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～ホノホシ海岸～

この海岸は太平洋に面しており，海岸の石，砂利は打ち寄せる荒波に洗われて玉石と化しています。波が引く

ときには，石が擦れて太鼓のような音が聞こえます。沿岸には奇岩がきり立ち，洞窟もあって，豪壮で男性的な

景観を有しています。周辺の海辺では船釣り・磯釣りもできます。カツオやタコ，伊勢エビ，タイなどの釣り場

としても知られています。玉石は持ち出し禁止なのでご注意ください。（「本物。の旅かごしま」より）
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年頭の挨拶

鹿児島県大島支庁長 鎮寺 裕人

新年明けましておめでとうございます。今年は穏や

かな正月となり，皆様御家族とともにゆっくりと過ごさ

れたことと思います。

年末年始の休暇を終えられて，新しい年に向かい

やる気に満ちた皆様のお顔を拝見し，とても頼もしく思っております。

さて，昨年の奄美を少し振り返ってみますと，やはり11月に天皇皇后両陛下が初めて沖永良

部島，与論島を御訪問されたことが思い出されます。特にこの御訪問の直後に来年４月末に退

位されることが決まりましたことも考え合わせますと，大変感慨深い想いがいたしました。

次に，世界自然遺産登録についてであります。登録の前提となる奄美群島国立公園の指定

が昨年３月７日に行われました。アマミノクロウサギをはじめとする多くの希少な固有種が集中

して分布する国内最大規模の亜熱帯照葉樹林の生態系や人と自然の関わりを示す文化景観な

どが高く評価されたものであります。

また10月には世界自然遺産委員会諮問機関による現地調査も行われました。今年の夏に開

催予定の世界自然遺産委員会において登録の運びとなることが大きく期待されます。

次に，交流人口の拡大であります。

平成26年度の奄振法改正により新たに奄美群島振興交付金が制度化され，航路・航空路の

運賃軽減事業や交流需要喚起対策特別事業等が実施されてきております。

この交付金の効果は目に見えて現れてきており，平成28年の奄美群島への入込客は約78万

人と交付金制度開始前の平成25年に比べ９万人，率にして14％増と大きく増加しております。

また，この入込客数から群島内の移動を除いた入域客は約58万人と昭和45年の統計開始以

来最高を記録しました。

昨年３月にはバニラ航空の奄美・関西空港線が開設されたこともあり，平成29年も引き続き

多くの方が奄美群島を訪れていると聞いております。

さらに，今年３月からは，奄美航路の上り便の一部ですが，世界自然遺産の島「屋久島」にも

寄港することとなりました。また，この夏にはＪＡＣが奄美・徳之島・沖永良部島と沖縄那覇空港

を結ぶいわゆるアイランドホッピング航空路を開設する予定であります。
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また，いよいよ１月７日からはＮＨＫ大河ドラマ「西郷（せご）どん」の放映が始まりました。ここ

奄美もゆかりの地であり，脚光を浴びることになります。今夏の世界自然遺産登録と相まってさ

らに多くの方がここ奄美を訪れることが予想されます。おもてなしの心を持ちながら，しっかりと

した受け入れ体制を構築していくことがよりいっそう求められると考えております。

一方で，昨年８月の台風５号をはじめ，９月の喜界島豪雨など大きな自然災害に見舞われた

一年でもありました。崖崩れ等により至るところで道路が寸断されるなど大きな被害が発生しま

したが，幸いにも人的被害がなかったことは何よりでありました。また基幹作物であるサトウキビ

をはじめ農産物にも大きな影響が及び，改めて奄美は台風常襲地帯であることを認識させられ

た一年でもありました。

本年が，一昨年の様な大きな災害のない平穏な年でありますとともに，昨年以上によい年に

なることを念願しております。

終わりになりますが，職員の皆様におかれましては，大きく発展しつつある姿を目の当たりに

できる今このときに，ここ奄美の地で仕事ができるということを誇りに感じていただき，今年一年

健康には十分留意して，それぞれの持てる力を十分に発揮していただくようお願い申し上げて，

年頭に当たっての挨拶とします。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
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瀬戸内町で取り組む “我が事・丸ごと” の地域づくり

