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Y A M A N A S H I

山梨県
国民文化祭が四季を通じて山梨で開催されます!
１

国民文化祭とは

２

山梨県で開催される国民文化祭の概要

マスコットキャラクター
カルチャくん

文化の国体とも言われる国民文化祭は、全国各地から様々な文化活動に親しんで
いる個人や団体が集まり、日頃の成果を披露し、交流する日本最大級の文化の祭典
です。
28 回目となるこの国民文化祭が、明年１月から山梨県で開催されます。

◆名
称
「第 28 回国民文化祭・やまなし 2013」（愛称：「富士の国やまなし国文祭」）
◆テ ー マ
「文化の風とあそぶ～みつめる ・ こえる ・ つなげる」
◆開催期間
平成 25 年１月 12 日（土）～ 11 月 10 日（日） [303 日間 ]
◆特
色
・四季を通じて山梨の魅力を満喫していただく
冬
ため、全国で初めて通年で開催。
・総合プロデュースを宝塚歌劇団（山梨県出身
閉会式
の小林一三氏が創設）が担当。
春
・開催期間を四つの季節のステージに分け、各
季節のステージ
ステージの特徴を出すとともに、１月の開幕
メイン事業イメージ図
をプロローグに春、夏と徐々に盛り上げ、秋
のクライマックスへ一つの物語のように展開。
夏
開会式
・各ステージの始めにオープニングウィークを
設け、象徴的な事業を集中的に実施。
・国民文化祭の中心となる市町村主催事業を山
梨県内全市町村で展開（計 79 事業）
。

1/12 オープニングパフォーマンス
開幕式典
創作総合舞台「かぐや姫2013」

11/10 回想映像、大会旗の引継ぎなど

4/6 国文祭記念パレードほか

6/30 サマーカーニバル

10/26 開会式典、ﾐｭｰｼﾞｶﾙ風ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ

会期 １月１２日～１１月１０日

冬

秋

「実りの感謝、
次代へ。」

４～６月

７～９月

１０～１１月

[１月１２日～２０日]
・開幕式、オープニングイベント
・県芸術文化協会総合舞台
・幕絵・道祖神祭り展
・やまなし発見フォーラムなど

[４月６日～１４日]
・オープニングイベント
大フットパス祭り
・春の花フェスティバル
・やまなし発見フォーラムなど

[６月３０日～７月７日]
・オープニングイベント
サマーカーニバル
・東京からの富士山登山
・やまなし発見フォーラムなど

グランドステージ
[１０月２６日～１１月１０日]
・総合フェスティバル（開閉会式）
・文化まるごとフェスティバル
・やまなし発見フォーラムなど

市
町
村
事
業

・和太鼓の祭典
・地歌舞伎の祭典
・民俗芸能の祭典など

・大茶会、大華道展
・民謡・民舞の祭典
・シニアコーラスの祭典など

・洋舞フェスティバル
・吹奏楽の祭典
・版画展など

・邦楽の祭典
・オーケストラの祭典
・富士山絵画展など

祭
り
や
催
し

・氷のアート（富士北麓、増富）
・温泉文化（石和、湯村、下部）
・祭り（節分祭、厄除け地蔵尊）など

・武田氏ゆかりのイベント
・花のフェスティバル（桃、桜、ﾊｰﾌﾞ）
・祭り（おみゆき祭、藤切り祭）など

・高原の音楽祭
・各地の源流祭り
・祭り（吉田や南部の火祭り）など

・各地の収穫祭
・ワインや特産品の祭り
・祭り（万灯行列、山車祭）など

プ
クニ
ン
県
グ

ジ
の
事
業
や
催
し

通年開催の展開イメージ
夏 「山河、
春 「いのち、
きらめく。」
萌えたつ。」

１～３月
ウオ

ス
テ

「ふるさとの祈り、
息づく。」

���
民�

・ＮＰＯや民間団体等による「提案事業」

・企業や団体による「応援事業」、「協賛事業」

やまなしフットパス （生活の場である普通の地域に埋もれている文化や魅力を、気軽に歩きながらみつめ、楽しむ）
通
期
事
業

やまなし造形遊び （身近な自然物や人工の材料を活用し、みんなで参加して制作した造形作品をまちなかに展示）
まちなかステージ （会期を通して演奏者やパフォーマーが、街中や集客場所などいたるところで音楽やパフォーマンスを発表）
やまなし食のカレンダー （山梨の様々な食材やメニューを食のイベントや給食で再認識するなどして山梨の食文化をみつめ、楽しむ）

��
事業

・県や市町村等の文化施設で実施される特別企画、特別事業、又は国際交流事業 等
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█お問合せ
山梨県企画県民部国民文化祭課内
第 28 回国民文化祭山梨県実行委員会事務局
TEL 055-223-1846

やまなし国文祭
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「グリーン活力」
による
地域づくり
山梨県知事
を得ることができ、これまで山梨県では、豊
富な自然資源を背景に、この「いのちの糧」
の生産や活用に関わる営みを、農業や観光を
はじめとした産業として成立させてきました。

我が国は、今、バブル崩壊から続く経済低
迷、長期化する円高・デフレ、少子高齢化に
伴う人口・労働力減少、原発事故による電力
制約など、幾多の困難に直面しています。山
梨県においても、製造品出荷額の 75％を占
め地域経済の発展を支えてきた、機械電子産
業が厳しい経営環境にさらされており、県全
体の産業経済の先行きに不透明感が生じてい
ます。
このため、機械電子産業に依存する体質を、
多様な成長産業を有する産業構造へと転換す
ることが求められており、その対策として、
私は、県内に豊富にある自然を活用する産業
を発展させ、地域経済の柱としていくことが、
合理的な戦略であると考えています。

こうした「いのちの糧」は、自然（グリーン）
が創り出す生命活動の源泉力という意味で、
「グリーン活力」と呼ぶにふさわしく、この「グ
リーン活力」により将来の山梨を元気にする
ことができるのではないかと、大きな期待を
寄せているものであります。
山梨を元気にする「グリーン活力」
〈豊潤な水〉
山梨県の県土面積の約８割を占める森林
は、大地に降った雨水を蓄え、山梨県はもと
より東京都、神奈川県の水がめとなっていま
す。更に雨水は地中に浸透し、清冽な地下水
に姿を変えています。
この水源域を守るためには、森林整備や災
害防止等の措置を講じる必要があり、そこに
事業や雇用が創出されることが見込まれま
す。また、豊富にある地下水は、生産量日本

山梨県には、隣接する東京都の約 1.6 倍の
面積の森林が拡がっており、世界文化遺産登
録の手続きが大詰めを迎えている富士山や、
平野部を潤す河川の源流域を有するなど、６
件の自然公園区域を含む山紫水明の地です。
この自然からは、水や空気、食べ物など、
人が生き延びるために必要な「いのちの糧」
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り安全性を研ぎ澄ましブランド力を高めるこ
とで、一層の成長が得られるものと確信して
います。
その実現に向けた新たな試みとして、この
10 月には、全国の有機栽培に携わる皆さん
に山梨で交流を深めていただく「やまなし発・
有機の郷推進交流大会」を開催することとし
ています。

一のミネラルウォーター製造のほか工業用水
などに利用されており、今後も様々な水利用
型産業の立地を誘引する、有利な条件の一つ
になるものと考えています。
〈クリーンエネルギー〉
固定価格買取制度を追い風に、再生可能エ
ネルギーの導入が急速に進んでいます。山梨
県では以前から、日照時間日本一の条件を活
かしたメガソーラーの整備促進、中小河川を
利用した小水力発電の開発、山梨大学に先端
的な研究成果のある燃料電池の開発支援な
ど、クリーンエネルギーの産出にこれまで先
進的に取り組んできました。更に、超電導技
術を用いた蓄電システムの開発を研究機関と
共同で進めており、将来的には、分散型エネ
ルギーと企業・家庭との連系をスマート化す
る「エネルギーの地産地消」の構築を目指し
ています。
こうした取り組みを通じ、エネルギーの安
定供給に貢献するとともに、県内における新
産業や経営革新の創出につなげていきたいと
考えています。

〈癒し〉
自然からは、明日への活力をもたらす「癒
し」も得られます。首都圏からほど良い時間
で「命の洗濯」ができる山梨県は、健康志向
の高まりの中で、これからも多くの旅行者や
田舎好きの方を惹き付けるものと思います。
現在整備中のリニア中央新幹線や中部横断自
動車道が開通することにより、観光市場の更
なる拡大も期待されています。
また、「癒し」の空間を求めて山梨県に転
入される高齢者の増加も想定され、住宅や福
祉サービス等の新たな需要の創出や、介護・
福祉現場と本県のものづくり産業との連携に
よるイノベーションが期待されます。
私は、山梨県の将来像として、こうした「グ
リーン活力」が不断に溢れ出し、その恵みを
享受する人々で賑わう地となることを思い描
いています。
明年１月からは、山梨県において「富士の
国やまなし国文祭」が開催されます。「グリー
ン活力」を御体感いただける好機であり、皆
様のお越しをお待ちしています。

〈安全・安心の食〉
山梨県は、モモ、ブドウ、スモモが日本一
の収穫量を誇る「フルーツ王国」であり、国
内はもとより、近年は東南アジアでも人気を
博しています。
食の安全・安心に対する消費者の関心が高
まりつつある中、清澄な水や空気、豊富な太
陽の光に育まれた、質の高い農産物を生産す
る山梨県は、有機農業の拡大などを通じ、よ
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高知県知事

○アンテナショップ「まるごと高知」１日店長
８月 18 日（土）
東京・銀座一丁目のアンテナショップ「まる
ごと高知」が２周年を迎えるにあたり、１日店
長を務めてきた。
「まるごと高知」は、店舗での県産品販売のみ
ならず、首都圏を中心としたマーケットに県産品
を売り込む外商活動の拠点である。その運営を担
う高知県地産外商公社では、外商専任の職員を配
置し、
「まるごと高知」を拠点とした商談会の開
催をはじめ、大規模な食品トレードショーへの出
展など精力的な外商活動を展開している。
この日は、朝からの雨も午後にはすっかり上
がり、２周年を祝うかのような青空となった。
大勢のお客様にご来店いただき、改めて日ごろ
のご愛顧に感謝を申し上げたい。また、関東か
ら高知県を盛り上げようと県産品のＰＲ活動な
どに協力してくださっている「関東海援隊」の
皆さんと一緒に来場された方へ記念品を渡すな
ど、高知自慢の商品のＰＲを積極的に行った。
今日の１日店長を通して、一般のお客様から
高知の商品への高い評価や高知の魅力などを伺
い、今後さらに進めていく地産外商や観光振興
などへの手応えを強く感じた１日であった。

尾﨑

正直

○南海トラフ巨大地震対策の大きな課題
８月 22 日（水）
今日は、内閣府中央防災会議の「南海トラフ
巨大地震対策検討ワーキンググループ」に出席
し、８月末に公表される新しい津波高・浸水域
と被害想定などの説明を受けた。
津波が繰り返す時間の長さや地震発生による
死者数は、これまでの予測を大きく上回る非常
に厳しいものであった。国家的危機を乗り越え
るためには、なんといっても南海トラフ巨大地
震対策を国策の中心に据えて、全力であたって
いただくことが重要と考える。
会合終了後には、全国知事会を代表し、全国
でも最も厳しい推計結果が示された県として、
災害対策特別委員会委員長の泉田新潟県知事と
ともに、中川正春内閣府特命担当大臣（防災担当）
へ災害関係の要請活動を行った。
私はこれまで、南海トラフ巨大地震で甚大な
被害が想定される他の県とともに、機会をとら
えて南海トラフ巨大地震対策特別措置法の早期
制定などを国に強く訴えてきたが、今回は全国
知事会の総意として主張することができた。国
には、今後も早期実現に向けて進めていただき
たい。

関東海援隊の皆さんとの記念写真

中川内閣府特命担当大臣 ( 防災担当 ) への全国知事会要請活動
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○「対話と実行行脚」で官民協働の県政をさらに推進
８月 27 日（月）
各市町村を１日かけて訪問し、県民の皆さま
から現地で直接お話を伺う「対話と実行行脚」
を今年度からスタートした。七回目の行脚先は
須崎市である。
まず、津波避難場所へ向かった。同市の津波
浸水深予測は最大 25 ｍ。整備を進めている避難
路や避難場所に伺うとともに、高校生による防
災活動についてもお話を伺った。
また、整備を進めている「あったかふれあい
センター」では、介護施設や救急医療体制の必
要性などのご意見をいただいた。
次に訪れた集落でも、住民の方々から、高齢
化や交流人口の減少、鳥獣被害など中山間地域
の集落が抱える切実な問題をお聞かせいただく
一方で、「住民が生活しやすいようにできること
を一つずつやっていくことが大事」という心強
い声もいただいた。
毎回、このような声に地域の実情を実感する。
また、学ぶことも多い。私自身が取組の現場や
集落に足を運び、自分の目で見て、生の声を聞
くことは大変貴重な時間である。
できるだけ早く全ての市町村にお伺いして、
地域の強みや課題を学ばせていただきながら、
今後の施策に生かしていきたい。

○県下一斉避難訓練
９月２日（日）
今日は、県下一斉避難訓練の一環として実施
された香南市の総合防災訓練に参加し、南海ト
ラフ巨大地震が発生した際に、津波から要援護
者を避難させる想定で訓練を行った。
この避難訓練に参加することで改めて強く感
じたことは、「地震への備え」である。去る８
月 29 日には内閣府から南海トラフ巨大地震に関
する新想定が公表され、本県は全国でも突出し
た被害想定が示された。あくまで「最悪の中の
最悪」のケースではあるものの、極めて厳しい
想定である。しかしながら、全員が避難開始を
早期に行うことや、住宅の耐震化を徹底するな
どの防災対策を進めることで、想定死者数を約
４万２千人から約６千６百人まで大幅に軽減で
きることも併せて示されている。
引き続き、人的被害を最終的に限りなくゼロ
に近づけていけるよう、津波から逃げることが
できる避難空間づくりを行うとともに高台移転
などの対策を考えていきたい。併せて、
「いざと
いうときはすぐ逃げる」という意識の徹底を図
り、それぞれの地域の状況に合わせた対策を、
市町村とも連携し、全速力で進めていきたい。

県下一斉避難訓練に参加している様子

「あったかふれあいセンター（※）」で利用者の方々と交流
※地域の支え合いの拠点として、年齢や障害の有無にかかわらず、
誰もが必要なサービスを受けることができる小規模多機能支援拠点
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瀬戸内海と中国山地の豊かな自然に恵
まれた広島県。世界文化遺産に登録され
た宮島や原爆ドームを始め、広島には魅
力的なスポットが多く、美味しいものも
いっぱい ! 観て、遊んで、食べて広島を楽
しみましょう。
【名所】
原爆ドーム
平成８（1996）年 12 月に世界文化遺産となった原
爆ドームの前身は、特産物の展示などを行う「広島県産
業奨励館」でした。被爆後、いつの頃からか「原爆ドー
ム」と呼ばれるようになり、世界に対し核兵器の廃絶を
訴え、恒久平和の実現に向けて発信する広島市民と日本
国民の平和への願いの象徴となっています。

