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〈広島県〉 平清盛日招像

新春御挨拶
全国知事会会長
（京都府知事）
引き続き、国の出先機関の原則廃止、地方税財源の

謹んで新年の御挨拶を申し上げます。皆様には新

抜本強化など、山積する課題の解決に向け、全ての

年を健やかに迎えられましたこととお慶び申し上げ

地方の結束を心からお願いするものです。

ます。

現在、地方自治は、大きな転換期を迎えておりま

昨年は、未曾有の被害をもたらした東日本大震災

を始め、台風など大規模災害が相次いで発生し、日

す。これまで、全国一律にどの地域も平等に権限と

厳しい寒さの中、今なお、早期の復旧・復興に向け

が、既にそれぞれの地域が自分の能力を発揮するた

財源を配分することが地方自治の原点でありました

本各地に甚大な影響をもたらしました。被災地では、

めに、独自の権限と役割を求めていることは皆様ご

て懸命の努力がなされておりますが、全国知事会と

存じのとおりです。これは、日本の地方自治の新し

しましても、いち早く東日本大震災の対策本部を立

い発展段階だと思います。この時代を、単なる弱肉

ち上げ、地方の力を結集し全力を挙げて対策に取り

強食ではなく、それぞれの地方がそれぞれの力を発

組んでいるところです。

揮しながらお互いに支え合う、「真の自治」の時代へ

今回の震災では、原子力発電所の事故により、こ

と進めていかなければなりません。

れまで行政が前提としていたものが根底から崩れて

全国知事会においても、既にこうした観点から「日

しまうという厳しい現実に直面することとなりまし
た。それだけに、防災対策を根底から見直すことが

本のグランドデザイン構想会議」を発足させるとと

産業の海外流出やＴＰＰ交渉への参加を巡る問題な

上げ、積極的にその発展に努めてまいりたいと考え

もに、地方自治体制の在り方について新組織を立ち

必要になるとともに、異常な円高の中、ものづくり

ております。

ど、グローバル化の中で将来に対する不安が一層増
加した年でもありました。

東日本の大震災においても、それぞれの被災地の

こうした戦後最大の国難とも言える状況を乗り越

状況は大きく異なっており、地域の実情に合わせた

の総力を結集し、効果的な対策を講じなければなり

ズに応えることができるのは、第一線で頑張ってい

復興が何よりも求められています。住民の皆様のニー

え、我が国が再生を果たすためには、国と地方がそ

る地方自治体とその職員です。全国知事会は、各都

ません。そのためには、今こそ地域の個性と国民の

道府県の連携を更に強めるとともに、地域の創意工

力を最大限に発揮していただける地方分権と住民自

夫が存分に発揮され、活力に満ちた社会の実現を目

治の確立が不可欠であります。私たちは、現場を熟

指して、全力を尽くしてまいります。

知する地方が国としっかりと協議し、政策を形づくっ
ていくことによってその実現を目指したいと考えて

大変困難な状況にある今こそ、地方から日本再生

います。

への歩みを進め、再生の灯りを強く大きなものとし、

昨年５月に「国と地方の協議の場」が法制化され

日本全体を明るく元気にしていけるよう、各都道府

ましたが、
地方公共団体はまさに「地方政府」として、

県知事並びに職員の皆様のさらなる御理解と御協力

責任をもった対応が求められています。

をお願い申し上げますとともに、新しい年が皆様に

これまで、「国と地方の協議の場」を通じて、社会

とってすばらしい年となりますよう、心からお祈り

保障と税の一体改革や子どもに対する手当など議論

申し上げます。

を重ねてまいりましたが、この間、地方六団体が結

束して行動できたことは、大きな成果でありました。
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鹿児島県知事

伊藤 祐一郎

「つなグッど！青森・鹿児島」共同キャンペーン
10 月 26 日（水）
今日は、東京で、青森県の三村知事と一緒に、東北・
九州新幹線全線開業の PR イベントを行った。
平成 21 年度から青森県と共同で実施している「つ
なグッど！」
キャンペーン。今回は、
「縄文」
をキーワー
ドにトークイベントを開催。青森県の
「三内丸山遺跡・
白神山地」や本県の「上野原遺跡・屋久島」の見所
に併せ、両県の食や文化・観光などの魅力を PR した。
その後、「美食会」と題し、メディア関係者を招い
た試食会を開催。鹿児島黒牛やかごしま黒豚、青森
のシャモロックや大間産マグロなど、両県自慢の食
材を活かしたメニューに多くのお客様から「非常に
美味しい」と高い評価をいただいた。
両新幹線の全線開業によって、日本列島の物理的・
青森県の三村知事と「つなグッど！」
心理的な距離は飛躍的に縮まった。今後、新幹線が
鹿児島の魅力をレールに乗せて走ってくれることを
期待したい。そして、この好機を逃すことなく、本県の魅力を国内外に広めていきたいと思う。

岐阜・鹿児島姉妹県盟約 40 周年記念式典
11 月７日（月）
平成 23 年は、宝暦年間の薩摩義士による木曽三川
の治水工事を機縁に昭和 46 年に本県と岐阜県が姉妹
県盟約を締結してから 40 周年という節目の年。５月の
鹿児島開催に引き続き、今日は、岐阜県で記念式典が
開催されるため、３月に全線開業した九州新幹線で岐
阜県に伺った。
式典前の古田岐阜県知事との対談では、40 周年を
記念して開催する「インターネット上での合同物産
展」
（Ｈ 24.2.17 ～ 3.19）などについて意見交換する
ことができた。
式典では、盟約のきっかけとなった「薩摩義士」の
顕彰活動や両県の交流活動に熱心に取り組んでいる
団体への感謝状贈呈や、５月に古田岐阜県知事と合
岐阜県と「災害時における相互応援協定」を締結
意した「災害時における相互応援協定」についての
締結式が行われた。
式典後の両県民の交流の集いでは、関係の方々が一堂に会し、また、岐阜県内をはじめそれぞれの地で御活
躍の鹿児島県人会の方々も多数参加いただき、大変な盛り上がりを見せた。
これら 40 周年を機に開催された行事や合同の取組により両県の絆がさらに深まっていくものと考えている。
250 有余年前の薩摩義士による偉業を今なお大切にしてくださる岐阜県の方々や郷土「鹿児島」をこよなく
愛する各地の鹿児島県人会の方々に感謝感激の一日であった。

2

企業誘致へ向け、鹿児島県をＰＲ
11 月９日（水）
農業産出額が全国４位、漁業生産額が全国５位を
誇る鹿児島県は、我が国有数の食料供給基地。
食品関連産業は鹿児島県の主要産業となっており、
豊富な農林水産物を活用した食品関連企業の誘致に
積極的に取り組んでいる。
今日は、関西を中心とした食品関連企業等の方々
をお招きし、大阪において「食」をテーマとした企
業立地懇話会を開催。鹿児島の食を PR するセミナー
後に開催した交流会においては、多数の企業の方々
と食品産業における鹿児島の優位性、発展可能性に
ついて意見を交わすことができた。
これを機に、鹿児島の地域資源を活用した食品加
工関連企業の立地をはじめ、
「食」に関するビジネ
スが広がることを期待している。

関西の企業の方々と意見交換

「第 65 回全国お茶まつり鹿児島大会 in 霧島」の開催
11 月 12 日（土）
11 月 11 日（金）から 13 日（日）に霧島市で「第
65 回全国お茶まつり鹿児島大会 in 霧島」が開催さ
れた。
本大会は茶生産技術の向上と消費の拡大を図るこ
とを目的としており、鹿児島県では９年ぶりの開催
である。
12 日（土）に霧島市民会館で開催された大会式
典では、第 65 回全国茶品評会の大会会長賞や産地
賞など、霧島市をはじめとした受賞者への褒賞授与
を行った。
また、隣接の霧島市国分シビックセンター周辺で
は、全国茶品評会の出品茶の展示、かごしま百円茶
屋の出店のほか、茶手揉みやほうじ茶づくり体験、
全国茶品評会受賞者に褒賞を授与
お茶や特産品の販売などが行われ、大会期間中は、
県内外から延べ４万人が来場した。
本大会開催に際し御尽力いただいた関係の皆様に感謝しつつ、盛会のうちに終えることができたことに安
堵した。
県外からの来訪者も多く、本県の茶業振興のみならず観光 PR にもつながったものと思う。
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昭和 39 年（1964 年）1 月 31 日
昭和 61 年（1986 年）3 月
平成 15 年（2003 年）4 月
平成 23 年（2011 年）11 月

大阪府生まれ
福岡工業大学工学部電気工学科卒業
大阪府議会議員（3 期連続当選）
大阪府知事就任

地域のことは地域で決める。国ではなく、
住民に最も近い地方自治体が、地域の実情に
即して、自ら主体的に判断し決定できる体制。
これが地域主権の本来の姿です。そして、大
阪の再生のため、大阪のことは大阪で決める。
制度や仕組みそのものを大阪から創り上げ、
全国に発信していく。それを実現する大都市
行政のあり方を、皆様のご理解もいただきつ
つ、追求していきます。
あわせて、関西の各府県市との連携・協調
をさらに深めていきたいと考えています。発
足後１年余りが経過し、大きな成果を挙げて
いる関西広域連合の場を大いに活用して、産
業振興やエネルギー政策、広域インフラ整備
など、関西全体の広域的なテーマに取り組ん
でいきます。

大阪府知事の松井一郎です。８年８ヶ月間
の議員活動を経て、この愛する大阪を何とか
したいという強い思いで知事選挙に立候補し、
昨年 11 月 27 日、第 53 代大阪府知事に就任
しました。
「強い大阪」
「やさしい大阪」
知事として私がめざす大阪像は、府民が誇
れる「強い大阪」
、そして、暮らしやすい「や
さしい大阪」です。
現在、大阪経済や府民の暮らしは厳しい状
況にあります。まずは、この現状に対する危
機意識をしっかりと共有し、その上で、大阪
の成長を軌道に乗せる取組みを進めます。将
来にわたって府民に必要なサービスを持続的
に提供するためにも、府民の所得を上げ、税
収を上げることが必要です。大阪という都市
が、日本やアジアの中で存在感を増し、ヒト・
モノ・カネを引き寄せる「稼げる」都市とし
て発展していく。そして、その「稼ぎ」を、
大阪のさらなる成長や、府民の安心・安全の
ための基盤づくりに投入していく。大阪とい
う都市全体で、こうしたサイクルを実現した
いと考えています。
そのためには、相当な努力と従来の枠を超
えた大胆な発想やチャレンジが必要となりま
すが、大阪の成長を成し遂げるべく懸命に取
り組みます。そして、誰もが安心して暮らせ
る大阪をつくっていく。これが、私の考える
大阪再生の道筋です。

府政運営
景気低迷の影響により、引き続き、極めて
厳しい財政状況の下での府政運営が予想され
ますが、次世代に負担を先送りしないために
も、財政規律をしっかりと堅持することが求
められます。その上で、
「選択と集中」を通じて、
限られた財源や人員等の重点化を図り、将来
の大阪を見据えた府政を戦略的に推進します。
また、府政運営の基盤は、府民の皆様から
の信頼にあることは言うまでもありません。
府政に関する情報が府民の皆様にきちんと届
くよう、良い情報も悪い情報も包み隠さずオー
プンにしていきます。

大都市行政
大阪には、大阪府庁と大阪市役所という２
つの役所の間に「見えない壁」が立ちふさがり、
これによって、長年の間、都市としての一体
的な発展が阻害されてきました。私は、この
「壁」を取り払ってほしいという多くの府民の
皆様の思いを真正面から受け止め、新たな大
都市制度を実現させることが政治の責任だと
考えています。

おわりに
私の政治家としての信条は、
「信念と覚悟」
です。信じる道をとことん貫く。その過程では、
様々なあつれきが生じますが、それを乗り越
えてこそ、新たな地平が拓けます。大阪を変
えることは、日本を変えることです。その目
標に向かって、ただひたすら前進してまいり
ます。
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ジャーナリスト

松本克夫

税制抜本改革と「一体改革」
野田政権が全力投入しているのは、社会保

繰入れなど様々な事業があります。厚労省は

とした改革ですが、これと分権改革とはどう

い 3.8 兆円程度と見ているようです。これに

障と税の一体改革です。消費税の増税を眼目
関係するのでしょうか。

と地方の折衝が続いています。

分権改革では、国と地方の役割分担に従い、

税源を再配分することを目指してきました。
地方分権改革推進委員会（丹羽宇一郎委員長）

土俵が小さすぎる
分権改革の視点からすれば、この攻防は本

の勧告では、国と地方の配分を５対５にする

来の在り方ではありません。分権改革では、

国、地方とも財政難の時期にはその実行は難

を含めた全ての経費の集計を基にした国と地

ことを当初の目標としていました。もっとも、
しいですから、将来、予想される消費税引上

げの時期が税源の再配分の好機と見られてい
ました。

野田政権は消費税の引上げを悲願にしてい

ますから、好機到来とも言えます。社会保障

と税の一体改革の成案でも、税制の抜本改革

34 回

対し、地方側は、算定を４経費に絞り、障害

者福祉などを除くのはおかしいと主張し、国

単独事業費の算定を巡り攻防

第

このうち４経費として認められるのはせいぜ

社会保障だけではなく、教育や公共事業など
方の税源再配分が必要とされていました。社

会保障と税の一体改革では、社会保障分野、
それも４経費の分担に限定して消費税の配分
を決めるというのですから、分権改革として
は土俵が小さすぎます。

基幹税である消費税の使途を社会保障に

が課題に上っています。ところが、どうもこ

限ってしまう目的税化は、財政運営の柔軟性

いた抜本改革とは違うようです。社会保障と

を国民に説明しやすくなることは確かです。

こでいう抜本改革は、分権改革で想定されて
税の一体改革では、消費税を社会保障の目的

税とすることにしています。特に年金、医療、
介護の高齢者３経費に少子化対策を加えた４
経費に充てようという考え方です。

消費税が社会保障目的税になると、地方の

を奪いかねませんが、これにより増税の理由
将来、社会保障費の膨張に伴い、再度増税す

る際にも名分が立ちます。その上、こうすると、
地方への配分を減らすことが可能になります。
どうやら、そこが狙い目のようです。

社会保障分野に議論を絞っているため、地

取り分が大幅に縮小しかねませんが、地方側

方法人特別税問題も、検討の対象になってい

いては、従来の配分を変えないことになりま

差を是正するため、2008 年度に地方税の法

の主張を受け入れて、既存の消費税５％につ
した。しかし、５％の増税で増える見込みの
約 13.5 兆円の配分は決まっていません。政府

は、４経費を国と地方がそれぞれどれだけ負
担しているかを算定した上で、決めることに
しています。厚生労働省や財務省は当初、こ

の算定に、地方が単独で実施している事業を

ません。地方法人特別税は、地域間の税収格
人事業税の一部を国税に移し、一定の算式に
従って各自治体に配分することにしたもので

す。国税から地方税に税源を移譲する分権の
流れに逆行するものですから、消費税を引き
上げるまでの暫定措置とされてきました。

消費税増税をする気なら、この暫定措置の

含めていませんでしたが、地方側の抗議で、

廃止も議論しなければならないはずです。地

総務省が調査した結果、社会保障関連の地

に移し、地域間格差の小さい消費税の一部を

含めることに同意しました。

方単独事業費は 6.2 兆円という結果がまとま
りました。単独事業には、公立保育所・幼稚
園の運営、予防接種、がん検診、乳幼児医療

費助成、国民健康保険料への一般会計からの
5

域間格差の大きい地方法人課税の一部を国税
地方消費税として地方に移すという税源交換
が有力な手法と見られています。その実施を

見送るとなると、社会保障と税の一体改革は、
ますます税制の抜本改革からは遠くなります。

辰年にちなんで

上野動物園

前園長

小宮輝之

九似
龍は想像上の動物として西洋にも東洋にも存在し
ます。日本の龍はもちろん中国伝来の東洋系統です。
中国の想像上の動物として有名なものに龍とともに
麒麟があります。現在キリンとよんでいるアフリカ
の背の高い動物は優しい顔をしていますが、中国伝
来の麒麟の顔はまさしく龍の顔とそっくりな怖い顔
をしています。
中国では龍を九似といって九つの動物の特徴を
もっているとされていました。頭は駱駝、耳は水牛、
角は鹿、体は蛇、眼は兎、爪は鷹、掌は虎、鱗は鯉
そして腹は蜃という動物だそうです。自然界の力を
象徴する神獣たるゆえんなのでしょう。九番目の蜃
は蛤を意味します。蜃という字は貝が殻から足を出
した象形文字に由来する辰に虫を加えて作られた文
字です。蜃は大蛤の意と、もうひとつ水の霊たる蛟
（みずち）の意があります。蛟とはヘビに似た想像上
の動物で、それこそ龍そのもののようにも思えます。
蜃気楼は大蛤または蛟が気を吐いたときにできるも
のと考えられていたのです。
龍のモデルにもうひとつ加えたい動物が存在しま
す。私は龍の顔も麒麟の顔もベースになったのはワ
ニではないかと思えるのです。揚子江流域にはヨウ
スコウワニが生息しています。ヨウスコウワニはワ
ニとしてはかなり北に分布していますから、冬の寒
い時期には泥の中や水底でじっとして冬眠に近い状
態でいるそうです。昔の中国の人々は身近にワニを
見ていたのですから、あの顔は空想動物のモデルに
打ってつけだったと思います。

コモド島のコモドオオトカゲ（大野雅也氏撮影）

上野動物園とコモドオオトカゲ
上野動物園はコモドオオトカゲの飼育経験があり
ます。最初に飼ったのは 1942 年日本海軍がコモド
島で捕らえた２頭を秋に受け取ったものです。当時
は戦争中で、南方からいろいろな動物が送られてく
るものの、燃料不足の寒さや餌不足で短命のものが
多かったようです。はじめての２頭のコモドオオト
カゲも１頭は冬を越せず、もう１頭も１年持たずに
死亡してしまいました。
1977 年にメス 1 頭がインドネシアのスハルト大
統領から贈られてきました。旧水族館の 4 階で飼育
され、この間 4 回 42 個の卵を産んでいます。何と
か繁殖に結び付けようと、オスを探していましたが、
上野動物園で入手することはできませんでした。
上野動物園がオスを探していた頃、アメリカのワ
シントン国立動物園では新しいコモドオオトカゲを
探していました。当時、ワシントン国立動物園はイ
ンドネシア以外で唯一、コモドオオトカゲの繁殖に
成功していました。しかし、繁殖していたのは 1 ペ
アだったので、血液更新のため新しい個体を探して
いたのです。
1995 年 12 月にメスをワシントンに送り出しまし
た。親善動物としてインドネシアの大統領から贈ら
れた動物を他所へ送るなんて、と思われるかもしれ
ません。しかし、20 世紀の終わり頃からは、希少動
物を繁殖につながらない 1 頭単独で飼っていること
の方が問題視されるようになっていました。上野で
18 年間を 1 頭でくらしてきたコモドオオトカゲはブ
リーディングローンすなわち繁殖を目的とした貸し
出しで、ワシントンに嫁入りしたのです。
このメスの代わりにワシントンでふ化した 1 歳の子
どものコモドオオトカゲが 2 頭送られてきました。ア
メリカでは各地の動物園でコモドオオトカゲが飼われ
ていますが、みんなワシントン生まれの兄弟姉妹で、
上野に来た 2 頭もそのなかの妹分というわけです。

現代の龍
大航海時代にヨーロッパ諸国は資源確保を目的に
競って世界各地に進出しました。資源だけでなく、
未知の生物探しも盛ん競われ、18 世紀から 19 世紀
にかけて数々の新種が発見されたのです。
当時、インドネシア・ジャワ島の東にある小スン
ダ列島に７m もある巨大な陸ワニがいるとか、龍が
棲んでいると噂されていました。龍実在の謎は 20
世紀になって解明されました。1910 年にコモド島
で仕留められた個体は 2.25m しかありませんでした
が、世界最大のトカゲとして公表され、1912 年に
新種として記載されたのです。ちなみに、今まで見
つかった最大の個体は 3.1m のオスでした。
オオトカゲのなかまは英語でモニターと呼んでい
ますが、この新種はコモドドラゴンと命名されまし
た。日本名はコモドオオトカゲと名付けられました
が、直訳してコモドリュウとしたほうが、なぞとロ
マンに満ち、素敵だったのではないでしょうか。
6

断したからです。３つの動物園が共同繁殖の契約を
交わし、2008 年４月にメスはシンガポールに旅立
ちました。
翌 2009 年１月に 19 卵を産んだという最初の朗報
が入りました。しかしながら、この卵は一つもふ化
しませんでした。この年の４月に、次の朗報が入り、
１頭がふ化したことが確認されました。11 月にも
14 卵を産みましたが、ふ化しませんでした。そして
2011 年 6 月 2 日に１頭がふ化しました。最初の子
はシンガポール所属、２番目の子は上野所属になり、
次に子が誕生するとリスボンの所属になります。
子どものコモドオオトカゲ（シンガポールに嫁入りした♀）

動物は地球の共有財産

国際協力による子どもドラゴンの誕生

コモドオオトカゲに限らず、飼育下にある希少動
物は、生息域内の保全を補完する域外保全として世
界中の動物園が協力して殖やし守ろうという機運が
今世紀に入ったころから高まってきました。実は上
野動物園にいるゴリラ、アイアイ、オカピなどもお
金で購入したのではありません。域内保全に貢献す
ることを前提に世界各地から送り込まれてきている
のです。
野生のコモドオオトカゲは小スンダ列島のコモド
島に約 1,700 頭、リンチャ島に約 1,300 頭、フロレ
ス島などに約 2,000 頭が確認されています。この限
られた島々に合わせても 5,000 頭しかいないのです。
1991 年にコモド国立公園は世界遺産として認め
られ、巨大なコモドオオトカゲを観察できるエコツ
アーもおこなわれるようになりました。コモド島や
リンチャ島にはレインジャーが常駐し、年間 18,000
人もの観光客が訪れ、観光収入は重要な保護資金と
して活用されています。
現代に生きる龍コモドオオトカゲがいつまでも生
息地の小さな島々に生き残れるよう、上野動物園も
域外保全活動に参加しているのです。

