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M I Y A Z A K I

宮崎県
アジアの医療関係者が続々と! 東九州メディカルバレー
療機器の海外展開の促進が図られるものと期待

○はじめに

されます。

宮崎県から大分県に広がる東九州地域には、

人工腎臓、血液浄化機器など血液や血管に関す
る医療機器を製造する企業が集積し、国内でも

有数の医療機器の生産・開発拠点となっており、
東九州地域における医療機器生産額は両県合わ

せて約 1,274 億円で全国第３位となっています。

この医療機器産業の集積を生かして、宮崎、

大分両県は平成 22 年 10 月に東九州メディカル

バレー構想を策定し、平成 23 年 12 月には国の
地域活性化総合特区に指定されています。

本構想では、幅広い医療産業の集積を図り、

東九州地域の活性化と医療分野でのアジアへの

貢献を目指して「研究開発の拠点」
「医療技術人

５月に開催された人工透析セミナーの様子

材育成の拠点」
「血液・血管に関する医療拠点」
「医
療機器産業の拠点」といった四つの拠点づくり

○本県の取組

を推進しています。

本県の取組としては、県と延岡市の共同寄附

により、研究開発拠点としての寄附講座を宮崎
大学医学部に設置しているほか、企業 57 社が参

○医療分野でのアジアへの貢献を目指して

加する宮崎県医療機器産業研究会による医療現

今年度は特に医療分野でのアジアへの貢献を

場見学会や展示会出展などに取り組んでいます。

目指した取組として、
（独）国際協力機構（JICA）

また、県産業振興機構による医療機器研究開

や（独）日本貿易振興機構（JETRO）と連携し
た海外の透析医療関係者の招へい事業などを実

発補助事業の実施や、総合特区事業としての研

５月には JICA、６月には JETRO と協力して

研究開発の効率化や迅速化にも取り組んでいま

究開発事業の実施など、国の制度等を活用した

施しています。

す。

アジアを中心とした新興国の医療関係者等を招

今後、更に産学官の交流を充実させ、構想の

へいし、人工透析技術について宮崎、大分両県

取組を進めていきたいと考えています。

の大学や企業の見学研修を実施しました。参加
者からは日本の透析技術の導入に前向きな意見

も聞かれ、今後、質の高い日本の透析技術・医
療機器のアジアを中心とした海外展開につなが
ることが期待されます。

また、８月からは、タイより看護師２人を受

け入れ、３ヵ月間の日本の医療機器の技術研修
を開始したところであり、今年度中に技師２人
を含む計４人の研修を実施する予定です。

このような取組によって、アジアを中心とす

る海外の拠点病院とのネットワークを形成し、
人材育成の交流などを通じた日本の医療技術の
普及による現地国の医療水準の向上と日本製医

MEDTEC Japan 出展の様子
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「食の王国
の確立へ

みやざき」

宮崎県知事
本県は、この２～３年、口蹄疫や新燃岳噴火など

長産業の育成を図ることとしています。

の災害に見舞われました。県政の最重要課題として、
相次ぐ災害により大きなダメージを受けた県内経済

特に力を入れているのが食関連産業です。本県の

の回復に向け取り組んできたところ、おかげさまで

農林水産業や食料品製造業に食品関連流通・サービ

昨年１０月、５年に一度開催される全国和牛能力共

ス業等を含めた生産額は、約１兆 2,600 億円。全体

進会で宮崎牛が日本一２連覇を達成。観光面でも、

に占める比率が 21％と、全国の平均値を 10 ポイン

入り込み観光客数が回復傾向にあるなど、徐々に明

トほど上回っており、食関連産業は、本県の地域産

るい兆しが見られつつあります。

業や雇用を担う基幹産業として重要な地位を占めて

一方で、これから本格的な少子高齢化・人口減少

います。

社会を迎え、国内市場が縮小していく状況において、

今後、世界的な人口増加や新興国の経済成長、さ

国際的な経済連携に向けた動きが急速な展開を見せ

らには地球温暖化などに伴う生産環境の変化等によ

るなど、地域間・国際間の競争環境は厳しさを増し

り、食料需給の逼迫が見込まれる中で、安全・安心

ています。本県としても、それに打ち勝つ高い競争

でかつ良質な農林水産物を供給する全国有数の食料

力と将来への成長力を有する産業を構築していく必

供給基地として、本県の果たすべき役割は、ますま

要があります。

す高まるものと思われます。

そこで、これまでの復興モードから、本格的な回

これらの特徴や強みを生かして、食関連産業を将

復モードへとギアチェンジを図ることとし、将来へ

来に向けた揺るぎない基幹産業として構築するため

の揺るぎない産業基盤の構築に向け、
今年２月に「復

には、これまで取り組んできた産地や食品加工企業

興から新たな成長に向けた基本方針」を策定しまし

の育成、６次産業化などの取組に加えて、飲食業や

た。本県の産業や雇用の核となる基幹産業を再構築

観光産業も取り込みながら、より総合的に「フード

し、将来にわたって本県の発展をリードしていく成

ビジネス」として捉え、「マーケット・イン」の視
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点から産業の垣根を超えた連携や高付加価値化を強

その中で、最も注目される取組の一つが、
「日本一」

力に推進する必要があります。

のキャビア産地づくりです。県水産試験場の３０年

このため、本県では今年３月に、フードビジネス

にわたるチョウザメ養殖研究の蓄積を生かし、今や

の成長産業化を目指す指針として、
「みやざきフー

チョウザメの養殖尾数は日本一に。いよいよこの冬

ドビジネス振興構想」を策定しました。

から宮崎県産キャビアの販売が開始されます。チョ

本構想の推進にあたっては、産・学・官・金の連

ウザメ生産者が取り組む戦略的な加工・販売体制づ

携を重視し、
それぞれを代表する機関で構成する「宮

くりを支援し、日本一のキャビア産地づくりを目指

崎県フードビジネス推進会議」
を設置。
「拡大」
「挑戦」

します。

「イノベーション」という３つのプロジェクトにつ

また、これらの県全体で進めるプロジェクトに加

いて、関係機関や企業等と連携しながら、フードビ

え、地域資源を生かした商品開発や人材育成、地域

ジネスの創出・拡大に取り組んでいきます。

の特色ある料理を活用した交流人口の拡大など、地

一つ目の「拡大」プロジェクトでは、従来から取

域を起点としたフードビジネスの育成・拡大にも取

り組んできた食肉、加工・業務用農水産物及び焼酎

り組んでいきます。

という３つのテーマを中心に、それぞれ販路拡大や
産地の育成など、各分野の一層の産業集積や裾野の

フードビジネスの成長産業化を実現していく上で

拡大を図ります。

は、県内のフードビジネスに関わる事業者自らが

例えば、
宮崎牛については、
２大会連続の「日本一」

マーケットのニーズに的確に向き合い、それに応え

というタイトルを最大限に活かし、積極的に国内外

る意識と能力を備える必要があります。一方で、個々

へのプロモーションを展開して、県産牛肉のブラン

の事業者や限られた範囲の組織の力では、自ずから

ド力の強化と販路拡大を一層推進します。

限界があります。そこで、積極的に外部人材を活用

二つ目の「挑戦」プロジェクトは、
生産、
製造、流通、

したり、他者と幅広く連携を図ったりすることで、

販売の各領域における諸課題に対して、従来にない

互いの強みを生かし、新たなビジネスチャンスに結

新たな取組によって課題解決を図るものです。

びつけていくことが期待されます。

流通、販売については、成長するアジアの活力を

フードビジネスを成長産業としていくためには、

本県経済に取り込んでいくために、国外への販路拡

このような事業者の連携や協力による持続的な成果

大に一層力を入れていくこととしており、今年６月

を積み上げていく必要があります。県としても、しっ

には東アジアへの進出拠点となる香港事務所を開設

かりとバックアップする体制をつくりながら、産・

し、食品輸出の取組を強化しました。

学・官・金が連携し、オールみやざきで「食の王国

三つ目の「イノベーション」プロジェクトでは、

みやざき」の確立に向けて取り組んでいきます。目

県内の企業や試験研究機関が有する高い技術や県産

指すは、＜宮崎の食材で世界を幸せにする！＞こと

食品の機能性を生かした新事業の創出を図ります。

です。
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三重県知事

鈴木

英敬

■日本記者クラブで少子化対策をテーマに講演

■島根県知事との懇談会

６月 20 日（木）

8 月 6 日（火）

日本記者クラブにおいて「
『地方目線』×『当事
者目線』の少子化対策」として、三重県での取組や
内閣府の少子化危機突破タスクフォースに関わった
実感などを中心に講演を行いました。
少子化対策は、一部の課題に矮小化しないことが
重要です。様々な事情から、結婚や子どもを持つこ
とについての希望が叶わない現実があり、若者の雇
用から結婚、妊娠・出産・子育てを通じたきめ細か
な少子化対策が求められています。しかし、地域ご
とに必要な対策は異なることから、地方で創意工夫
できる財源として、来年度に向けた全国知事会の国
への要望にも盛り込まれた「少子化危機突破基金」
の創設について提案しました。
また、
「人口」は政策立案において「所与」とし
て考えるのではなく、長期ビジョンと目標を持ち、
真剣に国を挙げて 20 年取り組めば、政策により変
えられる「変数」であると考えます。三重県では、
本年 7 月に「三重県少子化対策総合推進本部」を立
ち上げたところですが、タイミングを逸せず、少子
化対策の総合的な推進を図っていきます。

平成 25 年に出雲大社と伊勢神宮がそれぞれ遷宮
を迎えることから、昨年度、島根県で溝口知事と観
光振興の連携について懇談を行いました。前回は島
根県の玉造温泉を訪問したことから、今回は、枕草
子の中で玉造温泉とともに「三名泉」と謳われた榊
原温泉に溝口知事をお招きしました。
両県の連携により、様々な書籍や雑誌で両県の記
事が取り上げられるとともに、島根と三重の両方を
めぐる旅行商品の企画販売など、その成果が着実に
現れてきています。そうした中、伊勢神宮の参拝者
数は年間で１千万人を超え、過去最高を記録する見
込みです。
今回の懇談では、９月 28 日（土）に東京日本橋
にオープンする首都圏営業拠点「三重テラス」を活
用した連携事業の展開や海外向けプロモーション映
像の制作といった観光振興における新たな取組に加
え、ウェブや大手商業施設等での合同物産展の開催
など、物産振興にも新たに取り組んでいくことに合
意しました。
今後とも、島根県と連携・協力しながら取組を進
め、多くの方が両県を訪れていただくことになれば
と考えています。

島根県知事との懇談

日本記者クラブでの講演
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■お白石持ち行事

■ブラジル訪問

8 月 10 日（土）

８月 19 日（月）

8 月 10 日は、伊勢神宮のお白石持ち行事に参加
しました。
お白石もち行事は、第６２回神宮式年遷宮の行事
の一環で、10 月に御神体が新しい御正殿に遷られ
る前に、その周辺に清流宮川の川原で丁寧に拾われ
たお白石を奉納する行事です。
約 23 万人の方々にご参加いただいた行事ですが、
地元の御遷宮対策委員会のおかげで、円滑にかつ熱
中症対策も万全にして執り行われました。
「エンヤ、エンヤ」の掛け声にあわせて右手を高
くあげながら、奉曳車を曳いていき、終点の宇治橋
近くの緩やかな坂をみんなで力を合わせて登りきる
と、とても清々しい達成感を感じました。
御神体が遷られるまでの間に限って、真新しい
しら き
素木造りのご正殿を間近に見ることができる貴重な
機会であり、夏の強い日差しに照り輝く御正殿の美
しさには言葉を失いました。
20 年に一度のこの尊い行事に参加できたことは、
光栄の限りであり、清らかな心で日々に感謝し、改
めて日本の安寧と発展を心に刻ませていただきまし
た。

平成 25 年は、三重県とブラジル・サンパウロ州
との姉妹提携 40 周年、三重県人ブラジル移民 100
周年の記念すべき年であり、現地で開催される記念
式典への参加やサンパウロ州との関係強化などを目
的に８月 16 日から 21 日までブラジルを訪問しま
した。
アルキミン・サンパウロ州知事との２回にわたる
トップ会談を通じ、これまで築いてきた関係を発展
させ、新たな時代にふさわしい相互互恵的な関係構
築に合意し、８月 19 日に「ブラジル連邦共和国サ
ンパウロ州と日本国三重県との姉妹提携 40 周年記
念共同宣言」に署名しました。サンパウロ州は、環
境保全と経済成長の両立に関心が高く、三重県が有
する公害を克服してきた経験やノウハウの蓄積から
大いに貢献できることが確認され、共同宣言署名式
冒頭においてアルキミン州知事より「あなたたちは
サンパウロを魅了した」とのお言葉をいただきまし
た。
今回の訪問団は、大学を含む行政団、経済団、民
間団の３つの団からなる総勢 66 名で構成し、三重
県各界が連携し、三重県の総合的なプロモーション
を行いました。今回のブラジル訪問を契機として、
これまでの「友好交流」から、産業や観光、そして
環境問題克服といった実質的でお互いに利益をもた
らすような「経済交流」へと発展させていきたいと
考えています。
また、訪問時、県人会や企業など多くの方々から、
日本・ブラジル間の交流促進のため、短期ビザ免除
について国への働きかけを強く要望されたことか
ら、関係自治体の皆さんと力を合わせて行動をおこ
していきたいと思います。

お白石を載せた奉曳車を曳く（伊勢市

おはらい町）

共同宣言署名式
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知事

る
が語

～

静 岡 県

「
“ふじのくに”づくりの総仕上げへ」
～２期目にあたって～
本年６月、県民の皆様からの負託を受け、２期目
の県政運営をスタートさせました。これからの４年
間、ふじのくに静岡県の一層の発展のために全身全
霊を捧げてまいります。
去る６月 22 日に、カンボジアの首都プノンペン
で開催された第 37 回世界遺産委員会において、日
本人の長年の悲願であった富士山の世界文化遺産登
録が実現しました。これまでの全国の皆様から多大
なる御協力に対し、心から感謝を申し上げ、喜びを
分かち合いたく存じます。

震などのあらゆる危機から
県民の生命と財産を守る
対策に最優先で取り組み
ます。「第４次地震被害想
定」の策定、「地震・津波
対策アクションプログラム
静岡県知事 川勝 平太
2013」の実施など、ハー
ド・ソフトの両面から地震・津波への備えを一層充実・
強化します。

雇用創造
新たな成長産業の振興や地域基幹産業の活性化な
日本の国土の中心であり、シンボルでもある富士 どによる「雇用の創出」と、福祉・介護分野等の成
山が世界文化遺産になり、本県は、今後ますます国 長分野への誘導やスキルアップ支援などによる「人
内外から注目を浴び、多くの人々が集まる地域になっ 材の供給」に取り組み、
「雇用創造アクションプラン」
ていくでしょう。富士山のごとき高い志をもって、 に掲げた３万人の新たな雇用創造を目指します。
物心両面の豊かさや、美しさ、多様性の和、危機管理、
健康長寿などの「富士山」から導かれる価値に立脚 ３ エネルギーの地産地消
しながら、
「住んでよし 訪れてよし」「生んでよし
日本一の太陽エネルギーをはじめとする豊かな自
育ててよし」
「学んでよし 働いてよし」の富国有徳 然資源、企業の自家発電設備などを活かして、従来
の理想郷“ふじのくに”づくりに邁進しています。
の一極集中依存型から分散自立型のエネルギー体系
への転換を図り、災害に強く、安全・安心で持続可
目下、
“ふじのくに”づくりの指針であり、「県民 能なエネルギーの地産地消を目指します。
の県民による県民のためのマニフェスト」である静
岡県総合計画の実現に努めています。概ね 10 年間 ４ 子育て支援
を想定していた計画期間を２年前倒しして、２期目
企業、住民、NPO 等との連携による、地域全体
の任期中に“ふじのくに”づくりの総仕上げを目指し、 での子どもと子育て家庭の支援や、恋愛・結婚に対
本県を富士山のように、人々の憧れを集め、この地 する憧憬・関心の高揚、妊娠期からの安心子育てサ
に生きる誰もが誇りを持てる地域にしてまいります。 ポートなど、少子化の流れを変えることができる環
境づくりを進めます。
“ふじのくに”の早期実現に向けた重点施策
Ⅰ「ポスト東京時代」を目指した全国のモデルとな
る新しい県土づくり
１ 「内陸のフロンティア」を拓く取組
①高次の都市機能を備え、防災・減災機能を強化
した再生都市を形成する「沿岸・都市部のリノベー
ション」
、②昨年４月の新東名開通を機に、豊かな地
域資源を活かして産業基盤や居住空間を創出する「内
陸・高台部のイノベーション」、③両地域間を結ぶ「多
層的な地域連携軸の形成」、の３つの戦略を一体的に
進め、総合特区制度を活用し、防災・減災機能の強
化と地域成長の両立を目指します。
２ “ふじのくに”の都づくり
日本一を誇る食材やお茶、美しく咲き誇る花々、豊
かな森林や水、全国トップの日照条件など、本県の豊
かで多彩な地域資源を活用した“ふじのくに”の食・茶・
花などそれぞれの都づくりに取り組み、我が国におけ
る中心性（都ぶり）を発揮してまいります。

２

Ⅲ
１

希望を持てるような未来を拓く社会づくり
教育再生
未来を担う「有徳の人」づくりに向け、優れた資
質のある若者を対象とした飛び入学制度の導入や農
商工業、スポーツ、芸術等を学ぶ新しい実学の奨励、
教育現場を重視した教育行政のあり方の見直しなど、
国に先駆けて教育再生改革を実現します。
２ 「健康寿命日本一」の医療体制と健康づくりの推進
男女総合で全国第一位の「健康寿命」を誇る本県
の地位を確固たるものとすべく、医師・看護職員を
確保して質の高い医療体制を構築し、食生活・運動・
社会参加を軸とした生涯にわたる健康づくりを推進
します。
３ 誰にも優しい福祉社会の形成
高齢者、障害のある方、子どもたちが身近な場所
で生き生きと暮らせるよう、質の高い介護サービス
や障害者支援などを安心して受けられる環境づくり
を進めます。

Ⅱ
１

喫緊の課題を解消し、県民生活を守る取組
南海トラフ巨大地震に備える地震・津波対策
東日本大震災の教訓を踏まえ、南海トラフ巨大地
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への

未 来
埼玉県

国宝

遺 産

かん ぎ いん しょう でんどう

歓喜院 聖 天堂

2012 年７月、埼玉県の建造物として初の国宝と

退色が進み、埃の堆積も著しく、取り除くのは容易

た精巧な彫刻で飾られ、５種類（黒・赤・黄・緑・

どの科学分析を重ね、塗装仕様を解明していった結

なった「歓喜院聖天堂」
。建物全体が極彩色を施し

ではありませんでした。その中で目視観察と顔料な

こげ茶）の漆の使い分けなど高度な技術が駆使され
ています。

果、内外部共に当初の塗装が残っていることが分か
りました。250 年前の原色が残っている例は非常に

さいとう べっとう さねもり

聖天堂は 1179 年に斎藤別当実盛公が守り本尊を

珍しいことです。

外部は、塗装が剥落した箇所から木部の劣化・摩

お祀りして建てた聖天宮が始まり。1670 年の妻沼

の大火などの被害で何度か再建され、現在の建物

耗が進んでおり、放っておくと彫刻の破損が進み装

が流れ大半の彫刻や彩色に傷みが生じてきたため、

具とも塗り直されました。内部は、剥落止めの処置

飾建築としての価値が失われてしまうため、漆・絵

は 1760 年に完成しました。それから約 250 年の時

を施して保存。金箔漆塗は破損に応じた修復が行わ

2003 年から 2010 年まで７年の歳月をかけ「平成

れました。

の大修理」が行われました。

「歓喜院聖天堂」が国宝に指定された理由は、民

この保存修理工事では、主に屋根葺替や木部など

衆の心のよりどころであり多くの感心と勧進が集め

の部分修復・塗装修復が行われました。剥落・変色・

られたことと技術力が評価されたことです。日本三

大聖天様の一つとして特に縁結びの御利益があり、
国内外問わず多くの人が足を運んでいます。

聖天堂（修理前）

聖天さまの象徴（修理後）

〈お問合せ〉
妻沼聖天山 歓喜院
TEL 048-588-1644
埼玉県教育局生涯学習文化財課
TEL 048-830-6981

聖天堂（修理後）
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平成 26 年 NHK 大河ドラマ「軍師官兵衛」
ゆかりの地・福岡県。
福岡のグルメと名所を御案内します。
●「ゴマサバ」は博多の味

