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兵庫県
少子対策 兵庫県が婚活を応援
～「ひょうご出会いサポートセンター」事業の推進～
● 少子化の背景に晩婚化・未婚化の進行
晩婚化や未婚化が進み、兵庫県の平成 22
年の合計特殊出生率は 1.36（全国平均 1.39）
となり、今後５年間で、出生率の高い 20 ～
30 代の女性人口が 13％減少することが予想
されています。少子化の進行が懸念される中、
独身男女の出会いの場が少ないという声が多
く聞かれます。
兵庫県では、出会い・結婚支援を少子対策
の喫緊の課題として、独身男女の新たな出会
いの場づくりや結婚に向けた交際を社会全体
で応援する取組を進めています。

昨年 12 月には、県内 10 地域において「地
域出会いサポートセンター」を開設し、各地
域の実情に応じたきめ細やかな支援を行って
います。
●「出会いイベント」と「個別お見合い紹介」
出会いイベントは、毎週末、県内各地で開
催しており、この４年半でその数は 1,160 回
にのぼります。
また、個別のお見合いを希望する「はばタ
ン会員（登録料年間 3,000 円）」には、会員
同士のお見合いを取り結んでいます。プロ
フィールの閲覧を開始した今年２月からの約
半年間で、はばタン会員の数は 3,700 人を超
え、好評を博しています。
19 年度以降、275 組ものカップルが成婚
しましたが、これからも１組でも多くのカッ
プルが結婚し、幸せな家庭を築けるよう、力
強く婚活を後押しします。
※実績は 10 月末時点

● 少子対策の一環として、県が独身男女の出
会い・結婚を支援
公益財団法人兵庫県青少年本部内に設置し
た「ひょうご出会いサポートセンター」では、
「団体会員（自社の独身職員へ出会いイベン
トの参加案内等を行う企業、自治体等）」284
団体（約 48,000 人）、「個人会員」約 5,700
人を対象に、ホテルやレストラン等の「協賛
団体」と協働して出会いイベントを実施する
ほか、個別お見合い紹介を実施しています。

はばタン会員として初めて成婚したカップルと井戸知事

█お問合せ
兵庫県健康福祉部こども局少子対策課
TEL 078-362-4232
ひょうご出会いサポートセンター
（公益財団法人兵庫県青少年本部内）
TEL 078-891-7415

出会いイベント（クッキングパーティー）
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活躍する高齢者
兵庫県知事

ぜかといえば、若い労働力の不足が懸念さ
れるなか、恒常的に人材不足が続く福祉施
設等で、余力のある高齢者が福祉の現場で
働くことができるのではないか。もちろん
ハードな体力を要する場面も多いことは承
知しているが、高齢者は同じ年代の人たち
の気持ちを理解できるし、相手の身になっ
てお世話ができるのではないかと思うから
である。最近では、介護ロボットを身に付
けることにより、力不足をカバーすること
も可能になりつつある。
有償ボランティアやコミュニティビジネ
スの世界も高齢者を対象にしたサービスが
注目される。例えば、給食や配食サービス
である。材料の手当て、調理、配送のため
の車の運転など協力しながら事業運営がで
きる。
また、シルバー人材センターは、働く意
欲のある高齢者を登録し、仕事を募集し、
マッチングして高齢者の生きがい就業を支
援している。ただ、庭の手入れとか清掃と
か単純作業が多く、なかなかその経験や技
能が活かされにくいので、まさに、その人
にふさわしい仕事のマッチングができるよ

高齢社会の到来
高齢社会といわれる。65 歳以上人口の
ウエートは現在 21％、30 年後には 30％
を優に超える。年少人口と労働力人口が減
少し人口も減少する人口減少時代を迎えて
いるからだ。ここで、高齢者とは 65 歳以
上の者、年少人口とは 15 歳未満の子ども、
労働力人口とは 15 歳から 65 歳未満の者
をいう。
しかし、私は常々、労働力人口の区分を
実態に合わせるべく変更すべし、と主張し
ている。20 歳から 70 歳までとすれば労働
力人口の減少は大変なだらかになる。だか
らこそ高齢者の就業が社会全体の構造とな
ることが必要である。
高齢者と仕事
企業では、再雇用や定年延長など多様な
活用方式が工夫されている。公務員の世界
でも再雇用などの制度があるし、原則 65 歳
まで定年を延長することも検討されている。
私は、ホームヘルプサービスなどの介護
サービスは高齢者にとってふさわしい仕
事といえるのではないかと考えている。な
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うになることを期待したい。
企業の OB の方々が NPO 法人をつくり、
例えば、海外技術協力を行っておられる活
動もある。企業時代の経験や知識、技能を
活かして中小企業の技術指導やコンサル、
さらには、東南アジアなど海外の技術支援
などで活躍されている。
高齢者がその持てる能力に応じて生きが
いを追求しながら働くことができる社会シ
ステムをつくりあげることこそ、これから
の高齢社会が活力あり豊かな生活を実現で
きる基本になると確信している。

に、絵本の伝承師、あそびの伝承師、まちの
寺子屋師範などの人材養成を行っている。
二つに、学習や相談の機会を充実させる。
実践活動のマニュアルの作成や孫育てセミ
ナー、こどもの館での電話相談を行うとと
もに、助産師、看護師、医師、歯科医師、
薬剤師など専門家によるセミナーやまちの
保健室、親子健康づくり事業を進める。
三つは、孫育てを楽しむ。このために、
地域に活動の場をつくる。伝統文化や食文
化などの体験活動や礼儀作法を身につける
「まちの寺子屋」、商店街やショッピングセ
ンターの空店舗やスペースを活用して授乳
やおむつ交換などができる「子育てほっと
ステーション」、子育て中の親子が気楽に
集い、情報交換する「まちの子育てひろば」
などを活用する。
さらに、中高年や子育てを終えた祖父母
世代が子育て支援に参加できるように、子
育て支援情報の提供や子育て支援グループ
との出会いの場とする「ひょうご子育て情
報楽座」を設ける。
このように子育てに祖父母世代が参加し
てもらうことにより、現実には三世代同居
のかわりに、地域の場で三世代同居を実現
して、高齢者パワーを発揮してもらうこと
ができるのだ。

ひょうご孫育てプロジェクト
さらに、高齢者は人生の先輩である。今
は、核家族化に伴い、家庭の子育て力が低
下し、少子化時代だからこそ、経験豊かな
祖父母世代が子育ての知恵を父母世代に伝
えることが重要となっている。このため、
ぜひ、地域社会の場で祖父母世代が孫育て
に参加してもらおうと、兵庫県では「ひょ
うご孫育てプロジェクト」を推進している。
すでに、三世代交流会や親子料理教室な
どを行ってきた。また、ひょうご絵本の
伝承師やひょうごあそびの伝承師を養成し
て、絵本の読み聞かせ、あそびの指導を展
開してもらっている。これらの活動の場と
して、「まちの寺子屋」が設けられて活動
されている。
今、孫育てプロジェクトは、（1）知恵や
経験を伝える（2）孫育てを学ぶ（3）孫育て
を楽しむの三つの柱で取り組んでいる。
まず、老人会、婦人会、いずみ会、愛育
班など地域団体と協働して、ふれあい交流、
食育、子育て応援などを行ってもらうととも

高齢者の時代
ともあれ高齢社会はまさに、高齢者が主
役、リード役であってほしい。仕事の分野
でも、生きがいの追求の分野でも、地域活
動の分野でも大いに活躍してほしい。高齢
者パワー万歳。
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福岡県知事

小川

洋

■サイエンスマンス 2011
11 月 12 日（土）
福岡県では、県民のみなさんに科学に対する理解
と関心を深めてもらおうと、
毎年 11 月を「フクオカ・
サイエンスマンス（科学月間）
」と位置づけ、大学や
企業、ボランティア団体などの協力を得て、県内各
地で科学に関するさまざまなイベントを行っている。
今年も、エネルギーに関する科学実験や体験ブー
スを設けたほか、ロボット工作教室、県の試験研究
機関による生活に密着した科学を紹介するコーナー
など子どもから大人まで楽しめるブースが数多く参
加。私も液体窒素を使った実験では風船の中の空気
が冷やされて液体となっていく様子を子どもと一緒
に観察するなど、科学の楽しさを満喫した。
次の世代を担う子どもたちには、こうしたイベン
トに積極的に参加し、科学の持つ楽しさや素晴らし
い世界を数多く体験してもらいたい。

子どもと一緒に実験を観察

■あまおうトップセールス
11 月 17 日（木）
東京都の中央卸売市場大田市場で福岡県が育成し
たいちご「あまおう」のトップセールスを行った。
いちご生産者の代表や、ＪＡ関係者、福岡県産のブ
ランド農産物を全国に紹介する「うまかもん大使」
など関係者が一体となって行うＰＲだ。
「福岡県の農家が丹精込めて育てた「あまおう」
を多くの皆さんに食べていただきたい」また、
「福
岡県の野菜や果物をたくさん取り扱っていただき、
消費者の皆さんに届けていただきたい」とメッセー
ジを伝えた。
福岡県は、いちご、みかん、キウイフルーツ等を
はじめとした農産物のブランド化に力をいれてい
県産いちご「あまおう」を力強くＰＲ
る。そのトップリーダーであるいちご
「あまおう」
は、
「あかい」
「まるい」
「おおきい」
「うまい」の頭文字
をとって名付けられた本県育成のいちごだ。主要産地の中でもトップの販売単価を維持しており、本県を代表す
る全国ブランドとして消費者から高い評価を得ている。
「あまおう」は、
国内のみならず香港や台湾、
シンガポールにも輸出され、
今や世界ブランドとして育ちつつある。
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■ FIBA（福岡国際ビジネス協会）
11 月 18 日（金）
本県には、FIBA（福岡国際ビジネス協会）とい
う団体がある。
FIBA は福岡で活躍している外国人ビジネスパー
ソンや外国政府機関の方々と、国際的にビジネスを
展開している県内企業との意見交換、ネットワーク
づくりを積極的に推進している団体で、本県の国際
ビジネス拠点としての地位向上に一役買ってくれて
いる。
今年で設立５年目を迎えた FIBA の交流イベント
を知事公舎で行い、初めて参加した。このイベント
FIBA 会員のみなさんと
は英語が共通語となっている。
私はスピーチで、二度の海外勤務の経験や県産の
いちご「あまおう」の東京でのトップセールスの話をした。
交流会では、福岡の冬の風物詩となった「かき小屋」の PR を行い、熱々の焼きがきを食べてもらった。参
加者からは「身が大きくとてもあまい、かき小屋に行ってみたい。」と大好評だった。
今後もみなさんと協力して福岡の魅力を発信するとともに、海外の方々からも福岡に住んで良かったと思っ
ていただけるような地域にしていきたい。

■知事のふるさと訪問
11 月 21 日（月）
県内各地を訪問し、住民の皆さんと意見交換を行
う、「知事のふるさと訪問」
。
今日は、その２回目で、築上町を訪問した。海や
山の自然に恵まれ、神楽に代表される貴重な歴史・
文化が今日まで大切に受け継がれている町だ。
まず訪れたのは「旧蔵内邸」
。壮大な和風建築で、
現存する旧炭鉱主住宅としては国内最古のものであ
る。昨年、築上町が購入し、現在一般公開に向けて
準備が進められている。
続いて、新鮮な野菜や農産加工品等、地域の特産
品を販売している「メタセの杜」で、店長や出荷
組合の組合長と意見交換を行った。特設ステージで
神楽保存会の方と記念撮影
は神楽の公演も行われており、町民の憩いの場とも
なっているようだ。
有機液肥製造施設では、し尿や汚泥を再処理して有機液肥を製造する工程について説明を受けた。液肥は米
や野菜の肥料として活用されており資源循環型農業のモデルとして注目を集めている。
また、農林水産業や観光振興、伝統文化の継承等、さまざまな分野で活動されている町民の皆さんと対話を行っ
た。後継者不足や資金不足等の課題を抱えながらも、アイデアを出し合い、がんばって活動されている話を聴
くことができた。
実際に現場に出向き、直接自分の目で見て、耳で聴いて、話をすることの大切さを改めて実感した一日だった。
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震災復興とこれからの「いばらき」

我が都道府県の平成 年度施政方針と重点施策
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東日本大震災から約９ヶ月が経ちましたが、本県では、
人的被害に加え、住家被害が約 19 万戸にも達しており、
被害額については、日本政策投資銀行の推計によれば約
２兆５千億円に上っております。これは、岩手県の６割、
福島県の８割程度となっており、地震保険の支払総額も福
島県とほぼ同額となっております。
さらに、東京電力福島第一原子力発電所の事故により、
農林水産業をはじめ観光産業や製造業など、幅広い産業
に大きな影響を受けております。

震災からの復興
震災発生後、まずは被災者のために避難所の確保や食
料、飲用水の確保を図るとともに、生活や産業を支える基
盤施設などについて、早急に復旧するよう全力で対応して
まいりました。
現在、道路などの基盤施設の復旧は着実に進み、被害
の大きかった港湾施設や漁港施設についても、使用を再開
しておりますし、学校や社会教育施設についても、一部被
害が大きいものを除き、迅速かつ着実に早期復旧に向け取
り組んでいるところであります。さらに、中小企業や漁業
関係者などの共同利用施設、公的医療施設、中小企業グ
ループなどの施設・設備などについて復旧事業を支援する
とともに被災者向けの雇用対策等にも鋭意取り組んでいる
ところです。
一方で、原子力事故については、いまだ収束の見通しが
立っておりません。本県の農畜水産物については、依然と
して、価格や取扱量の面で事故前の状態にまで回復してい
ないものもあります。
県では、事故後、早急に環境放射線の監視体制を強化し、
現在も 24 時間体制で測定を続けているほか、農畜水産物
の放射性物質検査を実施し、その結果を速やかに公表す
るなど、的確な情報提供に努めているところです。
観光面においては、県内観光施設等の入込客数が前年
を大きく下回っており、主なホテルや旅館においても、極
めて厳しい状況が続いております。
こうしたことから、東京銀座に本県の情報発信拠点とし
て「黄門マルシェ」を７月にオープンし、旬の農林水産物の
展示販売やイベントの開催、県内観光地のＰＲなどを行い、
茨城の豊かな自然の恵みや観光地の魅力をお伝えしている
ところです。
また、旅行会社等に観光バスを無償で提供し観光客を
呼び込む取り組みも始めたところです。
さらに、
「東日本大震災復興基金」を活用し、住家被害
を受けた方が持ち家の補修等を行う場合に借り入れた利子
を一部助成するとともに、中小企業者が「東日本大震災復
興緊急融資」を活用した場合に、利子の一部を助成する
制度を新たに創設するなど、復興に向けた取り組みを着実
に進めております。
県民の皆様が一日も早く安全・安心に暮らすことができ
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ますよう、また、産業活動な
どができるだけ早く立ち直れ
ますよう、被災者の生活の再
建や産業活動の復興、再生を
支援してまいります。

茨城県知事 橋本 昌

｢生活大県いばらき｣ の実現に向けて
また、震災後の厳しい状況のなかではありますが、今後
の県勢の発展のためには、産業の振興と働く場の確保、人
づくりのための教育の充実などが何にも増して重要と考え
ております。
産業振興のための基盤整備に努めているところでありま
すが、今年３月には北関東自動車道が全線開通するととも
に、10 月には、整備が進む圏央道沿線において、日野自
動車の新工場の起工式が行われるなど、本県産業の発展
に向けた明るい動きもでてきております。
また、茨城港常陸那珂港区からは、コマツや日立建機
の大型建設機械が輸出されておりますし、日立港区では完
成自動車の輸出入拠点としての利用が拡大するなど、港の
利用も着実に進んでおります。
一方、茨城空港では６月に札幌便が１日２往復に増便、
上海便も 11 月 15 日には週５便となりました。また、茨城
空港は国内初のＬＣＣ対応空港として、アジア太平洋航空
センター主催の「ローコストエアポート・オブ・ザ・イヤー
2011」を受賞しました。
こうした「陸・海・空の広域交通ネットワーク」の整備効
果を活かしながら、引き続き、企業誘致や最先端科学の
拠点づくり、農業の更なる活性化などに取り組み、
「活力あ
るいばらきづくり」を推進し、そうした中から生まれる活力
を元に、地域医療の体制整備や子育て支援、高齢者の健康・
生きがいづくり、障害者の自立支援など、県民生活に密接
な課題への取り組みを一層充実させることにより、
「住みよ
いいばらきづくり」を推進してまいります。
また、人づくりのための教育の充実では、国際理解教育
と理数教育の２つに特に力を入れることとし、外国語教育
については、グローバル化する社会で活躍できる人材の育
成を目指し、プレゼンテーション能力の向上などを含め、
教育内容の充実と指導体制の強化に努めております。理数
教育については、本年度、小学校教員志願者で中学校の
数学又は理科の免許を持つ教員を採用するための特別枠を
創設いたしました。今後、全ての小学校へ数学を専門とす
る教員と理科を専門とする教員の配置を進めますとともに、
小学校高学年において理科を中心とする教科担任制の導入
や医学・難関理工系進学コースを県立高校に設置するなど、
理数教育の充実を図ることなどにより「人が輝くいばらきづ
くり」を推進してまいります。
こうした取り組みを通して、すべての県民が安心・安全・
快適に暮らすことができる「生活大県いばらき」を実現で
きるよう、今後とも全力で取り組んでまいります。

ジャーナリスト

松本克夫

地域主権改革丸２年の中間決算
民主党政権の地域主権改革がスタートして

どを決定する際は、知事の同意は不要で、協

り優先順位１位という触れ込みで始まった改

整区域の線引きの権限は政令指定都市に限定

から２年が経ちました。１丁目１番地、つま

革ですが、次第に優先順位が下がっているよ
うです。野田佳彦首相は就任後、初めての所

信表明演説で、地域主権改革について１行し

指導などは全市町村に移譲されます。

自治体の裁量の幅はかなり広がったわけで、

これをどう生かすかが問われることになりま

一括交付金化や出先機関の原則廃止に向けた

務めた西尾勝地方制度調査会会長は、一括法

改革を進めます」などと数行を割きましたが、
力の入れようはいま一つの感があります。こ
こで、２年間のおさらいをしてみましょう。

義務付け見直しなどで前進

す。地方分権改革推進委員会の委員長代理を
を「ものすごい成果」と評価しています。

独自政策では足踏み
しかし、民主党政権独自の政策は余り成果

民主党政権は２年前に地域主権戦略会議（議

長は首相）を発足させ、昨年６月には地域主

権戦略大綱をまとめました。戦略大綱には、
①義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の

33 回

して移譲することにしました。未熟児の訪問

か触れず、地方から不満が出ました。10 月末

の２回目の所信表明演説では、
「補助金等の

第

議のみとなりました。市街化区域と市街化調

拡大②基礎自治体への権限移譲③国の出先機

関の原則廃止（抜本的な改革）④ひも付き補
助金の一括交付金化⑤地方税財源の充実確保
⑥直轄事業負担金の廃止⑦地方政府基本法の

制定（地方自治法の抜本見直し）⑧自治体間
連携・道州制⑨緑の分権改革の推進、という

９項目を掲げています。このうち、改革の重
点となるのは、①～④と⑦でしょう。

①と②は、地方分権改革推進委員会（丹羽

宇一郎委員長）の勧告を受けて実施するもの

が上がっていません。ひも付き補助金の一括

交付金化は今年度から実施されました。ただ、
交付対象は都道府県だけで、総額も 5,120 億

円にとどまっています。メニュー化された補

助金の中から自由に選択できる仕組みですが、
メニュー化されたのは、国土交通省の社会資
本整備総合交付金の一部を始め投資的な補助
金だけです。２年目の 2012 年度は、市町村

も対象に加えるほか、経常的な補助金も一括
交付金化し、総額を１兆円強に倍増させる方
針でした。しかし、小さい市町村は、年度間

の補助金受給額の波が大きく、配分の仕方が

難しいことから、まずは政令指定都市だけを
対象にすることを検討しています。

出先機関の廃止については、東日本大震災

で、前政権からの宿題です。ほとんど報道さ

以降、関係各省が大規模災害時には出先機関

がありました。義務付けの見直しや権限移譲

国と地方の協議も、平行線のままです。

れませんでしたが、この分野では大きな前進
を実施するための一括法案が今年の４月と９

の役割が重要だとして、抵抗を強めています。
地方自治法の抜本見直しは、一旦は総務省

月の２次にわたって成立したからです。

案がまとまりましたが、住民投票制度の法制

者の収入基準、地方道の勾配や歩道の幅など

なかったため、地方制度調査会で再度、審議

義務付けなどの見直しでは、公営住宅入居

の構造基準、都市公園の設置基準などを条例
に委ねることにしました。保育関係者からの

反対もあり、論議を呼んでいた保育所の面積
基準についても、大都市の一部では独自の基
準採用を認めることにしました。

都道府県から市町村への権限移譲は、主に

都市計画分野で進みました。市が用途地域な
7

化などに関して、地方六団体の同意を得られ
中です。住民投票制度以外にも、現行法では
禁止されている住民による減税や増税の直接
請求を認めるという案など、地方側が強く抵
抗している改正項目があります。

国と地方の協議の場が設けられましたが、

この場をうまく使って、折り合いをつけない
と、地域主権改革は動きそうにありません。

特集

農山漁村地域の再生

農山村の活性化のためのいくつかの基本的視点
早稲田大学教授

宮口侗廸

を注ぎ、ヨーロッパの畑作とは比べ物にならない
土地生産性をつくり上げてきた。逆にヨーロッパ
では食べるための家畜をひたすら殖やすことに
よって初めて、人口増に見合う食糧の供給が可能
になったということである。なお、日本の水田が
ヨーロッパの小麦畑の６～８倍の価値があること
を数値的に最初に指摘されたのは鯖田豊之『肉食
の思想』（中公新書）である。
ヨーロッパを鉄道で移動しつつ目に入るのはほ
とんど農地である。相当大きな都市の駅を発車し
ても、10 分もすると大きな牧草地が広がり、そ
の中に小麦畑やとうもろこし畑が点在する。牧草
地ではまばらに牛が草を食んでおり、場所によっ
ては羊がいる。そして全体として荒廃した土地は
ほとんどなく、きちんと農業が営まれていること
が分かる。フランスが農業大国であることや、オ
ランダが偉大な締切堤防をつくって海面下の土地
に農地を広げたことは著名であるが、ルクセンブ
ルクのような小さな国でも、都市を少し離れれば
延々と農地が広がる。ヨーロッパはひたすら農業
大国なのである。今回は訪れなかった工業国ドイ
ツにおいても、移動中に目立つのは農地であって、
工場ではない。
一方でヨーロッパはギリシャ・ローマの昔から
世界に冠たる都市文化を育ててきた。都市は食糧

１．はじめに
地域には経済的価値のみがあるわけではない。
都市にしろ農山村にしろ、そこは様々な要素を持
つ空間であり、人々が様々な生きるワザを駆使し
て日々の生活を送る場である。
経営の大規模化がかなり進んでいる一部の農村
地域を除けば、一般の農山村地域は、それぞれが
個別的には経済的に大きな力を発揮しているわけで
はない。しかし多くの農山村地域は、極めて長い歳
月にわたって都市とは違った形で国土を利用し、暮
らしの場として、落ち着いた風格のある景観を形成
してきた。特に中山間地域は国土のかなりの部分を
占め、多く過疎化に悩みながらも、単純な効率化が
困難な土地条件の下、地域コミュニティの人のつな
がりの中で多彩な暮らしのワザを受け継いできてい
る。本稿では農村に対する大きな視野を提示し、さ
らにこのような地域の価値と、その活性化とはいか
なることなのかを考えてみたい。

２．ヨーロッパで考えたこと－大きな視野から－
果てしなく農地の続くヨーロッパ 筆者は今年度
特別研究期間という制度で大学の授業をかなり免
除されており、それを活用して、10 月後半から
11 月初旬にかけて、フランスとベネルクス三国
を鉄道でゆっくりと見て回る貴重な機会を得た。
今までにも何度もヨーロッパの農村を訪れてはい
るが、今回あらためて、南フランスから北フラン
ス、そしてベネルクス三国の農村風景を見つめな
がら、いろいろ考えるところがあった。
もともと大学における地理学の講義では、日本
の農村の特徴で何が際立っているのかを、ヨー
ロッパの農村と対比して説明することを続けてき
ており、このことは拙著でも強調している（『新・
地域を活かす』
原書房刊）
。単純化して言うならば、
我が国の農村は低地での稲作に全ての労力と知恵

南フランスのどこまでも続く農地と木立に囲まれた農家
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造成し、小規模経営でありながら食糧の供給を何
とか可能にしてきた長い歩みがある。そしていわ
ゆる高度成長期に、農村の変化は一般に兼業化と
いう形で進行した。多くの農家が農家であること
をやめることなく、兼業に従事したのである。そ
して望ましい兼業機会の少ない、都市から遠い山
村から若者がいなくなった。そして経済成長によ
る勤労所得の上昇に加えて、兼業化の進展ととも
に一般農家の所得水準も上がり、１億総中流など
という言葉も生まれた。
北海道のように、農村が全体として兼業化では
なく、離農する農家と、その農地を購入して経営
規模を拡大する農家に分かれていった例外的地域
もないわけではない。その結果北海道では 50ha
という経営規模も珍しくなく、言わば経済活動と
しての農業が成立しているといってよい。北海道
のみでこのような変化が起きたことには、より良
い状態を求めて変化することをいとわない移住者
の性格が反映している。北海道の農村のほとんど
が過疎地域に指定されている背景には、このよう
な変化の中で、多くの農家が家ごと離村していっ
たことがある。ただ、詳しい人の指摘によると、
売りに出た農地が以前ほど買い手がつかなくなっ
てきており、全体として農業への意欲が少し沈滞
気味なのではないかという。
いまこそ農業への意欲の醸成を そして土地条件
に比較的恵まれた地域で、野菜栽培や果樹栽培
に特化した主業農家が存在する地域も少なからず
ある。しかしそれらの農家が、後継者をも含めて
押しなべて意欲に満ちている状況にはないと、残
念ながら言わねばならない。様々な政策の変化や
複雑化の中で、農業の将来に対する不安が常につ
きまとっているのが実情である。自然を相手にす
る農業は、決して市場原理のみで成り立つもので
はなく、食糧の大部分をますます複雑化する国際
関係に委ねることは安易にあってはならない。し
かも我が国は夏に水があるという点で、極めて農
という営みに向いた風土を持っている。牧草地に
しかならない土地が多くを占めるスイスが我が国
よりもはるかに大きな自給率を実現していること
は、はっきりとその国の姿勢に由来する。まず国
は、主業農家が意欲を持って農業が続けられるよ
う、単純な形の融資などを含む明快な施策を展開
すべきである。農村の再生・活性化には、何より
もまず、国のぶれない農業政策が背後に存在する
ことが不可欠である。
かつて兼業化が大きく展開したのは、農家が農
家であることをやめなかったからである。しかし

をつくらない人が群れて住む場であり、それはか
つては農村からの収奪の上に成立した。都市と農
村の間には支配被支配の関係があったのである。
しかし今のヨーロッパではそうではなく、かなり
健全な形で都市と農村の役割分担が成立している
と言えよう。
EU の徹底した農村支援 そして我々は、ヨーロッ
パの農村が美しく健全に保たれている背景に、
EEC（ヨーロッパ経済共同体）結成以来の農業の
保護政策があることを忘れてはならない。現在加
盟国 27 ヵ国にまで拡大した EU
（ヨーロッパ連合）
は、フランス・ドイツ・イタリア・ベネルクス三
国の６ヵ国で結成された EEC に始まるが、その
当初から、共通農業政策はその大きな柱であった。
これは単純化して言えば、域内の余剰農産物は全
て一定の価格で買い上げることが基本で、これが
存在する限り、農家は安心して農業を営むことが
できたのである。
そのような保護の中で、当然ながら農業に意欲
を持つ人々が育ち、規模拡大を進めたり、別の農
場を買い取って移り住むということが緩やかに展開
してきた。筆者がかつて訪ねたフランス南部の農家
は、70ha の有機栽培の牧草地で僅か 32 頭の乳
牛の飼育を行う専業農家であったが、自分の代で、
望ましい農業経営が可能なこの農地を購入して移っ
てきたのだという話であった。ここでは村の共同加
工場で名産のチーズをつくっており、この仕組みが
少数飼育の専業酪農経営を可能にしていた。
その後の加盟国の拡大の中で、共通農業政策は
直接支払いを含む所得支持政策に向かうなど複雑
化しているようであるが、かつては EU の予算の
７～８割が農業対策に向けられた年もあったとい
うから、ヨーロッパ諸国がいかに農業・農村を大
切にしてきたか、そして大枠としてその中で農業
の健全な展開が進められてきたのだということが
理解されると思う。なお、山村などの条件不利地
域についてはさらなるプロジェクトがつくられ、
農家民宿への補助なども行われている。

