
第8１号(H30.６)

徳浜（とくばま）の断崖

海上にそそり立つ徳浜の断崖の高さは170メートルで，その下を徳浜トンネルが貫通しており，その壮大な景観は訪れた

人々を驚かせています。この断崖は鎌倉時代の大地震によってできたといわれ，放散虫という，トゲを持つ１メートル以下

の小さな生物の死骸が深海底に堆積してできた岩石（チャート）が見られます。

（鹿児島県観光サイト かごしまの旅より）
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「毎年６月４日から６月10日は歯と口の健康週間です！」

大島支庁健康企画課健康増進係 歯科衛生技師 武部 あゆみ

80歳で20本の歯があるとQOL（生活の質）が維持できる

普段何気なく使っている歯ですが，歯は食べ物を噛み体内に取り入れ

るだけでなく，正しい発音や表情の豊かさにも影響します。

自分の歯が20本未満になると，うまく食べられない，滑舌が悪くなる，表情がとぼしくなるな

ど，QOL（生活の質）が大きく下がります。このため，「80歳で20本以上の自分の歯を保つ」こと

が生涯にわたるQOLの維持・向上に欠かせません。

歯周病は，ギネスブックで「全世界で最も患者が多い病気」に認定されています。成人のおよ

そ８割がかかっており，むし歯と並んで歯を失う原因となっています。

歯周病はひどくなるまで自覚症状が少なく，サイレント・ディジーズ（静かなる病気）と表現さ

れ，気づいた時には，かなり進行していることも多いため，初期のサインを見逃さず，早期発見

することが大切です。

あなたは大丈夫？歯周病セルフチェック

１ 朝起きた時に口の中がネバネバする

２ 歯をみがくと歯ぐきから血がでる

３ 歯と歯の間に食べ物がはさまる

４ 歯ぐきの色が赤い，または赤黒い

５ 歯ぐきが痛んだり，ムズムズする

６ 歯ぐきを押すと血や膿がでる

７ 歯がグラつく

８ 歯ぐきがやせてきた

９ 冷たいものが歯にしみる

１０ 口臭が気になる

※１つでも気になる時には受診を



- 2 -

歯と口の健康づくりは，生まれる前の妊娠期から高齢期までの全てのライフステージで必要

ですが，残念ながら本県では特に働き盛りの世代の自主的な取組が遅れています。

現在，40歳代の進行した歯周病を有する者の割合は34.2％，未処置歯を有する者の割合は

41.0％となっています。

平成25年に策定された鹿児島県歯科口腔保健計画では平成34年までに，40歳代の進行した

歯周病を有する者の割合を25％，未処置歯を有する者の割合を10％という目標を立てていま

すが，現状は目標値を大きく上回っています。

「むし歯」や「歯周病」を予防するには，規則正しい食生活，歯間ブラシやデンタルフロスも使

った適切な歯磨き及び禁煙が大切です。

かかりつけ歯科医を持ち，定期的に歯科検診を受けるよう心がけましょう。

毎日のお口の中のお手入れが，歯と口の健康維持につながります。

歯と口の健康週間の前後には，地域や学校，テレビ，新聞等で歯やお口のことについて学習

する機会が多くあります。積極的に参加して，歯や口の健康づくりに活用しましょう！
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土砂災害警戒区域等の指定状況について

大島支庁建設課 河川港湾第二係長 東 貴志

１ 土砂災害防止法とは

土砂災害防止法は，土砂災害（がけ崩れ，土石流，地滑り）から住民の生命を守るために，

土砂災害が発生するおそれがある区域を明らかにし，警戒避難体制の整備や特定の開発行

為に対する許可等のソフト対策を推進しようとするもので，平成13年４月に施行されました。

都道府県知事は，土砂災害警戒区域等の指定等に不可欠な，各種デ－タを収集するため

の基礎調査を実施し，関係市町村長の意見を聴いた上で，土砂災害警戒区域等の指定を行

います。
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２ 大島・喜界地区における土砂災害警戒区域等指定状況

