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K U M A M O T O

熊本県
くまもとアートポリス
こ れ ま で に、
くまもとアート
ポリスにより建
設された施設に
は、行政、議会、
マスコミなど建
築を専門とする
くまもとアートポリス東北支援（H23）
方以外の視察者
「みんなの家」落成式
も 多 く、 海 外 か
ら の 視 察 者 は、
近年は県が対応しただけでも毎年 500 名に上り
ます。また、これらの施設は、魅力的な熊本城
や阿蘇などと並ぶ観光資源として注目が集まっ
てきています。
平成 23 年度には、くまもとアートポリスの一
環として、東日本大震災で被災され仮設住宅に
お住まいの人々へ癒しの空間を届ける「みんな
の家」プロジェクトに取り組みました。建築を
志す学生や建築家の育成事業と位置付け、みん
なで話し合い、多くの方々の協力を得ながら実
現することができ、被災地の人々の絆づくりに
貢献するなど、建築の持つすばらしい力を再認
識することができました。
くまもとアー
トポリスは今年
で 25 年 目 を 迎
え ま す。 こ れ ま
での成果を広く
県内外に紹介し、
さらなる飛躍と
熊本ならではの
宇土市立宇土小学校 (H23)
設計 : 小嶋一浩、赤松佳珠子
魅力的な生活文
化の創造を目指
し、来る９月８日に開催する東京シンポジウム
を皮切りに、12 月まで「くまもとアートポリス
建築展 2012」を開催します。
海外の建築家を招いての国際シンポジウム、
これまでの歩みをたどる建築展、また建築専門
家以外の方にも楽しんでいただけるようなフォ
トコンテストなども企画しています。
くまもとアートポリスは、四半世紀の蓄積を財
産に、これからも建築文化の向上を目指します。

くまもとアートポリスは、本県が昭和 63 年
から始めた取組です。熊本県内を舞台に、豊か
な自然や歴史、風土を生かしながら、後世に残
り得る文化的資産としての優れた建造物を造り、
人々の都市文化、建築文化などへの関心を高め、
地域の活性化に資する熊本独自の豊かな生活空
間を創造するとともに、世界へ向けて文化の情
報発信基地「熊本」を目指すことを目的として
います。
これまで、４代の知事の下、四半世紀にわた
り続いているこの取組は、全国でも類のない試
みであり、熊本独自の個性的で魅力ある文化の
香り高い生活空間の創造に大きく役立っていま
す。くまもとアートポリスでは、設計者の自由
な意思を生かすためにコミッショナー制度が取
り入れられており、現在、世界で活躍する建築家・
伊東豊雄氏にコミッショナーとして就任してい
ただき、
「学びつつ創る、造りつつ育む。
」をテー
マに、第３期のくまもとアートポリスを推進し
ています。
くまもとアートポリスでは、コミッショナー
が施設ごとに国内外から適性と能力を兼ね備え
た建築家を推薦、又は設計競技などを行い、そ
の施設に最適な設計者が選ばれます。設計者は
その建造物に関わる多くの人々とコミュニケー
ションを繰り返しながら建造物の計画を進め、
アートポリス事務局等がサポートする体制を
とっています。
くまもとアー
ト ポ リ ス で は、
小学校や橋など
77 の施設が完成
し（平成 24 年６
月 末 現 在 ）、「 日
本建築学会作品
賞 」 や「 土 木 学
熊本駅東口駅前広場暫定形 (H22)
会田中賞」など
設計 : 西沢立衛
数多くの賞を受
賞しています。平成５年には、くまもとアート
ポリスの取組そのものの文化的意義と功績が評
価され「日本建築学会文化賞」を受賞するなど、
建築文化事業として全国的にも高い評価を受け
ています。
平成 23 年３月 12 日の九州新幹線全線開業
に合わせて、熊本駅周辺にもくまもとアートポ
リスによる施設が次々と誕生しました。その中
の一つ、熊本駅東口駅前広場（暫定形）は、平
成 22 年に建築界のノーベル賞と言われるプリツ
カー賞を受賞した西沢立衛氏が設計を手掛けま
した。雲のような白い大屋根が、熊本の暑い日
差しから利用者を守る役割を果たしています。

█お問合せ
熊本県土木部建築住宅局建築課
TEL 096-333-2537

くまもとアートポリス
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百年の礎を築く

〜誇りを持ち、
夢の実現に
挑戦するくまもとを目指して〜
熊本県知事
７月 12 日未明からのこれまで経験したこと
のないような大雨は、本県や大分県、福岡県に
甚大な被害をもたらしました。熊本県内でも、
阿蘇地域や熊本市を中心にその被害は深刻な
状況にあり、残念ながら、数多くの人命が失わ
れております。改めて、災害で亡くなられた方
の御冥福をお祈りするとともに、被害を受け
られた方々に対して、お見舞い申し上げます。
これまで、各方面からの多くの御支援、御協
力をいただきましたことに心からお礼を申し
上げます。県では一日も早い復旧・復興に向け、
スピード感をもって、できる限りの対策を講
じて参ります。

「信頼の政治」という「４つの姿勢」に基づいて、
「活力を創る」、「アジアとつながる」、「安心を
実現する」、
「百年の礎を築く」の「４つの約束」
を実行し、「幸せを実感できるくまもと」を実
現するという目標を掲げました。
そして、知事選後、このマニフェストを基に、
わずか２カ月余りという短期間で、今後４年
間の本県の取組みの基本方針となる「幸せ実
感くまもと４カ年戦略」を策定しました。
まず、戦略の「活力を創る」では、厳しい
現下の経済情勢を踏まえ、地域を支える中小
企業のチャレンジ支援や企業誘致などに取り
組むとともに、本県は全国有数の農業県であ
り、「稼げる農林水産業への挑戦」として、農
地集積の加速化や「赤」をイメージするトマト、
すいか、イチゴなどの農林水産物を“くまも
と赤のブランド”として売り出し、その価値と
魅力を全国に発信していくこととしています。
次に「アジアとつながる」では、県内企業、
農業団体等のアジアに向けた農林水産物をは
じめとする県産品の輸出や事業展開を後押し
するため、香港、シンガポール、台湾にビジ
ネスアドバイザーを置くとともに、今年、本県
と友好提携 30 周年を迎える中国広西壮族自治

今、我が国は、人口減少社会の到来や、ア
ジアをはじめとする新興国の台頭、デフレの
長期化など、これまで経験したことがない社
会構造の変化に直面しています。
また、欧州における債務危機や、歴史的な円
高、国・地方を通じた危機的な財政状況とも
相まって、先行きが不透明な状況にあります。
こうした状況の中、私は、２期目に臨むに
当たり、私自身のマニフェストにおいて、「決
断の政治」、
「スピードの政治」、
「目標の政治」、
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担う人づくりなどにもしっかりと取り組むこ
ととしています。

区や、ＡＳＥＡＮを含めた周辺地域との経済
交流の拠点として「熊本広西事務所」を開設し、
支援体制を充実・強化することとしています。
また、「安心を実現する」では、“長寿を恐
れない社会”から、さらに一歩進め“長寿を
楽しむ社会”を目指して、訪問看護ステーショ
ンのサービス提供体制の強化や、３年連続人
口比日本一の認知症サポーターの活動の活性
化などに取り組むとともに、子育てを応援す
るための病時・病後時保育施設の設置や、発
達障がい児（者）への支援体制の整備などに
取り組んでいくこととしています。

（熊本都市圏の拠点性向上）
また、本県は、昨年３月の九州新幹線の全
線開業、今年４月の熊本市の政令指定都市移
行という、100 年に一度のビックチャンスの
中にあります。その効果を、本県だけでなく
九州全体の発展につなげていくため、九州に
おける熊本の拠点性を向上させ、熊本が九州
の真ん中から連携のトスを上げるセッターの
役割を果たし、“将来の九州の州都”実現につ
なげます。

「
“百年の礎を築く”
」
県政のファンダメンタルな部分において、継
承されていく発展のシステムを構築していくこ
とも、とても重要なことであると考えています。
熊本には、千年以上もの間、地域の営みの中
で受け継がれてきた阿蘇の草原や、400 年の
歳月を超えてそびえる清正公の熊本城の石垣、
150 年以上も現役で水田を潤し続ける布田保
之助翁の通潤橋など、先人達の知恵と努力の
結晶が今もなお県民生活の中に息づいていま
す。そして、これらは、現在の熊本県にとって
大きな財産となっており、県民の誇りともなっ
ています。
私がマニフェストに掲げた「４つの約束」の
うち「百年の礎を築く」は、今に生きる私たち
が、100 年先の熊本に何を残していくべきか
という大きな視点を持って取り組んでいくも
のです。具体的には、熊本の誇りであり宝であ
る「熊本の地下水」、「加藤・細川 400 年の歴
史・文化」、「阿蘇の草原」などを守り、さら
に磨き上げ、未来に引き継いでいくとともに、
地域の持続的発展を可能にする基盤・拠点づ
くりを進めていきます。また、日本や世界を

（熊本アカデミズム）
さらに、熊本には多くの大学が立地し、生命
科学や半導体などの先端分野に関連する企業
や技術の集積があります。このような特色を
生かし、大学や企業の研究開発を活性化させ、
海外から多くの留学生が集まる、世界に開か
れた活気あるまちづくりを進めることとして
います。
また、夢を持ち海外へ挑戦する若者を支援
し、グローバルな人材を育成すると共に、世
界からの「知」の集積を「地」の活力につな
げる取組みを進めていきます。
おわりに
私は、マニフェスト、そして「幸せ実感く
まもと４カ年戦略」において、熊本県の「目標」
を県民の皆様にお示ししました。今成すべき
ことにしっかりと取り組むとともに、この「目
標」を県民の皆様と共有し、実現する喜びを
実感する「目標の政治」を進め、将来の熊本の
発展の礎を築いていくことで、この熊本から、
日本を再生していきたいと考えています。
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長崎県知事

か れん

小長井町漁協養殖かき「華漣」日本一に！

中村

法道

報告を受けた。
か れん
「華 漣 」は、かきを一粒ずつ育てる「シン

４月 17 日（火）
４月１日に開催された殻付き生かき日本一
を決める初めての品評会「かき日本一決定戦」
か れん
で、小長井町漁協（諫早市）の「華 漣 」が
見事初代王者に輝いた。
このコンテストは、全国のかき愛好家でつ
くる日本オイスター協会が開催し、全国約
2800 のかき生産者の中から最終選考に残っ
た 11 団体が参加した。
料理記者や飲食店経営者など 55 人の審査
員が生産地を伏せたまま試食して、味や食感、
か れん
見た目など８項目で採点。「華 漣 」は、全国
の名だたる名品をおさえて最も高い評価を獲
得した。
そして、小長井町漁協組合長など関係者が
か れん
県庁を訪れ、「華 漣 」が日本一になったとの

グルシード」技術で養殖しており、水槽であ
る程度の大きさになった稚貝をかごに入れて
海で育てる。多くのかきを縄に連ねて海につ
るす方法に比べると、殻のふくらみが強く、
形の良いかきができる。県の総合水産試験場
では、飼育の難しい稚貝の量産化や西日本の
暑さに対応するための改良など、長年研究を
重ねてきた。
名前の由来は、有明海の浜辺に咲く、小さ
くて可憐な花をイメージしたもの。その名の
とおり、小粒だが、濃厚な味わいで食べ応え
がある。貝柱もシャキシャキしておいしい。
今回の受賞を糧として、今後も漁業者の皆
さんと一緒にブランド化を目指すなど、経営
の安定化を図っていきたい。

か れん

日本一のかきを味わいました

濃厚な甘味が自慢の「華漣」
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小学校訪問

子どもたちと交流

５月 29 日（火）
長崎県内全ての公立学校では、５月から７
月までのいずれかの１週間を「長崎っ子の心
を見つめる教育週間」と定め、地域の皆さん
に学校の教育活動を公開している。
この教育週間に合わせ、長崎市の西坂小学
校を訪問した。全学年の児童が毎週取り組ん
でいる英語活動に参加するなどして、子ども
たちと交流を深めた。
授業の後、１年生と一緒に給食を食べ、こ
んなにおいしい給食を毎日食べている子ども
たちがうらやましいと思った。子どもたちに
は、
「よく食べて、丈夫な体をつくり、しっか
り勉強してください」とメッセージを贈った。

１年生との給食交流

子どもたちが自分の将来へ憧れや志を抱
き、その夢に向かって進んでいくよう期待し
たい。

青空知事室

まちづくりが進められている。
今回は、くるまえび養殖、松浦魚市場など
みくりや
の漁業関係者をはじめ、松浦メロン・御厨ぶ
どう農家や体験型観光を実施するグループ、
県・市が誘致した企業など９箇所を訪問した。
各分野で活躍されている皆さんと活発に意見
交換し、地域の実情をお伺いした。
「青空知事室」でお聴きした貴重な意見を、
今後の県政に反映させ、長崎県の活性化につ
なげていきたい。

７月 11 日（水）～ 12 日（木）
県内各地を訪れ、地域の皆さんの生の声を
お聴きする「青空知事室」を平成 22 年度か
ら実施している。
今年度も今回の松浦市を皮切りにスタート
した。
松浦市はあじ・さばの水揚げ高が日本一に
なるなど漁業が盛んな街で、豊かな自然と地
域を活かした体験型観光による魅力あふれる

体験型観光「松浦党の里ほんなもん体験」のそば作り体験。
農林漁業体験と民泊を組み合わせた体験型修学旅行などを受け入れている

築地など大都市へ出荷されている
クロマグロの養殖方法について説明を受ける
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「幸せを実感できるくまもと」
の実現に向けて

我が都道府県の平成 年度施政方針と重点施策
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私は、本年４月、県民の皆様からの負託を受け、
２期目の県政運営をスタートさせました。
これからの４年間は、①県民の総幸福量の最大化
を判断基準とした「決断の政治」、②常に時間的緊迫
性を意識した「スピードの政治」、③県民の皆様と熊
本の夢を共有する「目標の政治」
、④有言実行で県
民との約束を守る「信頼の政治」の「４つの姿勢」
を基本に県政を運営して参ります。そして、①九州
新幹線の全線開業や政令指定都市誕生というビッグ
チャンスを最大限に生かし、熊本に「活力を創る」
こと、②成長著しいアジアの活力を熊本にとり込む
ため「アジアとつながる」こと、③子どもから高齢
者まで様々な方々の「安心を実現する」こと、④熊
本の未来を見据え「百年の礎を築く」こと、という
「４つの約束」を実行し、日本で最も「幸せを実感で
きるくまもと」の実現を目指し全力で取り組んで参
ります。今般、その具体化に向けた取組みの基本方
針となる「幸せ実感くまもと４カ年戦略」を策定す
るとともに、この戦略を着実に推進するための６月
補正（肉付け予算）を編成しました。
平成 24 年度予算について
肉付け予算の編成に当たっては、４年間で総額
200 億円の一般財源による「幸せ実感推進枠」を創
設し、４カ年戦略に掲げた取組みをスピード感を持っ
て実行するため、施策等の重点化を図りました。
１．
「活力を創る」
まず、第一に「活力を創る」取組みです。九州新
幹線全線開業や熊本市の政令指定都市移行などのビッ
グチャンスを最大限に生かし、地域を支える中小企業
のチャレンジ支援や企業誘致に積極的に取り組むとと
もに、地域活性化につながる大型スポーツ大会やコン
サートの開催、熊本を舞台とする映画等の製作を呼び
込むための新たな助成制度を創設します。
また、豊富な森林資源と施設園芸日本一という本
県の特性を生かし、林地残材の有効活用と施設園芸
の脱重油化・低コスト化を両立させる「くまもと型
地域循環システム」の構築を目指します。
さらに、熊本市の政令指定都市移行後の県内各地
域の地域力を高めるため、複数の市町村等が市町村
域や県境を越えて連携する広域的な取組みの支援を
強化するとともに、休廃止が続く離島航路等の維持
に向けた新たな支援制度を創設します。
２．
「アジアとつながる」
第二に「アジアとつながる」取組みとして、企業
や団体の農林水産物輸出や事業展開を後押しするた
め、香港、シンガポールに加え、新たに台湾にビジ
ネスアドバイザーを配置します。また、中国の南寧
市に広西壮自治区との経済交流の拠点となる「熊本
広西事務所（仮称）」を設置し、事業展開等への支援
体制を充実・強化することとしています。

