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滋賀県
びわ湖とつながる、びわ湖と生きる
〜びわ湖の日30周年事業〜
滋賀県では、毎年７月１日
を「びわ湖の日」と定め、県
内で一斉に清掃活動が行わ
れ、これまでの 30 年間で延
べ約 500 万人が参加してい
ます。県民と行政等が一体と
なってびわ湖を守り、美しい
びわ湖を次世代に引き継ご ( 成安造形大学 三枝美晴さん 作）
うとする滋賀を象徴する日となっています。そ
して、
「びわ湖の日」が定められてから、今年で
30 年となります。
びわ湖の日 30 周年を契機に、これまで行われ
てきた「みんなでびわ湖をきれいにすること」に
加え、
「豊かなびわ湖を取り戻すこと」そして「び
わ湖にもっと関わること」がびわ湖の日の取組と
して広く展開されることを目的に、びわ湖の日
30 周年事業や各種イベントを企画しています。
びわ湖の日 30 周年事業では、シンポジウムや
広報活動を通じて、これまでの取組の成果や今の
びわ湖のすがたを発信し、生物多様性や地球温暖
化問題などの新たな課題にどのように向き合っ
ていけばよいのかを考えるきっかけづくりを進
めます。
また、朝市や学校給食で湖魚を提供する事業
や、船の上からびわ湖の湖底を観察する事業のほ
か、滋賀県立琵琶湖博物館の夜間開館を含めた
交流事業を計画するなど、食や遊び、学習といっ
た観点からもびわ湖との関わりを考えていただ
く事業を実施します。
そして、びわ湖の日の取組を県内だけでなく、
びわ湖の水を利用している下流域の住民の皆さ
んにも幅広く情報発信し、参加を呼びかけ、琵琶
湖淀川流域全体で、びわ湖とのつながりや、びわ
湖とともに生きるとはどういうことなのか、を考
えていきたいと思います。

じて、児童生徒等がびわ湖について考える機会と
します。
◆外来魚を釣る−
「滋賀県・日本釣振興会合同釣大会事業」
釣りの健全な振興を図る団体である日本釣振興
会と外来魚（有効利用）釣り大会を、
6 月 5 日（日）
、
県内 5 会場で共同開催します。一人でも多くの参
加者を得て、釣り上げたブルーギルのフライと魚
の堆肥で育てた野菜を食べてもらい、びわ湖の生
態系に対する理解を深める機会とします。
◆森を見る−
「びわ湖を支える水源の森林体験ツアー」
びわ湖と森林を理解する体験ツアーを企画し、
びわ湖の更に上流に位置する水源林やその森林
づくりの視点から、びわ湖の価値を再確認する機
会とします。
◆これからのびわ湖を考える−
「びわ湖の日 30 周年記念シンポジウム」
7 月 10 日（日）
、大津市ピアザ淡海にて、び
わ湖を守る取組の軌跡、展望、びわ湖のもつ多様
な価値や魅力の紹介等を内容とするびわ湖の日
30 周年記念シンポジウムを開催します。
◆交流する−
「あさ、ひる、ばん 博物館を楽しもう！」
7 月 1 日（金）から 3 日（日）まで、滋賀県立
琵琶湖博物館では、開館時間を延長して夜の９時
まで博物館を無料で開館し、イブニングコンサー
ト、水族館の夜間展示、バックヤード探検、夜の
昆虫観察会、星空観察会、森の音楽ワークショッ
プなど、皆さんに楽しんでいただけるよう各種イ
ベントを地域団体の方たちと協力して実施し、多
くの方に人の暮らしと自然とのつながりについて
感じ考えてもらう交流機会を開催します。
そのほか、琵琶湖環境科学研究センターによ
るびわ湖の湖底を観察する企画や、滋賀県の南
部地域で環境保全活動を行う団体等による発表・
交流の場「こなん水環境フォーラム」
、高島地域
でごみの一斉清掃に合わせて環境学習会等を実
施する「高島 ECO 祭り」
、船上からびわ湖を見
つめ直し、湖東地域で環境保全活動に取り組んで
きた団体による活動報告等を実施する「琵琶湖の
今までとこれから」など、各種事業・イベントを
企画していますので是非御参加ください。

◆湖魚を食べる−
「『びわ湖の日にびわ湖の恵みをいただこう』推進事業」
びわ湖の日の前の土日に、県内数ヵ所の漁港な
どにおいて漁場直送のコアユ鮮魚の提供、佃煮試
食、レシピ配布などを行い、各家庭でコアユの佃
煮を作って食べる文化を普及啓発します。
また、びわ湖の日の前後に、県内小中学校等の
学校給食に湖魚を提供し、
「食」（湖魚料理）を通
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「びわ湖の日」30周年を迎えて

̶東日本大震災をふまえて見えてきたことー
滋賀県知事

嘉田 由紀子

達し、独自の進化により多くの固有種が育ま
れてきました。今なお、琵琶湖は、50 種を
超える固有種を含む 1000 種以上の動植物が
生息する生物多様性に満ちた自然生態系の宝
庫です。
これらの生きものは、人間が琵琶湖辺に住
み着き始めた縄文・弥生の時代から、豊かな
漁業生産物を人びとにもたらし、鮒寿司をは
じめとする滋賀ならではの食文化をも育んで
きました。
琵琶湖の水は、鈴鹿山地や比良山地などの
山やまから流れ出た 400 本を超える川を経
て、瀬田川から淀川、大阪湾へと流れ出し、
京都や大阪、神戸など淀川流域の 1400 万人
の人びとの命と暮らし、そして農工業を支え
ています。琵琶湖の固有種が豊富なことが、
水質を清浄に保つ仕組みであることもだんだ
んわかってきました。生態系の豊かさが水質
保全に貢献しています。
近江八景をはじめとする四季折々の美しい
風景の中には、湖畔のサイクリングや湖水浴
などのレジャーを楽しむ人びとの姿がありま

山に新緑が萌え、田植えが始まる５月。琵
琶湖の周りに広がる田んぼに水が入ると、近
江はさながら生き物王国となります。湖辺の
田んぼには、お腹に卵をたくさんかかえたコ
イやフナやナマズがのぼってきます。産卵の
ためです。冬眠からかえったカエルも元気を
とりもどし、夜にはホタルの幼虫が上陸して
サナギとなる準備をはじめます。この美しい
風景と、生きものの命、人びとの命を確実に
次の世代にバトンタッチをして未来につない
でいきたい。
７月１日を「びわ湖の日」と定めてから今
年で 30 年。人生でいえば一世代という節目
の年に、これからの琵琶湖と人、琵琶湖と暮
らしの関係を、改めて見つめ直していきたい、
私自身の 30 年に亘る琵琶湖研究の経験もふ
まえて、次世代につなげていきたいと、今改
めて覚悟をもって願っております。
日本で最も面積の大きい湖である琵琶湖
は、また、約 400 万年前に誕生した世界有
数の、そして日本唯一の古代湖でもありま
す。それゆえ、琵琶湖では豊かな生態系が発
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抱え込む事になりました。
「絶対に安全」と
いわれてきた原子力発電所の事故。琵琶湖の
すぐ北の若狭湾では 13 基の原子力発電所が
稼働しています。琵琶湖の水が関西の多くの
地域の水資源となっているように、若狭湾の
原子力発電所から供給される電力は関西圏の
電力の約半分を担っています。琵琶湖の水な
しに関西圏の産業がなりたたないのと同じよ
うに、若狭湾からの電力なくして、関西圏の
産業と暮らしはなりたちません。若狭湾の原
子力発電所に万一の事故があったら、琵琶湖
は、そして関西圏はどうなるのか。
子どもたちが遊び、大人が憩う琵琶湖。生
きものたちがにぎわい、人がにぎわう琵琶湖。
滋賀に住む私たちだけでなく、下流の地域の
人たちにも、蛇口の向こうに琵琶湖があり、
田んぼがあり、豪雪に覆われる水源の山々が
あることに思いを馳せていただく。
さらにその向こうの日本海には、電源とな
る原子力発電所群がある。関西圏の未来につ
きつけられた構造的問題にどう向き合うの
か。電気や水の「受益当事者」として、また
電気や水の「供給当事者」として、さらに
万一の事故の時の「受難の当事者」として、
私たちは逃げてはいけない運命に置かれてい
ます。
短期的には原子力発電なしにはなりたたな
いこの日本。しかし世界には、原発にできる
だけ依存しないで近代工業社会をなりたたせ
ている国もあります。命がけで未来の日本を
思う、真剣勝負の国民的議論が、今、求めら
れています。

す。琵琶湖やそれをとりまく山々には、比叡
山や竹生島など、神や仏と結びついた祈りの
場もあります。
このように、琵琶湖は、人びとの生活や産
業活動を支える貴重な水資源、水産資源、観
光資源として、また人びとに潤いや安らぎを
与える心の支えとして、幾多の恵みを私たち
に与え続けています。
滋賀県では、これら琵琶湖の多面的な価値
を、健全な姿で子や孫の世代に引き継いでい
くため、これまでの環境保全活動の積み重ね
に加え、新たな対策に取り組み始めています。
平成 21 年 12 月に策定した「第三次滋賀
県環境総合計画」では、長期的目標として、
「低
炭素社会の実現」と「琵琶湖環境の再生」を
掲げました。
「低炭素社会の実現」については、
「2030
年に温室効果ガスを 1990 年比で 50％削減」
という目標を立て、今年４月に「滋賀県低炭
素社会づくりの推進に関する条例」を施行し
ました。遠く海の向こうの話のように思われ
がちな「地球温暖化」の問題も、ここ滋賀で
は、目の前の琵琶湖の湖底が酸素不足に陥る
という深刻な事態となって現れています。
「地
球環境の変化を映す小さな窓」である琵琶湖
を有する滋賀県だからこそ、
「低炭素社会の
実現」への歩みを着実に進めていきたいと考
えております。琵琶湖の持つ多様な価値は、
決して滋賀県だけのものではなく、まさに琵
琶湖淀川流域の住民すべての宝と言えます。
このような地道な琵琶湖保全への取り組み
も、３月 11 日に起きた東日本大震災の福島
第一原子力発電所事故によって大きな心配を
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広島県知事

湯﨑 英彦

広島版「産業革新機構」
（㈱ひろしまイノベーション推進機構）
〜（社）中国地域ニュービジネス協議会シンポジウムへ出席〜
２月 25 日（金）
「地域経済の活性化に向けて」をテーマとするシ
ンポジウムにおいて講演を行い、企業・金融・行政
などの関係者約 160 名の方々に対して、本県が平成
23 年度に設立を予定している広島版「産業革新機構」
（「㈱ひろしまイノベーション推進機構」として５月
中に設立予定）のねらいと必要性について説明した。
広島版「産業革新機構」
（㈱ひろしまイノベーショ
ン推進機構）は、県からの出資 40 億円に加え、民
間等からの出資を含めた 100 億円程度を、大きく成
長の見込める県内企業等に投資するとともに、ハン
ズオン（経営参画方式）で支援することで、企業の
成長と雇用の促進、そして県内産業全体への波及効

シンポジウムで広島版「産業革新機構」について説明した

果といった好循環を実現し、新たな経済成長を目指
すものである。

シンポジウムで
「瀬戸内 海の道構想」を紹介
３月５日（土）

瀬戸内の魅力と振興方策を探る「瀬戸内歴史海道

構想シンポジウム」が、呉市の大和ミュージアムで
行われ、パネル討論において、広島県が策定に取り
組んでいる「瀬戸内

海の道構想」を紹介した。

「瀬戸内は、世界に類を見ない地域資源にあふれて
いる。これからは瀬戸内ツーリズムを大きな柱とし
て観光関連産業を育て、アジアを始めとした世界中
から人々を呼び込んでいきたい。」と構想のねらいを
話した。構想実現の鍵は、自治体の枠組みを超えた
ムーヴメントを起こしていくことであり、近隣県や
民間団体などにも賛同をいただいて、既に着手して
いる「サイクリング」
「クルーズ」
「食のブランド化」

活発な議論が交わされたパネルディスカッション

などの様々なテーマの組合せによるプロジェクトを
広域的に推進していきたい。
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最後の「宝さがし」
３月 19 日（土）
「県民起点」と「現場主義」を実践するため、県内全 23 市町を順次訪問し、県民の皆さんと直接対話する県政知
事懇談「湯﨑英彦の宝さがし」を知事就任以来行ってきた。そして今回、広島市において最後の「宝さがし」を開
催した。
今日は、高齢者のグループホームにおける地域交流活動や広島駅前市場における新たな名所づくりの取組などを
視察した後、市民 10 名と懇談を行い、食育や子育て支援、平和構築の取組などの話をお伺いした。懇談終了後、
会場の大型ショッピングセンターにおいて、東北地方太平洋沖地震の義援金の募金活動を行い、多くの県民の方々
から温かい義援金をいただいた。
これまで実施してきた「宝さがし」を通じて、自然や産業などの優れた地域資源はもとより、郷土愛と情熱を持っ
て前向きに頑張っておられる多くの人財はまさに本県の宝であり、未来にチャレンジする力になると実感した。

市民との懇談では様々な取組についてお話を伺った
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岐阜県は、山や森、川、温泉、涌き水、滝、湿原、棚田な
ど自然に恵まれています。その恵みに育まれた数多くの「じ
まん」
（観光資源）や、そこから醸し出される健康、癒しな
どを生かし、岐阜を訪れていただく方々に、人にも地球にも

◆乗鞍山麓五色ヶ原の森
（高山市）

◆郡上鮎
（郡上市）
◆小坂の滝
◆龍の瞳
（下呂市）

優しい「ウェルネス」
（健康）な旅を提案する「ぎふウェル
ネス・ツーリズム」を推進しています。
◆水まんじゅう
（大垣市）

◆東濃地方の地歌舞伎と芝居小屋
（中津川市、恵那市、瑞浪市）

人にも地球にも優しい「ぎふウェルネス・ツーリズム」
◎【観光地紹介】
◆乗鞍山麓五色ヶ原の森

◆小坂の滝
日本一滝の多い町である下呂市小坂町。霊峰

北アルプス（飛騨山脈）乗鞍岳の北西山麓に

御嶽山の噴火がつくり上げた数々の滝は、落差

広がる、火山活動から生まれた唯一無二の神秘

５m 以上の大きな渓流と森林からなり、その

的な約 3,000ha もの大自然の森。入山シーズ

数は 200 ヵ所以上にのぼります。こちらでは、

ンは毎年５月 20 日～ 10 月下旬で、登山道以

「NPO 法人飛騨小坂 200 滝」が、初心者から

外は立入りが禁じられています。そのため、雄

上級者まで楽しむことができる秘境滝めぐりガ

大さと優しさを感じる沢沿いの原生林を歩く

イドを行っており、現在では、岐阜県を代表す

と、乗鞍の懐深くに抱かれているような、文字

る新たな「じまん」となって国内外から注目を

どおり手つかずの自然を体感できる「じまん」

集めています。

です。

小坂の滝

乗鞍山麓五色ヶ原の森
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◆東濃地方の地歌舞伎と芝居小屋

◆郡上鮎

地歌舞伎が盛んな東濃地方には、新旧合わせ

「香魚」とも呼ばれる独特の香りと、上品な

て七つの芝居小屋が点在しています。そこで上

身の甘み、腹ワタのほろ苦さ・・・。それらが

演されるのは、江戸時代から地元の人々が伝承

一体となって、川の香りを運んでくる鮎。全国

してきた演目。枡席で「観る」楽しさと、きら

に鮎は数あれど、「地域団体商標」の登録を受

びやかな舞台に立って「演じる」喜び。この「役

けたのは「郡上鮎」ただ一つです。

者が自腹を切ってお客さんに観ていただく」と
いう構図は、今も昔も変わらず、人々を熱狂さ
せる特別な「じまん」です。

郡上鮎

◆水まんじゅう
おいしい水から生まれた「水まんじゅう」は
東濃地方の地歌舞伎と芝居小屋

◎【食】

大垣を代表する和菓子で、水の流れる屋台で売
られる光景は夏の風物詩となっています。

◆龍の瞳
下呂市で生まれた新品種米で、抜群の食感の
良さが特徴です。2006 年の「第 8 回全国米・
食味分析鑑定コンクール」にて最優秀の総合金
賞を受賞しました。

水まんじゅう

お問合せ

龍の瞳

総合企画部観光交流推進局観光・ブランド振興課
TEL：058-272-8393
岐阜県観光サイト
「ぎふ観光ガイド みつけた、岐阜。」
HP：http://www.kankou-gifu.jp/
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島根県

世界遺産

への

未 来

遺 産

石見銀山遺跡とその文化的景観

最近では徐々に定説化していますが、
石見銀山で産出された銀に代表される
“日本銀”にヨーロッパ人が強く関心を
抱いたことを契機として、鉄砲やキリ
ス ト 教 が 日 本 に 伝 来 し ま し た。16 世
紀半ばのことです。イスラム教勢力に
シルクロードを押さえられていたヨー
ロッパの貿易商にとって、造船術や航
海術の発達により、アフリカの喜望峰
からインド洋、マラッカ海峡を越えた
東アジアとの貿易ルートが 15 世紀末
～ 16 世 紀 初 頭 に 開 拓 さ れ た こ と は、
大きなビジネスチャンスの到来でした。
こうして世界中を巻き込んだ「大航海
時代」は展開していったのです。
16 世紀前半代に朝鮮半島から伝えら
釜屋間歩（岩盤加工遺構）
れたと言われる技術により「大量生産」
採掘に伴う、階段やテラスなどの岩盤加工痕が四方に広がる
に成功した石見銀山が、この大きな潮
2007 年７月、石見銀山遺跡は世界遺産に登録さ
流の中でにわかに注目を浴びることになりました。
れました。鉱山遺跡としてはアジア初、日本では
当時は決済する上で銀がある種の「世界通貨」の役
14 番目の世界遺産登録でした。石見銀山は再び「世
割を果たしていたため、安価な銀を手に入れること
界」の舞台に立つことになりました。
が、貿易を有利に進めるためには有効な手段でした。
これらの事情を背景に石見銀山を始めとする“日本
銀”はヨーロッパに知られることになりました。ヨー
ロッパの人々に「日本列島」の存在を認識させたの
は、この日本の銀の力だったと考えられます。

沖泊（港湾と港町）
16世紀後半、銀の積み出しと石見銀山への物資補給が行われた港

〈お問合せ〉
石見銀山世界遺産センター
TEL 0854-89-0183
HP http://ginzan.city.ohda.lg.jp/

ティセラ／日本図（1595）
「Hivami」
（石見）付近に「Argenti fodinae」
（銀鉱山）の記載あり
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新潟県

