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静岡県
静岡県地震防災センター
地震についての知識が体験を通して学べる施設です！
「静岡県地震防災センター」は、東海地震に備え
るための知識を学び、防災意識を高め、地震に対
する備えをしていただくために、平成元年に開館
しました。館内には、地震体験コーナーや消火体
験コーナー、そして今年４月にリニューアルした
TSUNAMI シアターがあります。
地震の知識や防災対策について、体験などを通
して楽しく学んでいただけるよう工夫された施設
です。
是非、一度おいでください。

●地震体験コーナー
実際の地震と同じように、前後・左右と上下の
３方向に動く起震装置で、リアルな地震の揺れを
体感できます。

●消火体験コーナー
実際の消火器と同じ機能をもった訓練用の消火
器を使って、消火体験ができます。
● TSUNAMI シアター
平成 23 年４月リニューアルオープン！
230 インチ相当の大型ディスプレイにより、鮮
明で迫力のある映像で津波の恐ろしさや津波の仕
組みを学習できます。CG 映像だけでなく、東日
本大震災の映像なども取り込んで、編集しました。

●耐震コーナー
実際の木造住宅をイメージした家（実物大）に
耐震補強工法や家具の固定方法を展示しています。
東海地震に備える備蓄品や非常持ち出し品も展
示しています。

█お問合せ
静岡県地震防災センター
静岡県静岡市葵区駒形通５- ９- １
TEL 054-251-7100
●開館時間
９時～ 16 時（団体見学は９時 30 分～ 16 時）
●休館日
月曜日、12 月 28 日～１月４日
●静岡県地震防災センター HP
http://www.e-quakes.pref.shizuoka.jp
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東日本大震災に想う

～〝ふじのくに〟の危機管理～

東日本大震災により被災された方々に、心
からお見舞い申し上げます。
３月 17 日、全国知事会から本県は岩手県
を担当するようにという指示が入りました。
発災７日目です。初動対応が遅いという印象
を強く持ちました。即座に私独自の判断で遠
野市を拠点にすることに決めました。静岡空
港から花巻空港に入り、遠野市を拠点に三陸
を支援するという戦略です。直ちに遠野市に
先遣隊を送り、情報を収集、私自身も現地入
りをし、３月 26 日から遠野市に「現地支援
調整本部」を設置し、以来、支援を続けてい
ます。
阪神淡路大震災から学んだ被災地支援の要
諦は、現地の指揮系統を重んじることです。
私が現地入りをした目的の一つは岩手県知事
と遠野市長に「指揮下に入る」と申し上げる
ためです。本県（市・町を含む）の派遣隊員
は、一週間交代なので、常に元気いっぱいで
す。これまで約 400 人が、遠野市と連携し
ながら大槌・山田町の組織の末端で、現場の
最新のニーズに応じた無駄のない人的・物的

支援を展開し、現地の信頼を得ています。
花巻空港から遠野市を経て三陸に通じる国
道は、発災直後は通れなかったのです。それ
を修復したのは、東北地方整備局の「啓開チー
ム」です。東北地方整備局は、地震直後に間
髪を入れずに活動し、仙台空港が津波に襲わ
れる前にヘリコプターを飛ばし、空から東北
の道路状況を把握しました。それをもとに主
要な道路を、自衛隊が入る前に、開いたので
す。地方整備局の初動対応の見事さは後世の
語り草になるでしょう。私は改めて「国の出
先機関の廃止」を唱える一部知事諸氏の浅慮
を思いました。
静岡県は長い海岸線と原発をもっており、
大津波と原発事故は衝撃です。
津波対策については、即座に津波対策検討
会議を立ち上げ、津波対策をソフト、ハード
の両面から総点検し、５月には、例年７月の
津波訓練を前倒しし、緊急津波避難訓練を実
施しました。避難場所や避難ルートの問題点
は直ちに改善を始めています。また、外部有
識者を入れた防災・原子力学術会議に津波対
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策分科会を設置し、専門的、学術的な観点か
らも津波対策の研究を進めています。
地震と津波の連動については、国による東
海・東南海・南海三連動地震の検討結果を受
けて被害想定を見直しますが、それを待たず、
専門家の力を借りて独自の津波対策を打ち出
し、有効な津波避難ビルや防潮堤の整備に取
り掛かります。
原子力発電所については、放射能漏れが想
定内となり、安全性を自ら検証して判断しま
す。たとえば、東日本大震災後、私は直ちに
福島第一原子力発電所のすべての原子炉のガ
ル（揺れを示す加速度）を独自ルートで入手
し、Ｍ９の揺れに浜岡原発が耐えうることを
確認しました。一方、防災・原子力学術会議
を緊急に開き、中部電力の津波対策が厳しく
批判され、津波対策は不十分であることのほ
か、配管類や、大量の使用済み核燃料を保管
している燃料プールの安全性にも課題がある
ことが分かりました。今後、県独自の防災・
原子力学術会議を中心に、細かくチェックし
ていきます。
ところで、日本のシンボル富士山は火山で
す。富士山の噴火を阻止する力は人間にはあ
りません。そのことを静岡県民はよく心得て
おり、自然に対して畏敬の念を育み、美しい
自然が牙をむくときの備えを怠らないように
しています。大切なのは専門家の意見です。
災害は防げないにしても、被害を最小にする
「減災」を心がけ、安全性と危険性を判断で
きるよう、科学と技術を尊重してまいります。
首相による浜岡原発の停止要請に伴い、

「30 年以内にマグニチュード８程度の想定東
海地震が発生する可能性は 87 パーセント」
とする国の地震調査研究推進本部の評価が耳
目を集めましたが、静岡県では 1976 年に発
表された「東海地震説」を真摯に受け止め、
以来 35 年にわたり地震対策に全力を挙げて
きました。一人当たりの県民所得全国第３位、
製造品出荷額等全国第２位という今日の静岡
県の姿は、その取組みが人々の信頼を勝ち得
てきた証です。
どのような震災が襲おうとも、国の説明不
足を誹り責任を転嫁するのではなく、危機に
対する自らの想像力と理解力を高め、科学と
技術に裏打ちされた安全・安心の獲得に向け
て自ら判断する。それが〝ふじのくに〟静岡
県の危機管理です。
最後に一言、〝ふじのくに〟から政府に申
し上げます。茶葉への放射性物質の混入に関
し、政府が、生葉と同じ暫定規制値を、その
まま摂取される可能性の極小の荒茶に適用し
たことに、強い疑問を持ちながら、政府の要
請に応え、県内産の茶葉について放射能調査
を行いました。19 産地の茶葉すべてについ
て、暫定規制値を下回ることが確認された今、
政府が「静岡茶の安全宣言」をする環境が整
いました。同時に、科学的な根拠を著しく欠
く荒茶の暫定規制値を設けたこと、それをも
とに我々に検査を求め、消費者の不安をかき
たてたことについては猛省を促します。
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千葉県知事

森田 健作

「ちばアクアラインマラソン」
実行委員会第１回総会に出席
４月 27 日（水）
「ちばアクアラインマラソン」の開催
日 が、 平 成 24 年 10 月 21 日 の 日 曜 日
に決定した。このマラソンは、海を渡る
高速道路「東京湾アクアライン」で行わ
れるという画期的なものだ。東京湾を一
望できる絶好のロケーションは、多くの
マラソンランナーにとって大変魅力的
なものになると思うし、千葉県にとって
も県の魅力を発信する絶好の機会とな
ると考えている。是非、全国からたくさ
んの方に参加してもらいたい。
増田明美さんたちとともに写真撮影に応じる
実行委員会には、マラソン関係者の金
哲彦さんや増田明美さん、小出義雄さんを始め、多くの関係団体の皆さんに参加をいただいている。皆さん
の力をお借りし、楽しく元気がでるマラソン、千葉の魅力を満喫できる大会としたい。

新規採用の教員へ講話
５月 11 日（水）
今年度、新規採用された小・中学校や
高校などの教員の皆さんに、「初任者に
期待すること」をテーマに講話を行った。
教育においては、自分の経験の中に大き
なヒントがあるということと、私が影響
を受けた母親の言葉についての話をさせ
ていただいた。
「人間は皆、必要があって生まれてき
ている。神様はお前が必要だから創り、
みんなが持っていない良いところを必ず
付けてくれている。人が持っていないも
研修に参加した教員に、教育への熱い思いを語る
のを見つけて頑張れ」という母の言葉が
なければ、今の私はなかったと思ってい
る。この言葉で、得意の剣道を頑張り、その剣道から俳優への道が開けたからだ。
資源が少ない日本では人材こそが最大の資源であり、その人材を育てる教育はとても大切だ。千葉の教育
の柱となる教員の皆さんには、これから是非頑張ってもらいたい。
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「がんばろう！千葉」観光キャンペーンで、ラジオ公開生放送に出演
６月 12 日（日）
千葉県では、東日本大震災に負けず、千葉を元気に、そして千葉から日本を元気にしていくため、「がんば
ろう！千葉」キャンペーンを展開している。
６ 月 11 日（ 土 ） と 12 日（ 日 ） に は、
幕張メッセ（千葉市）で観光イベント「千
葉から日本を元気に！」を開催した。千
葉県内のご当地グルメや新鮮野菜、特産
品が販売され、様々なステージショーが
披露されるなど大盛況で、ラジオの公開
生放送が行われた 12 日（日）には、私も
会場へ駆け付けることができた。
岩手県出身の千昌夫さんやＡＫＢ 48 の
メ ン バ ー で 千 葉 県 出 身 の 岩 佐 美 咲 さ ん、
中村麻里子さんにも参加をいただき、一
緒にトークショーなどを行った。被災し
た東北三県や茨城県の観光や物産関係の
方々ともステージやブース出店で連携し、
一緒に観光 PR などで盛り上げられたこと
は、復興へ向うに当たり非常に有意義だっ
たと思う。みんなで一緒に前を向いて進
ラジオの公開生放送で、千昌夫さんやＡＫＢ 48 のメンバーたちと一緒に会場を盛り上げる
んでいきたい。

菅直人内閣総理大臣に、東日本大震災における県内の被害状況を説明
６月 18 日 ( 土 )
菅直人総理大臣が千葉県を訪れ、習志
野市と浦安市の被災現場を視察された。
今回の東日本大震災では、千葉県も津
波や液状化現象などにより甚大な被害を
受けており、この視察は、５月 31 日（火）
に出席した「全国知事会議」で、私から
総理に対して直接、千葉県の被害状況を
見ていただくよう要請した結果、実施さ
れたものである。
私からは、液状化被害など千葉県の状
況について説明した。これまでも国への
強い要望を行った結果、住宅被災の認定
基準が見直され、液状化による被災住宅
へ も 支 援 が 拡 充 さ れ た と こ ろ で あ る が、
復旧・復興には引き続き国の総合的な支
援が必要である。
「元気な千葉、元気な日本」を取り戻す
ため、国、県、市町村が一体となって一
日も早い復旧・復興に向けて総力を挙げ
て取り組んでいきたい。

菅直人総理大臣と県内の被災現場を視察
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現在放映中の大河ドラマ「江～姫たちの戦国～」
。江たち

柴田神社

三姉妹は少女時代に、ここ福井県で過ごし、ゆかりが深い土

劔神社

地です。今回は江を中心とした家族や関係者ゆかりの地や、
福井県民から愛されているふるさとの料理を紹介します。

一乗谷城跡

金ヶ崎城跡・金崎宮
小浜城跡

常高寺

大河ドラマ「江～姫たちの戦国～」と
福井のゆかり、愛されるふるさと料理の魅力を探る
○越前おろしそば 〔写真出典：福井県観光写真素材集〕

○丸焼き鯖 〔写真出典：福井県観光写真素材集〕

福井県では、そば

福井県では、鯖を一本そのま

に甘めの冷たいダシ

ま丸焼きにした「丸焼き鯖」が

と大根おろしをぶっ

人気があります。奥越地方では、

かけ、ネギやかつお

はげっしょさば

「半 夏生鯖」と言い、若狭地方

節を添えて食べる「越

では「浜焼き鯖」とも言います。

前おろしそば」が最

アレンジした福井名物「焼き鯖

もポピュラーな食べ

寿司」が空弁から全国的にブー

方です。また、寒い冬でも一年中、この冷たいおろし

ムとなりました。

そばを食べます。大根は、普通の大根おろしで結構で
すが、辛味大根を使用すると更にそばの美味しさが引
○すこ 〔写真出典：旬の里ふくい vol21 「郷土料理レシピ」〕

き立ちます。

「すこ」は、赤ずいき（八
○へしこ 〔写真出典：福井県観光写真素材集〕

つ頭芋の茎）の酢漬けで、秋

「へしこ」とは魚の糠漬

から冬にかけての保存食とし

けのことで、鯖等の保存料

て各家庭で作られている郷土

理です。特に若狭地方では

料理です。特に浄土真宗が広

各家庭で作られている伝統

く浸透している福井県では、

料理です。若狭地方では、

仏事の一つである報恩講には

重石をかけて漬け込むこと

欠かすことのできない精進料

を「へしこむ」と言ったこ

理の献立です。見た目は鮮やかな赤色で、シャキシャ

とから「へしこ」になったと言われております。鯖や

キとした食感と甘酸っぱさが特徴で、赤ずいきの繊維

鰯など青魚が多く、軽く炙ってごはんのおともとした

質がとてもヘルシーです。

り、日本酒のあてとして人気があります。

6

○里芋の煮っころがし 〔写真出典：福井県観光写真素材集〕

○たくあんの煮たの 〔写真出典：福井県観光写真素材集〕

「里芋の煮っころがし」は里芋

「たくあんの煮たの」は、

を醤油とみりんで甘辛く煮込ん

古たくあんを醤油、みりん、

だ料理です。特に奥越地方の里

ダシ汁で柔らかくなるまで

芋は絶品で、ぬめりが少なく独

煮込んだ料理です。温めて

特の歯ごたえがあり、身が引き

も冷ましてもおいしく食べ

締まり煮崩れしないのが特徴で、

られ、素朴な味わいで酒の

一度食べたら忘れないという人

肴やご飯にもよく合います。

も多くいます。

このような食とともに、海や山などの豊かな自然や、

敷地の全体を見渡せるようどっしり構えた勝家のほか

昔から息づく貴重な歴史文化財も福井の味わいです。

に、お市の方や江たち三姉妹の石像も並んでいます。

福井県は、今年の大河ドラマ「江～姫たちの戦国～」

近くには勝家公資料館が建てられており、北庄城付近

の舞台にもなっていますが、江たち三姉妹やその母お

の歴史について紹介しています。

市の方にとって、短い間ではありますが親子仲良く暮

福井県の南に位置する小浜には、初のお墓が残され

らした思い出深い土地です。また、江の姉である初の

ている常高寺や、初の夫・京極高次が築城に取り掛かっ

発願によって建立された常高寺や、義父の柴田勝家が

た小浜城の跡地があります。ここからは小浜湾も近く、

居城した北庄城の跡地など、ゆかりの地が数多く存在

歴史とともに魅力ある自然を感じることができます。

しています。

現在も当時の石垣が残されており、近くの若狭歴史民

北庄城の跡地は、現在柴田神社として生まれ変わり、

○柴田神社 〔写真出典：福井県ブランド営業課〕
北庄城の跡地。柴田勝家を主

俗資料館には小浜城の模型が飾られています。

○常高寺 〔写真出典：福井県観光写真素材集〕
三姉妹の次女、初（常

祭神とし、妻のお市の方を配祀。

高院）の発願によって建

３人の娘を祀る三姉妹神社もあ

立された寺。初の菩提寺

り、家族全員の石像が設置され

でもあり、墓が残されて

ている。

いる。
○小浜城跡 〔写真出典：福井県観光写真素材集〕
小浜藩主、京極高次が
築城に取り掛かる。後に、

○一乗谷城跡 〔写真出典：福井県観光写真素材集〕
戦国時代に越前を支配し

京極氏に替わって入封し
た酒井氏が完成させた。

た朝倉氏の居館・山城。復
原町並は当時の城下町をほ
ぼ完全な姿で再現。

○劔神社 〔写真出典：福井県観光写真素材集〕
当地は織田家発祥の地
であり、織田家は当社の

○金ヶ崎城跡・金崎宮 〔写真出典：敦賀市観光まちづくり課〕
織田信長の越前朝倉攻め
の 途 上 で 落 城。 小 豆 袋 の

神官を代々務め、信長自
身も氏神の社として崇
敬・保護していた。

エピソードが伝えられてお

お問合せ

り、難関突破・恋の宮とし
て知られている。

福井県ブランド営業課
TEL：0776-20-0227
お江ちゃんねる
http://info.pref.fukui.jp/brand/gou/index.html
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青森県

への

未 来

遺 産

青函連絡船の可動橋

青森県民にとって青函連絡船は特別な存在です。
1908（明治 41）年から 88（昭和 63）年に廃止
されるまでの 80 年間、青森と函館を結んだ大動脈
だったからです。
連絡船の歴史上、最も画期的だったのは貨車航
送の実現でしょう。それまでは駅で荷物を貨車か
ら下ろして連絡船へ運び入れ、海峡を渡った後も、
船から荷物を下ろして貨車へ積み込まねばなりま
せんでした。貨車航送の実現で、これらの手間は
一切なくなりました。貨車航送が流通革命と言わ
れるゆえんです。
1925（大正 14）年、青森第二岸壁に可動橋が

写真２ 今も残る青森第二岸壁の可動橋
（2011年６月16日・中園裕撮影）

完成しました（写真１参照）。可動橋は岸壁と船の
間を貨車が支障なく通行するための設備です。３

実は、現在の青森港には連絡船の岸壁と八甲田

年後には第一岸壁、1944（昭和 19）年には第三

丸、そして第二岸壁の可動橋が残っています（写真

岸壁と、全部で３基が建造されました。

２参照）。八甲田丸は記念館として知られています
が、可動橋はほとんど注目されていません。1954
（昭和 29）年に大幅に改造されていますが、大正
末期に建造された当初の面影がよく残っています。
青森県民が誇るべき歴史的遺産と言ってよいで
しょう。
可動橋は改造されてからでも 50 年以上が経過
しています。最近、八甲田丸は塗装をし直すなど、
一定の措置が講じられましたが、可動橋は放置さ
れたまま…。貴重な歴史遺産として整備し、後世
に伝えていきたいものです。
その際には、函館港に残されている可動橋と連

写真１ 大正末期に建造された可動橋
（写真提供：青森県史編さんグループ）

絡船の摩周丸も併せて考えたいところです。かつ
て「青函圏」と呼ばれた流通経済圏域を共有し、
今も青森・函館両市はツインシティの関係にあり

しかし、第三岸壁の可動橋が完成した翌年、青函
連絡船は軍需輸送の拠点と見なされ、連合軍の空襲

ます。貴重な歴史遺産も、昨今の地域振興と同様、

を受けて全滅。第三岸壁の可動橋も破壊されました。

共に手を携える形で保存し、活用していくことが

戦後、連絡船の復活に伴い可動橋も修復されました

大切だと思います。

が、連絡船が廃止されて以降、可動橋や待合所など

〈お問合せ〉
青森県環境生活部県民生活文化課県史編さんグループ
TEL 017-734-9238

の関連施設は撤去されています。
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福島県

会津塗

会津塗（会津漆器）は、漆器として、全
国で２番目に指定を受けた「国指定伝統的
工芸品」です。その発祥は室町時代と伝
えられていますが、本格的に作られるよう
になったのは、天正 18 年（1590 年）に
が も う うじさと