1995 年 11 月に上野に着いたときの子どものコモ
ドオオトカゲは 95cm と 85cm で、もう少しで 1m
という大きさでした。コモドオオトカゲの子はおと
なのコモドオオトカゲに食べられないよう樹上で生
活します。体重は 800g と 700g しかなく、かなりス
マートなイメージでした。小さかったほうの１頭は、
1999 年に死亡し、解剖の結果メスと判明しました。
体重はこの４年間で 12 倍の 8.7kg に達し全長も 1.5m
に成長していたのです。
残 さ れ た 大 き い ほ う の 1 頭 は 2005 年 11 歳 で
32.3kg、約２m に成長し２個の卵を産み、メスと判
明しました。10 年前と同じように、再びオス探しが
はじまったのです。シンガポール動物園におとなの
オスが単独で飼われているのが判りました。私はシ
ンガポールでこの立派なオスに会っていました。上
野と違い熱帯のシンガポールでは屋外の広い放飼場
で飼われていて羨ましく思ったものです。
このオスは、実はポルトガルのリスボン動物園の
もので、ブリーディングローンでシンガポールに来
ていましたが、連れ合いのメスの死亡で、本国へ戻
すか検討されていたのです。このオスのもとに上野
で育ったワシントン生まれのメスを送ることにしま
した。繁殖させるには上野やリスボンよりも広い屋
外で太陽光を浴びて飼えるシンガポールが良いと判

リンチャ島レインジャー宿舎にまで出て来る
コモドオオトカゲ（大野雅也氏撮影）

おとなのコモドオオトカゲ
（リスボンからシンガポールへ婿入りした♂）
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環境分野

高知県オフセット・クレジット（高知県 J-VER）制度の
普及によるプロジェクト案件の拡大
高知県林業・振興環境部

チーフ

荒尾正剛

という意味合いから、通称として「森林環境税」
と呼ぶことにしています。
また、平成 18 年度からは、「環境先進企業
との協働の森づくり事業」を開始しました。
この仕組みは、企業、市町村及び高知県の三
者でパートナーズ契約を締結し、企業は CSR
（Corporate Social Responsibility）活動の一
環として協賛金を支出し、市町村は協定林を設
定し森林の整備と交流行事を実施します。高
知県は、企業と市町村を結ぶ仲人の役割を果
たします。現在、協働の森づくり事業の協定は、
50 の企業・団体の皆様方と、55 の協定を締結
しており、協賛金も累計で、３億６千万円を
超えています。

高知県の森林の現状
高知県は、森林面積が県土の 84％という日
本一の森林県です。また、そのうちの３分の
２はスギやヒノキを主体とした人工林となっ
ています。このように豊富な森林資源を有す
る高知県ですが、林業就労者の減少と高齢化
及び木材の価格低迷から森林整備が遅れ、荒
廃が進むことにより森林生態系の崩壊や水源
涵養機能が低下し問題となっていました。

図１

環境共生課

整備された森林

高知県の森林を生かした取組
高知県は全国に先駆けて平成 15 年度から
森 林 環 境 税 を 導 入 し て い ま す。 森 林 環 境 税
は、森林の環境を守るために県民税の均等割
に 500 円（年額）が加算され、その税収が森
林環境の保全に使われています。法制上は「県
民税均等割の超過課税」ですが、水源涵養だ
けではなく、森林の様々な公益的機能を守る

図２

協働の森づくり事業の仕組み

オフセット・クレジット（J-VER）制度
林業の採算性の低下について全国的に問題
視されている中、環境省は温暖化対策の一環
として環境価値を定量化し証券化する制度
と し て 平 成 20 年 11 月 に オ フ セ ッ ト・ ク レ
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ジ ッ ト（J-VER） 制 度（ 以 下「J-VER 制 度 」）
を 創 設 し ま し た。J-VER は Japan Veriﬁed
Emission Reduction の略で国内の認証された
排出削減という意味です。この制度は、国内
の温室効果ガス排出削減・吸収プロジェクト
において削減、吸収され定量化された量をク
レジットと呼ばれる商品として捉えられ、市
場で流通するもので、JIS Q14064-2 及び JIS
Q14064-3 に準拠した制度であるとともに、
プロジェクト計画書の妥当性確認及び検証は、
JIS Q14064-2 に基づき ISO14065 で認定さ
れた検証機関が実施することとなっています。
この制度の創設により、市民・企業等がカー
ボン・オフセットを行う際、ほかで実現した
温室効果ガスの排出削減・吸収量（クレジット）
として、主に使用されていた京都メカニズム
クレジット（途上国におけるプロジェクトの
実施の結果、国連によって認証されたクレジッ
ト）に替わってオフセット・クレジット（J-VER）
が活用されることで、国内の排出削減対策等
への資金還流が起こり、それらの対策が一層
促進されることが期待されます。

高知県 J-VER 制度のメリットとデメリット
高知県 J-VER 制度のメリットとしては下記
の項目が挙げられます。
① J-VER 制度と比較してプロジェクト経
費が安価であること。
② 都道府県が制度主体になることで、プ
ロジェクトを実施する事業体が気軽に相
談、指導を受けることができる体制が整
備されているため、プロジェクト実施が
円滑であること。
③ 制度主体がプロジェクト対象森林の
データを管理しているため、バリデーショ
ンにおける専門性が高く、質の高い審査
ができること。
一方、デメリットとしては現在のところ温
対法の算定報告公表制度での活用ができない
ことが挙げられます。

高知県 J-VER プロジェクト案件の拡大
高知県では、平成 22 年３月よりプロジェク
ト案件の拡大とカーボン・オフセットの普及
を目的として様々な説明会、研修会等を開催
しており、平成 23 年 10 月までに計 19 回延
836 名の参加がありました。これまでに開催
された説明会等については下記のとおりです。
◆高知県 J-VER 制度説明会（８回、299 名）
制度の内容、要件及び経費等についての説
明会
◆プロジェクト計画書作成支援講習会（２回、40 名）
プロジェクト申請の記載方法、留意点につ
いての講習会
◆モニタリング方法・吸収量算定研修会（４回、109 名）
プロジェクト実施の際に最も重要な内容の
一つであるモニタリング設定や測定の方法及
び排出削減・吸収量算定の方法についての研
修会
◆検証受検研修会（３回、50 名）
モニタリング報告書作成のポイント及び検
証受検の際の留意点についての解説研修会
◆カーボン・オフセットの普及啓発イベント（２回、338 名）
カーボン・オフセットの普及啓発を通して
オフセット・クレジットの活用を促進するイ
ベント

高知県オフセット・クレジット（高知県J-VER）制度
一方、高知県オフセット・クレジット（高
知県 J-VER）制度（以下「高知県 J-VER 制度」）
は、J-VER 制度に準拠した制度として「温室
効果ガスの削減・吸収量をクレジットとして
認証・発行する都道府県の制度（以下「都道
府県プログラム」と言う。
）について、本制度
に整合していると認められるものを J-VER 認
証運営委員会が認証し、
「都道府県 J-VER プロ
グラム」としてプログラム認証リストに掲載
する。」として定められた制度で、平成 22 年
２月に高知県オフセット・クレジット（高知
県 J-VER）制度として認証され、同年３月よ
りプロジェクトの募集が開始されました。
高 知 県 J-VER 制 度は、 森 林 吸 収 系 J-VER
プロジェクトのうち「持続可能な森林経営促進
型」と「間伐促進型」 の二つの方法論を対象
としており、方法論の適格性要件のほかに先に
述べた協働の森づくり事業の協定林や高知県の
認定する「森の工場」 など高知県の林業施策
に合致しなければならないという条件があります。
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図３

高知県 J-VER プロジェクトの実施状況（平成 23 年 10 月末現在）

で、プロジェクト代表事業者としてはクレジッ
ト購入先があらかじめ決まっていることで収
支計画が立てやすい一方、協賛企業は、企業
CSR 活動の一環として整備されたクレジット
を購入、取得、活用できることで対外的に企
業の社会貢献をアピールすることができます。

このように、プロジェクトを実施する側の
立場に立った制度普及とサポートを積極的に
推進しています。
これらの努力の甲斐あって、高知県 J-VER
プロジェクトは、着実に案件数が増加し、平
成 22 年度には８件のプロジェクト申請を受理
し、うち６件が登録され５件から 2,256t-CO2
の高知県 J-VER が認証されました。また、平
成 23 年度には、変更申請を含む６件のプロ
ジェクト申請を受理し２件が登録されていま
す。
（平成 23 年 10 月末現在）
（図３）
現在までに申請の受理されたプロジェクト
のうち７件は協働の森協定林のプロジェクト
で、１件は町有林、１件は公社営林、１件は
森の工場の認定を受けた社有林です。このよ
うに、協働の森づくり事業の協定林を対象と
したプロジェクトが多いのが特徴で、企業の
協賛金によって整備された森林吸収量をクレ
ジット化し、協賛企業に活用していただくこと

クレジットの活用
ここで、クレジットの活用事例について紹介
します。福島ミドリ安全株式会社 ( 本社 : 福島
県郡山 ) は、高知県高岡郡津野町の町有林を対
象として協働の森協定林「龍馬の森 (RYOMA
FOREST)」を設定しています。この協定森林
は、津野町がプロジェクトを実施し、平成 23
年 2 月 24 日には 28t-CO2 のクレジットが発
行され、同年５月に全量が譲渡されました。
このクレジットは「東日本大震災における仮
設住宅へのカーボン・オフセット」に福島県
喜多方市のプロジェクトから発行されたクレ
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図４ 「日本酒間伐材ギフトボックス」

このようにクレジットによる資金の還流は、
森林管理の第一線で活躍している人々への「や
る気」と「技術の研鑽」
、
「山村地域の振興」に
つながり「誇りと自信」を持って取り組んでい
く活力になっていくものと確信しています。
また、クレジット活用は創出された地域の
環境保全 PR につながるなど、環境価値を経済
化する仕組みが、新しい「環境ビジネス」と
して期待されています。
本県としては、今後も県内の森林整備から
創出されるクレジット売却収入により森林整
備を加速的に進め、労働力確保による雇用の
維持と中山間地の活性化、ひいては林業の活
性化に寄与していきたいと考えています。

ジットと併せて活用されました。また、仮設
住宅加工の過程で出される端材を活用した『日
本酒ギフトボックス』そして、
『龍馬の森』の
間伐材を活用した『日本酒間伐材ギフトボッ
クス』の商品開発を行うなど、震災復興支援
と温暖化対策を同時に行う画期的な取組が展
開されています。

おわりに
一次産業である農、林、水産業のうち、農業、
水産業についてはトレサビレティが導入され
つつあるものの、林業についてはなかなか導
入が進まないのが現状で、産業としてのスパ
ンが非常に長いこともあり、いわゆる「どん
ぶり勘定」で定量化される産業でした。この
ような現状の林業において、高知県 J-VER 制
度を始めとした国際標準の制度を取り入れる
ことで、品質を管理し、保証する体制が整備
され安全衛生面を含めた産業の自立が期待さ
れます。
また、林業従事者のモチベーション向上に
も効果が見えてきており、とある地方新聞の
記事に、高知県内森林組合の若手技術職員の
方からのコメントとして、
「クレジットの活用
は、我々山の現場で働く者の、プロの仕事が
認められているようで、モチベーションが上
がって来た。
」とあったように、行政機関のみ
ならず森林に携わる関係者もモチベーション
が上がってきています。

図５ 高知県 J-VER ロゴマーク
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社会全体で育児費用を支援する新たな仕組み
「佐賀県育児保険構想試案」
佐賀県くらし環境本部こども未来課

佐 賀 県では、 平 成 17 年７月に庁 内で研 究
チームを立ち上げて育 児 保 険について検 討を
行い、
「佐賀県育児保険構想試案」 を策定し、
その 後も、 見 直しを続けています。 未 来 の日
本を担う子どもたちのために、全ての国民が等
しく保険料を負担するというこの 「育児保険」
について、その意義と必要性をご説明します。
育児保険ならできるのです！

はじめに
平成 18 年 12 月、国立社会保障・人口問題
研究所は、50 年後（2055 年）の日本の人口
が 8,993 万人にまで減少するという人口推計
を公表しました。平成 22 年の合計特殊出生率
（１人の女性が生涯に産む子どもの数の平均）
は 1.39。人口を維持していくためには 2.08 程
度が必要とされていますが、それを大きく下
回っています。
今後、私たちの社会を持続可能なものとし
ていくことができるのか、極めて深刻で厳し
い状況にあります。これまでの対処療法的な
子育て支援施策では、少子化に歯止めをかけ
ることは困難で、子育ての社会的支援に向け
て思い切った新たな制度づくりが必要です。

少子化の進行

合計特殊出生率の推移を見ると、第２次ベ
ビーブーム期の昭和 48 年には 2.14 でしたが、
その後ゆっくりと低下しています。平成 15 年
には、
「超少子化」と言われる 1.3 を下回る 1.29
になり、平成 17 年には過去最低の 1.26 にま
で低下しています。その後、平成 18 年から少
しだけ上昇に転じています
が、平成 22 年は 1.39。依
然として大変低い数値と
なっています。
出 生 数 に つ い て は、 第
２次ベビーブームの頂点
に 当 た る 昭 和 48 年 に は
2,091,983 人（この時点で
の合計特殊出生率は 2.14）
でしたが､ 平成 22 年には
1,071,306 人と約半分にま
で減っています｡ 国立社会
保障・人口問題研究所によ
ると、このまま少子化が進
むと、2055 年には人口は
8,993 万人となり、人口構
成も逆ピラミッドの典型的
な超少子高齢化社会になる
と予想されています。
図１ 人口・合計特殊出生率の推移
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育児保険の基本的な考え方
「育児保険」とは、社会を構
成する者がお互いに助け合うと
いう社会保険制度の一つです。
誰もが老齢に達したときは、
子どもの有無にかかわらず、誰
かが育ててくれた子どもたちが
支える社会から給付を受けるこ
とになります。子どもの有無に
かかわらず、次代を担う子ども
たちを社会全体で育んでいくこ
とは、社会の一員として連帯し
て果たすべき務めと言うことが
できるのではないでしょうか。

図２ 育児保険の理念

育児保険の概要
20 歳 以 上 の 国 民 か ら 月 額
2,000 円 を 保 険 料 と し て 徴 収
し、 そ の 保 険 料（2.47 兆 円 ）
と国・地方の子育て支援の税財
源（2.47 兆円）の計 4.94 兆円
を財源として、次に例示するよ
うなサービスを提供することに
よって子育てを社会全体で支援
します。
（１）被保険者及び保険者
被保険者は、20 歳以上の全
ての国民です。成人として、世
代間の連帯や育児の社会化に関
わることにより、社会全体の力で育児の負担
が軽減されることや年金保険制度との整合性
を踏まえたものとしています。
次に、保険者ですが、市町村及び特別区とし
ています。これは、責任ある適切な制度運営を
確保するため、給付の主体と財政の主体を一致
させる必要があることや、児童福祉行政の性格
と地方分権の流れを踏まえるものです。

図３ 概要

険料も総額 2.47 兆円。
2.47 兆円 ÷ 103,589 千人 ÷ 12 月
＝ 約 2,000 円／月
※ 103,589 千人は、平成 17 年国勢調査に
よる 20 歳以上の総人口（年齢不詳按分後）
上記算出により、１人当たり月額 2,000 円
の保険料としたところです。なお、保険料の
徴収は、保険制度との関連を重視し、医療保
険料徴収とセットとすることや、年金受給者
については年金給付の際に一括徴収すること
が考えられます。
育児保険の財源の２分の１を税（公費）によ
る負担とするように考えていますが、これは、
介護保険は２分の１、年金保険は２分の３（将
来的には２分の１）の負担となっていることな
ど、他の保険制度との整合性を図ったものです。

（２）育児保険の財源
まず、基本保険料として月額 2,000 円を徴
します。他の社会保険制度と同様に、財源に
占める保険料と税の比を１：１と設定してい
ます。子育て支援の税財源（子ども手当分は
除いていますが、児童手当の地方負担分は取
り込んでいます）が約 2.47 兆円ですので、保
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なお、事業主の負担は求めないようにしてい
ます。これは、事業主に対し新たな負担を求め
なくても、既存の仕組みを活用することでこれ
だけの手厚い子育て支援を行うことができるこ
とを示し、国民の間で議論を巻き起こすことが
必要であると考えたからです。児童手当のため
に拠出している事業主負担分についても、育児
保険の財源に充当せず、その財源は育児休業給
を現行の５割から８割まで引き上げることなど
に充当することを提案します。

い切った現金給付を行います。これは、仕事を
しながら子 育てをするライフスタイル、 子 育て
に専 念するライフスタイルのどちらでも、 経 済
的な理由からではなく、個人の判断により選択
できるような仕組みにすべきと考えるからです。
保 育 所 等を利用せず、自宅で養 育されている
児童の割合（平成 17 年の国の調査結果 「平
成 18 年版少子化社会白書 第１- ３-11 図就
学前児童の居場所」より）は、０歳児 95.8％、
１歳児 82.0％、２歳児 74.4％と非常に高くなっ
ています。 現在の制度では、 保育所を利用す
る保 護 者に比 べ、これらの大 多 数の子どもの
保護者に対する税による支援はほとんどないと
いう状況ですが、 育児保険で現金給付を実現
させることにより、この不均衡を是正することが
できます。ただ、現金給付の金額が大きすぎる
と、働いて収入を得るよりも現金給付を選択す
る傾向が生じることも考えられますので、 慎重
に検討していく必要があります。

（３）給付の対象と内容
対象については、児童福祉法との整合性を
とるため、18 歳未満の子どもを養育中の保護
者とします。大学等の高等教育費の費用負担
に対する支援を指摘する声もありますが、奨
学金の充実により対処すべきものと整理して
います。
・保育サービスの利用料
保育サービスを利用する場合は、児童の年
齢に応じた利用限度額を定め、利用料金の９
割を給付（１割は自己負担）します。保育サー
ビスの利用料について、１割を自己負担とし
たのは、保護者が従来から負担してきたこと
から一定の応益負担は受け入れられることを
踏まえるとともに、父母その他の保護者が子
育てについての第一義的責任を有するという
考えに基づくものです。

・乳幼児医療費負担の無料化
乳幼児医療費の助成は、地方自治体独自の事
業として全国的に普及している制度です。乳幼
児医療費助成は、子育て家庭の経済的負担の軽
減といった少子化対策の一面を持っています。
国の制度として乳幼児医療費助成制度の創設
を求める意見書が、47 都道府県議会のうち 41
議会で採択されるなど、実現を求める声は大き
いものがあります。なお、地方自治体が乳幼児
医療費助成のために予算化している財源につい
ては、育児保険の財源に充当するのではなく、
その財源は、各自治体で独自の子育て支援策に
充てるように考えています。

・現金給付
保 育サービスを利用しない場 合は現 金 給 付
を行います。 特に０歳から２歳までは、 更に思

図 5 保育サービスを受けな
い場合の現金給付

図 4 保育サービスの利用料の負担
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が図られることが、最も大きな効果ではない
でしょうか。

・標準的な私立高校授業料の無料化
公立学校授業料無料化との公平性を確保す
るため、標準的な授業料を徴収する私立高等
学校について、授業料の無料化を図ります。

最後に
厚生労働省は、平成 18 年６月１日に平成
17 年の合計特殊出生率を発表しました。それ
は、過去最低だった平成 16 年の 1.29 を更に
0.04 ポイント下回る 1.25 という衝撃的なもの
でした。
（後に 1.26 に修正）少子化がこのよ
うな状況にまで進行したことから、社会全体
で育児費用を負担し、子育て支援のための財
源を確保すればどのようなことができるのか、
少子化に対応するための抜本的対策を示して
みる必要があると考え、その５日後の６月６
日に厚生労働省記者クラブにおいて、本県の
古川知事が「佐賀県育児保険構想試案」を公
表しました。
このことに対し、合計特殊出生率が全国５
位前後を推移している比較的高い佐賀県が抜
本的な少子化対策として「育児保険構想試案」
を公表したことへの評価の声や、育児費用を
社会全体で支援することについては賛同する
声が寄せられたほか、一方では、
「具体的な財
源確保策については、合意形成に向けて国民
の議論の深まりが必要であり、具体化するた
めには長い道のりが必要」、「保険制度であれ
ば負担と給付のバランスが取れていなければ
ならず、次世代育成支援対策が社会全体の問
題であるならば、税でやるべきではないか」、
「子育て支援を保険でやるべきかどうか慎重に
考えなければならない」といった意見も寄せ
られました。
育児保険は、長期的視野に立った少子化対
策として提案するもので、導入のためには、
子どもを持つ、持たないにかかわらず、育児
費用を社会的に支援することについて国民的
な合意形成を図る必要があります。この試案
を作成した際、積極的に PR を行い、賛成や反
対を含めてたくさんの意見をいただき、議論
を深めてきたところです。
現在、子ども子育て新システム及び社会保
障と税の一体改革の検討が進められています
が、更に活発な議論を巻き起こして議論を深
め、賛成や反対の意見を踏まえた、しっかり
とした制度を作っていくことが肝要ではない
でしょうか。

・特定不妊治療費無料化
出生数の増加に直接結び付く施策であり、少
子化傾向の歯止め効果に期待し、不妊治療費の
中でも高額な体外受精や顕微授精などの特定不
妊治療費に対する個人負担を無料化します。
・市町村が選択して行うサービス給付
地域の特色や子育て環境によって独自の子
育ての需要があるため、地域の少子化対策や
地方分権の推進の観点から、市町村が選択し
て行うサービス給付についても育児保険の中
で対応します。
（例：学校給食の無料化、イン
フルエンザ、子宮頸がんなどの予防接種の無
料化 など）

