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高知県
高知県への移住を全力で支援 !
～第２期高知県産業振興計画をバージョンアップ～
高知県では、平成 24 年度、大幅にバージョン
アップした「第２期高知県産業振興計画」をス
タートさせ、県政浮揚を成し遂げるため、今ま
で以上に官民協働で飛躍にむけた挑戦を続けて

へ移住した場合の具体的な生活を手軽にイメー

います。実行２年目となる今年度は、PDCA サ

ジしてもらうため、県のホームページ上で「仕事」

イクルを通じ計画の更なるバージョンアップを

「住まい」「趣味」の情報を組み合わせて検索で

図り、
「移住促進」を新たな柱に位置付け、取組

きる「幸せ移住パッケージシステム」の整備に

を抜本強化することとなりました。

も取り組んでいます。

第２期計画では、各産業分野の目標を明らか

さらには、県外での相談会の開催などにも積

にすることとしており、
「移住促進」において

極的に取り組んでおり、５月には、下記日程に

も、県や市町村の相談窓口などを通した年間の

より東京と大阪

移住者を計画の最終年度である平成 27 年度末に

で「 高 知 暮 ら し

500 組以上（平成 23 年度実績は 120 組）とす

フェア」を開催す

る目標を掲げ、①多くの方に高知ファンになっ

る予定です。

てもらう、②高知への移住に関心を持ってもら

詳しくは、下記

う、③移住に向けた主体的な行動に移ってもら

の高知県の移住

う、④移住を真剣に考えて決めてもらう、⑤安

ポータルサイト

心して高知県に住み続けてもらう、といった段

「高知で暮らす。
」

階ごとに課題と取組の方向性を整理し、関連す

を御覧ください。

る施策を大幅に強化しました。
具体的には、移住に関する総合相談窓口とし
て県庁地域づくり支援課内に配置している移住・
█お問合せ
県庁地域づくり支援課移住促進室
TEL 088-823-9755
高知県の移住ポータルサイト「高知で暮らす。
」
http://www.pref.kochi.lg.jp/~chiiki/iju/

交流コンシェルジュの体制を強化し、同時に県
外事務所（東京・大阪・名古屋）や東京のアン
テナショップ「まるごと高知」に、タブレット
端末等を配備して web による移住相談にも対応

【高知暮らしフェア】
［東京］５月 19 日（日）
東京交通会館 12 階 第一会議室
（千代田区有楽町 2-10-1）
［大阪］５月 25 日（土）
シティプラザ大阪 ふるさと回帰支援センター
（大阪市中央区本町橋 2-31）

できるようにしています。
このことにより、遠方にお住まいの方も、顔
を見ながら、よりきめ細かい移住の相談を受け
ることができるようになりました。また、高知
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南海トラフ巨大地震対策の
抜本強化・加速化
高知県知事

尾㟢 正直

（平成 25 年度当初予算のポイント）

高台移転の支援など、被害を最小化する取り組みも

進めています。加えて、河川や海岸堤防の耐震化な

本県の平成 25 年度当初予算においては、喫緊の

どの時間を要するものについても、できるだけ早期

課題である南海トラフ巨大地震対策をはじめ産業振

に効果が発揮できるよう取り組んでいます。

興計画や日本一の健康長寿県構想、教育改革、中山
間対策など「課題解決先進県」を目指した取り組み

（津波避難対策）

を大幅に強化し、全力で進めることとしています。
その結果、一般会計の当初予算額は、総額 4,456 億

昨年３月 31 日以降、国から南海トラフ巨大地震

円余りと、５年連続で前年度を上回り、さらなる飛

による震度分布や津波浸水予測及びそれに伴う被害

躍へ向けた挑戦を行うための積極型の予算となって

想定が順次公表されました。特に本県は、海岸線で

います。その上で、予算編成過程においては、事業

の津波高が 30 ｍを超える地点があるなど、全国で

の徹底した見直しや国の経済対策を活用することな

最も厳しい推計結果が示されました。こうした想定

どにより、財政規律の維持にも努めたところです。

も受けて、津波避難対策を進める上でのベースとな

このうち、南海トラフ巨大地震対策関連予算は平成

る県内各地域の津波避難計画については、平成 25

24 年度３月補正予算への前倒し分を含めると、対

年度中に策定や見直しの作業を終える見込みとなっ

前年度比 75 億円増の総額 244 億円と過去最大規模

ています。また、東日本大震災以降、最もスピード

の予算を計上しました。

感を持って取り組んできた津波からの避難路・避難

この本年度予算では、
「南海トラフ巨大地震対策

場所の整備については、現時点の計画総数 1,354 カ

の抜本強化・加速化」を図るため、以下の方向で取

所のうち、平成 25 年度末にはその 76 パーセントに

り組みを進めることとしています。

あたる 1,033 カ所が完成する見込みであるほか、津

まずは、津波から命を守るための避難路・避難場

波避難タワーについても、現時点での計画総数 117

所の確保など津波避難対策の仕上げに取り組むとと

カ所に対し、平成 25 年度末には 77 パーセントに

もに、助かった命をつなぐための応急対策について

あたる 90 カ所が完成する見込みです。このような

も本格的に実施するなど、県民の皆様の命にかかわ

命を守る対策が目に見えて進むことで、「あそこに

る対策を何より優先して推進していきます。また、

逃げれば助かる」という気持ちを県民の皆様に持っ

県有建築物の耐震化や、保育所・社会福祉施設等の

ていただけるものと考えており、引き続き、早期の
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みをまとめた南海トラフ巨大地震対策のトータルプ

完了を目指して市町村の取り組みを全力で支援して

ランとなるもので、対策を講じることにより見込ま

いきます。

れる減災効果も明らかにすることとしています。

（総合防災拠点）

この計画の策定をもって、東日本大震災以降、進め

てきた南海地震対策の抜本的な見直しが完了します。

南海トラフ巨大地震が発生すると、強い揺れと津

波による甚大な被害が県内各地で発生し、道路の寸

今後はこの新行動計画に基づき、全庁一丸となって南

ことを覚悟する必要があります。こうした状況の下

一つ一つ、着実に実行していくこととなります。

海トラフ巨大地震に備えるための具体的な取り組みを

断が予想されるなど、多くの地域が孤立状態に陥る
で、一人でも多くの被災者を救助・救出し、発災後

（南海トラフ巨大地震対策特別措置法の早期
制定に向けて）

の生活をしっかりと支援していくためには、可能な
限り被災地に近い場所において、応急救助活動や支
援物資の受け入れなどを行う必要があります。

東日本大震災の貴重な教訓を風化させず、切迫度

このため、県内８カ所に総合防災拠点を整備する

が高まっている東海地震・東南海地震・南海地震の

こととし、今後３年間での完成を目指します。平成

対策を一日も早く進めるために、甚大な被害が予想

25 年度は、拠点の運営方法のほか災害対策本部と

される関係各県の知事の皆様とともに、平成 23 年

の連携や拠点における医療救護活動のあり方などの

６月に「東海・東南海・南海地震による超広域災害

具体的な検討を行います。

への備えを強力に進める９県知事会議」を結成しま

また、拠点の整備とともに、被災情報の収集、中

した。

山間地域の孤立地区への支援や速やかな救命救急活

ひとたび南海トラフ巨大地震が発生すれば、日本

動の実施のためには、空からの輸送手段の確保が重

の人口の約 53％が生活し、製造品出荷額の約６割

要となってきます。そのため、市町村が行うヘリコ

以上を占める地域に影響が及ぶことなどが想定され

プター離着陸場の整備に対する財政的支援も充実し

ており、まさに、日本の経済や国民生活を支える中

たところです。

枢機能が集中する地域に甚大な被害を与え、国の盛
衰を左右しかねない事態に陥ることとなります。

（第２期高知県南海地震対策行動計画の策定）

このため、９県知事会議として、地震・津波防災

施設等の整備や財政上の支援措置などを盛り込ん

本県では、平成 24 年 12 月に今後の地震・津波

対策の根幹となる県版のより詳細な震度分布や津波

だ、南海トラフ巨大地震対策特別措置法の早期制定

とめているところです。あわせて、この被害想定を

また、私自身が委員として参加している中央防災

浸水予測を公表し、これに基づく被害想定を取りま

を、国に対し強力に働きかけてきました。

前提として、今後より一層、実効性のある対策を進

会議の南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググ

画の策定を進めています。

の制定が特に必要であることを強く提案してきまし

ループにおいても、地方の代表として、特別措置法

めていくために、第２期高知県南海地震対策行動計

た。

この行動計画は、揺れや津波による被害を軽減さ

今後も引き続き、９県知事会議をはじめ全国の知

せる対策や地震発生後の応急・復旧・復興のための

事の皆様と連携し、早期に特別措置法が制定される

事前準備などについて、県、市町村、事業所をはじ

よう全力で取り組んでいきます。

め県民それぞれの立場で実施すべき具体的な取り組

3

石川県知事

首都圏で石川の魅力をトップセールス

谷本

正憲

この日は、日本で初めて世界農業遺産に認定され

た「能登の里山里海」で育まれた能登野菜や肉厚で

平成 25 年２月８日（金）

弾力のある特大しいたけ「のとてまり」など、この
時期ならではの食材を出展し、私も大いに PR を行っ

北陸新幹線の金沢開業があと２年と迫ってきた。

本県は、加賀百万石の風土の中で脈々と受け継がれ

た。また７色という豊かなカラーバリエーションが

かな自然、さらには、豊富な食材や料理、温泉など、

リージアの新品種「エアリーフローラ」も紹介し、

ける魅力的な観光資源を数多く有している。しかし、

本日は、石川の誇る伝統工芸と食の魅力に多くの

てきた歴史・文化や伝統工芸、白山に代表される豊

特徴であり、本県が８年の歳月をかけて開発したフ

首都圏からお越しいただく方々にも満足していただ

今回も盛況のうちに会を終えることができた。

これらの観光資源も、首都圏の皆様に知っていただ

皆様から高い評価をいただき、十分な手応えを感じ

新幹線開業後、多くの皆様に石川にお越しいただ

頭にたって、首都圏から多くの皆様にお越しいただ

かなければ、効果的な誘客をはかることは難しい。

取ることができた１日だった。今後も、積極的に先

くためには、これらの観光資源に磨きをかけ、情報

けるよう、本県の PR に努めていきたい。

発信し、首都圏の皆様に石川への旅心を高めていく
ことが重要である。このため、首都圏において、PR

イベントを開催する際には、私も極力参加し、直接、

本県の魅力をお伝えすることとしている。本日も、
東京で開催した２つのイベントに出席した。

まず午前中は、この日からスタートする東京ドー

ムシティ・プリズムホールでの「いしかわ伝統工芸

フェア２０１３」のオープニングセレモニーである。
このフェアは、九谷焼や金沢箔、輪島塗など、本県
が誇る 36 業種の伝統的工芸品が一同に会する合同
見本市である。

私も出展者を激励しながら、フェアを拝見したが、

今回のテーマが「女性に好まれるおしゃれ工芸」で

石川県産食材求評懇談会の会場を視察

あり、美しいデザインと普段使いができる形を兼ね
備えたモダンな新商品が数多く展示されており、会
場が華やいだ雰囲気だった。

「ほっと石川 県民のつどい」を実施

今回のフェアを通して、多くの方々に本県の伝統

的工芸品のレベルの高さを実感していただいたもの

平成 25 年３月 28 日（木）

と思っている。

午後には、県内の生産者が自ら首都圏のホテルや

本県では、県民の皆様のご意見やアイデアを積極

レストランのシェフ・バイヤー等に食材を売り込む

的に県政に反映させていくため、私が県民の皆様と、

「石川県産食材求評懇談会２０１３冬」に出席した。

直接意見交換をさせていただく「ほっと石川 県民の

4

能登有料道路等無料化記念イベントへの出席

つどい」を平成８年度から毎年開催している。

近年、高齢化や核家族化、あるいは、地域社会で

平成 25 年３月 31 日（日）

の人間関係の希薄化などにより、地域コミュニティ
の機能が弱まってきており、地域の結びつきが比較

本日正午、金沢と能登を結ぶ能登有料道路など、

的強い本県でもこのような問題が出てきている。そ

３つの有料道路を同時に無料化した。

のため、今年度は「地域の支え合い体制づくりの推

本県は、南北に細長い地形を有していることから、

進」をテーマに、地域の高齢者等に対して、生活支

生活の利便性向上や地域の発展のため、有料道路事

援やボランティア活動などに取り組まれている６名

業により、広域交流基盤の整備を進めてきた。

の方々と意見交換をした。

そして、北陸新幹線の金沢開業までいよいよ２年

近年は個人のプライバシーの問題もあるため、

と迫った中、その開業効果を県内全域に波及させる

オートロック式のマンションや玄関に表札もない家

ためには、石川にお越しいただいた皆様に本県をく

があるなど、高齢者の安否確認がままならないこと

まなく回遊してもらうことが必要であり、この度、

もある。そのため、本県では、民間企業やＮＰＯ等

３つの有料道路の無料化について前倒しすることを

の協力を得て、高齢者のお宅に新聞や郵便物がた

決断し、本日から無料化した。

まっているなど、普段と様子が違うと感じた場合に

特に、能登有料道路は「ふるさと紀行『のと里山

市町に情報提供する「ゆるやかな」見守りを行う取

海道』」として名称を変え、新たなスタートを切った。

り組みをスタートさせた。

私も無料化開始式や各サービスエリアなどで開催さ

また、介護サービスなどの公的サービスまでは必

れた記念式典やイベントに出席したが、どの会場も、

要としないが、買い物や電球の交換など、ちょっと

今後の無料化効果に期待を寄せる多くの方々でにぎ

した日常の困りごとを抱えている高齢者も多い。こ

わっていた。

ういった方々をどう支援していくかが課題であり、

今後、これらの交流基盤を活用し、開業効果を県

こうした面においても、
これまでの公的サービス「公

内全域に波及させるため、地元と一体となって、地

助」による支援だけではなく、
地域で支え合う「共助」

域の魅力を磨き上げ、発信するといったソフト施策

を充実させることが不可欠だと感じた。

により一層取り組んでまいりたい。

今回のテーマは、我々にとって非常に身近な問題

であり、今後も県民の皆様方のご意見に耳を傾けな
がら、引き続き、取り組んでいきたい。

無料化記念イベントで太鼓を披露した子どもたちと

参加者との意見交換の様子
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地方分権・地方自治フォーラム－栃木県開催
地方分権・地方自治に対する住民の理解の促進

は生まれない。これからのまちづくり、地方づく

光市と共催で「地方分権・地方自治フォーラム」

ニュー）をつくっていくことが重要であり、今ま

このフォーラムは、平成 21 年度から毎年開催

り、日本の国は、上向きにはならない」と指摘し、

を図るため、本年３月９日（土）
、栃木県は、日

りは、知恵を出し、何か新しいもの（サムシング

を日光市今市文化会館において開催しました。

でとは全く違う大胆な発想をしないとジリ貧とな

しているもので、４回目となる今回は、第１部で

結びました。

ンを行い、これからの地方分権や地方自治の在り

■ パネルディスカッション

は基調講演を、第２部ではパネルディスカッショ
方について議論しました。

第２部では、
「地方から日本を元気に !」と題し

当日は、県内外から住民、議会議員、自治体職

て、二つのテーマについて、パネルディスカッショ

員等、約 460 名の参加がありました。

ンを行いました。福岡教授に加え、福田富一栃木

県知事と斎藤文夫日光市長がパネリストとして参

■ 基調講演

加し、地方分権改革の評価や今後の地方自治の在
り方などについて活発な意見を交わしました。

第１部では、福岡政行白鷗大学教授・東北福祉

一つ目のテーマは、『これまでの地方分権改革

大学特任教授が、
「日本の課題～地域の力を引き
出すために」と題して基調講演を行いました。

の評価と残された課題について』です。

てきているものの、自治体の自由裁量権はまだま

こととして、まず、国と地方の協議の場を挙げま

住宅を高台に移転するために、木の伐採を国に要

定権の拡大については、多くが国に従うべきもの

を紹介し、住民に身近なところで、判断し、決定

ができるとしました。一方、評価できなかったこ

ことが重要であると訴えました。

ました。三位一体の改革では、地方交付税が５兆

ンストップサービスや香川県高松市丸亀町の商店

況におかれたことを指摘し、県財政の健全化を図

先進事例を紹介し、地方がイニシアティブをとり、

上で、行財政改革を進め、平成 25 年度当初予算

大切であると、述べました。

介しました。さらに、出先機関改革については、

までと同じようなことをしていても新しい何か

についての評価は、100 点満点でいえば、50 点

福田知事は、これまでの分権改革で評価できる

福岡教授は、これまで地方分権改革が進められ

だ道半ばであると述べ、東日本大震災の被災地で

した。次に、義務付け・枠付けの見直しと条例制

望した際、「検討に半年かかる」と言われた事例

とされたため、十分ではないものの、一定の評価

していけるような、行政のしくみをつくっていく

ととして、三位一体の改革と出先機関改革を挙げ

例えば、福岡県大野城市の窓口で行っているワ

円も削減されたことにより、地方財政が厳しい状

街の再生など、全国の各自治体で取り組んでいる

るため『とちぎ未来開拓プログラム』を策定した

ポジティブに考え、施策に取り組んでいくことが

では、収支の均衡した予算編成を行えたことを紹

最後に「人口が減っていく時代においては、今

全く進んでいないとし、これまでの分権改革全般
としました。

斎藤市長は、国と地方の協議の場の法制化は評

価するが、十分に生かされているとは言い難いと
述べました。また、義務付け・枠付けの見直しと

条例制定権の拡大、権限移譲についても一定の成
果はあったものの、未だ、地方に対する国の介入

や関与は広範な分野で続いていることを指摘しま
した。さらに、権限移譲に関しては、市町村合併

に伴う職員数の急激な減少などにより移譲事務へ
の対応が厳しくなっている現状も紹介し、分権が
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成り立つためには、
「権限」
「財源」
「人間」の「３

