
大島支庁情報誌
（平成２７年２月１８日発行 第４１号）

ハブ咬傷予防対策ポスターの表彰式について

大島支庁衛生・環境室衛生薬務係 薬務技師 大久保研吾

ハブ対策推進協議会では，児童や住民などがハブ咬傷予防対策に積極的に取り組む気運

を作り出すため，ハブ咬傷予防対策ポスターコンクールを，昭和62年度から毎年行ってい

ます。

ポスターはハブが生息する地域（奄美大島・加計呂麻島・請島・与路島及び徳之島）の

小学生を対象に募集しており，今年度は631作品の応募がありました。

審査は小学校低学年，中学年，高学年の部に分け，各部門別に専門委員により10作品を

選考した後，昨年12月16日の審査委員による本審査で，各部門別に入賞作品（最優秀賞１

作品，優秀賞１作品，入選３作品）及び学校賞を決定しました。

表彰式は１月24日，奄美大島（奄美会館）と徳之島（徳之島保健所）の２か所で行い，

入賞児童17名と学校賞１校（伊仙町立馬根小学校）が各会場で表彰されました。

表彰式では，本支庁長から入賞者へ賞状と副賞（図書カード等）が授与され，その後，

支庁長がお祝いの言葉を述べました。始めは緊張していた児童も，記念撮影する頃には笑

顔となり，最後はそれぞれの作品をバックにお父さんやお母さんと一緒に写真に収まり，

受賞を喜び合っていました。

高学年の部で最優秀賞を受賞した奄美市立朝日小学校５年生の松山航大君は，「ぼくは，

多くの人にハブのこわさを知らせるために，毎年，ポスターをかいています。草むらや木

がおいしげっている所には近づかないで，もし，ハブを見つけたら，すぐ，その場をはな

れることが大切です。みんなにも注意してほしいです。」と感想を話しました。

おかげ様で，募集，審査，表彰式を無事に終えることができました。

最優秀賞作品，優秀賞作品はポスターにして，各市町村，学校，その他関係団体に配布

し，ハブの咬傷被害に遭う方が少しでも減るように，多くの人に呼びかけることとしてい

ます。
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春先からハブの活動が活発になってきますので，皆さんも十分注意しましょう。

平成27年1月24日 入賞された皆さん 奄美大島（左）・徳之島（右）

部門別最優秀賞作品

低学年の部 中学年の部 高学年の部

奄美市立小宿小学校２年 瀬戸内町立薩川小学校３年 奄美市立朝日小学校５年

大久保 堅心 牧野 志勇 松山 航大
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平成26年度奄美大島水土里サークル活動推進大会を開催しました！

水土里（みどり）サークル活動「さぁ みんなで取り組もう！」

大島支庁農村整備課 主査 出口 哲也

１ 水土里サークルについて

○ 水土里サークル活動を御存知ですか？

初めてこの言葉を知った方の中には，「なんで水土里なの？ 普通に緑でもいいんじゃ

ないの？」と思った方もいるのではないでしょうか。

水土里の持つ意味

水 … 水田や畑に引いている農業用水

土 … 緑豊かな農地や土

里 … 水と土を守り育む農家の人々が暮らす豊かな自然や文化のあふれる

美しい農村

○ なぜ奄美大島で標記推進大会を行うことになったか？

ある日の大島支庁農村整備課でのＭ課長とＳ主幹の会話に端を発しています。

Ｍ課長

Ｓ主幹

Ｄ主査

どげんすっけ？

ないがですか？

水土里サークル活動よ！

『推進大会』すっが！

島内の活動組織だけでなく，まだ取り組んでいない地域の区長さん

方も呼んで。

いいですねぇ～。

組織同士を連携させ，課題や優良事例の共有化を図りましょう！

よかねっ！

せっかやっで，ワークショップもすっが！

ほうほう。

いいですな。

担当Ｓ主幹！

頑張って！

じゃ，あとは頼んでなっ！！

えっ！私ですか！

奄美本島では「耕作放棄地」の問題が一番大きいですね。
あとは，活動組織における「事務的負担の軽減」。
他にも「活動組織間の連携」がないことや，新たな「リーダーの

育成」の問題。
さらには，農村の「超高齢化」と様々ですね～。
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こうして，奄美大島における水土里サークル活動を一層推進すべく標記推進大会が開催さ

