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O K I N A W A

沖縄県
沖縄まちなみミュージアム
～風土に根ざした地域のまちなみを守り育てる～
■はじめに
沖縄の風景と言えば青い海と青い空をイメー
ジされる方が多いと思います。
確かにそれは沖縄を代表する風景ですが、か
つてペリー来航時の船長秘書だったスポール
ディングは、その日記に、
「緑したたる首里の街
並みは世界一美しい」と表現しているように、
沖縄には美しいまちなみがありました。
残念ながら戦争でそのまちなみの多くが消失
しましたが、近年、県内各地域で景観を生かし
たまちづくりに対する感心が高まっています。
戦火を逃れた昔ながらのたたずまいを残す集
落や戦後米軍統治の下で創り出されたまちなみ
などを景観資源として活用して、観光の新たな
人気スポットにもなっています。

えています。そこで、モデル地区として、景観
向上に取り組んでいる 12 市町村 24 地区を「沖
縄まちなみミュージアム」として顕彰するほか、
景観に関する人材育成や景観素材の技術開発等
の支援をしていきます。
■沖縄のまちなみ景観スポットの紹介

風景アーカイブ

竹富島のまちなみ

県では、風景・景観に関する様々な情報をワン
ストップで紹介するポータルサイトを立ち上げ、
「沖縄まちなみミュージアム」の紹介のほか、沖
縄ならではの風景の古写真を紹介する予定です。
この古写真は、単に懐かしむだけでなく、地
域にある優れた景観資源の再発見につながるこ
とを期待しています。
沖縄を訪れた際は、青い海、青い空、真白な
砂浜と共に、うちなーならではのまちなみ探訪
を御堪能ください。

沖縄市ゲート通り

■「沖縄まちなみミュージアム」の取組
戦前、戦後と独特の歴史文化を育んできた沖
縄には独特の風景があります。
平成 16 年に景観法が制定され、全国的に景観
に対する関心が高まる中、沖縄県でも景観行政
団体に移行する自治体が全市町村の半数を超え、
それぞれの自治体で景観計画や景観条例の制定
に取り組んでいます。
県では、今年度
より「沖縄らしい
風景づくり推進事
業」に取り組んで
い ま す が、
「沖縄
らしい風景」と
いっても一括りに
捉えられるもので
はなく、地域の自
然風景や伝統的風
景、そこで暮らす
人々の生活と調和
した姿であると考

首里の石畳道

█お問合せ
沖縄県土木建築部都市計画・モノレール課
TEL 098-866-2408
Mail aa065005@pref.okinawa.lg.jp
HP http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/
toshimono/index.html
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日本復帰40周年を迎えて

～ウチナーのさらなる飛躍をめざして～
沖縄県知事

仲井眞 弘多

平成 24 年は沖縄が日本に復帰して40 年の
節目の年であります。この 40 年間、政府をは
じめ、多くの方々に沖縄の発展のために力を貸
していただきました。また、沖縄県民も、それ
ぞれの分野において懸命に力を尽くしてまいり
ました。その結果、沖縄県は 40 年前に比べ、
大いに発展し、県民は、自分たちの郷土に強
い誇りと自信を持つまでにいたりました。
今後は、沖縄県が主体的に策定した「沖縄
21 世紀ビジョン基本計画」に基づく取組みを
進め、
「強くしなやかな自立型経済の構築」及
び「潤いと活力をもたらす沖縄らしい優しい
社会の構築」を目指し、諸施策を展開してま
いります。
以下、その一部をご紹介します。

世界 18 の国と地域から、県出身者１人を含
む 34 人が第一期生として入学し、教育課程は
5 年一貫性の博士課程のみとなっております。
天皇皇后両陛下も地方事情御視察で OIST
を訪れ、サンゴなど海産無脊椎動物を対象と
した研究やロボットによる行動学習と進化に
関する研究を大変興味深く御覧になっておら
れました。
沖縄県としましては、今後、大学院大学が
沖縄に与える様々な効果や一期生の活躍を期
待し、学生が研究に思う存分打ち込めるよう
に支援してまいります。

交通基盤の整備と交通ネットワークの充実強化
島国である沖縄県にとって、離島住民の生活
の利便性の確保や観光客の増大に対応できる交
通基盤の整備が重要な課題となっております。
現在の石垣空港は地方管理空港の中で神戸
空港に次ぐ利用実績を誇っているものの、滑
走路の長さが 1,500 ｍと短いため、暫定的に
ジェット機を就航させておりますが、乗客や

科学技術の振興と知的・産業クラスターの形成
科学技術の拠点形成による沖縄の更なる発
展に向けての取組みとして、沖縄科学技術大
学院大学（OIST）の開学があります。今年９
月１日に開学し、同月６日に博士課程の開設
記念式典が同大学の講堂で開催されました。
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平和の発信と次世代への継承
戦後 67 年が経過し、戦争体験者が減少して
いくなか、沖縄戦の歴史的教訓をどうやって
次世代に語り継いでいくかが課題となってお
ります。
沖縄県では、戦争体験者の証言を記録し平
和祈念資料館で公開する「戦争体験証言収録
の拡大版事業」と、祖父母や父母が戦争体験
を子や孫に語る様子を県民自らが撮影する、
県民参加型の「家族に語り継ぐ平和のウムイ
（思い）事業」を実施し、多くの戦争体験記録
を収集したいと考えております。
この２つの事業で集められた沖縄戦の個々
の体験を県民の財産として共有・発信するこ
とで沖縄戦の教訓を次世代に伝え、恒久平和
の樹立に寄与することにつながると考えてお
ります。

貨物搭載量を制限するなど課題を抱えており
ます。そのため平成 17 年度から 2,000 ｍの
滑走路を有する本格的な新石垣空港の整備を
環境保全に細心の注意を払いながら進めてま
いりました。
ぱい
しま
新石垣空港は、
「南ぬ島空港」と命名され、
平成 25 年 3 月に供用が開始されます。供用
開始後は、日本各地とのアクセスの向上を図
るほか、国際線ターミナルビルの整備により
国外から訪れるお客様の利便性の向上も図ら
れる予定です。今後とも沖縄県の南の玄関口
として国内外に向けた誘客活動などに、地元
と一体となって取り組み、更なる地域発展と
観光振興に繋げたいと考えております。
地域特性に応じた交通・輸送基盤の整備
伊良部大橋は、宮古島と伊良部島とを結ぶ
橋長 3,540 ｍの離島架橋であります。
宮古島と海峡により隔絶されている伊良部
島は、医療、教育、福祉等の面において多大
な不利・不便を余儀なくされており、過疎化
の進行や産業の衰退など、離島特有の諸問題
を抱えております。
このような問題の解消を図るため、平成 17
年度より同橋の工事に着手し、平成 26 年度の
完成を目指して整備を進めているところであ
ります。完成すれば料金を徴収しない離島架
橋としては日本一の長さになります。
同橋の建設により、安定性・随意性のある
陸上交通が確保され、離島特有の諸問題が解
決されるものと期待しております。

おわりに
戦後 67 年にわたって、沖縄には在日米軍専
用施設面積の約 74 パーセントに及ぶ広大な米
軍基地が存在し、過重な基地負担は県民生活
に様々な影響を及ぼしております。
県民の切実な願いである米軍基地問題の解
決に向けて、基地負担の軽減、米軍基地から
派生する事件・事故の防止、普天間飛行場の
移転・返還や日米地位協定の見直しなどを、日
米両政府に対し、引き続き求めてまいります。
私は、これからも県民と共に「時代を切り拓
き、世界と交流し、ともに支え合う平和で豊か
な『美ら島』おきなわ」の実現に向けて、沖縄
振興への確かな道筋を築き上げてまいります。
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佐賀県知事

佐賀大学健康教室に参加しました

古川 康

ど、この教室に参加するといろいろな年代の方
と話をすることができて新鮮です」という意見
もありました。
こうした話を聞いて、体を動かすことだけで
なく、日ごろなかなか知り合うことのない人た
ちと一緒にやっていくということが、この教室
が盛んになっている理由の一つなのかもしれな
いと感じました。
佐賀県では、この教室をきっかけに、平成 21
～ 23 年度にかけて、ロコモ予防運動等を盛り込
んだ「介護予防運動プログラム」を佐賀大学と
連携して開発しました。今後、各市町等が行う
介護予防事業にこのプログラムを活用してもら
い、ロコモの予防、さらには介護予防にもつな
げられればと思います。

10 月 19 日（金）
佐賀大学構内の体育館で行われている、中高
年のためのロコモティブシンドローム（※略称
ロコモ）予防運動を盛り込んだ健康教室を訪問
しました。体力・年齢ごとにいくつかの班に分
かれ、ストレッチと筋トレ、その後 20 分間のリ
ズムダンスを体験しました。音楽に合わせて体
を動かすのは、思ったよりも難しく感じました。
引き続き、教室参加者の方、教室代表の井上
教授、教室をサポートしているＮＰＯ法人スポー
ツフォアオールや学生スタッフの皆さんにお話
を伺いました。この教室の一番の魅力を尋ねる
と、
「これまで、近くに住んでいても、大学をあ
まり身近に感じることはありませんでしたが、
この教室に参加したおかげで、大学の中に入っ
ていくことができ、若い人たちと話ができるこ
とがうれしいです」と参加者の皆さんが生き生
きとした表情で答えてくださったのが印象的で
した。一方で、学生スタッフからも「大学生活
で地域の人たちと話すことはほとんどないけれ

車椅子バスケットボールチームの練習現場を
訪問しました

10 月 27 日（土）
佐賀県内の車椅子バスケットボールチーム「ハ
ガクレデンジャーズ」の練習を見学しました。全
国大会の直前とあり、皆さん真剣な表情で練習
に励んでいました。実際に競技用の車椅子に乗っ
てみると、日常使用のものと違い、車輪が斜め
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になっていてターンがしやすいなどの工夫がさ
れていることに気付きました。ドリブルやシュー
トに挑戦してみましたが、やっとのことでシュー
トを決める頃には少し汗をかいていました。
練習後に、コーチ、選手、マネージャーの皆
さんにお話を伺うと、車椅子バスケットボール
について知っている人がまだ少なく、選手の数
が増えないことを悩んでおられました。そこで、
もっと多くの人たちに、この車椅子バスケット
ボールをはじめ、障害者スポーツのことを知って
いただくことが必要だと感じました。また、練
習場所についても「体育館の床に傷がつくから、
車椅子バスケットボールの練習には使わせても
らえないこともある」という意見がありました。
ただ、今回練習を見てみて、体育館の床が傷つ
くということはおよそ考えにくく、関係者にも
実際に見てもらえれば、そういう誤解は解ける
のではないかと感じました。さらに、皆さんか
らは、「車椅子を使っている障害者の就職環境や
職業訓練の場が県内では十分ではなく、県外に
職業訓練に行き、そのまま県外に就職してしま
う」という声がありました。
10 月に佐賀県で全国に先駆けてスタートした
ハローワーク特区では、障害者の就職支援を目
標の一つにしています。今回、皆さんからお話
を聞き、ハローワーク特区事業の中でも新しい
取り組みをしていきたいと決意を新たにしまし
た。