さらに、友好提携 30 周
年を迎える広西壮族自治
区との交流拡大に向けた
チャーター便の就航や、ア
シアナ航空の週５便化の実
現に取り組みます。また、 熊本県知事 蒲島郁夫
国際定期コンテナ船の増便
等を行う船会社に対する支援制度の創設や農畜産物
等を船便に混載して輸出し、アジアマーケットを開
拓する取組みを進めていきます。
３．「安心を実現する」
第三は、「安心を実現する」取組みについてです。
一人一人がライフステージに応じた健康づくりに取
り組むモデルづくりを進めるとともに、訪問看護ス
テーションが少ない地域でのサービス提供体制の強
化に取り組みます。
また、３年連続人口比日本一の認知症サポーター
の活動を活性化するとともに、医療・介護履歴を記
載した連携パスを活用する新たな認知症医療体制の
構築を進めます。このような取組みを通じて、「長寿
を恐れない社会」を更に一歩進め、「長寿を楽しむ社
会」を目指します。
さらに、災害に負けない熊本づくりとして、県民
の自主的な避難活動などの支援に向けた県防災情報
メールサービスシステムの改修を行うとともに、私
立学校施設の耐震化を緊急かつ集中的に促進するた
め、耐震診断、耐震補強及び耐震改築に対する支援
制度を創設しています。
４．「百年の礎を築く」
最後は、「百年の礎を築く」取組みです。百年後の
熊本を見据え、優れた歴史、文化、自然や景観、地
下水などを守り、地域の持続的発展を可能にする基
盤・拠点づくりを進めます。
具体的には、熊本の空の玄関である阿蘇くまもと
空港とその周辺地域が有する可能性の最大化と拠点
性向上を図るとともに、熊本駅周辺を陸の玄関にふ
さわしい品格ある空間にするための整備に取り組み
ます。また、九州の中心に位置する本県の地理的特
性を踏まえ、九州中央自動車道などによる幹線道路
ネットワークを整備します。
さらに、「加藤・細川」をはじめとする熊本の優れ
た歴史や文化などを磨き上げ、次世代へ継承すると
ともに、県内外に情報を発信していきます。
県政を取り巻く現状は、決して明るいものばかり
ではありません。しかし、どのような状況にあっても、
県民一人ひとりが幸せを実感し、住み慣れた地域で
夢を持ち誇りに満ちた暮らしが送れる熊本、すなわ
ち「幸せを実感できるくまもと」の実現に向けて果
敢に挑戦していきます。

注：6 月号特集の追録です。（当初予算が骨格予算として編成されたため）
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富山県

高岡漆器

高岡漆器の歴史は、江戸時代の初め、
加賀藩の藩主前田利長が現在の富山県高
岡市に高岡城を築いたときに、武具や箪
笥、膳等日常生活品を作らせたことに始
まります。
後に、長い伝統に培われ、うるみ色の
さび え
ゆう すけ ぬり
地に玉石を貼り、錆 絵 を描く「勇 助 塗 」
、
多彩な色漆を使って立体感を出していく
「彫刻塗」
、あわびや夜光貝等、虹のよう
な輝きをもった貝殻を使って、山水や花
鳥等を表現する「青貝塗」が代表的な技
法として伝えられてきました。これらの
技法は、毎年５月１日開催の高岡の祭礼
に曳き回される国指定の重要有形民俗文
化財である高岡御車山にも結集されてい
ます。
昭和 49 年５月「伝統的工芸品産業の振
興に関する法律」の施行に伴い、昭和 50
年に伝統工芸高岡漆器協同組合を設立し、
伝統的工芸品としての産地指定を受けま
した。同組合では、業界の振興発展を図
るために後継者育成や技術の継承などに
積極的に取り組むとともに、室内インテ
リア製品の開発、東京インターナショナ
ル・ギフトショーへの出展や、高岡漆器
のトレーを小学校給食に導入する等、様々
な需要開拓事業を展開しています。
また、国内の各漆器産地が参加する全
国漆器展では、技術の高さ、デザイン、
市場性等ですぐれた産地として、団体最
高賞「桂宮賞」
、団体賞「内閣総理大臣賞」
を受賞しています。

伝統的工芸品は、その主要工程が手作
りであり、高度な伝統的技術によるもの
であるため、その習得には長い年月が必
要とされます。経済産業大臣指定伝統的
工芸品の製造に従事する者を対象とした
「伝統工芸士試験」に合格した者は「伝統
工芸士」として認定されますが、産地が
長年地道に取り組んできている後継者育
成事業が実り、平成 24 年２月には高岡漆
器では初の女性伝統工芸士が誕生しまし
た。女性らしい発想、デザイン等で、産
地活性化を担う次世代リーダー誕生とし
て期待されています。
高岡漆器は、これからも歴史と技を守
りつつ、新しい取組にもチャレンジして
いきます。

鯛菓子器

文庫

花鳥（貝入）

お問合せ

伝統工芸高岡漆器協同組合
TEL 0766-22-2097

富山県商工労働部経営支援課
TEL 076-444-3249

作業風景
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Ｍ

宮

Ｉ

Ｙ

Ａ

城

Ｇ

Ｉ

県

宮城県では、平成 25 年４月から６月まで、「仙台・宮城デスティ
ネーションキャンペーン」が開催されます。そこで今回は、宮
城の魅力のほんの一部を御紹介します。

笑顔咲くたび
名

伊達な旅
所

【仙台市内】

【蔵王】

「杜の都仙台」は、霊廟「瑞鳳殿」、
「仙台城跡」、国宝「大

宮城と山形にまたがる蔵王連峰を東西に走るエコーライ

崎八幡宮」など伊達政宗公ゆかりのスポットがたくさん

ンは、今年で 50 周年を迎えた、日本有数の山岳ドライ

あります。城下町めぐりには、周遊バス「るーぷる仙台」

ブルートです。山頂では、エメラルドグリーンの湖水を

がオススメです。

たたえる火口湖「御釜」の雄大な景色が楽しめます。

【松島】

【三陸エリア】

日本三景・松島は、260 余の島々が織りなす絶景が震

震災の被害が大きかった三陸エリアでは、復興屋台村気

災前と変わらずお楽しみいただけます。また、国宝「瑞

仙沼横丁、マリンパル女川おさかな市場、南三陸さんさ

巌寺」に代表される寺院には、霊場として知られた松島

ん商店街、ホット横丁石巻などが次々にオープン。地元

の面影が残されています。

の人々の意気と熱気があふれています。
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料
【仙台づけ丼（仙台市）
】

理
【はらこ飯（亘理町・山元町）
】

魚種の豊富な宮城の海で獲れた新鮮な白身魚のみを使い、

江戸時代には将軍家にも献上したという阿武隈川の鮭を

丹念につけ込んだ「づけ」を宮城産寿司飯にのせた仙台の

使った亘理・山元の郷土料理。鮭の身を煮た煮汁で御飯を

新名物。

炊き、鮭の切り身といくらをたっぷりのせた絶品です。

【油麩丼（登米市）
】

【凍みっぱなし丼（大崎市）
】

B 級グルメとして今注目なのが「油麩丼」
。麩を油で香ばし

大崎市岩出山名産の「凍み豆腐」を乾燥させずにそのまま

く揚げた宮城県特産の油麩を使った丼物。コクがあり、食

熟成させたものが「凍みっぱなし」
。これに甘辛いタレを

べ応えも満点なのに、肉を使っていないのでヘルシーな料

たっぷりと染みこませ、卵でとじたヘルシーな丼。

理です。

【復活・南三陸キラキラ丼（南三陸町）
】
南三陸の海が育んだウニを
豪快に盛りつけた夏のキラ
キラ丼。肉厚の昆布をいっ
ぱいに食べて育った極上の
ウニがたっぷり。鮮度が命

お問合せ
■宮城県観光情報発信センター
（宮城県観光課・（公社）宮城県観光連盟）
TEL 022-211-2822

の「夏の南三陸キラキラう
に丼」復活です。
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静岡県

への

未 来

遺 産

世界文化遺産登録を目指す韮山反射炉

我が国は、幕末に

始しましたが、翌年に下田に入港したペリー

おける西洋技術の導

艦隊の水兵が敷地内に侵入したため、築造場

入を契機に、西洋以

所を韮山に変更しました。安政２年（1855）、

外の地域で極めて短

英龍が死亡すると、息子の英敏が築造を引き継

期間のうちに近代工

ぎ、安政４年（1857）に完成させました。韮

業化を果たし、飛躍

山反射炉は、現存する反射炉としては国内最

的な発展を遂げまし

古の遺産であり、世界で唯一残る実際に稼動

た。こうした日本の
産業近代化を物語る

ひでとし

した反射炉として高い評価を得ています。

韮山反射炉（伊豆の国市提供）

なお、反射炉の築造に当たって、英敏は佐賀

工場跡や炭鉱跡を「近代化産業遺産」と言いま

藩の技師を招き、佐賀藩の反射炉築造の技術を

す。静岡県伊豆の国市に所在する「韮山反射炉」

学んだことから、世界文化遺産登録を目指す

も、近代化産業遺産の一つです。

「九州・山口の近代化産業遺産群」の構成資産

天保 11 年（1840）

に平成 24 年 7 月に正式に決定しました。静岡

のアヘン戦争を契機

県は、九州・山口の関係自治体や伊豆の国市

に、列強諸国による

等と連携し、韮山反射炉の世界文化遺産登録

植民地政策に危機感

に向けた取組を進めていきます。

を覚えた幕府は、西
洋砲術の導入等によ
る軍事力強化が課題
となりました。嘉永
６年（1853）、ペリー

江川坦庵像（江川文庫提供）

が浦賀に来航して開港を迫ると、幕府は、江
戸湾防備のための台場（砲台）を品川沖に築
くことを決定し、台場に設置する大砲鋳造用
ひでたつ

たんなん

の反射炉築造を江川英龍（坦庵）に命じました。
韮山反射炉空撮（伊豆の国市提供）

英龍は、当初、伊豆下田の本郷にて築造を開

大正11年（1922）、国の史跡に指定

〈お問合せ〉
静岡県文化・観光部文化学術局世界遺産推進課
T E L 054-221-3747
FAX 054-221-2827
E-mail sekai@pref.shizuoka.lg.jp
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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. 337

医の原点「忘己利他」
公立芽室病院院長

小窪 正樹（北海道）

私は、平成６年に当院へ赴任し、昨年４月より

である。私は、「医の原点は忘己利他」というこ

規模病院である。私は、院長就任以来、どのよ

現場を知ろうということで職員全員との院長懇話

とを普及させつつ、同時に、現場の声を聞こう、

院長職に就いている。一般病床 150 床という中

会を企画した。ひと月かかって全職員 205 名と

うに病院の舵取りをすべきか迷っていた。そん

対話することができた。厳しい意見は勿論あった

なときに１枚の色紙を思い出した。卒業時に自

が、それ以上に、職員一人一人の病院に対する真

治医大初代学長の中尾喜久先生よりいただいた
もう こ

り

た

摯な思いや改善への智慧が満載で、私は非常に勇

色紙だ。私の色紙には「忘己利他」と書かれてい

気づけられた。一方、経営状況はというと、昨年

た。私はこの言葉の意味どころか、読み方もよく

は震災直後ということもあり、10 月までの７ヵ

知らなかったが、卒後 30 年余りを経過して何と

月間は患者数が激減して過去に例を見ないほど

なくその意味が分かってきた。当院には、卒後１

のひどい収益減となった。しかし、職員との対話

年～５年目の研修医がまれにやってくる。優秀な

を重視し稼働率 80%以上という目標を掲げて取

人材もいないわけではないが、医師としての資質

り組んだ結果、11 月以降は奇跡的な回復を遂げ、

を疑いたくなるような若者もいる。術後患者は診

６年ぶりの黒字に転換することができたのであ

ようとせず、先輩の仕事も手伝おうとしない。夕

る。「忘己利他」と「調和」の勝利と感じた次第

方５時 15 分には帰宅の途につきコンビニで漫画

である。しかし、一難去ってまた一難。今年 10

を読んでいる。私の若い頃は、ほとんど家に帰ら

月から小児科医が当院を離れることになった。当

ず、24 時間患者と一緒に過ごすこともまれでは

院はユニセフ認定赤ちゃんに優しい病院（BFH）

なかった。人工呼吸器につながれた意識のない患

を取得している数少ない施設の一つであり、この

者に付き添い、膀胱内留置バルーンから尿が１滴

ままでは十勝の周産期医療に多大な影響を与えて

２滴と出てきたのを見て真夜中に喜んだこともあ

しまう。興味のある読者は是非、連絡していただ

る。無駄な努力と思う方もいるかも知れないが、

ければ幸いである。

私はこの経験から多くのことを学んできた。患者

国の誤った施策により、今や地域医療は逆風

の苦痛を肌で感じ、看護師の動きや努力、大変さ
が理解できるようになったのである。

まっただ中である。新臨床研修医制度により地方

域医療のみならず、医師の徒弟制度を崩壊した。

ら看護師が奪われ、DPC まるめ診療報酬により

から医師が奪われ、７対１看護創設により地方か

2004 年の新臨床研修医制度は、医局制度と地

地方の小病院から都会の大病院へお金が移動し

昔はどの医局にも鬼軍曹たる恐い上司がいたもの

た。しかし、これらを行政の責任にするだけでは

だが、今は影を潜め、医師としての倫理観を植え

何も変わらないだろう。どんな困難な状況にも必

付ける者はいない。若者は苦しみ悩むことを知ら

ず道はあるものだ。それは恐らく、医の原点「医

ず、知らされずに育っていくのである。苦しみを

は仁術なり」を実践することだと思う。自分がで

知らない人間が、病で苦しむ人を理解できるよう

きることを一歩一歩やっていきたい。人生は、他

になるのだろうか？

者ではなく自分が、どれだけ誠意を込めて仕事を

私は、病院の理念として「忘己利他」を掲げた。

成したかが問われているのだから。

職員には医の本質を常に意識して欲しかったから
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都 道 府 県
だ よ り
2012年8月

北海道

Hokkaido

「とかちの魅力 PR 大使」が十勝の魅力を発信 !
と かち

北海道の南東部に位置する「十 勝 」は、広大な十
勝平野の田園風景や北の大雪山系、東の日高山脈な
ど豊かな自然景観はもとより、豊富な農水産物やス
イーツを始めとする「食」など、自信を持ってお勧
めできる四季折々の魅力があります。
昨年は、春には帯広―東京間の航空路線がダブル
トラック化し、また、秋には札幌など道央と十勝を
結ぶ道東自動車道が全面開通するなど、交流人口の
拡大に追い風となる大きな動きがありました。
十勝総合振興局では、この機を生かし、地域の魅
力を発信する取組を展開しており、その一つが、AC
ジャパンの CM「あいさつの魔法」でイラストを担

当した yukky さんが作成したオリジナルキャラク
ター、
「とかちの魅力 PR 大使」を活用した取組です。
“神の舌をもつグルメ評論家”の「トントンジョッキ」
や、“口癖は「甘い物は別腹よ☆」”の「スイーツ姫」
など、十勝にちなんだ 12 のキャラクターが、グルメ
やスイーツ、温泉、農業など、十勝の様々な魅力を、
専用ホームページやイベント会場などで、道内外に
向け発信しています。
その中でも“十勝の酪農にとても詳しい”
「サイロ
ウシ」を中心的なキャラクターとして設定し、より
親しみを持ってもらえるよう着ぐるみを作製。７月
１日から始まった「北海道デスティネーションキャ
ンペーン」では、
「北海道おもてなしキャラバン隊」
に認定され、観光 PR に大活躍しています。
道東自動車道の開通後、初めての本格的な観光シー
ズンを迎えている「十勝」に是非お越し下さい。「PR
大使」たちも心よりお待ちしております。
お問合せ

北海道十勝総合振興局地域政策部
とかち魅力発信推進室
TEL 0155-26-9014
HP http://www.tokachi-miryoku.com/
※当 HP は H25. １までの公開。

（中央が「サイロウシ」
）
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Aomori

青森県

つがるの“もも”
青森県と言えば、りんごが有名ですが、秋出しの
美味しい“もも”も出荷されていることを御存じで
すか？
全国的に“もも”が出回る時期は、７月から８月
ですが、青森県は、北国の気候を利用した９月収穫
の“秋出し”の産地として知られています。
日本における“もも”の栽培の歴史は古く、縄文
時代に渡来したと考えられていますが、現在流通し
ている品種は明治時代初頭に中国や欧米から導入し
たものです。青森県においては、明治 17 年に五戸町
の“もも”が県内各地に送られたとの記録があるこ
とから、本県の“もも”栽培は 120 年以上の歴史が
あることになります。
青森県内では、もともと果樹栽培がさかんな県南
地域で“もも”栽培
が行われていました
が、県内のりんごの
主産地である中南地
域 で も、 平 成 10 年
頃から、積極的に栽
培されるようになり
ました。りんごも“も
三村知事と“もも”農家の皆さんが意見交換
も”もバラ科の植物。

