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阿室校区活性化対策委員会（宇検村）が農林水産祭

むらづくり部門で天皇杯を受賞！！

大島支庁農政普及課 農業振興係 農業技師 伊藤 由香

平成29年度第56回農林水産祭において，宇検村の阿室校区活性化対策委員会（以下「委員

会」という。）がむらづくり部門で天皇杯を受賞しました。

鹿児島県では，平成12年度の知名町正名字の受賞以来17年ぶりです。
あざ

ここで，委員会の活動概要についてご紹介します。

○受賞の理由

審査員から，「極めて条件不利な地であるにも関わらず，

住民が地域の将来に危機感をもち，地域一丸となってＩ・Ｕ

ターン者を増やす活動を開始し，移住者を含めた地域全体

のコミュニケーションを形成・醸成している事例であり，今後

も取組の継続が期待できる。」という高い評価を得て，今回

の天皇杯受賞となりました。

【農林水産祭での表彰】

○むらづくりの動機・背景

阿室小中学校は児童生徒数の減少から，このままでは休校となる危機的な状況でした。

そこで，平成21年に全世帯を対象にアンケート調査を実施した結果，「集落から子ども達の声

が聞こえなくなるのは寂しい。今，策を講じるべき」という意見がまとまり，これを受けて，平成21

年度に集落の区長などからなる委員会を立ち上げました。

そして，校区の人口を増やすための打開策として，家族ぐるみで受け入れる「親子山村留学

制度」を開始し，この活動が現在のむらづくり活動に繋がっています。

山村留学の取組により，新たに14世帯が移住し，平成24年度の児童生徒数は22人と一気に

増加し，阿室小中学校は休校を免れました。

また，Ｉ・Ｕターン者はデザイン，料理など多種多様な技能やネットワークを生かして，農産物

の加工・販売や伝統作物の復活，タンカンの共同防除など，新たな活動を行い，地域の活性化

を促進させています。

図１ 小中学校の児童生徒数の推移（H21年まで） 図２ 小中学校の児童生徒数の推移（H21年以降）
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○主な取組内容

① 耕作放棄地の再生

Ｉ・Ｕターン者を地域農業の担い手として位置づけ，耕作放棄地の再生により地域ぐるみ

でＩ・Ｕターン者の就農を支援しています。これらの農地において，亜熱帯気候を生かした

パッションフルーツ等を新規導入し，首都圏等へ販売をしています。

② 共同防除によるタンカン産地の再生

高齢化によりタンカン園の管理不足や放任園が

増加していたため，タンカン共同防除班を結成し，

労働負担の大きい防除作業を請け負う取組を始め

ました。このことがきっかけとなり，Ｉ・Ｕターン者に

農地が貸し出され，規模拡大が図られています。

【タンカンと防風林の防除作業】

③ 水産業との連携

委員会では，宇検村漁業協同組合等と連携し水産業者の紹介を行い，平成22年以降新

たに４世帯のＩ・Ｕターン者が水産業に従事することとなり，村全体の水産振興にも貢献して

います。

④ 在来ニンニクなどの復活による特産品開発

委員会は，校区内の休耕地を活用し，途絶え

かけていた宇検在来のニンニクの生産に取り組

み，地域の特産品として販売しています。

また，クミスクチン茶やクビキ茶など，埋もれ

ていた地域資源の掘り起こしにも努めています。

※クミスクチン：シソ科の多年草

クビキ：グミ科の常緑低木 【ニンニクの収穫作業】

⑤ 新しい感性で地域密着型の起業活動

委員会の女性Ｉターン者が中心となり，地域の

農林水産物を生かした加工品開発に取り組む

合同会社「アオバトカンパニー」を平成27年に

設立しました。ニンニクの漬物を中心に，長命

草をペースト状に加工したパスタソースなど校

区内で生産される農産物を活用し，新しい感性

を加えた商品開発を行っています。また，これら

の商品を，関西の大手飲食店で使ってもらうな

ど，販路拡大にも取り組んでいます。 【長命草を使ったパスタソースの開発】
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⑥ 山村留学で発揮される地域の教育力

