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「あまみ地域づくり褒賞」の表彰状授与式を行いました

大島支庁総務企画課総務労政係 主査 押川 拓

大島支庁では，平成23年10月に「あまみ地域づくり褒賞」を創設し，奄美地域の振興に顕著

な功績をあげられた方々を表彰しています。

今年度は，８つの個人・団体が受賞され，去る２月20日に大島支庁会議室にて，表彰状の授

与を行いました。

当日は，７つの個人・団体の方々に御出席いただき，それぞれの代表の方に，鎮寺支庁長が

表彰状を授与しました。

また，授与式終了後は，支庁長をはじめ，各部長も交えて，受賞された方々との意見交換会

を実施し，それぞれの活動の様子や苦労されていること，今後の抱負などについて，活発な意

見交換を行いました。

なお，都合により表彰状授与式に出席できなかった徳之島町の母間校区振興会様について

は，２月22日に徳之島事務所において，表彰状の授与を行いました。

今回受賞された皆様の功績概要や，過去の受賞者については，大島支庁のホームページに

掲載しています。

ホーム> 地域振興局・支庁> 大島支庁> 地域情報> 奄美群島全域の情報> お知らせ・イベン

ト等>

平成28年度あまみ地域づくり褒賞表彰状授与式

（http://www.pref.kagoshima.jp/aq01/chiiki/oshima/chiiki/zeniki/oshirase/2018amamitii

ki.html）
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じわじわ来てます！沖永良部の注目食材「きくらげ」

大島支庁林務水産課林務係 林業技師 濵田 肇次
ただつぐ

沖永良部へ行った時に「きくらげ」を購入したことはありま

すか。私は，沖永良部空港（えらぶゆりの島空港）の売店

で，かごしまの農林水産物認証制度(K-GAP)マークを付け

た「乾きくらげ」や「きくらげ佃煮」を購入しています。特に

「きくらげ佃煮」は，ピリッと辛口で食感がコリコリと良く，白

飯に非常に合うため，奄美土産として親戚や家族に買って

帰ると，とても好評です。

しかし巷では「ラーメンに入っている時しか食べない」「千

切りした形しか知らない」「一度も買ったことが無い」と馴染

みの薄い存在です。

先日も，小学生向けのしいたけ収穫体験で「奄美では，し

いたけの他にも沖永良部できくらげを栽培しているんだ

よ。」と説明すると，「きくらげって海藻じゃないんだ。」と言われ，そこからですか・・・と認知度の

低さを実感したところです。

このトピックを読み終える頃には，きくらげの魅力を皆さんに知っていただき，他の人にも魅力

を拡げてほしいと思っています。

実は，日本に出回る約95％が輸入（中国産）きくらげなので，皆さんが口にするほとんどは中

国産だと思います。そんな中，平成26年の県のきくらげ生産量は全国２位と健闘しています。さ

らに，沖永良部は県内シェア61％にもなります。貴重な国産きくらげが身近にあるのに，食べな

いわけにはいきません。

きくらげの見た目は，薄くて黒く，栄養があるようには見えません。和食には欠かせない日本

三大旨味食材の１つであるしいたけのような良い出汁もとれません。

しかし，きくらげにはコンビニ等のサプリメント売り場でよく目にする栄養素，「ビタミンＤ，カル

シウム，鉄分，カリウム，ビタミンＢ２」が豊富に含まれていると言われています。

特に魚介類並に含まれていると言われるビタミンＤは，カルシウムの吸収を助ける役割があり，

骨が弱くなりがちな妊婦さんや高齢者などには，もってこいの健康食材です。

魅力その１ 国産きくらげは貴重なんです！

魅力その２ ミネラル豊富な健康食材なんです！
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きくらげ栽培は本来農薬を使用しませんが，輸入きくらげから基準値を超える残留農薬が検

出されたり，消費者の安心・安全志向の高まり等から，国産きくらげが見直されています。

例えば，大手ちゃんぽんチェーンが国産きくらげを使い始めたり， ＮＨＫ総合の「うまいッ！」

(平成28年６月５日放送)に取り上げられたり，新聞や雑誌に掲載されたりと，目に見えて問合せ

が増えています。

それに伴い，沖永良部のきくらげ会社は，培養室や栽培ハウス，加工場の拡張を行っていま

す。ここ２～３年で一気に生産量が増える見込みです。明るい兆しがじわじわ来ています。

最後に，私の勝手な願望ですが，いつか今人気の鹿児島ラーメンコンテストで，沖永良部産

きくらげを必須食材（課題食材）にしてもらいたいな～と思ったり，ゆくゆくは，鹿児島の「黒」食

材の仲間入りができないかな～と思ったりしております。

魅力その３ 最近の動き，じわじわ来てます！

沖永良部産きくらげができるまで
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大島支庁での３年間を振り返って

