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～ 昇竜洞 ～

鹿児島県の天然記念物に指定されている昇竜洞は，昭和38年に発見され3,500mのうち600mが一般公開さ

れています。全体として鍾乳石の発達が素晴らしく，特にフローストーンの規模は全国でも最大級のものです。

昇竜洞は地下水が珊瑚石灰石を溶かし，一滴一滴の雫が作り出した大自然の彫刻です。内部に連なる金や銀，

宝石をちりばめたような鍾乳石や石旬には，クリスマスツリー，音楽堂，ダイヤの御殿などの名前がつけられ，

見る人を神秘の世界へ誘ってくれます。（鹿児島県観光サイトより）
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『ムチモレ踊り』に参加して

大島支庁建設部長 上大田 孝成

大島支庁に赴任して早いもので，もう１年が経とうとしている。

せっかく奄美での勤務の機会を得たのだからということで，奄美の歴史や文化，風景などに触

れるべく，文化センターや資料館に赴いてみたり，民謡大会を聞きに行ったり，奄美図書館の

「あまみならでは学舎」に出かけたり，観光地巡りをしたり，奄美に関する書物を読んでみた

り，，，。

おかげで，これまでは知らなかった「奄美」をたくさん知ることができたと思っている。ただ，地

元の伝統に直接触れることは，どうも躊躇されて一歩足を踏み込む勇気が出ないでいた。

そんな時，事務所のＹ技術主査から，大和村の『ムチモレ踊り』に行かないか？と誘われ，そ

れがどんなものなのかさえわからないまま，１２月３日の夜そそくさと出かけて行った。
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この『ムチモレ踊り』は，大和村の湯湾釜集落において旧暦の10月16日に合わせて行われる

もので，風呂敷などで顔を隠した男女が女性物の着物を着て，各家々をにぎやかに踊り回り，

無病息災や家内安全を祈願する伝統行事である。300年以上前から伝わる厄除け行事で，かつ

て湯湾釜は水の便が悪く，集落で大火があった際に田んぼの泥で消火したと伝わっており，水

の大切さを後世に伝えるために始まったとされている。

風呂敷で顔を隠すのは，神様への尊厳とともに，火災の火傷を隠すためだとか・・・。

蛇足になるが，このような大火がきっかけとなって始まった踊りが佐仁（笠利）にもあると聞い

てびっくり。

ただ，女性物の着物を着る理由は地元の方も誰も知らない・・・。

謎のベール（風呂敷）に包まれている？

当日はあいにくの雨模様。しかし，幸いなことに名瀬を出るときに降っていた雨も湯湾釜に着

く頃には止んでくれた。さっそく，大和村役場建設課のＮ係長宅に上がり込んで，女性物の着物

を着せてもらった。女装の趣味もな

く，その気がない性分なので，どうも

恥ずかしい。それもよりによって一番

派手目な着物。こういう行事なんだと

割り切るしかなくて，顔を隠す風呂敷

を渡されて，いざ出陣！

湯湾釜集落が約50軒。その全てを

回るらしい。夜の７時から始まって，

全てを回り終わるのは例年11時頃だ

とか。

三味線と唄は年配男性の２人，チ

ヂン（小さな太鼓）をたたく女性陣が

数名。

この年配の男性達がすっごく元気

で，唄声がよく通る。明日の朝，声が

出るだろうかとか，後継者は育ってる

んだろうかなど余計な心配をしたり。
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唄は30番ぐらいまであるみたいだが，歌ってる内容はさっぱりわからない。それでも，数軒も

回るうちには唄のリズムを何となく覚えてきた。見よう見まねで適当に踊る。隣の人と手が当た

ってもお構いなし。

「餅モロター 餅モロター」に合わせて，これまた適当に「ヨイヤー ヨイヤー」の掛け声。「トザ

イ，トーザイ，○○様より，金一封をいただきました！」で，また踊る。腕を上げながら踊るので

途中で腕が痛くなる。

踊り終わると各家で酒が振る舞われる。ビール，焼酎，酒，時にはヤクルトまで。まともに全

部飲んでるとぶっ倒れそうなの

で，そこそこに。

長丁場のため，途中に食事

休憩があり，集落の方々の手作

りの食事が並ぶ。おにぎり，おで

ん（ちび太風），揚げ物，おしるこ，

お菓子などなど。集落の方々の

温かさを感じる。全ての物がと

ても美味しかった！
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いつの頃からか晴れてきて，空には大きな満月が出ていた。

