
大島支庁情報誌
（平成２７年６月２２日発行 第４５号）

土砂災害の被害を防ぐために

～自分の命は自分で守る～

大島支庁建設課 技術主幹 鍋田慶一郎

１ はじめに

あなたは，「土砂災害とは何ですか？」と聞かれて，はっきりと答えられますか。土

砂くずれでしょうか。実際のところ，防災等の関係者以外，ほとんどの人は答えられま

せん。平成26年８月に，広島市で74名の方が亡くなった土砂災害，平成25年10月の伊豆

大島の土砂災害は，誰もがテレビ，新聞等で見たり聞いたりしたことがあったのではな

いでしょうか。

また，各家庭に配布されている県政かわら版の６月版には，毎年，梅雨や台風シーズ

ンに備えて，防災対策の特集が毎年，掲載されています。今回は，土砂災害とは何か，

土砂災害の危険性，土砂災害の被害に遭わないための心構え等について紹介します。

２ 土砂災害について

●土砂災害の種類

土砂災害は，降雨，地震及び火山噴火等によって発生します。土砂災害には３つの種

類があり，至るところで多様な形態で悲惨な被害をもたらします。
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●土砂災害の主な前兆現象

土砂災害は，発生前に異常な現象（前兆現象）が現れることが多いです。発見した

場合は，早めの避難を行うとともに，大島支庁，市町村役場へ連絡してください。

３ 奄美大島の集中豪雨による土砂災害

平成22年10月18～20日の秋雨前線により，奄美地方北部や奄美市住用町などが記録的

な集中豪雨に見舞われ，奄美市与蓋川や龍郷町浦地区等で，甚大な土砂災害が58件発生

しました。

平成23年９月25～27日には，奄美地方北部を中心に記録的な集中豪雨に見舞われ，奄

美市や龍郷町で土砂災害が20件発生し，死者１名，全壊１戸，半壊１戸の被害が出まし

た。
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平成23年11月１～２日に，奄美地方南部を中心に記録的な集中豪雨に見舞われ，奄美

市や瀬戸内町で土砂災害が31件発生しました。

４ 土砂災害の被害に遭わないために

雨や風が強くなる前に，安全に避難するのが一番です。避難した後に，災害が起きな

くても構いません。命も家も無事だったと思うことが大切です。

●みなさんが日頃からできることは・・・

①家の近くに危険な場所がないか調べてみる。（ハザードマップ，看板等）

②家からの避難方法や別々で避難した場合の連絡方法を家族で確認する。

③避難訓練には積極的に参加する。

④防災グッズなどを準備しておく。

■ハザードマップ（奄美市） ■危険箇所看板 ■土砂災害情報マップ警戒区域等
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●もし土砂災害の危険が迫ってきた時は・・・

①テレビ，ラジオ，インターネット等で大雨警報，雨量，河川水位などの情報を収集

■鹿児島県河川砂防情報システム ■テレフォンサービス →0997-57-6161

■県のＨＰ→http://www3.doboku-bousai.pref.kagoshima.jp/bousai/jsp/index.jsp

②「土砂災害警戒情報」が，住んでいる市町村に発表されたら，早めに避難する。

③土砂災害の前兆現象を発見した場合は，早めに避難する。

④市町村から避難勧告，避難指示が発令されたら，早めに避難する。

【避難時の注意（命を守る行動）】

・避難するときは，土砂の流れる方向とは逆に逃げる。

・外に出るのが危険なときは，建物の２階以上か，山から離れた部屋へ移る。
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●大島支庁建設課の取組

