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昔ながらの珊瑚の石垣が多く残る阿伝集落。台風が多い土地ならではの家を守る知恵から，集落の中心はどの

道も，高く積まれた石垣とガジュマルの木が続いている。（鹿児島県観光サイト かごしまの旅より）
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今年は奄美大島，喜界島で新規就農者５名が誕生しました！

大島支庁農政普及課 技術普及係長 二川 裕一

奄美大島，喜界島では，温暖な気候を活かし，さとうきびやタンカン，マンゴー，パッションフ

ルーツなどの果樹，カボチャ，トマトなどの野菜，生産牛などを組み合わせた多様な農業が展開

されています。

また，奄美市，瀬戸内町，喜界町においては，研修センターで就農希望者を受け入れて１年

間研修を行っており，新規就農者の育成を行っています。

このような中，大島地区指導農業士会，大島地区普及事業協議会，大島支庁の共催により，

６月７日，奄美文化センター会議室にて，「新規就農者励ましの会」を開催しました。

当日は，大島支庁長をはじめ，指導農業士，女性農業経営士，農業青年クラブ，市町村，ＪＡ

など約７０名の出席のもと，今年度の対象となる新規就農者５名（奄美市３名，瀬戸内町２名）全

員が参加し，就農の門出を祝いました。

ここ数年，奄美大島・喜界島の新規就農者

は，その過半数が果樹部門への就農であり，露

地のタンカン，施設パッションフルーツが多い状

況です。

次に多いのがカボチャ，トマト等の野菜，サト

ウキビの順となっており，果樹，野菜，サトウキ

ビの３分野で９０％を占めています。

今年の５名の新規就農者についても，果樹部

門が３名と多くを占めました。

【松本支庁長の励ましのあいさつ】

【新規就農者５名からの自己紹介】 【記念品贈呈】

会では，大島地区指導農業士会長や松本支庁長からの励ましの言葉をはじめ，新規就農者

の抱負発表や記念品贈呈が行われ，さらには来賓を代表してＪＡあまみ統括理事より激励の言

葉をいただきました。
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後半では，新規就農者を支援する組織の紹介と今年の研修計画等の紹介を行いました。

指導農業士会は組織紹介を行った後，指導農業士全員から助言をいただき，女性農業者組織

「うなりまーじん会」と大島地区青年農業者クラブからはその代表より組織紹介をしていただきま

した。

会終了後は，ホテルビッグマリンのビアガーデンにて，新規就農者を囲み情報交換会を行

い，これからの農業について語り合いました。

今後の新規就農者の活躍を期待しています。

【指導農業士会の組織紹介と助言】 【うなりまーじん会副会長より組織紹介】

【新規就農者を囲んで記念撮影】
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平成29年度鹿児島県青少年保護育成条例に基づく立入調査結果について

大島支庁総務企画課 地域振興係 福山 和良

県では，青少年（18歳未満）を取り巻く社会環境を浄化することによる，青少年の保護・健全

育成を目的として，鹿児島県青少年保護育成条例に基づく立入調査を実施しています。

大島支庁でも平成29年７月～８月の『夏の「郷土に学び・育む青少年運動」期間』を中心に，

次のとおり奄美群島内の立入調査を行いました。また，平成30年２月には，包丁を取り扱う店舗

を中心に緊急立入調査も行いました。

◆ 主な調査事項

営業者が「青少年への有害図書等，有害がん具刃物等の販売等禁止」，「青少年からの買

い受け制限」，「深夜の立入制限」を認識しているかどうかを主に調査します。

◆ 営業者等への依頼

・ がん具販売業者の皆様へ

エアガン（一定の機能を有するもの）を青少年に販売することは，鹿児島県青少年保護育

成条例で禁止されています。

※ 一定の機能とは，約３m離れたところから新聞紙５枚以上を貫通する機能又は，水平で

20ｍ以上の飛距離を有する機能のことです。

・ カラオケボックス，インターネットカフェ，漫画喫茶の皆様へ

カラオケボックス，インターネットカフェ，漫画喫茶では，

深夜に青少年を立ち入らせてはいけません。

また，入り口の見やすい場所に，深夜の青少年の立入を禁止

する旨を表示しなければなりません。

※ 「深夜」とは，午後11時から午前４時までをいいます。
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・ 古物業者（古書買取・販売店，ゲームソフト買取・販売店，リサイクルショップ）の皆様へ

