
年代 性別 お住まいの地区 立候補者へ聞いてみたいこと

50代 男性 笠利町 環境保護について、市民一体となって取組むべき活動として具体的にどのようなことを想定しますか？

50代 男性 笠利町 地域コミュニティが主役となる共助の時代に向けて、市役所職員の働き方はどのように改革すべきとお考えでしょうか？

40代 男性 名瀬
新型コロナ対策は、「感染拡大防止」と「経済」の両立が重要と考えるが、①現朝山市政がその割合を、何対何であると評価し、②自身
がその割合を、何対何ですすめるか。

60代 男性 住用町
農業政策に対して具体的な方法があるのかどうか、加工センター、缶詰センターとかの余ったダンカンの加工センターがあると捨てている

タンカンもお金になります。

30代 男性 名瀬

・奄美市総合計画が長らく見直されないままハード事業の整備を続けているが、見直す予定があるのか、あるとすれば具体的にどこをどう

するのか。

・朝山市政の評価と当選後に変えないところ、変えたいところ。

・奄美群島の中心としての奄美市の役割をどう考えているか。

・奄美市における今後の福祉政策で、今後維持費が大きな負担になるであろう多世代交流施設等の箱モノ事業を見直すつもりがあるのか。

・今後奄振事業のお金を地域で循環するためにどんな手法を考えているか、現状をどう捉えているか。

30代 男性 名瀬
大手企業（TSUTAYA、FamilyMart、ニシムタ）が参入してきたことによって、地元の小売店の売上が減少、廃業していくことについてど
う考えるか。

40代 男性 名瀬
新しく出来る、パチンコKINGの建設費【立体駐車場も含む】を当選後、金額発表しまか。

60代 男性 名瀬

観光以外の新しい産業についてなにか具体的に考えているか？水産業の今後について具体的になにか考えているか？平均所得を上げる具体

的な対策は考えているか？

奄美にはもう一つ病院が必要と思うか？大学の誘致についてどうおもうか？海砂利採取についてどうおもうか？

40代 女性 名瀬

貧困世帯への政策は考えていますか？

生活保護世帯への自立支援が必要ではないですか？また、安田詞は奄美市議の期間に手を打てなかったのに市長になったらできるのはおか

しくないですか？永井さんのお考えもぜひ、政策について聞きたい。

50代 男性 笠利町

奄美市の

エネルギー政策が

ありますか？

20代 男性 名瀬

それぞれの立候補者が市長になったら、定量的な数字でこれだけ奄美市を良くするということを聞きたいです。

例えば、人口を何名にする、自主財源をこれだけ増やすなど。

ハードやソフトの取り組みを比較するだけではなく、それぞれが掲げる目標の数字をたくさん聞きたい。

50代 男性 その他
奄美の少子高齢化問題を どう お考えでしょうか？奄美のコロナ終息後の景気回復問題？奄美の空き家問題？奄美の移住推進問題？奄美の
雇用促進問題？奄美の台風などの生鮮食品不足問題？以上宜しくお願い致します。

50代 男性 その他 少子高齢化問題  移住推進問題 雇用促進問題 空き家問題  地場産業問題(奄美の地元企業を守る) 奄美の観光産業を  どう発展させていくのか
60代 男性 名瀬 当選したら役所の人事に付いて、どういう方法を取ろうと考えていますか？

40代 男性 その他

奄美群島の一部が世界遺産になり今までにない人数の観光客が来ることが予想されます。

過去、沖縄本島、石垣島をはじめとした八重山諸島、そして宮古島と順々にブームが起きリゾート化されてきました。

次は奄美大島だろうと思われます。

もちろん経済効果は大事なポイントです。

そのチャンスが目前となった今、

世界遺産になったことで守られる部分は多いとは思いますが単なるリゾート地になって行くのか奄美群島の独自の生態系や文化などと共存

する新たな観光地としてアピールしていくのか、奄美群島の将来像をどのように考えているのか聞きたいです。

個人的には改めて奄美群島の魅力を再確認し他と大差ない南国リゾート地にはしてほしくありません。

50代 男性 名瀬

観光客に対し、自然保護区設定して入る際

保護費用負担分の税金を徴収したらいいと思いますがどんな風にに考えてますか？

40代 男性 名瀬 立候補する皆さまは、自民党総裁選挙で誰が良いと思いますか？自民党員の場合は誰に投票しますか？

40代 女性 名瀬 奄美市にとって今1番必要なこと・ものは何だと思いますか？
30代 女性 その他 子育て世代です。少子化のいま今後の子育て世代への支援の取り組みを聞いてみたいです。

