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「いもりんしょ～れ（いらっしゃいませ）奄美」

本市の所在する奄美大島は、鹿児島本土から南へ３８０ｋｍ、沖縄本
島との中間に位置し、奄美大島から与論島までの８つの有人島で奄美
群島を構成しており，本市はその中核を担う自治体であります。
亜熱帯海洋性気候のもと、美しいサンゴ礁の海と貴重な動植物が数

多く生息する森に囲まれた自然豊かな島であり、その生物多様性の高
さや固有種の多さが世界的にも高い評価を受け、2021年7月に「世界
自然遺産」に登録されました。
歴史は、琉球・薩摩の支配下の時代、戦後８年間、日本国から行政

分離され米軍統治下にあった特異な時代を歩みながら、島唄や八月踊
りなどの伝統文化を育み、また１３００年続く本場奄美大島紬や奄美
群島でのみ製造できる黒糖焼酎の特産など、多くの宝と魅力を有して
います。
奄美大島は、外海離島でありながらも、鹿児島をはじめ東京・大阪

・福岡・沖縄を航空路で結び、海路と合わせ交通環境は充実されてい
ます。
その中で本市は、各種都市機能とともに医療や福祉施設も充実し、

市内全域への光ブロードバンド整備を行うとともに、企業進出のチャ
レンジを支援する施設も整備するなど自然を身近に感じつつ住みよく
働きやすい環境が整っています。
これからも島の環境と魅力をいかし、定住・移住の促進と企業の進

出を積極的に応援し、さらなる産業の振興に努めてまいります。
令和の歴史とともに、奄美の飛躍を一緒に歩んでまいりましょう。

位 置・地 勢

産 業

奄美市は東経129°29’38”北緯28°22’38”

（名瀬総合支所の位置）で、鹿児島県本土から南西に約

380km下った海上の奄美大島の北部に位置します。面

積は308 ㎢、南は太平洋に、北は東シナ海に面していま

す。（奄美大島全体の面積は720㎢で、沖縄本島、佐渡

島に次ぐ大きさです）

飛び地となっている市の北部（約5分の1）は、平野部

の多いなだらかな地形で、美しい海岸線を有しています。

また南部は大半を山岳部で占められており、学術的にも

稀少な動植物が数多く生息しております。

市内最高峰は金川岳（528m）で主な河川は住用川

（16.5km）、役勝川（14.5km）などです。

国勢調査による奄美市の産業別就業人口は、19,548

人で、第1次産業が749人（3.8％）、第2次産業は

2,854人（14.6％）、第3次産業は15,815人

（80.9％）となっており、総生産額は1,237億円で、

の割合は第1次産業が9.3億円（0.8％）、第2次産業は

87.7億円（7.1％）、第3次産業は1,131.3億円

（91.4％）となっています。 （平成27年時点）

「豊かな自然の中で感性豊かに働こう」

「しあわせの島実現に向け、思いを共に」



企 業 施 設 設 置 奨 励 金 用 地 取 得 助 成 金

■水産養殖施設（内陸部のみ）
施設面積㎡ × 10,000円

■工場施設
床面積㎡ × 10,000円

■ソフトウェア・情報サービス施設・インターネット
附随サービス業・コールセンター・研究開発施設

床面積㎡ × 30,000円
＊交付限度額1,000万円

次の額に1/10を乗じて得た額のいずれか低い
額
■取得費＋改修費＋造成費＋市長が認めた額
■用地面積＞建物延べ面積×50/10の場合

建物延べ面積×50/10の取得額に相当する額

＊交付限度額1,000万円

雇 用 奨 励 金 緑 化 奨 励 金

■新規地元雇用者数×12万円/1人1回限り
（地域雇用開発奨励金対象者除く）

操業開始日～1年経過日までを初年度とし、3年度
の初日までに雇用された者の数で、既にこの支給
対象となったものは除く

＊交付限度額2,000万円

■工場を主体とする企業施設
緑化面積㎡ × 1,500円

■研究所等を主体とする企業施設
緑化面積㎡ × 3,000円

この面積は用地取得助成金の交付対象面積に
8/10を乗じて得た面積の範囲内
＊交付限度額300万円

以下の助成は、情報サービス業のみを対象としております。（すべて、操業開始日から3年間に限る。）
■事業所賃借料助成金

事業所の賃借に要した費用から敷金・権利金
その他これらに類する諸経費を除いた額の
4分の1に相当する額

■通信回線使用料助成金
事業の用に供するため支払った通信回線に係る
使用料の4分の1に相当する額

■研修費助成金
新規地元雇用者に対する研修に要した費用として、
新たに雇用される1人につき5万円を上限とする額

＊以上の助成金については、合計した1年間の支給額
1,500万円を限度とし、3年間で4,500万円を
支給総額の上限とする。

＜企業立地等促進条例の適用の特例に関する条例＞
【期限】令和６年３月31日
【申請要件の緩和】※下記以外の要件は変更なし

①固定資産に関する要件なし
②新規地元雇用者数3人以上(操業開始日現在)

