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S H I Z U O K A

静岡県
「東北地方太平洋沖地震」により被災した地域への支援
まず、この度の東北地方太平洋沖地震でお亡

整本部」を設置するため、現地の状況を調査・
把握する先遣隊を派遣しました。
また、県民の皆様方からも、被災地への支援 ( 原
則として個人による物資支援は除く ) について、
数多くのお問合せをいただいております。この
ため、県では、危機管理部危機情報課に「被災
地支援に関する相談の窓口」を設置して対応し
ています。
さらに、避難してこられた方からの相談が急
増していることから、被害に遭われた方の受入
れを円滑に進めるため、庁内に「被災者受入調
整会議」を設置するとともに、様々な相談に対
応する「被災者受入相談センター」を設置して
対応しています。

くなりになられた方々に弔意を表するとともに、
被災されました多くの方々に心からお見舞いを
申し上げます。
今回の地震は、マグニチュード 9.0 という、
わが国観測史上最大の地震であり、3 月 16 日現
在で、死者、行方不明者を合わせて 1 万人を超
えるという未曾有の大惨事になりました。さら
に、津波被害を受けた地域には、いまだ連絡が
つかない人が多数いると伝えられています。
東海地震が予想される静岡県にとりまして、
今回の地震は、まさに「明日はわが身」であり、
静岡県では、30 年以上にわたり地震対策に取り
組んできましたが、今回の地震を見て、改めて
地震の怖さ、津波の恐ろしさを痛感したところ
です。特に海岸線にお住まいの皆様は他人事で
はないと再認識されたのではないでしょうか。
静岡県では、この災害を機会に地震防災の基
本に立ち返り、津波対策の再点検など、市町や
関係機関と連携して地震防災対策の強化に努め
ていく考えです。読者の皆様も、この機会に是非、
ご自身やご家族あるいは地域の防災対策を見直
していただきたいと思います。

放射能漏れ事故に対する対応
今回の地震では、福島第一原子力発電所での
放射能漏れ事故を引き起こしていますが、静岡
県にも浜岡原子力発電所があります。今回の事
故は、原子力発電所を持つ本県にとっては、衝
撃的な事故であり、県民の皆様の間でも、大変
な不安が広がっているものと考えています。
このため、少しでも不安を解消し、迅速かつ
適切に情報を提供できるよう県危機管理セン
ターに「放射線・放射能に関する健康相談窓口」
を設置して対応しています。

被災した地域への支援
被災地に対する支援の動きが全国、全世界に
広がっています。静岡県としても、３月 17 日
に知事を本部長とする「静岡
県被災者支援対策本部」を立
ち上げ、緊急消防援助隊、広
域 緊 急 援 助 隊（ 県 警 ）、 災 害
派遣医療チーム、保健師、県
消防防災ヘリの派遣、救援物
資の搬送など様々な人的・物
的支援を開始しています。こ
の対策本部では、被災地の現
状把握や支援策の実施、県内
市町、企業及び民間団体等へ
の支援の呼びかけを行ってお
り、今後も、被災した地域の
住民の方々に対し、更に、具
体的かつ効果的な支援を実施
していきます。
３月 19 日には、物資等の
支援を迅速かつ的確に行える
よう、岩手県に「現地支援調

保健師派遣出発式
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岡山県知事

「広げよう！出産・子育てがしやすい職場環境
づくり」をテーマに青空知事室を開催

石井 正弘

成する「岡山にプロ野球を誘致する会」を代表して沖
縄県でキャンプを行う楽天、阪神、広島の３球団を激
励訪問した。
楽天キャンプでは、本県出身の星野仙一監督と面談

１月 21 日（金）

今年最初の青空知事室を、子育て支援に意欲的に取

し、「岡山で新生東北楽天ゴールデンイーグルスの勇

り組む企業の方々にお集まりいただき開催した。この

姿を拝見できる機会を心待ちにしている。是非、倉敷

青空知事室は、知事就任以来、私が自ら地域に出向き、

マスカットスタジアムで試合やキャンプを開催してい

県民の皆さんと対話を積み重ねてきたもので、今回が

ただきたい」と要望した。

233 回目となる。

また、阪神と広島のキャンプでも、激励や誘致活動

出席の皆さんから、それぞれの職場で工夫し努力し

を行うとともに、本県出身の森田一成内野手（阪神）

てきた成果とともに、こうした取組が、従業員の仕事

やドラフト一位入団の福井優也投手（広島）を直接激

に対するモチベーションアップなど企業経営にも役立

励する機会をいただいた。

ち、さらには地域社会から寄せられる信頼の向上にも

星野監督の「ふるさと岡山」を愛する熱い思いや森田・

つながっていることなどを伺い、
「ももっこカード（お

福井両選手の意欲あふれる若さに接し、今シーズンの活

かやま子育て家庭応援カード）
」の普及促進、
「おか

躍を心から願うとともに、是非とも県民の皆さんとマ

やま子育て応援宣言企業」の登録・支援など県の進め

スカットスタジアムで応援したいとの思いを強くした。

る諸施策が、企業での取組を進めるきっかけの一つと
なっていることを実感し、協働で進める子育て支援を
更に進めたいと感じた。

星野監督とのうれしい再会

意見交換の前に親子教室を訪問

若者たちの就職面接会でエール

東北楽天ゴールデンイーグルス等のキャンプ地
を激励訪問

２月 16 日（水）

２月６日（日）〜７日（月）

かやま新卒者就職応援本部」の主催で「若者たちの就職

岡山の未来を築く若者の就職を、オール岡山で全力で
応援するため、県・労働局・経済団体などで構成する「お

倉敷マスカットスタジアムにプロ野球の試合やキャ

面接会」
を開催した。面接会当日は、
今春卒業予定の生徒・

ンプを誘致するため、行政や経済界など 33 団体で構

学生を始めとする若者 713 人と、県内の企業 250 社が
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平成 23 年度は、県政運営の基本指針「新おかやま

参加し、私も初めて会場に出向いた。

夢づくりプラン」の改訂年にあたっており、この政策

開会に当たり、
「若者の皆さんが持っている幅広い知
識・経験、能力、これから大きく開いていくであろう

推進会議を主たる議論の場として、夢と元気があふれ、

可能性を信じて、１社でも多くの企業と面接に挑んで

将来に向け発展し続ける「暮らしやすさ日本一の岡山」

いただきたい」と激励の挨拶をし、各ブースを回った。

の姿を描きたい。

学生からは、
「まだ内定していないので、今日は是非と
も頑張りたい」と意気込みが感じられ、企業からは、
「我
が社で自分の能力を最大限に発揮してもらいたい」と
採用へ意欲的な声を聞いた。
この面接会が実を結び、面接に挑んだ皆さんが、こ
の春、夢と希望を持って明るい気持ちでスタートでき
るよう心から祈念している。引き続き、しっかりと就
職支援に取り組みたい。

政策推進会議

大型企業立地の決定について取材対応
３月１日（火）
この日、玉島ハーバーアイランドへの大型企業立地
が決定したことを発表し、午後２時から、報道各社の取
材に対応した。立地いただく企業は、日立金属、神戸

面接会場で企業関係者と

製鋼所、ＩＨＩ、川崎重工業など航空関連企業の共同

政策推進会議

出資で今年１月に設立された日本エアロフォージ株式
会社。世界最新鋭の超大型プレス機を導入して、航空
機体やジェットエンジン部品等を製造し、国内外に供

３月１日（火）

給する。航空機産業を世界に羽ばたかせる国家プロジェ

朝９時から、政策推進会議を開催し、
「新おかやま国

クトの一翼を担う企業を我が県に迎えることとなる。

際化戦略プラン」
、
「第二次犯罪被害者等の支援に関する

私自身トップセールスで全力投球してきた誘致が実

取組指針」
、
「新岡山県消費生活基本計画」等、今般策定

り、誠に喜ばしい限りであり、決定いただいた企業の

する計画・指針の最終決定を行った。

皆さん、そしてお力添えをいただいた多くの方々への

今回決定した計画等のうち国際化戦略プランは、成

感謝の気持ちでいっぱいだ。

長著しいアジアの活力をいかに取り込むかといった方

これを機に本県が航空機産業の西の拠点となるよう、

策や、また、在住外国人が暮らしやすい多文化共生の

さらなる取組をと決意を新たにする日となった。

地域づくり、世界で活躍できる人材育成などの施策を
盛り込んでおり、この計画をもとに「国際化」を戦略
的に進めていきたいと思う。犯罪被害者等の支援につ
いては、犯罪被害者等支援条例の制定も踏まえ、市町
村とも連携し、県全体としての取組を加速させていき
たいと考えている。
政策推進会議は、庁内における政策議論をこれまで
以上に活性化させ、部局横断的な重要課題について情
報の共有を徹底し、スピード感ある方針決定を行おう
と昨年４月に設けたもので、毎月初めに幹部職員を集
め、活発な議論を行っている。

知事室で報道陣に囲まれて

3

愛知県知事

大村 秀章

昭和 35 年３月９日
昭和 57 年３月
昭和 57 年４月
平成８年 10 月
平成 13 年５月
平成 14 年 10 月
平成 18 年 12 月
平成 20 年９月
平成 22 年 10 月
平成 23 年２月

愛知県碧南市生まれ
東京大学法学部卒業
農林水産事務官
衆議院議員初当選（以後連続当選５回）
経済産業大臣政務官
内閣府大臣政務官
内閣府副大臣
厚生労働副大臣
衆議院決算行政監視委員長
愛知県知事（１期目）

今こそ、世界と闘える愛知・名古屋を
「中京都の創設」と ｢平成の楽市楽座｣

この度、愛知県知事に就任いたしました大

そのための政策の 2 本柱が「中京都の創設」

村秀章です。150 万票を超える熱いご支援を
いただき、県民の期待の大きさ、そして知事

と「平成の楽市楽座」です。愛知県・名古屋

としての責任の重さを痛感いたしております。

市を合体して「中京都」を創設し、強力な司

先人の努力によって築き上げられた大きな蓄

令塔のもとで、道路、鉄道、港、空港などの

積を礎として、愛知の発展に全力を傾注する

社会インフラを集中整備するとともに、二重

覚悟でございます。何とぞよろしくお願い申

行政の排除による無駄を省き、世界と闘える

し上げます。

基盤を築き上げます。
さらに、
「平成の楽市楽座」を実現すべく、

私は今、日本及び日本経済に大いなる危機
感を持っております。100 年に一度と言われ

これまでの既得権やしがらみに囚われない大

た世界同時不況から 2 年が過ぎ、景気は最悪

胆な経済・産業活性化策を断行し、その第 1

の状態を脱しているものの、我が国の経済、

弾として県民税の 10％減税を実行したいと考

雇用情勢は引き続き厳しい状況が続いており

えております。

ます。経済のグローバル化が進展する中、モ

そして、こうした世界と闘える愛知・名古

ノづくりの拠点である本県においても、規制

屋のもとで、経済活動を活発化させ、財政を

と税負担を重荷に感じる企業が海外へどんど

豊かにし、その果実で、福祉、医療、教育な

ん展開しており、産業の空洞化の進展により、

ど住民サービスの充実を図るという好循環シ

雇用の場の減少も懸念されつつあります。こ

ステムの確立を目指してまいります。

のままでは、日本経済も愛知経済も沈没して
愛知新時代の幕開け

しまう。こうした状況を打開し、日本を、愛知・
名古屋を、今一度世界と闘える力強い国・社会・

かつてケネディ大統領が燃え上がる情熱で

経済とするために、再生に向けた一歩を踏み

アメリカの新しい国づくりを目指してニュー

出したいと考えております。

フロンティア戦略をたち上げたように、私も
愛知から日本の新たな国づくりを目指して愛

愛知・名古屋には、モノづくり産業を筆頭に、
世界に誇れる産業力、経済力、文化力、地域

知のニューフロンティア戦略となる中京独立

力が蓄積しております。この力を世界に向け

戦略をたち上げ、愛知の全ての英知を結集し

て強力に発信するとともに、国内はもとより、

て、産業力、経済力、文化力、教育力、福祉力、

全世界からヒト・モノ・カネを呼び込むため

地域力全てを前進させ、日本一元気な愛知を

の改革を断行していかなければなりません。

つくりたいと考えております。そのための大
いなる一歩を踏み出してまいります。
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ジャーナリスト

松本克夫

直接民主制の拡充へ動く
地方自治法の抜本改正は政府の地域主権戦略

国知事会）、「長と議会の双方が賛成しているも

の重要課題の一つですが、政府は取り急ぎ、今

のについて、なぜ住民投票に付し、拘束力を持

通常国会には部分的な改正案を提出することに

たせるのか」
（全国市長会）などと疑問視する声

しています。注目されるのは、片山善博総務相

が上がっています。

の持論の「住民の政治参画機会の拡大」の具体
化に動き出したことです。ただ、これには全国

税も直接請求の対象に

知事会始め地方六団体が反発しています。

住民投票制度同様、地方側の抵抗が強いのは、

ハードルの高い住民投票制度

直接請求制度の改定です。住民は有権者の 50
分の１以上の署名を集めれば、条例の制定・改

地方側が第一に難色を示しているのは、住民

廃請求ができますが、地方税の賦課徴収は請求

投票制度の創設です。これまでに、自治体の独

対象から除外されています。現状では、住民税

自の判断で、諮問的な住民投票が何度か実施さ

や固定資産税などの引下げ請求はできません。

れましたが、今回、創設するのは、拘束力のあ

地方自治法制定当時は、除外規定はなかったの

る住民投票制度です。対象を広げると、議会制

ですが、電気ガス税の引下げ請求などが相次い

民主主義を基本とした現行制度の変質につなが

だため、1948 年の法改正で設けられました。

りかねないものですから、改正案では、対象を

しかし、片山総務相は、税について住民の発想

「大規模な公の施設の設置」に限っています。
「公

を閉ざすのは自治の基本を否定するものだとし

の施設」は政令で定める予定ですが、諮問的な

25回

第

て、除外規定を削ることにしました。

住民投票の対象になった原発、米軍基地、ダム

これに対し、地方団体は、
「多くの住民にとっ

（可動堰）
、産業廃棄物処分場などの建設は対象

て減税はそれ自体歓迎すべきものであるだけ

から外されそうです。その自治体が建設する施

に、安易な減税要求の乱発などの懸念を払拭し

設に限られる見込みだからです。

きれない」
（全国町村会）などと懸念しています。

例えば、自治体が建設する大規模な市民ホー

片山総務相は、仮に減税要求が相次いでも、
「最

ルなどは対象になるでしょう。ただ、住民投票

後は、議会が判断するのだから、問題ない」と

にかけるには、そのための条例を定めなければ

していますが、折り合いはついていません。

なりません。住民投票を望む住民は、まず条例

このほか、今回の改正案には、名古屋市の議

制定を求めることになります。要望を受けた議

会解散請求の経験から、大都市での議会解散や

会が条例を制定しなければ、住民投票の実施に

首長などの解職請求をしやすくする案も含まれ

はなりません。実際に活用するには、かなりハー

ています。有権者数の３分の１以上の署名が解

ドルが高い住民投票制度と言えるでしょう。

散・解職請求の要件ですが、40 万を超える部分

拘束力のある住民投票制度を設けるとした

は６分の１に緩和されています。これをさらに

ら、対象は市町村合併が最有力と見られていま

緩和し、16 万から 40 万は６分の１、40 万を超

したが、政府の市町村合併に対する今後の方針

える部分は 10 分の１にするものです。名古屋市

が定まっていないこともあり、見送られました。

の場合、必要署名数は 36 万余りから 23 万余り

「大規模な公の施設の設置」を対象にしたのは、

に減少します。しかし、地方側は直接請求の乱

多額の地方債発行を伴うなど自治体財政に与え

発を招くと警戒しています。
住民の参画機会を拡大しようとすると、権限

る影響が大きいからです。
しかし、地方六団体からは、
「なぜ制度の導入
が必要か、具体的かつ説得的な説明がない」（全

5

が制約される首長や議会はどうしても慎重にな
ります。直接民主制拡充の難しいところです。

O
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沖

I

N

縄

A

W

A

県

沖縄県は、大小 160 の島々から成っており、日本で唯一
の亜熱帯地域に位置し、温暖な気候環境の中で、 美しい白
砂の海岸線やサンゴ礁、世界でもトップクラスの透明度を持
つなど特色ある自然に恵まれています。

