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鳥取県
訪ねてみませんか？「まんが王国とっとり」
―国際マンガサミット・国際まんが博を開催―
国際マンガサミット鳥取大会は、11 月７
日から 11 日の日程で、米子コンベンション
センター（米子市）を会場に開催します。シ
ンポジウムや漫画作品展示に加え、会場内に
漫画制作のアトリエを再現し、実際の制作現
場の様子や漫画が出来上がるまでの作業工程
をご覧いただくことも計画しています。また、
漫画家によるサイン会やトークショーのほ
か、まんが教室等の体験型イベント、漫画関
連グッズ等の販売やキャラクターショーなど
多彩なイベントを計画しています。
また、サミットに先駆け、８月から 11 月
にわたり「国際まんが博」と題し、県内各地
で漫画やアニメ、コスプレ、アニメソング等
に関する各種のイベントを展開します。詳細
については、今後ホームページやパンフレッ
ト等で紹介していきます。

●漫画をテーマとした観光地づくりを推進

鳥取県は、「ゲゲゲの鬼太郎」の水木しげ
るさんや「名探偵コナン」の青山剛昌さん、
仏芸術文化勲章シュヴァリエを受章され欧州
で高い評価を得ている谷口ジローさんなど、
多くの漫画家を輩出しています。
このことから本県では、漫画を地域固有の
観光資源と捉え、漫画をテーマとした観光地
づくり、誘客促進に取り組んでいます。
３月８日に
リニューアルオープンする
「水木しげる記念館」
（境港市）

© 水木プロ

今年、これまで以上に漫画やアニメでにぎ
わう「まんが王国とっとり」に、皆さんも是
非お越しください。

今年で開館５周年を迎えた
「青山剛昌ふるさと館」（北栄町）
© 青山剛昌／小学館

週刊少年サンデー連載中

●国際規模の漫画関連イベントを続々

本県では、漫画に関する取組を推進する起
爆剤として、2012 年開催の「国際マンガサ
ミット」を誘致しました。
国際マンガサミットは日本、韓国、台湾、
香港、中国の漫画家の交流の中から生まれた
国際交流会議です。1996 年から東アジア（日
本・韓国・中国・香港・台湾・マレーシア・
マカオ・フィリピン）を中心とした多くの漫
画家が一堂に集まり、「文化交流」「感動の共
有」「著作権」をキーワードに、展示会や研
究会などが開催されています。

第 13 回国際マンガサミット鳥取大会
【日 程】 平成 24 年 11 月７日（水）～ 11 日（日）
【テーマ】「食」と「海」
【会 場】 米子コンベンションセンター

█お問合せ
鳥取県文化観光局観光政策課
まんが王国とっとり推進室
TEL 0857-26-7238
HP http://yokoso.pref.tottori.jp/manga/
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「まんが王国とっとり」建国へ
鳥取県知事
今、全国各地で盛んに行われている。その
代表格で国内外のメディアでしばしば取り
上げられるのが、境港市の「水木しげる
ロード」だ。水木氏の出身地である同市で
は、早くから鬼太郎や妖怪に着目した地域
振興に取り組んできた。一昨年の連続テレ
ビ小説「ゲゲゲの女房」のヒットも追い風
に、年間 300 万人以上の観光客が、139 体
の表情豊かな妖怪ブロンズ像、闊歩する着
ぐるみとの記念撮影、数々のグルメなどを
満喫している。かつてシャッター通り同然
だった同ロードの商店街には、今や空き店
舗は全く無くなった。妖怪イラストで装飾
したＪＲ境線、米子空港の「米子鬼太郎空
港」愛称化など周辺も水木ワールドを彩り、
漫画が観光素材としての訴求力をフルに発
揮している筆頭格として、視察に訪れる人
も後を絶たない。

「名探偵コナン」―子どもからファミリー
まで幅広くファンを集める人気漫画だ。作
者の青山剛昌氏は、実は鳥取県出身である
ことを御存知だろうか。
「ゲゲゲの鬼太郎」
で国民的人気を誇る水木しげる氏、フラン
ス文化勲章を受章され、代表作「遥かな町
へ」は同国で映画化もされた谷口ジロー氏
もしかり。他にも多くの当県出身漫画家が
全国区で活躍している。さらには「新世紀
エヴァンゲリオン」などで知られるアニメ
制作会社ガイナックスのプロデューサー赤
井孝美氏、
「フランダースの犬」などのキャ
ラクターデザインを手がけ、後進に「アニ
メーションの神様」と讃えられる故・森康
二氏など、優れたアニメーターも輩出して
いる。
日本の漫画やアニメは今、世界中の人々
に愛されている。その巨匠たちを人口 60
万人弱の当県は何故、これ程まで多く生ん
だのか。クリエイティブな才能を花開かせ
る不思議な土壌が、この小さなフィールド
にあるからに他ならない。

水木しげるロードのみならず、今年、県
下全域が、かつてないほど漫画やアニメの
魅力に染まる。
この春から、名探偵コナンのラッピング
列車が鳥取―米子間を走り出す。当県とコ

漫画やアニメを活用しての町おこしは
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やアニメ、コスプレなどに関するさまざま
なイベントを全県展開する。官製でなく民
間の知恵による多彩なポップカルチャー
に、訪れる人は耽溺するだろう。折しも
今年は、山陰を舞台にＪＴＢ日本の旬、Ｊ
Ｒディスティネーションキャンペーンが催
行される好機。島根県では、古事記編さん
1300 年を記念した「神話博しまね」が、
国際まんが博とほぼ同時期に開催される。
白兎伝説の白兎神社、大国主命が復活を果
たした赤猪岩神社など、ゆかりのスポット
は当県にも豊富だ。山陰の２大博覧会を機
に、漫画と古代のロマンを存分に御堪能い
ただきたい。

ナンの縁を知る人は恐らくは未だ少ない。
「なぜ鳥取にコナンが？」と、多くの人が目
を見張るだろう。ＪＲ境線の妖怪列車と組
み合わせ、県内の漫画スポットへ誘引する
ラリーなど、さまざまな仕掛けを施す。青
山氏の故郷・北栄町には青山作品の魅力を
凝縮した「青山剛昌ふるさと館」
、周辺には
コナンのオブジェやゆかりの名所がある。
コナン列車で耳目を集め、周辺のテイスト
を高めれば、いずれ水木しげるロードに比
肩する漫画の町となれよう。
そして 11 月７日、世界の漫画家の国際
会議「国際マンガサミット」が米子市をメ
イン会場に開幕する。日本・韓国・台湾・
香港・中国において順々開催され、今年の
鳥取大会で 13 回目。日本では、過去に東
京都及びいわき市、横浜市並びに京都市で
開催されたが、大都市ならざる当県が開催
地に選ばれたのも、漫画による地域づくり
への当県の熱意の結果と言えよう。世界に
名を轟かす秋葉原とも連携を始めた。
鳥取大会では「食と海」をテーマに、漫
画家や漫画関係者によるフォーラムのほ
か、トークショーや漫画制作アトリエ再現、
漫画教室など、さまざまな体験型・参加型
イベントを併催する。大会楯を引き継いだ
昨年の北京大会でも、コナンや鬼太郎の
ふるさとを是非訪ねたいとの声を多く聞い
た。本大会実行委員長のちばてつや氏や里
中満智子氏を始めとする関係者とともに、
漫画を愛する国内外の人々を万全を期して
迎える。
マンガサミットに先立ち、８月から 11
月にかけて「国際まんが博」と題し、漫画

マンガサミットや国際まんが博で賑わう
当県は、今年、名実ともに「まんが王国」
建国を迎える。これらビッグイベントを待
たずして、独創的なアイデアで地域を賑や
かにしていこうと、ビジネスに、人材育成
に結びつけようと、ポップカルチャーに着
目したさまざまな取組が県内各地で花開い
ているところだ。当県が舞台の「ギャル
ゲー」
、特産白ネギがモチーフの巨大キャラ
「ネギマン」の特撮映画制作、歌って踊れる
コスプレユニットの結成など―自ら楽しみ
ながら、新しい素材を発掘し新境地を切り
開こうとするフロンティア精神を、多くの
県民の皆さんが遺憾なく発揮していこうと
している。当県が送り出してきた名だたる
クリエイターたちがそうであったように。
皆さんも覗いてほしい。漫画やアニメ、
そして人々の活力と笑顔で溢れる「まんが
王国とっとり」を。
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福井県知事

西川

一誠

「県都のデザイン戦略」をスタート
10 月 18 日（火）
県庁前にある水産会館の一角に「ふくいの地魚情
報館」がオープンし、開所式が行われた。地魚や水
産加工品など、消費者向けの情報発信拠点である。
県内外に人気の高い「へしこ」や干物などを販売し
ているほか、県内で水揚げされる四季折々の魚や調
理方法を紹介している。
地魚への関心を高め、消費拡大に一役買ってくれ
ることを期待している。
午後、西村幸夫東京大学副学長や桑野和泉湯布院
温泉観光協会会長らをお招きして「県都デザイン
フォーラム」を開催。
福井市をはじめ県内各都市では、戦災、震災（福
福井市との共催で「県都デザインフォーラム」を開催
井地震）から 60 年余りが経過しリニューアルの時
期を迎えているほか、近く北陸新幹線の金沢開業も予定されるなど、都市間競争が大きな課題となる。こう
したことから、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１つの目標とし
て共有できる『県都のデザイン戦略』を描くことが大切だと考えている。
さらに、ＪＲ福井駅周辺は、行政、経済の機能がコンパクトにまとまった全国的にも珍しい構造であり、
こうした特性を活かしながら、全国にアピールできる個性的なデザインを描いていくべきであろう。
今後、福井市などとも議論を本格化させ、方向性をまとめていきたい。

日本一幸せな福井県とブータン王国
11 月 17 日（木）
国賓として初来日したブータン国王ご夫妻のレセプションに出席。
自治体からは、私と荒川区長が招待されたと聞く。
ブータンは「世界一幸せな国」と言われており、国政の上でも「国
民総幸福量（ＧＮＨ）」を指標として掲げている。
福井県では、東京大学と「希望学」について共同研究を行っている
ほか、「自立と分散で日本を変えるふるさと知事ネットワーク」でも、
本県が中心となって「ふるさと希望指数」をつくろうとしている。
これは、現在の満足度（幸福）に加え、よりよい将来を目指す「希望」
を高めようとするものである。
さらに、法政大学大学院の研究チームによる幸福度ランキングで本
県が幸福度日本一に選ばれたこともあり、こうしたことがご縁でお招
きされたようである。
国王に「幸福度の高い福井県です」と自己紹介すると、「私たちと
同じですね」と笑って握手してくださった。お人柄が良さそうな笑顔
が印象深い。親書と越前漆器の香水入れを贈る。
今後、こうした関係を活かし、心の大切さに着目した国土づくりを
進めているブータン王国との交流を考えていきたい。
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「幸福」つながりの福井県とブータン王国

「食育」のルーツ福井県
11 月 20 日（日）
前日から「ふくいの食まるごとフェスタ 2011」
が開催されている。「自立と分散で日本を変えるふ
るさと知事ネットワーク」へ参加している各県から
も、伝統野菜を試食・販売していただいているほか、
この日は、「全国素人そば打ち名人大会」と“食の
甲子園”ともいえる「全国高校生食育王選手権大会」
があった。女子栄養大学の香川学長らにも久しぶり
にお会いする。
「食育王選手権」では三重県勢が４連覇を果たし
たが、本県の高校生も優秀賞に選ばれるなど奮闘を
見せる。
「食育」という言葉は、本県出身の医師・石塚左
本県出身のＷＢＡ世界チャンプ・清水智信さんらが高校生の料理を審査
玄がその祖である。明治 29 年（1896 年）の「化
学的食養長寿論」に「体育智育才育ハ即チ食育ナリ」とあり、食生活が心身ともに健全な人間をつくるとい
うことを唱えている。
「食育」のルーツである福井県は、まさしく健康長寿の県である。

新春対談 津村節子さんらと
12 月 20 日（火）
新春番組の収録で、本県出身の芥川賞作家・津村
節子さんらと対談する。津村さんは前日からご来県
され、前夜は菊池寛賞受賞の祝賀会を行ったところ
である。
旧知の間柄でもあり、対談は予定時間をかなり
オーバーする。「ふるさと５部作」と呼ばれる作品
の主人公について、福井県には努力を惜しまず芯の
強い女性が多いとのこと。
福井県出身といえば、中野重治さんや高見順さん、
江戸時代には東洋・日本のシェークスピアといわれ
る近松門左衛門、幕末の橘曙覧など、福井県は人口
の割には多くの作家を輩出している。
津村節子さんとの新春対談
県立図書館の入館者数や貸出冊数も人口当たりで
は日本一であり、こうした福井県の文学風土をこれからもうまく育てていきたいと思う。
年末のあわただしさから、この日はもう１本、番組を収録。こちらはスポーツ界でご活躍の学生さん２人
と指導者の方。福井の子どもたちは、学力・体力ともに全国トップレベルであることや、平成 30 年に開催
予定の福井国体の話など。
つい過日には、立教大学の松本茂教授らと福井県独自の英語教育について対談し、これで都合３本の新春
番組を収録。
新年（平成 24 年）は、敦賀を経由する欧亜国際列車運行の 100 周年であるほか、敦賀－長浜間の鉄道が
開通して 130 周年となる。さらに、130 に「0」を１つ加えれば、日本で最も古い歴史書である古事記が編
さんされて 1300 年にも当たる。古事記には福井県が「越の国」として登場するほか、「気比神宮」なども
記述されており、ゆかりが深い。
平成 24 年はアニバーサリー尽くしの福井県である。
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先進政策バンク優秀政策事例
農林水産分野

次世代林業プロジェクト
〜 10 年後の生産・消費倍増へ〜
徳島県

林業振興課

次世代林業戦略室

はじめに

林業再生プロジェクト（平成 17 年度～）

かつて豊かな天然林に恵まれていた徳島県。
大阪や京都などに近いこともあり、鎌倉時代
や室町時代には、たくさんの木材が船で都に
運ばれた記録が残っています。
江戸時代には、藍と並んで木材は徳島藩の
貴重な収入源となり、藩が焼畑跡地に植林を
義務付けたことで、全国でも早く林業経営が
開始されます。この時代、商魂たくましい阿
波の商人が、大阪の阿波座、東京の木場で木
材市場を開設
する活躍も見
せました。
徳島の経済
を支えてきた
林 業 も、 昭 和
の高度成長期
に大きな転機
昭和 30 年代の活況
が訪れます。
トラック満載で出荷される丸太

それまで県内各地では、間伐材を山に切り
捨てる作業が中心で、木材生産に結び付いて
いない実態がありました。そこで、せっかく
の資源を山から引っ張り出して、経済・雇用
の拡大に生かそうと始めたのが、平成 17 年度
からの「林業再生プロジェクト」でした。
このプロジェクトでは、当時、開発された
ばかりの小型スイングヤーダに、小型のプロ
セッサとフォワーダという高性能林業機械を
組み合わせた３点セットの導入を県下一円に
進めてきました。これにより、地形の急峻な
本県の森林でも生産性が向上し、間伐という
手入れ作業を行いながら所有者が収益を得ら
れるまで林業経営を改善させることができま
した。現在この林業機械３点セットは、県内
に 30 セット導入されています。

建築ラッシュや紙需要の急増に伴う木材不
足を受け、政府は昭和 35 年に「丸太の輸入自
由化」を、昭和 39 年には「木材全品目の輸入
自由化」を決定。その後は、円高による安い
輸入材の台頭もあり、全国同様に厳しい経営
環境が続くことになります。
そこで徳島県では、林業をかつてのような元
気な姿へと再生させようと、 平成 17 年度から
様々なプロジェクトを展開してきました。 本題の
「 次 世 代 林 業プロジェクト」 へと至るこれまで
の成果について、まず紹介させていただきます。

高性能林業機械３点セットによる間伐状況
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３倍に増加。立木換算で年間約 100 万ｍ３ずつ
増えています。一方、利用されているのは年
間 20 万ｍ３、立木換算でも約 30 万ｍ３。今の
生産量を倍増したところで、資源は減ること
なく増え続けます。
森林の６割を占めるスギ・ヒノキの樹齢を
みると、一番多いのが 46 ～ 50 年。このピー
クは、全国より５年程先行しています。スギ
に限れば、今後５年以内に樹齢 50 年を超える
ものが半数を超える見込みです。手入れの必
要な「間伐」の時代から、収穫のできる「主伐」
の時代へと、全国よりいち早く徳島が本格的
な伐採期を迎えることになります。
これまでのプロジェクトの成果、本県特有
の資源状況、これらを背景に平成 23 年度から
始めたのが「次世代林業プロジェクト」です。

林業飛躍プロジェクト（平成 19 年度～）
間伐材の生産が順調に増えてきた平成 19 年
度からは、再生から飛躍へとプロジェクトを
進化させました。川上では、公共事業の減少
というピンチをチャンスと捉え、建設業の林
業参入を進めてきました。現在、建設業者 24
社が林業事業体に登録され、各地で活躍を見
せています。
また、間伐材の受皿として、多様な木材産
業が数多く立地する徳島ならではの強みにも
着目しました。優良な A 級材は製材工場へ、
低質な B 級材は四国唯一の合板工場へと供給。
さらに端材である C 級材は、全国４工場しか
ない MDF（中質繊維板）と呼ばれる木質ボー
ド工場で加工する道筋をつけ、間伐材を「根
元から梢まで」利用する体制を構築すること
ができました。
こうした取組により、山村地域の経済・雇
用の拡大はもちろんのこと、プロジェクト開
始前（平成 16 年度）と比べ、間伐材の生産量
は３倍に増加。間伐材も含めた県産材の生産
量も 18％増と、全国と比べても大きな伸びが
得られたところです。

プロジェクトの目標
主伐期を迎えようとする森林資源、木材利
用への時代要請などを踏まえて展開する今回
のプロジェクト。今回は、様々な関係者が目
指す方向性を同じくできるよう「10 年後の県
産材生産・消費量の倍増」という明確で分か
りやすい戦略目標を掲げました。
倍増目標の達成に向けては、間伐だけでは
なく主伐も推進することに加え、県民総ぐる
みによる県産材利用なども必要になってきま
す。これには川上の林業だけでなく、川中の
木材産業、川下の設計・建築関係者や消費者
まで、力を合わせた取組が求められます。そ
こで目標実現に向けた施策を「林業生産」、
「木
材加工」
、
「木材消費」の３分野に分類。それ
ぞれに当初４年間の行動計画として、具体的
な取組や目標を盛り込んでいます。
施策１「林業生産対策」
林業分野では 10 年後の生産倍増に向け、ま
ずは作業の効率化が必要となってきます。そ
こで、これまで間伐材の生産を担ってきた機
械３点セットに、積み込みや選別用の機械を
加えスピードアップした４点セット。太くて
重い主伐材や、広い面積の搬出にも対応でき
るパワーアップした架線システム。こうした
先進的な林業生産システムを、この４年間で
15 セット導入していく予定です。

次世代林業プロジェクト（平成 23 年度～）
プロジェクトの背景
平成 22 年度までの６年間で、機械化が進ん
だ林業現場は、若者がチャレンジできる職場
に様変わりし活気が戻ってきました。山から
間伐材が安定的に供給されることで、木材業
界でも生産規模の拡大が可能となりました。
一方、徳島の森林資源をみると、スギを中
心に毎年成長を続けていて、現在は 40 年前の
森林蓄積量（民有林）の推移
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官連携拠点の設置なども行っていく予定です。
ちなみに現在は、大規模建築への用途拡大を
目指したスギ不燃材や、徳島で製造が盛んな
LED と組み合わせた商品開発などが進められ
ています。

こうした機械化に対応できる担い手も必要
となってきます。そこで各種団体で実施して
いる研修事業を分かりやすく一体化したプロ
フェッショナル塾を開設し、林業のプロを体
系的に育成していくことにしています。
こうした取組により、最初の４年間で生産
量は５割増に、生産性は倍増させることで、
林業者や森林所有者の所得を飛躍的に向上さ
せたいと考えています。

施策３「木材消費対策」
国レベルでは、平成 22 年 10 月に「公共建
築物等における木材利用促進法」が施行され
ました。これを受け、徳島県でも、同年 12 月、
県民総ぐるみで取り組む道標として「とくし
ま木材利用指針」を策定しました。この指針
でも「10 年で利用量倍増」を目指していますが、
この遠い先の目標を県民の皆様に身近なもの
として捉えてもらおうと展開しているのが「県
テン

産材倍増 10 アップ運動」です。これは、平成
21 年度の利用量の 10％相当を毎年度上積みす
ることで、10 年後には利用量を 200％と倍増
させようというものです。
現在、この 10 アップを合い言葉に、官民
挙げた取組を展開しています。公共建物や土
木事業における率先利用。消費の大部分を占
める住宅や店舗など民間分野における積極利
用。特に、民間分野への支援策の一つとして、
木造住宅の施主に対して家具など県産木製品
と交換できる県版エコポイント「ウッド通貨」
を提供する取組を進めており、好評を得てい
ます。

主伐作業も期待できる
先進林業機械（タワーヤーダ）

施策２「木材加工対策」
徳島は森林県ですが、それ以上に多くの木
材産業が立地していて、実は林業より木材産
業の生産力が高い県です。このため木材産業
の原材料に占める県産材は４割にとどまって
いて、残りの３割ずつを他県材と外材に頼っ
ています。
この原材料を県産材へと、特に森林面積割
合が日本一のスギへと転換できるよう加工施
設の整備を進めることとしています。
そのほか、県産材の安定的な品質を担保す
る JAS などの規格化の推進。需要者の求める
ニーズ情報と
生産者の有す
るサプライ情
報をマッチン
グさせる情報
システムの構
築。魅力的な
用途開発を目
スギ不燃材の開発状況
指した産学

買物客でにぎわう木造の産直市
（JA 阿波郡東部）
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また徳島は、木材製品の６割が県外に出荷
されていて、県外への販路拡大も重要な課題
となっています。そこで、関西圏や首都圏な
ど大消費地における PR や、
「徳島すぎ」を用
いた家づくりに協力をいただける工務店や建
築士事務所のネットワーク拡大にも積極的に
取り組んでいくこととしています。

福島県の仮設住宅に採用された
徳島すぎによる板倉住宅

こうした動きに、山の生産現場がしっかり
と対応できることが肝心で、今年度は目標を
昨年度の２割増産に引き上げ取り組んでいま
す。山での増産を軌道に乗せるため、現在は、
複数の森林所有者をまとめる 300ha 規模の団
地化を県内各地で進めています。また先進林
業機械の導入実証、国の森林整備加速化・林
業再生基金の対象外である 50km 未満の原木
輸送費についても県単独事業により支援して
いるところです。

「徳島すぎの家づくり協力店」が施工した住宅
（東京都東久留米市）

おわりに

初年度の取組

高度成長期に木材輸入が自由化されてから、
皮肉なことに我が国は世界有数の人工林資源国
に変貌しました。また木材価格が国際水準とな
り、厳しい円高状況も続く中、国産材の価格は
これ以上の大きな下落はないと予想されていま
す。こうした状況が「林業は今後伸びるしかな
い成長産業である」と言われるゆえんです。
中でも全国より高い資源の成熟度を有して
いる徳島県。このプロジェクトにより、かつ
てのような林業の盛況ぶりを徳島から実現さ
せたいと考えています。
また二酸化炭素を固定した木材を利用して
いる間、山では新たな樹が二酸化炭素を吸収
してくれます。木材消費が進み林業が活性化
すれば、森も元気に蘇ります。こうした好循
環を実現し、豊かな森林を次世代へと引き継
いでいく礎としてもプロジェクトを成功させ
たいと考えています。

今年度スタートさせた「次世代林業プロジェ
クト」。初年度として、様々な推進体制を整え
てきました。川上では、素材生産に関する関
係者らが増産に向けて合意形成を図る「安定
供給会議」。川下では、産学民官で県産材利用
の意識醸成を図る「10 アップ運動推進会議」
。
川上と川下の有識者らが県産材利用をめぐる
課題解決を図る「利用技術検討会」などを立
ち上げてきました。
またプロジェクト開始直前には、東日本大
震災が発生しました。この震災以来、徳島県
内の合板工場や木質ボード工場、多くの製材
工場において増産傾向が続いています。中で
も、徳島すぎを使った「板倉住宅」が福島県
の仮設住宅に採用され、200 戸余りの木材資
材が被災地に出荷されました。

9

商 工 ・労 働 分 野

「京都府上海ビジネスサポートセンターの設立
−京都企業アジア市場開拓支援事業−」の概要について
京都府商工労働観光部

交流の推進に積極的に取り組んできました。
例えば、京都企業が得意な IT 関連産業の振
興を目的とし、平成 13 年度から「ケータイ国
際フォーラム」を開催し、この中で中国最大級
の開発区やサイエンスパークなどとの商談会や
ビジネスミーティングを実施してきました。
さらに、中国国内でニーズが高まっている
環境分野においても、ビジネスマッチング事
業を実施するなど、京都企業のビジネス機会
の創出を図ってきました。
これらの事業を通じて、双方の交流は深まっ
たものの具体的な成約にまでは至らないのが
実情でした。
また、政治体制や法制度、商習慣が異なる
中国での販売や代金回収、知的財産、契約な
どビジネスを進める上で、多大な困難とリス
クを伴っています。
そのため、企業や関係機関に対する調査を
重ねた結果、ヒト、モノ、カネなど経営資源
と体力がある大企業は単独で中国市場に進出
できる一方、それらの資源を持たない中小企
業にとってはビジネス機会の創出もさること
ながら、その後の支援体制の構築とそれぞれ
の企業の事情に合った伴走型個別支援が必要
であることが分かってきました。

京都府では府内経済界と連携し、去る平成
22 年 10 月、「京都府上海ビジネスサポートセ
ンター」を設立しました。
当センター設立の背景、目的、内容、成果
についてご紹介いたします。

１

ものづくり振興課

設立の背景

（１）世界の成長センター「中国」と日本経済
21 世紀はアジアの時代と言われます。
アメリカやヨーロッパの先進諸国の経済
成長が低迷する一方、中国や韓国、インド、
ASEAN などアジア諸国は世界をリードする高
い経済成長を続けています。
とりわけ、中国は、改革・開放政策により
先進諸国からの投資と国内産業の振興により、
2010 年には国内総生産（名目 GDP）が６兆
米ドル近くに達し、我が国を抜きアメリカに
次ぐ世界第２位の経済大国に成長しています。
さらに、近年では経済発展に伴い、富裕層
の拡大や平均賃金の上昇、政府の内需振興政
策などにより国内向け需要が増加し、13 億人
を超える人口を抱える世界最大の市場となっ
ています。
一方で、我が国はバブル経済の崩壊以降、
長引く経済の停滞、デフレの進行や人口の減
少などにより市場が縮小する傾向にあり、企
業が成長を維持し日本経済が発展するために
は、旺盛な中国市場を内需として取り込むこ
とが製造業はもとよりあらゆる業種において
ますます重要な課題となってきました。

（３）経済界からの提案
一方で、京都商工会議所からは隣接するア
ジアを「連結内需」として捉え、積極的にア
ジア展開を提唱する一方、京都府に対し中国
での支援拠点の整備を求める提案があり、双
方で議論を重ねました。
その結果、京都府と経済界の思惑が一致し、
平成 22 年度中を目途にビジネス支援に特化し
た拠点を中国ビジネスの玄関口であり最大の

（２）これまでの取組と課題
これまでから、京都府では経済団体や支援
機関と連携し、中国との関係強化とビジネス

10

先進政策バンク優秀政策事例

○予算

京都府からの運営・事業費補助
京都経済界の負担（日本人ス
タッフ２名の人件費）
○設置期間 平成 22 ～ 27 年度を予定

経済規模を有する上海市に整備することにな
りました。

２

京都府上海ビジネスサポートセンターの設立

センターは、次の特徴を持って設立しました。

３

○経済界も一部経費を負担し、当面開設から
５年間の設置とする。
○設置主体は、京都府の産業支援機関である
「
（公財）京都産業 21」とする。
○市場開拓支援に特化し、スタッフは中国ビ
ジネスに精通した人材を置く。
（日本人スタッフは経済界から派遣し、京
都府、京都産業 21 の職員は派遣しない）
○中国でのビジネスが見込める企業に対し成
約まで集中して支援する。
○センターの支援を通じて成功事例を他の企
業の指針となるようモデル化を図る。

支援ネットワークの構築

中国は国土が広大で、また支援する企業の
業種は多様です。
上海ビジネスサポートセンターのスタッフ
だけでは、企業の支援要望全てをカバーする
ことはできません。
そのため、センターは企業支援のハブと位
置付け、地域や業種を網羅する支援体制の構
築を図っています。
（１）京都企業支援ネットワーク
京都は大企業を中心に中国に進出している企
業も多く、また大学の街でもあることから京都
に留学経験があり帰国して活躍されている方、
京都が好きな方も多くいらっしゃいます。
その方たちの力を借り、ネットワークを組
織しセンターや中小企業の活動をサポートし
てもらえれば大きな力になります。
そこで、センター設立に合わせて、ビジネ
スはもとより生活、文化など気軽に相談でき
るボランティアの支援体制として「京都企業
支援ネットワーク」が民間主導で設立されま
した。

京都府上海ビジネスサポートセンターの概要
○開設日
平 成 22 年（2010 年）10 月
17 日（日）
○設置者 （公財）京都産業 21
○スタッフ 首席代表 元京都企業中国現地
法人総経理
代表
京都の金融機関職員
首席顧問 元日本機械メーカー社員
（日本への留学経験）
代表助理 京都府名誉友好大使
（日本への留学経験）
日本人ボランティアスタッフ
（中小企業診断士）
○場所
上海国際貿易中心 1013 室
（上海市延安西路 2201 号）

京都企業支援ネットワークの概要
○設立
平成 22 年 10 月 18 日（月）
○対象者
中国進出京都企業、大学、機関
京都出身の企業人、有識者
京都に駐在経験のある人材

京都府上海ビジネスサポートセンター開所式
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ビジネスコーディネータ制度の概要
○対象
中国ビジネスに高度な専門知
識やノウハウを有する企業や
人材、支援機関等
○支援
販路開拓や事業提携等中国で
の事業展開に関するアドバイ
スほか
○費用負担 謝金のうち、センターが３／４、
支援先企業が１／４を負担
（１社・年 10 回まで）

