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ついに徳之島ダムからの散水が始まりました！！

～大地と水の恵みを次世代へ～

徳之島事務所農村整備課計画係 技術主査 德満 宏律

徳之島地域では，国営事業による徳之島ダムの整備がほぼ完了し，県営事業による畑地か

んがい施設の整備も順調に進んでいる中，６月19日から約240ヘクタールの畑で散水が開始さ

れたことから，７月21日に天城町において，各地域の農家代表や関係者など約100名が出席し，

「徳之島ダム畑かん通水式」が盛大に開催されました。

式典では，主催者を代表して大久天城町長から「今後は水を最大限に活用した農業への転換

を図り，単収向上や新規品目導入による農家所得の向上が期待される。徳之島の農業は新時

代を迎えた。」との式辞がありました。

次に，九州農政局徳之島用水農業水利事業所長，県

大島支庁徳之島事務所長より事業経過報告がそれぞれ

あった後，関係者によるテープカットに併せて，会場に隣

接するほ場で一斉に散水が行われ，出席者からは歓声

があがっていました。

式典会場となった第一大和城地区の西松和茂水利

用組合長は，「水の効果はもの凄く，今年のさとうきびの

反収は10トンを超えるだろう。散水の状況を見れば，事

業に賛同していない農家の理解も進むのではないか。」

と話されていました。

式典の後，会場を天城町ユイの里ホールに移して祝

賀会も開催され，金子衆議院議員の来賓祝辞のほか，

高校生による演劇や民謡なども催され，大盛況のうち

に閉会しました。

「長寿・子宝」である徳之島が，畑地かんがいを活用した生産性の高い農業にチェンジして，

「大地と水の恵みを次世代へ」紡ぐ（つなぐ）各種取組が実施され，農家が夢と誇りを持てる強い

農業の島となるよう，今後も農家と関係機関・団体が一体となって畑地かんがい施設の整備に

積極的に取り組んでいきたいと考えています。
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世界自然遺産「道の日」奄美群島クリーンアップ大作戦について

大島支庁衛生・環境室環境係 環境係長 桑原 庸輔

大島支庁や建設・建築業をはじめとする各種団体では，国が定めた８月10日の「道の日」に合

わせて，世界自然遺産登録を目指した活動として，道路や地域の清掃活動を行う「世界自然遺

産『道の日』奄美群島クリーンアップ大作戦」を奄美群島全域で実施しています。

今年も，スローガン「奄美・琉球の世界自然遺産登録早期実現」を掲げて群島各地で清掃作

業に取り組んでいますが，その一つとして，７月30日(土)に奄美市名瀬地区で清掃活動を実施

し，活動に先立ち，出発式を行いました。

出発式では，大島支庁長に続き，住民代表として奄美群島地域女性団体連絡協議会の山田

会長から挨拶を，また，大島高校３年の喜入あさひさんから声高らかに出発宣言をしていただ

き，その後，名瀬市街地の清掃作業へ向かいました。

出発式の様子（大島支庁駐車場）

出発宣言をする喜入さん

～ 出 発 宣 言 ～

これより，奄美群島の世界自然遺産登録の早期
実現を目指して，世界自然遺産「道の日」奄美群
島クリーンアップ大作戦に出発します。
美しい奄美群島を，未来に引き継ぎましょう！
ガンバロー！ ガンバロー！ ガンバロー！
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県建設業協会奄美支部，奄美建設業協会，名瀬建友会，県建築協会奄美支部，県建築士会

