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西郷南洲翁と沖永良部島の歴史について

沖永良部事務所総務福祉課 課長補佐兼総務係長 山下 和彦

１ はじめに

平成30年のＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」の放映を契機として県内各地で地域の活性化を図

るための取組がなされているところです。沖永良部島においても，ロケハン等が実施され，

「西郷どん」の横断幕や懸垂幕を掲げて機運を高めるとともに，和泊町「西郷どん」プロモー

ション実行委員会が中心となって，西郷どんシンポジウムの開催などの取組を行っているとこ

ろです。

さて，沖永良部島で罪人として過ごした西郷南洲翁について，知らない方が多いのではな

いでしょうか。西郷南洲翁のターニングポイントの一つと思える程，沖永良部島の人々の「思

いやりの心」により，衰弱して死を覚悟した西郷南洲翁が生きる力を得て，沖永良部島での

１年６箇月の流刑が解かれ，その後，薩長同盟や江戸無血開城などに活躍しました。ここで

西郷南洲翁と沖永良部島の歴史について，紹介したいと思います。

２ 西郷南洲翁と沖永良部島の歴史について

文久２年（1862年）６月薩摩藩主の父として実権を握っていた島津久光の怒りに触れ，西郷

南洲翁は徳之島に流罪となり，奄美大島（龍郷）から訪ねてきた愛加那や子供達と再会した

数日後に沖永良部島へ遠島の命令が藩から届いた。８月代官黒葛原源助は，付役福山
つ づらばら げん すけ つけ やく

清蔵，間切横目（警察官）土持政照を連れて，馬で沖永良部島伊延港に罪人西郷南洲翁を迎
ま ぎり よこ め つち もち まさ てる

えに行った。

代官が，西郷南洲翁に乗馬を勧めたが，罪人の身であることや再び土を踏むことはないで

あろうと西郷南洲翁は乗馬を拒み，約４キロの道のりを和泊まで歩いた。

与人役所（役場）の敷地内に松の木を縦横に組み合わせ
よ ひと や く しよ

た，吹きさらしの牢屋で，夏は猛暑，台風，蠅や蚊に悩まさ

れ，冬は海からの寒風にさらされ，ぶるぶる震えていた。食

事は朝炊いて昼と夜は冷飯にお湯をかけ，漬け物や塩を食

べるだけの粗末なもので，西郷南洲翁は次第にやせ細り，衰

弱していった。

10月（入牢から約２箇月）衰弱し極限状態の西郷南洲翁を 【吹きさらしの外牢屋】

看かねた土持政照が，代官黒葛原源助に一身をかけて「殿

様の命令書によりますと，西郷南洲翁様を囲いの中に入れ

よと書いてありますが，囲いというのは家の中につくった座敷

牢のことでございます。今，西郷様が入っているあれは，囲

いではなく牢屋でございます。」と言って，役場の敷地内に座

敷牢をつくることになり，座敷牢が完成する間（政照は，大工

にゆっくり座敷牢を仕上げるように指示）政照の家で過ごし，

政照の母親鶴は，やせ衰えた西郷南洲翁に真心こめて栄養 【座敷牢（教育）】
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たっぷりの食事をつくった。その後座敷牢に移り，西郷南洲翁

は，土持政照の「思いやりの心」に救われ，「もし政照がいな

かったら自分はあの牢屋の中で死んでいたであろう」と，政照

と義兄弟の契りを交わし，政照と鶴は涙を浮かべた。

西郷南洲翁は，座敷牢で島の人々（20名程の弟子）に教育

・道徳を教え，西郷南洲翁の教えはすべて「敬天愛人」の大精

神であり，郷中教育（人づくり）のやり方であった。

元治元年（1864年）２月に家老小松帯刀や大久保利通の後 【義兄弟の契り】

押しもあり，藩からの召還命令により鹿児島に帰った。

○参照文献〔「えらぶの西郷さん」：和泊西郷南洲顕彰会〕

３ 「西郷どん」に関わる主な取組について

(1) 「西郷南洲記念館」での地域密着研修の実施

沖永良部事務所の地域密着研修を「西郷南洲記念館」で実施し，同館の宗淳氏による

丁寧な講話を受け，沖永良部島を大きく発展させる原動力となった西郷南洲翁の道徳教

育の教えなど地域を深く知るとともに，情報発信に努めて

います。

(2) 和泊町「西郷どん」プロモーション実行委員会の取組

受入体制基盤強化，人材育成，情報発信等

(3) 地域振興推進事業の活用

和泊町「西郷どん」地域プロモーション推進事業による

西郷どんガイドブック制作等

(4) 魅力ある観光地づくり事業による整備 【和泊町「西郷どん」

県による園地・駐車場等の整備 プロモーション実行委員会】

４ 最後に

平成29年３月７日の奄美群島国立公園の指定や，平成30年のＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」

