2011

全国知事会（財）都道府県会館
徳島県知事

飯泉嘉門

9

NO.636

「文化立県とくしま」における「伝統」と「創造」
〜アニメをサブカルチャーからメインカルチャーに！〜

2011
01.

9

NO.636

「じてんしゃ王国

埼玉」（埼玉県）

ZOOM UP〈ズームアップ〉

〈徳島県〉多彩な文化イベントを徳島で

02.

知事随想

徳島県知事 飯泉嘉門
「文化立県とくしま」における「伝統」と「創造」
～アニメをサブカルチャーからメインカルチャーに！～

04.

ある日の知事

06.

特集

愛知県知事

大村秀章

知事が語る～我が都道府県の平成 23 年度施政方針と重点施策
福島県知事 佐藤雄平 愛知県知事 大村秀章 福岡県知事 小川洋 佐賀県知事 古川康 宮崎県知事 河野俊嗣

11.
12.
14.
15.
16.

分かりやすい地方分権
緑の分権改革に追い風 ジャーナリスト

松本克夫

ふるさとの料理と名所探訪

〈長崎県〉食の王国・長崎には驚きと感動がいっぱい！

未来への遺産

〈神奈川県〉世界文化遺産候補「武家の古都・鎌倉」

技が輝く

〈和歌山県〉紀州へら竿

都道府県だより

39.

年次有給休暇の取得促進

40.

タイにおける地方分権のこれまでと今後

総務省

―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⑥―
政策研究大学院大学 准教授 畑山栄介

44.

なるほど経済

46.

都道府県アラカルト

被災地の復興に向けた交通インフラ、防災情報システム活用への期待 株式会社 野村総合研究所 早川康弘
観光開発が進むのか、世界遺産に登録された平泉と小笠原 浅井建爾

47.

いま地域医療は

へき地をさがせ 神奈川県立足柄上病院外科 吉田達也（神奈川県）

48.

平成 24 年度「児童福祉週間」の標語を募集します
厚生労働省

49.
50.
54.

危機管理産業展 2011

都道府県の情報コーナー
表紙解説

〈埼玉県〉
「じてんしゃ王国 埼玉」

T O K U S H I M A

徳島県
多彩な文化イベントを徳島で
国民文化祭プレイベントはじまる

全国初２度目の開催となる国民文化祭を来年度にひかえ、多彩なプレイベントがスタートします。
「阿波おどり」をテーマにしたオリジナルミュー
ジカルを上演！

とくしまうらぼんくみおどりのず

」に
「徳嶋盂蘭盆組踊之図（徳島市指定文化財）
見られる、
江戸時代の徳島城下市中で行われた「組
踊り」の再現を軸に、有名連が披露する「進化し
続ける現代の阿波おどり」や約 100 年後をイメー
ジした「未来形の阿波おどり」など、演劇仕立て
で阿波おどりの歴史と文化、そして本場ならでは
の奥深い魅力が体感できます。
○開催日：平成 23 年 11 月 23 日（水・祝）
○場所：アスティとくしま（徳島市）

第 27 回国民文化祭・とくしま 2012 プレフェ
スティバル開催！

音楽監督・指揮に秋山和慶氏を迎えた「とくし
ま国民文化祭記念管弦楽団（とくしま記念オーケ
ストラ）
」のファーストコンサートとして、徳島が
全国に誇る文化資源「阿波おどり」
「阿波人形浄瑠
璃」
「阿波藍」
「ベートーヴェン第九」の４大モチー
フが競演するプレフェスティバル。徳島の文化の
多彩な魅力を発信します。
○開催日：平成 23 年９月 22 日（木）
○場所：あわぎんホール（徳島市）
█お問合せ
第 27 回国民文化祭徳島県実行委員会事務局（徳島県とくしま文化振興課内）
TEL 088-621-2114
HP http://www.pref.tokushima.jp/awastyles/
国民文化祭プレイベントの詳細については HP をご覧ください。

秋は徳島をアソビ尽くせ！「マチ☆アソビ」vol. ７開催！

2009 年の第１回開催以来、徳島市の中心市街地周遊型アニメイベントとして全国から多くのアニメファ
ンが訪れている「マチ☆アソビ」
。今年の秋には第７回が開催されます。
今回は国際アニメ映画祭「マチ☆アソビ× Newtype THE MOVING PICTURES FESTIVAL」が同時開催。
眉山山頂に特設ステージを設け、アニメ雑誌「Newtype」の年間アワードの発表を行うほか、徳島市内外
にサテライト会場を設け、多くのアニメ作品を上映します。
そのほか話題のアニメ監督、声優、制作プロデューサー
などを一堂に集め、過去最大規模のプログラムでお迎えし
ます。詳細は「マチ☆アソビ」HP にて随時発表されます。
○開催期間：平成23年９月23日（金・祝）～10月10日（月・祝）
○場所：徳島市中心部ほか
█お問合せ
アニメまつり実行委員会事務局（徳島県観光政策課内）
TEL 088-621-2356
HP http://www.machiasobi.com/
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「文化立県とくしま」における
「伝統」と「創造」
～アニメをサブカルチャーからメインカルチャーに！～

徳島県知事

督に迎えた「とくしま記念オーケストラ」
の創設記念コンサートを国民文化祭プレ
フェスティバルとして開催するなど、「あ
わ文化」に常に「新たな風」を吹き込み
つつ、二度目の国民文化祭開催に向けて
の準備を進めている。
さて、文化資源と言えば、昨今の日本
文化を語る上で、不可欠な存在となって
いるものとして、マンガやアニメが挙げ
られる。
昭和 35 年生まれ、まさに「アニメ世代」
を自負する私としては、伝統的な「あわ
文化」をしっかりと守り育てていくこと
はもちろんのこと、「アニメ」を本県の新
たな文化資源として活用することで「徳
島をさらに元気にできないか」との考え
から、アニメ関連企業の誘致・支援、また、
アニメによる地域の活性化などに積極的
に取り組んできた。
その結果、平成 21 年 4 月に本県出身
者が代表を務める東京のアニメ企画・制
作会社の誘致が実現し、徳島市の中心市
街地に「アニメ制作スタジオ」が開設され、
現在、地元で新規雇用されたアニメーター

平成 19 年度、徳島県で開催された日
本最大の文化の祭典「第 22 回国民文化
祭・とくしま 2007『おどる国文祭』」では、
徳島が誇る文化資源である「阿波藍」、
「阿
波踊り」、「阿波人形浄瑠璃」及び本県が
アジア初演の地であるベートーヴェン「第
九」を「4 大モチーフ」として掲げ、県
下全市町村を舞台に、延べ約 77 万人に
上る参加者の皆様に「あわ文化」の魅力
を発信した。また、国民文化祭を一過性
のものに終わらせることなく、地域の活
力と魅力を創造する「起爆剤」へと進化
させるため、翌年度以降、
「4 大モチーフ」
の中から毎年、その年のテーマを定め、
「あ
わ文化」にさらなる磨きをかける取組み
を進めてきた。そして、その集大成として、
「おどる国文祭５周年」を契機として、更
に進化した「国民文化祭」として開催し
てはどうか、と国に提言した結果、全国
初となる既開催県二度目の国民文化祭「第
27 回国民文化祭・とくしま 2012」の開
催が決定された。
これを受け、本年 9 月 22 日には、世
界的な指揮者である秋山和慶氏を音楽監
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た結果、現在、県下全市町村において全
国有数の優れたブロードバンド環境が整
備され、アニメを始め、映像や音楽、ゲー
ム等のデジタルデータで表現された情報
を扱う「デジタルコンテンツ産業」にとっ
て有利な立地条件が整っている。この優
位性を最大限に活かし、「デジタルコンテ
ンツ産業」の創出を「徳島ならでは」の
新成長戦略に取り込むためには、人材の
育成が不可欠であることから、デジタル
コンテンツに係る高度な専門授業を行う
「県内大学」において、「県内企業」の人
材を聴講生として受け入れていただき、
学生とともに、実際の商品を紹介するた
めのコンテンツを講義やワークショップ
を通じて制作するなど、実践的な取組み
を進めている。さらに今年度は、本県に
縁のあるクリエイター等が制作した、「宝
の島・徳島」を題材とする優れたデジタ
ルコンテンツを表彰する「ICT( 愛して )
とくしま大賞」を創設するなど、人材育
成機会の創出や関連企業の集積による「と
くしまデジタルコンテンツ企業城下町」
の形成に向け、積極的に取り組んでいる。
21 世紀は、「精神の世紀」とも、「文
化の世紀」とも言われている。徳島県で
は、このような時代にこそ、文化振興に
おける「伝統」と「創造」のバランスを
保ちながら魅力あるイベントを次々と展
開し、さらにはこれらの文化資源を基軸
とする「経済・雇用の活性化」をも視野
に入れた各種施策を展開することにより、
世 界 に 輝 く「 文 化 立 県 と く し ま 」、「 宝
の島・徳島」を着実に築いていきたい。

の卵達が活躍している。
また、同スタジオがプロデュースする、
地方発では最大規模の市街地周遊型アニ
メイベント「マチ☆アソビ」は、県をは
じめ観光協会や商工会議所といった地元
関係団体との連携の下、アットホームな
手づくり感が話題となり、全国から熱心
なアニメファンが集まるイベントとして
定着している。さらに同スタジオは、昨今、
空洞化が深刻化している徳島市内の商店
街において、アニメ作品などを常時上映
する新たな映画館の整備も計画するなど、
徳島におけるアニメ文化発信の大きな推
進力となっている。
徳島県では、「アニメをサブカルチャー
からメインカルチャーに！」を合い言葉
に、 こ う し た 流 れ を 一 層 加 速 さ せ る た
めの取組みとして、本年の 9 月 23 日か
ら 10 月 10 日、日本一の発行部数を誇
るアニメ情報誌とのコラボレーションに
よる国際アニメ映画祭「マチ☆アソビ×
Newtype THE MOVING PICTURES
FESTIVAL」 を 開 催 す る。 こ の 映 画 祭
には、国内外からのゲストを交えたトー
クショーや劇場版アニメの先行上映など
様々な企画を盛り込み、国内はもとより
世界中のアニメファンに、「アニメと言
えば徳島！」と言われるよう、積極的な
PR を展開していく。
また、アニメを単なる「文化資源」と
してだけでなく、今後の成長が見込める
新たな「文化産業」として捉えることも
重要である。
本県は地上デジタル放送移行を視野に
入れた「全県 CATV 網構想」を推進し

3

愛知県知事

大村 秀章

県営名古屋空港 名古屋〜青森線就航式典
７月２日（土）

県営名古屋空港で開催されたフジドリームエアライン

ズ（FDA）の青森線就航記念式典に参加した。

この路線は、日本航空の経営再建の一環として、昨年

５月のいわて花巻線の廃止に続き同年 10 月に廃止され

ていた。東北地域は、自動車関連産業が多く進出し、東
海地域の産業のサプライヤーも多く、産業・経済面でつ

ながりも深い。また、雄大な自然があり、観光面でも大
きな魅力があることから、廃止前はそれぞれ年間 10 万
人もの利用があった。

このため、青森・岩手両県と再開に向けて取り組んだ

結果、FDA が今年５月のいわて花巻線に続き、青森線も
就航され、大変感謝している。

名古屋～青森線就航式典（ミスねぶたから跳人人形を受領）

就航に当たって、愛知県議会議長、地元市町や経済界の代表者、さらには青森県からミスねぶたも参加し

て式典が行われた。

是非多くの方に、これらの路線を使って、ビジネスや観光など様々な機会に東北地域に出かけていただき、

東北地域の早期復興、さらにはこの地域と東北地域の一層の交流拡大が図られることを大いに期待している。

東北復興支援特別企画「棟方志功 祈りと旅」展開会式
７月９日 ( 土 )

東日本大震災は、東北地方に留まらず、日本中に様々

な形で影響を及ぼしている。ここ愛知県美術館でも、当

初予定していたプーシキン美術館展が、原発の問題もあっ
て、ロシアからの日本への貸出が停止され、やむなく中
止することとなった。

しかし、むしろこの機会を捉えて、東北の復興支援に

役立つことができればということで、「棟方志功

祈りと

旅」展を開催する運びとなった。会場では、チャリティー・
グッズの販売や義援金の募集も行う。

東北・青森県出身の世界的な版画家、棟方志功の作品

の中には、被災した宮城や岩手を題材にした作品も含ま
れている。来場の方々には、東北出身の棟方が創り出し

「棟方志功

た作品を鑑賞いただきながら、被災地東北へ想いを寄せていただければと思う。

祈りと旅」展開会式

文化芸術は、人の心に癒しや希望を与えるもので、震災復興にも貢献できるはずである。今後とも、文化

芸術の面でも必要な協力を惜しまず、息の長い支援を続けていきたい。
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「武将観光」のさらなる推進で愛知を元気に
８月５日（金）

本日から名古屋城で開催される「名古屋城宵まつり」

の開場式に出席した。「あいち戦国姫隊」の初お披露目で
あり、会場に花を添えた。

本県は、信長・秀吉・家康の三英傑を始めとする多く

の戦国武将の出身地であり、武将ゆかりの観光資源を活

かした「武将観光」を推進しているが、今年度、さらな
る PR を図るため、愛知ゆかりの戦国武将の妻や娘など

で構成される「あいち戦国姫隊」を結成したものである。

彼女たちの初舞台は、劇やダンスをうまく織り交ぜ、

多くの方々に楽しんでいただけたようである。この「あ

いち戦国姫隊」の活動を通じ、私がマニフェストに掲げた、

「名古屋城始め戦国～徳川の武将の故郷あいちをたどる武

名古屋城宵まつり開場式

あいち戦国姫隊出陣

将観光」を推進していくとともに、大震災の影響による観光需要の落ち込みが続く中、姫たちに「武将観光」
推進の旗振り役となってもらい、この愛知・名古屋から、日本の元気を国内外へ発信していきたいと考えて
いる。

慶福女子高校訪問
８月 10 日（水）

昨日からの韓国でのエアポートセールス・観光プロモー

ションの締めくくりとして、ソウル市郊外、金浦空港に

ほど近い江西区にある慶福女子高校を訪問した。同校の

修学旅行は、国内だけでなく、海外に行くことも多く、

秋には本県への修学旅行を計画しているとのことであり、
朴永哲校長先生から、日本への旅行について、安全面を

心配されている父兄生徒が多いので、知事から直接 PR
していただければとの話があり、訪れることとした。

会場となった開放的な図書館では、夏休みにもかかわ

らず、100 名以上の高校１・２年生の女子生徒が、我々
一行を歓迎してくれた。

私は、本県の安全性と観光魅力を PR をするとともに、

慶福女子高校訪問

自国の文化の大切さは当然のこと、若いうちから他国の

文化に触れ、人と人とが末永く交流することが、これからの時代には重要であると語りかけた。

溌剌とした女子生徒との質疑応答の後、校長先生が生徒に「愛知県に行きますか」と大声で尋ねると、生

徒全員から声を合わせて「行きます。」という元気な答えが返ってきた。

10 月には、本県へ学校交流に訪れるとのこと、再会が今から楽しみである。
明日からの北京でのエアポートセールスと観光プロモーションも頑張ろう。
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特集

～

る
が語

知事

福島県

ふくしまの復興に向けて
～福島県復興ビジョン策定～

りを進めていくことを通じ
て、原子力災害を克服し、
３月 11 日に発生した大地震と大津波、そして、 子どもから高齢者まで全て
それに伴い発生した原子力災害と風評という四重の の県民が安全で安心に暮ら
災害により、福島県は甚大な被害を受け、県民は、 すことのできる社会を目指
福島県知事 佐藤 雄平
くらし、健康、仕事など、あらゆる面で様々な困難 します。
に直面しています。
この間、国内外の多くの方々が支援物資や義援金、 ふくしまを愛し、
温かい応援メッセージを送ってくださり、あるいは、 心を寄せるすべての人々の力を結集した復興
被災地でのボランティア活動や、農産物をはじめと
県民、企業、民間団体、市町村、県など、あらゆ
した県産品購入など、様々な応援をしてくださいま
した。全国の自治体からは、原発冷却のための特殊 る主体が力を合わせ、復興を成し遂げます。
また、大震災、そして、原子力災害後の本県の動
消防車の派遣、避難所の運営支援や避難者の健康相
談などのための職員派遣、避難者の受入れ等、様々 きに対して、国内外の多くの人々が関心を寄せてい
な分野で御協力をいただいております。これらの御 ます。このような、ふくしまを愛し、ふくしまに心
支援により、どんなに福島県民が励まされ、復興に を寄せる全ての人々の力を結集して本県の復興を進
めます。
向けた意欲を呼び起こされたことでしょう。
発災以来、本県に心を寄せ、支援の手を差し伸べ
てくださった皆様に、改めて深く感謝申し上げます。
はじめに

我が都道府県の平成 年度施政方針と重点施策
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誇りあるふるさと再生の実現

私は、美しいふるさと「ふくしま」が、深刻な事
故を起こした原子力発電所の所在する地「フクシマ」
として世界中に広まってしまったことに、強い憤り
を感じています。本県は、原子力災害が未だ進行中
であることから、一部に復興はまだ先のことである
という意見がありました。しかし、こうした時期だ
からこそ、復興に向けた展望を描くことが求められ
ていると考え、福島県復興ビジョン検討委員会の提
言をはじめ、県民の皆さんや県議会、市町村からの
貴重な御意見を踏まえて、８月 11 日、福島県復興
ビジョンを策定いたしました。

今回の災害では、人と人との助け合いの大切さ、
コミュニティの大切さが再認識されました。これは
ふくしまの宝であるとともに、世界にも通じる価値
であり、復興を進めるに当たっては、これを守り、
育て、そして世界に発信します。
また、避難を余儀なくされた県民を含めて全ての
県民がふるさとで元気な生活を取り戻すことができ
た日にこそ、ふくしまの復興の第一歩が記される、
という思いを県民全てが共有しながら復興を進めま
す。

復興に当たっての基本理念

今後の取組み

原子力に依存しない、
安全・安心で持続的に発展可能な社会づくり
今回の原子力災害で最も深刻な被害を受けたふく
しまの地においては、「脱原発」という考え方の下、
原子力に依存しない社会を目指します。そして、再
生可能エネルギーの飛躍的な推進を図るとともに、
省資源、省エネルギーやリサイクルなどを強力に推
進し、経済的な活力と環境との共生の両立が図られ
た社会づくりを進めます。
また、復興に当たっては、安全神話を信ずること
なく、何よりも人の命を大切にし、安全・安心な社
会を目指さなければなりません。今後、長期にわたっ
て県民の健康を守ることはもちろんのこと、さらに
一歩進んで全国にも誇れるような健康長寿の県づく

今後は、12 月末を目途に、ビジョンを具体化する
「復興計画」を策定し、再生可能エネルギーに関する
最先端の研究拠点の誘致、関連産業の集積、放射性
物質により汚染された環境浄化のための研究拠点の
整備、放射線医学に関する研究・診療機能の強化など、
本県の復興に向けた取組みを世界の英知を集めて進
めてまいります。そして、世界のモデルとなるよう
な復興の姿を示すことにより、福島県の誇りを取り
戻したいと考えております。
引き続き皆様からの御支援をお願いいたします。
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愛知県

愛知が元気になり日本を支えるために

地震防災対策
まずは県民の安心・安全を確保するための地震防
災対策であります。まず、東海地震・東南海地震・
南海地震の三連動地震を想定した地震予測調査を行
うとともに、大規模災害時の応急災害対策活動の拠
点となる候補地の調査を実施し、国による設置を強
く求めていくことといたしました。
また、民間木造住宅の耐震改修補助について市町
村と連携して、補助限度額を引き上げ、補助対象戸
数を大幅に拡大し一層の耐震化の促進に取り組んで
まいります。
さらに、県立学校の耐震改修につきましては、生
徒の安全や避難所の確保を図るため、補正予算で大
幅な事業費の増額を行い、平成 27 年度までに全校
完了を目指してまいります。
景気対策
震災により、我が国の社会、経済は深刻な状況に
陥りました。こうした時にこそ、愛知の産業、経済
がフル回転して日本を支えていかなければなりませ
ん。このため、まずは、経済環境が厳しい中小企業
への緊急つなぎ資金として「あいちガンバロー資金」
を４月に創設しました。また、公共事業の施行促進
として、平成 23 年度当初予算の国庫補助事業、単
独事業の上半期契約率を 85％と設定し工事発注の前
倒しを図り、景気の下支えを図ったところでありま
す。さらに、今回の補正予算では、切れ目のない景
気対策に資するため、投資的経費を 793 億円計上し、
当初予算との合計では、３年ぶりに投資的経費が前
年度当初予算を上回る積極的な対応を図ったところ
であります。

7

また、市街化調整区域の
住宅等の立地条件の緩和を
行うための条例を新たに制
定し、個人住宅などの建築
需要の掘り起こしを図って
まいります。

愛知県知事

大村 秀章

マニフェストを推進する施策
まずは「元気な経済・産業・地域づくり」につい
てであります。この地域の経済・雇用を支えている
中小企業対策について、今後の施策展開の基本理念
を明確にする条例制定に向けた検討を進めてまいり
ます。
また、中国に海外販路開拓の専任マネージャーを
設置し、県内産品・製品の海外展示会等への出展支
援などアジアでの事業展開を促進します。
「環境首都あいちづくり」では、
昨年開催された「生
物多様性条約締結国会議（COP10）
」の成果を継承し、
生物多様性保全のための活動の充実を図るため、開
催１周年記念イベントやシンポジウムを開催します。
「安心できる健康・医療・福祉社会づくり」では、
子どもや障害者などを対象とした福祉医療制度につ
きまして、全国トップレベルの現行制度を維持する
とともに、障害者対策として、三河地域で不足する
重症心身障害児施設を確保してまいります。
「教育・文化立県あいちづくり」では、私立学校の
振興と父母負担の軽減を図るため、経常費や授業料
への補助を充実することとしました。
また、県庁本庁舎と名古屋市役所本庁舎と同時に
重要文化財の指定を受けるために必要な建物の調査
を行うとともに、庁舎を開放して庁舎内見学やイベ
ント等を実施してまいります。
「自立・分権・協働の行財政体制づくり」では、「身
近でやさしい民主主義」の実現に向け、住民が地域
の身近な課題を話し合い、解決する取組を支援する
ため、市町村のモデル事業への助成などを行ってま
いります。
日本を支えるために
今の日本と日本経済には、大きな危機感を抱かざ
るを得ません。一刻も早く、我が国全体が復旧、復
興を果たしていくため、愛知は何をなすべきなのか、
今の日本を支えていくため、どのように愛知の産業
と経済を元気にしていくのか、そのことに、これか
らも全身全霊を傾け、取り組んでまいります。

我が都道府県の平成 年度施政方針と重点施策

県内の経済情勢は、東日本大震災の影響や円高に
よる輸出産業の収益悪化などの懸念から、現時点で
は県内企業の業績について、今後の見通しを立てる
ことは困難な状況となっております。
平成 23 年度当初予算は、骨格予算で編成したため、
政策的な経費は、６月補正予算で計上することとな
りましたが、こうした県内の経済情勢を踏まえ、真
に必要な分野に限られた財源を可能な限り、優先的・
重点的に配分することを基本として予算編成を行い
ました。
今回の補正予算では、医療費助成や私学助成など
当初予算で計上を見送った施策やマニフェストの実
現に向けた施策に加え、「緊急に措置を要する地震防
災対策」や「愛知がさらに元気になり、日本全体を
支えていくための景気対策」にもしっかりと取り組
むこととしました。
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福岡県

県民幸福度日本一を目指して
NPO・ボランティアは共
助 社 会 の重 要 な担い 手で
す。NPO と 企 業、 行 政と
の協働事業を進めるととも
に、NPO の安定的な経 営
福岡県知事 小川 洋
に向けた支 援を行うなど、
NPO・ボランティアが活躍
する共助社会づくりに取り組みます。
さらに、暴力団の撲滅に向け、民間の経済活動から
の暴力団排除を徹底するとともに、警察官の増員や監
視カメラの整備など対策を強化し、安全に安心して暮
らせる社会づくりを進めます。

