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F U K U S H I M A

福島県
2013年（平成25年）大河ドラマ「八重の桜」の舞台は福島県!!
～「八重の桜」キャンペーンをスタート～
はじめに

東日本大震災以降、福島
県を始めとした東北地方の
観光産業は甚大な被害を受
けています。
このような中、2013 年大
河ドラマが、福島県を舞台
として、学校法人同志社の
創設者である新島襄の妻・
新島八重（旧姓：山本）の
生涯を描く「八重の桜」
（主
演：綾瀬はるかさん）に決
定したことは、本県にとっ
て、一日も早い観光復興へ
向けた起爆剤になるものと
期待しています。

八重に対し、世間の評判は決して良いとは言えませんで
した。しかし、襄は彼女の生き方や人間性を尊重し、
「ハ
ンサムウーマン」 と称しました。 彼女は、 明治の進歩
的な思想を持った女性だったのです。
襄の死後、八重は日本赤十字社に入社。日清・日露
戦争で篤志看護婦として従軍します。同時に看護婦の
地位向上に努めるその姿は、「日本のナイチンゲール」
とも称されます。八重は、激動の時代を生き、自らの
人生を切り拓き、福島・会津の誇りを生涯守り続けた
女性です。その生涯が描かれることは、東日本大震災
からの復興に臨む我々に大きな力をもたらしてくれる
でしょう。

八重のマスコットキャラクター
今後、日本全国でＰＲ活動を行
います。応援してください！

大河ドラマ「八重の桜」キャンペーンについて

福島県では、昨年 10 月、一刻も早い観光再生を図
るため、「福島県観光復興キャンペーン委員会」を立
ち上げ、知事を先頭に官民が連携しながら、総力を挙
げて観光復興に取り組む体制を整えました。観光復興
キャンペーンでは、大河ドラマ「八重の桜」キャンペー
ンを核と位置付け、大河ドラマの効果を広く波及させ
る取組を行っています。
2013 年の放映に向けて、２月 18 日には、放映１
年前記念イベントを開催するとともに、新島八重のマ
スコットキャラクターを決定・発表しました。
今後は、より多くの人に八重を知っていただき、
「八
重の桜」を盛り上げていくため、企画展や研修会、子
どもも楽しめるイベントなど、様々な活動を展開して
いきます。
全国の皆様も、
「八重の桜」を応援していただき、
是非本県を始めとする東北地方にお越しください。

新島八重の生涯

八重（1845 ～ 1932 年）を語る際、
「戊辰戦争」、
「新
島襄の妻」、「篤志看護婦」などのキーワードで読み解
かれます。砲術師範の家に生まれた八重は、幼少のこ
ろから男勝りだったようで、13 歳のときには四斗俵
を肩の上まで４回は上げ下げできたと後に語っていま
す。また、兄・山本覚馬から砲術を学んでおり、後の
白虎隊隊士に銃の扱いを教えたことはよく知られるエ
ピソードです。戊辰戦争の戦火に包まれた鶴ヶ城籠城
戦のときには、戦死した弟の着衣をまとって男装し、
スペンサー銃を抱えて鶴ヶ城を死守する決意を見せま
した。彼女が「幕末のジャンヌ・ダルク」と称された
ゆえんでしょう。
維新後、八重は
京 都 府 顧 問となっ
た覚 馬を頼って上
洛。 そして、 同 志
社の創立者・新島
襄と出 会い結 婚し
ました。 その 頃 の
八重は、和服に時
計や指 輪をはめて
靴を履き、 帽 子を
か ぶるという、 当
時としては 突 飛な
格 好をしていまし
た。 男女平等を望
み、夫を「ジョー」
と呼 び 捨てにする

鶴ヶ城
新島八重が籠城し最後まで戦い抜いた鶴ヶ城は、平成 23 年３ 月、幕
末の姿「赤瓦」となってリニューアル。

█お問合せ
福島県観光交流局観光交流課
TEL 024-521-7286

洋装姿の八重（写真提供：同志社大学）
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復興元年
～新生ふくしまを創り上げる

昨年３月に発生した東日本大震災は、
1,900 人を超える尊い命を奪い、産業・
交通・生活基盤に壊滅的な被害を与える
など、浜通りを中心とした県内全域に、
甚大な被害をもたらしました。
さらに、その後に発生した東京電力福
島第一原子力発電所の事故により、発災
から１年が経過した今でも、自主避難者
を含め 15 万人を超える県民が避難し、
そのうち約６万人が福島県外での避難生
活を余儀なくされています。
また、原発事故に伴う風評は、県内の
農林水産業や商工業、観光などあらゆる
分野に大きな打撃を与えています。
この間、国内外の多くの方々から、寄
付金・義援金や支援物資の提供、避難住
民の受入れやボランティアの派遣、避難
所の支援、全国自治体からの職員派遣な
ど、心温まる御支援をいただきましたこ
とに、改めて感謝申し上げます。
特に、現在も避難中の県民を受け入れ
ていただいている都道府県、市町村の皆
様には、重ねて御礼を申し上げます。

【復興元年】
福島県では、昨年末、
「福島県復興計画」
を策定いたしました。
大地震と大津波による被害からの復旧、
今も新たな課題を引き起こし続ける原子
力災害への対応、さらには、これに追い
打ちをかけるように発生した新潟・福島
豪雨や台風１５号からの復旧をも含めた、
これからの福島県にとって極めて重要な
計画です。
今、福島県は、全国の皆さんのおかげで、
元気を取り戻してきています。これを弾
みに、今年を「復興元年」として、力強
い第一歩を踏み出してまいります。
【復興に向けた取組】
復興計画は、「原子力に依存しない、安
全・安心で持続的に発展可能な社会づく
り」、「ふくしまを愛し、心を寄せるすべ
ての人々の力を結集した復興」、「誇りあ
るふるさと再生の実現」という３つの基
本理念を掲げております。
特に、今回の原発事故によって本県が
受けた甚大な被害や、原子力発電所の安
全性に対する信頼が根底から崩れたこと
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などから、復興計画に、「県内の原子力発
電所を全基廃炉にすることを求める」こ
とを明記しました。
また、本県の復旧・復興のために重要
な事業を、「安心して住み、暮らす」「ふ
るさとで働く」「まちをつくり、人とつな
がる」という３つの柱に沿って、「環境回
復プロジェクト」や「再生可能エネルギー
推進プロジェクト」、「ふくしま・きずな
づくりプロジェクト」など、12 の重点プ
ロジェクトとして位置づけました。

とのきずなの維持を図るため、情報提供
や交流の場の提供を行うほか、観光復興
キャンペーンの実施、国内外の会議やイ
ベントの誘致・開催などに取り組みます。
さらに、海岸堤防のかさ上げや土地利用
の再編など、複数の手法を組み合わせた
多重防御により総合的に防災力を向上さ
せたまちづくりを進めるほか、常磐自動
車道や浜通りと中通りをつなぐ道路の整
備、小名浜港、相馬港の早期復旧などに
取り組んでまいります。
なお、今後の原子力発電所事故の収束
状況、避難指示区域の変更などを踏まえ、
適時、柔軟に計画の見直しを行うことと
しております。

○安心して住み、暮らす
除染の推進、汚染廃棄物の円滑な処理、
環境回復拠点の整備を行うほか、被災者
が安心して生活できる環境の整備や雇用
の確保などに取り組んでまいります。ま
た、県民の心身の健康保持、地域医療提
供体制の再構築、安心して子どもを育て
られる環境づくりや防災教育などに取り
組んでまいります。

【結びに】
この復興計画の策定過程で行った高校
生へのアンケート調査では、過半の生徒
が福島県に住み続けたい、一度県外に出
ても戻ってきたいと考えていることが分
かりました。これは、３年前のアンケー
トより顕著に増えております。また、年
末年始に行った座談会では、高校生たち
が福島で先生になりたい、福島で警察官
になりたいと力強く語ってくれたことが
とても印象的でした。
未曾有の大震災を経験し、子どもたち
は、ふるさとふくしまとのきずなを今ま
でにないほど強く心に抱き、しっかりと
将来の夢も描いています。この子どもた
ちの思いに応えるためにも、福島県復興
計画に掲げた政策を全力で進め、元気で
明るい「新生ふくしま」を創り上げてま
いります。

○ふるさとで働く
安全・安心な農林水産物を提供するた
めの体制を構築してまいります。
また、地域経済の担い手である中小企業
等の振興、復興特区や（仮称）福島復興
再生特別措置法を活用した企業誘致の促
進、さらには、再生可能エネルギーの導
入拡大や研究開発拠点の整備、再生可能
エネルギー関連産業や医療関連産業の集
積、創薬拠点の整備などを進め、新たな
雇用を創出してまいります。
○まちをつくり、人とつながる
県内外に避難している県民とふくしま
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群馬県知事

大澤

正明

「ニューイヤー駅伝 2012in ぐんま」に寄せて
１月１日（日）
県庁を発着点とし、７区間 100km を 37 チーム
で競う、第 56 回全日本実業団対抗駅伝競争大会
「ニューイヤー駅伝 2012in ぐんま」が開催された。
群馬での開催は今年で 25 回目。沿道には県内
外から多くの皆さんが応援に詰め掛け、県庁や各
中継所で郷土芸能が披露されるなど、群馬のお正
月の風物詩としてすっかり定着している。
今大会では、スタート前のチーム紹介の時に、
地元の陸上クラブの子どもたちが選手と共に登場
した。一流の選手たちと触れ合う初めての試みで、
子どもたちにとっては、心に残る貴重な体験と
なったのではとうれしく思う。将来、群馬あるい
号砲で一斉にスタートする選手たち
は日本を代表する選手が生まれるかもしれない。
私は、毎年スターターを務めさせてもらってい
る。スタート台に立つと、張り詰めた雰囲気の中に、選手たちの勝負に懸ける闘志が伝わってくる。
午前９時 10 分、一斉にスタート。眼前を駆け抜けていく選手たちのように、群馬県も一年の良いスター
トを切りたいと願い、冬晴れの上州路へ選手たちを送り出した。

元気が出る、積極的な予算編成を
１月 17 日（火）
今週から、24 年度当初予算編成の大詰めの作業
が始まった。東日本大震災や円高などの影響により、
県税収入は依然厳しい状況が続いているが、群馬が
より元気になるような予算編成をしていきたい。
本県は、昨年の北関東自動車道全線開通により、
物流や観光への優位性が大幅に増した。主要幹線
道路の整備も着実に進み、企業や首都圏のバック
アップ機能の誘致に積極的に取り組みたい。また
成長著しい東アジアの勢いを取り入れ、本県経済
の発展につなげるため、観光誘客の促進や農畜産
物などの販路拡大、さらに企業のビジネス展開へ
の支援など、戦略的な国際施策を展開していきた
いと思う。
古墳の模型を見ながら重点施策の説明を受ける
また古墳時代の群馬では、東日本で最も多く古
墳が築かれたことをご存じだろうか。東日本最大
の前方後円墳「太田天神山古墳」をはじめ、その数は１万を超える。奈良時代には全国でも早期に国分寺が
造られるなど、群馬は「古代東国文化」の中心地として栄えていたのである。
今年は「富岡製糸場と絹産業遺産群」の世界遺産登録に向けた推薦書の提出も予定している。こうした歴
史的文化遺産を県内外に大きく発信し、群馬のイメージアップにつなげていきたい。
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｢認知症サポーター養成講座｣ に参加
２月６日（月）
認知症の人が安心して暮らせるよう、患者やその家族を支援する人を養成する「認
知症サポーター養成講座」が県庁で開催された。県議会議員や県職員を対象にした講
座は初めてで、170 人が受講し、私も率先して参加した。
やま ぐち はる やす

群馬大学大学院の山 口 晴 保 教授を講師に迎え、
認知症の正しい理解、患者や家族との接し方など、
時折ユーモアを交えた講義は大変有意義であった。
認知症の人だけでなく、家族の負担も和らげる
ためには、地域みんなで支えていくことが大事だ
とあらためて思った。
現在、県内の認知症サポーターは約５万３千人。
今後、高齢化が進み、認知症の人が増える傾向に
ある中、サポーターの養成は重要な課題だ。
27 年度までに８万人の養成を目指しており、多
くの県民の皆さんに認知症サポーターになっても
らいたい。困っている人に優しく声を掛けるだけ
でもいいので、自分のできる範囲で手助けをして
ほしい。
認知症になっても安心して過ごせるような地域
づくりを、これからも進めていきたいと思う。

オレンジリング

サポーターの証 ｢オレンジリング｣ を身に着ける

東日本大震災を教訓に〜県災害対策本部図上訓練〜
２月 14 日（火）
大規模災害に備え、県地域防災計画に基づき、
県災害対策本部の図上訓練を実施した。
１月には、東日本大震災を踏まえ、県地域防災
計画を修正した。広域避難者の受け入れや燃料不
足への対応、災害時要援護者への一層の配慮など
を盛り込んだ。
今回の訓練では、これらの修正点を含めた災害
発生時の対応を確認するため、首都直下地震に加
え、県内で土砂災害が起こる複合災害を想定。訓
練には、県や警察の他、消防、自衛隊、日本赤十
字社、群馬ＤＭＡＴなど約 170 人が参加した。
万一の事態が発生したとき、職員一人一人が何
訓練の状況について確認する
をすべきか、関係機関とどう連携するのかを事前
に確認しておくためにも、こうした訓練を繰り返
し行うことが重要だ。訓練を通じ、参加者の積極的で真剣な対応に、防災対策の責任者として、とても心強
く思う。
本県は、これまで大きな自然災害の発生例は少ないが、災害はいつ起こるか分からない。
今後も、県民の安全・安心な生活の確保に向け、関係機関と協力しながら防災対策を進め、災害に備えて
常に万全を期していきたい。
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特集

地域公共交通の活性化
我が国の地域公共交通を取り巻く課題
神戸大学教授

喜 多 秀 行

中の ｢支援サービス｣ は、電話注文による配達、
移動販売、給食サービス等、交通以外のサービス
の利用を意味している。交通手段利用能力や、ほ
かにも家族構成など回答者がおかれている環境に
より、その実態は大きく異なっている。このよう
に、買い物一つを採り上げてみても、公共交通の
みによって全ての人が直面している支障を取り除
くことが困難であることが分かる。

１．はじめに
昨年の３月８日に交通基本法案が閣議決定さ
れ、国会に送られた。その直後に東日本大震災が
発生し審議入りが遅れているが、法案提出の背景
の一つに、地方部とりわけ過疎地域における公共
交通の危機的状況がある。
本稿では、主として過疎地域を念頭に置き、待っ
たなしの状況で公共交通サービスを確保・維持し
ようとしている市町村の現場と、それを国として
支援する枠組みづくりの場での経験を通じて考え
たことをいくつか述べてみたい。
なお、冒頭からやや脱線するが、
「公共交通の
活性化」という言葉にはやや違和感を覚える。公
共交通は、暮らしやすく活気ある地域の姿を実現
するための手段であり、目的ではない。もちろん、
「公共交通の活性化」という表現はその背後に「公
共交通の活性化を通じて地域の活性化を」という
意味合いを持っているものと推察され、また、法
律の名称が「公共交通活性化 ･ 再生法」であるた
めやむを得ない面があることは否めないが、｢安
全な国土づくり｣ が ｢整備事業の活性化｣ ではな
く、ましてや「建設業の活性化」ではないように、
｢地域公共交通の活性化｣ ではなく ｢地域の活性
化｣ 又は「公共交通を活用した地域の活性化」と
捉えたい。

0.0

交通手段利用能力

凡例

0.1

0.2

0.7 0.8
（回/日）
回答
自分で買い物に 家族等が代行 支援サービス
者数

自分自身で
車を運転可能

0.319

自分自身で自転車・
バイクを運転可能

0.303

自分自身で公共
交通を利用可能
自分自身で長い
距離を歩行可能
自分自身で短い
距離なら歩行可能
介助があれば短い
距離を歩行可能

0.4

0.5

0.6

0.141 0.107 19
0.043
0.156

0.163

0.193

0.158

13

5

0.240

0.184

6
0.265

0.218

0.224

9

0.063
0.188

介助があれば
0.075 0.108
車に乗車可能

図-１

0.3

0.258
0.243

4
6

交通手段利用能力と買い物の方法 1)

施策の実施には、当該施策が目的としていた直
接効果だけでなく、それに伴う様々な波及効果
が生じるのが一般的であり、その中には負の効果
も存在する。コミュニティバスの導入や利便性向
上施策により、これまで居住地周辺の小規模小売
店で買い物をしていた人々のうちコミュニティバ
スを利用できる人々は中心部の大規模商業施設に
出かけて買い物をするようになり、生活の質が改
善される一方、小規模小売店の売上げが大きく減
少して経営が立ち行かなくなり、コミュニティバ
スで出かけられない人々や当該小売店が併営して
いる移動販売を自宅で利用していた人々が困窮す

２．公共交通と連携した包括的支援の必要性
公共交通で活性化しようとする「地域」に目を
向けると、様々な状況下におかれている人々の生
活全てを公共交通だけで支えきることはできない
ことに気が付く。
図 - １は、日常的な買い物の方法と頻度を住民
の交通手段利用能力別に示したものである 1）。図
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最も効率的なやり方で施策を進めていくことが求
められている。交通は生活や経済活動全般と密接
に関わっており、交通で保障するのがよいのか、
教育、福祉、医療等他部門の施策で保障するのが
よいのかを適切に選ぶ必要がある。この意味で、
交通計画は、目指すべき地域の姿をどのようにし
て実現するかという上位計画（総合計画等）の下
で、どの範囲を交通政策で実現するかを定める下
位計画として位置付けられる。
公共交通活性化・再生総合事業により、地域公
共交通計画を策定する市町村の数は大幅に増加し
たが、同事業の事後評価資料を見ると、実証運行
の補助を受けるための事業計画づくりにとどまっ
ているものが少なからず見受けられる。
事業計画とは、路線、ダイヤ、運賃、乗務員、車両、
停留所等、事業内容を定めたものであり、通常交
通事業者が策定する。一方、交通計画は地域にど
のような交通サービスを提供すべきかを定めるも
ので、事業計画と一部重なる部分はあるものの、
事業計画に含まれない必須項目として、
“社会的
に必要な交通サービスの範囲”
、
“公共交通サービ
スと他の行政サービスとの連携 ･ 分担関係の仕分
け”、
“自助、共助、公助を含む国、自治体、住民、
事業者間の協働のあり方”
、
“地域間公平性の考え
方と路線網 ･ サービス水準選定の方針”などから
構成され、両者は本質的に異なるものである（詳
しくは文献３）をご覧いただきたい）。
現場ではつい個々の事業の実施に目が向きがち
であるが、当初は住民からの要望等に個別に対
応し事業計画を策定しさえすればよいと考えてい
た担当者も、後になって、長期的・全体的観点か
ら方針を定めることの重要性に気付くのが常であ
る。交通計画が具備すべき事項を事業計画のそれ
と対比し、交通計画を策定することの意義と効果
を認識しておくことが望ましい。

る、といった事態が生じている。過疎地域、とり
わけ中心地区以外の地区においては、極めて微妙
なバランスを保ちながら人々の生活が営まれてい
るのである。
公共交通に関わる施策と介護や福祉に関わる施
策とは、これまでほぼ独立に講じられてきたが、
両者の間にかなりの程度隙間があるように思え
る。この隙間で生活に困難をきたしている人は現
在でも少なからず存在しているが、高齢化や人口
減少の進展に伴い、今後このような人々の割合が
増加し、支援しきれなくなる可能性がある。
図 - ２は、
奈良県下のある過疎の村の現在（2010
年）と 10 年後（2020 年）の人口構成を描いたも
のである。総人口は 0.82 倍に減少するが、85 歳
以上人口は 1.57 倍に増加する。一方高齢者の身の
回りの世話をすると考えられる 45 ～ 65 歳人口は
0.66 倍に減少し、介助を必要とする高齢者と介助
を行う世代の人口が著しくインバランスになる。
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図 - １で見た家族等による介助の実態を見ると、
このような地域においては、公共交通の整備だけ
でなく、様々な行政分野の施策を総動員し、有機
的に組み合わせることにより、包括的な生活支援
サービスを効率的に提供する手だてを前広に講じ
ておく必要が痛感される。

４．二層の地域公共交通計画と公共交通
サービス区域
広い範囲に居住地が低密度に散在している地域
で今後人口減少と高齢化が更に進展した場合、自
治体全域に提供可能な公共交通サービスの水準は
徐々に低下せざるを得ないと予想される。特に、
人口ピラミッドが図 - ２のように推移すると、移
動を始め高齢者の生活全般を介助している年齢層

３．地域公共交通計画策定の意義：下位計
画としての交通計画
包括的な支援を行う上で交通システムの整備が
効果的な場合もあるが、それ以外の方策の方がよ
り効果的な場合もある。逼迫した財政状況の下、
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の人口比率が低下するため、現在行われているよ
うな世帯内の相互支援等の担い手がいなくなり、
必要最低限のサービスすら確保しえない状況が生
じる可能性がある。
このような状況を避けるためには、居住地が低
密度に散在する地域で最低限の公共交通サービス
の持続的な提供を可能とする格段に効率的な交通
技術を開発するか、さもなくば、ある程度集中し
て居住することが求められよう。そのためには、
長期的にどのような住まい方や地域構造が望まし
いかを検討し、それが円滑に実現するような誘導
策等を講じる必要がある。
そのための一つの考え方が ｢公共交通サービス
区域｣ である 1）。これは、都市計画と一体となっ
た「公共交通サービス区域」なる区域を制度化し、
一定水準あるいは「第１種公共交通サービス区域」
等の何段階かの区分を設けてサービスを提供する
とともに、
「市街化区域」
「市街化調整区域」等と
の整合を図り、交通計画と都市計画とを連携させ
ようとするものである。
このような話をすると、必ずや“周辺部を切り
捨てる論理である”という反論がなされるのだが、
“持続可能な地域構造への長期的な誘導”と、
“現
在居住している住民への待ったなしの支援”を並
行して進めることは両立しえないものではない。
むしろ、短期的な視点に立った施策のみを積み重
ねていくと、長期的には維持・継続することが困
難となり破綻に追い込まれないとも限らない。両
者のバランスと整合をいかに担保するかに叡智を
結集することが求められているのである。この意
味で、地域公共交通計画は長期の計画と短期の計
画の二層構造とすることが望ましい。
「二層の」というと国土形成計画の「二層の広
域圏」を思い浮かべる方も多いと思われるが、二
層の広域圏が、広狭２種類の空間領域から構成さ
れるのに対し、ここでいう二層の地域公共交通計
画は、望ましい地域の姿を実現するための長期的
な視点に立った「長期計画」と喫緊の課題に対応
するための短期的な視点に立った「短期計画」と
いう長短２種類の時間領域から構成される。
長期計画と短期計画を別々に策定するのではな
く、短期計画の累積が長期計画に合致するような
有機的な構造を持たせることが肝要である。

５．都道府県の役割と市町村
このような厳しい状況を何とかして打開し、
住民に一定水準の生活の質を担保することが市
町村に要請されているが、もとより市町村も厳
しい財政状況にあり、十分な政策立案体制がと
られているわけではない。以下、筆者がお手伝
いした、地域公共交通活性化・再生総合事業に
関連して実施した地域公共交通への取組状況に
関する調査結果 4） から、現場の実態を垣間見て
みよう。
専任担当者がいない市区町村の比率は平成 19
年度の 86.0％から平成 21 年度では 70％へと減
少しているが、なお半数以上の市区町村に専任者
がいない状況にある。おかれている場合でも、福
祉担当部局や教育委員会等から異動したばかり
で、交通関係の業務は初めてという場合も少なく
ない。
交通分野に長けた職員がいる場合は良いが、そ
うでない場合は、外部の関係者に相談することと
なる。相談相手として都道府県を挙げた自治体の
自治体総数に対する比率は、19 年度で 65.1％、
21 年度で 58.7％であった（図 - ３参照）
。この値
は全都道府県に関する集計値であるため、一見ど
の都道府県についてもおおむね６割程度の市町村
から相談相手と考えてもらっているように見える
が、実は、この比率は都道府県により大きく異なる。
69.9%
66.3%
33.4%
50.2%

交通事業者
他の市区町村

65.1%
58.7%

都道府県

52.6%
50.3%

地方運輸局
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る市区町村からの期待・要望が主として財政支援
であるのに対し、都道府県は市区町村への支援と
して重要なのは技術的アドバイスであると認識し
ているといったズレの存在が指摘される（図 - ４
参照）
。サービス提供の不効率さを技術で改善する
という方法をとるか、とりあえず金でしのぐとい
う方法をとるか、この点も検討のしどころである。

紙幅の制約上詳細をお示しすることはできない
が、集計作業の途上で市町村からの回答を都道府
県別に集計したところ、この比率が 100％に近い
都道府県と０％に近い都道府県が存在するという
実態が浮かび上がり、いささか驚いたことがある。
つまり、ほぼ全ての市町村から頼りにされている
都道府県と、ほとんどの市町村から相談相手と見
なされていない都道府県が存在しているのである。
話は飛ぶが、６、７年前にある県の知事と意見
交換をした折に、その県の交通政策担当課のパ
フォーマンスに比して隣接県の交通政策担当課の
パフォーマンスが際立って高いため、一納税者と
して自県の交通政策策定業務を当該隣接県の交通
政策担当課に委託したい気持ちになることがある
と伝えたところ、
“それは、市場化テストを官官
でやれということですね。
”と本質を衝く答えが
即座に返ってきたことがあったが、それを裏付け
るような結果ではある。
小規模な自治体等では、公共交通サービスの不
足が地域に様々な問題を発生させることが分かっ
ていても、人材不足や情報不足のため対策に取り
組めないところが多い。単独での取組が困難な場
合には近在の市町村が共同で専門家を雇う、とい
うのも一つの有効な方法である。この考え方を敷
衍すると、都道府県を構成する市町村全てが共同
して専門家を雇うという方法も考えられる。実は、
それが都道府県の交通政策担当者なのである。こ
のように考えると、人材不足にあえぐ市町村から
相談相手と見なされていない都道府県も、少しは
意識が変わるのではないか。本誌をご覧になった
知事各位には、自らの交通政策担当課が実質的な
相談に乗っている市町村数の比率が、
全国平均（約
60％）と比べてどの程度なのかを、まず確認され
ることをお勧めしたい。
この調査では、都道府県の支援メニューについ
ても調査している。それによると、ほとんどの都
道府県で地域公共交通の活性化等へ取り組む市区
町村への支援メニューを持っているが、市区町村
の 31％が都道府県の支援メニューに対して「知
らない」「ない」と回答しており、必ずしも市町
村にうまく活用されていない。
その理由として、
「特にない」
「活用したいメ
ニューがない」という回答が多数あり、市区町村
のニーズと都道府県の取組がうまくかみ合ってい
ない状況が伺える。具体的には、都道府県に対す
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0.5%
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最後に，東日本大震災の被災地復興について触
れておきたい。前述したように移動を妨げる要因
は人により様々である。居住地の高台移転等に際
しては、シニアカーで移動可能なネットワークを
予め街につくり込んでおくなど、既存集落では実
現困難な細やかな施策を計画に盛り込む等、交通
基本法の精神を先取りし、弱者への配慮がともす
れば“あとまわし”になったこれまでの歴史が被
災地で繰り返されないことを希望したい。
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公共交通機関を活用した福祉について
交通ジャーナリスト

鈴 木 文 彦

る結果となる。すなわち、域内に生活利便施設が
必ずしもない以上、移動を伴って生活利便施設に
アクセスできることが、地域に住み続けられる条
件なのである。
こうしてみると、公共交通の確保は、福祉的な
要素が多分にあることが分かる。ただし、公共交
通を考えるとき、福祉の意味を行政が通常「福祉
政策」として捉える範囲になぞらえると、対象が
限定され、本来の公共交通の役割や利便性から離
れてしまう恐れがある。あくまで公共交通は万人
が対象で、それをベースに福祉的な配慮をすべき
ものと捉える必要がある。その意味で本稿では「福
祉」の意味を、自在に利用できる交通手段をもた
ない人たち全般を対象とする広い視野で考えるこ
ととしたい。