３．後継者難の時代に新しい農業・農村へ
の支援策を－国レベルで必要なこと－
ぶれない農政を ひるがえって我が国の農業政策
を見るとき、かつて「猫の目農政」と言われたよ
うに、そこにぶれない盤石の思想が感じられない。
急峻な山が国土のほぼ７割を占め、
「今は山中、
今は浜・・・」と地形の変化が歌われる我が日本
では、その狭い耕作可能地に生産力の高い水田を

9

特 集 農山漁村地域の再生

らしい山が余りない。
それに対して我が国の山ふところに抱かれ、棚
田を含む水田を持つ農山村のたたずまいは本当に
美しく、訪れる人に大きな安らぎを与えてくれる。
このような中山間地域においては、単純な意味で
の生産力がそう大きくないことを気にすることな
く、今までの蓄積の上に、都市にはない価値を持
つ地域として、都市の人にその価値を分けてあげ
るような、都市の人を受け入れるツーリズム的な
取組を進めることが重要であろう。

それから数 10 年が経過し、次の世代は、勤務先
を持ちながらの営農意欲を必ずしも持たなくなっ
た。そしてその中で集落営農や借地農業的な法人
経営が、なんとか農地を守ってきた。しかし集落
営農は、10 年 20 年と年を経るごとにその担い手
の年齢が上がり、スムーズな世代交代の展開が難
しい。集落営農がいわゆる総兼業化のあとの高齢
化の時代を支えた価値は評価しなければならない
が、そろそろ曲がり角を迎えているという認識が
必要であろう。耕作放棄地が着実に増えている今、
全体としては主業農家の意欲を喚起し、農地がそ
こに集約されていくような思い切った政策を打ち
出すべき時に来ていると考える。
ただ、一般企業の農業への参入は慎重であるべ
きと考える。主業農家は農業をやめれば食えなく
なるが、余力のある企業は撤退してもつぶれるわ
けではない。農地は価値を生み出す国土であり、
それがいい形で使われ続けることこそ肝要である
からである。

４．中山間地域における内発的活性化につ
いて－地域からの視点－
内発的な取組の重要性 一方で、山地が多くを占
める我が国の基本的特性から、中山間地域は極め
て広大な面積を占め、それらの多くは、経営規模
の小さな農家から構成されている。そしてこれら
の地域では多く高齢化が進展し、手仕事的な農業
が継承されているものの、耕作放棄地も着実に増
えている。これらの多くは過疎地域であり、その
再生あるいは活性化は、もはや半世紀に及ぶ重要
課題となってきた。
中山間地域の農山村は、その形状、土地条件、人
的構成等において大げさに言えば千差万別である。
したがって前述した国の農業に対する全体的な支
援は不可欠であるとしても、そのような地域の活
性化は国の画一的な支援策のみでできるわけでは
ない。それに加えて、その内実を踏まえた、中か
らの内発的な工夫と意欲ある取組が求められる。
我が国の山々が樹木に覆われているのは、低地
の水田農業にほとんどの工夫と労力を注ぎ込ん
で、極めて高い生産力を持つ水田農業を完成させ
た結果、山を食糧生産の場として使う必要がな
かったからである。前述したヨーロッパは、水田
に対して小麦畑の生産力が劣ったために、牧草地
を増やし、食べるための家畜を殖やす努力を重ね
てきた。その結果、山の斜面そのものが牧草地と
して使われる風景がかなり広がり、言うなれば山

収穫後の稲の杭掛け（ほんにょ）の美しい風景
（宮城県栗原市）

鳴子の米プロジェクト もともと温泉町として名
高い宮城県の旧鳴子町（現大崎市）では、バブ
ル崩壊以後の現状を憂うる旅館主や農家、それに
行政職員も加わって、鳴子ツーリズム研究会が発
足し、2004 年にグリーンツーリズムの全国大会
を鳴子で開催した。そしてこの間に関係者の間で
多くの実のある議論が交わされ、様々な得意技を
持つ地域の人的資源が発掘された。研究会のメン
バーには、旅館主や観光協会の関係者のみならず、
農家、手仕事の職人、奥地集落の代表などが加わ
り、協働の見本のような会が出来上がった。少し
背伸びをして大きな大会の開催を引き受けたこと
が、地域に内在する力を発掘し、それを組み合わ
せて力を発揮するいい方向をつくり出したと言え
る。ここから農家と旅館の協働による「田植え湯
治」
、どぶろく特区での農家レストランの開業な
どが生まれた。
次に地域で問題になったのは、米の価格が下が
る中で、特に効率化できない中山間地域の農業を
守るにはどうしたらいいかということであった。
今や農村の存在価値を唱える旗頭として活躍して
おられる結城登美雄氏のアドバイスの下「鳴子の
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接触するかしかないわけで、地域の活性化は交流
からと叫ばれてきたのは、まさにこの理由による。
したがって地域の戦略としてツーリズムを考え
ることは、単にお金を落としてもらう以上の意味
がある。前述の鳴子は、奥地集落の農家と温泉旅
館、さらに行政職員と外部の有識者の接触がツー
リズムというコンセプトの下で大きな反応を起こ
したわけで、その結果集落を超える新しい組織が
生まれ、農家の所得の上昇につながるというすば
らしい結果を引き起こしたのである。
農山村の魅力と人を受け入れる意義 水田農業に
特化した純平野の農村はさておき、少し山へ入れ
ば農山村の地域社会は元来単純なものではない。
そこには様々なワザを持った人が住み、小規模な
水田や畑作に加えて、山菜の採取、鳥獣の捕獲な
ど、多彩な生業があった。このような人の営みは
リアルに見えるものであり、そのような地域社会
は、高齢化が進んでいるとはいえ、都市にはない
多くの魅力を持っている。これを例えば金銭的に
単純に換算した生産力のみで理解することは間違
いである。これらの生きるワザは、むしろ都市で
はあり得ない貴重な宝物なのである。これらの宝
物を分けてあげるのがまさにツーリズムであり、
その仕組みをつくる努力を重ねることによって地
域にいろんな新しい関係が生まれる。これが地域
の成長であり、まさに活性化なのである。
平成 21 年度に、文科省・農水省・総務省の三
省共同プロジェクトとして、
「子ども農山漁村交
流プロジェクト」が発足し、そこで全国の小学５
年生に農山漁村体験をさせることが提案された。
筆者はもともと各地で、農家に滞在した子どもた
ちがいかにいい方向に変わるかという実態を見聞
きしていた。そして子どもたちを受け入れるため
に受入れ地域で新しいやり取りが生まれ、まさに
そこに様々な反応が起きることが地域を活性化さ
せると考えてきたので、このプロジェクトをもろ
手を挙げて支持した。国の将来を託す子どもたち
にも、受け手となる農山漁村の側にも新しい価値
と成長を生むすばらしい事業だと考える。しかし
政権交代後の事業仕分けで文科省の子どもの移動
費用に充てる予算が削られ、相当縮小した運営に
なっている。残念でならない。
農山漁村に大きな教育力があることは既に様々
な研究で明らかになっており、人を受け入れるこ
とによって地域が活性化することもまた明らかで
ある。是非この事業の意義を、政治の舞台で本格
的に議論し直してもらいたいものである。

米プロジェクト」が発足し、農家の手取りが米１
俵 18,000 円になる仕組みを目指すことになった。
そして県の農業試験場で開発された高冷地向けで
おいしい品種を採用、奥地集落の３戸の 30a で栽
培がささやかに始まったが、
その品種はその後「ゆ
きむすび」と命名され、５年が経過した今は、38
戸の農家による 15ha の栽培にまで成長している。
収穫された米はプロジェクトによる直接販売
で、地元の温泉旅館を始め、プロジェクトに関心
を持つ都会人に購入され、完売してきた。田植え
や稲刈りには、外部から多くの人が参加し、その
あとの会で絆を深める。大震災以後、絆やつなが
りという言葉が飛び交うようになったが、土地条
件の厳しい中山間地域においては、内発的な取組
に外部の人を巻き込んで、自ら強い絆をつくろう
とする取組が大きな効果を発揮する。単純な発想
では農業が業として成り立つことは難しい。鳴子
では、大げさに言えば、外部の人との新しい絆を
つくることによって山間部の農業が甦ったと言え
よう。関係者はその後平野部に土日営業の「むす
びや」という＜おむすび食堂＞を開店するまでに
なった。鳴子の発展はまさにツーリズムに始まり、
ツーリズムの上に展開しているという感がある。

５．あらためて農山村の活性化を考える
活性化は交流から 農山村の集落を基盤にした地
域社会は、今もってなお生活のよりどころであり、
住民の帰属意識は強い。そもそも経済成長期以降
兼業化が急速に進行したのは、農地を手放すこと
の回避とともに、自らが身を置く場を変えないと
いう強い意志のあらわれであった。そして過疎化・
高齢化の進んだ山村集落においても、気心の知れ
た顔ぶれで穏やかに日常を送る価値はもちろん消
えたわけではない。
しかしこれからも地域が受け継がれる方向をつ
くり出すためには、新たな工夫が不可欠である。
筆者は、活性化するとは、化学的に活性度の高い、
すなわち化学反応が起きやすい状態をつくること
だと唱えてきた。人と人の間に反応が起きれば新
しい組織が生まれる。人とモノの間に反応が起き
れば特産品が生まれるなどというのが分かりやす
い例である。そのように様々な反応が起きるため
には、いろんな新しい接触がなければならないの
は当然である。しかし、高齢化が進んだ中山間地
域等においては、そのような新しい接触は起こり
にくい。新しい接触を起こすためには外部の人と
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グリーン・ツーリズムをめぐる最近の情勢展望
愛媛大学農学部 教授
大隈 満
（全国知事会地方自治先進政策センター
頭脳センター専門委員）

１

めの基盤整備の促進に関する法律」、いわゆる

全国におけるグリーン・ツーリズム推進の状況

「余暇法」が制定された。余暇法は、農作業体
験施設等の整備に対する国及び地方自治体の支

編集部からいただいた課題は、農山漁村地域

援措置や農林漁業体験民宿業の登録制度等につ

と都市との地域間交流について述べることであ

いて定めた法律である。その後、平成 11 年の「食

るが、幅の広いテーマであるので、とりあえず

料・農業・農村基本法」では、その第 36 条で、
「国

グリーン・ツーリズムの政策的な面から見た進

は、国民の農業及び農村に関する理解と関心を

展状況を、都道府県の位置付けを念頭に置きつ

深めるとともに、健康的でゆとりのある生活に

つ、おさらいした上で、愛媛県の状況を報告さ

資するため、都市と農村との間の交流の促進、

せていただくこととしたい。

市民農園の整備の推進その他必要な施策を講ず

農水省が、グリーン・ツーリズム（以下「GT」）

るものとする」と規定した。

という言葉を使って、滞在型の農山漁村体験を

さらに、これを受けて、平成 12 年の食料・

進めるようになったのは、平成４年である。「新

農業・農村基本計画では、都市と農村の交流の

しい食料・農業・農村政策の方向」（以下「新

促進を課題として掲げ、その中で、GT を「農

政策」）の中で、
「農村地域において自然、文化、

村における滞在型の余暇活動」と定義して、そ

人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動」と定

の推進を図ることとした。

義した。

その後 10 年を経過した現在、平成 22 年度閣

当時農水省は、ウルグァイ・ラウンドの決着

議決定の新しい食料・農業・農村基本計画は、

を目前にして、新しい農政の方向性を議論する

より広い視点から都市と農村の交流に関する施

必要に迫られていた。そのため、新政策の中に

策を規定している。新成長戦略を受けて作成さ

は、その後の農政の基本的方向を定めたキー概

れた「食に関する将来ビジョン」の 10 のプロ

念が、いくつも込められている。例えば、農業

ジェクトの中では、第２プロジェクトの「「食

の担い手を、「自立経営農家」から「効率的安

文化」を軸とする観光・産業・文化政策の展開」

定的農業経営」に切り替えたのは、その典型で

と、第４プロジェクトの「農山漁村の再生・地

あろう。

域活性化」が、GT に関係の深いものとなって

こういった農政の本道に関わる政策に比べ

いるので、これを見ていこう。

て、GT は、当時必ずしも大きく注目されたわ

第２プロジェクトは、地域の食文化の概念を

けではないが、次第に国際市場にさらされてい

確立、浸透させるために、国内では地域独自の

く日本の農業が、これに抗して活性化するため

食材を活用した料理の開発や伝統食の特産品

に取り得る一つの手段として期待されたものと

化、海外では地域食文化の紹介と関連特産品の

言ってよいだろう。したがって、GT を行う主

売り込みを図ることとして、この両者を観光資

体は農家であり、観光産業との関係ということ

源（地域の伝統文化や景観等）の掘り起こし活

はさほど意識されていなかった。

動でつなごうとするものである。これによって、

平成６年には、「農山漁村滞在型余暇活動のた

国産食材をできる限り使用して、国内でしか育
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研修等は、今後有望視されてはいるが、現在は

成・推進できない地域の宝である「本物」を発

まだ言うに足りないほどのシェアである。また、

掘するとともに、食と観光が連携し、
「本物」を

教育旅行マーケットのメインは「見学」が多く、

味わう機会を提供することで、国内及び海外か

農業体験という意味での GT は 2.6%にすぎな

らの旅行者を誘致しようとしている。ここには、

い。しかし、一般旅行マーケットでは、
（財）日

後述するように、今までと違って、より観光産

本交通公社の 2009 年のアンケート調査の対象

業に接近しようとする GT の姿を見ることがで

者の 56%が GT に関心をもっており、しかも、

きる。

「既婚で小学生の子がいる」層が最も高い関心度

第４プロジェクトは、農山漁村の危機的な現

を示している。このことは、教育に関心を寄せ

状に鑑みて、教育の場としての活用、観光によ

る親の GT に対するニーズが高いことを示唆す

る活性化、都市人材の活用を３本柱として掲げ、

る。ただ、GT にどっぷり浸る感じの旅行よりは、

これによる農林漁業者の所得向上、都市と農村

普通の旅行のついでに GT もちょっと体験して

の交流の活発化、若年層の就労の場と収入源の

みるか、という程度の層が多い。

確保等を実現しようとしている。ここでは、特

他方、GT 関係の予算は決して楽な状況には

に観光による活性化の内容として、食や農村の

ない。具体的には、今まで都道府県が関わって

美しい景観等地域資源を活用した GT を推進し、

き た 事 業、 そ れ も、 ニ ー ズ が 高 い と 目 さ れ る

地域に愛着を持つ訪問・宿泊者の増加を図って

「子ども農村漁村交流プロジェクト」に関わる

いる。教育の一環としての GT、農林漁家の所

分が大幅に圧縮されている。この事業は、農水

得の確保のための GT という視点がより鮮明に

省、総務省、文科省の３省が連携しながら、小

打ち出されていると言えよう。

学生の農山漁村への宿泊体験を支援しようとす

実際、農水省の担当者は、国としては平成４

るものであるが、文科省の定額補助は事業仕分

年以降農家主体の GT に力を入れてきたが、そ

けの影響で平成 22 年から３分の１補助に切り

れだと、生き甲斐さえあればよいとか、金儲け

替えられたため、県に負担がかかるようになっ

のためではない、という発想から、採算を度外

た。GT への都道府県の関わり方は、この予算

視した継続性のないやり方になることがあるの

を通じるものがほとんどであるため、都道府県

で、このような点を考慮し、最近は GT を産業

と GT との関係自体が財政面では希薄になりつ

化する方向性を考えるようになったとしている。

つあるということになる。残念なことと言わね

例えば、平成 22 年に、
（財）日本交通公社は、

ばならない。

農水省の監修の下、『「農村を楽しむ旅行」普及

それでは、都道府県側から国に対して、GT

のための手引き』を発行し、「農村を楽しむ旅

に関する積極的な要望は出ていないのか。もち

行」としての GT の旅行商品化の具体的な方法

ろん、そんなことはない。例えば青森県は新幹

を提案している。このブックレットは、平成 20

線が通った関係で GT に力を入れようと国に要

～ 21 年度の農水省の補助事業の成果品である

望している。興味深いのは、観光資源が余り豊

が、執筆陣は全て大学、企業、民間団体の関係

かでない地域の方が GT に熱心な場合があると

者であり、
「官」は入っていない。しかしながら、

いうことである。例えば、長野県飯田市などは

農水省の方向性としては、産業化の方へ一歩踏

その例で、たいした観光名所がないので、かえっ

み出していることは間違いない。

て GT 的試みが盛んであるという。四国では、

このブックレットは、GT の対象になるマー

道後温泉のような観光名所の多い愛媛県よりも、

ケットの分析にページを割いているが、それに

高知県の方が GT 的試みが盛んであるようだ。

よれば、修学旅行等の教育旅行マーケット、一

そ こ で、 次 に、 筆 者 の 居 住 す る 愛 媛 県 で の

般 旅 行 マ ー ケ ッ ト、 企 業 研 修 等 の そ の 他 マ ー

GT の推進の様子を紹介する。

ケットに３分類されるという。このうち、企業
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２

二は、首都圏や京阪神から遠いところにある愛

愛媛県の GT 推進の状況

媛県では、県外からの旅客に期待するよりも、

（１）県全体の状況

県内の都市住民の暮らしの在り方を変える手段

る県の基本方針を策定したが、GT に関する動

イツでは、都市住民の生活の在り方の一部とし

として GT を考えた方がよいということだ。ド

愛媛県では、平成９年に余暇法第４条で定め

て GT が定着している。クラインガルテンしか

きが本格的に活発化してきたのは平成 11 年頃

り、長期の夏休みのとり方しかり。しかし、日

からである。地域的には、早い段階で、内子や

本ではまだそこまで行っていない。そこへ、滞

しまなみ方面の動きが際立っている。

在型の GT を無理に提案しても、なかなか定着

平成 12 年、県は長期計画に「都市と農山漁

しないだろう。したがって、GT を定着させて

村との交流・連携による多自然居住地域の創造」

いくためには、日帰りでもよいから県内の都市

を謳い、同年の新農業ビジョンにも「定住・交

住民が身近な所へ出かけていくタイプの愛媛型

流環境の整備」を位置付けた。しかし、これら

GT を進めようとしたのである」

の計画上の位置付けは、必ずしも愛媛県の GT

愛媛型 GT とは何か。同方策によれば、「滞

の活発化に直接つながったのではなかった。

在型ばかりでなく日帰り型を含めた広義な交流

はずみがつく契機となったのは、平成 16 年

の推進、全県域への拡大、人材の育成とネット

の町並み博の開催であった。町並み博は、愛媛

ワークの確立、積極的な情報発信、遍路文化な

県南予地域の行政と民間団体、住民が連携して、

ど愛媛の独自性のあるグリーン・ツーリズムの

愛媛県南予地域のイメージを発信するために企

展開等を基本」とする GT である。これだけで

画したもので、内子町、大洲市、宇和町（現西

は分かりづらいので、同方策に則って、これを

予市）を中心に、「パビリオンのない博覧会」と

もう少し敷衍した形で示すと次のようになる。

いうコンセプトで地域の町並みや自然をトータ

①

ルに提示した。言わば複合型フィールド・ミュー

滞在型ばかりでなく日帰り型 ＊ も含めた広

義な GT の推進

ジアム的イベントとでも言ったらよいであろう

②

か。プロデュースは宮本倫明氏で、愛媛県町並

地域からの意識の盛り上がりによる全県域

への GT の拡大

博 2004 実行委員会は、第１回日本イベント大

③

賞 ( 日本イベント産業振興協会 ) を受賞している。

インストラクター、コーディネーター、サ

ポーター等 GT を実施し、支えていく人材の

さらに、平成 18 年のしまなみ海道の開通は、

育成と推進組織の創設も含めた連携体制の確

GT の推進を後押しした。同年、総合的な GT

立

展開の必要性を感じた県は、愛媛大学の村田武

④

教授を座長とした愛媛県グリーン・ツーリズム

効果的なイベントや研修会等の実施による

県民意識の醸成と普及・啓発活動の実施

推進会議を設け「愛媛県におけるグリーン・ツー

⑤

リズム展開の在り方について―愛媛型グリー

ターゲットを絞った集中的・積極的な情報

提供とインターネットによる情報発信

ン・ツーリズム推進方策」を策定、発表した。

⑥

村田教授に当時の推進会議での議論の印象を

四国遍路等の歴史や文化等の地域固有の資

源等に基づく本県の独自性のある GT の展開

尋ねたところ、概要次のように語られた。

以上のように、この基本方針では、あえて日

「推進会議では、愛媛県の GT の先行事例と

帰り型を提唱している点が目を引く。そのよう

言える内子、しまなみ、久万高原等の経験を踏

に方針を定めた理由は、先に紹介した村田教授

まえながら、愛媛県の GT はどうあるべきかを

の指摘のとおりであるが、さらには、安心院や

考えた。その結果、ポイントは二つあるとした。

遠野のように古民家等が整備された GT 先進地

第一は、四国遍路に代表される「おもてなし」

と違って、愛媛県では民宿等が整っていなかっ

の精神だ。この理念は GT にとって重要だ。第
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たという事情があった。この点については、表

多いことから、戦略的にも日帰り型推進は現段

１の宿泊施設数の県間比較を参照されたい。資

階では適当であるかもしれない。
愛媛県の担当者は、宿泊施設の不足について、

料は、
（財）都市農山漁村交流活性化機構（以下

さらに次のような事情もあると語った。

「まちむら機構」）のものである。愛媛県の施設
数は、特にホームステイタイプの場合、高知県

「今の愛媛県の民宿だと、平均 33㎡のところ

に比べて大きな遅れをとっているし、全国レベ

に泊まることができるのは、せいぜい 10 人程

ルで GT の盛んな長野県南部等と比べると、圧

度であり、小グループしか対象にならない。し

倒的な差がある。

かも、仮に少人数であっても、２グループを襖
一枚隔てるだけの狭い施設に泊めるとお互い気

このような状態の中で、急遽滞在型の GT を

詰まりであるから、たとえ小人数でも２グルー

増やすといっても無理があったのである。
滞在型というのは周遊型に対する概念で、

プを同時に泊めるということは避けるようにな

必ずしも宿泊を伴わないという説明もあ

る。したがって、ますます収容能力が限られる

るが（ウィキペディア）、農水省のホーム

ことになる。」

＊

ページでは、「日帰り型」と「宿泊・滞在

宿泊能力の問題だけでなく、GT 本来の自然

型」を分けて解説した図を示しているので

体でのもてなしという点でも、不慣れな点が出
てくる。

（2011.10.18 閲覧）、「滞在型ばかりでなく

「農家主体の GT となると、もてなす側は楽

日帰り型」という言い方も、必ずしも間違

しみでやっているという人が多い。遠来の親戚

いではないであろう。
もちろん、将来的には滞在型が増えることは

に接待をするような感覚で料理を出すと、客か

望ましいことである。農水省の担当者も、やは

らみた場合には、量が多すぎるという問題が発

り滞在型が本来の姿であるから、日帰り型は、

生する。だから、接待よりも量を少なめにする

そこに至るスタートラインとし、将来は滞在型

ように指導したりする」

が増えることを希望しているという。ただ、旅

こうした旅行客側から見た問題をフォローす

行者の方から見た場合には、単に宿泊施設の不

るために、県は登録されたサポーターを通じて

足というばかりでなく、経済的な支出の面でも

モ ニ タ リ ン グ を す る。 客 自 身 か ら の フ ィ ー ド

問題がないわけではなく、まずは日帰り型から

バックもある。宿泊先がきれいになっていると

進めるのも、やむを得ない面がある。また、先

いうお誉めもあれば、食事が多すぎるという不

に 紹 介 し た よ う に、 ど っ ぷ り 型 の GT よ り も

満もある。中には、余り接待が親密すぎず、適

ちょっと立ち寄ってみる程度の GT を好む層が

当な距離感がほしい（ほっておいてもらいたい）

表１

農林漁家民泊

（ホームステイ）

GT 関連宿泊施設数の県間比較

農林漁家民泊

公的宿泊施設

民間宿泊施設

愛媛県

12

13

14

31

高知県

105

11

3

5

香川県

10

3

1

2

徳島県

70

3

1

43

400

14

3

20

長野県飯田市他

資料：まちむら機構『
「ふるさと生活体験」受入地域ガイドブック』2009 年
注：四国四県の数字は、各県のＧＴ推進協議会のカテゴリー別合計値。
「長野県飯田市他」は、
「南信州セカンドスクール研究会」がカバーする飯田市を中心とした長野県南部の施設数。

15

特 集 農山漁村地域の再生

というコメントもあるという。この、ほどよい

わたる推移である。しまなみは、宿泊施設が乏

距離感というのは、なかなか難しい。筆者自身

しいため、年間宿泊者数は僅かであるが（しま

も、夫婦で、GT で有名なある地域にとまったが、

なみ海道沿いにある上島町は、宿泊客数平成 21

あとで妻の方からは「かえって気疲れした」と

年度は０、平成 22 年度は２）、GT 体験受入実

いうコメントを頂戴した。

績で見ると、ごらんのとおり相当の数に上り、
しかも、平成 18 年度から 19 年度にかけて大幅

（２）各地区別の状況

な上昇を見ている。これは、平成 19 年度に「潮

愛媛県内の各地区は、それぞれ特徴のある活

流体験」という新しい人気プログラムができた

動を展開している。現在の県内の GT 推進組織

おかげである。このように、人気プログラムを

の一覧を示せば、表２のとおりであり、推進方

組めるかどうかということは、来訪者の数に大

策が打ち出された平成 18 年以降も、組織数は

きく影響する。
プログラムをうまく仕組めるかどうかは、そ

着実に伸びていることが分かる。

のためのコーディネート役の腕にかかってい
る。愛媛県の場合、各地区でのコーディネート

そ れ で は、GT の 実 績 は ど う な っ て い る か。
表３は農林漁家体験民宿の年間宿泊者数を示し

表３

たものである。

愛媛県内の主な農林漁家体験民宿の年間宿泊者数

市町名

これで見ると、今治市、久万高原町、内子町

宿泊者数

宿泊者数

Ｈ 21 年度

Ｈ 22 年度

比較増減

では、ここ２年で減少が見られるが、逆に宇和

今治市

275

262

-13

島市、松前町では大幅に増加している。２年だ

久万高原町

541

496

-45

3,558

3,349

-209

宇和島市

577

735

148

松前町

212

366

154

愛南町

320

320

0

けの比較なので、確たることは言いにくいが、

内子町

GT 関係の来訪者は、訪問先で行われるイベン
ト等様々な取組の善し悪しによって相当左右さ
れる。その一例を、しまなみの例で示そう。表
４は、しまなみ GT 体験受入実績の過去９年に
表２

対象地域

資料：愛媛県

愛媛県内の GT 推進組織一覧

協議会名

事務局

設立年

西条市

西条市ＧＴ推進協議会

石鎚ふれあいの里

H20

今治市

しまなみＧＴ推進協議会

愛媛県しまなみ農業指導班

H12

伊予市

伊予市双海地区ＧＴ推進協議会

伊予市双海地域事務所

H17

久万高原町

久万高原町ＧＴ推進協議会

久万高原町農政課

H15

砥部町

砥部陶街道ＧＴ推進協議会

砥部町産業建設課

H21

内子町

うちこＧＴ協会

内子町町並み地域振興班

H15

伊方町

ＮＰＯ法人

伊方町三崎総合支所

H18

宇和島市

うわじま虹色ツーリズム

うわじま虹色ツーリズム

H19

松前町

森の国ＧＴクラブ

松前町産業振興課

H22

愛南町

愛南ＧＴ推進協議会

愛南農業支援センター

H18

佐田岬ツーリズム協会

資料：愛媛県
注：協議会名中「ＧＴ」とあるのは、正式名称中では「グリーン・ツーリズム」となっている。
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は GT 推進組織である協議会等が行うが、プロ

