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～ かがんばなトンネルに沈む夕日 ～

龍郷町円集落にある「かがんばなトンネル」では，春分の日及び秋分の日前後の数日間，国内では珍しいトン

ネルに夕日が入る神秘的な景色を見ることができます。その様子は「竜に眼が入る」とも言われています。
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世界自然遺産登録に向けた取組について

大島支庁衛生・環境室 技術主幹兼環境係長 桑原 庸輔

奄美大島・徳之島・沖縄島北部(やんばる)・西表島は，来年の世界自然遺産登録を目指して

いるところです。

今回は，世界自然遺産登録へのスケジュールや登録に向けた取組・課題等について御紹介

したいと思います。

１ 登録へのスケジュール

自然遺産として登録されるためには，「自然美」「地形・地質」「生態系」「生物多様性」のい

ずれか１つの基準を満たす必要があり，奄美大島・徳之島を含む推薦地４島は今年２月に

「生態系」と「生物多様性」の２つの

基準で推薦書が提出されました。

これを受け，今年の10月11～20

日の日程で，ＩＵＣＮによる現地調査

が実施されることになりました。当

該現地調査結果を踏まえ，来年夏

に登録の可否が決定することになり

ます。

２ 登録へ向けた取組（普及啓発活動）

大島支庁では世界自然遺産登録に向けた普及啓発活動の一つとして，国が定めた８月10

日の「道の日」に合わせて，道路や地域の清掃活動を行う「世界自然遺産『道の日』奄美群島

クリーンアップ大作戦」を奄美市名瀬地区で実施しています。

今年も，スローガン「奄美・琉球の世界自然遺産登録早期実現」を掲げて，７月29日(土)に

清掃活動を実施し，活動に先立ち出発式を行いました。

出発式の様子（大島支庁駐車場）

＜登録へのスケジュール＞
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出発式では，大島支庁長に続き住民代表として奄美群島地域女性団体連絡協議会の山田

会長から挨拶を，また，大島高校３年の加藤理那さんから出発宣言をしていただき，その後，

名瀬市街地の清掃作業へ向かいました。

県建設業協会奄美支部，奄美建設業協会，名瀬建友会，県建築協会奄美支部，県建築士

会奄美・大島支部，奄美群島地域女性団体連絡協議会，高校生，奄美群島広域事務組合，

奄美市役所及び大島支庁の約220名が，名瀬市街地や本茶トンネル入口，朝戸トンネル入口

までの国道・県道周辺を清掃するとともに，地域の住民の方にも自主的に自宅周辺等の清掃

作業をしていただきました。

参加の意思表示として黄色のタオルなどを身につけ，ゴミ袋を片手に約１時間半の清掃作

業を行ったところ，合計で260kgのゴミが回収されました。

近年の奄美群島における入込客数は，バニラエアの就航等交通条件の改善により，右肩

上がりの状況にあり，今後世界自然遺産登録を契機に更なる観光客の増加が予想されます。

ゴミの不法投棄等により，奄美のイメージがダウンしないよう，今後もきれいな街づくりを目

指しましょう。

３ 登録へ向けた課題

課題はいくつかありますが，今回は現在，注目を集めている「ネコ問題」を取り上げたいと

思います。

奄美大島と徳之島では，野生化し

たネコによる希少野生動物の捕食が

課題となっており，すべての原因は，

人によるネコの不適正な飼養によるも

のです。

ネコは繁殖力が強く，人が適切に

不妊・去勢することなく外飼いすること

や，野良ネコへのみだりな餌やりで，

どんどん野良ネコが増える原因になり

ます。

集落と希少野生動物生息エリアが

近くにある奄美大島・徳之島では，

増えた野良ネコが容易く山に入り，

希少野生動物を捕食してしまいます。

この課題への対策としては，まず発

生源対策として，これ以上野良ネコを

増やさないことがとても重要です。

地元市町村では飼い猫の適正飼養

条例を設けて，飼い猫の登録を義務

づけるとともに，室内飼育に努め，

やむを得ず屋外で放し飼いする場合

は，不妊・去勢手術を行うことを義務

クロウサギをくわえるネコ（環境省那覇自然環境事務所提供）
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化しております。また，野良ネコに対しＴＮＲ活動（野良ネコを捕獲し，不妊・去勢手術を行い，