蒲生氏郷が会津藩に入り、木地師や塗師を
前任地の近江から招き、盛んに奨励したの
が始まりです。以後、代々の藩主の手厚い
保護によって技術の向上、技法の完成へと
向かい国内外に販路を拡張しながら現在に
至っています。
会津塗は、大きく分け
てお椀等の丸物と、重箱
等の板物とに分かれ、蒔
絵や沈金などによる多
彩な加飾に特徴がありま
す。特に目を引くのは、
油を加えて光沢を出す上

会津塗の数々

塗りの技法「花塗り 1」で、
会津塗

ペア－ワインカップ

塗り上がりの美しい光沢
がひときわ輝きます。ま
けし きん まき え

た、江戸時代に生まれた「消金蒔絵 2」が
会津塗を代表する技法で、蒔絵はたっぷり
と漆を含ませた筆で描き、乾燥の具合を見
てその上に金粉の最も細かくなった消粉を
真綿で蒔き付けていきます。
また、木地を挽く木

四季折々、豊かな食文化を持つ日本にお
いて、料理を更に引き立てる舞台が器です。
会津塗の漆器は、視覚を通じてお酒や食べ
物を更に味わい深いものにしてくれます。
大切に使えば丈夫で長持ちするので、世代
を超えてお使いいただけます。正月など特
別なハレの日に限らず日常の器として「会
津塗」に触れてみませんか。

そう わ し

地師、箱を作る惣輪師、
漆を塗る塗師、加飾す
る蒔絵師等、多くの職
人たちの分業によって
一つの製品ができ上が

1

油を加え光沢を持たせた漆で上塗りをして仕上げる
技法であり、ハケの跡やムラを残さず塗り上げなくて
はならないため、高度な技術を要します。
2
消金粉という金箔に水飴などを混ぜて作られる最も
細かい金粉を蒔き付ける技法です。現在も幅広く様々
な漆器に活用されています。

ります。一つのお椀も
たくさんの人と技の集
大成です。だからこそ、
あたたかい手のぬくも
りが感じられ、そこに
込められた熱い思いが
時代を超えて伝わるの
僅かの塵が付くことも許されない塗りの風景

でしょう。
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お問合せ

福島県観光物産館

TEL 024-525-4031
HP http://www.tif.ne.jp/bussan/bussankan/

福島県 県産品振興戦略課
TEL 024-521-7296

福島県産品

検索

都 道 府 県
だ よ り
2011年7月

Hokkaido

北海道

彩北のお宝を探せ！
「宗谷◇謎解きアドベンチャー
2011」を実施します

カードには、
『鋼の錬
金術師』で有名な人気
漫画家「荒川弘」氏に
よる、各市町村の代表
的な景観や特産品等を
イメージしたオリジナ
ルイラストが描かれて
おり、今年は新たなカー
ドが登場します。
夏休みは『日本のてっ
ぺん』宗谷に来て宝探
しをしてみませんか？

『日本のてっぺん』にある宗谷地域には、
「利尻礼
文サロベツ国立公園」や「北オホーツク道立自然公園」
があり、
「ラムサール条約登録湿地」や利尻島・礼文
島など優れた自然景観に恵まれた地域です。
また、
「かに・うに・たこ」などの海産物が豊富で
あることや、地理的に冷涼な気候であることから、
景観・食・避暑など様々な目的で、道内外から多く
の観光客が訪れています。
この夏、宗谷観光の一層の魅力向上を目的として、
昨年度に引き続き今年も「彩北のお宝を探せ！ 宗
谷◇謎解きアドベンチャー 2011」を実施します。
【「宗谷◇謎解きアドベンチャー 2011」実施期間】
このイベントは、参加者が宗谷地域の主要観光施
７月 16 日～９月 30 日
設等で配布している旅のガイドブック「冒険の書」
お問合せ
に書かれた謎を解き、答えが示す施設に実際に足を
運んで、キーカードとお宝のヒントを集め、
『日本の
北海道宗谷総合振興局産業振興部商工労働観光課
てっぺん』にある「彩北のお宝」を探し出す、楽し 「宗谷◇謎解きアドベンチャー」HP
みながら宗谷地域を巡るクイズラリーで、昨年は約
http://www.souya.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/
8,500 人の方々に参加いただきました。
kanko/nazotoki.htm
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青森県

Aomori
東北の元気は青森から！青森四大祭り開催

< 青森ねぶた祭り >

〔会期〕 ８月２日（火）～８月７日（日）
〔お問合せ〕
青森ねぶた祭り実行委員会事務局
TEL 017-723-7211
HP http://www.nebuta.or.jp/

東北新幹線全線開業と青森デスティネーション
キャンペーン PR のため、昨年 11 月、原宿表参道
で一堂に会した「青森ねぶた祭り」
「弘前ねぷたま
つり」
「八戸三社大祭」
「五所川原立佞武多」の青森 < 弘前ねぷたまつり >
〔会期〕 ８月１日（月）～８月７日（日）
四大祭り。
青森四大祭り競演
その圧倒的な存在感で、訪れた皆さんに驚きと感 〔お問合せ〕
（青森ねぶた・弘前ねぷた）
社団法人 弘前観光コンベンション協会
動を与えたお祭りが、地元青森に帰ってきます。
TEL 0172-35-3131
今年は、東日本大震災のため、一時は開催が危ぶ HP http://www.hirosaki.co.jp/htcb/sightseeing/fes/neputamatsuri.html
まれていました。しかし、それぞれが、被災地域の、
青森県の、そして東北の元気を取り戻すべく、
「復興」 < 八戸三社大祭 >
〔会期〕 ７月 31 日（日）～８月４日（木）
を柱に開催されることとなりました。
〔お問合せ〕八戸市観光課
県内では、この春、
「弘前桜まつり」に、東日本 TEL 0178-46-4040
大震災で被災された皆様をご招待するという活動が HP http://www.city.hachinohe.aomori.
行われていました。その中で印象的だったのは、最 jp/kanko/festival/sansya/
初は暗く沈みがちだった皆さんの表情が、帰り間際
には、明るく、希望に満ちあふれていたこと。これ < 五所川原立佞武多 >
青森四大祭り競演
らの祭りも、きっとそんなパワーをくれるはずです。 〔会期〕 ８月４日（木）～８月８日（月）
（八戸三社大祭・五所川原立佞武多）
〔お問合せ〕社団法人 五所川原市観光協会
「東北の元気は青森から！」
TEL 0173-38-1515
青森県はこれからも元気を発信し続けます。青森 HP http://www.go-kankou.jp/matsuri_event/tachineputa.html
の元気を受け取り、広めていただくためにも、復興
お問合せ
を掲げ開催される、青森の短い夏を彩るお祭りを是
観光国際戦略局観光交流推進課
非その目でご覧ください！
TEL 017-734-9384

都道府県だより
Akita

2011 年 7 月

秋田県

秋田を PR する「あきた美の国大使」に
チョン・ジュノさん
この度秋田県では、秋田県の認知度向上とイメージ
アップを図るため、韓国俳優・モデルのチョン・ジュノ
さんを、
「あきた美の国大使」に委嘱しました。大使と
しては、本県出身の女優・モデル等として活躍中の佐々
木希さん、加藤夏希さんに続いて３人目となります。
チョンさんは、本県がロケ地となった人気韓国ドラ
マ「アイリス」に出演（チン・サウ役）し、昨年８月に
は秋田県の知名度アップや地域の活性化に貢献したと
して「秋田県イメージアップ貢献者表彰」を受賞して
いますが、さらに本県の魅力を韓国やアジアへ、そし
て世界へと広くアピールしていただくため、この度の委
嘱となりました。
５月に行われた委嘱式では、委嘱状を受け取ったチョ
ンさんが、県内外から駆けつけた大勢のファンを前に、
「秋田の自然の美しさを世界に発信したい」と意気込み
を語りました。
また、チョンさんは、以前から意欲的に参加してき
たボランティア活動の一環として、今年４月には福島
県の避難所で炊き出しボランティアを行っていますが、
11

今回の委嘱式での来県に際し、被災地から県内に避難
している小中高生に図書カードを贈っております。
今後、大使として、自身のオフィシャルブログ、出
演番組等での本県の話題提供や秋田県内でのイベント
出席などの活動を通じて、本県をＰＲしていただく予
定です。

大勢のファンの声援に笑顔で応えるチョン・ジュノさん

お問合せ

秋田県総務部広報広聴課
TEL 018-860-1076

岩手県

Iwate
『がんばろう！岩手、つながろう！岩手』
全国各地からのご支援に感謝申し上げます

東日本大震災の発生から、３ヵ月以上が経ちまし
た。既にご承知のとおり多くの沿岸市町村が甚大な
被害を受け、岩手県では、６月 14 日現在で死者 4,534
人、行方不明者 2,625 人、そしていまだに 18,641
人の方が避難生活を送っています。
行政機能も壊滅的な被害を受け、多くの自治体職
員が被災する中、全国からたくさんの方々が応援に
駆けつけてくださいました。
国や他の自治体から被災市町村への職員派遣は、
延べ 29,000 人を超えており、避難所の運営支援、物
資仕分け業務、応急仮設住宅建設、義援金受付支援、
保健師業務など様々な分野で活躍していただいてい
ます。
さらに、全国知事会を通じて岩手県に 66 人の職員
が派遣されており、漁港漁村復興関係や道路、河川、
海岸、港湾工事関係の業務に当たっていただいてい
ます。
また、現地での支援のみならず、全国各地で復興
応援物産フェア等の開催や、義援物資、義援金など
数えきれないほどの温かい応援をいただいています
ことに、心から感謝申し上げます。

復興への道のりはまだ始まったばかりですが、皆様
の応援に支えられ、新たな一歩を踏み出しています。
引き続きのご支援をよろしくお願いします。

物資仕分け支援に当たっていただいた他県等からの派遣職員の皆さん
（岩手産業文化センターアピオにて）

お問合せ

岩手県秘書広報室広聴広報課
TEL 019-629-5283

都道府県だより
Yamagata

2011 年 7 月

山形県

山形方式節電県民運動の実施について

して、家族、地域を起点とした環境に優しいライフス
タイルへの転換を進めようというものです。早寝早起
きによる健康的なライフスタイルへの見直しや、三世
代同居率の高い本県の家族の絆の強さを生かし、家族
が一部屋に集まる時間を増やすよう心がけたり、地域
の絆を生かして、人々が集う機会を多く設けることで
節電を進めようという取組です。
また、県民の主体的な参加を促すため、節電のア
イディアや節電標語・川柳を広く募集し、参加意識
を高めてもらうこととしています。このような取組
を継続的に行うことにより、中長期的には、温室効
果ガス排出量の削減に結び付けてまいりたいと考え
ております。
節電は、一人一人の小さな積み重ねが大きな成果と
なります。今後は、実験の成果を踏まえ、さらなる周
知に努めるとともに、エアコン対策一斉運動の実施、
特別強化期間の設定や啓発イベントの開催等を通じ
て、無理なく楽しい節電への取組を進め、県民一丸と
なってこの危機を乗り越えてまいりたいと考えており
ます。

はじめに、この度の東日本大震災によりいまだ続く
福島県における原発事故の一刻も早い収束と、被災地
の一日も早い復興を心から願っております。
さて、本格的な夏を迎えるに当たり電力不足が懸念
される中、山形県としても、県民生活や企業活動に大
きな影響を及ぼす不測の大停電や計画停電の実施とい
う危機を回避するため、６月から９月の間、県民が一
致団結して一層の節電と電力使用量のピーク時間を平
準化する取組を節電県民運動として展開しておりま
す。これまで、企業や家庭の努力により相当の節電が
図られてきておりますが、今後の需給見通しを考える
と、さらなる節電が必要な状況にあります。
この県民運動の実施に先立ち、節電の必要性を広く
周知し、取組による効果を検証する社会実験を５月下
旬に２回実施したところです。結果は、いずれも前年
同時期比 12％の削減と目標の 15％には届きませんで
したが、成果を検証し、７月からの強化期間の対策に
反映していくこととしております。
本県では、夏本番での目標達成に向け「山形方式節
電」の実施を呼びかけています。節電は全国的な課題
ですが、一過性の節電の取組で終わるのではなく、こ
の機会に「家族団らん、楽しく節電」をスローガンと

お問合せ

山形県生活環境部地球温暖化対策課
TEL 023-630-2921
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宮城県

Miyagi

全国の皆さんへ
「たくさんのご支援をいただき本当にありがとうございます」
平成 23 年３月 11 日の
東日本大震災発生以降、被
災地の復旧や被災者支援の
ため、日本国内はもとより
世界中から多くの善意をお
寄せいただいています。た
くさんの個人や企業、団体
などから様々な物資の提供
をいただいたほか、宮城県
や県内市町村には多くの義
援金や寄付金が寄せられて
います。また、内外から多くのボランティアが被災
地に駆け付けてくださり、がれきの片付けや支援物
資の整理、避難所の運営、医療支援・生活支援など
多方面でご協力をいただいています。多くの皆様か
らの温かいご支援に対しまして、心より感謝申し上
げます。
４月には天皇皇后両陛下に、６月には皇太子同妃
両殿下に被災地をご訪問賜り、避難所で生活する方々

に対して温かい激励のお言葉をかけていただきまし
た。被災者はもとより、多くの県民に復興への希望
と勇気を与えていただいたことに対し、謹んで御礼
を申し上げます。
道路、空港、港湾や観光地の復旧も着実に進んで
おり、人・物の流れが徐々に活発になってくるなど、
明るい兆しも見え始めておりますが、その一方で、
依然として約 5,000 人の方々が行方不明であり、多
くの方々が避難所での生活を余儀なくされています。
また、地盤沈下した地域では、満潮や高潮による浸
水に悩まされるなど、今なお、大勢の方々が大変な
ご苦労をされています。
安全・安心で活力ある県土をつくり、次の世代に
しっかりと引き継いでいくことが、亡くなられた方々
に対する我々の使命であると考えています。復興へ
の道のりは長く、険しいものになると思いますが、
皆様方と手と手を携えて全力で取り組んでいきます
ので、これからも温かいご支援とご協力をよろしく
お願いいたします。
平成 23 年６月 11 日

都道府県だより
Fukushima

宮城県知事

村井嘉浩

2011 年 7 月

福島県

全国からのご支援ありがとうございます！

施しています。
皆さんも「がんばろう ふくしま！」の青い横断幕、
福島県は、４月１日に「がんばろう ふくしま！」 ミニのぼり、ミニポスターが目印の「がんばろう ふく
しま！応援店」に、是非お立ち寄りください。
運動をスタートし、県内外の販売店、飲食店などと連
（応援店の一覧は福島県ホームページに掲載していま
携し、県産農林水産物を積極的に PR しています。
す。
）
原発事故直後に出されていた野菜や原乳の摂取・出
福島県は皆さんの温かい応援に支えられながら、こ
荷制限も、現在では多くの地域・品目で解除されてお
れからも頑張ってまいります！
り、県内外の数多くの団体やボランティアの皆さんの
ご支援によって、全国各地で県産野菜などの販売会を
開いています。
５月14 日には、
首都圏でのスタートイベントとして、
池袋駅メトロポリタン広場で、
「がんばろう ふくしま！
池袋駅」を開催。佐藤知事を始め、庄條ＪＡ福島五連
会長、女優の白羽ゆりさんらが参加して「ふくしまは
頑張ります！」の決意表明を行い、きゅうり、アスパ
ラガス、なめこ、いちごなど新鮮なふくしまの野菜を
PR 販売しました。
また、県産の野菜や加工食品を積極的に PR・販売
していただく「がんばろう ふくしま！応援店」は、５
池袋駅メトロポリタン広場での福島県産品販売会の様子
月末現在の登録店舗が全国で 1,097 店と、募集開始
お問合せ
から２ヵ月足らずで 1,000 店を突破しました。
福島県農産物流通課
これを記念し、７月 31 日（日）まで応援店で買物・
TEL 024-521-7354
飲食をされたお客様を対象に、ふくしまの豪華賞品が
当たる「総額 100 万円プレゼント」応援店フェアを実
がんばろう ふくしま 応援店
検索
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新潟県

Niigata
粟島できらめく夏の思い出づくり

新潟県村上市の沖合に浮かぶ粟島。
周囲約 23km と、自転車でも２時間
半で１周できるこの小さな島には今
でも手つかずの美しい自然が残され、
多くの観光客を魅了しています。
今年４月、粟島と本土を結ぶ定期航
路に新高速船「awaline きらら」が
就航しました。
「きらら」は日本海側
では初となる高速型双胴船で、波によ
る揺れを抑える技術が採用されています。また、船
内設備は大手百貨店の内装を手がけたデザイナーに
よって設計され、優雅で快適な船旅をお過ごしいた
だけるようになりました。
その高速船で僅か 55 分、自然豊かな粟島はこれか
らの季節、この島ならではの体験・感動がたくさん
待っています。
例えば、奇岩や洞穴などダイナミックな地形を味
わえるスキューバダイビングや、豪快に大物も狙え
るフィッシング、そして日が沈んだ浜辺で、夜空を
うめつくす満天の星の下でのキャンプなど、様々な

アウトドアレジャーをお楽しみいただけます。その
ほかにも島の名物料理「わっぱ煮」や新鮮な海の幸
など、夏の粟島だからこそ味わえる魅力が盛りだく
さんです。
小さな島の大きな冒険。今年の夏は粟島の大自然
の中で素敵な思い出を作りませんか？
お問合せ

粟島観光案内所
TEL 0254-55-2146
FAX 0254-55-2323

都道府県だより
Tokyo

2011 年 7 月

東京都

お台場に新ランニングコース誕生
東京マラソン財団オフィシャルイベント

参加した男性は、
「イベントに参加して支援になればと
応募した。みんな楽しく走れてよかった。このコースが
今日開設したことを知ったが、職場帰りにも利用できそ
う。」と話していました。

～ファンラン for 東日本「ともに走ろう！」開催～

５月 22 日、お台場海浜公園をスタート・ゴールとする
ランニングコースが、新たに整備され、オープンしました。
コースは、５km コースと７km コース、直線 300m コー
スがあり、１km ごとに距離標が、路面に設置されてい
ます。レインボーブリッジの見える海沿いのコースには、
水のみ場や売店・トイレ・自動販売機も完備しています。
また、お台場地区のホテルと連携したシャワーやロッカー
等のランナーの受入施設も併せてオープンしました。
オープン当日、このコースの一部を利用して、東京マ
ラソン財団として初めてのオフィシャルイベント
『ファンラ
ン for 東日本 「ともに、
走ろう！」
』が開催されました。
お問合せ
約５km の海沿いを楽しく走り、参加費のうちの 500
円は、東日本大震災の復興支援の寄付金に充てられま （ランニングコースに関すること）
港湾局臨海開発部開発企画課
した。約 1,200 人が５組のグループに分かれて走り、ゲ
TEL 03-5230-5566
ストの藤原新選手・増田明美さんなども参加しました。
（イベントに関すること）
参加者は、暑い日差しの中、すれ違うグループと挨拶を
東京マラソン財団
交わすなど、海や緑に囲まれランニングを楽しんでいる
TEL 03-5775-3780
様子でした。
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群馬県

