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西阿室の夕日（瀬戸内町西阿室）
に し あ む ろ

夕日がきれいな加計呂麻島の中でも，特に美しい眺めを楽しめるスポット。思わず時間を忘れて

見とれてしまいます。（鹿児島県観光サイト かごしまの旅より）
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◆ 「あまみ地域づくり褒賞」の授与式を行いました･･････・････ ５

◆ 平成30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！････ ７

◆ おすすめ野菜レシピ｢ブロッコリーのたれマヨ和え｣｢白菜のクリーム煮｣･･･12
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地域の一員として，地域とともに

大島支庁瀬戸内事務所

瀬戸内事務所は，管内の役場をはじめ様々な機関・団体や住民の皆様の御支援・御協

力をいただきながら，連携・協力して業務を実施しています。昨年度から瀬戸内町役場等と

協働で実施している「チームせとうち“我が事・丸ごと”支え愛事業」では，若手職員が空き

家調査等に積極的に参加しました。

また，職員は業務を離れても，一住民として，地域を盛り上げるため，ボランティア活動

やイベントに積極的に参加し，このことで得られた経験や地域とのつながりを仕事にも活か

しつつ，奄美大島での生活を満喫しています。今回は，そのような当事務所職員が参加し

た今年度の地域活動等について，紹介させていただきます。

Ⅰ ボランティア活動への参加

１ 清掃活動

瀬戸内町が主催するコーラルクリーン作戦に参加し，町内の各種団体の方々とともに

古仁屋港周辺の海岸線のゴミ回収作業を行いました。 （４月15日）

また，宇検村と瀬戸内町において，役場，宇検建友会，瀬戸内建設業協会と協働で，８

月の「道路ふれあい月間」にちなんだ毎年恒例の道路清掃を実施しました。 （９月１日）

２ 地域づくり事業

（１） しごとづくりや多世代交流の拠点づくりや交流事業の協力

瀬戸内町の山郷地域では，コミュニティビジネスの創出や多世代交流等に取り組ん

でいます。当事務所の職員も集落の方々や事業に協力している大学生とともに，活動

拠点となる空き家の改修やまち歩きに参加し，交流会ではＢＱ担当を買って出ました。
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（２） 加計呂麻島で地域づくりの拠点となる空き家の

改修作業に参加

当事務所は，県事業を活用して加計呂麻島の地

域づくり団体と協働で，鶏卵生産を通じた高齢者の

生きがいづくりや農産物の地産地消体制づくりに取

り組んでいます。その活動拠点となる空き家を改修

するため，団体のメンバーの方々とともに大工作業

に汗を流しました。

before after

（３） その他ささやかな事業協力

・ 昨年12月に開催された瀬戸内町の地域づくりを語り合う瀬戸内町近未来会議では，

その実行委員会に職員も参加。毎月開催される準備会議に出席し，企画・運営に関わ

ることで，まちづくりに熱い思いを持った町民の方々と知り合うことができ，会議後はそ

の成功を共に喜び合いました。

・ ＮＰＯ法人が地元農業の活性化や高齢農家の生きがいづくりのため地場産農産物等

を取り扱う集落販売所を運営していることから，職員は，新鮮な野菜等を購入すること

で，ささやかですが売り上げに協力させていただいています。

・ そのほか，民間団体の地域づくり活動に対して，広報や研修の企画等で参加・協力

させていただいています。

Ⅱ イベントへの参加

（１） ウォークラリー請阿室 （４月22日）

瀬戸内町請阿室集落が主催するウォークラリーには，町内外から約200人が参加。

参加した職員も，請島ならではの絶景を満喫しながらウォーキングに汗を流しまし

た。
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（２） 瀬戸内町みなと祭り （８月18～19日）

瀬戸内町古仁屋で２日にわたり祭りが開催され，１日目は，20団体940人の踊り連や

神輿が市中パレードで祭りを盛り上げ，夜は町内外の団体や個人が歌や踊りを披露。

翌日は，海上パレードや舟こぎ競争，八月踊りが行われ，花火大会が祭りを締めくくり

ました。

当事務所が踊り連に参加するのは初めて（らしい）。職員は，神輿を製作するととも

に，「古仁屋音頭」と「加計呂麻音頭」をマスターすべく，役場が開く練習会に参加した

り，事務所に先生をお呼びして特訓を行いました。また，舟こぎ競争には，例年同様，

当事務所も参加し，祭りを楽しみました。
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（３） 加計呂麻島ハーフマラソン （11月11日）

