
各地の話題

税関山形出張所と 
芋煮文化の山形路
東京税関酒田税関支署山形出張所長
藤田  公也

１ はじめに
「えっ山形市内に税関があるんですか？」名刺交換
の際、時々言われることがある。
東京税関酒田税関支署山形出張所は、山形県内陸部

の輸出入貨物の通関手続き及びそれら貨物を蔵置する
保税蔵置場（10か所）を管轄する内陸の通関拠点（イ
ンランド・デポ）として、平成2年（1990年）、全国
217番目の税関官署として設置され、今年で開設30
周年を迎える。管轄区域は、山形市をはじめとする
10市5郡であり、山形空港に入港する海外からの
チャーター便対応も酒田税関支署や東京税関本関から
の応援を受け、実施している。
管轄内の主な輸出入貨物は、地元企業の電気機器、

電子部品、自動車関連品、食料品原料等であり、酒田
港をはじめ、新潟港、仙台港、京浜港、成田空港及び
羽田空港を経由し、海外との貿易を行っている。
「税関」と言えば、海港や空港にあるイメージが強
い。そのため、山形出張所が入居する山形市緑町に所
在する「山形地方合同庁舎」屋上の「税関旗」につい

て、以前、市民から地元のテレビ局に「日の丸に似た
あの旗は何の旗？」と問い合わせがあり、当時の所長
が取材対応したことがある。それ以降、地元では、
「山形の税関」として、ある程度の認知度は上がって
いるような気がしているが、引き続き地域の方々へ税
関をアピールしていきたい。

２ 県都・山形市
山形市は、奥羽山脈・蔵王山系から扇状に広がった

山形盆地の東側に位置するかつての城下町であり、そ
の礎を築き整備したのは、当時57万石を領有してい
た最上家11代当主・最

もが み

上義
よしあき

光公（1546-1614）とさ
れる。
同市は、山形県の県庁所在地であり、人口約25万、

県人口の約4分の1が集まる県内最大の都市である。
東京から来た出張者の中には、山形市内は夜が暗い…
と嘆く方もいるが、県内の他の市町村に比べれば、夜
も懐中電灯無しで歩けるくらいのかなり“明るい”街
である。
気候は、周りを山に囲まれた盆地特有の「夏暑く、

冬寒い」が特徴であり、1933年7月に40.8度という
国内最高気温を記録し、2007年8月、熊谷市、多治
見市が40.9度を記録するまでの74年間、日本一の最
高気温を記録し続けていた。その関係もあり、冷やし
ラーメンや冷たい肉そば、冷やしシャンプー、今年に
入ってからは冷やしマスクも登場し、「冷やし」文化
が定着している。
ちなみに、山形市はラーメンの一世帯当たりの年間

支出額が日本一であり、米どころでありながらラーメ
ン好きな人が多く、蕎麦屋にもラーメンが普通に存在
し、最近では、蕎麦つゆ（スープ）にラーメンの麺が

山形市

山形地方合同庁舎
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山形市

入った「鳥
とり

中
ちゅうか

華」と呼ばれるメニューが人気を博して
いる。
［総務省統計局統計データ：外食（中華そば）
一世帯当たり年間支出額（2017年～2019年平均）

1位：山形市15,687円　2位：新潟市11,592円　�
3位：宇都宮市11,330円　全国平均：6,581円］

山形・夏の主役：冷やしラーメン

３ 芋煮の聖地・馬
ま み が
見ヶ崎

さき
川

「芋煮会」この言葉は、山形県民にとっては季語で
あり、「春の花見」「秋の芋煮」と言われる程である。
秋が訪れると、近くの河原に里芋や肉などの食材を持
ち寄り、河原の石を並べ、鍋を置き、仲間内で楽しむ
年中行事であるとともに秋の風物詩でもある。しかし
ながら、私が山形から上京した三十数年前、全国から
集まった同期に芋煮会の話をするも、誰一人として
知っている人がおらず、それどころか「それってバー
ベキューじゃねえの。河原で芋なんか煮て食ってんの
は、山形だけだ！」と言われ、正に東京の洗礼、カル
チャーショックを受けた苦い思い出がある。「花見」
と「芋煮」は全国各地で開催される輝かしい「日本の
文化」と思っていたが、その概念が見事に吹き飛ばさ
れた。（その後、調べてみると芋煮会は、お隣、宮城
県や福島県でも開催されており、東北地方では、メ
ジャーな行事であることが判明している。）
気を取り直して芋煮の話を続けるが、山形県におけ