毎年全国持ち回りで開催されている「全国障
害者芸術・文化祭」を今年は佐賀県で開催する
にあたって、「バラエティ・アート・フェスタさ
が 2012」という呼び方にしました。というのも、
障害のある人もない人も誰もが参加し、共に楽
しめるイベントにしたいと考えたからです。
「バラフェス」では、全国から寄せられた障害
のある人たちによる美術・文芸作品の展示はも
ちろん、バイオリンやピアノのコンサート、書
道パフォーマンスにロンドンパラリンピック金
メダリストを招いてのゴールボール体験など、
多くの人に楽しんでいただけるよう、文字通り
バラエティ豊かなイベントを準備しました。
特に、オープニングを飾るセレモニーでは、
ずいほう
長崎の瑞宝太鼓の演奏の他、人気アイドルグルー
プＡＫＢ４８とＨＫＴ４８メンバーによる開会
宣言やライブを開催しました。障害の内容に応
じて座席を区分したり、事前研修を受講したボ
ランティアスタッフを多数配置するなどし、当
日は多くの方に楽しんでいただきました。

「バラエティ・アート・フェスタさが 2012」
を開催しました
11 月 23 日（金）～ 25 日（日）
佐賀県は今年、11 月 23 日から三日間、「バラ
エティ・アート・フェスタさが 2012」を開催し
ました。
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先進政策バンク優秀政策事例
行財政改革分野

「レベニュー信託」を活用した資金調達
～

出資法人の自立した経営を目指して

～
茨城県総務部財政課

で行われている、設立自治体からの損失補償
や債務保証を裏付けにした借入や、資産を担
保とした借入とは異なり、第三セクター等の
自立的な事業活動を前提として、そこから得
られる収益を担保とした資金調達が、全国で
は前例のない先進的な取り組みであると言え
ます。

1. はじめに
財団法人茨城県環境保全事業団は、平成 23
年 6 月 29 日、
「レベニュー信託」という全国
初となる資金調達手法により、100 億円を調
達しました。これは設立団体である地方公共
団体の財政健全化と出資法人の自立的な運営
の両立を図るものであり、新たな資金調達手
法として期待と関心が高まっております。そ
こで「レベニュー信託」を導入した背景とそ
の具体的な手法について説明いたします。
今回の事例では、エコフロンティアかさま
（茨城県が全額出資して設立した財団法人茨城
県環境保全事業団が運営する廃棄物処理施設）
が、廃棄物の排出事業者から受け取る処理委
託料を裏付けとした売上の優先受益権を信託
機能の活用により証券化し、機関投資家に売
却することで事業資金を調達したというもの
であります。
（図 1）
一般的に、
全国の第三セクター等（出資法人）

2. 第三セクター等を取り巻く状況
今回の取り組みでは、県の出資法人が損失
補償に頼らないで資金調達をするということ
が一つの大きな狙いであるので、全国の第三
セクター等の経営状況と損失補償をめぐる状
況を記します。（図 2）
まず、全国の第三セクター等の状況は、約
40%の法人が赤字であり、補助金（約 43%）
や貸付金（約 13%）を受けている法人も多く、
さらには損失補償、債務保証を受けて資金調
達をしている法人が 1,000 法人を超えるなど

図１．「レベニュー信託」とは

図２．全国の出資団体の経営状況
（平成23年度 総務省調査）

「レベニュー信託」
とは

「信託」機能の活用

「レベニュー信託」
の先進性

第三セクターなどが、事業活動により発生する売上げを裏付
けに、将来にわたって優先的に受け取る権利（＝優先受益権）
として証券化し、それを機関投資家に売却することで事業資金
を調達する手法。

第三セクターの約４０％は 赤字

事業活動により得られる売上げを、優先受益権とその他の
受益権（劣後受益権、セラー受益権）に区分し、それぞれ
の受益権の所在を明確にするために「信託」機能を活用。

一般的に行われている、県の損失補償を裏付けにした借入や
法人の資産を担保とした借入とは違い、第三セクターの自立的
かつ持続的な事業活動を実現する新たな資金調達手法。

「レベニュー信託」を活用した資金調達
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7,187法人のうち、2,832法人（39.4％）が赤字法人
赤字額は、約1,000億円
他の第三セクターの
経営も厳しいんだね

地方公共団体から 補助金 を
受けている第三セクター

3,102法人（43.2％）
5,967億円

地方公共団体から 貸付金 を
受けている第三セクター

958法人（13.3％）
4兆9,297億円

損失補償 または 債務保証 を
受けている第三セクター
（地方公共団体以外からの借入）

1,070法人（14.9％）
大地くん
（エコフロンティアかさまキャラクター）
債務残高：6兆2,670億円
※ うち損失補償：466法人、債務残高2兆1,929億円

第三セクターの経営が悪化し
返済不能となると

設立地方公共団体は
巨額の財政負担を負うリスク
「レベニュー信託」を活用した資金調達
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（1,070 法人 ; 約 15%）
、第三セクター等の経
営が厳しいことは全国共通の課題であります。
（出典 :「第三セクター等の状況に関する調査
結果の概要」平成 23 年 12 月 22 日総務省調
査結果）
当然、第三セクター等の経営が悪化して返
済が滞るということになると設立自治体には
巨額の財政負担が生じる可能性が出てきます。
また、損失補償をめぐっては全国的にその
有効性が裁判で争われている状況にありまし
た。
（図 3）

図４．茨城県の状況
住宅供給公社の解散

 県の単年度貸付金２６８億円が返済不能
３８１億円の第三セクター等改革推進債を活用
 損失補償という潜在コストが顕在化

ありあけジオ・バイオワールド事件
（最高裁：差止請求、上告棄却）

平成18年
11月15日

かわさき港コンテナターミナル事件
（横浜地裁：違法判決確定）

平成19年
9月2日

アジアパーク事件
（最高裁：差止請求、上告棄却）

平成22年
8月30日

安曇野菜園事件
（東京高裁：違法判決）

平成23年
10月27日

最高裁：高裁判決を破棄

県議会出資団体等
調査特別委員会でも、
厳しい議論が
交わされたのじゃ

「レベニュー信託」を活用した資金調達
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償契約に基づく約 113 億円の支払い義務が生
じました。また県から公社に貸し付けていた、
単年度貸付金約 268 億円が回収不能となった
ため、合わせて 381 億円の第三セクター等改
革推進債を発行し、今後 15 年間にわたり一般
財源でこの負担を返済することとなりました。
県民の皆様に大変大きな負担を強いるとい
う事態を招き、改めて損失補償というものが
非常に大きなリスクであり、潜在的なコスト
であるということを県として認識するに至っ
た次第であります。住宅供給公社の解散以降
は、いかにして損失補償付きの債務を縮減す
るかという点が県の財政運営上、大きな課題
となってまいりました。

三セクに対する
損失補償について、
様々な判決が
あったのじゃな

ハッスル黄門
（茨城県キャラクター）

現状では、損失補償の違法性は否定されているが、
常に訴訟リスクを抱えながらの不安定な資金調達
「レベニュー信託」を活用した資金調達

県民負担

 損失補償付き債務の縮減が、財政運営上の大きな課題

図３．損失補償をめぐる裁判の状況
平成18年
3月9日

平成２２年１０月

 全国初となる破産法適用により住宅供給公社の解散
損失補償契約に基づく支払い１１３億円

３

特に、
平成 18 年の「かわさき港コンテナター
ミナル事件」では、横浜地裁において違法判
決が確定いたしました。さらに、平成 22 年の
「安曇野菜園事件」では高裁判決で違法判決が
なされるなど、訴訟リスクを抱えながら不安
定な状態で資金調達をしなければならない状
況にありました。
このことは金融機関の立場から見ても、仮に
設立自治体による損失補償契約があったとして
も、判決の結果次第では、その執行が差止めさ
れる懸念が出てくるため、安心して融資を実行
できないという環境にあったと言えます。

4. エコフロンティアかさまの経営状況
こうした背景を抱えるなかで、俎上にあがっ
てきたのが今回のエコフロンティアかさまで
す。（図 5）この施設は、県が 100%出資して
設立した「財団法人茨城県環境保全事業団」
図５．エコフロンティアかさまの状況
（財）茨城県環境保全事業団「エコフロンティアかさま」
・ 平成１７年７月開業
・ 建設資金 １８２億円

3. 茨城県住宅供給公社の解散

全額損失補償

支出 ５０億円

第三セクター等の厳しい経営状況は、本県
においても例外ではなく、平成 22 年 10 月に
は、全国で初めて、破産法に基づく住宅供給
公社の解散を行いました。
（図 4）
解散に伴い、住宅供給公社は金融機関からの
借入が返済不能となったため、茨城県は損失補

毎年２０億円の返済
（１０年間）

経費
30億円

返済
20億円

収入 ５０億円

県からの
単年度
貸付金

売上げ
25億円

平成27年度には
100億円を
超えるおそれ

単年度貸付金の推移
(単位：億円)

年度

貸付金

H18

15

H19

25

H20

25

H21

34

H22

55

「レベニュー信託」を活用した資金調達
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そのスキームは、まずエコフロンティアか
さまが廃棄物処理を行うことによって得られる
将来の委託料の全額を一旦、信託銀行に信託し
ます。信託銀行はこの委託料を受け取る権利を
3 種類の受益権に仕分けし、再度、エコフロン
ティアかさまが、この受益権を受け取り、その
うち「優先受益権」
（売上から配当を優先して
受け取ることができる権利）を証券会社（アレ
ンジャー）を通じて投資家に売却することで、
100 億円の資金調達をしました。
また、
「セラー受益権」については、運営に
充てる経費を売上から受け取る権利であり、エ
コフロンティアかさまが保有することで、本
業の経営に必要な経費についてはしっかり確
保され、本業には影響が出ないようになって
おります。
なお、エコフロンティアかさまで既存の金
融機関や県（単年度貸付金）への返済に必要
な資金は約 145.5 億円で、レベニュー信託で
調達可能な 100 億円でまだ足りない部分につ
きましては、県からの長期貸付け 45.5 億円を
実施しました。