育児保険導入の効果
育児保険の導入には、次のような直接的な
効果や波及効果があると考えています。
・保育サービスの充実
・育児に係る経済的負担の軽減
・特定不妊治療費無料化により、新たに年間
17,500 人が生まれると推計
・育児・出産へのインセンティブ
・育児の社会化
前述のとおり、育児保険の導入により、保
育サービスを画期的に充実させることができ
ます。また、社会全体で育児費用を支援する
ことにより、家庭が負担してきた育児に係る
経済的負担が軽減されることになります。こ
れまで、国や地方が実施してきた少子化に関
するアンケート調査で、必ず上位になってい
る「育児のための経済的負担が大きいこと」
にも応えることができます。
また、育児費用の負担の軽減によって、２人
目、３人目の出産を断念している人にとって
の出産・育児へのインセンティブになるなど、
波及効果も様々なものが考えられます。特に、
育児保険の導入によって、子どもは次代を担
う「社会全体の宝」であり、育児の費用を社
会全体で負担して社会全体で育てていくとい
う考え方、いわゆる「育児の社会化」の実現
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本州最北端に位置し、海に突き出た特徴的な地形から「ま
さかり半島」とも呼ばれている下北半島。一昨年全線開業
した東北新幹線の新青森駅から車で約３時間。“まさかり”
の柄を通り降り立てば、そこはまさに未知の国。遙かに広
がる太平洋、晴れた日には北海道が望める津軽海峡、穏や
かにたたずむ陸奥湾、手が届きそうなほど間近に津軽半島
を望む西岸など、四方を海に囲まれる下北半島は、いろい
ろな表情を見せてくれます。
みちのおく

陸 奥 には未知の国！青森県下北半島
名
○寒立馬（かんだちめ）

下北半島の突端、東通村の尻屋崎に放牧さ
れている馬。「寒立ち」とは、カモシカが冬
季に山地の高いところで長時間雪中に立ちつ
くす様子を表すマタギ言葉です。もともとは
のばなしうま

「野 放馬」と呼ばれていた馬たちが「寒立馬」
と呼ばれるようになったのは、冬季、寒風吹
きすさぶ雪原で馬がじっと立っている様子が、
カモシカの「寒立ち」に似ていることから、
昭和 45 年（1970 年）に地元小学校の校長に
よって詠まれた句にちなんだものです。
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所
○立石大明神

風 間 浦 村 の 山 中 に あ る 幅 ８m、 奥 行 き
10m、高さ 22m もある大岩。国道 279 号か
ら約２km の山道を登ると、３段重ねのアンバ
ランスな巨岩が斜面にそびえ立ち、津軽海峡
を見下ろす形で姿を現します。地元には、昔、
漁師が時化に見舞われ、方向を見失ってしまっ
たときに、大岩に明かりが灯り、それを頼り
に無事に帰ることができたという言い伝えが
あり、この大岩には海の神が宿ると言われ、
立石大明神として崇められています。

料
○鮟鱇料理

意外かもしれませんが、青森県の鮟鱇水揚
量は、全国トップクラス。なかでも風間浦村
では新鮮な鮟鱇が水揚されることから、全国
でも珍しい刺身でいただけます。この冬は、
「ゆ
かい村鮟鱇まつり」として、新島襄や井上靖
など偉人にも愛された下風呂温泉郷で、鮮度
抜群の鮟鱇のフルコース（鍋・あんきも・唐
揚げ・刺身など６品）が堪能できます。

理
○たこのどうぐ汁

「たこのどうぐ」とは、蛸の内臓のことで、
魚介類の内臓を「生きるための道具」と呼ぶこ
とから付いた名前です。漁師さんのまかない食
として親しまれてきたアツアツの汁物です。

○みそ貝焼き

ホタテの貝殻を鍋代わりにし、焼き干しの
ダシ汁、ホタテや地元の旬の食材、味噌や溶
き卵を入れて煮込む郷土料理。鍋代わりとな
るホタテの貝殻は約 20cm ほどもあり、昔は、
各家庭に最低１枚は置いてある、というのが
一般的でした。

お問合せ
広報広聴課
TEL 017-734-9137
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への

未 来
愛媛県

別子銅山産業遺産

別子銅山は、元禄４年（1691 年）の開坑以
来、昭和 48 年（1973 年）の閉山に至るまでの
約 280 年間、日本屈指の銅山として隆盛を極め
ました。
宝の山と称された別子銅山は、江戸時代には、
海外に通貨の原材料である銅を輸出して我が国
の経済を支え、明治においては「殖産興業」に
よる産業の近代化に貢献し、また、製錬時に発
生した煙害問題を世界で初めて解決して環境対
策の先駆けになるなど、世界に誇れる輝かしい
歴史を有しています。
今なお残る銅山ゆかりの遺構は、採掘が始まっ
た標高約 1,324m の銅山峰から、製錬所があっ
た瀬戸内海沖合い約 20km に浮かぶ四阪島、四
国山地内を縦横に張り巡らされた、銅を精錬す
る際に用いられた炭を運ぶ「炭の古道」など広
範囲に分布しており、その規模と歴史的価値に
おいて世界的であると言われ、我が国の産業発
展の歴史を追体験できる貴重な地域資源となっ
ています。
今までこれらの産業遺産群は、一部の専門家
に注目されていたものの、一般には余り知られ
ていませんでしたが、近年、遺産の一つである

遺 産
東洋のマチュピチュ

洋のマチュピチュ」として、多くのマスコミに
取り上げられ、人気の観光スポットとして脚光
を浴び、週末には県内外から多数の観光客が訪
れています。
地元、東予地域（今治市、新居浜市、西条市、
四国中央市、上島町）では、このブームを一過
性のものに終わらせないため、行政と関係企業、
NPO などが密接に連携して、別子銅山産業遺産
の保存とまちづくりや観光への活用促進に取り
組んでいます。

煙害克服の歴史を物語る四阪島の大煙突

とう

標高 750m に位置する「マイントピア別子・東

なる

平 ゾーン」の貯鉱庫及び索道基地跡が、南米ペ
ルーのインカ遺跡を彷彿とさせることから、「東

銅精錬のエネルギーとして炭を別子銅山に運んだ「炭の古道」と
炭宿（炭の集積地）跡（写真：石積み上が「炭宿」、下が「炭の古道」）

〈お問合せ〉
愛媛県東予地方局地域政策課
TEL 0897-56-1300

「東洋のマチュピチュ」
（マイントピア別子 東平ゾーン）
貯鉱庫跡・索道基地跡
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岐阜県

飛騨一位一刀彫

「木の国・山の国」と謳われている岐
阜県は、豊富で良質な木材に恵まれ、特
に自然林が豊富な飛騨地域は、古来より
木工産業が盛んで、様々な木材を扱う優
れた技術は「飛騨の匠の技」として受け
継がれてきました。
「一位一刀彫」の起源は、天平の昔か
ら奈良や京都などで社寺の造営に力をふ
るった「飛騨の匠」たちの彫刻の技から
ね つけ

始まり、江戸時代後期の飛騨の根付彫刻
まつ だ すけなが

師 松田亮長らの活躍によって広く知られ
るようになりました。
僅か４～５cm の塊の中に情景や人物、
動物をユーモラスに、また風刺などを込
めて彫る「根付」は、江戸っ子たちの洒
落心をつかみ大流行となりました。
その後、多くの名人が現れ、今では根
付だけでなく、置物・壁飾・香合等、多
岐にわたる彫物がつくられています。
県の木にもなっているイチイは、古く

「彫り」の様子

樹齢百～数百年を経たイチイによって
つくられる「一位一刀彫」は木の命を受
け継ぎ、彫り師の魂が込められた造形で
あり、観る者の心を勇気付けてくれる、
心地よいほどの迫力を持っています。
昭和 50 年５月 10 日に国の伝統的工
芸品として指定され、現在もその技を高
めています。

から銘木として知られ、イチイの木でつ
しゃく

くった笏を朝延に献上したところ、他の
材料でつくられたものより美しく、質も
高かったことから「正一位」という最高
の位を賜り「一位」の字を当てるように
なったと伝えられています。
「 一 位 一 刀 彫 」 は、 こ の
イチイのもつ独特の木目や
色艶を最大限に生かし、刀
痕を残した美しい彫刻で
す。下ごしらえの木取りに
始 ま り、 荒 彫 り、 中 彫 り、
最終仕上げまでに幾多の工
程を必要とする作業は綿密
で、艶やかなイチイの木目
しろ た

や、幹の中心の「白 太 」と
呼ばれる白い木肌と、外周
あか た

の「赤 太 」と呼ばれる赤い
木肌のコントラストが見事
一位一刀彫・鶏籠

に生かされています。
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一位一刀彫・印籠と根付

お問合せ

飛騨一位一刀彫協同組合
TEL 0577-35-0321

岐阜県商工労働部モノづくり振興課

TEL 058-272-8361

都 道 府 県
だ よ り
2012年１月

Hokkaido

北海道

「ほっかいどう産業振興ビジョン」の策定について

環境・エネルギー分野では、広大な土地の優位性
を持つ本道が、大手通信会社が行う太陽光発電の建
設候補地となっているほか、昨年 11 月には、外気冷
房を全面的に導入した最新鋭の大型データセンター
が開業しました。
また、急速な市場の拡大を続けている東アジアは、
本道においても重要な輸出相手先であり、正確な情
報に基づく「安全・安心」な道産品ブランドの発信
力を強めていく必要があります。
観光においても、北海道を訪れる外国人のうちア
ジアからの来道者が約９割を占めており、重要なマー
ケットであるほか、平成 27 年度に予定されている北
海道新幹線の開業による観光需要の掘り起こしなど
が期待されています。
北海道では、経済産業の構造的な課題を克服する
ため、こうした動きを的確に捉え、道外の需要を獲
得する移輸出型産業を強化するとともに、道内の需
要を道内の供給で賄う域内循環を高めていきます。

北海道では、経済活性化のための産業振興施策を
体系的に整理した「ほっかいどう産業振興ビジョン」
（取組期間：平成 26 年度までの４年間）を昨年 12
月に策定しました。
本ビジョンは、東日本大震災の影響対策はもとよ
り、北海道の元気の源である地域にこだわり、「人々
の生活を支える力強い地域経済づくり」に向けた取
組を展開するとともに、豊かな水や森林資源や安全
でおいしい食などの「北海道価値」を磨き上げ「本
道経済の成長力強化に向けた取組」を経済界や市町
村などと認識を共有しながら推進し、本道経済の活
性化を目指すこととしています。
本道経済は、依然として厳しい状況にあり、経済
産業構造の課題克服が急務となっています。
こうした中、道と生産・加工・流通・販売といっ
た産業、大学などの研究機関、金融機関の連携によ
る食の総合産業化に向けた「食クラスター活動」に
より、採卵後のシロサケを活用した「サケ節」の開
発や、ハスカップなどの小果実のブランド化等、新
たな「芽」が誕生しています。

お問合せ

北海道経済部総務課
TEL 011-231-4111（内線 26-711）
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Aomori

青森県

この冬はりんごで「ほっ！」ホットアップルジュース

するだけで家庭でもお手軽にできます。温度やりん
ごの品種によっても全く違った味わいになりますの
で、いろいろ試してみるのも楽しいかもしれません。
青森県と言えば、
「りんご」を思い浮かべる方も多
さらに、この冬は、JR 東日本から「青森ぬくもり
いのではないでしょうか。りんご生産量日本一の青
りんご」が発売されています。午後から夜の帰宅時
森県では、りんごに関する話題にも事欠きません。
間帯に小腹を満たす「おやつ飲料」を想定し、りん
樹齢 132 年の日本最古のりんごの木があったり（な
ごの甘さにこだわった、ホットで楽しむりんご飲料
んと今でもしっかりりんごが収穫できます）
、日本で
です。JR 東日本が実施したメディア向け「2011 年
唯一のりんご専門試験研究機関があったり、果肉ま
秋冬ホット飲料試飲会」で、この秋冬に「ヒットし
で“赤～いりんご”の並木が約１km にわたって続い
そうなホット飲料」として、見事第１位に選ばれま
ていたり、三沢空港では、期間限定ながらも蛇口か
した。この商品は、JR 東日本のエキナカ自販機や
らりんごジュースが出たりなど…。
NEWDAYS 等で購入できますので、見かけたら是
そんなりんごの話題盛りだくさんの青森の中でも
今一番の注目なのが、ホットアップルジュースです。 非一度試してみてください。
りんごには「１日１個で医者いらず」という言葉
これまでりんごジュースと言えば、冷やして飲むの
があります。健康のためにも、
生食はもちろんのこと、
が常識でしたが、温めることで、冬も楽しむことが
焼きりんごやアップルパイなど、いろんな楽しみ方
でき、甘みと香りがより一層引き立ちます。
で、上手にりんごを摂りたいですね。
県では、冬の新定番としてホットアップルジュー
で も、 こ の 冬 は、 ホ ッ ト ア ッ プ ル ジ ュ ー ス で
スを普及させるべく、いろいろな活動をしてきまし
「ほっ！」としてみませんか。
た。オススメの飲み方は、
・使用するりんごジュースは青森県産の100％のス
お問合せ
トレートジュース
中南地域県民局地域連携部地域支援室
・温度は70～80度
TEL 0172-32-2407
・お好みでシナモンやホイップクリームのトッピング！
HP http://www.pref.aomori.lg.jp/kensei/seisaku/
ホットアップルジュースは、耐熱容器に１杯分の
ch_renkei_hotapplejuice.html
りんごジュースを注ぎ、電子レンジで１～２分加熱

都道府県だより
Akita

2012 年 1 月

秋田県

夢を運んで 10 年
秋田・ソウル国際定期便就航 10 周年記念式典

式典に先立ち、知事と市町村長は、
「アイリス２」
ロケを秋田で再び行ってほしいと要請。壇上でチョ
ン代表からは「アイリス２を制作する際には、秋田
でロケを行いたい」とのお言葉をいただきました。
秋田と韓国を結ぶ国際定期便が、昨年 10 月に就航
10 周年を迎え、記念式典を秋田とソウルで開催しました。 ■「アイリス効果」を再び
訪 日 旅 行 の 現 況 は、
■秋田での記念式典
東
日
本大震災の影響と
10 月 28 日の記念式典は、駐仙台大韓民国総領事
ウ ォ ン 安 で、 リ ー マ ン
館総領事を始め、韓国観光公社東京支社長、大韓航
ショック時以来の落ち
空日本地域本部長など多くの関係者にご出席いただ
込みとなっております。
き、秋田市内のホテルで開催しました。
式典では、これまでの誘致運動から就航後の 10 年 「アイリス効果」により、
リーマンショックから
間を振り返り、これまで定期便の開設や路線の安定
立ち直ったように、
「ア
運航に功労のあった３団体、２個人に、佐竹知事よ
イリス２」の制作と県内
り感謝状が贈呈されました。
ロケが決まった際には、
■「アイリス２」ロケを秋田で
この状況を打破できる
11 月 11 日には、佐竹知事を団長とし、県内の市
よう、市町村や民間団体
町村長と合同セールスミッション団を構成して韓国
と連携しながら、ロケを チョン・テウォン氏とチョン・ジュノ氏に
を訪問し、式典を開催しました。
感謝状を贈呈
支援してまいります。
ソウルでの式典では、秋田でロケが行われ韓国国
内で大ヒットした「アイリス」の制作会社の代表チョ
お問合せ
ン・テウォン氏と、「アイリス」に出演し、
「あきた
秋田県産業労働部観光課
美の国大使」を務めるチョン・ジュノ氏に感謝状を
TEL 018-860-2264
贈呈しました。
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岩手県

Iwate
三陸復興ブランドの構築と展開について

岩手県では、三陸地域の本格的な復興に向けた取
組の機運を更に盛り上げるため、そのシンボルとし
て、女流書家金澤翔子氏の揮毫作品を活用し、
ロゴ「三
陸復興」を作成しました。ロゴは、屏風やのぼり旗
などのデザインとして加工し、各種イベントなどで
活用しているほか、県の広報媒体に組み込むことに
より、県や沿岸地域全体での機運の醸成に生かされ
ています。
東日本大震災津波以降、沿岸部
では、県内外の様々な組織、団体
及び個人の方々のご支援によって、
復 旧、 復 興 が 進 め ら れ て い ま す。
また、各種復興イベントや、食産
業関連フェアにおいても、三陸産
海産物を購入していただくなどの
多くのご支援をいただいき大変感謝しております。
県ではこのような復興過程そのものを地域ブラン
ドの形成過程と捉え、
「三陸復興」を地域ブランドの
象徴として位置付け、ご支援いただいている多くの
方々と共に新しいいわて三陸を創り上げていきたい
と考えています。
今後も、継続的なご支援をいただくため、引き続
き、ブランドコミュニケーションとしての各種イベン
トやフェアを実施し、被災地域での住民との交流や、

復興に励む事業者との関係を深める取組を展開して
まいります。また、支援者が情報を入手し、交流す
る場として、
「三陸復興」facebook ページを開設し、
ブランドコミュニティの形成が図られるよう取り組
んでまいります。このような取組により、支援いただ
いている多くの方々が、新しいいわて三陸を共に創り
上げた関係者として、三陸地域あるいは岩手のコア
なファンとなっていただくことを期待しています。

イオンレイクタウン「いわて三陸復興フェア」の様子（埼玉県越谷市 H23 年 10 月）

お問合せ

岩手県沿岸広域振興局経営企画部
TEL 0193-25-2701
三陸復興 facebook ページ
http://www.facebook.com/iwate.sanrikufukkou

都道府県だより
Yamagata

2012 年 1 月

山形県

山形への移住をサポート！

す。また、山形に関わりが深く魅力的な人物や県内
で新しい取組にチャレンジしている人物などをゼミ
生が自ら取材
を行い紹介
していますの
で、
「すまい
る山形暮らし
情報館」と併
せて是非ご覧
になってみて
ください。

本県では、移住を希望している方をサポートする
ため、移住交流ポータルサイト「すまいる山形暮ら
し情報館」を運営しており、滞在体験プランや就農
支援情報、空き家情報、移住者体験談など、山形に
移住する上で参考となる各種情報を発信しています。
昨年 10 月には、県外の若者と山形との縁を創り出
し移住にもつなげていければということで、若者か
ご えん

ら見た山形の魅力を紹介するサイト「やまがた５○」
を立ち上げました。
当サイトは、東北芸術工科大学デザイン工学部の
松村茂教授のゼミ生が管理運営を行っており、日々
お問合せ
の生活や体
験 を 基 に、 山形県企画振興部市町村課
TEL 023-630-3083
行きつけの
「すまいる山形暮らし情報館」HP
お店や各種
イ ベ ン ト、 http://www.pref.yamagata.jp/ylife/
おすすめの
山形暮らし
検索
温泉などの
情 報 を コ ラ 「やまがた 5 ○」HP
http://yamagata-goen.net/
ム形式で紹
検索
やまがたごえん
介していま
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宮城県

Miyagi
皆様のご支援に感謝申し上げます
～宮城ふるさとプラザ～

宮城県アンテナショップ「宮城ふるさとプラザ」は、
首都圏の皆様に、宮城県の魅力あふれる特産品や観
光情報を総合的に発信する拠点施設（アンテナショッ
プ）として、平成 17 年７月に、東京の池袋にオープ
ンし、７年目を迎えました。
東日本大震災直後は、生産者・事業者が甚大な被
害を受け、加えて、物流の停滞などにより商品の確
保もままならない日が続きましたが、何とか１日も
休むことなく営業を続けることができました。震災
以降、全国の皆様から温かいご支援やお励ましを賜

りましたことに、心から感謝申し上げます。
店内には、地元事業者がお客様と対面販売できる
スペースがあり、生産が再開した水産加工業者など
が週替わりで販売をしています。これからも多くの
お客様にご来店いただけるよう、店内イベントの充
実などにより、魅力ある店舗づくりに努めてまいり
ます。
今後とも皆様からいただいたご支援に対する感謝
と、復興へかける地元事業者の思いを、笹かまぼこ
や、
「ひとめぼれ」
「ササニシキ」に代表される宮城米、
地酒、ずんだ餅など「食材王国みやぎ」が誇る県産
品の販売を通じて届けてまいります。また、観光セ
ミナーの開催などにより、宮城の魅力を幅広く発信
してまいります。宮城の「いま」を感じていただき、
宮城県にお越しいただくきっかけになればと思いま
すので、是非お立ち寄りください。
お問合せ

・宮城県農林水産部食産業振興課
TEL 022-211-2815 FAX 022-211-2819
・宮城ふるさとプラザ（コ・コ・みやぎ）
所在地 東京都豊島区東池袋 1-2-2
TEL 03-5956-3511 FAX 03-5956-3513
営業時間 午前 11 時～午後８時
HP http://www.cocomiyagi.jp

都道府県だより
Fukushima

2012 年 1 月

福島県

「ふくしま七転び八起き宣言」発表 !!
～“元気なふくしま”を PR ～

首都圏の観光関係者約 200 名を招待。県外からの観光客を
呼び戻すため、福島の正しい情報を伝えました。福島の民
芸品「起き上がり小法師」にちなみ、女将の会 50 名によ
り「ふくしま七転び八起き宣言」を発表。－①ふくしまは
負けないぞ、②ふくしまの元気を取り戻すぞ、③ふくしま
は何度でも立ち上がるぞ－と、観光復興への思いを力強く
宣言しました。
知事からは「風評被害を払拭するには、福島に一度来て
もらうことが大切。皆さんの協力をお願いします」と、本
県への協力を要請。県しゃくなげ大使の女優・三田佳子さ
んや福島市出身の俳優・佐藤Ｂ作さんも応援に駆けつけ、
心温まる応援メッセージを寄せていただきました。
会場では、県オリジナル品種の新米「天のつぶ」のおに
ぎりや、いかにんじん、こづゆなどの郷土料理、地酒など
が振る舞われ、またスパリゾートハワイアンズのフラガー
ルによる華麗な踊りが披露されるなど、
“元気な福島”や“福
島の食”を PR しました。
福島県の観光復興は始まったばかりですが、再び「観光
地ふくしま」を復活させるため、今後とも官民一体となっ
て全力で取り組んでまいります。
引き続き、皆様からのご支援をお願いいたします。

