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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

災害時こそ歯と口のケアを

災害時は，不規則で偏った食生活になり，また，ストレスなどで体の免疫力が低下します。こ

うした状況で歯みがきができないと，歯と口の中の細菌が増え，むし歯や歯周病にかかりやすく

なり，口臭もひどくなります。

また，お年寄りや障害者などは，細菌が肺に入ることで，感染症である「誤嚥性肺炎（ごえん

せいはいえん）」を引き起こすことがあります。「誤嚥性肺炎」は免疫力が低下していると，死に

至ることもある病気です。

災害時だからこそ，歯と口の中を清潔にしておくことがとても重要です。

[備えておくこと］

防災用品に歯ブラシを。

※災害で避難された方への調査で，「持ってくればよかったもの」の上位

に「歯ブラシ」が入っています。単にスペアを置いておくだけでなく，防災

バックの中に歯ブラシをきちんと入れておきましょう。

［日頃から自分でできること］

※歯と口に気遣っているのかチェックしてみましょう！

むし歯予防 歯周病予防 歯と口の健康

□効果的な歯みがき □偏食をなくす □よく噛んで食べる

□規則正しい食生活 □禁煙に努める □お口の体操

□フッ化物応用による歯質 □ストレス（過労・睡眠 □定期健診・歯石除去

強化 不足等）を減らす □かかりつけ歯科医がいる

□デンタルフロス・歯間

ブラシ等の使う
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「かかりつけ歯科医」を決めてますか？

～かかりつけ歯科医とは？～

歯と口の健康を守るために，いつでも気軽に相談できる“頼れる歯医者さん”

定期的な歯科健診を受けるなど，かかりつけの歯医者さんをつくっておくことで，自分にあっ

た治療の進め方と予防法をアドバイスしてもらえます。

～健康で豊かに生きるために，歯と口の健康を守りましょう～

歯と口腔は，産声をあげたその瞬間から，毎日，私たちの体と心の健康を支えてくれていま

す。食べる楽しみも話す楽しさも，自由に体を動かせる喜びも，お口が健康だから味わえるもの

です。

毎日きちんとケアをしなければ歯を失うことになり，全身の健康に大きな影響が及びます。そ

うならないためには，早いうちから歯と口のケアに取り組むことが大切です。

そうは言っても自分だけではお口の健康は守れません。かかりつけ歯科医を活用して定期的

に検診やブラッシング指導を受けて歯と口の健康を守りましょう。

「かかりつけ歯科医」は，歯と口の健康を一緒に守ってくれる最大の味方です。
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ハブ咬傷予防について
大島支庁衛生・環境室衛生薬務係 技術主査 宮川 俊介

保健所では例年４月の異動等で新たに奄美大島に赴任した職員などを対象としたハブ咬傷

予防講習会を大島支庁と瀬戸内事務所で開催していますが，今年度は新型コロナウイルスの

影響により開催を見合わせることとなりました。講習会で話す予定だった内容をまとめましたの

で，参考にしていただければ幸いです。

【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。

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。

生息数の多い金ハブ
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平成３１年度（令和元年度）のハブ咬傷被害は奄美大島，徳之島で合わせて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。

【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）

http://www.pref.kagoshima.jp/aq04/chiiki/oshima/kurashi/habu-joho.html
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喜界島の畑かん営農推進！！！