設け、
「独居高齢者等の生活弱者支援」
「とちぎの

これからは“地方主権”とするべきと提案しまし

自由に意見交換し、協働の取組へつなげているこ

ゲン」が必要であることを強調しました。また、

食と景観を活かした地域づくり」等をテーマに、

た。

と等を紹介しました。また、とちぎの魅力や実力

や「財源」は、まだまだ不十分であるが、
「人間」

で発信力を高めていくことが必要であり、来場者

を効果的に伝えていくためには、オール栃木体制

「３ゲン」について、福岡教授は、
「事務権限」

には、十分期待できる部分があり、JTB 勤務経験

（県民）一人ひとりが主役となってその一翼を担っ

からの人材育成の参考になるのではと提案しまし

斎藤市長は、県内の市町村がお互いに切磋琢磨

者を観光課に採用した自治体の例を紹介し、これ

ていただきたいと訴えました。

た。

して競争することで栃木県が「元気度

方自治について』です。

自性をいかに打ち出せるかの鍵はブランド力であ

ついて議論しました。

に「日光ブランド戦略プラン」を策定したことを

市町村への権限移譲を積極的に推し進めてきた成

市まちづくり基本条例」を制定し、
「共有 ･ 参画

が全国９位であることや、市町村と協働で取り組

考える協働のまちづくりを進め、さらに、オール

形成を図っていることなどを紹介しました。

いきたいと訴えました。

重要性について触れ、特に、東日本大震災後、基

は、落ち込んだときこそ、大胆な発想が必要であ

くクローズアップされていることを受け、常に住

た発想で地域の資源をアピールすることが必要だ

識を高く持って迅速に対応できる体制を整えてお

今回のフォーラムを終え、来場者からは、「地

日本一」

二つ目のテーマは、
『これからの地方分権・地

になれば、日本も元気になると述べました。独

まず、
「広域自治体と基礎自治体のあり方」に

り、そのブランド力を高めるため、平成 24 年度

福田知事は、市町村重視の県政の考え方の下、

紹介しました。また、平成 20 年度には、「日光

果等、例えば、県の特例条例については移譲件数

･ 協働」の基本理念の下、市民の皆さんと一緒に

むべき課題についても会議や懇談会を通じて合意

日光体制で、全国にそして、世界に戦いを挑んで

また、斎藤市長は、更なる基礎自治体の役割の

福田知事と斎藤市長の話を受け、福岡教授から

礎自治体が担う防災・危機管理の重要性が、大き

り、
“とちぎが大好き”
“ふるさとが大好き”といっ

民の安全・安心な暮らしを支える存在として、意

と、アドバイスがありました。

くべきとの考えを示しました。

方分権が他人事ではなく、身近な生活に関わるも

本を元気に」という視点から、栃木県と日光市の

代だと感じた」といった感想が寄せられるなど、

のであることを感じた」
「市民が行政を動かす時

続いて、
「分権型社会の実現により地方から日

地方分権・地方自治の意義について、改めて考え

それぞれの取組が紹介されました。

るきっかけとなりました。

福田知事は、地方分権の推進については、
「権

限や税財源を地方に」という国への要望スタイル
から脱却して、地方から積極的に施策提言を行っ
ていくことも必要だと述べました。その際、都道
府県と市町村が、十分に調整を行い、一致した体

制で国に意見を伝える必要があると述べました。
また、分権型社会は、
「地域のことは、その地域

の住民が決める」ことを基本とする県民や市民が
主役となる社会であるとし、一例として、NPO

やボランティア、企業など地域の多様な主体が協

働して、よりよい地域づくりを進めていくため、
県では、「とちぎ地域創造プラットフォーム」を
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キトキト

富山に来られ」

富山県では、２年後の北陸新幹線の開業を見据え、観光資源のブラッ
シュアップに取り組んでいます。そんな富山の魅力と言えば、パノラマ
に広がる大自然の景観と、天然の生簀と言われる富山湾のキトキトの（新
鮮な）海の幸。今回は、富山県ならではの魅力をいくつか御紹介します。
■五箇山（南砺市）

険しい山岳地帯だったために秘境の地とも呼ばれる五箇

新湊大橋

山地域。世界遺産にも登録された伝統的な合掌造りを始め、
いにしえの景観や文化が今でも大切に守られています。水
田、畑、石垣、三角屋根の合掌造りが醸しだす、美しい山
村では今も人々の生活が営まれており、その情景は、懐か
しさと癒しを感じることができます。

五箇山

雪の大谷

名

所

■雪の大谷（立山町）

高さ 20m の雪の壁がそびえ立つ立山雪の大谷。ダイナ

ミックな雪の廊下を歩くことができる立山雪の大谷ウォー
クは６月 10 日（月）までです。また、今年は、第 20 回
特別記念イベントとして、標高 2,450m の日本最高所で
楽しめる雪の迷路がオープンします。
この季節だけの大自然の美しさと雪に触れ、素晴らしい
思い出を作ってください。なお、雪が降る場合もあるので、
真冬の装いで訪れてください。

自然と歴史に魅せられる五箇山合掌造り集落

■新湊大橋（射水市）

海面から橋桁までの高さ 47m、全長 3.6km 日本海側最

大級の斜張橋「新湊大橋」が 2012 年９月に開通しました。
また、今年度には、海上に浮かぶ空中庭園歩廊と呼ばれる
自転車歩行者道「あいの風プロムナード」が開通予定。見
渡す限りの富山湾やそびえ立つ立山連峰、眼下に広がる射
水平野や市街地など、空中から美しい眺望を楽しむことが
できます。なお、午後 10 時頃までライトアップされてい
ます。

天空の白壁を歩こう ! 雪の大谷

「あさ」も「ひる」も「よる」も絶景、新湊大橋
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料

理

■シロエビ

■ます寿司

エビ。漁業として成り立つほど獲れるのは富山湾だけで、

紅色のますの切り身が食欲を誘います。二百数十年にわ

口の中で甘くとろける刺身は、富山ならではの極上の味わ

たり受け継がれた秘伝の味は駅弁としても有名です。

透き通った美しさから「富山湾の宝石」と呼ばれるシロ

昔ながらの竹の曲げ物の器に、笹に包まれた美しい薄

いです。（※平成 25 年２月に「富山湾のシロエビ」とし
て地域団体商標を取得しました）

ます寿司

シロエビ

■地酒

立山の雪どけ水を使い醸造される富山の地酒は、日本

■富山米

各地に名をはせる逸品ぞろい。米どころの歴史が育んだ

立山連峰からの清らかな

深みのある味わいです。

水など恵まれた環境の中で
生産者が一粒一粒真心こめ
て作った富山米は、品質・
食味共に優れ、全国的にも
高い評価を受けています。

地酒

富山米

お問合せ
（「名所」について）

■富山県観光・地域振興局観光課
TEL 076-444-3200
FAX 076-444-4404
とやま観光ナビHP
http://www.info-toyama.com/

（「食べ物」について）

■富山県農林水産部農産食品課
TEL 076-444-3271
FAX 076-444-4410
越中とやま 食の王国HP
http://www.shoku-toyama.jp/
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への

未 来
広島県

浄土寺

浄土寺本堂（国宝）

遺 産
平成の大修理

手前から本堂、阿弥陀堂、多宝塔

浄土寺は、広島県尾道市、尾道水道の東側にそび

現場の特別公開が度々開催されるなど、県民の文化

推古天皇 24 年（616 年）
、聖徳太子の開基と伝え

と認識を深める上で大きな役割を果たしています。

える浄土寺山の山裾に建つ、真言宗の古刹です。

財保護意識の向上や本県の歴史・文化に対する理解

られており、
鎌倉時代後期の嘉元４年（1306 年）に、

解体・修理の後には、本堂等の防災施設総合改修

定証上人により再興されました。

工事が予定されており、開創 1400 年に当たる平成

造十一面観音菩薩立像」で、国の重要文化財に指定

の国宝・重要文化財建造物群を拝観できるでしょう。

本尊は、平安時代初期（９世紀）に造られた「木

28 年（2016 年）には、装いも新たになった浄土寺

されています。このほか、
「本堂」
（1327 年建立）、
「多

宝塔」
（1328 年建立）が国宝に、
「阿弥陀堂」
（1345

年建立）
、「山門」
（南北朝時代に再建）などの中世
木造建築、境内の方丈ほか５棟の近世木造建築、
「納

経塔」（1278 年建立）などの中世石造物が重要文化

財に、また、庭園が名勝に指定されるなど、浄土寺
の文化遺産の多さは全国でも有数です。

この貴重な文化遺産の宝庫である浄土寺では、平

成 20 年１月から平成の大修理が行われており、方

丈ほか５棟が８年かけて解体・修理されることに

なっています。このうち「露滴庵」
（茶室）と「方丈」
は既に作業が完了し、現在、
「庫裏及び客殿」と「宝
庫」で作業が進められています。

解体修理中の庫裏及び客殿

今回の解体・修理作業中、
方丈の元禄３年
（1690 年）

〈お問合せ〉
広島県教育委員会文化財課
TEL 082-513-5021
尾道市教育委員会文化振興課
TEL 0848-25-7367

銘の棟札や庫裏の床下に残されていた長囲炉裏の跡

など、
新たな発見もありました。また、作業途中には、
方丈等の修理報告会や「庫裏及び客殿」の解体修理

10

伊勢形紙

さをもつ紐に編み上げたものを言います。

伊勢形紙とは、友禅、ゆかた、小紋な

どの着物の生地を染めるのに用いるもの

で、和紙を加工した紙 ( 型地紙 ) に彫刻刀

で、きものの文様や図柄を丹念に彫り抜
いたものです。

伊勢形紙は、千有余年の歴史があると

言われ、諸説があり起源は定かではあり
ませんが、室町時代の絵師が形紙を使う
染職人を描いているところから、室町末
期には、形紙が確実に存在していたと推
察されます。江戸時代に入ると紀州藩の
保護を受け、白子・寺家の両村を中心に
飛躍的な発展をとげました。

三重県

現在、
その生産量は、
全国の 99%を占め、

京都・東京を始め、全国各地へ出荷され
ており、昭和 58 年には、国の伝統的工芸

伊賀くみひもの始まりは古く、奈良時

代以前にまで遡ると言われ、平安時代に
け

こ

は経巻や華 篭 などの仏具・神具に、武士

階級の時代には甲冑や刀の紐などに使用

するために作られてきました。武家社会
が崩壊してからは、和装に欠くことので
きない帯締め、羽織紐として親しまれて
います。

伊賀くみひもは特に、高台による高級

手組紐が有名で、全国生産の大半を占め
ており、昭和 51 年には国の伝統的工芸品
に指定されています。

近年は、和装小物だけでなく、ストラッ

プやアクセサリーなども作られており、
古来より脈々と継承された伝統の技法が
受け継がれています。

品 ( 用具 ) に指定されています。

近年は、染色用具だけでなく、デザイ

伊勢形紙 伊賀くみひも

ン性の高さから、美術工芸品や建築建具、
インテリアなどに使用され、注目を集め
ています。

和装小物

丹念に彫り抜かれた美しい文様

高台での手組

お問合せ
伊勢形紙協同組合

〒 510-0254
三重県鈴鹿市寺家３丁目 10 番１号
TEL 059-386-0026 FAX 059-386-7511

伊勢形紙のデザインを生かした照明

伊賀くみひも

く

「くみひも」とは、生糸絹糸を主に金銀

糸などを組み糸に使い、角台・丸台・高台・
綾竹台などの伝統的な組台で、繊細な美し
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み

さと

伊賀くみひもセンター「組匠の里」

〒 518-0823
三重県伊賀市四十九町 1929 の 10
TEL 0595-23-8038 FAX 0595-24-1015

都 道 府 県
だ よ り
2013年5月

Hokkaido

北海道

北海道食のブランドのさらなる向上を目指して

食の達人たちの目に
かなった商品は、知恵
と工夫で素材の魅力を
存分に生かした、作り
手の熱い思いの伝わる
商品ばかり。大切な人
への手土産や贈答品に
もぴったりです。
これらの商品は北海道のアンテナショップ「北海
道どさんこプラザ」
（札幌・東京）でお求めいただけ
るほか、一部商品は製造元からお取り寄せもできま
すので是非一度お試しください。

～北のハイグレード食品の御紹介～
北海道は、全国の農地の約 25%を占める農業大国
であり、四方を海に囲まれた漁獲高全国一の魚介の
宝庫でもあります。その北海道が優れた魅力を持つ
道産加工食品として、
「北のハイグレード食品」を選
定しています。平成 22 年度の開始からこれまでに選
定された品数は 25 品。道産生乳クリームチーズに餅
粉を加えた新感覚スイーツや、水温が低い環境を生
かして酸処理をしないため豊かな香りが残る素干し
のり、自社牧場産の良質で新鮮な牛乳を原料に昔な
がらの製法で作られた芳醇な香りの発酵バター、手
切りしたスルメイカの食感が魅力でシンプルな素材
で仕上げた旅館の名物松前漬けなど、水産・農畜産
加工品、菓子、酒、飲料とバラエティ豊かです。
選考対象は北海道産の原料を使用し、道内業者が
道内で製造加工を行った加工食品。審査は、カリス
マバイヤーや有名シェフなど、首都圏関西圏で活躍
する北海道ゆかりの食の専門家「北海道食のサポー
ター」の 16 名がプロの厳しい目で行っています。選
考のポイントとなるのは、
「優れた食味」
「高い品質
管理」
「消費者訴求力」など。

お問合せ

北海道経済部食関連産業室
TEL 011-204-5766
HP で商品を詳しくご紹介しています。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sss/marke/hg/top.htm
北海道どさんこプラザ
札幌店 札幌市北区北６条西４丁 J R 札幌駅西通り北口１階
TEL 011-213-5053
有楽町店 東京都千代田区有楽町 2 丁目 10 番 1 号東京交通会館 1 階
TEL 03-5224-3800
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Aomori

青森県

ソーシャルメディアはじめました。
～みんなとつながる ! 青森県庁ライブコミュニケーションプロジェクト～

近年、ソーシャルメディアの普及により、コミュニ
ケーションの仕方に劇的な変化がもたらされています。
このような中、
「みんなとつながる！青森県庁ライブ
コミュニケーションプロジェクト」（略称 ALCP) は、
青森県庁が、県民の皆さんとどのような形でコミュニ
ケーションを図っていくべきかという将来的な方向性
を見いだすためのトライアルプロジェクトとして、平
成 24 ～ 25 年度の２年間実施しています。
こ の プ ロ ジ ェ ク ト は、 映 像 配 信 サ ー ビ ス
「USTREAM」を核に据えて、
「あおもり県庁なう」と
題して、青森県庁からのお知らせをテレビの情報番組
形式で配信しています。
プロジェクトスタッフ（県職員）が司会や配信オペ
レーターを務め、配信中に視聴者の皆さんからツイッ
ターなどで寄せられたコメントに出演者が直接お答え
しながら、情報を分かりやすく伝えます。
レギュラー配信は、月～金曜日（祝日を除く）の夕
方 16：30 から 17：15 まで、県庁などから発表され
たプレスリリースを紹介。そのうち１件をピックアッ
プし、県の担当者などをゲストにむかえ、事業のねら
いなどを司会とのトーク形式で紹介しています。
レギュラー配信に加え、週末の県テレビ広報番組と
連動した企画など１テーマを深く詳しくお届けする月

２回のスペシャル
版 や、 県 主 催 の セ
ミ ナ ー・ イ ベ ン ト
等をライブで配信
する出張版も行っ
ています。
USTREAM 以 外
にも、フェイスブックなどを利用し、県庁からの情報
を皆さんと共有したり、様々な青森に関するコト・モ
ノについて情報を共有したりしながら、コミュニケー
ションを行っています。
こうしたソーシャルメディアを通じた県民の皆さん
との交流により、県政への理解と「想いの共有」を深
めることを目指します。
お問合せ

青森県広報広聴課
TEL 017-734-9141
▽ ALCP について
HP http://www.pref.aomori.lg.jp/alcp/
▽ ALCP Facebook ページ
https://www.facebook.com/ALCPLink
▽ ALCP Twitter
https://twitter.com/ALCPLink
▽ ALCP 配信アーカイブ（YouTube）
http://www.youtube.com/user/ALCPLink

