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笠石海浜公園（和泊町）
かさいしかいひんこうえん

笠石海浜公園は，奇岩が見る角度により「笠」に似ているという事から，命名されました。島最大

の砂浜周辺にはキャンプ場，エラブユリの形をしたシンボルタワーの展望台などがあり，家族で楽し

むのにピッタリです。毎年３月には沖えらぶジョギング大会が開催されており，メイン会場となって

います。四季を通して亜熱帯の花々を見ることができ，４月下旬～５月中旬にかけて咲き誇る百合は

壮観です。（鹿児島県観光サイト かごしまの旅より）

◆ 沖永良部島で畑かんマイスター交流会を行いました！････ １

◆ 第10回「奄美黒糖焼酎と農林水産物を楽しむ会」について････ ３

◆ 消費生活相談の状況と消費者啓発について・・・・・・・・・ ５

◆ おすすめ野菜レシピ｢もっちりフルの韓国チヂミ｣｢白菜のツナマヨ和え｣･･･11
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沖永良部島で畑かんマイスター交流会を行いました！

大島支庁沖永良部事務所農業普及課 参事付(畑かん営農推進担当) 横山 和人

沖永良部島と徳之島では国営及び県営附帯事業による大規模畑地かんがい事業を実

施しており，沖永良部島は2026年度(受益面積1,497ha)，徳之島は2024年度(受益面積

3,451ha)の完成を予定しています。

このような中で，畑かんを活用した営農を先駆的に

実践している農業者を「畑かんマイスター｣として，地

域の畑かん営農の普及推進活動の一端を担ってい

ただいております。

平成31年１月30日から31日に沖永良部島と徳之島

の畑かんマイスター９名が参加し，沖永良部島で交

流会を行いました。

交流会１日目は，地下ダムなど沖永良部島の畑かん施設を視察した外，和泊町実験農

場で花きやさとうきびの実証ほ場を視察し，その後，沖永良部事務所で両島の畑かんマイ

スターの活動や取組の説明と意見交換会を行いました。

【和泊町実験農場の花き施設を視察】 【意見交換会】

意見交換会では，「畑かん導入のアドバイスは，農家の代表である畑かんマイスターの

一声が重要である」，「畑かん営農の推進は，ハードとソフトが連携して事業導入時点から

段階的に行った方が良い」，「展示ほ場でＪＡ栽培講習会をすることで水かけの意識はもっ

と向上する」など，多くの貴重な意見が出されました。

【畑かんマイスターによる水利用啓発】
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交流会２日目は，さとうきび，ばれいしょ及びさといもの沖永良部島の畑かんマイスター

ほ場で，マイスターから栽培管理，かん水方法等について説明があり，活発な意見が交わ

されました。

両島は同じ奄美群島の亜熱帯性気候の地域であることや，さとうきび，ばれいしょ，畜産

(生産牛)等の生産が盛んであることなど，共通の農産物等も多くあります。

また，国営大規模畑かん事業による一部通水が，両島とも平成27年ごろに本格的に始ま

り，畑かん営農の推進に関しては共通した目標や課題を持っています。

今回の両島の畑かんマイスター交流会は，お互いの課題を把握し，解決に向けた検討を

していく上で大変有意義な機会となりました。

これからも奄美群島の農業を更に発展させていくため，地域の農業者と関係機関が緊密

に連携しながら，畑かんを活用した営農の普及・推進を図っていきたいと思います。

【ばれいしょ畑の視察】 【散水器具の使い方について意見交換】
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第10回「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