の放映，今後の奄美大島，徳之島の世界自然遺産の登録，平成30年度に予定されている奄

美大島－徳之島－沖永良部島－那覇の航空路線の開設など観光面に追い風が吹いており，

この追い風を沖永良部島及び与論島の観光振興にいかにして生かせるかが課題となってい

ます。現在，行政と民間が連携・協力し，様々な取組を進めているところです。

また，沖永良部島は，平成28年７月に楽天が発表した全国離島の人気上昇ランキングで

１位となるなど人気上昇中です。「西郷南洲記念館」や，全国的に数が少なく，魅力あるケー

ビング体験に沖永良部島へお越しください。
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毎年９月10日から９月16日は自殺予防週間です

大島支庁地域保健福祉課 地域支援係 保健技師 内 友美

ひとりで悩まないで ～一人ひとりの大切ないのち～

日本の自殺者数は，平成10年以降，14年連続して３万人を超える状態が続いていました。平

成24年からは４年連続で３万人を下回っているものの，依然多くの方が自ら命を絶たれる厳しい

状況が続いています。

鹿児島県においても，毎年約300人もの尊い命が失われており，この数は本県の交通事故死

亡者数の約３倍です。また，奄美群島においても，平成27年には34人の尊い命が失われていま

す。

この機会に，身近な社会問題である自殺の問題について，私たちにできることを考えてみま

せんか？

自殺の原因・動機

「うつ」の症状で自覚しやすい

のは「不眠」です。不眠が２週

間以上続く時は，早めに医機

機関等へ相談しましょう。

様々な要因が連鎖し

自殺につながる
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気づく・声をかける 話に耳を傾ける

つなぐ（専門相談窓口に相談しましょう） 見守り・支える

相 談 先

・名瀬保健所 ０９９７－５７－７２４３

・徳之島保健所 ０９９７―８２－０１４９

・鹿児島県自殺予防情報センター ０９９－２２８－９５５８

名瀬保健所，徳之島保健所では，自殺予防週間にあわせ，管内の店舗等で，自殺予防に関するリーフレット

の配布を行う街頭キャンペーンを実施します。

自殺を思いつめた人は，サインを発し

ていることが多いと言われています。

「いつもと様子が違う」という周囲の

気づきが大事です。

相談者は「この人なら，自分の話を真剣に聴いてくれ

そうだ」と思われたに違いありません。安易な励ましや

一方的な説得は慎み，本人の気持ちを尊重し，話を聴

いてください。人に話をすることで，混乱した気持ちが

落ち着つき，問題の整理ができる場合があります。

健康問題，多重債務，子育てや職

場，介護の問題等，専門相談窓口に

相談することで，解決策を見いだすこ

とができます。ぜひ，相談窓口を活用

してください。

追い込まれた人は「孤立感」「孤独感」を強く感じていま

す。特に男性は悩み事を一人で抱え込む傾向があると

言われています。周囲の温かい支えが孤立した気持ち

を和らげます。
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舟こぎ競争大会が開催されました！

大島支庁総務企画課 商工観光係 工業技師 中野 博紹

８月11日(金)に第54回奄美まつり舟こぎ競争大

会が盛大に開催されました！

本来であれば，８月５日(土)の実施予定だったの

ですが，台風５号の影響で約１週間の延期となり，

出場チーム数の大幅な減少が懸念されていまし

た。しかし蓋を開けてみれば百を優に超えるチーム

が参加し，例年以上の手に汗をにぎるレースが繰

り広げられました。

残念ながら舟こぎの翌日に予定されていた「パレ

ード」は開催することができなかったのですが，そのぶん舟こぎ競争大会の参加者は舟を漕ぐこ

とに全力を出せたのではないでしょうか。

舟には，笛手１人，舵取り１人，漕ぎ手６人の

合計８人が乗り込みます。舟に乗り込んだ８人

の息がぴったりと合わないと，前に進まないば

かりか転覆の可能性も出てきます。往復約400

メートルのコースを全力で漕ぎ，速さを競うとい

う分かりやすいルールなので大人から子どもま

で誰でも楽しめて，白熱するのでしょう。

優勝争いに食い込んでくるチームは，本当に速い！ゴールまで２分10秒あたりを切ってようや

く優勝が見えてくるのではないでしょうか。

ちなみに私が所属している総務企画課は１回戦敗退と

いう結果に終わってしまいました。しかし，漕ぎ始める前

から大きく左に傾いた状態の舟で転覆せずにゴールまで

たどり着けたことは優勝に勝るとも劣らない価値があるの

ではないでしょうか・・・。

優勝を狙うチームも，楽しむ目的のチームも，様々な人が楽しめる

舟こぎ競争大会。

今年参加した方は来年も，参加したことがない方は来年こそは，

参加してみてはいかがでしょうか？

健闘を讃えて乾杯！
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世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」 ②

