
第70号(H29.7)

～ 隆起珊瑚礁の島「喜界島」～

喜界島は鹿児島から南へ約380km，奄美大島の東25kmのところ，太平洋と東シナ海のぶつかる北緯28度19

分，東経130度00分の洋上に浮かぶ島です。隆起珊瑚礁からなり，現在でも年間に約２ミリずつ隆起している学

術的にも貴重な島です。（写真提供：喜界町）
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◆ 平成29年度新規採用職員を紹介します！ №３・・・・・・・・・ ８
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生産量日本一！喜界島産白ごま

～これからがシーズン，ごまの花を見に来ませんか～

大島支庁農政普及課（喜界町駐在） 技術主幹 上赤 忍

１ 喜界島のごま知ってますか？

喜界島では，夏植さとうきびの前作として白ごまの栽培が

盛んであり，平成28年度は約250戸の生産者が約130haの面

積で白ごまを栽培しています。喜界島産白ごまの需要は年々

高まってきており，大島支庁農政普及課では，関係機関と一

体となり白ごまの生産安定とＰＲに取り組んでいます。

ごまの花 ごま加工品もいっぱい

是非，喜界島でお買い

求めを！

２ 特徴は？

(1) 品種は在来の白ごまである。他品種よりも香りが強い。

(2) 栽培が容易で，比較的病害虫の発生も少ない。

(3) 種まきから収穫までは，およそ90日程度であり，短期間で収穫できる。

(4) 台風には弱く，倒伏により大きな被害を受けることがある。

３ 栽培方法は？

(1) 水はけの良い畑を選定し，排水対策を行う。

（湿害に弱いため）

(2) 耕起，整地を十分に行う。施肥は，基肥を重

点的に行う。

(3) 種まきは，条播きが主体である。ペットボトル

に穴を開けた「種まき機」を利用している。種子

量は，約250ｇ/10a。気温が低いと発芽率，

生育が悪くなる。（５月中旬～６月が適期） 条まき栽培状況

(4) 管理作業は少なく，除草と本葉２枚時に間引

きを行う程度である。

(5) 病害虫防除は行わない。

(6) 収穫適期は，下方の鞘が黄色～褐色化し，

２～３個裂開し始めた時である。収穫後は，束

ねて畑や軒先で穂先を上にして立て，鞘が茶

色になるまで乾燥させる。

水稲用のバインダーで刈り取り
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(7) 調整

異物（殻や砂）などを取り除く選別を行う。唐箕などを使う。
と う み

その後天日干しをして十分に乾燥させる。（２～３日）

乾燥風景(ｾｻﾐｽﾄﾘｰﾄが出現) 選別後はごまだけを天日干し

喜界町農業青年クラブ農業体験ツアー

～白ごまを栽培しませんか～

１ はじめに

喜界町農業青年クラブ主催（会員22名 会長：幸久徳）

の農業体験ツアーが平成29年７月から実施されます。

今回は，この活動について紹介します。

目的は？

・ 喜界島の基幹産業である農業について知ってもらう。

（今回は，白ごま）

・ 種まきから収穫，デザート作りまでを経験することに

よって農業の楽しさ，自ら生産した達成感を味わって

もらう。

・ 町内の小・中・高校生と交流の場を図る。

参加者：小・中・高校生とその保護者，先生，関係機関

（総数：28名）

【未来に向かってジャンプ】
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２ 体験（今回の体験は，種まき作業。７月２日(日)）

(1) 全体説明及び種まき機づくり

・ 喜界島在来白ごまについて，生産状況及び栽培方法について勉強しました。

・ 種まき機も自分たちで作りました。

ごまについて勉強 ペットボトル種まき機

(フタに穴を開けて棒にボトルをテープでとめます)

