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～キビ畑の一本道～

本農道は，畑総事業喜界東部（昭和49年～平成11年）で幹線農道
として事業当初（昭和52～53年）に整備された，延長1,680mの区
間で，島内で一番「長い」道です。
この一本道を訪れる観光客も多く，物流輸送はもとより多面的な機

を備えた幹線道路です。



- 1 -

蝶の飛び交う隆起珊瑚礁の島から

大島支庁喜界事務所 主幹兼総務係長 内田 誠

最近，喜界事務所では「今年はオオゴマダラの蛹がすごいね」
さなぎ

という言葉をよく耳にします。喜界事務所の敷地内にはオオゴマ

ダラの幼虫の食草となるホウライカガミが植えてあり，これまでも

黄金色の蛹を見ることができました。ただ，これまでは「ほら，あそ

こに。ここに。」という程度だったのですが，今年は鈴なり状態で数

えることができないくらいです。

オオゴマダラ(成虫)

ホウライカガミとオオゴマダラの蛹 ソテツの葉にもたくさんの蛹が…

ということで，オオゴマダラのお話を。

オオゴマダラ蝶（大胡麻斑蝶）は，マダラチョウ科で，羽には白地に黒の斑模様，羽を広げる

と15センチメートルもある日本の蝶としては最大級の美しい蝶です。幼虫の食草であるホウライ

カガミは，キョウチクトウ科の植物で，葉や花には毒性のあるアルカロイドを含んでおり，幼虫は

その葉を食べることで毒を体内にため込みます。この毒は蛹や成虫にも残っており，他の動物

から捕食されることを防いでいます。天敵がいないためなのか，優雅に舞う姿は美しく，“南の島

の貴婦人”とも呼ばれています。また，ゆっくりと羽ばたき，フワフワと滑空するような飛び方や

羽の模様が新聞紙が風に舞っているように見えることから，“新聞蝶”と呼ばれることもあるよう

です。

オオゴマダラの幼虫 蝶になる直前の幼虫 蛹と羽化直後の成虫
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喜界島では1973年に生息が定着していることが発表され，幼虫の食草であるホウライカガミ

とともに喜界島が生息域の北限と見なされています。喜界町では，豊かな自然環境を構成する

貴重な野生生物であるオオゴマダラとホウライカガミを町及び町民等が一体となって保護し，も

って将来の町民に共有の資産として継承することを目的として，その捕獲や植生区域内での採

取を禁じる「オオゴマダラ保護条例」を平成元年３月24日に制定しています。

オオゴマダラは成虫の期間も長く，羽化してから数箇月，条件がよければ半年ほど生き続け，

季節を問わず繁殖するようです。今の時期（６月～８月頃），喜界島の何処に行っても蝶の舞う

姿を見ることができますが，冬期となるとその姿を見る機会が激減します。このため，喜界町は

島を訪れる観光客が，季節や天候に左右されることなく，一年を通して島の観光資源であるオ

オゴマダラを観察できるよう，地域振興推進事業を活用して平成25年度に保護動植物観察施

設を整備しました。

保護動植物観察施設の外観 施設内のオオゴマダラ

また，喜界島には“蝶ロード”と呼ばれる道があります。

ここでは，オオゴマダラやアサギマダラなどの蝶はもちろんのこと，とても珍しい標識を見るこ

とができます。

今年のオオゴマダラの数は本当に凄いのですが，言葉や写真ではその一部しかお伝えで

きません。

ぜひ一度，喜界島にお越しいただき，蝶の飛び交う光景を御覧ください。

“蝶に超注意！”標識 蝶ロードのアサギマダラ
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平成27年産サトウキビの生産実績について