が運営する廃棄物処理場で、平成 17 年に操業
期間を 10 年間とする約束で開業しました。
しかしながら、開業 5 年目には、借入金の
返済計画を見直さなければならないという状
況になります。
「エコフロンティアかさま」は開業にあたり、
建設費用 182 億円の全てを県の損失補償のも
とで借入を行い、その返済として利子分も含
めて毎年約 20 億円ずつ、操業期間内の 10 年
間で返済する当初の計画になっていました。
したがって、返済に充てる 20 億円と事務経
費等の経費である 30 億円を、その年々の事業
収入（廃棄物処理委託料など）で賄わなけれ
ばならないのですが、開業後、リサイクル技
術の進展や経済活動の低迷など、廃棄物処理
をめぐる環境が大きく変化し、売上は毎年約
25 億円程度にとどまっておりました。
そこで収支の不足分については、毎年県か
らの「単年度貸付金」で収支を合わせており
ましたが、この単年度貸付も当初 11 億円（平
成 17 年度）で始まったものが、年々増加し、
平成 27 年度には 100 億円を超える見込みと
なっておりました。
エコフロンティアかさまは、県からの損失
補償、単年度貸付金という支えがあってなん
とか経営を維持しているという危機的な状況
にありました。

6. レベニュー信託の先進性
さて、従来まで県と第三セクター等で実施
していた資金調達の手法との違いという点で 4
点ほど列挙します。（図 7）

5. エコフロンティアかさま
「レベニュー信託」の導入

図７．レベニュー信託の先進性
これまでの借入との違い

こういった状況を打開するために、今回導入
したのが「レベニュー信託」であります。
（図 6）

損失補償なし

図６．「レベニュー信託」のスキーム

固定金利

低金利の環境にある状況下で、金利を固定することで、
将来の金利上昇リスクを回避。

超長期

原則２４年間、借換えを心配する必要がなく、本来業務に
労力を集中。

国内初の「レベニュー信託」により１００億円調達
証券会社

廃棄物排出事業者等

（アレンジャー）

コントロールド・
アモチゼーション

＜引受・販売＞
廃棄物処理

廃棄物処理

委託料

委託契約等

委託料支払
請求権等

信託銀行

売上げ次第で早期に償還期間を繰り上げることが可。
一方、売上げが伸び悩んだときは、最大３４年間まで
償還期間を延長することが可能。

譲渡代金

（財）茨城県環境保全事業団

エコフロンティアかさま

（受託者）

確度の高い事業の収支見通しを立てることで、県の損失補償がな
くても、高い信用力を確保。

投資家
優先受益権

「レベニュー信託」を活用した資金調達
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(委託者）
優先受益権
劣後受益権

＜劣後受益権・セラー受益権＞

劣後ローン

茨城県
＜長期貸付＞

まず 1 点目は「損失補償」が不要であると
いう点です。その結果、県の将来負担額から
も外れ、レベニュー信託で調達した 100 億円
については、地方公共団体財政健全化法の将

セラー受益権

■ 優先受益権

：債権の回収金（売上）から、レベニュー証券の元利払相当額の配当を劣後受益権より優先して
受け取ることができる権利。

■ 劣後受益権

：債権の回収金（売上）から配当を受け取る権利が、優先受益権より劣後する権利。

■ セラー受益権：優先受益権・劣後受益権に割り当てられた債権以外のすべての債権に係る回収金を受け取る
ことができる権利。（経費に充当）

「レベニュー信託」を活用した資金調達
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したがって、今回は「信託」という手法を
とりましたが、
「信託」あるいは「SPC（特定
目的会社）
」を設立するといった手段をとらな
いと、金融商品取扱法上の有価証券にならな
いという課題がございます。
次に償還確実性の課題です。資金を提供す
る投資家からの信頼を得るための償還確実性
を確保していくためには、まずその売上が安
定的に得られる事業形態でなければならない
といった課題があります。信用力の高い中長
期の収支計画を立て、格付会社など外部から
投資適格に値する高い評価を得なければなら
ないという課題もあります。
さらに、事業運営上の課題です。安定的な
収益を確保できること、あるいは無駄なコス
トは削減し、排除していること、また事業の
透明性や経営、責任を明確にしていることに
ついて、全ての投資家に対し説明責任を負う
という点があります。
現在、国においても、PFI 法の改正など、公
的セクターにおける民間資金の活用を積極的
に促す動きがありますが、本県が取り組んだ
レベニュー信託は、第三セクター等における
資金調達の課題を解決する一つの可能性を広
げたのではないかと考えております。

来負担比率の算出上は不算入になります。
2 点目は、
今般の低金利の環境下において「固
定金利」とすることで、将来の金利上昇によ
る金利負担の増加リスクを回避することがで
きました。
（従来は 6 ヶ月毎に金利を見直す変
動金利の契約）
3 点目は、原則 24 年間（最長 34 年間）と
いう超長期の償還期間を設定することにより、
当該期間中借換えの心配をする必要がなく
なったため、金融機関との借入交渉に充てて
いた事務労力を解消し、
本業（廃棄物処理事業）
に注力できる体制を整えることが可能となり
ました。
そして最後の 4 点目は、コントロールド・
アモチゼーションという償還方式の導入です。
これはエコフロンティアかさまの売上の多寡
次第で償還期間を繰り上げたり、あるいは繰
り延べたりといった調整を可能にするもので
す。これによって無理なく返済が維持できる
ので、本業への影響も少なくできるという状
況にもなりました。

7. 今後の課題
今後、本県が取り組んだ「レベニュー信託」、
レベニュー債が全国的に広がっていくかとい
う点については、いくつかの課題が考えられ
ます。
（図 8）
まず制度上の課題です。現在は、地方道路
公社、住宅供給公社などを除いた財団法人な
どの公益法人には、債券を発行する法的根拠
がありません。

8. おわりに
エコフロンティアかさまでは、平成 24 年 8
月 30 日から、全国的にその処理が問題になっ
ている震災がれきの受け入れを開始いたしま
した。
こうした社会的な課題にしっかり対応でき
るのも、財務基盤が安定し、本業に集中でき
る環境を整えたということがあったからこそ
であり、そうした意味でもレベニュー信託を
導入した意義は大きかったのではないかと考
えております。

図８．レベニュー債（信託）の課題
今後、この取り組みが広がるか？
制度上の課題

公益法人の債券（有価証券）発行の法的根拠の設置
現行法（金融商品取扱法）では、ＳＰＣ（特定目的会社）や信託を活用するしかない。
（地方道路公社、住宅供給公社、土地開発公社のみが債券発行可能とされている）

償還確実性の課題

信用力の高い、中長期の収支計画の策定

* レベニュー信託についての詳しい資料
茨城県総務部財政課のホームページ
URL http://www.pref.ibaraki.jp/
bukyoku/soumu/zaisei/ revenue.html

格付会社、コンサルタントによる外部評価を導入

事業運営上の課題

事業の透明性の確保、経営者の責任の明確化
安定的な収益確保やムダなコストの徹底的な排除が必要

すべて投資家に対する説明責任を負う
「レベニュー信託」を活用した資金調達
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全国初！「防災型お薬手帳」の作成
～

災害時にも安心

お薬手帳普及促進事業

～
静岡県健康福祉部薬事課

はじめに

お薬手帳とは

東日本大震災では、医療救護施設や避難所
などで、患者さんが持つ「お薬手帳」が大変
役に立ちました。普段服用している薬の名称
等がわからず、医療救護チームが薬の処方に
苦労する事例が多く発生する中で、役に立っ
たのが、薬の服用歴を記録したお薬手帳でし
た。
静岡県では、東海地震の発生が予想されてお
り、様々な防災対策を進めていますが、地震発
生時には、多くの県民が被災し、避難生活を余
儀なくされることが予想されています。本県で
は、東日本大震災の教訓を活かし、静岡県医師
会、静岡県歯科医師会及び静岡県薬剤師会の三
師会と連携して、お薬手帳を災害時に活用でき
るように工夫した「防災型お薬手帳」を作成す
るとともに、県民に対し、災害時におけるお薬
手帳の有用性を訴え、お薬手帳の常時携帯等の
普及啓発に取り組みました。

お薬手帳とは、薬局や医療機関で調剤され
た薬の履歴（薬の名称、量、使い方、注意事
項など）を記録した手帳のことです。薬局で
医療機関が発行した処方せんと一緒にこの手
帳を提出すると、薬剤師が調剤内容を記録し
たり、内容を記載したシールを貼付したりし
てくれます。お薬手帳は法律等で決まった形
式のものはなく、様々な形式のものがありま
すが、患者さんには無料で提供されています。

お薬手帳の特長
お薬手帳の特長としては、まず、薬の「相
互作用の防止」と「重複投与の防止」に役立
つことが挙げられます。複数の医療機関にか
かっている患者さんも少なくありませんが、
薬局の薬剤師などが手帳の記録を見れば、処
方された薬について、他の医療機関で処方さ
れた薬との飲み合わせは大丈夫か、同じ効果
の薬が重なっていないかなどを確認できます。
また、お薬手帳には過去に服用した薬によ
る「アレルギーや副作用」の経験なども記録
されますので、身体に合わない薬の服用を避
けることも可能になります。

東日本大震災で再認識された有用性
このお薬手帳ですが、東日本大震災でその
有用性が改めて認識され、注目を浴びること
となりました。被災地での医療救護活動は、
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人的にも、物的にも大きく制限されたものと
なりましたが、日本医師会災害医療チーム（Ｊ
ＭＡＴ）として、福島県相馬市に派遣された
静岡県医師会チームの田中孝医師は、地元紙
（静岡新聞）の震災を振り返った記事の中で、
「現場で診療に何より役立ったのは患者のお薬
手帳だった」、
「持病の種類や重症度が一目瞭
然。患者の状態を客観的に判断できる唯一の
材料だった」と、医師の立場から災害時のお
薬手帳の有用性に触れておられます。
災害対応の視点から見たお薬手帳の有用性
については、
「避難時に持ち出されたお薬手帳
の活用」と、
「避難先で発行されたお薬手帳の
活用」の２点が挙げられます。
（１）避難時に持ち出されたお薬手帳の活用
前述のとおり、お薬手帳には、過去に処方さ
れた薬の履歴が記録されています。かかりつけ
の医師でなくても、医療関係者がこの記録をた
どることにより、手帳を持つ人の病歴や現在の
おおよその病態を判断することができます。
東日本大震災では、高齢者を中心に、高血
圧などの慢性疾患を持つ被災者が多数おられ
ましたが、避難する際にお薬手帳を携行して
いた場合には、医療救護スタッフがその記録
を確認することにより、普段飲んでいる薬や
病気の情報を正確に把握でき、スムーズに適
切な治療をすることが可能になった事例が多
く見られました。
また、厚生労働省は、お薬手帳を提示した被
災者には、医師の処方せんがなくても薬を交付
できるという特別措置を講じましたので、避難
時に携行したお薬手帳は、持病のある被災者へ
のスムーズな薬の提供に大いに役立ちました。
（２）避難先で発行されたお薬手帳の活用
もう一つは、救護所等で発行されたお薬手
帳の活用です。東日本大震災では、
救護所等で、
支援に当たった薬剤師が、お薬手帳を持たず
に避難した持病のある被災者から、普段飲ん
でいる薬や既往歴などを聞き取って、その場
で薬の名称等を確認し、その情報を記載した
お薬手帳を発行しました。
マンパワーが不足し、カルテもなく、限ら
れた種類の医薬品しかない被災地での医療救
護活動において、この取り組みにより、医療