～地域共生社会の実現を目指して～

瀬戸内事務所長 印南 百合子

今年度，瀬戸内町と瀬戸内事務所は協働で，厚生

労働省の「我が事・丸ごと」の地域づくり推進事業（多

機関の協働による包括的支援体制構築事業）を活用し

た「チームせとうち"我が事・丸ごと"支え愛事業」を実

施しています。

その背景や事業内容を紹介します。

１ 事業の背景

これまでは，疾病や障害・介護，出産・子育てなど，人生において支援が必要となる典型的

な要因を想定し，高齢者，障害者，子どもなどの対象者ごとに，公的な支援制度が整備され，

質量とも公的支援の充実が図られてきました。

しかしながら，少子高齢化や核家族化の進行，人口減少，地域のつながりの希薄化など，

家族や地域社会の変容等を背景に，様々な分野の課題が絡み合って複雑化したり，個人や

世帯単位で複数分野の課題を抱え，これまでの対象者ごとの縦割りのシステムでは対応でき

ないケースが浮き彫りになっています。

さらに，人口減少が急速に進行すれば，公的支援サービスの利用者数が減少する一方，

専門人材の確保は困難になり，対象者ごとのサービス提供は難しくなっていきます。

また，このような公的支援制度の課題に加えて，「社会的孤立」の問題や，制度が対象とし

ない身近な生活課題への支援の必要性が高まっているほか，様々な問題を抱えているもの

の公的支援制度の対象とならない「制度の狭間」の問題が存在します。

２ 国の動き

国では，このような変化に対応するため，包括的な支援体系の創設と相互に支え合う地域

の構築を図る「生活困窮者自立支援制度」を平成27年４月に創設し，同年９月には厚生労働

省が，全世代・全対応型の地域包括支援体制の構築を打ち出した「新たな時代に対応した福

祉の提供ビジョン」を公表しました。

さらに，平成28年６月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」において，地域共生

社会の実現が提唱され，翌月には，その検討を加速化するため，厚生労働省に「我が事・丸

ごと」地域共生社会実現本部が設置。平成29年４月には，「我が事・丸ごと」の地域づくりを推

進する体制づくりを市町村の役割と位置づけるなどの社会福祉法の改正が行われたところで

す。
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３ 事業が目指すもの

このような状況を踏まえ，「チームせとうち"我が事・丸ごと"支え愛事業」は，福祉分野に限

らず，保健医療，雇用，商工観光業，農林水産業，教育など地域の多分野・多機関が連携・

協働することで，世帯全体の複合化・複雑化した課題を包括的に受け止める（「丸ごと」の）総

合的な相談支援体制を構築し，誰もがそのニーズに応じた支援を受けられる「地域づくり」を

進めることを目的としています。

そして，この事業を通じて，一人ひとりの生活上の困難や生きづらさ，その背景にある地域

課題を，住民誰もが「我が事」として捉え，その解決を図る地域づくりに主体的に参画すること

で，誰にとっても居場所と出番（役割）がある，つながり合い，支え合う，豊かな「地域共生社

会」の実現を目指しています。

４ 主な事業内容

（１） 推進体制の整備

ア 多分野・多機関の連携・協力体制づくり

町各課，瀬戸内事務所，町内の多分野の機関・団体，瀬戸内町をエリアに含む広域

的相談支援機関からなる「相談支援包括化推進会議」を設置し，その下に相談支援体

制の整備について協議する「相談支援部会」と

住環境の整備について協議する「住まい部会」

を設置しました。それぞれの部会では，相談支

援機関一覧表や相談受付票の作成，住居確保

要配慮者の支援の仕組みづくりなどの具体の

取組を検討・展開中です。

イ 行政内の連携・協力体制づくり

行政機関（町と瀬戸内事務所）内の連携を図るため，行政連絡会

を開催したほか，町は，幹部会議や職場研修を活用して，職員の事

