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～ 徳之島を代表するイベント「闘牛」～

徳之島の代名詞といえば約500年の歴史がある「闘牛」。人と牛が闘うスペインの闘牛とは異なり、徳之島の

闘牛は牛と牛の闘い。通常の牛よりずっと大きい700キロ～1トンの巨体をぶつけ合う姿は迫力満点です。

（「本物。の旅かごしま」より）

◆ 「第20回全国闘牛サミット in 徳之島町大会」が開催され

ました ～ 全国から徳之島へ集結 ～ ・・・・・・・・・・・・ １

◆ 土砂災害の出前講座の実施について・・・・・・・・・・・・・・・・ ３

◆ 平成29年度新規採用職員を紹介します！ №2 ・・・・・・・・ ５
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「第20回全国闘牛闘牛サミットin徳之島町大会」が開催されました

～ 全国から徳之島町へ集結 ～

徳之島事務所 総務課長 久保 悟

５月３日，ＪＡあまみ徳之島農協会館ホー

ルに於いて，「第20回全国闘牛サミットｉｎ徳

之島町大会」の総会（全国闘牛サミット協議

会主催）が開催され，闘牛文化のある９市

町の関係者など約40名が集結しました。

全国闘牛サミット協議会は，闘牛の貴重

な文化を有する市町が一堂に会し，文化の

保存・伝承と相互の交流・親睦を深めるこ

と，また伝統資源を活かした個性豊かなま

ちづくりを図ることを目的に，島根県隠岐郡

（盛り上がった闘牛大会） 西郷町（現・隠岐郡隠岐の島町）の提唱で

1998年（Ｈ10）に設立された協議会です。

総会では，協議会の平成29年度事業計画案・収支予算案等５議案について協議・承認されま

した。併せて「全国闘牛サミット宣言」を採択すると共に，「闘牛の島」の著者であり，初代徳之

島闘牛大使の 作家 小林照幸氏 が『徳之島の闘牛文化と地方創生』と題し講演をされました。

同氏は，徳之島の闘牛についての歴史や魅力を紹介。「徳之島の闘牛は牛と人と島が三位一体

となった世界に誇るべき一大文化。地方創生の言葉がなかった遙か昔から徳之島の闘牛は地

方創生を育んできた。島の人たちの“慰み（なくさみ）”として是非大事にして欲しい。」と訴えら

れました。

総会終了後には，同ホールで「全国闘牛

サミット ｉ ｎ徳之島町大会交流会」も行わ

れ，サミット関係者，三反園知事，金子万

寿夫衆議院議員をはじめとする国会議員

や奄美市区・大島郡区選出の県議会議員

など多数の来賓の方々も出席され，総勢

140名の盛大な宴となりました。

交流会において，三反園知事は，来賓

祝辞で「日頃から貴重な闘牛文化の保存・

継承のため多大な尽力をしている関係者の （交流会で祝辞を述べられる三反園知事）

皆様方に深く敬意を表します。来年は，ここ

徳之島を含む奄美の世界自然遺産登録が見込まれていることに加え，明治維新150周年という

節目の年，ＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」の放送も決定しています。更に平成32年には「燃ゆる感
せ ご
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動かごしま国体」等が開催されるなど，鹿児島にとって大きな好機が訪れており，この好機を最