救護チームが患者の症状に応じた効率的な治
療をすることが可能になりました。
また、被災者が別の避難所に移動した際に
も、移動先での受診の継続がスムーズになる
など、お薬手帳は、カルテに代わる情報ツー
ルとして被災地での診療に役立ちました。
これらのことから、被災地で診療に当たっ
た多くの医療従事者の間で、改めてお薬手帳
の有用性が認識されることとなりました。

東日本大震災の教訓を踏まえて
平成 23 年８月、東日本大震災の教訓を活か
そうと、県薬剤師会は、県医師会、県歯科医
師会及び県と共同で、通常の通院時の利用は
もとより、災害時にも役に立つ県下統一のお
薬手帳を作成するための「お薬手帳企画・制
作協議会」を設置しました。
各団体の代表者６人が委員になり、お薬手帳
の内容及びデザイン、お薬手帳の普及啓発方法
や頒布方法など、東日本大震災の経験を取り入
れた新しいお薬手帳の作成及び効果的な普及に
向け、検討を重ねました。数回の協議会を経て、
平成 24 年３月に完成したのが、今回御紹介す
る全国初となる「防災型お薬手帳」です。

「防災型お薬手帳」の特徴
（１）表紙・標題の工夫
このお薬手帳ですが、表紙には「わたしのお
薬手帳」と大きく記載してあります。これには、
自分自身のための手帳であることを意識しても
らいたいという思いが込められています。

「防災型お薬手帳」の特徴①
標題：
わたしのお薬手帳

掲示推進：
「医療機関･薬局では、
毎回お見せください」

䈇䈱䈤ノ䈐䇮╉㗻䈅䈸䉏䉎␠ળ䉕䇯
䈇䈱䈤ノ䈐䇮╉㗻䈅䈸䉏䉎␠ળ䉕䇯
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そして、提示を推進するために、
「医療機関・
薬局では毎回お見せください」と併記してい
ます。薬局や医療機関ごとに、何冊もお薬手
帳を持っている方がいますが、それでは、薬
の相互作用や重複投与の防止に役に立つとい
うお薬手帳が持つ本来の機能を活かせません。
自分専用の、自分に役立つ手帳であるという
意識を持ち、どこの医療機関にかかるときに
も、一冊の手帳を提示し、情報を管理し活用
いただきたいと考えています。
（２）三師会が連携した手帳
このお薬手帳ですが、県医師会、県歯科医
師会及び県薬剤師会の三師会連携のもとで作
成したことも大きな特徴です。
薬局のみではなく、医療機関で活用できる
手帳とするため、医師や歯科医師の意見を取
り入れています。
「大切な情報」欄には、情報提供チェックリ
ストを追加しました。抗凝固薬や認知症薬など
の服用やステント留置などの治療歴、慢性腎臓
病の有無など、治療上重要な情報をリスト化し、
医師等がチェックを入れるように工夫しています。
また、義歯装着記録を記載する欄を設けるな
ど、薬剤師だけでなく、医師や歯科医師にとっ
ても、記載しやすく、診療にも活用できる情報
を見やすく提供できる工夫をしています。
この手帳の情報によって、普段の通院時に
も、また、災害時において、医療救護チーム
や避難場所の変更があった場合でも、受診の
継続がスムーズになると考えています。
（３）防災を意識した防災型手帳
三点目の特徴として、
「防災型」の手帳であ

ることが挙げられます。材質と内容の両方に
防災上の工夫をしているのが、
「防災型お薬手
帳」たる所以です。
まず、材質面としては、表紙の素材を工夫し
ました。東日本大震災では、東北地方の沿岸部
は大きな津波被害を受けました。静岡県も長い
沿岸部を持つ県であり、地震に伴う津波の被害
は想定しなければなりません。そこで、表紙に
は、ゴルフのスコアカードなどに用いる防水紙
を使用しました。この紙は常時携帯しても擦り
切れにくく、耐水性に優れた丈夫な素材です。
さらにもう一工夫しています。表紙には、蛍
光インクを用いた文字印刷を施しました。蓄
光により、暗闇では表紙に書かれた「わたし
のお薬手帳」の文字が浮かび上がります。夜
間の停電時にも、手帳の所在が分かるように
と考えたものです。
次に、内容面の工夫としては、手帳にＮＴ
Ｔ災害用伝言ダイヤルの使用方法や地震発生
時の行動表、東海地震に備えた非常持出品の
リストなどの防災情報を掲載しました。

「防災型お薬手帳」の特徴②

「防災型お薬手帳」の特徴④

「防災型お薬手帳」の特徴③
★防災対策を付加した「防災型」

★表紙は防水紙
･･･常時携帯してもすりきれにくく、
万一、濡れても大丈夫

★表紙に蛍光印刷
・・・停電時でも所在はっきり

䈇䈱䈤ノ䈐䇮╉㗻䈅䈸䉏䉎␠ળ䉕䇯
䈇䈱䈤ノ䈐䇮╉㗻䈅䈸䉏䉎␠ળ䉕䇯

★薬局のみならず医療機関で活用できるお薬手帳
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★防災対策を付加した「防災型」
★防災情報も掲載

★情報提供ﾁｪｯ
ｸﾘｽﾄ 追加
★義歯装着記録欄
追加

䈇䈱䈤ノ䈐䇮╉㗻䈅䈸䉏䉎␠ળ䉕䇯
䈇䈱䈤ノ䈐䇮╉㗻䈅䈸䉏䉎␠ળ䉕䇯

䈇䈱䈤ノ䈐䇮╉㗻䈅䈸䉏䉎␠ળ䉕䇯
䈇䈱䈤ノ䈐䇮╉㗻䈅䈸䉏䉎␠ળ䉕䇯
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ビ、新聞等で取り上げられたこともあって、県民
や県内の薬局から大きな反響がありました。
モデル地区内にとどまらず、モデル地区外か
らの入手要望も多くあったことから、県薬剤師
会では、モデル地区内に配布した 10 万冊とは
別に、急遽、モデル地区外からの要望に応えら
れるように 15 万冊を増刷し対応しました。
その後も、希望する薬局、診療所が相次い
だことから、県薬剤師会はさらに 10 万冊を再
増刷し、頒布しています。
「防災型お薬手帳」は、各方面で大変好評を
得ており、現在、モデル地区内・外を問わず、
県内各地への普及が進んでいます。モデル事
業としての枠は既に超え、想像を超えた取組
効果が表れています。
県としては、三師会とともに、様々な広報
メディアを活用して「お薬手帳の常時携帯」
等の普及啓発を図るとともに、効果を検証し
ながら、より使いやすい手帳になるよう努め
ていくこととしています。
本県の取組の成功をきっかけに、防災を意
識したお薬手帳が全国へ拡がることを期待し
ています。

本県の取組
本県では、
「お薬手帳企画・政策協議会」へ
の参加を通じ、三師会の代表者とその有用性、
必要性を中心に意識の共有を図りました。そ
の中で、県としての取組として、想定される
東海大地震に備え、災害時における有用性が
示されたお薬手帳を強力に普及促進させるた
め、
「災害時にも安心 お薬手帳普及促進事業」
を立ち上げました。
この事業では、
「防災型お薬手帳」を作成す
る県薬剤師会に対し、当該手帳の制作費用の
一部を助成（県１／２補助、上限 100 万円）
するとともに、県民に災害時におけるお薬手
帳の有用性と常時携帯、災害時の非常持ち出
しを訴える啓発資材を作成しました。
（１）
「防災型お薬手帳」への助成
「防災型お薬手帳」ですが、10 万冊作成し、
モデル地区として「津波対策の必要な沿岸部で
あって高齢化率の高い市町」
（９市５町：西伊豆
町、熱海市、松崎町、南伊豆町、河津町、東伊
豆町、下田市、伊東市、伊豆市、静岡市、沼津市、
牧之原市、焼津市、浜松市）を配布対象に選定し、
当該地区内の薬局や診療所に配布されました。
なお、作成費用は約 200 万円であり、その
うち 100 万円を県が助成しました。
（２）啓発ポスター、リーフレットの作成
手帳作成への助成と併せて、本県では、お
薬手帳の防災面での有用性を県民に訴えるポ
スター 6,500 部とリーフレット 13 万部を作成
しました。
これらを薬局、病院、診療所、県地震防災セ
ンター、県健康福祉センター（保健所）等に掲
示したり配布したりすることにより、県民に、
今回作成した「防災型お薬手帳」に限らず、一
般的なお薬手帳も含めた有用性を知ってもら
い、お薬手帳の常時携帯や非常時の持出しにつ
いて、広く周知を図っているところです。

「防災型お薬手帳」
配布開始後～現在の状況
★作成後、テレビの放映等もあり、県民、モデル
地域内外の薬局などから、 大きな反響あり。
⇒県薬剤師会で増刷。県内各地に拡がり。
＜これまでの作成数・配布状況＞
作成�
①10��（��）
②15��（��）

主����
モデル地区内の会員薬局、診療所等
主に、モデル地区外の会員薬局

③10��（���） 希望する薬局、診療所等（有償提供）

�の���、�����る�会��
�の���、�����る�会��

��
無償(県1/2補助)
無償（県薬作成）
会員：実費分
会員外：有償
㕒ጟ⋵ஜᐽㇱ

おわりに
今回の取組は、県医師会、県歯科医師会及
び県薬剤師会（三師会）と県（健康福祉部薬
事課）が共同で取り組んだ政策であることに、
もう一つ大きな価値があったと県では考えて
います。この場をお借りして、三師会の先生
方に深く感謝申し上げます。

事業の成果
「防災型お薬手帳」は、平成 24 年３月に完成
し、同年４月からモデル地区内の薬局や診療所
等にて配布が開始されましたが、完成直後にテレ
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あわじ環境未来島構想の推進
～ 国生みの島からの日本再生 ～
兵庫県企画県民部ビジョン課

１

また、平成 20 年度の域内総生産額は、平成
13 年度比 15％も減少するなど、経済面でも厳
しい状況に置かれています。
（２）高いポテンシャル
淡路島は、山、里、海など日本の風土がコン
パクトにまとまっており、まさに日本の地方の縮
図とも言える地域です。厳しい状況に置かれて
いる一方で、高い食料自給率、豊富な日照、広
大な未利用地など、エネルギーと食料の自給自
足を実現できるポテンシャルを有している地域で
もあります。
ま た、 淡 路
島 は、 古 事 記
や日本書紀に
「国生みの島」
として描かれ、
多 彩 な 歴 史・
文化に彩られ
北淡路の丘陵に広がる
た 地 域 で す。
「あわじ花さじき」
こうした地域
の誇りを源泉
とする住民の
団結力と環境
立島をめざす
運動の蓄積が
あるのも大き
な強みです。
さ ら に、 独
伝統芸能「淡路人形浄瑠璃」
立した島であ
るが故に地域限定の規制改革や重点的措置が講
じやすく、しかも、京阪神の大都市圏に隣接し、
成果を目に見える形で発信することが容易です。

