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平成28年度ハブ咬傷予防対策ポスター入賞者の表彰式について

大島支庁衛生・環境室薬務係 薬務技師 染川 勇樹

ハブ対策推進協議会では，児童や住民の方々にハブ咬傷予防対策についての認識を深めて

もらうために，ハブ咬傷予防対策ポスターコンクールを昭和62年度から毎年行っています。

ポスターの募集は，ハブが生息する地域（奄美大島・加計呂麻島・請島・与路島及び徳之島）

の小学生を対象にしており，今年度は665作品の応募がありました。

応募作品の審査は小学校低学年，中学年，高学年の部に分け，各部門別に専門委員により，

10作品程度選考した後，平成28年12月13日の審査委員による本審査で，各部門別に入賞作品

（最優秀賞１作品，優秀賞１作品，入選３作品）及び学校賞を決定しました。

表彰式は平成29年１月28日，奄美大島（奄美会館）と徳之島（徳之島保健所）で行い，入賞し

た児童15名と学校賞の名音小学校へ賞状と副賞を授与しました。

始めは緊張していた児童も，記念撮影する頃には笑顔となり，最後はそれぞれの作品をバッ

クにお父さんやお母さんと一緒に写真に収まり，受賞を喜び合っていました。

低学年の部で最優秀賞を受賞した古仁屋小学校２年生の保岡心愛さんは「夜にハブを見つ

けて驚いている様子を描きました。夜の道にはハブがいるかもしれないので懐中電灯を持って

歩いてほしい。みんなも注意してほしいです。」と話しました。

なお，最優秀賞作品，優秀賞作品についてはポスターにして，各市町村，学校，その他関係

団体に配布し，住民や観光客へのハブ咬傷予防の啓発を行うこととしています。

平成28年のハブ咬傷者数は奄美大島で17名，徳之島で38名の計55名であり，昨年の43名

から増えています。また，畑や庭の草刈りやハブの捕獲中にハブに咬まれる事例が多いようで

す。暖かくなるとハブの活動が活発になってきますので，皆さん十分に注意しましょう。

最後に今回，ポスターを応募した児童の皆さん，指導にあたっていただいた先生方や御父

兄，審査をしていただいた審査員の皆様，本当にありがとうございました。

奄美大島 徳之島

平成29年１月28日 表彰式記念撮影



- 2 -

大和村立名音小学校

５年 重田 俊輔

徳之島町立亀津小学校

４年 久保 妃可

瀬戸内町立古仁屋小学校

２年 保岡 心愛

最優秀賞受賞作品

中学年の部

高学年の部

低学年の部
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奄美大島の新しい中晩柑品種「奄美つのかがやき」を御存知ですか？

大島支庁農政普及課技術普及係 係長 中村 一英

「津之輝」は，国が「清見」に温州みかんの「興津早生」を交配してできたものに，「アンコー
きよ み おき つ わ せ

ル」の花粉を交配して，育成したカンキツです。

奄美大島へは，平成21年頃から品種選抜試験として導入し，平成24年12月に実施した中晩

柑検討会で選抜しました。他産地では，露地栽培で１月以降に収穫しますが，奄美大島で栽培

すると12月に収穫・出荷が可能です。年末の贈答期に出荷する新しいカンキツとして注目され

ています。

本年度，ネーミングを「奄美つのかがやき」に決め，産地化に向けての取組事例を御紹介しま

す。

津之輝の着果の様子

消費者の「奄美つのかがやき」に対する評価を調査し，それを販売に活かすために消費者ニ

ーズ調査を新潟と東京で行いました。

（１） 試食・アンケート調査（新潟）

平成28年12月15日（木）に新潟県の量販店，清水フーズセンターで，生産者代表２名，

ＪＡあまみ大島事業本部職員２名，市町職員３名，県職員１名，合計８名参加し，「奄美つの

かがやき」の試食・アンケート調査を行いました。

試食コーナーは，南国奄美大島の観光用のポスター，貝殻，長命草などを飾り，タンカン

ＰＲ用のＤＶＤと，奄美大島出身のアーティスト，カサリンチュ，元ちとせ，中孝介，城南海の

音楽を流し，奄美大島らしさを演出しました。

アンケートの「奄美つのかがやき」を食べてもらった感想は，①見た目（外観），②甘味，③

甘味と酸味のバランス，④食感，⑤全体の５項目について，５段階（とてもよい～とても悪い）

で評価してもらった結果，「よい」以上を付けた方がとても多く，一言コメントでも「甘くて美味

しい」，「糖度と酸味のバランスがよい」など，高い評価をいただきました。

１ 津之輝（つのかがやき）の経歴

２ 消費者ニーズ調査

津之輝の果実
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貝殻などを使って奄美らしさを演出しました 二人一組での調査風景

【津之輝の食味評価のグラフ】

（２） グループインタビュー（東京）

新潟で試食・アンケート調査を行った翌日（12月16

日）に，東京，有楽町国際ビジネスセンターで，かご

しま有楽館のモニターの中から，果物嗜好でタンカン

を食べたことがあるグループと食べたことがないグル

ープに分けてグループインタビューを行いました。

インタビューの内容は，Ａ：愛媛産「紅まどんな」，

Ｂ：鹿児島県出水産「大将季（だいまさき）」，Ｃ：「奄

美つのかがやき」を食べ比べた感想とポスター，パン

フレットなどＰＲ資材のデザインについてです。
グループインタビューの様子 食べ比べた感想は３品種とも美味しく，甲乙付けが

たいという意見でした。
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ポスターについては，インタビューの結果をもとに，「奄美つのかがやき」を前面に出したイン