中国の学術、文化、生活に理解
がある京都の人材
京都に留学経験のある人材
そのほか、京都を応援しようと
する企業、人材
（現在 105 名・社の参加）
○事務局

京都銀行上海代表処

（２）ビジネスコーディネータ制度
実際に、中国企業と商談、契約、取引を行う
ためには、センタースタッフのアドバイスに加
え、商社や代理人など仲介者の存在が重要です。
通常、中国企業との取引に当たっては、企業
同士で直接契約するより商社や代理店を介する
ほうが、様々なリスクを軽減できるとともにビ
ジネスチャンスの拡大にもつながります。
しかしながら、大手なら独力で商社と契約で
きますが、これから中国ビジネスを始めようと
する中小企業にとっては大きなハードルです。
そこで、商社や代理人など商談を進め取引
を仲介できる機関や人材をセンターで登録
し、必要に応じて活用できるようビジネスコー
ディネータ制度を創設しました。現在、上海
市を始め大連市、広州市等で登録しています。

４

京都府海外ビジネスサポートセンターの設立

平成 23 年４月には相談・支援体制を充実
するため、（公財）京都産業 21 内に海外ビジ
ネスに精通したスタッフ２名を新たに配置し、
中国を始め海外への投資や貿易などの情報提
供、相談窓口「京都府海外ビジネスサポート
センター」を開設しました。

５

支援事業の紹介

食品や伝統工芸品など京都の物産は我が国有
数のブランド力を有しています。また、京都に
はハイテク分野の大企業が多く、これらを支え
る高い技術力を持つ中小企業が集積しています。

京都企業アジア����支援事業ス�ー�
੩ㇺડᬺ

京 都 府

相談

（補助）
アドバイス

（連携）
京都商工会議所

（公財）京都産業２１
京都府海外ビジネスサポートセンター

スタッフ派遣

��支援
（運営）

京都府�海ビジネスサポートセンター
（支援）

（契約・支援）

（連携）

京都企業支援ネットワーク

法律事務所、会計事務所

ビジネスコーディネータ

（代表処、進出企業のサポート）

（代表処、進出企業のサポート）

（商社、代理店、エージェント）
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先進政策バンク優秀政策事例

主な出展展示会
・平成 22 年 10 月 2010 大連中日貿易投資
展示商談会（大連市）
・平成 23 年 ５月 2011 中国大連輸出入商
品交易会及び大連国際
工業博覧会（大連市）
７月
第１回日本精品展 (ALL
JAPAN SHOW IN
CHINA 2011)
・
９月
日中ものづくり商談会
＠上海 2011（上海市）
10 月
義烏国際小商品博覧会
（義烏市）
・
11 月
2011 中国国際工業博覧
会工業自動化展
環境保護技術・設備展
（上海市）

そこで、「京都」の持つブランド力を強め、
情報発信するため「チーム京都」として展示
会の共同出展やアンテナショップの運営、高
級百貨店での物産展開催などに取り組んでい
ます。
（１）展示会「京都ブース」
製造業や物産を対象として、中国国内で開
催される京都にとって魅力ある展示会に「京
都ブース」を設置し、中国市場の開拓を目指
す中小企業が出展しています。
出展者からは展示会出展により、日本では
分からない中国企業の生の反応が聞け、具体
的なビジネスチャンスが広がると評判です。
出展企業の中には、具体的に商談が進んで
いるものや取引成立など、成果に結び付いて
いる事例もあります。
とりわけ製造業の場合は、出展により直ち
にその場で商談が成立することは困難ですが、
その後のフォローをすることにより成約に結
び付くよう、ビジネスコーディネータも活用
しサポートを行っています。

（２）取引あっせんサイトによる情報発信
中国のインターネット利用者は世界最大の
５億人に達する一方、ビジネスでの活用も急
速に高まり、インターネットは有効なツール
になっています。

日中ものづくり商談会＠上海 2011
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出展風景

人の嗜好に合った商品開発や販路開拓につな
がっています。

そこで、展示会でのリアルな出展に加え、
日系企業向け取引あっせんサイト「ファクト
リーネットワークチャイナ（旧 NC ネットワー
クチャイナ）
」に、企業 30 社を京都として一
括で掲載し、京都のものづくりの情報発信と
中国での取引が進むようサポートしています。

「京都アンテナショップ＠上海」の概要
・開設 平成 22 年 10 月 15 日（金）
・場所 上海市新天地
「GL-JAPN PLAZA 内」

（３）京都アンテナショップ＠上海（中国名：
京都上品）
上海市中心部の新天地の高級スーパーマー
ケット内に「京都アンテナショップ＠上海」
を開設しています。
店内で、日本酒や和菓子、伝統工芸品、服飾、
雑貨など京都企業の物産をテスト販売するこ
とで、中国消費者の嗜好を探り、売れ筋商品
や消費行動を分析し出品者に情報提供してい
ます。
アンテナショップはそれ自体の売上アップ
ではなく、出品者を始め京都企業の中国での
事業可能性の把握を主目的としており、中国

京都上品店内の様子

ファクトリーネットワークチャイナの京都サイト
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先進政策バンク優秀政策事例

（４）京都物産展
○上海久光百貨
上海市の中心地にある高級百貨店である「上
海久光百貨」で、
中国最大の商戦である春節（旧
正月）準備の買物客をターゲットに、食品や
農産物、伝統工芸品などによる物産展を開催
しました。
物産展には 24 の京都企業が出品し、会期中、
28,000 人が来場し予想を上回る売上げを上げ
るなど、マーケットリサーチ、京都ブランド
発信に大きな成果を上げました。
・会場
・会期

６

平成 22 年 10 月の開設以降、約１年が経過
しましたが、京都企業の中国ビジネスに対す
る期待は予想以上です。
業種別では製造業が半数を超え、ほかにも
食品、工芸品、雑貨など幅広い業種の 400 近
い企業からの相談を受けています。
（平成 23
年 12 月末現在）
中国ビジネスの情報提供やアドバイスはも
ちろん、代金回収や法律、税務、会計等困難
な課題を解決した事例もあります。
さらに、地道な支援の結果、中国企業との
取引成立やこれまで日本国内では系列の関係
から取引がなかった日系企業からの発注、今
後のビジネス展開を進める上で重要な現地営
業拠点の設立など、センター設立目的に見合っ
た成果が出始めています。
また、中国に工場進出している京都企業同士
が、センター開設を契機に互いに知り合うこと
で、情報交換や事業協力の機運が高まるなど、
当初は予想しなかった事例も見受けられ、これ
からのビジネスの拡大が期待されます。

上海久光百貨２階イベントスペース
平成 23 年１月 19 日
（水）
～ 25 日
（火）
の７日間

○上海梅龍鎮伊勢丹
平成 23 年夏には、高所得者層をターゲッ
トに、日系の高級百貨店「上海梅龍鎮伊勢丹」
で２回目となる物産展を開催しました。
物産展には 30 の京都企業が出品するととも
に、京都の伝統工芸の職人による実演を開催
するなど多彩な催しも行いました。
日本からの食品輸入がストップし、食品の
出品がなかったにもかかわらず、同会場で開
催される通常催事より多くの来場者が訪れ、
想定を超える売上げとなるとともに、バイヤー
との卸売契約が成立するなどの成果を上げま
した。
・会場
・会期

７

課題と今後の展開

中国のビジネス環境は目まぐるしく変化し
ています。
富裕層の増加、賃金の上昇と労働力不足、
産業の高度化が進み、海外からの高級品、工
場の自動化対応製品、先端素材や部品、シス
テムなどに対する需要が一層高まり、伝統工
芸品や先端製品など京都が得意とする産業の
ビジネスチャンスが広がっています。
また、ビジネスモデルも「安価な製造コス
トで生産し国外へ輸出」から、
「中国で製造し
中国市場に販売し、日本からは先端製品を供
給する」スタイルに変化してきています。
さらに、成長エリアが沿岸部から内陸部へ
と拡大を続けています。
京都府では、
「京都府上海ビジネスサポート
センター」を拠点に、経済界や関係機関と連
携し、中国の成長と変化をチャンスと捉え、
京都企業の市場開拓による成長を通して京都
経済が発展するよう、全力を挙げて支援をし
ていくこととしています。

上海梅龍鎮伊勢丹百貨店６階 The
Market １階 Stage
平成 23 年８月 26 日（金）～９月１
日（木）の７日間

上海久光百貨

センター開設以降の状況

京都物産展の様子
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平成 23 年度政府主催全国都道府県知事会議の概要
去る 11 月 21 日（月）
、首相官邸において政府

早い被災地の復興と、そして原発事故の収束は、

今年度は、９月２日に発足した野田内閣の下で

題でございます。

主催の全国都道府県知事会議が開催されました。

これは我が野田内閣において最大かつ最優先の課

開催される初めての政府主催知事会議で、35 名

ちょうど、先ほどまで参議院の予算委員会と、

の知事が出席し、活発な意見交換が行われました。

そして本会議がございましたけれども、第３次補

大臣の挨拶、山田本会会長（京都府知事）の挨拶、

算は、復興の基本方針に基づいて、被災した自治

本号では、当日の会議の中から、野田内閣総理

正予算が成立をいたしました。この第３次補正予

内閣総理大臣の発言、そして各閣僚の発言部分を

体にとって使い勝手のよい交付金であるとか、震

掲載いたします。

災復興特別交付税の創設などを具体化する内容で

（挨拶・発言部分については、なるべく忠実に

ございますので、復興のつち音が早く力強く聞け

掲載しておりますが、誌面の制約上、内容に支障

るように、一日も早くこれを執行していきたいと

がない程度に部分的に省略し、また、知事の呼称

考えております。

を「○○県知事」と統一するなど若干の修正を加

一方で、がれきの広域処理、あるいは原発避難

えておりますので、予めご了承願います。
）

者の特例法による事務代行、緊急防災・減災事業

の地方負担分の財源確保など、復興には地方公共
団体の協力も不可欠でございます。引き続き皆様

《野田佳彦内閣総理大臣挨拶》

のご協力をお願いしたいと思います。

とりわけ、がれきの広域処理については、一部

どうも、皆さん、こんにちは。内閣総理大臣の

野田佳彦でございます。

の自治体、地方公共団体においては、既にご協力

には、この官邸までお運びいただきましたこと、

も安全性の確保に万全を期してまいりますので、

をいただいておりますけれども、是非政府として

本日は、大変お忙しい中、全国から知事の皆様

改めて皆様のさらなるご協力をお願いしたいと思

まず冒頭、感謝申し上げたいと思います。知事

います。

の皆様が、平素から地域社会の発展や住民福祉の

続いて地域主権改革でありますけれども、地域

向上のために大変なご尽力をいただいていますこ
と、まずは敬意を表したいと思います。

主権改革は私の内閣としても重要課題の一つとし

際しては、職員の皆さんの派遣であるとか、ある

廃止に向けたアクションプラン、これは閣議決定

ております。地域主権戦略大綱や出先機関の原則

特に３月 11 日に発災しました東日本大震災に

をしているものでございますので、これに基づい

いは物資の提供、広域避難など、本当に全国の都

て、この改革を着実に推進していく決意でありま

道府県から様々な形でご支援とご協力をいただい

す。特に出先機関の原則廃止については、次の通

たことに感謝を申し上げたいと思います。一日も

常国会に法案を提出するべく最大限の努力をする
よう、閣僚に指示をしたところでございます。こ

れはほうっておきますと、できない、できない、
やれない、やれないの情報と知恵ばかりが出てく
るんです。これはまさに政治主導であって、でき

ないではなくて、どうやって閣議決定したことを
できるようにするかと、そういった観点から、川

端大臣を中心にそれぞれの閣僚の皆さんのご協力
をいただいていますが、このことについては閣議

や閣僚懇でも私から具体的に指示をさせていただ
いているということでございます。

それから、社会保障と税の一体改革など、地方

に関わる重要な課題も山積をしています。これら

挨拶をする野田内閣総理大臣
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平成 23 年度政府主催全国都道府県知事会議の概要

については、今年度、法制化をされた国と地方の

域経済の活性化の対策のためにご尽力いただきた

映をしていく所存であります。地方公共団体の積

２点目は、そのために、私ども地方も協力を申

協議の場などを活用して、地方の意見も十分に反

いことを、まずお願い申し上げたいと思います。

極的かつ建設的な取組をご期待したいと思います。

し上げたいと思っておりますけれども、しかしな

ルルで行われましたＡＰＥＣにおきまして、世界

いては、私たちはやっぱり何もできないと思いま

また、ご報告になりますけれども、先般のホノ

がら、国の顔をうかがい、東京と地元を往復して

の成長エンジンであるアジア太平洋地域の成長力

す。是非とも、２点目といたしましては、地域が

を取り込むという観点から、ＴＰＰ交渉参加に向

地域にとって最適な施策を柔軟かつ強力に講じる

けて、関係国との協議に入ることを表明させてい

ことができるよう、霞が関の抵抗を排し、民主党

ただきました。今後、関係国が我が国に求めるも

の一丁目一番地である、今、非常に頼もしいお言

のなどがだんだんと明らかになってくるかと思い

葉いただきましたけれども、地域主権改革を徹底

ます。そうした情報は、きちんと皆様に提供し、

していただきたいということを申し上げたいと思

十分な国民的な議論をした上で、あくまで国益の

います。

視点に立って、ＴＰＰについての結論を得ていき

３点目でありますけれども、しかしながら、地

たいと考えております。

域がこれから頑張っていく上で、自主的に限られ

しながら、地域主権改革の推進を始めとする各種

ら進んでも絵に描いた餅に終わります。地方の一

本日の会議を始め、今後も皆様と丁寧に議論を

た財源を活用できなければ、地域主権改革はいく

施策に全力を挙げて取り組んでまいる所存でござ

般財源を何ら裁量の余地のない事業に充てる。今

います。皆様のより一層のご理解とご協力を心か

回、子ども手当で案が出ておりますけれども、こ

らお願いを申し上げて、冒頭のご挨拶とさせてい

うした地方をまさに国に隷属させるような、こう

ただきます。

いう考え方での下での事業は、是非とも止めてい

今日は、どうぞよろしくお願いいたします。

ただきたいということをお願い申し上げたいと思
います。

先ほどまでの閣僚懇談会でも、私ども、がれき

《山田啓二全国知事会会長挨拶》

に関しましても、知事会としても一生懸命やって
いく。そのためにもしっかりとした安全対策に対

野田総理には、国会の開会中のお忙しい時期に、

する国の責任、そして協力のための協議というこ

このような機会をいただき、心から感謝を申し上

とを求めてまいりました。私ども、総理を信じ、

げます。また、大変、今、困難な多くの課題がご

国と地方の協議をしっかり行い、この国が再生さ

ざいますけれども、それに対しましても果敢に立

れるよう協力することを申し上げまして、私の総

ち向かっていただいていることに対しまして、心

括発言とさせていただきます。よろしくお願い申

から敬意を表したいと思います。

し上げます。

時間が限られておりますので、多くの知事さん

に話していただきたいので、私のほうからも簡単
に３点だけ申し上げたいと思います。

１点は、今、お話がありましたように、東日本

大震災の復興・復旧対策、本当に３次補正が成立
しましたけれども、さらに追加補正、来年、再来

年、再々来年と、更に強力に推し進めていただき
たいと思います。

しかし、同時に、実は地方は全体として大きな

危機にあります。高齢化が進展した地域に加え、
シャッター商店街、内定の進まない若者、加えて
円高で、中小企業までも、今、海外移転を検討し

ている状況が始まっている状況であります。この
ままでは、もう来年、地方は大変な状況になりま

す。これから日本が地方から壊死しないように、
震災の復興・復旧、そして徹底した円高対策や地

挨拶をする山田本会会長
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《内閣総理大臣と知事との懇談にお
ける内閣総理大臣の発言》
１

党合意で、国と地方の協議の場の中で議論をする
ということが合意をされておりますので、これ

からの予算編成の段階で、限られた時間になって

地域主権改革の推進

まいりましたけれども、しっかり協議をする場は
つくっていきたいと思いますので、先ほどお話が

（発言知事：栃木県知事、富山県知事、岐阜県知事、

あったようなことも含めて、地方の声もお聞きを

京都府知事、岡山県知事、高知県知事、

していきたいと思います。

佐賀県知事）

それから、佐賀県知事から、国の出先機関改革

まず、これは京都府知事の冒頭のお話と関わる

ことだと思います。富山県知事も触れられました

についてお話がございました。 前進したことは、出

と持っておけということであります。当然、復旧・

先機関廃止に向けての取組ということでございます

先機関改革とは、もう今言っていません。 国の出

けれども、地域経済の活性化という視点、ちゃん

ので、冒頭、私が言ったとおり、来年、通常国会

復興最優先ですが、日本経済が元気にならなかっ
たら復興の後押しをすることができません。やは

に出すべく準備をしているところでございます。

頭の中に入れながらの対応でございまして、今回

て、県単位でもというお話がございました。特

があります。重点化枠の中にも地域経済という視

知事からはお聞かせいただいているんですけれど

ノートしていきたいというふうに思っております。

アクションプランの中で適切に対応するべく意見

その上で、広域連合に対する移譲だけではなく

り地域経済の活性化を図るということは、当然、
の 24 年度の予算編成においても重点化枠というの

にハローワークは、これまたよく、いつも埼玉県

点が入っておりますので、そこはしっかりテイク

も、そういうご要望があることを踏まえながら、
交換をさせていただきたいと思います。

それから、地域主権改革の中で、これは京都府

続いて、岡山県知事から、地方公務員制度の改

知事、富山県知事からも触れられ、そのほかにも

栃木県知事も触れられました。税と社会保障の議

革についてのお話がございました。これは知事か

業についての扱い、こういうご議論があったかと

省で地方公務員の労使関係制度に係る基本的な考

とっていくと、６月に成案をまとめて、これから

なる詳細については地方の意見もお伺いをしなが

論をしていく中で、地方の役割、特に地方単独事

らご指摘があったとおり、今年の６月２日に総務

思いますが、これは公表したスケジュールにのっ

え方を示しています。これを踏まえた上で、さら

年末に向けて具体化をしていきます。その際に一

ら対応していくということであります。

地方の協議の場分科会において、総務省から地方

に東日本大震災に対応するための臨時、異例の措

した。こうしたものも踏まえながら、これからの

員の給与はどうするんだって、国会でもよく聞か

ていきたいと思いますし、以前、財務大臣のとき

わけでございますので、これは地方のご判断があ

た。地方のご意見をよく踏まえながら、意見交換

ので、そこは我々としては、そういう説明を国会

単をどうやって扱うのか、地方が担っている社会

だきたいと思います。

行っていきたいというふうに思います。

岐阜県知事からいただきましたけれども、これは

のお話がございましたけれども、これは政府税調

の補助金でここまでつくりました。5,120 億つく

います。

みるもんで、しっかり政治主導でやると、やはり

ございます。特に子ども手当についてお話がござ

と使い勝手のいいものにするためにどうするのか

ざいましたけれども、子ども手当については、３

メニューをどう拡充するかとか、あるいは運用の

国家公務員の給与削減については、これはまさ

つの材料になるのは、先般の 11 月 17 日の国と

単独事業に関する調査結果が報告としてございま

置で今やっておりますけれども、これは地方公務

国と地方の協議の場の中でも、しっかり議論をし

れるんです。だけど、やはり地方公務員法がある

に長崎県知事ともこの議論をさせていただきまし

るということは、きちんとご説明をしております

をしながら、社会保障と税の一体改革の中で、地

でもやってきているということは、ご理解をいた
続いて、一括交付金制度の制度設計について、

保障の役割をどうするかという議論をしっかりと
それから、富山県知事から自動車諸税について

今 5,120 億、今年度、都道府県向けの投資向け

の中で、しっかり議論をさせていただきたいと思

るのも当初は大変でした。だけど、やはりやって

それから、高知県知事、無投票再選おめでとう

お金が出てまいります。同時に、これからはもっ

ということで、投資向けの補助金だけではなくて、

いましたし、これ、京都府知事からもご指摘がご
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問題であるとか、あるいは市町村向けどうするか、

原子力安全委員会において、このＥＰＺの在り方

う意味では、こういう検討を今後やっていきたい

ますけれども、11 月１日の作業部会でＥＰＺの

そういう検討をこれから、いわゆる進化するとい

含めた防災指針の見直しの検討が進められており

というふうに思っています。

考え方が示されたところでありまして、こうした
考え方を含めて、原子力の防災体制の強化に向け

２ 東日本大震災からの復興、その他重
要政策課題

た必要な措置を行っていきたいと思います。

全体的なこれからの計画というのは、もう既に

基本方針は、私なりに所信表明で申し上げてお

（発言知事：北海道知事、茨城県知事、福島県知事、

りますけれども、原子力に依存をしない社会をつ

埼玉県知事、福井県知事、徳島県知事）

埼玉県知事からは、東日本大震災からの復興に

くっていくと。極力、原子力に依存をしない、依

いただいたところは、大変ありがとうございます。

エネを進め、そして再生可能エネルギーを推進す

ですね。そこの調整で、今、政党間協議をやって

きるエネルギーのベストミックスをつくると、そ

しっかり結論が得られるように頑張っていきたい

スケジュール観の中で議論をしていくということ

めぐっての、いろいろご意見があって、ご評価を

存度を下げていくという基本的な方針の中で、省

復興特区については、今ちょっと上書きの部分

る中で、来年の夏までに中期的な国民の安心ので

いますが、特区は本当に肝だと思っていますので、

ういう方向性の中で、全体像としては、そういう

と思います。

であります。

福島の再生なくして日本の再生なしは、私、これ

話がございました。交渉参加に向けて関係国と協

県知事からもお話がございました。これは特別法

まりその手の内は見せないで、どの品目がどう

れはやる方向で、今、準備をしており、そこは是

で申し上げましたが、美しい農村は守り抜くとい

それから、原子力政策については、茨城県知

議に入っていきたいと思いますし、さらなる、協

ちょっと全体が全部、どういう形でお答えできる

係国が求めることも明らかになってまいりますの

停止に向けての、まさにロードマップにおけるス

を深めていって、最終的に国益に沿ってどう結論

うことが一つあります。その上で、政府とか、あ

います。

まいりました。この検証委員会の議論を踏まえて、

かかわらずやらなければならない、待ったなしの

よってストレステストを含めて対応してもらう。

まだあまり具体的ではないというお話ございまし

委員会がその評価をしていく。最終的には政治判

方針と行動計画を、この間、閣議決定をいたしま

どを含めながら決めていくというのが今のプロセ

くとか、あるいは六次産業化を図って成長産業化

やっていくことであって、地元のご意見を十分踏

しては書いてございます。それを具体的に進める

ないというふうに思っておりますので、きちっと

何なのかということを踏まえて、必要な予算措置

ＥＰＺのお話もありましたけれども、防災対策を

に実施するということになっていますので、そう

しは、これは非常に重要な課題であります。今、

ております。

それから、北海道知事からＴＰＰについてのお

特別法を福島のためにつくるべきではないか、

は何度も言ってきています。そのためには、福島

議を開始すると表明をいたしましたけれども、あ

をやっぱりつくるべきであろうということで、こ

のとは言っていませんけれども、これは記者会見

非ご理解をいただきたいというふうに思います。

うことを申し上げています。それを基本として協

事、それから福井県知事とご意見いただきました。

議に入ることによって情報が入ってくるので、関

かなんですけれども、まず、今もう最優先は冷温

で、しっかり、それを皆様にもお伝えをし、議論

テップ２、これをまずしっかりと達成をするとい

を出すかという、そういうプロセスになるかと思

るいは国会の中でも事故調査の検証委員会が出て

一方で、農業の再生は、これはＴＰＰいかんと

例えば、再稼働するときは、当然、まず事業者に

状況であります。その中で、知事の評価としては、

その上で今度は保安院が審査をする。そして安全

たけれども、食と農林漁業の再生に向けて、基本

断で、地元のご理解とか、進んでいるかどうかな

した。おっしゃるとおり、規模の集約を進めてい

スになっています。このプロセスをしっかりと、

を図っていくとか、そういういろいろとテーマと

まえながら対応しないと、これは物事は進められ

ために、これからいろいろな事業を必要なものは

した対応をやっていきたいと思いますし、加えて

をこれから随時行っていきながら、５年間で着実

重点的に充実すべき地域の範囲というものの見直

いう方針の下で着実な行動をしていきたいと思っ
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それから、徳島県知事からは番号制度について

新たなまちづくり等を推進してまいりたいと思っ

とめさせていただきたいと思います。社会保障、

体的な個別の要望を伺いながら、スピード感を

ございました。これは前向きなご提起として受け

ております。今後とも、震災におきましては、具

そして税財政を考えたとき、番号は不可欠です。

持って対応してまいります。

そのことは、例えば、国と地方の中での負担の問

また、政府の最重要課題の一つとして位置付け

題とか、役割だとか、いろんな議論があると思い

られております地域主権改革の推進につきまして

きたいと思います。

戦略交付金の拡充に向けて、既に決定をいたして

ますが、先ほどのご提起は前向きに受けとめてい

は、国の出先機関の原則廃止、あるいは地域自主
おりますアクションプラン、あるいは地域主権戦

《各閣僚と知事との懇談における各
閣僚の発言》

略大綱に基づき、総理のリーダーシップの下、政

治主導で強力に取り組んでいく覚悟でございます。
また、今般設置いたしました第 30 次地方制度

１ 各閣僚の地方公共団体に関係のある
政策についてのコメント

調査会におきましては、全国知事会を始めとする
地方六団体にもご参画いただき、現在、地方自治

【川端達夫総務大臣】

法改正についてご議論をいただいております。議

開会に当たりまして、まずは今日の日程を、国

論の取りまとめが行われましたならば、所要の法

会がありましたので変更いたしました。いろいろ

律を国会に提出したいと考えております。

ご不便、ご迷惑をおかけしましたけれども、ご協

また、来年度の地方税財源につきましては、報

力いただいたこと、お礼を申し上げたいと思いま

道等含めまして、車体課税の抜本見直しが要望さ

す。また、今日はお忙しい中、お集まりいただき

れておりますけれども、地方の貴重な財源であり

まして、大変ありがとうございます。

ますこれらの税に関しては、総務省としては、堅

震災発災から８カ月を過ぎましたけれど、それ

持に全力を挙げてまいります。

までの間、物資の支援は言うに及ばず、人的支援

また、社会保障・税一体改革については、皆さ

も含めて、それぞれの都道府県の皆さんに絶大な

んのご協力で、地方単独事業における社会保障

るご支援をいただきました。また、被災県、関係

給付の全体像を総合的に整理させていただきまし

県においては大変困難な中、総力を挙げて頑張っ

た。これを踏まえながら、国と地方の役割分担に

ていただいていることに、敬意とお礼を申し上げ

応じた税源配分を実現し、地方自治体の社会保障

たいと思います。

給付に対する安定財源を確保してまいりたいと思

座らせていただきます。

います。

総務省におきましても、この壊滅的な被害を受

また、私は特命大臣として、沖縄振興及び北方

けた自治体の行政機能の回復、復旧に関して幅広

領土問題の解決に向けて全力で取り組んでいると

く支援を行ってきたところでありますが、先ほど

ころでございます。

参議院本会議において、第３次補正予算が可決成

本日は限られた時間でありますが、是非とも前

立をいたしました。関連法案はこれからでござい

向きなご提案をいただき、皆様と率直な議論の場

ますが、大きな節目を越えました。被災自治体も

となりますことをお願い申し上げて、ご挨拶にか

含めて、地方交付税を増額、それから復旧・復興

えます。よろしくお願いいたします。

事業に係る地方負担分をゼロとすることといたし
ました。これにあわせて、被災地域に取崩し型の

復興基金を創設する場合の財政措置も講ずること

【平岡秀夫法務大臣】

法務大臣の平岡でございます。全国知事会の皆

といたしました。全国の地方自治体でも、緊急防

様には、これまで法務行政の各般にわたりまして、

災・減災事業の地方負担分等についても、まこと

ご理解とご協力を賜り、ありがとうございます。

に恐縮でありますが、個人住民税の均等割の引上

本日は、それらの行政の中で、観光の振興を図る

げなどにより対応することといたしております。

ための出入国手続に係る満足度の向上に向けた方

是非とものご理解とご協力をお願いしたいと思い

策について、取組をご紹介したいというふうに思

ます。

います。

さらに東日本大震災等を踏まえたワンランク上

ご案内のように、政府は新成長戦略におきまし

の消防・防災インフラの整備、ＩＣＴを活用した

て、我が国の 21 世紀の国づくりの柱となる施策
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として、観光立国の推進というのを掲げておりま