そこで明らかになったことは、国の政策とし

グラムの企画や継続性を保つには、独立採算制

ては、農家の生き甲斐的 GT から、農家の所得

がとれることが望ましい。しかし、仲介手数料

をより確保できるように産業化へ進む方向が打

は取れないので、実際に独立採算にするのは大

ち出されていること、しかし、地方の実態とし

変なことである。

ては、滞在型を打ち出す上での施設整備の遅れ

規模が大きくなれば、既存の旅館との利害調

や訪問者のニーズと経済状態等から一挙に滞在

整も必要になる。愛媛県の場合はそこまでの段

型をベースとした GT を実現することは困難な

階には達していない。長野県のような先進県で

ことであった。また、ちょっと立ち寄る程度の

は、民宿と業者とがタイアップし、２泊３日な

GT を好む層が多いという点も考慮する必要が

ら、最初の１泊は民宿、２泊目は業者というふ

ある。

うな棲み分けを行っていると聞く。産業化を考

先に紹介した「手引き」では、目標をどの層

えるとすれば、愛媛県もいずれそのような配慮

に設定するかが重要であるとしているが、愛媛

が必要になろう。

県の担当者によれば、最近の傾向としては、目
標を子どもに絞るタイプと、団塊世代等高齢者

他方、農政の一つの柱である「６次産業化」
との接合は、愛媛県でもいくつか事例が見られ

の方に絞るタイプへの２極分解が見られるとい

る。例えば、しまなみは、福祉関係の弁当づく

う。その中でも、傾向として、子どもの教育体

り、地産地消の日の活動の活発化等を行ってい

験を増やしたいという方が増えているそうであ

る。事例の中心となるのは、食品関係が多い。

るが、その裏には、過疎地のさびしさに対して、

これは、客がその土地の食べ物に関心を持つ度

子どもが来ることで元気が出るということ、ま

合いが高く、また提供する方も比較的面倒が少

た感動が大きいということがあるようだ。しか

ないからであろうが、その点、林業が盛んであっ

し、そうであるとすれば、国の予算上の措置は

た久万高原のような場合は、木工体験等を提供

一考あってしかるべきであろうし、また、地域

しているが、木工ということの性格上、食の分

の実情を踏まえた日帰り型の GT については、

野ほどには伸ばすのが難しいようである。

その内容に通常の旅行商品とは異なった教育的
配慮と「感動」を盛り込むことが必要であろう。

３

最後に、本稿をまとめるに当たり、農林水産

まとめ

省都市農村交流課の柴原幸雄氏、愛媛県農政課
松村友博氏、徳永和也氏にお世話になった。こ

以上、全国における GT の展開状況から愛媛

こにあつくお礼申し上げます。

県の状況へと順を追って検討してきた。

表４

H13

H14

しまなみ GT 体験受入れ実績の推移

H15

H16

H17

H18

H19

H20

H21

ふるさとの味体験

289

634

698

654

527

1,054

845

779

683

農・漁業収穫体験

147

1,997

2,132

1,680

2,428

3,109

4,302

3,745

4,337

23

199

225

575

280

515

65

113

420

2,666

3,127

4,125

6,241

6,986

15,858

17,443

20,739

5,496

6,182

7,034

9,476

11,664

21,070

22,080

26,179

くらしの技体験
島遊び体験
合計

459

資料：愛媛県
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震災後のＵＩターン事情
日本経済新聞編集委員

2011 年は後に、大都市から地方への移住が本格
化するきっかけが生まれた「移住元年」と呼ばれ
ることになるかもしれない。３月の東日本大震災
と東京電力福島第一原子力発電所の事故後、全国
的に人口移動が流動化し、田舎暮らしへの関心が
高まっているからだ。原発事故による放射能汚染
への懸念や震災で大都市圏が抱えるリスクが顕在
化したことなどが要因で、団塊世代を中心とする
高齢世帯から子育て世代の若年層まで幅広い年齢
層に広がっている。こうした地方移住の流れを農
山漁村の活性化にどう結び付けるのか。自治体の
知恵と力量が試される時代が訪れようとしている。
10 月末、東京・秋葉原でふるさと島根定住財
団 が「 し ま ね UI タ ー ン フ ェ ア 」 を 開 い た。 来
場者数は昨年より 100 人ほど多い 242 人。会場
ではアニメ映像のクリエーターとして知られる
FROGMAN こと小野亮さんが講演し、島根の魅
力を PR した。小野氏は東京出身だが、仕事で訪
れた島根県で妻と出会い、それをきっかけに島根
県に移住。現在は東京に住むが、できれば島根に
戻りたいという。
小野さんは「カフェ、ラーメン店、古書店など
都会にある業態の店を島根で始める人が多い」
「そ
れほどムラ社会ではなく、それほど素朴でもない」
「ただ冠婚葬祭の約束事は重要。儀礼的なことが
しっかりできないと侮られる」などと島根暮らし
を紹介。最後は
「是非、
地震のほとんどない島根へ」
と締めくくった。
小野さんのケースは最近の I ターンで増えている

斉藤徹弥

典型例と言えるかもしれない。30 ～ 40 代の働き
盛りで、手に職を持ち、地方で起業したり、自ら
仕事をつくり出したりする力を持つ。妻の出身地
に夫が I ターンするのも最近よく見られる形だとい
う。地方移住を希望する男性にとって、実現する
かどうかは妻の意向に左右されることが多いと言
われるだけに、移住先として妻の出身地を選ぶこ
とは、そのハードルを低くすることにつながる。
実際、島根への UI ターンの傾向について、ふ
るさと島根定住財団の山崎修一事務局長は「最
近は奥さんが実家のある島根で子育てをしたいと
言って、夫を連れて帰るケースが目立つ。多いの
は 30 代の子育て世帯だ」と話す。女性をどうひ
きつけるかが、地方移住を促す上で今後、重要な
要素になる可能性がある。
会場では団塊世代と見受けられる夫婦のほか、
子ども連れの子育て世代や 20 ～ 30 代の若い女
性の姿が目立った。その１人が初めて UI ターン
フェアに来た 20 代の独身女性。現在、東京都内
の予備校で教えているが、父が島根県出身で幼い
頃から島根になじみがあるという。
「少子化で都
会での仕事は先細り。地方は出生率が高いだけに、
松江なら教育関係の仕事も残るのではないか」と
就職先を探しながら移住の機会を探っている。
もともとアンテナショップ巡りが好きで「地方
は独特の文化を感じることができる」と地方への
関心はあったが、移住まで考え始めたのは震災が
きっかけ。
「震災で人間関係が希薄な都会での生
活が不安になり、地震が少ない地方で暮らしたい
という気持ちが強くなった」と話す。
震災を契機に田舎暮らしに関心を持つ人が増
えているのは確かだ。地方移住を支援する認定
NPO 法人、ふるさと回帰支援センター（東京・
銀座）によると、震災後、移住に関する問合せが
急増。これまでも田舎暮らしへの関心は徐々に高
まり、問合せも年を追うごとに増えてきたが、震
災後は前年の２倍の月間 800 件を超えることもし
ばしばあるという。
同センターを訪れた移住相談者を対象にした調
査 を 見 る と、2002 年 か ら 08 年 頃 ま で は 50 ～
60 代が多かったが、世界的な景気後退のきっか

子育て世代も目立ったしまね UI ターンフェア

18

農山漁村地域の再生

けになった 08 年のリーマン・ショック後は若者
の相談が増えている。厳しい就職難で都会生活に
見切りを付け、田舎暮らしに生きがいを見つけよ
うという動きだ。かつて相談者は 50 ～ 60 代が
半数を超えていたが、10 年は 60 代が 24％、50
代が 23％で、30 代と 40 代は共に 19％になった。
震災はこうした傾向を一段と加速させた。今年
３月から７月までの来場者は 30 代が 10 ポイン
ト以上伸びて 30％となり、年代別のトップになっ
た。特に家族連れの子育て世帯の相談が増えてい
るのが特徴で、子どもを安全な環境で育てたいと
いうニーズや、家族がいるふるさとに戻ろうとい
う機運が一気に高まっているという。
長く UI ターンの動向を見てきた高橋公専務理
事は「3.11 後、人の動きが流動化している。原
発事故からの避難もあるが、大量の帰宅困難者が
出た首都圏でも直下型地震が来たらどうするのか
と都会暮らしを見直す人が増えている。この傾向
は今後も続くのではないか」と話す。
地方での空き家紹介などを通じて都市住民の地
方移住を後押ししているふるさと情報館（東京・
四谷）の佐藤彰啓代表も震災後、地方移住への関
心の高まりに手応えを感じている。
震災翌日の３月 12 日、八ケ岳で予定していた
空き家見学会を延期しようとしたところ、来場予
定者から「是非、実施してほしい」という問合せ
が相次いだ。予定どおり実施した現地見学会は盛
況で、東京都内からの参加者がその場で購入を決
断した例もあったほどだ。
佐藤代表は「長年、田舎暮らしを考えていたも
のの、なかなか踏み切れずにいた方が、震災をきっ
かけに決断される例が増えている」と話す。同館
が紹介する空き家の契約率は震災直後の３月は落
ち込んだものの、４月から急回復し、６月は最近
３年間で最高の月間契約率を記録した。
古民家などの空き家を地方で探す人も急速に増
えているようだ。自治体や民間が実施する UI ター
ンフェア情報や地方の雇用情報、空き家情報など
をインターネットで提供する移住・交流推進機構
（JOIN）によると、震災後、同サイトの「空き家
バンク」のページビューが急増した。最近では１
日平均 400 ～ 500 件の閲覧があり、リクルート
の無料情報誌「R25」に同サイトを紹介する記事
が掲載された 10 月中下旬には閲覧件数が１日平
均 3,000 件を超えた。
古民家人気を支えるのは主に 30 代の若い世代

特集

だ。ふるさと情報館の佐藤代表は「古民家に対す
る感覚は、世代間で大きな違いがある」と指摘す
る。50 代より上の世代にとって、古民家は昔住
んだり田舎で遊んだりした郷愁を感じる場所だ
が、同時にすきま風が吹き抜けるような寒く厳し
い冬を感じさせるなど、田舎へのマイナスイメー
ジもまとっている。
一方、幼い頃から都会暮らしをしている 30 代
などの若い世代は、初めて出会った古民家に都会
の住宅にはない魅力を感じるケースが多い。「都
会の魅力は生活の利便性だが、それが行き着くと
ころまで行ったという感覚を若い世代は持ってお
り、それと対極にある古民家に新しい価値を見て
いる」（佐藤代表）と言う。
昨今の就職難で、地方に活路を見い出そうとす
る若者がいる一方、海外での生活に親しんだ経験
を持つ大企業やＩＴ企業に勤める高学歴・高収入
の若者が田舎暮らしに目を向けるケースも少なく
ないのが最近の傾向だ。
「都会の生活をしながら
田舎の生活も楽しもうというヨーロッパの人たち
が持つ感覚で古民家や田舎に接しようとする若者
がここ４～５年増えている」と佐藤代表は見る。
移住・交流推進機構が震災前の 10 年度に実施
した移住者に関する全国調査もこうした傾向を裏
付ける。移住者について調べた初めての全国調査
で、同機構の会員の 42 道府県を対象に 07 年度
から 10 年度にかけて、自治体や関連団体の窓口
などを通じて移住した人の件数を調べた。
自治体によって移住者の定義が異なるため、単
純には比較できないが、回答した 17 県の移住者
数は 07 年度の年間 1,104 件が 10 年度には 2,686
件に増えていることが分かった。福島県が 32 人
から 79 人、福井県が 99 人から 212 人、和歌山
県が 44 人から 76 人に、長崎県は 37 人から 128
人などと各県とも増えている。
さらに年代別に集計している 10 県について移
住者の年齢層を見ると、最も多かったのが 30 代
で 23％を占めた。次いで 60 代以上が 20％、50
代が 16％、40 代が 15％、20 代が 12％と続く。
「本当は団塊世代を狙っていた」
（ふるさと島根
定住財団）というしまね UI ターンフェアが若い
世代でにぎわったように、若者の移住志向は確実
に高まっている。多くの自治体の UI ターン事業
はまだ母数の多い団塊世代にこだわっているよう
に見えるが、若い世代を受け入れるための雇用対
策や子育て・教育環境づくりなどへの取組も急務
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と言えるだろう。
移住・交流推進機構の深江久美子参事が「若い
人は都会向けにブランドもののイチゴづくりに取
り組むなど意欲的な人が多い」と話すように、若
い移住者に特徴的なのは、都市とのつながりを持
とうとする傾向があることだ。これは農山漁村の
活性化に欠かせない地方と都市との交流を深める
上で若い移住者が重要な役割を果たす可能性があ
ることを示している。
そんな若い世代が地方に求めるニーズはどこに
あるのか。大都市の人材を地方に送り込もうと総
務省が手掛ける「地域おこし協力隊」の実態調査
からその一端が透けて見える。
地域おこし協力隊は３大都市圏に住む人が地方
に住民票を移して１～３年の間、地域興しや農林
水産業などに従事する制度。まず地域に入り、気
に入れば派遣期間終了後の定住につなげることを
狙った田舎暮らしの「お試し」制度だ。
10 年 11 月時点の隊員数は 230 人。受け入れ
ている自治体は都道府県が２県、市町村は 33 道
府県の 80 市町村になる。隊員の内訳は男性が７
割、女性３割で、年齢層は男性は 20 代が 39％、
30 代 が 38 ％、 女 性 は 20 代 が 51 ％ で 30 代 が
33％と全体の８割が 20 ～ 30 代。移住の形態は
全体の８割がＩターン型になっている。
協力隊に参加した動機（複数回答）は「職に就
きたい」が 47％と最も多く、
「田舎暮らしへの憧
れ」
が 24％、
「キャリアアップ」
が 22％などのほか、
「地域興しに携わりたい」
「地域の魅力を発信した
い」「地域活性化に資する起業のため」などの回
答も目立った。派遣先の自治体と話し合って決め
る活動内容は「地域興しの支援」が最も多く、農
林水産業への従事が続く。
総務省過疎対策室は「都会で人間関係に疲れた
から田舎暮らしをしたいというより、地方のため
に何かやりたいという意欲の高い若者が多い」と
分析する。こうした若い世代の意欲を受け止め、
地域に取り込むことが農山漁村を活性化する近道
になるのは間違いない。
震災後に生まれたもう一つの新しい流れは、移
住を希望する地域に広がりが出てきたことだ。東
京・銀座のふるさと回帰支援センターでは、来場
者を対象に移住を希望する地域を聴いているが、
この人気ランキングに今年、異変が起きている。
10 年 の 調 査（755 人 対 象 ） で は、 ト ッ プ は
福島県、２位が長野県、３位が千葉県だったが、

震災後の今年３月から７月にかけて来場した人
（161 人）では、１位と２位が逆転し、長野県がトッ
プに立った。福島県はかねて UI ターンに力を入
れており、情報提供や移住者へのサポートなどで
定評があったが、原発事故の影響で特に若い世代
の相談者が伸び悩んだという。
さらに変わってきたのは、原発事故の影響で首
都圏でも西日本の自治体への関心が高まってきた
ことだ。これまで福島県や長野県が上位に入って
いた要因の一つは「首都圏からの近さ」で、新幹
線や高速道路で比較的短時間に首都圏と行き来で
きる点が人気を集めていた。しかし、３～７月の
調査では、４位に大分県（前年は 12 位）、５位に
富山県（同 20 位）と関東以西の自治体が順位を
上げ、前年はランキングに入っていなかった岡山
県と鳥取県がそれぞれ６位、７位に入った。
首都圏の住民も西日本に目を向けるようになれ
ば、
「移住者の争奪戦がますます激しくなる」（ふ
るさと島根定住財団）のは確実だ。各地の自治体
は企業誘致さながらのきめ細かな移住プログラム
を用意。移住者の相談にワンストップで応対する
相談員を置いたり、お試しの観光ツアーから３日
～１週間の短期滞在、定住時の産業体験などまで
様々な事業を用意したりして、移住希望者のニー
ズをすくい上げようと競い合う。そこでは移住者
の受入れに積極的な自治体と、そうでない自治体
の差も目に付くようになる。
11 月 12 日、四国４県の自治体が東京都内で開
いた移住フェアに、神奈川県に住む 20 代の夫妻
が移住先を探しに訪れた。夫の勤め先は繊維関係
で、タオルで知られる今治市などならこれまでの
経験を生かせると考えて相談に訪れたが、愛媛県
では雇用関係の情報が乏しかったという。代わり
に話を聞いた香川県では雇用情報の提供を受けら
れ、買い物などに便利な関西に近いという説明も
聞くと、一転して香川への関心を高めた。「愛媛
にこだわっているわけではないので、仕事が見つ
かれば、すぐにでも香川に移住したい」と話す。
ただ、地方移住で西日本に一方的に追い風が吹
いているわけではないようだ。移住・交流推進機
構によると「震災後の傾向として若い世代は子育
て環境を重視して西日本に向かい、年配層はボラ
ンティアで被災地を助けようと東北への移住を検
討する動きが出ている」（深江参事）と言う。
しかも、こうした年配層の中心となる団塊世代
の地方移住が本当の意味で本格化するのはこれか
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らという見方がある。ふるさと回帰支援センター
の高橋事務局長は「団塊世代のリタイアは 07 年
に始まったが、年金支給開始年齢の引上げに伴う
定年延長や再雇用で実際に仕事を離れ始めたのは
今年から。これから２～３年が本当の意味で『団
塊移住』が進む時期に入る」と指摘する。
こうした流れを踏まえ、震災対応で UI ターン
どころでなかった東北の自治体も巻き返しに出始
めた。11 月下旬には岩手、福島両県が東京・銀
座のふるさと回帰支援センターで相次いで田舎暮
らしセミナーを開催。福島県は震災後に会津地方
に移住した人が最近の福島暮らしの様子を説明す
るなど人気回復に向け精力的に動く。
震災は移住環境の改善を促すこともある。新潟
中越地震で被災した中越地域は、被災し時に数多
くのボランティアを受け入れた。その結果、生ま
れたのは「地域の人々が外部の人たちと触れ合う
ことに抵抗がなくなり、むしろ積極的に移住者を
受け入れるようになった」
（総務省人材力活性化・
連携交流室）という住民意識の変化である。
移住者が移住に当たって最も懸念するのは「プ
ライバシーがないほど濃密な人間関係の中でやっ
ていけるか」という点だ。そこでは受入れ側に他
者を許容する寛容さが欠かせないが、
「共同作業を
重視する農耕民族の日本の農村には他者を受け入
れる仕組みがない」
（佐藤ふるさと情報館代表）と
されてきた。こうしたムラ社会の閉鎖性は被災地
である東北の農山漁村にも見られたが、震災ボラ
ンティアを受け入れたことで東北にも中越のよう
な住民意識の変化が生まれる可能性がある。
団塊世代から若い世代へという年齢層の広がり
と、東日本だけでなく西日本を含めた全国的な移
住という地域的な広がりが同時並行で進もうとし
ている昨今の移住事情。こうした機運の高まりは
「大都市から地方へという大きな潮流が生まれる
機が熟した」（高橋ふるさと回帰支援センター専
務理事）ことを感じさせる。
この潮流の変化は、全国の農山漁村に単にＵＩ
ターン者を受け入れて人口が増えれば良いという
従来の UI ターン事業の発想から脱却を促す可能
性がある。それぞれの農山漁村が地域の将来像を
どう描き、それに必要な人材として、どこからど
んな移住者を受け入れるかという戦略的な地域づ
くりが求められる時代の到来を予感させ、戦略の
良し悪しが人材争奪戦を左右することがあり得る
からだ。
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そこでは戦略的な発想を持った首長の指導力が
重要になる。同時に移住者に「この人なら」と信
頼してもらえるきめ細やかさを持った担当者が欠
かせない。移住者に地域に刺激を与えてくれるこ
とを期待する農山漁村は多いが、自らが変わる意
思を持たなければ、どんな移住者を受け入れても
その力を生かすことはできない。
環太平洋経済連携協定（TPP）交渉への参加で
農山漁村の存亡が問われる中、変われなかった歴
史を繰り返すのか、それとも移住者を活力に地域
が変わる機会になるのか、農山漁村は岐路を迎え
ようとしている。
移住希望地域ランキング

2011 年
（３～７月、161 人対象）

2010 年
（755 人対象）

①

長野県

①

福島県

②

福島県

②

長野県

③

千葉県

③

千葉県

④

大分県

④

岩手県

⑤

富山県

⑤

山形県

⑥

岡山県

⑥

茨城県

鳥取県

⑦

宮城県

⑦

⑨

山梨県

⑧

山梨県

和歌山県

⑨

静岡県

北海道

⑩

宮崎県

島根県

⑪

北海道

山口県
岐阜県

秋田県
⑫

広島県
⑭

宮崎県
茨城県
福岡県
福井県
栃木県
静岡県

岐阜県
大分県

⑮
⑰
⑱
⑳

栃木県
福井県
鹿児島県
群馬県
和歌山県
富山県

新潟県
⑰

鹿児島県
高知県
香川県
群馬県
熊本県
愛媛県

注）認定ＮＰＯ ふるさと回帰支援センター（東京・銀座）が
移住相談に訪れた人を対象にしたアンケート
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県民の皆様と共に公共をつくる「協働化テスト」
佐賀県経営支援本部人材育成・組織風土グループ

佐賀県では、県が提供しているサービスが

（注）CSO とは、Civil Society Organizations

誰がサービスを担った方が良いかなどについ

法人、市民活動・ボランティア団体（以上「志縁

県民の皆様にとって最良のものとなるように、

（市民社会組織）の略です。佐賀県では、NPO

て、県民の皆様などから広く意見を聞いて見

組織」）に限らず、自治会・町内会、婦人会、老

直すための「協働化テスト」を平成 18 年度か

人会、PTA（以上「地縁組織」
）といった組織・

ら実施しています。

団体も含めて、
「CSO」と呼称しています。

これまでは県が提供するサービスで外部委

託や協働の分野というものは「これとこれは
お願いします」というように県が決めていま

「協働化テスト」の背景
近年、CSO による様々な公共的活動や民間

した。しかし、この「協働化テスト」は、警
察や学校現場を除く全ての分野について、
「誰

企業による公共的サービス分野での活動が盛

だけませんか。
」と呼びかけを行い、話し合い

しかし、少子・高齢化対策、ニート・フリー

かやれる人がいませんか。一緒にやっていた

んになっています。

ながら最良のサービスを提供するためにより

ター対策、子どもの安全確保など行政サービス
に対するニーズはますます多様化しています。

良い協力体制をつくっていくものです。

今後ともこのような社会情勢の変化に的確

に対応し、県民満足度が高まる公共サービス

「協働化テスト」のねらい

を提供するには、行政と CSO、民間企業等が

「協働化テスト」は、県が実施しているサー

それぞれの得意とするところを担う役割分担

ビスを外部委託するなどして単に外に出すこ

が重要となってきます。

と を 目 的 と し た 試 み で は あ り ま せ ん。 県 が
行っているサービスが、県民の皆様に今より
満足していただくためには、どのようなこと

を行い、誰が担うのが良いのかなどについて、
CSO（注）、民間企業及び大学などから広く

提案を募集し、話し合いを行いながら、それ
ぞれの役割分担をつくり上げ、公共サービス

の質と量が県民の皆様にとって最良のものに
なるようにしていくための一連のプロセスを
築くことこそがねらいなのです。

協働化テストの位置付け
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（４）県業務への提案募集（提案書の受付）

「協働化テスト」の視点

公表した業務内容を基に県業務の担い手の

「協働化テスト」では、まず「地域組織でで

あり方などについて提案を募集。

きることは地域で、民間でできることは民間
で行うこと」や「より住民に身近な視点で公

（５）個別業務での協議

共サービスの内容を考えること」が必要であ

提案者及び県の関係課は提案内容の確認な

ると考えています。

どのために協議。

はなく、「より県民の皆様に満足していただく

（６）提案者への回答、判断結果の公表

さらに、事業が要る要らないという議論で

ための担い手を議論すること」を重要な視点

協議結果について提案者に対して通知する

と考えています。

とともに、判断結果について県のホームペー
ジに公表。

「協働化テスト」の手順
䋼Ꮏ⒟䋸䋾
⹏ଔ䋨ᬺታᣉᓟ䋩

（７）契約・品質管理

提案募集は外部委託等の対象を特定するた

䋼Ꮏ⒟㪈
䋼Ꮏ⒟㪈䋾
ᬺോౝኈ䈱⥄Ꮖὐᬌ

めのものであり、実際の契約に当たっては、
総合評価方式一般競争入札や企画提案方式な

䋼Ꮏ⒟䋷䋾
ᄾ⚂䊶ຠ⾰▤ℂ
䋼Ꮏ⒟䋶䋾
ឭ᩺ᦠ䈻䈱࿁╵
䋼Ꮏ⒟䋵䋾
ᬺോౝኈ䈱ද⼏

ど競争による公正な手法により決定。

䋼Ꮏ⒟㪉
䋼Ꮏ⒟㪉䋾
ᬺോౝኈ䈱

仕様書等で品質評価基準を設定。

䋼Ꮏ⒟㪊
䋼Ꮏ⒟㪊䋾
⋵᳃䈱⊝᭽䈻䈱⺑ળ

（８）評価

サービスの受益者の視点等を踏まえた評価

䋼Ꮏ⒟㪋
䋼Ꮏ⒟㪋䋾
ឭ᩺ᦠ䈱ฃઃ

を実施。

協働化テストの流れ（サイクル）

これまでの成果

協働化テストの手順は次のとおりです。

協働化テストの運用を開始した平成 18 年度

は 371 件の提案があり、そのうち 53％に当

（１）業務内容の自己点検

たる 197 件が採択されました。提案件数を年

県民満足度向上の視点から、全業務の領域・

度ごとに比較すると、年々減少していますが、

プロセスを点検。引き続き県が自ら実施、新た

これは、平成 19 年度から提案者の要件として

に外部委託又は協働若しくは廃止などを判断。

提案実施の当事者能力を求めたことによって、

（２）業務内容の公表

全業務の内容（目的・内容・人件費相当額

を含む総費用等）及び点検結果を県ホームペー
ジ等で公表。

Ｈ18年度

Ｈ19年度

Ｈ20年度

�

�

�

�

197（ 53�）

86（ 69�）

68（ 78�）

���

79（ 21�）

38（ 31�）

19（ 22�）

��と����

95（ 26�）

計

371（100�）

―

―

124（100�）

87（100�）

【平成21年度からCSO提案型協働創出事業と提案型公共サービス改善制度に再編】
�

（３）意見交換の実施

制度趣旨、基本理念や手順及び全業務の内

容等について、県職員、CSO、企業などが意
見交換会を開催。

Ｈ21年度

�

県

Ｈ22年度
��

県

19（ 50�）

���

3（ 12�）

19（ 50�）

3（ 14�）

�（ ���）

計

25（100�）

38（100�）

21（100�）

��（����）

��

3（100�）

―

0（ ― ）

―

���

0（ 0�）

―

0（ ― ）

―

3（100�）

―

0（ ― ）

―

提案型
公共�����
改善制度

計

18（ 86�）

��

22（ 88�）

��

���提案型
協働創出
事業

�（ ���）

（単位：件、かっこ内は構成比）
3
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提案者がより熟度の高い提案に絞って提出さ

