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キャンプや海水浴などを楽しむ家族連れでにぎわっています。またダイビングやウィンドサーフィンのメッカで
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屋久島紀行

～ マルエーフェリー屋久島寄港第一便に乗って ～

大島支庁長 鎮寺 裕人

平成30年３月４日（日），奄美航路の定期船「フェリー波の上」の上り便が初めて屋久島に寄

港することになり，県，地元市町村，地元観光関係者総勢20名からなる一行が，記念すべき第

一便に乗り屋久島を訪問して参りました。その模様をご紹介します。

３月４日（日）

２０：３０

名瀬港待合ロビーで，朝山奄美市長，伊集院大

和村長，有村マルエーフェリー社長をはじめ多くの

方に御参加いただき，屋久島寄港第一便出発式が

盛大に行われました。

そして，盛大な見送りを受け，２１：２０船は名瀬

港を出港し一路屋久島へと向かいました。個室寝

台を用意していただき，誰にも邪魔されず快適な一

夜を過ごすことができました。 （名瀬港での出発式の様子）

３月５日（月）

４：４０

まだ夜も明けきらず，ニワトリもまだ就寝中であ

ろう暗いなか，無事屋久島宮之浦港に船は接岸し

ました。船を降りると荒木屋久島町長，太田熊毛支

庁長，赤間屋久島事務所長，後藤屋久島観光協会

長をはじめ多くの方に出迎えていただき，歓迎式を

行っていただきました。10分しか寄港時間がないな

か船長も降りてきていただき，歓迎の花束贈呈が

行われました。小雨模様の中，しかもこんな時間に

迎えていただくためには皆さん３時くらいには起き

て来ていただいたのだろうと思うと，大変ありがた

いことでありました。

(宮之浦港歓迎セレモニー)
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６：２０

宮之浦港のすぐ近くにあるシーサイドホテル屋久島（後藤屋久

島観光協会長のホテルです）で朝食をとり，登山仕様に着替え，

町に用意していただいたバスで白谷雲水峡に向かいました。自称

晴れ男ですが，「月に３５日雨が降る」と言われる屋久島には全く

歯が立たず登山口についたときには本格的な雨となってしまいま

した。

渓流沿いに遊歩道を登って行きましたが，途中からは土砂降り

となり，雷は鳴るわ，稲光が目の前を走るわで早々に引き返すこ

ととなりました。帰りは遊歩道にも雨が流れ込み靴の中までびっし

ょりの有様で十分に堪能できないままの白谷雲水峡でした。

（白谷雲水峡）

９：００～１６：００

宮之浦からバスで反時計回りに屋久島一周の行

程に出ました。まずウミガメの産卵で有名な永田い

なか浜です。きれいな砂浜が続いていましたがここ

でも雨のため町の方の説明を聞いて早々に退散し

ました。続いて世界自然遺産区域にある西部林道を （永田いなか浜）

通りました。相変わらず雨の中で車窓も曇り景色は楽しめませんでしたが，途中運転手さんがめ

ざとく，屋久シカ，屋久ザルを見つけ，車を止めてくれました。雨で暗く視界も悪い中ではありま

したが，目を凝らすと道路のすぐ近くの林の中に発見することができました。

続いて，大川の滝を訪れました。ここは逆に大雨のおかげで，

いつも以上に迫力のある滝の光景を目の当たりにできました。こ

こは滝の落下地点のすぐ近くまで行くことができますが落下する

途中の水の流れには虹が架かり，落下地点は水しぶきとさらに

それが細かい霧状になっていてきれいなものでした。

（大川の滝）

続いても滝シリーズで千尋の滝です。こちらも水量が多く壮

観な眺めでした。こちらは遠くから見るようになっていた分濡れ

る心配はありませんでした。

（千尋の滝）
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その後，町立屋久杉自然館，屋久島環境文化村センターで，屋久島の自然，歴史，文化につ