Gunma

「群馬デスティネーションキャンペーン」スタート！
７月１日から９月 30 日まで「群馬デスティネーション
キャンペーン（群馬 DC）
」が、開催されています。
群馬 DC のテーマは「心にググっとぐんま わくわく
体験 新発見」です。
群馬県には、全国に誇る温泉や自然はもちろんのこと、
富岡製糸場を始めとする産業遺産や歴史文化遺産もあ
ります。これらを訪れたり、新鮮な農産物の収穫やまち
歩きをしたり、たくさんの「わくわく体験」を楽しむこと
ができます。
SL 運行も大きな目玉です。
「Ｃ 61 20」が「デゴイチ」

の愛称で親しまれる「Ｄ 51 498」と夢の競演を果たし
ます。この「Ｃ 61 20」は昭和 48 年に廃車され、県内
の公園で展示されていました。それを群馬 DC に合わ
せて、走行できるように復元しました。
また群馬 DC 期間中には、県内の旅館やホテルなど
に宿泊すると、抽選で県産品や宿泊券などが当たる「グ
グっとぐんまプレゼントキャンペーン」も実施しています。
群馬 DC を、東日本大震災からの日本の元気回復に
向けた取組の一環として位置付け、群馬県から元気を発
信していきます。
「新しい群馬の魅力」を存分に体験で
きるメニューを多数用意して、全国の皆さんのお越しを
お待ちしています。

群馬 DC ポスター（５連）

お問合せ

県庁観光物産課 TEL 027-226-3373 FAX 027-223-1197 群馬 DC 公式 HP http://gunma-dc.net/

都道府県だより

2011 年 7 月

栃木県

Tochigi
「那須平成の森」開園

那須御用邸用地のほぼ半分、約 560ha が宮内庁か
ら環境省に移管され、今年５月 22 日に「那須平成の森」
が開園しました。
園内は、
「ふれあいの森」ゾーンと「学びの森」ゾー
ンに分かれ、ふれあいの森は、一般開放ゾーンとして、
自由に森の中を散策したり、自然観察を楽しむことがで
きます。駒止の滝は、これまで険しい崖と樹木に遮られ
直接見ることが困難な滝でしたが、観瀑台の完成によ
り、その姿を一望できるようになりました。

学びの森は、ガイド利用ゾーンとして、利用をインター
プリター（自然解説員）が同行するガイドウォークに限
定しています。インタープリターとともに半日かけて歩く
プログラムは、有料（大人 1 人 3,000 円、子ども 1 人
1,800 円 予約制）となりますが、豊かな森をじっくり楽
しむことができます。
那須にお越しの際は、是非お立ち寄りいただき、自然
とふれあいください。

散策しやすいよう遊歩道が整備されました

お問合せ

那須平成の森フィールドセンター
TEL 0287-74-6808

駒止の滝
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茨城県

Ibaraki
茨城県総合計画
「いきいき いばらき生活大県プラン」

て健やかに暮らすことのできる「住みよいいばらき」
、
誰もが個性や能力を発揮し、主体的にいきいきと活動
できる「人が輝くいばらき」
、競争力ある元気な産業
が集積し、交流が盛んな「活力あるいばらき」の三つ
の目標を掲げています。

茨城県では、今年４月、平成 23 年度からの県政運
営の基本方針となる新しい総合計画「いきいき いば
らき生活大県プラン」を策定しました。
この計画では、
「みんなで創る 人が輝く元気で住み
よい いばらき」を基本理念に、県民誰もが、質の高
い生活環境の下で、安全、安心、快適に暮らすことが
できる「生活大県」を目指しています。
また、暮らしや人、経済に着目した、誰もが安心し

さらに、その目標実現に向けた取組として、今後５
年間、医療・保健・福祉の充実や子育て支援など、着
実に推進する 11 の政策の柱や、その中でも重点的か
つ分野横断的に取り組む 12 の「生活大県プロジェク
ト」を位置付けています。
茨城県では、この計画に基づき、陸・海・空の広域
交通ネットワークや科学技術の集積など、本県の持つ
優位性を最大限に活用しながら、県民の皆さんや市町
村、企業、大学・研究機関、ＮＰＯなどの多様な主体
と力を合わせて、
「生活大県」の実現にしっかり取り
組んでいきます。
お問合せ

茨城県企画部企画課
TEL 029-301-2523
HP http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/kikaku/
kikakuka/kikaku1_sougo/ikiikiplan/plan_index.html

茨城県総合計画審議会の関正夫会長（写真右）から答申を受ける橋本昌知事

都道府県だより
埼玉県

Saitama
埼玉発世界行き

2011 年 7 月

脱・内向きプロジェクト

ヒト・モノ・カネ・情報がかつてないほどのスピー
ドで、地球規模で行き交うグローバル時代。新興国
の台頭の中、日本が国際社会での存在感を高めてい
くために、チャレンジ精神が旺盛で、世界で活躍で
きる「グローバル人材」が強く求められています。
その一方で、海外留学者数の減少など、若者の内向
き化が心配されています。
そこで埼玉県は、グローバル化に加え少子高齢化
という「先例なき時代」を切り拓き、世界的な広い
視野を持って日本再生をリードしていく「グローバ
ル人材」の育成に重点的に取り組みます。
「埼玉発世界行き」と銘打って、海外留学向け奨学
生を募集し、海外の大学や大学院での学位取得や単
位取得を目指す若者や、海外の高校へ留学する高校
生を対象に奨学金を支給。260 人という全国の自治
体のうち最大規模の奨学金制度で若者の海外留学を
支援します。
県内中小企業の若手社員の海外研修や大学生の海
外インターンシップも支援。高い志を持った若者の
チャレンジを応援します。
16

そのため、新たに 10 億円規模の「埼玉県グローバ
ル人材育成基金」を設置。広く県内企業や県民を中
心に寄附を呼びかけ、県民総ぐるみで、グローバル
人材の育成を進めていきます。

お問合せ

埼玉県県民生活部国際課
TEL 048-830-2711
埼玉県は海外留学をする若者を応援します！
HP http://www.pref.saitama.lg.jp/site/global/

Chiba

千葉県

千葉から日本を元気に
「がんばろう！千葉」キャンペーン

ばめぐり隊」
、さらには、この夏懸念される電力不足に
対応するための「ちば節電協力隊」を結成しました。募
集開始から１ヵ月程度で、企
業・団 体から 250 を 超 える
参加を、個人の方で約 3,000
名を超える参加をいただきま
した。その後も続々と賛同者
が増えており、県民運動は盛
り上がりを見せています。
これらの活動を通じて、千
葉を元気に、そして、千葉か
ら日本を元気にしていきます。

千葉県では、東日本大震災による津波や液状化など
の被害に加え、農林水産物の買い控えや観光・イベント
の自粛などにより、経済活動にも影響が生じています。
そこで、千葉を元気に、千葉から日本を元気にしてい
くため、県民、企業、行政等が一体となった県民運動
「がんばろう！千葉」キャンペーンを 10 月末までの期間
で実施しています。
このキャンペーンは、二つの取組を組み合わせて進め
ています。
一つは「がんばろう！千葉」を合言葉に、各種イベン
ト等を通じて気運を高める取組です。県の主催するイベ
ントのみならず、趣旨に賛同する企業等が自主的に実
施する県産品の即売会や、県のマスコットキャラクター
「チーバくん」の統一シンボルマークを使用する商品ポッ
プなど、独自の取組も進んできています。
もう一つは、県民一人一人が身近にできることを積み
重ねることで千葉を支える「がんばろう！千葉」応援隊
の結成です。県産の農林水産品を応援する「ちば産品応
援隊」に続き、
県内を旅することで観光を元気にする「ち

「がんばろう！千葉」HP
http://www.pref.chiba.lg.jp/kouhou/miryoku/ganbaro/

都道府県だより
Kanagawa

2011 年 7 月

神奈川県

「かながわソーラープロジェクト」の推進について
平成 23 年３月 11日の東日本大震災と福島第一原子力
発電所の事故により、夏の冷房需要がピークを迎える時
期などに電力不足が発生するおそれがあり、エネルギー不
足は、家庭生活だけではなく様々な経済活動にも深刻な
影響を与えることが懸念されます。
そこで神奈川県では、
原子力発電への依存を減らしつつ、
安全で安心な再生可能エネルギーを大胆に導入し、全国
に先駆けて太陽光発電を中心とした次世代のエネルギー
モデルの構築を目指す「かながわソーラープロジェクト」に
取り組んでいます。
このプロジェクトは、一戸建て住宅などに太陽光発電
パネルを大量に設置し電力の供給能力を高めようとする
もので、知事を本部長とする推進体制を立ち上げるとと
もに、学識経験者などから構成される「かながわソーラー
プロジェクト研究会」を発足し、具体的な取組の内容に
ついて検討を進めています。
研究会では、
「かながわソーラーバンク構想」について、
約１ヵ月の集中的な検討を経て、６月 21日に「第一次報告
書」を取りまとめました。今後、研究会の成果をもとに県
として新たな政策を展開し、普及拡大を図っていきます。
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あわせて、県内の全市町村と連携した「住宅用太陽光
発電補助制度」の補助件数を大幅に増やす６月補正予算
案を提出し、この夏に想定される電力不足への対応も図っ
ています。

かながわソーラープロジェクト研究会

お問合せ

神奈川県環境農政局新エネルギー・温暖化対策部
太陽光発電推進課
TEL 045-210-4076

山梨県

Yamanashi
富士五湖を名勝指定答申
～富士山世界文化遺産登録へ大きく前進～

５月 20 日、文化審議会から文部科学大臣に対し、
富士五湖を、優れた景観とともに信仰と芸術の観点か
ら「名勝」として文化財指定することが相当との答申
がなされました。
富士山の火山活動によって形成された富士五湖に
は、江戸時代の 18 世紀から盛んになった富士講（富
士山信仰の集団）の多くの信者が、水行による精進潔
斎のために遠方から訪れました。この活動は、湖面に
映る「逆さ富士」など、風光明媚な富士五湖の存在を
全国に知らしめることとなり、葛飾北斎の浮世絵「甲
州三坂水面」
（19 世紀前半）に代表される富士山と湖
の一体感ある多くの芸術作品の題材となりました。そ
の後、これらの作品が国際的に流布したため、富士五
湖の湖面は、今日に至っても日本を代表する景勝地の
一つとして評価されています。
山梨県では、静岡県及び関係市町村とともに、富士
山の世界文化遺産登録に向けて、取組を進めています。
世界文化遺産として推薦されるためには、全ての構成
資産が国文化財に指定されていることが条件となって
おり、今回の富士五湖の国文化財指定答申により、７

月末の文化庁への推薦書原案提出に一定の目途が立っ
たところです。
推薦書原案提出後、世界遺産委員会での審議を受け
るまでには、日本政府によるユネスコへの推薦書提出、
ユネスコの諮問機関であるイコモス（国際記念物遺跡
会議）による現地調査・評価等の段階を経なければな
りません。まだまだ道は険しいですが、一日も早い登
録に向けて取り組んでいきます。

こうしゅうみさかすいめん

葛飾北斎：甲州三坂水面

お問合せ

山梨県企画県民部世界遺産推進課
TEL 055-223-1316

都道府県だより
Nagano

2011 年 7 月

長野県

ひっ迫が懸念される夏の電力需給への対応
浜岡原子力発電所の全面停止を受け、長野県では「さ
わやか信州省エネ大作戦」を実施しています。
一日の電力消費のピーク時に節電を試行的に実施し、
その効果を検証する「ピークカットチャレンジ」を６月
22 日（水）
、７月７日（木）
、26 日（火）に行うほか、７
～９月に省エネ活動を行った県民に対して追加でポイン
トを交付する長野県オリジナルの「プレミアムエコポイン
ト事業」等を行い、県民総ぐるみで節電、省エネに取
り組みます。

また、他の道府県とともに「自然エネルギー協議会」
に参加し、メガソーラーの設置等による自然エネルギー
の普及を進めるほか、県民、ＮＰＯ、地域企業等と協
働して「自然エネルギー信州ネット」を７月下旬に設立し
ます。長野県は太陽光、小水力、バイオマスなど自然
エネルギー資源の宝庫。地域協働による自然エネルギー
の普及を推進することにより、自立した持続可能な地域
づくりを実現していきます。

自然エネルギー協議会設立に関する記者会見の様子

お問合せ

長野県環境部温暖化対策課
TEL 026-235-7022

「自然エネルギー信州ネット」設立発起人総会で挨拶する阿部知事
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Toyama

富山県

雲上に山ガールガイド登場！ 富山観光案内所
「とやま旅ナビ」がオープン
富山県では、北アルプスを横断する世界有数の山岳
観光コースである立山黒部アルペンルートの室堂ター
ミナルに、富山観光案内所「とやま旅ナビ」を開設し、
おしゃれなアウトドアファッションに身を包んだ“山
ガールガイド”を配置しました。
近年の登山ブームを背景に、全国の山岳地で山ス
カートやレギンスなど、ファッショナブルな姿で登山
を楽しむ女性（山ガール）が話題となり、立山を訪れ
る山ガールも増えています。
県では、こうした女性の観光客を始め、県内外から
のより多くの観光客の集客につなげるため、立山黒部
アルペンルートを運営する立山黒部貫光（株）に委託
し、登山や接客の経験がある女性４名をガイドに採用
しました。おしゃれな登山スタイルの山ガールガイド
が、標高 2,450m の室堂ターミナル内の「とやま旅ナ
ビ」に常駐し、登山や観光に訪れた方へ、登山やトレッ
キング情報など立山の楽しみ方を案内しています。ま
た、
「とやま旅ナビ」のブースでは、県内観光地のパ
ンフレットなども取りそろえ、富山のみどころや温泉、
美味しいものなど、県内への周遊や宿泊の案内も行い、
富山の多彩な魅力を紹介しています。

夏の立山黒部アルペンルートは、高さ日本一を誇る
黒部ダムの大迫力の観光放水や、高山植物の可憐な
花々が咲き乱れる弥陀ヶ原散策、立山や剱岳への夏山
登山など、楽しみ方が満載です。雄大なパノラマが広
がる立山黒部アルペンルートに、是非お越しください。
お問合せ

富山県観光・地域振興局観光課
TEL 076-444-3200
FAX 076-444-4404

都道府県だより
Ishikawa

2011 年 7 月

石川県

「能登の里山里海」世界農業遺産（GIAHS）に認定！

●多様な生物資源

６月 11 日、北京市内で開催された国連食糧農業機
関（FAO）主催「世界農業遺産国際フォーラム」に
おいて、能登４市４町（七尾市、輪島市、珠洲市、羽
咋市、志賀町、中能登町、穴水町、能登町）で構成す
る「能登地域 GIAHS 推進協議会」が申請した「能登
の里山里海」が、国内初の「世界農業遺産（GIAHS）
」
に認定されました。
（新潟県佐渡市「トキと共生する
佐渡の里山」も同時認定）
地域主体の管理の下何世紀にもわたる農林水産物の
生産、持続的な生物資源の利用保全の継続とそれによ
り育まれた「多様な生物資源」
、
「優れた里山景観」
、
「伝
えていくべき伝統的な技術」
、
「文化・祭礼」と「里山
里海の利用保全の取組や環境教育」などが評価された
ものです。
県では、４月に「里山創成室」を設置し、５月には
総額 53 億円の「いしかわ里山創成ファンド」を創設
しました。今回の「能登の里山里海」の世界農業遺産
認定を大きな弾みとして、地域の資源を掘り起こすと
ともに、さらなる磨きをかけ、
「能登の里山里海」の
魅力を国内外に発信していきたいと考えています。

●優れた里山景観

例：
「シャープゲンゴロウモドキ」
（写真提供：石川県ふれあい昆虫館）
●伝えていくべき伝統的な技術

例：かや葺き屋根

●文化・祭礼

例：揚げ浜式製塩
●里山里海の利用保全の取組や環境教育
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例：
「奥能登のあえのこと」
（ユネスコ無形文化遺産）

お問合せ
例：千枚田での農作業

石川県里山創成室
TEL 076-225-1478

Gifu

岐阜県

高橋尚子杯ぎふ清流マラソンを開催しました！
平成 23 年５月 15 日（日）
、北京五輪銀メダリスト
のキャサリン・ヌデレバ選手を始めとするトップラン
ナーと全国からの市民ランナー約 10,000 人が集まり、
第１回高橋尚子杯ぎふ清流マラソン（大会長は本県が
誇るオリンピック金メダリストの高橋尚子さん）が岐
阜市で開催されました。
第１回目の開催となる今回は、
「心と心をつなぐの
は今～ Run for 東日本～」のメッセージの下、東日
本大震災からの復興支援を掲げるチャリティー大会と
して開催されました。
コースは、高橋尚子さん監修によるもので、本県を
代表する清流長良川の瀬音、金華山の新緑、格子戸の
町並みなど、岐阜の魅力を存分に感じていただける設
定になっています。

大会当日は爽やかな五月
晴れの下、大勢のランナー
が金華橋通りから岐阜駅
前、川原町、長良川河畔を
駆け抜ける様子は圧巻の一
言でした。コース沿道には
地域の方々による自発的な
給水所が設けられたほか、
名物の鮎のお菓子やういろ
うなどが振る舞われ、遠方
から参加したランナーに大
変好評でした。
高 橋 尚 子 さ ん は、 ご 自
身もハーフマラソンに出場し、ゴールした後も、ゴー
ルゲート付近で後続のランナー全員をハイタッチで迎
え、その後も息つく間もなくチャリティーオークショ
ンやトークショーに出演するなど驚異的なスタミナで
会場を飛び回り、まさに高橋尚子杯の名のとおりの大
車輪の活躍でした。
来年はいよいよ「ぎふ清流国体・ぎふ清流大会」が
開催される、まさに「スポーツイヤー」
。今回の開催
結果を踏まえ、より充実した大会に、そして、新たな
岐阜の初夏の風物詩としてますます盛り上がっていく
ことが期待されます。
お問合せ

教育委員会スポーツ健康課
TEL 058-272-8769

都道府県だより
Aichi

2011 年 7 月

愛知県

県内一斉に「愛知を食べる学校給食の日」を実施！
愛知県では、学校給食に地域の農産物を使用するこ

とにより、児童生徒や教職員、保護者等学校関係者が地
域や県産物の理解を深めるため、また、地域に伝わる食文
化や食の加工技術に触れることにより、より豊かな食生活
を営もうとする意欲を高めるため、
「愛知を食べる学校給
食の日」を、
県内の全ての公立小中学校等で実施しています。
「愛知を食べる学校給食の日」の給食献立には、特に多
くの地元産や県内産の食材を使用しています。
また、各学校の給食だよりや食育だよりなどを通して、
地場産物や地域に伝わる郷土料理等を子どもたちや保護者
に紹介しています。
今年度から、６月だけでなく、年３回、秋と１月にも実施
します。

◎第１回「愛知を食べる学校給食の日」
国の食育基本計画に定められた
「食育月間」
（６月）の
「食
育の日」
（19 日）を含む１週間の内の一日。
◎第２回「地元の旬を味わう学校給食の日」
（仮称）
秋の食材を味わえる時期に、各地域や学校名等にちなん
だ名称を決めて実施。
◎第３回「郷土料理に親しむ学校給食の日」
（仮称）
毎年１月 24 日から 30 日の「全国学校給食週間」前後
に各地域や学校名等にちなんだ名称を決めて実施。

