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～金見崎ソテツトンネル～
ソテツの群生でできた、約200mにわたるトンネル状のアーチ。

トンネルを抜けた先にある展望台からは、釣りやダイビングのメッカであるトンバラ岩や、

遠くは奄美大島本島まで見渡すことができます。梅雨明けが近づく新月の夜は、近隣の

海岸ではオカヤドカリの産卵が行われます。

（「本物。の旅かごしま」より）
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オレンジリボンについてご存知ですか

大島支庁地域保健福祉課児童支援係 主査 若松 宏美

現在，様々な種類のキャンペーンリボンがありますが，それぞれの色には，込められた願い

があります。

その中でも，皆さんは，オレンジリボンについて，

ご存知ですか？

そして，オレンジリボンに託された願いについて

ご存知でしょうか。

（ヒント）

オレンジは，子どもたちの明るい未来を表していま

す。

オレンジリボンは

児童虐待の発生予防と早期発見を推進するシンボルマークです。

毎年11月は「児童虐待防止推進月間」として，オレンジリボンキャンペーンを実施しておりま

す。

児童虐待は子どもの生命に危険を及ぼすだけでなく，

心にも深い傷を残し，育て直しや長期間の応援を要する

ことがあります。

子どもの成長と発達を支援できるよう社会全体の責

任として，わたしたち一人ひとりの意識の中で，児童虐

待問題についての理解を一層深め，主体的にかかわり

を持てるように意識啓発を図ることが虐待防止につなが

ります。

支庁本館玄関入口に，ツリーを設置しました。

支庁本館１階ロビーに設置しています

オレンジリボンに込められた思いをご理解いただき，ツリーが暖かなオレンジ色に包まれるよ

う，リボンを結ぶ取り組みにみなさんもぜひご協力ください。
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あなたの周りに「気になる子ども」はいませんか？

「もしかしたら」と感じたら、すぐに、市町村の児童家庭相談窓口や，県の児童相談所及び地

域振興局・支庁などに連絡してください。

あなたの一報で救われる子どもがいるかもしれません。

さしのべて

あなたのその手 いち はや く

児童相談所

全国共通３桁

ダイヤル

連絡は匿名で行うことも可能です。

連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。

※一部のＩＰ電話からはつながりません。

※通話料がかかります。

１ ８ ９
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全国一斉路上軽油抜取調査を実施しました！

～ 不正軽油に喝（勝つ）！ ～

大島支庁県税課課税係 主事 瀨野 勝之

軽油に灯油や重油を混和する不正軽油は，軽油引取税の脱税だけでなく，環境汚染など様

々な問題を引き起こす原因となっています。そこで，軽油引取税全国協議会の具体的な取組と

して，毎年，全国47都道府県が連携し，主要幹線道路等で一斉に路上抜取調査を実施していま

す。

ディーゼル車や農耕用機械，船舶などの燃料として使用される軽油には，１リットル当たり

32.1円の軽油引取税が課税されています。

この軽油引取税の脱税を目的として，石油製品販売業者や自動車保有者が，軽油に，税の

課されない灯油や重油を混和し，不正な軽油を製造・販売・使用している例があります。

不正軽油は，軽油引取税の脱税だけでなく，廉価で販売されるため，正常な軽油の流通も阻

害します。

また，排気ガス中のＰＭ（粒子状物質）やＮＯｘ（窒素酸化物）を増加させ，環境汚染の原因に

もなっています。

そこで，道路走行中の自動車（ディーゼル車）から燃料（軽油）を採取し，性状分析検査を行う

ことにより，不正軽油の実態を把握し，不正軽油の製造・販売・使用に係る脱税の防止と，これ

に対する適正な課税を推進することを目的としています。

大島支庁で実施した調査の概要と結果は，次のとおりです。

１ 実施日時 平成28年10月19日（水） 午前９時30分から午前11時30分まで

２ 実施場所 大島郡龍郷町中勝 国道58号

３ 実施方法

奄美警察署との連携のもと，道路走行中のディーゼル車に停止を求め，燃料タンクからの

軽油の採取，装置による軽油の分析検査及び運転手からの聞き取り調査を行います。

軽油の不正使用が疑われる場合，軽油の購入ルートや，その自動車を保有する事業所に

対する調査を行い，適正な課税のために必要な措置を講じます。

４ 実施体制 県税課職員 ７人 奄美警察署職員 ３人

５ 実施結果 抜取本数 20本（うち不正の疑いのあったもの ０本）

全国一斉路上軽油抜取調査の目的

大島支庁の調査実施概要及び結果
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路上軽油抜取調査の様子

１ 平成28年度 全国一斉路上軽油抜取調査の実施結果

２ 過去５年間の実績

＊全国の実施結果は，11月中に経由取引税全国協議会から発表される予定です。

本県の調査実施結果

班　　編　　制
班数
（班）

人員
（人）

調査場所
本数
（本）

結　果

税　 務　 課
鹿児島地域振興局
南薩地域振興局
北薩地域振興局

2 10 国道３号線
日置市伊集院町

30 混和なし

姶良・伊佐地域振興局
大隅地域振興局

2 9 国道268号線
姶良郡湧水町鶴丸

31 混和なし

熊　毛　支　庁 1 6 国道58号
熊毛郡中種子町納官

10 混和なし

大　島　支　庁 1 7 国道58号
大島郡龍郷町中勝

20 混和なし

計 6 32 91

合同

合同

H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

調査箇所数 4 4 4 4 3

本         数 98 103 104 99 57

混和検出数 0 0 0 0 0
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本県においては，平成19年度の一斉調査を