いてしっかり勉強させていただき，屋久島一周の旅が無事終わりました。朝早くから動き回った

ためか，一日がこんなに長いものなのかと感じました。

（屋久杉自然館） （屋久島環境文化村センター）

３月６日（火）

８：３０～１０：００

宮之浦集落の里めぐりに参加しました。地元のガイドの

方の案内で，宮之浦川に架かる旧道の古い橋からスター

トし，益救神社，屋久杉の加工工場，旧トロッコ道などをお

しゃべりをしながら，説明を聞いたりのんびりと歩いて回り

ました。地元のガイドの方と話しながら回ることでとても楽

しい時間になりました。

（宮之浦集落 里めぐり）

昼過ぎの飛行機で鹿児島空港を経由して奄美に無事に帰り着きましたが，私たちの便が出

発したあと新燃岳噴火の影響で空港が閉鎖されたとのことでした。

終わりに

今年の夏奄美の世界自然遺産登録が決まると，二つの自然遺産を有するのは日本では鹿児

島県だけです。垂直に拡がる屋久島の自然と水平に拡がる奄美の自然，両方が違って両方が

それぞれに素晴らしい屋久島と奄美は国内外の人々が是非行きたいあこがれの地になることは

間違いありません。その二つの地域をわずか７時間で結ぶルートが今回できたことは画期的な

ことであります。

この恩恵を最も受けるのは奄美群島に暮らす私たちです。大島支庁管内に勤務している職員

の皆さんはこれまで赴任中にせっかくの機会だからと沖縄や他の島への旅行を楽しんで来られ

ましたが，これからは屋久島という魅力的な選択肢が加わりました。是非奄美群島から屋久島

へ行くこの航路をたくさんの皆さんに利用していただき，この航路が継続・拡充していくように応

援していただければ幸いです。
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奄美黒糖焼酎と農林水産物を楽しむ会について

大島支庁総務企画課 商工観光係 主査 眞鍋 仁

先月２月23日（金）に奄美観光ホテルにて「奄美黒糖焼酎と農林水産物を楽しむ会」（以下「楽

しむ会」）を開催しました。

「楽しむ会」は，奄美黒糖焼酎や奄美の

農林水産物を使用した郷土料理を提供し，

参加者に奄美黒糖焼酎と奄美の食材を知

っていただくことで，その魅力を広く発信

し，消費の拡大を図ることを目的に，県の

ゼロ予算事業ということで実施しています。

今回で，９回目となりますが，大島本島地

区農産物地産地消推進協議会，大島地域

かごしまの“食”交流推進協議会，奄美群

島水産振興協議会から会場の設置・運営

【ミス奄美黒糖焼酎と各酒造メーカーさん】 や食材等の御提供をいただき，盛大に開催

することができました。今回はこの「楽しむ会」の当日のイベントについて紹介します。

○会場の料理と黒糖焼酎について

まず，ステージ前に「赤松鯛の刺身」，各テーブル

には「夜光貝のオリーブオイル漬け」や「ホルモンの

みそ漬け」等をはじめ，奄美の農林水産物をふんだ

んに使ったコース料理とテーブルごとに２銘柄の黒

糖焼酎が提供されました。

また，会場では別途，黒糖焼酎の蔵元による試飲

ブースや農林水産加工食品のブースが設置されま

した。

黒糖焼酎のブースでは，蔵元の方の話を聞きながら， 【黒糖焼酎試飲の様子】

初留取りや長期貯蔵等の様々なおすすめ黒糖焼酎を試飲することが出来ました。

農林水産加工品の試食ブースでは，「ハンダマ餃子」や「まーさんｓｏｕｚｕ（かんぱちの生ハム

風）」等の色々な食品が楽しめました。

また，おみやげにたんかんや生花も持って帰ってもらいました。
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○イベントについて