る芋煮会の起源は、江戸時代まで遡る。最上川を利用
した舟

しゅううん

運が栄え、酒田港を経由し日本各地と交易をし
ており、その際、川の発着場で、積み荷の荷待ちをし
ていた船頭さん達が、地元の人から里芋などをもら
い、河原でそれらを煮て食していた会合が芋煮会の起

源とされている。
それ以降、脈々とその芋煮会（当時の呼称は不明）
は、山形県内に伝え広まり、山形の秋には欠かせない
年中行事となっている。
なお、最上川は、山形県南部吾妻山系に端を発し、
米沢、山形、新庄の各盆地を経由し、庄内平野の酒田
市で日本海に流れ着く。山形県1県のみを見事に縦断
して流れる山形県民の母なる川である。全長229km。
日本三大急流の一つであり、やはり江戸時代に松尾芭
蕉が「五

さ み だ れ

月雨を集めて早し最上川」と詠んだことや、
舟下りが楽しめる観光地としても有名である。
話を芋煮会に戻すが、毎年開催される「日本一の芋
煮会フェスティバル」には、県内外から多くの芋煮
ファンが、山形市内の聖地・馬

ま み が

見ヶ崎
さき

川の河川敷に集
結する。
昨年の第31回大会では、直径6.5㍍の日本一の大

鍋「3代目鍋太郎」で、3万5千食の芋煮が作られ、
来場した観客を魅了した。ちなみに使用された食材の
量は、里芋4トン、牛肉1.4トン、こんにゃく5500
枚、ねぎ5000本、醤油820㍑、日本酒90升、砂糖
200㎏、水7トンであり、新品のショベルカーが調理
器具として使われた。さらに、その重機の可動部分に
は、潤滑油代わりにバターやマーガリンが使用される
など、食の安全性・衛生面への配慮もなされているも
のである。
この芋煮会だが、山形県内では、各地でその味付け

が異なっている。山形市などの村山地方が、牛肉を
使った醤油味ベース、米沢市など置賜地方は、牛肉、
醤油味ベースは同じだが、大根やしめじも入れられ
る。また、酒田市、鶴岡市などの庄内地方は、豚肉を
使った味噌味ベース、新庄市などの最上地方は、豚肉
に醤油味ベースである。「どっちの芋煮が美味い」
「こっちが美味い」などと各地域の芋煮を比べながら
食べるのも楽しい。
ちなみに芋煮会の締めは、残った芋煮にカレールー

とうどんを入れたカレーうどんを食べるのが定番と
なっている。また、芋煮シーズンになると、山形の
スーパーでは、鍋、薪、そして食材がセットになった
芋煮会セットなるものが店頭に並ぶ。最近は見かけな
くなったが、以前は河原近くのコンビニで、薪が販売
されていた。
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各地の話題

山形秋の風物詩・日本一の芋煮会フェスティバル

４ 山形市内の名所
芋煮の話が熱くなり煮詰まり過ぎたが、続いて山形

市に来られた際は、ぜひ訪れてもらいたい場所をご紹
介する。

１．蔵王
馬見ヶ崎川の上流には、蔵王ダムがあり、その背後

には、山形・宮城両県にまたがる標高1,841mの熊野
岳を主峰とする蔵王連峰が鎮座する。そこには国内屈
指のスキー場「蔵王温泉スキー場」や、その麓には
「蔵王温泉」があり、それらの魅力はもちろんだが、
真冬に見られる「蔵王の樹氷」は圧巻である。その形
状から「エビのしっぽ」と呼ばれる樹氷だが、次のよ
うなメカニズムで生まれている。
真冬に大陸から吹き寄せる季節風は、日本海の対馬