業の周知と理解促進を図りました。

また，行政職員が"我が事・丸ごと"の視点で業務に当たるととも

に，町民の方々への事業の周知を図り，参加・協力を働きかけるた

めに，『チームせとうち"我が事・丸ごと"支え愛宣言』の卓上旗を作

成し，１月中旬から町と瀬戸内事務所の窓口に設置し，設置を希望

する機関・団体にも配布することにしています。２月には，町と瀬戸

内事務所の合同職員研会も開催予定です。
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ウ 包括的相談支援体制づくり

ワンストップの相談窓口として包括的な相談支援の核となる相談支援包括化推進員

１名とそのサブ２名を町保健福祉課（地域包括支援センター）に配置しました。

主な連携機関・団体

（２） 地域課題の把握

ア 関係機関等ヒアリング調査

各種機関・団体，町各課等を対象にヒアリング調査を実施し，地域課題を整理しまし

た。

イ 町民の支援ニーズに関するアンケート調査

民生委員の協力を得て，支援が必要と思われる人の状況について調査を実施しまし

た。（１月中旬に取りまとめ予定）
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（３） 人材育成・意識啓発

「農福連携」をテーマにした講演会と相談支援者を対象としたセミナーを開催したほ

か，各種団体の会議や行事で事業説明を行いました。

２月には，町恒例のイベント「まちづくりフェスティバル」で『"我が事・丸ごと"支え愛宣

言』のセレモニーと記念講演を行います。

５ 今後の計画

今年度の事業成果や把握・整理された地域課題を踏まえ，来年度は，引き続き多機関の

連携による包括的相談支援体制の構築を図るとともに，モデル地域を指定し，そこでの地域

課題の解決に向けたプロジェクトを町が中心となって行っていく計画です。

※事業の背景や内容等については，瀬戸内町のホームページに掲載しています。
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収穫間近の「奄美タンカン」

１ 平成29年度産の生育状況

本年度産の「奄美たんかん」は，昨年の大豊作の影響を受け，平年よりやや少なめです

が，12月に実施した果実分析の結果では糖度の上昇，クエン酸の切れも良く，順調に仕上が

っています。

今回は２月からの出荷が間近に迫った「奄美たんかん」をご紹介します。

２ 奄美たんかんについて

（１） たんかん品種経歴

たんかんはスイートオレンジとマンダリンとの自然交雑で生まれたとされています。

中国広東省の原産で，鹿児島県で栽培されている品種は，大部分が「垂水１号」です

が，一部「Ｔ１３２」もあります。

ア 垂水１号

果実は170～200ｇ程度と大果で，果形はへん球形，果皮は極めて平滑で薄く，ほと

んどの果実が無核，果肉は柔軟多汁で食味がとても良い品種です。

イ Ｔ１３２

果実は100～150ｇ程度と中果で，果形はへん球形，果皮はやや粗く厚い，果肉は

柔軟多汁で，食味は「垂水１号」同様に良い品種です。

（２） 奄美大島への導入の経緯

・ 明治30年 田村利規氏が台湾に渡った際，他の柑橘と一緒に苗木を鹿児島へ送る。

・ 昭和４年 垂水・根占で栽培が始まるがあまり伸びず。

・ 昭和36年 奄美市（里）の農家が数本植栽，農家の栽培意欲が向上。

・ 昭和41年 「Ｔ１３２」を奨励品種へ指定。

（昭和７年台湾農事試験場士林園芸支所から導入されたものから選抜）

・ 昭和45年 果樹農業振興特別措置法の対象果樹としてたんかんが認定され，旧名瀬

市，住用村で植栽が盛んになる。

・ 昭和48年 旧名瀬市団地で「Ｔ１３２」植栽が始まる。
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・ 昭和50年 「垂水１号」を奨励品種に指定。

