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全国一斉路上軽油抜取調査を実施しました

～ 成敗！！ 不正軽油 ～

大島支庁県税課 課税係 主事 富岡 俊樹

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29年10月18日（水） 午前９時30分から午前11時00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）
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１ 平成29年度 全国一斉路上軽油抜取調査の実施結果

班 編 制 班数 人員 調 査 場 所 本数 結 果

（班） （人） （本）

鹿児島地域振興局 2 9 国道３号線 40 混和なし

南薩地域振興局 合同 鹿児島市小山田

北薩地域振興局

姶良・伊佐地域振興局 2 8 県道63号線 40 混和なし

大隅地域振興局 志布志市有明町伊﨑田

熊 毛 支 庁 1 6 国道58号 4 混和なし

熊毛郡中種子町納官 10/19実施も雨のた

め途中で終了

大 島 支 庁 1 7 国道58号 20 混和なし

大島郡龍郷町中勝

計 6 30 104

２ 過去５年間の実績（県全体）

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

調査箇所数 4 4 4 3 4

抜 取 本 数 103 104 99 57 91

混和検出数 0 0 0 0 0
＊全国の実施結果は，11月中に軽油引取税全国協議会から発表される予定です。

本県においては，平成19年度の一斉調査を最後

に，今年度まで，一斉調査では，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・使用はもちろん，不正軽油

に使用されることを知りながら材料を提供・運搬した

人，不正軽油を製造する場所を提供した人などにも，

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。

不正軽油ホットライン

電話 099-286-2202（税務課間税係）

Ｅメール kanzei@pref.kagoshima.lg.jp

合同
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国営事業完工式の歓迎会にバンド出演しました♪

～音楽の素晴らしさを次世代へ～

徳之島事務所農村整備課 計画係 技術主査 德満 宏律

去る10月11日に，国営徳之島農業用水事業完工式が開催され，本県からも小林副知事，川

野農政部長，鎮寺大島支庁長のほか約20名が出席し，各町の皆様と一緒に徳之島ダムの完成

を盛大に祝いました。

唐突ですが，仕事の話はさておき，今回は完工式の前日に開催された歓迎会における余興

（バンド演奏）について投稿します。

遡ること４月。ある飲み会の席で徳之島町の高岡町長が「歓迎会はお金を掛けずに自分たち

で最大限のおもてなしをしたい！」との熱い思いを述べられ，その意気込みに賛同してバンド演

奏をすることが決定しました。

とは言うものの，当日のバンド演奏に向けてしなければならないことは多々あります。

まずはメンバーの選定から。そもそも我々農業土木職員は楽器を演奏する職員が比較的多

く，至る職場で「バンド」が結成され，地域の敬老会から職場の忘年会まで，大小問わず様々な

イベントに出演したりする技術者集団です。

当課にはボーカル，ギター，ドラムはいましたので，ベースは大島支庁農村整備課の玉泉課

長に，キーボードは徳之島町健康増進課の村上課長補佐にお願いし，サックスの高岡町長，三

味線の富田徳之島町議会議員も加入して，晴れて７名のメンバーが決定しました。

ちなみに，バンド名はメンバー全員が亀津に縁があったことから『THE KAMETZ』(ザ・カメッ

ツ)に決定。（“スピッツ”みたいな感じで･･･）

次に演奏曲。歓迎会では，我々のバンド演奏以外にも多くの余興が準備されていたことから，

曲数は３曲（２曲＋アンコール１曲）に絞りました。（※アンコールはサクラです。）

また，今回の様なオフィシャルの場では，マイナーな曲ではなく誰もが口ずさむことができる

曲が好まれますので，高岡町長のリクエスト曲『涙そうそう』，これまでの経験上絶対に外せない

（外さない）曲『島人ぬ宝』，そして懐メロから『上を向いて歩こう』に決定しました。

演奏曲が決定したら譜面の作成に取りかかります。農業土木職員で代々引き継がれている

Excelシートにコードや歌詞を入力し，たまには原曲と違って簡単なコードに直したりと，お酒が

入ってからの演奏を想像して若干の工夫？を凝らします。
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そして練習です。基本は自主練で，全体練習は９月と歓迎会前日の２回と少なめでしたが，そ