奄美・大島支部，奄美群島地域女性団体連絡協議会，高校生，奄美群島広域事務組合，奄美

市役所及び大島支庁の約240名が，名瀬市街地や本茶トンネル入口，朝戸トンネル入口までの

国道・県道周辺を清掃するとともに，地域の住民の方にも自主的に参加していただき，自宅周

辺の清掃作業をしていただきました。

参加の意思表示として黄色のタオルなどを身につけ，ゴミ袋を片手に約１時間半の清掃作業

を行ったところ，合計で180kgのゴミが回収されました。

清掃作業の様子

さらに，群島全体の活動としては，大島支庁徳之島事務所及び徳之島建設業協会が７月22

日に県道伊仙亀津線の亀津地内で道路清掃を，また，喜界町においては，役場・地元企業等が

８月10日に湾地区等の清掃活動を行い，８月27日には瀬戸内町古仁屋で，市街地の道路を中

心に清掃活動を実施しました。

なお，奄美群島内の各島のエコツーリズム協議会や清掃活動に取り組んでいる団体に参加

を呼びかけるとともに，今年から，高校生にも参加していただきました。この活動が，さらに奄美

群島全域に拡がり自発的な取り組みになることが期待されます。

ところで，奄美群島における入込客数は，平成26年は約70万８千人，平成27年は約75万７千

人（「奄美群島の概況」より）で対前年比約6.9％の増加で，近年右肩上がりの状況にあり，今

後，「奄美・琉球」が世界自然遺産に登録されると，観光客のさらなる増加が予想されます。き

れいな奄美群島で，おもてなしの心を持って観光客等をお迎えしましょう。

世界自然遺産は，世界に誇れる宝であり，その宝を未来に引き継いで行くことが大切です。

近年の活動のおかげで，市街地や主要道路近辺のゴミは減少傾向にありますが，山間部の道

路等では依然としてゴミの散乱が見受けられます。

奄美群島の海や山などの自然が美しくても，ゴミの散乱等により，奄美のイメージがダウンし

てしまうことはとても残念です。

奄美群島の貴重な自然を守り未来に引き継ぐためにも，住民一人一人が意識を持って，環境

美化活動に取り組むことが重要です。
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第53回奄美まつりが開催されました！

大島支庁総務企画課 総務労政係 主事 金子 堅斗

８月４日（木）から７日（日）には，奄美の夏の風物詩といえる，第53回奄美まつりが開催され

ました。中でも，多くの支庁職員が参加した「舟こぎ競争」と「パレード」について皆さんに御紹介

いたします！

【舟こぎ競争】

舟こぎ競争とは，漕ぎ手６人，舵取り１人，笛手１

人の８人で木製の舟に乗り込み，往復約400mのコ

ースで速さを競うものです。

支庁も含めて，内外から多くの方々が参加し，総

勢100チーム以上の盛大な催しとなりました。

中でも，建設課，農政普及課，農政普及課特殊病

害虫係は準々決勝に進出する活躍を見せ，大いに

盛り上がりましたが，惜しくも準決勝進出ならず…。

ちなみに筆者のチームは１回戦で敗退しました。どういうわけか何度も転覆しそうになるほど

左右のバランスを欠き，ゴールにたどり着くのもやっとのことでした。（練習不足がダイレクトに反

映されたタイムでした…。）

とはいえ，舟を漕ぐのも，応援するのも職場の皆でやれば楽しいものです。

大島支庁建設課

大島支庁保健福祉環境部女子 大島支庁県税課

転覆におびえる筆者のチーム
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【パレード】

７日（日）の夕方には，パレードが開催されました。

パレードは，ほこらしゃ節・むちもれというシマ唄に合わせ，名瀬中心市街地を周回しながら

踊ります。大島支庁を含めて17組の踊り連が参加

し，沿道にはたくさんの観客が詰めかけていまし

た。各組それぞれが独自の振り付けをしており，

踊り連ごとの個性が楽しめるのも魅力の一つで

す。

今年は，支庁職員から86名の参加に加え，永井章義県議

と向井俊夫県議にも御参加いただき，鹿児島県をアピール

する絶好の機会となりました。

奄美まつりは，奄美で開催されるイベントの中でも多くの人々が参加する一大イベントです。

美しい自然はもちろん魅力的ですが，熱く盛り上がる奄美まつりを見に，一度奄美におこしにな

ってみてはいかがですか?

大島支庁踊り連

かごしま国体もＰＲしました！
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平成28年度新規採用職員を紹介します