りんごの栽培技術の応
用ができる上に、当時
価格が低迷していたり
ん ご の 早 生 種 に 比 べ、
“もも”の価格が安定し
ていたためです。
その後、大きくて甘
い“もも”の生産に向け
た技術の徹底や集出荷
体制づくりに取り組み、
年々、作付面積、出荷
量共に増えています。
温暖な気候を好む“も
も”は、青森県（及び
北海道渡島地方）が分
布の北限と言われてい
ます。今年の秋は、じっ
くり、ゆっくり成熟す
る「つがるの“もも”」
を味わってみませんか。

収穫時期を迎えたつがるの“もも”
「川中島白桃」

お問合せ

青森県中南地域県民局地域農林水産部農業普及振興室
TEL 0172-32-2903
青森県農林水産部りんご果樹課
TEL 017-734-9492

都道府県だより
Akita

美味しい“もも”を目指して
熱心に現地講習会

2012 年 8 月

秋田県

高齢者の交通事故防止

～「そばだがら えべしゃ」でねがべ そのベルト～
・「ストップ ! ザ 高齢者交通死亡事故」事業
秋田県の高齢化率は 29.6%（2010 年国勢調査）
と全国トップで、県内の交通死亡事故に占める高齢
者の割合も平成 14 年以降、10 年連続で５割を超え
ており、高齢者を事故から守ることが喫緊の課題と
なっております。
高齢者の交通事故を抑制するため、春や秋の交通
安全運動期間中の催しなど様々な機会で「歩行環境
シミュレータ」等を活用して、参加・体験・実践型
の交通安全教育を実施しています。
また、
県警察が実施する「交通事故防止レター作戦」
と 連 携 し、 小 学 校
児童から祖父母な
ど高齢者に宛てた
手紙に反射印刷加
工のエコバッグを
添 え る こ と で、 高
齢者の歩行時の事
故防止を図ろうと
いう取組も行って
歩行環境シミュレータを活用した体験型講習
います。
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そのほかにも、高齢
者安全・安心アドバイ
ザーや交通安全母の会
等が各世帯を個別訪問
して高齢者の交通事故
防止に特化したチラシ
や反射材を配付し、交
通事故防止を図ってい 交通事故防止レター作戦・エコバッグ贈呈式
ます。
・交通安全作品コンクール「あきた弁川柳」
県内に在住する高齢者から、秋田弁を活用した交
通安全に関する川柳を募集し、高齢者自身の交通安
全意識の高揚を図っています。その中から選ばれた
優秀作品は交通安全啓発チラシ等に広く活用してお
り、秋田弁から醸し出すユニークさは好評を得てお
ります。タイトルの川柳は、昨年度の入賞作品であり、
標準語訳は（
「そばだから いいだろう」ではないで
しょう そのシートベルト）です。

お問合せ

秋田県生活環境部県民生活課
TEL 018-860-1523

岩手県

Iwate

果物が織りなす幸せな物語
（カシオペア連邦※果物の里プロジェクト事業）
座敷わらしで有名な岩手県北部の二戸地域は、降水量が少
なく日中の寒暖差が大きいことから、甘くておいしい果物が
四季を通じて実ります。７月は県内最高級のさくらんぼ「花
恋（かれん）」、８月には 500 円玉大のブルーベリー、10 ～
12 月にかけての高級りんごなど、品質の優れた特徴ある果
物が首都圏の市場から非常に高い評価を得ています。
このことから、生産者と県、市町村などが一体となって「ブ
ランド果物の里」を二戸地域の新しい顔として県内外に PR
するとともに、果物に着目した着地型観光の推進を図るため、
平成 24 年３月に二戸地区観光農業振興協議会を設立し、観
光農園の環境整備を行うなど「カシオペア連邦果物の里プロ
ジェクト事業」を実施してきました。
平成 24 年７月には、「カシオペア連邦果物の里宣言」を実
施し、県内外に二戸地域がブランド果物の生産地であること
をアピールしました。また７月下旬からのブルーベリー体験

農園のオープンに合わせ、観光地と観光農園、産直施設、通
年採れるブランド果物の情報を掲載した「二戸地域フルーツ
観光ドライブマップ」を作成し、周辺の道の駅等に配布して
います。
今後は、JR 二戸駅の協力を得て、駅構内にブランド果物
を PR するパネルを設置し、新幹線乗降客にアピールすると
ともに、旬のブランド果物を味わっていただく試食 PR を実
施するなど「果物の里」の定着を目指し、情報発信に努めて
いきます。
「ブランド果物の里」～いわて県北二戸地域に、皆様どう
ぞお越しください。
お問合せ

岩手県県北広域振興局経営企画部二戸地域振興センター
TEL 0195-23-9201
HP http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?cd=40041
※二戸地域は、合併前の市町村がちょうどカシオペア座のような配列をしていたことから
「カシオペア連邦」と名乗り、一体となって地域づくりを行っています。

都道府県だより
Yamagata

2012 年 8 月

山形県

土偶「縄文の女神」が国宝に指定
今から 20 年前に山形県最上郡舟形町西ノ前遺跡か
ら出土した土偶「縄文の女神」が、国宝に指定され
ます。既に国宝に指定されている土偶は、指定順に、
長野県茅野市の「縄文のビーナス」
、北海道函館市の
「中空土偶」、青森県八戸市の「合掌土偶」の３点が
あります。いずれも、すばらしい造形で縄文時代の
優品です。４点目として「縄文の女神」が仲間入り
することになりました。
「縄文の女神」は、4500 年前の縄文時代中期に作
られた現代彫刻にも通じるフォルムで、文化審議会
は「縄文時代の土偶造形の一つの到達点を示す優品
として代表的な資料であり、学術的価値が極めて高
い」と高く評しました。また、高さは 45cm を誇り、
完全な形の土偶としては国内最大となります。
これまで、フランス、中国、ドイツ、イギリスで
展示され、日本の縄文時代の逸品として広く知られ
ています。フランスの展示では、当時のシラク大統
領がこの土偶を称賛したとの逸話もあります。土偶
は「縄文時代の人々の精神文化が生み出したもの」
と言われ、その目的は、安産や豊穣への祈り、生命
の再生を願うものと考えられています。また、壊す
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ことを前提に作られてい
る土偶も多くあり、壊し
て、ムラの中に廃棄する
行為を「よみがえり」の
象徴とする考え方もあり
ます。
東日本大震災からの東
北再生を考えるとき、道
路や橋などのインフラ整
備とともに、神社や民俗
芸能など、精神的な拠り
所も大切な役割を果たし
ております。
「縄文の女神」（山形県立博物館収蔵）
９月 17 日まで同館にて展示
土偶を作った縄文人の
想 い を、 わ た し た ち は、
東北の“再生”
“復興”への祈りにつなげてまいります。

お問合せ

山形県教育庁文化財保護推進課
TEL 023-630-2881
HP http://www.pref.yamagata.jp/ou/
kyoiku/700015/nisinomae.html

宮城県

Miyagi
“港の元気”は“みやぎの元気”
進む宮城の港湾の復旧・復興

取 扱 量まで
回復させるこ
とを目 標 に、
ポートセール
宮城県の港湾は東日本大震災により大きな被害を受
スに取り組ん
け、一時は全ての岸壁が使用不能となりました。
でいます。
しかしながら、各都道府県の皆様を始めとして関係者
また、
「仙
の御支援・御協力により、主要な港湾である「仙台塩釜
、
港」
、
「石巻港」は、復旧工事中の一つの岸壁を除いて、 台 塩 釜 港 」
「石巻港」
、
現在全ての施設が利用可能となっております。
宮城県では「港の元気はみやぎの元気」を合言葉に 「松島港」の
３港を一つの港にすることにより、宮城のみならず東北
復旧工事を進めており、全ての港湾施設を平成 25 年度
の早期復旧・復興と産業競争力を高め、産業・経済、雇用、
までに完全復旧する計画としております。
暮らしを守り発展させる港の統合一体化を図る取組を進
このような中、仙台塩釜港高砂コンテナターミナルで
めております。
は、昨年６月の内航フィーダー航路を皮切りに外貿航路
この統合一体化は、復興のシンボルとして、平成 24
も再開し、航路や便数は、ほぼ震災前と同水準に回復
年度内の早期実現を目指しております。
しています。
コンテナ貨物取扱量については、過去最大であった平
成 22 年の 21 万 6,000TEU に対して、平成 23 年は、
お問合せ
その約 44%まで落ち込みましたが、徐々に持ち直し、平
宮城県土木部港湾課
成 24 年１～４月期は、平成 22 年１～４月期の約 74%ま
TEL 022-211-3221
で回復しています。
HP http://www.pref.miyagi.jp/kouwan/
現在は、平成 25 年に平成 22 年並みのコンテナ貨物

都道府県だより
Fukushima

2012 年 8 月

福島県

いいね ! が復興の原動力に
福島県では、６月に公式フェイスブックページ「ふ
くしまから はじめよう。
」をスタートさせました。東
日本大震災から１年５ヵ月が経過し、福島県にも少
しずつ元気が戻ってきました。そんな復興に向かっ
て進むふくしまの姿を皆さんにお届けしたい、そん
な思いから各部署の職員によるチーム「ふくしまか
ら はじめよう。
」を結成し、この取組を始めました。
ただ、県としては初めての取組であり、皆さんに
受け入れてもらえるか不安がありました。また、ネッ
ト上でのコミュニケーションということで、予測し
ない様々な書き込みがなされる可能性もあります。
しかし、いざスタートしてみると、
「がんばってく
ださい !」「応援してます !」といった激励のコメント
が全国から続々と寄せられ、熱いメッセージの数々
に、こちらが勇気づけられる結果となりました。
また、その影響についても、私たち自身が驚いて
います。先日、フェイスブック上で東京での農産物
販売イベントについて告知を行ったところ、何人も
の人が、
「フェイスブック見たよ」と言ってイベント
会場に足を運んでくれたのです。イベントを担当し
た職員も「これほどとは思わなかった」というくら
い声を掛けられたそうで、フェイスブック上でつな

がった皆さんの応援の気持ちに胸が熱くなりました。
今回の取組を通じ、全国のたくさんの人が応援し
てくださっていることをあらためて感じました。こ
れからも、福島の「今」と「魅力」をどんどん発信して、
多くの人たちとつながって、復興に向けた歩みを進
めていきたいと考えています。皆さんも「いいね !」
でつながりましょう。

チーム「ふくしまから はじめよう。
」のメンバー

お問合せ

福島県広報課
TEL 024-521-7014
福島県公式 Facebook ページ
「ふくしまから はじめよう。」
http://www.facebook.com/FutureFromFukushima
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新潟県

Niigata
サマースノーフェスティバルを開催

○雪室コンビニ
“レルひや”開店
冷房用の雪が貯蔵
されている雪室の一
角が夏季限定で「雪室
コンビニ“レルひや”」
常設店としてオープ
ン。地元でとれた野菜
や果物、米、飲み物な
どを販売。このほか、
「真夏の雪まつり」会
場にも、臨時店がオー
プンします。

新潟県では、冬期間に降った雪を保存・活用し、
「涼
しく」「楽しく」「おいしく」新潟の夏を過ごしてい
ただく「サマースノーフェスティバル」を県内各地
で展開しています。
○「真夏の雪まつり」を開催
７月下旬から８月下旬を中心に 17 ヵ所で開催。
そり遊びや雪上運動会など、雪の上で思いっきり
遊ぶことができます。

右：雪室コンビニ“レルひや”店長のレルヒさん

～雪室熟成食品のおいしさ実感～
雪室内で熟成させると、まろやかな旨みが引き出
される食品が多数あります。米、肉、魚、果物、コー
ヒーなど、様々な食品がそろっています。
お問合せ

新潟県産業労働観光部観光局観光振興課
TEL 025-280-5254

都道府県だより
Tokyo

2012 年 8 月

東京都

アジア大都市ネットワーク 21 第 11 回総会
（シンガポール）が開催されました。
平成 24 年６月 30 日（土）
、シンガポールにて、ア
ジア大都市ネットワーク 21 の第 11 回総会が開催さ
れました。
アジア大都市ネットワーク 21 とは、東京都の呼び
かけにより、デリー、クアラルンプール、ソウル、東
京が共同で提唱し、
平成 13 年に設立された国際的ネッ
トワークです。
このネットワークの現在の参加都市は、バンコク、
デリー、ハノイ、ジャカルタ、クアラルンプール、マ
ニラ、ソウル、シンガポール、台北、東京、ヤンゴン
で、
今回新たにトムスク（ロシア）
、
ウランバートル（モ

ンゴル）が加入しました。
これまで、アジアの航空需要に対応するための中小
型ジェット旅客機の開発促進や、新型インフルエンザ
などの感染症発生時に即応するためのアジア感染症対
策プロジェクトといった、12 の共同事業の取組にお
いて成果を上げています。
今回の総会では、東京都は、政策対話において「東
京の環境エネルギー政策」について発表し、持続可
能な発展を確保する先駆的な気候変動対策として、
キャップ＆トレードや昨夏の電力不足に際しての省エ
ネ・省電力の取組などを紹介しました。
共同事業報告では、各幹事都市から、取組の成果に
ついて報告があったほか、前総会で採択された「ソウ
ル宣言」を受け、大規模災害への対応策の共有に向け
た各共同事業の取組について報告がありました。
また、次回の総会を 2013 年にハノイで開催するこ
とに合意し、
「シンガポール宣言」を採択しました。
国際社会におけるアジア地域の重要性を高め、各都
市共通の課題に共同で取り組み、その成果をアジア地
域の発展につなげていくために、東京都は、今後とも
アジア大都市ネットワーク 21 における連携を強化し
ていきます。
お問合せ

知事本局外務部国際共同事業担当
TEL 03-5388-2242
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群馬県

Gunma
「富岡製糸場と絹産業遺産群」が、
24 年度の世界遺産推薦へ !