奄美大島には，「人の子も我が子もおなじ奄美の子」という地域みんなで子育てをする精神

が根付いています。

小中学校では，山村留学をきっかけに，米づくり体験や海での水泳学習・大会など自然環

境を活かした地域密着型の教育活動に取り組み，これらの学校行事や奉仕作業には，住民

の約８割が協力・参加するなど，地域全体での協力体制が整っています。

⑦ 受け継がれる伝統行事

校区では，集落の中にある土俵の周りを囲み，７日間踊り続ける「シバサシ」や，浜辺で行

う初節句の祝い，グジュヌシと呼ばれる男性神役が豊漁や航海安全を願う「サンガツサンチ」

などの伝統行事を，現在も行っています。伝統行事には，移住者の子供達も含む地域全員が

参加し，次世代に脈々と受け継がれています。

移住・定住促進に取り組む全国の農山漁村のモデル事例として，阿室校区活性化対策委員

会のさらなる活動が期待されます。

【阿室校区の皆さん】
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“おしごとテーマパーク”開催！ ーわらぶっくわ※大集合ー

大島支庁建設課 技術調整係 技術主査 若松 崇

※わらぶっくわ＝子供達

１ はじめに

平成29年11月26日に名瀬港の観光船バースでおしごとテーマパークが開催されましました。

『おしごとテーマパーク』は，奄美に暮らす子供たちに，地域に貢献できる仕事の大切さを伝

え，島で働き暮らすことを促すことを目的として，鹿児島県建設業協会主催の『土木フェスタｉｎ

あまみ』と，奄美市主催の『わらぶっくわ横丁』の共同運営により開催されました。大島支庁は

共催者として『土木フェスタinあまみ』の運営に携わりました！

２ 当日まで

イベントの打合せは６月中旬から始まりました。企画・運営は『特定非営利活動法人 ディ！』

が音頭をとり，昨年の開催状況，課題点や今年のイベント内容やスケジュール等を協議しまし

た。その後，主催者等による打合せが定期的に行われ，11月上旬には出展者全体の説明会が

開かれました。

また，開催１週間前は，お仕事テーマパークをアピールするために，ラジオ生放送もあり，普

段の汗とは違うものが流れつつ，無事乗り切ることが出来ました。

【打合せ状況・・真面目にしています】 【ラジオ生放送時の記念撮影】

当日のパーソナリティ：林さん
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３ イベント当日

当日は，朝からあいにくの雨模様でしたが，会場の名瀬港観光船バースは家族連れをはじ

め，来客者数約6,000人と大勢の方でにぎわいを見せました。

土木フェスタとはたらくのりものエリアでは，ロングアームのバックホウなど多くの建設重機

をはじめ，パトカーや陸上自衛隊の軽装甲機動車，海上自衛隊の輸送艇1号型などの展示や

試乗体験が行われました。

昼からは，任務を終えたドクターヘリも飛んできました。

【会場は傘の花が満開】 【土木フェスタ試乗状況】 【はたらくのりもの試乗状況】

おしごと体験エリアでは，25団体，27のブースでの様々なお仕事体験などの催しが行われ，

メインステージでは，10団体の演奏やダンスなどの演目や距離当てクイズ，お仕事当てクイズ

や働くお父さんの腕相撲大会などが行われました。

【鑑識体験(警察)】 【しおり作り体験(奄高)】 【腕相撲大会(ステージ)】

色々な取り組みが各ブースで行われている中，大島支庁建設部のブースでは，将来の建設

業の担い手確保へ向けた取り組みの一助となることを目的に，物作り体験を実施しました。

それは・・・『ハシではしを作ろう！』です。(ダジャレです)

Ya●oo！でお金もあまりかからず，わらぶっくわが作れる物が無いかと調べたところ，出て

きたのが『レオナルドの橋』という橋でした。

かの有名なレオナルド・ダ・ヴィンチが考案した橋らしく，材料はわりばしで作れるとの情報

から自宅で作成してみるなど事前準備を行い当日を迎えました。
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わらぶっくわからは最初，「難しい！」などの声も上がっていましたが，作っている内に「４本

まで出来た～。」「まだ作りたい！」など言うわらぶっくわもいて，成功したのかなと担当者とし

ては胸をなで下ろしたところでした。

(ちなみにわらぶっくわの最高は10本成功でした。)

【大島支庁ブース状況】 【砂防ジオラマによる土石流実験】

←【レオナルドの橋】

これで10本(横向きのハシが10本の意)