○ハード対策

土石流対策として，砂防えん堤，がけ崩れ対策として擁壁工，法面工などを整備中

土石流：15箇所，がけ崩れ：８箇所，地すべり：２箇所

【土石流】 住用町城（H22.10） 完 成

【地すべり】 龍郷町浦（H22.10） 完 成

○ソフト対策

・防災教育のために小中学校で出前講座を実施・・・Ｈ27年度10校

・土砂災害の恐れのある区域（土砂災害警戒区域等）の指定及び説明会

■出前講座（崎原小中学校） ■土砂災害警戒区域等の説明会（喜瀬）

５ さいごに

紙面の都合上，詳細な紹介はできませんでしたが，県のホームページでは，砂防事業

の概要，土砂活動などの防災情報等を提供していますので，そちらも参照してください。

現在，梅雨の期間であり，これから本格的な台風シーズンがやってきます。日頃から，

自分の職場，家などが危険な箇所，区域内にあるかどうかを事前に調べたり，避難する

時はどのようにすべきかを家族や職場で話し合うことも重要です。そして，土砂災害の

危険が迫ってきた時は，自分の命を守るために，早めの避難及び命を守る行動をとって

ください。土砂災害は，いつ，どこで発生するかわかりません。

災害で命を落としてはダメですよ！！

※参考資料：『安全・安心な郷土かごしまを創るために ２０１５』

http://www.pref.kagoshima.jp/ah08/infra/kasen-sabo/sabokozi/outline.htm
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徳之島さとうきび生産振興大会及び感謝デー

～うぎの島・単収向上で本領発揮を！～

徳之島事務所農業普及課 技術主幹兼技術普及係長 大田雄二

５月24日（日），天城町立天城小学校体育館で，「平成27年度徳之島さとうきび生産振

興大会」（徳之島さとうきび生産対策本部主催）及び「製糖終了感謝デー」（南西糖業

（株）主催）が開催され，約400名の生産者が参加しました。

平成26/27期さとうきびの製糖実績は，15万1167トンで，さとうきび復活元年として，

収穫面積は昨年度に比べて拡大（3,201ha

→3,592ha）しましたが，逆に単収は，平

年（5.1トン/10a）を大きく下回る4.2トン

/10aとなりました。

これは，害虫による被害が想定よりも大

きかったことや，台風襲来後のさとうきび

の回復が弱かったこと，一茎重が非常に軽

かったことなどが原因としてあげられま

す。

大会では，不作の状況を受け，島内の製糖会社では大幅な合理化を行うとともに，関係

機関・団体と連携して栽培指導を徹底する等の対策を推進し，次期の生産目標を20万トン

とし，達成を目指すこととなりました。

また，来賓の大島支庁東農林水産部長からは，「徹底した基本技術の実施」を，４期連

続の赤字経営となった南西糖業(株)の田村社長からは，「通水間近の畑かんを活用した単

収増や面積拡大で収穫量確保をお願いしたい」との要望が出されました。

大会の中では，不作年でも徹底した管理で高単収を上げたり規模拡大を実践した優秀農

家９名と１団体が表彰されました。

徹底した基本技術の実施を(東部長) 早急な収穫量回復を(田村社長)
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引き続き，害虫対策として，「さとうきびの害虫防除につ

いて」と題し，農業開発総合センター大島支場病害虫研究室

の嶽崎研究専門員による講演，徳之島高校総合学科生物生産

系列の生徒による「イノシシ対策」の研究発表が行われ，参

加した生産者は，メモを取るなど，熱心に聞き入っていまし

た。

この大会は，徳之島内のさとうきび農家が一堂に会し，本

年産の反省とともに，次年度産に向けた取組を再確認する大

会となりました。

製糖終了感謝デー

第２部の感謝デーでは，結（ゆい）シアター手舞，島唄，お楽しみ抽選会などがあり，

盛り上がりを見せました。

参加者全員で

さとうきび増産に向け頑張ろう！

優秀農家表彰(各町３名) 特別表彰(仲公男氏・天城町)

害虫防除の講演
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大型観光客船「ぱしふぃっくびいなす」の初寄港