都道府県だより
Akita

201３年 5 月

秋田県

ステキな出会い応援します !
～あきた結婚支援センター～
あきた結婚支援センターは、平成 23 年４月に県、
市町村、民間団体が共同で県内３ヵ所に設置した、秋
田県の出会い・結婚支援の核となっている組織です。
センターでは、各地で行われる出会いイベントの
情報提供に加え、会員登録制によるお見合い（マッ
チング）事業を進めております。現在の登録会員数
はおよそ 1,500 人。センターが関わった成婚報告者
数も 200 人を超えています。
去る３月６日には、199 人目と 200 人目に当たる
会員カップルが、佐竹知事に結婚の御報告にいらっ

しゃいました。
知事からは、お二人に夫婦円満の秘訣などのアド
バイスとともに、直筆の色紙と記念品が贈呈されま
した。
今後は、新たに県内各地での出張相談を実施する
ほか、会員向けアドバイスを充実するなど積極的な
事業展開をしていくこととしています。
お問合せ

秋田県企画振興部少子化対策局
TEL 018-860-1249
あきた結婚支援センター
TEL 018-874-9471
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岩手県

Iwate

■観光パンフと一味違う情報を掲載
多くの資源に恵まれながらも、それに
気付かない、若しくは、よく知らない
ということが多いはず。「お国自慢手帖」
では、定番の観光スポットのほか、地元
住民にもなかなか知られていない情報、
例えば、岩手県北になじみの深い「山ぶ
どう」は、久慈地方の栽培面積が全国一
であることなどを紹介しています。
地元の価値を見つめなおし地域づくりの機運を高め
ること、そして、当地域を訪れる方々に対し、地元の
良さを伝える「ホスピタリティ＝おもてなし」の向上
を図ること－の２点が「お国自慢手帖」発行の目的です。
■全戸配布のほか、デジタルブックで配信
「お国自慢手帖」は A2 判オールカラーで、この４月
に上記５市町村の全世帯に配布しました。また、デジ
タルブックを「久慈広域観光協議会」ホームページ上
でも配信しています。
この機会に、是非、岩手県にお越しいただき、北三
陸の魅力に触れてください。

ようこそ「北限の海女」の北三陸へ !
「いわて北三陸お国自慢手帖」を発行しました
岩手県・北三陸を舞台にした連続テレビ小説「あま
ちゃん」の放送が今年４月から始まっています。
これにより、北三陸への注目度が全国的に高まるこ
とが期待されていることから、地域の皆さんが地元の
魅力を改めて理解し地域外に積極的に PR するととも
に、訪れた観光客への「おもてなし」として地域の自
慢をていねいに紹介できるよう、岩手県県北広域振興
て ちょう

局は「いわて北三陸お国自慢手帖」を発行しました。
■「北限の海女」など北三陸の「お宝」を紹介
「お国自慢手帖」では、岩手県沿岸北部の久慈市、洋
野町、野田村、普代村、田野畑村の「お宝」と言える
風景やおでかけスポット、風土や暮らしに関する情報
を紹介しています。そのほか、ドラマのロケ地となっ
た久慈市小袖地区の
「北限の海女」につい
ては、昭和 40 年代の
海 女 さ ん の 写 真、 海
女さんの歴史や素潜
り ス タ イ ル、 高 校 生
海女クラブの活動な
どについても詳しく
紹介しています。

お問合せ

岩手県県北広域振興局経営企画部企画推進課
TEL 0194-53-4981
久慈広域観光協議会 HP
http://www.kuji-tourism.jp/

都道府県だより
Yamagata

2013 年 5 月

山形県

「日本一『さくらんぼ』祭り」開催
山形県では、平成 26 年６月から開催する山形デス
ティネーションキャンペーン（DC）のプレキャンペー
ンとして平成 25 年６月 15 日
（土）
から９月 14 日（土）
まで「
『山形日和。
』観光キャンペーン」を展開します。
イベント列車の運行や、昨年に引き続き「日本一『さ
くらんぼ』祭り」を開催します。
今年の祭りのコンセプトは『すこだまつながる、
山形。
（すこだま＝山形弁で
「すごいたくさん」
の意）』。
祭りを通して、お祭り参加者と地元商店街、観光客
と産地（果樹園）
、若者と子ども・お年寄りなど様々
な人々がつながることで、山形から“元気”を発信
し て い き ま す。
全国からいらっ
し ゃ る 皆 様 に、
「さくらんぼ」
を始めとするお
いしい農産物や
山形ならではの
食文化、伝統芸
能など様々な山
形 の 顔 に 触 れ、
さくらんぼ祭り
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元気になっていただくこと
により、その元気を東北の
復興につなげていきます。
祭りのメインイベントは、
全国の生産量の約７割を誇
る「山形のさくらんぼ」の
旬の時期に合わせ、６月 22
日（土）、23 日（日）の２日間、
山形市内の山形県郷土館「文
さくらんぼ
翔館」と七日町大通りを会
場に開催します。６月 22 日（土）は七日町大通りを
歩行者天国とし、オリジナルのテーマソング「チェ
リービート」に合わせたダンスの披露やストリート
ダンスコンテストを行うほか、山形御当地グルメの
出店、
「さくらんぼ」マルシェや山形県産農産物の販
売など、最盛期の「山形のさくらんぼ」にちなんだ
盛りだくさんのイベントが行われます。
是非山形県にお越しいただき、
「山形のさくらんぼ」
で元気になりましょう !
お問合せ

山形県商工労働観光部観光経済交流局観光交流課
TEL 023-630-2373

宮城県

Miyagi
「復興への追い風」を起こすため、
頑張っていきます !

ただきました。
今後も引き続き、復興への追い風を起こすために、
農林水産業に関わる方々と一丸となって、様々な事
業に取り組み、生産者の皆さんが手塩にかけた宮城
の食材を自信と誇りを持って全国の皆様にお届けし
てまいります。

震災により、みやぎの食に対する信頼が揺らぎか
けましたが、生産者の皆様の頑張りと関係機関の協
力で、生産量、消費量共に回復してきております。
宮城県では、復興に向けて頑張る生産者の方々を
応援するため、「復興への追い風を起こそう !」を合
言葉に被災地の現状をお伝えする「みやぎ風プロジェ
クト」を展開しています。
本プロジェクトでは
①「県の放射性物質検査体制や食品の基準値につい
ての解説」及び「頑張る生産者の取組や農林水産物
の PR」の新聞掲載
②新聞紙面の内容をまとめたリライト冊子の関係団
体への配布等
③知事トップセールスによるテレビ CM の放映
④知事メッセージ及び生産者のインタビューを収録
した DVD の量販店店頭等での放映
などを行ってきました。
テレビ CM や DVD の BGM には、本プロジェク
トの趣旨に賛同していただいた、シンガーソングラ
イター、ダイスケさんにタイアップ曲を提供してい

お問合せ

宮城県食産業振興課食産業企画班
TEL 022-211-2814

都道府県だより
Fukushima

2013 年 5 月

福島県

福島から気持ちを込めてお届け !
「キビタン市場」オープン
福島県は今、災害から立ち上がり「夢・希望・笑
顔に満ちた“新生ふくしま”
」を創ろうと、県民一丸
となって復旧・復興に取り組んでいます。
その一環として、県内企業の新たな販路開拓支援
と県産品の情報発信を目的に、福島県産品を一同に
集めた“オール福島”で取り組む県独自※１ のネット
ショッピングモール「キビタン※２市場」を 3 月 1 日
に開設しました。
福島県内企業約 100 社が出店し、多彩な産品を販
売 し て い ま す。
一 例 と し て は、
全国有数の酒処
である福島県産
の 地 酒 や、 安 全
で美味しい農産
物を加工したお
菓子などの加工
食 品、 そ し て 伝
統的工芸品や雑
福島県公式ネットショッピングモール
貨に至るまで約
キビタン市場 Top ページ
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1,000 点を超える商品が出品されています。また、
首都圏に近い福島県の地の利を生かし、大手運送会
社と連携して、朝収穫した野菜などの生鮮品を、そ
の日のうちに首都圏のお客様へ配送するサービスに
取り組んでいます。
この「キビタン市場」を通じて、様々な商品の魅
力とともに、復興に向けて元気に頑張っている「福島」
の姿を全国に発信していきます。

※１： 4 月よりお客様サービスの向上や運営の効率化を図
るため、公益財団法人福島県観光物産交流協会が運
営しています。
※２：「キビタン」とは、福島県の鳥「キビタキ」をモチー
フにした福島県復興シンボルキャラクターです。

お問合せ

福島県県産品振興戦略課
TEL 024-521-7296
E-mail trade-promotion@pref.fukushima.lg.jp
キビタン市場 HP
http://www.kibiichi.com/

＜お願い＞
公的機関が関わるネットショッピングサイトの相互リンク
を随時募集しています。

新潟県

Niigata
新潟県柏崎地域振興局プロジェクト
「柏崎鯛茶漬け応援隊」活動中 !!

柏崎市には新潟県内でも有数の鯛の漁場がありま
す。江戸時代中期に「鯛めし」が食されるようになり、
乾燥して固くなった「鯛めし」にお湯やお茶などを
かけて食べたことが、
「柏崎鯛茶漬け」の起源と言わ
れています。
現在、
「柏崎鯛茶漬け」は、市内約 30 店舗で提供
されており、地域の代表的な郷土料理の一つとなっ
ています。また、今年１月に東京ドームで開催され
た「第４回全国ご当地どんぶり選手権」では念願の
グランプリを受賞しました。
一方で、「鯛茶漬けの活用方法」
「地域内の連携づ
くり」
「推進手法の明確化」といった課題が以前から
指摘されていました。新潟県の地域機関 柏崎地域振
興局ではこれらの課題解決へ向け、昨年６月に振興
局と柏崎観光協会の若手職員を中心としたメンバー
で「柏崎鯛茶漬け応援隊」を立ち上げました。平成
24 年度は、課題解決の下地づくりに重点を置き、次
の事業を実施しました。
●鯛茶漬け活用策の動機付け
行政職員及び柏崎観光協会会員等を対象としたセ

ミナー及び意見交換会の
開催
●新メニュー開発
宴席の最後に供される
というイメージから、鯛
茶漬けをメインにした
コースメニュー「女子会
コース」
「ヘルシーランチ
コース」の開発
●食べ歩き手形発行
鯛 茶 漬 け ３ 食 引 換 券、
クーポン券、ガイドマッ
プなどが付いた１冊 2,000 円の手形発行
今年度も、地域と一体になり、実際に課題を解決
するための各種支援事業を更に推進していきます。
新潟にお越しの際は、おいしい「柏崎鯛茶漬け」
を是非御賞味ください。
お問合せ

新潟県柏崎地域振興局企画振興部地域振興課
TEL 0257-21-6208
HP http://www.pref.niigata.lg.jp/kashiwazaki/

都道府県だより
Tokyo

2013 年 5 月

東京都

外国人旅行者の安全確保のための災害時初動対応
マニュアルを作成
東京都は３月 28 日、地震などの大規模な災害が発生
した場合に、都内を訪れている外国人旅行者に対し、宿
泊施設を始めとした観光関連事業者が円滑に案内・誘導、
情報提供等ができるよう、宿泊施設での対応を中心とし
た「災害時初動対応マニュアル」を作成しました。
都内の宿泊施設を始めとする観光関連事業者に本マ
ニュアルを周知・配布することで、都内観光の安全性を
向上させ、外国人旅行者が安心して宿泊施設等を利用す
るとともに、災害時にも安全が確保できる東京の観光の
実現を目指します。また、このマニュアルを活用し、都
内各地で宿泊施設・観光関連事業者を対象としたセミナー
等を開催し、災害時の外国人旅行者対応の普及啓発に努
めていきます。
「災害時初動対応マニュアル」の概要は以下のとおりです。
◇宿泊施設を始めとする観光関連事業者が「やるべきこと」
のチェックリスト
・外国人旅行者向けに災害対応策の準備ができているか
事前チェックリストを掲載
◇地震を始めとした災害発生時初動対応のための基礎知識
・外国人旅行者がどのように地震を感じているか、地震

16

を始めとする災害が起きたときの外国人旅行者への対
応に備えて準備しておくべきことを中心に掲載
◇初動対応
・「地震発生後真っ先にやること」と「大きな揺れが収
まって一段落したときにやること」を中心に掲載
◇初動対応のための関連データベース
・災害発生時に各種情報が提供されるウェブサイトを掲
載
◇ピクトグラム ( 図記号 ) と災害発生時対応文例集
・災害発生後すぐに使用できる図記号や対応文例を掲載
・対応文例は４言語(日・英・中(繁・簡)・韓)に対応
・ピクトグラムは(公財)交通エコロジーモビリティ財団
標準案内図記号を使用
本マニュアルは、都内宿泊施設、観光協会、都内区市
町村などに 2,000 部配布されるほか、以下の HP からダ
ウンロードしていただけます。
HP http://www.gotokyo.org/jp/administration/h24/
saigaiji.html

お問合せ

東京都産業労働局観光部振興課
TEL 03-5320-4768

Gunma

群馬県
ピーアール

で は、 群 馬 に
は約 10,000 基
以上の古墳が
あったとされ、
その数や大き
さは全国有数
で あ る こ と、
また国宝や重
要文化財に指
定された埴輪の約半数が、群馬で出土していて日本
一であることなども取り上げています。
群馬県の宣伝部長でもある「ぐんまちゃん」が紹
介するこの冊子を通して、県民に群馬の魅力を再発
見してもらうとともに、県内外問わず、多くの人に
魅力を知ってもらうことで、群馬のイメージアップ
につながることを期待しています。

県の魅力を PR する冊子「ぐんまがいちばん !」
群馬県では、群馬の良さを多くの人に知ってもら
うため、
「ぐんまがいちばん !」を作成しました。
群馬の魅力的な素材や県民にもあまり知られてい
ない話題などを、県のマスコット「ぐんまちゃん」
が紹介しています。
自然・観光・食・文化などの各分野で、群馬が日
本一であったり、日本初であったりするものなど、
約 40 件について、写真やイラストなどを交え、より
分かりやすく解説しています。
例えば、「官営模範製糸
工場『富岡製糸場』
」の話
題として、明治５年に日本
初の本格的な模範製糸工場
として操業が開始されたこ
とや、平成 24 年度に、
「富
岡製糸場と絹産業遺産群」
が、世界遺産として国連教
育科学文化機関（ユネスコ）
へ推薦が決定したことなど
を紹介しています。また
「繁

お問合せ

群馬県企画課
TEL 027-226-2315
FAX 027-223-4371
※冊子は、県 HP で公開しています。
HP http://www.pref.gunma.jp/01/b0100132.html

はに わ

」
栄の象徴『埴輪』と『古墳』

都道府県だより
Tochigi

2013 年 5 月

栃木県

栃木県は今年で誕生 140 年を迎えます
栃木県では、明治
６ 年 ６ 月 15 日 に 当
時の栃木県と宇都宮
県が合併し、おおむ
ね現在と同じ県域の
栃木県が誕生したこ
と か ら、 ６ 月 15 日
を「県民の日」に制
定しています。そし
て、今年は栃木県が 栃木県誕生 140 年の宣伝部長「ルリちゃん」（左）
誕生してから 140 年 と応援団長の「とちまるくん」（右）
の節目の年を迎える
ことから、これを記念して、６月 15 日（土）の県民
の日に、県庁及び隣接する県総合文化センターを会
場としてイベントを開催します。
“一緒に歩む元気なとちぎ !”をキャッチコピーに、
東日本大震災からの復興と本県の元気度を県内外に
アピールする機会とするため、栃木・福島・茨城の
３県の県警音楽隊や本県ゆかりの演奏家などによる
ステージイベントのほか、県産農産物の販売、家族
で楽しめる体験コーナーなど盛りだくさんの内容で

す。是非、御来場いただき、誕生日を一緒にお祝い
してください。
また、県立博物館では、栃木県誕生 140 年記念事業
として、企画展「昭和のおもかげ～暮らしのなかの風
景～」を開催中です（６月 16 日まで）
。昭和の時代に
使われた暮らしの道具やおもちゃが数多く展示され、
“懐かしい”あの頃にタイムスリップした気分が味わ
えます。昭和
の風景を振り
返 り な が ら、
これからの暮
らしについて
考えるきっか
ミゼット
ミルク飲み人形・野球ゲーム・
けにしてみま
めんこ
せんか。
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お問合せ

※県民の日イベントについて
栃木県県民文化課
TEL 028-623-2153
※企画展について
栃木県立博物館
TEL 028-634-1311

茨城県

Ibaraki

３年ぶりに「大好き いばらき ふれあいまつり」
開催 !!