７月 12 日に、国連教育科学文化機関（ユネスコ）
への世界遺産推薦候補について、文化審議会の世界
文化遺産特別委員会は、
「富岡製糸場と絹産業遺産群」
を 24 年度の世界遺産推薦候補とすることを了承しま
した。
「富岡製糸場と絹産業遺産群」は、明治５年につく
られた日本初の官営製糸工場「富岡製糸場」を中心に、
「田島弥平旧宅」
、
「高山社跡」
、
「荒船風穴」の４資産
で構成されています。
構成の核となる「富岡製糸場」は、明治政府により
フランスから
器械製糸や工
場建設の技術
を 導 入 し、 つ
くられました。
そ の 後、 蚕
種 生 産 の「 田
島家」
、養蚕教
育 機 関 の「 高
山社」
、蚕種を
冷 蔵 し た「 荒
富岡製糸場

船風穴」と連携し、優良
かつ同一品種の繭供給の
仕組みを確立しました。
「富岡製糸場と絹産業
遺産群」は、養蚕・製糸
の技術革新を通じて、高
品質な生糸の大量生産を
実現し、国内外に絹の大
衆化をもたらしました。
今後、実際に登録が決
定となるまでには、現地
調査を含めユネスコの厳
しい審査に適確に対応す
る必要があります。
県 民、 関 係 自 治 体 な
ど と 連 携 を 密 に し、 専
門 家、 文 化 庁 と の 協 働
の下に、26 年度の世界
文化遺産登録の実現を
目指します。
お問合せ

群馬県世界遺産推進課
TEL 027-226-2328 FAX 027-224-2812

都道府県だより
Tochigi

推薦決定記念セレモニー

2012 年 8 月

栃木県

かんぴょう伝来 300 年
栃木県は日本一のかんぴょうの産地。国内のかん
ぴょうの９割以上を生産しています。栃木県のかん
ぴょう生産の始まりは、今からちょうど 300 年前の
1712 年、近江国水口藩（現在の滋賀県甲賀市）から
下野国壬生藩（現在の栃木県壬生町）に国替えとなっ
た鳥居忠英公が、かんぴょうの種を水口藩から取り寄
せ、領内で栽培を奨励したのがきっかけと言われてい
ます。水はけのよい土壌や、とちぎの夏の風物詩とも
言える「雷雨」などの気候条件が栽培に適しており、
壬生町を中心に生産が根付きました。７月から８月は、
かんぴょう生産の最盛期です。重さ８kg にもなる夕
顔の実「ふくべ」を帯状にむき、乾燥させて作ります。
のり巻きのイメージが強いかんぴょうですが、とち
ぎでは味噌汁の具やおひたし、煮物など、かんぴょう
料理のレパートリーが豊富です。また、かんぴょうを
素材にしたお菓子やアイス、うどん、カレー、餃子な
どの関連商品も盛りだくさん。
さらに、夕顔の実「ふくべ」の外皮を乾燥させてつ
くる「ふくべ細工」は本県の伝統工芸品にもなってい
ます。
かんぴょうがとちぎに伝来して、今年で 300 年。
この節目の年を記念して、県内では様々なイベントを
開催していますので、是非お越しください。
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夕顔の実「ふくべ」

ふくべを帯状にむき乾燥させるとかんぴょうの出来上がり

郷土料理 かんぴょうの卵とじ

魔よけの面などがお土産に人気のふくべ細工

◎「道の駅しもつけ」かんぴょう関連商品もバラエティ
豊富です
HP http://www.kanpi-shimotsuke.co.jp/
◎情報紙「歴史とロマンのかんぴょう街道 24 年夏特
大号」イベントも紹介しています
HP http://www.pref.tochigi.lg.jp/g54/1511047/
kanpyou24summer.html
お問合せ

県生産振興課
TEL 028-623-2329

茨城県

Ibaraki
「元気いばらき ! 夏のグルメ屋台村 &
サーフィンフェスティバル in 大洗」の開催

茨城県では、海水浴場への誘客を図るとともに、
風評被害の払拭と観光産業の振興を目的として、平
成 24 年７月７日（土）
・８日（日）の２日間、大洗
海水浴場駐車場を会場に、観光復興キャンペーン推
進事業「元気いばらき ! 夏のグルメ屋台村 & サーフィ
ンフェスティバル in 大洗」を開催いたしました。

「グルメ屋台
村」には、県内
外の御当地グル
メが一堂に集ま
り、茨城県から
は、日本一の生
産量を誇る茨城
県産のメロンを使用したスイーツや地元大洗で採れ
た「しらす」や「じゃこ」を使用したコロッケバーガー
など、特産品を使用した商品も多数出展し、茨城県
の食の魅力を PR することができました。
同時開催の「サーフィンフェスティバル」では、トッ
ププロやアマチュアサーファーによる華麗な技術が
披露され、いばらきの海の安全性や楽しさを PR する
ことができました。
多くの来場者でにぎわい盛大なイベントとなりま
した。
お問合せ

茨城県商工労働部観光物産課
TEL 029-301-3622
イベント HP
http://www.ibaguru.jp/

都道府県だより
Saitama

2012 年 8 月

埼玉県

じてんしゃ王国埼玉で
「サイクリングフェスティバル」開催

コースは、メイン会場の熊谷スポーツ文化公園を
スタート及びゴールとし、利根川自転車道や一般道
を走行。距離別に２コースを設定し、参加者が経験
や体力に応じて選択できるようにしています。（参加
者募集は８月 31 日まで）
スピードや順位を競うのではなく、ルールやマナー
を守ってのんびり自転車を楽しむのがコンセプト。
利根川のゆったりとした流れや緑豊かな景観を眺め
ながら楽しく走ることができます。コース途中にあ
るエイドステーション（休憩所）では御当地グルメ
が振る舞われ、埼玉と自転車の魅力の両方を満喫す
ることができます。
エントリーしない人もメイン会場などで「埼玉 B
級御当地グルメブース」などのイベントが楽しめま
す。
また、交通安全教室でマナーアップと交通安全の
呼びかけを行い、安全走行の知識・マナーの向上を
目指します。
サイクリングフェスティバルを通じて埼玉県とサ
イクリングの魅力や、マナー・交通安全の大切さを
全国に発信していきます。

自転車は環境負荷が低く、健康増進にも貢献する
交通手段として、今とても注目を集めています。埼
玉県では、自転車利用のムーブメントを拡大し、自
転車や埼玉県の魅力を再認識していただくため、「第
３回埼玉サイクリングフェスティバル」を 10 月 14
日（日）に熊谷スポーツ文化公園で開催します。

お問合せ

埼玉県スポーツ振興課
TEL 048-830-6951
HP https://jtbsports.jp/contents/saitama_cycle2012/
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千葉県

Chiba
企業参画型子育て応援事業がスタート !

5,000 店の登録を目指しています。
また、「『チーバくん』を活用した子育て応援事業」
は、この事業のために特別にデザインされた「チー
千葉県では、県内の子育て家庭（妊娠中の方又は
バくん」（千葉県マスコットキャラクター）を活用す
中学生以下の児童がいる世帯）を応援するため、事
ることで、協賛事業者が子育て家庭の応援に貢献す
業者の協力を得て、
「子育て応援 ! チーパス事業」及
る取組を行う事業です。
び「
『チーバくん』を活用した子育て応援事業」の二
例えば、このデザインの
つの子育て支援事業を開始しました。
「チーバくん」を商品に使用
７月から開始した「子育て応援 ! チーパス事業」は、
し、その売り上げの一部を子
子育て家庭が協賛事業者の「チーパスの店」で優待
育て応援のための協賛金と
カード「チーパス」を提示すると、割引やプレゼン
して県に寄付する仕組みな
トなどのお得なサービスや、授乳・おむつ交換場所
どです。この事業により生じ
の提供などの安心なサービス
た寄付金は、県の子育て支援
が受けられる事業です。
施策のために広く活用して
事業開始時点で、422 事業
いきます。
者 1,713 店 舗 か ら 協 賛 を い
千葉県はこれらの事業を
ただいており、今後３年間で
通して、県内約 50 万世帯の
子育て家庭を支援し、
「子育
特別デザインの「チーバくん」
てサポート日本一」を目指し
ます。
お問合せ

優待カード「チーパス」

千葉県健康福祉部児童家庭課
TEL 043-223-2317
HP http://www.chiba-kosodate.jp/

協賛ステッカー

都道府県だより
Kanagawa

2012 年 8 月

神奈川県

活動中です ! 学生活動サークル「シーラボ☆」
～地域貢献に力を発揮する神奈川県立保健福祉大学～
県立保健福祉大学は、保健医療福祉の連携と総合
化を目指す人材の養成拠点として平成 15 年に開学
し、今年は 10 年目を迎えました。看護、栄養、社会
福祉、リハビリテーションの４学科から成り、卒業
生は連携と協働を実践する専門職として県内を中心
に活躍しています。学生は大学のミッションである
「人と人との支えあい―ヒューマンサービスの実現」
を目指して共に学ぶとともに、様々な自主的な活動
を行っています。
●地域で活躍する食育サークル「シーラボ☆」
「 シ ー ラ ボ ☆ 」 は、2007
年に栄養学科で学ぶ学生６
人が設立した食育サークル
で、学生食堂のメニューを充
実させようと活動を始めま
した。現在は学生約 60 人が
所属しており、健康メニュー
「シ―ラボ☆ランチ」を開発
し、学生食堂だけでなく、県
庁食堂や地元企業食堂にも
シーラボ☆の学生たち

提供して、県
民の食生活改
善に貢献して
います。
ま た、
「神
奈川・食育を
進める会」と
の協働で、季
バランスアップメニュー（年間 26 万枚）
節ごとのレシ
ピである「バランスアップメニュー」を作成し、県
内スーパーマーケット等で無料配布するなどの食育
活動も展開しています。
こうした県民の食生活改善への貢献や食育普及の
活動が認められ、24 年６月に内閣府による「食育推
進ボランティア表彰」を受賞しました。受賞した代
表者が「これからも食育活動を通して様々な地域貢
献をしていきたい」と抱負を述べています。大学と
してもこうしたサークル活動を支援し、今後も地域
社会への貢献に努めていきます。
お問合せ

神奈川県立保健福祉大学企画課
TEL 046-828-2530
HP http://www.kuhs.ac.jp/
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山梨県

Yamanashi
「山梨県 女子会推進課」発足 !!

山梨県が平成 21 年度から展開している、
「美・健康・
癒し」をテーマに県内の地域資源を PR する「ビタミンや
まなしキャンペーン」
。今年度は最近ブームとなっている
「女子会」に着目し、山梨県内で「美・健康・癒し」を
体感する女子会を開催してもらおうというコンセプトで、
県庁内に、女性職員からなる特命チーム“女子会推進課”
を発足させました。
７月４日、都道府県会館で行われた“女子会推進課”
発足式では、横内知事が同課発足を発表した後、
「一日
課長」にモデルの富永愛さんを、
「一日課長補佐」にも
のまねタレントの福田彩乃さんを任命。就任後、浴衣姿
の富永さんと福田さんは、女子会推進課メンバーと女子
会トークで盛り上がり、詰め掛けた報道陣に「やまなし
の魅力」を PR し
ました。
また、 同６日、
７日 に は、 最 初
の事業として１泊
さい

２日 の「 史 上 最
こう

女子会推進課メンバーとの女子会トークで「やまなしの
魅力」を PR する富永課長（中央）と福田課長補佐（右）

幸 の女子 会 体 験
ツアー」を実 施。
facebook で 募
集した一 般 招 待

者とプレス関係者
に「夏のやまなし」
を満喫してもらい
ました。参加者は
早 速、 そ れぞ れ
の facebook や
ブログでツアーの
様子や「やまなし 女子会推進課を発足し、富永愛さん（右）を「一日課長」に、
福田綾乃さん（左）を「一日課長補佐」に任命した横内知事
の魅力」 を情 報
発信してくれています。
今後は、女子会推進課メンバーが推奨する県内のパ
ワースポット巡りやワイナリー訪問、癒しの温泉体験など
を旅行商品として造成していくほか、ビタミンやまなし公
式サイト、facebook ページ、公式ブログなどで情報発
信をしていくことで、
「やまなしファン」の増加、やまなし
全体のイメージアップを図っていきます。
お問合せ

山梨県観光部観光企画 ･ブランド推進課
TEL 055-223-8876
ビタミンやまなし公式サイト
http://vitamin-yamanashi.jp/
ビタミンやまなしフェイスブックページ
http://www.facebook.com/vitaminyamanashi
ビタミンやまなし公式ブログ
http://plaza.rakuten.co.jp/machi19yamanashi

都道府県だより
Shizuoka

2012 年 8 月

静岡県

静岡県で働く医師の皆さんを応援します !

キャリア形成をお手伝いしますので、本プログラム
への参加をお待ちしています。

～ふじのくに地域医療支援センター「専門医研修ネッ
トワークプログラム」50 プログラム提供中～

静岡県専門医研修
ネットワークプログラム
イメージ図

“ふじのくに”静岡県は、「住んでよし訪れてよ
し」、「生んでよし育ててよし」、「学んでよし働
いてよし」の理想郷を目指しています。
静岡県は医師として「学びたい、働きたい」とい
う方たちを支援するため、全国に先駆けて平成22年
10月に医師確保対策を一元的かつ専門的に行う「ふ
じのくに地域医療支援センター」を設立しました。
静岡県内には質の高い、優れた病院が多くあり、
それぞれの病院が専門性の高い、最先端医療を提供
しています。ふじのくに地域医療支援センターで
は、県内の多くの病院をネットワーク化して、他に
類をみない「静岡県専門医研修ネットワークプログ
ラム」を提供しています。
このプログラムは、専門医資格取得のための研修
機会を、県内の複数病院が診療科ごとに関連医局の
壁を越えて連携し、充実した指導体制の下、各病院
が持つ強みや特徴を生かして豊富な症例や人とのつ
ながりを提供するものです。（H24.6末現在：29人
研修中）
静岡県は、医師の皆さんの充実した研修による

お問合せ

静岡県地域医療課
TEL 054-221-2867
HP http://fujinokuni-doctor.jp
詳しくはホームページを御覧ください
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ふじのくにドクター

検索

Nagano

長野県

「おいしい信州ふーど（風土）大使」を任命し
全国へ発信
長野県では、昨年 10 月から信州の豊かな風土に育
まれた農畜産物のうち、
「プレミアム」
、
「オリジナル」、
「ヘリテイジ」の三つの基準による食べ物を「おいし
い信州ふーど（風土）
」と呼称し、
統一ブランドとして、
県ホームページ内の特設ページやパンフレット等で
発信しています。
今回、その魅力をさら
に県内外に向け積極的
に PR し、長野県の食の
イメージの向上を図るた
め、食に精通した４人の
方々を大使として６月に
任命しました。
任命したのは、県内東
御市在住のエッセイスト
で、長野県原産地呼称管
理委員会会長をお務めい
ただいている玉村豊男さ
ん、発酵学の権威で東京
農業大学名誉教授の小泉
武夫さん、日本を代表す
「おいしい信州ふーど（風土）
」宣言

るグランシェフで、2008 年の北海道洞爺湖サミット
において総料理長を務めた中村勝宏さん、世界的パ
ティシエの鎧塚俊彦さん。
今後は、首都圏のホテルで信州産の農畜産物を紹
介するお披露目会に参加していただくほか、大使の
皆さんが連載されている雑誌や新聞への寄稿などに
より、「おいしい信州ふーど ( 風土 )」を全国へ発信
していきます。

おいしい信州ふーど（風土）大使
（左から鎧塚大使、玉村大使、中村大使、小泉大使は欠席）

お問合せ

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://www.oishii-shinshu.net/

都道府県だより
Toyama

2012 年 8 月

富山県

―世界５大陸から 2,600 名が富山に―
「とやま世界こども舞台芸術祭 2012（PAT2012）」
県 で は、 ７ 月 31
日から８月５日まで
“私たちが未来をきず
く ” を テ ー マ に「 と
やま世界こども舞台
芸 術 祭 2012（ 通 称：
PAT2012）」 を 開 催
しました。舞台芸術を
通して未来を担う子どもたちが国際的な文化交流を行い、
また友情を育むことで、新しい創造の可能性を広げるこ
とを目的とするものです。海外５大陸 19 ヵ国から 18 団
体、県外 10 都道県から 16 団体、県内から 45 団体の計
79 団体が参加し、総勢 2,600 名の大人と子どもが演劇や
舞踊、ミュージカル、民話劇など国際色豊かで多彩なス
テージを繰り広げました。
本県では、昭和 58 年から平成 20 年まで８回にわた
り国際的なアマチュア演劇祭を開催してきました。平
成 20 年にはジャンルの幅を舞踊や音楽など舞台芸術全
般に広げて「第１回とやま世界こども舞台芸術祭」を開
催しました。定期的な開催により、①子どもたちの国際
的な文化交流を促進し、視野を広げ新しい創造の可能性
を広げること、②モナコ世界演劇祭、ドイツ・リンゲン
の世界こども演劇祭と並ぶ世界三大アマチュア演劇祭の
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一つとして定着させること、③「演劇の聖地」と呼ばれ
る利賀の演劇と併せ、本県をプロ・アマ共に世界最高の
舞台芸術の拠点とすることを目指しています。今回の
PAT2012 は、４年前の第１回に続き２回目の開催とな
ります。
期間中は、舞台公演のほか、国内外の芸術家が講師と
して表現方法などの実技指導などを行う「ワークショッ
プ」、アジア諸国の舞台芸術活動を映像で紹介する「アジ
ア舞台芸術映像祭」などのイベントも実施しました。ま
た、今回は「富山でともだち！プロジェクト」と題し、
昨年発生した東日本大震災の被
災地から子どもたち約 130 名を
招待。公演観賞やワークショッ
プへの参加、県内観光地巡りを
通じて国内外の子どもたちとの
交流を深めました。
県では今後も富山から文化の
力で日本を元気づけるとともに、
富山から世界に国境を越えた文
マスコットキャラクター
化の橋を架ける事業を積極的に
“PAT ちゃん”
進めていきたいと考えています。
お問合せ

とやま世界こども舞台芸術祭実行委員会事務局
（富山県生活環境文化部文化振興課）
TEL 076-444-9616

石川県
な農業と近代的な産業の連携による新たな取組とし
能登スマート・ドライブ・プロジェクトがスタート!
Ishikawa
て高い評価を受けています。
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都道府県だより
Gifu
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岐阜県

岐阜県庁の節電対策の取組をご紹介します。

件を満たしてから、30 分後に開始するほか、電力使
用のピーク時間帯を含め、空調関連設備の一部を一
時停止（計 45 分間）することとしています。
また、昨夏のピーク時間帯には、６基中４基を停
止していた県庁舎のエレベーターは、来庁者の皆様
の利便性を考慮し、ピーク時間帯には、２基を停止
することとしました。
庁舎内の照明については、昨夏から、執務室の蛍
光灯を３割程度削減し、廊下は非常灯を除き消灯し
ています。ピーク時間帯には、執務室の蛍光灯の半
分を消灯するほか、打合せなど電力使用量の少ない
仕事をするよう取り組むこととしています。
加えて、職員がポロシャツやチノパン、スニーカー
で勤務することも可能とする「ぎふ清流クールビズ」
を５月７日（月）から実施しています。
他にも、仕事に支障を来さない範囲で、ピーク時
間帯を含めた有給休暇（午後休）の取得促進を図る
など、電力使用量の削減に取り組んでいます。
こうした取組を通じて、エネルギー利用に対する
コスト意識を持つとともに、今後の電力需給の状況
により、きめ細やかに臨機応変に対応できる体制で、
節電対策に取り組んでいきます。

中部電力浜岡原子力発電所の運転停止による電力
需給のひっ迫に備え、昨年５月に設置した「岐阜県
庁省エネ・新エネ推進連絡会議」の今年度第１回の
会議を６月５日（火）に開催し、県庁自身の今夏の
節電目標、対策を取りまとめました。
会議では、目標を上回る実績（７月：平均 23.7%
削減、８月：平均 21.5%削減）を上げた昨夏並みの
取組を行い、今夏（７～９月）も、県庁舎のピーク
時間帯（13 時～ 15 時）の電力使用量について、猛
暑だった平成 22 年度の夏季最大電力使用量を基準に
20%削減を目指すことを決定しました。
具体的な取組としては、冷房に関しては、運転条

お問合せ

岐阜県広報課
TEL 058-272-1116

岐阜県庁省エネ・新エネ推進連絡会議の様子。中央は古田肇知事 (6/5 於 : 県庁 )
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愛知県

Aichi

2014 年秋「国連 ESD の 10 年」
最終年会合（愛知・名古屋）を成功させよう !