新潟の美しい道具を世界へ

「百年物語」は、
（財）
にいがた産業創造
機構が平成 15 年から新潟県内の企業と協
働で取り組んでいるプロジェクトです。具
体的には、新潟発の国際ブランドづくりを
目的に「100 年後にも大切にしていきたい
生活文化を、楽しみ、維持し、継承してい
くための道具」を目指し、
話題性の高いテー
マ設定の下で新商品を開発・発表し続けて
います。
現在までに「百年物語」に参加した企業
は 49 社。開発されたアイテム数は約 650
件となります。開発された製品はドイツの
フランクフルトで開催される国際的な見本
市「アンビエンテ・メッセ・フランクフル
ト」で毎年発表されます。この見本市には
毎年 10 万人以上の来場があることから、
世界最大の消費財見本市とされています。
「百年物語」の出展回数も 7 年連続となり、
バイヤーやマスコミにおける認知度も高ま
り、新潟のモノづくりを世界に向けアピー
ルしています。
2011 年モデル
の 開 発 テー マは
「二人のより良い
時 間 を つくる 道
具」
。プロジェク
トの中心となる
デ ザ イン マ ネー
ジ ャ ー に は、 デ
ザ イ ナ ー、 建 築
家 とし て 活 躍 さ
今年２月のアンビエンテ・フランクフルト・メッセ 2011 の来場風景

クオリティーマークについて
百年物語で開発された製品については、そのクォリティー
（品質）等を証明するため、三つのマークを付与しています。
「百年物語」という考え方とクォリティーを証
明するマークです。
新潟県を代表する鳥である「朱鷺」をモチーフ
にし新潟県で作られたものであるという地域の
技を証明するマークです。
開発年度の十二支がデザインされた開発年を証
明するマークです。
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開発された製品は新潟で育まれた技が凝縮されている（㈱玉川堂）

れている黒川雅之氏（㈱黒川雅之建築設
計事務所・主宰）にご就任いただきました。
製品の開発は、月１回のペースで開かれる
デザインマネージャーと企業担当者とのデ
ザインミーティングで進められ、開発され
た商品は今年 2 月の「アンビエンテ・メッ
セ・フランクフルト」で発表され、高い評
価を得ることができました。
平成 21 年度か
らは県内外の百貨
店から「百年物語」
の出展依頼が寄せ
られ、多くの方々
に商品をご紹介す
る機会も増えてお
り、今後もこのよ
うな取組を積極的
に進めたいと考え
ています。新潟発
の国際ブランドと
して国内外から高
い評価を得ている
「百年物語」
。今後
昨年２月に開催された
日本橋三越本店での展示会風景
も新潟県内の企業
とともに次代の生活文化を創造していく道
具を開発・提案してまいりたいと考えてお
ります。

お問合せ

財団法人にいがた産業創造機構
TEL 025-246-0025
FAX 025-246-0030
HP http://www.nico.or.jp/hyaku/

都 道 府 県
だ よ り
2011年５月

北海道

Hokkaido

美味しさには、ステキな物語がある。
「かみかわ食べものがたり」101 編をＨＰ公開

１編、心をこめて書き上げた 101 の開発秘話をこのホー
ムページで公開しています。

単なる商品の紹介ではなく、日頃のつくり手の「顔」

食大陸・北海道のど真中、旭川を中心に南北に拡

が見えるよう、写真も工夫しています。

知る人ぞ知る美味しさが、多くの皆さんに愛され、

驚きと発見を。上川で時間を過ごされた経験がある

かみかわ

がる上川管内は、まさに美味しさの宝庫！

食卓の中心で耀く存在となるまでには、作り手にし

この地で暮らす方には、いままで気付かなかった

方には、懐かしさと新たな期待を。そして、まだ上
川を訪れたことがないあなたには、想像力を刺激す

か分からない「物語」がかくれています。

る未知の情報を。

そこで、北海道上川総合振興局では、
「平成 22 年

どうぞ、美味しさを追い求めるそれぞれの熱いス

度緊急雇用創出推進事業」で『かみかわ食べものが

トーリーにふれてみてください。味わうよろこびが、

たり』のホームペー

もっともっと深まっていくはずです。

ジを製作しました。

さぁ、あなたのココロに響くのは、どの食べもの

上 川 管 内 23 市

町 村の生 産 農 家や

食品開発者を訪ね、

農 産 物 の 生 産、 新

がたりでしょうか？
お問合せ

商 品 開 発 時におけ

北海道上川総合振興局商工労働観光課

材、それぞれの想い

かみかわ「食べものがたり」ＨＰ

食関連産業振興室

る苦 労 話 などを 取

http://www.kamikawa.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/kamitabe.htm

をすくい上げ、１編
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青森県

Aomori

「青森デスティネーションキャンペーン」が始まりました

県から復興の灯を掲げようという思いで実施されてい
ます。
期間中に予定されていたイベントの中には、被害が
大きかった県南地域を中心に中止や延期されたものも
ありますが、青森 DC の目玉の一つ、６月 11 日・12
日の JR 奥羽線弘前―青森間での蒸気機関車の運行は、
予定どおり実施される見込みです。また、JR 東日本が、
企画旅行代金などの一部を被災地への義援金とするこ
とを発表しているほか、
県内で実施されるイベントでも、
収益の一部を復興支援に充てることとしています。一
人でも多くの方に東北を観光で訪れていただくことは、
被災地の元気にもつながります。
全国の皆様～！これから７月 22 日まで、様々なメ
ニューをご用意してお待ちしております。 行くたび「あ
たらしい発見」がある、青森へ、そして東北へ、是非
お越しください。
旅の力で元気になりましょう！

昨年 12 月に全線開業した東北新幹線の効果を最大限
生かそうと企画されていた「青森デスティネーション
キャンペーン（青森 DC）
」が、当初の予定どおり４月
23 日から実施されています。
メインテーマは、
『行くたび、あたらしい。青森』
。さ
らに、サブテーマとして、
『がんばろう日本！がんばろ
う東北』を掲げてい
ます。
この青森 DCをきっ
かけとして、東北の元
気を発信し、観光で
東北全体を盛り上げ
ていくことが大きな目
的です。
今回の青森 DC に
ついては、自粛する
ことも視野にありま
したが、東北の良さ
を発信しようと、新
幹線全線開業・青森
DC 開 催に向け３年
間準備してきた青森

お問合せ

観光国際戦略局観光交流推進課
TEL 017-734-9384
青森デスティネーションキャンペーン公式サイト
http://www.aomoridc.com/top.html

青森 DC ポスター

都道府県だより

2011 年 5 月

秋田県

Akita

秋田県産品ぎっしりのカタログギフトを販売中！
秋田県では、県産品カタログギフト「美の国・あきた
のギフトコレクション」を制作し、販売しています。
本事業は、消費者の多様なギフト需要に応える形で利
用の広がる「カタログギフト」を新たな媒体として、県産
品の認知度向上と販売拡大を図るものです。贈られた方

がカタログ掲載商品の中から１点を自由に選び、専用ハ
ガキで交換する、いわゆる「選べるギフト」ですが、御
中元・御歳暮などの「季節のギフト」や冠婚葬祭時の「お
返しギフト」として、また、重い荷物を持ちたくないとき
の「手土産」として、県内外の方々に幅広く利用していた
だくことを想定しています。
かん
ギフトコースは、
「秋田美人」
（税込 3,675 円）
、
「竿
とう
燈」
（税込 5,775 円）
、
「なまはげ」
（税込 11,025 円）の
三つ。延べ 159 商品の紹介だけでなく、観光情報も掲
載していますので、贈り主のまごころとともに、秋田の美
しいイメージも県外のお客様などへお届けできます。
現在、本カタログギフトの取扱店舗は、秋田県内では
「あきた県産品プラザ」
、
「秋田空港売店」
、
「秋田県庁売
店」の３店舗、
東京都内では
「あきた美彩館」
（港区高輪）
、
「秋田ふるさと館」
（千代田区有楽町）の２店舗となって
いるほか、インターネットの通販サイトでも販売しており、
今後、県内外の取扱店舗を順次拡大していく予定です。
お問合せ

秋田県産業労働部食品産業課物産振興班
TEL 018-860-2257
HP http://www.welci.jp/akita/

秋田のうまいモノや匠の工芸が満載
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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 5 月

山形県

震災復興応援企画「がんばろう東北！」
東京・銀座の山形県アンテナショップ ｢おいしい
山形プラザ｣ で、震災復興を応援するための募金活
動とチャリティー販売を行いました。
東日本に甚大な被害をもたらした東日本大震災か
ら１ヵ月となる４月 11 日に、北海道東北地方知事
会において、この未曾有の危機から復興すべく一丸
となって取り組むという思いから、
「復興に向けたア
ピール」を発したところであります。
全国の皆さんも過度に萎縮せず、様々な経済活動
を積極的に展開してもらいたい、そのことが被災地
に対する大きな支援になるということもアピールし
ました。
これを契機に、東北の一員である山形県が、
「がん
ばろう東北！」をアピールし、東北が元気になるよう
首都圏の皆様に復興への応援を呼びかけたものです。
当日は、吉村知事や、やまがた特命観光・つや姫
大使である山形交響楽団 音楽監督の飯森範親さん、
本県出身タレントのウド鈴木さん、佐藤 唯さん、そ
して、サッカー J1 のモンテディオ山形の選手らによ
12

る募金活動とチャ
リティー販売が行
わ れ ま し た。 新 し
い お 米「 つ や 姫 」
や山菜、玉こんにゃ
くなどの本県産農
産物などが販売さ
れ、 多 く の 方 々 か
ら御賛同いただき、
復興への善意が寄せられました。
本県では、４月中旬から、東日本大震災により隣
県から避難された方々の県内旅館・ホテル・借上げ
住宅への２次避難が進められているところです。
被災された方々が一日も早く、安心して、笑顔で
暮らせる日々を取り戻し、東北が元気になるよう、
山形県も精一杯がんばってまいります。

お問合せ

山形県商工観光部商業・まちづくり振興課
TEL 023-630-3364

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 5 月

福島県

全国の皆さん、ご支援ありがとうございます！

現在、一部の野菜は出荷を禁じられていますが、流
通している品目は言うまでもなく安全です。
東京電力（株）福島第一原子力発電所の事故に伴い、
初日には、知事を始め、地元郡山市出身の俳優西田
本県は農産物を始め様々な分野で甚大な被害を受けて
敏行さん、エッセイストの安藤和津さんらが福島市と郡
います。
山市でスタートイベントを開催。知事は「本県の農産物
福島県では、原発による被害を吹き飛ばそうと、４
はさすけねぇ（＝問題ない）、頑張ろう！」と農産物の安
月１日に「がんばろう ふくしま！」運動をスタートさせ、 全性を声高らかに宣言。県産のイチゴやキュウリ、ミニ
第１弾では県内外の販売店、飲食店等と連携し、県産
トマトを試食し、おいしさをアピールしました。
農林水産物の消費拡大に努めています。
取組の輪は着実に拡大。福島県産野菜等を積極的
に店頭に並べ、食材として活用する「応援店」は、４月
15 日現在 266 店。うち 23 店が県外の店舗です。
ＪＲ東京駅八重洲口にある「福島県八重洲観光交流
館」や、都内江戸川区葛西にある県のアンテナショップ
「ふくしま市場」は、普段の約３倍、１日 1,800 人のお
客様が訪れる日も。福島県は今、こうした全国の「応援
団」によって支えられています。
福島県は決して負けません。今後も全国の皆さんの温
かいご支援を心からお願い申し上げます。
お問合せ

福島県政策調査課
TEL 024-521-7184

県産農産物の安全性をＰＲした西田敏行さん、安藤和津さんと佐藤知事
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新潟県

Niigata

いしな

大佐渡石名天然杉 遊歩道がオープン
～佐渡観光へお越しください～
日本海から吹き付ける風雪に耐え、何百年もの歳月を
かけ複雑に変形した天然杉の奇木や巨木が林立する新
潟県佐渡島。2008 年北海道洞爺湖サミットの晩餐会場
でも佐渡天然林の写真パネルが展示され、その魅力が
世界に向け発信されました。
新潟県は、厳しい自然と豊かな風土に育まれたこの天
然林を新たな資源として捉え、森林の生育環境を守る
とともに、多くの方々から気軽にトレッキングを楽しんで
いただくため、この度、大佐渡山脈の標高 900 ｍ付近
の県有林内に遊歩道を整備しました。中でも遊歩道内
で見られる特徴的な天然杉５本については、森林環境
の保全とその
活用への理解
を得られるよ
う名称募集を
行い、全国か
ら寄せられた
730 件の応募
の中から、
「象
牙杉」
、
「四天

王杉」
、
「大黒杉」
、
「 家 族 杉」
、
「羽
衣杉」と名付け、
来 島される皆 様
をお出迎えします
（一般開放は５月
中旬予定）
。
このほかにも、
佐 渡には世界遺
産暫定一覧表に
追 加 掲載された
佐渡金銀山
佐渡金 銀山を始
め、多くの歴史遺産があります。また、日本初の試みで
あるトキの野生復帰への取組も行われております。これ
からの季節は、能（薪能）などの民俗芸能や、アワビ・
サザエなどの新鮮でおいしい海産物も堪能できます。
是非、多くの皆様から佐渡にお越しいただき、豊かな
自然と文化をご体験いただきたいと思います。

お問合せ

新潟県産業労働観光部観光振興課
TEL 025-280-5254
FAX 025-211-3533

大佐渡石名天然杉「羽衣杉」

都道府県だより

2011 年 5 月

東京都

Tokyo
東北地方太平洋沖地震の被災地に向け
都民ボランティアを派遣

地に派遣するものです。
第１期のボランティアは、４月５日、都庁から宮城県
に向けて、都民ボランティア 63 名が、バス２台で出発
しました。被災地での活動内容は、ガレキ撤去や屋内
片付け作業です。
第１期の出発式では、佐藤副知事から、
「被災地支援
の貴重な体験を持ち帰って皆さんの後に続くボランティ
アに襷をつなげてください。都もできる限り支援をして
まいります。体調管理に気を配り、しっかり活動してき
てください。
」と激励の言葉を送り、都民ボランティアの
代表者は、
「仲間と協力し、迷惑をかけず、少しでも役
に立ち、後のボランティアの方に引き継げるように頑張
ります。
」と決意を述べました。
第２期は第１期と交代で４月 11 日に出発、その後も１
週間交代でボランティアが被災地に赴いています。東京
都は、引き続き都民ボランティアの派遣による被災地支
援に取り組んでまいります。

東京都は、東京ボランティア・市民活動センターと連
携し、被災地における支援活動を行う都民ボランティア
の派遣を実施しています。
都内在住、在勤、在学者から参加者を募り、一般の
ボランティアの受入れが困難な地域に都が移動手段や
活動用の物資等を確保した自立型ボランティアを、被災

お問合せ

生活文化局都民生活部管理法人課
TEL 03-5388-3156
第１期出発式
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群馬県

Gunma
楽しみながら郷土の魅力を知ることができる
「上毛かるた」の副読本やガイドマップを作成

群馬県には、子どもから大人まで、広く県民に親しまれ
ている「上毛かるた」があります。
昭和 22 年に作成された
「上毛かるた」は、
４４枚の札に、
本県の名所、歴史、名産品などが読まれています。かる
たで遊ぶことを通じて、本県の歴史や文化などを学ぶこと
ができるため、学校の授業や地域の競技大会など、様々
な形で活用されています。

21 年度には「
『上毛かるた』で見つける群馬のすがた～
知れば、もっとぐんまが好きになる！～」を作成しました。か
るたの句に読まれた由来や歴史などを解説し、句の意味を
理解しながら、本県の魅力を再認識できるように作られて
います。小学４年生が郷土のことを学ぶための副読本とし
て、県内の小学校などで活用されています。県内の書店な
どで一般販売したところ、年間２万冊を売り上げました。
また３月には、上毛かるたを通じて多くの人に本県の魅
力を再発見してもらおうと「
『上毛かるた』ゆかりの地 文
化めぐり」を作成しました。 い で ゆ
例えば「草津よいとこ薬の温 泉」と読まれた草津温泉
のページには、温泉街や名所、駐車場やトイレの場所な
どの情報を掲載しています。そのほか、読み句にちなん
だ知られざる歴史や文化を掲載するなど、札にゆかりの
ある土地を実際に訪ね、その周辺を歩くことができるガイ
ドマップになっています。
さらに、４月から県広報番組も「ぐんま一番～上毛かる
た編～」としてリニューアルし、札に読まれた歴史・人物・
名所などをテーマに、県内各地を紹介します。
お問合せ

『上毛かるた』で見つける
群馬のすがた
～知れば、もっとぐんまが好きになる！～

群馬県文化振興課
TEL 027-226-2593
FAX 027-223-3984

『上毛かるた』ゆかりの地文化めぐり

都道府県だより

2011 年 5 月

栃木県

Tochigi
とちぎのいいもの販売推進本部発足

栃木県は、恵まれた立地環境に加え、歴史と文化、
美しい自然、豊富な温泉、多彩な食などの魅力にあふれ、
特産物や工芸品など様々な観光資源も有しています。
このような「いいもの」を全国へＰＲするため、本年
と
ち
ぎ
の
い
い
も
の
４月、栃木県東京事務所内に栃木県企業誘致・県産品
販売推進本部を設置し、企業誘致や県産品の売り込
み、観光情報の発信、とちぎ暮らしのＰＲ等を積極的
に行っていくこととしました。

発足間もない 4 月８日
には、須 藤 揮一郎本部
長が大手旅行代 理 店 4
社を訪 問し、 福島第一
原子力発電 所の事故に
よる風評被害で観光客
が減少している日光や那
須など 本県の観光地の
安全をアピールしました。
また、首都圏の企 業
を訪問し、とちぎの魅力
もお伝えしながら、本県
への企業立地の促進に
とちぎの農産物応援セールで福田知事もセールス
取り組んでいます。
（4/13、14 松坂屋上野店）
今後とも、
“元気で魅
力あるとちぎ”を積極的にアピールしていきます。

と

お問合せ
ち

ぎ

の

い

い

も

の

栃木県企業誘致・県産品販売推進本部
企業誘致担当
TEL 03-5212-8716
県産品・観光担当 TEL 03-5212-8715

がんばろう日本！栃木の観光と農産物フェア
（4/22、23 池袋サンシャインシティ）
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茨城県

Ibaraki
がんばれ！いばらき
～東日本大震災からの復興に向けて～

ください。私たち“きみはペット”チームは美しく希望に
あふれた茨城を映像に映し、韓国と日本、アジアを越え、
世界に茨城の健在さを知らせることができるように誠心
誠意を尽くします。頑張ってください !」
“きみはペット”監督 キム・ビョンゴン
（映画のロケが県内各地で始まります）

東日本大震災の発生から、2 ヵ月が過ぎようとしてい
ます。本県においても、人的被害のほか電気、水道等
ライフラインが寸断され、多くの県民が厳しい生活を余
儀なくされました。このような中、本県にゆかりのある
方々から、サインや寄せ書きなどの激励が寄せられまし
た。復興を願う想いを真摯に受け止め、被災者の支援
策や農林水産物の風評被害対策などに取り組み、茨城
の再生を目指してまいります。
「お互いに助け合い励まし合う皆様に、茨城県人の底力
を気付かされました。心を一つにでっかい元気で乗り越
えていきましょう。茨城！ファイト !!!」
いばらき大使：渡辺裕之
「ニュースに接し込み上げてくる涙は、国家と民族を越
えた人間としての悔しさと悲しさのようです。
“きみはペッ
ト”に多大なる支援と信頼を送ってくださいました皆さん、
悲しみを越え、より美しい、より力強い茨城を作り上げて