いしました。駐車場は、障害者の方に限定して御
利用いただき、公共交通機関での来場を呼びかけ、
関係者、来場者の皆様の御協力のもと、環境に配
慮したおまつりとしても開催することができまし
た。

茨城県では、４月６日に「第 12 回大好き いばら
き ふれあいまつり」を開催しました。東日本大震災
の影響により３年ぶりの開催となった今回は、
「さく
ら咲く、春の三の丸。歴史薫る三の丸から元気を発
信 !」をテーマに、満開の桜の下、震災後の修復で創
建当初の姿に戻った茨城県三の丸庁舎を中心として、
様々な催しが行われました。
ステージでは、地元小学生による吹奏楽演奏、高
校生によるジャズバンドやマーチングバンド演奏、
御当地アイドルのライブや市民団体による発表が行
われました。
さらに、いばらきの味を満喫できる御当地グルメ
コーナー、各種体験コーナーなどが開かれたほか、
商店街や周辺の史跡を巡るスタンプラリーやふれあ
いウォーキングなどが行われ、多くのお客様にお楽
しみいただきました。
お問合せ
また、このふれあいまつりでは、ごみ削減のために、
関係者に使い捨て容器ではなくリユース食器の使用
大好き いばらき 県民会議
をお願いするとともに、来場者には、事前にマイバッ （茨城県生活環境部生活文化課県民運動推進室）
グ持参の御協力を呼びかけ、ゴミの持ち帰りもお願
TEL 029-224-8120

都道府県だより
Saitama

2013 年 5 月

埼玉県

埼玉県ホームページに広報ポータルサイト
「彩の国インフォメーション」を開設

組により、埼玉県の魅力ある情報をスピーディに提
供していきます。

４月１日（月）
、埼玉県のホームページに「彩の国
インフォメーション」を開設しました。同サイトは、
埼玉県の広報情報を一元的に取りまとめ、分かりや
すく県民の皆様に提供していくことを目的としてい
ます。
同サイトは大きく分けて三つのカテゴリーで構成
されています。
一つ目は「彩の国ヘッドライン」
。県の出来事や話
題、お出かけ情報、一押しイベントを見出し形式で
お伝えします。毎日更新されるので、埼玉県のタイ
ムリーな情報を入手することができます。
二つ目は「情報ライブラリー」
。講座や体験活動、
各種募集など幅広い情報をジャンルごとにお知らせ
します。こちらは毎月１日に更新されます。
三つ目は「県政クローズアップ」
。県の取組につい
て特集します。埼玉県が力を入れている三大プロジェ
クトを始め、県が安心、成長、自立自尊の埼玉を目
指して展開する様々な事業を分かりやすくお伝えし
ます。
自治体のウェブ広報を本格的に展開する今回の取
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お問合せ

埼玉県県民生活部広聴広報課
TEL 048-830-2853
HP http://www.pref.saitama.lg.jp/s-info/top.html

Chiba

千葉県

防災危機管理センター運用開始

ことができます。

千葉県では、４月１日、常設の災害対策本部とし
て防災危機管理センターを開所しました。
本センターは、迅速な初動対応と複合災害におけ
る事務局組織の柔軟な拡大などに対応するため、①
災害対策本部の常設化、②執務室との一体化、③関
係機関の受入れスペースの確保、④情報システムの
操作性の向上などを図りました。
○主な特長
・ 災害対策本部を常設化したことや最大 151 名の収
容を可能としたことで関係機関などとの連携を図
りやすく、受入れがスムーズに行えます。
・ 執務室との一体化によって即応体制が可能となり、
遅滞なく通常業務から災害対策に移ることができ
ます。
・ 夜間・休日に対応するため宿直室を整備しており、
24 時間体制を確保しています。
・ センター内の電源は全て、専用の非常用発電設備
に接続されており、発災後、72 時間連続運転が可
能です。
（H25 年度整備予定）
・ 映像設備の汎用化により、誰でも映像操作を行う

指揮用メインモニタ

お問合せ

千葉県防災危機管理部危機管理課
TEL 043-223-2175
HP http://www.pref.chiba.lg.jp/bousai/
saigaitaisaku/index.html

都道府県だより
Kanagawa

2013 年 5 月

神奈川県

「ライフイノベーション国際戦略総合特区」が
本格始動 !
日本には、ips 細胞に代表されるように、生命科学
分野でも世界をリードする基礎研究がたくさんあり
ます。しかしそれを製品化し海外市場に展開する点
が十分でないため、医薬品や医療機器は輸入超過と
なっています。
神奈川県では、この弱点を克服し、医薬品・医療
機器などライフサイエンスの分野で“経済のエンジ
ンを回す”産業の一つの柱を育てるため、京浜臨海
部を中心に最先端の技術を活用した国際的な拠点づ
くりに取り組んでいます。
そして、規制の厳しい医療の世界に風穴を開ける
ことにより、
「開かれた医療」を目指しています。
この「ライフイノベーション国際戦略総合特区」
の取組が、いよいよ本格的に動き出しました。
拠点となる川崎市川崎区殿町地区では、
「川崎生命
科学・環境研究センター（LiSE ＝ライズ）
」 が、３月
に“まちびらき”をしました。ここには、
（公財）神
奈川科学技術アカデミー（KAST）が進出しています。
また同地区には（公財）実験動物中央研究所が進出
しており、さらに国立医薬品食品衛生研究所の進出
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も予定されていま
す。
そして４月に
は、川崎市高津区
のKSPに「ライフ
イノベーション国
際協働センター
（GCC）」が民間
主導で開設されま
した。GCCは、
ライフサイエンス
関連産業の海外展
ライフイノベーション国際協働センター除幕式
開を円滑に進める
ための支援など、特区における国際戦略を強化する
ための組織として、県が設立を支援してきました。
今後も特区の推進に共同で取り組んでいる横浜市・
川崎市と連携し、ライフイノベーションを加速させ
る取組を進めていきます。

お問合せ

神奈川県政策局政策部国際戦略総合特区推進課
TEL 045-210-3265

山梨県

Yamanashi

「ジェトロ山梨貿易情報センター」がオープン !

によりモモや
ブドウを始め
とした農産物
やその加工品、
ジ ュ エ リ ー、
テキスタイル、
機械電子工業
な ど 県 内 企 業 ジェトロ山梨の執務室。貿易投資アドバイザー、農水産 ･
の 優 れ た 技 術 食品コーディネーターなど６人体制で業務に当たっている
や製品が海外
市場に大きく羽ばたいていくことが期待されています。
山梨県ではジェトロ山梨を最大限活用していくた
め、２月には経済団体と共に「ジェトロ山梨振興協
議会」を設立し、県内産業界の要望などをジェトロ
山梨の事業に反映していく仕組みを整えています。
今後はジェトロ山梨と緊密に連携する中で、県内産
業の海外販路の開拓、海外展開を、より効果的に推
進していきます。

日本貿易振興機構（ジェトロ）の山梨貿易情報セ
ンター（ジェトロ山梨）が４月から甲府市内で業務
を開始し、４月 15 日に開所式が行われました。
山梨県が産業労働部内に海外展開・成長分野推進
室を設置したのが平成 23 年。以来、中国、タイ、ベ
トナムなどとの取引拡大を図る研究会の設置や、海
外展示会への出展経費支援などの施策を推進してき
ましたが、この度、県と県内経済界の念願であった
ジェトロ山梨が開設されたことで、県内企業は世界
中に拠点を持つジェトロのネットワークを山梨に居
ながらにして活用することが可能となりました。
ジェトロ山梨では、海外のバイヤーを招いての商談
会、輸出などに関するセミナーやワークショップ、展
示会や商談会への
出 展 支 援 の ほ か、
きめ細かな情報提
供や相談などを通
して、輸出や海外
展開のサポート
を実施することに
開所式でテープカットをするジェトロの石毛博行理事
なっており、これ 長（左から３人目）と横内知事（右から３人目）ら

お問合せ

山梨県産業労働部海外展開・成長分野推進室
TEL 055-223-1565
山梨 海外展開

都道府県だより
Shizuoka

検索

2013 年 5 月

静岡県

緑鮮やか !! 食品用粉末緑茶を開発
普段急須に入れて飲まれている「煎茶」は、その
製造過程でお茶の葉を揉んで作りますが、茶業研究
センターが開発した新製法ではお茶を揉まずに作り
ます。そのため、
「煎茶」のように細い針のような形
ではなく、お茶の葉っぱの形が残っていて平たいコー
ンフレークのような形をしています。このお茶は急
須に入れて飲むためのものではなく、粉にしてお茶
風味のお菓子などの食品に添加するためのものです。
食品向けの粉末茶は、その鮮やかな緑色が命です。
また、生クリームなどに入れた後は加熱できないの
で、衛生的であることも求められます。この「新製
法の茶」を粉にした粉末緑茶は、高級な「抹茶」と
同じくらい鮮やかな緑色ですが、原料が安いのでリー
ズナブルな価格で供給できます。また、
普通のお茶は、
急須で飲むには十分衛生的ですが、食品工場で使う
ときには殺菌が必要な場合があります。それに対し、
新しい粉末緑茶は、製造工程で製茶機に汚れが付か
ないため菌が繁殖せず、殺菌の必要がありません。
この新しいお茶を作る製法は、
「高温加湿熱気製茶法」
というもので、民間の製茶機メーカーと共同開発し
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た製法です。
直接消費者がこのお茶を選んで買うことはありま
せんが、今では静岡県内の和菓子製造現場でも使用
されるようになりました。このお茶が広く皆様に親
しまれるように願っています。

フレーク状のお茶

お問合せ

粉末緑茶を使ったお茶菓子

静岡県農林技術研究所茶業研究センター商品開発科
TEL 0548-27-2893

長野県

Nagano
世界が恋する NAGANO WINE

川ワインバレー」、欧
州系のワイン用ぶど
うに加えて日本の固
有品種を用いたワイ
ン が 特 徴 的 な「 天 竜
川 ワ イ ン バ レ ー」 の
四つの個性豊かなワ
インバレーがあります。
今後、技術指導や品種の研究、農地の確保など栽培に
関する相談、醸造技術の相談、経営相談など地域や経営
方針に合ったオーダーメイド型のきめ細かい支援を行い、
より高品質なワインを生み出すことができるよう取り組
んでいきます。
NAGANO WINE を PR するホームページもオープン
しました。NAGANO WINE の魅力を知っていただくの
はもちろん、県内ワイナリーや味わえるお店・買えるお店
の紹介など、ワインにまつわる様々な情報を発信します。
信 州 の 美 し い 風 土 の 中 で 醸 し 出 さ れ た NAGANO
WINE を是非御堪能ください。

長野県産ワイン「NAGANO WINE」の評価が年々高
まっています。
国産原料ぶどうを使用した国産ワインの品質と認知
度 向 上 を 図 る「 国 産 ワ イ ン コ ン ク ー ル -Japan Wine
Competition-」は、昨年 10 回目を迎えた名実共に国内
最大規模のワインコンクール。昨年のこのコンクールの
金賞受賞ワインは 34 本で全エントリー数の５%という狭
き門でしたが、その中で長野県産ワイン用ぶどうを使用
したワインは 12 本（うち県産ワインは８本）を占めま
した。
実は長野県のワイン用ぶどうの生産量は全国１位（※）。注
目度もアップしてきています。
そこで、県では３月に「信州ワインバレー構想」を策
定しました。
キャッチフレーズは「美しい風土のなかで高品質なワ
インと香り高い文化を育む信州ワインバレー～世界が恋
する、NAGANO WINE ～」。高い品質を誇るワインと
ワインにまつわる食や工芸などが一体的に結びつき、ワ
インを楽しむ文化として人々の暮らしに息づき、その美
しい文化に憧れて県内外から多くの人が訪れる姿を目指
しています。
県内には日本ワインの先進地として名高い「桔梗ヶ原
ワインバレー」
、松本・安曇野に広がる「日本アルプスワ
インバレー」
、個人経営のワイナリーが増えてきた「千曲

※ H22 特産果樹生産動態等調査：農林水産省
お問合せ

長野県観光部観光企画課信州ブランド推進室
TEL 026-235-7249
HP http://www.nagano-wine.jp/

都道府県だより
Toyama

2013 年 5 月

富山県

富山の魅力を伝えるお土産づくり―まちの逸品
ブラッシュアップ事業
富山県では、平成 26 年度末の北陸新幹線開業によ
り首都圏からの観光客など来県者の増加が見込まれ
ることから、平成 24 年度から消費の鍵を握る女性が
好むお土産を発掘・ブラッシュアップし、富山県の
イメージアップにつながるような売れるお土産づく
りを進める「まちの逸品ブラッシュアップ事業」を
実施しています。
この事業は、県内で人気の商品や知る人ぞ知る逸品
を、女性に好まれるお土産となるよう、気軽に買って
帰れるものや女性が普段使いできるものなどに改良す
ることを目的としています。事業の対象とする商品は、
①箱菓子（日持ちするもの）
、②スイーツ（生菓子）
、
③女性が普段使いできる工芸品（高級感のあるもの）
の３区分とし、県内で製造及び販売されている商品で
あることなどの要件を満たす商品・事業者を募集した
ところ 61 事業者 108 商品の応募がありました。この
中から、地域ブランド開発、デザイン、流通、メディ
アの専門家から成る検討委員会において、差別化・話
題性など商品そのものの魅力や生産能力・価格等の観
点で、ブラッシュアップする 15 品目（箱菓子５、ス
イーツ５、工芸品５）を選定しました。選定された商
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品については、
検討委員会に
よる評価やア
ドバイスを元
に、 富 山 県 総
合デザインセ
ンターとも連携し、必要に応じてデザイナーとのマッ
チングを行うなど、その改善を進めました。また、
「富
山のお土産をみんなでつくろう」という SNS ページ
を活用した情報発信や、首都圏在住女性へのアンケー
ト調査、富山県物産展などで実施したモニター調査
の結果を商品の改善に生かすなど、消費者目線での
ブラッシュアップにも努めました。
平成 25 年度はこのブラッシュアップされた「まち
の逸品」15 品目について首都圏で PR キャンペーン
を行うこととしており、商品の魅力はもちろん、商
品のバックボーンとなる富山県のイメージ浸透も図
ることで、「作り手に会いたくなる」「その街に行き
たくなる」そんな富山の魅力を県内外の多くの人た
ちに伝えるきっかけにしたいと考えております。
お問合せ

富山県商工労働部商業まちづくり課
TEL 076-444-3253

石川県

Ishikawa

２年後に迫った北陸新幹線金沢開業に向けた
カウントダウンフォーラムが開催
平成 27 年春の北陸新幹線金沢開業まで、いよいよ
あと２年となりました。新幹線が開業すれば、現在、
約３時間 50 分かかっている東京－金沢間が、約２時
間半で結ばれることになります。この新幹線開業の
効果を最大限に発現させ、県内全域に波及させるた
めには、行政の取組に加え、県民の皆様に、新幹線
開業がもたらす効果を理解していただき、それぞれ
の立場で何をしなければならないかといった意識を
高めていくことも重要です。
こうしたことから、県民意識を高めるためのキッ
クオフイベント「カウントダウンフォーラム」が、
３月 30 日に金沢市で開催されました。
このフォーラムは、北陸新幹線金沢開業に向けたア
クションプラン「STEP21」を民間レベルで進めるた
めに設立された「STEP21 県民推進会議」が主催し
たもので、一般県民を始め、観光業界や商工関係者な
ど、定員 500 人を上回る 650 人が参加しました。
県指定無形文化財保持者による笛と小鼓の演奏「一
調一管」で幕を開け、第１部では、早川和良県観光
総合プロデューサーによる、首都圏などへの戦略的

な情報発信を
行うため策定
し た「 新 幹 線
開 業 PR 戦 略
実行プラン」
の紹介などが
行われたほか、
パネルディスカッションの様子
基調講演では、
鹿児島県指宿市観光協会の中村勝信会長と西浩二副
会長により、九州新幹線全線開業に向けた取組が紹
介されました。また、第２部では、地域の魅力発信
などに取り組む民間団体の代表者らによるパネル
ディスカッションが行われました。
フォーラムの登壇者からは、
「地域が元気になるこ
とがもてなし意識の向上につながる」
、
「来ないと味
わえない食などの仕掛けが大事だ」などの意見が上
がり、このフォーラムを契機に、参加された県民の
皆様が、それぞれの立場で新幹線対策を加速させて
いくことを期待しています。
お問合せ

石川県新幹線・交通対策監室開業企画課
TEL 076-225-1319

都道府県だより
Gifu

2013 年 5 月

岐阜県

新たに特別支援学校を２校開校しました

飛騨市の飛
騨吉城特別支
援学校は、県内
で初めて既存
の小学校敷地
内にある特別
支援学校とし
特別支援学校（手前）と小学校（右手奥）
て開校し、２校
が連携を図り、
交流及び共同学習を充実させるとともに、日常的に
相互理解を深め合うことで、地域住民も含めた「共
生社会」の実現が期待されます。
岐阜県では今後も「子どもかがやきプラン」のス
ケジュールに基づき、県内の特別支援学校の整備を
着実に進めていきます。

岐阜県では、平成 18 年３月に ｢子どもかがやきプ
ラン｣ を策定し、｢地域で学び｣ ｢地域で育ち｣ ｢地域
に貢献する｣ を基本理念に特別支援教育の充実に取
り組んでいます。
このプランの大きな柱が特別支援学校の計画的な
整備であり、プラン策定時に 12 校だった特別支援学
校を平成 30 年度までに 20 校に増やす計画としてお
ります。この４月には、県北部の飛騨地域に新たに
２校が開校し計 18 校となり、今まで長時間かけて通
学したり、寄宿舎を利用していた児童生徒が、地元
の学校で必要な教育が受けられるようになりました。
また、今回開校した２校は共に、知的障がい、肢
体不自由、病弱などの障がいのある児童生徒を対象
に、小学部から高等部まで設置しており、建物のバ
リアフリー化など、障がいのある児童生徒に配慮し
た構造になっています。
下呂市に開校した下呂特別支援学校は、平成 21 年
に知的障がいを対象とする高等部のみで暫定開校し
た飛騨特別支援学校下呂分校に、新たに小・中学部
を加えて、全面開校しました。

