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A K I T A

秋田県
新エネルギー産業立県を目指して
秋田県は豊かな自然と広大な県土に恵まれ、農
産物や森林資源のほか、石油天然ガス・レアメタ
ル等の鉱物資源など、資源を供給する県として歴
史を歩んで来ました。近年は電子部品・デバイス
製造業のほか、非鉄金属や化学工業などの素材関
連製造業、鉱山技術を活用した非鉄金属リサイク
ル産業が集積しており、これらは、我が国の強み
である高付加価値工業製品の基礎を支えるものと
して、重要な役割を担っています。
このように様々な資源を供給している秋田県で
すが、加えて国民生活や産業活動に欠かせない「電
力」
の供給県でもあります。原子力こそないものの、
既存の火力発電所や多数の水力発電所に加え、風
力発電では全国５位、地熱発電では全国３位の導
入量となっています。広大な県土には風況や地熱
資源が有望な未開発地域を多数有するほか、その
広さを生かし大規模太陽光発電の立地も期待でき
ます。これらの多様で豊富なエネルギー資源をバ
ランスよく組み合わせた場を提供することによっ
て、地球温暖化対策に配慮した活力ある地域づく
りを目指しています。
今後新エネルギー機器、省エネルギー機器の市
場が拡大していくと、それらの機器に使用される
多様なレアメタル、レアアースの調達が困難にな
ることが懸念されます。そう遠くない将来には、
貴重な資源を大量にリサイクルするシステムが必
要となりますが、県内にはそのための技術を有し
た企業が集積しています。また、ダイオードなど

のパワーデバイスとその素材、パワーコンディショ
ナやインバータ等のパワーエレクトロニクス機器
も新エネルギーの利用には欠かせないものですが、
県内にはこれらに使用する電子部品の製造企業も
集積しています。今後伸びていくこれらのような
新エネルギー関連企業が研究開発に取り組める場
を先駆けて構築するとともに、あわせて再生可能
エネルギーを軸とした電力供給県となることで、
県民利益を追求し、我が国の他の地域にも貢献し
ていきたいと考えています。
プロジェクトの一つとして、直流給配電技術を
研究開発する直流グリッド技術実証を産学官で実
施しています（下図）
。家庭用の電気製品には内部
で直流電流を使用しているものがありますが、交
流電流から変換する過程で電力ロスが発生してい
ます。これを避けるとともに、風車や太陽電池が
作った電力を蓄電池などを介して効率よく使用す
るため、直流のまま給配電して使おうという試み
です。この実証では、電力需給バランスや蓄電池
残量などを制御する技術や、高効率の直流コンバー
タ実用化などの成果が期待されています。
このほかにも関連産業を巻き込んだ大規模ウイ
ンドファームの立地や、積雪寒冷地における電気
自動車の走行フィールド整備を通じた社会実証の
実施など、新エネルギー関連産業を幅広く支援す
るという産業戦略の下、各アクションプランをス
タートさせています。

最大出力
4.5kW

最大出力
700W
最大出力
12kW
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あきたグリーンイノベーション
総合特区について

～自然エネルギーの供給先進県を目指して～

夏を迎えて、緑の稲田は本県を覆い、
涼風を運ぶ。降り注ぐ太陽のエネルギー
は例年とかわらないものの、「電気予報」
が日々気になる。
東日本大震災の復旧・復興が進む中で、
オイルショック以来の「電力の使用制限」
が実施され、前年同時期比で 15％の節電
が行われる。産業、民生面で大きな影響
を及ぼす計画停電や突然の大停電を回避
するためのトライアルは９月まで続く。
県では、庁舎の照明の消灯、エアコン制
御等で率先して 20％以上の節電を行いな
がら、県民総参加による節電運動を展開
している。企業、家庭の節電対策や行動は、
実践的な成果として今後の温暖化対策に
大いに活かしていきたい。
ところで、このたびの大震災による大
停電や原子力発電所の事故は、エネルギー
政策を見直す契機になったと思っている。
新エネルギーを含めてエネルギーの多様
化を進めることは大切であり、風力や地
熱など自然エネルギーのポテンシャルに

恵まれている本県は、これに大いに貢献
できる。また、新エネルギーの導入促進
と技術開発は、電子部品・デバイス関連
企業の多い本県にとって事業拡大や新分
野進出に向け大きな可能性を秘めている。
こうした中で、昨年９月、新エネルギー
等の大量導入、バイオマスの有効利用、
レアメタルのリサイクルなど４つの特区
構想を大括りし、「あきたグリーンイノ
ベーション総合特区」として国に提案し
てきたところであり、今年度は、その具
体化を進めている。
一つ目は、
「秋田クリーンエネルギー総
合 特区」。2030 年までに「エネルギー自
給率 100％」という高い水準を達成できる
ように、30％以上の省エネを進めながら、
おおよそ風力は 100 万ｋＷ、地熱 発電は
20 万ｋＷ、メガソーラーは 30 万ｋＷを大
量導入するとともに、小水力発電、地中熱
などを利用したエネルギーの地産地消を進
めていく。水素貯蔵、燃料電池、蓄電池な
どを組み合わせた安定化技術の進展によっ
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て分散型電源と系統電力との連系の課題
をクリアしていきたいし、現在、大潟村で
は太陽光発電や風力発電、蓄電池を組み
入れた地産地消型の直流グリッドの実証試
験が地元企業、大学で行われている。
二つ目は、「稲わらバイオエタノール燃
料先行特区」。米どころの本県で大量に
発生する稲わらを原料としてバイオエタ
ノールを製造し、軽トラックなど農業用
車輌等の燃料として自由に使えるように
する。現在、プラントメーカー、県農業
公社によって国内最大規模の稲わらバイ
オエタノールの製造実証が行われている
ほか、軽自動車による E10 走行実証や国
内初の DFV 車（デュアル・フューエル・
ビークル、ガソリンとバイオエタノール
のタンクを併置する２燃料自動車）によ
る走行実証を行っている。
三つ目は、「森と生きる地域社会づくり
総合特区」。森林県として秋田スギの間伐
材の有効活用を促進する。アーケード等
公共建築物への木材活用に加えて、バイ
オマス発電の利用もその一つで、石炭火
力発電所において石炭と間伐材チップの
混焼試験が動き出している。
四つ目は、「レアメタル等リサイクル資
源特区」。鉱山や製錬で培われた技術を活
かした金属リサイクルは、県北部地域を
中心に国内屈指の企業ネットワークとし
て展開している。今は、金、銀をはじめ
19 種類に及ぶ金属リサイクルが可能と
なっており、レアアースなどの囲い込み

が国際的に強まる中で、使用済みの家電
等からレアメタルのリサイクルを全国規
模で進めていきたい。
今後、総合特区制度や固定価格買取制
度など国の動向を踏まえながら、本県の
新エネルギー産業戦略に基づく施策の一
つとして、特区構想に取り組んでいく。
大震災では、日本海側の送電網が脆弱
でネットワーク機能が発揮できずに、東
北地方全域に及ぶ大停電が起きてしまっ
た。国のかたちとして、将来の社会シス
テムのあり方も含めた見直しが必要なこ
とは言うまでもないが、とりわけ、東北
地方全体の安全と発展を確保していくた
め、日本海国土軸としてエネルギーイン
フラ、高速道など交通・物流インフラ等
の整備を進めていきたい。
こうした取組を進めている中で、７月
12 日、13 日に全国知事会議が秋田市で
開催され、東京電力福島第一原子力発電
所事故の早期収束や、再生可能エネルギー
の開発・普及の早急な取組を国に求める
緊急提言が決議された。また、全国知事
会議の終了後、35 道府県や民間企業が参
加する「自然エネルギー協議会」の設立
総会が開催され、自然エネルギーの普及・
拡大に向けた行動指針や国への提言をま
とめた「秋田宣言」が発表された。
今後、これらの動きを契機に、本県の
自然エネルギー導入に向けた取組をさら
に加速させていきたい。
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宮崎県知事

河野 俊嗣

カツオ水揚げ式「宮・宮の絆イベント」に参加
７月３日（日）
宮城県気仙沼市を訪問し、カツオ水揚げ式に参加した。
気仙沼はカツオの水揚げ高日本一。その４割を宮崎県の
船団が占めている。船団の母港である宮崎県日南市と気
仙沼市は、カツオ漁を通じて固い絆で結ばれ、関係者の
間では、親戚づきあいのような交流がなされている。
昨年の口蹄疫のときは、気仙沼から義援金や千羽鶴、
メッセージを送っていただくなど、温かい支援により勇
気や元気をいただいた。大震災で甚大な被害を受けた気
カツオ水揚げ式「宮・宮の絆イベント」
仙沼に対し、今回は宮崎側が御恩返しをしようと、関係
者間で調整し、「宮・宮の絆イベント」と題したカツオ水揚げ式が実現した。
水揚げ式には、宮城県村井知事や菅原気仙沼市長など 100 人超が参加。＜帰っきたど！＞＜待っでだで
ば！＞と、それぞれのお国言葉で熱いエールを交わした後、村井知事に私から支援物資（宮崎牛、地鶏等）
の目録を贈呈。みやざき丸から水揚げされたカツオを積んだトラックの出発を拍手で見送った。その後、地
元の寿司職人が握ったカツオ寿司や刺身が参加者にふるまわれた。カツオ寿司は、甘みや旨みが抜群。報道
陣のカメラが並ぶ前で、ついつい何個もいただいた。気仙沼の皆さんの間に広がった笑顔を目にすることが
できたのが何よりであった。
遠く離れた宮崎からも被災地に思いを寄せ、その思いを届け、支援し続けることが大切だと考えている。
こう の

知事とのふれあいフォーラム（こんにちは！河野です）を開催
７月８日（金）
この日は「知事とのふれあいフォーラム（こんにちは！
河野です）」のため、えびの市を訪れた。このフォーラムは、
県民の皆さんと直接の意見交換を行う場であり、「対話と
協働」を政治理念とする私としては、県政運営のために
欠かせない取組。今年１月に知事に就任して以来、今回
で６回目の開催。県内全 26 市町村を順次訪問する予定
である。
今日は、自治会や商工会、JA、旅館組合、畜産振興会、
PTA 協議会、婦人団体といった様々な分野で活躍されて
いる約 40 人に参加いただいた。参加者の皆さんからは、
知事とのふれあいフォーラム（こんにちは！河野です）
新燃岳噴火の影響を受けているえびの高原の観光振興対
策を始め、農業、教育問題など、様々なご意見やご提言
をいただいた。これらの貴重な生の声を今後の県政に生かしていきたい。
フォーラムの前には、再生可能エネルギーとして注目を集める、間伐材等の林地残材を使用した木質ペレッ
ト製造施設や、農商工連携の代表事例の一つ、牛の発情期検知システムの関連工場などを訪問。宮崎ならで
はの先進的な事業展開に、大いに感銘を受けた。
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「オールみやざき営業チーム」始動
７月 10 日（日）
私の政策提案の一つである「オールみやざき営業チー
ム」の活動が始まった。これは、民間も行政も一体となっ
て、県外の民間企業等とも連携しながら、総力戦で本県
の魅力を発信していこうというもの。
第１弾の取組は、７月８日から 10 日の３日間、イオン
九州株式会社さんの全面協力の下、九州内の 42 店舗で
行う「情熱！みやざきフェア」に併せて実施した。観光キャ
ラバン隊が鹿児島・熊本・福岡の店舗を巡回しながら PR
を行ったほか、メイン会場では飫肥杉製の屋台で PR ブー
スをつくるなど、宮崎の魅力をまるごと紹介した。
初めての試みだったが、「観光」チームがチラシ配布や
抽選会で集客を行い、「木材」チームが飫肥杉で宮崎らし
い空間を演出し、「農畜水産物」や「物産」チームがモノ
を売るという「オールみやざき」としての一つの形がで
きた。
今日のステージイベントも立ち見がでるほど盛況で、
私も、集まっていただいた皆さんに直接宮崎の様々な魅
力を売り込むことができた。イオン九州さんと宮崎県双
方にとってメリットの大きい連携ができたのではないか
と思う。

情熱！みやざきフェア

「オーシャンスイミング in のべおか」に参加
６月 12 日（日）
「オーシャンスイミング in のべおか」に参加。環境省の「快水浴場百選」
に九州で唯一の特選に輝いた延岡市北浦の「下阿蘇ビーチ」から島浦中
央港までの間、２km を泳いで渡る絶好のコースである。

タイムは 41 分 57 秒、参加者 71 人中 28 位。初めての参加で、コー
えいとまん

ス取りやペース配分に苦労したが、何とか「泳 渡人」の称号をゲット。
昨年もエントリーしたが、口蹄疫のため中止。大会本部から送られてき

たスイミングキャップを前に、残念無念、悔しい思いをした。今年は、
大会としても、私個人としてもリベンジすることができた。素晴らしい
自然環境に加え、地域の皆さんの温かいおもてなしが印象的で、島を離
れるときは「また来年も島浦においでよ！」と声をかけていただいた。
「下

阿蘇ビーチ」では、鍋のふるまいがあり、入賞者への賞品（カンパチなど）

やお楽しみ抽選会の賞品（北浦灘アジなど）も、漁協などの協力を得て、
充実したもの。宮崎の恵まれた自然環境を生かした、温かいおもてなし
の大会として、これからも回数を重ね、多くの皆さんに宮崎の海を楽し
んでいただけるよう期待している。
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オーシャンスイミング in のべおか

昭和 24 年５月 17 日生
昭和 48 年３月
昭和 48 年４月
昭和 62 年４月
平成 13 年１月
平成 14 年６月
平成 15 年７月
平成 16 年６月
平成 18 年 11 月
平成 19 年 11 月
平成 23 年４月

京都大学法学部卒業
通商産業省入省
外務省経済協力開発機構日本政府代表部
一等書記官～同参事官（在パリ）
内閣官房内閣審議官（内閣官房副長官補室）
（兼）内閣官房食品安全委員会設立等準備室長
経済産業省産業技術環境局長
特許庁長官（平成 17 年９月退職）
内閣官房知的財産戦略推進事務局長
同内閣広報官（平成 22 年８月退職）
福岡県知事

元気の輪を日本全体に「元気を西から」
や低利融資制度の創設といった受け皿となる
施策を講じていきます。
さらに、活力と魅力あふれる農林水産業づ
くり、アジアに向けたビジネス交流拠点づく
りや先端成長産業の育成、九州一体となった
観光振興などを進めることで、本県の経済を
元気に強くしてまいります。
この国を大きく揺るがした東日本大震災は、
地震や津波、原子力発電所の事故が複合した極
めて深刻な災害です。本県では、今回のような
巨大な災害にも対応できるよう、地域防災計画
の見直しや災害に強いまちづくりを進めます。
誰もが健やかで生きがいを持ち、共に支え
あい、安心して暮らせる社会をつくることも
大切です。高齢者や障害者が安心してはつら
つと生活できる社会、安心して子育てができ
る社会、女性がいきいきと働き活躍できる社
会、NPO・ボランティアが活躍する共助社会
をつくってまいります。
本県では、全国に先駆けて暴力団排除条例
を制定し、官民が一体となって暴力団の撲滅
に取り組んでいます。しかしながら拳銃や爆
発物を使った事件が相次いで発生し、県民の
皆様の安全な暮らしが脅かされる深刻な事態
が続いており、あらゆる手段を使って暴力団
の壊滅を図るとともに、暴力団排除条例のさ
らなる強化についても検討を進めます。
将来にわたって豊かな環境を保全し、快適
に暮らせる持続可能な社会をつくるため、ア
ジアへの環境協力やリサイクルシステムの確
立、森林の再生に取り組みます。
こうした施策を総合的に進め、幸福が実感
できる元気な福岡県を目指します。

この度、福岡県知事に就任いたしました小
川洋です。よろしくお願い申し上げます。
リーマンショックに端を発した世界同時不
況からの経済再生、深刻な財政状況、急激な
少子高齢化の進展とこれに対応した社会保障
制度の抜本改革、経済の国際競争力の回復な
ど課題山積で正念場にあった日本に、東日本
大震災による甚大な被害が加わり、我が国は
これまでに経験したことのない大きな試練を
迎えています。被災地の復興には、新たな国
づくりとも言える、息の長い取組が必要であ
ります。復興までの間、国民の力を結集し、
何としてでも国力を維持していかなければな
りません。
本県も日本のために大きな役割を果たして
いきたいと考えております。
「県民幸福度日本一」を目指して
私は、県民一人一人が福岡県に生まれて良
かった、生活して良かったと実感できる「県
民幸福度日本一」の福岡県を目指しています。
かつて日本人は、戦後の復興、高度経済成長と、
昨日より今日、今日より明日は良くなると将
来に希望を持ち、豊かな社会を築いてきまし
た。そのような希望や幸福を実感できる地域
社会を再構築したいと考えています。
「元気を西から」
本県は、西日本屈指の人口と経済力、そし
て潜在力を有しています。また、成長著しい
アジアに距離的に近いだけでなく、経済や文
化、環境など様々な分野で緊密な交流の歴史
を築いてきました。本県がその持てる力を最
大限に発揮し、まず福岡県を元気にし、その
元気を東日本に届け、元気の輪を日本全体に
広げていきたい、
「元気を西から」です。
具体的には、中小企業の振興のため、震災
の影響を受けた企業を支援するとともに、本
県に生産拠点を移す企業に対して、情報を総
合的に提供するワンストップセンターの設置

ご せい

私の座右の銘は、海軍五省です。
し せい

もと

な

その第一は、
「至 誠 に悖 る勿 かりしか」
、第
うら

な

四が、「努力に憾み勿かりしか」。
私は誠心誠意、福岡県の発展のために全力
をもって尽くし、取り組んでまいります。

6

ジャーナリスト

松本克夫

地域主導の復興になるか
東日本大震災からの復興を目指す復興構想

に転用する場合にも、市町村の判断でやれる

した。これに基づいて、政府は復興の基本方

勝手のよい交付金」が加われば、市町村の自

会議（五百旗頭真議長）の提言がまとまりま
針を定め、被災自治体は復興計画の策定に取
り組むことになります。復興が国主導になる
か、地域主導になるかによって、今後の日本

が集権、分権のどちらに傾いていくのかを占
えそうです。

関東大震災の復興の大役を担ったのは、当

時の内相の後藤新平でした。
「復旧ではなく、
復興を」と唱えたのも、後藤です。旧に復す

るのではなく、東京を近代国家の首都にふさ

地方にという分権の考え方に近いと言えそう
です。

政府の復興方針や必要な予算措置は定まっ

ていませんが、市町村は復興計画策定に向け
て、合意づくりを進めていかなければなりま
せん。

三陸海岸では、入江ごとに小さな集落が形

成されています。昔からの漁村です。そうし

ものですから、震災復興というと、国主導で

しを再建するかを決めなければならないで

被災地の面目を一新するものというイメージ
になりがちです。

29

ないと、何とも言えませんが、権限と財源を

わしい都市に改造しなければならないという

使命感の表明です。このときの記憶が強烈な

しかし、今回の大震災は、被災地が広域に

回

由度は高まります。具体的な仕組みが定まら

住民の力の結集が鍵

復興の主体は市町村が基本

第

ようにするといったものです。これに、「使い

わたっている上、それぞれに事情が異なる大
小様々な地方都市や農村、漁村を含んでいる

点で、関東大震災とはかなり様相が違います。
国が号令して、一律に復興に取り組むことは
とてもできそうにありません。地域が主導す
るしかないでしょう。

復興構想会議の提言も、その点を考慮して、

「復興の主体は、住民に最も身近で地域の特

性を理解した市町村が基本」と明記していま

す。市町村主体の復興を進めやすくするため
の仕組みについても、いくつか提言していま
す。その一つは、
「特区」手法の活用です。「区

域・期間を限定して必要な各種の支援措置を

た地域では、まず集落単位でどう生業と暮ら
しょう。復興構想会議が定めた復興構想７原
則の二つ目には、「地域・コミュニティ主体の

復興を基本とする」とあります。まず集落単位、
次に小学校区単位、そして市町村全体と議論
を積み上げていくことが必要でしょう。それ

が身近な単位優先の補完性の原理にも沿うや
り方です。

提言は、
「減災」という考え方を打ち出し、

「平地の市街地が被災し、高台の市街地は被災

を免れた地域」「斜面が海岸に迫り、平地の少

ない市街地および集落」など地形や被災状況

に応じて、五つの類型に分けて、復興のポイ
ントを示しています。これを参考に、住宅地
を高台や内陸に移すかどうかが大きな議論に
なるでしょう。

提言では、「まちづくり会社の活用」という

一元的かつ迅速に行える」ようにするもので

案も示しています。住民が力を合わせて、ま

市計画法、農業振興地域整備法、森林法等に

域によっては、有効な手法かもしれません。

す。復興の要となる土地利用については、「都

かかわる手続きを市町村中心に行われるよう

ちづくりをするための核となる組織です。地

関係市町村が考えなければならないことは

一本化が必要」と論じ、ここでも「特区」手

山のようにあります。避難先が分散している

勝手のよい自由度の高い交付金の仕組み」も

ら、全員参加で議論しなければなりません。

法が有効と指摘しています。このほか、「使い
勧めています。

「特区」手法というのは、従来の法律による

規制を例外的に緩和するものです。例えば、
復興住宅建設のために、農地を大規模に宅地
7

現状ですが、住民全員に関係することですか
まさに、住民自治の真価が問われます。なで
しこジャパンのように、ここで各地域が団結

力を発揮できれば、復興は希望を持てるもの
になります。

特集

～

る
が語

知事

北海道

世界の中でここにしかない「オンリーワンの
素晴らしい国・新生北海道」の実現に向けて

よ る「 食 ク ラ ス タ ー」 の
取組を加速していくとと
世界同時不況以来の景気低迷や公共事業予算の大 も に、 海 外 市 場 へ の 販 路
幅な削減などにより地域の経済・雇用が厳しさを増 拡 大 に 取 り 組 む な ど、 食
す中、東日本大震災や福島第一原子力発電所の重大 の 総 合 産 業 群 が 本 道 産 業
事故は、我が国はもとより世界全体を大きく揺るが を 支 え る「 食 産 業 立 国 」 北海道知事 高橋はるみ
しており、私たちは、これまでの暮らし方や産業・ を推進します。
また、環境産業の振興に向けた戦略の策定をはじ
経済のあり方を大きく問い直していかなければなり
め、次世代自動車産業や環境配慮型データセンター
ません。
こうした認識に立ち、私は、次の三つの基本姿勢で、 の誘致強化、雪氷やバイオマスといった多様な再生
今後の道政運営に取り組んでまいりたいと考えてい 可能エネルギー資源の活用など、「次世代型環境モデ
ル」の創造に向けた取組を展開します。
ます。
さらに、北海道の食や観光が、アジアをはじめと
・
「地域」とともに行動する道政
北海道の元気の源は「地域」の中にこそあるとい した諸外国から注目を集める中、新千歳空港の旅客・
う考えのもと、
「地域とともに考え、地域とともに行 貨物の受入体制の強化や定期便・チャーター便の充
実、上海市への新たな道の拠点設置、「北東アジア・
動する、地域に徹底してこだわる道政」を進める。
ターミナル構想」の推進など、北海道と世界の人や
・
「世界」を視野に展開する道政
本道の魅力を一層磨き上げ、トップセールスを通 モノをつなぐ「グローバルネットワーク」の構築に
じてその発信に努めるなど、「世界の中の北海道」を 取り組みます。
＜未来へつなぐ「絆」＞
常に意識した道政を展開する。
先人からのバトンを次の世代に引き継いでいくた
・果敢に「挑戦」する道政
前例にとらわれない発想力、高いハードルに挑ん めには、人と人、地域と地域、世代と世代をつなぐ
でいく勇気と行動力をもって、様々な課題に果敢に 強い「絆」が必要です。
このため、地域間の連携強化や多様な担い手の参
「挑戦」する道政を推進する。
画、移住・交流の促進など、地域の元気づくりに向
政策展開の基本方向
けた取組を支援します。
さらに、東北地方の復興に向けた支援に取り組む
私は、直面する危機を乗り越えるとともに、豊か
な水や森林資源、安全でおいしい食など、それぞれ とともに、災害に備えた我が国のバックアップ拠点
の地域が持つかけがえのない財産である「北海道価 としての北海道の新たな機能を発信します。
また、美しい自然環境やアイヌ文化といった北海
値」を磨き上げ、活かしながら、世界の中でここに
しかない「オンリーワンの素晴らしい国・新生北海 道の「宝」を道民共有の財産として守り、未来に継
道」の実現に向けて、「安心」、「飛躍」、そして「絆」 承していくとともに、明日を担う子どもたちを安心
という三つの視点を重視した政策を展開してまいり して産み育てていくことのできる環境の整備に取り
組みます。
ます。
＜「安心」の社会＞
これらの取組を強力に進めていくためにも、将来
今ほど、安全・安心が切実に求められていること
を見据えた揺るぎのない行財政基盤をつくり上げて
はありません。
このため、医師・看護師の確保をはじめとした地 いくことが大切であると考えており、行政改革と財
域医療体制の充実・強化、高齢者や障がいのある方々 政立て直しの一体的取組を一層加速していきます。
の地域での支え合い活動への支援、さらには、今回
むすび
の震災を踏まえて、原子力発電所の安全性の確保や
私たちの前には、大きな困難が立ちはだかってい
防災体制の強化に向けた取組を進めるなど、安全で
ますが、私は、時代の潮流を冷静に見定め、北海道
安心な社会づくりを推進します。
また、安定した雇用の場の確保に向けて、若年者 が誇る様々な優位性や特性を最大限に活かすことに
よって、北海道がこの困難を見事に克服し新たな発
や中小企業への支援強化に取り組みます。
展を成し遂げることができると確信しており、地域
＜「飛躍」する北海道＞
北海道の確かな未来を拓いていくためには、新た の皆様との対話を大切にし、市町村の皆様と一体と
なステージに「飛躍」するための強力な推進エンジ なり、さらに道内外の各界各層の皆様のご理解とご
協力をいただきながら、「新生北海道」の実現に向け
ンが必要です。
このため、肥沃な農地や食料供給力といった本道 て、たゆむことなき挑戦を続けてまいります。
の持つ大きな強みを活かして、関連産業等の連携に
道政に臨む基本姿勢

