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犬の譲渡事業
大島支庁健康企画課衛生・環境室衛生薬務係 技術専門員 横山竜也

県では，動物の愛護と適正な飼養についての理解と関心を深めるため，平成8年度から犬の
譲渡事業を行っています。
以前は新たな飼い主が見つかる犬の割合（譲渡率）は決して高いとはいえないものでしたが，

動物愛護思想の高まりやボランティアによる協力などに加えて平成25年10月に鹿児島県動物
愛護センターが霧島市に開所して以降は県民の譲渡に関する関心もさらに高まり，譲渡率も上
昇してきています。（下グラフ参照）

名瀬保健所（瀬戸内町駐在，喜界町駐在含む）でも収容した犬の譲渡事業を実施していま
す。本土に比べるとまだまだ十分とは言えませんが，動物愛護活動を行うボランティアの方々
の協力もあり少しずつ譲渡される犬の割合も上昇してきています。（令和元年度：名瀬保健所の
犬の譲渡率＝約67％）

【犬が保護される場合の流れ（一例）】
（１）「放れた状態の犬がいる」という情報が入ると保健所が保護に向かいます。

（２）昔はなかなか捕まらない野犬もいましたが，最近は飼い犬が放れてしまったり捨てられ
て保護されるケースがほとんどです。保護された犬は保健所の犬舎に入り，犬の情報は市町村
役場に掲示されるとともに県の動物愛護ホームページに公開されます。

（３）保護した犬については法律で決まった「公示期間（２日間＋1日）」がありますが，鹿児島
県ではそれを超える期間（最低１週間），元の飼い主が現れるのを待つようにしています。それ
でも飼い主が出てこない場合は犬の健康状態や性格を獣医師が確認し，問題無いと判断され
たものは「譲渡対象犬」となります。

（４）譲渡対象犬についても県の動物愛護ホームページで公開しています。（様々な事情によ
り公開のタイミングが遅れたり公開を見合わせたりしている場合もありますので詳しくは保健所
までご確認ください）

（５）譲渡希望者が現れた場合は犬を適切に飼育できる環境かどうかの確認をし，譲渡前講

習会を経て譲渡となります。譲渡を受ける際に費用はかかりません（動物愛護センターからの

譲渡は有償となります）。離島保健所では動物愛護センターとは異なり定期的な譲渡会は開催
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していませんので，譲渡希望の方はその都度お問い合わせください。

県では譲渡適性のある犬についてできるだけ生存の機会を増やすべく，特に期間を決めず

に譲渡希望者を探す努力をしています。犬の譲渡に興味がある方はまずお気軽に保健所まで

お問い合わせください。

鹿児島県動物愛護ホームページには動物愛護センターの情報だけでなく，迷子で保護され

た犬や保健所で新しい飼い主を待つ犬の情報も掲載されています。

名瀬保健所の犬舎にいる譲渡対象犬の情報もご覧いただけます。早く誰か迎えに来てくれな

いかな～。
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奄美大島・喜界島産マンゴーは，今年も品質良好！

品評会で生産技術向上と産地振興を支援

大島支庁農政普及課技術普及係 技術専門員 平田 昭人

奄美大島，喜界島では，温暖な亜熱帯性気候を

活かし，マンゴーの無加温ハウス栽培が取り組ま

れており，約20haの面積で栽培されています。

ＪＡ，市町村，県の関係機関で構成する鹿児島

県園芸振興協議会大島支部では，奄美大島・喜界

島のマンゴーの生産振興及び銘柄確立と，生産者

の技術向上を図るために，平成２７年からマンゴー

品評会と研修会を開催し，今年で第６回を迎えまし

た。今年は，８月４日(火)に鹿児島県農業開発総合

センター大島支場で開催しました。

出品点数は，１８点（奄美市６，大和村２，宇検村

１，瀬戸内町２，龍郷町４，喜界町３）でした。

当日は，マンゴー栽培農家をはじめ，ＪＡ・市町

村・農業開発総合センター大島支場・大島支庁関

係職員など約４０名が参加しました。

午前中に出品物の審査を行い，午後からは，審

査結果発表と表彰式を行いました。

受賞者は表１のとおりです。

糖度は，平均で１５．２度（最高１８．５度）と，ここ

数年同様の安定したおいしい味となりました。

今年は，昨年の１２月から１月にかけての暖冬の

影響により，開花の量がやや少ない園が多く見ら

れ，生産量としては，昨年より約３０％少ない，約６

０ｔの見込みとなっています。

また，花芽促進のための管理のポイントを理解

している園とそうではない園の差が出ている傾向

が見受けられました。今後も関係機関一体となっ

て，問題解決をさらに支援し，マンゴーの生産振興

と経営安定を図っていきます。

審査結果の講評

外観審査

果実内容審査（糖度）

表彰式
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表１ 受 賞 者

市町村名 受賞者(敬称省略)

