
「島っちゅ交流会」ディスカッション 意見一覧 

テーブル A 

テーマ：島に人を呼ぶにはどうしたら良いか？ 

現状・問題 対策 

・東京～奄美の航空運賃よりも鹿児島～奄美の 

航空運賃が高い 

・バニラエアをなんとしても引き止めが必要 

・交通アクセスの改善 

・交通手段（島外）の強化 

・大阪、名古屋、福岡、那覇、シンガ、タイ、台湾 

 からの LCC も飛ばす 

・奄美諸島内の運賃が高いので、離島間の交流が少な

い。 

・まとまった休みが取りづらいので、計画できない 

・奄美大島がどんな所か内地の人が知らない 

 （すごい田舎だと思っている） 

 場所も知らない人も多い 

・情報が外部に伝わっていない 

 （お店の情報など） 

・客より出身者に帰ってきてほしい 

・夏は海があるのに、冬のイベントや呼び込む材料 

 が無い 

・オフシーズンは諦めモード 

・うまい飯がすくない 

・サービスが悪い 

・呼びたい人、そうでない人が別れている 

・ 

・島内バス乗り放題１日１０００円 

・離島～奄美に高速船、片道３０００円希望 

・働き口の確保 

・ショッピングの楽しみ開発 

・奄振予算の裁量権を鹿児島ではなく、奄美で決められ

たら成功する！ 

・消費税免税特区にすれば人が来て消費しますよ！ 

・JAL よりバニラに多くの補助金を出した方がよい 

・奄美の良いとこ、自然の美しさアピール 

 （希少生物、固有性、大島紬など） 

・名所、名物をもっとアピールする 

（住んでいる人しか知らない穴場など） 

・レジャースポットをつくる 

 雨が多い奄美 雨でも楽しめるような 

・商店街に力をいれる。ここにいけば、ある程度物が 

 揃うくらいの 

・客船が来た際等に海外の方が泊まりたいと思う奄美 

 ならではの施設。（高級でなくてもいい、古民家的な） 

・世界自然遺産への登録を全島民あげてする 

・体験型宿泊施設（海だけでなく、山、文化、サトウキ

ビ農家体験）の設置 

・航空運賃の値下げが不可ならば、ここに泊まれば、 

 ここでの体験をすればキャッシュバックする的な 

・空港内で楽しめるもの ショッピングや食事 

・貸切海水浴場  

・天然記念動物園 

・島からの情報発信 

・全海岸を保護管理する 

・枝手久島まるごと開発 

・オールインクルーシブ 

・世界の高級リゾートを参考にする 

・１日数組限定最高級おもてなし宿泊施設 

・新しい材料を探すより、今ある材料を磨いて 

 スタンダードにする 

・天国のような島にする（人、物、環境全て） 

・島の楽しみ方の開発 オフシーズンも含めて 

 



テーブル B 

テーマ：島に人を呼ぶにはどうしたら良いか？ 

現状・問題 対策 

・娯楽が少ない 

・商業施設が少ない 

・見るところ（観光が少ない）屋久杉のような・・ 

・島に住む若者がもっと奄美のことを良く知って 

 アピールしていけたら 

・仕事が限られている 

・給料が安い 

・旅費（東京～沖縄は安く、東京～奄美は高い） 

・商売っ気がない 

・本土の人達にあまり知られていない 

・奄美が１番と言われるインパクトのある物が少ない 

・意外にサービス力がない 

・島内での移動が不便（車以外少ない） 

・パックツアー善し悪しがある単品で来た方が 

 本当の島の良さを知ってもらえる 

・ソフトは OK。ハードは NG（ホテル、住居システ

ム） 

・ネットでの情報が分かりづらいものが多い。 

・海や山をもっとアピールする 

・お店を増やす 

・一番は奄美の若者が島を心から愛し、誇りに思って 

 いない 

・起業支援（公的な）の窓口が問題有り。  

 助けになっていない 

 