算、 先ほど国会で成立をいたしました。これから

将来的には 3,000 万人にまで増加させるという

制はできつつあるのかなという感じがしております。

す。訪日外国人を 2020 年初めまでに 2,500 万人、

本格的な復旧に向けての、少なくとも制度面の体

ことにしております。この施策については、観光

問題は 12 兆という、今回６兆プラス 12 兆と

の振興を通じまして、地域経済の活性化、あるい

いう非常に大きな予算が計上されるわけであり

寄与するものと思っています。また、本年３月の

災市町村で執行していただくことになると思いま

は雇用の拡大ということで、地域の発展に大きく

ますけれども、そのほとんどを県と市町村に、被

東日本大震災は全国の観光地に深刻な影響を及ぼ

す。ある市町村では、１年間の予算が 80 億。し

しましたけれども、引き続き観光立国を推進して

かし、今回の被災の予算は、それに数百億程度の

いくことによりまして、地域経済の震災からの復

予算が出てくるということになりまして、執行体

興に貢献する役割も期待されていると思います。

制が今度は課題になってまいります。国のほうも、

そこで、法務省としては、現在のおよそ３倍に

今、いろんな知恵を出して、川端大臣とも相談し

当たる外国人の方々に対して、気持ちよく我が国

ながら、何とかこの体制強化を考えておりますけ

を訪れていただくことのできる円滑で速やかな出

れども、引き続き、皆さん方におかれましても、

入国審査を実現する必要があると考えておりまし

人的支援等々についてのご配慮をお願いを申し上

て、
その具体的な方策の検討のため、
この 10 月に、

げる次第であります。

私、法務大臣の私的懇談会として、訪日外国人

あと、国会では復興特区法案、復興庁法案、こ

2,500 万人時代の出入国管理行政検討会議という

れから国会審議をします。特に復興特区につきま

討会議で十分なご議論をいただきまして、観光立

めるための様々な特例制度を用意しましたけれど

ものを設置いたしたところでございます。この検

しては、被災県の、いろんな、これから復興を進

国の推進に貢献できる画期的な出入国審査の方法

も、是非とも、これを使っての復興・復旧を進め

を実現してまいりたいと考えておりますので、ど

ていただきたいというふうに思います。

うか、皆さんにも、ご理解とご協力をお願い申し

それから、もう一つ、防災担当大臣としての発

上げます。

言でございますけれども、東日本大震災の教訓を

どのように生かすかというものが非常に大きな課

【平野達男防災担当大臣】

題になっておりまして、今、東日本大震災の教訓
を整理すると同時に、首都直下型地震、これには

復興担当大臣並びに防災担当大臣を拝命してお

相模トラフ沿いに発生するマグニチュード８クラ

ります平野でございます。どうぞよろしくお願い

スということも想定しなくてはならないと考えて

いたします。

おりますが、こういった首都直下型地震、それか

まずもって、３月 11 日の東日本大震災発災以

ら東南海や３連動等々のことについての検討も進

来、被災県の知事におかれましては、連日連夜、

めておりまして、今回の震災を踏まえた災害に強

復旧・復興に向けて取り組まれていること、心か

い国土づくり、これも進めなくてはならないとい

ら敬意を表させていただきます。そしてまた、今

うふうに考えております。国のほうでも方針を出

年は非常に災害の多い年でございまして、１月の

そうと思っておりますけれども、知事の皆さん方

大雪、それから新燃岳の噴火、それから新潟、福

の連携も必要でございますので、よろしくお願い

島の大豪雨、台風 12 号、15 号、いずれも大き

したいと思います。

な大きな被害をもたらしております。その復旧に

当たられている知事の皆さん方にも心から敬意を
表させていただきたいと思います。

また、東日本大震災の被災県以外の知事さんに

【五十嵐文彦財務副大臣】

財務副大臣の五十嵐でございます。代理で恐縮

おかれましては、被災者の避難者の受け入れ、そ

でございますけれども、本日は知事の皆様のご意

力いただきました。この場をおかりしまして、私

しくお願いをいたしたいと思います。

れから様々な物資の供給等々に本当に大きなご協

見を真摯に伺い、大臣にお伝えしますので、よろ

からも心から御礼を申し上げたいというふうに思

私から、当面の課題等を、ごく簡単に、ご報告、

います。

ご説明させていただきます。

も、復旧に向けた主要な施策を盛った３次補正予

担当大臣からお話がありましたように、先ほど補

先ほど総務大臣からお話がございましたけれど

今、平岡大臣と、それから防災担当大臣、復興

21

正予算が成立をいたしました。我が国の経済の再

また、一般的には、去年に続いて少人数学級を

生に向けて、復興とあわせて、今回の補正予算に

１年生から２年生、３年生へと進めていきたいと

で、これらを是非着実に実行していきたいと、こ

始しておりまして、できる限り速やかに取り組ん

は円高への総合的な対策等も含まれておりますの

いうこと、それから幼保一体化に向けた検討を開

う思っておるところでございます。

でいきたいというふうに思っております。

24 年度予算編成につきましては、９月に閣議

また、とりわけ学生への就職支援の問題につい

決定した概算要求の組みかえ基準に基づきまし

て、これをしっかり取り組まないと、次の世代と

内で、より効果の高い政策に重点配分を行う日本

れについてもキャリアカウンセラーであるとか、

て、中期財政フレームに定める歳出の大枠の範囲

いうのが育ってこないという課題があります。こ

再生重点化措置を実施し、むだ遣いの根絶や不要

あるいは教育課程の内外における学生の就業意

不急な事務事業の徹底的な見直しを行い、大胆な

識・能力の育成等、こういう取組を、大学を中心

予算の組みかえを行ってまいります。

に、しっかり入れていくという対応をさせていた

社会保障・税一体改革につきましては、政府・

だいております。

与党で決定した社会保障・税一体改革成案に基づ

今後とも文部科学行政に対するご理解、またご

き、平成 21 年度税制改正法の附則第 104 条に示

支援をいただきたいと思いますし、今日もしっ

て前進を図ってまいりますので、よろしくお願い

す。ありがとうございます。

された道筋に従って、本年度中の法案提出に向け
申し上げます。

【中川正春文部科学大臣】

かりお話を聞かせていただきたいと思っておりま

【小宮山洋子厚生労働大臣】

厚生労働大臣の小宮山洋子でございます。知事

文部科学大臣の中川正春でございます。日頃、

の皆様、そして都道府県の皆様には、日頃から厚

教育、科学技術、あるいはスポーツ、文化と、広

生労働行政にご協力をいただきまして、ありがと

い範囲にわたってご厄介かけておりますこと、ま

うございます。

ずお礼を申し上げたいと思います。

今、厚生労働省では、東日本大震災の被災地の

まず震災でありますが、今回の復興過程の中で、

復旧、そして復興に向けて、医療、介護、雇用な

まず学校、チルドレン・ファーストといいますか、

どの確保に全力を挙げて取り組んでいるところで

学校を復興させることによって地域コミュニティ

す。このため、医療機関の復旧や医療従事者の確

が立ち上がってくるということ、これを是非実現

保など、当面の医療機能の確保に加え、医療提供

をしていきたいというふうに思っておりまして、

体制の再構築に向けて、第３次補正予算、
「（案）」

教育という、その観点だけではなくて、防災拠点

が取れまして、本日成立いたしましたので、第３

ということ、あるいはコミュニティの拠点という

次補正予算では、被災３県が策定する医療の復興

ことで、ハードのパッケージ化をして進めていこ

計画に対する財政支援を行うために、地域医療再

うということ、これを震災地域だけじゃなくて、

生基金の積み増しなどを盛り込みました。また、

全国に波及していけるような、そういう対応を是

介護基盤緊急整備等臨時特例基金の積み増しなど

非とっていきたいと思っております。

を行い、被災地のニーズを踏まえた地域包括ケア

また、ソフトの分野でも、心のケアであるとか、

の体制整備を図るとともに、仮設住宅への総合的

あるいは防災教育、これを学校とコミュニティ連

なサポート拠点の設置を推進していきます。

携をしながらシステム化していくということを、

さらに、重点分野雇用創造事業の基金の積み増

しっかり取り組んでいきたいというふうに思って

しなどを行いました。被災された方への雇用対策

原子力発電所事故への対応としては、放射線の

を推進していますが、被災地の本格的な復興や急

います。

については、
「日本はひとつ」しごとプロジェクト

モニタリングの強化、あるいは情報提供、ある

激な円高にも対応していきたいと考えています。

いはまた学校からいきますと、校庭等の線量低

このほか、厚生労働省では、子育て支援等の地

減、また学校給食、ここについては、しっかりと

域での暮らしの再生や、被災者の健康やケアなど

うな、そういう対応をしていきたいというふうに

年金、医療、介護、子育てなどの不安をなくし

した検査をしながら情報開示をしていくというよ

にしっかりと取り組んでいきたいと考えています。

思っております。

て、国民の皆さんが安心して暮らせる社会保障制
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度を構築すること、これは非常に重要な課題だと

方針行動計画を政府決定いたしたところでござい

には、地方自治体の役割が必要不可欠です。現在、

く努力をいたしてまいりますので、皆様方のご協

思います。こうした社会保障制度を構築するため

ます。５年間でしっかりこのことを実現させるべ

今年６月に政府・与党で決定した社会保障一体改

力もよろしくお願いを申し上げます。

革成案の具体化に向けて、社会保障審議会の各部

そしてまた、私ども政府の考え方、この 24 年

会などで、地方自治体の関係者の方も交えて議論

以降の大事な施策としては、六次産業化、このこ

子どもに対する手当制度などについて、国と地方

性化にとって、このことは非常に重要であります

を進めています。また、国民健康保険や生活保護、

とを今考えておるわけであります。農山漁業の活

との協議の場などを通じて、皆様との協議を続け

し、資源を生かした産業をどう構築していくかと

させていただいています。

いうことが課題でございますので、これにつきま

社会保障と税の一体改革は、決して先送りがで

しても、都道府県知事の方々の皆様方のご意見、

きない喫緊の課題でありますので、その実現に向

またいろいろなアイデアをいただければというふ

けて、ご理解とご協力をお願いしたいと思います。

うに思っておりますので、どうぞご協力をよろし

ほかにも厚生労働行政には多くの課題が山積を

くお願い申し上げる次第でございます。

しています。こうした課題の解決に向けて、都道

また、第２には、持続可能な力強い農業と森づ

府県の皆様と一層連携を図りながら、厚生労働行

くりが大事だと考えさせていただいております。

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。

あわせて、規模加算等も積極的に進めてまいりま

政の運営に全力を尽くしていきたいと考えており

農業につきましては、やはり大規模化することと
す。ただ、多様な担い手も大事にしなければなら

【森本哲生農林水産大臣政務官】

ないと思っておりますので、そのことにつきまし
ても、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

ご苦労さまでございます。大臣政務官の森本哲

また、この森林の災害につきましては、これま

生でございます。農林水産省を代表いたしまして、
一言申し上げます。

で想像ができないような森林の災害の状況でござ

だ集中豪雨や台風の災害によりまして、お亡くな

因の分析を急がれておりますので、早急に私ども

いますので、ここのところも知事の皆様方から原

まず、東日本大震災、そして、その後も相次い

もそのことに対応をさせていただきたい。今も進

りになられた方、そしてまた被災を受けられた方、

めておりますので、何とぞご了解いただきたいと

心よりご冥福とお見舞いを申し上げる次第でござ

存じます。

います。また、災害現場におかれましては、陣頭

いずれにいたしましても、皆様方のご協力なし

指揮をおとりになられたトップの皆様や関係各位

には、この農林水産業の振興は図られないわけで

の方々に、心より敬意と感謝を申し上げる次第で

ございますので、格別のお力添え、またご協力を

ございます。

お願い申し上げて、ご挨拶とさせていただきます。

この震災、そして災害は、私どもの農林水産業

ありがとうございました。

にも随分な影響を、甚大な被害をもたらしたわけ
でございます。今その復旧・復興に全力を傾注し
ておるところでございます。知事、都道府県の皆

様方の要望には、なるべく真摯にこたえさせてい

【北神圭朗経済産業大臣政務官】

枝野経済産業大臣の代理の政務官の北神圭朗と

ただくよう努めさせていただきますので、今後と

申します。今日はお忙しい中、京都府知事、私の

じます。

皆さんにご参集いただいたこと、心から御礼を申

も連携を図りながら対応させていただきたいと存

地元でございますけれども、京都府知事を始め、

特に水産分野が大きな被害を受けたわけであり

し上げたいというふうに思います。

まして、将来への希望、展望をなくしてしまうよ

今日、私からは３点申し上げたいというふうに

うな、そんな実態の中で、水産業が復興できるよ

思います。

力を傾注してまいります。

きましては、経済産業省として、当然、原子力の

私どもは課題として考えております。10 月 25

たいと思いますし、同時に生活者や事業者の再建、

う、再開できるよう、このことにつきましても全

一つは、災害復興の話でございます。これにつ

また、食と農林漁業の再生、極めて重要と、今、

事故の早期収束に向けて最大限力を入れてまいり

日に、我が国の食と農林漁業の再生のための基本

健康管理、モニタリング、除染等、こういったも
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のもしっかりと実施をしていきたいというふうに

大きな課題でございますので、これについても適

賠償についても、親身になって迅速に対応してい

さらには、円高メリットを生かした海外企業の

思います。また、当然のことながら、東京電力の

切に措置をしているところでございます。

くよう、指導していきたいというふうに思ってお

買収とか、あるいは、これからエネルギーのこと

また、第３次補正予算が通りましたので、この

していかなければいけない。円高メリットを生か

ります。

で天然ガス、石炭、こういったものの資源確保を

関連で、一つは、災害については、やはり中小企

して、こういったものにも実施をしてまいりたい

業が一番苦しいと。こういう中で、グループ補助

というふうに思います。

によって施設の復旧、さらには仮設店舗、仮設の

以上３点申し上げましたが、これら、いずれに

工場、こういったものにも取り組んでまいりたい

せよ、都道府県の皆さんのご協力が不可欠でござ

めに全力で取り組んでいきたいと思います。

くお願い申し上げるとともに、本日は、皆さんの

と思いますし、国内外の風評被害も払拭をするた

いますので、引き続き、皆さんのご支援をよろし

さらには、福島県を中心とした東北において、

地域の経済の実態について、是非とも勉強させて

医療や再生可能エネルギーの研究開発の拠点づ

いただいて、枝野大臣に伝えたいというふうに思

くりに取り組むための予算も確保しておりますの
で、しっかりと、それらの地域の成長につなげて
まいりたいというふうに思います。

２点目は、エネルギー政策でございます。中長

いますので、よろしくお願い申し上げます。
【前田武志国土交通大臣】

国土交通大臣の前田武志でございます。知事の

期の原子力の比率を落としていくと、それでどう

皆様方には、陸海空、国土交通行政各般にわたっ

とは、今、エネルギー環境会議というところで議

場をかりて御礼を申し上げます。

いうエネルギーを電源等に使っていくかというこ

て、常日頃ご支援を賜っておりますことに、この

論をしております。その中で、
再生可能エネルギー

３次補正においては、復旧・復興を中心に、何

の推進とか、あるいはそれぞれの分散的なエネル

とか予算の確保をいたしまして、大震災、さらに

ド、こういった系統関係の議論も進めてまいりた

そういったものに対して、何とか、至急その復旧

ギーとしてのスマートシティー、スマートグリッ

は新潟、福島の水害、12 号、15 号の台風災害、

いというふうに思います。

を果たして、復興に移れるような予算を確保いた

短期におきましては、皆さんのご協力もいただ

しましたので、知事の皆様方のご協力を得て、強

きまして、ことしの夏、何とか節電等で乗り越え

力に進めてまいりたいと、このように思っており

ることはできましたが、この冬、そして来年の夏

ます。

と大変厳しい状況が来ます。当然、規制の緩和と

この一連の災害、特に大震災等の反省を踏まえ

か予算措置、省エネ投資、こういったものででき

て、社会資本整備審議会において、この７月に教

地域の皆さんには節電のお願いを引き続きしてい

いと、そして、とにかく命を何とか救えという、

るだけ対応してまいりたいと思いますが、やはり

訓を導き出していただきました。災害に上限はな

かなければならないというふうに思っています。

この二つの方向性であります。そんなことを念頭

この関連で、原子力の再起動につきましても、

に置きながら、これからの国土交通行政というの

当然のことながら、安全性の確保、そして地域の

をやっていきたいと思います。そういった意味で

皆さんのご理解、こういったことを大前提として

は、道路、鉄道、あるいは航空、その多重性とい

取り組んでいきたいというふうに思っています。

うものがいかに重要であるかということが、今回

３点目は、急激な円高等によって空洞化が生じ

の東日本の震災のみならず、12 号、15 号におい

ています。これにつきましても、第３次補正予算

ても実証されたという、そういうことでありまし

に、今までは 1,300 億円、いわゆる企業立地補

て、ミッシングリンクの問題であったり、そういっ

助というものを措置しておりましたが、これを優

たことについても、何とか限られた予算の中でス

に超える 5,000 億円の企業立地補助の予算とい

ピーディーに対応できるようにしてまいりたいと

うものを確保しております。これを早急に実施し

思います。

て、地域の皆さんの活性化につなげていきたいと

そして、いよいよ、その復興から、来年度の予

いうふうに思います。

算ということになっていくわけでございますが、

また、中小企業の金融支援というものも、当然、

私、大臣就任以来申し上げているのは、持続可能
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で活力ある地域づくり、国づくりをやっていこう

おります。来年４月には、新しく原子力安全庁を

うということを申し上げておりまして、省を挙げ

返さない、再発をさせない、しっかりとした安全

と、低炭素循環型の社会というのを構築していこ

設置いたします。そこでは決してこの過ちを繰り

て、横断的に、横串に、そういう組織を今つくり

体制をつくりたいというふうに思っておりますの

つつあります。そしてまた、省を超えて、各省と

で、いましばらく時間がかかりますが、その点に

関連のところは協力し合って、その方向で施策を

ついても、是非ご理解をいただきたいと思います

実現していきたいと思います。

し、皆さんのほうから、様々なご地元のご意見が

例えば、エネルギー、これはもちろん厳しい状

あれば、聞かせていただけますように、お願い申

況になっているんですが、その需要側といいます

し上げます。

か、利用側でいいますと、住宅、建物、まちづくり、

また、もう１点、オフサイトでございますが、

これがエネルギー使用量の３分の１を持っている

環境大臣としての最大の仕事の一つが除染という

その程度です。この面の、実は対策というのが最

なり様々な議論が行われておりますので、今日は

わけでございます。ＣＯ２の排出量で見ても大体

ことになってまいります。この件については、か

もおくれているのは、ＥＵ、先進国の中で、日本

詳細の説明は省かせていただきますけれども、除

が一番おくれているわけでございますから、国土

染の責任は国にあるというふうに思っておりま

交通省のこの責任は大きいと思います。隣の細野

す。大変申しわけないことに、それぞれの自治体

環境大臣が号令を、閣議、閣僚懇談会でかけてく

でいろいろお力添えをいただかなければならない

ださいまして、公共建物から、まずはゼロエネル

ところがございますけれども、技術的な面、財政

ギー化していこうと、それを３次補正、東北の復

面、そして健康面も含めて、責任は全て国にある

興等で、モデル的にできるところからやっていこ

という前提で物事を運んでいきたいというふうに

うということも申し上げております。ということ

思っております。

で、是非、これを一つのモデルとして進めたいと

今日は、この原発の問題から離れて、１件、

思います。

皆様にお願いをしたいことがございます。それ

題の一つであり、国土交通省としても、出先機関

伺っておりますところですと、もう既に、その

なお、地域主権改革については内閣の最重要課

は災害廃棄物の広域処理についてでございます。

改革、一括交付金等について、アクションプラン

ことについては、知事の皆さんの中でご議論が

に沿って積極的に関わってまいります。

あったと聞いておりますが、私からも、是非全

本日のような、こういう機会を通じて、忌憚の

国の皆様にお力添えいただきたいというお願い

ないご意見を賜ればありがたいと思います。あり

をさせていただきます。宮城県で 19 年分、岩手

がとうございます。

県で 11 年分という量は、皆さんご存じのとお
りだと思います。環境省といたしましても、仮

【細野豪志環境大臣】

設の焼却施設を何とか多数設置をいたしまして、
それぞれの地域での処理にも努力をしておりま

細野豪志と申します。よろしくお願いいたします。

すけれども、このままのペースでいきますと、

私、環境大臣と、もう一つ、原発のほうもやって

３年以内の処理終了というのは見込めない、そ

おりまして、まず東京電力福島原発の件では、引

ういう状況になっております。したがいまして、

き続いて、 皆さんに大変なご心配をおかけしてお

何とか広域処理にご協力をいただきたいと思い

りますことを、おわびを申し上げたいと思います。

ます。幸い東京都のほうに、本当にご決断いた

福島県民の皆さんはもちろんですけれども、日

だきまして、岩手県の廃棄物の一部を引き受け

本全体にとって、この事故の収束というのは最優

ていただきました。その動きを、できれば全国

先課題であるというふうに思っておりまして、年

に拡大をしたいと思っております。

内の冷温停止に向けて、最後の確認作業をしてお

ここで皆さんにお約束を申し上げたいと思いま

ります。ここは年内の収束というのは何とか達成

をしたいというふうに思っておりますので、是非、

すのは、まず安全性については、環境省が責任を

また、それぞれの原発の立地県の皆様には、こ

ぞれの市町村で、皆様の中で、様々なご議論があ

持って皆様にご説明を申し上げます。また、それ

その点については、ご理解をお願い申し上げます。

る場所が設定をいただけるようであれば、環境省

の原発事故というのが、様々なご心配をおかけす

が説明に参ります。もしお邪魔でなければ、私自

る状況を生じさせているというふうに承知をして
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身がご説明に参ります。また、いざ焼却する際は、

しっかりと務めてまいりたいと思っております。

る可能性があるというふうに思います。その際に

れや産業空洞化のリスクにつきましては、先手を

させていただきます。あらゆる努力は惜しみませ

高への総合的対応策」について、迅速に具体的

その近隣の住民の皆さんから、様々なご懸念が出

また、急速な円高の進行等によります景気下振

も、環境省が直接行って、地域住民の方に説明を

打って対処するため、先般、閣議決定された「円

んので、是非とも、それぞれの自治体の、どこで

な効果があがるよう実行に移してまいります。こ

廃棄物の処理の余力があるのか、処理が可能なの

の対策のための予算措置も、今日成立した３次補

かというのを、是非、それぞれの都道府県知事の

正の中に入っておりますので、一日も早い、この

皆さんにも見きわめていただいて、是非お力をか

予算措置の実施にも全力を尽くしてまいりたいと

していただけますようにお願いを申し上げます。

思っております。

事故を起こしている国の責任者の一人である私

また、デフレ脱却は、政府、日本銀行で共有され

が、こういう口幅ったいことを言うのは大変恐

たマクロ経済運営上の重要な課題であり、今後とも

で、しっかりと処理する必要があるというふうに

社会保障と税の一体改革につきましては、少子・

縮ですけれども、危ないものは危ないということ

強力かつ総合的な政策努力を行ってまいります。

思っております。しかし、危険性のないものまで、

高齢化が進む中、国民の安心を実現するため、社

よって復旧が進まないというのは、私はだれも望

を同時に達成することが不可欠であり、本年６月

それこそ恐れる必要のないものまで恐れることに

会保障の機能強化と、それを支える財政の健全化

まないことだろうというふうに思います。日本社

の社会保障・税一体改革成案の具体化を進めてい

会全体が、ここで踏みとどまって、しっかりと復

るところであります。先週には、国と地方の協議

旧・復興に全国的に取り組めるかどうかという象

の場の分科会が開かれたところでありますが、引

徴的なテーマが、私はこの廃棄物だというふうに

き続き地方団体の皆様とも意見交換をしながら、

思っておりますので、是非とも、それぞれの知事

改革の具体化を進めてまいります。また、社会保

の皆さんのご協力をいただきますように、心より

障・税番号制度の早期導入に向けて検討を進めて

お願いを申し上げます。

まいりますので、知事の皆様方におかれましても、
引き続きご理解、ご協力いただきますよう、よろ

【古川元久国家戦略担当大臣】

国家戦略担当大臣及び経済財政政策を担当する

内閣府特命担当大臣並びに社会保障・税一体改

革担当大臣を務めております古川元久でございま

しくお願い申し上げます。

【中塚一宏行政刷新担当副大臣】

少子化対策、自殺対策、男女共同参画、新しい

す。よろしくお願いいたします。

公共、行政刷新などを担当いたしております、内

指し示していく司令塔といたしまして、国家戦略

の皆様におかれましては、日頃から内閣府行政に

先般、重要な課題について議論をし、方向性を

閣府副大臣の中塚でございます。各都道府県知事

会議を発足させました。年内に「日本再生の基本

関しましてご協力をいただき、心より感謝と御礼

戦略」を取りまとめ、来年半ば頃を目途に、それ

を申し上げます。

を具体化した「日本再生戦略」を策定する予定で

私のほうからは、この場をおかりいたしまし

あります。また、世界経済の成長を取り込み、産

て、四つの政策分野について申し上げたいと思い

業空洞化を防止していくためには経済連携の取組

ます。

は欠かせません。特に世界の成長エンジンであり

まず、少子化対策についてでございます。

ます、アジア太平洋地域の成長力を取り込むとい

少子化対策につきましては、幼保一体化を含め

う視点が重要であります。

た新たな子ども、子育て支援のための包括的・一

係国との協議に入ることといたしました。各国が

皆さんと丁寧に合意形成を図りながら、税制抜本

この度政府はＴＰＰ協定交渉参加に向けて、関

元的な新システムの構築につきまして、関係者の

我が国に求めるものについて、さらなる情報収集

改革とともに、所要の法律案を次期通常国会に提

に努め、十分な国民的な議論を経た上で、国益の

出できるように、更に検討を進めてまいります。

視点に立って、ＴＰＰについての結論を得ていく

知事の皆様方におかれましても、ご協力をいただ

こととしております。そのためにも、
国民の皆様方、

きますように、お願いを申し上げます。

そして地域の皆様方への一層の説明や情報提供に

次に、自殺対策についてでございます。
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我が国の年間の自殺者数が 13 年連続で３万人

共の担い手に必要な支援を行うなど、その活動環

日本大震災による影響や、その後の経済社会情勢

ります。都道府県におかれましても、寄附税制の

を超えておるわけでありますけれども、今般の東

境を整備することが重要であると、こう考えてお

の変化などで、自殺を取り巻く状況は一層厳しい

活用促進や着実な制度改正、新しい公共支援事業

ものとなっております。このため、政府といたし

の実施などに、引き続き、ご協力をよろしくお願

ましては、平成 23 年度の３次補正予算におきま
して、地域自殺対策緊急強化基金に 37 億円を積
み増ししております。知事の皆様方のリーダー

シップによって、この基金を積極的にご活用いた

いいたします。

【玄葉光一郎外務大臣】

今日は本会議場で答弁がありまして、おくれて

だき、地域の実情に合った、効果の高い対策を実

参りまして、申しわけございません。また、これ

にご指導をいただきますように、お願いを申し上

お許しいただきたいと思います。なお、夕方、外

施していただくとともに、市町村にも、そのよう

から外相会談があるものですから、途中の退出を

げます。

務省の主催のレセプションがございまして、ご都

第３に、男女共同参画についてであります。

合のつく方はご出席を賜れば、大変幸いでござい

女性も男性も一人一人の人権が尊重され、意欲

ます。

と能力に応じて活躍できる男女共同参画社会の実

私からは、いろいろ外務省で用意をしていただ

現のため、政策、方針決定過程への女性の参画の

きましたけれども、簡単に、端的に申し上げます

に対する暴力の根絶など、第３次男女共同参画基

輸入制限、そして渡航制限、この問題が非常に大

拡大、経済分野における女性の活躍の促進、女性

と、やはり特に知事会との関連で申し上げると、

本計画を進めてまいります。また、ワーク・ライ

きいというふうに思っていまして、私自身も外相

フ・バランスの推進にも積極的に取り組んでまい

になってから、事あるごとに、もっと言えば外相

ります。

会談のたびに、この問題について取り上げており

特に我が国では、女性の労働力率は、いまだに

ます。動きが早いところと遅いところとございま

30 歳代を底とするＭ字カーブを描いております。

すけれども、特に五つの国と地域。地域というの

少子・高齢化の進展や人口減少局面を迎える中、

は台湾を含んでいるから申し上げるんですけれど

働く意欲のある女性の活躍を促進していくことは

も、あるいは香港とかですね。そういったところ

重要であり、現在、経済社会の活性化に不可欠な

がより重点になってくるというふうに考えられま

女性の活躍促進等について、さらなる検討を行っ

すので、そういった重点国、あるいは重点地域と

ておるところでございます。

いうものをしっかりととらまえて、戦略的に、こ

また、東日本大震災後の避難所の運営等におき

の輸入制限緩和、そして渡航制限の解除について

まして、女性の視点からの配慮が十分でなかった

努力をしていきたいというふうに思っています。

という事例を幾つか聞いております。今日、お手

かなり成果が出た地域、出た国と、まだまだだ

元に１枚紙ですが、資料をお配りさせていただき

というところと両方ございます。私自身も福島の出

また、第３次男女共同参画基本計画では、都道府

ざいますから、もうその重要性について、あるい

ました。防災の面でも女性の参画は重要であり、

身でございますので、また私のところに空港がご

県の審議会などの委員に占める女性の割合を平成

はその波及、影響については重々承知してござい

27 年までに 30％とすることを目標といたしてお

ますから、しっかりと、このことについて取組をさ

ります。知事の皆様方におかれましては、防災分

せていただきたいというふうに思っておりますし、

野における男女共同参画の推進についても、是非

在外公館をフル活用して、今後とも、この問題に

ご協力をお願いいたします。

ついて取組を強めたいということでございます。

最後に、新しい公共について申し上げます。

さらに、もう１点だけ申し上げれば、やはり皆

地域の住民の皆さん、ＮＰＯなどの新しい公共

様の地域での地場産業とかについて、グローバル

の担い手が、震災からの復興や新しい地域づくり

な市場に売り込む、こういうことが、これから更

などに重要な役割を果たしております。こうした

に起きてくるのではないか。まだ風評被害対策が、

共助の精神が、社会に大きく広がっていくよう、

どうしても先行せざるを得ないところがあります

先般拡充された寄附税制の定着を通じまして、我

けれども、グローバルに売り込むというときに、

が国に寄附文化を根づかせるとともに、新しい公

やはり外務省としてでき得ることというのは多々
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あるのだろうというふうに思っておりますので、