沖縄本島

また、沖縄と言えば海というイメージがありますが、それ
だけでなく、本島北部に位置するやんばるの森にも多様な生

那覇市
宮古列島

態系が育まれ、美しい自然環境を作り出しています。
さらに、地理的条件を生かし、近隣諸国との長い交流の歴
史によって培われた独特の伝統芸能や伝統工芸など魅力的な

八重山列島
大東諸島

観光・リゾート資源を有しています。

魅力と元気にあふれる沖縄を体験してみませんか。
琉球王国のグスク及び関連遺産群

産「琉球王国のグスク及び関連遺産群」９ヵ所は特にお

かつて独立国琉球だった沖縄は独自の歴史を歩み、多

勧めです。グスクやそれを中心とする世界遺産で歴史の

彩な文化を発展させてきました。その中核となったのが

ロマンと文化の息吹に触れてみてください。そこには新

グスク（お城）です。

しい発見と感動があるはずです。

遠い昔、各地に按司と呼ばれる豪族が現れ、石垣で
囲ったグスクを作り、戦に明け暮れるようになります。

◎【食】
◆琉球泡盛

そして佐敷按司の尚巴志が琉球を統一。琉球王国が成立

沖縄の酒と言えば約 600 年の歴史を持つ泡盛。泡盛の

します。その後第二尚氏への政権交代、薩摩の支配を経

大きな魅力は、年月をかけて熟成させれば素晴らしい古

て、明治政府の琉球処分によって王国は終焉を迎えまし

酒に育っていくことです。寝かせば寝かすほど香りも甘

た。こうした悠久のときの流れをグスク跡に垣間見るこ

くなり、口に含んだときの舌触りもまろやかになります。

とができます。中でもユネスコに登録されている世界遺
座喜味城跡

（情報提供：沖縄県商工振興課）
御庭と正殿

琉球泡盛

黒糖（画像提供：（株）沖縄県物産公社）

ラフテー（画像提供：（株）沖縄県物産公社）

作られます。煮込むことで余分な脂肪は落ち、コラーゲ

◆黒糖
沖縄の黒糖の原料となるサトウキビは珊瑚礁の大地
で、太陽のエネルギーと青く美しい海からのミネラル分
をたっぷりと浴びて育ちます。沖縄黒糖の美味しさの秘

ンをたっぷり含んでいることから、やわらかな食感とと
もに味わえることから女性にも人気の料理です。
（情報提供：
（株）沖縄県物産公社）

密には沖縄の自然が不可欠です。

お問合せ

（情報提供：
（株）沖縄県物産公社）
◆ラフテー

沖縄県観光商工部商工振興課

沖縄料理の中でも人気の高いラフテーは、豚の皮付き

TEL：098-866-2337

の三枚肉を黒糖、醤油、泡盛などでじっくりと煮込んで

◆昆布（クーブ）イリチー

庭もあり、料理法もみそ汁の実や酢みそかけ、炒め煮、卵

クーブとは昆布のことで、イリチーは炒め煮の調理法
のことを言います。クーブイリチーは、カツオだしや、

とじ等へちまの青みが彩りを豊かにしてくれます。
ビタミンやミネラルも多く、食欲のない夏場にもって

豚だしを使い、せん切りにした昆布に、豚肉、カステラ

こいの料理です。料理には２週間くらい成育した幼果を

かまぼこ、こんにゃくなどを加えて炒め煮にしたもので

使用します。
（別名糸瓜と言う。
）

す。単調な味の昆布を様々な食品と組み合わせることで、
更にそのおいしさを引き出す料理です。

ンブシーとは、具をたっぷり入れて味噌味で煮込んだ
汁気の多い煮物です。へちま（ナーベーラー）ンブシー

だし取りとして知られている昆布を、油で炒めて料理す

は、へちまと豚肉のみそ煮で、へちまからでる粘りのあ

るのは沖縄独特だと言われています。昆布をせん切りにす

るどろっとした甘い汁（ドゥージル）を利用する料理で

る方法は、長昆布をもどしてびょうぶ状にたたみ、５mm

す。固めの沖縄豆腐を加えることで、主菜となり豆腐と

程度のせん切りにします。最近ではせん切りにされた乾燥

野菜がたっぷり摂れる一品になります。

昆布も販売されているので手軽に作れるようになりまし
た。昔は祝い事に欠かせない料理でしたが、現在では日常
的に食されています。

お問合せ

◆へちま（ナーベーラー）ンブシー
へちま（ナーベーラー）は、にがうりと並んで夏野菜の

沖縄県観光振興課

代表格です。軒先に棚を作り、夏場は自給自足している家
斎場御獄

昆布（クーブ）イリチー （情報提供：沖縄県栄養士会）
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TEL：098-866-2764

へちま
（ナーベーラー）
ンブシー （情報提供：沖縄県栄養士会）

高知県

への

未 来

遺 産

海と陸が出会い、新しい大地が誕生する場所
「室戸ジオパーク」

室戸ジオパークは海と陸が出会い、
新 し い 大 地 が 誕 生 す る 場 所 で す。 高
知 県 東 南 部 に 位 置 す る 室 戸 半 島 は、
6,500 万年前から海底で準備され、繰
り返し引き起こされる南海地震で隆起
し形成されました。かつて深海にあっ
た堆積物が、現在では陸地に現れてお
り、私たちは陸形成の最前線を目撃す
ることができます。
ジオパークとは「大地の公園」とい
う意味です。室戸には自然、歴史、文
化、産業に触れることのできる魅力的
なジオサイト（見所）が 22 ヵ所あり、
室戸市全体が「大地の公園」室戸ジオパーク。
魅力的な 22 のジオサイトが分布しています。

それらを巡ることで大地と人の関係が
心にジ～ンとしみ入ります。

後、「世界ジオパークネットワーク」加盟に向け、

室戸ジオパークではガイド養成、観光施設のネッ
トワーク、ジオパークを用いた特色ある教育活動（地

室戸から情報を発信すると同時に、世界中から訪

域教育、防災教育）など、市民の方も楽しみながら

れる方々を受け入れる体制を整え、世界基準のジオ

継続的に活動できる環境を整備しており、市を挙げ

パークを目指します。ご期待ください！

て室戸ジオパークを世界に PR する機運が高まって
います。
室戸ジオパークは地質遺産だけでなく、市民主体
の活動が評価され、2010 年に「世界ジオパークネッ
トワーク」加盟への国内候補地に決定しました。今

人々はこの海から多くの恵みを受け取って生活しています。

〈お問合せ〉
室戸ジオパーク推進協議会
TEL 0887-22-5161
室戸ジオパーク HP
http://www.muroto-geo.jp/www/geomap/map.php

出前授業の様子。大地のことを知るだけでなく、子どもたちの
「考えて想像する力」を伸ばすことが目的です。
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長 野 県 信州伝統の﹁技﹂がコラボレーション

長野県の南に位置する飯田地域
は、かつて養蚕が盛んで、絹製品の
産地として柿渋紙製の染型を使った
「信州型染め」が伝統工芸として現在
まで伝承されてきました。
型染めというのは、模様を彫った
紙型を使って絹織物を染めたもので
すが、紙でできた型は、傷んだり、
破れたりするため、そのつど新しく
模様を彫り直すなどの手間がかかる
ため現在は薄いフィルム（シルクス
クリーン）を使った版を利用するな
ど改良が重ねられています。
しかし、近年、印刷技術の発達や
着物の需要の減少に伴い、型染めを
行う事業者も減少。
そんな中、飯田市の創作染め工房
ひさ
久 では、これまで、着物として利用
されるのが一般的であった型染めを
もっと違う形で多くの人に体感をし
ていただこうと考え、飯山地域の伝
統工芸品である“内山紙”とのコラ
ボレーションが実現しました。

内山紙は長野県北部
の飯山地域の伝統工芸
こうぞ
品で、楮 のみを原料と
した手すき和紙で通気
性、透過性、保温力に
優れています。
長野県の北と南の伝
ブランドロゴ
統の技が組み合わさ
り、新しく商品化され
たのが「ＫＩＮＵ＊ＷＡＳＨＩ」。
内山紙に型染めの絹生地を張り付
けバッグやカードケース、小物入れ
などに仕上がりました。
現在も素材の丈夫さを出すために
改良を加えているというこだわり
も、伝統の技を広く伝えたいという
作り手の思いが込められているから
こそ。
商品化に当たっては、県の地域資
源製品開発支援センターがデザイ
ン、商品、ブランドづくりを支援し
ました。

信州型染めの制作風景

模様（薔薇）拡大

伝統産業の他にも食品から工業製
品まで、地元のいいものを「売れる
もの」にする支援に取り組んでおり、
これまで 90 件以上を製品化。これ
からも長野県のいいものをより多く
の方に知っていただくため、事業者
と一体になって様々な商品づくりや
ブランド化の推進を進めていきます。

お問合せ
長野県地域資源製品開発支援センター
TEL 0263-25-0981
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都 道 府 県
だ よ り
2011年4月

Hokkaido

北海道

「エゾシカの有効活用について」
～エゾシカって美味しい～
全国で野生鳥獣による被害が深刻化している中、北
海道でもエゾシカの生息数はここ数年で急激に増加し、
現在約 64 万頭と推測され、平成 21 年度の農林業被害
は 50 億円を超えています。
また、自動車や列車との接触事故なども年々増え続け
ており、大きな社会問題となっています。
しかし、そんな厄介者のエゾシカも視点を変えれば、
立派な「地域資源」となります。

食肉としてのエゾシカ肉の特徴は、脂質は若鶏のムネ肉
程度、鉄分の含有量は、和牛肉の約６倍で、ヘルシーな
だけではなく貧血予備軍が多い女性には最適な食材です。
このエゾシカ肉の消費拡大に向け、道では、昨年 10
シ

カ

月から毎月第４火曜日（４ 火 ）を「シカの日」と定め、
飲食店や一般家庭でも気軽に食べられるよう普及促進
に取り組んでいます。

「シカの日」には、札幌圏を中心に釧路市、南富良野
町など道内各地の飲食店やエゾシカ肉の販売店、約 60
店舗が参加し特別メニューや各種サービスの提供を行っ
ています。
また、毎年２月には「エゾシカ料理まつり」を開催して
おり、４回目を迎えた今年は参加飲食店等も道内 55 店
舗に上り、和食・洋食・中華など様々なエゾシカ料理が
多くの道民や観光客の舌をうならせました。
誰もに「エゾシカ肉って美味しいね」と言っていただけ
るように、今後も関連団体等と連携しながら、エゾシカ
の有効活用を促進していきたいと考えています。
お問合せ

北海道環境生活部環境局自然環境課
HP http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/sika/ezosikaniku.htm
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青森県

Aomori
東北地方太平洋沖地震からの復興に向けて

今回の東北地方太平洋沖地震により、不幸にして尊い
命を失われた方々のご冥福をお祈りするとともに、ご遺族
の方々に対し、深く哀悼の意を表します。
また、被災された方々には、心からお見舞い申し上げます。
青森県では、今回の地震からの復興に向け、３月17 日
付けで生活再建・産業復興局を設置し、

・被災者の生活再建を支援すること
・太平洋側の農林水産業、製造業、観光など、今回の地震に
より壊滅的な影響を受けた産業の復興を図り、地震災害に
よる雇用者への影響を最小限にとどめ、あわせて被災者の
雇用を図ること
・港湾、漁港等のインフラの復旧、被災者の住宅再建を早急に
図ること

資制度を設けるとともに相談窓口を設置
・居住する住宅を失った方を対象に県営住宅への入居申込み
を開始

などを実施・決定しています。また、復興の拠点となるべ
く八戸港の機能の一部回復も果たしています。
さらに、この度の地震では、青森県のみならず広い範囲
に被害が及んでいることから、他の被災地域に向け県内か
らも人的・物的支援を行ってきたほか、県内の旅館・ホテ
ルにおいて、県外からの一時避難者を受け入れることとし、
その受付も開始しています。
今後も引き続き、被災された方々が一日でも早く普通の
生活を送ることができるよう、市町村、都道府県を始め、
関係各機関と連携し、全力で取り組んでまいります。
お問合せ

などに取り組んでいます。
今回の地震に関しては、これまで、

総務部生活再建・産業復興局
TEL 017-734-9580
○企業からの支援物資の受入れに関する情報

・「被災者生活再建支援制度」を全県に適用
・被害の大きかった県内の市町村に災害救助法を適用すると
ともに、その他の市町村についても災害救助法に準じた災
害援護制度を特例的に創設
・県税の減免等に関する特別措置の実施
・県保健師による避難所での健康調査
・こころのケアチームによるこころのケア
・生活福祉資金の特別貸付け
・被害を受けた中小企業・農林水産業者を支援するための融

http://www.pref.aomori.lg.jp/welfare/care/bussi.html

○被災された方への生活支援に関する情報

http://www.pref.aomori.lg.jp/koho/disaster_life.html

○県外からの一時避難者の受入れに関する情報

http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/soumu/seikatsusaiken/itijiukeire.html

○県内被災者への義援金等に関する情報

http://www.pref.aomori.lg.jp/welfare/care/gienkin_kifukin.html

都道府県だより
Akita

2011 年 4 月

秋田県

東日本大震災の影響のため、今月は休載いたします
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岩手県

Iwate

東日本大震災の影響のため、今月は休載いたします

都道府県だより
Yamagata

2011 年 4 月

山形県

被災県の復興を支援していきます

に、県旅館ホテル生活衛生同業組合と協定を結んで、
組合加盟の旅館・ホテルの客室を借り上げて、一定期
間、無料で要援護被災者の受入れを行うこととしてい

この度の地震で被災された皆様には心からお見舞い

ます。

申し上げます。

被災県の子どもについては、
「教育山形『さんさん』

山形県では、地震発生後直ちに災害対策本部を立
ち上げ、県民生活の安定と隣接する被災県の支援に、

プラン」の下で、本県の子どもたちと一緒に学び合え

市町村と一緒になって取り組んでいます。

るよう、市町村教育委員会と連携しながら、希望され

この間、県民の皆様には、電力を始めライフライン

る方を受け入れていくこととしており、本県での滞在の

の障害、ガソリン・燃料や生活物資の不足など、生活

期間にかかわらず、家族のもとから、できるだけ近く

に不自由をおかけしているにもかかわらず、避難所の

の学校に通えるように考えているところです。

支援、義援金や物資の提供、さらには被災地での炊

山形県災害対策本部の業務は、被災県への支援に

き出しなど多くのご支援、ご協力をいただき、まさに

重心が移ってきていることから、山形県災害対策本部

全県挙げて被災地支援に取り組んでいるところです。

の中に設置している山形県広域支援対策本部に必要と

去る３月 23 日には、吉 村 知 事が宮城県庁に村 井

される機能と人員を集約し、新たに、
「被災地域から

知事を訪問し、
「被災者受入れ基本プログラム」を説

の避難者の受入れ支援」、
「福島県原子力発電所事故

明いたしました。隣接県として、公共施設等を中心と

に係る放射線への対応」を行うとともに、引き続き「被

した１ヵ月以上の長期間の被災者受入れ可能 施 設の

災県への救援物資の円滑な供給」を行っていくことと

確保・提供、公営住宅等の提供、民間住宅等の確保

しています。

と入居支援など、しっかりとかつ速やかに進め、さら
12

宮城県

Miyagi

東日本大震災の影響のため、今月は休載いたします

都道府県だより
Fukushima

2011 年 4 月

福島県

東日本大震災の影響のため、今月は休載いたします
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新潟県

Niigata
事業所内託児所設置推進モデル企業の
託児所がオープン

場環境づくりを推進していくことを目指しています。
例えば、生活雑貨等を企画・販売しているアーネスト株
式会社（三条市）では、社屋の未使用部分を改修し、卸
売業では県内初となる事業所内託児所を開設しました。
新潟県では、少子化が進む中で、子育てしやすく働き
お子さんを預けている従業員からは、
「近くにいること
やすい職場環境を整備していくため、ワーク・ライフ・
で、何かあればすぐに対応できて安心」
、
「授乳時間を持
バランスの推進に取り組んでいます。
つことができてうれしい」との声が寄せられています。ま
その一環として本県が開設を推進している「事業所内
た、託児所を設置し子育てを応援する姿勢を示すことで、
託児所」は、職場の近くに子どもを預けることで、従業
「子育て中も安心して仕事ができるようになった」など、
員が安心して働くことができ、また企業にとっても優秀
な人材の確保・定着につながるというメリットがあります。 従業員からの反響は大きく、アーネスト株式会社には他
企業からの問合せも多数寄せられています。
事業所内託児所の設置に対する補助制度は、厚生労
また、
介護福祉業の株式会社ナーシングホーム新潟
（新
働省では「乳幼児の定員が 10 人以上」の施設が対象で
潟市）では、近隣の５ヵ所の介護施設に勤務する従業
すが、本県では中小企業からの小規模な託児所設置の
員のために民家を借り上げ、託児所として改修しました。
ニーズにも対応するため補助制度を新設しました。平成
アットホームな雰囲気の中、朝 7 時から年中無休で保育
22 年 度は、
「 乳 幼児
の定員が 10 人未満」 を行っており、多くの従業員に利用されています。
仕事と家庭の調和がとれた、安心して子育てのできる
の施設を設置する２企
職場環境づくりが他の県内企業にも広がるよう、新潟県
業をモデル企業として
は今後もワーク・ライフ・バランスの推進に取り組んでい
選定し、設置費や運
きます。
営費の補助を行いまし
た。そして、このモデ
お問合せ
ル企業の取組を広く伝
新潟県産業労働観光部労政雇用課
えていくことで、県内
アーネスト㈱での開所式には泉田知事も出席
TEL 025-280-5260
企業の働きやすい職

都道府県だより

2011 年 4 月

東京都

Tokyo
東京港は開港 70 周年を迎えます

の拠点港湾として、首都圏 4,000 万人の生活と産業に
欠くことのできない生命線の役割を果たすまでに成長し
てきました。
臨海副都心地域は、水辺の景観や、ビジネスや居住
のための充実した都市基盤、また、アミューズメントや
コンベンション機能など、
他 の 地 域 にないポテン
シャルを備えています。
東京港開港 70 周年の
節目の年である本 年に、
東京港の魅力やその役割
と重要性をアピールする
とともに、臨海副都心の
さらなる発展を図ってい
きます。

東京港は昭和 16 年５月 20 日に国際貿易港として開
港し、今年 70 周年を迎えます。
開港してからの東京港は、戦中、戦後の混乱期を経
て日本の復興、経済成長の歩みとともに、拡大・発展
を続けてきました。今日では、国内最多の外貿コンテナ
取扱個数を誇る国際港湾として、また、国内海上輸送

東京港開港 70 周年シンボルマーク

お問合せ

東京都港湾局総務部総務課
TEL 03-5320-5524

東京湾を千葉方面から望む
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群馬県

Gunma

北関東３県でドクターヘリの広域連携を開始します

対応できない場 合
には、隣県のヘリが
県境地域をカバーで
きるようになります。
これにより、救命率
が 向 上し、救 急医
療 体制の一層の充
実が期待されます。 栃木、茨城との連携を始める群馬県のドクターヘリ
連 携 範囲は、当
面、各県の基地病院から半径 50km 圏内を目安とし、地
形的な面も考慮して決定しました。
群馬県のヘリは栃木県南西部の３市町と日光市足尾地
区、鹿沼市粟野地区を、茨城県は栃木県東部の９市町を、
栃木県は群馬県東部の 10 市町と茨城県西部の８市町に
出動できるようになります。
今後、他県の消防や医療機関との連携についての訓練
やシミュレーションを行い、23 年度早期の運用開始を目
指します。

群馬、栃木、茨城の北関東３県は、広域連携による救
急医療体制の充実を図るため、３月に「茨城県、栃木県
及び群馬県ドクターヘリ広域連携に係る基本協定」を締
結しました。３県でのドクターヘリ３機の連携は、全国で
も初めてです。
ドクターヘリは、群馬県は 21 年２月から、栃木県は 22
年１月から、茨城県は 22 年７月から導入しています。３県
は昨年の夏から、相互協定に向けて協議してきました。
協定により、ドクターヘリの出動要請が重複したり、大
きな事故で多数の傷病者が発生したりして、自県だけで