元いた場所に放す。）を実施することで，野良ネコがこれ以上増えないよう対策を行っていま

す。

次に既に山中で生息しているネコについては，早急に捕獲し，希少種生息エリアから排除

する必要があります。徳之島においては，平成26年度より山中でのネコの捕獲が始まり，これ

まで約140頭のネコが捕獲されていますが，奄美大島においては，捕獲が行われず，対策の

遅れが指摘されていました。

奄美大島では，環境省の調査で600～1200頭のネコが山中にいると推定され，捕獲等の実

施に向けた具体的な方策について，国・県・市町村等の関係機関で検討しているところです。

犬や猫は適正に飼養されないと，他人に迷惑をかけたり，希少野生動物を捕食し地域の生

態系に影響を与える要因になりますので，飼い主が責任を持って管理し，飼養するようお願

いします。

来年の夏には，奄美大島・徳之島が世界自然遺産に登録され，鹿児島県が唯一自然遺

産を２つ（屋久島・奄美）及び文化遺産を持つ自治体になることを心から願っています。

写真提供 勝 廣光，環境省奄美自然保護官事務所，鹿児島県自然保護課，大島支庁衛生・環境室
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高齢者元気・ふれあい推進月間について

大島支庁地域保健福祉課 技術主幹兼地域支援係長 大小田 由美容

「ねんりんピック鹿児島２００８」の開催を機に県では，平成21年度から９月と

10月の２か月間を「高齢者元気・ふれあい推進月間」として定め，この期間中に

市町村や関係機関・団体等と連携して，文化・スポーツ大会などの行事を集中

的に実施することで，高齢者の生きがいづくり・社会参加等に係る意識啓発に

努めています。

○県全体を対象に行う事業例

シルバー文化作品展，県老人クラブ大会，

いきいきシルバースポーツ大会など

○管内市町村等で行う事業例

敬老祝賀会(管内各地)，

大島地区シルバースポーツ大会(奄美市)，

ゆめ・ときめき徳之島地区高齢者スポーツ大会（伊仙町），

南三町ゆめ・ときめき高齢者スポーツ大会（和泊町）など

「敬老の日」と「老人の日」について

～カレンダーを見て「おや？」っと

思ったことはありませんか？～

「老人の日」は

老人福祉法第５条において「国民の間に広く老人の

福祉についての関心と理解を深めるとともに，老人に

対し自らの生活の向上に努める意欲を促す」ため，９月

15日を老人の日とし，この日から1週間の15日～21日

を老人週間と定めています。

「敬老の日」は

国民の祝日に関する法律において，９月の第３月曜

日とされており，今年度は18日がその日に当たります。
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○県内最高齢者等への知事祝状・祝品の贈呈

多年にわたり社会に貢献してこられた高齢者を敬愛し，長寿をお祝いするとともに，県民の方

々に対する高齢者福祉についての関心と理解を深めることなどを目的に，「敬老の日」に県内の

男女最高齢者等に知事の祝状・記念品を贈呈しています。

・ 県内女性最高齢者

田島ナビ さん（117歳）

喜界町在住

田島さんは，国内最高齢者でもあり，

近く，世界長寿一にも認定される予定

です。

・ 県内男性最高齢者

岩崎朝彦 さん（109歳）

霧島市在住

○百歳高齢者の訪問

国（内閣府）の「老人の日記念事業」として，平成29年度中に百歳を迎える高齢者に対し，

内閣総理大臣のお祝い状及び記念品（銀杯）を贈呈しました。

当管内においても９月15日～21日（老人週間）に，支庁又は，市町村の職員が訪問しました。

○大島支庁管内の百歳以上高齢者の状況（平成29年９月１日時点）

今年度中に百歳を迎える高齢者 ７７人 （県全体： 701人）

百歳以上高齢者 １５７人 （県全体：1,493人）

１０万人当たりの百歳以上者人口 １４４．５０人※（県平均：91.20人）

※大島支庁管内は地域振興局・支庁単位では最高になります。
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大島地域のさとうきび栽培について