30代 男性 その他 コロナ禍で奄美市の経済が不透明になっていますが今後の経済活動をどのような方向で進めていく予定か聞きたいです。

30代 女性 名瀬

奄美市は歩道の街灯が少ないと思います。夏はハブが怖いので電灯を持って夜は歩いてますが街灯を増やすことはできませんか？

夜は街灯がないため人目につきにくいからか朝は歩道にゴミが多く見られます。

街灯があれば、誰かに見られるのではないか？と考えて、不審者やゴミ捨て等の問題も減るかと思います。ご検討ください。

もう一つあるのですが、コロナの影響で飲食店は補助があるが、他の職種の補助が少ないように思います。仕事上、他の業種のお客様と話

すことが多々ありますが、そのような声をよく聞きます。それに対しての何か対策は考えられているのかお伺いしたいです。

40代 女性 名瀬

奄美市をどんな街にしたいのか、

自然遺産の島の一員として

これからの生活様式について

下水道、ゴミ処理、通信設備、交通、etc
どのように先導して行く考えか聞きたいです。

40代 男性 名瀬

経済対策としての考えをお聞かせ下さい。

任期は4年です。
まず経済対策における数値目標を具体的に教えて下さい。例として観光業収入で300億円や平均所得220万円など
そして、その数値目標をいつまでに達成したいのかを教えて下さい。

なるべく任期中に達成出来る数値目標にしてほしいです。

コロナワクチン接種について

異物混入報道がありました。しかし、以前なら体内に入れるものとして接種中止などになっていたと思いますが、打ち続けていることに違

和感があります。異物混入問題があってもワクチン接種推進には賛成ですか？YESかNOでお答え下さい。

以上の二点質問お願いします。



40代 男性 名瀬

鹿児島県HPで開催されている政治団体の安田壮平後援会の令和元年10/17付の収支報告で当時県議だった永井章義さんより10万円の寄付を
受けているのを拝見しました。

http://www.pref.kagoshima.jp/ka01/kensei/senkyo/shikin/documents/84205_20201026145447-1.pdf

寄付をする側、更には寄付をされる側の関係のお二人が今回どちらも譲ることなく市長選挙に望む理由が気になります。

寄付をする側は、当時市議会議員であった安田さんの活動を評価して今後の活躍を期待したからこそ寄付をしたのではないかと憶測しま

す。

寄付をされる側は、信頼おける方から激励のお気持ちだこそ寄付を受け取り、今後の更なる飛躍のために活動しようとしていたのではない

かと憶測します。

信頼関係を感じるお二人が同じタイミングで市長選挙戦に望むことに疑問を感じます。

そこで三つお聞きしてみたいことがあります。

一つ目が、

改めてその当時に寄付をした永井さんの心境と寄付を受けた安田さんの両者の心境を伺いたいです。

二つ目が、

今年の市長選挙を迎えるにあたり、寄付をした方と寄付をされた方の関係であるお二人が立候補することになりそうですが、複雑なお気持

ちではないでしょうか？

両者の率直な今回の選挙戦を迎えるにあたりお気持ちを伺いたいです。

三つ目に、

なぜ信頼関係がある両者が、どちらかを応援しようというお気持ちにはならなかったのかというお気持ちを伺いたいです。

30代 男性 名瀬 奄美市の中心市街地を活性化させるためにどのような施策を考えているのかお聞かせください

40代 男性 その他

2023年は、復帰して70年の節目の年。
奄美群島の中心都市として、他の11町村との連携をどう図っていくのか。
トップリーダー、オピニオンリーダーとしてどのような施策があるのか。