旦過市場
（北九州市）

昔から新鮮な魚介が揚がる福岡・博多ならではの人気
の郷土料理が、新鮮なサバの刺身を使った「ゴマサバ」
です。御飯との相性は抜群で、酒の肴としても親しまれ
ています。そぎ切りした真サバの身に、醤油をベースに
したタレで和え、ゴマ、ネギ、ワサビなどの薬味を添え
れば「ゴマサバ」の完成です。
さて、福岡県内には、平成 26 年 NHK 大河ドラマ「軍
師官兵衛」のゆかりの地がたくさんあります。主人公・
黒田官兵衛は福岡藩の藩祖で、地元では黒田如水の名で
知られています。福岡市内の史跡を巡るなら、毎日運航
している二階建て観光バス「オープントップバス」がお
勧めです。福岡城趾や福岡市博物館などでは大河ドラマ
に合わせたアナウンスもあり、約１時間のバスの旅を楽
しみながら、官兵衛の足跡を辿ることができます。

福岡城址
（福岡市）
福岡市博物館
（福岡市）

川下り
（柳川市）

オープントップバス（福岡市提供）

ゴマサバ（福岡市提供）
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●江戸時代より受け継がれる味覚「柳川のうなぎ」

●北九州の名物「ぬか味噌炊き」

うなぎ料理といえば蒲焼きがポピュラーですが、「柳
「ぬか味噌炊き」は、新鮮な魚をぬかで甘辛く炊きあ
川のうなぎ」を代表する料理として「せいろ蒸し」が人
げた北九州市小倉の郷土料理です。ぬか味噌漬けといえ
気を集めています。タレをまぶした御飯の上にうなぎの
ば、大根、茄子、胡瓜などの野菜をイメージしますが、
蒲焼きと錦糸卵をのせて、ふっくらと蒸しあげる「せい
江戸時代に小倉城主となった小笠原忠真がぬか味噌漬
ろ蒸し」は、ほどよく脂がのったうなぎの味と香りが御 （床漬）を好み、豊富な海の幸をぬか味噌を使って煮て
飯に染みわたる絶品料理です。秘伝の焼き方や蒸し方、 保存食にしました。それが庶民へと広まり、小倉の郷土
味付けで、各店が腕を競っています。
料理になりました。「ぬか味噌炊き」は、骨までやわら
かく煮るため、豪快にまるごと食べる楽しみがあります。

ぬか味噌炊き

柳川のせいろ蒸し

水郷柳川の観光といえば、堀割をどんこ船にゆられて
巡る川下りと詩人北原白秋の生家が有名です。川下りの
終点にはたくさんのうなぎ料理店が軒を連ねていますの
で、グルメと観光がワンセットで楽しめます。

北九州の台所「旦過市場」には、豊前・関門の山海の
幸が集い、鮮魚や野菜などを中心に、160 軒近い店舗が
集まっています。「ぬか味噌炊き」はこの市場でも人気
の料理で、たくさんの店舗で手作りの総菜と一緒に売ら
れています。
また、旦過市場の名物といえば「大學丼」。白飯の入っ
たどんぶり片手に市場を巡り好きな具材を購入して、オ
リジナル丼を作って食べる「大學丼」で、いろんな味を
楽しんでください。

福岡城址

旦過市場

お問合せ
■福岡県商工部国際経済観光課
TEL 092-643-3429
■（公社）福岡県観光連盟
TEL 092-472-1910

■クロスロードふくおか
（福岡県観光情報）HP
http://www.crossroadfukuoka.jp/
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雄勝硯
硯は、墨・紙・筆と共に文房四宝として、

古来から多くの文人に愛でられてきまし
た。

宮城県石巻市雄勝地区は、全国有数の

硯の産地で、14 世紀末（室町時代）には、
既に硯石が産出していたと言い伝えられ

ています。雄勝硯は、仙台藩の初代藩主

伊達政宗公に献上され、２代忠宗公は雄

勝石が産出される山を「お留め山」として、

雄勝硯（製作風景）

一般の者が石を採ることを許さなかった、
と記録が残っています。

雄勝硯は、滑らかな岩肌と黒い光沢が

美しく、墨がすりやすいため、実用的で、

復興にむけて
現在、組合では伝統的な硯の製作に加

宮城県

多くの書道家に愛されています。また、

えて、毎日の生活で雄勝石をお使いいた

雅さがあります。昭和 60 年５月には、国

勝石皿の製作にも力をいれています。雄

天然の石肌を生かした硯には、独特の優
の伝統的工芸品の指定を受けました。

だけるよう、雄勝石の光沢を生かした雄
勝石の黒色がお造りなどの食材を引き立

てると評判で、東京やフランスのレスト

「六〇〇年の歴史を誇る名硯」雄勝硯

ランでも使われるなど、国内外から問合
せが相次いでいます。また、雄勝石のス
レートは、JR 東京駅の丸の内駅舎の屋根
材に創建時から使用され、2012 年秋に保

存復原された駅舎でも美しい輝きを放っ
ており、その良さが見直されています。

復興への道のりは長いですが、確実に

歩みを進めています。
雄勝硯（風字硯）

東日本大震災
雄勝地区は東日本大震災で甚大な被害

を受け、硯職人の各工房や雄勝硯伝統産
業会館など全てが失われてしまいまし

た。しかし、雄勝硯生産販売協同組合は、

雄勝石皿

600 年以上の歴史がある雄勝硯の伝統を

守るため、職人の生産設備と店舗を仮設

施設に集約して再建することにしました。
現在では、震災前よりも規模が小さいも
のの、原料となる雄勝石（玄昌石）の採

掘と硯の生産が再開されています。再建

の過程では、ボランティアの皆さんに、
流された硯や材料となる石の回収作業を
お手伝いいただくなど全国から温かい支
援をいただきました。
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お問合せ

雄勝硯生産販売協同組合

宮城県石巻市雄勝町雄勝伊勢畑 84-1
たな

や がい

おがつ店こ屋街内
TEL/FAX 0225-57-2632
HP http://www.ogatsu-suzuri.jp/

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. 350

地方独立行政法人としての
『へき地医療』
地方独立行政法人京都市立病院機構

京都市立京北病院
京北町は人口約 5,500 人、京都市西北端に位置
し、金閣寺界隈から国道 162 号線を北に約 30km
の山間部にあります。大阪市に匹敵する広大な面
積を有し、その 93%を森林が占めています。
国保京北病院は、平成 17 年４月に京北町が京都
市に編入合併され、京都市立京北病院となったこ
とにより、京都市立病院（548 床）と同じ京都市
病院事業特別会計の枠組みでの運営が開始されま
した。さらに平成 23 年度からは、地方独立行政法
人京都市立病院機構として、京都市立病院と共に
一体的な運営となりました。

京都市立京北病院

病院長

由良 博（京都府）

救急車で約１時間を要するため、状況によっては、
京都市消防局の消防ヘリに医師が同乗して転送し
ています。
介護サービス事業は、介護療養型老人保健施設
（29 床）、通所リハビリ及び訪問看護・訪問リハビ
リを提供しています。
京北地域の高齢化率は 35%と高率で、独居高齢
者や老々介護世帯も多いので、訪問診療、訪問看護
を更に充実したいと考えています。また、病院への
アクセスが不便なため、毎日無料送迎サービスを提
供しており、１日平均 30 名の利用があります。

今後の課題と展望
地域医療現場は、依然として厳しい状況に置か
れていますが、今後も政策医療（へき地医療、救
急医療）を担うとともに、地域に密着した身近な“か
かりつけ医”としての役割を果たしていきたいと
考えています。
京北病院の健全な病院運営を確保していくため
に、地方独立行政法人としての京都市立病院との
一体化した病院運営により、地域医療再生に取り
組んでいます。すなわち、内科系専攻医及び研修
医（１ヵ月交代）に加えて、医師（外科、内視鏡、
循環器内科）、臨床検査技師、臨床工学士の派遣、
看護師、薬剤師、事務員の人事交流などの多岐に
わたって支援体制が組まれています。さらに、平
成 24 年 10 月からは、放射線科医による CT 遠隔
画像診断が始まり、京都市立病院との緊密な連携
を背景に、へき地医療拠点病院としての役割を担っ
ています。
更なる総合医の配置が最重要課題と考えますが、
以上のように、一般他病院との病病連携の形態と
は違って、高次医療を担う京都市立病院と、へき
地医療を担う京北病院とが一つの地方独立行政法
人としての責任ある体制によって、『へき地医療』
を支えている現況は全国的にも珍しく、この取組
が今後のへき地医療存続のモデルケースになるこ
とを期待して、これからも地域住民と共に歩んで
いきたいと考えています。

医師不足
私が赴任した平成 15 年度は、常勤医７名体制（内
科４名、外科２名、整形外科１名）で、市中急性
期病院と同様の医療内容に対応していました。
ところが、平成 16 年度から施行された医師臨床
研修制度の影響もあり、常勤医師数が年々減少し、
平成 22 年度には常勤医が２名という大変厳しい状
況に置かれました。常勤医確保の見通しが立たな
いのであれば、無床診療所化との意見も出て、医
療崩壊を危惧しました。
しかし、地域医療の本拠としての京北病院が必
要であるという信念に支えられ、常勤医確保に奔
走した結果、地域医療に熱意のある内科総合医が
平成 23 年度から赴任し、常勤医３名体制となりま
した。
診療体制
外来診療は、京都市立病院、京都府立医科大学
などの応援により、内科・外科・整形外科・小児科・
泌尿器科・眼科の診療をしており、一日平均 120
名の患者数です。また、京北地域内にある４ヵ所
の診療所でも毎週診療をしており、うち２ヵ所は
京都府へき地診療所に指定されています。
入院診療は、一般病床 38 床で、年間約 200 件
の救急搬送を受け入れています。救急転送が必要
な重症患者の場合は、最寄りの高次機能病院まで
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多文化共生社会の形成に向けて
多文化共生社会に向けて
－国と地方自治体の取組を中心に－
明治大学教授

山脇啓造

のビジョンを描く必要がある。今後の日本にとっ
て、国籍や民族などの異なる多様な人々が互いの
文化的ちがいを認め合い、対等な関係を築こうと
しながら共に生きる多文化共生社会の形成が、大
きな課題となっていくに違いない。

はじめに
日本で暮らす外国人は、改定入管法が施行さ
れた 1990 年以降、2008 年まで大きく増えた。
2008 年末の外国人登録者は約 222 万人で、20
年前の約 94 万人と比べると、2.4 倍に増えた。
しかし、2008 年９月に始まった世界的経済危機
そして 2011 年３月に起きた東日本大震災の影響
で、その後の登録者数は僅かながら減少傾向にあ
り、2012 年 12 月現在、在留外国人数は約 203
万人となっている。日本の総人口に占める割合は
約 1.6%である。国籍別内訳は、中国、韓国・朝鮮、
フィリピン、ブラジルの順に多い１。
こうした外国人の３分の２は永住資格を持つな
ど長期滞在が可能で就労制限もなく、
実質的に「移
民」と言える。また、日本国籍を取得する人々も
年間 10,000 人を超えている ２。震災で帰国する
外国人の存在が一時注目されたが、経済危機そし
て震災にもかかわらず日本に残った 200 万人を超
える外国人の多くは定住志向が強く、日本社会の
重要な構成員と言えよう。
2010 年 の 日 本 の 総 人 口 は 約 １ 億 2,800 万 人
であ った が、以 後長期 の人 口減少 過程 に入り、
2060 年には 8,700 万人を切り、現在のほぼ３分
の２に減少することが見込まれている。生産年齢
人口（15 ～ 64 歳）はほぼ半減し、現在約 24%
である高齢化率（総人口に占める 65 歳以上の比
率）は４割に達することが予想されている３。そ
の結果、様々な分野で労働力不足が深刻化するだ
ろう。一方、政府はグローバルな展開を進める企
業の要請に応えて、高度人材ポイント制４ の導入
などによって、高度な能力や資質を有する外国人
の受入れに力を注ぐとともに、大学の国際競争力
を高め、グローバルに活躍できる人材を育成する
ために、留学生 30 万人計画５に基づく外国人留学
生の受入れも推進している。
人口減少・少子高齢化やグローバル化の進展に
よって、中長期的には外国人の増加と定住化が進
んでいくだろう。人口増加そして経済成長を前提
に構築された社会保障などの制度を抜本的に見直
し、人口減少を前提として、女性や高齢者そして
外国人も含めた多様な人々が活躍する新しい社会

１ 地方自治体による取組
多文化共生社会の形成を目指すためには、外国
人政策を再構築する必要がある。外国人政策は外
国人の出入国に関わる政策（出入国政策）と入国
した外国人を社会の構成員として受け入れる政策
（社会統合政策）からなる。出入国政策は国（法
務省）の所管であるが、社会統合政策は国と地方
自治体が連携して取り組む分野である。
日本では、これまで社会統合政策は主に外国人
住民の多い自治体が担ってきた。戦前来日した旧
植民地出身者とその子孫である在日コリアンの多
い関西地方などの自治体（大阪市や川崎市など）
では 1970 年代以来、主に人権施策として取り組
んできたし、1990 年代以降、日系ブラジル人住
民が急増した東海地方などの自治体（浜松市や豊
田市など）も国際化施策として力を入れるように
なった ６。2000 年代に入ると、外国人住民施策
はより体系化され、多文化共生施策と呼ばれるよ
うになり、自治体の取組がより活発になった ７。
2005 年には、川崎市が「多文化共生社会推進指針」
を全国に先駆けて策定した。さらに、2007 年７
月には、宮城県が全国初の「多文化共生社会の形
成の推進に関する条例」を策定した。この条例は、
1970 年代以来の自治体の取組の一つの到達点と
言える。
こうした個別の自治体の取組と共に注目すべ
きなのが、自治体のネットワーク化と政策提言活
動である。2001 年には、浜松市など南米系日系
人労働者の多い 13 市町からなる外国人集住都市
会議が設立され、以来、会員都市間の情報交換に
加え、国に対して様々な政策提言を行ってきた。
2013 年度は 27 都市（座長都市：長浜市）が参加し、
群馬・静岡、長野・岐阜・愛知、三重・滋賀・岡
山と三つの地域ブロックに分かれて活動を進めて
いる８。一方、県レベルの同様な組織として、群馬、
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岐阜、静岡、愛知、三重の５県および名古屋市か
らなる多文化共生推進協議会（事務局：愛知県）
も 2004 年に結成され９、これまで外国人集住都
市会議と同様な提言を国に対して行ってきた。た
だし、外国人集住都市会議が首長級の会議である
のに対して、多文化共生推進協議会は部長級であ
る。
こうして、南米系日系人の多い自治体の活動が
目立っているが、そのほかにも、中国人や韓国人
などアジア系外国人が多く暮らし、全国で最も外
国人住民の多い東京都内の自治体（新宿区、大田
区など）も近年、多文化共生に力を入れている。
一方、東北地方では、外国人の数は少ないながら
も、県設置の国際交流協会が中心になって、東海
地方や首都圏などの集住地域とは異なったスタイ
ルの多文化共生を進めてきた。
なお、多文化共生という言葉は 1990 年代に使
われだした比較的新しい用語である。新聞のデー
タベースで「多文化共生」を検索すると、1993
年に川崎市の住民組織が「多文化共生の街づく
り」を川崎市に提言することを報じた記事がみつ
かる 10。1990 年代後半になると、多文化共生と
いう言葉が全国的に使われるようになった。その
理由の一つに、阪神大震災の時に外国人被災者へ
の支援活動を行った市民ボランティアが集まり、
1995 年に大阪に設立した「多文化共生センター」
の存在がある。同センターは、兵庫、京都、広島、
東京と活動拠点を広げた。その後、多くの市民団
体が「多文化共生」を掲げて活動するようになっ
た。全国の外国人支援団体が集まった「移住労働
者と連帯する全国ネットワーク」も、2002 年に
「
『多民族・多文化共生社会』に向けて」と題した
政策提言をまとめた。
こうした草の根の市民活動の影響を受けて、自
治体の外国人住民施策が展開される場合も少なく
なく、前述のように、2000 年代以降、自治体も
「多文化共生」を掲げて多様な取組を進めるよう
になったと言える。
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が 2006 年３月に提出した報告書である 12。この
報告書が当時の政府の司令塔的存在であった経済
財政諮問会議で紹介されたことがきっかけとな
り、2006 年 12 月には「『生活者』としての外国
人に関する総合的対応策」が策定された。この対
応策は、日本政府が初めて社会統合政策の当面の
方向性を示したものであり、政府がそれまでに取
り組んできた外国人労働者対策や外国人犯罪者対
策とは異なる、生活者としての外国人への支援と
いう第３の観点を打ち出したことに意義がある。
2008 年９月以降の世界的経済危機の中、製造
業で働く派遣・請負労働者の多くが解雇される
と、日系ブラジル人も失業する者が急増した。政
府は 2009 年１月に内閣府に定住外国人施策推進
室を設置し、経済危機化で困窮する日系人等定住
外国人への支援に力を入れた。そして、2010 年
８月に「日系定住外国人施策に関する基本指針」、
2011 年３月には「同基本計画」を策定している。
指針では、
「日系定住外国人を日本社会の一員と
してしっかりと受け入れ、社会から排除されない
ようにすることが必要である」ことが強調されて
いる。
2012 年には大きな二つの動きがあった。一つ
は５月に設置された「外国人との共生社会」実現
検討会議である。この会議は、政府として初めて
総合的観点から目指すべき共生社会の在り方を検
討したもので、同年８月に中間的整理が取りまと
められている。もう一つは、７月に施行された新
たな在留管理制度と外国人住民基本台帳制度であ
る。在留管理の強化を図る一方で、外国人を住民
と位置付けることとなり、戦後の外国人法制上、
最大の制度改革と言える。
こうした国の動きの背景には、外国人集住都市
会議や多文化共生推進協議会が、2000 年代前半
から繰り返し国に対して外国人の受入れ態勢整備
を求める提言を発表してきたことがある。ただし、
両者が外国人全般を視野に入れ提言を行ってきた
にも関わらず、国の取組は現在、日系人に焦点を
あてたものとなっている。そして、自治体と異な
り、国にはまだ総合的に多文化共生を推進する指
針や計画もなければ、組織も存在しない。
このように、外国人政策、特に社会統合政策の
分野では、先行する自治体を国が後追いする構図
がはっきりしている。実は、自治体と国の政策が
乖離しているのは、日本特有の現象ではなく、外
国人労働者や移民受入れの歴史が日本よりも長い
欧米諸国の中にも見られる。日本にとっては、19
世紀以来、外国人を入国時から移民（永住者）と
して受け入れてきたアメリカのような伝統的移民
国家より、第二次世界大戦後に外国人労働者を期
限付きで受け入れ、次第にその定住化が進んでいっ
た欧州諸国の経験がより参考になるだろう。その
欧州の自治体で今、新たな試みが始まっている。