一方、安全保障全体の環境というのは、周辺諸

そういった取組について、これも在外公館、今、

国、特に中国、ロシア、北朝鮮等々のいろんな動

ラをパッケージ型で海外に売り込むというときの

実であろうと思っております。そういう面で、我々

実は我々、この１、２年の間に、例えば、インフ

きの中で、大変厳しさを増しているというのが現

ために、インフラのための専門官というのを在外

防衛省は、昨年、防衛計画の大綱等を取り決めて

公館に百数十人、もう置き始めました。担当者を

おりますけれども、南西地域も含めまして、防衛

です。もしかしたら、これから資源の問題なんか

態勢をしっかりと充実させていくということにい

も必要かもしれません。そういった、いわゆる、

たしております。

今度、地場産業の売り込みみたいなことも、やは

先般の日米のいろんな首脳会談がございました

りできる限り担当を置きながら、そういった問題

けれども、そういう中にあっても、アジア太平洋

ますので、皆様からも、外務省のほうにも、おれ

ことを確認させていただいております。

について取組を強めたいというふうに考えており

地域の平和と安定をしっかりと図っていくという

たちはこういうことをやりたいけど、具体的にこ

そういう中にあって、今日話題になっておりま

ういうことをしてくれというふうにおっしゃって

す、沖縄県内における米軍施設ということが大変

きたいというふうに考えておりますので、よろし

は大変な大きな負担をお願いしてきているわけで

いただければ、できる限りの対応をさせていただ

重要な課題でございます。沖縄県民の皆さん方に

くお願い申し上げたいと思います。

ございますけれども、引き続き、この普天間飛行

場の移設、沖縄県民全体の米軍基地に係る負担の

【一川保夫防衛大臣】

軽減を図るという大きな課題に対して、これから
もしっかりと沖縄県民の理解を得ながら、頑張っ

大変おくれて来まして、申しわけありませんで

て、取り組んでいきたいというふうに思いますの

した。では、私のほうから、ちょっと簡単にご挨

で、特に全国民の皆さん方に、そういう現状を

拶を申し上げたいと思います。

しっかりとご理解をしていただくということが非

まず、防衛省・自衛隊の日頃の活動につきまし

常に重要なことではないかというふうに思います

て、皆さん方には大変なご理解とご協力をいただ

ので、よろしくご指導をお願い申し上げたいとい

いていることに対して、改めて感謝申し上げたい

うふうに思います。

と思っております。

それから、これは私自身の地元でもございます

特に地方自治体との関係で申し上げますと、自

衛隊、また在日米軍の活動というのは、各自治体

けれども、先月７日に、石川県の小松基地におき

ばならないことでございますので、引き続き、よ

うのがございました。実は、この事故の最終的な

まして、Ｆ－ 15 戦闘機のタンクの落下事故とい

の皆さん方のご理解の中で取り組んでいかなけれ

原因究明、今現在、事故調査委員会で究明中では

ろしくお願い申し上げたいと思っております。

ございますけれども、機体本体が事故と直接関係

従来からも自衛隊の各部隊等を通じまして、そ

がないということが事故調査委員会の審査の中で

れぞれの地方自治体・関係住民の皆さん方とも密

判明いたしましたので、今、タンク等を外した訓

接な連携を図るように努めてきてはおりますけれ

練を、順次、再開をさせていただいております。

ども、まだまだ課題もあろうかと思いますので、

しかし、事故発生の小松基地周辺の自治体の皆さ

またよろしくご指導をお願い申し上げたいと思っ

ん方からは、まだそういうご理解は十分いただい

ております。

ておりませんから、引き継ぎ、事故、訓練の中止

また、近年、さきの東日本大震災を始め、いろ

は継続しておりますけれども、早急に最終的な原

んな自然災害等が非常に発生している時代でもご

因究明を努めてまいりたいというふうに思ってお

ざいますので、自衛隊としては、国民に、また地

りますので、今後とも、ご理解をお願い申し上げ

域の方々に、しっかりと安心していただくという

たいと思っております。

面では、災害対応も近年非常に重要な業務でござ

最後になりますけれども、常日頃、自衛官の募

いますので、そういったことにつきましては、そ

れぞれ、自治体の皆さん方も関心が強うございま

集事務、あるいは退職自衛官の雇用の問題で、大

応させていただきたいというふうに思っておると

ます。心から感謝を申し上げ、これからいろんな

変、各地方自治体の方々にもお世話になっており

すので、しっかりと、これからも連携をとり、対

面で、自治体と連絡を密にしながら、理解を深め

ころでございます。
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ながら、我々の活動を進めてまいりたいというふ

のかということについて申し上げると、現時点で

げたいと思います。ありがとうございました。

認めるべきでない、あくまで 10 年間かけて、長

うに思っておりますので、よろしくお願い申し上

２

は認めたい、あるいは認めるべきだという意見と、
期的・段階的に関税を撤廃すべきだという意見、
両方あって、まとまっていないというのが現状に

自由討議

あると。これはあえて事実関係だけ言います。

それで、例えば、除外・例外って一体何なんだ

◎玄葉光一郎外務大臣

という話がよくあるんですけれども、日本の品目

（発言知事：山形県知事）

のタリフライン、関税の品目というのは 9,000 あ

一言だけＴＰＰについて、先ほど山形県知事か

らお話がございましたので、簡単に申し上げたい

ります。9,000。例えば、アメリカとオーストラ

交渉参加に向けて協議に入るということを表明

経済連携をしています。今まで日本がＥＰＡを結

しゃると思いますけれども、交渉に入るためには、

台なんですけれども、99％です。その 99％とい

ります。それがまさに、その協議でもあるという

す。１％ということは、9,000 で言えば 90 とい

います。

いうことだといったら、米とその調整品は、事実

ＴＰＡ法というのがあって、もう執行しているん

ラインであるというふうに考えていただいて、そ

と持っていたものですから、それを踏まえて、議

立場で、今、具体的なことを、どうだこうだって、

ルがございます。その前の協議に、それぞれ基本

こをどういうふうに交渉の中で考えていくのかと

というふうに考えていただければというふうに思

んだろうというふうに申し上げたいと思います。

と思いますけれども。

リアが非常に高いレベルの、99％レベルの、実は

をいたしました。ご案内の方もたくさんいらっ

ぶとき、ＦＴＡを結ぶときというのは、大体 80％

各ＴＰＰ交渉参加国の同意を得るという作業が要

うことは、１％の除外を認めているということで

ことだと考えていただいてよいのではないかと思

うことです。では、90 のタリフラインってどう

米国だけが手続がやや面倒くさいと。つまりは

関係として、これも言いますと、大体 34 タリフ

ですけど、米国の場合は議会が通商権限をもとも

こをどういうふうに、私はそれを外務大臣という

会の通知、90 日前に通知をするという 90 日ルー

あまり申し上げる立場にありませんけれども、そ

的には２国間協議に入るというのが今回の表明だ

いうような話になっていくということはあり得る
ちょっとエッセンスだけ申し上げました。

います。事実関係だけ申し上げます。その必要性
云々というよりはですね。

それと、よく公的医療保険の話が出ますけれど

も、現時点では対象外でございます。今後も対象

にはなりにくいと考えていただいてよいのではな

◎中川正春文部科学大臣

（発言知事：新潟県知事、長野県知事、鳥取県知事）
新潟県知事と、それから長野県知事からのお話

いか。

であったと思います。

ざいまして、基本的に自由化交渉のテーブルに乗

日に総合モニタリング計画というのを取りまとめ

ます。除外、例外が認められるのか認められない

くという話から始まって、全国に航空機で全てな

モニタリングでありますが、これ、実は８月２

今、お話があったのは、農産物の関税の話でご

て、250 基のモニタリングポストをふやしてい

せて、交渉でかち取るというのがベースだと思い

べてやっていくというふうなことを、ずっと計画
的にやっております。

その中で見つかってきたホットスポットについ

ては、地方自治体の皆さんと連携をしていきたい。
見つかったら、線量によって、どうしても難しい

というところは、文科省が直接出向いていって、
一緒にやらせていただくという体制を今とってお
りまして、その対策が進んでおります。さっきご

指摘のあったような点について、基準ということ
だと思うんですが、もう一回、精査して見ていき
たいというふうに思っております。

会議の様子
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それから、連絡体制について、もっとしっかり

機器などについての安全ということになります。

ことを長野県知事からご指摘をいただきました。

論しておりますので、何人かの知事の方からお

した体制をつくっていかなければならないという

一方で防災指針、こちらはＥＰＺなどについて議

これは私も気になっていまして、文科省の場合は

話がございましたが、周辺地域、どこまで拡大を

教育委員会なんかが多いんです。知事部局から見

するのかというあたりも、ここで議論することに

て、なかなかしっかり話が通らないということは、

なっております。

これまでもありました。そういうことも反省をし

ここで議論されている中身というのは、来年の

て、もう一回、ここを見直していきたいというふ

３月までには安全委員会としての方向性を出す形

学校給食については、17 都県に対して、非常に

原子力安全庁という、そういう悠長な話ではなく

うに思っております。

になっておりますので、それができてから保安院、

精度の高い検査機器というのを出すことにしてい

て、この指針をつくりながら、並行して厳しい基

るんですが、そういうことを、必要に応じて、しっ

準をつくって、しっかりと厳格にやれるようにす

かり管理をしていくということと、それから子ど

る仕組みを整えておりますので、４月にすぐに全

もたちが食べるものそのものを実際にミキサーに

部スタートということには必ずしもならないかも

かけてはかっていくというふうな体制もつくり上

しれませんが、かなりのスピードで今やっている

げていきたいというふうに思っております。

ということをご報告を申し上げたいというふうに
思います。したがって、その中で、例えば 30 キ

◎細野豪志環境大臣

ロ以内で、どういった防災措置をしていくのかと

いうことの中身も詰めてまいりたいというふうに

（発言知事：新潟県知事、長野県知事、石川県知事、

思っております。

福井県知事、鳥取県知事、香川県知事）

また、オフサイトのほうで、新潟県知事のほう

多くのご意見、ご質問いただいたんですけれど

も、まず簡潔にお答えできるほうから。

から、また長野県知事のほうから、いろいろとお

ざいました。これは大変ご苦労いただいて、これ

分整っていないということを感じております。

ばということであったわけですが、なかなかそう

ら、オンサイトと違うではないかというご指摘、

が必要であると考えておりまして、今、その手続

これまでの安全規制の考え方では対応できないぐ

でございます。

ね。ですから、オフサイトは一定の基準を出しま

から、今後の原発の安全についてどうなのかとい

基準がつくれていない状況でございますので、整

摘をいただいた問題が、大体スコープとしては全

持ってやってまいりたいというふうに思っており

香川県知事のほうから、産廃の特措法の話がご

話をいただきました。改めて、まだ国の体制が十

までやっていただいて、ここまでに処理ができれ

8,000 ベクレルの基準について、新潟県知事か

なっていないという状況でございますので、延長

これは事実でございまして、率直に申し上げると、

に入っておりますので、何とかしたいということ

らいオフサイトがこういう形になっておるんです

続いて、石川県知事を始めとした多くの皆さん

したが、オンサイトが、まだそういった意味では

う話がございました。石川県知事のほうからご指

合性がある説明ができるように、国として責任を

てだというふうに思っております。

ます。

ができるんですが、現状においては、指針類は原

たときに安全に処理できるという考え方をとって

は原子力安全・保安院において行われる形になっ

これからご議論があると思いますので、皆さんが、

ですから、ここは現制度ではやらなければなりま

のかというところをしっかりと連携をさせていた

きるような、そういう体制を是非つくっていきた

いりたいというふうに思いますので、是非ともお

我々は、8,000 ベクレル以下であれば、灰になっ

来年４月からは原子力安全庁という新しい組織

子力安全委員会において、具体的な運用というの

おりますが、知事会のほうでも、いろいろ、多分、

ております。ただ、その縦割りが問題だったわけ

具体的にどのようにすれば受け入れていただける

せんけれども、しっかりと連続線上で安全確保で

だいて、相談をしながら、今後のことは進めてま

いと思っております。

力添えをいただきますように、お願いを申し上げ
ます。

具体的に、もうちょっとご説明いたしますと、

原子力安全委員会で今やっておりますのは安全審
査指針類ですね。これは具体的には、それぞれの
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◎小宮山洋子厚生労働大臣

映をして、これは行政主導でやっているわけでご
ざいます。

（発言知事：新潟県知事、京都府知事、愛媛県知事）

さらに、その検査を終わったわけでありますけ

冒頭に京 都 府 知 事のほうからおっしゃっていた

だきました子どものための手当、 子どもに対する

れども、その上に、住民の、あるいは国民の信頼

でも地 方 六 団 体 の 皆さんとは何 回か話し合いを

ものを実行すると。これにつきましては、関西電

も、早くセットをと思っていたのですが、なかなか、

す。これにつきましては、保安院の中で意見聴取

で、 今、11 月 29 日でセットをしかけていると聞

いただくと、適切かどうかというのを見ていただ

いただくようにしたいというふうに思っております。

にはＩＡＥＡという国際機関に見ていただくと、

れませんが、愛媛県知事からございました地方単

に、さらには、当然、立地地域の皆さんの理解を

算が出ましたけれども、あれは社会保障でないも

起動できるかどうかということが出てくるという

ので、また関係府省と地方と、これは話し合いを

周辺地域につきましては、当然、そういったご

手当については、 地 方負担 分について、これま

と安心感を確保するためにストレステストという

させていただいております。 国と地方の協議の場

力さん、四国電力さんから、随時出てきておりま

17 日の 分 科 会 の 後というのもうまくいきません

会という専門家が入りまして、その方たちに見て

いておりますが、なるべく早く意 見 交 換をさせて

くと。その後に、原子力安全委員会、そして最後

それから、先ほど、私のほうではないのかもし

そこで国として安全だという確信が得られた後

独事業、社会保障についての、総務省さんから試

いただくと、そこまでの手続を経て、ようやく再

のも入っているのではないかとも思っております

ことでございます。

させていただければと思っております。

意見も踏まえなければいけないというふうに思っ

ことがございました。これは食品安全委員会から、

で結ばれている、いわゆる政策協定、安全協定と

被曝だけでやってくださいということでございま

うのは、私の理解では、まだそういう話は出てい

が、食品についてはコーデックスとかＥＵ、アメ

周辺地域の皆さんの意見も踏まえながら考えてい

色ないというか、今、年間５ミリシーベルトを１

原発については、以上であります。円高も頑張

もう１点、新潟県知事のほうから、食の安全の

ております。ただ、今、立地地域と電力会社の間

生涯 100 ミリシーベルトは、食品だけで、内部

いうものは、それを周辺地域とやるかどうかとい

したので、今、厚労省のほうで検討しております

ないというふうに思っております。ただ、当然、

リカなどが基準値を持っておりまして、それに遜

かなければいけないというふうに思っております。

ミリシーベルトに、子どももかなり考えて、安全

ります。

うなものを入れるかということも含めて、特に

◎前田武志国土交通大臣

な値で、これはセシウムだけではなくて、どのよ
18 歳未満のところを四つに分類をして、一番厳

しいところに合わせたいと思っておりますので、

（発言知事：群馬県知事、千葉県知事、山梨県知事、
静岡県知事、三重県知事、滋賀県知事、

今つくっておりますので、よろしくお願いをした

和歌山県知事、鳥取県知事、香川県知

いと思います。

事、鹿児島県知事）

道路の問題、ミッシングリンクを中心にございま

◎北神圭朗経済産業大臣政務官

した。 千 葉 県 知 事を始め、 都 市 部のほうについ

（発言知事：秋田県知事、新潟県知事、石川県知事、

ては、まさしくご指摘のとおりで、 国際戦略都 市

福井県知事、鳥取県知事、広島県知事）

とか何とか言いながら、外環すら、もう４、50 年

石川県知事、それから新潟県知事、さらには鳥

たっているのに、まだつながっていないだとか、こ

取県知事から原子力の話がございましたが、細野

れはこういうことでは大きな戦 略 的 都 市だなんて

大臣がほとんど答えられましたけれども、補足的

言ったって始まらんわけでございまして、これは大

に言いますと、安全指針、防災指針については細

都市圏、都市間、特定都市緊急整備、約 11 ヵ

野大臣がおっしゃったとおりであります。今現在、

所をして、戦略的に指定していくことになると思い

安全指針の見直しというのは、ある意味で中長期

ますが、 全て絡んで環状がきっちり出来上がるよ

的なものでございます。今問題になっている再起

うに、早急にしなければならないと思います。

全指針の上に、更に原発事故を踏まえた部分を反

山県知事、鹿児島県知事もそうですが、要するに

動の立ち上げにつきましては、今現在ある古い安

そして、一方では、三重県知事、あるいは和歌
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災害、この東日本等の経験から、つながっていな

の統合力がなければ、ああいう対応はできなかっ

揮させなければならないということで、とにかく

に地方自治として生かしてもらえれば、地方自

ければ、要するに、命の道の機能というものを発

ただろうと思います。そういったものを、本当

早くつなげと、４車線の立派な規格の高速道路を

治は経営体でございますから、この地方整備局

完成しろというよりも、とにかく２車線でもいい

というもの、あるいは経産局も含めて、出先が

し、あるいは使えるものは使って、とにかくつな

今度はオートノミーになれば、民間ともＰＰＰ

げということを、今申し上げています。そういう

もできるわけですから、大いに日本の次の時代

意味では、道路の制度については山梨県知事から

の担い手として地方自治が力を発揮してくれる

もございましたし、それから香川県知事からは、

んじゃないかと、だから積極的に議論はさせて

本四の架橋の問題ですね。これについては、
ちょっ

いただくと、こういうことであります。

と制度的に経緯があるものですから、お気持ちは
よくわかりますので、ただ、なかなかすぐにとい

うわけにはまいりません。早くこの調整会議もや
りますし、つなぐという意味では、リダンダン

◎川端達夫総務大臣

（発言知事：静岡県知事、滋賀県知事、愛媛県知事）
私のほうには、今、前田大臣にお触れいただき

シー、多重性という機能も持つわけですから、そ

まして、静岡県知事と滋賀県知事からもお触れい

の辺の議論もさせていただきたいと思います。

ただきました。基本的に、より安全で、安心で、

鹿児島県知事の財源の話については、これはも

より進んだ行政サービスを、住民にいかに提供す

う非常に、お聞きをしていると一つのアイデアだ

るかというのが目的でございます。そういう意味

なと思いますが、これは財源の問題は財務省等で

では、いろいろな議論が今まで進められてきまし

大いにまた検討してほしいと思います。

た。私はその原点を忘れない形で、今時点では、

それから、群馬県知事から、今日、検討の場が

国の出先機関の原則廃止ということで、アクショ

あったということ。今、お話を聞いて、スケジュー

ンプラン、閣議決定もさせていただきました。こ

ルからいうと、そういうことだろうと思います。

れは全国一律、一斉ということではなくて、ブロッ

その結果は、しっかり受けとめさせていただきま

ク単位も含めて、まずは取組をしようということ

すし、私自身も、この前申し上げましたように、

でありますので、広域で意思統一が図れた地域か

こうやって引っ張ってきた。これも八ッ場という

らの発意に基づき移譲する仕組みで、何とか、ま

ものは、何十年もかかっているわけですから、地

ずはステップを踏ませていただきたいと思ってお

元に大変なご迷惑をかけております。この辺はま

ります。

ことに申しわけないと思います。ただ、ここで東

今、静岡県知事からお触れいただきましたけど、

北の大震災の教訓は、今いろいろの専門といいま

今回の震災含めて、いわゆる緊急時のオペレーショ

すか、学識の高い方々が、いろいろとお話をして

ンの在り方というのは、これはふだんとはまた別

くださっておりまして、そういったものも踏まえ

のことですので、そういうときに、どういう形で

て、有識者委員会に評価をしていただいた後で、

物事を動かせるのかということと、それぞれの機

国交大臣において決めさせていただきたい、この

能、国が持っている機能、あるいは広域が持って

ように思っております。

いる機能、都道府県が持っているもの、市町村が

ちょっと長くなっているようなんですが、地

持っているものが、その緊急時に一気にシステム

方整備局のお話が静岡県知事と滋賀県知事とか

として発動できるという仕組みをしっかり議論す

らございました。これは要するに、地方主権改

るということが、今回新たに提起された問題だと

革、分権改革ということの一番大きなテーマだ

認識しておりますので、そういうもののご提起含

ろうと思います。お二人の知事さんのお立場が、

めて、しっかり考えたいと思いますが、当分の間は、

私は全く違うとは思わないんです。地方整備局

現行の都道府県をベースにして議論を進めるとい

が、あの東北震災、あるいは 12 号台風等で示し

うことで、ご理解いただきたいと思っております。

た、あの現場力、統合力、これはオールジャパ

それから、愛媛県知事のご提起でありました税

ンで全部、テックフォースなんかも集まって対

と社会保障の問題は、まさにこの分科会、スター

応してくれて、これは本当にそういう意味では

トをやっといたしましたので、丁寧に、しっかり

大きな成果を上げてくれました。東北震災にお

議論しながら進めてまいりたいというふうに思っ

けるくしの歯作戦というのも、地方整備局のあ

ております。
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ジャーナリスト

松本克夫

住民投票制度法制化は見送り
昨年末、首相の諮問機関である地方制度調

民投票制度を導入するなら、公の施設よりそ

正に関する意見をまとめました。これにより、

す。このほか、長と議会が対立した場合を対

査会（西尾勝会長）は、当面の地方自治法改

通常国会に提出する改正案の骨格が定まりま

した。片山善博前総務相が推進した拘束的住
民投票制度の導入が焦点でしたが、同調査会

は「有益な試み」と導入に理解を示したものの、
更に詰めるべき論点があるとして、「引き続き

検討」と結論付けました。つまり導入は見送
りということです。

ちらを優先させるべきだという意見もありま

象にするという案もあり、同調査会内部でも、
まとまりませんでした。

税に関する直接請求も見送りか
片山氏が実現を目指したもう一つの改正点

は、地方税や使用料、手数料などを住民の直
接請求の対象に加えるというものです。住民

市町村合併を対象とする意見も

は有権者の 50 分の１の署名を集めれば、条

例の制定・改廃請求ができますが、地方税な

35 回

第

民主党は 2009 年の衆院総選挙の際の政策

どの条例は直接請求の対象から除外されてい

片山前総務相も、これまでの分権改革は国か

気ガス税などの減税要求が相次いだため、翌

強化に傾きがちだったとして、住民の政治参

片山氏は、税負担の議論は住民自治の根幹

集で、
「住民投票法の制定」を掲げていました。

ます。1947 年の地方自治法制定直後から、電

ら地方への権限や財源の移譲など団体自治の

年の法改正で除外してしまったのです。

画機会の拡大に力を注ぎました。しかし、間

であり、除外すべきではないと主張しました。

いとして、地方六団体からの反発が強いため、

止すれば、減税要求が乱発されかねないとし

その結論が昨年末の意見書です。

片山氏は、減税要求が出ても、最後は議会が

は、対象を市民ホールのような大規模な公の

た。しかし、地方側には、国も地方も財政難で、

にかけなければいけないというものではなく、

減税を主張する首長や地域政党もあり、混乱

接民主制を基本にした現行制度を崩しかねな

これに対し、地方団体からは、除外規定を廃

同調査会の場で合意形成に努めてきました。

て、慎重な対応を求める意見が出されました。

総務省の原案では、導入する住民投票制度

判断すればいいとして、問題にしませんでし

施設の設置に絞っていました。必ず住民投票

消費税の増税が政治課題になっている一方で、

長が提案し、議会が承認した施設について、

を招くという強い懸念があります。

実施できるというものです。住民投票にかけ

化の観点から地方税等に関する事項を条例制

必要と認めれば、条例を定めて、住民投票を

地方制度調査会は、
「住民自治の充実・強

るか否かはあくまでも選択制です。

定・改廃請求の対象とすることを基本とすべ

なり長や議会に配慮した印象です。ただ、そ

除外されてきたことから、「当面は、一部の税

について、改めて住民投票にかける気になる

数要件を引き上げたりする方策も考えられる」

票制度は本来、長や議会が暴走しそうなとき

も、社会保障・税の一体改革の実施状況など

な仕組みでしょうが、原案では、住民が主導

ています。当面は見送りと読めます。

原案は地方団体の抵抗を和らげるため、か

き」という意見をまとめました。ただ、長年、

うなると、果たして議会は自ら承認した案件

目に限定したり、50 分の１となっている署名

だろうかという疑問がわいてきます。住民投

と付け加えています。制度化の時期について

に、住民がブレーキをかける手段として有効

を「十分見極めて検討する必要がある」とし

するものになっていません。

多額の経費がかかる施設の設置を住民投票

の対象にするのはいいとして、自治体の合併

や分離こそ住民投票の対象にふさわしく、住
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今回の地方自治法改正では、議会の通年会

期制の導入はじめ幾つかの改善点もあります

が、肝心の住民の直接参加については、大き
な前進はなさそうです。

奈

N

A

R

良

A

県

一昨年の平城遷都 1300 年祭のにぎわいを継承・発展さ
せるため、「巡る奈良（滞在型周遊観光）」をテーマに、奥
深い奈良の魅力を効果的に発信し、観光への誘客促進につ
なげています。
また、奈良のおいしい「食」づくりの取組として、将来
の成長品目として育成を図る農産物の生産拡大や販路開拓

蔵王堂
（吉野町）

など、おいしい「食」の創造と発信に力を入れています。
今回は、普段滅多に拝観することができない日本最大級
秘仏の特別開帳と、大和野菜 23 品目のうち、今が旬の「大
和まな」を使った料理を紹介します。

名

所

奈良は歴史・文化遺産の宝庫。今日まで受け継がれ
てきた奈良の奥深い魅力を現地で体験してください。
しゅ げん どう

桜の名所・吉野山に悠然とそびえ立つ修験道の総
きん ぷ せん じ

ざ おうどう

本山・金峯山寺。その本堂である蔵王堂（国宝）は、
桧皮葺きの巨大な木造古建物です。
「仁王門大修理勧進 蔵王堂秘仏ご本尊特別ご開帳」
平成 24 年３月 31 日（土）～ ６月７日（木）
拝観料 大人 1,000 円
蔵 王 堂 写真／一般財団法人 奈良県ビジターズビューロー

ず

し

蔵王堂の内陣の巨大な厨子が開かれ、過去・現在・未来を救
済するという像高７m に及ぶ３体の秘仏金剛蔵王権現像（重文）
が特別開帳されます。
む だ ともひろ
蔵王堂奥殿「本地堂」では「六田知弘写真展 OKUGAKE」が
行われます。

秘仏 金剛蔵王権現像（中尊）写真／金峯山寺

吉野郡吉野町吉野山 2498
TEL 0746-32-8371
近鉄吉野駅からロープウェイ「吉野山」
下車徒歩 10 分
HP http://www.kinpusen.or.jp/
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料

理

◎大和野菜（やまとやさい）

県で生産されている野菜で、県が特産品として
特徴をアピールできると認定した野菜を言います。
平成 23 年 12 月末現在、在来種である「大和
の伝統野菜」18 品目と栽培等に工夫を加えた「大
和のこだわり野菜」５品目があります。

◇大和まな

大和の伝統野菜の一つで、小松菜に大根葉のよ
うな切れ込みが入った野性的な葉の形が特徴で
す。12 月以降の霜が降りる頃から、一段と軟ら
かさや風味が増します。 煮物やおしたし、漬物
などが食卓をにぎわします。

○郷土料理

「大和まなの煮浸し」

大和まなと油揚げを、醤油味で煮た料理

また、近年、大和野菜の消費拡大に向けて、生
産者と県内シェフ、料理研究家などとの連携によ
る新しいメニュー開発が進み、より身近な野菜と
なるよう振興を図っています。

◎新メニュー

大和まなと魚貝のクリームスープ

大和まなと牛肉の黒こしょう炒め

お問合せ
奈良県広報広聴課
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TEL 0742-27-8326

滋賀県

への

未 来

近江水の宝

遺 産

針江・霜降のカバタ
この豊かな水環境の中には、自然と共に
暮らす人々の、謙虚で豊かな知恵があふれ
ています。
人々は、船で針江大川を往来し、集落と
内湖あるいは水田を巡りました。こうした
人々の生活のリズムと同じようにカバタに
湧き出た清らかな水は、人々の生活を潤し、
豊かな生命を育んでいます。そして湧き出
たときと同じ清らかな状態で琵琶湖へ流し
出そうとしました。
その過程で生み出された水田の恵みや内湖
の恵みは、当然のことながら集落の人々へ還
ります。生活や農耕の結果生じた雑排物も水
田の栄養素として、あるいは魚類の餌として、
間接的に人々に還ってきたのです。
針江・霜降地域には、こうした水を媒介と
した循環システムが構築されていたのです。

カバタで野菜を洗う（高島市教育委員会提供）

カバタは、湧水を利用した独特の洗い場
（台所）で、高島市新旭町の針江地区周辺で
特徴的に見ることができます。
地下 20 ｍ程度の深さに鉄管を打ち込むこ
とによって安定した豊かな地下水を自噴さ
せ、生活用水として用いるものです。なお、
針江集落では半数以上の住宅で現在もカバ
タが使用されています。集落のあちこちで
は地下水が自噴し、これらの水が流れ込む
水路や針江大川も清らかな水質を保ってい
ます。

針江大川

〈お問合せ〉
滋賀県教育委員会事務局文化財保護課
TEL 077-528-4675

自噴する水
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静岡県

遠州織物

浜松市を中心とする静岡県西部地域は
遠州と呼ばれ、江戸時代から日本でも有
て ばた

数の綿花の産地であり、農家は手機で綿
織物を織って副業としていました。
その後、織機の発明により地場産業と
して発展した「遠州織物」には、綿織物
こうしょく

を中心に絹や合繊と綿の交 織 など多種多
様な織物があり、別珍・コール天や遠州
綿紬などの特徴的な織物も生まれました。
職布工場内での生産風景

今日では、多くの有名ブランドの服地
として使用されるなど生産技術は海外に
も高く評価されています。
また、産地では、近年、極細の糸を使
用した高密度織物や風合いを重視した織
物など、個々の企業の技術を生かした新
たな取組により国内外の販路開拓にも努
めています。
なお、同地域は、ゆかた取扱量日本一
を誇るゆかたの産地でもあり、ゆかたの
ちゅう

生産を支える伝統的な染色技法「浜松 注
せん

染 そめ」は、平成 13 年に静岡県郷土工
芸品に指定されました。
関東大震災を機に、それまでゆかた生
産の中心であった東京から遠州地域に移

じみやぼかしを出す深みのある多彩な染
色表現が特徴です。
静岡県では、平成 23 年度、これら「遠
州織物」の振興を目的として、遠州織物
を素材とした「ビジネスシーンで着用す
る男の夏用ウエア」をテーマにデザイン
コンテストを実施しています。審査員長
に世界的な衣装デザイナーのワダエミ氏
をお迎えして、一般公募を行い、平成 24
年 2 月 25 日には最終審査会を行います。
今夏にはコンテスト受賞作品を製品化し、
静岡県から新たなドレスコードを発信し
ていきます。

り住んだ職人たちが伝えた注染技法は、
型染めの一種で、何枚も布を重ね、その
柄部分に染料を注ぐことにより、表裏同
一模様を同じ濃さで染め、かつ独自のに

生地に染料を注ぎ込む様子

お問合せ

静岡県経済産業部商工業局地域産業課
TEL 054-221-2522

静岡県繊維協会

TEL 053-456-7222

浜松織物染色加工協同組合
TEL 053-461-7050

注染そめのゆかた地
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都 道 府 県
だ よ り
2012年2月