楽しむ会では，料理と黒糖焼酎をさらに楽しめるように，ミス奄美黒糖焼酎の「宮原加代子」さ

んにお越しいただいたり，様々なイベントも開催しました。

オープニングでは，島唄者「別府まりか」さん

による島唄ミニコンサートがあり，会場の参加者

はすばらしい唄声に聞き入っていました。

また，会の終盤では，アーティスト兼杜氏という

「西平せれな」さんによる歌のパフォーマンスや，

奄美において知らない人はいない有名ユニット

「サーモン＆ガーリック」さんによるミニライブが

開催されました。

さらに，最後の締めで六調を体験し，会場全体

が大いに盛り上がりました。

【伝統芸能「島唄」別府まりかさん】

以上のように内容は盛りだくさんで，参加費3,000円でしたが，比較的お得なイベントではない

かと思います。

なお，楽しむ会は来年度も実施する予定ですので、興味のある方はぜひ御参加ください。

問い合わせ等は大島支庁総務企画課 眞鍋主査（0997-57-7215）まで

【会場内全員による六調踊り】
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「あまみ地域づくり褒賞」の表彰状授与式を行いました

大島支庁総務企画課 総務労政係 主査 押川 拓

大島支庁では，平成23年10月に「あまみ地域づくり褒賞」を創設し，奄美地域の振興に顕著

な功績をあげられた方々を表彰しています。

今年度は，９つの個人・団体が受賞され，去る２月８日に大島支庁会議室にて，表彰状の授与

を行いました。

当日は，６つの個人・団体の方々に御出席いただき，それぞれの代表の方に，鎮寺支庁長が

表彰状を授与しました。

また，授与式終了後は，支庁長をはじめ，各部長も交えて，受賞された方々との意見交換会

を実施し，それぞれの活動の様子や苦労されていること，今後の抱負などについて，活発な意

見交換を行いました。

なお，都合により表彰状授与式に出席できなかった３人については，別途，表彰状の授与を

行う予定です。

今回受賞された皆様の功績概要や，過去の受賞者については，大島支庁のホームページに

掲載しています。

ホーム> 地域振興局・支庁> 大島支庁> 地域情報> 奄美群島全域の情報> お知らせ・イベン

ト等>

平成29年度あまみ地域づくり褒賞表彰状授与式

（http://www.pref.kagoshima.jp/aq01/chiiki/oshima/chiiki/zeniki/oshirase/amamihousyou2

9.html）
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大島消費生活相談所の相談及び講座について

大島消費生活相談所 主査 中村 まゆみ

大島消費生活相談所では，消費生活相談業務と消費者啓発を主な業務として行っています。

平成28年度の相談件数は304件で，その約40％が60歳以上の高齢者からの相談となり，高

齢者が巻き込まれる消費者トラブルが後を絶たない状況です。

高齢者の消費者トラブルが多い特徴としては，トラブルにあっても気づきにくく，また気づいて

も誰にも相談しないことなどがあります。そのためトラブルに巻き込まれやすく，周囲の見守りが

必要とされています。

なお，304件の中で最も多い相談は，

インターネット等により情報を得るサー

ビスなどの「放送・コンテンツ」で44件

でした。この44件の中でも携帯電話等

に届くメールによる「架空請求」が27件

と多くを占めています。

【架空請求の対処法】

●身に覚えのない請求（架空請求）を

する相手に連絡をしないこと。何もせ

ずに無視してください。

架空請求を送り付ける狙いは，送っ

た相手に連絡をさせ，だましてお金を

支払わせることです。連絡をしてしまう

と個人情報を聞き出され，その後もそ

の個人情報を基に偽の

メールやハガキなどが

届き，お金をだまし取ら

れることもありますので

決して相手に連絡をし

てはいけません。

ただし，裁判所から

高齢者（60歳以上）に多い商品・役務（サービス）件数　　（上位５位）

順位  商品・役務（サービス） ２７年度 ２８年度 増減 　　備　　　考

1 4 20 16

2 7 16 9

3 9 8 ▲ 1

4 5 8 3

5 0 5 5他の金融関連サービス クレジットカードのリボ払いなど

放送・コンテンツ等 アダルト情報サイト，有料動画サイトなどの架空請求

商品一般 商品に関する不審な請求など

健康食品 電話勧誘による次々販売など

インターネット通信サービス 光回線，プロバイダ変更
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「特別送達」と書かれた封書が届いた場合は，無視してはいけません。