れることになりました。

○ 推進大会の結果！

１ 開催日時等

・ 日時，会場：平成26年11月27日(13:00～16:30)，奄美観光ホテル(３階孔雀の間)

・ 主 催：鹿児島県，鹿児島県水土里サークル活動支援協議会

・ 会 次 第：開会挨拶（大島支庁 芝農林水産部長）

水土里サークル活動について（農村振興課 田之上技術主査）

活動事例発表（宇宿ゆいの郷ティダむらづくり隊）

ワークショップ「奄美大島で水土里サークル活動を推進するには？」

・ 当日参加者数：145名（うち活動組織及び一般107名，各市町村17名，事務局21名）

２ 当日の様子

・ 活動事例発表（宇宿ゆいの郷ティダむらづくり隊）

島唄を交えながらの愛する地域の紹介に始まり，見ている側を飽

きさせない，大変素晴らしい発表をしていただきました！

・ ワークショップの様子

会場を12班に分け、４つのテーマについて，

３班ごとに，ワークショップを行いました。

【テーマ】

・集落住民の参加を促進するには？

・リーダーの育成を進めるためには？

・事務的負担を軽減するには

・耕作放棄地の問題を解消するには？



初めてワークショップに参加された方が多く，最初は緊

張し議論が弾まなかったようですが，地域の課題やその解

決策について話し合いを進めるうちに，議論はどんどん白

熱していき，時間が足りないくらいでした！

最後に，ワークショップの成果を各班の代表者から発表

していただき，解決策などについて参加者全員で共有を図りました。また，今回のワーク

ショップは，愛する地域をどうにかしたいという気持ちを再認識する機会となったようで

す。

【ワークショップの成果から，キャッチフレーズだけを紹介します！】

それぞれの班で，島口を駆使したり，ユニークな発想を盛り込んでいるのが分

かっていただけるのではないでしょうか。

○集落住民の参加を推進するには？

・未来へつなげよう！世代を超えた村づくり！

・呼びかけ運動で参加者倍増！

・楽しい活動へ！

○リーダーの育成を進めるには？

・みんなで楽しく儲かる農業をし，島を愛するリーダーを育てよう！

・リーダーはワン（自分）でもできる。イャア（あなた）はもっとできる！

・サブリーダーの育成を！

○事務的負担を軽減するには？

・ディ！たむたむでしぃらんば！（さぁ！それぞれでやらなきゃ）

・事務のダイエット！

・事務の簡素化！

○耕作放棄地の問題を解消するには？

・楽しめる農業を！

・世界から草刈りにいもーれ奄美！

・適地適作・適材適所！
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３ 来場者アンケートの結果

Ｑ１．本日の推進大会へ参加した感想は？

拘束時間が長く，内容も詰め込み過ぎた感じがあったのですが，回答されたすべての

方から，「大変有意義だった(59％)」，「それなりに有意義だった(41％)」との評価をい

ただきました。

Ｑ２．本日の推進大会で最も良かったプログラムは？

やはり，生の声を聞ける「事例発表(55％)」が好評でした。また，参加型の「ワーク

ショップ(41％)」も，『眠気が吹っ飛んでよかったよ！』と喜んでいただけました。

Ｑ３．推進大会で行ってほしいものは？（複数回答可）

「島内における優良事例地区の視察・現地研修(72名)」への要望が圧倒的でした。た

だし，「有識者や島外活動組織による講演(29名)」の要望よりも，「より詳細な制度説

明(36名)」の要望が強かったことから，最も求められているのは，視察・研修を通じた，

制度と日頃の活動との関連を具体的に示した説明ではないかと感じました。

○ 最後に

水土里サークル活動は，単なる共同活動ではなく，共同活動を通じて人と人との絆を

築き，地域の文化を守ることに通じる活動です。どうか皆さんも，機会を捉え活動に参

加してくださいね！あなたの故郷を守っているのは，水土里サークル活動かもしれませ

んよ。

愛しい自分の集落を

どうにかしなきゃ！
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地域コミュニティーを支える民俗芸能

～亀津浜踊り保存会～

徳之島事務所 所長 米山 高兆

徳之島町の亀津南区は，古く，ムェンバリ

と呼ばれ，農業の盛んな地域でした。そのた

めに有力な農家が大勢いて，結束力が固く，

農作業の栽培にかかわるキジャイ（儀礼）が

数多く伝承されていました。

特に，古くは水稲が神聖視されていたため

に，その栽培の節目が祭りとして生活の場に

定着していました。

この祭りのなかで，ハマオリ（水稲の収穫

に伴い浜で行う感謝祭）の日に，感謝の心を

こめて神様に捧げる芸能が浜踊りでした。従

って，大変古い歴史を持っています。

しかしながら，時代の推移とともに，浜踊

りは衰退してきていました。

そこで，昭和46年に，作山清重氏を会長と

する亀津浜踊り保存会が設立されて再興の動きが強まり，昭和51年には徳之島町無形民俗

文化財の指定を受け，平成10年には鹿児島県代表として国民文化祭（大分県）に出演する

など，その名は全国に知れわたるようになりました。（亀津浜踊り伝承の地記念碑文 抜粋）

そして現在，約60名の会員で，毎月第１と第３水曜日に練習を行なっています。
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メンバーは高齢の方が多くて，最高齢は93才，60才台は

