措置法ができ︑現在の奄美群島振興開
ひと・しごと創生法を重層的に捉えな
がら奄美の持つ優位性を広く国内外に

して同時に︑一昨年制定されたまち・

〜奄美群島を舞台とする教育、研究を通じて地域貢献を目指す〜

前田 芳實
市長

学長

鹿児島大学

毅

朝山

美群島拠点の取り組みと成果につい
てお伺いするため︑前田芳實学長と朝

司会 本日は鹿児島大学の教育研究お
よび社会貢献活動︑とりわけ本学の奄
た︑地域ニーズに応じた社会人教育や
地域連携の推進︑さらに︑機能強化に

する地域人材育成の強化︑大学の強み
と特色を活かした学術研究の推進︑ま

奄 美 市

山毅奄美市長にお越しいただいていま
す︒大学と地域の関係や地域が大学に

司会 朝山市長から奄美市や奄美大

に地域貢献を展開していきたいと思い
ます︒

南北600㎞を鹿児島大学のキャンパ
スとして位置付け︑教育・研究ならび

向けた教育研究組織体制の整備などを
挙げています︒
とりわけ鹿児島は︑南北600㎞の
広い海域・地域を有しますので︑この

期待することなど︑忌憚のないお話を
伺えればと考えています︒
まず本学の将来像について︑第
期中期目標・中期計画との関連を踏
まえて前田学長から説明をいただけ
ますか？

鹿児島大学の将来像
島︑奄美群島全体の状況についてお話
しいただければと思います︒

年度か

前田 鹿児島大学は︑平成

とすること︑期待すること︑そしてど
うしても達成したいことを考えると︑

奄美群島有人 島︑大きくは 島の
人々が︑特に奄美の今後について目標

という奄美群島成長戦略ビジョンを
策定しました︒

が 一 丸 と な っ て 奄 美 の 経 済︑ 文 化︑
自然︑産業をしっかり整えていこう

一昨年︑改正奄振法が制定されま
したが︑この中で奄美群島 市町村

地域課題への取り組み

しているところです︒

で す︒ ま た 実 際︑ そ う い う 形 で 今︑
奄美は躍動しつつあると︑一面自負

と奄美の有効な資産︑資源として活
用し︑経済活性化の一助にすること

生まれてきた八月踊りや島唄などの
特異な文化︑芸能︒これをしっかり

り︑残してくださった自然︑自然の
中から生まれた生活︑生活の中から

PR していくことです︒
それは︑とりもなおさず先人が作

れから地元就職の促進などをこの中で
進めたいと思っています︒インターン

で︑地域貢献マインドを持った学生を
ぜひ奄美にも送り込みたいと思ってい
ます︒
それから大学による地域創生推進事
業︑これは COC+︵プラス︶とい
う事業ですが︑これについても鹿児島
大学は採択されています︒学生のイン
ターンシップ︑就職支援策の拡充︑そ

シップや就職支援という面でも︑奄美
群島を視野に入れた学生の支援に力を

朝山 奄美群島は昭和 ︵1953︶

奄美群島の状況

3

ら平成 年度までの第 期に︑地域
貢献型の大学として機能を強化して︑
南九州及び南西諸島域の﹁地域活性
化の中核的拠点﹂としての大学を目

やはり奄美が経済的に自立していくた
めには航空運賃︑航路運賃︑そして農

注いでいきたいと思っています︒

年 月 日に日本に復帰しました︒そ
の翌年︑議員立法で奄美群島復興特別

して私どもが合併する直前の平成 年
月 日には奄美市︵当時の名瀬市︶
と︑また合併後の平成 年 月には奄
美群島広域事務組合と包括連携協定を

18

指します︒
具体的には︑グローバルな視点を有

産物等を内地や都会に輸送する輸送コ
ストを改善していかないことには︑奄

前田 今︑奄美群島の発展に対する
非常に熱い思いをお聞かせいただき

地域と大学の関わり

結んでいただきました︒そして昨年の
月には国際島嶼教育研究センター奄

11

鹿児島県特有の地域課題について︑地
域防災・医療︑観光・国際事業︑エネ
ルギー︑農林畜産︑水産といった部会
を作り︑自治体や産業界からの相談に
対応できる体制をとっています︒
また教育面では地域マインドを備え