実際に公共サービスを CSO に担っていただ

れるようになったためと考えられます。

く事例も増えてきており、その代表例が、県

くなっていることからもうかがえます。提案

ひろば」です。ここでは、相談に来られた方

それは、提案の採択率が年を追うごとに高

庁１階にある県民総合相談窓口の「さが元気

の質が向上し、より現実的な提案が増えてい

が自ら庁内を探し回ることがないように、関

ます。

係課の職員が相談窓口まで駈けつけ、お話を
うかがいます。運営を委託している NPO 法人

このように協働化テストの導入をきっかけ

佐賀県 CSO 推進機構は、
「
『たらい回し』しま

として、公共サービスの新しい担い手として

せん！あなたに代わって動きます」をモットー

期待される CSO の活動が活発になってきてお

に来場者の立場に立って対応しています。そ

り、協働化テストの提案団体数でも、平成 18

の結果、県民満足度は高まり、来場者数が 1.5

年度は 14 団体でしたが、平成 19 年度では 27

倍、相談件数も 1.8 倍になるなど、大きな成

団体、平成 20 年度では 48 団体の CSO から

果を上げています。またこのほど、県民の方

提案をいただきました。これは、協働化テス

からの相談業務のサービス向上のため、テレ

トの認知度が上がるとともに、県内の CSO に

ビ電話を設置して、県内７ヵ所の CSO 支援オ

その意義が幅広く認知され、定着してきたた

フィスと連携を取りながら県民相談に対応で

めと考えています。

きるようにするなど、CSO ならではのきめの
細かいサービスを提供しています。

日本初！国連公共サービス賞を受賞
平成 22 年に、公共サービスに関し最も権

威ある国際表彰とされている「国連公共サー
ビス賞」を受賞しました。平成 15 年に創設

されたこの賞は、各国の政府や自治体、大学、

NPO など公共サービスを担う団体が対象で、
新しい施策や制度等を考案・実践し、創造的
な成果や貢献が認められたものに与えられま

す。日本からの受賞は、同賞が創設されて以来、

CSO が運営する県民総合相談窓口
「さが元気ひろば」

佐賀県が初めてでした。

「国連公共サービスの日」に当たる６月 23 日（平成 22 年）
シャズカン

の授賞式の様子。前列一番左が沙祖康国連事務次長

「テレビ電話」ネットによるサービス
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今回の受賞の意義としては、二つの点が挙

受け付ける

げられると考えています。

・市や町の事業に対する提案も受け付け、県が

報を開示し、現場目線で議論し、協働で解決

・提案の一次受付窓口を、CSO 中間支援組織

上げてきた「公共サービスの新しい形」が国

といった見直しを行いました。

一つは、この協働化テストが、行政から情

市や町と調整を行う

していくという、県と県民の皆様方とで築き

が行う

際的に認められたことです。

もう一つは、今回の日本初受賞が、国では

また、民間企業等から出される提案に関し

なく地方自治体であったことです。しかも創

ては、
「提案型公共サービス改善制度」として

促す革新的メカニズム」という部門で受賞し

・通年での提案受付

造性が求められる「政策策定過程への参加を

実施することとし、

たことは、地域主権が標榜される今日におい

・委託契約等の相手方の選定過程で提案の新規

て、地方自治体の政策立案力の向上を象徴す

性を評価

るとともに、今後の地方自治の姿を暗示する

・必要に応じ提案内容を試験的に実施

ものとして非常に意義深く感じています。

という改善を加えて、提案が出やすいよう改

今回の受賞は、行政だけでなく、CSO や企

善を行いました。

業の皆さんと一緒に、工夫しながら創り上げ
てきた結果です。佐賀県ならではの県民協働

�������������������

の取組が、世界的に評価されたことを誇りに

���������������������

思っています。

【���】
���】
①����������������
�������������������������
���������

②�������������
�����������������������

������������������������
【���】
���】
���������������

厳しい財政状況である一方、少子・高齢化、

子どもの安全確保など県民の皆様のニーズは

多種多様化しています。全てのサービスを行

賞状とトロフィー

政が担うことは現実的には難しい状況にあり

ます。もちろん、行政が責任を持って担うべ

進化し続ける「協働化テスト」

き業務はありますが、協働できる分野は一緒

協働化テストが始まって４年目に当たる平

に取り組み、より効果的に県民ニーズを満た

成 21 年度に、過去３ヵ年の振り返りの結果判

していく必要があります。「協働化テスト」は、

明した課題を踏まえて、制度の見直しを行い

協働のあり方から話し合い、より良い公共サー

ました。

ビスをつくりあげようという試みです。

県民協働に係る CSO からの提案に関して

より満足度の高い地域社会づくりを目指す

は、「CSO 提案型協働創出事業」として実施

点では行政や CSO などに立場の違いはありま

することとし、

せん。今後もこの取組を着実に前進させ、
「県

・これまでは既存事業に対する提案しか受け付

民満足度」の向上のために県民の皆様と一緒

けていなかった点を改め、新規事業提案も

になって取り組んでいきます。
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「まち」単位での木造住宅の耐震化の取組について
〜大阪府まちまるごと耐震化支援事業〜
大阪府住宅まちづくり部建築指導室

大阪府では、今後 30 年以内に 60 ～ 70％の
確率で発生すると言われている「東南海・南
海地震」や「上町断層帯地震」に備え、「大阪
府住宅・建築物耐震 10 ヵ年戦略プラン（耐震
改修促進計画）
」を策定し、大阪府における住
宅・建築物の耐震化を推進するための基本方
針を掲げ、平成 27 年度までの 10 年間で、耐
震性を満たす住宅・建築物の割合を９割とす
ることを目標に、耐震化の促進に取り組んで
S25～S34 S34～S56.5月S56.6月以降
います。
60%
40%
10%
「まちまるごと耐震化支援事業」は、特に耐
震化率の低い木造住宅に対する取組を加速す
るために、民間の力を活用した「まち」単位
での耐震化に取り組み、府民による自主的な
耐震化をより一層促進させることを目的とし
た事業です。

㒋䊶᷆〝ᄢ㔡ἴ䈪䈱ᱫේ࿃
䈠䈱ઁ
㪉㩼

ᱫ䊶ᾲ்
㪈㪇㩼

ኅደ䈱ୟუ䈭䈬
家屋の倒壊等による
䈮䉋䉎⓸ᕷ䊶ᱫ
窒息・圧死
㪏㪏㩼

また、昭和 30 年前後に建てられた木造住宅
では６割、昭和 40 年前後に建てられたもので
も４割が倒壊するなど、昭和 56 年５月以前に
建設された木造住宅の多くが倒壊しました。
このことから、地震による人的被害を減少
させるため、特に耐震性が不十分な住宅の割
合が高い、木造住宅の耐震化を促進するもの
です。

木造住宅の耐震化

大阪府内の耐震化の状況

平成７年の阪神・淡路大震災では、地震に
より 6,434 人の尊い命が奪われましたが、地
震による直接的な死者数は 5,502 人、このう
S25～S34
S34～S56.5月S56.6月以降
ち、住宅・建築物の倒壊等による被害者は約
60%
40%
10%
９割の 4,831 人でした。
70%

大阪府では、市町村及び関係団体等と連携
して各種の施策を展開しているところですが、
現在のままでは、平成 27 年度における耐震化
率９割の目標達成は厳しい状況にあります。
このような状況において「大阪府住宅・建
築物耐震 10 ヵ年戦略プラン」の中間年に当た
る平成 22 年度に「大阪府住宅・建築物耐震
10 ヵ年戦略プラン中間検証報告書」を作成し、
住宅・建築物の耐震化率など計画の進捗状況
やこれまでに実施してきた施策の効果等の検
証を行い、さらなる耐震化の促進に向けた施
策の見直し・充実など今後の取組を検討いた
しました。

昭和30年前後に建て
られた家は6割が倒壊

60%

昭和40年前後に建て
られた家は４割が倒壊

50%

倒
40%
壊
率
30%

昭和５６年以降に建て
系列1
られた家の倒壊は１割

20%
10%
0%
S25～S34

S34～S56.5月

S56.6月以降

建築年
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����る����化��事業�概�に���

中間検証においては、
・府民の事業者への不安の解消
・民間との連携強化
・府民の経済的負担のさらなる軽減
が、木造住宅の耐震化の主な課題とされました。
これらのことから、更に耐震化を進めるた
めに、補助制度の見直し、充実と併せ、平成
23 年６月 29 日に「大阪府まちまるごと耐震
化支援事業実施要領」を施行し、
「まち」単位
での耐震化の取組の促進を図っています。
１ 木造住宅の耐震化について

「まちまるごと耐震化支援事業」概要について

事業概要

�事業概�

���

H22

H27（ﾄﾚﾝﾄﾞ）

H27（目標）

耐震化率 約７３％ 約７８％

約８５％

９０％

総戸数 352万戸 370万戸

374万戸

374万戸

耐震性あり 258万戸 289万戸

316万戸

336万戸

実施地区の決定
（１以上の自治会、自主防災組織、
一団の木造住宅所有者等の集団など）

実施地区の自治会等（市町村�ﾞ��ｱ�ﾌ�）
実施事業者の

登録事業者の中から、実施事業者を決定

監視等

する補助制度を活用するものとなっており、
事業者や木造住宅の所有者等に対するさらな
る補助金はありません。
事業のメリット
●事業者等

耐震化の阻害要因

情 報 不 足
��に������
����の���
�耐震�����
������不�

耐震化の

実施事業者（��）

○行政、自治会等のバッ
クアップを受けて説明
会や個別訪問を実施で
きる
○一定規模のエリアで営
業活動が実施できる

●自治会等
○一定の基準を満たす事
（木造住宅所有者等）
業者等に普及啓発から
耐震診断、設計、改修
工事までを一括して実
施してもらえる
○事業者等の独自サービ
スの提供を受けること
ができる

���耐震化の����

危険の認識不足

監視等

��の�����啓発から改修��一�実施
・説明会、個別訪問等による啓発（自治会等、市町村があらかじめ啓発内容を決定）
・診断⇒設計⇒改修の実施（既存木造住宅の所有者等に対する補助制度を活用）
・独自ｻｰﾋﾞｽの提供（家具固定化ｻｰﾋﾞｽ、概算見積もりサービス、充実したｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ 等）

１ 木造住宅の耐震化について

�������
�����によ�認識
に����・���
��

実施事業者の

新たなｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ

���住宅の耐震化に��������
大阪府の住宅の耐震化における現状と目標

H18

市町村（��ﾞ��ｱ�ﾌ�）

登録事業者の公募・登録
（一定条件を満たす単独事業者・
グループを登録）

費用・労力負担
�費用負担��い
����の��の不
������、�住�
����

住民���の
�����

「まち」単位での取組み促進

●行

「まち」単位＋民間連携により、府民の不安感を

政

○マンパワー不足を事業
者等により補うことが
できる

軽減

耐震補助

目的

木造住宅耐震診断補助

まちまるごと耐震化支援事業は次の目的を
もって実施するものです。

木造住宅耐震改修設計補助
木造住宅耐震改修補助

１

府民が安心して木造住宅の耐震診断、耐
震設計及び耐震改修を一括して行えるよう、
要件を満たす登録事業者を登録・公表
２ 自治会等、登録事業者、行政が一体となっ
て、木造住宅の耐震化の普及啓発を行い、
府民による自主的な耐震化の促進

９割（最大 45,000 円）
７割（最大 10 万円）
定額 40 万円
（所得の低い方は 60 万円）

登録事業者の要件
登録事業者は、住宅の耐震化に必要な耐震
診断や耐震設計、耐震工事を一括して行うこ
とができるグループ又は単独の事業者です。
事業者に対する府民の不安を解消するため、
・各１件の耐震診断や耐震改修設計の実績
とともに、３件の耐震改修工事の実績

なお、まちまるごと耐震化支援事業に関す
る補助金は、既存の木造住宅の所有者等に対
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□大阪府まちまるごと耐震化支援事業 事業者・事業者グループ登録要件
※事業者単独の場合
※事業者グループの場合

大阪府まちま
るごと耐震化
支援事業事
業者等登録
要領
第3条第一号

１者で次の大阪府まちまるごと耐震化支援事業事業者等登録要領第３条第一号から第九号までの要件を満たさなければなりません。
大阪府まちまるごと耐震化支援事業事業者等登録要領第３条第一号については、事業者グループの代表者が要件を満たすこと。
同第３条第二号から第六号については、要件を満たす者をグループ内に含むこと。
同第３条第七号から第９号については、グループを構成する全ての者が要件を満たすこと。

項

目

耐震診断を行う者

耐震設計を行う者

大阪府消費者保護条例（昭和51年条例第84号）第11条第２項に規定する自
主行動基準の届出及び公示

代表事業者

第3条第三号 建築士法第23条に基づく建築士事務所登録

○

第3条第四号 府交付要綱等に規定する方法等による耐震診断を実施した実績（1件以上）

○

府交付要綱等に規定する方法等による耐震改修設計を実施した実績（1件以
上）

○

○

第3条第六号 耐震改修工事を実施した実績が３件以上

○

〃

工事保険への加入

○

〃

住宅リフォーム瑕疵担保責任保険法人への登録

第3条第七号 法人格を有する事業者にあっては法人格取得後、概ね１年を経過

耐震診断・設計・改修の
すべてを行わない者

いずれかの者

第3条第二号 大阪府内に本店もしくは支店または営業所を有している

第3条第五号

耐震改修を行う者

○
※法人格を有する事業 ※法人格を有する事業 ※法人格を有する事業 ※法人格を有する事業
者は必須
者は必須
者は必須
者は必須

第3条第八号

大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けていない、ま
たは同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない

○

○

○

○

〃

大阪府との契約において、談合等の不正行為があったとして損害賠償請求
を受けていない（登録申請書提出日までに当該請求に係る損害賠償金を納
付した事業者を除く。）

○

○

○

○

〃

大阪府公共工事等に関する暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措
置を受けていない、または同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない

○

○

○

○

〃

法人にあっては、法人府民税及び法人事業税の滞納者でない、または個人
にあっては個人府民税及び個人事業税の滞納者でない

○

○

○

○

本制度による登録事業者の指定を取り消され、または建築基準法、建設業
第3条第九号 法その他耐震に関係する法令に違反し処分等を受けた場合にあっては、そ
の処分等の日から２年を経過している

○

○

○

○

普及啓発事業や耐震診断・設計・改修工事と
いった耐震化事業をまち単位で行い、住宅の
耐震化の促進を図っていく予定です。
詳しくは、次の大阪府建築企画課ホームペー
ジをご覧ください。
http://www.pref.osaka.jp/kenshi_kikaku/
kikaku_bousai/index.html

・住宅リフォーム疵担保責任法人への登録
・代表事業者には、大阪府消費者保護条例
に規定する自主行動基準の公示
などの要件を満たす事業者を登録しております。

現状
登録事業者については、平成 23 年度第１回
目の登録として、平成 23 年９月 14 日まで登
録事業者を募集したところ、13 の事業者を登
録することができました。
（平成 23 年 11 月
14 日現在）
現在は、２地区でまち
まるごと耐震化支援事業
により、説明会や個別訪
問等を実施しており、今
年度は５地区で実施を予
定しております。

今後の予定
登録事業者の募集につきましては、平成 23
年度中に第２回目の募集を予定しております。
また、登録事業者の募集と平行してさらな
る実施地区を募集し、説明会や戸別訪問等の
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新潟県

への

未 来

世界遺産候補

遺 産

佐渡金銀山

平成 22 年 11 月、ユネスコの世界遺産暫定一

現在は人類の

覧表に「金を中心とする佐渡鉱山の遺産群」が

産業の発展を

記載され、佐渡金銀山は正式に日本の世界遺産

伝 え る「 産 業

候補となりました。佐渡金銀山は約 400 年間に

遺産」を積極

わたり最新の鉱山技術や経営システムを導入し、

的に登録しよ

発展させ、国内最大級の鉱山であり続けました。

うという流れ

長期にわたる金銀の採掘・製錬に関連する遺跡

が あ り ま す。

や建造物・景観が良好に保存されている佐渡は、

佐渡金銀山は、

各時代の先端的な鉱山技術を見ることができる

「産業遺産の世

島であり、世界的にも貴重な場所です。

界遺産登録」
と い う、 世 界
で注目されて
いる考え方を

明治初期に完成。
日本初の西洋式垂直坑道

日本に適用す

「大立竪坑」

おおだてたてこう

る際のモデルとなる遺産だと言えます。
新潟県は佐渡市とともに、遺跡の保存・整備、
世界遺産としての価値を証明するための調査、
講演会やシンポジウムなどの普及啓発、国内外
への情報発信に力を入れています。百聞は一見
にしかず。是非、歴史と文化のあふれる黄金の島、
どうゆう

佐渡に「来いっちゃ！」

わり と

日本最大の露頭掘り跡「道遊の割戸」

佐渡で産出された金銀は、豊臣政権から明治
政府に至るまで、時の政権の財政基盤を支え続
けました。上杉景勝は佐渡を攻めて自らの領地
とし、直江兼続に金銀山を支配させました。佐
渡の金銀は景勝を通じて豊臣秀吉のもとへ送ら
れており、秀吉の「黄金の茶室」にも佐渡の金
が使われたようです。さらに、幕末から明治初
期に海外へ流出した佐渡の金銀は、金本位制を

昭和初期に建設された「北沢浮遊選鉱場」での音楽会

基準とする国際経済にも大きな影響を与えたと
考えられています。

〈お問合せ〉
新潟県教育庁文化行政課世界遺産登録推進室
TEL 025-280-5726
FAX 025-284-9396
HP http://www.pref.niigata.lg.jp/bunkagyosei/

これまでは神秘性や歴史ロマンを感じさせる
遺跡や建物の登録が多かった世界遺産ですが、
29
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九州の中央に位置する熊本県は、世界最大級のカルデラを

誇る阿蘇や、大小 120 もの島々からなる天草など、山あり
海ありの美しい景観を有しています。また、肥沃な大地と良

阿蘇地域

質な地下水に育まれた食材は、豊かな食文化を生み出してき
ました。

今回は、阿蘇地域と天草地域の料理と名所を紹介します。

天草地域

この冬、楽しいイベントを用意してお待ちしています。九州

新幹線の全線開業によりぐっと近くなった熊本へ、是非お越
しください。

熊本の伝統的な料理や大自然が
つくり出す名所をお楽しみください！
阿 蘇

天 草

●料理『赤土漬け』

阿蘇地方で昔から栽培されている赤土芋の茎を初秋

に収穫し、塩もみして漬け込みます。10 日ほどで食
べ頃となり、独特の
酸味と歯ごたえの
良さが特徴です。鮮
やかな赤色と形か
ば さ

ら「畑の馬刺し」と
も呼ばれます。

●料理『このしろ姿寿司』
11 月から１月が旬のこのしろを丸ごと使ったお寿
司です。このしろを一晩酢漬けすることで、生臭みな
くおいしく食べ
られます。祝い
や祭りのときに
は欠かせない昔
ながらの伝統の
味です。

●料理『高森田楽』

約 700 年前から高森地方に伝わる伝統の郷土料理

です。特産の鶴の子芋、豆腐、ヤマメ、サワガニ、シ
イタケなどを串に刺し、いろりで焼いて、特製の味噌
を付けて食べます。竹筒で温め
るカッポ酒といただく味は格別
で、心も体も温まります。
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●料理『せんだご汁』
せんだごの「せん」とは「洗」のことで「でんぷん」
という意味です。具だくさんの汁に、ゆでたサツマ芋
と芋でんぷんを合わせて練っただんごを加えて作りま
す。 い り こ だ し
のきいた汁とモ
チモチしただん
ご が 良 く 合 い、
体の芯からぽか
ぽか温まります。

阿 蘇
●名所『阿蘇中岳第一火口』
火の国熊本で噴煙を
上げる阿蘇中岳の第一
火 口 は、 直 径 600m・
深さ 130m・周囲４km
の 巨 大 な 噴 火 口 で す。
火口縁から直接火口内
を見ることができ、生
きている阿蘇を堪能で
きます。

天 草
●名所『天草西海岸の夕陽』
天草西海岸地域は、東シナ海に沈む美しい夕陽が見
られることから、絶好の夕陽鑑賞スポットとして知ら
れています。なかでも西平椿公園、鬼海ヶ浦展望所、
小森海岸、黒石海岸の４ヵ所が日本の夕陽 100 選に
選ばれています。

西平椿公園

阿蘇のイベント紹介

天草のイベント紹介

「天草海道博」開催中！（～３／ 31 まで）

「阿蘇ゆるっと博」開催中！

ありのままの天草の魅力を体感する発見と交流の博覧会。
島民の温かいおもてなしが好評です。

自然、農村、まちに焦点を当てた滞在交流型の
旅を提供しており、阿蘇の魅力を満喫できます。

★『阿蘇温泉郷・湯ごもり祭』
（〜３/31 まで）

★『あまくさロマンティックファンタジー』
（〜２/26 まで）

阿蘇に数多く湧出する温泉
めぐりを楽しめます。多様で
良質なお湯と情緒あふれる温
泉街をご堪能ください。

光と音をテーマにした幻想的なイベント。キャ
ンドルや LED によるイルミネーションやコン
サートなどが開催され、天草が恋人たちの聖地
になります。

大江天主堂のイルミネーション

コバルトブルーの温泉（わいた温泉）

＜関連ホームページ＞

＜関連ホームページ＞

阿蘇ゆるっと博

天草海道博

検索

お問合せ

お問合せ

阿蘇カルデラツーリズム博覧会実行委員会
TEL：0967-22-4801

天草海道博実行委員会
TEL：0969-23-1111
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検索

高知の伝統「土佐和紙」
高知県が誇る伝統産業の一つ「土佐和
紙」は、やさしい手ざわりとあたたかな
風合いが特徴です。その歴史は、さかの
ぼること約千年。平安時代に編さんされ
た「延喜式」に、献上品として土佐和紙
の名が出ていることから、当時から和紙
が作られていたとされています。
種類の豊富さと品質の良さは有名で、
いまなお、全国でも和紙づくりの盛んな
県として、その伝統が守り継がれており、
国の伝統的工芸品にも指定されています。

土佐和紙の源
「澄んだ川と宝の山」
良質の和紙

高知県

を生み出す鍵
と な る の は、
こうぞ

高知の伝統﹁土佐和紙﹂

水と楮です。
土佐和紙の
産地であるい
の町や土佐市
を流れる一級
河川の仁淀川
は、 石 鎚 山 を
源 流 と し、 流
いの町 仁淀川紙のこいのぼり
域 面 積 1,560 毎年５月上旬、清流仁淀川に「紙」の
㎢、 流 路 延 長 こいのぼりが泳ぎます。
124km。 吉野
川、四万十川に次ぐ四国第三の河川で、
日本一の水質（平成 22 年度国土交通省
調査）を誇る清流です。
土佐の楮は、繊維が太く長く、丈夫な
紙ができやすい特徴があります。仁淀川
を中心とする豊かな水と、流域で育つ質
の良い原料が、土佐和紙の歴史を支えて
きたのです。

原料と水、ネリ（水に粘り気を与える
もので「トロロアオイ」などが使われま
す。）を混ぜ合わせたものを「すき舟」
す けた
に入れ、「簀 桁 」という道具を使って、
同じ厚さになるように紙をすきます。最
後に一枚一枚乾燥させて、土佐和紙が完
成。こうした丁寧な紙づくりが、薄くて
丈夫な和紙を生み出すのです。

世界に羽ばたく「土佐和紙」
別名「カゲロウの羽」とも呼ばれる「土
佐典具帖紙」は、繊維が均一に絡み合っ
て美しく、強靱でありながら、世界でいち
ばん薄い手すき和紙です。国外の博覧会
に出品した際には、タイプライター用紙と
して高い評 価を得ました。現在では、美
術作品の 修 復やち
ぎり絵 など に使 わ
れています。

土佐典具帖紙
「カゲロウの羽」とも呼ばれる厚さ 0.03mm の世界で最も薄い手すき和紙。
強くて丈夫なので、美術作品の修復やちぎり絵に使用される。

さらに、昔ながらの手すき和紙に加え
て、機械すきによるインクジェットプリ
ンターに適した「にじまない和紙」の開
発や、インテリアへの応用（「和紙を利
用したランプシェード」）などの生産者
の努力により、土佐和紙の可能性はます
ます多岐にわたっています。

こだわりの「和紙づくり」
和紙づくりは、乾
燥した楮などの原料
を煮ることから始ま
ります。煮えた原料
を水で洗い、一つ一
つのちりを手で取り
除き、叩いて細かく
していきます。良い
和紙を作るために欠
かせないこの作業
だけでも、およそ 1
週間かかります。

インテリアへの応用
土佐和紙の新たな可能性を求めて開発され
た新商品（ランプシェードなど）。

お問合せ

いの町紙の博物館
手すき和紙の製作
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高知県吾川郡いの町幸町 110-1
T EL 088-893-0886
FAX 088-893-0887
HP http://www.k3.dion.ne.jp/~tosawasi/
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浅 井 建 爾

◇世界屈指の火山大国、日本に活火山はいくつある？
山国の日本は世界でも屈指の火山大国で、世界中にあ

なく大きいのだ。だが、火山はときとして周辺地域に大

ている。それというのも、日本列島が環太平洋火山帯の

る火砕流で、一つの村がそっくり飲み込まれてしまった

る火山の 10 分の１近くが、小さな国土の日本に集中し

きな被害をもたらすこともある。過去には火山噴火によ

中にすっぽりと納まっているからである。

という例もある。最近では、ランクＢに指定されていた

かつては、火山を活火山、休火山、死火山の３種類

霧島火山群の新燃岳が噴火した。このように、火山はい

に分類し、現在も活動中の火山を活火山、過去に噴火

つ噴火するかもしれない。そのため火山噴火予知連絡会

の記録はあるが現在は活動していない火山を休火山、噴

では、2011 年３月、
「監視・観測体制の充実等の必要

火記録のない火山を死火山として分類していた。しかし

がある火山」として 47 火山を「常時観測火山」に指定し、

1979（昭和 54）年、死火山とされていた御嶽山が噴火

24 時間体制で観測、火山噴火の予知に当たり、被害を

したこともあり、この分類は無意味だとして 1991（平
成３）年から、
「おおむね過去 2000 年以内に噴火した

火山、及び現在活発な噴気活動のある火山」を活火山と

最小限に食い止めるべく対策を講じている。
「ランク A」の活火山
山

定義するようになった。それにより、86 の火山が「活
火山」とされた。だが、国際的には「過去１万年以内の

噴火」が活火山の一般的な考えになっていることから、
火山噴火予知連絡会では 2003（平成 15）年、日本も
活火山の定義を「2000 年」から「１万年」に変更。こ

に 2011 年６月には、北海道にある天頂山と雄阿寒岳が

所在地

山

名

所在地

山

名

勝

岳

北海道

知床硫黄山

北海道

榛

山

群馬

樽

前

山

北海道

羅

岳

北海道

草津白根山

群馬

有

珠

山

北海道

摩

周

北海道

箱

北海道駒ケ岳

北海道

雌 阿 寒 岳

北海道

新

島

東京

恵

山

北海道

神

津

島

東京

北海道

西

之

島

東京

青森

硫

黄

間

山 群馬・長野

臼

伊 豆 大 島

東京

渡 島 大 島

三

山 神奈川・静岡

根

島

東京

岩

木

山

島

東京

伊 豆 鳥 島

東京

十

和

田 青森・秋田

新 潟 焼 岳

新潟

また同じ活火山でも、現在も活発に活動している火山

阿

蘇

山

熊本

岩

手

山

岩手

焼

もあれば、静穏さを保っている火山もあるなど様々。そ

雲

仙

岳

長崎

秋 田 焼 岳

秋田

御

嶽

山 長野・岐阜

こで、火山の活動度によってランク A、ランク B、ラン

桜

島

鹿児島

秋田駒ケ岳

秋田

富

士

山 山梨・静岡

ク C の火山に分類した。最も活動的な火山の
「ランク A」

薩摩硫黄島

鹿児島

栗

駒

山

宮城

伊豆東部火山群

静岡

諏訪之瀬島

鹿児島

蔵

王

山 宮城・山形

鶴見岳・伽藍岳

大分

鳥

海

山 山形・秋田

九

重

山

大分

吾

妻

山 山形・福島

霧

島

山 鹿児島・宮崎

活火山に追加されて、日本の活火山は 110 になった。

は 13、
「ランク B」は 36、
「ランク C」は 36、資料が

宅

名

所在地

十

浅

れによって、活火山は 22 増加して 108 になった。さら

名

「ランク B」の活火山

不足している海底火山や北方領土にある火山などはラン

ク外とされた。活火山の分布状況を見ると、東日本と九

州に活火山は集中しており、近畿と四国にはまったくな
い。中国地方も三瓶山と阿武火山峰の二つの活火山があ

岳 長野・岐阜

安達太良山

福島

口永良部島

鹿児島

磐

梯

山

福島

中

島

鹿児島

那

須

岳 栃木・福島

硫 黄 鳥 島

鹿児島

之

るだけだ。このように、活火山の分布には地域的な隔た
りが大きい。

「ランク C」の活火山

また、火山は全般的に高い山が多いが、中にはこれで

山

も火山なのかとびっくりするほど小さな火山もある。日
本で最も小さな火山は、明治維新の舞台として知られる
山口県萩市にある。萩市の北部に小さな半島が日本海
に突き出しているが、これが「笠山」という標高 112m