福島県の観光産業は、原子力災害による風評被害の影響
を受け、県外からの観光客が著しく減少しています。この
ような状況を打破するため、県は 11 月 10 日、震災後初
となる大規模観光キャラバンの一環として、東京・飯田橋
にて「ふくしま七転び八起き観光キャラバン交流会」を開
催しました。
交流会は、佐藤雄平知事、県内旅館の女将ら約 100 名が

お問合せ

福島県観光交流課
TEL 024-521-7286

女将の会らによる「ふくしま七転び八起き宣言」を力強く発表
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新潟県

Niigata

全国初、東京にいながら新潟の雇用情報の入手が可能に
にいがたＵターン情報センターがリニューアル
新潟県では、首都圏に住んでいる学生や社会人の
Ｕ・Ｉターン就職を支援するために、首都圏での活
動拠点として、表参道・新潟館ネスパス（東京都渋
谷区）内に「にいがたＵターン情報センター」を設
置しています。
この度、このセンターに厚生労働省との連携によ
り、地方のＵ・Ｉターン支援施設として全国初とな
るハローワーク機能を導入しました。
これまでも、首都圏の学生・社会人の皆様に対し、
専門スタッフによるＵ・Ｉターン就職に関する相談
やアドバイス、企業情報の提供などの支援を実施し
ていましたが、今回の機能強化により、県内企業の
最新の求人情報が入手可能となり、その場で職業の
紹介が受けられるようになるなど、よりきめの細か
いサービス提供が実施できるようになりました。
また、平日のご利用が難しい方のために、土・日
曜も開館しています。
今後も、企業情報を含めた新潟県の魅力や生活情
報を積極的に発信するとともに、企業研究セミナー

や予約相談会などのイベントを通し、より多くの方
からご利用いただけるようメニューを充実してまい
ります。

相談を受ける様子

お問合せ

にいがたＵターン情報センター
開館時間 10：30 ～ 18：30（火曜・祝日・年末年始除く）
TEL 03-5771-7713
新潟県産業労働観光部労政雇用課
TEL 025-280-5270

都道府県だより
東京都

Tokyo
開業間近

2012 年 1 月

東京スカイツリー ®

「東京スカイツリー」は、2011 年３月、タワーと
して世界一の高さである 634m に達しました。現在、
2012 年５月 22 日のオープンに向けて着々と準備が
進められています。
東京の新名所「東京スカイツリー」の地元、墨田区・
台東区は浅草・本所・向島・押上と、
「食」
「風情」
「職
人のものづくり」といった江戸文化のかつての中心

地です。下町の伝統と現代のカル
チャーをうまく取り混ぜながら、
新しい街づくりへの期待も高まっ
ています。
東京スカイツリーというと、メ
インのタワー部分だけに着目しが
ちですが、実はその麓一帯に「東
京スカイツリータウン ®」という
街が併せてオープンします。流行
のショップや、レストランのほか、
©TOKYO-SKYTREE
ドームシアター、水族館などがラ
インナップされています。
また、近隣の店では東京スカイツリーをモチーフに
した、エビ天丼やデニッシュ、ロールケーキなどのス
イーツも新名物として誕生し、昔ながらの商店にも新
しい活気が生まれています。
開業は本年５月 22 日です。東京の活気を世界へ発
信する新名所へ、是非お越し下さい。
お問合せ

東武タワースカイツリー株式会社
HP http://www.tokyo-skytree.jp/

©TOKYO-SKYTREE
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群馬県

Gunma

群馬県バックアップ機能誘致協議会を設立しました
東日本大震災を契機に、首都圏直下型地震を始め
とした大災害に備え、首都機能の分散化やバックアッ
プ機能の構築などの対策が課題となっています。
本県は、東京から 100km 圏内に位置し、高速道路
と新幹線などの交通網が発達している、大きな地震
などの災害が少ない、水資源が豊富である、日照時
間が長いなど、恵まれた立地環境にあります。
このため、県では、こうした本県の優位性を生かし、
物流拠点やデータセンターなど、首都圏の企業や行
政のバックアップ機能の誘致に官民協働で取り組む
ため、県内全市町村や経済団体などと連携し、11 月
に「群馬県バックアップ機能誘致協議会」を設立し
ました。
設立総会では、石原信雄地方自治研究機構会長を
講師として「バックアップ機能の観点から見た群馬
県の可能性」をテーマに、講演会も開催しました。
今後、協議会は、パンフレットの作成・配布、シ
ンポジウムの開催などの活動により、積極的に群馬
の優位性を県内外に発信していきます。それと同時
に、情報を収集し、市町村や経済団体などと協力・
連携しながら検討を重ね、誘致活動を展開していき
ます。

県では、この協議会の設立を契機に、これまでの
企業誘致に加え、群馬の魅力をより一層発信し、県
内経済の活性化も図っていきたいと考えています。

お問合せ

群馬県総合政策室
TEL 027-226-2323
FAX 027-223-4371

都道府県だより
Tochigi

2012 年 1 月

栃木県

「やすらぎの栃木路」冬の観光キャンペーン実施中

詳しくは「やすらぎの栃木路」冬の観光キャンペー
ン HP をご覧ください。
冬の栃木は特典満載！是非「やすらぎの栃木路」
へお越しください。

栃木県では、２月 29 日（水）までの期間中「や
すらぎの栃木路」冬の観光キャンペーンを実施して
います。
キャンペーンのパンフレット又は栃木県観光物産
協会のホームページからダウンロードしたパンフ
レット表紙を、キャンペーン参加の宿泊施設や飲食
店、レジャー施設等で提示すると、お得な料金プラ
ンや割引、様々な特典が受けられます。
さらに、期間中にキャンペーン参加宿泊施設に泊
まると、抽選で 550 名様にペア宿泊券や栃木県の特
産品などが当たるビックチャンスもあります。

灯りがともされたミニかまくら。雪遊びなども楽しめます／湯西川温泉かまくら祭

お問合せ

栃木県産業労働観光部観光交流課
TEL 028-623-3305
「やすらぎの栃木路」冬の観光キャンペーン HP
http://www.tochigiji.or.jp/winter_campaign.html

雪と光が織りなす幻想的な世界／奥日光湯元温泉雪まつり
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茨城県

Ibaraki
郷土が育む名品が大集合！
第 27 回茨城県郷土工芸品展開催！

茨城県では、郷土の風土や生活の営みの中で受け
継がれてきた工芸品を「茨城県郷土工芸品」として、
現在 45 品目の工芸品を指定しています。
平成 23 年 12 月５日（月）から９日（金）まで、
茨城県庁舎２階県民ホールを会場として、これらの
工芸品を取りそろえ「第 27 回茨城県郷土工芸品展」
を開催しました。

期 間 中 は、
18 品 目 の 郷
土工芸品の製
造業者が出展
し、展示販売
のほか、匠の
技術を間近に
ご覧いただけ
る制作実演や体験教室を実施しました。
なお、今回は特に各社自慢の一品を披露する「新
作品・目玉商品等の展示販売」や工芸品を購入され
た方を対象とした「お楽しみ抽選会」を実施し、茨
城県の郷土に息づく工芸品の魅力を広く PR すること
ができました。
また、県産品を使用したお菓子や農産加工品など
を販売する「いばらきのお菓子大集合展」や「茨城
グルメ市」も同時開催し、連日大勢の人でにぎわい
ました。
お問合せ

茨城県商工労働部観光物産課
TEL 029-301-3622
茨城県郷土工芸品 HP
http://www.ibarakiguide.jp/kougei/

都道府県だより
Saitama

2012 年 1 月

埼玉県

スマートフォンを片手に、
小江戸川越を歩いてみませんか

むことができます。
無料で高速インターネットが利用できる公衆無線
ワイファイ

蔵造りの町並みが残る「小江戸川越」 は県内有数
の観光地。 埼玉県では、スマートフォンやタブレット型
端末で使える無料のアプリケーションソフト「セカイカ
メラ」を使って、川越の観光情報の提供を始めました。
歩きながら観光情報を入手できるのが特徴です。
セカイカメラを立ち上げたスマートフォンをかざ
すと、現実の風景の中に「エアタグ」と呼ばれるア
イコンが現れます。そのエアタグをタップ
（軽く叩く）
すると詳細な観光情報を表示。喜多院や時の鐘、川
越城本丸御殿などの観光情報を日本語と英語の２言
語で紹介します。2012 年３月までに 600 件以上の
観光情報を提供する予定です。
また、セカイカメラ
を 使った「 お す す め
観光ルート」の紹介や
「スタンプラリー」 も
実施中です。これらは
毎月テーマやコースを
変えていますので、ス
マートフォンを片 手に
川越を訪れれば、まち
時の鐘
歩きを月替わりで楽し
26

LAN サービス「WiFi」環境も整備しました。サー
ビス区間内では、通信料金や接続速度を気にするこ
となく観光情報を入手できます。
セカイカメラを通じて、県内のみならず外国人観
光客を含む全ての皆様に新しい川越の魅力を発見し
ていただきたいと思います。

蔵造りの町並み

お問合せ

埼玉県産業労働部観光課
TEL 048-830-3957
埼玉県公式観光サイトちょこたび埼玉 HP
http://www.sainokuni-kanko.jp/?page_id=821

Chiba

千葉県

房総で春を満喫
～早春の観光キャンペーン～ きらきら房総 誰と行く？
温暖な房総は首都圏の中でも一足早く春が訪れ、きらきら
輝く魅力がいっぱいです。
まずは、千葉の春を代表する「花」
。12 月には鋸南町で水
仙が咲き始め、１月からは南房総で色とりどりのストックやキ
ンギョソウなどが咲き、春の訪れを告げます。船橋市では、
この時期には珍しいチューリップもご覧いただけます。
旅の楽しみ「食」も欠かせません。産地ならではの生まぐ
ろや生のりは今が旬です。館山市、山武市、東庄町、千
葉市などの観光農園では１月からいちご狩りも楽しめま
す。平成 23 年の「第６回 B 級ご当地グルメの祭典！ B-1
グランプリ in 姫路」で入賞した勝浦市の「熱血！！勝浦
タンタンメン船団」の「勝浦タンタンメン」も千葉県の
ご当地グルメとして大
人気！
さらに、今 年の早春
の目玉として、３年ぶり
に SL が春の房総を駆け
抜けます。
温かい房総へ、
是非おいでください。
赤くて辛いスープが特徴

3 月頃まで花が楽しめます

≪イベント期間≫
・水仙まつり／鋸南町
是非千葉県においでください
１月31日（火）まで
・南房総のお花畑／南房総市千倉町・白浜町 １月～３月
・チューリップまつり／船橋市 １月31日（火）まで
・銚子生まぐろまつり／銚子市 １月29日（日）まで
・ふっつ生のりフェア／富津市 ３月31日（土）まで
お問合せ

千葉県商工労働部観光課
TEL 043-223-2412
春の耳より情報はこちら！
HP http://www.kanko.chuo.chiba.jp/

都道府県だより
Kanagawa

2012 年 1 月

神奈川県

神奈川県友好交流地域への訪問
～米国・メリーランド州及びマレーシア・ペナン州訪問～
神奈川県と米国・メリーランド州が、1981 年４月
に友好提携を締結してから今年で 30 周年を迎えるの
を機に、黒岩知事が昨年 10 月 26 日から 29 日まで
米国を訪問し、
「メリーランド・神奈川バイオ・ライ
フサイエンスセミナー」の開催等の交流事業を実施
しました。
特に、ワシントン D.C. においては、
「震災後の日
本―地方からの再生」と題して知事が講演を行い、
大震災における米国の日本への支援に対し謝辞を述
べるとともに、原子力発電に依存し過ぎない新しい
エネルギー体系を目指して、太陽光発電等再生可能
エネルギーの普及
を 推 進 し、 余 剰
電力を有効に活用
する「かながわス
マートエネルギー
構想」について紹
介しました。
ま た、11 月 20
日 か ら 24 日 ま で
マレーシアを訪問
黒岩知事講演「震災後の日本―地方からの再生」
しました。これは、
27

マレーシア・ペナン
州 と 1991 年 10 月
に両地域の交流の一
層の発展に関する共
同声明に調印してか
ら 今 年 で 20 周 年 を
迎えたことによる訪
ペナン州リン・グアン・エン首席大臣と共同宣言に署名
問です。
まず、ペナン州では、今後の両地域の共同の繁栄
に向け、リン・グアン・エン首席大臣と共同宣言に
署名し、本県の「武家の古都・鎌倉」の世界遺産登
録への参考とするため、同州の世界遺産「ジョージ
タウン」視察等を行いました。
さらに、クアラルンプールでは、神奈川経済セミ
ナーを開催し、本県の優れたビジネス環境や自動車
産業の集積状況、県内への進出に当たっての支援策
等を紹介し、企業誘致及び県内企業との取引拡大の
ためのトップセールスを実施するとともに、観光地
としての神奈川の魅力をアピールしました。
今回の訪問で、情報発信やトップセールスを行う
ことによって両地域の交流関係が一層緊密となり、
意義深いものとなりました。
お問合せ

神奈川県県民局くらし文化部国際課
TEL 045-210-3755

山梨県

Yamanashi

士山

を世界

文

富
富士山をテーマに国内外
から寄せられた俳句の優
秀作品の披露などを行い
ます。
富士山の世界文化遺産
「富士山の日」をＰＲするため作成した
登録に向けた取組は、順 公用車ステッカー（300 × 500mm）
調に進んでおり、昨年９
月には、日本政府からユネスコ（国連教育科学文化
機関）世界遺産センターに推薦書（暫定版）を提出。
今後、推薦書（正式版）の提出、諮問機関イコモス（国
際記念物遺跡会議）による現地調査を経て、早ければ、
平成 25 年の夏、世界文化遺産として登録されること
が期待されています。
この「富士山の日」制定を契機に、静岡県や関係
市町村、NPO 法人「富士山を世界遺産にする国民会
議」などと連携を深め、様々な取組を通じて、世界
文化遺産登録への機運を盛り上げていきます。
化

富士山の世界文化遺産登録に向け、
「富士山の日」条例を制定

遺

産に

本県では、富士山の世界文化遺産登録に向けた運
動を盛り上げていくため、
「富士山の日」条例を昨年
12 月に制定しました。
条例では、県民が、富士山に対する理解と関心を
深めるとともに、その恵みを感謝し、豊かな自然や
美しい景観、歴史、文化を後世に引き継いでいくこ
とを決意する日として、２月 23 日を「富士山の日」
と定めています。
条例制定後、初めて迎える今年の「富士山の日」
には、富士山世界文化遺産登録推進国民運動開始式
を 開 催。 式 典
で は、 世 界 文
化遺産登録の
推進に賛同す
る企業などを
お問合せ
加えた県民会
議（ 仮 称 ） の
山梨県観光部観光資源課（条例に関すること）
発 足 式、 静 岡
TEL 055-223-1521
県知事などと
山梨県企画県民部世界遺産推進課
の ビ デ オ レ （「富士山の日」式典に関すること）
タ ー の 交 換、 TEL 055-223-1316

都道府県だより
Shizuoka

2012 年 1 月

静岡県

ふじのくに静岡の移住・定住促進への挑戦
～一緒に暮らそう！ふじのくに静岡～

本県は田舎暮ら
しの専門誌でラン
キング２位となる
など人気の高い県
です。温暖な気候
や富士山、温泉な
どの地域資源に加
え、首都圏からの
交通利便性が魅力
ですが、今年初夏
には新東名高速道
路が開通し、交通
アクセスが一層向
上します。
まだまだ、静岡
県の挑戦は始まっ
たばかり。
本県の魅力を最大限に生かし、移住・定住の促進
による地域社会の活性化に向けた取組を進めてまい
ります。

静岡県の人口は、平成22年の国勢調査で、3,765
千人となり、国勢調査開始以来、初めて減少に転じ
ました。
地域活力の低下が懸念される中、静岡県では昨年
度、県内外からの移住者・定住者の拡大による地域
社会の活性化に向け、県や市町等が協働して取り組
むべき具体的内容等をとりまとめた「ふじのくに移
住・定住促進戦略」として策定しました。
本年度は、本戦略に基づき、７月に相談窓口「ふじ
のくに移住・定住相談センター」を開設するととも
に、９月には県内の空き家情報をまとめた「県空き家
バンク」を開設し、本県への移住希望者を対象にした
相談対応の充実や情報提供に力を入れています。
また、10月中旬には、取組機運の醸成や協働での
取組を推進するため、市町、地域団体、移住実践者
等で組織する「パートナーシップ推進会議」を立ち
上げています。
しかしながら、県内の取組は、まだまだ温度差が
あり、課題も地域ごとに異なっています。今後はこ
うした地域の実情を踏まえ、施策を推進していくと
ともに、首都圏等へのプロモーション活動を積極的
に展開していきます。

お問合せ

静岡県文化・観光部 交流促進課
TEL 054-221-3612
ゆとりすと静岡
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検索

長野県

Nagano

業に対して助成することを目的に、６月 24 日から寄
付を募り、その額は 12 月７日現在で 2,400 万円余
に達しています。
募金の受付は 12 月末で終わりますが、助成事業の
募集は当初の２月 15 日までの予定を延長し、子ども
たちを招待する事業だけでなく、県内に避難してい
る子どもたちへの支援も対象に広げることなどを検
討しています。
被災地の子どもたちが、温かい心に触れ、心身共
にリフレッシュされることを願っています。

被災地の子どもたちが信州でリフレッシュ
長野県では、多くの県民の方々から寄せられた被
災地を支援したいという熱い思いと、被災地からの
様々なニーズに応えるため、
「東日本大震災支援県民
本部」を設立し、官民が協働して被災地を支援して
きました。
その県民本部の大きな取組の一つが「子どもリフ
レッシュ募金」
。今なお不便な生活を強いられている
被災地の子どもたちを招待し、キャンプなどで豊か
な自然に触れたり、本県の子どもたちと交流する事

千曲市でのキャンプの様子

お問合せ

東日本大震災支援県民本部
TEL 026-266-0121

街頭募金活動の様子

都道府県だより
Toyama

2012 年 1 月

富山県

ご当地グルメ「富山湾鮨」を味わう富山の旅へ
本県では県鮨商生活衛生同業組合と連携し、「富山
湾鮨」キャンペーンを展開しています。豊かな自然
環境に恵まれ、四季を通して多彩な海の幸に恵まれ
た“天然の生け簀 富山湾”から揚がる旬の地魚を、
新鮮なまま堪能できるのが「富山湾鮨」です。平成
26 年度末に迫った北陸新幹線開業に向け、富山の食
の魅力を県外に発信し、富山への観光誘客につなげ
たいと考えています。
県内各地の 43 店舗（平成 23 年 12 月１日現在）
で「富山湾鮨」を提供しています。１セット 10 貫で、
ブリや甘エビ、バイ貝などネタ（旬によって異なる）
は全て富山湾産。シャリも全て県産米を使用し、富

山らしい汁物付きで、価格は 2,000 円～ 3,500 円（税
込み）です。前日までに予約された方には、小鉢な
どもう１品サービスしています。海のしけなどで地
魚を仕入れることができず、やむを得ず富山湾以外
のネタが混ざる場合は、店側から事情を説明した上
で、鮨を提供することもルールとなっています。「富
山湾鮨」を提供している店舗は、富山湾鮨のロゴ入
りタペストリーが目印で、ホームページでも紹介し
ています。
県では、旅行予約サイト「楽天トラベル」での富
山湾鮨キャンペーンや富山県ホテル旅館生活衛生同
業組合と連携した全国共通すし券（3,000 円分）付
き宿泊プランの販売等、「富山湾鮨」を堪能する富山
の旅を提案してきました。また、２月には旬の鮨ネタ、
店舗を詳しく紹介したパンフレットの発行を予定し
ており、今後も「富山湾鮨」を本県の新しい観光素
材として積極的に PR していきたいと考えています。
お問合せ

富山湾鮨誘客キャンペーン事務局
富山県観光・地域振興局観光課
TEL 076-444-3200
富山県鮨商生活衛生同業組合
TEL 076-491-3226
富山湾鮨 HP
http://www.toyamawan-sushi.jp
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石川県

Ishikawa
北陸新幹線の金沢開業を見据え、
おもてなし向上のための施策を推進！

や行政などで構成する「ほっと石川おもてなし推進
協議会」を設立し、官民一体となって、おもてなし
向上に取り組んでいます。
また、観光業界で指導的役割を果たす方を対象に
した「観光おもてなし塾」や、地域住民向けの「お
もてなし講座」などを実施しているほか、今年度内
にはおもてなしに関するホームページを開設する予
定です。
さらに、１月 21 日には、
「知事と語るおもてなし
推進大会」を金沢市で開催。各分野でおもてなしに取
り組む方と
知事との意
見交換会や、
講演会を通
し て、 お も
てなし向上
の機運をよ
り一層高め
ていきます。

３年後に迫った北陸新幹線の金沢開業。多くの観
光客に石川県に来ていただけるよう、県では、県民
総ぐるみでおもてなしの向上を図るため、様々な取
組を進めています。昨年 11 月には、おもてなし向上
に向けた意識を県民全体で共有するため、
「能登地区
おもてなし推進大会」を開催しました。
当日は約 200 人が参加する中、県内外の先進地に
よる取組の事例発表のほか、能登町の農家民宿「春
蘭の宿」の
女将である
多田寛子さ
んによる「お
もてなし宣
言」が行わ
れ、 県 民 挙
げ て、 お も
てなしの向
上に努める
多田寛子さんによるおもてなし宣言の様子
ことを誓い
ました。
このほかにも、昨年８月、観光・地域・交通団体

「観光おもてなし塾」第２回講座

お問合せ

石川県観光推進課
TEL 076-225-1542

都道府県だより
Gifu

石川県県民交流課
TEL 076-225-1362

2012 年 1 月

岐阜県

県内への企業進出が急増！

例えば昨年５月、関市に、今後需要増加が予想さ
れる航空機や次世代自動車向け軽量強化部材の加工
昨年上期（１～６月）の県内への企業進出件数は、 や、地場産業製品の分析・評価のための最先端設備
一昨年下期（７～ 12 月）と比べ 12 件増の 22 件、 40 機を整備した ｢ぎふ技術革新センター｣ を開設し
ました。
立地面積は 18ha 増の 25ha で、全国順位はそれぞれ
10 月には、｢一日中小企業庁 in ぎふ｣ が岐阜市で、
３位、２位と、いずれもデータを確認できる平成７
｢ものづくり岐阜テクノフェア
2011｣ が各務原市で
年上期以降最高を記録しました。進出件数と立地面
相次いで開催され、県が進める中小企業支援策の
PR
積共に急増し、それぞれの伸びについては、全国１
や、モノづくり技術・製品・研究開発成果等を広く
位という結果でした。
発信しました。
リーマンショックに端を発した世界経済の悪化や
また、一昨年 10 月に開催された ｢APEC 中小企
急激な円高の進行等、現下の厳しい経済状況の中で、
業大臣会合｣
の共同閣僚声明に盛り込まれた ｢岐阜
非常に勇気付けられる数字となりました。
イニシアチブ｣
を機に、企業の海外展開の専門家を
企業立地が急増した要因としては、東海環状自動
「GIFU
海外市場開拓支援アドバイザー」として設置
車道東回りや東海北陸自動車道の整備が進み、県内
し、海外で開催される商談会についてのアドバイス
を横断する東名・名神高速道路と併せた広域アクセ
等、県内企業の海外取引のスキル向上を支援してい
スが充実してきたこと、県内工業団地の強固な地盤
くこととしました。
が評価されたこと、各企業のニーズに応じたオーダー
今後も引き続き、本県を進出先として選んでいた
メイド型の工業団地開発を進めるとともに、各種手
だけるような提案や各種支援を地元市町村と連携を
続きを迅速にかつワンストップで行える体制を整え
取りながら進めていきます。
てきたことなどが挙げられます。
加えて、陶磁器や刃物等の地場産業から、輸送用
機械や電気機械等の部材産業に至るまで、世界に誇
お問合せ
るモノづくり技術が息づく県内中小企業へ様々な支
岐阜県知事直轄 ･ 秘書広報部門広報課
援を行っており、こうした県の取組も評価していた
TEL 058-272-1116
だいた結果だと思っています。
30

愛知県

Aichi
いよいよ開催！「ゆめリンク愛知国体」!