お問合せ

岐阜県広報課
TEL 058-272-1116
＜ ｢岐阜県の特別支援教育｣ を紹介する HP ＞
http://www.pref.gifu.lg.jp/kyoiku-bunka-sports/
gakko-kyoiku/kanrenjoho/tokubetsu-shien-net/
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愛知県

Aichi

花きの需要拡大を目指し、
「花いっぱい県民運動」
に取り組みます。

育 テ ィ ー チ ャ ー」
を活用して小学校
などで花育教室を
開催するととも
に、花育教室の開
催を希望する方々
にも講師として紹
介します。
さらに、花のイ
ベントの開催に
合わせ、フラワー
アートのコンテス
トの開催や、いけ
ばな各流派の競演
を行います。

花の生産日本一の愛知県では、本年度から新たに、
「花の王国あいち需要拡大推進事業」に取り組みます。
この事業は、暮らしの中に花を取り入れる「花いっ
ぱい県民運動」を展開することにより、県民の皆様
の花への関心を一層高め、花の需要拡大を図ること
を目的としています。
運動の推進に当たっては、行政、生産、流通・小
売など様々な花き関係者で構成する「花の王国あい
ち県民運動実行委員会」を設立し、事業を展開して
いきます。
まず、花き産出額が日本一ということだけでなく、
多くの種類の花きが生産されているという愛知県の
特徴を生かし、平成 25 年度の「今月のあいちの花」
を定めました。毎月、県内の様々な施設に展示する
などし、集中的に PR を行います。
また、花や緑に親しみ育てる機会を通じて、やさ

フォーミディブル（５月）

はないく

しさや美しさを感じる気持ちを育む「花 育」を広め
るため、専門的な知識や経験を有し、指導・支援を
行うことができる個人又はグループを「花育ティー
チャー」として登録する制度を創設します。この「花

お問合せ

愛知県農林水産部園芸農産課
TEL 052-954-6419

都道府県だより

2013 年 5 月

三重県

Mie
「天の一句」&「伊勢の一句」募集します！
まつ お

○募集部門
テーマ部門…「天」にまつわる俳句
自由題部門…自由な題材の俳句
伊勢おもてなし部門…「伊勢」にまつわる俳句
※自作・未発表のものに限ります。

ば しょう

『奥の細道』などで知られる俳聖・松 尾 芭 蕉、俳
あら き

だ もりたけ

諧を誕生させ俳祖と呼ばれる荒 木 田守 武、一昼夜に
おおよど み

ち かぜ

3,000 句を詠んだと伝えられる大 淀三 千風 など、三
重県は多くの俳人のふるさとです。
三重県では、俳句を始めとする文化を生かした人
づくり・まちづくりを進めており、平成８年度から
毎年テーマを変えて俳句募集を実施しています。平
成 12 年度以降は、芭蕉と縁のある岐阜県・福井県・
滋賀県と共に、
「日本まんなか共和国」の共催事業と
して実施し、昨年度の「食の一句」では全国及び海
外から約 95,000 句の御応募をいただきました。
今年度は「天」をテーマとするとともに、神宮式
年遷宮により人々の関心が伊勢に集まることから、
「伊勢の一句」も同時募集します。また、応募者の中
から抽選で伊勢や三重県各地の特産品をプレゼント
するなど、伊勢を中心とした三重の様々な魅力を発
信していきます。

○募集期間
一般応募：５月16日（木）～10月18日（金）消印有効
学校応募：５月16日（木）～12月18日（水）県庁必着
○応募方法
はがき、ファクス、メール、ホームページ専用フォー
ムで受け付けます。
お問合せ

三重県環境生活部文化振興課
〒 514-8570
三重県津市広明町 13 番地
TEL 059-224-2176
FAX 059-224-2408
E-mail haiku@pref.mie.jp
「俳句のくに・三重」HP
http://www.bunka.pref.mie.lg.jp/haiku/
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Fukui

福井県

がん検診予約システム「がんネットふくい」
運用開始！
がん検診は、がんを早期発見し、適切な治療を行
うことで、がんの死亡率を減少させることができる
確実な方法です。
本県では、昭和 55 年以降、死亡原因の第１位を「が
ん」が占め、高齢化の進展により、今後も増加傾向
が続くと見込まれています。
こうした中、福井県がん対策推進計画の第１次計
画では、受診券や無料クーポンの発行、未受診者に
対する電話勧奨、女性のがんを対象とした小規模事
業所への出前検診など、様々な対策を進めてきまし
た。この取組により、がん検診の受診率は平成 18 年
度以降、５年連続で上昇しました。
さらに、平成 25 年３月に策定した第２次計画で
は、受診率を現在の３割から５割超に引き上げるこ
とを目標に、第１次計画で受診率アップに効果のあっ
た受診券の交付対象を、職場で受ける機会の少なかっ
た中小企業の従業者にも拡大し、昨年度の 19 万人か
ら今年度は 31 万人に大幅に増やしました。
また、平成 25 年４月から、全国初のがん検診予約
システム「がんネットふくい」の運用を開始、市町

がん検診予約システム「がんネットふくい」
（写真はタッチ式専用端末）

の検診スケジュールやがん検診に関する各種情報を
閲覧できるほか、24 時間いつでもパソコンやスマー
トフォンから、検診の予約ができるようになりまし
た。あわせて、誰でも気軽にがんに関する最新の情
報を取得したり、パソコンに不慣れな人でも簡単に
検診の予約ができるよう、各市町の担当窓口にタッ
チ式の専用端末も配備しました。
福井県では、受診券と予約システムを積極的に活
用しながら、働き世代を中心により多くの県民の皆
さんに年に１度は検診を受けていただき、
「がんの予
防・早期発見・早期治療」による県民の「健康長寿」
につなげていきたいと考えています。

都道府県だより
Shiga

2013 年 5 月

滋賀県

中小企業がいきいきと活躍する滋賀を目指して
～滋賀県中小企業の活性化の推進に関する条例～

中小企業は地域の経済や社会の担い手として、生産や消
費活動、更には雇用や地域づくりなどの面で大変重要な役
割を果たしており、滋賀の経済や社会が今後も持続的に発
展していくためには、その主役である中小企業の活性化が
不可欠であるとの認識の下、滋賀県では、
「滋賀県中小企業
の活性化の推進に関する条例」を制定し、４月１日より施
行しました。
条例の制定に当たっては、平成 23 年度より中小企業者
を始めとした関係団体の皆さんとの意見交換や、職員によ
る 1,000 社以上の企業訪問、大学との共同研究など、関係
者からの声や意見を幅広くお聴きするというプロセスを大
切にしながら、中小企業の現状と課題を把握するとともに、
中小企業振興の在り方と条例の内容について検討を重ねま
した。
また、条例には、次の
ような特徴があります。
① 中小企業を地域の経
済 や 社 会 の 主 役 と 捉 え、
県、関係団体、大企業者、
大学その他の教育研究機
関、金融機関、県民の役
割を条例に明記し、これ
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らが連携して中小企業を支援すると
したこと。
② 県が行う基本施策の一つとして、
成長が見込まれる分野への参入や需
要の拡大が見込まれる海外での事業
展開を促進するなど、中小企業の意
欲的な取組に対する支援を打ち出し
たこと。
③ 中小企業者の皆さんや関係団体
等の意見をお聴きしながら、毎年度の実施計画に基づき施
策を実施し、その状況を検証して次の施策に反映していく
PDCA サイクルを盛り込んだこと。
さらに、条例に基づく施策を集中的に展開していくため
の「中小企業活性化推進基金」を平成 25 年度より新たに
設置し、中小企業がいきいきと活躍できる滋賀を目指し取
り組んでいくこととしています。
お問合せ

滋賀県商工観光労働部中小企業支援課
TEL 077-528-3733
条例パンフレット HP
http://www.pref.shiga.lg.jp/f/chusho/chushokasseika/
files/jyoureipanphlet.pdf
滋賀県の中小企業振興に関する取り組み／滋賀県 HP
http://www.pref.shiga.lg.jp/kakuka/f/
shoukouseisaku/chuusyoukigyou.html

京都府

Kyoto
京都には海があります !「海の京都」事業

光へと転換していくため、各戦略拠点等を結ぶ広域の
回遊システム（交通インフラ整備、周遊観光プランづ
くり等）を整備します。また、北近畿タンゴ鉄道への
新観光型車両を導入により、旅の魅力向上を図ります。

日本海に面する京都府北部地域は、古代より、大陸
との交流の窓口として栄え、日本の国生み神話の重要
な舞台となった、言わば「もうひとつの京都」。
平成 26 年度までに、京都府南北をつなぐ京都縦貫自
動車道が全線開通し、大型クルーズ船等に対応した京
都舞鶴港の埠頭が整備されるなど、陸路・海路双方か
らのアクセスが飛躍的に向上します。
こうした歴史的・地理的背景や交通基盤の整備を生
かし、魅力的な観光まちづくりをソフト・ハード両面
から進めることによって、
「もうひとつの京都」を、京
都市を中心とする「陸の京都」と並び立つ観光圏「海
の京都」とするのが「海の京都」事業です。
その主役は行政ではなく、地域住民です。住民自身が地
域の良さを実感して大切にし、更に新たな魅力を生み出す
ことによって、持続可能な観光まちづくりを進めます。

③戦略的な広域観光プロモーション
「海の京都」の統一的なテーマによる観光プロモー
ション、首都圏や海外など市場ごとの特性を生かした
観光企画及び戦略的広報等を効果的に展開します。
統一ロゴの作成や海の京都パスポートの作成等によ
るブランド戦略や、イベント開催や各種ツアーの造成
による誘客アクションを行います。
具体的なアクションについて
動き始めた「海の京都事業」について、トピックス
形式で御紹介します。
○海の京都パスポート発行
http://www.pref.kyoto.jp/kanko/passport.html
○京都縦貫自動車道（大山崎 JCT・IC ～沓掛 IC）開通
http://www.pref.kyoto.jp/koho/kaiken/documents/0315-2.pdf
○「海の京都」乗り放題キャンペーン
http://www.michitabi.com/roundtour/kyoutotanba/
○北近畿タンゴ鉄道の新観光型車両を導入
http://www.pref.kyoto.jp/koho/kaiken/
documents/13040503.pdf

①発信力・集客力のある「戦略拠点」の形成
「海の京都」の核となる、観光拠点を形成するため、
重点整備する戦略拠点を設定。府道などの公共施設や
旅館の外観などを歴史文化に根ざしたデザインに統一
し、観光客が歴史文化を感じ、自然景観を楽しむこと
ができる魅力的なエリアを形成します。
②戦略拠点等を結ぶ観光交流基盤の整備
日帰り観光から、より経済波及効果の高い滞在型観

都道府県だより
Osaka

2013 年 5 月

大阪府

中小企業顕彰制度『大阪ものづくり優良企業賞』
大阪には、オンリーワンの技術力を持った企業を
はじめ、熟練の技や技術の高度化への絶え間ない努
力により、幾多の景気変動や激しい価格競争を乗り
越えてきた企業、環境・エネルギー分野やロボット
分野など新技術や新製品で成長を続ける企業などが
集積しており、私たちの豊かな生活を支えています。
「大阪ものづくり優良企業賞」は、このような大
阪のものづくり中小企業を公募方式により募集し、
BtoB のビジネスマッチングで特に重要な「技術、

QCD、CSR、財務」の四つの視点でなされた評価な
どをもとに、学識経験者などで構成する審査委員会
において審査を行い、選定したものです。
大阪府では、受賞企業 290 社を、ものづくり紹介
冊子「大阪の元気 ! ものづくり企業」に掲載するとと
もに、府が出展する大規模展示商談会でプロモーショ
ン活動を行うなど、
「大阪のものづくり看板企業」と
して広く御紹介しています。

お問合せ

大阪中小企業顕彰事業実行委員会事務局
（大阪府商工労働部中小企業支援室ものづくり支援課
販路開拓支援グループ内）
TEL 06-6748-1066
▼詳しくはこちら▼
HP http://www.pref.osaka.jp/keizaikoryu/
yuryokigyosho/index.html
▼「大阪の元気 ! ものづくり企業」冊子についてはこ
ちら▼
HP http://www.pref.osaka.jp/keizaikoryu/
monosassi/index.html
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奈良県

Nara
新規事業がスタート。
せんとくんと一緒に世界一に挑戦 !

平成 25 年度からの新事業、
『せんとくんと一緒に
世界一に挑戦 !』が始まりました。
奈良県内にはたくさんの魅力的な風景や特産物が
あり、それらを活用したイベントを行っている団体
が多数あります。そんな奈良県の魅力を広く県内外、
更には海外にまでも伝えたい ! また、県内にお住まい
の方にも地元への愛着を高めて欲しい ! という思いか
ら、せんとくんが世界一記録へ挑戦という方法を思
い立ちました。
挑戦は、既に県内でイベントを行っている団体との
協力で行います。挑戦する団体は、県内で主に活動し
ていることや、県の魅力を PR できるようなイベント
をしていることなどの条件を満たす応募団体の中か
ら審査の上決定されます。イベントの運営自体は挑
戦する団体が行い、世界一の記録認定に向けた事務
的な事前調整と、PR などを県が担当。費用の面でも、
世界記録認定にかかる金額の内、約３分の２を県が
負担し、残りを挑戦団体が負担するというものです。
挑戦内容は６月中旬に決定し、８月～３月の間に実

際の挑戦が行われる予定です。挑戦のようすは、随
時県ホームページや YouTube でアップしていきま
す。
「せんとくんの挑戦を応援したい !」
「せんとくん
よりもウチのキャラクターの方がすごい記録が出せ
るはず。乗り込んでやろう」など、全国の自治体のキャ
ラクターの皆さんからの御協力や挑戦などもお待ち
しています。

挑戦団体を募集するせんとくん

お問合せ

奈良県広報広聴課
TEL 0742-27-8326
HP http://www.pref.nara.jp/31294.htm
※詳細は下記で検索してください。
せんとくん 世界一

都道府県だより
Wakayama

検索
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和歌山県

南紀熊野ジオパーク推進協議会の設立と
記念講演会の開催について
和歌山県南部の紀南地域（
「南紀熊野ジオパーク構想
地域」
）は、地球表面を覆う“プレート”が沈み込む場
所で起きる地質現象の全てを見学できる「地殻変動を
体感できるエリア」であり、世界的に見ても大変貴重
な地質及び地形を有する地域です。プレート活動によ
る地殻変動の結果、日本の地質百選の「古座川弧状岩
脈」や日本一の落差を誇る「那智の滝」などが形成され、
これらのスポットには多くの来訪者が訪れています。
平成 25 年２月、この地域のジオパーク認定を目指
して、県、市町村、教育委員会、地域の商工関係団体、
観光関係団体、和歌山の地質研究者等の産学官により、
「南紀熊野ジオパーク推進協議会」が設立されました。
この協議会が中心となり、日本ジオパーク申請書・
基本計画・実行計画・保全計画の作成のほか、ジオサ
イト（ジオパーク内の地質
や地形等の見どころとなる
場所）の選定、ジオパーク
の普及啓発、ジオガイドの
養成などに、地域を挙げて
取り組んでいくこととなり
ました。
４月 19 日には、第２回総
会を開催するとともに、南紀
すさみ町・フェニックス褶曲
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熊野ジオパークの普
及啓発活動の一環と
して、新宮市の近畿
大学附属新宮高等学
校・中学校体育館に
おいて記念講演会を
南紀熊野ジオパーク記念講演会
開催しました。
講師には、南紀熊野ジオパーク推進協議会の顧問に
就任いただいた東京大学大学院教授の木村学先生をお
招きし、「南紀熊野の大地と地球の進化」をテーマに講
演していただきました。木村先生は、地球深部探査船「ち
きゅう」による紀伊半島沖熊野灘での南海トラフ地震
発生帯掘削計画も主導してこられ、南紀熊野の地質に
も大変造詣が深く、紀伊半島の成り立ちなどを大変分
かりやすくお話いただきました。
会場は、関係者だけでなく、会場となった学校の全
生徒と一般の市民の方々で一杯となり、地域の方々に
ジオパークや南紀熊野の大地について知っていただく
良い機会となりました。
このような取組を積み重ね、平成 26 年度には日本ジ
オパーク認定を、さらにその先には、世界ジオパーク
認定を目指していきたいと考えています。
お問合せ

