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佐賀県
“型破り”な佐賀県プロモーションDVDが完成
― THREE MINUTE TRIP TO SAGA ―
■飽きさせない、退屈させない、面白がせる
見る人を「飽きさせない、退屈させない、面
白がせる」工夫として、構成は“見せる”本編
と“読ませる”メモ編の２部構成。前半約３分
半の本編は、バルーンや唐津くんち、有田焼、
佐賀牛など、佐賀県の魅力を伝えるシーンを多
数挿入し、スピード感あふれる映像と音楽で見
る人をひきつけます。また、佐賀平野の地平線
から空へと続く自然が織り成すグラデーション
と「佐賀錦」や「伊万里・有田焼」などの伝統
工芸の紋様から着想したデザインも印象的。続
く後半のメモ編では、厳選した佐賀県が誇る特
産品、観光地などをエピソードを交えて紹介。
海外の方にも楽しんでいただけるよう、英語や
韓国語、中国語版も作成しています。

■佐賀県プロモーション DVD が完成
「佐賀県ってどんなところ？」
「佐賀県ってなんにもないよね」
そんな方にこそ是非見ていただきたい、佐賀
県のプロモーション DVD が完成しました。佐
賀県が持つ可能性や魅力を国内外にアピールす
るために制作されたこの DVD。キーコンセプ
トを、Avant-garde Country Side（アバンギャ
ルド・カントリーサイド／挑戦する田舎）とし、
前例や固定観念にとらわれることなく、斬新な
発想で活躍してきた佐賀県の先人たちの“アバ
ンギャルド”な精神性を引き継ぎ、これからも
常に“挑戦していく”地域であるというメッセー
ジを込めています。

オープニングは佐賀
の朝日。ここから６
分 30 秒の佐賀の旅
が始まる

後 半 の メ モ 編 で は、
厳選した佐賀県が誇
る特産品、観光地等
をエピソードも交え
ながら説明

■製作スタッフに佐賀県出身トップクリエイ
ターを起用
制作スタッフのほとんどを佐賀県出身のトッ
プクリエイターたちで固めています。クリエー
ティブディレクターには、国内外の広告賞を多

■公開直後から話題に
こ の DVD を 国 内 外 の 多 く の 方 に ご 紹 介 す
るため、２月 14 日から佐賀県ホームページや
YouTube で動画配信を開始しました。配信直
後から、フェイスブックやツイッター等で話題
となり、
「佐賀県に行きたくなった」
、
「時間を忘
れて見入ってしまった」などの感想が次々に寄
せられています。また、動画再生回数も公開開
始から１ヵ月で 40,000 回（３月 14 日現在）に
も迫る勢いとなり、自治体などの公的機関のチャ
ンネルでは異例とも言える大きな反響を呼んで
います。
皆様も是非ご覧いただき、６分 30 秒に凝縮さ
れた佐賀県の魅力を体感してください。

くら なり ひで とし

数受賞している倉 成 英 俊 氏を起用し、音楽担当
は映画『少年メリケンサック』で日本アカデミー
むか
賞優秀音楽賞を受賞した、ミュージシャンの向
い しゅうとく

井 秀 徳氏。そのほか、アートディレクターにカ
ンナアキコ氏、モーショングラフィックス担当
こ じまじゅん じ

に小島 淳 二氏など、それぞれがふるさと佐賀へ
の“思い”や“愛情”を、新しい切り口で表現
しています。

█お問合せ
佐賀県統括本部危機管理・広報課
TEL 0952-25-7219
Mail kiki-kouhou@pref.saga.lg.jp

前半の本編では、佐
賀県の魅力を伝える
シーンを多数挿入
し、スピード感あふ
れる映像と音楽で見
る人をひきつける

佐賀県プロモーション DVD
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サザンを佐賀に
佐賀県知事
「サザンオールスターズの桑田佳祐を佐
賀に呼べないか。」
「激励をいただいた。ぜひチャレンジさ
せていただきたい。」

所管していた文化・スポーツのうち、文
化財の保護や学校教育における体育、そ
れと博物館等を教育委員会に残して、そ
れ以外の文化やスポーツを知事部局に移
す、という例が多い。
佐賀県においても、文化財の保護や学
校体育を教育委員会に残したところは同
じだが、以下の分野についても文化・ス
ポーツ部の担当にした。

昨年の 9 月佐賀県議会における一般質
問の一場面だ。
昨年春の佐賀県知事選挙のマニフェス
トで、私は文化・スポーツに力を入れる
ことを掲げ、その後策定した「佐賀県総
合計画 2011」においてその趣旨を織り
込んだ。先の一般質問は、そういう方向
性を県が示している中でのやりとりだっ
た。そして 2 月県議会でもいろんな議論
があって条例案と予算案が可決され、4
月 1 日に佐賀県文化・スポーツ部がスター
トした。

１

障碍者と高齢者の文化・スポーツ（障碍
者スポーツ大会、チャレンジドアーツ展
（障碍者作品展）、ねんりんピックなど）
２ 県立の「博物館・美術館」など博物館５
館、県立図書館１館
３ フィルムコミッション、「Ｊ１サガン鳥
栖」支援

障碍者や高齢者の文化・スポーツにつ
いては、障碍福祉や高齢者福祉の一環で
考えるのではなく、「文化」や「スポー
ツ」という切り口で進めていくことがユ
ニバーサルデザイン社会の実現につなが
ると私は考えていて、このようにした。

この佐賀県文化・スポーツ部は、同種
の都道府県の文化・スポーツ担当部局の
中ではもっとも広い範囲をカバーする組
織となっている。
最近、文化・スポーツを知事部局の所
管にする場合は、それまで教育委員会が
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何が文化か。どこまでを行政が支援す
るのか、という問題もある。何のために、
ということもある。これについても佐賀県
文化・スポーツ部には広くとらえてほしい
と命じている。
「サザンを佐賀に」
（正確に
いえばサザンは休止中なので桑田佳祐を
佐賀に）ということだって、文化施策とし
ての取り組みが可能ではないかと思う。ま
た、こうしたライブイベントやスポーツイ
ベントは人が動く。人が動けばそれは経済
的な効果も生まれる。側面的な効果として
そういうものも期待できる。

ている店で気勢を挙げていた人たちもた
くさんいた。
一方、こういう人目をひくイベントの
開催をめざすばかりが文化・スポーツ部
の仕事ではない。
伝統文化の後継者対策、地域における
文化やスポーツの普及などの課題もある。
博物館の自主企画による企画展も最近は
資金不足でできなくなっている。こうい
う課題にどう応えていくのか。また、高
齢者に身体や頭を使ってもらって文化、
スポーツ活動を楽しんでもらい、地域で
の生活支援や認知症予防、介護予防につ
なげることも期待されている。

私がこんなふうに思うようになったひ
とつのきっかけは、ある日の東京－佐賀
便だった。いつものように佐賀便に乗り
込むとちょっと雰囲気が違う。華やかな
のだ。若い人、とくに女性の割合が高く、
みんな通勤のためのスーツとはちょっと
違 う 派 手 目 の 服 を 着 て い る。 あ と で わ
かったのは、その日を含む数日間、福岡
で SMAP のコンサートが行われていて、
それで福岡市内の泊りがタイトになって、
佐賀市内に流れてきていた、ということ
だった。
また、昨年 9 月、男子サッカーロンド
ン五輪アジア最終予選の対マレーシア戦
が、サガン鳥栖のホームである鳥栖市の
ベストアメニティスタジアムで行われた。
スタジアムが全国から集まった 2 万 3 千
人の人で埋まり、試合開始が 20 時スター
トということもあって鳥栖市内に宿泊さ
れた方もおられたし、試合後、チケット
の半券で生ビール一杯無料サービスをし

つまりは佐賀県文化・スポーツ部は、
佐賀県民の心身の幸福度の向上と情報発
信の役割を担っているということになる。
県民の期待にぜひとも応えてほしい。

J1 サガン鳥栖のホーム
「ベストアメニティスタジアム」
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神奈川県知事

黒岩

祐治

地方分権フォーラム 2012
２月６日（月）

神奈川県は、県民の皆さんとともに地方分権

改革を推進していくため、
毎年「地方分権フォー
ラム」を開催している。

今年度は、内閣官房副長官などを歴任された

石原信雄氏（現・財団法人地方自治研究機構会
長）に「今、改めて地方分権を考える」と題し
た基調講演をしていただいた。引き続いてのパ

ネル討論では、私がコーディネーターを務め、
本県が目指す「神奈川モデル」実現に向けた地

方分権改革の役割について、
「地域主権の医療」
をテーマに活発な議論がされた。

神奈川県の人口は、
現時点では全国に比べて高齢化率が低くなっている。しかし、今後は、団塊の世代をはじめ、

高度成長期に神奈川に転入した世代の高齢化が進行するため、全国を上回るスピードで高齢化が進み、2015

年には、県民の４人に一人が高齢者となるなど超高齢社会へ移行することが予測されている。刻々と変化する
地域に合った医療のかたちは、どうあるべきなのか。今、神奈川県では、医療のグランドデザインの策定を進

めている。私は、こうした医療のグランドデザインに基づき「神奈川モデル」とも言える取組みを進め、地域
から医療のあり方を変えていきたいと考えている。

今日は、地域主権実現の必要性について「医療」をテーマに専門家の方々を迎えてじっくりとお話すること

ができ、とても有意義な時間をすごすことができた。

黒岩祐治が行く ! 神奈川の現場
３月４日（日）

神奈川県には、横浜、鎌倉、箱根と、全国的にも知名度の高い観光地があるが、実は、他にもポテンシャル

= 潜在力のある地域があるのではないかと私は考えている。

私は、
「いのち輝くマグネット神奈川」の実現を目指している。県民の皆さんと目指すべき方向を共有しながら、

神奈川の総力を結集し、
「行ってみたい、住んでみたい、人を引きつける魅力あふれる神奈川」を創りあげてい
きたいと考えている。
「地域のマグネット力（= 地域が人やモノを引きつける力）
」を高めるためには、地域の皆

さんが本当に一つになって、まとまってこの地域をこんな地域にしていくんだという、熱意、機運こそが大切で
ある。これまで行政は、万遍なくいろいろな地域の魅力を増やそうというかたちでやってきたが、私は本気でや
る気のあるところに集中的に力を注いでいくのが効果的であると考えている。そこで、危機感を持って、生まれ

変わろうとしている地域を見つけるため、これまで、県民との対話を通じて地域の魅力を引き出す「対話の広場」
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を県内７会場で開催した。各地域でさまざまな
活動をされている方々の事例発表を交え、県民
の皆さんが地域の魅力を再発見し、明日のまち
づくりに生かすための議論を深めてきた。

また、私自身が県内各地域を訪れ、地域の魅

力の掘り起こしを行う「黒岩祐治が行く ! 神奈

川の現場」も実施している。今日は、大山の名
物料理にちなんで開催される「大山とうふまつ

り」や古くから信仰を集めてきた大山阿夫利神

社、大山寺を視察し、関係者と地域振興につい
て意見交換を行った。

今後は、海外にも強力に発信できる魅力的

な「新たな観光の核づくり」に向けて、企業

などの事業主体による提案を募集して、事業
認定を行うこととしている。

第４回「黒岩知事との 対話の広場 Live 神奈川」
３月 22 日（木）

「いのち輝くマグネット神奈川」を実現するための重要な施策や事業について、県民の皆さんと直接、率直に

意見交換を行う「
“対話の広場”Live 神奈川」を７月から開催している。

４回目となる今回のテーマは「学校を考える～厳しい財政状況の中で～」とした。サブタイトルに「厳しい

財政状況の中で」と付けた思いは、来年度の予算編成作業の中で改めて県財政の厳しさを痛感したことにある。
県予算に占める教育費の割合が約３割を超え、教職員の給与は県税収入の半分以上の額になっている。神奈川
の財政を何とかしなければならないと思う一方、教育の質を落とすこともできない。こうした問題こそ、県民
の皆さんと問題意識を共有し率直に語り合うということが大切だと考えている。
夕方６時半から開催にもかかわらず、高校生

から退職された方まで幅広い世代の県民、約

100 名にお越しいただき、まさに生の声を聞か
せていただいた。
「未来への投資である教育に

はお金がかかって当然」
「どの子どもも見捨て
ないことが大事、どんな子どもでも平等の教育

を受けさせることが大事」などの意見が寄せら
れた。

教育は国家の基本でありお金をかけていきた

いが、それが難しいという現状を県民の皆さん

と共有し、限られた予算をいかに有効に使うか、
予算をかけずにできることはないか、新しい枠
組みづくりを目指してみんなで知恵を絞ってい
きたい。
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名

所

小川村

○「日本で最も美しい村」連合（大鹿村ほか）

池田町

様々なオンリーワンに誇りを持つ村むらが集まって結成しているのが、
「日本で最も美

木曽町

高山村
岡谷市

しい村」連合です。地域資源を守り育て、将来にわたって美しい地域づくりを行い、生
活の営みにより作られてきた景観や環境を
守ることなどを目的として 2005 年に七

中川村

つの村によって結成されました。

大鹿村

長野県では、大鹿村、木曽町、中川村、

南木曽町

南木曽町、小川村、池田町、高山村の７町
村が加盟しており、日本で一番の数となっ
ています。

このうち、大鹿村は、長野県の南部、南アルプスの主峰赤石岳の麓に位置し、
農地や集落が急傾斜地に散在する山村で、
「日本で最も美しい村」連合発足当
初から加盟しています。約 300 年も前から伝承されてきた大鹿歌舞伎（国選
択無形民俗文化財）は、毎年５月３日（大河原：大磧神社）と 10 月第３日曜
大鹿歌舞伎

日（鹿塩：市場神社）の２回定期公演を行っており、昨年は大鹿歌舞伎を題
材にした映画「大鹿村騒動記」が上映されました。

○岡谷市の産業観光
岡谷市は人口 52,000 人余りの工業都市で、かつて「シルク岡谷」と世
界に名を馳せ、その後に東洋のスイスと呼ばれた精密機械工業で日本の近
代化を支えてきました。
重要文化財「旧林家住宅」は、岡谷の製糸業発展の礎を築いた三大製糸
家の一人、初代林国蔵の旧宅で、主屋のほか離れ、洋館、土蔵などが立ち
並び、当時の繁栄を物語っています。
現在の岡谷市は、超微細加工技術の集積地として、医療、航空、宇宙、
環境などの各分野で最先端技術を極めてきています。
その岡谷市で、本年 10 月 11 日（木）
・12 日（金）の２日間、
「全国産
業観光フォーラム in おかや」が開催され、長野県が持つ「ものづくり産業」
の高い技術や歴史・文化、信州の食の魅力を発信します。
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旧林家住宅
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○おいしい信州ふーど（風土）
長野県では、
「プレミアム」
、
「オリジナル」
、
「ヘリテイジ」の三つの基準により、豊かな信州の風土から生まれた食材など
を「おいしい信州ふ―ど ( 風土 )」として発信しています。
①「プレミアム（高品質）
」の例