我が都道府県の平成 年度施政方針と重点施策

23

8

特集

～

る
が語

知事

東京都

東京から日本を立ち上がらせる
涙して感謝する被災者に、

もはや日本の命運は窮まっている

医療・福祉スタッフやボラ

戦後、我々は、アメリカ依存の平和に安住しなが

ンティアが寄り添っており

替えに、日本人としての価値の基軸を失ってまいり

し出す覚悟で自衛隊員、警

る負担をも責任をも忌避し、あまつさえ自分の肉親

場作業員が奮闘してきました。都庁舎にも義援物資

詐取する輩さえ現れております。

援金は約６億円にも上っております。

内向きになって困難な課題を先送りし続けることは

自然や天変地異と隣り合わせにある我が国の風土・

冷静に捉えて社会保障や税制を痛みに耐えても立て

義援金が未だ十分に行き渡らないような国民の誠意

求められております。

ません。呼び覚まされた忍耐、自己犠牲、同胞への

ために国民の顔色を窺うばかりであります。もはや

いかなければならないのであります。

この数年で決せられるところまで窮まってきており

はなく、大震災からの復興を一日も早く実現すると

こうした状況の下で、東日本大震災は発生いたし

易な他力本願や目先の利益追求を反省し、社会を修

ます。原発事故では命を差

ら繁栄を謳歌し、かつて無い物質的な豊かさと引き

東京都知事

石原慎太郎

察官、消防隊員、企業の現

が亡くなっても弔いもせずに放置して、その年金を

を持った都民が長蛇の列をなし、都に寄せられた義

目を外に転じれば国際競争は厳しさを増しており、

これらは、豊穣な四季に恵まれながらも、厳しい

とても許されません。少子高齢化という構造変化を

歴史が培った日本人の美質に他なりません。政治は、

直しながら、世界と伍す戦略と戦術を構えることを

が活かされない状況を、そのままにしていてはなり

にもかかわらず、肝心の国の政は、自らの保身の

連帯の心を、我が国の真の復活に向けた力に変えて

財政は実質的に破綻しており、国家としての命運は

政治は、ただ右往左往し場当たりを繰り返すので

ます。

ともに、従前から直面する課題にも挑んで戦後の安

ました。

復へと導かなければなりません。

でも続く瓦礫と化し、産業も大打撃を受けました。

東京が将来への展望を示す

今回の巨大地震と大津波では、東北の街はどこま

私も被災地を訪れ自らの目で確かめましたが、まさ
に地獄で言葉もありません。亡くなられた方々のご

とりわけ、首都を預かる都政が、何を為すかが我

そして、原発事故によって避難を余儀なくされてい

た東京から大震災を乗り越え、将来への確固たる展

冥福を心からお祈りするとともに、被災された方々、 が国の将来を決します。国家にも匹敵する力を持っ
望を示し、信頼を回復するメッセージも世界に発信

る方々に、心からお見舞いを申し上げます。

しなければなりません。

原発事故によって日本の安全神話は消えることに

ゆえにも、政治・行政・都民・国民のあらゆる力

なりました。国際社会からも危機管理能力が問われ
信頼を失っております。このままでは日本自体が見

を結集し、東京だからできる総力戦を展開いたしま

人材・企業・技術は流出していきかねません。

て果たすべき東京の役割に全力を尽くし、国家の行

限られ、ジャパンパッシングが加速し、経済は疲弊し、 す。日本を再び立ち上がらせるために、大震災にあっ
き詰まりを打破する道筋も示してまいります。

政治は右往左往するな
国難の下でもなお、国は誤った政治主導で官僚組

織を全く使いこなせず対応が後手後手に回っており

ます。未曾有の事態をかろうじて救っているのは、
名も無き現場の日本人たちなのであります。

歯を食いしばりながらも、ささやかな援助にすら

9
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ました。目先の欲望の成就のみを願いながらいかな
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特集

～

る
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知事

山梨県

「暮らしやすさ日本一の県づくり」を目指して
はじめに
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東日本大震災により犠牲となられた方々とその御
遺族に対して心から哀悼の意を表します。
また、被災された方々並びに各地域に避難されて
いる方々に心からお見舞いを申し上げます。
我が国は、被災地とともに、この国難に打ち勝っ
ていかなければなりません。我が国が、そして本県
がこの国難にどのようにして打ち勝っていくか、日
本国民の、そして山梨県民の真価が問われていると
ころです。本県では今後とも、大震災に伴う様々な
課題に対し、全力を挙げて取り組んでまいります。
さて、本年度は 2 期目の県政を担当させていただ
く初年度でありますので、県政運営の基本指針とし
て、向こう４年間に本県が重点的に取り組む施策・
事業の内容などを明らかにした「チャレンジ山梨行
動計画」
（総合計画）をスピーディーに策定し、この
計画に掲げた施策・事業を推進していきます。

よその駅の位置が公表され
ましたので、基盤整備の方
向性や県全体の活性化方策
など、リニアを活用した県
土づくりの基本的指針とな
山梨県知事 横内 正明
るリニア活用基本構想の策
定を進めます。
また、中部横断自動車道は、平成 29 年度までの
全線開通を目指して事業が進められていますので、
中部横断自動車道の沿線地域において、その開通に
よる経済効果を最大限に活用して、地域の活性化を
図っていくための施策を推進します。

(5)「生涯あんしん地域」チャレンジ（福祉保健政策）
だれもが生涯を通じて健康で安心して暮らすこと
ができることこそ、「暮らしやすさ日本一」の山梨づ
くりの一番の基礎であります。
本県では、東海地震などの大規模災害が想定され
ていますので、今回の大震災の教訓などを踏まえ、
平 成 23 年 度 の 予 算 の 概 要
防災体制の見直しを進めます。
また、介護予防の取り組みを積極的に支援するな
(1)「元気産業創出」チャレンジ（産業政策）
ジュエリー、ワイン、織物などの特色ある地場産 ど、健康寿命日本一の山梨づくりを強力に進めると
業や、豊かな産物に恵まれた農業など、やまなしブ ともに、高齢者の方々が自宅や住み慣れた地域で安
ランドとして、全国、そして世界へ発信することに 心して生活ができるよう地域全体で介護を支える地
より、競争力と収益性を高めるとともに、中小企業 域包括ケアシステムの構築を目指します。
さらに、ドクターヘリの導入による救命救急体制
の成長分野への進出支援や新たな雇用の創出により、
の強化や医師確保対策のさらなる推進や通院加療が
地域経済を元気にしていきます。
んセンターの設置などにより、医療体制の充実を図
ります。
(2)「環境先進地域」チャレンジ（環境政策）
豊かな自然環境に恵まれている本県では、これま
でも太陽光発電や小水力発電などのクリーンエネル (6)「未来を拓く人づくり」チャレンジ（教育政策）
本県では、これまで国に先駆けて少人数学級編制
ギーの推進に重点的に取り組んできましたが、今回
を導入してきたところであり、きめ細かな指導や不
の大震災により、クリーンエネルギーの重要性は一
登校の減少など、着実にその成果があらわれてきて
層増してきております。
このため、太陽光発電や小水力発電等の普及促進、 いますので、今後対象とする学年のさらなる拡大を
燃料電池の技術開発、実用化などになお一層取り組 図ります。
また、学力向上への取り組みも進め、子供たちの
み、
「やまなしグリーンニューディール計画」を積極
確かな学力や豊かな心を育成する教育を充実してい
的に推進します。
きます。
さらに、教育・文化の振興に寄与する新県立図書
(3)「ウェルカム、おもてなし」チャレンジ（観光政策）
富士山、南アルプス、温泉、果物など、本県には、 館の開館（平成 24 年）や「国民文化祭」の開催（平
東京近郊に位置しながら、さわやかな自然にあふれ 成 25 年）に向けた取り組みを進めます。
た癒しを提供することができる資源がたくさんあり
ますので、訪れてくださるお客様に対して、心のこ (7)「改革続行」チャレンジ（行財政改革）
将来にわたって持続可能で健全な財政構造を確立
もったおもてなしを県民総ぐるみで提供し、滞在型
し、より効率的で質の高い県民サービスを提供する
の観光地づくりを進めます。
ため、県債等残高の更なる削減、山梨版事業仕分け
か
による事務事業の見直しの徹底、県出資法人の抜本
(4)「交いの国」チャレンジ（交通政策）
本年 6 月、リニア中央新幹線の概略ルートとおお 的な改革など、行財政改革を一層推進します。
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三重県

日本一、幸福が実感できる三重をめざして
はじめに

平 成 23 年 度 の 県 政 運 営 に あ た っ て
国民の間に、くらしへの強い不安や閉塞感が広が
る中で発生した東日本大震災は、被災地のみならず、
日本全体に、これまでの生活のあり方そのものの見
直しを迫っています。
また、これまでのように、人口や経済の右肩上が
りの成長を前提とした考え方は成り立たなくなると
ともに、海外の多くの国々においても、地球環境問
題や財政状況の悪化などの課題に対して、これまで
の取組では解決策を見出せない状況にあるなど、国
内外で、既存の体制や枠組の根本的な変革、すなわち、
パラダイムの転換が求められています。
こうした大きな試練のときを迎え、変革が求めら
れる中で、
「現場を大切にし、地域の力を伸ばす県政
展開」
、
「さまざまな力を結集する県政展開」、
「開かれ、
内外に発信する県政展開」の三つを県政運営の基本
姿勢とし、
「日本一、幸福が実感できる三重」をめざ
し、新しい三重づくりに取り組んでまいります。
県民の皆様一人ひとりが求める幸福のかたちはさ
まざまですが、安全で安心なくらしのもと、自らの
持てる能力を発揮できる場や、夢や希望の実現に向
かって挑戦できる機会が確保されることで、県民の
皆様の幸福実感が高まることになると考えています。
県政の政策展開

今年度は、
「安全で安心して暮らすことのできる三
重」
、
「人と地域が輝き、能力や個性を生かすことの
できる三重」
、
「働く機会に恵まれ、産業や経済が活
発な活力ある三重」の三つの方向性に沿って政策を
展開するとともに、特に、次の事項について注力し
ていきます。
①東日本大震災をふまえた防災・エネルギー対策
東日本大震災の被災地の復旧・復興に向けた支援
を行うとともに、県内においても津波被害を受けた
おわりに
水産業への支援や緊急に取り組むべき防災対策等に
かかる取組を進めます。
このような取組を通じて、県民の皆様が日本一、幸
また、浜岡原子力発電所の全面運転停止などをふ 福を実感できるよう、全力で取り組んでまいります。
まえ、電力供給の不足への対応を検討するとともに、
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東日本大震災の発生から、約５か月が過ぎようと
しています。改めて、尊い命をなくされた多くの皆
様に哀悼の意を表しますとともに、被災された皆様
に心よりお見舞いを申し上げます。三重県といたし
ましても、引き続き、被災地の復旧・復興に向けた
支援を行なってまいります。

将来に向けたエネルギー対
策について検討し、新エネ
ルギービジョンを今年度中
に策定します。
三重県知事 鈴木 英敬
②教育立県に向けた取組
本県教育の方向性を示す
新しい指針として平成 22 年度に策定した「三重県
教育ビジョン」を着実に推進し、子どもたちの学力
向上と豊かな心の育成に向けて、学力と規範意識を
しっかりと身につけられるよう取り組みます。
③三重の元気を支える雇用・経済対策
県内の雇用経済情勢は、東日本大震災の影響を受
け、厳しい状況が続いています。「三重の元気を支え
る雇用・経済対策」として、「雇用創出と就労支援」、
「事業展開支援や需要喚起等による経済活性化」
、「雇
用やくらしを支える環境づくり」の三つの視点から、
総合的な対策に迅速に取り組みます。
④地域医療の充実
県民が住み慣れた地域で必要な医療サービスを受
けることができるよう、県内各地で必要とされる医
師の確保をはかるとともに病院等の施設・設備の充
実や医療機関の連携強化を進めることにより、救急
医療などの地域医療提供体制の確保をはかります。
⑤新しい県政ビジョンの策定
時代潮流の変化や将来予測などをふまえ、日本一、
幸福が実感できる三重をめざして県政を展開してい
くため、概ね 10 年先を見すえた新しい県政ビジョ
ンを今年度中に策定します。
長期的な視点から、三重県のあるべき姿や政策展
開の方向性を示すとともに、平成 24 年度から４年
間の実施計画を同時に策定することとし、県政ビジョ
ンの実現に向けた施策の取組内容や重点戦略項目な
どについて示します。
⑥行財政改革の推進
新しい県政ビジョンを着実に推進するため、「先
導・変革」、
「自立・創造」、
「簡素・効率」の三つをキー
ワードに、新たな行財政改革の取組を進めます。
具体的には、「三重県版事業仕分け」を実施するこ
となどにより、全ての歳出を聖域なくゼロベースか
ら見直し、税金の使い方を変えていきます。
また、将来世代に負担を先送りしないよう４年以
内に県債残高を減少させるための取組を進めます。
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福井県

「福井新々元気宣言」の実現をめざして
３期目最初の予算となる 23 年度６月補正予算で
は、
マニフェスト「福井新々元気宣言」の実現を軸に、
東日本大震災を受けた対策、経済・雇用対策の３つ
の柱を掲げ、ふるさとの元気と活力を生み出す積極
的な予算を編成しました。
以下、主な施策について、紹介いたします。
「福井新々元気宣言」の実現
我が都道府県の平成 年度施政方針と重点施策
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これまでの２期８年間、「経済・雇用の安定」、「暮
らしの質の向上」を最優先に県政を推進し、雇用・
教育・子育て、健康長寿などの分野で全国に誇れる
成果を挙げることができました。
これからは、これら本県の優れた「平均力」をさ
らに向上させて、「突破力」に変えながら、ふるさと
の生活や産業に新しい活力を生み出していきます。
「元気な産業」
優れた産業基盤を活かして県内経済の次への成長
と安定した雇用をつくり出します。また、農業を「食
料産業」へ転換するとともに、高速交通ネットワー
クの拡大に備えて新しい観光・ブランド戦略を展開
し、全国、アジアに売り込みます。

医療については、今年３
月に日本海側初となる「陽
子線がん治療センター」が
オープンし、全国で最も安
い料金で陽子線を用いた高
度ながん医療が受けられる
福井県知事 西川 一誠
ようになりました。この普
及とともに、全国で初めて
全県下で統一したがん受診券の活用を進め、検診受
診率を引き上げます。
「元気な県土」
北陸新幹線や舞鶴若狭自動車道、中部縦貫自動車
道など高速交通ネットワークの完結促進、アジアの
玄関口となる敦賀港の航路を活性化します。

また、東日本大震災を受け、災害に強い国土づく
りの重要性が認識されました。日本海側と太平洋側、
東日本と西日本が相互にバックアップ機能を持つ複
数の基幹軸をつくるため、国に「日本海国土軸」の
必要性を訴えていきます。
特に、敦賀港については、発展するアジアに対応
した海上物流ネットワークとしての重要性や太平洋
産業面では、県内金融機関と協力した 100 億円の 側港湾の代替機能に優れた港であることを国に強く
「ふるさと企業育成ファンド」を創設し、中小企業の アピールし、日本海側拠点港に選定されることを目
新分野展開を強力に支援します。また、全国で初めて、 指します。
県内外の理工系大学院生対象の修学資金支援制度を
創設し、県内ものづくり企業への就職を促進します。 「 元 気 な 県 政 」
農業については、籾米の段階で食味検査に基づく
県内外のネットワークを強化し、グローバル時代
区分集荷・出荷体制をつくり、おいしい福井米の評 にふさわしい活気に満ちた「新しいふるさと」づく
価を高めます。あわせて、消費者の好みにあった次 りを行い、県民の自信と誇りにつなげます。
世代品種「ポストこしひかり」の開発を進めます。
観光・ブランドについては、平成 26 年度の「舞
平成 30 年開催予定の国民体育大会に向けて、県
鶴若狭自動車道の全線開通」や「北陸新幹線の金沢 民の体力づくりとあわせて大会の諸準備を着実に進
開業」に向け、嶺南地域における「若狭湾岸ハイウェ めます。
イ観光プロジェクト」、坂井・あわら地域における「海
本県が制度提唱した「ふるさと納税」については、
と湯けむり観光プロジェクト」など、観光客の「プ 今回の震災で被災した４県に代わって本県が受付業
ラス 200 万人」を目標に広域観光体制を整備します。 務を代行しています。７月 20 日現在、251 件、1,300
恐竜博物館の入館者数 50 万人超（平成 22 年度） 万円余りの申出を受けており、制度の普及、利活用
を契機に、
「恐竜渓谷 100 万人構想」の実現を目指 の推進に全国の先頭に立って努めています。
します。今年新たに「恐竜キッズランド構想検討委
震災対策
員会」を発足させ、化石発掘現場で恐竜の実物足跡
化石を展示する野外博物館、来館者の街なかへの誘
東日本大震災と福島第一原発の事故を受け、国の
導など、新しい魅力づくりを進めていきます。
方針を待つことなく本県独自に地域防災計画の見直
しを行うなど、住民の避難体制や医療体制を検討し
「元気な社会」
ます。また、災害派遣医療チームの医療器材の整備
教育、福祉、若者チャレンジ・女性活躍、安全・安心、 や小・中学校の耐震化をさらに進めていきます。
環境等の課題に挑戦し、全国のモデルとなることを
経済・雇用対策
目指します。
経済対策については、21 億円の県単独公共事業を
学力・体力日本一の教育力を次の段階に高めてい 追加するとともに、楽しみながら節電する県民運動
きます。｢福井型 18 年教育｣ の確立を目指し、ゼロ 「クールライフプロジェクト」と連携し、県民の消費
歳児から高校卒業までの発達段階や社会的な成長過 拡大を進めるためのキャンペーンを支援します。
程に応じて、学校と家庭、地域、企業等が連携し、
また、雇用対策については、基金を活用し、当初
学校種間の接続を重視した一貫性のある教育を進め の 3,200 人に加え 300 人の雇用を創出し、全国トッ
ます。
プの水準を継続させます。
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鳥取県

みんなでやらいや未来づくり
～「歴史の分水嶺」を越えて
暮らしに安心
東日本大震災では、大津
波や原発事故など「想定外」
とされていた大災害が現実
鳥取県知事 平井 伸治
に発生しました。これを教
訓に、県内における今後の防災対策として、津波の
被害想定、隣県の島根県に立地する原子力発電所で
の事故を想定した避難計画策定、大災害時の業務継
続計画の検討など、危機管理政策を早急に進めます。
また、老若男女を問わず安心して暮らせる鳥取県
づくりのために、障がい者・高齢者・児童等を地域
住民で支え合う「支え愛」まちづくりに向け、全市
町村に「支え愛コーディネーター」を養成します。
人財とっとり

パートナー県政
震災という国難を乗り越え、少子高齢化などの
課題に挑みながら地域を発展させることは、県庁
だけでは不可能であり、県民の皆様をはじめ、企業、
ＮＰＯ、市町村など様々なセクターと協働・連携し、
顔の見えるネットワークを組んで最大限の力を発
揮しなければなりません。昨年度日本一の評価を
いただいた県政の透明度を一層高めつつ、住民投
票も含めて県民の皆様の県政参画の基本を定める
「県民参画基本条例（仮称）」の検討に着手します。
産業未来・雇用創造
いまだ低迷する経済雇用情勢から脱却するため、
本県の未来をリードする産業創出を推進するととも
に、暮らしの安定に向け雇用創造を図らなければな
りません。
環境、エネルギー、バイオなどの次世代型産業に
よる経済成長を戦略的に追求して中小企業の底力
アップを応援し、美容・健康商品素材の開発や農医
連携など、新たな産業を創出する取組を進めます。
また、積極的な企業誘致、職場体験型雇用制度の
拡充、魅力ある農林水産業の発展のほか、観光・福祉・
医療等も含めたあらゆる分野での雇用の確保を図り、
４年間で１万人の雇用創造を目指します。
さらに、環日本海時代をリードする航路・空路の
拡充、高速道路整備などを着実に推進するとともに、
海外販路開拓拠点整備などの企業支援や新たな海外
物流ルートの実証実験を行うなど、確かな産業展開
へ繋げていくよう取り組みます。

13

人口最少県を支える宝となる人材＝“人財”の育
成は、「未来づくり」のために不可欠です。教育水準
を高めるため、全国に先駆けて始めた小中学校の少
人数学級編制を、来年度からさらに多くの学年に拡
充するための具体策について検討を進めるとともに、
高等特別支援学校の２年後の開校を目指します。
さらに、子育て環境の改善に向け、放課後児童ク
ラブ障がい児受入助成や病児・病後児保育充実のた
めの保育士配置助成を行うほか、不妊治療拡大、男
性の育児休業の促進などにも取り組みます。
彩り、輝き―鳥取の誇り
美しい自然環境、輝く文化芸術活動など、鳥取の
誇りと輝きを高め、地域の魅力を最大に引き出し、
県内外の多くの方々にその素晴らしさを発信してい
かなければなりません。
自然環境を活かし、農業ダムやため池を活用した
小水力発電、農業用施設での太陽光発電の調査・検
討を行います。
文化観光分野では、著名な漫画家を数多く輩出し
ている「まんが王国」鳥取県として、来年度に本県
で開催する国際マンガサミットの準備を進めるほか、
昨年度世界ジオパークネットワークに加盟した「山
陰海岸ジオパーク」の振興に向けたウォーキングイ
ベント等も開催します。
活力と安心がみなぎり、皆が住んでみたくなるよ
うな鳥取県の未来づくりを果たすことで、その延長
線上に日本の再生・復興の光が見えてくる…。「みん
なでやらいや未来づくり」に挑戦します。

我が都道府県の平成 年度施政方針と重点施策

私は、この４月、多くの県民の皆様の御支持を賜り、
知事として二期目の県政推進に当たらせていただく
こととなりました。
現在の日本は、相次ぐ災害、経済・雇用の停滞、
少子高齢化など待ったなしの課題を抱えています。
３月 11 日に発生した東日本大震災は、これから日
本という国が社会のシステムを大きく変えていく転
機を迎えた出来事であり、私たちは、被災地の復旧・
復興はもとより、「歴史の分水嶺」とも言えるパラダ
イムシフトを越えて、新たな時代を力強く創り上げ
ていかなければなりません。
人口最少の鳥取県が、機動力を活かして、地域か
ら新しいシステムを作り上げていく「未来づくり」
の先頭に立っていきたいと思います。
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徳島県

「宝の島・徳島」新たな挑戦！
～知恵は地方にこそあり～
去る 3 月 11 日に発生した「東日本大震災」によっ
て、お亡くなりになられた皆様方に、衷心より哀悼
の意を表しますとともに、現在もなお避難所等で不

・命だけは守る「木造住宅
の簡易耐震化」に、新た
にリフォームを加えた支

自由な生活を送られております、数多くの被災者の
援制度の拡充
皆様方に、心からお見舞いを申し上げます。
などを推進します。
本県では、発災直後から、避難所運営や医療、保健、
また、国の対策を待つこ
我が都道府県の平成 年度施政方針と重点施策
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徳島県知事

飯泉 嘉門

福祉、教育、警察、消防など、様々な分野において、 となく、全国で最も早く、県独自に「地震津波減災
市町村や関係団体との連携により、職員等を被災地 対策検討委員会」を設置し、被害想定の見直しと、
に派遣するとともに、被災者の方々を徳島にお迎え それに基づく対策に鋭意取り組んでいるところであ