暖流（冬でも10度前後と温かい）との気温差により
多くの水蒸気を発生させ、大量の雪を生み出す。山形

盆地の隣の朝日連峰で多量の雪を降らせ、その後、蔵
王連峰で再び雪を降らせるのだが、その時、雲の中
は、多くの雲粒が0度以下でも凍らない過冷却水滴と
なり、雪と混ざり合った状態であり、その雲粒が北西
からの風（平均風速10～15m/s、平均温度−10～−
12℃）によって吹雪となり蔵王の常緑針葉樹である
アオモリトドマツに着氷、着雪し樹氷となる。

蔵王の樹氷が生まれる工程

また、蔵王の樹氷は、その姿から「スノーモンス
ター」とも呼ばれ、氷と雪の造形美は、一見の価値が
ある。
見頃は1月下旬～3月初旬頃であるが、これだけ樹

氷の素晴らしさを語った後に恐縮だが、当然のことな
がらこの時期は、気温が低く雪も吹雪く真冬であり、
写真のような好天時に樹氷を見ることが出来るのは稀
である。蔵王に30回以上行っている私でも片手で数
える位しかない。また、ロープウェイが辿り着く地蔵
山頂駅（1,661m）は、マイナス10度以下の時が多い

ロープウェイ車窓から望む樹氷原パノラマ
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山形市

ため、顔が凍らないようにゴーグルとフェイスマスク
を装着し、自分自身が樹氷にならないよう注意が必要
だ。そのため、ロープウェイから降りた後は、スキー
場の樹氷原コースを大急ぎで滑り下りるケースがほと
んどである。
最近は、この樹氷を見るために海外からの観光客も

多い。ロープウェイの乗客は、スキーヤーやスノー
ボーダーよりも、むしろカメラを持った観光客が多い
のが現状である。ロープウェイを降りた観光客は、樹
氷原を眺めるのが目的だが、蔵王の吹雪、その寒さを
体験することもまた楽しんでいるように見える。
また、スキー場内には蔵王の森に囲まれた「蔵王温

泉大露天風呂」がある。冬季は閉鎖されているが、そ
れ以外のシーズンは、春夏は緑、秋は紅葉を楽しめ
る、開放感満載の大露天風呂である。

硫黄泉・乳白色の蔵王温泉大露天風呂

２．宝
ほうじゅさん
珠山立

りっしゃくじ
石寺（山寺）

宝珠山立石寺は、860年、天台宗の高僧慈
じ

覚
かく

大師
円
えんにん

仁（794-864）が、清和天皇の勅許を得て、山形市
山寺地区の山の中に創建した寺である。
国指定重要文化財である根本中堂には、比叡山延暦

寺から分火された「不
ふめつ

滅の法
ほうとう

灯」が、千年以上絶える
ことなく今も燃え続けている。ちなみに、この「灯」
は、織田信長の焼き討ちで延暦寺を再建した際、立石
寺から逆に延暦寺に分火した「灯」とされている。
立石寺を創建した慈覚大師や第二世安

あんねん

然大師によっ
てこの地に伝えられたとされているのが「紅花」であ
る。江戸時代初期には、全国生産の50～60％を占め、
山形は紅花の日本一の産地となった。比叡山と縁故の
深い「近江商人」などの商人による交易（最上川舟
運）により、上方では織物の染料や化粧用の紅に使用

され高級品として扱われ、紅花の価格は「米の百倍、
金の十倍」と言われていた。
なお、紅花は、山形県の県の花にも指定されてお
り、この紅花の栽培、交易が山寺と歴史的な関わりが
深いことから、「山寺が支えた紅花文化」として、平
成30年度、文化庁から「日本遺産」に認定された。
また、1689年、前述した俳人・松尾芭蕉がこの寺を
訪れた際、「閑

しずか

さや　岩にしみ入る　蝉の声」と詠んだ
ことでも知られる東北を代表する寺である。アクセス
は山形駅から車で約30分程度。山寺全域には、大小
30ほどの御堂や塔が建てられており、幻想的、清閑な
空間は、映画「3月のライオン」のロケ地にも選ばれた。
山門から奥之院まで、1015段の石段を上りながら、

