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年頭の挨拶

鹿児島県大島支庁長 鎮寺 裕人

新年明けましておめでとうございます。

今年は穏やかな正月となり，皆様ゆっくりと過ごさ

れたと思います。年末年始の休暇を終えられて，新し

い年に向かい，やる気に満ちた皆様のお顔を拝見で

きて，大変うれしく思っています。

さて，昨年は奄美にとって，とてもよい一年でありました。

まず，平成29年度政府予算案が年末に示されましたが，奄美群島振興交付金が24億円と満

額確保されました。これにより，さらなる交流人口の拡大が期待されますし，今年の３月には，バ

ニラ・エアが大阪（関空）＝奄美大島線を新たに開設される予定であることから，奄美群島の観

光の発展に大きな期待が寄せられています。

次に，世界自然遺産登録の前提となる国立公園指定に向けた環境審議会の答申がなされ，

この春の国立公園の指定が確実となり，平成30年夏の登録が現実のものとして見えてきまし

た。

また，農業の関係では，ミカンコミバエの緊急防除措置が解除され，サトウキビも久しぶりの

豊作が見込まれています。

最後に，長年の悲願であった奄美ドクターヘリも先月末から運行開始され，早速その効果が

発揮されております。

このようなグッドニュースを受けて，これから大きく変わっていく，奄美のために，私ども大島

支庁としても地元の市町村と一緒になって発展への歩みが確実に進むように努力していきたい

と考えております。

本年が，大きな災害のない平穏な年でありますとともに，昨年以上によい年になることを念願

しております。

職員の皆様におかれましては，大きく発展しつつあるすがたを目の当たりにできるこのとき

に，ここ奄美で仕事ができるということを誇りに感じながら，今年一年健康には十分留意して，そ

れぞれの持てる力を十分に発揮していただくようお願い申し上げて，年頭に当たっての挨拶とし

ます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
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「紬の日のつどい」に参加しました

大島支庁総務企画課

西 春菜 藤井 雅代 本田 美貴子 萩原 知恵子

皆さんは「１月５日」が何の日か知っていますか？

御存知ない方もいらっしゃるかと思いますが，奄美市では，奄美の伝統工芸品である「大島

紬」に対する認識を深め，大島紬の更なる振興による豊かな街づくりを推進することを目的に，

毎年１月５日を「紬の日」として制定し，紬の日実行委員会が，毎年楽しいイベントを開催してい

ます。

今回は，そのイベント「紬の日のつどい」に支庁長をはじめ，総務企画課職員数名で参加して

きましたので，その様子を少し御紹介します♪

「紬の日のつどい」イベントの様子

イベントでは，大島紬の反物や小物等の展示・販売

はもちろん，紬レンタル・着付けサービス，航空券な

どが当たる抽選会，イベントステージ等多様な催しが

行われていました。

イベントも終盤にさしかかると，いよいよメインイベ

ント「大島紬大行進」の始まりです！

まず，参加者全員で記念撮影をし，大島紬を身に

まとった200名以上の方々が名瀬の中心地である商

店街を練り歩きます。奄美大島にいると，大島紬を見

当日は紬を着用し，イベントに参加してきました る機会も多いのですが，これだけの人数が大島紬を

着て中心地を歩く様はまさに圧巻です。

「大島紬」と言うと，「秋名バラ」や「龍郷柄」など，泥染めの落ち着いた雰囲気の着物を想像さ
あ き な たつ ごう

れる方も多いと思いますが，最近では，色大島や白大島などの紬もあり，バラエティーに富んで

いるものも多いです。行進に参加されている方々の紬を見ているだけでも，様々な大島紬を見

ることができるので，私たち自身，毎年楽しみにしているイベントの一つです。

行進の様子 六調の様子

行進の後は，参加者全員で六調を踊り，奄美らしい年の初めとなりました♪
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さいごに

