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～ 闘 牛 ～
徳之島といえばやっぱり闘牛！牛達がぶつかり合う様は圧巻。

島人の闘牛にかける想いは凄まじく，勝ち牛を囲んで喜ぶ，『ワイド！ワイド！』

のかけ声は徳之島ならでは！

（「本物。の旅かごしま」より）
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御存じですか？徳之島特産「奄美パパイア」

～奄美パパイア収穫祭が開催されました～

徳之島事務所農業普及課技術普及係 技術専門員 森 啓

これまでパパイアといえば，漬け物や完熟フルーツ

用として古くから栽培されていましたが，ここ数年，徳

之島から"野菜用"として，鹿児島くみあい食品（株）を

通じ，関西・関東方面の量販店に出荷・販売しており

（少しずつではありますが），「奄美」の知名度アップ

に貢献しているところです。

パパイアは熱帯アメリカ原産といわれており，18世

紀頃には台湾に，本県には台湾・沖縄経由で家庭園

芸用として導入されたと考えられます。鹿児島県での 着果したパパイア

生産は，昭和48年に50haが栽培されていた記録が残っており（農水省統計（確報）），昭和61年

頃までは，出荷量日本一（鹿児島－沖縄－東京の順）でしたが，平成に入ると沖縄県の出荷量

が伸びた反面，本県での栽培は減少に転じたようです。

年平均気温16℃以上なら，ほぼ周年（約200日）出荷が可能で，栽培も比較的簡単なことや，

近年の健康食材ブームもあり，地元農家から，パパイアを含めた亜熱帯果樹の産地化に取り組

みたいという要望が出ていました。

そのような意見や，世界自然遺産登録を目前に控えている奄美地域の新しい商材についても

検討していた県経済連・くみあい食品等から，パパイアの生産販売の提案等をうけ，平成25年

度末に産地化に取り組み始めました。その際「パパイア植樹祭」も行われるなど，地元での生産

・出荷の気運は高まりました。

１～２年前は台風等の気象災害などもあり，生産が伸び悩んでいましたが，平成27年度には

出荷量が約67ｔ（102戸12ha）と前年（２t ：68戸10ha）に比べ，飛躍的に増加しました。

これを受け、平成28年６月11日には植樹祭が行われたほ場で，くみあい食品・県経済連・

（株）ダイエー等，関係する量販店の社長などに出席をいただき， 鋏 入れ式（収穫祭）を実施す
はさみ

ることができました。ほ場での収穫祭終了後は，会場を移し祝賀会も催され、パパイアを使った

料理等が振る舞われました。

収穫祭テープカット 収穫の様子
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収穫祭「祝賀会」の様子

提供された料理の説明（JA女性部）

振る舞われたお弁当 お弁当オープン！

量販店では現在，玉（１個）売り・スライス（1/2カットを３ｍｍスライス）と，炒め物用を主とし

て販売しています。

パパイアには「パパイン」という酵素が含まれており，この酵素はタンパク質に限らず、脂肪や

糖質をも分解する働きが確認され，注目されるようになりました。今後は，健康食材の一つとし

ての需要増に応えるべく，量販店等では惣菜・漬け物販売の取組強化や，サラダ用途など新商

品開発にも取り組もうとしています。

徳之島地区では，平成28年度産の出荷目標を220ｔ（110戸15ｈａ）としており、ＪＡあまみ徳之

島地区果樹部会を中心にパパイアを核とした亜熱帯果樹（パッションフルーツ・マンゴー・ドラゴ

ンフルーツ）の産地化に取り組み，「長寿・子宝の島，健康（食材提供）の島」をキーワードに地

元徳之島での生産や加工品開発，また，「奄美」の知名度向上にもつながるよう産地振興に努

めていく予定です。
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知名町収穫祭について

大島支庁沖永良部事務所農村整備課・農業普及課

平成28年５月29日（日）に知名町民体育館で知名町収穫際が開催されました。これまで隔年

で「知名町産業まつり」として11月に開催していましたが，平成27年度から「知名町収穫祭」とし

て農業，商工業，水産業等の三大産業の収穫や実りに感謝すると共に，実りある１年となること

を願うため，この時期に『収穫祭』として毎年開催されることとなりました。

梅雨晴れとなった２年目の収穫祭は，午後１時から３時がイベント，午後３時から４時30分まで

が式典，午後４時30分から収穫祭というスケジュールで開催され，収穫祭の準備段階から当日

の運営まで沖永良部事務所農村整備課，農業普及課も協力しました。

イベントでは，野菜，畜産，さとうきび，畑かん関係，平成27年度フォト農美展作品等のパネ

ル展示を行いました。

式典では，川﨑沖永良部事務所長が祝辞を述べた後，商工観光関係，さとうきび関係の褒賞

伝達を行いました。

式典の後は，町民の方々が自由に参加できる交流会が開かれ，体育館全面に机が配置され

る程の盛大な催しとなりました。

収穫祭全景 パネル展示全景

収穫祭神事 川﨑所長による褒賞伝達
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沖永良部では，ここ数年，東日本大震災の影響や大型台風の襲来，あるいは干ばつの発生