銃の発砲の実演やあいち戦国姫隊による愛知の魅力
紹介を実施します。
愛知県では、全国から集う選手や仲間たちが「描
け リンクに きみの夢」を合言葉に、技を競い、
交流を深め、リンクに夢を創造し、未来を描いてい
く冬季国体になることを願っています。

愛 知 県では、 平 成 2 4 年１月 28
日（ 土 ） から２月１日（ 水 ）までの
５日間 、 第 6 7 回 国 民 体 育 大 会 冬
季 大 会 スケート競 技 会 （ショートト
ラック・フィギュア）
・アイスホッケー
競技 会 （ 愛 称：ゆめリンク愛 知 国 体 ）を開 催します。
今回の冬季国体では、魅力あふれる愛知県を全国
に発信するとともに、会場となる４ヵ所のリンクに
おいて冬季スポーツの祭典にふさわしい夢と感動を
与える大会を目指しています。
大会を盛り上げるため、平成 23 年８月６日に冬季
国体開催記念イベントとして「ゆめリンクスクール」
を開催し、冬季国体実施競技の紹介・実演や小学生
を対象としたスケート教室を行いました。
ま た、12 月 17 日 に は、 １ ヵ 月 前 イ ベ ン ト
「Countdown ゆめリンク」を開催し、
トークショー、
ダンスパフォーマンスを行い、多くの方にご来場い
ただきました。
「ゆめリンクキャラバン隊」出発式
県内各地では、ゆめリンクキャラバン隊による PR
活動を、18 名の隊員が３班に分かれ、国体会期まで
お問合せ
冬季国体の PR を実施しています。
第 67 回国体冬季大会愛知県実行委員会事務局
大会第１日目の１月 28 日（土）には、開始式を行 （愛知県教育委員会学習教育部体育スポーツ課内）
い、歓迎アトラクションとして、瀬戸子供太鼓こま
TEL 052-954-6828
いぬ座の和太鼓演奏、長久手の棒の手の演武、火縄
HP http://www.yumerink.jp/

都道府県だより
Mie
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三重県

東京ミッドタウン【三重の美味しいパワーフード】
レストランフェア開催
平 成 24 年 １ 月 13 日 か ら 22 日 ま で の 10 日 間、
東京ミッドタウン（東京都港区）において、三重ブ
ランドを始めとする県産品や三重県の魅力に触れて
いただく【三重の美味しいパワーフード】東京ミッ
ドタウンレストランフェアを開催します。
東京ミッドタウン内レストランで、伊勢えび、的
矢かきなど三重ブランド認定品を始め、自然の力や
生産者の思いの詰まった三重県産食材を使用したオ
リジナルメニューが提供されます。
また、期間中は、三重の魅力に触れていただく
セミナーの開催や三重県
産品を取り扱う期間限定
ショップも開設します。
開催初日の 13 日には、
みえの国観光大使の西野
カナさんをゲストに迎え
てのオープニングセレモ
ニーの開催も予定してい
ます。
このフェアと合わせ
フェアのイメージビジュアル
て、 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ、
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facebook、ツィッター等のソーシャルメディアを活
用して消費者との双方向のコミュニケーションの展
開を進めています。
是非、期間中に東京ミッドタウンへお越しください。

レストランメニューの一例

東京ミッドタウン（東京都港区赤坂９- ７- １）
営業時間：ショップ（11 時～ 21 時）、
レストラン（11 時～ 24 時）
※一部店舗により異なります。
お問合せ

農水商工部マーケティング室
TEL 059-224-2391
HP http://www.miebrand.jp
Facebook http://www.facebook.com/miepowerfood

福井県

Fukui
今年の干支「辰」にちなんで

ろ、たくさんのご応募をいただき、送っていただい
た方の中から抽選で恐竜グッズをプレゼント。
そのほか、館内のショップで恐竜グッズ福袋も販
売したところ、大変な人気で大好評でした。
さらには、
「恐竜ガールズ」を編成し、各種メディ

た つ

～恐竜年プロジェクト開始～
福井県では、平成 24 年の干支が辰年であること
た

つ

から、辰と恐竜を関連付けて「恐竜年プロジェクト」
を始めました。
干支に関する話題が多くなる年末から、平成 12 年
の辰年に開館した恐竜博物館を中核に各種イベント
た

た

つ

アへの出演や出向宣伝などにより、恐 竜 年を盛り上
げています。
福井県では、今後ともこうしたイベントで「恐竜
王国ふくい」をアピールしていきます。

つ

を実施。「恐竜」にちなんで福井県の恐竜ブランドを
発信することで、新たな恐竜ファン・福井ファンの
開拓を目指します。
恐竜博物館では、まず３月末までの期間、辰年生
まれの方の入館料を無料としています。入場受付で、
免許証など辰年生まれであることが確認できるもの
を提示していただくことで、そのままお入りいただ
けます。
また、１月 31 日までの期間限定で、恐竜時代の幕
開けを告げた三畳紀の恐竜たちの全身骨格（エオド
ロマエウス・エオラプトル・ヘレラサウルスなど５点）
を展示公開しているほか、あわせて、恐竜博物館が
誇る「恐竜絵画・彫刻コレクション」の全作品（40 点）
を特別に公開中。
お正月には、恐竜博物館に年賀状を募集したとこ

元気いっぱいの恐竜ガールズ

都道府県だより
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滋賀県

Shiga

新しい防災ヘリコプター「琵琶」が運航を開始します！

航してきましたが、機体の老朽化とともに更新時期
に当たること、また今後の防災ヘリコプターの役割

滋賀県の防災ヘリコプターは消火活動や救助活動、

と機能強化が求められることから、昨年９月に機体
び

また救急搬送や災害予防など、県民の命を守るため

を更新。今年１月から新しい防災ヘリコプター「琵
わ

の活動に利用されています。

琶」が運航を開始します。

おう み

従来機「淡海」は平成７年から 15 年にわたって運

エンジン最大出力が
約1.5倍に

1,100馬力→1,702馬力

新防災ヘリ
「琵琶」の特徴
と

く

ち ょ う

※

高度 1,280m
→2,620m

※ホバリング…空中で停止す
ること。
山岳救助が多い滋賀
県の防災ヘリコプターにとっ
て重要な性能になります。

約40km/h 速く

247km/h →286k
286km/h

ホバリング

性能が向上

じゅん こ う

最大巡航速度が

り

り く

最大離陸重量のアップ
3,350kg →4,300kg
乗員数の増

ヘリ TV
ヘ
シ
システム

災害現場の映像を伝送
災害現場
できるヘリテレ装置を
新たに装備

11名→１４名

※いずれも従来機との比較
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京都府

Kyoto
関西経済圏の日本海側拠点－京都舞鶴港

京都舞鶴港は、日本海に開かれた天然の良港であ
り、中国、韓国、ロシアなど対岸諸国に向けた関西
の玄関港として発展してきました。
昨年 11 月には、京都舞鶴港が、国際フェリー・国
際 RORO 船、国際海上コンテナ、外航クルーズの３
機能で日本海側拠点港に選定され、関西経済界から
も「経済成長著しい中国、韓国、ロシア等の環日本
海諸国との経済交流を強化する上で、舞鶴港は極め
て重要」と、同港の持つポテンシャルに関西を挙げ
て期待が高まっています。
京都府では、昨年７月に、中華人民共和国大連市、

より両経済圏の国際競争力を高めることができるよ
う、戦略的な取組を進めます。
京都舞鶴港を核として、背後圏への新規企業誘致
や既存立地企業の活動支援などを進めるとともに、
海上自衛隊地方総監部等の海事機関が集積している
特性を踏まえ、日本海側の広域的な防災拠点のみな
らず、太平洋側港湾の補完機能が発揮できるよう、
『港』本来のにぎわいと、
『港』を生かした地域振興
を図っていきます。

ポハン

大韓民国浦 項市、ロシア連邦ナホトカ市と経済交流
の促進に向けた覚書をそれぞれ締結し、貿易の推進
や観光交流、府民・市民の相互交流を進めていくこ
ととしました。
今後は、関西経済圏と対岸諸国とをつなぐ高速海
上輸送ネットワークの構築とともに、日本海側諸港
とも連携し、急増するアジアの観光客を対象に環日
本海クルーズの誘致を進めるなど、さらなる日本海
側のゲートウェイ機能の強化を図ります。
また、平成 26 年度には、関西圏、中京圏と若狭湾
を結ぶ高速道路のネットワークが完成することから、
二つの巨大な経済圏を一体的に見据えた展開が可能
となります。海上と陸上を結ぶ高速輸送網の構築に

豪華客船「飛鳥Ⅱ」寄港時の様子

お問合せ

京都府貿易・商業課
TEL 075-414-4844

都道府県だより
Osaka

2012 年 1 月

大阪府

大阪府庁本館「正庁の間」
初の一般公開！・時代玩具展示室オープン

１月 25 日にはオープニ
ングイベントを実施。平
成 23 年度大阪文化祭賞グ
ランプリを受賞した「大
阪コレギウム・ムジクム」
戦艦「敷島」
の心温まる歌声による懐
かしい唱歌などの演奏会ほか、一般向け説明・見学
会などを行います。
是非、大正ロマンあふれる大阪府庁本館「正庁の
間」・「時代玩具展示室」にお越しください！

大正 15 年（1926 年）竣工の大阪府庁本館。その
５階にある「正庁の間」は、かつては行事や式典に
使用されていましたが、近年は庁舎が手狭となった
ことから執務室などとして利用されてきました。こ
の度、大正時代当時に近い姿に復元改修し、１月 25
日（水曜日）から一般公開を始めます。
室内は、天井や壁のレリーフ、床の寄木貼のほか、
シャンデリア・ステンドグラスなど大正時代の雰囲
■府庁本館「正庁の間」 一般公開（１月 25 日から）
気を今に残す格調高い内装が見どころです。
公開日：祝日を除く水曜日・金曜日 10時から17時
また、今回新たに整備される時代玩具展示室では、
■府庁本館「時代玩具展示室」
府指定有形民俗文化財に指定された貴重な時代玩具
企画展示（１月 25 日から３月 23 日）
を展示します（１月 25 日～３月 23 日までは、企画
公開日：祝日を除く月～金曜日 10 時から 17 時
展示「大阪おもちゃ
（※展示替えのため休室の場合有り）
物語～大正・昭和初
場
所：大阪府庁本館５階
（地下鉄・京阪「天満橋」、
期～」を開催）。
地下鉄「谷町四丁目」
）
より多くの来庁者
「正庁の間」
一般公開（1
月
18
日 HP 公開予定）
に親しんでいただけ
HP http://www.pref.osaka.jp/otemaemachi/
るよう、本館建物の
seicyou-koukai/
歴史的・文化的価値
「時代玩具展示室」
企画展示
（1 月 18 日 HP 公開予定）
のある箇所と併せて
HP
http://www.pref.osaka.jp/kosodateshien/
ご案内できるよう考
jidaigangu/index.html
えています。
正庁の間
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奈良県

Nara
奈良県は、とっても元気です！
～紀伊半島大水害からの復旧・復興～

昨年９月、台風 12 号が紀伊半島を襲い、甚大な被
害が出ました。特に県南部地域では、山腹崩壊などに
より死者 14 名、行方不明者 10 名、今もなお避難生
活を余儀なくされている方もおられます ( 昨年 12 月
12 日時点 )。県では、災害発生当時から、国や市町村、
関係機関と力を合わせて復旧・復興に全力で取り組ん
できました。
◆現状
現在は、仮設住宅が完成し、道路の復旧も進み、一
部迂回路を通れば、県南部地域まで通行することがで
きるようになりました。被災した市町村も復旧・復興
に向けて元気に頑張っています。
しかし、特に被害の大きかった県南部地域については、
風評被害により宿泊者が減少しており、県は宿泊観光客
を呼び戻そうと、平成 23 年 11 月 15 日～平成 24 年３
月 31 日の期間利用できる「奈良県南部地域復興支援
プレミアム宿泊旅行券」を発行しました。10,000 円の
宿泊旅行券を 8,000 円で購入できるというもので、宿
泊観光客の誘致に大変効果を上げています。
◆今後
早期の災害復旧と「災害に強く、希望の持てる」地
域づくりを進めるために設置された「紀伊半島大水害

復旧・復興推進本部」において、被災した市町村から
の意見・要望を基本に据え、年度内に「復旧・復興計
画（仮称）
」を取りまとめます。県と市町村、関係機
関が一丸となって復旧・復興に取り組んでいきます。
奈良県南部地域は世界遺産あり、温泉あり、あった
かい人との出会いあり、
の３拍子そろったところです。
是非皆さんも県南部地域へ宿泊・観光に来ていただけ
たらと思います。

は て な し

世界遺産「熊野参詣道小辺路」にある「果無集落」

お問合せ

奈良県復旧・復興推進室
TEL 0742-27-7512

都道府県だより
Wakayama

2012 年 1 月

和歌山県

「和歌山の森林及び樹木を守り育てる条例」の制定

和歌山県では、こうして育んだ森林や樹木を大
切にする心を更に醸成し、森林や樹木を守り育て
ていくため、「和歌山の森林及び樹木を守り育てる
条例」を制定（平成 24 年４月１日施行）しました。
今後、県民総参加で森林や樹木を守り育てるこ
とに取り組み、「木の国」和歌山が緑いっぱいとな
り、県民の豊かな生活環境の実現につながってい
くよう努めていきます。

平成 23 年５月 22 日、天皇皇后両陛下のご臨席
を仰ぎ、第 62 回全国植樹祭が、和歌山県で開催さ
れました。植樹祭では、10,000 人を超える多くの
子どもたちが竹ポットによる苗木の育成に取り組
み、樹木を慈しむ心を育むとともに、全国に向け
て森林や樹木の大切さを広く発信したところです。

���の森林及び樹木を守り育てる��の��
基本理念
 森林及び樹木については、県、市町村、森林所有者、県民等の協働により、持続的に
守り育てられなければなりません

それぞれの役割を明確化
 県の責務、市町村との連携、森林所有者の役割及び県民・事業者などの役割を明確化

県が取り組むべき基本的施策
 森林の保護及び保全
 効率的な森林施業の実施

 森林整備の推進
 紀州材の利用拡大

 多様な主体による森林保全の推進
 樹木の育成及び植樹
 普及啓発

記念日の制定と顕彰の実施
 「わかやま森林と樹木の日」を設ける（毎年５月２２日）
 森林及び樹木を守り育てる活動を顕彰

天皇皇后両陛下によるお手植え（第 62 回全国植樹祭）
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兵庫県

Hyogo
兵庫県から新春メッセージ
～創造と共生の舞台づくり～

とともに、医療、健康、福祉、食など、安心基盤を
確保します。

第２は、質の高い生活づくり。若者の自立を応援し、

９ヵ月前の東日本大震災は、全国に大きな影響を

出会い、子育て支援を進めます。地域づくり活動を

トを切りました。17 年前、阪神・淡路大震災を経験

ルギー供給の多様化も見据えた再生可能エネルギー

及ぼしました。被災地は、ようやく復旧復興のスター

拡げ、誰もが暮らしやすい社会をつくります。エネ

した兵庫県だけに、これまで同様、これからもでき

の活用など自然と調和した生活を拡大します。

円高の長期化など経済社会にも不透明感が広がって

用対策を講じつつ、先端科学技術基盤などの兵庫の

しかも、高齢化、少子化、地域格差の拡大を伴って

興します。また、TPP 協定の議論を注視し、強い兵

る支援を続けていきます。20 年になるデフレ経済、

第３は、新時代の経済社会づくり。緊急経済・雇

います。また、兵庫も人口減少社会に突入しました。

強みを生かし、競争力を高め、新たな成長産業を振

います。今だからこそ、将来不安のない社会的枠組

庫の「農」を育てます。

地域づくりを進めなければなりません。21 世紀兵庫

地域再生大作戦のさらなる展開、交流と連携を支え

造と共生の舞台・兵庫」です。今こそビジョン、高

移管など、正念場を迎える分権改革に、関西広域連

第４は、地域の元気づくり。都市と農村との交流、

を再構築し、あわせて地域個性が発揮される元気な

長期ビジョンが見直されました。目指す将来像は、
「創

る社会基盤の整備を進めます。国出先機関の丸ごと

い目標をもち、これを目指して、兵庫の未来を拓く

合一丸となって取り組みます。

これからも、自立と連帯、安心と活力、継承と創

ときです。

造を基本に、明日の兵庫を築いていきます。

第１は、安全安心の基盤づくり。東海・東南海・

南海地震や、頻発する風水害への備えに万全を期す

都道府県だより
Tottori

2012 年 1 月

鳥取県

新たなリサイクル技術を開発！
ブラウン管から有害な鉛を除去
昨年７月、アナログテレビ放送が終了しましたが、
液晶など薄型テレビの急速な普及によりブラウン管
テレビが大量に廃棄されています。
廃棄されたブラウン管ガラスは、新しいブラウン
管の原料として利用（水平リサイクル）されてきま
したが、ブラウン管テレビの製造が世界的に減少し
ていることも相まって、廃棄されたブラウン管ガラ
スの行き場がなくなってきています。
鳥取県では、このような状況を予見し、従来の水
平リサイクルに替わるリサイクル技術の研究を進め、
有望な技術の開発に成功しました。
ブラウン管には、有害な鉛を含むガラスが使用さ
れていますが、ガラスは化学的に変化・分解されに
くく、含まれる成分を強固に閉じこめる性質があり
ます。このため、ブラウン管ガラスから鉛を分離し、
ガラスを無害化する技術を開発することは非常に難
しいと考えられてきました。
そこで、鳥取県衛生環境研究所では、ガラスの分
相（水と油のように二相に分かれる）現象に着目し
35

てその問題を解決。ブラウン管ガラスにホウ素を加
え、高温で溶かした後、急冷すると、ホウ素を含む
ガラスの相と鉛の相に分かれます。この分相したガ
ラスを酸に浸すと、ホウ素と鉛だけが溶け出し、ガ
ラス成分だけが残ります。実験により、鉛をほぼ
100％分離することに成功しました。
こうして得ら
れたガラス成分
はガラス材料と
し て、 分 離 し た
鉛はバッテリー
原料等として再
利用できます。
ブラウン管ガ
ラスのリサイク
ル は、 国 内 外 で
大きな問題とな
る可能性があるため、本技術の実用化が期待されて
います。
お問合せ

鳥取県衛生環境研究所
TEL 0858-35-5411

岡山県

Okayama
県政推進の羅針盤
「第３次おかやま夢づくりプラン」策定！

岡山県では、平成 24 年度からの５年間に県が重点
的に取り組む施策などを盛り込んだ総合的な計画「第
３次おかやま夢づくりプラン」を策定しました。
人口減少・超高齢社会の到来やグローバル化の進
展という時代の潮流に加え、東日本大震災によって
社会経済構造や国民意識が大きく変化する中で、岡
山の明るい未来を展望し、
「暮らしやすさ日本一」の
岡山を実現したいという熱いメッセージを込め、県
民や市町村、関係団体など、多くの方々からいただ
いたご意見などを反映させながら取りまとめ、昨年
末、県議会の議決を得て策定しました。
プランでは、選択と集中による政策の重点化を行い、
「安全・安心な地域づくり」
、
「将来を担う人づくり」
、
「発
展につながる産業づくり」
、
「豊かで潤いのある暮らし
づくり」の四つの基本戦略の下に 19 の戦略プログラ
ムを置くとともに、中四国の広域連携と道州制の検討
を深める「中四国州構想推進プロジェクト」や、基本
戦略を横断する重要な政策課題に対応するため「中山
間地域の活性化」
、
「新エネルギーの拡大」
、
「情報発信」
の三つの基本戦略横断プロジェクトを掲げました。