大島支庁総務企画課総務労政係 主事 金子 堅斗

「金子さんの赴任先が決まりました。大島地区です。」

大学卒業前で，実家の長崎でのんびりと過ごしていた私にとって衝撃的なお知らせでした。

進学を機に長崎県から鹿児島市に移り住んで４年。鹿児島県に就職し，住み慣れた土地で社

会人生活を始められるとの楽観は音を立てて崩れ，私は，慌てて奄美のことについて調べ始め

ました。

「奄美か・・・鹿児島のずっと南にあるところだよね・・１回も行ったことがないよ・・・」などとうろ

たえつつも，Googleストリートビューで支庁付近を見たり，物件情報を漁り，大島支庁の仕事内

容を調べ，引越準備をしたりと慌ただしい日々でしたが，何よりも知らない土地で，初めての社

会人生活と新生活を送ることへの不安が大きかったことを今でも覚えています。

担当する業務は，主なものとして庁舎・公舎の維持管理，文書管理，そしてこの大島支庁情

報誌の編集も務めることとなりました。

特に庁舎・公舎管理は，建物の設備の調査や不具合箇所の原因究明・対応があり，「この設

備は，こんな役割があるのか。」「こんなところが不具合を起こすんだ！」と，初めての経験の連

続で，非常に新鮮でした。悩み，つまづくことも多くありましたが，幸いなことに上司の方々や周

囲の先輩職員に恵まれ，指導・助言をいただきながら仕事を進めることができました。

また，仕事ではありませんが，支庁単位で参加する「奄美まつり」パレードの振り付け指南役

を務めたことも貴重な経験でした。私は控え目

な性格で，表に出たがらないタイプであるた

め，「パレードの振り付けを皆に教えてね。よろ

しく。」と言われたときは，どんな理由を付けて

辞退しようかと思案に暮れていましたが，３年

間務めきりました。（前任の方は庁内に務めて

いたため，振り付けや教える際の注意点など

様々な面で助けていただきました。）

パレードの集合写真

最初こそは「練習に誰も来て欲しくない。

一人にして欲しい。」と切に願っていたもの

の，やれば慣れてくるもので，「今日は練習

する人が少ないな。もっと練習に来てくれな

いかな。」と思うほどになったことは，自分でも

驚きの変化でした。
舟こぎ競争にて
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奄美に来て良かったと思うことは，職員間の交流が活発で，先にも書いた奄美まつり等様々

なイベントに一緒になって参加できることです。

専らインドア派の私でも，タンカン狩りに行ったり，同期と一緒に加計呂麻島に泊まりに行った

り（人生初の流れ星も見ることができました！），バブルサッカーをしたり，シュノーケリングをし

たりと，ここには書き切れないほど多くの体験を積み重ね，大切な思い出となりました。

同期と加計呂麻島に！

タンカン狩りにて

手広海岸にて

奄美パークにてバブルサッカー

加計呂麻ウォーキング大会にて

最初こそは長く思える３年間も，振り返ってみると非常に短く感じます。奄美に赴任することが

不安でたまりませんでしたが，今となっては鹿児島への異動が決まり，もうすぐ別れが訪れると

思うと寂しくてたまりません。

次の所属でも，初めての経験が多く待ち構えてるかと思いますが，これまでの経験とたくさん

の思い出を胸にまた一から頑張ろうと思っております。３年間大変お世話になりました。
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３月の統計情報

１ 鹿児島県毎月統計人口

平成29年２月現在の奄美群島の人口は，108,476人で，前年同月と比べて1,532人減少

しています。

２ 鹿児島県観光動向調査

平成29年１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

250,997人で，前年同月比2.7％の減少となっています。

奄美地区は，18,932人で，前年同月比6.4％の減少となっています。

３ 大島紬

平成29年２月の生産反数は387反で，前年同月の生産反数411反と比較して5.8％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

2月１日現在(人) 1,634,682 108,476 60,435 7,069 23,088 12,750 5,134

前年同月(人) 1,646,182 110,008 61,258 7,190 23,388 12,990 5,182

増減数(人) -11,500 -1,532 -823 -121 -300 -240 -48

前年同月比(％) -0.7 -1.4 -1.4 -1.7 -1.3 -1.9 -0.9

県全体 奄美群島

県全体

奄美地区

250,997 257,847 -2.7%
18,932 20,233 -6.4%

平成29年1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 362 25 337 163 19 163 17 31,386 609 52,384

緯　　絣 25 0 25 3 0 22 0 974 43 1,674

計 387 25 362 166 19 185 17 32,360 652 54,058

累　　　　計男物女物別 　染　　　　　　　　　　　　　　　　 別
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３月下旬～４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

日　付 担当課 行　　　事 場　　　所

3月26日 衛生・環境室
第１回外来ネコ問題研究会シンポジウム
（主催：外来ネコ問題研究会）

天城町防災センター

3月28日 衛生・環境室
第２回外来ネコ問題研究会シンポジウム
（主催：外来ネコ問題研究会）

AiAiひろば

4月8日 建設課 津代トンネル開通式

4月9日 建設課 深山トンネル開通式