～特徴と概要について～

大島支庁総務企画部長 田中 完

前回は，世界遺産とは何かといったことについて説明させていただきました。今回は，まず世

界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」のコンセプトや特徴を紹介した上で，どういった内容の

ものか説明させていただきます。これまでの日本の世界遺産にはないものがありますので，どう

ぞ興味を持って御覧ください。

１ 「明治日本の産業革命遺産」のコンセプトについて

「明治日本の産業革命遺産」の価値はどこにあるのか端的に言いますと，イギリスなどヨー

ロッパに端を発した産業革命が，西洋から非西洋へ伝播し，植民地にならずに，日本の在来技

術と融合して，初めて技術移転が成功したことを示す遺産群です。

言い換えますと，世界を舞台としたダイナミックな技術移転と言えます。しかも，19世紀半ば

から20世紀の初頭，1850年代から1910年，幕末から明治時代後半にかけて，日本は国防のた

め，製鉄・製鋼，造船，石炭産業といった重工業を基盤に，わずか50年余りの短期間で急速な

産業化を成し遂げたということが，世界史的にも極めて類い希であり，「顕著な普遍的価値」を

有している，つまり，世界遺産としての価値を有しているということになります。

また，産業化の発展について，①試行錯誤の挑戦，②西洋の科学技術の導入，そして，

③産業基盤の確立の３段階で示しています。

２ 「明治日本の産業革命遺産」の特徴について

(1) 稼働資産を含んでいること

最も大きな特徴は，現在も稼働している工場施設群が遺産の中に含まれているということ

です。これは国内では初めてであり，これほどまでに現役で稼働している工場群が世界遺産

に登録されたのは世界でも初めてです。

日本の世界遺産は，従来，国の重要文化財や史跡のように文化財保護法により保護して

きましたが，稼働中の産業遺産は，稼働を継続することが資産価値の保全につながることか

ら，「遺産の価値の適切な保全」と「価値の保全が資産所有企業の経営に与える制約の最

小化」の両立が図られるよう，従来の文化財保護法だけではなく，景観法や港湾法等個別

の資産の状況に応じて，最も適当な法律で保護することが平成24年５月に閣議決定され，

政府の所管庁も，これまでの文化庁から内閣官房になりました。
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(2) 全国に渡る広域的なシリアル・ノミネーション

もう一つの特徴は，専門用語でシリアル・ノミネーションと言いますが，これは，共通の

テーマのもと関連のある遺産群をまとめて世界遺産に登録する，という手法をとっていること

です。富士山など，日本の世界文化遺産の多くがこの手法をとっていますが，これだけ大規

模で，全国に渡る遺産群をまとめて世界遺産登録したのは初めてです。「明治日本の産業

革命遺産」は23の構成資産からなっていますが，これら全体で世界遺産の価値を有します。

１つ１つの構成資産だけで世界遺産の価値を有するわけではありませんし，１つでも欠ける

と世界遺産としての価値をなさないということになります。

岩手県の橋野鉄鉱山や静岡県の韮山反射炉は，鉄の技術史を辿ると不可欠であること

から含めています。

○ 稼働資産が含まれています。
（国内では初めて、現役の工場施設では世界でも初めて）

「遺産の価値の適切な保全」と「価値の保全が資産所有企業
の経営に与える制約の最小化」の両立

従来の文化財保護法ではなく、景観法や港湾法等で保護
※ 所管： 文化庁 内閣官房

No 所在地 構成資産名

１

長崎市

三菱長崎造船所 第三船渠

２ 〃 ジャイアント・カンチレバークレーン

３ 〃 旧木型場

４ 〃 占勝閣

５ 北九州市 官営八幡製鐵所

６ 中間市 遠賀川水源地ポンプ室

７ 大牟田市 三池炭鉱・三池港（三池港）

８ 釜石市 橋野鉄鉱山

稼働資産一覧表

官営八幡製鐵所（修繕工場）

三菱長崎造船所 第三船渠

三池炭鉱・三池港（三池港）

「明治日本の産業革命遺産」の特徴（１）

○ シリアル・ノミネーションでの登録
構成資産は、全国８県１１市に分布しています。
製鉄・製鋼、造船、石炭産業に関連する２３
の遺産群全体で世界遺産の価値を有します。