平成 23 年度当初予算は、私にとって初めての当初
予算であり、
「県民幸福度日本一」の福岡県を目指して
編成した予算です。本県が東日本大震災の復興、日本
の国力維持に大きな役割を果たすため、
「元気を西か
ら」を合言葉に、まず福岡県を元気にするという方針
で臨みます。
我が都道府県の平成 年度施政方針と重点施策
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元気を西から
活力と成長力に満ちた経済と雇用の創出
まず何よりも、活力と成長力に満ちた経済と雇用を
創っていくことが不可欠です。雇用の８割を担い、地
域経済を支えている中小企業の振興のため、震災の影
響を受けた企業への金融支援を強化し、その影響の
緩和・解消に努めるとともに、本県へ生産拠点を移す
企業に対して、受け皿となる施策を展開します。
また、農林水産物の付加価値向上を図るため、次世
代「あまおう」の新品種開発や、
世界初の種なし甘柿「秋
王」の早期普及に向けた苗木の大量増殖の取り組みを
行うとともに、農産物の輸出促進や６次産業化を目指
す農業者への支援など、活力と魅力にあふれる農林水
産業づくりを進めます。
さらに、成長著しいアジア諸国の活力を積極的に取
り入れるため、
「福岡・アジア国際戦略特区構想」を
着実に進め、中小企業の海外展開を支援するなど、ア
ジアのビジネス拠点づくりを目指します。

子どもが将来に向かって
夢を広げ、はばたく社会
子どもたちは大切な社会の宝です。わが国の将来を
担う子どもたちを育てるため、青少年アンビシャス運動
の推進、日本の次世代リーダー養成塾の実施、アジア
の青少年との交流、高校生の海外留学支援などにより、
志を持ったたくましい青少年の育成を図るとともに、教
育力向上福岡県民運動や読書運動などに取り組み、確
かな学力と個性を伸ばす学校教育を推進します。
環境にやさしく、快適に暮らせる社会
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ことも重要です。
リサイクル総合研究センターにおいて、産学官が共
同して行うリサイクルシステムの開発・実用化を推進す
るとともに、レアメタルや炭素繊維のリサイクルに係る
共同研究により、最先端のリサイクルシステムの構築を
図るなど、持続可能な循環型社会づくりを推進します。
また、森林環境税を活用し、荒廃した森林の再生と

総合的な防災対策の実施

東日本大震災は、本県の防災計画の被害想定を超
えるものでした。今回の震災を踏まえて、地震、津波
や原子力発電所事故を想定した地域防災計画の見直し
を図るとともに、災害に備えた避難訓練や防災教育の
実施など、防災体制・救助体制の強化を図ります。
も り
また、県立学校や災害拠点病院などの耐震化や、河 「県民参加の森林づくり」を進めるなど、緑豊かで美し
川の改修など災害に強いまちづくりを進めます。
い県土づくりに取り組みます。
はつらつ、健やか、共に支えあう安心社会
誰もが健康で、安心して暮らせる社会、共に支えあ
い協力し合う社会づくりは重要です。
高齢者がそれぞれの意思と能力に応じて、仕事や地
域活動に活躍できる「70 歳現役社会」の推進や、一
人暮らし高齢者の見守り活動、要援護者マップの策定
を行うとともに、就業や生活面を一体的に支援する障
害者就業・生活支援センターを増設するなど、高齢者
や障害者が安心してはつらつと生活できる社会づくり
に取り組みます。
また、待機児童の解消を目指した保育所の緊急整備
を進め、周産期母子医療センターの運営や乳幼児医療
費、妊婦健康診査に対する助成など、安心して子育て
ができる社会づくりを推進します。

さらに、生活道路や都市公園、下水道の整備を進
め、地域の生活交通の確保を図るなど、快適で便利な
生活環境づくりを進めます。
県民とともに進める県政

県民幸福度日本一を目指す新しい総合計画を策定し
ます。
また、職員定員の削減や事務事業の見直しなど、引
き続き行財政改革に取り組むとともに、今後の改革の
指針となる新たな行政改革大綱を策定します。
さらに、私自身が各市町村に出向き、住民との対話
や視察を行う「知事のふるさと訪問」を実施するとと
もに、インターネットによる県政情報の提供、情報公
開など、県民に開かれた県政を推進します。
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佐賀県

新しき世に佐賀あり。～
政策カタログ

東日本大震災からの復興に全力を尽くしておられる
被災地の皆様に、心からのお見舞いを申し上げます。
佐賀県では、被災された皆様が、一日も早く落ち
着いた生活を取り戻していただけるよう、県・県民・
企業・市町が心を一つにして、被災者の受け入れ、
被災地へのボランティアや職員の派遣など、「佐賀き
ずなプロジェクト」を展開しています。
これからも、被災された方々の声に耳を傾け、総
力を挙げて支援していきます。

ま た、 今 回 の 総 合 計 画
は、多くの県民が進んで見
たくなるような計画にして
いきたいという気持ちを込
佐賀県知事 古川 康
めて、県の政策を「商品」
になぞらえ、計画の別名を「佐賀県政策カタログ
2011」としています。
その中から、
佐賀県の目玉商品の一部をご紹介します。
＜太陽光王国＞
佐賀県は、石炭採掘、火力発電や水力発電、原子
力発電と、常にエネルギーの最先端を歩いてきた歴
史を持っています。福島第一原子力発電所の事故が
未だに収束していない中で、再生可能エネルギーの
重要性が注目されていますが、今後のエネルギー政
策においても、全国のモデルとなるような地域であ
り続けたいと考えています。
本県は、住宅用太陽光発電の導入率では、９年連
続で全国トップをキープしています。事業所用太陽
光発電や大規模太陽光発電施設（メガソーラー）の
普及についても積極的に取り組み、日本一の「太陽
光王国」を目指します。
＜国際戦略＞
グローバル化が進む中で、将来、「世界の中で必要
とされる佐賀県」となることを目指して、国際戦略「世
界とつながる佐賀県行動計画」を策定しました。
成長著しい東アジア、中でも、飛躍的な成長を続
けている中国を当面の主たるターゲットに位置付け、
今年８月には、上海までの地理的な近さを活かして、
県庁内に上海デスクを設置しました。さらには、10
月を目途に「香港」と遼寧省「瀋陽」の２か所に現
地事務所を設置することとしており、県産品の販路
拡大や県内企業の海外取引の支援、観光客の誘致な
どに取り組んでいきます。
また、世界の国々と直接つながっていくために、東ア
ジア地域の格安航空会社（ＬＣＣ）等の誘致活動を行い、
有明佐賀空港の国際化を進めています。今年８月には、
中国上海市のＬＣＣ春秋航空との間で、有明佐賀空港
への定期便就航を目指し、早ければ年内にも佐賀－上
海間に定期チャーター便を週３便開設することで合意
しました。空港ターミナルビルには国際定期便の就航
に向けて必要な専用施設の整備を進めていきます。
＜文化とスポーツの楽園＞
明日に希望を持つためには、文化・芸術やスポー
ツを通して豊かな人生を楽しむことが必要だと感じ
ています。そこで、今回の総合計画では、県民の誰
もが文化やスポーツを楽しむ風土づくりを、目指す
姿の一つとして示しています。
県民が一流のアーティストの作品や上演に触れる
機会を増やすとともに、地域の伝統的な文化・芸術
活動を充実させます。また、県民が参加できるスポー
ツ大会やスポーツのメッカづくりを支援するととも
に、駅伝の全国大会での上位入賞を目指した選手強
化に対する支援やサッカーＪ２サガン鳥栖のＪ１昇
格への支援など、県民が一つになって、熱く応援で
きるスポーツの振興にも力を入れていきます。

今日より明日を
さて、今年４月から３期目の４年間がスタートし
ました。
最近、県民の皆様と話をしていると、若い人も高
齢者も、みんな「昔は良かった」という話が多く、
明日や将来に希望を持ちにくくなっていると感じて
います。
確かに、今の時代、社会的、経済的にも成長から
維持の時代へと変化し、景気の低迷や就職難など将
来への展望が描きにくい要素が多い時代ですが、一
歩でも、この４年間で「今日より明日を必ず良くす
る。
」という強い決意を持って、これからの県政運営
に取り組んでいきます。
新しき世に佐賀あり。

そのような思いを、県の政策としていくために、
「佐
賀県総合計画 2011」の策定を進めています。
新しい総合計画の基本理念は、幕末・維新期の佐
賀がそうであったように、佐賀県が時代をリードし、
新しい時代においても存在感を示し、国内外から必
要とされる佐賀県でありたいという気概を込めて「新
しき世に佐賀あり。」としています。 かじょう
この言葉は、高橋克彦氏の小説「火 城」の中で、
つね たみ

なべ

日本赤十字社の創設者でもある佐野常民が主君の鍋

しま かん そう

なお まさ

島閑叟公（鍋島直正）に言ったセリフ「新しき世に
佐賀がなければ ･････ この国は廃墟も同然。百年後
にそういわれる身になりとう存じます。」から創作し
た言葉です。
また、計画策定に当たっては、１人でも多くの県
民や職員に議論に参加してもらって、みんなで作っ
ていきたいという強い思いがありました。そこで、
通常のパブリックコメントや県民との意見交換会に
加えて、ツイッターやフェイスブック、庁内のチャッ
トシステムといった新しいコミュニケーションツー
ルを大いに活用する試みも行いました。
今回の総合計画では、10 年後の佐賀県を見据え、
①安全・安心、②環境・エネルギー、③くらし、④
産業・雇用、⑤情報発信、⑥国際化、⑦文化・スポー
ツ、⑧人材育成、を政策の柱に位置付けています。
総合計画に掲げた理念や目指す姿に着実に進んで
いけるよう、県民と一緒に、計画の実現に向けて全
力で取り組んでいきます。
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佐賀きずなプロジェクト
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ほか、道路の降灰除去や河
川の火山泥流対策を行って
まいります。

東日本大震災によりお亡くなりになられた方々の
ご冥福をお祈り申し上げますとともに、被害に遭わ
れた方々に対し、心よりお見舞い申し上げます。ま
た、復興・復旧作業に携わっておられるすべての方々
に対し、深く敬意を表します。
本県は、昨年度、口蹄疫や高病原性鳥インフルエ
ンザ、新燃岳の噴火と、次々と災難に見舞われまし
たが、被災地も含めた全国から心温まるご支援・ご
協力を賜り、再生・復興に向け、歩み始めたところ
であります。
本県は今、これまでのご厚情に対する深い感謝の
思いを込め、被災地などを支援する「みやざき感謝
プロジェクト」を
県民一体となって
展 開 し て い ま す。
今 後 と も、 被 災 地
などのニーズに対
応 し、 息 の 長 い 支
援に取り組むこと
としています。

２

産業・雇用づくり
宮崎県知事 河野 俊嗣
地域間・国際間の競争が
激化する中、存在感のある
地域として発展していくためには、
「地域経済のエン
ジン産業」の育成が重要です。
このため、東九州メディカルバレー構想に基づく、
地域医療の向上と医療機器開発につながる研究拠点
づくりや、豊富な太陽光・熱を利用した水素の製造
や太陽光発電の高効率化など、新エネルギーに関す
る最先端の研究拠点づくりに取り組みます。
また、農業関連分野においては、県内企業におけ
る本県農産物の利用拡大を図るとともに、食品加工
業者の商品開発や市場開拓を支援してまいります。
さ ら に、 物 流 機
能を強化するため、
東九州自動車道の
整備促進をはじめ、
細島港において、大
水深岸壁やふ頭用
地 の 整 備、 ガ ン ト
リークレーンの増
設を進めてまいり
みやざきソーラーフローティア構想
ます。

カツオ水揚げ式「宮城県・宮崎県の絆イベント」

平 成 23 年 度 予 算 の 概 要
今年度予算は、骨格予算とした当初予算に、６月
の肉付け予算において、私の政策の具体化を図る事
業や緊急的な課題に対応する事業を加え、国の予算
や地方財政計画の伸びを上回る積極型の予算として
編成しました。
この予算は、県の総合計画の目標である「新しい
ゆたかさ」の創造に向けて、口蹄疫からの再生・復
興をはじめとする本県の新生を図る「明日のみやざ
いしずえ
きの 礎 づくり予算」であり、任期中の県政の指針
「未来みやざき創造プラン」
（アクションプラン）に
掲げる施策目標に沿った次の事業を盛り込んだもの
となっています。

３

人財づくり
明日の県づくりの原動力となるのは「人の力」です。
私は「日本一の子育て・子育ち立県」を掲げ、未来
を切り拓く「人財」がさまざまな分野で挑戦・活躍
できる社会づくりを進めていきたいと考えています。
具体的には、社会全体で子育てを応援する気運の
醸成を図る「未来みやざき子育て県民運動」を展開
するとともに、学校教育においては、小・中学校で「活
用する力」
、高等学校で「確かな学力」の強化、向上
に取り組んでまいります。
また、若年者の就職支援をはじめとする、若者が
県内に定住できる環境づくりを進めてまいります。

１

危機事象への対応と再生・復興
私は、度重なる危機事象に対応する中で、
「人や地
域の絆」の大切さを再確認するとともに、県内外か
らの温かい思いやりを実感し、こうした絆や思いや
りこそ、再生・復興の原動力になるものと確信する
ようになりました。
このような考えから、東日本大震災の復興支援財
源として、企業などからの寄付と県費による５億円
の取崩型基金を設置し、被災地への人的・物的支援
や被災者の受入支援などを機動的、継続的に行って
まいります。
また、口蹄疫復興対策として、家畜防疫体制の強
化や畜産業の再生を図る取り組みはもとより、コン
ベンションや観光誘客の促進、官民一体となった PR
活動など、口蹄疫等により疲弊した本県経済の復興
を図る取り組みを総合的に進めてまいります。
さらに、新燃岳噴火に伴う対策として、農作物の
降灰被害を防止するための施設整備などを助成する

４

くらしづくり
多くの方々が、住み慣れたふるさとで、健康で、心
豊かに暮らすことを願っています。このため、私は、
自助、共助、公助の原則の下、宮崎らしい「豊かさを
実感できるくらしの実現」に取り組んでまいります。
医療・福祉においては、新たに、医師の配置や臨
床研修のマッチングなどを行う地域医療支援機構を
設置し、医師不足や偏在解消を図るとともに、
「障が
い者等用駐車場利用証制度」の導入や施設のバリア
フリー化などに取り組みます。
また、暮らしやすい地域づくりを広域的に進める
ため、５億円の取崩型基金を設置し、市町村間連携
のあり方の検討や地域振興指針の策定などを支援し
てまいります。
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ジャーナリスト

松本克夫

緑の分権改革に追い風
脱原発までいくかどうかは別にして、原子

力への依存度を引き下げ、自然（再生可能）
エネルギーの割合を高めようという点で、合
意ができつつあるように見えます。電力会社
が自然エネルギーを固定価格で買い取る制度
を導入するための再生可能エネルギー特別措
置法案も成立する見込みです。緑の分権改革
にとっては、追い風になりそうです。

の道府県はソフトバンクと自然エネルギー協
議会を設立しました。続いて、17 の政令指定

都市も、ソフトバンクと指定都市版の自然エ
ネルギー協議会を発足させました。政府に自
加自治体とソフトバンクが協力して、遊休地

に大規模太陽光発電所（メガソーラー）を建

緑の分権改革は、原口一博前総務相の主導

で、地域主権戦略の一つに位置付けられまし
た。それぞれの地域が抱える資源を最大限に
生かして、
「地域から人材、資金が流出する中

設することを考えています。これはかなり規
模の大きい取組ですが、緑の分権改革は過疎
地を始めとした比較的小さい地域での取組を
想定しているようです。

よく例に挙げられるのが岩手県葛巻町です。

央集権型の社会構造」から「地域の自給力と

ここでは、風力、バイオマス、太陽光など幅

実現しようというものです。

山の上に設置した 15 基の風車は、16,900 世

創富力を高める地域主権型社会」への転換を
分権改革と言えば、普通は制度を改めるこ

30 回

自然エネルギー推進機運が高まる中で、35

然エネルギー推進を働きかけるとともに、参

地域の自給力を高める

第

各地域の創意工夫で

とを指します。緑の分権改革は、制度改革で
はなく、言わば運動論であり、自治体経営論

です。企業誘致などで外部の力を頼むより、
むしろ内発型の地域づくりをしようという呼

広く自然エネルギーを活用しています。特に、
帯分の電気を賄えるということです。葛巻町
は 2,900 世帯ですから、その６倍近くになり

ます。電気に関しては、エネルギー自給は十
分達成したことになります。

長野県飯田市では、市と市民、企業が協力

びかけです。制度改革が土俵の在り方を定め

して、太陽光発電を推進しています。NPO か

り方を問題にしていると言っていいでしょう。

社が実施部隊ですが、必要な資金は、市から

るものだとしたら、緑の分権改革は相撲の取
これを分権改革と称するのは、誤解を招きか

ねませんが、自立性の強い地域をつくろうと
いう意気込みは伝わってきます。

緑の分権改革は、
「人材や食料、エネルギー、

資源等ができる限り地域で有効に活用される

構造」に変えていくことを目指しています。
ヒト、モノ、カネの地域内での循環を豊かに

していこうというものです。当然ながら、食

料や森林などと並んで、エネルギーの地産地

ら出発したおひさま進歩エネルギーという会

の助成に加えて、市民から出資を募っていま
す。１口 10 万円といった小口の市民ファン

ドを設けて、協力を求めるやり方です。これ
までに、４回設けたファンドには、延べ 1,400
人余りの応募があり、合計出資金額は７億

6,000 万円近くに達しました。皆で協力して

つくるので、「市民共同発電所」という呼び方
をされることもあります。

このように、自然エネルギー利用は、それ

消が重要な柱になります。

ぞれの地域が創意工夫を発揮する余地が広い

造は中央集権型ですが、太陽光、風力、小水力、

いますが、名称は新しいものの、中身はもと

大規模発電に頼る現在のエネルギー供給構

バイオマスなどの自然エネルギーなら、多く
のエネルギー消費者が自ら供給者になれます
から、地方分権型に変わります。各地域が保

有している資源を有効活用しやすくする固定

価格買取制は、地域の自立性を高める点で、
一種の分権改革と言えるかもしれません。
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ものです。緑の分権改革は、国が旗を振って
もと各地で取り組んでいたことです。その取
組を後押しする固定価格買取制のような土俵
を整備するのは国の役割ですが、その土俵の

上でどう相撲を取るかは地域の知恵次第です。
分権改革と称する以上、各地域に任せること
が基本でしょう。

N

A

長

G

A

S

崎

A

K

県

I

食 KING 王国キャンペーン

400 年も前から海外との唯一の窓

口だった長崎県には、すばらしい自
然に育まれた豊富な食材と、海外と
の交流による独特の歴史や文化の影
響を色濃くうけた長崎ならではの郷
土料理があります。

長崎県では、魅力あふれる長崎の

食をテーマに、各地の美味しいもの
を主役とした食のキャンペーン「来
てみんね！長崎

食 KING 王国」を

開催しています。是非、多彩な食と
その歴史や文化を感じる旅にお出か
けください。

食の王国・長崎には驚きと感動がいっぱい！
◆「対馬三焼きフェスタ」開催中！

この伝説の「杉焼き料理」が、最後の朝鮮通信使来

古代から大陸との中継地であった対馬には、厳しい
自然や外国との交流に育まれた郷土料理があります。
熱した石の上で新鮮な魚介を焼く「石焼き料理」
、地
鶏や魚、しいたけなどを入れて炊く「いりやき鍋」
、そ
して幻の「杉焼き料理」
。三つ併せて、
「三焼き料理」
。
対馬では「来てみんね！長崎 食 KING 王国」キャ
ンペーンの一つとして、11 月６日まで「名物 対馬
三焼きフェスタ」を開催しています。

日から 200 年の節目の今年、市民のプロジェクトに
より復活しました。容器は全て対馬産の杉を使った地
元の職人による手作りの逸品。そして料理も対馬の旬
の魚介や野菜を９種類以上使うという豪華版。高級食
材のアワビやアナゴが入っていることも。復活した「平
成版

杉焼き料理」はフェスタ期間中、対馬市内で食

べることができます。
11 月５・６日には、全国の通信使ゆかりのまちが
対馬に集結する記念イベントが開催されます。日韓芸

◆幻の「杉焼き料理」とは
味噌をだし汁でとき、鯛・アワビなどを煮込み、杉
の箱からの香りを楽しみながら食べる料理です。江戸
わ かん

時代、韓国・釜山にあった対馬藩の「倭館」や対馬を
訪れた朝鮮からの使者をもてなした料理で、「一に杉
焼」というほど評判のメニューだったと伝えられてい
ます。
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能公演や朝鮮通信使行列の再現のほか、「石焼きバイ
キング」で新鮮な対馬の魚介を焼き放題！食べ放題！
今年の対馬は見逃せない、いや食べ逃せません。

石焼き料理

いりやき鍋

◆対馬ご当地グルメ（番外編）

幻の杉焼き料理

◆「坂の上の雲」と対馬

「三焼き料理」のほかにも、対馬でしか食べられな
いグルメがあります。

今年放映の NHK スペシャルドラマ 「坂の上の雲」
第３部「激闘完結編」では、二百三高地や日本海海戦

在日韓国人から伝えられた、豚肉を秘伝のタレに漬
け込んで焼く「とんちゃん」、原種に近いそば「対州
さ

か

の戦闘シーンなどクライマックスを迎えます。
この「日本海海戦」、東郷平八郎率いる連合艦隊と

そば」、そして鯛焼きなのに丸い？「佐 賀 の鯛焼き」

バルチック艦隊との激戦の舞台は対馬近海だったた

も旅のお供にどうぞ。

め、日本以外では一般的に「Battle of Tsushima」と
呼ばれています。国防の最前線だった対馬には当時を
偲ばせる砲台などの戦争遺構が 100 年以上たった今
も数多く残っています。

さ

とんちゃん

か

佐賀の鯛焼き

姫神山砲台跡

お問合せ
長崎県観光振興課 TEL：095-895-2645
長崎県の観光情報は長崎観光ポータルサイト
ながさき旅ネット
http://www.nagasaki-tabinet.com/
対州そば

◆「オクトーバーフェスト」開催
日本におけるビール発祥の地長崎に世界
のビール祭り「オクトーバーフェスト」が
やってきます。長崎市、佐世保市の２会場
で開催。
県内のご当地グルメや郷土料理が大集合。
龍馬も飲んだ？ビールを片手に“ながさき
食べ歩き”を手軽に楽しんでみませんか。
長崎会場

2011.
場所
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916 25
.

金

夢彩都おくんち広場

日

佐世保会場

2011.
場所

9 30 1010
.

金

佐世保駅みなと口広場

.