お問合せ

群馬県医務課
TEL 027-226-2534
FAX 027-223-0531

各県のドクターヘリの出動範囲

都道府県だより
Tochigi

2011 年 4 月

栃木県

北関東自動車道が全線開通
３月 19 日（土）に茨城県、栃木県、群馬県を
結ぶ北関東自動車道（愛称「北関」）が全線開通
しました。北関は、平成５年に建設工事が始まり
ました。平成 12 年３月に友部 JCT～水戸南 JCT
間が部分開通して以来順次開通し、平成 22 年４
月には、佐野田沼 IC ～岩舟 JCT 間が開通、残る
太田桐生 IC ～佐野田沼 IC 間も順調に工事が進
み、今回の全線開通の運びとなりました。
北関の全線開通により、北関東３県の距離が縮
まり、人の流れや物流が活発となり、３県のいっ
そうの発展に寄与するものと期待されています。さ
らに、国道 50 号など一般道の交通量減少による
渋滞の緩和、排気ガスの減少による大気汚染の改善な
どの効果もあります。
また、北関東３県と福島県、新潟県は、常磐自動車道、
東北自動車道、関越自動車道によりループ状に結ばれ、
この度の東北地方太平洋沖地震においても、緊急物資
の輸送など緊急輸送路として活躍しています。北関は
今後、被災地の復興にも大きく貢献するものと考えてい
ます。
15

足利 IC

茨城県、栃木県、群馬県の３県では、今回の震災に
より被害を受けた方々が一日も早く普段の生活を取り戻
していただけるよう全力を尽くし、北関を使って各県自
慢の観光地を訪問していただきたいと考えています。
お問合せ

栃木県県土整備部交通政策課
TEL 028-623-2408

茨城県

Ibaraki

東日本大震災の影響のため、今月は休載いたします

都道府県だより
Saitama

2011 年 4 月

埼玉県

さいたま輝き荻野吟子賞
埼玉県は、本県出身で日本初の公認女性医師・荻野吟
子にちなみ、男女共同参画の分野で顕著な功績をあげた
方々を表彰する
「さいたま輝き荻野吟子賞」を設けています。
○日本初の公認女性医師・荻野吟子
荻野吟子は、江戸時代末期（嘉永 4 年（1851）
）
、埼
玉県熊谷市（旧妻沼町）に生まれました。
18 歳のとき、不慮の病にかかり婦人科を受診。女性
医師の必要性を痛感し、医師になることを決意しました。
その後、東京女子師範
学 校（現 お茶の水女
子大学）に入学し、首
席で卒業。私立医学校
で 医 術を 学 び ますが、
当時、女性には医術開
業試験の受験が認めら
れませんでした。
そこ で 吟 子 は、 制
度改正に奔 走するなど
数々の 困 難 を克 服し、
16

明治 18 年
（1885）に医師開業試験を受験。見事合格し、
日本で最初の公認女性医師となりました。
開業後も、女性の地位向上や衛生知識の普及に大き
く貢献しました。
○吟子の精神を受け継ぐ先駆的活動を表彰
新たな分野に果敢に挑戦し、不屈の精神で道を切り
開いた偉人・荻野吟子にちなみ、埼玉県は「さいたま輝
き荻野吟子賞」を設けています。
受賞者は、様々な分野で先駆的に活動し功績をあげ
ている女性や、男女ともに働きやすい職場づくりに積極
的に取り組む事業所などです。
毎年継続して表彰を行い、その活動や取組を称え、周
知することを通じて、女性と男性が個性と能力を十分に
発揮し、あらゆる分野に対等に参画することができる風
土づくりを進めています。
お問合せ

埼玉県県民生活部男女共同参画課
TEL 048-830-2927
さいたま輝き荻野吟子賞 HP
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/danjyo-ginko/

千葉県

Chiba

東京湾アクアラインは引き続き普通車 800 円です！
平成 21 年 8 月から平成 23 年 3 月 31日までの計画で
当初開始した「東京湾アクアライン料金引下げ社会実験」
は、平成 23 年 4 月以降も、当面 3 年間、継続されるこ
とになりました。
これまでの社会実験によって、東京湾アクアラインの交
通量は、実験前に比べて 5 割以上増加し、特に、平成
22 年 2 月以降の平日の大型車は倍増しています。
東京湾アクアラインを利用する都県別の割合は、
ナンバー
プレート調査結果によると、千葉県・神奈川県がそれぞれ

約 30％、東京都が約 25％、埼玉県やその他の地域が約
15％となっており、首都圏全体で広く利用されています。
この料金引下げによる首都圏全体の経済波及効果は、
観光客の増加や物流事業者等による新たな設備投資など
により、年間約 358 億円と試算されています。
また、観光・商工業者や物流事業者へのアンケート調
査結果によると、約 25％の事業者が、
「料金引下げが継
続されることにより、事業拡大の可能性がある」と回答し
ており、さらなる経済効果が期待されます。
千葉県としては、この料金引下げの効果を一過性のもの
としないためにも、
恒久的な料金引下げの実現を目指します。
社会実験による東京湾アクアラインの料金

軽自動車等
普通車
社会実験
640 円
800 円
（ETC 車）
通常料金
2,400 円 3,000 円
（非 ETC 車）

中型車

大型車

特大車

960 円

1,320 円

2,200 円

3,600 円

4,950 円

8,250 円

※対象はＥＴＣ搭載 車のみ
お問合せ

千葉県県土整備部道路計画課
TEL 043-223-3298
HP http://www.aqua-etc800.com/

都道府県だより
Kanagawa

2011 年 4 月

神奈川県

東北地方太平洋沖地震の発生を受けて
～知事によるメッセージを発信～
はじめに、去る３月 11 日に発生した東北地方太平洋沖
地震で被災された皆さんに心よりお見舞い申し上げます。
神奈川県では、地震発生以降、災害対策本部を立ち
上げ、応急対策や被災地への支援などに取り組んでいま
す。こうした中で、
県民の皆さんに対する情報発信として、
急きょ、知事によるメッセージのテレビ放映を行いました。
まず３月 15 日には、知事と政令市市長による県民の

皆さんへの共同メッセージをテレビ神奈川「特別番組」
として放映しました。知事からは、節電へのご協力、ガ
ソリンなどの燃料の買い急ぎや不要不急の車での外出を
差し控えること、食料品などの生活関連物資の買占めの
抑制、という３点についてご協力をお願いしました。さら
に、救助を求めている方や避難生活を余儀なくされてい
る方々への支援として、義援金や献血など、できること
から協力していただきたい、と呼びかけました。
また３月 25 日～ 31 日には、知事による 30 秒メッセー
ジとして、節電節水の呼びかけ、県からの支援情報提供
の案内、支援協力の呼びかけをテレビ神奈川で放映しま
した。
これらメッセージについては、県のホームページにも
掲載し、県民の皆さんに繰り返しご覧いただけるように
しています。このほか、４月の広報紙や広報番組の企画
見直しなど、県民の皆さんに対する広報活動に力を注い
でいます。
お問合せ

神奈川県県民局企画調整部広報課
TEL 045-210-3655
HP http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6546/p164198.html
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山梨県

Yamanashi

おんしりん

恩賜林御下賜１００周年
～まもられてるから まもりたい～

る県有林の基になっており、
「恩賜林」と呼ばれています。
御下賜以来、恩賜林は、先人たちのたゆみない努力に
よって守り育てられ、今年の 3 月 11日に御下賜 100 周年
明治 40 年 8 月、
山梨県を襲った台風は、
死傷者 422 人、 を迎えました。
山梨県では、
「まも
破壊あるいは流出した家屋 11,943 戸の未曾有の大水害
られてるから まもり
をもたらしました。明治 43 年にも再び集中豪雨に見舞わ
たい」を開催テーマに
れ、県民はたいへん苦しい生活を余儀なくされました。
明治天皇はこの窮状を知り、明治 44 年 3 月 11日、県 「 恩 賜 林 御 下 賜 100
周年記念事業」を実
下の御料地約 164,000ha を県の復興に役立てるよう本
施します。
県に御下賜されました。これが県の森林の約半分を占め
3 月 11 日 の「 恩 賜
林記念日」に開催した
100 周年 記 念式 典を
皮切りに、皇族の御臨
席の下開催する秋の記
念 大 会までの間、記
念植樹や県立博物館
御下賜への感謝の気持ちを伝える謝恩碑
（大正９年完成）と記念事業ののぼり旗
での歴 史 展、緑の少
年 団 全 国 大 会、FSC
森林サミットの開催など、県内外の多くの皆様に参加して
いただける記念事業を計画しています。
記念式典の様子（壇上は、式辞を述べる横内知事）

都道府県だより

2011 年 4 月

長野県

Nagano
長野県内企業の技術力を世界へ！

スチック（ ＣＦ
ＲＰ） の 成 形

アジア最大級の民間航空宇宙ビジネス展示会「アジ

試験用オートク

ア・エアロスペース 2011」が３月８日から３日間、香港

レーブ、航空宇

のアジア国際博覧会場で開催されました。

宙部品 群 等を
出 展 するなど、

長野県は、
（財）長野県テクノ財団とともに、産学官
連携等により培われた県内企業の高い技術力や製品

長野県の航空

のアジア圏市場への展開を支援する取組の一つとして、

宇宙関連 技術

この展示会に長野県コーナーを設置。

を世界 各 国か

長野県コーナーの様子

らの業界関係者に売り込みました。

ＮＡＧＡＮＯ航空宇宙プロジェクトの会員であり、航
空宇宙関連産

このほか、長野県では、県工業技術総合センターに

業に係る技 術

最新鋭・高精度の測定分析機器を整備し環境、健康、

開発の取 組を

航空宇宙など、今後成長が見込まれる分野への県内企

行 って い る２

業の展開を積極的にサポートしています。

社・１団 体 が
世界最小の一
人 乗りヘリコ

お問合せ

長野県商工労働部産業政策課

プター や炭 素
民間航空宇宙ビジネス展示会オープニング

TEL 026-235-7192

繊 維強化プラ
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富山県

Toyama

富山－北京便が就航、北京・大連へ毎日運航！

れました。富山空港は富山市街地から車で約15分と近く、
北陸自動車道富山ＩＣからも約５分の上、無料駐車場も

富山空港の富山－大連便が北京まで延伸され、３月 27

完備されているので、富山県内はもちろん北信越地域な

日から、毎日１便のデイリー運航がスタートしました。

どからもスムーズに利用いただくことができます。

平成 10 年に就航した富山－大連便は、これまで週３

便を運航してきましたが、搭乗率が安定していることや、

ビジネス客の利用が多いことなども踏まえ、県ではさら

なる利便性向上に向け、運航航空会社の「中国南方航空」

（本社・中国広東省広州市）などに対し、増便や新たな路

また、県では、今回の新規就航に伴い、北京・大連か

らの観光客の誘致を図るため、５月に知事によるトップ

セールスを行い、関係機関への訪問や観光説明会を開催

するほか、県内経済会で組織する「中国（北京・遼寧省）
経済訪問団」を派遣することとしています。

線の開設等を積極的に働きかけてきました。

今回、富山－大連便が北京まで延伸したことにより、

大連を経由した富山－北京間の所要時間も大幅に短縮さ

発展著しい中国の政治・経済の中心地である首都・北

京と結ばれたことにより、環日本海交流・東アジア交流

の拠点空港として、富山空港の機能と利便性が飛躍的に

向上しました。県では、関係団体や経済界の協力を得な
がら、同便のＰＲに努めるとともに、航空会社や旅行会
社とも連携し、助成制度の充実等さらなる利用促進に取

り組んでいきたいと考えています。
お問合せ

富山県知事政策局総合交通政策室
TEL 076-444-4039

世界遺産の宝庫 ｢北京｣（万里の長城） 浪漫都市 ｢大連｣（中山広場）

都道府県だより
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石川県

Ishikawa

石川県生物多様性戦略ビジョン策定！
～実動部隊「里山創成室」を環境部内に設置～

海の新たな価値の創造や、様々な主体による里山を軸とし
た地域づくりへの参加、世界に向けた情報発信なども含
み、産業や地域の振興も視野に入れたものとなっています。
この戦略ビジョンを着実に実行していくための実動部
隊として、今月 1 日、環境部内に「里山創成室」を設置
しました。里山の利用保全という部局横断的施策の司令
塔として、中長期的視点に立った多岐にわたる施策を強
力に推進していきます。
さらに、企業やＮＰＯなど多様な主体による里山を活
用した前向きな取組を資金面から支援する仕組みとして、
地元金融機関の協力を得て、50 億円規模の「里山創成
ファンド（仮称）
」を創設することとしています。
今年から 2020 年までの 10 年間を「生物多様性の１０
年」とすることが国連において採択されました。
石川県では、県民共有の目標として掲げる『トキが羽
ばたく石川の実現』に向けて、この「里山創成室」と「里
山創成ファンド（仮称）
」を軸に、具体的な取組を充実、
深化させていきたいと考えています。

先月末、未来の子どもたちへ豊かな里山と里海を引き
継いでいくため、本県が策定を進めていた「生物多様性
戦略ビジョン」が完成しました。同ビジョンでは、里山里
海の利用保全を中心に、地域の資源を生かした農林水
産業の振興や美しい景観の保全など、幅広い分野に関わ
る施策を進める計画です。
戦略ビジョンでは、七つの重点戦略を掲げており、里
山里海の資源を活用したビジネスの創出等による里山里

お問合せ

石川県環境部里山創成室
TEL 076-225-1478

輪島市町野町金蔵地区
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岐阜県

Gifu

育児に積極的な男性（イクメン）を応援します
岐阜県では、父親の育児参加を支援する「ぎふイクメ
ンプロジェクト」を昨年度から展開しています。
その第１弾として、イクメンの発掘を目的に「イクメン
のイケてる技」と「イクメンのちょっとイイ話」をテーマ
にした「ぎふイクメン大賞」を募集したところ、238 作
品もの応募がありました。
どの作品も子育ての楽しさを伝え、家族への愛情にあ
ふれた心が温まる素晴らしいものばかりでした。
続く第２弾として、イクメンの育成を目的に「今日から
イクメン教室」を県下３ヵ所で開催し、お父さんたちが、
パパ料理や子どもとの遊び方、おもちゃづくり、絵本の

読み聞かせなど、育児に必要な知識や技術を子どもたち
と一緒に学びました。
さらに第３弾として、イクメンの発信・交流を目的に「ぎ
ふイクメンフェスタ」を、
子育て家庭が多く利用するショッ
ピングセンターで開催しました。
イクメンフェスタでは、男性向けに開発された育児用
品などを紹介する「ぎふイクメン『モノ・コト』展」や、
命の誕生をテーマに妊婦や出産を撮り続けている岐阜県
出身の写真家・松永知恵美氏の写真展、ぎふイクメン
大賞入賞作品紹介展などの展示イベントを開催しました。
また特別イベントとして、絵本ライブ、イクメン大賞表彰
式、イクメントークショーなどを開催し、多くのイクメン
やその家族に参加いただきました。
今年度も、イクメンハンドブックの作成やイクメンのネッ
トワークづくりなどを進め、県内のイクメンの存在やそ
の取組を広く社会にＰＲし、男性が育児を積極的に行う
ことや、育児休業を取得しやすい社会の雰囲気づくりを
行っていきます。
お問合せ

岐阜県環境生活部少子化対策課
ぎふイクメン大賞入賞作品 HP
http://www.ne-planning.co.jp/ikumen/01.html

都道府県だより
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愛知県

Aichi

「あいちのにわとり・タマゴの安全・安心フェア」
を開催しました！

皆様、あいちのにわとり・たまごを、
一度、ご賞味ください！

愛知県では、本年１月から
２月にかけて、鳥インフルエン
ザが発生しましたが、３月 10
日（木）の午前０時をもって県
内全ての移動制限を解除しま
した。
国、地元の自治体、さらに
あいタマ君
関係団体や業者の方々等多く
の皆様のご支援とご協力をいただきながら、早期に防疫
措置を終了し、その後の周辺農家においても清浄性が
確認され、移動制限解除に合わせて鳥インフルエンザの
終息宣言をすることができました。
これを契機に、卵や鶏肉のより一層の消費拡大を図
るため、３月 12 日（土）に「あいちのにわとり・タマゴ
の安全・安心フェア」を開催しました。
フェアでは、知事も参加して、卵かけごはんの試食や、
卵、啓発グッズの消費者への配布を行い、多くの方々に
来場していただきました。

今後も県では、引き続き鳥インフルエンザの防疫対策
に全力を挙げるとともに、消費者の皆様に安全・安心で
美味しい愛知県産の卵や鶏肉をたくさん食べていただけ
るよう、ＰＲ活動やイベント開催など、消費拡大に取り
組んでいきます。

®
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お問合せ

愛知県農林水産部食育推進課
TEL 052-954-6417
HP http://www.pref.aichi.jp/shokuiku/

三重県

Mie

三重県ホームページ・バナー広告の新確保戦略
景気低迷で、掲載者確保に苦戦する自治体ホームペー
ジのバナー広告（Web サイトに広告の画像を貼り、広告
主の Web サイトにリンクする手法）が、特集として新聞
報道されたのが昨年 4 月。三重県では、このとき、10
枠のうち１枠だけが欠けていました。
「もしや？」と思って、
６月に全広告主を訪問すると、
「費用対効果がない」など、
聞かれたのは現状に不満の声ばかりでした。７月、危機
感を抱き、安直に出向いた営業は連戦連敗。翌８月には、
まとめて３社が撤退し
てしまいました。この
とき、もはや従来のバ
ナー広告では「 商 品
価値なし」と痛感しま
した。
しかし、ここで慌て
ず、多様な地元 広告
媒体等を調査していく
と、不況ゆえに不況に
強い県職員に PR を望
んでいる業種が見受け

られ、ピンチがチャンスに思えてきました。
このため、９月～10 月、
「付加価値」を付与した次年
度の新商品化に取り組みました。目玉は、６ヵ月以上の契
約者に限り、職員用パソコンの初期画面にも広告を掲載
できる特典です。ヒントは、書店に並ぶ、付録を競い合
う女性雑誌でした。さらに、
バナーの交互表示を可能とし、
社名に加え商品やサービスを訴求できるようにしました。
11 月、新たな広告主と見込んだ不動産販売等に絞り、
営業に再び挑んでみると、訪問先々で、県職員全てにＰＲ
できる点が大好評。その結果、次年度分は、新規７社を
含む 13 社の応募があり、想像以上の成果を得ることが
できました。
三重県にとって、今後の持続的な歳入確保にメドがつ
いたことも喜びですが、さらに、この新戦略が、コストの
要らないビジネスモデルとして他自治体のヒントになれば、
それこそが最大の喜びです。
お問合せ

三重県政策部電子業務推進室
TEL 059-224-2623
FAX 059-224-2207
HP http://www.pref.mie.lg.jp

三重県トップページ画面

都道府県だより
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福井県

Fukui
福井県陽子線がん治療センター オープン !!