美群島の自立的経済発展にはつながっ
ていかない︑また時間がかかるという

まして︑鹿児島の素晴らしい宝が眠っ
ているこの島々を︑鹿児島大学とし

た人材養成のプログラムも準備してお
り︑その中には︑奄美地域の発展に向

ことで︑奄美群島成長戦略ビジョンを
策定したわけです︒

けての教育プログラムも大学として整
えつつあるところです︒そういう意味

これにより︑LCC︵格安航空会社︶
が就航し︑また定期便も格安割引が導
入され︑運賃低減化が実現しました︒
こうした状況において奄美が自立し
ていくための今後の方策としては︑現

28

26

3

朝山 われわれは今日に至るまで︑島
嶼という環境においては人的資産の蓄
えが最も肝要なことと位置付けてきま
した︒鹿児島大学には平成 年に奄美
に大学院人文社会科学研究科のサテラ
イト教室を作っていただきました︒そ

25

13

33

ても︑大いに発展させる方向で︑全
学を挙げて協力していければと思っ
ております︒
鹿児島大学は︑文部科学省の平成
年度﹁地︵知︶の拠点整備事業﹂い
わゆる COC 事業に採択され︑かご
しま COC センターを設置しました︒

12

3

司会 一方で大学も奄美群島地域に
は大変恩恵を受けている部分があり
ますね︒

美の人的資産︑人材育成にとって大変
重要なことであると考えているところ
です︒

し自立していかなければならない︒そ
ういう意味で連携を深めることは︑奄

奄美の現状について客観的観点から教
えていただきながら︑われわれも自覚

やはり︑知的資産︑地域を育んでい
ただいている鹿児島大学の皆さまに︑

について職員と一緒になって頑張っ
てくださいました︒

域おこし連携事業﹂に来てくださり︑
観光︑地域の産業︑文化︑福祉など

さんが︑一昨年は二人︑昨年は一人︑
私どもの地域の事業として﹁知の地

人的資産に関連しますが︑鹿児島
大学からのインターンシップの学生

とより︑住民も鹿児島大学を身近に感
じています︒

美分室を設置していただきました︒こ
うした連携を通して︑私ども行政はも

4

特集
南九州及び南西諸島域の
「地域活性化の中核的拠点」
として
発特別措置法︵奄振法︶に至るまでお
よそ 年を経過しています︒

28

16

5

行奄振法を有効に活用しながら︑より
多くの人々にご来島いただくこと︑そ

26

8

12
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南九州及び南西諸島域の
「地域活性化の中核的拠点」
として
特集

