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大島支庁情報誌
（平成２８年２月１９日 第５３号）

ふるさと探検隊in瀬戸内町を開催しました

大島支庁農村整備課計画係 技術主査 竹下 彰

平成27年８月３日から11月６日にかけて，瀬戸内町内６集落において「ふるさと探検隊」を開

催しました。

「ふるさと探検隊」とは，「中山間ふるさと・水と土保全対策事業」の一環として，良好な農村環

境の保全及び地域住民活動の活性化を図るため，地域住民による集落点検やワークショップ等

により，地域課題の整理や保全活動計画の作成を行うものです。

平成６年から県内において実施され，奄美大島では約５年ぶりの開催となりました。

「ふるさと探検隊」は，各集落２回に分けて行いました。日程や参加者などについては下の表

のとおりです。

第１回探検隊では，集落及び周辺農地を歩きながら集落の良い点・悪い点を点検し，点検結

果を「点検マップ」にまとめましたが，小学生から80歳代まで，幅広い世代の方々に参加してい

ただきました。

第２回探検隊では，「点検マップ」をもとに，課題解決に向けた改善策や地域資源の保全計画

の検討を行い，「夢マップ」を作成しました。

なにげなく日常を暮らしていると，自分が住んでいる集落の良い点や悪い点はなかなか分か

らないものです。

今回，お年寄りから子ども達まで，幅広い世代の住民の方々に参加していただき，様々な目

線で集落を点検し，課題解決に向けた改善策や地域資源の保全計画の検討を行い，参加者全

員で集落に関する情報の共有を図ることができました。住民の皆さんにとっては，「ふるさと探

検隊」の実施で，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のではな

いでしょうか。

蘇刈 阿木名 網野子 嘉鉄 勝浦 節子

開催日（第１回）
開催日（第２回）

８月３日
10月16日

８月23日
10月25日

８月23日
11月６日

８月23日
10月24日

９月６日
10月25日

９月６日
10月24日

参加者数（第１回）
参加者数（第２回）

20人
13人

56人
19人

21人
14人

18人
19人

34人
14人

26人
16人

参加者年代 50代～80代 小学生～80代 40代～80代 小学生～80代 小学生～80代 小学生～80代
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今後も，「ふるさと探検隊」を活用し，美しい海をはじめとする豊かな自然と共に，集落と周辺

農地を守り，次世代へ引き継いでいくことに少しでも役立てればと思っています。

◆探検隊の様子（節子集落）

全員集合の記念撮影 子ども達も元気に点検に参加

集落の史跡について講義中 室内で点検マップの作成

完成した
夢マップ
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土砂災害防災出前講座を開催

大島支庁徳之島事務所建設課 技術主査 石田 知謙

平成28年１月29日（金）に，徳之島町立亀徳小学校で，土砂災害防災出前講座を開催しまし

た。昨年７月の天城町立岡前小学校に続き，今年度２回目の出前講座です。

出前講座は，地域防災力の向上を目的とし，過去の大災害を経験したことにより得た教訓，

土砂災害に関する知識等を後世・次世代に継承し，災害時に迅速な避難行動がとれるよう，役

場と協力して，管内の小学校で開催しており，各振興局・事務所で年１回は開催することになっ

ています。

「土砂災害とは？」から始まり，鹿児島県の特徴（地形・地質・気象等），土砂災害の種類及び

土砂災害への備えについて説明した後，実際に土砂災害を経験した人たちの話をまとめたＤＶ

Ｄ視聴を行いました。

学校の周辺には，急傾斜地崩壊対策工事を施工した箇所が点在していることから，児童の土

砂災害への関心は高く，真剣な表情で話を聞いてくれました。

また，家に帰ってから家族と土砂災害について話が出来るように，砂防読本と町が作成した

防災マップを配布し，最後に，クイズ形式の検定を行い，講座を受講した５年生全員に『県土砂

災害ジュニアマスター認定書』を交付しました。

今回の出前講座を受講した児童一人一人が，『土砂災害に遭わないようにするためにどうす

れば良いか』を考えるきっかけになれば幸いです。
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割愛職員としての３年間を振り返って