参道の木々、岩、石碑、切り立った崖を眺めつつ、山
寺の一番高い位置にある「五大堂」の舞台からの眺め
は絶景である。（往復所要時間1時間半）

山寺最古の建物・納経堂（左）と開山堂（右）

５ 山形の酒と花笠締め
酒処山形では、「地元県産酒（日本酒やワイン）で
乾杯しよう！」と言う県条例が制定されている。また、
ご存知の方も多いと思うが、2016年には、国税庁よ
り清酒の地理的表示GI（Geographical�Indication）
「山形」の指定を受けた。日本酒の産地として、県全
体が指定されるのは全国でも初めてのことであり、県
内52の酒蔵が「山形の酒」の美味さに磨きをかけて
いる。一部の愛飲家の間では、「山形の酒は二日酔い
しない」というまことしやかな説もある程、地元の酒
に対する愛着度が強い。最近は、中々宴会が出来ない
状況下にあるが、この場では、山形特有の宴会の締め
方を紹介したい。
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各地の話題

「山形花笠まつり」の囃子でも歌われる「花笠音頭」
の歌の中の相槌に「ヤッショー、マカショ、シャンシャ
ンシャン♪」と言う部分がある。この部分を皆さんで
唱和しながら、ヤッショーで右手を上げ、マカショで
左手を上げ、シャンシャンシャンで手を叩くのである。

世界を目指す・美酒県山形

６ おわりに
皆さん、ここまで読んで頂き、誠にありがとうござ

いました。コロナが落ち着きましたら、ぜひ山形にお
いで頂き、山形市内の観光地や、美味しい山形の食材
の数々を堪能して頂きたいと思います。
それでは最後は、賑やかに花笠締めでこの場を締め

させて頂きます。それではご唱和願います。「ヤッ
ショー、マカショ、シャンシャンシャン！」ありがと
うございました。

【協力】山形市総務部広報課、山形市観光協会
【写真提供】山形県観光物産協会

今、NHKの朝の連続テレビ小説で「エール」
が放映中です。このドラマの主人公のモデルは、
「紺碧の空」「栄冠は君に輝く」「六甲おろし」「闘
魂込めて」等の作曲で有名な古関裕而ですが、そ
の作品の中の一つに「山形県スポーツ県民歌・月
山の雪」も入っております。「月山の雪　紅

くれない

染め
て♪　ほがらに明け行く新生日本興すは力　若き
力　今先駆けて　我ら立つ　スポーツ山形 フレ　
フレ　ヒップ　ヒップ　フレー♪」と山形を象徴
するような勢いのある歌ですが、この県民歌は、
昭和23年、全日本陸上競技大会が山形で開催さ
れた記念に作られたもので、山形県下の小学校の
運動会の時には、必ず歌われていた歌ですが、近
年は残念ながら、歌われなくなっております。し
かしながら、この歌は、サッカーJ2リーグ・我
が「モンテディオ山形」が勝利した時だけ、ゴー
ル裏で高らかに歌われ続けております。（「スポー
ツ山形♪」の歌詞が「モンテディオ山形♪」に代
わります。）今シーズンは、調子が上がらず中々
歌う機会がありませんが、いつの日かJ1の舞台
で、この歌を歌える日を山形県民は心待ちにして
おります。もし興味のある方は、お近くの山形県
出身者又はモンテディオ山形サポーターにお尋ね
下さい。（多分、歌ってくれます、多分。。。）

コラム：♪「月山の雪」♪
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１ はじめに
大分県は、九州の北東部に位置し、北側は周防灘に、

東側は伊予灘、豊後水道に面していて、18の市町村
（14市3町1村）から構成され、総人口は約113.3万
人（R1．12．1現在）であり、県庁所在地及び最大
の都市は大分市で、人口は約47.9万人です。
大分県の特色は、温暖な気候に恵まれ、海や山など

の豊かな自然、その中で育まれた新鮮で安全な食材、
宇佐神宮や六郷満山、国宝臼杵石仏をはじめとした磨
崖仏などの貴重な歴史的文化遺産など多くの地域資源
があります。また、県内全域に広がる温泉は、日本一
の湧出量と温泉数を誇り、地球上にある10種類の泉
質のうち8種類を有していて、「日本一のおんせん県
おおいた」をキャッチフレーズに全国へアピールして
います。更には、「The・おおいた」ブランドとして、
関あじ・関さば、豊後牛などの高級食材をはじめ、か
ぼすやしいたけなど四季折々の食材も満載です。