副作用が少なく、痛みもほとんどない上に、仕事をし
ながら通院治療も可能で、
「痛くない、つらくない、苦し
くないがん治療」が福井県で可能となりました。がんの
種類や部位にもよりますが、約１ヵ月、毎日 30 分程度
で治療が終わるため、実際に治療を受けた方は「これだ
けの短い治療で治るとは」と非常に驚かれています。
福井県は全国トップレベルの健康長寿県であり、これ
を一層進めようと、
（財）若狭湾エネルギー研究センター
での研究成果を生かし、日本海側では初となる治療施
設の開設となりました。
治療費についてはまだ公的保険が適用されていません
が、全国で最も経済的負担が低くなるよう「240 万円か
ら」としているほか、福井県民には約１割を軽減。さら
には、治療費を借り入れた場合の利子補給や県内での
遠距離通院者への助成も実施。県内でのがん治療の選
択肢を広げました。
今後は、国内初となる「照射する位置決めの自動化」
や、
世界初となる「高精度の照射システム」の導入により、
将来的には乳がんなど治療対象部位を増やすなど、診
療体制を更に充実させることで「がん予防・治療日本一」
を目指します。

今年３月、待望の「福井県立病院陽子線がん治療セン
ター」が診療を始めました。肺がん、肝細胞がんなど５
種類のがんに対応します。
陽子線によるがん治療は従来の放射線治療とは異な
り、身体のある深さで放射線量が最大となるという物理
的な特性により、正常組織にはより少ない線量を、がん
病巣にはより多い線量を与え集中的に破壊するという最
先端の治療法です。

最先端の技術による治療に期待が高まります。
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滋賀県

Shiga
琵琶湖ルールを改正しました！

質への影響を低減させるため、未燃焼のガソリンやエン
ジンオイルが排ガスに多く混入する従来型２サイクルエン
ジンのボートについては本年３月末までの経過措置を設
け、原則使用禁止としました。
この度、条例施行後８年が経過し、４サイクルエンジ
ンなどの環境対策型エンジンへの転換が進んだことなど
により、本年４月から従来型２サイクルエンジンのボート
の使用を全面禁止しました。さらに平成 24 年 10 月から
は、琵琶湖で航行できるボートには、県が交付する適合
証の表示を義務付け、これらに違反した場合には過料
を科すこととしています。
また、水生動物の増殖場・養殖場への曳き波の影響
を防止するため、ボートがウェイクボード等をえい航して
航行することを禁止する水域や、他のレジャー利用者に
水上オートバイが著しく迷惑を及ぼすことを防止するた
め、その利用を禁止する水域を新設しました。
滋賀県では、ボート利用者やマリーナの皆さんととも
に、琵琶湖と共生するレジャースタイルの確立に向けた
取組を進めてまいります。

滋賀県では、レジャー活動に伴う環境への負荷の低減
を図り、琵琶湖の自然環境及びその周辺における生活環
境を保全するため、水上オートバイなどのプレジャーボー
ト（以下「ボート」
）の航行に関する規制や釣った外来魚
の再放流禁止などを定めた「滋賀県琵琶湖のレジャー利
用の適正化に関する条例」
（通称「琵琶湖ルール」
）を平
成 15 年に施行しました。
特にボートについては、周辺住宅への騒音を低減させ
るため航行を規制する水域等を設けています。また、水

お問合せ

琵琶湖レジャー対策室
TEL 077-528-3485
HP http://www.pref.shiga.jp/d/leisure/

近江舞子水泳場（大津市南小松）

都道府県だより
Kyoto
全国初
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京都府
府民挙げてのがん対策推進運動を展開

進体制として、①関係者や患者・家族、学識経験者等が
参画し、京都府がん対策推進計画の改定など重要事項を
審議する「京都府がん対策推進協議会」
、②拠点施設で
ある府立医科大学と京都大学、都道府県がん診療連携拠
点病院等の医療関係者が集まり、がん医療の水準向上の
ための取組を進める「京都府がん医療戦略推進会議」
、③
医療関係者や行政はもちろん、がん患者や教育機関、報
道機関等の幅広い参画の下、予防や検診等に関する府民
運動の推進母体となる「京都府がん対策推進府民会議」
の三つの組織を設置し、進めていくこととしています。
特に、京都府においてはがん検診受診率の向上が大き
な課題となっており、今回、全国で初めて、条例により「京
都府がん対策推進府民会議」という府民挙げての推進組
織を規定。府全体でがん対策を推進する府民運動を広げ
ることとしており、府民や関係者との連携を強めながら、
受診率の向上を始めとした総合的ながん対策の推進に取
り組んでいきます。

がんは日本人の死亡原因の１位。京都府でも毎年 7,000
人を超える府民の方が亡くなっています。今後も高齢化に
伴い、がん患者の増加が予想されることから、がん対策の
推進に関する府の責務や関係者の役割、府の行う施策を
明確にし、府全体が一体となって総合的にがん対策を推
進することを目的にしたがん対策推進条例を制定しました。
○府独自の病院指定制度などを規定
条例では、
「早期発見」
「医療水準の向上」
「情報提供や
がん患者の支援」を３本柱に、①がん検診の受診率向上を
目標設定し、啓発や人材育成など、達成に向けた取組を推
進、
②専門性の高い病院を「京都府がん診療連携病院」
「京
都府がん診療推進病院」として府独自に指定、また緩和ケ
アの取組の推進等により医療体制を整備、③拠点病院に
おいて相談支援センター等のがんに関する情報提供や相談
体制を充実、といった施策を展開していきます。

お問合せ

京都府健康福祉部健康対策課
TEL 075-414-4725

○府民運動の推進母体を立ち上げ
本条例に沿った施策展開に当たっては、がん対策の推
22

大阪府

Osaka

第３回「なにわなんでも大阪検定」実施！
大阪を楽しく知ってもっと好きになりませんか

（1）油揚げの入ったそば
（2）油揚げの入ったうどん
（3）揚げ玉の入ったそば
皆さん、
「大阪検定」をご存知ですか？
（4）揚げ玉の入ったうどん
今年は、平成 23 年７月 10 日（日）に第３回「なにわ 【答え】
（1）油揚げの入ったそば
なんでも大阪検定」が実施されます。
大阪検定には、基本的なレベルの３級から高度なレベ
本検定は、大阪が持つ歴史・文化の奥深さを再発見し、 ルの１級までの級があり、日本国内在住の方であれば、
多様な大阪の魅力を楽しく知っていただくことを目的とし
学歴・年齢・性別・国籍等を問わず受験可能です。合格
た試験です。
すると 60 以上のレストランや施設等で特典が受けられま
出題範囲は、大阪府域の「歴史・文化」だけでなく、
「文
す。皆様、この機会に大阪を楽しく知って大阪をもっと好
化・芸能」
「産業」
「観光」
「ことば」
「食・生活」
「スポーツ」 きになってみませんか。
等多岐にわたり、話題の最新
試験日：平成 23 年７月 10 日（日）
スポット情報など幅広い角度
試験場所：大阪府立大学中百舌鳥キャンパス（予定）
から総合的に出題します。今
受験申込期間：平成 23 年４月 20 日（水）
年は、新たなテーマ問題とし
～６月１日（水）
て「大阪の鉄道」
「探検 ! 大
受験料：３級３，
３００円、２級４，
４００円、
阪城」に関するテーマからも
１級６，
３００円
出題されます。
お問合せ
次の問題は、第１回大阪検
大阪府府民文化部都市魅力創造局文化課
定２級試験問題から。
なにわなんでも大阪検定事務センター
【問題】大阪では、一般的に
TEL 06-6452-7728
「たぬき」とはどの食べ物を
なにわなんでも大阪検定ＨＰ
さすでしょう？
http://www.osaka-kentei.com/
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奈良県

Nara

過疎地域での生活交通の確保のために
～広域通院ライン（通院バス）の運行を開始!!～
奈良県では、
「安心で安全な移動手段の確保など、移
動環境を社会インフラの一つとして位置付け、広域行政
体としてのイニシアティブを発揮し、その改善に向けて取
り組む」ことなどを基本方針とした
「奈良県交通基本戦略」
を平成 23 年３月に策定しました。通院や買物等の日常生
活に不安を感じることなく、誰もが生き生きと暮らせるよ
う、基幹的な生活交通手段の確保に取り組んでいます。
県内の過疎地域では、高齢化の進展により、マイカーの
運転ができなくなる人や、家族等に運転を頼めなくなる人
が増えることが予想される一方、路線バスの減便や休廃止
が進み、コミュニティバスの運行があっても、必ずしも住民
のニーズに合致した効率的な手段となっていない場合もあ
ります。そのため、住民アンケートで希望の多かった公共
交通による通院行動の支援を、実施することとしました。

今回、五條市・十津川村と連携し、県立五條病院への
通院支援を目的として、県内初となる広域コミュニティバ
ス「広域通院ライン」の実証運行を開始しました。病院の
診療開始時間に間に合うよう十津川村温泉バスセンター
を出発し、県立五條病院の玄関口にバス亭を設置、終点
五條バスセンターまでの約 80km を片道３時間で、１日１
往復します。月曜日から金曜日まで運行し、定員は 30 人、
乗車運賃は路線バスと同額としています。
３月下旬からは、
「せんとくん」を描いたラッピングバス
が登場。乗降しやすいノンステップバスで、山岳地帯に配
慮してクッション性能の高い、ゆったりとした座席にしてい
ます。車内にはＡＥＤ（自
動体外式除細動器）を搭
載し、運転手は使用訓練
を受けています。１年間の
実証運行期間中に利用状
況を検証し、本格運行に
ついて検討を行います。
県立五條病院玄関口に到着した通院バス

お問合せ

奈良県道路・交通環境課
TEL 0742-27-8103
HP http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-17534.htm

せんとくんラッピングバス
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和歌山県

Wakayama

急傾斜園地における乗用モノレール整備への
支援をスタート
果樹王国和歌山では、園地の約８割が傾斜８度以上
の急傾斜園地となっています。こうした園地での営農労
力の軽減と生産効率の向上のため、昭和 40 年代から
50 年代にかけて、農業用のモノレールが集中的に整備
されました。しかし導入後 30 年が経過し、施設の更新
が必要であるほか、従来のモノレールは荷物運搬用で、
人が乗ることはできず、また農業従事者の高齢化に伴い
作業中の転倒事故なども発生しています。

ているなどの一定の要件を満たす地域を対象に、農山
漁村活性化プロジェクト支援交付金を活用して、乗用モ
ノレールの整備への支援を始めました。
平成 22 年度は、有田川町の賢・船坂地区で実施して
おり、地域からは、従来に比べると安全性や走行性が
格段に向上したとの声が聞かれました。

園地を走る乗用モノレール

今後も地域へのＰＲ活動等を通じて、乗用モノレール
のさらなる導入につなげたいと考えております。
お問合せ

和歌山県農業農村整備課
TEL 073-432-4111

急傾斜園地

こうした状況から、平成 22 年度より、高齢者にも働
きやすい農地づくりのため、施設の共同管理体制が整っ

都道府県だより
Hyogo

2011 年 4 月

兵庫県

関西広域連合が一丸となって、東北地方太平洋
沖地震被災地を支援
●東北地方太平洋沖地震の発生
３月 11 日、観測史上最大となるマグニチュード 9.0
の大地震が発生し、東北地方を中心に甚大な被害がも
たらされ、多くの尊い生命が失われました。
この大災害に際して、関西広域連合構成府県は、16
年前、阪神・淡路大震災の被災地である関西だからこそ、
その経験と教訓を生かし、一つにまとまり、持てる力を
結集して、被災地に対し、できる限りの支援をすること
を直ちに決定しました。
●関西広域連合の構成府県で連携して被災地支援
支援を迅速かつ的確に行うため、特に被害の大きな
福島県、岩手県、宮城県に対し、主として京都府と滋
賀県は福島県、大阪府と和歌山県は岩手県、兵庫県と
徳島県と鳥取県は宮城県を中心に支援しています。
また、各被災県に関西広域連合の現地連絡所を開設し、
被災地のニーズを的確に把握した上で、情報を広域連合に
集約することにより、構成府県が効果的な支援を行います。
●被災地への支援内容
関西広域連合は、被災地・被災者の支援に全力を挙げ
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て取り組みます。非常食、毛布、防寒着、仮設トイレなど
に加え、ブルーシート、ポリタンク、ベビー用品等、きめ
細かい視点で構成府県が分担して支援物資を集め、日々
変化する現場の状況に応じていち早く提供しています。
また、避難者への心のケア対策、全国から集まるボ
ランティアの調整、建物の応急危険度判定等のための
職員のほか、復旧・復興の段階に応じて、土木・建築、
農林水産等の技術者等の派遣など、構成府県の専門的
人材を結集して対応していきます。
さらに、関西広域連合のスケールメリットを生かせば、
数万人規模の一時的避難者を受け入れることも可能で
す。既に、公営住宅の提供を開始し、高齢者、入院患
者等の災害弱者の病院や施設への紹介、転入学手続き
の簡素化による児童生徒の受入れ等の窓口も開設して
います。
今後も状況の推移を見極めながら、関西広域連合構成
府県が一丸となって積極的な被災地支援を行っていきます。
お問合せ

兵庫県防災計画課広域企画室

※関西広域連合において、広域防災を兵庫県が担当しています。

TEL 078-362-9833

鳥取県

Tottori
「子育て王国鳥取県」の実現に向け、
子どもの医療費助成の対象を拡大

の国庫負担金が減額されています。このことが、国保財
政運営上の支障となっているため、国に減額の見直しを
強く要望しているところです。

昨年度、県内の子育て世帯を対象とした少子化対策に
関するアンケートで、子育てに対して経済的負担が大きい
と感じる世帯が８割を超えていることが分かりました。
“子
育てするなら鳥取県”と皆さんに言っていただける「子育
て王国」を目指す本県にとって、こうした現状を改善する
ことは緊急の課題です。
そこで、鳥取県では、今年４月から子どもの医療費助成
の対象年齢を、現在の“小学校就学前まで”から“中学校
卒業まで”に引き上げることとしました。これは子どもの医
療費の一部を県と市町村が負担する県独自の制度で、こ
の拡大により、生まれてから中学校を卒業するまで、県内
の医療機関の窓口では、入院の場合は日額 1,200 円、通
院の場合は日額 530 円までの負担ですむことになります。
入院・通院とも中学校卒業までを対象とする都道府県
の制度は少なく、この拡大により、子どもが安心して必要
な医療を受けられる全国トップレベルの環境が整います。
ところで、国民健康保険制度では、このような地方独
自の支援制度により、医療機関窓口で自己負担を軽減し
ている場合、医療費が増加するとの理由から国保事業へ

助成拡大で中学校卒業まで安心して医療機関を受診することが可能に

お問合せ

鳥取県福祉保健部子育て支援総室
TEL 0857-26-7573
HP http://www.kosodate-ohkoku-tottori.net

都道府県だより
Okayama

2011 年 4 月

岡山県

新エネルギービジョンを策定
岡山県では、国が打ち出した地球温暖化対策と経済成
長の両立を目指す戦略等を踏まえ、新エネルギーの普及拡
大を地球温暖化防止だけでなく産業振興や地域活性化に
も結び付けることを目的に「おかやま新エネルギービジョン」
を策定しました。
ビジョンでは、2020 年頃の新エネルギーに関連する産
業と地域の姿を描き、
その実現に向け、
市場獲得、
地産拡大、
イメージアップの三つの戦略と14 の重点プロジェクトを掲
げています。

おかやま新エネルギービジョンのイメージ
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また、
選択と集中の観点から、
数ある新エネルギーのうち、
太陽光発電、小水力発電、木質バイオマスの利活用、電
気自動車の普及と技術開発の４分野を重点分野としました。
目玉となる重点プロジェクトの一つが、
「メガソーラーの
誘致」です。
国が来年４月に予定している再生可能エネルギーの全量
固定価格買取制度の導入は、太陽光発電を始めとする発
電ビジネスの展開を強力に後押しすると見込まれます。これ
を大きなチャンスと捉え、
「晴れの国岡山」の特長でもある
日照時間の長さを生かしながら、様々な波及効果が期待で
きるメガソーラーの集積を目指していきます。
また、岡山県は日本初の量産型電気自動車であるアイミー
ブの「産地」でもあり、県内では、既に約 200 台の電気自
動車が普及していますが、今後、コンビニなどと連携して充
電器の整備を進め、より一層の普及を図ります。
さらに、新エネルギーの地産拡大を打ち出したこともビ
ジョンの特徴です。全国的にも高く評価されている県内ＮＰ
Ｏによる市民共同発電所の取組や、小水力発電や木質バイ
オマスの利活用など、身近な自然資源をエネルギーに変え
る取組を広く普及していくこととしています。
岡山県では、今後、ビジョンの目的や重点プロジェクトの
内容を積極的にＰＲし、県民、市町村、ＮＰＯ、民間企業
など多様な主体の協働による新エネルギー関連の取組を更
に加速していきます。

島根県

Shimane

いずも

まい

島根県オリジナルのソバ新品種「出雲の舞」が誕生！
島根県の特産品である「出雲そば」は、日本三大そ
ばの一つに数えられ、
“黒くてうまみが深い”と観光客
にも人気があります。
「出雲そば」の特徴は、ソバの実のデンプン質だけで
なく、皮の部分も一緒に粉に挽くので、色が黒っぽく、
香りが豊かなことです。
また、
「出雲そば」は盛り付け方にも特徴があり、３
段の器に盛る「割子そば」が有名です。
現在、県内のソバの栽培面積は、約 450ha ですが、
品種は全国で普及している信濃１号が大半を占めていま
す。この品種は早く収穫でき、安定した収量が得られる