また、戦略プ
ログラムやプ
ロジェクトごと
に、県民の暮ら
しやすさがどの
程度向上したか
を示す「暮らし
やすさ指標」や、
県が特に力点を
置いて進めてい
く施策を「メッセージ施策」として打ち出していま
す。さらに、岡山らしさあふれる先進的な政策を「岡
山モデル」として数多く盛り込んでいることも大き
な特徴です。
岡山県では、このプランを県政推進の新たな羅針
盤として、市町村や県民、ボランティア・NPO、企業、
大学などと協働で、持続的に発展し、安心して暮ら
せる岡山を目指して、「暮らしやすさ日本一」の岡山
づくりに取り組んでまいります。
お問合せ

岡山県総合政策局政策推進課
TEL 086-226-7402
第３次おかやま夢づくりプラン
FAX 086-224-2143

都道府県だより

検索
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島根県

Shimane
さ だ しんのう

「佐陀神能」ユネスコ無形文化遺産記載決定！

また、
「神能」は
12 番からなり、大
蛇退治を主題とし
た「 八 重 垣 」 や、
佐太神社の神在祭
の由緒を述べた「大
社」など、古代の
「佐陀神能」の「大社」の一場面
神話等を題材とし
た着面の舞です。
佐陀神能は、３部構成の形式など、出雲部の神楽に
影響を与えています。また、
「式三番」
、
「神能」は同
社の神職が慶長年間（1596 ～ 1615）に京都で能を学
びその様式を取り入れて整理したと伝えられており、
演目や登場人物の役や、囃子方の構成（笛、小鼓、大鼓、
太鼓）や謡に、能の特徴をうかがうことができます。
この神楽は、
「佐陀神能保存会」を始めとした地域
の人々のたゆまぬ努力があって、現在まで伝承されて
きました。こうした点が今回の記載決定につながった
ものと思われます。
保存会の今後一層の活躍を期待するとともに、佐陀
神能を島根県の貴重な地域資源として位置付け、魅力
ある地域づくりに役立てていきたいと考えています。

平成 23 年 11 月 27 日、インドネシアのバリで開
催されたユネスコ無形文化遺産保護条約第６回政府間
委員会において、
「佐陀神能」がユネスコ無形文化遺
産代表一覧表に記載されることが決定しました。
無形文化遺産とは、平成 15 年ユネスコ第 32 回総
会で採択された「無形文化遺産の保護に関する条約」
に基づき、世代を超えて受け継がれてきた無形の文化
遺産（芸能、社会的慣習、祭礼行事、伝統工芸技術等）
を保護していくためのものです。
今回記載が決定した佐陀神能は、９月 24 日に松江
ご ざ がえしん じ

市鹿島町の佐太神社で行われる「御座替神事」と、そ

の翌日の例祭後に舞われる神楽で、400 年近い伝統を
しち ざ

しき さん ばん

しん

持っています。この神楽は、
「七座」
、
「式三番」
、
「神

のう

能」の３部で構成されています。

「七座」は、７番から成る舞で、面を着けず、演目
ご ざ

に応じて手に鈴や剣、茣蓙などを持って舞われますが、
これは場を清め、神座を設け、神を迎えるといった、
言わば祭式の次第を表したものです。佐太神社の本殿
三社始め境内各社の御神座の茣蓙を、新しいものに取
り替える御座替神事の際などに舞われます。
「式三番」は祝いの舞で、能の式三番の影響を受け
て成立したものです。

お問合せ

島根県教育庁文化財課
TEL 0852-22-6611
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広島県

Hiroshima

「国際平和拠点ひろしま構想」の策定
～核兵器のない平和な国際社会の実現に向けて～

括的な取組を進める「国際平和拠点ひろしま」を目
指すべきと提言されました。
また、11 月には、構想の実現に向けて、広く国際
的な理解と協力を得るため、知事が訪米し、国連本
部や米国政府、国際援助団体などを訪問しました。

人類初の原子爆弾が、広島に投下され、66 年が経
ちました。次の世代に向けて、核兵器のない平和な
国際社会の実現に向けた一歩を、ここ広島から進め
ていくことは、我々の責務だと考えています。
そのため、本県では、明石康 元国連事務次長を始
めとして、世界の第一線で活躍されている国内外の
研究者や実務家にお集まりいただき、世界の中の広
島という視点から、国際平和の実現に向けて広島が
果たすべき新たな使命と役割を、
「国際平和拠点ひろ
しま構想」として、昨年 10 月に、取りまとめていた
だきました。
構想では、広島の役割として、核兵器廃絶のロー
ドマップへの支援、核テロの脅威の削減、平和な国
際社会を築くための人
材育成と研究集積、そ
して、それらを継続的
に実施していくための
支援メカニズムの構築
の必要性が示されてお
り、 世 界 の 人、 知 識、
資金を結集して、核兵
明石康 元国連事務次長と湯﨑知事
器廃絶と平和構築の包

パン ギ ムン

潘基文国連事務総長からは、「広島の取組を支持し
ます。
」と、全面的な支援の表明をいただいたほか、
他の多くの方からも、この構想への大きな関心を示
していただき、世界の中で、広島が果たすべき使命
と役割の大きさを再
認識したところです。
今後とも、世界中
のリーダーや研究者、
NGO な ど が 集 い、
核兵器廃絶と平和構
築のための幅広い活
動を活発に行う「国
際平和拠点ひろしま」
の実現に向けて、全
潘基文国連事務総長と湯﨑知事
力で取り組んでまい
ります。
パン ギ ムン

お問合せ

広島県地域政策局国際課
TEL 082-513-2367

都道府県だより
Yamaguchi

2012 年 1 月

山口県

平成 24 年５月に全国植樹祭を開催！
第 63 回全国植樹祭を平成 24（2012）年５月 27
日（日）に山口市阿知須きらら浜で開催します。
全国植樹祭は、豊かな国土の基盤である森林や緑
への理解を深めていただくため、毎年春に開催され
る国土緑化運動の中心的行事です。本県では、昭和
31（1956）年４月７日に防府市で行った第７回大会
以来、
56 年ぶり２回目の開催となります。今回は、
「育
むいのち」を開催テーマに、天皇皇后両陛下がご臨
席される「式典行事」や「植樹行事」
「きららの森フェ
、
スタ」を実施し、本県の森林づくりや緑化活動の取
組を全国に発信します。
海浜部での開催は、全国初の試み。森、川、海のつ
ながりが体感できる会場の特性を生かしながら、式典
行事では、森林の大切さをアピールするとともに、本
県の豊かな自然や歴史、文化などを紹介します。
植樹行事では、５月 24 日（木）から 27 日（日）
までの４日間、
「自由植樹の期間」を設け、
「きららの
森をつくりましょう」を合言葉に記念植樹を行います。
潮風に強い「クロマツ」や、ドングリ等で親しみのあ
る「クヌギ」
、
四季の彩りを感じられる「イロハモミジ」
37

などの苗木の植樹を行うことができます。
このほかにも、５月 26 日（土）
、27 日（日）に
は、木や竹のアート作品の展示、木工・竹細工など
の製作体験、地元の食材を使った森のレストランな
ど、ご来場いただいた方が楽しみながら、森林・林
業について、見て、聞いて、感じていただける「き
ららの森フェスタ」を開催します。苗木の植樹やき
ららの森フェスタは、どなたでも参加できますので、
この機会に森林づくりに参加してみませんか。

お問合せ

山口県全国植樹祭推進室
TEL 083-933-4980
第 63 回全国植樹祭やまぐち 2012 HP
http://63syokuju.pref.yamaguchi.lg.jp/syokuju/
index.html

香川県

Kagawa
香川のことなら

サイトをご 覧 いた
だいたなら、香川で
の旅がイメージでき、
スムーズに香川県へ
お越しいただけます。
瀬戸内の波の音や爽
やかな風を感じなが
ら、そこに暮らす人々
の温かさに触れてい
ただけたらと願って
います。
県では、新しく「ツ
イッター」も始めまし
た。 観 光 やくらしに
役 立つもの、ビジネ
ス情 報など、様々な
内容をタイムリーにお
届けしています。 是
非ご活用ください。

「香川県に行ってみたい！」と思ったら、すぐに検索。香川県の公式
観光サイト「うどん県旅ネット」がオープンしました。
これまでのサイト「マイ・
トリップかがわ」をリニューアルし、見たいところ、
欲しい情報にすぐに手が届くように、様々な工夫をしています。全国各地
からのアクセスはもちろん、観光スポットやイベント情報、そして旅に欠か
せない、香川県のおいしいもの・グルメ情報など、旅する人の視点から欲
しい情報を掲載しています。さらに、香川県ならではの項目として、
「うどん」
がサイト目次に新しくお目見えしました。セルフうどんの注文の仕方から、
新築風呂でうどんを食べるという一風変わったうどん文化まで、楽しいペー
ジに仕上がっています。もちろん、現在展開中の「うどん県。それだけじゃ
ない香川県」プロジェクトにも連動しています。
香川県が初めての方から通な人まで楽しめるモデルコースも紹介して
いて、今後も追加して提案していきます。現在放映中の NHK 大河ドラ
マ「平清盛」の関連特集ページには、清盛とゆかりのある崇徳上皇や
屋島などを巡るモデルコースを紹介しています。坂出市にある四国唯一
の天皇陵「崇徳天皇陵」
（白峰御陵）やその近く崇徳上皇の菩提を弔
とんしょう じ でん

しろみね じ

う「頓 証 寺殿）」
（白峯寺）を訪れれば、とても静かで、日常からひと
とき離れて歴史に思いをはせたり、自分自身を見つめたりする時間が持
てると思います。史跡を巡って歴史に浸るのはいかがでしょうか。
旅行予約も、簡単に当サイト内で完結できるという優れもの。法人・
団体様向けの情報も、区別して分かりやすく掲載しました。

しろみね じ

頓 証 寺殿（白峯寺）

瀬戸大橋

お問合せ

（社）香川県観光協会
TEL 087-832-3377
HP http://www.my-kagawa.jp/
香川県広聴広報課
TEL 087-832-3019
HP http://www.pref.kagawa.lg.jp/kocho/koho_index.htm#twitter

都道府県だより
Tokushima

とんしょう じ でん

2012 年 1 月

徳島県

全国初の「LED 応用製品の常設展示場」オープン！
徳島県は、11 月 22 日、東京・西新宿の「新宿パー
クタワー」
内に全国初の
「LED 応用製品の常設展示場」
を開設しました。
東日本大震災以降、国民の省エネ・節電意識が高
まる中、LED に大きな注目が集まり、照明など、そ
の需要が急速に拡大しています。こうした中、徳島
県の LED 応用製品を支える「ものづくり技術」を紹
介し、新しいニーズを開拓するなど、LED 関連企業
の攻めの販売戦略や事業拡大を支援し、県内の産業
振興につなげることをねらいとしています。
この展示場には、県内企業が製造する LED 照明器
具、素子・関連部品、ディスプレイなどを幅広く展
示し、来場者に LED 応用製品の説明などを行う支援
員を配置しており、また、商談ブースでは、スカイ
プを利用し徳島の企業とリアルタイムで商談するこ
とができます。
徳島県では 21 世紀の光源「LED」を利用した光
関連産業の集積を目指し、
「LED バレイ構想」を強
力に推進し、産業振興や地域ブランド化に取り組ん
でいます。その結果、2010 年の９月には「LED 関
連企業 100 社集積」という目標を「半年前倒し」す
る形で達成しました。さらに、今年度からの４年間
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を LED 関連企業の成長期と位置付け、７月には、新
たに「LED バレイ構想・ネクストステージ行動計画」
を策定し、
「西日本最大級」の LED 応用製品の性能
評価体制の構築や、本県独自の LED 応用製品認証制
度の創設を進めています。
今回、全国に先駆けて設置したこの「LED 応用製
品の常設展示場」を首都圏における販売戦略の拠点
と位置付け、県内 LED 関連企業の販路拡大を強力に
支援し、国内はもとより、世界に向けて、
「LED 王国・
徳島」を PR していきたいと考えています。

愛媛県

Ehime
え がお

「えひめ愛顔の助け合い基金」を活用した被災地等支援
愛媛県では、未曾有の大災害をもたらした東日本
大震災を受けて、県民からの温かい支援の申出が多
え がお

数ある中で、
「えひめ愛顔の助け合い基金｣ を設置し、
県民や企業等から広く支援金を募り、様々な被災者
支援策を展開しています。
当基金の特色は、県民の温かい支援の思いを、迅
速に、目に見える形で、また、長期にわたり継続的
にお届けすることができる、県民総ぐるみによる被
災者等支援の仕組みとして創設した点にあります。
当基金を活用した支援の一環で、
「震災により、楽
しみにしていた修学旅行をあきらめざるを得なく
なった」との被災地の高校生の声を受けて、本県へ

の修学旅行費用を助成する事業を実施することとし、
本年３月にかけて 10 校、約 1,250 人の高校生を招
待することとしています。
この事業では、来県する全ての学校が地元の高校
との交流を行うこととしており、観光ガイドやご当
地グルメ交流などを通じて同じ高校生同士が絆を深
め、今後もこの縁が末長くつながっていくことが期
待されるところです。
被災地等の支援には息の長い取組が必要とされて
いることから、今後とも、被災された方々が一日も
早く笑顔を取り戻せるよう、また、被災地の復興の
一助となるよう、可能な限りの支援に取り組んでま
いります。

Ｂ級グルメ交流の模様
（福島県立浪江高等学校と愛媛県立新居浜商業高等学校）

松山城をバックに記念写真（福島県立浪江高等学校）

都道府県だより
Kochi

2012 年 1 月

高知県

「南海地震に備えちょき」を改訂しました

きってはいけない」「普段から
避難訓練を繰り返し実施して
いた地域では、多くの方が助
かった」など、今回の震災に
よってあらためて痛感させら
れた教訓がいくつもあります。
そこで、本県では、県民の
皆様の防災意識が大いに高
まっているこの機を捉えて、
こうしたことを少しでも早く
正しくお伝えするため、平成
17 年に県内全戸へ配布した啓
発用の冊子「南海地震に備え
ちょき」を改訂し、あらため
てお配りすることとしました。
県民の皆様一人一人に、南海地震に対する正しい基礎知識
と、いざというときに命を守る方法をご理解いただき、ご家族や
地域で念には念を入れた話し合いを重ねていただくことにより、
南海地震発生時の被害の減少につながるものと考えています。
本県では、今後とも、こうした南海地震に対する啓発活動
に加え、地域の防災活動への支援やハード面での整備など、
県民の皆様の安全・安心が一日一日と高まっていくよう精一
杯取り組んでいきます。

南海地震は、これまでおおむね 100 年～ 150 年周期で発
生し、その都度本県に大きな被害をもたらしてきました。昭
和の南海地震から既に 65 年が経過し、その切迫度は徐々に
高まってきている上、東海地震や東南海地震などとの連動発
生の可能性も指摘されています。
本県では、これまでも厳しい想定を立てた上で 「高知県南
海地震対策行動計画」を策定し、ハード・ソフトの両面から様々
な対策を進めてきましたが、 昨年３月の東日本大震災を受け
て、南海地震対策を今一度検証し、新たな対策も取り入れな
がら、加速化と抜本強化に全力で取り組んでいるところです。
現在、国においては、東海・
東南海・南海地震が連動した
新たな地震の被害想定に入っ
ていますし、 本 県でも、この
結果を受けて、過去の津波痕
跡や地域の詳細な地形などを
反映した、より精緻な被害想
定を作成するべく準備を進め
ています。
今の時点で新たな知見や
想定が全て出そろっている
わけではありませんが、一
方で、「大きな揺れを感じた
ら、とにかく高い所へ迅速に
逃げる」「丈夫な防災施設に
守られているからと、安心し

お問合せ

高知県庁南海地震対策課
TEL 088-823-9798
HP http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/010201/
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福岡県

Fukuoka
「めんたい豚骨新旅行社」設立！
～博多華丸・大吉と関西キャンペーン～

また、お二人を「福岡県ばりよかっ隊！」（福岡県
関西キャラバン隊）の隊長・副隊長に任命し、11 月
30 日に小川知事と一緒に JR 大阪駅やなんばグラン
ド花月劇場前で福岡観光の魅力を PR しました。
今後も引き続き、ホームページなどで福岡観光の
魅力を発信していきます。

福岡県では、山陽新幹線と九州新幹線が直結した
好機を捉え、関西及び中国地方から観光客を誘致す
るため、本県の多様な魅力を発信しています。
昨年は福岡県出身タレントの博多華丸・大吉さんを
社長・社員とするバーチャルの旅行会社「めんたい豚
骨新旅行社」を設立しました。当社での二人は新幹線
にちなみ「博多新華丸」と「博多新大吉」に改名。ホー
ムページに口コミ情報満載のグルメマップや観光モデ
ルコース、特典クーポン、ちっご（
「筑後」
）弁講座な
ど面白い企画を随時追加更新しています。

３人で福岡を PR

お問合せ

福岡県国際経済観光課
TEL 092-643-3429
「めんたい豚骨新旅行社」HP
http://www.fukuoka-tonko2.com

「めんたい豚骨新旅行社」の社内風景

都道府県だより
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佐賀県

Saga
県民の夢、ここに“結実”
「サガン鳥栖」悲願の J1 昇格！

平成 23 年 12 月３日、歴史的瞬間がついに訪れま
した。
「ベストアメニティスタジアム」
（鳥栖市）で
行われたホーム最終節。クラブ史上最多入場者数
22,532 人の前で、サガン鳥栖は J1 昇格をつかみ取り、
クラブ創設 15 年目の快挙を成し遂げました。
佐賀県にプロサッカーチームが誕生したのは平成６
年。翌年から鳥栖フューチャーズとして J リーグ入り
を目指していましたが、経営難から平成９年にチーム
は解散することに。しかし、地元にプロサッカーチー
ムを存続させたいと、
50,000 人の署名を集めたサポー
ターたちの熱意が認められ、市民球団という形で「サ
ガン鳥栖」が発足しました。
サガン鳥栖として再出発した後も、厳しい戦いが続き
ましたが、少しずつ力をつけ、近年は J1 昇格争いにか
らむまでに成長。 今季は、現役時代サガン鳥栖の選手

始まり、街中がまさにお祝いムード一色。サガン鳥栖
が作り出した盛り上がりが、佐賀県を元気にしてくれ
ています。
ちなみに、チーム名の由来は、長い年月をかけて砂
サ ガン

粒が固まる砂岩のように、一人一人の小さな力を集結
し立ち向かうことと、佐賀の方言で「佐賀の」という
意味があります。
来シーズンは九州唯一の J1 チームとなるサガン鳥
栖。皆さんの応援よろしくお願いします。

ユン ジョンファン

として活躍した、尹 晶 煥 監督がチームを率い、16 戦
無敗のチーム新記録を作るなど大躍進を遂げました。
昇格を決めた翌日には、サガン鳥栖の健闘をたたえ、
鳥栖市中心街で祝賀パレードを実施。沿道に詰めかけ
た約 20,000 人もの人々が、大きな拍手と声援を選手
たちに送りました。商店街や大型店では記念セールも
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最終節には、クラブ史上最多となる 22,532 人が
ベストアメニティスタジアムに詰めかけ、声援を送った

お問合せ

佐賀県統括本部政策監グループ
TEL 0952-25-7360

長崎県

Nagasaki

宿泊客数 20 万人増を目指す「島原半島
『GAMADASU』プロジェクト」がスタート！

以降、観光客は大幅に減少し、平成 22 年の延べ宿
泊客数は 885 千人（平成２年の噴火前と比較して▲
56％）にまで落ち込んでいます。
こうした状況を打開するため、地域が有する資源
や人材、組織力を結集して、島原半島を観光地とし
てワンランクアップさせる戦略として、同プロジェ
クトをスタートしました。
実施主体である島原半島観光連盟が中心となって、
関係者の協力体制を構築し、自然と火山の恵みを生
かした「元気ツーリズム」や「ジオツーリズム」といっ
た多彩な旅行商品の提供や、長崎大学と連携して薬
草を使った健康食の生産・販売などを行います。
また、これまで観光協会などが個別に発信してい
た半島内の観光・物産の情報を一元化するなど、関
係者が一丸となって島原半島を売り込むことで、５
年後に延べ宿泊客数 20 万人、経済効果 40 億円のアッ
プを目指しています。
平成 24 年度からの本格始動に向けて既に準備は進
んでいます。
全国の多くの皆様に、島原半島の新たな魅力を堪
能していただくため、地域の総力を挙げて取り組ん
でいきます。

本県では、地域が総力を挙げて取り組む地域活性
化プロジェクトに対し、最大１億円の交付金などに
より集中的に支援する「がんばらんば長崎」地域づ
くり支援事業を展開しています。
その第１弾として、観光の活性化により地域の元
気づくりを目指す「島原半島『GAMADASU』プロ
ジェクト」を採択しました。
島原半島は、雲仙天草国立公園を始めとする自然
や歴史、文化など、多くの観光資源を有する県内主
要観光地の一つです。しかし、雲仙普賢岳噴火災害

お問合せ

島原半島観光連盟
TEL 0957-62-0656

島原半島ジオパークの見どころ（ジオサイト）の一つ「平成新山」

都道府県だより
Oita

2012 年 1 月

大分県

大分県立美術館（仮称）の設計者を選定！

然エネルギーの有効利用や地域の防災拠点となり得
る装備など、21 世紀の新しい美術館としての将来性
を感じさせます。
今年度末には、基本設計を完了する予定ですが、
今後も県民の皆さんのご意見を取り入れながら県民
と共に成長する美術館の実現を目指します。