奄美市だけの視点ではなく、群島全体の視点から見た複眼的な視点での考え方を伺いたい。

30代 男性 名瀬
奄美市の観光財源はどのようなものがあると思いますか？

また、それらをどのように活用出来る･したいと思いますか？

30代 男性 名瀬 現在の奄美市の新型コロナウィルス感染対策における施策についての評価と改善点があればお聞かせください。

40代 男性 住用町

コロナ禍での中で、飲食店には補助があるが、

その他の事業にも

今後、助成するなどの考えがあるのか

聞きたいです。

30代 男性 名瀬
世界自然遺産になった奄美大島を今後

市長に当選した際には、方向性をどう考えているのか？

30代 女性 名瀬 雨天時に子供を遊ばせる所が少ないのですが、そのような施設を増やしたりする考えはあるのか？

30代 女性 その他 島民向けのgo to キャンペーンなどの考えは？
30代 女性 名瀬 奄美市の各海岸などにトイレとシャワーなどの設備を配置してほしい！

30代 男性 名瀬 奄美市や奄美群島の人口を増やすアイディアがあるのか

30代 男性 名瀬

標識やカーブミラー等、観光地経路へ増設は考えていないのか。破損のまま放置してたり、ミラーが汚れて見えないなど道に不慣れな人だ

と移動する際に不便ではないか。

観光地案内の看板が、有ることには有るが、通過点には少なく分かりづらい。

コロナ関連で、飲食店への、補助が多いように思いますが、他の業種への、補助は検討していないのか。

本庁舎、先日完成したみたいですが、この大変な状況の中、予算をかけて新築したメリットが分からないので、市民へのメリットをお聞き

したいです。

50代 女性 名瀬
デジタルばっかりではなく

年配の方向けへの対応をお願いしたい。

70代 女性 名瀬 バスの無料化はどうですか？

20代 男性 名瀬 奄美市の今後の教育をどう考えてるのか？

70代 女性 名瀬
奄美市民が憩いができる場をもっとつくってほしい。

ヨーロッパみたいに！

40代 男性 名瀬
自衛隊駐屯地が誘致され、有事に巻き込まれる可能性が増大したといわれておりますが、有事の際の島民が避難する方法等を検討したこと

がありますか？

30代 男性 名瀬 奄美市は色々課題がありますが、市長になったら1番取り組みたい課題は何ですか？
40代 男性 その他 世界自然遺産登録が実現しましたが、市長になれたらどのように活用していきたいと思いますか？

50代 男性 名瀬 コロナ対策の協力金などは、飲食だけではなく観光や他の業種にも出ないのでしょうか？

50代 男性 笠利町 日本全国の問題かもしれませんが、国土防衛の観点からの土地売買規制は、シマでは出来ないのでしょうか？

40代 男性 名瀬
奄美市に収める税金（国民健康保険料など）なんですが、高くないですか？

どうやったら安くなるのでしょうか？

20代 男性 名瀬

単身での安い賃貸物件が少ないのですが、奄美市として、何か方法などは考えているのでしょうか？

このままだと、独り身も含め、龍郷町に引っ越す人が多くなると思います。

市営住宅の増設などは考えていないのでしょうか？

30代 男性 名瀬

市長退職金について、お尋ねしたいです。

退職手当　1期(4年)ごとに1500万超の手当が支給される状況についてどう考えているのか？
個人の見解を教えてください。

【参考】

5　特別職の報酬等の状況　詳細記載
http://www.city.amami.lg.jp/somu/shise/jinji/documents/r2kyuyokohyo_2.pdf

「１期ごとにもらっていいのかと…」　市長、1662万円の退職手当をゼロ提案　鹿児島・志布志
https://news.yahoo.co.jp/articles/55d3958d1d4337dd584b1500d567952400676b3f