古物業者は，保護者の委託や同意がない場合に，

青少年から物品を買い受けてはいけません。

・ 刃物販売業者の皆様へ

ナイフ（次の機能と構造を有するもの）を青少年に

販売することは，鹿児島県青少年保護育成条例で

禁止されています。

「機能と構造」

鋭利な切先及び刃物を有し，人体に危害を及ぼす

おそれのあるもので，刃体の長さが６cmを超えるもの

（ただし，果物ナイフ，カッターナイフは除きます）。

◆ 調査結果

今回の調査では，著しく青少年に悪影響与えているような問題点や目新しい問題点は

認められず，前回の調査時に指摘した事項が改善されている店舗が多く見受けられました。

なお，レディースコミックの成人コーナーへの設置の徹底が不十分であり，平成30年度も

引き続き調査を実施し，協力を求めることとしています。



- 5 -

大型クルーズ船「にっぽん丸」喜界島寄港

大島支庁喜界事務所 総務係長 西原 寛人

大型クルーズ船「にっぽん丸」（商船三井客船，２万2,472トン）が６月６日（水）午前９時30分，

喜界島湾港に寄港しました。

今回は広島から，乗員・乗客合わせて420人

を乗せ，喜界島に２度目となる寄港を果たしま

した。

入港後の歓迎セレモニーでは，喜界町の川

島 健勇町長が，「ありのままの喜界島をお楽

しみください」と歓迎のあいさつを行いました。

【歓迎のあいさつをする川島健勇町長】

喜界島の紬美人４人から，サトウキビを贈呈

される「にっぽん丸」の村上船長，火置機関

長，川野ゼネラルマネージャー，永井クルーズ

ディレクターの４人。うち永井クルーズディレク

ターは，喜界島の出身。

さとうきびの贈り物は，乗客の皆さんにも好

評だったようで，その後は船内に飾られたとの

ことでした。

【「にっぽん丸」の乗員にサトウキビ贈呈】

「にっぽん丸」の主な乗員

左から火置機関長，村上船長，川野ゼネ

ラルマネージャー，永井クルーズディレクター。

今回のクルーズは，広島発着で寄港地が喜界島のみの旅とのことでした。「島の特産品をた

くさんお買い上げいただけた」と，出店業者の皆さんから喜びの声が多く聞かれました。
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【物産ブースで買い物を楽しむ乗船客の皆さん】

喜界島芸能ステージでは，島唄や琉球舞踊，上嘉鉄八月踊りなどが披露され，乗船客の皆

さんを楽しませていました。

下の写真は，左が上嘉鉄八月踊りを披露する様子。写真右は，芸能ステージを楽しむ乗船

客の様子。

今回はシマあるき（集落ガイド）も催され，午

前の部が３回，午後の部が１回実施されまし

た。

行程としては，「代官所跡→村田新八修養

の地→高千穂神社→ガジュマル並木→御殿の

鼻」のコース順で実施されました。

左の写真は，村田新八修養の地を見学して

いるところです。
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見送りは，紙テープと六調の生唄・生演奏で盛大に行われました。

船からの「また，来るねー」の大合唱に対し，岸壁からは「また，うもーりよー」の大合唱で返し

ていました。
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ゴマダラカミキリ捕獲大会を開催

～喜界町のカンキツを守れ！！～

大島支庁農政普及課（喜界町駐在） 技術主査 川畑 強

喜界町果樹振興会主催の「ゴマダラカミキリ捕獲大会」が平成30年６月３日に開催され

ました。

１ 「ゴマダラカミキリ」とは

カンキツ類の害虫として知られるカミキリ

ムシ科の甲虫です。

成虫の体長は，３cm程度で全体に光沢の

ある黒色をしておりハネには白色の不規則

な斑点があります。

【ゴマダラカミキリ 白い斑点が特徴！！】

一匹のカミキリムシの幼虫が若いみかんの木に食い込んだだけで，樹が枯死したり，衰

弱します。１匹の虫が与える被害としては最大級の害虫です。

２ 喜界島での発生は？

昭和の時代までは，喜界島のカンキツに被害を及ぼすこともなく問題になりませんでし

たが，平成に入ってから被害が見え始め，徐々に増えて喜界島全域の問題になりました。

喜界島のある生産者の話では，全盛期は１戸でタンカンを約80t生産・販売していたが，カ

ミキリムシの被害により，平成10年代頃には壊滅状態になり，ほぼ収穫皆無になったとの

ことでした（１日に200～300匹を捕殺しても，被害を抑えられなかったとのことでした）。

３ 喜界島における現在の防除に至るまでの経緯

このままでは，島内のタンカンや主な在

来カンキツが全滅するという危機感を持っ

た町が，鹿児島大学の協力の下調査を開

始。

平成24年から島の２集落で３年間「バイオ

リサ・カミキリ」という微生物農薬を使って実

証実験に取り組み，効果がみられたことか 【カミキリ防除対策説明会】
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ら，平成27年から５年間島内全域のカンキ

