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～ マングローブ原生林 ～

奄美市住用町の河口域には，亜熱帯地特有の植物群・マングローブ原生林が71ヘクタール以上も広がってい

ます。その規模は沖縄の西表島に次いで国内2番目。生い茂る樹木や珍しい生物を間近で見て回れるカヌー体験

もできます。（「本物。の旅かごしま」より）
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世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」 ①

～世界遺産の現状について～

大島支庁総務企画部長 田中 完

今年４月に大島支庁に赴任しました総務企画部長の田中完です。初めての離島勤務で，見る

もの聞くものすべてに惹かれるものがあり，奄美大島の第一印象は，豊かな森と美しい海，長年

にわたり蓄積された伝統文化（島唄，島踊り，島口等）です。

３月まで「明治日本の産業革命遺産」の世界文化遺産登録に向けた取組に通算９年間携わっ

てきましたので，この遺産について奄美のみなさんにも知っていただきたいと思い，情報誌で紹

介させていただく機会をいただきました。

来夏の世界自然遺産登録を控え，改めて，世界遺産とは何か，その直近の状況を確認した上

で，「明治日本の産業革命遺産」の概要と特徴，その世界文化遺産登録に至るまで10年にも及

ぶ取組，鹿児島の３つの構成資産，さらには，県下各地の関連遺産を周遊する取組や奄美大島

の産業遺産（白糖工場跡）につきまして，３回シリーズで御紹介したいと思います。１回目の今回

は，世界遺産とは何かを含め世界遺産の現状について説明させていただきます。

【世界遺産とは】

そもそも世界遺産は，人類のかけがいのない宝物であり，1972年にユネスコ総会で採択され

た世界遺産条約に基づくユネスコの事業です。最近は，世界遺産と言えば，観光的な活用のイ

メージがありますが，本来の趣旨は，危機に瀕している世界的に価値のある遺産を国際的な枠

組みで保護しようというものです。

下の写真は，古代エジプト文明のヌビア遺跡群の１つ，アブ・シンベル神殿です。1960年にエ

ジプトのナイル川でアスワン・ハイ・ダムの建設が始まり，ダムが完成すると，水没してしまう危

機に直面し，ユネスコが遺跡の保護を呼び掛け，60ヶ国が協力して，1964年から５年かけて，神

殿を1,000個以上のブロックに分けて切り出し，60m高い場所へ運び，保護されました。これを契

機に国際的な枠組みによって，人類の発展を考える上で重要な遺跡を開発から保護しようとい

う機運が高まり，世界遺産の考えが生まれました。

アブ・シンベル神殿
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【世界遺産の現状について】

① 世界遺産の件数につきましては，今月，ポーランドのクラクフで開催されたユネスコ世界遺

産委員会での審議の結果，新たに21件が追加され，1,073件になりました。そのうち，文化遺

産は18件増えて832件に，自然遺産は３件増えて206件になりました。平成26年に1,000件を

超えて1,007件となり，ユネスコ世界遺産委員会では，管理可能な規模とするために，毎年の

新規登録遺産数を抑制する傾向にあります。

② 中でも，日本の世界遺産につきましては，福岡県の「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産

群」が今回世界文化遺産に登録され，文化遺産は17件となり，自然遺産の４件を含めて，全体で21

件です。文化遺産と自然遺産の両方の世界遺産を有するのは，鹿児島県と東京都です。

１,０７３件（＋２１件）

（８３２件）
（＋１８件）

（２０６件）
（＋３件）

（３５件）

（±０件）

世界遺産の現状

文化遺産

自然遺産

複合遺産

･万里の長城（中国）
･ピラミッド（エジプト）
･ポンペイ（イタリア）
･法隆寺仏教建造物（日本）

･グランドキャニオン（アメリカ）
･ガラパゴス諸島（エクアドル）
･屋久島（日本）

･マチュピチュ(ペルー)

