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富山県
「高志の国文学館」来年夏開館
〜「ふるさと文学」の振興に向けて〜
たち やま

を気軽に楽しみ学ぶ機会を提供」、「深く調べる・発表

「立山に 降り置ける雪を 常夏に 見れども
かむ

する・創作する刺激ともなる場の提供」の三つを基本

飽かず 神からならし」（万葉集・巻 17・4001）

理念に、幅広い世代の人たちが気軽に何度でも行きた

古くは奈良時代、越中国守として赴任した大伴家持

くなるような施設を目指しています。この文学館は、

が、
万葉集で 223 首もの越中ゆかりの歌を詠んで以来、

富山市中心部のアクセスしやすい場所に位置し、平成

富山ゆかりの文学作品が数多く生まれています。これ

21 年３月に廃止した知事公館を増改築して有効に活

まで、富山県からは堀田善衞、角川源義、源氏鶏太、

用し、効率的に魅力ある施設整備となるよう配慮して

木崎さと子など多くの優れた作家が輩出されているほ

います。

か、宮本輝の『螢川』
、柏原兵三の『長い道』
、新田次

開館年度の企画展については、「大伴家持と越中万

郎の『劔岳 点の記』など、本県を舞台とした多彩な文

葉」、
「富山を描く映画の世界」、
「藤子不二雄Ⓐの世界」

学作品が生み出されてきました。

を開催する予定であり、子どもから大人まで、ふるさ
と文学に親しんで、楽しく学ぶことができるよう、現
在その準備を進めております。
また、文学館には、
「ラ・ベットラ・ダ・オチアイ」
（落
合務シェフ）の出店が決まっており、ふるさと文学の
魅力だけでなく、海山の幸に恵まれた地元富山の食材
を生かした美味しいイタリア料理も多くの方々に楽し
んでいただきたいと考えています。
県では、文学館の開館に向け着実に整備を進めてい
くとともに、各種県民講座などの催し物やふるさと文

万葉集にも詠まれた立山連峰

学情景作品の募集、貴重な文学作品の収集・保存・展
示など、今後も子どもから大人まで、より多くの方々

富山県では、本県の美しく豊かな自然や風土の中で

がふるさと文学の魅力に触れ、親しむことができる環

育まれてきたこれらの文学作品を「ふるさと文学」と

境づくりを進めていきます。

して、郷土の歴史や文化を再認識し、継承・発展させ
ていくための県民共有の大切な財産と考え、ふるさと
文学の振興に取り組んでいます。
その拠点として、来年夏の開館を目指し整備を進め
ている文学館について、このほど条例が制定され、正
こ

し

くに

こ

し

「高 志
式名称が「高 志 の国 文学館」に決定しました。
くに

の国 」という言葉には、越中万葉の時代から約 1300
年の富山県の悠久の歴史の時間軸と、越前・越中・越
後といった現在の富山県の区域を越えた広がりのある
地域軸が表現されており、また、今の時代に一番必要
な“高い志”という意味も込められています。

こ

し

くに

「高志の国文学館」の完成イメージ

また、あわせて、開館時間や休館日、観覧料など、文
学館に関する管理運営の基本的な事項を決定しました。

█お問合せ
富山県生活環境文化部
文化振興課
TEL 076-444-8929

文学館は、「ゆかりの作家や作品をわかりやすく紹
介するふるさと文学の総合窓口」
、
「文学作品のみなら
ず、絵本、映画、漫画、アニメなど幅広い分野の作品
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科学する心を育む
富山県知事

斉の宰相・管仲は「一年之計 莫如樹穀、
十年之計 莫如樹木、終身之計 莫如樹人」
という言葉を残しています。一年の計画
には穀物を植えるのが最も良い、十年の
計画には木を植えるのが最も良い、そし
て終身の計、百年の計画としては人材を
育てるのが最も良いという意味です。
私は知事に就任以来、県民一人ひとり
が輝いて生きられる「元気な富山県」の
創造を県政の目標としてきました。その
ため、「活力」、「未来」、「安心」の三つの
基本政策を掲げるとともに、これらの三
分野を通じて、
「人づくり」を重要政策と
して打ち出し、各般の施策を推進してき
ました。
少子高齢化・人口減やグローバル化が
進展する変化の激しい、先の見えにくい
時代にあって、子どもたちには、夢、情熱、
志を持って大いにチャレンジ精神を発揮
し、多くの課題や困難に立ち向かっていっ
てほしい。その際には、科学的な見方や
論理的な考え方を身に付け、物事の根底
や背後にある原理や真理を探究し感得で

きる幅広い視野、直観力を育むことが大
切です。そのため、教育委員会や教育関
係者の方などとも相談しながら、子ども
たちの科学に対する興味や関心を高める
とともに、科学的な才能や論理的な思考
力等を伸ばす科学教育の充実にも取り組
んでいるところです。
例えば、これまで県内では５校に理数
科が設けられていましたが、その成果を
さらに発展させ、科学的な思考力や課題
解決能力等の育成を目指す新しいタイプ
の学科として、この４月、３校に「探究
科学科」を開設したところです。具体的
には、数学や理科に関する専門性の高い
学習に重点を置く「理数科学科」に加え、
新たに国語や地理歴史、公民、英語に関
する専門性の高い学習に重点を置く「人
文社会科学科」を設置しました。理系・
文系の両分野で、探究的な学習やより高
度な学習に取り組み、高い学力や科学的
な思考力、課題解決能力などとともに、
科学する心を育み、高い志や豊かな人間
性など、高校卒業後の大学等での学問研
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究や社会で活かすことができる能力の育
成を目指しています。
また、子どもたちの科学に対する興味・
関心を高め、科学的な才能や論理的な思
考力、問題解決能力など、多くの子ども
たちが持っている様々な力や可能性を伸
ばす機会として、「とやま科学オリンピッ
ク」を開催することとしました。
この「とやま科学オリンピック」は、
県内外の有識者や学校関係者などからな
る調査検討委員会を設けて基本構想を取
りまとめるなど、県教育委員会が中心と
なり２年ほど前から開催に向けた準備を
進めてきたものです。
小学生から高校生まで参加対象が広い
こと、数学や理科を中心とした自然科学
分野だけでなく、国語や社会を中心とす
る人文・社会科学についても幅広く対象
にしていること、富山県の豊かな自然や
文化、歴史、ものづくりの伝統などにち
なんだ出題となっていること、また、高
校部門においては、ペーパーテストに加
え２人一組のグループでの実験・観察も
取り入れていることなど、富山ならでは
の内容となっています。
今年の２月 20 日には、プレ大会を実
施しましたが、予想をはるかに上回る、小、
中、高校生合わせて 520 名の参加があり
ました。当日は、私も会場を視察し、期
待した以上に子どもたちが生き生きと取
り組んでいる姿を見ることができ、「難し
かったけれど楽しかった。また参加した
い。」との感想を直接聞くことができまし
た。また、高校生が理科実験の場で、目

を輝かせてチャレンジする姿を見て、も
のづくりなど明日の富山県を担う人材育
成に手応えを感じたところです。事後の
アンケートでも「参加してよかった」と
答える参加者が非常に多く、「やる気が一
層増した」など意欲的で、向上心が伝わっ
てくる感想がたくさんあり、大変うれし
く思っています。
これらの成果をふまえ、今年８月には、
「とやま科学オリンピック」初めてとなる
本大会として小・中学校部門の予選を実
施したところです。これには、プレ大会
を大きく上回る、約 700 名もの小、中学
生が参加し、ふるさと富山を題材にした
問題に真剣な表情で挑戦していました。
11 月には、小・中学校部門の決勝及び高
校部門を実施することとしていますが、
この大会が、友だちと切磋琢磨し、良い
意味で競い合って、本当に興味関心を持
てるものを見つける良いきっかけになれ
ばと期待しているところです。
私の願いは、すべての子どもたちが、
グローバル化が進展するなか根無し草と
ならないよう、ふるさと富山に誇りと愛
着を持ちながら、富山県はもとより国の
内外で広く活躍できる人材へと成長して
くれることです。今後とも、
「探究科学科」
や「とやま科学オリンピック」など、科
学する心を育む、富山ならではの質の高
い教育、いわば「富山スタンダード」の
一つとして取り組み、明日の富山県を担
い、全国や世界に羽ばたき、未来を切り
拓く若者を育てていきたいと考えていま
す。
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栃木県知事

女子サッカー世界一のヒロインたちの訪問

福田 富一

を PR した。
当日はメインステージで氷彫刻の第一人者、清水三男
さんによる涼しげな氷彫刻のパフォーマンスが行われた
ほか、会場では地酒や宇都宮餃子のほか、採れたての夏
野菜やクワガタムシが販売され、多くの人が往来する有
楽町駅前で好評を博していた。
この後、横浜でも「栃木へ来らっせ！フェア」を開催
するが、これらのイベントや PR 活動を通じて、栃木県
の現状を理解いただき、その魅力を感じていただければ、
風評被害を恐れることはないのではないかと思う。今後
とも市町や観光事業者の皆さんと力を合わせて観光客の
誘客に取り組んでいきたい。

７月 21 日（木）
毎日酷暑が続いていたが、台風一過の清々しい日と
なった。そのような日に熱い戦いを勝ち抜き、世界一と
なったヒロインたちが、
優勝報告に来てくれた。サッカー
女子ワールドカップで優勝した「なでしこジャパン」の
安藤梢選手と鮫島彩選手である。決して大きな体とは言
えないが、凛としたその姿には、心に秘めた信念や闘志
を感じる。その心の強さが自分よりはるかに大きく技術
力も高い海外の選手たちを上回り、優勝できた一つの要
因に思える。
「なでしこジャパン」が一丸となってつかんだ快挙は、
大震災後のうつむき気味の日本にとって一筋の光明と
なった。このような中で、本県出身の二人の選手が、決
勝という最高のピッチで大活躍したことは、私たち 200
万県民に元気と勇気を与えてくれた。これからもますま
す輝きを放ち、
「最後まであきらめない気持ち」を大切
に活躍することを願うばかりである。世界一本当におめ
でとう。そして大きな夢と感動をありがとう。

私も栃木県の安全性と魅力を PR させていただいた。

とちぎ元気フォーラム（高校生版）
７月 27 日（水）
県内の高校生の皆さんと直接話し合う「知事と高校生
の意見交換」に出席した。
これは「ふれあい活動高校生のつどい」の一環として
開催するものであるが、県民の皆さんと私の意見交換の
場である「とちぎ元気フォーラム」の高校生版としても
位置付けており、県内各市町で開催する「地域版」や
20 歳～ 30 歳代を対象とした「青年版」とは違った斬新
な意見をいただけるのが、毎年楽しみでもある。
会場には約 90 名の高校生の熱気。意見交換では、今
年のテーマ「魅力ある栃木を目指して」にふさわしく
「高校と企業の連携による特産品を使ったＢ級グルメの
開発」や「栃木のローカルヒーローが活躍する特撮テレ
ビ番組の制作」などの高校生らしい夢のある意見が多く、
私も一緒になって栃木の未来に夢を馳せた。
このほか、
「海外向けの観光 PR」や「新たなエネルギー
の導入」に関する県の取組についての質問などもあり、

「なでしこ」のヒロインたちを迎えて

「栃木へ来らっせ！フェア」
７月 24 日 ( 日 )
栃木県は奥日光や那須高原など清涼な伝統あるリゾー
ト地があることなどから、例年夏休みに多くのお客様を
お迎えしている。しかし、今年は３月 11 日の東日本大
震災以降、東京電力福島第１原子力発電所の問題などに
よる風評被害がおさまっておらず、この夏の本県観光産
業などへの影響が心配された。そのため、風評被害対策
の一環として、PR イベント「栃木へ来らっせ！フェア」
を実施することとし、私も会場で栃木県の安全性と魅力
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これからの栃木県を担っていく若者として非常に頼もし
く感じられた。
彼らがいつまでも夢や希望を持ち続けることのできる
魅力ある“とちぎ”を目指し、これからもまい進してい
きたい。

いて」である。会議では、放射性物質の検査体制や牛肉
を始めとする県産農産物の安全性の PR、風評被害に対
する損害賠償などについて、多くの意見が出された。
３月の東日本大震災以降全ての市長・町長に集まって
いただくのは３回目になるが、当面の最重要課題に対す
る皆様の強い思いを改めて感じた。
県においては、これまで、地震発生直後に災害対策本
部を設置し、復旧対策に当たるとともに、復興推進本部
を設置し、県産農産物や観光地等の風評被害対策や今夏
の節電対策等に取り組んできた。
市長・町長の皆様には、避難所の設置・運営や被災者
の生活の再建、県と一体となった県内外被災地への職員
派遣、放射能の各種モニタリング調査など様々な御協力
をいただいた。おかげで、まだ十分とは言えないが、県
民の生活は落ち着きを取り戻してきているのではないか。
震災からの復旧・復興を進めるためには、県と市町の
連携を強化していくことが何より重要である。今後とも
県と市町の協力体制を築いていきたい。

『釜飯倶楽部』〜さあ「声」出して行こう！〜
８月 23 日（火）
若手職員の新しい発想・感覚を積極的に県政に生かす
ため、私と若手職員が直接話し合う「釜飯倶楽部」を平
成 18 年度から開催している。
これまで、
全庁一斉消灯日「県庁ライトダウンデー」
（毎
月第１水曜日）や庁舎を活用した「結婚式」
（９組のカッ
プルが誕生）など倶楽部から生まれたアイデアを実施し
てきた。
今日は、今年度第１回戦である。場所は特別会議室。
職員は若干緊張をしているが、瞳は輝きを見せている。
私も気合いが入る。
一人一人の発言に耳を傾け、職員とキャッチボール。
あっと言う間に制限時間。
延長戦。
「釜めし」と「地酒」を食す（まさに「同じ
釜の飯を食う」
）
。
徐々に職員の本音トークが始まる。実に楽しく、エネ
ルギーをもらう。何気ないトークに「ハッ」と思う。大
事にしていきたい。
これからの時代「元気なとちぎ」をつくっていくには、
若い世代の感覚が必要不可欠である。いろいろな人のい
ろいろな考えを吸収し、横のつながりも大切にしながら、
最前線で活躍して欲しい。次回はどんなアイデアが出て
くるのか、実に楽しみである。
さあ「声」出して行こう！『ファイとちぎ！！』

政策懇談会の今年のテーマは「栃木県における震災復興の取組について」

とちぎ企業立地セミナー
８月 31 日（水）
栃木県には世界的にも知られた多くの企業が立地して
いる。こうした企業が県内の経済、雇用に果たしている
役割が大きいことは言うまでもない。そこで今年度から、
と

ち

ぎ

の

い

い

も

の

東京事務所に栃木県企業誘致・県産品販売推進本部を設
置し、県内への企業誘致を積極的に推し進めているとこ
ろだ。今日はこの一環として、東京で、企業の役員や幹
部の方を対象に、栃木県の優れた立地環境について、プ
レゼンテーションを行った。
本県は今年、北関東自動車道の全線開通によって、茨
城の港への時間が大幅に短縮されたほか、首都圏を通ら
ずに中京・関西方面にアクセスできるようになった。ま
た、企業の立地や定着促進の補助金の対象に、生産設備
を加えるなど、優遇制度の拡充を図った。
電力不足や円高など、ものづくり企業が厳しい状況に
おかれている中、企業誘致における地域間競争はますま
す激化することが予想される。こうした中にあって、栃
木県の優位性を PR することにより、優良な企業を数多
く誘致し、本県の経済活性化につなげていきたいと考え
ている。

「釜めし」と「地酒」と「職員」と「私」

市町長との政策懇談会
８月 30 日（火）
県公館で「政策懇談会」を開催した。政策懇談会は、
知事と市長・町長が一堂に会し、県と市町村に共通する
特定事項について、意見交換することを目的に毎年開い
ている。
今年のテーマは「栃木県における震災復興の取組につ
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山梨県は、ぶどうや桃に代表される果樹王国です。また、日本の
ワイン発祥の地でもあります。近年、山梨県産のワインは国内にと
どまらず世界へ飛躍しようとしています。

こうした中、ワインツーリズムという新しい形の旅行が生まれま

した。今までの単なるワイナリー見学ではなく、つくり手とふれあい、
ワインが生まれた土地を散策しながら食や文化を体感する、ワイン
王国・山梨にふさわしいイベントが定着しています。ワインツーリ

ズム 2011 は、
11 月５日（土曜日）と６日（日曜日）に開催予定です。
紅葉美しい秋の山梨に、是非、お越しください。

日本のぶどうとワインのふるさと、秋の山梨へようこそ
食
①ぶどう
全国一の生産量を誇ります。ぶどうの王様・巨峰を
始め、ピオーネやロザリオビアンコなど、おなじみの
品種はもちろん、ゴルビーやシャインマスカットなど
の新品種も盛んに栽培されています。収穫時期が７月
～ 11 月と、長期にわたって多品種が楽しめるのも本
県の魅力です。
また、甲州種は生食とともに、日本の代表的な白ワ
インの原料としても利用され、国産ワインコンクール
2011 の甲州部門には、118 銘柄ものエントリーがあ
りました。

②ワイン
明治の初め、甲府市に作られた葡萄酒醸造場が、近
代ワイン醸造の始まりです。その後、勝沼の２人の青
年が海を渡り、フランスで醸造技術を学び、広めまし
た。現在では 80 社強のワイナリーがあり、国内生産
量の約３割を占めています。

③ころ柿
甲州市に伝わる干し柿の一種で、
「枯露柿」という当
て字もあります。松里地区が特に有名で、手間と時間を
かけて作られる高級品です。冬が近づくと、家々の軒先
に橙色の柿がずらりと並び、風に揺れる光景は壮観です。

ぶどう（巨峰）

ぶどう（甲州）
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④ほうとう
小麦粉を練った
麺を野菜やきのこ
と共に味噌で煮込
ん だ、 山 梨 の 代
表的な郷土料理で
す。麺以外の具は
家庭によって様々
ですが、野菜をバランス良くたくさん摂れる栄養食
です。
⑤甲府鳥もつ煮
みなさまの縁を
とりもつ隊が、平
成 22 年 の B-1 グ
ランプリ in 厚木で
ゴールドグランプ
リを受賞し、今年
９月に開催された
第１回関東 B-1 グランプリでもゴールドグランプリに
輝きました。甲府鳥もつ煮は、一般的なモツ料理とは
異なり、鳥のモツを少なめのタレで手早く一気に煮る
ため、強い照りが出るのが特徴です。この鳥もつ煮を
始めとしたご当地グルメのイベントが、甲府市で 12
月３日（土曜日）と４日（日曜日）に開催されます。

③雲峰寺
大善寺と同じく、行基
が開祖と言われるお寺で
す。孫子の旗（いわゆる
「風林火山」の旗）や日
本最古の日の丸を保存し
ています。

④大日影トンネル遊歩道
実際に中央本線で使用
していた、レンガ造りの
トンネルを歩くことが で
きます。すぐ隣には、ト
ンネルを利用したワイン
カーヴもあります。

⑤ぶどうの丘
甲州市が運営する施設
です。市の審査会で認め
られたワインが常時 180
銘柄ほど揃えてあり、試
飲もできます（有料）。

名所
①恵林寺
武田信玄の菩提
寺として知られる
お寺です。庭園は
国の名勝に指定さ
れています。

ぶどうの丘（ワインセラー）

（外観）

②大善寺
奈良時代に行基
が葡萄を持った薬
師如来像を建立し
たことが縁起と言
われています。本
堂は国宝です。

やまなし大使

武田菱丸

お問合せ
（社）やまなし観光推進機構
甲府市丸の内 1-8-17 TEL:055-231-2722
富士の国やまなし観光ネット
http://www.yamanashi-kankou.jp/
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岩手県