水産物を生産していますので︑その第
次産業化をどうしたらいいのか︑食

具体的に進めているところです︒特に︑
鹿児島県は全国でも非常に優れた農林

いる知的な力をどう活用し︑どういう
形で協力を進めるかという連携の話も

地域おこしについても︑お互いに連
絡を取りながら︑鹿児島大学が持って

というお願いをしています︒

件がある程度フラットになって遜色の
ない環境になっている︒

習が生まれた︒そういうものが今日に
至り︑道路環境︑情報などすべての条

り︑そこに生活が育まれて︑そこから
それぞれ異なる文化や言語︑風習︑慣

です︒多種多様な動植物が育つ山を中
心にしながら︑それぞれの集落があ

文化︑芸能︑伝統を形成してきたわけ

す︒北の大島本島笠利地域と南の与論
地域とでは慣習︑言語︑風習は全く違

違い︑慣習が違い︑大きく言えば文化
的な要素もそれぞれ違うという状況で

島は有人 島︑大きく分けて つの島
から成っていますが︑それぞれ言語が

に知的資産をお貸しいただきたいとい
うことに尽きると思います︒奄美群

朝山 先程も申し上げましたが︑地域

司会 奄美群島の自治体として何か期
待することはありますか？

もぜひ協力できればと考えています︒

ういうふうに全国に発信できるかとい
う話も伺っていますので︑大学として

品加工技術をどうしたらいいのか︑ま
た地域で眠っている伝統的な食材をど

まして頼もしい限りですが︑その職
員が中核をなし︑過去︑現在︑未来

その中で鹿児島大学の OB・OG さ
んが我が市の職員に 名くらいおり

有効に生かし得る組織︑あるいは仕
事 が 少 な い と い う 状 況 に あ り ま す︒

成ということが必要になってきます︒
残念ながら奄美は仕事の場やそれを

た時期のような気がしています︒
そのためにも︑人的資産︑人材育

つつ︑腰を据えて次の時代に飛躍する
基礎を作らなければいけない︒そうし

ムの情報が時間的な短縮も含めて実現
している時代です︒文化や歴史を守り

あるのではないかと思います︒北海道
も奄美も沖縄も遜色なく︑リアルタイ

しさを知り︑現状を踏まえて将来の進
路を考える︑いわば岐路という位置に

ここにおいて今ようやく私どもは来
し方を振り返ってみて︑先人の素晴ら

前田 そうですね︒今︑お話がありま
したように︑この南北600㎞の鹿児

今︑学長として︑県下全域の 市
町村を訪問して︑各自治体の首長さ

うわけです︒奄美の来し方400年は
沖縄の世200年︑薩摩の世200年
をしっかり見据えながら︑企画︑立
案の仕事などに取り組んでいるとこ
ろです︒

もありますし︑その長い歴史の中で培
われた文化を︑大学としても大切にし
ながら教育︑研究に力を注ぎたいとい
う思いがあります︒

地域に鹿児島大学としてどういうお
手伝いができるのか︑というところ
を伺っています︒特に︑地域医療の
問 題︑ 過 疎 地 に お け る 教 育 の 問 題
です︒鹿児島大学からは︑それぞれ
の地域で学生の教育の場としてイン
ターンシップをさせていただきたい

前田 鹿児島大学は︑総合大学の特
色を生かして つの大きなプロジェ
クトを進めています︒島嶼︑生物多
様性などを含む環境︑食と健康︑水︑
エネルギーです︒この つのプロジェ
クトは部局の枠を超えた全学的な研
究活動で︑鹿児島県全体の課題であ
るとともに︑全人類的な課題にもなっ
ています︒
奄美群島についてもオール鹿大によ

がら︑その中においてオンリーワンな

奄美群島拠点の意義と役割
司会 本学は地域活性化の中核拠点と
して奄美群島拠点を新たに整備して︑
昨年︑国際島嶼教育研究センター奄美
分室ができました︒
前田 これは︑鹿児島大学の奄美群島
の教育︑研究の拠点として位置付ける
ということで︑昨年 月に開設いたし
ました︒奄美には素晴らしい自然をは
じめ︑文化の多様性︑それから伝統的
産業があります︒そういうものを土台
にしながら︑鹿児島大学として︑新し
い社会の構築に向けた研究︑教育の場
として奄美拠点を位置付けたいと考え
ています︒これから大学としても人的
配置を拡充して︑研究テーマも体系的
に整えて︑市民の皆様とともに奄美群
島拠点を育てていけたらと思っている
ところです︒
＊
＊
合先生︑ 髙
宮
朝山 奄美分室では 河
先生を中心にして︑この 年間で約

のシンポジウムや会合を開いていただ
きました︒奄美の自然遺産や環境問題
について︑住民の皆さんや子供たちに
広く分かりやすく講義してくださって
いますので︑私自身もありがたく思っ
ています︒

です︒

を結んだのですから︑それをいかに実
のあるものにしていくかが重要なので

は大変ありがたいことです︒せっかく
鹿児島大学とこのような包括連携協定

り上げています︒

朝山 食については奄美の素朴なもの
が逆に︑東京へ行っても珍しがられて

はないかと思っています︒
奄美市には県立高校が 校あります

ています︒
今後は新鮮で良質な素材に高付加価

います︒長命草やアザミにしても︑私
が子供の頃は浜に行けば蹴散らして︑

が︑毎年400名くらいの生徒のほと
んどが進学︑あるいは就職していく︒

朝山 鹿児島大学の人的資産の育成︑
そして地域貢献など︑私どもにとって

食べもしなかったものです︒そういう
私どもが知らなかった︑知りえなかっ

帰ってくる方は︑生産年齢層の ︑
歳くらいから 代の間の 〜 名︒最

終的に300名くらいが減っている︒
市の人口も合併して 万 千人だった
のが今 万 千人︒ 千人くらい減っ
たということなんです︒そういう実態
が 市町村全てにある︒そうした意味
で奄美大島 市町村は名瀬を中心とし