③「ヘリテイジ（伝統の力）
」の例

・信州プレミアム牛肉

・信州伝統野菜認定制度

「信州プレミアム牛肉認定制度」により、おいしい信州産

地域の食文化とともに育まれ、ほかにはない多彩な味や

の牛肉を認定しています。脂肪が滑らかで口溶けが良く、

形、香りを持つ野菜を「信州伝統野菜認定制度」により多

柔らかさと風味に優れている和牛肉の特質が感じられます。

くの人に PR。現在（H24. ２.21）は 63 種類の野菜が認定
されています。

信州プレミアム牛のフィレ肉と坂井芋
ぼたんこしょうなど 12 種類の生野菜
②「オリジナル（独創性）
」の例
・りんご３兄弟

あきばえ

最近の注目品種、
信州オリジナルの「秋映」
「シナノスイー
ト」
「シナノゴールド」の三つを合わせた「りんご３兄弟」
。

これらを味わえるお店など、詳細な内容は「おいしい信
州ふーど（風土）ネット」
）でご紹介しています。

「シナノゴールド」はイタリアで商業栽培が行われることが
決まっています。

お問合せ
○名所
長野県観光部観光振興課
TEL 026-235-7253
○料理
長野県農政部農業政策課
農産物マーケティング室
TEL 026-235-7217
おいしい信州ふーど（風土）ネット
http://oishii-shinshu.net/

秋映のタタン
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大阪府

への

未 来

遺 産
も

ず

ふるいち

世界文化遺産候補 「百舌鳥・古市古墳群」

百舌鳥・古市古墳群は、大阪府南部の堺市に
広がる百舌鳥古墳群と、羽曳野・藤井寺両市に
またがる古市古墳群の二つからなります。それ
ぞれの古墳群は約４km 四方の範囲に広がり、そ
の中に、５世紀を中心とする時期に造られた、
形や大きさのバラエティーに富んだ古墳が密集
し て あ り ま す。 両 古 墳 群 に は 全 長 が 200m を
超える大王墓級の巨大前方後円墳が 10 基もあ
り、うち最大の仁徳天皇陵古墳は、墳丘の全長
が 486m で、お墓が占める底面積では、世界的
に有名なクフ王のピラミッドや秦の始皇帝陵よ

りも大きく、世界一を誇ります。莫大な労力と
富を投資して造られたこれらの古墳は、まさに
大王の威信をかけた国家プロジェクトだったこ
とでしょう。
この百舌鳥・古市古墳群は、平成 22 年 11 月
にユネスコの世界遺産暫定一覧表に記載されま
した。地元では、多くの方々に古墳の魅力を味
わっていただけるようなガイダンス施設の整備
を計画していると同時に、地元住民と連携した
イベントを実施するなど、世界遺産登録へ向け
ての機運が盛り上がってきています。
昨年９月には、世界文化遺産登録を目指す百
舌鳥・古市古墳群の新しい顔となる「ロゴ・シ
ンボルマーク」が決定しまして、大阪府は、地
元市と一体となって、古墳群の魅力を国内外に
発信しています。
私たちは、この貴重な歴史遺産を世界文化遺
産に登録することで、古墳群の保全と次世代へ
の継承を図るとともに、歴史と文化を生かした
街づくりを進めていきます !

上空からみた百舌鳥古墳群と大阪湾（大阪府・堺市）
堺市内の東西・南北約４km の範囲に古墳が広がっています。築造
当時は大阪湾から一望できたことでしょう。

百舌鳥・古市古墳群
ロゴ・シンボルマーク
数多くの応募の中から選ば
れ ま し た。 使 用 承 認 申 請
も受け付けています。この
マークのついているイベン
トや団体は、百舌鳥・古市
古墳群の世界文化遺産登録
を応援しています。

〈お問合せ〉
百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進本部会議
（大阪府・堺市・羽曳野市・藤井寺市）
事務局 大阪府府民文化部都市魅力創造局都市魅力課
大阪府咲洲庁舎 37 階
TEL 06-6210-9301
HP http://www.pref.osaka.jp/toshimiryoku/sekaiisan/index.html

津堂城山古墳（古市古墳群・大阪府藤井寺市）
公園とガイダンス施設を併設しており、季節の花々が植えられ、
地元の人たちの憩いの場になっています。
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秋田県

大館曲げわっぱ

天然秋田杉などの豊富な森林資源を有

する山々に抱かれた秋田県大館市。この
恵まれた環境の中で、生まれ、発展して

きたのが大館曲げわっぱです。もともと
はきこりたちが杉板を曲げて器を作って

いたのが始まりと言われていますが、江
戸時代、大館城主佐竹西家が下級武士の
内職として曲げわっぱの製作を奨励した

ことから、次第に広がり、産業化されて
いきました。

曲げわっぱの製作は、薄く切った柾目

杉板を煮沸した後、「ころ」という道具を使って曲げる。

板を熱湯で煮沸し、柔らかく折れにくく

常に軽いため、使いやすく、実用性にも

な特徴があります。この工程で、曲げわっ

ど重要な工程は、全て職人の手で行われ、

なったところで、板を曲げることに大き
ぱ独特のしなやかで美しい曲線が生まれ

ます。曲げられた材料は、合わせ部分を

木ばさみで固定し、そのまま数日間乾燥

します。その後、合わせ部分を接着し、

優れています。曲げ、樺縫い、仕上げな
何とも言えないぬくもりが感じられると

ともに、質素な中にも気品に富んだ雰囲
気を醸し出しています。

近年、外食を控え、自分で弁当を作る

樺縫いを施します。そして底板・蓋板を

人が増えたことにより、弁当箱需要が伸

して、弁当箱、おひつ、お盆、花器など

しく保存できる曲げわっぱ弁当の人気が

はめ込み、最後に仕上げをします。こう
の様々な製品が作られます。

大館曲げわっぱは、天然秋田杉のよさ

と職人の技術が融合されて、その特徴が
生み出されています。間隔が細かくきれ
いにそろった秋田杉の柾目は、そのまま
製品に生かされているので、一つ一つ微

びているという背景の中で、ご飯をおい
高まっています。また、大館市では地元

商店街に「大館曲げわっぱ体験工房」を
開設しており、県外からも多くの観光客
が訪れ、曲げわっぱ製品の製作体験を楽
しんでいます。

妙に違った模様になっており、全ての製
品がオンリーワンと言えます。また、非

樺縫いの工程。一つ一つ職人の手で行う。

お問合せ

大館曲げわっぱ協同組合
TEL 0186-49-5221

大館市産業部商工観光課
定番の弁当箱、おひつのほか、ビールジョッキなどの新商品も作られている。
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TEL 0186-43-7072

都 道 府 県
だ よ り
2012年4月

Hokkaido

北海道

地域の森林づくりマスタープランが完成！

平成 24 年４月からは新たな計画に基づき、地域関係
者が一体となって適切な森林整備や地域材利用の促進
を図り、地域の森林・林業の再生を図っていくことと
しています。

国の森林・林業再生プランにより、市町村が策定す
る森林整備計画が地域の森林づくりのマスタープラン
と位置付けられたことを踏まえ、地域のニーズに適確
に対応した、実効性のある計画の作成に向けて、全道
179 市町村のうち 168 市町村が「市町村森林整備計
画作成のための作業チーム」を設置しました。
作業チームは、森林・林業に関する専門知識を有す
る林業普及指導員（准フォレスター）がコーディネー
ター役となり、市町村、森林管理署、道、道が認定す
る指導林家、林業事業体などが連携・協力しながら、
地域の特性に応じ、
水資源や生物多様
性を保全する区域
のゾーニングや路
網整備などの計画
を作成しました。
各市町村は、作
業チームの検討を
踏まえ、市町村森
計画作成に向けた現地調査
林整備計画を作成。

市町村森林整備計画作成のための作業チーム

お問合せ

北海道水産林務部森林環境局森林活用課
TEL 011-204-5517
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青森県

Aomori
青森は“朝”も大きな魅力です
～東北観光博開催中～

朝日を浴びながら温泉につ
かり、一日の活力を養ってみ
てはいかがでしょうか。
さらに県内には、魚は漁師
が、野菜や山菜は農家がそれ
ぞれ提供し、普段のままの味
震災直後、船が乗り上げた
付けでいただく、
「漁師の朝
館鼻岸壁（提供：八戸市）
飯・農家の朝飯」というもの
も。ホテルでの朝飯は、全国どこでも余り変わりませんが、
この朝飯は夢のよう、と評判も上々です。
現在は「こころをむすび、出会いをつくる。
」をテーマに、東
北全部を博覧会場に見立てた、東北観光博が開催されています。
青森県でも七つのゾーンで皆様のお越しをお待ちしており
ます。
青森へお越しの際は、それぞれのゾーンのお目当てととも
に、贅沢な朝も、是非満喫してみてください。

東日本大震災から１年が経過し、県内でも、大きな被害を
受けた太平洋沿岸地域は徐々に活気を取り戻しつつあります。
３月 18 日には、八戸市の名物、館鼻岸壁での朝市が冬季
休業期間を終え再開しました。震災時には漁船が乗り上げる
など、大きな被害を受け、休止を余儀なくされた館鼻岸壁の
朝市ですが、僅か４ヵ月後の７月には早くも再開されるなど、
復興の象徴とも言えるものです。
この朝市は、全国最大級とも言われ、多いときには約 400
ものお店が所狭しと立ち並び、魚介や野菜、お惣菜はもちろ
んのこと、骨董品さらには中古車までもが手に入ります。そ
の熱気と品ぞろえは、一見の価値ありです。市内では、これ
以外にも複数の朝市が開催されており、朝市のハシゴなんて
いう楽しみ方もできそうです。
そのほか、
“青森”で“朝”とくれば、
“温泉”は、
外せません。
青森県は温泉地数・湧出
量共に全国第４位という、
知る人ぞ知る温泉王国。銭
湯並みの料金で温泉が楽し
めるのも、十分魅力的なの
ですが、加えて、４軒に１
軒が朝５時から、朝６時と
もなると約半数の温泉施設
が営業を開始しているとい
う、朝風呂が文化とまで言
館鼻岸壁での朝市
えるような土地柄なんです。

お問合せ

○館鼻岸壁朝市
毎週日曜日 夜明けから午前 10 時まで
（５月 13 日は休止）
○漁師の朝飯（1,500 円）
鶴田漁業 深浦町大字沢辺字沢辺 18 - １
TEL/FAX 0173-77-2673
○農家の朝飯（1,200 円）
岡山の家 鰺ケ沢町中村町字山ノ井 76 - １
TEL/FAX 0173-72-5260

※「漁師の朝飯・農家の朝飯」は２名様以上で５日前までにご予約ください。
漁業や農作業の都合で提供できない場合がありますので予めお問い合わせ
ください。

都道府県だより
Akita

2012 年 4 月

秋田県

「秋田で結ばれる素敵な出会い」
～広がる・広げる 結婚支援の輪～
■あきた結婚支援センター
あきた結婚支援センターは、県、市町村、民間団体
が共同で設立し、県内３ヵ所に拠点を設け活動してい
る、秋田県の出会い・結婚支援の中核となる組織です。
各地で行われる出会い
イベントの支援や情報提
供を行っているほか、平
成 23 年４月から、会員
登録制によるマッチング
（お見合い）事業を進め
ており、現在の会員登録
者数はおよそ 1,000 人。
パソコン検索システムを使った
マッチング（お見合い）事業
早くも成婚者が誕生して
います。
■地域に広がる結婚支援の輪
センターと連携して、出会いイベントを開催する
「出会い応援隊」
、地域で活躍する「結婚サポーター」、
従業員を後押しする企業の「会員団体」など、
出会い・
結婚を支援する県民の輪が大きく広がっています。
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県では、結婚を望む方が一人でも多く、ベストパー
トナーと出会うことができるよう願っています。
■出会いイベントトピックス
写真は、まちあるきを楽しみながら、新たなお店
の発見と独身男女の出会いを提供する、いわゆる街
コン「あきたタウンパーティ」の１ショット。２回
の開催で 2,600 人以上が参加しました。
出会いは人と
街に活気を生み
ま す。 若 者 を 応
援する熱意がつ
くるイベントが、
地域の元気につ
ながっています。
あきたタウンパーティー

お問合せ

秋田県企画振興部少子化対策局
TEL 018-860-1249
あきた結婚支援センター
TEL 018-874-9471

Iwate

岩手県
岩手県は、既に大変多くの方々に、様々な形で復
興への支援をいただいているところではありますが、
岩手の魅力が詰まった「コミックいわて２」を手に
とってご覧いただき、改めて岩手を身近に感じてい
ただければと考えています。

知事責任編集・岩手産直マンガ単行本の続編
「コミックいわて２」を出版！
岩手県では、３月 30 日に、岩手県を舞台にしたマ
ンガ単行本「コミックいわて」の続編「コミックい
わて２」を出版し、全国の書店で発売しました。
前作「コミックいわて」同様、岩手ゆかりの漫画
家にご協力いただき、岩手の観光名所やお祭り、妖
怪や民話をモチーフにした書き下ろしのマンガ 14 作
品を収録しています。また新たに、さいとう・たか
をさん、三田紀房さん、麻宮騎亜さんたちを加え、
前作以上に幅広い年代に対応した内容となりました。
前作「コミックいわて」は、地方自治体がマンガ
を出版し販売するという取組が注目を集め、様々な
メディアに取り上げられました。その結果、３刷り
36,000 部の発行部数となるなど、大きな反響をいた
だいたところです。
そうした状況を踏まえ、
「コミックいわて２」につ
いては早い段階から検討に入っていましたが、東日
本大震災津波の発災に伴い、出版に向けた取組をいっ
たん休止せざるを得ない状況となっていました。
しかし、岩手県内の復興への取組が本格的に始まっ
てきている状況を受け、全国の方々に岩手県を応援
していただくためにも、今回出版することとなった
ものです。

お問合せ

岩手県政策地域部政策推進室
TEL 019-629-5181
コミックいわて２の出版について
http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?cd=37162

都道府県だより
Yamagata

2012 年 4 月

山形県

花と食と歴史の「やまがた花回廊キャンペーン」
開催中
やまがた花回廊キャンペーンは、山形県の置賜エリ
ア・村山エリア 10 市 12 町と県、そして JR 東日本の
連携により取り組む、春の観光キャンペーンです。
樹齢千年を超える古典桜が点在する「置賜さくら
回廊」を始めとする「花」
、米沢牛・さくらんぼなど
の「食」
、そして「歴史」をテーマに、首都圏を始め
全国に対して春の観光を PR するとともに、地域参加
型の受入態勢づくりに取り組んでいます。
平成 19 年に JR 東日本の重点販売地域として指定
されて以降、今年で６回目を数えます。
さて、当キャンペーンで最も力を入れている取組
の一つに、
「地域住民参加によるおもてなし」があり
ます。
キャンペーン期間中のイベントでは、地域住民に
よるガイドや食のおもてなし等に特に力を入れ、お
客様にご当地ならではの魅力を楽しんでいただいて
おります。
さらには、駅周辺において、商店街や学生による
花の植栽活動を実施し、お客様を花いっぱいでお迎

えする環境整備を進めています。
こうした地道な取組を続けた結果、地域の方々か
ら「地元住民しか知らなかったスポットに、観光客
が集まるようになってきた」とか「観光客にまちあ
るきを楽しんでもらえるよう、庭づくりに力を入れ
なければ」などの声が聞かれるようになりました。
このキャンペーンを通じ、住民が地域の魅力を知
り、そしてよりブラッシュアップしていこうという
「住んでよし 訪れてよしの地域づくり」が着実に進
んでいます。
昨年は、東日本大震災の影響により、予定されて
いたイベントも残念なことに軒並み中止となりまし
た。今年はその再チャレンジの気持ちを込め、そして、
東北の元気をここ「やまがた花回廊エリア」から全
国に発信していく、という決意の下、エリアが一丸
となって取り組んでまいります。

お問合せ

やまがた観光情報センター
TEL 023-647-2333
HP http://yamagata-hanakairou.jp/
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宮城県