30代 男性 名瀬 市長になるにあたってご自身の1番のセールスポイントはなんだと思いますか？
40代 男性 名瀬 埋め立て地を活用するための構想がありますか？

40代 男性 名瀬 埋め立て地が埋まらなかった場合は住宅や球場を作るのどうですか？

30代 女性 名瀬 子供たちが安全に遊べる場所が欲しいです

40代 男性 名瀬

奄美市には医療を扱う部署がありません。コロナ禍でも奄美市の医療行政をコントロールする部署がなく県や医師会、消防や自衛隊などと

縦もしくは横の関係を構築するのに難渋したのではないかと思います。

今後奄美市内に医療行政を行う部門を作るご予定はありますか？

また、ある場合は名瀬保健所や県くらし保健福祉部、県立病院局、奄美海上保安部、事案自衛隊、大島郡医師会、徳洲会などとの関係構築

に耐え得るものとなる予定か？

ない場合は、災害時や今後の危機的な感染症流行期に他組織とどのように関係を構築し効果的な対策を行うつもりか？

40代 男性 名瀬 今後の奄美市にとって、いちばん大切な事をひとつだけあげてください。

70代 男性 その他

　奄美の住用出身で現在神戸在住です。奄美市に非常に苦しい立場に追い込まれている方々がいることを、私の知人から知りました。居場

所づくり支援事業Um＝うむの活動を知れば知るほど、私みたいな年寄りには非常に苦痛に感じます。奄美の事を心の底から愛しているから
です。代表の方からお話を聞くと、大変な活動をしておられます。私はどうして行政当局など、又市会議員さん、県会議員さんなど、色々

な方に相談したの、等話を聞くにつれて、私の心の中でこのままでは自己破産状態になること間違いない。との思いで、代表に、「今され

ているお仕事は、地域みんなで力を合わせてしないと、良かれと思っている事でも、見える化、透明化されていないので、いろんなところ

から誹謗、中傷などの言葉も頂くことになるよ、ちゃんと組織を作って（見える化）（透明化）して活動をしないとね。更に組織化すると

の意味は、法人化することで（見える化）、（透明化）に繋がります。とアドバイスしました。が結局アドバイスで終了するわけにはいか

ず、わたしは、代表に（NPO法人）か（一般社団法人）かに登記した方がいいねと話しました。すると代表は（一般社団法人）に登記した
いと説明してきました。8年も現地の奄美市でこの様な状態が放置されている事には、本当に心が締め付けられる思いがしたので、私は、
「私が、一般社団法人に登記してあげます。」と即答しました。私も72歳になり少しは奄美の役に立てればとのおもいで、「登記費用は全
額私が出します。」言って回答し、現在関係書類を取り揃えて頂いております。口先では何でも言えます。どうして適切なアドバイス、こ

うした方がいいよ、取敢えず組織化しないと。見える化、透明化しないで、このまま放置し活動を継続すれば、先行きいろんな状況に巻き

込まれていくこと間違いと確信します。

　社会福祉は、小さな力を地域全員が力を合わせることで、継続で切ると思います。本当に涙が出ますね。次に、質問です。

　「政治家を目指す方は、自分の家族を犠牲にして、まず先に他人様を（助けるの心）の持ち主でないと不可能であると思います。」

　これに対してご自身はどう思いますか。

　

　ちなみに私の信条は「敬天愛人」、「儲けた金は全て教育に使え」です。少しは奄美の役に立つため、神戸から応援させて頂きます。

50代 男性 笠利町
瀬戸内町の嘉徳海岸工事の件で、色々あるようですが、市長になった場合、市民から反対意見もある工事などは、どう決定するのかを教え

て下さい。

40代 男性 名瀬 コロナ禍に対する支援金をどのようにお考えになっているか、お聞かせください。

30代 男性 名瀬 コロナ禍で飲食業や観光業以外の業種も打撃を受けてるが、何か助成できるアイディアはありますか？

30代 男性 名瀬 市長になられたら奄美市役所の職員に求めるものはなんですか？

30代 女性 その他 各種団体への出向などは考えていませんか？

30代 男性 名瀬 少子化問題についてどのよう考えていますか。市独自の政策または他市町村と連携した政策等は具体的に考えていますか。

40代 男性 名瀬 観光客・Iターン・移住が増えると、住民とのトラブルやゴミの問題が増えると思いますが、何か対策は考えていますか？

40代 男性 名瀬
「市議会議員は選挙前だけ顔を見る」とよく話を聞きます。また、当選直後は、SNSなど書いている方もいますが、長続きしません。その
ような市議会議員をどう思われますか？