【名所】
宮島 ･ 嚴島神社
嚴島神社とその周辺が世界文化遺産に指定されている
宮島。古くから神の島として崇拝され、大河ドラマの主
役として注目を集めている平清盛も嚴島参詣を頻繁に繰

【料理】

り返しました。毎

カキ料理

年多くの観光客が

質、量共に日本一との定評ある冬の味覚。広島のかき

訪 れ、2011 年 に

は大きな身と濃厚な味わいが特長です。酢かき、殻付き

は過去最高の 363

焼かき、土手鍋、かきフライ、かき飯など食べ方はいろ

万 人 を 記 録。 リ

いろ。広島市内を始め、瀬戸内沿岸の各地域で、本場の

ニューアルしたば

味を楽しめます。

かりの宮島水族館
「みやじマリン」も
人気スポットに。
【料理】
あなご飯
瀬戸内の郷土料理でありながら、今では全国的にも
有名な「あなご飯」。宮島沖でとれる地あなごは、脂が
こってり乗ってやわらかく、御飯との相性も抜群。甘辛
いたれを加えて炊
き込んだ「あなご
飯」は香りも豊か
で、食欲をそそり
ます。宮島口、宮
島島内の旅館や食
事処でいただくこ
とができます。
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【名所】
瀬戸内の島々

【名所】
壬生の花田植

穏やかな海に数々の島が浮かぶ瀬戸内海エリアは、ま

毎年６月の第１日曜日に北広島町で行われる、その

だまだ知られていない魅力がいっぱい。映画やドラマの

年の稲作の無事と豊作を祈願する伝統行事。10,000

舞台となった島から、パワースポットとして人気の島、

人を超える観衆の下盛大に開催されています。10 頭

ハート型に見える島など、楽しみ方は十人十色。広島観

以上の飾り牛、80 人以上の早乙女や囃しが織りなす

光の際は是非瀬戸内の島々へ。島旅の魅力を伝えるガイ

花田植はまさに初夏の一大田園絵巻。平成 23 年 11

ドブックはこちらからダウンロードできます。

月に世界無形文化遺産に登録されました。

http://www.kankou.pref.hiroshima.jp/

【料理】
タコ料理

【料理】
ワニ料理

三原市一帯の芸予諸島は瀬戸内の新鮮な魚に恵まれた

山間部の三次ならではの郷土料理。この地方の「ワ

豊かな漁場です。その中でも、マダコは瀬戸内有数の産

ニ」とは、「鮫 」のこと。腐りにくいワニの身は、山

地。市内の飲食店では、刺身や天ぷら、タコ飯に酢の物、

間部の三次でも食べられる貴重な魚として重宝されて

タコシャブなど、タコを余すところなく楽しむことがで

いました。一番おいしい時期は、身がしまった秋から

きます。お土産には「たこ楽天（タコを丸ごと１匹使用

冬にかけて。現在も、おもてなし料理として親しまれ

したみりん漬）」をどうぞ。

ています。

さめ
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への

未 来

遺 産

～「日本国」誕生の地 !

奈良県

「飛鳥・藤原」の世界遺産登録を目指して～

「飛鳥・藤原」は、奈良盆地の東南部に位置
する丘陵に囲まれた飛鳥地域と、その北側に
やまとさんざん

か

ぐ

うねび

みみ なし

位置する大和三山（香具山・畝傍山・耳成山）
に囲まれた藤原地域からなります。592 年に

すい こ

とゆらのみや

推 古 天皇が豊 浦宮を開いてから、710 年に藤

原京から平城京に遷都するまでの約 120 年間、
いわゆる飛鳥時代に多くの天皇が宮を置いた
地域です。律令国家もこの地で誕生し、その
形成から確立までの過程を解明できるなど、我

「飛鳥・藤原」地域遠景

が国の政治・経済・文化の原型が形成された
古代日本の「首都像」を体現する空間です。

した古墳が点在しています。さらに、我が国
せい し

この時代は、中国（隋・唐）を中心とした

初の正 史 である古事記・日本書紀、当時の歌

東アジア文化圏が形成され、様々な交流が行

謡を集めた万葉集が編纂された時期でもあり、

われ、先進の政治・文化などを導入し、我が

その風土や遺跡は時間を超えて現在にも受け

国の伝統的な文化と融合・発展させ、天皇を

継がれ、我が国を代表する歴史的景観を形成

中心とした「日本国」の基礎を作り上げました。

しています。

ここでは天皇の宮殿や庭園などが造営される

きゅうと

「飛鳥・藤原の宮 都とその関連資産群」は、

とともに、大陸からの技術などで建設された

地下に良好に残された遺跡の中に、現在にいた

飛鳥寺や大 官 大 寺 などの諸寺院の伽 藍 が聳 え

るまでおよそ 1300 年余り続く「日本国」誕

ていました。また、天皇や有力者などを埋葬

生の記憶が刻まれた文化遺産なのです。

だい かん だい じ

が らん

そび

でんあすかいたぶきのみやあと

いし ぶ たい こ ふん

史跡／伝飛鳥板蓋宮跡

特別史跡／石舞台古墳

〈お問合せ〉
奈良県地域振興部文化・教育課
TEL 0742-27-2054
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山形県では、豊かな自然と特色ある地
域文化の中、個性あふれる伝統的工芸品
の発達が促されてきました。山形県には
国指定の伝統的工芸品として「山形鋳物」、
「置賜紬」
、
「山形仏壇」
、
「天童将棋駒」、
「羽
越しな布」の５品目がありますが、
「山形
鋳物」は最も長い歴史をもつものです。

山形県

全国でいち早く国の伝統的工芸品の指
定を受けた山形鋳物。その起源は約 950
年前（1060 年頃）にさかのぼります。平
安時代に源頼義軍と共に山形を訪れた鋳
ま み が さき
物職人が、馬 見 ヶ 崎 川の砂や付近の土が
鋳物の「型」に適することを発見し、こ
の地に留まって鋳物づくりを始めたこと
が起源とされています。
よし あき

豊かな風土が生み育てた﹁山形鋳物﹂

江戸時代に入ると山形城主の最上義 光
は、商工業の発展を目指した城下町づく
りの中で、鋳物職人などを優遇したこと
により産地として一層発展し、鍋釜など
の日用品の生産はもとより、仏像・梵鐘・
燈篭などの大きな鋳物を造る技術も確立
されました。

山形鋳物の特長は、薄手で繊細な肌合
いと正確さです。これは、伝統に磨かれ
た独特の鋳型づくり、繊細な紋様押し、
肌打ち、漆仕上げなどの伝統的技法が大
切に受け継がれてきた所以です。じっと
眺めていると、つい、お湯を沸かし寛ぎ
ながらゆっくりとお茶を嗜む大人の時間
を想像させる作品の数々は、茶道の世界
や趣味人たちから高く評価されています。
山形市の馬見ヶ崎川河畔で毎年９月に
開催される「日本一の芋煮会フェスティ
バル」
。そこで使用する大鍋（直径６m、
重さ 3.2t）も山形鋳物の高い技術を駆使
して造られています。また、古くから山
形鋳物の産地の中心である山形市銅町に
は、鋳物文化が育まれた象徴として、道
路脇に鉄瓶等のモニュメントが設置され
ているほか、市内には街路灯、案内板、
橋の欄干等に山形鋳物が用いられており、
町並みに情緒を醸し出し、山形を訪れた
人々に潤いとやさしい風を運んでいます。

おぼろぎん か

き

「 朧 銀花器」
から どう

唐銅
わ てつ

ろっ かく ふ

ろ

わ ずく かた つき かま ぞえ

六 角 風 炉「和 銑 肩 衝 釜 添 」（左）

和鉄ポット「まゆ」（右）

銅町のモニュメント

お問合せ

山形鋳物伝統工芸組合
TEL 023-632-3432

山形県商工労働観光部商業・まちづくり振興課

TEL 023-630-2542
製造風景
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Hokkaido

北海道

水資源保全地域での届出制がスタートします
～北海道水資源の保全に関する条例の御紹介

ては、10 月から届出制が開始されることになります。
本道は、全国に先駆けて本条例を制定することで、
水資源の保全に積極的に取り組んでいくことを内外に
示すこととなり、これを契機に、そのほかの多くの県
でも同様の条例制定の検討に入るなど、この動きは全
国各地に広がりを見せています。
本道は先駆者としてこの条例に基づく取組を実効性
のあるものとし、水資源の保全に向けてしっかりと取
り組んで参ります。

北海道の豊かで清らかな水は、先人から受け継いだ
道民のかけがえのない財産です。この水を、持続的に
利用し、次の世代に引き継いでいくため、道や市町村、
事業者の方、道民の皆さんが、それぞれの役割を認識
し、一体となって、北海道の水資源の保全に取り組ん
でいく必要があります。
このため、道は「北海道水資源の保全に関する条例」
を制定し、水資源の保全に関する基本理念を定めると
ともに、水源周辺における適正な土地利用の確保を図
るため、土地取引行為に係る新たな事前届出制を導入
しました。
この条例では、水資源の保全のため、特に適正な
土地利用の確保を図る必要があると認められる区域
を知事が市町村長からの提案を基本に「水資源保全
地域」として指定することとなっており、事前届出
制はこの「水資源保全地域」において実施されるこ
とになります。
本年度第１回目の地域指定については、本年９月ま
でに全道で 53 地域が指定され、これらの地域につい

お問合せ

北海道総合政策部政策局土地水対策課
TEL 011-204-5178
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青森県

Aomori

本州最北の新幹線駅・奥津軽（仮称）駅誕生
～平成 27 年度北海道新幹線新青森・新函館（仮称）開業

年で 10 周年を迎える八戸開業、平成 22 年 12 月の七
戸十和田・新青森開業に続く、３回目の新幹線開業と
なり、現在、奥津軽（仮称）駅の利活用促進に向けた
取組を進めています。
奥津軽（仮称）駅周辺には、
「津軽海峡冬景色」で
お馴染みの龍飛崎のほか、津軽海峡のマグロを始めと
した新鮮な魚介類、豊かな自然、そして勇壮な祭りな
ど、
“この地域ならでは”の魅力があります。これら
を既に確立している観光コンテンツと組み合わせて更
に青森の魅力を深め、
「行くたび、あたらしい。青森」
を県内外の皆様に提供していきたいと考えています。
また、津軽海峡を挟んだ青森県と道南は、縄文時代
から、人や物の交流が盛んに行われてきた地域です。
本州と北海道をつなぐ大動脈となる北海道新幹線の開
業は、交流人口の拡大のほか、産業、経済、文化活動
などにも波及効果が期待され、本県が更に飛躍する大
きなチャンスです。北海道新幹線と、平成 22 年度に全
線開業した東北新幹線や航空路線、フェリー等を立体
的に活用しながら、青森県と道南地域が有機的に連携
した津軽海峡交流圏を構築していくこととしています。
「東北の元気、日本の元気を青森から」の下、東日
本大震災からの復興を牽引するとともに、津軽海峡交
流圏の構築に取り組んでいきますので、引き続き、応
援よろしくお願いします。

青森県民の 38 年の悲願であった東北新幹線全線開
業から早や２年。これまで多くの皆様に青森県におい
でいただき、感謝申し上げます。
全線開業の感動冷めやらぬ中、平成 27 年度には北
海道新幹線新青森・新函館（仮称）が開業する予定で
あり、青森県には、本州最北端の新幹線駅となる奥津
軽（仮称）駅が新設されます。青森県にとっては、今

都道府県だより
Akita

2012 年 10 月

秋田県

“秋田らしい観光の創造”に挑戦 !!

民文化祭」 が本県で初めて開
催されます。
県では、この３年間を、キャ
ンペーンによる誘客宣伝効果を
最大限に発揮できるとともに、
秋田の観光を飛躍させる絶好
の機会と捉えています。
このため、県、市町村、観
光団体及び民間事業者などが
一体となってキャンペーンを強
力に推進するための組織として
「 秋田県 観 光キャンペーン推
進協議会」を設立し、来年の
キャンペーン本番に先行し、こ
の 10 月から、首都圏等を中心
に秋田を丸ごと売り込むプレキャンペーンに取り組んでいます。

■新たに観光文化スポーツ部を創設
秋田県では、観光、食、交通、文化及びスポーツに関す
る施策を一体的に推進するため、本年度、新たに観光文化
スポーツ部を立ち上げました。
おもてなしの心を基本に、様々な資源の磨き上げや新たな
魅力の創出、消費者に訴える情報発信や地域イメージの醸
成、秋田ブランドの確立、スポーツやイベント等を通じた活力
の創造など、地域の総合力を高める取組を進めていくこととし
ています。
このため、これまでの取組を土台に、「お客様目線を重視し
事業として継続できる観光産業を築くこと」、「観光と食・農、
文化、スポーツ、交通などの多様な分野との連携により交流
拡大と誘客ビジネスへの展開を図ること」、さらには、「県を
挙げての観光振興の取組態勢を再構築すること」、の三つを
これからの本県観光の重点推進方針の柱に据え、真に秋田ら
しい観光の創造に取り組んでいます。

※キャッチコピー「あきたにしました。」
「あきたにしました。」 つぶやくようなキャッチフレーズと共に人々が、
秋田にぞくぞくと向かう様子をデザイン。秋田の自然 ･ 温泉・ふれあ
いをモチーフとしてキャラクターと共に「ふと行きたくなる秋田の魅力」
をシンボル化

■大型観光キャンペーン（プレ DC）展開中 !
平成 25 年秋、JR グループと地域が連携して実施する国
内最大級の観光キャンペーン「デスティネーションキャンペーン
（DC）」が、本県において展開されます。
また、平成 25 年は、秋田新幹線の新型車両の導入が予
定されているほか、翌 26 年秋には、文化の祭典と称される「国

お問合せ

観光文化スポーツ部観光振興課
TEL 018-860-2265
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岩手県

Iwate
岩手・名古屋

食の交流会 2012 を開催

東日本大震災以降、全国からたくさんの御支援を
いただいておりますことに、心から感謝申し上げま
す。中でも、名古屋市の皆様には、陸前高田市を支
援先とし、様々な分野を通じて「丸ごと支援」を進
めていただいております。また、官民を挙げた本県
商品の購入などの産業支援や、名古屋市民の善意の
寄付で同市の中学生を名古屋市へ招待する事業など
も実施され、新たな交流もスタートしています。こ
のような支援への感謝を伝え、民間ベースでの交流
を一層深めようと、名古屋市の御協力の下、８月 30
日、31 日に、次の三つのイベントを開催しました。
復興に向けた仲間の輪を広げる「いわて食財の夕
べ交流会イン名古屋」には、大村愛知県知事、河村
名古屋市長、千葉岩手県副知事を始め、岩手、名古
屋の双方から、生産者、企業、料理人、行政関係者
など約 200 名に御参加いただき、岩手の食材を囲み
交流を深めました。
「食のビジネス交流イン名古屋」には、岩手から
20 企業、名古屋から 30 企業の計 50 企業が参加し、
双方の企業紹介を交えながら商談を実施。岩手の商

品に対する関心も高く、今後の新たな取引へ発展し
ていくことが期待されます。
また、ユニー株式会社様の御協力をいただき、「岩
手県フェア」を開催。河村名古屋市長も応援に駆け
つけるなど、岩手の食材を多くのお客様に PR するこ
とができました。
震災を契機に、岩手県と名古屋市は、自動車産業の
つながりや、岩手・名古屋を結ぶ空路の増便などを生
かした交流が一層深まりつつあります。自治体間で連
携し相互交流のきっかけをつくり、
民間ベースでの「人
のつながり」
、
「経済の交流」を広げていくことが復興
の大きな力となりま
す。今後は観光分野
などさらに多方面で
の取組を加え、この
関係を大切に発展さ
せていきたいと考え
ています。
お問合せ