（平成29年7月12日現在）
※ （ ）内の件数は、対前年比。

①法隆寺地域の仏教建造物（奈良県:H5）
②姫路城（兵庫県:H5）
③古都京都の文化財（京都府・滋賀県:H6）
④白川郷、五箇山の合掌造り集落（岐阜県・富山県:H7）
⑤原爆ドーム（広島県:H8）
⑥厳島神社（広島県:H8）
⑦古都奈良の文化財（奈良県:H10）
⑧日光の社寺（栃木県:H11）
⑨琉球王国のグスク及び関連遺産群（沖縄県:H12）
⑩紀伊山地の霊場と参詣道
（三重県・奈良県・和歌山県:H16）

⑪石見銀山とその文化的景観（島根県:H19）
⑫平泉（岩手県:H23）
⑬富士山-信仰の対象と芸術の源泉（静岡県、山梨県:H25）
⑭富岡製糸場と絹産業遺産群（群馬県:H26）
⑮明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業

（鹿児島県ほか７県：H27）
⑯ル・コルビュジェの建築作品－近代建築運動への顕著な貢献－

（東京都（国立西洋美術館）ほか６か国：H28）
⑰「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群（福岡県：H29）

自然遺産(４件)

※（）書きは所在県及び世界遺産一覧表記載年

①屋久島（鹿児島県:H5）
②白神山地（青森県・秋田県:H5）
③知床（北海道:H17）
④小笠原諸島（東京都:H23）

（平成29年7月12現在）文化遺産（17件）

日本の世界遺産（２１件）
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③ 日本の世界遺産候補（世界遺産登録の前段階である，暫定一覧表に記載されているもの）

につきましては，文化遺産が８件，自然遺産が１件の計９件です。そのうち，４番目にある「長

崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」は，昨年９月１日に，これまでの「長崎の教会群と

キリスト教関連遺産」から名称変更されたものですが，今秋に国際記念物遺跡会議（ＩＣＯＭＯＳ）

による現地調査があり，来夏の世界遺産委員会で審議される予定です。

また，自然遺産は，昨年11月２日に「奄美・琉球」から名称変更された「奄美大島，徳之島，

沖縄島北部及び西表島」のみで，「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」とともに，今

年の夏から秋頃に国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）による現地調査を受け，こちらも来夏の世界遺

産委員会で審議される予定です。これが実現すると，鹿児島県は文化遺産と２つの自然遺産

を持つ唯一の県になります。これは，鹿児島の持つ歴史・文化，自然のすばらしさが国際的に

も評価されたものと言えると思います。

次回（９月号）は，世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の概要と特徴，世界文化遺産登

録までの取組について御紹介します。

お楽しみに。

① 「武家の古都・鎌倉」（神奈川県：H4)
②「彦根城」(滋賀県：H4)
③ 「飛鳥・藤原の宮都とその関連資産群」(奈良県：H19)
④「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」(長崎県，熊本県：H19)
（H 28：国内推薦候補決定⇒H29：ICOMOS審査⇒H30：世界遺産委員会審議）

⑤ 「北海道・北東北を中心とした縄文遺跡群」（北海道，青森県，岩手県，秋田県：H21)
⑥ 「金を中心とする佐渡鉱山の遺産群」（新潟県：H22)
⑦ 「百舌鳥・古市古墳群」(大阪府：H22)
（H29:国内推薦候補決定⇒H30：ICOMOS審査⇒H31：世界遺産委員会審議）

⑧ 平泉‐仏国土（浄土）を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群（拡張申請中）

「奄美大島，徳之島，沖縄島北部及び西表島」 （H28.11/2名称変更）
（H29：ＩＵＣＮ審査⇒H30：世界遺産委員会審議）

日本の世界遺産候補（暫定一覧表記載物件）（９件）

その他、世界遺産登録を目指している主な物件（文化遺産）
①「松島 －貝塚群に見る縄文の原風景－」
②「足利学校と足利氏の遺産」
③「埼玉古墳群 －古代東アジア古墳文化の終着点－」
④「天橋立 －日本の文化景観の原点」
⑤「錦帯橋と岩国の町割」
⑥「四国八十八カ所霊場と遍路道」
⑦「阿蘇 －火山との共生とその文化的景観」 など27件

文化遺産（８件）

自然遺産（１件）
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第２回奄美保健医療圏地域医療構想調整会議を開催しました

