
大島支庁情報誌
（平成２７年３月１７日発行 第４２号）

｢あまみ地域づくり褒賞｣

表彰状授与式

大島支庁総務企画課総務労政係 主査 池之上 慎人

大島支庁では，平成22年３月に「あまみ地域づ

くり褒賞」を創設し，奄美地域の振興に顕著な功

績をあげられた方々を表彰しています。

今年度は，６つの団体に表彰状の授与を行いま

した。

２月24日（火），大島支庁会議室で行った授与

式には，和泊町の特定非営利活動法人「心音」（こ

ころね）を除く５つの団体の代表者の方々に御出

席いただき，それぞれ，本支庁長が表彰状を授与

しました。

また，授与式終了後は，支庁長をはじめ，各部

長も交えて，受賞された方々との意見交換会を実

施し，それぞれの活動の様子や苦労した点，今後

の抱負など，活発な意見交換を行いました。

なお，特定非営利活動法人「心音」については，

同日，沖永良部事務所において表彰状の授与を行

いました。

それぞれの団体の功績概要や過去の受賞者につ

いては，大島支庁のホームページに掲載していま

す。

ホーム > 地域振興局・支庁 > 大島支庁 > 地域情報 > 奄美群島全域の情報 > お知らせ・イベント等 >

平成26年度あまみ地域づくり褒賞表彰状授与式

（http://www.pref.kagoshima.jp/aq01/chiiki/oshima/chiiki/zeniki/oshirase/amamihoshoh26.html）

〔意見交換会〕

〔表彰状授与式〕
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被表彰者（敬称略）

①宝勢丸鰹漁業生産組合（奄美市）

②奄美市女性起業研究グループ 味の郷「かさり」（奄美市）

③宇宿ゆいの郷ティダむらづくり隊（奄美市）

④ホライゾン編集室（奄美市）

⑤町田酒造株式会社（龍郷町）

⑥特定非営利活動法人 心音（和泊町）

奄美黒糖焼酎と農林水産物を楽しむ会

大島支庁総務企画課商工観光係 工業技師 赤井田 智宏

２月20日（金），奄美観光ホテルにおいて，「奄美黒糖焼酎と農林水産物を楽しむ会」

（以下｢楽しむ会｣）を開催しました。

｢楽しむ会｣は，奄美黒糖焼酎や奄美の農林水産物を使用した郷土料理を提供し，参加者

に｢奄美黒糖焼酎と奄美の食材｣を知っていただくことで，その魅力を広く発信し，消費の

拡大を図ることを目的に，県のゼロ予算事業ということで実施していますが，６回目とな

った今回も，大島本島地区農産物地産地消推進協議会，大島地域かごしま“食”交流協議

会，奄美群島水産振興協議会から，会場の設置・運営や食材の提供等御協力をいただき，

盛大に開催することができました。

今回は，この｢楽しむ会｣について紹介します。

○会場の料理と黒糖焼酎について

各テーブルには「スナップエンドウの甘塩ゆでとタンカン」「エラブチ（ブダイ）の唐

揚げ」「フル（葉ニンニク），島豚，厚揚げ，コンニャクの炒め物」といった，奄美の農

林水産物をふんだんに使ったコース料理と，テーブルごとに３銘柄の黒糖焼酎が提供され

ました。

また，会場には，農林水産加工食品のブースと

黒糖焼酎の蔵元による試飲ブースが設置され，農

林水産加工品の試食ブースでは，黒糖のかりんと

う・たんかんケーキといったおなじみの品から，

アオサを使用したジェノベーゼ，カツオの生ハム

等の珍しい製品まで様々な食品が並べられ，一方，

黒糖焼酎のブースでは，蔵元の説明を聞きながら，

初留取りや長期貯蔵等の様々なおすすめ黒糖焼酎

を試飲することができました。 黒糖焼酎試飲の様子
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さらに，会の中盤ではキハダマグロとカツオ

の解体ショーがあり，見事な技に感動した後は，

捌きたての刺身を堪能しました。

○イベントについて

｢楽しむ会｣では，料理と黒糖焼酎以外にも，

参加者が楽しめるように，イベントを用意しま

した。

オープニングでは，島唄ユニット「ひめま

マグロの解体ショー り」による島唄ミニコンサートがあり，会場の

参加者は，２人の息の合った島唄に聞き入っていました。

続いて，この会のために結成された「ノスタル

ジックス」（本支庁長，外西主幹，平専門員によ

るユニット）による演奏があったほか，「濱田洋

一郎と商工水産ズ」は，「しまバスに乗って」や

昨年11月17日から交付が始まった奄美ナンバーに

ちなんだ「奄美ナンバーの歌」等を披露してくれ

ました。

最後は，浦上青年団の協力により，奄美の八月

踊りと六調を体験し，会場全体が大いに盛り上 ノスタルジックスの演奏

がりました。

参加費は3,000円でしたが，内容は盛りだくさんで，参加者全員が楽しめるイベントに

なったのではないかと思います。

なお，｢楽しむ会｣は来年度も実施する予定ですので、興味のある方はぜひご参加くださ

い。

問合せ等は大島支庁総務企画課商工観光係 久保主査（0997-57-7215）まで

最後は六調で大いに盛り上がりました
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第１回奄美群島観光振興会議ｉｎ徳之島