土砂災害警戒区域等の指定進捗率は平成30年３月末で約90％で，指定完了については，

平成32年度を目標に取り組んでいます。

737 644  (583) 333  (276) 311 (307) 0 (0) 93 87.4

77 63  (62) 36  (35) 27 (27) 0 (0) 14 81.8

262 203  (190) 101  (88) 102 (102) 0 (0) 59 77.5

26 26  (23) 4  (1) 22 (22) 0 (0) 0 100.0

167 164  (130) 90  (56) 74 (74) 0 (0) 3 98.2

614 591  (520) 335  (264) 256 (256) 0 (0) 23 96.3

1,883 1,691  (1,508) 899  (720) 792 (788) 0 (0) 192 89.8

22,900 17,821  (9,914) 5742  (2,957) 12,076 (6,957) 3 (0) 5,079 77.8

進捗率
（％）合計

市町村名
想定
区域数 土石流 急傾斜 地すべり

想定区域数の内 指定済区域数　（　（ ）書きは土砂災害特別警戒区域数　） 未指定
区域数

瀬戸内町

合　　計

県　　計

奄美市

大和村

龍郷町

喜界町

宇検村
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３ 土砂災害警戒区域等の周知について

土砂災害警戒区域等の周知については，調査完

了時点での状況を地元の方々に説明会を実施してい

ます。

大島支庁建設課では，平成29年度41地区の土砂

災害警戒区域等の指定を行い，７会場で延べ約80名

の住民の方に参加いただき説明会を実施しました。

また，過去の教訓や土砂災害に関する知識等を後

世・次世代に伝承し，災害時に迅速的確な避難行動

がとれるよう防災教育を推進するため，小中学校向

けに土砂災害出前講座を開催し，今年度も大和村立

大和中学校を皮切りに８校で開催する予定で，学校

の周辺の土砂災害警戒区域等の位置を示すなどし，

土砂災害に関する啓発活動を行っています。

なお，調査結果の公表については，①県庁砂防

課，大島支庁関係各課，市町村役場での閲覧，②県

のホームページでの公表（http://sabomap.pref.kago

shima.jp/kagoshima/）③公民館や役場窓口での掲

示を行っています。

４ さいごに

県では土砂災害に備え，砂防堰堤や急

傾斜地崩壊防止施設等の砂防施設の整

備を行っていますが，危険箇所全体の施

設整備を行うには，時間と費用がどうして

もかかります。

また，施設整備を実施した箇所でも100

％安全になることはありません。そこで，

土砂災害の危険を感じた時に，「早めの避

難」を心がけてもらうためにも，土砂災害

が生ずるおそれのある区域（土砂災害警

戒区域等）において土砂災害に関する情報の収集・伝達，予警報の発令・伝達，避難，救助

等の警戒避難体制を確立しておくことが大切です。

このため，市町村防災計画書において，土砂災害警戒区域ごとに土砂災害に関する警戒

避難体制に関する事項を定めることを目標に，今後とも市町村，関係部局と十分な連携を図

っていく必要があります。

警戒区域
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大島支庁地域密着研修に参加しました

大島支庁総務企画課総務労政係 主査 平山 奈生子

平成30年５月18日（金）に大島支庁の地域密着研修があり，初めて参加させてもらいました。

平年より４日早い梅雨入りで，天気を心配していましたが，当日は梅雨の中休みの曇り空で

午後から約３時間の街歩きには少し汗ばむような天気でした。

この地域密着研修は，大島支庁へ着任した

職員を主な対象に，職員一人一人が，「地域を

知る」「地域に惚れる」ことにより，業務に対す

るモチベーションの向上等を図るために行われ

るものです。

おがみ山公園，高千穂神社，カトリック名瀬

聖心教会，永田橋市場・末広市場，紬のとくや

ま，有限会社富田酒造場を見学しましたので，

それぞれについて概要を紹介します。

まず，おがみ山に登りました。おがみ山は，

大島支庁の裏手にあり，旧名瀬市街地を見下

ろすようにそびえる標高236ｍの小高い山で，

昔から島民の信仰の対象や，奄美復帰運動の

象徴となる場所として大切にされています。

おがみ山の遊歩道はとても急な坂道となっ

ており，息を切らし汗をかきつつ15分で頂上ま

で登ることができました。

道々にはヘゴ（たぶん）などの亜熱帯の樹木

が日陰を作っており，鳥（何の種類か分かりま

せんが）のさえずりを聞きながら歩き，やっと頂上に着くと，汗をかいた体に心地いい風が吹い