していくこととしており、市町村や県民団体、企業
など地元の様々な関係者と共に、開催地元の盛り上
げを図ってまいりたいと考えております。こうした
取組に加え、この最終年会合の成功のためには、全
国的な盛り上げが必要であることから、今後、他の
自治体の皆様との連携・交流についても検討してい
きたいと考えています。

国連が定めた「国連持続可能な開発のための教育
（ESD ※）の 10 年」の最終年に当たる 2014 年秋に、
10 年間の各国の ESD の取組の成果等を取りまとめ
る最終年会合が、愛知・名古屋で開催されます。
開催地である愛知・名古屋では、会議の円滑な運
※「持続可能な開発のための教育」（ESD）とは
営をサポートするとともに、ESD の普及啓発や取組
環境、貧困、人権、平和、開発といった現代社会の様々な
を促進し、最終年会合に向けた開催機運を盛り上げ
課題を自らの問題として捉え、身近なところから取り組むこ
るため、本年５月 25 日に地元支援組織である「『国
とにより、それらの課題の解決につながる新たな価値観や行
連持続可能な開発のための教育の 10 年』最終年会合
動を生み出すこと、そして、それにより持続可能な社会を創
あいち・なごや支援実行委員会」を立ち上げました。
造していくことを目指す学習や活動のことです。（ESD は、
この支援実行委員会では、ESD のことを、多くの
Education for Sustainable Development の略）
人に理解していただき、親近感を持っていただくた
めの取組として、７月 17 日から８月 24 日までの間、
お問合せ
分かりやすく、親しみやすいキャッチフレーズを募
愛知県環境部環境政策課 ESD 会議支援室
集していますので、皆様も是非、ご応募ください。
TEL 052-954-6632
また、今後は、最終年会合の開催を一緒に盛り上
げていただける団体等の ESD に関する取組やイベン 「国連持続可能な開発のための教育の 10 年」最終
年会合あいち・なごや支援実行委員会ウェブページ
トを支援実行委員会の連携協力事業として位置付け
http://www.esd-aichi-nagoya.jp/
る「パートナーシップ事業」の実施についても検討

都道府県だより
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三重県

Mie
三重県ビジネスサポートデスクの設置

三重県では、県内中小企業の海外展開を支援する
ため、中国及びアセアン地域への海外展開を支援す
る拠点として「三重県ビジネスサポートデスク」を
設置しました。
サポートデスクの運営には、県職員を派遣するの
ではなく、県内企業の海外展開に関する専門的ノウ
ハウを有するとともに、国内及び海外の現地に必要
な体制を整えることができる事業者を選定し、業務
委託を行っています。
それぞれの国内サポートデスクでは、セミナーの
開催やメールマガジンの発行、専用ホームページに

よる情報提供、個別相談を通じて海外展開に向けた
「下地づくり」を行うとともに、現地情報の提供、現
地調査や現地商談会の開催、現地ネットワークの構
築等を担います。
また、海外サポートデスクについては、海外事業
展開のモデル事例の創出、現地専門家情報の収集と
活用、県からの経済交流ミッション団等の受入れ、
見本市出展等に関する現地アレンジ、商談機会の設
定、現地案内等、県内進出企業の交流・ネットワー
ク形成に関するアレンジ、現地政府及び関係機関等
に関する情報収集等による県の現地ネットワークの
構築支援、観光、企業情報など三重県の総合的な情
報発信の業務を担います。
昨年の県独自のアンケート結果からも、中小企業
の海外展開において、県の支援策について要望が多
かったのが、現地の政情や経済動向、現地の製品ニー
ズ・競合製品などの「情報提供」でした。そういっ
たニーズに応えられる仕組みとして、県のビジネス
サポートデスクがより多くの県内の中小企業の海外
展開支援につながればと考えています。
お問合せ

上海にある中国デスクが入居しているビル

三重県雇用経済部ものづくり推進課
TEL 059-224-2356
三重県海外ビジネスサポートデスク HP
http://www.mie-asia.jp/

バンコクにあるアセアンデスクの入居しているビル
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福井県

Fukui
恐竜博物館 特別展がスタート
～翼竜の謎・恐竜が見上げた「竜」～

なんと言っても圧巻は、天井から吊り下げられた
標本の数々。翼を広げると 10m にも及ぶ巨大翼竜ケ
ツァルコアトルスの生体復元模型や、有名な「プテ
ラノドン」が羽ばたいているときや着地しようとし
ている骨格など、大空を舞う姿勢には地上の恐竜と
は別の格好良さがあり、子どもたちにも大人気です。
学術的にも貴重で、しかも大人から子どもまで楽
しめる福井県立恐竜博物館。今年の夏も、一見の価
値ありです。特別展は 10 月８日（月・祝）まで。

日本有数の恐竜化石の産地である福井県。2000 年
にオープンした福井県立恐竜博物館は国内最大級の
地質・古生物学博物館として、世界三大恐竜博物館
の一つに数えられ、入館者数も年々増加。近年では
50 万人を超える方々が訪れる、大人から子どもまで
楽しめる大人気のスポットとなっています。
７月６日、この恐竜博物館で、夏休み恒例の特別
展が開幕しました。今年のテーマは、史上最大の空
を飛ぶ動物である「翼竜」です。
鳥でもない、恐竜でもない「翼竜」
。近年の相次ぐ
新発見によって、翼竜の進化や生態について、様々
なことが明らかになってきました。この特別展では、
多数の世界初公開の標本やジオラマなどを展示し、
翼竜の“謎”に迫ります。
特に注目を集めているのは、ダーウィノプテルス
の化石。約１億 6000 万年前（ジュラ紀）のもので、
翼竜の進化におけるミッシングリンクを埋める貴重
な化石です。そのほか、約 120 点の化石標本などに
より、三畳紀後期（２億 2500 万年前）から白亜紀
末期（6550 万年前）までに生息した翼竜を、時代を
追って紹介しています。

キリンのような巨体で空を飛ぶケツァルコアトルス

都道府県だより
Shiga

2012 年 8 月

滋賀県

「リオ+20」
ジャパンパビリオンへの出展

一方、滋賀県の外郭団体である ILEC は、琵琶湖で
培われた湖沼流域のガバナンスを強化する枠組み「統
合的湖沼流域管理（ILBM）
」を中心に展示しました。
具体的には、ILBM で提唱する六つの要素「組織・体制」
「政策」
「参加」
「技術」
「情報」
「財源」の統合が持続可
能な発展を図る上で重要であること、そして、これを
実践するための「ILBM プラットフォーム」づくりが
世界各地で採用されている事例を紹介しました。

平成 24 年６月 20 日から 22 日まで、ブラジル・リ
オデジャネイロ市において、国連持続可能な開発会議
（リオ +20）が開催され、サイドイベントとして、日
本のグリーン・イノベーションー復興への力、世界と
の絆をテーマにジャパンパビリオンが官民共同で設置
されました。
滋賀県及び（財）国際湖沼環境委員会（ILEC）は、
ジャ
パンパビリオンにおいて、ブース展示を行い、各国政
府や NGO 関係者等に向け、琵琶湖の環境保全や湖沼
とその流域のガバナンスの強化を提唱する施策を紹介
しました。

今後も琵琶湖での環境保全の取組が、世界の湖沼環
境問題の一助となるよう、ILEC との連携を図りなが
ら発信を続けていきたいと考えています。

県の展示では、東日本震災を契機に、井戸やわき水
など「近い水」の価値が再認識され、生活と密接な関
連を失わない「近い水」を取り戻すことが重要である
こと。琵琶湖総合開発は「遠い水」を導入することで、
水利用の利便性の向上や治水効果も上げられたが、固
有種の生息場の減少など課題も残したこと。
「近い水」
を取り戻すための施策として、マザーレイク 21 計画
などを紹介しました。
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京都府

Kyoto
京都府広報監「まゆまろ」活躍中 !

●まゆまろオフィシャルサイト

まゆまろは、「第 26 回国民文
化 祭・ 京 都 2011」 の PR 隊 長
として誕生。この春、京都府の
魅力や施策を幅広く PR するた
め自ら「まゆフェスト」を策定
し、京都府の広報監として、知
事から任命されました。
今年は、まゆまろが 30 万人
と触れ合い、更に認知度を向上させ京都を PR すると
いう目標の下活動しています。４月から７月までの
間に、イベントに約 100 回出演するなど、引っ張り
だこの状態が続いています。７月には、北近畿タン
ゴ鉄道を PR するため、吉本新喜劇にも出演し、芸人
並みの見事なコケぶりを見せお客様を沸かせました。
ま ゆ ま ろ の 活 動 情 報 を、 ホ ー ム ペ ー ジ、
Facebook、Twitter を活用し広く発信し、
「まゆま
ろファン」の拡大、ひいては「京都府ファン」の拡
大を目指しています。今後もまゆまろの活動を通じ
て京都府の魅力を発信していきますので、京都の PR
イベントや御当地キャライベントでまゆまろを見か
けたら、声をかけてくださいね !

●まゆまろ Facebook ページ

主にまゆまろの活動
報告を掲載していま
す。たくさんの「い
いね !」
を目指します。

●まゆまろ Twitter
活動中の情報などをタイムリーに発信しています。
お問合せ

京都府広報課
TEL 075-414-4117
HP http://www.mayumaro.jp/
Facebook http://www.facebook.com/mayumarokyoto
Twitter http://twitter.com/kyotomayumaro

都道府県だより
Osaka

「まゆまろニュース」
や、
「登場スケジュー
ル」などのコンテン
ツを用意しています。

2012 年 8 月

大阪府

グランドデザイン・大阪
～多様な価値を創造する大都市・大阪の実現～
大阪は今、うめきた開発を始め民間の力で大きく
動き出しています。
「グランドデザイン・大阪」は、
変化し、躍動する大阪の今後の方向性を広く世界に
発信するものです。府域全体の方向性を示す「将来
ビジョン・大阪」に基づき、2050 年を目標とする大
都市・大阪の都市空間の姿を分かりやすく示してい
ます。
グランドデザイン・大阪においては、世界の大都
市圏に人口が集中する傾向を捉え、
「多様な価値を創
造する大都市・大阪の実現」を目指すこととしてお
ります。その具体的なイメージとして、
「国際競争に
打ち勝つ強い大都市」
「便利で快適な大都市」
「多様
な人材が集積する大都市」
「都市魅力あふれる大都市」
「安全・安心な大都市」の五つを挙げるとともに、大
阪らしいストックとポテンシャル持った象徴的な六
つのエリア※を選定し、個別開発にとらわれることな
く、ストック、ポテンシャルを活用した圧倒的な魅
力ある大都市空間をつくり、新しい産業の創造やク
リエイティブな活動を生み出す都市基盤の実現を目
指します。
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グランドデザイン・大阪に掲げる大都市・大阪を実
現するために、これまでの「行政主導」ではなく「民
間主導」による取組を進めていきます。また、
「府市
バラバラの発想」から脱却し、広域でトータルに進め
るとともに、民間の費用、収益を回転させ、次の投資
に生かし循環する仕組みづくりを進めていきます。
さらに、
「みどりを圧倒的に増やす」
「水を綺麗に
蘇らせる」「街並みを美しく生まれ変わらせる」の三
つの方向性を掲げ、それらの方向性の下、六つのエ
リアにおいて取組を進めていくことで、都市の魅力
を高め、国内外から人を集めて都市の活力向上を目
指し、人重視の交通体系や、都心を支える交通イン
フラの戦略的推進についても図っていきます。
今後は、府市一体となった体制の下、グランドデ
ザイン大阪を強力に推進し、併せて「民間との事業
推進組織」を設け、エリアデザインやインフラの活用・
具体化を進めてまいります。
※六つのエリア
①新大阪・大阪エリア
④夢洲・咲洲エリア
②なんば・天王寺・あべのエリア ⑤御堂筋・周辺エリア
③大阪城・周辺エリア
⑥中之島・周辺エリア

■「グランドデザイン・大阪」に関する HP
http://www.pref.osaka.jp/daitoshimachi/granddesign/index.html

奈良県

Nara
県内大学生が創る奈良の未来事業

奈良県では、平成 22 年４月に、奈良県の将来像を
県民の皆さんと共有するため、
「奈良の未来を創る」
をテーマに、
「奈良をすこしでもよくしたい」という
願いをまとめた「五つの構想案」を公表しました。
そこで、県では、多様化・複雑化する県政の様々な
課題を解決し、
「五つの構想案」を具体的に推進する
ため、平成 24 年度から、新たに「県内大学生が創る
奈良の未来事業」を実施しています。事業内容は、県
内の大学（短期大学を含む）
・大学院、高等専門学校
に在籍する学生の皆さんが有する専門分野の知識や新
たな視点を生かした政策提案を募集し、審査の上、選
ばれた提案を事業化し、学生の皆さんにも参加いただ
いて実施するものです。
今年４月から政策提案を募集したところ、27 提案
の応募があり、書類選考による事前審査を通った８提
案について学生自らがプレゼンテーションを行う公開
コンペを実施し、次のとおり最優秀賞１提案、優秀賞
２提案が決定しました。
今後は、大学生の皆さんと該当する部局の職員でプ
ロジェクトチームを設置し、次年度の当初予算要求を
行うなど、具体的な事業化に向けた取組を進めます。
また、事業を実施する際には、学生の皆さんにもイン
ターンシップ制度を活用して、事業実施に参加いただ
きます。

○最優秀賞
・泊まってみ奈良？－町屋ステイで奈良を知る－
（奈良県立大学 横田紘大様 他８名）
○優秀賞
・奈良県産材製の児童用学習机・椅子・教卓の普及
（奈良女子大学 笹川祐里様 他３名）
・Meet 20s' 絆 プロジェクト－ 20 歳の若者の出会い
で絆をつくる
（帝塚山大学 森崎直人様 他７名）

お問合せ

奈良県政策推進課
TEL 0742-27-8472
HP http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-11868.htm

都道府県だより

和歌山県

Wakayama

津波避難路に建築物が倒壊し、避難の妨げとなることを防ぐため、
避難路沿い建築物等の耐震上の制限及び措置を定めた条例を制定

で到来します。少しでも早く安全な場所に避難するこ
とが求められる中、避難路沿いの建築物等が地震によ

る倒壊で避難路を塞いでしまうようなことになれば、

和歌山県では、地震によって倒壊した建築物等が

甚大な被害を引き起こす危険性があります。

津波からの避難の際に避難路の通行を妨げることを

防 止 す る た め、

津波からの円滑な避難に係る避難路沿いの建築物等の制限に関する条例
目

的

地震により倒壊した建築物等が津波からの避難の際に避難路の通行を妨げるこ
とを防止するため、避難路沿いの建築物等の所有者等の責務及び避難路沿いの建
築物等の制限を定めることにより、避難の際の安全性の向上を図り、もって県民
の生命及び身体の保護に寄与することを目的とする。

