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大島支庁情報誌
（平成２７年１１月２５日 第５０号）

海岸防災林における木質マルチングの施工効果について

大島支庁林務水産課森林土木第二係 林業技師 寺地 隼人

１ はじめに

奄美群島は８つの有人島からなる島々で海岸線が長く，また，台風の常襲地帯でもあり，

海岸後方の農地や人家が被災しやすい状況にあることから，海岸防災林の役割は非常に重

要なものとなっています。

そこで，海岸線沿いの保安林機能強化を図るため，海岸防災林の造成・改良に取り組んで

いますが，奄美特有の温暖な気候により雑草の繁茂が激しく，植栽木が数ヶ月で被圧され，

成長の妨げになっている箇所が多く見受けられます。

今回は，この雑草の繁茂を抑制し，植栽木の生育にも効果があるとされている木材チップ

でのマルチングを，現地発生材で実施し，３年間経過観測したので，その施工効果と問題点

について報告します。

木材チップマルチング作業工程

２ 試験地の概要

試験地は，奄美市から東へ69kmの洋上にある喜界島で，平成24年度保安林緊急改良事

業(大島郡喜界町嘉鈍隠田地内)の一部で実施しました。

試験区は，過去の調査報告を参考に，海に面した前線林及び内陸側の永続林にマルチン

グ20㎝厚，10㎝厚，対照区(マルチングなし)を設け，試験しました。
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３ 調査内容

植栽後，毎年１回の計３回実施し，調査項目は以下のとおりです。

（１）生育環境改善効果を数値化するために土壌の温度と湿度を計測

（２）雑草の繁茂状況を目視で確認

（３）生長量は，生存率と併せて樹高を植栽木ごとに調査

４ 調査結果

・マルチング施工箇所は，マルチングなしの対照区に比べ，地中温度は低く，逆に湿度が

高い。

・雑草については，対照区とマルチング10cm厚で侵入を確認。20cm厚ではほぼ侵入はな

い。

・生長量は20cm厚が最も良好であった。

・生存率についても20cm厚が最も高かった。

以上のことから，木材チップによるマルチング効果が実証された。
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５ 木材チップ採用の問題点と対策

問題点：現在，工事箇所で支障となる支障木を現地利用の観点から木材チップ化し，現場

内で再利用しているが，植栽面積が広く，工事箇所の支障木だけでは，木材チップ

化する原木が不足している。

対 策：工事箇所と周辺森林が一体となった森林整備を実施し，木材チップの確保を図る。

６ おわりに

海岸防災林造成は，海岸に森林を造成して飛砂，潮風，波浪，強風等の被害を防止又は

軽減して，後方の保全を図ることを目的としているため，地域の森林資源の循環及び植栽木

の生育環境を改善して生長を促進する木材チップマルチングを積極的に実施し，海岸防災林

の森林造成の早期機能強化が求められます。

以上の内容を，平成27年10月15日(木)に行

われた第52回九州地区治山林道研究発表会

で発表し，治山研究会長賞並びに優秀賞を受

賞しました。

研究に携わっていただいた全ての職員に感

謝の意を表し，また，これからも奄美地区にお

ける林業振興の発展に努めていきたいと考え

ております。
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本場奄美大島紬研修会・販売会について

大島支庁総務企画課商工観光係 主事 西 春菜

10月14日(水)，支庁４階大会議室において，「平成27年度支庁職員向け大島紬研修会・販売

会」を開催しました。

当研修会・販売会は，支庁職員を対象に，本場奄美大島紬に触れる機会を設けることで，大

島紬に対する理解と知識を深めることを目的に毎年開催しています。本場奄美大島紬協同組合

女性部会の御協力により，今回で９回目の開催となりました。

まず，ＤＶＤ「大島紬ができるまで」を鑑賞し，本場奄美大島紬の歴史や製造工程について学

びました。

研修会終了後は，女性部会の皆さまの御協力により，紬を利用した小物製品などの商品の販

売会を開催しました。

販売会の商品を少しだけですが，御紹介しま

す♪

伝統柄の「龍郷柄」などの商品をはじめ，色鮮

やかなストールやおしゃれなバッグなど，さまざ

まな種類の商品がありました。

今回の研修会・販売会を通し，「本場奄美大島

紬」について学び触れることで，その素晴らしさ

を感じ，反物だけでない紬の魅力を再発見して

いただけたのではないかと思います。
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その他にも大島支庁では，仕事始めの際に大島