てきて，日頃の慣れない生活環境や仕事でたまったストレスが解消され，気持ちが軽くなりまし

た。

さわやかな気分で旧名瀬市内を一望し，少し落ち着いてから，山を下りて，高千穂神社を経

由し，カトリック名瀬聖心教会まで歩きました。

昨年改修された教会は，白い壁やステンドグラスがきれいで，また，故ケネディ大統領の葬

儀が行われた際に使用された大理石の祭壇があります。

次に向かったのが，永田橋市場・末広市場です。かつては目の前を流れる永田川上で商売し

ていたということでしたが，昭和42年に現在の建物となっています。外観や市場内は昭和の懐

かしい雰囲気が漂っており，当時の面影が感じられます。最盛期には洋服屋などが多く，人がぶ

つかるぐらい繁盛していたそうです。
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現在は，おしゃれな飲食店や雑貨屋，あまみ

エフエムのサテライトスタジオなども入ってお

り，住民だけでなく，県外からの若い観光客も

訪れ，店を覗いているようです。

次に，名瀬中央通り商店街にある本場大島

紬の販売店の「紬のとくやま」で，本場大島紬

の商品を見学しました。

本場大島紬は着物のイメージしかなかったの

ですが，店の中には財布やバッグ，アクセサリ

ーなどの小物も多く取りそろえてありました。奄美勤務の思い出に本場大島紬の商品を是非購

入したいと考えています。

最後に，有限会社 富田酒造場で黒糖

焼酎の製造を見学しました。

黒糖焼酎は，米麹と黒糖を原料としてお

り，奄美群島でしか造ることができないお

酒です。

ここ，富田酒造場は，1951年にらんかん

山の麓で創業以来，昔ながらの仕込方法

で製造しています。代表銘柄の「龍宮」の

原料は，沖縄の黒糖を使用していて，「ま

ーらん船」の原料は徳之島の黒糖を使用し

ています。どちらの黒糖も味見してみまし

たが，同じ黒糖でも味が異なり，この味の

違いがそれぞれの黒糖焼酎の味を造って

いるのだと思いました。

この研修で今まで知らなかった小道を歩

き，これまで教科書やパンフレットでしか知

らなかった奄美復帰運動，本場大島紬，黒

糖焼酎と奄美の代表的なことに触れること

ができて，自分の働く地域の魅力を発見で

きたと思います。

これからも，いろんな場所に積極的に出向き，今回の街歩きで見聞きしたことを参考にしなが

ら，家族や知人が奄美に来た際は，私が案内して奄美の魅力を発信していきたいと考えていま

す。
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平成30年度新規採用職員を紹介します！（その２）

大島支庁健康企画課 疾病対策係 保健技師 實 絵里菜
さね え り な

今年度より，大島支庁健康企画課に新規採用職員として配属され

ました實絵里菜と申します。

出身は徳之島で，学生時代に部活動等を通して奄美大島に訪れ

たことは何度かありましたが，この度県職員として配属され，奄美と

の縁を改めて感じております。

仕事では疾病対策係として主に結核等の感染症対策を担当する

こととなりました。

大学では看護学，公衆衛生学を学び，看護師と保健師の資格を取得いたしました。学生時代

に学んだ知識を生かし，またこれから実際に業務に携わり経験を積むことで，より地域住民の皆

様へ貢献できる県職員になれるよう頑張っていきたいと思います。

仕事を始めておよそ２か月が経ちましたが，先輩や上司の方々にご指導いただき，少しずつ

ですが仕事への取り組み方が分かってきた次第です。とはいえ，慣れない部分も未だ多く，日々

努力し精進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。

大島支庁農政普及課 総務企画係 主事 池田 睦月
い け だ む つ き

今年度より，大島支庁農政普及課に新規採用職員として配属されま

した，池田睦月と申します。

出身は鹿児島市で，大学生活は宮崎県で過ごしました。

大学では，文化や言語，国際関係など，人文学の幅広い分野を学

んでいました。

奄美大島に来たのは初めてですが，就職前に与論島へ旅行に行

き，美しい海と穏やかな雰囲気，人の温かさに魅了されたところでし

た。

奄美大島での勤務の間に，奄美群島の魅力を体感できたらいいな

と思っています。

担当業務として，部内の庶務と工事事務をすることになりました。上司や先輩方に教えていた

だきながら，勉強の毎日です。一日も早く県民の皆様の役に立てるよう，精進して参ります。どう

ぞよろしくお願いいたします。
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大島支庁建設課 用地係 主事 辰元 克暢
たつもと かつのぶ

