
「賢い子」に育てる究極のコツ
脳の老化と発達の専門家がつづる「ぐんぐん伸びる子」と「そうでない子」の違いとは。
子どもたちの脳、成績、IQ、遺伝、環境、生活習慣からわかってきたことを、日常の子育てに
活かせるかたちにまとめた一冊。
瀧靖之 著／文響社

4 月より図書室を再開します！
大和村中央公民館（大和村防災センター内）電話 0997-57-2411 利用可能時間：平日 8:00 〜 17:00

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