への

未 来

遺 産

世界遺産「平泉の文化遺産」

奥州藤原氏が 11 世紀末から 12 世紀末にかけて、
約 100 年の栄華を誇った平泉。その様子を今に伝
える「平泉の文化遺産」は、平成 13 年に世界遺産
登録の前提となる世界遺産暫定一覧表に登載されて
から、ちょうど 10 年目の今年６月に、パリで開催
された第 35 回ユネスコ世界遺産委員会において「平
泉－仏国土 ( 浄土 ) を表す建築・庭園及び考古学的
遺跡群－」として世界遺産に登録されました。日本
では 12 番目、東北では初の文化遺産としての登録
です。
「平泉の文化遺産」の特徴は、仏教の中でも、特
に浄土思想の考え方に基づいて造られた多様な寺院
などの建築や庭園が、考古学的遺跡も含めて一群と
して良好な状態で残されていることや、浄土庭園に
よって、この世に理想世界をつくり出そうとしたと
いうところにあり、また、それらは、インドや中国・
朝鮮半島を経て伝わった仏教が、日本で独自の価値
観として発展を遂げた結果生み出されたものである
というところにあります。

金色堂新覆堂
奥州藤原氏の栄華を象徴する阿弥陀堂建築の金色堂を保護する覆堂

人類共通の宝となった今、先人から受け継いだ財
産を良好に保存し、末永く後世に引き継いでいくこ
とが私たちの願いであり世界に向けての約束です。

無量光院跡と金鶏山
極楽浄土信仰を伝える寺院遺跡と背後の山

毛越寺浄土庭園
仏教と共に伝来した作庭技術と在来の信仰技術との融合の結果生み
出された浄土庭園

現在では、建物の多くが焼失し、往時の様子を目
の当たりにすることができるのは、阿弥陀堂建築と
しての中尊寺金色堂や、復原整備された浄土庭園な
どに限られていますが、ほとんど手つかずのまま地
下に残された遺跡や関係する多くの芸能などが、そ
の時々の地域に住む人々や為政者の手によって、大
切に守り続けられ今日まで受け継がれています。

〈お問合せ〉
岩手県教育委員会事務局生涯学習文化課
TEL 019-629-6177
HP http://www.pref.iwate.jp/~hp0907/index.html

8

沖縄は漆器を製作する地として、漆の
乾燥に必要な温度と湿度がまさに最適な
場所であり、起源は定かではありません
が、古くから漆器の製作が行われてきま
した。
琉球漆器は、琉球王国時代、首里城内
で生活用品から祭事器にいたるまで用い
られるとともに、一方では中国への進貢
品として、また江戸上りの際は将軍家へ
の献上品として用いられた重要な美術工
芸品でした。
また、戦後は米国軍人が本国へ帰国す
る際のお土産品として人気が高く、昭和
52 年に琉球漆器事業協同組合が設立さ
れ、昭和 60 年度には通商産業大臣指定の
伝統的工芸品として指定を受けています。

沖縄県

琉球漆器

琉球漆器の特徴には、朱塗りの鮮明さ、
華麗さがあります。これは、沖縄の強烈
な紫外線を吸収することによって生み出
されるものです。
また、琉球漆器の木地として沖縄県内
でとれるデイゴやエゴノキ、センダンと
いった歪みにくく、割れにくい木材を使
用していることも特徴です。

堆錦を施した琉球漆器

沈金は、塗り上がった器物に彫刻を施
し、そこに漆を摺り込み、金箔を押し込
む技法で、琉球漆器独特の朱塗りの鮮や
かさの中に金線が立体的に輝くこの技法
は、琉球漆器の魅力です。
また、黒塗りの漆器に繊細優美な模様
を作り出す螺鈿は、沖縄近海で採れた夜
光貝を紙のように薄く摺りあげ、器物に
模様として切り抜いて張り付ける技法で、
貝を薄く摺る加工技術は難しく、熟練し
た技が必要です。

琉球漆器の加飾の技法に堆錦、沈金、
螺鈿などの多様な技法があります。
堆錦は、沖縄の漆工芸を代表する独自
の技法であり、天然漆に顔料を混ぜ、叩
き伸ばした堆錦餅を図案どおりに切り
取ったり型押し等をした後に器面に貼り
付ける技法です。

夜光貝を薄く研ぎ摺る様子

このような伝統的な技法を守りながら
も、近年は、これまでの椀や盆のような
製品のみでなく、伝統の技を生かしなが
らも現代のニーズに合った新たな商品開
発にも積極的に取り組んでおり、琉球漆
器の魅力は更に広がっています。

お問合せ

沖縄県商工労働部商工振興課
TEL 098-866-2337

堆錦餅を貼り付ける
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都 道 府 県
だ よ り
2011年10月

北海道

Hokkaido

競馬の聖地・北海道日高から世界へ飛び立つ
「ホッカイドウ競馬」

年日高・胆振 6,829 頭／全国 7,122 頭）を生産して
おり、特に日高地域では、軽種馬生産額（295 億円）
が農業産出額（469 億円）の 63％を占めるなど、地
域経済を支える重要な基幹産業の一つとなっていま
す。また、日高には、産まれた馬をデビューまで育
成・調教する育成牧場や、競走馬せり市場などがあり、
ここから将来のＧⅠレースを目指すスターホースが
輩出されていきます。
★門別競馬場でグランシャリオナイター開催
平成 21 年から門別競馬場をナイター施設化し、現
在、年間 80 日間フルナイターで競馬を開催していま
す。道内には、18 ヵ所の Aiba などの場外発売所が
あり、気軽に競馬を楽しんでいただける環境となっ
ています。
また、産地のご協力により場内に芝生を用いた公
園である「とねっこ広場」やプチハウス、遊具、駐
車場などを整備し、地元食材を活用した料理の提供
や特産品の販売、家族やカップルなどにも楽しんで
もらえるようになりました。是非、北海道にお越し
の際は門別競馬場に足をお運びください。

ホッカイドウ競馬が他の地方競馬と一線を画して
いる理由。
それは、競馬が開催されている門別競馬場が馬産
地として知られる日高管内にあり、豊富な馬資源を
生かし、展開されていることです。
北海道の軽種馬（サラブレッド：競走馬）生産は、
日高・胆振地域を中心に、全国の 95％以上（Ｈ 22

お問合せ

北海道農政部競馬事業室
TEL 011-204-5377

ホッカイドウ競馬門別競馬場
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青森県

Aomori
最高の景色を快適にお楽しみいただくために
～奥入瀬渓流エコロードフェスタ開催

神々しさを体感しようという「巨木体験ツアー」や
地元高校生が奥入瀬渓流の見どころ３km をガイドす
る「高校生ボランティアガイドウォーク」、奥入瀬渓
流全行程を約６時間かけて歩く「奥入瀬渓流三里半
ウォーク」などを実施。ゆっくりと美しい紅葉を楽
しむ多彩なプログラムをご用意しています。

青森県の紅葉スポットと言えば、ロープウェイで
気軽に楽しめる八甲田山や、アーチ橋からの 360°パ
ノラマが圧巻の城ヶ倉大橋、世界遺産白神山地に連
なる十二湖などいろいろありますが、なんといって
も奥入瀬渓流の清らかな流れと紅葉のハーモニーが
見事です。
十和田湖を源流とし、子ノ口から焼山まで約 14km
にわたる奥入瀬渓流は、遊歩道が整備されているの
で、美しい流れや数々の滝などを歩いて楽しむこと
もできます。
渓流沿いの国道は、紅葉シーズンの週末ともなる
と、路上駐車が絶えず、渋滞や騒音、排気ガスによっ
て、何より大切な自然環境の悪化が懸念されるとい
う状況でした。
そこで、紅葉の時期のマイカー交通規制が、平成
15 年度からスタートしました。この取組により、期
間中の渓流区間の交通量、温室効果ガス・大気汚染
物質が約 70％減少したことが報告されています。
今年は、10 月 29・30 日に、マイカー交通規制が
行われ、それに合わせて、澄んだ空気・音など、本
来の自然美や渓流美をそのまま満喫する「奥入瀬渓
流エコロードフェスタ」が開催されます。
当日は、日本一のブナの大樹“森の神”が放つ

奥入瀬渓流から少し足を伸ばせばコチラも自信を
持ってオススメできる紅葉スポットの十和田湖。ブ
ナの黄、カエデの赤、アカマツの緑が鮮やかなモザ
イク模様を描き、鏡のような水面に映える様子は誰
もが息を飲むことと思います。
渓流と湖という異なる表情を楽しめるこの地域の
紅葉は、皆様に必ず元気を与えてくれるはず。
この秋は、奥入瀬渓流、十和田湖へ是非どうぞ！
お問合せ

奥入瀬渓流利用適正化協議会
・エコロードフェスタについて
（社）十和田市観光協会
TEL 0176-24-3006
・マイカー交通規制について
青森県上北地域県民局地域整備部
TEL 0176-23-4311
奥入瀬渓流エコツーリズムプロジェクト HP
http://www.eco-oirase.com/index.html

都道府県だより
Akita

2011 年 10 月

秋田県

文化力で地域を元気に！
～あきた文化ルネサンス宣言
秋田には、全国最多を誇る国指定重要無形民俗文化
財や民謡全国大会に代表されるように、先人たちが永
年にわたって守り育ててきた彩り豊かな多様な文化が
脈々と息づいています。その文化は、四季の変化が織
りなす秋田の風土の中で醸成され、今日に至るまで、
その時々の時代や社会の最先端を切り拓いてきた人材
を輩出してきました。また、
近年では「音楽」や「アー
ト」で地域を元気にしていこうとする新たな胎動も見
られます。
本県では、今年度を「守り育ててきた文化」や「新
たな胎動」を次の世代につなげていく元年と位置付け、
平成 26 年度に本県で開催する「国民文化祭」に向け
た取組を進めています。
８月 27 日には、
「先人たちから受け継いだ豊かな
文化に磨きをかけながら、次の世代につないでいくこ
と」
、
「新たな文化価値の創造を図りながら、文化力で
秋田を元気にしていくこと」を誓い、
「あきた文化ル
ネサンス宣言」を行ったほか、秋田駅前の商業ビル
に「国民文化祭サテライトセンター」を開設しました。
当センターでは、国民文化祭や国指定重要無形民俗文
化財などに関する情報発信、文化団体や高校生等が行
11

う文化活動の発表の場として、毎週多様なイベントを
開催し、多くの県民が気軽に文化に触れることで、国
民文化祭の認知度を高め、開催に向けた機運の醸成を
図ります。
このほか、
「あきたアートプロジェクト」や「あき
た県民芸術祭」など、
「地域の文化力を高め、文化力
で地域を元気に」していく取組を複合的に進めていき
ます。

宣言を終え、会場も一体となって秋田県民歌の大合唱

お問合せ

秋田県生活環境部県民文化政策課
TEL 018-860-1553

Iwate

岩手県

「いわて食の復興応援サイト」を開設しました！
３月 11 日の東日本大震災津波発生以来、全国の皆様
からは温かいご支援をいただき深く感謝申し上げます。
この大災害から本県食産業などを復興させるため、
岩手県内の食産業事業者の活動を応援する標記ポータ
ルサイトを８月に開設しましたのでご紹介します。
〔サイトの概要〕
■復興応援イベントの出展者募集情報掲示板
全国から数多く寄せられている復興応援イベントの
出展者募集情報の受付・掲載のほか、食に関する様々
な情報を配信する事業者向けメーリングリストの登録
も受け付けています。
■食産業情報掲示板
「販売再開」
「新商品発売」
「買います」
「探しています」
といった情報を売手と買手の双方が直接投稿できる掲
示板です。
■復興応援イベント PR グッズ貸出コーナー
復興応援イベントの主催者や出展事業者に、のぼり
や横断幕などの PR グッズ貸出情報を掲載しています。
そのほか、消費者向け情報やネットショップなどへ
のリンクを配置しています。今後は、炊き出し情報掲
示板や動画コンテンツなどを追加し、更にサイトの拡
充を図っていきます。

特に沿岸地域の復旧・復興には、まだまだ時間が必
要です。引き続き、ご支援いただきますようよろしく
お願いします。

お問合せ

岩手県農林水産部流通課
TEL 019-629-5732
いわて食の復興応援サイト
http://www.iwate-shokuouen.jp/

都道府県だより
Yamagata

2011 年 10 月

山形県

山形の新しいお米「つや姫」デビュー２年目の
刈取り始まる
昨年デビューした「つや姫」は、そのおいしさ、つ
や、白さなどから全国的な注目を集め、京都の老舗料
亭や全日空国内線プレミアムクラスの機内食に採用さ
れるなど、食のプロからも高い評価をいただきました。
２年目となる今年も順調に生育し、９月 25 日に
は吉村山形県知事も参加して、稲刈りを行いました。
当日は晴天に恵まれ、知事や地元の農業高校の生徒
などが稲刈りを行いました。豊かな稔りを実感させ
る黄金の稲穂を、一株一株丁寧に鎌で手刈りし、自
然の恵に感謝する一日となりました。

また、今年は食品の安全性に対する関心が高まっ
ておりますが、山形県では国の方針に沿って米の放
射性物質調査を行い、その結果、調査した全ての米
について放射性物質は「不検出」となり、県産米の
安全性が確認されました。
さらに、山形県独自に「ブランド戦略調査」を実
施し、つや姫などの安全性も確認しております。
９月 24 日には山形県産米のおいしさと安全をア
ピールするイベントを開催し、全国に向けておいし
さや安全を情報発信したところです。
全国の皆様
に は、 山 形 県
のおいしくて
安全なお米を
安心してお召
し上がりいた
だきたいと思
います。
お問合せ

山形県農林水産部県産米ブランド推進課
TEL 023-630-3215
HP http://www.tuyahime.jp/
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宮城県

Miyagi
仙台空港国内・国際定期便再開！
＆仙台空港アクセス鉄道全線復旧

仙台空港は東日本大震災により甚大な被害を受け
ましたが、多くの方々のご尽力及びご支援の下、復
旧作業が進み、７月 25 日から国際定期便が再開され、
国内８都市（札幌（新千歳）
、成田、小松、名古屋（中
部）
、大阪（伊丹）、広島、福岡、沖縄（那覇））との
ネットワークがつながりました。また、９月 25 日以
降、国際定期便が再開されることが決定しています。
●９月 25 日から仙台－ソウル線
● 10 月２日から仙台－グアム線
● 10 月 30 日から仙台－台北線
●平成 24 年３月 25 日から仙台－上海 / 北京線
●平成 24 年３月 27 日から仙台－大連 / 北京線
さらに、JR 仙台駅と仙台空港駅間を結ぶ仙台空港
アクセス鉄道も震災により大きな被害を受けました
が、10 月１日から全線で運行が再開され、仙台都心
（JR 仙台駅）から仙台空港までのスムーズなアクセス
が可能となりました。是非、仙台空港と仙台空港ア
クセス鉄道をご利用願います。

復旧後の仙台空港ターミナルビル

■仙台空港復興・定期便再開記念キャンペーン実施中
キャンペーン期間中（平成 23 年７月 25 日～平成
24 年１月 31 日）、仙台空港を発着する航空便を利用
し、応募いただいたお客様の中から、抽選で 100 名
様に商品券 5,000 円分をプレゼント。
お問合せ

宮城県土木部空港臨空地域課
TEL 022-211-3227
HP http://www.pref.miyagi.jp/kurin/shinkou/
sdj-reopen-cam.html
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福島県

Fukushima
磐梯山地域、日本ジオパークに認定

９月５日、福島県の磐梯山地域（北塩原村、磐梯町、
猪苗代町）が、秋田県の男鹿・大潟地域と共に東北で
初めて「日本ジオパーク」に認定されました。現在、
20 の地域が認定されています。
ジオパークとは、地球の活動の遺産を見所とする自
然の公園です。地質や地形だけではなく、すばらしい
景観や貴重な動植物を始め、文化や歴史、さらにはお
いしい食べ物や温泉など、大地の上の全てのものをま
るごと楽しもうというもので、大地を楽しく学ぶテー
マパークです。
今回認定された磐梯山地域は、火山活動が盛んな地
いわ

震災以降、大きく減少した観光客の回復に向けた明る
い話題となりました。これを弾みに、当県の復興が一
段と進むことを期待しています。
この磐梯山地域の魅力を全国的に発信し、多くの皆
さんに磐梯山ジオパークを訪れていただけるよう努力
するとともに、今後はさらに世界ジオパークの認定を
目指し取り組んでいきます。
全国の皆さん、是非、磐梯山ジオパークにお越しく
ださい！

はしご

域として知られています。
「天に達する磐の梯」と言わ
れた福島県のシンボル「磐梯山」を始め、噴火によっ
てできた裏磐梯湖沼群など変化に富んだ地形が大地の
活動を感じさせてくれる場所です。また、空海や最澄
らと並び称される平安時代の僧・徳一が建立した「慧
日寺」跡など貴重な文化遺産が存在する場所でもあり
ます。こうした宝を発信すべく、これまで地元の北塩
原、磐梯、猪苗代の３町村を中心に、
「磐梯山ジオパー
ク協議会」を組織し、
ジオサイトの選定、ガイドの育成、
講演会の実施などに取り組んできました。
今回の認定は、そうした取組が実を結び、東日本大
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磐梯山と桧原湖

お問合せ

福島県企画調整課
TEL 024-521-7129

Niigata

新潟県

中越大震災から７年
～震災の経験と教訓の継承・発信のために～
平成 16 年 10 月 23 日午後５時 56 分、最大震度
７を記録し、新潟県内に甚大な被害をもたらした新
潟県中越大震災から今年で７年となります。
被災地では、数々の困難や幾多の悲しみを乗り越
えながら、着実に復興への歩みが進められています。
棚田や伝統野菜など、地域が持っている財産を活用
した新たな地域産業づくりや、首都圏住民と心の絆
でつながった交流を行う防災グリーンツーリズムの
取組の推進など、観光や県内外との交流の促進に努
めています。
また、震災の記憶を風化させず、被災経験から得
た教訓の継承・発信の取組も進めています。その一
つとして、この度、中越大震災の被災地である長岡
市や小千谷市において、
「中越メモリアル回廊」とし
てネットワークで結ばれる四つの拠点施設と三つの
公園がオープンします。県内外の多くの皆様に「力
強く復興に向かう姿」をご覧いただきたく、心から
ご来場をお待ちしています。
あわせて、中越大震災、中越沖地震という二度の
震災の際に国内外からいただいた多くの支援へのご
恩返しの意味も込め、過去の経験を生かしながら他
の震災への支援も進めています。例えば今年３月に

発生した東日
本大震災にお
い て は、 一 時
は全国一とな
る 9,000 人 を
超える避難者
を 受 け 入 れ、
一人一人のお
気持ちに寄り
添 え る よ う き 「長岡震災アーカイブセンターきおくみらい」の完成イメージ
め細やかな支
援を心がけてまいりました。また、５月には新潟県
防災局内に「広域支援対策課」を設置し、避難者へ
の住居の提供など中長期的に必要となるサポート体
制を強化しました。
これからも震災の経験を継承・発信する取組と併
せ、未曾有の災害からの復旧・復興へのお手伝いを
続けていきたいと考えております。
お問合せ

新潟県県民生活・環境部震災復興支援課
TEL 025-280-5379
FAX 025-280-5709
新潟県防災局広域支援対策課
TEL 025-282-1732
FAX 025-282-1640