の日本一小さな火山なのである。遠くから見ると小高い
丘にしか見えない。あれが火山なのかと我が目を疑って
しまうが、小さいながらも直径 30m ほどの火口も備え
ている。
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山

所在地

名

所在地

山形

白

山 石川・岐阜

丸

山

北海道

沼

沢

福島

横

岳

長野

大

雪

山

北海道

燧

ヶ

岳

福島

乗

利

尻

山

北海道

高

原

山

栃木

アカンダナ山

岐阜

恵

庭

岳

北海道

日 光 白 根 山 栃木・群馬

三

倶

多

楽

北海道

赤

羊

蹄

山

北海道

利

ニ

セ

城

鞍
瓶

岳 長野・岐阜
山

島根

山

群馬

阿武火山群

山口

島

東京

福江火山群

長崎

コ

北海道

御

蔵

島

東京

由

山

青森

八

丈

島

東京

米 丸・ 住 吉 池

鹿児島

八 甲 田 山

青森

青

ヶ

島

東京

池 田・ 山 川

鹿児島

平 岩手・秋田

妙

高

山

新潟

開

聞

岳

鹿児島

子

弥 陀 ヶ 原

富山

口

之

島

鹿児島

幡

宮城

（気象庁の資料より）

れている。このように、火山から受ける恩恵は計り知れ

名
折

鳴

は温泉が湧き、湖沼も多く景勝に優れている。山の斜面

山
肘

八

かせない存在になっていることが少なくない。山麓から

所在地
北海道

恐

火山はなだらかな山容の山が多く、観光資源として欠

はスキー場やゴルフ場など、レジャー施設として利用さ

名

アトサヌプリ

布

岳

大分

都 道 府 県
だ よ り
2011年12月

Hokkaido

北海道

『北海道魅力発信動画コンテスト～体感動画～』
開催！

応募作品はコンテ
スト終了後も、今年
度 YouTube 上 に 開
設する「北海道庁イ
ンターネット放送局」
で 公 開され るほか、
道 主催のイベントで
の上映や、印刷物な
どでの紹介など、北
海道の魅力を発信す
るコンテンツとして活
用されます。
多くの皆様のご応
募と、一般人気投票
へのご参加をお待ち
しています。

優れた自然環境、安全でおいしい食、独自の歴史・文
化など、北海道には、多くのかけがえのない財産＝「北
海道価値」があります。
道では、地域で暮らす住民の皆様や、旅行などで北
海道を訪れる皆様に、北海道で感じた魅力を映像にお
さめていただき、世界へ向けて発信する『北海道魅力発
信動画コンテスト』を開催します。
「旅先で出会った忘れられない風景」や、
「何気ない日
常の中の嬉しい発見」など、北海道ならではの「感動」
を表現しているオリジナル・未発表の作品であれば、プロ・
アマ、個人・団体を問わず、どなたでも応募することが
できます。
・動画募集期間：12 月 12 日～平成 24 年２月 12 日
・一般投票期間：12 月 12 日～平成 24 年２月 17 日
応募作品は一般人気投票と審査員により選定され、
優秀な作品には知事賞（副賞 10 万円）や審査員特別賞
（副賞５万円相当の賞品）などが授与されるほか、一般
人気投票をしていただいた方からも抽選で 10 名に、道
産米「ゆめぴりか」５kg が当たります。

お問合せ

北海道総合政策部知事室広報広聴課
TEL 011-204-5111
北海道魅力発信動画コンテスト―体感動画 HP
http://www.kando-hokkaido.jp/
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青森県

Aomori

日々進化しているおもてなしで、より充実した
青森の旅を！

小道具 : りんご、津軽塗、ブナコ、地酒
音響 : 津軽三味線、津軽民謡、手踊り
助演 : 地域住民
弘前を中心とした地域の様々な観光資源を劇場に見立て、主
演である観光客のニーズに合わせて 30 以上のコースを準備。
これからの季節にぴったりの冬を愉しむコースもおすすめです。

東北新幹線全線開業から１周年を迎えました。東北新幹線
の全線開業は、利便性の向上により、たくさんの方に青森を訪
れていただくきっかけとなるだけでなく、これまで青森県民が苦
手としてきたホスピタリティの向上の動きにもつながっています。
新青森駅・青森駅で、全国初の iPad を活用した観光案内
を行う「あおもり観光コンシェルジュ」。下北半島へと向かうリ
ゾートあすなろ車内で、ほっかむりスタイルで皆さんをおもてな
しする「ほっかむり行商隊」。自分たちのふるさと“青森”の豊
かさ・温かさを全国に向け発信すべく県内８校の高校生で組織
された「高校生おもてなしプロジェクト」などがその一例です。
それ以外にも、自分たちの地域の良さを生かして、おもてな
し向上につなげていこうという取組として、観光ボランティアガ
イドの活動が活発になっています。

これ以外にも県内では、各地域で様々な観光ボランティアガ
イドが活動しています。ガイドが同行することで、その土地の
人情や文化に触れることができます。
皆さんが青森県を訪れていただいた際に、また訪れてみたい！
と思っていただけるよう県民一同おもてなしの心を磨いて、お
待ちしております。
お問合せ

< あおもり街てく >

青森市の「名所」・
「旧跡」・
「名物」・
「地元でこよなく愛され
ているお店」・
「市民も知らない隠れた魅力」などなど…。気軽
に青森市の「まち歩き」が楽しめる散策コースを３コース用意。
市民ボランティアが一緒に廻り、ゆっくりご案内します。

< 地域限定ツアー 弘前感交劇場 >

舞台 : 春夏秋冬の弘前
舞台背景 : 白神山地
大道具 : りんご園、さくらまつり、ねぷたまつり

観光国際戦略局観光交流推進課
TEL 017-734-9384
HP http://www.aptinet.jp/ap_volunteer.html
< あおもり街てく >
青森市観光交流情報センター（JR 青森駅前）
TEL 017-723-4670
HP http://www.atca.info/sonota/matiteku.html
< 地域限定ツアー 弘前感交劇場 >
（社）弘前観光コンベンション協会
TEL 0172-35-3131
HP http://www.hirosaki.co.jp/htcb/sightseeing/gekijyou/index.html

都道府県だより
Akita

2011 年 12 月

秋田県

子どもに夢を与え、
県民が人生を豊かに生きるための読書活動推進
秋田県では平成 22 年４月に「秋田県民の読書活動
の推進に関する条例」が施行され、平成 23 年３月に
は「秋田県読書活動推進基本計画」が策定されました。
この計画をもとに、県では全ての県民がより人生を豊
かに生きられるよう、年齢や性別を問わず、容易に読
書に親しめる環境整備を行っています。その取組の中
からいくつかご紹介します。
■「スギッチリサイクル文庫」事業
秋田の子どもたちに人気の
あ る、 秋 田 県 マ ス コ ッ ト の
スギッチから名付けた事業
で す。 こ れ は、 県 民 の 皆 様
に、もう読まなくなった、家
庭で眠っている絵本の寄贈を
呼びかけ、それを保育所等で
再活用することで子どもの頃
から本を大切にし、読書に親
しむ環境を整備していくもの
です。およそ 200 人の方から
5,000 冊 の 絵 本 が 寄 贈 さ れ、
順次配布を希望した保育所・
スギッチが登場した絵本寄贈を
幼稚園・児童館等 225 ヵ所に
呼びかけるポスター
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届けられました。各施設では子どもたちの笑顔が広が
り、スギッチリサイクル文庫として読みつがれており
ます。
■「ハピネッツとハッピー読書」事業
プロバスケットボール
チームの「秋田ノーザンハ
ピネッツ」と連携した読書
推進事業です。秋田ノーザ
ンハピネッツの各選手おす
すめの本の紹介パンフレッ
トを作成し、試合会場で配
布するなど、幅広い年代の
方が本や読書に目を向ける
きっかけづくりをしていま
す。また、
市町村図書館に
「ハ
ピネッツコーナー」を設置
し、選手おすすめの本を展
示するなど、読書の楽しさ
県内全ての小・中・高等学校に
を広くアピールしています。
配布したポスター
今後とも、市町村や民間
団体と連携しながら、県民総ぐるみで読書活動を推進
していきます。
お問合せ

秋田県企画振興部総合政策課県民読書推進班
TEL 018-862-5200

岩手県

Iwate

ベント「いわて復興フェア」では、彼女たち自身が企画・
デザインを手掛けたキーホルダー（津波で倒れた高田松
原の松を使用）や、三陸鉄道のグッズなど沿岸地域の商
品を販売し、同店での記録的な売上げを計上しました。
こうした被災地と全国をつなぐパイプ役としての
活動は、被災地の現状を伝えるとともに、岩手の魅
力を PR する大きな力となっています。また、商品企
画や各社との連絡調整、マスコミへの飛び込み宣伝
活動などを通じて、彼女たち自身の就業力を高める
ことにもつながっています。
現在、復興ガールズ＊は、岩手県内外のイベントな
どからたくさんの活動依頼をいただいており、今後
も岩手の復興に力を尽くしていきます。また、復興
には息の長い継続的な支援が必要なことから、今後
は後輩たちにバトンを渡し、その活動をリレーして
いきます。

「復興ガールズ＊」～女子力で被災企業の復興支援～
「被災地のために、学生として何かをしたい！」
そうした強い想いから結成された岩手県立大学総
合政策学部の女子学生９名のグループがいます。そ
の名も「復興ガールズ ＊」
。
結成当時、ボランティアによる復興支援は、がれ
きの撤去や募金などの活動が中心でした。そのよう
な中、彼女たちは、被災者の生活の糧となる「仕事
の復興」を手助けしたいと、学内の「IPU-E プロジェ
クト（※）
」に申請し、大学公認のプロジェクトとし
て活動を始めました。
その活動は、被災企業と協力してオリジナル商品を
企画し、首都圏などのイベント会場で販売したり、わ
かめを使ったレ
シ ピ を WEB で
紹介したりと、多
岐にわたります。
９月 16 日（金）
・
17 日（ 土）
、 いわ
て銀河プラザ（東
京都・東銀座）で
開 催された 復 興
ガールズ ＊主催イ

※岩手県立大学（Iwate Prefectural University）が就業
力（Employability）育成支援事業の一つとして、学生
の主体的な取組を支援している。
お問合せ

岩手県立大学学生支援室
TEL 019-694-2010

復興ガールズ ＊、全員集合

都道府県だより
Yamagata

2011 年 12 月

山形県
う さ えん

中国黒龍江省に「山形県ハルビン事務所」を開設

村知事や黒龍江省人民政府の于莎燕副省長も会場全体

の大きな花笠踊りの輪に入り、大盛況となりました。

山形県は、友好県省である中国黒龍江省に、日本

事務所には

の地方自治体として初めてハルビン事務所を開設し

県職員２名と

ました。

現地採用職員

10 月 25 日（火）に開催された「山形県ハルビン

１名が駐在し、

事務所」開所式で、吉村知事は「これまで培った交

多方面の交流

流を基盤に、ハルビンに事務所を開設するに至りま

促進・拡大の業

した。今後は事務所を拠点に本県と黒龍江省、そし

務を担います。

て中国東北地域との経済交流の拡大、技術・学術等

黒龍江省を

の交流促進を図ってまいりたい」と挨拶しました。

含む中国東北

引き続き開

部は、農業・工業資源に恵まれた発展の著しい地域

催した祝賀会

です。ハルビン事務所の開設を契機に、山形県と黒

では、山形県

龍江省の相互発展につながる交流拡大を図っていき

と黒龍江省の

ます。

行政・経済関

係者等約 250
名が出席して

お問合せ

山形県商工観光部観光経済交流局経済交流課国際室

交流を深める

TEL 023-630-2129

とともに、吉
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宮城県

Miyagi
子育て支援を進める県民運動展開中！

すく情報提供していきます。
今後は、震災後の厳しい子育て環境なども踏まえ、
「地域の“絆”で子育てを」をテーマに運動を展開し、
子育てを地域全体で支えるというメッセージを伝えて
いきます。
子どもを安心して生み、育てることができる宮城県
の実現を目指し、これからも様々な事業を推進してま
いります。

本県では、地域社会全体で子育てを支える機運を
醸成することを目的として、平成 23 年２月より「子
育て支援を進める県民運動」を開始いたしました。
開始後間もなく発生した東日本大震災により一時的
に運動を休止しましたが、県内の震災後の復旧状況な
どを踏まえ、平成 23 年 10 月に再開いたしました。
この運動では、シンボルキャラクターである「す
くすくエールズ」を活用しながら、次の取組を推進
します。
●みやぎっこ応援隊“すくすくエールズ”
登録いただいた個人・企業・団体の方々に、それぞ
れの立場で子育て支援活動を実践していただき、子育
て支援の輪を広げていきます。
●みやぎっこ応援カード事業
15 歳未満の子どもや妊婦のいるご家庭に配布した
「みやぎっこ応援カード」を協賛登録店舗に提示する
ことで、様々なサービスを受けられるよう、協賛店舗
を募集します。
●子育て支援ポータルサイト（すくすくタウン宮城）
県内の子育て支援に関する情報を集約し、分かりや

子育て支援を進める県民運動
シンボルキャラクター

お問合せ

宮城県保健福祉部子育て支援課
TEL 022-211-2528
FAX 022-211-2591
HP http://www.pref.miyagi.jp/kosodate/

都道府県だより
Fukushima

2011 年 12 月

福島県

困難を乗り越え、文化の力で復興へ！
～ふくしま総文～
今年８月、第 35 回全国高等学校総合文化祭（ふくしま
総文）が県内４市２町で開催されました。高校生の文化部
活動として日本最大級のイベントであり、
「文化部のイン
ターハイ」とも呼ばれる全国高等学校総合文化祭は、東日
本大震災の影響により、県内では 15 部門を開催し、郷土
芸能部門を岩手県盛岡市で、演劇部門を香川県丸亀市で代
替開催するなど、全国からご協力をいただきながら、成功
のうちに終了させることができました。
約 12,000 名の高校生が全国から一堂に会し、日頃の成
果の発表だけでなく、お互いの伝統や文化の違いを超えて
交流を深めました。県外の高校生からは「街も人も思って
いた以上に明るく、逆に元気をもらった」という声も聞か
れました。
秋篠宮同妃両殿下並びに佳子内親王殿下にご臨席いただ
き開催された総合開会式では、
「高校生が文化活動を明る
く発信することで日本を元気にしたい。震災があっても福
島は元気です。ようこそ、笑顔になる福島に」との生徒実
行委員長の言葉に、高校生の思いが表れていました。また、
開催県発表として、約 100 名の高校生から寄せられた言葉
をもとに作られた構成劇「ふくしまからのメッセージ」が
上演され、震災に苦しみながらも、ふるさとの復興に向け
て前向きに歩んでいくメッセージが大きな感動を巻き起こ
しました。『福島に生まれて、福島で育って、福島で働い
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て、福島で結婚して、福島で子供を育てて、福島で孫を見
て、福島で曾孫を見て、福島で最後の時を過ごす。それが
私の夢なのです。
』という構成劇の台詞は野田首相の所信
表明演説に引用されるなど、本県高校生からのメッセージ
を全国に向けて発信することができました。この構成劇は
YouTube 上でインターネット配信も行っていますので、
是非ホームページからご覧ください。

構成劇は英語字幕版も準備し、世界へ発信しています

お問合せ

福島県全国高等学校総合文化祭推進室
TEL 024-521-7792
ふくしま総文―第 35 回全国高等学校総合文化祭公式 HP
http://www.fukushimasoubun.gr.fks.ed.jp

新潟県

Niigata
中小企業の新商品開発を応援します！
～ Made in 新潟 新商品調達制度～

新潟県では、新たな事業分野の開拓を図る事業者
が生産する新商品を、県が積極的に調達する『Made
in 新潟 新商品調達制度』を推進し、事業者の販路開
拓を支援しています。
この制度は、県内の事業者が開発・生産した新商
品について、新規性や独創性があるものを認定し、
県の機関での購入機会の拡大を図ることで、新商品
開発に積極的に取り組む事業者の販路開拓を支援し
ようというものです。平成 16 年 11 月に地方自治法
施行令が改正され、認定した新商品に限り随意契約
による調達が可能となったことに伴い制度化しまし
た。認定期間は３年間で、さらに２年の延長が可能
となっています。また、県では購入した新商品につ
いて使用評価を行い、その結果を認定事業者に提供
することで商品の向上につなげています。
平成 17 年度の制度開始以降、これまでに 44 商品
（36 事業者）を認定しています。認定商品の中には、
誰にでも使いやすいユニバーサルデザインの脚立、
や水害や地震の経験を生かした防災関連商品、燕三

条地域の研磨技術
を生かしたステン
レス製タンブラー
などがあり、幅広
い種類の商品を認
定しています。平
成 23 年 ８ 月 末 現
在、この制度によ
る県の購入実績は
約 3,200 万 円 で、
事業者の販路開拓
誰にでも安全で優しい脚立
に一定の貢献をし
「ユニセーフステップ」
○位置図
ています。
今後は、制度の改善などを通して、新商品の認定
件数や県の機関での購入実績を更に増やし、中小企
業の販路開拓を積極的に支援していきたいと考えて
います。
お問合せ

新潟県産業労働観光部産業政策課
TEL 025-280-5234
○位置図
FAX 025-285-3783

都道府県だより

2011 年 12 月

資料提供：国土交通省関東地方整備局東京港湾事務所

東京都

Tokyo

資料提供：国土交通省関東地方整備局東京港湾事務所

東京ゲートブリッジが開通します

○位置図

平成 24 年２月 12 日、中央防波堤外側埋立地から
江東区若洲を結ぶ、東京港臨港道路のⅡ期事業区間
が開通することとなりました。開通区間の延長は約
4.6km で、
うち約 2.6km が東京ゲートブリッジとなっ
ています。
開通により、中央防波堤外側埋立地～江東区若洲間
の所要時間が約４割短縮するなど、主要幹線道路への
アクセスが向上するほか、東京港内の交通渋滞の緩和
が期待されます。
東京ゲートブリッジは、東京港への航路を跨いで立
地しており、東京港を行き交う船のシンボリックな表
玄関となります。
「東京ゲー
トブリッジ」の名称は平成
22 年 11 月に、一般公募に
よ り、12,000 件 余 り の 応
募の中から決定しました。
橋上には歩道が設置されて
おり、歩行者は、若洲側の
昇降施設から昇ることがで
きるようになります。
資料提供：国土交通省関東地方整備局東京港湾事務所

位置図
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写真提供：国土交通省関東地方整

写真：東京ゲートブリッジ（若洲側より）
写真提供：国土交通省関東地方整備局東京港湾事務所
写真：東京ゲートブリッジ（若洲側より）

東京ゲートブリッジ（若洲側より）

資料提供：国土交通省関東地方整備局東京港湾事務所

図：歩道部完成イメージ

資料提供：国土交通省関東地方整備局東京港湾事務所

図：歩道部完成イメージ
歩道部完成イメージ

お問合せ

港湾局港湾整備部建設調整課
TEL 03-5320-5620

群馬県

Gunma
中国訪問と国際戦略

10 日には香港からの観光誘客促進のため、
「ビジッ
トぐんま キャンペーン in 香港」を開催しました。

大澤知事は、11 月６日から 11 日まで、中国の遼
寧省瀋陽市、上海市及び香港を訪問し、海外におけ
る群馬県のサポーターづくりや観光トップセールス
などを行いました。
あわせて、今年度策定を予定している「群馬県国
際戦略（仮称）
」に生かすため、県内企業の現地工場
や日本産農産物の販売状況なども視察しました。
８日には上海市を訪れ、上海群馬県人会「上州か
らっ風会」に「海外ぐんまサポーターズ」を委嘱し
ました。今後、上海市を中心に、中国国内で群馬県
の応援団として活動していただきます。

知事は、県内温泉地の旅館の女 将など観光関係者
とともに、現地の旅行会社やメディアに対し、群馬
県の自然や温泉などの観光資源を PR しました。今後、
参加された旅行会社やメディアを県内に招き、観光
誘客につなげていきます。

おかみ

「ビジット ぐんま キャンペーン in 香港」参加者とともに

お問合せ

群馬県総合政策室
TEL 027-896-2297
FAX 027-223-4371

「海外ぐんまサポーターズ」委嘱式で挨拶をする大澤知事

都道府県だより
Tochigi

2011 年 12 月

栃木県

知事がインディアナ州等を訪問
栃木県の安全性と観光を PR
福田知事が、10 月 27 日から 11 月２日にかけて訪
米し、姉妹提携しているインディアナ州と、ロサンゼ
ルス市の南加栃木県人会などを訪問し、友好イベント
や記念式典などに参加するとともに、風評被害払拭の
ための本県観光 PR などを行いました。
インディアナ州で、ダニエルズ知事と会談した知事
は、
「州民にも、栃木県に是非足を運んでいただきたい」

と要請。ダニエルズ
知 事 は「 日 本、 そ し
て栃木が安全である
ことはよく知ってお
り、広く州民に周知
する」と話されまし
た。 ま た、 福 田 知 事
は、とちまる募金（東 南加栃木県人会創立 20 周年記念式典に参加した
福田知事
日本大震災被害者の
方々への義援金）へのお礼を伝えるとともに、栃木県
の県木である「とちの木」の記念植樹などを行い、同
州との関係強化・発展を図りました。
このほか、「南加栃木県人会創立 20 周年記念式典」
に出席した知事は、県人会の発展に貢献された会員の
功績に対して感謝と敬意を表するとともに、栃木県の
安全性と観光を PR しました。
また、今回の訪米に合わせ、岡村シカゴ総領事及び
新美ロサンゼルス総領事を訪れた知事は、「栃木安全宣
言パネル」を手渡し、本県の風評被害に触れ、本県観
光 PR について様々な機会を捉えて訴えていただきた
いと強く要望しました。両総領事からは、「栃木県の観
光 PR に努めていく」との言葉をいただきました。
お問合せ

栃木県国際課
TEL 028-623-2194

インディアナ州政府でダニエルズ知事らと会談
左から螺良県議会議員、福田県知事、ダニエルズ・インディアナ州知事、
神谷県議会議長、三森県議会議員、大森県産業労働観光部長
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茨城県

Ibaraki
「米粉宣隊 KMK44」結成！
『いばらき米粉大作戦』を展開中です

などを行うほか、
インターネット
の ツ イ ッ タ ー、
フェイスブック、
茨城県では、米の新しい用途である「米粉」の利
ブログなどで
用促進を図るため、
「いばらき米粉大作戦」と称し、
「米
日々の活動を報
粉宣隊 KMK44（ケイ・エム・ケイ・フォーティー・
フォー）」のメンバー４人とともに、米粉の特長や、 告することによ
り、 積 極 的 に 米
米粉食品について PR 活動を展開しています。
「KMK」は、
「KoMeKo（米粉）
」の頭文字、
「44」は、 粉 の PR を 行 っ
ています。
茨城県内の「44 市町村」を表しており、県内の全て
ま た、 現 在 は
の方に、米粉の利用促進を訴えていきたい、という
「いばらき米粉大作戦～ Mission1 ～米粉スイーツコ
気持ちを込めています。
「KMK44」は、県内の直売所などのイベントや、 ンプリート！」と題し、県内の米粉スイーツの販売
状況について、ツイッターなどを活用した情報収集
小中学校において、試食品の配布や、出張米粉講座
を行っています。
KMK44 は、今後も県民と協働しながら米粉の消
費拡大を進めていく予定です。
お問合せ

茨城県農林水産部販売流通課
TEL 029-301-3966
（KMK44 ツイッターアカウント）@KMK44_i

都道府県だより
Saitama

2011 年 12 月

埼玉県

歴史と文化とスポーツのホットエリア
「ミュージアムヴィレッジ大宮公園」始動！

参加するのは大宮盆栽村、さいたま市立漫画会館、
さいたま市大宮盆栽美術館、埼玉県立歴史と民俗の
博物館、大宮公園、武蔵一宮氷川神社、NACK5 ス
タジアム大宮、さいたま市立博物館、大宮公園駅の
九つの施設。
各施設の魅力やマル得情報を載せたガイドブック
を作製するほか、大宮アルディージャのユニフォー
ムなど各施設のオリジナルグッズが当たるスランプ
ラリーを実施。
「初詣帰りの博物館見学」や、
「サッカー
観戦前の親子体験学習」など、エリア内の複数の施
設を回遊することによる新しい楽しみ方を積極的に
提案していきます。
エリア内の知られざる歴史など、興味深いエピソー
ドを知ることができる連続講座も企画。エリア全体
の注目度を高めていきます。
年明けには共同展示会やブックレットの観光も計
画。特色ある九つの施設が互いにアイデアを出し合
い協力することで、地域の新たな魅力を創造します。

東武野田線大宮公園駅を起点とした半径１km のエ
リアには、美術館や博物館、スタジアムなど、歴史
や文化、スポーツに触れることができる施設が集積
しています。
このエリアの施設同士が互いに協力し、
「ミュージア
ムヴィレッジ大宮公園」と名付け、エリア内の九つの
施設が連携してエリア全体を歴史・文化・スポーツのホッ
トエリアとして売り出すプロジェクトを開始しました。

お問合せ

「ミュージアムヴィレッジ大宮公園」事務局
（埼玉県立歴史と民俗の博物館内）
TEL 048-645-8171
HP http://www.saitama-rekimin.spec.ed.jp/?page_id=243
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千葉県

Chiba

2012 年 10 月 21 日、アクアラインマラソン開催
ちばを走ろう～アクアラインの風にのって～
コース発表

地帯、住宅街などを通り抜け、変化に富んだ景観を堪能
できるコースです。
しょうじょうじ
周辺には、狸ばやしで知られる證 誠寺を始め、伝説
の残る史跡が多数あります。
ランナーで参加される方も、応援で千葉県においでに
なる方々も、皆さんで楽しむことのできるこの大会に是非
ご参加ください。

みんなの夢が実現！普
段は人の歩くことができ
ない東京湾アクアライン
を駆け抜ける「ちばアクアラインマラソン」が、平成 24
年 10 月 21 日（日）に開催されます。
スタートまで１年を切り、11 月７日にコースが発表され
ました。種目はフルマラソン。東京湾アクアラインのおひ
ざ元、木更津潮浜緑地公園をスタートし、高さ 25m の
「日本一高い歩道橋」中の島大橋を横目に木更津港沿
いを進み、アクアラインに入ります。海風を感じながら
360 度海上の大パノラマを楽しむことのできるポイント
には、高低差 30m の勾
配が待っています。折り
返し点は、海ほたるパー
キングエリア。戻るときは、
房総半島の山並みを見な
がら、 陸 地に戻ります。
平成 24 年春に開業予定
のアウトレットパークや
農産物の直売所、田園 房総半島を望む海ほたると東京湾アクアライン

ちばアクアラインマラソン概要
開催日時：平成 24 年 10 月 21 日（日）午前 10 時
開催種目：マラソン（42.195km）
主催：千葉県、千葉県教育委員会
参加資格：大会当日に満 18 歳以上の男女（高校生を除く）
定員：15,000 人
制限時間：６時間
参加費：10,000 円
参加者募集：平成 24 年４月から開始予定
※強風によりアクアライン上の走行ができない場合、コース
の変更あり
お問合せ

千葉県教育庁体育課
TEL 043-223-4112
ちばアクアラインマラソンの情報がたくさん！
特設 HP http://www.chiba-aqua-run.com/