大島紬は1,300年とも言われる長い歴史と高度かつ複雑な工程を持つ，奄美を代表する伝統

工芸品です。和装の世界では「大島」の呼び名で大変珍重されていますが，ここ30年ほどは和

服を着る機会や着物需要の低下により，大島紬を取り巻く環境も厳しくなっています。

実際，私たち自身も大島支庁に赴任するまでは大島紬を着用したことはありませんでしたが，

奄美で暮らし始めて，大島紬に触れていく中で興味を持ち始め，今では「大島支庁着装クラブ」

に参加し，着付けも学んでいます。

また，大島支庁では，毎年仕事始めの日に希望者の方に声かけをし，大島紬の着用に御協

力いただいています。身につけた方はおわかりになるかと思いますが，大島紬は軽くて暖かく，

着心地もとても良い着物です。まだ身につけたことのない方は，ぜひ一度大島紬を着てみては

いかがでしょうか。

毎年仕事始めの日は紬を着用しています♪（希望者のみ）
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「明治日本の産業革命遺産」と奄美

～ウォートルス所縁の地をたずねる～に参加しました

大島支庁総務企画課 総務労政係 金子 堅斗

１月14，15日に，県世界文化遺産課の「近代化産業遺産普及・啓発事業」の一環として，ここ

奄美においても，「明治日本の産業革命遺産」と奄美というテーマで講演とまち歩きが開催され

ました。

今回は，明治時代における奄美と名瀬の街の発展の経緯について知る貴重な機会でしたの

で，その模様をお伝えします！

「明治日本の産業革命遺産」とは

「明治日本の産業革命遺産」は，幕末の薩摩・長州・肥前などの藩が，いち早く導入した西洋

の技術や明治時代における近代化関連施設群のことです。平成27年７月には，この遺産群が西

洋地域以外において，約50年程度という短期間で近代化を達成したことを示すものとして，世界

的にも類を見ない，特筆すべき価値を持つと認められ，世界文化遺産に認定されたことは皆さ

んの記憶にも新しいことかと思います。

しかし，明治日本の近代化と奄美はどのような関係にあったのでしょうか？

薩摩藩末期に，薩摩藩とグラバー商会によって，奄美大島で白糖工場を操業する計画「オオ

シマ・スキーム（大島計画）」が進められていたそうです。

実はこの計画，薩英戦争でイギリス側の捕虜となった「五代友厚」が，帰国するまでの間に潜

伏していた長崎において，トーマス・グラバー※１と親しくなったことから，海外情勢についての知

識を深め，薩摩藩帰国後，富国強兵及び貿易振興策として立てた建議書がこのオオシマ・スキ

ームの原案となっているそうです。そして，この白糖工場建設のため，グラバー商会から派遣さ

れたのが「トーマス・ウォートルス※２」なのです。

ウォートルスは，23歳という若さで工場建設のために奄

美へ派遣されることとなります。ちなみに彼の住居は，薩摩

藩の仮屋（藩における出張所のようなもの）の裏にある山に

ある「らんかん山」にあったと言われています。「らんかん

山」の由来には諸説あるようですが，当時西洋人は「蘭人※

らん じん

３」と呼ばれたことから，西洋人の住居は「蘭館」となり，蘭館
らんかん

のある山で「らんかん山」となったそうです。

奄美における白糖工場は，金久（奄美市）・須古（宇検村）

・瀬留（龍郷町）・久慈（瀬戸内町）の４箇所に建設され，外

国人技術者を招き，蒸気機関の製糖機械を用いて操業され
今回のまち歩きにおいて解説をいただい

ていました。
た奄美市博物館学芸員の高梨 修さん

金久の工場は，当時のメインストリートである薩摩藩仮屋
（らんかん山にて）

前の「浜金久」と呼ばれる地に建てられましたが，操業期間

「明治日本の産業革命遺産」とは

ウォートルスと白糖工場



- 5 -

は３年で終了しました。（その他の製糖工場も３～５年の短い操業期間でした。燃料の不足や維

新期の政治的混乱が影響し，継続的な操業が難しかったようです。）今となっては，白糖工場跡

が分かりやすい形で残っているわけではありませんが，工場跡地の付近の塀材として当時の工

場に使われた石材を確認することができます。

その後，工場跡地は，三菱の創業者として著名な「岩崎

弥太郎」が購入し，日本郵船の営業所が開設され，名瀬は

海上交通及び中心市街地として更なる発展を遂げていきま

す。

ウォートルスは白糖工場の建設後，明治政府からの依頼