この場合は，封書に書かれている連絡先ではなく，電話帳等により自分で調べた本当の裁判

所へ連絡し，確認をしてください。

消費者啓発業務では，当相談所に寄せられた相談を踏まえて，消費者トラブルの予防と対処

法に関する知識を広める消費生活講座を行っています。

消費生活講座では，主に移動消費生活講座，高校生講座，小学生講座などを実施しています。

移動消費生活講座は，大島地区の各市町村において概ね年に一回ずつ実施しています。

平成29年度の移動消費生活講座では，主に民生委員の方に参加していただき，高齢者の見

守りに関する講話を中心に行いました。

講座では，消費者トラブルの予防法を主に説明していますが，消費者トラブルがどのような手

口で起こるのか，現実に起こる場面を想定した疑似体験をするロールプレイングを使って，体験

をしていただきました。

演者には，方言で大げさにセリフを言うようにお願いしているため，参加者は楽しく学習でき

る上に，トラブルの手口も分かり実生活に生かせると好評でした。

通販ではクーリング・オフが適用されない

ため，広告に表示されている契約条件をよ

く読む必要があるというロールプレイングを

していただきました。

小学生講座は平成27年度に初めて実施

し，平成29年度で３回目を迎えました。

講座は，契約のことやお金を大切に使うこ

とについて，奄美市内の３校を対象に実施し

ました。

第１回目の講座では，小学生に契約やお

金の使い方のことがどれだけ理解できるのか

不安でしたが，児童たちは一生懸命に話を聞

いており，クイズをしてみると思っている以上

に理解力があることが分かりました。

その経験を活かし，２回目以降も楽しく分

かりやすい講座にするよう工夫をしています。

グループに分かれてクイズを考えている児童達。

お互いに活発な意見を交わしていて，賑やかです。
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高校生講座では，卒業前の３年生を対象に，若者に多い消費者トラブルや，社会に出る前に

知っておきたいことについて話をしました。

学校生活しか知らない生徒達

を見ていると，これから社会に

出て，消費者トラブルに遭わな

いような，また，トラブルに巻き

込まれてしまっても適切に対

処できるような講座にしたいと

いう気持ちになります。

生徒には，契約についての話をしますが，成人すると今までのように未成年契約による取り

消しができないため，よく理解した上で契約するよう注意しています。

また，若者が被害に遭いやすいとされる，「キャッチセールス」「マルチ商法」「ネット通販の定

期購入」などについても事例を挙げて説明しました。

・ 講座では，鹿児島県が作成

した高校生向けの資料などを

使って説明しています。

・ クーリング・オフやクレジット

カードなどについても分かりや

すく記載されています。

・ ネット通販の消費者トラブル

については消費者庁が作成し

たＤＶＤを使用して学習しまし

た。

さて，近年では，地球環境を考慮したエコ製品の購入により，企業もエコ製品を多く製造する

という状況も見られるように，消費者が環境を考えて商品を購入することで，地球環境を守ろう

という動きが大きくなっていますが，この動きをもっと大きな視点で捉えて，環境のみならず，社

会，経済にも良い影響を与える行動をとる消費者になることを目指す「消費者市民社会」を実現

しようということを消費者庁が掲げています。
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そのため，「消費者市民社会」のことをもう少し詳しく説明したいと思います。