最後に，今年度の一斉調査に至るまで，不正軽

油の使用の疑いがあるものは検出されていま

せん。

しかし，全国では，まだまだ不正軽油が検出

されています。

不正軽油の製造・販売はもちろん，不正軽油

に使用されていることを知りながら材料を提供・

運搬した人などにも，重い罰則が適用されま

す。

本県では，不正軽油による脱税を早期発見・

摘発するため，「不正軽油ホットライン」を開設

しています。これらに関する情報がありました

ら，電話またはＥメールでお寄せください。

電 話 099-286-2202（税務課間税係）

Ｅメール kanzei@pref.kagoshima.lg.jp

不正軽油に喝（勝つ）！

不正軽油ホットライン
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大島支庁のＦａｃｅｂｏｏｋを開設します

大島支庁総務企画課地域振興係 主事 大園 志保

大島支庁のＦａｃｅｂｏｏｋアカウントを開始します！

大島支庁では，奄美の魅力を発信すべく，大島支庁のFacebookを開設します。奄美に関連す

る県政情報をはじめ，豊年祭や伝統芸能等の地域行事，奄美群島内のすばらしい景色，観光ス

ポット，食文化や希少生物等について幅広く情報を発信していきたいと考えております。

もしかすると「奄美大島ってどこ？」と思われて

いる島外の方に，奄美大島ってこんなところだよと

知ってもらいたいのはもちろんのこと，島内の方に

も，「へえ～こんな鳥がいたんだ」とか，「やっぱり

ここってきれいだよね」とか，改めて島々を見ても

らうきっかけになるといいなという思いから大島支

庁のFacebook開設に至ったわけです。

ここで，少し私の個人的な話をすると，昨

年辞令交付を受けてすぐ，ここ奄美大島にや

ってきました。４月でも真夏のような暑さや，

全般的にサイズが大きめの虫など，驚く場面

は多々ありました。

でもなんと言っても，昼間はきらきらとエメ

ラルドグリーンに輝き，夕方は大きな夕日を

照らし出す，奄美の雄大な海を初めて見たと

きの感動は忘れられません！この景色を見

ることができただけでも来て良かった，と思っ

たのを覚えています。奄美大島本島だけでなく，群島内の島々を訪れてみると，それぞれ海の

色が違うんですね。それも実際に行ってみてわかった新たな発見でした。

もちろん，素敵なのは海だけではありません！食べ物，植物，地域ごとに異なる文化...と，奄

美に行ってみたいなと思っていただけるような情報を幅広くアップしていきたいと考えております

ので，是非のぞいてみてください♪
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左の画像は，アカウントのアイコンです。記念すべ

きトップバッターの顔は，与論島の百合ヶ浜です。今

後，アイコンは随時更新していきたいと考えていま

す。

これ，Facebookに載せたらいいんじゃないの，とい

うような写真や記事がありましたら，大島支庁総務企

画課地域振興係までお知らせください。喜んでアップ

したいと思います。

今後の予定

最初の更新予定は，11月に与論町で開催され

る，「危機的な状況にある言語・方言サミット（奄

美大会）・与論」です。現在，衰退しつつある奄美

の方言を語り継いでいこうというサミットです。この

サミットの様子を皆さんにお知らせしたいと考えて

おりますので，興味がある方は是非「いいね！」を

お願いします。

開 設 日 等

〇開設日（予定）：平成28年12月１日（木）

〇検索手順等

・県ホームページ→広報→県公式Ｆａｃｅｂｏｏｋ から見ることができます。

・「奄美のＦａｃｅｂｏｏｋ」で検索することもできます。

ブックマーク，お気に入りなどに追加していただければ幸いです♪
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10月の統計情報

１ 鹿児島県毎月統計人口

平成28年10月現在の奄美群島の人口は，108,713人で，前年同月と比べて1,502人減少

しています。

２ 鹿児島県観光動向調査

平成28年９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

293,122人で，前年同月比7.1％の増加となっています。

奄美地区は，23,716人で，前年同月比2.1％の減少となっています。

３ 大島紬

平成28年10月の生産反数は360反で，前年同月の生産反数436反と比較して17.4％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

10月１日現在(人) 1,637,847 108,713 60,566 7,111 23,115 12,778 5,143

前年同月(人) 1,648,752 110,215 61,291 7,213 23,513 13,008 5,190

増減数(人) -10,905 -1,502 -725 -102 -398 -230 -47

前年同月比(％) -0.7 -1.4 -1.2 -1.4 -1.7 -1.8 -0.9

県全体 奄美群島

県全体

奄美地区

293,122 273,758 +7.1%
23,716 24,217 -2.1%

平成28年９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 323 34 289 140 10 155 18 28,241 3,601 309,892

緯　　絣 37 3 34 1 0 31 5 1,454 357 14,030

計 360 37 323 141 10 186 23 29,695 3,958 323,922

累　　　　計男物女物別 　染　　　　　　　　　　　　　　　　 別
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11月～12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

11月13日 総務企画課 危機的な状況にある言語・方言サミット 与論町総合体育館

11月14日 総務企画課 離島物価問題懇談会 与論町役場

11月16日 健康企画課 鹿児島レッドリボン月間（12月15日まで）

11月17日 総務企画課 明るい選挙推進指導者研修会 大和村防災センター

11月20日 建設課 土木フェスタinあまみ 名瀬港観光船バース

11月21日 総務企画課 徳之島の観光を語ろう会 徳之島事務所

11月29日 農村整備課 水土里サークル活動推進大会 奄美観光ホテル

12月1日 健康企画課 ＨＩＶ平日夜間検査（17：00～20：00） 名瀬保健所

12月2日 総務企画課
大島本島地区赤土等流出防止対策協議会合同パトロー
ル及び検討会

宇　検　村