【旅費が高い】 

・バニラエアのように東京以外も LCC が就航したら 

いいのに 

・バニラの成功にかかっている。JAL のサービスが 

 変わる 

・旅行客を増やして旅費を下げる 

・観光関係先への補助 

・乗客が増えれば回転率が上がり単価が下がる 

・安い航空会社の参入による競争 

・島人もなるべく外にでてエアの搭乗率を上げる 

・ポイント制を設けてマイルに換える！？ 

・離島割引の拡充（福岡、伊丹、羽田） 

【仕事がない（少ない）】 

・少子高齢化が進み農業を受け継ぐ若者が少ない。 

 外国人のファームステイの受入をする。 

・物価は変わらない。むしろ高いので給料を上げる 

・奄美の特産品の開発とクオリティと宣伝力を企業が 

 もっと若者を雇用して大きくなれば 

・企業誘致 

・大島紬の復活 

・起業家を育てる 

・島外からの I・U ターン者への支援 

・起業しやすい環境をつくり、会社の数自体を増加させ

る 

・黒糖だけでなく、海産物等の特産品をつくる 

・競争相手のいない基幹産業をつくる（紬の復活等） 

・情報の一元化 

・交流する場をもっと増やす 

 



テーブル C 

テーマ：島人が島で消費(お金を使う)するには？ 

現状・問題 対策 

・収入が低いので、買いたい物が買えない 

・商店街がスカスカになってきていて、魅力がうすれ

ている 

・価値がわからない（うすい） 

・ネットショッピングを優先してしまう 

・ついついネットで買い物をする 

・商品を購入する際、通販を使うことが多い 

・とにかく物価が高い。通販に頼ってしまう 

・高齢者が多く、年金のみの収入力で、所得が低い 

 日常生活品は売れるが高額商品の売上げは低い 

・お仕事、お給料がそこまで多くないのに、商品価格

が安くない。イコール購入に繋がりにくい 

・田舎の集落 商店が１件もないところが増えてい 

る（買いたくても買えない） 

・そもそも島で物を作っているのが少ない 

 欲しい物がない 

・一次産業が少ない（肉・野菜・米など） 

・ネットで都会の情報がどんどん入るので、タイム 

ラグや価格差が気になり、ネットで買ってしまう 

・島内・島外で同じ商品が売っていても、運賃がかか

ってしまうので、価格が高い 

・良い量の島の物が少ない（パッケージ） 

・買いたいものの選択肢が少ない 

・流行のものが販売されるのが遅い 

・島で買うと人とかぶってしまう 

・地場の物が高い 

・旅行の時に買い物をしてしまう 

 

 

・価格の見直しとコストダウンの戦略 

 同業種の連携等 

・温泉を掘る 

・少々高くても買いたくなる「店側の目利き」「品揃え」 

 「魅力的な売り方」が求められる。（セレクトショッ

プ的な） 

・地場産市（トラック市）企画を増やす 

・企業家が起業しやすい環境整備 

・場所提供テナントの家賃低減 

・従事者を増やすための助成金の充実等 

・島出身の人で島外で成功している人のアイディアを 

 もらい、島の商店主のレベルアップを図る 

・企業誘致の努力 

・商品のレパートリーを増やす 

・物価を安く 

・多種多様の物を作る 

・今までに無いものをつくる（素材を活かす） 

・島外のアイディアでいい部分を頂戴する 

・現状である商品の島バージョン（オリジナル）を 

増やす 

・商店街には、劇場、書店など楽しめる店舗は必要 

・今以上に、地産地消の意識を持つ 

・島で代用品を開発する 

・島の自然に生えている雑草等を食用にできるように 

 工夫、発掘する 

・店自体を増やす 

・米は作ってほしい 昔は牛乳も島内生産していた 

そうです。そういうのが復活しても良いのかも 

・色々なフリーペーパーが出ているから、もっとクー 

ポンを活かして買い物をしたくなるようにする 

・店をしている側がお客様目線になりディスプレイ 

などを工夫する 

 



テーブル D 

テーマ：人口を増やすには？ 

現状・問題 対策 

・奄美の魅力を出た後に気づくことが多い 

・昔よりも子供が減った 

・子供たちが島外へ出て、みんな帰って来ない。 

・飲食店が早い時間で閉まる 

・娯楽が少ない 

・雨の日遊ぶところが無い 

・ラウンドワンがあったらいいなぁ 

・高校生は島で学ぶ（大高を見よ！） 

・陸続きでは無いので、なかなか住みづらい 

・大学や専門学校が無い 

・給与・賃金が少ない 

・仕事がない（見つからない） 

・物がない。見つからない 

・劣等感があって島から出てしまう 

・輸送費が高く、物価が高い 

・不便だから 

 