する「災害疎開制度」を全国に先駆け提案し、プラ
イバシーの保護など「生活の質の向上」に着目した
「徳島ならでは」の「避難受入れプログラム」を実施

しています。また、被災企業に対するワンストップ
の相談窓口を設置するとともに、工場や事業所の移
転、
販路開拓等を総合的に支援しています。今後とも、
県を挙げて被災地支援を行うとともに、一日も早い
復旧・復興を心からお祈り申し上げます。
我が国は今、100 年に一度の経済危機真っ只中に
発生した、1,000 年に一度の大震災による、未曾有
の「国難」に直面しています。
羅針盤無き日本の世の中で、徳島こそが「確かな
羅針盤」となり、「日本全体を覆う閉塞感」を打破し
ていくとともに、県民の皆様の「夢と希望」の実現
のため、関西はじめ日本はもとより、世界に燦然と
輝く「宝の島・徳島」を目指す「新たな挑戦！」に
全力を傾注してまいります。
平 成 23 年 度 予 算 に つ い て

ります。従来からの「防災」だけではなく、「想定外
の災害」も視野に入れ、新たに自然の猛威をいかに
減らしていくかという「減災の視点」を加え、ハード、

ソフトの両面から、本県地震防災対策の抜本的な見
直しを行い、できるものから、速やかに実行に移す
ことにより、県民の皆様に「安全・安心」を実感し
ていただけるよう全力を傾注してまいります。
②「経済・雇用対策の推進」
大震災以降の厳しい難局を乗り越えるため、前年
度比 93 億円の増額となる 728 億円を確保し、
・震災により、全国で供給不足が懸念されている青
果物について、本県の供給力向上を図るための取
組み
・復興に欠かすことのできない「木材」の安定供給
に向けた支援
・震災により影響を受けた中小企業に対する資金繰
りの支援
など、県内経済や県民生活をしっかりと守るため、

迅速で効果的な対応を図ってまいります。
また、事業の実施にあたって、その効果が「地域
本年度は、知事選挙が４月に予定されていたこと
から、当初予算を「骨格予算」とし、６月補正予算 の活性化」や「雇用の創出」、さらには「歳入の増加」
において、新規事業及び重要事業による「肉付け」 へと繋がるよう、「経済波及効果」をこれまで以上に
重視した、「歳出の中から歳入を生み出す」取組みな
を行い、併せて「通年予算」として編成しました。
今回の補正予算は、「安全・安心対策の推進」及び どの発想を加えてまいります。

「経済・雇用対策の推進」の観点から、320 億円の「肉
付け」を行い、平成 23 年度通年予算として、4,559
億円の規模を確保し、９年ぶりに増額とした前年度
に続き、２年連続の増額予算としました。

財政構造改革の着実な推進
これまで積み重ねてきた改革努力の結果、公債費
は３年連続で減少するとともに、投資的経費の重点
化により、実質的な交付税である「臨時財政対策債
を除く新規発行県債」は、昭和 61 年度以来、24 年

①「安全・安心対策の推進」
東海、東南海、南海の「三連動地震」への対策を
はじめ、前年度比 124 億円の増額となる 657 億円
を確保し、
・「県有施設や医療施設」などの耐震化の促進
・多くの県民の皆様が利用される全ての県有施設を
対象に「緊急地震速報」受信設備の設置

ぶりに 300 億円を下回った昨年度よりもさらに抑制
を図り、７年連続の減少となるなど、その成果が着
実に現れており、引き続き、持続可能な財政運営に
取り組んでまいります。
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大分県

誰もが夢と希望を持って、
生きがいと幸せを実感できる大分県の創造
今年度の予算編成に当たっては、喫緊の課題であ
る地震や津波への備えに万全を期すことはもとより、
経済・産業対策にも積極的に施策を講じるなど、ふ
るさと大分県を躍進させるという気概を持って、果
敢に取り組みました。

東日本大震災は、未曾有の大災害でした。震災の
発生以降、県民の皆さんのご協力も得て、支援物資
や義援金を被災地へお届けしたほか、医師や保健師、
それに行政職員などの人的派遣も行ってまいりまし
た。また、被災者の受入にも積極的に取り組み、引
き続き心のこもった被災地、被災者支援を行ってま
いります。
一方、地震・津波の規模の想定について検証を進
めたところ、東南海・南海地震に加え、東海地震と
の三連動等を考慮すると、津波の高さは現在の想定
の二倍に達するとの見方も出てきました。
これを踏まえ、避難経路の整備や誘導標識の設置、
避難施設の充実など地域の実情に応じて防災・減災
対策に対する助成制度を創設します。
また、各種施設の耐震化も早めます。救助・救援
活動や緊急物資の輸送などで重要となる道路につい
て、橋梁の耐震化や法面の崩壊防止対策等を進める
とともに、県立学校では、今年度中に耐震工事を完
了させます。
地震発生時の備えも強化します。災害現場で救命
処置等を行う災害派遣医療チーム「大分ＤＭＡＴ」
強化のため、専用の医療資機材の整備を支援すると
ともに、県立病院の救命救急用医療機器等を整備し
ます。
互いに助け合い、
支え合う安心・安全の大分県
「子育て満足度日本一」の実現を目指し、楽しく子
育てできるよう産前産後を通じた支援体制を充実さ
せます。また、赤ちゃんの脳の発達に良い影響を与
える絵本の読み聞かせを推進します。さらに、休日・
夜間の小児初期救急医療体制を充実させます。
高齢者等の安心・安全にも力を入れます。1,100
箇所余りで実施されているふれあいサロン活動の充
実に向け、活動拠点の機能強化やバリアフリー化を
進めます。
障がい者の就労については、就労支援アドバイザー
を４校に配置し、企業とのマッチングなどの支援体
制の強化を図ります。
また、医療面では、医師の確保とがんや心疾患な

15

大分県知事

広瀬 勝貞

いきいきと暮らし
働くことのできる活力ある大分県
農林水産業では、「Ｔｈｅ・おおいた」ブランドを
も

の

推進しており、マーケット起点の商品づくりによる
農林水産物の競争力強化とともに、５年で千人の新
規就農者の確保を目指します。
今後の本県産業の活性化には、成長著しいアジア
の活力を取り込むことが重要となってきます。５月
に策定した海外戦略に基づき、これまでの上海に加
え、香港においても県産品や観光を一体的にＰＲす
るプロモーションを実施します。このほか、海外進
出に意欲的な県内企業の挑戦をサポートします。
人を育て発展する大分県
大分の未来を担う人材の育成も大事な課題であり、
積極的な取り組みが必要です。
このため、児童生徒の学力、体力の向上に向け、学
力向上支援教員や体育専科教員の配置を拡充し、模
範となる教員の指導方法などを映像化し、ホームペー
ジ上で共有するなど、授業力の向上につなげます。
このほか、次世代に夢と希望を継ぐ県立美術館の
建設に着手します。本県の芸術文化の発信拠点とな
り、県民とともに成長する美術館をモットーに、県
民の皆さんのご意見を伺いながら具体化を進めます。
県内の景気は、電力供給の制約やサプライチェー
ン立て直しの遅れなど懸念材料も存在しますが、鉄
鋼や石油、半導体、飲料の製造拠点では震災前の水
準に生産が回復するなど、力強い産業活動も展開さ
れています。
県政３期目に当たり、今大事なことは、互いに助
け合い支え合う信頼と安心の地域づくりに向けて地
域の力を結集し、併せて、日々の暮らしを支える経
済や産業の力を蓄えて大分県を発展させる取り組み
を進め、底力を高めていくことです。県民誰もが、
夢と希望を持って、生きがいと幸せを実感できる、
そして、住んで良かったと思える、安心・活力・発
展の大分県の創造に全力を傾注してまいります。

我が都道府県の平成 年度施政方針と重点施策

地震防災対策へ備える大分県

どの医療提供体制を拡充し
ます。このほか、増加傾向
にあるうつ病対策として、
かかりつけ医と精神科医と
の連携を深め、早期発見、
治療に対応できる診療体制
の構築に取り組みます。
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江戸時代の加賀藩から受け継がれた、加賀百万石の伝統文

化や歴史を感じつつ、日本海の豊かな海の幸や、白山からの

清らかな水に育まれた山の幸に舌鼓を打つ。各地の多種多様

能登丼
提供エリア

千里浜なぎさ
ドライブウェイ

な温泉を楽しみ、人々のおもてなしの心に触れる。そんな石
川県へ、是非お越しください。

石川県と言えば、県都金沢にある、日本三名園の一つであ

る「兼六園」などが有名ですが、今回は、能登地方と加賀地

兼六園
山代温泉 古総湯

方の、新たな、魅力あふれるお料理や観光地をご紹介いたし

白山百膳
提供エリア

ます。

この夏、石川の料理や名所、
そしてイベントをお楽しみください！
能登（石川県北部）

加賀（石川県南部）

●料理『能登丼』

●料理『白山百膳』

能登丼とは、奥能登地区２市２町（珠洲市、輪島市、

白山百膳は、日本三名山の一つである白山からもた

能登町、穴水町）の店舗が提供する地元素材を使った

らされる源流水（水）を使用し、白山麓の素材を生か

オリジナル丼です。

した料理を含み、白山麓で調理・提供し、健康、長寿、

奥能登のコシヒカリ（米）と水を使用し、メイン食

ヘルシー、オリジナリティにこだわった御膳です。

材にも、地場でとれた旬の魚介類 、能登で育まれた肉
類・野菜又は地元産の伝統保存食を使用しています。
食器にもこだわり、奥能登産の器と箸を使用し、さら
に箸はお客様にプレゼントしています。

＜関連ホームページ＞

白山百膳

検索

お問合せ
＜関連ホームページ＞

能登丼

石川県地域振興課

検索
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TEL：076-225-1312

能登（石川県北部）

加賀（石川県南部）

●名所『千里浜なぎさドライブウェイ』

●新たな名所『山代温泉 古総湯』

千里浜海岸は、日本で唯一の車が走行できる砂浜で
す。宝達志水町今浜から羽咋市千里浜まで約 8km の
間、雄大な日本海を眺めながら走ることができます。

平成 22 年 10 月にオープンした明治時代の総湯を
復元した建物には、九谷焼のタイルやステンドグラス
が使われ、昔ながらの趣のある浴室空間で、源泉かけ
流しの温泉をお楽しみいただけます。

能登のイベント紹介

加賀のイベント紹介

「能登ふるさと博」開催中！（～ 10/8 まで）
「加賀四湯博」開催中！（～ 9/30 まで）

～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～

～自然豊かな里をめぐり、温泉にひたる小さな贅沢～

★『灯りでつなぐ能登半島』
キャンドルナイトから万灯会まで、幻想的な
美しさを見せる能登が楽しめます。

★山中温泉“鶴仙渓川床”
（～ 10/31 まで）

山中温泉の名所「鶴仙渓」に川床が登場。清
らかな流れの中、優雅なひとときをお過ごしく
ださい。
★片山津温泉“納涼花火祭り”
（～ 8/28 まで）
毎年恒例・連日連夜、片山津温泉では花火祭
りを開催。満天の星を彩る華麗な花火をお楽し
みください。

＜輪島・千枚田あぜの万燈（10 月 8 日 ( 土 )）＞

★『能登半島海釣り大会』
（～ 10/31 まで）
キス、クロダイ、メジナ、スズキ、イシダイ
の５部門の釣果２匹の合計実長寸を競います。

＜片山津温泉

＜関連ホームページ＞

能登ふるさと博

納涼花火祭り＞

＜関連ホームページ＞

検索

加賀四湯博

検索

お問合せ
石川県観光推進課
17

TEL：076-225-1538

への

未 来
群馬県

世界遺産候補

遺 産

富岡製糸場と絹産業遺産群

富岡製糸場は 1872 年（明治５年）に西欧から
最新の器械技術を導入して創設された、国営モデ
ル工場であり、ここに導入された器械製糸技術は
全国に広がりました。一方、養蚕は江戸時代に広
まり、19 世紀後半には近代的養蚕法が確立し、そ
の全国的普及により繭の生産は安定、製糸工場向
けの繭需要に対応しました。養蚕・製糸業の発展は、
日本の近代化の原動力となり、アジアの工業化の
最初の成功例となりました。
20 世紀に入ると、富岡製糸場は先進的な養蚕農
家と連携して、養蚕の多回数化や蚕の品種改良を

高山社跡／藤岡市
明治期の全国標準の養蚕法「清温育」を創始した高山社の発祥地。
「絹産業遺産群」の一つ。国史跡。

推進し、繭の大量生産を実現しました。また高品
質生糸生産のため、工場設備を一新し、全国の製
糸工場の模範となりました。こうした養蚕・製糸
業の技術革新により、日本の生糸生産は劇的に向
上し、日本は 1909 年に世界最大の生糸輸出国と
なり、1930 年代には世界市場の 80％以上を占め
ました。日本から輸出された大量の生糸は、主に
米国でストッキングなどに加工され、絹の大衆化
を促進させました。
第二次大戦後、富岡製糸場は世界初の自動繰糸
機を導入し、世界的な自動化の流れを、製糸業に
も拡大するモデル工場となりました。この先進技
術は養蚕技術とともに世界中に輸出され、現代の
世界の養蚕・製糸業の技術的基礎となっています。
県では、養蚕・製糸の国際的な技術交流と世界
的な技術革新を物語る「富岡製糸場と絹産業遺産
群」の世界遺産登録を目指しています。富岡製糸
場に解説指導員を設置したり、積極的に PR 活動に
取り組むなど、関係市町や地域ボランティア団体
と連携して活動しています。
〈お問合せ〉
群馬県世界遺産推進課
TEL 027-226-2326
FAX 027-224-2812
HP http://worldheritage.pref.gunma.jp

富岡製糸場（東繭倉庫＝上、繰糸場＝下）／富岡市
創業当初の主要な施設がほぼ現存し、停止時の機械設備なども完全
に残る。国史跡・重要文化財。
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竹の骨に紙を貼り合わせ、どこまでも手

作りにこだわってきたその姿は、優雅で優

しい夏の風物詩。

江戸時代から続く香川のうちわ作りは、

こんぴら参りのお土産にと、㊎印入りの

渋うちわが売り出されたことに始まりま

す。全国生産量のおよそ９割を占めるとい

う「丸亀うちわ」は、近年は大部分がポリ
エチレン製ですが、現在でも平柄の伝統的

な竹製うちわが作り続けられています。約

400 年の歴史を持つ「丸亀うちわ」の作り

方は、昔も今もほとんど変わりません。道

具は量産のために進化しましたが、１本１
本心を込めた手作りにこだわり、材料も自

然のものを使っています。

香川県

伝統工芸士の一人で、約 70 年もの間

うちわ作りに携わり、
91 歳になった今もな

お現役の早川喜美子

伝統のある風景〜丸亀うちわ〜

さん。ここでは、１日
600 本 近 くを５人 で

分業して仕上げてい

ます。 丸 亀 うちわ の
優しいしなりを左 右

す る 貼りの 作 業。の

り加減がとても重 要

で、こつ が いるの だ

と教えてくださいま

し た。１枚１枚 丁 寧

に鮮やかにこなすそ

割き工程

の 手 つきに、培 われ

貼り工程

がらもより美しさを取り入れています。

また、今年３月には丸亀うちわと製作

用 具 487 点 が、

国の登録有形民
俗文化財に登録

されました。

伝統に新し

さを加え、ます
ます魅力を増す

「 丸 亀 うち わ 」
。
作り手が広がる

ことで、また新

しい風が生まれ
ています。

てきた技を感じます。

「丸亀うちわ」は、人の手が生み出す素

付け工程

晴らしい技に支えられてきました。そして
今また職人の技とその想いが、次に受け継

がれようとしています。

現在、香川県うちわ協同組合連合会が主

催する後継者育成講座の修了生は、13 期

で 160 名を超えています。１本のうちわ
ができるまでには 47 もの工程があり、修

了生は伝統工芸士から技を学

び、全てを一人でこなします。

１期生の三谷順子さんは、ユ

ニークでアート感覚あふれる

うちわを次々と生み出し、伝

統工芸士を目指す４期生の中

田元司さんは、本流を守りな
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お問合せ

うちわの港ミュージアム
（香川県うちわ協同組合連合会）
TEL 0877-24-7055

うちわ工房「竹」

TEL 0877-25-3882
HP http://www.marugameuchiwa.com/

都 道 府 県
だ よ り
2011年8月

Hokkaido

北海道

ガイア・ＮＥＸＴプロジェクトの推進について
～北海道らしい低炭素社会を目指して～

活性化を図る取組に対して支援を行う「エネルギー
『一村一炭素おとし』事業」
、さらには、森林の整備・
保全等を目的に、公益的機能の発揮に配慮した伐採
地球温暖化対策は、人類共通の喫緊の課題であり、 の促進等を行う「未来につなぐ森づくり推進事業」
など 37 事業を実施することとしております。
あらゆる主体が自ら温室効果ガスの排出削減に向け
道では、国土の約５分の１を占める森林やバイオ
て積極的に取り組んでいく必要があります。
マスなどの多様な資源が豊富に存在する本道の地域
道では、温暖化防止に向けて地域から積極的に貢
特性や強みを生かした地球温暖化対策を推進するた
献していくため、平成 22 年５月に「北海道地球温暖
め、各部局の連携の下、本プロジェクトに取り組ん
化対策推進計画」を策定し、重点的に取り組む施策
でいきます。
を「ガイア・ＮＥＸＴプロジェクト」と名付け、北
海道らしい低炭素社会の実現に向けて推進を図るこ
ととしています。
本プロジェクトでは、重点施策として、
「低炭素型
ライフスタイル・ビジネススタイルへの転換」
、
「地
域の特性を活かした環境にやさしいエネルギーの導
入等」、「二酸化炭素吸収源としての森林の整備・保
全等の推進」の三つの柱を掲げています。
平成 23 年度のプロジェクト全体事業費は約 56 億
円で、道民・事業者の温暖化防止行動（省エネ等）
の促進のため、エコドライブによる二酸化炭素削減
と交通事故防止を一体的に推進する「エコアンドセー
フティー推進事業」や、二酸化炭素削減と地域経済
20

Aomori

青森県

～県内外、海外のお祭りが青森市に一堂に集結～
日本の祭り in あおもり 2011

< 申込方法 >
（１）郵便番号
（２）住所
国内最大級の伝統芸能の祭典「日本の祭り in あお （３）氏名
もり 2011」が、９月 24 日（土）～ 25 日（日）の （４）電話番号
２日間、青森市文化会館をメイン会場に開催されます。 （５）希望人数（最大２名）
県内からは「お山参詣」や「八戸えんぶり」
、
「福 （６）希望観覧日
を記載の上「はがき」「メール」「FAX」のいずれか
浦歌舞伎」など 20 余りが参加。県外からは宮崎県の
「高千穂神楽」
、徳島県の「阿波踊り」を始め、秋田、 の方法でお申し込みください。
なお、公式ホームページの応募フォームからも申
山形、福島など東北のお祭りも多数参加します。さ
し込みできます。
らには韓国、中国、台湾といった海外の伝統芸能も
※応募者多数の場合は抽選になります。
披露されます。
< 応募先 >
サブ会場の青森ベイエリアでは、
「青森ねぶた」「五
〒 030-8570 青森市長島１- １- １
所川原立佞武多」が登場。県内のご当地グルメの屋
青森県観光交流推進課内「日本の祭り」観覧希望係
台村や地場産品の即売会も併せて開催されます。
FAX：017-734-8216
それぞれの地域の歴史・風土の中で大切に受け継
Mail:shinkanko@pref.aomori.lg.jp
がれてきた伝統芸能を遠く離れた青森で、しかも一
<
申込期限 >
堂にその目にすることができる絶好の機会です。あ
８月
19 日（金）必着
なたのお気に入りをお見逃しのないよう是非ご覧く
ださい。
お問合せ

観光国際戦略局観光交流推進課
TEL 017-734-9384
日本の祭り in あおもり 2011HP
http://www.matsuri2011.jp/

○期日 ９月 24 日（土）〜 25 日（日）
○観覧料 無料
※青森市文化会館会場分については事前の申込みが必要

都道府県だより
Iwate

2011 年 8 月

岩手県

「東北復興平泉宣言」発表

東北復興平泉宣言

先般、平泉の文化遺産が東北地方初となる世界文
化遺産に登録されました。このことは、東日本大震
災津波で大きな被害を受けた東北地方にとって、復
興に向けた希望の光となるものです。
７月３日には、中尊寺で「平泉世界文化遺産登録、
東北復興祈願金色堂参拝」が開かれ、岩手県知事が
平泉の理念や復興に向けた決意などを盛り込んだ「東
北復興平泉宣言」を発表しました。
宣言の趣旨を胸に、今後も県民一丸となって平泉
の文化遺産を守り伝えていくとともに、国内外の多
くの方々と復興を進めていきたいと考えています。

平泉の文化遺産が、ユネスコ世界遺産に登録されました。
平泉町、岩手県、そして東北の私たちにとって、大きな喜
びであり、誇りです。
東北は、３月 11 日の東日本大震災津波によりとても大
きな被害を受けました。日本全国、そして世界中から多く
のご支援をいただいたことに対し、心から感謝いたします。
11 世紀、東北では激しい戦乱があり、多くの命が犠牲
となりました。奥州藤原氏の初代清衡公は、荒廃した国土
を復興し、戦乱の無い平和な理想郷を実現するために、こ
の地にこの世の浄土を創ろうとしました。こうして、平泉
の文化遺産が築かれていきました。
仏教の考え方に基づいて造られた平泉は、素晴らしい寺
院や庭園を残すとともに、あらゆる生命を尊び共に生きる
という理念を私たちに伝えています。
私たちは、平泉の理念を胸に、東北の災害からの復興に
取り組みます。そして、平泉の文化遺産を、将来にわたっ
て守り伝えていくことを誓います。
平成 23 年７月３日
岩手県民を代表して 岩手県知事 達増 拓也

お問合せ

岩手県政策地域部政策推進室
TEL 019-629-5215

「平泉世界文化遺産登録、東北復興祈願金色堂参拝」セレモニーの様子（中尊寺本堂）
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山形県

Yamagata
四季成りいちご ｢サマーティアラ｣ の
新たな産地育成

本県で育成した四季成り性いちご「サマーティア
ラ」は、国産いちごが品薄になる６月下旬から 11 月
に良質な果実が収穫できる県期待の新品種で、平成
23 年３月に品種登録されました。
「サマーティアラ」の名前の由来は、
「ケーキを飾
る宝冠」
。名前のとおり、ケーキやデザート用に最適
で、業務用や加工用に適した品種です。
この品種は、果形や着色などの外観が良好である
こと、糖度が高いこと、香りが良好であること、食
感がなめらかであること、果実が堅く輸送に耐える
こと、果実断面が赤く切り口が美しいことなど果実
品質に優れ、市場から高い評価を得ています。
平成 22 年度「山形県サマーティアラ振興協議会」
を設立し、生産者、関係機関、行政が一体となって
生産拡大、販売戦略、消費宣伝等の活動を行ってい
ます。本格的な栽培２年目となる今年度の山形県内
の栽培面積は 3.5ha で、夏秋どり栽培面積の 60％を
占めています。
昨年は、夏の異常高温により、生産量及び品質に
おいて満足のいく状況ではありませんでした。今年
度は、これらの課題を整理しながら、安定生産技術

の研究開発とその普及を進め、高品質・安定生産を
推進しています。
６月から 11 月まで、日本全国で約 5,000t のいち
ごが必要だと言われており、現在、その７割が外国
から輸入されています。この時期の国産いちごの増
産が強く望まれている中、山形県では、夏秋いちご「サ
マーティアラ」の新たな産地を育成しています。

「サマーティアラ」産地を支える若い生産者 ( 中央 )

お問合せ

山形県農林水産部生産技術課
TEL 023-630-2458

都道府県だより

2011 年 8 月

宮城県

Miyagi

県広報番組
「伊達な旅紀行～いいトコ！みやぎ」の放送再開！

◎放送局 : ＢＳ―ＴＢＳ
◎放送日時：毎週月曜日
午後７時 54 分～午後８時まで（５分間）
◎ナレーション : ＴＢＳ小林豊アナウンサー
◎８月の放送内容
８月１日
伊豆沼水上散歩（登米市）
８月８日
くりこま高原で涼む（栗原市）
８月 15 日 農家で楽しむ（加美町）
８月 22 日 秋保温泉手しごと館（仙台市）
８月 29 日 夜の仙台を楽しむ（仙台市）

宮城県の観光や食材・物産など、毎週宮城の各地を
訪れ、お薦めの場所やおいしいもの、人々の笑顔に出
会い、美しい映像で宮城の魅力を全国にお届けしてい
ます。
東日本大震災の影響によりしばらくの間放送を休止
していましたが、７月から放送を再開し、復興状況な
ども含めたみやぎの様子を紹介しています。以前と変
わらず皆さんのお越しをお待ちしている県内各地の元
気な姿をお届けします。

この番組で紹介した宮城の観光や食の情報は、現地
までのアクセス情報や番組で紹介しきれなかった周辺
情報なども加えた「伊達な旅ガイド」として、
番組ホー
ムページに掲載しています。
◎詳しい放送スケジュールや
９月以降の放送内容は、ホー
ムページをご覧ください。
お問合せ

