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(H30.11 撮影)

手久津久のガジュマル巨木（喜界町）
て く づ く

神秘的な雰囲気が漂う推定樹齢100年以上のガジュマル巨木。放射状に広がる枝幅は42m，高さ17ｍ，

木の根を巻きつけた幹回りは16ｍ。下から見上げると，その雄大な姿に心を奪われます。

（鹿児島県観光サイト かごしまの旅より）

◆ 風しんについて～未来の赤ちゃんを守るために～ ･･･････・ １

◆ 鹿児島県土木部優良工事等の大島支庁建設部長表彰を実施！････ ４

◆ 奄美群島漁業振興大会の開催について ･･････････････・･･ ７

◆ おすすめ野菜レシピ ｢ニラと納豆のお焼き｣｢オークラ大臣もびっくり！給料日前炒め♪｣ ･･･ 15
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風しんについて～未来の赤ちゃんを守るために～

大島支庁健康企画課 技術主幹兼疾病対策係長 新川 奈緒美

現在，全国で，風しん（三日ばしか）

の流行が首都圏から地方へ拡大してい

ます。10月30日現在，本年の風しん患

者の累計患者報告数は1,668人で，昨

年１年間の93人の約18倍に上っていま

す。

過去には，2012年に2,386人，2013

年に14,344人の患者が報告され，この

流行に関連した先天性風しん症候群の

赤ちゃんが45人も確認されました。

本年10月25日には，県内で今年初発

となる風しんの患者の届出が，川薩保健所管内であり，今後，奄美群島へのウイルスの持

ち込みも危惧されます。

つきましては，職場での風しん予防対策が，地域における感染拡大防止にもつながるこ

とから，以下の予防対策への御協力をお願いします。

１ 風しんとは

風しんは，発熱，発疹，リンパ節の腫れを特徴とする風しんウイルスによる感染症です。

感染から14日～21日（平均16～18日）の潜伏期間後に，発熱，顔から全身に広がる赤い

点状の発疹，首の後ろ側のリンパ節の腫れが現れます。時に見られる合併症としては，関

節痛・関節炎，血小板減少性紫斑病，脳炎などがあります。

大人がかかると，子どもに比べて症状がひどく，また長引くことが多いため，１週間以上

仕事を休まなければならない場合もあります。また，感染しても症状の現れない人や症状

が軽くて気づかない人も15～30％程度存在します。ウイルスの排泄期間は，発疹出現前

後の１週間とされており，この時期に周囲へ感染させるおそれがあります。特効薬はなく，

治療は対症療法が中心となります。

風しんに伴う最大の問題は，妊娠初期の女性が感染することにより，生まれてくる子ども

が先天性風しん症候群と総称される障害（難聴，心疾患，白内障など）を発症する危険が

あることです。
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２ 感染経路

風しん患者の上気道粘膜から排泄されているウイルスが飛沫（唾液のしぶき）を介して感

染します。

３ 現在の流行状況

本年，全国で報告された患者を性年齢別に見ると，男性では，特に30～40代が，女性で

は，妊娠出産年齢である20～30代が多くなっています。患者の予防接種歴は，「なし」又は

「不明」が92％を占めています。

累計患者報告数（暫定値）を都道府県別に見ると，東京都569人，千葉県269人，神奈川

県230人，埼玉県110人，茨城県47人など，依然として首都圏の患者が多い一方，愛知県

88人，大阪府56人，福岡県44人など，首都圏以外の地域からの報告も続いており，報告が

ないのは，10月30日現在，青森県，高知県，佐賀県，大分県の４県のみとなっています。

また，患者の推定感染源では，職場が最も多く，家族，コンサート，旅行・出張，通勤途

中の順に多くなっています。

４ 感染予防