 

 

 

【大学・専門学校誘致】 

・土地 相続人のいない土地を市が買う。学校建設やそ

の他にも活用する 

・大学生の住居を補助 

・エリート向けの進学校、小中高一貫教育を作る 

・大学進学などの援助をして数年後、強制的に島に帰っ

てきてもらう 

・インターナショナルな大学をつくる 

・美容などの手に職をつけることができる学校をつく 

る 

・島の特色を活かした学問が習える大学 

・学部だけでも誘致する 

・芸能人養成所をつくる 

・地域が求める技術者育成 

・島の特色を活かした研究ができる企業・学校を誘致す

る 

 

【その他】 

・カジノを作って、仕事を増やす 

・子供手当を増やす 

・インフラの充実 

・プロスポーツクラブを作る 

・交通の便を良くして､気軽に遊びに都会へいけるよう

にする 

・特産品などのブランド化 

・老人ホームをつくって島外の老人を・・・ 

・大きな病院、老人ホームを作って、看護師、介護士 

を島に集める 

・流行を取り入れる場所をつくる（洋服屋とか・・） 

・楽しめる空間の創造 

・楽しめるイベント 

・奄美ならではのサークル活動 

・奄美を首都にする 

・空き家を有効利用し、住民、企業を誘致 



テーブル E 

テーマ：今やりたいこと、イベントとか・・・ 

現状・問題 対策 

・一緒にがんばって本日の参加者と起業したい 

・重要無形文化財の競演 

・研究、歴史、地質、文化等、学問の研究会を地域単

位で開く 

・ゆるキャラコンテスト（空港活用） 

・宇検村焼内湾ダイビング 

・婚活パーティー 

・歌手を呼んで、末広町でコンサートをする 

・若者が集まる会 

・サーフィン体験 

・奄美一周船旅ツアー 

・オールドカーフェスティバル 

・人材育成セミナー 

・議員になって島を良くしたい 

・特産品開発 

・バニラエアを使って企業同志集まって旅行する 

・ママチャリロードレース 

・冬の花火大会（12 月 25 日） 

 

【冬の花火大会】 

・今まで開催していた花火大会とは別で、島全体で主催 

する花火大会にする 

・奄美全土から予算を集め、夏の花火より大きくする。 

・道路や花火に関する安全対策 

・場所の選定（渋滞を避ける） 

・主催スタッフの公募（若者中心で運営） 

・花火について地域の先輩方を納得させる 

 

【ママチャリロードレース】 

・奄美の歴史や文化が自転車で走りながらわかるコース 

･ルートの検討（途中の休憩場所） 

･広報 宣伝のやり方、島全体で宣伝する 

･ロードレースボランティアスタッフの募集 

･「レース」という競争的意見合いを減らし参加者の幅

を広げる ex.完走を目的とする 

 

 



テーブル F 

テーマ：島人の良いとこ、悪いとこ 

現状・問題 対策 

【島人の悪いところ】 

・人見知り 

・意見がスッと出ない 

・問題意識、危機意識がはっきり見えない 

・マナーが悪い 

・時間にルーズ 

・なぁなぁ 

・日曜日休みの店が多い 

・酒が入るとガンコで怒りっぽい（年配に多い） 

・島の観光地や具体的な良さがあまり分かっていない 

・車のマナー そういう土地だと諦める 

・子への教育 

・生産者もプロ意識をもって 

 品質の向上、出荷量の安定など 

・意識が低い 

・自然があるのが当たり前になっている 

・マナー教育 

 学校、職場、地域 

 