宮城県総務部広報課
TEL 022-211-2283
県広報テレビ番組 HP
http://www.pref.miyagi.jp/kohou/bstv/

伊達武将隊とむすび丸の撮影の様子
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福島県

Fukushima
風評被害を吹き飛ばせ！
観光復興に向け福島県の元気をアピール

津若松市を外国人受入地方拠点として選定しました。
国・地方・民間などが連携し、外国人旅行者の受入
環境の整備を総合的に推進してまいります。
風評被害に苦しむ福島県ですが、明るい話題も増
えてまいりました。再来年のＮＨＫ大河ドラマは、
幕末のジャンヌ・ダルクとも言われている会津藩出
身の新島八重が主人公に決定しました。また、津波
被害により休館していた、いわき市の水族館「アク
アマリンふくしま」も再オープンするなど、福島県
は復興に向けて着実に歩み出しています。
福 島 県 で は 観 光 復 興 の た め「FUKUSHIMA
HAPPY DESIGN PROJECT」 を 展 開 し て い ま す。
福島の「福」は幸福の「福」
。みんなで新しい福島の
魅力を創出し、来る人も迎える人もハッピーになれ
るよう、取り組んでまいります。是非元気な「ふく
しま」を見にお越しください。

６月 26 日、震災からの観光復興を目的としたキッ
クオフイベント「Project JAPAN in FUKUSHIMA
～始まりの AIZU ～」が福島県会津若松市で開催さ
れました。
風評被害により観光客減少に苦しむ会津若松市か
ら、福島、そして日本を元気にしようと、会津の安
全性とともに福島県を始め東北で復興の歩みが進ん
でいることを PR しました。
当日は、溝畑宏観光庁長官、佐藤雄平福島県知事、
菅家一郎会津若松市長が挨拶を行い、地元中学生に
よる合唱と演奏、スパリゾー
トハワイアンズのフラダンス
を披露。歌手の川嶋あいさん、
稲垣潤一さんも歌声で被災地
お問合せ
を支援、アントニオ猪木さん
が観客とともに「１、２、３、 福島県観光交流課
ダ ー」 の 掛 け 声 で、
“ 闘 魂 ” TEL 024-521-7398
「福島の旅」HP
を注入してくださいました。
http://www.tif.ne.jp/
ま た 同 日、 観 光 庁 は、 会

都道府県だより
Niigata

2011 年 8 月

新潟県

～被災企業を新潟から支える～
お互いさま事業継続連携ネットワーク

えて連携することが効果的です。

そのため新潟県では、県内の中小企業が他県の同

業他社と災害時に相互支援連携協定を締結する「お
互いさま BC（事業継続）連携ネットワーク」事業を

新潟県では、東日本大震災で被災した企業の早期

平成 22 年度から実施してきました。今回の被災企業

復旧と事業継続を支援するために、困ったときは「お
互いさま」の精神で「一時的な生産の代替」や「技

術者の派遣」などの意向を持つ県内企業の情報を、

支援の取組は、この事業を発展・活用したものです。

「お互いさま」の精神に基づいた企業間連携により、

被災地へ発信・提供しています。

被災企業が早期に復旧・復興することは、日本の基

に本県内へ食品加工場を移したり、復旧までの間、本

を回復させることにつながります。これは我が国経

幹産業であるものづくりのサプライチェーンの機能

現在、この情報をもとに、福島県内の企業が一時的

県企業が代替生産の引受けなどを行ったりしています。
この取組は、
「本県が震災や水害からの復旧・復興

済、地域経済にとって極めて重要なことです。

これまで度重なる災害に見舞われた本県としては、

で得た教訓を、東日本大震災で被災した企業の支援

その教訓を糧として、被災企業支援の結節点となり、

募集を開始したところ僅か１週間足らずの間に 81 社

の輪を広めていきたいと考えています。

広く他県にも「お互いさま BC 連携ネットワーク」

に生かしたい」との思いから始めたもので、４月に
もの登録申出があり、その後も登録企業は増え続け
ています。

お問合せ

新潟県 産業労働観光部 産業政策課

特に中小企業は大手企業と違い、自前の代替生産

TEL 025-280-5234

拠点を持つことが難しいことから、被災を想定した

FAX 025-285-3783

事業継続戦略として、他県の同業他社と災害時に備
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東京都

Tokyo
小笠原諸島の世界自然遺産登録が決定！

６月にフランスのユネスコ本部で開催された第 35
回世界遺産委員会において、世界遺産に推薦してい
た「小笠原諸島」の審査が行われ、世界遺産一覧表
へ記載することが決定しました。日本では、屋久島、
白神山地、知床に続く、４番目の自然遺産となります。
小笠原諸島は、日本列島の南方約 1,000km の北
西太平洋上に位置しています。大陸と陸続きになっ
たことがなく、生物が独自の進化を遂げてきたため、
小笠原固有の生物が多く生息し、島独自の特異な生

態系が形成されています。例
えば、カタツムリなど陸産
貝類の 90％以上が、島の固
有種です。一つの種が環境
に合わせて様々な種に分化
しているものもあり、現在
遺産マーク
も進んでいる進化の過程を
見ることができます。
都は、国に先駆けて外来種
対策を進め、都独自のエコ
ツーリズムや都レンジャー
の配置など、小笠原の自然
オガサワラオカモノアラガイ
の保全に取り組んできまし
た。こうした取組も評価され、今回の世界遺産登録
に結び付きました。
世界遺産登録はあくまで通過点であり、小笠原の
自然を永遠に保全していくことが重要です。都は、
今後も小笠原の世界遺産を将来世代に確実に引き継
いでまいります。
お問合せ

環境局自然環境部緑環境課
TEL 03-5388-3454

ジニービーチ

都道府県だより
Gunma

2011 年 8 月

群馬県

群馬県のマスコット「ぐんまちゃん」活躍中！
～群馬 DC 期間中も県内外で PR ～
群馬県では、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）を開催しています。
群馬 DC の開催に当たり、県のマスコット「ぐんまちゃ
ん」が、パンフレット、ホームページ、テレビコマーシャ
ピーアール
ルなどに登場し、群馬 DC を P R しています。イベント
では駅長や機関士の格好などで登場し、会場を盛り上
げています。
ぐんまちゃんは、平成６年に開催された「ゆうあいピッ
ク群馬大会」のマスコットとして誕生しました。大会終
了後も、そのかわいらしい姿から、
引き続き県のマスコットとして活
躍しています。
「ゆるキャラ」とし
ての人気は高く、ぐんまちゃん宛
ての応援メッセージが数多く届い
ています。また、これまで約 300
の企業や団体の広告や商品パッ
ケージなどに活用され、県のイメー
ジアップに貢献しています。
群馬 DC では、
自然、
文化・歴史、
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食 など 様 々な
体 験 メニュー
を用意していま
す。期間中も、
ぐんまちゃんは
県 内 各地のイ
ベントなどに登
場 し ま す。 群
馬 県 にお 越し SL ググっとぐんまみなかみ・SL ググっとぐんま碓氷出発式
いただき、多く （７月２日）に登場した機関士姿のぐんまちゃん
の 体 験を 楽し
んでください。ぐんまちゃんもお待ちしています。
お問合せ

群馬県観光物産課
TEL 027-226-3373
FAX 027-223-1197
群馬 DC 公式 HP
http://gunma-dc.net/
ぐんまちゃんのプロフィール HP
http://www.kikaku.pref.gunma.jp/gunmapedia/
gunmachan/who/profile.html

栃木県

Tochigi
ウェブブック「フォトとちぎ」発行

「フォトとちぎ」は、インターネットを通して多く
の皆さんに親しんでいただけるよう、これまで冊子
で発行してきた広報誌「とちぎ」を継承したものです。
県の施策や地域の話題、自然や観光、歴史文化、
人物、食など栃木県の魅力あふれる情報を、美しく
豊富な写真でお伝えします。
発行は、７月、10 月、１月、４月の各１日の年４回。
下記のアドレスから、どなたでもお楽しみいただけ
ます。
７月に発行した夏号では
「とちぎの旬彩店～栃木県産
食材にこだわる料理人～」
を特集。野菜やそば粉、和
牛など、栃木県内で生産さ
れた旬な農産物にこだわり、
消費者に提供しているお店
を紹介しています。
また、1968 年発行の広報
誌「とちぎ」の資産を生かし、
あの頃のとちぎを写真で振り
返る「とちぎアーカイブ」な
ども掲載しています。
「フォトとちぎ」2011 年夏号

パソコンからご覧になれます。

お問合せ

栃木県県民生活部広報課
TEL 028-623-2192
ウェブブック「フォトとちぎ」HP
http://www.pref.tochigi.lg.jp/c05/pref/kouhou/
phototochigi/photo-tochigi.html

都道府県だより
Ibaraki

2011 年 8 月

茨城県

水郡線の愛称が「奥久慈清流ライン」に決定！
水郡線は、
茨城県の県都「水戸」と福島県の「郡山」
を結ぶ鉄道です。水戸の水の字と郡山の郡の字を取っ
て水郡線と名付けられました。
水戸駅を出発すると、久慈川の清流に寄り添うよ
うに北上し、奥久慈の自然が織りなす美しい風景を
眺めながら、郡山に至ります。
水郡線は、茨城県北部、福島県南部に居住する住
民の基幹交通として、かけがえのない役割を果たし
ていますが、沿線地域には、都会では味わえない四
季折々の素晴らしい魅力がたくさんあります。
こうした中、地域に愛される水郡線、首都圏から
人を呼び込める水郡線を目指し、茨城、福島の両県
の沿線自治体が一体となって今年の１月から２月に
かけて水郡線の愛称を募集したところ、全国から
5,000 を超える応募をいただきました。
素晴らしい作品の数々に審査は難航を極めました
が、久慈川の清らかな流れを車窓から眺めながら心
地良い旅を満喫できる水郡線にふさわしい愛称とし
て「奥久慈清流ライン」と決定しました。
応募作品には、水郡線を通じた家族との素敵な思
い出など大変心のこもったメッセージも数多く寄せ
られました。
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今回の愛称募集が、地域の方自らが水郡線の魅力
を考えていただく、あるいは全国の皆様に水郡線を
知っていただく大変良いきっかけになったのではな
いかと考えております。
今後は、沿線の観光ポスターや旅行商品パンフレッ
トなどにも広く愛称を活用しながら、水郡線の利用
促進や沿線地域の活性化を図ってまいります。

奥久慈の雄大な自然を駆け抜ける奥久慈清流ライン

お問合せ

茨城県企画部企画課交通対策室
TEL 029-301-2536

埼玉県

Saitama
「サイタマどうが」で埼玉の魅力をお届け！

「ナンバーワン・オンリーワン」では、伝統技術か
らピザアクロバットまで埼玉の匠の技などにスポット
を当てています。
「埼玉の方言」では、埼玉の暮らし
に息づく方言の由来を解説。
「埼玉の手締め」は宴会
の小ネタにオススメです。埼玉県内の 60 体のご当地
キャラによる「ゆる玉王国」や県内各地のご当地ヒー
ローを集めた「ヒーロー劇場」も。
埼玉の祭りや見どころ、グルメなどを集めた「これ
ぞ埼玉！たまらんチャンネル」では四つのシリーズを
ラインナップ。
「祭りだワッショイ」では伝統的な祭りや奇祭を紹
介。
「いちおしスポット」では県内のパワースポットな
どを訪れます。
「埼玉味じまん」では、埼玉自慢の B
級ご当地グルメなどを満載。
「花の彩時記」では花の
名所の映像はゆったりとした気分にさせてくれます。
現在配信中の 50 本に加え、毎月 10 本程度の動画
を新たに追加予定。平成 24 年３月末までに 200 本ま
でパワーアップします。パソコンのほか、
スマートフォ
ンでも視聴可能で、YouTube（ユーチューブ）でも
同じ動画を配信します。

埼玉県は、埼玉の新たな発見や多彩な個性を動画
で発信する動画配信サイト「サイタマどうが」を７月
15 日に開設しました。
様々な角度から埼玉の「へぇ、そうなんだ！」を約
１分の CM タッチでアピールしています。
思わずニヤリとしてしまうおもしろ映像やユニーク
な企画が目白押しなのが「エンたまチャンネル」
。五
つのシリーズをラインナップしています。

サイタマどうが HP
http://movie.pref.saitama.lg.jp

都道府県だより
Chiba

2011 年 8 月

千葉県

将来への夢をはぐくむ
「千葉県 夢チャレンジ体験スクール」を開催

連携を図り、児童・生徒が先端的な科学・技術体験や、
いろいろな就業体験ができる「千葉県 夢チャレンジ
体験スクール」を夏休み期間中に実施しています。
この体験スクールは三つのプログラムで構成してい
子どもたちが研究者や職業人との出会いを通して、
ます。県内の試験研究機関で科学実験を中心に体験す
職業に必要な資質や能力などについて学ぶことは、将
る１日講座 ｢サイエンススクール｣。２泊３日で、最
来の職業に対する夢をはぐくむ上で大切なきっかけと
先端技術を扱う県内企業や大学、研究機関での体験と、
なります。
研究者に仕事のやりがいなどをインタビューする交流
千葉県では、県内の多くの企業や大学、研究機関と
会を行う「キャリア教育科学・先端技術体験キャンプ」
。
そして、今年度から新たに実施する、１泊２日を含む
５日間で、マスコミや金融など様々な職業体験をする
「キャリア教育しごと体験キャンプ」の三つです。宿
泊を伴う「体験キャンプ」では、全ての日程で大学生
が参加者をサポートします。
昨年度の参加者からは「このキャンプに参加したこ
とで、夢について考えるようになり、受験勉強に対し
ても向上心がわき、これからもっと努力して頑張ろう
と思った。
」
「いろいろな人と交流ができ、多くのこと
を知り、世界が広がった。すばらしい先生方の話を聞
くことができ、夢をあきらめないぞと思った。
」など
の感想が寄せられました。
この事業を通じて、次の時代を担う子どもたちの
チャレンジ精神を支援していきます。
顕微鏡で細胞観察
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神奈川県

Kanagawa
「太陽経済かながわ会議」
～今、始まる。ソーラー革命！～

り組み、全国に発信すること等を目的に開催したもので、
孫 正義ソフトバンク（株）代表取締役社長や南川秀樹
環境事務次官などによる特別セッションや林 文子横
浜市長による横浜市の取組の報告、島田晴雄千葉商科
大学学長のコーディネートによるパネルディスカッション
等、盛りだくさんのプログラムを展開しました。
当日は、延べ約 1,300 人もの方々にご参加いただき、
大盛況のうちに幕を閉じました。
現在、神奈川県では、太陽光発電を中心とした次世
代エネルギー供給モデルを神奈川から実現すべく「かな
がわソーラープロジェクト」の推進に力を注いでいます。
今回のイベントは、このプロジェクトのキックオフとも言
うべきものです。神奈川県としては、今後とも県民や企
業、団体、関係自治体の皆様とともにこの「プロジェクト」
を積極的に進めて行くこととしています。

去る６月 26 日に横浜新都市ホールで「太陽経済かな
がわ会議」～今、始まる。ソーラー革命！と題したイベ
ントを開催しました。
この会議は、東日本大震災とそれに続く原子力発電
所の事故により明らかになった、我が国のエネルギー供
給構造の課題を踏まえ、太陽光発電を中心とした新た
なエネルギーに基づく経済社会の構築を神奈川から取

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
地球温暖化対策課
TEL 045-210-4053
かながわソーラープロジェクト HP
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f300183/

都道府県だより
Yamanashi

2011 年 8 月

山梨県

最高品質の山梨県産農産物をご賞味ください
～「山梨の特選農産物」～

ジとともに陳列されています（下の写真）
。「厳選さ
れたものなので、お客様に積極的にお薦めすること
ができ、人気商品の一つになっている」と、認定店
からも高い評価をいただいています。
特選農産物には、
「A クラスの自然環境」
「A クラス
の安心・安全」
「A クラスの最高品質」の三つの「A」と、
山梨の「山」をイメージした認証マークが表示されて
います。このマークを店頭で見かけた際には、最高品
質の山梨県産農産
物を、是非一度ご
賞味ください。

山梨では、長い日照時間や昼夜の温度差が大きい
気候、水はけのよい土壌など、恵まれた自然条件を
生かし、生産量日本一を誇るモモ、ブドウ、スモモ
を始め、様々な農産物が栽培されています。
これら農産物のブランド化を進めるため、山梨県が導
入したのが、山梨県特選農産物認証制度。本県の農産
物のうち、糖度や色づき、大きさ、また減農薬・低化
学肥料で栽培に取り組む「エコファーマー」により生産
されているなど、厳しい基準をクリアしたものだけを「山
河旬彩 山梨の特選農産物」として認証するものです。
現在、モモの「白鳳」
「浅間白鳳」
、ブドウの「種
なしピオーネ」
「ロザリオビアンコ」
「種なし巨峰」
「早
生甲斐路」、スモモの「太陽」
「貴陽」など 10 品目が
認証の対象となっています。
山梨の特選農産物は、取扱認定店となっている首
都圏や関西の高級果物店、百貨店などで販売されて
います。その一つが、日本橋三越本店内の老舗果物
店、サン・フルーツ。産地を限定した旬の果物や珍
しい果物が並ぶ店内に、山梨の果物が知事のメッセー

日本橋三越本店内のサン・フルーツで販売している山梨の特選農産物

お問合せ

山梨県農政部農産物販売戦略室
TEL 055-223-1603
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静岡県

Shizuoka
生活と自然が調和する
「家・庭一体の住まいづくり」の推進

静岡県では、
「住んでよし 訪れてよし」の理想郷
づくりのため、生活と自然が調和する「家・庭一体の
住まいづくり」を進めています。生活の基盤である「住
まい」について、ライフスタイルやライフステージに
応じて、住まう地域や住まいの形態、規模など多様な
選択ができる新たな住まい方を提案するものです。
「家・庭一体の住まいづくり」を実現していくため、
「所有から利用へ」という考えの下、少ない負担で土

地や住宅を有効利用できる定期借地権制度を活用した
モデル住宅団地を整備することにより、
「家 ･ 庭一体
の住まいづくり」の考え方を具現化し、市町や民間に
おける同様の取組を促してまいります。
また、県民意識を醸成していくため、若い方々か
ら生活と自然が調和する住まいのアイデアを募集す
る「家 ･ 庭一体の住まいアイデアコンペ」を実施する
とともに、
「家・庭一体の住まいづくりシンポジウム」
を開催します。
さらに、若い世代の子育ての環境を充実させるため、
郊外の空家住宅を活用し、都市部からの移住促進を市
町や民間事業者と連携して進めていきます。
都市部の集合住宅においても、住民の交流促進や緑
の環境を確保するため、県営住宅の再生整備に当たっ
ては、緑のオープンスペース、共同の花壇や菜園など
を設けるようにするなど、入居者や近隣住民が集い、
自然と触れ合うことのできる空間を整備し、市町営住
宅や民間集合住宅への普及も図っていきます。
お問合せ

静岡県くらし・環境部住まいづくり課
TEL 054-221-3080

都道府県だより
Nagano

2011 年 8 月

長野県

「信州のおいしさ」を部局長が発信！

の方々による
焼き菓子など
も含まれ、 こ
こでの紹介を
機に人気とな
る商品も出て
きています。
「ＫＵＲＡセレクト信州銘品館」に設置されたパネル
その特産品
は、毎月、
（株）まちなみカントリープレス発行の月刊情
報誌「ＫＵＲＡ」の中で、部局長のコメントとともに紹
介されているほか、県のホームページでも一覧でご紹介
しています。
さらに、
「おいしい部局長会議」販売コーナーが、長
野市のパティオ大門「ＫＵＲＡセレクト信州銘品館」に
この７月オープンしました。善光寺の近くですので、長
野県にお出かけの際には是非お立ち寄りください。

長野県庁では毎月１回、知事を中心とした部局長会
議を開催しており、その会議の冒頭、信州の農産物な
どの特産品に関する情報を各部局で共有し、PR や販売
促進につなげるために「おいしい部局長会議」を会費
制で行っています。知事や各部局長が試食を行い、信
州のおいしさを自ら体感し、発信していこうという試み
で、これまで４年間で取り上げた特産品は 73 品目。中
には農業高校の生徒がつくった食卓パンや障害者施設

お問合せ

長野県農政部農産物マーケティング室
TEL 026-235-7217
おいしい部局長会議 HP
http://www.pref.nagano.lg.jp/nousei/nousei/oisiinet/oishii-bkt/oishii-bkt.htm

食卓パンの製品化に取り組んだ須坂園芸高校の生徒さんから説明を受ける和田副知事
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富山県

Toyama
富山からビックなプレゼント！
「元気とやまサマーキャンペーン」実施中 !!

富山県では、夏の観光シーズンへの緊急対策とし
て、県と観光事業者等が一体となり、
「元気とやまサ
マーキャンペーン」を実施しています。
キャンペーン特別企画として、８月 31 日（水）ま
での期間中、県内のキャンペーン協力宿泊施設（100
施設）に宿泊された方に、抽選で魅力的な商品が当
たるプレゼント企画のほか、県内各地で様々な特典
やお得なサービスを提供しています。詳しくは、お
問合せ先のホームページをご覧ください。
また、大都市圏での観光 PR として、JR 山手線と
名古屋地下鉄で中吊り広告を展開しており、
“もっと、
家族になろう。富山の夏”をテーマに、
「だから、山
ガールはやめられません。
」
、
「その散歩道は、雲の上
にありました。」（立山黒部アルペンルート）
、
「トン
ネルを抜けると、
想像以上の連続だった。
」
（黒部峡谷・
トロッコ電車）、「この世界遺産は、泊まることもで
きるんだ。
」
（五箇山合掌造り集落）のキャッチコピー
と美しい写真で構成した広告を掲出し、家族一緒の
富山への旅行を提案しています。
都会の暑さを逃れ、清涼感いっぱいの夏の富山へ、
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
元気とやまサマーキャンペーン HP
http://www.info-toyama.com/genki-toyama/

都道府県だより
Ishikawa

2011 年 8 月

石川県

海外からの観光誘客に向けた取組を強化
東日本大震災
の 発 生 後、 自 粛
ムードや風評被
害 に よ り、 石 川
県を訪れる外国
人旅行者の落ち
込 み は 深 刻 で、
今年４月の兼六
園の外国人入園
者数は、前年同月の 10 分の１以下に減少しました。
それでも５月下旬以降、アジア各国で訪日旅行の自
粛緩和の動きが出始め、石川県内への入り込みにも回
復の兆しが見えてきました。石川県はこの機会を逃さ
ず、海外からの誘客促進事業を強化しています。
★知事のトップセールスによる東アジアからの誘客促進
７月に知事を団長とする一行が、中国・南京、上海、
香港、台湾を訪問し、現地政府機関や旅行会社・航空
会社、報道機関で石川県の魅力を強くアピールするな
ど、誘客拡大に努めました。さらに、韓国において、
小松―ソウル便などを利用しての石川訪問を呼び掛け
ました。
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★海外のメディア、旅行会社を招へい
石川の自然、文化、食などの魅力を体感してもらう
ため、今月から順次、東アジア、欧米のメディア、旅行
会社の関係者を招へいしています。旅行会社には石川
を訪れる新たな旅行商品の企画を、また各メディアに
はその情報発信を促すなど、戦略的な取組を進めます。
★海外版観光特使制度を創設
元国際交流員や石川県ゆかりの文化人など、県内に
滞在経験のある人を、
「海外版いしかわ観光特使」と
して委嘱します。口コミで石川の豊かな観光資源を
PR してもらうことで、海外からの観光需要の回復、
掘り起こしを図ります。
★世界の一流シェフ、11 月に石川に集結
世界の一流料理人による食のイベント「Cook It
Raw（クック・イット・ロー）
」が 11 月に欧州以外
で初めて石川県で開催されます。世界の著名なメディ
アが同行取材することから、石川の魅力の発信が期待
されます。
お問合せ

石川県交流政策課
TEL 076-225-1128

岐阜県

Gifu

全国豊かな海づくり大会１周年記念行事を開催！
昨年６月に開催した「第 30 回全国豊かな海づくり
大会」の１周年記念行事を６月 12 日、関市内で開催
しました。
同大会は、天皇皇后両陛下ご臨席の下、史上初めて
河川を舞台に開催され、森から川、海へとつながる自
然環境を一体的に守っていくことの大切さと、
「清流」
は岐阜県の誇るべき魅力でありアイデンティティであ
るというメッセージを全国に向けて強く発信させてい
ただきました。おかげさまで記念式典会場の関市を始
め、県内全市町村のサテライト会場を含めると 17 万
人という、これまでの海づくり大会では例を見ない参
加者を得て大成功に終わることができました。
１周年記念行事には、海づくり大会参加者や関係者、
地元小学生など約 300 人の方々が参加され、天皇陛
下が詠まれた御製を彫った御製碑の除幕式などを行い
ました。