前田 これは鹿児島大学と奄美群島
広域事務組合との包括連携協定の下
で︑鹿児島大学の知的資源を奄美群
島の発展と振興に役立てることを目
的としています︒主な連携項目とし
て︑ 新 産 業 創 出︑ 基 層 産 業 の 振 興︑
人材の育成︑地域防災対策などを取

広域事務組合との包括連携協定が締結
されたところですね︒

司会 自治体との協力︑連携として
は︑先程お話にもありました奄美群島

の村が︑どこの町が︑と競争ばかりし
ていたのではいけない︒お互い共通の
理念をもって︑お互い補完し合いなが
らやっていこうではないか︑というこ
とで︑奄美大島 市町村が奄美大島総
合戦略会議を立ち上げ︑それについて
奄振法を生かしながら︑新しい地方創
生法案を重層的に捕まえて広域的に事

のです︒
体力の弱いわれわれ自治体が︑どこ

て︑交通事情︑情報の状況︑生活環境︑
仕事の環境をほとんど共有する域圏な

奄美群島広域事務組合との
連携協定

し︑宝として顕在化しつつあるのでは
ないかと思います︒

たことを学術的︑専門的に教えていた
だくことが一つ一つの支援になります

値をつけて︑新しい食産業を展開する
ことが重要になってくるとの考えから

＊鹿児島大学国際島嶼教育センター 河合渓
教授・髙宮広土教授

20
6

る総合的な調査・研究体制を強化し
て︑地域との共同研究・共同事業に取
り組んでいるところです︒研究会やシ
ンポジウムには︑国際島嶼教育研究セ
ンターの教員をはじめ︑法文学部︑水
産学部︑農学部︑理工学研究科︑総合
研究博物館など各学部の教員が参加し
ています︒
のではないかと思います︒
それから﹃鹿児島の食環境と健康
食材﹄ですが︑南北600㎞にまた
がる鹿児島には︑他の地域にない素
晴らしい食材があるということを紹
介しています︒
食の面では︑食と健康の研究チーム

2

島県全域は︑非常に生物の多様性に富
んで︑文化︑芸能などの面での多様性

んから直にお話を聞かせていただき︑
鹿児島大学への期待︑とりわけその

と言われています︒沖縄の文化や慣習
も︑鹿児島の慣習や文化も取り入れな

市民向けの「奄美の生物多様性観察会」の様子

が︑鹿児島の﹁黒膳﹂を開発しまし
た︒黒豚や黒毛和牛︑黒酢︑黒糖など︑

25

70

3

60

9

5

4

6 4

奄美の高倉（鹿児島大学 郡元キャンパスに再建）

今年︑その研究成果の一部が﹃奄美
群島の生物多様性﹄
︑
﹃鹿児島の島々﹄
それから﹃鹿児島の食環境と健康食
材﹄という本にまとめられました︒
﹃奄美群島の生物多様性﹄は︑奄美
固有の生物層を扱っており︑これから
の世界自然遺産登録に向けて研究面か
らのサポートになるのではないかと期
待しています︒
また﹃鹿児島の島々﹄は奄美群島だ
けではなく鹿児島の の有人離島を中
心に幅広くまとめていますが︑このよ

3

5

8

高い機能性を持つ﹁黒﹂食材で構成さ
れた食材を持って﹁黒膳﹂というお弁
当︑お膳をこしらえる提案をしており

60

5

6

ます︒これには奄美の食材も取り入れ

40

43

うに島を対象とした地域の学術研究の
取りまとめは︑全国でも非常に珍しい

4

5

28

12

5
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〜奄美群島を舞台とする教育、研究を通じて地域貢献を目指す〜

南九州及び南西諸島域の
「地域活性化の中核的拠点」
として
特集

かして︑と言いながら︑ヒト・モノ・
カネ︑資源が乏しいわれわれです︒カ

業を申請したところ︑国から多くの事
業に理解をいただきました︒地域を生

司会 人材が流出しているんですね︒

に入っております︒それでも伊仙町に
おいても人口が減っています︒

泊町︑奄美市︑龍郷町が100位以内

ており︑さらに瀬戸内町︑喜界町︑和

ネは生めないが人的資産は作っていけ
るかもしれない︒ですから︑モノとい
朝山 そういうことだと思います︒や
はり人口が自然減しているというメカ
ニズムをいかにするかということは︑

