
大島支庁情報誌
（平成２７年７月２４日発行 第４６号）

ハブ対策推進協議会について

大島支庁衛生・環境室衛生薬務係 薬務技師 大久保研吾

６月９日に行われたハブ対策推進協議会総会について，寄稿させていただきます。

ハブ対策推進協議会は，大島本島（加計呂麻島，請島，与路島を含む。）及び徳之島に

生息する毒蛇ハブ対策の啓発，生活・生産環境整備を推進することにより，住民生活の安

定と産業の振興に寄与することを目的として，昭和51年９月に，県，関係市町村（奄美大

島・徳之島），関係団体等で組織された団体です。

ハブ対策推進協議会の主な活動内容としては，児童を対象としたハブポスターの募集・

配布・掲示，ハブ対策広報用情報誌「HABUDAS」の作成・配布を毎年行い，ハブ咬傷予防

の啓発を行っています。また，ハブ咬傷者数や買上状況等，ハブに関する情報を毎月報道

機関に提供し，県ホームページで公表しています。

平成26年度のハブ咬傷者は，大島本島15名，徳之島18名の計33名で，統計開始後過去最

少でありましたが，10年ぶりに死者が出ています。

平成26年度の買い上げ数は，名瀬保健所管内が19,279匹，徳之島保健所管内が7,214匹，

計26,493匹でした。平成23年度をピークに減少傾向となってはいますが，依然として多い

状況が続いています。

総会では，会長である本大島支庁長のあいさつに続き，県薬務課から県のハブ対策事業

について説明があり，その後，平成26年度事業報告・歳入歳出決算及び平成27年度事業計

画案・歳入歳出予算案について協議をしました。

総会後，東京大学医科学研究所の服部特任研究員から，最近のハブに関する研究等につ

いて報告がありましたので，簡単に内容を紹介します。

服部先生らが行っている名瀬保健所での計測調査によると，原因は不明ながら，平成22

年度から平成23年度にかけて子ハブが大量に持ち込まれましたが，最近は子ハブが少なく

なってきていることが分かっています。しかし，大量にふ化したハブの生き残りが大型化

するので，今後は大型ハブの増加に注意を払う必要があります。

最後に，奄美と沖縄のハブ毒と咬傷治療法の違いについて説明がありました。海外の毒

蛇咬傷治療の指針では，クサリヘビ科に関しては，何もせずに体を温めて病院に急行する

ようになっています。沖縄県では，海外と同じように『はぶウマ抗毒素』のみの治療を行

っている医療関係者が多いようです。一方，大島本島・徳之島ではハブ毒吸出器等で毒を
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吸い出すように指導しています。そこで，奄美大島産ハブ毒と沖縄産ハブ毒の成分を比較

すると，沖縄産ハブ毒は筋壊死成分が１種類であるのに対し，奄美大島産ハブ毒は筋壊死

成分が３種類あることが分かりました。このことから，毒の除去という治療法が重要と考

えられ，受傷直後からのハブ毒吸引の効果は，期待できる結果となっています。

ハブに咬まれないように，十分注意しましょう。
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「あまみならでは“食”魅力ネットワーク」が設立されました

大島支庁農政普及課農業振興係 技術専門員 中村 美佳子

平成27年６月22日，奄美大島・喜界地区の農林水産物直売所や加工グループ，６次産業

化に取り組む個人・団体等を会員とする「あまみならでは“食”魅力ネットワーク」（代

表：(有)サン奄美=奄美市住用町=師玉洋子代表 事務局：大島支庁農政普及課）が設立さ

れました。

本ネットワークは，世界自然遺産登録の取組や奄美大島空港へのLCC就航等を受けて増

加している観光客や消費者に対し，おもてなしの向上や，奄美ならではの“食”の魅力の

発信，及び奄美の農林水産物の付加価値向上と加工品の消費・販売拡大を図ることを目的

としています。

設立時の会員は，27団体・個人で，本年度は魅力ある直売所づくりのための研修会（食

品加工に関する研修会）や，商工会等と連携した商談会・マッチングフェア，「“自慢の

一品”井戸端会議」と題した商品開発に関する意見交換・情報交換などを実施するととも

に，「奄美大島・喜界島直売所スタンプラリー２０１５（平成27年７月18日～12月28

日）」に参加し，地産・地消の推進と会員相互の連携強化を図ることとしています。

ネットワーク設立発起人代表 ネットワーク設立時研修会

(有)サン奄美 師玉代表あいさつ 「知的財産を活用した地域活性化」

「組織会員の連携を深め，奄美の応援団づくりに （鹿児島県知財総合支援窓口 大脇裕美氏）

つながることを願う」
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＜会員の資質向上に向けた農産加工研修会＞

