
大島支庁情報誌
（平成２７年１０月２１日発行 第４９号）

平成27年度老人の日記念「百歳長寿者訪問」について

大島支庁地域保健福祉課 技術補佐兼地域支援係長 鵜木 すえ子

例年，内閣総理大臣から，９月15日の「老人の日」の記念行事として，年度中に百歳を

迎える「百歳高齢者」に対して，お祝い状及び記念品(銀杯）が贈呈されています。

大島支庁においては，今年度百歳になる「大正４年４月１日～大正５年３月31日生」の

方に対して，地域保健福祉課をはじめ，各事務所（瀬戸内，喜界，徳之島，沖永良部）に

おいて，お祝い状と記念品の伝達を行いました。

対象者は当課管轄（奄美市，大和村，龍郷町）17名，瀬戸内事務所（宇検村，瀬戸内

町）７名，喜界事務所５名，徳之島事務所19名，沖永良部事務所12名で，合計60名でした。

御家族をはじめ御親戚の皆様がお揃いで伝達式を迎えた方，一人暮らしでも，地域の自

治会長，婦人会長をはじめとする町内会の方々が御自宅に集まり，お祝いを受けた方など

様々でした。

長寿の秘訣をお伺いすると，「自然体で生きる」，「好き嫌い無く何でも食べる」，「好き

なことをする」，「若いときは一生懸命働き，老いてからはゆっくりと過ごす」，「くよく

よしない」などでした。

百歳高齢者の方々が送られてきた長い人生の間には，戦争や経済の不況等，様々なご苦

労も経験されてこられたものと思いますが，それでも，あの穏やかな笑顔とお話に元気を

頂きました。

皆様の，今後ますますの御壮健を心からお祈りいたします。

※市町村ごとの総人口：鹿児島県年齢別推計人口調査（平成26年10月１日）

表　管内市町村別１００歳以上長寿者数

男 女 計 男 女 計
奄美市 44,125 3 38 41 92.92 天城町 6231 1 13 14 224.68
大和村 1631 0 4 4 245.25 伊仙町 6561 2 19 21 320.07
宇検村 1792 1 0 1 55.80 和泊町 6836 2 6 8 117.03
瀬戸内町 9162 1 8 9 98.23 知名町 6407 1 2 3 46.82
龍郷町 5883 1 11 12 203.98 与論町 5247 1 10 11 209.64

喜界町 7432 2 9 11 148.01 離島計 112,823 17 134 151 133.84

徳之島町 11516 2 14 16 138.94 県計（概数） 1,668,000 151 1,190 1,341 80.40

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２７年９月１５日現在

総人口
１００歳以上者（人） 人口１０万人

当たり
総人口

１００歳以上者（人） 人口１０万人
当たり
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９月15日に本支庁長から県内最高齢者と

して県知事表彰を受賞された喜界町の「田

島ナビさん」115歳は，９月28日に国内最高

齢者となりました。

奄美から３人目の長寿日本一です！！

【100歳長寿の方々 大島支庁編】

瀬戸内事務所編 喜界事務所編

- 2 -



各事務所の皆様お疲れ様でした。

～「老人の日・老人週間」の経緯について～

昭和22年（1947年）に兵庫県多可郡野間谷村での敬老行事がきっかけで，昭和

25年（1950年）９月15日を「としよりの日」とする敬老・福祉の県民運動が開始

された。昭和26年（1951年）中央社会福祉協議会（現：全社協）が全国運動を提

唱し，15日から21日までの１週間を運動週間として，様々な活動が推進された。

「としよりの日」は後に，「老人の日」，国民の祝日「敬老の日」へと発展，平成13

年（2001年）の老人福祉法の改正により，９月15日が「老人の日」，同月１週間

が「老人週間」と定められた。

なお，平成13年（2001年）の「国民の祝日に関する法律」の改正により，敬老

の日が「９月15日」から「９月第３月曜日」に変更（平成15年１月１日施行）に

なった。

徳之島事務所編 沖永良部事務所編
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県では，青少年の保護・健全育成を目的に，有害図書や有害がん具，刃物等を販売する

店舗を対象に，鹿児島県青少年保護育成条例に基づく立入調査を実施しています。

大島支庁でも，夏の「郷土に学び・育む青少年運動」期間中，立入調査を行いました。

○調査店舗：127店舗

・図書等取扱店（書店，コンビニエンスストア，レンタ

ルビデオ店等）：52店舗

・中古書籍販売店，リサイクル店：10店舗

・がん具・刃物販売店：46店舗

・映画館：1店舗

・インターネットカフェ・漫画喫茶：1店舗

・カラオケボックス：17店舗

○主な調査項目

営業者が，「青少年への有害図書，有害がん具，刃物等の販売等禁止」，「青少年から

の買い受け制限」，「深夜の立入制限」を認識しているかどうか，書店に関しては，成人

コーナーを設け，有害図書と一般図書を区分陳列しているか，がん具・刃物販売店に関

しては，販売の際に年齢確認が行われているか，等の項目を主に調査します。

○主な調査結果

○主な指導事項

・有害図書等の成人コーナー設置による確実な区分陳列及び青少年購入等禁止表示の徹底

・カラオケボックスなどの深夜営業店舗における深夜立入禁止表示の徹底

・インターネットカフェにおける青少年使用時のインターネットアクセス制限対策（フィ

ルタリング設定）の実施の徹底

表示を依頼しているステッカー

青少年購入等禁止表示

調　査　内　容 大島支庁管内

男性向け雑誌の成人コーナー設置率

青少年購入等禁止表示

女性向け雑誌の成人コーナー設置率

89%

86%

56%

52%

100%

100%

100%

82%

中古書籍販売店等の年齢確認

がん具・刃物販売店等の年齢確認

青少年の深夜
立ち入り禁止表示

インターネットカフェ・漫画喫茶

カラオケボックス
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最近，青少年が巻き込まれる凶悪事件を耳にすることがあります。そのような事件