～農家，関係機関とワンチームとなって～

大島支庁喜界事務所農業普及係（大島支庁農政普及課喜界町駐在）

喜界島では，既存の地下ダムに加えて，

第２地下ダムの計画が進められており，喜

界島のほぼ全域が畑かんが整備される予

定となっています。これに伴い喜界町では，

関係機関が一体となり，基幹作物のさとう

きびの生産量を確保しながら，園芸等を組

み合わせた，高収益な畑作農業の推進を

図っています。近年はカボチャやブロッコリ

ー等の畑かん推進品目の面積の拡大が図

られ，県内有数の産地となりつつあります（図１）。喜界事務所農業普及係では，畑かん営農推

進を図るため，農家と喜界町等の関係機関と連携して次のことに取り組んでいます。

１．畑かん推進品目の面積拡大と生産性向上を図るための実証活動

(１)さとうきび

さとうきびは，喜界島の基幹作物であり，その経済的波及効果は地域経済に大きく寄与し

ています。さとうきびの生産性向上は，地域の重

要な課題の一つです。現在，農家と関係機関と

連携しつつ，喜界島の主要なさとうきびの作型で

ある新植夏植え栽培（８月植え付けて，翌年の１

２月～収穫）の生産性向上を図るため，緩効性

肥料を用いた施肥作業の省力化試験を実施して

います（写真１）。さとうきびにおける慣行の施肥

方法は，植付け時に基肥を入れて，その後さとう

きびの生育に応じて追肥を行います。これに対し

て，実証試験では，慣行の基肥と追肥を，さとうきびの植付け時にまとめて一回で施肥する技

術で，追肥作業の省力化が図られます。また，この施肥技術では，さとうきびの生育期間中に

ゆっくりと窒素肥料が溶け出す緩効性肥料を用いるため，生育期間中の雨等によって施肥し

た窒素肥料が地下へ流亡する量を少なくでき，肥料費の節減や地下水等の環境への負荷が

低減されることが期待できます。本年４月の段階では，緩性肥料区の生育は，慣行と同程度

の生育となっています。

写真１．さとうきび施肥実証ほ
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(２)カボチャ

カボチャは，奄美地域を代表する野菜の一つ

となっています。特に，喜界島では近年栽培面

積の大幅な拡大が図られており，県内有数のカ

ボチャ産地となっています。現在，カボチャの産

地確立を図るため，抑制栽培（10月定植して翌

年２月収穫）と早熟栽培（１月定植して，同年５月

に収穫）の２つの作型のそれぞれにおいて，喜界

島の気候や土壌条件に合った品種の選定試験

を行っています（写真２）。今後実証を重ね市場評価の高い，喜界島に適した品種を選定して

いく予定です。

(３)トマト

喜界島のトマトは，ハウスで栽培されて

おり，冬場の温暖な気象条件を生かした

暖房機による加温を行わない無加温栽培

が行われています。10月に定植して当年

の12月～翌年の５月にかけて収穫され，

鹿児島の市場等に出荷されています。現

在，生産性向上を図るため，生産者と協

力の下，トマトの仕立て方法について試験

しています。地域の慣行である１本仕立て

法では，定植したトマトの一株から１本の枝にトマトを実らせますが，これに対して，定植した

一株のトマトから２本の枝を仕立てる２本仕立て法を試験しています。これまでの結果では，２

本仕立ては１本仕立てに比べて，収量がやや多く，単価の高いMLの大きさの階級の割合が

多いことがわかりました。今後，喜界島のトマト栽培への本技術の導入を検討する予定です。

２．将来の畑かんを担う若手農業者への支援活動

近年，担い手農家数が減少傾向にある中，農政普及課喜界町駐在では喜界町農業青年クラ

ブ（会員数23人）を，将来における喜界町の畑かん営農の担い手として位置づけ，関係機関と

連携しながら，以下のことに取り組んでいます。

(１)クラブ活動の活性化

地元の小中学校と連携した農業体験ツアー（写真４）や，喜界町商工会青年部との連携に

よるハロウィンイベント等（写真５，６）の開催を通して，島内外に農業青年クラブ活動と喜界

島農業の情報発信を図っています。これらの活動を通して，農業に関心を持った子供たちが，

将来，喜界島における担い手として，喜界島の農業に従事してほしいものです。

(２)クラブ員の資質向上

関係機関と連携したクラブ員に対する集団あるいは個別巡回による栽培技術・経営指導を

行っています（写真７）。また，一部のクラブ員は，自己の農業経営における課題をみつけて，

写真２．カボチャ現地検討

写真３．鹿児島市内における販売促進活動
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それを解決して，自らの資質向上を図るプロジェクト活動に取り組んでいます。プロジェクト活

動に際しては，関係機関と連携しながら，各種支援を行っています。この活動によって，大幅

な経営改善が図られたクラブ員もいます。

写真５．ハロウィンイベントの実施写真４.農業体験ツアー（牧場体験）

写真６．小学校でのランタン作り指導 写真７．サトウキビの株調査
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令和２年度大島支庁地域密着研修感想