Hokkaido

北海道

きっと見つかります、さがしていたものが！
～マッチング事業「共同受注システム」～

ビジネスマッチングに精力的に取り組んでいます。

こうした取組により、道内外の企業等からの問合

せも年々増加し、商談成約件数は、事業を開始した

北海道では、平成 21 年３月に「北海道障がい者

22 年度は 33 件でしたが、23 年 12 月末現在では、

条例」を制定し、障がいのある方々の「権利擁護」
「就

累計で 280 件と大きく伸びてきており、障がいのあ

労支援」「暮らしやすい地域づくり」を三つの柱に取

る方の働く意欲の喚起や、より魅力ある製品づくり

組を進めています。このうち「就労支援」では、障

への挑戦につながっています。

がいがあっても、いきいきと働くことのできる地域

授産製品については、チーズや道産小麦のパンな

づくりを目指し、工賃水準の向上や授産事業の安定

ど、北海道ならではの素材を使用したものが多くあ

的な運営に向け、企業が発注する仕事を授産事業所

りますので、是非一度、ホームページ「ナイスハー

等につなぐマッチング事業（共同受注システム）を

トネット北海道」をご覧ください。

実施しています。

この事業は、授産事業所等での安定した発注先の

確保と受注の拡大を図るため、経営のプロであるコー
ディネーターが、一般企業等の依頼に応じて、授産

製品の販売や清掃、袋づめといった作業の受注が可
能な授産事業所等を紹介するものです。

専用ホームページ「ナイスハートネット北海道」

による製品・作業の PR や、専門コーディネーター

ナイスハートネット北海道

と道内５圏域の地域スタッフが企業訪問等を行い、
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検索

青森県

Aomori
北のコナモン、食べ歩き、買い歩き！
「第３回北のコナモン博覧会」開催中です。

青森県の東南部、八戸市を中心とする地域と岩手
県北部二戸市、久慈市を中心とする地域には、郷土
料理百選（農林水産省平成 19 年度発表）にも選定さ
れた「せんべい汁（八戸市）
」のほか、
「まめぶ（久
慈地域）」や「へっちょこ団子（二戸地域）
」など、
古くから小麦粉や米粉、そば粉、豆粉など、
「粉」を
素材とした粉食文化が根付いています。
そこで、三つの地域に共通するこの粉食文化に着
目し始まったのが、今年で３回目を迎える「北のコ
ナモン博覧会」です。
地域独特の食文化を楽しく盛り上げることで、地
域内での交流を深め、また、地域外からもたくさん
の方に訪れていただくことを目的としています。
参加方法はとっても簡単。地域内の観光施設や「北
のコナモン博覧会」ののぼりを掲げた参加店でガイ
ドマップを入手して、スタンプラリー形式で参加店
を巡るというもの。ビンゴが完成すれば抽選で 33 名
の方に、素敵なプレゼントがあります。
ガイドブックには、各店自慢のコナモンメニューが
ラインナップされているほか、地域内の観光情報など
も掲載されていますので、コナモン博覧会終了後も、
地域の総合的なガイドブックとして活用できます。

県内のコナモンの一例を挙げると、
○川蟹すいとん
頭を叩かれても気づかないほどおいしいと評判の
すいとん。川蟹を丸ごとつぶして出汁にしているの
が特徴です。
○きんか餅
漫画「美味しんぼ」にも登場した、小麦粉の生地
でクルミや黒砂糖の餡を包んで茹でる餅。餅といっ
ても、実はもち米は使っていません。
○つつけ
そばを三角に切って茹でてにんにく味噌をつけて
食べる料理。特に「田子にんにく」を使って作るに
んにく味噌は絶品です。「そばかっけ」とも言います。
主食から、食卓を彩る副菜、おつまみからスイー
ツまでバリエーション豊かな「北のコナモン」を味
わいに博覧会会場を訪れてみてください。
< 北のコナモン博覧会 >
・開催期間 ～２月29日まで
・会場
八戸市、久慈市、二戸市及び周辺地域
内の飲食・販売店150店舗
お問合せ

三八地域県民局地域連携部地域支援室
TEL 0178-27-3936

都道府県だより
Akita

2012 年 2 月

秋田県

秋田の新たなコミュニケーションデザイン
｢あきたびじょん｣ の展開

秋田県では、国内外で秋田の認知度を向上させ、どこにも
負けないブランドとして揺るぎない秋田のイメージを確立す
ることを目的に、
平成 23 年３月
「秋田県イメージアップ戦略」
を策定し、本年度から平成 25 年度までの３ヵ年、県民総ぐ
るみで秋田のイメージアップに取り組んでおります。
秋田県のイメージアップを図るためには、何よりも全国の
人が秋田に目を向けるきっかけ（コミュニケーション・スイッ
チ）づくりが必要です。この点を踏まえ、
秋田を強烈にアピー
ルしていくため、新たなコンセプトに基づく秋田の本質的な
魅力を表現するキャッチコピーやロゴマーク、ポスター等を
制作し、本年１月に公式発表しました。制作は、全国各地を
飛び回り、地域の資源に光を当てるべく、様々なプロジェ
クトを成功させている高知県在住のグラフィックデザイナー
で、秋田県イメージアップ戦略アドバイザーである梅原真氏
が担当しました。
キャッチコピーは「あきたびじょん」
。一見、
「よ」が小さ

く「あきたびじん」にも見えますが、よく見ると「あきたび
じょん」です。イメージアップ戦略を進めるためには何より
も VISION が必要で、このキャッチコピーこそが、全国の
人が秋田に目を向けるきっかけ（スイッチ）となる入り口部
分に当たります。ロゴマークの「あんべいいな秋田県」は、
行き過ぎない、おごらない「ちょうどいい」秋田を秋田弁で
表現したものです。
現在、秋田の魅力を表現したポスターの掲出や、県内民放
３局の CM 放映などで県内向けキャンペーンを展開中であ
り、３月には首都圏の JR 主要駅等でポスターを掲出するな
ど、全国に向けて本格的な PR 活動をスタートさせることと
しています。
お問合せ

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

岩手県

岩手県イメージコンテンツを作成
～復興支援への感謝と岩手の魅力情報を動画で発信～

いくため、
「復興編」については「英語字幕版」
「仏語字
幕版」も用意しました。
さらに、主に首都圏で開催されている復興支援イベン
ト会場などで動画を流しているほか、英語・仏語の外国
語版については、マレーシアやフランスなどのイベント会
場でも流され、好評をいただいています。
これからも、岩手を応援してくださる国内外の方々との
「つながり」を大切にしながら、震災からの復旧・復興
に向けて、一歩
一歩、前に進ん
でいきます。引
き続き、ご支援
をお願いします。

東日本大震災津波の発生直後から、国内外よりたくさ
んのご支援・ご声援をいただいており、心から感謝申し
上げます。
昨年９月、全国からいただいたご支援に対する感謝の
気持ちを伝え、震災から立ち上がる岩手の姿やイメージ
コピー「黄金の國、いわて。
」に表現される岩手の普遍
的な魅力を発信するため、
ポスター
（
「いわてと笑顔に」
「い
わてで笑顔に」
）を作成したところですが、さらなるメッ
セージや岩手の魅力を、主に県外に向けて発信していく
ため、新たに動画を作成しました。
この動画は、①東日本大震災津波の被災から立ち上
がる岩手の姿や被災者のメッセージを紹介した「いわて
と笑顔に（復興編）
」と、②「黄金の國、いわて。
」に表
動画「いわてと笑顔に（復興編）
」
お問合せ
現される岩手の食、パワースポット、祭り、歴史文化、
岩手県秘書広報室広聴広報課
伝統工芸などの魅力を紹介した「いわてで笑顔に（
『黄金
TEL 019-629-5283
の國、いわて。
』編）
」
、③岩手の自然、なにげない日常
岩手県イメージコンテンツの作成について
風景を宮沢賢治の「雨ニモ負ケズ」にのせて紹介した「雨
ニモ負ケズ
（自然や暮らしの風景編）
」の計３種類で、
ウェ （動画をご覧いただけます）
HP http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?cd=35502
ブで動画配信しています。また、海外にも情報発信して

都道府県だより
Yamagata
『やまがた絆の森

2012 年 2 月

山形県
東京ミーティング』を開催！

山形県では、社会
貢献に対する意識
が高まる中、企業の
森づくりによる環
境貢献活動を通し
て、里山地域の活性
化を図ることを目
的とした「やまがた
絆の森プロジェク
ト」を積極的に推進
「やまがた絆の森」協定を締結した企業の森づくり活動
しており、参加企業
の皆様からも高い評価をいただいております。
去る１月 24 日（火）
、千代田区永田町の全国町村
会館において、首都圏の企業を対象に、本県の自然環
境などの情報を発信するとともに、本県での新たな森
づくり活動を提案するため「やまがた絆の森 東京
ミーティング」を開催しました。
この「東京ミーティング」は、今回初めて開催した
もので、本県で森づくり活動に取り組まれている企業
の活動事例や森づくり活動に対する本県のサポート体
制などを紹介しました。
また、公益財団法人イオン環境財団の岡田卓也理事
長、NPO 法人樹木・環境ネットワーク協会の澁澤寿
一理事長に吉村山形県知事を交えての鼎談では、
「地

域の人同士、そして地域と都会の人との絆を大事にし、
交流によって地域も首都圏も元気にしたい」など、こ
れからの企業の森づくりと地域振興についての意見を
交換しました。

左より澁澤理事長、岡田理事長、吉村知事

企業と森林所有者、県の３者が森づくりに取り組む
「やまがた絆の森」事業は、
2010 年度からスタートし、
現在 19 社が協定を結び、17 ヵ所で活動しています。
今後は、より多くの企業の賛同を得て「やまがた絆
の森」協定締結が進むよう、引き続き森づくり活動を
始める上で参考となる各種情報を発信していきます。
お問合せ

山形県生活環境部みどり自然課
TEL 023-630-2207
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宮城県

Miyagi

10 月開催！ねんりんピック宮城 ･ 仙台 2012
今年 10 月 13 日（土）から 16 日（火）までの４日間、
60 歳以上の方を中心に、あらゆる世代の人たちが楽
しみ、交流を深めることのできる健康と福祉の総合
的な祭典「ねんりんピック宮城 ･ 仙台 2012（第 25
回全国健康福祉祭 宮城・仙台大会）
」を開催します。
県内 13 市町を会場に、18 種目のスポーツや文化
の交流大会のほか、健康・福祉・生きがいづくりな
どの様々なイベントも開催し、延べ 45 万人の参加を
見込んでおります。
昨年３月 11 日に発生した東日本大震災の影響によ
り、一時は大会の開催が危ぶまれましたが、全国の
皆さんの温かいご支援・ご協力と開催地となる市町
や関係団体の頑張りにより、規模を若干縮小しつつ
も大会を開催することとなりました。
この「宮城・仙台大会」の開催を震災からの復興
に向けた大きな足がかりの一つとして、宮城の元気
な姿と復興の確かな歩みを全国から来場される皆さ
んにご覧いただき、これまでの多大なご支援に心か
らの感謝の気持ちをお伝えできるような大会にして
まいります。
「宮城・仙台大会」での思い出が参加された方々の
心にいつまでも残るような大会となるよう、心を込

めた「伊達」なおもてなしで皆さんをお待ちしてお
ります。
是非、「ねんりんピック宮城 ･ 仙台 2012」にお越
しください。

総合開会式のイメージ

お問合せ

宮城県保健福祉部ねんりんピック推進室
TEL 022-266-8143
大会専用 HP
http://nenrin2012.jp/

都道府県だより
Fukushima
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福島県

みんなの想いをキャンドルに込めて
福島県は、東日本大震災から９ヵ月が過ぎた 12 月
23 日、郡山市開成山公園にて、復興イベント「がん
ばろう福島！“絆”づくりキャンドルナイトクリスマ
ススペシャル」を開催しました。
本県では、地震、津波に加えて、原子力発電所事故
により、多くの人々がそれまでの生活を奪われ、見知
らぬ土地への避難を余儀なくされました。
新しい地域で生活を始めた人々と、震災前からその
地域に暮らす人々との絆を深めるとともに、復興を願
う皆さんの気持ちを一つに
することがこのイベントの
ねらいです。
イベントは、福島県事業
「がんばろう福島！“絆”づ
くり応援事業」により雇用
された約 100 名の被災者が
運営しました。
当 日 は、11,000 個 も の
キャンドルホルダーを使っ
て モ ニ ュ メ ン ト を 作 成 し、
祈りの灯・希望の灯・福島
の絆の灯としてキャンドル
モニュメントの一つ
（キャンドルツリー）
を点灯しました。このキャ
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ンドルホルダーに
は、 仮 設 住 宅 や 借
上住宅等に住む多
くの人々の熱い想
い や 強 い 祈 り が、
イラストやメッ
セージとして込め
られています。
想いを込めたキャンドルを灯す参加者の方々
雪が舞う寒い中、
遠くの仮設住宅や借上住宅等から、多くの方々が会場
に集まりました。
寒風にゆらゆらと揺れながらもホルダーの中で灯り
続ける強い炎は、
「絶対に負けない」と復興のために立
ち上がる福島県民の姿を象徴しているかのようでした。
本イベントは一地域のみで行われましたが、３月
11 日には県内７地域があたたかい灯りに包まれる予
定となっています。
今後は「新生ふくしま」の創造へ向けて頑張ってま
いりますので、引き続きご支援をお願いいたします。
お問合せ

福島県雇用労政課
TEL 024-521-7290
本イベントに関する HP
福島 絆 キャンドル クリスマス

検索

新潟県

Niigata
『食のにいがた』新商品がぞくぞく登場

○『アロニアりんご酢ダイエット』
ブルーベリーの約２倍のポ
リフェノールを含むなど機
能性に優れ、かつ、低木の
ため作業性に優れた「アロ
ニア」を使用した飲用酢

新潟県では、県内食品関連事業者の支援を通じて、
県産農林水産物を主原料とした新商品開発等の取組
を進めています。
これは、コシヒカリに続く農林水産物のブランド
化として取り組んでいるル レクチエ、越後姫等の８
品目や、米粉及び従来商品では使用していなかった
県産農林水産物を新たに使用した商品等の開発を支
援するものです。平成 20 年度の制度開始以降、これ
までに 17 社を支援し、今年度も「食のにいがた」に
ふさわしい新たな商品がぞくぞく登場しています。

○『食べきりサイズ新潟蒟蒻』
『食べきりサイズ新潟白滝』
産地とこんにゃく製造企業
と が 連 携 し て、 県 産 こ ん
にゃく芋の生産拡大に取り
組み、本格的に販売を開始
した蒟蒻と白滝

○『Bio 菊水 越後姫』
「越後姫（いちご）
」を使用した日本酒ベー
スのリキュール
○『にいがた菊鮭寿し』
菊を使う新潟の食文化を全国発
信するため、食用菊の「かきのも
と」や「おもいのほか」と佐渡で
養殖した「銀鮭」で仕上げた押し
寿司

今後も、県産農林水産物の新たな需要先として、県
内食品関連事業者の商品開発等を支援してまいります。
お問合せ

新潟県農林水産部食品・流通課
TEL 025-280-5306
FAX 025-280-5548

都道府県だより
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東京都

Tokyo
東京マラソン 2012

２月 26 日（日）開催！

ピールをするために、寄付を行って参加するランナー。

2012 年（平成 24 年）２月 26 日（日）に「東京
マラソン 2012」（※１）が開催されます。
本大会は、平成 19 年に始まり、今回が６回目で、
今年開催されるロンドンオリンピック代表選手選考
競技会も兼ねています。
また、東京マラソンでは、前回大会から、我が国初と
なる本格的なチャリティ制度を導入しており、チャリティラ
ンナー（※２） に関し
東京マラソン コース図
ては、 前回を大き
く上回る 2,000 人
近い方々が参加さ
れる予定です。
冬の東京の風物
詩となった「東京
マラソン」を是非
お楽しみに！
※１ 「東京マラ
ソ ン 2012」 の エ
ントリーは既に終
了しています。
※２ 東京マラソ
ンのチャリティ活
※大会当日は長時間の交通規制が行われますので、皆様のご協力をお
動に共感し、そのア
願いいたします。
池袋
Ikebukuro

上野
Ueno

【大会の概要】
１．スタート時間
「車いす」は午前９時５分、
「マラソン」と「10km」
は午前９時 10 分
２．コース（マラソン）
東京都庁～飯田橋～皇居前～日比谷～品川～銀座～
日本橋～浅草雷門～築地～豊洲～東京ビッグサイト
３．参加定員
36,000 人（マラソン 35,500 人、10km500 人）

浅草
Asakusa

並木通り

吾妻橋

駒形橋西詰

水道橋
Suidobashi

飯田橋

江戸通り

目白通り

外堀通り

両国
Ryogoku

西神田

5km

飯田橋一丁目

都庁北

北通り

都庁通り

東京都庁

靖国通り

スタート

内堀通り

四ツ谷
Yotsuya

START

30km

竹橋

新宿
Shinjuku

日本橋

皇居

Tokyo
Metropolitan
Government

25km

浜町中ノ橋

Imperial Palace
祝田橋

新大橋通り

10km

日比谷

10kmフィニッシュ
10km FINISH

中間点

中央通り

日比谷公園
Hibiya Park

茅場町一丁目

銀座

Ginza

入船橋

銀座四丁目

六本木
Roppongi

晴海通り

日比谷通り

渋谷
Shibuya

20km

築地
Tsukiji

築地四丁目

35km

春海橋西

豊洲
Toyosu

晴海
Harumi

芝五丁目

東雲一丁目

40km

第一京浜

都橋通り

有明
Ariake

15km

目黒
Meguro

品川
Shinagawa

フィニッシュ
FINISH

東京ビッグサイト
Tokyo Big Sight

Ⓒ東京マラソン財団
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お問合せ

Ⓒ東京マラソン財団

一般財団法人東京マラソン財団
TEL 03-5772-7667
東京マラソン HP http://www.tokyo42195.org/

群馬県

Gunma

県内における「やよいひめ」のファンを更に増やし、

「AKG チームやよいひめ」が県産イチゴ
「やよいひめ」を PR

ピー アール

全国へもＰ Ｒ しようと、PR ソング「やよいひめの

「やよいひめ」は、群馬県で育成されたイチゴです。

甘みと酸味のバランスが良く、実が大きく、しっか

りしているのが特徴です。県内で人気が高く、現在、
県内のイチゴ栽培面積の約 70％を占めています。

うた」を制作しました。この歌は、子どもでも覚え
られる分かりやすい歌になっています。

またご当地アイドルグループとして活動している

AKG と連携し、
「AKG チームやよいひめ」を結成し
ました。小学生を中心に 11 人で構成され、
「やよい

ひめのうた」で CD デビューしました。１月 13 日

にはデビューイベントが開催され、歌などのパフォー
マンスのほか、
「やよいひめ」の試食・販売なども行
われました。

今後、県内外の大型商業施設や農産物直売所、市

場などで、
「AKG チームやよいひめ」が PR イベン

トを行い、
「やよいひめ」の魅力を発信していきます。
お問合せ

群馬県蚕糸園芸課

TEL 027-226-3129

群馬県の育成品種「やよいひめ」

FAX 027-243-7202

都道府県だより
Tochigi
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栃木県

いちご王国とちぎ 43 年連続収穫量日本一
新品種「栃木 i27 号」品種登録出願
いちご収穫量 43 年連続日本一となった栃木県。
本県を代表する「とちおとめ」は、全国のいちご
作付け面積の３割を占める人気の品種です。
県では、新たな品種「栃木 i27 号」を開発し、品
種登録の出願をしました。
果実が大きく、外観に優れる特徴を生かし、高級
果実としての贈答
用や海外への輸出
など新たな需要開
拓も期待されてい
ます。
今 後２年 間 は、
栽培技術の確立と
実証及び苗の増殖
を 行 い、 平 成 26
年 11 月頃に初 出
荷となる予定です。
栃木 i27 号の試験栽培の様子

43

「栃木 i27 号」の特徴
○果実が極めて大きく、果形は円すい形
○糖度と酸味のバランスが良く、ジューシーでまろ
やかな味わい

平均 26 ｇもある大粒の果実

お問合せ

栃木県農政部経営技術課
TEL 028-623-2313

茨城県

Ibaraki
「水戸の梅まつり」を開催します！
～偕楽園が全面復旧～

開催できることとなりました。期間中は野点茶会な
ど様々なイベントが盛りだくさん。夜のライトアッ
プ「光の散歩道」では、梅や竹林がライトアップされ、
昼間とは違った幻想的な偕楽園を堪能することがで
きます。（実施期間２/24 ～３/11）
是非、偕楽園で春の訪れを感じてみてください。
皆様のご来園を心からお待ちしています。

「水戸の梅まつり」が２月 18 日から３月 31 日まで、
水戸市の偕楽園で開催されます。日本三名園の一つで
ある偕楽園は、全国屈指の梅の名所です。見頃を迎え
たこの時期、園内には約 100 品種 3,000 本の梅の花
が咲きほこり、すがすがしい香りが満ちています。
昨年、東日本大震災により偕楽園は大きな被害を
受けました。好文亭は土壁が崩れ、ふすまは散乱し、
園内のあちこちで地盤沈下や地割れが発生しました。
開催中だった梅まつりは中止となり、偕楽園は閉園
を余儀なくされました。
復旧に当たっては、被災直後の混乱の中、地元の
建設業や造園業の方々が現場に駆けつけ、応急復旧
に協力していただきました。また、技術者の方々の
努力により、土壁に使う土や竹といった資材の一つ
一つについて創建時と同じ地場の物を使用し、当時
の姿を忠実に復元することができました。
お問合せ
さらに、県内外の多くの方から「偕楽園の早期復
偕楽園公園センター
旧に役立ててほしい」と寄附金が寄せられ、復旧の
TEL 029-244-5454
大きな後押しとなりました。
このように、たくさんの方々に支えられ、偕楽園 「水戸の梅まつり」HP
http://www.mitokoumon.com/maturi/ume/ume.html
は２月に全面復旧し、今年も「水戸の梅まつり」が

都道府県だより
Saitama

2012 年 2 月

埼玉県

真の「じてんしゃ王国」を目指し、
自転車安全利用促進条例を制定

が関 係する交 通 事 故が多 発しており、ルール違 反や
マナーの悪さが社会問題となっています。
そこで、埼玉県では、自転車利用者の交通マナー
の向 上を図り、自転 車 の 交 通 事 故を防 止するため、
条例を制定しました。このような条例の制定は、都道
府県では全国２番目で、平成 24 年４月１日から施行さ
れます。
本条例では、自転車利用者に対し法令順守はもと
より、ヘルメットの着用、反射材の装着などの交通安
全対策、損害保険への加入や防犯対策を盛り込んで
います。 毎月 10 日を 「自転車安全利用の日」 とし、
自転車の交通安全や保険加入などの啓発・広報活動
を推 進します。また、 地 域ごとに 「自転 車 安 全 利用
指導員」を委嘱し、利用者に指導や助言を行います。
埼玉県は、誰もが安心して自転車を楽しめる、真の
「じてんしゃ王 国 」 の実 現のため、 県と市 町 村、 県
民や事業者との連携・協力の下に県民総ぐるみの運
動を展開していきます。

埼 玉 県は自転 車 保 有 率や出 荷 台 数が全 国 一。 自
転 車 との 関 わりが 深 い 県 で す。 そこで 埼 玉 県 で
は、 自 転 車 で 埼 玉を盛り上 げる 「LOVE bicycle
SAITAMA」 広報キャンペーンを展開しています。
しかし、残念なことに埼玉県を含め全国的に自転車

お問合せ

県民生活部防犯・交通安全課
TEL 048-830-2958
HP http://www.pref.saitama.lg.jp/site/jitensya/jitensyajyourei.html
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千葉県

Chiba
ユーカリの全ゲノム解読に成功！

東京湾アクアラインの着岸地にほど近い緑豊かな上
総丘陵に平成６年に開所したかずさ DNA 研究所。農
作物の品種改良等のモデル植物として重要なシロイヌ
ナズナのゲノム（遺伝情報）解読に世界で初めて成功
するなど、世界的な研究成果を上げてきました。近年
では、これまで培ってきた技術・ノウハウを生かし、
産業界との連携を積極的に図りながら、
「健康・医療」
、
「環境・エネルギー」
、
「食・農林産業」といった社会
的ニーズの高い分野での応用・実用化研究を推進して
います。
この度、王子製紙（株）との共同研究により、製紙
原料としてよく利用されている樹木の一つであるユー
カリの全ゲノム配列の
解読に成功しました。
オーストラリア原産
のユーカリは、乾燥地
や 荒 れ 地 で も 生 育 し、
成長も非常に速い性質
を持つため、アジアを
中心に見込まれる将来

の製紙需要の増大
に応えるだけでな
く、緑化への貢献
や木質バイオマス
の安定的な供給材
料としても有望な
植物です。今回得
られたゲノムや遺
伝子の情報を活用
し、ユーカリが持
つ成長性、乾燥耐
性や劣悪土壌耐性に関わる遺伝子の発見やその機能を
解明することで、例えば塩害に強い耐性を持つ有用な
品種を早期に開発・育成することが可能になると期待
されています。
千葉県では、今後もかずさ DNA 研究所が行う企業
等との共同研究や事業化に向けた技術支援などを通し
て、バイオ関連産業の振興に努めてまいります。
お問合せ

千葉県商工労働部産業振興課
TEL 043-223-2725

都道府県だより
Kanagawa

2012 年 2 月

神奈川県

「かながわソーラーバンクシステム」について
神奈川県では、地域が中心となった分散型のエネ
ルギー体系の構築に向け、｢創エネ｣、
「省エネ」、「蓄
エネ」に総合的に取り組む「かながわスマートエネ
ルギー構想」を平成 23 年度から推進しています。
そして、
「創エネ」の中心となる太陽光発電の本格
的な普及を図るため「かながわソーラープロジェク
ト」を推進しており、その取組の一つとして県とソー
ラーパネルメーカー、販売店、施工業者等が協力し、
県民に住宅用太陽光発電設備をリーズナブルな価格
で安心して設置していただく「かながわソーラーバ
ンクシステム」を平成 23 年 12 月からスタートして
います。
本システムでは、参加を希望する事業者から、住
宅用太陽光発電設備の設置プランを提案していただ
き、県が当該プランの販売価格、数量・地域、販売・
施工体制、アフターサービス等を評価し、設置プラ
ンを選考します。また、併せて「かながわソーラー
センター」（主たる業務は NPO 法人に業務委託）を
設置し、同センターで太陽光発電設備に関する一般
的な質問や各設置プランに関する問合せ・見積申込
みの受付を行います。受け付けた見積申込みについ
ては、同センターより事業者に送付し、事業者と申
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込者の間で個々に協議の上、太陽光発電設備の設置
に係る契約を結ぶというシステムとなっています。
県では、このようなシステムにより、今後とも太
陽光発電のより一層の普及を図っていきます。

かながわソーラーバンクシステム概要図

お問合せ

神奈川県環境農政局新エネルギー・温暖化対策部
太陽光発電推進課
TEL 045-210-4076

山梨県

Yamanashi
「ゆめソーラー館やまなし」がオープン

することで、館内で使
うエネルギーを自給自
足し、ＣＯ ２ ゼロ運営
を目指しています。
本 県 で は、 こ の ほ
かにも未利用県有地
を活用し、再生可能エ
ネルギー特別措置法成
立後、自治体では全国
初となる民間メガソー
ラー発電施設の誘致を
進めるなど「ソーラー
王国やまなし」の実現
を目指しています。山
梨へお越しの際は、是
非「ゆめソーラー館や
まなし」にお立ち寄り
ください。

山梨県では、「やまなしグリーンニューディール
計画」を推進しています。これは、全国トップクラ
スの日照時間や県土の約 78％を占める美しい森林、
豊富な水など、恵まれた自然環境を生かしてクリー
ンエネルギーの普及促進に取り組むことで低炭素社
会の実現と地域経済活性化の両立を図るものです。
この一環として、本県と東京電力が共同で整備した
こめ くら やま

米 倉 山 太陽光発電所は、内陸部では国内最大規模の
出力 10,000kW で運転をしています。
去る１月 28 日、この敷地内に環境学習や次世代エ
ネルギーの情報発信の拠点として「ゆめソーラー館
やまなし」がオープンしました。ここでは、再生可
能エネルギーや地球温暖化対策、最新の発電技術な
ど に つ い て、 展 示 や
映像で楽しく学ぶこ
とができます。また、
施設の屋上に太陽光
発電パネルを設置し
た り、 雨 水 を 利 用 し
た 小 水 力 発 電、 燃 料
電 池、 地 中 熱 利 用 シ
ステム及びペレット
完成式典でテープカットをする横内知事ら
ストーブなどを導入

球体スクリーンに地球温暖化など環境問題を投影

お問合せ

ゆめソーラー館やまなし
TEL 055-269-6685
山梨県企業局電気課
TEL 055-223-5390

都道府県だより
Shizuoka

ゆめソーラー館やまなしの外観

2012 年 2 月

静岡県

２月 23 日は「富士山の日」
－美しい富士山を後世に－
古くから人々の心を惹きつけてやまない富士山。
雄大さとたぐいまれな美しさを誇る偉大な山であり、
わたくしたち国民全ての宝です。
静岡県では、今年で３回目の「富士山の日」を迎
えるに当たり、県民の皆様一人一人が、富士山につ
いて「学び」、「考え」、「想いを寄せ」、そして「行動
する」県民運動を展開しています。
また、世界文化遺産登録の推進に向け、本年度、
２月 23 日を「富士山の日」とする条例を定めた山
梨県とともに、「富士山世界文化遺産両県県民会議」
を発足させ、両県の行政、団体、企業等が一体となっ
て気運醸成を図る取組を進めていきます。
２月 23 日の「富士山の日」には、富士山に対す
る関心を一層高め、理解と知識を深めていただける
よう、静岡市において、県内各界関係者、県民の皆
様の参加を得て、「富士山の日フェスタ 2012」と銘
打ち、「富士山世界文化遺産両県県民会議」の発足
宣言や富士山にちなんだ講談、富士山世界文化遺産
フォーラム等を開催するとともに、浜松市の浜名湖
ガーデンパーク、富士市の富士山こどもの国では、
親子で富士山について楽しく遊び、学べるイベント
を開催します。