都道府県だより
Tokyo
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東京都

「産業交流展 2011」を開催します！
～中小企業による国内最大級のトレードショー～
「産業交流展」は、首都圏の個性豊かな中小企業の
優れた製品や技術を一堂に展示する、国内最大級の
見本市です。中小企業に、販路拡大、企業間連携の
実現、情報収集・交換などのビジネスチャンスを提
供するため、東京都などの中小企業支援団体により
構成される産業交流展実行委員会が平成 10 年より毎
年開催しています。
今回で 14 回目を迎える「産業交流展 2011」は、
10 月 26 日（水）～ 28 日（金）の３日間、東京ビッ
グサイトを会場に、「情報」
、
「環境」
、
「医療・福祉」
、
「機械・金属」の４分野などから、約 780 社・団体（平
成 23 年９月６日現在）が出展します。
今年度は、特
別企画として
震災復興総合
支援ゾーンを設
け、復興支援に
関わりの深い製
品・技術を有す
る全国の中小企
業を招へいする
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ほか、ゾーン内
には東日本大震
災における被災
地の企業によ
る「 被 災 地 企
業合同商談ブー
ス 」 を 設 置 し、
商談会を開催し
ます。また、ア
ジア大都市ネットワーク 21・アジアゾーンでは、ア
ジアの企業等が工業製品や技術を展示するとともに、
アジア市場進出のためのビジネス相談も実施します。
さらに、経営革新など様々なテーマのセミナーや、
学生・若者向けの中小企業魅力発見ツアー、東京国
際航空宇宙産業展 2011 も同時開催します。
中小企業の皆様はもとより、各界各層の方が情報
収集や交流の場として活用できる展示会ですので、
是非ご来場下さい！
お問合せ

産業労働局商工部調整課
TEL 03-5320-4744
産業交流展 2011HP
http://www.sangyo-koryuten.jp/

群馬県

Gunma
「ぐんま絹遺産ガイドブック」
を作成しました

ぐんま

ぐんま絹遺産／富岡市重要文化財

県史跡

10 吉田芝渓の墓【養蚕】

発見！

吉田芝渓は江戸時代中期~後期の農学者で、
家業の繭糸商のかたわら儒学を学びました。
一族で山林5haを開拓し、畑の周囲に桑を植え
養蚕を行いました。
この経験をもとに養蚕の技
術書
「養蚕須知」
を著しました。

絹遺産

●場所／渋川市御蔭4098,4092
●交通／JR上越線渋川駅から車約15分
関越自動車道渋川伊香保I.Cから約18分
●見学／墓参り可能
● 問 ／渋川市文化財保護課 TEL 0279-52-2102

西毛地区

群馬県は、県内に残る養蚕、製糸、織物に関わる建造物や民
俗芸能等を、
「ぐんま絹遺産」
として３０件登録しました。

今後、登録した「ぐんま絹遺産」
をネットワーク化し、
これを活
用した地域振興、観光、文化的事業の形成を目指します。

1
群馬県には、世界遺産登録を
11
目指している「富岡製糸場と絹
産業遺産群」を始めとした、養
2
蚕・製糸・織物に関する多くの
「絹の遺産」が現存しています。
12
「ぐんま絹遺産」とは、県が
3
群馬の「たからもの」として登
録した、県内の絹産業に関係す
る建物や場所、祭りなどです。
13
現在 30 件が登録され、今年度
中にも追加登録を予定していま
す。
今回、作成した「ぐんま絹遺
14
産ガイドブック」では、富岡製
糸場や碓氷峠鉄道施設など「ぐ
んま絹遺産」30 件に加え、絹
に関する指定文化財 17 件の計 「ぐんまの絹遺産ガイドブック」表紙
47 件を紹介しています。
県では、登録した「ぐんま絹遺産」をネットワー
ク化し、統一的に PR したり、体験周遊ルートを設
定したりして、地域振興や観光に活用し、群馬をもっ
と元気にしたいと考えています。

ぐんま絹遺産／国重要文化財・史跡

ぐんま絹遺産と絹の指定文化財ガイドブック

樹齢が推定300年のヤマグワです。高さ5m、根
元回り3.5mで、幹は根元から3本に分かれ、枝
張り範囲は11m×15mになります。
これほどの
大木は珍しく、人々に大切にされたことがわか
ります。
●場所／渋川市北橘町
●交通／JR上越線八木原駅から車約20分
関越自動車道渋川伊香保I.Cから約26分
●見学／外観のみ見学可
● 問 ／渋川市文化財保護課 TEL 0279-52-2102

伊勢崎市有形文化財

養蚕新論版木【養蚕】

明治5年(1872)、境島村の養蚕家田島弥平が
著した養蚕書です。蚕の飼育法「清涼育」の実
践書で、多くの人々に読まれ、近代養蚕法の基
礎を築いたと高く評価されています。現在、版
木はすべて田島家に保存されています。

●場所／伊勢崎市境島村
●見学／個人所有のため非公開
● 問 ／伊勢崎市文化財保護課 TEL 0270-63-3636

伊勢崎市有形文化財

伊勢崎の太織【織物】

太織とは、太糸を使った平織りの厚地の絹織
物です。
この太織は、天保年間(1830~1844)か
ら明治末に製織され、仕立てられた25点の絹
織物製品です。明治から戦前に糸屋と呼ばれ
た織物原料商の佐藤家が収集しました。

●場所／伊勢崎市曲輪町
●見学／個人所有のため非公開
● 問 ／伊勢崎市文化財保護課 TEL 0270-63-3636

● 問 ／富岡市富岡製糸場課

22 旧小幡組製糸レンガ造り倉庫【製糸】

明治26年横川-軽井沢間に碓氷線が開通しまし
世界遺産とは、
「未来へ引き継ぐ地球のたから
もの」
として、世
た。急勾配をアブト式の登坂機構で克服し、当時の
界遺産条約に基づき
「世界遺産一覧表」
に記載された文化財や
重要な輸出品であった生糸や繭等を運びました。
レンガ造りのアーチ橋やトンネル、旧丸山変電所が
自然環境のことをいいます。
残っています。
世界遺産に登録されたものは、市町村、県、国が協力して保
●場所／安中市松井田町坂本
存管理をし、
その周辺の環境や景観も含めた保全措置が講じら
●交通／JR信越線横川駅から車約15分
上信越自動車道松井田妙義I.Cから約25分
れます。
●見学／随時可

ぐんま絹遺産／国重要文化財

18 旧碓氷社本社事務所

23 高山社跡【養蚕・教育】

●場所／高崎市金古町888-1
●交通／JR高崎線高崎駅からバス約30分+徒歩20分
関越自動車道前橋I.Cから約20分
●見学／休館日 : 火曜（祝日の場合は翌日）
、年末年始 ※臨時休館あり
●料金／一般 200 円 大・高生 100 円、企画展開催時は別料金
● 問 ／群馬県立日本絹の里 TEL 027‐360‐6300

安中市重要文化財

29 碓氷社万国博覧会英文表彰状【製糸】

中世からの旧家高山家に生まれた長五郎は、
「清
温育」
という養蚕飼育法を確立し、
この地に養蚕教
育機関高山社を設立しました。今も残る母屋兼蚕
室は、清温育のために工夫された構造で、高山社
分教場として多くの生徒の実習に利用されました。

碓氷社は自社製生糸の品質を国際的に認めても
らうため、海外の万国博覧会に積極的に出品しま
した。明治13年のメルボルン万博(オーストラリア)
と、明治26年のシカゴ万博(アメリカ)で受賞した際
の表彰状です。
●場所／安中市上間仁田951(学習の森ふるさと学習館)
●交通／JR信越線安中駅から車約15分
上信越自動車道富岡I.Cから約15分
●見学／休館日 : 水曜、祝日の翌日、年末年始
●料金／一般 100 円、企画展開催時は別料金
● 問 ／安中市学習の森 TEL 027-382-7622

●場所／藤岡市高山竹之本236-1外
●交通／JR群馬藤岡駅からバス約30分+徒歩約5分
上信越自動車道藤岡ICから車約20分
●見学／平日のみ。休日の見学は、事前に問い合わせのこと。外観は見学可。
● 問 ／藤岡市文化財保護課 TEL 0274-23-5997

ぐんま絹遺産／国史跡

24 荒船風穴【養蚕】

高崎市史跡

30 柏木沢の蚕影碑【養蚕】
明治20年5月に、
ひょう(雹)が降り、数十㎝も積もり
ました。桑畑は全滅し、蚕に桑を与えられなくなっ
たため、養蚕農家は泣く泣く丘に蚕を埋めました。
この碑は蚕神を祀り、蚕を供養するために村人が
建てたものです。

●場所／安中市原市2-10-16
●交通／JR信越線磯部駅から車約10分
上信越自動車道松井田妙義I.Cから約20分
●見学／外観のみ見学可。
● 問 ／安中市学習の森 TEL 027-382-7622

●場所／下仁田町大字南野牧甲10690-1外
●交通／上信電鉄下仁田駅から車約30分
上信越自動車道下仁田I.Cから約40分
●見学／冬期期間は見学に制限あり。風穴内部は立入禁止。
● 問 ／下仁田町ふるさとセンター TEL 0274-82-5345

●場所／高崎市箕郷町柏木沢1936
●交通／JR高崎駅から車約40分
関越自動車道前橋I.Cから約30分
●見学／随時見学可
● 問 ／高崎市文化財保護課 TEL 027-321-1292

ぐんま絹遺産／富岡市史跡

25 富岡製糸場工女等の墓(海源寺)【製糸】

高崎市天然記念物

31 大林馬道の大クワ【養蚕】

妙義神社入り口の階段の手前に建つ総高4.35ｍ
の青銅製の燈籠です。元治元年（1864）６月、
「養
蚕倍盛・商売繁盛」
を祈願して諸国の糸繭商人、諸
商人、養蚕家の人々など合計223人の寄進により
建てられました。

官営工場時代に、全国から集まった工女たちの中
には、故郷を離れての慣れない集団労働のため、
若くして病に倒れ、
この地で亡くなった人もいまし
た。海源寺には明治6年〜9年に亡くなった工女・
工男の3基の墓があります。

個人宅の入口にある樹高10mの桑で、樹齢は推定
250年余りです。牛馬が荷を運ぶ交通手段であった
時代には、各家に一時的に手綱をつなぎとめてお
く樹木があり、
この木も昭和初期まで馬つなぎに活
用されていました。

●場所／富岡市妙義町妙義3
●交通／JR信越線松井田駅から車約5分
上信越自動車道松井田妙義I.Cから約3分
●見学／随時可。
● 問 ／富岡市文化財保護課 TEL 0274-62-1511

●場所／富岡市富岡150
●交通／上信電鉄上州富岡駅から徒歩約15分
上信越自動車道富岡I.Cから約10分
●見学／墓参り可能。
● 問 ／富岡市文化財保護課 TEL 0274-62-1511

●場所／高崎市中室田町5158
●交通／JR高崎駅から車約40分
関越自動車道前橋I.Cから約50分
●見学／外観のみ見学可。ただし 5〜8 月間の見学はご遠慮下さい。駐車場なし。
● 問 ／高崎市文化財保護課 TEL 027-321-1292

群馬県企画部世界遺産推進課
TEL 027-226-2326 FAX 027-224-2812
URL : http://worldheritage.pref.gunma.jp

群馬県

群馬県の伝統産業である養蚕・製糸・織物の歴史
と天然繊維である絹の素晴らしさを紹介する拠点
施設です。
ちりめん細工など絹にまつわる様々な企
画展示のほか染色・機織り・まゆクラフトなどの体
験学習も行っています。

和風で構造は洋式の建物です。

ぐんま絹遺産／富岡市重要文化財

●場所／伊勢崎市西久保町2-98 (伊勢崎市立赤堀歴史民俗資料館)
●交通／JR両毛線国定駅からバス約10分+徒歩5分
北関東自動車道伊勢崎ICから約10分
●見学／休館日 : 月曜日・祝祭日の翌日・年末年始 展示中か要確認
●料金／無料
● 問 ／伊勢崎市立赤堀歴史民俗資料館 TEL 0270-63-0030

28 群馬県立日本絹の里【教育・研究】

明治末に造られた、岩の隙間から吹き出す冷風を
利用した蚕種(蚕の卵)の貯蔵施設で、取引先は全
国２府３２県に及びました。３基の風穴があり、貯
蔵能力は国内最大規模で、現在でも石積みの間か
ら天然の冷風が吹き出しています。

19 妙義神社青銅製燈籠【養蚕】

境島村出身の南画家金井研香61歳の作品で、
当時境町で開かれていた糸市の繁昌ぶりが描
かれています。寺門静軒の賛「洋銀は地に舗き
て殆ど水の如し」からは、
生糸が盛んに海外へ
群馬県のマスコッ
ト
ぐんまちゃん
輸出された様子がうかがえます。

●場所／下仁田町下仁田430-1
●交通／上信電鉄下仁田駅から徒歩約1分
上信越自動車道下仁田I.Cから約10分
●見学／外観のみ見学可。敷地内は立入禁止。
● 問 ／下仁田町ふるさとセンター TEL 0274-82-5345

ぐんま絹遺産

●場所／甘楽町大字小幡852-1(甘楽町歴史民俗資料館)
●交通／上信電鉄上州福島駅から車約5分
上信越自動車道富岡I.Cから約5分
●見学／休館日 : 月曜日、年末年始 外観は随時見学可
●料金／一般 200 円、小中学生 100 円
● 問 ／甘楽町歴史民俗資料館 TEL 0274-74-5957

ぐんま絹遺産／国史跡

「富岡製糸場と絹産業遺産群」
旧黒澤家住宅
【養蚕】
17世界遺産候補

近隣産物の集散地である下仁田駅に隣接して、大
正10年と15年に建てられた2棟のレンガ倉庫です。
倉庫を経営した会社は、繭商人が農家から買い
取った繭を保管したほか、繭乾燥業や金銭貸付業
も営んでいました。

養蚕農家が各家で生産した生糸を、作業場に集め
品質をそろえて共同販売したのが組合製糸です。
こ
の地区では甘楽社小幡組が組織され、
この倉庫
は、繭や生糸を保管するために大正15年に建てら
れました。

TEL 027-382-7622

明治政府の掲げる国策として、世界最大規模の製糸工場、
幕府天領の大総代を務めた旧家。建物は切妻造り
の栗板葺石置屋根で、19世紀中頃の建築と考えら
『富岡製糸場』は生まれました。富岡製糸場の設置を契機に、
日
れています。1階は13部屋ありますが、2階は仕切り
本は生糸増産のための製糸の技術革新を次々に成し遂げ、
世
のない大部屋で養蚕に使われました。
現在は民具
を展示しています。
界の生糸市場を席巻、世界の絹の服飾文化発展にも大きな役
割を果たしました。
●場所／上野村楢原200-9
●交通／上信越自動車道下仁田ICから約30分
また、生糸の原料となる繭を生産する養蚕の技術革新と
も相
●見学／休館日 : 水曜、年末年始
●料金／大人 300 円、子ども 100 円
まって、絹産業の発展が日本の近代化の原動力とな
り、
アジアに
● 問 ／上野村教育委員会 TEL 0274-59-2657
おける工業化の最初の成功例となりました。
現在、
群馬県と関係市町では、
これらの養蚕・製糸の国際的
ぐんま絹遺産／県重要文化財
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。 【製糸】
碓氷社は明治11年に農家が組合員となり組織し
世界遺産登録が実現すれば、大切な文化財とその周辺環境
た、県内初の組合製糸。仕上げの揚げ返しを共同
が守られるとともに、群馬県の誇り高き歴史や先人の英知も語り
で行い生産した生糸は、器械製糸に勝るとも劣ら
継がれるでしょう。
ないものでした。明治38年建設の本社は、外観は

金井研香筆 境街糸市繁盛之図【流通】

「ぐんまの絹遺産ガイドブック」内容

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/ja/

都道府県だより
Tochigi

ぐんま絹遺産／甘楽町重要文化財

・・・ 【流通】
碓氷峠鉄道施設
16世界遺産とは

ぐんま絹遺産

27 旧上野鉄道関連施設 下仁田倉庫【流通】

●場所／富岡市南蛇井、
下仁田町大字白山
●交通／上信電鉄千平駅から徒歩約15分
上信越自動車道下仁田I.Cから約10分
●見学／見学困難。
● 問 ／富岡市文化財保護課 TEL 0274-62-1511 下仁田町ふるさとセンター TEL 0274-82-5345

TEL 0274-64-0005

ぐんま絹遺産／国重要文化財

伊勢崎市有形文化財

●場所／富岡市富岡1093
●交通／上信電鉄上州富岡駅から徒歩約15分
上信越自動車道富岡I.Cから約10分
●見学／墓参り可能。
● 問 ／富岡市文化財保護課 TEL 0274-62-1511

上野鉄道は軌道幅の狭い軽便鉄道で、明治30年
に富岡や下仁田地域の繭や生糸、蚕種等の輸送
のために建設されました。鬼ヶ沢橋梁は長さ10m、
幅1mの鉄橋で、国産の鉄橋としては最も古い時期
のものです。

です。
民営化後も一貫して製糸を行い、115年間使
群馬県が、
ぐんまの「たからもの」
と
して登録した絹の遺産で
用されました。創業時の長さ100mを超える木骨レ
す。県内に残る養蚕、製糸、織物などの建物や場所、
お祭りなど
ンガ造りの繭倉庫や繰糸場など主要な施設がほぼ
が対象です。
完全に残されています。
●場所／富岡市富岡1-1
県では、
ぐんま絹遺産をこれから多数登録して、
それらをネット
●交通／上信電鉄上州富岡駅から徒歩約15分
上信越自動車道富岡I.Cから約10分
ワーク化することで地域振興、観光、
文化的事業などに役立た
●見学／休場日 :12 月 29〜31 日
●料金／大人500円、
高大生250円、
小中生150円
せて、群馬をもっともっと元気にしたいと考えています。

● 問 ／安中市学習の森

官営工場時代に、全国から集まった工女たちの中
には、故郷を離れての慣れない集団労働のため、
若くして病に倒れ、
この地で亡くなった人もいまし
た。龍光寺には、明治7年から民営化後の明治33
年までの工女の墓があります。

●場所／富岡市一ノ宮1535
●交通／上信電鉄上州一ノ宮駅から徒歩約10分
上信越自動車道富岡I.Cから約10分
●見学／随時可。
● 問 ／富岡市文化財保護課 TEL 0274-62-1511

21 旧上野鉄道関連施設 鬼ヶ沢橋梁【流通】

明治5年に明治政府が設立した官営の器械製糸場

ぐんま絹遺産／富岡市史跡

26 富岡製糸場工女等の墓(龍光寺)【製糸】

貫前神社総門の前に建てられた高さ3.95ｍの一
対の青銅製の燈籠で、慶応２年（1866）
に、養蚕や
生糸生産の繁栄興隆を願って建てられました。県
内各地の養蚕農家や生糸商人、
さらには東京や横
浜の生糸・絹商人合計1,544人が献金しました。

ぐんま絹遺産／富岡市・下仁田町重要文化財

旧富岡製糸場【製糸】
15ぐんま絹遺産とは
・・・

渋川市天然記念物

大クワ【養蚕】

20 貫前神社唐銅製燈籠【養蚕】

「ぐんま絹遺産」
とは
Seimo Area

2011 年 10 月

栃木県

いよいよ開催！スポレク“エコとちぎ”2011
11 月５日（土）から８日（火）の４日間、
栃木県で、
第 24 回全国スポーツ・レクリエーション祭「スポレ
ク“エコとちぎ”2011」が開催されます。
本祭典は、国民の生涯を通じたスポーツ・レクリ
エーション活動の振興を図るために開催されるもの
で、本県では「とびっきり 栃木で いい汗 いい出会い」
のスローガンの下、県内 21 の市や町で 28 の種目別
大会を開催します。
また、開会式でのアトラクションやステージイベ