お問合せ

茨城県広報広聴課
TEL 029-301-2128

都道府県だより
Saitama

2011 年 5 月

埼玉県

子育て支援ムーブメントの拡大を目指す

べ約 27％削減（全国では約 13％増加）しました。
また、平成 22 年度は「赤ちゃんの駅（おむつ替えや
授乳のできるスペース）
」を県内約 4,400 ヵ所の民間施
設や公的施設に集中的に整備し、働きながら子育てし
やすい環境づくりや子育て中の家族の不安解消、利便
性の向上に取り組みました。

埼玉県は、子育てしやすい県づくりに力を入れていま
す。第５回「にっけい子育て支援大賞※」
（日本経済新
聞社主催）で大賞を受賞しました。

※日本経済新聞社主催。少子に挑む機運を醸成するため、独
創的な取組や波及効果のある制度などに「大賞」を贈呈。

○「待機児童対策」
、
「赤ちゃんの駅」
主な受賞理由は、待機児童対策や赤ちゃんの駅の設
置です。
平成 15 年度から毎年 2,000 人分の保育サービスの
受入れ 枠拡大を
目 標とし、 平 成
21 年 度 か ら は
3,000 人を 超 え
る拡 大に着手し
ました。 そ の 結
果、 平 成 22 年
度の待機児童数
は 1,310 人 と な
り、 ５年 前に比
一日保育士体験の様子

○子育ての喜びを再認識できる「一日保育士体験」
保護者の保育参加を促進するために行っているのが
「一日保育士体験」
。平成 21・22 年度の 2 年間に、約
900 の保育所・幼稚園で実施し、多くの保護者が参加
しました。子育ての喜びを体感する機会や施設と保護者
との信頼関係構築の場となっています。
埼玉県は、今後も社会全体で子どもを大事にし、子
育て家庭を応援する「子育て支援ムーブメント」の一層
の拡大を目指します。
お問合せ

埼玉県福祉部少子政策課
TEL 048-830-3320
HP http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/g08/
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千葉県

Chiba
「放浪の天才画家」山下清の展覧会を
ゆかりの千葉県で開催！

全国を放浪したことから「放浪の天才画家」と呼
やましたきよし
ばれる山 下清（1922 ～ 1971）
。東京で生まれ、12
やわた
歳のときに千葉県市川市の八幡学園に入園しました。
そこで学んだ貼絵で抜群の才能を発揮し、現在でも
高い人気のある作家です。素朴で温かみがあり色彩
感覚豊かな作品は専門
家からも高い評価を得
ています。
山下清は各地で見た
風景や人々の暮らしを驚
異的な記憶力で鮮明に
覚え、数ヵ月、ときには
数年経った後で貼絵や
ペン画に再現しました。
今回の展覧会では、山
下清の代名詞ともなっ
ている貼絵を始め、油彩

画や水彩画、版画のほか、放浪の際に克明に記して
いた日記など数々の遺品を併せて紹介し、芸術家と
して、一人の人間としての山下清の真の姿を振り返
ります。
会場
会期
休館
時間
料金

千葉県立美術館（千葉市中央区中央港 1-10-1）
５月 28 日（土）～７月 10 日（日）
毎週月曜日
９時～ 16 時 30 分
一般：800 円 高校・大学生：400 円、中学生
以下及び 65 歳以上：無料

「長岡の花火」1950 年 © 清美社

「パリのエッフェル塔」1961 年 © 清美社

都道府県だより
Kanagawa

2011 年 5 月

神奈川県

循環型社会の実現に向け
「かながわ３Ｒ祭」を開催
神奈川県では、持続可能な循環型社会の実現に向けて、
「３Ｒ（スリーアール）
」の必要性を県民の皆さんに知ってい
ただき、家庭や学校、オフィスなどで「３Ｒ」を実践しても
らうため、普及啓発活動に取り組んでいます。
「３Ｒ」とは、
Ｒｅｄｕｃｅ
（リデュース）
、
Ｒｅｕｓｅ
（リユース）
、
Ｒｅｃｙｃｌｅ（リサイクル）の三つの英語の頭文字を表し、
循環型社会を形成していくための重要なキーワードです。
「リデュース」とは、
修理をしながらモノを長く使用したり、
ゴミになるものを買わないなど「ゴミの出る量を減らす」こ
とです。次に「リユース」とは、リサイクルショップやフリー
マーケットを活用したり、牛乳瓶のような繰り返し使われる
リターナブル容器を利用するなど「繰り返し使う」ことです。
最後に「リサイクル」とは、資源を分別しリサイクルしやす
くしたり、再生紙ノートなどのリサイクルされた商品を使う
など「再び資源として利用する」ことです。
こうした「３Ｒ」の普及啓発活動の一環として、平成
23 年３月５日に「かながわ３Ｒ祭」を開催しました。イベ
ントでは、学生による３Ｒ推進活動をパネルで紹介し優
れた取組を表彰する「学生発！かながわ３Ｒ推進活動コン
17

クール」や、元３Ｒ推進マイスターでモデルの長谷川理恵
さんによるトークショーなどを行いました。また、７月の
地上デジタル放送移行に伴い「廃テレビ等の適正処理・
不法投棄防止」の呼びかけや「かながわリサイクル認定
製品」の展示を行いました。
神奈川県では、
今後も循環型社会の実現に向けて「３Ｒ」
の普及啓発活動に取り組んでいきます。

「学生発！かながわ３Ｒ推進活動コンクール」表彰式の模様

お問合せ

神奈川県環境農政局環境部資源循環課
TEL 045-210-4151

山梨県

Yamanashi
キラリと光る技術を紹介！
「やまなし技術の宝石箱」

山梨県と言えば、生産量日本一を誇るぶどう、ももや、芳
醇なワイン、ジュエリー、絹織物などをイメージされる方が多
いのではないでしょうか。
気候風土や伝統技術を生かしたこれらの「宝石」たちに
加え、実は、山梨には、もう一つ、機械電子産業などの最
先端テクノロジーという「宝石」があります。
今回、本県では、国の「ものづくり日本大賞」や「元気な
モノ作り中小企業 300 社」
、
本県独自の「やまなし産業大賞」
の受賞・選定企業等の優れた技術にスポットを当て、県内

外に WEB 上で PR するホームページ「やまなし技術の宝石
箱」を開設しました。
かつて全国一の水晶の産地であった本県には、江戸時代
から長い年月をかけて育んできた水晶研磨技術があります。
これを源として、通信用・光学用の高機能単結晶製造技術
やシリコンウエハーの研磨技術など、多くの高度なものづく
り技術が発展してきました。
このホームページでは、世界初の真珠カット技術や、フォ
トニクス時代のデバイスが要求する、高い光機能特性を
もつ単結晶を育成する多種多様な育成技術、シリコンウエ
ハーの厚さのばらつきを２μ m（２マイクロメートル ＝ ２
/1000ミリ）以下に抑え、厚さ５μ m にまで極薄に裏面研
削加工する技術など、山梨が誇る世界トップクラスの技術
などを紹介しています。
どうぞ、この「やまなし技術の宝石箱」を開けて、山
梨県内企業の「ものづくりテクノロジー」が放つ輝きを
ご覧ください。
お問合せ

山梨県産業労働部産業支援課
TEL 055-223-1541
やまなし技術の宝石箱 HP
http://www.pref.yamanashi.jp/sangyo-shien/
techno-jewel-box/index.html

県ホームページ「やまなし技術の宝石箱」

都道府県だより
Shizuoka

2011 年 5 月

静岡県

ふじのくに「静岡茶」のブランド化の推進
－静岡茶の魅力を味わっていただくために－

岡茶」
”として、ブランド化を積極的に推進しております。

静岡茶の特徴とそのブランド化
静岡県のお茶は、牧之原台地のような駿河湾に面した
温暖な平坦地や、日照量が少なく山霧が覆う南アルプス
山麓の山間地などで栽培され、気象や土壌の違いにより、
生産される茶葉に地域ごとの特徴があります。さらに、手
の動きや力の掛け具合を巧みに変え、茶葉の特徴を生かし
た数々の手揉み製法があるように、川根茶、本山茶、天
竜茶など地域に根ざした数々の銘茶が存在しております。
栽培面積、生産量、茶産出額ともに日本一の産地であ
る静岡茶産地は、一産地として一くくりにできるものでは
ありません。
県では、
「静岡茶」
を、そのような特徴
ある銘茶の総合と
して捉えており、多
様な消費 者ニーズ
を満たすことができ
る“ふじのくに「静
18

お茶を飲む文化の発信
「夏も近づく八十八夜・・・」という歌詞で知られてい
るように、５月上旬は、静岡のお茶摘みの最盛期になり、
新芽は美しい萌黄色に輝き、香り高く風味豊かなお茶が
つくられる季節です。
「八十八夜」は、立春から数えて 88 日目の日のことで、
春から夏に移る節目の日です。今年の場合は５月２日が
八十八夜となります。八十八夜の頃に摘み採られたお茶
を飲めば、健康によいと言われ、静岡ではその時期を待
ち望んで、その時期に採れたお茶を飲んだり、大切な知
人に贈ったりする文化があります。
そこで、日本一の茶どころ・静岡県から「旬の農芸品」
として、お茶を飲んだり贈ったりする文化を県内外の数多
くの方々に伝え、摘み立ての静岡茶を楽しんでいただきた
いと、平成 23 年度より、県を挙げて「静岡新茶」のＰＲ
を行う「静岡八十八夜新茶ブランド推進事業」を展開し
ていきます。
八十八夜の頃に、どうぞ、若葉の香りがする静岡新茶
を味わっていただきたいと思います。

長野県

Nagano
栄村の復旧・復興に向けて

えました。さらに、被災された栄村の住民の皆様が、引

き続きふるさとに安心して住み続けていられるよう、関

３月 12 日に長野県北部を襲った震度６強の地震によ

係機関と連携して最大限の支援を行うため、
「住まい」
「雇

り、住家は 30 棟が全壊、120 棟が半壊し、今なお避難

用」
「保健・福祉」など 10 分野、41 の支援メニューか

生活を余儀なくされている方がいます。

らなる「復興支援方針」を策定しました。

長野県では、３月 18 日から課長級職員１名を村に常

取組の実施に当たっては、村と十分相談し、現地の状

駐させ、また、４月１日には北信地方事務所に「栄村生

況等を踏まえて、村と共創・協働の下に進めていきます。

活再建支援本部」を設置し、迅速に対応できる態勢を整

栄村の避難所の様子

お問合せ

長野県総務部市町村課
TEL 026-235-7062

被災された方から話を聞く阿部知事

都道府県だより
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富山県

Toyama
おすそわけの心を全国へ！
お土産「越中富山 幸のこわけ」

本県が平成 21 年度から進めてきた「越中富山お土産
プロジェクト」事業の商品群が完成し、
「越中富山 幸の
こわけ」のブランド名で本格販売がスタートしました。
本プロジェクトは、富山が誇る豊かな自然から生まれ
る、水、米、酒、農作物など富山ならではの特産品を
活用し、デザインを切り口にして、消費者の共感を呼ぶ
魅力ある土産商品を開発・販売するものです。商品の
開発に当たっては、県総合デザインセンターのデザイン

企画力を生かすとともに、女性のプロジェクト委員の感
性や視点を生かして進めてきました。
パッケージには、統一したデザインとロゴマークを採
用し、様々なメーカーの商品を統一感を持たせてデザイ
ンするとともに、富山に根付く「おすそわけ」をコンセプ
トとしてブランド化を図っています。
商品は、
「おいしさ」、
「富山らしさ」、
「オリジナリティー」、
「企業の対応力」
、
「市場性」の五つの評価基準から選
定した、蒲鉾や昆布巻、日本酒、せんべいなど 18 種
類の商品で、今後更に拡充していく予定です。一つ一つ
の商品はコンパクトな食べきりサイズで、気に入った商
品を詰合せできるため、お土産として配りやすく、また、
無駄に食べ残さない環境にも優しい商品です。
富山県内の空港やホテル等を始めとした各お土産売
場のほか、東京駅 ecute「ニッコリーナ」でも販売して
います。富山ならではの食の美味しさと、おすそわけの
心を是非味わってください。
お問合せ

富山県総合デザインセンター
TEL 0766-62-0510
HP http://osusowake.toyamadesign.jp/

越中富山 幸のこわけとギフトボックス
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石川県

Ishikawa

産学官共同研究拠点
「いしかわ次世代産業創造支援センター」開設！
４月１日、石川県庁横の石川県工業試験場敷地内に、
「いしかわ次世代産業創造支援センター」が、建設・整
備されました。
（独）科学技術振興機構の支援を受け、
将来の本県経済の一翼を担う次世代産業の創出・育成
のための研究拠点として整備されたもので、４月 13 日
に開所式を行いました。
このセンターは、
「炭素繊維」と「機能性食品」の分
野において産学官が共同で研究を行うとともに、研究成
果を県内企業に波及させ、関連人材の育成などを推進し
ます。それにより、次世代の石川県の産業を担う新たな

産業を興すことを目的としています。
炭素繊維の分野では日本で初めてとなる、炭素繊維
の織物からプレス成形までを一貫して試作開発ができる
研究開発拠点であり、本県の基幹産業である繊維産業
と機械産業の双方の高い技術を融合して、新たな複合材
の実用化に向けた量産技術の開発が更に加速されるも
のと期待されます。
また、機能性食品の研究では、本県の伝統食品とし
て古くから親しまれている魚醤「いしり」や日本酒、
「か
ぶら寿司」などの発酵食品の技術を応用した、新しい機
能性食品の製品化、事業化を支援します。
昨年７月には、県と七つの地域金融機関が総額 130
億円にのぼる「いしかわ次世代産業創造ファンド」を創
設し、着実にその事業の成果が表れています。このファ
ンドによるソフト面での支援に加え、今回開設された「い
しかわ次世代産業創造支援センター」のハード面での支
援の相乗効果により、石川県の次世代産業創出・育成
の取組が、大きく花開くことが期待されています。
お問合せ

石川県産業政策課
TEL 076-225-1513
炭素繊維の織機を視察する谷本石川県知事

都道府県だより
Gifu
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岐阜県

可茂特別支援学校が開校しました。
岐阜県では、近年、障がいのある児童生徒等が増加
する傾向にあり、特別支援学校の教室不足が深刻化し
てきている現状から、平成 18 年３月に「子どもかがやき
プラン」を策定し、平成 21 年３月には、同プランの改
訂版を策定しました。
「地域で学ぶ」
、
「地域で育つ」
、
「地
域に貢献する」を基本理念に、特別支援教育のより一
層の充実を目指しているところです。
特別支援学校の整備では、県内の特別支援学校を
12 校から最終的に 20 校に増やす予定となっています。
このプランにしたがって、平成 20 年に岐阜本巣特別支
援学校及び海津特別支援学校を新設開校し、平成 21
年には、揖斐特別支援学校を新設開校するとともに、
飛騨特別支援学校下呂分校を前倒し暫定開校しました。
さらに平成 22 年には、恵那特別支援学校を移転開校し
ました。
そして今回、県内 17 校目となる可茂特別支援学校を
岐阜県美濃加茂市に新設開校しました。この可茂地域
には、これまで特別支援学校がなく、障がいのある児
童生徒は、長時間かけて土岐市や関市の特別支援学校
に通っていました。この可茂特別支援学校は、
「子ども
20

かがやきプラン」では校舎全体が新築となる初めての建
物です。２階建ての低層構造で、障がいのある児童生
徒のために、全面バリアフリー化と木質化を図り、温か
みのある造りになっています。
４月８日に行われた開校式には、183 人の新転入生が
出席しました。高等部３年生の生徒が「学校生活最後の
１年を生まれ育った美濃加茂市にできた可茂特別支援学
校で勉強できることをとても幸せに思っています。
」と学
校ができた喜びを宣誓の言葉に込めていました。

お問合せ

岐阜県教育委員会特別支援教育課
TEL 058-272-8751

愛知県

Aichi
愛知県政映画等を公開しました！

今回の公開作品には、旧東海道に残る生活・文化や
発展する愛知の姿、見物客でにぎわう名古屋城・犬山
城・岡崎城、さらには、愛知県政 100 年に当たり、明治・
大正・昭和にわたって愛知県が歩んできた姿と未来へ
向かう姿など、当時の貴重な映像が記録されています。
是非一度、愛知県の動画サイト「あいちインターネッ
ト情報局」のＣＨ４「県政のあゆみ」にアクセスしてい
ただき、愛知県の貴重な映像をご覧ください。

愛知県が制作し、過去に映画館での上映等を行って
いたニュース映画 105 作品、テレビ番組 100 作品及び
特集映画 56 作品を、昨年度までの 79 作品に続き、Ｄ
ＶＤビデオ及びインターネットで一般公開しました。
愛知県政映画等は映画フィルムに記録され、約 400
作品が残存していますが、映写機など専用の設備が必
要なため、視聴が困難な状況にあります。そこで、愛知
県では、家庭のインターネットやプレーヤーで視聴でき
るようにするため、平成 20 年度からデジタル化・ＤＶ
Ｄ化を行っているところです。

愛知のお城 (S40)

お問合せ

愛知県知事政策局広報広聴課
TEL 052-954-6170
HP http://www.doga.pref.aichi.jp/

躍進する愛知 (S33)

都道府県だより
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三重県

Mie
「土の一句」募集します！

今年度のテーマは「土」
。農業や陶芸、子どもの遊び
場など、古くから私たちの生活と深い関わりを持ってきた
土から、どのような新しい作品が生まれるか楽しみです。

ま つ お ばしょう

『奥の細道』などで知られる俳聖・松尾芭蕉は伊賀の

国（現在の三重県伊賀市）で生まれ、30 歳頃に江戸に

○募集作品
テーマ部門…「土」にまつわる俳句
自由題部門…自由な題材の俳句
※自作・未発表のものに限ります。
○募集期間
５月16 日（月）～10 月18 日（火）消印有効
○応募方法
はがき、ファクス、ホームページ（ＰＣ・携帯電話）で
受け付けます。

移り住むまで主にこの地で過ごしました。また、俳諧を
あ ら き だ もりたけ

誕生させ俳祖と呼ばれる荒 木田守武、一昼夜に 3,000
おおよど み ち か ぜ

句を詠んだと伝えられる大淀三千風も三重県をふるさと

としています。

こうした先人を輩出した三重県では、
「俳句」を始め

とする文化を生かした人づくり・まちづくりを進めており、
この俳句募集も平成８年度か
ら毎年テーマを変えて実施し
ています。平成 12 年度以降

は、芭蕉と縁のある岐阜県・
福井県・滋賀県とともに、
「日

本まんなか共和国」の共 催
事業として行っています。昨
年度の「人の一句」では全国

及び海外から約７万句のご応
募をいただきました。

お問合せ

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

Fukui
東京タワーに福井の恐竜現る !!