接着剤やテープ等は不要です。

摩擦のみで自立しています。

興味のある方は大島支庁建設部へ！

又はYa●oo！で検索して下さい。

また，橋作りの他に砂防ジオラマによる土石流の実験や土木写真等も展示して，多くの方に

建設部のブースをご覧いただき楽しんでもらえました。

４ 最後に

昨年に続き天候に恵まれませんでしたが，来場者が年々増えてきており，奄美大島での大

きなイベントになりつつあるのかなと実感しているところです。

わらぶっくわが大きくなったときに，このイベントで触れあえた仕事の事を少しでも思い出し

て，奄美で定住し，建設業の仕事に就いてもらえるよう，今後も取り組んでいきたいと思いま

す。

最後になりましたが，部・課長をはじめブース運営に携わって下さいました職員の方々には，

当日の対応はもちろんのことですが，事前に橋作りの講師ができる様，みっちりと練習していた

だき本当にありがっさまりょ～た！！

今年来場出来なかった方は，来年是非わらぶっくわと一緒に足を運んで下さい！
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平成29年度奄美大島水土里サークル活動推進大会について

大島支庁農村整備課 計画係 技術主査 竹下 彰

主 事 梶木 翔太

平成29年11月28日に，奄美観光ホテルにおいて「平成29年度奄美大島水土里サークル活動

推進大会」を開催しました。

この推進大会は，農業・農村の多面的機能の維持・発揮のために，奄美大島における多面的

機能支払交付金（水土里サークル活動）の取組拡大を推進する目的で，平成26年度から開催し

て今回で４回目となります。県と奄美市，大和村，宇検村，瀬戸内町，龍郷町の５市町村が主催

し，鹿児島県水土里サークル活動支援協議会が共催しています。

今年度は，水土里サークル活動の実施主体となる

地域住民等で構成される活動組織から95名，今後活

動を予定されている集落等から５名，市町村などの行

政機関等から25名の総数125名の参加がありました。

東農林水産部長の開会挨拶の後，「小湊アブシ隊」

（奄美市）と「平田集落の自然環境保全を守る会」（宇

検村）の２つの活動組織の活動事例発表がありまし

た。 【東部長の開会挨拶】

「小湊アブシ隊」の事例発表では，「港祭り船こぎ競争」や「厳島神社祭り」などの集落行事に

取り組む一方，水土里サークル活動において農道や水路などの草刈り活動や，遊休農地を活

用し栽培した農産物を地域の老人ホームへ配布し交流を図ったり，小湊小学校と連携して稲の

体験栽培を実施している活動などが紹介されました。

事例発表（小湊アブシ隊）
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「平田集落の自然環境保全を守る会」は，本年度の農林水産祭むらづくり部門で天皇杯を受