・ 風しんは，ワクチンで予防可能な感染症です。

・ お子様が定期予防接種対象児（１歳，小学校

就学前の１年間にある者）である場合は，確実

に受けさせてください。

・ 予防接種歴（定期予防接種制度と年齢の関係

は下図のとおり）や風しんにかかったかどうか

わからない場合は，抗体検査やワクチン接種

を検討してください。

・ 妊婦は予防接種を受けられないことから，妊

婦とその子どもを守る観点から，20～50代の

男性，妊娠を希望する女性とその周囲の方の

うち，明らかに風しんにかかったことがある，

風しんの予防接種を受けたことがある又は風

しんに対する抗体が陽性であると確認できて

いる方以外は，風しん含有ワクチン（麻しんも

含めたＭＲワクチン）の接種を早急に検討してください。

・ 県では，生まれてくる子どもを先天性風しん症候群から守るため，妊娠を希望する女性

やその配偶者などを対象とした無料の抗体検査を実施しています。詳しくは，最寄りの

保健所又は県健康増進課へお問い合わせください。

※ 風しん含有ワクチンを接種した女性は，２か月間妊娠を避けてください。



- 3 -

５ 風しんかなと思ったら・・・

・ 急な全身性の発疹や発熱などの症状が現れたら，むやみに出歩かず，また，受診の際

は，必ず，事前に医療機関に電話をして，指示に従ってください。

・ 受診の際は，公共交通機関を使わずに，マスク着用や咳エチケットを守るなど，感染を

拡げないように注意してください。
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鹿児島県土木部優良工事等の大島支庁建設部長表彰を実施！

大島支庁建設課 技術調整係 技術主査 若松 崇

１ 土木部優良工事表彰の概要

鹿児島県土木部では毎年土木部が発注した建設工事等において，他の模範と認めら

れる優良工事及び優良業務の施工業者並びに優秀技術者等を表彰し，工事等に従事

する企業及び建設技術者の誇りや意欲の増進を図るとともに，技術の進捗向上・社会的

評価を高め，建設産業の構造改善に資することを目的として，土木部長表彰や各振興局

・支庁の建設部長表彰を行っています。

２ 表彰工事(業務)及び優秀技術者等一覧

平成30年の土木部長表彰等の受賞者は下記のとおりでした。

○優良工事表彰（１件）

○優良工事表彰(４件)

○優秀技術者表彰(４名)

○若手有望技術者表彰（２名）

○優良業務表彰（１件）

工事名

大島支庁
 建設課

港湾 竹山
たけやま

建設(株) 名瀬
　なせ

港環境整備工事(２９－２工区)

執行機関
(振興局)

区分 施工業者名 工事名

徳之島
事務所

港湾 丸福
まるふく

・大友
おおとも

JV 亀徳
かめとく

港改修工事 (2工区)

 土木部長表彰

村上
むらかみ

建設(株)

 大島支庁建設部長表彰

与論
よろん

港海岸環境整備工事

瀬戸内
事務所

砂防 (株)勇
いさみ

建設 総合流域防災(砂防)工事(尻
しりたがわ

田川２８繰工区)

執行機関
(振興局)

区分 施工業者名

港湾 竹山
たけやま

建設(株) 重信
しげのぶ

　幸喜
こうき

名瀬
なせ

港環境整備工事(２９－２工区)

大島支庁
 建設課

砂防 赤穂
あかほ

産業(株) 通常砂防工事(加
かしけんおがわ

世間小川工区)

沖永良部
事務所

港湾

砂防 渕上
ふちがみ

建設工業(株) 亀川
かめかわ

　幸一
こういち

急傾斜地崩壊対策工事(亀津
かめつ

１３・１４工区)

執行機関
(振興局)

区分
施工業者名
(勤務会社名)

技術者名 工事名

大島支庁
建設課

与論
よろん

港海岸環境整備工事

施工業者名 技術者名 工事名

瀬戸内
事務所

砂防 丸福
まるふく

建設(株) 石場
いしば

　進
すすむ

急傾斜地崩壊対策工事(西
　にしこみ

古見工区)

徳之島
事務所

執行機関
(振興局)