も舞い込むようになり，大阪造幣寮の応接所（泉布観）の設
せん ぷ かん

計を担うなど様々な分野で活躍し，明治初期の近代化に大

きく寄与することとなります。

今も残る白糖工場の石材

かくも外国人として活躍するウォートルスですが，その足がかりが奄美にあるとは知りません

でした。

奄美は世界文化遺産として登録こそされていませんが，日本の近代化の舞台は奄美にもあっ

たことが今回のまち歩きで感じることができて，非常に興味深いものでした。

※１ トーマス・グラバー（1838～1911）

スコットランド出身の商人。幕末においては武器弾薬の販売を行って活躍した。明治維新

後も日本に留まり，高島炭鉱（長崎県長崎市）の経営を行う。

※２ トーマス・ジェームス・ウォートルス（1841～1898）

アイルランド生まれ。３人兄弟の長男。代々医師の家系であったが，アイルランド飢饉を

きっかけに鉱山技術を学び，鉱山技師となる。

薩摩藩の白糖工場建設に携わった後，明治政府からの仕事も引き受け，大阪造幣寮の

応接所（泉布観）や銀座煉瓦街の建設等，明治初期のお雇い外国人として活躍する。後にア

メリカへ渡り，兄弟とともに会社を立ち上げ，成功を収める。

※３ 蘭人

江戸時代の鎖国政策により，ヨーロッパ世界と日本をつなぐ唯一の窓口は阿蘭陀（オラン

ダ）であった。そこから西洋人を指し示す総称として蘭人となった。

事実，オランダ商館長から提出される「オランダ風説書」は，ヨーロッパ，インド，清等の国
ふうせつがき

際情勢を幕府にもたらすなど，オランダは日本にとって重要な役割を持っていた。
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１月の統計情報

１ 鹿児島県毎月統計人口

平成28年12月現在の奄美群島の人口は，108,577人で，前年同月と比べて1,500人減少

しています。

２ 鹿児島県観光動向調査

平成28年11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

307,351人で，前年同月比1.9％の増加となっています。

奄美地区は，20,622人で，前年同月比0.3％の減少となっています。

３ 大島紬

平成28年12月の生産反数は370反で，前年同月の生産反数488反と比較して24.2％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

12月１日現在(人) 1,636,397 108,577 60,492 7,086 23,102 12,757 5,140

前年同月(人) 1,647,681 110,077 61,227 7,213 23,441 13,007 5,189

増減数(人) -11,284 -1,500 -735 -127 -339 -250 -49

前年同月比(％) -0.7 -1.4 -1.2 -1.8 -1.4 -1.9 -0.9

県全体 奄美群島

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 339 27 312 180 5 133 21 28,218 4,311 368,983

緯　　絣 31 0 31 5 0 23 3 1,242 421 16,558

計 370 27 343 185 5 156 24 29,460 4,732 385,541

累　　　　計男物女物別 　染　　　　　　　　　　　　　　　　 別

県全体

奄美地区

307,351 301,589 +1.9%
20,622 20,694 -0.3%

平成28年11月 前年同月 前年同月比

(単位：人，％）
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１月～２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

日　付 担当課 行　　　事 場　　　所

衛生・環境室 ハブ咬傷予防ポスター表彰式 奄美会館大会議室

農政普及課 歴史に学ぶ奄美の食文化研修会 龍郷町りゅうゆう館

1月29日 健康企画課 平成28年度脳卒中予防フォーラム 奄美文化センター

2月1日 農政普及課 たんかんはさみ入れ式 瀬戸内町

2月7日 総務企画課 北方領土返還要求運動奄美キャラバン出発式 大島支庁本館玄関前

1月28日