大限に生かし，国内外を問わず官民一体となったオール鹿児島で鹿児島の魅力をＰＲしてまい

ります。」と述べ，参加者の皆様と積極的に交流を深めていました。

余興の部では，結成35周年を迎えた闘牛太鼓によるエイサー踊り，若手唄者NO.１の呼び声

高い 澤 愛香さん による島唄，亀津出身のパフォーマー元田 優香さんによるパーカッション

パフォーマンスなど，いずれの出演者もレベルの高い演技を披露し，拍手喝采を浴びておりまし

た。また，余興の最後には，５月１日に高岡徳之島町長から委嘱状を受け取ったばかりの，徳之

島町公式キャラクター「まぶーる君」がサプライズで紹介されました。名前は，島の方言で「恵ま

れる，守られる」を意味する「まぶらい」と雄牛の英語ｂｕｌｌ（ブル）からきているとのことです。

この「まぶーる君」，普段はハブを模したフードを被っており,かなりの乱暴者とのもっぱらの評

判ですが，はたまたフードを外すと一転して大人しくなってしまうという二面性を持っているよう

です。今後，徳之島町ＰＲのために，町内外を問わずに大いに暴れ回ってくれることでしょう。

（島唄を披露する 澤 愛香さん） （徳之島町公式キャラクター「まぶーる君」）

また，サミットに併せて，５月２日に全島軽量級優勝旗争奪戦と銘打った前夜祭ナイター闘牛

大会，５月３日には全島一・ミニ軽量級優勝旗争奪戦が開催されました。会場となった「なくさみ

館」は両大会とも超満員となり，気迫あふれる牛のぶつかり合いに，観客の皆さんの熱気は「ワ

イド！ワイド！」と最高潮に達しておりました。

このように，徳之島のゴールデンウィークは「全国闘牛サミット」で大いに盛り上がりましたが，

この盛り上がりが来年の世界自然遺産登録へ弾みを付けてくれるものと念じつつ，闘牛文化を

通じた地域交流が更に進むと共に，関係９市町が益々発展することを心からお祈りしておりま

す。

ちなみに，三反園知事はサミット終了の翌日に開催された全島中量級優勝旗争奪戦を観戦し

ました。御自身初の闘牛観戦とのことでしたが，目前で繰り広げられる１トンを超える牛の迫力

あるぶつかり合いに，闘牛という素晴らしい伝統文化を存分に堪能していました。
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土砂災害出前講座の実施について

大島支庁建設課 河川砂防災害対策係長 東 貴志

１ はじめに

県では，過去の教訓や土砂災害に関する知識等を後世・次世代に伝承し，災害時に迅速的

確な避難行動がとれるよう防災教育を推進するため，小中学校向けに砂防読本を活用した出

前講座を実施しています。今年度は大島支庁管内16校で実施予定です。

２ 砂防読本とは

鹿児島県の地形，地質，土砂災害，土砂災害の発生メカニズム，土砂災害対策等につい

て，写真・絵等を使いわかりやすく紹介しており，小学４年生～６年生を対象に，平成22年に鹿

児島県砂防課が作成したものです。

３ 出前講座の実施状況

出前講座は平成23年度より実施しており，平成29年度は５月末時点で，４月26日に市小中

学校（奄美市），５月13日に住用中学校（奄美市），５月17日に大和小学校（大和村）で実施し

ました。

主な講座内容は，土砂災害とはどのようなものなのか，平成22年，23年の奄美豪雨のこと，

学校周辺の危険箇所，避難場所，土砂災害に遭わないために自分たちができることについて

話をしました。また，土砂災害を具体的に理解してもらうために，映像を見せたり，模型を使っ

た土石流の実験を行ったりしました。子どもたちは，楽しく見たり聞いたりしていました。最後

に，クイズを出題し，全員に「県土砂災害ジュニアマスター認定書」を贈りました。この出前講

座に参加された生徒から「土砂災害の怖さをあらためて感じた。土石流の早さが時速40㌔以上

で陸上のボルト選手と同じぐらいと知り驚いた」などいろいろな感想をいただきました。



- 4 -

４ さいごに

県では土砂災害に備え，砂防堰堤や急傾斜地崩壊防止施設等の砂防施設の整備を行っ

ていますが，危険箇所全体の施設整備を行うには，時間と費用がどうしてもかかります。

また，施設整備を実施した箇所でも100％安全になることはありません。そこで，土砂災害の

危険を感じた時に，「早めの避難」を心がけてもらうためにも，子供のころからの土砂災害に関

する啓発活動は重要であると考えます。

今後もより多くの学校へ出前講座を実施し，土砂災害から「自分の命は自分で守る」という強

い気持ちを持ってもらうことと，「日頃の備え」の大切さを伝えていきます。
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平成29年度新規採用職員を紹介します！