れぞれのスキルが高く，正直なところ１回目の練習で「大丈夫」と確信しました。

また，練習会場の確保が最も大変ですが，徳之島町亀津にある「ＭＪホール」のマスターであ

る川さんに快く承諾していただき，音響・空調設備が整った快適な環境で練習できたことに心よ

り感謝しています。

いよいよ本番です。少々上がり気味の当課の内課長（ボーカル）をよそ目にアルコールで顔

が紅潮してしまった祝迫技術主幹（ドラム）へ玉泉課長（ベース）から「ゆっくりなテンポで入りま

しょう」との合図で演奏が始まりました。

高岡町長の会場全体に響き渡る渋いアルトサックス，富田議員の軽やかな音色の三味線，村

上補佐の美しい和音を奏でるキーボード，そして会場の皆さんの手拍子，指笛，踊りで「一体

感」も生まれ，とても楽しい演奏となりました。

今回の演奏を通して「音楽って素晴らしい！」と改めて思いました。音楽を聴くことも歌うことも

演奏することも踊ることも，その“魅力”を再認識しました。

特に，演奏は楽器さえあれば一人でも十分楽しめますし，スポーツと違って体力・年齢は関係

なく引退もありません。

皆さんも一緒に演奏してみませんか。「久しぶりに楽器を弾こうかな」「初心者だけど大丈夫か

な」と思われた方，是非，近くの「農村整備課」までお問い合わせください。

〔THE KAMETZ〕

Vocal:内 智昭 Bass：玉泉 利幸 Drums：祝迫 良二 Guitar：德満 宏律

Alto Saxophone：高岡 秀規 三味線：富田 良一 Keyboard：村上 和代

Special Thanks： MJ hall
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「鹿児島レッドリボン月間」について

大島支庁健康企画課 疾病対策係長 新川 奈緒美

11月16日(木)から12月15日(金)は，鹿児島レッドリボン月間です。今回は，鹿児島レッド

リボン月間の目的とＨＩＶ感染者・エイズ患者の現状について，御説明します。

１ レッドリボンについて

「レッドリボン（赤いリボン）」は，古くからヨーロッパに伝承される風習のひ

とつで，もともと病気や事故で人生を全うできなかった人々への追悼の気持

ちを表すものでした。

この「レッドリボン」がエイズのために使われ始めたのは，アメリカでエイズ

が社会的な問題となってきた1980年代の終わりの頃でした。このころ，演劇

や音楽などで活動するニューヨークのアーティスト達にもエイズが拡がり，エ

イズで死亡する人々が増えていきました。

そうした仲間達に対する追悼の気持ちとエイズに苦しむ人々への理解と支

援の意思を示すため，「赤いリボン」をシンボルにした運動が始まりました。

この運動は，その考えに共感した人々によって国境を越えた世界的な運動として発展し，

ＵＮＡＩＤＳ（国連合同エイズ計画）のシンボルマークにも採用されています。

２ 鹿児島レッドリボン月間について

本県においては，この「レッドリボン」の趣旨に賛同し，ＷＨＯ（世界保健機関）が1988年に

エイズのまん延防止と感染者・患者に対する差別・偏見の解消を図ることを目的として定めた

12月１日の「世界エイズデー」を中心とした１か月（11月16日～12月15日）を「鹿児島レッド

リボン月間」と定めています。

この月間は，エイズに関する正しい知識の普及啓発を図ることにより，エイズの予防及び感

染者・患者等が尊厳をもって暮らせる社会づくりを推進するともに，休日又は平日の夜間に

ＨＩＶ抗体検査を実施することにより，感染者・患者の早期発見に努めることを目的としていま

す。

「レッドリボン」は，

あなたがエイズに関して偏見をもっていない，エイズと共

に生きる人々を差別しないというメッセージです。
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３ 全国におけるＨＩＶ感染者・エイズ患者の報告状況