２ 国による取組
自治体に比べると、国の取組は大きく遅れてき
たと言わざるを得ない。日本の総人口に占める外
国人の割合は極めて小さく、ようやく１%（128
万人）を超えたのが 1992 年のことであった。し
かも、外国人の多くは旧植民地出身者とその子孫
（1991 年以降特別永住者）が占めてきたことがそ
の背景にある 11。
外国人労働者が急増する 1990 年代以降、関係
省庁によって対症療法的な取組が行われてきた
が、「対策」はあっても「政策」があるとは言い
難い状況が続いた。転機となったのが、総務省に
設置された「多文化共生の推進に関する研究会」
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一方で、移民１世や２世の高失業率、低学歴そし
て集住地域の隔離などの問題が指摘されるように
なり、移民政策の見直しが進んだ。さらに 2000
年代になると、移民が関わるテロ事件や暴動など
が西欧主要国で起こり、移民政策が各国の国政選
15
挙の大きな争点となった 。特に、集住する移民
の隔離をもたらし社会統合を阻んでいるとして、
多文化主義政策への批判が高まった。そうした中
で、インターカルチュラル政策を推進することで、
多様性を生かした都市づくりを進め、異なる文化
背景を有する集団間の交流を通して社会統合を目
指す ICC プログラムへの関心が高まりつつある
と言えよう。
前述の五つの類型を、多文化共生を進める日本
の自治体にあてはめると、どうなるだろうか。外
国人を住民として認めるということは①や②の
段階は過ぎたことになるが、③と④と⑤のどの政
策を志向しているだろうか。
「多文化」を謳う以
上③は否定され、
「共生」を目指すということは、
④よりも⑤に近いと言えよう。総務省の報告書で
は、多文化共生推進プログラムは、外国人支援（コ
ミュニケーション支援と生活支援）と多文化共生
の地域づくりからなっている。多文化共生の地域
づくりには、異なる文化背景を有する集団間の交
流も含まれるので、ICC と日本の多文化共生を推
進する都市（多文化共生都市）には共通点を見出
すことができる。これまで、
「多文化共生」を意
味する形容詞として“multicultural”が用いら
れる場合が多かったが、こうした欧州の動向を踏
まえると、“intercultural”のほうがよいだろう。
ただし、日本の自治体の実際の取組の多くは外国
人支援に関わるものと言える。また、多様性を尊
重するだけでなく生かした取組というのは、まだ
少ないのが現状である。そうだとすると、多文化
共生社会を目指す上で、外国人支援は必要不可欠
であるが、それだけでは十分ではなく、異なる文
化背景を有する住民間の対話や交流を進め、文化
的多様性を生かした地域づくりにも力を入れる必
要があることを、欧州都市の経験から学ぶことが
できるのではないか。
こうした観点から注目に値するのが、2011 年
度に東京で、2012 年度に浜松で開催された「日
韓欧多文化共生都市サミット」である。前者は国
際交流基金と欧州評議会の共催で、後者は更に浜
松市と自治体国際化協会も加わって、欧州のイン
ターカルチュラル・シティや近年、急速に外国人
の受入れ体制整備を進める韓国の都市との交流を
目的に開かれた。東京サミットでは、ICC プログ
ラムに参加する３都市を含めて、日韓欧９都市の
首長らが参加し、
「多文化共生都市の連携を目指
16
す東京宣言」を採択した 。また、浜松サミット
では、欧州３都市を含めて、日韓欧 11 都市の首
長らが参加し、「浜松宣言」を採択した 17。
自治体の中で日韓欧多文化共生都市サミットと

3 インターカルチュラル・シティと
多文化共生 2.0
移住者や少数者によってもたらされる文化的
多様性を、脅威ではなくむしろ好機と捉え、都
市の活力や革新、創造、成長の源泉とする新し
い政策として、欧州では「インターカルチュラ
ル ･ シティ（ICC）プログラム」が注目されて
いる。2008 年の欧州文化間対話年（European
Year of Intercultural Dialogue）や同年の欧州
評 議 会 よ る 文 化 間 対 話 白 書（White Paper on
Intercultural Dialogue）の刊行を契機に、欧州
評議会が欧州委員会と共に立ち上げたもので、現
在、その趣旨に賛同する欧州 21 都市が参加して
いる 13。
ICC のアプローチを理解する上では、1970 年
代以降の欧州都市による様々な経験をもとにし
た、以下の受入れ政策の分類が有益であろう 14。
①無政策（non-policy）
移住者や少数者は、都市にとって無関係又は一
時的な現象で、歓迎されない存在とみなされ、対
応する必要性が認識されない。
②ゲストワーカー政策（guest worker policy）
移住者は一時的な労働力であり、いずれは出身
国に戻る存在とみなされる。したがって、短期的
で移住者の市民への影響を最小限にするような対
策がとられる。
③同化政策（assimilationist policy）
移住者や少数者は永住者として受け入れられる
が、できるだけ早く同化することが想定される。
受入れコミュニティの文化規範との違いは奨励さ
れず、その国の一体性に対する脅威と見なされる
場合には抑圧される。
④多文化主義政策（multicultural policy）
移住者や少数者は永住者として受け入れられ
る。受入れコミュニティの文化規範との違いは、
法や制度によって奨励、保護され、反人種主義活
動によって支援される。ただし、場合によっては
分離や隔離が助長されるリスクを負う。
⑤インターカルチュラル政策（intercultural policy）
移住者や少数者は永住者として受け入れられ
る。受入れコミュニティの文化規範との違いを有
する権利は法や制度によって保障される一方、共
通の立場や相互理解、共感を生み出す政策、制度
や活動が高く評価される。
西欧諸国では、戦後、旧植民地出身者や外国
人労働者の受入れが進んだ。1973 年の石油危機
で 労 働 者 の 受 入 れ は 終 了 し た が、1970 年 代 か
ら 1980 年代にかけて家族の呼び寄せによって労
働者の定住化が進む中、移民集団の文化を尊重
する多文化主義の影響を受けた政策が広がった。
1990 年代になると、東欧からの難民が急増する
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いう新しい国際交流のリーダーシップを発揮して
いるのは、外国人集住都市会議のリーダー的存在
でもある浜松市である。2013 年３月には、多様
性を生かした都市づくりという観点に立った「多
文化共生都市ビジョン」
を策定している。インター
カルチュラル・シティでは、多様性を様々な分野
で生かしながら、社会統合を推進することを目指
している。そうした取組は、欧州でもまだ必ずし
も大きな成果を挙げているとは言えないだけに、
「多様性を生かした文化の創造」や「多様性を生
かした地域の活性化」を掲げる浜松市の多文化共
生都市ビジョンは、日本のみならず、アジアで初
めての試みとして、そして日本の多文化共生の進
化形（多文化共生 2.0）を目指したものとして、
高く評価することができる。
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5 文部科学省「『留学生 30 万人計画』骨子の策定
に つ い て 」（2008 年 8 月 ）http://www.mext.
go.jp/b_menu/houdou/20/07/08080109.
htm
6 筆者は前者の自治体を人権型、後者を国際型と呼
んでいる。市町村と都道府県を比べると、より地
域社会に密着した市町村のほうが取組が先行す
る傾向にある。都道府県の中で人権型の代表例は
大阪府、国際型は愛知県であるが、それぞれ取
組が本格化したのは、1990 年代と 2000 年代の
ことである。人権型と国際型の自治体について
は、拙稿「地方自治体の外国人施策に関する批
判的考察」（明治大学社会科学研究所、2003 年
11 月 ） 参 照（http://intercultural.c.ooco.jp/
data/jichitai.pdf）。
7 山脇啓造「多文化共生社会の形成に向けて」『移
民政策研究』創刊号（2009 年 5 月）参照。
8 外国人集住都市会議の座長都市は会議創設以来、
2 年毎に交代している。これまで、浜松市、愛知
県豊田市、三重県四日市市、岐阜県美濃加茂市、
群馬県太田市、長野県飯田市が務め、現在、滋賀
県長浜市である。
9 その後、長野県（2007 年）と滋賀県（2008 年）
も加入している。
10「おおひん地区の街づくりに住民組織がプラン
作成」『朝日新聞』1993 年 12 月 17 日。
11『 出 入 国 管 理 － 平 成 10 年 版 』42、279 頁。
1992 年の時点で外国人登録者に占める特別永住
者の割合は 46%を占めていた（現在、19%）。
12 総務省のウェブサイト（http://www.soumu.
go.jp/kokusai/pdf/sonota_b5.pdf）参照。
13 The Intercultural City Step by Step,
Strasbourg: Council of Europe Publishing,
2013. プ ロ グ ラ ム の 詳 細 は、 欧 州 評 議 会 ウ ェ
ブ サ イ ト（http://www.coe.int/t/dg4/
cultureheritage/culture/cities/default_
en.asp）参照。
14 Intercultural Cities: Towards a Model for
Intercultural Integration. Strasbourg: Council
of Europe Publishing, 2010, pp. 22-23.
15 英国の人種暴動（2001 年）とロンドン地下鉄
テロ事件（2005 年）、オランダの右翼政治家殺
害事件（2002 年）と映画監督殺害事件（2004 年）、
フランスの人種暴動（2005 年）など。
16 日本からは、浜松市長、新宿区長、大田区長が
参加した。そのほか、リスボン市（ポルトガル）
や水原市（韓国）の市長らが参加している。国際
交流基金ウェブサイト（http://www.jpf.go.jp/
j/intel/new/1201/incul.html）参照。
17 日本からは、東京サミットに参加した３首長に
加え、東大阪市副市長が参加した。そのほか、ダ
ブリン市（アイルランド）や光明市（韓国）の市
長らが参加した。浜松市ウェブサイト：多文化共
生分野の都市間連携（http://uclg-hamamatsu.
jp/tabunka/summit.html）参照。

おわりに
東日本大震災による被害、特に原子力発電所の
事故は、日本社会の多方面に大きな影響を及ぼし、
震災後に 3・11 を日本現代史の転換点と捉える
見方が広がり、新たな社会ビジョンの構築に関心
が高まった。そうした中で、新たな対立軸として
注目されたのが成長と脱成長であったが、多様性
（diversity）と均質性（homogeneity）という対
立軸も今後、重要になっていくと思われる。現在、
一部の都市が取り入れつつある多様性を生かしな
がら、社会統合を進めるアプローチは、都道府県
そして国にとっても有効であると思われる。多様
性を地域づくりの中核に位置付け、女性や高齢者
そして外国人も含めた多様な人々が活躍する社
会を目指した自治体の先駆的な取組が国をリード
し、多文化共生社会の形成につながること、そし
て、多文化共生を進める自治体の国際連携が広が
り、アジアや欧州そして世界で多文化共生社会づ
くりが進むことを期待したい。
＊本稿は、拙稿「地域における多文化共生の推進
について」
『自治体法務研究』28 号（2012 年
春号）に加筆修正したものである。

1 法務省入国管理局「平成 24 年末現在における在
留外国人数について（確定値）」（2013 年 6 月）。
2 法 務 省 民 事 局「 帰 化 許 可 申 請 者 数 等 の 推 移 」
http://www.moj.go.jp/MINJI/toukei_t_
minj03.html
3 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計
人口」（2012 年 1 月）。
4 法務省入国管理局「高度人材に対するポイント制
による優遇制度の導入について」（2012 年 4 月）
http://www.immi-moj.go.jp/info/120416_01.
html
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特集

多文化共生社会の形成による豊かで活力ある愛知
～ともに生き、ともに輝き、ともに創る～を目指して
愛知県地域振興部国際課多文化共生推進室
こうした中で、これまで以上に国籍や民族など
の違いを超えて相互に理解を深め、外国人県民と一
緒になって地域づくりを推進していく必要があり
ます。また、引き続き、労働、社会保障、医療、教
育など取り組むべき課題も残されており、外国人県
民も安心して生活できるよう、更なる自立に向けた
生活環境の整備も進めていかなければなりません。
そこで、これまでの成果を引き継ぎながら、外
国人県民を含めた多様な地域社会の担い手や関係
機関等と連携を図り、効果的かつ効率的に施策を展
開するため、2013 年３月に「あいち多文化共生推
進プラン 2013 － 2017」
（以下「プラン」という。）
を策定しました。
プランの基本目標は「多文化共生社会の形成に
よる豊かで活力ある地域づくり」です。この基本目
標を達成するため、三つの施策目標として、「誰も
が参加する地域づくり」、「多文化共生の意識づく
り」、
「誰もが暮らしやすい地域づくり」を掲げまし
た。外国人県民も地域づくりの担い手であるという
視点から、その能力を十分に発揮し、主体的に活躍
できるよう、とりわけ重要な日本語の習得や子ども
の教育・進路支援などに取り組むほか、多文化共生
の意識づくりや外国人県民の生活環境の向上にも
取り組むこととしています。
以下、プランにおける施策目標ごとに、重点施
策や最近の取組を紹介します。

１

はじめに
愛知県は、外国人県民の増加や定住化の進展を
踏まえ、2008 年３月、中期行動計画として「あい
ち多文化共生推進プラン」を策定しました。このプ
ランに基づいて、日本語学習支援基金の創設・活用、
「多文化ソーシャルワーカー」の養成・活用、プレ
スクール実施マニュアルの作成など、全国に先駆け
た取組を始め、様々な施策を実施してきました。
このプランを推進する間には、2008 年の経済危
機や 2011 年の東日本大震災の影響もあり、本県の
外国人数は 2008 年をピークに減少傾向にありま
す。しかし一方で、「永住者」資格の取得など、日
本に生活基盤をおいて、長期的に暮らしていこうと
いう方々が増え続けています。また、フィリピン、
ベトナム、インドネシアといったアジア圏の出身者
が増えており、外国人の状況が多様化してきていま
す。
【愛知県の在留外国人数】

（資料出所）法務省「在留外国人統計」

２

主な取組について

（１）施策目標Ⅰ「誰もが参加する地域づくり」
① 地域における日本語教育指針の策定
日本語は生活のあらゆる場面で使われています。
外国人県民が地域社会に参画するためには、日本語
の習得が大変重要であり、そのためには、日本語教
育の体制整備が不可欠です。本来、地域における日
本語教育は、行政を始め日本語教育の専門機関や企
業などにもそれぞれ役割があり、連携して行われる
べきですが、現状は、地域のボランティアや国際交
流協会が独自に行っています。そこで、この地域に
おける日本語教育のあるべき姿を目安として示し、
日本語教育に携わる種々の主体の活動を促進する
ことで、この地域の日本語教育の一層の向上を図り
たいと考えています。
専門機関や国際交流協会、日本語教室、外国人
県民の代表等の関係者と連携して、外国人のニーズ
や実態を把握した上で、地域の日本語教育の方向性
を検討し、全国初となる地域における日本語教育指
針を 2013 年度末に策定する予定です。

【愛知県における在留外国人の主な在留資格 ( 在留目的 ) 別推移】
（資料出所）法務省「在留外国人統計」

( 注 )2010 年からの「特定活動」は、特定活動に「技能実習 1 号・2 号」を合算したもの。
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日本語の分かる家族や友人が同行するなどしてい
るものの、専門用語が使われる医療現場では、不
安を感じている外国人が少なくありませんでした。
さらに、永住化傾向が高まる中、今後、高齢化の問
題も加わって、より大きな課題になってくると考え
られます。このような状況に対し、外国人県民も
安心して医療等を受けられるよう、2010 年度に医
療関係団体等を交えて、
「あいち医療通訳システム」
（以下「システム」という。）の検討を行いました。
翌年度の試行的運用を経て、2012 年２月、医療関
係団体、大学、本県及び県内全市町村から成る「あ
いち医療通訳システム推進協議会」を運営母体とし
て設立し、システムの本格運用を 2012 年４月から
開始しました。
システムの運用に当たっては、名古屋外国語大
学（英語）、愛知大学（中国語）、愛知県立大学（ポ
ルトガル語・スペイン語）、名古屋学院大学（フィ
リピン語）の地元４大学と連携して、英語、中国語、
ポルトガル語、スペイン語、フィリピン語が対応可
能な医療通訳者を養成しました。医療通訳に必要
な知識・心構え、通訳技術等について、７日間（36
時間）に及ぶ研修を実施し、2011・2012 年度で
約 150 名を養成しました。
システムでは、養成した医療通訳者を医療機関
等の依頼に応じて派遣するほか、電話通訳、文書翻
訳サービスの提供を行っています。昨年度は、県内
の 66 医療機関等で、約 760 件の利用がありました。
引き続き、利用医療機関の増加に向けての取組や外
国人県民への周知を一層図り、システムの普及に努
めていきます。また今後、システムの対象を医療・
保健分野だけでなく、福祉分野へも拡大できるよう
検討していく予定です。

②「やさしい日本語」の普及
「やさしい日本語」（普段使われている日本語を
外国人にも分かるように配慮した簡単な日本語）は
緊急時の外国人への情報伝達に効果的ですが、そ
れ以外に日常生活においても幅広く活用できるコ
ミュニケーション方法の一つです。しかし、その存
在は、外国人支援に関わっている一部の日本人に
しか知られていないのが現状です。そこで、広く
普及を図るため、楽しく手軽に学べるスマートフォ
ン用アプリケーションを昨年度開発・制作し、無料
配信しています。また、じっくりと学習したい方や
スマートフォンを利用していない方用に、冊子版
の『「やさしい日本語」の手引き～外国人に伝わる
日本語～』も作成しました。
スマートフォン用アプリでは、日常生活におけ
る場面を「お仕事編」と「生活編」に分けて、それ
ぞれ 100 の会話例を掲載し、初めて「やさしい日
本語」に触れる方にも分かりやすく、楽しく学べる
内容となっています。
今年度は、外国人と接する機会の多い行政職員
等を対象に『「やさしい日本語」の手引き』等を活
用した研修会を開催し、普及を図っていきます。

←

特集

App Store, Google Play から
「やさしい日本語」で検索

（２）施策目標Ⅱ「多文化共生の意識づくり」
多文化共生月間の制定
地域社会で外国人を受け入れるためには、まず、
地域住民に対して外国人県民の現状や多文化共生
の意味を正しく伝え、理解と認識を深めてもらうこ
とが不可欠です。そこで、日本人と外国人との相互
理解や多文化共生に対する理解を促進するため、今
年度、新たに「あいち多文化共生月間（仮称）」を
制定します。多文化共生の推進に向けて、知事メッ
セージの発表や「多文化共生フォーラムあいち」と
いった啓発イベントの開催など、多文化共生に関す
る理念の普及・啓発活動を、市町村・国際交流協会、
NPO、大学等と連携して、県全体の取組として実
施します。

診療時の医療通訳

３

キャラクター
「やくすくん」

終わりに

人口減少・超高齢社会が到来する中で、地域の
活力を維持するためには、外国人県民を含めた全て
の県民が能力を発揮できるような社会づくりが不
可欠です。本県では、これまで様々な施策を実施し
てきましたが、引き続き、施策の着実な推進を図り、
外国人県民を含めた多様な人材の力を生かしなが
ら、多文化共生社会の形成による豊かで活力ある地
域づくりを進めていきたいと考えています。

（３）施策目標Ⅲ「誰もが暮らしやすい地域づくり」
「あいち医療通訳システム（愛称 :AiMIS）」の運営・
普及
外国人県民の中に、医療等を受ける際に言葉が
通じないことへの不安を訴える声が多くありまし
た。本県が 2009 年度に実施した県民意識調査でも、
「生活上最も不安に感じること」として、「医療機
関で言葉が通じないこと」が最も多くなっており、
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特集

兵庫県における子ども多文化共生教育の取組
兵庫県教育委員会事務局人権教育課

１

センター設立について

校に母語が話せる子ども多文化共生サポーター
（以下「サポーター」という）を派遣する。

兵庫県教育委員会では、
「人権教育基本方針」
（平

平 成 25 年 ４ 月 １ 日 現 在、214 校 に 16 言 語、

成 10 年３月策定）に基づき、外国人児童生徒の

139 人のサポーターを派遣している。

人権に関わる課題の解決のため、平成 12 年８月

（2）日本語指導研究推進事業

に「外国人児童生徒にかかわる教育指針」を策定

先進的に日本語指導に取り組む学校を推進校に

した。

指定し、日本語指導及び子ども多文化共生教育の

そして、全ての児童生徒が互いを尊重し合い、

在り方について実践的な研究を行う。

多様な文化的背景を持つ外国人児童生徒と豊かに

（3）公立学校における帰国・外国人児童生徒に対

共生する真の国際化に向けた教育などをコーディ

するきめ細かな支援事業

ネートしながら総合的な施策の展開を図る拠点と

県と市町が連携し、外国人児童生徒が散在する

して、平成 15 年 10 月 26 日に子ども多文化共生

地域における受入促進や日本語指導の充実など支

センターを設置した。

２

援体制を整備するため、以下の取組を行う。

外国人児童生徒の状況

ア

就学支援ガイダンスの実施
①

学校や進路、奨学金制度などの説明

県内の公立学校に 3,356 名の外国人児童生徒が在

②

先輩による体験発表

籍し、そのうち、日本語指導が必要な外国人児童

③

教育相談（個別）

文部科学省調査（平成 24 年５月１日現在）では、

生徒は 774 名である。

３

子ども多文化共生教育の取組

イ

初期指導教室（プレクラス）の実施

ウ

センター校の設置

５

「子ども多文化共生」を目指す施策の基本的な

豊かに共生する心の育成

（1）ひょうご・ヒューマンフェスティバルの開催

考え方は次の３点である。

兵庫県及び（公財）兵庫県人権啓発協会等と共

（1）外国人児童生徒の自己実現への支援
（2）全ての児童生徒に豊かに共生する心の育成

催するひょうご・ヒューマンフェスティバルにお

（3）子ども多文化共生に係るネットワークの充

いて多文化に関わる交流活動を実施する。

実

４

自己実現への支援

ア

子ども多文化共生イベント

イ

子ども多文化共生教育フォーラム
外国人児童生徒の円滑な受入れ促進を図る

ため、当事者や支援者によるフォーラムを開催

（1）子ども多文化共生サポーター派遣事業

し、県内全市町からの参加者相互理解を図る。

教員等とのコミュニケーションの円滑化を促

ウ

し、生活適応や学習支援、心の安定を図るなど学

子ども多文化共生センター展示
世界各国の玩具、楽器や教科書の展示、民

校生活への早期適応を促進するため、日本語指導

族衣装の試着 等

が必要な外国人児童生徒が在籍する全ての公立学
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護者、関係機関・団体