金 賞 奄美市 (株)カイセイ

銀 賞 喜界町 高木 智之

銅 賞 龍郷町 皛納農園

奄美市 (有)奄美興島園

審査員特別賞 奄美市 榮 貴之

なお，出品されたマンゴーは，例年，奄美大島

島内の夏祭りの賞品として提供していましたが，本

年は，各種の祭りが中止となりましたので，地元報

道機関３社に協力を頂き，新聞紙面やFM放送で

公募を行い，数量限定のプレゼントとして，提供さ

せていただくこととしました。

島内外と問わず多くの応募があり，奄美大島・

喜界島産マンゴーへの熱い希望と期待を感じることができました。

マンゴープレゼント企画に寄せられた応募はがき

表彰者の皆さん(中央４名)

表彰を受けた出品物（５点）
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徳之島さとうきび農作業受委託調整センターが設立されました
～ 管理作業の適期実施で，単収向上を目指します ～

徳之島事務所 農業普及課

６月30日，さとうきび管理作業の適

期実施による単収向上・生産安定を

図るため，農作業の受委託調整（さと

うきびの管理作業をお願いしたい農

家から申込みを受けて，作業ができ

る農家へ斡旋すること）を行う「徳之

島さとうきび農作業受委託調整セン

ター」が設立されました（事務局は，徳之島さとうきび生産対策本部（伊仙町経済課）内）。実際

の受委託調整業務は，調整をすでに実施している(有)南西サービスに業務委託し実施します。

調整センターでは，今後，さと

うきび農家への周知を行うととも

に，作業ができる農家の募集を

行い，受委託調整を拡大する計

画です。

農業普及課は，センター設立に向け，関係機関と一緒になって協議を重ねてきました。

○さとうきび農作業受委託調整センター設立に向けた取組

平成30年度から，さとうきび農作業受委託調整の仕組みづくり小委員会を毎月開催し検

討を進めました。また，令和元年度は，小委員会の中にセンター設立，業務委託，ほ場台

帳管理の各ワーキンググループを作り，集中的な検討を行いました。小委員会の検討結果

は，毎月開催される徳之島さとうきび生産対策本部運営企画委員会において協議し，関係

機関の助言を得るとともに，関係者の合意形成を図りつつ，検討を進めました。さらに，ロ

ードマップを作成し，設立までのスケジュールを関係者で共有し，計画的な検討を行いまし

た。

設立総会（徳之島さとうきび生産対策本部総会）

ｾﾝﾀｰ本部
（さとうきび生産対策本部）

徳之島支部
（徳之島町糖業部会）

天城支部
（天城町糖業部会）

伊仙支部
（伊仙町糖業部会）

調整センター組織図

小委員会で毎月検討 受託農家説明会再委託農家意見交換
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○KSASを活用したさとうきびほ場台帳整備に向けた取組