全国における平成28年の新規ＨＩＶ感染者

（1,011人）・エイズ患者（437人）の報告数は，

合計1,448人で，近年は横ばい傾向が続いて

います（1日当たりに換算すると，約４人の報

告）。

しかしながら，診断時に既にエイズを発症

している割合が，30.2％（前年29.8％）と，約

３割のまま推移しており，これは，早期発見の

ための検査の機会を逸しているものと考えら

れます。

図 全国における報告数の年次推移

感染経路は，ＨＩＶ感染者の72.7％（735件），エイズ患者の55.1％（241件）が同性間性的接

触です。そのうち，日本国籍男性の同性間性的接触による感染は，61.6％（892件）と最も多

く，異性間の性的接触は，14.4％（209件）です。

年齢は，ＨＩＶ感染者では，20～30歳代が62.3％（630件）と多く，エイズ患者では，20歳以

上に幅広く患者が見られ，特に，40歳代に多い傾向が続いています。

４ 県内のＨＩＶ感染者・エイズ患者の報告状況

本県では，昨年新たに報告されたＨＩＶ感染者数は６人，エイズ患者数は５人の計11人で，

本年は，10月末現在，計14人の報告があります。

５ エイズの基礎知識（Ｑ＆Ａ）

Ｑ１ エイズ（後天性免疫不全症候群）って何？

Ａ１

エイズは，ＨＩＶ（ヒト免疫不全ウイルス）に感染することによって起こる病気ですが，

ＨＩＶ感染＝エイズということではありません。ＨＩＶに感染すると，通常６～８週間経過し

て，血液中にＨＩＶ抗体が検出されます。感染から数週間以内にインフルエンザに似た症

状が出ることがありますが，この症状からはＨＩＶ感染をしているかどうかを確認することは

できません。ＨＩＶ検査を受けることで初めて，感染の有無を確認することができるので

す。

ＨＩＶ感染後，自覚症状のない時期（無症候期）が数年続き，さらに進行すると，免疫が

低下し，本来なら自分の力で抑えることのできる病気（日和見感染症）などを発症するよう

になってしまいます。このようにして，抵抗力が落ちることで発症する疾患のうち，代表的

な23の指標となる疾患が決められており，これらを発症した時点でエイズ発症と診断され

ます。現在はさまざまな治療薬が出ており，きちんと服薬することでエイズ発症を予防す

ることが可能になっています。
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Ｑ２ 感染経路は？

Ａ２

ＨＩＶ（ヒト免疫不全ウイルス）の感染力は弱く，性行為以外の社会生活のなかでうつる

ことはまずありません。ＨＩＶは主に３つの経路で感染します。

① 性行為による感染

性行為による感染は最も多い感染経路です。ＨＩＶは主に血液や精液，膣分泌液に多

く含まれています。性行為におけるコンドームの正しい使用は，ＨＩＶ感染症／エイズ予

防にとって有効な手段です。

② 血液を介しての感染

ＨＩＶが存在する血液の輸血や覚せい剤などの依存性薬物の"回し打ち"による注射

器具の共用などによって感染します。

③ 母親から赤ちゃんへの母子感染

母親がＨＩＶに感染している場合，妊娠中や出産時に赤ちゃんに感染することがあり

ます。日本では，母親がＨＩＶ感染症の治療薬を飲むことや母乳を与えないことで，赤

ちゃんへの感染を１％以下に抑えることができます。

（参考 ＡＰＩエイズ予防情報ネット）

近年，治療法の進歩により，ＨＩＶ陽性者は，感染の早期把握，治療の早期開始・継続

によりエイズの発症を防ぐことができ，ＨＩＶに感染していない人と同じような生活を送るこ

とが期待できるようになりました。

また，治療の継続により体内のウイルス量が減少すると，ＨＩＶに感染している人から他

の人への感染リスクが顕著に低下することも確認されています。

しかし，現実には，このような変化が，正確な情報として住民全体に十分に伝わってい

るとは言えず，ＨＩＶ感染者やエイズ患者は，原因不明で有効な治療法が無く死に至る病

であった時代の認識に留まっている場合が少なくありません。そして，そのことがＨＩＶ感染

を心配する人たちを，検査や治療から遠ざけ，また，差別や偏見を招く一要因になってい

るとも言われています。

したがって，エイズに対する古いイメージを払拭し，正しく理解することが必要です。

感染しやすい行為をすれば，誰でもうつる可能性があり，他人事ではない「自分の問

題」として考えることが大切です。本月間を機会に，皆様がこの疾患について，正しく理解

してくださることを真に望んでいます。

名瀬保健所では，本月間中に，以下の日程で夜間にも検査を実施します。

平成29年11月29日（水） 午後５時～午後７時（要予約）

※検査は，匿名，原則無料で受けられます。
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世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」 ④