ント、ニュースポーツ体験や食をテーマとした出展
など楽しい催しもたくさん行われます。
さらに、前夜祭として４日（金）は県庁県民広場
周辺で「とちぎ元気グルメ選手権」も開催します。
インターネットの人気投票を勝ち抜いた県内各地の
グルメ 40 点が集結。当日の投票で No.1 を決定する
もので、とちぎのグルメを堪能できる絶好のチャン
スです。
大人から子どもまで楽しめるイベント盛りだくさ
んの祭典へ、全国の皆様のお越しをお待ちしており
ます。

お問合せ

栃木県教育委員会事務局全国スポーツ・レクリエーション祭推進室
TEL 028-623-3347
第 24 回全国スポーツ・レクリエーション祭 スポレク“エコとちぎ”2011 HP
http://sporec-ecotochigi.jp/
とちぎ元気グルメ選手権 HP
http://tochigi-genki.jp/
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茨城県

Ibaraki
動物愛護フェスティバルを開催

茨城県の動物愛護フェスティバルは、県民の間に
広く動物の愛護と適正な飼養についての理解と関心を
深めることを目的に、
「動物愛護週間」に合わせて国、
地方自治体及び関係団体の協力を得て、動物愛護思想
の普及啓発のためのイベントとして実施しています。
今年は震災の影響で会場の確保も危ぶまれました
が、９月 18 日（日）に笠間市の笠間芸術の森公園で
開催することができました。会場では、来場者に楽し
んでもらいながら動物愛護を啓発できるよう、様々な
催し物が用意されました。中でも、動物とのふれあい
コーナーでは、子どもたちがウサギを抱いたり、大き
なヘビにさわったり、普段なかなかできない体験に興
味津々！笑顔があふれ、本当に楽しそうでした。
また、茨城県獣医師会による「動物何でも相談」で
は、動物病院で働く獣医師さんにペットに係るいろい
ろな相談ができるとあって、毎回参加の常連さんがお
り、待ち時間ができるほどの大人気でした。
そのほか、犬が空中でフリスビーをキャッチする
ディスクドッグショー、警察犬訓練士による犬のしつ
け方教室、猫の譲渡会、アニマルセラピー、塗り絵や
動物クイズ等が行われ、例年以上のにぎわいとなりま
した。

茨城県では、平成 20 年３月に茨城県動物愛護推進
計画を改定しましたが、今後も、動物行政に関する様々
な施策を推進するため、このような機会を通じて、ペッ
トの適正飼養、終生飼養等の普及啓発に努め、動物愛
護意識の向上を図っていくとともに、関係団体や業界
関係者と連携し、多くの県民に「動物愛護」を広めて
いくこととしております。

お問合せ

茨城県保健福祉部生活衛生課
TEL 029-301-3418

都道府県だより
Saitama

2011 年 10 月

埼玉県

次代を担う新しい才能に出会える映画祭
「SKIP シティ国際 D シネマ映画祭 2011」

このほかにも、
バリアフリーに
対 応 し た 字 幕・
音声ガイド付き
かつてフィルムが主流であった映画製作は、現在
の 作 品 や、 劇 場
デジタルへの移行が急速に進んでいます。映像のデ
の臨場感がその
ジタル化により、年齢や経験、国境をも越え、クリ
ままスクリーン
エイターの表現に新しい広がりが生まれています。
によみがえるシネマ歌舞伎
埼玉県は、こうしたデジタル化の動きにいち早く
着目。2004 年から「SKIP シティ国際 D シネマ映画 「法界坊」、伝説のコンサー
トが高画質でスクリーンに
祭」を開催しています。
よみがえる Livespire（ライ
デジタル作品のみにフォーカスした世界でもユ
ブスパイア）
「３大テノール」
ニークなこの映画祭は、世界中から作品を公募。次
など、デジタルシネマの醍
代を担うクリエイターを発掘することにより、新し
醐味を存分にお楽しみいただけます。
い映像産業の発展につなげます。
映画祭を通じ、チャレンジ精神にあふれたクリエ
８回目となる今年は芸術の秋にふさわしく初めて
の秋の開催。10 月８日（土）から 10 月 16 日（日） イターたちが活動の場を広げ、世界に羽ばたいてい
くことを願ってやみません。
までの９日間、
埼玉県の次世代映像産業の拠点「SKIP
シティ」で開催されます。
お問合せ
コンペティション部門では、81 の国と地域から応
SKIP シティ国際 D シネマ映画祭事務局
募があった 683 本の作品の中から厳選した長編作品
TEL 048-263-0818
12 本、短編作品 12 本をノミネート作品として上映
HP http://www.skipcity-dcf.jp
します。
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Chiba

千葉県

千葉県内の中小企業が開発した優秀で独創的な
11 製品を認定～「千葉ものづくり認定製品」制度

⑥千葉機械工業株式会社（柏市）「フィルム成形機用 取替式 特殊ロール」
壁紙や遮光フィルムなどの成形機に取り付け、フィルムの表面を滑らかに
仕上げます。ア ル ベ ド
⑦株式会社 ALBEDO（柏市）「透明空間映像ディスプレイ」
透明な空間に映像を投影することにより、効果的な演出が可能になります。
⑧菊川工業株式会社（白井市）「ソーラー LED 街路灯」
太陽光発電と LED 照明を組み合わせた、環境にやさしく、配線工事も不
要な街路灯です。
⑨株式会社 エジソンパワー（木更津市）「家庭用蓄電池」
家庭のコンセントから充電できる、国内発の家庭用リチウムポリマー蓄電
池です。
⑩株式会社 ニチオン（船橋市）「医療ガス・電気等を供給する天井懸垂型ユ
ニット」
手術に必要な酸素や電気などを天井から供給することで、コードの引っか
かりによる転倒事故などを防止します。
⑪プログレッシオ合同会社（船橋市）「ハイスピード振り子式真空バルブ」
独自の制御システムなどにより、開閉スピードのすぐれた真空バルブです。

千葉県では、中小企業が開発・製造する優れた製品や独創的な製品を認定し、
販路開拓を支援する「千葉ものづくり認定製品」制度を平成 18 年度に創設し、
これまでに 10 回の公募を行い、69 製品を認定しています。
この度平成 23 年度第 1 回目の公募に申請のあった製品から 11 製品を認定
しました。これらの製品について、県のホームページやガイドブックなどで
紹介し、全国に PR していきます。
ゆう び

①株式会社 有 備（千葉市）「多機能型防災倉庫」
普段は倉庫として使用し、災害時には簡易トイレとして使用できるように
床下にキットが格納されています。
②株式会社 マイクロテック・ニチオン（船橋市）「ゼータ電位・粒径分布測
定装置」
微粒子の電気的な反発力を測定することで、粒子の特性を迅速に調べるこ
とができる装置です。
③株式会社 平和化学工業所（市川市）「バイオマスボトル」
資源米を利用したプラスチック容器で、素焼きのような質感です。
④株式会社 新領域技術研究所（柏市）「ヘリウム循環装置」
蒸発したヘリウムを短時間で再液化できる世界初の装置です。
⑤株式会社 ハイオス（松戸市）「締める・判定する・記録するブラシレスド
ライバー」
ねじ締めの不良をリアルタイムに判定する電動ドライバーで、品質管理に
貢献します。

なお、今回認定された製品の詳細や今まで認定された製品については、「千
葉ものづくり認定製品」のページでご覧いただけます。
お問合せ

千葉県商工労働部産業振興課
TEL 043-223-2717
千葉ものづくり認定製品 HP
http://www.pref.chiba.lg.jp/sanshin/hanro/monozukuri/index.html

都道府県だより
Kanagawa

2011 年 10 月

神奈川県

「かながわ減災プロジェクト」を開設しました！
平成 23 年３月 11 日の東日本大震災では、避難の
遅れ等により多くの死者、行方不明者が発生したこ
とから、正しい防災知識を身につけ、適切に行動で
きるようにしておくことの重要性が、改めて認識さ
れました。
そこで神奈川県では、９月５日に
（株）ウェザー
ニューズと協定を締結し、共同で、自由参加型の減
災情報共有ウェブサイト「かながわ減災プロジェク
ト」を開設しました。
このプロジェクトは、事前の登録や利用料金なし
で、災害時の気象情報や被害情報等を投稿したり、
投稿された情報を閲覧できるウェブサイトを運営す
るとともに、登録された方に、過去の災害時と同様
の気象条件になった場合に、注意情報をメール配信
するものです。
神奈川県では、このプロジェクトへの参加を通じ
て、県民の皆様が自ら災害に備え、被害を軽減して
いこうとする取組を促進していきたいと考えており、
県民の皆様を始め神奈川県を訪れた方も含め、広く
このプロジェクトにご参加いただけるよう積極的な
呼びかけを行っています。
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神奈川県は、東日本大震災を踏まえた対策の見直
しを、有識者や県内市町村との意見交換等により進
めていますが、県民自らの備えが、被害軽減に最も
有効であることから、こうした「県民の防災意識の
高揚」に向けた取組を、施策の大きな柱として積極
的に推進してまいります。

お問合せ

神奈川県安全防災局危機管理部災害対策課
TEL 045-210-3441

山梨県

Yamanashi
山梨県・アイオワ州姉妹締結 50 周年
～青少年に託された未来の交流～

山梨県とアイオワ州の姉妹関係は、昭和 34 年に、
本県が未曽有の台風災害に見舞われた際、アイオワ
州から 35 匹の種豚と 1,500t もの飼料用トウモロコ
シが送られたことから始まりました。
姉妹締結 50 周年に当たる本年、横内知事を始め、
県議会議員や青少年など、総勢 65 名が同州を訪問。
８月 12 日、山梨を愛する多くのアイオワ州の方々と
ともに、両県州の友好交流のシンボルである「平和と
友情の鐘」の再奉納式に参加し、これまでの交流の歴
史と友情を確かめ合いました。州議会議事堂近くにあ
るこの鐘は、昭和 37 年に本県がアイオワ州からの善
意への返礼とし
て贈ったもので
すが、鐘楼が老
朽化していたた
め、 今 般、 州 の
方々の寄付によ
り修復されまし
た。再奉納式の
後には、東日本
「平和と友情の鐘」をつく横内知事（中央）と
大震災で亡くな
ブランスタッド知事（右）

られた方々を追
悼するため、参
加者により鐘が
鳴らされました。
また、13 日の
記 念 式 典 で は、
両県州の青少年
青少年の立会いの下、記念式典で覚書に署名する両知事
が 立 ち 会 う 中、
横内知事とブランスタッド知事が、これまで築いて
きた友情と信頼関係を維持し、教育や文化、青少年
交流などを促進していくことが盛り込まれた覚書に
署名。友好関係を次の世代に託していくことが確認
されました。
アイオワで出版された絵本『スイートコーンとす
し～アイオワ山梨物語～』の中で、
「両県州の絆は、
絹でできたリボンであり、絹糸の一本一本は細く弱
くても、何本も集まり、重なり合ったとき、強くて
美しいリボンになる」とあります。今後は、未来を
担う子どもたちの交流を促進することにより、末永
く豊かな関係を築いていきます。
お問合せ

山梨県観光部国際交流課
TEL 055-223-1435

都道府県だより
Shizuoka

2011 年 10 月

静岡県

静岡県立美術館企画展
「京都千年美の系譜 - 祈りと風景 -」の開催
静岡県立美術館（静岡市駿河区谷田 53 －２）は
昭和 61 年、県議会 100 周年記念事業の一環として
設立され、今年で 25 周年を迎えました。県民の皆
様が美術と出会い、また、美術館に来たいと感じて
いただけるような名品を集めた企画展や、風景画や
ロダンの彫刻など
2,500 点 を 超 え る
コレクションをお
見せする収蔵品展
を開催しています。
当館は国内唯一の
ロ ダ ン 常 設 館 で、
32 点のロダン作品
をいつでも鑑賞で
きます。
10 月 22 日 か ら
は、京都国立博物
館の充実したコレ
クションの数々を
集めた企画展「京
静岡県立美術館ロダン館（考える人）
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都国立博物館名品展 京都千年美の系譜～祈りと風
景～」を 12 月４日まで開催します。仏教美術の至宝
や珠玉の工芸品、平安の屏風絵として唯一の遺品「山
水屏風」を始めとする山水画の名品など、国宝６件、
重要文化財 22 件を含む日本・東洋美術の至宝は、きっ
とあなたの心にも印象深く刻まれることは間違いあ
りません。是非静岡県立美術館へお越しください。

国宝 山水屏風 平安時代（11 世紀）※展示期間 11/15 ～ 12/4 京都国立博物館蔵

お問合せ

静岡県文化・観光部文化政策課
TEL 054-221-3506
静岡県立美術館 HP
http://www.spmoa.shizuoka.shizuoka.jp

長野県

Nagano

長野県が育てたリンゴの商業栽培の許諾に向け
知事がイタリアを訪問
長野県が育成したリンゴ「シナノゴールド」は、
黄色に色づき、甘みと酸味のバランスが良く、パリッ
とした食感が特徴のとてもおいしい品種。この「シ
ナノゴールド」を EU 圏で独占的に商業栽培・販売
することについて、現地の生産団体と協議するため、
阿部知事が９月 11 日（日）にイタリアの南チロル地
方を訪問しました。
協議の中で、①イタリアで使用する商標を「シナ
ノゴールド」とすること、②長野県側に支払われる

苗木・果実の許諾使用料率を、平成 19 年に結んだ基
本契約における上限の率とすること等の基本事項に
ついて合意しました。
これは国内で育成した果樹品種が、欧州で本格的
な商業栽培が許諾される初めての事例。正式契約は
来年１月の予定で、長野県のリンゴを世界に売り出
す一つの大きな契機として期待されています。

シナノゴールドを試験栽培する農場を視察する様子

お問合せ

長野県農政部農業技術課
TEL 026-235-7220

現地の生産団体幹部との協議の様子

都道府県だより
Ishikawa

2011 年 10 月

石川県

県産高級ブドウ「ルビーロマン」首都圏に本格進出！
石川県が育成したぶどうの新品種「ルビーロマン」。
その特徴は、
「粒の大きさ」
「鮮やかな赤色」「甘く
てジューシー」の三つです。
「ルビーロマン」は、一粒の大きさが、大粒ぶどう
の代表品種である「巨峰」の約２倍もあり、国内品
種トップレベルの粒の大きさを誇ります。また、赤
色の品種は気象条件によって色がつきにくいため、
ぶどうの中では少数派ですが、石川生まれの「ルビー
ロマン」は、夏の暑さにも負けず、美しく赤く鮮や
かに色づきます。さらに、糖度は巨峰並に高くて酸
味が少なく、後味はあっさり。しかも、果汁が豊富で、
口いっぱいにさわやかな甘みが広がります。
石川県では「ルビーロマン」を戦略作物の一つと
位置付けてブランド化に取り組んでおり、ブランド
イメージを全国に浸透・定着させるため、昨年首都
圏で試験販売を行ったところ、市場関係者や小売店
から高い評価をいただきました。
そして本年、満を持して首都圏への本格販売をス
タートし、８月 30 日には谷本知事が東京都大田市場
に赴いてトップセールスを行いました。なお、この
日のせりでは、1,100g のルビーロマンに 10 万円の
値が付きました。
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この「ルビーロマン」を全国に誇れるブランドと
して育てていくためには、県内外の消費者にその魅
力を発信し、多くの方々にファンになっていただく
ことが重要であり、今後とも、関係者と一体となっ
てブランド化に取り組んでいきます。

お問合せ

石川県生産流通課
TEL 076-225-1621

岐阜県

Gifu

「震災対策検証委員会」から、予防、応急、復旧対策など
110 項目の提言を盛り込んだ報告書を受領しました。
岐阜県では、この度の東日本大震災を機に、県の防災体制、
防災対策を根本的に見直すため、県内各層の有識者からなる
「震災対策検証委員会」を５月 18 日に設置し、岐阜県として
教訓とすべき事項の洗い出しや防災体制の総点検を行ってき
ました。
とりわけ、
「災害医療」
「耐震化」
「原子力」
「広域受援」の
四つの課題については分科会を設置し、徹底的に議論を深め
ていただきました。
そして８月３日、計 110 項目にわたる提言を盛り込んだ報
告書が、検証委員会の委員長を務めていただいた杉戸真太

岐阜大学副学長より県へ提出されました。委員会発足から報
告書完成に至るまで、
「オール岐阜」と呼ぶにふさわしい幅広
い分野の有識者の皆様のおかげで、国や他県に先駆けて相
当早いペースでまとめていただくことができました。
報告書には、東海・東 南海・南海の三 連 動 地震による
｢超｣ 広域災害を前提にした被害想定の見直しや、津波被
害の本県への影響の再点検、液状化現象への対 策、福島
第一原子力発電 所の事故と同規 模の原子力災害に備えた
放 射性物質の拡散 想定図の作成など、今回の震災で発生
したいくつかの特徴的な災害への対策、さらには、庁舎の
倒壊や首長が行方不明になるなどし、行政が 機能 不全に
陥った場合に備えた、被災自治体に対する県や他市町村に
よる各種支 援体制の整 備や防災教育の推 進など、予防段
階から震災後の応急 対 策、復旧まで、これまでであれば
予想すらできなかった様々な提言が盛り込まれています。
今後はこの報告書をもとに、直ちに取りかかるべき対策に
ついては、９月補正予算で対応するほか、10 月末までに各種
防災関連計画の見直しを行う予定です。
しかしながら、今回の報告書並びに提言により、この度の
震災の検証が全て終わったわけではありません。県としては、
国の動き等も見据えつつ、防災体制、防災対策の見直しを常
に進めていきたいと考えています。
お問合せ

岐阜県危機管理課
TEL 058-272-1111 内線 2414

杉戸真太岐阜大学副学長 ( 右 ) から報告書を受領する古田肇知事

都道府県だより
Aichi

2011 年 10 月

愛知県

「ジビエの消費拡大をＰＲ」！
年々増加する有害獣による農作物被害に対処する
ため、被害防止対策の強化とともに、捕獲したイノ
シシやシカを地域資源としてジビエなどで有効利用
していくことが期待されています。
また、中部圏知事会議の協議話題の中で、愛知県
からイノシシ・シカの肉を活用する取組である「農
作物の有害獣をジビエとして活用」を提出したとこ
ろ、関心が高かったことを受けて、中部圏９県１市
で連携の下に、ジビエの消費拡大を図っていく意見
が強く出されました。
そこで、愛知県では、大消費地として期待できる
名古屋市でジビエを PR するため、９月 10 日、11
日に開催された「ふるさと全国県人会まつり 2011」
に、ジビエの PR ブースを出展しました。
PR ブースでは、本県岡崎市で有害獣として捕獲さ
れたイノシシ１頭分、シカ３頭分の肉と、本県設楽
町産キャベツを材料に「ジビエとキャベツの炒めも
の」を調理し、来場者に試食品として提供するとと
もに、中部各県のジビエに関する料理店の紹介や加
工食品の展示を行いました。

10 日には、知
事が料理を試食
す る と と も に、
小皿に盛りつけ
た料理を配付し、
多くの来場者に
試 食 い た だ き、
ジビエのおいし
さ を PR し ま し
た。

知事がジビエを PR！

また、12 月３日、４日には、ジビエ料理を調理し
て販売し、審査によりグランプリ及び準グランプリ
を決定する「ジビエ・グルメ・グランプリ（GGG）」
を本県豊田市内で開催します。なお、グランプリ又
は準グランプリのレシピは、愛知県ホームページな
どで公表していきます。
詳しくはホームページをご覧ください。
お問合せ