岩手県名古屋事務所
TEL 052-252-2412

都道府県だより
Yamagata
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山形県

山形の新しいお米「つや姫」
～デビュー３年目に向け関係者が一堂に会し今後の戦略を討議～
平成 22 年に全国デビューした「つや姫」は、
（財）
日本穀物検定協会が行う「米の食味ランキング」で２
年連続最高ランクの「特 A」評価を得るなど、高品質・
良食味米として全国的にも高い評価を得ています。
デビュー３年目を迎える今年は、日本を代表するブ
ランド米としてさらなる全国定着を図るために、８月
26 日に山形市内で生産・販売関係者ら約 150 名が一

堂に会し、今後の対策の在り
方を議論する「つや姫フォー
ラム」を開催しました。当日
のパネルディスカッションで
は、
「つや姫」の今後の生産・
販売戦略について討議を行
い、参会者一同、今秋の新米
販売開始を間近に控え、改め
て高品質・良食味米の生産と
さらなる販売拡大に向けて決
意を新たにしたところです。
「つや姫」は一定の要件をクリアし、知事の認定を受
けた生産者による限定生産とし、栽培方法も有機栽培
と特別栽培に限定するなど、厳格な基準を設けて美味
しいお米を全国の皆様にお届けすべく努めています。
名前のとおり際立つ「つや」
、
「白さ」
、
「甘み」
、
「香
り」
、
そして炊きたてはもちろん、
冷めても美味しい「つ
や姫」を是非お召し上がりください。
お問合せ

山形県農林水産部県産米ブランド推進課
TEL 023-630-3215
HP http://www.tuyahime.jp/
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宮城県

Miyagi
祝 ! 宮城県・吉林省友好提携 25 周年

宮城県と中国・吉林省は、1987 年に友好提携し、
今年で 25 年の節目を迎えました。本県では、これを
記念し、今年度、様々な交流事業を実施しています。
４月には、吉林省友好交流訪問団が来県し、仙台
市内で吉林省の文化や観光を紹介する記念イベント
を開催したほか、村井嘉浩知事と王儒林省長との間
で、観光・経済分野での交流促進について共同宣言
書が締結されました。
８月には村井知事を団長とする宮城県訪問団が吉
林省を訪問しました。この訪問では、観光展やセミ
ナー、日本料理講習会などの開催により本県の魅力
を PR したほか、訪問団に参加した県内の経済団体
や企業と吉林省内企業との交流会を開催しました。
また、仙台空港ビル株式会社と長春龍嘉空港の施設
管理会社との間で友好協力協議書も締結されました。
この協議書の締結は、今年７月に運航が再開された
航空路線「仙台―長春線」と併せて、今後の両県省
の交流拡大を強く後押しするものとして期待されて
います。

さらに吉林省での青少年芸術祭への「すずめ踊り」
の派遣、北東アジア投資貿易博覧会への出展、「宮城
県書道展」の開催など、多方面で活発に交流が行わ
れました。
本県と吉林省とは、25 年にわたり、平和友好・平
等互恵・相互信頼・長期安定の原則に基づき幅広い
分野で交流を深めてきました。今後も、この原則を
堅持しつつ、経済分野での交流を強化していきたい
と考えています。

都道府県だより
Fukushima

2012 年 10 月

福島県

「食卓に安全・安心なお米を届けるために」
米の全量全袋検査のスタート

さらに、検査を受け安全性を確認した玄米だけを原料
とした精米には、精米袋にラベルを貼り付けて検査済み
であることが確認できるようにしました。
引き続き、消費者の皆さんに安全・安心なお米を届け
るため、検査体制の強化に取り組んでいきます。今年の
秋は是非、つややかに輝く、ふっくら柔らかな ｢ふくしま
の新米｣ をお楽しみください。

全国の皆さんに高い評価をいただいている ｢ふくしま米｣。
そのおいしさをより楽しめる、新米の季節となりました。
福島県ではお米の安全・安心を確保するため、県内で
生産される全ての米を検査する全量全袋検査に取り組ん
でいます。
24 年産米から、食品に含まれる放射性セシウムの基
準値が 100Bq/kg に引き下げられました。基準値を超
える米を絶対に流通させないため､ 作付前の除染や放射
性物質の吸収抑制対策を実施するとともに､ 今年収穫し
た米は全量全袋を検査し､ 安全性を確認した米袋のみ
を出荷する体制を整備しました。
検査は県内全域で新たに導入したベルトコンベヤー式
の放射性物質検査機器で行います。検査を行い、基準
値以下となった米袋に ｢検査済みラベル｣ を貼り、出荷
又は自家消費することができます。
検査結果は、｢ふくしまの恵み安全対策協議会｣ のホー
ムページに掲載して公表しています。また、パソコンや携
帯電話で検査済みラベルの２次元バーコードを読むこと
により、検査結果を確認することができます。

検査済みラベル

全量全袋検査機器による検査状況

お問合せ

福島県水田畑作課
TEL 024-521-7369
ふくしまの恵み安全対策協議会 HP
https://fukumegu.org/ok/mieru/
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精米袋に貼付するラベル

新潟県

Niigata
「防災グリーンツーリズム」
～心の絆のあるふるさと新潟に～

新潟県は、平成 16 年の中越大震災、平成 19 年の
中越沖地震など、度重なる災害に見舞われましたが、
その度に全国各地の方々から暖かい御支援をいただ
いてまいりました。大きな災害に見舞われ住み慣れ
た土地から離れざるを得なくなるとき、見知らぬ土
地へ避難することは誰にとっても不安なものです。
また、大都市で災害が発生した場合には、避難者の
多さなどから、受入れ地域の確保は容易ではないと
考えられます。そこで、被災から復旧・復興までの
過程で私たちが培った防災対応力を活かし、全国の
皆さんへの御恩返しを目指して、
「防災グリーンツー
リズム」に取り
組 ん で い ま す。
これは、新潟県
内の各地域と大
都市との間で持
続的な交流を進
め、
「絆」を育
みながら、万一
の際には、この
絆を縁として被
災された方が安

心して「第２のふるさと」として新潟県に避難でき
る関係を築く取組です。
本県では、平成 21 年度から首都圏の自主防災組織
等の方々をお迎えして、交流会を開催してきました。
交流会では、中越沖地震の際に効果を発揮した被災
者の健康管理、住民間での情報共有等の紹介や、被
災直後から復興までの体験談について話し合ったり、
中越メモリアル回廊 ( 中越大震災被災経験伝承施設
等 ) の施設見学等を行ったりしています。また、「そ
ば打ち」や「紙漉き」などの農村体験も併せて行い、
お互いの交流を深めています。
新潟県は、東日本大震災の際も、被災された方々
を積極的に受け入れ、これまでの経験で得た本県の
ノウハウを生かし、避難して来られた方々の心に寄
り添った受入れができるよう取り組んできました。
こうした防災グリーンツーリズムを通じ、県域を
越えた地域間の絆を深める取組をこれからも拡大し
ていきたいと考えています。
お問合せ

新潟県農林水産部地域農政推進課
TEL 025-280-5293
FAX 025-280-5336
新潟県防災局防災企画課
TEL 025-282-1605
FAX 025-282-1607

都道府県だより
Tokyo

2012 年 10 月

東京都

セミナー「経営ツールとしての新公会計制度～制度導入
の実際と政策マネジメントへの活用～」を開催します !

主
催：東京都・大阪府・愛知県・新潟県・東京都町田市
プログラム：講演「市民目線に立った行政経営のために」
（発表者：清水涼子
関西大学大学院会計研究科教授）
第一分科会「新公会計制度の導入に向けて」
制度の円滑な導入を進める上で参考となる
具体的な手順などについて紹介（発表団体：
東京都、大阪府、東京都町田市）
第二分科会「新公会計制度の活用について」
制度導入により得られる財務情報を、自治
体の行財政運営に役立てるための方法など
について紹介（発表団体：東京都、大阪府、
愛知県、東京都町田市）

昨年 12 月、新公会計制度の一層の普及に向け、東
京都、大阪府、愛知県、新潟県及び東京都町田市の５
団体で「新公会計制度普及促進連絡会議」を立ち上げ
ました。
これらの団体のうち、既に新公会計制度を運用して
いる団体では、予算編成への活用など、様々な取組が
実施されています。
また、これから導入する団体においては、創意工夫
を重ねながら導入準備を進めるとともに、新公会計制
度の新たな活用方法等について検討しています。
今般、こうした導入ノウハウや活用方法などを、全
国自治体関係者等に御紹介するために、５団体が共同
で、セミナーを開催することとしました。
本セミナーでは、実務に役立つ多様な事例を紹介す
るとともに、参加者の皆様との意見交換を行いたいと
思っております。地方自治体職員の皆様の御参加をお
待ちしております。よろしくお願いいたします。

詳細は東京都会計管理局「新公会計制度普及促進連絡
会議」ホームページを御参照ください。

お問合せ

日 程：平成 24年 11月 13日
（火）13時 00分 開始
場 所：東京ビッグサイト 会議棟１階 レセプションホール
対象者：全国の自治体関係者等
参 加：無料、事前申込制（下記までお問合せください）
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東京都会計管理局管理部会計企画課セミナー事務局
TEL 03-5320-5963
E-mail S0000539@section.metro.tokyo.jp
東京都会計管理局「新公会計制度普及促進連絡会議」HP
http://www.kaikeikanri.metro.tokyo.jp/fukyuusokushin.html

群馬県

Gunma

「尾瀬サミット」が、２年ぶりに開催されました
群馬、福島、栃木、新潟の４県にまたがる尾瀬国立
公園の保護や活用について、関係者が一堂に会して話
し合う「尾瀬サミット」 が、９月４日に開催されました。
昨年は、東日本大震災などの影響により、開催が見
送られたため、２年ぶりの開催となりました。
冒頭、尾瀬保護財団の理事長である群馬県の大澤知
事が、「『みんなの尾瀬を みんなで守り みんなで楽し
む』という尾瀬ビジョンの基本理念の下、関係者、地域
が一体となって、尾瀬の貴重な自然を保護するとともに、
より多くの人々に尾瀬に来てもらうための取組について、
意見交換をしたい」と挨拶。その後、尾瀬の利用促進
やニホンジカによる被害対策などについて、活発な議論
が交わされました。
意見交換の中で、群馬県からは、尾瀬の利用促進に
ついて、 昨 年 度から３ヵ
年 計 画 で 実 施している
「尾瀬らしい自動車利用
社会実験」 の取組が報
告されました。
県では、この実験を通
じて、尾瀬へのアクセス
の利便性の変化が入山
挨拶をする大澤知事

者に与える影響を把握す
るとともに、入山口の魅
力づくりや、環境に優し
い自動 車 利用が、 公 園
利用の 適 正 化に与える
影響を検証しています。
またサミットに先立ち、
自然観察会
尾瀬沼において、自然観
察会が行われました。
尾瀬国立公園の昨年
の入山者数は、東日本
大震災や新潟・福島豪
雨による自然災害など
の影響により、統計上
で 初 め て 30 万 人 を 割
「尾瀬らしい自動車利用社会実験」で
りました。
運行する「電動バス」
サミットでは、今後も、
関係者一同、尾瀬の自然を守るとともに、より多くの人
に尾瀬の魅力を伝えられるよう、一丸となって取り組んで
いくことを確認し、閉会しました。
お問合せ

群馬県自然環境課
TEL 027-226-2881
FAX 027-220-4421

都道府県だより
Tochigi

2012 年 10 月

栃木県

いちご新品種の名称は「スカイベリー」
栃木県では、県産いちごの新品種「栃木 i27 号」
の名称を「スカイベリー」に決定しました。
大きさ、美しさ、おいしさの全てが、大空に届く
ような素晴らしいいちごという意味が込められてい
す かい さん

ます。また、本県にある日本百名山の一つ「皇海山」
にもちなんでいます。

名称は、昨年 12 月に公募し、全国から 4,388 件
の応募がありました。「スカイベリー」は、４名の方
から応募がありました。
スカイベリーの本格出荷は平成 26 年の冬からで
す。今年 12 月には、試験販売を開始するほか、披露
イベントなども開催予定です。
いちご収穫量 44 年連続日本一のいちご王国栃木。
「スカイベリー」のブランド確立を図り「いちご王国
とちぎ」のさらなる発展を目指していきます。

スカイベリーの特徴
○大きな果実
○きれいな円すい形
○糖度と酸味のバランスが
良く、食味も良い

お問合せ

県経営技術課
TEL 028-623-2313
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茨城県

Ibaraki

いばらきインターネットテレビ「いばキラ TV」
スタート !

ど、 内 容 盛 り
だ く さ ん で、
毎日ライブ配
信を行ってお
ります。
さ ら に、 県
民の方々や県
内 企 業・ 各 種
団体の方々か
ら投稿動画を
受け付け、動画内で紹介していきます。番組で取り
上げられた方には、プレゼントが当たる抽選も同時
に行ってまいります。
「いばキラＴＶ」は、パソコンやスマートフォンな
どを通し、県ホームページ・トップページのリンク
などから手軽に視聴できます。是非御覧ください。

茨城県は、全国でも
唯一、地域民放テレビ
局がないという状況を
踏まえ、県内の魅力を
広く発信するととも
に、県民の郷土に対する愛着心や一体感を更に高め
ることを目的に、県内各地域の様々な情報を分かり
やすく動画で紹介するインターネットテレビ「いば
ティービー

キラ TV」を 10 月１日からスタートしました。
県内の人・モノ・イベントなどを幅広く取り上げ
ていくため
に、 県 庁 ス
タジオからの
地域ニュース
紹介、ゲスト
トークのほ
か、県内各地
をつないだ中
継リポートな

お問合せ

茨城県広報広聴課
TEL 029-301-2129
公式 HP http://www.ibakira.tv/

都道府県だより
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埼玉県

Saitama

埼玉県民 500 人の力を結集して、映画『のぼ
うの城』を PR
おしじょう

埼玉県行田市に実在した「 忍 城 」での豊臣秀吉軍

との攻防戦を描いた映画「のぼうの城」が 11 月２日

シーンやスケールの
大きな映像が楽しめ

るほか、
「のぼう様」

（でくのぼうの意）
と 呼 ば れ な が ら も、

（金）に全国公開されます。彩の国さいたま魅力づく
り推進協議会（会長

その人望で領民に慕
われた戦国武将・成

埼玉県知事上田清司）は全国

なが ちか

公開に先立ち、
「映画『のぼうの城』埼玉県民 500 人

田長親を中心に描か

戦」で 20,000 人の大軍を擁する豊臣軍を 500 人で

どころです。

埼玉は動く」を合言葉に、映画を通じて埼玉を広く

め豪華俳優陣が顔を

立されたものです。設立大会では映画の紹介ビデオ

うの城」をお楽しみ

の力」設立大会を開催しました。これは、
「忍城攻防

れた人間ドラマも見

守り抜いた故事にちなんで、
「500 人が本気になれば

野村萬斎さんを始

PR するため、県内の各界を代表する方々によって設

そろえる映画「のぼ

が放映されたほか、行田市内外で活躍している「忍

ください。

者に映画を通じて地元埼玉の PR を呼びかけました。

埼玉県広聴広報課
TEL 048-830-2826
HP http://www.pref.saitama.lg.jp/site/s-miryoku/
nobounoshiro.html
HP http://nobou-movie.jp/