子ども多文化共生教育フォーラム

特集

等

③ 相談内容：日本語指導、進路指導

等

イ

子ども多文化共生サポーターの派遣調整

ウ

多言語による学習教材等の作成
① 外国人児童生徒受入れに係る資料
学校で使える通知文（8 言語） 等
② 就学支援ガイドブック（11 言語）
③ あなたはどの高校を選びますか（11 言語）
④ 社会科教材【歴史・地理・公民】（９言語）
⑤ 日本語習得度チェックシート（試案） 他

エ

書籍やビデオ等の貸出

オ

多文化共生に係る情報の収集と発信

カ

多文化共生に係る研修会等の企画や運営

キ

子ども多文化共生ボランティアの活用
翻訳、通訳、異文化紹介

等

（2）多文化共生に関わる研修会の開催
NGO/NPO 等関係機関・団体との共催で多文

子ども多文化共生センター展

６

化共生に関わる以下のような事業を行う。
ア

子ども多文化共生に係るネットワーク
の充実

育セミナー
国際協力機構関西国際センター（JICA 関

（1）子ども多文化共生センターの運営

西）、難民事業本部関西支部、神戸 YMCA
等

子ども多文化共生教育を推進するため、多文化

イ 「多文化共生」を考える研修会

共生に係る人材や情報を一元化し、以下の事業を

兵庫県、（公財）兵庫県国際交流協会、神

行う。
ア

多文化共生のための国際理解教育・開発教

戸定住外国人支援センター

外国人児童生徒に関わる教育相談

等

① 相談方法：電話、面接、メール

ウ 「相談事業」の協力

② 相談者：教職員、外国人児童生徒及び保

エ 「ひょうご日本語ネット」への参加

７

まとめ

外国から来日し、言葉や文化に戸惑い、生活

に不安を抱く子どもたちへの支援は、
「日本に来
て良かった」「日本で勉強したことを誇りに思う」
という実感を育て、将来にわたり日本と世界との
架け橋となる人材を育てることになる。
本県の取組は、世界に視野を広げ日本文化を大
切にするとともに、他国の文化への理解を深め、
誰もが安心して暮らせる多文化共生社会の実現を
目指す教育の充実を目指しており、まさに、人権
尊重を基礎とする取組である。

教育相談
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都 道 府 県
だ よ り
2013年9月

Hokkaido

北海道

北方領土返還に向けた機運醸成について

このほかにも、「北方領
土の日ポスターコンテス
ト応募作品原画展」を初
めて実施して、気に入っ
た作品に千島桜シールを
貼って応援していただく
参加型としたほか、外務
省職員による高校生に対
する出前講座や道の持つ
広報媒体の活用、民間企 「千島桜」は、北方領土返還要求運動の
シンボルの花です
業とのタイアップ、担当
部門ホームページのリニューアルなどを行いました
が、今後は SNS を活用した情報発信の強化などによ
り、若年層への働きかけを中心に、引き続き幅広く
道民の皆様に北方領土の問題に関心を持っていただ
けるように取組を進めていくこととしております。

～北方領土返還要求運動強調月間の取組～
北海道では、４月末に実現した 10 年ぶりとなる総
理大臣のロシア公式訪問で平和条約締結交渉が再ス
タートしたことに合わせて、北方領土を行政区域に
持つ北海道から、一日も早い返還を願う国民・道民
の皆様の機運醸成を図ることを目的に、返還要求運
動の強調月間である８月に集中的に事業展開しまし
た。
月間中の柱として８月 23 日に実施した、
「2013
北方領土返還要求北海道・東北国民大会」では、大
会に先立ち道庁赤レンガ庁舎から会場までを、元島
民など関係者の皆さんと街頭行進を行いました。
また、月間の取組を効果的・継続的なものとするた
め、各県にも送付させていただきましたが、奇しく
も、10 年前に選定された北方領土返還要求運動のシ
ンボルの花「千島桜」を使って、
ピンバッジやシール、
ステッカーを作成し、道全体で 1,000 団体を目標と
して幹部職員が直接、企業や市町村などに配布する
などの協力要請を行ったほか、各種イベントで啓発
用に配布して活用しました。
（千島桜のデザインは、
ホームページからダウンロードできます。
）

お問合せ

北海道総務部北方領土対策本部
TEL 011-204-5069
HP http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/hrt/
index.htm
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Aomori

青森県

しょくめいじん

「あおもり食命人」が誕生
～「いのちを支える食」を提供します～

「あおもり食
命人」による
フェアの開催
やイベントへ
今、巷ではインスタント食品やサプリメント等が
の出展を予定
ごく簡単に手に入ります。
「忙しいから」
「作るのが
面倒だから」など様々な理由で便利さを優先させ、 しています。
しょくめいじん
ま た、
「あ
外食や中食（お弁当やお惣菜）に頼りがちになりま
おもり食命
した。このような現代人のライフスタイルの中で健
人」を、リーフレットやマップ、ブログ、フェイスブッ
康的な食を選択できる環境をつくるため、青森県で
ク等を通じて PR し、県民が健康的な食を選択できる
は今年度から中食・外食事業者等を対象として「あ
機会を増やし、家庭と外食・中食の両輪で食生活を
おもり食命人」の育成に取り組んでいます。
改善できる環境を整備することで、子どもから大人
「あおもり食命人」とは、食と健康について県が企
まで健康で元気な青森県となることを目指します。
画した専門研修を修了し、学んだ知識を生かした料
お問合せ
理を提供する人のことです。
「あおもり食命人」が提
青森県食の安全・安心推進課
供するのは、新鮮で安全・安心な旬の県産食材を生
かした健康的な食事（=「いのちを支える食」）です。 TEL 017-734-9354
そこには、料理のプロならではの技術に加え、「食べ 「あおもり食命人」について HP
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/
る人を食の力で健康にしたい」という想いが込めら
sanzen/syokumeijin.html
れています。
Facebook ページ
８月に第１号の「あおもり食命人」約 100 名が誕
https://www.facebook.com/syokumeijin
生しました。その数は今も増えています。
「あおもり
ブログ
食命人」のいるお店には利用者にわかりやすい「あ
おもり食命人」のロゴが掲示されています。今後は、 http://syokumeiji.exblog.jp/

都道府県だより
Akita

201３年 9 月

秋田県

世界自然遺産登録 20 周年を迎える白神山地

ントが開催され、多くのお客様が
白神山地を訪れてくださっていま
す。
ところが、秋の紅葉シーズンに
向けて更なる盛り上がりを期待し
ていた矢先に、秋田県北部を集中
豪雨が襲いました。８月９日の未
明から降り続いた大雨の影響で、
ブナ林の紅葉
秋田県側の白神観光の人気スポッ
トである岳岱自然観察教育林につながる道路では
50 ヵ所以上で土砂崩れなどが発生。復旧には相当な
時間がかかる見込みです。
遺産登録 20 周年に、この秋には JR のデスティネー
ションキャンペーンも重なり、多くのお客様が訪れ
ることを期待していた地元関係者の落胆は、計り知
れないものがあります。
岳岱に次ぐ人気コースである二ツ森への登山ルート
は、幸いなことに大きな被害を受けておりません。ま
た、10 月には白神山地の価値を見つめ直す記念シン
ポジウムが開催されます。白神山地の魅力の発信は今
後も変わらず続けていきますので、全国の皆様には是
非、白神山地にお越しいただきたいと思います。

秋田県と青森県にまたがる白神山地が世界自然遺
産に登録されて、今年で 20 年になります。
白神山地には、今から約 12,000 ～ 8,000 年前か
ら北日本を広く覆っていた原生的なブナ林が、アジ
ア最大の規模で残されています。そこには、多種多
様な動植物が見られ、それぞれが複雑に関わり合い
ながら森林生態系を形づくっています。
このブナ林の生態系が世界的にも類い稀な価値が
あると認められ、平成５年 12 月に屋久島と共に日本
で最初の自然遺産となったのです。
世界遺産登録 20 周年を迎える今年、白神山地の価
値を改めて見つめ直し、その魅力を再発見してもら
おうと、行政・民間関係者が一体となって記念事業
の実行委員会を立ち
上げ、年間を通じて
様々なイベントを開
催中です。県内外か
ら 約 450 人 が 参 加
したオープニングセ
レモニーを皮切り
に、白神のブナ林を
歩くトレッキングツ
小岳からの眺め
アーなど様々なイベ

お問合せ

秋田県自然保護課
TEL 018-860-1613
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岩手県

Iwate

ジェクト突
撃隊」を今
年７月に発
足させまし
た。今後は、
突撃隊が中
心 と な り、
マンガキャ
ラクターの
作成、現代の九戸政実コンテストや歴史観光シンポ
ジウムの開催、土産品開発、地元商店街と連携した
イベントの開催などに取り組んでいくことを企画し
ております。
プロジェクトは緒についたばかりですが、今後、
地域の英雄、九戸政実を通じた様々な取組を展開し
ていくことによって、地域が元気になるよう県とし
てもプロジェクトを強く推進してまいります。

戦国武将を生かした地域おこし
～九戸政実プロジェクト～
岩手県北部の二戸地域には、戦国時代末期、６万
5,000（一説には 10 万）もの豊臣秀吉の大軍に怯む
ことなく、僅か 5,000 の兵で迎え撃った「九戸政実」
という武将がいました。天下統一の最後の舞台となっ
た九戸城や己の信念を貫いた九戸政実の姿は、高橋
克彦さんの「天を衝く」や、安部龍太郎さんの「冬
を待つ城」など、直木賞作家により小説化もされて
います。
一方、小説以外の媒体で取り上げられることは少
なく、世間一般の九戸政実に対する認知度は低いの
が実情でした。
このため、九
戸政実の生き様
を PR するとと
もに、当地域の
魅力を広く発信
することを目的
に、行政や民間
団体が連携して
「九戸政実プロ

お問合せ

岩手県県北広域振興局経営企画部
二戸地域振興センター地域振興課
TEL 0195-23-9201
HP http://www.pref.iwate.jp/view.
rbz?of=1&ik=0&cd=47091

都道府県だより
Yamagata

2013 年 9 月

山形県

若者の「地域を元気にする活動」を応援
～やまがた若者チャレンジ応援事業～
山形県では、若者が、県民から期待されサポート
されていることを実感できるようにし、また、若者
の県内定着を促進するため、各部局が連携し若者の
活動を総合的に支援する「やまがた若者活躍応援プ
ロジェクト」を今年度から展開しています。
その施策の一つとして、若者の活躍の基盤づくり
を支援する「やまがた若者チャレンジ応援事業」を
実施しています。
この事業
は、 地 域 課
題の解決や
地域の元気
を創出する
た め、 若 者
グループ自
らが企画し
実施する活
動 に 対 し、
最 高 100 万
設置された「縄文時代の物見やぐら」
円までの助

成を行うもの
です。
採択された
企画には、地
域で発掘され
た土偶、国宝
「縄文の女神」
をシンボル
に、若者の視
点 を 生 か し、
「縄文炎祭」土器野焼きの火入れ式
縄文時代を
イメージした
じょう
物見やぐらの設置や土器づくりを行うイベント「縄
も ん ひ まつり

文 炎 祭 」の開催や、街中の空き店舗を自ら改装し内
外のアーティストが集う場を創り、作品の発表と地
域住民との交流を行うプロジェクトなどがあり、い
ずれも若者らしい発想から生まれた独創的な内容と
なっています。
この事業を通して、若者が自ら考えるチャレンジ
の実現を支援し、また、こうした元気あふれる若者
の活動を広く情報発信することにより、若者が活躍
できる環境づくりを進めていきます。
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宮城県

Miyagi
「教えて ! みんなの朝ごはん」事業を実施
しています

の忙しさなどから「朝食を食べない」
、
「寝不足であ
る」
、
「運動不足である」など、生活習慣が乱れがち
になると言われていますが、震災からの早期復旧・
復興を目指す本県にとって、復興を推進する世代で
もあり、これらの状況を早期に改善する必要があり
ます。
このことから、本年５月、これらの世代の健康づ
くりに対する意識を高めることを目的として、知事
や県内全ての市町村長の朝ごはんを県のホームペー
ジで順次紹介する「教えて ! みんなの朝ごはん」を開
始しました。
このホームページでは、知事や市町村長自らが、
朝食の内容や健康の秘訣、各自治体の健康づくり事
業等を紹介するとともに、行政栄養士からのコメン
トも掲載しております。平成 26 年３月まで月４回情
報を更新しますので、是非御覧ください。

宮城県では、本年度から 10 年計画で推進する「第
２次みやぎ 21 健康プラン」において、
「県民一人ひ
とりが生きがいを持ち、充実した人生を健やかに安
心して暮らせる健康みやぎの実現」を基本理念に掲
げ、健康づくり事業に取り組んでいます。
一方、本県は、40 歳以上 75 歳未満の方々を対象
とした特定健康診査において、メタボリックシンド
ロームの該当者及びその予備群の割合が３年連続全
国ワースト２位となっています。この世代は、仕事

お問合せ

宮城県保健福祉部健康推進課
TEL 022-211-2623
FAX 022-211-2697
HP http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kensui/
osiete-minna.html

都道府県だより
Fukushima

2013 年 9 月

福島県

「ふくしまから はじめよう。プロジェクト」始動

の野球指導者が創り
上げ、福島で生まれ
た新競技「キャッチ
ひとりひとりが復興に向けて歩みはじめよう。そ
して、ふくしまから、新たな流れを創っていこう。 ボールクラシック」
福島県のスローガン「ふくしまから はじめよう。
」 が実施されました。
県では、民間企業
には、そんな思いが込められています。
と連携した移動販売
ふるさと復興の決意を新たに、ふくしまに想いを寄
車「 ふ く し ま か ら
せる方々の協力を得ながら、ふくしまから何かを始め
はじめよう。キビタ
る活動を『ふくしまから はじめよう。
』プロジェク
ン 号 」 や、 ９ 月 21
トとして開始しました。このプロジェクトをきっかけ
日（土）、22 日（日）
に、国内外との「縁やゆかり」を育みながら、共に新
に開催するイベント
しい流れを創り出し、ふくしまから何かが始まるとい
「ご当地キャラこど
う気運が高まっていくことを目指しています。
７月、このプロジェクトの象徴的な事業として、 も 夢 フ ェ ス タ in 白
河」など、様々な取
世界初となる「浮体式洋上ウィンドファーム実証研
なら は
組を、このプロジェ
究事業」が本県の広野・楢 葉 沖で始まりました。ま
クトとして実施して
た、福島県内で初め
いきます。
て開催されたオール
スターゲーム 2013
第３戦では、震災後
お問合せ
に子どもたちを笑顔
福島県広報課
にするため、プロ野
TEL 024-521-7015
球選手会といわき市
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新潟県

Niigata
「ものづくり」の魅力に触れてみませんか !

エコカップ」の開発や、世界的デザイナーと共同開
発したカトラリーが世界最大級のデザイン賞を受賞
するなど「ものづくりのまち」として国内外で高い
評価を受けています。
この秋、こうした「ものづくり」の現場である「工
場」で働く職人との会話や、ものづくり体験などの
ワークショップを通じ「ものづくり」を肌で感じる
ことができる「工場の祭典」を開催します。
今年のコンセプトは「燕三条は、
工場で、
人を繋げる」
是非「ものづくりのまち 燕三条」で活躍する職
人たちの「工場」を訪ねてみてください。

こう ば

～この秋「燕三条 工場の祭典」が開催～
新潟県のほぼ中央に位置する燕三条地域（三条市、
つい き どう き

燕市）は、鍛冶や鎚 起 銅 器 など歴史ある産業が継承
されてきました。
近年では、作業工具、理美容器具や金属洋食器、
金属ハウスウェアなど新たな産業に発展し、多様な
加工技術を生かした世界有数の高度な技術集積地と
なっています。
さらには、研磨加工技術を生かした「ステンレス

●開催期間 平成 25 年 10 月２日（水）～６日（日）
●会
場 三条市及び燕市内の各工場等（約 50 拠
点）
●内
容 工場見学、ワークショップ（ものづく
り体験等）、販売、イベントなど
お問合せ

燕三条工場の祭典実行委員会事務局（三条市経済部
商工課）
TEL 0256-34-5511（代表）
HP http://www.city.sanjo.niigata.jp/

「プレ工場の祭典」で東京芸術大学の学生が職人技を体感（H25.8.2）

都道府県だより
Tokyo

2013 年 9 月

東京都

「スポーツ祭東京 2013 観光ガイドブック」に
ついて
東京都は、スポーツ祭東京 2013 の開催に合わせ
て来訪される方に、観戦と共に魅力あふれる東京を
楽しんでいただくため、
「スポーツ祭東京 2013 観光
ガイドブック」を作成しました。
都内を八つのエリアに分け、競技場周辺の観光ス
ポットやグルメ、土産情報などを掲載しています。
主な掲載内容は以下のとおりです。
・ 競技場リスト、競技スケジュール及び競技場への
アクセス情報
・ 競技場周辺の地図、観光スポット情報
・ 14 の観光モデルコース
・ 各区市町村の観光案内窓口（観光協会等）の紹介
・ 都内のイベント情報
・ コミュニティバス情報、鉄道路線図 ほか
東京観光情報センター（都庁、羽田空港、京成上
野駅）及び 71 ヵ所の東京観光案内窓口等で配布して
いるほか、
９月下旬（主に大会会期中）からは、スポー
ツ祭東京 2013 開・閉会式会場（味の素スタジアム）
及びスポーツ祭東京 2013 各競技会場においても配
布いたします。

また、「スポーツ祭東京
2013 観 光 ガ イ ド ホ ー ム
ページ」（アドレスは下記
「お問合せ」欄に記載）に
おいても、観光ガイドブッ
クの内容を掲載していま
す。さらにホームページで
は、目的に合わせた観光ス
ポットの検索が可能です。
例えば、「下町風情を感じ
るコース」等の目的に合わ
せた観光モデルコースからの検索や、鉄道路線から
主要駅付近にある観光スポットの検索、観光やショッ
ピング等の目的から検索をすることができます。
皆様も東京へお越しの際は、是非この「スポーツ
祭東京 2013 観光ガイドブック」及び「スポーツ祭
東京 2013 観光ガイドホームページ」を御活用くだ
さい。
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お問合せ

産業労働局観光部振興課
TEL 03-5320-4802
HP http://www.sports-sai-tokyo2013kankouguide.jp/

群馬県

Gunma
いじめ防止サミットを開催しました
～いじめ防止に向けた取組～

群馬県では、児童・生徒の自主的ないじめ防止活
動を支援し、いじめのない学校づくりを進めていま
す。各学校では、児童会や生徒会を中心に、日頃か
らいじめ防止に向けた活動を進めてきました。
25 年度は、いじめ防止対策を更に強化するため、
県内の国公立、私立全ての小・中学校、高等学校、
中等教育学校、特別支援学校において、いじめの未
然防止に向け、年間を通じて計画的に取組を実施し
ています。
春の「いじめ防止強化月間」とした５月には各学
校で児童会や生徒会が主体となってアンケート調査
を実施し、その結果を基に児童・生徒がいじめ問題
について考えました。
６月から７月にかけては、県内 12 地区で、地区代
表の小学生や各校代表の中学生、高校生が、実践す
るいじめ防止活動について発表したり、意見交換を
したりする「いじめ防止フォーラム」を実施しました。
８月には「いじめ防止サミット」を実施しました。
各地域の小・中学生、高校生などが、フォーラムで
意見交換したことなどを基に取り組んだことを発表