愛知県農林水産部農業振興課
TEL 052-954-6406
HP http://www.pref.aichi.jp/0000044602.html
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三重県

Mie
「豊かな里海」を取り戻すために
あ

ご

～英虞湾の沿岸遊休地の干潟再生～
み

け

伊勢志摩地域は古くから「御 食 つ国」と呼ばれ、
その中心に位置する英虞湾も真珠養殖発祥の地とし
て、水産業を中心に豊かな自然と共存しながら栄え
てきました。今後、伊勢志摩地域の農林水産業が持
続的に発展していくためには、このような豊かな自
然を再生、保全しながら活用し、そこから持続的に
恵みを享受できる「豊かな里海」を取り戻していく
必要があります。
英虞湾において、環境再生の鍵となるのが沿岸域
の遊休干拓地です。英虞湾の沿岸域では、食糧増産
を背景に水田干拓が行われ、70％以上の干潟や藻場
が消失しました。しかし社会情勢の変化とともに、
現在はその 85％以上が休耕地となっています。この
ような遊休地を干潟に再生し、有効活用することで
湾の生物生産性を向上できる可能性があります。
三重県水産研究所では、地域住民、漁業者、民間
企業、行政関係者とともに、沿岸遊休地を干潟に再
生する取組を平成 22 年４月から実施しています。か
つて干潟であった未利用の干拓地約２ha の場所を活
用し、海域と干拓地を分断している潮受け堤防の水
門を開放することで、干潟に再生できるかどうかを
調査中です。あわせて地域住民に再生効果を実感し

てもらうとと
もに、干潟の
重要性を認識
してもらうた
め、生物観察
会やアサリの
放流、コアマ
担当者が国際会議で取組を発表しました
モの移植等の
再生活動を協力して実施しています。水門開放から
１年以上が経ち、稚魚やカニ、エビ、アサリなど海
の生き物がたくさん戻ってきています。
多様な主体が連携するこうした取組は、「豊かな里
海」を取り戻す重要な手法であるとして、COP10 な
ど沿岸環境保全のための国際会議でも取り上げられ、
国内外から広く評価されています。また、この活動
をきっかけに、地元志摩市の総合計画においても干
潟再生が数値目標として取り上げられ、環境保全と
経済活動が両立する新しい里海を創生しようという
機運が高まりつつあります。さらにこの活動は、全
国に 60,000ha 以上あるとされる沿岸遊休地の有効
利用の先進モデルにもなると考えています。
お問合せ

三重県水産研究所
TEL 0599-53-0016

都道府県だより
Fukui

2011 年 10 月

福井県

100 億円の「ふるさと企業育成ファンド」を設置！
～県内金融機関と協力協定～
福井県では、県内七つの金融機関の協力を得て、
総額 100 億円の「ふるさと企業育成ファンド」を設
置しました。あわせて、県と金融機関、
（公財）ふく
い産業支援センターが協定を締結し、中小企業の新
分野展開や人材確保について連携・協力して支援す
ることにより、ふるさと産業の元気再生を図ります。
本県を取り巻く経済環境は円高の進行など依然と
して厳しく、今後の本県経済の発展のためには、県
内の中小企業が持つ優れた技術力やノウハウを生か
して、新しい分野に挑戦し、競争力を高めていくこ
とが重要です。
一方、地域の金融機関では、中小企業への従来の
融資にとどまらず、資金計画づくりや財務分析など
蓄積されたノウハウを生かした経営課題への助言や、
販路拡大などへの経営支援が強く期待されています。
そこで福井県では、これらの金融機関と力を合わ
せ、ふるさと福井で 100 年続く企業を育て、ふるさ
と産業を持続的に発展させるため、意欲的にチャレ
ンジする中小企業の応援を強化することにしました。
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具体的には、県内企業が新分野に進出するための
経費を助成するほか、金融機関、産業支援センター、
商工会議所・商工会が連携して、個々の企業ごとに
支援チームを立ち上げて、経営のアドバイスや販売
先の紹介などを行います。
また、県内企業への就職を希望する理工系の大学
院生に月額 60,000 円の修学資金を貸与し、近年の理
工離れによる人材確保を支援します。
福井県では、このファンドの設置を機に、こうし
た中小企業の経営多角化や事業転換の実現に向けた
継続的なサポートを本格的に始動させていきます。

協定の調印式に顔をそろえた西川知事（中央）と金融機関の代表者たち

滋賀県

Shiga
ブログで魅力発信！
「近江路・仏女ブロガー旅紀行」始めました

好する女性を「仏女」と呼ぶそうです。滋賀県では、こう
した「仏女」50 名（男性を含む）を本県に招待し、自身
のブログで県内の仏教美術の魅力を発信してもらう「近江
路・仏女ブロガー旅紀行」情報発信事業を始めました。

９月 21、22 両日に行われた第１弾の湖北のツアーには
12 人が参加しました。台風 15 号の影響で、訪問先が長浜
市内の寺から、県内の仏像 57 点を企画展示している滋賀
県立近代美術館（大津市瀬田南大萱町）に変更となりまし
たが、県文化財保護課の職員の説明をメモを取りながら熱
心に聞いたり、写真撮影したりしていました。
参加者の中には、初めて滋賀県を訪れたという方もおら
れ、同館の仏像を見て「滋賀県の像は、表情が優しいですね。
ブログで魅力をうまく伝えたい」などと話していました。

滋賀県は、全国有数の国宝・重要文化財保有県（全国第
４位）であり、その大半が仏教に関わる建造物や美術工芸
品です。戦火などから地域の人々が守り続けてきた薬師如

10 月には、残る３地域のツアーが行われる予定です。
ブログは、県観光情報ホームページなどから見ることがで
きます。

皆さんは仏女ってご存じですか？昨今、仏像や仏教を愛
ぶつ じょ

りゅう ぞう

来 立 像 や十一面観音立像などを「仏女」が旅行者の目線
で魅力を発信して、県内外のブログの読者に届けてくれる
ことを期待しています。

これらのブログ
を ご 覧 い た だ き、
興味を持たれた方
は、 是 非 滋 賀 県 に
お 越 し い た だ き、
直 接、 滋 賀 の 仏 教
美術の魅力に触れ
てみてください。

今年の７～８月にブログを書いている人を対象に募集し
たところ、全国から 100 人の応募があり、ブログの人気や
仏教、仏像への関心度などから、20 ～ 60 歳代の 50 人を
参加者に決めました。
選ばれた仏女らは、１泊２日で、湖北、湖東、湖西、湖
南のいずれかの地域を旅行します。初日は県観光交流局が
提案する寺院や博物館を、２日目は県内のお堂などを自由
に訪ね、帰宅後 10 日以内に旅行記をブログに掲載するこ
とが条件となっています。滋賀県までの交通費などを支給
するほか、旅館・ホテルなどの協力を得て宿泊費も無料に
しました。

お問合せ

滋賀県観光交流局
TEL 077-528-3741
滋賀県観光情報 HP
http://www.biwako-visitors.jp/

都道府県だより
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京都府

Kyoto
いよいよ開催！国民文化祭・京都 2011

10 月 29 日（ 土 ） か ら 11 月 6 日
（日）まで、
「第 26 回国民文化祭・京
都 2011」
（京都国文祭）を開催します。
期間中は、音楽、舞踊、演劇、芸術、
文芸などの芸術文化から、地域独自
の伝統文化や生活文化まで、70 もの
イベントが京都府内各地で繰り広げ
られます。

トワリングのほか、全国各地の郷土芸能、海外からの参
加者も加わり、総勢 3,000 人が華麗なパフォーマンスを
繰り広げます。また、被災地からも多くの方々にご参加
いただき、京都から復興への意志をアピールします。
期間中は、京都が誇る「ほんまもん」に気軽に触れる
ことができるのも魅力です。各流派家元によるお茶会や
人間国宝による演能、祇園甲部歌舞練場における「日本
舞踊の祭典」
、有名料亭の京料理を味わうことができる
「食文化の祭典」など盛りだくさん。
文化に染まった秋の京都へ是非お越しください。

京都国文祭のテーマは、
「こころを
ほっしん

整える～文化発心」です。人の気持ち、
相手への思いやりを大切にする日本の
文化・こころを見つめ直し、次世代へ
伝えていきたいという思いを込めまし
た。また、東日本大震災が起こった年
に開催される国民文化祭であることを踏まえ、京都の重
大な責務として、日本の文化や伝統の素晴らしさに触れ、
日本人としての誇りを共有し、国を挙げて復興の気運を
高めることを目指します。
お問合せ

10 月 29 日の「都大路オープニングパレード」の先頭
みやこ

を飾るのは 100 人の振り袖姿の「京踊り子隊」
。京舞妓、
平成男きもの組、日本有数のマーチングバンドやバトン
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第 26 回国民文化祭京都府実行委員会事務局
TEL 075-414-4225
HP http://kokubunsai-kyoto2011.jp/

大阪府

Osaka
第１回大阪マラソン開催！

に参画するマラソンを目
指します。
大会に先駆け 10 月 28
日と 29 日には、インテッ
クス大阪で「大阪マラソ
ン EXPO2011」を開催。
スポーツメーカーなどが
出展するイベント・展示
即売ブースのほか、観光
や大阪の食を紹介する
ブースも出展されます。
入場無料ですので、是非
お越しいただき、大阪の
魅力を感じてください。
第１回大阪マラソン
は、ランナーはもちろん、
個人・団体でのボランティアや沿道でのパフォーマ
ンスで大会を盛り上げる「ランナー盛上げ隊！」など、
応援していただける全ての人々みんなで盛り上げる、
大阪を挙げてのお祭りイベントにしてまいります。

10 月 30 日（日曜日）
、第１回大阪マラソンを開催
します。
大阪では初となる大規模市民マラソン。30,000
人のランナー募集に対し、17 万人もの応募をいた
だきました。この大会の魅力は、大阪の代表的な観
光名所を巡ることができるよう設計したコース。大
阪城公園前をスタートし、大阪のメインストリート
である御堂筋や、
「水都大阪」を実感できる中之島
界隈、通天閣周辺を通り、南港のインテックス大阪
をフィニッシュとする、大阪の見どころが詰まった
42.195km です。
「みんなでかける虹。
」をスローガンにした今大会
は、チャリティマラソンであることも特徴です。ラ
ンナーの皆様には、虹の７色それぞれに設定された
チャリティテーマから一つを選んで寄付をしていた
だくよう呼びかけています。また、チャリティラン
ナー（女優の秋野暢子さんやタレントの森脇健児さ
んなど）やチャリティサポーター（セレッソ大阪ア
ンバサダーの森島寛晃さんや大阪ガスの朝原宣治さ
んなど）の皆様には、チャリティへの協力を広く呼
びかけていただき、世界で最も多くの人がチャリティ

大阪マラソン 2011 HP
http://www.osaka-marathon.com/2011/

都道府県だより
Nara
拝啓

志賀直哉様

2011 年 10 月

奈良県
おいしい奈良、できました。

今年で３年目を迎える「奈良フードフェスティバ
ル」
。東西の人気シェフによる延べ 39 日間の食の祭
典が、２会場リレー式で繰り広げられます。第１弾
「クーカル イタリアン イン 馬見」を 10 月１日（土）
～ 16 日（日）にかけて、馬見丘陵公園（北葛城郡河
合町）で開催。
第２弾「クーカル・イン・奈良」は秋たけなわの
10 月 22 日（土）～ 11 月 13 日（日）に奈良公園と
その周辺で開催します。東西の「予約が取れない店」
の人気シェフが、奈良公園内の飲食施設「クィーン
アリスシルクロード」を会場に、奈良の食材を使っ
た特別メニューを提供します。随筆「奈良」に「食
ひものはうまい物のない所だ」と記した文豪志賀直
哉にちなみ、期間中の月曜日は「志賀直哉旧居」で
の特別ダイニングも実施します。
奈良野菜のとれたてマルシェや奈良のうま酒など
が堪能できる「クーカルバザール」には、毎年 10 万
人を超える観光客が訪れます。他にも気軽に立ち寄
れる「カジュアルレストラン」や協賛店による「街
なかレストラン」などで、
奈良の食の魅力を伝えます。
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おいしい奈良に出会えるこの秋、平城遷都 1301
年目の奈良に是非お越しください。

昨年のクーカル・イン・奈良より

お問合せ

奈良フードフェスティバル実行委員会
TEL 0742-26-0062
HP http://www.cu-cal.net/

和歌山県

Wakayama

『和歌山県の防災・減災対策の総点検』の実施について
本県では、台風第 12 号により未曾有の激しい雨に
見舞われ、県内の広い範囲で、河川の氾濫や土砂災害
等の甚大な被害が発生しました。
これに対し、各関係機関等からの救援救助活動や物
資等の提供等、様々なご支援をいただきましたことに
ついて、厚く御礼申し上げます。
県では一日でも早い完全復旧を目指し、全力を挙げ
て取り組んでいるところでありますが、今後もさらな
る支援等を賜りますよう、よろしくお願いします。
さて、来たるべき東海・東南海・南海地震への対策
として、東日本大震災における津波被害を受けて防災・
減災対策の総点検を行い、県民に向けて発表しました。
今回の「総点検」において、洗い出された課題につ
いては、対策が実施できるものは速やかに実施し、残
る課題については、有識者から構成される専門家会議
において、専門的な意見を聴取しながら中・長期的に
実施していきます。
総点検で今までの想定を一から見直すことを前提と
し、①とりわけ県と市町村で住民の避難先を見直して、

住民一人一人のレベルまでどこに逃げるかを認識し
てもらうよう徹底し、②住宅の倒壊防止、家具の固定
等、日頃から備えておくことやできることを全て見直
し、③その上で大がかりな災害に強いインフラ整備を
行うものです。また、国の被害想定見直しに応じて対
策を見直すこととしています。
特に、津波からの避難については、時間が許す限り
高台へ逃げることが最も重要であるとの認識の下、避
難場所をレベル分けするなどして、緊急点検を進めて
まいりました。
特に高台や裏山といった緊急避難先について、新た
な避難路や避難誘導灯等の整備が市町村で必要とな
る場合は、支援を一層充実させていきます。
今後は、震災だけでなく、風水害等、多様な災害に
対応できるよう対策を行っていくこととしています。

都道府県だより
Hyogo
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兵庫県

11 月 12 日（土）・13 日（日）
「B-1 グランプリ in 姫路」開催

砂にくてん」（高砂にくてん喰わん
会）が出展し、ご当地グルメを通
して我がまちをアピールします。

●食を通じたまちおこしイベント
味は A 級、値段は B 級。安くて美味しく、地元に愛され
ているグルメ「B 級ご当地グルメ」が全国から集う、日本最
大級のまちおこしイベント「B-1 グランプリ」。
第６回目となる今回は、世界文化遺産「姫路城」周辺（兵
庫県姫路市）での開催です。関西で初、新幹線停車駅でも初
めての B-1 グランプリとなります。
「B-1 グランプリ」は、単においしいものを提供するだけ
でなく、食を通じて自分たちのまちを知ってもらうための活
動です。ご当地グルメが広く知られることで、一人でも多く
の方に、そのグルメを生み育んだまちに足を運んでもらいた
いと考えています。

●「姫路食博 2011」も同時開催
尼崎あんかけチャンポン
全国各地からたくさんの方が来
場されることから、これを絶好の
機会と捉え、兵庫県下で食による
まちおこしに取り組む 62 の団体が
出展する「姫路食博 2011」を B-1
グランプリと隣接する会場（姫路
城周辺）で同時開催します。
そばとご飯に甘辛いソースが絡
生野ハヤシライス
んだ絶妙な味わい「長田そばめし」、
具だくさんのあんかけスープとス
トレートの細麺が特徴の「尼崎あ
んかけチャンポン」、鉱山のまちと
して栄えた頃の懐かしい家庭の味
を再現した「生野ハヤシライス」、
篠山産コシヒカリに篠山名産の牛
肉や鹿肉、猪肉などのお肉を乗せ
た「篠山まるごと丼」、たまねぎ・
淡路島ぬーどる
魚介類・牛肉・手延べ麺など淡路
島名産をふんだんに使った「淡路島ぬーどる」など、兵庫県
でしか食べられないご当地グルメもどうぞ食べ逃しなく！

●過去最多 63 団体が出展
全国各地から 63 のうまいも
んが大集結。過去の大会でゴー
ルドグランプリを獲得した富
士宮やきそば学会、厚木シロ
コロ・ホルモン探検隊、横手
やきそば暖簾会、甲府鳥もつ
煮でみなさまの縁をとりもつ
隊も、もちろん登場します。
地元兵庫からは、しょうが
醤油をつけて食べる「姫路お
で ん 」（ 姫 路 お で ん 普 及 委 員 しょうが醤油をつけて食べる「姫路おでん」
会）
、ふわっとした食感にプリプリ明石タコとかつおダシが
きいた「あかし玉子焼」（あかし玉子焼ひろめ隊）、甘辛く煮
た牛すじ・じゃがいも・コンニャクが入ったお好み焼き「高

お問合せ

B-1 グランプリ in 姫路実行委員会事務局
TEL 079-287-0066
FAX 079-287-0090
HP http://www.b1-himeji.jp/
姫路食博 2011 実行委員会（コムサロン 21 内）
TEL 079-224-8803 FAX 079-224-1553
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鳥取県

Tottori
第 31 回全国豊かな海づくり大会開催

「第 31 回全国豊かな海づくり大会」が、
10 月 29 日・
30 日、鳥取県鳥取市で開催されます。
初開催となる鳥取大会では、各行事を通じて、県内
外から約 50,000 人のお客様をお迎えする予定です。
鳥取大会のテーマは、
「つくろうよ みんなが笑顔
になれる海 ～がんばろう日本 災害からの復興～」
。
年初の山陰地方における豪雪や３月の東日本大震災
は、日本各地の水産業に従事する人々に甚大な被害を
もたらしました。鳥取大会では、この度、東日本大震
災で被災された漁業関係者、水産高校の学生にも参加
いただき、復興への思いを、更に固く結束し、全国の
皆様へ届けます。
鳥取大会を迎えるに当たり、鳥取県では、海を渡っ
て来た白うさぎの伝説にちなんで、ふるさとの海や川、
森を守り育てる活動に参加した人たちを「白うさぎ大
使」に認定し、県民総参加による「新たな国造り運動」
を展開してきました。豊かな自然、環境を守り、育て、
共に生きていく気持ちを次世代へつなげる礎となる大
会とします。
また、
「食のみやこ鳥取県」のきれいな海で獲れる
安全・安心な水産物、美しい環境の中で育てられた四
季折々の素晴らしい自然の恵みなどの魅力を全国に発
信します。

行事概要
・式典行事 10月30日
とりぎん文化会館（鳥取市尚徳町）
・海上歓迎・放流行事 10月30日
鳥取港西浜地区
・ふれあい交流行事 10月29日、30日
コカ・コーラウエストスポーツパーク（鳥取市布勢）

海上歓迎・放流行事（イメージ図）

お問合せ

鳥取県農林水産部全国豊かな海づくり大会推進課
TEL 0857-26-7678、7897

都道府県だより
Okayama
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岡山県

アートで岡山の魅力を発信！
「岡山芸術回廊」プレ開催

を楽しむ新たな提案を
行っていきたいと考え
ています。
また、後楽園を中心
としたエリアは、多く
の芸術文化施設が集積
する「岡山カルチャー
ゾーン」と呼ばれると
ころです。ここで展開
される「岡山芸術回廊」
をゆっくり巡っていた
だくことで、街の魅力
を体感していただける
よう、文化施設、地元
商店街、地域で活動する文化団体や芸術家の方々と力
を合わせて盛り上げていきたいと思います。
今年と来年の秋は、是非「岡山芸術回廊」にお越し
いただき、岡山文化の新たな魅力に触れてください。