～【徳之島ワーキンググループ会議】～

徳之島事務所総務課 課長補佐 西園保行

２月21日（土），行政と民間による「オール徳之島」で徳之島の観光振興策について情

報交換や協議を行う，第１回「奄美群島観光振興会議ｉｎ徳之島」を徳之島事務所会議室

で開催しました。

この会議は，昨年11月に開催された島別の「奄美

（徳之島）の観光を語ろう会」と連携し，徳之島に

おける各種観光振興策について，情報を共有化して

取組を進めることを目的としており，座長の米山所

長は，「徳之島には，今，チャンスが到来している。

①世界自然遺産登録②国営徳之島ダムの通水③国民

文化祭の開催④2020年の国体のトライアスロン競技

の開催など，このチャンスにオール徳之島で取り組もう。」と挨拶しました。

会議では，まず事務局から昨年11月に開催された「奄美（徳

之島）の観光を語ろう会」の協議内容の報告や県補助金制度の

説明を行った後，町，観光協会，商工会の各団体の観光振興策

や第30回国民文化祭に伴う誘客対策などの報告がなされました。

その後，意見交換が行われ，メンバーから様々な意見や提案

がありました。

【主な意見・提案】は次のとおり

★徳之島子宝空港はインパクトが強い。「出雲縁結び空港」（島

根県）や「コウノトリ但馬空港」（兵庫県）と「徳之島子宝

空港」と連携したツアーはどうだろうか。

★徳之島子宝空港を用いた子宝ツアーや世界自然遺産登録を契

機にリゾート婚の企画は。

★今のプロレスはイケメンが多くて，女性に大変な人気となっている。徳之島の観光の目

玉の一つである闘牛に，女性ファンを引き込むため，イケメ

ン勢子（せこ）を集めるなど話題づくりをしたらどうだろう

か。

★空港近くの寝姿山は，お腹の大きい妊婦が寝ている格好であ

る。このお腹をさすっているような写真が撮れるスポットが

できないものか。

★観光は，各町でばらばらでやるより，島でまとまらないと情報発信できない。各サイド

がどういうことをすべきか，情報が入ってこない。どういうツールがあるか整理しない

といけないのではないか。



★徳之島は農業の島である。農業の６次産業化について，行政も入ってスピード感をもっ

て進めてもらいたい。

★地域おこし協力隊やウーファー（旅人を手伝うサポーター）

による外国人受入れなど，外からの受入体制をもっと充実

したらよいと思う。

★農事組合法人で研修生を受け入れているが，畑で出会いが

あるようになればよいのでは。

★ポップコーンができる品種のトウモロコシを栽培しているが，国民文化祭までに，この

ポップコーンに徳之島らしいネーミング・キャラクターをつ

けて商品化できないか。

★夏場，夜に屋台村はできないだろうか。

★ネット環境が悪い。無線ＬＡＮやＷi-Ｆiをもっと観光地に整

備してもらいたい。

★行政の情報をスマートフォンやインターネットで情報発信し

てもらいたい。

★関東，関西を視野に入れがちだが，隣の島から来てもらえる

ような魅力も発信したら。

★テレビ取材が徳之島に来ても，いつ放送されるのか分からな

い。放送日が分かるような情報発信はできないのか。そのほ

かに，映画を誘致してみたらどうだろうか。

★この場においてアイディアの言いっぱなしではなく，次に何をするか取りまとめ，一つ

のアイデアに特化して，ある程度深掘りし，こういう方向で

しましょうという議論も必要ではないか。

★徳之島は何もない島かもしれないが，何でもやれる可能性が

ある島である。この会議に出席し，行政だけに任せるのでな

く，自分たちでマイナスを逆手にとって頑張ろうということ

を学んだ。

メンバーからの意見や提案は，150分では語り尽くせないほどでしたが，最後に米山所

長から，「世界自然遺産登録について国で推薦書の提出はなされるが，最終的には，国際

自然保護連合の現地調査があった後，世界遺産委員会が審査するわけだから，ごみのポイ

捨てなどだめで，地域全体で環境保全に取り組むことの重要性を認識すべきである。徳之

島の魅力は，闘牛，子宝，おもてなしである。徳之島の人々は，踊ったり，歌ったり，人

生を楽しむ達人である。最近の旅行傾向は，地元の人と知り合って交流するという方向に

変化しており，徳之島の人々のこのような特性はピッタリである。これからも観光振興に

向けて頑張ってもらいたい。」と会議をまとめました。

会議後の懇親会でも，本年10月末の第30回国民文化祭，平成29年の夏を目標とする世界

自然遺産登録等を控え，徳之島における「観光」についての情報発信や国内外の観光客受

入の課題等について，参加者一同，大いに議論し，盛り上がりました。

今後，「奄美群島観光振興会議ｉｎ徳之島」の事務局として進めていくわけですが，
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「観光」は，国においても成長戦略のひとつとして推進することとしており，様々な産業

