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アマンデー（奄美市笠利町）
奄美大島を開闢した，阿摩弥姑（あまみこ）と志仁礼久（しにれく）という２人の神様が最初に
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年頭の挨拶

鹿児島県大島支庁長 松本 俊一

新年明けましておめでとうございます。年末年始の休暇をゆっくり過ごされ，また，心身と

もに充電してこられたのではないかと，皆様のお顔を拝見しながら，感じているところです。

昨年は，５月のＩＵＣＮ（国際自然遺産連合）による世界自然遺産登録延期の勧告といっ

た想定外の出来事や，９月の台風24号による農業を中心とした甚大な被害の発生といった

危機事象もありましたが，全体として奄美が大きく躍動した１年であったと言えるのではな

いでしょうか。

世界自然遺産については，昨年11月，本年２月１日までに推薦することが決定され，現

在，関係機関によりその準備が進められているところですが，2020年の確実な登録に向け

て，市町村・関係団体等と一体となった取組を進めていかなくてはならないと考えておりま

す。

台風被害については，国の支援対策や12月補正予算などを活用しながら，万全の復旧

対策などを進めて行く必要があると考えております。

本年度は，奄美群島振興開発特別措置法の見直しの年に当たりますが，８月の奄美群

島開発審議会による意見具申及び国の概算要求，年末の政府予算案決定など，本年度中

の法延長及び制度の拡充に向け，着実に進みつつあるところです。

大河ドラマ「西郷どん」では，５月から７月にかけて８回にわたる奄美編が放映され，奄美

の素晴らしい自然・景観・文化などが全国へ発信されたことは，宮古崎が景勝地として注目

を集めるなど，奄美にとって非常に大きなインパクトがあったものと考えています。

空の方では，７月の奄美空港ターミナルビルの改築工事竣工・全面供用開始や，奄美大

島から徳之島，沖永良部島を経て沖縄本島までを結ぶＪＡＣアイランドホッピングルートの

開設，８月のスカイマーク奄美大島－鹿児島線就航といった，明るい動きが相次ぎました。

ターミナルビルの機能強化や航空路線の充実により，交流人口の一層の拡大へとつながる

ことが期待されます。
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海の方では，台湾発着のクルーズ船「サン・プリンセス」が，７月から９月にかけ８回，名

瀬港へ寄港し，クルーズ船の寄港数と乗船客数とも過去最高となったところであり，今後，

インバウンドの地としても更に注目が高まることが期待されます。

人口減少が進行する一方で，奄美群島振興交付金による航路・航空路運賃軽減策や

ＬＣＣの就航等により交流人口が拡大しつつある奄美においては，こうした状況を新たなビ

ジネスチャンスと捉え，また，地域社会の再生・活性化につなげていこうとする民間起点の

動きも胎動しつつあります。

奄美の伝統的な古民家をリノベーションして宿泊施設として再生・運営する「伝泊」の展

開や，龍郷町「秋名・幾里」集落における地域住民主体による民泊事業の展開に向けた取

組が進められていますが，こうした取組は，地域経済への波及など幅広い効果をもたらしう

るものと考えています。

今年は，次期奄美群島振興開発特別措置法の下で各般の施策を展開するスタートの年

として，また，2020年の世界自然遺産登録に向け，極めて重要な一年になるのではないか

と思います。胎動する新たな動きも視野に入れつつ，時には縦割りを超えて果敢に仕事を

進めていただきたいと思います。

終わりになりますが，今年一年，健康に留意され，奄美の振興のために皆様の力を十分

に発揮していただくようお願いし，年頭の挨拶とします。

本年もどうぞよろしくお願いします。



- 3 -

喜界町農業青年クラブ農業体験ツアーを開催

～ホップ・ステップ・ジャンプ！！～

（喜界島の農業をPR）

大島支庁農政普及課（喜界町駐在） 技術主査 川畑 強

喜界町農業青年クラブでは，活動の一環として平成28年度か

ら子供達に農業体験の場を提供しています。年々，「ホップ・ステ

ップ・ジャンプ！」の意気込みで，活動内容を充実させています。

１ ホップ ：平成28年度「カボチャ体験ツアー」

定植，栽培管理，収穫，デザート作りを体験

２ ステップ：平成29年度「白ごま体験ツアー」

は種，収穫，乾燥，脱穀，加工品作り，イベントでの加工品の販売まで体験

３ ジャンプ：平成30年度

「自分たちで作成したカボチャでハロウィンを盛り上げよう！」

７月のカボチャの植付から始まった農業体験ツアーは，11月４日の「ハロウィンナイト」で

完結。今回は早町小・喜界小学校及び商工会青年部と連携し，喜界初のハロウィンイベン

トを実施しました。

○カボチャの植付（ハウス内に定植）

植付方法について
(準備はバッチリ)