【制度の�要�

主に津波浸水想定地域内において制限

避難路沿いの建築物等にかかる努��務
避難路沿いの建築物等の所有者等は、当該建築物等について津波から
の円滑な避難に支障を生ずるおそれのないよう耐震診断及び耐震改修
等を行うとともに、適切に維持保全をするよう努めなければならない。
※避難路：市町村地域防災計画に位置づけられた避難路

避難路のうち特に重要なものに
ついては、市町村の提案を受けて
特定避難路として県が指定
特定避難路沿いの建築物等にかかる制限及び措置
制

限

特定避難路沿いにおける建築物等は、地震による倒壊により津波か
らの円滑な避難に支障を生ずるおそれのないものとして定めた基準に
適合するものでなければならない。
※基準：耐震診断により、倒壊の危険性が低いと判断される耐震性能を有していること。
（木造 Iw≧1.0 、木造以外 Is≧0.6）
※重要文化財等及びこの制度の施行以前から基準に適合していないものは適用除外。

措
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置

○ 上記基準に違反した建築物等の所有者等には、耐震改修等の措置を
とることを勧告・命令することができる。
○ この制度の施行以前から基準に適合していない建築物等であって
も特定避難路における円滑な避難に著しく支障を生ずるおそれが
あると認める場合には、所有者等に対し、耐震改修等の措置をとる
ことを勧告・命令することができる。
○ 勧告、命令に従わない場合は公表することができる。
○ 命令に従わない場合で、著しく公益に反すると認められる場合は行
政代執行の対象となり得る。
※ 勧告、命令又は特定避難路の指定をする場合は、関係市町村長の意見
及び有識者で構成する審議会の意見を聴かなければならない。

『津波からの円

本条例では、避難路の安全性の向上を図るため、

避難路沿いの建築物の所有者に対し、耐震改修等の
努力義務を定めるとともに、避難路の中でも特に重

滑な避難に係る

要なものとして知事が指定した特定避難路について

避難路沿いの建

は、その沿道建築物に津波からの避難の支障となら

築物等の制限に

ないよう一定の基準を設け、知事が必要な勧告・命

関する条例』を

令をすることができる制度としています。

制定し、平成 25

今後は、実際の運用に関する詳細な基準を定め、

年４月１日から

本条例を効果的に運用していくために市町村と連携

施行します。

して取り組み、津波からの避難の安全性の向上に努

本県では東海・

めてまいります。

東 南 海・ 南 海 地

震が発生すると、
その地震による

お問合せ

津波は沿岸部に

和歌山県県土整備部都市住宅局建築住宅課

非常に短い時間

TEL 073-441-3185
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兵庫県

Hyogo

「阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター」
開設から 10 周年 来館者が 500 万人を突破
●阪神・淡路大震災の経験と教訓を伝える施設に、500 万人が来場

「阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター」は、阪神・淡路大震災
の経験と教訓の継承と減災社会
の実現を目指し、平成 14 年４月
に開設、今年で 10 周年を迎えま
した。その記念となる年に、来
館者が延べ 500 万人を突破。記
念セレモニーを７月 27 日（金）
に行いました。
センターでは、阪神・淡路大
震災関係の貴重な資料を展示す
るとともに、実践的な防災対策
の推進拠点として、研修や研究、
災害時の現地支援などにも取り
組んでいます。

●実践的な防災対策への取組

展示のほか、センターでは「実践的な防災研究と若手防災専門家の育成」
を進めるとともに、「災害対策専門職員の育成」として、地方公共団体の防
災担当職員などを対象に、巨大災害対策に必要な事項を体系的に網羅した実
践的な研修を行っています。
また、「災害対応の現地支援」として、大規模災害が発生した場合、都道
府県等からの要請に基づき、センターの専門家等を被災地の災害対策本部な
どに派遣、助言等を行います。東日本大震災においても、発災直後から被災
地に研究員を派遣し、応急・復旧期に必要となる災害対応の諸課題について
助言しました。加えて、被災地の様子や被害の状況を「現地レポート」とし
て、センターに写真やパネルを展示し、来館者に伝えています。
さらに、行政、研究者、県民、企業など多様な主体によるネットワークを
形成し、国内外の機関が連携して防災力向上のための取組を進める拠点とし
ても機能しています。
● 10 周年記念事業を実施

開設から 10 周年を機に、関係機関と連携して、記念事業を実施します。
大規模広域災害等における被災地支援・受援の在り方を含め、減災社会の
実現に向けた国際協力の在り方について議論を深める「国際減災フォーラム」
を、国内外から著名な防災関係者等を招いて、10 月中旬に開催します。
また、特別企画「ひとぼうの 10 年」と題し、防災専門リレー講座や夏休
み防災未来学校 2012 などを実施します。
そのほか、3D 短編ドキュメンタリー「東日本大震災 津波の傷跡」、災害
メモリアル KOBE2013 なども関連事業として実施するなど、センターが実
践的な防災・減災活動を世界的に発信する拠点となることを目指しています。

● 1.17 を忘れない～震災の記憶をたどり、追体験する展示

人と防災未来センターは、西館・東館からなり、フロアごとにテーマが設
定されています。阪神・淡路大震災関係資料を提供者の体験談と共に展示す
る「震災の記憶を残すコーナー」や、語り部が自らの震災体験を語る「震災
を語り継ぐコーナー」、阪神・淡路大震災の地震破壊のすさまじさを大型映
像と音響で体感する「1.17 シアター」、実験やゲームを通して、防災・減災
に関する実践的な知識を学習する「防災・減災ワークショップ」などのコー
ナーを設けています。
継続的に収集・蓄積された震災や防災に関する膨大な資料を、ボランティ
アを始め多くの方々の協力と連携の下、分かりやすく展示し、特に子どもた
ちなどに効果的に情報発信することにより、防災の重要性やいのちの尊さ、
共に生きることの素晴らしさを伝えます。

お問合せ

公益財団法人ひょうご震災記念 21 世紀研究機構
阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター
TEL 078-262-5050
FAX 078-262-5055
HP http://www.dri.ne.jp/

都道府県だより
Tottori
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鳥取県

「まんが王国とっとり」建国記念イベント
国際まんが博開催中 !!

■鳥取会場【８月４日（土）～ 14 日（火）
】
■倉吉会場【９月７日（金）～ 23 日（日）
】
■米子会場【10 月 20 日（土）～ 11 月 11 日（日）
】
また、
「とっとりまんがドリームワールド」以外にも、３巨
匠の関連イベントや、コスプレやゆるキャラなど多種多様な
イベントが皆さんをお待ちしています。

皆さん、鳥取県と言えば
何を連想しますか？鳥取砂
丘や、二十世紀梨、ゲゲゲ
の鬼太郎、温泉、最近では
鳥取のハワイを連想する方
もいらっしゃるかもしれま
せんね。
さらに今年の鳥取県は、
「まんが王国とっとり」と
© 水木プロダクション © 谷口ジロー／小学館 © 青山剛昌／小学館
して全国に名を馳せるべ
く、まんがでアツく盛り上
がっていきます。
「ゲゲゲの鬼太郎」の水木しげる氏、
「遥かな町へ」の谷口
ジロー氏、
「名探偵コナン」の青山剛昌氏の３巨匠を始め、著
名なまんが家を数多く輩出する鳥取県で、８月４日から 11
月 25 日までの間、漫画やアニメに関する約 140 ものイベン
トを「国際まんが博」で開催します。
見所の一つは、夢の祭典「とっとりまんがドリームワール
ド」
。ここでしか見ることのできない原画展示や、人気キャラ
のショーのほか、五感で楽しむ体験ゾーンなど盛りだくさん。

■ゲゲゲの鬼太郎 妖怪の森
妖怪がひしめき合う「妖怪の森」をくぐり抜けろ !
【８月４日（土）～９月２日（日）
】
（境港市 みなとさかい交流館）
■名探偵コナン 大泥棒トレジャーキングからの挑戦状
地図を手がかりにして宝探しにチャレンジ
【９月１日（土）～９月 30 日（日）
】
（北栄町 青山剛昌ふるさと館周辺広場）
■谷口ジローゆかりの街を歩こう !
「父の暦」に登場する昭和の街並みをジオラマで再現
【８月４日（土）～ 14 日（火）
】
（鳥取市 智頭街道周辺）
この機会に「まんが王国とっとり」にお越しください。

お問合せ

鳥取県文化観光局まんが王国官房
TEL 0857-26-7238
まんが王国 HP http：//manga-tottori.jp/
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岡山県

Okayama
『スポーツ立県おかやま』を宣言

者など、約 300 人が参加して盛大に行われました。
トップアスリートからのメッセージとして、いず
れも本県出身で、バルセロナ、アトランタの両オリ
ンピックのマラソンで、２大会連続のメダルを獲得
した有森裕子さんと、バンクーバーパラリンピック
のクロスカントリー・スキーで２種目の金メダリス
トの新田佳浩さんが、それぞれの体験を交えながら
スポーツにかける熱い思いを述べられた後に、石井
知事と出席者の代表４名が『スポーツ立県おかやま』
を声高らかに宣言しました。
今後は、今回の立県宣言の趣旨を盛り込んだスポー
ツ推進の基本計画を今年度中に策定し、本県スポー
ツの一層の推進を図ることとしています。

岡山県では、県民一人ひとりが、スポーツを通じて、
健康な身体と豊かな心を育み、郷土岡山を誇りに感
じ、未来に夢と希望を持つことができる地域社会を
目指して、
「岡山県スポーツ推進条例」を制定し、こ
れを契機として、
『スポーツ立県おかやま』を宣言す
ることとしました。
宣言は、《みんなで目指す岡山》として、
「全ての
人が生涯にわたり身近にスポーツに親しむことがで
きる岡山」、「障害のある人が積極的にスポーツ活動
に参加することができる岡山」
、
「高度な専門的知識
と指導力を持つ指導者や心・技・体・知を兼ね備え
たスポーツ選手の育成と、その培われた能力を生か
すことができる岡山」
「スポーツを通じて県民の一体
感や活力が醸成され、元気あふれる岡山」など７項
目を掲げ、夢、勇気、感動を創出できる岡山の実現
を目指して、県民総参加でスポーツの推進に取り組
む決意を表しています。
７月 16 日に岡山市内で行われた『スポーツ立県お
かやま』宣言式典は、岡山県議会、市町村、県・市
町村体育協会、各競技団体、県障害者スポーツ協会、
総合型地域スポーツクラブ、スポーツ少年団の関係

都道府県だより
Shimane
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島根県

古代出雲の高層神殿、AR で再現
～ AR 神話博 開催中～
【出雲大社高層神殿 AR】
島根県では、古事記編
纂 1300 年を記念し、７
月 21 日から 11 月 11 日
まで出雲大社周辺を主会
場に、島根県内各地を訪
ね歩き、
「しまね」の魅
力を感じていただくイベント「神話博しまね」を開催
中です。
出雲大社の神殿は、平安時代の史料には高さ 48m
を誇り、国内最大級の建築物であったとの記述があり
ます。
このほど、島根県産業技術センターと県内誘致
企 業 ２ 社 の ３ 者 共 同 開 発 に よ り、 高 層 神 殿 を AR
（Augmented Reality：拡張現実）によって精緻に再
現しました。高さ 48m、奥行き 130m にも及ぶ巨大
木造建築の壮大なスケールと荘厳なたたずまいは、周
囲の風景とも相まって、当時にタイムスリップさせて
くれます。

（出現場所・期間）
出雲大社境内（東神苑）７月 21 日～ 11 月 11 日
京都国立博物館
７月 27 日～９月９日
東京国立博物館
９月 15 日～ 11 月 25 日
【巨大キャラクター AR】
しん じ こ
島根県松江市、出雲市にまたがる宍道湖に島根県観
光キャラクター「しまねっこ」と「神々の国しまね」
宣伝隊長「吉田くん」が高さ 48m で出現します。
AR フォトコンテストも開催します。
詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
http://www.shimane-iit.jp/ict/ar/
※ AR をご覧いただくには、スマートフォン向け県公式アプ
リケーション（無料）のダウンロードが必要です。

お問合せ

島根県産業技術センター ICT 技術開発プロジェクトチーム
TEL 0852-60-5137
URL http://www.shimane-iit.jp/ict/
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広島県

Hiroshima

「広島県庁キャラクター総選挙」の結果発表 !

twitter、Facebook に各キャラクターのコメントを
掲載するなどして選挙選の盛り上がりを図りました。
その結果、投票総数 9,389 票のうち 1,789 票を獲
得した「ブンカッキー」が１位に選ばれ、早速「お
しい！広島県」委員として７月 16 日に銀座にオープ

県のキャラクターを知ってもらうことにより、県
施策への関心の向上と、県観光キャンペーン「おし
い！広島県」を盛り上げるために 6/4 ～ 25 までの
期間でキャラクター総選挙を実施しました。
この選挙は、１位（センター）となったキャラク
ターが県の観光キャンペーンの「おしい ! 広島県」の
委員に就任することも
あり、選挙戦は序盤か
ら白熱しました。
投 票 は 県 の HP や
Facebook、 ハ ガ キ、
FAX による方法に加
え、 そ ご う 広 島 店 と
連携して店内に臨時
投票所を開設して行
いました。
期間中は、投票を促
すためのチラシを作成
し、県内のスーパー、
コンビニの各店舗に配
布して周知を図るとと
もに、キャラクターを
総選挙 PR チラシ
登場させた中間発表や

た

１位を獲得したブンカッキー

お問合せ

広島県総務局広報課
TEL 082-513-2372

都道府県だより
Yamaguchi

う

ンした広島ブランドショップ「TAU」のオープニン
グに参加するなど、活躍の場を広げています。

2012 年 8 月

山口県

山口海物語・山口海物語プレミアム
－山口県水産加工品ブランド－
ひびき なだ

日本海、 響 灘、瀬戸内海と三方が海に開かれた山
口県では、豊かな海の幸を生かした水産加工品が数
多く生産されています。
その中には、
「うに瓶詰め」
、
「ふぐ加工品」、「みり
ん干し」、「辛子明太子」など全国有数の生産量を誇
る製品や､新鮮な素材を使った「塩干品」
「煮干し品」、
、
「海藻加工品」、卓越した技術や伝統の技により生み
出される「焼き抜きかまぼこ」
、山口県の特色ある水
産物である「鯨製品」
、
「くるまえび製品」などがあ
ります。
これら水産加工品を代表的な 12 品目に絞り込み、
原料・衛生・添加物など、一定の基準を満たした製
品が、
「山口海物語」です。また、
「山口海物語」認
定製品のうち、さらに全国に誇れる優れた製品を「山
口海物語プレミアム」として認定し、首都圏・関西圏・
近隣県への積極的な販売促進を図ります。
この「山口海物語」
・
「山口海物語プレミアム」製
品は、山口県の水産加工業の振興を図るために組織
された「山口県水産加工業連合会」が製品認定を行っ
ています。
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今年も、３月に開催された「第 10 回山口海物語認
定委員会」で新たに、
「山口海物語」７製品、「山口
海物語プレミアム」17 製品が「山口海物語」の仲間
に加わり、122 製品が「山口海物語」認定製品とし
てラインアップされています。
詳しくは、製品カタログやホームページで紹介し
ています。
今後も、「山口海物語」ブランドを全国に発信する
ことにより、本県水産加工品の優秀さを PR し、認知
度を高め、販路拡大を図っていきます。

「山口海物語」ロゴマーク
「山口海物語プレミアム」ロゴマーク

お問合せ

山口県流通企画室
TEL 083-933-3556
まるごと！やまぐち

検索

香川県

Kagawa
香川の恵み「さぬき讃フルーツ」

字を当て、
「燦々とふり注ぐ太陽の下、生産者が心を込めて大切に育て
た香川自慢の果物」ということが伝わるように命名したものです。
お ば ら べ に わ せ

県オリジナル品種の温州ミカン「小 原紅早生」
、キウイフルーツの

サンサンとふり注ぐ太陽の恵みがいっぱい詰
まった「さぬき讃フルーツ」
。
香川県の果物は、種類が豊富で、四季を通
じて美味をお届けできるのが特長。一定の品
質基準を満たした自慢の果物をお届けします。
この香川の新ブランド「さぬき讃フルーツ」
は、太陽の「ＳＵＮ」と香川産の「産」
、賛美
の「賛」の意味を込めて、讃岐の「讃」の漢

小原紅早生

こうりょく

「香 緑」
、
「さぬきゴールド」
、
「さぬきエンジェルスイート」などに加え、
イチゴの「さぬきひめ」
、そして県内で生産が盛んなブドウの「シャイン
ひかわはくほう