【助成】
①雇用奨励金(1人12万円：交付限度額2,000万円)
②事業所賃借料助成金:10分の1(敷金等諸経費を除く)
③通信回線使用料助成金:10分の1

＊②･③限度額1年間:150万円(支給総額上限3年間:450万円)

企業に対し、特に必要と認められる助成措置及び便宜供与を講ずることにより、企業の育成及び
誘致を促進し、もって本市産業の振興と雇用の増大を図る。

本市の経済の振興に特別の効果が期待できる企業で、水産養殖業、製造業、情報サービス業、
インターネット付随サービス業、コールセンター業及び試験研究を行うもの。
（法人・個人を問わない。）

種類 企 業 の 進 出 企 業 の 高 度 化

定
義

市内に住所及び企業施設を有しない企業が、
市内に新たに企業施設を設置して、事業を営
むこと

市内に住所を有する企業が、事業の規模拡張
又は事業転換のため、市内に新たに企業を設
置、拡張、若しくは移転して事業を営むこと

申
請
要
件

■用地取得若しくは情報通信業施設の設置に
あたり事業所を賃貸した日から2年以内の
操業開始又は取得前に市内で操業開始のも
ののうち操業開始後2年以内のもの

■設備投資額（用地取得費除く）2,000万円
以上

■新規地元雇用者数8人以上（操業開始日現
在）

■公害対策基本法その他法令等の違反がない
■市の誘致企業で立地協定を締結している

■操業開始後2年以内のもの
■設備投資額（用地取得費除く）1,500

万円以上
■新規地元雇用者数3人以上（操業開始

日現在）
■公害対策基本法その他法令等の違反が

ない
■市の育成企業の認定を受けている

情報サービス業に関して、上記のほかに以下の助成があります

条件緩和の特例と特例時の助成について



奄美群島において建物や設備を新設・増設したときには、特別償却や県税・市町村税の免除などの措置
が受けられます。

税の種類
措置の
種類

対象業種 要 件 特別償却等の割合

期間
製造業

情報
サービ
ス業等
(注１)

旅館業
その他
(注２)

資本金額 取得額 機械・装置
建物・附属

設備

国税 法人税 割増償却

○ ○

資本金額等5000万円以下 500万円以上の取得等

普通償却限
度額の
32/100

普通償却限
度額の
48/100

５年間

資本金額等5000万円超
1億円以下

1,000万円以上の新増設によ
る取得等

資本金額等1億円超
2,000万円以上の新増設によ
る取得等

○ ○

資本金額等5000万円以下 500万円以上の取得等

資本金額等5000万円超
500万円以上の新増設による
取得等

県税
事業税・
不動産取

得税

課税
免除

○ ○

資本金額等5000万円以下 500万円以上の取得等

— —
３年間

（注３）

資本金額等5000万円超
1億円以下

1,000万円以上の新増設によ
る取得等

資本金額等1億円超
2,000万円以上の新増設によ
る取得等

○ ○ — 500万円以上の取得等

市税
固定資産
税

課税
免除

○ ○ ○ ○
特別償却設備（家屋、償却資産）の新増設及びその敷地
（注４）

— — ３年間

注１） 情報サービス業等：ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、有線放送業、インターネット附随サービス業、コールセンター

注２） 観光関連農林水産物等販売業

注３） 不動産取得税については課税時

注４） 敷地（土地）については、取得の日から起算して１年以内に家屋、構築物の建設に着手した場合に限る

株式会社アマミファッション研究所
【立地協定日：平成8年3月25日】

空想科学株式会社
【立地協定日：平成23年6月10日】

１９９１年に埼玉県坂戸市で創業し、ゲームソフト・知
育ソフト・ツールソフト等、現在までに約５００本のソフ
トを開発。２０１２年７月には、スマートフォンで自分だ
けのアドベンチャーゲームを作ることができるアプリ『ツ
クリ.com（R）』をリリースしました。