大島支庁沖永良部事務所総務福祉課 用地管理係 主事 水島 真俊

今年度から大島支庁沖永良部事務所総務福祉課の用地管理係

に新規採用として配属されました水島真俊と申します。

出身は鹿児島の日置市で，大学生のときは東京の八王子市で過

ごしていました。沖永良部に配属が決まった際の率直な感想は，離

島での生活の不安と社会人としての新生活の期待が混在していまし

た。また友人らに沖永良部への配属が決まったと報告をした際に

「沖縄県庁だったっけ？」と言われ，即座に「沖永良部は鹿児島！」

と反論したのを覚えています。しかし，友人の意見もまったくの的外

れということはなく，沖永良部は鹿児島県のほぼ最南端に位置し，

そのため鹿児島県本土に赴くより，沖縄県に行くほうが遙かに近いです。

沖永良部は温暖な気候であり，自然がとても豊かな環境です。海はエメラルドグリーンに輝

き，ダイビングスポットしても他の離島に引けをとらないほど素晴らしく，また，他の離島にはな

い特色として，鍾乳洞を巡るケイビングが全国的にも有名です。昨今もメディアに多く取り上げら

れるほど観光地として魅力のある地域です。

採用から早４ヶ月が経ち，離島での生活も慣れ始め，当初抵抗のあった黒糖焼酎も今ではす

っかり身に染みる味となりました。しかし，お酒の味は慣れても，仕事に関してはなかなか慣れ

ず，先輩方にはいつも迷惑をかけてばかりです。

昨日の自分より今日の自分が少しでも成長しているためにも，一日一日を大切に過ごし，日

々の努力を怠らぬよう励みたいと思います。また，常に初志貫徹の心を忘れず，県民の方々を

第一に考え，真摯に誠意を持って対応することを心掛けたいと思います。これからもどうぞよろ

しくお願いします。

こだま

大島支庁沖永良部事務所農業普及課技術普及係 農業技師 玉 真一朗

今年度から，大島支庁沖永良部事務所農業普及課に新規採用職

員として配属となりました 玉真一朗と申します。出身は鹿児島市

で，鹿児島大学を卒業し，ほとんどを鹿児島市内で過ごしてきまし

た。離島に行った経験が無かったので，初任地が沖永良部島に決ま

ったときは，今まで住んできた鹿児島県で働くことが出来るという喜

びと，初めての離島生活という不安を同様に抱えました。しかし，赴

任後すぐに美しい海や沖永良部島の方々の人柄にふれて不安は消

え去っていました。

私の仕事は，沖永良部島でのばれいしょやさといも等の技術普及，

農家育成指導や産地振興を図ることですが，約４ヶ月たった今も分か

らないことが多く，上司や先輩職員に助けられる毎日です。この職場は，農家の皆さんとの距離

も非常に近く，多くの刺激を受ける日々を送り，たくさんのことを学ばせてもらっております。
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また，週末は，趣味である釣りに行き，島の魅力を満喫したいと思っています。既に，鹿児島

本土では釣れない大きな魚を釣り，捌いて食べるという貴重な経験をさせてもらっています。3

年後にはこんがり焼けた肌で立派な島人になれていたらと思います。

まだまだ分からないことも多いですが，公私ともに充実させ，早く一人前の県職員となれるよ

うに日々努力していきたいと思いますので，どうぞよろしくお願いします。
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８月の統計情報

１ 鹿児島県毎月統計人口

平成28年７月現在の奄美群島の人口は，108,974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28年６月における調査対象ホテル・旅館79施設の宿泊客数（宿泊延べ人員）は合計

210,621人で，前年同月比10.7％の減少となっています。

奄美地区は，21,832人で，前年同月比7.5％の増加となっています。

３ 大島紬

平成28年７月の生産反数は375反で，前年同月の生産反数501反と比較して25.1％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

7月１日現在(人) 1,639,374 108,974 60,690 7,150 23,164 12,820 5,150

前年同月(人) 1,650,727 110,476 61,415 7,260 23,561 13,025 5,215

増減数(人) -11,353 -1,502 -725 -110 -397 -205 -65

前年同月比(％) -0.7 -1.4 -1.2 -1.5 -1.7 -1.6 -1.2

県全体 奄美群島

県全体

奄美地区

210,621 235,804 -10.7

21,832 20,305 +7.5

平成28年6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 345 6 339 173 17 128 27 29,858 2,560 220,296

緯　　絣 30 0 30 1 0 25 4 1,180 242 9,404

計 375 6 369 174 17 153 31 31,038 2,802 229,700

累　　　　計男物女物別 　染　　　　　　　　　　　　　　　　 別
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９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

9月1日 農村整備課 水土里サークル推進大会 宝山ホール

9月10日 地域保健福祉課 自殺予防キャンペーン（16日まで）


