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世界自然遺産登録に向けた動向と自然環境の保全・利用について

大島支庁衛生・環境室 環境係長 吉留 雅仁

奄美大島・徳之島・沖縄島北部(やんばる)・西表島は世界自然遺産への登録を目指していま

す。昨年の大島支庁情報誌では，IUCN(国際自然保護連合）による現地調査の様子などについ

てお知らせしたところですが，その後の状況について御説明します。また，併せてノネコ対策な

どの取組を御紹介したいと思います。

１ 世界自然遺産登録に向けた動向

奄美大島・徳之島を含む推薦地４島の世界自然遺産登録については，平成30年夏の登

録を目指した取組がなされていたところでしたが，世界遺産委員会の諮問機関である IU

CNから，平成29年10月に実施した現地調査等を踏まえた評価結果として，平成30年５月に「記

載延期」の勧告がなされました。

＜諮問機関による評価結果の４つの区分＞

①記載 世界遺産一覧表に記載するもの（登録）

②情報照会 追加情報の提出を求めた上で，次回以降に再審議するもの

③記載延期 より綿密な調査や推薦書の本質的な改定が必要なもの（推薦書の再提出

後，再度，諮問機関の審査を受ける。最短で２年後に審議。）。

④不記載 記載にふさわしくないもの（原則，再推薦は不可）

「記載延期」の主な理由は，

① 推薦地は連続性に欠け，遺産の価値の証明に不必要な分断された小規模な区域が

複数含まれていること。

② 推薦地の連続性の観点で，沖縄の北部訓練場返還地が重要な位置付けにあるが，

現段階では推薦地に含まれていないこと。

であり，推薦地４島の自然価値は評価され，推薦区域の見直しを行えば，登録の可能性は十

分あるというものでした。

これを受けて，国は地元自治体と協議を行い，できるだけ早期の世界自然遺産登録を目指し

て再推薦を行うため，平成30年６月に推薦を一旦取り下げ，推薦区域の見直し等を行った上

で，平成31年２月１日にユネスコ世界自然遺産センターへ推薦書を再提出しました。

昨年10月には，IUCNから派遣された二人の専門家による現地調査が実施され，徳之島では

照葉樹林帯などを，奄美大島ではアマミノクロウサギなどの生息地，渓流近くの植生などを視察

し，地域関係者との意見交換も行われました。

本来なら，この現地調査の結果を受けて今年の春頃にIUCNの勧告がなされ，６月末に中国で

開催予定であった世界遺産委員会において登録の可否が審議される予定でしたが，世界的な

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた委員会の開催延期に伴い，登録の可否が明ら

かになる時期が見通せない状況となっています。
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このような状況ではありますが，希少野生動植物の保護や外来種防除など，遺産の価値であ

る自然環境を守る取組が関係者により継続的になされているところです。

２ 世界自然遺産 奄美トレイルについて

世界自然遺産 奄美トレイルは，奄美群島をつなぐ長距離の自然歩道で，亜熱帯の森や，白

い砂浜，サンゴの石垣のある集落など，奄美ならではの自然や文化に触れあうことのできるコー

スです。平成28年度より地域の方々のご協力を得ながらコース選定を行い，今年度，いよいよ

全線開通の予定です。

既に開通しているコースについて

は，ルート図やコース紹介文を掲載

したマップを作成し，順次販売を進め

ていますので，是非皆さんマップ片

手に奄美トレイルを歩いて，奄美の

素晴らしい自然や文化に触れてみて

はいかがですか。

※ 世界自然遺産 奄美トレイルについての情報（マップの購入方法など）

〈鹿児島県ホームページ〉

https://www.pref.kagoshima.jp/ad04/kurashi-kankyo/kankyo/amami/amami-trail.html

3 ノネコ対策について

奄美大島においては，環境省，県，５市町村が，平成30年３月に「奄美大島における生態系

保全のためのノネコ管理計画」（以下，「管理計画」という。）を策定し，当該計画に基づくノネコ

対策を実施しています。また，徳之島においても環境省，県，３町によりノネコ対策が進められ

ています。

ノネコとは，山野等において野生生物を補食し生息しているネコのことをいいます。奄美大島

と徳之島では，ノネコによる希少野生動物の捕食が問題となっていますが，人によるネコの不適

正な飼養がその原因です。ネコは，従来，

奄美には生息していなかった繁殖力の強

い物です。そのネコを人為的に島に持ち込

んだ後，不妊去勢せず外飼いしたことや，

みだりな餌やりをした結果としてノラネコの

数がどんどん増加しました。集落と希少野

生動物生息エリアが近くにある奄美大島・

徳之島では，増えたノラネコが容易に山へ

入り，ノネコになる機会が多く，希少野生動

物を捕食している状況です。
クロウサギをくわえるネコ（環境省沖縄奄美自然環境事務所提供）

奄美トレイルコース選定スケジュール
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この課題への対策としては，放し飼いネコとノラネコを，これ以上増やさないための発生源対