喜界事務所 主幹兼総務係長 内田 誠

平成27年４月28日午前８時00分，喜界島は，歓声に包まれました。

それは，町民が待ちに待った大型観光客船「ぱしふぃっくびいなす（全長183.4m，総ト

ン数26,594ｔ）」（日本クルーズ客船（株））が，乗客406名（乗員198名）を乗せて初めて

喜界島の湾港に無事，接岸した瞬間です。

これまで，平成24年度に「日本丸」，平

成25年度には「ぱしふぃっくびいなす」が

喜界島への寄港を予定していましたが，い

ずれも天候不良のため寄港できず，島の近

くまで接近しながら去って行く客船を悔し

い思いで見送った苦い経験があったことか

ら，喜びもひとしおでした。

当日の喜界島は，朝から雨が降るあいに

くの天候ではありましたが，初の２万トン

超級の大型観光客船の寄港とあって，入港前から多くの住民が湾港を訪れました。

また，今回の寄港に合わせて，喜界島のＰＲのため那覇港から乗船していた喜界島観光

物産協会職員の話では，着岸と同時に船内でも歓声が上がったとのこと。

その中には，遺影を抱いている乗客の姿があり，お話を伺うと「昨年は夫婦でツアーに

参加したが，妻は喜界島を見ることができなかった。今日は本当に良かった。」と語られ，

奥様の遺影をいとおしそうに島に向けておられたそうです。

船内での歓迎セレモニー アンコールに次ぐアンコール！

（中央公民館での歓迎イベント）
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船内で行われた歓迎セレモニーの後，喜界

島の観光スポットである阿伝集落のサンゴの

石垣やキビ畑の一本道，地下ダムなどを巡る

観光バスツアーの参加者や特産品ブースを訪

れる方などで，岸壁周辺は賑わいました。

また，急遽，喜界町中央公民館での開催と

なったフラダンスや島唄などの歓迎イベント

にも多くの乗船客が訪れ，幾度となく起こる

アンコールで会場は盛り上がりました。

岸壁での特産品ブース

こうして，喜界島初の大型観

光客船は，約10時間の寄港を終

え，多くの町民の見送りを受け

ながら，午後６時，静かに湾港

を出港していきました。

ありがとう～，また来てね～

後日，喜界町，喜界島観光物産協会，喜界町商工会，喜界幹部派出所，喜界事務所等

の関係者が集まり反省会を開催。交通整理員の増員の必要性や雨天時のメニューの充実な

ど，次回の大型客船の寄港に向けた課題の整理と対策を協議しました。

会の中で，日本クルーズ客船(株)の担当者の話として，今回寄港できたことで他社も含

めて喜界島に大型観光客船が寄港する可能性が高まったとの報告があり，来年も大型観光

客船の受け入れについて協議する機会があることを祈念して反省会を終えました。

- 9 -



- 10 -

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５月現在の奄美群島の人口は111,643人で，前年同月と比べて1,216人減少

しています。

２ 鹿児島県観光動向調査

平成27年４月における調査対象ホテル・旅館84施設の宿泊客数（宿泊延べ人員）は合

計255,103人で，前年同月比1.8％の減少となっています。

奄美地区は，18,229人で前年同月21.3％の増加となっています。

３ 大島紬

平成27年４月の生産反数は349反で，前年同月の生産反数439反と比較して，20.5％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

5月１日現在(人) 1,659,854 111,643 61,891 7,336 24,080 13,120 5,216

前年同月(人) 1,670,895 112,859 62,607 7,450 24,353 13,226 5,223

増減数(人) -11,041 -1,216 -716 -114 -273 -106 -7

前年同月比(％) -0.7 -1.1 -1.1 -1.5 -1.1 -0.8 -0.1

県全体 奄美群島

県全体

奄美地区

255,103 259,811 -1.8

18,229 15,028 +21.3

平成27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 321 14 307 169 9 114 29 28,862 1,792 157,222

緯　　絣 28 2 26 1 27 1,072 146 5,628

計 349 16 333 170 9 141 29 29,934 1,938 162,850

累　　　　計男物女物別 　染　　　　　　　　　　　　　　　　 別
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６月～７月上旬の主な行事予定表６月～７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

6月21日 健康企画課 ハンセン病問題を正しく理解する週間（27日まで） 県立図書館等

6月25日 建設課 土砂災害出前講座 大和小学校

6月28日 建設課 久根津トンネル開通式 久根津トンネル

6月30日 総務企画課 大島地域青少年育成推進協議会総会 奄美会館大会議室