区分

沖永良部
事務所

港湾 村上
むらかみ

建設(株) 前田
まえだ

　英樹
ひでき

沖永良部
事務所

舗装 (株)町田
まちだ

建設 東
ひがし

　和弘
かずひろ

特定交通安全施設等整備工事(西
にし

原
ばる

４工区)

大島支庁
建設課

舗装 (株)平良
たいら

建設 森
もり

　賢太郎
けんたろう

支援土木事業運動場整備工事(大島
おおしま

高校４工区)

工事名

瀬戸内
事務所

砂防 (株)建設
けんせつぎじゅつ

技術コンサルタンツ 通常砂防測量設計委託(勝
かちうらさわ

浦沢工区)

区分 施工業者名
執行機関
(振興局)



- 5 -

建設部長表彰は，大島支庁管内において他の模範と認められる『優良工事(業務)』や

『優秀技術者』と，これからの県内建設産業を担う『有望若手技術者』を各事務所(建設

部，喜界，瀬戸内，徳之島，沖永良部)毎に評価点などをもとに，一定のルールに基づい

て合計１１件が選ばれました。

また，土木部長表彰は大島支庁管内から優良工事が１件選ばれました。

受賞者の皆さんおめでとうございます！！

３ 表彰式

大島支庁建設部長表彰は平成30年10月４日に開催しました。

※県土木部長表彰は前日の10月３日に実施済。

当日は台風25号が沖縄地方に接近したことから，予定参加者が急遽当日の朝欠席さ

れたり，変更するなど午前中は慌ただしい準備となりましたが，無事調整も完了し，午後

からの会場設営では，建設課職員一同による迅速・丁寧な作業により表彰式までには準

備万端と相成りました。

（今年の建設部イベントは台風が最大の敵でした。現場見学会，土木事業連絡会，瀬戸

内町シーカヤック大会・・・ことごとく延期や中止に！！）

表彰式には，徳之島の受賞者以外は参加していただき，無事に上大田建設部長より

表彰状を授与することができました。

また，受賞者代表挨拶は竹山建設株式会社様より行っていただきました。

表彰式後は意見交換会を開催し，各受賞者の現場において創意工夫した点や苦労話

など，今後の現場運営に役立つ有意義な場となりました。

表彰式 受賞状況

受賞者記念写真 意見交換会状況
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４ 来年度に向けて

表彰された方々の頑張りを無駄にしない取組として，表彰式終了後は支庁玄関口や

建設部長室に表彰工事写真を掲示し，来客時に紹介・PRをしているところです。

建設部長室掲示状況

本表彰は毎年度行っています。それぞれの現場の特色に応じた安全確保や施工の創

意工夫などを実施することが，優良事案となり，表彰へとつながるものと考えています。

このような取組により，新規に表彰される企業が増えていけば，大島支庁管内全体の

現場力が向上し，建設業の活性化も図られると考えられますので，今後とも建設部長表

彰を目指す現場づくりに取り組んでいただければと思います。

最後になりますが，今年度受賞された方には業界内での技術指導を行うとともに，若

手技術者への技術継承など，今後も業界をリードしてくださいますようお願いします。
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奄美群島漁業振興大会の開催について

大島支庁林務水産課 技術主幹兼水産係長 外薗 博人

10月24日，奄美観光ホテルにおいて奄美群島水産振興協議会※（会長：奥田忠廣奄美

漁協理事(大和村)）主催による奄美群島漁業振興大会が開催されましたので，その内容に

ついて紹介します。

１ 大会の目的・概要

奄美群島漁業振興大会は，奄美群島の漁業振興を図るため，隔年で開催されていま

す。

大会では，ブルー・ツーリズムを活用した地域興しや漁獲した魚の鮮度保持，高品質

保持への取組についての事例発表等が行われました。

※ 奄美群島水産振興協議会

奄美群島内漁協（支所）の長及び役員（８漁協13本支部）や奄美群島内市町村の長

及びその水産担当者を会員として，昭和51年に設立。

奄美群島漁業振興大会の開催をはじめ，漁場環境保全，漁船漁業，栽培漁業，漁業

後継者の育成支援，販路拡大及び魚食普及の推進等の活動を行っています。

（奄美群島水産振興協議会の奥田会長挨拶） （熱心に発表を聴く参加者）
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２ 大会の内容