で，農家の経営は大きな打撃を受けていましたが，平成27年度は花き取引価格の回復，子牛の

高値取引，サトウキビの増産など明るい兆しが見えてきています。水産業も今年は魚が高値取

引であったことから，明るい雰囲気で多くの町民が参加して行われました。

お祝いの席で最初に舞われる琉球舞踊の『御前風』で交流会が幕を開けました。交流会で

は，沖永良部高校生によるエイサーの演舞が行われ，太鼓を叩きながら激しく舞う元気な高校

生の演技に会場は盛り上がってきました。

式典をさらに盛り上げたのは，地元バンドである『畑かんバンド』と『バンシローズ』の２組のグ

ループによる演奏でした。

なかでも，大島支庁沖永良部事務所農村整備課と土地改良事業団体連合会の職員で構成さ

れた『畑かんバンド』では，恒吉農村整備課長がリーダーとなり，畑かん施設や畑かん営農の大

切さを歌詞にした「畑かんレンジャー」というオリジナルの歌も披露し，畑かん事業の必要性をＰ

Ｒしました。

マグロの解体ショー 琉球舞踊『御前風』

沖永良部高校生によるエイサー 畑かんバンドによる演奏
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大和村におけるブルー・ツーリズムの推進について

大島支庁林務水産課水産係 水産技師 今岡 慶明

現在，奄美群島では，各地で営まれている漁業について，ブルー・ツーリズム（漁業体験）の

推進を目指した取組を進めています。そのうち，大島郡大和村においては，地元の伝統漁法で

あるトビウオロープ曳き漁業のブルー・ツーリズム推進を目指して取り組んでいます。

トビウオロープ曳き漁業とは，トビウオの群れを探索後（図①），群れの前方に「浮き敷網」と

呼ばれる網を張り（図②），群れの後方から「おどし」と呼ばれる短冊状のビニールを多数巻き付

けたロープ（おどしロープ）を流して群れを取り囲み（図③・④），その後，おどしロープを曳いて

群れを網へ追い込み（図⑤），最後に網を引き上げて漁獲する（図⑥）という方法です。

網の投入開始から引き上げまで40分程度の時間を要し，網を投入する場所，方向等により漁

獲量が大きく変わってきますので，いかにしてトビウオの群れがいる場所を正確に突き止められ

るかが鍵となります。

トビウオロープ曳き漁業の概要
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この体験メニューでは，実際に漁船に乗船し，魚群探索から網上げまでの全工程を体験して

いただく計画となっています。人力で網を引き上げるので，体力勝負ではありますが，奄美の美

しい海を舞台にした非常にダイナミックなものです。うまく群れをとらえることができれば，非常

に多くのトビウオの漁獲が可能で，豊漁時は大きな喜びを感じることが出来ます。

また，漁獲したトビウオは体験終了後，刺身にして味わっていただく予定としており，とれたて

のトビウオの刺身は格別です。

現在は，関係者の中で技術獲得，安全性確認等を

行っているところですが，それらが確認されれば，一

般の方々に実際に体験していただくモニターツアー

の実施を計画しています。

ぜひ，多くの皆様に御参加いただき，御意見等を

お寄せいただければと思いますので，よろしくお願い

いたします。

いざ出漁

網入れ作業中 おどしロープによる追い込み

おどしロープ引き上げ 追い込まれたトビウオ
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７月の統計情報

１ 鹿児島県毎月統計人口

平成28年６月現在の奄美群島の人口は，108,969人で，前年同月と比べて1,566人減少

しています。

２ 鹿児島県観光動向調査

平成28年５月における調査対象ホテル・旅館78施設の宿泊客数（宿泊延べ人員）は合計

237,829人で，前年同月比21.4％の減少となっています。

奄美地区は，19,739人で，前年同月比4.4％の減少となっています。

３ 大島紬

平成28年６月の生産反数は463反で，前年同月の生産反数543反と比較して14.7％の減少

となっています。

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 425 38 387 201 4 177 43 37,007 2,215 190,438

緯　　絣 38 4 34 3 0 34 1 1,476 212 8,224

計 463 42 421 204 4 211 44 38,483 2,427 198,662

累　　　　計男物女物別 　染　　　　　　　　　　　　　　　　 別

奄美大島 喜界島 徳之島 沖永良部島 与論島

6月１日現在(人) 1,639,628 108,969 60,677 7,154 23,174 12,812 5,152

前年同月(人) 1,651,242 110,535 61,444 7,258 23,591 13,040 5,202

増減数(人) -11,614 -1,566 -767 -104 -417 -228 -50

前年同月比(％) -0.7 -1.4 -1.2 -1.4 -1.8 -1.7 -1.0

県全体 奄美群島

県全体

奄美地区

平成28年5月 前年同月 前年同月比

(単位：人，％）

237,829 302,652 -21.4

19,739 20,658 -4.4
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７月の主な行事予定表

《 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

7月21日 農村整備課 徳之島ダム畑かん通水式 天城町

7月30日 衛生・環境室 世界自然遺産「道の日」奄美群島クリーンアップ作戦 大島支庁