○「愛知を食べる学校給食の日」の特色ある取組
清須市では、
「清須 野 平成 23 年度「愛知を食べる学校給食の日」（清須市）
菜をよくかんで味わう」を
テーマに、地元の野菜を
使 用してかみ応えのある
給食を作り、児童生徒が
野菜のおいしさを味わうと
同時によくかんで食べるこ
との大 切さを知ることが
できるように啓発していま
「おいしいな！しじみのおにぎり」
（清須市）
す。また、本市が三つの川
とともに発展してきた経緯
から、河川環境に目を向
ける機会につながるよう、
しじみを使った献立を作
成しました。
愛知県では、食を通じ
て子どもたちの豊かな心 テーマ「清須野菜をよくかんで味わう」（清須市）
を育むために、学校給食
で地場産物を使用することを、更に推進していきます。
お問合せ

愛知県教育委員会事務局健康学習課
TEL 052-954-6794
HP http://www.pref.aichi.jp/kyoiku/kenkogakushu/index.html
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三重県

Mie
子ども条例を制定しました。

三重県では、子どもが豊かに育つことのできる地域
社会の実現を目指して、
４月１日から
「三重県子ども条例」
を施行しました。
１ 三重県子ども条例の特徴
条例では、
「子どもを権利の主体として尊重する」、
「子
どもの最善の利益を尊重する」
、
「子どもの力を信頼す
る」の三つを基本理念とし、子ども一人ひとりが力を発
揮して育つことができる社会づくりに向けて、様々な主
体が相互に連携、協働して取り組むこととしています。
また、県の施策の基本事項として、
①子どもの権利について学ぶ機会の提供
②子どもが意見を表明する機会の設定
③子どもの主体的な活動への支援
④子どもの育ちを支援する人材育成と環境整備
などを定めています。
２ 制定までの取組
条例制定に当たっては、
「条例について考えよう！こど
も会議」などに、多くの子どもたちが参加して、話し合
いが行われました。
（26 グループ、392 名）

各「こども会議」の意見は、子どもたちの手でまとめ
られ、条例検討会議との意見交換などを通して、条例
の検討に生かされました。
今後は条例に基づく取組の充実とともに、子どもの育
ちと地域の状況等の調査や施策に対する評価を行いな
がら、子どもが豊かに育つ地域社会づくりを推進します。

「こども会議」の様子

お問合せ

三重県健康福祉部こども局こども未来室
TEL 059-224-2269

都道府県だより
福井県

Fukui
舞鶴若狭自動車道

2011 年 7 月

開通に向けて

するインフラは、アジアシフトが進む世界経済の潮流へ
の対応や大規模災害時の広域代替ルートとしての機能を
果たすとして、早期整備が不可欠なものです。
福井県では、これら高速交通網の一日も早い整備促
進を目指し、引き続き国や中日本高速道路株式会社に
働きかけていきます。

現在、西日本高速道路株式会社が建設している舞鶴
若狭自動車道は、中国自動車道の吉川ジャンクションか
ら分岐し、福井県の敦賀市までの延長約 162km の高
速自動車道です。
その舞鶴若狭自動車道小浜西ＩＣ～小浜ＩＣ間が７月
16 日（土）15 時に開通します。
今回の開通により、関西圏から若狭小浜へのアクセス
が向上し、夏の行楽シーズンを迎え、海水浴に訪れる観
光客の増加が期待できます。
例年ですと、この季節は県内外からの観光客でにぎわ
い、若狭湾岸を走る国道 27 号が混雑しますが、舞鶴若
狭自動車道はその代替ルートとなってスムーズな観光を
楽しんでいただけるものと思います。
平成 26 年度には、敦賀ジャンクションまでの全線が
開通。関西・中京・中国・四国からの人や物の交流が拡
大することはもちろんですが、中国自動車道、名神高速
道路、北陸自動車道と一体化し、日本海側に新たな高
速交通ネットワークが広がることになります。
北陸新幹線を含め、日本海側の大きな国土軸を形成

小浜西IC～小浜IC間
平成２３年７月１６日（土）
１５時開通

関西・中京圏からのアクセスが向上
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滋賀県

Shiga

夏本番！家族そろって節電クールライフを楽しもう

この夏、東日本大震災に起因する全国的な電力需給ひっ
迫が見込まれる中で、さらなる節電対策に取り組んでい

滋賀県では、低炭素社会づくりの推進の観点で、これ

までも節電や省エネルギーの取組を推進してきました。

お問合せ

滋賀県総合調整部企画調整課

ます。

TEL 077-528-3312

都道府県だより
Kyoto

2011 年 7 月

京都府

京都の文化力＝まるごと「ほんまもん」
京都文化博物館がリニューアルオープン！

宝やゆかりの名品を鑑賞することができるほか、世
けん そう ひん
界無形文化遺産である“祗園祭”の懸 装 品 や現代に
継承されている伝統工芸品など、京都の魅力をたっ
ぷり満喫できるコーナーも。
常設展を大幅に刷新し総合展示としたほか、来館
者の皆様により快適な環境で博物館を楽しんでいた
だけるようエスカレーターの新設などを行いました。
また、京都ゆかりの映画等を上映する映像ホールも
座席数を 170 席に増やし、
「フィルムシアター」とし
て新たにオープン！より迫力ある映像を楽しんでい
ただくことができます。
リニューアルのオープニングを飾る展示は、細川
えい せい
家 永 青 文庫コレクションⅠ「細川家と京都」、「祗
園祭－山鉾の名宝－」
、京都日本画家協会創立 70 周
年記念特別展「日本画 きのう・京・あす」です。
京都へお越しの際は、生まれ変わった京都文化博
物館へ是非、ご来館ください。

昭和 63 年の開館以来、1,400 万人が訪れた京都文
化博物館が、７月９日（土）にリニューアルオープ
ンしました。
今年は、
「国民文
化 祭・ 京 都 2011」
を 開 催 す る「 京 都
文化年」
。新しく
なった京都文化博
物館は、
「京都の文
化力＝まるごと“ほ
んまもん”で体感
する新しい京都文
化 の 博 物 館 に！」
を コ ン セ プ ト に、
文化の力で日本を
元気にします。
四季折々の風情
を添えた京都の至

お問合せ

京都府文化芸術室
TEL 075-414-4217
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大阪府

Osaka
「大阪のまちをカンヴァスに！」
おおさかカンヴァス推進事業 2011

昨年に引き続き２年目となる「おおさかカンヴァ
ス推進事業」の作品募集を開始しました。６月６日
には大阪府咲洲庁舎でキックオフイベントが行われ、
昨年度の選考作品である高さ 13m の「こけし」や直
径７m の「黄色い学童傘」など、巨大なオブジェが
展示されました。また、橋下知事と同事業審査員の
ヤノベケンジ氏、忽那裕樹氏によるトークイベント
も開催されました。
この事業は、
「大阪文化振興新戦略」に基づく『「大
阪の街を使いこなす」～都市全体を発表の場に！』
と『
「府民の思いを都市づくりに活かす」～官民協働
のプラットフォーム』の二つの戦略の下、大阪のま
ち全体をアーティストやクリエイター等の発表の場
として活用し、大阪の新たな都市魅力を創造・発信
しようとする事業です。発表いただく作品は、
絵画（ペ
インティング）だけでなく、
彫刻やオブジェ、
パフォー
マンス、イベント、プロジェクト、ワークショップ
など、アートやデザインなどあらゆる表現形態を対

象としています。
昨年度は、大阪を始め全国、海外から 224 件の応
募があり、23 作品が選考されましたが、今年は、選
考数を 40 作品程度に拡大し、大阪府内の各地で作品
を発表します。
特に、中之島エリアや服部緑地、咲洲コスモスク
エアエリアの３ヵ所程度を『コアエリア』として、
作品を集中して同時期に展示・発表する予定で、大
阪の新たな都市魅力を創造・発信するため、アーティ
ストやクリエイターの皆さんに大阪のまちを彩って
いただきます。
作品募集は７月 22 日まで、作品の制作発表は平成
23 年 10 月下旬から平成 24 年２月（予定）となっ
ています。
お問合せ

府民文化部都市魅力創造局文化課
TEL 06-6210-9305
おおさかカンヴァス推進事業
Osaka Canvas Project HP
http://www.osaka-canvas.jp/

都道府県だより

2011 年 7 月

奈良県

Nara
奈良ブランド製品の開発支援
～奈良くらしくす～

り手の姿勢が社会からの共感を得られること、首都圏
における注目度の高い展示会等への出展が可能である
こと、現代のライフスタイルにフィットしたモノづく
りであることなどが認定の条件になっています。
支援の具体的な取組内容は、時代感覚を磨きながら、
蓄積した技術や経験を生かし、確かな品質と自らも愛
着を感じるシンプルなカタチを実現することです。さら
に、作り手である県内企業が、一堂に会して互いの想
いや製品を評価し合うことでブラッシュアップを行い
ます。そして、それらを首都圏等で展示し得られた評
価を糧に、次へのステップアップへと続けていきます。
また、本年度の新たな取組として、７月より、大阪
農林会館ビルにおいて、ショップインショップの形態
による ｢奈良くらしくす」製品を販売するなど、店舗
スタイルでの販売ができるよう支援していきます。
感覚的に長年使えると確信の持てるモノが評価され
る ｢賢い消費を志向する時代」に対応したモノづくり
への支援を通して、奈良県産業の活性化を図ります。

奈良くらしくすとは、首都圏の消費者に支持される
現代のライフスタイルにフィットした良質のモノづく
りやサービスを奈良ブランドとして発信するものです。
奈良県では、奈良のモノづくりのインキュベーター
として製品開発を支援する「奈良ブランド開発支援事
業」に平成 21 年度より取り組み、県内６事業者を今回
新たに認定し、全国へ奈良ブランドとして発信します。
今回新たに開発された製品は、吉野杉・桧の柔らか
さ・温かさを感じさせる木工製品や、使い込むほどに
味わい深く風合いが増す大人のランドセルなどで、作

※ ｢くらしくす｣ は、
ラテン語で「最上級の」を意味します。
お問合せ

奈良県商業振興課
TEL 0742-27-5424
HP http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-19289.htm

奈良くらしくすに認定された６事業者とその製品
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和歌山県

Wakayama

ランスの旅行業界やマスコミの方々を和歌山に招聘し、
現地を視察していただくことも予定しております。諸外
国に対しても同様にセールスコールや招聘を行い、熊野
古道だけでなく和歌山県全体の魅力発信に努めていき
ます。

熊野古道が最高評価の三つ星に !!
～ミシュラン・グリーンガイド～
世界最大級のタイヤメーカーであり、レストランやホテ
ルのガイドブックの発行者としても知られるミシュランタ
イヤが発行する、日本全国の観光地などの魅力を星の
数で評価した外国人向けのガイドブック「ミシュラン・グ
リーンガイド・ジャポン」のフランス語改定第２版におい
て、
「熊野古道」が最高評価の三つ星を獲得しました。
ミシュランタイヤではこの三つ星を「わざわざ旅行す
る価値がある」としています。熊野古道は「自然の美し
さがある」
「文化財が充実している」と評価されるなど、
九つの基準のうち、いずれも高評価を得ました。また、
県内の観光地としては、平成 21 年３月発行の初版にお
ける「高野山」に続く三つ星評価です。

県では今後、国内旅行者向けにホームページや機関
誌による情報発信を行うことやメディア・旅行会社へプ
仁坂知事を表敬訪問したミシュランマンと記念写真
ロモーションを行うほか、フランスの旅行会社を訪問し、
お問合せ
世界遺産地域を中心とした和歌山県の観光資源やモデ
ルコースを PR し、旅行商品への組入れや、新規の県商 和歌山県観光交流課
品の企画立案、販売を行うこととしています。また、フ TEL 073-441-2788

都道府県だより
Hyogo

2011 年 7 月

兵庫県

兵庫県グラフ広報誌
「ニューひょうご ごこく」が誕生！

●「ごこく」の見どころ
メインのコーナーである
さい

「ひょうご彩 発見」では、
●新しいグラフ広報誌の創刊
その号のテーマカラーで
兵庫県の新しい顔、季刊
ある“色”を切り口に、自
のグラフ広報誌「ニューひょ
然や風景はもちろん、グ
創刊号は、さわやかで柔らかい新緑をイメージした「緑」色がテーマ。
うご ごこく」を創刊しまし
ルメや特産品などの観光
た。表紙を飾るのは、旧国
情報もふんだんに、８ページにわたってご紹介します。
鉄福知山線廃線跡のトンネ
また、兵庫陶芸美術館や県立人と自然の博物館等の
ルを抜けた先に広がる緑の
とっておき収蔵品を学芸員が解説するコーナーや、県内
世界。JR 宝塚駅から電車で
各市町から届くイチオシお取り寄せ情報のコーナー、兵
10 分。武庫川上流の秘湯、 庫県広報専門員による書き下ろしレポート「ひょうご食
武田尾温泉で兵庫の緑と出
べものがたり」
、兵庫ゆかりの人物伝など、読みやすくて
会えます。春は緑、夏は黄
知性をくすぐるコーナーも充実しています。
金、秋は紅、冬は白と、テー
マカラーを決めて、表紙か
●定期購読の申込方法
ら巻末まで写真で兵庫県の
兵庫県の魅力がこの１冊にたっぷり盛り込まれて、
魅力をお伝えしていきます。
300 円（送 料別）。年間４号の購読 料は 1,200 円で、
毎号ご自宅まで郵送します（送料サービス）
。下記ホー
●タイトル「ごこく」の由来
ムページからお申し込みいただけます。
「ごこく」とは、兵庫県の旧「五国」である摂津、
播磨、
お問合せ
但馬、丹波、淡路から名付けました。個性豊かな五つ
兵庫県広報課
の地域が春・夏・秋・冬、それぞれの季節ごとに魅力的
TEL 078-362-3017 FAX 078-362-3093
な表情を見せます。
HP http://web.pref.hyogo.lg.jp/ac02/nh.html
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鳥取県

Tottori
鳥取県版クールビズ
「ハートホット・クールビズ」を開始

度より期間を延長して５月 23 日から 10 月 31 日ま
で実施。特に情報発信力がある取組、職場の活性化
につながった取組などについては、
「ハートホット・
クールビズ大賞」として知事からの表彰も予定して
おり、職員の独創的なアイデアや協働の取組が広がっ
ています。

鳥取県では、暑い夏をより涼しく快適に過ごすだ
けでなく、Ｔシャツを着用することで地域活性化・
県政 PR にもつなげて新たな魅力発信をする、そんな
新たなタイプのクールビズが始まっています。
この取組は、冷房の温度設定を 28 度にして軽装化
を図るという従来のクールビズから、更に一歩踏み
込んだ、名付けて「ハートホット・クールビズ」。「人
にやさしく、地域にアツく、そしてエネルギーには
クールに！」を合言葉に、地域・産業振興の観点も
踏まえて、クールビズを楽しみながら仕事をするこ
とを目指しています。
地域振興・県政 PR につながるデザインの T シャ
ツのほか、絣や染物など地元ゆかりの特産品を活用
したシャツの着用を推奨。
「ゲゲゲの鬼太郎」
、「名探
偵コナン」など地元ゆかりの漫画や「全国豊かな海
づくり大会」などの鳥取県が実施する大規模イベン
ト、伝統の技「鏝絵」をあしらったものなどバラエティ
に富んだデザインのシャツが庁内を彩っています。
東日本大震災後の節電に対する機運の高まりを受
け、県職員が率先的にエコな県庁を目指して、昨年

「全国豊かな海づくり大会」PR ポロシャツなどを着用して勤務する職員

お問合せ

鳥取県生活環境部環境立県推進課
TEL 0857-26-7874

都道府県だより
Okayama

2011 年 7 月

岡山県

「おかやま次世代自動車技術研究開発プロジェクト」が、
いよいよスタート
皆さんが乗られている車はガソリン車、それともハイブ
リッド車、もしかして電気自動車でしょうか？
岡山県では、今年度から３ヵ年計画で県内企業の技術
を結集し、独自の電気自動車（EV）を試作する「おかやま
次世代自動車技術研究開発プロジェクト」を進めています。
電気自動車の登場や生産拠点の国際的なシフトなど、
本県の基幹産業である自動車関連産業を取り巻く状況が
大きく変化する中で、県内企業が的確に対応できるよう、
自動車部品メーカーを始め県内企業の強みを生かした技
術開発を推進し、国際競争力のある次世代自動車産業ク
ラスターへの発展を目指す取組です。
６月２日、その拠点となる「おかやま次世代自動車技術
研究開発センター（OVEC）
」のオープニングセミナーを開
催しました。セミナーでは、
（株）シムドライブ清水浩社長
による記念講演とともに、昨年、自治体として県内企業と
のコンソーシアムで開発に参加し、県内企業の技術が随所
に組み込まれた先行開発車「SIM-LEI」の披露などが行
われ、プロジェクトが本格始動しました。
プロジェクトには、具体的な開発テーマを持った岡山県
を代表する自動車部品メーカーやものづくり企業、16 社
25

が参加しています。
今年度は、全体会議や四つの分科会（電気・電子、シャ
シー、ボディー、ビジネス展開）において、試作 EV のコ
ンセプトの検討、参加企業各社の取り組む開発テーマの
決定をし、研究開発を進めるとともに、車両計画、部品
の設計などを行います。来年度は、部品の試作や組立て
を行い、試作 EV の完成を目指し、３年目には試作 EV
の実車による評価や改良、EV 展への出展など、PR を行
う予定です。
次世代自動車に必要とされる新技術、新製品の創出に
向けて、参加企業 16 社とともに、OVEC を拠点に、産
学官が連携を図りながら、全力を挙げてこのプロジェクト
に取り組んでいきます。

「OVEC」オープニングセミナーでの ( 株 ) シムドライブ先行開発車「SIM-LEI」の披露

島根県

Shimane
ドクターヘリの運航を開始しました

島根県の地域医療を取り巻く情勢は、極めて深刻な
医師不足を背景に、非常に厳しい状況にあります。
そうした中で、県民が適切な医療を受けられる体制、
特に救急医療体制を確保していくことが喫緊の課題で
あり、広域的な急患搬送を支援し、広範囲にわたる医
療機関同士の連携を推進していく必要があります。
島根県は東西に細長く、離島や中山間地を抱えてい
ることから、患者を短時間で搬送する手段として、従

来から県の防災ヘリコプターを積極的に活用してきま
した。平成８年には、隠岐島を対象に、防災ヘリコプ
ターに本土の医師が同乗し、救急患者を迎えに行く仕
組みも開始しました。また、県西部における救急患者
についても、県東部の搬送先医療機関の医師が同乗し
て急患搬送を実施する取組を平成 22 年から開始して
います。
さらに、より迅速な救急医療や適切な高度医療を受
診できるよう、新たにこの６月 13 日から県立中央病
院を基地病院として、ドクターヘリの運航を開始しま
した。
運行開始式の直後には、早速、出動要請があり、最
初の一週間で出動回数は既に９件となりました。ドク
ターヘリならではの活躍が大いに期待されています。
島根県では、今後もドクターヘリと防災ヘリコプ
ターの連携等により、救急医療体制の充実を図ってい
きます。
お問合せ