これまでの消費者教育では，どうすれば個人が消費者被害に遭わないか，実際に被害に遭っ

たときにどうすればよいかという点を中心に考えられがちでした。これは，消費者は事業者が提

供する商品やサービスの単なる受け手であり，消費行動とは個人の必要や欲求を満たすため

の購入のことであり，極めて個人的なことだという程度の認識だったからです。

しかし，消費について，社会，経済，

環境といった幅広い視点から考える

と，本来，消費行動は，購入だけでは

なく，使用，廃棄，再生などにおいて

社会，経済，環境に影響を及ぼすとい

う意味では多分に社会的な営みであ

り，消費者は，こうした消費行動や事

業者や行政に対する働きかけを通じ

て，主体的に，社会，経済，環境に影

響を与えることができる存在です。

そこで，消費者推進法では，このような消費者の主体性と，消費行動の社会的な側面に注目

し，消費者教育の目指すものとして「消費者市民社会」を掲げてあります。

【消費者市民社会】

「消費者が個々の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ，自らの消費生活

に関する行動が現在および将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環

境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して，公正かつ持続可能な社会の形成に

積極的に参画する社会をいう」 （消費者教育推進法第２条２項）

このことを踏まえ，当相談所の消費生活講座でも，将来は，「消費者市民社会」についても広

めていく必要があると考えています。

皆様も，これを機会に「消費者市民社会」について興味を持っていただけたら嬉しいです。

◆不安になったらすぐに大島消費生活相談所に相談しましょう！◆

（相談は無料）電話０９９７－５２－０９９９

相談時間： 月曜～金曜（祝日を除く）の午前９時～午後５時
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割愛職員としての３年間を振り返って

大島支庁県税課 管理納税係 主事 福永 将也

平成27年度から大島支庁県税課に割愛職員として配属

されました，福永将也と申します。私は，天城町役場に採用

されてから３年間を農地整備課で勤務しました。そして，初

めての異動が割愛職員として大島支庁で勤務することとな

りました。私事ではありますが平成26年の年末に入籍しす

ぐ異動となったため，二人での新婚生活を奄美でスタートす

ることになりました。また，仕事の面でも初めての税務の仕

事となりました。

支庁での１年目は，課税係で主に免税軽油事務と自動車

税事務，２年目は主に不動産取得税の課税，３年目は管理納税係で管理・徴収事務を

担当しました。毎年違う事務を担当したため，１年間でそれぞれの事務を深く学ぶ事が

できなかったのが心残りですが，県税の様々な仕事を経験できたことは，私の財産と

して，今後の仕事に活かしていきたいと思います。

また，２年目には親和会の幹事を任されました。役場には親和会という制度がない

ので，戸惑う事も多かったのですが，県税課のみなさんに助けられ，舟こぎ競争やソフ

トボール大会に出場して，楽しい思い出作りができました。

さらに，役場の業務ではなかなか行く機会のない喜界島や沖永良部島，与論島に

行くことができ，その島の役場の方とつながりを持つという貴重な経験をさせていただ

きました。

このように，私にとってこの３年間は，大変意義深いものとなりました。

短い間でしたが，大島支庁の皆様，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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大島支庁県税課 課税係 主事 富岡 俊樹

平成27年４月１日，不安しかない中，私は配属された大

島支庁総務企画部県税課執務室へ入りました。職場の方

々に迎えられ，緊張して過ごした長い１日目が昨日のこと

のように思い出されます。

私は，伊仙町役場入職後，主に農地整備（土地改良事

業）関係の職務に携わってきましたが，今回の大島支庁に

勤務することで，初めて税務関係の仕事を担当しました。

始めの２年間は管理，徴収の仕事をさせていただき，最後

の１年間は課税業務を勉強させていただきました。この仕

事で感じたことは，一人一人に対して，公平に課税し，納めていただくことの難しさで

す。これからも税務関係の業務に携わることがあれば，この経験を生かして頑張りた

いです。

割愛職員として大島支庁で勤務することに「自分で希望したのですか」と，よく聞か

れますが，そんなことはありません。自分から行動するタイプではないので・・・(^_^;)。

徳之島とは違った環境で生活してみたいと思うようになり，引き受けた次第です。

この３年間で多くの出会いがあり，多くのことを学びました。これからの人生において

かけがえのない財産となることでしょう。

最後に，伊仙町へお越しの際は，気軽に声をかけていただければ，徳之島の闘牛

観光案内はできますので・・・(^^)/。

長いようで短かった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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大島支庁地域保健福祉課 地域支援係 主事 渡島 佑太