かっちゅう

城おもてなし 甲 冑 隊」が華麗な演舞を披露して参加

お問合せ

映画の原作は埼玉県の魅力を全国に発信する「埼

玉応援団」（愛称「コバトン倶楽部」
）のメンバーで
りょう

もある和田 竜 氏の同名小説。迫力あるアクション
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千葉県

Chiba
いよいよ開催 ! ちばアクアラインマラソン

東京湾を横断する高速道路「東京湾アクアライン」
をコースに含む「ちばアクアラインマラソン」は、海
上の高速道路を走るフルマラソン（42.195km）とし
ては日本初となる大会で、風を切って走る爽快さは参
加ランナーにとって、大きな感動となるでしょう。
海に囲まれた大パノラマを始め、房総の山並み、田
園地帯や住宅街なども通るコースは房総半島の変化に
富んだ景観を堪能できます。
コース沿道では、千葉県マスコットキャラクター
「チーバくん」を始めとする県内各地の御当地キャラ
クターによる応援や高校生によるブラスバンドの演
奏などの個性豊かな応援パフォーマンスが行われるほ
か、メイン会場に設置される本県特産物 PR ブースな
ど、イベントも盛りだくさんです。
千葉県では、この大
会を、ランナーも、応
援する人も、地域で支
えてくださる皆さんも、
全国から訪れる方々も、
みんなが一緒になって
楽しめる大会にしたい
と考えています。
現在、ランナーや応
東京湾アクアライン
援に来る方々をお迎え

するため、おもてなしの心で大会の準備を進めていま
す。千葉の魅力を存分に感じられるこの大会に、皆さ
ん是非お越しください。
○日 時 10 月 21 日（日）10 時スタート
○コース 潮浜公園前（スタート）→木更津金田イン
ターチェンジ→海ほたるパーキングエリア→袖ケ浦市
役所→袖ケ浦公園→ほたる野地区→清見台地区→木更
津市役所（フィニッシュ）
○メイン会場イベントスペース
木更津市民会館駐車場及び木更津市民会館臨時駐車場
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/

※大会当日、コース及びコース周辺で交通規制を行います。
また、東京湾アクアラインは８時～ 14 時の間、交通規制の
ため通行できなくなります。御協力をお願いします。

都道府県だより
Kanagawa

2012 年 10 月

神奈川県

箱根ジオパークが日本ジオパークに認定されました !
地球活動の遺産を主な見所とする自然の中の公園、
ジオパーク。箱根火山を中心とする神奈川県西部の
１市３町（箱根町、小田原市、真鶴町、湯河原町）
をエリアとする「箱根ジオパーク」が、９月 24 日、
日本ジオパークに認定されました。
フィリピン海プレートなど三つのプレートの境界
上に位置する「箱根ジオパーク」は、
多様な火山地形・

堆積物が見られる、まさに「火山の博物館」と言え
ます。また、温暖な相模湾に面し、海岸線から最高
峰の神山まで約 1,400m までの高低差がある起伏に
富んだ地形には様々な動植物が生息し、豊富な湯量
と多様な泉質を誇る温泉や、特色ある歴史や文化な
どたくさんの魅力を持っています。
神奈川県と１市３町は、教育機関、事業者、NPO、
観光施設などと共に「箱根ジオパーク推進協議会」を
設立し、日本ジオパーク認定を目指して、見所となる
ジオサイトの選定や、ガイド養成、ジオツアーや PR
イベントの開催などに幅広く取り組んできました。
今回の認定を契機に、「箱根ジオパーク」が多くの
人を引き付け、地域を活性化していく「マグネット力」
を高められるよう、「箱根ジオパーク」の魅力を発信
していくとともに、地域が一丸となって活動してい
きたいと考えています。

お問合せ

神奈川県県西地域県西総合センター企画調整課
TEL 0465-32-8000（代表）
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Shizuoka

静岡県
こしゃも

小さくておいしい、新銘柄地鶏「フジ小軍鶏」の登場 !
消費者の食に対するニーズの多様化が進む中、高
品質な鶏を一羽丸ごと使った料理を作りたいという
要望が増えています。しかし、現在の肉用鶏は、生
産性を重視した結果、大型化されたため、一羽丸ご
との調理が難しい、肉の量が多過ぎるといった問題
があります。また、肥育途中の小型の鶏も流通して
いますが、肉には旨味が少なく締まりがないなど、
高品質とは言い難いものです。
そこで本県の中小家畜研究センターでは、一羽丸
ごと料理に適した新銘柄地鶏の開発に取り組み、平
成 22 年度に ｢フジ小軍鶏｣ が完成しました。「フジ
小軍鶏」は「小型」
（家庭用オーブンに丸ごと入り、
一家４人とした場合の食べきりサイズ）
「高品質」
、
（旨
味成分であるイノシン酸が多く含まれ、肉汁の損失
が少なくジューシー）であり、食卓を華やかに彩る
食材として、特別な日のごちそうにはもってこいの
鶏肉です。
本県では、この「フジ小軍鶏」について、以前に
開発した ｢駿河シャモ｣ と共に、新たな銘柄地鶏と
して普及を進めています。昨年末には生産者や流通
業者を中心とする「フジ小軍鶏普及推進研究会」が

設立され、普及が円滑に進むよう、生産体制や銘柄
管理について協議をしています。
本年度からは「フジ小軍鶏」の種卵生産の効率化と、
鶏肉のさらなる品質向上を目的とした試験研究に取
り組んでおり、生産コストの低減化を図りつつ、飲
食店及び一般家庭の流通を拡大し、さらに加工品の
開発などにより販路を広めたいと考えています。皆
様も、是非一度御賞味ください。

フジ小軍鶏のローストチキン

お問合せ

静岡県畜産技術研究所中小家畜研究センター
TEL 0537-35-2291

都道府県だより
Nagano

2012 年 10 月

長野県

若い技能者の全国一を競う
「長野技能五輪・アビリンピック 2012」開催

よう、長野県の特
産物の販売や将来
の日本のものづく
りを担う子どもた
ちが楽しめるもの
づくり体験フェア
も開催します。
過去に冬季オリ
ンピック・パラリ
ンピック・スペ
シャルオリンピッ
クスを開催してき
技能五輪・アビリンピックポスター
た長野県。その実
績を生かし、県民参加型のふれあいと感動の残る大
会を目指し、優れた技能とものづくり技術の実力を
長野県から全国に発信していきます。
大会の詳細は専用ホームページを御覧ください。

本県では、「競う技 未来を拓
く ゆめ長野」をスローガンとし
て、今月26日から29日まで第50
回技能五輪全国大会、20日から
22日まで第33回アビリンピック
を開催します。技能五輪は、23歳
以下の若い技能者の全国一を競う
長野技能五輪・
もので、諏訪市、松本市の２会場
アビリンピック 2012
で精密機器組立てや洋菓子製造な 公式キャラクター わざまる
ど40職種で競われます。このほか、今回は本県らし
い競技として、時計修理がデモンストレーション競
技として24年ぶりに復活し、高度で精緻な技術とセ
ンスを披露します。
また、15歳以上の障害のある方が技能を競うアビ
リンピックは、長野市を会場にパソコン組立てや製
品パッキングなど23種目が実施されます。
大会期間中は、会場周辺の主要駅から競技会場ま
で無料バスも運行するほか、県内外からお越しいた
だく応援・見学者の皆さんにも楽しんでいただける

お問合せ

長野県商工労働部技能五輪・アビリンピック室
TEL 026-235-7204
HP http://www.waza-can.com/nagano-skills/
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富山県

Toyama
ふるさとに誇りと愛着を

近年、グローバル化が進展し、経済社会が大きく
変動する中で、自らが生まれ育ったふるさとへの関
心が希薄になり、若者たちがふるさととのつながり
を見失いがちな状況にあります。こうしたときこそ、
ふるさとに誇りと愛着を持ち、家族や地域との絆を
大切にしながら、自分で考え、先見性を持ってたく
ましく未来を切り拓いていく人材を育成することが
極めて重要です。
そのため、本県では、学校、家庭、地域、企業が
一体となって、郷土の自然、歴史、文化、産業や優
れた先人の偉業などを学ぶことで、心豊かで活力あ
るふるさとづくり、グローバル社会で活躍する人づ
くりを目指す「ふるさと教育」を推進しています。
その一環として、県や県内の経済、教育、文化な
ど各種団体の代表で組織するふるさとの歌づくり実
行委員会が中心となり、県民や県出身者がふるさと
への誇りや愛着を育み、心の支えとなるとともに、
皆で一緒に歌い、心を一つにできる「ふるさとの歌」
づくりを進めてきました。昨年８月から 10 月に歌詞
を公募し、県内外から 469 作品が寄せられました。
その中から最優秀賞の作品を原詞とし、本県出身の
音楽プロデューサーで作家の須藤晃氏に補作を、日
本を代表する作曲家、久石譲氏に作曲を依頼し、本
年７月に題名「ふるさとの空」として完成しました。

今後子どもから
大人まで幅広
く、末永く歌い
継 が れ る よ う、
普及に努めてい
きたいと考えて
います。
また、富山県
「ふるさとの空」発表会
は来年置県 130
年 を 迎 え ま す。
その記念事業の一環として、県施設についてより一
層愛着と親しみをもってもらうために愛称の募集を
行いました。その第１弾として、本年７月ラムサー
ル条約に登録された「立山弥陀ヶ原・大日平」、雪の
壁が高さ 20m にもなる「雪の大谷」、日本一の落差
を誇る称名滝など本県が誇る観光スポットを有し、
立山黒部アルペンルートの一部を構成する「立山有
料道路（美女平～室堂）」の愛称を 500 件もの応募か
ら「美女平 天空ロード」と決定しました。
県では今後も、多くの県民がふるさとの素晴らし
い自然や歴史、文化などを学び親しむ機会を充実さ
せるとともに、ふるさと富山に誇りと愛着を持って
もらえる取組を進めていきたいと考えています。
お問合せ

富山県知事政策局
TEL 076-444-4493

都道府県だより
Ishikawa

2012 年 10 月

石川県

全国組織「航空乗継利用促進協議会」発足
～国内航空需要全体の底上げを目指して～
空港所在地の自治体などが連携して、羽田空港な
どで航空便の乗継利用の拡大を目指す「航空乗継利
用促進協議会」が８月 28 日に設立され、金沢市内の
ホテルで設立総会が開かれました。
この協議会は本県など 11 県市が共同発起人とな
り、全国の自治体等に参加を呼びかけて設立準備を
進めてきたもので、正会員の全国 98 の自治体のほ
か、協力会員としてターミナルビル会社など 35 団体
及び、賛助会員として日本航空、全日本空輸の大手
航空会社２社にも参加していただきました。
これほど多くの関係機関が参加した背景には、近
年、地方間路線の減便や運休が相次いでいることや、
航空会社による乗継割引の設定区間が大幅に増加し
ていることなどが挙げられます。
本県では、小松空港の乗継割引の対象区間は全国
最多の 32 区間、能登空港では 22 区間（いずれも９
月現在）で設定されており、これまで四国各県や青
森県などと連携して乗継利用の促進に取り組んでま
いりました。
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しかしながら、
この乗継割引
や航空機の乗
継利用に関す
る全国的な認
知 度 は、 必 ず
しも高くない
こ と か ら、 全
国レベルでの連携による大々的な PR が必要だと考
えました。
総会においては、今年度の事業として、航空乗継
の利便性周知のための公式ホームページの開設、航
空乗継を周知するための統一ロゴやキャッチコピー
の公募などの取組のほか、乗継利用者に各地の特産
品をプレゼントする合同キャンペーンを、年末から
来年にかけて実施することを決定したところであり、
こうした取組により、国内航空需要のさらなる掘り
起こしに努めてまいります。
お問合せ

石川県空港企画課
TEL 076-225-1337

ニタリングポストを県内５圏域に２ヵ
ていますが、今回の調査により、モニ
を 重 点Gifu
的に強化する地域を考慮して、

岐阜県

き る 可本県の原子力防災対策について御紹介します。
搬式空間放射線量測定器を新た

このほかにも、今年６月には、大飯発電所３・４号
機の再稼働を巡って、同発電所の運転状況を迅速に情
報提供すること等、原発の安全確保に関する 11 項目
の緊急要望を経済産業大臣及び原発事故担当大臣に行
いました。
また、原子力災害対策特別措置法が改正され、本県
も法的な位置付けの下、原子力事業者から通報・協議
を受けることにもなりました。
情報収集体制としては、現在、大気中の放射線量を
測定するモニタリングポストを県内５圏域に２ヵ所ず
つ設置していますが、今回の調査により、モニタリン
グ体制を重点的に強化する地域を考慮して、持ち運び
のできる可搬式空間放射線量測定器を新たに５台追加
配備することとしています。
さらに、敦賀発電所と美浜発電所での事故発生時に、
即座に緊急対応を講じることができるよう、両発電所
のオフサイトセンター（緊急事態応急対策拠点施設）
と、岐阜県庁、揖斐総合庁舎、揖斐川町役場を、テレ
ビ会議等のできる専用回線で結ぶこととしています。
こうした取組を通じて、原子力防災対策のさらなる
充実と強化を図っていきます。

備することとしています。
賀発
急対
サイ
岐阜
会議

組を
を図

平成 23 年３月の福島第一原子力発電所事故では、
電従来の防災対策を重点的に充実すべき地域を超える範
所と美浜発電所での事故発生時
囲にまで放射性物質による影響がありました。
応 を岐阜県は、最寄りの原子力事業所（敦賀発電所）か
講じることができるよう、両
25km の位置にあることに加え、若狭
トら県境まで約
センター（
緊急事態応急対策拠
湾方面から風が吹く日が多いことから、県として原子
県力災害対策を講じる必要があると考えています。
庁、揖斐総合庁舎、揖斐川町役
この対策につなげるため、福島第一原子力発電所事
等故と同様の放射性物質の放出が、本県に最も近い敦賀
のできる専用回線で結ぶことと
発電所で発生したと仮定した場合の本県への影響を、
平成 22 年の実際の気象データ、及び地形を考慮した
通科学的な手法でシミュレーションいたしました。
じて、原子力防災対策のさらな
本県としては、この結果を地域防災計画の見直しや、
っ市町村等と連携した原子力防災訓練、県独自に備蓄す
ていきます。
る安定ヨウ素剤の配備等に生かしていきます。
いよいよ開 幕 ！

】

報課

お問合せ

72-1116

岐阜県広報課
TEL 058-272-1116

都道府県だより

2012 年 10 月

愛知県

Aichi

「あいちの山里で暮らそう 80 日間チャレンジ」
活動中です !