県立美術館の建設に向けて、公募型プロポーザル
により設計者を選定しました。152 者もの応募があ
り、県立美術館設計者選定委員会による第１次審査
で、独創性、経済性、機能性及び実現性などを提案
書等で審査し、６者にしぼりました。
第２次審査は、６者によるプレゼンテーションと
設計者選定委員会によるヒアリングを公開で行いま
した。その後で、取組意欲、実施方針の妥当性と実
施体制、展示空間の独創性、にぎわいの場づくりな
どの視点から総合的に評価し、最優秀者及び次点者
を選定しました。
最優秀者は株式会社坂茂建築設計の平賀信孝氏で
す。平賀氏の提案は、地下１階、地上３階建てになっ
ており、外壁面に天井まで開放できるガラス折り戸
を装備しています。ガラス折り戸を開放すれば屋外
との一体性を得られるほか、可動展示壁を使って大
小様々な企画展示が可能になるなど、非常に自由度
の高いものとなっています。
断熱性、遮光性及び気密性の確保については、エ
アバリア空調などで対処が考えられているほか、自

最優秀者の平賀氏が提案した外観のイメージ図

お問合せ

県立美術館構想推進局
TEL 097-506-2084
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熊本県

Kumamoto
「熊本型」ヘリ救急搬送体制が稼働！
～１月 16 日 ドクターヘリ運航開始～

（２）要請窓口の一元化・関係機関との情報共有
消防機関からの出動要請窓口を「防災消防航空セ
ンター」に一元化するとともに、
「会議通話システム」
を通して、ドクターヘリ・防災消防ヘリと四つの医
熊本県では、稼働中
療機関（熊本赤十字病院、国立病院機構熊本医療セ
の防災消防ヘリ「ひば
ンター、済生会熊本病院、熊本大学医学部附属病院）
り」と、新たに運航開
との間で要請内容を共有しながら、どちらのヘリを
始するドクターヘリを
出動させるかなど決定します。
連 携 さ せ た「 熊 本 型 」
（３）防災消防ヘリの救急活動における医療的支援の充実
ヘリ救急搬送体制を本
格稼働させます。これ
病院間搬送で搬送先医療機関との調整がつかない
ドクターヘリ（使用予定の同型機）
まで、防災消防ヘリが
場合の最終受入れや、防災消防ヘリが救急現場に出
救急搬送の役割も担い、年間約 200 人の傷病者を搬
動する場合の救急医の搭乗などを国立病院機構熊本
送するなど、全国有数の活動実績を残してきました。
医療センターが担い、医療的支援を行います。
今回、熊本赤十字病院が新たに導入するドクターヘ
ドクターヘリと防
リと連携させることで、さらなる救命率の向上や後遺
災消防ヘリ、四つの
症の軽減を図ります。
医療機関が連携する
「熊本型」ヘリ救急搬送体制の特長は、
次の３点です。
「熊本型」ヘリ救急搬
（１）２機の明確な役割分担
送体制が全国のモデ
ルとなるよう、取り
ドクターヘリは主に救急現場への出動、防災消防
組んでいきます。
ヘリは、地域の医療機関で対応できない重篤な患者
防災消防ヘリ「ひばり」
を、より高度な処置ができる医療機関へ搬送する病
お問合せ
院間搬送を行います。ただし、それぞれのヘリが対
熊本県医療政策課
応できない場合は、相互に役割を補完します。
TEL 096-333-2246

都道府県だより
Miyazaki

2012 年 1 月

宮崎県

「オールみやざき営業チーム」による初の海外セールス
本県経済の発展、そして世界に開かれた宮崎を目
指すためには、経済成長の著しい東アジアにおける
市場開拓が重要です。
そこで本県では、河野知事を団長とする「オール
みやざき営業チーム」が、昨年 11 月 15 日から５日
間の日程で台湾・香港・マカオを訪問し、
「交通」
・
「観
光誘客」・「ブランド」
・
「畜産」の各分野において官
民一体となって「宮崎」を強力にアピールしました。
最初に訪れた台湾では、台湾政府やチャイナエア
ラインに出向き、宮崎・台北線の維持充実や、相互
交流の促進、本県農産物の輸出促進に向けた要請な
どを行うとともに、政府関係者や旅行エージェント
などに対し本県を PR するため、
「謝恩の夕べ」を開
催しました。
次に香港では、国会に当たる「立法会」で宮崎牛
を始めとする農畜産物の輸出に関する協力要請を行
うとともに、宮崎牛指定店での認証式や意見交換、
地元最大手の旅行エージェントに対する本県の観光
資源の売り込みも行いました。
さらにマカオでは、マカオフードフェスティバル
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における宮崎牛ブースでのトップセールスや宮崎牛
指定店での意見交換を行い、今後の継続した取引に
手応えを感じたところです。
今回の「オールみやざき営業チーム」による東ア
ジア地域へのアピールと河野知事初となる海外での
トップセールスが、本県の経済活性化はもとより、
口蹄疫被害などからの復興を図る上でも着実な成果
につながるよう、今後とも関係者一丸となって努力
してまいります。

マカオフードフェスティバルでトップセールスを行う河野知事

鹿児島県

Kagoshima
2011 かごしまの新特産品コンクール
～新しい特産品で地域を元気に～

鹿児島県は、多様化する消費者ニーズに対応した
売れる商品づくりを促進するため、鹿児島市や（社）
鹿児島県特産品協会と合同で「かごしまの新特産品
コンクール」を開催しています。
昨年は九州新幹線鹿児島ルートが全線開業した初
年度に当たり、出品者の関心も高く、過去最高とな
る 180 の企業等から出品がありました。
その中から、食品部門は『桜島ぶり六彩膳（（株）
山口水産）』、工芸品部門は『和装用ブライダルブー
こ

づ

ち

え ん も ゆ か り

ケ“codzuchi”（enmoyukari エンタープライズ）』
が栄えある知事賞に選定されました。
このコンクールに入賞した商品は、鹿児島県内は
もちろん、首都圏の百
貨店や量販店など全国
の流通関係者や消費者
の方々に PR を行って
おり、多くの店舗で取
り扱いをいただいてお
ります。これまで、全
国放送のテレビ番組で
桜島ぶり六彩膳

取り上げられ、インターネット通
販を中心に年間 100 万個を売り
上げるまでになった『生クリーム
入り冷たいメロンパン薩摩コレク
ション（（有）クレア・ファータ）』
など大ヒット商品も誕生しており
ます。
和装用ブライダルブーケ
“ codzuchi”
ほかにも、鹿児島県指定伝統的
工芸品である「薩摩つげ櫛」を活用した入賞商品は、
入賞後の PR によって販売額が大きく増加し、伝統
的工芸品産業の振興にも寄与しています。
また、九州新幹線全線開業により、本県への観光
客の増加やビジネスチャンスの拡大が期待されてい
ることから、専門家派遣による入賞商品のブラッシュ
アップや全出品商品を紹介するホームページの開設、
過去の入賞商品を掲載した新幹線全線開業記念パン
フレットの作成配布などの新たな取組も実施し、広
く全国に PR することとしています。
お問合せ

鹿児島県かごしま PR 課
TEL 099-286-3050
かごしまの新特産品コンクール

都道府県だより
Okinawa

2012 年 1 月

沖縄県

「おきなわ花と食のフェスティバル 2012」の開催

ナーなど、飲食や体験を通して生産者と消費者が直
接接することで、「食の安全・安心」など農林水産

沖縄県内最大の農林水産物の総合展である「お

業への理解を深めることに大きく貢献しています。

きなわ花と食のフェスティバル 2012」が今年度も

また、近年は県内ホテル等とも連携し、観光客

２月４日（土）から５日（日）の２日間、那覇市

を想定したバスツアーの実施など県内外へ広く県

の奥武山総合運動公園と県立武道館を会場に開催
します。

検索

産農林水産物の情報発信をする場として浸透して
きています。

同フェスティバル

今年は、気軽にテイクアウトできる沖縄の味を

は、「 地 産 地 消 」 を

テーマとした「OKINAWAN カップグルメ」コー

メインテーマに本県

ナーや、県産野菜を使用したブーケ制作体験など

農林水産業に対す

多彩なイベントを予定しています。

る県民の理解を深

是非、多くの方々にご来場いただき、新鮮な沖

め、消費拡大並びに

縄県の農林水産物の魅力にふれてもらいたいと思

生産振興を図ること

います。

を目的に毎年２月に

開催しており、黒糖
づくり体験や県産食
材を使った試食コー

お問合せ

ナー、身近な水産物

おきなわ花と食のフェスティバル推進本部事務局
TEL 098-860-9446

のふれあい体験コー
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日本総合研究所 上席主任研究員

奥原 英彦

円高逆境の 2012 年を展望する
〜地域発の R&D で構造転換のチャンス〜
１．プラス成長の一方で再燃する空洞化論

図表１

我が国製造業の海外現地生産比率の推移

我が国の 2012 年の景気は、タイ洪水の影響が

薄れるなか自動車販売などの回復が見込まれ、1
～ 3 月期には高めの成長となる見通しです。こ
うした需要が薄らぐ 4 月以降は、本来の景気ト

レンドに戻るものの、海外経済の減速や円高の影
響などにより、徐々に成長ベースが鈍化し、実質
GDP が＋ 2％前後の見込みです。

もっとも、現在の円高構造が 1 ドル＝ 75 円の

相場で推移した場合には、2011 年度下期におけ

る企業収益と輸出を下押しし、自動車や一般機械
の機械セクターで約 5,000 億円の収益減となる見
込みです。せっかく、震災復興需要の本格化で住

（資料）内閣府「企業行動に関するアンケート調査」より日本総
合研究所作成
（注 1）海外現地生産比率＝海外現地生産による生産高 /（国内
生産による生産高＋海外現地生産による生産高）
（注 2）2010 年は実績見込値

宅投資や官公需が増加するとともに、消費マイン
ドの改善を背景に個人消費も持ち直す見通しがで

てきた反面、円高構造に対応した製造拠点の海外
シフト進展に伴う、設備投資の低迷長期化の懸念
や産業空洞化論が再浮上してきています。

２．逆境を R&D で跳ね返し発展する地方企業

1985 年のプラザ合意以降の円高傾向を反映し

円高だけではなく、一般には不利と思われる逆

て、我が国製造業の海外現地生産比率は、一貫し

境を、積極的な研究開発（R&D）で克服し発展

て高まっています（図表１）
。しかし「産業空洞

している地方企業を 3 例紹介いたしましょう。最

化論」の波としては、今回が変動相場制に移行後

初が、
「泉製紙」
（愛媛県四国中央市

で 3 回目の高まりです（2005 年対比で 1.01 倍）。

宇高昭造

社長 創業 1949 年、従業員 88 人）です。大王製

第 1 回目がプラザ合意以降の急激な円高時、第 2

紙やユニチャームを生んだ紙の町、川之江での美

回目が 1995 年の実質実効為替レートの過去最高

しい川づくりを目指し環境保護に役立つ古紙再生

時（2005 年対比で 1.51 倍）でした。円 / ドルの

技術を研究開発。この製造プロセスは、今や国内

為替レートが大きく円高に振れるとき、マスコミ

外でバージンパルプに匹敵する白さを備えた古紙

や産業界から「悲観的な」空洞化論が発せられる

再生業界のデファクトスタンダードになっていま

傾向があります。確かに、2002 年の秋田県仁賀

す。筆者が、1995 年の第 2 次空洞化議論の最中に、

保町のように、TDK 工場の閉鎖で 3,000 人近い

宇高社長を訪問して感動したのは、地域の力を合

雇用に影響が出た地域もあります。しかし、円高

わせればピンチはチャンスにできるはずという信

と企業の海外移転は長期のトレンドであり、地域

念でした。愛媛県製紙試験場で資料を勉強し、地

にとっても強みを伸ばす産業構造転換の機会とし

元企業を巻き込んで環境にやさしい古紙再生技術

て、冷静に受止めるべきではないでしょうか。

を開発。しかも、特許はとらずに内外に公開する。

44

さらに、工場事務を全コンピュータ処理化して老

これらの逆境を克服するために積極的な研究開

だわる R&D の姿勢が、
「環境と高齢者にやさしさ」

る地方企業が多いのも事実です。筆者は、これら

人雇用促進で全国表彰されるなど、地元の水にこ

発（R&D）にチャレンジして、成功を収めてい

成功に導いているのです。

の R&D には「日本人の美意識、価値観」が根底

次が、
「筑水キャニコム」
（福岡県うきは市

行均社長

にあったから成功したと考えています。例えば、

包

泉製紙の「美しい川づくり」
、筑水キャニコムの

設立 1948 年、
従業員 200 人）
です。段々

畑や果樹園、山林などの急斜面での苦しい農林業

「ファッショナブルな一次産業」、エイベックスの

ルなデザインの雑草刈車や四輪電動バイクなどを

の R&D を支援する公設試験所や大学・高専など

どがあるため、世界各国のユーザニーズに応える

争力を高める知的インフラとして着目すべきと考

果、同社製品は世界 36 カ国で販売され、海外売

我が国は、過去の石油危機や円高など、国際競

を若い人でも楽しく仕事できるようにと、カラフ

「もったいない」などです（図表２）。また、企業

開発。海外でも急斜面のオリーブ畑やブドウ畑な

が全国的に分布していることも、我が国の国際競

ために R&D 投資を惜しまず商品開発を進めた結

えます。

上比率は 30％を超えています。国土の 65％を占

争力の観点からみると、絶望的とも思える不利な

不足という、我が国農業の条件不利な状況から生

団結力などで、何度も克服してきました。今回

ショナブルな一次産業」の夢が実現できる本社や

も、いたずらに悲観的な空洞化論に陥ることなく、

連日見学に訪れています。

やシーズを地方産業に提供し続けていくことが、

加藤明彦社長

うか。

める中山間地域に農業集落が半数、しかも後継者

条件や状況を、日本人の粘り強い工夫や価値観・

まれるマーケットニーズに見事に対応。
「ファッ

も同様です。円高・電力危機などの危機に際して

工場には、全国各地から農家の若い後継者たちが

R&D やイノベーションなど構造転換のきっかけ

3 番目が、「エイベックス」
（愛知県名古屋市

地域振興策として大事なポイントではないでしょ

設立 1949 年、
従業員 200 人）です。

コスト競争力のある高精度切削・研削加工を達成

するために、故障で使えなくなった設備機械を安

図表２

く買上げて、自社で修理していくリノベーション

条件不利な国

日本の地方産業の活性化
�������
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プロセスを R&D。熟練工のローテクと若手のハ
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イテクを組み合わせながら、ものづくりのプロセ

����� ��

�����

スを工夫することで、新品設備導入の三分の一の

��

コストと品質向上を実現。まさに日本人の「もっ

��������
������

��

たいない」価値観に基づく工夫が、差別化と発展

��

�������

このように、円高をチャンスとして地域活性

��

������
���65％

を生んでいます。

化を実現するためには、地域や企業の R&D の種

��

（シーズ）を、地域で育てていくことがカギにな
ります。

��

３．日本の価値観を生かした地方産業の活性化

��
R&D
�����

��
R&D

��������

������

������

（資料）日本総合研究所作成。

危機、中山間の地理、農林業の後継者不足、旧

式な設備、進む高齢化など、どれをとっても逆

境であり地域活性化のマイナス要因と見えてし

まいます。しかし、前項で紹介の企業のように、
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浅 井 建 爾

◇「日本一」の川は利根川か、信濃川か、淀川か？
山に降った雨は一筋の流れとなり、他の山から

琶湖を水源として大阪湾に注いでいる一級河川だ

流れてくる幾筋もの川を合わせて海へと注いでい

が、本流の長さは 75km しかなく（信濃川の約５

く。山国の日本はことのほか河川に恵まれ、国土

分 の １）、 一 級 河 川 109 水 系 の う ち 67 番 目 と 決

の隅々にまで川が張りめぐらされている。あたか

して長い川ではない。だが、河川数（支流）が日

も、体内を流れている血管のごとくである。我が

本一多いのである。しかも、水系の一貫管理体系

国ではこれらの川を河川法で一級河川、二級河川、

により淀川水系には琵琶湖も含まれており、流域

準用河川に分類し、河川法の適用を受けない小河

は琵琶湖を有する滋賀県のほぼ全域と京都府の南

川を普通河川としている。一級河川は「国土保全

部、三重県の西部、奈良県の北東部、大阪府の北

上また国民経済上特に重要な水系」に位置付けら

部、さらに兵庫県の南東部にまで及び、流域面積

れ、日本人の生活に欠かせない最も大切な河川で

は 8,240km 2 と全国第７位にランクされている。

あることから、国土交通大臣が指定し管理してい

しかも、琵琶湖には数えきれないほど多くの川

る。二級河川は都道府県知事が、準用河川は市町

が注ぎ込んでおり、淀川水系全体では 965 本もの

村長が指定し管理する。

支流がある。これは信濃川（880 本）や利根川（819

河川は水系の一貫管理体系により、本流が一級

本）をも上回っている。これらの支流を１本につ

河川なら基本的にその支流も一級河川である。一

なぎ合わせると 4,515km にもなる。北海道と九州

級水系は全国に 109。それに対し二級水系は 2,723

を一往復するくらいの長さである。

もある。しかし、支流の数は一級水系が平均 128

＊日本の河川ランキング（流域面積上位 20 位）

本であるのに対し、二級水系は 2.6 本に過ぎない。

水系名

一級水系がいかに広い地域に大きな影響を及ぼし

流域面積 km2（順位） 長さ km（順位）

河川数（順位）

河口の所在地

利 根 川

１万 6,840（ １）

322（ ２）

819（ ３）

千葉・茨城

石 狩 川

１万 4,330（ ２）

268（ ３）

464（ ５）

北 海 道

信 濃 川

１万 1,900（ ３）

367（ １）

880（ ２）

新

潟

で は、 利 根 川、 信 濃 川、 淀 川 の ３ 河 川 の う ち、

北 上 川

１万

150（ ４）

249（ ５）

302（12）

宮

城

日本一の川はどれか。利根川だという人もいれば、

木 曽 川

9,100（ ５）

229（ ８）

391（８）

三

重

信濃川だという人もいるだろう。だが、淀川を日

十 勝 川

9,010（ ６）

156（17）

209（18）

北 海 道

本一の川だという人はほとんどいないに違いない。

淀

川

8,240（ ７）

75（67）

965（ １）

大

阪

しかし、ここに挙げた３河川はいずれも日本一の

阿賀野川

7,710（ ８）

210（10）

243（14）

新

潟

川なのである。川の大きさは長さより流域面積の

最 上 川

7,040（ ９）

229（ ７）

429（ ７）

山

形

天 塩 川

5,590（10）

256（ ４）

160（25）

北 海 道

阿武隈川

5,400（11）

239（ ６）

197（19）

宮

城

天 竜 川

5,090（12）

213（ ９）

332（10）

静

岡

雄 物 川

4,710（13）

133（30）

168（23）

秋

田

を及ぼしている重要な河川だということが言える。

米 代 川

4,100（14）

136（27）

89（43）

秋

田

流域面積が日本一の川は利根川で、１万 6,840km 2

富 士 川

3,990（15）

128（32）

555（ ４）

静

岡

もある。これは関東地方の約 52％を占める広さだ。

江 の 川

3,900（16）

194（12）

293（13）

島

根

だ が、 長 さ で は 信 濃 川 が 367km で 日 本 一、 利 根

吉 野 川

3,750（17）

194（13）

356（ ９）

徳

島

川 は 第 ２ 位（322km）。 信 濃 川 は 長 さ で は 日 本 一

那 珂 川

3,270（18）

150（20）

197（19）

茨

城

荒

川

2,940（19）

173（15）

127（33）

東

京

九頭竜川

2,930（20）

116（40）

147（24）

福

井

ているかである。各地域の主要な川はほとんどが
一級河川で、沖縄を除く全ての都道府県に一級河
川が流れている。

広さで決まる。流域面積とは、降った雨（雪）が
その川に流れ込んでくる範囲を言う。したがって、
全 国 を 流 れ て い る 河 川 の 流 域 面 積 を 合 計 す る と、
ほぼ日本の面積に匹敵する。
流域面積の広い川ほど、広い地域に大きな影響

だが、流域面積は利根川の約 70％（１万 1,900km 2）
しかなく、石狩川についで第３位に甘んじている。
では、淀川は何が日本一なのだろう。淀川は琵

（国土交通省河川局）
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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. 330