植付方法を指導
これからの活動計画
(会長の説明バッチリ)
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※植付後は生育状況の写真を随時小学校に掲示。

○ランタン作り（青年自らが先生となり指導）

立派な農業の先生達 農業の先生達にお礼
(ありがとうございました)

成長記録を

学校に提示

商工会青年部と事前準備 会長の事前説明（早町小） 会長の事前説明（喜界小）

青年クラブ員がお手伝い

（ケガをしないでね！） 子供達の写真

（全員にプレゼント）

くり抜き方法を伝授
(子供達の真剣なまなざし)
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○ランタン展示（商工会のイベントで展示）

○まとめ

気象災害等で計画どおりにいかない部分もありましたが，当日の飾り付け等，最後まで

やり通す姿は満足感に溢れていました。

子供達もクラブ員と一緒に楽しみながら体験でき，当初の目的の一つでもある農業の魅

力にも触れられたと思っています。

これからも農業青年クラブは，地元の「農業の魅力」を発信することに情熱をもち，活動

を展開していくこととしています。

カボチャのランタンを展示

（喜界初ハロウィンイベント）

最後の仕上げ。綿密に！ 写真撮影はバッチリ
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大島支庁「特産品展示コーナー」のリニューアルについて

大島支庁総務企画課商工観光係 主査 眞鍋 仁

主事 小濵 美保

12月20日（木）に大島支庁２階支庁長室前

にある奄美群島の「特産品展示コーナー」の展

示をリニューアルしました。

このコーナーは，奄美の特産品である奄美

黒糖焼酎や大島紬の魅力について，広く一般

の方々に知っていただくことを目的として，展

示を行っています。

奄美黒糖焼酎の製造は，国内において奄

美群島だけに認められており，群島内には24

の酒造メーカーがあります。

今回，各酒造メーカーの17代表銘柄（右記

写真の上段）と一押し焼酎（右記写真の下段）

を展示しましたので，是非ご覧いただき，これ

を機会に，奄美黒糖焼酎を堪能していただく

きっかけになれば幸いです。

また，今年度，アメリカのロサンゼルスや

ドイツのベルリンで開催された「国際スピリッ

ツコンペティション2018」で金賞を受賞した

奄美黒糖焼酎（里の曙ゴールド，里の曙原酒，

NANKAI SHOCHU，弥生ゴールド，キャプテン

キッド，喜界島）も左記写真のとおり展示しま

したので，こちらの方も一度，ご賞味いただけ

ればと思います。
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奄美黒糖焼酎と共にご紹介したいのは，

クリスタル大島紬です。

クリスタル大島紬とは，大島紬を樹脂とガ

ラスで特殊コーティングしたものです。美し

い大島紬のコースターに焼酎グラスを，そし

て，丸皿や角皿にはお料理やおつまみを載

せてお食事や晩酌の際にお楽しみいただけ

ます。

「特産品展示コーナー」のリニューアル当日，鹿児島県酒造組合奄美支部と奄美黒糖焼

酎の酒造メーカー（（株）奄美大島開運酒造，（資）弥生焼酎醸造所，町田酒造（株），奄美

大島酒造（株））の方々が大島支庁を訪問されました。

当該酒造メーカーの方々は，平成30年９月にアメリカのロサンゼルス及びサンフランシ

スコにおいて開催された，奄美黒糖焼酎の試飲・商談会等のイベントに参加されました。

大島支庁としても，当該イベントに関する費用面の補助を地域振興推進事業により行った

ことから，当該イベントの報告を受け，また，今後の奄美黒糖焼酎のさらなる販路開拓等に

ついての意見交換などを行いました。
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「紬の日のつどい」に参加してきました♪

大島支庁総務企画課総務労政係 主査 平山 奈生子

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？

ご存じない方もいらっしゃるかと思いますが，奄美市では，昭和53年，奄美の伝統産業で

ある「大島紬」に対する認識を深めるとともに，本場奄美大島紬の更なる振興による豊かな

まちづくりを推進することを目的に１月５日を「紬の日」として制定しました。市民が大島紬

を着用し，その良さを再認識する日です。

また，紬の日実行委員会では，毎年楽しいイベントを開催しています。

今回はそのイベント「第41回 紬の日のつどい」に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」では，例年，大島紬の反物や小物等の展