か の い わ

マスカット」や「ピオーネ」
、桃の「日川白鳳」
、
「加納岩白桃」
、
「あかつき」
などと、梨の「幸水」
、
「豊水」の６品目を対象としています。
そのロゴマークは、
「サンサンとふりそそぐ太陽の恵みを受けて、あっ
と ! 驚く美味しさ」を表現。香川のフルーツの魅力が大きく広がってい
くイメージをオレンジ色の渦巻き模様に象徴させ、生き生きと飛ぶように
育つ様子を、ピンクとグリーン、ブルーの線で表しています。
６月末に、
「さぬき讃フルーツ」のうち夏果物を中心に、第１回の生
産者認定を行いました。今回は２個人 15 団体を認定しましたが、今後
も年２回程度、認定を行っていく予定です。
先月中旬に行ったキックオフイベントでは、試食販売やロゴマーク入り
のラッピングカーのお披露目など、
「さぬき讃フルーツ」を多くの方に知っ
てもらい、味わっていただきました。
香川県は雨が少なくて日照時間が長く、穏やかな瀬戸内式気候で、
この気候条件が果物の栽培に適していて、四季折々のおいしい果物を、
年間を通じて提供できます。これが本県の強み。うどんだけじゃない香
川県の魅力として、全国の皆さんに愛される新ブランドを目指して PR し
ていきます。
あっと驚く美味しさを、是非実感してください。

香緑

お問合せ

さぬきひめ

香川県農業生産流通課
TEL 087-832-3417
HP http://www.pref.kagawa.jp/seiryu/sanukisanfruit/

「さぬき讃フルーツ」生産者認定式

都道府県だより
Tokushima
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徳島県

集落再生の切り札に !
～「とくしまサテライトオフィスプロジェクト」～
「過疎集落」と「高速大容量のブロードバンド環境」
という、対局とも言える環境を融合させた、徳島県の「サ
テライトオフィス」への取組が、今、全国から注目を集
めています。
徳島県は、地上デジタル放送への完全移行に伴う視
聴チャンネル数の減少を防ぐため、
「全県 CATV 網構想」
を推進した結果、中山間地域の隅々にまで高速大容量
のブロードバンド環境が整
備されました。
一方、東日本大震災を教
訓に、首都圏の企業がリス
ク分散のため、ICT を活用
した時間・場所にとらわれ
ない、
「モバイル勤務」
「サ
テライトオフィス勤務」など、
新たな働き方を模索してい
ることにいち早く着目。そ
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こで、 過 疎 集
落 の古民 家に
超 高 速 ブロー
ドバンドを配備
し、 首 都 圏 企
業のサテライト
オフィスとして
展開することで
地域に元気を取り戻すという、これまでにない「集落再
生モデル」づくりに取り組むこととなりました。
昨年の実証実験では、山や海に囲まれた美しい景観
と超高速ブロードバンド環境との共存に、参加された企
業の方々から感嘆の声が上がり、その結果、現在、９社
のサテライトオフィスが進出しています。
また、サテライトオフィスの取組は、首都圏の企業・
社員に、新たなワークスタイルを提案すると同時に、少
子高齢化・人口減少が急速に進む過疎集落に「新たな風」
を起こしています。雇用の拡大や伝統文化の継承など、
地域の再生・活性化に向けて様々な効果を生み出すこと
が期待されています。

愛媛県

Ehime

愛媛県イメージアップキャラクター「みきゃん」

つくる商品など
にもみきゃんの
愛媛県には、道後温泉、しまなみ海道、かんきつ
デザインが使用
類を始めとする豊かな観光資源や農林水産物、歴史・
できるようにな
文化、ものづくり技術などの様々な魅力があり、こ
りました。既に
れら魅力を県内外へ PR し、愛媛を印象付けるための
関係団体や民
ツールとして、平成 23 年 11 月 11 日、ワンワンワ
間 企 業 か ら は、
みきゃんの活動の様子
ンワンの日に愛媛県イメージアップキャラクター「み
キーホルダー
きゃん」が誕生しました。
や T シャツのほか、名刺、企業 HP など、様々な商
「みきゃん」とは、みかんの ｢み｣ と子犬の泣き声
品や広告にかかる問合せや申請が寄せられています。
「きゃん」を併せた名前で、
「きゃん」には、英語の
使用にかかる申請方法などは県ホームページに掲載
CAN、できるの意味もあり、いろいろなことに挑戦
していますので御覧ください。
していくという前向きな気持ちを込めています。ま
なお、今後は各地イベントに参加したり、11 月に
た、デザインは、野を駆ける動物に似た愛媛県の形と、 はみきゃん誕生１周年記念イベントを開催するなど、
愛媛の方言である「～やけん」の「けん」が犬とも
「みきゃん」のより一層の知名度向上と愛媛の魅力情
読めることから、犬をモチーフにしました。
報発信に努めていきますので、皆様もこの愛らしい
昨年、11 月に誕生して以来、県内や東京など大都
みきゃんを是非応援していただきますようお願いし
市圏の観光・物産イベント等に参加し、広く愛媛を
ます。
お問合せ
PR しており、徐々にではありますが、愛媛のマスコッ
愛媛県企画振興部管理局広報広聴課
トキャラクターとして浸透しつつあります。
TEL 089-912-2241
また、みきゃんの活用により、本県の魅力を更に
HP http://www.pref.ehime.jp/h12200/character/mican/index.html
PR していくために、６月 18 日から、民間企業等が

都道府県だより
Kochi
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高知県

アンテナショップ「まるごと高知」が
２周年を迎えます

年を迎えるに当たって再び「まるごと高知」の PR 大
使に就任した「カツオ人間」が、８月 31 日までの任
期中、２周年記念企画
などの様々な情報を逐
一発信していきますの
で、是非ホームページ
などをチェックしてみ
てください。
「まるごと高知」は、
今後とも高知の魅力を
皆様に発信していきま
す。東京へお越しの際
には、是非「まるごと
高知」へもお立ち寄り
ください。

高知県の魅力的な商品を売り出すため、首都圏で
の外商活動の拠点として東京・銀座に設置したアン
テナショップ「まるごと高知」
。県産品を販売する店
舗、レストラン共、高知県出身者を始め多くの皆様
に御愛顧をいただき、この８月 21 日に２周年を迎え
ます。
昨年度は、県産品販売やレストランの運営にとど
まらず、
「まるごと高知」の大きな役割である首都圏
の百貨店や量販店、飲食店への仲介・あっせん活動、
そして高知県産品及び高知県自体を全国に PR する情
報発信活動の成果が大きく伸びた１年でした。
その情報発信
に大きな役割を
お問合せ
果 た し た の が、
「カツオ人間」
高知市の菓子製
ツイッター https://twitter.com/katsuo__2011
造業者が生んだ
フェイスブック https://www.facebook.com/katsuo.ningen
大 人 気 の 御 当 地 「まるごと高知」
キャラクター「カ
所在地 東京都中央区銀座 1-3-13
ツオ人間」です。 TEL 03-3538-4367
こ の 夏 も、 ２ 周
HP http://www.marugotokochi.com
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Fukuoka

福岡県

全国初 ! 安川電機を国際戦略総合特区の指定法人に
本県と北九州市、福岡市が一体となって進める「グ
リーンアジア国際戦略総合特区」では、これまで地
域に蓄積された産業・技術・人材・ネットワークと、
アジアとの近接性などの強みを生かして、環境を軸
にアジアから世界に展開する産業拠点の構築を目指
しています。
昨年 12 月に指定を受けた本特区では①都市環境イ
ンフラのパッケージ化によるアジア展開、②環境配
慮型製品の開発・生産拠点の構築、③資源リサイク
ルシステムの確立、④アジアとのシームレスなビジ
ネス環境の実現の四つの柱を掲げて事業を進めてい
ます。
特区推進に当たっては、特区法に基づき税や金融
などの支援措置が講じられており、本年５月８日、
本県は、特区法に基づく国の税制優遇措置を活用で
きる法人として、株式会社安川電機（本社：北九州市）
を指定しました。この指定は全国七つの国際戦略総
合特区の中で、第１号となります。
今回の指定により、同社が平成 26 年３月までに行
う特区関連の設備投資について、機械や装置の取得

価格の最大 50%の特別償却か、15%の税額控除を受
けることができます。同社は、平成 24 年度から平成
25 年度にかけて、省エネ・省力化につながる産業用
ロボットや高効率モータ等の研究開発 ･ 生産のため
に 40 億円を超える設備投資を計画しており、今回の
税制優遇措置を活用することで、今後の事業展開の
促進が期待されます。
本県では、今後も引き続き本特区を積極的に推進し、
環境を軸とした産業拠点の構築を進めていきます。

法人指定書を交付する小川知事（左）と同社利島康司取締役会長（右）

都道府県だより
Saga
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佐賀県

逆転の発想 ! 楽しみながら節電を呼び掛ける
「夏の節電ありがとうギフト」を実施
今年もまた、暑い夏がやってきました。電力供給不
足が懸念される中、節電への関心が高まっています。
毎日の暮らしの中で、電気の使い方を見直している方
も増えているのではないでしょうか。
しかし、節電しなければいけないのは分かっていて
も、我慢してばかりの生活を毎日続けるのは難しいも
の。そこで、佐賀県では、楽しみながら生活に無理の
ない範囲で節電に取り組んでもらえるよう「夏の節電
ありがとうギフト」を実施しています。
これは、７月から９月までの各月で、電気使用量を
前年同月よりも３％以上削減できた県内の御家庭に、
毎月抽選で 300 名の方に素敵な賞品を差し上げると
いうもの。対象者は九州電力と電灯契約を結んでいる
佐賀県在住の方で、事業所は除きます。
より多くの方に節電に取り組み、応募していただけ
ればと考え、簡単に応募できる仕組みになっています。
九州電力から届く検針票（写し）を締切日までに郵便
又は電子メールで送っていただくか、あるいは市町役
場にある応募箱に入れていただくという方法です。節
電を賞品がもらえるチャンスだと捉えれば、楽しみに
かわるのではないでしょうか。
また、どんな賞品がもらえるのかが気になるところ。
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７月 25 日現在で、18 社から賞品の提供の申し出を
いただき、今後も県内に事業所を有する協賛企業・団
体を募集します。
そのほか、佐賀県では節電を無理なく楽しくできる
よう、海や山、あるいは既にクーラーが効いた博物館
やショッピングセンターなどのクールスポットに出掛
けませんかという呼び掛けも行っています。
佐賀県「夏の節電ありがとうギフト」協賛企業一覧
（平成24年7月25日現在）

協賛企業名

提供商品
LEDシーリングライト（調光一体型）
サーキュレーター（首振り型）
LED電球（人感センサー付）
ママのこだわりミートボール(１２個入り）
風鈴
ポカリスエット（２４本入）
ウォータリングキスミント(８個入り）

アイリスオーヤマ(株)
伊藤ハムウエスト(株)
伊万里鍋島焼（協）
大塚製薬(株)
九州グリコ(株)
コープさが生活協同組合

COOPワンタッチコアノン(６ロール）、COOPグリーン
キーパーコンパクト（６パック）、COOPセフター漂白
剤入り簡易パック１．０ｋｇ

コカ・コーラウエストプロダクツ(株)
佐賀県有明海漁業（協）
佐賀県陶磁器工業（協）
(株)佐賀新聞社
(株)ジェイエイビバレッジ佐賀
竹下製菓(株)
(株)友桝飲料
西九州茶農業協同組合連合会
久光製薬(株)

コカ・コーラミニタオル
佐賀海苔®（高級焼海苔半切６枚☓２袋入）
風鈴
生誕９０周年記念 山下清展招待券
佐賀みかんストレート（２０本入）
ブラックモンブラン引換券(１０本分）
こどもびいる（３本入）
うれしの茶(緑茶ティーバッグ）冷茶用
Hisamitsu アイスタオル

日産自動車(株)

「日産リーフで節電アクション」 ※「７月分」応募者が対象
（日産リーフ１台の無償貸与＋LEAF to Home１台の無償提供）

肥前陶磁器商工（協）
(株)まんてん

風鈴
ごまさぶれとすりごまと油のセット
（五十音順）

お問合せ

佐賀県環境課
TEL 0952-25-7079
夏の節電ありがとうギフト

検索

長崎県

Nagasaki

第 10 回全国和牛能力共進会
～５年に１度の和牛の祭典が長崎県で開催されます～
５年に１度、全国から優秀な和牛を一堂に集め、
その能力を競い合う和牛能力共進会が、10 月に長崎
県で開催されます。
和牛らしい体型や
しゅ

品位などを競う「種
ぎゅう

牛 の 部 」 と 肉 質・
肉量を競う「肉牛の
部」に各道府県の代
表 牛 484 頭 が 出 品
され、それぞれの部
門で頂点を目指し
共進会の様子（前回鳥取大会より）
ます。和牛関係者に
とって、まさに威信をかけた大会で、審査結果によっ
ては、各道府県のブランド確立を左右するほどです。

佐世保メイン会場、島原会場、肉牛の部会場の三
つの会場では様々なイベントが開催され、中でも、
佐世保メイン会場のハウステンボスでは、和牛日本
一を決める真剣勝負を間近で見られる審査会場や調
教場などがあり、普段決して見ることができない牛
たちの姿を目の当たりにすることができます。その
ほか、全国の有名ブランド牛の試食や長崎の豊富な
食材を使ったグルメを満喫できるコーナーなどが立
ち並びます。
また、大会 100 日前イベントが開催される７月７
日からは、県内各地の飲食店、宿泊地で創意工夫に
富んだ長崎和牛料理を提供する協力店を御用意して
います。長崎県特有の離島・半島のミネラル豊富な
牧草で育てられた「長崎和牛」。その味を存分に御堪
能ください。
開 催 日：10 月 25 日（木）～ 29 日（月）
開催場所
佐世保メイン会場：ハウステンボス（佐世保市）
島原会場：島原復興アリーナ（島原市）
肉牛の部会場：佐世保市食肉地方卸売市場ほか
お問合せ

第 10 回全国和牛能力共進会長崎県実行委員会
TEL 095-894-3806

都道府県だより
Oita
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大分県

養殖ドジョウ生産量日本一 !