大島支庁農政普及課 糖業畜産係 技術専門員 宮ノ原 陽子

１ はじめに

さとうきびは，大島地域において，栽培戸数が全農家戸数の約７割，収穫面積が全耕地

面積の約５割，産出額が農業産出額の約３割を占める基幹作物です。

秋から冬にかけては，奄美大島，喜界島，徳之島，沖永良部島，与論島，どの島に行って

も，大きく育ったさとうきびが見られます。

また，大型製糖工場が１島に１社（各島１工場，徳之島のみ２工場）あり，黒糖工場は

41工場あります。

今回は，大島地域におけるさとうきび栽培について紹介したいと思います。

２ さとうきび栽培の歴史について

日本に初めて砂糖（黒砂糖）がもたらされたのは，奈良時代に唐僧・鑑真が来日したときと

言われています。

また，さとうきび栽培と砂糖製法の伝来については，慶長10年（1605年），大和村の直川智

（スナオカワチ）が中国福建省に漂着し，その地でさとうきびの栽培と製糖法を習得，さとうき

び苗を持ち帰って栽培し，慶長15年（1610年）に初めて黒糖を製造したという説と，元禄元年

（1688年）又は２年（1689年），宇検村の嘉和知（カワチ）が琉球へ派遣され，さとうきびの栽

培から製糖までの技術を習得，帰島してから製糖に成功し，これ以降次第に普及していった

という説があります。

大和村には，直川智翁を祀った「開饒（ひらとみ）神社」があり，さとうきびの豊作を祈願す

る生産者等が訪れています。
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３ さとうきびの栽培状況について

過去には，干ばつや台風等の気象災害，

他作物への転換等により生産量が減少し，

平成16年産は記録的な不作となり，その

後回復傾向にあったものの，平成24年産は

３度の台風を受け，過去最低の生産量となる

など低迷が続き，ここ数年でやや回復が見ら

れていました。

県では，平成18年度に「さとうきび増産計

画」を策定し，各島において，面積確保や単

収向上等，生産回復と増産に向けた取組を

進めており，平成27年度には，平成28～37年産を計画期間とした増産計画に改定し，取組を

継続しています。

このような各島の計画に沿った取組や，気象条件に恵まれたこともあり，平成28年産は，

大島地域全体で，収穫面積約7,600ha，生産量は前年比126％の477,637トンとなり，久しぶり

に豊作となりました。

島別の生産量では，徳之島が最も多く，大島地域の半数近くを占めています。次いで，喜

界島，沖永良部島の生産量が多いものの，10ａ当たりの収量は，与論島が最も多くなってい

ます。

４ おわりに

平成29年産は，７月以降の台風接近による被害や，徳之島以南での干ばつ，喜界島の

豪雨被害等による減収が予想されますが，さとうきびは他の作物に比べると，台風等災害に

強い作物であることから，大島地域の経済を支える重要な基幹作物となっています。

今後も，土づくりや適切な管理作業，大島地域に適した品種の導入などの取組を推進し，

安定した生産が続くように支援していきます。

島別生産実績（平成28年産）

島　名
収穫面積
（ｈａ）

10ａ当たり
収量（ｋｇ）

生産量
（ｔ）

奄美大島 589 4,971 29,302

喜界島 1,430 6,763 96,712

徳之島 3,587 6,204 222,539

沖永良部島 1,587 6,084 96,525

与論島 423 7,697 32,559

大島地域計 7,616 6,272 477,637
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白い航跡を残して ～鹿児島航路の御紹介～