はじめに

少子高齢化、都市と農村の地域格差の拡大、
雇用の縮小、後継者不足。わが国の地方が抱
える共通の課題です。
兵庫県の淡路島では、こうした課題解決の
先導モデルとなることをめざして、
「あわじ環
境未来島構想」の取組が進んでいます。平成
23 年 12 月には、地域活性化総合特区として
国の指定も受け、まさに地域を挙げた挑戦が
始まっています。
淡路島の概要
・洲本市、南あわ
じ市、淡路市の
３市で構成
・人口：14.4万人
・面積：596k㎡

２

なぜ淡路島なのか

（１）厳しい現状
淡路島は、他の地方と同様の課題に直面し
ています。人口はこのままの傾向が続けば、
現在の 14.4 万人から 2050 年には 7.7 万人へ
と半減し、高齢化率も 29％から 50％へ上昇す
ると試算されています。
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（３）構想のねらい
以上のような淡路島の高いポテンシャルを
生かして、地域の合意形成と住民・企業・行
政などの多様な主体の協働を多面的に検証す
る壮大な社会実験として取り組み、地域を取
り巻く厳しい現状の打破を目指すのが「あわ
じ環境未来島構想」なのです。淡路島は都市
部と地方が抱える課題解決の先進地になりう
る地域だと考えています。

３

４

数値目標の設定

この構想では、2050 年を見据えた長期的な
成果指標を定めています。
主なものとして、
「エネルギーの持続」では、
電力の自給率 100％（現状７％）の実現のほか、
二酸化炭素の排出量（1990 年比）88％削減を
掲げています。
「農と食の持続」では、農家戸数や農業生
産額が減少傾向にあるなかでも食料自給率の
現状（生産額ベース 333％、カロリーベース
104％）の維持を掲げています。
さらに、
「暮らしの持続」では、
「持続人口」
という新しい概念を提唱し、これを将来にわ
たって維持していくことを掲げています。この
持続人口という概念は、
定住人口に交流人口（観
光客や二地域居住者の数）を加えた人口を意味
しており、淡路島では、定住人口の減少は避け
られないとしても、交流人口を増やすことで地
域の活力を維持しようとしています。

取組の３本柱

あわじ環境未来島構想は、淡路島のポテン
シャルや豊富な地域資源を生かしながら、
「エ
ネルギーの持続」
「農と食の持続」
「暮らしの
持続」の３つの柱のもと、
「生命（いのち）つ
ながる“持続する環境の島”
」の実現を目指し
ています。
（１）エネルギーの持続
地域資源である豊富な再生可能エネルギー
源を活用したベストミックスによるエネル
ギーの創出拡大と、無駄の排除によるエネル
ギー消費の最適化の両面により、エネルギー
の自給・自足を目指します。
（２）農と食の持続
農と食の専門人材の育成拠点を形成し、全
国に人材を輩出するとともに、新しい担い手
が地域に定着し、農漁業が魅力ある産業とし
て継承される島をめざします。
（３）暮らしの持続
エネルギーや食への地域ぐるみの取組を通
じて、人と人の温かいつながりが保たれ安心
して暮らし続けられる島、また、新しいライ
フスタイルを求める若者や都市住民が集まる
島をめざします。

５

具体的な取組内容

（１）エネルギーの持続
淡路島内には、大阪湾岸の埋め立て地に土
砂を提供した広大な跡地が未利用の形で点在
しており、これらを活用して大規模太陽光発
電所の整備を促します。これにより、20 世紀
の大阪湾岸開発を支えた島から 21 世紀のエネ
ルギー供給を担う島への飛躍を図ります。

大規模太陽光発電所整備予定地（淡路市）

また、明石海峡など淡路島周辺の海峡部にお
ける国内有数の潮流を活用し、未だ実用化されて
いない潮流発電の実証事業の実施を目指します。
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了生の独立就農、地元定着に向けた取組への支
援と耕作放棄地の活用策を一体的に推進します。
また、廃校になった小学校施設を活用し、
㈱パソナグループが開設した農業の６次産業
化モデル施設「のじまスコーラ」における薬
用植物などの植物工場事業の展開や同社によ
るエコ・クラインガルテン（滞在型市民農園）
整備も支援します。

潮流発電の事例
（Hammerfest Strom 社（ノルウェー）HP より）

さらに、国内では実用化が難しいとされてき
た太陽熱発電について、木質バイオマスを熱源
とするバイナリー発電機を組み合わせた発電・
熱供給システムの開発を予定しています。

「のじまスコーラ」

さらに、廃校になった県立高校施設を活用し
て来春に開設される吉備国際大学地域創成農学
部による農業人材の育成を支援するほか、地域
の農水産物の魅力を広く発信し、ツーリズムと
融合した６次産業化を進めるための「淡路島ま
るごと食の拠点施設」の整備を推進します。

トラフ型太陽熱集熱装置の事例

これらのほか、淡路島内の住民が再生可能
エネルギーの創出に参画する仕組みとして、
住民参加型太陽光発電事業の実施を検討して
います。これは、集合住宅や太陽光パネルの
設置に適さない形状の一戸建て住宅にお住ま
いの場合など自宅に太陽光発電システムを導
入できない住民の皆さんを始め、多くの住民
の皆さんに小口から資金を提供いただき、太
陽光発電事業を実施しようとするものです。
（２）農と食の持続
若手の農業人材を育成するため、㈱パソナグ
ループが淡路島に開設した「チャレンジファー
ム」の充実を支援するとともに、同ファーム修

吉備国際大学地域創成農学部イメージ

このほか、漁業の分野では、エンジンと電動
モーターのハイブリッド漁船や完全電動漁船の
実用化に向けた実証事業も予定されています。

ハイブリッド漁船

「チャレンジファーム」
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先進政策バンク優秀政策事例

（３）暮らしの持続
人口減少が続く淡路島では、公共交通機関
である民間路線バスの縮小が進み、とりわけ
高齢者の移動手段の確保が課題となっていま
す。このため、コミュニティバスやデマンド
タクシーなど、超高齢化が進む農山漁村地域
における持続可能な移動・交通システムの構
築に向けた検討を進めます。
また、高齢者の転倒防止、健康維持にも配
慮した電動アシスト付き４輪・３輪自転車の
ほか、新しいカテゴリーの超小型電動車両等
の開発・実証に取り組むこととしています。

家庭用太陽光発電システム

また、再生可能エネルギー活用の先進地で
あるデンマークの離島から関係者を招いた国際
シンポジウムや広く島民向けのセミナーを開催
し、構想推進への機運醸成に努めています。

電動アシスト４輪自転車（試作品）
あわじ環境未来島国際シンポジウム（24.2.25）

構想に盛り込まれた様々なプロジェクトは、
地域住民が主体となるもの、民間企業が主体
となるもの、行政が主体となるものなど様々
です。これらが相互に連携し、相乗効果を発
揮できるよう、この構想に関係する様々な主
体で構成する「あわじ環境未来島構想推進協
議会」の仕組みを活用することとしています。

超小型電気自動車

これらのほか、健康福祉ゾーンの整備検討
など、生涯にわたり安心して暮らせる地域づ
くりを進めます。
（４）総合的な推進
以上の３本柱の取組を効果的に推進するた
め、県と地元３市が協働して、重点的に取り
組む地区を定めて集中的に地域主導、住民主
導の取組を支援しているほか、淡路島限定で
事業者向けの電気自動車の導入補助や太陽光
発電システムの整備補助を行っています。

６

おわりに

いま、わが国には将来に対する不安感や閉
塞感が漂っています。だからこそ、目標や夢
を描き、これらを共有しながら、地域が一丸
となって活動することが大切です。
目標なくして実現なし。これからも住民、
地域団体、ＮＰＯ、企業、行政など多様な主
体が協働し、国生みの島からの日本再生に向
けて、夢を持ってあわじ環境未来島構想の実
現に挑戦していきます。
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地方分権改革推進のための地方大会－滋賀県開催
また、国出先機関の広域連合への移管に反対す
る理由の一つに、東日本大震災での地方整備局の
救援・復旧活動への評価があげられていますが、
高度な機材を備えた大組織が全力を挙げて尽力す
ることは当たり前で、もう少し検証が必要だとし
ておられます。
最後に、地方自治の活性化には、地方政府を担
う人材の確保が重要で、立候補休暇制度や議員へ
のクオーター制の導入を検討する必要性を示され
ました。

滋賀県内の地方六団体（県・市長会・町村会・
県議会・市議会議長会・町村議会議長会）で構成
される、滋賀県地方分権推進自治体代表者会議で
は、本年８月 31 日に滋賀県甲賀市の陶芸の森に
おいて、
「滋賀県地方六団体シンポジウム みん
なで考える自治」を開催しました。
本県の地方六団体では、平成 16 年の代表者会
議設立以来、一丸となって、地方分権の推進に取
り組んでおり、シンポジウムの開催は、今回で５
回目です。昨年度からは、六団体全ての代表がパ
ネリストとして登壇しています。
当日は、県内外から、住民、議会議員、自治体
職員等、約 300 名の参加がありました。

◇パネルディスカッション
滋賀県地方六団体の代表がパネリストを務め、
コーディネーターは、県の元総務部長で、現在
は全国市町村国際文化研修所学長の高田寛文氏で
す。コメンテーターは、鎌田司氏です。パネルディ
スカッションは、２つのテーマに分けて行われま
した。

◇キーノートスピーチ
まず、共同通信社編集委員兼論説委員の鎌田司
氏から「地域主権改革から新たな自治へ」と題し
た、キーノートスピーチがありました。
「地域主権改革」の成果の１つめは、
「国と地方
の協議の場の法制化」です。全国知事会等地方の
代表と政府側の政務官による PT で法案を作った
こと、結果を国会に報告すること等が評価されて
いました。
２つめは、「改正 NPO 法の成立」で、認定機
関となった都道府県・政令市には、新たな自治の
担い手である NPO 法人の支援が求められている
こと、３つめは、
「義務付け・枠付けの見直しの
進展」で、第１次、第２次一括法の成立で 200
超の法律の規定が見直されましたが、執行部だけ
でなく、議会と住民が一緒に地域の基準を作るこ
とが重要であることが指摘されました。
次のテーマ「新たな自治を考える」の大前提は、
「住民の生命をいかに守るか」だと強調されてい
ます。
東日本大震災で被災した福島県相馬市では、
4,000 人超の方が生活する 10 余りの避難所に巡
回医療チームをつくり、避難所で亡くなる方をゼ
ロにできました。地域防災計画の見直しでは、ハー
ド整備だけでなく、災害時の医療対策にも配慮が
必要です。
広域連合制度は、実は都道府県合併の対案とし
て第 23 次地方制度調査会に提案されており、関
西広域連合の成果が道州制を考える判断材料にな
るのではないかと指摘されています。