受委託調整及びほ場台帳管理の業務委託先となる南西サービスにおいて，スマート農

業技術の開発・実証プロジェクト（国の公募事業）を活用し，KSAS（営農支援システム）活

用体制の整備を行いました。また，KSASシステム開発者である株式会社クボタと検討の場

を持ち，徳之島全体のほ場を管理することを前提に効率的で活用しやすいものとなるよう

協議を重ねました。なお，ほ場台帳については，あまみ農協が保有する生産者情報が関係

機関の基本データとして活用されていることを踏まえ，この情報を活用することを決定し，

農家の承諾を得た上で，情報の収集を行いました。

センターは設立したばかりであり，今後，受委託調整の拡大を図るため，再委託農家の拡充

が重要となります。また，センターを活用したさとうきび大規模農家のモデル育成も進める必要

があります。農業普及課では，効率的で安定的なセンター運営となるよう支援していきます。ま

た，ほ場台帳管理については，今年度整備されたさとうきび

調査員制度を活用し，調査員が把握した情報のKSASへの登

録作業を進め，KSASの容量アップ（バージョンアップ）が完

了する３年後を目処に完了することにしています。

KSAS 活用研修会プロジェクト推進会議 農家からの同意取得

管理作業申込み
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徳之島で「新規就農者励ましの会」を開催

～ 畜産や園芸で２０～３０代が１０人就農 ～

徳之島事務所 農業普及課

７月２日に，徳之島３町担い手育成総合支援協議会及び徳之島農業改良普及事業協議会の

共催で，伊仙町中央公民館で「新規就農者励ましの会」を開催しました。

新規就農者10人（当日は８名出席）の内訳は，徳之島町４名，天城町４名，伊仙町２名で，ほ

とんどの方が生産牛経営を柱としながら，さとうきびや果樹，ばれいしょなどをそれぞれ組み合

わせた複合経営に取り組みます。

まず，県大島支庁徳之島事務所の瀬戸口寛所長から

「新型コロナウィルス感染症が農業にも多大な影響を及ぼ

しており，厳しい状況下での船出となります。県としても様

々な支援を行いますが，若い力や新しい発想をもって，こ

の状況下でも負けない農業に取り組み，地域のリーダーを

目指してほしい」と挨拶をいただきました。

また，３町を代表して，開催地の伊仙町の大久保町長か

らは，「農業の難しさを痛感されることもあると思います

が，一人で抱え込まずにここにいる関係機関や農業の先

輩方に相談してほしい」と挨拶をいただきました。

前列の両端４名ずつが新規就農者

瀬戸口 徳之島事務所長

大久保 伊仙町長
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参加した８名の新規就農者からは，自己紹介にあわせて今後の抱負として「生産牛を計画的

に１～２頭ずつ増やしながら大規模経営を目指したい」，「地域の先輩方の意見も取り入れ，自

分の考えも生かしながら時代のニーズに沿った農業を目指したい」，「農業で安心して生活がで

きる基盤をつくっていきたい」など発表していただきました。

記念品として県農業改良普及研究会発行の「農

業かごしま」（隔月年６回発行）１年分を全員に贈

呈しました。

今年度いっぱい，農業普及課の職員が，栽培

技術や経営面などでの相談対応を兼ねて，訪問・

配布を行います。

全体会終了後，３会場に分かれて町別説明会

を開催しました。困った時，悩んだ時に先輩農業

者や関係機関に相談できる人脈づくりにあわせ

て，各町の支援施策等の説明を行いました。

今後も農業普及課では，各町行政，関係機関，

指導農業士等と連携して，「個別巡回訪問活動」

や「農業基礎講座」等を通じて，新規就農者の営

農確立支援を行っていきます。

記念品（農業かごしま１年分）の贈呈

３町それぞれに分かれての説明会

新規就農者がそれぞれ自己紹介と抱負を発表
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第２回地域密着研修「黒糖焼酎への誘い」を受講して