はじめに
高齢社会・人口減少社会に突入しつつある今、
地域の生活交通の問題は各地にとって大きな関心
事である。なぜなら、とりわけ地方においては、
買い物や通院を始めとする生活に必要な施設の立
地が希薄となり、人は「移動」を伴わない限り、
生活が維持できなくなりつつあるからである。加
えて地方では市街地の空洞化が著しく進行し、過
去の生活・行動パターンでは買い物すら十分にで
きない。いわゆる「買い物難民」は全国に拡大し
ているのである。実はこうした状況は地方だけの
ものではなく、大都市圏においても住宅団地の高
齢化が進み、丘陵地を切り開いて開発された坂道
の多い住宅地に多数の高齢者が居住している。し
かも 1980 年代頃までに開発された住宅地にはバ
リアフリーといった発想はなく、道路事情などか
らもともと公共交通のない地域もあって、いわゆ
る「交通空白地域」の問題は都市、地方にかかわ
らず大きくなりつつある。
ところが、多くの人が移動をマイカーに依存す
る現状と、高齢化の進行によってリタイヤ世代が
増えたため通勤需要が減少、一方で少子化によっ
て通学需要もジリ貧状態となり、公共交通が最も
真価を発揮する大量集約輸送の必然性が減退した
結果、公共交通は事業存続が厳しい状態に陥り、
現実にバス・鉄道等の撤退が進む状況にある。そ
のことにより、マイカーを使えない、あるいは今
後使えなくなる高齢者を始めとする“移動制約者”
の交通手段が危機に瀕している。
地域に住み続けられるかどうかの判断は、商業・
医療などの生活利便施設が生活圏にあるかどうか
にかかっているが、人口の希薄な地域において生
活利便施設を増やすことは、費用対効果、持続性
の両面から難がある。逆に生活利便施設の充実し
ている都市圏に居住地を集約する、いわゆるコン
パクトシティの考え方もあるが、地方の高齢者に
とって決断は容易ではない。かくして生活利便施
設から離れた高齢者中心の集落が、全国に散在す

１．マイカー依存社会からの脱却
●高齢社会の交通事情
迫り来る超高齢社会にあっては、地域公共交通
の問題が大きくクローズアップされてくることは
明白である。高齢者を中心とする運転免許をもた
ない層の移動手段の確保は、既に 30 年来の課題
であったが、現状は高齢者の多くが運転免許をもっ
ている時代となり、地方都市や中山間地域では、
１世帯に３～４台のマイカーが普及した結果、と
りあえずマイカーで生活交通のほとんどを賄うこ
とが可能なように見える。しかし、高齢ドライバー
の増加が安全面で大きな問題をはらみ、実際には
もう運転したくない、あるいはやめたいと思って
いる高齢者が少なからず存在する現実がある。
また高齢者も子どもたちも、マイカーによる送
迎によって移動しているケースが多いが、送迎行
動も様々な負担を伴うのに加え、現在地方では高
齢者の送迎を高齢者が行っているのが実態で、今
後少子化と人口流出によって新たな送迎の担い手
は生まれにくい。一見何とかなっているように見
えるマイカーによる送迎は、実は危うい仕組みな
のである。
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都市においては深刻な交通渋滞を引き起こし、
地方においては街の構造自体を変化させ、マイ
カー中心の生活パターンは様々な社会の仕組みを
崩壊させている。このようにマイカー依存社会は、
かなりの無理の上に成り立っていると見ることが
できる。そのことをつきつめると、10 年後には
公共交通が確実に必要とされる時代が来るという
意味で、公共交通に対する社会的期待は大きい。

特集

２．地域全体の交通体系づくりとまちづく
りとのリンク
●政策としての交通ネットワークの構築
地域交通を考えるとき、とかく交通空白地域な
ど、問題のある部分を解決することに全てを費や
してしまいがちである。すなわち、具体的なバス
路線廃止への対応や、交通空白地区をカバーする
コミュニティバス新設などの“対策”に終始し、
地域全体を見渡すことをおろそかにしてしまう
ケースが少なくない。しかし、交通はネットワー
クを形成して初めて成り立つものであり、個別の
システムの寄せ集めでは機能しない。地域全体の
交通をどのように構築するかという視点を忘れず、
全体を見渡し、先を見据えた「交通政策」をして
いく必要がある。市町村域（場合によってはより
広域）の公共交通体系ビジョンをつくることと、
それぞれの地域の課題解決をすることは、言わば
「車の両輪」であり、個々の課題解決は全体の体系
の中に位置付けてこそ本当の効果を発揮する。
公共交通には鉄道、バス、タクシー、乗合タク
シー、オンデマンド交通など多数のモードが存在
するが、それぞれが果すべき機能を整理して“適
材適所”の配置と組合せを考え、当面の対応策と
短期・中長期の方向性を常に並行して見据える必
要がある。言わば交通は“対策”から“政策”へ
脱皮することが求められている。
一つの考え方として、地域の拠点間を結ぶ幹線
ルートと、拠点から更に分岐して幹線をサポート
する支線（幹線的機能が強いものは準幹線として
分けてもよい）
、拠点又は支線の途中の結節点を中
心に周辺地域を巡回又はシャトルする生活交通（コ
ミュニティ交通）に公共交通の機能を区分し、そ
れらを組み合わせることによって、それぞれに適
切な車両とサービスを提供するとともに、同じ時
間帯に発生する複数の小規模需要を幹線に集約し、
全ての地域ニーズに効率的に対応するシステムを
構築する方法がある。すなわちしっかりした幹（幹
線）から枝（準幹線・支線）が伸び、
それらに葉（生
活交通）がつながり、相互に養分を授受して１本
の木として育っていくという考え方である。
交通モードで類型化すると、幹線は鉄軌道又は
大型・中型バス、準幹線は大型・中型バス、支線
は中小型バス、生活交通はコミュニティバス的な
小型バス又は乗合タクシー・デマンド交通などが
考えられる。

●このままではもたない公共交通事業
ところが一方、現在乗合バスなどの公共交通機
関の利用者は限定され、年々輸送人員が低下した
ことによって、担い手である交通事業者の経営事
情が極度に悪化している。これまで国や地方自治
体の補助制度によって路線維持がなされてきたも
のの、財政事情の悪化などによって、それも難し
くなりつつある。さらに 2002 年の道路運送法改
正による需給調整規制の撤廃、いわゆる規制緩和
によって、乗合バスの参入・撤退の手続きが簡素
化されたことにより、参入の少なさに比べて、撤
退の動きは活発化している。今後高まることが予
想される公共交通へのニーズと、経営的な現実と
のギャップは大きな課題となっている。

山間集落へもバスが入るが大半は自治体の補助を受けて
通学便も兼ねた運行（兵庫県篠山市）

日本においては、公共交通は歴史的に事業ベー
スで運営され、行政あるいは社会的な関わりや
位置付けはほとんどなされずに現在に至っている
が、前述のような現状だからこそ公共交通の必要
性を再認識し、「社会的インフラ」という観点か
らしっかりと位置付けをする必要があり、市民的
なコンセンサスの下に行政による社会的投資とし
ての支援と市民参加を促すことによって、公共交
通を維持・育成することを考えなければならない。
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“人が集まること”はまちづくりの基本の一つで
ある。公共交通を適切に配置し、徒歩とそれをサ
ポートする公共交通によってアクセスしやすく回
遊できる街を構成することが望まれる。

３．本音の住民ニーズをくんだ新たな地域
交通の仕組みを考える
●コミュニティバスの課題と今後
近年市町村による住民の移動支援対策として急
速にクローズアップされたのが、いわゆるコミュ
ニティバスである。コミュニティバスの多くは既
存交通機関から離れた「交通空白地域」が主な対
象となり、主たる利用者はほかに交通手段を持た
ない高齢者である。事例は大都市圏や市街地でか
なりの利便性を提供するものから、過疎地域の福
祉バス的要素の強いものまで様々である。コミュ
ニティバスが高齢者の外出支援につながり、市町
村の交通への主体的な関わりを促したことは画期
的であったが、実態は利用者が少なく、財政負担
が看過できないほど増大し、見直しを余儀なくさ
れるケースが増え、コミュニティバスは現在、大
きな課題を抱えている。
“空気を運ぶ”バスへの
財政支援では住民コンセンサスは得られまい。
コミュニティバスは、時として政治的な道具に
なりやすい側面を持っている。このため住民より
市町村の事情、例えば首長の公約や議会の意向に
よって“走らせること”が目的になってしまうケー
スが少なくない。またとかく成功事例や周辺地域
の動向に左右されやすく、それによって「循環あ
りき」「100 円運賃ありき」などおかしな“常識”
さえ生まれている。住民要望と称する“大きな声”
を全て採り入れて長大かつ複雑なルートを設定す

町内全域を「幹線（バス）」
「支線（小型バス）」
「生活交通（乗
合タクシー・デマンド）」に切り分けてネットワーク化し
た長野県木曽町

●交通政策と地域の関わり
このシステムは、もちろん地域の形態によって
適合性に差はあるが、うまく機能させれば効率化
しつつトータルでサービスが向上できる手法であ
ると同時に、責任分担の整理がつけやすくなる。
例えば幹線についてはある程度の事業採算性を見
込める形にして事業者の独自性を発揮させた上で
必要に応じて行政が支援、準幹線・支線は地域の
交通体系上必要なルートを確保する観点から行政
の支援をベースに事業者が運営、生活交通は生活
エリアの地区・住民が主体となって形成・維持・
育成し、行政が支援しつつ事業者がノウハウを提
供して運行を行う、といった仕組みの構築である。
これによってより持続性の高い公共交通システ
ムが構築できると考えられるが、このシステム
を機能させるためには、交通結節点を鉄道駅・公
共施設・道の駅・ショッピングセンター・コンビ
ニなどを活用してきちんと体系の中に確立し、乗
継を要する場合の待ち環境の整備やダイヤ上の整
合、運賃体系の整理などによって利用者の乗継抵
抗を低減させること、幹線・支線・生活交通それ
ぞれが適したサービスを提供できる設定と環境づ
くりをすることが必要である。これらを総合的に
活用することによって、住民は自宅から目的地ま
でをシームレスに移動することが可能となる。そ
れこそが福祉的な視点を持った公共交通の在り方
と言えよう。
また、交通は独立して存在し、機能しているも
のではなく、人の移動目的があって初めて成立す
るという観点から、商店街活性化などのまちづく
りや地域開発、観光、福祉政策など、幅広い視点
をもちながら考える必要がある。
“人が動くこと”

福祉バスの機能を兼ねて合併により再編されたコミュニ
ティバス（岡山県井原市美星地区）
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るなどのニーズに対する“思い込み”や、行政が
やる以上公共施設を結ぶべきといった機能につい
ての“思い込み”も多く、行政が陥りやすい落と
し穴は多い。
まず誰のためにバスを走らせ、どんなニーズを
カバーするのかというコンセプトの設定と、その
地域のどんな人が、どこへ、何をしに移動したい
のか、何に困っているのか、そうしたニーズを本
音の部分でしっかり捉えることが重要である。そ
して、周囲や先行事例に惑わされず、自前の計画
をつくること、そして走らせたらきちんとフォ
ローアップして改善を図り、持続できるものにし
ていくことが大切である。場合によっては「利用
されないものならやめる」という勇気も持たねば
なるまい。

特集

幹線バスに接続して生活エリアをきめ細かくカバーする
デマンド乗合タクシー（埼玉県ときがわ町）

また、福祉輸送に特化したいわゆるスペシャル
トランスポート（ST）と乗合の公共交通との関
係はきちんと整理することが大切である。そうで
ないとどちらにとっても使いにくい中途半端なも
のができてしまう。少なくとも大都市圏や地方で
も都市部については、乗合公共交通と ST は役割
分担を考える方が望ましい。もちろん乗合公共交
通に乗合の利便性を損なわない範囲できめ細かさ
を追求し、車両に配慮するなどの福祉的アプロー
チは必要だが、福祉ニーズもそれなりのボリュー
ムがある場面において、ST は並立させる方が相
互に機能を補完できる。一方、全体の移動ニーズ
に限りのある地方部においては、乗合公共交通自
体が果たすべき要素を地域に合わせて整理し、福
祉ニーズに対応できるシステム構築が望まれる。

●地域の身の丈に合った小規模交通システム
これまでの地域公共交通は、全ての機能を乗合
バス輸送に負わせる形で成立させてきた。すなわ
ち、戸数の少ない末端の集落までも「バス」を通
すことが住民の要望であり、自治体の責務と信じ
られてきた。しかしバスはあくまである程度まと
まった需要をカバーしてこそ機能を発揮する。と
ころが現実にはその限界を超えた小規模需要しか
ない地域も少なくない。その場合、必ずしもバス
という形態にこだわらず、適材適所の交通手段を
選択することも視野に入れるべきであろう。今後
営業バスを運転できる大型二種免許保有者が確実
に減少する中で、全てをバスでカバーしようとす
ると、幹線輸送など本来バスが担わなければなら
ない部分が、マンパワーの問題で確保できなくな
る恐れがある。
こうした小規模需要への対応については、通常
のバスより小規模なシステムのメニューの中か
ら、その地域の実情に合ったものを選択するとい
う形が望ましい。コミュニティバスに準じた小型
バスベースのシステム、乗合タクシー、自家用車
をベースとした有償運送などがメニューとして考
えられ、これらの運用方法の中に、需要に応じて
運行するオンデマンド交通が選択肢として存在す
る。現在最も注目されている手法ではあるが、こ
れらはシステムそのものが救世主ではなく、地域
に適した仕組みをつくり上げてこそメリットを発
揮できるということ、かかるコストや規模などが
“身の丈”に合ったシステムでなければ続かない
ということを忘れてはならない。

４．みんなが当事者となって公共交通を持
続性のあるものに
●行政丸抱えの仕組みでは今後続かない
“バスはバス事業者が走らせるもの”というの
が、長年にわたるバス交通に対する一般の考え方
であった。利用者の減少からバス事業の経営が成
立しにくくなると、今度は“ダメになったら行政
が補助を出して何とかしてくれる”時代となった。
現在もこの段階を地域住民もバス事業者も抜けて
いないのかもしれない。コミュニティバスという
手法が交通の在り方に行政の参加という新たなイ
ンパクトをもたらしたが、半面行政がつくり与え、
“おんぶにだっこ”の仕組みをつくってしまった
面もある。
しかし今、行政による補填にも限界が見えてき
た。特に市町村合併後の新たな交通体系づくりを
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考える中では、今後どこまで財政負担が可能か、
あるいは住民合意が得られるかを議論しなければ
なるまい。旧市町村の最もレベルの高いサービ
スに全体を合わせてはとてももたないという事情
は、交通も他のサービスと同じである。
交通は一過性のものではない。大切なのは「持
続」させることである。つくることはそのときお
金がかけられればできる。しかし持続させるため
には、どこかに過大な負担がかかる方式は避ける
べきである。すなわち、地方交通において単純に
採算をとることは難しいという現実の中では、何
らかの形でコストと運賃収入の差額を埋める必要
があるが、それを全て行政が補填するという“丸
抱え”の仕組みでは、続かなくなるのは明らかで
ある。不足する部分をどのようにカバーして継続
を図るかを議論する必要があり、それを誰がどの
ように責任分担するか、あるいは目標を設定する
かが問われることとなる。このとき、事業者の努
力を促しそれが報われる仕組み、及びコストを減
らす視点だけでなく利用者を増やして増収を図る
という利用促進の視点を忘れてはならない。

題として参加するという意識改革が望まれる。こ
うして事業者、行政と地域・住民が責任分担する
ことにより、100％行政負担する場合に起こりや
すい「公平性」の問題や、新たな地域への展開に
ついても整理・理由付けがしやすくなる。つまり、
住民自身が自ら頑張り、取り組む地域から順に行
政が支援をするのである。

地域住民が主体となって地域の生活交通を守り育てる石
巻市稲井地区の乗合タクシー「いない号」 震災後も早期
に運行を再開

●みんなが当事者となってつくり育てる公共交通
地域交通にとって大切なことは、地域のニーズ
に合った交通サービスを適切に提供することと、
それを持続させることである。これらを踏まえた
上で、持続できる地域公共交通への方向性を考え
ると、沿線地域の参加を促し、事業者と行政、住
民がみんなでつくり、育て、維持していく方式へ
の転換が望まれる。すなわち、本当に必要な地域
交通であるならば、その持続に向けての責任を、
行政と事業者と、沿線住民を中心とする地域が協
働しつつ分担するという考え方である。
事業者はプロとしてのノウハウを十分に発揮し
て安全・確実な運行に責任を果たすとともに、都
市部においては新たな需要開拓と利用促進にも努
力の余地がある。行政は公共交通を地域の政策
の中に位置付け、社会的な必要性の下でバスサー
ビスが十分に機能するような環境づくりに責任を
もち、その維持については赤字補填から社会的投
資への考え方の転換の下、住民生活のために効果
的に財政負担するとともに、地域交通形成のコー
ディネーターとして地域と協働しつつ“汗をかく”
意思が求められる。そのためには行政側の人づく
りも重要となる。また住民は単に事業者や行政へ
の要望の段階から、地域公共交通を自分自身の問

住民の関わり方には、地域の事情や合意の仕
方によって、単純に資金負担する方法だけでな
く、バス停の設置や維持、利用促進の支援、沿
線企業等の協賛など様々な選択肢があり、関わ
る主体も自治会を始め、商工会や NPO など、幅
広く考えられる。ただし、自ら参加することに
まだ多くの地域住民は慣れていない。行政はきっ
かけづくりの役割を果たすことが望まれる。こ
うしてそれぞれが「当事者」意識をもって関わ
ることが、地域のバス交通を活用し、持続させ
るために必要である。

５．おわりに
公共交通は福祉そのものではない。しかし少子
高齢社会にあって、福祉的要素を多分にもつ社会
インフラとして、今後育成しなければならない。
そのためには、交通事業者のみならず、行政、住
民がそれぞれ交通と福祉は自身の問題として当事
者意識を持って協働し、持続できる仕組みを構築
する必要がある。
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ジャーナリスト

松本克夫

残された課題にどう向き合うか
この連載も、これが最終回です。できれば、

残された課題を整理しておきたいところです
が、地方分権改革はまだ道半ばで、課題が多

すぎます。ここでは個々の課題ではなく、そ

れらに向き合う際の基本的な姿勢について整
理しておきましょう。

北風型か太陽型か

う。必要な経費は自前で賄えるようにしよう。
こうした地方分権の目標については、大方の
合意ができていますが、その方法については
考え方の対立があります。イソップ寓話の「北

風と太陽」になぞらえれば、北風型の改革と
太陽型の改革と名付けられるでしょう。

その違いは、地方交付税に対する姿勢に端

的に現れます。地方交付税を減らし、必要な

経費は自己努力で確保するように自治体に迫

36 回

想が出され、今年は大都市制度を改めるかど
うかが焦点になっています。これも北風型か
太陽型かという選択と関連してきます。

豊かさの質を問うことに
円高が産業の空洞化を加速しており、日本

地域のことは地域で決められるようにしよ

第

想、政令指定都市市長会からは特別自治市構

るのが北風型です。自治体を地域間競争の寒

風にさらすのが自立への近道というわけです。
これに対し、自治体が必要な経費を賄えるよ
うに、まずはふところを温めてやろうという
のが太陽型です。国から地方へ税源を移譲す
るとともに、地方交付税も手厚くしようとい
うものです。厳しい父親型と優しい母親型と
言い換えてもいいでしょう。

90 年代の第１次分権改革は太陽型でした

経済の停滞からの脱出方策が問われています。

その際、大都市をエンジン役として重視し、
その力を存分に発揮させるべきだというのが
大都市側の主張と見ていいでしょう。大都市

が引っ張ってこそ、経済は浮揚し、疲弊した
地域も底上げできるという考え方です。これ

は、北風型と同様、大都市から農村部などへ
の税収の移転を小さくしようという戦略につ
ながります。これに対しては、農村部や、新

幹線などのインフラ整備の遅れている日本海

側からは、不公平であり、ますます地域間格
差が拡大するという反発が出ることが予想さ

れます。強い地域をより強くするのが先か、
それとも弱い地域を支えるのが先か、その判

断次第で大都市問題への回答は違ってきます。
人口減少と高齢化が進む中で、東京一極集中

や各ブロック・府県内の一極集中を是認する
のか、多少ともそれを食い止める努力をする
のかという判断とも絡みます。

もっと根本に遡ると、私たちにとって豊か

が、小泉内閣の三位一体改革では北風型が鮮

さとは何かが問われているとも言えます。東

面積だけで配分を決める新型地方交付税の導

字として、
「絆」が多数の支持を集めました。

明でした。地方交付税の大幅削減や、人口と
入がそれです。民主党政権は、どちらとも判

定しかねますが、事業仕分けや政策仕分けで
は北風型の考えが前面に出ています。

地方は太陽型が強いと思われますが、橋下

徹大阪市長は地方交付税の廃止を主張してお
り、北風型の典型と言えるでしょう。地方交

付税は国の予算の中で社会保障費に次いで大
きな部分を占めており、国の財政再建を優先
させれば、北風型に近づきます。北風型か太
陽型か、競争重視か連帯重視かによって、今
後の改革の在り方は大きく違ってきます。

橋下氏率いる大阪維新の会からは大阪都構
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日本大震災の影響もあり、昨年１年を表す漢
物や金の豊かさ以上に、家族やコミュニティ
の絆が大事だと見直されたということでしょ

う。どちらかと言えば、成長戦略につながる
大都市重視の考え方は、物や金の豊かさを前

提にしています。しかし、絆を中心に考えると、
食料やエネルギーの地産地消による循環型社
会の構築など小さな地域の暮らしの安全網整
備がより重視されるでしょう。

成長軌道への復帰を目指すのか、成長はほ

どほどにして、安心で親密な暮らしやすい地
域社会を目指すのか、という基本から地方分
権を考え直してみる時期でしょう。

先進政策バンク優秀政策事例
教 育 ・文 化 分 野

地域と学校の協働による
「地域社会と学校教育との推進」
宮城県教育庁生涯学習課

１

なぐ仕組み・組織をつくり、家庭・地域と学校
の協働の取組を行政がしっかりと支えていく
こと」と捉えました。
「協働」とは、複数の主体者（家庭・地域・学校・
行政）が目的（子どもの健全育成に向けて）を
共有し、各々の特性・能力を生かしながら、互
いに尊重しつつ、対等な立場で協力し合い一緒
に働くことで、
「協働教育」とは、家庭・地域
と協働して実施する教育活動のことです。

事業の背景

近年の都市化・少子高齢化・高度情報化等の急
激な進展は、子どもを取り巻く地域社会や家庭な
どの教育環境にも大きな影響をもたらしていま
す。地域においては住民間の人間関係が希薄化
し、地域共同体としての機能や教育力の低下が指
摘されており、その中で孤立化が進む家庭におい
ては育児に不安を持つ親が増えており、家庭の教
育力もまた低下が指摘されています。
そのような中、子どもの学ぶ意欲や学力・体力
の低下や問題行動など多くの課題を抱える学校
は、過剰な役割を求められており、その負担や責
任が増加しております。
子どもたちが、これからの急激に変化する社会
の中で自立した一人の人間として力強く生きて
いくために必要な「生きる力」を育むためには、
家庭・地域・学校がそれぞれの役割の重要さを認
識し、これまで以上に連携・協力していくことが
必要となります。
これらを受け、平成 18 年に改正された教育基
本法には新たに「学校、家庭及び地域住民等の相
互の連帯協力」の条項がおかれ、さらに平成 20
年の社会教育法の改正でも学校、家庭及び地域住
民等の連携及び協力についての規定の充実が図
られています。

２

（2）事業の取組
地域と学校が子どもの健全育成という目的
を共有して各々の特性・能力を生かしながら、
お互い対等な立場で協力し合い一緒に行う教
育を、
「コラボスクール推進事業（35 小学校）」
「起業教育推進事業（７中学校）
」として平成
17 年度から 20 年度にかけて県内 25 市町で実
施しました。
［協働推進事業］
協働教育に係る諸会議、研修会、広報活動等
を通じ協働教育の普及・啓発・推進気運の醸成
を図ってきました。
［コラボスクール推進事業］
家庭・地域と学校が共に手を携えながら、様々
な教育活動に取り組んでいるモデル実践です。
実践事例「防災訓練」（特別活動）

協働教育の経緯

（1）みやぎらしい協働教育推進事業（平成
17 年度から平成 20 年度）
宮城県は、
「社会の中でたくましく生きる子
どもたちを地域全体で育む」ことを目的とし
て、平成 17 年度から国の動きに先駆けて「み
やぎらしい協働教育推進事業」に取り組んでき
ました。
「みやぎらしい」とは、
「県内市町村の政策や
重点施策などの公の方針の下、地域と学校をつ

地域の町内会が主となり計画を立案し、消防署との連
携を図りました。防災訓練ではワークショップ形式で六
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つのブースを作り、地域のゲストを招き「命」をテーマ
にした体験談の話をしていただきました。（平成 18 年 10
月実施）

を聞き、田植え・除草作業・稲の生育観察・稲刈り・脱穀・
精米の一連の流れ、さらにわらを活用した伝統文化につ
いても学習しました。（平成 22 年５月実施）

［起業教育推進事業］
社会における経済活動を教材とし、地域社会
と学校が協働して進める体験活動のモデル実
践です。
平成 20 年度から文部科学省の「学校支援地
域本部事業」を受託しました。この事業は、地
域全体で学校教育を支援する体制づくりを推
進することにより、教員や地域の大人が子ども
と向き合う時間が増加し、さらに地域住民等の
学習成果の活用機会の拡充及び地域の教育力
の活性化を図ることをねらいとした協働教育
推進の取組です。

これらの事業を実施している市町では、公の
方針や施策に協働教育の推進を掲げ、各小中学
校では、教育目標や教育計画に協働教育を位置
付けて実践活動を展開しました。この事業を通
して県内の協働教育は着実に広がりを見ました。

（3）推進するための組織
「みやぎらしい協働教育」を推進するための
組織として、知事を議長に「みやぎらしい協働
教育推進会議」（平成 17 年度から 18 年度）を
設置し、協働の必要性・基本方向、協働推進の
方策を協議しました。

年度

17

学校支援地域本部事業

地域の素材や地域の人との関わりの中で商品開発を行
い、地域のイベント会場にて販売を行いました。利益は、
福祉団体への寄付など社会に役立つことに遣いました。
全校生徒が取り組みました。（平成 19 年 10 月実施）

協働教育モデル実践
起業教育推進事業

年度

20

宮城県協働教育
振興会議

年度

19

協働推進組織
ネットワークづくり
協働教育研修

コラ ボ ス ク ー ル 推 進 事 業

年度

18

みやぎらしい協働
教育推進会議

実践事例「自分らしさ生き方の探求」
（総合的な学習の時間）

○宮城の将来ビジョン
取組14 家庭・地域・学校の
協働による子どもの健全な
育成

○宮城県協働教育
推進宣言（知事表明）

さらに、「みやぎらしい協働教育推進会議」
で意見交換してきたことを発展させ「宮城県協
働教育振興会議」（平成 19 年度から 20 年度）
を設置し、今後どのような協働教育振興策を展
開していくべきか意見交換しました。
平成 20 年度には、
「宮城県協働教育推進宣言」
を知事が表明しております。

［学校支援地域本部事業］
（国委託事業）
地域全体で学校教育を支援するために、学校
外の教育力、具体的には学校支援ボランティア
等により、学校の教育活動に支援を行うものです。
実践事例「昔ながらの田植えの体験学習」
（総合的な学習の時間）

［宮城県協働教育推進宣言］
（平成 21 年２月）
宮城の次代を担う人材である県内の子ども

たちを育成するために，県と教育委員会が一
丸となって協働教育に取り組むことがきわめ

て重要であるという認識に立ち，知事である
私もこれまで深く関わってまいりました。

県内各市町村におかれましては，提言「家

庭・地域と学校との協働教育を振興させるた

めに」を一つの指標としていただき，家庭・
地域教育力の向上と学校教育の充実を目指す

学校支援ボランティアである地域の方々が、一年を通
して米づくりの学習に指導者として学校を支援しました。
子どもたちは、米づくりについて先人の苦労について話

協働教育が活発かつ継続的・安定的に取り組

17

な知識・技能を生かした支援を受けることに
より、学習効果も高まりました。
教員にとっては、学習ボランティアとの交
流から地域を知ることができ、地域の人材活
用や地域学習に積極的に取り組むことによる
教育活動の広がりと深まりが得られました。
イ 子どものコミュニケーション能力の高ま
りがみられました。
特に、学校支援ボランティアとの交流や会
話を通して、児童生徒の規範意識の向上やコ
ミュニケーション能力が高まりました。さら
に、思いやりや感謝の気持ちを持つ児童生徒
や挨拶をする児童生徒が増えたという学校
からの声も聞かれました。
ウ 開かれた学校づくりの推進ができました。
学校支援ボランティア活動を行うことで、
地域の目が学校に向けられ、地域住民の学校
教育への関心が高まり、学校の状況を理解す
ることができました。また、学校と地域の信
頼関係を築くことができ、学校と地域の連携
が一層深まりました。
エ 地域住民にとっての生きがいづくり、自己
実現の場となりました。地域住民が学校支
援ボランティアとして、児童生徒や学校に協
力・貢献できる実感が社会参加のきっかけと
なり、学校支援ボランティアが「生きがい」
と感じたり、「自己実現」に結び付いたりし
ました。
オ 地域の教育力の活性化が図られました。
学校支援ボランティア活動が、学校と地域
の交流の場となり、学校を中心とした地域づ
くりができ、
「地域の子どもは地域で育てる」
という目的が明確化し、学校の求めと地域の
力が結ばれたことで地域の教育力が向上し
ました。