島根県医療政策課
TEL 0852-22-5076

都道府県だより
Hiroshima
広島県の子育てポータル
「イクちゃんネット」がオープン！

2011 年 7 月

広島県
親子で楽しめるイベント情報、

先輩パパ・ママの体験談やアド
バイス、急なケガや病気といっ
たいざというときの対処法など
…子育てに役立つ情報が満載の

広島県の子育てポータル「イク
ちゃんネット」が、４月 25 日オー
プンしました。

「イクちゃんネット」は、行政・

民間にかかわらず、子育てに役
立つ情報を集約し、まさにポー
タル（玄関）として、子育て中

の方が、ここを見ればワンストッ
プで情報が得られるというサイ

トにしています。「子育てナビ」
では、子育て情報を年齢別やシー
ン別で探すことができます。

運営は、財団法人ひろしまこ

「イクちゃんネット」トップページ

ども夢財団が行い、当財団のメー
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広島県の子ども元気いっぱい
キャラクター「イクちゃん」

ル マ ガ ジ ン「Kids ☆ め る ま が 」
とも連動して、効果的な情報提
供を行っています。是非、ご覧
ください。
お問合せ

広島県健康福祉局こども家庭課
TEL 082-513-3171
広島県の子育てポータル「イクちゃんネット」
HP http://www.ikuchan.or.jp/

Yamaguchi

山口県

まるごと ! やまぐち周年キャンペーン実施中
山口県では、地元で作られたものを地元で消費す
る「地産・地消」を進めています。その取組の一つ
として、４月から「まるごと！やまぐち周年キャン
ペーン」を実施しています。このキャンペーンは、
山口県の豊かな自然の恵みと生産者の愛情で育てら
れた安心・安全・新鮮な農水産物を、一年を通じて
楽しんでいただくため、それぞれの農水産物の旬の
時期を中心に、県内一斉に販売して、県産農水産物
の需要拡大を図るためのものです。
キャンペーンでは、県内に 100 店舗以上ある「販
売協力店」を中心に、対象品目を積極的に取り扱っ
ていただくほか、キャンペーン品目の試食・試飲や
食材を使ったオリジナル料理の紹介などの地産・地
消のイベントを随時行っています。
また、新たに、山口県独自のポイント制度「まる
ごと！農水産物ポイント制度」を開始しています。
この制度は、販売協力店で、対象の県産農水産物を
購入すると、店が独自に発行しているカードにポイ
ントを加算するもので、他県に先駆けて実施してい
ます。このポイント制度を実施している店舗は、15

店舗（５月 31 日現在）で、今後、拡大予定です。
県が実施している世論調査を見ると、「意識して県
産農水産物を買うようにしている」という人が年々
増えています。新たに始めたこのポイント制度など
を通じて、皆さんに安心・安全・新鮮な県産農水産
物を味わっていただき、一層の需要拡大と「地産・
地消」を進めていきます。

まるごと！やまぐちのキャラクター

お問合せ

山口県農林水産部流通企画室
TEL 083-933-3395
まるごと！やまぐち .net

都道府県だより
Kagawa

2011 年 7 月

香川県

まちの達人がご案内
「てくてくさぬき」開催中
自然の中で思いっきり遊んだり、自ら体験してみた
り、時間を忘れて夢中になれるのが、この夏是非お薦
めしたい「てくてくさぬき」。
香川県では、年間を通してまち歩きや体験など、「て
くてくさぬき」を県内全域で繰り広げています。
現在は、夏のシリーズを開催中です。「歴史・伝統・
芸術」「まち・ひと・生活」「遊・体験」「食」「自然・
遍路」など、様々なジャンルから、多数のコースをそ
ろえ、香川の素顔を探ることができます。
高松エリアでは、
「むれ源平石あかりロード 2011」を、
地元石材業の青年部が中心メ
ンバーとなった石あかりガイ
ド隊や源平史跡ガイドが案内
してくれます。地元特産の庵
治石などを加工した“石あか
り”が、826 年前の源平屋島
合戦の史跡と史跡を結びます。
約 1km の道のりには、史跡が
数多く残され、幻想的な雰囲
気の中、ガイドの案内で源平
ロマンがよみがえります。
中讃エリアでは、「うたづで
ゲンキに塩づくり」を楽しめ
ます。自然の恵みと、先人の
知恵が凝縮された入浜式の塩
てくてく通信 夏号
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づくりを体験できるコース。
むらの技能伝承士などの詳
しい解説があり、夏休みの
自 由 研 究 に も お 薦 め で す。
ふん

むれ源平石あかりロード 2011
浜師に扮 し、一仕事の後は、
塩アイスでほっと一息。
小 豆 島 エ リ ア で は、 夏 ら
しいシーカヤックツアーは
い か が で す か。 無 人 島 を 目
指 し、 シ ー カ ヤ ッ ク に 乗 っ
て、海をのんびり“散歩する”
のも素敵な思い出になるこ
宇多津の塩づくり体験（浜師）
とでしょう。
まち歩きからディープな
体験コースまで、まちの達
人（ガイド）がご案内します。
ゆっくり、じっくり、ガイ
ドがあるからこその奥深さ
が加わり、充実のコースば
かりです。楽しみながらま
小豆島のシーカヤック体験
ちを歩き、今まで気が付か
なかった香川の魅力を再発
見してください。
皆さんの参加をお待ちしています。

お問合せ

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

徳島県

Tokushima

関西広域連合の一員として「徳島ならでは」の
東日本大震災被災地復興を支援

電池に蓄えてＬＥＤ
照明機器に電力を供
給し、さらに携帯電話
東日本大震災の発生以降、徳島県では、関西広域
の充電機能も持たせ
連合の一員として関西の２府５県連携の下、宮城県
た「多機能防災システ
を中心に、被災地支援に取り組んでいます。
ム」があります。今回、
これまで、行政職職員のほか医師や保健師等専門
大島の皆さんに届けた
職員の派遣などの人的支援や、被災地のニーズに応 「 Ｌ Ｅ Ｄ 防 災 防 犯 灯 」
じた物資支援、県営住宅等への被災者等の受入れな
は、このシステムの一
ど様々な支援を行っています。
部です。
今回、その中でも独自の工夫を凝らした取組の一
この「灯り」は、電
例として、
「発想」と「技術力」から生まれた「徳島
気の供給を絶たれた現
ＬＥＤ防災防犯灯
ならでは」の被災地支援策をご紹介します。
地の皆さんの安全・安
東日本大震災後、まだ電気が復旧していなかった
心に貢献し、名実ともに「灯り」をともす役割を担っ
宮城県気仙沼市の離島・大島へ、本県職員が関西広
てきました。
域連合の被災地支援チームの一員として、本県企業
今回の取組は、まだほんの「小さな灯り」ですが、
が開発した太陽光発電式の「ＬＥＤ防災防犯灯」を
エネルギー政策の抜本的な見直しが必要とされる今、
運び込み、設置しました。
近い将来、徳島の「発想」と「技術力」が、国内外
本県には「ＬＥＤ」と「リチウムイオン電池」の
のエネルギー問題解決の道筋を照らし出す「大きな
世界最大級の生産工場を持つという強みを生かし、 灯り」に進化することが期待されます。
「太陽電池パネル」で発電した電力をリチウムイオン

都道府県だより
Ehime

2011 年 7 月

愛媛県

え がお

みんな愛顔に木造住宅の振興！
「愛媛県産材プレゼント」
愛媛県は、土地面積の約 70％を森林が占めている森
林県であり、全国でも有数の木材生産県です。
その中でも、ヒノキ丸太の生産量は４年連続で全国第
１位、スギ丸太の生産量は全国第 10 位、丸太を加工し
た柱材などの製材品出荷量は全国第７位となっています。
本県では、これら県産材製品の需要拡大を図ること
を目的として、県民に広く負担をいただいている森林環
境税を活用し、平成 19 年度から『えひめ材の家づくり
促進支援事業』を実施しています。
この事業は、一定の条 件の下県内で生産された木
材を使用して、住宅や店舗・事務所などを木造で新築
される方を対 象に、１棟当たり柱 80 本、金額にして
184,000 円をプレゼントするものです。
これまでの実績では、県民や工務店等の方々からの
評価が高く、年々申込件数が増加していることから、今
年度は募集件数を大幅に拡大し、600 件としたところ
です。
また、県産材を使用した木造住宅の建設を促すため、
「地産地消の家づくり現地見学会」も実施しています。
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この見学会では、木造住宅について幅広く関心を高めて
もらうため、スギ・ヒノキの伐採現場、製材工場や建築
中の木造住宅など、山の現場から家が建つまでの一連
の流れを分かりやすく見学するものとなっています。
本県の新築住宅着工戸数に占める木造割合は、事業
を開始した平成 19 年は 58％でしたが、22 年は 72％
に上昇するなど、県民の木造住宅に対する関心や要望
が高まり、地域経済の活性化につながっているものと考
えています。

高知県

Kochi
「志国高知

龍馬ふるさと博」好評開催中！

高知県では、来年３月 31 日（土）まで、
「志国高
知 龍馬ふるさと博」を好評開催中です。
「龍馬ふるさと博」では、
本県自慢の「偉人」
「食」
「花」
、
そして自然やまち歩きなどの「体験」をテーマとして、
魅力あるイベントを県内各地で開催しています。
７月９日（土）には、大河ドラマ「龍馬伝」の撮影
で使われた龍馬の生家セットを再現する新パビリオン
「
『龍馬伝』
幕末志士社中」
が JR 高知駅南口にオープン！

綿密な時代考証
の上に製作され
たセットやドラ
マ小道具は圧巻
で、まさに幕末
にタイムスリッ
プしたかのよう。
またイベント広
メイン会場には「土佐おもてなし勤王党」も登場！
場では、ご当地
アイドルグルー
プ「土佐おもてなし勤王党」によるステージや、
「よ
さこいおもてなし隊」による本場高知のよさこい鳴子
踊りが披露され、熱い高知を更に熱く盛り上げます。
行く先々でワクワク、ドキドキが待っている、龍馬
のふるさと高知へ是非お越しください。
お問合せ

高知県観光振興部龍馬ふるさと博推進課
TEL 088-823-9708
志国高知 龍馬ふるさと博 HP
http://ryoma-furusato.jp

イメージ図
新パビリオン「龍馬伝」幕末志士社中
JR 高知駅前に７月９日（土）オープン！

都道府県だより
Fukuoka

2011 年 7 月

福岡県

「世界に打って出よ！」
若者の海外体験を応援します

化体験活動を実施するプログラムについて補助（70 万円
から150 万円、200 人程度）を行います。

より多くの若者が、飛躍的に発展しているアジア諸国

福岡県では今年度から、県内の高校・大学等が実施

の勢いを肌で感じたり、欧米諸国の先進的な文化やコ

する、２～３週間程度の海外体験プログラムに対して助

ミュニケーションに触れる体験をすることで、広い視野

成する「世界に打って出る若者育成事業」をスタートさ

を持ち、地域はもとより世界を舞台に活躍する青年の育

せます。

成につながることを期待しています。

近年、グローバル化が進み、国境を越えた地域間競

争が激しさを増す中にあって、国際的な広い視野を備え、
地域はもとより広く世界において貢献する若者の育成が
求められています。

そこで、一人でも多くの若者に、自分の進路や人生設

計を考え始める時期に、世界を知り、感じてもらうこと

により、若者の心に「世界に打って出る」といった向上
心を巻き起こすとともに国際的視野を育て、将来、進路

イメージ写真

選択や就職といった場面で、長期の海外留学や海外勤

務など世界を意識した多様な活動につながる「きっかけ」
づくりとするものです。

お問合せ

福岡県新社会推進部青少年課育成係
TEL 092-643-3386
HP http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f17/sekainiuttederu.html

学校が行う海外体験プログラムのうち、現地青年との

意見交換等の交流活動や、ホームステイ等を通して異文
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佐賀県

Saga
築城 400 年
鍋島 36 万石の繁栄を築いた佐賀城

鍋島 36 万石の居城であった佐賀城が、今年、築城
なべ しま なお しげ
かつ しげ
400 年の節目を迎えます。佐賀城は、鍋島直茂、勝茂
りゅうぞうじ
むらなかじょう
親子が、もともと佐賀を治めていた龍 造寺氏の村 中 城
を拡張・整備して、慶長 16（1611）年に完成させたも
のです。築城期の絵図によると五層の天守がそびえ、
周囲を広いところでは幅 80m 以上の堀で囲み、さらに
石垣や土塁を巡らせた“攻めるに難き”城郭を構えた
さかえじょう
きっこうじょう
平城で、別名「 栄 城 」
「 亀 甲 城 」とも呼ばれました。
築城後、度重なる火災で焼失・再建を繰り返しましたが、
しゃち
本丸の門として天保９（1838）年に建立された鯱 の門
つづきやぐら
と 続 櫓 （国の重要文化財）が現存します。鯱の門の
扉には、明治７（1874）年に起こった「佐賀の役」の激
戦を物語る弾痕が今も残っています。
なべ しま なお
現在、佐賀城跡には、佐賀藩第 10 代藩主鍋 島 直
まさ
正 が 天保９年に再 建した佐賀 城 本 丸 御殿の 一 部を
復 元した「佐賀城 本 丸 歴史 館」が 建っています。発
掘調査の結果や文献などを手掛かりに、江戸時代以
来 の 伝 統 的な工法 で忠実に復 元した建 物は、 木 造

復 元 建 物 として は 日
本最大級の規模を誇り、
見る者を圧倒する重 厚
感を放っています。内部
は歴史博物館となって
佐賀城本丸歴史館
おり、佐賀城の変遷や
日本の近代化を先導した幕末・維新期の佐賀藩の様子
について分かりやすく展示、紹介しています。
そんな佐賀城本丸歴史館では、築城 400 年の今年、
様々な記念企画が目白押しです。この機会に是非、お
出掛けください。
＜築城 400 年記念企画＞
・７月 22 日（金）～８月 31 日（水）
｢佐賀鍋島藩の誕生｣ 展
・８月 21 日（日）13：30 ～
「佐賀鍋島藩の誕生」展関連講演会
・10 月 14 日（金）～ 11 月 23 日（水）
「戦のデザイン」展
・10 月 15 日（土）～ 10 月 16 日（日）
「本丸秋の響き」
（親子体験型イベント）
・11 月 13 日（日）13:30 ～
「戦のデザイン」展関連講演会

都道府県だより
Nagasaki

2011 年 7 月

長崎県

「長崎県産陶磁器ブランド確立事業」
～三川内焼と波佐見焼～
平戸の御用窯として技術を磨き、その伝統を守り
続けてきた三川内焼と、大量生産によって安価な器
を提供し、庶民の食卓を彩ってきた波佐見焼。長崎
を代表する両産地は異なる歴史を持ちながら、400
年以上にわたり人々の暮らしに大きな役割を果たし
てきました。
しかしながら、消費者の好みの多様化や生活スタ
イルの変化により全国の陶磁器産地の景気は低迷し、
本県の主要地場産業である三川内焼・波佐見焼の生産

おうち器の波佐見焼で食卓をもっと楽しく
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額も年々減少しています。
こ の よ う な 状 況 の 中、
県では、産地と一体とな
り、三川内焼・波佐見焼
の知名度向上や販路拡大
に向けた、首都圏等大消
費地でのマーケティング
活動やプロモーション活
動、ＰＲ活動などを展開
する「長崎県産陶磁器ブ
ランド確立事業」を実施
しています。
ご

す

中国風の服装や髪型をした子どもの姿を
から こ

描いた唐子は、三川内焼の中で最も知ら

呉 須 に よ る「 唐 子 絵 」 れたモチーフです。
などの絵付けや「透かし
彫り」による細工物など、独特の技巧を凝らした『魅
せる器 三川内焼』
、若い女性をターゲットにした商
品づくりや、機能性食器、無鉛化への取組など、暮ら
しに合わせて変化し、常に新しい技術に取り組みなが
ら良質の焼き物作りを続けている『おうち器 波佐見
焼』
、どちらの焼き物の里からも魅力的な作品が送り
出され続けています。
皆さんも陶磁器を見つめ直して、日々の食卓に彩
りを添えてみませんか。

大分県

大人気！大分発「赤採りトマト」
「消費者へ一番おいしい状態で届けたい！」という
生産者の熱い思いから、
「赤採りトマト」が開発され
ました。通常、スーパー等で販売されているトマト
の多くは、未完熟の青い状態で収穫され、店頭に並
ぶまでの間に赤くなっています。これを完熟した状
態で収穫・出荷しようとして誕生したのが「赤採り
トマト」です。
開発に当たっては、収穫後の日持ちの悪いという
課題を、品種選定から収穫後の温度管理、パック詰
めに至るまで、生産者と流通関係者が試行錯誤を重
ねました。
その結果、美味しさのもとであるグルタミン酸（う
まみ成分）が通常の約 2.2 倍、抗酸化作用に優れた
赤い色素のリコピンは約 4.8 倍と美味しさと栄養的
利点を両立した「赤採りトマト」が生まれました。
食べる人の目線に立った商品づくりを目指し、磨い
てきた技術の結晶であるこのトマトは、今では消費者
からの多くの支持を得て、生産が拡大されています。
生で食べるのはもちろん、
幅広い料理に適しています。

太陽の恵みと生産者のこだわりがギュッと詰まっ
た、贅沢な「赤採りトマト」を是非ご賞味ください。

収穫は真っ赤になってから！

▲

Oita

赤採りトマト

お問合せ

大分県農林水産部 おおいたブランド推進課
TEL 097-506-3625

都道府県だより

2011 年 7 月

熊本県

Kumamoto
くまもとアートポリス東北支援
「みんなの家」プロジェクト

ナーが自ら企画・デザインされます。熊本県産材を
使った木造平屋、床面積は 30㎡程度で、リビング、
キッチン、トイレなどを備えており、被災者の方々

この度の東日本大震災で被災された皆様に心から

が自分の家のようにくつろげる空間です。

お見舞い申し上げます。

被災地に対するこのような取組は全国初であり、

熊本県は、建築文化の向上や地域活性化への貢献

県では、建築関係団体などと連携して、本県内の学

などを目的に、1988 年から「くまもとアートポリス

生や建築技術者との協働作業により、仙台市宮城野

（KAP）事業」を展開しています。

区の仮設住宅エリアの一角に 10 月初旬までに完成さ

このアートポリス事業のコミッショナーで、世界

せる予定です。

い とう とよ お

的に活躍されている建築家の伊 東 豊 雄 氏から、東日

最後に、被災地の一刻も早い復興をお祈りすると

本大震災で家を失ったり避難されている方々が共同

ともに、
「みんなの家」が、被災者の方々にとって少

で利用できる「みんなの家」を提供することを提案

しでもホッとできる場となれば幸いです。

いただきました。県では、熊本から東北へ支援の心
を積極的に届けるため、この企画に賛同し、県内建
築関係団体などにも働きかけ、アートポリス事業と

お問合せ

して初めて県外で展開することを決定しました。

熊本県建築課

「みんなの家」は、阪神・淡路大震災での教訓を踏

TEL 096-333-2537

まえ、被災者の方々に精神的な安らぎを感じられる
空間を提供したいという思いから、伊東コミッショ

熊本県 アートポリス
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検索

宮崎県

Miyazaki
「ミシュランマン」が宮崎県を訪問

知事表敬の後は、今回二つ星を獲得した青島神社の
長友安隆宮司への表敬や県内観光関係者を一堂に集め
た意見交換会が開催されました。県内観光関係者にとっ
ては、評価されたポイントやさらなる磨き上げの要素に
ついて、直接伺うことができる大変貴重な機会となりま
した。