１つめのテーマは、「住民が関わりたくなる自
治とは」です。
まず、蔵口嘉寿男竜王町議会議長は、町内を流
れる河川の改修を促進するため、自治会が協議会
を立ち上げた事例や、住民による河川清掃の取組
が紹介されました。
次に、青山三四郎大津市議会議長から、議会改
革の取組が紹介されました。大学とのパートナー
シップ協定の締結、議会報告会の検討等を例に挙
げられました。
つづいて、佐野高典滋賀県議会議長から、国会、
市町村議会に比べて、中間に位置する県議会は、
県民にとって、わかりにくい存在であることから、
議会改革検討委員会を立ち上げ、県民参画委員会
を制度化したことを始め、子ども県議会や告知ポ
スターの作成等が紹介されました。
伊藤定勉豊郷町長は、住民が参画・立案する事
例を３点紹介されました。
１つめは、行政懇談会で、年１回、全集落で開
催し、地域防災組織の設置等の成果を上げている
こと、２つめは、町民体育館、グランド等の施設
管理や社会体育事業を委託している、NPO 法人
「アザックとよさと」で、医療・福祉と連携しな
がら、住民の健康と体力増進を図っていること、
３つめは、旧豊郷小学校の活用です。一時は落書
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決めるのが地方分権の最たるものだという考えが
示されました。
佐野議長からは、地方自治法の改正により、政
務調査費が政務活動費に変更され、広く議員活動
ができるようになったことが紹介されました。
伊藤町長は、権限移譲についての問題提起があ
りました。小さな町では、権限移譲は大きな負担
であり、財源・人員・権限がともに移譲されれば、
すばらしいものとされています。
中嶋市長は、まちづくりに土地利用規制がハー
ドルになっており、地域の実情に応じた制度改正
が必要ではないかという問題提起と、市町は、自
立をめざす気概が必要だとの考えが示されまし
た。
嘉田知事からは、義務付け・枠付けの見直しに
伴う、県独自基準の条例や国出先機関の移譲のメ
リット等について、説明されました。
最後にコーディネーターの高田氏から、テーマ
１、テーマ２を通じて、住民自治と団体自治の両
方が充実して初めて地方自治が充実し、本来ある
べき方向に向かうのではないかというまとめがあ
りました。

き等により閉館していたが、啓発により、校舎の
清掃がイベントになるまでに改善したこと、さら
に「とよさと軽音楽甲子園」の開催等、地域の商
工会青年部、県外の豊郷を愛する人、行政が一体
となった取組が地域の発展、発信につながってい
ることが紹介されました。
続いて、中嶋武嗣甲賀市長から、戦国時代には
甲賀郡中惣という自治組織があったこと等、甲賀
の自治の歴史と、市内には 199 のコミュニティ
があり、人口減少を見据え、小学校区単位に地域
市民センターを設置したことが紹介されました。
嘉田由紀子滋賀県知事からは、自治に関わる第
一段階として、県政に関心をもたれる取組として、
県民の皆さんに会場に集まっていただき、有識者
との意見交換、数回のグループ討議などを行いな
がら、意見をおききした、
「対話型アンケート」
等が紹介されました。
２つめのテーマは、
「地方分権でこんなことが
できる」です。
最初に、コーディネーターの高田氏から、２つ
の話題提供がありました。
１つめは、福沢諭吉が明治 10 年に著した『分
権論』です。分権は、子どもにナイフを持たせる
ようなものだが、たとえ怪我をしても任せていく
べきだろうと言っており、135 年経った現在も
同じ議論が繰り返されています。
２つめは、分権に関する世論調査です。平成
21 年に内閣府が行った地域再生に関する世論調
査で、国や地方はどのようなことに取り組むべき
かという問いに、
「地方が自由に仕事をできるよ
うにする」が、２番目に多いという結果でした。
19 年の同様の調査では、
「国の関与を最小限にす
る」が９番目中７番目で、表現に違いはあるもの
の、分権が地域活性化の大きな原動力となるとい
う答が多かったといえ、分権の結果を示すことが
次のステップとして大事ではないかという問題提
起です。
蔵口議長からは、
「協働」や「パートナーシップ」
という言葉がよく使われるが、住民に理解されな
いまま進められていないかという問題提起があり
ました。
青山議長からは、条例の事例が紹介されました。
琵琶湖に面する大津市では水質汚濁や大気汚染等
を早くから独自の条例で規制していることをふま
え、全国一律の法律のままは楽だが、基準を自ら

六団体全てから登壇しており、活発なやりとり
をするには時間が限られていましたが、それぞれ
の立場からの忌憚ない意見や問題提起が行われ、
互いの役割や状況についての理解が深まるととも
に、会場の皆さんにも地方分権、地域主権改革の
目指すところを多面的にお伝えできたのではない
かと考えています。
今後も六団体が連携して、地方の自立、地方自
治の充実に取り組んでまいりたいと決意を新たに
したところです。
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県

三重県は、平成 25 年には神宮式年遷宮、平成 26 年には熊野古道世界遺産登録 10 周
年を迎えます。この機会を生かし、平成 25 年４月から３年間「三重県観光キャンペーン
～実はそれ、
ぜんぶ三重なんです ! ～」を実施します。今回は、
三重の魅力を御紹介します。
北勢地域
御在所岳

桑名カレー

御在所岳には、日本一の鉄塔を誇る「御在所ロー
プウエイ」があり、ウォーキングや登山の名所でも
あります。
山頂では、12 月
～２月の真冬に条
件がそろえば、氷
じゅひょう
の花「樹 氷」が満
開になった様子を
楽しめます。

テレビ番組で、カレーに入れるお肉がビーフかポー
クかの境目として注目された桑名。
新名物「桑名カ
レー」は御飯を境
界線にみたて、西
のビーフ、東のポー
クを一度に両方楽
しめるカレーです。

中南勢地域
御城番屋敷

津ぎょうざ

槙 垣 と石畳をは
さんで静かに息づ
く歴史空間、ここ
は江戸末期に紀州
藩士が松坂城警護
のため移り住んだ
武家屋敷で、今も
人々が暮らしてい
ます。

学校給食の献立
を ヒ ン ト に し た、
直径 15cm の大き
な皮で包んだ揚げ
ぎょうざです。お
店によって違う中
あん
身の餡 が食欲をそ
そります。

まき がき

伊賀地域
名張牛汁

伊賀上野城
築城の名手として知られる藤堂高虎が改築した伊
かっちゅう

賀上野城。３層からなる城内には武具・甲 冑や藤堂
家の遺品、横山大
観を始め名士の天
井 絵 が あ り ま す。
このほか、日本有
数の高さを誇る高
石垣は必見です。
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和風しょうゆだしに伊賀牛を野菜と煮込んだ汁物。
その由来は、名張市内の伊賀牛を扱うお店で、まか
ない料理として出
されていた「牛す
い」（牛肉入りお吸
い物）からきてい
るとか。各店アレ
ンジを加えた味が
楽しめます。赤い
のれんが目印です。

伊勢志摩地域
伊勢神宮

ご しゃ でん

平 成 25 年 秋 に は、20 年 に 一 度、 御 社 殿 を 始
め、建物一式をそのままの形で新造し、また、神々
の調度品である
おんしょうぞくしんぽう
御 装束神宝を新調
して、神様に新し
い御宮にお遷りい
た だ く「 第 62 回
神宮式年遷宮」が
行われます。

とばーがー
鳥羽の大きな魅力の一つである「食」に注目し、
「地
元の食材をみんなに手軽に食べてもらいたい !」と
いう思いが強く詰
まった御当地バー
ガーです。
現在、26 種類が
認定されています。

東紀州地域
熊野古道・伊勢路

さんま寿司

熊野三山、吉野・大峯、
高野山の霊場とそこへ至
る参詣道は、「紀伊山地の
霊場と参詣道」として世
界遺産に登録され、平成
26 年には 10 周年を迎え
ます。伊勢から熊野へと
向かう熊野古道・伊勢路
は、伊勢参宮を終えた旅
人や西国三十三ヵ所めぐ
りの巡礼者たちがたどっ
た道です。

親潮にのって南
下するサンマは脂
がほどよく抜け落
ち、さっぱりとし
た味わいの押し寿
司になります。東
紀州のハレの日に
は欠かせない地域
の名物です。

三重県観光キャンペーン
�����、
���三重��で�！�
平成25年伊勢神宮式年遷宮・平成26年熊野古道世界遺産登録10周年
特典満載の周遊パスポート(4月配布開始）で、もっとみえ旅を楽しもう！
三重県観光キャンペーン推進協議会事務局（三重県観光誘客課内）
TEL:059-224-2282 / http://www.pref.mie.lg.jp/miekanko-cp/

お問合せ
■三重県観光・国際局 観光政策課
TEL 059-224-2077 FAX 059-224-2482
■三重県観光・国際局 観光誘客課
TEL 059-224-2802 FAX 059-224-2801
観光三重
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検索