「明治日本の産業革命遺産」の特徴（２）
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３ 「明治日本の産業革命遺産」の概要について

それでは「明治日本の産業革命遺産」の中身を産業化の発展段階ごとに見ていきます。

鹿児島の構成資産は，第１段階と第２段階位置づけられています。

第１段階は，「試行錯誤の挑戦」として，当時唯一西洋に開かれた窓口であった長崎を通じ

てオランダの技術書を入手し，そこに描かれている図面だけを頼りに，日本の伝統技術を駆使

して試行錯誤しながら近代化に取り組んだ段階です。

その構成資産は，萩の反射炉，恵美須ヶ鼻造船所跡，大板山たたら製鉄遺跡，城下町，松

下村塾，鹿児島の旧集成館，寺山炭窯跡，関吉の疎水溝，韮山の反射炉，釜石の橋野鉄鉱

山，佐賀の三重津海軍所跡からなります。

と在来技術

旧集成館（1851～1858年）

旧集成館（1851～1858年）
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第２段階は，「西洋の科学技術の積極的な導入」として，鎖国が解け，海外から機械を直接

輸入し，外国人技術者の指導を受けつつ，蒸気機関を導入し，第１段階で培った技術をもと

に，日本人技術者が知識を貪欲に吸収しつつ，近代化を進めていった段階です。その構成資

産は，鹿児島の旧集成館の造船部分（機械工場），長崎の高島炭坑や旧グラバー住宅，小菅

修船場跡，そして，三角西港からなります。

薩摩藩では，1863年の薩英戦争で，西洋との力の差を見せつけられ，島津斉彬が行った集

成館事業の必要性に改めて気付くことになり，留学生を英国に派遣し，西洋技術を取り入れる

など，より積極的な近代化・工業化に取り組みました。詳しくは，次回御説明します。

の導入
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第３段階は，「産業化が達成される段階」として，海外の機械を導入しつつも，知識を取得し

た日本人技術者が，それらを日本の環境や条件に応じて改良しながら，電化が始まるなど近

代化を達成していった段階です。その構成資産は，長崎の端島炭坑や三菱長崎造船所，三池

炭鉱・三池港，そして，八幡製鉄所からなります。

以上，「明治日本の産業革命遺産」の特徴と概要について説明させていただきました。現在

の産業国家，日本の成り立ちにおいて，それぞれの産業遺産が重要な役割を果たしてきたこと

がおわかりいただけたことと思います。

次回（10月号）は，世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の10年にも及ぶ取組経緯に

ついて御紹介します。

お楽しみに。

の導入
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７月の統計情報

１ 鹿児島県毎月推計人口

平成29年８月１日現在の奄美群島の人口は107,318人で，前年の同月と比べて，1,567人減

少しています。

２ 鹿児島県観光動向調査

平成29年７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

275,635人で，前年同月比6.2％の増となっています。

奄美地区は，前年同月比5.1％の増となっています。

（単位：人，％）

平成29年７月 前年同月比

県全体 275,635 6.2

奄美地区 29,418 5.1

奄美大島 喜界島 徳之島 沖永良部島 与論島

8月１日現在(人) 1,626,098 107,318 59,913 6,992 22,774 12,556 5,083

前年同月(人) 1,637,981 108,885 60,668 7,133 23,135 12,799 5,150

増減数(人) -11,883 -1,567 -755 -141 -361 -243 -67

前年同月比(％) -0.7 -1.4 -1.2 -2.0 -1.6 -1.9 -1.3

県全体 奄美群島
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３ 大島紬

平成29年８月の生産反数は468反で，前年同月の生産反数413反と比較して13.3％の増加

となっています。

９月の主な行事予定表

《 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

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 408 36 372 178 6 203 21 34,983 2,782 235,968

緯　　絣 60 8 52 0 0 56 4 2,312 243 9,458

計 468 44 424 178 6 259 25 37,295 3,025 245,426

累　　　　計男物女物別 　染　　　　　　　　　　　　　　　　 別

日　付 担当課 行　　　事 場　　　所

9月15日 地域保健福祉課 百歳長寿者訪問 奄美市笠利町

9月18日 地域保健福祉課 国内最高齢者への祝状授与（知事） 喜界町

9月19日 地域保健福祉課 百歳長寿者訪問 奄美市名瀬

9月28日 総務企画課 地域おこし協力隊の意見交換会 支庁４階大会議室