今思うと，あの日の満月は地球と月の位置関係から一年で一番大きく見える満月，スーパー

ムーンであったのだ。次の家に移動する時には，唄のテンポが踊るときの激しいものではなく，

ゆっくりとしたものに変わる。その唄声を聞きながら，月の明かりをたよりに集落内を歩くのはな

かなか風情のあるものだった。

踊りも大詰めを迎えた頃，二回目の食事休憩。そこで，役場の受付嬢のＯさん宅に上がり込

んでうどんをいただいた。腹いっぱいだったのに，すこぶるおいしかった。ここを終の棲家とし

て，みんな着物を脱ぎ捨ててしばらく歓談。もう，踊ることをあきらめた瞬間で，これを以て『ムチ

モレ踊り』への参加は終了したのである。

集落の中に入り込んで地元の人たちと一緒になって，伝統に触れる貴重な体験をすることが

できた。言わば我々は外部の人間。狭い集落なので，見たことのない顔だと思っていたに違い

ない。しかし，集落の方々はとても温かく迎え入れてくれた。地元の伝統と温もりに触れることの

できた一日だった。

Ｙ技術主査をはじめ，関係者に感謝！
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地下ダムによるゆとりと潤いのある農業を目指して！

沖永良部事務所農村整備課 計画係長 大栄 富廣

現在，沖永良部島では農林水産省の国営かんがい排水事業により地下ダム建設が行われて

います。事業が必要となった背景や事業内容等について紹介します。

はじめに

沖永良部島は，鹿児島から沖縄へつながる南西諸島の一つで，鹿児島市の南西約５５０ｋｍ

の海域に浮かぶ面積９３．６ｋ㎡の平坦な地形を有する離島で，和泊町と知名町の２行政区から

なっています。産業としては農業が盛んで，基幹作物であるさとうきびを中心に，ユリ，キク等の

花き，ばれいしょ，さといも，葉たばこ等が栽培されていますが，作物の生育に必要な水源が乏

しいため，ため池を利用したり，農家個人で井戸を掘るなどして対応している状況でした。

このため，和泊町及び知名町の畑地１，４９７ｈａを対象に，平成１９年度から国営かんがい排

水事業沖永良部地区が実施され，安定的な用水の確保と，農業生産性の向上と農業経営の安

定を図るため各種工事が行われています。

さとうきび ユリ

キク ばれいしょ
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地区概要

沖永良部地区では，地下ダムを築造するとともに，揚水機場，用水路等の基幹水利施設を整

備し，併せて県営事業により末端のかんがい施設の整備及び区画整理を実施することにしてお

り，詳細は次のとおりとなっています。

１） 地 区 名 沖永良部地区

２） 事 業 名 国営かんがい排水事業

３） 受 益 面 積 １，４９７ｈａ（和泊町：７０４ｈａ，知名町：７９３ｈａ）

４） 全 体 事 業 費 ３５０億円

５） 予 定 工 期 平成１９年度 ～ 平成３３年度

６） 主要工事計画 地下ダム止水壁工１ヶ所 揚水機場１ヶ所

用水路４４．１ｋｍ 吐水槽１ヶ所

ファームポンド２ヶ所 管理施設一式

平成２８年度末までの進捗率（事業費ベース）は６４．７％で，完了予定の平成３３年度に向け

て工事が進められています。

計画平面図 ※黄色着色部が受益地
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地下ダムの仕組み

下記断面図のとおり，地下に地下ダム（止水壁）を築造すると，琉球石灰岩（透水層）の中に

ある隙間に地下水が貯留し，取水用の集水井からポンプで水を汲み上げて畑地かんがい用の

水が得られます。

地下ダム断面図

ダム止水壁工事 集水井内部

県営事業の状況

附帯する県営事業で，区画整理と畑地かんがいが実施されています。区画整理については，

平成３２年度までに全地区完了する予定になっています。また，末端施設の整備を行う畑地か

んがいについては，平成２８年度までに６地区が完了し，今年度は１１地区が実施中で，来年度

以降３地区を新規地区として準備を進めています。なお，平成２６年度からは部分的に地下ダム

からの水を通水し営農に利用できるようになっています。
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附帯県営事業（区画整理）実施状況

附帯県営事業（畑地かんがい）実施状況
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最後に

沖永良部島の北東端に国頭という集落があります。私はこの集落で育ちましたが，昔は生活

用水でさえ確保するのに苦労した話をよく聞いていました。母校の国頭小学校には汐ほす母の

像があり，海水を何度も岩場にかけて濃縮し，それを桶に入れて頭に乗せ運ぶ女性の姿を今に

伝えています。運ばれた海水は鍋で煮詰めて塩が取り出され，比較的水が豊富で稲を栽培でき

た島の内陸部の集落まで行って，塩と米を物々交換していたそうです。現在は作物も変わり，花

や野菜が栽培されるようになってきましたが，植物に水が不可欠であることは変わっていませ

ん。昨年７月から８月の干ばつ時には，地下ダムからの一部通水が有効利用され，干ばつ対策

に貢献しました。地下ダムが完成して受益地に水が行き渡り，水の心配をしないで営農が出来

るようになって，沖永良部島の農業がさらに発展することを期待しています。

汐ほす母の像 スプリンクラーによる散水状況
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平成29年度ハブ咬傷予防対策ポスター入賞者の表彰式について