瀬戸内事務所 福祉課 保護第一係 主事 松木田 真季
まつ き だ ま き

今年度から，大島支庁瀬戸内事務所に新規採用職員として配属に

なりました，松木田真季と申します。高校までは県内で，大学４年間

は熊本で過ごしました。４月に初めて奄美大島に来たのですが，海の

美しさに感動したのを思い出します。自然豊かで独自の文化をもつ奄

美大島で働くことができてうれしく思っています。

仕事は，生活保護業務を担当しています。優しく教えてくださる上

司や先輩方に助けていただきながら，日々勉強の毎日です。まだ分

からないことも多く，皆さんに迷惑をかけてばかりですが，少しずつ分

かることが増えてきました。早く先輩方のような一人前の県職員にな

れるよう努力していきたいと思いますので，どうぞよろしくお願いいたします。

瀬戸内事務所 福祉課 保護第二係 主事 田中 満美
た なか ま み

今年度から，大島支庁瀬戸内事務所福祉課に新規採用職員として

配属されました田中満美と申します。出身は鹿児島市です。

大学進学の際に大阪へ行き，地元を離れてみて鹿児島の魅力に

改めて気づくことができ，卒業後は鹿児島県で就職することにしまし

た。奄美を訪れるのは今回が初めてで離島生活に不安もありました

が，自然や動物に恵まれ，観光地としても有名な奄美大島で初任地

を経験できることは，とても光栄なことだと思います。

今後は，奄美でしか経験できないことを積極的に楽しんでいきたい

と思っています。担当は，生活保護に関する業務を行っています。毎日

分からないことや知らないことが出てきますが，その都度先輩や上司の皆様が優しく丁寧に指

導をしてくださり，とても心強く感じています。早く仕事を覚えて，先輩方のような立派なケース

ワーカーになれるよう日々精進して参りますので，どうぞよろしくお願いいたします。
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沖永良部事務所 総務福祉課 福祉係 主事 樺山 菜乃花
かばやま な の か

今年度から大島支庁沖永良部事務所総務福祉課の福祉係に新規

採用職員として配属されました樺山菜乃花と申します。

出身は鹿児島の薩摩川内市ですが，大学生のときは広島で過ごし

ていました。一人暮らしには慣れているつもりでしたが，離島暮らしは

初めてで毎日新鮮な発見がたくさんあります。最初は鹿児島の家族

や友人が恋しくなることもありましたが，暖かい事務所の先輩方や沖

永良部の美しい自然に救われ，毎日楽しく過ごしています。休日に

は，事務所の方々と英会話の勉強をしたり，バドミントンをしたり，

一人で海を見に行ったりしています。

仕事は生活保護業務を担当しています。まだ分からないことも多いですが，優しく丁寧に教え

てくださる先輩方から多くのことを学び，早く一人前のケースワーカーになれるように頑張りま

す。

平日はもちろんのこと，休日であっても一日一日を大切にし，充実した離島生活を送りたいと

思います。いつまでも初心を忘れずに，たくさんのことを素直に吸収する３年間にできるように

頑張ります。これからもどうぞよろしくお願いいたします。



- 7 -

６月の統計情報

１ 鹿児島県毎月推計人口

平成29年５月１日現在の奄美群島の人口は107,410人で，前年の同月と比べて，1,582人

減少しています。

２ 鹿児島県観光動向調査

平成29年４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

286,025人で，前年同月比27.7％の増となっています。

奄美地区は，前年同月比11.0％の増となっています。

（単位：人，％）

平成29年４月 前年同月比

県全体 286,025 27.7

奄美地区 21,127 11.0

奄美大島 喜界島 徳之島 沖永良部島 与論島

5月１日現在(人) 1,627,919 107,410 59,901 7,019 22,810 12,587 5,093

前年同月(人) 1,639,328 109,005 60,682 7,153 23,188 12,825 5,157

増減数(人) -11,409 -1,595 -781 -134 -378 -238 -64

前年同月比(％) -0.7 -1.5 -1.3 -1.9 -1.6 -1.9 -1.2

県全体 奄美群島
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３ 大島紬

平成29年５月の生産反数は369反で，前年同月の生産反数445反と比較して17.1％の減少

となっています。

６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 340 6 334 159 12 146 23 29,557 1,584 134,238

緯　　絣 29 0 29 4 0 23 2 1,150 125 4,854

計 369 6 363 163 12 169 25 30,707 1,709 139,092

累　　　　計男物女物別 　染　　　　　　　　　　　　　　　　 別

日　付 担当課 行　　　事 場　　　所

6月1日 総務企画課 奄美地域赤土等流出防止対策協議会総会 奄美会館大会議室

6月1日 総務企画課 第１回大島地域行政懇話会 奄美会館大会議室

6月7日 建設課 土砂災害出前講座 名音小学校

6月9日 農政普及課 新規就農者励ましの会 支庁４階大会議室

6月10日 建設課 土砂災害出前講座 大勝小学校

6月13日 建設課 土砂災害出前講座 赤徳小学校

6月19日 総務企画課 大島地区文化協会連絡協議会総会（20日まで） 与論町

6月23日 総務企画課 大島地域青少年育成推進協議会総会 支庁４階大会議室