（ブルー・ツーリズムを活用した地域興し （奄美漁業協同組合本所の鮮度保持への

について発表する中村氏） 取組について発表する石川氏）

３ 出席者

大会には，県議会議員をはじめ県漁連常務理事，龍郷町長，(公財)かごしま豊かな海

づくり協会専務理事，奄美海保部長，奄美群島振興開発基金常務理事や大島支庁から

も支庁長，農林水産部長，林務水産課長，水産係職員など約70名の出席者が集まり

ました。
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（与論町漁業協同組合の高品質保持への （島嶼圏水産物の高付加価値化技術につい

取組について発表する箕作氏） て講演する木村教授）

４ 大会を終えて

今後，奄美の世界自然遺産登録を見据え，ブルー・ツーリズムへの取組はますます注

目されるので，中村氏の事例発表は群島の漁業者にとって大変参考になったことでしょ

う。

また，鮮度保持や高品質保持への関心が高まっており，木村教授の講演はもちろんの

こと，群島の北(笠利)と南(与論)から牽引するような取組は，群島全体を活性化していく

ことを確信させる力強さを感じました。
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統計情報

１ 鹿児島県毎月推計人口

平成30年10月１日現在の奄美群島の人口は105,792人で，前年の同月と比べて，1,446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

１０月１日現在(人) 1,613,969 105,792 59,145 6,839 22,390 12,362 5,056

前年同月(人) 1,625,434 107,238 59,894 6,986 22,749 12,522 5,087

増減数(人) -11,465 -1,446 -749 -147 -359 -160 -31

前年同月比(％) -0.7 -1.3 -1.3 -2.1 -1.6 -1.3 -0.6

２ 鹿児島県観光動向調査

平成30年９月における県内の調査対象ホテル・旅館78施設の宿泊客数（宿泊延べ人

員）は，合計272,661人で，前年同月比6.5％の増となっています。

奄美地区は，台風等の影響により関西，関東，九州からの宿泊客が減少，前年同月比

5.2％の減となっています。

（単位：人，％）

平成30年９月 前年同月比

県全体 272,661 6.5

奄美地区 25,674 ▲5.2
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宿泊客数 奄美地区
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３ 大島紬

平成30年10月の生産反数は332反で，前年同月の生産反数296反と比較して12.2％

の増加となっています。

11月の主な行事

日 付 担 当 課 行 事 場 所

11月１日 農村整備課 あまみフォト農美展審査会 土地改良事業団体連合会大島事務所

11月５日 農村整備課 奄美群島農業農村整備事業推進協議会中央要請活動 奄美大島

11月７日 健康企画課 奄美医療圏地域医療構想調整会議 支庁４階大会議室

1１月18日 農政普及課 第31回奄美群島農業祭 天城町防災センター

11月19日 健康企画課 ＨＩＶ平日夜間検査 名瀬保健所診察室

11月20日 総務企画課 交通事故相談所出張相談 支庁別館２階会議室

11月2１日 総務企画課 交通事故相談所出張相談（弁護士相談10～11時） 支庁別館２階会議室

11月21日 総務企画課 地域密着研修（座学） 支庁４階大会議室

11月2１日 建設課 おがみやまバイパス説明会 ＡｉＡｉひろば

11月27日 農村整備課 奄美大島水土里サークル活動推進大会 奄美観光ホテル

11月27日 農村整備課 奄美フォト農美展表彰式 奄美観光ホテル

《 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 308 26 282 150 3 123 32 26,261 2,900 250,265

緯　　絣 24 24 20 4 944 263 10,474

計 332 26 306 150 3 143 36 27,205 3,163 260,739

反数
生産金額
（千円）

累　　　　計男物女物別 染　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　別
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おすすめ野菜レシピ 「ましゅハーフ，せえハーフ，ベジダブルで，わん健康！」