賞した阿室校区活性化対策委員会とも連携し，地区内の耕作放棄地解消活動を実施しており，

耕作放棄地を解消した農地で栽培されたニンニクを加工販売して地域活性化に一役買っている

事例などが発表されました。

事例発表（平田集落の自然環境保全を守る会）

活動事例発表の後は，鹿児島県水土里サークル

活動支援協議会から「広域化について」，「施設補

修研修」，「安全対策について」の各講義があり，農

村整備課から「活動の透明化・適正化について」の

説明を行いました。

複数の活動組織を統合する「広域化について」

の講義では，平成29年６月末現在，県内では28組

織が広域化しており「事務手続きの簡素化」，「予

算の弾力的な運用」，「集落間の交流の広がり」な

どの効果が期待できるとの説明がありました。 【施設補修研修】

また，「施設補修研修」では，イノシシ防護柵の設置に当たっての留意事項やアスファルト舗

装の補修方法が紹介されました。

参加者からのアンケートでは，「他地区の事例を聞くことによって組織のモチベーションの底

上げになる。」といった意見や「水土里サークル活動は地味なことが多いが，推進大会に参加し

改めて活動の重要性が認識できた。事例発表は参考になり，良かった。」といった意見などがあ

りました。

今後も水土里サークル活動を活用した農業・農村の多面的機能の維持・発揮のための取り組

みが，奄美大島において拡大されるよう努めていきたいと思います。



- 9 -

平成29年度第58回奄美群島地区植樹祭が盛大に開催されました！

～ 緑の大切さをこどもたち次世代へ ～

大島支庁林務水産課 技術補佐兼林務係長 永用 幸司

平成29年11月22日(水)，あいにくの荒天の

中，宇検村湯湾の宇検村生涯学習センター「元

気の出る館」において，平成29年度第58回奄美

群島地区植樹祭（以下，「植樹祭」）が盛大に開

催されました。

地元小中学校の児童・生徒のほか，今年新た

に結成された「田検小緑の少年団」，住民の方々

も含め約200名の参加者が集まりました。 【植樹祭式典会場】

会場入口付近では，「あまみ木工の里推進協議会」による奄美産材の木製テーブルや椅子，

小物等の展示･販売が行われました。

式典前のオープニングでは，地元「開運酒造」の社員の方々等による力強い，迫力ある「開運

太鼓」の演奏を披露していただきました。

【木製品展示・販売】 【開運太鼓演奏】

その後，式典では森林･林業功労者，林業技

術競技会，学校環境緑化・学校林等活動，公共

事業優良工事等に対して，個人・団体・企業７名

への各種褒賞授与が行われました。

【褒賞授与】
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今回すべての表彰状は紙ではなく，奄美産広葉樹のイタジイを使用した木製の大きく立派な

表彰状で，受賞者もその重量感にびっくりしているようでした。

続いて来賓紹介，祝電披露，緑のメッセージ，緑の基金から宇検村長への目録贈呈と進み，

緑の少年団等の紹介となりました。

ここで緑の少年団についてご紹介しますと，次世代を担う子供たちが，緑と親しみ，緑をいつ

くしみ育てる活動を通じて，自然や人を愛し，心豊かな人間に育っていくことを目的として結成さ

れています。

奄美地域では，現在，４つの「緑の少年団」が

結成されており，当日は地元「田検小緑の少年

団」39名のうち５・６年生18名が参加しました。

「田検小緑の少年団」は，今年新たに結成さ

れ，今後花壇づくりなどの緑化活動のほか，緑の

募金の街頭募金活動に積極的に参加し，県民に

緑の大切さを呼びかけていかれます。 【田検小緑の少年団紹介】

なお，当日は地元久志小中学校の児童・生徒12名にも参加していただき，緑の大切さをこど

もたち次世代へ引き継いでいく気運が盛り上がったところです。

最後は，あまみ大島森林組合の中（あたり）

さんによる元気なスローガン朗読を満場の拍手

で採択となり閉会，昼食となりました。

今回，残念ながら植樹活動は中止となりました

が，宇検村の観光名所である峰田山公園に後日

「田検小緑の少年団」や久志小中学校のみなさ

んと一緒に200本の陽光桜を植樹して，地域の

緑を守り育てる活動の象徴となるように努めてい

きたいと思います。 【スローガン採択】

次回植樹祭は，2019年度に徳之島町で開催予定ですので，今回同様，関係者の皆様方のご

協力をよろしくお願いいたします。
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世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」 ⑤ （最終回）

～県内関連遺産を周遊する取組，奄美大島の白糖工場跡について～

大島支庁総務企画部長 田中 完

前回は，世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」を構成する，日本の産業の近代化の原

点である旧集成館を含む３つの鹿児島の遺産について紹介させていただきました。今回は，５回

シリーズの最終回ということで，鹿児島県内の関連遺産を周遊する取組や，奄美大島の近代化

産業遺産である白糖工場跡について御紹介します。

１ 鹿児島県内の関連遺産との連携（「かごしま産業遺産の道」事業）について

集成館事業に関連のある遺産は，鹿児島市内だけでなく，県下一円に分布しています。奄

美大島の白糖工場跡をはじめ，南九州市知覧町の厚地松山製鉄遺跡や，阿久根市の寺島宗

則の旧家，いちき串木野市羽島の薩摩藩英国留学生出発の地，山ヶ野金山（永野金山），大

隅半島南部の根占砲台など県下各地にあります。

「かごしま産業遺産の道」事業
～集成館事業に関連のある遺産を周遊～

（平成28年度～29年度 ，鹿児島県世界文化遺産課）

祇園之洲砲台跡
福昌寺跡
滝之上火薬製造所跡
鋳製方跡
新波止砲台跡
弁天波止砲台跡
砲術館跡
木綿織屋跡
開成所跡
電信碑跡
造士館跡
精煉所（開物館）跡（鶴丸城内）
大門口砲台跡
薩英戦争本陣跡（千眼寺跡）
田上水車館跡
永吉水車館跡
薩摩藩ご船倉（向江船手）跡
斉彬陣屋跡
天保山砲台跡
中村製薬館跡・紅ガラス製造所跡
精錬所跡
郡元水車館跡
中村紡績所跡（製綿紡績所跡）