への波及効果が期待されることから，この会議で，みんなが情報を共有化し，意見を具体

化できるよう努めていきたいと考えております。

沖永良部島での思い出

沖永良部事務所総務福祉課福祉係 主事 相良美帆

新規採用職員として沖永良部島に赴任して，早３年が

過ぎようとしております。私は，沖永良部島の隣の徳之

島で高校卒業まで過ごしましたが，今回赴任するまで沖

永良部島を訪れたことがありませんでした。

沖永良部島も島特有のゆったりとした雰囲気があり，

初めて訪れたような気がしませんでしたが，徳之島と違

い，ハブが生息しておらず，なだらかな島で（沖永良部

島で一番標高の高い山である大山は標高245mです。），大

きな鍾乳洞があるなど，新鮮な面もありました。

また，沖永良部島は，百合やグラジオラス等花の栽培

が盛んで，４月頃にはあちこちで百合が咲き乱れます。夜には，電照菊栽培のための赤い

光が暗闇に浮かび，幻想的な夜景を目にすることができます。文化的にも沖永良部島と徳

之島では違いがあり，島唄については，徳之島までは本土の民謡音階で，沖永良部島から

南部は琉球音階となっており，使われる三線も少し異なっているようです。天気の良い日

には，沖永良部島から徳之島を眺めることができ，徳之島までは船で２時間程度ですが，

こんなにも島によって違うのかと思いました。

次に，私が心に残っている沖永良部島でのイベントは，和泊町の港まつりや沖永良部事

務所の忘年会で，バンド演奏をしたことです。沖永良部事務所の忘年会は，沖永良部事務

所職員とその家族を含めた忘年会で，４年前から開催されています。バンドは，沖永良部

事務所職員と地域の方と組み，私はベースを担当しました。普段仕事では関わることの少

ない課の方や地域の方と交流することができ，練習だけでなく練習の合間の雑談も楽しみ

の１つでした。

特に心に残っているのは，平成24年に開催された和泊町の港まつりで，台風の影響で時

折雨が降る中での演奏でしたが，皆に港まつりを楽しんでもらいたいという地域の方の熱

い気持ちや結束力を感じました。
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２月の統計情報２月の統計情報

１ 鹿児島県毎月推計人口

平成27年２月現在の奄美群島の人口は112,609人で，前年の同月と比べて1,402人減少

しています。

２ 鹿児島県観光動向調査

平成27年１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239,593人で，前年同月比0.3％の減少となっています。

奄美地区は，17,655人で前年同月比7.6％の増加となっています。

３ 大島紬

平成27年２月の生産状況は406反で，対前年同月生産反数 478反と比較して，15.1％

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

2月１日現在(人) 1,666,896 112,609 62,437 7,425 24,262 13,248 5,237

前年同月(人) 1,677,836 114,011 63,240 7,579 24,552 13,374 5,266

増減数(人) -10,940 -1,402 -803 -154 -290 -126 -29

前年同月比(％) -0.7 -1.2 -1.3 -2.0 -1.2 -0.9 -0.6

県全体 奄美群島

県全体

奄美地区

平成27年1月 前年同月 前年同月比

(単位：人，％）

239,593 240,289 -0.3

17,655 16,415 ＋7.6

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 373 26 347 190 13 149 21 31,460 651 55,970

緯　　絣 33 33 33 1,254 45 1,710

計 406 26 380 190 13 182 21 32,714 696 57,680

累　　　　計男物女物別 　染　　　　　　　　　　　　　　　　 別



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

3月12日 建設課 土砂災害防止に関する絵画コンクール表彰式 朝日小学校

3月15日 総務企画課
網野子バイパス開通記念イベント
トンネルウォーキング

網野子トンネル
（住用側スタート）

農政普及課 津之輝商品コンセプト検討会 奄美会館中会議室

林務水産課 奄美大島海区漁業調整委員会 支庁４階中会議室

3月22日 総務企画課 網野子トンネル安全祈願祭・開通式・完成祝賀会
網野子トンネル
（住用側スタート）

3月29日 建設課 ｢にっぽん丸｣入港予定 名瀬港

4月12日 統一地方選挙投票日 各投票所

3月23日

3月17日

総務企画課 加計呂麻島展示・体験交流館落成祝賀会
（竣工式)体験交流館
（祝賀会)瀬戸内海の駅
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