ツの樹すべてに「バイオリサ・カミキリ」を設

置し，一斉駆除を実施しています。

また，それと並行して喜界町果樹振興会

が，買取事業（当初は10円/１匹で今年度か

ら100円/１匹と大幅アップ！！）を行って，

全滅に向けた取組を進めています。

【防除資材設置現地説明会】

４ 「ゴマダラカミキリ捕獲大会」を初開催！！

このような取組で防除効果が現れてはきているものの，より一層効果を上げるために島

内の子供達にもゴマダラカミキリムシがみかんの大害虫であることを知ってもらう目的で，

町のスポーツクラブに声掛けし，果樹振興会主催の第１回「ゴマダラカミキリムシ捕獲大

会」を６月３日に開催しました。

【果樹振興会長のあいさつ】 【町担当者説明】

当日は，９チーム45名（保護者同伴）の参加者で，最初に果樹振興会の会長が，みかん

の大害虫であることや撲滅に向けた取組を紹介し，町担当者が，ムシの多い場所や捕まえ

方等を説明した後，午前８時過ぎから午前中いっぱいチーム対抗戦で町内各地で捕獲に

挑戦しました。

【島内全域で捕獲に奮闘中】
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５ 結果は

子供達の頑張りで128匹が捕獲されました。捕獲数の上位３チームには，後日，果樹振

興会より「マンゴー，パッションフルーツ」詰め合わせを賞品として贈呈する予定です。

今年度初めての開催でしたが，参加した子供達にも興味を持ってもらえたようで「来年も

開催して」との声も多く聞かれたことから，果樹振興会では次年度も開催する計画です。

【果樹振興会会員で確認中】 【会長から賞品目録贈呈】

【"優勝のつぶつぶたいじ"ﾁｰﾑ】
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平成30年度新規採用職員を紹介します！（その３）

大島支庁喜界事務所 福祉係 主事 弥栄 尚人
み え なお と

今年度より，大島支庁喜界事務所福祉係に，新規採用職員と

して配属されました弥栄尚人と申します。入庁前は鹿児島大学

教育学部に所属しておりました。鹿児島県の発展に大きく貢献で

きる鹿児島県職員として働きたいと強く感じていました。今その

願いが叶いとても嬉しく思います。

喜界事務所に配属が決まり，同じ場所で働く新規採用職員が

自分だけと知ったときは，不安でいっぱいでしたが，喜界事務所

の方々は係の隔たり無く暖かく接してくださるのでとても充実した毎日を送っています。

福祉係では，生活保護の業務を担当することとなりました。福祉について学ぶ機会がこれま

でに無かったので，毎日が勉強の日々で目が回るような忙しさです。しかし，前任の担当者や生

活保護業務を担当する福祉係の職員の皆様から優しく親身に，時には厳しく指導いただくことで

少しずつ業務にあたることが出来ています。

毎日の業務を素早く確実に行っていけるようこれからも日々努力していきたいと思いますの

で，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 総務課 用地管理係 主事 金里 知樹
かねざと とも き

今年度より大島支庁徳之島事務所の総務課に配属されました

金里知樹と申します。

出身は鹿児島市で大学進学の際に福岡へ行き，卒業後，鹿

児島に帰ってきました。今まで離島を訪れたことがなかったので

徳之島に来てみて，自然の雄大さや徳之島の方々の温かいお

声がけに感動しました。実際にビーチに行き，透き通った海を見

て夏が待ち遠しくなりました。

まだ来て２か月しか経っていないため，まだまだ発見できてい

ない徳之島の素晴らしいところがあると思うので，たくさんの場所に足を運び，さまざまな体験を

していきたいです。また，多くの方々と関わりを持つことが好きなので，地域の方々と交流し，親

交を深めていければと考えています。

私は，主に道路の管理や河川の管理などの業務を行っています。まだまだ，分からないこと

ばかりで，多くの先輩方に教えていただきながら業務を行う日々が続いています。

できるだけ早く県民の方々や職場の方々のお役に立てるように日々努力して参りますので，

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 保健衛生環境課 疾病対策係 保健技師 大迫 由佳
おおさこ ゆ か

今年度より，大島支庁徳之島事務所保健衛生環境課に新規

採用職員として配属されました大迫由佳と申します。出身は日

置市で，大学では看護学を専攻していました。

島を訪れることに加え，一人暮らし・就職も初めてで，毎日が

学びの連続です。徳之島の豊かな自然やあたたかな人柄に触

れながら，県職員として・人間として成長していきたいと思いま

す。

体を動かすことが好きで，学生時代は夏休みに小学生たちと

100㎞完歩したり，フルマラソンに挑戦したりしました。徳之島は，ハーレー舟やトライアスロンな

どスポーツも盛んであるため，多くのことに挑戦していきたいです。

仕事では，主に感染症と難病を担当しています。右も左も分からない状況ですが，上司や先

輩方から多くのことを吸収していきたいです。

一つ一つの出会いを大切に，県民の皆様の心に寄り添い，信頼される保健師を目指していき

たいと思います。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 保護第二係 主事 今村 将貴
いまむら まさ き