日本を紹介する世界的旅行ガイドブック「ミシュラン・
グリーンガイド・ジャポン」の改訂第２版が５月 13 日
にフランスで発売され、この中で宮崎県が初めて取り上
げられ、二つ星として紹介された青島神社を始め、県内
12 の観光地や文化が掲載されました。

今後とも作り物ではない本物の魅力を生かした観光
地づくりに取り組んでいきます。この機会に是非宮崎に
お越しください。

これを契機に、ミシュラン関係者やミシュランのコー
ポレートキャラクターである「ミシュランマン」が県庁
を訪れ、河野知事と意見交換を行いました。
知事室では、2011 みやざき花の女王の３人と宮崎市
のマスコットキャラクター「ミッシちゃん」がミシュラ
ンマンと関係者をお迎えし、知事表敬に花を添えました。
知事との歓談の中で日本ミシュランタイヤ株式会社
社長室長の森田哲史氏は、今回本県観光地が評価を受
けたポイントを「日本の原風景、歴史、神話が感じられ、
人の手が加わっていないスポットであったから」と、本
県の観光関係者を始め、県民にとっても誇りとなるコメ
ントがありました。

都道府県だより
Kagoshima

2011 年 7 月

鹿児島県

ようこそ日本で最も熱いフェスティバルへ！
第 32 回霧島国際音楽祭が、今年も７月 21 日（木）

から８月７日（日）にかけて、鹿児島県霧島市の霧

島国際音楽ホール（みやまコンセール）をメイン会
場として開催されます。

今回は、一日も早い復興を目指し尽力しておられ

る東日本大震災の被災者の皆様への応援イベントと
しても開催することとしています。

当音楽祭は、これまで世界を舞台に活躍する多く

第 31 回 霧島国際音楽祭 ファイナルコンサート

の優れた音楽家を育て、音楽を通して国際交流の促
進や文化振興に貢献するなど、今やアジアを代表す

りの音楽家が 40 公演以上の音楽の祭典を繰り広げ

る音楽祭として国内外から高い評価を得ています。

ます。

今回も趣向を凝らしたプログラムが満載です。鹿

温泉や自然の豊かな霧島の地で、世界一流の音楽

児島市出身の下野竜也氏が指揮し、待望の堤剛音楽

家が奏でる美しいハーモニーをご堪能ください。

監督と樫本大進氏（ベルリン・フィルコンサートマ

スター）が共演するキリシマ祝祭管弦楽団公演や、
ダニエル・ゲーデ氏（元ウィーン・フィルコンサー

お問合せ

霧島国際音楽ホール（みやまコンセール）
TEL 0995-78-8000
HP http://www.kirishima-imf.jp/

トマスター）などのアーティストプロデュースによ
る「音楽の散歩」など、世界で活躍する 50 人あま
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沖縄県

Okinawa

！

夏だ！沖縄だ！マンゴーだ！

！

国内マンゴー発祥の地である沖縄県では、その美味し

苦情情報センター
さを多くの方々に味わってもらおうと、７月 15 日を「マン

ゴーの日」として定め、その前後にマンゴーコンテストや
「地方分権苦情情報センター」
直売所等におけるマンゴーまつりなど、県内外で様々な販
なトロピカルフルーツのラインナップがそろうが、中でも
への情報提供を
売促進キャンペーンを行っています。
長かった梅雨も明け、沖縄に本格的な夏が到来しまし

た。パイナップルやシークヮーサーなど、
沖縄の夏には様々
欠かせないのが、南国沖縄の焼け付く日差しを全身に受

お中元などの贈答品として、また、家庭でのちょっとリッ

け育った「マンゴー」です。果汁の甘みが濃厚な黄色の

チなデザートとして、沖縄県産マンゴーを是非ともご賞味
全 国 知 ください。
事 会
果肉の中に「これでもか！」と凝縮され、一口食べると口
の中いっぱいに南国が広がります。
沖縄県のマンゴー栽培

については、生産農家の
方々や出荷団体など、先

人たちの絶え間ない努力
が実を結び、生産量・出
荷額ともに全国第１位に

なるなど、沖縄県を代表
するトロピカルフルーツに

成長しました。県外市場
でもその品質が高く評価
されています。

都道府県だより

2011 年 7 月

「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

メール

：kenkyushitsu@nga.gr.jp

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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フィリピン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④―

政策研究大学院大学 准教授 畑山 栄介

１ はじめに

ンスにおける重要な役割を果たすようになってき
たことから、従来の中央集権の枠組みでガバナン
スを論じるというスタンスは、変わらざるを得な
くなってきている。
フィリピンの地方自治は、この 20 年間で大き
な進歩を遂げてきた。以下、主な成果と特徴を挙
げることとする。

標記シンポジウム全体の概要（本誌４月号）及
び中国とインドネシアにおける地方分権の紹介
（本誌５月号及び６月号）に引き続き、本号では
フィリピンにおける地方分権のこれまでと今後に
ついて、フィリピン大学行政ガバナンス学部のア
レックス・ブリランテス（Alex B. Brillantes Jr.）
教授のシンポジウムでの報告やパネルディスカッ
ションでの発言及び同教授から提出されたペー
パーなどに基づいて紹介していくこととしたい。
なお、以下の記述における報告等の要約、編集
及び翻訳は、筆者の責任において行ったものである。

（１）地方政府の財源の充実
中央政府は、行政サービスの第一線にある地
方政府の重要性を踏まえ、1959 年地方自治法、
1959 年バリオ憲章法、1967 年地方分権法など、
地方自治や分権に関する法律や政策を多数つくっ
てきた。しかし、これらはレトリックとして自治
を謳ってはいたが、財源が中央政府のコントロー
ルの下に置かれたままであったことから、地方政
府にとっては自治と呼べるようなものではなかっ
たと言える。
中央から地方への移転一般財源である内国歳入
分 与（Internal Revenue Allotment: IRA） は、
1980 年代には、国税の 11％の額であった。これ
は、国家予算に占める割合でみると、3％程度か
ら多いときで 10％程度であった。状況が変化し
たのは、1991 年の地方政府法の制定後であり、
国税の 40％が移転されるようになった。国家予
算に占める割合でみると、10％を超えるようにな
り、
2010 年には約 25％を占めるようになった（表
参照）
。
こうした財政移転の増加は、地方分権の成果と
言えるが、何の障害もなく行われたというわけで
はない。国は、地方への財政移転の増加に消極的
であり、地方への支出の遅れや留保が起こること
もしばしばであった。国と地方の争いは最高裁判
所に持ち込まれ、最終的に、移転財源は自動的に
地方に交付されるべきこと、また国が留保するべ
きでないこととされた。財政移転の増加には、こ
うした地方側の努力があったことは強調されてし

２ フィリピンにおける地方分権の成果と特徴
フィリピンの地方分権は、1987 年憲法に基づき
1991 年に地方政府法（Local Government Code:
LGC）が制定されたことを契機に進展してきた。
1987 年憲法では、
「地域的・政治的に区分され
（注１）
た各単位は、
地方自治を享受するものとする。
」
と地方自治を総括的に謳う規定を置いた上で、
「国
会は、地方政府法を制定するものとする。この法
律は、効果的なリコール、イニシアティブ、レファ
レンダムのメカニズムを伴った地方分権のシステ
ムを通じて、応答性と責任ある地方政府の仕組み
を規定するものとする。また、地方政府間の権限、
責任、財源の分配、地方公務員の資格、選挙、任免、
任期、給与、権限、責務その他地方政府の組織や
運営に関することを規定するものとする。
」とし
ており、これを受け制定された 1991 年の地方政
府法により、フィリピンの地方自治に大きな変化
が生じることとなったのである。
地方政府法による権限移譲に伴い、約７万人の
国家公務員が地方公務員となったほか、地方で使
える財源も増加した。長きにわたり中央集権体制
をとってきたフィリピンにおいて、地方がガバナ
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（２）地方政府間の連携の進展

かるべきである。
しかし、それでもなお、地方分権のコストをカ
バーするには十分なものとは言えない。権限移譲
後の農業、保健、福祉、環境対策などの基本的な
行政サービスを提供するには不十分であり、国か
ら地方に移った公務員への給与をカバーする程度
であったと言える。

もっとも注目すべき地方分権の成果の一つとし
て、地方政府間の連携が進められていることが挙
げられる。1987 年憲法では、地方政府が法に基
づき、共通の利益のために連携し、行政サービス
やそのための財源などを統合して運用してもよい
と規定している。これを受け、地方政府法では、
地方政府は、パブリックヒアリングを経て地方議
会の同意を得れば、地方政府間で合意した条件に
基づき、資金、不動産、設備その他の資産を提供し、
公務員を連携対象の業務に割り当てることができ
ることとされている。
フィリピンは、7,000 以上の島からなる島嶼国
であり、多くの地方政府は、海洋資源の保全とい
う地方政府の区域を越えた共通の課題に直面して
いることから、こうした分野での連携が進んでい
る。また、保健サービスや大都市圏域での行政サー
ビスなどでも連携が進められている。連携の多く
は、地方政府が自発的に進めてきたものであるが、
中央政府主導で進められてきたものもある。例え
ば、保健サービスについては、地方分権により、
その提供が各地方単位でバラバラとなり、悪化す
るのではないかという懸念から、中央政府は地方
間保健ゾーンを創設し、地方政府の連携を通じて
効果的でまとまった保健サービスの提供を促進し
ている。
こうした地方間連携は、地方政府の今後の合併
に向けた下地を提供することとなろう。今のとこ
ろ、地方間連携が正式に合併に至ったという例は
僅か二つである。一つは、都市化が進む中で農業
を近代化・高度化し、その利益を確保するという
地域経済の振興の観点からなされたものであり、
もう一つは、社会基盤を充実させることや海洋資
源を保全することが目的であった。今後、地方政
府の合併は、より効率的に行政サービスを提供す
るための基礎となるものではないかと考えられる。
地方分権のプロセスにおける主要な成果として
は、単に連携が促進されるようになったことだけ
ではなく、海外の資金等供与機関の多くが、フィ
リピンにおける良好なガバナンスを進めるための
中心的プログラムとして、地方間連携への援助を
行うということが制度化され整ってきたことも挙
げられる。

地方政府法制定前の IRA と国家予算の関係
（単位：10 億ペソ）
（1979 ～ 1988）
年

IRA

国家予算に占める IRA

国家予算

の割合

1979

1.4

32.226

4.34%

1980

1.5

37.894

3.96%

1981

3.1

50.319

6.16%

1982

4.078

57.091

7.14%

1983

4.488

61.837

7.26%

1984

4.488

53.45

8.40%

1985

5.1

59.54

8.57%

1986

7.323

69.002

10.61%

1987

2.573

79.321

3.24%

1988

3.223

87.538

3.68%

地方政府法制定後の IRA と国家予算の関係
（単位：10 億ペソ）
（1991 ～ 2010）
年

IRA

国家予算

国家予算に占める
IRA の割合

1991

9.841

259.5

3.79%

1992

20.305

295.2

6.88%

1993

36.724

331.7

11.07%

1994

46.815

369

12.69%

1995

52.042

372.1

13.99%

1996

56.594

445.1

12.71%

1997

71.049

491.8

14.45%

1998

76.941

537.4

14.32%

1999

96.78

593.6

16.30%

2000

111.778

651

17.17%

2001

111.778

669.88

16.69%

2002

134.422

780.8

17.22%

2003

141

804.2

17.53%

2004

141

864.763

16.31%

2005

151.62

907.59

16.71%

2006

166.47

953

17.47%

2007

166.6

1126

14.80%

2008

183.94

1227

14.99%

2009

249.989

1050.76

23.79%

2010

265.802

1028.19

25.85%

（３）地方自治への市民参加の促進
地方のガバナンスへの市民参加は、地方政府法
の主要な特徴の一つである。地方政府法は、地方
自治を追求する積極的なパートナーとなる市民団
体や非政府組織（NGO）の創設や運営を地方政
府が促進することとする旨を規定しており、地方
開発やサービスの提供等を進めるに当たって、地

（政策研究大学院大学比較地方自治研究センター『
「地方分
権のこれまでと今後」シンポジウム報告書』
（平成 23 年３月）
74、75 頁）
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た。当時、大統領がトップの国家統一評議会は、
こうした地域主導の取組を認め、他の地域も平和
ゾーンに指定して平和構築の取組を進めるように
なった。
このように地方での NGO や市民団体の参加が
進んでいるが、公的活動に参加するのにふさわし
くない NGO も増えている。しっかりした登録プ
ロセスや NGO コミュニティ側での自主管理も必
要である。
このほか、市民主導の活動で、今日、フィリピ
ンに広がっている実例として Gawad Kalinga が
ある（注２）。この活動は、最初は政府の関与があま
りない中で、住宅の提供や市民中心の地方コミュ
ニティの創設を通じて貧困問題に対処したもので
ある。この動きが広がるにつれ、多くの地方政府
もその存在を認め、協働するようになり、今や政
府と市民社会のパートナーシップを語る際の積極
的な市民参加のモデルとなっている。

方政府と NGO のパートナーシップを奨励してい
る。具体的には、ジョイントベンチャー、能力開
発や生計扶助、地域の企業振興、農業の多様化、
地方の工業化、生態系の維持等の分野でパート
ナーシップが進められている。こうした目的を具
体化するため、地方議会の同意を得て首長が認め
れば、地方政府が NGO に対して財政上の支援や
その他の支援を行ってもよいこととされている。
また、地方のガバナンスに市民が直接に関わる
ことができるよう、NGO には地方開発評議会や
地域教育委員会、地域保健委員会などの特別機関
のメンバーのポストが割り当てられている。
このほか、地方政府法に規定されている事項と
して、協議やパブリックヒアリングの義務付けが
ある。NGO や市民団体は、積極的にこうした協
議やヒアリングに参加できるのであり、これは、
地方に多大な影響を与えるようなプロジェクトを
実施する場合には、国の政府機関や公社などに事
前に地域感情を知らせるのに役立っている。
また、非常に重要なことに、住民は地方政府に
対してアカウンタビリティを果たすよう求めるこ
とが可能となっている。地方政府法は、満足でき
ない業績の地方公務員に対して選挙民がリコール
できる制度を設けているほか、イニシアティブや
レファレンダムを通じて立法への直接参加ができ
るようにもしている。
地方政府法はさらに、地方議会に分野別代表の
制度を設けている。NGO や市民団体は、地方議
会に自らの部門の代表を選出することができるよ
うになっている。
このような法の規定を受けて、NGO や市民団
体は、実際に、国全体で盛んに活動するようになっ
ており、15,000 以上の NGO や市民団体が地方
で登録されている。NGO や市民団体は、これま
で条例制定や市民憲章の制定を通じた市民の権利
の成文化に参加したり、イニシアティブやリコー
ルのプロセスに参加したりしている。
また、政府と市民が連携して地域の平和構築
のプロセスに積極的に寄与することもある。例え
ば、地域紛争が文化や民族の違いによるものの場
合、その解決は困難となるが、町長と各民族の長
老間の一連の協議を通じて紛争解決がなされた例
がある。これは、地元住民ベースの紛争解決であ
り、公正を求める疎外されてきた集団に対しても
応用可能なアプローチである。さらに、一般住民
によって考案された平和ゾーンの取組が挙げられ
る。これは、ゾーン内での武器の携帯及び戦闘を
禁止するというものであり、いくつかの地方でこ
の取組が進められ、バランガイ職員、教会指導者
及び NGO・市民団体の３者の代表からなる地域
間平和ゾーン開発評議会が創設されるようになっ

（４）地方レベルでのイノベーションの発揮
地方自治を進めるため、地方政府がより革新的
でリスクを取ることすら奨励される環境が生じて
きたのは、地方分権の主要な成果の一つと言える。
このことは、多くの地方政府のイノベーションが
様々な分野の行政サービスにおいて出現している
ことから分かる。地方におけるイノベーションや
創造性を顕彰するものとして、Galing Pook（ベ
ストプラクティス地域）賞が設けられている（注３）。
1993 年に賞の授与が始まって以来、200 以上の
イノベーションが文書にまとめられてきた。イノ
ベーションは国内中で広く行われており、その分
野も、環境保護、保健、農業、教育、地域開発、
文化、観光、所得創出など多岐にわたっている。
継続して賞を受けている地方政府も多い。
地方のガバナンスにおいては、イノベーション
が一般福祉のためである限り、事実上、その限界
はないと言ってよい。地方政府法においては、全
ての地方政府は、効率的かつ効果的なガバナンス
を発揮するために適切で必要な権限や一般福祉
の増進に不可欠な権限を行使するものとされてい
る。また、地方政府は、各々の区域において、文
化の保全や強化、保健と安全の推進、バランスの
とれた生態系を享受する権利の向上を保証し支援
するものとされている。さらに、適切で自立した
科学技術の発展の奨励・支援、公共道徳の向上、
経済発展と社会正義の推進、住民の利便の保全を
図るものとされている。こうした地方政府法の規
定は、地方レベルでのイノベーションと創造性の
発揮を可能にする環境を提供しており、地方政府
法がもたらしたパラダイムは革新的と言えるもの
である。
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に認識をあらためるべきである。中央と地方の間
で、どこまでを中央が行い、どこから地方が行う
のかといった分業について更に考えていくととも
に、中央政府が果たす役割を、地方をコントロー
ルすることではなく、業績評価の基準を提示し、
地方のパフォーマンスの向上を助けることへと再
定義しなければならない。
さらに、地方政府間の連携も一層進める必要
がある。多くの地方政府は、廃棄物処理、環境対
策、海洋生物保存、汚染公害対策に至るまで全て
の行政課題に単独で対応することはできない。地
方政府間の共通の問題に対応するために連携を進
め、合併やその先に考えられる連邦主義体制へと
構想を広げていくことも今後の課題として考えら
れる。
最後に、地方のガバナンスにおいて、更にイノ
ベーションを推進して地方分権の実効性を高めて
いくことが挙げられる。地方のガバナンスにおい
ては、汚職などの問題もあったが、地域によって
はイノベーションに取り組み、住民参加や汚職の
防止が進んだ例もある。こうした例を増やすべく、
イノベーションへの取組や透明性・アカウンタビ
リティの向上が推奨される環境整備が一層求めら
れよう。

実際、地方政府法がなければ、イノベーション
の発揮はなかっただろうと考えられる。賞に選ば
れる主な基準としては、
「地方政府法に基づき創
造力を発揮すること」が設定されており、また、
他の地方政府による模倣と適応を促すため、
「模
倣可能性と適応可能性」も基準となっている。
Galing Pook 賞から分かることは、地方のイ
ノベーションは単なる逸話の集積ではなく、現実
の世界において、いくつかの地方政府に実際に起
こり、また他の地方政府にも起こり得ることなの
である。イノベーションの数は、過去 17 年間で
200 超と、まだ大規模とは言えないが、ガバナン
スが地方政府において機能し、それが他の地方政
府を鼓舞してイノベーションが更に広がっていく
ということが認識されるようになったのである。
フィリピンには、
「インペリアル・マニラ」と
言われるように、中央支配による政治行政システ
ムが長く続いてきた歴史がある。マルコス独裁政
権までの過度の中央集権の時代には、政治構造や
組織、マインドセットは過度に中央集権志向であ
り、財源を始めとした行政資源も中央政府のコン
トロールの下にあった。しかし、1991 年の地方
政府法の制定により、地方への移転財源の増加、
地方政府間の連携の進展、積極的な住民参加、地
方でのイノベーションと創造性の隆盛といった特
徴を有する地方分権の大きな動きが起こったので
ある。こうした動きが起こる前の長い中央集権の
歴史的文脈に鑑みると、地方分権の成果は特筆す
べきことと言えよう。