岡山県で昨年度開催された「第 25 回国民文化祭・
おかやま 2010」では、県内全域で様々な文化事業が
繰り広げられ、大勢の県民が文化に触れ、また、文化
を支える多くの人々が日頃の活動の成果を全国に発信
することができました。この国民文化祭での成果を継
承・発展させ、岡山の文化を引き続き全国に発信して
いくために、
おかやま県民文化祭の特別事業として「岡
山芸術回廊」を開催することになりました。
「岡山芸術回廊」は、日本三名園の一つである岡山
後楽園を中心とした地域を会場として来年秋に開催す
るもので、今年度はプレ開催として、11 月 13 日か
ら 12 月４日までの会期で、後楽園や岡山城でアート
作品の展示、演劇・ダンスの公演、音楽の演奏などが
行われます。また、後楽園門前町の出石町でアートイ
ベントを開催するほか、県内のクラフト作家が東日本
大震災の被災地へ手仕事の作品を届ける取組なども計
画しています。
後楽園は、築庭 300 年以上経った今でも、ほぼ江
戸時代の姿を残し、当時の土木技術と庭園芸術を今に
伝えていますが、
「岡山芸術回廊」期間中にはアート
とのコラボレーションにより、この世界に誇る名園

お問合せ

岡山県環境文化部文化振興課
岡山芸術回廊事務局
TEL 086-226-7903
HP http://www.okayama-kairo.jp
25

島根県

Shimane

動き出した“オーガニックアカデミー構想”
食の安全や環境問題への関心の高まりを背景に、有
機農業への消費者の期待や生産者の取組志向が高まっ
ています。豊かな自然が残っている島根県は、有機農
業には絶好の地です。
島根県には、木次町（現：雲南市）や柿木村（現：
吉賀町）のように以前から有機農業の盛んな地域や、
「いわみ地方有機野菜の会」のように有機野菜に取り
組む若者グループがあります。このような取組を県内
全域に広げることにより、
「有機農業」を島根農業を
代表するイメージとして確立したいと考えています。
そこで、有機農業の担い手育成施策を体系的に整理
した“オーガニックアカデミー構想”に今年度から本
格的に取り組んでい
ます。この構想の大
きな柱として、県立
農業大学校に全国初
の「 有 機 農 業 専 攻 」
を設け、有機農業の
担い手育成拠点とし
水稲有機栽培技術交流セミナー

て整備していきます。
また、有機農業の試行や本格的な経営展開を支援す
る補助事業の創設、新規就農者に対する経営安定資金
制度の充実、技術開発と指導力強化、商談会等の開催
による販路確保などにも取り組んでいます。
このような取組の結果、有機農業に参入する若者が
増え、定着・自立することにより、県内に有機農業が
広がり、全国でも有数の“有機農業の先進県”となる
ことを目指しています。

水田除草機による除草作業

お問合せ

島根県農林水産部農畜産振興課
TEL 0852-22-6477

都道府県だより
Hiroshima

2011 年 10 月

広島県

「しまなみ海道サイクリングロード」の利便性向上

28km 区間に、車道
外側線（白線）に沿っ
て幅 20cm のブルー
ラインを連続して引
き、ライン上に尾道
駅から今治市までの
距離を示す距離標を
１km ご と に 設 置 し
たものです。
利用者アンケート
でも多くの方に評価
いただいた今回の整
備で、ノーマップで
推奨ルートを走行す
ることが可能となっ
ています。レンタサ
イクルも充実してい
ますので、是非お気
軽にご利用ください。

現在、広島県では、瀬戸内ブランドの確立を目指
した「瀬戸内 海の道構想」を策定し、戦略テーマ
の一つに瀬戸内サイクリングロードを掲げ、実現に
向けたプロジェクトを展開しているところです。
昨年度、プロジェクトの一つとして、しまなみ海
道サイクリングロードのルート案内を改善し、利便
性向上を図るため、全国的にもあまり例のないユニー
クな取組として、車道上にブルーのラインや距離標
などの路面標示を整備しました。
具 体 的 に は、 県 内 の 推 奨 ル ー ト 38km の う ち

お問合せ

広島県土木局道路整備課
TEL 082-513-3897

しまなみ海道サイクリングロード推奨ルート
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ブルーライン

ブルーラインと距離標

Yamaguchi

山口県

おいでませ！やまぐち食彩店

山口県にお越しの際は、是非、やまぐち食彩店に
立ち寄っていただき、「まるごと！」やまぐちの農水
産物を堪能してみませんか。

山口県では、地元で作られたものを地元で消費す
る「地産・地消」を進めています。
その取組の一つとして、この度、県産食材を使っ
たメニューを提供する、やまぐち食彩店のガイドブッ
ク「おいでませ！やまぐち食彩店」を作成しました。
ガイドブックでは、県内のやまぐち食彩店を岩国、
柳井、周南、山口・防府、宇部・小野田、下関、長門、
萩の８地域エリアごとに紹介（掲載情報は７月１日
現在）
。ドライブでも活用できるように店舗の地図や
店の連絡先、地産・地消メニューの写真などを掲載
しています。
やまぐち食彩店は、県産米を 100％使用し、県産
食材をおおむね 80％以上使った地産・地消メニュー
を提供する等の条件を満たした飲食店、ホテル・旅
館などで、８月 31 日現在 226 店舗あります。
ガイドブックは、県内の道の駅、主要な JR 駅、空
港等で入手できるほか、県産農水産物の情報などを
紹介するウェブサイト「まるごと！やまぐち .net」
からもご覧になれます。
魅力あるやまぐちの農水産物を「まるごと！」知っ
て、食べて、楽しんでいただきたいと思っています。

やまぐち食彩店を掲載したガイドブック

お問合せ

山口県農林水産部流通企画室
TEL 083-933-3395
まるごと！やまぐち .net HP
http://www.marugoto-y.net/

都道府県だより
Kagawa

2011 年 10 月

香川県

盆栽の魅力に触れる
松盆栽に向き合うと、そこに様々な情景が見えます。瀬戸内
海の波の音、爽やかな風、山の木々の香り、そこに暮らす人々の
歴史などが感じられます。盆栽から見える、感じられる景色こそ
が、盆栽の魅力の一つだと言います。
松盆栽の生産量が日本一の香川県。高松市の西部に位置する
鬼無町と国分寺町は、その松盆栽の主な生産地として知られて
います。あちらこちらに見事な盆栽の鉢がずらりと並べられてい
るだけでなく、一面に盆栽の苗が植えられた畑が見られ、香川
ならではの景色が広がります。畑に植えられた小さな松を眺めて
いると、まるでミニチュアの世界に入り込んだような不思議な感
覚に。鬼無町には
「盆栽通り」が、
国分寺町には日本で唯一の
「盆
栽神社」があり、盆栽の町らしさがそこここに表れています。
本県の盆栽の歴史は古く、江戸時代までさかのぼります。小
山や海辺にあった姿の良い松を鉢に植えて、枝ぶりを整えて販売
したのが始まりと言われます。松盆栽に適した自然条件が整い、
つぎ き

せん定や接木、針金を用いた整枝といった地元で古くから培わ
れた技にも支えられ、香川県で盆栽が飛躍的に発展してきまし
た。黒松や錦松、五葉松のほか、15 年の歳月をかけて錦松の
優良品種「夢錦」が誕生
しました。先人たちの努力
のお陰で、名品と言われる
見事な松が並びます。大
切に育まれ、代々受け継が
れる盆栽が今の私たちに、
そして未来にも感動を与え
てくれることでしょう。
この秋、11 月 18 日から

21 日までの４日間、日本で初めて
「第 11 回アジア太平洋盆栽水石
高松大会」がサンポート高松を始
め、栗林公園や玉藻公園などを
第 11 回アジア太平洋盆栽水石高松大会
会場に開催されます。第１回大会 ※１日鑑賞券の前売り券 800 円（当日 1,000 円）
を全国の主なコンビニエンスストアで発売中
がインドネシアで始まり、20 年目
（11/10 まで）
の今回、香川県に世界各国から多
くの方が集い、盆栽の技が披露さ
れます。
「BONSAI」が世界共通語となっている今、脈々と受け継がれ
る香川の巧みな技を、これからも世界に発信し続け、更に多く
の盆栽ファンが増えることを期待しています。
是非今秋は、香川県へお越しいただき、じっくりゆっくり盆栽
をご覧ください。
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お問合せ

香川県農業生産流通課
TEL 087-832-3422
アジア太平洋盆栽水石大会高松実行委員会事務局
TEL 087-813-1787
HP http://www.aspac-takamatsu.jp

Tokushima

徳島県

「防災・減災フォーラム 2011 in 徳島」を開催

通じて、参加者一人一人が地震への備えについてしっか
りと学んでいました。また、被災地の生の声として、本
県が継続的に支援している宮城県の村井知事からビデオ
メッセージをお寄せいただきました。
さらに、28 日には、
「地域で取り組む防災連携部会」
、
また「医療、保健、福祉部会」
「学校防災部会」
「施設
整備のあり方等検討部会」
、そして「地域防災対策部会」
の五つの分野で分科会が開催され、参加者は地域ぐるみ
の防災連携の事例発表などに熱心に耳を傾けました。
今回のフォーラムでは、県内全域の皆さんに参加いた
だけるよう県南部、県西部にサテライト会場を設置し、
２日間で約 1,500 名に参加いただきました。
このような機会を通じて、県民の皆さんに更に防災・
減災に対する意識を高めていただき、三連動地震への備
えにしっかりとつなげていただければと思います。県で
は、 今 後 も関 係
機関の皆さんと
協力しながら防
災・減 災 対 策に
全力で取り組ん
でいきたいと考
えています。

徳島県では、関西広域連合の一員として、主に宮城
県を中心に東日本大震災の被災地支援を行っており、県
職員のほか市町村職員、医療関係者の皆さんなど、延べ
2,000 人を超える人員を東日本大震災の被災地に派遣し
ています。
こうした被災地支援の活動や有識者による調査等を通
じて明らかになった東日本大震災の教訓を、県民、自治
体、事業者等と共有し、さらに、これまでの「防災」に
「減災」という視点を加えた、
「新しい備え」について考
えることで、今後発生が懸念される「東海・東南海・南
海」三連動地震への対策につなげようと、８月 27 日と
28 日に「防災・減災フォーラム 2011 in 徳島」を開催
しました。
初日の 27 日には、建築家で「東日本大震災復興構想
会議」の議長代理を務める安藤忠雄氏による「東日本
大震災から」と題した基調講演がありました。引き続い
て、
安藤忠雄氏を始めとする４名のパネリストによる「東
日本大震災の教訓・
『東海・東南海・南海』三連動地震
への備え」をテーマにしたパネルディスカッションが行
われました。このほか会場では、防災に関するパネル展
示や地震体験車「防災すだちくん」での地震体験などを

都道府県だより
Ehime

2011 年 10 月

愛媛県
あり、手ごたえを
感じています。10
月からは会員によ
るお相手の検索も
始まり、ボランティ
アの「愛結びサポー
ター」がお引き合
わせを行うことに
なっています。
県では、一組で
も多くのカップル
が誕生し、ゴール
インすることを願
い、 今 後 と も、 セ
ンターを通じた結
婚支援に積極的に取り組んでいきたいと考えています。

えひめ結婚支援センター「愛結び」スタート !!
平成 20 年 11 月に開設した「えひめ結婚支援セ
ンター」では、これまで月 20 回程度のペースで出
会いイベントを開催し、８月末時点で、2,481 組の
カップルが誕生、110 組から成婚報告をいただいて
おり、県民等の反響も大きなものがあります。
一方で、若者の結婚支援ニーズは多様であり、不
特定多数が参加するイベントへの参加が苦手な方
や、イベントでは理想の相手となかなか出会えない
という方もかなりの数にのぼります。
こうしたニーズに応えるため、今年度からイベン
トの開催に加え、新たに１対１のお見合い事業「愛
結び」に取り組んでいます。これは、写真入りのプ
ロフィールを登録（登録料１万円（３年間有効）
）し
て会員となった独身男女がお相手を検索し、気に入っ
た方がいれば個別にお引き合わせをするものです。
イベントでは、一度に大勢の方と知り合うことは
できますが、交際が始まり、相手のプロフィールが
分かると別れてしまうケースも多く、「愛結び」で
あれば、こうしたケースは減少し、結婚の可能性も
高まるものと期待しています。
「愛結び」の会員受付は７月上旬からスタートして
いますが、２ヵ月弱で既に 400 名を超える方の登録が

お問合せ

えひめ結婚支援センター
TEL 089-933-5596
HP http://www.msc-ehime.jp
愛媛県保健福祉部生きがい推進局子育て支援課
TEL 089-912-2413
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高知県

Kochi

室戸ジオパークが世界ジオパークに認定されました。

と共生しながら育んだ
歴史や文化、海洋深層
本年９月 17 日（日本時間では同年９月 18 日）に、 水や農水産物などの豊
かな恵みを体感できる
ノルウェーのランゲスンで開催された欧州ジオパーク
自然の公園として、そ
ネットワーク会議において、
「室戸ジオパーク」の世
の全てを間近に感じる
界ジオパークネットワーク（GGN）への加盟が認め
ことができます。
られました。
高知県では、これま
GGN は、2004 年に国連教育科学文化機関（ユネ
でも「室戸ジオパーク」
スコ）の協力により設立された機関で、地質学的重要
を県産業振興計画に位
性を持つ場所を認定・保護し、環境教育と研究の場と
置付け、地元室戸市が
しつつ、持続可能な経済開発の場とすることを目指し
行うジオパークを活用
ています。これまでに世界全体で 27 ヵ国 87 地域が
した教育活動の実践や
認定されており、
「室戸ジオパーク」は、国内で５地
ガイドの養成などに対
域目の認定となります。
して支援を行ってきました。
太古の昔から繰
今回の世界認定を契機に、今後は、室戸ジオパーク
り返されてきた地
を始め、国指定重要文化財の魚簗瀬森林鉄道や北川村
殻の変動により、
世界的にも貴重な 「モネの庭」マルモッタンなど、高知県東部の魅力を
世界に発信し、地域経済の活性化と交流人口の拡大に
地形・地質の遺産
つなげていきたいと考えています。
が集積した「室戸
ジオパーク」は、
お問合せ
まさに“新しい大
室戸ジオパーク推進協議会事務局（室戸市役所内）
地が誕生する最前
線”です。また、 TEL 0887-22-5161
HP http://www.muroto-geo.jp/www/
ノルウェーの会議における認定の模様
人々が自然・環境

都道府県だより
Fukuoka

2011 年 10 月

福岡県

「ふくおかの農業応援団」を創設！
～元気なふくおかの農業をつくります～
福岡県では、農業に対する県民の理解促進を図り、
地産地消を進めるため、今年度から新たに「ふくお
かの農業応援団」づくりに取り組みます。
これまでのブランド化など競争力強化の取組に加
え、将来にわたって本県農業を支えていただく応援
団を増やすことで、元気なふくおかの農業づくりを
目指します。
学校においては、農業の役割や重要性、県産農産
物などを解説する DVD を県内の全ての小学校に配
布し、子どもたちに対する啓発を行います。また、
子どもの頃から県産果実の美味しさに親しませるた
め、学校給食に美味しい旬の県産果実を提供します。
家庭、地域においては、県産農産物を積極的に購
入・使用する「ふくおかの農業応援ファミリー」と「ふ
くおかの農業応援の店」を登録・認定し、本県農業
を応援する取組を実践していただきます。
「ふくおかの農業応援ファミリー」登録者への特典
として、旬の農産物や直売所情報を盛り込んだメー
ルマガジンを配信するほか、稲刈り体験や味噌づく
りなどを通じて、農業や食への理解を深める農業農
村体験ツアーの実施や、県産農産物を使ったレシピ
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コンクールなどを開催します。
「ふくおかの農業応援の店」には、福岡県オリジナ
ルののぼりなどを提供するとともに、県のホームペー
ジ等で PR します。
「応援ファミリー」の登録目標は３年間で 10,000
世帯、
「応援の店」は同じく３年間で３００店。県産
農産物の積極的な利用につながるような主体的な取
組が進み、県民全体で農業を支える機運が高まるこ
とを期待しています。

お問合せ

福岡県農林水産部農林水産物安全課食の安全係
TEL 092-643-3518
ふくおかの農業応援団 HP
http://f-ouen.com

佐賀県

Saga

日本酒世界 No.1 の称号「チャンピオン・サケ」に、 （米、麦、水）を
100 ％ 使 用 し、
佐賀の酒「鍋島 大吟醸」が選ばれました！

佐賀県内で製造
されたというこ
とだけを証明す
る だ け で な く、
味や香りなど品
質面でも優れた
製品を、自信を
持って消費者に
お届けすること
IWC 第５代チャンピオン・サケ
を目的に認定す
「鍋島 大吟醸」
るものです。10
月１日には、秋の審査会が行われ、公募による一般
消費者 10 人を含む 21 人の審査員による厳しい審査
の結果、25 銘柄を認定しました。
佐賀の酒が持つ、ふんわりとした芳醇な香りと豊
かな味わいは、一度飲んでいただければ必ずファン
になっていただけるはずです。
世界一の日本酒「鍋島 大吟醸」を始めとする、
おいしい佐賀の酒の数々を是非一度ご賞味ください。

世界最大規模・最高権威と評価されるワイン・コ
ンペティションである「インターナショナル・ワイン・
チャレンジ（IWC）2011」の授賞式が９月６日、ロ
ンドンで開催され、日本酒部門の最優秀賞「チャン
ピオン・サケ」に、佐賀の酒「鍋島 大吟醸」（佐賀
県鹿島市・富久千代酒造）が選ばれました。
IWC 日本酒部門は、海外での日本食人気を受け
2007 年に新設された、日本国外最大の日本酒品評会
です。出品される参加蔵元、銘柄数共に年々増えて
おり、今年は 206 蔵元 468 銘柄と過去最大の出品数
の中、佐賀の酒が「チャンピオン」の称号を獲得し
たことは、大変名誉なことであり、佐賀の酒のレベ
ルの高さを物語るかのようです。なお、
「チャンピオ
ン・サケ」が発表された後、
「鍋島 大吟醸」は大き
く注目され、問合せが相次ぎ、完売状態が続いてい
ます。
一般的に九州は、日本酒よりも焼酎というイメー
ジが強くありますが、米どころ・佐賀県では日本酒
を造る酒蔵も多く、多くの日本酒ファンに親しまれ
ています。
また、佐賀県では「これぞ佐賀ん酒！」というお
墨付きを与える、佐賀県原産地呼称管理制度を平成
16 年度から始めています。これは、佐賀県産原料

お問合せ

佐賀県農林水産商工本部流通課
佐賀酒
TEL 0952-25-7099
E-mail ryuutsuu@pref.saga.lg.jp

都道府県だより
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長崎県

Nagasaki
ながさき音楽祭 2011 いよいよ開催！

さて、今年の新たなプログラムとして、対馬市で世
やましたかずひと

ふじいえけい こ

界的ギタリストの山下和仁さんと作曲家の藤家溪子さ

ながさきに音楽が舞う「ながさき音楽祭」
。今年も
んによる、雅楽の様式を取り入れた楽曲を世界で初め
すいちょう つしまのらく
９月 17 日（土）から 11 月 23 日（水・祝）までの
て演奏するコンサート「水調 対馬楽」のほか、歌劇
およそ２ヵ月間、県内各地で様々な音楽イベントを開
「蝶々夫人」ゆかりの地長崎市で、長崎港を背景に居
催します。この音楽祭は、本県のクラシック演奏者の
留地時代に思いを馳せる「グラバー園コンサート」や、
登竜門である「長崎県新人演奏会」が 35 回を迎えた
帆船「観光丸」の船内で潮風と飲み物を片手に楽しめ
ことを機に、平成 19 年からスタート。
るコンサート「風のアリア」を開催します。
５年目を迎えた今では、これまでの実績を踏まえ、
また、佐世保の街がジャズであふれる「佐世保
県内各地域の実行委員会などが中心となって企画・運
JAZZ2011」 や、 雲 仙 市 内 各 地 で 舞 踏 会 や マ ー チ
営し、地域の特色ある音楽イベントを繰り広げてまち
ングバンドコンサートによる「雲仙音楽祭 MOVE
のにぎわいづくりと交流人口の拡大を図っています。
UNZEN ！」
、観光施設として人気の長崎県美術館や
が がく