策がとても重要です。そのため，奄美大島，徳之島の各市町村は飼い猫の適正飼養条例を策

定し，飼い猫の登録を義務づけるとともに，室内飼育に努めることを規定しており，やむを得ず

屋外で放し飼いする場合は不妊・去勢手術を行うことを義務化（徳之島では努力義務）していま

す。また，ノラネコに対しTNR（ノラネコを捕獲（Trap）し，不妊・去勢手術（Neuter）を行い，元い

た場所に放す（Return）取組。）を実施することで，ノラネコがこれ以上増えないよう対策を行っ

ています。

次に，山中で生息しているノネコについては，早急に捕獲し，希少種生息エリアから排除する

必要があります。徳之島においては，平成26年度よりノネコの捕獲が続けられています。奄美大

島においては，管理計画に基づき平成30年７月より捕獲が開始されました。捕獲後は，奄美大

島ねこ対策協議会がマイクロチップ等の確認を行い，飼い主がいる個体は飼い主へ引き渡し，

それ以外の個体については希望者への譲渡に努め，譲渡できなかった個体はできる限り苦痛を

与えない方法を用いて安楽死させることとしています。

まずは，これ以上ノネコ・ノラネコを増やさないことが最も重要です。飼い猫については，飼い

主が責任を持って管理・飼養し，ノラネコへの無責任な餌やりは止めるようお願いします。また，

一頭でも多くのノネコが譲渡されるよう譲渡対策への御協力をお願いします。なお，奄美大島で

捕獲されたノネコの譲渡を希望される方は，事前に奄美大島ねこ対策協議会の認定を受ける必

要がありますので，詳しくは各市町村のホ

ームページをご覧ください。

また，昨年度は徳之島においてイヌに

よると推測されるアマミノクロウサギの死

亡が多数確認されました。ネコだけでな

く，イヌについても，放し飼いをしないなど

適正な飼養に努めてください。
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オカヤドカリの産卵の見学へ行ってきました！

大島支庁徳之島事務所 総務課総務係 主事 丸山 実華

８月上旬にオカヤドカリの産卵を見学してきました。

比較的暖かい地域に多く生息し，浜辺近くの陸上に住む，国の天然記念物に指定されて

いるオカヤドカリ。普段は花や木の実等を食べて生活しているため，浜辺ではちらほらとし

か見かけませんが，梅雨が明けた６月下旬～８月下旬にかけて，大潮の夜に海に出てきて

産卵するため，浜辺にたくさん集まる様子が観察できます。

１年の中で限られた時期しか観察できない景色は，以前からおすすめされていましたが，

徳之島勤務３年目にして初めて見学に行ってきました。

終業後，総務課の数人で金見海岸へ集まり，今季３度目の見学となる松永補佐の案内

のもと，ヤドカリの産卵スポットへ向けて浜辺をひたすら歩きます。

浜辺を移動するオカヤドカリ

しばらくはちらほらヤドカリが歩いているだけの砂浜が続くばかりで，シーズンも終わりか

けであったため，遅かったかなと不安になりながら歩き進めると，次第にカチカチと岩場に

何かがぶつかる音が聞こえてきました。

水際にライトを当ててみると，岩場にヤドカリがよじのぼっていて，歩く音が響いていまし

た。

水際の岩場に集まるヤドカリ達
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先へ進んでいくと，山の方から水際へ向かって歩くヤドカリの姿が増え，気がつくとあたりの

浜辺一面にヤドカリが広がっていました。

あまりにも密集しているので，踏まないように歩くのに一苦労。その空間でしか味わえない不

思議な光景が体験できました。

海へ向かって進むオカヤドカリと，ヤドカリの大群

しばらく観察していると，なにやら動く岩を発見。そっと近づいてみると，産卵のために上陸し

たウミガメでした。産卵場所を求めて砂をかきながら少しずつ進んでいく様子をそっと眺めまし

た。（ウミガメは非常に警戒心が強いので，ライトを照らしたり驚かしたりすることは厳禁です。）

近くには見学日の２週間前に産卵された卵があることを示す棒が立っており自然の生命力を

とても感じる場所でした。

台風にも負けず，無事に孵化できたことを祈るばかりです。

今回，夜の金見海岸で見た光景は，どれも初めて見るものばかりで驚くとともに，神秘的な景

色にとても感動しました。

見学できる期間は限られていますが，来年以降，ぜひ見学に行ってみてはいかがでしょう

か！

金見海岸
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統計情報

１ 鹿児島県毎月推計人口

令和２年９月１日現在の奄美群島の人口は103,655人で，前年の同月と比べて1,466人減

少しています。（龍郷町のみ，前年同月比55人増加。６月以降，４ヶ月連続増加）

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

9月1日現在(人) 1,590,146 103,655 58,411 6,618 21,654 11,953 5,019

前年同月(人) 1,602,268 105,121 59,182 6,715 22,017 12,166 5,041

増減数(人) -12,122 -1,466 -771 -97 -363 -213 -22

前年同月比(％) -0.8 -1.4 -1.3 -1.4 -1.6 -1.8 -0.4

２ 鹿児島県観光動向調査

令和２年８月における県内の調査対象ホテル・旅館86施設の宿泊客数（宿泊延べ人員）

は，合計151,266人で，新型コロナウイルス感染症の影響により，前年同月比 56.6％の減と

なっています。

奄美地区の宿泊客数についても，21,866人で前年同月比 36.6％の減となっています。６

月以降増加傾向にありますが，８月は増加の伸びが鈍化しています。

（単位：人，％）

令和２年８月 前年同月比

県全体 151,266 △56.6

奄美地区 21,866 △36.6
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３ 大島紬

令和２年９月の生産反数は225反で，前年同月の生産反数285反と比較して21.1％の減少

となっています。

《 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 203 5 198 97 19 0 81 6 0 19,430 2,346 207,375

緯　　絣 22 0 22 8 0 0 14 0 0 900 176 6,964

計 225 5 220 105 19 0 95 6 0 20,330 2,522 214,339

反数
生産金額
（千円）

累　　　　計男物女物別 　　染　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　別