4,500㎡という広大な展示室には、40 体もの恐竜骨

格を始め、千数百にのぼる標本や、大型復元ジオラマ

等が楽しめます。

世界有数の恐竜化石の産地である福井県。2000 年７

その恐竜博物館に“生息”している迫力満点の恐竜

月、国内最大級の地質・古生物学博物館として、福井

県立恐竜博物館をオープン。世界三大恐竜博物館の一

たちが、３月 19 日から６月 12 日まで首都東京の観光

なっています。

80 点や、
巨大スクリーンでの CG 映像
「ダイノシアター」

名所である東京タワーに出現。選りすぐりの所蔵標本約

つに数えられ、子どもから大人まで楽しめるスポットと

など、太古の世界を十分に満喫できます。

中生代の三畳紀後期（約２億 3,000 万年前）から白

亜紀後期（約 6,550 万年前）へと時代に沿って、全長

約 12m の最大級の肉食恐竜「アクロカントサウルス」

を始め、全身復元骨格約 25 体が一堂に展示されていま
す。その光景は圧巻で、迫力満点の一言に尽きます。

そのほか、福井県で発見された「フクイサウルス」
・
「フ

クイラプトル」も、日本を代表する恐竜として紹介され
ています。

東日本大震災の影響で、夜間のダイナソーグリーンの

ライトアップが中止になったことは残念ですが、初めて

恐竜博物館から“外出”した全長８m の「エウヘロプス」

も、首を長～くして皆さんのご来場をお待ちしています。

迫力満点の恐竜骨格がズラリ

都道府県だより
Kyoto
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京都府

「地域共生」の実現に向け地域の絆を強める
－ 公共再生プロジェクト －

また、個々の活動団体を支援する中間支援活動につい
ての企画提案を公募し、その実施を委託する「中間支援
団体活動支援事業」や、積極的な活動団体と地域住民と
のマッチングを行う「府民力バンク」など、様々な事業
を展開。府内全域で地域活動の活性化と活動間の協働・
連携を推進していきます。

京都府では、平成 19 年度から、地域の皆さんが自主
的に、暮らしやすく魅力的な地域にしようと協働して取り組
む活動を、
市町村と連携して応援する
「地域力再生プロジェ
クト」を実施しています。このプロジェクトでは、毎年総額
３億円の交付金枠を設け、これまでに府内各地で地域力
再生活動に取り組む約 1,770 活動を支援してきました。
今年度からはその取組を更に発展させ、
「公共再生プ
ロジェクト」として、地域共生の実現に向けて地域の絆
を強化、
「公共」を再生しようと取り組み始めました。具
体的には、複数の活動団体、企業、大学、京都府や市町
村など、多様な地域づくりの担い手が事業協定を結び、
地域課題の解決や新しい価値の創造を目的に取り組むモ
デル事業として、①地域の公共的な空間を活用して地域
の環境改善や活性化に取り組む「公共空間活用推進事業
（別称：地域普請制度）
」
、②活動の分野や市町村域を越
えた広域的な新たな枠組みを作る「広域イノベーション
事業」
、③市町村と協働して地域に密着した課題の解決
などに取り組む「市町村協働事業」といった助成制度に
より、その活動を応援します。

お問合せ

住民による地域拠点の整備
（和束茶カフェでのテラス設置風景）

京都府府民力推進課
TEL 075-414-4452
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大阪府

Osaka

東日本大震災被災地復興と被災者の皆様の生活
再建に向けた大阪府の支援について

師や医師等の専門職員の派遣を継続的に行っています。
受入支援では、大阪府に避難してこられた被災者
の方を対象とした被災者生活相談窓口を設置し、大
阪府独自で設置した府民の皆様からの見舞金の給付、
生活資金の貸付け、大阪府営住宅等への受入れ、学
校の入学受入れ等、生活面への支援を行っています。
このほか就職支援相談や被災された企業への支援も
行っています。
こうした支援活動を分かりやすくお伝えするため、
大阪府では３月 13 日に被災者支援サイトを立ち上
げ、被災された方への支援のご案内や、
「義援金を届
けたい」「救援物資を提供したい」といった大阪府民
の皆様のご要望にお応えするお知らせや支援のお願
い、そのほか関連情報（放射能に関する水道水や食
品の安全性など）を提供しています。
また、大阪府は関西広域連合の一員として、和歌山
県とともに岩手県を中心に支援を行ってまいります。

この度の東日本大震災により被害を受けられた被
災地の皆様に、心からお見舞い申し上げます。
大阪府は、３月 11 日の地震発生以降、関西広域連
合の一員として関西の２府５県連携の下、関係機関
と協力しながら被災地の皆様への支援の取組を進め
ているところです。
地震発生翌日の３月 12 日には、大阪府ドクター
ヘリと大阪府警航空隊ヘリが活動を開始したのをか
わ き り に、DMAT（Disaster Medical Assistance
Team：災害派遣医療チーム）12 隊が活動開始、大
阪府水道部による給水車の派遣と被災地支援のため
の職員派遣など、被災地に向けた支援活動を開始し
ました。
また、大阪府では、被災地の皆様の安全確保と一
日も早い復興を目指して、
「大阪府災害等支援対策本
部」を設置し、
「被災地支援」と「受入支援」の二つ
の取組を中心に支援活動を行っています。
被災地支援では、現地での給水支援や食品・生活用
品等の物資支援を行うとともに、行政職職員のほか保健

被災者支援サイト
「「東日本大震災」にかかる被災地の支援について」
http://www.pref.osaka.jp/koho/tohoku_jishin/index.html

都道府県だより
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奈良県

Nara

「本物の古代と出会い、本物を楽しめる奈良」の確立に向けて
～記紀･万葉プロジェクト基本構想～
来たる平成 24（2012）年は『古事記』が完成して
1,300 年、さらに平成 32（2020）
年は『日本書紀』が
完成して 1,300 年という節目の年に当たります。
『古
事記』
『日本書紀』が編纂され、多くの万葉歌が詠われ
た地・奈良県では、この二つの節目の年をつなぎ、９
年間にわたり「記紀・万葉プロジェクト」を展開します。

このプロジェクトは、歴史を味わい楽しみ、歴史に触
れるために、古事記・日本書紀・万葉集に代表される
奈良県特有の歴史素材（以下、
『記紀・万葉』）を活用し、
奈良県の存在価値を県内外に示すとともに「本物の古代
と出会い、本物を楽しめる奈良」の実現を目指すもの
です。奈良県に住んでいる、
あるいは奈良県を訪れる方々
に、長い年月守り伝えられてきた様々な歴史的資産に触
れ、その真価を十分に理解していただき、感動を味わっ
てもらえるよう取組を進めます。
具体的な事業は、
『記紀・万葉』の本質的な魅力を十分
に検討した上で、
内容が具体化したものから随時実施します。
既に、ホームページ「記紀・万葉をたどる奈良」では、
県内の古事記・日本書紀・万葉集ゆかりの場所を、歩
いて巡るモデルルートや関連人物の紹介などを通して、
親しみやすく記紀・万葉の世界を紹介しています。
また、記紀・万葉集を始めとする文献には、日本文
化の源流につながる様々な記述があり、ゆかりの地は
全国各地に存在します。このプロジェクトを端緒にして、
県内外を問わず「自分たちの住む地域の魅力再発見」
につながることを目指しています。
お問合せ

奈良県ならの魅力創造課
TEL 0742-27-8975
記紀・万葉をたどる奈良 HP
http://www.pref.nara.jp/miryoku/aruku/kikimanyo/

日本最古の道と言われる「山の辺の道」
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和歌山県

Wakayama
高度救命救急センターを２ヵ所同時指定

救急医療体制体系図
初期救急医療機関

和歌山県は、平成 23 年４月１日に県立医科
大学附属病院（以下：医大病院）と日本赤十
字社和歌山医療センター（以下：日赤病院）の
救命救急センターを「高度救命救急センター」
に指定しました。
全国に高度救命救急センターは既に 25 ヵ所
ありますが、２ヵ所以上設置しているのは、東
京都、神奈川県、大阪府の３都府県のみで、
和歌山県はそれに次いで４番目になります。
医大病院は、平成 15 年１月から県内全域と
奈良県及び三重県の紀伊半島でドクターヘリを
運航し、平成 21 年３月からは徳島県及び大阪
府とも相互応援協定を締結し、広域救急医療
に対応しています。
また、日赤病院は、急患を断ることなく全て
受け入れることを原則とし、本県のみならず大
阪府南部の救急患者も多数受け入れています。
今回の指定は、本県の救急医療の課題を解
消する取組の一環であり、今後も県民の救命
率の向上に取り組んでいきます。

（主に軽症患者）

入院が必要な患者を搬送

二次救急医療機関
（入院、手術が必要な患者）

重篤患者を搬送

和歌山県立医科大学附属病院

三次救急医療機関
（高度救命救急センター含む）

高度救命救急センターは、広
範囲熱傷、指肢切断、急性中
毒等特殊疾患患者にも対応

お問合せ

日本赤十字社和歌山医療センター

都道府県だより

和歌山県医務課
TEL 073-441-2604

2011 年 5 月

兵庫県

Hyogo
むらに活力を！地域再生大作戦の展開

ています。一つは、都市との交流を通じた地域おこしの試み
で、既に 31 地域のモデル事業が進行中です。交流の段階と
して、まず集落の意思固めをし、次に都市部の交流グルー
プを見つけます。第三に交流できる事業から積み重ね、第
四に本格的な交流を行い、集落は都市部に直販所などを、
都市部は集落の古民家などを活用した交流拠点施設を整備
し、それらを利用して経常的な地域間の交流を確かなもの
にしようとするものです。
●むらの将来の検討と交流拠点の整備
もう一つは、
「むらの将来」検討支援事業です。これから
10 年、20 年先の集落を見据え、そこに生活する人々にどう
すればよいのか真剣に考えていただくために、専門のコンサ
ルタントなどを派遣し、検討のお手伝いをする仕組みをつく
りました。
さらに、宿泊できる交流施設や観光拠点になる施設など、
その地域の中核となる拠点整備の支援制度も準備し、積極
的な活用を期待しています。
都市部と農山村部を併せ持つ兵庫は、両方の地域の交流
や相互依存の関係づくりこそが、広い県土空間の活用につ
ながり、小規模集落の活力持続に資するものと県では考え
ています。地域再生大作戦のさらなる展開と成果に大きな期
待がかけられています。

●人口減少社会
日本の縮図と言われる兵庫県でも、人口減少時代を迎え
るとともに、人口の地域偏在が進行し、地域間格差が拡大
しています。都市部と農山村部との人口格差が提示する今
後の大きな課題の一つが、小規模集落対策です。
県の調査では、高齢化率 40％以上、世帯数が 50 以下
の小規模集落が約 270 集落あります。山村集落は、人々の
生活の場であるとともに、山林管理など農林地管理を通じ
た地域管理の場でもあります。このような多面的機能を維持
する、持 続可能な集落対策が必要不可欠となっています。
●交流を核とした小規模集落対策
そのような中、兵庫県では、
「地域再生大作戦」を展開し

のどかな山間の集落は、
守り継ぎたい日本の原風
景であるとともに、山林
や棚田などを管理し、防
災や環境といった多面的
機能も担っています。

お問合せ

兵庫県地域再生課
TEL 078-362-4314
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鳥取県

Tottori
鳥取県公式ツイッターポータルサイト
「toritter（とりったー）」を開設

ため、情報の共有・発信とともに情報格差の是正にも
効果があると考えています。
鳥取県はソーシャルメディアによる情報発信に力を入
れており、公式フェイスブックページを開設するなど、今
鳥取県では、庁内の若手プロジェクトチームの提言を
後も積極的な活用を計画しています。
受け、ツイッターによる情報発信を行ってきました。そ
「#」を頭に付けた共通の「文字列」
の取組の一環として、ツイッターに流れる鳥取県に関す （※ハッシュタグとは、
る情報を集めたポータルサイト「toritter（ とりったー）
」 で、ツイートの中に入れると、そのハッシュタグを付けた
発言だけを一括して検索、表示できる機能。）
を１月に開設しました。
このサイトの特徴は、ツイッターの機能の一つである
# タグ（ハッシュタグ）
（※）を利用した情報の集約と共
有です。# タグ「#tottoriken」を活用して、鳥取県に関
する話題や情報を表示し、鳥取県を盛り上げていくこと
を主眼としているほか、防災情報なども表示することと
しています。
折しも鳥取県では、年末年始に大雪に襲われました
が、このときに「#sanin_snow」という # タグが大雪
関連情報の共有に利用されていたことから、サイト開設
時にこの # タグを表示し、あわせて広報課を始めとす
る県のアカウントからもこの # タグを付けて大雪に関す
お問合せ
る情報をツイートしました。
（現在は別の # タグで県内の
鳥取県統轄監広報課
交通情報を表示しています。
）
TEL 0857-26-7755
また、
「とりったー」は、ツイッターを使っていない方
鳥取県公式ツイッターポータルサイト
でもツイッターに流れる情報を簡単に得ることができる
http://twitter.pref.tottori.lg.jp/

都道府県だより
Okayama

2011 年 5 月

岡山県

「第３次おかやまウィズプラン」を策定

さらに、施策の効果を検証できるよう、
「管理職に

おける女性比率（一般職公務員、民間企業等）」など
34 の数値目標を定めています。

岡山県では、男女共同参画社会の実現を県政の最

社会が混迷する今、男性も女性も誰もがその個性

重要課題の一つとして位置付け、全庁を挙げて取り組
んでいます。この度平成 23 年度から５年間の県の基

と能力を発揮でき

本計画「第３次おかやまウィズプラン」を策定し、４月

会の実現が求めら

プランでは、
「男女が共に輝くおかやまづくり」を実

ボランティア・ＮＰ

ナーシップの確立」、
「社会的・文化的に形成された性

など 様々な立場 の

ントの促 進とチャレンジ支援」の三つの視点のほか、

男 女 が 共 に 輝 き、

協働の推進」の視点を新たに取り入れています。

る「暮らしやすさ日

イフ・バランス）の実現」などテーマ別に五つの基本

りに全力で取り組

本方針や具体的施策をまとめた新しい男女共同参画基

る男女共同参画社

からスタートしました。

れています。県民、

現するため、これまでの「男女の人権の尊重とパート

Ｏ、事 業 者・企 業

別（ジェンダー）に気づく視点」、
「女性のエンパワーメ

皆様と力を合わせ、

プラン全体を貫く考え方として、
「さまざまな主体との

夢と元 気にあふれ

また、新たに加えた「仕事と生活の調和（ワーク・ラ

本一」 の岡山づく
みます。

目標と男性や若い世代にとっての男女共同参画の推進
など 18 の重点目標を掲げています。
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島根県

Shimane
しまね海洋館

新シロイルカプール

オープン

ます。水族館で飼育されているシロイルカの出産は日本

国内では珍しく、今後の出産・育児に備えて、
「保護繁

島根県西部に位置する「島根県立しまね海洋館（愛

殖施設」となる新しいプールの建設を進めてきました。

称：アクアス）
」に、
「幸せのバブルリング ®」で人気

この新プールでは、シロイルカパフォーマンスは行わ

のシロイルカの新しいプールがこのほど完成し、４月

ず、成獣３頭と仔獣１頭の計４頭を飼育することとして

22 日（金）にオープンを迎えました。
（現在、シロイ

います。

ルカパフォーマンスは出産・育児のため休止中）

「アクアス」
では、
2009 年８月のシロイルカ
「アーリャ」

の出産に続いて、現在「ナスチャ」の出産が待たれてい

来館者は「１階観覧ホール」でアクリルパネル越しに、

水中でシロイルカの親子が触れ合う姿を楽しめ、
「２階

テラス」ではこれまで観ることができなかったシロイル

カの「トレーニング」の様子を観ることができます。

また、屋上の「展望デッキ」からは、雄大な日本海が

一望でき、
「アクアス」の魅力が、また一段と増してい

ます。

微笑ましい親子シロイルカが皆様のご来場をお待ち

しております。是非、お越しください。
お問合せ

㈶しまね海洋館・アクアス
TEL 0855-28-3900
HP http://www.aquas.or.jp/

都道府県だより
Hiroshima

2011 年 5 月

広島県

広島出身のアーティスト、奥田民生さんのナレー
ションで広島の魅力をＰＲ
広島の海、山、里…広島の観光資源、農林水産物な
どの魅力を詰め込んだ動画を作成し、ウェブサイトで配
信中です。ナレーションに耳を澄ますと…。そう、広島
出身のアーティスト、奥田民生さんの素敵な声。全９章
の構成で、ウェブにて配信中です。
（第１章 海の道、第２章 祈りの道、第３章 豊穣の
道、第４章 豊潤の道、第５章 もう一つの海の道、
第６章 彩の道、第７章 この豊かな海に、第８章
この豊かな自然に、第９章 この豊かな風土に）
製作に当たり、奥田民生さんからのメッセージもいた
だきました。
（以下ウェブサイトからの転記）
『五感広島』トップページ
「ぼくの生まれ育った広島は、瀬戸内海に面し気候も
お問合せ
温暖で、海と山が近く、風光明媚な場所がとても多いと
ころです。特に瀬戸内海に数多く浮かぶ島々の様子は、 広島県商工労働局観光課
他には類のない独特の景観で、世界的にも誇れる場所
TEL 082-513-3388
ではないでしょうか。
広島の旅行観光案内ポータルサイト
まあ いっぺんきてみんさい ひろしま。
」
「五感広島－ Gokann Hiroshima －」
これからの新緑の季節、皆様も是非、広島の魅力を
http://gokann.jp/top.php?lang=jp
五感で楽しみにお越しください。
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山口県

Yamaguchi

山口きらら博記念公園水泳プールがオープン！
国体等の大規模競技会の開催や生涯スポーツ、健
康づくりなど、県民スポーツの中核的な施設として、
2008 年から工事を進めてきた山口きらら博記念公園
水泳プールが、５月 14 日にオープンします。
建物は、鉄筋コンクリート造りの地上３階、地下
１階建てで、50m のメインプールのほか、25m のサ
ブプールや幼児用プール、ジャグジープールが整備
されています。プールの床は可動式で、メインプー
ルは 2.5m から０m まで、サブプールは 1.4m から
０m まで、水深を自由に変えることができます。さ
らに温水プールなので、１年を通じて、子どもや高
齢者、障害者の水泳大会、水中運動などの健康づく
りの場としての利用が可能となります。

この水泳プールは、10 月に開幕する「おいでませ！
山口国体」では、水泳競技のうち、競泳、水球、シ
ンクロナイズドスイミングの、
「おいでませ！山口大
会」では、水泳競技の会場となります。
オープンに当たっては、完成式典や完成記念イベン
トを行うとともに、こけら落としとして、山口国体へ
の出場選手を決める「第１次選考会」が行われます。

山口きらら博記念公園水泳プール

お問合せ

山口きらら博記念公園管理事務所水泳プール課
TEL 0836-65-6900

Click!!