月 祝

神奈川県

への

未 来

遺 産

世界文化遺産候補「武家の古都・鎌倉」

「三方を山に囲まれ一方が海に開く要害の地」
鎌倉を学ぶとき、最初にこのフレーズに触れた方
も多いのではないでしょうか。源頼朝は、かつて父・
やかた

義朝も館をかまえた先祖ゆかりのこの地に、最初の
武家政権を樹立しました。これにより、日本は古代
以来続いていた貴族が支配する社会から、武家の支
配する中世・近世の社会へと、大きく転換しました。
また、中国（宋・元）などとの活発な交流を背景と
して、後世の日本文化に大きな影響を及ぼした武家
文化を生み出しました。現在でも日本文化の特色と
して世界に広く知られている「禅」や「茶」
、
また「初
詣」の習慣などは、鎌倉に端を発するものです。
武家は、鎌倉の地で、当時の土木技術を駆使して
自然地形に積極的に働きかけ、地形と一体となった
都市の造営を行いました。山稜部や谷間（鎌倉では
や

と

谷戸と呼んでいます）には社寺を建立し、また、主
きりどおし

な交通路として「切通」や「若宮大路」を造り、武
家館や港などを含め、数々の防衛上・行政上・物流
上の拠点を効果的に配置しました。
このような特長を持つ「武家の古都・鎌倉」を世
界遺産に登録し、その価値や魅力を世界に向けて発
信することで、人類共通の遺産として、将来にわた
り確実に守り伝えていこうとする機運が一層高まる
ものと考えております。
「武家の古都・鎌倉」を構成する資産は、武家政

若宮大路
鶴岡八幡宮の参道としてつくられた、｢武家の古都・鎌倉｣の基軸線。
現在も、鎌倉のメインストリートである。国史跡。

権に関係する神社や寺院などの文化財保護法で指定
された史跡のみならず、古都保存法によって守られ
てきた「三方の山」、すなわち独自の都市を造営す
る上で重要な役割を担った山稜部も含んでいます。
それは、武家が、この地で政権を担い、世界に類例
のない武家文化を育んだこと、すなわち「武家の古
都・鎌倉」の顕著な普遍的価値を示す上で、大変重
要となるからです。その意味で、世界遺産として「武
家の古都・鎌倉」の文化遺産を確実に保護・継承し
ていくには、神社 ･ 寺院などの史跡 ･ 建造物と山稜
部を、一体で保護していくことが、極めて重要とな
ります。
こうした、文化財保護法と古都保存法の両方で文
化遺産を保護しようとする取組は、これまでの日本
の世界文化遺産には例がないものであり、文化遺産
が持つ本質的な価値を確実に後世に守り伝える上で
の「新たな手法」とも言えるのではないでしょうか。

空から見た鎌倉
｢三方を山に囲まれ一方が海に開く｣特長的な地形の有り様が見て取
れる。この地形を活用して、社寺、その他の重要な拠点が、効果的に配
置されている。

〈お問合せ〉
神奈川県教育委員会教育局生涯学習部文化遺産課
TEL 045-210-8359
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和 歌 山 県 紀州へら竿

有吉佐和子の小説でも知られる「紀ノ
川」の豊かな清流に沿って育まれた伝統
工芸品「紀州へら竿」は、和歌山県橋本
市を中心として発展してきました。
「紀州へら竿」は、和歌山県郷土伝統工
芸品の第１号として昭和 63 年に指定さ
れ、手作りの竹製へら竿生産で全国シェ
アの 90％を占めています。
一本一本に匠の技と竿師の魂が宿る手
作りの「紀州へら竿」は、へら竿に魅せ
られた人々の羨望の竿として全国に知ら
れています。
素材として不可欠な高野竹（スズ竹）
の産地高野山にも近く、矢竹も近辺の野
山に豊富に自生するなど、恵まれた環境
の中で家内工業として広められ現在に
至っています。
これらの素材を生かした「紀州へら竿」
は、しなやかな穂先に真竹、２番目の穂
持ちに高野竹、３番目から手元にかけて
矢竹を使う継ぎ竿で、厳選された材料の
竹を数週間から数ヵ月かけて天日干し、
さらに室内でじっくり乾燥させます。数
年間も乾燥させる場合もあります。
これらを厳しく選別し、バランスに重
点を置いて、生地組み、火入れ、中抜き、
込み削り、糸巻、漆塗り、差し込み、握
り造り、穂先削り、胴漆そして仕上げま
での工程を経ます。竹の癖を直し、竹の
繊維を引き締めて反発力を高める火入れ
の作業は、竿師の経験と勘が必要とされ、
穂先削りは竿師の技術が最も要求される
工程で、竿の良否を左右する大切な作業
です。
工程を納得するまで繰り返し、漆を塗
り重ね美観と風格を作り出し、自然素材
の神秘的な特質を丹念に引き出しながら
堅牢な竿に仕上げます。
このように丹精込めた手作業で作られ

匠の技が要求される火入れ

るへら竿は、細い、軽い、強いの３条件
を満たし、しなやかで強靱、優美であり、
注文してから手元に届くまで、数年かか
る高級品もあります。
また、「ヘラワングランプリ」の愛称で
知られる、「紀州へら鮒竿の里 全国ヘラ
ブナ釣り選手権大会」の決勝大会が、平
成 14 年から毎年、橋本市清水の隠れ谷池
にて開催されています。
「ヘラブナ釣り日
本一」の栄誉をかけた決勝大会に進出す
るためには、全国各地の地区予選会で好
成績を収めて勝ち抜くことが必要で、ヘ
ラブナ釣りの聖地となっており、
「紀州へ
ら竿」のさらなる拡がりが期待されます。

美観と風格にあふれる紀州へら竿

お問合せ

紀州製竿組合

TEL 0736-32-8150
HP http://www4.ocn.ne.jp/~herazao/

和歌山県企業振興課

TEL 073-441-2841（直通）

橋本市商工観光課

TEL 0736-33-1111（内線 1267）
全国の釣りファンが集うへラワングランプリ
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都 道 府 県
だ よ り
2011年9月

北海道

Hokkaido
ようこそ、開拓の歴史を今に伝える
北海道開拓の村へ

どを伝えていますが、より当時の様子を体験的に理
解していただくため、建造物や空間を活用した伝統
文化・芸能などの行事を通年開催しています。
さらに村内では、
“語り部”として、ボランティア
スタッフが各建造物や北海道の歴史について解説を
行うほか、新聞社では昔の印刷機による記念はがき
の印刷など、様々な実演を通して当時のくらしを紹
介しています。
また、地域の方に気軽に利用してもらうため「む
らびと登録制度」を実施しており、現在では延べ
300 名近くの登録があります。むらびととスタッフ
との協働で、建造物を使ったお芝居や建物の旧所在
地への見学会などを実施し、人と人・人と歴史の交
流の場として新たな魅力が生まれています。お客様
からは「本当にむらびとが住んでいるよう」と好評
です。
皆さんも、北海道にお越しの際は、開拓期の北海
道の縮図とも言える“むら”にもお立ち寄りください。
きっと、北海道の歴史と人との出会いが、素敵な思
い出となることでしょう。

北海道開拓の村は、明治から昭和初期にかけて建
築された道内各地の歴史的建造物 52 棟を移築復元・
再現した野外博物館です。過去と今とを結ぶ旧札幌
停車場をくぐると開拓期当時の空間が広がります。
また村内を北海道和種馬、通称ドサンコがひく国内
唯一の「馬車鉄道」
（冬期は馬そり）が走ります。
開拓の村は建造物を通して開拓期の歴史や生活な

お問合せ

指定管理者 一般財団法人北海道開拓の村
TEL 011-898-2692

市街地の通りを走る馬車鉄道
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青森県

Aomori

東北新幹線 最高時速 300km での運転が再開
～青森がより身近に～
東日本大震災の影響により一部区間で徐行運転が
続いている東北新幹線が、９月 23 日から正常化。今
年３月５日の E ５系「はやぶさ」デビューのときと
同じダイヤでの運行となります。
東京～新青森間の所要時間は最短で、
「はやて」で
は３時間 24 分
（これまでより 18 分短縮）
「はやぶさ」
、
では３時間 10 分（同じく 20 分短縮）となり青森県
もぐっと近くなります。
ねぶたが終わり、秋風が吹き始めるこれからは青
森を心ゆくまで楽しむことができる、観光にぴった
りのシーズンです。
西海岸地域では、入山が規制される核心地域と呼
ばれる険しい山深くまで立ち入らなくても、世界遺
産白神山地の豊かな自然を十分感じることができま
す。ほかにも、白神山地で培われた暮らしや歴史・
文化もまた魅力。漁師がその日の朝とってきた魚介
類をそのまま食べられる「漁師の朝ごはん」や、ど
こまでも普通でちょっと懐かしい、品数多めの「農
家の朝ごはん」は、素朴ですがこの上ない贅沢な時
を体験できます。
作家太宰治のふるさと、五所川原市金木地区では、
“年中どこで何かがおもしろい”がコンセプトの「太
宰ミュージアム」がオープン。まつり・イベントの

ほか、食・物産、様々な体験活動、さらには、徒歩・
自転車・乗用車など気分に応じた観光ルートも豊富
です。太宰を育み、今も太宰の足跡が残る街並みを
自由に巡れば、あなただけの太宰を感じることがで
きるのではないでしょうか。
下北半島では、観光ルートバス「ぐるりん下北号」
が運行中。むつ市内の主要ホテルを出発。活イカ（ス
ルメイカ）のオーナーになって速さを競う「元祖 烏
賊様レース」や津軽海峡を望む温泉で有名な風間浦
村の下風呂、巨大なマグロのモニュメントは必見の
本州最北端、大間崎を経由し、佐井村に到着。ここ
では景勝地「仏ヶ浦」見学も選択することができま
す。帰りは薬研渓流を横目に見つつ恐山へ。列車を
ご利用の方は、リゾートあすなろにも接続していま
す。時間に余裕のある方は、さらに尻屋崎まで足を
伸ばすこともできます。
青森県は、癒される魅力がいっぱいです。
より近くなった新幹線で時間を節約→青森では
ゆったりとした時間を贅沢に過ごす。スイスイゆっ
たりの青森を体験してみませんか。
お問合せ

観光国際戦略局観光交流推進課
TEL 017-734-9384
青森県観光情報アプティネット HP
http://www.aptinet.jp/index.html

都道府県だより
Akita

2011 年 9 月

秋田県

桂 三若さんを「秋田お笑い大使」に！
笑いを通して地域を元気付けようと、吉本興業（株）
がスタートさせた「あなたの街に住みますプロジェク
ト」で、秋田県担当となった落語家の桂三若さん
（41
才）
。
「よしもと」で鍛え上げられた芸で、秋田の人々
の心を和ませ、
「ニッポンの笑顔」を秋田から発信し
てもらおうと、
「秋田お笑い大使」に委嘱しました。
７月に県庁で行われたお披露目会見には、佐竹知事
と穂積秋田市長、そして師匠の桂三枝さんが出席し、
大勢の報道陣が詰めかけました。知事からは「県民を
笑いの渦に巻き込み、東北を元気付けてほしい」
。穂
積市長からは、
「三若さんの活動で、秋田市にさらな
るにぎわいが生まれることを確信している」と、三若
さんへの応援の言葉がありました。
三若さんは、
「秋田をお笑いの街にしたい。そして、
県外の多くの方々に足を運んでもらえるよう、秋田の
良さを全国にアピールしたい」と意気込みを語り、ま
た、この日、愛弟子の応援に大阪から駆け付けてくれ
た桂三枝さんは、
「三若は、バイクで日本一周するほ
どの根性の持ち主。きっと最後まで頑張ってくれるは
ず。秋田の豊かな自然や県民の優しさに触れて立派な
落語家に成長し、お笑いで県民に恩返しをしてほしい」
と激励しました。
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現 在、三 若
さん は、 吉 本
興業
（ 株 ）とタ
イ ア ッ プ し、
ユ ー ストリー
ムを使った
Web 番組「桂
三 若のもう一
杯分話そうぜ」
を毎日配 信し
委嘱式を終えて
て い ま す が、 （左から桂三枝さん、佐竹知事、桂三若さん､ 穂積秋田市長）
その番組の中
で、秋田の食や観光、伝統文化や生活など、様々な情
報も全国に配信しています。
三若さんは神戸市出身。平成 13 年に NHK 新人演
芸大賞を受賞するなど才能豊かな落語家として期待さ
れています。
「秋田お笑い大使」の委嘱を契機に、県
内での三若さん人気はうなぎのぼり。三若さんの笑い
の力が、秋田の人たちを元気付けてくれることを願っ
ています。
お問合せ

秋田県総務部広報広聴課 イメージアップ戦略推進室
TEL 018-860-1073

岩手県

Iwate

いわてデスティネーションキャンペーン開催！

かけて“いわて”を感じていただく旅の訴求」をコ
ンセプトに、32 年ぶり（２回目）に単独開催するも
のです。
訪れる方に、様々な体験、経験を通じて、それぞ
れの「物語」を作っていただけるよう、また、岩手
の魅力を存分に楽しんでいただけるよう、これまで
以上のおもてなしの心で皆様をお迎えいたします。

東日本大震災津波の発生以来、全国から温かい御
支援・御声援をいただき、心から感謝申し上げます。
さて、平成 24 年４月から６月に開催する「いわて
デスティネーションキャンペーン（いわて DC）
」に
ついては、震災・津波の発生により沿岸全域で甚大
な被害を受けたことから、当初掲げていた「オール
いわて」での実施が難しいのではないかと心を痛め
ていたところですが、被災した地域の関係者の方々
から、
「是非実施すべき」との力強い声があり、予定
どおり開催することとしました。
また、６月に平泉の文化遺産が世界遺産に登録さ
れたことは、私たち県民にとってこの上ない大きな
喜びであり、心の中に大きな希望の光が灯されたと
感じているところです。
今後、世界文化遺産となった「平泉」を本県はもと
より東北全体の復興のシンボルとして全国に強くア
ピールしながら国内外からの誘客を図り、被災地の一
刻も早い復興につなげていきたいと考えています。
いわて DC は、岩手県内の自治体、観光関係者と
JR グループなどが一体となって実施する全国最大規
模の大型観光キャンペーンであり、
「じっくり時間を

イーハトーブいわて物語
～そういう旅 に私 はしたい。

岩 手 県 PR キャラクター「わんこきょうだい」

いわてデスティネーションキャンペーン
平 成 24 年 ４月 １日 ～6 月 30 日 開 催 ！
お問合せ

岩手県商工労働観光部観光課
TEL 019-629-5572
岩手県観光ポータルサイト「いわての旅」
http://www.iwatetabi.jp/index.php

都道府県だより

2011 年 9 月

山形県

Yamagata

フリーペーパー Midekero（見でけろ）の発行！
若者から県政により関心を持ってもらえるよう、県
政情報フリーペーパー Midekero（見でけろ）を５月
に刊行しました。
「見でけろ」は山形弁で「見てください」という方
言です。
県内の若者を購読者として意識しているため、A ４
判縦二つ折りの紙面に、本県出身のスポーツ選手、タ
レントや県内で活躍している若者を特集した記事や写

真を掲載しているほか、県政情報、イベント開催のお
知らせ、各種県政広報媒体の放送日時やアクセス方法
（テレビ、ラジオ、メールマガジン、インターネット
放送局など）を紹介しています。
これまで表紙及び特集記事で紹介した方々は次のと
おりです。
（５月号）ボウリング全日本代表女子ナショナルチー
ムメンバー 大石奈緒選手
（６月号）プロバスケットボールプレイヤー
大神雄子選手
（７月号）吉本興業お笑い芸人 三浦友加さん
（８月号）山形鋳物（国指定伝統的工芸品）職人
奥村拓郎さん
毎月１日に 13,000 部発行し、若者を中心に誰もが
気軽に手に取ってもらえるようコンビニ、大学、駅な
どに配置しております。
下記の山形県ホームページにも PDF ファイルで掲
載していますので、是非ご覧ください。
お問合せ

山形県秘書広報課広報室
TEL 023-630-2088
HP http://www.pref.yamagata.jp/ou/somu/020020/03/
midekero/midekero.html
６月号（６月１日発行）
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宮城県

Miyagi
宮城の観光に「元気」と「輝き」を !!

３月 11 日に発生した東日本大震災は、県内に大
きな被害を及ぼしましたが、国内外からの多大なご
支援と心温まる励ましの言葉に支えられ、本県では
「復興へ頑張ろう！みやぎ」のスローガンの下、全
力を挙げて復興に取り組んでいます。
この震災によって、観光業界も極めて厳しい状況
におかれていますが、日本三景松島が４月中旬から
観光客の受入れを再開し、現在では、多くの観光施
設で営業が再開されています。
県では、７月から、宮城県に安心してお越しいた
だけるよう、仙台・宮城【伊達な旅】復興キャンペー
ンを展開しています。
このキャンペーンでは「みやぎの観光復興情報～
むすび丸通信」の発
行、 首 都 圏 及 び 東 北
地方でのキャラバン
の 実 施、 観 光 物 産 展
への出展などを通じ
て、 震 災 後 の 正 確 な
観光情報の発信に努
めています。
これまで「東北六魂

祭」や恒例の「仙台七夕まつ
り」に全国から多くの観光客
の皆様にお越しいただきまし
た。秋には、栗駒山や蔵王で
の紅葉が見頃を迎えます。ま
た、年末には「SENDAI 光の
ページェント」の開催も予定
されています。もちろん、宮
城県が全国に誇る温泉も、ほ
ぼ通常営業しており、皆様を「おもてなしの心」で
お迎えしています。
岩手県平泉の世界文化遺産登録、平成 25 年春の
「仙台・宮城デスティネーションキャンペーン」の
開催決定など、誘客の好機となる明るい話題も出て
きています。観光面でのこれらの動きは、宮城県だ
けではなく、東北全体
の復興を牽引する「希
望の光」になるものと
期待しています。
仙台・宮城そして東
北の観光に「元気」と
「輝き」を取り戻すため、
是非、皆さんも宮城県
にお越しください。

都道府県だより
福島県

Fukushima
新プロジェクト「ふくしま

2011 年 9 月

新発売。」

して全国の皆さんに
発信するため、
「がん
ばろう
ふくしま！」
福島県では、原発事故の影響により様々な分野で大
きな影響を受けています。風評被害もその一つです。 プロジェクト「ふく
しま 新発売。
」をス
そのため、農林水産物を積極的に PR する「がんばろ
タートさせました。
う ふくしま！」運動に取り組んできました。おかげ
８月 17 日に行った
さまでこの取組に積極的に御協力いただく「
『がんばろ
プロジェクトの発足
う ふくしま！』応援店」は、登録店舗が全国で 1,400
「ふくしま 新発売。
」ホームページ
発表会には、サポー
店を超え、応援の輪の広がりに私たちも勇気づけられ
ターとしてプロジェクトに参加される俳優の三田佳子
ています。
そして、
８月 11 日に策定した「福島県復興ビジョン」 さん、料理人の野崎洋光さん、スポーツジャーナリス
トの増田明美さんなど福島県ゆかりの皆さんが駆けつ
の下、県民が一丸となって復興に向けて歩み始めてい
け、スタート宣言を行いました。
る福島県の姿を「新生ふくしま」からのメッセージと
このプロジェクトでは、専用ウェブサイトを開設
し、県産農産物のモニタリング結果が簡単に検索でき
るようになりました。また福島県の生産者と全国の消
費者をつなぐ「福島に行く収穫ツアー」や全国の農大
生、NPO、消費者団体等が未来の福島の農業を考える
「1000 人シンポジウム」なども予定しています。これ
からの「ふくしま 新発売。
」に注目してください。
お問合せ

「ふくしま 新発売。
」プロジェクト発足発表会の様子

福島県農産物流通課
TEL 024-521-7371
「ふくしま 新発売。
」HP
http://www.new-fukushima.jp/
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新潟県

Niigata

「新潟版グリーンニューディール政策」の取組
新潟県では、低炭素・循環型社会の実現と産業振
興のため、
「新潟版グリーンニューディール政策」と
して様々な取組を進めています。
その一つが、県と昭和シェル石油（株）が共同で取
組を進めている「新潟雪国型メガソーラー発電所」で
す。この施設は、雪国でも大規模太陽光発電の事業化
が可能なことを実証するため、日本初の商業発電施設
として平成 22 年８月から稼働したものです。発電規
模は１ＭＷ（一般家庭 300 軒分相当）で、低日照で
も高い発電性能を発揮する CIS 薄膜太陽電池（注）を使
用し、積雪の影響を受けないよう、地上高１ｍの位置
にパネルを設置しています。
発電開始から 11 ヵ月が経過した７月の時点で、年
間発電量の目標値 100 万 k Ｗ h を 40 日ほど前倒し
で達成し、太平洋側と比べて遜色のない発電ができ
ることが実証されました。さらに、今年秋には、新
潟県東部産業団地（阿賀野市）に新潟県直営のメガ
ソーラー発電所が開設され、来年度には更に一基増
設される予定です。
また、バイナリー地熱発電の取組も進んでいます。
豊富な温泉資源を活用するため実施した県の導入可
能性調査が契機となり、現在、松之山温泉（十日町
市）において、民間事業者等による実証研究が行われ

ています。さら
には、豊富な包
蔵水力を生かし
た小水力発電の
導入が県内各地
で検討されてい
ます。こうした
取組を通じ、エ
ネルギーの地産
地消や、先進事
例として視察対 発電パネルは雪の影響を受けにくいよう設置法を工夫している
象となることな
ど、新たな地域の魅力としての活用が期待されます。
このほか、新潟県では、
「新潟版グリーンニュー
ディール政策」として電気自動車の普及を推進する
「EV・PHV タウン」や、民間のビジネスプランを活
用した家庭用太陽光発電システムの導入促進、日本
海に浮かぶ粟島における「にいがたスマートコミュ
ニティ構想」などを積極的に進めてまいります。
（注）CIS 薄膜太陽電池…銅、イリジウム、セレンを原料とする太陽
電池。高純度のシリコンを必要とせず、薄膜化できる特長がある。
お問合せ

産業労働観光部産業振興課新エネルギー資源開発室
TEL 025-280-5257

都道府県だより
Tokyo
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東京都

「東京スポーツタウン 2011」開催
７月 30 日、台東区の浅草寺で、
「東京スポーツタ
ウン 2011」を開催しました。
内容は、アスリートを招き、体操競技や、短距離走
など陸上競技を中心としたスポーツを、東京の街なか
で体感できる場を提供するもの。
当日は、普段は観光客でにぎわう浅草寺境内が、陸
上、体操、トランポリンなどの競技の行われる会場に
様変わりしました。会場には、陸上競技の為末選手、
体操の内村選手や鶴見選手、トランポリンの長崎選手
らが登場、アスリートによるデモンストレーションが
行われ、観客は、迫力ある演技を間近で見ることがで
きました。
また、このイベン
トは、アスリートが
実技指導を行いな
がら、 子どもたち
に競技を実体験し、
楽しさを知ってもら
うコーナーも企画し
ました。
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子 ど も た ち は、
陸上競技では、短
距離の選手に挑戦
して走ってみた
り、体操でも、内
村選手などを始め
とするアスリート
から指導を受けながら、楽しそうに平均台や鉄棒など
に挑戦したりしていました。
参加したアスリートは、
「このような所でやったの
は初めてだが、多くの人にスポーツの迫力を身近に感
じてもらえてよかった」
、
「なかなか体験できない競技
を体験してもらうことで、スポーツの楽しさを知って
もらえてよかった。
」などと話していました。
このほか、フェンシング、ブラインドサッカー、カ
バディなどの競技の実演も行われ、クライミングなど
の体験コーナーも設置されました。暑い日差しの中、
多くの人が、それぞれにスポーツを楽しみました。
お問合せ

スポーツ振興局スポーツ事業部事業推進課
TEL 03-5320-7714

群馬県

Gunma
ようこそ！ 群馬のミュージアムへ
～県立美術館・博物館を PR しています～

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）
」が開催中です。
県立美術館・博物館５館（近代美術館、館林美術館、
歴史博物館、自然史博物館、土屋文明記念文学館）で
は、群馬 DC を記念し、各館の魅力や群馬の文化資
源を生かした企画展や来館者が楽しめる体験などを開
催しています。
またスタンプラリーの実
施やラッピングバスの走行
など、県内外から多くの人
に足を運んでもらうための
様々な工夫をしています。
スタンプラリーでは、５
館のうち３館の展示を見
てスタンプを集めると、景
品がもらえます。
中学生以下の人には、県
のマスコット「ぐんまちゃん」

抽選で県内温泉
旅館の宿泊券や
県特産品を差し
上げています。
スタンプラリー
は９月 30 日まで
ラッピングバスの車体例
実 施。 夏休 み 期
間を中心に、５館
共に多くの人が訪
れています。
５館を PR する
ラッピングバス
は、 首 都 圏 と 群
馬県を結ぶ高速
バ ス 路 線 と、 県
内の主要駅や大
型店を発着する
自然史博物館で開催されている謎の巨大恐竜スピノサウルス展
定期路線で走行
し、各館への来訪を呼び掛けています。
高速バスは 12 月末まで、定期路線バスは 24 年１
月まで走行する予定です。

ツ ー ウ ェ イ

をあしらった「２ＷＡＹボト

スタンプラリー（中学生以下用）チラシ

ル＆タンブラー」をプレゼ
ント（限定 2,000 個、先着
順）
。高校生以上の人には、

お問合せ

群馬県文化振興課
TEL 027-226-2595
FAX 027-223-3984

都道府県だより
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栃木県

Tochigi

特典満載！
「げんき栃木！夏の観光キャンペーン」実施中
栃木県では、９月 30 日（金）までの期間中「げん
き栃木！夏の観光キャンペーン」を実施しています。
キャンペーンのパンフレット若しくはキャンペー
ン HP からダウンロードした表紙をプリントアウト
して、キャンペーン参加施設に提示すると、宿泊施設、
飲食店、土産店やレジャー施設で、お得な料金プラ
ンや割引、様々な特典を受けられます。
さらに、参加宿泊施設に泊まると抽選で 550 名様
にペア宿泊券
や栃木県の特
産品、省エネ
グッズ ･ 家電
などが当たる
ビックチャン
スもありま
す。詳しくは
キャンペーン
HP を ご 覧 く
ださい。
茶臼岳／那須
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この夏、栃木県の旅はお得が満載です。まだまだ
暑さの続くこの季節ですが、日光や那須などは冷房
のいらない涼しさです。快適に過ごせる栃木県へ、
このキャンペーンのパンフレットを持って是非ご来
県ください。