◆「富士山の日」を記念して多彩なイベントを開催
また、静岡県立美術館では、富士山にまつわる収
蔵品展「富士山の絵画 2012」（１月 31 日（火）～
３月 11 日（日））、全国から「ふるさと富士」の写
真を募集した「秀景ふるさと富士写真展（２月 18
日（土）～２月 26 日（日））を開催するほか、昨年
度、万葉の時代から現代に至る古今の歌人が詠んだ
「富士山の短歌」の中から心に残る歌を全国から募集
し編纂した「富士山百人一首」を鑑賞するポイント
や詠み人の略歴をタペストリーで展示する「富士山
百人一首」巡回展示会を県内各地で開催します。
このほかにも、全県を会場に、県のほか、市町、
民間企業・団
体の協賛によ
り、富士山に
触れ、その魅
力を体感でき
る多彩なイベ
ントが開催さ
れます。
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富士山の日に関する情報はこちら
静岡県

富士山の日

検索

Nagano

長野県

「おいしい信州ふーど（風土）」を全国に発信

目などの「オリジナ
ル」なもの。
三つ目は、郷土料
理 や 食 文 化 で、 そ
ば、おやき、野沢菜
や、信州伝統野菜な
ど「ヘリテイジ（次
世代に引き継いでい
くもの）」を有する
もの。
知事自らが「おい
しい信州ふーど（風
土）宣言」を行うと
と も に、 県 ホ ー ム
ページ上の専用ネッ
トやパンフレットに
パンフレット表紙
より、県内外に向け
て PR。 消 費 拡 大 や
滞在型食観光の促進を図っていきます。

長野県では、信州の豊かな風土から生まれた食べ
物の価値やおいしさを、県民一人一人が認識し、誇
りを持って勧めていけるよう、三つの基準による食
べ物を「おいしい信州ふーど（風土）
」として発信し
ます。
一 つ 目 は、 信 州
産の食材にこだわ
り、 ブ ラ ン ド を 指
向 す る 日 本 酒、 ワ
インなどの長野県
原産地呼称管理制
度、 信 州 プ レ ミ ア
ム牛肉認定制度な
ど厳選された基準
に よ る「 プ レ ミ ア
ム」を持つもの。
二 つ 目 は、 り ん
ご３兄弟や信州
サ ー モ ン、 信 州 黄
金 シ ャ モ な ど、 県
内で開発された新
品種や全国上位品
「おいしい信州ふーど（風土）
」宣言文

お問合せ

長野県農政部農産物マーケティング室
TEL 026-235-7217

都道府県だより
Toyama

2012 年 2 月

富山県

母子の健康を守るー周産期医療体制の拡充に向けて
本県では、周産期（出産の前後）における母と子
の健康を守るため、総合周産期母子医療センターで
ある県立中央病院を中心とした周産期医療体制の整
備・拡充に取り組んでいます。
県立中央病院の母子医療センターは、MFICU（母
体・胎児集中治療管理室）や NICU（新生児集中治
療管理室）を備え、合併症妊娠や切迫早産等リスク
の高い妊娠に対する医療や高度な新生児医療を提供
することのできる医療施設として、平成８年に全国
に先駆けて「総合周産期母子医療センター」の認定
を受けました。近年の出産年齢の高齢化などに伴う
ハイリスク妊娠の増加により、高度な周産期医療が
一段と求められる中、周産期医療の全県的な中核施
設としてより一層の機能強化を進めています。平成
23 年３月に完成した
新東病棟では重篤な
妊婦を受け入れるた
め の MFICU を ３ 床
増床して 12 床とし、
陣痛から分娩まで同
じ室内で対応可能な
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LDR（陣痛分娩回復
室）を新たに３室整
備するとともに、設
備やスタッフ配置も
充実させました。ま
た、 同 年 11 月 に は
中央病棟２階を改修し、NICU を６床増床し 29 床
としました。新東病棟と中央病棟２階とは渡り廊下
で接続され、MFICU と NICU の一体的な運用が可
能となりました。さらに今年４月には小児外科を開
設し、５月には中央病棟２階の NICU に隣接してハ
イリスクの出産等に対応するための産科手術室が整
備される予定です。
こうした取組により、県立中央病院での周産期医
療体制を整備し、ハイリスクの妊産婦に対する医療
や高度な新生児医療の充実が図られることが期待さ
れます。県では、県立中央病院と各地域の周産期医
療関連施設との役割分担と相互連携の下、今後も安
全で安心な医療体制の確保を目指していく考えです。
お問合せ

周産期医療について
富山県厚生部健康課
TEL 076-444-3226

石川県

Ishikawa
世界農業遺産・能登を巡る
スマートドライブプロジェクトの実施

昨年６月に国内初の世界農業遺産として認定され
た能登の里山里海を、環境にやさしい車で、スマー
トフォンなどの情報端末を活用しながらドライブす
る、
「世界農業遺産・能登を巡るスマートドライブプ
ロジェクト」を、新年度にモデル的に実施すること
としました。

世界農業遺産・能登を巡るスマートドライブプロジェクト概略図

これは、能登半島を効率的に周遊するために提供
する「里山里海ドライブルート」上の幾つかの場所に、
公衆無線 LAN のアクセスポイントを設置して、ス
マートフォンなどの端末で、世界農業遺産の魅力を
解説する映像などをご覧いただきながら、登録資産
を実際にご覧いただくことができるというものです。

ま た、 ド ラ イ
ブ す る 際 に は、
環境に優しい電
気自動車やプラ
グ イ ン・ ハ イ ブ
リッドカーを利
用していただく
こ と を 想 定 し、
能登の里山里海ドライブイメージ
充電スタンドも
併せて設置します。
さらに、充電スタンドから供給される電力につい
ては再生可能エネルギーにより賄うなど、世界農業
遺産のイメージをアピールするために、「エコ」にこ
だわります。
日本の原風景というべき世界農業遺産「能登の里
山 ･ 里海」の発信を通して、能登空港の利用促進を
含めた観光誘客、再生可能エネルギーの普及、さら
には、公衆無線 LAN を活用した新たなビジネスの創
生を目指します。今後詳細を検討し、早ければ、夏
頃の供用を目指して、協賛企業や地元市町とも連携
しながら取り組んでいきます。
お問合せ

石川県産業政策課
TEL 076-225-1519

都道府県だより
Gifu

2012 年 2 月

岐阜県

「清流の国ぎふ森林・環境税」の導入について
本県では、平成 18 年５月の「全国植樹祭」
、同 22
年６月の「全国豊かな海づくり大会」を契機に、
森・川・
海のつながりの中で環境保全を考えていこうとする意
識が高まってきています。
同時に、適切に管理されない森林や野生動物による
農作物被害の増加、外来生物の繁殖、水環境の悪化な
どが懸念されており、これらを放置すると、私たちの
生活も深刻な影響を受ける恐れがあります。
こうした意識の高まりと森林・環境対策の緊要性に
鑑み、豊かな自然環境の保全と再生に向けた取組を推
進するための費用を県民の皆様に等しくご負担いただ
く「清流の国ぎふ森林・環境税」を平成 24 年度から
導入することとしています。
具体的な使い道としては、環境保全を目的とした人
工林の整備や、里山林の整備、鳥獣害の防除、外来生
物の駆除、流域河川清掃、教育施設の木造・木質化、
木質バイオマスの利用促進、環境教育、森林・環境税
の広報 PR などに取り組んでいきたいと考えています。
加えて、県内市町村から森林・環境税の趣旨に沿っ
たもので、有意義な取組が提案されれば、柔軟に対応
できるよう一定の予算枠を設けたいと思っています。
また、本県の自然が持つ公益的機能（飲用水、生態
系保全、土砂災害防止など）の恩恵は、
「水」を通し
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て県外下流域の住民にも広く及びます。
このため、県外下流域から、本県の森づくりや川づ
くりに対して協力が得られる取組も進めていきます。
例えば、
「ふるさと納税制度」を活用し、県外下流域
の方が寄付金を納めていただく際に、森林・環境税の
使途事業に充当することを選んでいただけるような仕
組みを考えています。
税金の使い道の透明性を確保する工夫もしていま
す。県民の皆様からいただいた税金は、毎年「清流の
国ぎふ森林・環境基金」に積み立て、管理運用してい
くことで、その使途が明確になるようにしています。
また、外部有識者や県民の代表等を構成員とする第
３者機関を設置し、事業の審査や評価を行い、毎年度、
その結果を取りまとめてホームページ等で公表してい
きます。
【仕組み】
･ 課税方式…
･ 納税者……
･ 税率………
･ 課税期間…
･ 税収見込…

県民税均等割に加算
県民税均等割を納めている方
個人 : 年額１千円、法人 : 年額２千円～８万円
５年間
５年間で 60 億円

お問合せ

岐阜県林政部林政課
TEL 058-272-8470

Aichi

愛知県

「知の拠点」に「あいち産業科学技術総合セン
ター」がオープンします！

今後は、「知の拠点」を舞台として、将来の本県
経済をリードする新産業の育成・振興を図るととも
に、その優れた研究開発環境を PR しながら、内外
から、ヒト、モノ、カネを呼び込むことにより、世
界と闘える力強い愛知・名古屋の実現を目指してま
いります。

モノづくりを産業の基盤とする愛知県にとって、
科学技術＝「知」の推進は、その基盤を支えるもっ
とも重要な鍵となります。そのため、本県では、付
加価値の高いモノづくりを支援する「知の拠点」の
整備を愛・地球博会場跡地に進めています。この「知
の拠点」において、平成 24 年２月 14 日（火）、
「あ
いち産業科学技術総合センター（豊田市八草町秋合
1267 番１）」がオープンします。
このセンターでは、大学の研究シーズを企業の製
品化、事業化へ橋渡しする重点研究プロジェクト（加
工技術の高度化、食品中の有害物質検出、生活習慣
病の超早期診断）を実施するとともに、電子顕微鏡
等の高度な計測分析機器を整備し、依頼試験、試作・
評価、技術相談等を実施するなど、企業の研究開発
を支援いたします。

「知の拠点」イメージ図

お問合せ

歴史的な円高に伴う産業空洞化が懸念される中、
このセンターは、当地における高付加価値のモノづ
くりを支える研究開発環境を提供するものです。

あいち産業科学技術総合センター
TEL 0561-76-8301
HP http://www.aichi-inst.jp/acist/

都道府県だより
Mie
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三重県

「三重県の学校における今後の防災対策・防災教
育の在り方について＜指針＞」の策定
本県では、東海・東南海・南海地震や内陸活断層
による地震など、大きな被害の発生が懸念されてい
ます。
東日本大震災では、従来の想定を超えた津波によ
る被害が発生したことから、本県教育委員会におい
ても甚大な被害をもたらす最大クラスの揺れや津波
を伴う地震から児童生徒の命を守るため、これまで
進めてきた学校の防災対策・防災教育について、根
本的に見直すこととしました。
見直しに当たっては、学校に児童生徒がいる場合、
児童生徒が登下校中の場合、学校が避難所になった
場合などの様々な状況を勘案した上で、学校の防災
対策・防災教育の課題を洗い出し、15 項目に分類し
ました。
そして、それぞれの課題に対して、見直しや取組
の強化を行うための方向性と具体的な対応例を示し
た「三重県の学校における今後の防災対策・防災教
育の在り方について＜指針＞」を平成 23 年 12 月に
策定したところです。
今後、県教育委員会では、本指針に基づき、市町
教育委員会、公立小中学校、県立学校と連携して、

学校施設・非構造部材の
耐震化、避難場所・避難
経路の確保、学校の防災
機能の強化、学校防災の
リーダーとなる教職員の
養成に取り組むなど、学
校の防災対策・防災教育
を推進していきます。
詳しくは、三重県教育
委員会ホームページをご
覧ください。
防災対策、防災教育の指針表紙

【指針の主な内容】
（1）目的、取組主体
（2）これまでの学校防災の主な取組
（3）現在の防災対策・防災教育の課題と今後の指針
（4）今後の学校防災に関する重点方策
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お問合せ

三重県教育委員会事務局教育総務室
TEL 059-224-3301
三重県教育委員会 HP
http://www.pref.mie.lg.jp/KYOIKU/HP/bosai/
shishin/index.htm

福井県

Fukui

コウノトリ、福井で迎春～越前市にて飼育中～
約 40 年前、福井県越前市（旧武生市）の白山・坂
口地区に、くちばしが折れたコウノトリが舞い降り
ました。地域住民によって手厚く保護され、飼育実
績のある兵庫県立コウノトリの郷公園に引き取られ
ました。
平成 22 年４月以降、福井県では越前市を中心にコ
ウノトリの飛来が相次ぎ、そのうちの１羽は 100 日
を超える長期滞在で、地元の人々から「えっちゃん」
と親しまれました。
国の特別天然記念物であるコウノトリは、生息す
る環境に敏感です。
そこで福井県では、コウノトリを自然再生のシン
ボルとして位置付け、兵庫県の協力を得ながら、越
前市や地元とともに、県内での放鳥・定着を目指す
ことにしました。
そして、飼育ゲージや餌場環境などを整備し、昨
年 12 月、兵庫県よりコウノトリの親鳥（つがい）を
移送し、飼育をスタート。無事に新年を迎え、今で
は新しい環境にも馴染んできているようです。
最近では、飼育ゲージの中に設けた巣台に興味を

持っているようで、近々巣づくりが始まるのではな
いかと期待が高まっているところでもあります。
ヨーロッパで「幸せの象徴」として言い伝えのあ
るコウノトリと、「日本一幸せな県」という評価を得
た福井県。今後とも、兵庫県に続くコウノトリの野
生復帰を目指して「幸せ」な話題を発信するとともに、
自然と人間の暮らしが適度に両立した里地里山を目
指します。

越前市に到着したコウノトリのつがい

都道府県だより
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滋賀県

Shiga

家庭で、
職場で、
県民みんなで取り組む節電対策
「冬の節電ウォームアクション2011―2012」
滋賀県では、低炭素社会づくりの推進の観点で、これまで節電や省エネルギーの取組を推進してきました。今
冬においても、電力需給が非常に厳しくなり、このままでは昨年の夏以上に深刻な状況が見込まれる中で、さら
なる節電対策に取り組んでいます。
滋賀県は
滋賀
賀県は
賀県は
は 応 援 します
す

この冬の節電ウォームライフ
この冬も「ありがとう」と言える
家族や恋人、大切な人とのウォームライフを

6畳の部屋での消費電力
• エアコン
450 ワット
• 電気ヒーター 1,000 ワット
• こたつ
150 ワット

関西電力管内ではこの冬、
想定した最大電力需要量に対し、供給力
が大きく不足すると予測されています。
健康に影響のない範囲で、
節電のご協力をお願いいたします。

節電の期間

ご家庭の冬の平日の電気の使われ方（イメージ）
kw

（特にご家庭では18時〜 21時に重点的な
取り組みをお願いします）

9時〜 21時

時間帯
お願いしたい

節電目標

12月19日（月）〜 3月23日（金）の平日

10% 以上

お問合せ

●電気の暖房器具の使用をなるべく少な
くしてください。
●照明を使用する部屋は少なくし、不要
な照明はこまめに消しましょう。

県広報誌「滋賀プラスワン」
平成24年1月3日発行 滋賀県広報課
〒520-8577大津市京町四丁目1番1号
TEL 077
（528）
3041 FAX 077
（528）
4803
Ｅメール koho@pref.shiga.lg.jp
県ホームページ http://www.pref.shiga.jp/

緊急時

（でんき予報
97% 超の場合）

ふれあいプラスワン

パパから広がる笑顔のネットワーク
TEL 077-528-3490
もくじ

平成24年
（2012年）
1・2月号
滋賀県琵琶湖環境部温暖化対策課

全体

節電をお願いしたい
時間帯

家庭

節電の取り組み 例えばこんなこと…
通常時

やっぱり
こたつが
いいニャー

18時 21時

●エアコンを使っているご家庭は、使用
を停止してください。
●電気ポットや電子レンジなど、消費電
力の高い電気製品の使用を控えてく
ださい。

………… 2-6

●こどもプラスワン／うぉーたんのなぜ？なに？調査隊 …8-9
●みんなの情報ひろば……………………………… 10-14
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９時

●滋賀の風ふわり………………………………………… 15

今号の表紙
未来を切り拓く
滋賀の伝統的工芸品
大津市の組紐をはじめ、
豊かな風土と長年培われ
た熟練の技に育まれ、今
なお人々の暮らしに受け

京都府

Kyoto

～児童ポルノを絶対に許さない～「京都府児童
ポルノの規制等に関する条例」を施行

交等の行為は性犯罪行為を構成するという極めて重
大な性的虐待であることが明確なことから、それら
の画像等を有償取得した場合には、直接罰則を科す

京都府では、昨年 10 月 14 日に「京都府児童ポ

こととしています。

ルノの規制等に関する条例」を制定、児童ポルノの

また、13 歳以上の児童ポルノについても、性交

所持禁止等の規制については、周知期間を経て本年

や全裸等が写ったものなど、性的虐待の程度が高い

１月１日から施行しています。

ものを所持している場合には廃棄命令を出し、命令
に従わない場合には、罰則を科すこととしました。

児童ポルノについては、法律において頒布・販売

さらに条例では、被害児童等に対し、関係機関と

やそれらを目的とする所持・製造等が禁止されてい

の連携を図りつつ、個々のケースに応じた必要な支

るものの依然多く流通しており、大変憂慮すべき状

援を行うこととしています。

況にあります。そこで、日本の伝統・文化を代表す
る国際都市・京都として「児童ポルノを絶対に許さ

子どもたちの被害を繰り返さないという気持ちは

ない」という強い決意の下、知事が児童ポルノの所

子どもを持つ親の共通の願いであり、児童の人権を

持者に対して廃棄等を命令できる条項を全国で初め

守るため、児童ポルノの根絶に向けて、今後ともしっ

て盛り込んだ条例を制定しました。

かりと取組を進めます。

条例では、まずは全ての「児童ポルノ」（法律の

お問合せ

定義と同じ。アニメ等は対象としていない）の取得・

京都府府民生活部青少年課

所持を禁止した上で、13 歳未満の児童に対する性

TEL 075-414-4305

都道府県だより
Osaka
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大阪府

街で噂の電気自動車（EV）タクシーを利用し
てみませんか？
大阪府では、EV を核に産業振興を図っていくため、
平成 21 年に「大阪 EV アクションプログラム」を策
定し、様々な取組を展開しています。
本稿では、その中でも昨年度に 50 台に対して導入
支援を行った EV タクシーの課題克服のための取組
についてご紹介します。
EV タクシーには、次のような課題があります。
（1）航続距離に制約があるため、流し走行が困難
（2）充電のため、営業機会が減少
これらの課題を克服するため、本府では関係者と
協力した取組を進めています。
まず、西日本旅客鉄道（株）や（社）大阪タクシー
協会等の協力により、
「JR 大阪駅」と「なんばマルイ」
前に専用乗り場を整備し、流し走行をせずとも、優
先的に乗客を乗せることを可能としました。
また、本年１月末から、環境省競争的資金を活用し、
（株）モーション、
兼松（株）
（株）システムオリジン、
、
日産自動車（株）、（株）リサイクルワンの５社が開
発した、次の三つの機能を有する「EV タクシー最適
運行システム」の実証を行っています。

（1）通信ネットワーク（おおさか充電インフラネッ
トワーク）を備えた充電器を府内 29 ヵ所に設置し、
最も近隣の空き充電器へ誘導する機能
（2）JR 大阪駅を始め府内７ヵ所に設置した専用タブ
レット端末や、スマートフォン等を使い、目的地
等を入力することで、バッテリー残量等の最適な
EV タクシーを迅速に配車する機能
（3）EV タクシーの需要情報や充電器利用履歴情報を
活用した、空車走行や充電待ち時間によるロスを
最小化する運行支援機能
このように、EV タクシーの抱えるハード面での課
題を、システム等ソフト面から克服する手法を実証
し、EV タクシーのビジネスモデルを確立していきた
いと考えています。
今後も、以上のような EV に関するイノベーショ
ンを産み出
す取組を展
開 し、「EV
リーディン
グ都市」を
目指してい
きます。
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奈良県

Nara

ト」を全国展開していきます。
「古事記」「日本書紀」や「万
葉集」を始めとする奈良ゆか
りの文献や伝承をより多くの
方に知ってもらい、本県なら
ではの豊かな歴史資産を活用
紅葉の天平衣装せんとくん
した本物の奈良を PR する事
業を推進します。
平城遷都 1300 年祭で皆さんに親しまれ、昨年県
庁職員になったせんとくんも、日々広報活動や観光
振興に全国各地を飛び回って活躍してくれています。
せんとくんに、記紀・万葉プロジェクトを盛り上げ、
奈良県を広報していくため、新しいコスチュームと
テーマソングがプレゼントされました。
新しいコスチュームは３種類。
「官服衣装」は、県
庁職員にふさわしく、奈良時代の官人装束をモチー
フとし、公式行事にはこの装束で出席します。「天平
衣装」は桜をイメージした春と紅葉をイメージした
秋の２バージョン。新しいテーマソング「元気いっ
ぱいせんとくん」に合わせて元気に踊るせんとくん
を見かけたら、応援してあげてくださいね！

「記紀・万葉プロジェクト」本格スタート！
NEW せんとくん登場 !!
2012 年は、現存する我が国
最古の歴史書「古事記」が奈良
で完成して 1300 年の年に当た
ります。奈良県では、
「日本書
紀」が完成して 1300 年の年に
当 た る 2020 年 ま で の ９ 年 間、
新たな観光施策の柱となる取組
として「記紀・万葉プロジェク

官服せんとくん

お問合せ

ならの魅力創造課
TEL 0742-27-8482

桜の天平衣装せんとくん

都道府県だより
Wakayama
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和歌山県

～元気です和歌山～
そろそろ和歌山に行ってみよう

被災地の宿泊施設、観光施設は平常営業に戻ってお
ります。

県においても「災害復興のための観光振興アクショ

昨年９月の紀伊半島大水害に際しまして、関西広

ンプログラム」を策定し、西日本・東海への緊急プ

域連合、九州地方知事会はじめ全国から多大なご支

ロモーションの実施や首都圏での「そろそろ和歌山

援を受けましたことに、心からお礼申し上げます。

記録的豪雨により、河川の氾濫、浸水、土砂災害等、

甚大な被害の爪痕は深く、本格復旧はまだまだ緒に

就いたばかりですが、迅速な応急対策を行った結果、
発災２ヵ月後の 11 月初めには、160 ヵ所もあった

通行止めの箇所も全て復旧し、交通アクセスの支障
はほぼなくなった状態までになりました。

また、本格的な復旧・復興に取り組むため「復旧・

復興本部」の設置や、「和歌山県復旧 ･ 復興アクショ
ンプログラム」を策定し、復旧、復興を着実に行う

こととしていますが、特に公共土木施設の本格復旧

については、平成 24 年度中に 95％の箇所を完了す
ることを目指して取り組んでいきます。

観光におきましても、世界遺産「熊野三山」など

県南部の観光地が甚大な被害を受けましたが、現在、
52

に行ってみようキャンペーン」の実施など、県内の

観光地が安全・安心であることをメディア、旅行会社、
消費者に対し PR に努めているところです。
皆様のお越しをお待ちしております。

兵庫県

Hyogo

NHK 大河ドラマ「平清盛」で盛り上がる兵庫
県で観光キャンペーンを実施中！

「清盛茶屋お接隊」が当時をイメージした衣装をまとい給仕するとともに、
平清盛が築造した経ヶ島にまつわるお芝居やパフォーマンスなどを定期的
に披露し、観光客の皆様をおもてなしします。
◇場所：能福寺、真光寺、薬仙寺、和田神社
◇期間：３月 31 日（土）までの土・日・祝日 10 時～ 16 時
●「KOBE de 清盛 2012」ドラマ館・歴史館がオープン
NHK 大河ドラマ「平清盛」の放送に合わせて、
「ドラマ館」と「歴史館」
がオープンしました。「ドラマ館」では、幻の都「福原京」を CG による
映像や立体模型で再現。また、大河ドラマで実際に使った衣装や小道具
とともに出演者を紹介するほか、登場人物の相関図などを使い、分かりや
すく解説します。清盛を演じる松山ケンイチさんの等身大フィギュアとの記
念撮影もできます。「歴史館」では、若き日の清盛の活躍を描いたアニメー
ションの放映や、清盛が私財を投じてまで修復した「大輪田の泊」を写
真や絵図を使って紹介。また、宋銭などの出土品を展示し、平家に巨万
の富をもたらしたと言われる日宋貿易を読み解きます。さらに、PR キャラ
バン隊「神戸・清盛隊」が演舞を披露するほか、歴史館を拠点とした歴
史ガイドツアーを開催します。
ドラマの展開とともに、ますます盛り上がる兵庫県へ、どうぞお越しください！

●清盛・源平ゆかりの地を巡る旅の案内人ガイドブック
兵庫県では、「清盛・源平」をテーマに、
観光キャンペーン「あいたい兵庫キャンペーン」
を実施しています。
清盛が遷都し半年で幕を閉じた幻の都「福
原京」や、源平合戦の舞台「一ノ谷／鵯越」
を始め、県内各地に数多く残された清盛・源
平ゆかりの物語をたどるガイドブックを JR 西日
本エリア各駅等で配布しています。
清盛の人物像や夢への足跡を紹介した特集
ページのほか、観光スポットや温泉、土産物
などを集めた地域ページなど、旅を楽しむ情
報が満載。ホームページにも掲載しています。
●清盛茶屋で 平安の味とパフォーマンスを堪能
平安時代、大輪田泊と呼ばれていた兵庫津（神戸市兵庫区南部）周
辺にある四つの平清盛ゆかりの神社・寺院内に、
まち歩きの休憩スポットとして利用できる「清盛
茶屋」を開設しています。
清盛茶屋では、地元企業と神戸夙川学院大
学の学生が共同して平安時代の食を今の製法
で再現した「清盛も食べたか平安の旨味」シリー
ズのいかなご、酢昆布、魚干し、鯛の身、鮭の身、
平安漬、椎茸、おやつ昆布の中から３品選んで、
御煎茶とセットで 500 円の「清盛御前」が楽
しめます。

お問合せ

社団法人ひょうごツーリズム協会
TEL 078-361-7661
FAX 078-361-7662
HP http://www.hyogo-tourism.jp/
あいたい兵庫キャンペーン 2011 HP
http://www.hyogo-tourism.jp/aitaihyogo_2011/
KOBE de 清盛 2012 HP
http://kobe-de-kiyomori.jp/dorama/

都道府県だより
Okayama

2012 年 2 月

岡山県

水島コンビナートの国際競争力強化
水島コンビナートは、石油、鉄鋼、化学、輸送機
械などの分野で我が国を代表する企業の中核的な製
造拠点が集積し、西日本最大のコンビナートを形成
しています。
これまで、水島コンビナートではアジア有数の競
争力を持つコンビナートを目指し、企業間連携の高
度化などの競争力強化に取り組んできました。この
取組を更に前進させるため、国から規制の特例措置
や財政支援などが受けられる地域活性化総合特区に
「ハイパー＆グリーンイノベーション水島コンビナー
ト総合特区」として、昨年 12 月に指定を受けました。
この水島特区構想は、三つの戦略を柱に据えてい
ます。
一つ目が「バーチャル・ワン・カンパニーの実現」
であり、複数企業を１社と見なして高度な企業間連
携を行うことで、投入する原料や燃料を最小化した
上で、高付加価値製品のアウトプットを得ようとす
るものです。
二つ目が「水島港ハイパーロジスティックス港湾
戦略」であり、国際バルク戦略港湾に選定された水
島港の機能をバルク船舶にとどまらずコンテナ船な
ど全ての大型船舶で最大限活用可能にするものです。
三つ目が「グリーンイノベーションコンビナート
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戦略」であり、現在生産されているリチウムイオン
電池材料や電気自動車などをベースに環境・エネル
ギー関連の高機能・高付加価値製品の研究開発から
実証、量産まで行う重要製造拠点（マザー工場）化
を進めようとするものです。
これら三つの戦略を進めることで、アジア有数の
競争力を持ち国内コンビナートの模範となる「モデ
ルコンビナート」を実現し、産業空洞化を防ぐとと
もに、本県の持続的な成長と県内での雇用の確保を
図っていきたいと考えています。

水島コンビナート

Shimane

島根県

島根県産業技術センター
－設立 130 周年記念行事と産業振興への取組－
島根県の産業技術振興の中核的な研究機関である「島根
県産業技術センター」が、設立 130 周年を迎え、昨年 12
月 10 日に記念式典・記念講演及びオープンラボなどのイ
ベントを開催しました。
現在 60 余名の研究員、職員を中心に様々な産業、技術
分野で産業振興のため取り組んでおります。業務は依頼試
験、機器開放、技術指導、情報発信、人材教育などを通じ
た既存企業の技術支援のほか、新しい産業を創出するため
のプロジェクト課題の下で、世界を先導する研究開発も進
めております。また企業の技術者のみならず、一般社会人、
大学生、高専生、高校生などへの啓蒙活動、科学技術体験
や専門的教育にも力を注ぎ、地域の活性化や産業振興の担
い手となる人材育成にも努めているところです。
新産業の創出を目指しての研究プロジェクトとしては五
つの課題、
「熱制御」
「新エネルギー」
「プラズマ熱処理」
「ICT」「機能性食品」に取り組んでおります。企業の技術
支援とプロジェクトの両輪体制を進めることにより、それ
ぞれ着実に成果が生まれ、企業誘致にも寄与しています。
この 130 周年を迎えた直近の成果を二つご紹介します。
一つ目は ICT プロジェクトで開発した身振り手振りで
画面を操作するシステム、
「ジェスチャーカム」が NHK
で採用され、昨年 12 月 10 日に千葉市にオープンした放
送会館に設置されました。NHK から日立ソリューション

ズ 社 が 受 注 し、 島 根 県
に立地いただいたイン
ディソフトウェア社が
コンテンツ開発を行い、
産業技術センターが特
許技術とプログラムを
提供して完成しており
ます。
二つ目は企業支援の
中で生み出された成果
ですが、県内の企業と
共同で石見銀山地域の
梅から酵母を分離 ･ 獲
得 し た 天 然 酵 母 で す。
うめ はな こう ぼ