大島支庁健康企画課 企画管理係 技術専門員 野間口 聡子

７月31日(月)，本年２月に続き２回目となる奄美保健医療圏地域医療構想調整会議を開催し

ましたので，今回は，この会議の背景と目的について，御紹介したいと思います。

まず皆さんに質問です。皆さん，２０２５年問題ってご存じですか？

今から８年後ですが，まさか，聞いたこともないという方はいませんよね。

そうです。この２０２５年は，いわゆる「団塊の世代」が全て75歳以上となり，全人口の18％を

占めるという，人類がこれまで経験したことのない超高齢化社会に突入する年なのです。（下図

参照）

人口減少が続く中で高齢者が増加するとどうなるか。簡単に言えば，社会保障費が大幅に増

加する一方で，それを支える働き手と財源の不足が見込まれ，どうやってバランスを保っていく

のかという課題が，２０２５年問題です。

特に，その影響が最も懸念されているのが，医療や介護等の分野で，その対策として，国は，

平成26年に「効率的かつ質の高い医療体制と地域包括ケアシステムの構築を通じ，地域におけ

る医療及び介護の総合的な確保を推進する」ための関係法令を整備し，これを受けて，県でも

昨年11月に「鹿児島県地域医療構想」を策定しました。
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ちょっと，文面だけではわかりにくいかもしれませんが，今のままの医療や介護の体制では，

２０２５年問題に対応できないので，それを乗り切るための方策を示したということです。

つまり，人口減少を止めることは困難なので，社会保障費の増加をいかに抑えるか，さらに

は，人口減少に伴って患者が減少した時に，地域の医療機関をいかに存続させられるかという

ことが，主な目的なのです。

そして，この構想を地域医療圏域毎に推進していくために設置されたのが，地域医療構想調

整会議です。

この調整会議では，地域の医療や介護の体制等について，郡医師会長をはじめ，主な医療機

関の管理者や関係団体の長及び各首長が参集し，それぞれの地域特性や課題を出し合いなが

ら，将来のあるべき姿に向けた議論を行っています。

これまでの２回の会議では，県が示した構想に対し，離島を抱える奄美の現状とのギャップ

や，医療機関相互の連携のあり方等について活発な議論が行われ，先日の会議で，より専門的

な見地で課題を整理するために，名瀬･徳之島両保健所管内毎に専門部会を設置することにな

りました。

今後は，この部会を９～11月に開催し，来年１月には，第３回の調整会議を開催する予定で

す。

２０２５年まで，あと８年しかありません。奄美地域の医療や介護が，将来にわたって安定した

運営がなされるためにどうあるべきか。このことは，住民の皆さんが安心して暮らせるまちをつく

ることにも繋がっていると言えます。

事務局として，可能な限り情報収集に努め，充実した会議運営のお手伝いをしたいと考えて

おります。

（第２回奄美保健医療圏地域医療構想調整会議の様子）
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ときにはシマの風を感じて

～加計呂麻島ツーリング紀行～

大島支庁農村整備課 整備係 技術主査 一氏 寛樹

奄美大島に寄り添うように位置する加計呂麻島。近年，ＬＣＣの就航も相まって奄美大島から

加計呂麻島を目指す旅行者，移住者も増えている注目の島です。大島海峡を挟んで存在は感

じつつも，仕事（農業用施設点検や地籍調査事業）以外ではじっくり渡る機会がなかったこの島

にプライベートで渡ることが出来ました。

きっかけは，５月中旬。東農林水産部長の呼びかけで，デイゴ並木へのお誘い～バイクツーリ

ング～でした。決行は５月20日，集いし仲間は田中総務企画部長，玉泉農村整備課長，里村農

政普及課主査，そして私。支庁集合の後古仁屋へ。港近くのレンタバイク店でバイクを持ってい

ない方が借り受け，50～400ccの様々なバイクにまたがり５人でフェリー加計呂麻に乗船，20分

ほどの船旅ですが，穏やかな大島海峡を満喫し，生間港へ上陸。まずは第一の目的地，諸鈍の

デイゴ並木へ。毎年満開になるとは限らないそうで今年は当たり年とのこと。朱に彩られたデイ

ゴにしばし目を奪われました。デイゴ並木の入り口にある「男はつらいよ第48作目寅次郎紅の花

（最終作）」の記念碑のある公園で，人工的でない波と鳥や虫の鳴き声をＢＧＭに，買って持って

行ったお弁当を食べ贅沢な時を過ごしました。

諸鈍デイゴ並木 映画記念碑（諸鈍）

次なる徳浜は，星の砂も見られるという白砂

の海岸，サンゴのかけらもいっぱいできれいな

浜辺です。大潮の時期に訪れるとリーフでの潮

だまりの生き物観察も楽しいとのこと。

徳浜海岸（田中部長撮影）
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安脚場は，大正時代に陸軍，昭和に入り海軍の基地として使われた砲台跡などが残る場所で