い き こく

長崎歴史文化博物館、一支国博物館でのコンサートの
ほか、今年９月にオープンした平戸オランダ商館、寺
院、酒蔵、空港など、長崎ならではの会場で、音楽を
身近に感じていただける魅力たっぷりのイベントが盛
りだくさんです。
この秋「ながさき音楽祭」で、ながさきの音や情緒
をお楽しみください。
お問合せ

ながさき音楽祭事務局（県の文化振興課内）
TEL 095-829-2883

昨年の音楽祭の様子
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大分県

Oita
豚の人工授精技術で特許取得！

大分県と広島大学が共同開発した「豚の凍結精液
による人工授精技術」が、
この度特許登録されました。
これまで、豚の凍結精液による人工授精は、溶か
した後の精子の運動性が低く、受胎率は 50%以下、
生まれてくる子豚の数は５頭程度と、実用化が困難
な状況でした。
研究を進めていく中で、豚の精液には多くの病原
体が存在し、この病原体が精子に悪影響を及ぼして
いることが分かりました。そこで、病原体の影響を
受けにくい方法を研究した結果、豚の精液から精子
を分離し、凍結・融解させて人工授精を行う方法の
開発に成功しました。
本技術を利用して生み出された凍結精子は、半永
久的に保存することができ、溶かした後も運動性を
維持します。
これにより、受胎率は 80%以上、生まれてくる子
豚の数は 10 頭前後となり、繁殖成績は自然交配と同
程度に向上しました。
また、凍結した状態から溶かして人工授精を行う

まで、僅か数分で終了するため、養豚農家の負担が
軽減されます。
この新技術の導入により、年間を通した繁殖成績
の安定化、養豚農家の経費削減、生産頭数の増加が
期待されています。

新技術により生まれた豚

お問合せ

大分県研究普及課
TEL 097-506-3572

都道府県だより
Kumamoto
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熊本県

全国子守唄サミット & フェスティバル
～全国の子守唄を五木村から発信～
自然が奏でる子守唄の里・五木村では、毎年紅葉の
季節である 11 月に「五木の子守唄祭り」を開催して
います。今年は、全国的に子守唄で有名な７市村（静
岡県沼津市、和歌山県岩出市、岡山県井原市、大分県
佐伯市、長崎県島原市、熊本県天草市、五木村）の
代表が五木村に集まり、11 月５日（土）と６日（日）
に「全国子守唄サミット & フェスティバル 2011 in
五木」として開催します。祭りでは、
「正調五木の子
守唄」はもちろんのこと、全国７市村の子守唄が披露
されます。
今年は、
「自然の中での癒し」
をテーマにした村民による灯り
のイベントや太鼓踊り・棒踊りな
ど地元の伝統文化の披露、花火大
会も予定しています。眼下の水没
予定地から打ち揚げられる花火
は、峡谷にこだまする大音響とと
もに目の前で大輪を咲かせます。
その素晴らしさは決して他では
体験できないものです。
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他にも、祭り会場では、ヤマメの塩焼きを始め、豆
腐の味噌漬けや薫製、鹿肉のコロッケ、濃厚な味わい
の地蜂の蜂蜜など五木村の特産品を多数販売します。
紅葉シーズン真っただ中の五木村で今年の秋を堪能
しませんか。当日は、
五木村のマスコット「いつきちゃ
ん」と県の PR キャラクター「くまモン」も登場します。

たくさんの人でにぎわう祭り

お問合せ

五木の子守唄祭実行委員会事務局
TEL 0966-37-2212

宮崎県

Miyazaki
始動！「みやざき元気プロジェクト」

海外展開を推進します。さらに東九州自動車道や細島
港など産業を支える基盤の整備促進や交通・物流ネッ
トワークの高度化に向けた検討を行います。

本県の経済は、長引く景気低迷に加え、口蹄疫や鳥
インフルエンザ、新燃岳の噴火などの影響により、経
済活動そのものが停滞している状況にあります。
このため、まずは県内経済の活性化を図ることが何
よりも重要であるとの認識から、８月 27 日の口蹄疫
終息宣言から１年というタイミングを捉えて知事が記
者会見を行い、総額約 1,122 億円（現時点での事業
規模）の経済活性化対策「みやざき元気プロジェクト」
の展開を図ることを発表しました。
この「みやざき元気プロジェクト」は三つの柱で構
成されています。
一つ目は、
「停滞している県内経済活動の回復」です。
緊急的な雇用対策や金融対策などによる経済・雇用
の下支えを行うとともに、公共事業の積極的な実施や
口蹄疫終息一周年イベントなどによる需要喚起、観光
誘客対策など、県内経済活動の早急な回復に努めます。

三つ目は、
「地域経済循環システムの仕組みづくり」
です。
本県農林水産物の消費拡大や県産品の購入促進など
広い意味での地産地消、
さらに 100 万泊県民運動など、
県内需要を喚起するとともに、資金や価値が県内を円
滑に循環する経済の仕組みづくりに取り組みます。
今後、このプロジェクトに市町村や経済界、県民の
皆様と一体となって取り組むことで、県民総力戦で宮
崎の元気を回復するとともに、将来を見据えた産業づ
くりにも積極的に取り組んでまいります。

二つ目は「将来を見据えた産業づくりのスタート
アップ」です。
「食の王国みやざきづくり」に向けた総合的な食料
供給産業の展開を図るとともに、アジアに目を向けた

都道府県だより
Kagoshima
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鹿児島県

かごしまねんりん大学を開設
鹿児島県では、県が積極的に推進している「共生・
協働の地域社会づくり」の主要な担い手としての高齢
者リーダーなどを養成する「かごしまねんりん大学」
を、９月 10 日に、かごしま県民交流センター ( 鹿児
島市 ) を主会場として、開設しました。
この大学は、おおむね 60 歳以上で地域活動に取り
組む意欲のある県民の方々に対し、社会参加のために
必要な知識などを修得していただく機会を提供するも
ので、より多くの高齢者リーダーなどを養成するため、
体系的なコースプログラムを設定しています。
具体的には、これから社会参加を始められる方々に
基礎的な知識などを学んでいただく「地域デビュー総
合コース」
、現在も地域活動に参加されている方々に
実践的な知識を学んでいただく「実践力養成コース」
、
特にボランティア活動をやってみたいと考えている
方々を対象とした「ボランティア養成コース」の三つ
の選択コースを設けました。
これらのコースでは、受講生の方々が、すぐに社会
参加して、地域課題にも対応できるよう、現地研修を
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組み入れたり、地域活動を行う上で不可欠になってい
るパソコン操作に関する講座を設けるなど、より実践
的な内容になるように工夫しています。
また、鹿児島市での受講が難しい離島（熊毛地区、
大島地区）に在住の方々に対しては、短期集中講座や
講演会を開催することにしています。
この大学を受講された高齢者の皆様方が、修得され
た知識や技能を今後の活動に十分生かされ、
「共生・
協働による温もりのある地域社会」の実現にご貢献い
ただくことを期待しています。

沖縄県

Okinawa
「離島フェア 2011」の開催

ともに、新たな地域資源を発掘し、住民自らの創意
工夫による地域づくりを支援することを目的として

離島フェア開催実行委員会（18 離島市町村、沖縄

開催しています。県内 18 離島市町村の魅力を堪能

県、沖縄県離島振興協議会）の主催により、11 月

できる唯一のイベントとして県民に広く定着してい

25 日（金）から 27 日（日）までの 3 日間、那覇市
奥武山にある「沖縄セルラーパーク那覇」において、
「離島フェア 2011」を開催します。

ます。また、離島特産品の品質や開発意欲の向上、
伝統芸能の継承に役立っており、本県の離島振興に
貢献しています。

離島フェアは、離島の産業振興と併せて、離島地

今年で 23 回目を迎える離島フェアは、
「届け！島々

域と都市地域間及び離島相互間の交流を促進すると

からの恵み」をキャッチフレーズに、各島々の特産
品の展示即売会や伝統芸能公演、離島市町村の紹介
コーナー、特産品の販路拡大を目的とした流通商談
会など、多彩なイベントを予定しています。
是非、島々で育まれた恵みを体感し、沖縄県の離島
の魅力を発見できる離島フェアに、ご来場ください。
お問合せ

離島フェア開催実行委員会事務局
TEL 098-963-8191

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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奥原 英彦

円高・空洞化時代を迎えた地方都市
〜小さな世界企業とともにグローバルな活性化へ〜
マインド萎縮で落ち込んでいましたが、消費マイ
ンドの改善を受けて持ち直しており、百貨店では
100 万円超の高額商品に客が戻ってきたとの報
道も出始めています。さらに、震災地の復興が本
格化するにしたがい、岩手・宮城・福島の３県へ
の政府支出が年度内に大幅増加するとともに、が
れき処理や都市計画の整備後の来年から、住宅着
工も穏やかに増加していくと想定されます。
このような高めの経済成長がしばらく続く一方
で、円高の進行に加えて電力供給制約・コスト高
が製造業の海外シフトを加速し、地域に空洞化を
もたらす懸念も重要な課題になっています。
輸出型ものづくり企業と地域・都市との関係が、
改めて問い直される時期が来ているのです。

我が国の景気は７～９月期以降に実質 GDP が
増加に転じる明るい見通しの一方で、円高や電力
供給制約・コスト高により、製造業の海外シフト
が加速し地域に空洞化をもたらす懸念も生じてい
ます。しかし、地方都市から日本経済を支える産
業を興し始めている「小さな世界企業」が元気で
あることを見過ごしてはいけません。
１．プラス成長の一方で地域空洞化の懸念
我が国の景気は、震災後の３月に大幅に落ち込
んだものの４月以降持ち直しています。このため、
７～９月期以降は実質 GDP が増加に転じる見通
しです（図表１）
。震災地域における工場の操業
停止による一時的な鉱工業生産や輸出の急減は、
自動車を中心に工場の再開が前倒しで進み、欧米
では景気減速懸念が浮上しているものの、新興国
が高成長を維持するなど、輸出も元の増加トレン
ドに戻る見通しです。また、個人消費も震災後の

２．地方都市から世界に羽ばたく小さな世界企業
ここで、地方都市から世界に羽ばたいている
「小さな世界企業」を２例紹介致しましょう。最
初が、
「中村ブレイス」
（島根
図表１ 震災復興に向けた我が国経済の景気見通し
県大田市大森町 中村敏郎社
長 創業 1974 年、従業員 65
人）です。手や足を事故など
でなくされた方の義肢装具な
どの開発・製造を手がけ、海
外 20 ヵ国へも出荷し海外売
上比率も１割近くを占めてい
ま す。 今 で は、 中 小 企 業 庁
「元気なモノづくり中小企業
300 社（2006 年 ）」 に も 選
定され、
「石見銀山遺跡」を
世界遺産にするために尽力す
るなど、コミュニティと融和
して成長し、毎週のように地
元新聞に報道される地域のエ
クセレント中小企業ですが、
（資料）内閣府、総務省、経済産業省、財務省などを基に日本総合研究所作成
15 年ほど前までは地元島根
（注）2011 年海外経済の前提：米国 +1.7％、ユーロ圏 +1.9％、中国 +9.4％
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県でもあまり知られていませんでした。筆者が当
時、地元新聞社から面白い企業があると紹介され
て島根県庁の産業振興担当に問い合わせしたとこ
ろ、「そんな会社は知らん」と回答された記憶があ
ります。石見銀山跡地でゴーストタウン化してい
た大田市大森町で創業し、会社を小さな世界企業
として育成するとともに、地域も世界遺産として
国際化していくプロセスは、これからの地方都市
が生きていく一つのモデルと言えましょう。
次が、「テムザック」
（福岡県宗像市 高本陽一
社長 設立 2000 年、従業員 20 人）です。各種の
ロボットの開発・製造・販売を手がけ、福祉国家
デンマークの見守り・コミュニケーション・ロボッ
トにも採用されました。介護などの生活支援ロボッ
ト分野は、我が国の成長分野ともくされているに
もかかわらず、国内マーケットができていません。
我が国の大手メーカーは、技術面では世界の最先
端を走っているものの、日本での福祉現場におけ
る受入れ・普及が思うように進まないからです。
このため、大企業では輸出もままならない閉塞状
況を、福岡県宗像市の中小企業が打破し、この技
術力を見込んだ韓国、シンガポール政府が技術提
携を申し入れています。
これらの企業例は、これからの我が国が進んで
いく「円高・成熟安定期」における、企業と地域
との関係モデルを示していると考えられます。
３．地方都市が主役。第三の日本
国際競争力を持っている限り、
現在の輸出産業の中心である一般
機 械、 電 気・ 情 報 通 信 機 械、 輸
送機械などの大企業の製造拠点
は、インフラが整い雇用が確保し
やすい大都市周辺部に立地し、地
域産業連関のピラミッドの頂点と
して、周辺地域に末広がり構造の
中小企業立地と多くの雇用をもた
らしてくれました。このため、90
年代までの大都市圏の地方自治体
では、膨張する都市化の受け皿と
して、新興住宅地や大学などの教
育・研究機関とも一体的にコミュ
ニティ整備を進めることができま
した。
戦後の復興期に、重化学工業が

臨海部の埋立地に立地し貿易立国したのを「第一
の日本」とすると、ハイテクジャパンが大都市周
辺に立地し輸出で経済成長してきたのは「第二の
日本」と言えましょう（図表２）。
しかし、円高などの影響で大企業の製造拠点が
海外移転してしまうと、単に頂点の大企業ばかり
でなく関連中小企業も含めたピラミッド構造ごと
地域空洞化してしまい、地域経済が衰退するリス
クが生じてきます。加えて、我が国の高齢化のス
ピードは速く、大都市周辺では、かつての「ニュー
タウン」が、今や「シルバータウン」に変貌し始
めているのが現実です。
このため、
「第二の日本」の「大都市圏」に替わっ
て、「地方都市」から日本経済を支える産業を興し
始めているのが「第三の日本」と「地方都市」で
す。中村ブレイスやテムザックのように、企業は
地方都市の伝統・文化を吸収しながら、生活・環
境・健康などの成長産業分野で、世界でトップク
ラスの技術開発力で顧客を着実に増やし、バイヤー
が世界から集まってきています。
企業が地方都市のコミュニティと共に発展し、
円高をはね返して、地域が世界に開かれて活性化
していく。このような企業を地域から見出して支
援していくのが、これからの産業振興、地域復興
の柱になるのではないでしょうか。

図表２ 第三の日本
戦後・高度成長期

第一の日本

バブル経済・減速成長期

第二の日本

大きな世界企業

産業

重化学
（国策：傾斜生産）

立地

地域

機械・電気・輸送
（メイドイン・ジャパン）

円高・成熟安定期

第三の日本
小さな世界企業

生活・環境・健康
（技術開発力は世界のトップ）
（メイドイン・地域）

臨海部：
関連企業が
コンビナート

大都市圏
周辺部：
工業団地

地方都市
住商工一体

（住民立入禁止）

（都市は拡大する）

（伝統・文化力が反映）

コミュニティとは
完全分離

大学・新興住宅等と
新コミュニティを形成

コミュニティと
融和して成長
（商工会議所等と一体化）

輸出

商社依存型

自社開拓型

地域呼込み型

（メーカーは作るだけ）

（海外販社も設立）

（バイヤーが世界から集まる）

（資料）日本総合研究所作成
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ジャーナリスト

松本克夫

問われる地方議会の対応
就任したばかりの野田佳彦首相が地方分権

分権の観点からは、自治体が自由に定められ

すが、所信表明演説では、
「また、地域主権改

法的な拠り所がなくなると、地方議会の立場

についてどう発言するか、注目していたので
革を引き続き推進します」の一言だけでした。
前後の脈絡もなく、この一言が出てきますか
ら、原案にはなかったのに、後から急きょ挿

入したのだろうと推測されます。地域主権改
革を１丁目１番地と称していた鳩山由紀夫首

相や、前鳥取県知事の片山善博氏を総務相に
起用した菅直人首相と比べると、力の入れ方

必要か、住民に説明しなければならないから

です。これまでも、行革の進展に合わせて、
法定の上限よりも定数を減らす議会が大半で
したが、それでも、「議員の数は多すぎる」と
いう住民からの批判はどこでもあります。

その批判にきちんと答えなければなりませ

ん。様々な地区や階層の住民の意思を反映さ

議会の定数をどう定めるか

をしたりするためには、最低これくらいの数

せたり、行政の監視をしたり、実りある議論

が必要だという説明が欠かせません。住民も、

年の通常国会は、分権に関しては、実り多い

議会を有効に機能させるためには、定数はど

のくらいが適当か、ゼロから考えてみる機会

ものになりました。４月に、いわゆる地域主

を与えられたといっていいでしょう。

には第２次の地域主権一括法案が成立しまし

基本構想をどうするか

権改革関連３法案が成立したのに続き、８月

31 回

は厳しいものになります。なぜ現在の定数が

が弱いという印象は否めません。

分権改革の先行きについてはともかく、今

第

るようにするのは当然と言えます。しかし、

た。野党側の反対で、最終的には、法案から

地域主権の文言を削除しましたが、ここでは、

もう一つの重要な改正点は、市町村の基本

便宜上、従来と同じ表現にしておきます。

構想策定義務が撤廃されたことです。地方自

を設ける法案、多数の義務付け・枠付けの緩

決を経てその地域における総合的かつ計画的

４月に成立したのは、国と地方の協議の場

和を一括して行う法案、地方自治法改正案の
三つです。８月に成立した一括法案は、義務

付けの緩和や都道府県から市町村への権限移
譲を進めるものです。それらの多くは、地方

分権改革推進委員会（丹羽宇一郎会長）が勧

治法第２条第４項には、市町村は、「議会の議

な行政の運営を図るための基本構想を定めな
ければならない」とありました。アメリカの
自治体版憲法であるホームルール憲章を参考
にしたと言われる規定です。

この策定義務がなくなりましたから、基本

告していたものです。数代の内閣を経て、よ

構想を策定するか否かは、自治体の自由にな

今回は、このうちの地方自治法改正を取り

本計画を始め、個別の法律で「基本構想に即

うやく実施段階にこぎ着けました。

上げてみます。法改正により、地方議会の定

数の上限が取り払われました。地方議会の定
数は、もともと人口規模に応じて、法定され

ていましたが、2000 年の地方分権一括法で、

ります。地域福祉計画や中心市街地活性化基
して定める」と規定している計画も多数あり

ますが、今後は、基本構想に即さなくても構
わないことになります。

そうなると、議会は、基本構想は必要か否

上限のみ法定し、それ以下なら自治体が自由

かから議論しなければなりません。他の計画

えば、人口 50,000 未満の市ですと 26 人、人

て条例で定める必要があります。議会が見過

に定められるように改めました。上限は、例
口 50,000 以上 10 万未満の市ですと 30 人な

どとなっていました。その上限もはずしまし
たから、これからは定数を５人にしようと 80
人にしようと、自治体の自由になります。

議会の定数は、自治の根幹ですから、地方
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も、基本構想に即したものにするには、改め
していたら、執行部だけで基本構想を策定し