若手扱いですが，皆さん，ものすごく元気です。

私も平成25年春に入会し，なんとか踊りは覚えましたが，

唄が男女の掛け合いで，「ふぇらせらせ ふえらせ なな

いぐゎまふえらせ はれふみち…」というように島口で歌

うので，今でも全くお手上げです。

県職員では，農業普及課の上赤係長と農業開発総合セン

ター徳之島支場の西研究専門員も参加していて，二人とも

唄も踊りも完全にマスターしています。特に西さんは，亀

津浜踊り保存会青年部（65才未満の男性）では最も踊りが

上手で，徳之島の人たちもびっくりしています。また西さ

んは，三味線の達人東博光さんの一番弟子でもあり，いろ

いろな場面で大活躍中です。

ところで，亀津浜踊り保存会に欠かせないのがアルコー

ル。練習の休憩時間には，ビールと焼酎がでます。島内各地の芸能祭等の舞台で踊った後

は，必ず公民館で反省会があり，焼酎を飲みながら歌い踊っての大宴会になります。まさ

に，人生を楽しむことにかけては達人揃いです。

また，亀津浜踊り保存会のメンバーは亀津南区の公民館活動の主要メンバーにもなって

いて，亀津南区のコミュニティーの大きな核にもなっています。

地域振興にも貢献していて，「あまみシマ博覧会」では，「亀津浜踊りを体験してみま

せんか」として参加しています。体験希望のお客様がくると，浜踊りだけでなく奄美のい

ろいろな芸能も披露するなど大サービスしたり，Ｉターン希望の人に踊りに参加してもら

い，一緒に焼酎を飲んでもらって徳之島の楽しい雰囲気を味わってもらうというようなこ

ともしています。

昨年は，この亀津浜踊りを後世に伝え後継者を確保するために，亀津浜踊りの全てを収

録したＤＶＤを作製しました。

また今年，鹿児島県で国民文化祭が開催され，亀津浜踊り保存会の参加も決まっている

ことから，皆さん大いに燃えています。

このすばらしいコミュニティーをこ

のまま維持していくためにも，地域の

心をつなぐ連帯の絆である亀津浜踊り

保存会が，いつまでも元気であってほ

しいと願っています。
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災害に強い漁港を目指して

～知名漁港漁港施設機能強化事業～

沖永良部事務所建設課港湾漁港係 技術主査 石野孝樹

はじめまして，沖永良部事務所建設課港湾漁港係の石野です。現在，漁港事業を主に担

当していますので，今年度で事業を完了した知名漁港漁港施設機能強化事業について，少

し紹介させていただきます。

１ 知名漁港について

知名漁港は，鹿児島市から約550km離れた沖永良部島の南部に位置しています。島の

周辺は珊瑚礁が発達し，周辺海域は黒潮の北上により，カツオ，マグロ，サワラ等の資

源に恵まれており，本漁港においては，いか類の釣り漁業などが盛んです（写真１，図

１，図２）。

また，本漁港は，沿岸漁業の拠点港及び奄美群島南部周辺海域で操業する漁船の避難

港としての役割のほか，定期船の寄港地としての役割や，島内電力をまかなっている発

電所の燃料用重油タンカーの利用もあり，島の生活・産業に欠かせない重要な役割を担