パクトのあるデザインに変更し，平成29年１月22日（日）に開催した「奄美群島かんきつ振興大

会」で披露しました。

かんきつ振興大会の様子

消費者ニーズ調査などで「奄美つのかがやき」の手応えを感じましたので，これまで以上に

「奄美つのかがやき」の栽培を推進するとともにＰＲに努め，産地化を進めていきたいと考えて

います。
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須野ダム愛護作業について

～奄美観光桜マラソンへのおもてなし～

大島支庁農村整備課整備係 技術主査 一氏 寛樹
ひと う じ

山深い奄美大島において，島の北部一帯に広がる緩やかな畑作地帯は，農業農村整備事業

により，ほ場整備が進められていった地域です。この大地に恵みの水を供給しているのが奄美

市笠利にある須野ダムです。温暖多雨な奄美大島ですが，降雨の偏在のため干ばつが頻発し

ていることから，農作物の安定した生産のために昭和63年度から平成９年度にかけて造られま

した。ダムは，畑地へのかんがい水源として営農に重要な役割を果たしているほか，広場や管

理道路は散策路として地域住民に親しまれ，水鳥が羽を休める憩いの空間となっています。

また，ダムを一周する管理道路は，奄美大島の早い春の訪れを告げるヒカンザクラの名所と

なっており，奄美観光桜マラソンのコースにもなっています。これに先駆けて，平成29年１月21

日にボランティアによる愛護作業を行いました。ランナーの方や花見に訪れる皆さんに，安全に

ダムに親しんでいただけるように，周辺のゴミ拾いや草刈り，枯れ木の伐採などを行いました。

愛護作業は，趣旨に賛同してくださった

奄美市の建設業者の皆さんや奄美市，奄美

市土地改良区，県土地改良事業団体連合

会，大島支庁からの約100名の参加により，

約２時間半に渡って行いました。

近年，奄美大島においては松食い虫によ

る松の立ち枯れが問題となっており，管理

道路周囲でも同様の問題が見られていまし

た。ダムを管理している奄美市土地改良区

が対応に苦慮していた枯れ木や倒木の処

理も，建設業者の皆さんの重機を用いた作

業で一気に進めることができました。
愛護作業参加者の皆さん

また，堤体内も多くの人手によりコンクリートブロックに生えた草を除去することができました。

皆さん御協力ありがとうございました。

作業状況（管理道路） 作業状況（管理道路）
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いよいよ，平成29年２月５日桜マラソン大会当日。私は，ランナーとして快走しましたと書きた

いところですが，今年は地元の方に混

じり，ギャラリーとして応援をしました。

桜は例年よりも開花が遅いというこ

とで，満開の桜ロードにはもう少しか

なという感じでしたが，場所によって

はヒカンザクラの鮮やかなピンクの花

が咲き誇り，島内外からのランナーの

皆さんを迎えていました。

心配していた雨も競技時間内には

降らず，照りすぎない天気は絶好のマ

ラソン日和だったのではないでしょう

か。ランナーの皆さんは，自己目標に

向けて懸命に走る方，仲間同士で楽

しく走る方や奇抜なコスチュームで目を引く皆さんがいたりと，思い思いの形で奄美大島の一足

早い春を感じていたようでした。

須野ダムの愛護作業が，桜マラソン大会のおもてなしの一助であることを実感する早春のひ

とこまでした。

ヒカンザクラのトンネルを快走するランナーの皆さん

作業状況（堤体内） 作業状況（堤体内）

ヒカンザクラ
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２月の統計情報

１ 鹿児島県毎月統計人口

平成29年１月現在の奄美群島の人口は，108,538人で，前年同月と比べて1,534人減少

しています。

２ 鹿児島県観光動向調査

平成28年12月における調査対象ホテル・旅館77施設の宿泊客数（宿泊延べ人員）は合計

292,444人で，前年同月比8.0％の増加となっています。

奄美地区は，16,983人で，前年同月比9.6％の減少となっています。

３ 大島紬

平成29年１月の生産反数は265反で，前年同月の生産反数270反と比較して1.9％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

1月１日現在(人) 1,635,942 108,538 60,475 7,081 23,088 12,764 5,130

前年同月(人) 1,647,194 110,072 61,254 7,209 23,411 13,001 5,197

増減数(人) -11,252 -1,534 -779 -128 -323 -237 -67

前年同月比(％) -0.7 -1.4 -1.3 -1.8 -1.4 -1.9 -1.3

県全体 奄美群島

県全体

奄美地区

292,444 270,897 +8.0%
16,983 18,795 -9.6%

平成28年12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 247 20 227 112 9 114 12 20,998 247 20,998

緯　　絣 18 0 18 0 0 16 2 700 18 700

計 265 20 245 112 9 130 14 21,698 265 21,698

累　　　　計男物女物別 　染　　　　　　　　　　　　　　　　 別
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２月下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

2月18日 総務企画課 大島地区生涯学習推進大会・大島地区広域文化祭 瀬戸内町

2月20日 総務企画課 「あまみ地域づくり褒賞」表彰式 大島支庁

2月24日 総務企画課 奄美黒糖焼酎と農林水産物を楽しむ会 奄美観光ホテル