大島支庁地域保健福祉課児童福祉係 主事 宜名真 福太郎

平成25年４月１日。新規採用職員のような気持ちで，一番乗りで執務室に入り，期待と不安の

中，ドキドキの大島支庁勤務１日目を迎えました。

私は，喜界町役場に入職後，５年間を税務課で過ごしました。そして，初めての異動で，割愛

職員として大島支庁で勤務することになりました。割愛職員とは，簡単に言うと，対象職員につ

いて各自治体間で協議を行い，元の身分を失い，新たな身分を得て仕事を行う職員のことで

す。実際に私は，喜界町役場を退職して，鹿児島県職員となりました。（退職金はありません

よ。）

この制度については，「自分で希望したんですか。」とよく聞かれますが，私は自分で希望しま

した。理由としては，こんな機会は滅多にない。自分のため，喜界町のためにどれだけ出来るの

か。今しか出来ないことをしたい！という模範解答のような理由もありましたが，広い世界で色

々な人を知ってみたい。そして，知り合えた人とあわよくば・・・。（ひとり身です。）という淡い期

待もありました。

仕事は，母子家庭等の支援，施設に措置された子ども達の負担金調定事務，未収債権対策，

民生委員・児童委員関係事務，保育所入所事務指導監査等，様々な仕事をさせていただきまし

た。また，課に届いたメールの振り分けや取りまとめ等，庶務的な仕事もさせていただき，その

おかげで，文書管理の方法やそれぞれの係でどのような業務があるのかを知ることができまし

た。

プライベートでは，支庁の方たちとの輪を広げるために，テニスとバドミントンを始めました。

ほぼ初心者状態の私でしたが，カフェテリアプランで道具を揃えられたおかげもあり，どちらも，

なんとかその競技をしているように見えるぐらいまでにはなりました。また，両競技とも取りまと

め役を経験させてもらい，そのことにより，更に交流の輪が広がり，楽しさも増しました。３年目

の今年は，支庁と警察署との合同フットサルチームが出来ましたので，そちらにも参加していま

す。

また，イベント好きな私は，この３年間で，ショチョガマや諸鈍シバヤ等の伝統芸能，やんごは

しご酒や黒糖焼酎の日(５月９日，10日)等の屋仁川イベント，各自治体の花火大会，婚活イベン

ト等々，様々なことに参加させていただきました。このように，奄美大島の魅力を全身で感じるこ

とができたのも，大島支庁で勤務できたからだと思います。

この３年間で多くの人と出会うことが出来ました。これは，これからの私の人生にとってかけが

えのない財産となることでしょう。私としては，この『輪』を築けたことで，割愛職員として派遣さ

れた使命の大半を達成できたのではと思っています。

最後に，この３年間の成果？を一部ですが画像にて報告させていただき，まとめといたしま

す。

３年間，大変お世話になりました。ありがとうございました。
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大島病院とのバド交流大会 （りゅうゆう館）

雨に降られましたが，同タイムで仲良くゴール！！

結ノ島CAMP （第１回） 住用にて

国文祭ﾗｼﾞｵCM喜界ver収録(奄美FM)

２０１５加計呂麻島ハーフマラソン
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２月の統計情報２月の統計情報

１ 鹿児島県毎月統計人口

平成28年１月現在の奄美群島の人口は，111,284人で，前年同月と比べて1,427人減少

しています。

２ 鹿児島県観光動向調査

平成27年12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

268,721人で，前年同月比2.9％の増加となっています。

奄美地区は，18,653人で，前年同月比13.6％の増加となっています。

３ 大島紬

平成28年１月の生産反数は270反で，前年同月の生産反数290反と比較して6.9％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

1月１日現在(人) 1,656,426 111,284 61,768 7,290 23,917 13,093 5,216

前年同月(人) 1,668,106 112,711 62,493 7,438 24,275 13,248 5,257

増減数(人) -11,680 -1,427 -725 -148 -358 -155 -41

前年同月比(％) -0.7 -1.3 -1.2 -2.0 -1.5 -1.2 -0.8

県全体 奄美群島

県全体

奄美地区

268,721 261,027 +2.9

18,653 16,421 +13.6

平成27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 247 16 231 126 12 102 7 21,745 247 21,745

緯　　絣 23 0 23 1 0 20 2 898 23 898

計 270 16 254 127 12 122 9 22,643 270 22,643

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

2月22日 衛生・環境室 平成27年度第２回奄美大島地区献血（22～29日） 大島支庁

2月25日 総務企画課 大島地域行政懇話会 奄美サンプラザホテル

2月26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27日 総務企画課 徳之島観光ワーキンググループ会議 伊仙町ほーらい館

2月29日 総務企画課 喜界島観光ワーキンググループ会議 喜界町役場会議室

総務企画課 第２回奄美空港・名瀬間の景観整備推進会議 奄美会館中会議室

総務企画課 沖永良部島観光ワーキンググループ会議 沖永良部事務所会議室
3月2日