「梅 花 酵 母 」と名付け、
昨年 11 月に特許権利化
「ジェスチャーカム」記念イベントにて
に成功し、現在事業化
を進めております。
今後も、島根県産業技術センターは、時代の流れと社会
ニーズの変化に的確に対応、先導し、島根の産業振興のた
めにその役割を果たしていきます。
お問合せ

島根県産業技術センター
TEL 0852-60-5140
HP http://www.shimane-iit.jp/

都道府県だより
Hiroshima

島根県産業技術センター設立 130 周年記念式典

2012 年 2 月

広島県

観光地「ひろしまブランド」のコンセプト決定
広島県は、観光地「ひろしまブランド」の構築に
向け、基本コンセプトを策定し、そのコンセプトを
表現するブランドキーワードを決定しました。ブラ
ンドキーワードは、
「瀬戸内ひろしま、宝しま」です。
コンセプトの基本的な考え方としては、次の３点
です。
・「瀬戸内」をひろしまの観光イメージの起点に据
える。
・「瀬戸内」と「ひろしま」の地名を合体させ「瀬
戸内」＝「ひろしま」イメージを確立する。
・広島全体に未知の魅力的な観光資源「宝」がたく
さんあることを打ち出す。
→ つまり、しまは「アイランド」ではなく、場所
（エリア）を意味しています。

なお、プロモーションの展開については、ＣＭ制
作等に実績を有するクリエイティブ・ディレクター
の江口カン氏に本県のブランド構築アドバイザーと
して就任いただきました。
今後、映像等を活用して、新コンセプトによるプ
ロモーション活動に取り組み、大型観光キャンペー
ンを展開していきます。

ロゴマークは、厳島神社やカープなど、従来から
知られている広島のイメージである「赤」に加え、
瀬戸内の穏やかな海・多島美を示す「青」
、渓谷美・
中国山地をイメージした「緑」で表現しました。

お問合せ

広島県商工労働局観光課
TEL 082-513-3389
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山口県

Yamaguchi

秋吉台国際芸術村でアーティスト・イン・レジ
デンス事業を実施！

生活・制作環境の中で、地域のイベントへの参加な
ど地域の人々と交流を図りながら制作活動を行って
います。
主な予定としては、２月 11 日（土・祝）に、制作
現場の見学や芸術家たちとの交流ができる「オープ
ンスタジオ」を開催し、３月４日（日）から 18 日（日）
の間に、滞在中に制作した作品等の展示や芸術家に
よるギャラリートークなどを行う予定です。
この時期、秋吉台では、冬枯れの雄大な大地に火を
放って春を呼ぶ伝統行事「秋吉台山焼き」が行われま
す。日本最大規模の山焼きで、高さ５m もの炎が生
き物のように草原を縦横無尽に踊る姿は圧巻です。
秋吉台の山焼きで春を感じるとともに、各国から
訪れた芸術家たちの作品に、日本の文化や山口県で
の生活がどのように生かされるのか、是非秋吉台国
際芸術村を訪れ、確かめてみてください。

３億年という永い年月によって形づくられた国定
あき よし だい

公園「秋 吉 台 」の麓にある秋吉台国際芸術村は、世
界に開かれた「芸術文化の創造と発信の場」として、
平成 10（1998）年に設立。音楽・美術・ダンス・
演劇など幅広い芸術文化活動に対応した滞在型芸術
文化施設です。
開館以来、将来性のある若手芸術家の創作活動を
支援するとともに、幅広い層の県民が気軽に質の高
い芸術文化に接する機会や芸術家との交流の機会を
提供する、アーティスト・イン・レジデンス事業を行っ
ています。
今回は 59 ヵ
国、397 組 の
中から３人の
芸術家が選ば
れ、１月 12 日
（木）から秋吉
台国際芸術村
に 70 日間にわ
たって滞在し、
異 な る 文 化・

お問合せ

・アーティスト・イン・レジデンス事業
秋吉台国際芸術村
TEL 0837-63-0020
HP http://www.aiav.jp/
・秋吉台山焼き
美祢市建設経済部農林課
TEL 0837-52-1115

昨年のギャラリートークでの作者による作品解説の様子

都道府県だより
Kagawa
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香川県

うどん県は、花もすごい！
香川県には、栽培技術が全国トップクラスの花がたくさ
んあります。
カーネーションは、昭和６年頃に栽培が始まり、昭和
60 年代には 100 戸を超えて栽培が拡大し、全国有数の産
地となりました。消費面でもカーネーションの利用が増え、
市場からの多彩な品種へのニーズと、さらなる競争力の高
いブランドの確立のため、県ではオリジナル品種の育成に
力を注いでいます。
その一つが、剣咲きタイプのカーネーション「ミニティ
アラシリーズ」。これまでにない花の形で、小さくかれん
な花びらがティアラ（冠）を思わせます。細い花びらが目
新しく、
市場で好評なため、
このシリーズの「ピンク」と「ク
リーム」に加え、今年新たに、やや濃い桃色の「コーラル
ピンク」が仲間入りしました。
若手生産者を中心に生産振興に積極的に取り組む香川の
オリジナルカーネーション。日
持ちも良く扱いやすいので、ウェ
ディングブーケやアレンジメン
トにも人気です。別名「妖精た
ちの冠」
。心に春を届けてくれ
そうな愛らしいミニティアラシ
リーズです。
ラナンキュラスの新品種育成
にも取り組んでいて、丸い蕾が
「てまり」に似ていることから名
ミニティアラコーラルピンク
付けられた「てまりシリーズ」は、
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１株からの切り花本数
が 多 い の が 特 徴 で す。
主な品種として、県育
成の「紅てまり」
「雪て
まり」と、県内の栽培
者が選抜した「桜てま
り」などがありますが、
人 気 が 高 い こ と か ら、
小春てまり
今年新しく、白い花び
らの外側がピンク色の「小春てまり」が加わりました。
ラナンキュラスの栽培農家も徐々に増え、現在は全国４
位の面積にまで栽培が広がっています。今後も、一層の生
産拡大が期待されています。
花の生産だけでなく、花の消費量も多い香川県。都道府
県所在地別では、１世帯当たりの切り花の年間支出金額が
全国３位（2010 年高松市）となっています。そのためか、
県内にはすてきな生花店が数多くあります。
作り飾ることで、花は私たちの生活を豊かにします。今
年、県内の花関係者が、花を通じた感動と出会いの提案を
目的に、
「フラワーバレンタイン」の普及に取り組んでい
ます。世界的には、男性から女性に感謝や気持ちを伝える
花を贈ることが多いというバレンタインデーに、是非心を
込めて花を贈りませんか。
お問合せ

香川県農業生産流通課
TEL 087-832-3422
HP http://www.pref.kagawa.lg.jp/nousei/santa/
syokuzai/ﬂower/ﬂower.htm

徳島県

Tokushima
「DMV」の実証運行を行っています！

徳島県では、高知県や地元の海陽町などと連携し
ながら、県南部と高知県にまたがる「阿佐東地域」
での「DMV（Dual Mode Vehicle）
」導入に向けて
取り組んでいます。この「DMV」とは、線路では列
車として、道路ではバスとして、線路と道路の両方
を走行できる新しい乗り物で、地域活性化の起爆剤
としても期待されています。
今年度からは、
導入に欠かせない「実証運行」を行っ
ており、昨年 11 月には、夜間走行試験を実施しまし
た。この試験では、線路走行の安全性や乗り心地を確
認するため、通常の列車運行が終了した後、鉄道区間
は、
「JR 牟岐線・牟岐駅」と「阿佐東線・宍喰駅車庫」
までの約 18km を、道路区間は、両駅の間を結ぶ「約
20km」を走行しました。このときは安全性確認用の
計測器を乗せた走行でしたが、いよいよ２月 10 日か
ら３日間、関係者や一般のモニターに乗車いただき、
乗り心地や利便性を確認する「デモンストレーション
走行」を実施します。また、デモンストレーション走
行に合わせて、２月 11 日、12 日の２日間、宍喰小

学校グラウンドなどで、
「あさてつ祭り 2012 DMV
わくわくフェスタ in Winter」を開催します。
県としては、引き続き、鉄道事業者、地元自治体
など関係者と連携しながら、「円滑な実証運行」が実
施できるようしっかりと取り組んでいきたいと考え
ています。

阿佐海岸鉄道 HP http://www.asatetu.v-co.jp/

都道府県だより
Ehime

2012 年 2 月

愛媛県

愛媛ものづくり企業『すご技』データベース
愛媛県ではものづくり企業の優れた技術や製品を
「愛媛の底力」として積極的に PR し、販路の拡大に
つなげていくため、新たに「愛媛ものづくり企業『す
ご技』データベース」を構築しました。
愛媛県は、みかん、真珠、真鯛など農林水産県とい
うイメージがありますが、実は「ものづくり先進県」
でもあります。
中でも、全国で有数の紙の産地で、ユニ・チャーム
や大王製紙などが立地する四国中央市、住友金属鉱山、
住友化学、住友重機械工業が立地し、住友グループの
企業城下町である新居浜市、日新製鋼やルネサステク
ノロジ、クラレなどが立地するとともに、金属、機械
等の高い技術力を有する中小企業が集積する西条市、
国内最大のタオル産地であるとともに、今治造船や新
来島どっくなどの造船企業が集積する今治市など、県
東部の東予地域を中
心に、多くのものづく
り企業が集積してい
ます。
また、県都松山市を
中心とする中予地域
にも、東レや帝人など
の化学メーカー、農機
具大手機械メーカー
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の井関農機、大手ボイラメーカーの三浦工業、健康・
医療機器等を製造するパナソニックヘルスケアや削り
節などのトップメーカーであるヤマキ、マルトモなど、
日本を代表するものづくり企業が立地しています。
このデータベースを広く活用していただくよう周知
するとともに、ものづくり企業の大型展示会への出展
や大手商社へのトップセールス、金融機関と連携した
県外大手メーカーとのビジネスマッチングの開催な
ど、あらゆる機会を捉え、知事が先頭に立って愛媛の
優れた技術や製品を売り込んでいます。
皆さんも是非『すご技』データベースをご覧いただ
き、愛媛の底力
を実感していた
だ く と と も に、
県内の企業との
マッチング推進
にご協力をお願
いします。

お問合せ

愛媛県経済労働部経済支援局産業創出課
TEL 089-912-2473
愛媛ものづくり企業『すご技』データベース HP
http://www.sugowaza-ehime.com/

ていません。ゲー
ムは基本的に無
料 で す が、 ア イ
テムの購入は有
料。また、携帯電
話のパケット通信
料が必要です。
）
。
関心のある方は、
http://mpf.gree. システムズ作成 PR チラシ表面
jp/26838 に ア ク
セスしてください。
このほかに、中学１年生が企画した
作品を含む２作品についても、３月の
ゲーム化を目指して県内企業が開発を
進めています。詳細が決まり次第、
「高
知県ソーシャルゲーム企画コンテス
ト」HP でご紹介します。

高知県では、県勢発展につなげるためのトータルプラン
｢高知県産業振興計画｣ を策定し、県内各地域の強みを生か
したアクションプランに取り組むとともに、新分野へも積
極果敢に挑戦しています。
特に、地方でも大きなハンデを負うことなく展開できる
可能性がある「コンテンツビジネス」については、まんが
甲子園などの取組により発展してきた高知県のまんが文化
を強みとして生かせることから、県として産業創出に取り
組んでいます。
具体的には、現在急速に市場が拡大しつつあるソーシャ
ルゲームによる産業創出を支援することを目的に、官民連
携の協議会を設立。全国からゲームのシナリオ、キャラク
ターを募集し、優秀な作品を県内企業が実際のゲームとし
て開発する「高知県ソーシャルゲーム企画コンテスト」を
開催しました。
最初の入賞作「小悪魔の条件」については、高知県出身
で「ファイナルファンタジーシリーズ」の作曲者である植
松伸夫氏や女の子に大人気の上北ふたご氏にも協力してい
ただき、全国初となる自治体の事業で開発されたソーシャ
ルゲームとして、24 年１月 23 日から、GREE のサイトで
提供されています。
このゲームのコンセプトは“小悪魔”体験。言い寄って
くるイケメンを手玉にとって恋を楽しむ内容です（従来型
携帯電話向けサービスであり、スマートフォンには対応し

福岡アジア医療
サポートセンター

先の
宿泊 は？
紹介

各医療機関

福岡

連絡・調整など
あなたの不安を
しっかりサポート！

外国からの患者さん

宿泊施設など

アジア医療サポートセンターは、外国からの患者受入について一元的に対応し、外国人患者などからの相談、
医療機関と患者との調整、通訳・宿泊・移動などの手配を行います。

専任スタッフが
外国からの患者の
多言語での
相談に対応

宿泊や移動手段、

医療通訳

医療機関との

ボランティアの

調整までサポート

派遣

コールセンターでは多言語に対応

不慣れな海外での宿泊や移動、医

医療機関へは医療通訳が派遣され

しております。
（ 日本語・中国語・韓

療機関との調整などの相談に応じ

るので安心です。医療通訳が、各医

国語・英語）

ます。

療機関と外国からの患者さんとの

一般的な相談に対応し、医療内容

必要に応じて、関係機関へ取り次

コミュニケーションをサポートし

などの専門的な相談は医療機関と

ぎます。

ます。

連携をとって対応します。

相談受付
日本時間／9：00〜17：00 月〜金
メールでのお問い合わせ

対戦型格闘ゲームイメージ
ゆるキャラ育成ゲームイメージ

戸田 真喜

神明 大地・安岡貴広

（第 1 回高知コンテンツコンテスト優秀賞受賞作品）

（第 1 回高知コンテンツコンテスト優秀賞受賞作品）

募集
期間

４月１日〜 10 月 31 日

（第 1 回締切：５月９日）

応募対象

高知県在住者・出身者
まんが甲子園予選参加者（第1回〜第20回）

高知県ソーシャルゲーム
企画コンテストホームページ

詳細はホームページでＣＨＥＣＫ！

斬新で面白い
ソーシャルゲ
ームの

企画を大

募集！

シナリオ
&
キャラク
ター

http://www.pref.kochi.lg.jp/˜contents/game/

主催／高知県、㈱四国銀行、高知コンテンツビジネス創出育成協議会

特別協賛／㈱エンターブレイン、グリー㈱、㈱ドワンゴ、㈱ミクシィ

協賛／学校法人龍馬学園

作品募集チラシ表面

( グリーサイト ) 小悪魔の条件
QR_Code
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応できる状況になく、また文化・習慣の違いなどの
問題もあり、外国からの患者の受入体制は整ってい
ません。さらに、外国人患者にとっても本県の医療
に関する情報がなく、また受診を希望しても相談で
きる窓口もないのが実状です。

福岡県には、四つの大学病院を始め高度な医療機
関が数多くあります。福岡はアジアに近い大都市圏
であり、福岡空港、北九州空港や博多港など交通の
アクセスも良く、昨年１月に医療滞在ビザが創設さ
れたこともあり、今後、アジアを中心に外国人が治
療目的で来県されることが見込まれます。

が通
じな
不安
い
だな ・・・
ー

！
配信会社の方
や大手ゲーム
業界の著名人
チャンス！
審査員は、ゲーム
化するビッグ
デアをゲーム
あなたのアイ

お問合せ

「福岡アジア医療サポートセンター」を開設

言葉

果敢に挑戦！
果敢に挑戦
産業振興計画

福岡県

Fukuoka

初めての日本は
？
どんなところかな

連事業

20 回記念関

高知県まんが・コンテンツ課
（高知コンテンツビジネス創出育成協議会事務局）
TEL 088-823-9711 FAX 088-823-9296
E-mail 141701@ken.pref.kochi.lg.jp
高知県ソーシャルゲーム企画コンテスト HP
http://www.pref.kochi.lg.jp/~contents/game/
ゲーム「小悪魔の条件」携帯電話サイト
http://mpf.gree.jp/26838

都道府県だより

は
病院 ろに
こ
なと
？
どん のかな
ある

第１ 回

高知県ソーシャルゲーム企画コンテストによる
ゲーム化第１弾「小悪魔の条件」を配信開始！

まんが甲子園

第１ 回
第１回

高知県

Kochi

第１回

第１ 回

第１回

TEL

国内
から
海外
から

092-283-8168
+81-92-283-8168
info@asian-msc.jp

福岡アジア医療サポートセンター
Fukuoka Asian Medical Support Center

福岡アジア医療サポートセンターは福岡県の委託事業です

そこで、外国からの患者受入れについて一元的に
対応するための「福岡アジア医療サポートセンター」
を１月 16 日に開設しました。
このセンターでは、
①選任スタッフが外国人患者の相談に対し多言語
で対応
②宿泊や移動手段、医療機関との調整
③医療通訳ボランティアの派遣
などの支援を行います。

本県としては、ア
ジアの方々に高度医
療を提供することに
よって国際的に貢献
していきます。
また、外国人患者
を受け入れ、様々な
症例を積んでいくこ
とにより、さらなる
医療の高度化や医療
の質の向上が期待で
きます。

また、大学病院などの県内医療機関、旅行会社等
をメンバーとする運営委員会を設け、受入れの事例
を積み重ね、そこで出てきた新たな課題等について
協議、研究を行いながら、外国人患者の円滑な受入
支援に取り組んでいきます。

多くの医療機関は
英語や中国語など外
国の言語に十分に対

お問合せ

保健医療介護部医療指導課
TEL 092-643-3273
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Saga

佐賀県

最低運賃は片道 3,000 円！
有明佐賀空港に「佐賀―上海線」が就航しました
有明佐賀空港初の本格的な国際定期路線・佐賀―上
海線が、１月 18 日から運航を開始しました。就航したの
は、中国最大の LCC（格安航空会社）春秋航空。佐
賀と上海浦東国際空港を 100 ～ 125 分で結びます。当
面は、週２便（毎週水曜日・土曜日）の運航ですが、で
きるだけ早い時期に週３便への移行を目指しています。
春秋航空では安全性を確保した上で機内サービスを有
料にするなど、徹底したコスト削減を行っており、その結
果、魅力的な運賃体系を生み出しています。 佐賀―上
海間の最低運賃は片道 3,000 円で、これを下限として、
4,000 円、5,000 円、最高 33,800 円※までと段階的に
料金が設定されています。（燃油サーチャージ、空港施
設利用料別）（※平成 24 年１月 27 日現在）
県では、市町と連携・協力して、定期路線の就航をきっ
かけに、中国との交流を拡大させ、地域発展につなげよ
うと、官民一体となった取組を進めています。
空港とのアクセスについては、上海線の発着時刻に合
わせて有明佐賀空港―JR 佐賀駅間を結ぶ定期バスの運
行も始まりました。 従来から、県内のみならず福岡県南
西部を含む 12 路線を運行する予約制のリムジンタクシー
や無料駐車場（800 台収容／ 24 時間巡回警備）といっ
たサービスで、使い勝手の良い空港でしたが、佐賀―上

海線の就航を機に更に利便性が向上しています。
こうしたアクセスの整備のほか、春秋航空を利用した
上海からの九州観光客の誘致や、有明佐賀空港からの
上海・蘇州・無錫などへのツアー商品も旅行会社から発
売されるなど観光交流も盛んになっています。
また、駅、バスセンター、商業施設、観光施設などで
案内表示の多言語化も進み、留学生による観光客対応
デスクの設置も相まり、ハード、ソフト両面でのおもてな
しの整備も進められています。
佐賀―上海
線を活用して、
佐賀から上海
へ、 そ し て、
上海から佐賀・
九 州へ多くの
人や物が行き
交い、地域が
発 展 するよう
今後も様々な
取組を進めて
有明佐賀空港から上海へ飛び立つ飛行機
いきます。
お問合せ

佐賀県空港・交通課
TEL 0952-25-7104

都道府県だより
Nagasaki

有明佐賀空港

検索
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長崎県
4 4 4 4 4 4

「隠れた全国１位の花」
～ながさきアスチュルベ～
長崎県では、年間の花き
生 産 額 100 億 円 を 目 指 し
て、県内の花き振興を強力
に進めています。
本 県 は、 菊 や カ ー ネ ー
ションなどが有名ですが、
隠れた全国１位の花きが存
独自の染色方法で、
自然な色合いに仕上がります。
在します。
それが佐世保市にある JA ながさき西海の
「アスチュ
ルベ」です。
アスチュルベは、花持ちが悪いイメージがあり、商
あ す ち

談会などで指摘を受けることが多いことから「明日散
るべ」と比喩されるほど。そこで、７人の生産者で
組織された「JA ながさき西海アスチュルベ部会」は、
県と連携して、独自の配合で作った薬剤による花の鮮
度保持技術や球根冷蔵技術による出荷の長期化、生産
コストの削減による低価格化などに取り組み、市場に
おける商品価値を高めてきました。
そして、
「明日散るべ」とならないよう、長崎オリ
58

ジナル品目「ながさきアスチュルベ」として全国に売
り出しています。
その甲斐あって、11 月から６月にかけて、国内で
独占的な出荷が可能となり、さらに平成 22 年度は過
去最高の出荷本数を達成しました。
また、カラーリング技術も自慢で、色の多彩さと自
然な染め上がりが好評です。
商談会を通じて販路拡大を進めたことで、今では大
都市を始め全国 20 市場に出荷している「ながさきア
スチュルベ」
。
県では、今後も
花きの生産・販売
力向上につながる
技術開発を支援す
ることで、生産者
の所得向上を目指
していきます。
商談会では積極的に PR しています。

お問合せ

長崎県県北振興局農林部南部地域普及課
TEL 0956-41-2033

大分県

Oita
東九州メディカルバレー構想が国の
「地域活性化総合特区」に指定！

｢東九州メディカルバレー構想特区｣ が、昨年 12
月 22 日、国が進める総合特区制度に基づく「地域活
性化総合特区」として指定されました。
大分県から宮崎県にかけての東九州地域には、血
液浄化や血管に関連する医療機器製造企業が数多く
立地しており、医療機器生産額は両県合わせて全国
第３位、血液浄化や血管関連医療機器分野では日本
一と、世界的にも有数の医療機器生産拠点となって
います。こうした地域の優位性を生かした地域振興
を図るため、大分県と宮崎県の産学官が共同して、
平成 22 年 10 月に「東九州メディカルバレー構想」
を策定しました。
この構想は、①革新的医療機器の研究開発拠点づ
くり②血液・血管医療分野における高度な医療機器
に係る人材育成拠点づくり③血液・血管分野を中心
とした医療機器産業拠点づくり④アジアに貢献する
血液・血管に関する医療拠点づくりという四つの拠
点づくりとアジア諸外国との国際医療交流の推進を
柱としています。
平成 23 年度から構想の具体化に取り組んでおり、
昨年 11 月には、大分大学内に本県と川澄化学工業
（株）が共同して「知の拠点」となる寄附講座を設置

しました。産学官が連携し、
血液・血管分野を中心とし
た研究開発や人材育成など
を進めながら、地場企業の
参入機会拡大につなげてい
くこととしています。
今回の総合特区指定は、
医療分野の産業集積により
地域活性化を図るという構
想のコンセプトと、大分・
宮崎両県の大学での研究講
座の設置や医療産業新規参
血液バッグ製造現場
入研究会などの取組、さら
には医療分野でのアジアへ
の貢献という目標設定が高く評価されたものです。
また、申請と合わせて、医療機器製造販売業許可
の総括製造販売責任者の資格要件の緩和や地域で行
うソフト事業に対する財政的支援などの特例措置を
要望しています。今後は構想の実現に向け、特区制
度に基づく国からの後押しを得て、構想を着実に推
進していきます。
お問合せ

大分県産業集積推進室
TEL 097-506-3271

都道府県だより
Kumamoto
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熊本県

「ひとり親家庭」を応援します
～熊本モデルの取組～

来ることが難しい方や相談してみようという一歩を踏み
出せない方に対して、社会福祉士や臨床心理士などの専門
職をそれぞれの家庭に派遣しています。
③ 子育て支援
在宅就業支援事業参加者の子どもを対象に、学習塾での
対面指導や家庭教師派遣、FAX による指導など、学習環
境や学力に応じた支援を展開しています。また、在宅就業
支援事業参加者以外の子どもも広く支援するため、県内
11 ヵ所の拠点塾でも学習指導を行うなど、貧困の連鎖を
教育で断ち切る取組を進めています。
④ 社会参画促進
ひとり親家庭が積極的に社会参画・貢献できるよう、ひ
とり親家庭に対する理解促進や相互交流を進めており、昨
年８月には、サッカー日本代表長友佑都選手の母親で、自
身もひとり親である、長友りえさんをゲストに迎え、
「親
子ハッピーフォーラム」を開催しました。

熊本県では、平成 22 年度から、安心こども基金を活用し
て「ひとり親家庭等応援事業（在宅就業支援事業）
」に取り
組んでいます。
本県の場合、
「①就労支援」にとどまらず、独自の取組と
して「②生活支援」
、
「③子育て支援」
、
「④社会参画促進」に
も取り組み、ひとり親家庭を総合的に支援する内容としてい
ることが特徴です。
① 就労支援（在宅就業支援事業）
医療機関からのレセプト点検や、Web デザイン、編集・
ライター、地図製作などの様々な訓練内容を設定し、全国
でも最大規模となる 400 名を超える方が受講。昨年 12 月
11 日には１期生 183 名が訓練課程を修了し、技能を生か
して就労などの道に
進んでいます。
② 生活支援
ひとり親家庭から
の相談に対応するた
めに、母子家庭等就
業自立支援センター
の中に常設相談窓口
を設置。また、様々
ひとり親家庭等応援隊発足式
な事情で相談窓口に

ひとり親家庭を社会全体で支えていくための「ひとり親家
庭等応援隊」が発足し、知事自らが隊長を務めるなど、着実
にひとり親家庭への応援の輪が広がっており、今後も助け合
いの社会づくりを進めていきます。
お問合せ

熊本県子ども家庭福祉課
TEL 096-333-2229

ひとり親家庭等応援サイト
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宮崎県

Miyazaki
「みやざきスポコミュ」で更に身近に！
春季スポーツキャンプ

ミュニティサイト「みやざきスポコミュ」を開設し
ました。県内外から募集した「スポコミュ公認レポー
ター」を始めとするキャンプファンの皆さんが、キャ
ンプの様子や感想をリアルタイムで書き込むので、
キャンプをより一層身近に楽しめます。

宮崎は温暖な気候と充実した施設など全国屈指の
スポーツ環境により、国内外からプロ・アマチュア
を問わず、スポーツ選手が集まる全国有数のスポー
ツキャンプ地となっています。今春もプロ野球５球
団を始め、過去最高となる 23 チームの J リーグキャ
ンプが行われるなど、１月から３月にかけて県内は
スポーツキャンプ一色となります。

県では、今後も優れたスポーツ環境を最大限に活
用して、プロ・アマチュアのキャンプやスポーツ大
会を積極的に誘致し、「スポーツランドみやざき」の
さらなる躍進を目指します。
この機会に、是非春の「スポーツランドみやざき」
にお越しください。「日本一のおもてなし」で歓迎い
たします。

多くのチームが集まる宮崎では、手軽にキャンプ
地巡りができ、憧れのスター選手の練習風景を間近
に見ることができるため、県内外から多くの観光客
が訪れます。
特に今年は、日本一に輝いた福岡ソフトバンクホー
クスのパレードや広島東洋カープの日南キャンプ 50
周年を記念した関連イベントを実施しています。
また、プロ野球オープン戦の幕開けとなる巨人対
広島、ホークス対広島の試合が行われるなど、見応
えのあるイベントが盛りだくさんです。
さらに、今回からの新しい取組として、インター
ネットのツイッターやフェイスブックを活用したコ

都道府県だより
Kagoshima
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鹿児島県

シンガポールで「第 16 回鹿児島・シンガポー
ル交流会議」を開催
鹿児島県とシンガポール政府は、去る１月 17 日、
シンガポールで「第 16 回鹿児島・シンガポール交流
会議」を開催しました。この交流会議は昭和 57 年
（1982 年）から開催されているもので、これを基軸
として、経済・観光、芸術・文化、青少年など各般
にわたる交流が 30 年の長きにわたり展開されてきて
います。
今回の会議では、伊藤知事とサム・タンシンガポー
ル外務省上級政務次官をトップとして協議が行われ、
経済交流、観光交流、人的交流などの各分野での交
流促進について、
活発な意見交換
が行われるとと
も に、 今 後 の 具
体的な交流プロ
グ ラ ム 10 項 目
について合意が
なされました。
同日夕方に実
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施した知事主催レセプションでは、カンパチ・ブリ・
キビナゴなどの水産物やサツマイモ・イチゴ・メロ
ンなどの農産物など本県自慢の食材を使った料理や、
薩摩揚げ、酒ずしなどの郷土料理を実演して紹介す
るとともに、
「鹿児島黒牛」
、
「かごしま黒豚」をしゃ
ぶしゃぶで提供して、大好評を博しました。
また、交流会議に合わせて、「鹿児島黒牛」や「か
ごしま黒豚」など本県の食材をシンガポールのメディ
ア等に PR する知事トップセールスを始め、鹿児島の
安心・安全で高品質な農畜産物等を紹介する「レス
トランフェア」や「農畜産物の試食販売フェア」、本
県の多様で豊かな自然や歴史、豊富な温泉など鹿児
島の魅力を紹介する「観光セミナー・商談会」など、
多様な関連事業を実施しました。
今回の交流会議及び関連事業には、鹿児島から約
70 名と数多くの参加があり、鹿児島とシンガポール
の交流がますます促進されることが期待されます。