Miyagi
宮城の復興情報を JR 仙台駅から発信

宮城の旅の玄関口、JR 仙台駅３階に、今年３月、
街頭液晶掲示板（デジタルサイネージ）が設置され
ました。NTT 東日本宮城支店が、情報発信を通して
東日本大震災からの復興を支援するため JR 東日本と
協力して設置したものです。
仙台駅３階の新幹線中央改札口前の４本の柱、各
４面に大型液晶画面が設置され、動画や静止画など
の様々な情報が一定時間で画面が切り替って表示さ
れる仕組みになっています。
「旅の玄関口」を「県内情報の玄関口」として、県
内の復興状況や観光に関する情報などを発信してい
きます。仙台駅をご利用の際は是非ご覧ください。

オープニングセレモニーの様子

宮城の様々な情報を発信

お問合せ

宮城県総務部広報課
TEL 022-211-2283

都道府県だより
Fukushima

2012 年 4 月

福島県

3.11 ふくしま復興の誓い 2012
福島県では東日本大震災から１年の節目を迎えた３月
11 日、
「3.11 ふくしま復興の誓い 2012」を開催しました。
この追悼行事は第１部の東日本大震災犠牲者追悼式、
第２部の復興の誓いシンポジウム、第３部のキャンドルナイ
ト『希望のあかり』の３部構成で行われました。
追悼式では、犠牲者の方々を偲び、全員で黙とうを捧
げるとともに、佐藤雄平知事による追悼の辞、俳優の小
雪さんによる追悼詩の朗読、献花などが行われました。
復興の誓いシンポジウムでは『未来につなげる、うつ
くしま～誇りあるふるさと再生の実現に向けて』をテーマ
に、玄侑宗久氏（三春町在住・作家、福聚寺住職）
の基調講演や、パネルディスカッションが行われたほか、
知事から「私たちは必
ず、美しいふるさとふく
しまを取り戻します。 私
たちは必ず、 活力と笑
顔あふれるふくしまを築
いていきます。そして私
たちは、このふくしま復
『ふくしま宣言』を読み上げる
興の姿を世界へ、未来
佐藤雄平福島県知事
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へと伝えます。」 と全 世
界へ『ふくしま宣言 』を
発信しました。
また、県内７会場で開
催したキャンドルナイト
キャンドルナイト『希望のあかり』の
では犠牲者への献灯と復
メッセージキャンドル（県北会場）
興への希望のあかりに見
立てた 30,000 本を超えるメッセージキャンドルが灯
されました。
この一連の催しは、インターネットで生放送し、多くの
方に視聴していただきました。なお、『ふくしま宣言』の
全文は、福島県のホームページでご覧いただけます。
今後は、
当日発表された福島県の新しいスローガン「ふ
くしまから はじめよう。」 の下、県民一丸となって復興に
向けて歩んでまいりますので、引き続きご支援をお願いい
たします。
3.11 ふくしま復興の誓い 2012
ふくしま復興の誓い
お問合せ

福島県企画調整課
TEL 024-521-7129

検索

Niigata

新潟県

～「宿でいただく ! 米粉料理フェア」を開催中～
新潟県では、食料自給率向上のため、輸入に頼る
小麦粉消費量の 10％以上を国産の米粉に置き換え
る、にいがた発「R10 プロジェクト」を推進してい
ます。
この R10 プロジェクトの一環として、５月７日
( 月 ) までの間、新潟県内で開催されているのが「宿
でいただく ! 米粉料理フェア」です。県内の旅館・
ホテルなど 11 社とタイアップし、料理人の皆さんか
ら米粉を使った創作メニューを考案いただき、各旅
館等で一斉にメニューの提供を行っています。
米粉と昆布だしを丁寧
に混ぜ合わせた生地に、大
豆（通常、枝豆として食さ
れている「さかな豆」とい
う品種の大豆を成熟した
のちに収穫したもの）を入
れ て 蒸 し、 さ ら に 油 で 揚
げた「米粉とさかな豆の揚
げ餅風野菜あんかけ」や、
良質なにいがた和牛と米
にいがた和牛米粉カツレツ春香ソース
パン粉を使用し、表面のカ

リッとした食感が和牛の
やわらかさを一層引き立
たせている「にいがた和
牛米粉カツレツ春香ソー
ス」など、米粉ならでは
の風味や食感が味わえる
メニューが提供されてい
ますので、是非多くの皆
さんに新潟にお越しいた
だき、味わっていただき
たいと思います。
米粉とさかな豆の揚げ餅風野菜あんかけ
今回のフェアでは、「和
食」を中心とした米粉料理の普及と定着に取り組む
とともに、消費者に向けて米粉の可能性を PR して
います。
今後も、県内の食品関係者の皆さんと連携し、こ
うした取組を通じて、
「米粉」の可能性に挑戦し、
「新
たな米文化」の創出を目指していきます。
お問合せ

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

都道府県だより
Tokyo

2012 年 4 月

東京都

東京都美術館がリニューアルオープンしました

め、公開制の美術図書館など「日本初」の取組が誕
生したのも東京都美術館からでした。
そして今年４月、約２年間の大規模改修工事を終
え、リニューアルオープンしました。新たに開設さ
れた美術情報室には、美術館の歴史そのものを扱う
日本で初のミュージアムアーカイブズ（※）が誕生しま
した。開館以来 85 年の歴史を有する東京都美術館な
らではの取組です。
平成 24 年度は、館全体で 300 近い展覧会の開催
も予定されています。お近くにお越しの際は、是非
足をお運びください。

日本を代表する美術館や博物館が集まる上野。そ
の中でも、日本初の公立美術館として誕生した東京
都美術館は、1926（大正 15）年の開館以来、美術
の殿堂としての役割を担い、多くの人から親しまれ
「上野の美術館」と呼ばれてきました。
振り返ると、長い歴史の中で、ワークショップの
源流とも言える造形教室や公開制作などの活動を始

（※）美術館の歴史文書館とも言うべき施設。創立時の旧館
建築図面や歴代の展覧会ポスター、美術専門の図書室
として先駆的な活動を広めた『美術館ニュース』など
を保存する。

お問合せ

東京都美術館
TEL 03-3823-6921
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群馬県

Gunma

り 安 全・ 安 心 に 配
慮した独立型の病
棟を整備しました。
新 病 棟 に は、 症
状や回復状況に応
じて３段階に分か
れた個室の病室が
整 備 さ れ、 興 奮 状
個室の様子
態の患者を一時的
に隔離する保護室と観察室も設けています。１年半以
上の長期にわたる入院治療の場であるとともに、生活・
社会復帰訓練の場であるため、プライバシーや室内環
境に配慮しています。また地域住民や職員の安全・安
心を考慮し、一般の精神科医療の病棟とは異なる高い
レベルのセキュリティ対策を講じています。このほか、
省エネルギーや環境に配慮した構造とし、内装材や下
地材には県産木材を利用しています。
今後は、医療推進県として、関係機関とさらなる
連携を図っていきます。

医療観察法病棟を整備しました
群馬県では、県立精神医療センターに、県内初と
なる医療観察法病棟を新しく整備しました。
同センターでは、17 年に施行された「心神喪失者
等医療観察法」に基づき、21 年から、殺人や放火な
ど重大な他害行為を行い、精神障害のため心神喪失な
ど責任を問えない状態であると司法判断された人に対
して、精神鑑定の受入れや通院及び入院による医療を
行っています。これまでは、既存病棟に併設した施設
で対応してきましたが、今後の入院需要を踏まえ、よ

お問合せ

群馬県立精神医療センター
TEL 0270-62-3311
FAX 0270-62-0088

整備された新病棟

都道府県だより

2012 年 4 月

栃木県

Tochigi
陶器の魅力にふれてみませんか
～益子町で春の陶器市開催～

益子焼の産地として知られる益子町で、４月 28
日（土）から５月６日（日）まで、春の陶器市が開
催されます。
益子町の陶器市は昭和 41 年から開催されており、
例年、ゴールデンウイークと 11 月の年２回開催。
陶器の販売店約 50 店舗に加えて、約 500 のテント
が立ち並び、一日ではとても全てを見ることができ
ない規模で行われます。
カップや皿などの日用品から、壷や花瓶などの置
物まで、多種多様な幅広い作品の展示・販売が行わ

れ、 し か も、 手 頃 な 値
段で購入できるとあっ
て、 毎 年、 掘 り 出 し 物
を求めて県内外から数
十万人が訪れてにぎわ
います。
陶芸家との会話を楽
し み な が ら、 実 際 に 陶
器を手にとって選べる
の も 魅 力 の 一 つ で、 同
じ も の が 二 つ と な い 陶 登り窯から復興感謝ののろしが上がりました
器 と の 出 会 い は、 ま さ
に一期一会。あなたに合った陶器を見つけてみてく
ださい。
昨年の震災では陶器を焼く登り窯が壊れるなど、
大きな被害を受けた益子町ですが、震災から１年と
なる３月 11 日には、登り窯から復興感謝ののろし
を上げ、陶芸の町の復興をアピールしました。
陶器市では地元の農産物や飲食物などの販売も行
われ、ご家族でも楽しめますので、今年のゴールデ
ンウイークは是非、益子町の春の陶器市にお出かけ
ください。
お問合せ

栃木県産業労働観光部観光交流課
TEL 028-623-3305

立ち並ぶテントで、じっくりと品定め
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Ibaraki

茨城県

茨城空港はお得で便利！
～神戸便、上海便増便～
茨城空港は、首都圏３番目の空港として 2010 年
３月に開港した最も新しい空港です。
開港当初は国際線１路線と厳しい状況からスター
トしましたが、2012 年３月７日より神戸便が毎日２
往復に増便されるなど、就航路線の拡充が図られつ
つあります。その他の路線としては、札幌便（毎日
２往復）、片道 4,000 円からの運賃設定のある上海便
（水曜日を除く毎日）も運航しています。
また、茨城空港は、今、注目されている格安航空
会社（LCC）を受入れのための先進的な取組が、海
外のシンクタンクである CAPA（航空情報センター）
から評価され、昨年「ローコストエアポート・オブ・
ザ・イヤー 2011」を受賞しました。
茨城空港は、空港ターミナルビルの前に何日とめ
ても無料の 1,300 台駐車場を整備するとともに、茨
城空港発着の飛行機利用者は、500 円で乗車できる
「茨城空港－東京駅」間の直行バスも運行しています。
さらに今年度は、ビジネスや観光などで茨城空港
着便を利用される方を対象に、２名様以上で利用し
て県内宿泊施設を１泊以上すると、レンタカーが

1,000 円（最初の 24 時間）でご利用いただける「1,000
円レンタカーキャンペーン」を実施しています。
このような取組のほか、茨城空港公園には、退役
自衛隊機を２機展示するなど、自衛隊百里基地との
共用空港としての特長を生かした取組や空港ターミ
ナルビル内では、地場産品フェアなど週末を中心に
様々なイベントを通して、これまでに約 190 万人（３
月末現在）の方が来場されるなど新たな観光スポッ
トとしても注目されています。

お問合せ

茨城県企画部空港対策課
TEL 029-301-2761・2764

都道府県だより
Saitama

2012 年 4 月

埼玉県

埼玉県の旬な情報を発信する「データ放送」が
スタート !

県からのお知らせなどは、県のホームページの掲

載内容を直接データ放送に反映できるシステムを構

築。データ放送用の入力に人の手を介しないため、

埼玉県では、テレビ埼玉の地上デジタル放送のデー

誤入力はなくスピーディーに情報発信ができるのが

タ放送を活用した県政情報の提供を開始しました。

特徴です。

県からのお知らせのほか、花や祭りなどのお出か

また、災害などの非常時には、地震情報や気象情

け情報、県内のイベント情報などの旬な情報、知事

報などを配信します。避難指示や避難勧告の発令状

ブログや議会からのお知らせをリアルタイムに発信

況、避難所の開設の有無などの情報を発信します。

します。

非常時は携帯電話のワンセグデータ放送でも配信

するので、仮に電話回線がパンクしても、携帯電話

を使って防災に関する最新情報を安定して視聴する
ことができます。

お問合せ

県民生活部広聴広報課
TEL 048-830-2854
HP http://www.pref.saitama.lg.jp/news/page/
news120305-01.html
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千葉県

Chiba

ちばアクアラインマラソン 参加ランナー募集開始！
東京湾アクアラインを駆け抜けるチャンス！
10 月 21 日（ 日） に開 催
予定の「ちばアクアラインマ
ラソン」の参加エントリーが
４月 12 日（木）正午から開
始されます。
15
東京湾アクアラインのおひ
ざ元、
潮浜公園前
（木更津市）
20
10
をスタートし、日本一高い歩
道橋「中の島大橋」を横目
にアクアラインに入り、海上
5
の大パノラマを楽しみながら
高低差 30m の勾配を通過。
40
海ほたるパーキングエリアで
折り返し、陸地に戻ると、４
月にオープンしたアウトレッ
トモールのそばを駆け抜け、
田園地帯や住宅街など、変
化に富んだ景観を楽しみな
がらゴールに向かいます。

＜定員＞
15,000 人（申込多数抽選）
＜参加料＞
10,000 円
※通常のナンバーカードに希望の６文字を入れることのできる
チャリティナンバーカード（別途 500 円）あり
＜制限時間＞
スタートの号砲から６時間
※そのほか、関門制限あり
＜申込方法＞
①インターネット http://www.sportsentry.ne.jp/
②携帯電話（モバイルサイト）
http://www.sportsentry.ne.jp/mobile/
③専用振替用紙 専用振替用紙で、郵便局又はゆうちょ銀行
で振り込み ※申し込み時に 500 円の事務手数料がかか
ります。
（用紙請求方法：希望枚数、送付先住所・氏名を明記し、
返信用切手（１部 120 円ほか）を貼った角２型封筒を添え
て送付（請求期間４月２日（月）～23 日（月）消印有効）
宛先：〒 107-6003 アーク森ビル内郵便局留め
「ちばアクアラインマラソン専用振替用紙」係）
＜申込期間＞
①②４月 12 日（木）正午～５月 10 日（木）
、
③４月 12 日（木）～５月２日（水）消印有効
詳しくは専用ＨＰで！

ちばアクアラインマラソンコースマップ
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＜参加資格＞
○大会当日に満 18 歳以上の男女（高校生を除く）
○５時間 40 分程度までに完走できる男女
○障がいを持つ方で単独走行が不可能な場合は伴走者 1 人
を付けることができます（盲導犬の伴走は不可）