(2) 種まき作業

・ 一人一畦を担当しました。（最初は苦戦しました）

左側：青年が作成した

電動ペットボトル

種まき機

右側：市販の種まき機

発芽しますように 手で蒔くよりは楽ちん

３ 最後に

・ 今回の体験はここまで！

・ 自分たちで，種まき機をつくり種まきをしたため，ごまに興味をもち毎日でも生育状況を

見に来たいとの意見が多かったです。（生育が楽しみ！）

・ 今後，収穫及びデザートづくりを行います。

・ 今回の体験で農業に興味を持っていただけたと思っています。

・ 今後の喜界町の農業を担っていく若者達の活躍に期待しています。
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今年も，奄美大島，喜界島で，新規就農者が13名誕生しました

大島支庁農政普及課 技術普及係 技術専門員 中村 志道

奄美大島，喜界島では，温暖な気候を活かし，さとうきび，たんかんなどの果樹，かぼちゃな

どの野菜及び生産牛などを組み合わせた多様な農業が展開されております。

一方，奄美群島の農家人口は，この10年間で25％減少しており，地域農業の持続的な発展

には産地を支える新たな担い手の確保・育成が必要であり，国や県，各市町村においても重要

な課題として各種の取組を進めています。

このような中，大島地区指導農業士会，大島

支庁等が主催し，６月９日，大島支庁長をはじ

め，指導農業士，農業青年クラブ員，市町村，Ｊ

Ａなど約70名の出席のもと，「新規就農者励まし

の会」を開催しました。

今年度の励ましの会の対象となる新規就農者

は13名（奄美市５名，大和村１名，瀬戸内町３

名，龍郷町１名，喜界町３名）で，当日は全員が

参加しました。

【大島支庁長の励ましのあいさつ】

新規就農者は，近年，島外からのＩターン者が多かったのですが，今年のＩターン者は１名のみ

で，島内出身の新規参入者（親が非農家）が８名，生産牛やさとうきびの後継者が４名でした。

【新規就農者13名からの自己紹介】 【記念品贈呈の様子】

励ましの会では，大島地区指導農業士会長や大島支庁長のあいさつをはじめ，新規就農者が

将来の目標を述べる自己紹介や，記念品贈呈が行われ，最後に女性農業経営者で組織された

奄美うなりまーじん会会長から励ましの言葉をいただき，閉会しました。
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続いて，５年以内に就農した青年農業者を対

象にした講座制研修開講式を行いました。今回

は，参加者が７つの分科会に別れ，将来の目標

や現在の課題などをお互いに意見交換し，相互

理解を深め，また，指導農業士の方々から助言

を受けるなど，活発な会となりました。

今後は，新規就農者が早期に一人前の農業

者として自立できるように，指導農業士や女性農

業経営士，農業青年クラブ員等の農業の先輩

や，関係機関団体とともに，農地確保，技術習得 【分科会での活発な意見交換の様子】

などの支援を行っていきます。

【励ましの会の記念撮影】
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大島支庁地域密着研修に参加しました