から子どもたちを守るためにも，立入調査を行い，青少年を取り巻く環境の整備が必

要であると実感しています。青少年が健やかに成長する環境を地域でつくっていきま

しょう。

国内最大の文化の祭典「国民文化祭・かごしま２０１５」の開催が，いよいよ間近に迫

ってきました。

前回の県事業に引き続き，今回は，大島支庁管内で実施される市町村事業について紹介

します。

奄美大島は島唄の本場です。11月１日のイベントでは，地元の唄者と県外から参加す

る民謡歌手・民舞団体が共演し，民謡・民舞の魅力を全国に発信します。

【出演】築地俊三 他【ゲスト】元ちとせ，中孝介など



伝統芸能の披露，豊年祭の神事映像の放映，

荒俣宏氏の講演，「城南海」コンサートも実

施します。

黒潮の豊かさを受ける宇検村のフォトコンテ

スト，榎本孝明氏の講演会や伝統芸能の披露，

集落探訪ウォークラリーを実施します。

秋田のナマハゲや沖縄のアンガマなど，全国

有数の仮面の民俗芸能約10団体が一堂に会す

る仮面の祭典です。

西郷南洲翁の足跡と大島紬をテーマに，講演

会やパネルディスカッション，大島紬ファッ

ションショーを行います。
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これまでほとんど語られることのなかった喜界島の遺跡群についてのシンポジウムの

開催。また，八月踊りや棒踊りなどの伝統芸能も披露します。

生活に民謡・民舞が息づく徳之島で，フェ

スタを開催します。県外からも，津軽三味

線日本一の柴田三兄妹等が参加します。

西郷隆盛が滞在した史実をもとに，若者た

ちが島口でミュージカルを公演。唄や踊り

で南国の情熱文化を表現します。
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闘牛をテーマに，講演や研究発表，パネ

ルディスカッションを開催し，闘牛大会も

行います。

全国各地や琉球列島の郷土芸能を集め，「郷土芸能の祭典」を開催します。歴史め

ぐりツアーや写真・風景画コンテストも実施します。



ここでは紹介しきれないほど，魅力あるイベントが盛りだくさんです。

詳細は，県・大島支庁・各市町村のホームページでも紹介しておりますので，ぜひ御覧

いただき，会場へお越しください。魅力あふれるな奄美の文化が皆様に至福の時を与えて

くれることでしょう。

－ 各市町村の国民文化祭のプログラム等については，下記URLを御覧ください －

・第30回国民文化祭鹿児島県実行委員会（県ホームページ）

http://kagoshima-kokubunsai.jp/

「地図から探す」で，群島内各市町村のプログラムを見ることができます。

独特の文化を受け継ぐ沖永良部で民謡・民舞の

祭典を開催し，その輝きを全国に発信します。

与論十五夜踊り「三者囃子」とそのルーツと

いわれる狂言「末広かり」が共演します。
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９月の統計情報９月の統計情報

１ 鹿児島県毎月推計人口

平成27年９月現在の奄美群島の人口は111,351人で，前年同月と比べて1,430人減少

しています。

２ 鹿児島県観光動向調査

平成27年８月における調査対象ホテル・旅館82施設の宿泊客数（宿泊延べ人員）は合

計328,552人で，前年同月比3.2％の減少となっています。

奄美地区は，25,089人で前年同月6.6％の増加となっています。

３ 大島紬

平成27年９月の生産反数は409反で，前年同月の生産反数454反と比較して，9.9％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

9月１日現在(人) 1,657,906 111,351 61,758 7,308 23,989 13,086 5,210

前年同月(人) 1,669,322 112,781 62,566 7,429 24,318 13,226 5,242

増減数(人) -11,416 -1,430 -808 -121 -329 -140 -32

前年同月比(％) -0.7 -1.3 -1.3 -1.6 -1.4 -1.1 -0.6

県全体 奄美群島

県全体

奄美地区

328,552 339,252 -3.2

25,089 23,530 +6.6

平成27年8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 375 29 346 223 13 122 17 32,217 3,456 300,589

緯　　絣 34 0 34 3 0 31 0 1,316 295 11,402

計 409 29 380 226 13 153 17 33,533 3,751 311,991

累　　　　計男物女物別 　染　　　　　　　　　　　　　　　　 別
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10月～11月上旬の主な行事予定表10月～11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

衛生・環境室 奄美大島地区献血（30日まで） 島内１３箇所

建設課 土砂災害出前講座 大棚小学校

10月27日 農村整備課 大島支庁農林水産部優良工事等表彰式 AiAiひろば

10月29日 総務企画課 奄美大島北部の観光を語ろう会 奄美会館大会議室

10月31日 総務企画課 国民文化祭オープニングフェスティバル 奄美文化センター

11月10日 総務企画課 沖永良部島の観光を語ろう会 和泊町（東ホテル）

10月22日


