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大島支庁情報誌
（平成２７年１２月１５日 第５１号）

平成27年度トンネル防災訓練の実施について

大島支庁建設課管理係 主事 屋地 健作

１ はじめに

大島支庁建設課では，平成27年11月27

日（金）に大和村名音の主要地方道名瀬瀬

戸内線長瀬トンネルで，防災訓練を実施し

ました。

この訓練は，トンネルに関する防災対策

の一環として，トンネル内で自動車の火災

事故が発生した場合に備え，各種防災設

備等を使用して被害を最小限にとどめ，ト

ンネル通行者の生命を守るとともに，関係

機関の相互連絡，調整並びに防災活動の

確立強化を図ることを目的として，延長１，０００メートルを超えるトンネルにおいて例年実施して

おります。

今年度は，大島支庁，大和村，奄美警察署，大島地区消防組合消防本部，名瀬消防署，大

和村消防分駐所及び大和村消防団の総勢約60名が訓練に参加しました。

２ 訓練における事故想定

（１） 長瀬トンネル内で，奄美市方向に走行中の車両が中央線をオーバーし，対向車線を走

行中の車両に正面衝突，両車両の運転手が車内で負傷，奄美市向け車両の運転手が脱

出不可能になる。

（２） 宇検村方向へ走行中の運転手が事故を発見し，非常警報設備を使用して119番へ通報

（３） 消防隊が到着し，負傷者を救出

（４） 救出直後，事故車両からガソリン漏洩引火による火災が発生

（５） 消防隊により，火災を消火

（６） 火災消火後，警察署員による現場検証
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今回の訓練では，この事故想定のもと，初期消火を含む通報訓練，救助・救急訓練，現場見

分訓練等を実施しました。

３ 訓練に伴う通行規制

訓練時間中は，長瀬トンネル及び志戸勘トンネル内を全面通行止めとして実施しました。

長瀬トンネル付近は，大島支庁管内でも交通量が特に多い場所ではありませんが，名瀬瀬戸

内線は，奄美市街地と瀬戸内町を結ぶ島内の幹線道路です。そのため，訓練に伴う全面通行

止めの時間をできるだけ短くし，道路利用者への影響を最小限にとどめる必要がありました。

訓練に当たっては，参加機関相互の連携や連絡調整等を図るため，打合せ会議を２回開催

するとともに，事前広報手段として，告知用看板等の設置，関係機関等への文書送付，大島支

庁・奄美本島内市町村広報誌やホームページへの掲載，行政無線による広報，大島支庁記者

クラブへの情報提供及びラジオでの規制情報の放送等を実施しました。

当日は，参加機関の迅速な対応や相互の連携等により，大きな混乱やトラブル等もなく，無

事に訓練を終えることができました。

４ さいごに

トンネル内での交通事故，とりわけ車両火災事故は甚大な被害を招く恐れがあり，過去には

日本坂トンネル事故，笹子トンネル崩落事故などの大規模な事故も発生しています。

近年，大島支庁建設課管内においては，幸いなことに火災事故等の大規模な事故は発生し

ておりませんが，今後とも，引き続き関係機関との連携を図りながら，防災訓練の成果を，万一

のトンネル内での災害発生時の対応等に活かしていきたいと考えております。
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若手職員育成プログラム研修について