への

未 来
秋田県

遺 産

国指定重要無形民俗文化財について

暮らしの中の風俗習慣や年中行事、民俗芸能などを

無形民俗文化財と言い、特に重要なものを文部科学大

臣が重要無形民俗文化財に指定します。この指定制
度は、文化財保護法が制定されてから 25 年後の昭和

50（1975）年に導入されました。秋田県には 16 の
重要無形民俗文化財があり、その数は全国一です。

秋田市の竿灯を始め、秋田市土崎や仙北市角館で
ひきやま

とう こ や さか

とうにん

行われる曳山行事、潟上市東湖八坂神社の統人行事、
け

ま ない

に し も な い

鹿角市毛馬内、羽後町西馬音内の盆踊りなどは、秋

田の夏を代表する行事です。また、大仙市刈和野の
かみ ごう

大綱引き、美郷町六郷のカマクラ、にかほ市上郷の

本海獅子舞番楽下百宅講中

小正月行事など、雪国ならではの冬の行事も良く知

られています。有名な男鹿のナマハゲは、もとは小

みに変える工夫をしてきました。

るようになりました。

れています。これらは地域の人々が先祖から受け継

県内には実に 300 以上もの無形民俗文化財が残さ

正月に行われていましたが、現在は大晦日に行われ

ぎ、大切に育んできたものです。時代や環境に合わ
せて少しずつ形を変えながら伝えられてきたこれら

は、我々の暮らしを象徴する最もなじみの深い文化
財であると言えるでしょう。これらの文化財が豊富

に残されていることは、秋田にとって誇りであり、
これからも大切に守り続けていくことが、秋田をよ
り豊かにする一助になると思われます。

秋田の竿灯
だいにちどうぶがく

ほ ろ は さ ん

しも つき か ぐ ら

民俗芸能では大日堂舞楽、保呂羽山の霜月神楽が

あり、番楽と呼ばれる神楽も盛んに行われています。
あ

に

ねっこ

マタギ集落で有名な北秋田市阿 仁の根 子番楽のほ
ほんかいしょうにん

ほん かい し

か、鳥海山麓には本海上人が伝えたとされる本海獅
し まい ばん がく

えん ねん

子舞番楽、土舞台で舞う延年チョウクライロ舞など

があります。このほか、イタヤ材を用いて作られる
箕作りは民俗技術として指定されています。

六郷のカマクラ行事（竹打ち）

秋田は夏が短く、長い冬を雪に囲まれて過ごしま

す。だからこそ、祭りや盆踊りで夜通しにぎやかに

〈お問合せ〉
秋田県教育庁文化財保護室
TEL 018-860-5194

過ごして短い夏を満喫し、冬にはカマクラや、雪の
上での綱引きなどを行うことで、厳しい寒さを楽し
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錫器が日本に伝えられたのは、今から
約 1300 年ほど前、遣隋使・遣唐使が持
ち帰ったものと伝えられています。鎌倉
時代初期に栄西が現在の中国の宋に渡り、
茶壷づくり職人を連れて来たのが錫職人
のルーツとも言われています。
宮中等のごく一部で用いられていた錫
器が広く一般に使用され始めたのは江戸
時代で、このころ既に大阪では錫器の製
造販売が行われており、現在まで伝統的

大阪欄間とのコラボレーションで生まれた、
錫器と透かし彫り花台の一輪挿し

な技術・技法が受け継がれています。
昭和 58 年に「大阪浪華錫器」が日本の
「伝統的工芸品」として国の指定を受け、

大阪府

昭和 62 年には神仏具や装飾品などに用い
られる「なにわ錫器」が「大阪の伝統工
芸品」として府の指定を受けました。
錫は非常に柔らかい金属であるため、
機械加工が難しく、鋳型に溶かした錫を
流し込む「鋳込み」
、ろくろを用いて成型・
研磨を行う「ロクロ挽き」など、完成に
至るまでの製造工程はほとんど手作業で
仕上げられていきます。
錫器はイオン効果が高く、水や酒の不
純物を取り除きまろやかに美味しくする
作用や、ロクロ挽きにより気密性が高く、
高温多湿のところでも湿気を防ぐことが

気密性が高い茶筒はコーヒー豆の風味を保つ

品や、タンブラーやジョッキ、ワイング
ラスなど、新しいデザインの商品も開発
されています。
ライフスタイルの変化とともに、もの
の形や使い方も変わります。伝統の技術
を今の時代へ、新しいものづくりへの挑
戦はこれからも続きます。

できることから、酒器や茶器として、大
阪の老舗の飲食店でも愛用されています。
使い込むほどに手になじみ独特の風合い
が出る錫器。最近では、輪島塗や大阪欄
間など他産地とコラボレーションした商

見た目に美しく、飲み物の味を引き立たせるワインコップ

お問合せ

錫器事業協同組合
TEL 06-6628-6731

１つ１つ丁寧に削りだし、錫本来の美しい輝きを引き出すロクロ挽き
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都 道 府 県
だ よ り
2012年12月

Hokkaido

北海道

室蘭の工場夜景を全国に

また、普段立ち入ることのできない製油所構内や
道路管理施設で、工場夜景を至近距離から眺められ
る「室蘭工場夜景ツアー」は、申込が殺到し、急遽
追加のバスを出す盛況ぶりでした。
室蘭市では、今後も全国各地の工場夜景観光に取
り組む自治体と連携し、工場夜景の美しさ、夜景観
光の魅力を全国に発信していくこととしています。
北海道胆振総合振興局としても、工場夜景を広域観
光の素材として活用していくとともに、様々なツー
ルを活用した情報発信を行っていきます。

～第３回全国工場夜景サミット in むろらん～
北海道の南西部にある室蘭市は、道内でも有数の
工業都市であり、臨海部に立地する企業が 24 時間
操業を行っています。
これらの企業では、従業員の安全のために夜間は
保安灯を点灯していて、室蘭港を取り囲むように立
地する工場の夜景は、室蘭港を跨ぐ白鳥大橋のライ
トアップと相まって、見る場所により様々な姿を我々
に見せてくれます。
今、全国各地で、こうした工場夜景を新たな観光
資源として位置付け、誘客に取り組む動きが進んで
います。この工場夜景観光に早くから取り組んでき
た川崎市、三重県四日市市、山口県周南市、北九州
市及び室蘭市の５市の関係者が、工場夜景の魅力発
信と地域の再発見をテーマに一堂に会する「第３回
全国工場夜景サミット in むろらん」が、11 月 10
日（土）に室蘭市で開催されました。
サミットでは、
５市による「工場夜景共同アピール」
の宣言や、担当者による工場夜景エリア観光プレゼ
ンテーションが行われたほか、会場では参加地域の
写真展や物産展などが行われました。

お問合せ

北海道胆振総合振興局産業振興部食と観光推進室
TEL 0143-24-9592
HP http://www.muro-kanko.com/yakei/
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青森県

Aomori
「行くたび、あたらしい。青森」
～東北新幹線八戸開業 10 周年の取組～

青森県では、平成 14 年 12 月の東北新幹線八戸開
業、22 年 12 月の東北新幹線全線開業と２度の開業
を経験し、これを機に観光の取組を進めてきました。
特に、東日本大震災以降は、全国的な旅行自粛が広
がる中、
「がんばろう日本 ! がんばろう東北 !」をサ
ブタイトルに実施した「青森デスティネーションキャ
ンペーン」などにより、観光客の入込数が震災前の
水準に回復するなど、明るい兆しが見えてきました。
東北新幹線八戸開業 10 周年を迎えた 12 月から、
27 年度末予定の北海道新幹線新函館開業を見据え、
北海道道南地域と連携した冬季観光キャンペーン（～
３月）をスタートさせました。
冬の青森には、凛とした透き通る冬空に打ち上げ
られる花火やライトショーが特徴の「十和田湖冬物
語 2013」
（２月１日～ 24 日）
、
春を呼ぶ豊作祈願の「八
戸えんぶり」（２月 17 日～ 20 日）
、青森ねぶたの技
法で作られた和紙のオブジェが雪に鮮やかに映える
「あおもり灯りと紙のページェント」
（12 月 21 日～
１月 29 日）など多様なイベントが催されます。
また、八甲田山の樹氷、津軽鉄道のストーブ列車、
スノーシュートレッキングなどの雪国体験、ぬくも

りを感じる美味しい
食や多彩な泉質を誇る
温泉など、青森ならで
はの魅力がいっぱい詰
まっています。
キャンペーンに併
せ、特産品や宿泊券が
当たるお得な旅行商品
も展開されていますの
で、 こ の 機 会 に 是 非、
青森においでくださ
い。
「青森県に来て本当
に良かった。」と感じて
いただけるような温か
いおもてなしでお迎え
いたします。

お問合せ

青森県観光国際戦略局観光交流推進課
TEL 017-734-9384
FAX 017-734-8126
青森県観光情報サイト アプティネット
http://www.aptinet.jp/index.html

都道府県だより
Akita

十和田湖冬物語

2012 年 12 月

秋田県

全国最多３地域 ! 今、ジオパークが熱い !

すめです。男鹿半島・大潟
ジオパークは、日本海形成
のドラマを見ることができ
るエリア。ジオスポットと
し て、 噴 火 で で き た 標 高
鵜ノ崎海岸
355m の「寒風山」や沖合
200m ま で 浅 瀬 が 広 が り、
さながら巨大な「洗濯板」
のような景観の「鵜ノ崎」
海岸がおすすめです。ゆざ
わジオパークは、地熱、水、
鉱山のエリア。地熱が作り
川原毛地獄
上げた景勝地である「川原
毛地獄」や川底の層のすき
間や割れ目から高温の蒸気と温泉が噴き出る「小安峡
大噴湯」は迫力がありおすすめです。全国の皆さん、
是非秋田県のジオパークを体感しに来てください !

～八峰白神、男鹿半島・大潟、ゆざわ～
★ジオパーク ?
皆さん、ジオパークという言葉を知っていますか？
パーク＝公園とは分かるけど、ジオって何？と思われ
る方が多いのではないでしょうか。ジオパークとは、
地球や大地を表す「Geo」と公園を表す「Park」から
なる新しい言葉です。地質学的に重要な地層や地形だ
けではなく、大地に関わっている歴史や文化、生態系
も含まれ、日本ジオパーク委員会の審査をパスした地
域だけがジオパークと名乗ることができます。国内 25
地域の内、秋田県内では全国最多の３地域がジオパー
クとして認定されており、優れた地質遺産等を保全す
るとともに、観光等にも活用し地域の活性化を図ろう
としています。
★県内３地域のジオパークを御紹介します
八峰白神ジオパークは、
世 界 自 然 遺 産・ 白 神 山 地
の海岸部を中心としたエリ
ア。ジオスポットとして、
「黒い砂浜（ブラックサン
ドビーチ）」や階段を連想
させる「海岸段丘」がおす
黒い砂浜（ブラックサンドビーチ）

お問合せ

八峰白神ジオパーク推進協議会
TEL 0185-78-2427
男鹿半島・大潟ジオパーク推進協議会
TEL 0185-24-9141
湯沢市ジオパーク推進協議会
TEL 0183-73-2111
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岩手県

Iwate
国体・全国障害者スポーツ大会募金開始式
（募金キックオフ宣言）

第 71 回国民体育大会が平成 28 年に岩手県において
46 年ぶりに開催されます。また、第 16 回全国障害者ス
ポーツ大会が国民体育大会に引き続き開催されます。
両大会の成功のため、県内外からの御支援・御協力を
いただくため募金を開始することとし、10 月 30 日に県
庁で募金開始式（募金キックオフ宣言）を行いました。
開始式には、県準備委員会会長の達増知事、県準備
委員会募金・企業協賛推進委員会委員長の元持県商工
会議所連合会会長、そして、ぎふ清流国体でサッカー成
年男子準優勝の原動力となったグルージャ盛岡の選手た
ちが駆けつけてくれました。
本県では、東日本大震災津波災害からの復興を目指し、
全国からの支援も受けながら「いのちを守り 海と大地
と共に生きる ふるさと岩手・三陸の創造」に向けて全
力を挙げて取り組んでいるところです。
両大会は、復興への取組が行われている平成 28 年に
開催されるものであり、スポーツの力で地域の一体感や
活力の醸成・向上を図り、全ての県民にとって復興の力と