まれることを期待するとともに，これからも

本県は協働教育の振興に向けた環境の整備・
充実を推進していくことを宣言いたします。
平成 21 年２月４日

宮城県知事

村井

嘉浩

平成 21 年度から 22 年度には協働教育運営委
員会が設置され、今後の協働教育の継続的・安定
的な推進に向けての協議が行われ、家庭・地域の
人々、学校の教員、行政職員へ下記のような具体
的な提案がなされました。
ア 協働教育の普及振興を図るための充実し
た研修の場の提供。
イ 市町村及び市町村教育委員会の公の方針
の下協働教育を円滑に進めるための仕組み
づくりと組織の活性化・発展を支援。
ウ 地域全体で子どもを育てる意識を高め、協
働教育を家庭・地域の人々の知識・技能を生
かす場として位置付け。
エ 協働教育による学習活動の質を高め、子ど
もの「生きる力」の向上につなげる環境整備。
Ｈ２１以降の協働教育
○コーディネーター養成研修会
○ボランティア養成研修会
○協働教育研修会

２ 協働教育の仕組み
づくりと展開

○学校支援地域本部事業
○協働教育推進功績表彰

３ 関連事業の拡充

○はやね・はやおき・あさごはん
推奨運動
○家庭教育支援推進事業
○放課後子ども教室推進事業

４ 学校教育におけ
る協働教育手法
の活用と促進

○特別非常勤講師制度活用事業
○１３歳のかけ橋づくり事業
○進路達成支援事業
○地域スポーツ人材の活用実践
支援事業

家庭・
地域教育力の向上と学校教育の充実

１ 協働教育研修の
充実

（2）課題
ア 学校（教員）や学校支援ボランティアの方
が、学校支援の目的や学校支援ボランティア
活動について更に理解を深めていくことが
必要となりました。
イ 学校を支援し、地域を活性化するネット
ワークの構築が必要となりました。具体的に
は、学校の様々な支援依頼に応えられるよう、
地域コーディネーターと多くの地域支援ボラ
ンティアとがつながったネットワークを、今
後構築していくことが課題となりました。

学校支援地域本部事業を推進している市町村
では、学校支援ボランティアの方々が教育活動を
しっかり支え、学校を支援していく組織や体制が
整えられました。

３

成果と課題

（1）成果
ア 学習支援ボランティアの活用による学習
活動の広がりがみられました。
学習支援ボランティアの方から地域の特
色を生かした体験・活動などの支援を受ける
ことにより、児童生徒が学習や地域に対して
の興味・関心が高まりました。また、専門的

４

現在の取組

これまでの「みやぎらしい協働教育」の成果と
課題を受け、平成 22 年３月に策定された「宮城
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（2）協働教育普及・振興事業
多様な担い手の協働により地域全体で子ど
もを育てる環境を整えます。
ア 協働教育推進功績表彰
イ コミュニティづくり研修会 等

県教育振興基本計画」の「基本方向５家庭・地域・
学校が協働して子どもを育てる環境づくり」を具
現化するための事業として、
平成 23 年度から「協
働教育推進総合事業」が開始され、市町村委託事
業「協働教育プラットフォーム事業」に取り組ん
でいます。この事業は、従来の「学校教育支援」
に「家庭教育支援」と「地域活動支援」を加えた
ものです。家庭、地域、学校の協働によって各事
業を実施し、子どもを育てる協働の仕組みづくり
を進め、地域全体の教育力の向上と活性化を図る
事業を推進していきます。

（3）教育応援団事業
子どもの教育活動を支援する個人や企業等
を「みやぎ教育応援団」として認証・登録し、
HP 等で情報提供していきます。
（4）協働教育プラットフォーム事業
協働教育推進のために県が実施する市町村
委託事業です。
ア コーディネーター等による地域の学びの
場の提供
イ 家庭教育支援
家庭教育サポートチームによる事業の展
開、家庭教育講座 等
ウ 学校教育支援
学習支援、環境支援、心のケア、地域ぐる
みの防災教育、放射線と健康に関する研修会
エ 地域活動支援
放課後や休日、長期休業日等に自然体験活
動、地域産業体験活動等のプログラムの提供

平成２３年度～
協働教育推進総合事業の仕組み
学校教育支援

家庭教育支援
協働教育プラット
フォーム事業
実施協議会
地域活動支援

協働教育基盤形成事業（研修の充実）
協働教育普及・振興事業
教育応援団

実践事例 市町村における協働教育プラットフォーム事業

（1）協働教育基盤形成事業
家庭・地域・学校の連携・協働を促進するた
めに必要な人材育成のための研修会を開催し
ます。
ア 協働教育研修会
イ コーディネーター養成研修会
ウ 子育てサポーター養成講座
等
実践事例

（平成 23 年度

コーディネーター養成研修会

（平成 23 年度８月実施

５

地域活動支援の様子）

おわりに

平成 23 年３月 11 日未曾有の大震災により多
大な人的被害・物的被害を被り、子どもを育てる
環境が大きく損なわれました。
宮城県では、一日も早い復興・復旧にむけて、
「宮城県震災復興計画」を策定し、家庭・地域の
教育力の再構築を目指しており、人と人とを結
び、子どもの豊かな学習機会と地域住民に新たな
学習活動を生み出す協働教育の重要性はこれま
で以上に高まっています。
協働教育が地域全体で子どもたちを育み、未来
の活力あるまちづくりにつながるものとして推
進していきます。

ワークショップの様子）
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地域振興分野

エネルギー「一村一炭素おとし」事業による
支援について
北海道経済部産業振興局環境・エネルギー室

１

はじめに

地球温暖化は、地球規模の深刻で、経済社会
活動にも大きな影響を及ぼす重要な問題であり、
こうした地球環境問題への対応は、国際社会が直
面する最優先の課題であり、その解決に当たって
は、国の対応はもとより、地方自治体など地域レ
ベルでの取組も重要な役割を担っています。
豊かな自然環境に恵まれた北海道としても、地
球環境問題に対するフロントランナーとして、温
暖化対策を着実に進めるとともに、環境技術の普
及や、環境関連ビジネスの育成振興などを図りな
がら、経済成長へとつなげることによって、環境
と経済が調和する、持続可能な低炭素社会の実現
を目指して、これまでも様々な取組を進めてきて
います。

２ キーワードは「CO2 削減」と「地域活性化」
そのような中で、エネルギー「一村一炭素お
とし」事業を制度設計するに当たっては、市町村
が民間企業等と協働して行う、地域の特性を生か
した低炭素化の取組を促進することにより、定量
的に CO2 削減効果が見込める低炭素化の推進が
図られるとともに、地場企業や資源の徹底活用と
市場の拡大など地域経済の活性化を目的として
事業を検討しました。
省エネや新エネを促進の推進に当たっては、
「過大な初期コスト（投資回収ができない／投資
回収期間が長い）
」といった課題が挙げられてい
ます。
多くの市町村では、資金面でこれらをカバーす
る財政的余力にきびしいものがありますが、廃棄
物や林地残材、地熱や除排雪冷熱などの原材料や
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未利用地や空き教室などの遊休公共施設といっ
た、コストを低減（投資回収期間の短縮）する効
果を生む多様な地域資源を豊富に有しています。
地域特有の事情に即して、これらの有形無形
の地域資源を省エネ・新エネ機器・工事の直接投
資部分だけでなく、当該事業の川上行程（原材料
調達など）や川下行程（流通円滑化、販路拡大な
ど）の効率化に投入・工夫することにより、助成
次年度以降、全体事業の採算性が維持されること
となります。
また、省エネ・新エネ関連機器などの産業は、
未だ発達段階にあり、日進月歩で低コスト化が
進むことが期待されており、そうした市場におい
ては、事業者負担額に応じた「低率補助方式」よ
りも、導入成果に単価を乗じる「定額助成方式
（フィードインタリフ）」を用いた方が、供給側、
導入側双方が価格・品質競争と情報収集選択（＝
顧客獲得と負担軽減）を積極的に行い、コスト低
減を促す効果があるとされています。
実際、新エネ機器導入補助制度には発電電力
量当たりの助成単価を定めた「低額補助方式」が
多く、住宅用太陽光発電も「定率補助方式」だっ
たものが、価格低減効果が低かったため、
「低額
補助方式」に改め、設置コストの実勢価格に合わ
せて助成単価を引き下げてきており、また、投資
実勢価格や競合燃料との価格差を踏まえながら、
助成水準を柔軟に調整できることとなります。
事業の実施に当たっては、
「成果と手法の見え
る化による普及先導モデル性」を重視しました。
地域の持つ様々な課題に対し、市町村が民間
企業や NPO 等の意欲やアイデアを生かしなが
ら、より費用対効果の高い事業に対し支援するこ
とにより、他の同様の課題を持つ地域に応用可能
な先導モデルの量産が期待できます。

先進政策バンク優秀政策事例

３

オガスプラントにおけるふん尿処理により、ガ
スを精製して、全国初の「低圧メタン吸蔵容器」
で「道の駅・しほろ温泉」運搬し、温泉施設
に新設したガスコージェネレーションの燃料
として利用し、施設の電力と給湯・暖房用の
熱を確保。
また、余剰バイオガスによるガス灯やコー
ジェネ発電の増加電力を活用した LED 照明に
よるアート展やイルミネーション装飾を実施
し、観光交流の増加や建設業のエネルギー分
野への進出を促進。
この取組による CO2 削減量は年 261t、削
減されるコストは 380 万円。

補助金額の設定に当たって

補助金額を決めるに当たっては、道内の省エ
ネ・新エネ導入事例の平均金額が CO2 １t 当た
り 15 万円であったことから、補助単価を１t 当
たり 10 万円として、これに実施しようとする事
業によって削減される CO2 の量を乗じた額を補
助金額としました。
CO2 算定の基準は、地球温暖化防止法に基づ
く「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル」
の係数に準じており、機器導入後１年間の想定量
としている。また、CO2 の 21 倍温室効果の高い
メタン（CH4）の削減も対象としています。
例 え ば、 化 石 燃 料 で あ る 重 油 を 利 用 し た ボ
イラーをカーボンフリーの木質燃料を利用した
ボイラーに入れ替える場合では、入替えによる
CO2 削減量を算定。
また、新規に木質燃料ボイラーを導入する場
合も、一般的な重油ボイラーとの差で対象として
います。
なお、植林や努力による省エネについては、対
象としていません。
また、応募条件として、環境、エネルギーを
切り口とした「地域おこし」を支援することとし
て、他の地域振興支援メニューとのすみ分けを考
えました。

４

しほろ温泉 LED イルミネーション

市町村における取組事例

平成 22 年度における認定事業数は 15 件で、
事業規模は総事業費ベースで 130 万円から１億
2,000 万 円 と 幅 広 く、CO2 削 減 量 も CO2 換 算
年５～ 805t、また、省エネ・新エネの取組も、
LED や木質系、BDF などのバイオマス、地中熱、
温泉熱など６部門と多様な提案があり、地域活性
化の面では、環境・エネルギー産業の育成、観光
振興・交流推進など、幅広い取組となっています。
効果の検証としては、環境面では、CO2 削減
量は年 2,606t、経済性では、年間 2,400 万円の
コスト削減となっています。

ECO あかりアート展

（2）
「地域バイオ燃料需給体制の確立と新エネ
導入ショーケース整備事業」
本別町（十勝総合振興局内）では、福祉施
設の作業所に小規模の BDF（バイオディーゼ
ル燃料）の製造装置を導入し、町が回収した
廃食用油を原料として提供して、製造された
BDF（バイオディーゼル燃料）をゴミ収集車
の燃料としての活用することにより、障害者

主な事例としては、
（1）「道の駅しほろ温泉 DE バイオメタン事業」
士幌町（十勝総合振興局管内）では、バイ
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の自立・就労を支援。
また、町内の保育所に太陽光発電システム
を導入と併せて、商店街や自治会と連携し、イ
ベントの開催時に BDF 発電機の使用や太陽光
パネルを設置するなどにより、地域ぐるみで
啓発運動・環境教育を実施する取組を実施。
この取組による CO2 削減量は年 25t、削減
されるコストは約 22 万円。

この取組による CO2 削減量は年 27t、削減
されるコストは 85 万円。

温泉排熱利用融雪システム

勇足幼稚園

太陽光発電

誘導灯の LED 化

５

今後の展開

昨年３月に発生した東日本大震災や原子力発
電所の事故は、国民の暮らしや我が国の産業に大
きな影響をもたらしており、現在、国においてエ
ネルギー政策の見直しが進められているととも
に、国民の間で新エネルギーに対する期待と関心
が大きく高まっています。
北海道では、本道に豊富に賦存する再生可能エ
ネルーを中長期的に主要なエネルギーの一つと
して活用できるよう、地域における新エネルギー
賦存量の把握から、利活用に向けた技術・研究開
発支援など様々な取組を進めることとしており、
本事業についても、これまで温暖化効果ガスであ
「炭素おとし」を助成基準とし
る CO2 の削減、
てきましたが、平成 24 年度からは、新エネルギー
の導入・開発など「創エネ」を助成基準として、
地域の取組を支援することとしています。

廃食油原料の BDF

（3）
「登別エコ温泉化プロジェクト」
登別市（胆振総合振興局管内）では、登別
温泉の観光スポット「地獄谷」に続く散策路
の
「鬼火の路」
の誘導灯を LED 化するとともに、
商店街等の歩道において、地場企業が道立試
験研究機関と共同開発した温泉排熱を利用し
た「空気吹き出し式融雪システム」を導入し、
ツルツル路面を解消して、温泉フリーパスを
利用した湯めぐり客の冬季安全通行を確保。
あわせて、
「エコ温泉」をアピールし、観光
客の増加と温泉商店街の活性化を図るととも
に、降雪温泉地に適した融雪対策として全国に
発信し、ビジネスチャンスの拡大を図る取組。
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◇都道府県庁所在地で、雨が最もよく降る都市と降らない都市
日本の年間降水量は約 1,700mm。これは世界的にみても
極めて多いほうである。日本が森林資源に恵まれているの
は、雨がよく降る国だからだと言えよう。ところが、全国
にある主要都市（100 万人以上の都市）の降水量は、いず
れも全国平均を下回っている。札幌（1,106.5mm）
、仙台
（1,254.1mm）
、東京（1,528.8mm）
、横浜（1,688.6mm）
、
名 古 屋（1,535.3mm）
、 京 都（1,491.3mm）
、 大 阪
（1,279.0mm）
、神戸（1,216.2mm）
、広島（1,537.6mm）
、
福岡（1,612.3mm）というように、1,700mm を超える都
市は見当たらない。
都道府県庁所在地で最も雨がよく降るのは、高知市の
2,547.5mm。以下、
宮崎（2,508.5mm）
、
金沢（2,398.9mm）
、
静 岡（2,324.9mm）
、 富 山（2,300.0mm）
、 鹿 児 島
（2,265.7mm）
、 福 井（2,237.6mm）
、 那 覇（2,040.8mm）
と、年降水量 2,000mm 以上が８都市ある。北陸の金沢市
は年間の降水量では全国３位だが、雨の降る日は日本一多
く、年間の降水日数（１mm 以上）は 176.8 日もある。と
いうことは、１年の約半分は雨が降ることになる。そのた
め金沢では、
「弁当忘れても傘忘れるな」が合言葉になって
いるとか。
これからも分かるように、雪がほとんど降らない関東以
南の太平洋岸と、豪雪地帯の北陸地方に降水量の多い都市
のあることが分かる。新潟市の降水量は 1,821.0mm で全国
平均を上回っているものの、さほど多いとも言えない。新
潟には「豪雪地帯」というイメージがあるが、雪がよく降
る地域は県の北部ではなく、県の南部及び内陸部だ。新潟
市は県北部の沿岸にあるため、緯度では山形県米沢市とほ
ぼ同緯度に位置しているものの、さほど降雪は多くないの
である。日本一の豪雪地帯として知られている新潟県南部
の上越市（高田）の年間降水量は 2,755.3mm。これは日本
で最もよく雨が降ると言われる三重県尾鷲市（3,848.8mm）
には及ばないものの、高知市を上回る全国でも有数の降水
量を記録している。
都 道 府 県 庁 所 在 地 で 降 水 量 が 最 も 少 な い の は、 内 陸
に 位 置 し て い る 長 野 市 の 932.7mm だ。 こ の ほ か 高 松
（1,082.3mm）
、岡山（1,105.9mm）
、札幌（1,106.5mm）
、
甲府（1,135.2mm）
、
山形（1,163.0mm）
、
福島（1,166.0mm）
、
神戸（1,216.2mm）など、降水量が少ないのはいずれも
内陸の盆地か瀬戸内海沿岸の都市である。都道府県庁所在
地以外の都市では、北海道のオホーツク岸にある網走市が
787.6mm で最も少ない。
では年降水量の日本記録はどうかというと、都道府県庁所
在地では 1998（平成 10）年に高知市で記録した 4,383.0mm
だが、それ以外の都市では、1954（昭和 29）年に尾鷲市で
記録した 6,174.5mm が日本一である。
反対に都道府県庁所在地で最も降水量が少ないのは、
1994（平成６）年に長野市で記録した 555.5mm。都道府
県庁所在地以外では、2008（平成 20）年に北海道の帯広市
で 476.5mm を記録している。これは尾鷲市の約 13 分の１
に過ぎない。同じ日本でも、降水量にはこれだけ大きな地
域差がある。日本列島では紀伊半島から九州にかけての太
平洋岸、及び南西諸島、伊豆諸島などが多雨地帯。北海道
及び中央高地、瀬戸内海沿岸が少雨地帯である。
（年降水量
は 1981 ～ 2010 年まで 30 年間の平均値）

都道府県庁所在地の年平均降水量
（1981 ～ 2010 年の平均値）
都市名

年平均降水量（mm）

順位

札

幌

1106.5

44

青

森

1300.1

34

盛

岡

1266.0

37

仙

台

1254.1

38

秋

田

1686.2

17

山

形

1163.0

42

福

島

1166.0

41

水

戸

1353.8

30

宇 都 宮

1493.1

27

前

橋

1248.5

39

熊

谷

1286.3

36

銚

子

1659.8

19

東

京

1528.8

26

横

浜

1688.6

16

新

潟

1821.0

14

富

山

2300.0

5

金

沢

2398.9

3

福

井

2237.6

7

甲

府

1135.2

43

長

野

932.7

47

岐

阜

1827.5

13

静

岡

2324.9

4

名 古 屋

1535.3

25

津

1581.4

22

彦

根

1570.9

23

京

都

1491.3

28

大

阪

1279.0

35

神

戸

1216.2

40

奈

良

1316.0

32

和 歌 山

1316.9

31

鳥

取

1914.0

10

松

江

1787.2

15

岡

山

1105.9

45

広

島

1537.6

24

下

関

1684.3

18

徳

島

1453.8

29

高

松

1082.3

46

松

山

1314.9

33

高

知

2547.5

1

福

岡

1612.3

21

佐

賀

1870.1

11

長

崎

1857.7

12

熊

本

1985.8

9

大

分

1644.6

20

宮

崎

2508.5

2

鹿 児 島

2265.7

6

那

2040.8

8

覇

＊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、下関の降水量を採用。（国立天文台）
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｢地方分権改革推進のための地方大会－青森県開催｣
青森県では、本年１月 12 日（木）に、青森市

の青森国際ホテルにおいて、青森県地方分権推進
シンポジウムを開催しました。

このシンポジウムは平成 15 年度から開催して

いるもので、今後の地方分権の進展と将来の地方
の在り方を考える上で、最新の情報を県民の皆様
に広く提供し、分権型社会にふさわしい新たな地

方の姿を幅広く考えてもらうための契機としてい
ただくことを目的に開催してきており、今回で９
回目となります。

当日は、大雪が降る中、県内外から、住民の方、

議会議員、自治体職員など、約 250 名の方々に

してきたが、これからは ｢存在欲求｣、つまり、人間

お越しいただき、会場はほぼ満席の熱気に満ちあ

の人間的な欲求である幸福の追求へ価値観の転換

ふれたシンポジウムとなりました。

を図ることが大切であるということが述べられました。

シンポジウムの前半では、東京大学名誉教授で

そして、このように歴史の大転換期ともいうべ

あり地方財政審議会会長を務められている、神野

き危機的状況に社会が陥ったときに政府が果たす

直彦氏から ｢地方分権で危機を越える｣ と題し、

べき役割の一つとしてセーフティネットを張ると

基調講演をいただきました。

いうことがあるが、これに関して、社会保障を充

その中で、まず、東日本大震災という自然災害

実しなければ格差や貧困は必ず拡大するので、経

の危機に見舞われたことによって、私たち日本人

済成長と格差や貧困の解消を両立するには社会保

は、人間の社会で最も価値のあるものは人間の命

障を充実させるしかないが、社会保障の中でも、

であるという生命意識、人間と人間、人間と自然

貧しい人々に限定した現金給付を充実させること

とが生きることを共にするという共生意識、それ

は格差や貧困の拡大につながるため（再分配のパ

と同時に、共に生きていくことによって遭遇する

ラドックス）
、現金給付からサービス給付に変え

様々な問題の解決に積極的に参加していく必要が

ていくことが必要で、実際、日本では現金給付が

あるという参加意識の重要性に気付かされること

中心となっているが、育児、養老、職業再訓練等

になったが、まさに地方分権とは、そうした人間

のサービス給付が充実しているスウェーデンなど

が共に生き、様々な共同の問題に参加して解決し、

では、格差や貧困の解消と着実な経済成長を両立

その地域社会で育む命を最も重視していこうとい

させていること、そして、その場合において、現

う考え方に根ざしているものでなくてはならない

金給付の実施責任は中央政府にあるが、サービス

という地方分権の基本的な考え方について、分か

給付は地方自治体が担うべきもので、地方自治体

りやすくご説明いただきました。

に財源と権限を与えて、それぞれの地域の生活様

また、我々は、東日本大震災と同時に、
リーマンショッ

式に合わせたサービスを提供しつつ、新しい産業

クに始まる世界恐慌とも呼べるような経済危機にも直

構造の下で地域社会を築いていくことが重要であ

面しているが、この危機は、大量生産、大量消費の

り、これこそが地方分権の目的であること、つま

時代、重化学工業の時代の終わりを告げるものであ

り、産業構造の転換に対応していくためには地方

ることから、この危機を乗り越えるためには、産業構

分権が必要であるとご説明なさいました。

造を変えること、量の経済を質の経済に変えていくこ

最後に、知識というものはお互いに与え合うも

とが必要であり、そのためには、自然資源が枯渇し

のであるから、知識社会となる未来は ｢懐かしい

始める中にあって、人間のかけがえのない知的能力

未来｣ になると考えると述べ、私たちの地域を生

である ｢知恵｣、｢知識｣ を使っていかければならな

命と共生と参加の場として再生させることが地方

いこと、また、これまでは、人間の二つの欲求のうち、

分権の目指すところであるとのお話をいただき、

物質的な豊かさを求める ｢所有欲求｣ を満たそうと
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基調講演は終了しました。

が、今後は市民と企業の２者がトップとなり、行

クセッションを行いました。コーディネーター

その中でネットワークを作っていくということが

の松本克夫氏にお願いし、スローフード・フレン

じて自分たちの ｢やった感｣ があれば、NPO の

久保和子氏、NPO 法人やませデザイン会議議長

をいただきました。

内伸文氏の計４名の方にパネリストを務めていた

ターの松本氏から、地方分権というと権限や財源

まず、それぞれのパネリストに各地域でどのよ

で自立した活動を作ることが大切であるという点

後に、現在活動を行う際に障壁となっている法律

ころにある ｢補完性の原理｣ という考え方に通じ

権を使って、現在の法律や制度をどのように改善

最後に、久保氏からは、地域のコミュニティに

政をけん引するような逆三角形の社会を目指し、

次に、｢地域の底力を示そう｣ をテーマにトー

は、フリージャーナリストで地方財政審議会委員

大事である、また、まちづくりへの参画などを通

ズ北海道リーダーの湯浅優子氏、階上町副町長の

活動がもっと盛んになるのではないかという発言

の田中卓氏、社会活動団体「ＳｉＮＧ」代表の武

こうした４人のお話を受けて、コーディネー

だき、議論しました。

の移譲の話になりがちであるが、住民が自分たち

うな活動をされているのかをお話していただいた

が４人の発言に共通しており、分権の基本的なと

や制度の問題点を指摘することによって、地方分

るものであるとのお話がありました。

すべきかという切り口で、パネリストからご発言

力を入れていきたい、田中氏からは、NPO は行

てご活躍されている方々にお出でいただいたこと

から、｢まずやってみる｣、そしてそれを継続する

湯浅氏からは、自身のスローフードの活動を通

の町、その町の個性を法律や制度の中で発揮して

り、行政任せではなく、まずは自分たちが当事者

者意識がなければ、地方分権がいくら進んでも限

るというご発言をいただきました。次に久保氏か

本氏からの ｢４人の活動を通じて地域の力がある

ら、復旧作業が迅速に進んでいるのは国や県との

地域は大丈夫だ。｣ というコメントを最後に、シ

地域の皆さんの被災者への支援や復旧活動を目に

今後も、青森県では地方分権に関する最新の情

をいただきましたが、パネリストは地域に密着し

政と違って ｢失敗できる｣ という立場にあること

もあり、大変興味深いものとなりました。

ことが地域の自立につながる、湯浅氏からは、そ

じた所感が述べられた上で、法律や制度の問題よ

いくのが難しい状況である、武内氏からは、当事

意識を持ち、自立して何かを行うことが重要であ

定的な効果しか生まないというご発言があり、松

らは、東日本大震災の復興に携わっている立場か

ことがこのシンポジウムで確認され、大変力強い。

連携の良さや地域住民の活動によるものであり、

ンポジウムは盛況のうちに閉会しました。

して、改めて地域の絆の大切さを実感したという

報を県民の皆様に提供し、分権型社会にふさわし

県の管理するダム湖に屋形船を就航させるという

組を継続して参りたいと考えております。

い新たな地方の姿を幅広く考えてもらうための取

ご発言をいただきました。続いて田中氏からは、
取組を社会化実験により２年間実施した後、本格
実施をしようとした際に、公共物で営利活動を行
う点などが課題となったが、最終的には市と民間

団体が共同で運航するということで実施にこぎ着
けたという経験や公共施設の指定管理者として課
題に直面した際の経験などを踏まえて、｢自分た

ちでやりたいことを全面に出せば、周りの方は応

援してくれる。
｣ と実感しており、実行する行動

力が大切であるというご発言をいただきました。
最後に武内氏からは、社会には市民、企業、行政
という３者のプレーヤーが存在しているが、今

までは行政がトップにある三角形の社会であった
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「地方分権改革推進のための地方大会－滋賀県開催」
滋賀県内の地方六団体（県・市長会・町村会・
県議会・市議会議長会・町村議会議長会）で構成
される、滋賀県地方分権推進自治体代表者会議で
は、本年２月 10 日（金）に滋賀県近江八幡市の
滋賀県立男女共同参画センターにおいて、
「滋賀
県地方六団体シンポジウム みんなで考える自
治」を開催しました。

職員への問いかけもあり、改めて自治の在り方に
ついて考えるきっかけとなりました。
また、
「平成の市町村合併」のいきさつ、地方分
権改革推進委員会から現在の地域主権改革への流
れについても分かりやすくご説明いただきました。
さらに、関西広域連合、
「大阪都構想」「中京
都」
「新潟州構想」に触れられたほか、第 26 次
から第 30 次に至る地方制度調査会による地方議
会改革についても分かりやすくご説明いただくと
ともに、地方分権改革の流れに対する所感や地方
議会改革についての所感も忌憚なく披露していた
だき、西尾氏の地方分権改革に対する強い思いが
実感されました。
地方分権改革になぜ住民の関心が低く、支持す
る声があまり聞こえてこないのか。改革による制
度の変化を自治体が活用できておらず、住民が成
果を実感できていないからだ。市町村合併などで
対応に苦慮している施設の利活用を検討する際に
「補助対象財産の転用の弾力化」が十分活用でき
ているのか。法令等による義務付け・枠付けの見
直しで「標準」や「参酌基準」とされたことを受
けて、独自の基準を検討しているのか。地方分権
は県や市町の権限拡大のための改革ではなく、究
極の目的は住民自治が拡充されること、地方分権
改革の成果を住民に還元せよ、との発言には多く
の参加者がうなずいていました。