ことから、これまで
栽培していた、本県
特 有の 在 来 種 から
栽培が切り替わりま
した。
しかし、県内の蕎
麦 屋等から、
「出雲

そば」に適した地域
固 有の 優 良 品 種の

ソバ新品種「出雲の舞」の栽培風景

育成を要望されていたことから、島根県では、平成 17

年度から産・学・官からなるプロジェクト組織が主体と
なり「出雲そば」に適した品種の育成に取り組んできま

した。その結果、小粒で色が黒く、香りが高いという
在来種の特徴を残しながら、安定した収量を得られる
いずも
まい
島根県オリジナル新品種「出雲の舞」が誕生しました。

島根の新しいソバ
「出雲の舞」を使った
「出雲そば」を、

是非ご賞味ください。
お問合せ

島根県農林水産部農畜産振興課
TEL 0852-22-5109

出雲そば独特の盛り付け方「割子そば」

都道府県だより

2011 年 4 月

広島県

Hiroshima
（仮称）第２音戸大橋

大ブロック一括架設

広島県では、音戸大橋の交通量増大による慢性的な
交通渋滞に対応するため、呉市警固屋と音戸町を結ぶ
「警固屋音戸バイパス」の整備を進めています。
（仮称）
第２音戸大橋は、このバイパスの一部として、音戸大橋
の北約 350 ｍの位置に架けられる橋長 492 ｍのアー
チ橋で、完成すると国内で４番目の長さとなります。
この橋の工事の一環として４月 24 日に、工場で組み
立てられた重さ 3,500t（ ジャンボジェット機 20 機分）

今回使用するクレーン船（3,700 ｔ吊）

製作中の大ブロック（平成 23 年 2 月）

の大ブロック（中央径間部）の一括架設を行います。
今回の工事は、呉市にある「てつのくじら館」に展示
されている潜水艦の吊り上げに使用された国内最大級の
大型クレーン船により一括で架設するものです。当日は、
見学会の開催を予定しており、迫力のある工事風景を間
近にご覧いただけます。
なお、警固屋音戸バイパスは平成 25 年春の供用開始
を目指して工事を進めています。
お問合せ

広島県土木局土木整備部道路企画課
TEL 082-513-3891

警固屋音戸バイパス
警固屋音戸バイパス位置図

26

Yamaguchi

山口県

おいでませ！山口
観光案内人検定を実施！
山口県では、
県民の皆さんに、
山口県の魅力を再発見し、
愛着心を深めていただくとともに、来県される方々に対し、
本県の魅力を伝える「観光案内人」として活躍できる人
材を養成するため、
「観光案内人検定」を実施しました。
山口県として初の試みとなるこの検定は、筆記試験に
加えて実技指導試験が行われ、県内外から 205 人の方
が受験されました。筆記試験では、山口県の観光の魅力
を紹介した「ぐるるん！山口観光案内人ガイドブック」を
基に、本県の歴史や文化、自然、特産品、観光資源など
の幅広い分野から出題されました。また、実技指導試験

では、会場に県内の各地域のブースを設置し、ベテラン
観光ボランティアガイドの方による模範実演を踏まえ、受
験者の皆さんに観光案内人の実技演習を行っていただき
ました。
合否は、筆記試験と実技指導試験の結果から総合的
に判定し、３月末には受講者全員に合否が通知されてい
ます。合格者には、お得な特典が付いた観光案内人認定
カードとオリジナルバッジが送られました。
10 月に開幕する「おいでませ！山口国体・山口大会」
では、多くの皆さんが来県されます。こうした取組を通じ
て、県民の皆さんに山口県の魅力を再認識いただき、来
県された方を心温まるおもてなしでお迎えし、一人でも多
くの方々に山口県のファンや山口県観光のリピーターに
なっていただきたいと考えています。
お問合せ

山口県観光交流課
TEL 083-933-3175
山口県観光ポータルサイト「おいでませ山口へ」
http://www.oidemase.or.jp/
おいでませ！山口観光案内人検定 HP
http://y-kentei.info/

都道府県だより
Kagawa

2011 年 4 月

香川県

瀬戸内国際芸術祭から
「ART SETOUCHI」へ

プランを展示していた、ピピロッティ・リストの作品「Your
First Colour」が、４月９日にいよいよオープン。カラフ
ルで音も楽しめる映像作品です。
島に暮らす人が先生となって、豊島の「島キッチン」や
男木島では、島で採れる材料を使ったかご作りに挑戦し
たり、島に伝わる伝統の凧作りを教わったり、島の活性
化への取組が島の人の手によって続いています。
「ART SETOUCHI」対象エリアで鑑賞できる施設・
作品として、直島の「李禹煥美術館」、豊島の「遠い記憶」
（塩田千春）、
「豊島美術館」、女木島の「不在の存在」
（レ
アンドロ・エルリッヒ）、
「均衡」
（行武治美）、男木島の「漆
の家」、
「オンバ・ファクトリー」、
「男木島の魂」
（ジャウメ・
プレンサ）、大島の「やさしい美術プロジェクト」などが、瀬
戸内海の七つの島と高松港周辺で新しいスケジュールによ
り公開されています。小豆島の「つぎつぎきんつぎ」
（岸本
真之）も小豆島オリーブ公園内で近々再公開されます。
是非
「ART SETOUCHI 春」をお楽しみください。
新しい瀬戸内の風景が皆さんをお待ちしています。

「瀬戸内国際芸術祭 2010」の閉幕後も、整備された
主要な施設や作品が残り、現在も継続展示されています。
こうした芸 術 祭も含めたアート活 動 全 体を「ART
SETOUCHI」と表現することとし、その第一歩として
「ART SETOUCHI 春」と題したイベントシーズン
が始まりました。
５月８日までの間、島とアートを体感するイベントが、
高松港周辺や女木島、男木島、小豆島、豊島、大島で
繰り広げられています。
３月 27 日のオープニングイベントは、東北地方太平洋
沖地震被災地支 援
チャリティーイベント
として実施し、大勢
の人にご協力をいた
だきました。
豊島では、新作の
アート作品も登場し
お問合せ
ます。
「瀬戸内国際
瀬戸内国際芸術祭実行委員会事務局
芸術祭 2010」に将 （香川県瀬戸内国際芸術祭推進室内）
来プロジェクトとして
瀬戸内国際芸術祭 2010 会期中の男木島
TEL 087-832-3123
（瀬戸内 Art Memory 2010 フォトコンテスト入賞作品より）
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徳島県

Tokushima
みんなでホームページの魅力をアップ！

低コストでタイムリーな情報を発信でき、受け手も豊
富な情報を得ることが可能。ホームページには、このよ
うな他の媒体にはないメリットがたくさんあります。
徳島県では、より便利にホームページをご利用いただ
けるよう、平成 21 年 10 月に、ホームページをリニュー
アル。検索機能の強化や、
文字読み上げ機能の標準装備、
キッズページの開設など、様々な視点で使いやすさを追
求しました。
そのような中、多くの皆さんから好評をいただいてい
るのが「みんなで入魂！フォトコンテスト」です。これは、
「徳島県の魅力的な文化や名所、名物等」をテーマとし
た写真を広く全国から募集し、入賞作品をトップページ
に掲載するものです。ホームページのリニューアルに合
わせ昨年度第１回を実施し、この度、第２回目のフォト
コンテストを実施したところです。

応募されたのは、
阿波おどりや吉野
川、鳴門の渦潮な
ど、全国的にも人
気の高い観光資源
から、地域のお祭
りや美しい花の風
景まで、徳島の魅
力が詰まった作品 開くたびに写真が切り替わる徳島県ホームページ（イメージ）
ばかり。 これまで
の２回の開催で、延べ 121 人の方から 266 作品の応募
をいただきました（入選作は、徳島県ホームページで公
開しています）
。県がインターネットを使って実施したアン
ケートでも、トップページの大きな写真は人気を集めてお
り、皆さんに徳島県ホームページに親しんでいただくきっ
かけにもなっていると実感しています。
今後も、徳島県では、このようなコンテスト等を通して、
県内外の皆さんに徳島の魅力を再発見してもらうととも
に、利用される皆さんの目線を取り入れながら、これか
らもより親しみやすいホームページにしていきたいと考え
ています。
HP http://www.pref.tokushima.jp/

第２回「みんなで入魂！ フォトコンテスト」大賞作品

都道府県だより
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愛媛県

Ehime
未就職卒業者への就職支援

愛媛県では、
「緊急雇用創出事業」を活用し、高校、
大学等を卒業後未就職となっている若者の就職を支援
するため「未就職卒業者緊急就職支援事業」を創設し
ました。
この事業は、中学校、高等学校、大学（短期大学、
大学院を含む。
）
、専門学校等を卒業後５年以内の未就
職者を対象に、研修生として８ヵ月間有期雇用し、最初
の２ヵ月間で、ビジネススキル・マナー、就職スキル、
業界業種別研究等の基礎研修を行い、残り６ヵ月間で、
派遣先企業で働きながら実用的なスキルを習得する職

合宿研修（声出し訓練）

場実習を行い、派遣先企業への就職を目指すもので、
株式会社パソナに委託して実施しています。研修を重ね
ることで、研修生の意識・スキルともに大きくレベルアッ
プしており、企業側からも研修生の人材水準に、高評価
を得ています。
就職状況が極めて厳しい中、愛媛県では、若者の人
材育成を図り、一人でも多くの就職が実現できるよう、
支援していきたいと考えています。
お問合せ

愛媛県経済労働部管理局労政雇用課雇用対策室
TEL 089-912-2505

業界業種別研究発表
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高知県

Kochi
ドクターヘリが運航を開始しました

高知県は、東西・南北に長く、また中山間地域を中心と
する過疎地域では、無医地区が多く、急速に高齢化が進
行しています。また、医師不足により郡部における救急医
療の確保が非常に困難になっており、近年では医療圏域
を超えた救急搬送件数が増加していました。
このような背景を踏まえ、本県では、平成 16 年度から
県消防防災ヘリに医師を搭乗させて現場出動する「ドク
ターヘリ的運用」を行ってきました。
しかし、消防防災ヘリは、救急活動のほかにも、救助活
動や火災防御活動、災害応急対策活動などの役割があり、
これらへの出動時や、毎年行われる耐空検査による運航
休止期間があるといった一定の制約の中で業務を行ってき
ました。
このため、県では新たなヘリコプターシステムの導入を検
討することとし、平成 21 年度に有識者らによる「高知県ド
クターヘリ導入検討委員会」を設置、６回にわたり調査、
検討を行いました。その結果、
「ドクターヘリの導入が現実
的」との報告を受け、ドクターヘリの導入を決定しました。
平成 22 年９月に基地病院を高知県・高知市病院企業
団立高知医療センターに定めて以降、ランデブーポイント
の調査や、県内の消防本部と連携訓練を行うなど、平成
23 年３月の運航開始に向け準備を行ってきました。
運用開始直前の３月11日、東北地方太平洋沖地震が

発生。３月12 日早朝、その
支援のためドクターヘリはＤ
ＭＡＴとともに、緊急出動し
ました。14 日まで岩手県の
花巻空港を拠点に本県の消
防防災ヘリや他県のドクター
ヘリと連携して、重症患者の
救命活動に従事しました。高知県へ戻り、３月16 日から
県内での運航を開始しました。
本県のドクターヘリは、機体にアンパンマンをデザインし
たほか、愛称も募集するなど、ドクターヘリに親しみを持っ
ていただき、県民がドクターヘリ事業にご協力いただけるよ
う取り組んでいます。
また、23 年度は、ドクターヘリの導入を契機に、救急
医療機関の役割分担や相互協力、最適な搬送先や搬送
手段の選定などについて、医療機関や消防機関などと協
議を加速しながら、
ドクターヘリ、
消防防災ヘリ、
ドクターカー
などを活用した県全体の救急医療体制の構築について検
討を進めていくこととしています。
お問合せ

高知県健康政策部医療政策・医師確保課
TEL 088-823-9667
ドクターヘリ HP
http://www2.khsc.or.jp/kyumei-kyukyu/heli-top.htm

都道府県だより
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福岡県

Ｒｕｂｙ・コンテンツビジネスの
世界的拠点を目指して！
福岡県では、日本発プログラミング言語「Ｒｕｂｙ（ル
ビー）
」によるソフトウェア産業の育成やゲーム、アニメ
等のコンテンツ産業の振興を図っています。
2010 年 12 月、これらの産業の振興を図る拠点施設
として「福岡県Ｒｕｂｙ・コンテンツ産業振興センター」
を開設しました。
このセンターでは、専用サーバや録音室などコンテン
ツ制作に不可欠な最先端の設備・機材とともに、専任ス
タッフによる充実したバックアップ体制も整えており、企
業の研究開発や製品
開発を強力に支援し
ます。セミナールーム
は、インターネットが
利用できる無線環境
を整 備しており、研
修 会や就 職面談 会
など人材育成・確保
の場として、さらに、
録音スタジオでの収録
商談会や交流会など
29

セミナールームでの研修会

ビジネス機会拡大・創出の場として、幅広く活用してい
ただけます。Ｒｕｂｙ・コンテンツ企業向けに 12 室の貸
オフィスも整備しており、全ての部屋で本社機能や開発、
営業の拠点としてご活用いただいております。
今後とも、センターを核に研究開発や人材育成・確保、
ビジネス創出・拡大など総合的な支援を行い、Ｒｕｂｙ・
コンテンツビジネスの世界的な拠点を目指していきます。
お問合せ

福岡県 Ruby・コンテンツ産業振興センター
TEL 092-477-6431
HP http://frac.jp/

佐賀県

Saga
九州初の重粒子線がん治療施設
「サガハイマット」着工！

するプロジェクトを、産学官共同で進めています。平成

25 年春の開設に向けて、今年２月には、建屋の建設
が始まりました。

今や、日本人の二人に一人がかかると言われる
「がん」。

がん治療の切り札の一つとして注目される重粒子線

身近な病気だからこそ、身近なところで治せるようにし

治療の特長は、体を切らずに済むため治療に伴う痛み

端のがん治療が受けられる「九州国際重粒子線がん治

副作用を最小限に抑えられることが挙げられます。さら

たい。そんな思いを実現するため、佐賀県では、最先

がないこと、がん病巣をピンポイントで破壊するので、

療センター（愛称：サガハイマット）」を鳥栖市に開設

に、これまで治療が難しかった頭部や体の深い部分に
あるがんにも対応でき、また、通院での治療が可能な
ので家庭や職場を長く離れずに済みます。

重粒子線がん治療施設は全国でも少なく、国内で４ヵ

所目、九州では初となります。建設地は、３月 12 日に

開業した九州新幹線「新鳥栖駅」の駅前。鳥栖は九州

を東西と南北に貫く二つの高速道路に加えて、新幹線も

走る交通の要衝。県内はもちろん、九州全域からのアク
セスに優れた、理想的な立地場所と言えます。

がん撲滅の一翼を担うことを期待される重粒子線がん

治療。この最先端の治療法の良さを、そして、この治
療方法を採用する「サガハイマット」が鳥栖市にできる
ことを全国の皆さんに知っていただきたいと思います。

都道府県だより
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長崎県

Nagasaki
「しま」の暮らしをもっと便利に
～離島架橋の取組

長崎県には、たくさんの離島があります。風光明媚で
個性豊かな島々には約 15 万人が暮らしており、こうした
「しま」の振興は、
県の重要な取組の一つとなっています。
去る 3 月 27 日、長崎市中心部から南西約 10km の
いおうじま
沖合に位置する伊王島と本土を結ぶ「伊王島大橋」が開
通しました。長崎港口にかかる女神大橋や話題の軍艦島
は しま
（端島）を一望できる、全長 876m の橋です。
かつて炭坑の島として栄えた長崎市伊王島町は、炭坑

伊王島大橋（伊王島から本土を望む）
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閉山後、リゾートの島として再出発。今では、人口 770
人ほどの島を年間約 16 万人の観光客が訪れます。
橋の開通により、観光客の大幅増が期待されるだけで
なく、医療機関へのより迅速な急患搬送等も可能になり
ました。伊王島では、今まで以上に安心できる暮らしが
始まっています。
にしそのぎ
さいかい
おおしま
一方、
西彼杵半島の西側に位置する西海市大島町では、
それまで有料であった「大島大橋」の通行料金が、この
4 月 1 日から無料になりました。
全長 1,095m のこの橋が平成 11 年に開通したことで、
島民の生活は格段に便利になったものの、これまで毎日
の通勤や通学にも通行料金を負担しなければなりません
でした。
こうした中、県と西海市が力を合わせ、予定より18 年
以上も早く無料化を実現。地元では「本当に助かる」
、
「最
高にうれしい」といった声が聞かれました。橋には、生活
道路としての役割に加えて、地域の交流を促進する架け
橋としても大きな期待が寄せられています。
大島大橋の無料化で、県内の離島架橋は全て無料とな
りました。これからは
「しま」がますます魅力を増す季節。
長崎県の「しま」に、是非車で気軽にお越しください。

大分県

Oita

う

ま

あかし

Ｔｈｅ・おおいた豊後牛「豊味いの証」
大分県を代表する味、豊後牛に新たな美味しさの基
準ができました。
和牛肉の格付けは霜降り度、いわゆる「サシ」の量
によって大部分が決まります。しかし「和牛肉は脂っ
こくてたくさん食べられない」という意見も多く聞か
れてきました。
そこで着目した
のが、オリーブ油
等の植物油にも含
まれている「オレ
イン酸」
。オレイン
酸含有率が高い牛
肉は、サシが多く
て も 風 味 が 良 く、
サラサラとまろや
かな口当たりとな
ることから、オレ
イン酸は“おいし
さの決め手”と言
う ま

われています。そこで、大分県では和牛肉のオレイン
う ま
あかし
酸含有率を測定し、55％以上のものに「豊味いの証」
を表示することにしました。また、種牛や繁殖牛の遺
伝子の型を調査し、オレイン酸生成能力の高い牛を増
やすことにも取り組んでいます。
「豊味いの証」は大分県内 10 店舗で２月９日（にく
の日）から試行販売を始めました。
大分にお越しの際は、ワンランク上の美味しさが表
示されたＴｈｅ・おおいた豊後牛「豊味いの証」を是
非お買い求めください。