しの情報を発信することにより、三河の山里の観光
PR や交流・移住の促進を図るものです。
チャレンジスタッフには、12 月下旬まで、それぞ
れの地域で行われる交流イベントやお祭り、都心部
での PR イベントに、できるだけ企画段階から参加し
て、地域の想いを体感し、フェイスブック等を活用
して情報発信していただきます。また、日々の生活
の中で気付いた山里の暮らしの魅力や様々な地域資
源についても発信していただきます。
５人のチャレンジスタッフは、カメラや織物、マ
ラソンや登山などの趣味を持ち、人との触れ合いや
体力に自信がある方々で、それぞれの個性を生かし
た情報発信を行っています。
Facebook を御覧いただき、是非「いいね !」で応
援してください。

愛知県では、三河山間地域の活性化を図るため、
「あ
いちの山里で暮らそう 80 日間チャレンジ」を実施
しています。
これは、三河の山里 [ 豊田市（旧稲武町、旧旭町、
旧足助町、旧小原村）
、新城市（旧鳳来町、旧作手村）
、
設楽町、東栄町、豊根村 ] にチャレンジスタッフを配
置し、実際にその地域で生活をしながら山里の暮ら

お問合せ

５名のチャレンジスタッフと大村知事

愛知県地域振興部地域政策課山村振興室
TEL 052-954-6097
「あいちの山里で暮らそう 80日間チャレンジ」
専用HP
http://www.aichi80days.jp/
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Mie

三重県

「みえの学力向上県民運動」がスタートします。
－学校・家庭・地域が一体となって－
三重県では、学校・家庭・地域がそれぞれの役割を
認識し教育力を高めながら、一体となって子どもたち
の学力を育んでいけるよう、
「みえの学力向上県民運動」
（以下、県民運動）を本年度から４年計画で展開してい
きます。
県民運動では、子どもたち一人ひとりが主体的に学
習し、社会人、職業人として自立するために必要な能
力や態度、知識を身につけられるよう取り組んでいき
ます。
■ 県民運動の推進体制
県民運動を推進するに当たっては、学識経験者、企業、
学校、社会教育関係者等を構成員とする「みえの学力
向上県民運動推進会議」
（以下、推進会議）を設置します。
推進会議では、県内の子どもたちの学力や学習・生
活の状況を踏まえ、学校・家庭・地域の取組方策等に
ついて、委員の方に様々な観点から幅広く議論してい
ただきます。
また、県民運動にかかるイベントや各市町が開催す
る講演会等へも参加し、県民運動の趣旨や内容につい
て、周知・啓発をしていく予定です。

■ 県民運動の主な取組
推進会議で議論された内容に基づいて、平成 27 年
度までの４年間、学校・家庭・地域において具体的な
取組を展開していきます。
平成 24 年度は、県民運動の啓発を行い、子どもた
ちの学力向上に向け、県民総参加で取り組む気運の醸
成を図ります。
■ キックオフイベントの開催
県民運動の取組を、教育関係者を始め、県民の方々に
広く周知するため、平成 24 年 11 月２日（金）に「みえ
の学力向上県民運動キックオフイベント」を開催します。
キックオフイベントでは、推進会議で議論いただい
た、県民運動の取組の方向性について、キックオフ宣
言として発信するとともに、知事と推進会議委員によ
る対談、旭山動物園園長による講演会を実施し、県内
全域における具体的な取組につなげていきます。
お問合せ

三重県教育委員会事務局
小中学校教育課学力向上推進グループ
TEL 059-224-2931
FAX 059-224-3023
みえの学力向上県民運動 HP
http://www.mie-c.ed.jp/kenminundou/

みえの学力向上

都道府県だより
Fukui

検索

2012 年 10 月

福井県

５年連続 全国トップレベル
～ふくいの子どもたちの学力～
今年で５回目となる「全国学力・学習状況調査」
の結果、福井県の小中学生は、国語、算数・数学、
理科全てにおいて、５回連続で全国トップレベルの
成績をあげました。
福井県には、学校、家庭、地域のそれぞれで、子
どもたちを教育していこうという風土があります。
学校では、授業をしっかりした態度で受けようと
いう指導が行われており、授業に集中できる環境に
あることから、基礎学力が高くなっています。
また、家庭では、朝食を毎日食べる、早寝早起き
をするなど、基本的な生活習慣が身についています。
さらに、地域コミュニティでは、PTA や地域の大
人たちがボランティアとして学校活動に参加してお
り、地域が一体となって児童・生徒を見守る環境も
整っています。
さらに福井県では、昭和 26 年度から独自の学力
調査を継続してきました。別名「SASA」
（Student
Academic Skills Assessment） と 呼 ば れ る こ の 調
査は、問題の作成に多くの先生が参加し、県教育研
究所による分析を学校にフィードバックすることで、
授業の改善に生かされています。
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今年度は「福井県学力向上センター」を設置し、
小中学校の教育成果をスムーズに高校につなげる工
夫を研究し、実施します。また、今夏は「夏休み個
別学習会」を県内全ての小中学校で実施。各校で相
談日を設け、学習のつまづきを解消する効果的な学
習方法などの学習面はもとより、規則正しい夏休み
の過ごし方など生活面からのアドバイスも行ってい
ます。
「学力体力日本一」を謳う福井県。平成 23 年度に
は、県外から視察に訪れた教育関係者が 1,000 人を
超えました。これからも独自の学力調査に改良を加
え、子どもたちの「確かな学力」の向上と授業の改
善を進めていきます。

滋賀県

Shiga

滋賀の地域特産物を使った料理を作ってみませんか ?
～「滋賀のおいしいもんレシピ」を作成～
滋賀県には、下田なすや伊吹大根などの伝統野菜
や、近江しゃも、ビワマス、コアユ、安土信長葱など、
様々な地域特産物があります。
これらの食材を使用した「下田なすのパスタ」や
「小鮎のくるみ揚げ」を始め、滋賀の「おいしいもん」
を紹介するポケットサイズのレシピ集を本年８月に
作成しました（A6 サイズ 40 頁 5,000 部）
。

滋賀の地域特産物に広く親しんでいただき、消費
を拡大するため、滋賀県ではこれまで、商談会等を
開催し、地元のホテルや旅館、飲食店等が協働して
新しい料理や商品の販売を進めてきました。このレ
シピ集は、これらの取組の中でホテルの料理長等の
御協力により作成したものです。
今後も、この「滋賀のおいしいもんレシピ」の活
用などにより、県民の皆さんにおいしい滋賀の食材
の魅力を更に伝えていきます。

都道府県だより
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京都府

Kyoto
九条ねぎラーメンの東西対決
～京都「九条ねぎ」フェスティバル開催!～

10 月 20 日 ( 土 )・21 日 ( 日 ) の２日間、
梅小路公園（京都市下京区）を会場に、
『京
都「九条ねぎ」フェスティバル』を開催
します。
色よし、味よし、姿よし、香り高い京の伝統野菜は、
1000 年の都が磨き上げた京の宝物です。その中でも
「九条ねぎ」は最も長い歴史を持つとされ、約 1300
年前から栽培が始まり、今日まで脈々と受け継がれて
きました。
寒さと共に甘みが増すことから、
冬の味と思われがちですが、近年は
一年を通じて栽培されています。
また、風味のよさに加え、柔らか
いため、京料理を始め西洋料理や中
華料理など、幅広く使われています。

秋初めて開催します。
メインイベントは「京都九条ねぎラーメンバトル」
。
全国各地から選りすぐりのラーメン店が京都に集結
し、腕を振るい、
「九条ね
ぎ」を使ったオリジナル
ラーメンを食べた来場者
が創作性や味について投
票し、グランプリを決定
します。
ほかにも「九条ねぎ」を始めとする京野菜、PR・
販売コーナーや御当地自慢のグルメが大集合する「京
都御当地グルメフェスティバル」などイベントが盛り
だくさんです。
京都「九条ねぎ」フェスティバルの翌日、10 月 22
日 ( 月 ) は、
京都三大祭の一つ「時代祭」が行われます。
食と文化に染まった秋の京都へ是非お越しください。
お問合せ

京都「九条ねぎ」フェスティバル実行委員会事務局
（京都府農林水産部研究普及ブランド課内）
そんな「九条ねぎ」の魅力を京都府内外に発信し、
TEL 075-414-4941
さらなる需要拡大と販売促進を図り、京都の活性化に
HP http://kujonegi.jp/
つなげようと、京都「九条ねぎ」フェスティバルを今
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大阪府

Osaka

「水都大阪フェス 2012」開催 !
～大阪のチャレンジを結集したフェスティバル～
今年の「水都大阪フェス 2012」は、チャレンジ
ウィークとして 10 月 13 日（土曜日）から 21 日（日
曜日）まで、トライアルマンスとして 10 月１日（月
曜日）から 31 日（水曜日）まで開催します。
本フェスでは、大阪市内の堂島川、東横堀川、道
頓堀川、木津川で形成される「水の回廊」やその周
辺で、
「めぐる・たのしむ・つなぐ」をコンセプトに
都市の水辺の魅力を使いこなし、まちで楽しみを分
かち合い、大阪に誇りと愛着をもっていただくため、
例年大好評のプログラムをより一層楽しんでいただ
けるよう展開します。

主なプログラムは、
「大阪水辺バル」、
「水辺ピクニッ
ク」です。
「大阪水辺バル」では、
「大阪のうまいを
舟ではしごする」というキャッチフレーズの下、船
で水の回廊周辺のバル（飲食店）をめぐります。参
加店舗は、昨年の 90 店舗から今年は約 130 店舗に
増え、さらなるにぎわいが期待できます。
「水辺ピク
ニック」では、主にキャンドルピクニック、ハロウィ
ンピクニックなど参加型プログラムを実施し、水辺
のにぎわいを分かち合い、楽しんでいただけます。
また、同時開催される「おおさかカンヴァス推進事業」
では、大阪のまち全体をアーティストの発表の場と
して「カンヴァス」に見立て、大阪の新たな都市魅
力を創造・発信します。今年は、公衆トイレがお洒
落なホテルに変身する「中之島ホテル」や小学生アー
ティストによる「グラサンパンダを探せ !!」プロジェ
クトなど、多彩なラインナップを展示します。
是非御参加ください。
■「水都大阪フェス 2012」HP
http://www.osaka-info.jp/suito2012/
■「大阪水辺バル」HP
http://osaka-mizubebar2012.seesaa.net/
■「おおさかカンヴァス推進事業」HP
http://osaka-canvas.jp/

都道府県だより
Nara
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奈良県

歴史や文化だけじゃない、「奈良」をお届け
～なら食のギフト「奈良まるごと便」を販売開始～
奈良県では、奈良の「食｣ のさらなる魅力発信と
奈良が誇る農産物（大和野菜・大和畜産ブランドなど）
や加工食品（地ビール・素麺・柿の加工品など）の
新たな販路を拡大するため、10 月から、企業や消費
者の贈答用に、また、観光客のお土産として使える
よう、ギフト商品化し、販売しています。

奈良から全国へ。奈良から産地直送で届く商品を
通じて、奈良の美味しい食だけでなく、生産者や製
造者の思いやこだわり、贈り主のまごころや奈良へ
の愛着、歴史・文化や自然も含めて、箱の中には、
商品だけではない、いろんな「奈良」がいっぱい詰まっ
ている、そんな思いを、届けます。

中元・歳暮用として年２回販売します。
な ら

●寧樂プレミアムカード（ギフトカード方式）
5,250 円
（22 商品）
又は 3,150 円
（20 商品）
の２コー
ス。オリジナリティとプレミア感のある商品の中か
らお好きな１商品を選べます。
な ら

●寧樂セレクトカタログ（カタログ方式）
ギフトに最適な奈良の定番・オリジナルな名産品
80 商品をセレクト。

プレミアムカードと箱

お問合せ

奈良まるごと便事務局（奈良テレビ放送内）
フリーダイヤル 0120-051073（まるごと奈良産）
奈良県マーケティング課
TEL 0742-27-8923
奈良ええもんストア（インターネット方式）HP
http://www.rakuten.co.jp/store-naratv/

季節の農産物や旬の商品を販売します。
●奈良ええもんストア（インターネット方式）
楽天市場に出店し、ウェブストア限定商品も扱い
ます。
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和歌山県

Wakayama
紀の国わかやま国体の開催に向けて

平成 27 年の第 70 回国民体育大会が和歌山県で開
催されることが、本年７月、公益財団法人日本体育協会
理事会において、正式に決定されました。和歌山県での
開催は、昭和 46 年の黒潮国体以来、44 年ぶり２回目と
なります。
今回の国体は「紀の国わかやま国体」と名付け、四
つの基本目標、「和歌山を元気にする国体」、「国体を
契機としたスポーツの振興」、「活力に満ちたふるさとづく
りに寄与する国体」、「和歌山の魅力を全国に発信する
国体」を掲げ、開催準備に取り組んでいます。
国体を開催することで、県民全体がスポーツを通じて夢
と感動を共有し、国体後も県内各地域にスポーツが根付
き、県民の誰もがスポーツを楽しむことができるように努め、
「スポーツ王国・和歌山」を復活させたいと考えています。
さらに、前回の黒潮国体は、おもてなしの心など、創
意と工夫により参加者から好評を博しました。今回の国体
も、訪れる競技者や観客等を、心を込めてお迎えし、人々
の記憶に残る癒しと感動を提供したいと考えています。
また、基本目標を達成するためには、県民総参加の
大会とすることが重要であると考えており、本年９月９日に
は、国体開催が正式に決定したことを受けた記念イベント

を開 催しまし
たが、岐阜国
体へ出場する
和歌山県選
手団、ジュニ
ア選手、日頃
から県内で花
いっぱい運動
を行っている
NPO や小学校、健康づくりに取り組んでいる老人クラブ、
心を込めたおもてなしを行っているホテル従業員など、あ
らゆる立場の方の御参加をいただきました。さらに、ロン
ドンオリンピックに出場された選手等にもゲスト参加いただ
きました。
国体開催を契機に、全国に和歌山県の魅力をアピー
ルするとともに、
スポーツを「する」「みる」「支える（育
てる）」といった多様な関わり合いを通じて、県民が夢と
感動を共有し、「元気な和歌山」 の実現を目指します。
紀の国わかやま国体
平成 27 年９月 26 日（土）～ 10 月６日（火）
紀の国わかやま大会
平成 27 年 10 月 24 日（土）～ 10 月 26 日（月）

都道府県だより
Hyogo
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兵庫県

「横尾忠則現代美術館」が
11 月３日にオープンします !!
3,000 点以上に及ぶ横尾忠則さんの作品やアーカイブ
資料を有する「横尾忠則現代美術館」が、いよいよ平成
24 年 11 月３日（土）・文化の日にオープンします。
この美術館の建物は、昭和 57 年、日本を代表する建築
家であった村野藤吾の設計により、兵庫県立近代美術館
の西館として整備されたもので、平成 14 年の県立美術館
開館後は、原田の森ギャラリー西館として親しまれてき
ました。平成 21 年度より、ふるさと兵庫にゆかりのある
作家の作品を展示する場として改修が行われていました
が、平成 23 年９月、本県西脇市出身の世界的美術家であ
る横尾忠則さんとの間で作品の寄贈・寄託に関する基本
的な合意が整い、この度新たな美術館としてスタートす
ることとなりました。
近代美術館以来の風格ある展示スペースがリニューア
ルされ、新たに貴重な資料を保管するアーカイブルーム
や、開放的なオープンスタジオも設けられました。さらに、
神戸らしいおしゃれなカフェが今年８月 17 日に先行オー
プンしました。
はんはんぷくぷくはんぷく
記念すべき最初の展覧会は「横尾忠則展『反反復復反復』
」
です。横尾作品の大きな特徴として、ある特定のモチーフ
が繰り返し何度も描かれることが挙げられます。60 年代の
代表的な絵画シリーズ「ピンクガールズ」は、
90 年代以降、
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近年にいたるまで断続的に描かれています。また 2000 年
以降の代表作「Y 字路」シリーズでも、特定の場所が何度
も描かれ、全く同じ構図でありながら、街並みの変化や季
節ごとの樹木の成長具合など、微妙な差異が描き分けられ
ています。同様の例は枚挙にいとまがなく、あたかも音楽
における“主題と変奏”を想起させます。当館ではこれか
らも横尾芸術の素晴らしさを紹介する展覧会を、様々な切
り口で繰り広げていきます。どうぞ御期待ください。

《お堀》
1966 年 徳島県立近代美術館蔵

《人生にはゴールがない》
2005 年 国立国際美術館蔵

■開館記念展 I 横尾忠則展「反反復復反復」
平成24年11月３日（土・祝）～平成25年２月17日（日）
■横尾忠則現代美術館
〒 657-0837 兵庫県神戸市灘区原田通 3-8-30
TEL 078-855-5602
HP www.ytmoca.jp

鳥取県

Tottori

まだまだ続きます !!
「まんが王国とっとり」建国記念国際まんが博 !