徳之島事務所福祉課保護第二係 主事 若松 翔平

私は，現在，徳之島事務所に勤務しています。今年度から，徳之島事務所及び大隅地域振興

局では，新規採用職員を対象に「若手職員育成プログラム研修」が行われています。

若手職員育成プログラムって何？と思われた方が多いと思いますので，簡単に概要を説明し

ます。若手職員育成プログラム研修とは，若手職員が主体となり，自ら企画し実践することで，

若手職員の識見や，組織内ネットワークを広げ，県職員としての着実な育成や相互の連携を深

めることを目的とした研修のことです。

徳之島事務所では，現在，７名の若手職員が，徳之島特有の文化体験の企画に，取り組んで

います。ここでは，11月に体験した「浜踊り」と「阿権の街歩き」について紹介します。

【浜踊り】

浜踊りは，稲作の収穫終了に伴う感謝祭を浜辺で行

う時に，感謝の心をこめて神様に捧げたのが始まりで，

島の宝100景に選ばれている伝統文化の１つです。

男女の掛け合い歌で始まり，円舞形式で歌のテンポ

がだんだんと速くなるのが特徴です。踊り･テンポの種

類は全８種で，歌詞の１番から24番まで連続して踊り続

けます。私達が体験したのは，全８種の内の２つでした

が，歌をうたいながら踊るのは想像以上に難しく，苦戦

しました。特に，踊りの最中に足を後ろに引く動作は，何度やってもうまくいきませんでした。ま

た，思っていた以上に体力を消耗し，踊り終わった後は，足腰に疲れを感じました。踊りの参加

者には，御年配の方も多くいましたが，普段から踊り慣れているためか，疲れを全く感じていな

いように思えました。私は，自分の運動不足を感じ，少し悲しくなりました。

踊りも一段落し，休憩時間になりました。やっと休憩できると思った瞬間，参加者の方々が宴

会を始めたことに驚きました。参加者全員で輪になり，お酒を飲みながら世間話で盛り上がりま

した。踊りの効果もあり，島民の方々の輪に自然に溶け込むことができました。私は，親睦を深

める効果がこの宴会にあると感じ，島民の人間性･慣習について貴重な経験をすることができま

した。

浜踊りが終わった後，蛇味線を演奏していただきました。1人は島民の方でしたが，もう１人は

徳之島に赴任して５年目になる県職員の方で，この方の腕前も島内の人に負けず劣らずでし

た。その時の談話が印象に残っていますので紹介したいと思います。それは，「県職員は異動が

ある。慣れない異動先でその地域に溶け込む一番の手段は，その地域の文化に触れること。そ

うすれば，地域の人達との交流の場を生み出し，その経験は将来，きっと役に立つだろう。」とい

うことでした。

現にこの方は，浜踊り以外でも徳之島の文化に触れ，地域の人達との親睦を深めています。

皆さんも，勤務している地域の文化について体験してみてはどうでしょうか。きっと，住んでい

る地域をもっと好きになれるでしょう。
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【阿権の街歩き】

浜踊りの翌日は，伊仙町阿権集落の街歩き

を体験しました。

阿権集落は，「阿権300年ガジュマルと石垣

の小道」として，第２回かごしま･人･まち･デザ

イン賞の景観づくり部門で優秀賞に選定され

た集落です。

阿権在住の地元の方に案内していただきな

がら，阿権の街を歩きましたが，石垣の小道

と昔の建造物の歴史，自然の調和を味わうこ

とができました。特に，樹齢300年のガジュマ

ルの迫力に，改めて生命力の強さを感じました。

現在は，婦人会を中心に，子どもから御年配の方まで地域ぐるみで維持管理を行っていま

す。今後も，この阿権集落の取組を地域の文化として，将来の世代に引き継いでいってほしいと

感じました。

私が勤務している徳之島では，現在，世界自然遺産登録に向けて多くの取組が行われていま

す。今後も，若手職員育成プログラム研修を通し，いろいろなことを体験し，体験から得た生の

声を情報発信しながら，徳之島の観光活性化に繋げていきたいと考えています。

若手職員メンバー
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大島支庁加計呂麻ウォーキング大会を開催しました

大島支庁総務企画課総務労政係 主事 金子 堅斗

平成27年11月28日に，県職員互助会事業として「加計呂麻ウォーキング大会」を実施しまし

た。職員の福利厚生はもちろん，職員・家族等の交流の促進を目的としたもので，総勢43名の

方々に参加していただきました。

今回は，このウォーキング大会の模様をお伝えします。

行程としては，支庁→大 屯神社・加計呂麻島展示・体
おおちょん

験交流館→デイゴ並木→支庁のルートで，加計呂麻島ま

では，大型バスと海上タクシーを使って移動しました。前

日まで風が強く，気温も低かったため，天候が心配され

ましたが，当日は風もなく，穏やかに晴れ渡りました。

特に，海上タクシーでの移動は，風を全身に受け，波

を切っていく感覚が何とも新鮮で，気持ちの良いものでした。

生間港に着いて，最初の目的地の大屯神社まで，小さな峠を歩いて行きました。日差しが強
いけんま

かったため，気温も高く，皆さん汗ばんでいました。私が生まれ育った長崎では考えられないく

らいの暖かな陽気で，改めて南の島に来たことを感じました。

【大屯神社・加計呂麻島展示・体験交流館】
おおちょん

大屯神社では，現地のボランティアガイドの方から説明をいただきました。

大屯神社には，平安時代末期の武将，平資盛が祀られています。その由来は，壇ノ浦の戦い

から落ち延びてきた平資盛が，諸鈍に居城を構えたという伝承です。その際に，現地の人々と

交流を深めるために行われた踊りが，国の重要無形民俗文化財にも指定されている「諸鈍シバ

ヤ」だと言われています。ちなみに「シバヤ」とは，「芝居」が転訛したものだそうです。

この諸鈍シバヤは，毎年，旧暦９月９日に大屯神社で披露され，当日は，たくさんの観光客で

賑わいます。出演者は，皆，男性で構成されており，「カビディラ」と呼ばれる紙製の仮面を付け
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て演じます。また，諸鈍シバヤは，大和・琉球双方の文化の影響を受けており，他に類を見ない