全国有数の温泉県とちぎ。自然にあふれ多様な泉質も特徴／加仁湯

お問合せ

栃木県産業労働観光部観光交流課
TEL 028-623-3305
げんき栃木！夏の観光キャンペーン HP
http://www.tochigiji.or.jp/8771.html

Ibaraki

茨城県

目指せ復興！茨城のアンテナショップ「黄門マ
ルシェ～いばらき農園～」が銀座にオープン！

ます。ここでは、納豆定食（お好みの納豆と県産コシ
ヒカリ、小鉢等のセット）をワンコインでご堪能いた
だけるほか、カットフルーツやドリンク類などもご用
意しています。
○イベントスペース
店外のイベントスペースでは、移動水族館やろくろ
体験、産直市など、様々なイベントを企画しています。
特に、体験型のイベントは、茨城ならではの楽しみで
す。今後は、新米や常陸秋そばの試食販売会、ユネス
コ無形文化遺産に登録された結城紬の PR などが予定
されており、茨城をみんなで盛り上げていきます。

茨城県では、東日本大震災及び福島第一原発事故の
影響による風評被害の払拭や県への観光誘客を目的と
して、東京銀座にアンテナショップ「黄門マルシェ～
いばらき農園～」をオープンしました。旬の野菜や果
物、加工品、酒類など、茨城自慢の逸品をそろえた「展
示販売コーナー」
、観光情報をゆっくりと検索いただ
ける「ローズラウンジ」
、納豆と県産コシヒカリを堪
能できる「納豆 Bar」など、東京にいながら茨城の魅
力を体感できるアンテナショップになっています。
東京にお越しの際は、多彩な茨城の魅力を体感でき
○展示販売コーナー
る茨城のアンテナショップ「黄門マルシェ～いばらき
季節の野菜や果物はもちろん、こだわりの納豆や日
農園～」に是非お立ち寄りください。
本酒、菓子類など、東京ではなかなか手に入らない県
産品を常時 300 ～ 500 種類取りそろえています。な
かでも、30 品目にも 【店舗案内】
及ぶ納豆関連商品は、 黄門マルシェ～いばらき農園～
住所：東京都中央区銀座 5-2-1 銀座 TS ビル１階
人気の高い商品です。
アクセス：JR 有楽町駅から徒歩３分、東京メトロ銀座
○ローズラウンジ
駅 C2 C3 出てすぐ
温もりのある落ち着
営業時間：10
時～ 19 時（年末年始を除き無休）
いた空間で、ゆっくり
TEL
03-6280-6368
と茨城の観光イベント
HP http://www.ibarakishop.com/
情 報 を 検 索 いただけ

都道府県だより
Saitama
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埼玉県

埼玉ゆかりの“プロ”たちが子どもたちの夢を
育む「青少年夢のかけはし事業」

スポーツ分野の教室では、埼玉西武ライオンズや浦
和レッズなど埼玉ゆかりのプロスポーツチームの選手
たちが直接指導。プロの技に間近に触れることができ
た子どもたちは、貴重な体験に大感激です。
ものづくり分野の教室では、世界大会の受賞歴もあ
る浦和ロイヤルパインズホテルのシェフパティシエが
プロの技を披露。お菓子づくりを体験しながら、一流
になるまでの苦労話や経験談を披露。子どもたちは、
夢への実現に向けて大きな刺激を受けました。
23 年度は新たに講師派遣型の体験教室「青少年夢
の配達便事業」もスタート。それぞれの分野で活躍す
るプロを講師として、学校や子ども会などの団体やグ
ループに派遣します。
埼玉にゆかりのプロフェッショナルと埼玉県がタッ
グを組んで展開するこれらの取組。埼玉の未来を担う
子どもたちの夢の実現を応援します。

埼玉県では、平成 21 年度から“一流のプロフェッ
ショナルに会いに行こう！”を呼び声に「青少年夢の
かけはし事業」を実施しています。
「明日の埼玉の担
い手」である小・中学生に夢を持つことの素晴らしさ
と夢の実現のための「学びと体験」の場を提供するこ
の事業。スポーツ、文化・芸能、サイエンス、ものづ
くり分野など、これまで 3,000 人近い小・中学生た
ちが参加しました。

お問合せ

埼玉県県民生活部青少年課
TEL 048-830-2357
「青少年夢のかけはし事業」HP
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/kakehashi/
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千葉県

Chiba

自治体としては全国初！！ 千葉県が導入した「ちば電
子調達システム」が「ベストイノベーション賞」を受賞

事務を共同窓口に一元化するなどの改善により、自治体
での入札関係事務の効率化や事務経費を大幅に削減し
ました。さらに工事、委託等業種ごとに最大８枚必要
だった IC カードを１枚に統合したほか、設計図書等を
インターネットを通じて提供可能にしたことにより、入札
参加事業者の方々の利便性向上や負担軽減、談合防止
に貢献しました。

千葉県が県内市町と共同で導入した、クラウドサービ
ス利用による新たな電子調達システム「ちば電子調達シ
ステム」が
「第５回 ASP・SaaS・クラウドアワード 2011
（主
催：ASPIC 後援：総務省ほか）
」の「ユーザ部門」に
おいて、
「ベストイノベーション賞」を受賞しました。こ
の賞は、クラウドサービス利用により経営改革や経営の
効率化に貢献した企業等を表彰するもので、自治体とし
ては千葉県が初めて受賞しました。
○「ちば電子調達システム」について
平成 23 年４月から、県と県内 42 市町が共同で運用
開始したこの「ちば電子調達システム」は、
「入札参加
資格申請」
「業者名簿管理」
「業務進行管理」
「電子入札」
「入札情報サービス」
「電子閲覧」の調達事務全てにク
ラウドサービス（SaaS）を共同利用するもので、全国で
初めての取組です。
この新システムの導入により、千葉県では、５年間分
のシステム経費が従来の９億 900 万円から３億 8,500
万円へ、５億 2,400 万円（57％）の大幅削減となりま
した。市町においても平均 48％の経費削減となります。
また、県・市町ごとの入札参加資格申請受付と審査

○「第５回 ASP・SaaS・クラウドアワード 2011」の趣旨
優秀かつ社会に有益な国内の ASP・SaaS・クラウド
サービスを表彰することにより、サービスの利用促進と
市場創造による社会情報基盤の確立を目的として開催。
今回のアワードには「ASP・SaaS 部門」、
「データセン
ター部門」
「
、ユーザ部門」合わせて 143 サービスが応募。
有識者で構成する委員会が評価・選考したものです。
アワード受賞企業のメリットとしては、新聞等での報
道による知名度向上、ASPIC
セミナー等での発表、受賞マー
クによる営業効果などが見込ま
れます。
お問合せ

千葉県総務部情報システム課
TEL 043-223-2380

都道府県だより
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神奈川県

Kanagawa
県民総力戦の取組がスタート！
～「知恵袋会議」と「対話の広場」～

袋会議」や「対話の広場」などを活用しながら、県
民総力戦による県政の推進に取り組んでまいります。

知事が掲げる「いのち輝くマグネット神奈川」の
実現のための重要な施策や事業について、幅広い分
野の専門家や有識者の英知を結集し、大所高所から
ご意見を伺うための「知恵袋会議」を、６月 21 日に
開催しました。
第１回目となる会議では、委員から医療、産業、
まちづくり、農業などについて、幅広くご意見をい
ただきました。特に、全国で年間 30,000 人の方々が
自らいのちを絶っていることから、自殺の問題を議
論すべきとのご指摘をいただいたところです。
これを受けて、
「自殺を防ぐ社会づくり」をテーマ
に、７月 28 日に、知事が直接県民の皆さんと意見交
ライブ

換を行う「黒岩知事との“対話の広場”Live 神奈川」
を開催し、数多くのご意見をいただきました。
この「対話の広場」でいただいたご意見を踏まえて、
８月 30 日に第２回目の「知恵袋会議」を開催し、
「自
殺を防ぐ社会づくり」についてご議論いただくこと
としました。
今後、議会や市町村の方々との議論に加え、
「知恵
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お問合せ

〔知恵袋会議について〕
神奈川県政策局政策調整部総合政策課
TEL 045-210-3056
〔対話の広場について〕
神奈川県県民局県民活動部県民課
TEL 045-210-3682

山梨県

Yamanashi
解き放て 日本ワインの実力！
国産ワインコンクール

また、 出 品ワ
インの 品 質も回
を重 ねるごとに
向上しており、受
賞 ワインは 在 外
公館のレセプショ
ン等でも使 用さ
れるようになりま
した。
審査は、ジル・ド・ルベル氏（上の写真右端：ボルドー大学）
さらに、 品 質 やネッド・グッドウィン氏（下の写真：マスター・オブ・ワイン）
の向上は販 路 拡 を始め 20 名の審査員が行った。
大にも良い影響を与えています。例えば、山梨県ワイン酒
造協同組合等では、世界的な和食ブームの中、和食に合
うワインとして、甲州種ワインの欧州輸出プロモーションを
実施しており、平成 23 年度は複数のワイナリーが輸出を
開始するなど、着実に成果を上げています。
国内のワイナリーが切磋琢磨する中で、国産ワイン全体
の品質が向上し、競争の激しい世界市場でも十分通用す
るワインが育ってきています。
山梨県は、日本を代表するワイン産地として、全国の主
要なワイン産地、日本ワイナリー協会、山梨大学ワイン科
学研究センターなどと協力しながら、ワイン産業の発展の
ため、当コンクールを充実させていきたいと考えています。

今 年で９回目を迎える国産ワインコンクール（Japan
Wine Competition）は、国産ぶどう 100％で造られた
ワインのみを対象とした日本で唯一のコンクールです。
このコンクールは、国産原料ぶどうを使用した国産ワイ
ンの品質と認知度の向上を図るとともに、それぞれの産地
イメージと国産ワインの個性や地位を高めるために開催し
ており、今年度は全国 23 道府県の 98 ワイナリーから、
過去最高となる 717 点のエントリーがありました。
７月 20 日～ 21 日の２日間にわたり、外国人審査員のボ
ルドー大学醸造学部教授 ジル・ド・ルベル氏、日本在
住のマスター・オブ・ワイン ネッド・グッドウィン氏を始
め 20 名の審査員により審査を行い、337 点の受賞ワイン
が誕生しました。
８月 27 日（土）には、このコンクールで金賞、銀賞など
を 受 賞した 約 300
点のワインを試飲で
きる公開ティスティ
ングを開催しました
が、参加者を募集し
たところ申込みが殺
到し、募集開始から
お問合せ
僅か３日で締め切ら
国産ワインコンクール実行委員会事務局
ざるを得なくなるな （山梨県産業労働部産業支援課内）
ど人気の高いイベン
TEL 055-223-8871
トとなっています。
今回のコンクールで金賞に輝いた 18 点のワイン
HP http://www.pref.yamanashi.jp/jwine/

都道府県だより
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静岡県

Shizuoka

富士山を世界文化遺産に！
－富士山の世界文化遺産登録に係る推薦書原案提出－
静岡県では、山梨県や関係市町村と連携し、富士山の
文化や自然環境、景観を保全し、人類共通の財産として
後世に継承していくため、富士山の世界文化遺産登録に
向けた取組を進めており、去る７月 27 日に、両県から
文化庁へ登録推薦書原案を提出しました。
今後も引き続き、山梨県や国、関係市町村との連携を
密にし、日本政府からユネスコへの推薦書提出や、イコ
モスの審査等に適切に対応し、登録の早期実現に向けて
全力で取り組みます。

〜富士山の世界文化遺産登録までの道のり〜

また、静岡県では、職員自らが講師となって小中学校
や公民館等において開講する「富士山世界文化遺産出前
講座」や、親子を対象に現地を見学しながら富士山の自
然や文化に直接触れる「親子で学ぼう富士山世界遺産」
等の各種事業を実施し、登録に向けた気運の醸成を図っ
ています。
こうした中、民間団体の「美しい富士山を未来へつな
ぐ会」が主体となって、本年２月 23 日（※）から、富
士山世界文化遺産登録への賛同と富士山を未来へ継承す
る想いを込めたメッセージの募集活動を開始しました。
静岡県としても、推薦書原案の提出を契機に、より一
層の気運醸成を図るため、同会の活動に全面的に協力す
るなど、富士山の世界文化遺産登録に向けた取組を広く
国民運動として展開していきます。
（※静岡県では２月 23 日を富士山の日と定めています）

「富士山」の世界遺産暫定リストへの追加を国に提案
（平成18年11月）
日本の世界遺産候補を示した世界遺産暫定リストに
「富士山」
が登載
（平成19年１月）
静岡・山梨両県が登録推薦書原案を文化庁に提出
（平成23年７月）
日本政府が、
登録推薦書をユネスコに提出
ユネスコの諮問機関
（イコモス）
による富士山の現地調査等

推薦書原案を提出した７月 27 日に、東京都
内でメッセージ募集活動を実施しました。

世界遺産委員会で審議

お問合せ

富士山の世界文化遺産登録が実現

らぶふじ フォーム

検索

静岡県文化・観光部世界遺産推進課 TEL 054-221-3746
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長野県

Nagano

での取組をご紹介しています。

インターネット広報番組など情報発信を充実！

また、一人でも多くの県民の皆さんに、より多く

長野県では、より開かれた県政情報の提供を図る

の情報をお伝えするため、今年度より９年ぶりに広

ため、
８月 11 日（木）からインターネット広報番組「ま

報誌の発行を復活し、県内に全戸配布しているほか、

るっと信州 on the web」の配信を始めました。情報

ツイッターの活用、ラジオ広報番組の拡充など、情

検索の手段としても定着しているインターネットを

報発信の充実に努めています。

活用することによって、テレビ・ラジオ番組のよう

に特定の時間だけでな

く、必要な情報をいつ
でも何回でも提供でき

る上、制作した映像は
県庁の県民ホールやイ
ベント等でも放送して
いきます。

「まるっと信州 on the web」ロゴマーク

第１回目のテーマ

は「どうやってるの？

お問合せ

長野県の放射性物質

長野県総務部広報県民課

検査」
。日々どのよう
な検査が行われている
広報誌「ながのけん」2011 夏号

か、県環境保全研究所

TEL 026-235-7054

「まるっと信州 on the web」公式サイト

http://www.tsb.co.jp/marutto_shinshu/

都道府県だより
Toyama
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富山県

マニアックに遊ぶディープな富山情報誌
『ロカルちゃ！富山』発行
富山県では、多様化する観光ニーズに応え、旅の目
的にこだわりを持つ観光客や特定の分野に強い関心が
ある旅行者の誘客につなげるため、よりディープな富山
県の魅力を紹介する観光パンフレット『ロカルちゃ！富
山』を発行しました。インパクトのあるタイトルは、
“ロー
カル”、
“カルチャー”
、富山弁の“ちゃ”を組み合わせ
た富山らしいもの。毎号こだわりのあるテーマに沿って
富山県を紹介します。
第１号は「駅・鉄道編」
。全国初の本格的な LRT（次
世代型路面電車システム）として知られるポートラムと
セントラムを始め、万葉線、JR 高山本線、氷見線、城
端線、富山地方鉄道、黒部峡谷鉄道、立山黒部アルペ
ンルート、立山砂防工事専用軌道など、県内を走る個
性的な鉄道をクローズアップし、各鉄道の車両や、写
真の撮影スポット、車両基地などを紹介しています。
“撮
り鉄、乗り鉄、音鉄”など鉄道ファンの種類ごとにおす
すめの話題が一目で分かるアイコンや、車内アナウンス
や車両音が聴ける QR コードなども記載しました。
そのほかにも、鉄道ファンでない人も楽しめるユニー
クな鉄道関連のお土産の紹介や、実際に乗った路線を
塗りつぶして思い出を記録する「乗りつぶしマップ」、イ
ベント案内など、旅行の際に役立つ情報が盛りだくさん
です。

パンフレットは東京、大阪、名古屋の富山県事務所、
東京の「いきいき富山館」
、県内では富山駅前の「いき
いき KAN」
、道の駅、サービスエリア、観光協会、大
学などで配布しているほか、ホームページからもダウン
ロードできます。
奇数月
（年５回）の発行予定で、
９月の第２号は
“パワー
スポット”をテーマに、
立山連峰や富山の名水を巡ります。
『ロカルちゃ！富山』を片手に、ディープな富山県の
魅力を探しに、是非富山県にお越しください！
お問合せ

富山県観光・地域振興局観光課
TEL 076-444-3200
HP http://www.info-toyama.com/
『ロカルちゃ！富山』HP
http://www.info-toyama.com/loculture/
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石川県

Ishikawa
小松空港・能登空港のさらなる利活用の促進
～小松空港開港 50 周年を迎えて～

券等をプレゼント
す る 開 港 50 周 年
記念キャンペーン
を 実 施 し て お り、
小松空港は、自衛隊と民間航空との共同使用の下順
また能登空港でも
調に発展を続け、今年で開港 50 周年を迎えました。
あわび・サザエや
現在、旅客定期便は国内線で羽田、成田、札幌、仙台、
「能登の里山里海」
福岡、那覇の６路線、国際線でソウル、上海、台北の
オーナー権等が当
３路線、国際貨物定期便でルクセンブルクの１路線が
たる夏の特別キャ
運航されています。県内はもとより隣県からの利用も
ンペーンの実施や
多く、地域の空の玄関口として重要な役割を果たして
首都圏の県出身者
います。
等による「能登空
東日本大震災の影響により運休していた、小松・仙
港応援隊」の結成
台便も７月 25 日に運航が再開されました。また、台
を行うなど、利用
湾の航空会社「エバー航空」が現在週２便の小松・台
拡大に向けた様々
北便を週４便化することを表明するなど、小松空港の
な取組を行ってい
利便性はますます高まっています。
ます。こういった
一方、空港を核とした「地元密着型の交流拠点」を
取組や航空会社等
目指し、平成 15 年に開港した能登空港は、全国で初
関係者への働きか
めて搭乗率保証制度を導入したほか、自治体施設の合
けを通して、今後
築や、日本航空学園の誘致など、空港・地域の活性化
とも両空港のさら
のため様々な取組を行ってきました。こういった取組
なる利活用の促進
が評価され、公益財団法人国際交通安全学会の第 32
を図っていきます。
回（平成 22 年度）国際交通安全学会賞業績部門を受
賞しました。
お問合せ
また、震災の影響で中断していた台湾からのチャー
石川県空港企画課
ター便も、10 月から再開される見通しとなりました。
TEL 076-225-1337
小松空港では、現在、路線利用者に抽選で往復航空

都道府県だより

小松空港

能登空港
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岐阜県

Gifu
中国版ツイッターを活用した
「岐阜県ファン」拡大の取組が高評価！

信に加え、この度の東日本大震災と原子力発電所の
事故による影響を懸念して外国人観光客が減少して
いる状況を踏まえ、正確で客観的な情報を発信し、
風評被害の払しょく、中国人観光客の呼び戻しに努
めています。
さ ら に 今 年 か ら 新 た に、 中 国 版 ツ イ ッ タ ー

岐阜県では、
「飛騨・美濃じまん海外戦略プロジェ
クト」を推進し、海外からの観光客誘客に取り組ん
でいます。中でも、訪日観光客が急速に増加してい
シナウェイボ
る「中国」については、特に重要な市場と位置付け 「新浪微博」にアカウントをつくり、中国語による岐
ています。
阜県の観光情報などの投稿を始めました。
「新浪微博」
これまでも、中国における「岐阜県ファン」の拡
の利用者は１億 4,000 万人超、１日当たり総閲覧数
大を図るため、昨年 10 月の上海国際博覧会への出 （pv）は 17 億 pv 超と、今、中国で最も注目される
展や観光物産展の開催、知事によるトップセールス、 コミュニケーションツールの一つと言われています。
さらには中国国内サーバーでの岐阜県ホームページ
去る６月 29 日、こうした「新浪微博」を利用した
の運営など、多様な手段を用いて、
「岐阜の観光・食・
中国での認知度向上に向けた取組が評価され、「新浪
モノ」を効果的に組み合わせた「ぎふブランド」の
微博」を運営する「新浪公司」及びその日本総代理
売り込みを行ってきました。
店「Find Japan ㈱」より、
「新浪微博つぶやきチャ
ホームページでは、観光情報や県産品の魅力の発
イナ賞」を受賞しました。
この度の受賞を励みに、今後も、訪日観光客が多
い国々の現地メディアを通して、本県の魅力ある多
様な観光資源の情報を積極的に発信し、海外からの
観光客誘致に取り組んでいきます。
※岐阜県のほかに、行政の部では札幌
市、福島県が受賞。一般企業の部で
は全日本空輸㈱、個人の部ではアイ
ドルユニット「DiVA from AKB48」
が受賞。

お問合せ

岐阜県観光・ブランド振興課
TEL 058-272-8360
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愛知県

Aichi
「LOVE あいちサポーターズ」創設！

◎具体的な PR 活動
出演番組や雑誌取材などの場を捉えて、本県の PR。
PR 用名刺を様々な機会に配布。
本人のプロフィール紹介において「LOVE あいち
サポーターズ」である旨表記など。

愛知県では、今年度から本県を愛し、応援してく
ださる著名人で、本県の PR 活動をしてくださる方々
に、「LOVE あいちサポーターズ」を委嘱することと
しました。サポーターズの方には、専門分野や活動
分野などに応じた「大使」となっていただき、産業
や観光など本県の魅力や地域資源を全国に PR してい
ただきます。

◎これまでの委嘱状況
５月 29 日 俳優の哀川翔氏「あいち三河湾釣り大使」
６月 20 日 柔道の谷本歩実氏「あいちスポーツ大使」
７月 19 日 アイドルの SKE48 の皆さん
「あいち広報大使」
７月 29 日 フィギュアスケートの恩田美栄氏、鈴木
明子氏、村上佳菜子氏
「あいちスポーツ大使」
８月 15 日 俳優・タレントの加藤晴彦氏
「あいち親善大使」
愛知県では、これからも引き続き、趣旨に賛同し
てくださる著名人の方々に、随時、LOVE あいちサ
ポーターズになっていただき、本県の PR 活動をして
いきます。
お問合せ

愛知県知事政策局広報広聴課
TEL 052-954-6170

６月 20 日、
「LOVE あいちサポーターズ」
「あいちスポーツ大使」を 谷本歩実氏に委嘱

都道府県だより
Mie
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三重県

「知事と市町長との１対１対談」を始めました！
三重県では、今年度から、鈴木英敬知事が市町に
お邪魔し、
市町長と直接意見交換を行う「１対１対談」
を始めました。
この取組は、知事と県内市町長が、市町固有の具
体的な課題について、共通した認識の醸成とお互い
の立場を尊重した上で解決を導くための議論を行い、
住民サービスの向上や市町との連携強化を図ること
を目的としています。
対談は、各市町長の意向も踏まえ、ときには現地
視察も交えなが
ら、市町内の具体
的な課題について
話し合います。
第１回目となっ
た８月８日は、
「中
心市街地における
商店街の活性化」
をテーマに前葉泰
幸津市長と対談を
商店街の活性化について対談する
行いました。会場 鈴木英敬三重県知事（左）と前葉泰幸津市長（右）
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となったのは、かつては門前町としてにぎわった津
市のアーケード街でした。今は空き店舗や空き地が
目立つ商店街を知事と市長が１時間ほど実際に歩き
ながら、商店街の活性化にとって現在必要な取組は
何か、また、行政に求められる支援策とは何かにつ
いて話し合いを行
いました。
今 後 も、 順 次、
対談を開催して
いくこととしてお
り、この対談を通
じて、市町が抱え
る課題が一歩でも
半歩でも解決でき
るように、県と市
町が一緒になって
検討していきたい
アーケード街を視察する
と考えています。 鈴木英敬三重県知事（右）と前葉泰幸津市長（左）
お問合せ