この機会に、是
非
「国際まんが博」
、
「国際マンガサ
ミット」を巡り歩
いていただき、
「ま
んが王国とっとり」
の魅力を存分に満
喫してください。

鳥取県では、11 月 25 日まで、約 140 ものイベン
トにより県内各地が漫画やアニメで彩られる「国際ま
んが博」を開催中です。
８月４日に開幕してから多くの皆様に御来場いただ
いていますが、これからもまだまだ見所いっぱいのイ
ベントが満載です。
10 月には、全国からゆるキャラ ® が鳥取砂丘に大
集合し、ゆるキャラ ® の王者を決める、涙あり、笑
いありの大運動会「第７回ゆるキャラ ® カップ in 鳥
取砂丘」
、11 月には、県西部の米子市がポップカル
チャーで染まる漫画、ファッション、音楽など、何で
もありの祭典「第二次 米子映画事変」
、海外からも
多くのコスプレイヤーが集結する中国を舞台にした小
説やゲーム限定のコスプレ大会「第 13 回中華コスプ
レ 5th アジア大会」などが開催されます。
さ ら に、11 月 ７ 日 か ら 11 日 に は 国 内 外 か ら 約
400 名の漫画家が集結する第 13 回国際マンガサミッ
ト鳥取大会が米子市で開催されます。サミットでは
「食
と海」をテーマに漫画家や漫画関係者によるフォーラ
ムのほか、漫画制作アトリエ再現、漫画家サイン会な
ど、様々な参加型イベントが行われます。

■第７回ゆるキャラ ® カップ in 鳥取砂丘
【10 月 27 日（土）～ 28 日（日）
】
（鳥取市 鳥取砂丘オアシス広場 ほか）

■第二次 米子映画事変

【11 月１日（木）～ 11 日（日）
】
（米子市中心市街地エリア～米子市公会堂エリア）

■第 13 回中華コスプレ 5th アジア大会
【11 月 10 日（土）～ 11 日（日）
】
（湯梨浜町 中国庭園燕趙園）

■第 13 回国際マンガサミット鳥取大会
【11 月７日（水）～ 11 日（日）
】
（米子市 米子コンベンションセンター）
お問合せ

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

都道府県だより
Okayama

Ⓒゆるキャラ ® カップ in 鳥取砂丘実行委員会
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岡山県

「岡山芸術回廊」まもなく開催 !
岡山県では、今秋、岡山後楽園・岡山城を中心に
美術館などの文化施設が集積する岡山カルチャー
ゾーン一帯をメイン会場として、全国で注目を集め
ている現代美術家の作品展示を始め、演劇やダンス、
音楽など多彩な表現で「おかやま文化」を発信する「岡
山芸術回廊」を開催します。
この事業は、街を巡る人々が文化・芸術を感じ、
楽しむことで、新たな文化の創造と文化を核とした
地域づくりを目指すアートプロジェクトです。
地域のアーティストや NPO などの方々と協働で
企画・実施するこのプロジェクトでは、街を「めぐっ
て」
、
「みて」
、文化・芸術が街のあちらこちらにある
ことを「感じて」いただけるような仕掛けを準備し
ています。
芸術の秋に、岡山でアートを満喫してください。
メイン会場
会場：岡山後楽園・岡山城・カルチャーゾーン一帯
会期：平成24年11月３日
（土）
～12月 ２日
（日）
（鑑賞無料・後楽園入園料要）

地域会場
①赤磐会場「再生－明日を見つめて－」
会場：熊山英国庭園（赤磐市殿谷）
会期：平成24年11月10日（土）～11月25日（日）
水曜定休
②玉野会場「宇野港東山ビル－入居者募集中－」
会場：宇野港東山ビル（玉野市宇野）
会期：平成24年11月９日（金）～12月２日（日）
金曜～日曜のみ開場
③玉島会場「出会いのアート in OKAYAMA」
会場：遊美工房（倉敷市玉島中央町）
展覧会会期：平成24年11月10日（土）～
12月２日（日） 火曜定休

お問合せ

岡山芸術回廊企画委員会事務局（岡山県文化振興課）
TEL 086-226-7903
HP http://www.okayama-kairo.jp
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島根県

Shimane

今秋、島根県産「つや姫」（お米）が登場します !

全 ･ 安心」
「高品質 ･ 良食味」な「つや姫」の生産に
取り組んできました。
また、販売面では農業団体が中心となり、米卸業者
等との収穫前契約等によって販路を確保しています。
今後は、島根オ
リジナル統一ロゴ
マークの販売促進
への活用や、炊飯
特性分析による商
品 評 価 等 も 行 い、
一 層 の PR を 図 っ
ていく計画です。
生産者が丹精込
めて栽培した「島根
県産つや姫」を是
島根米「つや姫」ロゴマーク
非御賞味ください。

島根県では、
全国的に注目されているお米「つや姫」
を今年から本格栽培しています。県内平坦部を中心
に約 270ha で栽培され、９月から西日本を中心に新
米での販売が始まっています。
「つや姫」は山形県で育成され、食味はコシヒカリ
と比較しても同等以上で、
特に炊飯時の「白さ」や「つ
や」が良く、高い評価を得ています。また、コシヒ
カリより草丈が 10cm 程度短いため倒れにくく栽培
しやすいこと、夏期の高温下でも品質低下が少ない
ことから、生産現場からも導入に対する期待が高まっ
ていました。
そこで、生産者登録制度による重点栽培指導、化
学肥料と農薬を５割以上削減、集荷の一元化による
統一的販売等を主とした「生産・販売取組方針」を
定め、
「島根県産つや姫」の市場評価を早期に高める
ための活動に取り組んできました。
県内各地域では、減農薬・減化学肥料による栽培
や現地指導会の開催、今夏の異常高温に負けない水
管理の徹底等、生産者や関係機関が一体となって、
「安

お問合せ

島根県農林水産部農畜産振興課
TEL 0852-22-5129

都道府県だより
Hiroshima

2012 年 10 月

広島県

広島県北部地域移動診療車の運行を開始 !
～地域住民の健康を守る 走る診療所～

写真のように医療機器を搭載し、血液検査や腹部・心臓
の超音波診断・心電図検査が可能となり、必要に応じて投
薬・注射なども行っています。
住民の方からは「遠くの病院に行かなくてよくなった。
安心して暮らせる。
」と喜ばれています。また、移動診療
車で血液検査、心電図検査などを受けたことにより病気が
発見され、翌日から入院治療を受け、完治された方もおら
れます。
運行を始めて２月経ち、現在は、週２回、九つの地区を
巡回していますが、今後はさらにほかの無医地区等への拡
大も検討していきたいと考えております。

意外に感じられるかも知れませんが、広島県には無医地
区が 53 あり、北海道に次いで、全国２位となっています。
このような中、本県では、湯﨑知事のマニフェストの一
つである中山間地域への移動診療の充実を図るため、特に
無医地区が多い広島県北部地域で、地元市町である三次市、
庄原市、神石高原町とへき地医療拠点病院（市立三次中央
病院、庄原赤十字病院、神石高原町立病院）で連携し、今
年７月から「広島県北部地域移動診療車」の運行を開始し
ました。
県北部地域のへき地医療拠点病院（市立三次中央病院、
庄原赤十字病院、神石高原町立病院）が１台「移動診療車」
の運行日を調整し合って、無医地区等の患者居宅近くまで
巡回し、医療を提供しています。
車輌などは地域医療再生基金を活用して整備しました。

車輌内部：診察台、生化学自動分析装置、
自動血球数 CRP 測定装置、心電図、生
体情報モニタ、超音波診断装置など診
療設備が充実

お問合せ

広島県健康福祉局医療政策課
TEL 082-513-3065
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診療の様子：庄原赤十字病院中島院長
（写
真中央）が診察。後方は地域医療を目
指す広島大学医学部生が同行実習

山口県

Yamaguchi

み

やまぐち総合スポーツ大会を開催

また、
「観るスポーツ」として、水球エキシビショ
ンマッチ（公式記録としない公開試合）や地元クラ
ブチーム「レノファ山口 FC」対「サンフレッチェ広
み

山口県では、「おいでませ ! 山口国体・山口大会」
の成果を、一過性のものとすることなく、本県の貴
重な財産として活用し、健やかで心豊かな県民生活
と、活力ある地域社会の実現を目指すため、今後の
スポーツ推進の指針となる基本理念などを定めた「山
口県スポーツ推進条例」を３月に制定しました。
この条例において、広くスポーツに対する関心と
理解を深めるために設けた「スポーツ推進月間（10
月 ）」 の 中 心 行 事 と し て、27 日（ 土 ）
、28 日（ 日 ）
の２日間で、県体育大会、障害者スポーツ大会、ス
ポーツ・レクリエーションフェスティバルなど、様々
なスポーツイベントを盛り込んだ「やまぐち総合ス
ポーツ大会」を開催します。この大会は、障害のあ
る方とない方の交流や多様なレクリエーション種目
の体験、トップスポーツの観戦、スポーツボランティ
み
アとしての参加など、
「する・観る・支える」という様々
な形でスポーツに触れることができる新たなスポー
ツイベントとして実施します。
「するスポーツ」として、昔あそびコーナーや、ボー
ル・縄・棒等を使ったチャレンジ・ザ・ゲーム大会など、
誰もが参加できるイベントを開催します。

島」によるサッカーのエキシビションマッチを観る
ことができます。
そして、
「支えるスポーツ」として、各競技役員や
運営スタッフ、ボランティアなどによる競技運営の
ほか、県民の「応援」も大きな「支え」となります。
山口県は今後も、スポーツの推進を通じた県民力・
地域力の発揮による「スポーツ元気県やまぐち」の
実現に取り組んでいきます。

レノファ山口 FC（試合の様子）

お問合せ

山口県スポーツ推進課
TEL 083-933-2435

都道府県だより
Kagawa

2012 年 10 月

香川県

「うまいもん広め隊」で香川のうまいものの魅力
を広めたい !
香川県には豊富な種類の食材があり、どれも特長のある自
慢の産品ばかりです。そんな地元の食材の良さを、もっともっ
と多くの県民の皆さんに知ってもらいたいと、食材の魅力を
PR する「うまいもん広め隊」を結成しました。
先日の結成式では、知事が結成宣言をした後、
「うどん県」
県産品振興本部長を務める高松市出身の女優・藤澤恵麻さん
が、広め隊の代表者に委嘱状を手渡しました。
「オリーブ」
「オリーブ牛」
「瀬戸の地魚」
「さぬき讃フルーツ」
「さぬきの味付け（調味料・醤油）
」の５部門に分け、それぞ
れ生産者や製造者、流通関係者、マイスターやソムリエなど
の有識者、シェフらなど、総勢５隊 49 人に広め隊員をお願い
しました。誰よりもその食材に愛着があり、よく知っている
方々が、県内各地で、一般の消費者やプロの料理人を対象に、
ワークショッ
プや体験教室
を開催したり、
イベント時に
試食会や販売
を行ったりし
て、 さ ぬ き の
「うまいもん」
の魅力を伝え
ていきます。
うまいもん広め隊結成式の様子
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結成式の後、広め隊の初仕
事として続いて開催した食の
ワークショップには、飲食店
関係者ら約 80 人が参加しまし
た。各チームごとに代表者が、
藤澤恵麻さんから委嘱状を交付
食材の歴史や特徴、お薦めの
食べ方を紹介し、オリーブオ
イルやしょうゆの味比べのほ
か、オリーブ牛、オリーブハ
マチ、シャインマスカットの
試食などもあり、実際に味わ
い楽しみながら学びました。
県花・県木であり、小豆島
が日本における発祥の地と言 食のワークショップで広め隊の初仕事
われる
「オリーブ」
。そのオリー
ブをエサに育てたさわやかな後味の「オリーブ牛」
。四季を通
じて捕れる「瀬戸の地魚」
。燦々とふり注ぐ太陽の下、心を込
めて大切に育てた果物「さぬき讃フルーツ」
。400 年以上続い
てきた伝統の味を守る
「小豆島産のしょうゆ」
。うどんだけじゃ
ない香川の食材の魅力がどんどん広がるよう、隊員の皆さん
の活躍が期待されます。
お問合せ

香川県県産品振興課
TEL 087-832-3385
HP http://www.kensanpin.org/

Tokushima

徳島県

地域のリーディングホスピタル「新中央病院」開院 !
昭和 48 年に建設された徳島県立中央病院が３年に
わたる改築工事を終え、今般、
「新中央病院」として
新たなスタートを切りました。
新病院は地上９階建て、病床数 460 床を誇り、屋
上にはドクターヘリが離発着するヘリポートを設置。
県内初の本格的なドクターヘリの運航により県南部・
西部地域からの搬送時間が大幅に短縮され、救命率の
向上につなげます。
また、集中治療室「ICU」と高度治療室「HCU」
を増設し、重篤な症状に陥った患者へのケアがより手
厚く行えるようになりました。がん治療においては、
高精度放射線治療装置（リニアック）や早期発見に役
立つ PET-CT などの先進機器を導入し、これまで以
上に高度で専門的な医療を行うことができるようにな
りました。さらに、新生児集中治療管理室「NICU」
を新設し、周産期医療にも積極的に対応します。
今回の改築に合わせて、隣接する徳島大学病院との
間を連絡橋でつなぎ、医師の育成や周産期・小児医
療分野での連携を強め、
「総合メディカルゾーン構想」
をこれまで以上に推進することとしています。

各ベッドそれぞれに窓が配置され、徳島のシンボ
ル「眉山」を始めとした外の風景を眺めることができ、
さらには病室ごとにトイレが設置されるなど、快適な
環境づくりにも努めています。
今後、徳島県の医療を牽引するリーディングホスピ
タルとして救急医療や災害医療の中心的な役割を担う
とともに、県民医療最後の砦として、県民の皆さんに
親しまれ信頼される病院づくりを進めていきます。