お問合せ

ちばアクアラインマラソン実行委員会
TEL 043-223-4107
HP http://www.chiba-aqua-run.com/2012/

都道府県だより
Kanagawa

2012 年 4 月

神奈川県

広がれ！支援の輪
～神奈川フィルハーモニー管弦楽団の活動について～
神奈川県は、県内唯一のプロオーケストラである
神奈川フィルハーモニー管弦楽団を支援して、優れ
た音楽の鑑賞機会の充実に取り組んでいます。
楽団は、定期演奏会など一般の方を対象とした事
業だけでなく、３分の１は子どもたちを対象とした
音楽芸術体験事業や音楽鑑賞教室などを実施してお
り、青少年の豊かな感性の育成にも寄与しています。
今年の２月 28 日に県立音楽堂で開催された「神奈
川フィル ファン感謝コンサート 明日への前奏曲
（プレリュード）
」は、馴染み深い名曲の演奏のほか、
オークションなどユニークなファン交流イベントも
あり、満員の会場
が大いに盛り上が
りました。
コンサートの夜
の 部 で は、 ロ ー
ザンヌ国際バレエ
コンクールで優勝
した菅井円加さん
（厚木市在住）を
ゲストに迎えて、
横断幕で来場者に感謝の意を表しました
（2/28 ファン感謝コンサート）
黒岩知事と菅井
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さ ん、 金 聖 響 常 任
指揮者との３人で
トークセッション
が 行 わ れ、 菅 井 さ
ん か ら、 バ レ エ と
音楽への夢が語ら
れ ま し た。 今 後、
右より黒岩知事、菅井さん、金聖響常任指揮者
菅井さんと神奈川
楽しいトークが交わされました。
（同上）
フィルとのコラボ
レーションによる新しい芸術の発信が期待されます。
現在、楽団は、公益財団法人への移行を目指し、
５億円を目標に「神奈フィル ブルーダル基金」へ
の寄付を募っています。県は、楽団支援のため、昨
年２月に横浜市や地元経済人・文化人有志と「がん
ばれ！神奈フィル 応援団」を発足させ、団長の黒
岩知事が自ら募金活動の先頭に立って楽団の存続の
危機と寄付への協力を訴えています。楽団が債務超
過の解消と財政基盤強化という課題を克服し、一層
県民に身近な存在となって、今後も地域に根差した
質の高い演奏活動を続けていくことが望まれます。
お問合せ

神奈川県県民局くらし文化部文化課
TEL 045-210-3808
がんばれ！神奈フィル 応援団 HP
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f362099/

山梨県

Yamanashi
森林環境税導入
～健全な森林を未来に引き継ぐために～

また、県東部の桂川流
域の森林が神奈川県の水
源林となっていることか
ら、その流域での森林整
備については、神奈川県
と共同して実施していき
小学生を対象とした森林環境教育
ます。
さらに、森林環境税の
使途を明確にするため「森林環境保
全基金」を設置し、適正に管理して
いくとともに、県民の代表などによ
り構成された委員会を設置し、事業
効果の検証などを行っていきます。

本県は県土の約８割を森林が占める全国有数の森林
県です。森林は、木材の供給だけでなく、土砂災害の
防止や洪水の緩和、地球温暖化の防止など多様な公益
的機能によって、県民の暮らしを支えてきました。
しかし、近年、国産材価格の低迷、山村地域の過
疎化・高齢化などにより、民有林の多くは手入れが
行き届かずに荒廃が進んでおり、このままでは、森
林の公益的機能が十分に発揮できなくなる恐れがあ
ります。
このため、４月から「森林環境税」を導入し、将
来にわたって森林を適正に整備・保全し、公益的機
県産材を利用した机・椅子
能が十分に発揮できるよう健全な森づくりを進める 【仕組み】
・課税方式
県民税均等割超過方式
こととしました。
・課税対象者
県民税の均等割を納めている方
具体的には、間伐な
・税率
個人：年額500円
どによる荒廃森林の解
法人：均等割額の５％相当額
消や学校施設などにお
お問合せ
ける県産材利用の支援、
山梨県森林環境部森林環境総務課
ボランティア団体が行
TEL 055-223-1634
う森づくり活動への支
HP http://www.pref.yamanashi.jp/sinkan-som/
援、環境教育などに取
shinzei/shinzei-torikumi.html
適正に管理されている人工林
り組んでいきます。

都道府県だより
Shizuoka

2012 年 4 月

静岡県

ふじのくに「静岡茶」の魅力発信
―「静岡八十八夜新茶」のブランド化―

動を、４月14日に県下で開通する新東名高速道路の
SAやPAを中心に行うなど、「静岡八十八夜新茶」の
ブランド化を推進していきます。
また、今年11月には、第66回全国お茶まつりが掛
川市で開催されます。この大会を通じて、業界一丸
となって茶の持つ機能、効能や茶文化などの魅力を
発信するため、茶学術研究会によるシンポジウムや
茶道体験など数々の企画を準備中です。さらに、首
都圏等消費地の緑茶ファンを拡大するため、県外茶
商へのアプローチも行っています。
まずは八十八夜の頃の、とびきりの静岡新茶を味
わっていただきたいと思います。

静岡県は、地勢・気象などの環境がお茶の栽培に
最も適しており、古くから茶の名産地として知られ
ています。いま、茶づくりに当たっては、常に良
品、安全・安心をモットーに茶農家を始め、茶業関
係者のたゆまぬ努力によって、我が国茶生産量の約
４割を占め、日本一の茶どころとなっています。
恵まれた環境を最大限に生かし、静岡茶のブラン
ド化を図るため、「八十八夜」をキーワードとし
て、多くの皆様に静岡茶を楽しんでいただけるよう
キャンペーンを展開していきます。
「八十八夜」とは立春から数えて88日目のこと
で、今年は５月１日。「茶摘み」という歌の「夏も
近づく八十八夜･･･」という歌詞が知られているよう
に、この頃に摘まれる新芽は、ひと冬越えて大地の養
分をしっかり蓄え、そのお茶を飲むと長生きすると言
われるように大変縁起のいいものでもあります。
静岡県の風土から、その頃に摘まれたお茶は、香
り高く、風味豊かで最もおいしいとされることか
ら、静岡茶の旬と言える八十八夜の頃に摘み採られ
たお茶を「静岡八十八夜新茶」と銘打ち、昨年、
好評を得ました静岡茶PR部隊「CHA88」が引き続
き、新茶試飲サービスやお茶パックの配布などの活

「静岡八十八夜新茶」イメージポスター
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長野県

Nagano
「信州ジビエ研究会」を設立

「シカ肉」料理を食べたことはありますか？
長野県の野生鳥獣による農林業被害は平成 22 年度
で約 15 億円と深刻な状況で、特にニホンジカによる
被害がそのうちの約４割を占めています。
本県では、被害対策としてニホンジカの捕獲の取
組を進めるため、ジビエ料理講習会を開催するなど、
食材としての有効活用を進めてきました。

しかし、販路の拡大や、需要を拡大するためには、
良質な肉の供給や料理人の技術向上など、様々な課
題があります。そこで、大学・研究機関や行政など
の関係者や、ジビエに関心のある一般の方々に参加
を呼び掛け、「信州ジビエ研究会」を３月 26 日、設
立しました。
今後、この研究会を中心に、安全・安心な食肉の
供給や首都圏等への販路開拓など、ジビエの振興を
進めていきます。
信州ジビエ研究会
狩猟関係者、
獣肉処理業

調理師、飲食店

栄養士、観光業、
商工業、流通業、
消費者

研究会フロー図

お問合せ

長野県林務部野生鳥獣対策室
TEL 026-235-7273

シカ肉調理法の講習

都道府県だより
Toyama

2012 年 4 月

富山県

～県民の安全・安心を守る拠点施設～
「富山県広域消防防災センター」オープン！
大災害に備え県民の安全・安心を守る総合的な防
災拠点施設である「富山県広域消防防災センター」
が４月１日にオープンしました。災害時には災害対
策拠点となり、平常時には消防職団員や地域防災を
担う自主防災組織など防災関係者のための訓練・研
修の場、県民の防災教育の場となるものとして、県
が整備しました。
センターは震度７クラスの大地震にも十分耐えら
れる耐震構造で、停電時でも３日間連続運転ができ
る自家発電設備や、非常食・救助資機材等を蓄える
備蓄倉庫、飲料水・トイレの洗浄水を確保できる耐
震性貯水槽等、大規模な災害の発生に備えたものと
なっています。
また消防職団員向けの訓練施設としては、全国トッ
プレベルの規模
の主訓練塔や可
動式潜水専用
プールなどの設
備を有し、より
実戦的な救助訓
練等を行うこと
が可能です。さ
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ら に、 一 般
県民向けの
体験型学習
施 設「 四 季
防災館」で
は、 災 害 を
四季ごとに
体験型学習施設「四季防災館」
分 類 し、 地
震や流水 ･ 風雨災害等、四季ごとに特徴的な様々な
災害を体験しながら、だれでも無料で楽しく防災知
識を学ぶことができます。
センターは子どもたちを含め県民に広く開かれた
施設となるように運営することとしており、開館時
間外の団体等の見学や消防団・自主防災組織等の訓
練施設の利用についても弾力的に対応していく予定
です。センター内には、子どもたちが幼い頃から消
防に興味を持ってもらうために、消防職団員の訓練
を身近に見学できるよう、芝生の観覧広場も整備さ
れています。
本県ではセンターを活用し、県民の安全・安心の確
保に取り組んでいきたいと考えています。
お問合せ

富山県知事政策局消防課
TEL 076-444-3188

石川県

Ishikawa
＜いしかわ子ども交流センター＞
プラネタリウムがリニューアルオープン！
～新感覚のプラネタリウムで宇宙旅行～

４月 28 日、いしかわ子ども交流センター（金沢市）
のプラネタリウムがリニューアルオープンします。
魅力①「大迫力のデジタル映像で宇宙空間に誘う」
最新の映像機器をそろえ、360 度すみずみまでの
美しい映像が魅力で、宇宙に飛び出したような感覚
を味わうことができます。
前室ロビーは、宇宙船を思わせるつくりとなって
おり、窓をのぞくと宇宙空間のイメージ映像が流れ
ています。また、宇宙に関するクイズに挑戦できる
コーナーもあるなど、上映前からお楽しみいただけ
る仕掛けがたくさんあります。

プラネタリウムの投映イメージ

石川県では、この新しい設備を積極的に活用し、
より多くの子どもたちの宇宙や科学への関心を高め
ていきます。

魅力②「多彩な番組ラインナップ」
星の不思議を楽しく学んだり、クラシック音楽に
合わせて神秘の宇宙空間を旅したりするなど、多種
多様な番組をラインナップしており、さらに、番組
は今後も充実していきます。

お問合せ

石川県少子化対策監室
TEL 076-225-1422
いしかわ子ども交流センター
TEL 076-234-6501

都道府県だより
Gifu

2012 年 4 月

岐阜県

21 世紀の ｢円空｣ を顕彰する円空大賞
◆ 21 世紀の ｢円空｣ を顕彰する円空大賞
皆さんは ｢円空｣ をご存知でしょうか。円空とは江戸時代・
寛永９年（1632 年）に岐阜県に生まれ、全国を行脚し、64
年の生涯に 12 万体もの仏像を作成したと言われる修行僧で
す。現在、全国では 4,500 体以上、岐阜県内には 1,000 体
を越える円空仏が確認されています。
岐阜県では、この円空にちなみ、立体造形、絵画、映像等
の分野で、｢円空｣ を彷彿とさせるような顕著な業績をおさ
めている芸術家の方々を顕彰する ｢円空大賞｣ を平成 11 年
に創設しました。
第６回目となる今回、大賞に選ばれたのは、彫刻家 フラ
ンス ･ クライスバーグ氏（ブラジル）です。同氏は、焼け出
された木の残骸を組み合わせて、自然破壊の恐ろしさ、生命
の悲しみなどを訴えかける作品で知られています。また、円
空賞には美術家・造形作家の高山登氏（東京都）、ダンサー
の田中泯氏（山梨県）、彫刻家の流政之氏（香川県）、林武史
氏（埼玉県）の４作家が選ばれました。
これら 21 世紀の円空とも言うべき作家たちの代表作が一
堂に会する展覧会を、岐阜県美術館で２月 10 日から３月４
日まで実施したところです。
◆岐阜県美術館リニューアルオープン記念展覧会
会場となった岐阜県美術館は、今年開館 30 周年を迎え、
展示室及び収蔵庫を拡張し、１月にリニューアルオープンし
ました。現在は、約 4,000 点に及ぶ所蔵品のうち、主な作品
を３回に分けて披露する ｢三幕の物語｣ 展の第３幕 ｢ﾙﾄﾞﾝ氏
が見た夢｣ として、19 世紀末に登場した象徴主義を代表す
るオディロン ･ ルドンの作品を４月５日～５月 13 日の日程
で展示しています。
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また、今年本県では ｢ぎふ清流国体・ぎふ清流大会｣ が開
催されることから、時を同じくして、｢開館 30 周年記念 マ
ルク ･ シャガール― 愛をめぐる追想｣ 展（９月５日～ 10 月
28 日）を全国からお越しいただく皆様に楽しんでいただこ
うと思っています。
是非、岐阜県にお越しいただき、数々のすばらしい作品を
ご覧ください。
[ 円空大賞・円空賞受賞者の作品 ]
<a>
<b>

<d>

<c>
<e>

<a> フランス・クライスバーグ《彫刻》2010 年
<b> 高山登《遊殺》1973 年
<c> 田中泯《場踊り 南インドにて》2009 年
（撮影 : Manoj Parameswaran)
<d> 流政之《森サキモリ》1995 年
<e> 林武史《白雨》2007 年 ( 撮影 : 山本糾 )
※画像の使用に際しては、以下問合せ先までご連絡ください。

お問合せ

岐阜県広報課
TEL 058-272-1116
岐阜県美術館 HP
http://www.kenbi.pref.gifu.lg.jp/

愛知県

Aichi
「あいちの四季の魚」を選定しました！

シラス

愛知県では、伊勢湾・三河湾の豊かな海の恵みを受け、様々
な魚介類が水揚げされます。
そこで、愛知県では、これらの魚介類の PR を進めるために、
このほど季節を代表する「あいちの四季の魚」を季節ごとに
２種類選定しました。
◎選定結果と魚の特色
○春の魚（３～５月）
アサリ
生産量日本一で、全国シェア約６割。
春のアサリは身がたっぷりで絶品。
コウナゴ 春の訪れとともに、約 500 隻の船が一斉に出
漁する姿は壮観。全国の規範となる資源管理漁
業を実施。

イワシ類の稚魚の総称。塩ゆでして干した加工
品を「ちりめん」と呼び親しまれている。
○秋の魚（９～ 11 月）
ガザミ
「わたりがに」と呼ばれることが多い。種苗放
流を行い、資源増大を推進。
スズキ
旬は夏と言われるが、秋でも美味しく、漁獲量
が多い。呼び名が変わる出世魚としても有名。
○冬の魚（12 ～２月）
トラフグ 冬の味覚の王様。種苗放流を行い、資源増大を
推進。
ノリ
伊勢湾・三河湾の栄養がたっぷり。
のり養殖は、冬の風物詩。
◎選定基準
・本県で生産される主要な水産物で、生産数量が全国的に
上位なもの。
・資源増大を積極的に推進する主要魚種となるもの。
・県内の消費者に親しまれ、知名度が高いもの。
・本県水産業のイメージアップとなるもの。
今後、「あいちの四季の魚」を PR するために、知事の名
刺にシールを貼付したり、パンフレットやポスターを作成し、
県や関係機関の行事などで幅広く広報することで、これまで
以上にあいちの水産物の普及啓発を進めます。

アサリ

コウナゴ

○夏の魚（６～８月）
ウナギ
夏バテ防止に最適。蒲焼きだけでなく、白焼き
も美味。

お問合せ

愛知県農林水産部水産課
TEL 052-954-6458

都道府県だより
Mie

2012 年 4 月

三重県

「防災ノート ―地震 ･ 津波からいのちを守る―」
による防災学習
三重県では、近い将来の発生が懸念されている東海・東南
海・南海地震等による地震、津波から児童生徒の命を守るこ
とを目指して、全ての児童生徒を対象に防災ノートを作成し、
私立学校を含めた県内の全小学校・中学校・高等学校・特別
支援学校等に配布しました。
防災ノートには、二つの目的があります。
一つは、児童生徒が、学校での指導や家庭での話し合いを
通して、学校にいるときや通学時に発生する危険や避難方法、
家庭での防災対策等について、防災ノートに書き込み理解す
ることで、命を守ることを考え、行動に移すことができるよ
うにすることです。
もう一つは、家庭の防災対策の充実です。
児童生徒の命を守るためには、家庭における防災対策も大
切です。そこで、保護者が児童生徒と共に、家庭で防災ノー
トに取り組むことで、家族の防災意識が向上し、家庭の防災
対策が一層充実することを目指しています。
また、防災ノートは、①学校・通学経路・自宅での危険と
その回避方法、安全な場所への避難などを学ぶ部分、②避難
経路・避難場所・家庭の安全対策・非常持ち出し品の確認など、
家庭での備えを家族で話し合ったり、確認したり、自分で書
き込む部分、③地震や津波の基礎知識を学ぶ部分で構成され
ています。
各学校には、特別活動の時間などで、平成 24 年度末まで
に学校で防災ノートを使った学習をしっかりと行ってもらう
とともに、各家庭で防災ノートを使った点検や話し合いが行