２ 大分港と大分税関支署
（１）大分港のはじまり
大分港の歴史を遡ると、時は戦国時代、大分では大

友宗麟が大友家第21代の当主となると、フランシス
コ・ザビエルを豊後府内（現大分市）に招いて会見
し、それ以降、多くのポルトガル人宣教師が豊後府内
を訪れるようになり、南蛮貿易が始まりました。さら
に宗麟は南蛮貿易にとどまらず、自ら積極的に中国や
東南アジアとの交易も行っていました。宗麟の「進取
の精神」により推進された国際貿易は、豊後府内の都
市に空前の繁栄をもたらしたそうです。

大分市神宮寺浦公園内にある南蛮貿易場址の石碑
（資料提供：大分市観光協会HP）

現代に入り、大分港は昭和34年に海岸線の埋め立
て工事を始め、水深の深い天然の良港と豊富な水資源
などにより、製鉄業、石油関連企業などの大手企業が
進出、昭和39年には大分市が新産業都市に指定され
ると、さらに企業の進出が進み、九州唯一の石油化学
コンビナートと鉄鋼会社を中心とした大分臨海工業地
帯が形成されました。

（２）大分税関支署
大分県の税関は、明治32年4月に長崎税関大分監
視署として設置され、その後の時代の変遷とともに体
制を変えつつ、昭和46年4月に門司税関大分税関支
署となり、現在に至っています。
大分税関支署は、大分臨海工業地帯のほぼ中央に位
置し、県内全域を管轄しています。管内には支署出張
所として、佐伯出張所、津久見出張所、大分空港出張
所の3つの官署があります。
昨年における大分港の主な輸出品は、鉄鋼、銅及び
同合金、有機化合物であり、輸出額は約6,901億円
（九州4位、全国20位）、また、輸入品は、銅鉱、原

GoToおんせん県 
おおいた
門司税関大分税関支署次長
藤井  浩巳

大分
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油及び粗油、鉄鉱石であり、輸入額は約1兆1,543億
円（九州1位、全国14位）となっており、九州にお
ける重要な港として発展しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 管内の海港と空港 

大分税関支署の管内には、それぞれ特徴的な海

港や税関空港があります。北から挙げると、中津

港（中津市）はカオリン（陶磁器等の原料）やバイ

オマス燃料の輸入、別府港（別府市）は国際観光港

としてクルーズ船の入港、佐賀関港（大分市）は銅

鉱の輸入、電気銅（生産量は日本一）の輸出、津久

見港（津久見市）はセメント（石灰石の鉱脈は熊本

県まで続くとのこと）や船舶の輸出、石炭やアル

コール飲料の輸入、佐伯港（佐伯市）は船舶や木材

の輸出、バイオマス燃料の輸入、大分空港（国東

市）は国際空港として韓国便の入港（現在は新型

コロナウイルス感染症の影響で欠航中）とバラエ

ティに富んでいます。 

ところで、その大分空港が、今年、アジア初の

「宇宙港」に選ばれたことをご存知ですか。２０

２２年にはジャンボジェット機によるロケット空

中発射方式で人工衛星の打ち上げが予定されてお

り、昨年のラグビーワールドカップに続き、大分

が大いに盛り上がることが予想されます。 

  

４ 特産品 

大分県の特産品は、昭和３０年代に当時の平松

知事により提唱された「一村一品運動」により多

くの特産品が地域ブランドとして全国に広まりま

した。数ある特産品の中で、税関協力員（税関の取

組みにご協力いただいている民間の方々）である

漁師さんのお勧めを伺ったところ、「関あじ」、「関

さば」のほか、「城下カレイ」「臼杵フグ」「姫島車

えび」等々。それらの中でも最近の一押しブラン

ドをご紹介します。 

 

（１）かぶすブリ 

「かぼすブリ」は、大分県が日本一の収穫量を

誇る「かぼす」（全国の収穫量の約９８．４％）を

食べて育ったブリのことです。かぼすと同じく、

大分県はブリの養殖も盛んで、その生産量は全国

第３位を誇ります。主に臼杵市や津久見市、佐伯

市など、豊後水道の恵まれた環境で育てられたブ

リは、身が締まって脂ののりが良いと評判で、「豊

（とよ）の活ぶり」として大分ブランドに位置づ

けられています。その中でも「かぼすブリ」の特徴

は、 

・味よし（脂がしつこくなく、さっぱりとした味

わい） 

・香りよし（魚臭さが少なく、ほのかにかぼすの

香り） 

・見た目よし（切り身の色変わりが遅く、身の色

が美しい） 

というものです。お刺身でもぶりしゃぶでも美味

しくいただけます。 

 

