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～かくれ浜～
春から夏にかけて大潮の干潮時、潮位が大きく下がるときだけ現れる通称「かくれ浜」と呼

ばれる美しい砂浜をみることができます。

このかくれ浜は、昔は貝や魚が多く獲れ、集落民の絶好の漁場になっていたそうです。

夏の大潮時にも見ることができますが、３月～５月の大潮時が最大に出現します。

浜から海の豊かさを感じるとともに生き物を間近に感じながら、大自然を満喫することがで

きます。

（「わきゃシマ（奄美市一集落１ブランド）HP」より）

＊写真は，2016.5.8に撮影したものです。
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自動車税は５月31日までに納めるんだゼイ～！

大島支庁県税課管理納税係 蕨迫 浩臣

１ 納期限（５月31日）内の納付

自動車税は，４月１日現在で自動車（軽自動車は除く）を所有している方に納めていただく

税金（県税）です。今年度は５月６日に納税通知書を送付しました。納期限は５月31日ですの

で，納期限までに納めてください。

自動車税は，平成28年度の当初予算で県税の12.0％，約174億円を占める重要な財源で

す。

昨年の大島支庁管内での納期限内に納付された自動車税は，73.5％で，過去最高となり

ましたが，県全体の率（76.3％）を下回っている状況です。

２ 転居された方へ

定期異動等のために住民票を大島支庁管内市町村へ住民票を移しても，車検証の住所は

変わりません。速やかに大島自動車検査登録事務所で変更登録を行ってください。

納税通知書には「住所変更等連絡（自動車税）」ハガキを同封してあります。必要事項を記

入し郵送することで，来年度からの納税通知書のお届け先を変更することができます。

ただし，車検証の住所が変わるわけではありませんので御注意ください。

※ ５月中旬を過ぎてもお手元に納税通知書が届かない方は，県税課に御連絡ください。

３ グリーン化特例

地球温暖化・大気汚染防止の観点か

ら，地球にやさしい自動車の普及等を図

るため，自動車の環境へ与える負荷の大

小により自動車税を減額（軽課）又は増

額（重課）する。「全国一斉」の制度です。

通常の自動車税より少ないと思われ

た方や昨年より高くなったと思われた方

は納税通知書をもう一度御覧ください。

対象となる自動車は，納税通知書に

「グリーン化特例対象車」と記載されてい

ます。

平成27年４月１日から平成28年３月

31日までに新車新規登録した自動車で，

燃費，排出ガス規制の一定の基準を満た

したものは，今年度に限り自動車税が減

額されます。

一方，新車新規登録から13年を超え

るガソリン車・LPG車，11年を超えるディーゼル車は年税額の概ね15％が増額されます。
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４ 納付場所

納付場所は，お近くの金融機関，郵便局，大島支庁県税課窓口の他，パソコン・携帯電話・

ATM等を利用して納付できるペイジー（Payｰeasy）収納，コンビニ収納，クレジット収納でも納

付できます。詳しくは県税務課のホームページに掲載されていますので御覧ください。

なお，納税通知書には，車検時に必要となる証明書も付いていますので，納付後は，車検

証などと一緒に大切に保管してください。

（電子収納〔ペイジー収納〕に関する県税務課ホームページアドレス）

http://www.pref.kagoshima.jp/ab07/kurashi-kankyo/zei/annai/pay-easy/payeazy.html

５ 口座振替

自動車税は電気料，水道料などと同じく口座振替により納めることができます。手続きにつ

いては，大島支庁県税課（0997-57-7225）まで，お気軽にお問い合わせください。

（今年度は間に合いません。来年度分からの振替となりますので御注意ください。）

６ その他

(1) 大島支庁職員駐車場や県庁職員駐車場等の申込みは，納期限内の納付が要件となって

います。

(2) 鹿児島県と国土交通省（運輸支局）との間で，自動車税の納税情報を共有化するシステ

ムがスタートしています。

このことから，一部の例外車両（減免，非課税等の車両，納税後２週間程度の車両等）を

除き，これまで車検を受ける際に提示していた納税証明書を省略することができます。（納

税証明書を紛失しても，再交付を受ける必要がありません。）
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ハブ咬傷予防について