40代 男性 名瀬
市議会活動と別にお仕事をしていらっしゃる方がいますが、議員のお仕事は片手間なのでしょうか？一市民としては、市議のお仕事に専念

して頂きたいと思います。そのための議員報酬では無いのでしょうか？

40代 女性 名瀬

①奄美市の人口がもうすぐ老人島になりそうな気がしてならないが、もっと内地からの魅力のある島にできないものだろうか……、②奄美
の物件は日本一高い！！③子供達の遊べるはずの公園が老人達のゲートボール場化してる！！子供を優先にすべきか子供達の遊べる場所を
作れないか！？⓸農業の皆さんにパソコン💻で販売出来る様に教えてみては？？（全国販売出来る事が知らない農業してる御年配の方々が
多いかと思われます）

すみません。質問にならないかと思いますが、見て頂けると嬉しいです。

30代 男性 名瀬 コロナ対策をどのように考えますか？

60代 男性 その他 港町から長浜の渋滞が酷いので、柳町から三儀山に抜けるトンネルを早く作ってください。おがみ山トンネルより先にお願いします。

30代 男性 名瀬 奄美の主要な基幹産業であった本場奄美大島紬が衰退していく一方ですが、奄美市として盛り返していける支援策の案はありますか？

30代 男性 名瀬
現在の奄美市にとって1番取り組まなければならない課題はなんだと思いますか？
また、その課題に対しての解決案はありますか？

70代 女性 名瀬
伝統工芸品である本場奄美大島紬の悲惨な現状をご存知ですか？

将来的に本場奄美大島紬をどういうふうにしていきたいと思ってますか？

50代 男性 名瀬 ご自身を含め、今までの立候補者が打ち出している公約などで、実現できていない事に対し、どう思われますか？

20代 男性 名瀬 雨の日に子供が遊ぶ場所が少ないかと思います。今後、屋内遊具場や屋根付きの公園を計画することは可能でしょうか？

40代 男性 名瀬

ギャンブルは色々なことから寿命を縮めると言われております。

名瀬の新しい土地に、デカデカと新しくパチンコ屋建設されているのはいかがなものですか？

景観的にも良くないと思います。

生活保護受給者がパチンコをしている話も聞きます。

個人的意見は、パチンコ屋いらない。

パチンコする暇があったら、

健康のために運動したり、

勉強のために読書をしたり、

家族と過ごす時間のほうが大切と思います。

そこで、パチンコ屋についてどう思いますか？

40代 男性 名瀬 奄美市民の平均所得を上げる方法はありますか？

40代 男性 名瀬 県議、市議を退いてまで市長を目指すのは何故ですか？

40代 男性 名瀬 奄振について市長になられたらどのように活用していきたいですか？

30代 男性 名瀬

奄美市が定めてる中心市街地エリアでは空き店舗対策として新規にオープンする店舗には家賃半額補助制度がありますが、既存店舗には補

助制度がリフォーム補助くらいしか制度がないのでもっと既存店舗が活用できるような制度を作れませんか？何かアイディアがあればお聞

かせください。

また、補助制度を活用した店舗は補助期間が終了するとほとんどが閉店してます。

税金を投入して助成しているのでその辺の対策をして欲しいです。



30代 男性 名瀬

数年、議員として、町作りに貢献してきたと存じ上げますが、市長になった際には、今まで政策出来なかったことが出来るようになると思

いますが、どのようなビジョンをもってますか？

毎度のようにやれたら良いなぁという夢物語でなく、確実にやってくれる事を伺いたいです。

30代 女性 その他

天城町民です。最近、若者のいじめ・自殺が目立ちます。こういった問題は学校だけではなく教育員会・保護者・市全体で子供たちを守る

対策を真剣に考えていかないといけない問題だと思いますが今後奄美市ではどのような対策や取り組みが必要だと思いますでしょうか？ま

たは市長になった際どのように取り組みたいと考えられていますか？いきなり大きく変えられる問題ではないと思いますが一人一人の考え

方を少しでも変えるためにも、参考までに考えをお聞かせ頂けたら幸いです。

30代 女性 名瀬

奄美は人口が減ってきて、いろんな集落も若い人が少なくなってもうあと何年かしたら集落がなくなるんではないかと思います。伝統的な

行事もいろんなとこから人を集めて、やっと出来ている状態に見えます。仕事がないから…という理由か高校を卒業するとほとんどの人が
島を出る事が当たり前のようになってるように思えます。実際私も島を出て、親の介護のために戻ってきました。それがなければ島には一