都道府県だより
Kanagawa

2011 年 12 月

神奈川県

県民と協働して街路樹を守り育てる取組
「かながわ街路樹パートナー制度」
神奈川県では、植栽帯への花植えや清掃について、
県民参加による道路維持ボランティア活動を進めて
きましたが、平成 22 年度に、県管理道路の街路樹を
守り育てる取組として、
「かながわ街路樹パートナー
制度」を新たに創設しました。
この制度は、街路樹の維持管理に役立てるための
寄附金を個人又は企業・団体等から募り、街路樹パー
トナー（寄附者）のお名前やメッセージ等を書き込
んだ「樹名板」及び「表示板」の制作・設置に係る
費用として使用するとともに、街路樹の維持管理費
の一部として役立てさせていただくものです。
平成 22 年９月、県管理道路２路線２ヵ所を対象と
した初めての募集を行いました。街路樹１本に対し
て一口 10,000 円の寄附金で、樹名板１枚を５年間設
置する「A コース」と、
35 本の街路樹を一つにまとめ、
35 万円の寄附金で表示板を５年間設置する「B コー
ス」を設定したところ 246 本の応募があり、その全
てを ｢かながわ街路樹パートナー｣ として決定しま
した。本年７月にはパートナーと一緒に樹名板等の
設置を行い、緑への温かい気持ちが込められました。
今年度も引き続き、11 月 10 日から 12 月 26 日ま
で、街路樹パートナーを募集しています。
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今後も本制度を始め、道路愛護やボランティア活
動への参加を更に促し、道路管理の面において、広
く県民の皆様との協働を進めながら、適切な街路樹
の維持管理を図っていきたいと考えています。

お問合せ

神奈川県県土整備局道路部道路管理課
TEL 045-210-6362
道路管理 HP（かながわ街路樹パートナー）
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f704/p390887.html

山梨県

Yamanashi
～まもられてるから まもりたい～
恩賜林御下賜 100 周年記念大会を開催

れからも、この恩賜林が
『人々のための森林』とし
て、大切に守り育てられ
ることを願います」との
恩賜林御下賜 100 周年記念大会が 11 月 13 日、天
皇陛下の御名代として、皇太子殿下の御臨席を仰ぎ、 天皇陛下のおことばをい
やまなし森づくり宣言をする緑の少年隊
ただきました。
山梨県甲府市で開催されました。
また、恩賜林の発展に
恩賜林御下賜 100 周年記念事業実行委員会の会長
貢献してきた功労者の表
である横内正明山梨県知事を始め、鹿野道彦農林水
彰や、緑の少年隊の代表
産大臣や林業関係者など約 1,800 人が参加し、緑あ
が、
「緑豊かな山梨の森
ふれる山梨の森林を、守り、育て、次の世代にしっ
を、100
年先の未来まで
かりと引き継いでいく決意を新たにしました。
引き継いでいきます」と、
式典では、皇太子殿下から「これまで 100 年間に
やまなし森づくり宣言を
わたって、恩賜林のために関係者がたゆみなく続け
宣言後、知事らから苗木を受け取る緑の少年隊
行いました。
てきた尽力に対して深く敬意を表するとともに、こ
ア ト ラ ク シ ョ ン で は、
100 名の子どもらが森林を未来に向かって守ってい
くことの大切さを表現したミュージカルや、高校生
による合唱、太鼓の演奏などが披露されました。
恩賜林は、明治末期に山梨県で相次いで発生した
大水害からの復興に役立てるよう、明治 44 年３月、
明治天皇から御下賜された森林（約 16 万４千 ha）で、
本県の森林面積の約半分を占める県有林の基となっ
ています。
お問合せ

山梨県森林環境部森林環境総務課
TEL 055-223-1632

記念大会で天皇陛下のおことばをご代読される皇太子殿下

都道府県だより
Shizuoka

静岡県

ふじのくに「青島温州」のブランド化の推進
－「貯蔵みかん産地しずおか」の取組－
冬と言えば、こたつにみかん。静岡県は、生産量全国
第３位のみかん産地で、その代表品種が「青島温州」で
す。静岡市の青島平十氏が発見し、
「貯蔵みかん産地し
ずおか」の地位を確固たるものとしたみかんです。果実は
大きく扁平で、糖度が高く、風味が良いのが特徴です。
貯蔵することで、こくとまろやかさが増すため、11月下旬
から収穫し、貯蔵後、12月中旬～３月にかけて出荷され
ます。また産地では、より高品質な果実を長期間、提供
するため、冷風貯蔵庫の導入が進められています。
みかんは枝や樹全体が変異し、それが有望な品種に
変わることがあります。近年、静岡県では変異により、
「青島温州」から「朝福ちゃん」、
「はじめ」、
「陽一郎」
といった新しい品種が続々と生まれています。植え付け
てから果実が成るまで年数を要することから、これらの
新品種を少しでも早く皆さんにお届けできるよう、県で
は国等と連携しながら改植等の産地の取組を支援して
いますので、楽しみにしていてください。
まずは、お歳暮などの贈り物として、また、ご家庭での
団欒のお供に、静岡県の「青島温州」を是非、ご賞味く
ださい。
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長野県

Nagano

「優良レンタル宣言」のお店では整備の行き届いた
安心・安全なレンタル用品を提供。
長野県観光 PR キャラクター「アルクマ」のスノー
スポーツバージョンも登場して、皆さんのお越しをお
待ちしています。

信州はスノーリゾートの新世紀へ！
今シーズンは長野県にスキーが伝わってちょうど
100 年。このスキー発祥 100 年を記念して、長野県
ではスキー関係団体や観光業界、
市町村等とともに「ス
ノーリゾート信州」のプロモーションを展開します。
県内の各スキー場では、100 周年を記念した特別イ
ベントを実施。クイズに応募して当たると 100 年間
使えるシーズン券のプ
レゼントや、来場者の合
計 年 齢 が ち ょ う ど 100
歳で全員リフト無料な
ど、楽しみな企画を用意
し、全国からのお客様を
お迎えします。
信州・長野県観光協会
では、小学生を対象とし
た信州スノーキッズ倶
楽部の会員を募集中。無
料リフト１日券プレゼ
ントなど様々な特典を
長野県スキー発祥 100 周年 PR ポスター
用意しています。

東京池袋での PR イベントの様子

お問合せ

長野県観光部観光振興課
TEL 026-235-7254

都道府県だより
Toyama

2011 年 12 月

富山県

映画ロケはおまかせ！富山ロケーションオフィス

富山県には、富山地方鉄道沿線のレトロな驛舎や、
奇跡的に残った昭和の町並みである日本のベニス「新
湊内川」など、映画のロケにしてみたい風景がたく
さんあります。本県では、映画の撮影などを通して
こうした富山県の魅力を国内外に発信し、富山県の
イメージアップ、郷土愛の醸成を図りたいと考えて
います。

「劔岳 点の記」、「ほしのふるまち」
、
「死にゆく妻
との旅路」など、近年、映画のロケーションが増え
ている富山県。こうしたロケ需要の高まりから、映
画やテレビドラマ、CM など映像制作の支援を行う
「富山県ロケーションオフィス」
（略称：TLO）を今
年 7 月県庁観光課内に設置しました。TLO では、富
山県内のロケ地情報の紹介・提供、撮影の立会い、
ロケに関する手続きの支援など様々なサービスを提
供しています。また、ブログも開設し、TLO スタッ
フのロケーションコンシェルジュがロケ地の情報な
どを紹介しています。
その TLO の全面支援作品の第 1 号となるのが、
12 月 3 日（土）から全国公開中の映画「RAILWAYS
愛を伝えられない大人たちへ」
（配給：松竹）です。
純白の雪に覆われた立山連峰、どこまでも続く田園
風景など富山の雄大な景観をバックに、人と人との
絆、夫婦の在り方、働くことの意味などを問いかけ
る映画となっています。ロケは、今年 3 月中旬～ 4
お問合せ
月下旬全て県内で行われました。映画には、
「だいこ
富山県ロケーションオフィス
ん電車」の愛称を持つ白地にライトグレーを基調と
（富山県観光・地域振興局観光課内）
した車輌など、富山地方鉄道の名物車輌や運転士の
TEL 076-444-6789
勤務の様子が随所に登場し、鉄道ファンにとっても
HP http://www.location-toyama.jp/
見逃せない作品となっています。
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Ishikawa

石川県

＜ 2011 国際森林年 記念行事＞
「市民と森林をつなぐ国際森林年の集い in 石川」
を開催 ～ MISIA の森でいきもの調査～
2011 年は、国連が定めた国際森
林年です。その記念事業として、11
月６日、石川県津幡町で、
「市民と
森林をつなぐ国際森林年の集い in 石
川」が開催され、森を歩き、親しみ、
育て、活用し、生物多様性を守るこ
とについて考える行事を行いました。
第一部は、
「森を歩こう～ MISIA
の森でいきもの調査」と題した行事です。これは、昨
年の「国際生物
多様性条約第 10
回締約国会議」
で名誉大使を
務めた、歌手の
MISIA さんのご
協力により、今
年５月に県森林
公園内に設置さ
れ た「MISIA の
森」で、子ども
いきもの調査をする子どもたち
たちが森のいき

もの調査をするという
も の で す。
（当日はあ
いにくの雨模様で、事
前に森で採取したいき
ものを屋内で調査、発
表しました。
）
また、第二部の「国
「国際森林年の集いシンポジウム」
際森林年の集いシンポ
ジウム～次世代への継承～森と人との絆～」では、
アー
メド・ジョグラフ氏（生物多様性条約事務局長）
、ジャ
ン・マッカルパイン氏（国連森林フォーラム事務局長）
のビデオレターが放映されたのち、国際森林年国内委
員会委員の養老孟司さんの基調講演が行われました。
里山景観の創出や水源の育成など森林保全の重要性に
ついて、県民と意識を共有するとともに、全国に向け
てアピールしました。
12 月 17 日～ 19 日には、
「国連生物多様性の 10
年国際キックオフ・イベント」が石川県で開催されま
す。生物多様性の保全について、県民の関心や理解を
更に深め、地域レベルでの取組の重要性を訴えるとと
もに、
「国連生物多様性の 10 年」に向けたメッセー
ジを石川の地から世界に発信する予定です。
お問合せ

石川県森林管理課
TEL 076-225-1641

都道府県だより
Gifu

石川県環境政策課
TEL 076-225-1496

2011 年 12 月

岐阜県

鹿児島・岐阜姉妹県盟約 40 周年記念事業を開催
今から 250 年以上前の江戸時代中期 宝暦年間、徳
川幕府の命を受けた薩摩義士による木曽三川（木曽川・
長良川・揖斐川）の治水工事を縁に、
本県と鹿児島県は、
昭和 46 年７月に全国初となる姉妹県盟約を結びました。
この度、盟約締結から 40 周年を記念した式典を岐阜市
内で開催し、合計 600 人余りの方々に参加いただきま
した。鹿児島県からも伊藤祐一郎知事、金子万寿夫県
議会議長はじめ、多くの皆様にお越しいただきました。
式典では、両県の友好・親善にご貢献いただいた交
流団体や薩摩義士の顕彰団体の皆様に感謝状をお贈り
し、
「災害時における鹿児島県・岐阜県相互応援協定」
を締結しました。
岐阜県と鹿児島県は直線距離で 700km 以上離れて
おり、このような遠隔県同志の協定が締結に至ったこ
とは、薩摩義士が身をもって示された「共助の精神」
を現代に蘇らせ、両県交流の歴史に重要な１ページを
加えたものと思います。
今後は、同時に被災する可能性が低い両県それぞれ
が、どちらかに大規模な広域災害があった場合、混乱
で要請がなくても、直ちに災害支援対策本部を設置し、
現地に情報収集班を派遣、被災地のニーズを把握する
とともに、必要に応じて物資の提供や被災者の受入れ
を迅速に行うことができることになります。
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式典に先立ち行った知事対談ではこのほかに、東京
や大阪などで両県が共同で観光 PR を行うことや、イ
ンターネット上のショッピングモールで合同物産展を
開催することでも合意しました。物産展には、岐阜県
からは飛騨牛、栗きんとんなど、鹿児島県からは黒豚
や芋焼酎など、両県の特産品が出品される予定です。
両県は、小・中・高等学校教員、県職員の人事交流
や、青少年の皆さんが隔年で相手の県を訪問し、グルー
プ討議や両県の歴史を学ぶなど、これまでの 40 年間
で約 3,000 人の青少年の交流事業を行ってきました。
250 年の時空を
超えて開催され
たこの度の式典
を契機に、薩摩
義士の偉業や思
いをきっかけと
した絆を更に深
化していき、両
県の連携を一段
と進めていきた
いと思います。
｢災害時相互応援協定｣ を締結した両県知事
お問合せ

岐阜県知事直轄 ･ 秘書広報部門広報課
TEL 058-272-1118

Aichi

愛知県

技能五輪全国大会・全国障害者技能競技大会
（全国アビリンピック）の大会スローガン、ロゴ
マーク、
イメージソングが決定！
愛知県では、平成 26 年秋に「第 52 回技能五輪全国大会」
及び「第 35 回全国障害者技能競技大会（全国アビリンピッ
ク）」を開催します。
技能五輪全国大会は、23 歳以下の青年技能者の技能レベ
ル日本一を競う大会です。また、全国アビリンピックは、障
害のある方々が日頃職場などで培った技能を競う大会です。
この度、本県では、両大会の開催に向け、機運の盛り上げ
を図るため、大会スローガン、ロゴマーク、イメージソング
を作成しました。
◎スローガン
競え！ワザ、つながれ！ココロ、愛・チカラ。
日本一を目指して日頃から研鑽を重ね
る技能者たちの高い志（ココロと愛）が
つながり、次代の日本のモノづくりを発
展させていく大きな力となるとの思いを
込め、それが、いま「愛知から（愛・チ
カラ）」始まることを同時に「音」とし
て表しました。
◎ロゴマーク
技能の「技」という文字に「ココロと愛」
を表すハートマークを組み合わせること
で、大会スローガンをマーク化しました。

◎イメージソング
スローガンをモチーフに、弥富又八さんが作詞・作曲し、
歌っています。大会に挑む選手たちの「始まりの日」から「そ
の日」までのストーリーを歌詞にしており、口ずさみやすく、
元気が出る歌です。
このイメージソングは、ホームページからダウンロードで
きます。
作成したスローガン、ロゴマーク、イメージソングは、ポ
スター・チラシ、PR イベントなどの大会広報・イベントに
広く活用していきます。
大会 PR を行う「技能五輪・アビリンピック PR キャラバ
ン隊」が、11 月５日（土）の「あいち技能プラザ 2011」の
中でのお披露目式
を皮切りに活動を
開 始 し ま し た。11
月 ５ 日（ 土 ） か ら
２月 29 日（水）ま
で、 イ メ ー ジ ソ ン
グ を 使 用 し て、 ダ
ンスパフォーマン
スを行うなどの
キャンペーン活動
を県内各地で展開
していきます。
お問合せ

愛知県産業労働部就業促進課
TEL 052-954-6469
HP http://www.pref.aichi.jp/0000046085.html

都道府県だより
Mie

2011 年 12 月

三重県

三重県緊急地震対策行動計画・
津波浸水予測調査について

【三重県緊急地震対策行動計画の概要】
県民の皆様と共有
し、共に行動していく
ための計画として、東
本県では、今世紀前半の発生が確実視されている
日本大震災から見えて
東海・東南海・南海地震や内陸活断層による地震な
くる様々な課題を踏ま
どでの大きな被害の発生が懸念されています。
え、
「生きるために備え
東日本大震災では、従来の想定を超えた津波によ
よ !! 生きるために逃げ
る被害が発生したことから、本県においても甚大な
ろ !!」をキャッチフレー
被害をもたらす最大クラスの揺れや津波を伴った地
ズに掲げ、避難場所の
震への対応策が求められています。
適正配置や津波避難訓
このようなことから、
「緊急」かつ「集中的」に取
練の実施などの津波避
り組むべき対策をまとめた「三重県緊急地震対策行
動計画」を策定し、平成 23 年 10 月に公表しました。 難対策や、住宅の耐震
化、防災教育などの取
新たに策定した
「三重県緊急地震対策行動計画」
新たに策定した「三重県緊急地震対策行動計画」
組を進めていきます。
【新たな津波浸水予測調査の実施】
詳しくは、防災みえ .jp をご覧ください。
「発生頻度は低いものの、発生すれば甚大な被害を
もたらす最大クラスの津波」への対応は、住民避難
お問合せ
を柱とした総合的な津波対策が求められます。この
ため、平成 17 年に実施した被害想定結果に加えて、 三重県防災危機管理部地震対策室
TEL 059-224-2184
今調査で最大クラスの津波により想定される浸水範
防災みえ .jp HP
囲を提示し、行動計画策定に当たっての基礎としま
http://www.bosaimie.jp
した。
（キャプション）
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福井県

Fukui
歴史に学び、未来を展望する
～県都デザインフォーラムを開催～

福井県では、県都福井市とともに長期的な展望を
持ち、福井の将来の姿を再設計する「県都デザイン
戦略」の議論をスタート。現在の「まち」の礎を築
いてきた歴史を学び、今後 50 年先の将来を見据え、
次世代に引き継ぐ「まち」をどのように創り上げて
いくのか、県民と一緒に考えていくため、10 月 18
日に「県都デザインフォーラム」を開催しました。
この中で西川知事は、
「昭和 20 年の戦災、昭和 23
年の震災から 60 年余りが経過し、福井市を始め各都
市はリニューアルの時期を迎えている。北陸新幹線
の金沢開業も予定されるなど、都市間競争がますま
す大きな課題となる。今後 30 年、50 年という長期
的な視点でまちづくりを進めるために、県民が一つ
の目標として共有できる『県都のデザイン戦略』を
描くことが重要。」、さらに「福井駅周辺は、県庁、
市役所、百貨店などの、行政・経済の機能等がコン
パクトにまとまった全国的にも珍しい構造。こうし
た特性を生かしながら、全国にアピールできる個性
的なデザインを描くべき。
」と挨拶を述べました。
そして、西村幸夫東京大学副学長から「福井の戦
後復興とまちづくり」
、桑野和泉由布院温泉観光協会
会長から「由布院 40 年のまちづくり」と題してそれ

ぞれ講演いただいた後、「住民主役のまちづくり」を
テーマに意見交換会を行いました。西村副学長が、
まちづくりを進める上で「過去にどのような議論や
努力があったのか、みんなで共有することが大事」
と述べたほか、
「まずは県民一人一人が、日常生活
の中でまちを見る姿勢を持つことから始めてはどう
か。」との意見などが出されました。
今後、福井県では福井市と連携して議論を進め、来
年度末までに県都デザイン戦略をまとめていきます。

「住民主役のまちづくり」を活発に議論

都道府県だより
Shiga

2011 年 12 月

滋賀県

近江牛を海外に PR
近江牛は、最も古い歴史を持ち、三大銘柄牛の一
つに数えられるブランド牛です。
海外では、アジアを中心として牛肉の消費市場が
拡大しており、富裕層の増加で魅力的な市場が形成
されつつあります。滋賀食肉センターでは、マカ
オ、タイ、シンガポールの輸出認定施設を取得し、
HACCP 方式による衛生管理に基づく「高品質」
「安
全」
「新鮮」な食肉を海外に輸出しているところです。
さらに、今年度から、生産から流通までの業界全
体で組織された「近江牛輸出促進実行委員会」を設
立し、近江牛の魅力を海外に発信するとともに、新
規販路の開拓やステーキ部位以外の輸出部位拡大に
よる輸出量の嵩上げを図るため、近江牛輸出促進事
業に着手しました。
その一環として、11 月、最も輸出実績のあるシン
ガポールで、県内の事業参加者と現地のバイヤー等
との商談会の開催や、嘉田知事によるシンガポール
日本大使館や Agri-food and Veterinary Authority
等のオピニオンリーダーの訪問などを行い、さらに
メディアやバイヤー等を招待してのレセプションに
おいて、嘉田知事自らによる近江牛のプレゼンテー
ションや近江牛の試食会を行いました。
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今後は、知事のトップセールスを始めとする官民
一体となった事業展開を通じて、近江牛に対する放
射性物質の全頭検査など安全・安心に向けての取組
や、ステーキ部位も含めた各部位を使用したレシピ
紹介などの食文化の発信により、近江牛をまるごと
おいしく、安く、ヘルシーに食べていただけることを、
海外の方々に直接アピールしていきます。

京都府

Kyoto

～オール京都体制で仕事・生活・地域活動等の調和を推
進～「京都ワーク・ライフ・バランスセンター」を開設

るなど、様々なイベントと連携し、ワーク・ライフ・
バランスについて考えるきっかけづくりに取り組み
ました。
府民や企業、そして地域の希望ある未来のため、
引き続き、ワーク・ライフ・バランス社会の実現に
向けた取組をオール京都体制で推進していきます。

京都府では、仕事・生活・地域活動等の調和を推
進するため、京都府、京都市、京都労働局、連合京都、
京都経営者協会のほか、地域団体や NPO などを加
えたオール京都で、中小企業の取組や地域参加の促
進などを支援する拠点として、11 月 14 日、京都テ
ルサ（京都市南区）に、
「京都ワーク・ライフ・バラ
ンスセンター」を開設しました。
同センターでは、社会保険労務士などからなる
「ワーク・ライフ・バランス企業支援チーム」が、中
小企業のニーズに応じた支援を行うほか、
「ワーク・
ライフ・バランス推進企業フェア」や「京都ワーク・
ライフ・バランス推進サイト」などによる取組企業
の情報発信、取組のノウハウを提供するセミナーの
開催などを行います。
また、団塊の世代を始め、多様な世代が地域との
つながりを持ち、生き方や働き方を考えるきっかけ
づくりとなる事業を実施し、地域におけるワーク・
ライフ・バランスを推進していくこととしています。
さらに、毎年 11 月 19 日の「きょうと育児の日」
から 23 日の「勤労感謝の日」を含む１週間を「京都
ワーク・ライフ・バランス・ウィーク」として設定し、
集中的な啓発活動を実施。今年度は、期間中に、京
都府の一部の施設で入場料を無料にする特典を設け

京都ワーク・ライフ・バランスセンター開所式

お問合せ

京都府男女共同参画課
TEL 075-692-3236

都道府県だより

2011 年 12 月

大阪府

Osaka
御堂筋イルミネーション
～大阪・関西から元気を～

大阪府では、大阪のシンボルである御堂筋のイチョ
ウをイルミネーションで装飾することにより、美し
い光のまちとして、人々をひきつけるにぎわいをつ
くり、大阪全体の活性化を図るため「御堂筋イルミ
ネーション」を実施しています。
今年は 12 月 14 日から平成 24 年１月 22 日にか
けて開催。昨年度より実施区間を 500m 延長し、日
本最長の約 1.9km をライトアップ。新たに延長する

区間は新色の「御堂筋コーラル」
（珊瑚色）で装飾し、
昨年とは違う新たな魅力を演出します。また、東日
本大震災からの復興を祈念し、「ONE FOR ALL
ALL FOR ONE」の文字サインと装飾でメッセー
ジも発信します。
なお、装飾には
消費電力の少ない
発光ダイオード
（LED） を 使 用 し、
節電に努めます。
大阪の冬の風物
詩、御堂筋イルミ
ネーション。是非お
立ち寄りください！
メッセージ ( 本町南ガーデンシティ )
期間：平成 23 年 12 月 14 日（水曜日）から
平成 24 年１月 22 日（日曜日）
17 時頃から 23 時まで（初日は 18 時頃から）
区間：御堂筋 淀屋橋交差点から新橋交差点の約 1.9km
お問合せ

都市魅力創造局都市魅力課
TEL 06-6210-9304
HP http://www.pref.osaka.jp/toshimiryoku/illumi/
御堂筋コーラル
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奈良県

Nara

観光振興施策の一環とし
て、県が今年２～３月に公
募し、応募のあった 31 件
から飲食関係のジャーナリ
ストや建築家、景観を研究
している大学教授などから
なる審査会で今回の８店舗
を認定しました。
認定店には、
「眺望のいい 眺望のいいレストランのロゴマーク
レストラン」のロゴが入っ
たプレートを飾ってもらい、店舗ごとの魅力を一層充
実させるとともに、県は、パンフレットや認定店を紹
介する専用ホームページの制作など広報を支援する
ほか、希望があれば、景観整備等の専門家派遣や安全
で安心な食材の仕入れなど、
運営も支援していきます。
奈良の魅力を、是非とっておきの時間と空間の中で
味わってください。

「眺望のいいレストラン」８店舗を初認定
～「眺望」を新たな観光資源として
奈良の歴史、物語、自然が積み重なった風景ととも
に、奈良の豊かな食を味わってもらおうと、県は、県
内の飲食店８店舗を「眺望のいいレストラン」として
初めて認定しました。認定店では、季節の変化が織り
なす奈良の風景を、食事とともに楽しめる豊かな「眺
望」と、新鮮でおいしい「食」など、これまでにない
奈良の魅力を堪能していただけます。

お問合せ

奈良県マーケティング課
TEL 0742-27-5427
HP http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-25788.htm

店内から若草山が間近に見渡せる

都道府県だより
Wakayama

2011 年 12 月

和歌山県

「稲むらの火」シンポジウムを開催！津波から避
難することの重要性と巨大災害への備えを伝える

基調講演では河田惠昭

関西大学社会安全学部

長から濱口梧陵の偉業や津波対策推進法の制定に

ついて、また、特別講演で岩手県山田町の沼崎町

本年６月に「津波対策の推進に関する法律」が

長から、東日本大震災の被災状況や復興への思い

制定されました。本県の偉人である濱口梧陵の「稲

をご講演いただきました。

むらの火」が語り継がれている、安政の南海地震

さらに、河田教授をコーディネーターとして、内

が発生した 11 月５日を「津波防災の日」と定めら

閣府主催で「津波防災の日シンポジウム 2011」が

れたことを記念し、「稲むらの火」シンポジウムを

開催されていた東京会場と中継を結び、沼崎町長、

開催しました。

仁坂知事、京都大学防災研究所巨大災害研究セン

ターの林春男教授及び群馬大学大学院の片田敏孝
教授をパネリストとして、津波防災の日制定の意

義や防災教育についてパネルディスカッションを
行いました。

今回のシンポジウムは、濱口梧陵の顕彰ととも

に、一人一人が津波から命を守るためには「自分
の命は自分で守る」、「揺れたら逃げる」という津

波から避難することの重要性と巨大災害への備え
を伝える有意義なものとなりました。
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鳥取県

Tottori

鳥取から広がる和牛選びの新基準
鳥取県の新たな和牛ブランド「鳥取和牛オレイン 55」が誕生
鳥取和牛の中で脂肪中のオレイン酸含有量が 55％
け たか

以上で、なおかつ鳥取県の誇る名牛「気 高 」号※の
血統を引き継ぐものを、鳥取和牛の新たなブランド
「鳥取和牛オレイン 55」として、
2011 年２月９日（イ
イニクの日）に発表しました。
オレイン酸はオリーブオイル
の主成分として知られ、融点が
低く口の中でとろけるような滑
らかな舌触りを生み出します。
さらに、和牛特有の香りの良さ
や風味にも関係していると言わ
れ、
「鳥取和牛オレイン 55」は
これまでの和牛肉の肉質基準で
ある脂肪交雑（霜降り）ではなく、牛肉脂肪中の不
飽和脂肪酸の一つであるオレイン酸に着目した新た
な基準によって認定されています。
古くからの和牛の産地として知られる鳥取県です
が、現在の肉牛出荷頭数の全国シェアは 0.8％でしか
ありません。「鳥取和牛オレイン 55」の認定頭数は
年間 350 頭を見込んでおり、出荷頭数の少ない鳥取
県ならではの、厳選された希少な和牛ブランドの確

立を目指します。現在、飲食店や精肉店、旅館・ホ
テル 46 店（県外５店、県内 41 店）の取扱指定店で
販売が展開されており、「いつまでも口の中に残らな
い、さっぱりした脂」といった評価をいただいており、
特徴である脂肪の質の良さを堪能していただくため
に、調理法はしゃぶしゃぶをお勧めしています。「鳥
取和牛オレイン 55」是非一度ご賞味ください。