秋の加計呂麻路を駆け抜ける恒例のマラソン大会に，今年度も当事務所のエース?

が参戦。島内外から参加した約600人と健脚を競いました。

そのほか，各集落の豊年祭を見学したり，集落対抗や職域対抗の駅伝大会に出場し

たり，ウォーキング大会や自然観察会に参加したりと，地域の行事を楽しんでいます。

残念だったのは，事務所職員も毎年参加・見学していたシーカヤック大会や諸鈍シバ

ヤが台風のため中止になったことです。シ－カヤック大会は大会が始まって以来初めて

の中止，諸鈍シバヤは昨年度に引き続きの中止でした。来年度の開催を心待ちにしてい

ます。
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「あまみ地域づくり褒賞」の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 森 学

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，表彰状を授与する褒賞を７つの個人・団体，感謝状を贈呈する褒賞を８つの

団体・企業が受賞され，去る１月24日に大島支庁会議室にて，表彰状及び感謝状の授与を

行いました。

当日は，受賞者の全ての方々に御出席いただき，それぞれの代表の方に，松本支庁長

が表彰状及び感謝状を授与しました。

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。

あまみ地域づくり褒章（表彰状）を授与された受賞者の皆様

前列左から，海謝美，井之川夏目踊り保存会，屋仁直売所管理組合，岩下 雅一郎氏，

奄美柑橘クラブ，上嘉鉄青年団，うじじきれい団 の代表の方々。
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あまみ地域づくり褒章（感謝状）を贈呈された受賞者の皆様

前列左から，(株)伊東組，(株)大和建設，竹山建設(株)，鹿児島県建設業協会奄美支部，

村上建設(株)，(株)前田建設，(株)大友組，(株)奄美リサイクル の代表の方々。

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30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/ama

mihousyou30.html）
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平成30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！

大島支庁農村整備課計画係 主事 梶木 翔太

平成30年11月27日に，奄美観光ホテルにおいて「平成30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。

そこで，その大会の様子を紹介します。

１ 大会の目的

この推進大会は，農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るために，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年度から開催しており，今回で５回目となります。

県と管内５市町村（奄美市，大和村，宇検村，瀬戸内町，龍郷町）の主催，鹿児島県水

土里サークル活動支援協議会の共催となっています。

２ 大会当日の内容

今年度は，128名（うち活動組織及び一般：98名，各市町村：17名，事務局：13名）と

大変多くの方が参加されました。

【推進大会会場】 【参加者の皆さん】

まず，３つの活動組織（①「川内集落環境整備隊」（奄美市），②「大和農地環境保全

会」（大和村），③「秋徳の畑と水と緑を守り隊」（瀬戸内町））の方々による事例発表が行

われました。
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「川内集落環境整備隊」の事例発表

では，集落主催の「桜並木＆フナンギョ

の滝ウォーキング大会」で地場産野菜

を販売したり，豊年祭を開催し，集落一

丸となって農村文化の継承を行う等，集

落行事に取り組む他，過去の豪雨災害

で被災した経験を生かして，排水路の

泥上げをこまめに行ったり，農道・パイ

プラインを自主補修する等，集落で自

主的に活動を行っている様子が紹介さ

れました。

【事例発表（川内集落環境整備隊）】

「大和農地環境保全会」の事例発表

では，台風が襲来した後の泥上げや倒

木の除去等の農地維持活動や無人販

売所の周りに植栽した花を設置する等

の資源向上を図る活動等に村全体で取

り組んでいる様子が紹介されました。

【事例発表（大和農地環境保全会）】

「秋徳の畑と水と緑を守り隊」の事例

発表では，青年部による奉納の儀，婦

人会による伝統舞踊や子供会による島

唄の披露等，農村文化の伝統継承への

取組に加え，子供たちのサトウキビの植

え付け・収穫体験やじょうひもち（黒糖も

ち）作り等，教育機関と連携した取組を

実施している様子が紹介されました。

【事例発表（秋徳の畑と水と緑を守り隊）】
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次に，鹿児島県水土里サークル活動支援協議会から「地域資源保全管理構想の作成に