生戻る気はなかったです。

賃金の格差が本土とは大違いですが、物価は高くて市民は本当に苦労しているかと思います。楽して暮らしていけるのは公務員だけかと…
これから先、人口の流出をどう抑えていくのかを聞きたいです。

人が少ないと活気がないです。

30代 女性 名瀬
管轄外かもしれませんが、奄美の車道は白線が消えてる、または薄い所が多いです。島に住んでいる私たちも困惑しますが、世界自然遺産

になったら観光客も増えて、レンタカーも増えます。島で安全に運転ができるように、道路の白線を書き直して欲しいです。

30代 女性 その他

Vチューバーをめぐる「全国フェミニスト議員連盟」の抗議というのが最近ニュースで取り上げられ、
「女性蔑視」や「性犯罪の助長」ではなないか。

多様化を目指し、女性の社会進出を目指す社会や女性たちの人権を

逆に潰す可能性に関しての議論などを目にするようになりました。

こういった騒動に関してどのように思いますか。

30代 女性 その他
手入れがされずに利用されていない公園や遊歩道などをもっと気軽に活用できるように整備してほしいです。

そういった利用頻度の少なくなっている施設・公園などの維持についてどう思いますか。

30代 女性 名瀬 奄美市でも富裕層と貧困層の差が開きつつありますが、その差を無くす為にはどのような対策を取られますか？

20代 男性 名瀬 あなたが1番尊敬できる人は誰ですか？理由までお聞かせください
30代 男性 名瀬 朝山市長の前の平田市長から始まった、末広･港区画道路整備事業についての評価と事業を引き継ぐことへの展望を聞きたいです

40代 男性 名瀬
世界自然遺産登録に伴う観光客の増加が見込まれます。そこで飛行機会社を他にも誘致した方が良いと思いますが、そのことについてどう

お考えでしょうか？

40代 女性 名瀬

現行の子どもの医療費の無料は、

①引き続き続けるか
②年齢制限の引き上げや、引き下げはあるか
③現行の窓口で支払い、2ヶ月後に振り込まれる方法ではなく、その場で窓口負担をゼロに出来ないか？

40代 男性 名瀬 当選後のネットでの情報発信は継続されるのですか？

30代 男性 名瀬 奄美市市議会議員の定数についてお聞きします。現在の奄美市の人口に比べて定数が多いと思いますが、ご自身の見解を教えてください。

40代 男性 名瀬

【はじめに】

平成２７年に奄美市立中学校の生徒が担任教員の指導を原因として自殺をした件について、第三者調査委員会の報告結果に対して市教委は

当時の問題点について主体的な検証を果たしていません。また再発防止に向けた取り組みも疎かです。事案の真相を究明した第三者調査委

員会と同様に、再発防止のためには市教委からは独立した市長部局における第三者機関によるチェックが必要だと考えています。

【質問１】

過去の教訓を踏まえて市教委から独立をした第三者機関の設置の要否について市長候補のお考えをお聞かせ頂きたい。

【質問２】

また候補者から見て奄美市教委の改善すべき点を示されたい。そして、その改善すべき点について市長になった際にはどのような取り組み

を果たすのか教えて頂きたい。

30代 男性 名瀬
市長になったら「これだけはやり遂げたい！」というものはありますか？

また、それを実現させるための具体策はありますか？

30代 男性 名瀬 奄美市の雇用者を増やすために内地の企業を誘致する考えなどはありますか？

50代 女性 名瀬

安田さんへ

市議の間に各小、中学校にクーラー設置は

公明党ではありませんか？なぜ安田さんになっているのか教えて頂きたい。

50代 男性 名瀬

・観光と産業についてどのようなお考えをお持ちか。

・中心商店街の将来図が今だ不透明な中、今後どのような形で具体化していくのか。

・不登校児や生活困窮児等の対応

・子育て世代への支援

・世界自然化遺産登録となったこれからのビジョン。