川を下っていく姿が思い浮かび、まさに「清流の国ぎ
ふ」にふさわしい御製をいただいたことを大変うれし
く思っております。
参加した地元小学校の子どもたちは「豊かできれい
な川を守り、未来につなげていくためにできることを
考え行動します」というメッセージを発信し、森・川・
海のつながりの中で清流を守っていくことの大切さ、
人と水とのつながりの大切さを後世に伝えていく決意
を新たにしました。
来年はいよいよ「ぎふ清流国体・ぎふ清流大会」が
開幕します。子どもたちのメッセージをしっかりと受
け止め、海づくり大会を契機として動き出した清流を
守り伝える県民運動を、
「ぎふ清流国体・ぎふ清流大会」
に引き継いでまいります。

御製：
『手渡せる やまめは白く 輝きて
日本海へと 川下りゆく』
天皇陛下がお手渡しされた「やまめ」を、白川村の
方々が日本海へ注ぐ庄川に放流した情景に、天皇陛下
が思いを馳せられ、それを和歌としてお詠みいただい
たものと思っておりますが、
「やまめ」が生き生きと

お問合せ

岐阜県農政部水産課
TEL 058-272-8455

都道府県だより
Aichi

2011 年 8 月

愛知県

東北復興支援特別企画
「棟方志功 祈りと旅」展開催中！

もとにした≪奥海道棟方版画≫
など、青森、岩手、宮城など故
郷東北を題材とした版画作品
や、直筆の倭絵や書など文人的
な性格の作品など、棟方志功の
全体像を「祈りと旅」というテー
マを通して紹介しています。
会場では、ポストカードな
どをチャリティー・グッズと
して販売し、その収益金を復
興支援として被災地に寄付さ
せていただきます。

未曾有の大災害をもたらした東日本大震災によっ
て、東北地方を中心とする美術館・博物館や文化施
設も大きな被害を受け、また、多くの芸術文化関係
者が被災し、その活動が困難になっています。
被災地域の復興のために様々な支援活動が展開さ
れている中で、愛知県では、東北復興支援特別企画
として、
「棟方志功 祈りと旅」展を７月９日から９
月４日まで、愛知県美術館（名古屋市東区 愛知芸
術文化センター内）で開催しています。
また、７月 20 日から 26 日までを「東北復興支援
ウィーク」とし、その期間を中心に愛知芸術文化セ
ンター内でチャリティコンサートを始めとする様々
な事業を展開し、多くの方にご来場いただきました。

弁財天妃の柵

愛知県にお越しの際は、是
非東北復興支援特別企画「棟
方志功 祈りと旅」展にご来
場ください。

今回の特別企画展では、被災地である東北へ想い
を寄せる意味からも、東北出身の版画家で、ヴェネ
チア・ビエンナーレの版画部門のグランプリを受賞
するなど海外でも評価の高い棟方志功を取り上げて
います。
松尾芭蕉の『奥の細道』に倣った旅のスケッチを

お問合せ

奥海道棟方版画 ( ７月 青森 青森ねぷたの柵 )

愛知県県民生活部文化芸術課
TEL 052-954-6183
愛知芸術文化センター HP
http://www.aac.pref.aichi.jp/
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三重県

Mie

Twitter を活用して三重県内農林水産品等に
かかる情報発信をしています。

このように、三重県では Twitter を効果的に活用し
た、消費者の共感を得られる情報発信を通じ、コアな
ファンづくりを目指しています。是非、三重県農水商工
部マーケティング室、アカウント名：mie_pref_foods
をフォローしてファンになってください！

三重県は南北に 1,000㎞を超える海岸線など、豊
かな自然に恵まれ、それぞれの地域で多様な農林水
産物が生産されています。三重県の農林水産業が持
続的に発展していくためには、継続的に支援してく
れるコアな三重県ファンを全国で獲得することが必
要であると考えます。
そこで、マーケティング室では三重県の魅力的な
食の情報や生産者の取組をたくさんの方に知ってい
ただくため、
「三重の食応援ブログ」や「三重ブラン
ドホームページ」などの Web サイトを通して情報
を発信しています。
この度マーケティング室では、関連するホームペー
ジ の 更 新 情 報 や 食 材 の 旬 を 発 信 す る Twitter を ス
タートしました。Twitter では、フォロワーになると
自動的に更新情報が掲載されるので旬の情報を楽し
みにしてくださる方々に、タイムリーに届けること
ができます。
また、三重の食や生産者を信頼して応援してくれ
るフォロワーから、信頼できる口コミ情報として伝
わり、ファンになっていただけるという口コミの効
果を期待しています。

お問合せ

三重県農水商工部 マーケティング室
TEL 059-224-2391
マーケティング室 Twitter アカウントページ
http://twitter.com/#!/mie_pref_foods

都道府県だより
Fukui

2011 年 8 月

福井県

クールライフ・プロジェクト運動
～節電を楽しもう～
この夏、福井県では独自に、楽しみながら節電しよ
うとするクールライフ・プロジェクト運動を展開してい
ます。福井県の特色である恵まれた自然、三世代同居、
地域のつながりなどを生かし、７月１日から９月 30 日
までの３ヵ月間で、消費電力を 10％以上削減すること
を目指します。
具体的には三つのプロジェクトがあり、その一つが
「昼涼みプロジェクト」
。１日の中で電力の使用量が最大
となる午後１時から午後３時の間、映画館やショッピン
グセンター、公共施設、さらには滝や水辺など涼しそ
うな場所にご家族で出かけてもらい、電力消費の大き
い家庭のエアコンを止めていただこうとするものです。
そのため、県立博物館や美術館などの常設展を無料
にしているほか、民間の店舗や企業の皆さんにもご協
力いただき、昼涼みの時間帯の割引きやポイントの加
算、粗品やドリンクのサービスなど、様々な特典を用
意しています。
二つ目は、会社・事務所などで実践していただく「オ
フィス・シエスタプロジェクト」です。昼休みや会議中
などにはパソコンやコピー機の電源を落とし、OA 機器
にシエスタしていただこうとするものです。
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三つ目は「地域・縁側プロジェクト」です。福井県
は三世代同居の割合が高く、地域のつながりもあるこ
とから、ご家族の皆さんが一つの部屋で過ごして冷房
の効率を高めたり、ご町内で一斉に打ち水をしていた
だくなど、ご家族や地域で団欒をもっていただこうとす
るものです。
福井県では発想を大きく転換し、暗く、暑く、我慢
の節電ではなく、
“クール”なライフスタイルで楽しく
節電し、さらには新しい活力につなげていきます。

商店街での打ち水の様子

滋賀県

Shiga
更なる滋賀ファンを創造していくことを宣言！
びわ湖ブランドネットワーク発足

滋賀の象徴である「マザーレイク・琵琶湖」を礎とし
て「滋賀・びわ湖ブランド」を県内外、国内外、ひいて
は未来へと発信していくため、産学官民による推進組織
「滋賀・びわ湖ブランドネットワーク」が７月 25 日に
発足しました。
滋賀は世界有数の古代湖である琵琶湖を始めとする美
しい自然に恵まれ、奥深い豊かな歴史・文化をはぐくん
でいます。また、一方で人口増加が続くなど、都会と田
舎の要素を併せ持つ日本の中でも独自の風土を持つ県と
して発展してきました。さらに高い知名度を誇る産品も
地域で生み出され、様々な観光資源や物産のブランド化
が進められてきました。
しかし、それらが滋賀全体のイメージの向上に必ずし
もつながっておらず、地域の活性化にうまく結び付いて
いないのが現状です。こうしたことを打破していくため、
平成 22 年３月に産学官の共通の指針となる「滋賀・び
わ湖ブランド戦略」が策定されました。この戦略の推進
を一層加速させ、滋賀の地域ブランド向上を図るために
は、県内の各界各層の関係者・県民が手を携え、一体と
なって取り組むことが不可欠です。
そこで、ネットワークの発足をきっかけに行政、企
業、県民が一丸となって滋賀のブランドイメージの構築
とより効果的な情報発信を進め、県内外に滋賀の魅力

をアピールするこ
とで、滋賀を元気
にしていこうと、
キックオフフォー
ラムを開催し、
「県
内外、国内外に更
なる滋賀ファンを
創造していく」と
するキックオフ宣
言を行いました。
フォーラムでは、県内各団体の関係者や県民約 150
名が参加しました。基調講演の石井淳蔵流通科学大学長
は、米飲料大手のコカ・コーラ社などのブランド戦略を
例に「ちょっとした相手への思いやりから新しい価値は
生まれる」と述べられ、顧客目線で分かりやすく魅力を
伝えることの大切さを強調しました。
パネルディスカッションでは、
「滋賀・びわ湖ブランド
の創造と発信」をテーマに、滋賀の豊かな自然や文化のア
ピール方法について、積極的な意見交換がなされました。
本年度は、ブランドコンセプト確立のための情報の再
編集・発信と、ブランディングに関わる人々がつながる
場と機会の検討を行います。
お問合せ

滋賀県総合政策部企画調整課
TEL 077-528-3313

都道府県だより
Kyoto

2011 年 8 月

京都府

全国初！「京都式地域包括ケアシステム」

○「在宅療養あんしんプロジェクト」
事業を展開するのは、医療・介護・福祉の各分野
の専門家が参画する課題別のプロジェクトチーム。
今年度は、在宅療養、認知症対策、リハビリ、介護
予防など六つのプロジェクトに取り組みます。その
中でも「在宅療養あんしんプロジェクト」を重点項
目として位置付け、①体調が思わしくないときに速
やかに入院できる「地域包括ケア支援病院（仮称）」
の整備、②高齢者にかかりつけ医を紹介するドクター
ズネットの整備、③医師や病院、地域の介護福祉従
事者を結ぶチームケアの確立を目指します。

京都府では、来るべき「超高齢社会」にいち早く対
応し、介護や療養が必要になっても地域と関わりを持
ちながら、住み慣れた地域や自宅で 24 時間、365 日
安心して暮らすことができる社会の構築を目指してい
ます。そのため、行政、医療、介護、弁護士会や大学
など、高齢社会に対応する地域づくりに必要な組織・
団体が集結。オール京都体制による「京都地域包括ケ
ア推進機構」を６月１日に設立しました。

○「福祉安心型社会」の実現を目指して
高齢者の地域での生活を支える各機関が連携を深
め、医療・介護・福祉のサービスをワンストップで
切れ目なく、かつ一体的に提供できる「京都式地域
包括ケアシステム」により、「福祉安心型社会」の実
現を目指します。
お問合せ

京都地域包括ケア推進機構
TEL 075-822-3562
HP http://kyoto-houkatucare.org
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Osaka

大阪府

「みどりの風を感じる大都市・大阪」の実現に
向けて～８月は「みどりと風の月間」～
大阪府では、平成 21 年に策定した「将来ビジョン・
大阪」の下、みどりで大阪の魅力を高めるとともに、
ヒートアイランド現象が著しい街中でも涼しい海風
や山風が感じられる都市づくりである「みどりの風
を感じる大都市・大阪」の実現に取り組んでいます。
このため、海と山をつなぐみどりの太い軸線を形
成することとし、今年５月には、道路や河川を中心
に周辺の民有地も含めた 12 路線とその沿線区域を
新たに「みどりの風促進区域」として指定しました。
この区域内では、街路樹の整備などの公共事業を重
点的に行うことはもちろん、関係市と連携し、緑化
を進めた建築物に対し、建ぺい率や容積率などの規
制を緩和することで緑化を促します。なお、緩和の
基準には、全国で初めて緑視率（建築物を道路側か
ら見たときのみどりの割合）を採用しています。そ
のほか、緑化資材の割引など、民間企業の協力もい
ただきながらみどりを増やしていく計画です。
また、今年度から新たに、８月を「みどりと風の

月間」に設定しまし
た。
「みどりで大阪
を涼しく」をテー
マに府内 90 ヵ所で
77 万人が参加する
イベントやセミナー
を展開します。７月
31 日（日）には、キッ
クオフイベントとし
て「校庭の芝生大交
流会」を開催し、大
阪府が推進する校庭
の芝生化の実施校や
予定校 150 校の関係者が一堂に会しました。
この月間を通じ、府民、企業、行政のオール大阪
で「みどりの風を感じる大都市・大阪」づくりを更
に進めていきます。
みどりの風促進区域＜みどりの風を感じる大都市・
大阪の実現に向けて＞ HP
http://www.pref.osaka.jp/kannosomu/
midorinokazesokusin/

都道府県だより
Nara

2011 年 8 月

奈良県

病院と近くのお医者さんが連携・協力して患者
さんを治療するしくみができました！

す。しかし、近くの診療所で対応可能な経過観察の段
階に至っても、病院と診療所とが十分に連携できてい
ないと、患者さんは安心して診療所の方に移ることは
できません。
今回の「虚血性心疾患地域連携パス」では、病院と
診療所とが連携・協力して治療するしくみをつくるこ
とで、患者さんが遠くの病院まで行かなくとも、安心
して身近な医師に日頃から相談・受診できるようにな
ることが目的です。
また、診療所においても、患者さんがどのような状
態で転院してくるか予め把握できるので、重複した検
査をせずに済むなど、効果的な治療を始めることがで
きます。
◆今後
７月から奈良県中南部地域において始めている先行
運用の結果を踏まえて、今後県内全域にこのしくみを
拡大していきます。また、他の４大疾病であるがんや
脳卒中、糖尿病についても、連携のしくみをつくって
いく予定です。

奈良県では、医療関係者と行政とが協働して、病院
と診療所が連携・協力して治療するしくみ「虚血性心
疾患地域連携パス」を構築しました。７月から中南部
地域において先行運用を始めています。
◆「虚血性心疾患地域連携パス」とは
病院で急性心筋梗塞・狭心症の治療をした後、地域
の診療所と役割分担して、互いに連携して患者さんを
治療する「しくみ」のことです。
具体的には、①緊急検査やカテーテル治療を行った
病院が、
「地域連携パス」と呼ばれる情報共有のため
の治療計画表を作成します。②患者さんが経過観察の
段階になれば、病院はその「地域連携パス」を、患者
さんの家の近くの診療所に引き渡すことで情報提供し
ます。③その診療所は、
「地域連携パス」を再び病院
に引き渡すことによって、診療経過を病院に報告しま
す。これら一連の流れによって、病院と診療所が患者
さんの情報を共有し、互いに役割分担しつつ、一貫し
た治療を行うことができます。
◆背景と目的
急性心筋梗塞や狭心症といった、個々の病院では
十分な医療を提供できない救急疾患においては、一部
の大きな医療機関に患者さんが集中することになりま

お問合せ

奈良県医療政策部地域医療連携課
TEL 0742-27-8935
急性心筋梗塞の取り組み状況（虚血性心疾患地域連携パス）HP
http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-24757.htm
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和歌山県

Wakayama

れず廃墟となり、中には破損、腐食が生じるなど、
建物が周辺の良好な景観を阻害している状況が見受
けられることが挙げられます。
本条例では、こういった廃墟となることを未然に
和歌山県では、住民の生活に密着した景観の保全を
図り、生活環境の向上に寄与するため「建築物等の外 防ぐことを目的として、建築物等の外観に関して適
観の維持保全及び景観支障状態の制限に関する条例 切に維持管理する努力義務と建築物が廃墟であって
（通称：景観支 はならないという状態規制の二つの規範を定めてい
���������������������������
障防止条例）」 ます。
���������������
さらに景観上支障となる状態となってしまった廃
を 制 定 し、 平
○ �����������������������
成 24 年 １ 月 墟への対策として、身近に接する周辺住民からの要
１日から施行 請に基づいて、知事が、除却などの必要な措置の勧
告や命令を発出することを可能としています。
します。
今後は、実際の運用に関する詳細な基準を定め、
条例制定の
背 景 と し て、 普及啓発を行っていくとともに、この条例を適切に
○ ���������������������������
周辺住民の要請
本県の空き家 運用することにより、住民の生活に密着した景観の
率が全国３位 保全を図ることはもとより、防災面等の問題解決、
（17.9 ％） と 地域の活性化やまちづくりの発展にもつながってい
勧告
高率となって くよう努めていきます。
命令
お り、 こ れ ら
お問合せ
空き家の一部
は、 適 切 な 維 和歌山県県土整備部都市住宅局都市政策課
持管理がなさ TEL 073-441-3228

住民の要請に基づく景観支障となる廃墟等への
対策を制度化～景観支障防止条例の制定～

建築物所有
者等の責務

建築物等の外観について、周辺の良好な景観に支障となる廃墟とな

らないよう����に努めなければならない。

建築物等の外観については、著しい破損、腐食等により、周辺の良

建築物等の
状態規制

好な景観と著しく不調和な状態（景観支障状態）であってはならない。
※現に使用されているものや文化財等は除く。

景観支障状態である廃墟の周辺住民は、除却などの措置をとるよう共同で要請

することができる。

必要と認められれば、除却などの措置をとるよう勧告を行う。

勧告に従わない場合で特に著しい景観支障状態のものについては命令を行う。

※除却等の措置に係る費用は、原則、所有者等の負担。

※条例施行以前から景観支障状態の場合、除却により生じる受益を差し引いた
上で損失補償を行う。

※命令に従わない場合で、著しく公益に反すると認められる場合は行政代執行
の対象となりうる。

都道府県だより
Hyogo

2011 年 8 月

兵庫県

自転車で“アワいち”（淡路島一周）に挑戦
2011 淡路島ロングライド 150
●淡路島ロングライド 150

淡路島を自転車で一
周するイベント「淡路
島 ロ ン グ ラ イ ド 150」
平成 23 年 10 月９日（日）開催
を今年も開催します。
スタート：午前５時 45 分
タ イ ム を 競 わ ず、10
ゴール締切：午後４時
時間以内に走りきる
（共に国営明石海峡公園）
サイクリングイベン
★参加者募集中！９月 20 日まで
ト な の で、 淡 路 島 一
（定員になり次第締切）
周 150km は 初 心 者 の
○参加費：9,500 円
方でも少し背伸びをす
○募集人員：2,000 人
（高校生以上）
れば不可能な距離では
ありません。昨年は約
1,500 人が参加し、９割以上の方が完走しました。
コースは、迷いやすい交差点ではスタッフが誘導する
ので、安心して走行していただけますが、一般車両の交
通規制をしていませんので、ルールを守った安全運転を
お願いしています。
2011 淡路島ロングライド 150

●爽快感と達成感が味わえるコース
国営明石海峡公園からスタートし、淡路島を時計回りに
一周。序盤は平坦な道が続き、中盤が最大勾配 15％の山
岳部、終盤はまた平らに戻り、最後は世界最長の吊り橋・
明石海峡大橋を目標に海岸線を走り、ゴールを目指します。
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アップダウンのあ
る山岳部が全体の３
分の１程度あります
が、 そ れ だ け に 走 り
終わった後の達成感
もひとしおです。

●エイドステーションでは地元グルメのふるまい
コース中、水分や食べ
物を補給できるエイドス
テーション（ＡＳ）を４ヵ
所設けます。サイクリス
トの皆さんに食の面から
も淡路を楽しんでいただ
けるような地元の特産品
を使ったふるまいで、無
事完走できるようサポー 昨年は、灘のＡＳでは地元福良の名産のそう
トしますので、是非ご参 めんがふるまわれました
加ください。
2011 淡路島ロングライド 150 のホームページを参考に、正式な許
諾を受けて作成しています。
お問合せ

淡路県民局公園島企画室企画課
TEL 0799-26-2008 FAX 0799-23-1250
2011 淡路島ロングライド 150HP
http://www.awajishima-longride.jp/

鳥取県

Tottori
平成 23 年７月から新体制始動！
～未来づくり推進局、危機管理局を設置～

強化するとともに、災害等の情報を集約し、県民に
必要な情報を適時に提供できる体制とするため、「防
災局」を「危機管理局」に再編しました。
津波・豪雪対策のほか、危機管理の企画立案を担
当する「危機管理政策課」、原子力防災を始めとする
危機対応や、危機管理情報の一元化・提供を担当す
る「危機対策・情報課」
、地域防災力向上や消防事務
等を担当する「消防防災課」で構成されています。

鳥取県では、いわゆる骨格予算として編成された
当初予算に基づく事業に加え、新たに着手する政策
判断を要する事業等を推進していくため、
「未来づく
り推進局」、「危機管理局」の設置を始めとする組織
体制の見直しを７月１日付けで行いました。
新体制の下、県政の重要政策をより強力に進めて
まいります！
●「未来づくり推進局」の設置
未来づくりの推進と、その核となるパートナー県
政に関する業務を統轄する組織として「未来づくり
推進局」を設置しました。
未来づくり推進の司令塔となる「未来戦略課」、県
民への情報発信を担当する「広報課」
、県民との対話
の窓口となる「県民課」
、県政協働パートナーの支援
を担当する「鳥取力創造課」で構成されています。
●「防災局」を「危機管理局」に再編
昨年末の豪雪災害、そして今年３月の東日本大震
災を教訓に、危機管理事象への対処能力の向上を図
るため、津波対策、原子力防災対策、豪雪対策等を

「未来づくり推進局」発足式で決意表明をする野川局長

お問合せ

鳥取県総務部行財政改革局業務効率推進課
TEL 0857-26-7612

都道府県だより
Okayama

2011 年 8 月

岡山県

ロボットスーツ HAL を活用したモデル事業を実施
少子高齢化が進展し、医療・介護ニーズが増大する
中、我が国の優れたロボット技術を活用することが求
められます。しかしながら、医療・介護現場では、ロ
ボットの導入に懐疑的な見方があります。また、
ロボッ
ト開発現場では、一部の企業が開発を進めているもの
の、対人安全性の技術や基準が確立されておらず、本
格的な普及が見込めない上、開発に多額の費用が掛か
ることから、開発が促進されていません。
このため、岡山県では、地域の医療機関や介護老
人保健施設において、脳卒中患者や移動に支障のあ
る高齢者などを対象に、ロボットスーツ HAL を活用
したリハビリテーションを実施し、疾患別の有効性
や課題などの評価を行う「ロボットスーツ HAL リハ
ビリテーション評価事業」をモデル的に実施するこ
ととしました。
平成 25 年度まで本事業を継続し、ロボットスーツ
HAL の有効性などの評価結果を広く医療・介護現場
へ情報提供することにより、医療従事者の不安を解
消し、先端的医療・介護機器の積極的な活用を促進
していくこととしています。

【ロボットスーツ HAL】
ロ ボ ッ ト ス ー ツ HAL
は、体に装着することに
よって、身体機能を拡張
したり、増幅したりする
ことができる世界初のサ
イボーグ型ロボットで
す。人が筋肉を動かそう
としたとき、脳から運動
ニューロンを介して筋肉
に神経信号が伝わり、筋
骨格系が動作します。そ
の際、皮膚表面から漏れ
University of Tsukuba/
出す微弱な生体電位信号 Prof.Sankai
CYBERDYNE Inc.
を装着者の皮膚表面に貼
り付けたセンサで読み取り、その信号を基にパワー
ユニットを制御し、装着者の筋肉の動きと一体的に
関節を動かすことによって、装着者の意思に従った
動作支援が可能になります。
注：「 ロ ボ ッ ト ス ー ツ HAL」 は、 日 本 国 又 は 外 国 に お け る
CYBERDYNE（株）の登録商標です。
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島根県

Shimane
三瓶自然館サヒメル

開館 20 周年！

要な自然現象と認
められ、地質鉱物
として国の天然記
念物に指定されて
い ま す。 平 成 15
年にサテライト施
設として発掘現場に開園
した「三瓶小豆原埋没林
公園」は、地底に埋もれ
た太古の森を発掘したま
まの状態で展示しており、
巨大地底林が広がる壮大
で神秘的な空間となって
三瓶小豆原埋没林
います。是非ご来館いた
だき、4,000 年前の自然がはぐくみ火山が閉じ込め
た奇跡の森を体感していただきたいと思います。

大山隠岐国立公園三瓶山のふもとに自然系博物館
として設置した「三瓶自然館サヒメル」が、開館 20
周年を迎えます。島根県の自然に関する展示や調査
研究を行うとともに、本格的な天文台や全天周シア
ターを備え、様々な企画展や学校活動などの自然体
験学習を通して、島根県の内外の多くの方々に島根
の自然を紹介してきました。
現在は、20 周年を記念して夏の特別企画展「鉱物
～きらり。地球の造形美」を開催しています。サファ
イアやダイヤモンドなどの原石、深海を思わせる青
さの藍銅鉱、石見銀山最大の鉱石や世界的珍品のア
ラレ石など、見応えある貴重な鉱石 250 点を一堂に
展示しています。
さ ん べ あ ず き はらまいぼつりん
また、常設展示で紹介している「三瓶小豆原埋没林」
は、樹齢 600 年を超える巨大なスギ林が、約 4,000
年前の三瓶山大噴火による土石流や火砕流により真
空パックのような状態で埋もれ、当時の姿のままで
地中に保存されたもので、平成 10 年に確認されまし
た。平成 16 年には火山国である我が国を代表する重