大島支庁総務企画課 商工観光係 主査 小濵 美保

平成29年６月２日（金）に大島支庁地域密着研修に参加しました。この研修は，今年度に大島

支庁へ着任した職員を主な対象として，職員一人一人が，「地域を知る」「地域に惚れる」ことに

より，業務に対するモチベーションの向上等を図るために行われるものです。

おがみ山公園，カトリック名瀬聖心教会，永田橋市場・末広市場，本場奄美大島紬協同組合，

有限会社 富田酒造場を視察しましたので，それぞれについて御紹介させていただきます。

【おがみ山公園】

おがみ山は，旧名瀬市街地を見下ろすようにそびえる標高236ｍの小高い山で，昔から島民

の信仰の対象として大切にされてきました。亜熱帯の樹木が日陰を作った遊歩道は少し涼しく

感じられました。また，展望台からの見晴らしも良く，ウォーキングコースとして市民や観光客に

親しまれていることが実感できました。大島支庁の手前を小道に入ってゆくとすぐ登っていける

ので，奄美の自然を身近に感じたいときや軽い運動をしたいときなどに最適だと思いました。

【カトリック名瀬聖心教会】

明治24年，フェリエ神父が来島し，翌25年に仮教会を設置しました。２度の焼失を経て再建さ

れ，現在に至っています。

奄美に初めて西洋文化を本格的にもたらしたということで，フェリエ神父の胸像も設置されて

おり，また，この協会の祭壇には，故ケネディ大統領の葬儀が行われた際に使用された大理石

の祭壇があります。教会内は工事中のため，外からの見学になりましたが，夏には工事が終わ

り，見学できるようになるそうです。
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【永田橋市場・末広市場】

かつては目の前を流れる永田川上で商売していましたが，昭和42年に新しく建物を建造しま

した。店舗数は減少したものの，現在に至るまで名瀬の活気と文化を象徴するような市場が街

中で営業しています。雑貨屋，飲食店，あまみエフエムのサテライトスタジオなどが入っており，

奄美らしさを感じられる場所として活用されています。

【本場奄美大島紬協同組合】

「本場奄美大島紬」とは，絹100％，先染め手織り（平

織り）などの条件を満たし，奄美群島内で本場奄美大島

紬協同組合の組合員により生産された大島紬のことで

す。

本場奄美大島紬は，気の遠くなるような数々の工程を

経て，何人もの職人さんが想いを込めて製作されます。

伝統的なものや斬新なデザインのものまで，色々な柄が

あり，伝統を守るとともに，技術やデザインを発展させて

きた職人さんたちの努力や苦労を感じることができました。

【有限会社 富田酒造場】

黒糖焼酎は，米麹と黒糖を原料とした奄美群島でしか造ることができないお酒で，奄美の特

産品として知られています。富田酒造場は，1951年11月１日に蘭舘（らんかん）山の麓で創業以

来，大甕（540㍑）で昔ながらの仕込方法で製造しています。

代表銘柄の「龍宮」の原料は，波照間・多良間島など沖縄の黒糖を使用しています。沖縄は雨

が少ないため，黒糖に塩のほろ苦さが出るそうです。「まーらん船」の原料は徳之島の黒糖を使

用しています。黒糖を味見させていただきましたが，それぞれの黒糖の香りやコクの違いが焼酎

の美味しさに影響してくるのだと実感できました。

今回の研修は，大島支庁から全て徒歩圏内の視察先であり，まさに地域に密着した研修でし

た。普段見過ごしてしまっていた地域の魅力を発見できました。身近である故に，「いつでも行

ける」と先延ばしにしていた場所もありましたが，これからは，どんどん小道に入り，地域の魅力

を発見していきたいと思います。
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平成29年度新規採用職員を紹介します！