大島支庁農林水産部長 東 洋行

眠りに引き込まれそうになると，頭の後方で

「コツ，コツ」。暫くしてまた眠りに引き込まれそうに

なると，「コツ，コツ」の音。場所はフェリーの２等広

間の船室。多分，私のいびきに我慢できず，仕切り

のついたてをたたいている音でしょうか。こうして浅

い眠りのまま，午前４時30分に起床の音楽で起こさ

れました。

私は平成27年４月１日の朝，このようにして大島

支庁に赴任してきました。

【まっすぐに延びた航跡】

赴任して３年目を迎えていますが，週末を利用して鹿児島市

に帰省する際には，このフェリーを利用しています。フェリーで

は，大島支庁の職員に出会いますが，ほとんどが同じ顔ぶれで

す。多分，船に苦手意識をもっている方が多いのでしょう。

飛行機が手っ取り早いですが，フェリーでの帰省も風情があ

るので以下に紹介したいと思います。

【仲間に出会ったらまず乾杯】

名瀬港からの出港は午後９時20分なので，懇親会に出席して一次会が散会してからの乗船も

可能です。鹿児島新港への到着は翌朝の午前８時30分です。一晩，船で寝て過ごすと，あくる

朝には鹿児島市の中心地に着くので便利です。

鹿児島新港からの出港は午後６時。翌朝の午前５時に名瀬港に到着します。朝が早くて，起き

るのは少しつらいですが，その日の出勤が可能です。

金曜日に名瀬港から乗船し，帰りは日曜日に鹿児島新港から乗船すると，いわゆる「金帰月

来」ができるのです。

冒頭で紹介したことがあって以来，フェリーを利用する際

には，追加料金を払って寝台（ベッド）を利用しています。

フェリーは２社，４隻のフェリーが毎日，日替わりで運航し

ているので，それぞれの特徴と，おすすめの２等寝台（ベッ

ド）について紹介したいと思います。

【２等Ｂ寝台の部屋】
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○(株)マルエーフェリーが運航してるのが8,000㌧級の「フェリー波之上」と「フェリーあけぼの」

です。２等料金に2,050円追加することで，上下２段のベッドで８人部屋の２等B寝台を利用でき

ます。「波之上」には２等料金に4,530円追加することで，個室の２等Ａ寝台の部屋もあります。

○(株)マリックスラインが運航しているのが5,000㌧級の「クィーンコーラル８」と「クィーンコーラ

ルプラス」です。「８」の２等寝台は２等料金に4,530円の追加料金が必要です。「プラス」は２等

料金に1,020円追加することでベッドを利用できる２等洋室があります。注)追加料金は鹿児島・名瀬間について記載

乗船日の１か月前から予約ができます。特

に寝台を利用する場合には，あらかじめ予約

をしておくことをおすすめします。

マルエ－フェリーでは予約時に部屋割と，

ベッドの上下段は決まりますが，マリックスラ

インでは船の案内所で割り振られるので，ベ

ッドの下段を確保したい時には，早めに乗船

する必要があります。

【海から見た県庁舎】

船酔いを心配される方も多いと思いますが，船が大き

いことと，横揺れ防止装置が付いているので，通常の波

の高さでは，ほとんど揺れません。それでも，台風が発生

している時や，季節風が強い時期にはさすがに揺れるの

で，注意が必要です。

気象庁の「沿岸波浪予想」のホームページを開くと４日

先までの予想が出ています。

この予想で２ｍ未満であればほとんど揺れることはあり

ません。一方，４ｍ以上の波が予想される日は欠航の可

能性も出てきますので，注意が必要です。

【気象庁 沿岸波浪予想】

？

フェリーではたまに絶滅危惧種である大虎

（オオトラツグミとは別種）に出会うことがあります。下段のベッドで心地よく眠りについた午後

11時頃のこと，突然上のベッドで「ドン」と床をたたく音。今度は足をバタバタさせる音。そして苦

しそうにうめく声。ついには，ベッドからずり落ちている様子に，カーテンを少し開けて覗くと，う

つろな目と出合い，向こうから「すみません。」とのこと。ベロンベロンに酔ったおじさんがそこに

いました。これは参ったなと思い，そのベッドで眠るのは無理と判断して，他のベッドに移動させ

てもらったことがありました。

平成26年度に奄美群島振興交付金が創設され，航路助成が行われるていることからフェリー

の利用も費用負担が軽減されています。

普段は飛行機という方もたまには船旅を楽しんでみてはいかかですか？
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世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」 ③