鉄砲射場の跡
錫山
射場山跡
谷山作硝局
関吉の疎水溝取水口
関吉の疎水溝
吉野薬園跡
寺山炭窯跡
仙巌園
旧集成館反射炉跡
旧集成館機械工場
鹿児島紡績所跡
鹿児島紡績所技師館
磯造船所跡
磯船着場
赤水砲台跡
瀬戸村造船所跡
有村造船所跡
牛根造船所跡
横山（袴腰）砲台跡
烏島砲台跡
沖小島砲台跡
石谷水車館

河野覚兵衛屋敷跡指宿市
山川薬園跡 指宿市
山川火薬製造所跡指宿市
堀井碑 指宿市
知覧塩屋砲台 南九州市
頴娃別府砲台 南九州市
頴娃砂鉄採取地 南九州市
枕崎砲台 枕崎市
片浦砲台 南さつま市
中島砲台 南さつま市
秋目砲台 南さつま市
久志砲台 南さつま市
坊津砲台 南さつま市
久見崎軍港跡 薩摩川内市
阿久根砲台 阿久根市
黒崎砲台 阿久根市
折口砲台 阿久根市
寺島砲台 阿久根市
黒之浜砲台 阿久根市
脇本深田海岸防塁阿久根市
脇本砲台 阿久根市

志布志砂鉄採取地 志布志市
牛根造船所跡 垂水市
内之浦砲台 肝付町
松崎砲台 錦江町
根占砲台 南大隅町
瀬脇砲台 南大隅町
伊座敷砲台 南大隅町
佐多旧薬園 南大隅町

金久製糖工場 奄美市
奄美蘭館山 奄美市
須古製糖工場 宇検村
久慈製糖工場 瀬戸内町
瀬留製糖工場 龍郷町

山ヶ野金山 さつま町，霧島市
敷根火薬製造所跡 霧島市
鍋倉製鉄所 姶良市
森山家住宅旧作業場ほか 姶良市
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「かごしま産業遺産の道」事業では，昨年度は，約90箇所の関連遺産を調査し，今年度中

に，関連遺産の概要やストーリーでつないでつくった周遊ルートを県観光連盟のサイトへ掲載

予定です。こういった取組により，旧集成館に来られた方々が周遊ルートを参考にして，県内

各地の遺産を巡ってもらうことにより，世界遺産登録の効果を県下全域に波及させていきたい

と考えています。

２ 奄美大島の白糖工場跡について

黒糖の生産は，江戸時代を通じて薩摩藩の重要な財源でした。ところが，次第に讃岐産白

糖（和三盆）など他国産の上質な砂糖の台頭により，幕末期に黒糖の価格が下落し，藩は経済

的に打撃を受けます。このような中，島津斉彬は，1851年に第11代薩摩藩主に就任し，鹿児

島城内にあった花園精錬所で白糖製造を命じ，見事に実験は成功しました。しかし，大量生産

ができなかったことや，斉彬が1858年に残念ながら急逝したことにより本格的な生産には至り

ませんでした。

次に白糖製造が計画されたのは薩英戦争の年（1863年）になります。薩英戦争でイギリス軍

の捕虜となり，罪人として長崎に潜伏していた五代才助（後の友厚）は，そこでグラバーと懇意

になり，海外情勢の知見を深めることになります。五代は，富国強兵の諸策を記した建議書を

薩摩藩に提出しましたが，その中には，上海貿易を推進し，その利益で製糖機械を購入して白

糖製造を行い，さらに留学生を派遣し，その際に軍艦や大砲，紡績機械等を買い付けることが

記されており，このような取組が「オオシマ・スキーム」の原案であると考えられています。

この提案が直接の要因かどうか確かではありませんが，同年，奄美大島に白糖工場の建設

が計画され，鹿児島から100人以上もの大工や石工が動員され，1865年に金久（奄美市名瀬）

と須古（宇検村）で，1866年に久慈（瀬戸内町）と瀬留（龍郷町）で工場建設が始まり，２年かけ

て全て完成しました。これらの施設は，建材に輸入煉瓦やトタン・凝灰岩切石などを利用し，蒸

気機関による洋式機械を導入するなど，当時としては最先端のものでした。中でも，久慈の白

糖工場は，煙突７本，建物の規模が90m×27m（２階建て）という威容を誇る大規模な工場であ

ったと言われています。その後，白糖の製造は順調に行われましたが，燃料である薪の不足や

台風による被害などにより，１～３年程度で廃止に至りました。一番長く操業したのが久慈の白

糖工場でしたが，それでも５年で廃止となりました。
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白糖工場の建設は，グラバーが請け負い，1865年にグラバーが奄美大島に来島した記録も