和歌山県環境生活部環境政策局環境生活総務課自然環境室
TEL 073-441-2780
FAX 073-433-3590

兵庫県

Hyogo

「あわじ元気」
を応援!
～淡路島を震源とする地震被害への緊急対策について～
４ 月 13 日 に、 兵 庫 県 淡 路 島 を 震 源 と す る マ グ ニ
チュード 6.3 の地震が発生しました。４月 30 日現在、
淡路地域を中心に、負傷者 30 人、全壊５件、大規模半
壊３件、半壊 45 件、一部損壊 6,907 件の被害が出て
います。
兵庫県では、被災された方の生活や産業の早期復旧
等を支援するため、緊急対策を実施します。
●被災者支援対策（見舞金、住宅支援）
まず、被災された方に見舞金を送る災害援護金につ
いて、現行制度の支給対象を拡充し、住宅の一部損壊
（損害割合 10％以上）も対象とします。今回の地震では、
一部損壊が被害の大半を占め、500 世帯程度が対象と
なる見込みです。
被害の種別
住家の全壊
住家の半壊
住家の床上浸水又は
一部損壊（損害割合 10％以上 ）
重傷の被災者

支給額
１世帯 20 万円
１世帯 10 万円
１世帯５万円
１人３万円

次に、住宅支援として、住宅を補修する場合、小規
模な一部損壊にも対応できるよう住宅復興融資を用意
し、金利負担の軽減も行います。具体には、半壊、一

部損壊の被害を受け、被災した住宅の補修を行う方を
対象に、10 万円以上 400 万円以内を最大５年間無利
子で貸し付けます。
また、一部損壊（損害割合 10%以上）以上の住宅の
簡易耐震診断を無料化し、耐震改修工事の補助率も引
き上げます。
●産業・農業支援対策（中小企業支援、農業者支援）
中小企業への支援として、事業用資産（機械、原材料、
商品等）が被害を受けた方への融資と金利負担の軽減
を行います。１億円を限度に、最大３年間無利子で貸
し付けます。また、県庁と淡路県民局に相談窓口を設
置し、融資等に関する相談を受けます。
農業者への支援としては、被害を受けた農業者等の
方に対して、償還期間の延長や金利負担の軽減を行い
ます。
●あわじ元気キャラバンの実施（風評被害対策）
元気な淡路を発信するため、県内外に「あわじ元気」
緊急キャラバン隊を派遣するとともに、観光関連団体
が実施するキャラバン情報発信事業を支援します。ま
た、淡路島内で開催されるイベントで「あわじ元気」
ののぼりを立て、一体感を高めます。県や観光協会の
ウェブページやフェイスブックも活用し、淡路の観光
情報を重点的に発信していきます。
淡路の観光地はいつもどおり元気です。これから旬
を迎えるハモなどの海産物もたくさんお待ちしている
ので、是非現地に足をお運びいただき、「あわじ元気」
を応援してください。

都道府県だより
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鳥取県

山陰海岸の魅力を世界に発信 !!
（山陰海岸国立公園指定 50 周年）

山陰海岸国立公園指定 50 周年事業の概要
～

基本方針 ～
・こどもたちによる継承
・協働連携
・情報発信

■「とっとりグリーンウェイブ」の発信 !
平成 25 年度は鳥取県内各地で「全国植樹祭」
、
「全国都市緑化とっ
とりフェア」
、
「エコツーリズム国際大会 2013in 鳥取」といった、自
然や緑をキーワードとした大規模なイベントが実施され、鳥取県の緑
や自然の豊かさを国内外に積極的にアピールしています。
その同じ年、本県を代表する優れた自然景観の一つでもある「山
陰海岸国立公園」が指定 50 周年を迎えることから、これを記念し
て環境省や関係府県市町等が実行委員会を組織して、協働で各種事
業を実施します。
さらには、鳥取砂丘ギネスチャレンジイベントなどの本県独自の
各種イベントも実施し、山陰海岸の魅力を広く発信します。

●キックオフイベント
【開催日】 ６月 30 日（日）
【場 所】 実行委員会を構成する３市３町内
【内 容】 ３府県一斉クリーン作戦 など
●山陰海岸国立公園指定 50 周年記念フェスティバル in 鳥取砂丘
【開催日】 ８月 24 日（土）
【場 所】 鳥取砂丘こどもの国（鳥取市）
【内 容】 オープニングセレモニー、来賓祝辞、自然公園関係功労者
環境大臣表彰、山陰海岸国立公園関係者特別表彰、著名人
による記念講演 など

【構成】鳥取県（会長・事務局）、鳥取市、岩美町、兵庫県（副会長）、豊岡市、
香美町、新温泉町、京都府（副会長）
、京丹後市、環境省近畿地方環
境事務所（副会長・事務局）、山陰海岸ジオパーク推進協議会

●３府県こどもジオパークサミット
【開催日】 ９月７日（土）
【場 所】 岩美町中央公民館（岩美町）
【内 容】 オープニングセレモニー、こども研究発表会、著名人によ
るトークショー など

■主役はこどもたち！
山陰海岸国立公園指定 50 周年事業は、豊かな自然の象徴である
国立公園、世界に誇るジオパークでもある山陰海岸の魅力や素晴ら
しさを、未来を担う子どもたちが、次世代に引き継いでいく契機と
するとともに、多様な主体が連携・協調し、その魅力を国内外に広
く情報発信を行います。

●パートナーシップイベント
≪関係自治体、団体等が行うイベントをパートナーシップイベントとし、
関係者の連携を深めるとともに山陰海岸の魅力を発信します。≫
【期 間】 ６月 30 日（日）～９月７日（土）
【場 所】 ３府県全域

■山陰海岸ジオパークとの連携
山陰海岸は平成 22 年 10 月に世界
ジオパークネットワークに加盟認定
（国内４番目）され、地域でも保全と
活用の気運が高まっています。
山陰海岸国立公園指定 50 周年を契
機に、より一層、山陰海岸ジオパー
クの特性、資源、取組と積極的に連
携を図り、広く魅力発信を行います。

お問合せ

鳥取県生活環境部緑豊かな自然課
TEL 0857-26-7200
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岡山県

Okayama
「人と科学の未来館サイピア」オープン !

４月 29 日（月）岡山県生涯学習センターに「人と
科学の未来館サイピア」がオープンしました。
この施設では、広く科学をテーマとした学び、体験、
交流を発信する拠点として、子どもたちを中心に世
代を超えた人々が集い、科学に親しむことができま
す。
平日は児童生徒の理科学習の場として、休日など
は幅広い世代が科学を楽しみながら学べる場として、
産学官民の連携・協働により、様々なプログラムを
提供します。
施設のシンボルである「サイエンスドーム」には、
最新式ハイブリッド型プラネタリウムがあり、約
1,000 万個の星を映し出す光学式プラネタリウムと
高解像度プロジェクターによる美しく精細で迫力あ

る全天周映像を上映します。
また、岡山県のオリジナルとして、宇宙と岡山の
関係を紹介した天文番組と岡山の魅力をエリア別・
テーマ別に紹介した番組を上映するほか、ステージ
を活用して音楽と映像をコラボレーションしたコン
サートも企画しています。
さらに、「科学体験・学習広場」を中心に、実験・
観察や創作活動を通じて、科学のおもしろさやもの
づくりの楽しさを体験できる科学教室やサイエンス
ショーを行うほか、
「企画展示室」では、岡山県内外
の企業や大学、研究機関、NPO 法人などと連携して、
宇宙・科学・環境・ものづくりなどをテーマにした
展示を行います。このほかにも、幼児が遊びながら
科学を感じられる「親子サイエンスルーム」、科学に
関する書籍などを備えた「サイエンスステーション」
などがあります。
科学を楽しみながら学べる岡山県生涯学習セン
ター「人と科学の未来館サイピア」では、
「みんな科
学が好きになる」を目指しています。
お問合せ

岡山県生涯学習センター「人と科学の未来館サイピア」
TEL 086-251-9752
HP http://www.sci-pia.pref.okayama.jp/
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島根県

さん べ あ ず き ばらまいぼつりん

三瓶小豆原 埋没林公園 開園 10 周年

をいただきました。古代出雲大社の巨大神殿は、本
殿の高さがおよそ 48m の木造建築物であったと伝え
られており、三瓶小豆原埋没林のような森が存在し
たからこそ実現したのかも知れません。
出雲大社では、この５月に 60 年に１度の遷宮が行
われます。出雲へお越しの際には、三瓶小豆原埋没
林にもお立ち寄りいただけると幸いです。

地底に眠っていた縄文時代の巨木を立ったままで
展示する三瓶小豆原埋没林公園が、平成 25 年５月２
日に開園 10 周年を迎えました。
国の天然記念物に指定されている三瓶小豆原埋没
林は、島根県のほぼ中央にそびえる三瓶山の北麓に
あります。三瓶山が約 4000 年前に噴火したとき、
スギの巨木を中心とする森が火山灰や土石流によっ
て地下深く埋もれました。三瓶小豆原埋没林公園の
地下展示室では、生きていた時のままに幹が保存さ
れており、太古の森の壮大さと、火山噴火の驚異を
目の当たりにすることができます。その感動は人か
ら人へと伝わり、開園からこれまでに約 46 万人の来
場者をお迎えしました。来場の動機は、実際に御覧
になった方から勧められたという「口コミ」が最も
多く、原始の自然が育んだ壮大な森から得られる感
動の大きさゆえと思われます。
また、展示施設が 10 周年を迎えたことを記念して、
去る４月 27 日に記念式典とシンポジウム「太古の森
の伝言」を開催しました。基調講演では、藤岡大拙
氏（荒神谷博物館館長）に「古代出雲の巨大神殿と
縄文の森」と題して、歴史ロマンにあふれるお話し

太古の森 三瓶小豆原埋没林

お問合せ

島根県立三瓶自然館サヒメル
TEL 0854-86-0500
HP http://nature-sanbe.jp/sahimel/
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広島県

Hiroshima

広島県感染症・疾病管理センターの開所について

疫 学・ 感 染
症に携わる
スタッフ等
を対象にし
た専門研修
を実施する
こととして
います。
今後、広島県感染症・疾病管理センターを中心に
関係者が協力して本県の健康危機管理体制を充実・
強化し、県民の安全を守るために全力で取り組んで
いきます。

平成 25 年４月１日、広島県において感染症対策の
司令塔機能を果たす「広島県感染症・疾病管理セン
ター（ひろしま CDC）
」を開所しました。
このセンターでは、過去の新型インフルエンザの
パンデミックや、たび重なる多剤耐性菌の院内感染
事案など、これまでの経験等から見えてきた「課題」
に的確に対応するため、県庁の行政権限としての「判
断機能」に、広島県立総合技術研究所保健環境セン
ターの「検査機能」と、感染症や細菌学、疫学の専
門的な「分析機能」とを加え、情報の収集から対策
の企画立案、検査・研究まで、一元的・一体的に実
施できる体制となっています。
センター長に県立広島病院院長を迎え、情報収集・
情報発信や行政判断を行う「感染症疾病管理部」
、県
内の感染症専門医・疫学専門家が非常勤で従事する
「感染症専門部」
、感染症の検査・研究を担当する「保
健研究部」の３部 29 名で構成し、重大事案や大規
模な感染症の発生時には、現地に「特別疫学機動班」
を派遣するなど危機管理対応を担うとともに、平常
時には、関係の医療機関や団体等と密接なネットワー
クを構築して積極的な情報提供を行うほか、県内で

都道府県だより
山口県

Yamaguchi
「生誕 100 年
開催中

2013 年 5 月

松田正平展

悠久の周防灘」を
まつ

だ しょう へ い

山口県ゆかりの洋画家、故松 田 正 平 さんが生誕
100 年を迎えたのを記念して、山口県立美術館では、
５月 26 日まで、特別展「生誕 100 年 松田正平展
す おうなだ
悠久の周防灘」を開催中です。
松 田 正 平（1913-2004） は、 島 根 県 で 生 ま れ、
う べ
1920 年に現在の山口県宇部市の松田家の養子となり
げい
ました。1932 年に東京美術学校（現在の東京藝術大
学）に入学、西洋画科を 1937 年に卒業後、地元宇
部の有志たちの支援で、パリに留学して油絵を学び
ました。２年間のパリ留学で油絵の奥深さを肌で感
じた松田は、帰国後、日本人ならではの感性によっ
て油絵具の特性を生かすことを生涯の課題としまし
た。1984 年、その「自在で新鮮な油彩の世界がもつ
魅力」が高く評価され、第 16 回日本芸術大賞を受
賞します。1995 年には宇部市に戻って制作を続け、
2000 年には文化功労者文部大臣表彰、2002 年には
文化庁長官表彰を受けました。
今回の展覧会では、初期から最晩年までの油彩画
101 点を紹介し、松田の変遷をたどります。独自の
表現を模索しながら少しずつ画風を変えていった松
29

田は、愛犬や
手塩に掛け
て育てたバ
ラなど身近
なモチーフ
を繰り返し
描 き ま し た。
中でも瀬戸
内の穏やか
な海を描い
《四国犬》1990 年 油彩 / カンヴァス 個人蔵
た「 周 防 灘 」
のシリーズは画家の代名詞となっています。ひょう
ひょうとした独特の線と透明感あふれる色彩が織り
みな も
なす画面には、柔らかい光を水 面 に映す悠久の周防
灘が広がっています。
山口県宇部に育まれ、周防灘を愛した画家、松田
正平の世界を是非、御堪能ください。
お問合せ

山口県立美術館
TEL 083-925-7788
HP http://www.yma-web.jp/exhibition/

山口県立美術館

検索

香川県

Kagawa
まちの達人が御案内 「てくてくさぬき」
67 コースでディープな“うどん県”を

自分好みにブレンドできる MY 醤油づくりや、もろ
み蔵の見学、まちの達人ガイドの案内で登山やシーカ
ヤックなど。自然の中で思いっきり遊んだり、自ら体
験してみたり、時間を忘れて夢中になれるのが、この
春お薦めの「てくてくさぬき」。
香川県では、年間を通してまち歩きや体験などがで
きる「てくてくさぬき」を県内全域で繰り広げています。
現在は、春のシリーズを開催中。
「歴史・伝統」「芸術」
「食」など、様々なジャンルで、そしてまちの達人ガイ
ドならではのディープな内容で 67 コースを御用意して
います。
日本一の製塩地だった「坂出」
。まちを歩けば「塩の
まち」として栄えた面影が随所に見られ、塩を原料と
する醤油や味噌の醸造所が今もなお伝統を重ねていま
す。最後には、
“あんこ”と“味噌”のコラボが絶妙な、
あの「白味噌あん餅雑煮」が味わえます。食べたらや
みつきになること間違いなし。
全国からの参拝者が絶えない「こんぴらさん」に行
くなら、門前町・琴平町の歴史的な見どころめぐりも
さや
、日本一高い
一緒にどうぞ。屋根付きの太鼓橋「鞘橋」
とう ろう
燈 籠「高燈籠」など狭い琴平の町をゆっくり巡る、ま
ち歩きの人気定番コースです。
小豆島の「シーカヤック」も、いつも大人気。穏やか
な瀬戸内海でぼーっと漂いながら癒されたり、２人で

声を掛け合い、力を合わせて無
人島を目指したりと、２人の絆
がぐっと深まる体験コースです。
ゆっくり、じっくり、ガイド
があるからこその奥深さが加わ
り、 充 実 の コ ー ス ば か り で す。
ガイドとのやりとりも忘れられ
ない思い出になるのでは。楽し
みながらまちを歩き、今まで気
が付かなかった「うどん県」香
川の魅力を再発見してください。
皆さんの参加をお待ちしてい
ます。

「いちっ、にっ」と掛け声を掛け合いながら、
無人島を目指そう !