三重県政策部市町行財政室
TEL 059-224-2170

Fukui

福井県

恐竜の成長による変化、その驚きの“新説”
～福井県恐竜博物館特別展～
恐竜が成長するとどのように“見た目”が変化し
ていくのか、また“見た目”の変化にはどのような
意味があるのか？ 現在開催中の福井県恐竜博物館
特別展「新説 恐竜の成長」では、モンタナ州立大学
付属ロッキー博物館ジャック・ホーナー博士の研究
成果に基づいた「驚きの新説」を紹介しています。
映画「ジュラシック・パーク」の監修を務めるなど、
恐竜研究の世界的権威であるホーナー博士が提唱す
る新説とは、
「新種として名付けられた恐竜の多くは、
成長段階が異なるだけで、実は同じ種類の恐竜だっ
た」というものです。
例えば今回展示されているトリケラトプスでは、
子どもから大人になる過程で角の向きが変化するこ
とが判明。見た目が全く異なり３本の角を持つトロ
サウルスは、このトリケラトプスが大人に成長した
ものだということです。
これら恐竜の“見た目の変化”は、同じ種の恐竜
の中で「子ども」と「大人」を判別するための重要
な要素で、特に恐竜のように群れで生活する社会性
のある動物では、世話をする側とされる側との区別
は欠かせないとのこと。

「見たことがある」というだけで自慢できるティラノサウルスの頭骨

特別展では、ロッキー博物館以外では初公開とな
る世界最大のティラノサウルスの頭骨や、日本初公
開のトリケラトプスの頭骨など、貴重な標本のほか、
最新のアニマトロニクス（恐竜ロボット）も初登場。
全長 12m に及ぶティラノサウルスの前では、ビック
リした子どもが泣き出してしまうほど、ロボットと
は思えないリアルな動きです。
特別展は、10 月 10 日（月）まで開催。
開館 11 周年を迎え、世界水準の恐竜の展示・研究
拠点として進化する福井県恐竜博物館に、是非お越
しください。

都道府県だより
Shiga

2011 年 9 月

滋賀県

外国人向けテレビ番組「KONBANWA SHIGA」
絶賛放送中
滋 賀 県 で は、 今 年 ４ 月 か ら 広 報 テ レ ビ 番 組
「KONBANWA SHIGA」の放送をスタートしました。
県内在住の外国人を対象に、滋賀県のニュースやお知ら
せ、地域で取り組んでいる活動などを、びわ湖放送で毎
週木曜日の夜４分間お届けしています。
滋賀県内で暮らす外国人登録者数は 26,000 人で、ブ
ラジル人がうち３分の１強の約 9,700 人を占めます。こ
れは全国で８位、西日本では１位の数字です。多くは日
本語が不自由なため、番
組ではキャスターとして、
滋賀県観光交流局に勤務
するブラジル出身の国際
交流員ジェロニモ・ゲレ
スさんを起用し、全編ポ
ルトガル語（日本語字幕）
に よ り 放 送 し て い ま す。
また、インターネットで
の動画配信も同時に行い、
テレビ放送のポルトガル
語 の ほ か、 英 語・ ス ペ イ
ン 語・ タ ガ ロ グ 語・ 中 国
語 に 翻 訳 し て YouTube
で配信しています。

28

これまでの放送内容で主なものとして、パン工場を経
営するブラジル人起業家を取り上げ、出稼ぎとして来日
してから起業するまで、様々な苦労を乗り越えて成功
を収めたパンづくりにかける思いなどを語ってもらった
り、日本語が話せない外国籍の児童生徒への学習支援や
教育相談などのサポートを行う教育支援員制度について
紹介したりと、県内在住の外国人が注目している話題、
生活に必要な情報などをテーマとして幅広く取り上げて
います。
是非、ご覧ください。

YouTube アドレス
ポルトガル語
http://www.youtube.com/user/konbanwapo
スペイン語
http://www.youtube.com/user/konbanwaes
英語
http://www.youtube.com/user/konbanwaen
タガログ語
http://www.youtube.com/user/konbanwat
中国語
http://www.youtube.com/user/konbanwac
お問合せ

滋賀県広報課
商工観光労働部観光交流局

TEL 077-528-3041
TEL 077-528-3063

Kyoto

京都府

「農林水産京力プラン」を策定
～「京都力」「地域力」「府民生活力」をいかして～

森林保全や野生鳥獣外被害対策などの幅広い地域活
動や森林組合等の林業事業体の経営力向上を支える
人材を育成します。
さらに、府職員や民間人材を ｢里の仕事人｣・｢里
の仕掛人｣ として配置し、農山漁村における住民主
体の地域経営を支援します。現在 17 名が地域住民と
ともに、定住環境の整備や雇用・所得機会の創出に
向けた取組を行っています。今後、大学や NPO 等
と連携しながら、交通・医療・福祉等の問題も視野
に総合的な地域づくりを目指します。

だれもがしあわせを実感
できる希望の京都府づくり
を目指すための行政運営指
針として策定された「明日
の京都」
。この指針に示され
ている農林水産関連施策を
実現するため、10 年後の目
指す姿、今後５年間におけ
る五つの分野別施策の展開
方向及び地域別の重点施策
きょう りょく

について「農林水産 京 力プ
ラン」を策定しました。
｢京力｣ とは、京都の ｢京
｣ に ｢力｣ を合わせたもので、｢京都力｣ ｢地域力｣ ｢
府民生活力｣ を発揮し、京都ならではの施策・取組
を強力に推進するという意味を込めています。
プランでは、新たな展開として「京都アグリ 21」
を設置し、新規就農・就業からトップビジネス経営、
農産物輸出まで段階に応じた総合的な支援を実施し
ます。また、来年４月には、西日本初となる林業大
学校を開校し、実践的な技術・知識の習得はもちろん、

めざす姿と五つの分野別施策展開方向

お問合せ

京都府農政課
TEL 075-414-4898
HP http://www.pref.kyoto.jp/nosei/1286166050347.html

都道府県だより
Osaka

2011 年 9 月

大阪府

究極の情報公開「施策プロセスの見える化」全
部局での取組を開始！
大阪府では、府政の透明性向上とガバナンスの強化
を図る「オープン府庁（究極の情報公開）
」の一環と
して「施策プロセスの見える化」に取り組んでいます。
「施策プロセスの見える化」は、府の施策における
検討や調整に係るもののうち、府民等の関心が高い重
要な事項について、知事、副知事等、所属長以上の役
職者と行った施策立案などに係る意思形成プロセス情
報（打合せや決裁等の概要及びその資料）を、積極的
に府ホームページで公表する取組です。
これは、
「府が保有する情報は、本来は府民のもの」
という理念によるものです。
施策プロセスの見える化の流れ
① 所属において公表項目を設定
② 公表項目に関する意思形成プロセス情報
（打合せ
や決裁等の概要及びその資料）
の記録・保管・共有
③ 意思形成プロセス情報の公表
（府ホームページに掲載）
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平成 22 年１月から府民文化部において試行的に実
施した検証結果を踏まえ、この平成 23 年４月から本
庁全部局で記録を開始し、平成 23 年６月 30 日から
プロセス情報を公表しています。
公表開始時点の公表項目数は 100 項目。今後、順
次項目等の充実を図っていきます。
オープン府庁ポータルサイト
http://www.pref.osaka.jp/process/index.php

奈良県

Nara

精通した知識人による講義が行われ、各講義後には
グループに分かれての対話を行い、受講生同士で議
論を深めました。また、交流プログラムとして、ま
つぼっくり少年少女合唱団との日中韓の歌の合唱や、
奈良市国際交流ボランティア協会の協力による折り
紙体験や県内家庭へのホームビジットを行いました。
さらに、奈良県南部の十津川村にて、２泊３日の
フィールドワークを行い、地域活性化の取組につい
て理解を深めるとともに、十津川の自然豊かな魅力
を体感しました。
最終日の成果発表では、受講生の一人から「東アジ
アが共に発展していくために必要なのは、語学力では
なく、自国の文化・歴史に対する尊敬心と、他国の文
化・歴史に対する尊重心と、他国の人々と何かを取り
組んでいこうとする国際心であると、この未来塾を通
して実感できました」と発表がありました。
最後に荒井知事より受講生一人一人に修了証と記
念品が手渡され、20 日間の日程を終了しました。

日中韓の友好を深め、若い力を育てる
ナ

ラ

ジ

ア

｢NARASIA 未来塾｣ を開催！
昨年 10 月に奈良県で開催された第１回東アジア地
方政府会合では、日本・中国・韓国等の地方政府が
一堂に会し、観光振興、人材育成や次世代の交流に
ついて熱心な議論がなされました。
これを受け、本県では東アジア諸国間の交流を一
層活発化し、将来を担う若い世代の人材育成を目指
して、日本・中国・韓国の地方政府職員と大学院生
など 38 人を対象に、７月 18 日から８月６日までの
20 日間、短期集中合宿型セミナー「東アジア・サマー
スクール」（『NARASIA 未来塾』
）( 名誉塾長：細川
護熙 ) を開催しました。
開校式で荒井正吾奈良県知事（塾長）は、
「昔、遣
唐使や留学生はここ奈良から出て、たくさんの知識や
技術を大陸から学びました。その歴史に感謝し、こ
れからの東アジアの発展のために何かお役に立てれ
ばと思い、このスクールを開催しました」と挨拶し
ました。
翌日から、主に奈良県立大学（奈良市）において、
３ヵ国の歴史、文化、語学、社会事情など各分野に

お問合せ

奈良県東アジア連携課 TEL 0742-27-5821
HP http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_itemid-68850.htm

都道府県だより
Wakayama

2011 年 9 月

和歌山県

アドベンチャーワールドのパンダファミリーに
「和歌山県勲功爵」称号授与 ＆
岡本 玲さんに「わかやまパンダ大使」委嘱
本県白浜町にある「アドベンチャーワールド」では８
頭のパンダが飼育されており、国内で飼育されている 11
頭のパンダのうち、実に半数以上を占めています。また、
中国本土以外の動物園で８頭も飼育されているのはここ
だけであり、世界でも屈指の飼育数を誇っています。
今回、同園のパンダ広場前にてパンダファミリーに和
歌山県勲功爵の称号を贈るとともに、パンダ飼育員に対
して知事感謝状の贈呈が行われました。
また、「パンダ」を中心に和歌山県の観光スポットや
名産品を全国の若い世代に向けて情報発信していくた
め、
「パンダ」の
愛らしいイメー
ジにぴったり合
う本県出身のタ
レ ン ト、 岡 本 玲
さ ん に「 わ か や
まパンダ大使」
を委嘱しました。
委嘱式で仁坂
仁坂知事から「わかやまパンダ大使」の名刺
吉伸知事から委

嘱状を受けた岡本玲さんは、
「小さい頃から大のパンダ好き
で、パンダ大使としてふるさ
との魅力を PR できるのはす
ごく光栄です。皆さん、是非、
和歌山に来てください。
」と意
気込みを語ってくれました。
岡本大使は、今後、一般公
募で選定されたパンダキャラ
クター「わかぱん」とともに、
首都圏を中心としたメディア
やイベントで「パンダ」や「和歌山」の魅力をどんどん
発信してくれます。こうした活動を通じて、和歌山県「パ
ンダ」の露出が高まり、観光客の誘致につながることを
期待しています。

（サンプル）を受ける岡本さん
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※和歌山県勲功爵とは
故郷わかやまを全国に発信した功績のあったもの（人
に限らず）に「和歌山県勲巧爵」の称号を贈るものです。
平成 20 年 10 月に和歌山電鐵貴志駅のスーパー駅長
「三毛猫たま」に贈ったのに続き、２番目となります。
お問合せ

和歌山県勲功爵
わかやまパンダ大使

秘書課
観光振興課

TEL 073-441-2026
TEL 073-441-2775

Hyogo

兵庫県

阪神・淡路大震災からの復興を支えてくれた方々へ
感謝の気持ちを込めて 第１回神戸マラソン開催
●第１回神戸マラソン

テーマは「感謝と友情」
来る 11 月 20 日（日）に「第１
回神戸マラソン」が開催されます。
大 会 テ ー マ は「 感 謝 と 友 情 」。
16 年前、阪神・淡路大震災に襲わ
れた兵庫・神戸が、多くの支援や
励ましを受けてきた被災地として
心からのお礼の気持ちを現すとと
もに、創造的復興を果たしたまち
の姿や、震災の経験と教訓を共有
2011 年 11 月 20 日（日）
開催！
することが仲間や共同意識につな
がると考えています。
復興した神戸のまちを疾走する 20,000 人以上のラン
ナーに「ありがとう」のエールを送るため、約 6,000 人の
ボランティアが地元住民とともに、おもてなしの準備を進
めています。
また、今回の東日本大震災の被災地へのエールとして、
応援メッセージ入りのチャリティゼッケン（500 円）を販
売し、被災地を支援することにしています。
●県立高校生徒による残日計が県庁にお目見え
当日まで 100 日余りとなった８月９日、神戸マラソンまで
の日数を表示する「残日計」が兵庫県庁にお目見えしました。
製作したのは、県立兵庫工業高校の生徒約 50 人。神戸
市街の立体模型上に、マラソンコースを往復２色の発光ダ
イオードで表示し、鉄人 28 号や南京町、船舶、折り返し

地点に県マスコット「はば
タン」など、手づくりミニ
チュアが並びます。残日計
の台部分には、全国各都道
府県のランナーの絵も描か
れています。
●兵庫県広報専門員も本番に向け急ピッチで練習中！
兵庫県の米田裕美広報専門
員も出場しますが、全くの初
心者。人生初のフルマラソン
に向け、練習は日ごとに熱を
帯びてきています。米田専門
員の練習の様子などを、県民
情報番組「ひょうご“ワイワ
イ ”」（ サ ン テ レ ビ で 日 曜 10
時 ～ 10 時 30 分 放 送 ） や ブ
ログ「ひょうごワイワイ plus+」でお伝えしていますので、
是非ご覧ください。

※テレビ動画はインターネット放送局「ひょうごチャンネル」でも
ご覧になれます
お問合せ

神戸マラソン実行委員会事務局
TEL 078-325-1430 FAX 078-321-0072
HP http://www.kobe-marathon.net/
ブログ「ひょうごワイワイ plus+」
http://ameblo.jp/hyogo-pr-officer/
インターネット放送局「ひょうごチャンネル」
http://sites.google.com/site/hyogochannel/hyogowaiwai

都道府県だより
Tottori

2011 年 9 月

鳥取県

民間事業者と行政が連携して高齢者等の見守り
活動を展開しています

また、このような役割だけでなく、人とのふれあい
や社会とのコミュニケーションを求めているお年寄り
に積極的に声をかけることにより、孤立感を感じさせ
ず、誰かに気にかけてもらっているという安心感を
持ってもらうことも、この事業の狙いです。
今後は、行政だけでは目の行き届かない部分を、地
域に密着した事
業者の協力を得
ることにより補
い、 さ ら に は、
見守り活動の取
組が拡大し、み
んなで地域を支
えあう風土が県
内に根付いてい
くことを期待し
常業務におけるお年寄りとの会話風景
ています。

中山間地域では少子高齢化の進行や独居世帯の増加
などの問題を抱えており、地域の住民同士の結び付き
が薄れてきている中、高齢者の安否の把握が大きな課
題となってきています。
このような状況の中で、県では民間事業者、市町村
と協定を結び、住民の日常生活の異常等を早期に発見
し、安全で安心して生活できる地域づくり「中山間集
落見守り活動支援事業」に取り組んでいます。
この取組は平成 20 年度からスタートし、年々協定
締結事業者は増えており、平成 23 年８月現在で 47
事業者が協定を締結しています。
通報があった事例として、移動販売業者が商品を配
達した際、住居人がぎっくり腰と思われる症状で動け
ないところを発見したケースや、新聞配達業務中に独
居高齢者世帯の新聞受けがたまっている状況を不審に
思い、家の中を確認したところ、住居人が倒れて意識
不明の状態であったため、救急車を呼んで病院に搬送
することができたなど、実際に命が救われたケースも
いくつかあります。

お問合せ

企画部地域づくり支援局中山間振興・定住促進課
TEL 0857-26-7129
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岡山県

Okayama

おかやま B 級ご当地グルメフェスタ in 真庭
岡山県では 10 月１日 ( 土 )、２日 ( 日 ) の２日間、
真庭市の真庭やまびこスタジアム周辺で「おかやま
B 級ご当地グルメフェスタ in 真庭」を開催します。
全国各地でご当地グルメが注目を集める中、昨年
９月に厚木で開催された第５回「B －１グランプリ」
では、真庭市の「ひるぜん焼そば好いとん会」が第
２位、一昨年横手で開催された第４回「B －１グラ
ンプリ」では、
津山市の「津山ホルモンうどん研究会」
が第３位を獲得するなど、岡山の B 級ご当地グルメ
は脚光を浴びています。
この度のフェスタへは、地元真庭市の「ひるぜん
焼そば好いとん会」を始め岡山の B 級ご当地グルメ
はもちろん「B －１グランプリ」の歴代王者など、
全国から人気ご当地グルメが出展します。
また、毎年好評の中四国地方の特産品や郷土料理
お問合せ
が大集合する「海の市・山の市」も同時開催するほか、
「おかやま B 級ご当地グルメフェスタ in 真庭」実行委員会
楽しいイベントで会場を盛り上げます。
このフェスタを通して、人と人、人と地域、地域 （事務局：真庭市商工観光課）
TEL 0867-42-1033
と地域の絆や元気を全国に広げていきたいと思いま
HP http://maniwa-gourmet.jp
す。是非、ご来場ください。

都道府県だより
Shimane

2011 年 9 月

島根県

福島県からの子どもたちを迎えて
福島第一原子力発電所の事故以来、屋外でのびの
びと遊ぶことができない福島県の子どもたちとその
保護者の皆さんを、この夏休みに島根県へ招待しま
した。
島根県では、農山漁村に民泊して自然体験や農林
漁業体験をしていただく「しまね田舎ツーリズム」
を進めていますが、今回は、この体験施設に滞在し
ていただきました。
７月 27 日に福島市からの最初の親子（７人）を迎
えて以降、県内各地で約 20 組（約 60 人）の皆さん
に島根の夏を満喫していただきました。第１号となっ
た ご 家 族 は、 到
着 早 々、 海 や 川
で 泳 い だ り、 滞
在施設の方と一
緒に田舎料理を
作ったりと、様々
な田舎体験を楽
しんでいました。
福島市から来られた親子と出迎えの邑南町長（右端）
また、各施設や

地 域 の 皆 さんも、
楽しい島根滞在に
なるようにと地元
の観光地を案内し
たり、地域の子ど
も会行事に招待す
るなど、積極的に
関わっていました。
今回の島根旅行
川遊びを楽しむ子どもたち
に参加された多く
の方から、島根を離れる際に、
「楽しい島根旅行だっ
た」「また島根に来たい」などうれしい感想をたくさ
んいただきました。
子どもたちが、島根の田舎暮らしの楽しい思い出
を胸に、福島に帰ってからも、元気に健やかに過ご
してほしいと、皆で願っています。

お問合せ

しまね田舎ツーリズム推進協議会
（島根県地域政策課しまね暮らし推進室内）
TEL 0852-22-6449
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広島県

Hiroshima

祝！広島空港国内線就航 50 周年・国際線就航
20 周年

また、今年２月に累計利用者（本郷移転後）が 500
万人に達した国際線は、ソウル、大連・北京、大連・
天津、上海、台北、グアム線が運航しており、この
７月からは、上海線が広島県と友好提携を締結して
いる中国四川省の成都まで延伸されました（６路線、
８都市、週 30 往復運航）。
「国内線就航 50 周年・国際線就航 20 周年」とい
う節目を迎え、ますます便利になった広島空港を是
非ご利用ください。

広島空港は、今年６月に国際線就航 20 周年を迎え、
また９月には国内線就航 50 周年を迎えます。
国内線は、昭和 36 年に旧広島空港（現在の広島西
飛行場）に、岩国～広島～大阪間の路線で就航しま
した。当時の旅客機は「DC- ３型機」という 31 人
乗りプロペラ機でした。
そして、平成３年に国際線として初めてソウル線
が就航し、６月 21 日には広島空港において国際線就
航 20 周年記念式典が開催され、就航 20 周年を迎え
るアシアナ航空から乗客の代表者に記念品と花束が
贈呈されました。
平成５年に現在の三原市本郷町に空港が移転する
とともに、路線の拡充が図られ、中 ･ 四国地方で最
大のネットワークを有し、
国内線・国際線合わせて
年間約 300 万人に利用さ
れる空港に成長しました。
現在、広島空港からは、
羽田を始め、札幌、仙台、
成田、沖縄を結ぶ国内５
路 線 が 運 航 し て い ま す。
DC －３型機（写真提供：ANA 資料管理所）

広島空港国際線就航 20 周年記念式典

お問合せ

広島県土木局空港振興課
TEL 082-513-4013

都道府県だより
Yamaguchi

2011 年 9 月

山口県

全国に勇気と希望、そして元気を発信
～来月開幕 おいでませ！山口国体・山口大会～

このため、特に甚大な被害を受けた岩手、宮城、
福島の東北３県の選手団の両大会への参加を支援す
るとともに、地元の子どもたちを応援団として競技
会に招待し、選手団に力強い声援を送ってもらうこ
ととしています。
さらに、国体総合開会式では、３県の伝統的な祭

いよいよ 10 月、第 66 回国民体育大会「おいでま
せ！山口国体」
、第 11 回全国障害者スポーツ大会「お
いでませ！山口大会」が開幕します。
両大会は、戦後復興の中でスタートした国体の原点
に立ち返り、
「たちあがれ！東北 がんばろう！日本」
の合言葉の下に、被災地はもとより全国に向けて、勇
気と希望、そして元気を送る大会として開催します。

きょ

り等で採火した、オリンピックの聖火に当たる「炬
か

火」を、本県 19 全ての市町の炬火に加えて炬火台に
ともすなど、震災からの力強い復興に向けてエール
を送ります。

開幕まで、いよいよあと１ヵ月。
両大会の愛称の「おいでませ」のとおり、県民の
心を一つにして、来県される皆さんを温かくお迎え
するとともに、先のサッカー女子ワールドカップで
「なでしこジャパン」が見せた、感動と喜び、そして
元気を与えるスポーツの素晴らしさを、再び、ここ
山口の地から全国に発信します。
お問合せ

山口県国体・障害者スポーツ大会局総務企画課
TEL 083-933-4793
おいでませ！山口国体・山口大会 HP
http://www.choruru.pref.yamaguchi.lg.jp/

は やま

「麓山の火祭り」
（福島県）で採火された炬火
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香川県

Kagawa

瀬戸の港町でにぎわう さぬきマルシェ
～「さぬきうまいもんプロジェクト 2011」～
潮風が爽やかに吹き抜ける瀬戸の港、サンポート高松の
一角に、おしゃれなヨーロッパ風の市場が登場。さぬきの
食と活力を感じさせるオレンジカラーののぼりがなびく通
りには、毎週日曜日、大勢の人でにぎわいます。
７月 24 日にスタートした
「さぬきマルシェ in サンポート」
を皮切りに、県内各地で、香川の「うまいもん」をテーマ
に、様々な事業を展開していく「さぬきうまいもんプロジェ
クト 2011」がスタートしました。
豊かな自然と温暖な気候風土に育まれ、山の幸や海の幸
に恵まれた香川県。県花・県木のオリーブや県魚のハマチ
を始め、レタス、アスパラガス、金時にんじん、みかん、
キウイなどの野菜や果物、讃岐三畜の讃岐牛・讃岐夢豚・
讃岐コーチンやオリーブ牛、香川ブランドハマチ三兄弟の
ひけた鰤・なおしまハマチ・オリーブハマチにオリーブぶり、
のり、いりこなどの海産物、そのほか、うどん、そうめん、
かまぼこなどの加工品など、他県に誇る県産食材がたくさ
んあります。
香川の県産食材を広く県内外に PR していくため、
「食」
をテーマに官民一体となったプロジェクトを繰り広げてい
ます。各地域でのさぬきうまいもん祭りや食の大博覧会を
開催したり、産地や工房・蔵元を訪ねたり、食のアンテナ
ショップづくりを通じて、香川の食のおいしさを伝えてい
きます。
「さぬきうまいもん」の名で、県内外の多くの人た
ちに触れて、味わい、楽しんでいただきたいと思います。
香川の食材の美味しい魅力を再発見、新発見し、食を通