お問合せ

鹿児島県観光交流局国際交流課
TEL 099-286-2303

沖縄県

Okinawa

ミュージックタウン音市
場やライブハウスを中心に
有名アーティストの有料ラ
ミュージックス
イブが開催されるととも
「沖縄国際アジア音楽祭 m u s i x2012」が３月 16
に、歩行者天国となるコザ
日から３日間、開催されます。
ゲート通り路上などに複数
昨年は東日本大震災の影響等もあり中止となりま
の屋外ステージを設置し、
したが、70,000 人余を動員した一昨年に続き、今回
県内で活動するインディー
が実質２回目の開催となります。
ズを始め、県外やアジアの
この音楽祭は、①地元音楽産業の振興、②音楽を
アーティストが出演する
通じたアジア各国との文化交流、③リゾート地・沖
縄の新たな一面として「音楽の島 沖縄」の実現を 「アウトドアステージ」が
無料で楽しめます。また、国内外の音楽関係者のネッ
目指すことが開催の目的です。
トワーク構築とビジネスマッチングの場を提供する
民謡やロックなど沖縄音楽の歴史がつまった沖縄
市の胡屋十字路に位置するミュージックタウン音市 「ミュージックス・カンファレンス」も開催します。
国やジャンルを越え集った多くのアーティストや
場やコザゲート通り周辺をメイン会場として、県都・
ミュージックファンが、音楽を通じた出会いや感動
那覇市の国際通り周辺や若者に人気の街・北谷町美
浜アメリカンビレッジ周辺のライブハウスも含め、 を新たなエネルギーに「音楽の島・沖縄」を世界へ
発信します。
屋内外のステージに約 150 組のアーティストが出
お問合せ
演。ロック、ポップス、民謡、ジャズなど幅広いジャ
沖縄国際アジア音楽祭実行委員会
ンルのステージを展開します。
（「まちづくり NPO コザまち社中」内）
TEL 098-937-4020
HP http://musix-okinawa.com/

沖縄国際アジア音楽祭 musix2012
～アジアは音楽でつながる～

開催！

都道府県だより
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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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NHK 解説委員

山田 伸二

貿易赤字転落の意味
去 年 の 貿 易 収 支 は ２ 兆 5,000 億 円 の 赤 字 で、
1980 年以来、実に 31 年ぶりの赤字となりました。
そこで今回は、これが一時的なものに留まるのか、
あるいは、構造的に赤字国になってしまうのか、
戦後一貫して貿易立国として繁栄を謳歌してきた
日本がどうなるかを考えます。
なぜ赤字に転じたかです。まず、輸出面では、
世界的な景気低迷に加えて、東日本大震災やタイ
の洪水の影響で自動車などが思うように生産でき
なかったことから輸出が伸びず、一方、輸入面では、
原発が使えなくなり火力発電所への依存を強める
中で、火力発電に使う液化天然ガス LNG の輸入
が膨らんだためです。
さて、これが一時的かどうかです。悲観的な立
場に立つ人は、構造的に貿易赤字となっていくと
言います。世界的な景気の低迷は今後も続くし、
日本のエネルギ－問題も直ちに解決できないから
です。JP モルガンのエコノミスト菅野雅明さんは、
更に経常収支が、つまり日本と外国のお金のやり
とり全体を見ても、2015 年には赤字になってし
まうと予想します。日本は、既に 2005 年度から
所得収支の黒字が、つまり企業が海外に投資して
その配当などで得た収入が、貿易収支の黒字を上
回っています。ところが、貿易収支の赤字が拡大
して、こうした所得収支の黒字を上回るからです。
世界一のお金持ちと威張っていた日本も、ここま
で追い詰められてしまうというわけです。
もし、こういう事態になったら、どんなことが
起きるでしょう。まず、貿易収支が赤字になると
いうことは、製造業など輸出に携わる産業が不振
で、そこで働いている人たちの職場が失われる恐
れが強いでしょう。また、経常収支も赤字になる
ということは、私たちが生活や経済活動をしてい
くために必要なお金を、日本人だけで用意できな
いということです。例えば、食糧や原材料、それ
に原油などを輸入するために、外国から借金をす
る必要が出てきます。この結果、懸念されるのが、
赤字が膨れ上がった財政です。今でも日本の累積

債務は GDP の 2.1 倍と、先進国の中でも飛び抜
けて大きなものです。これまでは、国内の投資家
が国債を買ってくれたので、やりくりに余り苦労
はしませんでしたが、これからは外国の投資家に
も買ってもらわないと回りません。そうなると、
外国人投資家の思惑で国債の金利が大きく跳ね上
がるなど、ヨーロッパの財政危機で起きている問
題が、現実のものになりかねません。という訳で、
本当に、このままじり貧の経済が続くと、私たちは、
想像を超えるような辛い局面に追い詰められる恐
れがあります。
こうした厳しい、悲観的な見方の一方で、赤字
転落はもっと先になるという見方も少なくありま
せん。例えば、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティ
ングが出した日本経済の中期見通しです。ここで
も、輸出が鈍化し輸入が伸びるので、構造的に貿
易赤字になると見ていますが、赤字の幅は当面小
幅で、赤字が拡大するのは 2010 年代の半ば以降
と見ています。JP モルガンより楽観的なのは、日
本の輸出は、電子部品などの中間財や機械などの
資本財が大きなウエイトを占め、こうした分野は
競争力を維持できるので、今後も、そこそこ輸出
を伸ばすことができるという判断によります。ま
た、経常収支についても、所得収支が引き続きか
なりの水準で黒字を維持できるので、貿易赤字を
補って、当分は黒字を維持できるとみています。
楽観・悲観どちらが正しいのか、世界経済の行
方や日本の財政・経済政策次第で変わるので判断
は難しいところです。私としては官民がそろって
適切な対応をとるならば、楽観的なシナリオも可
能ではないかと思っていますが、この点について
は深入りは避けます。私は、どちらが正しいかと
いうより、むしろ、こうした機会に日本経済の在
り方について大いに考えることが有意義ではない
かと思っています。具体的には、円高恐怖症や空
洞化恐怖症を克服して、内需依存の豊かな社会づ
くりを目指すということです。
第一に円高恐怖症です。1985 年のプラザ合意
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で円高経済に移って以来、産業界からは円高が進
むたびに「日本経済は破滅してしまう」の大合唱
です。しかし、
輸出も輸入も円建ての取引が増えて、
為替の影響は小さくなっています。しかも、ドル
など外貨建ての輸出入を比べると、今や輸入の方
が多いので、円高が進むほうが日本全体からみれ
ば、プラスのほうが大きい経済になっています。
それにもかかわらずこんな風に悲鳴が上がるの
は、ひとえに自動車の問題があるからです。自動
車業界では、外貨建て輸出が輸入を圧倒的に上回
るので、円高になるほど採算が悪化します。企業
は輸出価格を上げれば採算の悪化は防ぐことがで
きますが、そうすると外国で売れなくなるから、
経費の節約で乗り切ろうとします。経費節約で競
争力を回復するとまたぞろ円高が進むので、更に
節約に励みます。こうして、労働者の賃金は上が
らないどころか収入が減り続けて購買力を失い、
日本経済の足を引っ張っています。要するに、国
内の生産にこだわり輸出にこだわる結果、日本全
体がじり貧の経済に陥っているのです。値上げし
ても売れるような魅力的な自動車を作れない限り、
これまでのような経営を続けることはできないで
しょう。円高がけしからんという前に、円高を受
け入れて、その中でどんな姿が描けるかを考える
しかありません。
第二に空洞化恐怖症です。円高が進む中で、製
造業はドンドン海外に移転して、日本国内の産業
は空洞化してしまうという懸念があります。一般
的に言えばそのとおりですが、産業構造から見れ
ば、既に製造業の比率は年々下がってサービス産
業にシフトしています。ということは、いわゆる
空洞化は、産業構造が転換しているにすぎません。
こうした流れを押しとどめようとしても無意味な
ことはハッキリしています。しかも、日本でもア
メリカでも、海外展開している企業は国内でも雇
用を増やしているという結果が出ており、海外展
開を悲観的にばかり捉えることは間違いでしょう。
必 要なことは、 海 外 展 開してドンドン稼ぎ、 国
内でも新たな雇用を作り出していくこと、それに、
本当に競争力のある製造業を日本で守り育て続け
ることです。ここは、企業に大いに頑張ってもらう
しかありません。もちろん、 政 府は海 外に比べて
割 高と言われる電力料 金などインフラのコストの
値下げを促したり、 研究開発を支援する体制を整
えるなど、積極的な支援策をとる必要があります。
第三の内需依存への構造転換です。今も触れた
ように、サービス産業のウエイトが高くなるとい

うことは自ずから内需にシフトして行くというこ
とです。このとき、内需と言っても生産性の低い
産業を温存するだけでは展望は開けません。一般
にサービス業は製造業と比べて賃金が低いので、
豊かさを維持するためには、高い給料をもらえる
産業を育成する必要があります。メニューについ
ては様々な形で議論されています。省エネ技術や
再生可能な新しいエネルギーの開発、医療などの
社会福祉、教育と、いくらでもあります。問題は、
いっぱい議論されるけれど、ちっとも具体化され
ないことです。
企業は、バブル崩壊後、節約で過去の借金の返
済に努めた結果、膨大な資金を内部留保として持
つようになりました。ところが、このお金を使っ
て新しい製品を開発するとか、新しい事業を興す
ならばともかく、黙りを決め込んで蛸壺に入った
ままです。そして、新興国の台頭に象徴されるよ
うな、世界経済のダイナミックな動きから取り残
されてしまいました。高齢化が進み、人口が減少
し続ける中、私たちはこれ以上惰眠をむさぼって
いる余裕はありません。貿易赤字というショッキ
ングな現実を重く受け止め、大きく飛躍するきっ
かけにしたいものです。

貿易収支
経常収支

サービス収支

（旅行代金など）

所得収支

（海外投資による
利子配当など）

製造業の従事者が減少
2.0

（就業者数、千万人）
製造業

サービス業

医療、福祉

その他サービス関連
業種分類変更

建設業
1.5

1.0

0.5

0.0
1970 年

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

（注）その他サービス関連は、学術研究、専門・技術サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、
サービス業（他に分類されないもの）の合計。
（資料）総務省
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◇都道府県庁所在地で、最高気温記録と最低気温記録が日本一の都市
常識的に考えれば、緯度の高い地域より低い地域のほう
が気温は高い。北国にある都市より、南の地方にある都市
のほうが暖かくて暑いのが普通である。だが、最高気温記
録となると必ずしもこの常識が当てはまらないところに、
日本の気象の面白さがある。
日本の最高気温も、2007（平成 19）年８月に埼玉県
の熊谷市と岐阜県多治見市で 40.9℃を観測するまでの 74
年間、日本最高気温記録（40.8℃）を持っていたのは東
北の山形市だった。熊谷市や多治見市も決して南にある都
市ではないが、温暖な九州や四国にある都市より高い気
温をしばしば記録している。気温が異常に上昇するのは、
フェーン現象（山を越えて反対側の斜面に吹き降ろす乾燥
した高温の風）が原因していることが多く、山形市や熊谷
市、多治見市で観測した最高気温記録は、いずれもフェー
ン現象の影響によるものだった。
データを見ていて意外に感じるのは、都道府県庁所在地
で最高気温記録が最も低いのは、北日本にある都市ではな
く、日本最南端に位置する沖縄県の那覇市だということ
だ。ちなみに札幌市の最高気温記録は 36.2℃、それに対
して那覇市は 35.6℃。亜熱帯気候の沖縄が、亜寒帯気候
の北海道より最高気温記録が低いというのも不思議に感
じる。都道府県庁所在地で真夏日が最も多いのは那覇市
だが、最高気温記録に関しては那覇市が全国一低いのだ。
また、九州本土だけを見てみても、最高気温記録が最も低
いのは最南端に位置する鹿児島市（37.0℃）で、九州北
部の佐賀市（39.6℃）より 2.6 度も低い。
いずれにしても、最高気温記録は日本全国それほど大き
な違いはない。それに対して最低気温記録となると、札
幌市（－ 28.5℃）と那覇市（6.6℃）との間には 35.1 度
もの開きがある。また、札幌市の最高気温記録と最低気
温記録との間には 64.7℃もの気温差があるが、那覇市は
29.0℃の気温差しかない。気温だけから見れば、沖縄が
日本一住みやすい地と言えそうだ。最低気温記録が０℃を
下回っていないのは全国で唯一那覇市だけで、鹿児島市で
も－ 6.7℃を記録している。また、東北の仙台市の最低気
温記録（－ 11.7℃）は、温暖な東海地方にある岐阜市の
最低気温記録（－ 14.3℃）より 2.6℃も高いというのも
意外である。氷点下を記録することは皆無と言ってもいい
東京で、かつて－ 9.2℃を観測したことがあるというのも
驚くべきことかもしれない。日本列島の沿岸を流れている
海流や季節風、それに複雑な地形の影響で気候は大きく左
右されるため、緯度が高い地域より低い地域のほうが気温
は高いという常識が、必ずしも当てはまらないのである。
ここで注目したいのは、日本で地球温暖化が社会問題と
して大きく取り上げられるようになった 1990 年以降、都
道府県庁所在地で最低気温記録を塗り替えた都市は一つ
もないのに対し、最高気温記録は多くの都市で塗り替え
られているということである。地球温暖化がいかに深刻
な環境問題であるかが、最高気温記録からも読み取るこ
とができる。１日の最高気温記録が 35℃以上の「猛暑日」
という気象用語が生まれたのも、地球温暖化と無縁ではな
いだろう。

＊都道府県庁所在地の最高気温と最低気温の記録
都市名

最高気温記録（℃）

最低気温記録（℃）

札

幌

36.2

青

森

36.7 （1994・８・12） － 24.7 （1931・２・23）

（1994・８・７） － 28.5

盛

岡

37.2 （1924・７・12） － 20.6 （1945・１・26）

仙

台

37.2 （2007・８・15） － 11.7 （1945・１・26）

秋

田

38.2

山

形

40.8 （1933・７・25） － 20.0 （1891・１・29）

福

島

39.1 （1942・８・15） － 18.5

（1891・２・４）

前

橋

40.0 （2001・７・24） － 11.8

（1923・１・３）

（1978・８・３） － 24.6

（1929・２・１）

（1888・２・５）

宇 都 宮

38.7

（1997・７・５） － 14.8 （1902・１・24）

水

戸

38.4

（1997・７・５） － 12.7

（1952・２・５）

熊

谷

40.9 （2007・８・16） － 11.6

（1919・２・９）

銚

子

35.3

（1962・８・４）

－ 7.3 （1893・２・13）

東

京

39.5 （2004・７・20）

－ 9.2 （1876・１・13）

横

浜

37.0

（1962・８・４）

－ 8.2 （1927・１・24）

新

潟

39.1

（1909・８・６） － 13.0 （1942・２・12）

富

山

39.5 （1994・８・14） － 11.9 （1947・１・29）

金

沢

38.5

福

井

37.5 （1922・８・20） － 15.1 （1904・１・27）

甲

府

40.4 （2004・７・21） － 19.5 （1921・１・16）

長

野

38.7 （1994・８・16） － 17.0 （1934・１・24）

岐

阜

39.8 （2007・８・16） － 14.3 （1927・１・24）

静

岡

38.7 （1995・８・28）

（1902・９・８）

－ 9.7 （1904・１・27）

－ 6.8 （1960・１・25）

名 古 屋

39.9

（1942・８・２） － 10.3 （1927・１・24）

津

39.5

（1994・８・５）

－ 7.8 （1904・１・27）

彦

根

37.5

（1942・８・２） － 11.3 （1904・１・27）

京

都

39.8

（1994・８・８） － 11.9 （1891・１・16）

大

阪

39.1

（1994・８・８）

－ 7.5 （1945・１・28）

神

戸

38.8

（1994・８・８）

－ 7.2 （1981・２・27）

奈

良

39.3

（1994・８・８）

－ 7.8 （1977・２・16）

和 歌 山

38.1

（1994・８・６）

－ 6.0 （1945・１・28）

鳥

取

39.1 （1994・７・23）

－ 7.4 （1981・２・26）

松

江

38.5

（1994・８・１）

－ 8.7 （1977・２・19）

岡

山

39.3

（1994・８・７）

－ 9.1 （1981・２・27）

広

島

38.7 （1994・７・17）

－ 8.6 （1917・12・28）

下

関

37.0 （1960・８・10）

－ 6.5

（1901・２・３）

徳

島

38.4 （1994・７・15）

－ 6.0

（1945・２・９）

高

松

38.2 （1994・７・15）

－ 7.7 （1945・１・28）

松

山

37.0 （1994・７・22）

－ 8.3 （1913・２・12）

高

知

38.4 （1965・８・22）

－ 7.9 （1977・２・17）

福

岡

37.7 （1994・８・15）

－ 8.2

佐

賀

39.6 （1994・７・16）

－ 6.9 （1943・１・13）

長

崎

37.7 （1994・７・23）

－ 5.2 （1936・１・17）

熊

本

38.8 （1994・７・17）

－ 9.2 （1929・２・11）

大

分

37.6

（2008・８・３）

－ 7.8 （1918・２・19）

宮

崎

38.0

（1966・８・３）

－ 7.5 （1904・１・26）

鹿 児 島

37.0

（1942・８・１）

－ 6.7 （1923・２・28）

那

35.6

（2001・８・９）

6.6 （1967・１・16）

覇

（1919・２・５）

＊埼玉、千葉、滋賀、山口の４県は、県庁所在地に気象台がないため、地方気象台がある
熊谷、銚子、彦根、下関の気温を採用。（2010 年 12 月末時点）
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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. 331

地域で求められる医師養成をやっています
新城市民病院

宮道 亮輔（愛知県）

我々の地域や病院では、特に珍しいことや目

必要があると判断したら専門医にコンサルトす

様々な地域で行われていることを吸収し、我々

サルテーションを受けてくださる専門医の先生

新しいことを行っているわけではありません。

る」という型式が整ってきました。これもコン

の地域に合わせて行っています。

方（代務医師、後方病院含む）のおかげと思っ
ています。

愛知県東三河北部医療圏（新城市、設楽町、

診 療 所 や 小 病 院 だ け で な く、 当 院 の よ う な

東栄町、豊根村）は、愛知県の東端に位置し、
岐阜県、長野県、静岡県と端を接する風光明媚

200 床規模の病院でも、臓器別専門医だけでは

て、当地域でも人口減少と高齢化の波が押し寄

困難になってきています。科をまたいで幅広く

口に位置する基幹病院です。病床数は 271 床で、

ろった大病院では逆に学習しづらい分野です。

いました。しかし、平成 18 年前後に某大学医局

生活者としての患者さんに対応することの実践

の中でも、内科医は２名、整形外科医は０名に

生や研修医への教育にも力を入れ始めました。

した。これまで自治医大卒業生は、新城より更

きましたが、平成 22 年度から初期研修医の地

しかし、「新城市民病院がつぶれると、更に奥の

成 23 年度からは、地域の診療所と連携して家庭

り、当院にも派遣されることになりました。

これは自治医大の後輩に家庭医療のエッセンス

な山間地域です。
“奥”三河とも言われるだけあっ

地域の基幹病院（総合病院）機能を果たすのは

せています。新城市民病院はそんな奥三河の入

対応する医師が必要ですが、多くの診療科のそ

最盛期には 30 名余りの臓器別専門医が在籍して

診断や治療についての知識や技能だけでなく、

が撤退し、医師数が半減してしまいました。そ

と教育は中小病院や診療所ならではと考え、学

なってしまい、病院機能の維持が困難となりま

これまでも近隣３大学の学生実習を受け入れて

に奥にある病院や診療所に派遣されていました。

域医療研修の受入れを開始しました。また、平

地域の医療は崩壊してしまう」という危惧があ

医療学会の後期研修プログラムを開始しました。
を伝える役割も果たしています。

本格的な派遣が始まって今年で５年目。初め

診療や教育以外にも、多職種で地域の医療を

は総合内科という名称で活動を始めましたが、
外来（特に救急外来）では外傷も扱えば、耳も

考えていくために、奥三河４市町村で東三河北

変えてもらいました。現在は、私を含めて４人

療・保健・介護・福祉の各機関の風通しを良く

内科、消化器内科など得意はそれぞれ違います

について考える場となっています。また、地域

断らないことをモットーに活動しています。

なども行いました。地域や各機関の頑張りや困っ

２割程度に落ち込んでいました。病院全体で力

と考えています。

まだカバーしきれていない時間帯はありますが、

れ、やりがいを持って楽しく働くことが、人材

も含めると奥三河地区で約６割が完結できるよ

たいと思います。

診るため、今年度から総合診療科という名称に

部医療圏地域医療対策協議会を作りました。医

の医師が所属しています。救急総合診療、血液

する活動や、行政も交えて市町村を越えて医療

が、様々な訴えを持って来院される患者さんを

のボランティアの方を通じて、住民との茶話会

我々の着任直前は、地域の救急車の受入れは

ている点を共有して、明日へつなげていきたい

を合わせて頑張った結果、夜間や休日などまだ

「先ず隗より始めよ」で、我々自身が必要とさ

確保にもつながると考え、今後も実践していき

平成 23 年は４割程度まで回復し、他の医療機関

うになりました。入院診療も、「総合医が診て、
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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

札幌モーターショー 2012 を開催

H24 年 2 月 17 日～ 2 月 19 日

開館 40 周年記念事業 特別展「北の土偶 縄文の祈りと心」を開催

H24 年 3 月 6 日～ 5 月 13 日

十和田湖冬物語

H24 年 2 月 3 日～ 2 月 26 日

雪の降るさと 2012

～ H24 年 3 月 18 日

ゆかい村鮟鱇まつり（特別イベント

平成 24 年 2 月 5 日、2 月 19 日）

～ 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

～Ｈ 24 年 3 月 31 日
－
～Ｈ 24 年 3 月 31 日

みやぎ観光 NAVI

－

食材王国みやぎ

－

「ふくしまからありがとう」 1 万人に県産品をプレゼント！
「雪マジ！ふくしま」 ２０～２２歳のリフト代が無料！

H24 年 2 月 1 日～ 3 月 31 日
H23 年 12 月 28 日～ H24 年 3 月 31 日

メディカルクリエーションふくしま２０１１の開催

H24 年 2 月 21 日～ 2 月 22 日

日本橋・にいがた館ＮＩＣＯプラザ２にいがた冬の陣～新潟清酒と食の逸品～

H24 年 2 月 19 日～ 2 月 23 日

表参道・新潟館ネスパス感謝祭

H24 年 2 月 17 日～ 2 月 20 日

第 63 回十日町雪まつり

H24 年 2 月 17 日～ 2 月 19 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
－

真壁のひなまつり

H24 年 2 月 4 日～ 3 月 3 日

第 39 回筑波山梅まつり

H24 年 2 月 18 日～ 3 月 20 日

第 116 回水戸の梅まつり

H24 年 2 月 18 日～ 3 月 31 日

ひな人形で飾る日本一高いピラミッドひな壇が登場！
「鴻巣びっくりひな祭り」
関東三大梅林「越生梅林

梅まつり」

H24 年 2 月 12 日～ 3 月 3 日
H24 年 2 月 11 日～ 3 月 20 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

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。

－

宇奈月温泉冬物語・雪上花火大会

H24 年 2 月 4 日～ 3 月 31 日の毎週土曜日

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～

－

金沢城・兼六園ライトアップ 冬の段
金沢の冬の風物詩 「雪吊り」 にスポットをあててライトアップ

H24 年 2 月 10 日～ 2 月 12 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

ぎふを旅して日本を元気に！キャンペーン第 5 弾 「冬のぎふ ほくほくキズナ旅」

H23 年 12 月 15 日～ H24 年 3 月 11 日

岐阜県美術館リニューアルオープン記念 第二幕「郷土作家逍遥」

H24 年 2 月 23 日～ 4 月 1 日

「アーツチャレンジ 2012」を開催します！
「リニモ早春ウォーキング」を開催します！
三重県の観光ガイド。イベントや観光施設など情報満載！

H24 年 2 月 14 日～ 2 月 26 日
H24 年 2 月 18 日、2 月 26 日
3 月 11 日、3 月 18 日、3 月 24 日
－

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
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

おうみ狂言図鑑 2012 東近江市てんびんの里文化学習センター：TEL 0748-48-7100
ファザーリング全国フォーラム 滋賀県男女共同参画課：TEL 077-528-3070
びわ湖レイクサイドマラソン びわ湖ロードレース実行委員会事務局：TEL 077-521-8345
京都府立林業大学校開校

京都府林務課：TEL 075-414-5016

大正ロマンあふれる大阪府庁本館「正庁の間」公開中！
（祝日を除く水曜日・金曜日 10 時～ 17 時）
イベント紹介
奈良の観光情報が満載！

H24 年 2 月 12 日
H24 年 2 月 17 日～ 2 月 19 日
H24 年 2 月 26 日
H24 年 4 月 1 日

H24 年 1 月 25 日～
－

～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」
県立美術館特別企画展「やまとの地宝 - 遺物が語る奈良の歴史 -」
イベント一覧

－
－
H24 年 2 月 4 日～ 3 月 20 日
－

「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☆
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
「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

岡山県

イベント・ＰＲ名等
岡山後楽園「松の菰（こも）焼き」

実施期間・実施日
H24 年 2 月 22 日

岡山のひな祭りとグルメ、イチゴ狩りの情報なら
「ひな×グル 2012」

H24 年 1 月 20 日～ 3 月 31 日

島根県

イベントカレンダー

－

広島県

イベント・行事情報

－

山口県
香川県
徳島県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
大分県
熊本県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県

山口宇部空港「ハッピー福来（フライ）キャンペーン」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 20 日～ 3 月 5 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」でイベントめじろ押し

東山魁夷せとうち美術館

第４期テーマ作品展開催中

～Ｈ 24 年 4 月 8 日

香川県観光情報「ふらっとうどん県」公開中！！

－

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」

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 -」
愛媛県総合科学博物館

企画展「光で魚を捕る漁業」

－
H24 年 2 月 9 日～ 3 月 18 日
H24 年 2 月 21 日～ 4 月 8 日
H24 年 2 月 25 日～ 4 月 8 日

「志国高知 龍馬ふるさと博」好評開催中！

H23 年 3 月 5 日～ H24 年 3 月 31 日

「土佐藩山内家墓所を歩く」好評開催中！

H23 年 10 月 1 日～ H24 年 3 月 31 日

大原富枝生誕１００周年記念の企画展を開催中！

H24 年 1 月 5 日～ 3 月 24 日

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～

－

佐賀のイベント情報

－

第８回

有田雛（ひいな）のやきものまつり

佐賀城下ひなまつり
来てみんね！長崎

会場：佐賀市歴史民俗館、徴古館

おおいた冬の花情報

食ＫＩＮＧ王国 旅と食のキャンペーン開催中
大分県内の梅の名所をご紹介いたします！

大分県内ひなめぐり情報

H24 年 2 月 11 日～ 3 月 20 日
歴；Ｈ 24 年 2 月 18 日～ 3 月 20 日 徴；H24 年 2 月 18 日～ 3 月 31 日
H23 年 6 月 1 日～ H24 年 3 月 31 日
H24 年 2 月～ 3 月上旬
H24 年 2 月 4 日～ 4 月 1 日

イベント情報

－

歴史回廊くまもと観光キャンペーン「平家遺産をめぐる旅」

～ H24 年 12 月 31 日

素敵な賞品が当たる！直売所スタンプラリー開催中～くまもと「地産地消」直売所キャンペーン～

～ H24 年 2 月 29 日

みやざき観光情報

旬ナビ

－

旬ナビ 「スポーツランドみやざき」コーナー

－

宮崎県の新しいシンボルキャラクター「みやざき犬（けん）」

－

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
篤姫のひなまつり

H23 年 10 月 23 日～ H24 年 2 月 19 日
H24 年 2 月 1 日～ 3 月 31 日

いつでも沖縄離島が近くに感じられる観光ナビ：ＤＯＲ３９

－

県民愛唱歌 「うちなぁかなさうた」の募集

H24 年 1 月 15 日～ 2 月 15 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。

！

「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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蔵王の樹氷
山形県

山形の名峰蔵王の「樹氷」は、その独特な形から
アイスモンスターと呼ばれています。
樹氷は気候や地形の条件がそろった場所にしかで
きない世界的にも希少なものです。蔵王連峰では、
シベリアからの季節風と日本海の水蒸気からでき
た雪雲の粒が、０℃以下でも凍らない過冷却水滴と
なって雪と交じり合い、アオモリトドマツの葉など
に付着することで樹氷ができるのです。
毎年２月上旬に開催される「蔵王樹氷まつり」で
は、雪上花火やスキー・スノーボードのデモンスト
レーションが繰り広げられる「雪と炎の饗宴」、満
月のゲレンデをトレッキングする「ムーンライトス
ノーデイ in 蔵王」などが催されます。また、地形
を生かし変化に富んだ蔵王スキー場のゲレンデもお
すすめです。さらに、
「美肌の湯」として知られる蔵
王温泉は1900年前に開湯された名湯で、雪見風呂も
楽しめます。
蔵王連峰の特別な気象条件が織りなす自然の芸術
「樹氷」
。スキーをしながらその荘厳な景観を楽しん
だ後は、体の芯まで温まる温泉に入ってみてはいか
がでしょうか。

毎年12月下旬から２月下旬にかけて行われるライトアップでは、樹氷が漆黒の闇に
浮かび上がる幻想的な景色を楽しむことができます。

お問合せ
山形県観光交流課
TEL 023-630-2373
やまがた観光情報センター
TEL 023-647-2333
HP http://www.yamagatakanko.com/

▼中国の春節を利用して、多くの中国人観光客が来
日したようですが、最近の傾向として、買物だけで
なく観光をする人たちが増えたそうです。特に京都
の「哲学の道」が一年を通して人気があるというこ
とでしたが、どんなことを思いながら散策している

▼今季最高の寒波で日本海側は連日大雪に見舞われ

のでしょうか。

て、除雪作業が追いつかない状況となっているよう

▼今月号では「知事随想」を平井鳥取県知事、
「あ

です。心配になってふるさとに電話をしてみました

る日の知事」を西川福井県知事に寄稿していただき

が、日に何度雪かきをしても埋もれていくばかりだ

ました。

と嘆いていました。先日、東京都心でも今シーズン

▼また、先進政策バンク優秀政策事例として、徳島

初の積雪となり交通機関にも影響がでましたが、普

及び京都府にご執筆いただきました。

段どおりの歩き方をしてすべって転ぶ人を見かけた

▼来月号では、
「地域公共交通の活性化」をテーマ

りすると、僅かな積雪にも相変わらず慣れないもの

に特集します。

だとつくづく思います。

都道府県展望 平成 24 年 2 月号

発行所
発行人
住 所
制 作

通巻 641 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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