ネットワーク会員が資質向上に向け研修会に参加しています。

「HACCP手法に準じた農産加工施設のチェック手法の実践,改善に向けた検討」

注）HACCPとは

原材料の受入れから最終製品までの各工程毎に，微生物による汚染，金属の混入などの

危害要因を分析（HA）した上で，危害の防止につながる特に重要な工程（CCP）を継続的に

監視・記録する工程管理システム

＜ネットワーク会員の付加価値向上に向け製造された商品の数々＞

地域農産物たんかんを利用した 自家生卵及び地域特産品を 奄美大島の伝統的な発酵食品

「たんかんジュース」 利用したスイーツ 「ミキ」とパッションフルーツ

の巡り会い商品

徳之島に赴任して

徳之島事務所長 室屋 恵一

初めての離島勤務である。入庁以来30数年間，離島勤務経験がないのは県職員として何

だか一人前でないような気がしていた。それだけに，内示を受けた時は，ジグソーパズル

の最後の一片がようやくピタッと収まったような気分であった。

４月１日に着任するために，前日の飛行機で徳之島へ。この日はホテルに泊まった。翌

日，朝早く目が覚めたのでホテル裏手の海辺へ出てみた。ちょうど朝日が水平線から昇っ
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てくるところで，ぐっと背伸びをしながら徳之島の太陽の光を浴びていると，何だか自分