瀬戸の港町でにぎわう「さぬきマルシェ in サンポート」

じた「元気の出る香川づくり」を進めています。
産直市場とは一味違い、試食や生産者からの食材紹介な
ど、マルシェならではの演出で季節野菜や旬の果物、鮮魚
など、香川の食を堪能できます。まずは、サンポート高松
で現在開催中（10 月９日まで毎週日曜日９時～ 14 時開催）
の「さぬきマルシェ」へどうぞ。
お問合せ

香川県県産品振興課 TEL 087-832-3384
さぬきうまいもんＨＰ
http://www.kensanpin.org/umaimon/index.html

都道府県だより
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愛媛県

Ehime

小学生料理コンクールを通じて地産地消を学ぼう
愛媛県では、
地元の農林水産物の大切さ、
おいしさを知っ
てもらうため、今年の夏も「東予の小学生料理コンクール」
を開催しました。
このコンクールは、
愛媛県東予地方局が
「地産地消」と
「食
育」を進めるため、東予地域の４市で昨年度から開催して
いるものです。完成料理は、学校給食のメニューに採用す
ることも検討されるとあって、子どもたちの意気込みや熱
意が感じられました。
最初の開催地となった今治市は、
「しまなみ海道」の四
とり う

国の玄関口であり、柑橘類を始めトマトや鳥 生 レンコン、
来島の真鯛などおいしい農林水産物に恵まれた地域です。
８月１日に今治市内のキッチンスタジオで、レシピの書類
審査で選ばれた今治市と上島町の小学生５チーム計 20 名
が、地域でとれた食材を使ってオリジナリティあふれる料
理に挑戦しました。
コンクールに先立ち、子どもたちは、料理で使うとれた
てのトマトや玉ねぎをもらうた
め、その日の朝、小学校近く
の地元農家の野菜畑を訪ねま
した。
『トマトなどおいしい野菜を
作るために気を付けているこ
とは？』
『たまねぎの栽培で工
夫しているところは？』など、
子どもからの質問に農家のお
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じさんは、
『農薬をなるべく使
わず、子どものように手を掛け
て育てている』など、分かりや
すく答えてくれました。
トマトを試食した子どもは、
『身近にこんなおいしいものが
あるんだ』と生産者への感謝
の気持ちを表すととともに、生
産者の顔の見える農産物への
安心感を得たようです。
子どもたちは、もらったトマ
トや玉ねぎなどを上手に使い、
鯛めしコロッケ、レンコンマカ
ロニグラタン、ハンバーグなど
審査員をうならせるおいしい料
理を完成させました。そして、
え がお

今回も参加者全員が愛 顔 の中で、楽しく地産地消を学ぶ
ことができ、事業の成果を十分上げることができました。
生産者や消費者、学校、直売所といった地域が一体と
なって、地元産への愛着心を深めるとともに、
「旬」を楽し
む料理を子どもたちから広げようという熱い取組が愛媛県
の東予地域で始まっています。
お問合せ

愛媛県東予地方局産業振興課
（愛媛県西条市丹原町池田 1611）
TEL 0898-68-7322
HP http://www.pref.ehime.jp/touyo/index.htm

高知県

Kochi

アンテナショップ「まるごと高知」が１周年を迎えました！

ある店舗づくりに
取り組んでいます。
２階のレストラン
「TOSA DINING
おきゃく」では、
「カ
ツオのたたき」と
いった定番メニュー
から、ハチミツをか
店頭でのテストマーケティング
けていただく「酒盗
入り４種のチーズピザ」といった変わり種メニューま
で、高知の食材を余すところなくお楽しみいただける
よう、季節ごとにメニューを改定し、飽きのこないメ
ニューづくりに努めています。
また、日々の販売や店頭でのテストマーケティング
によって得られたお客様の反応は、県内の生産者や事
業者にフィードバックし、商品の磨き上げに生かして
います。これからも首都圏における外商拠点として、
より良い商品を全国へ送り出していきます。
高知の魅力あふれる「まるごと高知」に是非お越し
ください。

昨年８月に東京・銀座にオープンした高知県アンテ
ナショップ「まるごと高知」が１周年を迎えました。
NHK 大河ドラマ「龍馬伝」の放送で大変な龍馬ブー
ムの中、オープン当初は非常にたくさんのお客様にご
来店いただき、その後も、高知県出身者を始め、多く
の皆様にご愛顧いただいています。
１周年を迎えた８月には、カツオをモチーフにした
キャラクター「カツオ人間」に PR 大使として、都内
各地や店頭で「まるごと高知」を大いに PR してもら
いました。
また、８月 21 日には、都内の有名シェフをお招き
したビジネスマッチングイベント「高知 食のプレミ
アムフェア」を開催し、四万十川のウナギや天然鮎を
始めとした高知が誇る食材を売り込みました。
今後とも多くのお
客様にご来店いただ
けるよう、県産品を
販売する１階「とさ
市」
、 地 下 １ 階「 と
さ蔵」では、お客様
の提案や要望なども
生かして季節に応じ
た品ぞろえなど魅力

お問合せ

「まるごと高知」TEL 03-3538-4367
「まるごと高知」HP
http://www.marugotokochi.com/

「カツオ人間」による PR

都道府県だより
Fukuoka
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福岡県

新しい地域の顔 「黒スイーツ」あります
～お菓子のふるさとを発信～
福岡県の中央部に位置する嘉飯地域（飯塚市、嘉
麻市及び桂川町 ) は、
「シュガーロード」と呼ばれる、
北九州市と長崎を結ぶ長崎街道沿いに位置し、石炭
産業の発展とともに日本を代表するお菓子が生まれ
るなど特徴ある食文化を育む風土が息づいている地
域です。このことから、嘉飯地域の２市１町と県で
構成する「嘉飯都市圏活性化推進会議」では、広域
的な地域振興プ
ロジェクトとし
て、
「お菓子のふ
るさと発信事業」
に取り組んでお
り、
「お菓子のふ
るさと」をキー
ワ ー ド に、 地 域
イメージの向上
と交流人口の拡
大を目指してい
ます。
平成 23 年２月
黒をテーマにした創作スイーツ
に
開催したオー
～ KURO SELECTION
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プニングイベント「嘉飯デザートラボ」では、地元
菓子店のほか、高校生が対象の菓子コンテスト「ス
イーツ甲子園」に連続出場している地元の高校も参
加して、オリジナルスイーツのバイキングや嘉飯地
域の銘菓をそろえた１ day shop を開催しました。
また同時に、地域の菓子店の協力を得て、新しい
ク

ロ

セ

レ

ク

シ

ョ

ン

スイーツブランド「KURO SELECTION」を製作、
店頭販売を開始しました。これは、石炭の「黒」をテー
マに、ビターチョコや黒糖、黒ごま等を使って黒く
仕上げたお菓子です。八つの種類がありますが、い
ずれも好評で、各店舗共通のブランドロゴを用いた
ショップバック等を使うなど、統一イメージでの PR
を実施しています。
今後もイベントの実施や KURO SELECTION の
都市圏での販売活動等の実施により、「お菓子のふる
さと」として地域の魅力を発信する取組を進めてい
きます。

お問合せ

福岡県広域地域振興課
TEL 092-643-3180
KURO SELECTION HP
http://www.kuro-selection.com/

佐賀県

Saga
佐賀県国際戦略、始動。
～佐賀県上海デスクオープン～

りが期待できます。事務所開設に合わせ、遼寧省へ
の経済ミッションの派遣や、香港でのニューイヤー
パレードでの PR も予定しています。
佐賀県では、これら三つの海外拠点を活用し、６
月に策定した佐賀県国際戦略「世界とつながる佐賀
県行動計画」に基づき、
「将来、佐賀県が世界に必要
とされる地域」となることを目指し、幅広い分野で
積極的な国際化に向けた取組を進めます。

８月２日、佐
賀県庁に中国
最大の経済都
市・ 上 海 で の
企業活動など
を支援する「佐
賀県上海デス
ク」を設置し
ました。現地・
上海に事務所を構えるのではなく、県庁にデスクを
置くという全国的にも珍しいシステムは、上海まで
の地理的な近さを生かしたもので、専任スタッフが
上海に出張し、県産品の輸出促進や企業の国際取引
支援、観光客の誘致促進などに取り組みます。
また、東アジアをターゲットにした海外拠点とし
て、今年 10 月を目途に、中国の瀋陽と上海の２ヵ所
に現地事務所を設置します。瀋陽は、佐賀県と友好
関係にある遼寧省の省都であり、今後の経済発展が
見込まれます。また、香港は、佐賀牛ブランドが定
着しつつあり、ここからさらなる中国市場への広が

お問合せ

佐賀県農林水産商工本部
TEL 0952-25-7146
佐賀県農林水産商工本部
国際戦略グループ
TEL 0952-25-7328

E-mail
shanghai-desk@pref.saga.lg.jp

都道府県だより
Nagasaki

佐賀県上海デスク

代表１名アシスタント１名の
２人体制で活動する上海デスク

2011 年 9 月

長崎県

「もうかるブランド体制支援事業」について
長崎県は水産物の宝庫。新鮮で美味しい魚があふ
れています。しかし、生産力や販売体制の弱さから
安い値段で取引されている水産物が多く、漁業者や
加工品業者の安定した所得の確保や向上が厳しい状
況です。
そこで本県では、平成 22 年度から、地域の鮮魚や
加工品について、漁協や加工業者、市町などが地域
ぐるみで取り組む商品開発や販売戦略などを支援し
「地域ブランド」として育成・強化する「もうかるブ
ランド体制支援事業」を展開しています。
壱岐市の郷ノ浦町漁協では、この制度を活用して、
新しい商品の開発に取り組んできました。
一流ホテルの元料理長をアドバイザーに迎え、斬
新なアイデアと消費者のニーズも踏まえた上で「脱
和食」や「脱骨」をテーマとして、ヤズ（ブリ幼魚）
や価格の安い時期のマダイなどを使った“生ハム風”
の加工品開発に取り組んでおり、女性グループによ
るネーミングの検討や食べ方の提案など、商品化に
向けた販売戦略の検討を行っております。商品名は
いき

まりん

「粋 な

」
、そのままでも美味しくいただけますが、
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まりん

壱岐市郷ノ浦町漁業協同組合で開発された“生ハム風”加工品「粋な

」

くだものにのせたり、パンに挟んで食べても絶品で、
まもなく発売開始の予定です。
本県では、今後も、地域ブランドの育成・強化を
積極的に進め、販路を拡大するとともに生産者の所
得向上に取り組んでいきます。
お問合せ

長崎県水産・加工流通室
TEL 095-895-2871

大分県

Oita
大分県産の乾しいたけが 13 連覇！

大分県産の乾しいたけは、国内生産量の 38％（平
成 21 年次林野庁統計）を占め、質・量共に日本一を
誇る全国ブランドとして高い評価を受けています。
第 59 回全国乾椎茸品評会（日本椎茸農業協同組合
連合会など主催）では、大分県が府県対抗の部で 13
年連続 45 回目となる団体優勝を果たしました。
くぬぎ原木を使用し、無農薬で栽培される大分県
産乾しいたけは、大型で肉厚な傘を持ち、香りや歯
ごたえが良いのが特徴です。
また、しいたけには、体に必要なたんぱく質、ビ
タミンＢ群やミネラルなどの多様な栄養素のほか、
食物繊維も豊富に含まれています。特に注目されて
いるのがエルゴステロール。この物質は、骨の代謝
に関係の深いビタミンＤに変わると言われており、
育ち盛りの子どもや妊婦の方、骨粗しょう症の予防
にもお勧めです。
このほか、エリタデニンという成分が含まれてお
り、コレステロールを分解する能力を持つため、高
血圧、動脈硬化等の予防に良いとされています。

低カロリーで高たんぱくの乾しいたけをおいしく
食べて健康に。味、香り、歯ごたえ三拍子そろった
日本一の大分県産乾しいたけを、是非一度ご賞味く
ださい。

大分県産「乾しいたけ」

お問合せ

大分県林産振興室
TEL 097-506-3836
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熊本県

Kumamoto

熊本・宮崎・鹿児島デスティネーションキャンペーン
ごくじょう
オープニングイベント「極城の祭典」を熊本で開催

たくさんの方々をお迎えし、たくさんの元気をお届けし
たいと思っています。
さらに、10 月８日と９日の２日間、デスティネーション
キャ
ンペーン史上初となるオープニングイベントを、熊本
熊本県・宮崎県・鹿児島県は、JR グループ６社と
城竹の丸広場をメインステージとした熊本城周辺で開催
タイアップし、熊本・宮崎・鹿児島デスティネーショ
します。
ンキャンペーン『のんびり過ごす極情の旅“熊本・宮
オープニングイベントでは、食の PR 隊長に就任した
崎・鹿児島”
』を、10 月から 12 月まで展開します。
大阪の「くいだおれ太郎」も絶賛する３県自慢の郷土料
このキャンペーンでは、あたたかい人のもてなし＝
ごくじょう
ごくじょう
ごくじょう
温泉＝
「極湯」
、
パワースポット＝
「極清」
、 理・グルメ・特産品などが大集合した「南九州くいだお
「極情」を始め、
ごくじょう
ごくじょう
れ博覧会」
、華やかな３県の祭りや郷土芸能が集合した
観光列車の旅＝「極乗」
、
歴史遺産と伝統芸能＝「極常」
、
ごくじょう
ごくじょう
「三県祭と郷土芸能の祭典」
、ギネス記録である 3,000
食＝「極 穣」と、観光素材ごとの「極 上」をテーマに、 人の和太鼓演奏に挑戦する「三千人太鼓」
、３県の有力
書道部の女子高生による書道パフォーマンス「書道ガー
ルズ甲子園『極情の旅』決戦」が開催されます。
そのほか、オープニングイベント期間中、熊本城周辺
では、
「くまもと秋のお城まつり」や、約 54,000 個の
ろうそくの灯りが幻想的な熊本の秋の風物詩「みずあか
り」も開催されています。
お問合せ

熊本県観光課 TEL 096-333-2335
なごみ紀行

竹の丸広場から見た熊本城
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検索

宮崎県

Miyazaki
「口蹄疫復興宝くじ」を発売します！

策定し、緊急的な対応を要する課題への取組を実施
してきました。
そして現在、平成 23 年度から３年間の工程表を策
定し、関係機関・団体と意見交換を重ねながら、防
疫体制の強化、畜産農家の経営再開に向けた取組、
経済・雇用対策などの課題に対し、スピード感を持っ
て対策を講ずるとともに、着実な進行管理を行って
いるところです。
一方、口蹄疫に対する緊急措置などにより多大な
財政負担が生じたことから、今後の口蹄疫からの復
興対策に係る財源を確保するため、総務大臣の許可
を受け、同じく影響を被った熊本、大分、鹿児島の
３県と共同で、10 月 15 日から 25 日の 11 日間、全
国で「口蹄疫復興宝くじ」を発売することになりま
した。
今回発売される「口蹄疫復興宝くじ」は震災以外
で発売される復興宝くじとしては、全国初の取組に
なります。
発売総額は 50 億円、当せん金額は１等・前後賞合
わせて 5,000 万円、
２等 500 万円などとなっています。
当せん金や販売経費などを除いた収益金は、４県
で配分し、口蹄疫により被害を受けた地域における
復興事業などに充てることとしています。
この機会に是非お買い求めください。

本県で昨年４月 20 日に発生し８月 27 日の終息宣
言に至るまで、４ヵ月にもわたり猛威をふるった口
蹄疫。終息から１年を経過した今も、口蹄疫による
影響は、畜産業はもとより県内経済や県民生活のあ
らゆる分野に及んでおり、再生・復興を図るために
は多岐にわたる課題への継続的な取組が必要です。
本県では、元の県民生活を取り戻す道筋を示すた
めに「口蹄疫からの再生・復興方針」を昨年８月に

都道府県だより
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鹿児島県
や桜島大根、知覧茶を用いた茶飯など、鹿児島ならで
はのものとなっています。
旅と食は切っても切れないもの。この季節、行楽や
さつま
出張のお供に、是非「鹿児島三大黒うまいもん薩旨」
を御賞味ください。

「山陽・九州新幹線直通運転開始記念駅弁」の発売
鹿児島県では、九州新幹線全線開業及び山陽・九州
新幹線相互直通運転開始を記念し、株式会社ジェイ
アール西日本フードサービスネット及び西日本旅客鉄
道株式会社と共同し、プレミアム駅弁「鹿児島三大黒
さつま
うまいもん薩旨」を開発しました。これは、本県産畜
産物「鹿児島黒牛」
「かごしま黒豚」
「黒さつま鶏」の
三種をふんだんに取り入れたもので、京都駅、新大阪
駅、大阪駅の店舗「旅弁当」及び山陽新幹線 ( 新大阪
～博多間 ) の一部列車内にて、９月 30 日まで販売し
ています。

九州新幹線全線開業及び山陽・九州新幹線相互直通
運転開始で、ぐっと近くなった鹿児島。新幹線の開業
効果を生かし、関西圏ひいては全国の皆様に、本県の
誇る「食」の文化と本県産品の質の高さを広くお伝え
し、引き続き鹿児島県のイメージアップ及び誘客促進
に取り組みます。

「黒」が付く食材は、今、健康・長寿のキーワード
として注目を集めていますが、今回のプレミアム駅弁
は、鹿児島県が誇る「黒」の畜産物「鹿児島黒牛」
、
「か
ごしま黒豚」
、
「黒さつま鶏」の三つを一度に使用した
贅沢な逸品となっており、特に、全国で初めて駅弁に
使用される食材「黒さつま鶏」は、その独特な食感が
食通の舌を唸らせること間違いなしの美味しさです。
また、脇を固める食材も、鹿児島県産のむらさき芋
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沖縄県

Okinawa
第５回世界のウチナーンチュ大会開催！

来る 10 月 12 日から 16 日までの５日間、
『第５回
世界のウチナーンチュ大会』を開催します！ ( ウチ
ナーンチュとは、方言で「沖縄の人」のこと )
同大会は、国内でも有数の移民県である本県が、
海外に在住する約 40 万人の沖縄県系人を貴重な「人
的財産」と捉え、
ネットワークで結ぶことを目的とし、
1990 年からほぼ５年に１度開催されております。
第５回目となる今回は、海外から約 5,000 名の参
加を見込んでおります。

大会「初」
、県下最大規模の収容人数 30,000 人を
誇る「沖縄セルラースタジアム那覇』において、屋
外ならではのアトラクションを盛り込んだ開・閉会
式を開催するほか、海外及び県内・外の方々が参加・
交流できる「チャンプルー交流祭」や世界各国の珍
しい食べ物が味わえる「ワールドバザール」などを
実施します。沖縄コンベンションセンターにおいて
は「グローバル次世代プロジェクト」などを開催す
るほか、
「ワールドビジネスフェア」や著名なアーティ
ストによるコンサート等も行われます。
沖縄県では、過去４回の大会で培ってきたウチナー
ンチュのアイデンティティを次世代へ継承し、「沖縄
21 世紀ビジョン」に謳われる「世界に開かれた交流
と共生の島」の実現に資するよう新たなネットワー
クの展開を目指しています。
特に今回は、県民のみならなず、観光客など他の
都道府県の皆様にも楽しんでいただける参加型の大
会となっておりますので、ウチナーンチュのチムグ
クル（肝心）あふれるこの大会に、あなたも参加し
てみませんか。
お問合せ

第５回世界のウチナーンチュ大会実行委員会事務局
TEL 098-866-2762 FAX 098-866-2328
HP http://www.wuf5th.com/

前夜祭

都道府県だより
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○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
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タイ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⑥―

政策研究大学院大学 准教授 畑山 栄介
（２）現在の地方自治制度
①地方政府の類型
地方政府の数は合計 7,852（2010 年９月 30 日
時点）であり、原則として、三つの類型がある。
す な わ ち、 バ ン コ ク を 除 く 全 て の 県（Province）
に 置 か れ て い る 75 の 県 自 治 体（Provincial
Administration Organization: PAO）
、2,008 の市
町 自 治 体（Municipality） 及 び 5,767 の タ ム ボ ン
自 治 体（Tambon Administration Organization:
TAO）である。これらは２層をなしており、県レ
ベルの地方自治体が県自治体（PAO）
、基礎自治体
レベルが都市地域の市町自治体と農村地域のタムボ
ン自治体（TAO）である。この三つの類型とは別
に、特定の地域に置かれている特別類型の自治体と
して、バンコク都とパタヤ市がある。
これらの各地方政府は、地方議会と首長を有して
おり、地方議員及び首長は住民の直接選挙で選ばれ
るようになっている。しかし、
地方政府の類型によっ
て、組織構造は幾分異なっている。
県自治体は、その域内に市町自治体やタムボン自
治体がある広域自治体として位置付けられており、
その主要な機能は、域内の自治体間の調整や基礎自
治体の区域を越えた共通の事務の遂行である。議会
は 24 から 48 の議員で構成されている。予算の規
模は県自治体ごとに大きく異なっている。広域自治
体という性格から、県自治体の行政はそれほど一般
住民の関心を集めてはいないが、地方分権の時代に
あって、徐々に重要性を増している。
市町自治体は、人口等の規模に応じて、特別市、
市、町の三つのカテゴリーに分かれる。議員定数は
三つのカテゴリーごとに異なり、特別市で 24、市
で 18、町で 12 となっている。
タムボン自治体は、歳入規模に応じて大規模自治
体、中規模自治体、小規模自治体の三つに分かれる。
大部分のタムボン自治体は小規模自治体であり、開
発が進んでいない地域にある。
バンコク都は、首都バンコクを領域とする特別な
類型の地方政府である。首長と議会は相互に独立し、
チェック・アンド・バランスの権限を有している。
知事は４人の副知事を任命する。議会は約 60 人で
構成されている。バンコク都は 50 の区に区分され、
各区には区議会が置かれている。そのメンバーは住
民から選挙される。区議会は、区の行政に関して立
法機能は持たず、諮問機関となっている。

１ はじめに
これまで、本誌４月号から５回にわたり、井川
博政策研究大学院大学教授（比較地方自治研究セン
ター所長）と筆者が交替で、標記シンポジウムの内
容を紹介してきた。最終回の本号では、タイの地方
分権について紹介することとしたい。キング・プラ
ジャディポック研究所地方政府開発カレッジ・ディ
レクター兼助教授のオラタイ・コッポル（Orathai
Kokpol）氏によるタイの地方分権についての報告
やパネルディスカッションでの議論に即して、タイ
における地方分権の経緯、成果、特徴及び今後の課
題について述べていくこととする。
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 タイにおける地方自治の歴史と現状
（１）歴史的経緯
タイの地方自治の歴史は、大きく四つの時期に分
けることができる。第１期は、1933 年から 1957
年までである。1932 年に絶対王政から民主主義体
制に移行した後、1935 年に全国 35 の都市地域で市
町村レベルの基礎的団体が創設された。地方自治に
より民主主義体制に馴染んでもらうことが期待され
たのである。しかし、タイの民主主義の発展は短命
に終わった。軍事クーデターの後、タイは長きにわ
たって軍政下に置かれたのである。地方自治の後退
が見られるこの第２期は 1958 年から 1989 年まで
続いた。その後、1990 年代からの第３期は、タイ
に新たな地方分権の動きが見られることとなった。
とりわけ画期となったのは、国から地方への権限移
譲や地方分権の詳細について規定した 1997 年憲法
の制定である。この憲法に基づき、地方政府の組織
改革がなされたほか、地方分権委員会の創設や計画
的な地方分権が進められ、地方政府に多くの権限と
収入が与えられたのである。その後、新たな 2007
年憲法の下、引き続き地方分権の取組を進めようと
している現在までが第４期である。この新憲法にお
ける地方自治の核心は、地方政府の権限と責任の明
確かつ包括的な拡大、中央政府の監督と地方政府の
自治のバランス、地方政府の管理・運営能力の向上、
地方政府の運営等に対する住民参加の充実といった
点にある。
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以後の地方分権の取組は、タイ国民の住民福祉に大
きなインパクトを与えた。