したり、分
科会でいじ
めを防止す
るためにで
きることを
協議したり
した後、い
じめ防止に
いじめ防止サミット
向けた取組
を、より活
性化させることを目指して、
「いじめ防止宣言」を採
択しました。
これらを通じて、児童・生徒一人一人がいじめ問
題を自分のこととして考え、いじめをなくす活動に
自ら取り組んでいくことにより、いじめを許さない
意識を育み、いじめのない学校づくりを更に進めて
いきます。

お問合せ

群馬県義務教育課
TEL 027-226-4619
FAX 027-243-7759

都道府県だより
栃木県

Tochigi
ばん な

じ

鑁阿寺本堂が国宝に決定
室町幕府を開いた足利氏ゆかりの鑁阿寺本堂（足
利市家富町）が本年８月７日に国宝に指定されまし
た。栃木県内の国宝指定は 17 件目で、建造物とし
りんのう じ

て は、1952 年（ 昭 和 27 年 ） に 指 定 さ れ た 輪 王 寺
た い ゆ う い ん れ い びょう

大猷院霊 廟 以来約 61 年ぶりとなります。
鑁阿寺は、
源姓足利氏２代目義兼により 1196 年（建
久７年）に創建されました。
鑁阿寺本堂は、３代目義氏により 1234 年（天福
２年）に建築されましたが、1287 年（弘安 10 年）
に落雷により焼失しました。現在の本堂は室町幕
府を開いた尊
氏の父である
７代目貞氏が
1299 年（正安
元年）に再建
したものです。
平成 21・22
年度に行われ
ふきかえ

た屋根葺替の
保存修理の際

2013 年 9 月

鑁阿寺本堂
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の 調 査 に お い て、
鑁阿寺本堂が、正
安元年の建築であ
り、規模や柱の位
置は当時と変わら
ないことや、部材
本堂側面の組物
に鎌倉後期及び室
町時代の材料が多
く使われていたことなどが判明しました。
ぜ ん しゅう よ う
鎌倉時代においては最新の建築様式である禅 宗 様
を取り入れ、典型的な密教本堂でありながら、建物
内外の柱の上部だけでなく柱と柱の間にも組物を配
つめぐみ

置する詰 組や傾斜がきつく反りの強い屋根、柱が長
く著しく広大な内部空間などが特徴です。
東日本を代表する中世の密教本堂であり、禅宗様
をいち早く導入し、その後の宗教建築に大きな影響
を与えたことが評価され、この度国宝に指定されま
した。
お問合せ

栃木県教育委員会事務局文化財課
TEL 028-623-3421

Ibaraki

茨城県

「なめんなよ♥いばらき県」をスローガンに、いばら
きイメージアップキャンペーンを展開していきます。

メディアで注目度の高
い「吉本興業グループ」
と組み、県出身のよし
もと芸人が宣伝隊とな
り、 皆 様 が「 知 ら な い
だけ」のいばらきの魅
力を各メディア等を通
じて PR していきます。
７ 月 １ 日 に、 東
京・銀座の県アンテナ
ショップ「茨城マルシェ」で行われたキックオフイ
ベントでは、宣伝隊長に就任した県出身のピース・
綾部祐二さんと渡辺直美さんが登場し、会場を大い
に盛り上げました。
今後は、宣伝隊が、メディアや県内外でのイベント、
SNS などを通して、いばらきの魅力の発信に努めて
いきます。
本気になった「いばらき県」に御期待ください !

残念ながら、魅力度ランキングで最下位常連の茨
城県。
茨城県では、茨城の魅力をより多くの人に知って
もらおうと「吉本興業グループ」とタッグを組んだ
キャンペーンを始めました。
日本三名園の一つ・水戸の「偕楽園」や、日本三
名瀑に数えられる「袋田の滝」
。ブロンズ立像とし
ては世界最大の「牛久大仏」といった観光地や、メ
ロンやコシヒカリなどおいしい農作物も豊富。東京
からもすぐの距離にある茨城県ですが、
「地域ブラン
ド力調査（日経リサーチ）
」
では全国の都道府県中最下
位 の 47 位、
「魅力度ラン
キング（ブランド総合研究
所）」では 46 位にランクイ
ンしてしまうなど、その魅
力をまだまだ全国の皆様に
知っていただけていないの
が現状です。
そこで、テレビを始め各
［ロゴマーク］

お問合せ

茨城県広報広聴課広報戦略室
TEL 029-301-2123
なめんなよいばらき県

都道府県だより
Saitama

検索
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埼玉県

女性の活躍を応援
「SAITAMA Smile Women フェスタ」開催
埼玉県では女性の活躍によって経済を活性化させ
る「埼玉版ウーマノミクスプロジェクト」を進めて
います。２年目となる今年は女性がより輝く社会を
目指して、９月 14 日（土）と 15 日（日）の２日間、
さ い た ま ス ー パ ー ア リ ー ナ で「SAITAMA Smile
Women フェスタ」を開催します。女性がドキドキ
ワクワクするような商品やサービス、ステージイベ
ントなどをたっぷり詰め込みました。

企業ブースエリアには 100 社以上が出展。「グル
メ 」、「 ビ ュ ー テ ィ ー」、「 ベ ビ ー・ キ ッ ズ 」、「 カ ル
チャー」、「ライフ」、「就業・創業」などのゾーンで
女性向けの商品やサービスの PR、情報提供などを行
います。
ステージエリアではフェスタを盛り上げるプログ
ラムが盛りだくさん。ダンスやファッションショー、
トークショーなど楽しくて役に立つイベントが目白
押しです。メイクやフラワーアレンジメントなどの
体験もできます。
ほかにも子育てをしながら母親が自分らしい働き
方を発見できる「笑顔で働きたいママのフェスタ」
やママとキッズの祭典「ママコレクション」といっ
たイベントも同時開催します。
埼玉県では、これからも女性がいきいきと輝ける
ような社会を目指して、様々な取組を進めていきま
す。
お問合せ

埼玉県産業労働部産業支援課
TEL 048-830-3908
HP http://saitama-womenomics.info/festa
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千葉県

Chiba
ますます便利に ! 成田国際空港

成田空港は、世界 102 都市、国内 14 都市と結ばれ、
平成 24 年度は延べ 3,343 万人の方が利用した日本
の空の表玄関です。
○国内線ネットワークの充実
昨年夏に成田空港を拠点とする LCC（ローコスト・
キャリア）が就航し、札幌、大阪、福岡、那覇の各
路線が増便され、ますます便利になりました。
今年に入ってからも大分、鹿児島、松山、石垣の
４都市とを結ぶ各路線が新たに就航するなど着実に
ネットワークが充実し、
現 在、 国 内 14 都 市 15
空港に就航しています。
全国の主要都市から千葉
県に気軽に訪れることが
できるようになりまし
た。
海外はもちろん、本県
の観光にも便利で使いや
すくなった成田空港を是
非御利用ください。

○魅力的な空港施設
成田空港には観光ス
ポットとしての楽しみ
方もあります。
空 港 内 に は、 食 事 や
ショッピングを楽しめ
ショッピングフロア
る 店 が、 国 際 線 の エ リ
アを含めた全体で約 250 店舗あります。そのうち飛
行機を利用しない方も利用できる店が 150 店舗を超
え、期間限定の店や空港でしか買えないお土産など
もあります。また、展望デッキからは、間近に航空
機の離着陸シーンが見られ、アートギャラリーでは
気軽に芸術に触れられます。
毎年９月 20 日の空の日のイベントも開催され、い
つもと違った空港の魅力を楽しむことができます。
成田空港においでの際は、是非空港の魅力をお楽
しみください。

※ 空港に入る際は、運転免許証など身分証明書の提示が
必要です。
お問合せ

千葉県総合企画部空港地域振興課
TEL 043-223-2266

都道府県だより

2013 年 9 月

神奈川県

Kanagawa

台湾で物産・観光展「かながわフェア 2013 in 台湾」
を開催 ～知事がトップセールスを行いました～
神奈川県は、県内事業者の海外販路開拓に向けて、
７月 18 日（木）から 28 日（日）まで、台湾・台北
市で物産・観光展「かながわフェア 2013in 台湾」を
開催しました。また、現地に本県からミッション団を
派遣して、本県の観光プロモーションを実施しました。
知事も 18 日（木）から 20 日（土）まで台湾を訪
ば え い きゅう

には、知事出席の下、記者会見及びオープニングセ
レモニーが開催されました。オープニングセレモニー
では、知事が今回の物産・観光展を PR するとともに、
今後の現地企業との取引拡大に向けた期待を述べ、
その後、出展者ブースやフードコートを回り、出展
者を激励しました。
今回の知事の台湾訪問と物産・観光展の開催を機
に、神奈川県と台湾との人やものの交流が今後一層
活発となるよう取り組んでいきます。

れ、台湾の国家元首である、馬英 九 総統、新北市の
しゅ りつりん

ちんゆうぶん

朱 立 倫市長、台北市の陳 雄文第一副市長といった台
湾の政治リーダーを訪問し、
「かながわフェア 2013
in 台湾」や神奈川の観光の魅力、本県の施策などに
ついて説明、会談を行いました。さらに、現地旅行
会社へのトップセールス、江ノ島電鉄と観光連携協
はん

定を締結した平渓線を所管する台湾鉄路管理局の范
しょく や

植 谷管理局長への訪問、平渓線の視察を行いました。
「かながわフェア 2013in 台湾」は、台湾・台北市
の百貨店、微風広場（Breeze Center）で開催しま
した。県内産農産物、加工食品を中心とした物産の
展示・販売及び観光 PR ブースの設置により、本県
の魅力を大いにアピールしました。７月 19 日（金）
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「かながわフェア 2013in 台湾」オープニングセレモニーで
あいさつをする黒岩知事

Yamanashi

山梨県

新銘柄豚肉「甲州富士桜ポーク」の流通がスタート

かで軟らかな食感
にあり、肉質を重
視して開発された
山梨県は８月７日、甲府市内のホテルで新銘柄豚
種豚の特徴が生か
肉「甲州富士桜ポーク」の発表会を行いました。甲
された自信作です。
州富士桜ポークは、ランドレース種の系統豚「フジ
流通開始当初
ザクラ」の血を受け継ぐ雌に、県が平成 17 年に姉妹
州であるアメリカ・アイオワ州から導入したデュロッ （平成 25 年度中）
ク（D）種と黒豚として知られるバークシャー（B） は PR 期間と位置
付け、山梨県銘柄 発表会で紹介された甲州富士桜ポークを使用した料理
種を掛け合わせ、７年の歳月をかけて完成させた新
豚普及推進協議会 「骨付きロース肉のグリル ハチミツマスタードソース」(右)
合成系統豚「フジザクラ DB」を交配して生産する新
と「バラ肉のポトフ」
が選定（公募を含
しい銘柄豚肉です。
む）した飲食店で甲州富士桜ポークを使用した料理
今回の発表会は、甲州富士桜ポークの流通が９月
を限定提供するほか、量販店フェアや 10 月に北杜市
から開始されることを契機に行ったもので、招待さ
で開催される「フェスタまきば」などのイベントを
れた生産者を始め、流通販売、飲食店などの関係
通じて、知名度アップを図っていきます。
者 200 人余りは、会場で提供された甲州富士桜ポー
また、平成 26 年４月からの本格的な流通に向け、
クを使ったバラエティ豊かな和洋中の料理に舌鼓を
県内精肉店や量販店、飲食店などに安定的な供給が
打っていました。
できるよう、生産・出荷体制を軌道に乗せるとともに、
この新銘柄豚肉の
県・協議会を挙げて販路開拓に力を入れ、甲州富士
特徴は、保水性が高
桜ポークのブランド化を推進していきます。
くジューシーな口当
たり、ボリューム感
お問合せ
のあるロース、適度
山梨県農政部畜産課
な霜降り、きめ細や
甲州富士桜ポーク
TEL 055-223-1605

都道府県だより
Shizuoka
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静岡県

吟醸王国静岡
～新たな清酒醸造用酵母の開発を目指して～
静岡県は、地酒の銘醸地として知られています。
過去の鑑評会では静岡の地酒が多くの賞を受賞して
おり、
酒通の間では「吟醸王国」とも呼ばれています。
この原動力となっているのが「静岡酵母」の存在な
のです。
清酒（日本酒）とはお米を発酵して造られたお酒
こうじ
です。造り方は、お米に麹 を混ぜて糖分に変え、そ
こに酵母を加えてアルコールを生成し、ろ過するこ
とで完成します。
しかし近年、清酒業界は厳しい状態が続いており、
全国の清酒製成数量は 20 年間で半分以下にまで減少
しています。そのような状況の中、本県の酒造業界
から、静岡県地酒の更なる差別化及び商品幅の拡大
を図りたいとの要望があり、新たな清酒醸造用酵母
（新規静岡酵母）の開発に取り組むこととしました。
昔の酒造りでは、酒蔵
に住み着く酵母等を偶
然に取り入れて造って
い た た め、 同 じ も の を
造り続けることができ
ませんでした。しかし、
現代では、日本醸造協会
県内酒蔵に配布している静岡酵母
28

や地方自治体で開発した酵
母を酒蔵に配布することに
よって安定した品質の酒を
造ることが可能となってお
り、現在、使われている“静
酵母選抜試験の様子
岡酵母”は７種類あります。
新しい酵母は県内の花や果実等のサンプルから分
離して開発しています。これまでに 2,000 サンプル
以上を採取し、清酒醸造に適した酵母を選抜するた
めの試験を行っています。約 970 サンプルを試験し
たところ、約 80 サンプルが３次選抜まで通過しまし
た。現在は４次選抜試験を実施しながら、選抜条件
の検討を行っています。選抜試験とは、清酒醸造中
の状態に近い、一定の条件下で酵母が耐えられるか
を確認する試験です。数日間経っても酵母の働きが
確認できなければ不適となります。
（１次→２次と条
件を厳しくして選抜）
今後は、選抜試験を引き続き行うとともに、有望
な酵母を使って、共同研究先の酒蔵で清酒製造試験
を実施していく予定です。最終的には数種類の新し
い酵母を開発したいと考えています。この酵母によ
り新たな味わいの静岡県地酒が生まれることが期待
されます。
お問合せ

静岡県工業技術研究所沼津工業技術支援センター
TEL 055-925-1101

長野県

Nagano

「おいしい信州ふーど（風土）」をみんなで PR

８ 月 28 日 に は、
「おいしい信州ふー
ど（ 風 土 ）
」 を「 食
四季の変化に富む気候と地形が創り出す美しい自
と健康」の視点で発
然や個性豊かな地域の伝統文化から生まれる「おい
信しようと「長寿日
しい信州ふーど（風土）
」
。
この「おいしい信州ふーど（風土）
」を県民自らが、 本一の恵み」をテー
マにサマーセミナー
自信と誇りを持って情報発信していくため、長野県
を開催し、知識と発
では今年度から「次世代信州農業マーケティングア
信力を高めつつ、参
カデミー」を開催しています。
加者同士の情報交換
アカデミーは、農業者はもちろん流通業・小売業・
の機会を提供しまし
外食産業、金融機関など、様々な分野の皆様に参加
た。
していただきながら、研修会やプロジェクトを通じ
レタスなどの高原野菜のシーズンは終わりを迎え
て、
「おいしい信州ふーど（風土）
」を自ら発信する
ましたが、ブドウやリンゴなど信州の農産物には、
方々、生産活動や品目などの拡大を実践していく方々
これからが旬のものもたくさんあります。アカデミー
を増やし、
“選ばれる信州農産物ブランドづくり”を
でも個人・団体・企業と県が協働して商談会への参
目指しています。
参加者自らが企画・立案・運営する発信活動として、 加やプロモーション活動を行い「おいしい信州ふー
ど（風土）」を PR していきます。
フードデザインコースが設置されている屋代南高校
とコンビニエンスストアが連携した「おいしい信州
お問合せ
ふーど（風土）
」を使った商品開発やビール会社と連
長野県農政部農業政策課農産物マーケティング室
携した信州産きのこの消費拡大キャンペーン、病院
TEL 026-235-7217
による地域の食材を利用した健康食メニューの開発
HP http://www.oishii-shinshu.net/
などを実施。

都道府県だより
Toyama

2013 年 9 月

富山県

ふるさとに集い、富山の魅力を満喫
―「ホームカミングデイ」

午後からの第
２部では、富山
県を舞台にした
映画の上映会を
富山県では、置県 130 年を記念して、国内外に住
開催し、上市町
む県出身者がふるさとに集い、富山の魅力を満喫す
の里山をモデル
る「ホームカミングデイ」を去る８月 17 日に開催し
にした「おおか
ました。富山の郷土芸能や富山県が舞台となった映
みこどもの雨と
画などを通してふるさと富山の魅力をあらためて実
雪」など３作品を楽しんでいただきました。また、
感してもらうことが目的です。
県外在住の県出身者等を対象に「ふるさと再発見バ
午前中の第１部では、東京、近畿、東海の県人会
スツアー」も実施し、県西部と県東部のコースに分
や南米・中国からの招へい者等約 300 名に県民を加
え、全体で約 600 名が参加しました。開会式では、 かれて富山の新たな名所などを巡りました。
県では、このほか、置県 130 年記念事業として、
射水市の「越中大島太鼓」を皮切りに、石井知事の
「ふるさとの空」の歌から思い描かれる県内風景の写
挨拶、杉本県議会議長の歓迎の言葉に続き、来賓の
真コンテスト「『ふるさとの空』フォトコンテスト」
皆様から御祝辞を、帰県者代表（東京・近畿・東海
（４月～
11 月募集）や県内各地の祭りやイベント等
の各県人会及び招へい者の代表者）の皆様から御挨
を巡る「とやまの祭りフォトラリー」
（４月～ 12 月）
拶を頂きました。
を実施しているほか、11
月には「
『ふるさとの空』
そして、
「富山の祭り公演」では、富山市の「越中
のど自慢コンクール」を開催することとしています。
おわら節」、南砺市の「越中五箇山民謡」
、黒部市の
今後も、置県 130 年を契機として、ふるさと富山の
「明日の稚児舞」、高岡市の「獅子舞」が披露されま
した。続いて、富山県ふるさとの歌「ふるさとの空」 魅力を発信する機会を提供するなど、富山県を一層
がくおんじゅ
元気にしていきたいと考えています。
を、富山市で活動する合唱団樂 音樹と声楽家の高野
お問合せ
百合絵さん（富山市出身）と共に来場者全員で合唱し、
富山県知事政策局
会場全体が一つになってふるさと富山に思いを寄せ
TEL 076-444-4511
るなど大盛況のうちに第１部が閉会しました。
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石川県

Ishikawa
目指せ ! 炭素繊維先進県
産学官で研究開発に係る協力協定を締結 !