（昭和39年台湾から導入した中から選抜育成。）

・ 昭和52年 晩柑橘転換促進事業により優良系統（「垂水１号」）への高接更新が盛んに

行われる。

・ 昭和54年～ 各種事業導入等によりたんかんの植栽が進む。

（第１回奄美たんかん振興大会資料より）

（３） 本年度のＰＲイベント

「奄美たんかん」の魅力を島内外へ紹介するた

め，以下のとおり予定しています。

・ ２月１日 「たんかんハサミ入れ式」を奄美市笠利

町で開催。

・ ２月４日 「奄美観光桜マラソン」で試食と入賞者

への賞品として提供。

・ ２月６～７日 「平成29年度奄美群島たんかん品

評会」を奄美市農業研究センターで開催。

３ 果実の品質を保証したＪＡ共販

（１） 光センサー選果

平成24年度奄美市朝戸に建設された選果場には，カメラで果実の外観を選果するカラ

ーグレーダーと，近赤外線で糖度，クエン酸を測定する光センサーが導入されています。

従来は果実の外観とサイズだけの選果でしたが，光センサーによって果実の内容品質

まで保証できるようになっています。

（２） 注文方法

「奄美たんかん」の購入を希望される方は，大島支庁

農政普及課にあるＪＡ注文表に記入して，直接ＪＡあま

み大島事業本部まで申し込んでください。

ぜひ，御家族や友人など大切な方と「奄美たんかん」

をお召し上がりになったり，贈答用として御活用くださ

い。
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奄美の自然を身近に感じられるゾーン ～「奄美自然観察の森」～

大島支庁林務水産課長 寺原 隆

私の休日は仕事以外で結構忙しい。女房に頼み込んでやっと買えた一眼レフカメラを肩に

山，海，農地などに撮影に出かける。単身赴任で自由に時間を使えることもあり，大雨の時以外

はほとんど部屋にいることはない。

私の趣味は小学６年生から始めたバードウオッチング。しかし，地元に住む知人からの勧めも

あり，「せっかく奄美にいるのに鳥だけ撮るのはもったいない」と，今ではカエルやトカゲ，植物な

どさまざまな生き物を撮影している。

昨年４月の大島支庁への赴任以来，月

に２～３回は龍郷町の「奄美自然観察の

森」を訪れる。野鳥では，本土で決して見

ることができないルリカケス，オーストン

オオアカゲラ，アマミヤマシギ，アカヒゲ

など，野鳥以外ではアマミイシカワガエ

ル，シリケンイモリ，オオバカンアオイな

どをここでは比較的簡単に見ることができ

る。

【奄美自然観察の森の入口ゲート】

この森に限ったことではないが，奄美の自然は春，夏，秋，冬それぞれの季節でそれぞれ異

なった動植物の姿が観察できるため，おもしろいし飽きることがない。

特に，春は野鳥たちの繁殖の季節でもあり，巣作りやヒナへの餌やりの姿も観察できるし，何

よりこの時期は，アカヒゲの澄んださえずりやオーストンオオアカゲラの「タララララー」というド

ラミングの音も森に響きわたり，一気ににぎやかになる。

歩道も整備されているので，ハブへの恐怖をそれほど感じることなく山に入れるのもうれしい。

加えて，ここには自然観察指導員の川畑さん兄弟が常駐しているので，季節ごとの撮影ポイント

を優しくていねいに教えてくれるからありがたい。

なお，ここ「奄美自然観察の森」は施設の老朽化に伴い，また，世界自然遺産登録も見据え，

今後，順次改修工事が行われる予定と聞いているのでますます楽しみである。

写真や映像ではなく，是非，実物をご覧いただきたいと思う。
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以下，この森に生息・生育している動植物の一部を紹介。