◇県内外から約 300 名超の参加
このシンポジウムは、平成 20 年度から開催し
ているもので、今回で４回目の開催となります。
今年度は共に自治を担う車の両輪として議会側か
らも県議会、市議会、町村議会の代表が登壇し、
取組紹介がありました。
当日は、県内外から、住民、議会議員、企業・
NPO 関係者、研究者、自治体職員など、約 330
名の参加があり、参加人数としては過去最多とな
り盛会のうちに終わりました。

◇住民に実感されてこその地方分権の成果
まず、( 財 ) 東京市政調査会理事長の西尾勝氏
から「地方分権改革の目的～住民主導のまちづく
りを促すこと～」と題して、基調講演をしていた
だきました。
初めに、第一次地方分権改革以降の地方分権改
革の流れや背景を説明されました。実際に改革に
携わった方ならではの、実感のこもった表現で非
常に分かりやすい内容でした。
機関委任事務が全面廃止され、通達はこれまで
「従うべき命令」から「技術的助言」となり、例
外的状況であれば必ずしも従わなくてもよいこと
になったが、それを意識して仕事に取り組めてい
るのか、など地方自治を担う立場の議員や自治体

◇それぞれの立場で目指す自治の充実
続いて、六団体からそれぞれの一層の自治の充
実に向けた取組が紹介されました。
初めに、冨士谷英正 近江八幡市長から「株
式会社近江八幡市としての新たな地方自治への挑
戦！」と題した取組紹介がありました。従来の自
治体から脱却した積極的な姿勢を目指す意気込み
を語られました。厳しい財政状況の中にあっても
単に効率性を求めるのではなく、地域資源を積極
的に利活用することできちんと責任を果たすべき
だとの考えを具体的に示しながら説明されました。
そのためには、市街化調整区域など土地利用の
規制も自治体の判断で行えるようにするために地
方分権を進めるとともに、自治体職員もお金を使
わずにできること、収入が増える発想を持ち、ど
んどん提案してほしいと述べられました。
続いて、佐野高典 滋賀県議会副議長から「滋
賀県議会における議会改革の取り組み」と題した
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藤澤直広 日野町長からは、
「顔が見える関係
を活かしたまちづくり」と題した取組紹介があり
ました。これまでコンサルタント任せだった町総
合計画を住民の皆さんによる委員会での四十数回
にわたる議論を経て策定されたことが、
「ひびき
あい『日野のたから』を未来につなぐ自治の力で
輝くまち」というキャッチフレーズに反映されて
いること、参加したある委員から「こんなに一生
懸命に町のことを考えて、やっと町民になれた気
がした」という言葉に感動したエピソードととも
に紹介されました。
また、都会の中学生や高校生が修学旅行で民家
に泊まり、日野町の生活を体験する「近江日野田
舎体験」や、町内の 150 軒もの家庭で一斉にひ
な人形を飾る「日野ひな祭り紀行」も、自治の前
進につながる、住民との連携した取組として紹介
されました。

取組紹介がありました。現在、滋賀県議会では、
議会改革検討会議の答申を受け、議会改革が進め
られています。県民アンケートによると、県議会
に関心があるという人の割合が、約 75％ある一
方で、県議会の活動がよく分からない人が 25％
以上という結果も出ており、住民にとって分かり
やすい、参加しやすい議会とするための取組を進
める必要があることが明らかになったこと、その
ため、議会のインターネット中継や広報紙「議会
だより」の発行までの期間短縮など広報発信活動
に力を入れていることなどが報告されました。

最後に、橋博 近江八幡市議会議長から「議会
基本条例の取組」について次のような紹介があり
ました。
平成 22 年３月の旧近江八幡市と旧安土町の合
併により、新しい近江八幡市が誕生したことを契
機に、近江八幡市議会では、新しい議会の取組と
して「議会基本条例」が制定されたが、この取組
は、市民の身近な議会となることや、議会活動の
活性化、議員の意識改革を目指したもので、この
条例の特徴としては、市民が意見を述べることが
できる懇談会や議会報告会の開催のほか、議員の
質問に対する執行部の反問権の設定、議員間の自
由討議も明記されたとのことです。
この条例により、二元代表制の一翼を担う議会
としての機能向上が大いに期待されることが説明
されました。

次に、嘉田由紀子 滋賀県知事からは、「地方
自治復興への挑戦～地域のことを地域が行う社会
への回帰～」と題した取組紹介があり、地方自治
は本来あるべき社会状態に戻すべきだとの考え方
が説明されました。現在、広域連合を受け皿とし
て、検討が進められている国出先機関の丸ごと移
管は、国と地方の権限争いではなく、地域のこと
を最も良く知っている自治体が様々な分野の施策
を練り合わせ、総合的に取り組むための改革であ
ることを、今回の会場である県立男女共同参画セ
ンターに設置された「滋賀マザーズジョブステー
ション」を始めとする雇用政策などの例を示しな
がら、説明されました。

◇これからも連携・協力して
このように、県・市・町の首長と議会の立場か
ら、自治に対する思いや取組がそろって紹介され
たのは県内で初めてのことであり、それぞれの役
割や違い、住民の幸せや地域の活性化を目指す共
通の思いが改めて認識されたところです。
滋賀県地方分権推進自治体代表者会議において
は、今回の住民等を対象とするシンポジウムのほ
か、自治体の議員、職員を対象とする合同研修会
も計画しており、今後も六団体が連携・協力して、
一層の地方自治の本旨の実現に向けて取り組んで
いきたいと考えています。

杉浦和人 日野町議会議長からは、
「議会改革
－日野町議会の取り組み－」と題して、議会改革
や議会の活性化についての取組紹介がありました。
市町村議会は、首長とともに公選であり、地方自
治の二元代表制の一翼を担うチェック機関として、
「先端政治」であるということを自負しながら取り
組んでいるということを、予算特別委員会の設置
などの改革の事例も交えながら紹介されました。
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歴史浪漫街道「萩往還」
日本海側の萩（萩市）と瀬戸内海側の三田尻港（防府市）のおよ
はぎ おう かん

お なり

そ 53km をほぼ直線で結ぶ萩 往 還 は、江戸への参勤交代の「御 成

萩城跡

みち

道」として開かれました。
よし だ しょう いん

たか すぎ しん さく

き

ど たか よし

い とう ひろ ぶみ

幕末には、吉 田 松 陰 を始め、高 杉 晋 作、木 戸 孝 允、伊 藤 博 文、

さか もと りょう ま

坂 本 龍 馬 など、多くの志士たちが時代とともに駆け抜けた歴史あ
ふれる街道です。時を超え、今もなお往時の情景をとどめるこの道
を、語り部とともに歩いてみませんか。

飛の巻

明木市
一升谷
佐々並市

耳の巻

国境の碑

山口市

六軒茶屋跡
天花坂口

長の巻

お問合せ
山口県観光交流課
社団法人山口県観光連盟

萩市
涙松跡

目の巻

TEL 083-933-3170
TEL 083-924-0462
おいでませ！山口イヤー

郡境の碑
防府天満宮

防府市

三田尻御舟倉跡

英雲荘（三田尻御茶屋）

検索

歩こう キャンペーン限定「語り部ガイドウォークツアー」
街道「萩往還」では、その魅力について紹介する「語り部」によるガイドウォークを実施しています。キャンペー
ン期間中は、特別企画として、土・日・祝日を中心に主な４コースをワンコイン（500 円）で参加できるほか、通
行鑑札や完歩証の記念品「オリジナルフレーム切手」のプレゼント、お得な萩往還宿泊プランの提供など、様々な特
典も用意しています。
［と

お問合せ及びお申込み

き］3 月 18 日（日）から 9 月 30 日（日）までの土・日・祝日等
＜ 3 月〜 6 月＞ 13 時から

＜ 7 月〜 9 月＞ 9 時 30 分から

［ところ］下記「飛耳 長 目（※）」の 4 コース
※物事の観察に鋭敏になり、情報収集を行い、将来の判断材料にすべきと、吉田松陰が説いたもの。

飛の巻

吉田松陰ら志士たちに思いを馳せよう

さわやか萩往還実感コース
ほとんど山道ですが、比較的

涙松跡～明木市（萩市）
距離 / 約 4.3km 時間 / 約 2 時間

耳の巻

やまぐち萩往還語り部の会
TEL 083-920-3323

江戸時代の石畳が残る街道を歩こう

一升谷の石畳コース
ぶ

佐々並市～明木市（萩市）
距離 / 約 9km 時間 / 約 4 時間

石州赤瓦葺きの屋根が美しい

歩きやすく、萩往還らしさが残

町並みを抜け、旧往還道の難所

明木に入ると明木川のほとりを

石畳の道を歩くコース。石畳か

るコース。道は整備されており、

の一つだった標高差 300 ｍの

歩きながら、のどかさと心地よ

らは志士たちの情熱が伝わって

さを感じることができます。

くるようです。約 400 年もの間、

涙松跡・吉田松陰歌碑

長の巻

周防国から長門国へ。大内氏栄華の跡から難所を越えて萩を望もう

一の坂四十二の曲がりコース

一升谷の石畳

天花坂口（山口市）～国境の碑（萩市）
距離 / 約 3km 時間 / 約 2 時間

山 口 は 室 町 時 代、 西 国 一 を
誇った大内氏の拠点として栄
え、大内文化が花開いたまちで
した。江戸時代、藩主の居城は
萩に築かれましたが、人々の往
来は、萩往還によって絶えるこ
とがありませんでした。幕末に
は、山口に城が築かれ、藩主は
六軒茶屋跡
萩から移りました。

風雪に耐えた石畳が残る、歴史
的価値が高い道です。

目の巻

萩往還と山陽道の交差点から海へ、京都へ、江戸へ

三田尻御茶屋コース

防府天満宮～三田尻御舟倉跡（防府市）
距離 / 約 2.5km
時間 / 約 1 時間 30 分

防府天満宮を中心ににぎわっ
み

た じり

た宮市から、三 田 尻 御茶屋へと
続くコース。 三田尻御茶屋は昭

和 14（1939）年に防府市へ寄
贈され、江戸時代、藩主を隠居
もう り しげ たか

後、そこに居住した毛 利 重 就 を
記念し、重就の法号にちなんで
えいうんそう

「英雲荘」と命名されました。
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英雲荘（三田尻御茶屋）

温まる 山口の湯けむりに癒やされる
■萩温泉郷（萩市）～８つの泉源、異なる魅力～
し づき

こう ぼう じ

せん しゅん らく

はぎ温泉・萩本陣温泉・萩指 月 温泉・萩温泉弘 法 寺 の湯・千 春 楽 泉・

ちょう もん きょう

あ

ぶ がわ

た

ま がわ

長 門 峡 温泉・萩阿 武 川 温泉・田 万 川 温泉という萩市内の八つの泉源を合
わせた名称です。気軽に日帰り入浴を楽しめる施設もあり、それぞれ特徴あ
る温泉が楽しめます。城下町散策の後は、名湯で疲れを癒やしてみませんか。

■長門湯本温泉（長門市）～恋する湯のまち～
おと ずれ がわ

音信川沿いに広がる県内屈指の温泉郷です。江戸時代、女性が秘めた思い

をつづった恋文を音信川にそっと流していたと言い、その伝説にちなんだ取
組などが評価され、長門湯本温泉は「恋人の聖地」に認定されています。音
信川上流では夏になると、ゲンジボタルの乱舞を楽しむことができます。ア
ルカリ性単純温泉で、胃腸病や神経痛などに効能があります。
■湯田温泉（山口市）～白狐が見つけた！～

湯田温泉は室町時代、傷ついた白狐が毎晩池に足をつけるのを見た和尚が、

池に湯が湧いていることを知ったのが始まりと言います。白狐が見つけたと
いう伝説から、湯田温泉では春に「湯田温泉白狐祭り」が開催され、白狐の
たいまつ行列や白狐パレード、内湯の開放などが行われます。泉質は、無色
透明のアルカリ性単純温泉で、「美肌の湯」とも言われています。足湯巡りも
人気です。

味わう 山口のグルメを堪能しよう
■フク（フグ）

幸福の「福」につながることから、山口県では「フク」と呼んでいます。フグ料理のコー

スは、刺し身、ちり（食後に雑炊）、空揚げ、煮こごり、時期により白子焼きなどが定番になっ
ています。最高級のトラフグのシーズンが終わる 2 月頃からは、「萩の真ふぐ」のシーズ
ンが到来。アメ色がかった身は深いうまみがあります。この萩の真ふぐが主役のイベント
「萩の真ふぐ祭り」が、3 月 11 日（日）に萩市で開催。フグ刺し特売やフグ刺しの無料試食、
真フグ加工品販売などが行われます。
■シロウオ

シロウオは、体長 5cm 程度のハゼ科の透明な小魚。2 月から 4 月頃は、産卵のため海

から川を遡り、「春の訪れを告げる魚」とも言われています。一般的にシロウオを生きた
まま酢じょうゆにつけて食べる「おどり食い」が知られていますが、卵とじや天ぷら、茶
わん蒸しでもおいしく食べることができます。この春の風物詩、シロウオを堪能できるイ
ベント「萩・しろ魚まつり」が 3 月 4 日（日）に萩市で開催されます。「おどり食い」の
無料サービスやシロウオ料理の販売などが行われます。
■ハモ

関西では、夏の味覚として「ハモ料理」が好んで食べられています。その

関西に向けて、山口県の瀬戸内海沿岸でとれたハモが「西京ハモ」というブ
ランドで、生きたまま大量に出荷されています。近年、防府市では、地元で
てんじんはも

水揚げされるハモを「天神鱧」という名でブランド化。ハモそうめんを始め、

各店で工夫を凝らしたフルコースなどを考案し評判です。「梅雨の水を飲んで

おいしくなる」と言われ、夏が旬とされていますが、産卵を終えて脂の乗っ
てくる秋から冬にかけてもお薦めです。
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への

未 来
宮崎県

遺 産

宮崎観光遺産

記紀の道

天孫ニニギノミコト（アマテラスオオミカミの
孫）とその妃コノハナサクヤヒメが織りなす日本初
のロマンスに触れることができる「記紀の道」。日
本で最古の歴史文献と言われている「古事記」の
「記」と「日本書紀」の「紀」の２文字をとって名
付けられました。

つ

ま

コノハナサクヤヒメを祭神とする都 萬 神社を出
お

さ

ほ づか

め

さ

ほ づか

発地として、西都原古墳群の男 狭 穂 塚、女 狭 穂 塚
までの全長約４km（徒歩約１時間）の道程です。

つ

ま

都萬神社
縁結びの神としてコノハナサクヤヒメを祀る。
お乳の代わりに甘酒を与えたことから、清酒発祥の地と伝えられる。
お

さ

ほ

国内有数の規模を持つ西都原古墳群。特に男狭穂

づか

め

さ

ほ づか

塚・女狭穂塚は、天孫ニニギノミコトと妻であるコ
ノハナサクヤヒメの墓であると伝えられ、陵墓参
考地に指定されています。また、道程には２人が
あいそめ

出会った地である「逢初川」や、３皇子が産湯を使っ
こ

ゆ

たとされる「児 湯 の池」など、神話ゆかりの地が
多く点在します。
この「記紀の道」を始め、県は、新たな魅力発信
により大きな集客効果を生み出す高いポテンシャ

西都原古墳群全景
右上に男狭穂塚・女狭穂塚、中央左に鬼の窟古墳が見える。
東西2.6km、南北4.2kmの範囲に大小300余基の古墳を有する。

ルのある観光資源 10 件を、「宮崎観光遺産」とし
て選定し、情報発信を行っています。

西都古墳まつり
毎年11月第１土・日曜に、西都原御陵墓前広場で開催される。
記紀神話をテーマにした舞を披露する「炎の祭典」は圧巻。

西都原古墳群の花
春は桜と菜の花、夏はひまわり、秋はコスモスと四季を通して楽しむ
ことができる。

〈お問合せ〉
宮崎県商工観光労働部観光交流推進局観光推進課 TEL 0985-26-7530
宮崎観光遺産 HP http://isan.kanko-miyazaki.jp/
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観光遺産

検索

島根県

石見神楽衣裳

島根県の中部から西部にいたる地域は石見
地方と呼ばれ、今日でも盛んに舞われる伝統
芸能「石見神楽」が伝えられています。毎年
秋祭りの時期を迎えると太鼓や笛の音が各地
で響きわたり、老若男女を問わず神楽囃子の
音色に誘われるように神社に集い、時には夜
通し神楽を楽しむこともあります。
舞 わ れ る 演 目 は、 本 年 2012 年 に 編 纂
1300 年を迎え、上巻の３分の１が島根県に
関連する神話が記載されている我が国最古の
歴史書「古事記」や、完本としては唯一現存
する「出雲国風土記」などを基にしています。
この石見神楽になくてはならないものとし
て、神楽衣裳があります。古くは神職により
演じられていた神楽が、明治時代以降に民間
伝承される中で、衣裳は、次第にあでやかな
ものになってきました。
豪華絢爛な衣裳は、全て手作業で製作され、
金襴やビロードの
生 地 に 金 糸・ 銀 糸
で刺しゅうを施し、
またメッキされた
銅版やガラス玉等
も一針ずつ丹念に
縫い込んでいきま
す。 １ 着 仕 上 げ る
のに数ヵ月から半
年、 場 合 に よ っ て
は１年以上かかり、
手作業の様子
数百万円の高価な
おに ぎ
ものもあります。特に「鬼着」や「打掛」な
どには、背中の部分に「生き物」と呼ばれる龍・
虎・唐獅子などの織物が更に縫いつけられて
います。石見神楽の特徴である力強さ・勇壮

石見神楽織（龍）

さがより強調されることから、「神楽衣裳づ
きも
くりの肝は『生き物』にある」とも言われます。
県内の神楽衣裳製作者の下へは、石見地方
一円さらには県内外の神楽団から製作依頼が
ありますが、社中によって舞の特徴も異なり、
それぞれの要望に対応した舞いやすい衣裳づ
くりが求められるため、１着として同じもの
はないと言われています。
昭和 57 年３月、「島根県ふるさと伝統工芸
品」の制度創設時に指定された「石見神楽衣
裳」は、時代や舞に合わせて進化しつつも、
変わることのない匠の心と神楽を愛する人々
の思いとともに後世へ伝えられていきます。

福屋神楽衣裳店

お問合せ

細川神楽衣裳店

〒 697-0053 島根県浜田市大辻町 75- ２
TEL 0855-22-0550

福屋神楽衣裳店

〒 697-0062 島根県浜田市熱田町 1224- ２
TEL 0855-27-0141

日下義明神楽面衣裳製作所

〒 697-0063 島根県浜田市長浜町 1419-1
TEL 0855-27-0233

島根県しまねブランド推進課
TEL 0852-22-5128

衣裳（鬼着）
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FAX 0852-22-6859
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北海道

Hokkaido
そら ち

フットパスを活用した空知の魅力発信
北海道の中央部よりやや西に位置する空知地域は、
米を中心とした全国でも有数の農業地帯であり、新
鮮な農産物はもちろん、農業体験や農産物の加工体
験、季節ごとに移り変わる田園風景なども訪れる人々
を楽しませる魅力の一つとなっています。
また、かつて日本の石炭資源開発の中心を担った
「炭鉱のまち」では、立坑などの炭鉱関連施設が今も
や ま

数多く残されており、
炭鉱遺産「炭鉱の記憶」として、
石炭産業の歴史や文化を伝えています。
そのほかにも、醸造用ぶどうの一大生産地でもあ
る空知において、その質の良さで注目を集めるワイ
ナリー（ワイン醸造場）やヴィンヤード（ぶどう畑）、
四季折々に咲き誇る花畑や緑あふれる自然公園など
魅力ある地域資源を豊富に有しています。
札幌市と旭川市の中間に位置し、都市からの入り
込みが期待できる一方、車で通過されがちな空知に
おいて、これら地域の魅力を「歩く」という観点か
ら楽しんでいただくため、空知総合振興局では昨年
「そらちフットパスルートガイド」を作成しました。
空知管内全 24 市町それぞれで新たに設定したルート

を掲載し、周辺の見ど
ころや食・特産品など
も紹介したガイドブッ
クとなっています。
思いのままに歩きな
がら、ゆっくりと景色を
眺 めることによって 見
えてくる新たな発 見も
あるかもしれませんし、
その季節ならではの景
観が楽しめることもフッ
トパスの魅力です。
今後は、
「空知」の
「フットパス」による取組を定着させていくため、地
域住民の意識醸成と複数市町の連携した取組を発展さ
せていきたいと考えています。
お問合せ

北海道空知総合振興局地域政策課
TEL 0126-20-0030
HP http://www.sorachi.pref.hokkaido.lg.jp/ts/
tss/footpathmap.htm
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青森県

Aomori
“冬”と“春”と“癒し”を満喫
「八甲田“雪の回廊と温泉”ウォーク」

の後は、趣のある温泉で「癒し」というのはどうでしょうか。
２日間限定の贅沢な体験ツアーを是非どうぞ。

長かった冬もようやく終わりに近づき、これからは各地で
春の兆しを感じることが多くなるのではないでしょうか。
青森県内では、例年４月１日に一般開通する、青森市と十
和田湖を結ぶ国道 103 号（通称：八甲田・十和田ゴールド
ライン）の除雪作業のニュースも、間近に迫った春を感じさ
せる出来事の一つです。
この除雪作業が終了すると出現するのが、巨大な雪の回廊
です。この圧倒されるような光景を、ひと足先に満喫してし
まおうというのが、今年で 22 回を迎える「八甲田“雪の回
廊と温泉”ウォーク」です。垂直にそそり立つ純白の雪の壁
が約８km にわたって続く様子は迫力満点。ウォーク終了後
には酸ヶ湯温泉や蔦温泉で入浴をゆったり楽しめます。
特に、６年ぶりに「青森県豪雪災害対策本部」が設置され
るなど大雪となった
今 年 は、 例 年 以 上 に
迫力のある風景が期
待できます。
雄大な八甲田の見
渡す限りの雪景色で
去 り ゆ く「 冬 」 を、
雪原を貫く雪の回廊
を車を気にせずのび
の び 歩 き、 す ぐ そ こ
まで迫っている「春」
を そ れ ぞ れ 感 じ、 そ
八甲田“雪の回廊と温泉”ウォーク

＜期日＞
平成 24 年３月 30 日（金曜日）・31 日（土曜日）
＜場所＞
八甲田山中 酸ヶ湯～谷地（冬季通行止め区間）
＜料金＞
大人（中学生以上） 3,900 円
小学生（未就学児童は無料） 2,500 円
※移動バス代・入浴料含む
※そのほか、東京・大阪を出発地としたツアーも有り。
＜コース＞
（片道コース：各コースとも８km）
・谷地ゲート→酸ヶ湯（酸ヶ湯温泉で休憩）
・酸ヶ湯→谷地ゲート（蔦温泉で休憩）
（往復コース）
・酸ヶ湯→谷地ゲート→酸ヶ湯（酸ヶ湯温泉で休憩）
16km
・酸ヶ湯→睡蓮沼（スノーシュー散策）→酸ヶ湯（酸ヶ湯
温泉で休憩）８km ＋スノーシュー
＜申込締切＞
平成 24 年３月 21 日（水曜日）
お問合せ

（社）青森観光コンベンション協会
TEL 017-723-7211
HP http://www.atca.info/goldline/walk/

都道府県だより
Akita

2012 年 3 月

秋田県

後継者不足解消に向けた新たな取組を実施中
秋田県では、今年度から、商業の活性化によりにぎわ
いのあるまちづくりを支援するため、商店街等で後継者
のいない商業者と新規開店希望者を結び付ける「ビジネ
ス世代交代マッチング事業」に取り組んでいます。
この事業は、国の緊急雇用創出臨時対策基金を活用
した事業であり、受託した NPO 法人 「秋田県公的土
地評価支援機構」 が４名のスタッフを雇用し、県内四つ
の地域で実施しています。
この度、実施地域の大館市において２件のマッチング
が成立しました。大館市大町にオープンした居酒屋 「く
つろぎ 家ろっこ
ん」 は、出店に
当たり空き店 舗
の所有者と定期
借家契約を結ぶ
ことで、 所有者
は３年の期間が
終われば契約を
解 除でき、 借り
る側は賃料の値
空き店舗にオープンした居酒屋「ろっこん」

上げや途中解約
の違 約 金もない
という、双方にメ
リットがある契約
となりました。
また、 大町振
興組合が運営
するハチ公小径
飲食物販ブース
ハチ公小径にオープンした居食屋「直」
の空き店舗には、
「 居 食 家・ 直 」
がオープンし、昼は定食、夜は酒類を提供しています。
経営者は初めて独立することから、秋田県公的土地評価
支援機構が依頼する中小企業診断士による経営指導も
行っております。近日中にはさらに２件の契約が見込まれ
ており、後継者不足により疲弊する商店街の中で、スタッ
フの地道な活動の成果が徐々に現れ、後継者となる事業
者のモデルとして注目されています。
お問合せ

秋田県産業労働部商業貿易課商業・サービス業振興班
TEL 018-860-2245
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Iwate

岩手県

キャンペーンの目玉は、沿岸と内陸部を結ぶ「復
興応援バスツアー」です。被災者が語り部となり震
災時の体験談を語ります。
また、期間中は盛岡市で５月に開催される「東北
あの大震災津波から１年。３月 11 日は、
県民にとっ
六魂祭」など、県内各地で様々なイベントが予定さ
て、忘れることのできない、忘れてはならない日と
れています。
なりました。２月 17 日現在、死者 4,670 人、行方
これを機会に、前向きに一歩ずつたくましく歩む
不明者 1,313 人、そして 42,000 人を超える方々が、
「いわての人々の笑顔」に、是非会いにいらしてくだ
仮設住宅などで生活を送っています。
さい。笑顔とまごころで皆さんのお越しをお待ちし
この１年、全国からたくさんの方々が応援に駆け
ております。
つけてくださいました。国や他の自治体からの派遣
職員は、延べ 31,000 人を超え、今も引き続き応援を
いただいています。
現地での支援のみならず、がれき受入れの対応、
全国各地で復興応援フェアなどの開催など様々な温
かい応援をいただいておりますことに、心から感謝
申し上げます。
岩手は深く傷つき、大きな苦しみにつつまれまし
たが、皆さんの温かい応援を力に、復興へ歩みを進
いわてデスティネーションキャンペーン
めています。
2012 年４月１日～６月 30 日
昨年は、平泉が世界遺産に登録され、復興に向け
岩手県観光ポータルサイト「いわての旅」
希望の光となりました。そして４月からは、県と JR
http://www.iwatetabi.jp/
などが協力して開催する大型観光キャンペーン「い

～東日本大震災津波から１年～
全国各地からの温かい応援ありがとうございます。

わてデスティネーションキャンペーン」が開催され
ます。

都道府県だより
Yamagata

2012 年 3 月

山形県

北前船の帰り船がもたらした山形のお雛さま

た だ い た り、 温 泉 で
ゆったりとした時間

山形県には、かつて米や紅花を運んだ北前船の帰

を す ご し、 日 頃 の 疲

り船によって、京や江戸の華やかな文化がもたらさ

れを癒していただく

れました。その一つが、各地に大切に残されている

こ と が で き ま す。 是

美しいお雛さま。東北の春には一足早いこの季節、

非おいでください。

古くからの貴重な「お雛さま」に、会うことができ

雛の展示場所やツ

ます。

ア ー 等 に つ い て は、

春の訪れを待って旧暦（４月３日）に雛まつりを

山形観光情報総合サ

行う地域が多くあります。「お雛さま」を見るだけ

イ ト「 や ま が た へ の

ではなく、ガイドと歩く雛めぐりや雛に関連した体

旅」ホームページの

験イベントも開催され、新たな出会いが楽しめるで

「やまがたの雛」に掲

しょう。また、鮮やかな雛菓子や、桃の節句にふさ

載しておりますので、

わしい様々な雛御膳をだす店も多くあります。地元

ご覧ください。

の方々による「あったま～るおもてなし」が、皆様
をお待ちしています。

山形県は、全市町村に温泉がある「温泉王国」で

お問合せ

あり、新しいお米「つや姫」を始めとするおいしい

山の幸・海の幸が豊富な「食彩王国」でもあります。
雛めぐりの合間には、山形の美味しい食をご賞味い

やまがた観光情報センター
TEL 023-647-2333

HP http://www.pref.yamagata.jp/midokoro/
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宮城県