※昭和 41 年第１回全国和牛能力共進会肉牛の部で１等賞を獲得した鳥取県の種雄牛

お問合せ

鳥取県農林水産部畜産課
TEL 0857-26-7829

都道府県だより
Okayama

2011 年 12 月

岡山県

ガイド付きまち歩き「まちぷら備前岡山」実施中！
岡山県南東部の備前岡山エリアでは、県、関係市町、
観光協会及び旅行エージェントとの協働により、地
域に点在している観光資源を線でつないだ新たなま
ち歩きコースを商品化したまち歩きツアー「まちぷ
ら備前岡山」を今年 10 月から実施しています。
全て日帰りのバスツアーで、エリア全体で８コー
ス全 15 回のまち歩きを予定しています。
地域を知り尽くした地元のガイドの皆さんが当日
の案内をしてくれるため、ただ訪れるだけでは気付
かず通り過ぎてしまうような地域の魅力を再発見す
ることができます。また、ガイドの方々との触れ合
いもまち歩きの楽しさを倍増させてくれます。
羽柴秀吉による備中高松城水攻めの跡地を見学で
きるコース、特別史跡旧閑谷学校にある国宝の講堂
で論語を体験できるコース、瀬戸内海国立公園の日
生諸島でカキ料理を堪能できるコース、港町として
栄えた牛窓の当時の面影を今に残すレトロなまち並
みを散策できるコース、全国でも珍しい日本刀の常
設展示施設で刀職人の技を間近に見学できるコース
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など個性あふれる
魅力的なコースが
満載です。
いずれのコース
も事前予約制で、
定員になり次第、
申込みを締め切り
ます。地元のガイ
ドと一緒にこれま
で知らなかった地
域の魅力を見つけ
る旅にでかけてみ
ませんか。
岡山県では、今
後もこのような地域の資源を掘り起こして情報発信
する「着地型観光」の推進に取り組んでいきたいと
考えています。
お問合せ

岡山県備前県民局協働推進室
TEL 086-233-9890

Shimane

島根県

隠岐ジオパーク、世界認定国内候補地決定！

ク認定を目指し、様々な活動を行っています。
今年８月に、日本ジオパーク委員会の委員３名によ
る現地審査が行われました。この審査で隠岐の大地や
独自の生態系といったジオパークとしてのポテンシャ
ルや実績を積んだガイドの存在などが評価され、９月
には世界ジオパーク認定の前提となる国内候補地とし
て推薦を受けることが決定しました。
来年、世界ジオパークネットワークの委員による現
地調査が行われ、秋頃には世界認定の可否が決定され
る予定となっています。
今後、世界ジオパーク認定への活動を通じ、島民が
地域の魅力を再発見し、隠岐を自信と誇りをもって世
界へ発信できるよう、また、観光誘客や地元産品のブ
ランド化を図るなど地域が更に
元気になるように、島民ととも
に取り組んでまいります。

隠岐諸島は、島根半島の北 40 ～ 80km の日本海に
点在する四つの有人島と 180 余りの無人島からなり、
大地が創造した雄大な風景と古くから受け継がれてき
た文化や風習が、今でも多く残されています。ユーラ
シア大陸の縁辺であった時代、ワニの化石が発見でき
る湖の底の時代、貝化石が発見できる海の底の時代、
ナウマンゾウも往来していた氷河期を経て、約１万年
前に現在のような離島となりました。
この日本列島とは異なる独自の大地の成り立ちに
よって、絶景の海岸美はもとより、隠岐諸島だけでし
か見られない独特な動植物の生態系、自然と共生して
きた人々の暮らし、黒曜石を媒体とした人々の交流等
の歴史・文化を一体的に見ることができる魅力的な場
所、 そ れ が 隠 岐 諸
島なのです。
（※ジオパーク 地球科学的に見て重
この魅力を生か
要な地質遺産と歴史、文化、生態系
し な が ら、 島 の 地
を含む自然公園の一種。
「大地の公園」
域振興を図るため、
とも表現される。
）
隠岐４町村と民間
団 体、 島 根 県 な ど
お問合せ
で組織する隠岐ジ
隠岐ジオパーク推進協議会事務局
オパーク推進協議
会 が、 日 々 隠 岐 諸 （島根県隠岐支庁県民局内）
TEL 08512-2-9636
隠岐郡西ノ島町「通天橋」
島の世界ジオパー

隠岐ジオパーク ロゴマーク

【厚生・福祉】【農林・水産】
広島発「凍結含浸技術」による高齢者介護食の実現

都道府県だより
Hiroshima

2011 年 12 月

いつまでも、「食べる」楽しみを味わいたい。広島県立総合技術研究所ではそんな介護現場の
要望に応え、「凍結含浸技術」によって、食べやすい軟らかさでありながら、食品の色や形をそ
のままに保つことに成功しました。
凍結含浸技術は、広島県が独自に開発した技術（特許取得済）です。食材を凍結・解凍した後、
減圧下で酵素をしみ込ませることで、硬さを自由に調整できます。同時に、栄養分の強化や味付
けも可能となります。流動食と違って、食材の味も見た目も損なわないので、食べる楽しさを感
じることができます。噛む力が弱くなった高齢者の方にとって、食事の選択肢を広げる画期的な
技術となりました。
平成20年度から所長プロジェクトとして開発・普及を推し進め、当初は数種類の野菜類だけだ
った食材の適用範囲を、現在、魚介類・肉類を含む102種類にまで充実させています。また、調理
工程の簡便化も進み、専用設備のない施設等の厨房においても凍結含浸技術を利用した食事を提
供できるようになりました。
現在、県内外の企業や介護施設、病院等で、凍結含浸技術を活用した新しい医療食、介護用食
品や関連商品の開発が進行中です。

広島県

広島発「凍結含浸技術」による高齢者介護食の実現

現在、県内外の企業や介護施設、病院等で、凍結
含浸技術を活用した新しい医療食、介護用食品や関
連商品の開発が進行中です。
お問合せ

いつまでも、
「食べる」楽しみを味わいたい。広島
県立総合技術研究所ではそんな介護現場の要望に応
え、
「凍結含浸技術」によって、食べやすい軟らかさ
でありながら、食品の色や形をそのままに保つこと
に成功しました。
凍結含浸技術は、広島県が独自に開発した技術（特
許取得済）です。食材を凍結・解凍した後、減圧下
で酵素をしみ込ませることで、硬さを自由に調整で
きます。同時に、栄養分の強化や味付けも可能とな
ります。流動食と違って、食材の味も見た目も損な
わないので、食べる楽しさを感じることができます。
噛む力が弱くなった高齢者の方にとって、食事の選
択肢を広げる画期的な技術となりました。
平成 20 年度から所長プロジェクトとして開発・普
及を推し進め、当初は数種類の野菜類だけだった食
材の適用範囲を、現在、魚介類・肉類を含む 102 種
類にまで充実させています。また、調理工程の簡便
化も進み、専用設備のない施設等の厨房においても
凍結含浸技術を利用した食事を提供できるようにな
りました。

広島県立総合技術研究所企画部
TEL 082-223-1200
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お問合せ

広島県立総合技術研究所企画部
TEL 082-223-1200
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山口県

Yamaguchi

やまぐちの頑張る地域を応援！
～若者たちと進める元気な中山間地域づくり～
山間部や離島等の県土の約７割を占める中山間地域
では、過疎化や高齢化の進行により、住民同士の絆を
育む昔ながらの祭りなどの集落活動を、地域住民だけ
で行うことが難しくなりつつある地域もあります。
こうした中、若い学生の皆さんが、大学などの特
色や若者のアイデアを生かして地域を支援する動き
が出てきており、地域としても地域外からのアイデ
アや協力が欲しいというニーズがあります。
そこで山口県では、大学生などの若者のエネルギー
を地域活動として根付かせていこうと考え、今年度、
「中山間地域元気創出若者活動支援事業」を創設し、
取組を進めています。
具体的には、山口
県立大学に「中山間
地域づくりサポート
センター」を設置し、
中山間地域を支援す
る学生たちの活動に
必要な経費の支援な
どを行っており、現
在、県内の７大学１
体験型教育旅行の受入れを支援する若者たち
高等専門学校が行う

15 の活動を支援して
います。
学生たちは、子ども
たちの体験型教育旅
行 等 の 受 入 れ や、 地
域資源の発掘・再生、
特 産 品 の 開 発、 都 市
高齢者との交流事業を行う若者たち
と農山漁村との交流
イベントの支援など、様々な活動を地域の人たちと
話し合いながら、一緒に行っています。
取組を行っている地域では、若い学生の皆さんが
自分たちの地域を支援してくれることへの感謝と期
待の声がたくさん聞かれ、何より、若者との交流や
話し合いが元気の源、励みになっているようです。
中山間地域は、私たちに様々な恵みをもたらす、
かけがえのない地域であり、その振興はとても重要
です。この事業が契機となり、若者の新しい発想や
エネルギーが中山間地域の活性化につながることを
期待しています。
お問合せ

山口県地域振興部中山間地域づくり推進室
TEL 083-933-2549
やまぐち中山間地域づくり支援サイト
http://www.yamaguchi-chusankan.jp/

都道府県だより
香川県

Kagawa
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香川のＮＥＷ ＦＡＣＥ
平成 23 年度かがわ県産品コンクールの入賞県産品が決まりました。
このコンクールは、商品開発の促進や、かくれた県産品を掘り起こし、
県産品のブランド化へのきっかけづくりにしようと実施しているもので、
昨年度を大幅に上回る、過去最多の 132 点の応募がありました。審査
の結果、次の３点が最優秀賞に輝きました。
あぶ
その一つが「炙りいりこ酒」
。瀬戸内海の伊吹島周辺で捕れる県特産
の「伊吹いりこ」を使いました。温めて飲むことで、より香りを楽しめる
逸品に仕上がっています。さぬきうどんのだしにも欠かせない“いりこ”
（カタクチイワシの煮干し）の香ばしい香りに、瀬戸内の海を感じます。
また、今話題の香川の新糖「希少糖」を含んだ甘味料「レアシュガー
だい う
スウィート」やオリーブオイルなどを使った香川づくしのスイーツ「大禹
ぼ
謨」と、江戸時代から香川の特産品として全国に知られた和三盆づくり
が楽しめる「菓子木型和三盆キット」が最優秀賞に選ばれました。ご家
庭で手軽に伝統産業である和三盆を楽しめ、手づくりならではの極上の
半生が味わえます。
優秀賞には、坂出産の塩を使ったドレッシングとぶっかけつゆ、ボン
酢の３種類の「讃岐 白」や 88 文字の日本一名前が長い創作スイーツ、
通称「大結願」
、楽しい色漆の箱「香川漆器 Yondan Sandan」が、
審査委員特別賞にはさぬきうどんが主役のご当地バーガー「さぬきうど
んバーガー」が選ばれました。
香川県産の材料へのこだわり、そしてふるさと香川への熱い思いを込
めて生み出されたものばかりです。
これらの受賞県産品は、東京にあるアンテナショップ「香川・愛媛せ
とうち旬彩館」や首都圏や関西圏などで開催する「香川県フェア」
、県
内にあるさぬき産業工芸館「サン・クラッケ」などで販売します。
香川の新たなブランドをお見逃しなく。

平成 23 年度かがわ県産品コンクール入賞県産品

平成 23 年度かがわ県産品コンクール表彰式

お問合せ

香川県県産品振興課 TEL 087-832-3375
県産品紹介ポータルサイト「LOVE さぬきさん」
http://www.kensanpin.org/
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徳島県

Tokushima

東日本大震災復興支援チャリティ・とくしまマラソン
11 月６日、四国最大級の市民マラソン「とくし
まマラソン」が開催され、全国各地から参加した
5,799 人のランナーが徳島市の徳島中央公園前をス
タート。４回目となる今大会は、「東日本大震災復
興支援チャリティ・とくしまマラソン」と銘打ち、
大会を通じて、被災地の方々に「とくしま」から復
興支援の熱い応援メッセージを届けることを願う
「チャリティマラソン」として開催されました。ラ
ンナーそれぞれが「がんばろう。東北」「徳島の思
いを東北へ」などの応援メッセージをゼッケンに書
き込み、秋深まる徳島路を快走しました。
コースは、雄大な四国三郎「吉野川」や「眉山」
などの美しい風景を望む 42.195km。沿道では「阿
波おどり」が披露
されるなど、徳島
ならではの応援
や、 途 切 れ る こ
とのないたくさん
の方々の温かい応
援がランナーたち
を励ましていまし
た。また、給水所

では、
「半田そうめん」や「そば米汁」をふるまうな
どボランティアによる郷土色豊かな「お接待」もあり、
ランナーとの交流があちこちで見られました。
当 日、 制 限 時 間 の ７ 時 間 以 内 に 完 走 し た 人 は
5,388 人で、出走者の 92.9％。走り終えたランナー
たちからは「応援のおかげで頑張れた」「声援が力
になると実感した」との声が相次ぐなど、四国遍路
で培われた「おもてなしの心」あふれる大会となり
ました。レース後、徳島市内で開催された後夜祭「ラ
ンナーズオアシス」では、ランナーたちが無料マッ
サージや足湯で疲れを癒したり、東日本大震災支援
物産展「さんま祭り」や徳島の食材市「徳島マルシェ」
を楽しんでいました。
今から開催が待ち遠しい次回の「とくしまマラソ
ン」は、「第５回記念大会」として、来年４月 22 日
に開催されることが決定しました。徳島市の福島橋
付近をスタートし、来春開通予定の東環状大橋（仮称）
を走る新コースで、定員は過去最多の 10,000 人。参
加者は来年１月６日から募集します。ゲストランナー
には、シドニー五輪女子マラソン金メダリストの高
橋尚子さん、NPO 法人ニッポンランナーズ理事長の
金哲彦さんを予定しています。制限時間が７時間と
長く、初参加の方も積極的に参加しやすい「とくし
まマラソン」。是非皆さんも参加してみませんか？

都道府県だより
Ehime

2011 年 12 月

愛媛県
鳴 き 声「 キ ャ ン
キャン」の「きゃ
ん」から付けら
れました。また、
「きゃん」には英
語の「ｃａｎ（で
きる）
」の意味も
あり、いろいろな
ことに挑戦して
いくという前向
きな気持ちも込
められています。
11月11日
（金）
、
知事から辞令を交付された「みきゃん」は、
「愛媛の
PR がんばるけん！」と抱負を述べ、これから県内外
のイベント等で愛媛県を PR することとしています。

愛媛県イメージアップキャラクター
「みきゃん」誕生！
愛媛の魅力を県内外に
PR し、愛媛を印象付ける
ためのツールとして、新た
に愛媛県イメージアップ
キャラクター「みきゃん」
が誕生しました。
デザイン、愛称とも全国
から公募を行い、デザイン
は 702 作品、愛称は 1,674
作品の応募から、選考委員会等で審査の上決定しま
した。
「みきゃん」のデザインは、色はオレンジ色、しっ
ぽはミカンの花、耳はミカンの葉っぱと、愛媛の特
産物ミカンを全身にあしらったデザインとなってい
ます。また、 愛媛県の形が走っている犬の姿に似て
いるとも言われることや「～やけん（犬）
。
」という
愛媛の方言から、犬がモチーフとなっています。
「みきゃん」の名前は、ミカンの「み」と、子犬の

お問合せ

愛媛県企画振興部広報広聴課
TEL 089-912-2241
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高知県

Kochi

「土佐のいい物・おいしい物発見コンクール」の
入賞商品が決定しました

ムで開催される「ふ
るさと祭り東京」に
出展するほか、２月
11 日（土）
・12 日（日）
には、高知県アンテ
ナショップ「まるご
と高知」
（東京都中央
区銀座１丁目）でも
販売されます。
高知県は太平洋に面した温暖な気候の下、豊富で新鮮な食
材に恵まれており、こだわりのある優れた商品がたくさんあ
ります。こうしたことから、大手旅行雑誌の調査では「地元
ならではのおいしい食べ物が多かった」部門において２年連
続第１位になりました。今後、高知県では県内の意欲ある事
業者の魅力ある商品づくりを支援しながら、地産外商を積極
的に進めていきます。この記事をご覧の皆様も是非、高知県
自慢の逸品をお楽しみください。

県内事業者の商品開発を後押しし、高知の優れた商品を全
国に PR する「土佐のいい物・おいしい物発見コンクール」。
このコンクールは県産品（加工食品部門・非食品部門）を広
く募り、一般消費者アンケートや専門家の選考会を通して県
内での認知度を高めながら、首都圏などへの販売拡大につな
げるものです。審査の過程でお聞きした、商品に対する消費
者や専門家の声を応募者へフィードバックすることで、商品
の磨き上げにつなげていくこともねらいの一つです。
９回目を迎える今回は、これまでで一番多い 120 社 269
品の応募がありました。９月３日・４日には、県内の量販店
で約 2,000 名の消費者の方々に投票していただき、９月 15
日の県内外の専門家による厳正なる審査会を経て、大賞２品
（食品部門×１・非食品部門×１）と発見賞１品、優秀賞７
品の計 10 品が決定しました。
入賞した 10 品は、
来年１月７日（土）～ 15 日（日）に東京ドー

県内量販店会場

お問合せ

高知県庁地産地消・外商課
TEL 088-823-9753
土佐のいい物・おいしい物発見コンクール公式 HP
http://www.pref.kochi.lg.jp/~kensan/iimono/
「ふるさと祭り東京」HP
http://www.tokyo-dome.co.jp/furusato/
高知県アンテナショップ「まるごと高知」HP
http://www.marugotokochi.com/

表彰式

都道府県だより
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福岡県

暴力団の排除を強化～暴力団排除条例改正

福岡県暴力団排除条例改正の概要

昨年４月、全国初となる福岡県暴力団排除条例を施行し、警
察、行政、事業者、県民が一体となった排除の取組を推進して
きました。
現在、福岡県においては暴力団が県民の生活や社会経済活動
に介入し、多大な脅威を与えている状況にあります。
本県では、このような暴力団情勢を踏まえ、条例を更に効果
あるものとするために改正し、暴力団排除を強化することとしま
した。
改正ポイントは次の２点です。
１点目は、青少年の被害防止及び暴力団への加入阻止対策の
強化です。
これは、暴力団事務所に青少年を立ち入らせる行為の禁止や
暴力団事務所で青少年有害行為が行われた場合の暴力団事務
所の使用制限や廃止などを規定しており、事務所の使用制限や
廃止については全国にも例がない内容となっています。
２点目は、事業者を保護し、暴力団と決別するための措置の
強化です。
これは、特定の繁華街等において公安委員会の標章が掲示さ
れた風俗営業店など特定接客業店への暴力団員立入禁止や不
当要求を受けた建設工事関係者の県に対する通報義務などを規
定しています。
また、国に対して、本年４月及び８月に暴力団壊滅のための抜
本的法的措置の要請を行いました。現在、国においては暴力団
対策に関する有識者会議を開催されるなど暴力団対策法の改正
に向けた検討が進められています。
今後も、
警察による強力な取締りと併せて、
警察、
行政、
事業者、
県民一丸となって総力を挙げて暴力団排除活動を推進します。
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(1) 青少年の被害防止及び暴力団への加入阻止対策の強化
・暴力団事務所に青少年を立ち入らせる行為の禁止（命令違反は罰則）
・暴力団事務所で青少年有害行為が行われた場合の暴力団事務所の使用制限・
廃止（命令違反は罰則）
※青少年有害行為とは、青少年に対する覚醒剤の使用や淫行等の行為をいう。
・暴力団事務所に対する立入検査等を規定（拒否時は罰則）
(2) 事業者を保護し、暴力団と決別するための措置の強化
・暴力団員が他人の名義を利用し、又は県民等が暴力団員に自己の名義を使用
させることの禁止 （勧告・公表）
・公安委員会の標章が掲示された特定接客業店への暴力団員の立入禁止（命令
違反は罰則、８月施行）
・事業者間の契約書面への暴力団排除条項の盛り込み（努力義務、４月施行）
・建設工事関係者が暴力団関係者等から不当な要求を受けた場合の県に対する
通報（義務規定）
○ 施行期日

平成 24 年２月１日（一部、平成 24 年４月１日及び８月１日）

警察庁長官への要請状況

暴力団追放！地域決起会議

佐賀県

Saga

全国初！中国・瀋陽に海外事務所を開設
～佐賀県の海外拠点 瀋陽、香港、上海デスク～
しん よう

10 月 25 日、中国遼寧省の省都である瀋 陽 に「佐
賀県瀋陽代表事務所」を、また、世界有数の国際都市
である香港に「佐賀県香港代表事務所」を開設しまし
た。海外事務所の設置は、佐賀県初となります。
瀋陽は、中国東北部の主要都市の一つであり、石炭、
石油、天然ガス、鉄などの鉱産物資源が豊富で、中国
でも重要な工業基地として位置付けられています。経
済的重要性から副省級市にも指定されており、さらな
る発展が見込まれています。
「佐賀県瀋陽代表事務所」
は“これからの市場を開拓する”をキーワードに、こ
れまでの人的ネットワークを生かした企業の海外展開
支援や学校間交流などの活動を行います。
自由貿易港で、流通や金融の中心地である香港は、
ショッピングやグルメの街として知られており、世
界中の観光客が訪れます。
「佐賀県香港代表事務所」
は、既に定着している佐賀牛ブランドをけん引役と
した、県産品の輸出拡大や観光客の誘致など“市場
を更に拡大する”をキーワードに様々な活動を行っ
ていきます。
また、８月２日には、
“ビジネスチャンスを積極的
に取り込む”をキーワードに、中国最大の都市「上海」
や周辺地域への県内企業の海外展開支援などの活動を

行う「上海デスク」を県庁内に設置しており、これで
予定していた三つの海外拠点全てが整備され、佐賀県
国際戦略が本格的にスタートします。
これら三つの海外拠点を有効に活用し、
「次の世代
が希望にあふれ、世界に必要とされる佐賀」を目指し、
取組を加速させていきます。

佐賀県瀋陽代表事務所の開設セレモニーでパートナーシップ
おうみん

協定書を披露する、王珉遼寧省党委員会書記と古川知事

お問合せ

佐賀県農林水産商工本部国際戦略グループ
TEL 0952-25-7328
佐賀県の海外拠点

都道府県だより
Nagasaki
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長崎県

五島ツバキを日本一へ

この夏には、五島のツバキ油が高く評価され、資
生堂「TSUBAKI」の原料に採用されました。関係者
を始め、その波及効果に大きな期待を寄せています。
早春に咲いたツ
バキの花は、初夏
に実となり、９月
に採取され、天日
干しにして種を取
り出します。ツバ
キ油は、この種を
砕き、搾って生産
されます。
自然豊かな五島
列島にお越しいた
だき、搾りたての
産官学連携開発商品の「カメリア 510」
ツバキ油を是非お
（ツバキ油に甘夏の果皮エキスを加えたハンドオイル）
試しください。

1966 年に長崎県の花木に指定され、県のシンボル
として、多くの人々に親しまれているツバキ。
特に、五島列島は、その温暖な気候から、天然の
ヤブツバキが多く生育していて、銘花「玉之浦」を
代表に数多くの品種が生まれています。
そして、この豊かな資源を生かしてツバキ油が生
産され、その生産は東京都の伊豆諸島と１～２位を
争うほどです。
最近では、自然志向が高まり、天然素材が見直さ
れています。そこで、これまで放置されていたツバ
キ林を手入れしたり、耕作放棄地にツバキ苗を植栽
するなど、品質の
良いツバキ油の増
産に向けて取り組
むとともに、県の
試験施設や市の観
光協会、大学など
が連携して、ツバ
キの新たな利用加
工技術の開発を進
五島が誇る「ツバキの花」
めています。

お問合せ

長崎県林政課
TEL 095-895-2988
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大分県

Oita
おおいた WA（○）SHOKU 運動始動！

大分県では、
「食育が分かりづらい」
「何をやったら
よいか分からない」という声を受け、
「食育」を分か
りやすく、楽しく啓発していく「おおいた WA（○）
SHOKU 運動」を始めました。
運動の中心となるのは、県内の短期大学食物栄養学
科の女子学生で結成された WA-SHOKU 女士隊です。
「食べることは生きること、食べることは楽しいこと」
をテーマに、県内の伝承料理や正しい食事作法などを
広めています。
WA-SHOKU 女士隊は、子どもが多く集まる各地
域のイベントで「WA-SHOKU レストラン」を展開
します。また、食事マナーや栄養バランスを伝える紙
芝居や、ゲームなどの食育啓発活動も行っています。
イベントブースで提供される伝承料理は、大分県産

「WA（ ○ ）SHOKU 運 動 」 の WA（ ○ ） は わ い
わい言って食べるの WA、和食の WA、食事マナー
が○（良い）の WA、栄養バランスが○（良い）の
WA などいろんな WA を表しています。
「おおいた WA（○）SHOKU 運動」によって、子
どもから大人まで食育の“輪”がつながり広がってい
くことを期待しています。

じ り

の米粉を使用した「JIRI 焼き」です。
「JIRI 焼き」の具
材は、その地域の食材を使用するため、各地のイベン
トごとに異なった料理に仕上がります。
ステージでは、WA-SHOKU 女士隊による創作劇や
歌などの催しが行われるので、楽しく食育を学ぶこと
ができます。

伝承料理「JIRI 焼き」

お問合せ

大分県食品安全・衛生課
TEL 097-506-3058
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熊本県

Kumamoto
ふ

れ

愛

“ねんりんピック 2011 熊本”開催！
今年 10 月 15 日から 18 日までの４日間、
「火の国
に 燃えろ！ねんりん 夢・未来」の大会テーマの下、
60 才以上の高齢者を中心として、あらゆる世代の人
たちが楽しみ、交流を深める祭典「第 24 回全国健康
ふ れ 愛

福祉祭 ねんりんピック 2011 熊本」が、熊本県で開
催されました。大会には、選手・役員およそ 10,000
人を始め、全国から多くの皆さんに参加していただき、
大盛況のうちに幕を閉じることができました。
大会期間中は、県内９市４町で開催された 22 種目
のスポーツと文化の交流大会のほか、美術展、ふれ
あいニュースポーツ、地域文化伝承館、健康福祉機
器展など多
彩なイベン
トに、小さな
お子さんか
ら高齢者の
方まで、たく
さんの方に
お越しいた
だ き ま し た。
来県された
総合開会式の様子
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皆さんには、県民挙げてのおもてなしと、熊本の豊
かな自然や食べ物など多彩な魅力によって、本大会
を満喫していただけたものと感じています。
若い世代の皆さんには、元気でハツラツとした選
手の姿を見ていただくことで、特に若い世代の皆さ
んには、健康で、生きがいを持って生活することの
素晴らしさや、
「長寿をおそれない社会」
「長寿を楽
しむ社会づくり」の大切さを感じ取っていただけま
した。
また、本大会を通して、東日本大震災の被災地を
始め、全国に向けて、熊本から元気を発信できました。
参加された皆さんがそれぞれの地域に戻られて、こ
の「元気の輪」を更に広げてくださることを願って
います。
来年の大会は、震災からの復興に向け、懸命に取
り組んでおられる宮城県で開催されます。「ねんりん
ピック宮城・仙台 2012」が、人と人の絆を深める素
晴らしい大会となることを心から祈念いたします。
お問合せ

熊本県ねんりんピック推進課
TEL 096-333-2011
ねんりん 2011

検索

Miyazaki

宮崎県
けん

宮崎県シンボルキャラクター「みやざき犬」誕生！
けん

本県の新しいシンボルキャラクター「みやざき犬
」
わんわん
わんわん
わんわん
が、’1 1 年 1 1 月 1 1 日に誕生しました。
「みやざき犬」は、
「かぶりもの」が大好きで頭に
みやざきゆかりの「かぶりもの」をかぶり、県内外
で宮崎の魅力を PR しています。現在のところ
「ひぃ」、
「むぅ」
、
「かぁ」の３匹が確認されていますが、さら
に４匹目、５匹目と目撃されるかもしれません。
「みやざき犬」が誕生するまでのデザイン・愛称募
集には、全国から多数の応募がありました。
デザイン募集には 969 点の応募があり、１次審査
を通過した 30 作品の中から最終選考に進む 10 作品
を選ぶ人気投票には、全国から 10,000 票を超える投
票がありました。その後、知事やデザイナー、マス
コミ関係者などで構成される最終選考委員会におい
て、今後の展開の幅広さ、着ぐるみとしての活用の
しやすさなどを考慮し、デザインを決定しました。
また、デザイン決定後に行った愛称募集には、1,302
点の応募がありました。その中から、親しみやすい
名称か、宮崎県のキャラクターとして分かりやすい
名称か、今後長く使用していけるかなどを考慮し、

最終選考委員の意見を聞いた上で「みやざき犬」に
決定しました。
今後、県では、本県の新しい顔となる「みやざき犬」
を、県が主催、参加するフェアやイベント、県内外
の情報誌、ポスター、一般企業が実施するフェアな
どで活用し、県内の様々な魅力を民間と行政が一体
となった「オールみやざき営業チーム」で発信して
いきます。