都道府県だより
Kagawa

2011 年 5 月

香川県

香川の新ブランド「オリーブ牛」
香川県の「オリーブ牛」がデビュー。
「オリーブ牛」は、
香川県内で育てた黒毛和牛の「讃岐牛」
のうち、出荷前の２ヵ月以上の間、県木であるオリーブの
実を搾り乾燥させ、餌に混ぜ与えた牛です。
日本のオリーブ栽培発祥の地で、100 年以上の歴史を
誇る小豆島特産の「オリーブ」と、瀬戸内の温暖な気候風
土の中で古くから育まれてきた「讃岐牛」が出合い、生ま
れました。
オリーブには、抗酸化作用のあるポリフェノールやう
まみ成分が多く含まれます。そのため、オリーブで育っ
た「オリーブ牛」は、グルタミン酸などのうまみ成分が
一般的な和牛より多く、やわらかでさっぱりとした肉質
が特長です。先日、オリーブ牛の生産開始を記念して開
催したフェアで、サイコロステーキや焼き肉、しゃぶしゃ
ぶ、バラ肉の赤ワイン煮、ヒレ肉
のパン包み焼きなどを振る舞った
ところ、
「やわらかくて甘い」
「さっ
ぱりとしていておいしいので、ま
た食べたい」と大好評でした。
「オリーブ牛」は、これまで小豆
島だけで飼育されていましたが、平
成 23 年から県内全域に拡大し、本
讃岐三畜ロゴ
格的に生産されるようになりました。
27

まずは県内向けに出荷しま
すが、順次生産量を増やし、
県外へも出荷していきます。
香川県を代表するおいしい
ブランド「讃岐三畜」
。おい
しい霜降り肉の黒毛和牛「讃
岐牛」と脂肪が真っ白で甘
味と風味、コクのある「讃岐
夢豚」
、ヘルシーな鶏肉「讃
岐コーチン」は、品質や味
の良さで多くの人に賞賛され
ています。この春から県内で
販売を本格化した「オリーブ
牛」も、香川県の畜産の新
たな目玉として注目です。香
川県にお越しいただき、多く
の人にこの新ブランドを是非
味わっていただきたいと思い
ます。香川から自信を持って
お薦めします。
お問合せ

オリーブ牛ロゴと啓発ポスター

香川県畜産課 TEL 087-832-3427
讃岐三畜銘柄化推進協議会 TEL 087-825-0284
みーとみゅーじあむ HP
http://www.sanchiku.gr.jp/

徳島県

Tokushima

「とくしまマルシェ」でこだわり農産物・加工品
をお届け！
毎月の最終日曜日に徳島の中心市街地で開かれる
朝市「とくしまマルシェ」
。昨年 12 月に第１回が開
かれ、徳島の豊かな自然環境の下で大切に育てられ
たこだわりの農産物や加工品が一堂に集うこの朝市
は、毎回大勢の買物客でにぎわっています。
「マルシェ」とはフランス語で「市場」のこと。本場フ
ランスのマルシェを手本に開催される「とくしまマルシェ」
では、
「水の都・徳島」のシンボル、新町川ボードウォー
ク沿いにパラソルショップが立ち並び、統一した木製の
陳列棚には、旬の野菜や果物のほか、厳選素材を使っ
たジャムやスイーツなどが並べられます。美しい音楽も
奏でられるおしゃれな雰囲気の中、訪れた方は採れたて
の農産物や加工品を手に取りながら出店者の方との会
話も楽しんでいるようです。
また、旬の素材を使ったスイーツやドリンクなどのオリ
ジナル商品の販売や、商品の直送配達を行うサービス、
インターネットの動画中継サイトを使っての出店者の商
品情報やインタビューのライブ中継など、運営者側の趣
向を凝らした試みも人気の一つとなっています。開催地

の近くでは、ご当地のＢ級グルメの屋台が並ぶ「とくし
まグルメフェスタ」や徳島商工会議所などが主催する
「徳
島わくわく日曜市」も同時開催されており、
「とくしまマ
ルシェ」は、徳島のブランド力の一層の向上とともに、
中心市街地活性化の起爆剤として大きな期待が寄せら
れています。
コンセプトは「行くだけで、元気になれる」場所。よ
り多くの皆さんんにお越しいただき、ここでしか体験で
きない素敵なひとときを過ごしていただきたいと考えて
います。

都道府県だより

2011 年 5 月

愛媛県

Ehime
え がお

みんなを愛顔にする動物園！

また、新設の「カワウソ舎」には、
大型水槽を設けたことにより、ドジョ
ウを追いかける姿や透明なチューブ状
の通路を素早く駆け抜ける様子を間
近に観察できるようになり、子どもか
新設されたカワウソ舎
活発に動き回るカワウソの「マサ」
ら大人まで大好評を博しています。
そのほか、指定管理者である公
益 財団法 人 愛 媛 県 動物園協 会で
は、動物の繁殖にも日々努力を重ね
ており、昨年５月にはアミメキリン
の赤ちゃんが、６月にはカリフォル
ニアアシカの赤ちゃん２頭が続けて
元気に走り回る
生まれたほか、今年２月にはクロサ
クロサイの赤ちゃん 「ライ」くん
イの赤ちゃんが生まれるなど、人気
動物の赤ちゃんラッシュが続いています。
愛媛県としては、これからも、もっと魅力ある動物園となる

昭和 63 年４月に開園した愛媛県立「とべ動物園」は、今年

で開園 23 周年を迎え、これまでに延べ 1,350 万人以上の方
にご来園いただいています。

敷地面積 17.4ha、展示動物約 170 種 800 点と西日本屈指

の規模を誇る「とべ動物園」は、社団法人日本動物園水族館

協会がまとめた平成 21 年度の統計において、県民一人当たり
の入園者数が公立の動物園で全国第１位となるなど、多くの県
民に愛され、親しまれている動物園です。

愛媛県では、平成 18 年度以降、動物園の魅力を更に高め

ようと、野生動物本来の生態を間近に見られる「行動展示」を

導入した獣舎の改修に順次取り組み始め、これまでに、レッサー
パンダ舎、オランウータン舎、ペンギン舎などの獣舎改修を行
いました。

そして、
今年３月には「ライオン舎」
をリニューアルし、４月には「カワウ
ソ舎」を新設オープンしました。
新しく生まれ変わった「ライオン
舎」は、洞窟をイメージした観覧施
設を設け、強化ガラス越しに迫力あ
るライオンの姿をご覧いただけるよ
うになりました。

え がお

よう、あらゆる面で努力し、来園された方を愛顔にしていきた
いと考えていますので、とべ動物園に是非、ご来園ください。
え がお

「愛」と「笑顔」を合わせた造語で、知事が
※「愛顔」とは、
提唱しているものです。

愛媛県立とべ動物園ＨＰ

リニューアルされたライオン舎
ライオンがすぐそこに！

http://www.tobezoo.com/index.html

28

高知県

Kochi

全国高等学校漫画選手権大会（まんが甲子園）
が 20 回の記念大会を迎えます
平成４年から始まった全国高等
学校漫画選手権大会（まんが甲子
園）が、今年で 20 回の記念大会
を迎えます。今年の予選テーマは
「20 年」
「○○の神様」の二つです。
今回は、本選出場校を 35 校と
５校増やし、本選出場のチャンスを
広げました。また、東日本大震災
にて被災された高等学校について
今年のリーフレット作画は
は、複数校の連合チームによる応
やなせたかし先生
募もできます。
本選大会は８月６日・７日の２日間、高知市文化プラザ
「かるぽーと」で開催します。漫画家のやなせたかしさん
やくさか里樹さんなどを審査員に迎え、最優秀校を目指
す熱戦が繰り広げられます。出版社から派遣されたスカ
ウトマンの目に留まった生徒は、プロを目指した指導が受
けられるスカウトマンシップ制度もあります。
また、20 回を記念した関連企画として、歴代の全作品
を見ることができる作品データベースの公開や、まんが甲

子園イメージキャラクターの公募なども実施しています。
最後に、やなせたかし審査委員長からのメッセージを
ご紹介します。
「絶望のとなりは希望だ。漫画を愛する全
国の高校生の皆さん、明るい笑いで日本に活力をあたえ
よう。元気にしよう。こんな時こそ情熱を燃やして大傑作
を創作してください。
」
締切りは６月 13 日。たくさんのご応募をお待ちしてい
ます。

作品を描き上げている様子

お問合せ

高知県文化生活部まんが・コンテンツ課（まんが甲子園事務局）
TEL 088-823-9711
まんが甲子園 HP
http://manga-koshien.net/

都道府県だより
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福岡県

Fukuoka

大島海洋体験施設「うみんぐ大島」オープン

基づき、観光客の集客の中心とな
る施設として、平成 18 年度から５
年の歳月と総事業費 17.8 億円を
かけ整備したものです。
利用者に親しみやすい施設とな
るよう愛称募集を行い、
「大島の
海をハミング気分で楽しむ」との
願いを込めて命名された「うみんぐ
大島」は、防波堤や釣桟橋、遊
歩道、プレジャーボート係留施設などを備えています。
防波堤や釣桟橋では安全で快適な釣りが楽しめるほ
か、シーカヤック体験や海中観察、流木や貝殻等を使っ
た工作教室、魚さばき教室など、海を生かした様々な体
験学習のメニューを取りそろえています。子どもから大人
まで海について楽しく学ぶことができる全国でも珍しい
施設です。
家族連れのレジャーや、児童・生徒の学習体験などに、
県内外からたくさんの御利用をお待ちしています。

～大島の豊かな海で楽しさいっぱいの海洋体験をしよう！～

玄界灘に浮かぶ福岡県最大の島・大島は、透明度の

高い海と豊富で新鮮な魚介類に恵まれた自然環境にあ
ります。また、豊かな自然に加え、世界遺産暫定リス

トに記載された「宗像・沖ノ島関連遺産群」を構成する
なかつみや

第１９回最優秀作品
愛知県立豊明高等学校
テーマ：明日の○○

おきつみやようはいしょ

「中津宮」や「沖津宮遙拝所」を有する貴重な歴史遺産
が残る魅力あふれる島です。

この大島の魅力を生かした元気な島づくりを推進しよ
うと、島の玄関口である大島港において、港湾管理者の
福岡県が整備を進めてきた大島海洋体験施設「うみんぐ
大島」が完 成し、４
月 29 日（金）にオー
プンしました。
「離島の素材を活か
した癒しの島づくり」
をテーマに福岡県と
宗像市が共同で提案
し内閣府の認定を受 「うみんぐ大島」HP
http://umi-ing.com/
けた地域再生計画に
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佐賀県

Saga

世界の“今”を見てきた「佐賀県海外使節団」
幕末維新期、
日本のサムライたちが太平洋を渡った「遣
欧・遣米使節団」。使節団には佐賀藩士も随行し、ア
メリカやヨーロッパなど先進国の政治や経済の仕組み、
教育、文化などを学び、その経験が明治時代の新しい
国づくりに生かされました。
そんな歴史ある使節団を現代に再現したのが「佐賀県海
外使節団」です。メンバーは、将来の佐賀県、ひいては日
本を担う若さあふれる10 名の高校生たち。２月 26 日
（土）
に佐賀県を出発し、30 日かけて世界を１周するというハー
ドな旅で、中国、タイ、ブータン、インド、ヨルダン、イス
ラエル、モロッコ、スペイン、ルクセンブルク、フランス、
ペルー、アメリカなどを訪問。現地の企業や国際的な機関
を訪れたり、現地の高校生と交流したりと充実した内容で、
世界遺産や博物館、美術館も訪れました。
高校生たちは、各国で見て、聞いて、感じたことを自分
の言葉で発信しようと、
「佐賀県海外使節団」のブログを
通じて、毎日のように現地からレポートを送りました。ブ
ログの中でつづられているのは、高校生たちが見た世界
の“今”です。各国で出会った人々、文化、芸術、宗教、
食などについて、それぞれの視点で語られています。この
ブログは、異文化に触れた感動や驚き、ときには日本と
の違いに刺激を受けたことなど、彼らにとって大切な旅の
記録となりました。

30 日間の世界１周の旅を終え、３月 27 日（日）に無事
帰国し、31日（木）に行われた報告会で挨拶をする高校
生たちの姿は、出発前と比べてたくましくなったように感じ
ました。世界と出会い、自分の肌で感じた一つ一つの経験
が、彼らの将来の大きな糧になることでしょう。
10 人の高校生の旅の記録を、是非ご覧になってみてください。

アメリカ・ニューヨークの国連本部を訪問した佐賀県海外使節団（３月２４日）

佐賀県海外使節団

都道府県だより
Nagasaki

検索
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長崎県

「孫文・梅屋庄吉と長崎」プロジェクト
～日中友好・辛亥革命 100 周年の取組～

長崎県では、約 100 年前の二人の関係に光を当て
た「孫文・梅屋庄吉と長崎」プロジェクトを展開し
ています。
このプロジェクトは、孫文と梅屋庄吉の人物像や
歴史的つながり、また長崎との関係を顕在化すると
ともに、その功績を広く世に紹介することで本県の
イメージアップを図り、国内外からの交流人口の拡
大につなげようとするものです。
10 月からは、半年間にわたり長崎歴史文化博物館
で日中共同による特
別企画展を開催する
ほか、中国の博物館
での長崎の歴史や文
化等を紹介するコー
ナーの設置、パンフ
レットの作成・配布
や梅屋像の設置など
多彩な事業を各部署
が連携を図り、一体
となって推進してい
ます。

中国は、今年 10 月、清朝が倒れアジア最初の共和
国である中華民国が成立した「辛亥革命」から 100
年を迎えます。
この革命を指導し、中華民国の初代臨時大総統と
なった孫文。その孫文を物心両面で支え続けたのが
梅屋庄吉です。
梅屋庄吉は、1868 年（明治元年）長崎市に生まれ
ました。現在の日活の前身である日本活動写真株式
会社の創立者の一人である梅屋は、1895 年、自らが
経営していた香港の写真館で孫文と出会い、革命に
かける熱い情熱を知ることとなります。そして、
「君
は兵を挙げたまえ、我は財を挙げて支援す」との盟
約を結びます。名声や地位の見返りを求めず、現在
の金額で１兆円とも言われる巨額の支援を行い、革
命を陰から支えました。
孫文の死後も、孫文の偉業を後世に伝えるため中
国に孫文の像を贈るなど、生涯日本と中国の友好親
善の懸け橋とならんと力を尽くしました。

梅屋庄吉・トク夫妻と孫文
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Oita

大分県
お

お

い

た

大分みやげ「ＯＩＴＡ

あ

ぐ

る

ＡＧＵＲＵ」誕生！

「ＯＩＴＡ ＡＧＵＲＵ」は、大分県などが出資す
る大分ブランドクリエイト
（株）が専門家の総合コー
ディネートにより開発しました。県内各地の生産者
から、商品にかけた思いを聞き、試食評価を重ねて
大分らしい商品を厳選。食べきりサイズに小型化し、
「洋食セット」
、
「大分のこだわり」
、
「大分のよりすぐ
り」、「大分のおやつ」の四つのテーマ別に詰め合わ
せました。
「多くの人に安全・
安心で大分らしさに
こだわった大分の味
をおすそ分けしたい」
という気持ちを込め
て、大分の方言で「人
にものを差し上げる」
と い う 意 味 の「あぐ
る・ Ａ Ｇ Ｕ Ｒ Ｕ」と
洋食セット
名 付 け ま し た。３月
（トマトソース、丸ごとみかんジャム、バジルソース、
から東京銀座の県フ
ハーブソルト、きつき紅茶べにひかり）

ラッグショップ「坐来大
分」や大分空港、大分駅、
トキハ本店で限定販売し
ています。まずは新しい
大分みやげとして「ＯＩ
ＴＡ ＡＧＵＲＵ」の定
着を目指します。
今後は販売状況をふま
え、追加販売や詰め合わ
せる商品の組替えや、商
品の発掘を行っていきま
す。
「ＯＩＴＡ ＡＧＵＲ
大分のこだわり
Ｕ」を通じて大分の魅力 （くろめしょうゆ、完熟ゆずごしょう、発芽金
を感じてもらい、大分県 ごま、原木キクラゲ、島ひじき、乾しいたけ）
産品全般のイメージアップにつながっていくことを
期待しています。

お問合せ

大分ブランドクリエイト株式会社
TEL 097-574-7731

都道府県だより
Kumamoto
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熊本県

週刊メールマガジン
「気になる！くまもと」リニューアル！
熊本の魅力や最新情報を毎週木曜日にお届けしてい
る、熊本県発行の「週刊メールマガジン『気になる！くま
もと』」が大幅リニューアルしました。
県内各地の最新情
報をいち早く紹介する
「週刊なんでもニュー
ス」を始め、
「デジカ
メと歩くさんぽ道」や
「親子で過ごす休日」
など月替わりで熊本
の情報をたっぷり伝
える特集記事や熊本
県に縁のある著名人
を起 用したコラム記
事、
「ご当地おにぎり
＆弁当」
「麺ｖｓパン」
週刊メールマガジン「気になる！くまもと」トップページ

31

などの熊本の食材を使ったご当地グルメを紹介する記事
など盛りだくさんでお届けしています。さらに、スザンヌ
宣伝部長や蒲島知事の活動を紹介するコーナーも登場
し、熊本県の情報が集まるポータルサイトとしても活用
いただけます。
そして、ご要望が多かった“使える”携帯サイトが新
しくオープン！特に「週刊なんでもニュース」は携帯サイ
トにも対応。知りたい情報を簡単に検索できるように検
索機能も充実しています。
また、登録者限定の「使える旅のしおり」や熊本県の
特産品などのプレゼントもパワーアップ。特に好評の壁紙
プレゼントは熊本各地の風景などを毎週お届けします。
今年、創刊 10 周年を迎える「気になる！くまもと」。
是非ご登録いただき、熊本ツウになってください。
お問合せ

熊本県広報課
TEL 096-333-2027
気になるくまもと

検索

宮崎県

Miyazaki
環境にやさしい宮崎県産ピーマン

宮崎県では、みやざきブランド推進対策として、
「い
のちの恵みに感謝する県、みやざき」をコンセプトに、
宮崎の農業に携わる人々が一体となって、
「宮崎産なら
安心」
「選んで買うなら宮崎産」といった、消費者の信
頼を勝ち取るための様々な取組を進めています。
その一環として、今年３月から、県とＪＡ宮崎経済連、
イオングループが連携し、カーボンフットプリント（Ｃ
ＦＰ）マークの付いた本県産ピーマンの販売を始めまし
た。青果物へのＣＦＰ表示は、国内初の取組になります。
ＣＦＰは、直訳すると＜炭素の足跡＞という意味で、
温室効果ガスである二酸化炭素がピーマンの栽培から
消費までの過程で
「どこ」で「どれ
だけ」排出された
かを明示したもの
です。この取組を
通して、他産地と
の差別化や消費者
の信頼性向上を図

ります。また、今後、
きゅうりなど本県で生
産が盛んな他の農産
物にもＣＦＰの適用を
広げていきたいと考
えています。
本県では、このほか
にも、間伐材や木くず
などが原料の木質ペ
レットを使用したビニ
ルハウス暖房機の導
入、太陽熱を活用し
た土壌消毒や使用済
み資材の回収・再利
用など、
環境に配慮した農業生産の取組を行っています。
現在、ＣＦＰマークの付いた本県産ピーマンは、
全国のイオングループ約 500 店舗でプライベートブ
ランド（ＰＢ）商品として販売しています。この機
会に是非、環境に配慮した宮崎県産ピーマンをお買
い求めください。