踊りとなっています。

その後，加計呂麻島展示・体験交流館で諸鈍シバヤの映像を見ましたが，仮面を付けた演者

が多彩な動きで踊る姿は，実にオリジナリティーとユーモアに溢れており，多くの人が心を掴ま

れるのも納得しました。

【デイゴ並木】

加計呂麻島展示・体験交流館から更に南へ進むと，諸鈍のデイゴ並木が見えてきます。この

デイゴ並木は，琉球と交易する際の目印として植えられたもので，樹齢200年～300年のデイゴ

の大木が，浜に沿って並んでいる様は迫力があります。６月になると，デイゴは開花時期を迎

え，その時には，鮮やかな赤い花で浜を彩るそうです。

デイゴ並木にて

大屯神社にて 加計呂麻島展示・体験交流館にて
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並木の裏には，珊瑚石の石垣があります。そこは，か

つて諸鈍一帯の有力者であった，林家の屋敷跡だと説

明されました。林家はヤンチュ（家人）と呼ばれる使用人

を200人程抱えていたといわれ，その力の大きさが窺え

ます。

今となっては，石垣のみが残り，中に草木が鬱蒼と繁

茂しているだけですが，崩れた石垣を見つめていると，

中にはどのような屋敷が建っていて，使用人はどのよう

な境遇で暮らしていて，主人である林家はどんな生活ぶ

りをしていたのだろうなどと，実に想像力をかき立てられる，歴史ロマンを感じる場所でした。

その後，昼食をとり，再び生間港まで歩き，帰路につきました。

今回のウォーキング大会は，職員間の交流のみならず，地域の文化にも触れることができま

した。普段，家にこもりがちな私ですが，普段とは違う良い体験をさせていただきました。皆さん

も日常とは少し違う体験をしに，加計呂麻島まで足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。

林家屋敷跡
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11月の統計情報11月の統計情報

１ 鹿児島県毎月統計人口

平成27年11月現在の奄美群島の人口は，111,308人で，前年同月と比べて1,502人減少

しています。

２ 鹿児島県観光動向調査

平成27年10月における調査対象ホテル・旅館80施設の宿泊客数（宿泊延べ人員）は合計

286,592人で，前年同月比2.4％の増加となっています。

奄美地区は，21,644人で，前年同月比12.6％の増加となっています。

３ 大島紬

平成27年11月の生産反数は431反で，前年同月の生産反数469反と比較して8.1％の減少

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

11月１日現在(人) 1,657,071 111,308 61,755 7,287 23,976 13,087 5,203

前年同月(人) 1,669,053 112,810 62,591 7,437 24,294 13,235 5,253

増減数(人) -11,982 -1,502 -836 -150 -318 -148 -50

前年同月比(％) -0.7 -1.3 -1.3 -2.0 -1.3 -1.1 -1.0

県全体 奄美群島

県全体

奄美地区

平成27年10月 前年同月 前年同月比

(単位：人，％）

286,592 279,875 +2.4

21,644 19,225 +12.6

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 400 46 354 186 7 194 13 34,189 4,263 370,386

緯　　絣 31 0 31 6 0 25 0 1,226 355 13,754

計 431 46 385 192 7 219 13 35,415 4,618 384,140

累　　　　計男物女物別 　染　　　　　　　　　　　　　　　　 別
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1 2月～１月上旬の主な行事予定表2月～１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

12月17日 総務企画課 学生のための選挙講座 支庁４階大会議室

1月4日 総務企画課 消防出初式（龍郷町） 龍郷町体育・文化センター

消防出初式（大和村） 大和村中学校校庭

消防出初式（奄美市） 伊津部小学校グラウンド

1月16日 衛生・環境室 ハブ咬傷予防対策ポスター表彰式 未定

総務企画課1月10日