われるよう、取組をお願いしています。
また、児童生徒が防災ノートで得た知識と、高い意識をもっ
て、地域での避難訓練に保護者と共に参加するなど、地域へ
の波及効果も期待しています。
【防災ノートの種別】
・写真左「小学校低学年版」
（小学校１年生から３年生を対象）
・写真中央「小学校高学年版」
（小学校４年生から６年生を対象）
・写真右「中高生版」
（中学生及び高校生を対象）

お問合せ

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

福井県

ノーベル賞・根岸博士が来福
～ふくいサイエンス教育～
ノーベル物理学賞を受賞した南部陽一郎博士を輩出
し、子どもたちの「学力・体力日本一」の福井県。子
どもたちの学力を高め、国際社会に通用する人材に
育ってもらおうと、独自の教育に力を入れています。
その中で最近特に、学生の「理数ばなれ」が指摘
されていることから、福井県では、理科や数学に対
する生徒の関心を高め、世界の第一線で活躍する科
学者に育ってもらおうと、サイエンス教育も充実さ
せています。
そして、
この２月には「ふくいサイエンスフェスタ」
を開催。国内外で最先端の研究を進める３名の科学
者による講演などを通じて、高校生約 300 名がサイ
エンスへの関心を高めました。
そして、小浜市の若狭高校では、ノーベル化学賞
を受賞した根岸英一博士（米国パデュー大学特別教
授）を招き、
「ふくいサイエンストーク」も開催。嶺
南の高校生など約 1,000 名を前にした講演で、根岸
博士は夢を持って挑戦することや、海外に出て見聞
を広げることの大切さを呼び掛けました。

また、ノーベル賞の受賞理由ともなった「クロス
カプリング反応」の実験教室もあり、約 30 名の高校
生らは、根岸博士の指導を受けながら最先端の実験
に取り組み、大きな刺激を受けた様子でした。
福井県では今後とも独自のサイエンス教育を通じ
て、世界を舞台に活躍する科学者を育てていきます。

「クロスカップリング反応」を体験する生徒たち

都道府県だより
Shiga

2012 年 4 月

滋賀県

あの熱狂の日が今年も琵琶湖にやってくる!
「ラ・フォル・ジュルネびわ湖 熱狂の日 音楽祭2012」
ラ・フォル・ジュルネとは、音楽プロデューサー
のルネ・マルタン氏が 1995 年にフランスの港町ナ
ントで始めた音楽祭。滋賀県での開催は今年で３回
目となります。
敷居が高いものと思われがちなクラシック音楽を
気軽に楽しめるよう、短時間の一流のコンサートを
低料金・同時並行で行うスタイルが特徴で、ホール
でのコンサート、ロビーコンサート、屋外コンサー
トなど様々なスタイルのプログラムの中から、好き
なステージを楽しめます。
今年は「サクル・リュス」がテーマ。19 世紀から
現代にかけての激動の時代、ロシアの大地で生まれ
た革新的でスピリチュアルな音楽潮流を生み出した
作曲家たちが登場します。ロシアが誇る大作曲家チャ
イコフスキー、ラフマニノフなどの名曲をお楽しみ
いただきます。
また、３日間で約 50 の公演と併せて、
「稲作り体験」
などのキッズプログラムや無料イベント、屋台での
飲食や物販も実施予定で、ご家族皆さんで楽しんで
いただけるプログラムとなっています。
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ラ・フォル・ジュルネ 2011 びわ湖の様子

会
場：滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール
開催日時：平成 24 年４月 28 日（土）
、29 日（日）、
30 日（月・休）

お問合せ

びわ湖ホールチケットセンター
TEL 077-523-7136

京都府

Kyoto

祉」、
「農林・水産」、「地域振興」、「観光」、「文化・生活」、「教育・スポーツ」、「イベント」

～

体

立

る

う

な

人

と

修

の

の教育活動に関する協力協定を締結し、林業先進国

「京都府立林業大学校」を開校
!
ドイツでの海外研修や交流事業を実施します。森林
～次代の担い手と共に成長、発展する大学校～
林業科の２年生後期には、就業に向けた総仕上げと

高度化に特化した専門的コース
など、森林・林業の教育・研修
機関として幅広いニーズに応え
ていきます。

して、キャップストーン研修（長期のインターンシ

京都府では、４月１日に西日本で初めて林業を体
ップ研修）を実施し、大学校で学んできた専門知識
系的かつ専門的に履修することができる「京都府立
や技術を現場で検証します。
林業大学校」を開校しました。林業の現場を支える
リーダーや次世代の企業的な森林・林業経営を担う
さらに、京
都府立大学と連携し、講義・実習の相
人材、さらには、
「京都モデルフォレスト運動」など
互提供などを実施。京都の豊かな森林を守り育てる
府民ぐるみの森づくり活動を推進する森林公共人材
ために、幅広い知識と技能を備えた人材を育成しま
などの育成を目指します。

また、全国の自治体で初めて
最新鋭の高性能林業機械の操作
（株）モンベルのジャケットと
研修を取り入れ、府独自の技術 （株）一澤信三郎帆布のオリジナルバック
認証を創設し、即戦力として活
躍できるよう徹底的にサポート。ドイツのチェーン
ソーメーカー（株）スチールとの教育活動に関する
協力協定を締結し、林業先進国ドイツでの海外研修
や交流事業を実施します。森林林業科の２年生後期
には、就業に向けた総仕上げとして、キャップストー
ン研修（長期のインターンシップ研修）を実施し、
大学校で学んできた専門知識や技術を現場で検証し
ます。

す。

同大学校では、２年間の修学により幅広い知識と
実践力を身につける「森林林業科」に加えて「研修
お問合せ 京都府モデルフォレスト推進課
科」を開設。早期就業希望者向けのコースや経営の
TEL 075-414-5005

の

��府�林業�学校

ま
森林林業科
林業専攻

業

森林公共人材
専 攻

研 修 科
林業トレーニング 経営高度化
コース
コース

森林保全・
鳥獣害対策
コース

さらに、京都府立大学と連携し、講義・実習の相互
提供などを実施。京都の豊かな森林を守り育てるため
に、幅広い知識と技能を備えた人材を育成します。

森と木の文化
コース

創

ー

知識、技術等を総合
的に修得、新規就業
を目指す

と
高校新卒等の
修学希望者

早期就業を目指し 経営や技術の習得 知識、技術の実践 森や木に関わる
て林業知識、高性 により経営力の高 研修によるリーダー、 講座による森林へ
能機械等の技術等 度化を目指す
の理解を深める
担い手等の育成
を習得、

就業希望者

森林組合
等職員

市町村職員

お問合せ

京都府モデルフォレスト推進課
TEL 075-414-5005

幅広い府民等

ボランティア

都道府県だより
Osaka

2012 年 4 月

大阪府

あの笑顔と感動が今年も !「第２回大阪マラソン」
30,000 人のランナーを大募集中！

までです。あなたも、大阪の街を颯爽と走ってみませ
んか？

昨年 10 月 30 日（日曜日）
、30,000 人のランナー 【募集概要】
■募集期間
が御堂筋や中之島、通天閣など、大阪のランドマーク
インターネット・携帯サイト：
を駆け抜けました。そして、10,000 人のボランティ
５月７日（月曜日）17 時まで
アが大会を支え、100 万人を超える観衆が、大会を
大いに盛り上げてくれました。
「第１回大阪マラソン」 専用振替用紙：４月 18 日（水曜日）まで【消印有効】
の経済波及効果は約 133 億円とも言われ、大阪の元
■参加料
気な姿や都市の魅力を国内外に大きく発信しました。
【マラソン
[42.195km] 】
そして、今年 11 月 25 日（日曜日）に開催する「第
定員：28,000
人
２回大阪マラソン OSAKA MARATHON 2012」
個人
10,000
円
は、現在参加ランナーを大募集中です。第１回大会で
ペア 28,000 円
は受付初日に定員を突破し、最終的には 29 の国・地
グループ（７人まで）98,000 円
域から、17 万人を超える応募をいただきました。第
【チャレンジラン
[8.8km] 】
２回大会は個
定員：2,000
人
人、
グループ（７
個人 5,000 円
人まで）に加え、
※参加料に加え、１人につき１口
500
新たに「ペアエ
円のチャリティ募金が２口以上必要
ントリー」とい
う区分も設定
お問合せ
し、皆さんの参
大阪マラソンエントリーセンター
加をお待ちして
TEL 06-6445-3978
います。
申込みについて、
詳しくはホームページをご覧ください。
受付期間は５
第１回大阪マラソンの様子
HP
http://www.osaka-marathon.com
月７日（月曜日）
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奈良県

Nara

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。

奈良だからできる音楽祭誕生
～ムジークフェストなら 2012 ～
奈良の多彩な魅力を生かし、上質な文化芸術に触れ
る環境づくりを進めるとともに、観光オフシーズンの
奈良への誘客を図るため、県で初めて、クラシックを
中心とした音楽祭「ムジークフェストなら 2012」を
開催します。
第 １ 回 目 は、 ６ 月 14 日 ( 木 ) か ら 24 日 ( 日 ) の
11 日間。６月 14 日、15 日は、ベルリン・フィルハー
モニー管弦楽団コンサートマスターの樫本大進さん
と、ロシア・ナショナル管弦楽団によるオープニング
公演で幕をあけ、ドイツ音楽を楽しむ２日間に。続く、
16 日 ( 土 ) から 24 日 ( 日 ) は、奈良市内にある世界
遺産の寺社や文化施設、奈良らしいまちなかなどを舞
台に、奈良にゆかりのあるアーティストを中心に、ピ
アノやフルートなどによる大小様々な約 60 以上のコ
ンサートを繰り広げ、奈良を音楽で染めていきます。
期間中は、県内の宿泊施設と連携し、オープニング
公演チケット付き宿泊プランも企画しています。この
機会に是非、奈良へお泊まりいただき、古都奈良と、
奈良ならではの音楽祭を堪能してください。
チケットは奈良県文化情報センター（TEL 074222-0200）やローソンチケット（L コード 57309）で

※公演は、原則無料ですが、県が主催するオープニング公演及
び一部他主体主催のコンサートは有料です。

ロシア・ナショナル管弦楽団

お問合せ

奈良県文化・教育課
TEL 0742-27-8478
FAX 0742-22-7215
HP http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-1642.htm

都道府県だより
Wakayama

2012 年 4 月

和歌山県

待望の新県立総合体育館「武道・体育センター
和歌山ビッグウエーブ」が完成！
和歌山県では、平成 27 年の「紀の国わかやま国体」
開催に向けて、競技会場及び強化拠点となる施設の
早期整備を進めています。こうした中、県内最大規
模の多目的ホールである和歌山ビッグホエールの北
側に「武道・体育センター和歌山ビッグウエーブ」が、
この度完成しました。
この施設は、太平洋を優雅に泳ぐクジラ（ビッグ

ホエール）が立ち上げた大きな波（ビッグウエーブ）
をイメージして造られ、和歌山ビッグホエールのサ
ブアリーナ機能として有効利用することとなってお
ります。
ビッグウエーブの完成により、世界的な大規模ス
ポーツ大会を本県に誘致する際に必要な競技会場が
整備されたことになります。また、国体開催後も県
民の継続的なスポーツ振興を図ることができる施設
として活用されていくことを期待しています。
早速４月には、フェンシングの「ロンドン五輪ア
ジア・オセアニア最終予選」
、
「2012 年アジア選手権
大会」、「高円宮牌ワールドカップ」が開催されます。
また、７～８月には国体近畿ブロック大会の様々な
競技会場としての利用を予定しています。
和歌山の新しい競技力強化・スポーツ振興の拠点と
なる和歌山ビッグホエールとともに、和歌山ビッグウ
エーブがトップアスリートのみならず、大勢の皆様に
有効活用していただけることを期待しています。
お問合せ

和歌山県教育委員会生涯学習局スポーツ課
TEL 073-441-3690
FAX 073-433-4408

「武道・体育センター和歌山ビッグウエーブ」外観
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兵庫県

Hyogo
Facebook
「はばタンなび（兵庫県広報課）」を開設 !

ド打てるの ?」「がんばって !」と、毎回、数多くの温かいコ
メントが寄せられます。返信を通してファンの皆さんとの交
流を深め、兵庫県の魅力をアピールしていきます。是非一度
「はばタンなび」に遊びに来てください。

●人気者の兵庫県マスコットキャラクター「はばタン」がフェイ
スブックに登場
兵庫県広報課では、フェイス
ブックに「はばタンなび」を開
設しました。平成 18 年の「の
じぎく兵庫国体」をきっかけに
兵庫県 HP トップページのバナーを
クリック又は「はばタンなび」で検索 誕生し、幅広い世代から支持を
集めている県のマスコット「は
ばタン」が、親しみやすい「はばたん語」で兵庫の魅力を紹
介し、“ひょうごファン”の拡大を目指します。

●兵庫県広報課ツイッターをリニューアル
兵 庫 県 広 報 課 で は、
東日本大震災発生から
まもなく、ツイッター
で被災地支援情報を発
信 し 始 め ま し た。 こ
の 度、 震 災 か ら １ 年
を機に、阪神・淡路大震災を経験した兵庫から東日本の復
興への“祈り”と“エール”を込めて、アカウント名称を
「311from117Hyogo」と刷新しました。引き続き「兵庫県
からの被災地支援情報」やカウンターパートである「宮城県
からのお知らせ」を中心に、「兵庫県が取り組む東南海・南
海地震対策」などもお伝えしています。今後とも、このツイッ
ターを通じて、被災地支援の輪が拡がっていくことを願い、
被災地支援情報の発信を続けていきます。

●はばタンのキャラクターを通じて兵庫の魅力をアピール
「はばタンなび」では、県内のイベント情報や、旬の花の
見頃など観光スポット情報から、広報
番組の告知やはばタンの日常生活のひ
とコマ、次にはばタンが参加するイベ
ントスケジュールまで、多彩な話題を
提供しています。
サイト開設から２週間で、750 人を
超えるファンの方に「いいね !」を押し
ていただきました。はばタンが熱心に
パソコンに向かう様子やコピーを取っ
ている姿などには、
「はばタン、キーボー

お問合せ

兵庫県広報課
TEL 078-362-3017
FAX 078-362-3903
【ツイッターアカウント名】311from117Hyogo
HP http://twitter.com/311from117Hyogo