紬を着用してＰＲするなどの取組も行っています。

今年度も仕事始めで着用することとしていますの

で，ぜひ仕事始めで大島紬を着て，大島紬への理解

促進と振興のお手伝いをよろしくお願いします！

本場奄美大島紬

とは，奄美群島内の組合員により生産された，経済産業大臣指定伝統的工芸品「本場大島

紬」のことです。

（伝統的工芸品「本場大島紬」は，鹿児島産地と都城産地においても生産されています。）

本場奄美大島紬の定義

・絹100％です。

・先染め手織りです。

・締機（しめばた）で手作業により経緯（たてよこ）絣の加工をしたものです。

（大島紬の絣を作る作業）※工程－４

・手機（てばた）で経緯絣を絣合わせして織り上げたものです。※工程－８

本場奄美大島紬の工程

１ 図案作成

デザインされた原図を方眼紙に書き写して，種別，糸の密度などに合わせて図案を作

る作業です。

２ 糸繰り・整経

図案に基づき，専用の台で必要な長さと本数の絹糸を揃える作業です。

３ 糊張り

揃えた絹糸がバラバラにならないように「イギス」という海藻を鍋で煮て溶いた糊を棹に

張り，天日で十分に乾燥させ固める作業です。

４ 締加工

締機を使って，複雑で細かな絣模様を作る大島紬独特の作業です。図案にあわせて絹

糸の絣部分を防染するため，染めない部分の絹糸を木綿糸で織り締めて絣筵（かすりむ

しろ）を作ります。

５ テーチ木染め

テーチ木（和名：車輪梅）をチップ状にくだいて，大きな釜で煮て，その煮汁で絹糸を染
しや りん ばい

める作業です。何度も液を替え，繰り返し揉みこみ染色すると，絹糸が赤茶色に染まりま

す。

６ 泥染め

大島紬最大の特徴である泥染めは，テーチ木で染めた絹糸を泥田で染める作業です。

泥に含まれる鉄分とテーチ木のタンニンが反応し，絹糸が赤茶色からだんだん黒く変わっ

てきます。テーチ木染めと泥染めを交互に何度も繰り返すことで，大島紬特有の深みのあ
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る黒褐色に染めあげます。

７ 加 工

織る前に最終的な糸の整理や準備をする作業です。染めた絣筵の木綿糸をすべて取り

除き，１本１本の糸へとほどき，図案のとおりに並べます。絣模様に色を付ける場合，図案

に合わせて色を挿していきます。

８ 製 織

緯糸を杼（ひ）に通して，高機という手織り用の機で織り上げる作業です。約７cm織る

ごとに経糸をゆるめ，針で糸を１本１本丁寧に絣を合わせていきます。

９ 検 査

織り上げた本場奄美大島紬を本場奄美大島紬協同組合で検査する作業です。

検査員が，長さや織り幅，絣の不揃い，色ムラなど，24項目に及ぶ厳しいチェックをお

こない，合格・不合格を決めます。合格したものだけに商標などが付けられます。

本場奄美大島紬の証明

本場奄美大島紬の製品は，全て１反ごとに，産地表示のため，金茶色の地球のマークと

朱色で「本場奄美大島」の文字が織り込まれてあり，かつ地球印の登録商標と経済産業大

臣指定伝統的工芸品の伝統証紙が必ず貼られています。また泥染には泥染証紙が，草木

染めには草木泥染証紙が，別に貼られていて，本場奄美大島紬であることを証明していま

す。

豆知識♪

◆「先染め」とは？

糸に直接色を染め付けた後に織り上げる染色技法で，大島紬が先染めの代表格です。

◆「後染め」とは？

白生地を織り上げた後に手描きまたはプリントして模様を出す染色技法で，友禅や

しぼり等が代表です。

◆「絣」とは？

糸または布面に染まった部分と括られて染まらない部分のある模様の名で（飛び白

ともいう），大島紬では十の字絣と言い，大きな特徴です。

◆「絣糸」とは？

糸１本に２色以上の色が入っている糸のことです。

◆「地糸」とは？

糸１本に１色の糸のことです。

(奄美市，本場奄美大島紬協同組合，大島紬村ＨＰより抜粋)
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第３０回国民文化祭・かごしま２０１５が開かれました