す。当時，大島海峡は大型艦船の補給地として重要な役目を果たしており，ここからの眺めは海

峡の雄大さと防衛の拠点であったことが偲ばれました。

安脚場の戦跡の一つ 安脚場展望所にて

最後はスリ浜へ。ここも映画のロケ地となった場所で静か

な砂浜が広がっていました。

ここで，第１回目の加計呂麻ツーリングは時間切れ。広大

な加計呂麻島の南西部の約３分の１ほどでした。

スリ浜とアダン

もっと加計呂麻を知りたい気持ちから北東部を中心に巡ろうと第２回目を７月１日に決行。

今度は常時ライダーの２名で。（ちなみにそれは玉泉課長と私です。）瀬相港から渡り，当課

で整備した加計呂麻トンネルを見て，北東端の実久へ。実久は，実久ブルーと言われるくらいの

透明度の高い海が広がっており，何ともいえない色彩に圧倒されます。

加計呂麻トンネル 実久海岸

実久から芝に向かう林道の途中に絶景ポイントが２

つあります。大島海峡展望所と夕日の丘。日中でも

雄大な大島海峡の景色に圧倒されること間違いなし

です。芝の海岸で昼食休憩を取り，薩川，瀬武，阿多

地，須子茂と訪ねていきました。

夕日の丘にて
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どれも昔ながらの町並みを大事に守って

いる集落ばかりですが，須子茂は特にきれ

いな生垣と琉球時代からつながる信仰の町

並みが残る場所です。

須子茂のアシャゲ（祭祀場）とカミミチ（神道）

さらに道は続き，嘉入を通り西阿室へ。ここは

島唯一のカトリック教会があります。琉球時代か

らの信仰をはじめ，神社，キリスト教，仏教といっ

た様々な祈りが身近にあるのもこの島の魅力の

一つではないでしょうか。

西阿室のカトリック教会

吞之浦では，特攻艇震洋により出撃を待った基地

跡で時代に翻弄された人々を思い，往時を偲びまし

た。

吞之浦（震洋レプリカ）

海や自然の地形や史跡に目を奪われがちです

が，人々の生活もしっかりこの島に根付いていま

す。集落沿いに平野が広がる島の西側の集落は農

業も盛んで，サトウキビ（黒糖）の生産や畜産を行

っています。島の自然に身を置き，自然の息づか

いを身近に感じながら暮らしている方々のたくまし

さに感銘を覚えました。

秋徳～野見山付近のサトウキビ畑

２度に渡るツーリングで感じたのは，加計呂麻島は，奄美の原風景を今に伝え，自然と調和し

て生きていくことの大切さを静かに教えてくれているのかなぁということ。数々の集落（シマ）の

心地よい風を感じたツーリングでした。

是非，皆さんも加計呂麻島を訪ねてみてください！

そうそう，「バイクはちょっとね。」と言う方に耳寄り情報。生間港と瀬相港，諸鈍の体験交流館

にレンタサイクル（アシスト付き！）もあります。レンタカーも良いですが，シマの空気を体全体

で風を感じたい方におすすめです。
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主要地方道 名瀬瀬戸内線 根瀬部国直間の道路整備について