けています。ほかにも、北陸地域での蒲焼き用、ト
キやコウノトリなど希少鳥類の餌として出荷されて
います。
今後は、県が技術研修を実施し、種苗生産・養殖
技術の民間移転を積極的に推進します。また、雌ド
ジョウのマーケットニーズが高いことから、選択的
に雌ドジョウのみを生産する技術等の確立を図り、
大分県農林水産業振興計画である「おおいた農山漁
村活性化戦略 2005」に掲げる目標生産量の 40t 達成
に向け、ドジョウの生産拡大を積極的に推進してい
きます。

夏が旬のドジョウ料理。養殖ドジョウ日本一を誇
る大分県では、平成 23 年の生産量が 10t に達しまし
た。稚魚期の飼育方法の改善によって、種苗が安定
的に確保できるようになったことに加え、養殖管理
技術が向上したことが、生産量の増加に貢献してい
ます。
大分県のドジョウ養殖は、県農林水産研究指導セ
ンターが、平成 14 年に全国に先駆けて開発した泥
を使わない屋内養殖技術を用いています。従来の休
耕田を利用した水田養殖と違い、地下水を利用し底
土を敷かない屋内コンクリート水槽で生産されるた
め、ドジョウ独特の泥臭さがないのが特徴です。ま
た、水温が低下する冬期にドジョウは成長しません
が、水槽の水温を 25 度に保つことで、養殖期間は１
年から半年に短縮され、年間を通じて安定供給する
ことが可能となりました。この方法で生産されたド
ジョウは、
「骨を感じない柔らかな食感」と「えぐ味
のない旨味」を兼ね備えているため、都内のどじょ
う料理の老舗店からは「最高の品質」との評価を受
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宮崎県

Miyazaki
「綾ユネスコエコパーク」登録決定

今回の登録により、国際的にも貴重な照葉樹林の

評価や「自然と共生する地域づくりの先進地」とし

宮 崎 県「 綾 地 域 」 が、 ７ 月 11 日、 国 連 教 育 科

学 文 化 機 関（ ユ ネ ス コ ） の 人 間 と 生 物 圏（MAB）
国 際 調 整 理 事 会 に お い て、 ユ ネ ス コ エ コ パ ー ク

ての取組を国際的に発信することができ、県民の自

然環境保全や利用に関する意識の高揚が図られると
ともに、県のイメージアップや観光客の増加が見込

（BR:Biosphere Reserves）に登録されることが決定

まれ、地域振興にもつながるものと期待されます。

しました。

名称は「綾ユネスコエコパーク」で、国内からは

1980 年の「屋久島」
「大台ヶ原・大峰山」
「白山」「志
賀高原」以来 32 年ぶり５ヵ所目の登録。地方自治体
からの申請が登録されたのは国内初です。

対象地域は宮崎県のほぼ中央に位置し、綾町の全

域、小林市、西都市、国富町、西米良村にまたがる
約 14,580ha。東アジアの照葉樹林帯の北限付近にあ
り、多くの日本固有種で構成される照葉樹自然林が
国内最大規模で残されているなど、手つかずの自然

林が現存しています。また、地域では有機農業等と
の連携でのエコツーリズムを通じ、自然と人間の共
存に配慮した地域振興策等が行われています。

てる は

国内最大規模の照葉樹自然林、照葉大吊橋と綾南川

都道府県だより

＜写真提供 : 綾町＞

2012 年 8 月

鹿児島県

Kagoshima

鹿児島と大阪を結ぶ「さんふらわあ」を応援しています。
フェリー「さんふらわあ」は、鹿児島と関西を結
ぶ唯一の定期カーフェリー航路として毎日上下便運
航され、本県にとって長距離物流の基幹ルートとし
て、さらに、関西方面からの観光客や帰省客の受入
れルートとして、欠くことのできない極めて重要な
役割を担っています｡
また、フェリーによる海上輸送は、エネルギー効
率が良く、陸上トラック輸送に比べ、二酸化炭素の
排出量を３分の１程度に抑えられるなど、モーダル
シフトの受け皿として、環境面においても優れた輸
送手段の一つとなっています。

本県では、地元自治体や運輸関係団体、荷主関係
団体等で構成する「鹿児島県志布志・大阪航路利用
促進協議会」を中心に、様々な利用促進事業や、広
報紙等を活用した「さんふらわあ」の PR を行うこと
で、同航路の利用促進を図っています。
平成 24 年度において、同協議会では、フェリーさ
んふらわあが設定している「船に泊まろう。マイカー
プラン」から、さらにお得な「マイカーお試しプラン」
として部屋の等級などに応じた運賃割引を実施して
います。
また、港からの２次アクセスについても、鹿児島
県内においては、志布志港から鹿児島中央駅までの
直行シャトルバス「さんふらわあライナー」が、また、
大阪南港においては、大阪梅田・京都駅までのシャ
トルバスがフェリーの発着時刻に合わせて運行され
ているなど、各港から主要都市間への移動の利便性
の向上に努めています。
今後とも本県にとって重要な航路である志布志・
大阪航路（さんふらわあ）の安定的な運航を確保す
るために、同航路の利用促進を図ってまいります。
お問合せ

鹿児島県交通政策課
TEL 099-286-2465

さんふらわあ きりしま
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Okinawa

沖縄県
国内最高峰の男子
ゴルフトーナメントの
沖縄開催をきっかけ
として、沖縄県のゴ
ルフ界全体が盛り上
がり、ひいては我が
国ゴルフ界の今一層の隆盛につながるよう、取り組んで
いきたいと考えております。

第 77 回日本オープンゴルフ選手権競技 沖縄で開催 !
国内最高峰の男子ゴルフトーナメ
ントである「日本オープンゴルフ選手
権競技」が、今年 2012 年の 10 月
11 日（木）～ 14 日（日）の日程で、
本土復帰 40 周年記念の目玉事業と
して沖縄県で開催されます。
国内屈指の大会を沖縄で開催でき
ることは、県民の誇りとするところであり、また、大会の
模様は NHK によって４日間を通じ全国への生放送が行
われることから、沖縄のゴルフ環境が単なるリゾートゴル
フではなく、プロのゴルフトーナメントにも十分応え得る
ものであることを PR できます。さらに、放送ではスポー
ツツーリズムを中心とした沖縄観光など開催地域の紹介
等も行われます。
このように日本オープンゴルフの開催は、単にスポー
ツの振興に留まらず、健全な青少年の育成並びに本県の
リーディング産業である観光産業の振興にも大きな効果
が期待されるなど、本県のさらなる発展に向けた意義深
いイベントであります。
沖縄は、宮里藍、宮里美香、諸見里しのぶなど、女
子プロ選手の活躍が目立っておりますが、最近ではアマ
チュアゴルファーの台頭もあります。

【大会概要】
（１）名
称
（２）主催／共催
（３）場
所
（４）参 加 者
（５）開 催 日

第 77 回日本オープンゴルフ選手権競技
（公財）日本ゴルフ協会／ NHK
那覇ゴルフ倶楽部（沖縄県八重瀬町）
参加を承認された 114 名の選手
平成 24 年 10 月 11 日（木）～ 14 日（日）

お問合せ

日本オープンゴルフ沖縄開催実行委員会事務局
TEL 070-5412-3533
HP http://www.okinawastory.jp/jog_okinawa/
※日本オープンゴルフの沖縄開催については、専用のホームページ（上
記 URL 参照）を設置し、大会概要ほか、観戦ツアー情報、ボランティ
ア募集情報などを掲載していきますので、是非御覧ください。

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

みんなで考えよう。健康で豊かな生活のために。
総 務 省
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「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、
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。
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
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。

連絡窓口：全国知事会調査第三部・
地方自治政策センター
TEL

：03-5212-9136

FAX

：03-5212-9135

メール ：kenkyushitsu@nga.gr.jp

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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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 名など
るもい体験ナビ「留萌スペシャルプログラム」
2012.8.26 SUN

9:00 START!

2012 北海道マラソン

実施期間・実施日
～ H24 年 9 月
H24 年 8 月 26 日

青森県下北半島最大規模の祭り「田名部まつり」

H24 年 8 月 18 日～ 8 月 20 日

あおもり LOVE JOMON シリーズ
～遺跡を訪れて JOMON の音や風を感じよう～

H24 年 8 月 18 日～ 9 月 8 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

－

やまがた元気プロジェクト展開中

H24 年 4 月～ H25 年 3 月

もがみ観光博

H24 年 7 月 29 日～ 11 月 18 日

全国各地における「山形県物産展」の開催情報

－

みやぎ観光 NAVI

－

食材王国みやぎ

－

うつくしまグローバルセミナー 2012 を開催

国際課 （TEL 024-521-7183） 開催 : H24 年 9 月 29 日～ 30 日、募集 :H24 年 8 月中旬～ 9 月 10 日

若年者就職ガイダンスの開催， 雇用労政課（TEL 024-521-7290）
ふるさとの祭り 2012 メイン会場の観覧者募集中
大地の芸術祭

越後妻有アートトリエンナーレ 2012

サマースノーフェスティバル 2012

H24 年 9 月 8 日
募集 : ～ H24 年 9 月 28 日
H24 年 7 月 29 日～ 9 月 17 日
－

アース・セレブレーション 2012

H24 年 8 月 17 日～ 8 月 19 日

東京都

イベントカレンダー

群馬県

イベント情報

随時

イベント情報

－

やすらぎの栃木路夏の観光誘客キャンペーン

－

かんぴょう伝来 300 年関連イベント

－

イベントカレンダー

－

栃木県
茨城県
埼玉県
千葉県
神奈川県

越谷の夏の風物詩

－

日本三大阿波踊り「第 28 回南越谷阿波踊り」

聴いて！見て！そして踊って！ 「第 12 回坂戸よさこい」
イベント情報
ちばアクアラインマラソン

H24 年 8 月 24 日～ 8 月 26 日
H24 年 8 月 18 日～ 19 日
－

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 名など

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

−

富士の国やまなし観光ネット

−

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

−
−

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 !!」

−

信州四季旅キャンペーン「涼しい夏旅 さわやか信州」展開中

H24 年 7 月〜 9 月

ふるさと信州寄付金「夏の特別キャンペーン」実施中

H24 年 6 月〜 9 月 14 日

おわら風の盆

H24 年 9 月 1 日〜 9 月 3 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〜

−

能登空港１０年目突入キャンペーン！
能登⇔羽田便で「能登牛１頭のオーナー権」など、１０種類の「能
登の里山里海の恵みオーナー権」が１００名様に当たる！

H24 年 7 月 7 日〜 9 月 30 日

ぎふ清流国体本大会まであと１か月！

H24 年 9 月 29 日〜 10 月 9 日

岐阜県美術館開館 30 周年記念

H24 年 7 月 13 日〜 8 月 26 日

象徴派−夢幻美の使徒たち

きてみん！奥三河 MUSIC ハーモニーフェスタ in 茶臼山 地域振興部 地域政策課 Tel:052-954-6097
陶磁資料館企画展「戦国のあいち −信長の見た城館・陶磁・世界−」
平成 24 年度 ESD キャッチフレーズ募集

H24 年 9 月 15 日・16 日
H24 年 7 月 28 日〜 9 月 30 日
H24 年 7 月 17 日〜 8 月 24 日 ( 必着）

三重県の観光ガイド。イベントや観光施設など情報満載！
三重県全国俳句募集「食の一句」＆「東北応援の一句」募集中
恐竜博物館特別展「翼竜の謎〜恐竜が見あげた『竜』〜」

−
H24 年 5 月 16 日〜 10 月 18 日
H24 年 7 月 6 日〜 10 月 8 日

福井県内の平家ゆかりの地

−

おいで〜な滋賀体感フェア

H24 年 9 月 15 日〜 9 月 16 日

旬の京野菜提供店

H24 年７月 16 日〜８月 31 日

夏の京づくし 2012

催し 募集・受付

−

府立近つ飛鳥博物館夏季企画展
「古代の装身具（アクセサリー） 出土品からみる男性と女性」
イベント紹介

−

「うふふ川柳」ただいま募集中！

−

平城京天平祭☆夏 2012
奈良県のメールマガジン

H24 年 7 月 21 日〜 9 月 2 日

H24 年 8 月 24 日〜 26 日

〜大仏さんのつぶより情報〜

−

イベント一覧

−

広報専門員のブログ「ひょうごワイワイ plus+」好評配信中☆

−

ツイッターで東日本大震災支援

−

フェイスブック「はばタンなび」に遊びに来てね

−

「岩美現代美術展」アートがつなげる人々と自然（岩美町）

H24 年 8 月 26 日〜 9 月 5 日

国際まんが博「とっとりまんがドリームワールド」( 倉吉会場 )

H24 年 9 月 7 日〜 9 月 23 日

オトナをこどもにするクスリ「とっとりアニカルまつり 2012」（米子市）

H24 年 9 月 8 日〜 9 月 9 日
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都道府県名

岡山県
島根県
広島県
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

イベント・PR 名など

実施期間・実施日

あなたの知りたい岡山の観光情報がきっとみつかる！
「晴れらんまん おかやま旅ネット」
「神話博しまね」開催中

−
H24 年 7 月 21 日〜 11 月 11 日

イベントカレンダー

−

イベント・行事情報

−

夏休み向けのイベント情報も満載 ! メールマガジン「山口きらめーる」

−

おいでませ ! 山口イヤー観光交流キャンペーン

H24 年 3 月 1 日〜 8 月 31 日

山口県立美術館で「防長の絵図 美しき古地図の世界」を開催

H24 年 7 月 24 日〜 8 月 26 日

「ＡＲＴ

ＳＥＴＯＵＣＨＩ

夏」

〜 H24 年 8 月 19 日

栗林公園で優雅に「和船」を楽しむ

−

「てくてくさぬき夏 〜うどん県を歩く〜」を開催中

−

第 27 回国民文化祭・とくしま 2012

H24 年 9 月 1 日〜 12 月 14 日

「えひめ南予いやし博 2012」開催中

H24 年 4 月 22 日〜 11 月 4 日

しまなみ島走レスキュー

東予地方局今治支局総務県民室

愛媛県職員ブログ「みかんの国から」絶賛更新中です！
観光キャンペーン「リョーマの休日」好評実施中！

H24 年 7 月 27 日〜
−
H24 年 4 月 1 日〜

生誕 150 年記念展「植物学者・牧野富太郎の足跡と今」を開催！

H24 年 6 月 16 日〜 9 月 23 日

夏休み恒例

H24 年 7 月 13 日〜 9 月 24 日

特設展「土佐藩歴代藩主」展を開催！

県運営インターネット通販サイト「よかもん市場」
〜東日本大震災被災企業を応援 「東北コーナー」開設〜

随時

脊振わんぱくまつり わんぱくまつり実行委員会事務局 TEL 0952-59-2111

H24 年 8 月 15 日

観光農園（フルーツ狩り） 伊万里ふるさと村 TEL 0955-24-2252

H24 年 8 月 20 日〜 9 月 30 日

第 29 回

H24 年 9 月 15 日〜 9 月 17 日

富士町古湯映画祭

長崎県の驚きと感動の食情報が満載「食 KING 王国」！
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！」

−
H24 年 10 月 25 日〜 10 月 29 日

大分県観光情報公式サイト

−

おおいた文化情報エンジン

−

イベントカレンダー

−

恐竜展 2012 in くまもと

H24 年 7 月 21 日〜 9 月 23 日

生誕 450 年記念展

H24 年 7 月 20 日〜 9 月 2 日

加藤清正

宮崎恋旅「ケータイ片手に恋（こい）つ神（かみ）キャンペーン」

H24 年 4 月 1 日〜 9 月 30 日

記紀編さん 1300 年「神話のふるさと みやざき温故知新ものがたり」ホームページ

−

みやざき県庁職員日記（ブログ）更新中！

−

イベント情報

−

復帰 40 周年記念事業一覧

−

世界エイサー大会 2012
第 32 回全国豊かな海づくり大会

H24 年 10 月 5 日〜 10 月 7 日

美ら海おきなわ大会
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H24 年 11 月 17 日〜 11 月 18 日

表

説
解
紙

長岡まつり大花火大会
新潟県

長岡花火の歴史は古く、明治12年に遊廓関係者
がお金を出し合って350発ほどの花火を打ち上げ
たのが始まりと言われています。
太平洋戦争末期の昭和20年８月１日、米軍によ
る空襲を受けた長岡の街は８割が焦土と化し、多
くの尊い命が失われました。その翌年、復興への
強い想いから長岡まつりの前身である「長岡復興
祭」が開催され、昭和22年には、戦争により中止
となっていた花火大会が復活しました。
長岡の大花火には、慰霊と平和への祈り、そし
て戦災や幾多の災害からの復興への願いが込めら
れています。
復興祈願花火フェニックスは、平成16年の7.13
水害と中越大震災からの復興を願う長岡市民の想
いと、全国からいただいた支援への感謝の気持ち
を込めて、その翌年、平成17年８月に長岡まつり
大花火大会の中で新たに打ち上げられた復興のシ
ンボルです。以来毎年、長岡の夏の夜空に輝く不

死鳥が、多くの人々に感動と勇気を与え続けてい
ます。
日本一の大河信濃川を舞台に、壮大なスケール
で繰り広げられる長岡まつり大花火大会は、毎年
８月２日・３日に開催。名物「正三尺玉」を始め、
音楽とシンクロしたストーリー性のある「天地人
花火」や米百俵花火・尺玉100発など、バラエティー
に富んだ大型花火が咲き乱れます。８月１日は前
夜祭として大民踊流しや神輿渡御、２日・３日の
日中にも様々なイベントが行われ、会場は大いに
盛り上がります。
度重なる災害から力強く立ち上がった長岡の
人々の想いの詰まった長岡まつり。
詳細はホームページをご覧ください。
長岡まつり協議会HP
http://nagaokamatsuri.com/

を引かないよう、体調管理に気をつけなければなり
▼風鈴、そうめん、かき氷。夏を彩る風物詩が、暑

ません。あなたが特に楽しみにしていた競技は何で

い日々に楽しみをもたらしてくれる今日この頃では

すか。

ありますが、ブティックには、早くも秋物の衣服が

▼今月号では、
「知事随想」および ｢特集 知事が語る

並び始めています。涼しい季節になる前に今年の夏

〜我が都道府県の平成24年度施政方針と重点施策」

を満喫したいと思います。

を蒲島熊本県知事に、
「ある日の知事」を中村長崎県

▼さて、７月下旬に始まったロンドンオリンピック

知事に寄稿していただきました。

も閉会式が近づいてきました。仕事後にゆっくりテ

▼来月号は９月上旬に掲載を予定しております。来

レビを見るのにちょうど良い競技日程のため、つい

月以降も、皆さまに親しんで頂けるよう、誌面の充

つい夜遅くまでＴＶ観戦に夢中になりがちですが、

実を図って参りたいと思いますので、楽しみにして

ここ最近は日によって温度差が大きいので、夏風邪

いてください。
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