極度の不安と緊張からか，前日までは全く問題なかった

体調が，４月１日の初登庁日には39度を超える高熱が・・・。

初日から休むわけにはいかないと思い，なんとか初登庁を

果たせたのですが，その日の午後には力尽き，初日からご

迷惑をかける結果に・・・。スタートからいきなり転んでしま

った大島支庁初勤務は，今でも忘れることができません。

私は，瀬戸内町職員として４年間保健福祉課で勤務し，

そろそろ異動したいなぁと内心思っている頃，「４月から大島

支庁はどうね？」と当時の総務課長に告げられました。生まれたばかりの息子がいま

したが，まだまだ新米職員である私に断れるわけもなく，平成27年度から大島支庁地

域保健福祉課で勤務することになりました。

仕事では，障害福祉に係る事業所の指定事務，市町村への補助金交付，補助金交

付に係る市町村指導，日赤関係事務などを担当させていただきました。

補助金交付に係る市町村指導では，私が担当していた事務を，私がチェックし，私

の後任者に指導するという離れ技？も経験することができました。おそらく私の後任者

は「お前が言うな」と思っていたことでしょう。

また仕事以外でも，今まで沿道で見学するだけだった奄美祭りのパレードや舟漕ぎ

に初めて参加させていただいたり，球技大会ではブロック大会を勝ち抜き県大会まで

出場させていただいたりと，様々な経験をさせていただきました。どれも大島支庁で勤

務できたからこそのとても貴重で大切な思い出です。

県職員という重責に悩み，自分に務まるのかと不安に感じる毎日でしたが，上司や

先輩職員，同僚からの助言をいただきながら，なんとか進めることができました。この

３年間のかけがえのない出会いや経験を，私のこれから長い行政生活の大きな支え

にし，今後に活かしていきたいと思います。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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徳之島事務所 福祉課 保護第二係 主査 大山 挙

赴任当時の保護第一係長から連絡があり，「いつから出

勤されますか？」という言葉に自身の異動を知らされたスタ

ートから３年が経ち，引継書を作成している最中で改めて３

年間を思い返しているところです。

１年目は環境，組織，体制，業務に慣れるのに苦労し，追

いかけることに精一杯になり，転出者へ感謝の言葉を贈る

際に何も言葉が浮かばず，周りが全く見えていないことに気

付かされ，転出された先輩に「声をかけられなかった。」と言

われる始末。

２年目は目の前の業務に従事すると同時に１年目の業務の立て直しに悪戦苦闘。

市町村から来ていることに負い目を感じることもあり，前に進んでいるつもりなのだが，

泳いでも泳いでも行き着く先の見えない状況に本当に前に進んでいるのかと不安にな

り，溺れそうにもなりましたが，先輩ケースワーカーの言葉に何度も助けられました。

３年目に直接指導者という身に余る業務を授かり，当初はなぜ市町村から来た自分が

・・とも思いましたが，自身をさらに成長できる良い機会を得たと考えを改め日々精進

してきたつもりです。至らない私の指導に対して疑問を抱くこともあったかと思います

が，不平不満を漏らさず受け入れてくれ，日々の業務を粛々とこなす姿に頼もしく感じ

ています。感謝です。

徳之島事務所福祉課での３年間本当に周りの環境に恵まれたと思います。難解な

状況を一緒になって考えてくれたこと，困難なケースに一緒に立ち向かってもらったこ

と，答えに窮する場面に助言を頂いたこと。感謝の気持ちを言葉にすればキリがない

程です。

指導頂いた先輩達，一緒になって悩んでくれた同期，分け隔て無く接してくれた若

い職員達にはこの場を借りて・・・ではなく，個々に感謝の気持ちを伝えるつもりです。

市町村に戻った際，持ち帰る大きなお土産を果たして受け取ってもらえるか懸念さ

れますが，確実に伝えて行きたいと思います。また，今後も同じ行政として様々な係わ

りがあると思います。その際は厳しく指導していただきたいと思います。貴重な経験を

させていただきました。３年間お世話になりました。
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沖永良部事務所 総務福祉課 総務係 主査 名越 直樹