～鹿児島の３つの遺産について～

大島支庁総務企画部長 田中 完

前回は，世界文化遺産登録に至る10年間の取組経緯について説明させていただきました。

今回は，23の遺産のうち，日本の産業の近代化の原点である旧集成館を含む３つの鹿児島の

遺産の概要や興味深いお話について御紹介します。まずは，鹿児島市磯にある旧集成館（反射

炉跡，機械工場，鹿児島紡績所技師館），そして，集成館事業を稼働するために不可欠な施設

であった，寺山炭窯跡（吉野台地の北東部）と関吉の疎水溝（同台地西方の下田町（しもたちょ

う））です。

１ 旧集成館

まず，旧集成館についてお話をさせていただきます。1842年，アヘン戦争で清（中国）が

イギリスに敗れ，欧米列強に対する危機感が広まる中で，1851年に第11代薩摩藩主になっ

た，幕末の名君と謳われた開明君主，島津斉彬は，日本を強く豊かな国にするために，軍備の

強化だけでなく，人々の暮らしを豊かにする必要があると考え，鹿児島市磯の地に「集成館」と

名付けた日本初の洋式工場群を築きました。

「旧集成館」の範囲は，仙厳園から旧鹿児島紡績所技師館（いわゆる，異人館）までの，赤

線で囲まれた範囲になります。仙厳園まで含めているのは，園内にある別邸が，国内外の要

人をもてなし，交流する場であり，藩主はこの別邸で集成館事業を構想し，事業を指揮してい

たからです。
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160年前の集成館はこのような状況でした。これは，1857年に佐賀藩士が磯地区を訪問し，

当時の様子を描いた「薩州鹿児島見取絵図」です。赤の矢印で示しておりますが，砂鉄と木炭

を投入して素材としての鉄を得るための高炉と，その鉄を反射熱で溶かして鋳型に流し込み大

砲の砲身をつくるための反射炉，そして，大砲の砲身に穴を開ける鑽開台が見えます。また，

高炉と鑽開台にそれぞれ水路が引かれていますが，高炉のふいごを動かしたり，砲身に穴を

開けるために砲身を回転させたりするために水車が使用されていました。最盛期には，ここに

1,200人もの職工が働いていたと言われており，相当活気にあふれていたと思われます。
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鉄を溶かすのは簡単なことではなく，前回御紹介した，世界遺産登録の取組のきっかけをつ

くっていただいた故スチュアート・スミス先生が，反射炉跡で鉄製大砲をつくっていたという説

明を聞かれて「そんな簡単に鉄を溶かすことができるはずはない」とおっしゃったそうです。

実際，1851年に島津斉彬が藩主となり，鶴丸城内で反射炉づくりに向けて，まず佐賀藩から

入手したオランダの技術書をもとに反射炉の模型で実験が始められ，翌年１号反射炉に着工

しましたが，湿気対策の不備からうまく温度が上がらずに鋳造に失敗したり，1,500℃近い高温

に耐えられるレンガではなかったため，レンガが鉄とともに溶けてしまったり，さらには，基礎工

事が不十分であったため炉本体が傾いてしまったりしてうまくいきませんでした。そのとき，斉

彬は担当者に「西洋人も人なり，佐賀人も人なり，薩摩人も人なり」と言って励まし，1854年に

２号炉の建設に着手し，天草陶石を用いた耐火度の高いレンガができ，湿気対策なども講じ

て，３年かけてようやく完成・操業しました。

２ 寺山炭窯跡

２つ目の遺産は，白炭を製造した「寺山炭窯跡」です。集成館事業の反射炉の燃料や高炉で

鉄を作るための原料として大量の木炭が必要になり，島津斉彬は責任者と２名の担当者を紀

州，今の和歌山県の熊野へ派遣し，担当者はそこで50日間ほど滞在し白炭の焼き方を学びま

した。さらに，紀州からも炭山師２名を招聘して白炭製造に従事したほか，県下各地の調査もし

てもらっています。白炭に適したシイやカシの多い寺山に３箇所建設されましたが，現在確認さ

れているのはこの１箇所だけで，世界にも類を見ない大きさです。

集成館事業の燃料・原料として必要
な良質の白炭を製造（「寺山炭窯跡」）

1
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３ 関吉の疎水港

３つ目の遺産は，集成館に水を供給していた「関吉の疎水溝」の取水口（旧取水口）で，左上

の図のとおり，磯の集成館から約７キロ離れた位置にあり，地層の境目に沿って掘り進めること

で，勾配が0.077°と，ほぼ水平の驚くべき水路が構築されました。当時の技術者の地形や地

質を理解する能力や測量技術が並外れたものであったと推測されます。関吉の疎水溝は，集

成館事業の高炉に水車を回してふいごに風を送ったり，大砲の砲身に穴を開ける装置（鑽開

台）を動かしたりするための水車を回すために安定した水を供給したものです。

左岸側の取水口

集成館の工場群の工業用水を確保（「関吉の疎水溝」（取水口））

右岸側の取水口

取水イメージ

ノミの跡

3
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いろいろな文献を調査した結果，もともと1467年，室町時代末期に水田や水路があったとい