都道府県だより
Tottori

2012 年 4 月

鳥取県

小中学校の全学年に少人数学級を拡充
鳥取県の未来を担う子どもたちの学力や体力、豊か
な心を育てるために、県では市町村と協力し、４月か
ら小学校と中学校の全学年で少人数学級を実施するこ
ととしました。
既に本県では、学校生活への円滑な移行や基礎学力
の定着等を目的とし、平成 14 年度から小学１・２年
生で 30 人以下学級、平成 15 年度から中学１年生で
一部モデル実施などを経て、現在 33 人以下学級を実
施しています。これは、全国的な学力調査等からも一
定の成果があったと考えています。
しかしながら、近年様々な教育課題への対応が求め
られる中、児童生徒一人一人に応じたきめ細やかな指
導を充実させ、学校生活への円滑な適応、良好な人間
関係の構築、生活習慣の確立、学力の向上等への取組
が不可欠であること、また国の定数改善計画案により
少人数学級への方向性が示されたことなどを踏まえ、
少人数学級の対象学年を拡充し、国に先駆けて、小中
学校のその他の学年を 35 人以下学級にすることとし
ました。
学校現場では、平成 24 年度より新学習指導要領が
全面実施となり、
「生きる力」を育むという理念の下、
言語活動を重視した授業づくりを行っています。全学
25

年を少人数学級とすることで、児童・生徒一人一人が
発表したり、活動したりする機会が増えます。教員も
これまで以上に子どもたちの実態を把握し、よりきめ
細やかな指導や支援ができると考えています。
少人数学級の良さを生かした、新しい指導方法の確
立や児童生徒の学力向上を目指す授業改革に取り組み
ます。

少人数の学級での授業風景

お問合せ

鳥取県教育委員会事務局小中学校課
TEL 0857-26-7513

岡山県

Okayama
備前ジビエを召し上がれ

岡山県備前県民局では、田畑を荒らす有害獣のイ
ノシシ、シカ肉と地元の食材を使った「備前ジビエ」
を特産品にしようと、平成 23 年度から試食会の開催
やフランス料理店でのメニュー化を進めています。
有害鳥獣による被害は、年々、深刻さを増してい
ますが、吉備中央町では、何とか被害を軽減しよう
とイノシシ肉の加工処理施設を整備し、地元直売施
設などでの販売に取り組んでいました。県民局では
販路の拡大を支援するた
め、岡山フランス料理研究
会と協働して、備前ジビエ
を試作したところ、有識者
60 人を招いた試食会にお
いて高い評価を得ました。
イノシシ肉を初めて使っ
たシェフからも、地元にす
ばらしい食材があることを
知り、是非メニュー化を進
めたいとの声があり、岡山
市内の３店舗が趣向を凝ら
した、イノシシのロースト

やソテー、ハンバーグなどの「備前ジビエ」を冬季
限定で提供したところ、お客様からは、臭みもなく
柔らかくて食べやすい、おしゃれで美味しいと大好
評でした。
24 年度は、備前ジビエのさらなる普及と定着を目
指し、提供店の拡大や家庭でも調理できるよう料理
研修会の開催などを計画しています。
さらに、県民局ではイノシシ革を使った皮革製品の
商品開発にも取り組んでおり、有害獣を活用した地域
の新たな魅力づくりとともに、鳥獣被害の軽減にもつ
なげていこうと、官民挙げて取り組んでいます。

都道府県だより
Shimane

2012 年 4 月

島根県

のびる ! 松江自動車道
～吉田掛合 IC・三刀屋木次 IC 間が開通～

機関の立地す
る出雲市など
とのアクセス
が大きく向上
しました。
松江自動車
道は、島根県
松江市と広島
県三次市を結
ぶ約 72km の
開通記念プレイベントの様子
高 速 道 路 で、
このうち三刀屋木次 IC から中国自動車道と連結する
三次 JCT・IC（仮称）までは、無料区間として国土
交通省により整備が進められています。平成 24 年度
に全線の開通が予定されており、松江市から広島市
までの移動時間が２時間 50 分と開通前より約 50 分
短縮される見込みです。
また、平成 26 年度に全線開通が予定されている尾
道自動車道や西瀬戸自動車道（しまなみ海道）と連
携して、山陰～山陽～四国の連携を強化し、沿線の
地域経済の活性化や地域間交流の促進に大きく寄与
することが期待されています。

松江自動車道の吉田掛合 IC から三刀屋木次 IC ま
での 12.3km が、３月 24 日に開通しました。これに
より、中国山地山間部の島根県雲南市吉田町及び掛合
町地域と、県庁所在地である松江市や主要な救急医療
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広島県

Hiroshima

首都圏で「瀬戸内の食」のブランド確立に向け
たプロモーションを実施

築地場外特
設会場にお
い て、 同 じ
く か き、 レ
モ ン、 日 本
酒 な ど、
「瀬
戸内の食」
を 販 売・PR
広島かきを使った特別メニュー
するイベント
「広島かきのムニエルバルサミコソース」
「第一回 瀬
戸内ひろしまカキ祭 in TOKYO」を開催しました。
当日は焼きがき 10,000 個を用意し、生産者が直接か
きの PR をしながら販売しました。来場者の多くは、
焼きたてのプリプリかきにレモン汁をかけるなどし
て、瀬戸内の冬の味覚を堪能していました。会場に
は、魚食文化の伝道師「ウギャル」さんも応援に駆
けつけてくれるなど、あいにくの雨空にもかかわら
ず、約 3,000 人の来場者で盛り上がりました。
なお、このイベントによる収益の一部は東日本大
震災で被害を受けた三陸の牡蠣の復興支援として寄
付しました。

広島県は、食における瀬戸内ブランドの確立のた
め、大手飲食店インターネット検索サイトぐるなび
（株）とのタイアップにより、２月に東京都内で二つ
のプロモーション活動を実施しました。
一つは、魅力ある瀬戸内食材の認知度アップによ
る「瀬戸内ファン」の獲得を目的に「瀬戸内ひろし
ま美味探訪 in TOKYO」を実施し、東京都内の飲
食店 10 店舗の協力の下、２月１日～ 29 日までの
期間限定で、かき、レモン、広島牛、日本酒といっ
た、広島の食材を使ったメニューを提供しました。
今回のイベントのために、各お店にはそれぞれ工夫
を凝らした特別メ
ニューを開発して
もらうなど、期間
中、首都圏の方々
に山海の自然に恵
まれた広島の滋味
豊かな食材を味
わっていただきま
した。
もう一つは、２
「第一回 瀬戸内ひろしまカキ祭 in TOKYO」の様子
月 25 日に東京の

お問合せ

広島県総務局広報課
TEL 082-513-2372

都道府県だより
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山口県

Yamaguchi
雇用対策に取り組んでいます !
－君のなりたいを応援－

山口県内での雇用状況は依然として厳しく、新規
学卒者の就職環境も厳しい状況にあります。こうし
た中、県では、JR 新山口駅近くにある「県若者就職
わいわい

支援センター」、愛称「YY ジョブサロン」を拠点に
新規学卒者などの雇用対策に取り組んでいます。
YY ジョブサロンは、求職中の若者、大学・短大・
高専・専修学校等に在学中の方、ＵＪＩターン希望
の方等に、相談、情報提供、職業紹介などのワンストッ
プサービスを提供しています。
「若者の県内就職・定
住」と「県内企業の現場を担う中核となる人材の確保」
を支援することが主な目的です。
主な業務は三つあり、一つ目は、キャリアカウン
セラーが「個別就職相談・能力開発相談」に応じる「学
生や一般求職者のキャリアカウンセリング」
。二つ目
は、
「自己分析」
、
「応募書類の書き方」
、
「面接の受け方」
などを学ぶ「セミナー」
。三つ目は、
「ふるさと山口
企業合同就職フェア」や「ジョブ・フェア」の開催
による「求職者と企業との出会いの場づくり」です。
５月には、この３月に高校や大学などを卒業した
ものの就職できなかった若者の就職の再チャレンジ
をサポートする「若者就職再チャレンジ実践講座」
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を開講する予定です。これは、給与の支給を受けな
がら、ビジネスマナー等の社会人基礎力を養成する
就職基礎力研修や、パソコンの技術などを学ぶ実践
研修に、企業での職場体験を併せて行う、６ヵ月間
の実践講座です。
また、YY ジョブサロンだけでなく、岩国・柳井・周
南・宇部・下関・萩市にある県民局では、就職支援キャ
リアカウンセリングを実施、東京のおいでませ山口館（山
口県東京観光物産センター）及び大阪事務所にもアド
バイザーを配置し、山口県へのＵＪＩターンの支援も
行っています。
今後も、就職活動で悩んでいる皆さんの「なりたい」
を応援していきます。

お問合せ

山口県労働政策課
TEL 083-933-3254
山口県若者就職支援センター
TEL 083-976-1145

香川県

Kagawa
「うどん県。それだけじゃない香川県」の
おいしい魅力

のめざめ」で、アスパラガス
の真のおいしさに目覚めてみ
ませんか。
香川県にお越しいただいた
なら、是非 「さぬきダイニン
グ」をご利用ください。旬の
県産食材で最高のおもてなし
をいたします。
味わったなら、次は手に入
れたいという方にお薦めした
いのが、今月から再びオープ
ンした「さぬきマルシェ in サ
ンポート」。 毎 週日曜日に、
サンポート高松で開催してい
ます。おしゃれなヨーロッパ風
の市場に、うどん県のおいし
い魅力、山や海の幸が並び、
生産者との会話を楽しみなが さぬきのめざめを使ったパスタなど旬の料理
ら、旬の食材に触れ、味わい、
楽しむことができます。是非、こちらにもお出掛けください。

「さぬきダイニング」と名付けられたのは、うどん県・香川県
の食の魅力を発信する県内拠点となるアンテナショップのこと。先
月、初めて２店舗が認定されました。高松市内にある「イタリア
料理 アクアフォンテ」と「季節料理・お弁当 福」です。
香川県には、四季折々、豊富な種類の食材があり、これらを
積極的に店のメニューに取り入れたり、新しいメニューを開発して
そのレシピを公開したり、県内外の多くの方に県産食材を知っても
らい、食べてもらえるように取り組んでいます。
食のワークショップもその一つ。その時々の旬の食材をテーマ
に、生産者や専門家から話を伺いながら、楽しくおいしく学んでい
ます。香川の豊かな食材が作られてきた背景やその食材に合うメ
ニューなどが紹介され、参加者から好評を得ています。
先日のワークショップでは、「さぬきのめざめ」（アスパラガス）
とオリーブを味わっていただきました。食卓にいち早く“春のめざ
め”を告げるアスパラガスと
して知られる「さぬきのめざ
め」は、店頭でよく見かける
ものより太くて長く、それでい
て穂先が締まって見た目がき
れいなのが特長です。 パス
タ料理に入れても讃岐コーチ
ンに添えても相性抜群で、今
が旬のお薦め食材です。 食
「さぬきダイニング」認定証交付式
べ応えがあって甘い「さぬき

お問合せ

香川県県産品振興課
TEL 087-832-3384
イタリア料理 アクアフォンテ TEL 087-861-2755
季節料理・お弁当 福
TEL 087-862-3510
さぬきうまいもん HP
http://www.kensanpin.org/umaimon/

都道府県だより
Tokushima
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徳島県

環境にやさしい橋 ｢阿波しらさぎ大橋｣ 4/25 開通！
吉野川は、利根川（坂東太郎）
・筑後川（筑紫次郎）
と並び「四国三郎」とも呼ばれる日本三大暴れ川の一
つで、洪水が運んだ肥沃な土は阿波藍の繁栄を支え、
その藍がもたらす大きな富は「阿波人形浄瑠璃」や「阿
波おどり」など、世界に誇る徳島ならではの文化を育
みました。
このように、くらしや文化を支え徳島の歴史を見
守ってきた吉野川に、４月 25 日、吉野川に架かる橋
では最長となる全長 1,291m の新たな大橋が開通しま
す。それに先だって、４月 22 日には「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！～」でランナー 10,000 人が走り初めをします。
この橋の名前について、県内外の皆さんに親しみを
持ってもらえるよう全国公募したところ、総数 1,059
点もの応募があり
「阿波しらさぎ大橋」
に決定しました。
「阿波しらさぎ大橋」は、徳島外環状道路として中
心市街地の渋滞緩和はもちろんのこと、
「東海・東南海・
南海」三連動地震等の大規模災害発生時には緊急輸送
道路として、また、橋の歩道部（標高 14m）は津波発
生時の一時避難場所として重要な役割を担うこととな
ります。
工事に際しては、渡り鳥の飛来地として、国際的に
も認められている吉野川河口域の干潟への影響や鳥類
の飛行に配慮し、主塔を低く抑えながら橋脚の間隔を
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260m にまで広げるとともに、ケーブルの本数を減ら
すなど、最先端技術を投入しました。さらに、工事方
法や時期を工夫するなど、干潟の生物環境に配慮した、
環境にやさしい橋です。
県では、この環境に配慮した世界初の形式を、県の
鳥「しらさぎ（英語名 : イグレット）
」の羽ばたく姿に
見立て、
「ケーブル・イグレット」と命名し、これが
橋の名前の由来となっています。
「しらさぎ」と「阿波」を組み合わせた「阿波しら
さぎ大橋」
。徳島の新しいランドマークとして県内外
の皆さんに親しまれ、
「環境首都・先進とくしま」の
取組を全国に PR していきたいと考えています。

愛媛県

Ehime
「えひめ南予いやし博 2012」開幕！

るイベントと
なっています。
い やし 博 で
は、４月 14 日
から、 伊 達 政
宗所用甲冑や
歴史教科書に
も登場する豊
臣秀吉画像を
高茂岬（愛南町）
１ヵ月間にわ
たり展示する
市立伊達博物館の春の特別展や、既存の観光資源など
を活用したスタンプラリーやウォーキング、キャンプ、
レジャー体験など、全部で 100 以上の魅力ある参加・
交流・体験型のイベントを用意していますので、是非、
この機会に、今までに感じたことのない「いやし」を、
南予、宇和島圏域で体験していただきますよう、皆様
のお越しをお待ちしております。

平成 24 年４月 22 日（日）から 11 月４日（日）に
なん よ

かけて、愛媛県南部、南予の宇和島圏域（宇和島市、
松野町、鬼北町、愛南町）において、
「えひめ南予い
やし博 2012」を開催します。
南予地方の宇和島圏
域は、江戸期から伊達
家が伝えてきた歴史の
面影と、その中で育ん
できた豊かな文化と
食、素朴で温かい人情
を残す地域で、これを
取り巻く海、山、川の
豊かな自然とともに魅
力ある風情を醸し出し
ています。
そんな地域で、
「う
み」
、
「かわ」
、
「もり」
、
お問合せ
「ひと」の魅力に出会
愛媛県宇和島圏域観光振興イベント実行委員会
い、癒され、心身共に
元気になり、幸福の価 （観光物産課内）
TEL 089-912-2494
値を再認識してもらえ
宇和島城（宇和島市）

都道府県だより
Kochi
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高知県

今年は、牧野富太郎博士の生誕 150 年

③牧野富太郎 生誕 150 年記念展「植物学者・牧野富太郎の
足跡と今」１）
【高知展】 ６月 16 日（土）～９月 23 日（日）

今年は、日本の植物分類学
の礎を築いた本県出身の植物
学者・牧野富太郎博士の生誕
150 年です。
文久２（1862）年に佐川
町で生まれ、94 年の生涯を
通じて約 40 万枚の標本を収
集し、1,500 種類以上の植物
を命名するなど、日本近代植
物学の礎を築いた牧野博士。誕生日である４
月 24 日（火）に、全国の郵便局で特殊記念
切手が発売されるほか、高知県内では、県立
牧野植物園を始めとした県内ゆかりの地で記
念イベントを開催します。
「草木に愛を持つことによって人間愛を養成することが確
かにできると信じている」という博士の志に、是非触れてみ
てください。