っています。

写真１ 知名漁港（平成25年10月30日撮影）

図1 漁業種別属地陸揚量 図2 魚種別属地陸揚量

図１、２出典：港勢調査（H24.1.1～H24.12.31）
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２ 事業の概要

本漁港は，平成20年度までに主な施設の整備が完了しています。しかし，台風の影響

や，その後の護岸等からの越波により，漁船や水産施設が大きな被害を受けていました

（写真２，３）。

県では，護岸からの越波を低減するため，平成23年度に事業に着手し，消波ブロック

の設置による消波対策（波の勢いを小さくする）及び護岸を1.5ｍほど嵩上げすること

（護岸を高くする）による越波対策を，300mの区間で行いました（図３，写真４，５）。

また，事業計画にあたっては，前面に広がる珊瑚礁へのアクセス路の確保や景観に配

慮した護岸の高さにするなど，地域の利用実態等に配慮した計画としました。

事業期間中も，度重なる台風の襲来で，越波等により被害等が発生しましたが，今年

度，無事に事業を完了することができました。

写真２ 台風接近時の状況 写真３ 越波による被災の状況

図３ 事業区間位置図

写真４ 工事前の状況 写真５ 完成後の状況
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３ 最後に

漁港は，漁業活動はもちろんのこと，島民の生活と深い関わりがあり，様々なイベン

トで活用され，島民の憩いの場として利用されています。今後も，災害に強い漁港を目

指して，島民に愛される漁港となるような取り組みをしていきます。

写真６ 漁港の利用状況（知名町夏祭り）

自動車自賠責保険料の離島割引を利用していますか？

大島支庁県税課 課長 上野晴郎

奄美ナンバーが，昨年11月17日（月）に導入さ

れ，県税課の公用車も奄美ナンバーに変更しまし

た。奄美は自賠責保険料の離島割引が適用されま

すが，申請主義のため，その申請手続きについて

確認し，次のとおりまとめましたので，興味のあ

る方は，離島割引制度を利用されてはいかがでし

ょうか。

本土と離島の自賠責保険料の額には大きな差があり，（表１）のとおり，例えば，本土

において普通車は，24箇月で27,840円ですが，奄美は8,810円となっています。

また，本土の軽自動車は24箇月で26,370円ですが，奄美は7,820円となっています。

（表１）

自家用乗用自動車

軽自動車

小型二輪車（２５０cc超）

差額（円）

27,840

26,370

13,640

△１９,０３０

△１８,５５０

△６,２２０

車種
２４箇月（離島）

8,810

7,820

7,420

２４箇月（本土）

保　　　　険　　　　期　　　　間
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この離島割引は，奄美市に居住していても自動的に適用されません。自動車検査証（車