大島支庁建設課用地係 主事 永田大貴

令和2年5月15日(金)，地域密着研修（座学）が開

催され，田中完大島支庁長が「奄美を知る」との題目

で講話をされました。

支庁長は，平成29年4月から2年間，総務企画部長

として初めての大島支庁勤務を経験され，その1年後

の今年，支庁長として再度赴任されたとのことで，今

回の講話は，前回のご自身の経験を基に奄美の魅力

や仕事への姿勢についてお話をしてくださいました。

私は大島支庁に配属されるまで奄美を訪れたこと

はなかったのですが，奄美群島の自然や文化には以前から興味を持っていました。そのため，

今回，このような講話を拝聴できたことは大変有り難いことでした。

講話の中で，支庁長は，「チャンスの神様は逃げていってしまう」という思いで島内各地を巡っ

たと，初めて赴任した当時のことを振り返られました。シマ巡り，墓地巡り，伝統行事への参加な

ど，行ってみたいところ，やってみたいことはその都度，手帳に書き込んでおられたそうです。

奄美の魅力は，奄美群島国立公園のキャッチフレーズ「生命にぎわう亜熱帯のシマ～森と海
い の ち

と島 人 の暮らし～」に尽きると言われました。また，あるとき，空と森と海，加えて，奄美やメソ
しまつちゆ

ポタミア文明などの世界の文明を北緯28度30分の光のステージ上で，島人が伝統文化を育ん

で奄美の魅力を創出してきたのだということに気付かされたとも言われました。そして，シマ巡り

を通じて接した「優しい陽の光に輝く森，暖かな夕日に彩られた波打ち寄せる砂浜，オレンジ色

に染まった奄美の空」など，奄美の美しく雄大な

自然の情景を，写真を通して伝えてくださいまし

た。講話を聞いた上で改めて写真を見ると，確か

に陽の光が情景を引き立てていることに気付かさ

れます。私も奄美に来て，初めて笠利や龍郷の

青く光る海や東シナ海に沈む夕日を見たとき，そ

の美しさに息を呑みました。支庁長が言われた大

熊からの眺望も，後日，実際に自分の目で見ると

写真で見るよりも更に美しく思えました。

また，実際に伝統行事等に参加することで奄美の文化にも触れられたというお話を聞き，私

にはまだ経験がありませんが，奄美の自然由来の宗教と伝統行事に神秘さと奥深さを感じさせ

られました。その中でも，シマ唄に関して「唄半学」という言葉を教えていただき，唄半学とは，

シマ唄を演ることは人生の半分を学んだに等しいという意味があることを学ばせていただきまし

た。そして，サプライズで実際にシマ唄（らんかん橋節）を唄ってくださり，発声で紡ぐ美しい音色

にも魅了されました。
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さらに印象深かったのが墓地巡りのお話です。墓石の特徴や墓碑銘の一字姓から分かる奄

美の文化や歴史についてのお話を伺いましたが，その着眼点には驚かされました。

支庁長は，講話の冒頭，「相手の立場に寄り

添うためには，相手のことを知る必要がある。

奄美の美しい自然，複雑な積み重ねの歴史，奥

の深い伝統文化などを知ることが，奄美の方々

に寄り添い，一緒に知恵を出して取り組んでい

くことにつながる」と言われました。私も，今回

の講話を参考に奄美での生活を楽しむと共に，

精一杯奄美の方々のお役に立てるよう仕事に

励み，今後，ほかの職場に移動しても今回のお

話を大切に，鹿児島のために尽くしていきたい

と思います。

受講者感想より抜粋

・奄美大島に興味を持ち，希望して赴任してきました。シマの文化，イベント等を知りたい

と思っていたので，すごくタイムリーでした。

今日の研修を受けて，奄美の歴史や良いところへ積極的に足を運ぼうと思います。

・奄美に来て約１ヶ月ですが，これから奄美の様々な場所に行く上で歴史や土地につい

て知っておくと，更に楽しめるなと感じた。

・奄美の魅力をもっと知って，島民の声，生活背景を踏まえ，より住みやすい土地にでき

るよう力になりたいと思う。
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令和２年度新規採用職員を紹介します！（その３）

大島支庁健康企画課 疾病対策係 保健技師 恒松 沙織
つね まつ さ お り

今年度より，大島支庁健康企画課に新規採用職員として

配属されました恒松沙織と申します。

出身は宮崎県ですが，大学は鹿児島大学で，大学卒業後

も鹿児島の病院で勤務していました。元々，公衆衛生学に興

味があり，疾病対策や健康増進活動に携わりたいと思ってい

ましたので，保健師として就職することができたことを嬉しく

思います。

現在は，疾病対策係で結核の方，支援等を中心に担当しています。法令に基づき業務を行う

ため，勉強することや悩むことも多いですが，上司や先輩方のご指導もあり，安心して業務を行

うことができています。

趣味はドライブすることと，おいしいものを食べることなので，この機会に島内を巡ってたくさ

んおいしいものを食べたいと思っています。

自然豊かな奄美大島を満喫しつつ，住民の方が健康に暮らせるような支援ができるよう日々

頑張り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福祉課 保護第二係 主事 堀 拓真
ほ り た く ま

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，堀拓真と申します。出身は姶良市蒲

生町で，大学4年間は福岡で過ごしました。

大学では法学部の民法ゼミに所属していました。

徳之島では美しい自然環境の中で，新しく釣りにチャレンジしたい

と思っています。誘っていただけたらうれしいです。

日々の業務は，生活保護業務を担当しています。社会保障関連

の法律は，大学で講義を受けたことがある程度で知識としては浅く，

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いただきながら日々の業務に取り組

んでおります。

新型コロナウイルスの影響で2週間出遅れてはいますが，一日でも早く仕事を覚え，一人前

の県職員になれるように精進しますので，どうぞ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農村整備課 計画係 農業土木技師 入江 一冴
いり え か ず さ