Miyagi

「笑顔咲くたび 伊達な旅」平成 25 年仙台・宮城
デスティネーションキャンペーンに向けて

県内陸部の温泉
を始めとする観光
地はもちろん、東
日本大震災で大き
な被害を受けた沿
岸部でも、震災の
体験を伝える「語
り部」や仮設商店
街などでの朝市な
ど、徐々にお客様
を迎え入れる動き
も出始めていま
す。宮城県として
は、震災からの復
興に向けた地域づ
くりと併せて、地
域の皆さんと一緒に、新しい観光資源の創造と磨き上
げに努めています。
仙台・宮城の春の旅は、全国からのたくさんの観光
客の皆さんの笑顔はもちろん、地元県民も一緒に笑顔
になる取組を進めてまいります。
そして、もっともっとたくさんの笑顔の種を、仙台・
宮城に、そして東北の地にまいていきます。どうぞ、
ご期待ください。

桜・水仙・菜の花・シャクヤク・・・色とりどりの
花が咲き誇り、新鮮な海の幸・山の幸が豊富な「食材
王国みやぎ」が誇る食、そして、日本三景松島を始め
めい び

とする風光明媚な観光地、様々な泉質の温泉など仙台・
宮城の春は、五感で楽しめる魅力にあふれています。
宮城県では、平成 25 年春、JR グループの協力を得
て、県・市町村・民間団体が一体となって「仙台・宮
城デスティネーションキャンペーン（DC）
」を開催
することになりました。
キャッチコピーは、
「笑顔咲くたび 伊達な旅」で
す。出会うたびに心の絆が結ばれて、笑顔がこぼれる
ような心揺さぶる物語が咲く旅。生命が芽吹き咲き誇
る春に、仙台・宮城の美しい風物と豊かな食に出会う
旅、それが「笑顔咲くたび 伊達な旅」です。
今年の４月から６月には、DC のプレキャンペーン
として「仙台・宮城【伊達な旅】春キャンペーン」を
開催します。震災から１年、全国の方々から寄せられ
たたくさんのご支援に感謝しつつ、一歩一歩前に進ん
でいる仙台・宮城の「今」の春の魅力を皆さんに感じ
ていただきたいと考えています。

都道府県だより
Niigata

2012 年 3 月

新潟県

新潟空港がますます便利に～高まる拠点性～

そのほかにも、国内
線 で は 大 阪（ 伊 丹 ）、
東日本大震災の際には、多くの緊急車両やトラッ
中部国際、沖縄、佐渡
クが日本各地から新潟県を経由して被災地に入るな
への路線、国際線では
ど、人や物が行き交う拠点として新潟県の重要性が
ソウル、ハルビン、グ
高まっています。
アムへの路線が運航
新潟空港においても、本年３月の上期運航ダイヤ （※ロシア線は運休中）
から発着路線が大幅に拡充し、その拠点性がより向
しており、日本海側の
上します。
空の玄関口としての役
国内線では、成田線の新設により、北米・太平洋
割を担っています。
地域などとの国際線乗継の利便性が向上するほか、
是 非、 よ り 便 利 に
名古屋（小牧）線の開設により、中京圏へのアクセ
なった新潟空港をビジ
スの利便性が高まることが期待されます。また、札
ネスや観光にご利用く
幌線（７月ダイヤ改正）と福岡線が増便となることで、 ださい。
直行便での日帰り旅行や、就航先での滞在時間が大
幅に伸びるなど、より利用される方のニーズに応じ
た行程を組むことが可能となります。
お問合せ
国際線では、上海線がこれまでの週２便から週４
新潟県交通政策局空港課
便に増便されることで、２泊３日などの旅行も可能
TEL 025-280-5471
になり、日中国交正常化 40 周年に当たって日本と中
新潟空港 HP
国の交流の翼としての期待が高まっています。
http://www.niigata-airport.gr.jp/news/view.php?id=249
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東京都

Tokyo
上野動物園が開園 130 周年

次のとおりです。是非お楽しみに！
３月「始まる」、４月「飼う」、
５月「連なる」
、６月「育む」
、７
上野動物園は、2012 年３月 20 日（火・祝）に開
月「涼む」、８月「暮れる」、９月「伝
園 130 周年を迎えます。1882（明治 15）年に日本
で最初の動物園として開園し、これまでの歴史の中で、 える」、10 月「守る」、11 月「紡ぐ」、
12 月「来る」、１月「温まる」、２
日本で初めて来園した動物など、上野から始まったこ
月「支える」、３月「覚める」
とは数多くあります。そこで、130 年の歴史を振り返
また、今年は、日本で初めて来
る上で、
「はじまりはいつも上野から」をキャッチコ
たジャイアントパンダ、
「カンカン」
ピーに、開園記念日である３月 20 日から１年間、各
と「ランラン」が来園して 40 周年、
種記念イベントを開催します。毎月のテーマに沿った
各種イベントを開催していきます。毎月のテーマは、 「リーリー」と「シンシン」が来園
して１周年でもあります。人気者
の２頭のジャイアントパンダが足
腰の筋肉を鍛えるために行ってい
る「筋肉トレーニング」など、動
物の話題も常に盛りだくさん。
記念の年を迎える上野動物園に
是非おいでください。
お問合せ

リーリー

シンシン

上野動物園
TEL 03-3828-5171
HP http://www.tokyo-zoo.net/zoo/ueno/index.html

UENOZOO

都道府県だより

2012 年 3 月

群馬県

Gunma
「大地からの贈物！
『下仁田ジオパーク』企画展」を開催

群馬県下仁田町は、世界に誇る貴重な地質学的資
源がたくさんあり、
「地質の宝庫」と言われています。
「跡倉クリッペ」を始め、日本列島の形成に関する多
様な地殻変動の痕跡が見られ、様々な変動を遂げて
きた大地が、一帯に広がっています。
昨年、県内で初めて、日本ジオパーク委員会 ( ※ ) に
より、
町全体が「ジオパーク」として認定されました。
町では「下仁田ジオパーク」と名付け、自然観察会
や自然教育、観光振興などに活用しています。

「下仁田ジオパー
ク 」 に は、
「ジオサ
イト」と呼ばれる名
所が 30 ヵ所もあり
ます。それらを巡り
ながら、下仁田ネギ
ジオサイト「跡倉クリッペの滑り面」
やこんにゃくなど、
この地域ならではの特産品を使った料理などを楽し
むこともできます。
県では、パネル展示やガイドの案内などによる企
画展や、「下仁田ジオパーク」について学ぶ講習会を
ピーアール
開催し、広くＰＲに努めています。

※日本ジオパーク委員会（事務局：独立行政法人産業技術総合研究
所地質調査総合センター）では、全国で 20 地域をジオパークと
して認定しています。（2011 年９月現在）
ジオパークとは、ジオ（地球）に関わる様々な自然遺産（地層、
岩石、地形、火山、断層など）とそれらが人類とどう関わってい
るかを知る自然豊かな公園です。
お問合せ

群馬県富岡行政県税事務所
TEL 0274-62-9525
FAX 0274-63-5141

「下仁田ジオパーク企画展」の様子
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栃木県

Tochigi
お座トロ展望列車で楽しい旅を
日光会津直通列車も登場

この春、栃木の旅に新たな魅力が加わります。
福島県の会津エリアを走る「お座トロ展望列車」が、
県境を越えて鬼怒川温泉駅まで乗り入れになります。
「お座トロ展望列車」は、お座敷、トロッコ、展望
の３両編成で運行しており、掘りごたつ風のテーブ
ル付き座席でのんびりくつろげるほか、ゆったりシー
トで大きな車窓からの眺めを堪能できる人気の列車
です。
乗り入れ路線となる野岩鉄道の会津鬼怒川線沿線
には、龍王峡や川治、湯西川など見どころがたくさ
んあり、車窓からは自然の織り成す大パノラマが飛

乗り入れ路線の野岩鉄道会津鬼怒川線沿いは絶景ポイント多数

び込んできます。鬼怒川温泉への旅行に加えて、列
車にのんびり揺られながら、旅情を満喫してはいか
がでしょうか。
さらに、日光・会津間を結ぶ直通列車も３月 17 日
から登場。直通運転により時間も短縮され、世界遺
産「日光」と歴史情緒あふれる「会津」の２大観光
地が一体となった観光が楽しめます。
より充実した栃木の旅を味わってみませんか。
お問合せ

栃木県県土整備部交通政策課
TEL 028-623-2187
鬼怒川温泉駅から「お座トロ展望列車」に乗れます

都道府県だより

2012 年 3 月

茨城県

Ibaraki

元気いばらき !! 平成 23 年度いばらきイメージ
アップ大賞表彰式を開催
去る２月８日（水）に、都道府県会館（東京都千
代田区）において、いばらきのイメージアップや地
域の元気につながる幅広い活動を応援する「いばら
きイメージアップ大賞」の表彰式を開催しました。
表彰式には、大賞を受賞した「土浦全国花火競技
大会」を始めとして、受賞団体の代表など多数の方々
が出席され、橋本昌茨城県知事から表彰プレートや、
副賞の常陸牛、茨城県産米「いばらきのガンバリ コ
シヒカリ」
、アクアワールド茨城県大洗水族館招待券

を手渡しました。花火大会のテレビ中継にゲスト出
演された、本県出身のタレント・磯山さやかさんが
お祝いに駆けつけると、会場から大きな歓声が沸き
ました。
また、奨励賞の３団体にも表彰プレートと副賞を
お贈りしたほか、本年度は特別賞として、東日本大
震災の際に自発的に県内各地で展開された「震災復
興県民運動」の
取組に関わる５
団 体、40 年 の
長きにわたり放
送された「ドラ
マ『水戸黄門』」
に賞状と副賞の
ほしいもを、そ
れぞれお贈りし
ました。
橋本知事（右）から大賞を受賞する「土浦全国花火競技大会」

お問合せ

茨城県企画部地域計画課
TEL 029-301-2720
HP http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/kikaku/
chikei/chikeitop.htm

受賞者の皆さん
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埼玉県

Saitama
埼玉版イクメンへの道
もと
～育児のヒント集「イクメンの素」が完成

核家族率が高い埼玉県では、母親だけでなく、子
どもにとって身近な存在である父親が子育てに関わ
ることが不可欠です。
そこで埼玉県は、一日ひとりで子育てできる父親
の育成を目指し、昨年５月に「イクメンへの道プロ
ジェクトチーム」を結成しました。プロジェクトチー
ムは子育て支援に積極的に取り組んでいる民間企業
の社員３人と県職員５人
で構成され、全員が乳幼
児の子どもを持つ現役の
父親です。
この度プロジェクト
チームでは、メンバーの
体験や失敗談を基に、育
児ヒント集「イクメンの
もと
素 」 を 完 成 さ せ ま し た。
これは、育児初心者の父
親向けに、おむつの替え

方やお風呂の入れ方、寝
かしつけのコツなど、０
歳から３歳までの月齢別
の育児のヒントが詰まっ
ています。
「イクメンの素」は A5
サイズの小冊子で、県少
子政策課で配布するほか、
４月からは県内の各地域
子育て支援センターでも
配布する予定。WEB 版も
ありますので、パソコン
やスマートフォンでの閲覧も可能です。
埼玉県では、子育ては特別なことではなく「自分
が子どもと楽しむ時間」と捉えて、男性が楽しく育
児に参加していくスタイルを応援していきます。
お問合せ

福祉部少子政策課
TEL 048-830-3322
HP http://www.pref.saitama.lg.jp/site/ikumen/

都道府県だより
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千葉県

Chiba

I LOVE ちば ALIVE ちば
～再生する千葉の魅力～ がんばろう！千葉
大きな被害をもたらした東日本大震災で、千葉県
も津波や液状化などにより深刻な被害を受けました。
その後の物流の寸断や風評被害などによる経済活動
への間接的被害も大きなものでした。
千葉県立中央図書館では、県内各地の被災地の復興
の様子や、県外の被災地への復興支援活動について

写真と所蔵資料など
により紹介し、あわ
せて千葉県の良さに
ついて改めて見直す
企画展「I LOVE ち
ば ALIVE ち ば ～
再生する千葉の魅力
～ がんばろう！千
葉」を開催しました。
この企画展では、
関係資料も併せて展示
県内を四つのエリア
に分け、それぞれのエリアごとにテーマを設けて、７
～８ヵ所程度ずつ復興に取り組む様子などを取り上げ
ました。
例えば、福島県いわき市の水族館「アクアマリン
ふくしま」からゴマフアザラシを受け入れ、無事出
産させた鴨川シーワールドの取組や、大学生が主体
となって開催したフラメンコフェスティバルの収益
金から 10 万円を赤十字の義援金に寄付した全国大学
フラメンコフェスティバル（館山市）など、各地の
心温まる取組についても紹介しました。
お問合せ

千葉県立中央図書館
TEL 043-222-0116

各エリアの特色と見どころ、
復興支援の様子などの概要をコンパクトに紹介
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神奈川県

Kanagawa
画期的な果樹の栽培技術
「樹木の樹体ジョイント仕立て法」

実施されたもので、平成21年度からは同事業により、リンゴや
モモ等他の樹種への応用研究が全国の研究機関との共同に
より推進されています。
また、この技術は農林水産省の「農業新技術2010」に選定
され、国としても普及を推進するため、果樹経営支援対策事
業では、同一品種の更新に対する補助が特例として認められ
ています。
本県では、この技術を平成17年に特許出願し、平成24年１
月６日付けでナシ及びウメを対象樹種として、特許を取得しま
した（特許第4895249号）。
樹齢が植え替えの目安となる30年を超え、担い手の高齢化
という問題も抱える本県のナシ産地にとっては、今後、大いに
普及が期待される技術です。

神奈川県では、平成17年度から「樹木の樹体ジョイント仕
立て法」による、ナシ園における植え替え後の早期収穫量回
復と管理作業の省力化に関する研究に取り組んできました。
この技術は、樹と樹を接ぎ木でつなぎ、直線状の集合樹とし
て仕立てるもので、樹体間の水分や養分のやり取りにより、収
穫量回復や管理作業の省力化のほかに、生育と果実肥の均
一化も図れます。
この研究は農林水産省の「新たな農林水産政策を推進す
る実用技術開発事業」として、産学官連携による共同研究が

お問合せ

技術関係 神奈川県農業技術センター 果樹花き研究部
TEL 0463-58-0333
HP http://www.agri-kanagawa.jp/nosoken/
nosoken.asp
特許関係 神奈川県政策局政策調整部 科学技術政策課
TEL 045-210-3071
※この技術を利用する場合は、本県との実施許諾契約が
必要ですので、神奈川県政策局政策調整部科学技術政
策課までお問い合わせください。

ナシのジョイント栽培

都道府県だより
Yamanashi

2012 年 3 月

山梨県

第 41 回信玄公祭り
戦国時代の名将、武田信玄公の命日である４月 12 日
を中心に、武田家や信玄公にちなんだ祭りが、県内各地
で開催されます。数ある祭りの中で、最も規模が大きい
のが「信玄公祭り」。41 回目となる今年は、
４月６日（金）
から８日（日）までの３日間、甲府駅周辺をメーン会場に
開催されます。
この祭りの最大の見どころは、４月７日（土）に行われ
る「甲州軍団出陣」。今からおよそ 450 年前、川中島

の 合 戦 へ 出 陣した
甲州 軍 団の勇 姿を
再現します。風林火
山の旗の下、 信玄
公と武田二 十 四 将
からなる甲州軍団、
総 勢 1,500 人 のよ
桃の花でピンク色に染まった甲府盆地（笛吹市）
ろい武 者が、 幻 想
的な戦国絵巻を繰り広げます。
これだけ大勢のよろい武者が一堂に集結する祭りは、
国内はもちろん、世界的にも類がないため、ギネス・ワー
ルド・レコーズ社が認定するギネス世界記録 TM に挑戦す
ることになりました。今年の祭りを対象に審査が行われる
ことが決まり、県民の関心も高まっています。
この祭りを盛り上げるため、信玄公役には俳優の沢村
一樹さんを、また信玄公の軍師である山本勘助役には俳
優の伊吹吾郎さんをお迎えします。第 40 回に引き続い
ての出演となる、お二人の迫真の演技に大きな期待が寄
せられています。
甲府盆地が、
桜や生産量日本一を誇る桃の花のカーペッ
トで一面美しいピンクに彩られる春の山梨にお越しいただ
き、信玄公祭りの壮大な武者行列をお楽しみください。
お問合せ

信玄公祭り実行委員会
TEL 055-231-2722

今年も沢村一樹さんと伊吹吾郎さんが祭りを盛り上げます
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静岡県

Shizuoka

４月 14 日、新東名高速道路いよいよ開通！
－「ふじのくにの新国土軸」として高まる期待－
新東名高速道路は、現在、神奈川県海老名市から愛
知県豊田市までの約 253km 整備が進められています。
このうち、県内の御殿場ジャンクションから浜松い
なさジャンクションまでの 145km が４月 14 日（土）
に開通します。同時に、静岡市内と浜松市内において
新東名高速道路と東名高速道路とを結ぶ二つの連絡路
が開通し、全開通延長は 162km となります。これは
我が国の高速道路で同時開通する延長としては史上最
長です。
県内の東名高速道路における平成 22 年の休日交
通量は、交通
容 量 の 約 1.7
倍に当たる約
82,000 台、
交通渋滞は年
間 で 約 2,500
回に上りまし
た。
新東名高速
道路は日本の
新しい大動
鎧田沢橋（写真提供：NEXCO 中日本）

脈として、高速道
路の抜本的なサー
ビス改善による経
済の活性化、高速
道路ダブルネット
ワーク化による防
災 力 の 強 化 な ど、
極めて大きな社会
的インパクトをも
たらすものと期待
されています。
従来の東名高速道路と比べて緩やかなカーブとなだ
らかな勾配により、より安全で快適な走行を提供する
とともに、個性豊かな新しいサービスエリアやパーキ
ングエリアが上下線合わせて 13 ヵ所でオープンしま
す。また、そのルートは、霊峰富士の麓など自然環境
や景観に恵まれた“ふじのくに”静岡県の内陸部を通
過し、新たな魅力を提供します。
本県では、この新東名高速道路沿線は、交通の利便
性に優れ災害に強い安全で安心な地域として発展が大
いに期待されることから、
「
“ふじのくに”の新国土軸」
として捉え、新たな産業集積を始め、新エネルギーの
導入、住環境の向上、防災機能の充実強化などを推進
してまいります。

都道府県だより
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長野県

Nagano

「フィルムコミッション」で市町村や民間事業者と連携

したドラマや映画が数
多く放送・公開されま
した。
映画やテレビドラマ
に登場することがその
地域の観光振興だけで
なく、地域の活性化に
もつながることから、
県では、フィルムコ
ミッションと市町村
等が連携して、より効
果的・効率的にロケー
ション撮影を誘致する
ことを目指して、「長
映画「岳－ガク－」
野県フィルムコミッ
ションネットワーク」
を３月12日に設立しました。
ネットワークには県内メディアも積極的に協力。
これにより、ロケの誘致や情報交換、広域的なロケ
やエキストラ募集への支援などに官民が一体となっ
て取り組んでいきます。

昨年４月から放送の井上真央主演・NHK連続テ
レビ小説「おひさま」、５月に公開された小栗旬、
長澤まさみ主演の映画「岳―ガク―」、８月に公開
された櫻井翔、宮崎あおい主演の映画「神様のカル
テ」…。
松本市や安曇野市など長野県内の各地を舞台と

お問合せ

長野県観光部国際観光推進室
TEL 026-235-7252

映画「神様のカルテ」ロケ撮影の様子
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富山県

Toyama

認められた結果だと考えて
います。
台北便が就航する富山空
チャイナエアライン（台湾）による富山－台北便
港は現在、地方管理空港と
の定期路線が４月 16 日から新たに就航します。就航
しては全国トップの４都市
日は、台湾でも人気の高い立山黒部アルペンルート
（ソウル、大連、北京、上海）
が全線開通する４月 17 日に合わせて決定されまし
19 便の国際定期路線が運
た。運航は月曜日と金曜日の週２便ですが、７月１
航しています。今回の台北
日からは週３便に増便される予定となっています。
便の就航で５都市 21 便の
台湾では、
「立山黒部」が日本の代表的な観光地の
就航となる見込みで、環日
一つとして認知されており、立山黒部アルペンルー
本海・アジア交流の拠点空
トを訪れる外国人旅行客全体の約７～８割を占めて
港としての富山空港の機能
います。2008 年には過去最高の 95,000 人が訪れま
と利便性が大幅に高まるこ
した。本県では、最大の顧客である台湾からの誘客
ととなります。
促 進 の た め、
県では、同便を利用した台湾からの誘客に努める
知事による
とともに、県内のみでなく近隣地域からも利用して
トップセール
いただけるよう、関係団体や民間事業者と連携しな
スを行うとと
がら、同便の PR に努め、双方向の利用促進に向け
もに、チャー
て努力していく考えです。また、観光だけではなく、
ター便はもと
ビジネス、文化、教育など幅広い分野で本県と台湾
より定期便の
の交流が深まるよう取り組んでいきたいと考えてい
誘致を積極的
ます。
に働きかけて
きました。定
お問合せ
期路線の開設
富山県知事政策局総合交通政策室
は、こうした
握手を交わす石井知事とチャイナエアラインの孫社長
TEL 076-444-4039
取組と熱意が

富山－台北便、４月 16 日新規就航！

都道府県だより
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石川県

Ishikawa
金沢城橋爪門・玉泉院丸跡の復元整備

＜橋爪門＞
金沢城三
御 門（ 河 北
門・橋爪門・
石川門）の
中でも最も
格式の高い
門 と さ れ、
三御門整備
の総仕上げ
となる橋爪
門「二の門」と「枡形土塀」について、この３月に
も復元整備に着手します。寄進事業、あるいは復元
工程の公開なども予定しています。

金沢城の歴史は、天正 11（1583）年に前田利家
が入城し、本格的な城づくりが始まり、加賀藩前田
家百万石の居城として発展しました。
石川県では、金沢城公園を県都金沢のシンボルと
して、特別名勝「兼六園」と一体的に、本物志向で
史実性の高い復元整備を進めています。
平成 26 年度末に予定される北陸新幹線の金沢開業
に合わせて、金沢城橋爪門の復元と玉泉院丸跡の暫
定供用を図るため、調査設計・復元整備に取り組ん
でいます。

＜玉泉院丸跡＞
玉泉院丸跡については、これまでの調査の結果、
特色ある石垣群と庭園が一体となった立体的な大名
庭園であったことが判明しています。
お城の中の庭園跡という貴重な価値を損なうこと
なく整備に取り組みたいと考えています。
お問合せ

石川県公園緑地課
TEL 076-225-1771

＜金沢城玉泉院丸跡 庭園イメージ＞
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岐阜県

Gifu
「ぎふ清流国体」冬季大会で県勢が大活躍！

本県で 16 年ぶり、３回目の開催となる国体冬季大
会（スケート / スキー）が恵那市（スピードスケート）
及び高山市（スキー）で行われました。なお、共催実
施となった愛知県ではショートトラック、フィギュア
スケート、アイスホッケーが行われました。
本県からは、スケート競技に 32 選手、スキー競技
に 51 選手が出場し、スピードスケート開始式におけ
る田口和征選手の宣誓のとおり、全選手が“全身全霊”
のプレーで観客を魅了するとともに、｢チーム岐阜｣
の力を存分に発揮してくれました。
クリスタルパーク恵那スケート場で開催されたス
ピードスケート（成年女子 500m）では、辻麻希選手
が貫禄の滑りで優勝、ショートトラック（成年女子
1,000m）では酒井裕唯選手が大会新記録で優勝する
など、スケート男女総合成績６位、女子総合５位と、
昨年の 10 位から大きく躍進しました。
高山市内の各会場で開催されたスキー大会では、ク
ロスカントリー（成年男子 A/10km クラシカル）で
岐阜県勢が表彰台を独占、コンバインド（成年男子 B）
では永井秀昭選手が圧倒的強さで優勝するなど、目覚
ましい活躍を見せてくれました。
冬季大会終了時点で本県は、天皇杯３位、皇后杯３
位と好位置に付けています。

盛り上がりをみせたのは選手だけではありません。
応援スタンドでは選手に大声援を送る地元小学生らの
姿が見られました。会場周辺では、地元児童 ･ 生徒手
作りの都道府県ごとの ｢応援のぼり旗｣ がずらりと並
び、おもてなしのコーナーでは、各競技開催地のご当
地グルメ｢寒天ラーメン｣（恵那市）、｢飛騨牛串焼き｣（高
山市）等の販売や鍋料理が振る舞われ、選手はじめ来
場された方々も、地域の皆さんの温かいおもてなしに
胃袋と、そして心を満たされたのではないでしょうか。
また、南部煎餅（岩手県）やきりたんぽ（秋田県）等、
東北の特産品も並び、多くの来場者がその美味を楽し
む様子は、東日本大震災からの復興への希望と、｢日
本再生｣ への力強い歩みを感じさせるものでした。
このように今年の ｢ぎふ清流国体｣ の皮切りとなっ
た冬季大会は、選手や監督、会場のゴミ拾い等に当た
られた地域のボランティアの方々、企業、学校等、関
係する全ての方々のご尽力のお陰で、まさに県民総参
加による盛り上がりのうちに幕を閉じました。この勢
いをそのままに、運営体制やおもてなしに更に磨きを
かけ、本県で 47 年ぶりの開催となる９月の本大会、
そして 10 月の第 12 回全国障害者スポーツ大会 ｢ぎ
ふ清流大会｣ に臨んでいきたいと思います。
お問合せ

岐阜県ぎふ清流国体推進局
TEL 058-272-8813

都道府県だより
Aichi
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愛知県

「三州瓦」の製造者が住宅棟瓦の耐震補強工法を
新しく開発！
東日本大震災では、住宅の粘土瓦屋根の最上部に
ある棟瓦が倒壊、破損する被害が多数発生しました。
そこで、愛知県、愛知県陶器瓦工業組合、名城大
学の３者が連携し、ビス、金具等を使用して棟瓦を
補強することにより、短時間に工事ができ、廃材が
少なく、低価格で実施できる耐震補強工法を開発し
ました。
この工法は、今後、東海地方で予想される東海、
東南海地震などの連動型巨大地震においても、棟瓦
の倒壊や破損を防止する手段として、有効なものと
なることが期待されます。
※工法の詳細は、ホームページをご覧ください。
平成 18 年 11 月に地域団体商標として登録された
三州瓦は、愛知県高浜市、碧南市などを中心に生産
されており、全国の瓦生産量のおよそ３分の２を占
めるスーパーブランドであり、耐久性に優れ、色あ
せしないため、再塗装の心配がいりません。断熱性
にも優れているため、エネルギー効率が高く、冷暖
房費を節約できる省エネ屋根材です。
三州瓦業界では、災害に負けない防災瓦の研究・

開発、環境に配
慮 し た 新 技 術・
製品の開発にも
積極的に取り組
んでいます。ま
た、景観材料と
しても新たな提
案 を 行 う な ど、
街づくりに貢献
しています。

耐震補強棟の断面図（赤字が補強部材）

◎地域団体商標「三州瓦」
愛知県では、知事や幹部の名刺を活用し、地域団
体商標として登録されている地域ブランド商品の PR
を行っています。三州瓦は、その地域ブランドの一
つです。
お問合せ

愛知県産業労働部地域産業課
TEL 052-954-6345（窯業・生活産業 G）
TEL 052-954-6340（技術振興・調整 G）
HP http://www.pref.aichi.jp/chiikisangyo/
住宅棟瓦（むねがわら）の耐震補強工法 HP
http://www.pref.aichi.jp/0000048251.html
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三重県

Mie

日本最古のひらがな「いろは歌」墨書土器が出土
さい くう

三重県多気郡明和町に所在する国史跡斎 宮 跡から、
ひらがなで書かれた「いろは歌」としては日本最古となる、
墨書土器が出土しました。
斎宮跡は、飛鳥・奈良時代から南北朝時代にかけて、
伊勢神宮に仕えるために未婚の皇女の中から選ばれた
「斎王」が暮らした宮殿及び役所跡です。
この墨書土器は、 平安時代後期の 11 世紀末から
12 世紀前半のもので、直径約９cm の素焼きの小皿で
す。表面には「ぬるをわか」、裏面には「つねなら」と、
「いろは歌」 の９文字が判読できました。繊細な筆跡で
あることや斎王の住まいが想定されている一画から出土
したことから、斎王に仕える女官が文字を覚えるために、
当時高級だった紙ではなく、大量に作られた使い捨ての