大島支庁県税課（徳之島駐在） 主事 久保 武義
く ぼ たけみち

今年度から，大島支庁県税課徳之島町駐在に新規採用職員として配

属されました，久保武義と申します。出身は枕崎市という港町で，幼少

の頃から海を眺めながら育ってきましたが，初来島の折，遠浅で透き通

る海を目にして以来，徳之島の海にすっかり魅了されています。

初めての離島生活ということで，日々の調湿対策から台風時の食料

対策まで，慣れず戸惑うことも多々あると思います。しかし，せっかく数

年間お世話になるので，地元の方に島唄を学び，世界に誇る自然を満

喫しながら，島でのご縁を大切に過ごしたいと思います。

また，自転車で旅行することが趣味なので，赴任期間中の夢でもある

「奄美５島走破」を達成させていき，その道中で各島の魅力に触れ，奄

美群島を少しでも知っていきたいです。

赴任して早くも四箇月が経ちますが，業務はまだ不慣れな点も多く，覚えることに必死な毎日

を送っています。職場の上司，先輩方のご指導を賜りつつ，役場や地域の皆様のお力添えを頂

きながら，一つ一つ積み上げていきたいと思います。

一日でも早く，一人前の職員になれるよう尽力していきますので，今後ともよろしくお願い申し

上げます。

徳之島事務所 福祉課 保護第二係 主事 三角 彩香
み す み さや か

今年度から，大島支庁徳之島事務所福祉課に配属されました三角彩

香と申します。

仕事や離島での生活，全てのことが初めてで不安な４月でしたが，３

か月を過ぎた今では楽しく過ごしております。これもひとえに，仕事だけ

ではなく，生活の面におきましても温かく支えてくださる先輩方のおかげ

だと思っております。ありがとうございます。

徳之島は他の場所では味わうことのできない体験ができる土地だと

思っております。例えばアマミノクロウサギやウミガメの産卵など，暖か

い気候ならではの自然や島唄や島料理などの独自の文化があります。

お世話になる間，徳之島のすばらしさを学んでいけたらと考えておりま

す。

また，今まであまりスポーツをしたことがなかったのですが，４月からバドミントンに挑戦して

おります。今後はプライベートの面だけではなく，仕事におきましても，多くのことに挑戦し，早く

先輩方のような県民の皆様に信頼される立派な県職員になれるよう日々精進させていただきま

す。よろしくお願いします。
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徳之島事務所 福祉課 保護第二係 主事 萩原 大貴
はぎはら だい き

今年度より，大島支庁徳之島事務所福祉課に配属となりました，萩原

大貴と申します。出身は鹿児島市で，小学，中学，高校，大学と鹿児島

市内で育ちました。大学では法律を学び，サークル活動でも法律を学ぶ

部活動に所属し，無料法律相談や法律討論会への参加など貴重な経験

ができました。

配属が徳之島と聞いたときには正直驚きましたが，人生で１箇所しか

ない社会人１年目の赴任地が，徳之島という自然豊かな離島であること

は幸運なことと感じています。徳之島の自然に触れ，1人の人間としても

成長できたらと考えています。

仕事の面では，まだまだ覚えていかなければならないことも多いです

が，一日でも早く，一人前のケースワーカー，県職員になれるように努力していきたいです。よろ

しくお願いします。
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６月の統計情報

１ 鹿児島県毎月推計人口

平成29年６月１日現在の奄美群島の人口は107,384人で，前年の同月と比べて，1,517人

減少しています。

２ 鹿児島県観光動向調査

平成29年５月における調査対象ホテル・旅館81施設の宿泊客数（宿泊延べ人員）は，合計

320,411人で，前年同月比31.2％の増となっています。

奄美地区は，前年同月比13.4％の増となっています。

（単位：人，％）

平成29年５月 前年同月比

県全体 320,411 31.2

奄美地区 24,265 13.4

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) 1,627,559 107,384 59,917 7,024 22,777 12,569 5,097

前年同月(人) 1,639,053 108,901 60,642 7,153 23,158 12,800 5,148

増減数(人) -11,494 -1,517 -725 -129 -381 -231 -51

前年同月比(％) -0.7 -1.4 -1.2 -1.8 -1.6 -1.8 -1.0

県全体 奄美群島
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３ 大島紬

平成29年６月の生産反数は461反で，前年同月の生産反数463反と比較して0.4％の減少

となっています。

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

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 426 30 396 176 12 201 37 36,175 2,010 170,413

緯　　絣 35 1 34 1 0 30 4 1,370 160 6,224

計 461 31 430 177 12 231 41 37,545 2,170 176,637

累　　　　計男物女物別 　染　　　　　　　　　　　　　　　　 別

日　付 担当課 行　　　事 場　　　所

7月6日 農村整備課 奄美群島農業農村整備事業推進協議会中央要請活動 東京（農林水産省外）

7月8日 衛生・環境室 ６．２６ヤング街頭キャンペーン 名瀬アーケード等

7月13日 農政普及課 単年度事業計画協議（大島地区） 奄美会館中会議室

7月14日 県税課 自動車税督促状発送（指定期限7/31）

7月29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 大島支庁庁庭 他