都道府県だより
Ehime

2012 年 10 月

愛媛県

えひめ結婚支援センター「愛結び」運用開始１周年 !!
平成 20 年 11 月に開設した「えひめ結婚支援セン
ター」では、独身男女に素敵な出会いの場を提供す
るため、企業や団体等と連携して「de 愛イベント」
を月 20 回程度開催し、これまで約 3,400 組を超え
るカップルが誕生、170 組から成婚報告をいただい
ています。
昨年度からは、多
数が参加するイベン
トは苦手といった要
望 に も 応 え る た め、
新たに１対１のお見
合事業「愛結び」を
開 始 し、 こ の 10 月
で運用開始から丸１
年を迎えることがで
きました。
この１年間で、登
録 会 員 数 は 約 2,100
人 を 超 え、 約 1,100
組のお見合いを実施
28

しました。このうち交際を開始したカップル数はイ
ベントを上回るカップル率（44%）の約 500 組を超
えており、既に 15 組から成婚報告をいただくなど、
順調なスタートを切ることができ、県民等からの反
響も大きなものがあります。
「愛結び」でも、お引き合わせの日程調整や立会い、
その後の成婚に向けてのフォローなどに「de 愛イベ
ント」と同様に、本県のユニークな取組である無償
ボランティア「愛結びサポーター」に活躍いただい
ています。
県では、１組でも多くのカップルが誕生し、ゴー
ルインすることを願い、今後とも、善意と熱意にあ
ふれたボランティアなど多くの関係者と一体となっ
て、結婚支援に積極的に取り組んでいきたいと考え
ています。
お問合せ

えひめ結婚支援センター
TEL 089-933-5596
HP http://www.msc-ehime.jp/
愛媛県保健福祉部生きがい推進局子育て支援課
TEL 089-912-2413

高知県

Kochi
ゆい

ウェディングカタログギフト「結」を御利用ください

高知生まれの商品一つ一つのこだわりや生産者の思い
などを紹介しており、ページをめくれば高知の四季や
風土が伝わる、高知の魅力が凝縮した一冊です。
高知県出身の方には、大切なお客様に故郷高知の素
晴らしさを伝えるカタログギフトとして、また、高知
のファンの方々には、高知の素晴らしい商品で感謝の
気持ちを伝えるカタログギフトとして、御婚礼の引き
出物としてだけではなく、内祝いなどの様々な慶事に
是非御利用いただきたいと考えています。
カタログギフトのお買い求めについては、下記の
ホームページを御覧いただくか、事務局までお気軽に
お問合せください。

高知県では、県産品の地産地消・地産外商を一層進
めるため、高知を代表する食品や工芸品を満載したカ
タログギフト「結」を作製し、販売を開始しました。

お問合せ

高知県ウェディングカタログギフト「結」事務局
（株式会社ファクトデザイン事務所）
TEL 080-2987-3587（受付期間平日 10:00 ～ 17:00）
HP http://www.fact.ne.jp/books/yui.html

都道府県だより
Fukuoka

2012 年 10 月

福岡県

福岡県の動画サイト「ふくおかインターネット
テレビ」をリニューアル

２ 多彩な検索方法
「見る」
「食べる」
「文化」
「九州新幹線」の四つの
ジャンルからの検索や季節、地域検索、アクセスラ
ンキングなどにより、見たい動画や人気の動画を探
せます。
３ 高画質動画を提供
通信環境に合った画質で動画を視聴できます。
４ フェイスブックページもオープン
新着情報や撮影の裏話などを発信しています。

福岡県では、県政情報を分かりやすく伝える動画サ
イト「ふくおかインターネットテレビ」を７月にリ
ニューアルしました。
【サイトの特徴】
１ 携帯端末に対応
携帯電話、スマートフォンそれぞれの専用画面か
らストレスなく動画情報を閲覧できます。

サイトでは、知事記者会見や県政ニュース、観光、
匠の技、グルメ、お花、広報 TV 番組など、現在約 1,400
本の番組を配信中です。携帯電話やスマートフォンで、
いつでもどこでも気軽にアクセスしてください !
お問合せ

福岡県総務部県民情報広報課
TEL 092-643-3102
「ふくおかインターネットテレビ」動画サイト
http://webtv.pref.fukuoka.lg.jp/
モバイル版
http://webtv.pref.fukuoka.lg.jp/m/
スマホ版
http://webtv.pref.fukuoka.lg.jp/sp/
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Saga

佐賀県

障害のある人もない人も共に楽しめる
「バラエティ・アート・フェスタさが 2012」を開催
文化・芸術には、楽しさや感動を与え、人生を豊
かにする力があります。佐賀県は、
今年の４月に文化・
スポーツ部を新たに設置し、国内外の優れた演奏会、
展覧会を開催するなど、県民の皆さんに様々な文化・
芸術に触れてもらう機会を充実させています。
こうした取組の一つとして、11 月 23 日（祝日・
金曜日）から 25 日（日曜日）までの３日間、
「第 12
回全国障害者芸術・文化祭さが大会」を開催すること
になりました。この大会の愛称を「障害のある人もな
い人も、誰もが参加し、共に楽しむことのできる多様
な芸術・文化の祭典」という意味を込めて「バラエティ・
アート・フェスタさが 2012」
（通称「バラフェス」
）
に決定しました。
「湧き上がる感動 ! 広がるアートの輪 !
わくわくする雰囲気 !」をコンセプトに、参加した皆
さんにバラエティに富んだ芸術を楽しんでもらい、感
動を共有できる大会を目指しています。
このバラフェスでは、県内の団体による舞台芸術
発表や、全国から寄せられた美術・文芸作品の展示、

今年で３回目を迎える「バリアフリーさが映画祭」
の開催などを予定しています。
かわ ばた
また、世界的バイオリニストとして活躍する川 畠
なりみち

かな

そして NHK 大河ドラマの題字を手掛けた書家・金
ざわしょう こ

澤 翔 子さんの書道パフォーマンスを開催します。さ
らに、パラリンピック正式種目である「ゴールボール」
の体験のほか、障害のあ
る方による優れたアート
作品の展覧会「アール・
ブリュット展」を同時開
催するなど、多彩な企画
を用意して、皆さんの御
来場をお待ちしています。 パラリンピックの正 式 種目になっている
「ゴールボール」の模様

お問合せ

佐賀県文化課
TEL 0952-25-7236
HP http://www.v-fes.com/
バラエティアートフェスタ

都道府県だより
Nagasaki

たて の いずみ

成道さんや、ピアニスト・舘野 泉 さんのリサイタル、

検索

2012 年 10 月

長崎県

平成 34 年開業を目指して九州新幹線西九州
ルート（長崎ルート）が動きだします !
今年６月、九州新幹線西九州ルート（長崎ルート）
武雄温泉～長崎間のフル規格での着工が認可されま
した。整備計画の決定から 39 年。待ちに待った新幹
線が長崎にやって来ます。
この西九州ルー
ト は、 新 鳥 栖 駅 か
ら武雄温泉駅まで
は 在 来 線 を 活 用。
新幹線と在来線の
レール幅が異なる
た め、 車 輪 の 幅 を
変えて走行するこ
と が で き る、 日 本
初のフリーゲージ
トレインが導入さ
れます。
博多～新鳥栖間
と武雄温泉～長崎
間の新幹線区間を
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最速で 260km で走行し、長崎～博多間の所要時間は
現在の特急（最速）と比較すると 28 分短縮され、大
都市圏がぐっと近くなります。関西まで直通運転も
可能で、中国圏、関西圏から観光客の大幅な増加が
見込まれるとともに、昨年 11 月に復活した「長崎上
海航路」と結び付け、東アジアの玄関口として交流
人口の拡大を図ることにより、長崎県の雇用や所得
の増加が期待されています。
しかし、新幹線はあくまで人とまちを結ぶツール
の一つ。長崎県発展に結び付けるには、新幹線沿線
はもとより、県内全体で魅力あるまちづくりを進め
る必要があります。豊かな自然や文化、美味しい食
べもの、そしておもてなしの心。長崎県が全国に誇
る魅力に更に磨きをかけて「行ってみたい長崎県」
を目指します。
開業まであと 10 年。新幹線で拓く新たな未来と、
魅力あふれるまちづくりに向けて、いま長崎県は大
きく動き出します。
お問合せ

長崎県新幹線・総合交通対策課
TEL 095-895-2066

大分県

Oita

わら ぶ

別府湯けむりが国重要文化的景観に選定 !
かんなわ

めた藁葺き小屋で温泉成分の沈殿物である「湯の花」

が製造され、入浴剤として販売されるなど、別府独

みょうばん

別府市鉄 輪・ 明 礬 地区の「別府の湯けむり・温

特の温泉蒸気の利用もみられます。

泉地景観」が、風景の文化財である重要文化的景観

地元では、景観計画により、景観全体の保護を図っ

に新たに選定されました。湯けむりの下での共同浴

ており、住民の日々の生活と景観の維持との両立を

場や旅館、湯の花製造など、身近な景色や生活習慣

目指していくこととしています。

が歴史的な財産として認められたものであり、県
お

ん

た

内では、日田市の「小 鹿 田 焼の里」
、豊後高田市の
たしぶのしょう

「田 染 荘小崎の農村景観」に続いて３件目です。

幾筋にも立ち上る湯けむりは、泉都のシンボルと

して、古くから県民に親しまれてきました。
「別府八
かんなわ

湯」と呼ばれる別府古来の温泉地の中でも鉄輪温泉・
みょうばん

はたご

き ちん やど

明 礬 温泉は、江戸時代の旅籠・木賃宿に起源を持つ

宿泊施設が現在も旅館や貸間として利用されていま
す。また、住民が組合制の下に共同浴場を管理・運

営するなど生活の一部として温泉が利用されていま
す。入湯以外でも、鉄輪に古くから伝わる地獄釜の

蒸し料理は、現在でも別府の人気メニューです。加
えて、明礬温泉では、石敷きの床に青粘土を敷き詰

都道府県だより
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熊本県

Kumamoto
第 33 回全国豊かな海づくり大会
～くまもと～１年前プレイベント開催

を、見て・食べて・体験することができます。
また、28 日には、水俣市のエコパーク水俣親水護
岸で、稚魚の記念放流を実施します。放流するのは
ヒラメ・カサゴの２種。当日は一般来場者も先着受
付順で放流に参加できます。お気軽に御来場くださ
い。放流会場周辺では海上パレードや物産展等の開
催も予定されており、一足早く、熊本大会の雰囲気
を感じることができ
る内容となっていま
すので、多くの方の
来場をお待ちしてい
ます。

熊本県は、平成 25 年秋に『第 33 回全国豊かな海
づくり大会～くまもと～』の開催を予定しています。
本大会は、昭和 56 年に第１回大会が大分県で開催
され、水産資源や海、湖沼・河川の環境保全の重要
性を広く国民に訴えるとともに、つくり育てる漁業
の推進を通じて、漁業の振興と発展を図ることを目
的として、毎年各地で開催されています。
はぐく

いのち

第 33 回大会のテーマは「 育 もう 生 命かがやく

ふる さと

故 郷の海」。熊本県の有する個性豊かな三つの海（有

明海、八代海、天草灘）で営まれている特色ある水産
業の魅力と、水俣の海の再生を広く全国に情報発信して
いくこととしています。
また、大会に向けた機運を高めるため、10 月 27
日（土）
・28 日（日）の２日間、例年開催されてい
る『くまもと農業フェア』とタイアップし、県農業
公園（カントリーパーク）で『2012 くまもと農業フェ
ア & 海づくりフェスタ』を開催。会場内ではステー
ジイベントや海鮮鍋の提供、魚やヒトデなどと直接
ふれあえるタッチングプール等、熊本県の海の魅力

『第 33 回全国豊かな海づくり大会～くまもと～』

お問合せ

第 33 回全国豊かな海づくり大会熊本県実行委員会事務局
（熊本県農林水産部水産局全国豊かな海づくり大会推進課内）
TEL 096-333-2459
FAX 096-387-6366
E-mail umizukuri@pref.kumamoto.lg.jp
熊本 海づくり
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検索

宮崎県

Miyazaki

さらに、イベント会場などを巡り、県産品やホテ

「ディスカバーみやざき 古事記をゆく浪漫紀行」
展開中 !

ル宿泊券などが当たるスタンプラリーも実施してい

ますので、是非、この機会に宮崎にお越しいただき、
古事記ワールドを体験してください。

今年は古事記編さん 1300 年という大きな歴史的

節目の年に当たります。

古事記に描かれた日本発祥にまつわる日向神話の

舞台である宮崎県では、
「古事記編さん 1300 年」を

テーマとした神話関連の数多くのイベントなどを開
催。古事記を通して県内の宝を見つめ直し、県内外
に「神話のふるさと

みやざき」の魅力をアピール

する「ディスカバーみやざき

古事記をゆく浪漫紀

行」キャンペーンを展開しています。

この秋には、初代神武天皇を祭神とし「神武さま」

の愛称で親しまれる宮崎神宮の『宮崎神宮大祭』を
さい と ばる

始め、日本最大級の古墳群である西 都 原 古墳群を舞

台とした『西都古墳まつり』などの伝統的な行事に

加え、古事記の舞台とされる宮崎県、奈良県、島根

県の食や芸能、人気ゆるキャラが集合する『古事記

ゆかりの御当地グルメまつり』
（11 月９日（金）～
11 日（日）
、宮崎市）が開催されます。

都道府県だより
Kagoshima
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鹿児島県

人々を元気にする県－「本物。鹿児島県」
イメージアップポスター完成 !!