都道府県だより
Kagoshima
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鹿児島県

鹿児島・岐阜姉妹県盟約 40 周年！
今を遡ること 250 有余年前、江戸時代中期の宝暦３
年（1753）12 月、徳川幕府は、美濃の国（現在の岐阜
県）から 300 里（1,200km）も離れた薩摩藩に木曽川・
長良川・揖斐川（木曽三川）の治水工事を命じました。
薩摩藩は、およそ 1,000 人の薩摩藩士をこの地に派
遣して、多数の犠牲者や膨大な予算を使うなど大きな
犠牲を払いながらも、その難工事を完遂しました。大
雨のたびに洪水に襲われ、長年水害に苦しんできた流
域に住む人々は、洪水に苦しむことも少なくなったこと
を喜び、工事に従事した薩摩藩士を薩摩義士（薩摩様）
と呼んで感謝したと言われており、
現在でも岐阜県では、
その偉大な業績と崇高な精神が連綿と語り継がれ、広
く顕彰されているところです。
このような薩摩義士の偉業が機縁となり、鹿児島県
と岐阜県は昭和 46 年、全国でも例のない県同士による
姉妹県盟約を締結しました。
以来、教育、文化、スポーツなど様々な分野で交流
を重ねてきており、双方の県・市町村や多くの民間交流
団体が薩摩義士の顕彰式や慰霊祭に参加しているほか、
スポーツ少年団や経済団体の交流、さらには県職員や
教員の相互派遣など多方面にわたって活発な交流が展
開されているところです。
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この姉妹県盟約をきっかけに昭和 47 年に始まった
「青
少年ふれあい事業」では、両県の青少年が毎年相互に
それぞれの地を訪問し、両県の深い歴史的関わりあいを
学び、友情や絆を深めながら交流をしています。
また、青少年交流の参加者が中心となって結成され
た事後活動団体「鹿児島県「美濃の会」
」や「岐阜県さ
つまの会」も、自主的に活発な交流活動を続けていると
ころです。
姉妹県盟約 40 周年という節目の年に当たる本年は、
記念式典のほか、薩摩義士の偉業やこれまでの両県に
おける様々な交流などについて紹介する「パネル展」も
開催することとしており、今後の一層の交流の促進につ
なげていきたいと考えています。

お問合せ

鹿児島県知事公室広報課
TEL 099-286-2093

沖縄県

Okinawa
日本一のモズク産地、新たな魅力を発信

これまで、料理を楽しむ女性層を中心にレシピ検索サ

イト「クックパッド」でのレシピコンテストを開催してきま
沖縄の太陽と美しいサンゴ礁の栄養で育った沖縄モズ

した。この企画により、定番のモズク酢以外にも和洋中

沖縄県では、平成 21 年度から「モズクの美味しさを広

てのモズクの美味しさや調理方法の多様さを知っていた

感や風味が豊かな「生モズク」の食材としての PR に取り

また、毎年 4 月の第 3 日曜日に産地沖縄で開催される

クは、全国生産量 90%以上と圧倒的なシェアを誇ります。

と幅広いモズクメニューが約 100 品創出され、食材とし

げよう !」プロジェクトを展開しており、シャキッとした食

だくことができました。

組んでおります。

「モズクの日」のイベントを TBS の朝の情報番組で取り
上げていただいたほか、モズク生産者と野菜ソムリエによ

るワークショップの開催、フードアドバイザーによる料理
講習会など、消費者の皆様に沖縄モズクの魅力が伝わる
ことを意識したプロモーションを行ってきております。

その成果は、ヘルシー食材として活用範囲の広い生タ

イプのモズクが、全国の量販店・百貨店等で数多く商品

化されてきており、モズクスープやサラダなど、モズクの
用途が日本国中に拡大しているところです。

今年もモズクが収穫される 4 月から 6 月の旬の時期に

かけて、量販店におけるレシピ提案や、メディア等で全
国にモズクの美味しさを発信していきます。

都道府県だより

2011 年 5 月
『都市問題』公開講座は（財）東京

（財）東京市政調査会

市政調査会の発行する月刊誌『都市

第29回『都市問題』公開講座

「消えた老人」はなぜ生まれるのか
2011年6月11日（土）13：30 〜 16：30
日本プレスセンター

10階ホール

（〒100-0011東京都千代田区内幸町2-2-1）
基調講演
宮台

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29回は次のような趣旨により、
「『消えた老人』はなぜ生まれるの
か」をテーマとして開催いたしま
す。多数の方々のご参加をお待ち

眞司 氏 （首都大学東京大学院人文科学研究科教授）

しております。

【開催趣旨】

パネルディスカッション

昨年、東京都足立区で111歳で生

河合

克義 氏 （明治学院大学社会学部教授）

きているはずの男性の白骨遺体が

清原

慶子 氏 （三鷹市長）

発見された。この事件を機にいわ

寺田 美恵子 氏 （ＮＰＯ法人福祉亭理事）
真鍋

弘樹 氏 （朝日新聞社会グループ次長）

新藤

宗幸

ゆる「消えた老人」問題が大きくク

（東京市政調査会研究担当常務理事）＜司会＞

参 加 費：無料
参加申込み：東京市政調査会ホームページ（http://www.timr.or.jp）からお申込
みください。
申込み期限：2011年6月9日（木）
※満席となりしだい受付を終了しますので、お早めにお申込みください。
問 合 せ 先：東京市政調査会 研究室 TEL：03-3591-1261
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ローズアップされた。そして、戸
籍や年金などの制度面の不備だけ
でなく、社会的・経済的・精神的
に孤立する人々が、社会全体に広
がりつつある現状を浮かび上がら
せた。高齢者の社会的孤立の背景
や原因を探り、地域社会や自治体
がいかに取り組むべきかを考える。

中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②―

政策研究大学院大学 准教授 畑山 栄介

１ はじめに

の協力・参加を得ることができたが、
それは同時に、
党の指導の一元化の推進も伴うため、中央への集
権も強められたと言われている。高度な中央集権
の計画経済体制に変化をもたらすには至らなかっ
たのである。

本誌４月号において、表題のシンポジウム全体の
概要の紹介がなされたが、本稿では、これに引き
続き、中国における地方分権の動きについて紹介
していくこととしたい。昨年 12 月に開催されたシ
ンポジウムでの北京大学政府管理学院の白 智立
（Bai Zhili）副教授の報告やパネルディスカッショ
ンでの発言、同副教授から提出された資料に即し
て、中国における地方分権のこれまでの成果と今
後の課題等について紹介することとする。なお、以
下の記述における報告等の要約及び編集は筆者の
責任において行ったものである。

（２）改革開放政策実施後の分権的改革
改革開放政策を実施して以来、中国は中央政府
部門主導の計画経済体制から徐々に「社会主義市
場経済」体制への転換を遂げてきた。その間、近
代化・工業化目標の達成に向けた地方の動員とい
う目的からも、中央・地方関係の改革が進められ
るようになった。とりわけ、1980 年代中頃から、
財政や人事などについて、より強い権限を地方に
移譲したのである。中国の経済発展モデルは、地
方政府への経済管理機能の分権化による地方政府
主導モデルであると言われるようになっている。
さらに、改革開放後の中国指導部の思想転換に
伴う政策の変化も注目されるものであり、憲法や
地方組織法などの法律の改正で地方政府に「地方
性法規」の制定権限の付与、
「地方の主導性、積
極性」の発揮が法に明記され、制度上大きな分権
化が進められたのである。
また、1990 年代中頃から、中央政府の財政難
と統制力の衰退などが原因で、改革開放以来の地
方政府の財政請負制（注１）から分税制、すなわ
ち、中央税（国税）と地方税の分離改革がなされ
た。この改革に伴う中央への税財制の集権によっ
て、中央の政策の手段である財政力が強化され、
財政困難な地方政府への財政移転・再分配も可能
となった。この改革によって中央集権化の気配が
呈された反面、地方の投融資権限と企業の管轄権
限も拡大し、地方の権能が更に拡張されたと言わ
れている。
ところが、こうした地方分権化は、住民による
統制などの民主的統治が不在のため、大きな権
限を受けた地方の政府は、住民からのチェック
を受けることができず、特に地方党政責任者に
権力が集中されるようになった。その結果、確か

２ 中国における地方分権化の流れ
（１）改革開放政策実施までの分権的改革
中国は以下のような要因によって、極めて集権
的な中央・地方関係を形成してきたと言える。
①政治構造上、いまだに「民主集中制」
、
「党に
よる幹部の管理」といった中国共産党の組織への
集権構造が存在していること、②政治・経済体制
において、かつては強力な中央政府指導の計画経
済体制が敷かれた経験があったため、中央政府部
門による地方の経済・社会管理への指導的統制が
存在していること、③社会主義国であり、かつ地
方政府を「地方にある国家機関」とみなす単一制
国家といった国家統治制度の要素が存在すること
などである。
しかしながら、このような様相が強く存在して
きたにもかかわらず、計画経済体制下、1970 年
代後半の改革開放政策の開始まで、近代化・工業
化を進めるべく、地方による積極的な参加と協力
を得るために、幹部の管理権限と経済の管理権限
を一部地方政府に移譲した。さらに、中ソ対立の
時代、軍事防衛の戦略から工業部門などを地方・
内地に分散する政策をとったために、一部の人事
と経済管理の権限を地方政府に委譲したのであ
る。これにより、中央の政策・戦略転換への地方
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に経済の繁栄現象ももたらしたが、同時に中国
の民主政治の発展、市場経済の確立、住民利益
の実現などに完全につながっているとは言えない。
これは現在の中国の地方分権的改革の本質的な問
題と言えよう。
また、中央は、依然として省政府レベルのトッ
プに対する人事権を放棄しておらず、さらに、経
済発展指標などによる人事業績評価や分税制の実
施に伴う財政移転などの政策手段を通して、地方
への管理を強めようとしている。中国における地
方分権化の流れは、指導者個人の選好やイデオロ
ギーに左右されることや、中央指導部の内部権力
闘争と地方幹部個人の権益獲得の道具とされた側
面もあるのである。その実質的結果は、必ずしも
制度的な「地方分権」の確立に努めようとするも
のではないと言える。
現在の中国の政治構造が変動しない以上、中央・
地方関係は、従来の恣意性と不安定性を依然とし
て内包している。地方分権改革を制度的に確固と
したものにすることは、中央と地方、国家と社会、
地方政府と住民との均衡関係の構築にとって重要
になっていると言えよう。

にそうなったものもあるが、同時に、地方の実験
成果が、それぞれの地域レベルにおける制度の創
設・運用とそれによる多様性の共存に資するもの
となっている。その意味でこの実験的改革を地方
分権的改革だと換言することもできよう。
こういった地方に関わる実験的改革は、①地方
における自発的改革を中央が後から追認して、そ
れを改革の実験とみなす場合、②中央が積極的に
テスト地域を具体的に指定し、改革の実験を行う
場合、さらに、③中央の示した方針や政策の大筋
に従い、地方が自主的に選択・実施した改革を実
験する場合がある。①については、改革開放政策
の初期に見られ、偶発性もあるため、現在では主
流ではないと思われる。②・③について、三つの
ケースに基づいて、実験的改革手法と地方分権化
について考察する。
（１）
「省直管県」の改革――中央の指導的「意見」
がある場合
2005 年に中央政府が県・郷レベルの財政管理
方式の改革を推進するために、条件の備わった地
方で、省直管県や県が郷の財政を管理する改革方
針を打ち出して、2007 年までに全国で 22 の省級
政府が改革の実施に踏み切った。2008 年 8 月に
は、中共中央・国務院が出した「地方政府機構改
革に関する意見」の中で、県の財政管理権限を従
来の市（地区）からその上の省に変換するよう促
進した。
中国の県は基礎レベルの政府に当たり、農村な
どの管理・統治を直接行ってきたが、21 世紀初頭
以来、中国は公共サービスの均等化など「福祉国
家政策」への転換を試みている。省直管県改革は、
こういった政策転換を実現するために、県の公共
サービスの供給能力を向上させ、県政府の「社会
管理」と「経済管理」を充実させようとするもの
である。省が県の財政を直接管理することによっ
て、省と県の間にある市（地区）を省いて効率を
上げ、省から県への直接の財政移転を強めること
になる（注２）
。
この改革においては、中央の「意見」の一律強
制的な実施を要求しているのではなく、中央の統
一的指導を唱えながらも、条件の整うところで、
各地の実情を踏まえつつ、イノベーションの積極
的模索などを求めている。中央政府・財政部が
2009 年 6 月に出した「省が県財政を直接管理す
る改革の推進に関する財政部意見」の中では、省
直管県改革を全面推進することを規定する一方、
改革に当たっては、各地方必ずそれぞれの経済発
展レベルやインフラ施設の状況などの現地事情に
基づいて、改革方式や段取り・進度を確定するこ
とや一律化しないことを地方政府に具体的に求め
ている。さらに省政府の財政部門に対し、積極的
に管理メカニズムをつくり、これを県レベルまで

３ 実験的改革の展開と地方分権化
1990 年代以降、地方の統治構造においても変
化が生じた。大きな変化としては、コミュニティ
の自治として村民自治の確立を挙げることができ
る。1998 年に、
「村民委員会組織法」が制定され、
これによって村民が村長を直接選挙できるように
なり、農村の統治に大きな変化があった。この村
民自治制度の創設は、自発的発生からモデル地域
での実験を通して、最終的に全国的に展開してい
くという、３段階の漸進的、実験的改革によって
実ったものである。
このように、中国政府の改革は、①一部の地域
などの実験を経て全体へ広げる漸進主義、②最初
から確固とした目標があるわけではないが、実践
の中から次の処方箋を見出していくという試行錯
誤、③地方政府や企業に改革措置を受け入れさせ
るための権益移譲、といった三つの原則が見られ
る。改革開放以来の中国の改革は漸進性という特
徴を呈しており、それを可能にしたのはこの実験
的改革手法によるものであると言えよう。
上からの統一的政策・基準に基づく強制的改革
の全面推進ではなく、中央からの実験地域の指定
や指導、誘導、奨励、了承等を前提とする改革で
あり、先行的実験や試行錯誤が許される。これに
よって、地方政府には、地方統治に関して実験を
通した制度創設の余地が与えられるようになった
のである。
成功した改革実験の成果は、将来、国を通じた
全面改革の参考になることが期待され、また現実
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延長すること、速やかに実験方策を作成し、積極
的に改革を推進することを求めている。地方政府
は、こういった中央政府の「意見」と地方の実情
に基づいて、更に一部の実験地域を選んで、実験
改革方策を作成・決定し、各々実験的改革を行
うのである。中央が提示した「改革の内容」は原
則規定であり、この範囲内での具体的な地方制度
の構築は、地方に委ねられていた。各地方は、非
常に多様性に富む制度運営が可能となったのであ
る。

同市における公務員制度改革の主な特徴は、公
務員の分類管理と契約制公務員の適応範囲の拡大
であるが、これは、中央政府の指定実験改革市と
して、公務員の分類制度と契約制公務員制度が定
められた 2006 年「公務員法」の定めた原則内で
の実験である。
具体的な改革内容は、まず、従来全ての公務員
を「総合管理類」として管理してきた伝統的な単
一管理モデルを改め、行政執行類と専門技術類と
いう職務ごとに専門の任用管理を行い、同類の公
務員の給与・待遇を制度上統一するというもので
ある。契約制公務員の適用範囲の拡大については、
既存の公務員の契約の更新と終身・長期契約を奨
励するとともに、新規採用の行政執行類公務員と
専門技術類公務員について、一律に契約制の管理
を行うようにしたのである。
深圳市の改革実験は、公務員法を実施するため
の細則の設計の役割、すなわち地方発の全国制度
の設計の役割を持っており、そのための実験であ
るが、仮に同市の実験が成功して中央によって制
度として認められても、伝統的な公務員管理と大
きく異なる深圳市の行政管理改革の成果をそのま
ま全国制度として他の地方へ移植することは困難
であるかもしれない。深圳市の成功はこのまま残
して、他の地方はこれを修正する形で、実情に応
じて更に異なる制度を適用することも考えられる。
全国の公務員管理を律する公務員法という大きな
制度枠組みが存在するが、その運用については多
種多様な制度が発生することも考えられる。こう
いった実験的改革はこれまでの考察と同様に地方
分権的要素を大きく内包していると考えられよう。

（２）事業評価導入の改革――中央の改革方針が
ある場合
中国は改革開放政策実施以降、行政管理の近代
化を進めてきた。その一環として、行政の低効率
や腐敗などの問題に鑑み、監督・監視、監察・会
計検査などの行政統制機能も重視してきた。特に
1990 年代以来の世界的な NPM 運動は中国にも
大きな影響を及ぼした。いわゆる、幹部や政府の
業績評価が盛んになり、多くの地方政府が評価制
度を導入するようになったのである。
ただし、中央政府は、地方政府における評価制
度の改革に関して、あくまでも改革理念としての
方針を提示するにとどまり、それほど具体的な改
革要綱を出さなかった。
内陸部にある陝西省の Y 市が 2007 年に初めて
医療、市政などの事業評価を行うようになったが、
その改革は、業績評価、予算、行政問責がつながっ
ている評価管理制度の導入がねらいであった。し
かも、多くの外部機関や市民の評価なども取り入
れられた。同市が実施した事業評価導入の改革実
験は、中央の改革方針に沿っているとしても、積
極的な制度の構築を内容とする改革であり、地方
統治に関わる非常に大胆な改革であると言える。
「省直管県」のケースと異なり、中央政府からの
具体的な改革「意見」の提示がないため、内陸の
地方でも先進国並みの評価制度の導入を試みるこ
とができた。真の地方統治構造の転換になれるか
どうかまだはっきりしないが、地方独自に地方統
治制度の改革まで実験することは、大きな分権的
改革と言えるのではないかと考えられる。

（４）実験的改革手法が多用される要因
地方自主性と能動性の尊重という大義名分の憲
法規定や中国の広大な規模と多様性からすれば、
実験的改革手法の運用は当然なことであり、それ
なりの正当性を有するものである。中央にとって
は、現行政治構造の維持という大前提がある以上、
地方自治の樹立や連邦制の国づくりなどの体制改
革の方法をとらずに行える実験的改革は、有用性
が高いと判断されることとなる。こうした実験的
改革方式は、地方の自主性と能動性の尊重と促進
という観点からは、地方への改革権限の委譲ある
いは制度創設権限の分権と言い換えることができ
るため、中央からの権益譲渡と引換えに、中央の
政策と方針を地方に貫徹・実施させることを可能
にしているとも言える。
また、中央は、地方で実施してきた改革実験の
蓄積を徐々に全国的政策へと促すことができるの
である。改革開放や近代国家建設などにおいて、
中央には、経験などが乏しく、改革政策の制度設
計能力、更にそれを推進するための財政力、権威・
権能などの不足要素もあることから、実験的、漸