皿に書いたものと
考えられます。 斎
王には、高い教養
を持った女官が付
き従ってきており、
斎宮へは都の文化
がいち早く伝 わっ
ていたのでしょう。
ひらがな「いろ
博物館外観
は歌」墨書土器は、
斎宮歴史博物館で５月６日（日）まで展示していますので、
是非多くの方々にご覧いただき、王朝ロマンを感じていた
だきたいと思います。
斎宮歴史博物館（三重県多気郡明和町竹川 503）
開館時間：午前９時 30 分～午後５時まで
（ただし入館は午後４時 30 分まで）
休 館 日：月曜日（祝・休日の場合を除く）
祝・休日の翌日（土・日の場合を除く）
入 館 料：一般 330 円／高・大学生 220 円
中学生以下・65 歳以上 無料
お問合せ

ひらがな「いろは歌」墨書土器（表）

斎宮歴史博物館
TEL 0596-52-3800
HP http://www.bunka.pref.mie.lg.jp/saiku/

ひらがな「いろは歌」墨書土器（裏）

都道府県だより
Fukui

2012 年 3 月

福井県

婚活サイト リニューアル
～福井県の結婚応援～
近年の少子化が進む原因の一つとして、晩婚化や
未婚化が指摘されていますが、福井県が行ったアン
ケート調査では「できるだけ早く結婚したい」、又は
「いずれは結婚したい」と答えた独身者が８割を超え
ており、結婚そのものへの意欲が減っているわけで
はないと思われます。
このため福井県では、
「出会いの機会の創出」に主
眼をおき、平成 22 年８月、婚活情報を提供するポー
タルサイト「ふくい婚活カフェ」を開設しました。
これは会員制の掲示板を提供し、あらかじめ登録い
ただいた独身者グループに、趣味やスポーツ、食事
などを通じた交流の呼びかけに活用してもらおうと
するものです。
そして、利用者の声などを生かし、この度、この「ふ
くい婚活カフェ」を大幅にリニューアル。
特に、企業間の独身者が交流する会員制コンテン
ツにおいては、これまで、サイトの信頼性を確保す
るために、会員登録を希望するグループはご自身の
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勤務先（企業・事業
所など）の承認を
必要としていました
が、
「会社に申し込む
には気恥ずかしい」
な ど の 意 見 も 多 く、
社員証など必要な書
類があれば、職場を
経由しなくても、直
接、会員登録が可能
となりました。その
ため、勤務先が異な
「ふくい婚活カフェ」トップページ
る友人同士でも会員
登録し交流することが可能となりました。
さらに、スマートフォンや携帯電話からの利用も
できるようになったほか、交流イベントの情報コー
ナーに加え、縁結び・恋愛成就などのパワースポッ
トを紹介するコーナーも新設。
多くの独身の方々に、このサイトを活用してもら
い、
「良い出会い」に結び付くよう、交流していただ
きたいと思います。

滋賀県

Shiga
語りつぐ平和へのねがい
－滋賀県平和祈念館オープン

滋賀県では、平成５年から、多くの皆さんのご協
力により、県民の戦争体験とそれにまつわる当時の
資料を収集してきました。これらの体験談や資料を
基に、戦争を体験した方々の思いや願いを感じ、平
和への願いを受け継ぎ、未来へとつないでいくため、
平成 24 年３月 17 日（土）
、滋賀県平和祈念館を東
近江市に開館します。

昭和の初め、私たちは戦争を経験しました。
15 年にわたる戦争のあいだ、滋賀県でもいろいろ
な出来事がありました。県内には戦争の記憶を伝え
る場所がいくつも残されています。

館内は延べ床面積は 3,055㎡。戦時中の風景写真
などを常設展示のほか、テーマを定めた企画展も実
施。開館当初は銃後の暮らし、学童疎開などのテー
マも予定しています。交流室も設けて、語り部から
戦争体験を直接聞く機会も設けます。出前講座を含
め、年間 31,500 人の利用者を見込んでいます。
開館時間は午前９時半～午後５時で入館無料。月・
火曜、年末年始は休館。
お問合せ

滋賀県平和祈念館
所在地 滋賀県東近江市下中野町 431 番地
TEL 0749-46-0300

出征兵士の見送り・今津港

都道府県だより
Kyoto

2012 年 3 月

京都府

京都式生活・就労一体型支援事業を展開
生活保護受給者数が全国で 207 万人を超え、京都府
においても 60,000 人を超える中、働きたい方の思いや
ニーズが、就労に結び付いていないのではないかという
ことが問題となっています。
京都府では、様々な事情により就労による自立が困難
な生活保護受給者や生活困窮の状態にある方等へのア
プローチ、雇用と福祉の連携などについて、研究会を設
置し検討を重ね、平成 23 年７月に「京都式生活・就労
一体型支援事業」をスタートしました。
総合就業支援拠点「京都ジョブパーク」を窓口に、仕
事への不安を解消し、常用雇用につなげる企業実習型の
「ジョブトライ」を実施するほか、長期離職の状態にある
など、日常生活の立て直しや就労意欲を取り戻すことが
必要な方のためには、社会的な居場所となる地域の拠点
を設置し、日常のカウンセリングなどに取り組んでいます。
12 月には、行政を始め、福祉・NPO・経済団体など
16 団体の参画による「きょうと生活・就労おうえん団」
を立ち上げ、オール京都体制で同事業を推進。
さらに、平成 24 年度からは、伴走型の支援を行う
「パーソナル・サポート事業」と自立支援に向けたカ
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ウンセリング、本格的就
労につなげるための中間
的就労の場の開拓などを
一体的に実施することに
より、働く意欲のある生
活保護受給者などを強力
にサポートしていきます。
福祉や労働といった行
政の縦割りを超え、
「生活
支援」と「就労支援」を
スムーズにつなぐ仕組みづ
日常生活等自立支援事業＜地域拠点＞
くりを進め、一人でも多く
『りんごの広場』（京都府福知山市）
の方が、就労による自立と
安定した生活再建を実現できるよう支えていきます。
お問合せ

京都府健康福祉部福祉・援護課
TEL 075-414-4557
京都府商工労働観光部総合就業支援室
TEL 075-682-8912
京都府商工労働観光部緊急経済・雇用対策課
TEL 075-414-4872

大阪府

Osaka
セカイに飛び出す
日本のおもちゃ・マンガ・アニメ展

けた、石巻日日新聞社の「６枚の壁新聞（実物）」も
展示します。
このプレイベントを始め、「クールジャパンフロン
トのまちづくり」を進めることで、外国人がクール
な（かっこいい）日本に触れ、日本人が日本の力を
再認識する、国内外からの集客でにぎわうまちを目
指します。「りんくうタウン」にご注目ください！

関西国際空港の対岸、
“日本の玄関口”の「りんく
うタウン」。大阪府では、その立地を生かし、世界が
注目する日本のマンガ・アニメ、おもちゃ、ゲーム
などのポップカルチャーに関するものをりんくうタ
ウンに集積させる「クールジャパンフロントのまち
づくり」を進めようとしています。
そのプレイベントとして、春休みからゴールデン
ウィークにかけて、
「セカイに飛び出す 日本のおも
ちゃ・マンガ・アニメ展」
を開催します。合言葉は
「クー
ルジャパンで復興支援」
。
マンガ家石ノ森章太郎さんゆかりの地、宮城県石
巻市にある「石ノ森萬画館」は東日本大震災で巨大
津波の被害を受け、現在も休館が続いています。そ
こで今回、入場料のうち一人につき 100 円を、「石
ノ森萬画館」の復興資金として寄付いたします。
展示作品は、「石ノ森萬画館」所蔵のヒーローの立
像や石ノ森さんの作品紹介パネルを始め、おもちゃ
収集家としてテレビなどで有名な北原照久氏が所有
する懐かしのおもちゃコレクション
（約 1,000 点）や、
マンガ家の聖地“トキワ荘”の「寄せ描きカーテン」
（関西初公開）など、貴重な展示品を多数展示します。
また、特別展示として、被災地石巻で、生死と向き
合う壮絶な状況で、地元住民に正確な情報を伝え続

■「セカイに飛び出す
日本のおもちゃ・マンガ・アニメ展」
日時：３月 23 日（金曜日）から４月８日（日曜日）、
14 日（土曜日）
、15 日（日曜日）
、21 日（土
曜日）
、22 日（日曜日）
、28 日（土曜日）か
ら５月６日（日曜日）
10 時から 17 時 30 分まで（入場は 17 時まで）
場所：りんくうタウン内、関空エアポートワシント
ンホテル２階
料金：大人（高校生以上）500 円、子ども（小学生・
中学生）100 円
お問合せ

住宅まちづくり部タウン推進室
TEL 072-429-9236
（財）大阪府タウン管理財団
TEL 072-460-1500

都道府県だより
Nara

2012 年 3 月

奈良県

災害に強く、希望の持てる地域を目指して
～奈良県紀伊半島大水害復旧・復興計画（案）策定～
奈良県では、この度、計画期間を平成 32 年度まで
とする、昨年の紀伊半島大水害からの復旧・復興計
画（案）をまとめました。このうち、
26 年度までを「集
中復旧・復興期間」とし、被災地域の迅速な立ち直り・
回復を図るとともに、地域の再生・復興につながる
取組にも着手します。
取り組む主なポイントは、次の七つです。
①長期避難者の早期解消 避難住民の意向も確認の
上、安全に安心して帰宅できる環境づくりを行いま
す。②新しい集落づくり 土砂災害に対し安全な場
所での新しい集落づくりの検討を進めます。③紀伊
半島アンカールートの整備 地域の「命の道」であ
り、紀伊半島沿岸部が大地震・津波などで被災した
場合の緊急輸送道路の役割も担う国道 168・169 号
線の整備を行います。④安全・安心への備え 深層
崩壊のメカニズムの解明と対策研究や大規模土砂災
害の監視・警戒・避難システムづくりを行うとともに、
大水害の教訓を、次世代へ継承します。⑤地域経済
を支える産業支援 総合特区制度の活用などにより、
産業の活性化、雇用の確保を行います。⑥「ふるさ
と復興協力隊」 地域外の人材等を「ふるさと復興協
力隊」として配置し、被災地域の復興を支援します。
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⑦森林資源を活用した地域づくり 林業・木材産業
の再興、木質バイオマスの利活用、多様な生業を織
り交ぜ持続的なライフスタイルの確立を推進します。
県は、この計画に基づき、具体的な施策や事業を
アクション・プランとして毎年度策定し、より効果
的に計画の進捗を図り、災害に強く希望の持てる地
域づくりを目指します。

県産材を使用した木造の応急仮設住宅

お問合せ

奈良県復旧・復興推進室
TEL 0742-27-7512

和歌山県

Wakayama
知事が和歌山大学で観光施策を講義

『観光を考える』をテーマに、知事が、県内唯一の
国立大学法人である和歌山大学で講義を行いました。
この講義は、観光学部の授業科目「観光カリスマ論」
の一環として行われたもので、15 コマのうち４コマ
を知事が担当し、10 月から月１回のペースで講義が
行われました。
和歌山大学では、平成 20 年４月に、国立大学法人
としては初めて観光学部を設置し、高度な見識を持っ
た観光人材の育成を目指しています。
また、本県では、平成 22 年４月１日に「和歌山県
観光立県推進条例」を制定し、
「和歌山を『売り出す』、
『招く』
、『もてなす』
」をテーマに各種の施策を行っ
ており、和歌山大学観光学部での知事の講義は、そ
の一環として行われているものです。
知事は、観光資源の保全や高速道路などのインフ
ラ整備、中心市街地の活性化等、観光をめぐる重要
な項目について、単に観光の知識のみでなく、経済
学を用いることの有効性を、具体的な県の施策を交
えながら講義しました。
また、観光を考える際の基本的な理念として「観
光とは、ものめずらしさ＝非日常であること」、「観
光客のコストパフォーマンスを常に意識する必要が
あること」
、「観光資源を売り出すためには情報伝達

が重要であること」
、
「最後には、地域全体でのおも
てなし = 総合力が重要であること」を説明し、学生
たちは熱心に聞き入っていました。さらに、学生と
の意見交換も行われ、大変好評でした。
和歌山県としては、今後とも観光に関して高度な
見識を持った人材の育成を支援していきます。こう
した人材が活躍することで、県内の観光産業が発展
し、地域活性化につながることを期待しています。

お問合せ

和歌山県企画部企画総務課
TEL 073-441-2334

都道府県だより

2012 年 3 月

兵庫県

Hyogo
古事記編纂 1300 年記念
「淡路島くにうみ神話祭」を展開中 !

●高まる古事記への関心
今年は、和銅５(712) 年に太安万侶が元明天皇に古事記を献上
してから 1300 年目に当たります。
これを記念して全国各地で記念イベントが開催されていますが、

ハモに代表される海産物など全国的
なブランドを形成しています。
こうした御食国の伝統を踏まえ、
食のブランド「淡路島」の魅力を知っ
てもらうため、スプリングメッセ（３
月 24 日（ 土 ）、25 日（ 日 ） 開 催 ）、
秋の美味しい御食国月間などの取組
を推進しています。

●淡路の「国生み神話」とは

● 500 年の歴史を誇る「淡路人形浄瑠璃」
国の重要無形文化財で、その芸術性
が世界的にも高い評価を受けている
淡路人形浄瑠璃は、伊弉諾尊と伊弉冉

み けつ くに

国生み神話の島・淡路島においても、
「国生み神話」
「御食国」そ
して「淡路人形浄瑠璃」の三つのテーマで淡路島古事記編纂 1300
年記念事業「くにうみ神話祭」を展開しています。

ひる この かみ

い ざ な ぎ の みこと

尊の最初の子で海に流された蛭児神

古 事 記 の 冒 頭、 伊 弉 諾 尊 と

えびすのかみ

い ざ な み の みこと

（ 戎 神 ）を慰めるために西宮神社（西
宮市）で始まった人形繰りが、約 500
年前に淡路島に伝えられたのが始まり
だと言われています。
現在では、唯一、淡路人形座が常設
館で公演を行っていますが、かつては
40 を超える座が全国各地を巡業し、
「野
掛け」と言われる仮設舞台で公演を行っ

伊 弉冉 尊 は、日本の島々を生んで
いきますが、最初に生まれた島が淡
路島だとされています。
淡路には、この「国生み神話」に
まつわる伝承地が多数残されてお
り、この神話が淡路に縁深いもので
あることが実感できます。淡路では、
こうした伝承地を紹介するとともに、「国生み神話」を題材とし
た神楽、神話劇、25 絃箏の伴奏による神話の朗読、紙芝居など
を創作し、公演する取組が島内のゆかりの地で行われています。

ていました。
記念事業では、「野掛け」の復活や長らく演じられることがな
かった演目の復活などに取り組んでいます。

●古代から豊かな食を誇る「御食国」・淡路
淡路は、若狭、志摩とともに、皇室・朝廷に海水産物を中心
とした御食料を貢いだ「御食国」だったと言われています。
そして、当時から豊かだった農水産物は、現在の淡路にも受
け継がれており、タマネギやレタスを始めとする野菜、淡路ビー
フや牛乳などの畜産物、ビワやイチゴといった果実、タイやフグ、

お問合せ

財団法人淡路島くにうみ協会
TEL 0799-24-2001
FAX 0799-25-2421
HP http://www.awajishima-kuniumishinwa.jp/
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鳥取県

Tottori
神話のふるさと・鳥取県
古事記編纂 1300 年を契機とした PR
ふくろ

さま

するなどの受
地整備を行う
と と も に、 首

き

「大きな袋を肩にかけ、大黒様が来かかると、ここ

都圏や関西圏

鳥取県出身の田村虎蔵氏が作曲した童謡「大黒様」

もうとしてい

いなば

あかはだか

に因幡の白うさぎ、皮をむかれて 赤 裸 ♪」でご存じ、

などで売り込

の一節です。この童謡は、現代に伝わる日本最古の

ます。

羽の素兎（因幡の白兎）
」を題材としています。

良時代の貴族の食事を再現したメニューを４月から

日本で一番初めの恋物語の舞台・白兎神社（鳥取市）

また、三朝温泉、はわい温泉、東郷温泉では、奈

歴史書である「古事記」に記載されている神話「稲

提供予定です。さらに、島根県が行う「神話博しまね」

そして、この「因幡の白兎」の舞台となったのが
はく と

現在の鳥取市白 兎 海岸周辺であり、登場人物（？）
はく と

など全国規模で行う集客イベントに出展し、情報発

の白兎をお祀りしているのが、白兎神社です。

信を行うことも予定しています。

年を数えます。この記念すべき年に、島根県を始め、

をするツアーなどが人気を呼んでいます。本県でも

が開催されています。

として売り込み、多くの方に来県していただけるよ

最近は、「女子旅」と銘打ってパワースポット巡り

さて、平成 24 年は古事記が編纂されてから 1300

奈良県、宮崎県など全国各地で様々なキャンペーン
あか い いわ

一般にはなじみが薄い古事記を「パワースポット」
うな販売戦略を展開していこうと考えています。

鳥取県でも、白兎神社を始めとして、
「赤猪岩神社

（南部町）」など古事記ゆかりの地が多く存在してい
ることから、これらの観光資源を例えば「縁結びの

お問合せ

鳥取県文化観光局観光政策課
TEL 0857-26-7239

パワースポット」等として磨き上げ、ガイドを養成

都道府県だより
Okayama

2012 年 3 月

岡山県

「プロに学ぶ歌舞伎講座」による地域伝統文化の継承
岡山県美作地域には、奈義町の横仙歌舞伎に代表さ
れる地歌舞伎と呼ばれる伝統芸能が、江戸時代から途
絶えることなく、今に伝わっています。この地歌舞伎
は、各村の神社に建てられた歌舞伎専用舞台で田植え
と収穫の後の村祭りに合わせて催され、若者は出会い
を求めて村々の芝居を渡り歩くなど、村の社交の場と
なっていました。
しかし、映画やテレビなどの新たな娯楽の台頭や人
口流出により、各地の地歌舞伎は次第に姿を消し、今
では、僅かに四つの保存会が残るだけとなっています。
そのため岡山県美作県民局では、美作地域の地歌舞
伎の伝統を継承・発展させるため、横仙歌舞伎保存会
（奈義町）
、
粟井春日歌舞伎保存会（美作市）
、
松神会（奈
義町）
、勝田歌舞伎保存会（美作市）
、奈義町、美作市
とともに東作州地歌舞伎保存協議会を立ち上げ、
「プ
ロに学ぶ歌舞伎講座」として、上方歌舞伎のプロの方
を講師にお招きした「役者講座」
「
、衣裳・化粧講座」
「
、鳴
り物講座」
、かつらの「床山講座」
、語りや三味線の「義
太夫講座」など全５講座を開講（延べ 10 日）しました。
この講座には地域内外から延べ約 250 人の方が参
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加し、そのうち４
割ほどが保存会以
外の新たな参加者
となり、多くの方
に地域で受け継が
れた歌舞伎に興味
を持ってもらうこ
美作地域の地歌舞伎「地下芝居」
とができました。
また、この活動成果を披露する場として、３月３日
に東作州地歌舞伎公演を開催し、
「プロに学ぶ歌舞伎
講座」で演出家の水口一夫先生のご指導の下に稽古し
た「絵本太功記十段目尼ヶ崎の場」を始め、この講座
を通じて歌舞伎に初めて挑戦された方による「白浪五
人男」を上演しました。出演者の熱演で会場には盛大
な拍手がわき起こりました。
岡山県では、この事業を県内の他の地域伝統文化の
継承・振興のモデルとして、今後も地域の歴史と文化
を後世に伝承していく取組を進めていきたいと考えて
います。
お問合せ

岡山県美作県民局協働推進室
TEL 0868-23-1259

島根県

Shimane
～２県６市による原子力防災訓練を実施～

２月 16 日に島根県原子力防災訓練を実施しました。
これまで、原子力発電所立地自治体である島根県
と松江市で行っていましたが、EPZ 外の地域へ避難
等区域が拡大したことから、今回初めて、鳥取県や
原子力発電所から半径 30km 圏内の出雲市、安来市、
雲南市、さらに鳥取県の米子市、境港市を加えた２
県６市の共同で実施しました。
訓練は、通信連絡手順や意思決定手順の確認など
初動対応を中心に行い、警察、消防、海上保安庁、
自衛隊など 30 の関係機関と福祉施設、学校、幼稚園・
保育園など 274 の施設で約 2,300 人が参加しました。
情報を共有
するため、６市
及び鳥取県か
ら島根県庁に
連絡員を派遣
し、それぞれの
所属機関に情
報伝達をした
り、30km 圏内
衛星携帯電話で所属機関に連絡する連絡員

の各市において
モニタリングを
実 施 す る な ど、
広域的な訓練を
実施しました。
国や自治体で
原子力防災体
制が見直され
る中、今後、今
回の訓練を基
に広域的な住
民避難体制を
整備するなど、
引き続き住民
の安全・安心の
ために取り組
んでいきます。

オフサイトセンターの活動訓練

お問合せ

島根県原子力安全対策課
TEL 0852-22-6303

都道府県だより
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広島県

Hiroshima

過疎地域の新たな活力づくりを支援しています！
～未来創造支援事業～

昨年度、計画が採択された、庄原市と世羅町では、
既に取組が実施されており、特産品の開発・販売や
新規就農希望者への実践研修等、就業機会の確保に
つながる取組が順調
に進み、地域に新た
な活力が生まれてい
ます。

広島県では、過疎地域において将来的に若者が仕
事を持ち定着できるよう、実効性のある産業対策を
計画する市町に対し、
「過疎地域の未来創造支援事業」
として、その取組の支援を行っています。
平成 24 年１月 17 日には、平成 24 年度からの支
援対象として計画を採択された三次市、安芸高田市、
江田島市、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、神
石高原町の市長・町長と知事が合同で記者発表を行
い、各市町の計画概要を公表しました。７市町いず
れの計画も、独自の地域資源や潜在力等を生かした
具体策が盛り込まれ、地域産業の自立と活性化が期
待されます。

新規就農希望者 実践研修（世羅町）

特産品の開発・試験販売（庄原市）

今後も市町と連携・協力し、地域の将来を担う若者
の就業と定住が促進されるよう、豊かな地域づくりを
推進していきます。
お問合せ

広島県地域政策局過疎・地域振興課
TEL 082-513-2632

知事・市町長合同記者発表
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山口県

Yamaguchi

おいでませ！山口イヤー観光交流キャンペーン

三つ目のテーマは、
「とまろう！山口
フェア」
です。
「地旅博覧会 in やまぐち」
と題して、34 コースの地旅（※ 2） を紹
介し、参加者には抽選で宿泊券をプレ
ゼントする地旅販売促進キャンペーン
を実施します。
今後、PR のため、おいでませ山口観
光宣伝部長「ちょるる」を大都市に派
遣しての観光キャラバンなどを積極的
に展開するとともに、オープニング月
おいでませ山口観光宣伝部長
間となる３月は、テーマごとにスター
「ちょるる」
トアップイベントを実施し、開催機運
を盛り上げていきます。
詳しくは、ホームページや、県内の各市町観光協会、観光
案内所などで配布しているガイドブックでご紹介しています。

山口県では、３月から８月まで「はじめてなのに、なつか
しい。おとずれるたびに、あたらしい。おいでませ山口へ」
をキャッチフレーズに、
「おいでませ！山口イヤー観光交流
キャンペーン」を県内各地で実施しています。
交流人口の拡大は本県の元気を創出していく上で重要な
テーマであり、本県では「年間観光客３千万人構想の実現」
を掲げ、様々な取組を進めています。このキャンペーンはそ
の集大成となるものです。
今回のキャンペーンでは、三つのテーマに沿ってイベントを展開。
まず、一つ目は「ディスカ
バー！長州博」
。本県を全国
にアピールする素材として
「幕末明治維新」にこだわり、
長州藩が製作した古地図を
元に、県内各地の名所旧跡を
訪ねる「ディスカバー！長
州ウォーク」や、
歴史街道「萩
往還（※ 1）」を地元の語り部の
案内で歩くガイドウォーク
などを実施します。
二つ目のテーマは、
「ぐる
るん！山口フェスタ」
。山口
線の SL「やまぐち」号等に
より、県内を周遊する「鉄
道の旅」キャンペーンなど
を実施します。
イベントガイドブック

※1

江戸時代、城下町・萩（萩市）と瀬戸内海に臨む三田尻（防府市）
を結んだ全長約 53km に及ぶ街道。

※2

歴史・町並み・郷土料理・地場産業など地域自慢の観光素材や、
地域との交流や体験を楽しむ、地域ならではの魅力を生かした旅。

お問合せ

山口県観光交流課
TEL 083-933-3170

おいでませ！山口イヤー

都道府県だより
Kagawa
美しい姿を時を越えて引き継ぐ

検索

2012 年 3 月

香川県
ぼ

～栗林公園～

四季折々の表情を見せる栗林公園は、何度訪れても魅力的
な庭園です。
フランスの格付けガイドブック「ミシュラン・グリーンガ
イド・ジャポン」では、
“わざわざ旅行する価値があるところ”
という最高評価の三つ星に選ばれました。アメリカの日本庭
園専門誌でも、2011 年の日本庭園ランキング３位にランク
されました。とても光栄なことです。
国の特別名勝であり、お庭の国宝と言われるこの庭園は、
これまでも多くの方に高く評価され、愛されてきました。
栗林公園は、歴代藩主の下屋敷で、100 年以上の歳月をか
けて完成された江戸時代初期の回遊式大名庭園です。文化財
庭園の中で最大の広さを誇る園内には、約 1,000 本もの手入
れされた松があり、それは見事です。「盆栽松」とも呼ばれ、
職人の見事な樹芸から作り出される造形美はほかに例をみま
せん。伝統的な盆栽技法の極地とも評される箱松や屏風松、
鶴亀松など、とても見応えがあります。今年の開園記念日（３
月 16 日）には、庭師さんから松を始めとする樹木の手入れ
方法などについて話を聴くことができます。イベントに参加
して、職人技に触れてみませんか。
自慢の景観が楽しめる場所の一つ「掬月亭」も見どころの
一つです。代々の藩主が愛してやまなかったと伝えられる掬
月亭は、江戸時代初期に建てられた数奇屋造りの建物で、優
れた建築技術と景観を誇り、その造りは四方正面とも言える
珍しいものです。そこから眺める景色は格別で、時が経つの
も忘れてしまうほどです。
だい う
そして今年は、栗林公園の商工奨励館の中庭にある「大禹
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謨」の石碑が発見されてから
100 年、公園に移設後 50 年
の節目の年に当たります。も
ともと栗林公園は、江戸時代
の初めまで高松の地を貫流し
こう とう がわ

ていた香 東 川の東の流れの河
床に造られた庭園で、この香
東川の改修工事を手掛けたの
が伊勢津藩の西嶋八兵衛です。
工事の成就を願い、自ら「大
禹謨」の文字を記した石碑を
建てたと伝えられています。
園内を歩くと、梅から桜へ
と春を感じることのできるこ
の季節。恒例となった「栗林
公園春のライトアップ」です
が、今年からは桜の開花状況
に合わせ、開花宣言の５日後
から 10 日間開催します。春
の夜に明るく浮かび上がる満
開の桜をお楽しみください。
毎日違った表情で皆様をお
迎えする栗林公園。四季折々、
何度も足を運んでいただけれ
ばと思います。
お問合せ

香川県栗林公園観光事務所
TEL 087-833-7411
HP http://ritsuringarden.jp/

掬月亭

箱松

徳島県

Tokushima
徳島－中国湖南省、定期チャーター便就航

１月 23 日、東日本大震災や原発事故の影響で昨年
３月から延期となっていた徳島県と中国湖南省とを
結ぶ定期チャーター便（中国南方航空）の第１便が
就航し、中国人ツアー客約 150 人が徳島阿波おどり
空港に到着しました。
これに合わせ、空港では、中華人民共和国駐大阪
総領事館副総領事や県内経済団体関係者らが出席し
て就航記念式典を開催、引き続き、歓迎の横断幕や
有名連による阿波おどりなどで中国からのツアー客
をお出迎えしました。また、すだちなど県産農産物
の PR のほか、いちごや県内の高校生が開発・製造し
た商品の試食なども行われました。
この定期チャーター便は徳島・静岡両空港にそれ
ぞれ 10 日に１回就航することとなっており、徳島
から入り大阪や京都、東京などを巡り静岡から帰る
ツアーと、その逆のツアーが交互に繰り返されます。
ツアー客は徳島県内で１泊し、世界最大級のダイナ
ミックな渦潮が見られる鳴門市の「渦の道」や美馬
市の重要伝統的建造物群保存地区である「うだつの
町並み」などの県内観光地を訪れるほか、ショッピ
ングやロープウェーで登った眉山山頂からの夜景な
どを楽しみます。