白味噌あん餅雑煮。
“あんこ”の甘味と“味噌”の塩味が絶妙。

お問合せ

わがかがわ観光推進協議会（香川県観光振興課内）
TEL 087-832-3360

都道府県だより
Tokushima

67 コースがつまった
「てくてくさぬき 春号」

2013 年 5 月

徳島県

農林水産業「知の拠点」オープン
～農林水産総合技術支援センター～
「研究」
「普及」
「教育」の各部門を統合し、生産現
場の課題にワンストップで対応する、農林水産総合
技術支援センターが４月１日に開所しました。
本センターは農業研究所の敷地に、農業・果樹・
森林林業の３研究所、普及部門の高度専門技術支援
担当、さらに農業大学校を集約したもので、これま
で以上に効率的・効果的な運営が可能となりました。
約 12ha の敷地に、新拠点施設となる本館のほか、
作業舎や温室などを新築。新しく建設した本館は、
内装等に
可能な限
り県産木
材を使用
し、 太 陽
光発電や
LED の 積
極利用な
ど環境負
荷の軽減
に努めて
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います。
本 セ ン
タ ー で は、
本県農林水
産物の一層
のブランド
化を推進す
る た め、 先
端技術を活
用して新品
種や新技術の開発を進めていくとともに、集約化の
メリットを生かし、農工商連携や６次産業化による
付加価値の高い商品開発に取り組みます。
さらには、ワンストップ窓口を設置し、農林水産
業に関する課題や就業などに関する要望・相談に迅
速に対応することとしています。
また、大学院的機能を有する「アグリビジネスス
クール」を農業大学校に新設し、グローバル化や６
次産業化などにも対応できる経営能力に優れた人材
の育成を推進していきます。
今後、農林水産業の「知の拠点」として、「もうか
る農林水産業」の実現に向けた様々な取組を本セン
ターから発信していきます。

愛媛県

Ehime

「全県版サイクリングマップ（疾走マップ）」完成 !
日本初の海峡を横断する自転車道が併設されてい
る「瀬戸内しまなみ海道」には、多島美と架橋が織
り成す絶景ポイントを目指して、国内外から多くの
観光客が訪れ、サイクリングを楽しんでいただいて
います。また、平成 24 年５月に開催された「台日交
流 瀬戸内しまなみ海道サイクリング」では、台湾
の世界的自転車メーカーの会長から「サイクリング
パラダイス」と最大級の賛辞をいただきました。
愛媛県は、
「しまなみ海道」のほかにも、リアス式
海岸の宇和海や西日本最高峰の石鎚山などの豊かな
自然を始め、四国八十八ヶ所のお遍路さんに代表さ
れる風土や文化など魅力ある観光資源を多数有して
いることから、県と 20 市町が連携する「チーム愛媛」
により、誰もが自転車に親しみ、楽しめる「愛媛マ
ルゴト自転車道」を整備することで、
“愛媛をサイク
リストの聖地”とすることを目指しています。
この４月には、
「愛媛マルゴト自転車道」構想を
策定する中で、市町から提案のあったサイクリング
コースをベースに、「全県版サイクリングマップ（疾
走マップ）
」を作成しました。全県を網羅した中級者
以上向けの広域的な 11 コース（走行距離 60km ～
165km）のほか、サイクリストのニーズを踏まえた
コース別の高低図や、休憩等を行うポイント、観光
情報等を掲載し、コンパクトに折りたためる携帯性

の高いマップとなっていま
す。
愛媛県では、自転車を便
利な移動手段としてだけで
はなく、
「健康」と「生きがい」
と「友情」を与えてくれる
ツールとして捉え、ハード・
ソフト両面から環境整備を
進め、自転車利用の裾野を
広げることにより、県全体
しまなみ海道（来島海峡大橋）
で「自転車新文化」の創造
を進めるとともに、平成 26
年度に広島県と共催する瀬戸内しま博覧会「瀬戸内
しまのわ 2014」のメインイベントとして、世界規模
のサイクリングイベントの実施を目指すなど、愛媛
のサイクリングロードを世界へ発信していきたいと
考えています。
この機会に是非、愛媛県にお越しいただき、サイ
クリングを楽しんでみてはいかがでしょうか。
お問合せ

愛媛県経済労働部管理局観光物産課
TEL 089-912-2492
全県版サイクリングマップ（疾走マップ）HP
http://www.pref.ehime.jp/h30200/
kannkoumachidukuri/cycling_map1.html

都道府県だより

2013 年 5 月

福岡県

Fukuoka
「九州芸文館」開館
～筑後に芸術と文化の交流拠点が誕生～

４月 27 日（土）
、九州新幹線筑後船小屋駅前に「九
州芸文館」が開館しました。
九州芸文館は、清流矢部川と天然記念物の大楠で
有名な中の島公園の自然環境を包み込むように整備
された県内最大の県営公園「筑後広域公園」の中に
位置し、現代の日本を代表する建築家隈研吾氏が意
匠を手掛け、斬新かつ周囲の景観に溶け込んだすば
らしいデザインになっています。
施設内外には、東京芸術大学の全面協力のもと復
元された古代壁画や世界的にも著名な造形作家によ

アネックス１

る展示アートが設置されており、訪れた人々を楽し
ませてくれます。
九州芸文館では、
「芸術文化」
「体験」
「交流」をテー
マに、地元の工芸や文化が体験できる講座やあらゆ
るジャンルの展覧会などのイベントを通じて、人々
が広く交流できる機会を提供していく予定です。

お問合せ

九州芸文館
TEL 0942-52-6435
HP http://www.kyushu-geibun.jp

本館
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Saga

佐賀県

佐賀県の医療新時代が到来 !
サガハイマット開設 & 県立病院好生館の移転開院
今年５月、佐賀県に二つの医療機関がオープンし
ました。一つは、鳥栖市に開設する「九州国際重粒
子線がん治療センター（愛称：サガハイマット）
」
。
もう一つは、
「佐賀県立病院好生館」が「佐賀県医療
センター好生館」と名称を変え、佐賀市の中心部か
ら南西部に移転します。
サガハイマットは広く九州のがん医療の充実を目
指して開設される国内４ヵ所目、九州初の重粒子線
がん治療施設です。重粒子線がん治療は、がん病巣
へ集中的に照射でき、正常細胞への影響を抑えるこ
とができます。また、がん細胞を破壊する力が強い
ため、これまで治療が難しかったがんにも治療の可
能性が広がります。５月１日に開設し、６月からセ
カンドオピニオン外来を開始、８月からまずは前立
腺がんを対象に治療を始める予定です。
一方、佐賀県の医療の中核を担う佐賀県医療セン
ター好生館では、屋上にヘリポートを設置するとと
もに、地震に強い免震構造を採用するなど、
「基幹災
害拠点病院」としての機能充実を図ります。また、
個室率を増やしたり、県立図書館の分室が開設され

たりと、患者さんやその御家族が安らげるような工
夫がされています。
佐賀県はこれからも、人々の健やかな毎日を支え
るべく、医療の充実を図っていきます。

サガハイマットの治療室

お問合せ

佐賀県粒子線治療普及グループ
TEL 0942-87-3072
佐賀県医療センター好生館
TEL 0952-24-2171
サガハイマット

検索

佐賀県医療センター好生館

都道府県だより
Nagasaki

佐賀県医療センター好生館

検索

2013 年 5 月

長崎県

「長崎の教会群」を世界遺産へ
長崎でのキリスト教の歴史は 1550 年に宣教師フ
ランシスコ・ザビエルが平戸に上陸したことからは
じまります。一時は「日本の小ローマ」と言われる
までの繁栄を見せた長崎。その後の厳しい弾圧によ
り、宣教師や信徒は迫害を受け、教会も全て破壊さ
れてしまいます。それでも、信徒たちは表向き仏教
徒を装いながら、命がけで信仰を守り伝えました。
開国後、再布教のために来日したプチジャン神父
と出会った浦上の信徒が信仰を告白したのは 1865
年のことです。弾圧に耐え、250 年もの長きに及ぶ
辛く苦しい中、信仰を失わなかった信徒の命がけの
告白でした。これが「信徒発見」です。
当時のヨーロッパを驚愕させたこの事実は、世界
宗教史上の奇跡とされています。
明治初期に禁教が解かれると、各地の信徒たちに
よって、西洋と日本の建築技法や文化が見事に融合
した教会が数多く建てられます。信徒たちが弾圧を
避けて潜伏し、信仰を守り続けていた地に建つ教会
は、自らの財産と労力を捧げた信仰の証です。また、
その風景は農漁業を生業として造り上げた集落景観
と一体となって、優れた文化的景観を形成していま
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す。
壮大なキリ
スト教の歴史
を浮き彫りに
する「長崎の
教会群とキリ
スト教関連遺
産」
。長崎県
などは、この
世界に類を見
ない貴重な財
産を守り伝え
て い く た め、
大浦天主堂（長崎市）
信徒発見から
150 周年とな
る平成 27 年の世界遺産登録を目指しています。

お問合せ

長崎県世界遺産登録推進室
TEL 095-894-3171

大分県

Oita
「千年ロマン時空博」を開催しています

大分県北部に位置する別府市・中津市・豊後高田市・
杵築市・宇佐市・国東市・日出町・姫島村の８市町
村が連携し、1000 年を超える歴史に触れる「千年ロ
マン時空博」を、
５月 11 日（土）から６月 16 日（日）
まで開催します。
「千年ロマン時空博」は、町歩きやカフェ、コンサー
トなど 20 にも及ぶ日帰りの体験プログラム「おもて
なしプラン」を通じて、時を経てなお各地域に息づ
く時代ロマンを心ゆくまで堪能できます。
そのおもてなしプランに欠かせないのが、各地で
様々に活動する観光ボランティアガイドの存在。か
つて時代を彩った人々の「思い」
、それを継いでいこ
うとする人々の「思い」を、訪れる人の旅路に寄り
添いながら伝えています。
全国に約 40,000 ある八幡社の総本宮「宇佐神宮」
を始め、国東半島に花開いた六郷満山文化、中世荘
た しぶの しょう

園の趣を今に伝える田 染 荘、江戸時代の街並みを今
なお残す城下町きつきなど、歴史と文化が織りなす
「千年ロマン時空博」に是非御参加ください。

※おもてなしプランごとに開催日・予約先・料金設
定が異なりますので、詳しくは下記までお問合せ
ください。
お問合せ

大分県豊の国千年ロマン観光圏事務局（別府市観光
協会）
TEL 0977-24-2828

都道府県だより
Kumamoto

2013 年 5 月

熊本県

第 33 回全国豊かな海づくり大会～くまもと～
写真コンクール作品募集
第 33 回全国豊かな海づくり大会熊本県実行委員会
と豊かな海づくり大会推進委員会では、今年 10 月
26 日（土）
、27 日（日）に開催する「第 33 回全国
豊かな海づくり大会～くまもと～」の PR のため、全
国の中学生以上の方を対象に海や水産業をテーマに
した写真を募集しています。
写真コンクールの入賞作品は大会誌に掲載するほ
か、賞金なども御用意しています。応募要領や熊本
大会の情報は、大会ホームページを御覧ください。
全国の皆様の御応募をお待ちしています。
＜写真コンクール概要＞
◆応募締め切り
平成 25 年６月 28 日（金）
【必着】
◆題材
・水産業並びに海とその生活に関するもの
・漁業、漁港、市場、漁村風景、海の生物や環境
などに関するもの
・森、川、海につながる里の風景や生物・環境・
文化に関するもの

◆サイズなど
・ Ｌ判～ワイド
四 つ 切（ ２ Ｌ
判以上）
・ カラー及び白
黒プリント
大会 PR キャラクターを務める「くまモン」
・ デジタルカメ
ラも可
◆応募方法
作品の裏面に画題、郵便番号、住所、氏名、年齢、
職業又は在学学校名・学年、連絡先電話番号、撮
影日時・場所、撮影データを記入した応募票又は
用紙をテープで貼り（のり付け不可）、下記宛てに
送付してください。
◆送付先
〒 101-8503
東京都千代田区内神田 1-1-12 コープビル７階
豊かな海づくり大会推進委員会（JF 全漁連漁政部内）
TEL 03-3294-9627
第 33 回全国豊かな海づくり大会～くまもと～ HP
http://www.pref.kumamoto.jp/site/umizukuri-kumamoto/
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宮崎県

Miyazaki
「食の王国 みやざきづくり」への挑戦
～「みやざきフードビジネス振興構想」～

宮崎県では、口蹄疫などにより停滞した県内経済・
雇用の本格的な回復と将来への揺るぎない産業基盤
の構築に向けて、県政運営の基軸となる「復興から
新たな成長に向けた基本方針」
を策定しました。今後、
この基本方針に基づき、本県の核となる成長産業の
育成を加速化させ、地域経済・産業全体の活力向上
に取り組んでいきますが、その成長産業として位置
付けるものの一つが、豊富な農林水産資源を生かし
た食関連産業、いわゆる「フードビジネス」です。
このフードビジネスを成長産業として推進していく
ため、宮崎県では新たに「みやざきフードビジネス
振興構想」を策定し、平成 25 年度から８年間で県内
の食関連産業に関する生産額を現在の２割増の１兆
5,000 億円規模まで拡大させる数値目標を掲げてい
ます。
また、フードビジネスは、マーケットインの視点
に立ち、産業の垣根を越えた連携・融合・付加価値
の向上を総合的に推進していく必要があるため、そ
の調整役を担う組織として、県庁内に全国でも珍し
い「フードビジネス推進課」を新設しました。

元来、本県は全国和牛能力共進会で日本一連覇を
果たした「宮崎牛」や完熟マンゴー「太陽のタマゴ」
を始めとしたブランド食材など、豊富な農林水産資
源に恵まれています。この「みやざきフードビジネ
ス振興構想」の下、それらを生かした食品加工技術
の開発や販路拡大、農商工連携や６次産業化などの
取組に加えて、飲食業や観光産業などにも発展の裾
野を広げ、総合的・一元的にフードビジネスとして
展開し、官民一体で「食の王国 みやざき」の地域
ブランド確立に取り組んでいきます。

本県の代表的なブランド食材 完熟マンゴー「太陽のタマゴ」

都道府県だより
Kagoshima

2013 年 5 月

鹿児島県

鹿児島県アンテナショップ「かごしま遊楽館」
来館者数 800 万人達成 !

んに特産品詰
め合わせなど
の記念品が贈
ら れ た ほ か、
鹿児島県が東京の有楽町に設置しているアンテナ
か ご し ま PR
ショップ「かごしま遊楽館」の来館者が、平成 25 年
キャラクター
２月 28 日に 800 万人に達しました。
800 万人目の来館者となったのは、千葉県船橋市 「ぐりぶー」も
加わり、くす
の一井啓子さんです。
一井さんは、開館当初からのファンで、毎月１回は、 玉を割って節
目の達成を祝
友人らとランチなどに訪れているということです。
いました。
来館者 800 万人達成の記念セレモニーでは、一井さ
かごしま遊楽館は、首都圏における物産・観光情
報の受・発信拠点及び「食」を始めとする鹿児島の
文化の発信の場として、平成７年５月 30 日に開館し、
今年で 18 年目を迎えます。
今後も、本県の物産や観光についての情報発信な
どを積極的に行うこととしています。
お問合せ

鹿児島県東京事務所観光物産課
TEL 03-5212-9060
かごしま遊楽館 HP
http://www.pref.kagoshima.jp/yurakukan
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沖縄県

Okinawa
沖縄特例通訳案内士育成研修スタート !

ここ数年、沖縄への入域外国人観光客数は着実に
増加し、平成 24 年度は過去最高の 38 万人を達成し
たところです。
本県では、増加する外国人観光客に対する通訳案
内士、沖縄県地域限定通訳案内士の絶対的不足に加
え、ニーズの多様化・高度化や量的拡大に対応する
ため、受入れ体制の強化を図る上から平成 25 年度よ
り沖縄特例通訳案内士の育成を図っていきます。
当該案内士は、通訳案内士、沖縄県地域限定通訳
案内士とともに沖縄県内において、報酬を得て、外
国人観光客を外国語で案内する通訳ガイドです。
県が行う研修を修了後、面接及び実技試験に合格
し、県に備える登録簿へ登録することによって案内
士資格を得ることができます。
一定の語学力を有する者に対し、沖縄の地理、歴史、
文化など通訳案内士に必要とされる基礎知識に加え、
接遇及び旅程管理などに関する研修を行い、円滑に
外国人観光客を案内できる人材を育成します。
沖縄振興特別措置法の期限である平成 33 年度まで
の資格ではありますが、中国語 300 人、韓国語 50 人、
英語 100 人を育成する計画です。

本県を訪れる外国人観光客の満足度向上を図り、
世界水準の観光リゾート地の形成を目指します。
資格区分
通訳案内士
地域限定通訳案内士
沖縄特例通訳案内士

●●●●●
●●●●●

見果てぬ夢か？道州制

●●●●●
基調講演
大森

彌

氏

2013 年 5 月

（東京大学名誉教授）

パネルディスカッション
浅野
工藤
谷
田村
新藤

史郎
裕子
隆徳
秀
宗幸

氏
氏
氏
氏

（神奈川大学教授・前宮城県知事）
（中央大学法学部教授）
（日本経済新聞論説委員兼編集委員）
（新潟大学法学部長）
（後藤・安田記念東京都市研究所研究担当常務理事）＜司会＞

参 加 費： 無料
参加申込み： 後藤・安田記念東京都市研究所ホームページ（http://www.timr.
or.jp）からお申込みください。
申 込 期 限： 2013年6月6日（木）
※満席となりしだい受付を終了しますので、お早めにお申込みください。

問 合 せ 先： 後藤・安田記念東京都市研究所 研究室
TEL：03-3591-1261、FAX：03-3591-1279
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2022年3月31日まで

資格要件
試験
試験
研修

お問合せ

2013年6月8日（土）13：30 ～ 16：30
日本プレスセンター 10階ホール
（〒100-0011東京都千代田区内幸町2-2-1）

お問合せ

資格期限
期限なし
期限なし

沖縄県文化観光スポーツ部観光政策課
TEL 098-866-2763
FAX 098-866-2767
E-mail aa081100@pref.okinawa.lg.jp

都道府県だより
（公財）後藤・安田記念東京都市研究所
（旧・東京市政調査会）
第35回『都市問題』公開講座

活動範囲
日本全国
沖縄県内
沖縄県内

『都市問題』公開講座は、公益財団
法人後藤・安田記念東京都市研究
所（旧・財団法人東京市政調査会）
の発行する月刊誌『都市問題』の特
集などから時宜に適ったテーマを
選び開催しています。
第35回 は 次 の よ う な 趣 旨 に よ
り、
「 見 果 て ぬ 夢 か？ 道 州 制 」を
テーマとして開催いたします。多
数の方々のご参加をお待ちしてお
ります。
【開催趣旨】
制度実現の前提として基本法の
法制化が急速に進みつつある道州
制。明治以来続いてきた都道府県
制を廃止し、国のかたちを変える
ことによって、はたして、地方分
権が進み、地方が活性化する起爆
剤 と な る の か。 戦 前 か ら 数 多 く
の構想が生まれては消えて行った
が、いまでも自治体の首長間で導
入の賛否は割れ、国民の間でも具
体的な方向性に関する合意は存在
しない。
数年ぶりに脚光を浴びている道
州制の意義と課題について、賛否
両論の立場から議論を行って、理
解と関心を深める。