大島支庁農政普及課 糖業畜産係

奄美群島の平成27年産のさとうきびは，大きな気象災害や病害虫被害もなく，生産量は前年

実績を約５万トン上回る379,117トン（前年比115％）となりました。過去最低となった平成24年

産から回復傾向にあります。

その中で，沖永良部島・与論島では平年水準以上の10a当たりの単収に回復した一方，奄美

大島では，前年の台風の影響や多回株出しほ場の増加に伴う茎数不足等により単収の回復が

遅れています。

大島支庁では，昨年度改定した「さとうきび増産計画」に基づき，市町村，ＪＡ，製糖会社等と

の連携や各種事業等の活用による生産回復・増産対策に取り組んでまいります。

なお，「さとうきび増産基金」は，台風，干ばつ，病害虫発生等の緊急事態に対応するための

セーフティネット基金として，平成30年度まで期間を延長し，継続的に支援することになってい

ます。
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平成28年度新規採用職員を紹介します

大島支庁徳之島事務所総務課 用地管理係 角 大地
かど

今年度から新規採用職員として，大島支庁徳之島事務所の総務課

用地管理係に配属されました，角大地（かどだいち）と申します。出身

は鹿児島県南さつま市で，趣味は子供の頃からしていた魚釣りとサッ

カーです。

鹿児島県職員として働きたいと思った理由は，大学進学で東京に行

き，鹿児島県を離れてみて鹿児島県の魅力に気づくことができ，県職

員として鹿児島県のため働きたいと感じたためです。

子供の頃に奄美大島に４年間住んでいたこともあり，徳之島にはサ

ッカーの試合や旅行で来たことがありました。釣りや自然が好きな私に

はとても魅力的な場所です。徳之島に来ることができて，とてもうれしく思っています。

まだまだ慣れないことばかりで，職場の皆さんから教えていただきながら日々勉強しておりま

す。今の目標は一つ一つの仕事を責任感を持って正確にこなすことです。成長し，鹿児島県の

ために貢献することができるように頑張りますので，よろしくお願いいたします。

大島支庁徳之島事務所福祉課 保護第一係 緒方 麻耶

今年度から大島支庁徳之島事務所福祉課に，新規採用職員として

配属されました緒方麻耶と申します。出身は伊佐市ですが，大学生活

は京都で過ごし，卒業後鹿児島へ帰ってきました。

初めての仕事と初めての離島暮らしということで，不安が大きかった

のですが，職場の先輩方をはじめ，周りの方々があたたかく迎えてくだ

さったおかげで，今は毎日を楽しく過ごせています。

職場では，先輩方のお気遣いのおかげで，すぐに職場の雰囲気にな

じむことができました。仕事は，先輩方に頼ってばかりですが，２箇月

経って進め方が少しずつ分かってきたように思います。まだまだ分か

らないことも多いので，日々勉強をしながら，一つずつできることを増やしていこうと思います。

趣味としては，語学の勉強が好きなので，英会話サークルを通して，地元の方々とつながりな

がら自分の英語力を高めていきたいです。

これから，公私ともに充実した時間を過ごし，一日でも早く一人前になれるよう努力していき

たいと思います。よろしくお願いいたします。
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大島支庁徳之島事務所福祉課 保護第二係 向 玲華

今年度から，大島支庁徳之島事務所福祉課に新規採用職員として

配属されました向玲華と申します。

出身は鹿児島市で，大学時代まで鹿児島市で過ごしており，離島に

は一度も行ったことがないため，初めて訪れた離島が徳之島になりま

した。初めての一人暮らしや離島での生活に，不安や戸惑いもありま

したが，職場の先輩方から優しく迎え入られ，様々なことをアドバイス

していただき，徳之島での生活が楽しみになりました。今後は，徳之島

のきれいな海と豊かな自然を楽しんでいきたいと思っております。

担当は，主に生活保護に関する業務を行っています。赴任して約２

箇月が経ちますが，まだ分からないことや不慣れなことも多くあり，日々先輩方に迷惑をかけて

います。忙しい中，優しく丁寧に教えてくださる先輩方に感謝しつつ，一日でも早く一人前の職

員として業務を行っていけるよう，先輩方から多くの事を吸収し，初心を忘れず頑張っていきた

いと思います。

どうぞ，よろしくお願いいたします。

大島支庁徳之島事務所保健衛生環境課 栄養技師 豊留 夏実

今年度より大島支庁徳之島事務所保健衛生環境課に栄養技師とし

て配属になりました，豊留夏実と申します。出身は鹿児島市の喜入町

という小さな町です。高校卒業後，福岡の大学で4年間栄養学を勉強

し，卒業後1年間福岡県の病院で管理栄養士として勤務していました。

鹿児島県職員を希望した理由は，生まれ育った地で働きたいという

一心からでした。島暮らしに憧れはあったものの，最初から徳之島で過

ごすことになると聞き，驚きで２度聞き直したのを今でも鮮明に覚えて

います。

徳之島に来て２箇月たち，驚いたことが1つあります。それは当たり

前のように路上駐車が点在していることです。車の免許を取って４年半以上たちましたが，その

間１度も運転席に座ったことがありません。いわゆる真のペーパードライバーでした。地形上仕

方ないことなのかもしれないのでしょうが，アクセルを踏むだけでドキドキする私にとって，路駐

とはおそろしい障害です。私の運転技術を高めるために与えられた試練だと思い，乗り越えてよ

うと日々奮闘しています。また，豊かな自然と明るい島民の方々に私自身が癒やされ，徳之島

での生活を楽しんでいます。

職場では，保健所業務に関して経験がない私を，周りの先輩方がいつも助けてくださり，毎日

感謝の気持ちでいっぱいになります。業務のことはもちろん，それ以外のことでも相談に乗ってく

ださり，時には笑わせてくださいます。栄養士１人で不安なこともありますが，素敵な上司や先

輩方に囲まれ，徳之島保健所に来てよかったと思わずにはいられません。

管理栄養士として健康増進事業に積極的に取り組んでいきたいと考えています。そのために

も，関係団体の方々とも連携をとり，枠にとらわれない考えをもって進めていきたいです。食べ

ることが大好きなことだけが取り柄のまだまだ未熟な私ですが，今後ともよろしくお願いいたしま

す。
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６月の統計情報

１ 鹿児島県毎月統計人口

平成28年５月現在の奄美群島の人口は，109,073人で，前年同月と比べて1,545人減少して

います。

２ 鹿児島県観光動向調査

平成28年４月における調査対象ホテル・旅館79施設の宿泊客数（宿泊延べ人員）は合計

215,280人で，前年同月比15.7％の減少となっています。

奄美地区は，17,844人で，前年同月比5.5％の減少となっています。

３ 大島紬

平成28年４月の生産反数は445反で，前年同月の生産反数349反と比較して27.5％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

5月１日現在(人) 1,639,903 109,073 60,717 7,154 23,204 12,837 5,161

前年同月(人) 1,651,920 110,618 61,463 7,265 23,635 13,051 5,204

増減数(人) -12,017 -1,545 -746 -111 -431 -214 -43

前年同月比(％) -0.7 -1.4 -1.2 -1.5 -1.8 -1.6 -0.8

県全体 奄美群島

県全体

奄美地区

215,280 255,269 -15.7

17,844 18,875 -5.5

平成28年４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 401 16 385 214 7 163 17 34,433 1,790 153,431

緯　　絣 44 0 44 2 0 41 1 1,696 174 6,748

計 445 16 429 216 7 204 18 36,129 1,964 160,179

累　　　　計男物女物別 　染　　　　　　　　　　　　　　　　 別
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６月下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

6月19日 健康企画課 ハンセン病問題を正しく理解する週間（25日まで）

6月23日 住用小学校

6月28日 龍北小学校
衛生・環境室 ハブ咬傷予防教室