（注１）フィリピンは、国（中央政府）並びに 80 の州（Province）、
138 の 市・1,496 の 町（City、Municipality） 及 び
42,025 のバランガイ（Barangay）からなる三層の地
方政府で構成されている（2010 年６月現在）。
（注２）Gawad Kalinga とは、フィリピンにおける貧困解消の
ための運動であり（英語では、
「to give care」と訳され
る）
、他の途上国にも活動を広げている。詳細は、ウェブ
サイト（http://www.gk1world.com/）を参照されたい。

３ フィリピンにおける地方分権の今後の課題

（注３）Galing Pook 賞は、1993 年に、内務省地方行政アカ
デミーや民間財団などが共同で創設したものであるが、
1998 年に民間の Galing Pook 財団が創設され、現在は、
同財団が Galing Pook 賞の運営を実施している。
詳細は、
ウ ェ ブ サ イ ト（http://www.galingpook.org/main/）
を参照されたい。

今後の課題として、まず、地方政府の行財政能
力の向上が挙げられる。地方分権により権限が移
譲されても、受け皿となる地方政府の行財政能力
が不十分であってはならない。人材育成と財政調
整の在り方が重要となる。このうち、財政調整に
ついては、分権により中央からの移転額は増加し
てきたが、一層の充実を図ることが重要である。
具体的には、各地方政府への配分方式について、
現在のように人口や面積のみをベースにするので
はなく、貧困の度合に配慮した配分方法を検討す
るなど、財源移転の必要のある地方政府に真に必
要な額が適切に行き渡るように考えていくことが
必要であろう。
また、中央政府の側のマインドセットを変えて
いくことも必要である。権限の移譲に拒否反応を
示すのではなく、中央と地方は相携えて公の業務
に当たっているのであって、権限が移譲されても
別に中央の力が消失するものではないというよう
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大震災に学ぶ自治体の情報システム
〜災害に強く、コストは低廉に〜
東日本大震災は、我々の社会や生活の在り方を根本的に見直すことになりました。自治体の情報システムも、大

震災から実に多くの教訓を学びました。庁舎や市立病院が津波災害を受け大事な戸籍データや診察カルテが流出

した市町が出てしまった一方で、県境を越えた電子カルテのデータ共有化が診療再開を素早く可能にした例もあり
ました。我々は、これらの貴重な経験を真摯に受け止め、これからの新たな構えとする必要があります。

１．県境を越えたバックアップの構築を

め、ほとんどのデータを山形側で復元し診療再開を
素早く行えました。宮城県沖地震を予想し、県境を越

津波の被害が凄まじかった宮城県の南三陸町と女

えた山形市の病院と相互にバックアップする態勢を採

川町、岩手県の陸前高田市と大槌町の４市町では、

用していた、全国的にも珍しい事例です。

庁舎の流出・崩壊とともに「戸籍データ」が流出して

しまいました。幸いなことに法務局で保管していた複

顧客の貴重なデータを預かる金融機関の情報シス

製データを使って、何とか大部分が再製できましたが、

自治体の「地域防災計画」では、役所の庁舎が被害

テムでは、災害の及ばない遠隔地での「データバック

一方、石巻市立病院では、電子カルテのサーバ室

業務実施の「前提」です。図表１は、この金融庁の監

アップ」と業務の共通化による
「素早いリカバリー」が、

に会うことは「想定外」だったのです。

督指針などを参考に、自治体の情報システムにおける

が津波にのまれシステムダウンしましたが、２月に山形

BCP（業務継続計画）の在り方を整理したものです。

市の総合病院と電子カルテの共有化を始めていたた

図表１ 金融機関に学ぶ自治体情報システムの安全対策の視点

住民データなどの
安全対策は？
バックアップ
（多重化）
コンピュータシステムの
安全対策は？
県境なき協力・互助
リカバリーまでの
目標時間は？
共通化・標準化
重要な計画見直しの
第三者検証は？
（資料）金融庁の監督指針（平成 22 年３月）に基づき日本総研作成
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２．共通（ID）番号により自治体サービスを効率的に
業務の共通化を進めるためには、同一の住民が受

図表２は、このような住民登録番号を活用した諸外

ける異なる行政サービスを、一元管理することが有効

国での番号制度例です。我が国では、制度設計の利

民登録や社会保障などが同一番号によって紐づくこと

安全性とともに業務の共通化・効率化の観点からも、

です。
「個々の住民に固有の番号」が割り振られ、住

害対立から共通（ID）番号の導入が遅れていますが、

で、今回の福島県双葉町の集団移転や住所変更など

前述のバックアップと同様に早期の導入が望まれます。

にも、迅速で正確な対応ができるからです。

図表２ 諸外国における住民登録制度を活用した番号制度の導入例
国

適用業務

人口

番号の桁数

住民登録、選挙、教育、税務、
社会保障、兵役 など

約920万人

10桁

スウェーデン

住民登録、選挙、教育、税務、
年金、兵役 など

約550万人

10桁

デンマーク

住民登録、税務、社会保障
など

約530万人

10桁

フィンランド

住民登録、選挙、教育、税務、
社会保障、兵役 など

約480万人

11桁

ノルウェー

住民登録、選挙、教育、税務、
社会保障、兵役 など

約4,800万人

13桁

韓

住民登録、選挙、税務、年金、
兵役、車両登録 など

約480万人

国

シンガポール

１文字+8桁

（資料）財務省資料などから日本総研作成

３．共同利用型で情報コスト削減も同時に進める
自治体の情報システムは、業務ごとにシステムを構

図表３ 安全対策に向けた共同利用の推進でコスト削減を

築してきたため、情報システムが「非効率」となるため

に「関連費用が高止り傾向」にあり、財政状況がひっ

防災対策

迫する中での大きな課題になっています。このため、
BCPとしてバックアップ対策などを共同で行うととも

に、業務システムを集約・標準化（BPR）することで、

BCP

コスト削減を図る必要があります（図表３）
。例えば、
総務省が推進している「自治体クラウド」では、デー

バックアップ

タセンターにシステムの集約と共同利用を行い、運用
費用の負担軽減効果を３割程度見込むとともに、県

業務の共通化・標準化

域を越えたバックアップセンターを構築し、災害発生

時の業務継続を目指すものです。

BPR

このように、自治体の情報システムは、今回の大震

災から謙虚に学び、
「安全性を強化するとともにコスト

コスト削減

削減を図る」という新たな展開を図ることが肝要では

ないでしょうか。
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消費税収をどう分け合うか
法制化されて初めての国と地方の協議の場が
６月 13 日に開かれましたが、中心的な議題は
社会保障と税の一体改革でした。この改革は、
国と地方の税源配分を変えるという点では、小
泉内閣が実施したいわゆる三位一体改革以来の
大きな改革になりそうですが、政府はほとんど
地方側の意見を聞かないまま、議論を進めてき
ました。地方側が協議の場で取り上げたのは当
然です。

地方の単独事業に配慮して
社会保障には、国が一定割合の補助負担金を
支出するものと、地方が単独で実施するものが
ありますが、サービスの実施部隊が自治体であ
ることに変わりはありません。単独事業といっ
ても、公立保育所・幼稚園の運営や胃がんなど
のがん検診のように、法令などにより義務付け
られた事業もあります。妊婦健診は９回分まで
は国の半額補助がありますが、５回分は自治体

地方消費税も目的税化か

の単独事業になります。乳幼児医療費助成のよ
うに、対象に多少の違いはありながら、ほぼ全

社会保障と税の一体改革は、高齢化の進展に

28 回

第

国的に実施されている単独事業もあります。住

伴って増大する社会保障費用をどうやって賄う

民は、単独事業か補助事業かなど意識しないで、

かを課題としたものですが、まず消費税引上げ

サービスを受けています。

ありきの財務省主導の改革という印象もありま

しかし、改革の原案では、地方単独事業は消

す。改革の原案では、2015 年度までに段階的

費税の配分の計算から外しているように読めま

に消費税を５％引き上げることにしています。

す。「地方自治体が地域の実情に応じて提供す

これにより、税収は約 13.5 兆円増えます。地

るサービスに関しては、独自に財源が確保でき

方分権と絡むのは、その配分の仕方です。

るよう地方自治体の課税自主権の拡大・発揮に

現在は、５％の消費税のうち、１％分は地方

ついて検討する」とあるからです。単独事業の

消費税とされ、人口などの指標に基づいて、都

費用は、各自治体が必要なら地方税の増税など

道府県と市町村に配分されています。偏在性の

により自前で工面すればいいという訳です。

少ない安定的な税収として、地方にとっては貴

今年度の当初予算を見ると、地方が支出する

重な財源になっています。加えて、国税分の消

社会保障関係費は 16.8 兆円ですが、そのうち

費税収のうち、29.5％は地方交付税の原資に

国費を伴う事業費が 9.5 兆円、単独事業費が 7.3

なっています。結局、消費税収全体の 43.6％

兆円となっています。単独事業費を除外します

は地方の取り分になっています。

と、高齢者３経費と少子化対策の国と地方の負

ところが、改革の原案では、消費税を社会保

担割合はおよそ３対１になります。消費税の地

障目的税に改め、高齢者３経費（基礎年金、老

方の取り分は一層縮小しそうです。三位一体改

人医療、介護）と少子化対策に限定して充てる

革もそうでしたが、これでは地方を犠牲にした

ことにしています。その配分は、「国と地方の

国の財政再建策にしかなりません。

役割分担に応じた税収の配分を実現し」と記し

国と地方の協議の場で、地方側は地方単独事

ているだけで、数字は示されていません。ただ、

業を含めた議論が必要だと主張しました。国も

高齢者３経費に少子化対策経費を加えた国と地

地方の主張を一部受け入れて、少なくとも既存

方の負担割合はおよそ２対１ですから、仮にそ

の５％分の消費税については、現行どおりの配

れに応じた配分となれば、地方の取り分はかな

分を維持するようです。しかし、増税分の配分

り減少します。しかも、現在は地方側の取り分

については、不透明なままです。地方の自由度

は自由に使える財源ですが、社会保障目的税と

が狭められないよう注意する必要があります。

されると使い道が制約されてしまいます。
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浅 井 建 爾

都道府県庁間・市町村役場間の距離が日本一短いところ、長いところ

＊東京都庁から各道府県庁までの直線距離

行政サービスを受ける住民にとって、市町村役場が近くにあるにこし

たことはない。だが、広大な面積を有する市町村では役場まで数十 km 以

都道府県名

都道府県庁
所在地

東京都庁
東京都庁から
から近い
の距離（km）
順位

北海道

札幌

831.1

40

れている。役場が市町村域のほぼ中央にあればまだいいのだが、役場が

青森

青森

577.3

33

岩手

盛岡

463.8

28

宮城

仙台

304.9

18

そのため、地域によっては隣の市町村役場はすぐ近くにあるのに、自分

秋田

秋田

448.6

27

上離れている地域もあり、そこに住む人たちは随分不便な思いをさせら
置かれている市町村の中心部が著しく片寄っているケースが少なくない。
たちが利用する市町村役場が随分遠く離れているという奇妙な現象も見
られる。

全国に 1,700 余りある市町村役場の位置を調べてみると、市町村役場

山形

山形

289.3

16

福島

福島

238.9

11

茨城

水戸

99.3

7

栃木

宇都宮

98.7

6

いのは和歌山県の湯浅町役場と広川町役場間で、直線で僅か 650m しか

群馬

前橋

96.4

5

埼玉

さいたま

19.0

2

千葉

千葉

40.2

4

と春日市役所間で 925m。県境をまたいだ市町村役場では、大分県中津

東京

新宿

0

1

間の距離が１km にも満たないところもある。町村役場間の距離が最も短

離れていない。市役所間の距離が最も短いのは、福岡県の大野城市役所
市役所と福岡県吉富町役場間の 1,320m が最も短い。ただし、市町村役

場のどの地点から測定するかによっても異なるので、多少の誤差はご容
赦願いたい。

神奈川

横浜

27.2

3

新潟

新潟

252.7

13

富山

富山

249.4

12

石川

金沢

289.7

17

福井

316.1

20

いるのだ。鹿児島県の三島村役場と十島村役場間の距離は僅か 160m し

福井
山梨

甲府

101.8

8

長野

長野

172.8

10

さしく目と鼻の先である。ただし、両者には特殊な事情がある。

岐阜

岐阜

271.3

15

静岡

静岡

142.9

9

愛知

名古屋

259.1

14

三重

津

308.8

19

実は、市町村役場間の距離がこれよりもずっと近いところが存在して

か離れていない。沖縄県の石垣市役所と竹富町役場との距離も 160m。ま

三島村も十島村も東シナ海上に浮かぶいくつもの小島からなる村で、

どの島に役場を置いても不便なため、各島の玄関口になっている鹿児島
港の近くに役場が置かれているのだ。したがって、鹿児島市には鹿児島

県庁のほかに鹿児島市役所と他村の役場が二つもある。沖縄県の石垣市

にも市役所と町役場がある。沖縄県の最南端に位置している竹富町は、
西表島や波照間島など多くの島から構成されている町で、各島の交通の
中心になっているのが石垣市（石垣島）なのだ。そのため、竹富町の役
場を石垣港の近くに置いている。

滋賀

大津

355.8

21

京都

京都

365.3

22

大阪

大阪

395.9

24

兵庫

神戸

425.3

25

奈良

奈良

368.7

23

和歌山

和歌山

443.9

26

では、都道府県庁間はどれくらい離れているのか。県庁は県の中央に

鳥取

鳥取

494.5

29

島根

松江

602.3

34

岡山

岡山

536.5

31

どおりにはいかない。さすがに市町村役場のように県庁と県庁が隣り合っ

広島

広島

675.1

37

山口

山口

769.1

38

置かれているのが理想的だが、市町村役場と同じように、なかなか理想
ているようなところはないが、それでも随分近いところもある。県庁間
の距離が最も短いのは、京都府庁と滋賀県庁の間で僅か 10.4km しか離
れていない。東京都庁－埼玉県庁間は 19.0km、東京都庁－神奈川県庁間

は 27.2km と近い。関東各県の県庁は、いずれも東京都庁から 100km 以

徳島

徳島

502.5

30

香川

高松

536.7

32

愛媛

松山

666.2

36

高知

高知

612.2

35

福岡

880.6

42

東海地方では、岐阜県庁－愛知県庁間が直線で 28.8km しか離れてい

福岡
佐賀

佐賀

904.0

44

長崎

長崎

961.4

45

あるのだから、ずいぶん不合理な話である。東京都庁から最も離れてい

熊本

熊本

884.7

43

内にある。

ない。同じ岐阜県内でも、岐阜県庁まで 120km 以上も離れている地域も

るのは沖縄県庁で、東京都庁－沖縄県庁間は 1,553.6km もある。次いで

鹿児島県庁の 962.8km、長崎県庁の 961.4km である。東京都庁から鹿児
島県庁までの距離より、東京都庁から北海道庁までのほうが 130km 以上
も近い（理科年表参照）
。

41

大分

大分

790.3

39

宮崎

宮崎

872.4

41

鹿児島

鹿児島

962.8

46

沖縄

那覇

1,553.6
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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. 324

鶴舞う形の群馬県
公立富岡総合病院内科

副院長

飯塚 邦彦（群馬県）

「群馬新臨床研修セミナー」なるものを立ち上げ
た。自治医大卒業、現在聖マリアンナ医科大学救
急医学教室教授、箕輪良行先生をお呼びした参加
型セミナーである。当初、あれこれ欲張りすぎて
５－６時間の長丁場となってしまった。指導医、
研修医とも疲労困憊で最近は３－４時間に止めて
いる。年１回のペースでこれまで６年続いてきた。
その内容を紹介したい。各病院から無作為に選ん
だ研修医５－６人で即席の医師団を作り、先輩の
プレゼンに沿って答えを出してゆく。実際、各病
院の救急室で経験した症例を題材に（即ち明日に
も自分が判断迫られる緊急課題）是非共有すべき
事項を厳選してある。試行錯誤の結果、最初は開
放型、次は選択型の設問とし、まとめと文献情報
を入れて迅速さと思考過程を訓練する 30 分単位
のスタイルが確立した。幹事会で指導医によるス
ライドの推敲が成功の鍵を握る。毎年研修医が
30 名、指導医が 10 名ほど集まり、ワイワイやっ
ている。県庁医務課によれば群馬唯一、病院間の
垣根を越えた研修医・指導医の交流会とのこと。
箕輪教授はこの群馬方式を東京西部で研修医教育
に採用しているらしい。
４．医師不足
医師不足は当院でも大きな問題である。研修医
を含め 70 名の医師を持ってしても ICU 資格を返
上せざるを得ない。対策として子育てで一度非常
勤となった女性医師が現場復帰できる環境整備が
進められている。女医専用のラウンジ、シャワー
室、当直室、託児所などのハードと救急勤務免除
などのソフト（勤務形態）を工夫している。その
結果、外科、産婦人科の女性医師が出産後も勤務
され、新たに平成 23 年４月から、内科、小児科
の女性医師
（各１名）
が私たちの仲間に加わる。
「女
性医師が開業以外で常勤医として復帰するのは難
しい。
（群馬県医師会報、No751, ２、2011）
」と
の現状を少しでも改善できれば有難い。研修医も
女性医師も元気な鶴のように群馬でもっともっと
大きく羽ばたけ。

私は自治医科大学を卒業して 29 年、義務年限
の９年を除いた 20 年の前半は群馬大学での研究
環境、後半は現職の公立富岡総合病院での臨床現
場で過ごしてきた。以下私からみた群馬における
地域医療の一端を紹介する。
１．位置・地勢
人口 53,000 人の富岡市は北関東、
「鶴舞う形
の群馬県」の右ウイングあたりに位置する。東京
から高速道を 100km、１時間のアクセスである。
明治５年日本初の官営工場・富岡製糸場があり、
市は世界遺産登録を目指している。平成２年に新
築移転した当院（359 床）はこの地域唯一の急性
期病院である。関東でここ 10 年採算ベースを保
てた自治体病院は当院含め二つだけとのこと。ど
おりで忙しいはずだ。
２．１本のトンネルで変わった。
かつて日航ジャンボの墜落で有名な御巣鷹山の
ある上野村はひと山越えた別の医療圏であった。
上野村へき地診療所には自治医大卒業生が代々赴
任していたが当院とはほとんど隔絶されていた。
しかし群馬県の「幹線交通乗り入れ 30 分構想」
に基づき 2004 年に開通した湯の沢トンネルで状
況は一変した。現在、上野村と富岡市は 1 時間で
結ばれ、村営バスが市を巡回し、救急車も当院へ
やってくる。私は地域医療実習として当院の研修
医を必ず上野村へき地診療所に連れていく。彼ら
には好評である。私は当院がへき地医療に従事す
る若い医師を物心ともに支える病院になることを
願っている。
３．地域で育てる研修医
平成 16 年新臨床研修制度が始まり、富岡にも
卒業したての研修医が来ることとなった。研修医
を育てるのは手間がかかるが現場にはすばらしい
活気が生まれる。初めて研修医を迎える前に私は
新臨床研修指導医養成講習会に参加した。確かに
研修医教育の戦略を授かったのだが、はてさて具
体的な戦術が自分には思い浮かばない。そこで同
じような悩みを持つ他院の研修指導医に呼びかけ
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記念貨幣を発行します
富山県