お問合せ

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

都道府県だより
Hiroshima

2011 年 8 月

広島県

平成 24 年 NHK 大河ドラマ「平清盛」の
キャラクター及びロゴタイプを決定

を用い、広島県のイメージアップと観光客誘致の促
進並びに経済の活性化等に努めていきます。

この「キャラクター」と「ロゴタイプ」使用に当たっ

大河ドラマ「平清盛」広島県推進協議会（以下「協

ては、協議会事務局までお問い合わせください。

議会」と言う。
）が行うキャンペーンのシンボルとな

る「キャラクター」及び「ロゴタイプ（文字デザイン）」
を５月 19 日から約１ヵ月間かけて公募しました。

その結果、全国各地（中には海外からも）から応

募が集まり、応募総数 1,017 件という、非常に多く
の作品が集まりました。選考の結果、今までの「平

清盛」のイメージを一新する「キャラクター」及び「ロ
ゴタイプ」を決定しました。

「キャラクター」は、
協議会が求める「若さ」と「躍

動感」を表現しており、
「老いた入道姿」
「公家」といっ
、

た従来の清盛のイメージを打ち破るのに適しており、

平清盛「キャラクター」

また、
「ロゴタイプ」は、大胆で力強い斬新なデザイ

お問合せ

ンで、かつキャラクターにも合っているなど、どち
らも非常に優れた作品です。

協議会ではこの「キャラクター」と「ロゴタイプ」

「ロゴタイプ」

大河ドラマ「平清盛」広島県推進協議会事務局

（広島県観光課内）

TEL 082-513-3392
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山口県

Yamaguchi

「おいでませ！山口イヤー観光交流キャンペーン」
実施中

②ぐるるん！山口フェスタ
SL「やまぐち」号などの列車とその沿線を巡るス
タンプラリーや、県内各地のウォーキングイベント
等に参加してプレゼントが当たるキャンペーンなど、
楽しいイベントがいっぱいです。
そのほか、「とまろう！山口フェア」として、県内
に宿泊し、ご当地ならではの地旅を楽しんでいただ
くキャンペーンなども実施します。
詳 し く は、 下 記
のホームページを
ご覧ください。
「はじめてなの
に、 な つ か し い。
おとずれるたびに、
あ た ら し い。 お い
でませ山口へ」

年間観光客 3,000 万人構想の実現に向けて、これ
までの山口県観光の様々な取組を集大成した、「おい
でませ！山口イヤー観光交流キャンペーン」が７月
からスタートしました。
今年７月～ 12 月を「プレキャンペーン」
、来年３
月～８月を「本キャンペーン」として、多くの皆さ
んに山口の地を訪れてい
ただこうと、多彩なイベ
ントを展開します。
①ディスカバー！長州博
はぎおうかん

歴史の道「萩往還」を語
り部と歩くガイドウォー
クや、
「明治維新」をテー
マにしたお宝展などの「明
治維新 150 年祭」
、地元の
昔話等を題材にした「山
口どこでも紙芝居」など
を実施します。

SL「やまぐち」号

お問合せ

山口県観光交流課
TEL 083-933-3170
社団法人山口県観光連盟
TEL 083-924-0462
HP http://www.oidemase.or.jp/

「明治維新 150 年祭」公式ガイドブック

都道府県だより
Kagawa

2011 年 8 月

香川県

魅力増す商店街
今年、香川の商店街がおもしろい !?
香川県内にある様々な商店街。元気やにぎわいを復活
しようと、動き出しています。
日本一とも言われる総延長 2.7km のアーケードが続
く「高松中央商店街」
。その北部に位置する「高松丸亀
町商店街」では、再開発により約 160m のアーケード
が完成。高さが以前の２倍の約 20m で、クリスタルガ
ラス製。照明は全て LED を用いた画期的なアーケード
に生まれ変わりました。
「高松兵庫町商店街」
では、とっても愛らし
いマスコットキャラク
ター「ひょこたん」が
お 出 迎 え。 毎 週 木 曜
日にフリーペーパー
「ひょこ通」を配布し、
お薦めのお店を紹介し
高松兵庫町商店街
て い ま す。 先 月、
「ゆ
るキャラ ® フェスティバル」を開催したところ、全国
から大勢の仲間たちが集まり、歌やダンスで大いに盛り
上がりました。今後も、ひょこたんステージなどのイベ
ントがあり楽しみです。
「高松片原町東部商店街」では、お年寄りや子どもに
優しい商店街を目指し、香川名物「お接待商店街」が登
場。子どもたちの描く未来の商店街が一面に張り出され、
アーケードを利用したフリーマーケットやお接待お茶会
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などが開催されます。
「三本松商店街」では、朝
市が 30 年ぶりに復活し、東
かがわ市特産の手袋を始め
とした革製品のアウトレット
三本松商店街
や、様々な国の屋台が並ぶ国
際縁日を開催。さらに、和三盆検定や利きしょうゆなど
香川自慢の県産品を使った企画で朝市を盛り上げます。
「坂出市商店街」では、珍しい香川の「あんもち雑煮」
を PR。雑煮サミットに、全国の珍しい雑煮が集合します。
アーケードの長さを利用し、うどん玉がどこまで伸びる
のか、ギネスにも挑戦します。
「丸亀市中央商店街」では、今話題の「骨付き鳥」スタ
ンプラリーや丸亀の歴史にちなんだ企画も予定しています。
「 観 音 寺 商 店 街 」 で は、
「まち
の顔づくり」をテーマにワーク
ショップや討論会を開催します。
ますます魅力を増す商店街。今
年、香川の商店街から目が離せま
せん。是非ご参加ください。
お問合せ

坂出市商店街で全国雑煮サミット
特徴のある雑煮を募集しています！

香川県経営支援課
TEL 087-832-3343
香川県おもしろい商店街 HP
http://www.pref.kagawa.lg.jp/keiei/syotengai.html
kame3.jp- 高松丸亀町商店街 HP
http://www.kame3.jp/

徳島県

Tokushima

「宝の島・徳島『わくわくトーク』」がスタート。

ご意見については、速やかに県施策に反映していき
ます。
６月 18 日に那賀町で開催された第１回「わくわく
徳島県では、県民の皆さんの県政への参加意欲の
トーク」では、飯泉知事が、女性林業研究グループ
高揚と、県民の皆さんとの意思疎通を図ることを目
的として、
「より県民の目線で」
「より双方向に」
「よ 「那賀川こまち」の作業所で木工作業体験などを行い、
簡易作業道を高密に整備した針広混交林を視察しま
りきめ細やかに」を基本に、広報広聴活動を実施し
した。引き続いて、林業関係者の皆さんと、山の保
ています。その一つとして、知事が県民の皆さんと
水力を高めることの重要性や鳥獣による食害対策、
直接対話し意見交換する「知事対話事業」を積極的
木材需要を高める取組などについて、和気あいあい
に行っています。平成 15 年度から 22 年度までに合
の中、全ての出席者と意見を交わしました。
わせて 85 回開催した「しゃべり場とくしま」、
「とく
今後も、新たな「徳島の宝」の発見への期待と、
しま円卓会議」には、幅広い世代から約 12,000 人の
夢や希望に「わくわく」とした気持ちを皆さんと共
皆さんが参加しました。
有しながら、県内各地で、
「宝の島・徳島『わくわくトー
そして、今年度、これまでの対話事業を一新しス
タートしたのが「宝の島・徳島『わくわくトーク』
」 ク』」を開催していきます。
です。この、
「わくわくトーク」では、知事が直接地
域の皆さんと対話を行い、コミュニケーションを図
りながら地域から湧き出る「知恵」を活用して、新
たな施策を展開し、地域の課題を解決することを目
的として、
県内で「産業振興」
「人材育成」
、
「地域振興」
、
を始め先進的な取組を行っている団体などの活動現
場を訪問し、小規模グループでの膝を交えた意見交
換を行います。
開催の模様は、県内ケーブルテレビ局で放送する
とともに、県ホームページでも公開し、いただいた

都道府県だより

2011 年 8 月

愛媛県

Ehime

多くの観光客
の皆さんに南予
地域に来ていた
だけるよう、主
要駅や高速 道
路サービスエリ
アでの街 頭 宣
伝、各種イベン
「ええとこなんよ隊」出発式
トへの 参 加な
ど、ＰＲキャラクター「にゃんよ」を先頭に、各地でキャ
ラバン隊が活躍しています。
また、平成 24 年４月からは「うみ・かわ・もり・ひと、
楽園めぐり」をテーマに、宇和島圏域観光振興イベント
「えひめ南予いやし博 2012」が開催されます。
全国の皆さん、鯛めしやキジ料理など郷土料理も満
載の愛媛の南予地域で、心安らぐいやしのひとときを過
ごしてはいかがですか？

ええとこなんよ！愛媛の南予 !!
リアス式海岸が美しい宇和海と、みかんが実る石積
みの段々畑、緑多い山々から流れ出る肱川や四万十川
支流の清流、歴史ある宇和島や内子・大洲・宇和の町
なん よ

並み・・・愛媛県の南西部に位置する「南 予 」は、豊
かな自然や独特の文化・風土、そして人情あふれる人々
に育まれた海・山・里の幸など、多くの観光資源に恵ま
れた魅力あふれる地域です。
愛媛県では、南予地域の旬な観光情報を県内外に情
報発信するため、県緊急雇用創出事業を活用して、
「え
ひめ南予観光ＰＲキャラバン【ええとこなんよ隊】」を結
成しました。

お問合せ

愛媛県経済労働部観光国際局観光物産課
TEL 089-912-2492
愛媛・南予の観光情報発信サイト
町並ウォーカー旅南予 HP
http://www.tabinanyo.jp/index_pc.html

えひめ南予いやし博 2012
日時：平成 24 年 4 月 22 日 ( 日 ) ～ 11 月 4 日 ( 日 )
場所：宇和島圏域
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高知県

Kochi

「海洋堂ホビー館四万十」 オープンしました！
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。７月９日（土）には、メイン会場
となる JR 高知駅南口に新パビリオン「『龍馬伝』幕末志士社
中」がオープンしました。
うつ い がわ
同じく７月９日、清流四万十川が流れる四万十町打井川の
山奥に、世界的なフィギュアメーカーとして知られる海洋堂
の歴史とコレクションを集大成する魅力がぎっしり詰まった
ミュージアム「海洋堂ホビー館 四万十」がオープンしました。
観光交流人口の拡大を目的に高知県産業振興計画に位置付
け、廃校となった打井川小学校を改装し、地元四万十町の
方たちと協働でつくられた、別名「へんぴなミュージアム」。
たどり着くまでに、本当にあるのかと不安になるような『へ
んぴ』な場所だからこその驚きや新鮮さがあります。日頃、
便利な都会に生活している方々にとって、わざわざ不便な場
所に足をのばして見に行くという、利便性を求めてきたこれ
までの風潮に一石を
投じる取組として大
きな注目を集めてい
ます。
また、地域の食材
を使った食べ物、木
工芸品などの特産品、
釣りやキノコ狩りの
体験観光など、ホビー
館の来館者をもてな
海洋堂ホビー館四万十のオープニングの様子
すための魅力もいっ

ぱいですので、是非
お越しください。
オ ー プ ン 初 日 は、
約 200 人 が 行 列 を
つくる中、海洋堂の
創始者 宮脇修館長
や高瀬四万十町長ら
がテープカットを行
館内中央にある巨大カタロニア帆船
い、四万十川の轟太
鼓やよさこい鳴子踊りも登場するなど盛大なセレモニーが行
われました。また、県内外から約 1,100 人の家族連れやファ
ンが訪れ、巨大なカタロニア帆船を始め、特撮物のキャラク
ターフィギュアや恐竜、造型師ボーメの作品まで、海洋堂の
技術の粋を集めた約 10,000 点の作品を楽しみました。
「海洋堂ホビー館四万十」へのアクセスは、高知市中心部
から車で約２時間。JR 予土線でお越しの方は、海洋堂プロ
デュースの「ホビートレイン」も運行しています。四万十川
沿いの素晴らしい景色と併せて、是非お楽しみください。
～海洋堂ホビー館四万十～
所 在 地 高知県高岡郡四万十町打井川 1458 －１
開館時間 10 時～ 18 時（入館は 17 時 30 分まで）
休 館 日 火曜日
入 館 料 一般（高校生以上）800 円
小中学生 400 円（未就学児は無料）
TEL 0880-29-3355
HP http://www.hobbykan.jp/

都道府県だより
Fukuoka
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福岡県

福岡コンテンツ産業振興会議平成 23 年度総会を開催
～コンテンツ産業の拠点 FUKUOKA を目指して～
福岡県には、100 万本を超える大ヒット作を生み
出したゲーム制作企業やインターネット関連企業、
携帯コンテンツ制作企業など数多くのコンテンツ企
業が集積しています。また、九州大学芸術工学部を
始め、関連する教育機関から多くの優秀な人材を輩
出しています。
こうした強みを生かして、本県は福岡コンテンツ
産業振興会議（会長：杉山知之デジタルハリウッド
大学・大学院学長）を設立し、ビジネス機会の拡大
や人材の育成・確保等の様々な事業を官民一体となっ
て行っています。
同会議は、平成 23 年６月３日、121 企業・団体が
参加し、平成 23 年度総会を開催しました。
総会では、数々のコンテンツ分野でプロデュース
を手がけている株式会社ディー・エル・イー代表取
締役の椎木隆太氏を迎え、
「福岡から世界へ！コンテ
ンツビジネスの新しい流れ」と題して、講演いただ
きました。その中で椎木氏は、コンテンツ分野にお
いて、アジアを中心とした海外企業は、日本を学ぼう、
日本の企業と一緒にビジネスをやろうという大きな
流れがある。福岡がアジアのヘッドクオーターとな
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ることにより、アジアの優秀な人材を集めたクリエ
イティブな拠点となりうると語りました。
また、県内コンテンツ企業の開発事例紹介では、
①映画館ロビーにおいて専用アプリケーションを起
動させた Android 端末をかざすと、ロビー内が現実
の環境とバーチャルな物体を合成した空間を作るコ
ンテンツ開発や、②スマートフォン向けに簡単にデ
コメが作成できるアプリケーションの開発、さらに、
③被災者支援において安否確認等の情報提供のほか、
更に効果的なデジタルサイネージ（電子屋外広告）
の活用研究について、各社から成果発表をしていた
だきました。
福岡県では、今
後もコンテンツ産
業の一大拠点づく
りを目指し、コン
テンツビジネスの
拡大支援、交流連
携の促進に取り組
んでいきます。
お問合せ

福岡県商工部商工政策課
TEL 092-477-6431

ルビー・コンテンツ班

佐賀県

Saga

来春、佐賀県立産業技術学院が生まれ変わります

学科」、建築物の設計・デザインから施工までの一貫
した技術を身に付ける「建築技術・設計科」
、電気や
設備施工のプロを目指す ｢電気システム科｣ です。
また、各コースともに 10 名～ 20 名の少人数制。
産業界のニーズに合わせたカリキュラムで、最新鋭
の機器を用いて実践力を重視した訓練を行い、現場
の即戦力となる若手技術者の育成を目指します。
なお、来春の訓練コースの見直しに先立ち、本年度、
就職支援課を新設し、訓練生一人一人が確実に就職
できるよう就職支援体制を強化しました。今後も時
代のニーズに即した訓練科の設定など、絶えず見直
しを行っていきます。

平成８年の開校以来、産業界に多くの技術者を送
り出してきた本県の職業能力開発校、
「佐賀県立産業
技術学院（多久市）
」
。日々進化する産業界のニーズ
に更に応えるため、平成 24 年春から訓練コースを一
新します。
新体制では、これまで１～２年間の普通課程・短
期課程７コースであったものを、２年間の普通課程
５コースに再編し、若手技術者の育成に重点をおき、
入校資格も 29 歳以下に絞り込みました。
新たな訓練コースは、全部で５コース。生産現場
で必要とされるものづくり技能者を目指す「機械技
術科」
、木工
のプロを目指 【佐賀県立産業技術学院募集案内】
応募対象者／高等学校卒業程度以上で 29 歳以下
す「 木 工 芸 デ
ザイン科」
、 選考試験時期／ 10 月下旬予定（筆記試験、面接）
受験料／無料
電気自動車な
願書受付／ 10 月上旬予定
どの次世代自
訓練期間／２年
動車にも対応
授業料／月額 9,900 円（平成 23 年度の例）
できる自動車
申込み・お問合せ／佐賀県立産業技術学院
整備士を目指
TEL 0952-74-4330
す「 自 動 車 工
佐賀県立産業技術学院（佐賀県多久市）

都道府県だより
長崎県

Nagasaki
えびすリアリズム

2011 年 8 月

蛭子さんの展覧会
え び す よしかず

本展覧会は、長崎出身の著名人である蛭子能収氏の、
アーティストとしての知られざる側面を、新作・初公
開の作品を中心に紹介する初めての大規模展です。
現在、テレビタレントとして「ギャンブル好きで
変わったオジサン」というイメージを届けている蛭
子さんですが、それはほんの一面でしかありません。
長崎商業高等学校美術部で熱心に活動し、長崎市内
で看板屋に勤め、上京後はごく普通のサラリーマン
生活を送りながら、1973 年に雑誌『ガロ』での入選

を機に漫画家としてデビューしました。その作風は、
不条理でシュールなギャグ漫画として知られていま
す。以後、独創的で類いまれな作品を描き続け、アー
ティストとして映画監督や俳優としても才能を発揮
しています。
今回の展覧会は、「お茶の間でのイメージどおりの
蛭子さん」と、「奇才なアーティスト蛭子能収」とい
う両者のギャップを楽しんでいただき、特にアーティ
ストとしての知られざる魅力を知る機会です。
地元長崎をテーマにした描き下ろしの壁画や原画、
長崎時代の写真や友人に宛てた年賀状等の展示のほ
か、長崎での思い出や作品などについて語り合う「え
びすさんのゆったりトークショー」なども開催され
ます。会期中は、長崎市内を「えびす電車」が運行
しています！
みつけたら是非乗車し蛭子さんの表現する長崎と
街並みをご堪能下さい！
◆会期＝９月４日（日）まで
◆会場＝長崎歴史文化博物館
◆お問合せ＝ 095-818-8366

蛭子能収「ああ長崎 ･･･」
（部分）2011 年
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大分県

Oita

ゆすはらはちまんぐう

柞原八幡宮が国の重要文化財に！
柞原八幡宮は、大分県大分市西部、緑豊かな自然に
恵まれた八幡地区に鎮座し、八幡由原宮とも呼ばれて
います。836（承和３）年に宇佐神宮の分霊を祭る神
社として建てられ、鎌倉時代以来大友氏を始め、歴代
府内藩主の厚い信仰を受けていましたが、1749 年に大
規模な火災に遭いました。現在の建造物は、1752 年～
1870 年の間に順次再建されたものです。
今回、重要文化財として指定されたのは、再建され
た本殿、申殿、拝殿、桜門、東宝殿、西宝殿、東回廊、
西回廊、西門、南大門の 10 棟と絵図面などです。類
例の少ない八幡造本殿であるとともに、本殿・申殿・
拝殿・桜門が一直線になるなど、宇佐神宮（宇佐市）
を範とした独特の本殿形式と社殿配置となっています。
社殿のほかにも、柞原八幡宮文書 216 通を始めとし
て、国指定文化財を６点、県指定文化財 11 点を有して
います。さらに、周囲は柞原八幡宮の名の由来とされる
イスノキやイチイガシなどの原生林が覆い、中でも樹齢
3,000 年余りの国天然記念物クスの巨木は見るものを圧
倒し、柞原八幡宮の荘厳さを一層際立たせています。

この地には、
壮麗な社殿、
伝統的な祭事、
豊かな自然が、
先人たちの努力により残されています。重要文化財の指
定を機に、より多くの人が柞原の歴史と文化、自然にふ
れることが願われます。

柞原八幡宮本殿

お問合せ

大分県文化課
TEL 097-506-5498

都道府県だより
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熊本県

Kumamoto
ふ

れ

愛

ねんりんピック 2011 熊本、いよいよ開催

県仙台市にバ
トンをつなぎ、
ねんりんピッ
クでは初とな
る納火式を行
います。
ほ か にも、
総合開会式のイメージ
ファッション
ショー、音楽文化祭、シンポジウムなど、
「見て」
「聞いて」
楽しむイベントがめじろ押しです。
地域や世代を越えた「ふれあい」にあふれ、皆さん
の心に熊本の思い出がいつまでも残る大会となるよう、
県内各地でおもてなしの準備を進め、お待ちしておりま

ねんりんピックの愛称で親しまれている「全国健康福
祉祭」は、60 歳以上の高齢者を中心として、あらゆる
世代の人たちが楽しみ、交流を深める祭典です。
第 24 回大会を本年 10 月 15 日 ( 土 ) から18 日 ( 火 )
ふ れ 愛

の愛称で、
「火
までの４日間、
「ねんりんピック 2011 熊本」
の国に 燃えろ！ねんりん 夢・未来」をテーマに、熊
本県内で開催します。約 10,000 人の選手が熱戦を繰り
広げる 22 種目の交流大会を県内９市４町で開催するほ
か、美術展、ふれあいニュースポーツ、地域文化伝承館、
健康福祉機器展など、健康や生きがいづくりに役立ち、
小さなお子さんから高齢者の方まで皆さんで楽しめるイ
ベントも実施します。
10 月 15 日の総合開会式（熊本県民総合 運 動公園
KKWING）では、熊本伝統の祭りなどを盛り込んだア
トラクションが行われるほか、世界最大級のカルデラを

ふ れ 愛

す。是非、ねんりんピック 2011 熊本にお越しください！
お問合せ

熊本県ねんりんピック推進課
TEL 096-333-2011

きょ か

有する阿蘇火口から採火された炬火の点火者として、オ
リンピック柔道金メダリストで国民栄誉賞を受賞された
熊本県出身の山下泰裕さんが登場します。
また、18 日の総合閉会式では、次代を担う子どもた
ちや若者によるアトラクションの後、次期開催地の宮城

ねんりん 2011

検索

ＡＳＯ坊健太くんツイッター
@asoboukenta http://twitter.com/#!/asoboukenta
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Miyazaki

宮崎県

元気と勇気を届ける「宮・宮の絆イベント」

続く第２部では、気仙沼漁港周辺の避難所になっ
ているホテルで宮崎県産品の炊き出しを行うととも
に、他の７ヵ所の避難所に地鶏や日向夏ジュース等
の宮崎県産品を届けるなど、まさに「宮崎ならでは」
の復興支援活動となりました。

本県では、昨年の口蹄疫などの一連の災害に際し
て、東日本を含む全国の皆様から温かいご支援をい
ただいたことに対する厚い感謝の気持ちを込め、今
回の大震災で被災された方々に少しでも恩返しをす
るために「みやざき感謝プロジェクト」と題して、様々
な支援活動を展開しています。
これまでに、被災自治体の業務の支援などを行う
県・市町村職員等の派遣、県産スギ材学童机等の提供、
被災者・被災地支援等の事業を継続的に実施するた
めの「みやざき感謝プロジェクト基金」の設置など
を行ってきました。

今後も、県漁連と連携した気仙沼への燃油や餌の供
給補完対策などの支援を行うなど、宮崎ならではの復
興支援を継続的に実施し、被災地の皆様へ元気を届け、
復興への道のりを支えていきたいと思います。

このような中、水産業による被災地の経済復興支
援として、本県のカツオ一本釣船団と縁の深い宮城
県気仙沼市で、７月３日に「宮・宮の絆イベント」
を開催しました。
イベントの第１部では、気仙沼漁港で「カツオの
水揚げ式」が行われ、本県漁業者が「今年も気仙沼
に帰っきたど」宣言をすると、気仙沼漁協の佐藤組
合長が「待っでだでば」と応じ、今後も両県が共に
力を合わせていくことを誓い合いました。

都道府県だより
Kagoshima

2011 年 8 月

鹿児島県
にも似た滋味があり、地鶏としては脂の乗りが良く
ジューシイさがあるのが特徴です。先行販売されてい
る飲食店では、鹿児島の郷土料理「鶏刺し」のほか、
炭火焼き、鶏しゃぶなど、シンプルで肉本来の味を楽
しめる料理で提供されており、
「この鶏は味に深みが
あって本当においしい。
」と評判も上々です。
「黒さつま鶏」は味だけでなく、その経済性が注目
されます。在来種由来 100％の地鶏としては増体が良
く、年に３回転以上の出荷が可能です。また強健性が
高く、出荷までに損失するヒナが少ないのも特徴です。
今後は、価格面でもこうした経済性を生かしていきた
いと考えています。
県では「黒さつま鶏」を含めた県産地鶏の振興を図
ろうと、生産者や流通関係者で構成する「鹿児島県地
鶏振興協議会」を設立しました。現在、黒さつま鶏
の生産者は 12 戸となり、安定したヒナ供給のための
種鶏場も整備されました。８月の本格出荷後は毎月
3,000 羽程度の出荷を予定していますが、年度末にか
けて更に出荷数が増える見込みです。協議会では、さ
らなる生産者の募集を行うほか、流通体制の整備や
PR 活動を積極的に行っていく予定です。
全国の皆様には他の鹿児島の「黒」食材と合わせて、
是非「黒さつま鶏」をご堪能いただきたいと思います。