～10年にも及ぶ取組経緯について～

大島支庁総務企画部長 田中 完

前回は，世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の概要について説明させていただきまし

た。今回は，平成27年７月の世界文化遺産登録に至る10年間の取組経緯を紹介させていただ

きます。まずは，鹿児島県がそのきっかけをつくったというところからお話を始めましょう。

１ 世界文化遺産登録に向けた取組は鹿児島県がきっかけをつくり主導

世界文化遺産登録に向けた取組のスタートは，平成17年７月に鹿児島県主催で開催した

「九州近代化産業遺産シンポジウム」からです。

このシンポジウムは，当時，国際産業遺産保存委員会（ＴＩＣＣＩＨ）事務局長をされていた

イギリスの産業遺産の権威であるスチュアート・スミス先生から，「鹿児島の集成館は日本に

おいてはすばらしい遺産だが，世界遺産を目指すとなると，これだけではなく，九州には幕末

から明治にかけての日本の近代化を証言する遺産がひととおり残っているので，これらの遺産

をセットにすると世界遺産の可能性がある」というアドバイスをいただき，スミス先生をお呼び

して開催したものです。スミス先生は，「明治日本の産業革命遺産」の世界文化遺産登録を前

にして，平成26年４月に残念ながら亡くなられました。スミス先生は長年にわたり各地を訪れ

献身的に取り組まれ，世界文化遺産登録においてかけがえのない方でした。

「九州近代化産業遺産シンポジウム」（平成17年7月15日，鹿児島県主催）

《かごしま宣言》
１ 九州近代化産業遺産の学術的評価の推進
２ 九州近代化産業遺産の保存・活用に向けた機運の醸成
３ 九州近代化産業遺産の保存・活用に向けた産学官での取組の強化

・九州近代化遺産研
究委員会を２回開催。

・テーマを製鉄、造船、
石炭とし、各産業の
つながりを研究する
ことを確認。故スチュアート・スミス TICCIH元事務局長
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２ 九州各県が一体となった取組

具体的な検討に入るためには，九州各県が一体となった取組が必要です。このため，平成

18年６月の九州地方知事会議で，政策連合という各県共通の広域的な課題について連携して

取り組む項目の一つとして，鹿児島県が「九州近代化産業遺産の保存・活用」を提案し，採択

され，九州全体での取組がスタートしました。これを受けて，九州各県に協力をお願いして回り

ましたが，最初のうちは，広域にわたる遺産をまとめて世界遺産にするということについて理解

を得るのが難しく，イギリスのコーンウォールなど海外の世界遺産の事例を紹介し，繰り返し，

繰り返し出向いて説明しながら，徐々に連携が進んでいきました。

その３ヶ月後の９月に，それまで文化庁主導で世界文化遺産登録に進めてきていたものが，

遺産所在の都道府県や市町村の共同提案をもとに審査するという，いわゆる公募方式に変更

され，急遽，研究委員会で検討を行い，２回目の提案で，平成20年９月に文化庁が世界遺産

暫定一覧表への追加記載を決定し，明けて平成21年１月にユネスコの暫定一覧表に記載され

ました。

世界文化遺産の国内暫定リスト入りが決定したことを受けて，平成20年10月の九州地方

知事会議で，22の遺産がある九州・山口の６県11市で，鹿児島県知事を会長として世界遺産

登録推進協議会が発足し，ここから，いよいよ本格的な世界文化遺産登録に向けた取組が始

まりました。

協議会の下に，16名の国内外の専門家による専門家委員会を設置し，そのうち９名がイギリ

ス，オーストラリア，カナダ，中国，インドなどの海外専門家でした。世界文化遺産登録に向け

た取組の初めから，こうして多くの海外専門家による助言を受けながら取り組むのは国内では

初めてのケースでした。

このような体制であったこともあり，６年半ほどの取組で世界文化遺産登録を実現できたと

思います。専門家委員会の先生方には九州・山口各地の遺産を精力的に現地調査していただ

き，その結果をもとに，都合10回の専門家委員会を開催し，事務局の鹿児島県が中心になっ

て調整し，どの遺産を候補にするかを固めていきました。その過程では，自治体間の調整には

かなり気を遣うものがありました。

国内外の専門家による委員会を設置
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３ 稼働中の遺産を含む産業遺産群を世界遺産登録するための仕組みづくり