⼤

大分税関支署 

大分空港出張所 

津久⾒出張所 

佐伯出張所 

宮崎県 

管轄区域 

福岡県 

熊本県 

３ 管内の海港と空港
大分税関支署の管内には、それぞれ特徴的な海港や

税関空港があります。北から挙げると、中津港（中津
市）はカオリン（陶磁器等の原料）やバイオマス燃料
の輸入、別府港（別府市）は国際観光港としてクルー
ズ船の入港、佐賀関港（大分市）は銅鉱の輸入、電気
銅（生産量は日本一）の輸出、津久見港（津久見市）
はセメント（石灰石の鉱脈は熊本県まで続くとのこ
と）や船舶の輸出、石炭やアルコール飲料の輸入、佐
伯港（佐伯市）は船舶や木材の輸出、バイオマス燃料
の輸入、大分空港（国東市）は国際空港として韓国便
の入港（現在は新型コロナウイルス感染症の影響で欠
航中）とバラエティに富んでいます。
ところで、その大分空港が、今年、アジア初の「宇宙
港」に選ばれたことをご存知ですか。2022年にはジャン
ボジェット機によるロケット空中発射方式で人工衛星の
打ち上げが予定されており、昨年のラグビーワールドカッ
プに続き、大分が大いに盛り上がることが予想されます。

４ 特産品
大分県の特産品は、昭和30年代に当時の平松知事

により提唱された「一村一品運動」により多くの特産

品が地域ブランドとして全国に広まりました。数ある
特産品の中で、税関協力員（税関の取組みにご協力い
ただいている民間の方々）である漁師さんのお勧めを
伺ったところ、「関あじ」、「関さば」のほか、「城下カ
レイ」「臼杵フグ」「姫島車えび」等々。それらの中で
も最近の一押しブランドをご紹介します。

（１）かぶすブリ
「かぼすブリ」は、大分県が日本一の収穫量を誇る

「かぼす」（全国の収穫量の約98.4％）を食べて育ったブ
リのことです。かぼすと同じく、大分県はブリの養殖も
盛んで、その生産量は全国第3位を誇ります。主に臼杵
市や津久見市、佐伯市など、豊後水道の恵まれた環境
で育てられたブリは、身が締まって脂ののりが良いと評
判で、「豊（とよ）の活ぶり」として大分ブランドに位置
づけられています。その中でも「かぼすブリ」の特徴は、
・味よし（脂がしつこくなく、さっぱりとした味わい）
・香りよし（魚臭さが少なく、ほのかにかぼすの香り）
・�見た目よし（切り身の色変わりが遅く、身の色が
美しい）

というものです。お刺身でもぶりしゃぶでも美味しく
いただけます。

（資料提供：大分県漁業協同組合）
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（２）くにさきOYSTER
国東市長のお勧め品が「くにさきOYSTER」です。

独自の養殖方法で育てられたくにさきOYSTERは、
ひと口サイズの中でもひときわ甘味やうま味が強い牡
蠣です。それでいて食べた後のスッキリ感が最大の特
徴です。シーズンにより2種類あり、一般的に冬に食
されているマガキは、出荷される12月から4月にか
けて味わいが変化するので、生食ならではの味の変化
を楽しむことができます。また、7月から8月にかけ
て出荷されるシカメガキは、一般的な牡蠣のイメージ
からすると小粒のため、日本国内ではほとんど生産さ
れていませんが、国東市では養殖にチャレンジしてい
るそうです。夏でも冬でも楽しめるくにさきOYSTER、
日本酒や白ワインと一緒にご賞味ください。