大島支庁総務企画課地域振興係 主査 世門 昌美

10月31日(土），皇太子同妃両殿下の御臨席を仰ぎ，国内最大の文化の祭典「第３０回国民

文化祭・かごしま２０１５」の開会式が行われました。

すでに，新聞・テレビなどで御存知とは思いますが，今回は，31日に奄美サテライト会場で行

われた開会式・オープニングフェスティバルについて紹介したいと思います。

朝から雨と風が強く，開催が危ぶまれましたが，開会式が行われる午後からは雨も止み，時

折冷たい風が吹く肌寒い天候のなか，各集落(シマ）の誇りに満ちた思いを奄美市一万人ひろば

から，鹿児島アリーナを通じて全国の皆さんへ発信できました。

《 八月踊り・六調を披露していただいた奄美大島10団体のみなさん 》

「奄美・八六会」(奄美市），「朝仁町内会」（奄美市），「小宿町内会」(奄美市），「笠利３区」（奄美

市），「万屋集落」（奄美市），「西仲間集落」(奄美市），「大棚集落八月踊り保存会」(大和村），

「湯湾集落八月踊り保存会」(宇検村），「童子八月踊り研究会」(瀬戸内町），「中戸口集落 」(龍

郷町）
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開会に当たっては，瀬戸内町の童子八月踊り研究

会のみなさんが，丁寧にしっかりした言葉で開会宣言

を行ってくれました。

また，鹿児島県立奄美高等学校演劇部２年の里山

さんと柳さんがリポーターとして，奄美サテライト会場

の熱気を方言を交えて伝えてくれました。

また，同日17時からは国民文化祭開催記念ステージが開催されました。

あまみエフエム ディ！ウェイヴ 渡陽子さんの司会進行のなか，「アマービレ吹奏楽団」が

国民文化祭のイメージソング「タイムカプセル」を含む数曲を演奏，「フラカオスタジオ」による

華麗で優雅なフラダンス，奄美群島日本復帰60周年記念式典の際，「日本復帰の歌」を独唱し

た「安大智」君による歌謡曲の熱唱，「CORE＆サンビームキッズ」，「B→Matonds Dance Schoo

l」によるキレのいいダンス，目を閉じると本物と間違ってしまうほどの錯覚を起こしてしまった

「えらぶち剛」さんの生ライブと，盛りだくさんのステージが展開されました。

国民文化祭・かごしま２０１５開会式・オープニングフェスティバルの開催にあたり，大島支庁

から約40人の職員，６人の一般ボランティアの皆様に受付，進行，駐車場対応など，対応してい

ただきました。おかげさまで，国民文化祭初日の開会式・オープニングフェスティバルを，盛況

のうちに無事に終了することができました。この場をお借りし，感謝申し上げます。
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10月の統計情報10月の統計情報

１ 鹿児島県毎月統計人口

平成27年10月現在の奄美群島の人口は，111,359人で，前年同月と比べて1,464人減少

しています。

２ 鹿児島県観光動向調査

平成27年９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

271,424人で，前年同月比1.0％の増加となっています。

奄美地区は，23,894人で，前年同月比13.3％の増加となっています。

３ 大島紬

平成27年10月の生産反数は436反で，前年同月の生産反数447反と比較して2.5％の減少

となっています。

奄美大島 喜界島 徳之島 沖永良部島 与論島

10月１日現在(人) 1,657,409 111,359 61,770 7,293 24,003 13,088 5,205

前年同月(人) 1,669,110 112,823 62,593 7,432 24,308 13,243 5,247

増減数(人) -11,701 -1,464 -823 -139 -305 -155 -42

前年同月比(％) -0.7 -1.3 -1.3 -1.9 -1.3 -1.2 -0.8

県全体 奄美群島

県全体

奄美地区

271,424 268,706 +1.0

23,894 21,086 +13.3

平成27年９月 前年同月 前年同月比

(単位：人，％）

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 407 22 385 238 4 146 19 35,608 3,863 336,197

緯　　絣 29 2 27 3 0 26 0 1,126 324 12,528

計 436 24 412 241 4 172 19 36,734 4,187 348,725

累　　　　計男物女物別 　染　　　　　　　　　　　　　　　　 別
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1 1月～12月上旬の主な行事予定表1月～12月上旬の主な行事予定表

《 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

11月25日 建設課 深山トンネル貫通式 深山トンネル

11月26日 農村整備課 奄美大島水土里サークル活動推進大会 奄美観光ホテル

11月27日 建設課 トンネル防災訓練 大和村　長瀬トンネル

12月1日 健康企画課 ＨＩＶ平日夜間検査 名瀬保健所予診室