私どもの遺産群には，稼働中の遺産が入っており，従来の文化庁指導による文化財保護法

による保護では遺産を所有している企業の理解が得られるのが難しかったことから，国におけ

る新たな制度の検討が必要でした。実際，海外の世界遺産を見ると，日本の文化財保護法ほ

ど厳しいものはありませんでした。

このようなことから，「遺産価値の適切な保全」と「価値の保全が経営に与える制約の最小

化」との両立を図れるよう国に要請し，平成24年５月に，稼働中の遺産を含む産業遺産群の世

界遺産登録に向けて推薦する場合の取扱等について閣議決定がなされ，内閣官房を事務局と

する体制が確立されました。これが世界遺産登録に向けての大きな突破口になりました。

４ 関係自治体からなる協議会の取組から国の取組へ

平成25年４月，私が，２年ぶりに（平成23年度：南薩地域振興局県税課長，平成24年度：観

光課参事）世界文化遺産課長に着任早々，最後の第10回専門家委員会があり，推薦書案の

最終的なとりまとめがなされ，協議会の総会の決定を経て，協議会から国へ推薦書案が提出

されました。そのとき，私は進行役で，目の前の光景を見ながら，「ついにここまで来たんだな

あ」と感無量でした。

その後，国における調整・検討を経て，文化遺産は年に１件しかユネスコに推薦できない中

で，平成25年９月に「明治日本の産業革命遺産」が政府推薦案件として決定され，それまでの

気をもむ日々から解放され，いよいよユネスコのステージに向けて頑張るぞ，といった気持ち

でした。

５ ＩＣＯＭＯＳによる現地調査

明けて平成26年１月末に，ユネスコに推薦書（13冊の管理保全計画書を合わせて約24㎝

幅）が提出され，文化遺産の審査を行う，ユネスコの諮問機関である「国際記念物遺跡会議

（ＩＣＯＭＯＳ）」が審査を開始し，９月26日から10日間，ＩＣＯＭＯＳの専門家が８県11市にわた

る23全ての遺産を現地調査しました。そこではマスコミ対応にかなり気を遣いましたし，鹿児島

では，残暑が厳しく，身長の高い専門家に日傘を差すのも苦労しました。途中，台風が来て，

急遽，端島（軍艦島）上陸を前倒しし，スケジュールを入れ替えましたが，まさにリレーでバトン

を次々と渡していくように，なんとかスムーズにつないでいけました。このときほど「チーム産業

遺産」といったような一体感を感じたことはありませんでした。

その甲斐あって，平成27年５月のＩＣＯＭＯＳによる勧告では，23の遺産全てが世界遺産へ

の登録が妥当というパーフェクトの結果が得られました。

６ 酷暑のボンでの世界遺産委員会

平成27年７月にドイツのボンで開催された世界遺産委員会では，珍しく40℃近くの猛暑の

中，国を挙げての必死の取組の結果，３日間の審議の最終日の後半でようやく，世界遺産登

録が決定されました。これで，ついに，平成17年７月の鹿児島県でのシンポジウム以来，10年

にも及ぶ取組に終止符が打たれました。登録決定の日の夕方，急に天気が荒れてきて，雷が

鳴ったかと思いきや，窓の外を見たところ，なんとピンポン玉ぐらいの「ひょう」が激しく降ってき

ました。翌朝は，あれほど暑かったのが一気に15℃くらいに下がり，ライン川沿いを歩いている
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と秋になったような感じでした。ヒートアップした暑い夏でした。