おわら風の盆

鳥取県

熊本県

三徳山三佛寺投入堂

熊本城

引 換 開 始 日： 平 成 23 年 7 月 20 日（水）
引 換 場 所： 金 融 機 関 の 窓 口
※日本全国の取扱いを希望した金融機関において引換えが行われます。
開始日当日は、原則としてお一方につき 1 貨種 2 枚まで引換可能です。
詳細については財務省ホームページをご覧下さい。

次回は平成 24 年 1 月頃に、滋賀県、岩手県及び秋田県分の
発行を予定しています。
http://www.mof.go.jp/

第 61 回

社会を明るくする運動

～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～
に寄せて
東京保護観察所次長

鈴木美香子

本年３月 11 日に発生した東日本大震災とそれに引
き続く原発の事故は未曾有の大惨事となりました。被
災地の方々には心からお見舞い申し上げます。いまだ
に、いったいどのようにしてここから立ち直っていけ
ばよいのかと途方に暮れるような状態であることに違
いはありませんが、報道等によれば、そこここに復興
への小さな芽吹きが見られることもまた事実のようで
す。これまでの過程で、被災地から離れた地域に住む
国民や外国の人々を驚かせ、また感動させたのは、被
災者の方々が互いに労り合い、助け合う姿でした。日
本人の辛抱強さ、より弱い者に対する優しさ、共助の
こころが図らずも国の内外に再発見された形になった
とも言えます。よく思い出してみれば、今年は、家庭
的に恵まれない子どもたち等への善意が全国的な一大
ムーヴメントとなった、いわゆる「タイガーマスク運動」
とともに幕を開けたのでした。
本年で 61 回目を迎える“社会を明るくする運動”は、
全ての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たち
の更生について理解を深め、それぞれの立場において
力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築こうと
する全国的な運動です。昨年からはこの運動の目指す
ところをより明確にするために、
「犯罪や非行を防止し、
立ち直りを支える地域のチカラ」という副題が付けら
れています。確かに、犯罪をしたため刑に服して罪を

そのためにはまず、それらの分野の方々を含めた地域

償ったのち地域社会に戻ってきた人々の軟着陸と再統

一般の方々のさらなる御理解、御協力を得なければな

合を図るには、保護観察所や保護司等の更生保護関係

りません。そこで、今回の“社会を明るくする運動”

者だけでは限界があります。例えば、犯罪をした人が

の重点目標としては、

再犯をするかしないかの分かれ目は、その人が職を持っ

「立ち直りを支える取組についての理解促進」

ているのかいないのかが重要な要件になっていると言

「犯罪や非行をした人たちの就労・住居等の生活基盤
づくり」

われていますが、これらの人々が就職するのは実際に
は容易なことではありません。さらに、特にここ数年

の２点が設定されました。趣旨をお酌み取りいただけ

注目されるようになったことですが、高齢あるいは心

れば幸いです。

身の障害といったハンディキャップを持っている受刑

「タイガーマスク運動」や大震災の被災者の方々へ

者等は、釈放され社会に出ても、就職はおろか自分一

の支援の様子を見るにつけ、日本人もまだまだ捨てた

人では命をつないでいくことも難しく、生きるための

ものではなく、社会的に弱い立場の人々への思いやり

方途としてまた犯罪をしては矯正施設に戻っていく（矯

は失われていないように思われます。“社会を明るく

正施設の福祉施設化）という現実があります。これら

する運動”の強調月間である７月には、青空をバック

の問題点を解消していくためには、犯罪や非行をした

にこの運動のシンボルである黄色い羽根を掲げたポス

という経歴があってもそれを承知の上で雇用してくだ

ターが全国各地に掲示されることと思いますが、今年

さる「協力雇用主」が増えることや、社会福祉、労働、

のキャッチ・コピーは「やり直せる社会に，賛成です。
」

住宅といったこれまでは更生保護との関係が薄かった

です。「賛成！」と言ってくださる方が増えていくこと

分野とも積極的に連携することが求められていますが、

を心から願っています。

4

4

4

4 4
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被爆 66 周年

平和祈念の黙とうを

―
―

８月６日
８月９日

午前 8 時 15 分
午前 11 時 2 分

広島市
長崎市

―
―

広島・長崎両市は、
今年、
被爆 66 周年を迎えます。

広がり、世界平和を願う「祈りの日」となるよう、

昨年５月に開催された核不拡散条約（ＮＰＴ）

昭和 54 年から全国の都道府県、市、特別区等に

再検討会議では、核保有国を含む全ての加盟国が

対し、住民や職員に対する黙とうの呼び掛けにつ

核兵器廃絶に向け行動を開始することに合意し、

いて御協力をお願いしてまいりました。

本年２月には、米国とロシアによる新たな核軍縮

昨年は 917 の自治体等に呼び掛けを行い、そ

条約が発効されるなど、今まさに核兵器廃絶に向

の後実施しましたアンケート調査の回答によれ

けた世界的な気運と期待が高まっています。

ば、その約 86％の自治体等に御賛同をいただい
ております。これは、私どもへのこの上ない励ま

こうした状況の中で、核兵器の廃絶と世界恒久

しと深く感謝いたしております。

平和の実現に向けて、本年も、広島市では８月６

本年も、都道府県、市、特別区を始め、全国知

日に「広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式」
を、長崎市では８月９日に「被爆 66 周年長崎原

事会及び全国市長会へ広島市長・長崎市長の連名

爆犠牲者慰霊平和祈念式典」を挙行いたします。

で黙とうの実施をお願いいたしております。

両市では、原爆投下時刻に、一斉にサイレンや

何とぞ、この黙とうの趣旨に御賛同いただきま

鐘が鳴り渡り、式典会場はもとより、職場や家庭

して、私どもの願いである平和を祈念する黙とう

で原爆死没者のめい福と平和への願いを込めて、

の輪をなお一層広げていただきますようよろしく

１分間の黙とうを捧げることにしております。

お願い申し上げます。

この黙とうが広島・長崎にとどまらず、全国に

長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典

広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式

広島市長
長崎市長
45

松井 一實
田上 富久

○休暇使用計画表の作成・活用
○休暇使用状況の定期的把握

○上司が率先して休暇を取得
○部下に休暇取得の声かけ

○夏季における１週間以上の連続休暇取得
○月曜日又は金曜日の休暇取得
○家族記念日に休暇取得

46

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

イベント・ＰＲ名等

実施期間・実施日

「北海道クールあいらんどキャンペーン」の参加者を募集しています

H23 年 6 月 1 日～ 9 月 30 日

「夏休み『森の教室』」を開催します

H23 年 7 月 30 日～ 8 月 2 日

八戸市埋蔵文化財センター「是川縄文館」オープン
南郷サマージャズフェスティバル

H23 年 7 月 10 日～
H23 年 7 月 30 日

東北新幹線全線開業記念特別展地域総合展 ｢十和田湖・八甲田山｣

H23 年 7 月 15 日～ 9 月 11 日

秋田県

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～

岩手県

イベントカレンダー

－

山形県内の主な温泉地等における低料金宿泊プラン等について

－

山形～東京便（山形空港利用）のお得な助成のご案内について

H23 年 5 月 1 日～Ｈ 24 年 3 月 31 日

山形県
宮城県
福島県
新潟県
東京都
群馬県
栃木県
茨城県

全国各地における「山形県物産展」の開催情報について

－

みやぎ観光 NAVI

－

食材王国みやぎ

－

「パソコン甲子園 2011」参加者募集！

H23 年 6 月 1 日～ 8 月 26 日

県内の道の駅による「道の駅よつくら港」復興支援イベント

H23 年 4 月 15 日～

第 35 回全国高等学校総合文化祭（ふくしま総文）を開催！

H23 年 8 月 3 日～ 8 月 7 日

にいがた花火カレンダー 2011
表参道ネスパス：新潟

～ H23 年 9 月 17 日

夏野菜フェア

H23 年 7 月 22 日～ 7 月 25 日

日本橋ＮＩＣＯプラザ：にいがたサマーフェスタ
イベントカレンダー

－

群馬デスティネーションキャンペーン開催中です

H23 年 7 月 1 日～ 9 月 30 日

イベント情報

－

イベント情報

－

やまゆりまつり

H23 年 7 月 9 日～ 7 月 24 日

TEENS ROCK IN HITACHINAKA 2011
第 51 回 水戸黄門まつり
豪華絢爛な 8 基の笠鉾と屋台が秩父屋台囃子のリズムに乗って曳
き回される「秩父川瀬祭」

千葉県

イベント情報

色とりどりの竹飾りのきらびやかなトンネル「入間川七夕まつり」

がんばろう！日本

H23 年 7 月 23 日
H23 年 8 月 5 日～ 8 月 7 日

埼玉県

神奈川県

H23 年 7 月 23 日～ 7 月 28 日

H23 年 7 月 19 日～ 20 日
H23 年 8 月 6 日～ 7 日
－

元気なかながわ再発見キャンペーン
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H23 年 5 月 9 日～ 7 月 31 日

Information

都道府県名

山梨県
静岡県
長野県

イベント・ＰＲ名等

実施期間・実施日

山梨県立リニア見学センターでリニアモーターカーを体感しよう！

H23 年 4 月 1 日～ H24 年 3 月 31 日

富士の国やまなし観光ネット

H23 年 4 月 1 日～ H24 年 3 月 31 日

山梨の観光情報満載！

東京・日本橋の山梨県アンテナショップ「富士の国やまなし館」
「WE LOVE FUJISAN 3776 メッセージ」募集中
県立美術館 25 周年記念「芸術の花開く都市展」開催

「第 10 回世界自然・野生生物映像祭（ジャパン・ワイルドライフ・フェスティバル）」開催！

H23 年 8 月 4 日～ 8 月 7 日

石川県

『能登ふるさと博』開催！
～祭り・食・人・体験・歴史・自然・温泉
能登の７つの魅力にふれる旅へ～

三重県
福井県
滋賀県
京都府
大阪府
奈良県
和歌山県
兵庫県
鳥取県

H23 年 7 月 19 日～ 9 月 8 日
－

「いなみ国際木彫刻キャンプ 2011」開催！

愛知県

－

文化活動や講演会など、さまざまなイベント情報をお届けします！

富山県

岐阜県

H23 年 4 月 1 日～ H24 年 3 月 31 日

その他の観光・イベント情報は「とやま観光ナビ」へ

岐阜の宝もの

乗鞍山麓五色ヶ原の森

H23 年 8 月 18 日～ 8 月 30 日
－
H23 年 7 月 1 日～ 10 月 8 日
H23 年 5 月 20 日～ H23 年 10 月末日

乗鞍スカイライン開通

H23 年 5 月 15 日～ H23 年 10 月末日

東日本大震災にかかる各種支援情報

－

東日本大震災

－

被災地支援等に関する情報

愛知芸術文化センター 「東北復興支援ウィーク（チャリティーコ
ンサート）」愛知県県民生活部文化芸術課 TEL 052-954-6183
三重県の観光ガイド。イベントや観光施設など情報満載！
第 17 回全国俳句募集「土の一句」

－
～ H23 年 10 月 18 日

お江とめぐる福井の旅

－

伝えたいふるさとの景観

心に残る

福井ふるさと百選

観察会漁船に乗ってビワマス漁をみてみよう
第 42 回企画展「大国近江の壮麗な国府」
夏森生き物フェスティバル
平成 23 年は京都文化年

H23 年 7 月 20 日～ 7 月 26 日

－
H23 年 7 月 30 日
H23 年 7 月 16 日～ 9 月 25 日

滋賀県立朽木いきものふれあいの里

第 26 回国民文化祭・京都 2011 開催

魅力あふれる大阪をご紹介「大阪府ミュージアム構想」
「おおさか食育フェスタ 2011」 ～つなぐ食育！伝える食育！～
「奈良マラソン 2011」 ボランティア募集

H23 年 8 月 14 日
H23 年 10 月 29 日～ 11 月 6 日
～平成 24 年 3 月 31 日
平成 23 年 8 月 2 日
H23 年 6 月 20 日～ 9 月 30 日

ライトアッププロムナード・なら 2011 公園緑地課 TEL 0742-27-8945
「山の日・川の日」普及啓発イベント～山で遊ぼう～
イベント一覧

H23 年 7 月 16 日～ 9 月 25 日
H23 年 7 月 16 日～ 8 月 31 日
－

「ツイッター」で東日本大震災の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」 登録者募集中！

－

兵庫県広報専門員によるブログ「ひょうごワイワイ plus+」好評配信中☆

－

YouTube「とっとり情報チャンネル」開設！
鳥取県の旬な情報などを随時発信。投稿動画も募集中です！

H23 年 6 月 21 日～

ようこそようこそ、ゲゲゲのふるさと鳥取県！キャンペーン

H23 年 7 月 1 日～ 9 月 30 日
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都道府県名

イベント・ＰＲ名等

岡山県

岡山後楽園夜間特別開園「幻想庭園」

島根県

イベントカレンダー

広島県

ひろしま夏の芸術祭 2011 開催中！

山口県
香川県
徳島県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
大分県
熊本県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県

実施期間・実施日
H23 年 7 月 29 日～ 8 月 15 日

－

H23 年 7 月 4 日～ 8 月 31 日

「おいでませ！山口イヤー観光交流キャンペーン」プレキャンペーン
おいでませ！山口国体・山口大会 ラストスパートキャンペーン
県立美術館・カンディンスキーと青騎士展

H23 年 6 月 26 日～ 8 月 31 日
H23 年 7 月 5 日～ 9 月 4 日

「ART SETOUCHI 夏」を開催します

H23 年 7 月 18 日～ 8 月 28 日

この夏は「香川せとうちアート観光圏」へ

－

「さぬき映画祭 2011」映像作品の企画を募集しています
「アトム」デビュー 60 周年・映画「ブッダ」公開記念 手塚治虫展
展覧会「おくらだし展

H23 年 7 月 1 日～ 12 月 31 日

館蔵品をめぐる物語」

～ H23 年 8 月 31 日
H23 年 7 月 23 日～ 8 月 31 日
H23 年 7 月 30 日～ 8 月 31 日

特別展「スリラー博士の研究実験室」

H23 年 7 月 9 日～ 9 月 4 日

特別展「昭和子ども図鑑」

H23 年 7 月 16 日～ 9 月 4 日

龍馬ふるさと博「龍馬伝」幕末志士社中が高知駅南口にオープン
「海洋堂ホビー館四万十」が四万十町打井川にオープン

H23 年 7 月 9 日～
H23 年 7 月 9 日～

アンテナショップ「まるごと高知」のお中元カタログができました

H23 年 6 月 5 日～ 7 月 31 日

九州国立博物館 特別展 「守り伝える日本の美

H23 年 6 月 28 日～ 8 月 28 日

よみがえる国宝」

県運営インターネット通販サイト「よかもん市場」
～八女茶やあまおうのスイーツ、博多織など福岡の特産品を販売～
夏の特別企画展

恐竜展Ⅱ～肉食恐竜の世界～

日本アルコール関連問題学会

佐賀大会

公開シンポジウム

第 7 回グラスホパー全国ジュニアテニス in 佐賀
来てみんね！長崎

食ＫＩＮＧ王国 旅と食のキャンペーン開催中

－
H23 年 7 月 16 日～ 9 月 11 日
H23 年 7 月 23 日
H23 年 8 月 17 日～ 8 月 23 日
H23 年 6 月 1 日～ H24 年 3 月 31 日

580 年の伝統を誇る「中津祇園」が開催されます。

H23 年 7 月 22 日～ 7 月 24 日

キツネ踊りなどで知られる「姫島盆踊り」開催！
伝統的な踊りのほか、新規の創作踊りも披露されます。

H23 年 8 月 14 日～ 8 月 15 日

イベント情報

－

肥薩おれんじ鉄道海水浴キャンペーン

H23 年 7 月 16 日～ H23 年 8 月 14 日

県立美術館

H23 年 7 月 15 日～ H23 年 9 月 4 日

展覧会「スタジオジブリ・レイアウト展」

イベントカレンダー

－

みやざき恋旅～ゆるカワイイ恋の旅へでかけよう～

－

宮崎県職員日記 ( ブログ ) 随時更新しています！

－

日本で最も熱いフェスティバル
第 32 回霧島国際音楽祭を開催

雄大な自然と情熱の響き

八谷和彦展を開催（霧島アートの森）

H23 年 7 月 21 日～ 8 月 7 日
H23 年 7 月 15 日～ 9 月 25 日

ちゅら島の 魂響け 未来まで 第５回 世界のウチナーンチュ大会

H23 年 10 月 12 日～ 10 月 16 日

クリーンビーチ 2011 「まるごと沖縄クリーンビーチ 2011」と
して、県内各地で海岸清掃や関連イベントを行います。

H23 年 6 月 1 日～ 7 月 31 日
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表

説
解
紙

なら燈 花 会
奈良県

「 な ら 燈 花 会 」 は、1999（ 平 成 11） 年 か ら、
毎年８月上旬に開催されている夏の夜の灯りの祭
典です。
豊かな自然と世界遺産が一体となり、ゆったり
とした時が流れる奈良公園。その奈良公園一帯が
約２万個のろうそくの灯りで彩られ、幻想的かつ
神秘的に演出されます。ろうそくのやさしい灯り
にほのかに照らし出された古都奈良の夜は、昼間
とはまた違う風情を味わうことができ、奈良の夏
の風物詩として定着しています。
「燈花会」という名前は、灯心の先にできる花
の形のかたまりのことを燈花と呼び、仏教におい
てこの燈花ができると縁起が良いと言われている
ことにちなんでいます。
「なら燈花会」を訪れた
方が幸せになりますようにとの願いを込め、開催
期間中は毎日 300 名以上のボランティアの方々
が、ろうそく一つ一つに灯りをともします。
第 13 回目となる今年は、８月５日（金）から
14 日（日）の 10 日間開催されます。

お問合せ
NPO 法人 なら燈花会の会
TEL 0742-21-7515
HP http://www.toukae.jp/

月からはどうなってしまうのでしょうか。
▼都道府県会館に隣接している旧グランドホテル赤
坂が３月末で営業を終え、４月からは一時的な避難
所として被災者の方を受け入れていましたが、とう
▼東京都心では 22 日に今年初めて 30 度を超える

とう 30 日に完全閉鎖の日を迎えました。新たな避

真夏日となり、梅雨はどこに行ってしまったのかと

難場所へ引越を余儀なくされる被災者の方々を思う

思っているところに、29 日には 35.1 度を観測し猛

と、一日でも早く安住の地が見つかることを願うば

暑日となりました。東京都心が６月に猛暑日になっ

かりですが、ホテルが解体されると思うとずっと赤

たのは６年ぶりで、観測史上３度目と記事にありま

プリとして親しんできただけに、寂しさを感じずに

したが、今年の夏は昨年以上に暑い日が続くのでは

はいられません。

と心配になります。連日の暑さに熱中症で病院に搬

▼今月号では「知事随想」を川勝静岡県知事に、
「あ

送される人が昨年の同時期の５倍以上になっている

る日の知事」を森田千葉県知事に寄稿していただき

と聞くと、ピーク時の 15％の節電を求められる７

ました。

都道府県展望 平成 23 年 7 月号

発行所
発行人
住 所
制 作

通巻 634 号

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