示・販売はもちろん，紬レンタル・着付けサービス，写真撮影，

イベントステージ等様々な催しが行われます。今年は更に和

装マナー教室や紬小物作り教室が追加されるなど，イベント内

容が充実していました。

当日は大島紬を着てイベントに参加しました。

右の写真は，紬姿写真撮影サービス時の写真です。

大島高校茶道部による呈茶サービスでは，

大島紬に身を包んだ高校生たちが，参加者で

ある客人ひとりひとりにお茶をいれてくれまし

た。

高校生たちの丁寧できれいな所作が，落ち

着いた色合いの大島紬とマッチしており，感

心するとともに落ち着いた時間が過ごせまし

た。（お茶も美味しかったです）

大島紬を着た大島高校茶道部員による

呈茶サービス



- 9 -

メインイベントである，恒例の「大島紬大行進」は，雨天だったこともあり，名瀬中央通り

アーケード内からの出発となりましたが，３名の紬美人を先頭に，華やかな大島紬の着物

や洋服で着飾った参加者たちが商店街を彩りました。

大島紬大行進の様子
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「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思

い浮かべる方も多いと思いますが，最近では色大島や白大島など明るい色調で華やかな

紬も増えています。当日は，紬をスーツやワンピースなどの洋服に仕立てている方もおり，

バリエーションの豊富さを実感しました。

集合写真撮影 ステージイベントのシマ唄と新民謡

紬コーディネートコンテストの作品

紬小物作り教室 奄美市公式キャラクター「コクトくん」と

「ロビンちゃん」も大島紬の羽織を着て参加
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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

る伝統工芸品です。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，私たち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。

しかし，大島支庁に赴任して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，大島紬を自分で着られるように着付けを学んでいます。

今年は１月７日に紬を着用しました♪（希望者のみ）
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また，大島支庁では，希望者に声かけをし，毎年仕事始めの日に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？
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統計情報

１ 鹿児島県毎月推計人口

平成30年12月１日現在の奄美群島の人口は105,777人で，前年の同月と比べて，1,377人

減少しています。

県全体 奄美群島
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) 1,613,059 105,777 59,200 6,832 22,344 12,346 5,055

前年同月(人) 1,624,797 107,154 59,887 6,966 22,707 12,503 5,091

増減数(人) -11,738 -1,377 -687 -134 -363 -157 -36

前年同月比(％) -0.7 -1.3 -1.1 -1.9 -1.6 -1.3 -0.7

２ 鹿児島県観光動向調査

平成30年11月における県内の調査対象ホテル・旅館77施設の宿泊客数（宿泊延べ人

員）は，合計313,290人で，前年同月比4.2％の増となっています。

奄美地区は，個人客，団体客ともに減少し，前年同月比10.1％の減となっています。

（単位：人，％）

平成30年11月 前年同月比

県全体 313,290 4.2

奄美地区 23,470 ▲10.1
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３ 大島紬

平成30年12月の生産反数は357反で，前年同月の生産反数406反と比較して12.1％

の減少となっています。

１月の主な行事

日 付 担 当 課 行 事 場 所

１月10日 総務企画課 地方創生に関する県と市町村との意見交換会 奄美観光ホテル

１月11日 総務企画課 地方創生に係る増田地方創生担当特別顧問の講演会 支庁４階大会議室

１月16日 健康企画課 健康かごしま２１地域推進協議会 支庁４階大会議室

１月24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

１月24日 総務企画課 赤土等流出防止優良事例研修検討会 現場視察／瀬戸内事務所

１月24日 農政普及課 大島地域農産加工品「酒の肴」コンテスト 支庁４階大会議室

１月26日 衛生・環境室 ハブ咬傷予防対策ポスター表彰式 支庁４階大会議室

１月31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

《 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

男物 女物 泥染 泥藍染 藍染
化学
染料染

草木染
複数
染料染

反数
生産金額
（千円）

経 緯 絣 342 27 315 169 0 154 19 28,642 3,566 308,307

緯　　絣 15 15 1 14 578 296 11,768

計 357 27 330 170 0 168 19 29,220 3,862 320,075

反数
生産金額
（千円）

累　　　　計男物女物別 染　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　別
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おすすめ野菜レシピ 「ましゅハーフ，せぇハーフ，ベジダブルで，わん健康！」

名瀬保健所管内行政栄養士連絡会作成（2018年）