てしまうかもしれません。自由度が広がると、
当たり前と思っていたことでも、本当に必要

なのか、根本からの見直しが求められます。
議会は安閑としてはいられません。

Vol.30

浅 井 建 爾

島国の日本は海岸線も驚くほど長い
日本の沿岸には、6,852 もの島（周囲 100m 以上）

がって瀬戸内海に面している県はどこも島が多く、海

が浮かんでいることは８月号で紹介したとおりだが、

岸線の長さは愛媛県が第５位、山口県は６位、広島県

周囲を海に囲まれた島国でもあるので、海岸線は驚く

は７位と上位を占めている。８位の三重県には、志摩

ほど長い。島の多いことが日本の海岸線が長い大きな

半島など典型的なリアス式海岸がある。それに対して、

要因になっているが、それよりも海岸線が複雑だから

北海道は周囲を海に囲まれていながら、海岸線は単調

である。半島や入り江、岬がいたるところにあり、リ

なため面積の広さに比べれば海岸線の距離はそれほど

アス式海岸も発達している。そのため、日本の海岸線

長くはない。むしろ短いと言えるだろう。海岸線の距

は風光に優れ、随所に景勝地をつくり出している。

離が最も短いのは、海に面していない８県（栃木、群馬、
埼玉、長野、山梨、岐阜、滋賀、奈良）を別にすれば、

だが、日本屈指の海岸美で知られる三陸海岸は、リ

東北の山形県が 110km で最も短い。

アス式海岸であるがために東日本大震災では大きな津

島の数は西高東低で、東日本より西日本のほうが圧

波被害を受けた。V 字型になっている湾奥に津波が集
中し、波の高さが湾口の５～６倍になったからである。

倒的に多いが、海岸線の長さも西高東低。東日本より

そのため、高さが 10m もある防潮堤も軽々と越え、町

西日本のほうが断然長い。日本の海岸線総延長距離の

を丸ごと飲み込んでしまった。岩手県宮古市の姉吉地

３分の２以上は近畿以西で占められている。それを裏

区では、津波の高さが 38.9m にも達している。

付けているように、西日本にはリアス式海岸がいたる

それはともかく、日本の面積は世界で 60 番目と小

ところに発達している。東日本でリアス式海岸という

さな国なのに、海岸線の延長距離は世界で６番目に長

と三陸海岸と牡鹿半島くらいのもので、海岸線はいたっ

い。日本の 25 倍以上もの面積がある中国やアメリカ

て単調である。

をもしのいでいるのだ。日本と同じように周囲を海に
囲まれ、しかも日本の約 20 倍の広さがあるオースト

＊都道府県別の海岸線距離

ラリアよりも長い海岸線を有しているのだから凄い。

4,137

25

千葉

535

北海道

2,978

26

静岡

514

鹿児島

2,722

27

宮崎

445

４

沖縄

1,652

28

神奈川

400

５

愛媛

1,533

29

福井

397

６

山口

1,398

30

徳島

363

本の総面積の５分の１以上を占める北海道が、海岸線

７

広島

1,113

31

佐賀

357

の長さも断然日本一だと思うだろうが、意に反して北

８

三重

1,105

32

京都

310

９

熊本

1,068

33

秋田

304

10

宮城

846

34

大阪

223

11

島根

814

35

福島

191

12

兵庫

783

36

茨城

186

13

東京

760

37

鳥取

144

14

青森

744

38

富山

117

15

大分

725

39

山形

110

16

香川

694

栃木

０

17

高知

691

群馬

０

18

岩手

661

埼玉

０

19

和歌山

628

長野

０

20

福岡

589

山梨

０

21

新潟

585

岐阜

０

22

石川

581

滋賀

０

23

愛知

548

奈良

０

24

岡山

539

全国

33,889

３周以上の長さである。国土の狭さを考えると、この
数値は驚異的だと言える。
これを都道府県別でみた場合、常識的に考えれば日

海道の 20 分の１にも満たない長崎県が 4,137km で、
２位の北海道（2,978km）を大きく引き離している。
もっとも、これは北方領土を除いた数値で、北方領土
の海岸線距離を加えると 4,377km になって北海道が
日本一になる。３位は鹿児島（2,722km）
、４位は沖
縄（1,652km）
。北海道を除けばいずれも島嶼県だ。
島嶼県の長崎県は、島の数も日本一の多さだ。長崎県
は島原半島や西彼杵半島など、海岸線は複雑に入り組
んでおり、対馬や五島列島などの離島にもリアス式海
岸が発達している。長崎県が海岸線の長いのも納得で
きるだろう。
このように、海岸線の長い県は概して島が多く、リ
アス式海岸も発達している。例えば瀬戸内海は「東洋
のエーゲ海」と称され、多島美で知られている。した

１

長崎

２
３

海岸線距離
（km）

都道府県名

本の海岸線の総延長は 33,889km。これは地球４分の

都道府県名

海岸線距離
（km）

順位

日本の海岸線がいかに変化に富んでいるかである。日

順位

（海上保安庁海洋情報部資料より）
＊北海道の海岸線距離は北方領土を除いた数値
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いま地域医療は

自治医科大学卒業生からの現地リポート

NO. 327

小病院における総合医育成
東庄町国民健康保険

まず、東日本大震災で被災された方々に心
からお見舞い申し上げます。東庄病院のある
東庄町は千葉県北東部に位置しています。病
院職員の中には、津波や液状化などの被害、
長期間に及ぶ断水で苦労された方もあります
が、病院は高台にあり患者さんは無事でした。
東庄町は、北辺を利根川が悠々と流れ田園
風景が広がる人口 15,000 人余り、高齢化率
は 27.4%の町です。鎌倉時代に東氏が治めた
とうのしょう
地とのことで東 庄と呼ばれるようになりまし

東庄病院

髙石 佳則（千葉県）

医を派遣していただくなど病院間の連携をと
りました。
病院の隣に町の保健福祉総合センターを併
設し医療のみならず保健・福祉・介護とつな
がるようにし、療養病棟を増床して 80 床と
しました。救急から一般病棟、介護療養入所
を経て訪問診療・看護まで、地域包括医療・

ケアを展開できる体制となりました。
これまでに、医師・看護師についても旭中
央病院で研修させてもらってきました。医師
は、当院で総合診療を行いつつ、旭中央病院
で週に１日専門の研修を受けています。その
学べる体制づくりを進めて、旭中央病院の協
力を得て、地域医療後期研修プログラムを作
り、日本家庭医療学会（現 日本プライマリ・
ケア連合学会）の認定を受けました。現在、
東京から応募してくれた１名の後期研修医が
在籍しています。
そのほかに、自治医科大学の学生実習にも
毎年協力しています。医学生のうちに、地域
医療の現場を見学・経験してもらうことは、
卒業後に備えて勉強する上で必要だと考えて
います。
また、今年度からは旭中央病院の研修医の
地域医療研修を当院で実施しています。総合
病院ではなかなか経験できない患者さんやご
家族の生活を視野に入れた医療を学んでもら
おうと思います。
小病院ではありますが、医療連携の中で地
域医療だけでなく医師育成についても、でき
るだけ多くの役割を果たしていこうと考えて
います。総合医を養成していくことで、一緒
に地域医療をする医師が一人でも多くなるこ
とを夢見ています。

た。その町に唯一の病院が当院です。国保診
療所として開設されその後 24 床の病院とな
りました。平成８年に新築移転をしましたが、
小病院のため救急対応ができないなど問題点
もあり、入院患者さんも減り病床利用率 23%
にまでなってしまいました。困り果てた町長
は隣の旭市の国保旭中央病院の諸橋芳夫院長
に病院への支援を頼みました。諸橋先生は自
治医科大学の評議員も務められ地域医療への
ご理解の深い方でした。旭中央病院に勤務し
ていた自治医科大学卒業生が、順に当院に派
遣され、総合医として診療を開始しました。
私は３番目に派遣され 12 年が過ぎました。
外来受付は内科も小児科も一緒でお年寄り
からお子さんまで診察します。内科疾患が主
ですが、小外科的な対応もして救急車も受け
ることとしました。救急診療を全く行ってい
なかった病院が、年間 800 から 1,100 件く
らいの救急患者さんの診療に当たり、救急車
搬入も年間 150 件くらいになりました。し
かし、当然のことながら総合診療だけでは不
十分で手術や高度な専門医療を要する方もい
らっしゃいます。この地域の基幹病院である
旭中央病院へ紹介し診ていただき、旭中央病
院からは整形外科・眼科・循環器内科の専門
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Information

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

北海道
青森県
秋田県
岩手県
山形県
宮城県
福島県
新潟県

イベント・ＰＲ名等
馬車鉄道の運行

実施期間・実施日
～ H23 年 11 月 30 日

わら細工講習会「わらじ」

H23 年 11 月 5 日

第 26 回津軽深浦チャンチャン祭り

H23 年 10 月 15 日～ 16 日

建造物・宝物特別拝観事業「弘前は歴史と文化のびっくり箱」
あおもり食のエリアスタンプラリー

10 月の土曜・日曜・祝日
H23 年 10 月 1 日～ H24 年 1 月 31 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

秋の山形おきたま「米沢牛で美味回廊」キャンペーンのご案内

－

みやぎ観光 NAVI

－

食材王国みやぎ

－

会津大学ニューテクノロジーセミナー 会津大学事務局：TEL 0242-37-2511

H23 年 11 月 15 日

小名浜国際環境芸術祭を開催

H23 年 9 月 17 日～ 11 月 13 日

ふくしま復興応援 観光・地場産品フェアを開催 県産品振興戦略課：TEL 024-521-7296

H23 年 10 月 29 日～ 10 月 30 日

おいしい朝ごはんは、新潟のお宿からはじまる。「にいがた朝ごはん」

～ H23 年 11 月 30 日

表参道・新潟館ネスパス ご当地自慢 アンテナショップフェスティバル

H23 年 11 月 3 日～ 11 月 6 日

日本橋にいがた館

朱鷺と暮らす郷・佐渡収穫祭

H23 年 10 月 25 日～ 10 月 28 日

東京都

イベントカレンダー

－

群馬県

イベント情報

－

栃木県
茨城県
埼玉県
千葉県
神奈川県

とちぎ食と農ふれあいフェア 2011

H23 年 10 月 15 日～ 10 月 16 日

第 24 回全国スポーツ・レクリエーション祭 スポレク“エコとちぎ”2011
とちぎ元気グルメ選手権

H23 年 11 月 4 日

茅葺き古民家のスイーツ＆カフェ「高萩茶房」がオープン！
笠間の菊まつり

H23 年 11 月 5 日～ 11 月 8 日

笠間市商工観光課：TEL 0296-77-1101

H23 年 10 月 7 日～ 12 月 4 日
H23 年 10 月 15 日～ 11 月 23 日

常陸秋そばフェスティバル 常陸太田市金砂郷産業建設課：TEL 0294-76-2117

H23 年 11 月 12 日～ 11 月 13 日

絢爛豪華な山車がゆく祭礼絵巻「川越まつり」

H23 年 10 月 15 日～ 10 月 16 日

「絆と希望で未来を結ぶ 祝・市制施行 45 周年」
第 33 回入間万燈まつり
イベント情報

神奈川宿泊キャンペーン「おとまり

H23 年 10 月 23 日～ 10 月 24 日

－

かながわ」
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H23 年 9 月 1 日～ H24 年 3 月 11 日

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

ビタミンやまなしキャンペーン 2011

H23 年 10 月 11 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

H23 年 4 月 1 日～ H24 年 3 月 31 日
－

第６回静岡国際オペラコンクール

H23 年 11 月 12 日～ 11 月 24 日

イベント情報

－

「未知を歩こう。信州 2011」観光キャンペーンを開催中。
新しい発見と新鮮な感動が待っています。
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～

－

『地域文化が育んだ美術館・博物館の名品展』（県立美術館）

H23 年 9 月 11 日～ 10 月 23 日

『染の華 織の心－加賀・能登の技とデザイン－』
（県立歴史博物館）

H23 年 9 月 23 日～ 11 月 3 日

「ぎふ清流国体」競技別リハーサル大会を開催中

H23 年 1 月～

国際陶磁器フェスティバル美濃 ’
11

H23 年 9 月 16 日～ 10 月 23 日

第 25 回岐阜県農業フェスティバル

H23 年 10 月 22 日～ H23 年 10 月 23 日

東日本大震災

被災地支援等に関する情報

「全国・自然歩道を歩こう大会

－

愛知県大会」

H23 年 10 月 16 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！

－

伊勢志摩キャンペーン「美（うま）し国まいろう。伊勢・鳥羽・志摩」 H23 年 10 月 1 日～ H24 年 3 月 31 日
伝えたいふるさとの景観

心に残る

福井ふるさと百選

神仏います近江「祈りの国、近江の仏像 - 古代から中世へ -」

－
～ H23 年 11 月 20 日

田舎暮らしフェスタ 2011 実行委員会事務局：TEL 0749-50-1019

H23 年 10 月 23 日

湖国の鳴く虫たち

～ H23 年 11 月 6 日

平成 23 年は京都文化年

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「大阪ミュージアム構想」
水辺やまちなかを楽しむプログラム「水都大阪フェス 2011」

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

奈良の観光情報が満載！

～大和路アーカイブ～

－

奈良県のメールマガジン

～大仏さんのつぶより情報～

－

奈良・町家の芸術祭ＨＡＮＡＲＡＲＴ（はならぁと）
イベント一覧

H23 年 10 月 8 日～ 10 月 30 日
－

「第 6 回 B 級ご当地グルメの祭典！ B-1 グランプリ in 姫路」開催
「ひょうごツーリズムガイド」でおでかけ情報を検索♪
兵庫県広報専門員によるブログ「ひょうごワイワイ plus 」好評配信中☆
+

『山陰・なかうみキャンペーン』を開催します！

H23 年 11 月 12 日～ 13 日
－
－
H23 年 10 月 1 日～ 12 月 31 日

第６回 ゆるキャラⓇカップ in 鳥取砂丘

H23 年 10 月 15 日～ 10 月 16 日

花のまつり 2011 の開催

H23 年 11 月 11 日～ 11 月 13 日
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Information

都道府県名

岡山県

イベント・ＰＲ名等

実施期間・実施日

観光情報コンテンツ秋号掲載中

H23 年 10 月 1 日～ 11 月 30 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

－

県産農水産物カタログギフト「まるごと！山口」を販売開始！

－

山口の美食（びぃくぅ）グランプリ大会（略称：美食バトル）グランプリ決定

－

県立萩美術館 ･ 浦上記念館で「開館 15 周年記念 浮世絵名品 300 選」を開催

H23 年 10 月 1 日～ 11 月 27 日

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

「てくてくさぬき秋」を楽しむ
かがわ文化芸術祭

H23 年 10 月～ 12 月

～かがわアート 88 プロジェクト～

東日本大震災復興支援チャリティ・とくしまマラソン
～その走りをメッセージに。RUN with HEART ～

H23 年 10 月 1 日～ 12 月 31 日
H23 年 11 月 6 日

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

巡回展「森の博物館」

H23 年 10 月 8 日～ 11 月 13 日

特別展「邪馬台国時代の伊予・四国」

H23 年 10 月 8 日～ 12 月 4 日

志国高知・龍馬ふるさと博「土佐の豊穣祭」好評開催中！

H23 年 9 月 24 日～ 11 月 6 日

第８回高知国際版画トリエンナーレ展を開催します！

H23 年 10 月 8 日～ 11 月 20 日

「高知県立のいち動物公園」が 20 周年を迎えます！
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～

H23 年 11 月 3 日
－

2011 佐賀インターナショナル・バルーンフェスタ

H23 年 11 月 1 日～ 11 月 6 日

唐津くんち

H23 年 11 月 2 日～ 11 月 4 日

秋冬の企画展『撮るテクノロジー』～ありのままを記録する技術～

H23 年 10 月 22 日～ H24 年 1 月 29 日

来てみんね！長崎

H23 年 6 月 1 日～ H24 年 3 月 31 日

食 KING 王国 旅と食のキャンペーン開催中

大分国際車いすマラソン大会

H23 年 10 月 29 日～ 10 月 30 日

第７回天領日田「千年あかり」
３万本の竹灯籠が日田市豆田町を幻想的に演出します。

H23 年 11 月 11 日～ 11 月 13 日

イベント情報

－

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

熊本の魅力を首都圏に発信「ダイスキ！くまもとキャンペーン」実施中

－

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

－

「みやざき元気プロジェクト」の詳細はこちら
「青森 ･ 鹿児島共同キャンペーン」開催 かごしま PR 課：TEL 099-286-3048
かごしま黒豚 Week ！＆あじわいフェスタ（仮称）を開催
九州グリーン・ツーリズムシンポジウム 2011 開催

－
H23 年 10 月 26 日～ 11 月 8 日
Week；H23 年 10 月 24 日～ 10 月 30 日 フェスタ；H23 年 10 月 30 日
H23 年 11 月 4 日～ 5 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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！

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

「御堂筋 kappo」
大阪府

御堂筋は全長約４km の直線道路で、そのイチョ
ウ並木は大阪市の指定文化財にもなっており、春
から初夏にかけては新緑、秋は紅葉、冬はイルミ
ネーションで装飾されるなど、季節によっていろ
いろな顔をみせる大阪を代表する美しいストリー
トです。
「御堂筋 kappo」は 1 日限定で御堂筋を歩行者
に開放し、カッポしながら御堂筋の魅力を体感し
ていただく“お祭り”です。
今年で 4 回目となる「御堂筋 kappo2011」は、
10 月９日（日）12 時から 16 時まで、御堂筋の
約 1.9km（淀屋橋～新橋）で実施します。

御堂筋を舞台に、来場者や出展者の方の様々な
チャレンジを応援するプログラムが満載で、今回
は出展者や出演者のほとんどを公募するなど、府
民・市民が積極的に参加できるイベントとなって
います。
秋の 1 日、御堂筋を歩いて、大阪の新しい魅力
に出会いましょう。
お問合せ
大阪府府民文化部都市魅力創造局都市魅力課
TEL 06-6210-9304
HP http://www.kappo2011.jp/

関が相次いで運休したため、帰宅難民が続出しまし
た。私自身は地下鉄で移動することができたため事
なきを得ましたが、職場の上司は自宅に帰り着くの
に８時間を要したそうです。まさか台風でここまで
の帰宅難民が発生するとは思いもよりませんでした

▼台風 12 号によって記録的豪雨に見舞われた紀伊

が、記憶するかぎり初めてだったような気がします。

半島では、多くの死者・行方不明者が出てしまいま

▼今月号では「知事随想」を石井富山県知事、
「あ

した。そして、台風 15 号は、名古屋市で 100 万人

る日の知事」を福田栃木県知事に寄稿していただき

超に避難勧告がでたり、東日本大震災の被災地でも

ました。

冠水が相次いだりと、二つの台風は日本中に大きな

▼また、来月号から５号にわたり、９月２日に開催

爪痕を残していきました。犠牲になられた方々のご

した「第４回先進政策創造会議」において政策発

冥福をお祈りするとともに、被災された方々に心か

表を行った先進政策バンク優秀政策事例９件につい

らお見舞い申し上げます。

て、概要を紹介いたします。

台風 15 号は首都圏をも直撃し、午後から交通機

都道府県展望 平成 23 年 10 月号

発行所
発行人
住 所
制 作

通巻 637 号

全国知事会
橋本光男
〒102-0093 東京都千代田区平河町 2-6-3
株式会社サンワ
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TEL.03-5212-9134

（陽）