世界遺産委員会の模様（平成27年７月，ボン（ドイツ））

平成28年３月30日，石破茂地方創生大臣から本県知事をはじめ関係自治体の首長に対し，

ユネスコの世界遺産登録認定証（複製）が交付されました。そこには「平成27年７月８日に

『明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼，造船，石炭産業』を世界遺産一覧表に記載した」と

書かれており，確かに世界遺産に登録されました。

石破茂地方創生大臣から関係自治体の首長へ世界遺産登録認定証交付。（平成２８年３月３０日）
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７ 世界遺産委員会で出された宿題への対応

みなさんは，世界遺産登録されて，もう終わりだろうと思われるかもしれませんが，登録した

あとも，世界遺産の価値を損ねるような開発がなされないように，ユネスコに定期的に遺産を

取り巻く状況について報告する必要があります。世界遺産としての意義を揺るがすような何ら

かの脅威にさらされている，もしくはその恐れがあり，世界遺産委員会によって危機遺産と認

定された物件は，「危機にさらされている世界遺産リスト」（危機遺産リスト）に加えられ，危機

にさらされた結果，世界遺産としての価値が失われたと判断された場合，世界遺産リスト自体

から削除される可能性もあります。

世界遺産委員会の決議において，ユネスコからは，一般的に，いくらか宿題が出されます

が，「明治日本の産業革命遺産」については，８つの宿題が示されました。遺産ごとの保全措置

の計画策定や，人材育成計画の策定，遺産群の一貫した説明戦略の策定などです。これらの

項目の進捗状況について，今年の12月１日までにユネスコに報告することになっており，現

在，国主導の下，各県市と連携して，それぞれの項目に係る作業を鋭意進めているところで

す。

以上，「明治日本の産業革命遺産」の世界文化遺産登録に至る取組経緯について説明させ

ていただきました。世界文化遺産登録は，いくつもの段階を経て，国や関係県市，関係企業，

専門家の方々等多くの方々の協力，連携により実現できたものです。

次回（11月号）は，いよいよ，世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」のシリーズの最終

回，鹿児島の遺産や関連遺産の奄美の白糖工場跡について御紹介します。

お楽しみに。
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９月の統計情報

１ 鹿児島県毎月推計人口

平成29年９月１日現在の奄美群島の人口は107,219人で，前年の同月と比べて，1,503人

減少しています。

２ 鹿児島県観光動向調査

平成29年８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

346,639人で，前年同月比5,6％の減となっています。

奄美地区は，前年同月比1.6％の減となっています。

（単位：人，％）

平成29年８月 前年同月比

県全体 346,639 △5.6

奄美地区 30,725 △1.6

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) 1,625,796 107,219 59,857 6,997 22,743 12,533 5,089

前年同月(人) 1,637,504 108,722 60,573 7,123 23,109 12,769 5,148

増減数(人) -11,708 -1,503 -716 -126 -366 -236 -59

前年同月比(％) -0.7 -1.4 -1.2 -1.8 -1.6 -1.8 -1.1

県全体 奄美群島
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３ 大島紬

平成29年９月の生産反数は294反で，前年同月の生産反数383反と比較して23.2％の減少

となっています。

10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

日　付 担当課 行　　　事 場　　　所

10月2日 林務水産課 奄美大島海区漁業調整委員会 支庁４階大会議室

10月6日 建設課 優良工事建設部長表彰 支庁４階大会議室

10月11日 農村整備課 国営徳之島用水地区完工式
徳之島ダム，
天城町防災センター

10月18日 農政普及課 第17回大島地区畜産振興大会（19日まで） 与論町

10月25日 農政普及課 高病原性鳥インフルエンザ及び口蹄疫防疫対策研修会 支庁４階大会議室

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 252 10 242 108 2 115 27 22,147 3,034 258,115

緯　　絣 42 0 42 8 0 22 12 1,756 285 11,214

計 294 10 284 116 2 137 39 23,903 3,319 269,329

累　　　　計男物女物別 　染　　　　　　　　　　　　　　　　 別