平成31年２月22日（金）に奄美観光ホテル

において「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実施しています。

【各酒造メーカーさんによるPR】

各テーブルには， 「ウンギャルマツの刺

身」，「島カボチャコロッケ」，「夜光貝のオリー

ブオイル漬け」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，黒糖焼酎や農林水産

加工食品，カクテルの試飲・試食のブースが

設置されました。来場された方々は，様々な

銘柄の黒糖焼酎やその飲み方，「酒の肴」を

試して楽しんでいる様子でした。 【黒糖焼酎試飲の様子】

楽しむ会では，料理と黒糖焼酎をさらに楽

しめるように様々なイベントを催しました。

オープニングに「懐かしい未来へ」のミュー

ジックビデオの放映，会の中盤では，黒糖焼

酎が当たる抽選会や終盤の余興では，奄美の

アーティストの皆さんによるミニライブを開催

しました。

【奄美のアーティストの皆さん】
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最後に

今回で，節目の10回目の開催となった「奄

美黒糖焼酎と農林水産物を楽しむ会」でした

が，最後の締めでは六調も体験し，会場全体

が大いに盛り上がった会となりました。

なお，来年度も開催予定ですので，興味の

ある方はぜひ参加されてみてはいかがでしょ

うか。お問い合わせは，大島支庁総務企画課

商工観光係(0997-57-7215)まで。 【会場内全員による六調踊り】

【大島支庁２階特産品展示コーナー】
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消費生活相談の状況と消費者啓発について

大島消費生活相談所 主査 柳田 友美恵

大島消費生活相談所は，消費生活に関する県の相談機関として，消費者と事業者間に

生じた商品やサービスに関する相談を受け，問題解決のための助言や情報提供，被害回

復を図るため事業者とのあっせん交渉等を行っています。

また，消費者教育の拠点として，各種団体や学校等でその年代やテーマに沿った消費

生活講座を行うなど，消費者に対する普及啓発に取り組んでいます。

１ 消費生活相談の状況について

(１) 相談件数等

平成29年度に大島消費生活相談所に寄せられた相談件数は278件で，前年度の

304件から26件（8.6％）減少しました。架空請求が流行った平成16年度の1,005件をピ

ークに年々減少傾向にあり，近年は概ね300件程度で推移しています。

契約当事者の年代の割合をみると，60歳以上は全体の38.8％を占め高い傾向に

ありますが，20歳未満（2.2％），20歳代（6.5％）及び30歳代（9.7％）は前年度より増加

しており，幅広い年代から多岐にわたる相談が寄せられました。

(２) 相談の概要

アダルト情報サイト等を経由したワンクリック請求や，実在する企業名やサイト名を

かたり，利用した覚えのない有料サイト利用料をＳＭＳ（ショートメッセージサービス），

メール等で請求するなどの架空請求に関する相談が，前年度に比べて140％増の72

件となっており，相談全体の25.9％を占めています。

そのほか，光回線サービスの乗換えの勧誘を受けて，内容を十分に理解しないまま

契約しトラブルになったなどのインターネット通信サービスに関する相談や，お試しの

つもりが定期購入が条件になっていたなどの通信販売に関する相談も多く寄せられました。
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(３) 最近の消費者トラブル