今年度より新規採用職員として農村整備課計画係に配属されました

入江一冴（かずさ）と申します。鹿児島市出身で大学卒業まで鹿児島市

に暮らしておりました。

大学では農業土木を主に勉強してきました。大学で勉強したことと関

連が深い分野の仕事をしているものの，言葉すら分からないような状況

で日々勉強不足を痛感しております。しかし，どんな質問をしても答え

てくださる心強い先輩方がいるので，今はとにかく目の前のことに一所

懸命取り組みたいと思っております。

最初の赴任地が島で家事もろくにできないのに寮の抽選が外れたことや，コロナウイルスの

影響で働き始め早々に2週間の在宅勤務を命じられるなど予期せぬことばかりの社会人１年目

ですが，どんなことも成長のチャンスと捉え，一日でも早く県民の方々の役に立てるようにがん

ばります。

大島支庁沖永良部事務所総務福祉課 福祉係 主事 冨ヶ原 江里
と み が は ら え り

今年度より，新規採用職員として大島支庁沖永良部事務所総務

福祉課福祉係に配属されました，冨ヶ原江里と申します。

出身は鹿児島市で，大学時代の４年間は熊本で過ごしました。

大学では法律を専攻しており，所属していたゼミでは社会保障法に

ついて学んでいました。就職を機に鹿児島に戻ってくることができ，

沖永良部という経験したことのない新たな場所で働けることを大変

嬉しく思っております。

日々の業務では，生活保護業務を担当しております。慣れないことばかりで戸惑いながらも，

周りの方々に助けていただき優しく指導していただきながら日々業務に取り組んでおります。新

しく学ぶことが多く，毎日勉強の日々です。そのような環境で業務に従事できることに感謝しな

がら，現状に満足せず常に学ぶ姿勢を持ち，少しでも早く県職員として県民の皆様のお役に立

てるよう努力していきたいと思っておりますので，今後とも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農村整備課 整備第一係 農業土木技師 永山 賢吾
なが やま けん ご

今年度より新規採用職員として，沖永良部事務所農村整備

課に配属となりました永山賢吾です。鹿児島県出身で，この度

の採用により生涯鹿児島県で過ごすことがほぼ確実となりまし

た。

沖永良部事務所への配属が決まった時は，初任地が島にな

るとは考えていなかったので驚きました。しかし，県職員になり

たいと思ったきっかけは大河ドラマ「西郷どん」の影響が大きかったので西郷さんが訪れた島に

行けると思うと凄く楽しみになりました。事務所の先輩方は，西郷さんのように住民の為に尽力

しており，その姿をみて県職員になってよかったなと実感しています。

また，沖永良部島では恩師の紹介により知名中バスケットボール部の外部コーチをさせても

らっています。大島地区代表として県総体出場を目指し部員と頑張っています。

業務の面においては，大学で専攻していた内容ですがわからないことばかりです。優しい先

輩方のご指導のもと毎日の業務に取り組み，県職員として早く農家の方の役にたてるようになり

ます。今後ともご指導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

令和２年５月１日現在の奄美群島の人口は103,836人で，前年の同月と比べて，1,481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) 1,593,040 103,836 58,516 6,622 21,701 11,984 5,013

前年同月(人) 1,604,911 105,317 59,256 6,756 22,074 12,200 5,031

増減数(人) -11,871 -1,481 -740 -134 -373 -216 -18

前年同月比(％) -0.7 -1.4 -1.2 -2.0 -1.7 -1.8 -0.4

２ 鹿児島県観光動向調査

令和２年４月における県内の調査対象ホテル・旅館82施設の宿泊客数（宿泊延べ人員）

は，合計51,475人で，新型コロナウイルス感染症の影響で，前年同月比 81.5％の減となって

います。

奄美地区の宿泊客数についても，同様に減少し，6,682人で，前年同月比 75.7％の減とな

っています。

（単位：人，％）

令和２年４月 前年同月比

県全体 51,475 ▲81.5

奄美地区 6,682 ▲75.7
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３ 大島紬

令和２年５月の生産反数は386反で，前年同月の生産反数357反と比較して0.08％の増加

となっています。

《 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 367 63 304 210 2 0 138 17 0 32,134 1,372 119,815

緯　　絣 19 0 19 2 0 0 14 3 0 756 90 3,574

計 386 63 323 212 2 0 152 20 0 32,890 1,462 123,389

反数
生産金額
（千円）

累　　　　計男物女物別 　　染　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　別