徳島県と中国湖南省は昨年 10 月 24 日に「徳島県
と中国湖南省との友好提携」を締結し、経済、観光、
環境、文化、教育、医療、スポーツなどの分野で交
流を促進し、共に発展することを目指しています。
徳島県初の国際定期チャーター便の就航で、中国
がぐっと近くなり、観光客の増加を始め、産業分野
でのビジネスチャンスが広がるとともに、様々な分
野で一層交流が進むことが期待されます。

都道府県だより
Ehime

2012 年 3 月

愛媛県

地域振興や防災対策等で不可欠な高速道路
愛媛県の高速道路
は、昭和 60 年（1985
年）に四国縦貫自動車
道の三島川之江 IC か
ら土居 IC 間が開通し
たのを皮切りに、県の
東部から西南部へ向
か っ て 順 次、 整 備 が
進められ、平成 24 年
（2012 年）３月 10 日
に四国横断自動車道の
西予宇和 IC から宇和島北 IC 間が開通したことによっ
て、宇和島市と県都松山市が高速道路でつながり、南
予地域へも本格的な高速交通時代が到来しました。
本県の南予地域は、みかんを始めとした柑橘類や、
たい、ぶり類、真珠等水産養殖の全国でも有数の生産
地であるとともに、足摺宇和海国立公園や南予レクリ
エーション都市公園、石垣の里と言われる独特の家並
みを形成する集落など、豊かな自然や素晴らしい景観
等を有しており、産業や観光面での発展に向けた高い
ポテンシャルを秘めているにもかかわらず、これまで
高速交通時代から取り残されてきたことから、十分に
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生かすことができませんでした。
今回、高速道路が宇和島市まで延伸することによっ
て、スムーズな走行や速達性の向上が図られ、地域の
農業・水産業・観光業等の活性化や第三次救急医療施
設への搬送時間の短縮のほか、災害時の代替路の確保
などの大きな効果が期待されています。
しかし、県の南端に位置する愛南町は、高速道路の
ミッシングリンク区間に位置し、鉄道もなく、交通は
海岸線沿いの国道 56 号１本に依存しており、今世紀
前半に高い確率で発生が予想されている東南海・南海
地震など巨大地震の大津波等により、交通の途絶、地
域の孤立化が発生し、避難も救援活動もできなくなる
という事態が憂慮されています。
このため、県では、引き続き、地域活性化はもとより、
救命・救急医療や大規模災害時の防災・減災に大きな
役 割 を 担 い、
「命
の道」としても非
常に重要な四国８
の字ネットワーク
の形成に向けて、
高速道路のさらな
る延伸に全力を挙
げて取り組むこと
としています。
津波浸水エリア

津波による予想浸水箇所（直轄路線）

本四連絡道路（H17.8 現在）
高速道路等（計画）

その他高規格ネットワーク（計画）

高知県

Kochi

平成 23 年度（第 26 回）高知県地場産業大賞受賞者決定

た、お茶にこだわったスイーツ工房です。特に、地元の厳選茶葉を使っ
た茶畑プリンは絶品。工房に併設されたカフェも、観光拠点の一つ
になり始めています。
②土佐の赤かつお
（株）上町池澤（高知市） TEL 088-823-5225
土佐名物の「かつお」をベースに、風味豊かに味付
けした ｢土佐の赤かつお｣ は、調味料として幅広く料
理に活用できるのはもちろん、「ご飯のお供」として
も大人気。テレビ番組の「めし友グランプリ」でも全
国の頂点に輝きました。
③「宇佐の一本釣りうるめいわし」のブランド化事業
企業組合宇佐もん工房（土佐市） TEL 088-856-1146
町ぐるみで「うるめいわしのブランド化」
に取り組む土佐市宇佐町。一本釣りで獲った
うるめいわしを使って、新鮮なまま加工した
オイルサーディンなどの商品を開発し、全国
へ販売を広げることで、地域の活性化につな
げています。

（財）高知県産業振興センターでは、優秀な地場産品や地域産業の
振興に貢献した活動を「高知県地場産業大賞」として表彰しています。
第 26 回となる今年度は、過去最多となる 48 件の応募の中から、大
賞や産業振興計画賞など 22 件が表彰されました。
＜大賞＞ 減圧蒸留型抽出装置
兼松エンジニアリング（株）
（高知市） TEL 088-845-5511
電子レンジなどで使用されるマイクロ波を
利用することで、低温かつ短時間で精油など
の有用成分が抽出できる装置です。
これまで廃棄していた柑橘類の皮の有効活
用など、地域の一次産業の振興に貢献してい
ることに加え、濃縮エキスによる加工品の開発など、幅広い分野へ
の発展性が評価されました。
＜産業振興計画賞＞ 化粧品 umaji シリーズ

ここでご紹介した以外にも地場産業奨励賞 15 件、次世代賞１件、
特別賞１件の製品・活動が表彰されています。詳しくは、「高知県地
場産業大賞」公式ホームページをご覧ください。
高知県では、今後も地域の強みを生かした地場産業の支援を通し
て、全力で県勢の浮揚に取り組んでいきます。

馬路村農業協同組合（馬路村） TEL 0887-44-2211
ユズ種子のエキスや油分を活用した安心・
安全な自然派の基礎化粧品です。地元の農産
物を食品以外にも活用し、地域振興に取り組
んでいる点が高く評価されました。
＜地場産業賞＞ （３件）

お問合せ

ちゃばたけ

高知県庁工業振興課
TEL 088-823-9724
「高知県地場産業大賞」公式 HP
http://www.joho-kochi.or.jp/dibasan_prize/kettei_23.html

① Premium茶畑プリン（かぶせ茶・ほうじ茶）
（株）池川茶園（仁淀川町） TEL 0889-34-3100
仁淀川町池川地区は隠れたお茶の名産地。
池川茶園は地元茶農家の女性たちが立ち上げ

都道府県だより
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福岡県

Fukuoka

タイ・バンコク都と友好協力関係強化に関する覚書を締結
～両地域のさらなる発展と連携を目指す～
福岡県は、タイ・バンコク都と 2006 年２月に友好
提携を締結して以来、青少年、環境、経済など、様々
な分野で交流を進めてきました。2010 年 10 月には、
両地域をつなぐ活動拠点として、福岡県バンコク事務
所を開設しました。
今年２月、小川知事が就任後初めてバンコク都を訪
問し、タイを襲った未曾有の大洪水に対するお見舞い

の気持ちを伝えるとともに、スクムパン都知事との間
で友好協力関係強化に関する覚書を締結しました。
この覚書は、これまでの実績を踏まえ、福岡県とバ
ンコク都、並びに日タイ両国の今後のさらなる発展と
連携強化を目指すもので、
「青少年交流を積極的に推
進し、時代を担う若者同士の理解と友情をさらに深
める」
、
「環境分野における人材育成や技術・産業交流
に重点を置き、両地域の良好な生活環境の創出に努め
る」
、
「文化・経済分野など民間交流を積極的に支援す
る」の３項目が明記されました。
また、公害克服の過程で蓄積した技術やノウハウを
活用し、環境人材の育成、環境教育啓発、環境技術の
交流及び環境産業の交流を促進することについて合意
し、環境協力協定を締結しました。
３月には、県内大学に通う大学生をバンコク都主催
のユース・プログラムに派遣するとともに、環境課題
を把握するための調査団を派遣するなど、今後、本県
とバンコク都との多様な分野での交流を更に進めてい
きます。
お問合せ

国際交流局交流第二課
TEL 092-643-3219
環境部環境政策課
TEL 092-643-3352

バンコク都知事と協定を締結
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佐賀県

Saga

都道府県初！
国交省バリアフリー化推進功労者大臣表彰を受賞
公共施設やショッピングセンターなどの身障者用
駐車場を、本当に必要な人が利用できるよう、平成
18 年に佐賀県が始めた「パーキングパーミット（身
障者用駐車場利用証）制度」
。障害のある方や高齢の
方、けがや病気・妊産婦の方などに利用証を交付し、
身障者用駐車場の利用対象者であることを一目で分
かるようにすることで、本当に必要な人のために駐
車スペースを確保しています。このパーキングパー
ミットの理念や制度は、他の自治体にも広がり、２
月 15 日現在 25 府県３市で導入。また、九州・山口
８県間では、利用証の相互利用も可能になりました。
このほか、佐賀県では、バリアフリー化されたト
イレを誰でも利用できるように開放する「みんなの
トイレ協力制度」などにも取り組んでいます。
こうした地域課題に対応した先導的なまちづくり
が高く評価され、今年１月、第５回国土交通省バリ
アフリー化推進功労者大臣表彰を都道府県としては
初めて受賞しました。佐賀県では、ユニバーサルデ
ザインやバリアフリーが、
“配慮”ではなく、
“当た
り前”という観点で施策を推進しており、そのほか
にも、歩道段差のスロープ化や県立学校のユニバー

サルデザイン整備な
どにも積極的に取り
組んでいます。
今後の目標は、県
内約 1,600 施設ある
パーキングパーミッ
ト制度の協力施設を
更 に 増 や し、 ユ ニ
バーサルデザインや
バリアフリーの認知
度をもっと高めるこ
と。そして、全国ど
こででもパーキング
パーミットが使える
全国に広がるパーキングパーミット制度。
ようにしたいと考え 九州・山口８県では相互利用もできるようになりました
ています。
大臣表彰を機に、更に誰もが安心して、誰もが住
みやすいと感じるまちにするために、今後も様々な
取組を進めていきます。
お問合せ

佐賀県地域福祉課
TEL 0952-25-7053
さがユニバーサルデザインラボ

都道府県だより
Nagasaki

検索
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長崎県

「流通企業・店舗との連携強化」について

崎県の大きな魅力であり、この魅力を県民の所得向上
につなげていくことが大きな課題となっています。
このため、県では、平成 16 年度から首都圏や関西
圏などを中心に百貨店やグレードの高いスーパーの食
品フロアを活用して、県産品を一堂にそろえ、文化・
観光の情報を併せて発信する「長崎フェア」を行うな
ど、県産品のブランド化を積極的に推進してきました。
去る１月 20 日には、関西圏で阪急オアシスなど
62 店舗を展開する「株式会社 阪食」とパートナー
シップ宣言を調印しました。
調印の三本柱である①生産者や社員の交流などを通
じた「人づくり」②県産品の発掘・共同開発などの「も
のづくり」③イベントや情報発信などによる「楽しい
売り場づくり」を進めることで連携の強化を図ります。
県では、この取組を他の流通企業や店舗に広げてい
くことで、長崎ファンを増やすとともに小規模な食品
製造業者でも積極的に売り込める環境を整え、人・モ
ノの交流の活性化につなげていきたいと考えています。
この取組は、県・関係市町・団体等で構成する「長
崎県産品ブランド化・流通戦略本部」で、関係機関の
連携と役割分担の下、戦略的に進めていきます。

日本の最西端に位置する長崎県は、大都市圏から離
れていて、人・モノの交流の面で地理的に不利な条件
下にある一方、古くから日本と大陸との交流拠点とし
て、独自の文化を育んできました。
特に海や山、島々に囲まれた地形がもたらす新鮮で
豊富な農水産物や独特の食文化に育まれた多くの加工
品など、長崎県はまさに「食の宝庫」です。これは長

お問合せ

長崎県文化観光物産局販売戦略課
TEL 095-895-2621

（株）阪食・長崎県 パートナーシップ宣言調印式
（右側）中村知事、千野代表取締役社長（左側）
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大分県

Oita
大分駅がいよいよ全面高架開業します！

県都大分市は、JR 大分駅を中心として、その周辺
に都市機能が集積し、発展してきました。
しかし、大分駅周辺の市街地は、鉄道により南北
に分断されていたため、総合的発展が妨げられ、ま
た踏切の遮断により交通渋滞が発生するなど、いろ
いろと課題を抱えていました。
これらを解決するため、大分駅を高架化する「大
分駅付近連続立体交差事業」に 1996 年から着手し
ました。
この事業は、大分駅に乗り入れている日豊本線、
久大本線、豊肥本線の３路線 5.57km の鉄道区間を
高架化し、13 ヵ所の踏切を撤去する事業です。
2008 年８月には、久大本線と豊肥本線が高架開業
し、３ヵ所の踏切が撤去されていましたが、ついに
日豊本線も、今年３月 17 日に高架開業することにな
りました。
全路線が高架開業することにより、車道を列車が
横断することがなくなり、人や自動車が安全かつス
ムーズに通ることができるようになります。
また、日豊本線の開業に合わせて、駅南側には、
１～２階が店舗となる６階建ての立体駐車場と、高
架下の駅舎東側には、商業施設「豊後にわさき市場」
がオープンします。

いよいよ、新しい大分駅が姿を現しますが、来年
には駅南側に、大分市の複合文化交流施設「ホルト
ホール」が、３年後には駅北側に、商業施設、映画館、
22 階建てのホテルなどで構成される新たな駅ビルが
完成します。また、駅北側の市街地の一角では、新
たな県立美術館も 2015 年春の開館を目指して整備
が進められています。
駅の高架化と新たな施設の誕生により、大分駅周
辺地区を中心として、経済や文化など様々な分野で
市街地の活性化が図られ発展することが期待されて
います。

大分駅付近完成予想図

お問合せ

大分県都市計画課
TEL 097-506-4648

都道府県だより
Kumamoto
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熊本県

４月１日に政令指定都市「熊本市」誕生
４月１日、九州で３番目となる政令指定都市「熊
本市」が、いよいよ誕生します。
熊本市が政令指定都市に移行することで、県内の
経済活性化や県土全体の発展が見込めることから、
熊本県としても、政令指定都市移行を積極的に支援
してきました。政令指定都市となる熊本市には、東

アジアへの玄関口
と し て、 ま た、 九
州の中心に位置す
る と い う 地 理 的・
歴史的な優位性を
生 か し、 熊 本 都 市
圏 だ け で な く、 県
全体のけん引役と
なることが期待さ
れます。
日本三名城の一つ「熊本城」
桜の見頃は例年３月下旬頃
昨年３月の九州
新幹線全線開業、そして、本年４月の熊本市の政令
指定都市移行という大きな出来事が続くことは、熊
本県にとって「100 年に１度のビックチャンス」で
あり、熊本市や他の市町村とともに「チーム熊本」
として連携を図りながら、政令指定都市誕生による
波及効果を最大化し、熊本県全体の浮揚につなげて
いきます。
お問合せ

熊本県市町村行政課
TEL 096-333-2106

熊本市役所に設置された政令指定都市決定看板
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宮崎県

Miyazaki
音楽の咲く季節が到来！
～第 17 回宮崎国際音楽祭～

でクラシックの名曲を楽しめる「名曲コンサート」
などを開催します。
チケットはメディキット県民文化センターチケッ
トセンター（TEL 0985-28-7766）や主なプレイガ
イドでお買い求めいただけます。詳しくは、公式ホー
ムページをご覧ください。
世界の名だたる演奏家が宮崎に集結する年に一度
のチャンスです。この機会に是非、宮崎にお越しく
ださい。

宮崎の春を彩るイベント「宮崎国際音楽祭」の季
節がやってきました。
第 17 回目となる今回は、４月 29 日から５月 18
日までの 20 日間で、宮崎市のメディキット県民文化
センターを主会場に開催。昨年、新燃岳の噴火や東
日本大震災などの影響で海外ゲストの出演辞退が相
次ぐ中、急きょ参加を表明してくださった世界的な
演奏家たちが再集結します。
メインとなる５回の演奏会では、世界的巨匠であ
るピンカス・ズーカーマン氏、日本を代表する諏訪
内晶子氏、また、昨年は参加がかなわなかった若き
巨匠ジュリアン・ラクリン氏らが、多彩なプログラ
ムを繰り広げます。また、ピアニスト、作曲家とし
て国内外で活躍する野平一郎氏が、質の高い現代音
楽を紹介します。
そして、より幅広い方々に音楽祭を楽しんでいた
だくため、スペシャルプログラムとして、開幕日に
宮崎市の橘通りを歩行者天国にしての「ストリート
演奏会」や延岡市と日南市の２会場で開催する「サ
テライトコンサート」
、地元で活動する演奏家と音楽
祭の出演者が共演する「県民コンサート」
、解説付き

ⓒＫ．Ｍｉｕｒａ

宮崎国際音楽祭

都道府県だより
Kagoshima

検索
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鹿児島県

霧島屋久国立公園の再編
（霧島錦江湾・屋久島国立公園誕生）
霧島屋久国立公園の霧島地域は、昭和９年に日本
初の国立公園「霧島国立公園」として指定されました。
その後昭和 39 年に桜島、指宿、佐多岬等からなる
錦江湾地域と屋久島地域が編入され、「霧島屋久国立
公園」の名称で長年親しまれてきました。
環境省では当国立公園の見直し作業において、鹿
児島湾（錦江湾）奥の姶良カルデラが海域カルデラ
として国内で傑出した景観を有することを評価し、
公園区域に新たに編入することになりました。これ
に伴い、当公園は火山活動によってできた景観を中
心とする「霧島錦江湾国立公園」と、世界自然遺産
でもある独特な生態系を有する「屋久島国立公園」
の二つに分割され、平成 24 年３月にそれぞれ新た
な国立公園として誕生します。
また、今回の再編は、公園拡張区域に火山による
熱水噴出孔に群生する希少種サツマハオリムシの生
息域である若尊鼻沖や多くの生物種を養う重富干潟
が海域公園区域に指定されるなど、生物多様性の保
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全にも着目したものとなっています。
「霧島錦江湾国立公園」では、自然景観や人々の暮
らしが火山と密接な関わりを持っていることを感じる
ことができ、現在桜島と霧島新燃岳の活発な火山活動
も見ることができます。また、
「屋久島国立公園」では、
世界遺産の幻想的な森林の中でヤクシカやヤクザルに
出会うことができます。
新たに誕生
し た「 霧 島 錦
江湾国立公園」
と「 屋 久 島 国
立公園」に皆
さん是非お越
しください。

錦江湾の重富海岸から見た桜島

お問合せ

鹿児島県自然保護課
TEL 099-286-2617

沖縄県

Okinawa
「第４回沖縄国際映画祭」今年も開催！

も門戸を広げるなど、
更にスケールアップ
した内容となってお
ります。
沖縄で「笑い」
、そ
して「平和」を実感し、
さらに沖縄の魅力も
存分に感じられる「第
４回沖縄国際映画祭」
に、多くの皆様の来
場を心よりお待ちし
ています。

昨年の映画祭では、東日本大震災被災地へのチャ
リティーを柱に据え、10 日間にわたる期間中、国内
外から約 31 万人の方々が来場し、
「エール」と「心
のつながり」を被災地の方々に届けることができま
した。
今年も“Laugh ＆ Peace”をテーマに掲げ、映画
等を通して心が通じ合う新しい映画祭を目指し、「ア
ジア」と「地域」の交流を軸に、沖縄の青い海、青
い空の下、第４回目となる沖縄国際映画祭が、今年
３月に開催されます。
今年の映画祭では、那覇市国際通り周辺などでの
「プレイベント」、国内外の映画監督や俳優など多く
の著名人が登場する「レッドカーペット」
、国内の劇
場では未公開の長編作品等を上映する「Laugh 部門・
Peace 部門」のほか、世界最大級の巨大スクリーン
での野外上映の実施、アジア諸国とのプラットフォー
ム構築を目的に装い新たに実施する「コンテンツ
バザール」、地元愛を表現した CM 企画を募集する
「JIMOT CM COMPETITION」は今回から世界に

◆開催概要
会期：2012 年３月 24 日（土）～３月 31 日（土）
会場：第１会場 沖縄コンベンションセンター及び
周辺地区（宜野湾市）
第２会場 桜坂劇場及び国際通り周辺（那覇
市）、北谷町はじめ県内各所
主催：沖縄国際映画祭実行委員会
HP http://www.oimf.jp/

都道府県だより

！

2012 年 3 月

「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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株式会社 野村総合研究所

早川 康弘

サプライチェーン・マネジメント再考
１．増加基調に転じた民間企業の在庫投資

２．従来型のサプライチェーン・マネジメントの
見直し機運の高まり

日本企業の在庫投資は、2011 年以降、明らか
に増加基調に転じている。
財務省の法人企業統計によれば、2011 年７月
～９月の在庫投資は前年同期の 3.8 倍を記録した。

経営学の教科書では、企業経営におけるサプラ
イチェーン・マネジメントの重要性が説かれ、多
くの日本企業が実践してきた。
サプライチェーンとは、顧客、小売、卸、製造業、
在庫急増の要因としては、
部品や資材サプライヤーなどを結ぶ供給活動の連
サプライチェーン・マネジメント再考
① 東日本大震災などで部品不足に陥ったことを
鎖構造のことである。
教訓に、企業が在庫を積み増していること
そして、激変する市場の変化に、サプライチェー
② 欧州債務危機や円高の影響で輸出が停滞し、こ
ン全 体を俊 敏に対
応させ、ダイナミ
ックな最 適 化
株式会社
野村総合研究所
れが在庫の形で企業の手元に残っていること
を図るのがサプライチェーン・マネジメン
早川康弘トであり、
理にかなった企業経営の要諦と考えられてきた。
の２点が考えられるが、とりわけ、今回は、前者
近年、サプライチェーン・マネジメントが話題
１．増加基調に転じた民間企業の在庫投資
の影響が大きく、企業経営を行うに当たって、ぎ
になる背景には、大量生産・大量消費時代の終わり、
りぎりまで在庫を絞るサプライチェーン・マネジ
情報技術の発展、キャッシュフロー経営への転換
メントを見直す機運が高まっているものと考えら
という大きな環境変化があった。
日本企業の在庫投資は、2011 年以降、明らかに増加基調に転じている。
れる。
製造業・流通業を取り巻く環境変化には、市場
財務省の法人企業統計によれば、2011 年７月～９月の在庫投資は前年同期の
3.8 倍を記
変化の加速、日本的経営の強みの崩壊、ヒューマ
録した。
図１

企業の在庫投資

企業の在庫投資
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（出所）財務省 法人企業統計より作成

（出所）財務省

法人企業統計より作成

在庫急増の要因としては、
①
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東日本大震災などで部品不足に陥ったことを教訓に、企業が在庫を積み増している

ンウエアによる管理の限界などがある。これまで
の大量生産システムの考え方は、販売機会損失、
不良在庫の増加、間接部門の高コスト構造といっ
た問題を引き起こしてきた。
不確実性の時代に対応するため、部門を越えた
目標設定、キャッシュフローの重視といったパラ
ダイムシフトが求められてきたのである。
しかし、2011 年３月の東日本大震災や 11 月の
タイの記録的大洪水など、2011 年に発生した想
定外の大規模な自然災害により、サプライチェー
ンが寸断され部品調達に支障が生じたことから、
民間企業の在庫投資戦略見直しに拍車がかかった
のである。
新聞報道によれば、在庫をもたない経営を進め
てきた大手自動車メーカーでさえ、一部の部品や
原材料を多めに保有する方向で戦略を見直した。
在庫投資は民間企業の運転資金に大きな影響を
及ぼすため、企業経営の視点からは、在庫を必要
以上に増やすことは、決して認められるものでは
ない。しかし、東日本大震災やタイの記録的大洪
水などをきっかけに「経済界全体で、想定外の大
規模な自然災害へのリスクヘッジとして在庫水準
を見直す機運が高まっている。
」と言われている。

た。大手メーカーの生産調整の情報は連鎖的に川
下の取引企業に伝わっていくが、川下に行くほど
タイムリーな生産計画の変更ができずに大きな損
出が生じたという。
今回は、情報の流れはこれとは逆である。川下
である部品メーカーからの供給が滞って初めて、
更にその部品メーカーのサプライヤーが震災の影
響を受けていたことが分かったのである。裾野の
広い川下で起きた異変は実態の把握が難しく、影
響度の見極めに時間がかかったのではないかと考
えられる。
製造業では、価格競争などを背景として、部品
を外部から調達して自社ではなるべく在庫を持た
ないようにするための水平分業体制がグローバル
に構築されてきた。その結果として、自社が発注
するサプライヤーのその先は全く見えないという
事態が起きている。また、最近では、グローバル
に分散していた生産拠点を１ヵ所に集中させる傾
向もあり、これも有事の際のサプライチェーンの
分断をもたらしている。
４．サプライチェーンの再構築に向けて
これらの問題に対しては、海外に進出する企業
では、以下のような対策が必要と考えられる。
第１に、東日本大震災やタイの記録的大洪水に
よる日本やタイからの部品供給の分断を教訓にし
て、世界各地の生産拠点がサプライチェーンにど
のような影響を及ぼすか、その影響範囲を詳細に
把握し、最適なグローバル生産計画を再構築する
ことである。そのためには生産計画のシミュレー
ションが必須であり、海外拠点の持つデータを日
本本社に集約しなければならない。具体的には、
各拠点の代替部品を含む部品構成表、受注、顧客
からの内示、発注などのデータである。
第２に、海外に進出する企業は、これまで各拠
点ベースの最適化を主な目的にマネジメントを
行ってきた。しかし今回の東日本大震災やタイの
記録的大洪水を機に、対応が後手に回ったことの
反省を踏まえ、グローバル最適の視点でサプライ
チェーン・マネジメントを見直すべきである。
例えば、
① 基幹部品の共通化を図り、複数拠点で分散生
産するとともに、三次下請け以下を地域限定
サプライヤーとする。
② 想定外の大規模な自然災害へのリスクヘッジ
として、在庫水準をある程度維持する（在庫
をもたない経営の修正）
。

３．2011 年に発生した想定外の大規模な災害発
生による企業の現場の混乱
それでは、2011 年に発生した想定外の大規模
な災害発生による企業の現場の混乱はどのような
ものであったのだろうか。
東日本大震災では、多くの電子機器や自動車部
品工場が被災したことにより、東日本から機器や
部品の供給を受けていた国内、海外の企業は、調
達困難による生産縮小やラインの一時停止をせざ
るを得なかった。タイの記録的大洪水でも、タイ
製の部品の調達難から同様のことが起こったので
ある。
大地震や大洪水の後しばらくの間、多くの企業
は工場在庫や流通在庫で生産を継続してきたが、
いよいよ追加の部品が入らなくなり、その原因を
遡っていくと日本製やタイ製の部品に行き当たっ
た。このことは、日本製部品やタイ製部品のサプ
ライチェーンが想像以上にグローバルにかつ密接
な連携をもって構築されていたことを世間一般に
知らしめる結果となった。すなわちグローバルな
サプライチェーンにボトルネックがあることが明
らかになったのである。サプライチェーンのボト
ルネックは、想定外の需給変動が起きたときに顕
著に現れる。2008 年９月のリーマンショックの
際には急速な需要の減少に直面した製造業は川上
から川下に向かって一斉に大幅な生産調整を行っ

などを試行錯誤で行っていくことが重要となる。
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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. 332