炭素繊維は、鉄の 10 倍の強度を持ちながら、重
さは４分の１で航空機や自動車部品の材料として注
目を集めています。炭素繊維は、繊維と機械産業に
特徴を有する石川県の強みを発揮できる分野であり、
将来の石川県経済の一翼を担っていくものと期待さ
れています。
石川県は、平成 21 年度から産学金官の連携により、
炭素繊維複合材料の研究開発や事業化を支援してい
ます。昨年６月には「炭素繊維の一大生産拠点」を
目指す「いしかわ炭素繊維クラスター」構想が文部
科学省の「地域イノベーション戦略支援プログラム」
に採択されたことから、５年間で総額約６億円の支
援を受けて、研究者やコーディネーターなどの集積
を図ることで、今後の研究開発や事業化の進展が期
待されています。
さらに、これらをベースに金沢工業大学など県内
３大学と、炭素繊維で世界シェア首位の東レ、プレ
ス機械の技術を持つコマツ産機、住宅や介護などの
分野で幅広い事業を展開している大和ハウス工業の
３社と共に共同提案した、炭素繊維を始めとする革

新複合材料の研究開
発に関する取組が今
年 ３ 月、 同 省「 地 域
資源等を活用した国
際科学イノベーショ
ン拠点整備事業」に
研究開発に係る協力協定締結式の様子
採択されました。
これを受けて、今年度は、全国 15 ヵ所の革新的な
国際科学イノベーション拠点の一つとして、約 20 億
円の支援を受け、来年３月に金沢工業大学内に「革
新複合材料研究開発センター（ICC）
」を整備するこ
ととなっています。また、７月 16 日には、共同提案
者である産学官が、革新複合材料の研究・量産技術
の確立・用途開拓に一貫して取り組んでいくための
協力協定を締結しました。
今回のプロジェクトにより、炭素繊維の研究開発
や事業化を更に加速させ、今後は更に参加企業の輪
を大きくし、石川県を革新複合材料の一大生産拠点
として成長させていくことを目指していきます。
お問合せ

石川県産業政策課
TEL 076-225-1513

都道府県だより
Gifu

2013 年 9 月

岐阜県

「岐阜県保育士・保育所支援センター」を開設

「相談対応」
です。保育士
の年度途中の
岐阜県では、保育士不足を解消して待機児童を減
らすため、
「岐阜県保育士・保育所支援センター」を、 退 職 理 由 は、
結婚や出産の
８月１日（木）に岐阜市内に設置しました。
ほか、過酷な
岐阜県の待機児童については、昨年４月１日時点
労働条件や対
でゼロだったものの、今年１月１日時点では年度最
人関係による
多の 102 人となるなど、年度途中に増加する傾向が
ものが多いた
続いています。その主な要因としては、年度途中に
相談者と面談するコーディネーター
め、それらの
子どもを保育所に預けて働きたい保護者が増える一
問題解決のアドバイスを行うことで離職防止を図り
方、年度途中の保育士の離職や、募集しても必要数
ます。
が採用できず、保護者の希望に対応できる保育士の
これらの事業を実施するため、保育士経験のある
人数を確保できないことが挙げられます。
そのためセンターでは、主に二つの事業を行いま 「保育士再就職支援コーディネーター」を１名配置し、
豊富な経験に基づいた相談や調整に当たっています。
す。
今後は、市町村や保育関係団体等の協力を得なが
一つ目は、保育士資格を持っていながら就労して
ら、できるだけ早い時期に、年間を通じた待機児童
いない、いわゆる「潜在保育士」を発掘し、保育所
数ゼロを目指していきます。
の求人情報を集めて仲介することで、就業に結びつ
ける「就職支援」です。また、その過程で、例えば、
短時間勤務の希望が多い保育士と、フルタイム勤務
お問合せ
を求める保育所双方のニーズに合った勤務条件等を
岐阜県広報課
提案し、調整も行います。
TEL 058-272-1116
二つ目は、現在働いている保育士の相談に応じる
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愛知県

Aichi

「ESD ユネスコ世界会議１年前イベントを開催」
平成 26 年 11 月、愛知・名古屋で「持続可能な開
発のための教育（ESD）に関するユネスコ世界会議」
が開催されます。愛知県では、この世界会議の成功
に向け県内市町村、経済界、教育機関など幅広い関
係者により「ESD ユネスコ世界会議あいち・なごや
支援実行委員会」を組織し、会議支援を始め、あいち・
なごやの魅力発信の取組を進めるとともに、ESD の
普及啓発、取組促進を図っています。
世界会議開催の１年前を記念して、支援実行委員
会では、子どもから大人までが楽しみながら ESD を
学べる「あいち・なごや ESD フェスタ 2013」を名
古屋、尾張、三河地区の県内３ヵ所で開催します。
名古屋地区では９月 14 日、15 日に久屋大通公園
で、ステージイベント、NPO 等の ESD 活動団体に
宮駅前ビル）で、11 月 30 日、12 月１日に三河地区
よるブース展示、ワークショップなどを実施します。
ステージでは、
文部科学省が任命した「ESD オフィ （豊田産業文化センター）でも開催し、会議開催地と
しての機運を盛り上げていきます。
シャルサポーター」で現代芸術家でもある日比野克
彦氏のトークショーや ESD をテーマとしたダンスパ
お問合せ
フォーマンス、ミュージカルなど多彩なイベントが
愛知県環境部環境政策課
ESD 会議支援室
行われます。
TEL 052-951-5352
このほか、11 月 23 日、24 日に尾張地区（尾張一

都道府県だより
Mie

2013 年 9 月

三重県

衛星系防災行政無線の第二世代化について
三重県では、災害時の情報収集・伝達手段として
通信衛星を利用した防災行政無線網を構築していま
すが、設備老朽化のため平成 23 年度から本年度にか
けて設備更新事業を実施しています。
今回の設備更新では、衛星系防災行政無線システ
ムの第二世代化を進めています。第二世代化の特徴
として、従来からある電話・FAX 機能に加えて、デー
タ通信が可能になり、テレビ会議システムやファイ
ル共有を新たに導入します。
このことで、被災現場の映像情報の伝送や、複数
機関でテレビ会議を行うことにより、関係機関への
迅速な情報伝達・共有が可能となります。
また、津波浸水被害が予測される無線機やアンテナ、
非常用発電機を庁舎屋上等の高所に移設するなど浸水
対策を合わせて行うことにより、津波襲来にも強い衛
星系防災行政無線の運用が可能となりました。
三重県では、今回の整備により、防災関係機関の
間で映像や電子データを用いた情報収集・伝達手段
が確立され、その情報を共有することで、大規模災
害時において、より迅速・的確な意思決定や災害対
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三重県庁 4.5m φアンテナ

応が可能な体制が構築できると考えています。今後
は、災害時にそれらを有効活用できるよう、訓練等
の実施に取り組んでいきたいと考えています。
お問合せ

三重県防災対策部防災対策総務課
TEL 059-224-2157
E-mail btsomu@pref.mie.jp
HP（防災みえ .jp）
http://www.bosaimie.jp

Fukui

福井県

「SATOYAMA 国際会議 2013 in ふくい」を
開催 ! ～福井の里山を世界に発信～

仕事、地域の伝統や文化が
育まれてきました。こうし
た素晴らしい環境が世界的
に高く評価され、国際会議
人間の営みにより長い年月にわたり維持されてき
の誘致に結び付きました。
た「里山」
。その貴重な役割について考え、保全と活
会議では、里山の保全に
用に取り組む国際的な組織「SATOYAMA イニシア
イ プ シ
取り組む IPSI メンバーが国
」が、平成 22
ティブ国際パートナーシップ（IPSI）
内外から集まり、人と自然
年の生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP10）
が調和し共生する社会の在
において創設されました。今年で４回目となる定例
り方について議論が行われ
会合が、名古屋、ナイロビ（ケニア）
、ハイデラバー
ます。
ド（インド）に続き、福井で開催されます。
また、この会議を含む９月８日からの１週間を
豊富な水や四季の変化に富んだ気候に加え、手入
「SATOYAMA 国際会議 2013 in ふくい」と位置付
れの行き届
け、子どもたちが日頃の活動成果を発表するフォー
いた田畑と
ラムや、全国の里山保全の達人が集うサミットなど、
森林が入り
里山に関連する様々な行事を開催します。さ と う み
混 じ り、 美
今回の国際会議を通じ、本県の里山・里 海 湖 の魅
しい里山が
力やその豊かさを国内外に広くアピールするととも
作られてき
に、美しい福井の自然を次の世代に引き継ぐための
た 福 井 県。
気運を醸成していきたいと考えています。
その里山の
お問合せ
豊かな恵み
福井県安全環境部環境政策課
の 下、 人 々 コウノトリとの共生を目指す 自然再生に向けた活動が活発な
TEL 0776-20-0362
の暮らしや
越前市白山・坂口地区
三方五湖

都道府県だより
Shiga

2013 年 9 月

滋賀県

琵琶湖の水草をたい肥にして有効利用を進めて
います

肥料の普及などによりそれ
までのような水草の利用は
大幅に減少しました。
水草の刈り取りは琵琶湖
の生態系の保全・再生や良
好な生活環境を保つために
水草たい肥を使用した栽培
とても重要なことです。ま
（10cm 以上の玉ねぎを収穫）
た、自然に優しい生活が求
められている現在において、刈り取った水草を資源
として利用することは、環境への負荷を減らし、自
然の循環を促進する上で大きな意義があるものと考
えています。
そこで、県ではかつてのように水草を農地で有効
利用するため、除去した水草をたい肥にして県民の
皆さんに配布して使っていただいています。薄れて
しまった人の暮らしと琵琶湖のつながりを取り戻し、
琵琶湖を健全な姿で次世代に引き継ぐために、今後
もこの水草の有効利用を進めてまいります。

琵琶湖の水草は、平成６
年の大渇水をきっかけに南
湖で急激に増えはじめ、最
近では夏になると南湖の湖
底の約９割を水草が覆う異
常な状態となり、自然環境
貝曳き漁具による根こそぎ除去
や生態系、生活環境に深刻
な影響を与えています。そのため、1930 ～ 50 年代
の望ましいとされる水草繁茂の状態に近づけようと
滋賀県では、水草の根こそぎ除去等を進めています。
農家では、かつて水草を大量に採って水田や畑の
肥料として使用していました。その歴史は古く、万
葉集にある「玉藻刈る」と
は藻取りのことであると考
えられています。江戸時代
にはこの水草を採る権利を
めぐり集落同士で争いが起
きるほど大変重要なもので
し た が、1950 年 代 半 ば か
水草たい肥利用者への配布状況
ら、生活様式の変化や化学

お問合せ

滋賀県琵琶湖政策課
TEL 077-528-3463
HP http://www.pref.shiga.lg.jp/d/biwako/
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Kyoto

京都府

ビジネス的手法で持続的に地域力を再生する
『京都地域力ビジネス（京都式ソーシャル・ビジネス）』

活動に必要な資金について
は、交付金や補助金を運営面
での支援と組み合わせながら
行っています。
こ れ ま で の 支 援 の 中 か ら、
子育て支援団体がお母さんに
も赤ちゃんにも優しいオリジ
ナル抱っこひもを開発し、販
売を通じて子育てについて一
緒に学ぶ場づくりをする取組
子育て支援団体が開発した
や、資源の循環に着目した里
「オリジナルだっこひも」
山 暮 ら し を 提 案 す る 団 体 が、
地元鉄工所と連携して灌漑用水路に置くだけで簡単
に発電できるピコ水力発電機や木質バイオマスの利
用促進につながる薪ストーブを開発するなどの取組
等が生まれています。
今後さらに、多様な主体の協働・連携や多くの方
の応援を得ながら地域力ビジネスが広がっていく支
援を行っていきます。

京都府では、住民自らが暮らしやすく魅力的な地
域づくりに取り組む「地域力再生活動」を応援して
います。平成 24 年度からは、ビジネス的な手法で、
仕事や雇用を生み出しながら自立継続を目指す地域
力再生活動を「地域力ビジネス（京都式ソーシャル・
ビジネス）
」として推進するため、
人材育成面、
運営面、
資金面からサポートしています。また、中小企業が
地域と連携して地域力再生の手法で社会課題の解決
を目指す活動も支援しています。
人材育成面では、地域力ビジネスに関する計画や
アイディアを有する方を雇用して実践研修を行うこ
とでリーダーや担い手の育成を支援しています。
運営面では、応援カフェ等の開催により、人と人
を結ぶネットワークづくりを支援し、新たなコラボ
レーションのきっかけの場づくりを行っています。
また、専門家によるビジネス知識を学ぶセミナーの
開催や現地に出向いての運営支援を行っています。
地域力再生活動団体と京都府が共に課題解決を検討
しながら、活動 PR や販路開拓など支援するプラット
フォーム協働事業も行っています。

お問合せ

京都府商業・経営支援課ソーシャル・ビジネスセンター
TEL 075-414-4865
HP http://www.pref.kyoto.jp/social-biz/

都道府県だより
Osaka

2013 年 9 月

大阪府

「OSAKA LOVERS CM コンテスト 2013」
作品大募集 !
大阪府では、まち全体を「ミュージアム」に見立
てて、大阪のまちの魅力を内外に発信する「大阪
ミュージアム構想」を推進しています。その一環と
して、一般の皆さんの目線で捉えた大阪の魅力を発
信する新たな手法として、
平成 23 年度から「OSAKA
LOVERS CM コンテスト」を実施しています。「私
の大好きな大阪」をテーマに、大阪を愛する人々
（OSAKA LOVERS）から大阪の魅力を生かした 28
秒の CM 動画を募集するものです。
応募部門は２部門。ステレオタイプな大阪像にと
らわれない新しい大阪・クールな大阪などを世界に
発信する「世界へアピール」部門と、地元で愛され
続けているまちの景観や祭りなどの大阪各地の魅力
を発信する「ご当地自慢」部門。大賞受賞者は、プ
ロと一緒に、実際にテレビで放映される CM 制作に
チャレンジできます。また、インド７日間ペア旅行
を始め、協賛企業から御提供いただいた副賞も贈呈 !
審査に当たっても、Web 公開審査の手法を採り入
れており、応募する側、審査する側のそれぞれに一般
の方が御参加いただけるコンテストになっています。
また、これまでの入賞作品については､ 街頭や駅
などのデジタルサイネージ、各種イベント会場にて

放映するなど、大阪
の魅力発信に活用し
ています。
今年のコンテスト
の概要は次のとお
りです。全国の皆様
から、たくさんの御
応募お待ちしていま
す!
＜コンテスト概要＞
◆応募期間
９月 20 日（金）から
10 月 20 日（日）
◆作品テーマ
私の大好きな大阪
◆応募部門
「世界へアピール部門」「ご当地自慢部門」
◆映像規格
家庭用ビデオ又は業務ビデオ、スマートフォンで撮
影されたオリジナル 28 秒 CM 動画
お問合せ

OSAKA LOVERS CM コンテスト 2013 運営事務局
TEL 06-6358-9176
HP http://www.osaka-museum.com/cmcontest2013/
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奈良県

Nara

抑制を図る
ため、路面
のカラー舗
装化、鹿の
飛び出しを
注意喚起す
る看板の設
置等の対策
を実施しま
す。
鹿の飛び出しを注意喚起する看板と路面標示（イメージ）
奈良へ来
られたとき
は、奈良公園周辺では、鹿が急に飛び出してくるこ
とがありますので、じゅうぶん注意して運転してい
ただき、「奈良のシカ」の保護に御協力ください。

「鹿ゾーン」の対策を実施します。
奈良公園や若草山に生息する天然記念物「奈良の
鹿」は、古くは万葉集にも詠まれており、現在では
奈良公園の風景に欠かすことのできない存在となっ
ています。一般財団法人「奈良の鹿愛護会」調べに
よると、平成 25 年７月現在、1,094 頭の鹿が奈良公
園内に生息しています。一方、昨年７月から１年間
に亡くなった鹿は 359 頭で、そのうち交通事故が原
因となるものは、昨年より９頭多く 100 頭にもなり
ます。
そこで県
では、この
ような事故
を減らすた
め、鹿と車
両の交通事
故が多いエ
リアを「鹿
ゾーン」と
設定し、公
園内の通
奈良公園内道路のカラー舗装（イメージ）
過交通の

お問合せ

奈良県道路環境課
TEL 0742-27-8667
FAX 0742-27-5339
HP http://www.pref.nara.jp/item/104142.
htm#itemid104142

都道府県だより
Wakayama

2013 年 9 月

和歌山県

風しんワクチン接種緊急助成事業により
先天性風しん症候群を予防

和歌山県風しんワクチン接種緊急助成事業
③接種予約

風しんは、全国的には昨秋から流行の兆しが見ら
れ、本年に入ってから首都圏と近畿地方を中心に報
告数が多くなり、その後急速に全国に感染が拡大し、
約 10 年ぶりの大流行となりました。
和歌山県でも、ワクチン接種の機会がなかったり
接種率が低かった 20 歳代から 40 歳代の男性を中心
に、４月の中頃から風しん患者の増加が見られ、初
夏をピークとする流行が予測されました。
そこで本県では、流行が子育て世代であり、妊婦
が感染すると子どもに先天性風しん症候群の発生が
懸念されるため、５月 21 日から風しんワクチン接種
に対する県助成事業を実施することにしました。
和歌山県では、19 歳以上 50 歳未満の妊娠を希望
する女性、又は妊婦の夫を対象に、市町村助成の有
無に関わらず定額 5,000 円の支援を県が実施するこ
ととしました。また、県と同額程度の追加助成を行
うよう市町村に対し要請を行った結果、県内の 30 市
町村全てで市町村単独事業による助成が行われるこ
とになりました。
また、県の助成制度構築に際しては、助成開始ま
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和歌山県

接種者

医療機関
④ワクチン接種

①接種券交付
希望

接種費用のうち
定額 ５，０００円

②接種券・必要書類
の交付

市町村

⑤接種費用の請求
⑥接種費用の支払い

※事業実施期間：平成25年5月21日～平成26年3月31日

で接種を見合わせることのないよう、議会の協力を
得て議決前の５月 21 日（事業発表日）からの接種者
を助成対象とすることとしました。
このように、関係機関が協力し、風しん対策に速
やかに取り組むことで、県内全ての対象者が原則自
己負担額ゼロで風しんワクチンを接種することがで
きるようになりました。
「子育て環境 No.1」を目指す和歌山県として、子
育てを支援する緊急対策である風しんワクチン接種
支援制度が、県単位では全国で最も手厚く、迅速に
構築できたものと考えております。

兵庫県

Hyogo
兵庫を元気にしている身近なすごい人を
全国に発信!

●ネット情報誌「ふるさと兵庫“すごいすと”
」
兵庫を元気にしている身近なすごい人を“すごいす
と”として紹介するネット情報誌「ふるさと兵庫“す
ごいすと”
」
を創刊しました。その生き様や暮らしぶり、
それぞれの活動を応援する県の取組や地域情報など兵
庫の魅力を発信しています。是非御覧ください !
●創刊号は、５名の“すごいすと”を紹介 !
中西 和也 さん
（姫路市）

いえしまコン 大阪から家島に I ターン。地域住民と交
シ ェ ル ジ ュ 流できる様々な体験プランを企画。訪れ
（観光案内人） た観光客に家島の魅力を伝える。

西内 勝太郎 さん
（神戸市須磨区）

北須磨団地自 住んで良かったまち、住み続けたいまち
治会会長
を目標に、住民の力を結集させて、安全・
安心なまちづくりに取り組む。

丸岡 肇 さん
（加西市）

宇仁郷まちづ 地域の小学校を児童数減少による統廃合
くり協議会会 から守るため、子育て世代も住みよい地
長
域づくりに取り組む。

やまぐち くにこ さん NPO 法 人 淡 アーティストと地域の人々を結びつける
（洲本市）
路島アートセ など、アートという手段で新しい魅力を
ンター理事
作り出し、淡路島の活性化を目指す。
吉井 あゆみ さん
（朝来市）

猟

師

お問合せ

兵庫県県民生活課
TEL 078-362-4015
HP http://www.hyogo-intercampus.ne.jp/sugoist/

大阪から朝来に I ターン。全国でもまれな
女性猟師として活躍。増えすぎて有害駆除
される鹿の食肉消費の推進にも取り組む。

都道府県だより
Tottori

2013 年 9 月

鳥取県

都道府県で初 ! 常設型県民投票制度を盛り込ん
だ「鳥取県民参画基本条例」を制定しました
鳥取県は人口約 58 万人の全国で最も人口の少ない
県です。この人口最少の小さな県だからこその小回
りの良さを生かし、県民が県政の担い手として活躍
できる「パートナー県政」の土台をなす条例として、
鳥取県民参画基本条例を制定しました。
この条例では、知事と議会が膠着状態に陥った際
や、特に重要な選択を行うような際には、県政の主
人公である県民の判断に委ねるべきとして、都道府
県では初めて、常設型の県民投票制度を導入しまし
た。そのほか、パブリックコメントや県民からの意
見提出など、幅広く県民参画の基本的な方針や制度
について規定するとともに、情報公開や県民との協
働についても規定するなど、その名のとおり県民参
画の基本条例として、県民が主人公であり担い手で
ある県政について、制度的に保証する内容となって
います。
県民投票制度は他の自治体の常設型住民投票条例
と制度的に大きく異なるものではありませんが、特
徴としては次の二つの事項があります。
第１に、県民からの県民投票の発議要件を２段階
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としたことです。県民が県民投票の実施を請求する
場合、投票資格者の 1/10 以上の数の署名があれば、
知事は意見を付して議会に提案し、可決されれば県
民投票が実施されます。また 1/3 以上の数の署名が
あれば、県民の意向を尊重し、知事、議会が実施の
是非を判断することなく、県民投票を実施します。
第２に、投票に付する選択肢等について検討する
第三者委員会の設置が挙げられます。これにより、
知事、議会による実施の是非の判断なく県民投票が
実施される場合などでも、この委員会における専門
家等による議論を踏まえた客観性・妥当性を確保し
た選択肢等を県民に提供し、県民投票において合理
的な判断を下せるよう制度的に配慮しています。
鳥取県では、この条例制定を機に、今まで以上に
県民参画による行政運営を進め、鳥取型デモクラシー
の実現を目指します。