今年度から，大島支庁建設課に新規採用職員として配属されました

辰元克暢と申します。

生まれも育ちも鹿児島市で，就職を機に奄美大島に参りました。

大学では法律を学んでおり，軟式野球のサークルに所属していまし

た。

体を動かすことが好きなので，奄美大島でも観光やスポーツを通し

ていろんな体験をしたいと思っています。

配属先は用地係で，用地事務等を担当することになりました。右も左もわからず周りの先輩方

に指導していただきながらなんとか業務を行う毎日です。

県民の皆様の生活と安全を守る仕事に責任と誇りを感じながら頑張っていきたいと思ってい

ますので，皆様どうぞよろしくお願いします。

大島支庁瀬戸内事務所総務課 用地管理係 主事 新川 大聖
しんかわ たいせい

４月から新規採用職員として瀬戸内事務所総務課に配属になりまし

た新川大聖です。

もともと肌の色が黒いので島育ちと思われがちですが，鹿児島市の

出身です。

３月まで大阪の大学に通っていました。鹿児島にUターンすることが

でき，また県職員として働けることを大変嬉しく思っています。

私の趣味は，旅をすることです。大学４年生のときには，海外に８カ

国（フィリピン，マレーシア，シンガポール，インドネシア，香港，ニュー

ヨーク，メキシコ，キューバ），国内は大阪からバスと電車を乗り継いで札幌まで行きました。

海外の知らない土地を徘徊していると，様々な価値観や文化に触れることができ刺激を受け

ます。

奄美にいる間は，近隣の離島を制覇することが目標です。おすすめのスポットがありました

ら，ぜひ教えてください！

私の業務は，用地関係と道路管理です。覚えることが多く，勉強の毎日ですが，先輩方の優

しさに助けられています。

１日でもはやく自立して戦力になれるように，色々なことに興味を持って吸収していくつもりで

す。

多々至らない点もあると思いますが，謙虚な姿勢で常に県民ファーストを心がけて仕事して

いきますので，今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。
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統計情報

１ 鹿児島県毎月推計人口

平成30年５月１日現在の奄美群島の人口は106,075人で，前年の同月と比べて，1,335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

５月１日現在(人) 1,616,656 106,075 59,284 6,862 22,465 12,407 5,057

前年同月(人) 1,627,919 107,410 59,901 7,019 22,810 12,587 5,093

増減数(人) -11,263 -1,335 -617 -157 -345 -180 -36

前年同月比(％) -0.7 -1.2 -1.0 -2.2 -1.5 -1.4 -0.7

２ 鹿児島県観光動向調査

平成30年４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281,392人で，前年同月比1.5％の増となっています。

奄美地区は，海外からの宿泊客は減少していますが，国内からの宿泊客は増加し，全体と

しては前年同月比5.5％の増となっています。

（単位：人，％）

平成30年４月 前年同月比

県全体 281,392 1.5

奄美地区 22,739 5.5
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３ 大島紬

平成30年５月の生産反数は359反で，前年同月の生産反数369反と比較して2.7％の減少

となっています。

６月の主な行事

日 付 担 当 課 行 事 場 所

６月 １日 農政普及課 奄美市住用観光交流施設「三太郎の里」オープン式典 三太郎の里（住用）

６月 ７日 農政普及課 新規就農者励ましの会 奄美文化センター

６月12日 林務水産課 奄美大島海区漁業調整委員会 大島支庁大会議室

６月19日 総務企画課 大島地区文化協会連絡協議会総会 伊仙町

６月27日 総務企画課 瀬戸内町きゅら島交流館落成祝賀会 瀬戸内町きゅら島交流館

《 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 328 17 311 163 2 131 32 28,178 1,406 120,284

緯　　絣 31 3 28 0 0 25 6 1,226 127 5,066

計 359 20 339 163 2 156 38 29,404 1,533 125,350

反数
生産金額
（千円）

累　　　　計男物女物別 　　染　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　別