あかし

豊後牛

「豊味いの証」

都道府県だより
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熊本県

Kumamoto
球磨焼酎ブランド化の取組
くましょうちゅう

熊本県の特産品「球 磨焼酎」は、人吉球磨地域に
500 年の長きにわたり受け継がれてきた本格米焼酎で、
現在 28 の蔵元が個性ある焼酎を造り出しています。
県では、蔵元、原料米生産者、消費者、行政などが
一体となった「球磨焼酎振興プロジェクト協議会」を発
足させ、人吉球磨産米を使用した球磨焼酎の生産拡大
を始め、認知度向上を図るための事業を推進し、球磨

焼酎のブランド化に取り組んでいます。これまでに、球
磨焼酎と相性が良い料理のレシピを作成し、ホームペー
ジでの紹介や球磨焼酎に合う酒器コンテストの開催、
また、熊本市内を中心とした飲食店 28 店舗に協力いた
だき、蔵元が各店に出向いて、球磨焼酎の歴史やおい
しい飲み方を参加客に知っていただくキャンペーンなど
を行ってきました。
「球磨焼酎」は、世界貿易機関（ＷＴＯ）の協定に基
づき、平成７年に国税庁による地理的表示指定を受け
ています。これにより、米のみを原料とし、人吉球磨の
地下水で仕込んだもろみを人吉球磨で蒸留し、びん詰
めしたものだけが、
「球磨焼酎」と表示できます。また、
平成 19 年には特許庁の地域団体商標にも登録されてい
ます。
熊本が世界に誇る「球磨焼酎」
。熊本にお越しの際は
是非お買い求めください。
お問合せ

熊本県くまもとブランド推進課
TEL 096-333-2333

世界に誇る「球磨焼酎」
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宮崎県

Miyazaki
東北地方太平洋沖地震災害について

まず、この度の東北地方太平洋沖地震災害において、
お亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお祈り申し
上げますとともに、被災された皆様に衷心よりお見舞い
を申し上げます。
本県では、昨年の口蹄疫、そして鳥インフルエンザ、
新燃岳の噴火という一連の災害の中で、全国から温か
いご支援を賜り、様々な面にわたって助けていただくと
ともに、大いに勇気付けられ・励まされたところです。

支援物資トラック第１便の出発。運転手へ目録を手渡す河野知事。

このような経験をした本県といたしましては、今回の
地震・津波災害に際し、被災された地域の方々に感謝
の思いを持って、できる限りの支援をしてまいりたいと
考えており、そのための組織「東北地方太平洋沖地震
災害対応チーム」を立ち上げたところです。
多くの宮崎県民からも「自分たちに何かできることは
ないか」という声が数多く寄せられています。今こそ宮
崎県が率先して支援の手を差し伸べ、これまでの温か
いご支援へのご恩返しをさせていただこうという思いを
強くしております。
まず、Ｄ - ＭＡＴ（災害派遣医療チーム）２隊と県の
防災ヘリ「あおぞら」の派遣を行いました。続いて支援
物資の第 1 便として、県トラック協会の協力をいただき、
毛布や飲料水を福島県へ発送しました。また、緊急消
防援助隊及び医療救護班の派遣を行うとともに、被災
者の方を受け入れるための公営住宅の空室を確保し、
情報提供にも努めています。
今後とも「全国知事会緊急広域災害対策本部」とも
緊密に連携し、様々な方策を幅広く検討し、現場に負
担をかけない形で迅速な支援をしてまいります。ボラン
ティアなどについても、現場が必要とする支援の内容や
受入時期等について、情報提供に努めていきたいと考え
ております。被災地の一刻も早い復興を願い、支援へ
全力をつくします。

都道府県だより
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鹿児島県

Kagoshima
開幕！花かごしま 2011

花と緑の大博覧会「第 28 回全国都市緑化かごしま
フェア（花かごしま 2011）
」が九州新幹線全線開業に合
わせて、３月 18 日に開幕しました。
花かごしま 2011 は、鹿児島市北部の吉野公園をメイ
ン会場に、鹿児島市南部の鹿児島ふれあいスポーツラン
ドをサブ会場として５月22日までの 66日間、
開催します。
メイン会場では、鹿児島のシンボルである雄大な桜島
を背景に県内外自治体等の庭園・花壇による一大絵巻

花広場

を始め、鹿児島県本土と
28 の美しい島々を亜熱帯植
か えん
物等で表現した「島の華園」や新品種の深紅のバラ「篤
姫ローズ」を展示した「おごじょの庭」などが広がりま
す。また、欧米を熱狂させた鹿児島の植物や画家・田
中一村が愛した奄美の自然などを紹介する屋内パビリオ
ン、華道家 假屋崎省吾さんのステージやハンギングバ
スケットや押し花教室などの花みどりふれあい教室など
多彩なイベントが盛りだくさんです。
サブ会場では、マスコットキャラクターぐりぶーをテー
マにみんなで描く花と緑いっぱいのかごしまのまち「花
広場」や、
「手ざわりのいい」
「香りのいい」植物を五感
もり
で楽しめるぐりぶーの遊び場「遊びの杜」が広がります。
期間中は、約 900 種類 110 万株の花と緑が両会場
を鮮やかに彩ります。
また、鹿児島市中心市街地をまちなか会場、県内の
公園・道の駅などを協賛会場・回遊拠点として、県内全
域を花でいっぱいにしています。～今年の春は、鹿児島
は花いっぱいです。～花かごしま 2011 へのご来場を心
からお待ちしております。
お問合せ

花かごしま 2011 実行委員会事務局
TEL 099-295-8787

にっぽん花絵巻
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沖縄県

Okinawa
沖縄 21 世紀ビジョンを策定

した結果、県民の望む将来像は以下のとおり五つの将来
像になりました。
「沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を

沖縄県では、平成 22 年３月に県として初めての長期

大切にする島」
「心豊かで、安全・安心に暮らせる島」
「希

構想となる「沖縄 21 世紀ビジョン」を策定しました。こ

望と活力にあふれる豊かな島」
「世界に開かれた交流と

のビジョンは、県民の参画と協働の下に、将来（おおむ

共生の島」
「多様な能力を発揮し、未来を拓く島」です。

ね 2030 年）のあるべき沖縄の姿を描き、その実現に向

また、沖縄県には、本土とは異なる歴史・地理的特性

けた取組の方向性と、県民や行政の役割などを明らかに

等から固有課題があり、将来像を実現する上で克服しな

した基本構想であり、沖縄の将来像の実現を図る県民

ければならない課題として以下の四つに整理し、その対

一体となった取組や、これ

応方向を明らかにしました。
「大規模な基地返還とそれに

からの県政運営の基本的

伴う県土の再編」
「離島の新たな展開」
「海洋島しょ圏沖

な指針となるものです。

縄を結ぶ交通ネットワークの構築」
「沖縄における道州制
のあり方」です。

沖縄県では、県民アン
ケート、高校 生作文コン

ビジョンの実現に向けては、全ての県民が課題と目標

クールの実施、全市町村

を共有し、適切な役割分担の下、県民一体となった取組

でのワークショップ等を開

が重要です。沖縄県は、現在、ビジョン実現に向けた基

催し、各地域・各層から

本計画を地域住民や市町村等の参画の下、策定している

数多くの貴重な意見をいた

ところであり、県民とともに新たな県づくりに全力を挙げ

だきました。それらを集約

て取り組んでいきます。

都道府県だより

！

2011 年 4 月

苦情情報センター

「地方分権苦情情報センター」
への情報提供を

！

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。

お寄せいただいたご意見等は、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 03-5212-9135
※なお、ご担当者の職・氏名・連絡先
（電話番号・メールアドレス等）もご記入ください。

連絡窓口：全国知事会連絡広報部
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アジア諸国における
地方分権のこれまでと今後
― シンポジウム「地方分権のこれまでと今後」での報告と議論 ―

政策研究大学院大学 教授 井川 博

１ はじめに――地方分権に関する国際シンポジウム

学長の開会挨拶に引き続き、村松岐夫京都大学名
誉教授により「日本における近年の地方自治の変
容」と題して基調講演が行われた。
村松名誉教授は、戦前の地方自治は、地方の政
治と行政を担当し、日本の近代化に大きな役割を
果たした。戦後は、府県知事の直接選挙などの民
主化が行われた後、逆コース改革を経て、地方自
治制度が完成した。また、経済成長期には、機関
委任事務が増加する中で、国と地方は、協力して
施策を実施してきたが、公害問題が発生し、革新
自治体を中心に積極的に公害・環境施策や福祉施
策が行われたと述べた。
また、1990 年代以降の改革について、村松名
誉教授は、細川内閣の成立を機に機関委任事務制
度の廃止など地方分権改革が進められ、厳しい財
政状況の中で市町村合併が進んだ。三位一体の改
革により地方へ税源が移譲されたが、これに伴う
自治体間の格差の調整が課題である。また、各自
治体は自発的に NPM による改革に取り組んでい
ると述べた。さらに、同名誉教授は、全国の市長
の分権改革や市町村合併に対する評価について、
肯定・否定双方に意見が分裂しているとの調査結
果を紹介した。
結びとして、村松名誉教授は、税収の確保や公
共サービスの再建が必要な時代にあって、市民が
公共を担うことは重要であるが、消費税増税も国
民は受け入れるとの見解を示すとともに、補完性
の原則について、
「できること」とは、財政的に
も人材的にもできるという意味であり、それにつ
いて地方の側が決定する要素を持ち、国と協議し
て決定すべきであると述べた。さらに、同名誉教
授は、地方自治の成立には国家の側の抑制が必要
であり、地方が中央政府に対して自己主張をする
ようになったことは、地方分権改革のプラス効果
の一つであると指摘した。

1990 年以降、アジア各国では地方分権を目指
した改革が進められ、大きな政策課題となってい
る。こうした中で、政策研究大学院大学の比較地
方自治研究センター（注１） では、その活動の一環
として 2006 年度から 5 回にわたりアジア諸国の
地方分権に関する国際シンポジウムを開催してき
た（注２）。2010 年度には、
「地方分権のこれまでと
今後」をテーマに第 5 回国際シンポジウムを 12
月 9 日に開催した。
第 5 回国際シンポジウムでは、村松岐夫京都大
学名誉教授による基調講演に引き続き、これまで
の地方分権の成果や特徴を中心に、中国、インド
ネシア、フィリピン、韓国、タイ及び日本の地方
自治の研究者、実務家による報告が行われ、地方
分権の今後の課題や見通しを中心に、パネルディ
スカッションが実施された。シンポジウムでは、
各国における地方分権の成果や特徴、今後の課題
などについて、報告がなされるとともに、活発な
議論、意見交換が行われた。
本月号から 9 月号では、こうした国際シンポジ
ウムでの報告や討論、各国報告者から提出された
ペーパーなどを基に、アジア各国（諸外国）にお
けるこれまでの地方分権の成果や特徴、今後の課
題について考えてみることとしたい。その第 1 回
となる本稿では、12 月に開催されたシンポジウ
ムでの報告や討論の概要を紹介し、アジア諸国に
おける地方分権の成果や特徴、今後の課題につい
て見てみたい。なお、シンポジウムの報告や討論
等の要約（翻訳）は筆者が行ったものであり、そ
の責任は筆者にあることをお断りしておきたい。
２ 村松岐夫京都大学名誉教授の基調講演、アジ
ア各国研究者等の報告

（２）地方分権の成果と特徴に関する各国報告
村松名誉教授の基調講演に引き続き、中国、イ

（１）村松岐夫京都大学名誉教授による基調講演
シンポジウムでは、八田達夫政策研究大学院大
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方分権の成果としては、①内国歳入分与（IRA）
により国から地方への財源移転が拡大した、②地
方政府の区域を超える共通課題について地方政府
間の連携、協力が進んだ、③市民や NGO の地方
自治への参加促進が地方政府法で規定され、市民
参加の枠組みが整備された、④地方レベルのイノ
ベーションを発揮する環境の整備が進み、優れた
イノベーションが増加した、⑤地方が改革を進め
る上で必要な基盤が整備されたことが挙げられる。
フィリピンの地方分権は、依然としてその改革
途上にあり、①制度や手続の改革、②思考やパラ
ダイム、行動様式の改革、③リーダーシップや政
治的意思、④積極的な市民参加といった分野で努
力していく必要がある。

ンドネシア、フィリピン、韓国、タイ及び日本の
研究者、実務家により、各国の地方分権の成果や
特徴などについて報告がなされた。
①中国（白 智立（Zhili Bai）北京大学政府管理
学院副教授）
中国では、①共産党による集権的統治、②地方
に対する指導的統制、③地方政府は地方国家機関
という点から、集権的な中央・地方関係が形成さ
れてきた。1994 年の分税制
（国税と地方税の分離）
の実施により、中央の財政力の強化が図られる一
方、地方への権限委譲も行われた。また、1998
年に「村民委員会組織法」が制定され、直接村長
を村民が選挙できることとなった。
中国では、漸進主義、試行錯誤、下部への権限
委譲に基づき、実験的改革が行われる。地方に関
する実験的改革には、①地方が自発的に改革し、
それを中央が追認する、②中央が実験地域を指定
して行わせる、③中央の方針等に従い、地方が自
主的に改革を実施する、などのケースがある。地
方分権化や実験的改革の実施は、地方への権限委
譲、地方の自主性の拡大、地方行政の多様化をも
たらしたと考えられるが、中央集権的な構造を変
えるまでには至っていない。

④韓国（鄭在吉 (Che Kil Chong) 国立全北大学
法学部教授）
1949 年に地方自治法が制定され、1952 年に
地方議会選挙が行われたが、1961 年に軍事クー
デターが発生し、韓国の地方自治は冬の時代が続
いた。その後、1991 年に地方議会議員選挙が、
1995 年には首長の公選制度が開始されるなど、
韓国でも地方分権改革が進められている。
李明博政権でも地方分権改革が意欲的に実施さ
れており、①住民生活の質の向上、②地方自治の
力量の強化、③地域競争力の強化、④民主的な市
民意識の向上という四つの目標を設定し、機関委
任事務の廃止、自治体への事務の移譲、国の地方
行政機関の整理などの改革を進めている。また、
教育制度の地方分権も実施され、警察制度におけ
る分権改革も検討されている。
韓国の地方分権の特徴としては、①政変や政権
交代に伴い地方自治制度の定着が遅れた、②統治
者が短期的な効果を志向する、③李明博政権下で
迅速な権限委譲が実施された、などがある。

② イ ン ド ネ シ ア（ エ コ・ プ ラ ソ ジ ョ (Eko
Prasojo) インドネシア大学政治社会学部行政
学大学院プログラム長兼教授
インドネシアでは、1999 年に開始された大規
模な分権改革により、地方政府への権限、財源の
移譲、自治体首長の直接選挙の実施など多くの改
革が進められた。こうした分権改革の結果、模範
的事例（ベストプラクティス）が行政サービスの
提供や財務管理などの分野で見られるようになっ
た。しかし、地方政府のクリーン度や人間開発指
数（HDI）などの定量的なデータから見ると、分
権改革により良い統治（ガバナンス）が達成され
たとは必ずしも言いがたい。
分権改革の特徴としては、①行政レベルの分権
から政治的分権への移行、②財源手当がない中で
の権限移譲、③中央政府の弱い統制や監視、④長
期的な計画（デザイン）なき改革が挙げられる。
また、分権改革を実施する上では、①各省や地方
機関間での調整不足、②地方機関の規模拡大、③
多すぎる地方政府の規制、④地方政府の数の急増
などの問題点が指摘される。

⑤タイ（オラタイ・コッポル (Orathai Kokpol)
キング・プラジャディポック研究所地方政府開
発カレッジ・ディレクター兼助教授）
タイでは、1997 年の憲法制定以降、地方分権
が推進され、地方自治が発展した。その主な成果
として、①権限や財源の移譲による地方自治体の
役割が拡大した、②地域ニーズに的確に対応し、
地方自治体の提供するサービスの質が向上した、
③地方選挙の投票率が向上し、市民参加の進展が
見られるなど、地方における民主主義が発展した、
が挙げられる。
また、その特徴としては、第 1 に、自治体（県
自治体（PAO）等）と国の地方行政機関（県等）
とが並存し、県知事等（国家公務員）が自治体に
対し様々な権限を持っている。第 2 に、中央集権
の傾向が強い中で、
地方分権改革が進められており、

③フィリピン（アレックス・ブリランテス (Alex B.
Brillantes Jr.) フィリピン大学行政ガバナンス
学部教授）
フィリピンでは、1990 年代初めに地方政府法が
施行されて以来、地方分権が推進されてきた。地
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題もある。また、自治体レベルでのイノベーショ
ンの推進も課題であると指摘した。
韓国の鄭教授は、地方自治体の合併が大きな問
題となっている。地方行政体制改編のための特別
法が成立し、政府は、財政面、権限移譲の面でイ
ンセンティブを与え、合併を推進している。国民
の意見は分かれており、合併政策が成功するかど
うかが、李明博政権にとって大きな課題であると
述べた。
（なお、韓国の基礎自治体の数は約 230
である。
）
オラタイ助教授は、タイでは、地方自治に対
する国民の信頼の確保が大きな課題である。その
背景には、暗殺などの政治的な暴力や腐敗などの
問題がある。また、外国人移民問題や地球温暖化
問題等が生じる中で、自治体の能力向上が課題と
なっており、今後の地方分権の方向性についても、
地方分権に対する評価など様々な論争がある中
で、大きな問題であると述べた。
日本の久元局長は、人口減少、財政状況の悪化
が大きな問題であり、こうした中で国の出先機関
と地方自治体との間での二重行政の解消が課題と
なっている。大都市の行政体制の在り方、府県と
大都市との関係も問題となっている。また、市町
村より狭い地域における身近な自治の再生・充実
も、高齢者の行方不明問題等が生じる中で大きな
課題であると指摘した。
白副教授は、中国では、分権改革の制度・ルー
ル（法治）が確立されていないことが大きな問題
である。長期的な目標、ビジョン、全体像が不十
分であり、中国の分権改革は、行政体制運営の改
革という性格が強い。中央からの統制も住民によ
る統制も弱いという問題があり、実験的な改革を
制度化し、構造的な分権改革を進めるという課題
があると述べた。