（３）公務員分類改革――中央の法律原則がある場合
深圳市は 2008 年 8 月、中央の国家公務員局
によって「公務員分類改革試験指定市」に指定
され、公務員分類の実験改革が始められた。中
国は国家公務員と地方公務員の区分がなく、一
括で公務員と称して、
中央・地方の公務員は皆「中
華人民共和国公務員法」
（以下「公務員法」と略
す。
）によって管理されている。そのため、同市
の公務員分類改革が中央政府によって認められ
成功すれば、制度として全国へ応用される可能性
があると言える。
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進的改革は大きな社会的なリスクを回避すること
になる。地方などに先行実験を行ってもらうこと
によって、中央にかわって具体的な制度設計の役
割を分担する地方の存在は、中央にとって好都合
であった。中央の方針の実施という建前がある以
上、実験的改革手法による近代化の発展は中央の
功績に帰することができるし、地方も中央からの
評価などその実績を実際の権益に転ずることもで
きるという、中央・地方の相互依存関係があると
言えよう。

第１に、今後も活用されていくであろう実験的
手法による成果をいかに地方分権のための法制度
につなげていくかが重要となろう。実験的手法に
よる改革は、場合によってリスクと弊害もあり、
改革の対象となる者の権利の保障や社会構成員へ
の危害の最小化などの制度が不十分な現状では、
多くの問題も起こり得る。また、地方自治が確立
されていない中国では、実験的改革を制御する主
体が不在のため、大きなコストとリスクを払うこ
とになりかねないということも考えるべきである。
第２に、これまでの実験的改革手法の転換が必
要であると思われる。改革開放以来、既に 30 年
以上経ち、実験的改革手法による進路の模索など
は既に一段落して、党・政府は確実な方向性を政
治側から明確に提示する、あるいは提示可能な時
期にきているのではないかと期待されている。そ
の場合、中国における国内制度の脆弱性の問題を
重要視し、改革の目標、理念、全体像などに関す
る議論と、今後の制度設計及びその実現のための
コンセンサスの形成に向けた環境整備が求められ
ていくであろう。
第３に、これまでの分権的改革は確かに地方権
限の拡大、国内の地域経済の発展をもたらしたが、
同時にそれに伴って弊害も発生している。地方政
府による住民権利の侵害、地方政府と地域社会と
の緊張関係の存在、地方の産業政策による環境問
題や農民の失地の深刻化など、政府の本来の目的
である社会問題の解決という理念に反して、地方
政府は、
ときに地方社会のトラブルメーカーになっ
ているということも指摘できるのである。
これらの問題への対処として、法制度等を通じ
て中央政府による地方への上からの統制を行うこ
とも必要となるが、地方自治の樹立による地方政
府・構成員への下からの統制といった構造改革も
強く求められていくのである。すなわち、地方自
治体の首長の完全な選挙制度の実施と地方住民代
表機関の完全な自由選挙がますます重要になって
いくのであろう。その意味で、中国憲法にも認め
られている「人民主権」の実現という憲法規定へ
の回帰が中国にとって本当の意味での「地方分権」
になると考えられよう。

４ 中国における地方分権改革の課題
改革開放政策実施前後の地方分権化の流れや、
今は日常化している実験的改革手法の運用は、地
方への一部の権限の移譲、地方の自主性の拡大を
通じて、地方の実情に沿う地方行政の多様化現象
をもたらした。しかし、この改革は、中央・地方
関係を律する法律などの公式的制度を整えるまで
には至っておらず、中央集権的構造を変動させる
ものではないと理解するのが妥当である。中国に
おける分権改革は、一貫した長期的な目標や全体
像が描かれていないばかりでなく、
「地方分権」と
いう用語はいまだ政府改革の公式言説になってい
ない。また、中国は、経済発展が達成できた要因
を現在の政治体制や行政体制の有効性に求めよう
としており、中央・地方の統治体制や制度を改革
するような構造的地方分権改革への緊迫感もさほ
ど生じていないのではないかと考えられる。現時
点での分権化の流れは、本質的には中央のそれぞ
れの時期の政策変動に対応して、地方における中
央の政策の効果的な実施や、中央が地方からの協
力・支持を調達するメカニズムに過ぎないと見る
べきであろう。
実験的改革手法は、漸進的な改革を進めるとい
う志向に合致していることから、今後とも改革の
主流となる気配が非常に強い。これは、地方官僚
依存の安価で緩い中央集権統治の構造として、中
国における国家統治の規範になってきていると感
じられる。したがって、当面の課題としては、法
整備に不十分さがあるにせよ、まずは現行法制度
下においての実験的改革の推進管理が必要と考え
られる。しかしながら、中央・地方関係を律する
法律制度など国内制度の整備や現政権による「福
祉国家」政策への転換に伴う分権・自治制度の構
築といった対応、社会混乱の制御という国家統治・
危機管理などの観点から、構造的な地方分権は、
極めて重要な課題であると考えられる。

（注１）財政請負制とは、地方が徴収主体となり、税収の一定額
を中央政府に上納すれば、残りは地方に留保される制度
であり、地域開発や財政収入確保の面で地方政府にイン
センティブのある制度であったとされている（
「中国の
地方行財政制度」
（自治体国際化協会、2007 年）第３章
第３節参照）
。
（注２）中国の行政区画は、基本的に省級、地級、県級、郷級の

５ おわりに～構造的地方分権改革に向けて

４階層となっており、地級レベルには、市、自治州、地

中国は、今後の構造的地方分権に向けて次のよ
うな課題を抱えていると考えられる。

節参照）
。

区等といった名称の行政区画が存在する（
「中国の地方
行財政制度」
（自治体国際化協会、2007 年）第２章第１
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ＮＨＫ解説委員

山田 伸二

東日本大震災が投げかけたこと
東日本大震災は私の生涯で遭遇する最大の災害で

んは大局観がないからそんなことも分からないのだろ

しょう。あの日繰り広げられた地獄絵、その後も続く

うというのが、率直な印象です。

原発や放射能の被害を見るに付け、いまだに暗たんた

霞ヶ関では、菅政権が政治主導の建前に囚われ、

る気持ちです。こんな出来事を的確に論評する力はな

政務三役に報告して裁断を仰ぐまで役所は動けない

いので、今回は私の感じたことを断片的につづります。

という状態が続きました。こんな政治主導は平時で

今回私が真っ先に思ったのは、
「９・11」と同じだと

もどうかと思うのに、非常時でもこれですから何をか

いうことでした。2001年 9月11日、
ニューヨークのワー

言わんやです。外国からは大量の支援物資や、暖か

ルドトレーディングセンターが、アルカイダのテロリスト

いメッセージが贈られるので、世界は暖かく見守って

に攻撃されて崩壊するなど、未曾有の被害をもたらし

くれているというのんきな論調がマスコミを通して流

た「同時多発テロ」がアメリカで起きました。その後、

布されています。しかし、原発の対応に対して各国

炭疽菌が入った郵便物が政府に送り付けられます。テ

が苛立ちをあらわにするように、
「日本は何をやって

ロも炭疽菌も目に見えない敵で、いつどういう形で自

いるのだ」
「馬鹿、間抜け！」というのが、外国政府

分たちの命が危険にさらされるか分からないので、ア

の本音です。

メリカ人はパニック状態となりました。そして、当時の

４月 14 日に政府の復興構想会議の初会議が開か

ブッシュ大統領は「戦争」に突入したと宣言、全力を

れ、被災地の復興のため本格的な議論が始まりまし

挙げて必死で対応しました。

た。ここでも、またビックリです。メンバーは、被災地

そして今回、私たちも未曾有の規模の地震と津波

の知事の他は学者や文化人などおよそ実務には縁の

で大きな打撃を受け、その後、暴走を一向に統御で

ない人ばかりだし、役人ＯＢは一人もいません。国と

きない原子力発電所や放射能、さらにはこれに伴う風

いう大きな組織を動かして復興を進めなければならな

評被害と、当時と同じように「目に見えない敵」に向

いのに、そのマシーンを熟知している人間なしで何が

かわざるを得なくなりました。まさに戦争状態に突き

できるというのでしょうか。しかも、会議は６月末に第

落とされたというのが、私の率直な感想です。

１次提言をまとめるというのんきさです。被災地では、

今回一番がっかりしたのは、政府の対応でした。菅

一刻も早く自宅を建て直したいという人もいます。今

総理の言動からは、私たちが戦争状態におかれてい

回の復興では、共同で地域開発をするため私権を制

るという厳しい認識を持っているとはとても思えません

限しなければならない事態も予想されます。それだけ

でした。原発の問題が発生して以来、枝野官房長官

に、一刻も早く将来のビジョンを示す必要があります。

はこれにかかりっきりで、被災者の救済や復興の問題

平時のような審議会方式で乗り切ろうというのですか

は政府の視野から外れたようにさえ見えました。戦争

ら、開いた口がふさがりません。事態の厳しさに真正

はどこで何が起きるか分からないからいつも全体を見

面から向かい合い、政府の体制を一刻も早く立て直

渡す必要があるし、次に何があるか分からないから将

さないと、これからも続く長くて厳しい「戦争」にとて

来に備えた布石を打つ必要があります。官房長官は内

も対応しきれないでしょう。

閣の要で、こうした問題に取り組むのが最大の仕事の

原発や停電を巡る東京電力の対応も、目を覆う

はずで、枝野さんを早く本来の仕事に戻して全体を統

ばかりでした。原発の炉内の温度が上昇を始めた

括させ、原発は専門の担当者をおくべきでした。菅さ

とき、アメリカはいち早く海水を注入するよう提案
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したのに、東電は海水を使えば廃炉になってしまう

遊んでいるのに、夜になると津波の恐怖から寝ること

と、この提案を退けたと言います。手をこまねいて

ができない小学生の話が報告されていました。アメリ

見ているうちに水素爆発を起こして、結局は海水を

カの心理学者のロバート・リフトンが、広島の被爆者

注入することになりました。投資の世界で「損切り」

にインタビューをして「死の中の生命」という本を書い

という考え方があります。株などが暴落する局面で、

ています。生き残った人が、自分も被爆したのに、家

少々損をしても早く売った方が大きなやけどをしなく

族や周りにいた人たちを助けることができなかったこと

て済みます。これと同じで、もっと早く対応すれば、

に対して自責の念を持ち、一生その悪夢にとりつかれ

こんなに多くの人の生命や健康を危険にさらすこと

て苦しんだことを浮き彫りにしています。
私も学生時代、

は防げたのではないでしょうか。

被爆者の方々にお会いして、この苦しみの重さをひし

計画停電の対応もドタバタでした。そもそも、皆が

ひしと感じたものです。東日本大震災で被災した人た

不都合を感じる計画停電という稚拙な措置をとった

ちは、同じ思いにとりつかれるでしょう。特に子どもた

上、それも前日の夕方になって突然発表するという泥

ちは、なかなか自分で苦しみを訴えきれないから本当

縄式の対応でした。ところが、停電の地域分けを間違

に辛いと思います。心のケアは早い段階から進める必

えて発表したり、いざスタートしても、停電をしたりし

要があるし、専門家を巻き込んだ息の長い取組をする

なかったりですっかり利用者の信頼を失いました。停

必要があります。

電の恐れは、真夏の甲子園の決勝戦のときに電力が

大震災から１ヵ月たち、次第に復興への関心が高

パンクする恐れがあると再三再四議論されました。に

まっています。地域の再建のためには、多くの人が指

もかかわらず、東電はこうした非常時の備えをしてな

摘しているように復旧ではなく全く新しい町づくり、

かったことが、今回のことで図らずも露呈してしまいま

地域づくりを進める必要があります。余りに多くの地

した。万事が万事です。東電は社会的責任を担う企

域が被災しているので、近接する地域は一つにまと

業なのに、その資格があるのでしょうか？

めてお年寄りでも暮らしやすい町を作る必要がある

やるせない話は、いつまでも続きます。悲惨な事態

と思いますが、住み慣れた土地を離れざるを得ない

を前に支援のうねりは広がり、日本赤十字社と中央共

人も出るでしょうから、細心の心配りが欠かせません。

同募金会には、被災後１ヵ月足らずで 1,300 億円もの

地元の人の意向を尊重して、思い切った絵を描いても

義援金が集まったと言いますから本当に驚きです。と

らいたいと思います。

ころが、その配分はなかなか決まらず、４月８日になっ

今回の出来事が浮き彫りにした問題は単に被災地

てようやく、亡くなった方の遺族や自宅が全壊した方に

だけの話ではありません。例えば、電力不足は今後も

一律 35 万円が支払われることが決まりました。しか

続きますから、日本経済の在り方や私たちの生活の在

し、こうしたお金が実際に被災者の方々の手元に届く

り方を根本的に変えます。供給面では、太陽光発電

までどれだけかかるのでしょうか。関係者が多い上調

や風力発電など、自然に優しいグリーンエネルギーの

整に時間がかかったと言います。しかし、被災者や支

普及を加速する必要があるでしょう。需要面では、エ

援に当たる方々にすれば、少しでも早くお金は必要で

ネルギー効率を上げる産業政策や経済政策が必要で

す。私なら、被災した市町村にまず１億円ずつ渡して

す。私たちだって、エネルギーを使い放題の贅沢な生

緊急に必要なことに使ってもらい、事態の進展を見な

活からの転換を迫られることは間違いありません。東

がら、人口や被害の程度に基づいて何回にも分けて

京の一極集中で大量の電力を必要とする弊害が明ら

追加の支援をすることを考えるでしょう。支援の枠組

かになった今、地域分散など相当大がかりな改革も

みを決めてからでないとお金を渡さないというお役所

迫られます。これまで様々な自然災害がありましたが、

仕事、悲惨な事態を前にして、まだこんなことをして

日本経済は不死鳥のように蘇ってきたし、今回もそう

いるかと呆れるばかりでした。

なると確信します。
確かに、
今回の問題は広範にわたり、

問題は目に見えることばかりではありません。深刻

どれ一つとっても容易ではありませんが、私たちはひ

なのは心の傷です。テレビで、昼間は普通に元気よく

るむことなく、勇気を持って取り組むしかありません。
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ジャーナリスト

松本克夫

大阪も都になるのか
今年の統一地方選挙は、東日本大震災により
被災地域で延期を余儀なくされるなど異例ずく
めでしたが、注目されたのは新しい地域政党が
続々登場したことです。中でも、橋下徹大阪府
知事が率いる地域政党「大阪維新の会」は、大
阪府議会で過半数を制した上、大阪、堺両市議
会で第一党の座を確保しました。
「大阪維新の
会」は「大阪都構想」の推進を旗印にしていま
すが、具体化に向けて足がかりを得たと言える
でしょう。

都は分権的な制度か
都は地方分権の観点からは、どう見たらいい
のでしょうか。歴史を振り返ると、東京都が誕
生するまでには、激しい論争がありました。当
時の内務省は、東京都の区域は東京府と同じに
し、都長は他の府県知事と同様、官選とすると
いう案を出しました。これに対し、東京市側は、
それでは東京の自治が奪われるとして、東京都
の区域は東京市と同じにし、都長は公選にする
よう主張しました。長い間、合意に至りません

都はミヤコとは違うのか

でしたが、戦時体制になって、国の統制強化の
一環として、内務省案を基にした東京都が成立

26 回

第

「大阪都構想」は、大阪府と大阪、堺両市を合

しました。戦後は、知事は公選になりましたが、

体し、新たに大阪都をつくろうというものです。

特別区の区長の公選が 1975 年に定着するまで

戦時中の 1943 年に、東京府と東京市を合体し

には、長期にわたる都民の運動が必要でした。

て、東京都を設けたのと同じやり方です。大阪

東京都は集権体制強化の産物ですが、その後、

市は八つか九つの特別区に分け、堺市も三つく

徐々に分権的な方向に改めてきたと言えます。

らいの特別区に分割します。東京都に 23 の特

「大阪都」も、大阪、堺両市の自治が失われる

別区があるのと同じです。特別区は公選の区長

点では、集権化の方向のように見えます。ただ、

と議会を持つ基礎自治体になります。

特別区をどういうものにするかによって、違っ

なぜ東京と同じような形にするのでしょう

てきます。欧州自治憲章で定めている「補完性

か。
「 大 阪 維 新 の 会 」 の 説 明 に よ る と、 人 口

の原理」によれば、できるだけ多くの権限や財

260 万の大阪市は一つの県並みの規模であり、

源を住民により身近な自治体に与えるのが分権

大阪府はど真ん中に県を抱えているようなもの

ということになるでしょう。その点、
「大阪維新

だ。大阪府と大阪市の行政には重複があり、似

の会」は、特別区には中核市並みの権限を与え

たような大学、病院、体育館、図書館などが府

ると言っていますから、かなり強力な基礎自治

立と市立の二つずつ設けられてしまう。地盤沈

体を意図しているようです。しかし、都と区の

下してきた大阪の経済を立て直し、成長戦略を

役割分担の設計図を見るまでは、何とも言えま

推進するためには、大阪府知事と大阪市長とい

せん。東京の場合には、2000 年に清掃事業が

う二人のリーダーがいるより、一人に権限を集

特別区に移管されましたが、消防や上下水道は

中した方がいい。ごくかいつまんで言えば、以

なお都が直轄しています。
税源配分も、難しい問題です。豊かな区と貧

上のような理由からです。
都と聞くと、首都（ミヤコ）をイメージしが

しい区の間の格差が極端に開きかねないからで

ちです。しかし、都は市の性格を併せ持つとこ

す。東京では、普通なら市町村の税源となる固

ろが他の道府県と違うものの、東京の独占物で

定資産税を都が課し、法人住民税とともに、特

はなく、一般的な制度という見方が有力です。

別区間の財政調整の財源としています。特別区

ミヤコでなくとも、都と名乗れるわけです。

は一般の市町村に比べ権限や財源が制約されて
いるため、不満がくすぶっています。「大阪都」
はこの辺の課題をどう克服するつもりか、明解
な説明を求められることになりそうです。
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Vol.25
耕作放棄地と耕地利用率

浅 井 建 爾

＊耕地利用率

日本の耕地面積は狭く、国土面積の僅か 12.4%を占めるに過ぎない。そ

都道府県名

作付け延べ
面積（k㎡）

耕地
利用率（%）

順位

れなのに、農作物が栽培されることもなく放置された耕地（耕作放棄地）が

北海道

11,560

99.5

4

3,960k㎡もある。これは日本の耕地面積の 8.6%、埼玉県の面積に匹敵する

青森

1,339

84.9

35

岩手

1,299

84.0

37

宮城

1,184

86.6

31

秋田

1,278

84.6

36

山形

1,108

89.6

21

福島

1,292

85.6

34

広大な土地である。しかも、耕作放棄地はなおも増加しようとしている。農
村人口の高齢化による後継者不足が最大の原因だが、農作物価格の低迷で採
算が取れず、兼業農家が増えていることも耕作放棄地の増大を招いている要
因である。政府の米の減反政策も影響している。地震や台風などの自然災害
を契機に耕地を放棄してしまうケースもある。
既に森林や原野と化し、もはや農地として回復できる見込みのない耕作放
棄地が多いという。耕作放棄地は中国・四国地方の中山間地域で最も多く、
耕地面積の 10%を超えている。このほか農作物の栽培に不向きな採算性の
悪い耕地を多く有している地域、それに大都市周辺の農村部で耕作放棄地が
目立っている。
耕地利用率も年々低下している。耕地利用率とは耕地面積に占める作付け
延べ面積の割合を言い、耕地がどれだけ有効に利用されているかを知る上で
重要なデータになっている。全国の耕地利用率は 92.2%。この数値を高いと
見るか低いと見るかは意見の分かれるところだが、50 年ほど前には耕地利
用率が 130%以上あったことを考えると、その激しい落ち込みは深刻な問題
だと言わざるを得ない。都道府県別に見ると、現在でも耕地利用率が 100%
を超えている県もあるが、一方では 20%以上の耕地が放棄されている県も
ある。耕作放棄地の比率が高い地域は、当然のことながら耕地利用率は低い。
耕地利用率が 100%を超える理由は「延べ面積」にある。水稲の二期作を
行うとか、水稲と豆類、あるいは野菜とを栽培するというように、同じ耕地
で 1 年に 2 回以上作付けする場合は、作物別にそれぞれ合計して延べ面積