パタヤ市は、有名な観光都市として、一定の権限
と柔軟性を持った特別な管理運営が必要とされるこ
とから、特別類型の地方政府となっている。パタヤ
市もバンコク都と同様の機構となっているが、議員
数等は市町自治体により近いと言える。

（１）地方政府の役割の増大
過去において、地方政府は、公共サービスの提供
に極めて限定的な役割しか果たしていなかった。地
方政府は、ごみの収集・処理、道路清掃、排水など、
家庭の日常生活に関わる事務を行ってはいたが、地
域開発等の主要な事務は、中央政府や国の地方行政
機関たる県と分担して役割を担うものか公営企業が
行うものとなっていた。
地方政府のこうした限定的な役割と地位は、地方
の歳入にも表れていた。大部分の歳入は中央政府に
充てられ、地方に残された財源は、地方の財政需要
を充たすものではなかった。例えば、1985 年から
92 年でみると、地方の歳入は平均で GDP の 1.2％
に過ぎず、中央政府の歳入額の７％の規模でしかな
かった。
しかし、1997 年憲法の下での地方政府改革以来、
地方政府の役割は増大してきた。これは、1999 年
の地方分権計画手続法による義務的な立法措置の結
果である。この法律は、地方分権のための計画と手
続を定めており、そのための委員会の設置も規定し
ている。地方分権委員会は、中央政府の 245 の事務
を含む六つのカテゴリー（①インフラ、②生活の質
の向上、③コミュニティ・社会秩序・安全、④投資・
商業・観光振興、⑤天然資源と環境の保全・管理、
⑥芸術・文化・伝統）の事務を地方に移すという一
次計画を承認した。2008 年の時点で、245 の事務
のうち、181 の事務は既に移管され、63 の事務は
依然として移管されていない。また、一つの事務は
対象から除かれた。
地方政府の役割の増大は、地方の歳入の割合の増
大からも見てとれる。国家歳入に対する地方歳入の
割合は、2001 年の 20.68％から 2009 年の 25.25%
へと毎年増加してきている。

②地方の行政権限
市町自治体、タムボン自治体、パタヤ市は、地域
開発・都市計画、道路、公共交通、市場、港湾、か
んがい、公園、保養施設、廃棄物処理、安全、法秩
序、天然資源、環境保全、教育、児童福祉、高齢者
福祉、障害者福祉、住宅、保健、医療、火葬、スポー
ツ、収入・雇用、貿易、投資、観光、芸術文化、衛
生などに関する事務のほか、民主主義的価値の促進、
公民権、住民参加に関する事務を遂行する。
県自治体は、他の地方政府では実施困難な大規模
公共サービスの提供、効率性や地域ニーズの調整の
観点からの県開発計画の推進、県内及び県間ネット
ワークを形作る大規模インフラの構築と維持、基礎
自治体と重複しない県レベルでの教育・保健・福祉
サービスの提供、県内の文化、観光、投資及び貿易
の推進、天然資源の管理と保全、汚染水の処理、固
形廃棄物処理などの環境管理と保全、下位層の地方
政府への技術的支援を行う。
バンコク都は、市町自治体と県自治体の双方の機
能のほか、バンコク地域における付加的な都市サー
ビスを提供する機能を有している。
③地方の歳入
地方の歳入は、四つの主要な財源からなる。すな
わち、
（１）地方で課する歳入（税、使用料、手数料、
罰金等）
、
（２）中央政府が徴収する地方歳入（付加
価値税、物品税、土地登記料等）
、
（３）分与税、
（４）
補助金である。これらのうち、補助金と中央政府が
徴収する地方歳入が 70％超を占める一方、地方で
課する歳入は 11 ～ 12％に過ぎない。地方税には、
地方で徴収するものと中央政府が徴収するものがあ
る。市町自治体、タムボン自治体、バンコク都及び
パタヤ市には、地方で徴収する主要な税として、家
屋土地税、土地開発税、看板税及びと殺税の四つが
ある。県自治体にも、石油販売税、たばこ販売税及
びホテル税など地方で徴収する税が四つある。また、
付加価値税、特別事業税、酒税、物品税、自動車税、
土地登記料、賭博税、鉱物税、石油税など中央政府
が徴収する地方税や使用料も多い。留意すべきは、
地方の税や手数料は国のものと課税ベースが共通で
あるということである。課税ベース及び税率は中央
政府に決められている。地方政府は、税以外では、
資産や投資から上がる収益、使用料・手数料、罰金、
免許料、補助金、起債、寄付金などがある。

（２）地域ニーズへの対応力の向上
地方分権の進展は、数字にだけではなく、特に社
会開発や文化の保存といった分野でのサービスの質
の向上にも表れている。以下、地方政府の主な取組
例を紹介する。
①教育
地方政府は、学生に対する専門的知識の提供は言
うまでもなく、地方における教科課程の開発や芸術
文化の保存などのため、学校、教育委員会、学会と
の協力や教育マネージメントにおいて大きな役割を
担っている。
このほか、地方政府は、各地方の可能性や特色に
基づき、２ヵ国語や３ヵ国語の外国語の学校を創設
したり、パソコン等の学習用具・機材の調達などに
対して予算措置を講じたりするなど、教育機会の充
実を図っている。
正規教育以外でも、地方政府は、主婦向けの料理
などのコース、若年者向け職業訓練、外国語教育を
施しているほか、高齢者や学者を招き、子どもや一
般大衆向けに芸術文化等の保存と復興に関する教育
の場を提供するなど、様々な役割を担っている。

３ タイにおける地方分権の成果
77 年に及ぶ地方自治の歴史を有してはいるが、
地方自治制度に顕著な変化があらわれたのはこの
10 年といってよい。地方分権のプロセスは、一般
の住民にとって理解するには速すぎるものであり、
地方政府も地方分権に対して、まだ準備ができてい
ないという人もいる。しかしながら、1997 年憲法
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した業績を残した地方政府に贈られるキング・プラ
ジャディポック賞が設けられており、業務の管理運
営への住民参加を促進するようなイノベーションを
生み出す地方政府も出てきている。例えば、タウン
ホール・ミーティングは、政策協議のメカニズムで
あり、論争を呼ぶような地方の政策や活動で住民に
重大な影響を及ぼすようなものについて、住民との
協議の場を設けて協議を進めることを目的としてい
る。

②社会福祉
地方政府は、コミュニティへの福祉の提供に重要
な役割を担っている。権限委譲前においては、生活
の質の向上に関する役割として、児童の育成、高齢
者や障害者等の生活支援手当、民間寮の業務などは
中央政府の各省のものであった。地方分権委員会に
よる地方分権計画の策定後、これらは地方政府の役
割となった。
注目すべきは、権限委譲を受けて、地方政府がよ
り効率的に業務を遂行できるのを示していることで
ある。例えば、生活支援手当の業務では、権限委譲
前は、各村において、一人当たり支給額が 300 バー
ツで 10 人であったのが、権限移譲後は、多くの地
方政府で制度の改善が図られ、各村において、一人
当たり支給額が 500 バーツで 50 人に支給されるよ
うになった。

４ タイの地方政府の特徴
タイの地方政府の特徴は、タイの地方自治を理解す
るのに決定的に重要であり、地方分権の進展が遅いこ
とに対するいくつかの理由を説明するものである。
（１）地方政府と国の地方行政機関による二重行政
タイの地方政府システムの特徴として、まず挙げら
れるのは、地方政府による行政と国の地方行政機関
による行政の領域が重複していることである。
タイの行政構造は、中央政府による「中央行政」
のほか、国の地方行政機関による「地方行政」と地
方政府による「地方自治行政」がある。国の地方行
政は、県及び県以下の行政単位による系列構造を有
している。まず、県政府はバンコクを除く 75 の県
からなる。各県には、内務省の職員である知事が置
かれ、彼らの任命、昇進、降格、異動は内務省の権
限である。県の下には郡があり、郡長もまた、内務
省の現地職員である。郡の下にはさらに、行政区や
村がある。行政区の長は、村長から選出され、村に
は、コミュニティのメンバーから選出される村長が
いる。郡長は行政区長を監督し、行政区長は村長の
仕事を監督することとなっている。
この県政府モデルは分散の原則に従っている。す
なわち、行政権限のみが県や郡レベルの現地職員に
分権されているが、政治的又は最終的な決定権は中
央政府に残されるということである。したがって、
県政府の行政は、中央政府の代理人としてなされる
ものである。
この県行政に加え、タイには、地方政府による地
方自治行政のシステムが存在する。県と県自治体は
同じ地域を管轄し、類似の権限を有している。しか
し、両者はそれぞれ、自らの庁舎、人員、財源、行
政組織を備えている。同様の関係は、郡と市町自治
体やタムボン自治体にも当てはまる。この特質は、
タイの地方行政システムを複雑なものにしている。
県と地方政府との関係に注意を払わなければ地方行
政を理解することは不可能である。こうした国の地
方行政機関と地方政府の双方による地方行政の重複
ということに加え、県知事と郡長が地方政府に対し
て監督権限を有していることもタイの地方政府シス
テムの特徴である。これにより、地方政府は、自ら
の地域に関する事務を自らの力で統合的に担うこと
はできず、地域に関する事務を管理するために必要
な役割を拡充していくことが難しくなっている。し
たがって、地域における様々な行政機関の間でネッ
トワークを構築・維持することが地方行政を成功裡
に進めていくカギとなるのである。

③芸術文化の保全と復興等
地方分権計画が芸術・文化、伝統などの保全と復
興に関する業務を地方政府のものとしたため、地方
政府は、文化省から適切な訓練と知識を得て、こう
した業務を実施することが必須となった。現在、い
くつかの地方政府では、歴史的記録の伝承や地域コ
ミュニティの開発を実施するために博物館などを建
設しており、こうした取組は、若年世代に地域の歴
史について学習させ、地域に誇りを持たせることに
貢献するものと考えられている。また、消滅しかね
ないような宗教的儀式や伝統的な作法、布施のため
に寺への参詣を促すようなキャンペーンなど、様々
な活動を立案するのも、地方政府の役割とされてい
る。
（３）地方の民主政治の発展
地方分権は、民主政治の発展の基礎とみなされて
いる。地方政府は、民衆が政治、行政、地域の誇り
や責任を学ぶための重要な学校であると言えよう。
1997 年憲法に基づく地方政府改革以来、地方の
政治及び選挙は注目されるようになった。これは、
地方政府の重要性が増大したことや地方政府の首長
や議員が直接選挙で選ばれるようになったことによ
る。過去においては、市町自治体の投票率が 50％
を超えることはめずらしかった。また、地方選挙の
候補者の質は、国政選挙のそれと比べて低かった。
現在は、地方選挙の投票率も上がっている。例えば、
タムボン自治体の直近（2009 年９月）の選挙の投
票率は、77.41％である。地方政府の首長も魅力あ
るポジションになってきており、国会議員であった
人物が市町自治体や県自治体の首長になることもあ
る。
また、地方レベルでの住民参加は選挙に限られる
ものではない。地方政府は、その管理運営に市民を
関与させるようになった。こうした変化は、法の規
定により生じたものである。現行の憲法によると、
地方政府は、業務の管理運営に住民を参加させる機
会を提供しなければならないこととされている。
さらに、住民は、地方議会の議長に対して条例制
定の直接請求を行う権利や、不適切と考える首長や
議員の解職投票をする権利を有する。
このほか、住民参加や行政の透明性において卓越
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（２）中央集権体制下での地方分権
なぜ、1997 年憲法の後になってようやく地方分
権が大きく進むようになったのか。それは、タイが
極めて中央集権的な国家体制であったからである。
タイでは、官僚の力は強く、政治行政に強い影響を
持っている。エリート官僚の支配的役割を捉えて、
学者の中には、タイの政治体制を「官僚政体」と評
するものもいた。タイのこうした政治体制の下では、
地方分権に向けた多くの取組は、なかなか実を結ぶ
ことはなかったのである。
1997 年以後に地方分権が実行に移されるように
なったのは、それまでの自発的な取組ではなく法に
よる強制的な取組に変わったためである。しかしな
がら、1997 以後の改革においても、中央集権的体
質から、地方分権にとって障害となるような動きは
あった。例えば、県知事の役割を強化するために
CEO 型県知事制度（注）が導入された。この制度は、
県と地方政府の機能を一層重複させ、地方政府間の
補助金配分を不公平なものにするといった地方行政
へのネガティブな影響があった。県知事が地方の予
算の分配に関与することとなったのである。このほ
か、2007 年憲法の規定により、県は、自ら開発計
画と予算を組むことができるようになった。これに
より、地方政府の開発計画は、県の開発計画に合わ
せなければならなくなった。
また、憲法では、中央の監督は必要な場合にのみ
行われるものとして、地方自治を保証しているが、
実際には、内務省、県知事、郡長の監督は広範にわ
たり、地方政府の予算の承認、議会の解散、住民の
直接請求の調査、地方政府の長の解職といった権限
にまで及んでいる。

ては首長の配慮に頼らざるをえない。例えば、議会
は、議会運営のための独立した予算を持っておらず、
議会費は首長の意向によることとなる。また、議員
にとっては、自らの選挙区での事業に必要な予算の
割当ても首長次第となる。こうした不均衡な力関係
から、首長と議会のチェック・アンド・バランスが
適切に機能するはずだという期待は、現実からかけ
離れていると言えよう。
５ おわりに～タイの地方自治の今後の課題
タイの地方自治と地方分権は、大きく前進してき
た。その結果、地方政府の果す役割は増大し、地域
のニーズや課題への対応力も高まり、地方は民主主
義の涵養の場ともなっている。
しかしながら、地方分権の道程には、抵抗や障害
がないわけではない。現在のところ、地方分権と地
方自治は岐路にあると言える。
例えば、汚職の蔓延や地方レベルでの政治家へ
の暴力の増大により、地方自治に対しての信頼は薄
らいでいる。今後、どのように信頼を高めていくか
が課題となっている。情報公開や透明性の向上、住
民の地方自治への参加を更に促進していく必要があ
ろう。また、グローバル化の進展に伴い予想される
移民の問題や多発する自然災害にどう対応するかと
いったことも重要な課題であり、こうした課題に対
応するには、地方政府の規模や能力を高めていくこ
とが必要となる。地方政府の合併が難しいことを考
慮すれば、地方政府に共通する課題に対して地方政
府間で連携を進めていくことも考えられる。
地方分権の理念に賛同する人は多くても、実際の
ところ、地方自治の将来については、方向性の異な
る様々な展望が存在する。さきに述べた腐敗の問題
などを捉え、地方分権はうまく行かないという意見
もあれば、他方では、もっと中央政府のコントロー
ルを弱めるべきという意見もある。これまでの地方
分権のプロセスはトップダウンであったが、今後は
ボトムアップで国民を巻き込むようにしていく必要
がある。地方分権の実績を適切にモニタリングしな
がら、様々なステークホルダー間で地方分権に対す
る理解や方向性を共通のものとして、分権化のロー
ドマップをつくっていくことが今後の大きな課題で
あると言えよう。

（３）タイの地方政治の特殊性
タイの地方政治の特殊性として、まず、政党が機
能していないということが挙げられる。日本や西欧
諸国では、政党は、地方政治においても、公益を明
確化し、政策を提案し、国と地方の政策を関連づけ、
地方政治家に党の方針の下で地域住民のために政治
活動をさせていく、といった点で重要な役割を担っ
ている。タイでは、首都バンコクを除いて、政党が
自らの名の下で地方選挙の候補者を立てるというこ
とはない。したがって、地方政治は、地方エリート
が選挙を勝ち抜くために非公式の緩いグループにま
とまって、
互いに競い合うということになる。グルー
プのリーダーは、一般的に地方政府の首長の候補者
となる。そして、通常は自らの負担で選挙運動を行
うこととなる。タイの地方政治において票の売買が
多いのは、こうした要素があるためと考えられる。
第二に、タイの地方政府は執行機関と議会からな
り、首長と議員は共に直接選挙で選出される。これ
は、チェック・アンド・バランスの原則に基づいて
いる。しかしながら、タイの場合、首長の力が強い
のに比べ、議会の力は極めて弱い。これは、地方政
治だけではなく国政においても同様に見られる特徴
であり、制度的に首長の力を強くしていることによ
る。例えば、首長は地方議会の解散を提案できるこ
ととなっている。タイ政治における首長と議会の関
係は、パトロン（保護者）とクライアント（被保護
者）の関係に近いと言える。地方議員は、
事柄によっ

（注）CEO 型県知事制度については、「タイにおける地方分権
化の動向」（自治体国際化協会、2003）の５頁に、次の
ような解説がある。
「内務省から派遣されている県知事は、
各県にある県庁（国の出先機関の集合体）の最高責任者
であるが、従来人事権や予算権が与えられておらず、関
係省庁等との調整業務に終始することが多く、その機能
を十分に発揮できないでいた（例えば、内務省以外の省
庁から派遣される職員は自分の出身省庁の言うことは聞
くが、県知事の言うことは聞かない等の弊害があった。）。
このため、地方行政の一層の効率化を図る目的から県
知 事 の 権 限 を 企 業 等 の 最 高 経 営 責 任 者（CEO；Chief
Executive Officer）のように強化する必要があるとして、
同制度が考案された。」
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被災地の復興に向けた交通インフラ、防災情報システム活用への期待
１．はじめに

て、今回の震災では 50 日で全線復旧を遂げている。
また、東北自動車道でも、耐震化対策が進んだ
ことから落橋などの大規模な被害が発生しなかっ
たため、地震発生から 11 日間で９割が応急復旧
を果たしている。

2011 年３月 11 日（金）に発生した東北地方
太平洋沖地震（東日本大震災）は 1,000 年に一
度の大地震と言われているほど、その被害は凄ま
じく、「想定外」という言葉が使われることが多
い。確かに今回の大地震は多くの人にとって想定
をはるかに超えるものであったが、その一方で、
1978 年の宮城県沖地震、1995 年の兵庫県南部
地震（阪神・淡路大震災）
、2004 年の新潟県中
越地震などの経験を生かした多くの災害予防対策
が、東日本大震災の被害を抑制する上で多大な効
果を発揮している。
大切なことは、
「想定外」という言葉を使うこ
となく、科学的な根拠のある可能な限りのケース
を想定して、災害予防対策を地道に続けることで
ある。
本稿では、交通インフラ、交通ネットワーク及
び防災情報システムを例に取り、被災地の復興に
向けた活用の在り方を検討したい。

（２）被災地周辺の交通インフラ、交通ネットワー
クのリダンダンシー効果
東日本大震災では復旧、復興に向けて被災地周
辺の交通インフラ、交通ネットワークが果たし
ている役割も大きい。大地震発生直後、被災地の
東北自動車道、常磐自動車道が通行不能になるな
ど、被災地住民のみならず多くの人々が影響を受
けた。しかし交通事業者や国・地方自治体、建設
事業者など関係者の努力の結果、迅速に代替交通
が確保され、復旧作業が早期に行われたことは各
方面から大いに評価されている。
まず、首都圏、中部、関西方面などからの救援
物資などの搬送では、関越自動車道、北陸自動車
道、日本海東北自動車道、磐越自動車道、山形自
動車道などの迂回ルートが用いられた。
また、大震災直後の３月 19 日には、茨城、栃木、
群馬各県の主要都市を結ぶ北関東自動車道の太田
桐生（群馬県太田市）－佐野田沼（栃木県佐野市）
の 18.6km が開通した。別の区間の通行止めも
同日解除され、北関東自動車道は東水戸道路を含
む全長約 150km が全線開通し、救援物資の輸送
路として重要な役割を担うこととなった。
例えば、前橋市、高崎市では、東日本大震災で
被災した水戸市、茨城町、ひたちなか市、大洗町
などからの要請を受け、支援物資を送っているが、
北関東自動車道を利用することにより、これまで
一般道で約４時間半かかった水戸、前橋両市の間
の移動は、約２時間に短縮された。北関東３県を
結ぶ自動車道は復興に向けての救援物資と各県民
の心を運ぶ幹線になるものと期待されている。
また、仙台空港が大津波の影響で国内定期便の
運航再開が７月 25 日まで要したが、周辺の花巻
空港、山形空港、福島空港などが早期に復旧した
ことにより、仙台空港の代替機能、補完機能を果
たすことが可能となった。

２．交通、防災情報分野での災害予防対策が東日
本大震災で効果を発揮した主な事例
（１）東北新幹線、東北自動車道で効果を発揮し
た災害予防対策
新聞報道によると、東北地方太平洋沖地震発生
時には東北新幹線は 27 本が運行中であったが、
１両の脱線も起きず負傷者も出ていない。最初の
揺れが到達する９秒前、最も大きな揺れの１分
10 秒前には、新幹線早期地震検知システムによ
り全列車で非常ブレーキを作動させ脱線を防いだ
という。
このシステムは、沿線に設置された地震計が検
知した揺れから地震の震源と規模を推定し、被害
が想定される範囲で一斉に送電を停止するととも
に自動的に非常ブレーキをかけて列車を停止させ
る。JR 東日本は、2004 年の新潟県中越地震で上
越新幹線が脱線したことを受けてシステムの改良
を重ねてきた。
東北新幹線は復旧も早かった。阪神・淡路大震
災では山陽新幹線の復旧に 81 日かかったのに対し
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同様に港湾についても、八戸港、釜石港、仙台
塩釜港、小名浜港、茨城港などが相互に補完しあい、
東北地方への物資輸送ネットワークとして活用さ
れてきた。
東日本大震災では、このような被災地周辺の交
通インフラ、交通ネットワークが被災地の復旧、
復興に多大な貢献を行っている。
実は 1995 年の兵庫県南部地震（阪神・淡路大震
災）の発生時にもこのような被災地周辺の交通イン
フラ、交通ネットワーク整備の必要性が唱えられ、
リダンダンシーという用語が引用された。リダン
ダンシー（Redundancy）とは直訳すると「冗長性」
を意味している。また、
狭義的には建造物や機械類・
システムの設計における余裕を指し、その対象物
に想定される負荷、及び、要求される性能に対し、
それより多め、
大きめに設計された「余裕」や「余地」
を指す。交通ネットワークにおいては自然災害等
が発生し、一部区間が途絶しても全体の機能不全
にはならないよう交通ネットワークの多重化を行
うことを指す。すなわち、
交通インフラについては、
被災地の交通インフラが損傷して機能不全に陥っ
ても、周辺の交通インフラを活用できれば、代替
機能を果たすことが可能になる。
平常時に、交通インフラの利用率や高速道路の
路線単位の採算性を議論する際には、リダンダン
シー（Redundancy）の重視は「余裕」や「余地」
というよりは、「無駄」や「非効率」として捉えが
ちである。しかし、自然災害が多く、今回のよう
な未曾有の大災害が起こりうる我が国では、行過
ぎた効率性の追求により、余裕が失われたネット
ワークが寸断されると想定外の被害をこうむるこ
とになる。

今日では、携帯電話会社が、気象庁の緊急地震
速報や地方公共団体の災害情報・避難情報を、当
該エリアの携帯電話利用者に一斉配信するサービ
スを提供するなど、情報提供サービスも充実して
きている。
3．被災地の復興に向けた交通インフラ、防災情報
システム活用への期待
東日本大震災の復旧・復興とともに、今後 30 年
以内に発生する確率が高いとされている首都直下
地震、東海地震、東南海地震などに備えるためには、
東日本大震災の様々な教訓に基づいて、交通や防
災情報システムなどの各種情報通信システムにさ
らなる改良を加えることが必要である。