大島支庁衛生・環境室 衛生薬務係 薬務技師 染川 勇樹

ハブ対策推進協議会では，児童や住民らにハブ咬傷予防対策についての認識を深めてもら

うために，ハブ咬傷予防対策ポスターコンクールを昭和62年度から毎年行っています。

ポスターの募集はハブが生息する地域（奄美大島・加計呂麻島・請島・与路島及び徳之島）

の小学生を対象にしており，今年度は582作品の応募がありました。

応募作品の審査方法は以下のとおりです。

・ 小学校低学年（１～２年生）の部，中学年（３～４年生）の部，高学年（５～６年生）の部に

分けて審査

・ 専門委員により各部門10作品程度選考

・ 平成29年12月12日の審査委員による本審査で，入賞作品（各部門最優秀賞１作品，優秀

賞１作品，入選３作品）及び学校賞を決定

平成30年1月28日 表彰式記念撮影 奄美大島（左）・徳之島（右）

表彰式は平成30年１月28日，奄美大島（大島支庁）と徳之島（徳之島保健所）で行い，入賞し

た児童15名と学校賞の徳之島町立亀津小学校へ賞状と副賞を授与しました。始めは緊張して

いた児童も，記念撮影する頃には笑顔となり，最後はそれぞれの作品をバックにお父さんやお

母さんと一緒に写真に収まり，受賞を喜び合っていました。
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高学年の部で最優秀賞を受賞した奄美小学校６年生の村田優佳さんにインタビューしたとこ

ろ，「ハブのうろこを１枚１枚表現できるように丁寧に描いた。足下だけではなく，目線の上からも

ハブは出てくるので，気をつけてほしいという思いが伝わってほしい。」と答えました。

なお，最優秀賞作品・優秀賞作品についてはポスターにして，各市町村，学校，その他関係

団体に配布し，住民や観光客へのハブ咬傷予防の啓発を行うこととしています。

最優秀賞受賞作品

低学年の部 中学年の部 高学年の部

天城町立西阿木名小学校 徳之島町立亀津小学校 奄美市立奄美小学校

２年 久保侃大 さん ４年 柳 明佳 さん ６年 村田優佳さん

ハブの咬傷者数は減少傾向にありますが，昨年は奄美大島で16名，徳之島で20名の計36名

が被害にあっており，中には後遺症が残る方もいます。これから暖かくなるとハブの活動が活発

になってきますので，畑や庭での草刈り等の作業中などは皆さん十分注意しましょう。

おわりに今回，ポスターを応募した児童の皆さん，指導にあたっていただいた先生方や保護

者の方，審査をしていただいた審査員の皆様，本当にありがとうございました。
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喜界町農業青年クラブ農業体験ツアー

～白ゴマとカボチャを栽培しませんか～

大島支庁農政普及課（喜界町駐在） 技術主査 川畑 強

１ はじめに

喜界町農業青年クラブ主催（会員24名 会長：幸 久徳）の農業体験ツアーが平成29年７

月から12月にかけて４回実施されました。

前回紹介させていただいた活動経過と併せて最後の活動まで完結編として紹介致します。

目的は？

・ 喜界島の基幹産業である農業につ

いて知ってもらう。

（今年度は白ゴマとカボチャ）

・ 植付けから収穫，加工，販売体験

までを経験することによって，農業の

楽しさ，自ら生産した達成感を味わっ

てもらう。

・ 町内の小・中学生と交流の場を図る。

参加者

小・中学生とその保護者，先生，喜界

町農業振興課（総数約30名）

白ゴマ収穫後，へとへと！！

２ 第１回体験（白ゴマのは種作業：７月２日(日)）

（１） 全体説明及びは種機づくり

喜界島在来白ゴマについて，生産状況及び栽培方法について勉強しました。

は種機も自分たちで作りました。

まずゴマについて勉強 ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙは種機作成 機械は種機について勉強
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（２） は種作業