左から「ひぃ」くん、
「むぅ」ちゃん、河野知事、
「かぁ」くん

都道府県だより
Kagoshima
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鹿児島県
なお、この CM は、平成 24 年３月 31 日まで、鹿
児島県観光サイト「本物。の旅かごしま」で閲覧で
きます。
九州新幹線が全線開業し、ますます近くなった本
県に是非お越しください。「本物」の魅力とおもてな
しの心で皆様をお待ちしております。

人々を元気にする県－「本物。鹿児島県」
イメージアップ CM 放送！

鹿児島県は、「本物。鹿児島県」イメージアップの
テレビ CM（30 秒）に AKB48 の柏木由紀さん（鹿
児島市出身）を起用し、平成 23 年 11 月１日から、
関東、関西、中国地区で放送しています。
CM では、本県の伝統的工芸品である大島紬を着
た柏木由紀さんと、青い鳥の県鳥ルリカケスが、春
から秋の鹿児島を旅して、鹿児島への旅情を誘う画
面構成となっています。
桜島、屋久島、霧島の温泉、奄美の海のほか、薩
摩切子や薩摩焼、そして黒豚しゃぶしゃぶなどの「本
物。鹿児島県」の素材を紹介するなど、本県の多彩
な魅力をアピールしています。
「鹿児島県の CM を見た。是非新幹線で鹿児島へ
行きたい。」、「焼酎も黒豚もいいですが、大島紬な
どそれ以外の鹿児島の宝が、若い人にアピールでき
た。」、「薩摩切子が印象的」、「力強さと美しさを兼ね 「本物。の旅かごしま」HP
備えた CM である。」などの声が多く寄せられてい
http://www.kagoshima-kankou.com/
ます。
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沖縄県

Okinawa
沖縄科学技術大学院大学

創立！

教育・研究分野は、神経科学、分子科学、数学・
計算科学、環境科学の諸分野を融合した、学際的な
研究プロジェクトを展開します。
現在、第１研究棟と管理棟が整備されており、先
行的研究事業では前述分野を中心に代表研究者 45
名を含む約 340 名の研究者やスタッフが研究活動に
従事しており、来年９月の開学に向け着々と準備が
進められています。
沖縄県では、大学院大学を核とした知的・産業ク
ラスターの形成に向け、県内外の研究機関や企業等
とのネットワーク形成に取り組んでいるところであ
り、将来は、沖縄に他の大学や民間の研究機関、ベ
ンチャー企業等が集積し、研究者と産業界との産学
官連携による共同研究や開発が活発に行われると期
待しています。
また、広く県民及び来訪者に対し当大学をより身
近なものと感じていただくことができるよう、今年
４月からキャンパスツアーを実施しています。詳し
くは OIST コミュニケーション・広報課まで。

今年 11 月、国家プロジェクトとして進められて
きた沖縄科学技術大学院大学が創立されました。
当大学は、沖縄に自然科学系の世界最高の研究・
教育水準を有し、国際的で柔軟性を持った大学院大
学を設置することにより、①世界の科学技術の発展
に寄与する、②沖縄をアジア・太平洋地域の先端的
頭脳集積地域として発展させ、その経済的自立を図
る、ことを目的としています。
基 本 コ ン セ プ ト は、 ○ 世 界 最 高 水 準 (Best
in the World) ○ 柔 軟 性 (Flexible) ○ 国 際 性
(International) ○世界的連携 (Global Networking)
○産学連携 (Collaboration with Industry) として
います。

お問合せ

OIST コミュニケーション・広報課
TEL 098-866-2184
HP http://www.oist.jp/ja/about-oist/campus-tours.html
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減らそう！時間外勤務！
【幹部・管理職員の皆さん】
○自ら率先して定時退庁に努めていますか？
○特定の職員に時間外勤務が集中しないよう、業務配分・人員配置
の調整に努めていますか？
○業務改善に取り組む職員を評価していますか？
【職員の皆さん】
○勤務時間内に業務が処理できるよう、常に事務 の効率化・改善を
図っていますか？
○時間外勤務は社会全体にとってコストであることを意識していま
すか？

みんなで考えよう。健康で豊かな生活のために。
総 務 省
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株式会社 野村総合研究所

早川 康弘

スマートシティへの期待
１．はじめに

として、神奈川県横浜市、愛知県豊田市、京都府
けいはんな学研都市、福岡県北九州市が選定され
た。これらの地域では、日本型スマートグリッド
の方向性を示し、日本型スマートグリッドを含め
た次世代エネルギー・社会システムの実現のため
に実証事業が始まっている。
さらに、東日本大震災で被災した地域でも、ス
マートコミュニティによる地域再生が構想されて
いる。

最近、スマートグリッド（次世代電力網）やス
マートシティという言葉が、新聞、テレビなどで
頻繁に取り上げられるようになってきた。本稿で
は、㈱野村総合研究所の自主研究活動の成果（注）
などを活用して、スマートシティについて、若干
の考察を行ってみたい。
（注）IT ソリューションフロンティア

2011 年１月号

㈱野村総合研究所より一部引用

２．取組が進むスマートシティ
上記のように国内外を問わず、スマートシティ
への注目が集まっているが、スマートシティの取
組の中心となるのは、エネルギー、水、交通、廃
棄物などの分野である。

スマートグリッドとは、最新の IT を活用して、
エネルギー源を効率的に管理、供給する次世代電
力網のことである。具体的には各家庭・オフィス
の電気・電子機器から電力消費情報を収集し、電
力需要を細かく予測して電力余剰エリアから電力
不足エリアに電力を融通したり、エリア内の電力
消費量が過度に増加した際に各家庭・オフィスの
電気・電子機器に電力消費量を下げるよう指示す
る、また、太陽光発電や太陽熱発電、風力発電、
地熱発電などの再生可能エネルギーを柔軟に電力
網に組み込む、などを想定している。
一方、スマートシティとは、スマートグリッド
などの最新技術を駆使してエネルギー効率を高
め、省資源化を徹底した環境配慮型の街づくりの
ことである。そこではエネルギー、水、交通、廃
棄物など、種々の産業が絡み、多くの最新技術が
使われることになる。
スマートシティは、既に世界各地で実験が始まっ
ており、将来は巨大市場に成長する可能性がある。
主要なプロジェクトとしてはアラブ首長国連邦
の「マスダール・シティ」
、オランダの「アムス
テルダム・スマートシティ」
、中国の「天津エコ
シティ」などがあり、400 を超えるプロジェクト
が世界中で進行していると言われている。
日本でも、平成 22 年２月 15 日に経済産業省
の主導により官民一体で取組を進める推進母体
「スマートコミュニティ・アライアンス」が設立
され、次世代エネルギー・社会システム実証地域

表１
対象分野

スマートシティの中心分野
取組事例

自動検針、消費量の可視化、デマンド
レスポンス

エネルギー
（ガス・電気） マイクログリッド

エネルギー効率の良い建築物など
水

水道管資材管理、水漏れ等の障害管理
など

交通

渋滞回避、低エネルギー消費型公共交
通、電気自動車と充電設備など

バイオマスボイラー、メタン発酵、廃
棄物再利用システムなど
（出所）㈱野村総合研究所
廃棄物

エネルギー分野では、前述のように、各家庭・
オフィスなどユーザーの電力消費量を基に需給効
率の改善を図るスマートグリッドの構築が世界中
で進んでいる。
水分野では、安定供給のための資材管理や障害
管理の自動化が、また、交通分野では渋滞の解消・
回避のための取組や電気自動車や充電設備の開
発、廃棄物では、エネルギー源としての再利用や
貴重なレアメタルの再利用などが行われている。
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スマートシティが注目されているのは、省エネ
ルギーや資源の有効活用、CO2 を大量に排出す
る従来のエネルギー消費型社会から低炭素社会へ
の脱却など、21 世紀の国際社会の要請と深く関
わっている。例えば、EU（欧州連合）の首脳会
議で 2010 年５月に合意された中期成長戦略「欧
州 2020」では、2020 年までに CO2 の排出量を
1990 年基準で 20％削減することを盛り込んでい
る。これが、オランダのアムステルダム市など欧
州の都市がスマートシティに取り組む大きな理由
の一つになっている。

トメーターからリアルタイムに送られるユーザー
の利用状況に合わせて、電力会社やユーザーの建
物に設置されている太陽電池や蓄電池などからの
供給を最適に制御し、それにより都市全体のエネ
ルギー効率を高める技術の確立が最も重要になる。
第２は、エネルギーや交通などの需要そのもの
のコントロールシステムである。インフラの混雑
状況を検知して、需要の制御、誘導し、混雑緩和
を実現することが重要になる。交通分野における
ロードプライシングシステムはその代表的な例で
ある。

３．スマートシティがもたらす産業界への影響

今後、日本におけるスマートシティの実現に向
けては、スマートシティの実証実験で個別の要素
技術の検証を行うとともに、それらを組み合わせ
たシステムを都市の規模で検証することが重要で
ある。とりわけ、都市の規模での資源やエネルギー
の最適配分やエネルギーや交通などの需要そのも
のをコントロールするためには、都市活動そのも
のをセンシング（計測・検知）することが必要で
あり、そのためのセンシングネットワークを構築
することが求められる。このネットワークで得ら
れる情報を活用し、新たなサービスを提供したり、
都市の課題を解決したりすることにより、都市の
生活の質の向上が期待される。

スマートシティは今後、種々の産業界に影響を
及ぼしていくものと考えられる。前述の電力網、
再生可能エネルギー関連業界や交通、水、廃棄物
処理のほかにも、スマートハウス、スマートビル、
スマート・ファクトリーなど多岐にわたる。これ
を産業別で見ると、電機、自動車、機械、IT、建設、
不動産、素材、金融などに広がり、それぞれの産
業で新たなビジネスチャンスが期待できる。例え
ば電機業界はスマートメーター、スマートグリッ
ド家電、IT 業界は超高速大容量通信ネットワー
ク、クラウドコンピューティング、リアルタイム
のデータを処理・解析する大容量データセンター、
建築業界は省エネ照明・空調、新型断熱材、スマー
トハウス、スマートビル、スマート・ファクトリー、
自動車業界は電気自動車や充電設備などを挙げる
ことができよう。

５．スマートシティの社会インフラを運用・監視
するハブ機能の有用性
さらに、スマートシティの社会インフラ構築に
おいては、設備や装置を作って発注者に引き渡す
だけでなく、運用管理、契約管理、課金・請求、
顧客対応など、社会インフラ構築以降の後工程を
含む事業全体を包括的に遂行する機能が求められ
る。そのため、運用・監視サービス全体を統括す
るハブ機能の整備が重要になる。
また、社会インフラ全般を運用・監視するハブ
機能の有用性は、先進国だけでなく、高度な技能
を有する人材を短期的に育成・調達することが難
しい新興国を含めて広く認められている。
既に全世界の人口が 70 億人に達し、世界的規
模で省資源化を徹底した環境配慮型の街づくりに
対するニーズは高まりつつある。
今後、我が国がこれらのニーズに対応して、ス
マートシティの社会インフラをパッケージ化して
海外に展開していくためには、社会インフラを運
用・監視するハブ機能がますます重要になるもの
と考えられる。

４．スマートシティの推進による都市マネジメン
ト力の高度化への期待
一方、スマートシティを実現、成功させるため
には、情報を収集・活用するための技術の組合せ
をマネジメントするノウハウが必要になる。この
ため、マネジメントを行う主体は、都市やコミュ
ニティの管理・運営主体のみならず、情報を収
集・活用するための技術を組み合わせるノウハウ
を持った社会インフラ系の企業や IT 企業などが
想定されている。海外の有力な社会インフラ系の
企業や IT 企業は世界各地の実証実験プロジェク
トに積極的に参加しており、実証実験プロジェク
トで得られたノウハウを武器にして、情報の収集、
統合、分析・活用のための観点や技術などを体系
化しつつある。
その中でも重要な技術は次の２点である。
第１は、資源やエネルギーを最適配分するマネ
ジメントシステムである。例えば電力では、スマー
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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. 329

山中温泉医療センターの終焉？
あるいは再生？
公益社団法人

地域医療振興協会

自己紹介：自治医大７期生。内科一般に対応し、専
門は消化器系。52 歳、金沢市出身。1984 年卒業、
石川県立中央病院で全科の初期研修を受けた後に内
科を選ぶ（金大二内に入局）
。能登北部へ 87 年～珠
洲市総合病院、90 年輪島病院、舳倉島診療所、91
年～石川県立中央病院。義務年限終了時に県には行
政や公衆衛生の定員枠しかなく、臨床家は医局人事
に乗ることになり、
93 年～ KKR 横浜栄共済病院（都
会だが医局では遠隔の関連病院）
、2000 年同窓会で
偶然、折茂氏（群馬）に困難な新事業への協力を要
請され、02 年～地域医療振興協会に勤務。横浜の多
数の患者（慢性肝炎 ･ 肝硬変 ･ 肝癌）は医局からの
後任者に任せ、単身で南加賀の山中町へ。国立山中
病院の移譲の準備を担当し、関係諸機関の協力の下、
03 年３月１日山中町が開設、地域医療振興協会が管
理受託する、公設民営の「山中温泉医療センター」
開院となる。44 歳～責任者として下記の資料やド
ラッカー等を参考に、職員の自己実現が容易な、自
由で闊達な病院を目指してきた。
地域医療や病院経営に関する情報源：現状把握に必
要な情報は詳細が公開されており、例えば
①自治体病院の運営状況を知るには、総務省の
トップ > 政策 > 地方行財政 > 地方公営企業等
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/
kouei.html
で、各年度の地方公営企業年鑑を
②近年の都道府県別の医療課題とその解決策を理解
するには、厚生労働省の
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 >
健康・医療 > 医療 > 地域医療再生基金
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryou/saiseikikin/
で、各都道府県の地域医療再生計画概要を
③当社 地域医療振興協会の経営計画を知るには、
ホーム > 協会組織 > 公益法人情報公開
http://www.jadecom.or.jp/overview/disclosure.html
で、各年度の計画書・報告書を、余談であるが、
④国家公務員共済組合連合会（KKR）の事業等（共
済年金の状況や病院運営）を調べるには、KKR の
ホーム > 連合会概要 _ ディスクロージャー
http://www.kkr.or.jp/soumu/deskuindex.htm
で、事業状況報告書や財務諸表を参照あれ。

山中温泉医療センター

管理者

嶋崎 正晃（石川県）

石川県の南加賀医療圏の近況：当圏は県の南部に位
置し、能美市 ･ 川北町 ･ 小松市 ･ 加賀市の３市１
町で構成され、面積 775km2、人口 23 万 6,000 人
で、23 病院と 153 診療所がある。①救急告示病院
は 12 →８ヵ所（2003 → 09 年）
、その医師数は全体
で 145 → 149 人と増えたが、加賀市は 41 → 35 人
と減り、現場の負担は増加し、圏外への搬送件数が
増えている。②医師・看護師の偏在は人口 10 万人
に対して表１のごとく顕著である。医師確保対策は、
金大に地域枠 10 名を設け、2015 年には卒業生が出、
24 年頃には県の人事下に約 50 名の医師が不足地域
に配置可能となる見込みである。本県出身の医学部
入学者数は 48 → 88 名（2008 → 09 年）で人材の
県内定着を図っている。
表1
医師数

看護師数

能登北部

136.7 人

962 人

能登中部

170.9 人

1,261 人

石川中央

315.3 人

1,323 人

南加賀

161.0 人

1,112 人

石川県

254.3 人

1,249 人

全国平均

217.5 人

981 人

山中温泉医療センターの終焉？：当院（199 床）は、
早ければ 2013 年４月に協会から加賀市へ経営主体
が替わる可能性が出てきた。市（05 年 10 月 加賀市
と山中町が合併）は、公営の加賀市民病院（226 床）
との統合・新病院への移転を 16 年４月（合併特例
債の期限）に想定し、その前に経営主体を統一し、
職員の意思疎通・人事交流を図ろう、と考えている
ようだ。横須賀市は ｢民営で協会に委託｣ を選択し
たが、加賀市は ｢公営で加賀市が運営｣（円滑な統合
と金大等からの医師確保との観点で）の方向で調整
を進めている。事業費 約 110 億円で社会的な再実
験
（民営→公営化 ; 旧ソ連等で結果は判明している ?）
に挑むことになる。協会は加賀市の英断に敬意を払
い、成功を祈念し、可及的に支援する予定である。
11 年 12 月議会で重要な事項が決まり、政治が新し
い枠組みを創造するが、我々医療者は粛々と良い地
域医療を真摯に提供していきたい。
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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
〈函館美術館開館 25 周年記念〉道南美術の 21 世紀

実施期間・実施日
H23 年 12 月 17 日〜 H24 年 3 月 20 日

北海道・省エネ３S キャンペーン（冬）

〜 H24 年 3 月 31 日

弘前エレクトリカルファンタジー 2011

〜 H24 年 2 月 29 日

青森県博物館ロード

｢青い森の宝箱

- 県内博物館名品大集合 !!-｣

ゆかい村鮟鱇まつり（ゆかいむらあんこうまつり）
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 12 月 9 日〜 H24 年 1 月 29 日
H23 年 12 月 10 日〜 H24 年 3 月 31 日
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

−

インターネット物産展「山形フェア」の開催
「山形おきたま 冬のあった回廊」キャンペーンのご案内

〜 H23 年 12 月 19 日
H23 年 12 月 1 日〜 H24 年 3 月 31 日

みやぎ観光 NAVI

−

食材王国みやぎ

−

ふくしま就職ガイダンスを開催（H24 年 3 月に卒業予定の大学生等が対象）

H23 年 12 月 22 日

福島県文化財センター白河館「まほろん収蔵の器（うつわ）の変遷」 H23 年 11 月 26 日〜 H24 年 2 月 19 日
会津大学復興支援フォーラム「IT とスマートコミュニティー」の開催 会津大学事務局：TEL 0242-37-2511
東京初上陸！にいがた酒の陣

大江戸場所

表参道・新潟館ネスパス

うまさぎっしり新潟・冬フェスタ

新潟スキー場情報サイト

新潟スノーファンクラブ

H24 年 1 月 13 日
H23 年 12 月 26 日
H23 年 12 月 22 日〜 12 月 25 日
H23 年 12 月 10 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

「やすらぎの栃木路」冬の観光キャンペーン
イベント情報

H23 年 12 月 1 日〜 H24 年 2 月 29 日
−

茨城県広報コンクール・インターネット投票の実施

H23 年 11 月 13 日〜 H24 年 1 月 13 日

ベゴニア・ダリアまつり 県フラワーパーク

H23 年 11 月 22 日〜 H24 年 5 月 20 日

ぽっかぽか冬フェア！！

H23 年 12 月 17 日〜 H24 年 1 月 15 日

国営ひたち海浜公園

希望の宿る星屑の森へ「新都心けやきひろばイルミネーション」
日本各地のねぎが大集合！「全国ねぎサミット 2011」

〜 H24 年 1 月 15 日
H23 年 12 月 10 日〜 12 月 11 日

イベント情報

−

ちばアクアラインマラソン 特設ページ

−

神奈川宿泊キャンペーン「おとまり

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
ビタミンやまなしキャンペーン 2011
富士の国やまなし観光ネット

実施期間・実施日
H23 年 10 月 11 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
H23 年 4 月 1 日～ H24 年 3 月 31 日
－

イベント情報

－

しずおかを楽しむための情報サイト「静岡大好き。しずふぁん !!」

－

「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～

－

冬の『能登ふるさと博』開催！
加能ガニや能登寒ぶり、能登かきなど、冬の能登はうまいもんが
盛りだくさん。食をテーマにしたイベントが各地で開催されます。

H24 年 1 月 8 日～ 3 月 4 日

第 2 回高橋尚子杯ぎふ清流マラソン

エントリー受付開始

H23 年 12 月 12 日～

岐阜県美術館企画展「ドキュメンタリー岐阜 135」展

H23 年 10 月 12 日～ H24 年 1 月 15 日

岐阜県現代陶芸美術館展覧会「岐阜県陶磁器試験場の 100 年展」

H23 年 12 月 10 日～ H24 年 3 月 25 日

東日本大震災

被災地支援等に関する情報

あいち次世代ロボットフェスタ３rd

－
H23 年 12 月 22 日～ 12 月 23 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

－

特別陳列・３．11 東日本大震災復興記念 「昇る！昇れ！！昇るとき - 日輪と龍のメッセージ -」 H23 年 12 月 3 日～ H24 年 1 月 22 日
障害のある人による公募作品展「ぴかっ to アート展 ～それぞれのカタチ～ 」
びわ湖ホール ジルヴェスター・コンサート 2011-2012
京都府立林業大学校開校

京都府林務課：TEL 075-414-5016

H23 年 12 月 7 日～ 12 月 18 日
H23 年 12 月 31 日
H24 年 4 月 1 日

魅力あふれる大阪をご紹介「大阪ミュージアム構想」

～ H24 年 3 月 31 日

思いがけない妊娠に悩む人の相談から継続したサポートを行うために、医療・
保健・福祉機関と連携した相談窓口「にんしん SOS」を全国に先がけ開設

H23 年 10 月 3 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～

橿原考古学研究所附属博物館

特別陳列「十二支の考古学～辰～」

H23 年 12 日 10 日～ H24 年 1 月 15 日

イベント一覧

－

メールマガジン「ひょうごさわやか通信」を毎週木曜に配信中

－

「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☆
「星に願いを…思いよとどけ 鳥取砂丘イリュージョン９」開催
「世界の漫画ファンを魅了する谷口ジローの世界～谷口ジロー原画展～」開催
クリスマスイルミネーション - 夢みなとタワー
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－
－
H23 年 12 月 10 日～ 12 月 25 日
H23 年 12 月 17 日～ H24 年 1 月 15 日
H23 年 11 月 26 日～ 12 月 25 日

都道府県名

イベント・ＰＲ名等

実施期間・実施日

岡山県

後楽園初春祭

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

H24 年 1 月 1 日〜 1 月 3 日

県立萩美術館・浦上記念館で特別展示「グェッリーノ・トラモンティ展」を開催
県産農水産物カタログギフト「まるごと ! 山口」を販売中
「さぬきうまいもん祭り『食の大博覧会』」でお腹いっぱいになろう
かがわ文化芸術祭

〜かがわアート 88 プロジェクト〜

とくしま祭り 2011
〜豪華賞品が当たるスタンプラリーで徳島の魅力再発見！〜
展覧会「ウッドワン美術館所蔵

近代日本の絵画名品展」

〜 H24 年 1 月 9 日
H23 年 12 月 23 日〜 H24 年 1 月 29 日
H23 年 12 月 3 日〜 H24 年 3 月 11 日

12 月はキャンドルに包まれて「龍馬ふるさと博」好評開催中！

H23 年 3 月 5 日〜 H24 年 3 月 31 日

大名家墓所の世界〜山内家墓所調査報告〜を開催！

H23 年 12 月 2 日〜 H24 年 2 月 5 日

「魚梁瀬森林鉄道フォトコンテスト」作品募集中！
県運営インターネット通販サイト「よかもん市場」
〜東日本大震災被災企業を応援 「東北コーナー」開設〜
伊万里県権令 140 年記念特別展−山岡鉄舟−
祐徳稲荷神社

年越しの大祓

H23 年 10 月 10 日〜 H24 年 1 月 10 日
−
H23 年 12 月 8 日〜 H24 年 1 月 15 日
H23 年 12 月 31 日

県立博物館等施設の正月開館 佐賀県社会教育文化財課：TEL 0952-25-7229

大分県

沖縄県

〜 H23 年 12 月

愛媛人物博物館企画展「柳原極堂〜子規を顕彰した偉人の素顔〜」

べっぷクリスマス Hanabi ファンタジア
１万発の花火が冬の夜空に巨大アートを描きます。

鹿児島県

H23 年 12 月 17 日〜 12 月 18 日

H23 年 12 月 10 日〜 H24 年 1 月 29 日

来てみんね！長崎

宮崎県

−

企画展「現在（いま）と昔のおもちゃランド」

長崎県

熊本県

H23 年 12 月 10 日〜 24 年 2 月 12 日

食ＫＩＮＧ王国 旅と食のキャンペーン開催中

鶴見岳「霧氷鑑賞」

H24 年 1 月 1 日〜 1 月 3 日
H23 年 6 月 1 日〜 H24 年 3 月 31 日

H23 年 12 月 23 日〜 12 月 24 日
H23 年 12 月上旬〜 H24 年 3 月中旬

イベント情報

−

熊本県の情報サイト「気になる！くまもと」〜メルマガ毎週木曜配信中〜

−

「熊本・宮崎・鹿児島デスティネーションキャンペーン」実施中
観光情報

旬ナビ

〜 H23 年 12 月 31 日
−

「宮崎県広報」の Twitter（ツイッター）

−

動画ニュース「みやざき」配信中！

−

商店街グルメ NO.1 決定戦「S-1 グルメグランプリ」地方大会及び本大会開催

H23 年 10 月 23 日〜 H24 年 2 月 19 日

第 21 回全国産業教育フェア鹿児島大会（さんフェアかごしま 2011）

H23 年 12 月 16 日〜 12 月 17 日

博物館特別展 「宇宙」〜遥かなるロマンを求めて〜
開催場所 博物館・美術館 特別展示室・企画展示室（３階）

H23 年 11 月 3 日〜 12 月 28 日
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袋田の滝
茨城県

袋 田 の 滝 は、 日 本 三 名 瀑 に 数 え ら れ、 高 さ
120m、幅 73m の大きさを誇ります。滝の流れが
よ ど
大岸壁を四段に落下することから、別名「四度の
滝」とも呼ばれ、また一説にはその昔、西行法師
がこの地を訪れた際、
「この滝は四季に一度ずつ来
てみなければ真の風趣は味わえない。
」と絶賛した
からとも伝えられています。新芽吹く木々の緑に
縁どられた春、涼を求めての夏、あでやかな紅葉
が滝のお化粧をする秋、厳しい寒さで滝が凍結す
る冬と、袋田の滝は四季折々に姿を変えてくれま
す。滝は、流れる水の迫力を肌で感じられる第１
観瀑台と、エレベーターを利用して滝の最上段を
望むことができる第２観瀑台から見学できます。
また、今年９月には、袋田の滝を含む茨城県北
地域が、日本ジオパークに認定されました。ジオ
パークとは、地質や地形など「大地の遺産」を保
全しながら活用し、人々の生活の基盤をなしてい
る大地に親しみ学んで楽しんでもらう「大地の公
園」です。

12 月 23 日から１
月３日までと、１月７
日から１月 29 日まで
の土・日・祝日に、
「冬
の滝紀行」として日
没 か ら 午 後７時 ま
で、袋田の滝ライト
アップを実施します。
LED 照 明 による 優
美で幻想的な世界を
お楽しみください。

お問合せ
大子町企画観光課
TEL 0295-72-1138
大子町観光協会
TEL 0295-72-0285

▼さらに、先進政策バンク優秀政策事例として、佐
賀県及び大阪府にご執筆いただきました。
▼来月号では、
「地域公共交通の活性化」をテーマ
に特集します。
▼早いもので今年もあと一月となりました。太平洋

▼今月号では、
「農山漁村地域の再生」をテーマに

沿岸地域を始め各地に甚大な被害を及ぼした東日本

特集し、宮口早稲田大学教授、大隈愛媛大学教授及

大震災、福島第一原発事故、空前の円高など、つら

び斉藤日本経済新聞編集委員にご執筆いただきまし

く暗い出来事が多い１年でしたが、そんな中で、な

た。そして、｢特集 知事が語る～我が都道府県の平

でしこジャパンが世界一になり、沈みがちな日本を

成 23 年度施政方針と重点施策」を橋本茨城県知事

希望の光で照らしてくれました。

にご寄稿いただきました。

最後に、この１年のご愛読、ありがとうございま

▼また、
「知事随想」を井戸兵庫県知事、
「ある日の

した。各都道府県のご担当者の皆様にもこの場を借

知事」を小川福岡県知事に寄稿していただきまし た。

りて感謝とお礼を申し上げます。

都道府県展望 平成 23 年 12 月号

発行所
発行人
住 所
制 作

通巻 639 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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