いま地域医療は

自治医科大学卒業生からの現地リポート

NO. 346

県立医科大学と連携して
地域医療の拠点を創る
福島県立会津総合病院長

（１）はじめに
東日本大震災及び東電原発事故から２年経過
しようとしていますが（執筆時）、復興どころ
か復旧さえできない地域が未だ福島県には多く
存在します。避難者数は 15 万人以上、看護師・
准看護師・看護業務補助者の県外流出・退職者
数は 2,000 人（H24.11）、県内病院常勤医師数
は震災前の 2,024 人（H23.3.1）から 1,945 人
（H24.8.1）に減少し、震災・原発事故とは離れ
た福島市や郡山市で減少しています（県実施ア
ンケート調査）。
このような中、県と県立医大は今年５月に県
立会津総合病院と県立喜多方病院を統合し、福
島県立医科大学会津医療センター（病床 226 床）
を新設します。県立医大菊地理事長の構想で、
全国から教員を募り、自治医大卒業生も県立医
大と協働してセンター運営に携わります。開院
前から当院にセンタースタッフが集まり、診療
を開始しています。
（２）会津医療センターの概要と役割
センターの基本的な役割は下記のとおりです。
①地域に不足する医療の提供や地域特性を生か
した医療の展開を図ること。
②地域医療機関との連携によってその機能を更
に発揮して地域完結型の医療を目指す。
③教育研究機能も備えた大学附属病院を整備し、
地域に根ざした医療や疾病に関する教育・研
究を行うことからも地域医療に対してより貢
献していくこと。
④教育研究に必要となる施設を統合病院内に整
備すること。
①の観点から会津地方になかった血液内科、
漢方内科、小腸・大腸・肛門科が既に新設され、
今後、緩和ケア、漢方外科や看護専門外来など
が設置されます。
②の観点から市内大規模民間病院にある産婦
人科・小児科・心臓血管外科はセンターでは復
活させずに集約化とし、診療科は上記以外に総
合内科、循環器内科、消化器内科、糖尿病・代

鈴木 啓二（福島県）

謝・腎臓内科、感染症・呼吸器内科、神経内科、
外科、整形外科・背椎外科、心身医療科、皮膚科、
耳鼻咽喉科、眼科、泌尿器科、麻酔科、放射線科、
病理診断科、リハビリテーション科、歯科の予
定です。また感染症・呼吸器内科が中心となっ
て従来どおり結核・感染症医療の政策医療も担
います。
③④の観点から附属研究所（鍼灸治療や漢方
生薬の栽培まで研究する漢方医学研究室や臨床
疫学研究室、医療工学研究室）を併設します。
（３）自治医大卒業生の関わり
これまでも福島県卒業生の活動拠点は県立南
会津病院でしたが、今後は更に発展して会津医
療センターも拠点になり、卒業生が教員や研修
医として集まっています。鶴谷善夫・循環器内
科学講座教授（８期）、冨樫一智・小腸・大腸・
肛門科学講座教授（９期）と私・総合内科学講
座教授（１期）、宗像源之・総合内科学兼務循環
器内科（13 期：当院の臨床研修委員会委員長）、
後藤直子（20 期：総合内科非常勤）さらに根本
大樹（32 期：小腸・大腸・肛門科後期研修医予
定）、五十嵐亮（33 期：消化器内科に週１日研
修）、根本鉄太朗（34 期：外科で週１日研修予定）、
牧匠（36 期：臨床研修）。そしてセンター準備
室長（センター長）には高久史麿先生（日本医
学会長、前自治医大学長）に就任していただき
ました。
（４）へき地医療の支援体制
県と県立医大はへき地医療を担う医療機関を
支援する地域医療支援センター（担当教員 15 名）
を医大内に設置し、「玉突き方式」で支援してい
ます。医大からへき地医療拠点センター病院（当
院）へ、当院はへき地医療拠点病院（県立宮下
病院、県立南会津病院）及びへき地診療所へ、
拠点病院はへき地診療所へ医師を派遣します。
センターでも継続充実させる予定です。
医療従事者の流出が未だ続くなか、会津医療
センターの役割は大きく、会津から医療を通し
て活性化を図り、元気を発信して参ります。
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Information

都道府県の情報コーナー
イベント・PR 名等をクリックすると URL にリンクします
都道府県名

北海道
青森県
秋田県
岩手県
山形県
宮城県
福島県
新潟県

イベント・PR 名など
北のめぐみ愛食フェア２０１３

実施期間・実施日
随時

オホ☆キャラスタンプラリー～オホ☆キャラ隊と一緒にオホーツ
クを楽しもう～
天王つつじまつり

～ H25 年 7 月 15 日
H25 年 5 月 12 日～ 5 月 26 日

ぐるりんしもきた 観光ルートバス運行中！

～ H25 年 10 月 27 日の土日祝祭日
※ H25 年 7 月 1 日～ 7 月 12 日の間は毎日運行

秋田県のイメージアップのための「あきたびじょん」プロジェクト進行中！

－

秋田県観光総合ガイド イベントや見どころなど旬の情報が満載！

－

秋田の物産情報サイト

－

特産品やイベントの情報をお届けします

岩手県イベントカレンダー

－

やまがた花回廊２０１３キャンペーン実施中
全国各地における「山形県物産展」の開催情報
山形の今！さくらんぼ情報

～ H25 年 7 月 15 日
－
～ H25 年 7 月中旬

みやぎ観光 NAVI

－

笑顔咲くたび伊達な旅

～ H25 年 6 月 30 日

食材王国みやぎ

－

パソコン甲子園 2013 参加者募集中

H25 年 5 月 13 日～ 7 月 31 日

ふくしま就職ガイダンス

H25 年 6 月 3 日

NHK 大河ドラマ特別展「八重の桜」

H25 年 5 月 17 日～ 7 月 3 日

にいがた山開き情報２０１３

－

新潟うまさぎっしり博２０１３

H25 年 6 月 15 日～ 6 月 16 日

表参道・新潟館ネスパス 〜雪が織りなす郷土の味わい〜越後雪室屋マルシェ

H25 年 5 月 16 日～ 5 月 19 日

東京都

イベントカレンダー

－

群馬県

イベント情報

－

栃木県

イベント情報

－

茨城県

イベントカレンダー

－

埼玉県
千葉県
神奈川県

「2013 バラまつり」伊奈町制施行記念公園にある県内最大のバラ園で開催！

H25 年 5 月 11 日～ 6 月 9 日

「第 63 回埼玉県美術展覧会（県展）」県内最大の公募美術展！

H25 年 5 月 28 日～ 6 月 19 日

イベント情報

－

神奈川のおすすめポイントや楽しいイベントを紹介 [ かながわ散歩 ]

－
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Information

都道府県名

山梨県
静岡県
長野県
富山県
石川県

イベント・PR 名など

実施期間・実施日

山梨県知事と職員のブログ「やまなしものがたり」 山梨の魅力を配信中

－

観光情報満載！「富士の国やまなし観光ネット」山梨の“うまい～”を体験する Yamanashi Umaii.net もオープン

－

東京・日本橋の山梨県アンテナショップ「富士の国やまなし館」

－

「WE LOVE FUJISAN 3776 メッセージ」募集

－

しずおかを楽しむための情報サイト「静岡大好き。しずふぁん !!」

－

信州四季旅キャンペーン [ 春 ] 特別キャンペーン
信州・春のスイーツスタンプラリー開催中
開湯 90 周年宇奈月温泉源泉見学会
観光・イベント情報が満載！「とやま観光ナビ」

－

県内の最新情報をお届け！「Toyama Just Now」～メルマガ配信中～

－

石川県立美術館「国宝 薬師寺展」～きらめく古代仏教文化の粋～
「聖観世音菩薩立像」など国宝６件を含む薬師寺の至宝４４件を
展示します！
白山スーパー林道

2013 年の開通情報

愛知県

リニモ新緑ウォーキング

岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場 滑走料無料イベントを開催
陶磁資料館開館 35 周年記念特別企画展「茶人のあそび心 形物香合番付の世界」
交通対策課

三重県立美術館企画展「アジアをつなぐ－境界を生きる女たち－」

滋賀県

滋賀県の催し案内

京都府

TANTAN ロングライド開催
みんなで kappo!

心に残る

～ H25 年 5 月 26 日
H25 年 5 月 18 日、5 月 26 日、6 月 15 日

福井ふるさと百選

－
～ H25 年 6 月 23 日
－

－

H25 年 6 月 1 日～ 6 月 2 日

御堂筋フェスタ 2013

大阪府

みどりと健康ウォーキング 2013

奈良県

ひと目１００万本

鳥取県

H25 年 5 月 18 日～ 6 月 23 日
H25 年 7 月 21 日、8 月 25 日、10 月 14 日

H25 年 3 月

三重県の観光ガイド。イベントや観光施設など情報満載！

伝えたいふるさとの景観

兵庫県

電話 052-954-6127

あいち生物多様性戦略 2020 の策定

福井県

～ H25 年 6 月 23 日
H25 年 6 月上旬～ 11 月 10 日

花フェスタ記念公園 「春のバラまつり」を開催

和歌山県

～ H25 年 6 月 30 日
H25 年 5 月 21 日～ 5 月 30 日（毎週：火、木）

岐阜県

三重県

募集中

イベント

H25 年 5 月 12 日
H25 年 5 月 26 日

大阪府ピピッとネット

－

奈良公園の草原でシェフの祭典。

H25 年 6 月 1 日～ 6 月 9 日、6 月 14 日～ 6 月 16 日

大和葛城山のつつじ

県内大学生が創る奈良の未来事業

H25 年 5 月中頃見頃

募集しています

H25 年 6 月 7 日までに必着

和歌山県の旅のことなら！わかやま観光情報

－

兵庫県広報専門員のブログ「ひょうごワイワイ plus+」配信中！

－

フェイスブック「はばタンなび」に遊びに来てね

－

東日本大震災被災地応援ツイッター「311from117Hyogo」

－

砂の美術館第６期展示「砂で世界旅行・東南アジア編」開催中

～ H26 年 1 月 5 日

感じよう森のめぐみと緑の豊かさ「第６４回全国植樹祭」を開催

H25 年 5 月 26 日

大山に夏の訪れを告げる「大山夏山開き祭り」を開催
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前夜祭：H25 年 6 月 1 日 山頂祭：H25 年 6 月 2 日

Information

都道府県名

岡山県

イベント・PR 名など

実施期間・実施日

あなたの知りたい岡山の観光情報がきっとみつかる！
「晴れらんまん おかやま旅ネット」

－

島根県

イベントカレンダー

－

広島県

イベント・行事情報

－

山口県
香川県
徳島県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県

山口県立山口図書館で「研究と実作のはざまで - 研究者たちの素顔 -」を開催中
ルネッサながとでミュージカル「王様と私」を開催

山口県立萩美術館・浦上記念館で「第 36 回山口伝統工芸展」を開催
「かがわ暮らし」の魅力を映像でご紹介
『住んでみてジッカン！はっけん！かがわ暮らし DVD』
徳島県観光情報サイト「阿波ナビ」
愛媛県美術館「館長

庵野秀明

特撮博物館」

愛媛県職員ブログ「みかんの国から」絶賛更新中です！
映画「県庁おもてなし課」５月 11 日公開！県庁にロケセット再現
「高知暮らしフェア」を開催します！
ＲＡＬＬＹ３

ＧＰＳ」開催中！

福岡県観光情報サイト「クロスロードふくおか」
特集 「福岡の駅弁」 ～「駅弁」で旅がいっそう楽しい～
佐賀県のイベント情報
第 29 回鹿島ガタリンピック

「2013 長崎しおかぜ総文祭」

～ H25 年 9 月 1 日
－

「第２回五家荘集合サイクリング大会」参加者募集中

熊本まるわかり！トピックス

－
H25 年 7 月 31 日～ 8 月 4 日

熊本県

沖縄県

－
～ H25 年 9 月 23 日

H25 年 6 月 9 日

長崎県の驚きと感動の食情報が満載「食 KING 王国」！

くまモン eye's

わくわく江津湖フェスタ

～ H25 年 5 月 19 日
－
申込締切：H25 年 5 月 18 日
～ H25 年 6 月 2 日

旬ナビ

－

「宮崎県広報」フェイスブックで発信中！

－

イベント情報
鹿児島県観光サイト

－

H25 年 6 月 8 日～ 6 月 30 日

第１５回記念 「別府アルゲリッチ音楽祭」開催！

鹿児島県

～ H25 年 6 月 23 日

－

見帰りの滝あじさいまつり

みやざき観光情報

－

H25 年 5 月 19 日、H25 年 5 月 25 日

大分県

宮崎県

H25 年 5 月 23 日～ 6 月 2 日

－

えひめ愛顔の観光物産館において市町フェアを開催中！

「長宗我部元親

～ H25 年 5 月 30 日
H25 年 7 月 27 日（チケット販売 H25 年 5 月 8 日～）

－

本物。の旅かごしま

イベント情報

沖縄のグリーンツーリズム
沖縄の奥、島の奥。おくなわ

－
－

離島ガイド・プロジェクト
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福井県立恐竜博物館

～「恐竜王国ふくい」が更にパワーアップ～

福井県

今からさかのぼること１億数千万年前、福井県の大地には恐
竜たちの雄々しい姿が見られました。この太古の世界にタイム
スリップし、多くの恐竜たちと出会える場所が、福井県立恐竜
博物館です。
同館は、福井県が勝山市で行っている恐竜化石の発掘調査の
成果などをもとに、国内最大級の地質・古生物学博物館として
平成12年７月に開館しました。現在は、世界三大恐竜博物館の
一つとして、海外研究機関との提携や共同研究を積極的に進め、
東アジア地域の恐竜学術研究の拠点にもなっています。

館内には、40体以上の恐竜全身骨格や千数百点もの標本を常
時展示するとともに、最新の研究成果を活かした楽しく親しみ
やすい特別展や企画展を実施し、大人から子どもまで多くの来
館者を魅了しています。平成24年度の年間入館者数は54万人で、
７年連続で増加し、開館以来の入館者数も500万人を突破しまし
た。
今年３月には、これまで組立て作業を進めてきた大型草食恐
竜・カマラサウルスの実物全身骨格を一般公開、全身の９割以
上が残る世界的に貴重な化石を使って組み上げた、全長15ｍに
及ぶ巨大な雄姿はリアルで迫力満点です。
さらに今年度、
「恐竜キッズランド構想」の一環として、子ど
もたちが発掘現場見学や発掘体験ができる野外博物館の整備に
着手し、平成26年夏のオープンを目指します。
また、恐竜研究のレベルを更に高めるために、全国で初めて
「恐竜学研究所」を福井県立大学に開設しました。近くに発掘現
場を持つ立地環境の強みを生かし国内外の大学や研究機関との
交流を進め、研究・教育機能を強化していきます。
魅力が格段にアップし、これまで以上に驚きと感動を体験で
きる福井県立恐竜博物館へ、全国から多くの皆さんのお越しを
お待ちしています。

お問合せ
福井県立恐竜博物館
TEL 0779-88-0001
HP http://www.dinosaur.pref.fukui.jp/

福井県立恐竜博物館

組まれている内容が印象的でした。
▼さて、５月ということで、皆様はゴールデンウィー
▼本号から都道府県展望を担当することになりました。

クをいかがお過ごしになりましたか。私は、長野県の

編集業務は初めてとなりますが、よろしくお願いいた

上高地に出かけてきました。ちょうどこの連休の頃は、

します。

二十四節気の「立夏」に当たり、夏の気配が感じられる

▼今月号では「知事随想」を尾﨑高知県知事に、
「ある日

頃だそうです。
しかしながら、山深い上高地ではまだ雪が降り積も

の知事」を谷本石川県知事に寄稿していただきました。
「知事随想」では、南海トラフ巨大地震対策への意気込

り、冬のような寒さの中、残雪の穂高連峰が白く輝い

みが示され、特に津波避難対策は、多くの人命を奪っ

ていました。季節の訪れが標高の差でこれほど違うも

た東日本大震災の教訓から、切迫度が高まる南海トラ

のなのかと驚きましたが、日常を離れ豊かな自然に触

フ巨大地震に備え、早期に取り組むべき課題だと感じ

れることで良いリフレッシュとなりました。

ました。
「ある日の知事」では、２年後の北陸新幹線の

▼来月号では、
「知事が語る『我が都道府県の平成25年

開業に向け、知事自ら積極的に石川県の観光PRに取り

度施政方針と重点施策』
」を特集いたします。

都道府県展望 平成 25 年 5 月号

発行所
発行人
住 所
制 作

通巻 656 号

全国知事会
橋本光男
〒102-0093 東京都千代田区平河町 2-6-3
株式会社サンワ
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