大島支庁総務企画課商工観光係 主事 岩崎あかね

令和２年６月25日（木）に第２回地域密着研修が開催され，本総務企画部長が「黒糖焼酎へ

の誘い」との題目で講話をされました。

「焼酎マイスター」の資格を持っている本部長ならではの，焼酎についての丁寧かつディープ

なお話を聞くことができましたので，以下に感想をまとめたいと思います。

◆「黒糖焼酎」とは何ぞや

黒糖焼酎については，意外と知られていないか

もしれませんが，①熊本国税局大島税務署管内

で製造②米麹，粉＆粒状でない黒糖を使用，この

２点の条件を満たすものが「黒糖焼酎」に分類さ

れます。つまり，黒糖焼酎が造られているのは，こ

こ奄美群島内だけとなります。（ちなみに，恥ずか

しながら私は大島支庁に赴任するまで，この分類

を知りませんでした・・・。）また，実際に奄美群島

内のみで黒糖焼酎の製造が認められたのは1959

年と歴史が浅いことも知りました。

その他にも，黒糖焼酎の歴史，製造方法，効能等についてお話いただき，製造過程で米と黒

糖の割合のうち，黒糖の割合が多くなるとスッキリした味わいになることや，アルコールに対す

る体質分類（東京から離れた地域になるほど，お酒に強い傾向にある！？）などを教えていた

だきました。

◆いざ，テイスティング！

より黒糖焼酎への理解を深めるため，研修内で

は，本部長が用意した４種類の黒糖焼酎のテイス

ティングが行われました。焼酎の魅力を分かりや

すく伝えるためのツールとして以下の４タイプに分

類できるとのことでした。

①フレーバータイプ：近年，人気が高い，「清涼

な香り」のもの

②キャラクタータイプ：樫樽貯蔵や長期熟成で

重厚な香味が特徴の「個性的」なもの

③ライトタイプ：市場で最も消費量が多く，軽快

な香味で「スッキリ感」があるもの

④リッチタイプ：伝統的な製造方法のものが多く，味わい深くて「コク」があるもの
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今回用意された４つの焼酎は，それぞれ１つずつタイプ毎に分類できるとのことで，参加者

は，グラスに注がれた焼酎の見た目，香り，味などを確かめ，悪戦苦闘しながら分類していまし

た。私は車通勤のため，残念ながら焼酎を味わうことができませんでしたが，香りだけで分類す

るのは至難の業でしたが，参加された方の中には，見事，全問正答された方もおられて，すご

いなと感じたことでした。

◆おわりに

私は今年４月に大島支庁へ赴任して，以前より

黒糖焼酎を飲む機会が増えましたが，今回の地域

密着研修で，改めて黒糖焼酎の基礎知識や嗜み

方を学ぶことができ，とても良い機会でした。

「黒糖焼酎とは何か」を学んだことで，新たな黒

糖焼酎の楽しみ方ができると思うので，これから

先，黒糖焼酎を味わう際の参考とし，島内外の方

へ黒糖焼酎の魅力を伝えられたらと思います。

受講者感想より抜粋

・匂いの段階で一つ一つ微妙に違うのが分かった。実際に口に入れてみると，芋焼酎など

他の焼酎よりすごく飲みやすいなと感じた。黒糖焼酎は奄美でしか作れないのは初めて知

りました。アルコールの体質テストをやってみたいです。

・今まで芋焼酎しか見たことがなく，奄美に来て初めて黒糖焼酎というものを見たので，今

回黒糖焼酎の歴史や成分等について学ぶことができて良かった。黒糖焼酎の歴史が思っ

たより最近始まったものであることや，飲み方に気をつければ体に良い事など，初めて知

ったことも多かった。これを通じて，より地域について関心を持ち，還元できるよう業務に取

り組みたい。

・黒糖焼酎は「黒糖を用いた焼酎」くらいの認識しかなかったが，細やかな規定，製造方法

があることを知り驚いた。自分はあまり味が分かる方ではないが，せっかく大島で働くこと

ができるので，人に勧められる位に黒糖焼酎を学んで（呑んで）いきたいと思った。
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統計情報

１ 鹿児島県毎月推計人口

令和２年７月１日現在の奄美群島の人口は103,712人で，前年の同月と比べて，1,606人減

少しています。（群島内の12市町村の中で，龍郷町のみ，前年同月比22人増加。）

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

7月1日現在(人) 1,591,674 103,712 58,453 6,626 21,653 11,967 5,013

前年同月(人) 1,603,729 105,318 59,279 6,737 22,063 12,191 5,048

増減数(人) -12,055 -1,606 -826 -111 -410 -224 -35

前年同月比(％) -0.8 -1.5 -1.4 -1.6 -1.9 -1.8 -0.7

２ 鹿児島県観光動向調査

令和２年６月における県内の調査対象ホテル・旅館85施設の宿泊客数（宿泊延べ人員）

は，合計76,640人で，新型コロナウイルスの影響により，前年同月比 71.8％の減となってい

ます。

奄美地区の宿泊客数については，政府の緊急事態宣言解除に伴い航空便が徐々に増便さ

れ，前月より若干増加に転じたものの，11,536人で，前年同月比 76.7％の減となっていま

す。

（単位：人，％）

令和２年６月 前年同月比

県全体 76,640 ▲71.8

奄美地区 11,536 ▲76.7
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３ 大島紬

令和２年７月の生産反数は323反で，前年同月の生産反数410反と比較して21.2％の減少

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 295 51 244 147 15 0 129 4 0 26,311 1,899 166,759

緯　　絣 28 10 18 5 0 0 23 0 0 1,104 143 5,644

計 323 61 262 152 15 0 152 4 0 27,415 2,042 172,403

反数
生産金額
（千円）
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