他社が真似の出来ない商品の提供を目指し、「３Ｄコン
ピュータグラフィックスに関する特許」等、多くの独自技
術を保有しています。

場所を選ばないＩＴ企業のメリットを最大限に活かし、
商品や事業を通じて、素晴らしい奄美の魅力をたくさんの
人に知ってもらいたいと考えています。

【奄美市へ進出を決めた理由】
・東日本大震災の影響で、当時埼玉にあった本社が計画停

電の対象地域に入ったことから、電力供給に問題の無い
ところ、原子力発電所の無いところで、通信環境が整備
されている地域を探しました。その中でも自然に恵まれ、
住環境が整っており、また、東京との直行便がある奄美
大島は最高の移転先でした。

【進出してよかったと思うこと】
・この地に無かった業種でもあり、多くの方に期待を寄せ

ていただけること。それが事業推進の原動力になってい
ます。

１９９６年１２月１日設立、１９９８年８月奄美市（旧
名瀬市）で操業を開始しました。

着心地と機能性を追求した肌着や奄美の地域資源や本場
奄美大島紬生産工程で用いる泥染め技法を応用した衣料の
開発など、ファッション性の高い奄美発の繊維商品の研究
を行い、新たな商品開発にも力を入れています。

また、奄美独自の地域資源の利活用について、産学官連
携により、日々、研究開発・生産活動に取り組んでおり、
特に近年、奄美市等との産学官連携事業において、黒糖焼
酎のもろみを活用した化粧品「あま肌」の事業化にも成功
しています。

【奄美市へ進出を決めた理由】
・大阪から空路１時間３０分というアクセスの良さ。
・奄美出身で大阪在住の友人から「奄美を平和で豊かな島

（地域）にしたいので、力を貸して欲しい」という熱
い・真心のこもった言葉に感動・共感したことがきっか
けです。

【進出してよかったと思うこと】
・奄美は亜熱帯という気候はもちろん、風土、風習、人間

性、信仰、文化など本土とは 違った独自性があります。
これらを理解することで長寿の島といわれる奄美の多種
多様な地域資源の発見・発掘が可能となったこと。

・健康によい、環境に優しい天然資源の活用による商品開
発ができること。

・環境破壊が懸念される中、世界自然遺産登録を目指す奄
美では、産学官による研究開発・サポートが充実してい
ること。「産」「学」「官」の建設的かつ持続的な協力
関係の構築に関しては、他に類を見ない地域です。



奄美市ICTプラザかさりは、企業入居スペース、創業支援オフィス等を備えた情報通信関連企業、

技術者の拠点施設です。

○インキュベートルーム概要

1号室 32.06

2号室 30.72

3号室 30.72

4号室 32.44

5号室 20.10

6号室 20.10

7号室 20.10

8号室(別館) 67.30

11,000円

11,000円

36,980円

※可動間仕切り
最大60.30㎡の部
屋として利用可能

ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾄ
ﾙｰﾑ

面積
(㎡)

備考

※可動間仕切り
最大125.94㎡の部
屋として利用可能

月額使用料

17,600円

16,860円

16,860円

17,800円

11,000円

インキュベートルーム

○７つの特徴
①充実のサーバー室（1部屋ごとに37ユニットのサーバーラック）
②非常時の電源確保（サーバー室･電気錠用の自動発電機設置）
③高速インターネット回線（フレッツ光ネクストを整備）
④データ管理を意識したセキュリティ（電気錠・防犯カメラ設置）
⑤アクセシビリティへの配慮（バリアフリー対応）
⑥空港からのアクセスが便利（空港まで車で3分の立地環境）
⑦インキュベーションマネージャーによる相談対応・連携

※入居期限は５年となります。
入居状況は、本市ホームページに掲載している情報を、ご確認
ください。

奄美市情報通信産業インキュベート施設
奄美市ICTプラザかさり（平成24年4月～）

○施設概要

建物名称

構造階数

所在地

敷地面積

ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾄﾙｰﾑ

その他

本館：会議室（２F）、インキュベートマネージャールーム（３F）、
　　　 サーバー室、発電機室、管理人室、給湯室、倉庫、トイレ
別館：給湯器、倉庫、トイレ
駐車場有（無料）