（１）交通インフラ、交通ネットワーク活用への期待
東北新幹線、東北自動車道については、新幹線
早期地震検知システムや高速道路の耐震化が進ん
だことにより東日本大震災の被害が抑えられたこ
とは前述のとおりである。今回の大震災の教訓を
もとに、さらなるシステムの検知機能の強化、高
速道路、橋梁の施設の耐震化を推進し、世界有数
の防災システム、耐震技術として社会インフラ事
業の海外展開に活用していくべきである。
また、高盛土の仙台東部道路や常磐自動車道が
大津波の防御に多大な効果を発揮したことから、
沿岸部においては、都市計画、地域計画との整合
性を取りつつ、防災機能を備えた高盛土構造の防
災道路について検討するべきである。
さらに、災害時に機能する耐震性の高い多重型
交通ネットワークの構築に向けては、リダンダン
シー効果を加味した費用対効果分析を行い、整備
効果を見極めた上で、道路、港湾、空港、鉄道な
（３）防災情報システムの整備効果
さらに、今日まで防災情報システムが着実に整 どの重要な交通インフラの整備を着実に進めるべ
備されてきたことが、東日本大震災での被害抑制 きである。
に多大な効果をもたらした。
地震や台風など自然災害の多い日本では、人々 （２）防災情報システム活用への期待
防災関連省庁は、今回の大震災の教訓をもとに、
を守るために様々な防災情報システムが稼働して
地震発生時には、想定される最大規模の津波の大
おり、毎年、システムの機能強化・充実に努めて
いる。日本国内で地震が発生した際には、気象庁、 きさと到達時間を迅速に国民に伝え、津波情報が
海上保安庁、地方公共団体などが全国に設置した 精査されていく過程で最大規模の津波の大きさを
震度観測施設や潮位観測施設で計測されたデータ 修正していくことを基本にするべきである。また、
が気象庁のシステムに送信、集約される。この結 津波の到達が予想される地域に居合わせた人々に、
果に基づいて、報道機関や都道府県に対する震度 一刻も早く確実に警報を伝える手段の整備・普及
情報や津波警報などが提供されるほか、防災関連 をより一層推進していくべきである。
また、今回の大津波で課題が明らかになった自
省庁による地震、津波の監視が行われる。
動車利用者に対する警報伝達の仕組みの確立など
消防庁が整備した全国瞬時警報システム
（J-ALERT）は、通信衛星を利用して緊急地震速 も必要である。
これらのシステムの改良により、世界に誇れる
報や津波警報を地方公共団体に送信するとともに、
防災システムとして、日本の国際貢献に活用して
地方公共団体の防災行政無線やコミュニティ FM
いくべきである。
を自動起動する仕組みである。
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観光開発が進むのか、世界遺産に登録された平泉と小笠原
観光地として脚光を浴びるようになり、多くの人が
訪れるようになった。そのため、地面を這っていた
ブナの根は観光客に踏みつけられ、落ち葉は粉々に
なって雨に流されてしまう。本来の生態系が失われ
つつあるというのだ。これは屋久島や知床、そして
小笠原諸島にも言えることだ。ただ小笠原諸島の場
合、アクセスは極めて悪く、20 数時間もかかる船便
しかない。それがかえって幸いしているという声も
ある。間違っても、小笠原に飛行場を建設しような
どと考えてほしくない。世界遺産への登録は、観光
地として売り出すための手助けをするものではない。
貴重な文化財や自然を保存することに目的があるは
ずだ。世界遺産を有している自治体は、「文化財や自
然環境を保存・保護する」という世界遺産条約の理
念を決して忘れないでほしい。

今年６月にパリで開催されたユネスコの世界遺産
委員会で、岩手県の「平泉」と東京都管轄の「小笠
原諸島」が世界遺産に登録された。平泉は平安時代
の末期に奥州藤原氏による平泉文化が栄えた地だ。
国宝の金色堂がある中尊寺、浄土式庭園で知られる
毛越寺など、浄土思想を表わした建造物や庭園など
の普遍的価値が認められての登録となった。小笠原
諸島は、東京から 1,000km ほど南の太平洋上に浮か
ぶ島嶼群で、これまで一度も大陸と地続きになった
ことがないため、小笠原固有の動植物が数多く、独
自の進化を遂げている。これで日本の世界遺産は、
2007 年に登録された「石見銀山遺跡とその文化的景
観」に続いて 16 件目となる。
各国の文化財は自国の財産であるとともに、全世
界共通の財産でもある。それを世界各国が協力して
保護し保存に努めるべきだ、という世界的な動きの
中から世界遺産の制度は生まれた。1972 年に国連の
ユネスコ総会で採択された世界遺産条約（世界の文
化遺産・自然遺産の保護に関する条約）に基づいて、
世界的な価値を持つ文化財や自然が世界遺産に登録
される。世界遺産には文化遺産と自然遺産、複合遺
産の３種類があるが、日本の世界遺産は文化遺産が
今回登録された「平泉の文化遺産」を含めて 12 件、
自然遺産は同じく今回登録された「小笠原諸島」で
４件目、複合遺産は１件もない。
日本が世界遺産条約に加盟したのは、先進諸国の
中では最も遅い 1992 年になってからで、翌 93 年に
「法隆寺地域の仏教建造物」と「姫路城」が世界文化
遺産に、「白神山地」と「屋久島」が世界自然遺産に
登録された。それ以降、毎年のように登録地は増加
していった。東日本大震災で大きな被害を受けた岩
手県では、観光客の落ち込みが著しいだけに、平泉
の世界遺産登録は復興の起爆剤になると大きな期待
が寄せられている。確かに世界遺産に登録されると
ネームバリューが上がる。観光客数が登録される前
の２倍以上に増えた観光地も少なくない。
ただ気がかりなのは、観光地として売り出そうと
安易な開発に走り、文化財の保全が妨げられるので
はないかという懸念である。世界遺産に登録された
ことによって、自然が失われてしまったという例は
いくつもある。例えば、ブナの原生林が貴重だとし
て世界遺産に登録された青森と秋田の県境に横たわ
る白神山地は、登録される前まではほとんどその存
在すら知られておらず、自然が手つかずのまま残っ
ていた。しかし、世界遺産に登録されてからは一躍

日本の世界遺産
名

称

登録年度

所 在 地

種

1993

奈良

文化遺産

②姫路城

1993

兵庫

文化遺産

③白神山地

1993

青森・秋田

自然遺産

④屋久島

1993

鹿児島

自然遺産

⑤古都京都の文化財

1994

京都

文化遺産

⑥白川郷・五箇山の合掌造り集落

1995

岐阜・富山

文化遺産

⑦厳島神社

1996

広島

文化遺産

⑧原爆ドーム

1996

広島

文化遺産

⑨古都奈良の文化財

1998

奈良

文化遺産

⑩日光の社寺

1999

栃木

文化遺産

⑪琉球王国のグスク及び関連遺跡群

2000

沖縄

文化遺産

⑫紀伊山地の霊場と参詣道

2004

奈良・三重・和歌山

文化遺産

⑬知床

2005

北海道

自然遺産

⑭石見銀山遺跡とその文化的景観

2007

島根

文化遺産

⑮小笠原諸島

2011

東京

自然遺産

⑯平泉の文化遺産

2011

岩手

文化遺産

世界遺産登録候補地（暫定リスト）
名
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類

①法隆寺地域の仏教建造物

称

所

在

北海道・北東北の縄文遺跡

北海道・青森・岩手・秋田

佐渡鉱山の遺産群

新潟

富岡製糸場と絹産業遺産群

群馬

国立西洋美術館本館

東京

地

古都鎌倉の寺院、神社その他の建築物

神奈川

富士山

静岡・山梨

彦根城

滋賀

飛鳥・藤原の宮都と関連資産群

奈良

百舌鳥・古市古墳群

大阪

宗像・沖ノ島と関連遺産群

福岡

長崎の教会群とキリスト教関連遺産

長崎

九州・山口の近代化産業遺産群

山口・福岡・佐賀・長崎・熊本・鹿児島

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. 326

へき地をさがせ
神奈川県立足柄上病院外科

私は、平成９年に自治医大を卒業、初期研修後
１年間の研修病院での外科診療を経て３年間の診
療所勤務となりました。
「今の自分にできること
の全てを、この診療所でできる限りのことを」と
いう意気込みでスタートした診療所勤務でした
が、１人であることの不安が大きかったのも事実
です。幸い、車で 40 分の所に後方病院があった
こと、近隣の診療所には異なる診療科を選択した
卒業生が勤務しておりすぐに相談できる環境に
あったのは大変心強いものでした。また、地域医
療を充実させるためには、診療所スタッフ、保健
師などの町職員、訪問看護師、ケアマネージャー
などコメディカルスタッフとの連携が不可欠であ
ることを学びました。
その後、後期研修として県立がんセンターで２
年間臨床腫瘍学を学び、１年の診療所勤務をもっ
て９年間の義務年限を終了しましたが、このとき、
私の中にあったのは「自治医大生として神奈川の
へき地医療に貢献したいという反面、腫瘍外科医
としての修練も続けたいというもやもやした気持
ち」
「そもそも神奈川にへき地はあるのか？」
現在私は神奈川県西部、足柄上地区の中核病院
である足柄上病院の外科で勤務しております。一
般病床 290 床、自治医大神奈川県卒業生の臨床
研修病院でもあります。
赴任時にそれまでの乳腺診療担当者が異動した
ため、その後を担当することになりました。当院
の乳腺症例のほとんど全てを任され大変やりがい
を感じています。
「足柄上地区でも high volume
center と同じレベルの乳腺診療を展開する」こ
とを目標にしておりますが、乳腺専門の指導医
がいない環境で、初めのうちは「自分の診療が
common sense から外れていないだろうか」「診
断・手術の質は保てているのだろうか」という心
細さもありました。幸い、横浜地区、県西地区
の乳腺専門医とのネットワークができたこと、ま
た院内の診断部門や外来・病棟の看護師などのス
タッフのモチベーションも高く、当院の乳腺診療

吉田 達也（神奈川県）

が一歩一歩前進しているのを感じています。
神奈川には厚生労働省が定義するいわゆる「地
理的へき地」は存在しませんが、他都道府県と同
様に特定の診療科への選択希望者の減少、あるい
は大学医局からの派遣引上げ等で当院規模の施設
でも診療科ごとに見ると医師不足が存在し、「医
療の谷間」ができているのは事実です。
「質的医
療へき地」と言ってよいかもしれません。神奈川
県の医師確保対策も診療科別の医師偏在の解消を
目標に掲げています。もちろん「質的医療へき
地」には診療科の医師偏在だけでなく、病院診療
では手の届きにくいところ、例えば老々介護や在
宅末期患者に対する介護資源と共同しての在宅支
援等々もあるかと思いますが、実はそれらは我々
が既に診療所で行っていたことなのです。それら
を都市部に応用していくことが神奈川県卒業生に
求められていることだと私は考えております。
現在の私はと言えば、外科の、さらにその一領
域である乳腺外科という、診療所時代の primary
care と比べると非常に狭い領域で診療をしてお
りますが、担当するものがいなければそれを担い、
地域の乳腺診療の向上を目指すこの役割も自治医
大卒業生としての存在意義から少しも外れたもの
ではないと思っております。また、そのような環
境で医療を充実させるために必要な課題は、近隣
医師やコメディカルスタッフとの連携を例に挙げ
ましたが、診療所でも都市部における診療でも通
用する普遍的なものであり、施設の規模で変わる
ものではありません。
我々が灯をともすべき医療の谷間は「地理的へ
き地」のみに存在するのではなく、都市部にもま
だまだ存在するはずです。そして「神奈川の医療
の谷間とは何か」
「その谷間にどんな灯をともす
のか」を後輩たちと一緒に考えていきたい。それ
が自治医大卒業生としてただ１人研修病院に勤務
する私に与えられたもう一つの役割かと考えてお
ります。
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平成 24 年度「児童福祉週間」の標語を募集します
毎年５月５日の「こどもの日」から１週間を「児童福祉週間（５月５日～５月 11 日）」と定めて、
児童福祉の理念の普及・啓発のための各種行事を行っていますが、平成 24 年度の児童福祉週
間に向けて、その象徴となる標語を募集します。詳細については、（財）こども未来財団のホー
ムページ http://www.kodomomiraizaidan.or.jp/ を御参照いただくか、下記問合せ先まで御
照会ください。

募集期間

平成23年９月１日（木）～ 10月15日（土）
※郵送の場合、当日消印有効

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

へい

せい

ねん
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しゅう
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ご

ぼ

しゅう

平成２４年度 児童福祉週間標語募集
きぼう

ゆめ

とど

じ

どう

ふく

し

し ゅ う かん

ひょう ご

児童福祉週間とは�
子どもたちがいきいきと元気に幸せに育つためには
どうしたらいいかということをたくさんの人が考えたり、
このような考え方をたく さんの人に知ってもらうために、
国では毎年５月５日の「こどもの日」から１週間を「児童
福祉週間」として国民のみなさんに知らせています。

〈H２３年度最優秀作品〉
おいでおいで
みんなで一緒に遊ぼうよ

“平成２３年度こどもの城 「こいのぼりがいっぱい！」の様子から”

■主 催 者 厚生労働省、（社福）全国社会福祉協議会、（財）こども未来財団
■問合せ先 （財）こども未来財団 研修調査部
TEL：03-6402-4825
48

Information

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

北海道
青森県
秋田県
岩手県
山形県
宮城県
福島県
新潟県
東京都
群馬県
栃木県
茨城県
埼玉県
千葉県
神奈川県

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
北海道・東北Ｂ－１グランプリ in AOMORI

H23 年 7 月 20 日～ 10 月 23 日
H23 年 9 月 17 日～ 18 日

平成 23 年度「あおもり街かど探偵団」

H23 年 9 月 24 日・10 月 1 日

りんごの里板柳・丸かじりウオーク

H23 年 10 月 9 日

東北の元気回復プロジェクト～「ニッポンの笑顔」秋田から！～

H23 年 4 月 21 日～

秋田県観光総合ガイド イベントや見どころなど旬の情報が満載！

－

秋田の物産情報サイト

－

特産品やイベントの情報をお届けします

岩手県イベントカレンダー

－

全国各地における「山形県物産展」の開催情報

－

山形～東京便（山形空港利用）のお得な助成のご案内

H23 年 5 月 1 日～Ｈ 24 年 3 月 31 日

もがみ湯めぐりスタンプラリーのご案内

H23 年 8 月 8 日～Ｈ 24 年 2 月 29 日

みやぎ観光 NAVI

－

食材王国みやぎ

－

会津 IT 秋フォーラム 2011 ～ IT でつなぐ

ふくしまの未来～

福島県男女共生センター開館 10 年記念 宿泊料「半額」キャンペーン実施中
「がんばろう福島 生きる力・美の力」展 県内 6 美術館の代表作が勢揃い
第 10 回にいがた総おどり
表参道・新潟館ネスパス
日本橋にいがた館

H23 年 10 月 14 日
～ H24 年 3 月 31 日
Ｈ 23 年 9 月 10 日～ 10 月 16 日
H23 年 9 月 17 日～ 9 月 19 日

うまさぎっしり新潟

秋フェスタ

にいがたオータムフェア

イベントカレンダー

H23 年 9 月 16 日～ 9 月 19 日
H23 年 10 月 2 日～ 10 月 6 日
－

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

－

きて

みて

さわって

コキアカーニバル

H23 年 9 月 17 日～ 10 月 23 日

2011 動物愛護フェスティバル

H23 年 9 月 18 日

東日本大震災復興祈願 第 80 回記念土浦全国花火競技大会

H23 年 10 月 1 日

日本一の群生を誇る巾着田の曼珠沙華。100 万本が咲き乱れます。

H23 年 9 月中旬～下旬

平安時代から続く、古尾谷八幡神社の「ほろ祭り」
。ホロと呼ばれる
ショイコを児童が背負い、みこしの供をして六方を踏んで歩きます。

H23 年 9 月 18 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
ふじのくに芸術祭 2011 の開催

H23 年 4 月 1 日～ H24 年 3 月 31 日
－
H23 年 9 月 16 日～ 10 月 10 日

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。

－

観光・イベント情報が満載！「とやま観光ナビ」

－

県内の最新情報をお届け！
「Toyama Just Now」～メルマガ配信中～

－

東日本大震災復興支援「とどけよう スポーツの力を東北へ！」
日本スポーツマスターズ 2011 石川大会
「ぎふ清流国体」競技別リハーサル大会を開催中

ゴルフ：H23 年 9 月 14 日～ 9 月 16 日
H23 年 1 月～

「ぎふを旅して日本を元気に！」キャンペーン

第３弾

国際陶磁器フェスティバル美濃’
11
東日本大震災

H23 年 9 月 16 日～ 9 月 20 日
水泳：H23 年 8 月 27 日～ 28 日

H23 年 7 月 16 日～ 9 月 30 日
H23 年 9 月 16 日～ 10 月 23 日

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

Ｈ 23 年 7 月 1 日～ 9 月 30 日

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

福井県恐竜博物館 特別展「新説・恐竜の成長」
伝えたいふるさとの景観

心に残る

福井ふるさと百選

H23 年 7 月 8 日～ 10 月 10 日
－

湖国の鳴く虫たち - 庭の小さな音楽家 -

H23 年 9 月 17 日～ 11 月 6 日

第 65 回全国レクリエーション大会ＩＮしが 大会実行委員会事務局：TEL 077-532-9156

H23 年 9 月 23 日～ 9 月 25 日

探訪高島の拠点城郭「清水山城を歩く」
平成 23 年は京都文化年

H23 年 9 月 25 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」
南河内のおいしいもんを召し上がれ！
「大阪産（もん）めぐりスタンプラリー」実施中
やまと花ごよみ 2011

H23 年 10 月 29 日～ 11 月 6 日
～ H24 年３月 31 日
H23 年 7 月 30 日～ 11 月 30 日
H23 年 10 月１日～ 10 月 16 日

特別陳列「富本憲吉～模様の世界」

H23 年９月６日～ 10 月 10 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

第６回 ゆるキャラⓇカップ in 鳥取砂丘
第 31 回

H23 年 10 月 15 日～ 16 日

全国豊かな海づくり大会鳥取大会の開催
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H23 年 10 月 29 ～ 30 日

Information

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

H23 年 11 月 13 日～ 12 月 4 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

ウォーキング！山口 100 選 マイレージキャンペーン実施中

～Ｈ 23 年 12 月 31 日

県立萩美術館 ･ 浦上記念館で「古陶の譜 中世のやきもの 」を開催

～Ｈ 23 年 9 月 25 日

県立美術館で「松崎天神縁起 700 年記念 防府天満宮展」を開催

Ｈ 23 年 9 月 22 日～ 11 月 6 日

ART SETOUCHI 秋

Ｈ 23 年 9 月 10 日～ 10 月 10 日

「てくてくさぬき秋」を楽しむ

－

「瀬戸大橋スカイツアー」参加者募集中

～Ｈ 23 年 9 月 26 日（実施日：Ｈ 23 年 10 月 15 日ほか）

メールマガジン「東京徳島通信」を創刊！
首都圏で開催する観光物産展等のイベント情報を中心に、徳島に
関する情報を広くお知らせします。

－

展覧会「吉村作治の古代七つの文明展～人と地球と太陽の船～」

H23 年 9 月 11 日～ 11 月 13 日

南予グルメ選手権 2011 南予地方局地域政策課：TEL 0895-22-5211

H23 年 10 月 8 日～ 10 月 9 日

えひめ・まつやま産業まつり 愛媛県農産園芸課：TEL 089-912-2557

H23 年 10 月 22 日～ 10 月 23 日

「志国高知 龍馬ふるさと博」で「土佐の豊穣祭」を開催！

H23 年 9 月 24 日～ 11 月 6 日

高知県梼原町で、第 1 回 龍馬脱藩マラソン大会を開催！

H23 年 10 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

産業観光促進キャンペーン 産業観光ふくおか モノづくりモノがたり

～ H23 年 9 月 23 日

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～

－

「第 10 回 伊万里・有田焼伝統工芸士展」開催 九州陶磁文化館：TEL 0955-43-3681

H23 年 9 月 3 日～ 25 日

佐賀のお城下ナイトウォークツアー第三弾 ～河童の伝言・遠い笛～ 実施中
「第 28 回 富士町古湯映画祭」開催
来てみんね！長崎

H23 年 7 月 16 日～ 9 月 24 日（毎週土曜日）
H23 年 9 月 23 日～ 25 日

食 KING 王国 旅と食のキャンペーン開催中

「小鹿田焼民陶祭」が開催されます。

H23 年 6 月 1 日～ H24 年 3 月 31 日
H23 年 10 月 9 日～ 10 月 10 日

古くから国東市に伝わる「ケベス祭」（国選択無形民族文化財）
日本指折りの奇祭として注目されています。
イベント情報

H23 年 10 月 14 日
－

古代山城サミット山鹿・菊池大会を開催

H23 年 10 月 7 日～ 10 月 8 日

第 24 回全国健康福祉祭くまもと大会 ねんりんピック 2011（ふれ愛）熊本を開催

H23 年 10 月 15 日～ 10 月 18 日

イベントカレンダー

－

宮崎県広報の Twitter（ツイッター）をフォローしませんか

－

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

かごしま黒豚 Week ！＆あじわいフェスタ ( 仮称 ) を開催
「青森 ･ 鹿児島共同キャンペーン」 縄文シンポジウム・物産フェア開催 かごしま PR 課：TEL 099-286-3048

Week；H23 年 10 月 24 日～ 10 月 30 日 フェスタ；H23 年 10 月 30 日
H23 年 10 月下旬～ 11 月下旬（予定）

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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！

苦情情報センター
苦情情報センター

「地方分権苦情情報センター」
「地方分権苦情情報センター」
への情報提供を
への情報提供を

！

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

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

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

せていただきます。

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

・電子メール kouhou@nga.gr.jp
・ファクシミリ 03-5212-9135
※なお、ご担当者の職・氏名・連絡先（電話番号・メールアドレス等）もご記入ください。

連絡窓口：全国知事会連絡広報部

「先進政策バンク」の一般公開について
「先進政策バンク」の一般公開について

全 国 知 事 会
全 国 知 事 会

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

連絡窓口：全国知事会研究室

国民の皆様にも幅広くご理解の上、ご活用いただきたいと思います。

TEL

：03-5212-9136

FAX

：03-5212-9135

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

表

説
解
紙

じてんしゃ王国

埼玉

埼玉県

埼玉県は「自転車発祥の地」
。18 世紀の初め、

ス途中では川

武蔵国児玉郡北堀村（現在の埼玉県本庄市北堀）

島町の「すっ

の庄田門弥が世界で初めて「陸船車」という現代

たて」や吉見

の自転車の原型を発明しました。表紙の写真はそ

町の「イチゴ

の模型で、本庄市立歴史民俗資料館に展示されて

アイス」など

います。

のご当地グル

ほかにも県民１人当たりの自転車保有台数は

メを振る舞い、埼玉の魅力と自転車の楽しさを満

0.76 台で日本一。自転車の出荷台数も日本一。勾

喫していただきます。川幅日本一の注目スポット

配がゆるやかな地形の面積割合も日本一で、埼玉

があるほか、荒川土手には彼岸花が美しく咲き誇

県はまさに「じてんしゃ王国」なのです。

ります。今年のテーマは「埼玉から広げようマナー

埼玉県では、自転車に対する高いポテンシャル

アップの輪」
。
「じてんしゃ王国」を宣言する埼玉

を背景に、県民の自転車利用ムーブメントを起こ

県が率先して、日本へ、世界へマナーアップと交

しながら、埼玉の魅力を全国に発信する取組を進

通安全を呼びかけます。

めています。

取組の一つが 10 月 16 日に開催される「第２回

お問合せ
埼玉県県民生活部広聴広報課企画調整担当
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埼玉サイクリングフェスティバル」
。人気の荒川自

転車道をスピードではなくのんびりを楽しみなが
ら 1,000 人の参加者がサイクリングします。コー

でしょうか。ただ、夏休みが短くなっても、楽しかっ
た夏休みの思い出話に花を咲かせている姿は、とて
も微笑ましいものでした。
今年の夏は空前の円高などで海外旅行に出かける
人が多かったようですが、皆さんはどのような夏休

▼相変わらず厳しい残暑が続いていますが、朝方、

みを過ごされたのでしょうか。

涼しい風に少しだけ秋の気配を感じるようになりま

▼今月号では「知事随想」を飯泉徳島県知事、
「あ

した。ある朝の通勤途中、小学生たちがにぎやかに

る日の知事」を大村愛知県知事に寄稿していただき

登校するところに出会いました。東京の小学校は８

ました。

月末まで夏休みだったような記憶があり、いつから

また、｢特集 知事が語る～我が都道府県の平成 23

早まったのだろうかと思っていたら、８月末までの

年度施政方針と重点施策」を佐藤福島県知事、大村

ところもあり、区によって夏休みの期間が違うこと

愛知県知事、小川福岡県知事、古川佐賀県知事及び

を知りました。ゆとり教育が終了し、学習内容の見

河野宮崎県知事にご寄稿いただきました。
（陽）

直しにより授業時間が増えたことが影響しているの
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