う記録があり，1691年には旧取水口ができ，下流の水田に水を供給する用水路が整備されま

した。1722年に島津吉貴が隠居後に仙巌園に常駐するようになり，仙巌園への給水を目的と

して疎水溝が整備され，さらに，1852年に斉彬がその水路を改修・延長して集成館の水車に引

き込んだことが分かっています。集成館当時の取水口は大正時代に水害で決壊し，1913年に

少し上流に新たな取水口が整備されました。

以上，世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」における鹿児島の３つの遺産について御

紹介しました。

来年，2018年は，明治維新（1868年）から150年と節目の年で，その明治維新は，平成27年

７月に世界文化遺産に登録された「明治日本の産業革命遺産」が対象とする年代（1850年代

～1910年）に含まれることから，「明治日本の産業革命遺産」のそれぞれの遺産に足を運び，

その成り立ちを見ていくと，幕末に刻一刻と迫ってくる欧米列強の動きがいち早く伝えられ，危

機感を募らせ，いかに切羽詰まった状況であったかや，新しい国づくりを目指して，急ピッチで

西洋の技術や知識を吸収し，必死に近代化を加速させていったことが伝わってきて，明治維新

への理解が一層深まることと思います。この機会に，旧集成館をはじめ各地の遺産を訪ねて，

それぞれの地域の魅力に浸ってみませんか。

次回（12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，鹿児島県内の関連遺産を周遊する取組や，奄美大島の近代化産業遺産である白糖工場

跡について御紹介します。

お楽しみに。
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１０月の統計情報

１ 鹿児島県毎月推計人口

平成29年10月１日現在の奄美群島の人口は107,238人で，前年の同月と比べて，1,407人

減少しています。

２ 鹿児島県観光動向調査

平成29年９月における調査対象ホテル・旅館81施設の宿泊客数（宿泊延べ人員）は，合計

272,622人で，前年同月比10.2％の減となっています。

奄美地区は，種子島地区（3.6％）を除く他地区は減となっている中で，個人客・団体客共に

増加し，前年同月比6.5％の最も大きな伸びとなっています。

（単位：人，％）

平成29年９月 前年同月比

県全体 272,622 △10.2

奄美地区 27,070 6.5

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) 1,625,434 107,238 59,894 6,986 22,749 12,522 5,087

前年同月(人) 1,637,272 108,645 60,531 7,110 23,099 12,766 5,139

増減数(人) -11,838 -1,407 -637 -124 -350 -244 -52

前年同月比(％) -0.7 -1.3 -1.1 -1.7 -1.5 -1.9 -1.0

県全体 奄美群島

0

10,000

20,000

30,000

40,000

0

100,000

200,000

300,000

400,000

９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

奄美地区(人)県全体（人）
鹿児島県観光動向調査

宿泊客数 県全体

宿泊客数 奄美地区



- 14 -

３ 大島紬

平成29年10月の生産反数は296反で，前年同月の生産反数360反と比較して17.8％の減

少となっています。

11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 270 18 252 104 4 136 26 23,550 3,304 281,665

緯　　絣 26 0 26 3 0 17 6 1,060 311 12,274

計 296 18 278 107 4 153 32 24,610 3,615 293,939

累　　　　計男物女物別 　染　　　　　　　　　　　　　　　　 別

日　付 担当課 行　　　事 場　　　所

11月7日 農村整備課 奄美群島農業農村整備事業推進協議会中央要請活動 農林水産省外

11月22日 林務水産課 奄美群島地区植樹祭 宇検村生涯学習センター

11月23日 農政普及課
農林水産祭表彰式
（天皇杯受賞：阿室校区活性化対策委員会）

明治神宮会館

11月25日 建設課 第２回嘉徳海岸侵食対策事業検討委員会 瀬戸内事務所

11月28日 健康企画課 健康かごしま21地域推進協議会 支庁４階中会議室

11月28日 農村整備課 奄美大島水土里サークル活動推進大会 奄美観光ホテル