依然として，実在するサイト名をかたり，利用した覚えのない有料サイトの未納料金

をＳＭＳで請求するなどの架空請求に関する相談が多いほか，インターネット等で取

引される情報商材（副業や投資，ギャンブル等で高額収入を得るためのノウハウ等と

称して販売されている情報）に関する相談【参考１】や，インターネット上で個人同士が

商品や役務を取引できるフリマアプリ等のフリマサービスに関する相談が多く寄せら

れています。

【参考１】

そのほか，宅配事業者を装い，

コンピューターウィルスに感染する

恐れのある悪質なＳＭＳが届いた

【参考２】，インターネット使用中に

突然「セキュリティの重要な警告」

「ウィルスに感染する危険性があ

る」などの偽警告画面が表示され，

セキュリティサポート契約などと称

して金銭を請求されるといったトラ

ブルも発生しています。

心当たりのない請求やＳＭＳ等

は無視し，不安に思ったり困ったと

きには，大島消費生活相談所にご

相談ください。

【参考２】

※ショートメール

で届きます。

（参照：佐川急便Webサイト）
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２ 消費者啓発について

県民が自身の力で消費者トラブルを回避し，トラブルに遭った場合でも適切に対処で

きるなど自立した消費者になるためには，学校や地域，職域など様々な場での消費者教

育の推進や消費生活に関する情報提供の充実を図り，消費者自身が知識や判断力を高

める必要があります。

そのため，大島消費生活相談所では，日々の相談から得た新鮮でリアルな情報を基

に，老人クラブ，民生委員など各種団体の会合や，高校，小学校等において，その年代

やテーマに沿った消費生活講座を行っています。

民生委員の方を対象とした講

座では，知っておきたい契約の

基本ルールや，相談の多い消費

者トラブル事例の紹介と対処方

法などについて説明しました。

また，参加者の方にご協力い

ただき，地域の高齢者が訪問販

売のトラブルに遭ったことを想定

したロールプレイングを行い，ク

ーリング・オフについての助言や

見守り活動における声かけなど

を実演していただきました。

【奄美市民生委員児童委員協議会連合会】

成人を迎えると自分の意思

で自由に契約ができる反面，ト

ラブルになった場合の責任も自

身が負うことになります。

卒業後，進学や就職で親元

を離れる生徒も多い奄美群島

の高校生を対象とした講座で

は，契約の基本ルールについ

て分かりやすく説明するととも

に，若者が被害に遭いやすいと

されるフリマサービスやネット

通販，ＳＮＳを通じたもうけ話の

消費者トラブルの事例などを紹 【鹿児島県立大島高等学校】

介しました。
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平成27年度から実施してい

る小学生を対象とした講座では

クイズやＤＶＤなどを通して，お

金の大切さや計画的な使い方

について考えてもらうとともに，

オンラインゲームのアイテム課

金に関する消費者トラブルの事

例を紹介し，クレジットカードや

キャッシュレス決済の仕組みな

どについて説明しました。

【奄美市立名瀬小学校】

グループの代表者が前に出て，皆で答え

合わせ。「やった～合ってた」「あ～あ！

外れてた」など盛り上がりました。↓

↑ グループに分かれてクイズを考えて

います。 賑やかな様子です。

2022年４月の成年年齢引下げに伴い，懸念され

る若年者の消費者被害の未然防止や自立した消

費者としての能力を育むための消費者教育の必要

性がますます高まっています。

今後も，安心・安全な県民生活の実現に向け，

消費生活相談対応や普及啓発活動に取り組んで

まいります。

おかしいな？困ったな！と思ったら

”すぐ電話 まず相談”

大島消費生活相談所  ０９９７－５２－０９９９

【小学生向け消費者啓発資料】 消費者ホットライン  １８８（いやや）
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統計情報

１ 鹿児島県毎月推計人口

平成31年２月１日現在の奄美群島の人口は105,561人で，前年の同月と比べて，1,463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

２月１日現在(人) 1,611,278 105,561 59,113 6,810 22,284 12,310 5,044

前年同月(人) 1,623,176 107,024 59,804 6,969 22,688 12,497 5,066

増減数(人) -11,898 -1,463 -691 -159 -404 -187 -22

前年同月比(％) -0.7 -1.4 -1.2 -2.3 -1.8 -1.5 -0.4

２ 鹿児島県観光動向調査

平成31年１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252,010人で，前年同月比1.7％の減となっています。

奄美地区は，団体客は増加したものの，個人客が減少し，前年同月比0.9％の減とな

っています。

（単位：人，％）

平成31年１月 前年同月比

県全体 252,010 ▲1.7

奄美地区 21,049 ▲0.9
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３ 大島紬

平成31年２月の生産反数は243反で，前年同月の生産反数300反と比較して19％の減

となっています。

３月の主な行事

日 付 担 当 課 行 事 場 所

３月３日 建設課 宮古崎トンネル現場見学バスツアー 宮古崎トンネル

《 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 219 17 202 98 3 99 19 18,681 479 41,646

緯　　絣 24 4 20 4 14 6 992 43 1,730

計 243 21 222 102 3 113 25 19,673 522 43,376

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）