療養型病院はへき地医療です
はいなん吉田病院

妹尾 浩二（静岡県）

在宅医療では家族が対応できないため、訪問看

昭和 61 年に自治医科大学を卒業し、静岡県内

各地で地域医療に従事して 25 年になります。平

護や往診が頻繁に必要になるとか、救急車の出動

務先で、障害を持つ高齢者を中心とした入院医療

り返すとか、当然のことながら指定介護老人福祉

日本一有名な中部電力浜岡原子力発電所からギ

状態になった高齢者は年々増加の一途をたどって

性期総合病院である榛原総合病院、市立島田市民

地域住民の人たちは、自分自身が寝たきりとな

成 21 年９月から医療療養型病院である現在の勤

要請が続くとか、急性期総合病院への入退院を繰

を展開しています。

施設や介護老人保健施設では対応不可能、という

リギリ 20km 圏内にある当院は、近隣にある急

いるように感じられます。

病院、焼津市立総合病院、藤枝市立総合病院など

り会話もできなくなった場合は、あまり手を掛け

ではなく、吉田町、島田市、牧之原市、御前崎市

のですが、こと親子や血縁関係のある身内が同じ

入院を提供することによって、特に在宅医療では

限りの治療を施してあげたいと希望することが多

過ごしていただくことを最高の使命と考え、診療

障害を抱え、全身状態もあまり良くなくなった

から継続入院治療が必要な患者を引き受けるだけ

ずに静かに見送ってもらいたいという場合が多い

などで開業している医師からの紹介患者にも療養

状態になったときには、後悔のないようにできる

対応できない高齢者に平穏で苦痛の少ない時間を

いように思われます。

活動を行っています。

患者に対して、でき得る治療は限られていますが、

リンパ腫、脳腫瘍などの悪性疾患となり、進行し

を過ごしていただくことは、高齢化が進行してい

性脳梗塞のため寝たきりの状態となり、嚥下障害

えています。

ため意識障害が続き、上気道閉塞となり気管切開

躍されてきた医師が診療することは、適材適所と

日気管内の吸引処置が必要になった患者。毎月の

療のために敢えて専門分野を決めず、様々な病態

病のコントロール不良が長期間続いたため内因性

適当であろうと考え、現在の勤務先で日々努力し

それでも家族とよく相談し、不満の少ない終末期

肺癌、食道癌、胃癌、大腸癌、膵臓癌、肝臓癌、

たため対照的な治療法が中心となった患者。多発

る中であるからこそ非常に重要なことであると考

もあるため胃瘻を造設した患者。重症の脳卒中の

このような患者を、特定の専門医として長年活

術を受けたため自ら痰の喀出ができなくなり、終

は言えないでしょう。その点、卒業後もへき地医

ように誤嚥性肺炎を繰り返してしまう患者。糖尿

に何とか対処してきた自分自身が対応することが

インスリン分泌が枯渇し、高血糖と低血糖を繰り

ております。

暴言、徘徊、拒絶、睡眠障害、不安、幻覚、妄想

医療に興味を持った若い医師が３名、当院での診

療が必要となった患者。経管栄養では嘔吐を繰り

はその若手医師たちに、私が今までに獲得できた

得なくなった患者、などなど。へき地医療にかな

になりそうです。

幸い平成 23 年には、私の実践している高齢者

返すようになった患者。認知症が進行し、暴力、
などの行動・心理症状が顕著となり、専門的な治

療に参加協力してくれることになりました。今後

返してしまうため、中心静脈栄養を実施せざるを

知識や技術を残さず伝えていくことが仕事の中心

り似ていて、総合診療科的な経験と知識が必要と
されます。
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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
秋田県
岩手県
岩手県
山形県
山形県
宮城県
宮城県
福島県
福島県
新潟県
新潟県

イベント・ＰＲ名等

実施期間・実施日

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

北海道風景などの近現代画展覧会「ヴォヤージュ 風景の度」を開催

H24 年 2 月 25 日～ 4 月 8 日

青森県立美術館「冬のコレクション展」

～ H24 年 3 月 25 日

津軽鉄道・ストーブ列車

～ H24 年 3 月 31 日

ゆかい村鮟鱇まつり

～ H24 年 3 月 31 日

秋田県のイメージアップのための「あきたびじょん」プロジェクト進行中！

－

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 3 １日
－
～Ｈ 24 年 3 月 31 日

みやぎ観光 NAVI

－

食材王国みやぎ

－

がんばろうふくしま！大交流フェア開催（於：東京国際フォーラム）
観光有料道路 3 ライン無料開放！

Ｈ 24 年 3 月 20 日
Ｈ 24 年 4 月 8 日～ 11 月中旬

福島県八重洲観光交流館“お客様に感謝を込めた 10 日間”

Ｈ 24 年 3 月 11 日～ 3 月 20 日

うまさぎっしり新潟春フェスタ

H24 年 3 月 17 日～ 3 月 20 日

春の新潟観光キャンペーン

H23 年 3 月～

新潟淡麗にいがた酒の陣 2012

H24 年 3 月 17 日～ 3 月 18 日

東京都
東京都

イベントカレンダー

－

群馬県
群馬県

イベント情報

－

栃木県
栃木県

イベント情報

－

茨城県
茨城県

第 116 回水戸の梅まつり

H24 年 2 月 18 日～ 3 月 31 日

茨城空港発着の神戸便が１日２往復へ

H24 年 3 月 7 日～

古河桃まつり

H24 年 3 月 20 日～ 4 月 5 日

埼玉県
埼玉県

百八張りの行灯をともして供養する「下田野行灯まつり」

H24 年 3 月 14 日～ 3 月 15 日

千葉県
千葉県

イベント情報

－

ちばアクアラインマラソン 特設ページ

－

神奈川のおすすめポイントや楽しいイベントを紹介 [ かながわ散歩 ]

－

神奈川県
神奈川県

小江戸に咲く春「小江戸川越春まつり」

H24 年 3 月下旬～ 5 月中旬
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Information

都道府県名

山梨県
静岡県
長野県
富山県
石川県
岐阜県
愛知県
三重県
福井県
滋賀県
京都府
大阪府
奈良県
和歌山県
兵庫県
鳥取県

イベント・ＰＲ名等
ビタミンやまなしキャンペーン 2011
富士の国やまなし観光ネット

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

山梨の観光情報満載！

東京・日本橋の山梨県アンテナショップ「富士の国やまなし館」
「WE LOVE FUJISAN 3776 メッセージ」募集

H23 年 4 月 1 日～ H24 年 3 月 31 日
H23 年 4 月 1 日～ H24 年 3 月 31 日
－

イベント情報

－

しずおかを楽しむための情報サイト「静岡大好き。しずふぁん !!」

－

春の観光キャンペーン「信州花三昧」を実施中。
ぜひ長野県にお出かけください。

－

第 58 回全日本チンドンコンクール

H24 年 4 月 6 日～ 4 月 8 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～

－

特集展示「寺田栄次郎展 -10cm 四方の小宇宙 -」
「刀剣と槍」「春の優品選」（石川県立美術館）
企画展「れきはくコレクション 2011」（石川県立歴史博物館）

～ H24 年 3 月 24 日
～ H24 年 3 月 20 日

ぎふ清流国体本大会まであと６か月！

H24 年 9 月 29 日～ 10 月 9 日

岐阜県現代陶芸美術館

H24 年 2 月 21 日～ 7 月 1 日

井田照一展

－土に挑む－

岐阜県美術館リニューアルオープン記念 第三幕「ルドン氏が見た夢」
「リニモ海賊団の宝さがし」を開催！

H24 年 4 月 5 日～ 5 月 13 日
H24 年 3 月 3 日～ 3 月 29 日

三重県の観光ガイド。イベントや観光施設など情報満載！

－

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

心に残る

福井ふるさと百選

－

明治の芝居小屋「長栄座」陽春公演 滋賀県文化産業交流会館；TEL 0749-52-5111

H24 年 3 月 27 日～ 3 月 28 日

ザ・ファーストリサイタル 2012 湖国の女神たちのデビュー しが県民芸術創造館；TEL 077-564-5815

H24 年 3 月 17 日

トチノキ巨木調査発表会 滋賀県自然環境保全課；TEL 077-528-3480

H24 年 3 月 25 日

京都府立林業大学校開校

京都府林務課：TEL 075-414-5016

H24 年 4 月 1 日

帰省や出張の際の大阪みやげに！「大阪産（もん）名品」第 2 弾決定！

H24 年 3 月 1 日～

サイクルイベント 3 月 18 日開催！ＮＥＷモデル自転車や変わり種
自転車の試乗会、抽選会など

～ H24 年 3 月 18 日

奈良の観光情報が満載！

～大和路アーカイブ～

－

奈良県のメールマガジン

～大仏さんのつぶより情報～

－

県立民俗博物館

季節展「ひなまつり～人形たちの宴～」

～ H24 年 4 月 8 日

イベント一覧

－

古事記編纂 1300 年記念『淡路島くにうみ神話祭』を展開中

－

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

－

古事記編さん 1300 年記念企画

H24 年中

とっとりおやつラリー

H24 年 2 月 15 日～ 3 月 31 日

エンジン０１文化戦略会議「オープンカレッジ in 鳥取」

H24 年 3 月 23 日～ 3 月 25 日

60

都道府県名

岡山県

イベント・ＰＲ名等
岡山県に関する旬の話題を満載した「メルマガ晴れの国」
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」

実施期間・実施日
－
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

県立山口図書館をリニューアル開館

H24 年 3 月 1 日～

宇部市ときわ公園で「第 1 回ふるさと紙芝居全国大会」を開催
県産農水産物カタログギフト「まるごと ! 山口」を販売中
「瀬戸内国際芸術祭 2013」の作品公募募集要項を発表！
東山魁夷せとうち美術館

第４期テーマ作品展開催中

食のアンテナショップ「さぬきダイニング」初認定
第５回記念大会「とくしまマラソン 2012」
～吉野川があなたを待っている！～

H24 年 4 月 22 日

H24 年 3 月 24 日～

愛媛県歴史文化博物館 企画展「四国へんろの旅 - 絵図・案内記と道標 -」

H24 年 2 月 21 日～ 4 月 8 日

「志国高知 龍馬ふるさと博」いよいよフィナーレ！

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

四万十川花絵巻～菜の花の巻～

H24 年 3 月 1 日～ H24 年 4 月 8 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
花と酒まつり、かしま発酵まつり

H24 年 3 月 17 日
H24 年 3 月 24 日～ 3 月 25 日

食ＫＩＮＧ王国 旅と食のキャンペーン開催中

別府八湯 湯けむりあかりのまつり

H23 年 6 月 1 日～ H24 年 3 月 31 日

H24 年 3 月～ 4 月下旬
H24 年 3 月 1 日～ 4 月 3 日

イベント情報

－

アフターデスティネーションキャンペーン 「“ビッ !! クマモト”～入りきらないオモシロさ ! ～」
「人吉球磨は、ひな祭り」好評開催中！
みやざき観光情報

－
－

九州新幹線「新鳥栖駅」1 周年記念イベント

大分県

沖縄県

－

愛媛県総合科学博物館 「自然館」リニューアルオープン

2012 大分県内桜スポット情報
大分県内の桜の名所をご紹介いたします！

鹿児島県

－
～Ｈ 24 年 4 月 8 日

H24 年 4 月 22 日～

来てみんね！長崎

宮崎県

－

えひめ南予いやし博 2012

長崎県

熊本県

H24 年 3 月 24 日～ 3 月 25 日

～ H24 年 3 月 31 日
～ H24 年 3 月 31 日

旬ナビ

－

「第 17 回宮崎国際音楽祭」ホームページ

－

みやざき県庁職員日記（ブログ）更新中！

－

篤姫のひなまつり

H24 年 2 月 1 日～ 3 月 31 日

霧島アートな旅キャンペーン

H24 年 3 月 20 日～ 6 月 30 日

いつでも沖縄離島が近くに感じられる観光ナビ：ＤＯＲ３９

－

第４回沖縄国際映画祭 開催場所：沖縄コンベンションセンター及び県内各所

H24 年 3 月 24 日～ 3 月 31 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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都道府県展望総目次
自
至

●科学する心を育む
富山県知事 石井隆一…………………… 10 月号
●「九州広域行政機構（仮称）」の設立に向けて
大分県知事 広瀬勝貞…………………… 11 月号
●活躍する高齢者
兵庫県知事 井戸敏三…………………… 12 月号
●「まんが王国とっとり」建国へ
鳥取県知事 平井伸治………………………２月号
●復興元年～新生ふくしまを創り上げる
福島県知事 佐藤雄平………………………３月号

平成２３年４月
平成２４年３月

ズームアップ
●「東北地方太平洋沖地震」により被災した地域への支援
静岡県…………………………………………４月号
●びわ湖とつながる、びわ湖と生きる
～びわ湖の日 30 周年事業～
滋賀県…………………………………………５月号
●静岡県地震防災センター
地震についての知識が体験を通して学べる施設です！
静岡県…………………………………………７月号
●新エネルギー産業立県を目指して
秋田県…………………………………………８月号
●多彩な文化イベントを徳島で
徳島県…………………………………………９月号
●「高志の国文学館」来年夏開館 ～「ふるさと文学」
の振興に向けて～
富山県……………………………………… 10 月号
●「坐来大分」の総料理長が料理マスターズを受賞！
大分県……………………………………… 11 月号
●少子対策 兵庫県が婚活を応援 ～「ひょうご出会
いサポートセンター」事業の推進～
兵庫県……………………………………… 12 月号
●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―
鳥取県…………………………………………２月号
● 2013 年（平成 25 年）大河ドラマ「八重の桜」 の舞
台は福島県！
！～「八重の桜」キャンペーンをスタート～
福島県…………………………………………３月号

新知事登場
●愛知県知事
●神奈川県知事
●三重県知事
●福岡県知事
●大阪府知事

大村秀章………………………４月号
黒岩祐治………………………６月号
鈴木英敬………………………６月号
小川 洋………………………８月号
松井一郎………………………１月号

特集記事
●知事が語る～我が都道府県の平成 23 年度施政方針
と重点施策………………………………………６月号
●知事が語る～我が都道府県の平成 23 年度施政方針
と重点施策（北海道知事、東京都知事、山梨県知事、
三重県知事、福井県知事、鳥取県知事、 徳島県知事、
大分県知事）……………………………………８月号
●知事が語る～我が都道府県の平成 23 年度施政方針
と重点施策（福島県知事、愛知県知事、 福岡県知事、
佐賀県知事、宮崎県知事）……………………９月号
●知事が語る～我が都道府県の平成 23 年度施政方針
と重点施策（神奈川県知事）……………… 11 月号
●知事が語る～我が都道府県の平成 23 年度施政方針
と重点施策（茨城県知事）………………… 12 月号
●農山漁村地域の再生………………………… 12 月号
●地域公共交通の活性化…………………………３月号

知事随想
●「びわ湖の日」30 周年を迎えて —東日本大震災
をふまえて見えてきたこと―
滋賀県知事 嘉田由紀子……………………５月号
●東日本大震災に想う ～〝ふじのくに〟の危機管理～
静岡県知事 川勝平太………………………７月号
●あきたグリーンイノベーション総合特区について～
自然エネルギーの供給先進県を目指して～
秋田県知事 佐竹敬久………………………８月号
● 「文化立県とくしま」 における 「伝統」 と「創造」
～アニメをサブカルチャーからメインカルチャーに！～
徳島県知事 飯泉嘉門………………………９月号

一般記事
●アジア諸国における地方分権のこれまでと今後―シンポジ
ウム「地方分権のこれまでと今後」での報告と議論①―
井川 博………………………………………４月号
●中国における地方分権のこれまでと今後―シンポジウム
「地方分権のこれまでと今後」での報告と議論②―
畑山栄介………………………………………５月号
●新会長の挨拶 いまこそ結束して日本再生に取り組もう
京都府知事 山田啓二………………………６月号
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●特別寄稿 「国と地方の協議の場に関する法律」の
成立に当たって
逢坂誠二………………………………………６月号
●インドネシアにおける地方分権のこれまでと今後―
シンポジウム「地方分権のこれまでと今後」での報
告と議論③―
井川 博………………………………………６月号
●フィリピンにおける地方分権のこれまでと今後―シ
ンポジウム「地方分権のこれまでと今後」での報告
と議論④―
畑山栄介………………………………………７月号
●韓国における地方分権のこれまでと今後―シンポジウム
「地方分権のこれまでと今後」での報告と議論⑤―
井川 博………………………………………８月号
●タイにおける地方分権のこれまでと今後―シンポジウム
「地方分権のこれまでと今後」 での報告と議論⑥―
畑山栄介………………………………………９月号
●先進政策バンク優秀政策事例
先進政策大賞 福岡県…………………… 11 月号
●平成 23 年度 都道府県当初予算額調（普通会計）… 11 月号
●先進政策バンク優秀政策事例
優秀政策 佐賀県、大阪府……………… 12 月号
●新春御挨拶
山田啓二 ( 全国知事会会長） ………………１月号
●辰年にちなんで
小宮輝之………………………………………１月号
●先進政策バンク優秀政策事例
優秀政策 高知県、佐賀県…………………１月号
●先進政策バンク優秀政策事例
優秀政策 徳島県、京都府………………………２月号
●平成 23 年度政府主催全国都道府県知事会議の概要 …２月号
●先進政策バンク優秀政策事例
優秀政策 宮城県、北海道………………………３月号
●地方分権改革推進のための地方大会
青森県、滋賀県………………………………３月号

●福井県知事
●群馬県知事

いま地域医療は
●診療体制見直しの理由
須貝昌博（山形県）…………………………４月号
●地域のニーズに対応した医療サービスの提供～夕暮れ診療～
小野 剛（秋田県）……………………… ５月号
●東日本大震災を経験して
安部 宏（福島県）…………………………６月号
●鶴舞う形の群馬県
飯塚邦彦（群馬県）…………………………７月号
●女性医師としての地域医療
福田千晶（埼玉県）…………………………８月号
●へき地をさがせ
吉田達也（神奈川県）………………………９月号
●小病院における総合医育成
髙石佳則（千葉県）……………………… 10 月号
●織田信長一族発祥の地で
津向伸哉（福井県）……………………… 11 月号
●山中温泉医療センターの終焉？あるいは再生？
嶋崎正晃（石川県）……………………… 12 月号
●「おらが町のお医者さん」のお医者さんになりたくて
市川万邦（山梨県）…………………………１月号
●地域で求められる医師養成をやっています
宮道亮輔（愛知県）…………………………２月号
●療養型病院はへき地医療です
妹尾浩二（静岡県）…………………………３月号

なるほど経済
●東日本大震災からの復旧に向けて～生活・生産・財
源機能の多重化展開を～
奥原英彦………………………………………４月号
●東日本大震災が投げかけたこと
山田伸二………………………………………５月号
●震災後の復興期に求められる公共施設運営の仕組み
革新―地方港湾の港湾施設を例にして―
早川康弘………………………………………６月号
●大震災に学ぶ自治体の情報システム ～災害に強
く、コストは低廉に～
奥原英彦………………………………………７月号
●焦燥感強まる被災者
山田伸二………………………………………８月号
●被災地の復興に向けた交通インフラ、防災情報シス
テム活用への期待
早川康弘………………………………………９月号

企画シリーズ記事
ある日の知事
●岡山県知事
●広島県知事
●千葉県知事
●宮崎県知事
●愛知県知事
●栃木県知事
●宮城県知事
●福岡県知事
●鹿児島県知事

西川一誠…………………………２月号
大澤正明…………………………３月号

石井正弘………………………４月号
湯﨑英彦………………………５月号
森田健作 ……………………７月号
河野俊嗣………………………８月号
大村秀章………………………９月号
福田富一…………………… 10 月号
村井嘉浩…………………… 11 月号
小川 洋…………………… 12 月号
伊藤祐一郎……………………１月号
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●円高・空洞化時代を迎えた地方都市 ～小さな世界
企業とともにグローバルな活性化へ～
奥原英彦…………………………………… 10 月号
●深刻化する欧米の日本化
山田伸二…………………………………… 11 月号
●スマートシティへの期待
早川康弘…………………………………… 12 月号
●円高逆境の 2012 年を展望する～地域発の R&D で
構造転換のチャンス～
奥原英彦………………………………………１月号
●貿易赤字転落の意味
山田伸二………………………………………２月号
●サプライチェーン・マネジメント再考
早川康弘………………………………………３月号

●世界屈指の火山大国、日本に活火山はいくつある？
……………………………………………… 12 月号
●「日本一」の川は利根川か、信濃川か、淀川か？
……………………………………………………１月号
●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…………………………………２月号
●都道府県庁所在地で、雨が最もよく降る都市と降ら
ない都市…………………………………………３月号

ふるさとの料理と名所探訪
●魅力と元気にあふれる沖縄を体験してみませんか。
沖縄県…………………………………………４月号
●人にも地球にも優しい 「ぎふウェルネス・ツーリズム」
岐阜県…………………………………………５月号
●～おくのほそ道出羽路の旅～
山形県…………………………………………６月号
●大河ドラマ「江～姫たちの戦国～」と福井のゆかり、
愛されるふるさと料理の魅力を探る
福井県…………………………………………７月号
●この夏、石川の料理や名所、そしてイベントをお楽
しみください！
石川県…………………………………………８月号
●食の王国・長崎には驚きと感動がいっぱい！
長崎県…………………………………………９月号
●日本のぶどうとワインのふるさと、秋の山梨へようこそ
山梨県……………………………………… 10 月号
●まだ行ったことがなかった日本、世界自然遺産
小笠原諸島
東京都……………………………………… 11 月号
●熊本の伝統的な料理や大自然がつくり出す名所をお
楽しみください！
熊本県……………………………………… 12 月号
●陸奥には未知の国！青森県下北半島
青森県…………………………………………１月号
●奈良県……………………………………………２月号
●歴史浪漫街道「萩往還」
山口県…………………………………………３月号

分かりやすい地方分権
松本克夫
●直接民主制の拡充へ動く………………………４月号
●大阪も都になるのか……………………………５月号
●国と地方の協議の場始動へ……………………６月号
●消費税収をどう分け合うか……………………７月号
●地域主導の復興になるか………………………８月号
●緑の分権改革に追い風…………………………９月号
●問われる地方議会の対応…………………… 10 月号
●アクションしないプランか………………… 11 月号
●地域主権改革丸２年の中間決算…………… 12 月号
●税制抜本改革と「一体改革」…………………１月号
●住民投票制度法制化は見送り…………………２月号
●残された課題にどう向き合うか………………３月号

都道府県アラカルト
浅井建爾
●日本の耕地面積が減少しつつある……………４月号
●耕作放棄地と耕地利用率………………………５月号
●都道府県別にみた食料自給率
―北海道 211％、東京都１％ ………………６月号
●都道府県庁間・市町村役場間の距離が日本一短いと
ころ、長いところ………………………………７月号
●島国の日本、島の数が多い県少ない県………８月号
●観光開発が進むのか、世界遺産に登録された平泉と
小笠原……………………………………………９月号
●島国の日本は海岸線も驚くほど長い……… 10 月号
●山国の日本に、山は幾つある？
―47 都道府県の最高峰 …………………… 11 月号

未来への遺産
●海と陸が出会い、新しい大地が誕生する場所 「室
戸ジオパーク」
高知県…………………………………………４月号
●世界遺産 石見銀山遺跡とその文化的景観
島根県…………………………………………５月号
● 1300 年の歴史が刻まれる秘境の霊山 三徳山三佛
寺・国宝 投入堂
鳥取県…………………………………………６月号
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その他

●青函連絡船の可動橋
青森県…………………………………………７月号
●世界遺産候補 富岡製糸場と絹産業遺産群
群馬県…………………………………………８月号
●世界文化遺産候補「武家の古都・鎌倉」
神奈川県………………………………………９月号
●世界遺産「平泉の文化遺産」
岩手県……………………………………… 10 月号
●美しい茶畑が語りかける宇治茶の歴史と価値
京都府……………………………………… 11 月号
●世界遺産候補 佐渡金銀山
新潟県……………………………………… 12 月号
●別子銅山産業遺産 東洋のマチュピチュ
愛媛県…………………………………………１月号
●近江水の宝 針江・霜降のカバタ
滋賀県…………………………………………２月号
●宮崎観光遺産 記紀の道
宮崎県…………………………………………３月号

●児童福祉週間について…………………………４月号
●「地方分権苦情情報センター」への情報提供を！
…………………………………………………４月号
●「先進政策バンク」の一般公開について……４月号
●第 29 回『都市問題』公開講座
「消えた老人」はなぜ生まれるのか …………５月号
●日本自治学会・第 11 回シンポジウムのお知らせ
…………………………………………………６月号
●活力ある地域づくりを募集中！平成 23 年度あした
のまち・くらしづくり活動賞募集……………６月号
●「先進政策バンク」の一般公開について……７月号
●記念貨幣を発行します…………………………７月号
●第 61 回社会を明るくする運動～犯罪や非行を防止
し、立ち直りを支える地域のチカラ～に寄せて
…………………………………………………７月号
●被爆 66 周年平和祈念の黙とうを ……………７月号
●年次有給休暇の取得促進………………………７月号
●第 30 ３０回『都市問題』公開講座
震災復興と自治…………………………………８月号
●危機管理産業展…………………………………８月号
●年次有給休暇の取得促進………………………９月号
●平成 24 年度「児童福祉週間」の標語を募集します
…………………………………………………９月号
●危機管理産業展 2011 …………………………９月号
●「地方分権苦情情報センター」への情報提供を！
…………………………………………………９月号
●「先進政策バンク」の一般公開について……９月号
●年次有給休暇の取得促進！………………… 10 月号
●危機管理産業展 2011 ……………………… 10 月号
●「地方分権苦情情報センター」への情報提供を！
……………………………………………… 10 月号
●「先進政策バンク」の一般公開について… 10 月号
●「先進政策バンク」の一般公開について… 11 月号
●減らそう！時間外勤務！…………………… 12 月号
●第 31 回『都市問題』公開講座
議会・立法能力・住民投票……………………１月号
●記念貨幣を発行します…………………………１月号
●林野庁国際森林年シンポジウム………………１月号
●「先進政策バンク」の一般公開について……１月号
●「地方分権苦情情報センター」への情報提供を！
…………………………………………………１月号
●減らそう！時間外勤務！………………………２月号
●「先進政策バンク」の一般公開について……２月号
●「地方分権苦情情報センター」への情報提供を！
…………………………………………………２月号
●「地方分権苦情情報センター」への情報提供を！
…………………………………………………３月号

技が輝く
●信州伝統の「技」がコラボレーション
長野県…………………………………………４月号
●「百年物語」新潟の美しい道具を世界へ
新潟県…………………………………………５月号
●ソメスサドルの革製品 北海道………………６月号
●会津塗 福島県…………………………………７月号
●伝統のある風景～丸亀うちわ～ 香川県……８月号
●紀州へら竿 和歌山県…………………………９月号
●琉球漆器
沖縄県………………………… 10 月号
●郷原漆器 岡山県…………………………… 11 月号
●高知の伝統「土佐和紙」 高知県 ………… 12 月号
●飛騨一位一刀彫 岐阜県………………………１月号
●遠州織物 静岡県………………………………２月号
●石見神楽衣裳 島根県…………………………３月号
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●全国八幡様の総本宮 国宝・宇佐神宮 大分県 …４月号
●九年庵 佐賀県…………………………………５月号
●阿蘇の草原を未来に伝える
熊本県………６月号
●なら燈花会 奈良県……………………………７月号
●歴史の道「萩往還」 山口県 …………………８月号
●「じてんしゃ王国 埼玉」 埼玉県 …………９月号
●御堂筋 kappo 大阪府 …………………… 10 月号
●赤目四十八滝 三重県……………………… 11 月号
●袋田の滝 茨城県…………………………… 12 月号
●平清盛日招像 広島県…………………………１月号
●蔵王の樹氷 山形県……………………………２月号
●お庭の国宝《特別名勝》栗林公園 香川県…３月号
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お庭の国宝《特別名勝》

栗林公園

香川県

今年から桜の開花状況に合わせて開催されるこ
ととなった「栗林公園春のライトアップ」
。開園時
間を21時まで延長して、10日間開催します。
光に照らされた優しい桜のピンク色が湖面に映
る姿など、とても幻想的で庭園にいると時の経つ
のも忘れてしまうほどです。
そのほか、音楽イベントなどもあり、春のライ
トアップを盛り上げます。
3月からは、掬月亭と日暮亭での優雅な昼食を
味わう企画も始まりました。
新しく登場した、笑顔がすてきな女の子、栗林
公園キャラクター「りんちゃん」も皆様をお待ち
しています。
ミシュラン観光版で最高評価の三つ星に選ばれ
た栗林公園で、この春ゆっくり過ごしてみてはい
かがですか。
お問合せ
香川県栗林公園観光事務所 TEL087-833-7411
HP http://ritsuringarden.jp/

リストの鈴木文彦氏にご執筆いただきました。
▼また、
「知事随想」を佐藤福島県知事に、
「ある日
の知事」を大澤群馬県知事に寄稿していただきまし
た。
▼さらに、先進政策バンク優秀政策事例として、宮

▼約１万９，０００人もの死者・行方不明者を出し

城県及び北海道にご執筆いただきました。

た東日本大震災からまもなく 1 年を迎えます。あら

▼平成 13 年４月号から連載が始まりました「なる

ためて犠牲となった方々を追悼いたします。まだ見

ほど経済」は 11 年の長きにわたり、そして平成 21

えない明日に不安を抱えて生きている方もたくさん

年４月号から連載が始まりました「分かりやすい地

いらっしゃると思います。福島原発事故も重なり、

方分権」及び「都道府県アラカルト」は３年にわた

復興への道程は長く厳しいものだと思いますが、一

り皆様にご愛読いただきましたが、本号をもって終

人一人の絆で支え合っていけたらと思います。

了させていただくことになりました。これまでのご

▼今月号では、
「地域公共交通の活性化」をテーマ

寄稿に感謝申し上げます。

に特集し、神戸大学の喜多秀行教授、交通ジャーナ

都道府県展望 平成 24 年 3 月号
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