中央政府の抵抗などにより、地方分権がなかなか進
展しない。第 3 に、地方政治において、バンコク
都を除き政党の役割が欠如している、執行機関（首
長）の力が強く議会の力が弱い、
などが指摘される。
⑥日本（久元喜造総務省自治行政局長）
地方自治法の施行以来 60 年余りが経過し、数多
くの改正がなされてきたが、長と議会による二元
代表制、都道府県と市区町村による二層制などを
基本とする地方自治制度の根幹は変わっていない。
地方分権改革の成果として、地方分権一括法
（1999 年）による、①国と地方自治体の役割分担
の明確化、②機関委任事務制度の廃止、③国によ
る関与の法定化等、④係争処理手続の整備などが
挙げられる。また、行政体制を整備するため市町
村合併が推進されたが、合併については、肯定的
評価のほか、批判的な意見もある。
現在、国の出先機関の整理合理化や国による義
務付けの撤廃・縮小が進められている。改革の眼
目は、国が国防、外交など国家の司令塔としての
役割をしっかりと担うよう、その役割を純化・強
化する一方で、自治体が自らの判断で、地域にお
ける行政を幅広く担うことができるようにするこ
とである。
３ パネルディスカッションでの議論
村松名誉教授の基調講演と各国の研究者・実務
家による報告を踏まえ、
「各国における地方分権
の今後の課題」をテーマにパネルディスカッショ
ンが行われた。パネルディスカッションでは、各
国報告を行った中国、インドネシア、フィリピ
ン、韓国、タイ及び日本の報告者により、各国に
おける地方分権の課題について議論を進めるとと
もに、そうした課題解決の方向性、今後の地方分
権の見通しなどについて意見交換が行われた。
（な
お、モデレーターは筆者が務めた。
）

（２）地方分権における課題解決の方向性と今後
の地方分権の見通し
以上のような地方分権の課題等に関する発言を
踏まえ、課題解決の方向性や地方分権の今後の見
通しについて意見交換が行われた。
フィリピンのブリランテス教授は、貧困指数
や実績指数を自治体への財源移転の基準に用いる
べきであり、自治体間の協力に関する地方政府法
の規定を整備する必要がある。また、自治体のパ
フォーマンスに関する認証制度や基準・指数の整
備は中央政府の重要な役割であると述べた。
鄭教授は、合併を進めるには、住民や地方議員
の意向を踏まえる必要があり、韓国の中央政府は
効率性を重視しているが、民主主義との調和・バ
ランスが重要である。済州島では、特別法の制定
により、国の出先機関が統合され、知事がその事
務を行っていると指摘した。

（１）各国における地方分権の課題
まず、各国の地方分権における課題を中心に意
見交換が行われた。
エコ教授は、インドネシアでは、州より広い区
域を単位とした経済開発、行政活動の実施や、ジョ
グジャカルタ等において特別な自治、多様な形で
の地方分権を認めてはどうかという問題がある。
また、地方自治体と国の機関という二つの性格を
持つ州の役割をどうするかも課題であると述べた。
フィリピンのブリランテス教授は、能力の向上
が重要であり、人的能力の向上、国家公務員の意
識改革、貧困等を考慮した地方自治体への財源の
移転といった課題があると述べた。自治体間の協
力・連携の強化も重要であり、連邦主義という問
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これらに対し、日本、インドネシア、タイ、フィ
リピンの報告者から回答がなされ、活発な議論が
行われた。

タイのオラタイ助教授は、地方分権に対する国
民の信頼を得るためには、住民の参加や透明性の
向上が大切である。地方分権の進め方もトップダ
ウンからボトムアップに変える必要があり、政府
から半分独立した調査研究機関による地方分権の
方向性の検討も重要であると発言した。
日本の久元局長は、国の出先機関改革のメリッ
トを具体的に国民に説明し、改革に対する国民の
理解を得ることが大切であると述べるとともに、
日本の法治主義も必ずしも完璧ではなく、地方分
権の推進のためには、その徹底が一つの大きな前
提となると指摘した。
白副教授は、中国では歴史的な伝統が分権にも
大きな影響を及ぼしており、中央集権の維持が前
提となっている。政治改革を漸進的に行うという
方針の中で、分権改革も漸進的に進められると思
われ、上からの法による統制と下からの民主的な
自治制度による統制が重要であると述べた。
インドネシアのエコ教授は、民主主義と経済発
展の調和が大切であり、州より広い区域での経済
開発を推進すべきである。多様な地方分権を認め
るとともに、州の役割を整理し、議会の廃止も考
えるべきであると述べた。

４ おわりに
シンポジウムには、内外の地方自治関係の研
究者や実務家、大学院生など約 170 名が参加し、
午前 10 時前から夕方の 6 時近くまで熱心に議論
が行われた。シンポジウムでは、上述のほかにも、
各国における地方分権の成果や特徴、今後の課題
などについて、多くの興味深い報告がなされ、議
論（討論）が行われた。
地方分権の課題は、各国の歴史や地域の事情等
により異なるものの、地方自治体の能力アップ、
住民参加の問題など共通するものも多い。本シン
ポジウムでの地方分権に関する情報や意見の交換
が、各国における地方分権の進展に役立つことが
期待される。
本稿では、紙面の制約などもあり、それらを十
分に紹介することができなかったが、アジア各国
（中国、インドネシア、フィリピン、韓国、タイ）
における地方分権の成果と特徴、今後の課題につ
いては、次号以降でもう少し詳しく紹介し、考え
てみることとしたい（注３）。

（３）ファイナル・リマークなど
こうした意見交換を踏まえて、最後に、各パネ
リストからパネルディスカッションを総括する発
言がなされた。
白副教授は、中国の憲法には、地方の自主性の
尊重や人民が主権者であるとの規定があり、分権
改革は憲法への回帰と言えると述べ、インドネシ
アのエコ教授は、分権には腐敗を分散化したとい
う面もあり、文化とビジョンの変革が不可欠であ
ると指摘した。
フィリピンのブリランテス教授は、地方分権の
各国比較は必要であり、透明性が分権により向上
するという成果があったと発言し、韓国の鄭教授
は、政策の立案者・実施者は、市民の幸せのため
に何が良いかを常に考えて仕事を行い、喜びを感
じる必要があると指摘した。また、オラタイ助教
授は、タイの分権化は正しい方向に向かっており、
今後とも継続的に分権を進めることにより問題を
解決できると述べた。
久元局長は、ブリランテス教授の質問に答えて、
機関委任事務の廃止と公務員の関係を説明すると
ともに、制度改革を実施するには社会的なコンセ
ンサスを得る必要があり、分権改革において政治
や政党の役割が重要であると指摘した。
ファイナル・リマークに引き続き行われた質疑
応答では、会場から自治体規模に関する議論の重
要性についての意見の表明や、地方分権に対する
住民の理解、評価などに関する質問がなされた。

（注１）比較地方自治研究センターは、2006 年 4 月、地方自治
に関する比較研究などを行うことを目的として、政策研
究大学院大学に設置された。同センターでは、地方分権
に関する国際シンポジウムの開催のほか、アジア各国か
らの研究員の招聘や地方自治に関するセミナーの実施、
（財）自治体国際化協会との連携による日本の地方自治に
関する調査研究や英文資料の作成などに努めている。
これらの活動等については、同センターのホームペー
ジ（http://www3.grips.ac.jp/~coslog）をご覧いただ
きたい。
（注２）第１回から第４回のまでの国際シンポジウムのテーマ
及び開催日は以下のとおりである。
第１回 「アジアの地方分権」（2007 年２月 19 日）
第２回 「地方分権と地域社会：参加、協働とガバナン
スの向上」（2008 年３月 5 日）
第３回

｢地方分権と地方財政｣ (2009 年３月 10 日 )

第４回 「地方分権の時代における国と地方の新たな関係」
（2010 年２月 18 日）
なお、第１回から第５回の国際シンポジウムの内容
については、比較地方自治研究センターによる各回の
『シンポジウム報告書』のほか、本誌（NO．598 ～
603、610 ～ 615、622 ～ 627）における高田寛文元
政策研究大学院大学教授、木村俊介前政策研究大学院
大学教授と筆者とによる紹介論文などを参照されたい。
（注３）次号（４月号）以降では、中国、インドネシア、フィ
リピン、韓国、タイの順で、畑山栄介政策研究大学院
大学准教授と筆者が交互に、
「地方分権のこれまでと今
後」について執筆する予定である。
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東日本大震災からの復旧に向けて
〜生活・生産・財源機能の多重化展開を〜
去る３月 11 日に発生した東日本大震災により

の生活安定への対応が第一義ではありますが、

被災された東北・関東地方の方々に対し、心か

被災後半月程度で復旧に向けた活動も始まって

らのお見舞いを申し上げますと同時に、被災地

くると想定されます。その復旧プロセスで大事

の一日も早い復興を心より祈念いたします。さ

な視点は「多重化」して対応することです。

らに、福島第一原発事故が重くのしかかり、復
旧を更に困難にしているという状況の一刻も早

図１

東日本大震災

多重化復旧のイメージ

い収束も願うものです。
今回の大震災が、我が国の社会経済に対して、
広範かつ深刻な影響を与えることは疑いの余地
がありませんが、その復旧プロセスには、国民
の協力と英知を結集すべきところであります。
この復旧に当たり、社会・経済システムの「多
重化」視点から、生活の場の再建、生産機能の
回復、復旧に向けた財源の確保などを検討しま
した。
１．多重化の復旧プロセスの導入を
図１は、大震災の経済的な影響を、物的被害、
人的被害の「被災被害」、生産・商流機能支障、

（資料）防災白書などをもとに日本総研作成

交通・エネルギー・通信機能支障の「機能支障」、
社会や経済システムは、相互にネットワーク

復旧財源の「財源捻出」に分けてみたものです。
1995 年に起きた阪神大震災の場合は、直接被害

されており、地震により橋が寸断されることで

額は約 10 兆円、これに対しての復旧財源は、短

町の生活が孤立化する、原子力発電が止まると

期には３回の補正予算で約３兆円を支出すると

東京電力管内での計画停電が実施されるなど、

ともに、10 年間で 16 兆円余りが投入されまし

一部の欠落がシステム全体の機能不全を引き起

た。今回の東日本大震災では、この阪神大震災

こす場合があります。
このため、被災地域内の再建に当たっても、

の２倍を上回る経済的打撃があったと推測され

単に被災前と同様に戻すだけではなく、福島県

ます。

双葉町が役所ごと埼玉県さいたま市に避難した

まずは、行方不明者の探索や被災を受けた方々
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３．財源確保も多重化して

ように、被災地と被災地域外が手を結び、２地
域居住や行政機能連携などの「地域や生活の多

今回の大震災に対しても、大型の国債発行に

重化」を推進することで、従前より快適で安全

よる復旧財源が必要になると考えられます。し

な生活や地域が再建できることになります。

かし、阪神大震災当時と現在の財政状況では、
状況が大きく異なります。1995 年当時は、税収

２．生産機能の多重化

が新規国債発行額を 30 兆円程度上回る「黒字」

東日本地域の企業活動も大打撃を受け、部品

収支構造でしたが、近年では新規国債発行額が

生産などが停止・遮断したことで、自動車業界

税収を上回る「赤字」構造から抜け出せない異

などの生産ネットワークが途切れ、全国的な生

常事態に陥っています（図３）。このため、復興

産ストップにつながった産業が多数出ています。

財源も新規国債だけに頼ることなく、民間の投

この生産額の低下は、韓国や台湾などの海外企

資資金を積極的に推進するなどの「多重化」財

業にも影響を与えると同時に、再建時の海外流

源方策を模索すべきと考えます。幸いなことに

出が加速される懸念もあります。

「震災復旧ファンド」などの新たな動きも出てき

大災害前から、中長期的には設備投資の低迷

ていることから、「投資家」や「個人」による、

が続き、内外の成長率格差が広がる中、企業は

これらの復旧ファンドへの投資は全額控除対象

国内投資を抑制し海外シフトを積極化させる方

とするなど思い切った推進政策を導入し、真の

向でした（図２）。それが、今回の大震災をきっ

意味で、官民が連携して復旧を成功させたいも

かけとして、被災地での再建よりも海外シフト

のです。

を積極化させる可能性が高いのです。このため
には、企業の被災地での再建投資を条件に、国
内における被災地域外の投資、海外における投

図３

資に関しても、生産機能の「多重化」のメリッ

（資料） 財務省

新規国債発行額と税収の推移

トを享受できるように、投資減税や法人税率の
引下げなどの優遇処置を講ずる必要があります。
図２

企業の事業工程の事業展開意向

（注）

（資料）内閣府「企業行動に関するアンケート調査」
（注） 調査時点は 2010 年 1 月 15 日。調査対象は上場
製造業 532 社
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2010 年度は補正後、2011 年度は当初予算ベース

Vol.24
日本の耕地面積が減少しつつある

浅 井 建 爾

＊耕地面積と耕地率

日本の可住地の面積は 121,392.6 k㎡で、国土面積の 32.5％であることは

都道府県名

耕地面積（k㎡） 耕地率（％）

順位

先月号で紹介したとおりだが、耕地面積は可住地面積の 38％を占めるに過

北海道

11,620

14.8

13

ぎない（46,280 k㎡）
。日本の総面積に対しては、わずか 12.4％の耕地しか

青森

1,577

16.4

10

岩手

1,546

10.1

25

宮城

1,367

18.8

６

秋田

1,511

13.0

19

山形

1,236

13.3

18

福島

1,510

11.0

22

茨城

1,763

28.9

１

栃木

1,283

20.0

５

群馬

769

12.1

21

埼玉

814

21.5

4

千葉

1,299

25.2

2

東京

79

3.6

47

ないのである。日本の食料自給率が 40％しかないというのも、納得せざる
を得ないような低い数値である。ただでさえ狭い日本の耕地面積だが、それ
が減少しつつあるというのだから深刻だ。
1961（昭和 36）年のピーク時には、全国で 60,860 k㎡の耕地面積があっ
た。それ以来、耕地は毎年減り続け、およそ半世紀の間に約４分の１の耕地
（14,580 k㎡）が住宅地や工業用地、道路などに化けてしまった。岩手県の
面積にも匹敵する広大な土地である。耕地は農作物をつくる土地、すなわち
田畑として利用する土地を言う。農地も耕地と同義語だとみていいが、農地
には採草地や放牧地を含めることもある。
耕地面積は東京、大阪、名古屋の三大都市圏での減少率が際立って高いが、
地方でも都市化の進展や農家の後継者不足など種々の問題で、多くの耕地が
姿を消していった。特に昭和 30 年から 40 年代にかけての高度成長期の減
少率は著しく、農業用地ばかりではなく、山林や丘陵地なども造成されて住
宅地や工業用地、道路などに転用されていった。可住地面積が年々増加して
きたにもかかわらず、耕地面積が増加することはなかったのである。その傾
向は現在も続いている。
都道府県別の耕地面積は１位が北海道で 11,620 k㎡、
２位は茨城県（1,763
k㎡）
、３位新潟県（1,758 k㎡）
、以下、青森、岩手、秋田、福島、宮城、千葉、
栃木と続き、１県あたりの面積が比較的広い東日本の自治体が上位を独占し
ている。だが、耕地率となると様相も大きく変わってくる。広大な平野を有
している県は比較的耕地率も高いが、面積が広い県でも山地が多くを占めて
いる長野県や岐阜県、岩手県などは耕地率が低く、耕地面積は思いの外狭い。
ここで特筆すべきは、県の面積は全国で 24 位と決して広くはない茨城県
が、耕地面積では全国で２番目に広いということである。耕地率も茨城県が
28.9％で日本一を誇っている。首都圏に位置していながらこの数値は立派だ
と言えるのかもしれないが、県域の大部分を関東平野が占めていることを考
えると当然だと言えなくもない。しかし、東京に近いだけに都市化の波にさ
らされており、耕地面積が減少していくことが懸念されている。
耕地率が 20％を超えているのは、茨城県のほか千葉（25.2％）
、佐賀
（22.5％）
、埼玉（21.5％）
、栃木（20.0％）の５県ある。全国で最も低いの
は東京都でわずか 3.6％。東京の可住地面積の比率は 63.6％と高水準にあ
るが、そのほとんどを商業地や住宅地、工業用地などが占めている。東京は
大都会なのでやむを得ないが、四国の高知県は農業県なのに耕地率は 4.1％
と東京に次ぐ低さである。もっとも、高知県は森林率が日本で最も高く
（83.7％）
、平地が少ないので耕地率が低いのもやむを得ない面もある。
最近は耕地の減少率が鈍化しているとはいうものの、減少に歯止めがか
かったわけではなく、依然として危険水域にある。耕地は人間が生きていく
ために必要不可欠な食料の供給地として重要な役割を担っている土地だけ
に、適切な対策を講じなければ将来の日本人の食料が心配である。

207

8.6

34

新潟

1,758

14.0

15

富山

596

14.0

14

神奈川

石川

437

10.4

24

福井

411

9.8

28

山梨

253

5.7

44

長野

1,115

8.2

36

岐阜

585

5.5

45

静岡

726

9.3

30

愛知

805

15.6

12

三重

618

10.7

23

滋賀

538

13.4

17

京都

323

7.0

40

大阪

142

7.5

39

兵庫

770

9.2

32

奈良

228

6.2

42

和歌山

360

7.6

37

鳥取

353

10.1

26

島根

386

5.8

43

岡山

698

9.8

27

広島

592

7.0

41

山口

507

8.3

35

徳島

314

7.6

38

香川

323

17.2

8

愛媛

549

9.7

29

高知

288

4.1

46

福岡

878

17.6

7

佐賀

550

22.5

3

長崎

509

12.4

20

熊本

1,183

16.0

11

大分

585

9.2

31

宮崎

695

9.0

33

1,238

13.5

16

沖縄

391

17.2

9

全国

46,280

12.4

鹿児島

・農林水産省統計部の資料をもとに作成（2008 年）
＊耕地率は都道府県面積に占める耕地面積の割合
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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. 321