お問合せ

鳥取県未来づくり推進局県民課
TEL 0857-26-7761
HP http://www.pref.tottori.lg.jp/kenminsankaku/

岡山県

Okayama

アートプロジェクト「廻遊―海から山から―」の開催

ル に 入 れ 販 売 す る「 ア ー
ト in ガチャ」
、リヤカーを
使った移動式茶席など、地
岡山県では、本年度、アーティスト・イン・レジ
域と人とアートをつなぐ多
デンス（短期滞在制作）により、文化を核とした地
域づくりを行うモデル事業をスタートさせました。 様な仕掛けが用意されてい
ま す。 開 催 は、 ９ 月 ６ 日
今秋は、県東部を南北に流れる吉井川流域を中心と
（金）から
12 月 25 日（水）
した八つのエリア（玉野市宇野、瀬戸内市牛窓、備
前市、和気町、赤磐市、美作市、津山市、奈義町） までで、期間中、県北東部
の美作地域では、美作国の
で行われる約 20 のアートイベントを、３人のアー
ティストによる短期滞在制作を中心につなぎ、
「まち」 建国 1300 年を記念したイ
ベントが開催されているほ
に文化芸術の輪を広げ地域を元気にするアートプロ
か、四国への玄関口の玉野市宇野が、瀬戸内を舞台
ジェクト「廻遊－海から山から－」を実施します。
としたアートの祭典「瀬戸内国際芸術祭 2013」（秋
このプロジェクトでは、県北部と県南部を結ぶ多
会期 :10 月５日（土）から 11 月４日（月・祝）まで）
彩なアートイベントを巡ることによって、それぞれ
の会場の一つとなっていますので、併せてお楽しみ
の地域の文化と風土の魅力を感じていただくことが
いただけます。
できます。
この秋は、是非、岡山でアートの旅をお楽しみく
短期滞在制作では、本県ゆかりのアーティスト３
しょう へ い
ださい。
人を招 聘 し、エリア内の空き家や空き教室などを活
用しながら地域の素材をもとに作品を制作・公開す
るとともに、地域住民へのワークショップや地域の
アーティストとのコラボレーションなど様々な交流
事業を展開します。ほかにも、エリア内のアートイ
ベントを巡るスタンプラリー、作家の作品をカプセ

お問合せ

岡山県文化振興課
TEL 086-226-7903
HP http://okayama-artline.com

都道府県だより
Shimane

2013 年 9 月

島根県

「ご縁の国しまね」へようこそ !
島根県は、新たな観光 PR「ご縁の国しまね」を始
めました。
今年、縁結びで有名な出雲大社では約 60 年ぶりに
「平成の大遷宮」が行われ、多くの観光客の皆様にお
越しいただいています。結婚や仕事など様々な
「ご縁」
を「掴みたい」、「感謝したい」
、
「大切にしたい」と
思う方たちに、
島根県が「ご縁の国」であることを知っ
てもらい、もっと多くの方々に島根を訪れていただ
くため、プロモーション活動を行います。
ミュージシャンの DAIGO さんを PR 大使に、平
成 25 年７月 31 日に都内でプレス発表会を開催しま
した。
特設ウェブサイトでは、DAIGO さん主演の「ご
縁ムービー」
、日々の生活の中でご縁を深めるコツを
まとめた「ご縁四十五箇条」
、ご縁スイーツや美肌温
泉を紹介する「ご縁を愉しむ」などのコンテンツを
そろえています。また、Facebook でご縁にまつわ
るエピソードを投稿してもらい、しまねのご縁旅を
プレゼントします。このほかにも都内でのイベント
や松江～出雲大社間での「ご縁電車」の運行など「ご

縁の国」を感じていただけるプロモーション活動を
行います。是非御注目ください。
お問合せ

島根県商工労働部観光振興課
TEL 0852-22-6757
特設ウェブサイト http://shimane-goen.jp/
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広島県

Hiroshima
目指せ ! 全校実施 「山・海・島」体験活動
“ひろしま全県展開プロジェクト”

広島県では、日常と異な
る環境の中での生活体験を
通じて、児童の豊かな心の
育 成 を 図 る こ と を 目 的 に、
平 成 24 年 度 ま で、 モ デ ル
校を指定し、３泊４日の長
期集団宿泊活動の支援を行ってきました。
モデル校での意識調査によると、この体験活動へ
の参加により、児童の自立心や主体性、コミュニケー
ション能力等が向上したという結果が出ました。
こうした成果を踏まえ、本県教育の特色ある取組
として、今後３年程度かけて県内全ての公立小学校
で、この教育効果の高い３泊４日の長期集団宿泊活
動の実施を目指すこととしま
した。それが、この「山・海・
島」体験活動“ひろしま全県
展開プロジェクト”です。
実施初年度となる今年度は、
県内公立小学校の 21%にあた
カッター研修
る 102 校が、３泊４日の長期

海辺の観察

集団宿泊活動を実施します。
実施学年は、主に５年生ですが、他学年や他校と
合同で実施する場合もあります。
広島県教育委員会では、３泊４日で実施する学校
に対して、活動経費の一部を複数年にわたり継続し
て支援するとともに、全校対象の事前研修会や実践
発表会を開催して、効果的な活動プログラムや取組
事例を紹介するなど、各学校への支援を行うことと
しています。
詳しくは、情報満載の下記ホームページを御覧く
ださい。
お問合せ

広島県教育委員会事務局教育部豊かな心育成課
TEL 082-513-5045
HP http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/yamaumi/

都道府県だより
Yamaguchi

雲月山登山

2013 年 9 月

山口県

「やまぐち美食コレクション 2013」を開催
山口県は、昨年 11 月にバーチャル会社「㈱おい
しま こうさく

でませ山口県」を設立し、カリスマ経営者「島耕作」
を社長に迎えて、観光の活性化に取り組んでいます。
2013 年度は、「㈱おいでませ山口県」の事業方針
を「食で人を動かす !」とし、
全国有数と評される「山
口県の食」の魅力を国内外に発信するため、
「美食王
国やまぐち」の建国を宣言し、
「美食王国やまぐち」
をキーワードとした多彩な企画を展開しています。
その第１弾として、６月には、フレンチの世界的巨
匠ピエール・ガニェール氏を親善大使に迎えたコラ
ボ企画をスタートさせたところです。
そ し て 第 ２ 弾 が「 や ま ぐ ち 美 食 コ レ ク シ ョ ン
2013」
。県内のお店や県民、観光客の皆様が、全国
におススメしたい「山口のぶちうまメニュー」を応募・
投票し、山口県の美食メニューを紹介する独自のグ
ルメサイトで、県内外に情報発信することで、本県
への観光客誘致拡大につなげようというものです。
「ぶちうまメニュー」の募集は９月 30 日まで、投票
は９月 25 日から 10 月 31 日までで、いずれもパソ
コンやスマートフォンからサイトにアクセスし、行
うことができます。募集する料理の部門は、肉料理
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や 魚 介 類 の 料 理 な ど 10
部門で、各部門別におス
スメランキングを掲載。
投 票 数 に 応 じ て、「 ち ょ
るるマーク」を付与し、
対象店舗に認定証を授与
するほか、ガイドブック
を作成・配布します。ま
た、最多得票メニューや
部門１位、県産食材使用
特別賞など、それぞれ表
彰します。投票に参加し やまぐち美食コレクション 2013 チラシ
た投票者にも、抽選で入
賞店舗の食事券等をプレゼントするなどの特典を御
用意しています。
皆様からおススメいただいたメニューは、観光案
内情報として、全国へ発信していきます。来県され
る観光客の皆様のお役に立てば幸いです。皆様から
の応募・投票をお待ちしています。
お問合せ

山口県観光振興課
TEL 083-933-3170
HP http://www.yamaguchi-bishoku-collection.jp/

香川県

Kagawa
★太りにくい砂糖があるとしたら・・・
香川から世界初、夢の糖“希少糖”登場

食後血糖値の上昇を緩やかに
する、動脈硬化になりにくい、
虫歯になりにくいという研究
成果が報告されています。
香川県内を中心に、希少糖
を使った食品開発も進んでお
り、ケーキやドーナツ、あん
かけや焼き魚などの料理に活用されているほか、う
どんのだし汁にまで使われています。最近では、大
手の飲料メーカーやコンビニエンスストアでも希少
糖を活用した商品開発が進められており、全国的な
ブームの兆しも見えてきました。今後は、食品だけ
でなく医薬品や農薬としても期待が高まっています。
江戸時代から極上の甘味料「和三盆糖」で知られ
てきた讃岐で、夢の糖「希少糖」が生まれたのは偶
然ではないのかもしれません。香川の新たなブラン
ド希少糖。
「希少糖といえば香川、香川といえば希少
糖」と言われるよう、全国にそして世界へ、甘い甘
い新風をお届けします。

甘いものといえばダイエットの大敵 ! と思いきや肥
満や生活習慣病の予防ができるとしたら・・・香川
県では、内臓脂肪の蓄積を抑え、血糖値の上昇を緩
やかにするなど、驚くべき機能を発揮する甘味料「希
少糖」が大きく注目されています。 い ず も り
希少糖の研究は、
香川大学農学部の何森 健教授（現
特任教授）によって、世界で初めてその扉が開かれ
ました。以来、香川大学を中心に世界をリードする
研究が進められ、
平成 14 年からは５回にわたって「国
際希少糖学会」が香川で開催されています。何森教
授による 30 年以上にわたる研究により希少糖の大量
生産が可能になり、希少糖の性質についての研究が
大きく進展し、様々な機能が明らかになりました。
50 種類以上ある希少糖の
中で最も研究が進んでいる
のが「Ｄ－プシコース」で
す。砂糖の７割程度の爽や
かな甘味がありながら、カ
ロ リ ー は ほ ぼ ゼ ロ。 さ ら
に内臓脂肪の蓄積を抑える、

お問合せ

産業政策課
TEL 087-832-3353

都道府県だより
Tokushima

2013 年 9 月

徳島県

ゼロ

震災時の死者０の実現に向けて
徳島県では、南海トラフ巨大地震が発生したとき
の「人的・建物被害」の様相を市町村別に明らかに
し、地域ごとの効果的な減災対策を検討するための
基礎資料として、被害想定（第１次）を平成 25 年７
月 31 日に公表しました。
その結果、県全体の被害が最大のケースで死者数
が 31,300 人、全壊棟数が 11 万 6,400 棟となり、甚
大な被害が想定されることとなりましたが、あわせ
て具体的な被害軽減効果の試算も行ったところ、建
物の耐震化率を 100%に引き上げれば、建物倒壊に
よる死者数を約９割軽減することができ、さらに全
員が発災後すぐに避難を開始すれば、津波による死
者数も約８割軽減できることも明らかになりました。
このように防災・減災対策の効果を具体的に示す

ことにより、建物耐震化や早期避難などの必要性に
ついて、県民に理解を深めてもらうよう努めていき
ます。
また、今回の結果をもとに地域の実情にあった効
果的な防災・減災対策の加速化を図り、震災時の死
ゼロ

者０ の実現に向けて引き続き全力で取り組んでいき
ます。
お問合せ

徳島県南海地震防災課とくしまゼロ作戦推進室
TEL 088-621-2298
HP http://anshin.pref.tokushima.jp/
docs/2013071900016/
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愛媛県

Ehime
え ひめあま

ぶた

～毎月 16 日は「愛媛甘とろ豚の日」～

よ り、 毎 月 16
日を「愛媛甘と
ろ豚の日」と制
定しました。
今後も様々な
イベントを通じ
て、36 ℃ の 口
溶けと評される
愛媛甘とろ豚の
美味しさを一人
でも多くの皆さ
んに味わってい

愛媛県の畜産ブランドの一つ、愛媛甘とろ豚につ
いて御紹介します。
愛媛甘とろ豚は、やわらかさ、ジューシーさ、脂
身の美味しさの三拍子揃った肉質で、一般豚と比べ
てオレイン酸が豊富に含まれるなどヘルシーな美味
しさが自慢です。
平成 22 年度の販売開始以来、３年が経過し、この
間、愛媛甘とろ豚普及協議会における、生産者によ
る販売促進活動や PR ポスターの作成、CM 放映など
の活動により、その肉質の良さが次第に認められる
ようになりました。
平成 24 年度の出荷実績は、約 4,500 頭と着実に
伸びており、現在は、四国のほか、広島、関西方面
でも販売されるようになりました。７月には、近畿
圏の阪急阪神百貨店５店舗で「甘とろ豚」取扱い１
周年フェアを開催したところ、大勢の地元客らでに
ぎわい、県内はもとより県外でも評価をいただくよ
うになりました。
そして、この度、同協議会では、更なる認知度アッ
プと消費拡大を目指すため、
“トロ”の語呂合わせに

え がお

ただき、愛顔の
食卓にお届けし
ていきます。
愛媛甘とろ豚
「愛媛甘とろ豚」取扱い１周年フェア
公式フェイス
ブックも随時
アップしていますので、是非御覧ください。
Facebook ページ
http://www.facebook.com/ehime.amatoro.buta

都道府県だより
Kochi

2013 年 9 月

高知県

８月５日、
「高知家」プロモーション第２弾と
「幸せ移住パッケージシステム」がスタート !
【
「高知家」プロモーション第２弾として、異色のコ
ラボレーションによる「高知家の唄」プロジェクト
を発表しました。
】
高知県では、６月４日から、家族のようにあった
かい高知県人の魅力を全国に向けてアピールする「高
知家」プロモーションを展開しています。８月５日
には、第２弾となる「高知家の唄」プロジェクトが
スタート。
「高知家の」皆さんから集めたエピソード
を、
「高知家」応援隊長のカツオ人間が一つの歌詞に
まとめあげ、
「高知家のお姉ちゃん」こと、本県出身
のシンガーソングライター岡本真夜さんが作曲しま
す。「高知家の唄」は 10 月下旬に発表予定です。
【「幸せ移住パッケージシステム」を公開しました。】
「高知家」プロモーションなどの取組で高知ファン
になっていただいた方々に、高知での暮らしを具体
的にイメージしていただけるよう、８月５日から「幸
せ移住パッケージシステム」を高知県への移住のポー
タルサイト「高知で暮らす。
」で公開しました。この
システムは、高知県の基本施策に裏打ちされたオリ

ジナルのシステムで、
県内の「仕事」や「住
む場所」
、
「趣味」の
情報をホームページ
上で自由に組み合わ
せて検索することが
できます。
特に「仕事」に関しては、通常の求人情報だけで
なく、地域が求める仕事（例：
「高知ふるさと応援隊」
「ユズの収穫の手伝い」）や地域が求める役割（例：
福祉やサンゴ保全のボランティア）など、地域なら
ではの情報を掘り起こし、提供できるよう仕組みづ
くりを行っています。
また、システムの公開に合わせ、９月４日から「幸
せ移住パッケージシステム」を活用した「あなたの
理想の移住プラン」を全国に募集する「幸せ移住プ
ランコンテスト」を開催する予定です。
お問合せ

県庁地域づくり支援課 移住促進室
TEL 088-823-9755
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
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Fukuoka

福岡県

企業からの寄附金を活用して、NPO 等の社会貢献活
動を支援～「ふくおか地域貢献活動サポート事業」
福岡県では、新たな公的サービスの担い手として
期待される NPO・ボランティアと企業、行政等との
協働による「新しい共助社会づくり」を進めています。
この取組の一環として、今年度から NPO 等が市
町村や企業など多様な主体と協働して行う社会貢献
活動を支援する「ふくおか地域貢献活動サポート事
業」を開始しました。この事業は、
「新しい共助社会
づくり」の趣旨に賛同する企業から「福岡県共助社
会づくり基金」に寄せられた寄附金を原資として実
施されるもの
で、今年度は
アサヒビール
㈱、イオン九
州㈱及びマッ
クスバリュ九
州㈱からの寄
附金を活用し
ます。
県 で は 、
アサヒビール㈱寄附金贈呈式
NPO 等 か ら

企画案を募集
し、選考を行っ
た 結 果、 市 町
村域を越えて
若者が玄界灘
の漂着ゴミを
一斉清掃する
イオン九州㈱及びマックスバリュ九州㈱寄附金贈呈式
取 組 や、 大 学
生が商店街の
空店舗を活用して、地元野菜を材料としたパンの製
造や提供を行い、高齢者のくつろぎの場となるカフェ
を開設する取組など、計 16 件の助成を決定しました。
福岡県では「新しい共助社会づくり」の趣旨に賛
同する企業や県民の皆さんからの寄附を随時募集し、
地域に貢献する NPO 等の活動を支援していきます。

お問合せ

福岡県社会活動推進課
NPO・ボランティアセンター
TEL 092-631-4411
福岡県共助社会づくり基金

都道府県だより
Saga

検索

2013 年 9 月

佐賀県

「FACTORY SAGA」がスタート
コラボ第１弾は女性誌トップシェアの宝島社
佐賀県は、アンテナショップという方法をとらな
い、首都圏における新たな情報発信プロジェクト
「FACTORY SAGA」を始めました。これは、「佐賀
県のいいもの」と、企業やブランド、メディアなど
がコラボレーションし、佐賀県の存在感やイメージ
の向上を目指すというものです。
コラボレーション第１弾の相手は、女性ファッショ
ン雑誌トップシェアの宝島社。主に、首都圏在住の
情報に敏感な 30 代中心の女性たちと佐賀県との接点
を増やし、認知度を上げていこうと、女性のニーズ
を熟知している宝島社が持つ「目利き力」を生かし、
宝島社との共同事業発表会
佐賀県のやきものやフルーツ、日本酒などの素材を
女子向けにプロデュースしてい
佐賀県庁女性職員で構成する“佐賀県庁女子部”と
きます。
共に、
「かわいいものラボ」を立ち上げ、誌面上で女
７月 31 日に東京・六本木ヒ
子向け商品を紹介したり、商品開発を行うことなど
ルズで行われた宝島社との共同
を発表しました。
事業発表会には、佐賀県出身の
タ レ ン ト・ 優 木 ま お み さ ん が
○詳しくはこちら
登 場。 女 性 フ ァ ッ シ ョ ン 雑 誌
「FACTORY SAGA」HP
『steady.』
『InRed』 の 編 集 部、 「FACTORY SAGA」ロゴ
http://www.factorysaga.jp/
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長崎県

Nagasaki
ながさき音楽祭 2013 開幕

演奏会をグラバー園や出島（国指定史跡「出島和蘭
商館跡」
）などの観光施設でも開催。そのほか、戦後
ジャズ復興の地、佐世保での「佐世保 JAZZ 2013」
や明治、大正、昭和初期と外国人の避暑地としてに
ぎわった雲仙温泉街での「雲仙音楽祭 大舞踏会 in
雲仙」、「ながさきの教会群とキリスト教関連遺産」
の世界遺産登録を目指す長崎の教会でのコンサート、
平戸市に日本で初めての英国商館が開かれてから
400 年目を記念するコンサートなど、地域の特色を
生かしたイベントが街に彩りを添えます。
地域の人々を音楽でつなぐ「ながさき音楽祭」、街
の魅力と共にお楽しみ下さい。

今年で７回目を迎える「ながさき音楽祭」
。８月
31 日（土）
から 12 月 22 日
（日）
までの約４ヵ月間、ホー
ルはもとより、美術館や博物館、寺院、教会、酒蔵
など様々な会場で開催されます。
今年の新たな取組として、長崎の貴重な文化的財
産であるオペラ「マダム・バタフライ」を軸とした

お問合せ

ながさき音楽祭事務局（県の文化振興課内）
TEL 095-829-2883
大舞踏会 in 雲仙

都道府県だより
Oita
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大分県

今が旬 ! 大分の柑橘「カボス」
大分県が生産量全国１位を誇る柑橘「カボス」が、
この時期、旬を迎えています。カボスは、疲労回復
に役立つとされるクエン酸を豊富に含み、まろやか
な酸味と爽やかな香りが特徴。揚げものや焼きもの
に合わせれば料理に風味を加え、スポーツドリンク
や牛乳と合わせればフレッシュな味わいが楽しめる、