５ 郷土料理
大分県民のソウルフードといえば「とり天」「中津・

宇佐唐揚げ」「別府冷麺」「だんご汁」などが全国的に
知られていますが、今回は私のお気に入りの料理をご
紹介します。

（１）りゅうきゅう
私の一番のお勧めが「りゅうきゅう」です。大分の

海でとれた新鮮な魚をおろして、しょうゆやみりん、
酒などで作った調味液にねぎやしょうが、ごまなどの
薬味と一緒に浸け込み、しばし馴染ませれば完成しま
す。そのままお酒のつまみにすることもありますが、
お勧めはアツアツの白ご飯に乗せて「りゅうきゅう
丼」にすることです。残り少なくなったところで、お
湯やお茶を加えてお茶漬けにするのが人気の食べ方で

す。私の自宅の冷蔵庫にはこの調味液の瓶詰めがあ
り、スーパーでお刺身を買って調味液に浸け込むだけ
で手軽にりゅうきゅう丼を食べることができます。
同じような丼ぶりに「ひゅうが丼」があります。日
本有数のまぐろの遠洋漁業基地・保戸島がある津久見
市では、新鮮で豪快なまぐろ料理を堪能することがで
きます。りゅうきゅう丼との違いは、りゅうきゅう丼
がアジ、サバ、カンパチ、ブリなど使用する魚種が決
まっていないのに対し、ひゅうが丼がまぐろの赤身の
みを使っていることや卵黄を入れているところです。
しかし、「まぐろのりゅうきゅう丼」で提供するお店
もあり、紛らわしいところです。
更に両者には、名前の由来が明確でないという共通
点があります。りゅうきゅうについては、調理法が琉
球の漁師から伝えられたからという説や、千利休に因
んでゴマを使った料理を「利休和え」「利休焼き」等
と呼ぶことに由来するという説などがあります。一
方、ひゅうが丼については、その響きから、宮崎県の
日向国や日向灘が連想されますが、漁師が船上で食べ
た料理で、風の音が「ひゅーひゅー」と聞こえること
から名付けられたという説もあります。いずれにして
も起源がはっきりしていなくても、味については間違
いなく美味しいです。

大分グルメの大会で金賞のひゅうが丼（筆者撮影）
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（２）まぐろステーキ
もう一つのお勧めのまぐろ料理が「まぐろステー

キ」です。熱々の溶岩で焼き上げ、食欲をそそるニン
ニク醤油味をかけるとジュージューと音を立てながら
白煙に包まれるまぐろを豪快にいただきます。ソース
は醤油のほかにカボスやチーズ、トマトソースとの組
合せもでき、色々な味を楽しめます。動画でお見せで
きないのが残念です。

湯気が立ち上がっているまぐろステーキ（筆者撮影）

（３）ぎょろっけ
津久見市のソウルフードと言えば「ぎょろっけ」が

挙げられます。新鮮な魚のすり身と野菜をたっぷり入
れて作った魚のコロッケですが、味と外見はどちらか
というとさつま揚げ風です。ピリッと辛い唐辛子の味
と魚や野菜の甘味で、ソースをかけなくても美味しく
食べられます。地元の食卓を飾る食材で、大分の居酒
屋では必ず頼む定番メニューの一つです。

（４）佐伯寿司
複雑に入りくんだリアス式海岸の豊後水道は日本で

も有数の漁場です。荒波にもまれた旬の地魚は身が引
き締まり、ほどよく脂がのっています。佐伯市では寿
司ネタのほとんどを地元で仕入れることができ、市内
で提供される寿司を特に「佐伯寿司」と称していま
す。その特徴は、通常のものよりネタが大きいことで
す。あまりの大きさに食べるのに苦戦していると、お
店の方から「半分に切りましょうか？」と言われます
（笑）。それほど大きな佐伯寿司、地元のお店に食べに
来てください。

シャリが見えません！（筆者撮影）

６ おわりに
今回は、大分県の特産品と郷土料理に特化してご紹

介しました。皆様には大分県への旅行や出張の際のご
参考にしていただければと思います。とは言えこのコ
ロナ禍、遠出は難しいという方には、お取り寄せもで
きます。また、ふるさと納税の返礼品になっている特
産品もありますので、ぜひインターネットで検索して
みてください。
最後に、温泉に入った後は、大分のGoちそうをTo

まみに、地酒・地焼酎で乾杯できるよう、一日も早い
新型コロナウイルスの終息と皆様の健康をお祈りいた
します。

（写真提供：大分県、大分市、国東市、大分県漁業協同組合）
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