●生誕の地、佐川町での催し
①４月 24 日（火）～５月 13 日（日）
「牧野展示会」（佐川地場産センター）
②ウォーキング「牧野富太郎の聖地を歩く」
（年間６回開催予定）２）
③生誕 150 年記念特別展示「日本植物学の父・牧野富太郎」３）
９月８日（土）～ 12 月２日（日）
●植物探査の地、大月町と三原村での催し
①５月 20 日（日）「牧野富太郎生誕 150 年記念講演会」
（大月町立中央公民館）
②ウォーキング「牧野富太郎の
道を歩く」４） ４月 21 日（土）
（三原村・宮ノ川～上長谷）、
５月 20 日（日）（大月町・弘
見～芳ノ沢）ほか

●県立牧野植物園での催し
①牧野博士の誕生日である４月 24
日（火）は、無料で開園します。
②「五台山花絵巻 参の巻 ～春の
彩り・花皿鉢」 ～６月 10 日（日）
牧野植物園が考案した高知なら
ではの花の展示「花皿鉢」が皆様を出迎えます。また、当
園初登場となる「ヨウラクユリ」の可憐な姿は必見です。

お問合せ

１）県立牧野植物園
TEL 088-882-2601 HP http://www.makino.or.jp/
２）佐川町総務課企画観光係 TEL 0889-22-1111
３）佐川町立青山文庫 TEL 0889-22-0348
４）四万十かいどう推進協議会
大月支部（大月町商工会内） TEL 0880-73-0135
三原支部（三原村商工会内） TEL 0880-46-2437
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福岡県

Fukuoka
全国初の罰則付き飲酒運転撲滅条例を制定

福岡県における飲酒運転事故の発生件数は全国で
も高い水準で推移しており、深刻な状況にあります。
今年２月、県、市町村、関係機関及び団体が連携し、
県民と一丸となって飲酒運転撲滅運動を推進するた
め必要な事項を定めた、全国初の罰則付き条例が議
員提案により制定されました。
条例では、県民の責務として、自ら飲酒運転の防
止や、発見時には警察へ通報するよう努めることを
定めたほか、飲酒運転違反者には、知事の指定医療
機関でのアルコール依存症検査の受診を努力義務と
し、再度違反した場合には受診が義務付けられます。
さらに一定期間内に受診しない場合には罰則として
50,000 円以下の過料が定められています。
また、事業者の責務として、通勤・通学中での飲
酒運転違反は、県の公安委員会から勤務先・通学先
に通知され、飲酒運転防止対策が義務付けられます。
事業者のうち酒類を提供する飲食店や酒類販売業者
は、飲酒運転撲滅に関するポスター等を掲示するほか、
来店者の車両利用の有無を確認するよう努めることと
しています。また、駐車場所有者は利用者の飲酒を確
認したり、運転代行利用を勧めるなど、飲酒運転の防
止に取り組むよう努めることとしています。

なお、飲酒運転違反者が飲酒した店が判明したと
きは、公安委員会から飲酒運転を防止するための取
組指示があり、これを怠った場合は店名を公表し、
店内に指示書を掲示することが義務付けられます。
さらに指示書掲示を行わない場合には罰則として
50,000 円以下の過料が定められています。
このほか、県や市町村、飲食店の団体等で構成す
る飲酒運転撲滅連絡会議を設置し、飲酒運転撲滅推
進総合計画を策定することや、事業者への飲酒運転
撲滅活動アドバイザーの派遣、小・中・高・大学等
における飲酒運転防止のための教育についても盛り
込まれています。
この条例は４月１日から一部施行されており、罰
則規定や違反者の受診義務規定などは 10 月までの間
に順次施行されます。
県では、この条例をフルに活用し、
「飲酒運転は絶
対しない、させない、許さない」という決意の下、県民、
事業所などとより一層力を合わせ、飲酒運転のない、
安全で安心して暮らせる社会をつくります。
お問合せ

新社会推進部生活安全課
TEL 092-643-3167

都道府県だより
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長崎県

Nagasaki
ジオパーク国際ユネスコ会議

～長崎で開催～

過去に普賢岳災害とそこからの復興という経験を
持ち、火山活動の痕跡を示す平成新山などの地質資
源を数多く残す長崎県島原半島は、2009 年に日本で
初めて「世界ジオパーク」の認定を受けました。
ジオパークとは、地形や地質、火山、断層など地
球活動の遺産を生かした一種の自然公園のことであ
り、2012 年１月現在、日本の５ヵ所を含め、27 ヵ国、
86 地域が世界ジオパークとして認定されています。

また、ジオパークは世界遺産の地質版とも言われ
ますが、地質資源の保護や保全を図るだけでなく、
その地域が持つ自然や歴史、文化などを教育や観光
に活用し、地域を持続的に発展させていくことを目
指しています。
この島原半島において、来る５月 12 日（土）から
15 日（火）までの４日間、
「第５回ジオパーク国際
ユネスコ会議」が国内で初めて開催されます。この
会議は２年に１度、ジオパーク活動に取り組む国内
外の研究者や観光関係者、ジオパーク運営組織関係
者などが一堂に集い、世界各地域のジオパークの活
用方法や現在の取組状況、課題などについて意見交
換を行うもので、互いのジオパークの質を高めるこ
とを目的としています。
また、今回は専門的な会議だけではなく、一般市
民の参加を交え、ジオツーリズムや防災などをテー
マにしたフォーラムも併せて開催されます。
島原半島は、国内第１号の指定を受けた雲仙天草
国立公園を擁し、四季折々に変化する自然や温泉、
歴史、食、文化など様々な魅力を有する地域であり、
この会議開催をきっかけに、さらなる島原半島ジオ
パークの推進に向けて、地元住民や関係団体が一丸
となって取り組んでいきます。
お問合せ

島原半島ジオパーク推進連絡協議会
TEL 0957-65-5540

雲仙岳災害記念館からみた普賢岳
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大分県

Oita
電気自動車の実証走行試験を実施 !

用電気自動車２台の提供を受け、１年間にわたり走
行データを取得する実証走行試験を実施します。
提供される車両は、「ハイゼットカーゴ」をベース
車とした２台の電気自動車です。リチウムイオン電
池を搭載し、最高速度は時速約 100km で、１回の充
電で約 150km を走行します。配送業やメンテナンス
サービス業などの、短距離かつ高頻度のビジネス利
用で有望視されていますが、より利便性を高めるた
めには、充電インフラの拡充など課題も残されてい
ます。
今回の実証走行試験により得られる走行データは、
より効率的な充電インフラの整備や、電気自動車の
ビジネス利用を検討している企業にとって、重要な
情報となります。
今後は、自動車メーカー、県内自動車販売店や電
力会社などで構成する「電気自動車関連研究会」を
設立し、県内でのさらなる電気自動車の普及や、製
造面でのビジネスチャンスなどについても検討して
いきます。

電気自動車は、排気ガスを出さず、静かでランニ
ングコストも安いなどの環境にやさしい特性を持つ
ため、幅広い活用が期待されています。
大分県でも、昨年度に５ヵ所の急速充電器を設置
するなど、電気自動車の普及に取り組んできました。
今年度新たに、ダイハツ工業株式会社から、軽商

お問合せ

大分県工業振興課
TEL 097-506-3266

「ハイゼットカーゴ」をベース車とした電気自動車

都道府県だより
Kumamoto
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熊本県

水俣病被害者の方々に対する救済の申請を受け付けています
～申請の受付 平成 24 年７月 31 日（火）まで～

なお、既に亡くなられた方についての申請も受
け付けています。
■対象となる方
これまで救済や補償を受けたことがない方で、
「過去の認定審査会の提出資料その他公的な診断に
よる資料」があり、一定の要件に該当する方
■給付内容
遺族の方に一時金（210 万円）が支払われます。

熊本県と鹿児島県では、
「水俣病被害者の救済及び
水俣病問題の解決に関する特別措置法」
（特措法）に
基づく給付の申請を平成 24 年７月 31 日（火）まで
受け付けています。
（郵送の場合、当日消印有効。）
注：平成 22 年５月以降に一度申請をされた方（既に水俣病
被害者手帳（白い手帳）をお持ちの方を含む。）は、申
請できません。

お問合せ

■対象となる方
昭和 43 年 12 月 31 日以前に水俣湾又はその周
辺水域のメチル水銀に汚染された魚などをたくさ
ん食べた方のうち、水俣病にもみられる症状（両
手足の先の方の感覚が鈍いなど）が認められる方
■給付内容
・一時金／210万円
・療養手当／入院、通院や年齢に応じ１月につき
12,900円～17,700円
・療養費／医療費の自己負担分

熊本県水俣病保健課
TEL 096-333-2306
詳しくは HP をご覧下さい
HP http://www.pref.kumamoto.jp/site/548/
minamatabyou-shinsei.html
鹿児島県環境林務課
TEL 099-286-2584
詳しくは HP をご覧下さい
HP http://www.pref.kagoshima.jp/kurashikankyo/kankyo/minamata/index.html

＊療養費のみの給付となる場合があります

31

宮崎県

Miyazaki

神話のふるさと みやざき温故知新ものがたり

また、島根県や奈良県を始め、関係する県との連携
を図ることにより、取組の厚みを増していきたいと考え
ています。
この「記紀編さん 1300 年記念事業」を通して、本県
に大切に引き継がれてきた神話・伝説を始めとする貴重
な宝を改めて見つめ直し、その磨き上げを行い、地域の
活性化とこれからの県づくりにつなげます。そして、今の
宮崎の歩みをしっかりと次の時代に語り継いでいきなが
ら「宮崎の物語」を県民総力で紡いでいきます。

本県は古事記や日本書紀に描かれた日向神話の舞台
であり、多くの伝説や伝統文化、史跡などが残されてい
ます。平成 24 年は古事記編さん 1300 年、そして平成
32 年は日本書紀編さん 1300 年という歴史的節目を迎
えるに当たり、今年から平成 32 年までの９年間、
「神話
のふるさと みやざき温故知新ものがたり」をコンセプ
トとして「記紀編さん 1300 年記念事業」を展開するこ
ととしました。
この記念事業を県民の力を結集して展開していくた
め、今年２月、県・市町村・民間団体など 79 団体から
なる「記紀編さん 1300 年記念事業推進協議会」を設
立しました。
協議会では、記念事業の方針や具体的な取組内容な
どについての決定や連絡調整を行うことで、県全体とし
て統一的な事業展開を目指します。
今年度は、古事記編さん 1300 年をテーマとして、日
向神話ゆかりの地を巡る「日向神話旅」のルート開拓な
どの各種事業に加え、神話にまつわる神楽イベントなど
シンボル的なイベントを市町村・民間団体とともに実施
します。

都道府県だより
Kagoshima
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鹿児島県

九州新幹線全線開業１周年を迎えて
九州新幹線が、さる３月 12 日に全線開業１周年を
迎えました。
この全線開業により大阪から鹿児島まで最速で３
時間 42 分、西日本を 900km にわたって貫く大動脈
を、乗り継ぎなしで移動することが可能となり、新
幹線でつながった関西、中国、北部九州を中心に多
くの方に、南の終着駅、鹿児島を訪れていただいて
います。
開業後１年間の新幹線利用者（鹿児島中央～熊本）
は 514 万２千人、対前年比 165％に上りました。県
の観光動向調査（４月～ 12 月）によると、県外宿泊
客は前年比で約 16％増加し、特に「天然砂むし温泉」
で有名な指宿地区は前年比で約 42％も増えました。
鹿児島中央駅と指宿を結ぶ観光特急「指宿のたまて
箱」も、乗車率が 90％近くに達しています。
この３月のダイヤ改正では、大阪直通の「みずほ」
「さくら」の運転本数が、これまでの１日 15 往復か
ら 23 往復に増え、更に鹿児島を身近に感じていただ
けるようになりました。
県では、このような新幹線の開業効果を一過性に
32

終わらせること
な く、 持 続 的 に
県下全域へ拡大・
波及させていく
ため、関係機関・
団体と一体と
なった取組を進
め て お り、 平 成
24 年 度 か ら は、
新幹線と錦江湾・
離島航路を利用
する修学旅行に
対し航路運賃を
助成する取組も
行っています。
３月 20 日から
は、全線開業１周
年を記念し、県と
JR 西日本が共同で、霧島の温泉、自然、アートを満
喫できる「霧島アートな旅キャンペーン」を開催し
ています（～６月 30 日）。この機会に、ますます近
くなった鹿児島に、是非、お越しください。

Okinawa

沖縄県

第６回太平洋・島サミット開催
―開催県主催プログラムをエコアイランド宮古島市で実施―
５月 25 日・26 日、第６回太平洋・島サミットが
沖縄県名護市にて開催されます。本土復帰 40 周年
に当たる今年、沖縄県では、太平洋・島サミットに
向けた事前広報や期間中の取組を復帰 40 周年記念
事業の一つとして位置付け、本県で３回目の開催と
なる太平洋・島サミットに相応しいプログラムを用
意し各国首脳をお迎えします。
沖縄県で開催された過去２回の太平洋・島サミッ
トでは、首脳会議開催地の名護市が所在する沖縄本
島のみで各国首脳等を歓迎する開催県主催プログラ
ムを実施してきました
が、今回は、沖縄本島
以外に、離島、宮古島
市を会場に含めたプロ
グラムを実施します。
本県の代表的エコア
イランドである宮古島
市では、新規のプログ
ラムとして、日本と太
第６回太平洋・島サミットロゴマーク
平 洋 島 嶼 国 13 ヵ 国 １

地域、オーストラリア及びニュージーランドの高校
生が環境について学び意見交換を行う「高校生太平
洋・島サミット」を実施し、成果として、太平洋・
島サミットに参加する各国首脳への提言を行う予定
です。
太平洋・島サミット開催の機を捉えて実施する交
流プログラム等を通じた相互理解や友好関係を、日
本と太平洋島嶼国の交流拠点・沖縄の形成につなげ
たいと考えています。

都道府県だより

開催地主催プログラム会場の一つ宮古島
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減らそう！時間外勤務！
【幹部・管理職員の皆さん】
○自ら率先して定時退庁に努めていますか？
○特定の職員に時間外勤務が集中しないよう、業務配分・人員配置
の調整に努めていますか？
○業務改善に取り組む職員を評価していますか？
【職員の皆さん】
○勤務時間内に業務が処理できるよう、常に事務 の効率化・改善を
図っていますか？
○時間外勤務は社会全体にとってコストであることを意識していま
すか？