まさに“美味しさの引き立て役”です。
大分県では、十分に果汁量がある、品質の良い大
分かぼすを消費者の皆さんに届けるため、果汁調査
に基づいた適正出荷開始日に「かぼす旬入り宣言」
を行っています。今年度は８月 19 日に、市場関係者、
小売関係者、一般消費者を集めて宣言式が行われま
した。
青果だけではなく、大分かぼすを使った飲料・ス
イーツ・調味料などの加工品は、お土産や贈り物に
もぴったりです。ここ数年、カボス果汁を使用し爽
やかな風味が味わえる飲料が人気を集めています。
様々なテイストの飲料が発売されていますので、飲
み比べて楽しむこともできます。
新鮮な香りがはじける青果と、様々な形のおいし
さを伝える加工品。大分県では、これからも大分か
ぼすの魅力を多くの方に PR していきます。

お問合せ

大分県カボス振興協議会事務局（農林水産部おおい
たブランド推進課内）
TEL 097-506-3627
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熊本県

Kumamoto

水銀に関する水俣条約外交会議が開催されます
国連環境計画（UNEP）が主催する「水銀に関す
る水俣条約」を採択・署名するための外交会議が、
10 月７日から 11 日にかけて、熊本県で開催されま
す。５日間の日程で、熊本市を主会場とし、水俣市
で現地視察を含む関連行事が行われます。

県では、昨年 11 月に県・関係市町・団体による「水
銀条約外交会議熊本県推進協議会」を設立し、会議
開催に向けた準備をスタートさせました。
この会議は、約 140 にも及ぶ国々から、各国政府
高官を含め約 800 人が参加するという、県内で開催
される外交会議としては過去に例を見ない大規模な
ものです。会議の円滑な運営を支え成功に導くこと
で、「環境首都」水俣市や、政令指定都市として「国
際都市」を目指す熊本市を始めとして、熊本県の国
際的認知度が高まり、大きな飛躍を遂げるきっかけ
となることが期待されます。
県では、水俣病の歴史や教訓、再生への歩みを進
める現在の水俣の姿を始め、環境への取組や観光情
報などを世界に向けて発信します。また、これまで
に培った熊本ならではのホスピタリティで、参加さ
れた皆様の心に残り、
「また熊本に来たい」と思って
いただける会議になるよう準備を進めています。

お問合せ

水銀条約外交会議熊本県推進協議会事務局（熊本県
水俣条約外交会議推進室内）
TEL 096-333-2183

条約案がまとまった政府間交渉委員会第５回会合の様子

都道府県だより
Kagoshima
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鹿児島県

「おおすみ農業法人経営者塾」の開催
～優れた経営感覚を持つ経営者の養成～
鹿児島県では、優れた経営感覚を持つ経営者を養
成し、戦略的な農業経営を実践する企業的な農業法
人を育成するため、平成 24 年度から大隅地域の若手
農業法人経営者等を対象に「おおすみ農業法人経営
者塾」を開催しています。
大隅半島の２市４町で構成される大隅地域は、畜
産や野菜、茶などの農業生産が盛んな地域で、広大
な畑地を生かした大規模経営の事例がみられるなど、
県内の農業法人の約３割が集中しています。
当塾は、経営規模の拡大が進み、今後更に農業振興
が期待される大隅地域を対象に、塾生を募集し、県
内外からトップレベルの経営者や学識経験者など一
流の講師陣を招き、経営戦略、経営革新、販売戦略
など、農業経営に必要なマネジメントを習得する講
義（全５回）や先進事例調査、シンポジウムの開催
等の活動を実施するとともに、演習やグループ討議
を行っています。
平成 24 年度には、野菜や畜産を経営している若手
経営者等 20 人が、今後目指すべき経営発展の方向性
や行動計画等を内容とする経営戦略に関する報告書
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を作成し、現在、経営戦略に基づく活動を展開して
います。
平成 25 年度も、新たな塾生（２期生）を対象とし
た「おおすみ農業法人経営者塾」を開催しており、
塾修了生に対しては、個々の課題解決を支援するた
めの専門家の派遣など、それぞれの経営発展に向け
た実践活動の支援に取り組んでいます。
今後、塾修了生には、優れた経営感覚を持つ経営者
として、自らの経営発展のみならず、地域の中核を
担う担い手として、本県農業のトップリーダーに育っ
てほしいと期待しています。
お問合せ

鹿児島県経営技術課
TEL 099-286-3152

Okinawa

沖縄県

（AR）では、小中学生等が遊び感覚で森を散策した
り学ぶことができるように、公園内に 100 か所のク
イズポイントを設置しました。そして、あらかじめ
沖縄県では亜熱帯の森を利用した森林セラピーや
AR 用のアプリを入れたスマートフォンのカメラで公
森林ツアー、森林環境教育等を推進しているところ
園内を見ると、映像の中の樹木に吹き出しが出現し
ですが、森林内での樹木や生き物などの情報につい
て、樹木名等が示されます。さらに、ポイントに利
ては、①樹木板等では膨大な森林内の情報が提供で
用者が近づくとスマートフォンが鳴りクイズが示さ
きない②大量の紙テキストを持ち歩くには、地形が
れ、クイズに正解すれば点数が貯まり、特典がもら
複雑で事故等安全管理の面でリスクが大きい、など
の問題がありました。そこで、
「沖縄県県民の森」では、 えるようにしました。
県ではこれらの取組を一層充実させ、利用者が「沖
インターネットや GPS 機能を活用した QR コードと
縄県県民の森」に何度でも足を運び、森林 ･ 林業へ
拡張現実（AR）を導入することとしました。
の理解を深めてくれることを期待しています。
例えば、樹木や生態系の詳細な情報を求めるよう
な利用者に対しては、
ARマーカー連動コンテンツ
公園内にある樹木等
に QR コ ー ド を 据 え
マテバシイという木にはどんぐりがつくよ。
付け、利用者がこれ
カンヒザクラ
そのマテバシイの仲間の木はつぎのうち
ホルトノキ
にスマートフォンや
どれ？
※正解：A 栗の木
タブレットをかざせ
どんぐり
A：栗の木
ば瞬時に県のホーム
沖縄の森
B：桃の木
ページから大量の樹
正解！！
あなたの現在のポイントは
C:柿の木
木の情報を入手でき
３ ポイントです。
るようにしました。
D：梅の木
吹き出しをタッチすると・・・
また、拡張現実

「県民の森」を、歩いて学べる森の百科辞典に

都道府県だより

！

●●●●●
●●●●●

2013 年 9 月

「地方分権苦情情報センター」
への情報提供を

お問合せ

●●●●●

！

全 国 知 事 会
本会では、
「地方分権苦情情報センター」を設置しております。
このコーナーは、地方六団体の改革案に対する反対・妨害等と思われる実態や補助金行政や補助事業の実施

に際し、日頃自治体の担当者として直面しておられる問題点や改善を要するべき事柄を収集しています。

お寄せいただいた御意見等は、地方分権改革を積極的に推進するための種々の提言・提案づくりに反映させて

いただきます。

当センターの情報提供の方法は次のとおりです。積極的な活用を期待しております。

・電子メール kouhou@nga.gr.jp
・ファクシミリ 03-5210-2020
※なお、御担当者の職・氏名・連絡先
（電話番号・メールアドレス等）も御記入ください。

連絡窓口：全国知事会調査第三部
43

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
北海道開拓の村

秋のふるさとまつり

実施期間・実施日
H25 年 9 月 21 日～ 9 月 23 日

道立帯広美術館特別展 日本のアニメーション美術の創造者 山
本二三展～天空の城ラピュタ、火垂るの墓、時をかける少女～

～ H25 年 11 月 13 日

あおもり 10 市大祭典

H25 年 9 月 21 日～ 9 月 23 日

縄文大祭典

H25 年 9 月 21 日～ 9 月 23 日

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

－

やまがたへの旅

－

観光ホットニュース

全国各地における「山形県物産展」の開催情報

－

みやぎ観光 NAVI

－

食材王国みやぎ

－

ご当地キャラこども夢フェスタ in 白河

H25 年 9 月 21 日～ 9 月 22 日

磐梯高原＆八重の桜スタンプラリー福島県 観光交流課 024（521）7286

H25 年 9 月 20 日～ 12 月 20 日

ごちそうふくしま満喫フェア

H25 年 10 月 5 日～ 10 月 6 日

美味しさたっぷり新潟便

H25 年 9 月 13 日～ 9 月 16 日

秋の燕三条 観光フェア〜妖怪・産業を体験できるまち 燕＆ものづくりが息づくまち三条〜

H25 年 9 月 22 日～ 9 月 23 日

秋の味覚狩り

－

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

秋期企画展「荒川の水の行方～埼玉県の水と産業～」／埼玉県立川の博物館
第 6 回きらり川口ツーデーマーチ

H25 年 9 月 21 日～ 11 月 24 日
H25 年 9 月 28 日～ 9 月 29 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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都道府県名

山梨県
静岡県
長野県
富山県
石川県
岐阜県
愛知県
三重県
福井県
滋賀県
京都府
大阪府
奈良県
和歌山県
兵庫県
鳥取県

イベント・PR 名など

実施期間・実施日

山梨県知事×職員ブログ「やまなしものがたり」山梨の魅力配信中

－

富士の国やまなし観光ネット

山梨の観光情報満載

富士の国やまなし国文祭 2013 11 月 10 日までなんと
“通年開催中”
「WE LOVE FUJISAN 3776 メッセージ」募集

－
～ H25 年 11 月 10 日
募集中

イベント

－

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 [ 秋 ]
ぐるっと信州体験博 2013

～ H25 年 11 月 30 日

こきりこ祭り

H25 年 9 月 25 日～ 9 月 26 日

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～

－

『第 35 回石川の農林漁業まつり』会場には石川の豊かな実りが勢ぞ
ろい！とれたて安心の野菜や林産物、魚の即売会とともに、さまざ
まな農林漁業の体験コーナーを開催！皆様、ぜひお越しください！！

H25 年 10 月 5 日～ 10 月 6 日

飛騨高山

秋の文化・産業フェスティバル

【世界淡水魚園水族館アクア・トトぎふ】ハロウィンをテーマにした水槽が登場
【現代陶芸美術館】オールド大倉の世界
武将スタンプラリー「ミステリアス戦国あいち」を開催中です
「モリコロパーク秋まつり」
ANIMALS 2013 in 三重」

夏の特別展「発掘！発見！１億年の時を超えて」
若狭の秘仏

H25 年 9 月 20 日～ 9 月 22 日
～ H25 年 12 月 15 日
H25 年 9 月 21 日～ 9 月 22 日

三重県立美術館企画展「三沢厚彦

みほとけの里

H25 年 10 月 5 日～ 10 月 31 日
～ H25 年 11 月 24 日

「ベトナムフェスティバル in 愛知」及び「ベトナムアンサンブルコンサート」

恐竜博物館

H25 年 10 月 12 日～ 10 月 13 日

特別公開

～ H25 年 9 月 23 日
～ H25 年 10 月 14 日
H25 年 9 月 14 日～ 10 月 14 日

滋賀県の催し物案内

－

びわ湖ホール開館 15 周年

－

名月観賞の夕べ

H25 年 9 月

アイデア対決・全国高等専門学校 ロボットコンテスト２０１３ 近畿地区大会

H25 年 10 月 13 日

竹内街道・横大路（大道）デジタルフォトコンテスト ～訪ねたくなる街道、日本最高 ( 最古 ) の感動 ( 官道 ) を～

～ H25 年 10 月 4 日

ピピッとネット

－

秋の奈良レンタサイクル「古都りん」をご利用ください！
スタンプラリー「ぐるっと美味しい奈良」

H25 年 9 月 14 日～ 12 月 15 日
～ H26 年 1 月 31 日

関西茶業振興大会奈良県大会消費者イベント

H25 年 11 月 2 日

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」
バスで巡る！とっとり中部漫遊紀

－
～ H25 年９月 28 日

第３０回全国都市緑化とっとりフェア水と緑のオアシスとっとり２０１３

H25 年９月 21 日～ 11 月 10 日

とっとりバーガーフェスタ２０１３～全国ご当地バーガーグランプリ～

H25 年 10 月 13 日～ 10 月 14 日
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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
大分県
熊本県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県

この世とあの世を描き尽くした全 100 編、大公開！山口県立美術館で「没後 150 年 狩野一信 五百羅漢図展」を開催

H25 年 10 月 10 日～ 12 月 8 日

山口博物館で「杉孫七郎～長州ファイブより先に世界を見た男」展を開催

H25 年 9 月 10 日～ 10 月 14 日

丹下健三 生誕 100 周年プロジェクト ｢丹下健三 伝統と創造 瀬戸内から世界へ｣ 展

～ H25 年 9 月 23 日

うどん県・時間旅行物語

～ H25 年 12 月 1 日

マチ★アソビｖｏｌ .11 ×国際アニメ映画祭

H25 年 9 月 28 日～ 10 月 14 日

徳島の活鱧料理味わいキャンペーン 2013

～ H25 年 10 月 31 日

「エクストリームチャレンジ in 四国の右下 2013」
エントリー受付中！

H25 年 11 月 9 日～ 10 日

「瀬戸内しまのわ 2014」を開設！！

－

「香川・愛媛せとうち旬彩館」を紹介！

－

愛媛県職員ブログ「みかんの国から」絶賛更新中です！

－

高知県はひとつの大家族やき。高知家（こうちけ）

－

高知・西南地域観光キャンペーン 楽しまんと！はた博
「幸せ移住パッケージシステム」を公開しました！
福岡県観光情報サイト「クロスロードふくおか」
特集 「夜空にきらめく異次元空間 北九州工場夜景を“思いっき
り！”探訪」
佐賀県のイベント情報

～ H25 年 12 月 31 日
－
－
－

第 30 回富士町古湯映画祭

H25 年 9 月 21 日～ 9 月 23 日

開館 30 周年記念 佐賀県立美術館コレクション展「夭折の画家 野村昭嘉」
長崎県の驚きと感動の食情報が満載「食 KING 王国」！
長崎がんばらんば国体・大会

～ H25 年 10 月 20 日
－
H26 年 10 月 12 日～ 10 月 22 日
H26 年 11 月 1 日～ 11 月 3 日

2014

日本一の「おんせん県おおいた」大分県観光情報公式サイト

－

おおいた文化情報エンジン

－

熊本まるわかり！トピックス

くまモン eye's

名探偵コナン・熊本・阿蘇

ミステリーツアー

第３３回全国豊かな海づくり大会
みやざき観光情報

H25 年 10 月 26 日～ 10 月 27 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 11 月 24 日

－

本物。の旅かごしま

沖縄の奥、島の奥。おくなわ

イベント情報

－

離島ガイド・プロジェクト

－

世界エイサー大会 2013

H25 年 10 月 5 日～ 10 月 6 日

おきなわ物語／沖縄観光情報 WEB サイト
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－

（公財）後藤・安田記念東京都市研究所
（旧・東京市政調査会）
第36回『都市問題』公開講座

市町村合併～その功罪を考える
2013年10月19日（土）13：30 ～ 16：30
岡山県職員会館三光荘 アトリウム
（〒703-8278岡山市中区古京町1-7−36）
後援：山陽新聞社

パネルディスカッション
石垣
小寺
浜田
道上
新藤

正夫
幸治
一義
正寿
宗幸

氏
氏
氏
氏

（岡山県新見市長）
（株式会社山陽新聞社 政治部副部長）
（広島県安芸高田市長）
（前岡山県西粟倉村長）
（後藤・安田記念東京都市研究所 研究担当常務理事）＜司会＞

研究報告
「平成の市町村合併」の影響に関する総合的研究（科学研究費助成事業）
後藤・安田記念東京都市研究所 研究室
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。
申込み期限：2013年10月17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。
お問合せ先：後藤・安田記念東京都市研究所 研究室
TEL：03-3591-1261、FAX：03-3591-1279

『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36回は次のような趣旨により、
「市町村合併～その功罪を考える」をテーマとして開催いたします。
多数の方々の御参加をお待ちしております。
【開催趣旨】
昭和の大合併以来、約半世紀ぶりに進められた平成の市町村合併によって、全国の市町村数は半数程
度に減少した。
地方分権の推進や少子・高齢化の進展、厳しい行財政などの社会情勢の変化に対応することを目的と
して進められた合併だが、市域全体の振興や地域間対立など、どのような夢と現実、課題があったのか。
そして首長は、合併に際して何を考え決断し、まちづくりはどのように進められたのか。
平成の市町村合併のピークからおおむね10年を経過したいま、岡山の地で当時の経過と地域の現状、
今後の展望を熱く語り合う。
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平成26年度

「児童福祉週間」の標語を募集します

毎年５月５日の「こどもの日」から１週間を「児童福祉週間（５月５日～５月11日）」と定め
て、児童福祉の理念の普及・啓発のための各種行事を行っていますが、平成26年度の児童福祉週
間に向けて、その象徴となる標語を募集します。詳細については、（一財）こども未来財団の
ホームページhttp://www.kodomomiraizaidan.or.jp/をご参照いただくか、下記問い合わせ先
までご照会ください。

募集期間

平成25年９月２日（月）～10月21日（月）
※郵送の場合、当日消印有効

募集内容
元気で頑張る子どもたちへの応援や、子どもたちからの未来へのメッセージ。

■主 催 者
■問合せ先

厚生労働省、（社福）全国社会福祉協議会、（一財）こども未来財団
（一財）こども未来財団
事業部 標語募集係
TEL：03－5510－1833
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表

説
解
紙

「日本茶・宇治茶」の世界文化遺産登録に向けて
京都府

京都府南部の山城地域には、美しい茶畑が広がって
います。表紙の京都府和束町の茶畑風景は、人々の生
業によって作り出された景観地として、京都府選定文
化的景観として保護されています。
山城地域の先人達は、新芽の生育中、茶畑に覆いを
被せて光を遮り旨味成分を増す「覆下栽培」や宇治田
原町の永谷宗円らがあみ出した茶葉を蒸して殺青する

京都府では、こうした日本茶・宇治茶の魅力や世界
的な文化的価値を検討するため、平成24年８月に日本
茶・宇治茶の世界文化遺産登録検討委員会を設置しま
した。
また、地域ぐるみで景観保全や技術・文化を継承し
ていく戦略づくりを官民連携で進めるため、平成25年
６月に宇治茶の世界文化遺産登録推進プラットフォー
ムを立ち上げ、世界文化遺産登録を目指しています。
なお、今年秋に宇治市で開催される「第67回全国お
茶まつり京都大会」では、日本茶・宇治茶の世界文化
遺産登録に向けたシンポジウムのほか、お茶の魅力を
発信する多彩な企画を用意しておりますので、京都・
山城地域にお越しいただき、お茶の魅力に触れてくだ
さい。

あおせい せん ちゃ せいほう

「青 製煎 茶 製 法」といった日本独自の栽培・製法を開
発し、中国から伝わった茶から抹茶、煎茶、玉露とい
う現代の日本茶の代表を生み出しました。
山城地域には茶畑のほかにも、茶工場や茶師・茶商
の屋敷、茶室など、日本の茶文化の変遷を表す重要な
有形資産が数多くあります。

第67回全国お茶まつり京都大会 HP
http://www.pref.kyoto.jp/nosan/67cha-fest.html

本ずの覆下栽培

お問合せ
農林水産部
農政課 TEL 075-414-4898
農産課 TEL 075-414-4944

永谷宗円生家

るような暑さです。地球温暖化が一因なのかもしれま
せん。
▼９月になりました。まだまだ暑い日が続いておりま

▼そんな暑さを避けるかのように、先日も標高の高い

すが、いかがお過ごしでしょうか。

山にでかけてきました。行き先は木曽駒ヶ岳です。涼

▼テレビやニュースを見ていると、集中豪雨、竜巻、日

を得るどころか、涼しすぎて、長袖を着て更に上着を

照りによる水不足、国内最高気温の記録更新など、日

羽織ることになりました。

本の各地で異常気象による影響が出ているようです。

▼さて、今月号では、
「多文化共生社会の形成に向けて」

▼私が子どもの頃は、覚えていないだけかもしれませ

と題した特集記事を掲載しました。執筆に当たっては、

んが、こうも極端な異常気象は少なかった気がします。

明治大学国際日本学部教授の山脇先生を始め、愛知県、

ただ、少なくとも夏はこんなに暑くなかったと思いま

兵庫県の皆様に御協力をいただきました。来月号では、
「中小企業の海外展開について（仮）
」と題した特集記事

す。真夏の暑い日でも、
最高気温は31 ～ 32度ぐらいだっ

を掲載する予定です。お楽しみに。

たでしょうか。午前中の涼しいうちに夏休みの宿題を

（直）

やりましょうと言われていました。今では朝からうだ

都道府県展望 平成 25 年９月号
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