残っています。実際の工事は，大阪造幣局の近くにある応接所として使われていた泉布観

（1871年）という建物や銀座の煉瓦街（1873年～1877年）の建設に携わったアイルランド出身

の建築・機械技師ウォートルスや，白糖製造技師のマッキンタイラーが金久の秋葉山（現在の

蘭館山）に建てられた洋館に住みながら，指導に当たりました。総監督のウォートルスの名は，

島唄にも歌われるほど有名でした。

瀬戸内町久慈の白糖工場跡発掘調査の一般公開（平成２９年６月２４日（土））の模様

トーマス・ウォートルス
Harper,Robert Lee.Colorado mines 

Denver:Carson,Hurst&Harper,
art printers,c.1891

（鹿児島県立埋蔵文化財センターが行った久慈白糖工場跡発掘調査現地説明会
（平成２８年１０月２２日）で配布された資料から抜粋）

奄美大島における４つの白糖工場の位置
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今後これら４つの白糖工場跡をセットでアピールできないものか，関係の市町村の方々と話

をしているところです。そして，地元の小中学生を含め，多くの方々が奄美大島の白糖工場跡

を訪れ，世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」についても理解を深めることにつながるこ

とを期待しています。

３ むすび

これまで５回にわたり世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」について御紹介してきまし

た。鹿児島県には，屋久島や奄美に見られる美しく豊かな世界的に価値のある自然に加えて，

幕末から明治にかけて日本の近代化に貢献した先人たちが長年培われてきた伝統文化を生

かして築き上げてきた知恵と汗の結晶，世界に誇れる産業遺産もあることを知っていただけた

ことと思います。奄美大島や徳之島を含む来夏の世界自然遺産登録や，ＮＨＫ大河ドラマ「西

郷どん」の放映により今後ますます増加が見込まれる，国内外の観光客等が鹿児島に来られ

る際に御紹介いただけますとありがたいです。

長い期間にわたり御覧いただきまして，どうもありがとうございました。５回の内容をセットに

して，改めて通しで御覧いただくと，さらに理解が深まると思いますし，いろんな機会に，この情

報誌の内容を御活用いただければうれしいです。

最後に，私が奄美に来て，今一番好きな景色を御紹介します。瀬戸内町の西端，西古見（に

しこみ）から曽津高崎（そっこうざき）を臨む絶景です。東シナ海に夕日が映り，金色のじゅうた

んが水平線までのびているようです。西郷隆盛は，２度目の遠島で徳之島に向かう途中，風待

ちで，ここ西古見にも滞在したと言われています。この美しい夕日を西郷も眺めたかもしれませ

ん。（完）
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１１月の統計情報

１ 鹿児島県毎月推計人口

平成29年11月１日現在の奄美群島の人口は107,191人で，前年の同月と比べて，1,418人

減少しています。

２ 鹿児島県観光動向調査

平成29年10月における調査対象ホテル・旅館81施設の宿泊客数（宿泊延べ人員）は，

合計308,023人で，前年同月比2.6％の増となっています。

奄美地区は，国内からの宿泊客，海外からの宿泊客ともに増加したことにより，前年同月比

6.9％の大きな伸びとなっています。

（単位：人，％）

平成29年10月 前年同月比

県全体 308,023 2.6

奄美地区 25,000 6.9

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) 1,625,226 107,191 59,894 6,979 22,713 12,505 5,100

前年同月(人) 1,636,873 108,609 60,532 7,095 23,082 12,754 5,146

増減数(人) -11,647 -1,418 -638 -116 -369 -249 -46

前年同月比(％) -0.7 -1.3 -1.1 -1.6 -1.6 -2.0 -0.9

県全体 奄美群島
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宿泊客数 奄美地区
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３ 大島紬

平成29年11月の生産反数は381反で，前年同月の生産反数404反と比較して5.7％の減少

となっています。

12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

日　付 担当課 行　　　事 場　　　所

12月3日 農村整備課 ふるさと探検隊（４集落） 奄美市朝戸　外

12月4日 総務企画課 赤土等流出防止対策合同優良事例研修 奄美市笠利

12月10日 農村整備課 ふるさと探検隊（２集落） 奄美市西仲勝，西田

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 336 15 321 171 8 138 19 29,111 3,640 310,776

緯　　絣 45 4 41 2 0 32 11 1,814 356 14,088

計 381 19 362 173 8 170 30 30,925 3,996 324,864

累　　　　計男物女物別 　染　　　　　　　　　　　　　　　　 別