鹿児島の新しい“黒”
「黒さつま鶏」本格出荷へ！
鹿児島県の新しい地鶏「黒さつま鶏」は、平成 23
年２月から九州新幹線の全線開業に合わせ、先行出荷
されていますが、今年８月からいよいよ全国へ向けた
本格出荷が開始されます。
鹿児島県は、ブロイラーと採卵鶏を合わせて日本一
の養鶏県ですが、地鶏においては名古屋コーチン、秋
田比内地鶏など他産地の地鶏に大きく水をあけられて
います。鹿児島県は、この新しい鹿児島の黒ブランド
「黒さつま鶏」に県産地鶏の全国シェア拡大へむけた
起爆剤として期待しています。
「黒さつま鶏」は、鹿児島で古くから飼育されてい
る天然記念物
「薩摩鶏」をルー
ツに持ち、その
名のとおり黒系
の羽装を持つ地
鶏です。肉質は
うま味成分のア
ミノ酸を多く含
む た め、 甘 み
しゃぶしゃぶ
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沖縄県

Okinawa

『世界エイサー大会 2011
～ Worldwide Eisa Festival 2011 ～』開催！
沖縄の夏の風物詩「エイサー」
。今もなお、お盆時
期に県内各地で繰り広げられるその伝統行事は、独
特の太鼓のリズムと勇壮な舞いが魅力を呼び、現在
では県内のみならず、県外、海外にもエイサー団体
の支部が作られるなど大きく広がっています。
沖縄県では、エイサーを活用した新たな誘客イベ
ントとして、昨年から『全国エイサー大会』を開催。
今年は内容を更にスケールアップし、
『世界エイサー
大会』に名称を変えて開催いたします。
同大会では、昨年に引き続き、創作エイサー団体
のグランプリを決定する「創作エイサーコンテスト」
の開催のほか、地域の青年会の伝統かつ勇壮な演舞
の披露、エイサーを体験できるワークショップなど、
盛りだくさんのプログラムを予定しています。

昨年のグランプリ団体

昨年の審査員特別賞団体

特に今年は、
「第５回世界のウチナーンチュ大会」
とコラボレーションすることから、世界中から多く
の県系人が来県し、「世界エイサー大会」の一層の盛
り上がりが期待されています。
◆開催概要
日時：平成 23 年 10 月 15 日（土）、16 日（日）
会場：那覇市奥武山運動公園
主催：世界エイサー大会実行委員会
お問合せ

世界エイサー大会事務局
TEL 098-867-2622
大会公式 HP
http://www.eisa-okinawa.com/

世界エイサー大会ロゴ

都道府県だより
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（財）東京市政調査会
第30回『都市問題』公開講座

震災復興と自治

2011年10月１日（土）13：30 ～ 16：30
松本市駅前会館 ４階 大会議室
（〒390-0815 長野県松本市深志２-３-21）
後援：信濃毎日新聞社・信濃教育会

【開催趣旨】

基調講演
増田

『都市問題』公開講座は（財）東京
市政調査会の発行する月刊誌『都市
問題』の特集などから時宜に適った
テーマを選び開催しています。
第30回は次のような趣旨により、
「震災復興と自治」をテーマとして
開催いたします。多数の方々のご参
加をお待ちしております。

寛也 氏 （野村総合研究所顧問、前岩手県知事、元総務大臣）

パネルディスカッション
井伊久美子 氏 （日本看護協会常任理事）
菅谷

昭 氏 （松本市長、元ベラルーシ国立がんセンター指導医）

高成田

亨 氏 （仙台大学教授、東日本大震災復興構想会議委員）

室崎

益輝 氏 （関西学院大学教授、内閣府中央防災会議専門委員会委員）

新藤

宗幸 氏 （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 期 限：2011年９月26日（月）
※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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2011年３月11日、巨大地震が引
き起こした大津波は、東北地方の
太平洋沿岸を壊滅状態におとしいれ
た。くわえて、巨大地震と大津波に
よって東京電力福島第一原子力発電
所が制御不能状態となり、多くの放
射性物質が広範囲に拡散している。
地震・津波・原発事故の三重の災害
は、いまだかつてない激甚さである。
ここからどのようにして復興してい
くのか。津波被災地域と原発被曝地
域の復興は、相対的に分けて考えら
れるべきだろうが、ともに、住民そ
して被災市町村の自治を基本とせね
ばならないのではないか。東日本大
震災発生直後には長野県栄村もまた
大地震に襲われた。東西日本の中間
に位置する松本の地で、震災復興と
自治の在り方を考える。

韓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⑤―

政策研究大学院大学 教授 井川 博

１

はじめに

権限の拡大を「100 大国政課題」の一つとして
採択した。2008 年 12 月には地方分権の総合的、
体系的、計画的な推進を図るため、大統領の直属
機関として「地方分権促進委員会」を設置した。
政府は、
「先進的な一流国家の建設」という国
家ビジョンの下、
「創意と活力のあふれる地域社会
の建設」という分権ビジョンを設定し、地方分権
をより強力に推進している。その背景には、地方
の活性化こそが国家発展につながるという哲学が
あり、グローバル時代、情報化時代に対応する国
家運営システムの構築が必要との認識がある。こ
うした考え方を背景に、分権ビジョンを実現する
ために、
「住民生活の質の向上」
、
「地方自治の力量
の拡大」
、
「地域競争力の強化」
、
「民主的な市民意
識の向上」という四つの目標が設定されている。
地方分権促進委員会では、行政各部署から分権
の実行計画を提出させ、実務委員会の検討・調整
を経て、地方分権の「４分野 20 主題」を確定し
た。「権限及び機能の再配分」、
「地方財政の拡充」、
「自治力量の強化」
、
「協力及び共感帯の拡大」と
いう四つの分野において、事務区分体系の改善、
中央行政権限の地方委譲、国税と地方税の合理的
な調整、自治立法権の拡大、国と地方自治体との
間の協力体制の強化など、20 の主題が設定され
ている。また、こうした主題を能率的・効果的に
推進するため、ⅰ）核心的課題の優先的な効果の
創出、ⅱ）地方の多様性と責任性の確保、ⅲ）機
能配分と財源保障の連携、ⅳ）関連機関・団体と
の協力強化という四つの戦略が決定され、政府は、
2009 年２月に「地方分権総合実行計画」を策定
した。

標記シンポジウムでの報告と議論（本誌４月
号）
、中国、インドネシア、フィリピンにおける
地方分権のこれまでと今後（本誌５月号から７月
号）に引き続き、本号では韓国における地方分権
のこれまでと今後について、国立全北大学法学部
の鄭在吉（Che Kil Chong）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、
同教授から提出されたペーパーなどに基づいて紹
介し、韓国における地方分権の歴史、成果、特徴、
課題などについて述べることとしたい。（注 1）
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。
２

韓国における地方分権の歴史と成果

（１） 地方分権の歴史
1948 年８月に大韓民国が誕生し、李承晩政権
の下、1949 年７月に地方自治法が制定された。
1952 年４月には最初の地方議会議員選挙が行わ
れ、同年 12 月には自治体の首長、議員の統一地
方選挙が実施された。しかし、1961 年５月に軍
事クーデターが発生すると、地方議会は解散され、
朴正熙政権、全斗煥政権と続く中で、韓国の地方
自治は長く冬の時代が続いた。
1988 年２月に発足した盧泰愚政権は、地方自
治法を全面的に改正し、1991 年３月に 30 年ぶ
りに地方議会議員選挙を実施した。1995 年７月
には、文民政府と言われた金泳三政権下で自治体
首長の住民公選制度がスタートし、また、国民政
府と呼ばれた金大中政権では地方委譲促進法が制
定されるなど、地方分権が強力に進められた。そ
の後も国民の希望と大統領の強い意志で分権改革
は続けられており、参与政府と言われた盧武鉉政
権下でも地方分権特別法の制定や住民投票・住民
召還・住民訴訟制度の導入などが行われた。
2008 年２月に発足した李明博政権は、強力な
地方分権の推進を表明し、2008 年 10 月に地方

（２）地方分権の成果
①権限及び機能の再配分
地方分権の成果としては、まず、権限及び機能
の再配分に関するものがある。
国と地方の事務区分体系の改善について、李明
博政権は、地方自治体の自律性を拡大し、責任性
を向上するため、2008 年２月、機関委任事務の
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根拠を置くことが自治立法権を制約するとの指摘
がなされる中で、条例の根拠に関する部令の改正
が進められ、34 件が法律に、10 件が施行令に規
定されることとなった。
また、住民投票年齢を 20 歳から 19 歳に引き
下げる、国内居住外国人に条例の制定改廃請求権
を付与するなど住民直接参加制度を拡充するとと
もに、地方議会事務局の公務員人事に関する独立
権限の強化など地方議会の専門性・独立性を強化
した。
地方自治体の評価については、評価対象を重要
施策中心とすることによりその負担を軽減すると
ともに、評価対象の早期確定などの改善を行って
いる。
なお、地方行政体制改編特別法が国会を通過し、
地方自治行政体制の整備が大きな課題となってい
る。

廃止を国政課題として確定し、新しい事務区分体
系の導入を進めた。機関委任事務の廃止に伴い、
従来の機関委任事務を自治事務と国家事務に区分
したが、これらの区分が困難な場合には新たな事
務類型（法定受任事務）に区分することとした。
中央行政権限の地方委譲については、地方分
権促進委員会が、2010 年７月までに、地域経済
の活性化、行政能率の向上のために必要な 1,000
を超える事務を地方に移譲するよう決定した。委
員会では、2009 年６月から実施された「法令上
の事務総調査」により発掘された委譲対象事務な
どを継続的に審議している。
国の特別地方行政機関については、地方自治を
阻害するとともに、機能の重複により効率性を低
下させることから、その整理が進められた。26
法令が改正され、208 名の職員、3,969 億ウオン
の予算が移管された。第１段階では、国道河川、
海岸港湾、食医薬品の３分野において関係法令が
改正され、第２段階では、環境、労働、山林、中
小企業など５分野で整理が進められている。環境
分野では、地方環境出張所７ヵ所が廃止された。
教育自治制度では、市・道教育庁の局長級以上
の任命権が国の教育部から市・道の教育監（長）
に委譲された。また、一般行政と教育行政の効率
的な連携方策が検討され、道レベルでは、教育監
の直接公選が導入された。（注２）
また、地方行政と治安行政の連携を確保し、住
民生活に密着した治安サービスを提供するため自
治警察の導入を検討している。

④協力及び共感帯の拡散
大統領主催による市・道知事会議の開催など国
と地方自治体との間の協力体制の強化を進めると
ともに、地方公務員任用令の改正等による地方公
務員の人事交流の拡大などを推進した。
また、地方分権の推進状況の公表や地方４団体
との懇談会、言論人懇談会等を実施するなど、地
方分権に対する理解と協力の確保に努力している。
３

韓国における地方分権の特徴

（１）地方分権をめぐる状況における特徴
地方分権をめぐる状況における特徴としては、
まず第１に、歴史の断絶と政変、それに伴う政
権交代による自治制度定着の遅れがある。1949
年に地方自治法が制定されたが、1950 年に勃
発した朝鮮戦争によって地方選挙は延期された。
1960 年に学生革命が発生、張勉政権が誕生した
が、1961 年の軍事クーデターにより短期間で崩
壊し、地方議会は解散さることとなった。この
ような歴史の断絶と政変により地方自治は定着せ
ず、また、南北分断等による社会的混乱や政治的
不安定などのため、1991 年に地方議員選挙によ
り地方自治が復活するまで、強力な中央集権体
制が長期間継続した。1961 年から 1995 年まで
国が地方自治体の長を任命し、国・上級地方自治
体が地方議会の権限を留保するという制度が続い
た。韓国の地方自治 60 年の歴史の中で半分以上
が分権でなく、集権の時代であったと言える。
第２に、韓国では、統治者が短期的、可視的な
効果を志向し、長期的な継続性が欠如していると
いう特徴が見られる。1988 年に改正された憲法
により、大統領の任期は５年１期とされる。大統
領は、この短い任期中に目に見える成果を出そう
とし、前政権において与野党が合意により進行中

チェ ジュ

以上のほか、2006 年に済州特別自治道に関す
る特別法が制定され、済州島では中央政府の出先
機関が統合され、知事がその事務を行っている。
②地方財政の拡充
地方税源の拡充は、地方分権の極めて重要な問
題である。李明博政権は、国税と地方税を調整
し、付加価値税収入の５％分を地方税に切り替え、
2009 年に地方消費税を新設した。また、所得税
や法人税に課税される 10％の所得割住民税の地
方所得税への変更も行われ、地方税の税目体系の
簡素化（細目を 16 から 11 に簡素化）なども実
施された。
地方交付税制度については、分権交付税の期限
が 2014 年まで５年間延長され、また、地方交付
税の法定比率や分権交付税の対象事業の構造の見
直し（調整）も行われた。
地方財政の透明性・健全性の向上についても、
債務管理の強化、財政危機警報システムの導入、
決算制度の一元化などが進められている。
③自治力量の強化
自治立法権については、国の部令に条例制定の
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の重要政策を中断するような場合もある。改革の
推進は重要であるが、既に形成された国民的な合
意は尊重すべきであり、独創性と継続性との調和
に留意する必要がある。金泳三政権以降の大統領
の統治スタイルを見ると、龍頭蛇尾を繰り返して
いる。これは、地方分権についても言え、歴代政
権は、政権初期には公約に従い雄大な政策展開を
図るが、その末期には計画どおりの遂行が困難と
なり、不十分な中で終了している。このような中
で、憲法の５年１期の大統領の任期を４年２期に
改正しようという議論もあり、次期の政権では、
憲法改正の可能性もある。
第３に、長い歴史の中で習慣となった中央集権
主義や官僚中心主義が地方分権の実現を妨げてい
る。大統領が強力に地方分権を推進しようとして
も、国家公務員は、地方自治体への権限移転に消
極的であり、これまで国と地方の上下関係を基本
的に維持したいと考えている。また、家父長的な
権威意識や官僚の優越意識が強い中で地方分権の
推進が困難となっている。一方、地方公務員の側
にも、今までの中央からの命令による行政から脱
皮できず、自らの創意による行政を積極的には行
わない傾向がある。今後は、このような優越主義
や命令主義を打破するとともに、地方公務員も意
識を切り替えて創造力を発揮する必要がある。

首都人口の分散政策がある。韓国では、人口 5,000
万人のうち 46％の 2,300 万人が首都圏に集中し
ている。盧武鉉大統領は、首都圏の人口分散のた
め、首都移転特別法を制定したが、憲法裁判所の
違憲判決により挫折した。そこで、行政機能のみ
を移転する行政都市の建設を進め、2014 年の移
転を目標に進行中である。行政部署の移転により
約 50 万人の人口移転が予想される。李明博大統
領は、行政都市では大きな人口分散の効果は期待
できないと考え、2009 年に産業・科学・教育の
複合都市に変更しようとしたが、与党の一部国会
議員の反対により失敗した。
４

韓国における地方分権の課題

（１）地方自治警察制度の導入
韓国の国家警察制度には、地方自治体の首長の
指揮監督権の排除、上級機関への権限・人材の集
中、指揮系統の複雑化・不明確化といった問題が
指摘される中で、自治警察制度の導入が議論され
てきた。その議論の方向としては、以下の三つの
案がある。
第１は、基礎自治体である市・郡・区単位に自
治警察制度を導入しようという案であり、盧武鉉
政権により国会に提出された。
第２は、広域自治体である市（特別市・広域市）
・
道単位に自治警察制度を導入しようという案であ
り、市・道知事の所属下に外庁の形で「市・道警
察」を置き、その傘下に「市・郡・区警察署」を
置くというものである。
第３は、市・道（広域自治体）と市・郡・区（基
礎自治体）が共同して実施しようという案である。
現在の国家警察組織を国家警察と自治警察に二元
化し、事務の区分を明確にする。導入は広域単位
で行うが、基礎自治体と権限を配分するというも
のである。
これらの案については未だ決着を見ていない
が、政府と与党は第３案を主張している。なお、
現在、済州特別自治道では、実験的に自治警察が
実施されている。

（２）地方分権の内容における特徴
地方分権の特徴をその内容から見ると、まず、
李明博政権下における迅速な権限委譲の進展が
指摘できる。下表に示すようにこの１年半の間に
1,045 件の事務委譲が決定された。これは、５年
間の盧武鉉政権下での事務委譲の実績約 900 件
を上回るものである。
第２に、地方行政体制改編特別法の制定がある。
同法は、地方行政体制の大幅な見直しを目指して
おり、ⅰ）特別市・広域市は存続して、傘下の自
治区の議会を廃止する、ⅱ）道の権限を基礎自治
体に大幅に委譲する、ⅲ）市・郡 ･ 区の合併を強
力に支援する、ⅳ）邑・面・洞を廃止し、住民自
治会（法人）に転換する、などを内容とする画期
的なものである。
第３に、新行政都市や複合都市の建設構想など

権限委譲の推進状況（2010 年 7 月現在）

（出典）鄭在吉教授の作成資料から
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（２）教育自治制度の改善
地方教育行政においては、地方分権が十分でな
い、一般行政との協力が弱い、費用が増加する、
市・道教育監の政治的基盤がないといった問題が
ある。
こうした問題を解決するためには、短期的には、
ⅰ）道知事と教育監との協力を強化するため、
「地
方教育行政協議会」制度を積極的に活用する、ⅱ）
市・道に教育事業の関連業務を専門に担当する部
署を設置する、ⅲ）市・道と教育庁との間の人事
交流を進める、ⅳ）国は、地方の教育環境を考慮
して特別交付金を弾力的に支給し、教育庁との協
力を図る、いった施策を実施する必要がある。
また、長期的な施策としては、ⅰ）道知事と教
育監との対立も見られる中で、両者がペアを組ん
で立候補し、選挙を行うという制度の導入、ある
いは、ⅱ）教育担当副知事制度を導入し、道知事
とペアを組んで立候補し、選挙を行うといった制
度の導入が考えられる。さらに、ⅲ）教育財源を
確保するため、地方教育税の弾力税率適用を奨励
し、これを行う地方自治体に対し特別なインセン
ティブを与えることも必要である。

門家、住民、市民団体、地方団体からもいろいろ
な批判があった。李明博政権として地方分権、合
併政策が成功するかどうかは大きな関心事である。
合併の推進には、トップダウンとボトムアップ
という二つの方式が考えられるが、国の強制では
上手くいかず、地方議会議員だけではなく、住民
投票により過半数の賛成を得る必要がある。国は
効率性を重視しているが、民主主義との調和を図
る必要がある。両者の調和を図ることは、重要な
ことであり、合併に際しては住民の参加、理解が
大切である。
このほか、地方分権改革の今後の課題としては、
事務の迅速な委譲のための法令改正、地方分権の
迅速な計画どおりの実施が指摘される。
５

おわりに

韓国の地方自治の歴史を見ると、前半の 30 年
は冬の時代であったが、その後の 30 年において
は目覚ましい発展をとげている。地方交付税制度
の存在や機関委任事務の廃止、自治警察導入の検
討など日本の地方自治制度やその発展の歴史と共
通する点も少なくない。しかし、その一方で、基
礎自治体の数が 230 と極めて少ない中でのさら
なる合併の推進、教育監の直接公選制度の導入な
ど、日本の地方自治の発展とは異なった動きも見
せており興味深い。
各国とも地方分権を推進し、地方自治を発展さ
せる上で、様々な問題に直面することとなる。他
の国での経験、取組なども参考にしながら、鄭教
授が指摘するように、市民の幸せ、福祉の向上を
根本に据え、ねばり強く国民のコンセンサスを得
て、課題を解決していく必要があると思う。

（３）地方財政の拡充
韓国の地方財政には、ⅰ）国税が 80％、地方
税が 20％と、税源の配分に大きな差がある、ⅱ）
地方税では、財産課税の比率が極めて高く、経済
成長や所得水準の向上が税収入の増加につながる
所得課税や消費課税の比率が低い、ⅲ）半数を超
える地方自治体が地方税で人件費を賄うことがで
きないなど、地方財政の自主性や自立性を確保で
きない、ⅳ）地方自治体の自主財源の運用に対す
る権限が、法律によって大きな制約を受けている、
といった問題がある。
こうした問題を根本的に解決するためには、地
方税制の構造的な改革が必要とされる。課税自主
権を拡大するためには、ⅰ）自治体による条例に
基づく税目の新設・変更、ⅱ）地方税率決定権の
自治体への付与、ⅲ）国が定めた地方税の非課税、
減免範囲の縮小、ⅳ）地方所得税を中心とした地
方税制への改編といった政策を実施する必要があ
る。地方所得税、地方消費税が 2011 年から施行
されるが、実質的な改編が行われたとは言えず、
国税所得税と地方所得税の課税標準を区分し、低
い税率適用区分は地方所得税の税源とするという
ような改革が必要である。

（注１）鄭教授の報告、提出ペーパーなど、『シンポジウム「地
方分権のこれまでと今後」』の内容及び資料については、
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』
（2011 年
３月）を参照されたい。そのほか、韓国における地方自
治、地方分権改革の内容等については、自治体国際化協
会『韓国の地方自治』（2008 年３月）、政策研究大学院
大学比較地方自治研究センターによる「アジアの地方分
権」に関する第１回から第４回までの国際シンポジウム
の報告書のほか、都道府県展望 NO．602、NO．614、
NO．626 における韓国の地方分権等に関する拙文など
を参照されたい。
（注２）韓国の広域自治体は、「ソウル特別市」、「広域市」（６

（４）地方行政体制改編特別法の制定
与野党の間で激しい議論はあったが、地方行政
体制改編特別法が成立した。政府は、財政面のみ
ならず権限や機能の委譲の面でもインセンティブ
を与え、地方自治体の合併を推進しようとしてい
る。国民の間では意見が分かれており、大学の専

団体）、「道」（８団体）、「済州特別自治道」の 16 団体
であり、基礎自治体には、75 の「市」、86 の「郡」、69
の「自治区」と計 230 の団体がある（2007 年１月１日
現在）（前掲『韓国の地方自治』16 頁以下を参照）。
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ＮＨＫ解説委員

山田 伸二

焦燥感強まる被災者
いろいろ迷いためらいもあったのですが、思い

め、主立った道路は 70cm 近くかさ上げされて

切って６月 30 日から２日間、大震災の被災地を

いました。こうして道路が整備されるまで震災か

訪ねました。震災以来テレビなどで膨大な情報が

ら２ヵ月かかったと言います。何で復旧が進まな

伝えられ、まるで私たちも現地にいるような錯覚

いのだろうと不思議に思っていた私は、虚を突か

に陥りがちですが、現地に立ってみると、本質的

れた思いでした。私が訪ねた数日前から取引が再

な問題は何も伝わっていないことを痛感させられ

開された気仙沼の魚市場でも、地盤沈下のため市

ました。そこで、今回は現地で私が考えたことを

場をかさ上げした上鉄板で補強して、ようやく使

報告します。

えるようになりました。復旧するだけでもいかに

私が訪ねたのは太平洋岸の港町、宮城県の石巻・

大変か、本当に考えさせられました。

女川・気仙沼です。東北新幹線に乗って、地震の

現地で思い知らされたのはもう一つ、被災地が

爪痕は残っていないかと車窓に釘付けになりまし

それぞれで事情が違うということです。この地域

たが、見えるのは緑が美しい田んぼや山々ばかり

は水産業で生きているのに、何でいつまでも漁が

で拍子抜けでした。さすがに仙台に近くなると、

再開できないのかと思っていましたが、まさにそ

屋根にブルーシートをかけた家が散見され、瓦が

の問題でした。

随分落ちたんだなと実感させられました。仙台か

いち早く取引が再開した気仙沼の場合、市場の

ら石巻にバスで向かいましたが、市内に入っても

建物の被害が石巻ほどはひどくなかったことに加

大きな変化はなく、一体地震はどこで起きたのだ

えて、市場の機能に特色がありました。ここで取

ろうといぶかしい思いでした。そして、高台の公

り扱うのは鰹やサンマが中心です。私が訪ねたと

園に上って初めて事態が理解できました。目に飛

きは静岡の漁船が荷揚げしていましたが、回遊魚

び込んできたのは荒廃した大地で、幾つかビルが

の鰹を追った各地の漁船がここに荷揚げし、それ

残っているものの住宅も店もすっかり姿を消し、

を東京や大阪などの消費地に送り出す、言わば中

残っているのはがれきだけでした。この地区は、

継基地です。ですから、市場の建物が復旧したの

津波の後に火災が起きたため、完膚無きまでに街

で、ともかく再開できたというわけです。

が失われたからです。そう、写真で見た原爆が投

これに対して、石巻の場合、近海の魚をとる定

下された直後の広島のように何も残っておらず、

置網漁・底引き網・刺し網漁などが中心で、ここ

本当に言葉が出ませんでした。いずれも、住宅地

に水揚げした後、鮮魚としてだけでなく、様々な

に大きな漁船が打ち上げられたり巨大なタンクが

形で加工して付加価値を付けて出荷しています。

倒れたままで、災害の大きさに圧倒されました。

ですから、大型の冷蔵庫や加工場がないと仕事が

印象的だったのは地盤沈下の問題でした。あち

回りません。津波でこうした施設がほとんど失わ

こちに水たまりができているので不思議に思っ

れた中、一つ一つ整備する必要があります。そも

たら、大震災で地盤が沈下したため、海沿いの地

そも、大震災のため倉庫にあった 48,000t もの

区では満潮になると海水が市街地に流れ込んでそ

魚が腐ってしまい、これを処理するだけで３ヵ月

のまま水たまりになったというわけです。このた

以上もかかるなど、大変な苦労を余儀なくされて
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います。同じ漁業といっても、仕組みがこんなに