茨城

1,558

88.4

26

栃木

1,162

90.6

17

群馬

679

88.3

27

埼玉

705

86.6

32

千葉

1,220

93.9

12

東京

74

93.4

13

201

97.1

7

1,506

85.7

33

富山

535

89.8

20

石川

363

83.1

39

福井

407

99.0

5

山梨

223

88.1

28

長野

966

86.6

30

岐阜

513

87.7

29

神奈川
新潟

静岡

656

90.4

18

愛知

741

92.0

14

三重

548

88.7

23

滋賀

525

97.6

6

京都

263

81.4

42

大阪

117

82.4

41

兵庫

641

83.2

38

132.0%、2 位は福岡県の 110.7%、3 位は宮崎県の 107.6%。耕地利用率が

奈良

175

76.8

47

和歌山

330

91.7

15

100%を超えているのは、いずれも温暖な九州の 3 県だけである。九州で耕

鳥取

291

82.4

40

地利用率が高いのは、水稲などの裏作として他の作物も栽培している耕地が

島根

308

79.8

43

岡山

553

79.2

44

広島

468

79.1

45

山口

393

77.5

46

とするからである。したがって、実際に農作物を栽培している耕地は 92.2%
を大きく下回っているものとみられる。耕地利用率が最も高いのは佐賀県の

多いからだ。沖縄では水稲の二期作が行われているので、畑の耕地利用率は
90%を割っているものの、水田の耕地利用率は 120%を超えている。北海道
は寒い地域にもかかわらず耕地利用率が高いのは、農家の経営規模が大きい
からだと見られている。
いずれにしても、これ以上日本の食料自給率を低下させないためにも、ま
ず耕作放棄地の増大を食い止めるとともに荒廃した土地を蘇らせ、耕地利用
率を高める必要がある。それには、大規模経営の育成や農業経営の法人化な
ど、農地制度の改革が必要だとする意見もある。耕作放棄地をどう再生させ
るか、それには莫大な費用と労力を必要とするだけに容易ではない。政府も
いろいろな支援策を打ち出しているが、耕地利用率を高めるまでには至って
いないのが実情である。
* 耕作放棄地…農作物が 1 年以上作付けされておらず、ここ数年のうちに作
付けする予定がない土地を言う。

徳島

296

94.3

11

香川

286

88.5

24

愛媛

487

88.7

22

高知

255

88.5

25

福岡

972

110.7

2

佐賀

726

132.0

1

長崎

492

96.7

9

熊本

1,117

94.4

10

大分

531

90.8

16

宮崎

748

107.6

3

1,201

97.0

8

沖縄

352

90.0

19

全国

42,650

92.2

鹿児島

・農林水産省統計部の資料をもとに作成（2008 年）
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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. 322

地域のニーズに対応した
医療サービスの提供〜夕暮れ診療〜
市立大森病院（横手市）

小野

剛（秋田県）

横手市大森町は秋田県南部の横手市（平成 17

また、当初予定していなかった効果がでてい

年合併）の西北端に位置する人口約 7,000 人で

ます。まず、「夕暮れ診療」を行ってから旧大森

65 歳以上の高齢者が 35%に及ぶ人口減少と高齢

町だけではなく比較的広範囲からの患者さんが増

化が進む地域です。県内有数の豪雪地域で毎年２

え、小児から高齢者まで幅広い年齢層にご利用い

m を超える積雪がありますが、とりわけ今年の

ただいています。また、夕方、病院に明かりが灯

冬は例年の２倍近くの積雪があり大変でした。

り患者さんが来院することで病院に活気がでて職

当院は病床数 150 床（一般病床 100、療養病

員のモチベーションの向上につながっているもの

床 50）のケアミックス型病院で、
「地域密着型病

と思われます。さらには、「夕暮れ診療」を行う

院」を目指し地域住民のニーズに対応した医療

ことにより、医師が病棟回診や手術を行う午後の

サービスの提供の一つとして平成９年から「夕暮

時間帯（14 時～ 17 時頃）並びに当直時間の夜

れ診療」を実践しています。

間帯（20 時以降）の受診患者が少なくなり、常

「夕暮れ診療」は「通常の診療時間帯に来院で

勤医師・当直医師の負担がある程度軽減できてい

きない患者さんが夕方に来院し、診療を完結で

るものと思われます。また、当院では、臨床研修

きる体制を確保する」を基本的コンセプトとして

協力病院として「地域医療」の分野で研修医を引

います。診療受付時間を毎平日夕方の５時から 7

き受けています。研修医は週２回「夕暮れ診療」

時に設定し、当直医を含め２名の医師が診察を担

を担当し指導医とともに診療を行っていますが、
「夕暮れ診療」はプライマリーケアの研修に絶好

当、当直看護師を含め３名の看護師と臨床検査技

の場であり、研修医からは好評です。

師、放射線技師、医事係、会計係を各１名配置し
て日中来院する場合とほぼ同様の診療体制を整え

しかし、医師は整形外科を除く８人で、臨床検

て診察を行っています。病院外の調剤薬局と病院

査技師と臨床放射線技師はそれぞれ４人で回転し

内の売店にもこの時間帯の対応をお願いしていま

ているため、週２回担当する場合もあり、人数の

す。この診療体制であれば、夕方に来院されても

少ない医師やコメディカルスタッフにとっては労

診察のほかに血液検査・生理学検査・CT と MRI

働負担が大きくなることが課題です。

を含むレントゲン検査・超音波検査等も可能であ

当院のような中山間地域の中小病院では多くの

り、診察や検査のあと会計を済ませ薬をもらって

医師を確保することは困難であり、地域医療を取

帰宅することができます。

り巻く環境も厳しいものがあります。このような

夕暮れ診療の１日平均患者数は、平成 10 年度

環境では、小児から超高齢者まで、各種疾患を幅

は 20 人前後でしたがその後年々増加して平成

広く総合的に診察し、在宅から施設まで包括的に

20 年度は 31 人となっています。１年間の推移

診療できる能力をもった医師が必要です。地域住

では夏場には１日平均 25 人前後と比較的少ない

民のニーズに対応した医療を支えるためには「総

ものの冬場は 1 日平均 50 人を超える月もありま

合医的マインド」が不可欠です。今後も、自治医

す。夕暮れ診療の収支状況をみると収入は１日

大卒業生の使命感を忘れずに、地域医療に対する

平均 30 人ほどの利用で年間約 2,500 万円です。

情熱を保ちながら住民の健康と安心を支えていき

支出は主に人件費と材料費で、差引きでは年間

たいと思っています。

1,000 ～ 1,500 万円ほどの黒字となっています。
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Information

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

北海道
青森県
秋田県

イベント・ＰＲ名等

実施期間・実施日

道外で被災された方々への支援に関する情報

－

道民の皆様への情報提供

－

春のコレクション展 / コレクションの力、青森の力
弘前城築城 400 年祭

H23 年 4 月 9 日～ 6 月 12 日
H23 年 4 月～ 12 月

イルカいないかキャンペーン

H23 年 4 月 21 日～ 7 月 22 日

東北の元気回復プロジェクト〜「ニッポンの笑顔」秋田から！〜
実施中

H23 年 4 月 21 日～

やまがた花回廊キャンペーン実施中

H23 年 4 月～ 7 月

岩手県
山形県

夏スキーも楽しめる月山スキー場オープン

H23 年 4 月 23 日～ 7 月 31 日

宮城県
福島県
新潟県
東京都
群馬県

「越後牛の角突き街道」開幕（開催日程はリンク先ページ最下部）
うまさぎっしり新潟・佐渡フェスタ

H23 年 5 月 3 日～ 11 月 6 日
H23 年 5 月 20 日～ 5 月 23 日

燕鎚起銅器・三条刃物職人の技展

H23 年 6 月 2 日～ 6 月 4 日

イベントカレンダー

－

近代美術館企画展示「司修のえものがたり 絵本原画の世界」
上毛電鉄「創立 85 周年記念イベント」

H23 年 4 月 23 日～ 6 月 19 日
H23 年 5 月 27 日

ぐんま昆虫の森季節展「虫たちの季節がやってきた！初夏編」

H23 年 5 月 17 日～ 7 月 3 日

第 60 回水郷潮来あやめまつり

H23 年 5 月 21 日～ 6 月 26 日

バラまつり

H23 年 5 月 28 日～ 6 月 26 日

栃木県
茨城県
埼玉県
千葉県
神奈川県

2011 OSJ 奥久慈トレイル 50 Ｋ

H23 年 6 月 5 日

蒲焼き発祥の地・さいたま市の「浦和うなぎまつり」

H23 年 5 月 28 日

二千年の歴史を誇る武蔵一宮氷川神社の薪能「大宮薪能」能・狂
言の当代一流の演者が揃い踏み！

H23 年 5 月 28 日・29 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（被災者）への支援をお考えの方へ＜義援金、ボランティア＞

－
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Information

都道府県名

山梨県
静岡県

イベント・ＰＲ名等
県立文学館

実施期間・実施日

企画展 「文芸映画のたのしみ」

富士の国やまなし観光ネット

H23 年 4 月 29 日～ 6 月 19 日

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」
第 6 回食育推進全国大会 - ふじのくに食育フェア 2011

H23 年 4 月 1 日～ H24 月 3 月 31 日
H23 年 6 月 18 日～ 6 月 19 日

「がんばろう東日本！ふじのくにゴーゴー！キャンペーン」実施中

H23 年 4 月 11 日～ 7 月 22 日

長野県
富山県
石川県
岐阜県
愛知県
三重県
福井県

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〜

－

いしかわ動物園にライチョウ飼育展示施設オープン！
〜 スバールバルライチョウに会いにきてください♪

〜

東日本大震災にかかる各種支援情報
高橋尚子杯

－

第１回ぎふ清流マラソン

東日本大震災

H23 年 4 月 24 日～

H23 年 5 月 15 日

被災地支援等に関する情報

－

三重県の観光ガイド。イベントや観光施設など情報満載！

－

斎王まつり

H23 年 6 月 4 日（土）・5 日（日）

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

京都府

平成 23 年は京都文化年

H23 年 10 月 29 日～ 11 月 6 日

大阪府

大阪府営公園で季節を彩る花が見ごろを迎えます

滋賀県

奈良県

第 26 回国民文化祭・京都 2011 開催

「よーおいで みなみ大和」〜吊り橋を巡ろう〜キャンペーン実施中
第 35 回全国育樹祭の一般参加者を募集
平城京歴史館

再オープン！

TEL 0742-27-7476

TEL 0742-35-8201

H23 年 5 月下旬～ 6 月下旬
～ H23 年 6 月 30 日
H23 年 5 月 10 日～ 6 月 30 日
H23 年 4 月 23 日～

和歌山県
兵庫県
鳥取県

東日本大震災の被災地支援情報

－

「ツイッター」でも被災地支援情報を提供しています
兵庫県メルマガ「ひょうごさわやか通信」 好評配信中！
JR 山陰本線臨時快速列車「山陰海岸ジオライナー」運行中！
車窓には山陰海岸ジオパークの絶景が広がります。
（鳥取〜豊岡）
韓国ドラマ「アテナ：戦争の女神」ロケ地満喫ツアー
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－
－
H23 年 4 月 2 日～ 6 月の土休日
H23 年 4 月 2 日～の月・水・土曜

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

観光情報コンテンツ春号掲載中

H23 年 3 月 7 日～ 6 月 30 日

イベントカレンダー

―

平成 23 年東日本大震災への支援

―

ご当地ならではの体験・交流の旅「やまぐちの地旅素材集」を作成！

―

広島県
山口県
香川県
徳島県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県

平成 23 年度山口県ドクタープール医師募集！

H23 年 4 月 1 日～ H24 年 2 月 24 日

「さぬきの夢協力店」を追加登録！香川の情報発信しています

H23 年 3 月 30 日～

「瀬戸内国際芸術祭 2010 作品記録集」〜 4 月 23 日発売開始〜

Ｈ 23 年 4 月 23 日～

「さぬき映画祭 2011」映像作品の企画を募集します
東日本大震災被災者への支援について

Ｈ 23 年 5 月上旬～
－

借りぐらしのアリエッティ×種田陽平展

H23 年 4 月 3 日～ 6 月 12 日

企画展「剥き出しの地球

H23 年 4 月 23 日～ 6 月 5 日

南極大陸」

特別展「時の迷路−香川元太郎のフシギな世界−」
高知観光１２３プランを凝縮した「トサコレ」できました
「志国高知

H23 年 4 月 23 日～ 6 月 12 日
－

龍馬ふるさと博」 好評開催中

～ H24 年 3 月 31 日

「こうちアグリスクール」（東京・大阪）の研修生を募集

H23 年 5 月 20 日～

九州国立博物館 「日本とタイ−ふたつの国の巧みと美」

H23 年 4 月 12 日～ 6 月 5 日

高校生の海外留学支援スタート！ 〜最大 50 万円を助成
第１期生募集中〜 教育庁高校教育課 TEL 092-643-3905

H23 年 5 月 9 日～ 6 月 6 日

第 27 回 鹿島ガタリンピック フォーラム鹿島事務局 TEL 0954-62-5656

H23 年 5 月 29 日

見帰りの滝 あじさいまつり 唐津観光協会相知支所 TEL 0955-75-2440

H23 年 6 月 1 日～ 6 月 30 日

呼子大綱引 唐津市呼子支所産業課 TEL 0955-53-7165

H23 年 6 月 4 日～ 6 月 5 日

日本一の温泉地別府を体感してみよう！
ハットウ オンパク 開催

H23 年 5 月 6 日～ 5 月 29 日

第 13 回

H23 年 5 月 8 日～ 5 月 19 日

長崎県
大分県
熊本県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県

別府アルゲリッチ音楽祭開催！

東日本大震災被災地支援などに関する情報を掲載しています。
五木村ファンクラブ会員募集
熊本県立美術館

H23 年 4 月 1 日～ H24 年 3 月 31 日

永青文庫の知られざる名品展

宮崎ねんりんピック 2011 県社会福祉協議会 TEL 0985-31-9630
第３回都城盆地博覧会

－

都城盆地博覧会実行委員会 TEL 0986-26-1100

みやざき恋旅〜ゆるカワイイ恋の旅へでかけよう〜

H23 年 5 月 14 日～ 6 月 26 日
H23 年 5 月 15 日
H23 年 5 月 14 日～ 6 月 5 日
－

花と緑の大博覧会 「花かごしま 2011」 好評開催中！！

H23 年 3 月 18 日～ 5 月 22 日

第 32 回霧島国際音楽祭開催

H23 年 7 月 21 日～ 8 月 7 日

第62回沖縄植樹祭 日時：平成23年5月14日（土） 14:00〜16:00
場所：大宜味村塩屋湾外埋立地海浜公園 「結の浜」
沖縄県森林緑地課 TEL 098-866-2295
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H23 年 5 月 14 日

表

説
解
紙

九 年 庵
佐賀県

に い やま

の姿で生かし、水のあるところに水を使う」という茶

佐賀県神埼市神埼町の北端、仁比山神社仁王門をく

道の奥義をその心として、庭木、庭石の一つ一つを吟

ぐり抜け、坂の参道を上り詰めると、その左手には緑

の生け垣に囲まれた風雅な葦葺の屋根の別荘と辺り一

味し、納得いくまで組換えを命じ完成させました。

通称「九年庵」です。佐賀県の大実業家、伊丹弥太郎

般公開されています。是非、一度訪れてみませんか。

平成７年に国の名勝に指定され、春と秋の２回、一

面苔むした庭園が見えてきます。ここが、旧伊丹別荘、

が巨額の経費と長年の歳月をかけて完成させました。

別荘は、廃寺となった不動院及び地蔵院の跡地に、

庭園に先立って明治 25 年に完成。入母屋葦葺の屋根

に杉皮腰張りの土壁、竹格子の連小窓や真竹を用いた

周りの濡縁など、野趣に富む外観を持ち、材質、色感、
意匠、構造などの全てに、細心かつ十分な吟味が加え

られ、茶室と書院の様式を折衷した近世和風の数寄屋
建築となっています。

庭園は、明治 33 年から９年間の年月をかけて完成。

6,800㎡の広さを誇り、深い木立と周辺の景観とが見

紅葉の素晴らしさや、春の新緑が美しい九年庵。一般公開は、春の
９日間（今年は５月１日～９日で実施）と、秋の９日間（例年、紅葉が
最も美しくなる時期に設定）のみ。

事に調和し、筑紫野の広がりと有明海までもが眺望で

きる借景庭園でした。当時の九州で茶室や築庭につい

て並ぶものはなしと言われた福岡県久留米市の住職、

お問合せ

ほとり

阿和尚が、彼の築庭の理論である「自然をあるがまま

神埼市商工観光課 TEL 0952-37-0107

者が翻弄される日々が続いていますが、もとの安定
した生活を送ることができるのはいつのことなので
しょうか。観光地では、風評被害によるキャンセル
や自粛ムード等の影響を受けて観光客が激減してい
▼大震災から１ヵ月以上経ちましたが、いまだ行方

るという報道がありましたが、復興に向けてこの大

不明者数が１万人以上となっています。家を失った

型連休中の人出に期待したいと思います。

方が泥だらけになったアルバムを見つけ、
「家族は

▼今月号では「知事随想」を嘉田滋賀県知事、
「あ

まだ見つかりません。でもこの中には家族との思い

る日の知事」を湯﨑広島県知事に寄稿していただき

出がいっぱい詰まっているから宝物です。
」と言っ

ました。なお、
岩手県及び宮城県の
「都道府県だより」

ている姿に、一刻も早く家族の方が見つかることを

は、震災の影響のため休載します。

願わずにはいられませんでした。１ヵ月以上経って

▼来月号では、
「知事が語る『我が都道府県の平成

も相次ぐ余震、なかなか進まない仮設住宅の建設、

23 年度施政方針と重点施策』
」をテーマに特集しま

そして原発事故による強制避難や風評被害と、被災

す。

都道府県展望 平成 23 年 5 月号

発行所
発行人
住 所
制 作
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通巻 632 号

全国知事会
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