大島支庁衛生・環境室 薬務係 染川 勇樹

４月18日（大島支庁），26日（瀬戸内事務所）に，４月の異動等で新たに奄美大島に赴任した

支庁職員等を対象として，ハブ咬傷予防講習会を開催しました。大島支庁で約40名，瀬戸内事

務所で約35名の参加があり，講習会ではハブの生態や安全対策に関するDVDを上映後，咬傷

した場合に一人でも毒を吸い出せる「携帯用ハブ毒吸出器」の扱い方やハブの実物を使い，そ

の習性や安全対策について説明を行いました。

【ハブの毒性】

ハブは，奄美大島，加計呂麻島，請島，与路島，徳

之島及び沖縄本島に生息していますが，その毒性は

強力で，咬まれると激痛と腫れが広がり，筋肉が溶か

されて，ひどい場合には死亡することがあります。

また，奄美群島産ハブ毒と沖縄産ハブ毒は違う特性

を持っており，奄美群島産は沖縄産より強い筋壊死活

性を持ち，沖縄産はより強い出血活性を持つと言われ

ています。 生息数の多い金ハブ

一方，ハブ咬傷治療に用いられている「はぶウマ抗毒素」は，出血は効果的に抑制できます

が，筋壊死に対する効果は弱いことが分かっています。

このため奄美群島産のハブ毒は，筋壊死活性が強いことから，ハブに咬まれた時は，できる

だけ毒を外に出すことが効果的であり，「はぶウマ抗毒素」の投与以外に，多くの場合は，切開

が必要となります。このように奄美群島では，筋壊死による重傷化を防ぐうえでも，受傷直後か

らのハブ毒吸引が，応急処置として極めて重要となります。

【ハブの生態と安全対策】

ハブの習性については，熱を感知すると即座に襲いかかるという非常に強い攻撃性がありま

す。しかし，日光には弱いので草木等の陰にいることが多く，夜に活動が活発になります。気温

が18～30℃のときが最も活動しやすく，一年の中では，４月から６月と９月から11月が活動の盛

んな時期になりますので注意が必要です。

ハブに咬まれないために，道路の中央を歩く，不用意に草むらに入らない，夜は照明を持っ

て歩くなどの対策が必要です。また，ハブを見つけたら1.5ｍ以上離れましょう。

もしハブに咬まれた場合には，慌てず助けを求め，口や毒吸出器で毒を吸い出し，傷口より

心臓に近いところをきつく縛り，できる限り早く医療機関で治療を行ってください。
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【お知らせ】

保健所では咬傷予防対策としてハブ咬傷予防講習会を行っています。講習会の依頼は随時

受け付けておりますので，御希望の方は名瀬保健所（電話0997-52-5411）まで御連絡ください。

また，駆除対策として名瀬保健所，徳之島保健所及び各市町村役場に持ち込まれた生きハ

ブを，県と市町村が負担し，買い上げています。なお，金ハブ，銀ハブ，黒ハブ及び赤ハブが買

い上げの対象となっており，ハブの名がつくヒメハブは買い上げの対象とはなっていませんので

注意してください。

大島支庁のホームページにハブ情報を掲載しておりますので，是非そちらも参考に御覧くだ

さい。

ホーム > 地域振興局・支庁 > 大島支庁 > くらし・環境 > ハブ情報

（http://www.pref.kagoshima.jp/aq04/chiiki/oshima/kurashi/habu-joho.html）

平成２７年度のハブ咬傷被害は奄美大島，徳之島あわせて４４件発生しています。

奄美大島，徳之島では，ハブが身近に生息しているということを常に意識して行動しましょう。
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平成28年度新規採用職員を紹介します

大島支庁建設課道路維持係 土木技師 山内 香帆莉

本年４月に，新規採用職員として，大島支庁建設課に配属されまし

た山内香帆莉と申します。出身は薩摩川内市で，学生時代は，霧島

にある鹿児島高専の都市環境デザイン工学科で土木工学を学んで

おりました。

奄美大島には，何度か旅行で来たことがあります。初任地だと知っ

たときは，不安もありましたが，それ以上に奄美の生活が楽しみだと

いう気持ちが強くありました。

仕事に関しては，採用から２箇月が経ちましたが，わからないこと

が多く，建設課の上司や先輩の方々に優しく教えていただいておりま

す。

今は，現場に向かう公用車から見えるきれいな海や緑豊かな山林など豊かな自然に癒やさ

れてながら，早く仕事を覚えて，先輩方のようになりたいと思っていますのでよろしくお願いしま

す。

大島支庁瀬戸内事務所福祉課 主事 横山 裕子

今年度から，大島支庁瀬戸内事務所福祉課に新規採用職員とし

て配属されました横山裕子と申します。出身は鹿児島市で，大学進

学の際に熊本へ，卒業後再び鹿児島に戻って参りました。鹿児島県

職員として働くことが出来ることを，とても嬉しく思っています。

仕事は生活保護業務を担当しています。まだ分からないことも多

いですが，先輩や上司の皆様が優しく丁寧に指導をしてくださいま

す。はやく一人前のケースワーカーになれるよう，頑張ります。

離島を訪れるのも，離島で暮らすのもはじめてです。奄美は自然

がとてもすばらしいと感じました。学生時代は臨海実習を経験してお

り，海で泳ぐことが好きです。奄美にはきれいな海がたくさんあるので楽しみたいと思います。

これからは，いろんなことに挑戦し，公私ともに充実した生活を送りたいです。どうぞよろしくお

願いいたします。
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５月の統計情報

１ 鹿児島県毎月統計人口

平成28年４月現在の奄美群島の人口は，107,900人で，前年同月と比べて1,708人減少

しています。

２ 鹿児島県観光動向調査

平成28年３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

319,255人で，前年同月比2.7％の減少となっています。

奄美地区は，22,072人で，前年同月比1.7％の増加となっています。

３ 大島紬

平成28年４月の生産反数は364反で，前年同月の生産反数436反と比較して16.5％の減少

となっています。

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 336 10 326 163 18 137 18 28,634 1,389 118,998

緯　　絣 28 0 28 4 0 24 0 1,096 130 5,052

計 364 10 354 167 18 161 18 29,730 1,519 124,050

累　　　　計男物女物別 　染　　　　　　　　　　　　　　　　 別

県全体

奄美地区

平成28年３月 前年同月 前年同月比

(単位：人，％）

319,255 327,967 -2.7

22,072 21,712 +1.7

奄美大島 喜界島 徳之島 沖永良部島 与論島

4月１日現在(人) 1,639,723 107,900 60,021 7,078 22,981 12,707 5,113

前年同月(人) 1,651,596 109,608 60,813 7,233 23,467 12,925 5,170

増減数(人) -11,873 -1,708 -792 -155 -486 -218 -57

前年同月比(％) -0.7 -1.6 -1.3 -2.1 -2.1 -1.7 -1.1

県全体 奄美群島
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６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1日 衛生・環境室 ハブ対策推進協議会 奄美会館大会議室

6月3日 総務企画課 大島地域行政懇話会 奄美会館大会議室