ついて」，「安全対策について」の説明が

なされました。

その中で，今年度で活動終期を迎え

る活動組織に対して，活動終了年度以

降も引き続き，活動を継続するよう呼び

かけ，５年間の活動の要件である地域

資源保全管理構想の作成について説明

がなされました。

また，事故発生原因や事故防止策の

紹介など，活動中の安全対策について

説明がなされました。

【協議会からの説明】

最後に，農村整備課から「日本型直接支払制度について」，「会計について（透明化と持

越金等）」の説明を行いました。

その中で，「水土里サークル活動」の

他に「日本型直接支払制度」の一つであ

る「中山間地域等直接支払制度」につい

ても，「水土里サークル活動」と同時に

活用するよう，啓発を行いました。

また，合意形成や決算時の監査の確

実な履行等，会計の透明化に努めるよ

う周知するとともに，持越金の取扱いに

ついて説明を行いました。

【農村整備課からの説明】

３ 最後に

参加者からのアンケートを集計した結果，今回の推進大会を有意義であったと回答し

た方が多数おり，また，５年間の活動期間経過後も活動を継続する組織や中山間直接

支払制度の活用希望者が多数を占めました。

今後も，奄美大島において，農業・農村の多面的機能を維持・発揮するために，水土

里サークル活動の取組拡大を推進していきたいと思います。
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統計情報

１ 鹿児島県毎月推計人口

平成31年１月１日現在の奄美群島の人口は105,729人で，前年の同月と比べて，1,397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

１月１日現在(人) 1,612,481 105,729 59,178 6,825 22,325 12,343 5,058

前年同月(人) 1,624,322 107,126 59,856 6,970 22,705 12,505 5,090

増減数(人) -11,841 -1,397 -678 -145 -380 -162 -32

前年同月比(％) -0.7 -1.3 -1.1 -2.1 -1.7 -1.3 -0.6

２ 鹿児島県観光動向調査

平成30年12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280,963人で，前年同月比5.6％の増となっています。

奄美地区は，個人客は増加したものの，団体客が減少し，前年同月比1.4％の減とな

っています。

（単位：人，％）

平成30年12月 前年同月比

県全体 280,963 5.6

奄美地区 20,501 ▲1.4
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３ 大島紬

平成31年１月の生産反数は279反で，前年同月の生産反数227反と比較して22.9％

の増となっています。

２月の主な行事

日 付 担 当 課 行 事 場 所

２月６日 総務企画課 奄美・屋久島航路の上り便（フェリー波之上） 屋久島

～８日 を利用した屋久島視察

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 支庁本館玄関前

２月15日 農政普及課 平成30年度奄美群島たんかん品評会（表彰） 奄美市農業研究センター

２月19日 総務企画課 交通事故相談所出張相談 支庁別館２階会議室

２月20日 総務企画課 交通事故相談所出張相談（弁護士相談10～11時） 支庁別館２階会議室

２月22日 総務企画課 大島支庁自衛消防訓練（消防設備点検） 支庁

２月22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27日 総務企画課 平成30年度第２回地域行政懇話会 奄美観光ホテル

２月28日 農政普及課 奄美地域コーヒー生産に係る情報交換会 奄美観光ホテル

２月28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

《 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 260 23 237 146 1 85 28 22,965 260 22,965

緯　　絣 19 19 17 2 738 19 738

計 279 23 256 146 1 102 30 23,703 279 23,703

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）