診療体制見直しの理由
西川町立病院

須貝 昌博（山形県）

西川町は山形県のほぼ中央に位置し月山朝日

町の人口は 15 年前に比べ 2 割減少したが、70

連峰を有する広大な町で、人口は徐々に減少し

歳以上の人口は 3 割増え、80 歳以上は 497 人

て 6,512 人、高齢化率 35.3％、要介護認定者

が 895 人へと 8 割も増えている。

は 280 人 で あ る。 町 は 1990 年 に「 保 健 と 医

この高齢者の急増による医療需要の増大が、

療と福祉の町」を掲げ、1992 年に介護老人保

なんとか踏ん張っている職員の肩に更に重く圧

健施設、1993 年に保健センターを開設し、こ

し掛かっている。4 年前最後の開業医が急逝さ

れらと町立病院を一本の廊下で連結した。当時

れ、当院は町で唯一の医療機関となった。外来

の町長は医療に精通した方で、現在の地域包括

患者の増加を長期処方等で調整していたがそれ

医療・ケアを推し進められ、中央社会保険医療

にも限界があり、さらに高齢化に伴い町外の医

協議会の専門委員も 1992 年から 8 年間務めら

療機関から当院へ鞍替えする方も増えている。

れた。

最近は隣接市町の市立、県立病院で断られた小

西川町立病院は 1981 年に自治医大卒業生が

児の発熱患者や高齢の腹痛患者が、町外から時

県内で初めて赴任した病院で、私は 1985 年か

間外に救急搬送される。また県都の県立病院の

ら勤務している。1990 年に人間ドック、1992

要 請 で 透 析 専 門 医 が 週 1.5 回 診 療 に 協 力 し て

年常勤医が 4 人に増えてから午後診療と夜間診

いる。15 年前と同じ職員数で、増え続ける町

療（週１回）、1995 年から在宅医療を開始した。

内外の医療需要に対応するには無理が生じてい

このほか出張診療（3 ヵ所のへき地診療所）、介

る。解決策は職員増だが当分困難である。過重

護老人保健施設の診療、町の各種保健健診事業

労働は判断力、注意力、作業能力を低下させて

を引き受けており、医師は夫々月 6 回の当直と

質を落とし、それが続けば、疲労の蓄積、意欲

2 回の日直をこなしている。現在は、病床数 51

の低下から離職へとつながる。

床、職員数 76 名、病床利用率 60％弱、外来患

国立社会保障・人口問題研究所の推計による

者数１日 150 人弱、看護配置 10：1 で、特徴

と、 町 の 高 齢 人 口 は 10 年 後 も 現 在 と 同 じ で、

は 1977 年から血液透析を、そしてドックの胃

70 歳以上人口は 15 年後にわずか 7％の減少で

がん検診を当初より内視鏡で行っていることで

あった。現状が 10 年は続くということで、職

ある。透析患者は漸増して 25 人、昨年の内視

員の負担軽減、健康維持、そして医療の質の確

鏡件数は 1,978 例で前年より 90 例増えていた。

保のために診療体制の見直しを考えている。午

技術の進歩と要求水準の高まりで医療需要は

後診療を週 1 ～ 2 回休診とし、入院診療（手術

飛躍的に増大したが、高齢者の増加がそれに拍

等）、在宅医療、出張診療、保健健診事業等に

車をかけている。医療や介護の需要は高齢者に

専念するというものだが、急患や具合の悪い方

偏り、高齢者の数は急増している。当院の昨年

には 24 時間対応しており、職員の窮状を認識

の患者の人口構成を調べてみると、入院患者の

してもらえれば町民の理解も得られると思って

8 割、 外 来 患 者 の 7 割 が 70 歳 以 上 で あ っ た。

いる。
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Information

都道府県の情報コーナー
都道府県名

イベント・ＰＲ名等
今年もがんばります！

実施期間・実施日

2011 ホッカイドウ競馬の開幕

北海道

胆振地域のこだわりプリンの紹介

青森県

弘前さくらまつり

｢い・ぷりんマップ｣

後志地域の新鮮でおいしい情報をお届け！

しりべしの ｢逸品｣

H23 年 4 月 29 日～ 11 月末
―
―
H23 年 4 月 23 日～ 5 月 5 日

秋田県
岩手県
山形県
宮城県
福島県
新潟県
東京都
群馬県

東北地方太平洋沖地震への義援金を受け付けています

―

防災情報を随時更新しています

―

新潟県防災ポータル

「新潟発、防災救済用品」をご提案

新潟防災セレクション

イベントカレンダー

―
―

群馬 DC（７月〜９月開催）に向けて、イベントが行われています

随時

ぐんま総合情報センター「ぐんまちゃん家」がリニューアルしました

随時

リニューアルした県立赤城森林公園あかぎふれあいの森をご利用ください

随時

栃木県
茨城県
埼玉県
千葉県
神奈川県

世界最大 4,000㎡のフンボルトペンギン生態園がオープン！
（埼玉県立こども動物自然公園）

H23 年 4 月 26 日～

日本屈指の盆栽郷で「大盆栽まつり」を開催（さいたま市）

H23 年 5 月 3 日～ 5 月 5 日

イベント情報

―

県による被災者（被災地）への支援
＜被災者の受入れ・支援、救援物資、被災地への派遣＞

―

被災地に支援をお考えの方へ

―

＜義援金、ボランティア＞
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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

イベント・ＰＲ名等

実施期間・実施日

山梨県立博物館 開館 5 周年記念特別展 「北斎の冨嶽三十六景」

H23 年 3 月 9 日～ 5 月 9 日

富士の国やまなし観光ネット 山梨の観光情報満載！

H23 年 4 月 1 日～ H24 年 3 月 31 日

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」

H23 年 4 月 1 日～ H24 年 3 月 31 日

５月１日 ( 日）〜 15 日（日）の期間中、八十八夜をテーマに料理・
菓子などを「ふじのくに食の都づくり仕事人」のお店で提供します
マーケティング推進課 TEL 054-221-2703

H23 年 5 月 1 日～ 5 月 15 日

長野県北部の地震及び東北地方太平洋沖地震に関する情報（長野県）

H23 年 4 月 1 日～当分の間

長野県での東北地方太平洋沖地震被災者受入施設情報
「2011 となみチューリップフェア」開催

―
H23 年 4 月 22 日～ 5 月 5 日

高さ 20 ｍに迫る雪の壁！ 「立山・雪の大谷ウォーク」開催
その他の観光・イベント情報は「とやま観光ナビ」へ

H23 年 4 月 16 日～ 5 月 31 日
―

ラ・フォル・ジュルネ金沢「熱狂の日」音楽祭 2011 を開催！

H23 年 4 月 28 日～ 5 月 4 日

能登空港「春の乗っ得！キャンペーン」実施中！

H23 年 4 月 1 日～ 7 月 6 日

日本海側では唯一！のとじま水族館でジンベエザメに会おう
高橋尚子杯 第１回ぎふ清流マラソン

―
H23 年 5 月 15 日

ぎふ・ふるさと暮らしのススメ 「月例・名古屋出前相談会」

H23 年 4 月 10 日（毎月 10 日）

ぎふのグリーンツーリズム

―

愛知芸術文化センターイベント情報

―

愛知県観光ガイド

―

愛・地球博記念公園（モリコロパーク）イベント情報

―

三重県の観光ガイド。イベントや観光施設など情報満載！

―

大恐竜展 in 東京タワー −福井県立恐竜博物館コレクション−

H23 年 3 月 19 日～ 6 月 12 日

ＮＨＫ大河ドラマ特別展「江」を開催！

H23 年 4 月 22 日～ 5 月 29 日

テーマ展「戦国三姉妹 初 初の眠る若狭小浜」開催中！

H23 年 4 月 9 日～ 5 月 8 日

滋賀県

第17回 春のしがらき駅前陶器市
信楽高原鉄道 信楽駅前広場
TEL 0748-82-4366（駅前陶器振興会事務局）

H23 年 4 月 29 日～ 5 月 8 日

京都府

平成 23 年は京都文化年 第 26 回国民文化祭・京都 2011 開催

大阪府
奈良県
和歌山県

「東北地方太平洋沖地震」にかかる支援について
春は箕面の川床で！

H23 年 10 月 29 日～ 11 月 6 日
―
H23 年 4 月 29 日～ 5 月 31 日

奈良の観光情報が満載！ 〜大和路アーカイブ〜

通年

奈良県のメールマガジン 〜 12 のメルマガを好評配信中〜

通年

平城京歴史館 再オープン！ TEL 0742-35-8201
第 62 回全国植樹祭わかやま 2011

H23 年 4 月 23 日～
H23 年 5 月 22 日

兵庫県
鳥取県

「ととけん in とっとりけん」開催
第２回日本さかな検定を鳥取県でも開催 申込みは４月 22 日まで
来なんせ 鳥取・因幡の国キャンペーン

H23 年 5 月 22 日
H23 年 4 月 1 日～ 6 月 30 日
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Information

都道府県名

岡山県
島根県

イベント・ＰＲ名等

実施期間・実施日

晴れの国おかやま「駅ナカミュージアム」を開催中

H23 年 2 月 3 日～ 7 月 10 日

春季展「岡山の歴史と文化」を開催中

H23 年 3 月 25 日～ 4 月 24 日

観光情報コンテンツ春号掲載中

H23 年 3 月 7 日～ 6 月 30 日

「島根県東北地方太平洋沖地震災害支援金」の募集

H23 年 3 月 14 日～

イベントカレンダー

―

東北地方太平洋沖地震に関する救援物資、義援金、ボランティアについて

―

東北地方太平洋沖地震災害に係る県営住宅の臨時的入居を行っています

―

広島県
山口県
香川県
徳島県
愛媛県

東北地方太平洋沖地震で被災された生徒などの就学を支援しています
「香川まちめぐり

てくてくさぬき」 この春も始まりました

香川と映画〜「八日目の蟬」in 小豆島〜

4 月 29 日全国公開

「香川県立東山魁夷せとうち美術館」春の特別展＆夕焼けコンサート
東日本大震災被災者への支援について

H23 年 4 月 29 日～
H23 年 5 月 14 日
―

はな・はる・フェスタ 2011

H23 年 4 月 22 日～ 4 月 24 日

「サイクルトレインしまなみ号」運行
企画展「剥き出しの地球

―
H23 年 3 月～ 8 月

H23 年 5 月 1 日、6 月 5 日

南極大陸」

H23 年 4 月 23 日～ 6 月 5 日

特別展 「時の迷路−香川元太郎のフシギな世界−」

H23 年 4 月 23 日～ 6 月 12 日

高知県
福岡県

九州国立博物館開館５周年 特別展「黄檗」京都宇治・萬福寺の名
宝と禅の新風

佐賀県

ラ・フォル・ジュルネ鳥栖 「熱狂の日」音楽祭 2011

H23 年 5 月 1 日～ 5 月 7 日

春の九年庵一般公開

H23 年 5 月 1 日～ 5 月 9 日

第 108 回

有田陶器市

H23 年 3 月 15 日～ H23 年 5 月 22 日
H23 年 4 月 29 日～ 5 月 5 日

長崎県
大分県
熊本県
宮崎県
鹿児島県

イルカと人間の「ふれあい・癒し」をテーマにした体験型施設
うみたま体験パーク つくみイルカ島４月２日オープン！
「かまえ海上釣り堀

釣っちゃ王」 オープンしました！

東北地方太平洋沖地震被災地への支援などに関する情報を掲載しています
週刊メールマガジン「気になる！くまもと」リニューアル！
「阿蘇ゆるっと博」開催中
みやざきフラワーフェスタ 2011

H23 年 3 月～
H23 年 3 月 11 日～
H23 年 4 月 1 日～
H23 年 3 月 12 日～ H24 年 3 月 31 日

〜花と笑顔のおもてなし

第 16 回宮崎国際音楽祭 〜宮崎には、音楽の咲く季節があります〜
みやざき恋旅

H23 年 4 月 2 日～

〜ゆるカワイイ恋の旅へでかけよう〜

花と緑の大博覧会 「花かごしま 2011」好評開催中！！
約 900 種類 110 万株の花と緑が会場を鮮やかに彩ります
假屋崎省吾氏、吉俣良氏など素敵なゲストのステージもあります

沖縄県
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H23 年 3 月 19 日～ 5 月 8 日
H23 年 4 月 29 日～ 5 月 18 日
―
H23 年 3 月 18 日～ 5 月 22 日

児童福祉週間について

！

！

期間 平成 23 年５月５日（木）から５月
11 日（水）
苦情情報センター
標語 「おいでおいでみんなで一緒にあそぼうよ」
おお せ
み の り
大瀬 美乃里さん （11 歳 長崎県）の作品

「地方分権苦情情報センター」
５月５日の「こどもの日」から一週間は「児童福祉週間」です。
への情報提供を
例年、子どもや家庭、子どもの健やかな成長について国民全体で考えることを目的に、国、地方公共団体、関係団体、企業、

地域社会等が連携して、全国で、様々な行事、取組を行っています。
平成 23 年度においても、児童福祉週間の標語を全国公募し、最優秀作品として選定された「おいでおいでみんなで一
緒にあそぼうよ」を今年度の児童福祉週間の象徴として、児童福祉の理念の普及・啓発を図ることとしています。
全 国 知 事 会
主な行事・取組をご紹介いたします。
１．こいのぼりの掲揚
厚生労働省正面玄関前広場を始め、中央省庁の各庁舎において、こいのぼりを掲揚しています。
２．児童福祉文化賞

例年、児童福祉文化財の中からとりわけ優れた作品に対して、出版物、舞台芸術、映像・メディア等の各部門ご
とに「児童福祉文化賞」並びに「児童福祉文化賞推薦作品」として厚生労働大臣賞を授与しています。
３．全国における取組
各地方公共団体においても、地域の児童館や保育所によるイベントや参加型のファミリーコンサートなど、児童
福祉週間にちなんだ各種行事を行うこととしております。
この機会に、お近くで開催される行事に、お子さんと一緒にご参加されてみてはいかがでしょうか。
厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課

「先進政策バンク」の一般公開について

全 国 知 事 会

本会では、平成18年12月18日（月）から、
「先進政策バンク」ホー
ム ペ ー ジ（http://www.seisaku.nga.gr.jp）を 開 設 し、 一 般 公 開
をしています。
インターネットを通じて閲覧することができるこのシステムは、
都道府県同士が、それぞれの先進的な取組を提案・共有し合い、良
いものを広げるとともに、切磋琢磨により創造性豊かな発想につな
げる情報提供の場であります。
また、地方分権型社会を目指す各都道府県の先進的な施策・事業
について、分野別や都道府県別等の分類による検索が行えますので、

連絡窓口：全国知事会研究室

国民の皆様にも幅広くご理解の上、ご活用いただきたいと思います。

TEL

：03-5212-9136

FAX

：03-5212-9135

なお、
「先進政策バンク」ホームページには、本会のホームページ
（http://www.nga.gr.jp）からもアクセスすることができますの
で、これらのホームページを閲覧、活用していただきたく存じます。
当サイトに関するお問合せにつきましては、右記の窓口までご連
絡下さい。
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メール ：kenkyushitsu@nga.gr.jp

表

説
解
紙

全国八幡様の総本宮 国宝・宇佐神宮
大分県

ひわだぶき

なる切り妻造の屋根は檜の皮を重ねて造られた檜皮葺
で、彩りの美しい白壁や朱漆柱、雨どいなど随所に匠
の技が光ります。
このような歴史的文化財をそのままの形で後世に残
すには、脈々と受け継がれてきた工法を用いた修復・
保存作業が欠かせませんが、その現場は従来ほぼ非公
開で行われてきました。大分県では昨年度からこうし
た文化財修復現場を特別公開しており、今年も公開を
予定しています。本物の伝統技術や貴重な文化財に触
れられる機会に、是非大分へお越しください。

全国各地に点在する八幡宮の数は 40,000 社余りと
も言われ、その総本宮の宇佐神宮は、大分県宇佐市に
あります。
瀬戸内海に突き出した国東半島に広がる神仏習合の
六郷満山文化と深いつながりを持ち、奈良東大寺大仏
建立への協力や道鏡事件などで日本史に登場するほ
か、おみこし発祥の地としても知られています。
初詣でだけでなく、春は梅や桜、夏は蓮の花、秋は
紅葉、冬は雪景色と四季の彩りが楽しめ、１年を通じ
て多くの参拝客が訪れます。
がくづか

額束を持たず、柱上部の黒い輪が特徴的な大鳥居を
くぐり、イチイガシの深い森を進めば、八幡大神・比
ひめ の おお かみ
売大神・神功 皇 后をまつる本殿まで約１km の道程。
お参りは、
“２礼４拍手１拝”で行います。４拍手は
全国でも宇佐神宮と出雲大社のみの作法です。
江戸時代に造営された現在の本殿は、八幡造を代表
する建造物として国宝に指定されています。その風格
けんらん
あるたたずまいは、絢爛にして荘厳。二つの屋根が連

★アクセス
JR 日豊本線
「宇佐駅」
下車、
バス・タクシーで約 10 分。
※宇佐駅からバスをご利用の場合は「四日市方面」
に乗車、
「宇佐八幡バス停」下車。
お問合せ
宇佐市観光協会 TEL 0978-37-0202
宇佐神宮 TEL 0978-37-0001

がっています。私たち個々人ができることは小さな
ことかもしれませんが、少しでも復興支援に役立つ
ことができればと思います。
▼今月号では、
「ある日の知事」を石井岡山県知事、
「新知事登場」を大村愛知県知事に寄稿していただき

▼この度の東日本大震災で被災された皆様に謹んで

ました。なお、
「知事随想」は都合により休載いた

お見舞い申し上げます。

します。また、
「都道府県だより」
についても、
秋田県、

これまでの想定を超えた津波は、そこにあったは

岩手県、宮城県、福島県及び茨城県は大震災の影響

ずの人々の営みを無残にも打ち砕いていきました。

のため休載いたします。

あまりにも広域で大規模な災害に、復旧・復興の
道程はとてつもなく困難なように思いますが、被災

▼今月号から電子書籍としてリニューアルいたしま

した方々の「前に向かって進んでいくしかない」と

したが、内容を充実するとともに読みやすい紙面づ

いう言葉に、明日への復興にかける力強さを感じず

くりに努めてまいりますので、アンケートにご協力

にはいられません。いま世界中から支援の輪が広

をお願いいたします。

都道府県展望 平成 23 年 4 月号
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