検証）の住所変更等が必要であり，まずは，必要書類（表２）を揃えて九州運輸局鹿児島

運輸支局奄美自動車検査登録事務所（所在地：奄美市名瀬和光町）での手続きが必要です。

１ 自家用乗用自動車（車検証の所有者，使用者が当人の場合）

（表２）

２ 自家用乗用自動車（車検証の所有者がディーラー等，使用者が当人の場合）

（表３）

※ ローンが完済している場合は，ディーラーから当人への所有者変更の手続きも必要ですので，奄美

自動車検査登録事務所で確認してください。

上記の手続きを終えることで，自賠責保険の会社に

払いすぎた分の還付手続きを行うことが可能となりま

す。これらの手続きを面倒くさいと考えればそれまで

ですが。

これらの手続きを行うことで，奄美ナンバ－に変更

（若干の手数料必要）でき，併せて還付金も受け取れ，

さらに一度住所変更を行えば，次の奄美での車検時も

離島割引を受けることとなり，一石三鳥ではないでしょうか。

※必要な書類等
・自動車検査証
・印鑑証明書（３箇月以内）
・実印又は認印
・住民票等
・車庫証明書 ○

当 　　人

○
○

○
○

※必要な書類等
・自動車検査証
・印鑑証明書（３箇月以内）
・実印又は認印
・委任状（実印又は認印押印）

・住民票等
・車庫証明書

ディーラー 当 　人

○

○

○

○

○
○
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１月の統計情報１月の統計情報

１ 鹿児島県毎月推計人口

平成27年１月現在の奄美群島の人口は112,711人で，前年の同月と比べて1,413人減少

しています。

２ 鹿児島県観光動向調査

平成26年12月における調査対象ホテル・旅館85施設の宿泊客数（宿泊延べ人員）は合

計268,068人で，前年同月比5.9％の増加となっています。

奄美地区は，16,421人で前年同月比5.5％の増加となっています。

３ 大島紬

平成26年１月の生産状況は290反で，対前年同月生産反数 363反と比較して，20.1％

減となっています。

奄美大島 喜界島 徳之島 沖永良部島 与論島

１月１日現在(人) 1,668,106 112,711 62,493 7,438 24,275 13,248 5,257

前年同月(人) 1,679,080 114,124 63,286 7,594 24,565 13,387 5,292

増減数(人) -10,974 -1,413 -793 -156 -290 -139 -35

前年同月比(％) -0.7 -1.2 -1.3 -2.1 -1.2 -1.0 -0.7

県全体 奄美群島

県全体

奄美地区

268,068 253,021 ＋5.9

16,421 15,562 ＋5.5

平成26年12月 前年同月 前年同月比

(単位：人，％）

反数 男物 女物 泥染 泥藍染 藍染 化学
染料染

草木染 複数
染料染

生産金額
（千円）

反数 生産金額
（千円）

経 緯 絣 278 9 269 159 5 100 14 24,510 278 24,510

緯　　絣 12 12 12 456 12 456

計 290 9 281 159 5 112 14 24,966 290 24,966

累　　　　計男物女物別 　染　　　　　　　　　　　　　　　　 別
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２月中旬～３月上旬の主な行事予定表２月中旬～３月上旬の主な行事予定表

《 発 行 》
大島支庁総務企画部総務企画課

TEL:0997-57-7212
E-mail:oosima-soumu@pref.kagoshima.lg.jp

日 担当課 行事内容 場所

2月10日 総務企画課
奄美（北部）の観光を語ろう会・第3回「奄美群島観
光振興会議」奄美大島ワーキンググループ会議

支庁４階大会議室

2月11日 農政普及課 沖永良部ばれいしょブランド20周年記念大会 知名町体育館

2月12日 総務企画課 大島地域青少年環境づくり懇談会 喜界町役場

2月19日 衛生・環境室 平成26年度第２回奄美大島地区献血 奄美大島

2月20日 総務企画課 奄美黒糖焼酎と農林水産物を楽しむ会 奄美観光ホテル

2月24日 総務企画課 あまみ地域づくり褒賞表彰式 支庁４階大会議室

総務企画課 第３回大島地域行政懇話会 奄美サンプラザホテル

健康企画課 奄美地域保健医療福祉協議会 奄美会館大会議室

3月1日 農政普及課 奄美大島・喜界島地区フラワーコンテスト 奄美パーク

3月2日 総務企画課 奄美（奄美大島南部）の観光を語ろう会 瀬戸内事務所

2月26日