延床面積

奄美市ICTプラザかさり

RC造平屋建（一部S造３階増設）

奄美市笠利町万屋１２４９番地２

１，０３６㎡（３１３坪）

本館：７室、別館：１室（研修室としても利用可）

　本館 　　　　　５０１．２６㎡（１５１．６３坪）
　別館　　 　　　　６７．３１㎡（　２０．３６坪）

　　　　 　計　　５６８．５７㎡（１７１．９９坪）

○使用料減免制度

申請者の区分 減免する額 減免の期限

情報通信関連産業の創業予定者 使用料の全額 入居後３年間

入居時において，奄美市に住所又は企業施
設を有する創業（設立）後５年未満の情報
通信関連産業事業者

使用料の全額
創業後５年を経過する日が属する月までとし，入居
後３年間を限度とする

入居時において，奄美群島内に住所又は企
業施設を有しない情報通信関連産業事業者

使用料の全額 入居後３年間

情報関連産業の支援のための共同研究等を
行う学校教育法（昭和22年法律第26号）
第１条に規定する大学又は高等専門学校

使用料の全額 入居から５年間を限度とし，市長が認める期間

その他市長が特に必要と認めるとき 市長が相当と認める額 入居から３年間を限度とし，市長が認める期間

全景

本市ホームページ

奄美市ＩＣＴプラザかさりの公式ＬＩ
ＮＥでは、現在の施設の状況や最新の
情報、各種リンクの案内を行っており
ます。ＬＩＮＥがインストールされて
いるスマートフォンなどで、二次元
バーコードをお読み取りください。

〇奄美市施設位置図

ICTプラザかさり

ＬＩＮＥ公式アカウント

WorkStyle Lab
空港

中心市街地



◎企業⽴地等のお問い合わせは
奄美市 商工観光情報部 商工政策課
◎企業⽴地等のお問い合わせは
奄美市 商工観光情報部 商工政策課

〒894-8555 ⿅児島県奄美市名瀬幸町25番8号
TEL︓0997-52-1111(内線︓5302) FAX︓0997-52-1359
E-mail︓work@city.amami.lg.jp

〒894-8555 ⿅児島県奄美市名瀬幸町25番8号
TEL︓0997-52-1111(内線︓5302) FAX︓0997-52-1359
E-mail︓work@city.amami.lg.jp

◆ 正規雇用した場合 ◆

●高卒ルーキー雇用奨励補助事業（本島内高校卒業）⇒【事業所へ支給】
新規高卒者を卒業直後から正規雇用した場合、事業所へ２０万円を補助します。
但し、新規高卒者を卒業直後から雇用して３年間のうちに正規雇用した場合も同様。

●新卒ルーキー家賃補助事業（既卒3年含む）⇒【新卒ルーキーへ支給】
新規に正規雇用された従業員に対し１年間月額１万円を上限に補助します。

◆ 従業員のスキルアップ ◆

●キャリアアップ助成金
雇用する従業員の人材育成を図る事業所が、島内での資格取得が困難な資格を従業員に取得させた

場合、島外での研修・受験等に係る旅費、宿泊経費を３分の２以内で助成します。
（上限１０万円/件）

◆ 職場環境改善 ◆

●働きやすい職場づくり応援事業
長時間労働の是正，非正規雇用の処遇改善及び女性・若手・高齢者・障害者等の活躍促進等の

職場環境整備に取り組む事業所が、「奄美市働きやすい職場づくり取組内容確認票」に定める認定を
条件に、経費の一部を助成します。年間２０万円を上限に補助します。

「WorkStyle Lab」では、情報通信産業及び場所にとらわれない働き方を行うフリーランス等の拠点施
設として、島内外の交流によるビジネス性の向上、人材育成及び誘致、企業誘致、ワーケーション支援
、起業家支援並びに雇用及び就職支援を行うことで、産業の振興及び地域の活性化を目指しています。
本施設のお試しサテライトオフィスの使用者を募集します。本市進出を希望する際はご活用ください。

施設名称 奄美市WorkStyle Lab

構造階数 ＲＣ造２階建

所在地
奄美市名瀬浦上町48番地1
奄美市産業支援センター２階

延床面積 421.06㎡

お試しサテライト
オフィス

オフィス①（10.2㎡）月額18,000円
オフィス②（9.69㎡）月額18,000円

駐車場 有り（無料）

使用時間・休館日 オフィススペース：24時間、365日利用可

その他
施設開館時間に限り、コミュニティマネー
ジャーが常駐

空調設備 個別空調システム

電気設備 単相100Ⅴ（２口コンセント：４箇所）

施錠 シリンダー錠

電話 電話線受口１ヶ所（入居者による個別契約が必要）

インターネット
環境

各入居用施設内に指定のLANコンセントがあり、接続する
ことでNTT西日本提供の「フレット光」が利用可能

お試しサテライトオフィス仕様

奄美市産業支援センター外観

本市ホームページ