（いずれの写真も「奄美自然観察の森」で撮影）

【ルリカケス】

御存知，鹿児島県の県鳥。

世界中で奄美大島，加計呂麻島，

請島にしか生息しない固有種。

昨年春，管理棟の外に設置された

巣箱にも営巣し，無事に巣立ったらし

い。写真はその親鳥。カラスの仲間と

は思えないほど美しい。

【撮影日】2017.4.16

【オオトラツグミ】

世界中で奄美大島にのみ生息。

トラツグミの固有亜種とされるが，

鳴き声や尾羽の枚数の違いなどか

ら，別種とする説もある。

奄美本島の北部では生息は確認

されていなかったが，昨年，初めて

写真撮影された。

近年，その生息数が回復してきて

いるという。

【撮影日】2017.8.13

【オーストンオオアカゲラ】

国指定の天然記念物。

オオアカゲラの固有亜種で奄美大島

のみに生息するキツツキの仲間。

写真は，ヒナに餌やりのため巣に戻っ

てきた雄の親鳥。この巣で育ったヒナは

無事に巣立ったらしい。

【撮影日】2017. 5.7



- 11 -

【アカヒゲ】

国指定の天然記念物。

「ヒーヒョロヒョロヒョロ」と澄んだ声

で鳴く。

自然観察指導員の川畑力さんと話

をしている時，管理棟のすぐ横のベン

チに現れてくれた雄をすかさず撮影。

雨が降ると，管理棟の横にできる水

溜まりで水浴びする姿が見られること

がある。

【撮影日】2017.12.9

【リュウキュウサンショウクイ】

もともとは，九州南部と南西諸島

に分布する固有亜種であったが，

地球温暖化の影響か，分布域が本

州まで北上しているという。

名前は，「ピリリリリ」という鳴き声

が山椒の辛さを連想させることから

ついたのが由来。

大島支庁周辺にも生息し，姿を

見ることができる。

【撮影日】2017.9.9

【アマミイシカワガエル】

県の天然記念物。日本で最も美し

いといわれるカエル。2011年，沖縄

県のイシカワガエルと別種とされた。

昼間はじっとしていることが多く，

管理棟近くの樹洞で休んでいるとこ

ろを撮影。例年，７月～11月頃，この

樹洞で過ごすという。

【撮影日：2017.8.12】
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【オキナワキノボリトカゲ】