今年度より，大島支庁徳之島事務所福祉課保護第二係に新

規採用職員として配属されました今村将貴と申します。出身は

鹿児島市で，大学時代まで鹿児島市で過ごしました。

大学では日本史を専攻し，鹿児島の歴史や文化を中心に学

びました。卒業研究では，薩摩藩が明治維新を達成するにおい

て重要な資金源となった「黒糖」をテーマに当時の交易体制や

薩摩藩が奄美諸島の人々に課していた過酷なサトウキビ栽培の

実態について論文をまとめました。黒糖製造が盛んな徳之島が

初任地だと分かった時，浅からぬ縁を感じたことが強く印象に残っています。

日々の業務は，生活保護業務を担当しております。これまで福祉を専門的に学んだことは無

く，至らない点も多々ありますが，上司や先輩方に優しく教えて頂きながら日々の業務に取り組

んでおります。

一日でも早く仕事を覚え，一人前の県職員，ケースワーカーになれるよう業務に励んで参りた

いと思っておりますので，皆様どうぞよろしくお願いいたします。
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大島支庁沖永良部事務所 総務福祉課 福祉係 主事 新村 和樹
しんむら か ず き

今年度より大島支庁沖永良部事務所に配属されました，新規

採用職員の新村和樹と申します。

出身は鹿児島市で，大学では水産経済学を専攻していまし

た。

着任して２か月ほどが過ぎましたが，離島での生活は初めて

なので，毎日新たな発見でいっぱいです。

美しい自然と地域の方々の温かい出迎えのもと，ここ沖永良

部島で県職員としてのスタートが切れることをとても嬉しく思いま

す。

休日にはソフトボールをしたり，海に行ったりと充実した日々を送っています。今は夏が待ち

遠しく，ダイビングやバーベキューをして島の暑い夏を全力で楽しみたいと思っています。

担当業務は福祉係の生活保護となりました。まだまだわからないことが多く，勉強の毎日です

が，先輩や上司の方々がいつも親切にご指導してくださるおかげで，毎日楽しく業務にあたって

います。

まずは目の前のことに一生懸命取り組み，一日でも早くチームの一員となれるよう，初心を忘

れず前向きに努力していく決意です。これからどうぞよろしくお願いいたします。
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統計情報

１ 鹿児島県毎月推計人口

平成30年６月１日現在の奄美群島の人口は106,050人で，前年の同月と比べて，1,334人

減少しています。

県全体 奄美群島
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) 1,616,066 106,050 59,283 6,863 22,438 12,422 5,044

前年同月(人) 1,627,559 107,384 59,917 7,024 22,777 12,569 5,097

増減数(人) -11,493 -1,334 -634 -161 -339 -147 -53

前年同月比(％) -0.7 -1.2 -1.1 -2.3 -1.5 -1.2 -1.0

２ 鹿児島県観光動向調査

平成30年５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306,121人で，前年同月比0.3％の増となっています。

奄美地区は，国内からの宿泊客，海外からの宿泊客ともに減少して前年同月比4.5％の減

となっています。

（単位：人，％）

平成30年５月 前年同月比

県全体 306,121 0.3

奄美地区 22,833 ▲4.5
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３ 大島紬

平成30年６月の生産反数は315反で，前年同月の生産反数461反と比較して31.7％の減少

となっています。

７月の主な行事

日 付 担 当 課 行 事 場 所

７月14日 衛生･環境室 6.26ヤング街頭キャンペーン 大島支庁，名瀬ｱｰｹｰﾄﾞ等

７月17日 県税課 自動車税督促状発送（指定期限7/31）

７月18日 総務企画課 大島地域共生・協働推進協議会総会 大島支庁４階大会議室

７月24日 農政普及課 奄美地区農業委員会連絡協議会総会 奄美観光ホテル

７月24日 農政普及課 大島地区農業改良普及事業協議会総会 奄美観光ホテル

７月24日 農政普及課 奄美群島糖業振興会総会 奄美観光ホテル

７月24日 農政普及課 奄美群島農政推進協議会総会 奄美観光ホテル

７月28日 建設 課 , 衛 生 ･ 環 境 室 「道の日」世界自然遺産奄美群島クリーンアップ大作戦 奄美市名瀬市街地

《 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

男物 女物 泥染 泥藍染 藍染
化学
染料染

草木染
複数
染料染

反数
生産金額
（千円）

経 緯 絣 290 38 252 127 5 116 42 24,910 1,696 145,194

緯　　絣 25 2 23 2 0 19 4 998 152 6,064

計 315 40 275 129 5 135 46 25,908 1,848 151,258

反数
生産金額
（千円）

累　　　　計男物女物別 染　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　別