みんなで考えよう。健康で豊かな生活のために。
総 33務 省

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. 333

「胸張って我がふるさとは島という」
鳥羽市立桃取診療所

刀根 克之（三重県）

表題の句は、桃取出身で中日新聞の川柳の選者、

と言えます。

私がここ桃取に赴任したのは平成 20 年４月。

では到底できません。プライベートの時間も必要

とはいえ、24 時間・365 日の対応は、私一人

浜口剛史氏の句です。

自治医科大学卒業医師が９年間拘束される義務年

で、島にずっといると息苦しいので、休日はよく

先輩が、義務を終えるとへき地医療から去ってい

出ている間は、住民との連絡手段はないので、多

生など数えるほど。客観的に考えて都会の魅力に

方の団結力は強いので大丈夫。夜間は官舎に戻っ

すると若者は都会に出ていき、その多くが戻って

夜まで待ってもらっています。

限の最終年度で、以後４年が過ぎました。多くの

留守にします。告知もしていません。私が島外に

きます。今もへき地診療所勤務を続けている同級

分住民同士で何とかしているのでしょう。離島の

は勝てません。そもそもへき地では、高校を卒業

てきますので、末期患者が日中に亡くなった際も、
離島というと、住民の気性が荒いイメージがあ

こないのです。

義務後も県職員として離島に留まる私はアウト

りますが、桃取地区は内海で、牡蠣・のり・ワカ

小の公立病院を転々としてきた私にとって４ヵ所

海ですが農民的な気質になるのか、穏やかな方ば

自治医大卒業生の王道であると考えております。

ようなヨソ者には見えない壁を作ります。未明か

当診療所は伊勢湾に浮かぶ答志島の西側（桃取

９時５時で土日休みの私では、生活スタイルも異

これは三重県有人６離島の中で最大で、東側に開

儀なくされます。住民同士の醜い人間関係も、長

サイダーに思われるかもしれません。しかし、中

メといった養殖業が盛んですので、フィールドは

目のへき地勤務ですが、この離島一人診療所こそ

かりです。ただ、心の優しい離島の住民も、私の

ら沖に出て天候によって休漁となる漁師さんと、

離島の日常はいたって平凡なものです。

地区）
に位置しています。答志島は人口 2,528 人。

なります。一定の距離をとってのお付き合いを余

業されている Dr. とともに、この島の地域医療を

く住むと見えてきます。

子どもの教育問題も悩みどころ。我が子も通学

支えています。

離島とはいっても、所要時間 12 分の市営定期

する小学校は複式学級で、全校生徒 20 数名。中

常生活を含め、さほど不便はありません。漁協の

ポーツ少年団などへの参加は大変です。子どもの

島外への患者搬送で困るケースはありません。後

外れになったりすると悲しく、しばしば移住を考

45 分です。平成 24 年２月から三重県全県でド

まあそれでも、できるところまで頑張ろう。逃

船が、桃取・本土間を１日 10 往復しており、日

学生になると本土に通学します。塾や習い事、ス

救急搬送船、観光船、一般漁船が容易に確保でき、

世界でもヨソ者はヨソ者ですので、我が子が仲間

方病院までは、船と救急車を乗り継いで、35 ～

えます。

クターヘリが運用となり、当診療所でも年間１～

げ道は残しておいて、嫌になったらここを出てい

業務内容は一般外来のほか、往診、健診、予防

最後に三重県知事様へ一言。三重県職員の平成

２件の要請が予想されます。

こう。そう思う今日この頃です。

接種、学校医、検案といったところで、自慢は赤

24 年度基本給を一律３％減額する決定をされま

病人はほとんどが当診療所を受診します（東側の

貢献している私の基本給は３％減額されます。一

とっては離島に住むこと自体が最大の仕事である

はないですか。ご一考を。

字を出していないところ。地理的条件から夜間急

したね。離島に家族で住み込み、日夜地域医療に

開業 Dr. は本土からの通勤）
。したがって、私に

方、県立病院医師は減額の対象外です。不公平で
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児童福祉週間について
期間

平成 24 年５月５日（土）から５月 11 日（金）

標語

ニコニコは 「なかよくしよう」の
堀山

喜史さん （７歳

あいずだよ

埼玉県）の作品

５月５日の「こどもの日」から一週間は「児
童福祉週間」です。
例年、子どもや家庭、子どもの健やかな成長
について国民全体で考えることを目的に、国、
地方公共団体、関係団体、企業、地域社会等が
連携し、全国で、様々な行事や取組を行ってい
ます。
平成 24 年度においても、児童福祉週間の標語
を全国公募し、最優秀作品として選定された「ニ
コニコは 「なかよくしよう」の あいずだよ」
を今年度の児童福祉週間の象徴として、児童福
祉の理念の普及・啓発を図ることとしています。
主な行事と取組をご紹介します。
１．こいのぼり掲揚式
厚生労働省正面玄関前広場において、都内の保育園児と来賓の方々による「こいのぼり掲
揚式」を行うとともに、中央省庁の各庁舎においても、こいのぼりを掲揚しています。

２．児童福祉文化賞

例年、児童福祉文化財の中からとりわけ優れた作品に対して、出版物、舞台芸術、映像・メディ

ア等の部門ごとに「児童福祉文化賞」並びに「児童福祉文化賞推薦作品」として厚生労働大
臣賞を授与しています。
本年度は５月 13 日（日）に、福島市子どもの夢を育む施設こむこむで、児童福祉文化賞
受賞作品の公演を予定しています。

３．全国における取組

各地方公共団体においても、地域の児童館や保育所によるイベントや参加型のファミリー

コンサートなど、児童福祉週間にちなんだ各種行事を行うこととしています。
この機会に、お近くで開催される行事に、お子さんと一緒にご参加されてみてはいかがでしょうか。
厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課

35

Information

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

北海道
青森県
秋田県
岩手県
山形県
宮城県
福島県
新潟県

イベント・ＰＲ名等

実施期間・実施日

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

「春・むら・ロマン 〜春の市街地群まつり〜」を開催
芦崎湾の潮干狩り

H24 年 4 月 28 日〜 5 月 8 日
H24 年 4 月 22 日

ミサワの昭和展

〜 H24 年 5 月 6 日

フィンランドのくらしとデザイン − ムーミンが住む森の生活展

H24 年 4 月 7 日〜 6 月 3 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

−

全国各地における「山形県物産展」の開催情報

−

インターネット放送局「やまがた channel」ＨＰリニューアル

−

みやぎ観光 NAVI

−

食材王国みやぎ

−

観光有料道路 3 ライン無料開放！

Ｈ 24 年 4 月 8 日〜 11 月 15 日

リアル宝探しイベント in 福島「コードＦ−２」開催中

H24 年 3 月 3 日〜 5 月 27 日

福島県立美術館

H24 年 4 月 14 日〜 5 月 20 日

五味太郎作品展「絵本の時間」

にいがたお花見ガイド

H24 年 4 月上旬〜 5 月中旬

うまさぎっしり新潟春の観光キャンペーン
表参道・新潟館ネスパス

隠れた逸品・にいがたの食フェア

〜 H24 年 6 月 30 日
H24 年 4 月 19 日〜 4 月 22 日

東京都

イベントカレンダー

−

群馬県

イベント情報

−

栃木県

イベント情報

−

茨城県

イベントカレンダー

−

埼玉県
千葉県
神奈川県

広大な敷地を埋めつくすふわふわの花じゅうたん「羊山公園の芝桜」
小鹿神社例大祭「小鹿野春まつり」
〜屋台芝居と 4 基の屋台が小鹿神社と旧本殿の間を巡行します〜

H24 年 4 月中旬〜 5 月上旬
H24 年 4 月 20 日〜 4 月 21 日

イベント情報

−

ちばアクアラインマラソン 特設ページ

−

神奈川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 ]

−
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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

実施期間・実施日

山梨県知事と職員のブログ「やまなしものがたり」 山梨の魅力を配信中

H24 年 4 月 1 日～ H25 年 3 月 31 日

富士の国やまなし観光ネット

H24 年 4 月 1 日～ H25 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

H24 年 4 月 1 日～ H25 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。

－

立山・雪の大谷ウォーク

H24 年 4 月 17 日～ 6 月 10 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～

－

ラ・フォル・ジュルネ金沢「熱狂の日」音楽祭 2012 開催！
～今年のテーマは、サクル・リュス（ロシアの祭典）～
国内外のアーティストによる一流の演奏を低料金で鑑賞できます

H24 年 4 月 28 日～ 5 月 5 日

平成 24 年度当初予算及び県政運営の基本方針
ぎふ清流国体本大会まであと５か月！

H24 年 9 月 29 日～ 10 月 9 日

第 2 回高橋尚子杯 ぎふ清流マラソン

H24 年 5 月 20 日

愛知県図書館企画展示「災害に備える」のご案内！
愛知県児童総合センター春季特別企画
「あそび発見！ウソ？ホント？」を開催

榊莫山展」

伝えたいふるさとの景観
県立琵琶湖博物館

心に残る

－
H23 年 4 月 7 日～ H24 年 5 月 20 日

福井ふるさと百選

鉱物・化石展 2012

H24 年 3 月 9 日～ 5 月 9 日
H24 年 3 月 17 日～ 5 月 6 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！
三重県立美術館「受贈記念

－

湖国の大地に夢を掘るⅣ

－
H24 年 4 月 1 日～ 6 月 3 日

県立安土城考古博物館 テーマ展「信長の水城」

H24 年 4 月 3 日～ 6 月 28 日

県立近代美術館

H24 年 4 月 14 日～ 6 月 3 日

日本絵画

組み合わせの美

京都府立林業大学校開校
京都府モデルフォレスト推進課：TEL 075-414-5005
～京都うみ・やま・さと～ TANTAN ロングライド参加者募集中
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！
イベント紹介

H24 年 4 月 1 日
～ H24 年 5 月 15 日
H24 年 3 月 1 日～
－

奈良の観光情報が満載！

～大和路アーカイブ～

－

奈良県のメールマガジン

～大仏さんのつぶより情報～

－

「奈良のうまいもの会」スタンプラリー

H24 年 3 月 1 日～ 5 月 31 日

イベント一覧

－

フェイスブック「はばタンなび」に遊びに来てね

－

東日本大震災の被災地応援ツイッター「311from117Hyogo」

－

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☆

－

「まんが王国とっとり公式ホームページ」開設
とっとりの桜特集 2012

－
H24 年 4 月

「2012 近畿・中国・四国 B-1 グランプリ in TOTTORI」開催
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H24 年 6 月 9 日～ 6 月 10 日

Information

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」
端午の節句だ ! 後楽園

実施期間・実施日
－
H24 年 5 月 5 日

島根県

イベントカレンダー

－

広島県

イベント・行事情報

－

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

県立山口博物館をリニューアル開館

H24 年 3 月 27 日～

県立萩美術館・浦上記念館で「山口伝統工芸展」を開催
県産農水産物カタログギフト「まるごと ! 山口」を販売中
てくてくさぬき春コースがスタート
フランス絵画 200 年

うどん県を歩こう！

光と風景

－
－
H24 年 4 月 12 日～ 5 月 27 日

「瀬戸内国際芸術祭 2013」の作品公募募集要項を発表！
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！～
えひめ南予いやし博 2012
世界遺産

H24 年 4 月 12 日～ 4 月 22 日

－
H24 年 4 月 22 日
H24 年 4 月 22 日～

ヴェネツア展ー魅惑の芸術－千年の都－

H24 年 5 月 26 日～ 7 月 16 日

特別展「リカちゃん－夢とあこがれの 45 年－」

H24 年 4 月 24 日～ 6 月 10 日

高知を元気に！ふるさと応援隊大募集！ 6 市町合同説明会を開催！

H24 年 4 月 28 日～ 4 月 29 日

板垣退助の愛蔵品を含む、ルイヴィトンの古いトランク等を展示！

H24 年 3 月 10 日～ 5 月 6 日

四万十川花絵巻 ～藤の巻～

H24 年 4 月 14 日～ 4 月 22 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
多久聖廟春季釈菜
第 109 回

H24 年 4 月 18 日

有田陶器市

H24 年 4 月 29 日～ 5 月 5 日

長崎県の観光情報やイベント情報が満載「ながさき旅ネット」！
全国和牛能力共進会

和牛の祭典 in ながさき目指せ日本一！

第 14 回「別府アルゲリッチ音楽祭」開催！

－
H24 年 10 月 25 日～ 10 月 29 日
H24 年 5 月 9 日～ 5 月 19 日

イベント情報

－

熊本県の情報サイト「気になる！くまもと」 リニューアル ～メルマガ毎週木曜配信中～

－

観光情報季刊誌『くまもとたいむ』2012 春号を公開

－

みやざき観光情報

－

旬ナビ

はじまりました！みやざき花旅 2012

－

みやざき県庁職員日記（ブログ）更新中！

－

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
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－

「先進政策バンク」の一般公開について

全 国 知 事 会

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

連絡窓口：全国知事会地方自治政策センター

国民の皆様にも幅広くご理解の上、ご活用いただきたいと思います。

TEL

：03-5212-9136

FAX

：03-5212-9135

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

メール ：kenkyushitsu@nga.gr.jp

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

！

「地方分権苦情情報センター」
への情報提供を

！

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

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

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

せていただきます。

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

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

連絡窓口：全国知事会調査第三部
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半田市の山車祭り
愛知県

半田市の山車祭りは、江戸時代から300年以上
にわたって受け継がれており、毎年、３月下旬か
ら５月４日にかけて市内10地区で開催されます。
期間中は、総勢31台の山車が登場し、立川和四
郎、彫常などの名工の手による、精緻な彫刻や金・
銀刺繍幕におおわれた、豪華な山車が曳き廻され
ます。中でも、５月３日・４日に亀崎地区で行わ
れる亀崎潮干祭は、国指定重要無形民俗文化財に
指定され、５台の山車が海浜に曳き下ろされる様
は勇壮そのものです。そのほかにも、からくり人
形、獅子舞、三番叟など見どころは多く、会場を
訪れた観客を魅了します。
また、今年の10月６日（土）
・７日（日）には、
31台の山車が５年に一度勢ぞろいする ｢第７回は
んだ山車まつり｣ が開催されます。メイン会場で
31台の山車がそろい踏みする光景は、圧巻の一言！
今回は、
【伝−ＤＥＮ】というテーマの下、
「半田の
山車文化、伝統の素晴しさ、そして我々の誇りを
未来に伝えたい」との想いを込め、
山車の曳き廻し、
からくり人形の実演、各地区の伝統芸能披露、グ
ルメショップの出店などが予定されています。

「だし丸くん」と命名された半田市観光マスコッ
トキャラクターも誕生し、第７回はんだ山車まつ
り開催に向けて、半田はこれからますます盛り上
がります。
＜アクセス＞
名 鉄：名鉄河和線又は内海線「知多半田駅」下車。
名古屋駅より約３０分。
Ｊ Ｒ：ＪＲ武豊線「半田駅」下車。
名古屋駅より約３５分。
自動車：名古屋高速または伊勢湾岸自動車道から
知多半島道路を利用し、半田中央Ｉ.Ｃ.ま
たは半田Ｉ.Ｃ.を経て半田市街へ。
お問合せ
愛知県産業労働部観光コンベンション課
国内誘客グループ
TEL 052-954-6355
半田市市民経済部商工観光課
TEL 0569-84-0634

が新たな所管部署として発足しました。３月末で退
職した部長は、その昔新入社員として配属された部
がそのときに組織再編でできた連絡広報部だったそ
うです。そして、退職の日に連絡広報部は約４０年
の歴史に幕を閉じました。部長自身もこのような経

▼今月号では、
「知事随想」を古川佐賀県知事に、
「あ

験はなかなかできないのではないかと言っていまし

る日の知事」を黒岩神奈川県知事に寄稿していただ

たが、私自身も最後の部署ということで、なかなか

きました。

感慨深いものがあります。

▼３月末に東京の桜の開花宣言がありましたが、自

▼最後に、私事ですが、４月の人事異動で本誌の編

宅近くの公園のつぼみは堅く閉じたままです。しか

集を離れることになりました。未熟ながらも各都道

し、例年より開花が遅れた分、入学式は満開の桜の

府県等の関係者各位のご協力とご指導により、何と

下で迎えることができるのではないでしょうか。

か５年間にわたり発行することができました。この

▼本会では新年度に組織再編があり、本誌の編集を

場を借りて、
心より感謝申し上げます。

担当していた連絡広報部が廃止となり、調査第三部

都道府県展望 平成 24 年 4 月号

発行所
発行人
住 所
制 作

通巻 643 号

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

（陽）