が生まれ変わったような気がしたのであった。

徳之島へ赴任する前は，亜熱帯性の気候ということで，１年を通して高温多湿なんだろ

うと覚悟していた。覚悟なんて大げさのように聞こえるが，私は高温多湿にめっぽう弱い

体質なのである。大阪事務所勤務時代は，大阪の夏の蒸し暑さに何度も倒れそうになった。

ところが意外や意外。徳之島は涼しいのである。いつもカラッとした風が吹いていて，

夜は寒いくらいである。地元の人に聞くと，３月から５月の連休あたりまでは，例年，こ

んな気候らしい。それに朝は，鳥の声で目が覚める。イソヒヨドリという名前でルリカケ

スを一回り小さくしたような鳥である。この島を吹き渡る風とイソヒヨドリの鳴き声が，

赴任してしばらくのあいだ，私の一番のお気に入りであった。そう，梅雨に入るまで

は・・・・・・。

例年よりは遅れたものの，５月下旬，徳之島は梅雨に入った。この時期，徳之島では窓

を開けてはいけない。開けているとそこから湿気がどっと入り込んでカビが生えてくると

教えられた。まさかそんなと窓を開けていたら，本当にカビの洗礼を受けた。

しかも，今年は50年に一度とかい

う大雨が何度も降ったりして，所長

としては立場上，災害が心配である。

ここでは雨を楽しむという風情はな

いのである。

さて，徳之島で暮らし始めて変わ

ったことといえば通勤時間だ。本庁

勤務のときは，運動不足を解消する

ために草牟田の自宅まで歩いて帰っ

ていた。所要時間１時間20分。結構

な運動である。ところが徳之島に赴

任してみると，宿舎から事務所まで

歩いて３分。たったの３分である。

運動不足の中高年にとっては何とも迷惑な話である。そこでスポーツ用自転車を持ち込ん

で，以前趣味としていたサイクリングを復活することにした。何といってもここ徳之島は

トライアスロンの島である。メタボ解消に自転車を使うのは，何ともこの島に似つかわし

いと，我ながら得心したのである。

そして赴任してから２週間目の土曜日。勇んで徳之島１周80キロの旅へ出発。

ところが，１時間ほど走ったところで突然タイヤがパンク。予備タイヤは持参していたが

古すぎて使い物にならない。あきらめて自転車を押して歩いて引き返すはめに。２時間以

上はかかるだろうなと思いながら，とぼとぼ歩いていると，通りがかった車の人から，

「どうしたの？乗せて行こうか。」と声を掛けられた。地獄に仏とはこのことか！と，自

転車ごと車に乗せてもらい，無事，宿舎へ生還。地元の人のあたたかさに触れた一日であ

った。それから２週間後の土曜日に再挑戦。ようやく徳之島１周自転車の旅を果たしたの

であった。

自転車でゆっくりと島を１周すると，珊瑚礁の青い海や陰影に富んだ緑の山々，広々と

した畑とその先の水平線など，「この島は何だか良いところだなぁ。」と実感する。何だ

犬田布岬からの海岸展望
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かんだ言っても世界自然遺産に登録間近の島なのである。

ということで，６月中旬には，事務所の単身赴任仲間ら５人と連れだって，アマミノク

ロウサギを見に天城山へ行った。でもその夜は，残念ながらウサギの糞しか見ることがで

きなかった。何十個，何百個見ようと

糞は糞である。「よし，次は何が何で

もクロウサギの実物を見るぞ！」と反

省会で固く誓い合う５人であった。夜

は何の束縛もない自由な単身赴任者は，

考えることが単純である。

世界自然遺産の島に登録されたら観

光客に何を売り込むのか。アマミノク

ロウサギなどの稀少動物はもちろんだ

が，徳之島の観光の魅力は何だろうと

考えてみた。旅行雑誌などをみると，

最近，人々は離島への旅に癒しを求め

ているらしい。それなら徳之島も癒し

の島で売り出すか？でも，それでは他と同じである。徳之島は癒しの一歩先を行けばいい。

癒しの一歩先は何だろう。旅人が，徳之島の風景や人々の暮らしをみて癒される。そして

明日からまた頑張るぞと思える。そのとき新しい自分が始まる。う～ん。「癒し」の先に

あるのは「再生」かもしれないぞ。何だかそんな気がしてきた。そういえば，自分も徳之

島に赴任して第一日目の朝，不思議と自分が生まれ変わって，再出発するぞといったよう

な気分になったのであった。徳之島はそんな気がしてくる力強い島なのである。

平成27年度に採用された新規採用職員を紹介します

大島支庁健康企画課健康増進係 保健技師 富永 沙彩

今年度から，大島支庁健康企画課に，新規採用職員として配

属されました富永沙彩と申します。生まれも育ちも鹿児島県で，

鹿児島県の保健師として働くことができることを，とても嬉し

く思っています。初任地が奄美に決まり，不安と楽しみでいっ

ぱいでしたが，奄美の豊かな自然を感じながら毎日楽しく過ご

しております。

学生時代はフットサルをしており，大島支庁のフットサルチ

ームにも参加させていただいております。フットサルを通して他部署の方と知り合うこと

ができ嬉しく思うとともに，今後，地元の女子チームにも参加し，地元の方との交流も深

めていきたいと思います。

アマミノクロウサギの糞
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私が鹿児島県の保健師を目指したのは，自分の育った鹿児島で，健康という面から住民