材”の魅力をシンプルに表現
した大島紬編。
もう一つは、柏木さんが鹿
児 島 を 旅 し、 自 然 や 食、 工
芸品など、本県の多彩な魅力
を躍動感あふれる様子で表現
したカジュアル編。県内各地
の観光写真は、若者に人気の
パワースポットや離島を中心
に、隠れた名所も採用して
います。
カジュアル編
B1 サイズで各 3,000 枚を
制作。関東以西の JR 主要駅で順次掲出するほか、県
内外の各種イベントや県内の観光施設、宿泊施設で
掲出し、
「本物。鹿児島県」を PR することにしてい
ます。
人々を元気にする「本物」の素材あふれる鹿児島
へ是非お越しください。

鹿 児 島 県 で は、 自 然、 温
泉、伝統工芸品、食など「本
物。鹿児島県」の多彩な魅力
をアピールし、イメージアッ
プを図るため、この度、人気
アイドルグループ AKB48 の
柏木由紀さん（鹿児島市出身）
を起用し、「本物。鹿児島県」
イメージアップポスターを制
作しました。
昨年度、柏木さんを「本物。
大島紬編
鹿児島県」イメージアップテ
レビ CM に起用しており、今年度は、
「薩摩大使」に
も委嘱。若年層を中心に本県のブランドイメージ向
上や誘客促進のさらなる効果を期待しているところ
です。
今回完成したポスターは２種類で、一つは、大島
紬を着用した柏木さんと鹿児島のシンボルである桜
島をメインに本県の伝統や自然といった“本物の素

お問合せ

鹿児島県観光交流局かごしま PR 課
TEL 099-286-3046
HP http://www.pref.kagoshima.jp/af07/20120816.html
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沖縄県

Okinawa

第 32 回全国豊かな海づくり大会
〜美ら海おきなわ大会〜

！

くり大会」を開催することは、海の環境保全や災害
苦情情報センター

に強い漁村の形成に対する意識の高揚と併せて、水
産業振興を図る上で、大変意義深いものです。
式典行事では、功績団体の表彰、両陛下から漁業
「まもろうよ、きせきのほしの、あおいうみ」をテー
後継者等への稚貝・サンゴ等のお手渡しが行われま
マに「第 32 回全国豊かな海づくり大会〜美ら海お
きなわ大会〜」が、11 月 17 日（土）、18 日（日） す。また、海上歓迎・放流行事では、稚魚の放流、ハー
レー舟による競漕等が予定されています。
に沖縄県糸満市で開催されます。
た、 大 会 当 日
この大会は、水産資源の維持培養と海の環境保全
全 国 知 事ま会
は、 本 大 会 の 主 会
の大切さを広く発信することを目的に、例年、天皇
場である糸満市で、
皇后両陛下の御臨席のもと挙行される国民的行事で
す。また、本大会は、沖縄復帰 40 周年記念事業に 「 お き な わ 豊 か な
海づくりフェスタ
位置付けられています。
2012 in 糸 満 」 の
沖縄県の周辺海域は、温暖な黒潮により育まれた
開催も予定されて
世界有数のサンゴ礁が発達し、沖合ではマグロなど
の回遊魚も多く見られます。また、沖縄の水産物は、 お り、 魚 の つ か み
取りや環境保全教
琉球王朝時代から重要な交易品として中国などへ輸
室、 特 産 品 の 試 食
出され、沖縄独自の伝統や文化の発展にも貢献して
販 売、 伝 統 芸 能 な
きました。
ど、 沖 縄 の 海 や 漁
しかしながら、近年の漁業を取り巻く環境は、資
源の減少、魚価の低迷、漁業就業者の減少に加え、 業 に つ い て 学 べ、
沖縄の魅力を満喫
生産の基盤となるサンゴ礁も地球温暖化の影響によ
できる内容となっ
る白化現象等により、厳しい状況にあります。
ています。
このような中、沖縄県において「全国豊かな海づ

「地方分権苦情情報センター」
への情報提供を

都道府県だより
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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。
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。

33

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

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. 339

地域発、ソーシャルキャピタル
浜松医科大学健康社会医学講座

尾島 俊之（愛知県）

ことが必要だと思います。

先日、厚生労働省から健康日本 21（第２次）

「健康の社会的決定要因」は欧米でできた言葉

が発表されました。その中で、これまでの健康日

本 21 の柱であった健康寿命の延伸、生活の質の

ですので、欧米での先進的な取組が気になると

質の向上（健康を支え、守るための社会環境の整

た取組が、日本で当たり前のように行われてい

ころです。一方で、よく考えると、非常に優れ

向上などに加えて、健康格差の縮小、社会環境の

るものも沢山あります。例えば、栄養バランス

備）が新しい柱として追加されました。社会環境

のよい学校給食は、健康格差の縮小に大きな役

などに関連して、
「ソーシャルキャピタル」や、
「健

割を果たしています。地域別にみると、町内で

康の社会的決定要因」などの重要性も述べられて

一斉に掃除をしたり、また県民が皆同じ歌を歌

います。ソーシャルキャピタルとは、
「信頼、規範、

うことができたりというところもあり、地域の

ネットワーク」などと定義されていますが、一言

絆を育む上で大きな役割を果たしています。地

で言えば「絆」のことです。また、健康の社会的

域に既にある良いものを発見するところから始

決定要因としては、このソーシャルキャピタルに

めると良いのではないかと思っています。

加えて、教育、所得、仕事などが重要であると言

絆については、住民同士だけではなく、行政や

われています。近年、これらのことが、人びとの

健康を大きく左右することがわかってきており、

医療についても考える必要があります。都道府

ります。一方で、目下の一番の問題は、それら

やお客様とサービス提供者という関係ではなく、

県、市町村、医療機関、一般住民が、上下関係

保健関係者の間でも重要性の認識が定着しつつあ

お互いに遠慮なくものが言えて一緒に活動をし

を向上させるために、具体的に何をしたらよいの

ていくパートナーとして心の絆を強くしていく

かが良く分からないということです。私自身、模

ことも、人々の健康づくりのために必須だと思

索の毎日ですが、地域の現場の皆さんの参考にな

います。

る情報が発信できるようにと研究を進めています

（健康の社会的決定要因に関する研究班 http://

ところで、私は愛知県から自治医科大学に入学

sdh.umin.jp）
。

地域で進めていって欲しいと思っていること

し、卒業後は山間へき地の病院、保健所で勤務

員などの地域の活動を守り、活性化することで

て、現在の教授職につくことになりました。私

をしました。その後、母校に戻りましたが、縁あっ

の一つは、健康づくり推進員、食生活改善推進

が現在、ソーシャルキャピタルなどの研究を行っ

す。以前に調査をしましたところ、これらの活

ているのも、このような地域での経験が元になっ

動が行われている地域の方が、検診によってが

ているといつも感じています。現在、浜松医大

んが効果的に発見されており、また住民相互の

において、地域医療教育にも関わっています。

つながりが強い地域でがんの死亡率が低い結果

自治医大や浜松医大の学生などに対して、地域

がでました。非常に残念なことに、市町村合併

での活動はとてもやりがいがあって楽しい、ま

などを機にこれらの活動が廃止されているとこ

たその後のキャリアーにとって、きっと掛け替

ろが多数あります。一方で、NPO 活動や、イン

えのないプラスになるだろうということを、自

ターネットなどを通じて、御近所同士以外の新

分の体験も交えながら伝えていきたいと思って

しい絆も広がってきています。地域の特性に合っ

います。

た多様な形で、人々のつながりを強くしていく
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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
道立近代美術館
藤田嗣治と愛書都市パリ－花ひらく挿絵本の世紀－
北海道開拓の村

馬車鉄道の運行

実施期間・実施日
～ H24 年 11 月 11 日
－

弘前の菊まつりと紅葉祭り

H24 年 10 月 19 日～ 11 月 11 日

中野もみじ山（黒石温泉郷）

H24 年 10 月 13 日～ 11 月 11 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

もがみ観光博開催中

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

－

会津大学ニューテクノロジーセミナーを開催

会津大学企画連携課 TEL: 0242-37-2511

H24 年 11 月 26 日

秋の企画展「会津の寺宝」

H24 年 10 月 6 日～ 11 月 25 日

ふくしま復興・再生可能エネルギー産業フェア 2012 を開催

H24 年 11 月 7 日～ 11 月 8 日

うまさぎっしり新潟

秋の観光キャンペーン

にいがた グリーン・ツーリズム
表参道・新潟館ネスパス

新潟

～ H24 年 12 月 2 日
－

秋の収穫祭

H24 年 10 月 11 日～ 10 月 14 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

イベントコーナー

－

茨城県

イベントカレンダー

－

埼玉県
千葉県
神奈川県

絢爛豪華な山車の祭典「川越まつり」

H24 年 10 月 20 日～ 10 月 21 日

自然の博物館企画展「ジオパーク秩父へのいざない」～日本地質
学発祥の地 ジオパーク秩父の見どころを御紹介します～
イベント情報
ちばアクアラインマラソン

H24 年 10 月 6 日～ H25 年 1 月 14 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

−
募集中

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 [ 秋 ] ぐるっと信州体験博 展開中
観光・イベント情報が満載！「とやま観光ナビ」

H24 年 9 月〜 11 月
−

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

−

来て！見て！食べて！行ってみまっし !!『いしかわ食のてんこもり
フェスタ』開催！能登丼、白山百膳などの県内御当地グルメの他、
県外グルメも出展 !! ゲストに辰巳琢郎もやってくる !!

H24 年 11 月 11 日

いよいよ開幕！第 12 回全国障害者スポーツ大会「ぎふ清流大会」

H24 年 10 月 13 日〜 10 月 15 日

岐阜県美術館開館 30 周年記念 マルク ･ シャガール−愛をめぐる追想

H24 年 9 月 5 日〜 10 月 28 日

岐阜県現代陶芸美術館 岐阜県ゆかりの人間国宝−美濃陶芸の系譜−

H24 年 8 月 4 日〜 12 月 24 日

陶磁資料館特別企画展「アール・デコ

H24 年 10 月 6 日〜 12 月 24 日

光のエレガンス」

県内一斉ノー残業デー・有給休暇取得プラス１運動の賛同企業募集

H24 年 7 月 23 日〜 10 月 31 日

あいち花フェスタ 2012

H24 年 11 月 3 日〜 11 月 11 日

農林水産部園芸農産課 TEL:052-954-6419

三重県の観光ガイド。イベントや観光施設など情報満載！
伊勢志摩キャンペーン

H24 年 10 月 1 日〜 H25 年 3 月 31 日

福井県内の平家ゆかりの地
伝えたいふるさとの景観

−

−

心に残る

福井ふるさと百選

滋賀県の催し案内

−
−

京都「九条ねぎ」フェスティバル

H24 年 10 月 20 日〜 10 月 21 日

清水焼の郷まつり

H24 年 10 月 19 日〜 10 月 21 日

大阪のメインストリートを歩行者に開放する御堂筋 Kappo
「こころの再生」府民運動の一環「こころの再生フェスティバル」を開催
イベント紹介
奈良フードフェスティバル 2012

H24 年 10 月 14 日
H24 年 11 月 3 日〜 11 月 4 日
−

シェフェスタ

in

奈良

第 43 回奈良県芸術祭

H24 年 10 月 27 日〜 11 月 11 日
〜 H24 年 11 月 30 日

祈りの回廊 秘宝・秘仏特別開帳 2012 年 9 月〜 2013 年 3 月 秋冬版

〜 H25 年 3 月

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

−

第 11 回浦富海岸ビーチクリーン CUP. サーフィン大会

H24 年 11 月 3 日

第 13 回国際マンガサミット 鳥取上陸！

H24 年 11 月 7 日〜 11 月 11 日

中華コスプレ 5th アジア大会

H24 年 11 月 10 日〜 11 月 11 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

岡山県後楽園菊花大会

H24 年 10 月 18 日～ 11 月 18 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 11 月 11 日

イベントカレンダー

－

イベント・行事情報

－

県立施設ルネッサながとで「詩人の魂 相田みつをと金子みすゞの世界」を開催中

～ H24 年 10 月 28 日

県立美術館で「第 66 回山口県美術展覧会」を開催

H24 年 10 月 4 日～ 10 月 21 日

県立山口博物館で「サイエンスやまぐち 2012」を開催

H24 年 10 月 26 日～ 11 月 11 日

「かがわ文化芸術祭 2012」開催

H24 年 10 月 1 日～ 12 月 31 日

「うどん県アートコンペティション 2012」の結果発表

－

「さぬき野菜うどん」を食べて野菜摂取不足も解消

－

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 11 月 4 日

愛媛県総合科学博物館企画展「錯視の不思議」

H24 年 10 月 6 日～ 11 月 11 日

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！
「土佐藩の人々～年譜書の世界～」展

好評開催中！

－
H24 年 4 月 1 日～
～ H24 年 12 月 3 日

特別展「刀 武士の魂－備前の名刀と土佐ゆかりの刀剣－」開催！

H24 年 10 月 6 日～ 12 月 23 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」
7 月梅雨前線被災企業を応援「豪雨被災地応援コーナー」開設～

－

筑後川フェスティバル in 佐賀

H24 年 10 月 20 日～ 10 月 21 日

「近代医学の幕開け」展
特別企画展

H24 年 9 月 28 日～ 11 月 4 日

将軍家献上の鍋島・平戸・唐津－精巧なるやきもの－

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 6 日～ 11 月 25 日
－
H24 年 10 月 25 日～ 10 月 29 日

元気です！！おおいた

－

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

－

秋のくまもとお城まつり

～ H24 年 10 月 23 日

くまもとアートポリス建築展 2012

H24 年 9 月 8 日～ 12 月末

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！
鹿児島県観光サイト

－

本物。の旅かごしま

イベント情報

復帰 40 周年記念事業一覧
第 32 回全国豊かな海づくり大会

－

－
－

美ら海おきなわ大会

沖縄科学技術大学院大学（OIST）の開学

H24 年 11 月 17 日～ 11 月 18 日
－
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表

説
解
紙

松代藩

真田十万石まつり
長野県

松代藩真田十万石まつりは、真田家の良政を讃
えた祭りとして毎年10月に開催され、今年で57回
を迎えました。真田家は、1622年（元和８年）に真
田信繁（幸村）の兄、初代藩主真田信之が上田から
松代（現在の長野市松代町）へ移封されてから約
250年間、10代にわたって松代藩を治めました。

代を再現した「松代
藩真田十万石行列」
松代藩真田十万石行列
も行われ、住民や一
般参加者を含めた総
勢250人 の 武 者 行 列
がにぎやかに練り歩
きます。その他松代
城跡を中心として、
小学生剣道大会や音
真田勝鬨太鼓
楽祭など、町全体を
舞台に数多くの楽しい催しが繰り広げられます。
松代城跡や戦国時代のライバル上杉謙信と武田
信玄が戦った川中島古戦場が隣接する長野市松代
町にこの秋は是非お出かけください。

真田といえば「日本一の 兵 」と言われた幸村や
その父昌幸、祖父幸隆が有名ですが、真田の名が
後世まで着実に受け継げられたのは信之をはじめ
とする各代藩主たちの堅実な藩政運営が礎になっ
ています。
松代城跡は国の指定史跡で、平成７年から長野
市による太鼓門・北不明門の復元、石垣の修復、
土塁・堀などの整備が行われ、江戸時代末期の城
郭が復元されました。また、平成18年には歴史や
建築の専門家の選定による日本100名城にも選ばれ
ています。
まつりでは、地元有志による真田勝鬨太鼓や真
田鉄砲隊のデモンストレーションのほか、参勤交

お問合せ

(財)ながの観光コンベンションビューロー
TEL 026-223-6050
URL http://www.nagano-cvb.or.jp/

▼残暑厳しい9月から一転し、10月は一気に涼しくな

▼今月号では、
「知事随想」を横内山梨県知事に、
「ある

りました。過ごしやすい秋の訪れを感じます。朝晩の

日の知事」を尾﨑高知県知事に寄稿していただきまし

気温差が大きく体調管理が大変ですが、いかがお過ご

た。横内山梨県知事の「知事随想」では、森林が人々

しでしょうか。

に与える可能性に胸が膨らみました。また、尾﨑高知

▼「読書の秋」
・
「スポーツの秋」
・
「芸術の秋」など、多

県知事の「ある日の知事」では、高知県民及び全国知

くの秋がありますが、私にとって一番の秋は、やはり

事会を代表して、中川大臣に要請活動を行う知事の姿

「食欲の秋」です。秋刀魚に舞茸、栗、里芋。美味しい

に、少しでも安全な環境を作り上げることで、県民な

食べ物が食卓に並び、とてもうれしい季節ではありま

いし国民の安全を確保したいという知事の思いを感じ

すが、どこかくすんだ色彩が多い秋の食材を見ると、

ました。

どこか儚くも感じます。あなたが好きな秋の味覚はな

▼来月号は11月に掲載予定です。今後ともよろしくお

んですか。

願いします。

都道府県展望 平成 24 年 10 月号

発行所
発行人
住 所
制 作

通巻 649 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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