う資産︑カネという資産はないけど︑
人的資産は作っていけるのではない
か︒そういうことを目指してやってい
きたいと思います︒

思いますが︑地域の高齢者が作った野
菜を軽トラックで集めて回って︑名瀬

ジネスも可能なのではないかと思いま
す︒宇検村かどこかの若い人だったと

前田 奄美もこれから高齢化が進みま
すが︑高齢の方を対象にした新しいビ

は奄美 市町村のほとんどが全国の
100傑に入っています︒ 位が伊仙

には ％︑ ％くらいのところもある
と思います︒一方︑合計特殊出生率で

奄美市においては低い方ですが︑ ％
を超えています︒ 人に 人は 歳以

弱︑およそ半減しました︒もちろん少
子化︑高齢化しています︒高齢化率は

朝山 奄美が日本復帰した頃は人口
万と言われていました︒現在は 万

かがでしょうか？

司会 少子高齢化︑過疎化は全国的な
問題だと思いますが︑奄美の状況はい

た人たちです︒地元にいるとあまり意
識がなくて︑触発されて気づいたとい

ことと考えていましたが︑それを企業
化して仕事にしているのは都会から来

す︒奄美はマリンスポーツが盛んにな
りました︒われわれはもともと当然の

朝山 それは本当に大事なことなんで

ミュニティを作り出していくという
ことです︒

で︑地域にある資源や素材で自ら何
かを作り出す︑という意識がしっか

前田 そうですね︒やはり若い人が
地域に残るということは大事なこと

ていくと思います︒

場づくり︑雇用の場を作っていくこと
がそれらを解消する大きな要因になっ

これらが行政の大きな課題になってい
くと思います︒そのためには︑仕事の

ていると思います︒待機児童対策︑少
子化対策︑高齢化対策を含め︑今後は

祉行政の量も質も高まってきつつあり
ますし︑自治体の体力がそこで問われ

することが決して悪いことだとは思い
ませんが︑その中でこれまでになく福

高齢化していることも事実ですし︑少
子化していることも事実です︒高齢化

す︒こういう状況を一つの現実として
捉えてやっていかなければならない︒

前田 実は私の青春時代︑大学時代の
スタートは奄美群島にあるのではな

していただきたいと思います︒

て︑ぜひとも先人に倣った活躍をして
いただき︑連綿と続く人的資産を維持

島県下の行財政すべてにおいて中核を
成す人材を輩出している総合大学とし

OB・OG が奄美市役所の核を成し
て︑中心的存在になっています︒鹿児

原点は七高の校歌でした︒そういう
中で誰もが憧れた旧制七高です︒その

育成することが︑これからの大学教育
には求められると思います︒

なく︑小さなことでもいいので︑何か
自分から雇用を作っていくという人を

すということが大切だと思います︒そ
こに雇用があるから住むというのでは

というか︑自ら進んで何かを作り出す
という姿勢を持った人を地域に送り出

なマインドを持った人を育てること
が非常に大切だと思います︒
これからの地域創生に向けた大学の
人材づくりは︑やはりそういう応用力

ジネスを起こす︑あるいは新しい地
域社会を作る材料にするというよう

うのではなく︑育った場所に昔から
ある良い資源を元に︑何か新しいビ

く と い う こ と が 大 事 だ と 思 い ま す︒
そこに仕事があるから就職するとい

り根付いた人がその地域に帰ってい

かり体験してもらいたいと思っていま
す︒奄美がそのような体験学習の場を

美に対しては大変親しみを抱いていま
す︒学生たちにはやはり現場をしっ

では一生の宝だったなと思います︒奄
美は私の青春の原点と思っており︑奄

やはり現場に出て汗水垂らして働く
ということは大切なことで︑ある意味

勉強して︑農学部の私としては大変た
めになりました︒

100m くらい続く畝を作ったんで
す︒そこで農業とはどういうものかを

かしてちょっとした発想で何かでき
ないかを考える︑そういう人が増え

れほど大きな雇用は生み出せない限
られたパイですので︑自然環境を生

していただければと思います︒役所