の生活を支えたいという思いからです。入職して三箇月，仕事はまだまだ慣れないことが

多く，日々先輩方に迷惑をかけておりますが，丁寧なご指導のもと，一つずつできること

を増やしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

大島支庁地域保健福祉課地域支援係 保健技師 内 友美

本年度から，大島支庁地域保健福祉課に，新規採用職員とし

て配属されました内友美と申します。出身は曽於市ですが，こ

こ３年は東京で助産師として勤務しておりました。鹿児島へ戻

ってきて，初任地が奄美大島ということで，綺麗な海と豊かな

自然に囲まれ，職場や地域の方々の温かさを感じ，ますます鹿

児島の良さを感じております。

担当は，主に精神保健に関する業務を担当しています。赴任

して三箇月が経ちますが，業務をこなしていくことにまだ精一杯の毎日です。指導してい

ただいたことを吸収し，知識や技術を身につけ，障がいのある方が地域で健康に生活でき

るよう，先輩方や地域の方と協力して支援していきたいと思います。また，仕事以外にも，

奄美大島でしか経験できない伝統的な行事や，マリンスポーツ等にも積極的に参加し，県

職員として鹿児島の魅力をもっと知っていきたいと思います。

どうぞ，よろしくお願いいたします。

大島支庁農政普及課総務企画係 主事 森薗 真央

今年度から，新規採用職員として大島支庁農政普及課に配属

されました森薗真央と申します。

出身は鹿児島市で，幼稚園から小・中・高・大学，就職する

まで伊敷団地で過ごし，今回初めて奄美にやって参りました。

０歳から１歳頃，沖永良部で過ごしたそうですが，当然ながら

全く記憶にはありませんので，離島暮らしはほぼ初めてと言っ

ていいと思います。

人生初めての仕事で，初めての一人暮らし，初めての離島暮らしということで，ずっと

実家でぬくぬくと過ごしてきた私にとっては，一人前の大人となるための試練（？）を与

えられたような，そんな気持ちでいます。改めて，母親の苦労や家族の有り難みをひしひ

しと感じております。ですが，今はいろいろな人に助けられながら，楽しく生活すること

ができています。

職場では，皆さん，温かく迎え入れてくださり，気遣っていただき，本当に有り難い限

りです。仕事は，まだまだわからないことばかりで，先輩方に頼り切りですが，自分がや

るべき仕事は，早く一人でやり遂げられるようになりたいと思います。

こちらに来たばかりの頃は，奄美のこの大自然に感動する余裕がありませんでしたが，

今では，毎日きれいな海を眺めることができることは，幸せなことなんだと日々感じられ



るようになりました。離島で暮らすということも，奄美大島で暮らすということも，人生

における貴重な経験となると思います。これからはいろんなことに積極的に挑戦し，人と

人とのネットワークを広げ，公私ともに充実した奄美生活にしたいと思います。

これから皆さん，どうぞよろしくお願いいたします。
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５月の統計情報５月の統計情報

１ 鹿児島県毎月推計人口

平成27年６月現在の奄美群島の人口は111,580人で，前年同月と比べて1,266人減少

しています。

２ 鹿児島県観光動向調査

平成27年５月における調査対象ホテル・旅館83施設の宿泊客数（宿泊延べ人員）は合

計308,652人で，前年同月比0.6％の増加となっています。

奄美地区は，20,622人で前年同月19.7％の増加となっています。

３ 大島紬

平成27年５月の生産反数は543反で，前年同月の生産反数491反と比較して，10.6％の

増加となっています。

奄美大島 喜界島 徳之島 沖永良部島 与論島

6月１日現在(人) 1,659,319 111,580 61,881 7,330 24,045 13,110 5,214

前年同月(人) 1,670,383 112,846 62,590 7,450 24,338 13,232 5,236

増減数(人) -11,064 -1,266 -709 -120 -293 -122 -22

前年同月比(％) -0.7 -1.1 -1.1 -1.6 -1.2 -0.9 -0.4

県全体 奄美群島

県全体

奄美地区

308,652 306,688 ＋0.6

20,622 17,230 +19.7

平成27年5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 502 54 448 271 11 186 34 43,733 2,294 200,955

緯　　絣 41 1 40 2 39 1,574 187 7,202

計 543 55 488 273 11 225 34 45,307 2,481 208,157

累　　　　計男物女物別 　染　　　　　　　　　　　　　　　　 別
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７月～８月上旬の主な行事予定表７月～８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

7月21日 沖永良部事務所 与論島観光ワーキンググループ会議 与論町防災センター

7月22日 農政普及課 奄美群島農業青年交流会 現地，支庁４階大会議室

7月27日 健康企画課 肝炎平日夜間検査 名瀬保健所

7月29日 農政普及課 農業経営者クラブ「地域農業を語る会」 奄美市

7月30日 農政普及課 奄美農業を語る会（現地研修会） 宇検村ほか