【島人の良いとこ】 

・集まり好き 

・酒好き＝コミュニケーション力 

・仲間意識の強さ 

・フレンドリー 

・優しい 

・知り合いが多い 

・地域やコミュニティを大切にする 

・明るい 

・同級生等が帰ってくるとすぐ集まる 

 どこかで繋がっている 

・おおらか（人を受け入れる） 

・あったかい 

・おだやか 

・親切 

・男女関係無く仲良い 

・ 

【車のマナー】 

・警察の取締を厳しくする 

・マナーの悪い車にはクラクションをならす 

・定期的に自動車学校に行くようにする 

・おじいちゃん、おばぁちゃん 車道を走らない 

・検問を増やす 

・CM を出す 

・教習所、教官への指導 

・免許の更新時に実践的に教習（運転しながら） 

・ポスター、チラシなどで呼びかける 

【線引きがない】 

・仕事中だからと友達に伝えておく 

・割り切る（お互い） 

【プロ意識】 

・定期的な講習 

・高校生のアルバイト可（教育） 

 

【その他】 

・店側が知り合いでも、そうでなくても絶対のルールを 

 作る 

・知り合いのやっていないお店にいく 

・前もってちゃんとするように伝える 

・I ターン者への集まりがあれば声かけをする 

・異業種や世代別の交流の場 

・今日のような交流の場を増やしていく（セミナー・ 

 交流会など） 

 



テーブル G 

テーマ：島人が島で消費(お金を使う)するには？ 

現状・問題 対策 

・物価が高い為 

・イベントが少ない 

・食べる所（外食が少ない） 

・ネット通販の利用も増えている 

・お金を使うところが少ない 

・屋仁川などで飲む機会が減っている 

・商品が高い 

・選択肢が少ない（品揃え） 

・情報が無い 

・賃金が低い 

・物自体を知らない 

・島外で買い物をしてくる 

・家飲みを減らす 

・低所得で物価が高い 

【低所得で物価が高い】 

・給料を上げてもらう 

・多少高くても地元で使う→地元でお金がまわる 

 という方向に意識を変える 

・最低賃金をアップ 

・外貨を稼ぐ 

・技術を向上させる 

・癒着、なぁなぁを止める 

・競争を生む 

・物価を下げる 

・儲かる仕事を作る 

・島全体で大量購入し物価を下げる 

【ネットで買う】 

・接客の質を上げる 

・地元店舗での配送サービスの充実 

・安くする 

・検閲（中国みたいに） 

・ネットで売る 

・ネットで奄美を大きくアピールする 

 （全品送料無料） 

・奄美○○ネットショップを作る 

・島で魅力あるものをつくる 

・ネット料金より安くする 

・ネットで販売してない、オリジナルを作る 

・早く手元に得られるメリット 

・安心、メンテを売りにする 

・島ならではの特徴的なものを売る 

 

 



テーブル H 

テーマ：人口を増やすには？ 

現状・問題 対策 

・島っちゅと内地っちゅとの交流イベントを開く 

・奄美大学を作る 

・仕事を増やす 

・学校を作る（職業学校） 

・沖縄との違い 

 住んでもらう、旅行で来てもらうターゲット層が 

 少ないのでは 

・高い部屋、高い料理 

・きちんとしたサービス 

・I ターン、U ターン者職場、地元民の職場 

＝企業誘致 

・大学の設置 新規もしくは鹿大分校 

・LCC 路線拡大（大阪、名古屋、福岡、東北で 

 観光交流人口増で雇用拡大） 

・身よりの無い U ターン者の就職、住居 

 →保障会社 

・I ターン支援 

・市内住宅が３０－４５年前のまま 

・職の安定 

・美しい自然を取り戻す 

 （昔と違って今の海には魅力がない） 

・島外から呼ぶための高レベル大学など 

・島外からの流出防止 

・子供支援 

・インターネット環境 

・道路のバイパス化 

・託児所、保育所 

 パートに出なくても時間帯が合わない 

 休日の預け料金が高い 

・工場誘致 

 

・福祉向けの新しい住宅 

・定期的なリニューアル 

・安心感が弱い 

・改善中なのでアピール 

・メディアをもっと利用する 

 （テレビ、インターネット） 

・大学は分校でも可！！ 

・農林関係の分校 

・住居の確保をしやすくしてほしい 

 土地はたくさんあるのに・・・ 

・女性が働ける環境 

 

 