や農協︑漁協などもありますが︑そ

そういう資金循環が起こる︒そうい
う視点で︑高度な技術や学問を生か

地域が求められるのではないか︑とあ
る面では思います︒
自然が一つの観光資源となり︑よ
り多くの皆さんの雇用の場にもなり︑

する︑またそのような環境づくりや︑
そういうアクションを起こせるような

経験を持った若い人であれば︑新しい
企業を起こす︑起業へのチャレンジを

的に︑仕事があるから就職するという
ことではなく︑それだけ高邁な知識と

朝山 まさにおっしゃる通りで︑受動

仕事づくり︑雇用の場づくり︑まちづ
くりというまさに地方創生の原点で

の市場に持って行って売ってあげる︑
そして売った収益を生産者のおじい
う面がありました︒都会から来た人の
方がむしろマリンスポーツの穴場やポ

少子高齢化︑過疎化に向けて
〜発想力と応用力〜

ちゃん︑おばあちゃんの郵便口座に振
り込む︑という仕組みを作っている若

鹿児島大学の学生たちに提供していた
だけたらと希望しています︒

12

25

上の年齢構成になっている︒他の市町
村に行くともっと高い︒ 市町村の中

65

町の ・ ︒ ︑ 番目に徳之島町︑
天城町︒この 町は全国で 位に入っ

てほしいと思います︒

徳之島の辺土野という集落にサトウキ
ビの栽培の実習で 週間ほど滞在した

います︒近隣の人はみんな同じ野菜
を作っているので売り先がない︒そこ

朝山 小さな集落で︑庭で野菜を作っ
ているおじいちゃん︑おばあちゃんが

ジネスモデルかもしれません︒

鹿児島大学の学生への期待

ご協力をお願いしたいと思います︒

は︑いまだかつてなかったことですの
で︑世界自然遺産登録へ向けてもぜひ

てくるはずです︒これほど奄美がメ
ディアや多くの人々に注目されること

の確保︑資金の循環︑所得の向上︑安
定・安心な生活環境づくりにつながっ

そして ㎝ ほど赤土を掘り起こして

ことがありました︒ちょうど今頃の炎
天の中でサトウキビを ㎝ ほど切る︑

る若者が育っているということでもあ
ります︒高齢化社会の一つの新しいビ

で︑野菜を回収して回る︑少量でもい
いんです︒それを中央市場の職員が買

司会 最後に︑朝山市長から鹿児島大
学の学生に対する期待をあらためてお
願いします︒

い取る︒おじいちゃん︑おばあちゃん
の生きがいになりますね︒
司会 それが︑今お二人が言われた応
用力︑発想力ですね︒

司会 中島大輔

鹿児島大学 学長補佐︵広報担当︶

前田学長︑ありがとうございました︒

司会 本日はお忙しい中︑朝山市長︑

いかと今振り返ってみてそう思いま
す︒というのは︑大学 年の夏休み︑

1

1

10

朝山 鹿児島大学は旧制七高です︒私
は大島高校の寮にいましたが︑寮歌の

拓殖大学商学部卒業
笠利町長（〜平成18年3月19日）
奄美市助役
奄美市副市長（〜平成20年4月30日）
奄美市長（〜現在）
昭和44年 3月
平成 6年12月24日
平成18年 6月 3日
平成19年 4月 1日
平成21年12月 1日

ば︑トータルしてそれぞれのエリア︑
地域で新しい仕事を起こし︑働く場所

イントをよく知っています︒
そういうことを自覚し︑認識すれ

昭和44年 3月 鹿児島大学大学院農学研究科修了
（昭和52年3月 農学博士取得（九州大学）
）
鹿児島大学助手農学部
平成 6年 7月 鹿児島大学教授農学部（〜平成21年3月）
平成21年 4月 国立大学法人鹿児島大学理事（〜平成25年3月）
平成25年 4月 国立大学法人鹿児島大学長（〜現在）

者がいました︒これは高齢者の喜びに
も通じますし︑またそういう人を支え

前田芳實（まえだ よしざね）鹿児島大学長
朝山 毅（あさやま つよし）奄美市長

1

10

50

3 5

12

4

23

前田 その環境︑その場に合った具
体的なものを使って新しい何か︑コ

30

30

3

2

12

81

40
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