「おらが町のお医者さん」の
お医者さんになりたくて
南部町医療センター

市川 万邦（山梨県）

山梨県南部町は県庁所在地である甲府市から

とはできるだけやるようにしました。するとや

約 60km 離れた山梨県の最南端に位置し、B 級

ればやるほど地域住民から感謝され、信頼され

グルメで有名な富士宮焼きそばの静岡県富士宮

るようになり「地域で働く医師」のやりがいや

市と接しています。町内には日本三大急流の一

充実感を感じ、今後もこのような仕事を継続し

つ で あ る 富 士 川 が 流 れ 富 士 川 と 国 道 52 号 線、

たいと決心しました。道志村では４年勤務し、

JR 身延線に沿って民家が点在し、町を形成して

自治医科大学の義務年限も終了したためその後

います。町の人口は約 9,000 人で年々減少を続

４年間は地域でも自信をもって小児が診ること

け、高齢化比率は 30%以上と他地域と同様過疎

ができるように母校である自治医科大学の小児

化が進む町です。町内の医療機関は町立の診療

科に在籍しました。小児科では桃井眞里子教授、

所が２施設、開業医が３施設あります。私はそ

自治医科大学の１期生である四元茂教授を始め

の町立の診療所である南部町医療センター、南

多くの先生方にお世話になりました。その中で

部町国民健康保険万沢診療所の２医療機関の所

も多くのやる気のある研修医と出会えたことも

長として平成 22 年４月に赴任しました。

大きな収穫でした。

元々私は人口 600 人の無医村であった山梨県

そして平成 22 年４月から現勤務となりまし

芦川村 ( 現笛吹市 ) で生まれ中学校まで過ごし

た。元々は各医療機関に医師が各１名勤務して

ました。中学２年生の時に叔父が山に狩りに行っ

いたのですが平成 22 年度からは近隣の自治医

た際に山で倒れ、隣町の医療機関に搬送したも

大卒業生が数多く勤務する身延山病院の先生

ののくも膜下出血で翌日に死亡したことがあり

方に非常勤医師として外来の手伝いをいただき

ました。その経験からもし村内に医師がいたな

ながら２医療機関で常勤医は私一人という形に

ら叔父の命を救うことができたかもしれないと

なっております。道志村とは人口の規模や道路・

感じ無医村で働く医師になるべく自治医科大学

交通状況、勤務状況は異なりますが「地域で働

に入学しました。そんな思いとは裏腹に学生時

く」ことには変わりありません。南部町の方々

代は決して真面目な方ではなく、なんとか卒業

も診療所スタッフを始め町長以下多くの地域の

し医師として山梨に戻って来ました。初期研修

方に私のみでなく家族に対してもたいへんよく

を山梨県立中央病院で行い、140 床の都留市立

していただいております。既に勤務を開始し１

病院で内科として５年勤務した後、人口約 2,000

年半が過ぎましたが、今までの経験を生かし患

人の道志村の国民健康保険道志村診療所に勤務

者だけでなく家族や地域を知り、積極的な往診・

となりました。道志村ではほぼ無医村に近い状

在宅医療の推進、小児医療の充実、役場との連

況で、一人医師であったため責任の重さにプレッ

携強化、町内の開業医の先生方を含めた他医療

シャーを感じたこともありましたが、診療所ス

機関との連携強化を行い南部町の医療に携わっ

タッフを始め村長以下道志村の方々にたいへん

ていきたいと思います。また、「地域で働くこと

よくしていただき勤務することができました。

の充実感、楽しさ」を研修医や多くの方に伝え

患者だけでなく患者の家族及び住んでいる地域

られるようもなりたいと思っています。

のことを知るよう心がけ、時間外の診察・電話

そしていつか「おらが町のお医者さん」と南

対応、役場との連携、救急隊との連携、近隣の

部町の方々に言っていただけるようになれます

病院との連携など村の医療によいと思われるこ

ように。
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（財）東京市政調査会

第31回『都市問題』公開講座

議 会 ・立 法 能 力 ・住 民 投 票
2012年2月18日（土）13：30 〜 16：30
日本プレスセンター

10階ホール

（〒100-0011東京都千代田区内幸町2-2-1）

基調講演
神原

勝 氏 （北海学園大学法学部教授）

パネルディスカッション
石川
大山
北村
谷
新藤

寿美
礼子
喜宣
隆徳
宗幸

氏
氏
氏
氏
氏

（鎌倉市議会議員、神奈川ネットワーク運動共同代表）
（駒澤大学法学部教授）
（上智大学法学部教授）
（日本経済新聞編集委員兼論説委員）
（東京市政調査会研究担当常務理事）＜司会＞

参 加 費：無料
参加申込み：東京市政調査会ホームページ(http://www.timr.or.jp)からお申込みください。
申 込 期 限：2012年2月15日（水）
※満席となりしだい受付を終了しますので、お早めにお申込みください。
問 合 せ 先：東京市政調査会 研究室 TEL：03-3591-1261

『都市問題』公開講座は（財）東京市政調査会の発行する月刊誌『都市問題』の特集などから時
宜に適ったテーマを選び開催しています。
第31回は次のような趣旨により、
「議会・立法能力・住民投票」をテーマとして開催いたします。
多数の方々のご参加をお待ちしております。
【開催趣旨】
第2次地方分権改革（地域主権改革）の懸案であった法令による義務づけ・枠づけの緩和が、
先の通常国会でようやく成立した。自治体の首長部局はもとより条例制定・改廃を担う議会の
真価が問われる。議会基本条例の制定などの改革を自ら進めている議会がある一方で、議会の
立法能力や密室性が問題視されている。住民からは議会批判に加えて住民投票制度の常設化を
求める動きも顕著である。住民自治と議会のあり方を考える。
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記念貨幣を発行します
滋賀県

岩手県

ビワコオオナマズと

中尊寺金色堂新覆堂と

ニゴロブナ

毛越寺曲水の宴

※日本全国の取扱いを希望した金融機関において引換えが行われます。
開始日当日は、原則としてお一方につき 1 貨種 2 枚まで引換可能です。
詳細については財務省ホームページをご覧下さい。

http://www.mof.go.jp/

秋田県

白瀬矗と竿燈

林野庁国際森林年シンポジウム
昨年は国連で定められた国際森林年。日本で
は『公共建築物等における木材の利用の促進に
関する法律』が一昨年施行されるなど、木材の
利用促進に向けた制度が整いつつあります。
昨年全国で国際森林年に合わせた森づくりの
支援やワークショップやふれあいイベントの開
催など様々な取組が行われてきました。
“森の
チカラで、日本を元気に。
”をキャッチフレー
ズにこれからもますますの取組推進を目指す林
野庁。11 月 15 日には国際森林年シンポジウ
ム『木質都市への挑戦～木材利用と木造の未来』
が東京都・文京区のすまい・るホールにて開催
されました。

国際森林年シンポジウム
『木質都市への挑戦～木材利用と木造の未来』
我が国において森林資源に対する新たな考え
方や木材利用の技術革新が期待されています。
他方ヨーロッパ諸国では近年世界最大の木造
建築物「メトロポール・パラソル」
（スペイン）
や９階建ての木造分譲集合住宅（イギリス）が建
築されるなど、新たな木造建築物が造られる潮流
が生まれています。そこで、皆川林野庁長官の挨
拶のあと、まず我が国での
「木質都市」実現の意義や取
り組むべき課題など、東京
大学名誉教授 香山壽夫教授
と、ウィーン工科大学教授
ウォルフガング・ウィンター
教授による２つの基調講演
が行われました。
ウィーン工科大学教授
ウォルフガング・ウィンター氏
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木がもつ可能性と魅力を示唆した香山氏と
ウィンター氏の基調講演
香山氏は日本を代表する
建築家としての視点から、
木材の多様性や親近性と
いった木独自の魅力につい
て言及。
「木の温もりは人
を育てる」として木材を用
いた学校校舎の例を挙げる
などし、公共建築物や生活
東京大学名誉教授
の現場に木材を使うことの
香山壽夫氏
良さについても述べられま
した。一方ウィンター氏は、ヨーロッパを代表
する都市部の木造建築研究者としての視点から、
ヨーロッパにおける建築物の木材利用の現状や
歴史について説明。また、
「木材は他の素材に比
べて軽く、ＣＯ２を固定するクリーンな素材」と
して木材の優位性と可能性について述べました。
木を使って森を育てることの重要性が話し合わ
れたパネルディスカッション
その後、講演につづいて
行われたパネルディスカッ
ションには、香山氏、皆川
氏 に 加 え、 集 成 材 生 産 で
トップシェアを誇る銘建工
業株式会社の中島浩一郎
氏、タレントの中山エミリ
さんが登壇。木質構造設計
林野庁長官
を専門とする東京大学名誉
皆川芳嗣氏
教授の安藤直人氏がコー
デ ィ ネ ー タ ー を 務 め、 フ
リーアナウンサーの渡辺真
理さんも司会者として参加
しました。「日本は木の文
化というイメージがありま
すが、ヨーロッパも地方で
は木造だけのいい町が今で
も生きた町として残ってい 銘建工業株式会社代表取締役社長
中島浩一郎氏
るなど、日本以上に木造の
伝統が生活の中で生きています。日本ももっと
木の良さを見直していかないといけませんね。」
（香山氏）
、
「ヨーロッパでは今新しい技法を取
り入れた木造建築がどんどん建っています。日

収する元気な森林づくりを進める運動です。一
人一人の木づかいで、地球温暖化をストップさ
せましょう。
木を使って育てるこ
とで森の循環を再生さ
せ、環境にやさしい木
質都市の実現へ。
本でも是非進めていきたい
ですね」
（中島氏）「木は可
能性あふれる魅力的な素材
であり、今後の社会を考え
る際に、是非大きな要素と
して位置付けてほしいで
す」（皆川氏）などの意見
や、
「作る側も使う側も一
タレント
体とならないとこうしたプ
中山エミリさん
ロジェクトは進みません。
割り箸やまな板から、大き
な建築物まで、是非皆さん
木材の利用に取り組んでほ
しいですね」
（安藤氏）と
いう意見など、様々な立場
から活発な意見が寄せられ
るパネルディスカッション
東京大学名誉教授
となりました。また、中山
安藤直人氏
エミリさんや渡辺真理さん
からは「森を守るために木を伐ってはならない
と教えられてきましたが、本当は森や木を育て
るためには、私たちが今、木を積極的に使うこ
とが大切なんですね」
（中山さん）
、
「ヨーロッ
パでもたくさん木が使われているとか、木を使
うということがすごく大事といったようないい
情報、正しい情報をきちんと知らせる。知る必
要があると感じました」
（渡辺さん）といった
生活者視点の感想も。健康な森のサイクルを取
り戻すためには、小さなものからでも木を使う
意識が大切だということが改めて実感される機
会となりました。

基調講演：
香山壽夫氏
（東京大学名誉教授・香山壽夫建築研究所所長）
『古く、かつ新しい素材ー木材の魅力』
ウォルフガング・ウィンター氏
（ウィーン工科大学教授）
『urban wood ヨーロッパ都市部の
木造建築の現状 過去と未来』
パネルディスカッション：
『新たな木質建築物の鼓動
～日本における木質都市への挑戦』
＜司会＞
渡辺真理さん（フリーアナウンサー）
＜コーディネーター＞
安藤直人氏（東京大学名誉教授）
＜パネラー＞
中島浩一郎氏（銘建工業株式会社代表取締役社長）
ウォルフガング・ウィンター氏
（ウィーン工科大学教授）
中山エミリさん（タレント）
皆川芳嗣氏（林野庁長官）

木づかい運動展開中！
ＣО２の排出量削減を目指し、2005 年より行
われているのが「木づかい運動」
。国産材を積
極的に使うことで山村を活性化し、ＣО ２ を吸
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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

実施期間・実施日

北東アジア・ターミナル構想フォーラムを開催 建設政策課：TEL 011-204-5535

H24 年 2 月 6 日

めざ SO-YA!! たのしい・おいしい「てっぺん」2012 in Sapporo を開催 宗谷総合振興局：TEL 0162-33-2509

H24 年 2 月 11 日～ 2 月 12 日

「青森県博物館ロード」展

青い森の宝箱－県内博物館名品大集合 !!

～ H24 年 1 月 29 日

弘前エレクトリカルファンタジー 2011

～ H24 年 2 月 29 日

ゆかい村鮟鱇まつり

～ H24 年 3 月 31 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

－

「山形おきたま 冬のあった回廊」キャンペーンのご案内
全国各地における「山形県物産展」の開催情報
山形～東京便（山形空港利用）のお得な助成のご案内

～ H24 年 3 月 31 日
－
～ H24 年 3 月 31 日

みやぎ観光 NAVI

－

食材王国みやぎ

－

第５回声楽アンサンブルコンテスト全国大会チケット発売
会津大学新技術説明会を開催 会津大学事務局：TEL 0242-37-2511
蕎麦！ソバ！Ｓｏｂａ！あなたのそばに越後十日町そば
表参道・新潟館ネスパス

召し上がれ

越後川口の特産品

第 20 回 にいがた食の陣 「日本海ちらし・日本海にぎり」

H24 年 2 月 13 日
（4 日通し券は 2 月 1 日）
H24 年 2 月 3 日
H24 年 2 月 7 日～ 2 月 9 日
H24 年 1 月 21 日～ 1 月 23 日
H24 年 1 月 19 日～ 2 月 12 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
－

かさまの陶雛～桃宴～

H24 年 1 月 25 日～ 3 月 3 日

第 60 回勝田全国マラソン

H24 年 1 月 29 日

いばらき花フェスタ

H24 年 2 月 11 日～ 2 月 12 日

黄色い可憐な花が咲く「宝登山ロウバイ園」～甘い香りが楽しめます

H24 年 1 月上旬～ 2 月中旬

奥秩父の冬の名勝「三十槌の氷柱」

H24 年 1 月中旬～ 2 月中旬

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

実施期間・実施日

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

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 !!」

－

長野県はこの冬「スキー発祥 100 周年」
。
ぜひ長野県のスキー場へお出かけください。

－

観光・イベント情報が満載！「とやま観光ナビ」

－

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

－

「いしかわ食のてんこもりフェスタ」開催！
金澤おでん、小松うどん、能登丼、白山百膳など、
ご当地グルメ満載！

H24 年 2 月 5 日

第 67 回国民体育大会「ぎふ清流国体」冬季競技会 スケート（スピード）競技

H24 年 1 月 28 日～ 1 月 31 日

第 67 回国民体育大会「ぎふ清流国体」冬季競技会

H24 年 2 月 14 日～ 2 月 17 日

スキー競技

岐阜県美術館リニューアルオープン記念 第一幕「メセナが育む未来への遺産」
東日本大震災

H24 年 1 月 11 日～ 2 月 19 日

被災地支援等に関する情報

－

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
東京ミッドタウン【三重の美味しいパワーフード】レストランフェア開催

H24 年 1 月 13 日～ 1 月 22 日

2012 年は辰（竜）年！恐竜年プロジェクト開始！

－

伝えたいふるさとの景観

－

心に残る

福井ふるさと百選

関西フィルハーモニー管弦楽団ニューイヤーコンサート 甲賀市あいこうか市民ホール：TEL 0748-62-2626

H24 年 1 月 22 日

冬の外来魚駆除釣り大会 滋賀県琵琶湖政策課：TEL 077-528-3485

H24 年 1 月 28 日

ギャラリー展示「民具を科学する」 滋賀県立琵琶湖博物館：TEL 077-568-4811

H24 年 1 月 7 日～ 3 月 11 日

京都府立林業大学校開校

京都府林務課：TEL 075-414-5016

大阪のメインストリートを彩る「御堂筋イルミネーション」開催中！
スマートフォンで大阪の魅力スポットをガイド
「大阪ミュージアムモバイルガイドシステム」

H24 年 4 月 1 日
～ H24 年１月 22 日
H23 年 12 月 14 日～

語り部とゆく世界遺産ウォーク 熊野参詣道小辺路「果無ウォーク」

～ H24 年 3 月 31 日

ライトアップされた春日大社・東大寺・興福寺を巡る「しあわせ回廊 なら瑠璃絵」

H24 年 2 月 8 日～ 2 月 14 日

心のふるさと「奈良」の情報満載の県メールマガジン「大仏さんのつぶより情報」

－

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☆
「名探偵コナンワールド」開催！

－
－
H24 年 1 月 3 日～ 3 月 4 日

古事記編さん 1300 年記念企画！

－

鳥取県の旬の話題映像をお届けする「とっとり情報チャンネル」開設中！

－
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Information

都道府県名

イベント・ＰＲ名等

実施期間・実施日

岡山県

岡山県に関する旬の話題を満載した「メルマガ晴れの国」

－

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

秋吉台芸術村で「アーティスト・イン・レジデンス事業」を実施
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

H24 年 1 月 12 日～ 3 月 22 日
H23 年 12 月 10 日～ 24 年 2 月 12 日

県産農水産物カタログギフト「まるごと ! 山口」を販売中

－

ミシュラン三つ星

－

特別名勝「栗林公園」を楽しむ

「さぬきの夢ラリー」 ～香川県産小麦「さぬきの夢」で作ったうどんを食べよう～
香川丸亀国際ハーフマラソン大会

～ H24 年 1 月 24 日
H24 年 2 月 5 日

徳島県の観光情報は「阿波ナビ」で！

－

観光情報クチコミサイト「もっと阿波ナビ」はこちら！

－

徳島県内各地の阿波おどり情報サイト「阿波おどりナビ」！
愛媛県美術館

展覧会「地上の天宮

北京・故宮博物院展」

－
H24 年 2 月 9 日～ 3 月 18 日

愛媛県歴史文化博物館 企画展「四国へんろの旅 - 絵図・案内記と道標 -」

H24 年 2 月 21 日～ 4 月 8 日

愛媛県総合科学博物館

H24 年 2 月 25 日～ 4 月 8 日

企画展「光で魚を捕る漁業」

フィナーレまで３カ月。「志国高知 龍馬ふるさと博」好評開催中！
今年は、植物学者 牧野富太郎博士の生誕 150 年！
高知県立美術館で、「琳派・若冲と雅の世界」を開催！
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～

H23 年 3 月 5 日～ H24 年 3 月 31 日
－
H23 年 12 月 25 日～ H24 年 2 月 12 日
－

うれしのあったかまつり 嬉野温泉観光協会：TEL 0954-43-0137

H24 年 1 月 28 日～ 2 月 19 日

TAKEO・世界一飛龍窯灯ろう祭り 武雄市営業部観光課：TEL 0954-23-9237

H24 年 2 月 11 日～ 2 月 12 日

佐賀城下ひなまつり

H24 年 2 月 18 日～ 3 月 31 日

長崎県

来てみんね！長崎

大分県

第 61 回別府大分毎日マラソン大会
風光明媚な海岸線を海風と戦いながら健脚を競います。

H24 年 2 月 5 日

大分県スマートエネルギーフォーラム 2012 の開催

H24 年 1 月 26 日

熊本県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県

食ＫＩＮＧ王国 旅と食のキャンペーン開催中

H23 年 6 月 1 日～ H24 年 3 月 31 日

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～

－

熊本県ＰＲキャラクター「くまモン」関連サイト集～ゆるキャラ（Ｒ）グランプリ 2011 で優勝～

－

宮崎県の新しいシンボルキャラクター「みやざき犬（けん）」

－

みやざき観光情報 旬ナビ

－

みやざき県庁職員日記（ブログ）更新中！

－

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

「東南アジアと琉球」重要文化財公開企画展 開催場所；沖縄県立埋蔵文化財センター

H24 年 1 月 28 日～ 2 月 12 日

おきなわ花と食のフェスティバル 2012 開催場所；奥武山総合運動公園・武道館

H24 年 2 月 4 日～ 2 月 5 日

沖縄国際アジア音楽祭 musix2012 ミュージックタウン音市場を中心に県内各地で開催

H24 年 3 月 16 日～ 3 月 18 日
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「先進政策バンク」の一般公開について

全 国 知 事 会

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

連絡窓口：全国知事会研究室

国民の皆様にも幅広くご理解の上、ご活用いただきたいと思います。

TEL

：03-5212-9136

FAX

：03-5212-9135

なお、
「先進政策バンク」ホームページには、本会のホームページ
（http://www.nga.gr.jp）からもアクセスすることができますの

メール ：kenkyushitsu@nga.gr.jp

で、これらのホームページを閲覧、活用していただきたく存じます。
当サイトに関するお問合せにつきましては、右記の窓口までご連
絡下さい。

！

苦情情報センター

「地方分権苦情情報センター」
への情報提供を

！

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

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

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

せていただきます。

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

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

連絡窓口：全国知事会連絡広報部
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平清盛日招像
広島県

平清盛「日招き伝説」～呉市音戸町～
清盛が計画した「音戸の瀬戸」開削の工期はわずか１日。
しかし日没が近づいても工事が終わらなかったため、清盛は
「返せ！戻せ！」と言いながら右手の金扇で太陽を招きまし
た。すると太陽は天に戻り、
工事は無事完了できたそうです。
この「平清盛日招像」は、音戸の瀬戸開削 800 年を記念
して 1967 年に建立。清盛が立烏帽子・直衣姿で日没の方
向に扇を向けて立ち海上交通の安全を見守っています。

１月 14 日（土）からは、清盛ゆかりの呉市音戸町と廿日
市市宮島町に、
「ドラマ館」が２館同時オープンします。

「平清盛 音戸の瀬戸ドラマ館」
平成24年１月14日（土）〜
平成25年１月14日（月・祝）
9：30 〜 17：00 期間中無休
料金：大人300円 小中高生150円

「平清盛館」
（宮島歴史民俗資料館）
平成24年１月14日（土）〜
平成25年１月14日（月・祝）
8：30 〜 17：00 期間中無休
料金：大人500円 小中高生250円

また、この二つのドラマ館を、高速船で直接結ぶ「きよも
りブルーライン」が運航します（土・日・祝日のみ）
。清盛も
航海した瀬戸内海をクルーズしつつ、両方のドラマ館をお楽
しみいただけます。
検索
くわしくは、ＨＰをご覧ください。 ひろしま清盛

平清盛日招像（背面）

http://www.hiroshima-kiyomori.jp/

広島県では、
「平清盛」が平成 24 年の大河ドラマに決定
されたことを受け、
「大河ドラマ
「平清盛」広島県推進協議会」
を設立し、今までの平清盛のイメージを一新し、本県のイメー
ジアップ及び観光客の誘致促進並びに経済の活性化に寄与
するキャンペーンを行っています。

清盛の広島へ、どうぞお越しください。
お問合せ

大河ドラマ「平清盛」広島県推進協議会事務局
TEL 082-513-3392

たつ

輝之氏から辰の話題を寄せていただきました。
「辰」
というと迫力満点の「龍」の姿をイメージする方が
多いと思います。
「龍」は干支の中で唯一想像上の
動物ですが、どうして想像上の動物が十二支に選ば
れたのか不思議です。しかし、縁起物の置物、物語

▼新年明けましておめでとうございます。新年号と

やお寺の天井画に描かれているなど、私たちには結

いうことで巻頭には山田会長に「新春御挨拶」を寄

構身近な存在ではないでしょうか。

稿していただきました。

依然として低迷する日本経済ですが、今年こそは

▼また、
「ある日の知事」を伊藤鹿児島県知事に、
「新

「昇り龍」のように景気が上り調子になってほしい

知事登場」を松井大阪府知事に寄稿していただきま

ものです。

した。

▼今月号では、
「地域公共交通の活性化」をテーマ

▼さらに、先進政策バンク優秀政策事例として、高

に特集する予定でしたが、都合により３月号で特集

知県及び佐賀県にご執筆いただきました。

します。

▼今年も干支にちなんで、上野動物園前園長の小宮
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