一人一畦を担当しました（最初は苦戦しました）。

自作のペットボトルは種機で作業中 最後にたっぷりかん水

３ 第２回体験（白ゴマの収穫体験：９月９日(土)）

（１） 収穫・結束・乾燥作業

台風の影響で茎の変形も見られたり，茎が太くて刈り取りに手間取ったり・・・・・。

悪戦苦闘しましたが，無事乾燥ハウスの運搬までたどり着くことが出来ました。

太くて刈れない茎も・・ 結束も最後は慣れました ハウスまでの運搬でへとへと

４ 第３回体験（白ゴマの脱穀，選別，カボチャの植え付け：９月23日(土)）

（１） 白ゴマの脱穀，選別とカボチャの植え付け作業

脱穀作業は棒で優しくトントン ふるいで選別するときれいなゴマが

ただ，しぶといゴマも・・・ たくさん採れました

次は，喜界町のカボチャについて勉強 １人で７株植えました
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５ 第４回体験（白ゴマの搾油，ゴマ袋詰め，ゴマ販売体験：12月９日(土)～10日(日)）

（１） 搾油，袋詰め，販売

ゴマ搾油体験 ゴマ袋詰め体験 ゴマ販売体験

６ 最後に

自分たちで，は種から加工・販売まで行ったことでゴマやカボチャ作りの大変さや収穫・販

売の喜びも感じてもらえたのではないでしょうか？

カボチャは，12月に収穫とデザート作りまで行ってもらう予定でしたが，台風の影響で収穫

時期が12月下旬にずれ込んでしまい，予定どおりに実施できませんでした。自分で植えたカ

ボチャの生育具合を確認していた生徒たちのなかには，体験内容が変更となり，残念がって

いる生徒もいました。

ただ，農業の難しさや厳しさも分かってもらえた点は良かったのではと思います。

白ゴマの加工体験では「ごま油の絞りかすもクッキーに使えることを知った。自分たちで作

ったゴマは特別美味しく感じた。将来は農業をしたい。」と答えた小学生もいて頼もしく感じま

した。

今回の体験で，農業青年クラブ員も生徒達に楽しくレクチャーしており，農業の楽しさも伝

えられたのではないかと幸会長他クラブ員も満足げな表情でした。

今後の喜界町の農業を担っていく若者達の活躍に期待しています。
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１月の統計情報

１ 鹿児島県毎月推計人口

平成30年１月１日現在の奄美群島の人口は107,126人で，前年の同月と比べて，1,412人

減少しています。

２ 鹿児島県観光動向調査

平成29年12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285,414人で，前年同月比5.0％の減となっています。

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などにより，他地区

に比べ前年同月比11.4％の最も大きな伸びとなっています。

（単位：人，％）

平成29年12月 前年同月比

県全体 285,414 △5.0

奄美地区 20,784 11.4

奄美大島 喜界島 徳之島 沖永良部島 与論島

1月１日現在(人) 1,624,322 107,126 59,856 6,970 22,705 12,505 5,090

前年同月(人) 1,635,942 108,538 60,475 7,081 23,088 12,764 5,130

増減数(人) -11,620 -1,412 -619 -111 -383 -259 -40

前年同月比(％) -0.7 -1.3 -1.0 -1.6 -1.7 -2.0 -0.8

県全体 奄美群島
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３ 大島紬

平成30年１月の生産反数は227反で，前年同月の生産反数265反と比較して14.3％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 199 11 188 88 5 94 12 17,127 199 17,127

緯　　絣 28 0 28 1 0 23 4 1,104 28 1,104

計 227 11 216 89 5 117 16 18,231 227 18,231

累　　　　計男物女物別 　染　　　　　　　　　　　　　　　　 別

日　付 担当課 行　　　事 場　　　所

2月4日 農政普及課 たんかんPR（奄美観光桜マラソン会場） 太陽が丘総合運動公園

2月6日 農政普及課 たんかん品評会（審査） 奄美果樹選果場

2月6日 総務企画課 アイランドホッピング第４回検討会 奄美会館大会議室

2月7日 総務企画課 北方領土返還要求奄美キャラバン出発式 支庁庁庭

2月7日 農政普及課 たんかん品評会（互評会・表彰）
奄美市農業研究セン

ター

2月8日 総務企画課 あまみ地域づくり褒賞表彰式 支庁４階大会議室

2月9日 建設課 大美川・戸口川床上浸水対策特別緊急事業竣工式 戸口地区振興センター

2月19日 総務企画課 明るい選挙推進指導者研修会 天城町

2月22日 健康企画課 奄美地域保健医療福祉協議会 支庁４階大会議室

2月23日 総務企画課 奄美黒糖焼酎と農林水産物を楽しむ会 奄美観光ホテル

2月26日 総務企画課 赤土等流出防止対策学習会 奄美会館大会議室

2月27日 総務企画課 第２回大島地域行政懇話会 奄美観光ホテル