～災害に強い道づくり～

大島支庁建設課 道路建設係長 笠井 純一

１ はじめに

県では，主要地方道 名瀬瀬戸内線の大島郡大和村国直地内で，根瀬部国直工区『宮古

崎トンネル』の工事に平成29年３月，着手しました。

奄美市名瀬根瀬部から大和村国直間については，過去に自然災害による通行止めが発生

しており，災害に強い安心・安全な道路としての機能確保を図るため，平成26年度より事業を

進めているところです。

２ これまでの災害

奄美大島においては，これまで集中豪雨や台風による災害により，多数の交通途絶箇所が

発生し，集落が孤立するなど住民生活に多大な影響が生じました。

奄美市名瀬根瀬部から大和村国直間についても，近年，記録的な集中豪雨が増加してき

ており，平成22年～24年度において，通行規制が７回（うち通行止め：３回）発生し，通行止め

時にはチャーター船による海上輸送や約１キロメートル急峻な山道を徒歩で移動してのバス

乗り継ぎ等，住民生活に多大な影響が生じたところです。

至 大和村役場

至 奄美市街地

【H22年10月（崩土）】

至 奄美市街地

至 大和村役場

【H22年10月（路肩決壊）】

災害現場でバスを乗り換え登校する高校生たち

大和村広報誌（H24.7月号）
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３ 事業概要

県では，延長2,316メートルの「宮古崎トンネル」を含む約３キロメートル区間について，平

成26年度からバイパス工事に着手しています。この整備により当区間が距離にして，約２キロ

メートル，時間にして約５分の短縮が図られるとともに，利用者の安心・安全な通行が確保さ

れ，災害に強い道路ネットワークが構築されます。

４ さいごに

８月３日，国直側トンネル坑口部において，国会議員，県議会議員等，約60名の出席者の

もと，「宮古崎トンネル」の安全祈願祭が執り行われました。

地域の方々が待ち望んでいる道路でもあり，一日も早い完成を目指します。

【祝詞 奏上】 【大島支庁長 挨拶】

宮古崎トンネルL=2,316m

宮古崎

← 写真①

↑写真②国直

根瀬部

至 奄美市 →

至 大和村 ↓

国直サンセットパーク

計画延長 L=2,870m

写真①：根瀬部側から見たトンネル坑口 写真②：国直側から見たトンネル坑口
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７月の統計情報

１ 鹿児島県毎月推計人口

平成29年７月１日現在の奄美群島の人口は107,365人で，前年の同月と比べて，1,541人

減少しています。

２ 鹿児島県観光動向調査

平成29年６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

253,133人で，前年同月比20.4％の増となっています。

奄美地区は，前年同月比3.3％の増となっています。

（単位：人，％）

平成29年６月 前年同月比

県全体 253,133 20.4

奄美地区 24,783 3.3

奄美大島 喜界島 徳之島 沖永良部島 与論島

7月１日現在(人) 1,627,108 107,365 59,909 7,004 22,797 12,565 5,090

前年同月(人) 1,638,799 108,906 60,655 7,149 23,148 12,808 5,146

増減数(人) -11,691 -1,541 -746 -145 -351 -243 -56

前年同月比(％) -0.7 -1.4 -1.2 -2.0 -1.5 -1.9 -1.1

県全体 奄美群島

0

10,000

20,000

30,000

40,000

0

100,000

200,000

300,000

400,000

６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

奄美地区(人)県全体（人）
鹿児島県観光動向調査

宿泊客数 県全体

宿泊客数 奄美地区
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３ 大島紬

平成29年７月の生産反数は387反で，前年同月の生産反数375反と比較して3.2％の増加

となっています。

８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 364 37 327 182 7 147 28 30,572 2,374 200,985

緯　　絣 23 0 23 0 0 17 6 922 183 7,146

計 387 37 350 182 7 164 34 31,494 2,557 208,131

累　　　　計男物女物別 　染　　　　　　　　　　　　　　　　 別

日　付 担当課 行　　　事 場　　　所

8月1日 総務企画課
過疎地域等集落対策推進地域会議

共生協働推進協議会
奄美会館大会議室

8月2日 林務水産課 奄美大島海区漁業調整委員会 奄美会館中会議室

8月3日 建設課 宮古崎トンネル安全祈願祭 宮古崎トンネル

8月3日 農政普及課 奄美大島・喜界島マンゴー品評会 AiAiひろば

8月11日 農政普及課 奄美まつり・舟こぎ大会（園芸特別賞：マンゴー授与） 奄美市

8月16日 農政普及課 第10回ヨロン黒牛まつり ＪＡ与論畜産センター

8月22日 総務企画課 奄美インバウンド研修会 奄美サンプラザホテル