平成27年４月から，沖永良部事務所で割愛職員として３

年間の勤務が始まりました。それまで私は，和泊町役場耕

地課にて，毎日充実した日々を過ごしていたそんなある

日，総務課長に呼ばれ，『 ４月から沖永良部事務所で勤

務 』 と告げられたのです。

突然のことに唖然としましたが，このような機会は滅多

にない，自分のため和泊町のためになると思い了承しまし

た。また，前任者も以前からよく知る役場の大先輩でした

ので，その後任として勤務出来ることを大変光栄に思いま

した。とは言いつつも３年間，県職員としてやっていけるのか不安だらけでした。

沖永良部事務所での業務は主に「工事事務」で農村整備課・建設課の入札から契

約・支払い，補助金関係とさまざまでした。なかでも庁舎･公舎の維持管理業務では，

老朽化や塩害等による補修箇所が多い中，限られた予算内で自分達で出来るものは

自分達で何でも補修を行いました。

公舎に生えていた大木(ガジュマル)の伐採や消えかかっていた駐車場のライン引

き，水道蛇口のパッキン交換やトイレの詰まり解消等，本当に色々な業務でしたが，

大変やりがいがあり楽しかったです。

また，四者共催ではバレーボール競技に参加し，大島予選を勝ち上がり，県大会・

九州大会で優勝することが出来ました。これも農村整備課の皆さんをはじめ，大島支

庁，瀬戸内・喜界事務所から助っ人として共に戦った皆さんのおかげです，ありがとう

ございました。本当に最高のチームでした。

最後に，このような機会を与えていただき感謝しています。和泊町役場に少しでも

多くのモノを持ち帰ることができるよう，残り少ない県職員生活を日々精進していきた

いと思います。

沖永良部事務所の皆さん，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。

そして，これからも宜しくお願いします。
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２月の統計情報

１ 鹿児島県毎月推計人口

平成30年２月１日現在の奄美群島の人口は107,024人で，前年の同月と比べて，1,452人

減少しています。

２ 鹿児島県観光動向調査

平成30年１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275,468人で，前年同月比9.3％の増となっています。

奄美地区は，国内からの宿泊客の増加により，前年同月比11.6％の増となっています。

（単位：人，％）

平成30年１月 前年同月比

県全体 275,468 9.3

奄美地区 21,231 11.6

奄美大島 喜界島 徳之島 沖永良部島 与論島

2月１日現在(人) 1,623,176 107,024 59,804 6,969 22,688 12,497 5,066

前年同月(人) 1,634,682 108,476 60,435 7,069 23,088 12,750 5,134

増減数(人) -11,506 -1,452 -631 -100 -400 -253 -68

前年同月比(％) -0.7 -1.3 -1.0 -1.4 -1.7 -2.0 -1.3

県全体 奄美群島

0

10,000

20,000

30,000

40,000

0

100,000

200,000

300,000

400,000

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月

奄美地区(人)県全体（人）
鹿児島県観光動向調査

宿泊客数 県全体

宿泊客数 奄美地区



- 17 -

３ 大島紬

平成30年２月の生産反数は300反で，前年同月の生産反数387反と比較して22.5％の減少

となっています。

２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 286 22 264 131 5 135 15 24,052 485 41,179

緯　　絣 14 0 14 1 0 13 540 42 1,644

計 300 22 278 132 5 148 15 24,592 527 42,823

累　　　　計男物女物別 　染　　　　　　　　　　　　　　　　 別

日　付 担当課 行　　　事 場　　　所

3月4日 建設課 親子見学会 in 宮古崎トンネル 宮古崎トンネル

3月4日 総務企画課 奄美・沖縄航路上り便の屋久島寄港に係る視察（６日） 屋久島