沖縄諸島のほぼ全域と奄美諸島の中部・北部に分

布。ペット用としての乱獲等で数が減っているという。

ジュラシックパークに出てくる恐竜のようで，見ていて

楽しい。

絶滅危惧種Ⅱ類（環境省）に位置づけられている一

方，指宿市や屋久島，宮崎県日南市には外来種として

定着し，生態系への影響が危惧されている。

【撮影日：2017.7.29】

【リュウキュウアオヘビ】

小宝島から沖縄諸島にかけて

分布。地元の人はアオダイショウ

と呼んでいるが，本土のアオダイ

ショウとは別種。

奄美の山を歩くと結構出合う

頻度が高い。無毒のヘビだそうだ

が，やっぱりいきなり目の前に現

れるとドキッとする。

【撮影日：2017.8.20】

【ヤッコソウ】

シイなどの根に寄生する寄生植

物。花が大名行列の奴さんに似て

いることから命名されたという。

「奄美自然観察の森」には，生育

地が10箇所以上あるらしい。

見れば見るほど，かわいい植物

である。

【撮影日：2017.12.9】
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紬の日をご存じですか？

大島支庁総務企画課 商工観光係 主事 小濵 美保

皆さんは「１月５日」が何の日か知っていますか？

奄美市は，昭和53年に１月５日を「紬の日」として定め，今年が40年目にあたります。奄美の

伝統産業である本場奄美大島紬への認識を深めるとともに，市民が紬を着用し，その良さを再

認識することを目的としています。また，紬の日実行委員会では，毎

年楽しいイベントも開催しています。

今回はそのイベント「紬の日のつどい」に支庁長をはじめ職員数

名で参加してきましたので，その様子を少しご紹介します。

「紬の日のつどい」イベントの様子 島唄

（写真）当日は紬を着用してイベントに参加してきました 2018紬美人

イベントでは，大島紬の反物や小物の展示・販売はもちろ

ん，記念写真の撮影サービス，イベントステージ等様々な催し

が行われていました。

イベントも終盤にさしかかると，いよいよメインイベント「大島

紬大行進」の始まりです！まず参加者全員で記念撮影をし，紬

を身にまとった方々が名瀬のアーケードを練り歩きました。 コーディネートコンテスト

「大島紬」というと「秋名バラ」や「龍郷

柄」など，泥染めの落ち着いた雰囲気の着

物を想像される方も多いかと思いますが，

最近では色大島や白大島などの紬もあり，

バラエティーに富んでいます。行進に参加さ

れている方々の様々な大島紬を見られるの

で，全てのプログラムの中で最も楽しみにし

ていたメインイベントでした。

行進のあとは参加者全員で六調を踊り，

大島紬大行進 奄美らしい年の初めとなりました。
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さいごに

大島紬は，1,300年とも言われる長い歴史と高度かつ複雑な工程を持ち，奄美を代表する伝

統産業です。和装の世界では「大島」の呼び名で大変珍重されていますが，ここ30年ほどは和

服を着る機会や着物需要の低下により，高い評価を得ている大島紬を取り巻く環境も厳しくなっ

ています。

実際，私自身も大島支庁に赴任するまで大島紬を着用したことはありませんでしたが，大島

支庁に赴任し，大島紬に触れていくなかで興味を持ち始め，今では「大島支庁着装クラブ」に参

加し着付けも学んでいます。

また，大島支庁では，毎年仕事始めの日に希望者の方に声かけをし大島紬の着用にご協力

いただいています。身につけた方はお分かりになると思いますが，大島紬は軽くて暖かく，着心

地もとてもいい着物です。身につけたことのない方はぜひ一度大島紬を着てみてはいかがでし

ょうか？

（写真）毎年仕事始めの日は紬を着用しています♪（希望者のみ）
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１2月の統計情報

１ 鹿児島県毎月推計人口

平成29年12月１日現在の奄美群島の人口は107,154人で，前年の同月と比べて，1,423人

減少しています。

２ 鹿児島県観光動向調査

平成29年11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316,220人で，前年同月比3.8％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

13.8％の大きな伸びとなっています。

（単位：人，％）

平成29年11月 前年同月比

県全体 316,220 3.8

奄美地区 26,092 13.8

奄美大島 喜界島 徳之島 沖永良部島 与論島

12月１日現在(人) 1,624,797 107,154 59,887 6,966 22,707 12,503 5,091

前年同月(人) 1,636,397 108,577 60,492 7,086 23,102 12,757 5,140

増減数(人) -11,600 -1,423 -605 -120 -395 -254 -49

前年同月比(％) -0.7 -1.3 -1.0 -1.7 -1.7 -2.0 -1.0

県全体 奄美群島
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３ 大島紬

平成29年12月の生産反数は406反で，前年同月の生産反数370反と比較して9.7％の増加

となっています。

１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 372 37 335 176 6 163 27 31,058 4,012 341,834

緯　　絣 34 0 34 2 0 23 9 1,380 390 15,468

計 406 37 369 178 6 186 36 32,438 4,402 357,302

累　　　　計男物女物別 　染　　　　　　　　　　　　　　　　 別

日　付 担当課 行　　　事 場　　　所

1月10日 健康企画課 第３回奄美保健医療圏地域医療構想調整会議 支庁４階大会議室

1月17日 健康企画課 地域歯科口腔保健推進会議 支庁４階大会議室

1月18日 総務企画課 青少年環境づくり懇談会 支庁４階大会議室

1月27日 建設課 第３回嘉徳海岸侵食対策事業検討委員会 瀬戸内事務所

1月28日 衛生・環境室 ハブ咬傷予防ポスター表彰式 支庁４階大会議室