れからは義援金は日赤に送らず、直接支援活動を

違うことを知らなかった私は、不明を恥じるばか

行っている NPO や NGO に送金するように改め

りでした。

ました。

そこで、地元の方の声です。例えば、気仙沼の

今回現地の方にお会いして、言いようのない諦

場合港の復旧が中心ですから、これは農林水産省

めが広がっているのにビックリしました。被災地と

だけで対応できます。ところが、石巻の場合、市

いってもそれぞれ事情は違います。津波にあって

場の復旧や漁船の手当などは農林水産省の所管で

も、基礎だけ補強すれば住み続けることができる

すが、水産加工やそれを流通させる仕事は、中小

住宅もあります。建築の専門家に聞くと、100 万

企業というくくりで経済産業省の所管になります。 円もかければ済むと言います。ところが、単なる
日本のお役所は縦割り行政で、お互い連携を取り

現状復帰という「復旧ではなく、復興を」という

合って仕事をすることはまれです。一向に復旧の

方針から、あちこちで建築制限がかけられて、こ

めどが立たない中で、石巻の漁業関係者は、
「こん

れができません。将来のビジョンがハッキリして、

な大変なときに、こっちの役所あっちの役所に陳

それに夢をかけることができるならば、多少は我

情している暇はない」と、吐き捨てていました。 慢もできるでしょう。しかし、政府の復興構想会
非常時なのに、平時の仕組みでしか動かない行政

議の提言は、前稿で予想したとおり、およそ夢も

というのは一体なんでしょう。

なければ実質もない惨めなものでした。政府は、今

大震災以来、私は「今は非常時だから、非常時

の生活を改善しようとするとあれこれ制限するく

なりの対応をしろ」と言い続けています。５月号

せに、何も将来は保証してくれないというのでは、

では、義援金が被災者に届かない話を取り上げま

余りにも残酷ではないでしょうか。海沿いは津波

した。本稿を書いている時点で全国から 3,000 億

の心配があるから高台に引っ越せばよいという議

円ものお金が寄せられましたが、被災者に届いた

論が、暢気に交わされています。しかし、この地

のは 20％ 600 億円ほどで、事態は一向に改善し

域は元々平地が少ないから海沿いに暮らしている

ていません。関係者の話を聞くと、被災者がお金

ので、膨大なお金を使って山を切り開くことが現

を受け取るには、被災証明を貰った上、銀行口座

実的なのでしょうか。事ほど左様に、
被災者の実態、

を作らなければなりません。書類をそろえるだけ

被災者の気持ちとは別の時限で事は動いています。

でも大変だし、口座を開こうにも被災地には銀行

それではどうしたらよいのでしょうか。私は、実

がないからままなりません。ようやく現金を振り

態を知っている県や市町村に権限と予算を渡して、

込まれても、周りにＡＴＭはないから、どうやっ

それぞれ智恵を出し合ってもらうしかないと思い

て引き出すかも大問題です。

ます。東北という広域的な視点から考えなければ

私は、この問題は、義援金を被災者一人一人に

ならない問題もありますから、これは道州制を先

配るという前提を見直さない限り解決しないと思

取りして、各県の知事の合議体で検討してもらっ

います。前回も提案したように、こうしたお金を

てはどうでしょう。政府の復興基本法や、復興庁

市町村に渡して被災者のために使ってもらえば、 で問題が解決するはずがないから、早急に新たな
被災者の方が必要な物資は直ちに調達できたし、 仕組みを作るか、運用で対応するしかないでしょ
きめ細かいサービスも提供できたはずです。現実

う。今なお、公民館や体育館などに避難している

に現金を被災者に渡すことが極めて難しいのに、 方は 40,000 人以上います。
「これまでは何とか頑
何で、この仕組みを見直さないのでしょうか。今

張ってきたけれど、もう限界だ」という声を幾度

回の大震災で国内だけでなく世界中から支援が寄

もなく聞かされました。大震災から４ヵ月経ちま

せられましたが、こうした対応ぶりは多くの人の

したが、復旧や復興への歩みは本当に遅々たるも

失望をかっています。日米の交流を促進するアメ

のです。事態は政府も関係者も、事態の厳しさを

リカの有力な団体は、こうした現状に呆れて、こ

もっと正面から受け止める必要があります。
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浅 井 建 爾
＊島数の順位（100 島以上を有する県）
順位

島国の日本、島の数が多い県少ない県
周囲を水域に囲まれた小さな陸地を「島」というが、世界の基準で
はオーストラリア及びそれより大きな陸地を大陸、オーストラリアよ
り小さい陸地を島と定義している。したがって、日本の６倍もあるグ
リーンランドも島として扱われている。当然のことながら、日本列島
も世界基準でみれば全て島ということになる。日本列島で最も大きい
本州は、世界で７番目に大きい島である。
だが、日本では北海道、本州、四国、九州の四大島を本土と呼び、
それより小さい陸地を島として扱っている。では、島国の日本に一体
どれだけの島があるのだろうか。海上保安庁情報部の資料によると全
国には 6,852 の島がある。ただし、人工島及び湖上に浮かぶ島は島
とみなされておらず、海上に浮かぶ周囲 100m 以上の陸地を島とし
てカウントしている。また、島のほとんどは無人島で、有人島は全部
で 433 島に過ぎない。無人島で日本一大きな島は北海道の渡島大島
（9.73k㎡）で、台東区とほぼ同じ大きさがある。有人島で最も小さい
島は長崎県五島市の蕨小島だ。面積は僅か 0.03k㎡（渡島大島の 324
分の１）、そこに 12 人の島民が住んでいる（2011 年５月末）。
島の数は圧倒的に西日本のほうが多い。都道府県別にみると、日本
で最も島が多いのは対馬や壱岐、五島列島など多くの離島を有してい
る長崎県で、全部で 971 の島がある。日本の総面積の１％ほどしかな
い小さな県だが、日本列島に点在している島の約７分の１が長崎県に
ある。２番目に多いのも島嶼県の鹿児島県（605 島）だ。全国にある
島の面積を合計すると、17,012k㎡と四国の面積に匹敵する広さにも
なる。
では、日本一大きい島はどこかというと、ロシアが実効支配してい
る北方領土の択捉島で面積は 3,186 ｋ㎡。神奈川県の約 1.3 倍もの
大きさである。２番目に大きな島も北方領土の国後島（1,498k㎡）。
以下、沖縄島（1,207k㎡）、佐渡島（854k㎡）、奄美大島（712k㎡）、
対馬（696k㎡）と続く。この６島が東京 23 区の面積を上回っている。
100k㎡以上の島は全部で 25 島ある。千代田、中央、港、台東、文京、
新宿、渋谷の、東京の都心部を占める７区を合わせても 96.9 ｋ㎡し
かないのだから、100k㎡以上というとかなり大きい島である。
では、日本一小さい島はどこにあるのだろうか。結論から言えば、
日本最南端の沖ノ鳥島が日本一小さい島だと言えよう。沖ノ鳥島は東
西 4.5km、南北 0.9 ～ 1.7km のナスの形をしたサンゴ礁の島で、面積
は 7.8k㎡あるものの、満潮時にはほとんどが海面下に没してしまう。
したがって、島として認められるのは、満潮時でも海面から頭を出し
ている北小島と南小島という小さな岩礁だけである。北小島の面積は
7.86㎡で４畳半の小部屋ほどの大きさしかない。南小島はもっと小さ
く、面積は 1.58㎡と畳１枚の大きさにも満たない。それなのに世界地
図にも載っている。これだけ小さな岩礁に島名があるのは、おそらく
沖ノ鳥島くらいのものだろう。
周囲 100m 以上を「島」と定義すると、沖ノ鳥島は島とは言えない。
だが、200 カイリ排他的経済水域に非常に大きな役割を果たしており、
国連海洋法条約でも島として認められている。そのため、日本でも沖
ノ鳥島を一つの島として数えている。
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都道府県名

島の数

１

長崎

971

２

鹿児島

605

３

北海道

508

４

島根

369

５

沖縄

363

６

東京

330

７

宮城

311

８

岩手

286

９

愛媛

270

10

和歌山

253

11

山口

249

12

三重

233

13

宮崎

179

14

熊本

178

15

高知

159

16

広島

142

17

青森

114

18

香川

112

19

兵庫

110

19

石川

110

21

大分

109

22

静岡

106

（海上保安庁海洋情報部資料）

＊面積 100k㎡以上の島
順位

島名

面積（k㎡）

都道府県名

１

択捉島

3,186

北方領土

２

国後島

1,498

北方領土

３

沖縄島

1,207

沖縄

４

佐渡島

854

新潟

５

奄美大島

712

鹿児島

６

対馬

696

長崎

７

淡路島

592

兵庫

８

天草下島

574

熊本

９

屋久島

505

鹿児島

10

種子島

445

鹿児島

11

福江島

326

長崎

12

西表島

289

沖縄

13

色丹島

250

北方領土

14

徳之島

248

鹿児島

15

島後

242

島根

16

天草上島

225

熊本

17

石垣島

223

沖縄

18

利尻島

182

北海道

19

中通島

168

長崎

20

平戸島

164

長崎

21

宮古島

159

沖縄

22

小豆島

153

香川

23

奥尻島

143

北海道

24

壱岐

134

長崎

25

屋代島

128

山口

（国土地理院「全国都道府県市区町村面積調」）

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. 325

女性医師としての地域医療
飯能市国保名栗診療所
現在

福田 千晶（埼玉県）

埼玉県立循環器呼吸器病センター勤務

はじめに、去る３月 11 日に発生した東日本

診、健康診断、予防接種や学校医としての業務

るとともに、亡くなられた方々のご冥福を心よ

持病に対する不安を抱えておられる方が多いた

に私の大学時代の同級生もおり、懸命に診療を

を傾け、対話をする時間をなるべく多く設ける

大震災で被災された方々にお見舞いを申し上げ

を行っており、往診の依頼も増加しています。

りお祈り申し上げます。実際に被災された地域

め、「診察」だけでなく、患者さんの不安に耳

支えています。緊急医療支援に向かう同級生も

よう心がけています。

います。私自身も微力ではありますが、自分が

私自身、二次救急病院の勤務中に出産を経験し、

えています。

暇中は常勤医数１名減の状態であり、産後に復

た。新臨床研修医制度における臨床初期研修を

国的に勤務医が不足している中で、同僚の先生

平成 22 年４月より飯能市国民健康保険名栗診

苦しく申し訳ない気持ちでもありましたが、ご

25 年に旧名栗村（平成 17 年に飯能市と合併、

所勤務の現在は、一人診療所であるため、子ど

後、平成元年より埼玉県から派遣の自治医科大

状況にあります。女性医師として、出産・育児

ります。当診療所の診療圏としては、飯能市名

ありませんが、日々他の先生方とよくコミュニ

ます。豊かな山々に囲まれた山間部ではありま

ある程度の御理解をいただくことが大切である

玉医科大学病院へは救急車で 30 ～ 40 分程度

幅広い年齢の方を診察する診療所において

本診療所勤務とは別の話題ではありますが、

います。現場を支える同級生の活躍を誇りに思
できることを考え、日々努力していきたいと考

産前・産後休暇を約３ヵ月いただきました。休

私は平成 17 年に自治医科大学を卒業しまし

帰した後も当直を代わっていただきました。全

修了後、３年間は地域の二次救急病院で勤務し、

方にさらなる負担をおかけすることが非常に心

療所に勤務しております。この診療所は、昭和

協力いただき勤務することができました。診療

以後飯能市名栗地域）の村立診療所として開設

もが病気の場合でも容易に休むことができない

学卒業医師が勤務しており、私で 12 代目にな

に際しての解決策を導き出すことは容易では

栗地域の人口約 2,300 人の住民を対象としてい

ケーションをとり、診療や家庭生活についても

すが、三次救急を請け負っていただいている埼

と実感しています。

の距離にあります。自家用車が運転できる住民

は、私自身が子育てをしているからこそ向き合

でもあります。しかし、名栗地域は他の山間部

が積極的に活躍できる勤務地の一つであると実

以上の人口は地域内全人口の 35％を占めてい

るよう、積極的に働きかけを行っていければと

にとっては比較的医療にアクセスしやすい地域

える相談事もあり、診療所は子育て世代の医師

へき地と同様に高齢化が進行しており、65 歳

感しています。女性医師が勤務を継続していけ

ます。診療所では、外来診療を基本として、往

考えています。
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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

イベント・ＰＲ名等

実施期間・実施日

北のめぐみ愛食フェア 2011

H23 年 5 月 3 日～ 9 月 30 日

第 3 回北のめぐみ愛食レストランスタンプラリー

H23 年 7 月 20 日～ 12 月 4 日

田名部祭り

H23 年 8 月 18 日～ 20 日

黒石よされ

H23 年 8 月 14 日～ 20 日

北海道・東北Ｂ－１グランプリ in AOMORI

H23 年 9 月 17 日～ 18 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

岩手県

岩手県イベントカレンダー

－

全国各地における「山形県物産展」の開催情報

－

山形県
宮城県
福島県
新潟県
東京都
群馬県
栃木県
茨城県
埼玉県
千葉県
神奈川県

山形～東京便（山形空港利用）のお得な助成のご案内

H23 年 4 月 21 日～

H23 年 5 月 1 日～Ｈ 24 年 3 月 31 日

夏はおきたま！ 「山形おきたま 夏は田舎に回廊」のご案内

－

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

「会津 SLF 人材育成プログラム」受講者募集中！

H23 年 7 月 25 日～ 8 月 26 日

文化財センター白河館

収蔵資料展「発掘された浜通りの遺跡」

H23 年 7 月 16 日～ 11 月 6 日

ＧＡＣＫＴ謙信、出陣！第 86 回謙信公祭

H23 年 8 月 20 日～ 8 月 21 日

表参道ネスパス：新潟旬彩便 《秋の味覚》

H23 年 8 月 26 日～ 8 月 28 日

日本橋にいがた館：新潟木工展～森で散歩、はだしで三歩～

H23 年 8 月 31 日～ 9 月 4 日

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

－

茨城のアンテナショップが銀座にオープン 県広報広聴課：TEL 029-301-2123
つくばサイエンスツアーバス夏休み特別運行
石岡のおまつり（常陸國總社宮大祭）
250 年前の輝きが、今蘇る

Ｈ 23 年 7 月 14 日～（6 ヵ月間）
～ H23 年 8 月 31 日
H23 年 9 月 17 日～ 9 月 19 日

妻沼聖天山歓喜院「聖天堂」

日本三大阿波踊り「第 27 回南越谷阿波踊り」

－
H23 年 8 月 20 日～ 8 月 21 日

イベント情報

－

神奈川の個性と魅力を発信するＷＥＢマガジン「かなマグ .net」

－
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Information

都道府県名

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

イベント・ＰＲ名等

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
県立美術館 25 周年記念「芸術の花開く都市展」開催
夏の観光キャンペーンを実施中です。
涼しい長野県にお出かけください。

H23 年 4 月 1 日～ H24 年 3 月 31 日
募集中
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！
その他の観光・イベント情報は「とやま観光ナビ」へ

H23 年 8 月 18 日～ 8 月 30 日
－

小松空港 開港 50 周年記念キャンペーン 第２弾
往復航空券や海外ホテルペア宿泊券が当たるＢＩＧチャンス！

H23 年 7 月 1 日～ 9 月 30 日

能登空港 夏の特別キャンペーン「能登の里山里海の恵みプレゼント」

H23 年 7 月 7 日～ 9 月 30 日

白山スーパー林道

H23 年 7 月 1 日～ 8 月 31 日

夏得キャンペーン

ぎふ長良川鵜飼（岐阜市）

H23 年 5 月 11 日～ 10 月 15 日

小瀬鵜飼（関市）

H23 年 5 月 11 日～ 10 月 15 日

東日本大震災

被災地支援等に関する情報

伊勢湾フェリーで旅にでよう！！
フェリーでつなぐ渥美半島伊勢志摩サイクリングを実施
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」

－
Ｈ 23 年 7 月 1 日～ 9 月 30 日
－
～ H23 年 10 月 18 日

福井県立恐竜博物館 特別展「新説・恐竜の成長」
福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 特別展
「戦国城下町一乗谷を歩く ～発掘調査と環境整備のあゆみ～」

H23 年 7 月 8 日～ 10 月 10 日
H23 年 7 月 16 日～ 9 月 11 日

わくわく・ドキドキ・劇場探検ツアー

H23 年 8 月 27 日～ 28 日

子ども考古学教室

H23 年 8 月 25 日～ 26 日

第 19 回 企画展示 こまった！カワウ ‐ 生き物とのつきあい方 ‐

H23 年 7 月 16 日～ 11 月 23 日

平成 23 年は京都文化年

H23 年 10 月 29 日～ 11 月 6 日

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」
都心に砂浜が誕生！
「大阪ふれあいの水辺

オープニング 5DAYS」

～ H24 年３月 31 日
H23 年 8 月 18 日～ 8 月 22 日

ライトアッププロムナードなら・2011 開催中！

H23 年 7 月 16 日～ 9 月 25 日

なら燈花会を開催

H23 年 8 月 5 日～ 8 月 14 日

県メールマガジンの、梨がもらえる登録キャンペーン開催中！ 広報広聴課：TEL 0742-27-8326

H23 年 8 月 1 日～ 8 月 31 日

イベント一覧

－

「ひょうごツーリズムガイド」でおでかけ情報を検索♪

－

「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！

－

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

企画展「OCEAN! 海はモンスターでいっぱい」を開催中

H23 年 7 月 16 日～ 8 月 28 日

「太平洋の水族館 2011 SUMMER」を開催中
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H23 年 7 月 16 日～ 8 月 21 日

都道府県名

岡山県

イベント・ＰＲ名等

実施期間・実施日

おかやまＢ級ご当地グルメフェスタ in 真庭

H23 年 10 月 1 日～ 10 月 2 日

岡山芸術回廊 環境文化部文化振興課：TEL 086-226-7903

H23 年 11 月 13 日～ 12 月 4 日

岡山後楽園名月観賞会

H23 年 9 月 12 日

島根県

イベントカレンダー

－

広島県

イベント等行事予定

－

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

ドクターバンクやまぐち（医師無料職業紹介事業）を開設
県立山口博物館開館 99 周年記念～企画展「恐竜～ダイナソーの世界～」を開催～
ルネッサながとで「没後 80 年金子みすゞ展」を開催
「ART SETOUCHI 夏／秋」を開催しています
「さぬきうまいもん祭り」で旬をゲット！

H23 年 8 月 20 日～ 8 月 28 日
Ｈ 23 年 7 月 24 日～ 12 月

「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

Ｈ 23 年 7 月 24 日～ 8 月 21 日
（夏）～Ｈ 23 年 8 月 28 日 （秋）Ｈ 23 年 9 月 10 日～ 10 月 10 日

この夏初のビッグイベント「瀬戸内国際こども映画祭 2011」

愛媛県美術館

－
Ｈ 23 年 7 月 29 日～ 8 月 28 日

館蔵品をめぐる物語」

愛媛県総合科学博物館

特別展「スリラー博士の研究実験室」

愛媛県歴史文化博物館

特別展「昭和子ども図鑑」

「志国高知 龍馬ふるさと博」好評開催中

H23 年 7 月 23 日～ 8 月 31 日
H23 年 7 月 30 日～ 8 月 31 日
H23 年 7 月 9 日～ 9 月 4 日
H23 年 7 月 16 日～ 9 月 4 日
H23 年 3 月 5 日～ H24 年 3 月 31 日

へんぴなミュージアム「海洋堂ホビー館四万十」へ行こう！

H23 年 7 月 9 日～

四国サイクリング 2011 ～四万十川を自転車で走る週末～

H23 年 9 月 17 日～ 9 月 19 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～
「佐賀県夏休みキャンペーン」実施中
「夏休みこどもミュージアム『いきもの
「Castlebay2011

～ H23 年 8 月 31 日

いま・むかし』」開催中

海辺の祭典」を開催

来てみんね！長崎

－

～ H23 年 9 月 25 日
H23 年 8 月 27 日～ 8 月 28 日

食ＫＩＮＧ王国 旅と食のキャンペーン開催中

「国宝臼杵石仏火まつり」では、約 1000 本の松明が里の夜を彩ります。
安心院フェア「葡萄酒まつり 2011」
国産牛のステーキを頂きながら、蔵出し樽ワインを飲もう！
イベント情報

H23 年 6 月 1 日～ H24 年 3 月 31 日
H23 年 8 月 27 日
H23 年 9 月 10 日～ 9 月 11 日
－

県立美術館 展覧会「熊本県立美術館開館 35 周年記念 コレクション名品展」

H23 年 7 月 8 日～ 9 月 11 日

だって夏だモン！カモン！くまもと！キャンペーン

H23 年 7 月 16 日～ 8 月 31 日

イベントカレンダー

－

宮崎県広報がつぶやいています！

－

宮崎県職員日記 ( ブログ ) 随時更新しています！

－

八谷和彦展を開催（霧島アートの森）

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

世界エイサー大会 2011

H23 年 10 月 15 日～ 10 月 16 日

会場：那覇市奥武山運動公園
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表

説
解
紙

歴史の道「萩往還」
山口県

はぎ おう かん

萩往還は、日本海側の城下町・萩（萩市）と瀬
み

た じり

戸内海側の港・三田尻（防府市）を、ほぼ直線で

つなぐ、
全長約 53km の街道です。1989（平成元）
年には国の史跡に指定され、1996（平成８）年

に文化庁の「歴史の道百選」に、2004（平成 16）
年に社団法人日本ウオーキング協会の「美しい日

六軒茶屋跡。萩往還には旅人の休憩の場として茶屋が所々に設けられた。萩
往還最大の難所、一の坂にあった六軒茶屋は、全行程のほぼ中間に位置する。

本の歩きたくなるみち 500 選」に選ばれています。

るガイドウォークも始まりました。
幕末に維新の志士たちが時代とともに駆け抜け
た萩往還。はるか江戸につながるこの道を、武士
や庶民、そして幕末の志士たちはどのような思い
で歩いたのでしょう。
往時の往還の姿や、かつてこの道を往来した人々
に思いをはせながら、歴史の道の旅を楽しんでみ
ませんか。

1604（慶長９）年、毛利氏による萩城築城後、

藩主が参勤交代や領内巡視の際に通る道として整
お なりみち

備され、
「御成道」とも呼ばれていました。江戸時

代の庶民にとっても、日本海側と瀬戸内海側を結

ぶ連絡道として重要な交通路であり、幕末には、
維新の志士たちが往来するなど、歴史の上で重要
な役割を果たしました。

萩往還には、今なお、石畳や一里塚、宿場町の
町並みなどが残っているため、重要な観光資源と
して行政や関係団体が一体となり、広域的に整備
する取組が始まっています。この７月からは、そ
の魅力を見て聞いて楽しめる、萩往還語り部によ

お問合せ
山口県観光交流課
社団法人山口県観光連盟
TEL 083-933-3170 TEL 083-924-0462
HP http://www.oidemase.or.jp/

▼「なでしこジャパン」のサッカー女子ワールドカッ
プドイツ大会優勝は、久々に明るい話題をもたらし
てくれました。一過性のブームにならないことを願
うとともに、来年夏のロンドン五輪に向けたアジア
予選での健闘を祈ります。

▼今月号では「知事随想」を佐竹秋田県知事、
「あ

▼我が家のアナログテレビにカウントダウンを告げ

る日の知事」を河野宮崎県知事に、
「新知事登場」

るテロップが左下に表示されるようになり、ついに

を小川福岡県知事に寄稿していただきました。

24 日正午、終了を告げるお知らせ画面に切り替わ

また、｢特集 知事が語る～我が都道府県の平成 23

りました。この瞬間を見たいと思い１台はアナログ

年度施政方針と重点施策」を高橋北海道知事、石原

のままにしていたのですが、全てのチャンネルが切

東京都知事、横内山梨県知事、鈴木三重県知事、西

り替わっているかどうかを確認している自分に、思

川福井県知事、平井鳥取県知事、飯泉徳島県知事及

わず笑ってしまいました。皆さんは地デジ化への対

び広瀬大分県知事の８都道県知事にご寄稿いただき

応は間に合ったのでしょうか。

ました。

都道府県展望 平成 23 年 8 月号
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住 所
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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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