なる大会を目指すとともに、これまで、御支援をいただ
いた全国の方々に、県を挙げて感謝の意を表し、着実に
復興に向けて前進する本県の姿を見ていただく機会にし
たいと考えております。
引き続き、皆様の応援をよろしくお願いします。

◆大会愛称『希望郷いわて国体』
◆スローガン『広げよう 感動。伝えよう 感謝。
』
お問合せ

岩手県政策地域部国体室
TEL 019-629-6294
希望郷いわて国体ＨＰ
http://www5.pref.iwate.jp/~2016kokutai/

都道府県だより

2012 年 12 月

山形県

Yamagata

「
『いのち』輝く７つの約束」で教育を支える文化・
風土を醸成
山形県では、教育に対する関心と理解を深め、
「教
育を支える文化や風土｣ を育むため、今年度新たに、
11 月第２土曜日を「やまがた教育の日」
、
11 月を「や
まがた教育月間」と定め、11 月 10 日に山形市内で
制定記念式典を開催しました。
式典では、五木寛之氏による記念講演のほか、県
民から公募した標語を基に、
「やまがた教育の日」の
行動指針としてまとめた
「
『いのち』輝く７つの約束」
を紹介し、家庭や地域での
実践を呼びかけました。
『 いのち 』輝く７つの約束
また、
「みんなで子どもを
育てよう」をテーマに、併
せて行われたパネルディス
カッションでは、パネリス
トとして参加した高校生が、
「ボランティア活動で小さな
子どもたちとの関わりを通
して、普段は教えられる側
「『いのち』輝く７つの約束｣
（

�� ��２����

家庭や地域で、大人も子どももみんなで実践しよう！

1� よ���う よ��� よ��み よ����
2� よ���う ����で �����

の 自 分 が、 教
える側を経験
することで学
ぶことも多い」
と述べるなど、
自身の活動を
紹介しながら、
様 々 な 人 が、
それぞれがで
11 月 10 日「やまがた教育の日」制定記念式典の様子
きることに取
り組むことが大切、といった意見が出されました。
今後、
「『いのち』輝く７つの約束」の啓発を通して、
教育を支える文化や風土を醸成し、山形の未来を担
う心豊かでたくましい子どもたちを、県民みんなで
育てていきたいと考えています。
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お問合せ

山形県教育庁総務課
TEL 023-630-2692
HP http://www.pref.yamagata.jp/ou/
kyoiku/700001/yamagata-kyoikunohi.html

宮城県

Miyagi
「ねんりんピック宮城・仙台 2012」を
開催しました !

大会に参加された方々をおもてなしの心でお迎え
し、宮城の元気な姿と復興の確かな歩みを見ていた
だいたことで、震災後に全国からいただいた御支援
に対する感謝の気持ちをお伝えすることができたの
ではないかと感じています。
宮城・仙台で生まれた「喜び・ふれあい・笑顔・感動」
は、次期開催地である高知県に引き継ぎます。「日本
一の健康長寿県構想」を掲げる高知県で来年 10 月に
開催される「ねんりんピックよさこい高知 2013」が
盛会となることを心から祈念いたします。

東日本大震災後、県内で行われる初の全国規模の
大会となる「ねんりんピック宮城・仙台 2012」を今
年 10 月 13 日から 16 日まで、４日間の日程で開催
しました。「伊達の地に 実れ ! ねんりん いきいき
と」を大会のテーマに、60 才以上の方々を中心とし
て、子どもから高齢者まであらゆる世代の人たちが
スポーツや文化活動を通して交流を深めました。
県内の７市６町では、18 種目のスポーツ・文化の交
流大会が行われ、全国から約 8,000 人の選手や関係者
の方々が参加したほか、健康フェアや美術展、また音
楽文化祭やシンポジウムなど、ねんりんピックならで
はのイベントにも多数の方に御来場いただきました。

お問合せ

宮城県保健福祉部ねんりんピック推進室
TEL 022-266-8143

都道府県だより
Fukushima

2012 年 12 月

福島県

｢げんき咲かそう ! ふくしま大交流フェア｣ 開催 !
福島県の元気と魅力をまるごと体感していただく年
に一度のビッグイベント ｢大交流フェア｣。６回目の
開催となる今年は、復興する元気な ｢ふくしま｣ の姿
を首都圏の方々にアピールするとともに、首都圏に避
難されている方々へ ｢ふるさと ふくしま｣ をお届け
します。
メインイベントは、佐藤雄平福島県知事と平成 25 年
１月から放送が開始される大河ドラマ ｢八重の桜｣ 綾
瀬はるかさんほか、豪華キャストによるトークショー。
撮影秘話や福島への思いを熱く語ります。
また、復興のシンボルでもあるスパリゾートハワイ
アンズの“フラガール”によるダンスショーやふるさ
とふくしま伝統の祭りの再現、合唱王国福島を代表し
て県立安積高校合唱部のクリスマスライブなど多彩な
ステージで ｢ふくしま｣ を表現します。
そのほか、県内の郷土料理や B 級グルメが味わえ
るグルメコーナー、特産品の展示販売、木工体験、ウ
ルトラマンコーナー、足湯など、様々な年代の方にお
楽しみいただけます。
同時開催する ｢ふくしま避難者交流会｣ では首都圏
に避難されている方々の交流、県内情報の提供や就職
相談、弁護士などの専門家による相談を行います。
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今年のクリスマスは、｢ふくしまから はじめよう。
｣
是非御家族でお出かけください。
開催日時：12 月 24 日（月）午前 11 時～午後５時
イベント会場：東京国際フォーラム
展示ホール / 地上広場
避難者交流会：ガラス棟７階 701 会議室 ラウンジ
午後２時～午後４時 45 分

お問合せ

福島県観光交流課
TEL 024-521-7287

新潟県

Niigata
「新潟県住宅の屋根雪対策条例」
～雪下ろし事故ゼロを目指して～

新潟県は、県下全域が豪雪地帯に指定され、30 市
町村中 18 市町村、面積の約 70%が特別豪雪地帯に
指定されるなど全国有数の豪雪県です。近年、雪に
よる人的被害は３年連続で増加しており、これらの
死亡事故の約４割が雪下ろしなど除雪作業によるも
ので、被害者の多くが高齢者となっています。また、
積雪の多い地域では、一般的に過疎・高齢化が進ん
でおり、高齢単身世帯は、今後更に増加が見込まれ
ています。
このような社会的背景を踏まえ、新潟県では、平
成 23 年に有識者から成る検討委員会を組織し、住宅
の屋根雪対策を検討してきました。委員会では、屋
根雪下ろしが不要の「克雪住宅」の普及推進を焦点
とした議論を行い、県民の住宅の屋根雪処理に対す
る意識改革を進めるためにも自主条例の策定が有効
であるとの提言がなされました。この提言を受け、
平成 24 年９月に「新潟県住宅の屋根雪対策条例」を
制定しました。
この条例は、住宅の屋根雪下ろしを行わなくても
よい環境を整備するため、
「屋根雪対策は、県民及び
所有者等が自主的かつ主体的に行うとともに、関係

者相互が連携、協力する。」という基本理念の下、県、
県民、事業者等の役割を明らかにしています。
また、住宅の屋根雪対策を推進するため、
「克雪住
宅の普及啓発」
、
「住宅の屋根雪下ろしを行う際の安
全確保」、「空き家の屋根雪下ろし等に関する取組」
の３点を屋根雪対策の基本となる事項として定めて
います。
これまで新潟県では、住宅の新築やリフォームの
際、克雪化に要する費用の一部を県と市町村で補助
する「克雪すまいづくり支援事業」などの取組を進
めてきました。今回の条例に基づき施策を推進して
いくとともに、関係者が各々の役割を果たすことに
よ り、 生 命 に 関 わ
る屋根雪下ろし事
故 を な く し、 今 後
も積雪期において
県民が安心して暮
らすことのできる
地域社会の実現を
目指していきます。
お問合せ

新潟県土木部都市局建築住宅課
TEL 025-280-5442

都道府県だより
Tokyo
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東京都

第 68 回国民体育大会冬季大会を開催します !

福島県開催の具体的な日程としては、平成 25 年１
月 27 日（日）に、磐梯熱海アイスアリーナで開催記
念（復興支援）イベントを、郡山ユラックス熱海でス
ピードスケート競技会開始式を実施します。続いて１
月 28 日（月）から同月 31 日（木）まで、郡山スケー
ト場でスピードスケート競技会を実施します。スピー
ドスケート競技会最終日の 31 日
（木）
には、
郡山ユラッ
クス熱海で、スケート競技会表彰式を行います。
一方、都内では、１月 27 日（日）から２月１日（金）
まで、スケート競技会（フィギュアスケート、ショー
トトラック）及びアイスホッケー競技会を実施します。
また、１月 26 日（土）に国立代々木競技場第一体育
館（渋谷区）で行う開始式では、
荒川静香さん、
ステファ
ン・ランビエルさん、本田武史さんによるエキシビショ

東京都は、スポーツの素晴らしさや可能性を広く国
民にアピールすることでスポーツへの共感を生み出
し、スポーツムーブメントの醸成により誰もが生涯を
通じてスポーツを楽しむことができる社会の実現を目
指し、平成 25 年１月 26 日（土）より、第 68 回国
民体育大会冬季大会を開催します。
また、被災地の復興支援という観点から、福島県郡
山市でスピードスケート競技会を行います。

み ゆ

ンや本田望結さんがスケーティング等を行います。
東日本大震災からの復興に向かう我が国において、
スポーツの力で被災地の人々を元気づけ、2020 年東
京オリンピック・パラリンピックにつながる大会とな
るよう、都民を挙げて開催します。皆さんの応援をよ
ろしくお願いします。
お問合せ

スポーツ振興局スポーツ祭東京推進部企画課
TEL 03-5388-2881
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群馬県

Gunma

民などによる公開審査が行
わ れ ま し た。 選 ば れ た 作
品は、「ぐんまちゃん」が
踊りやすいように改良を重
ね、来年２月頃に披露する
予定です。
「ぐんまちゃんダンス」公開審査風景
県では、今後も「ぐんま
ちゃん」を活用し、群馬県のイ
メージアップを図っていきます。
「ぐんまちゃん」については、
県のホームページ「群馬の魅力
発 信 サ イ ト『 ぐ ん ま ち ゃ ん ナ
ビ !』」で詳しくお知らせしてい
ます。また「ぐんまちゃんナビ !」

群馬県のマスコット「ぐんまちゃん」で、
群馬のイメージアップを !
群馬県のマスコット「ぐんまちゃん」は、平成６年に開催
された「ゆうあいピック群馬大会」のマスコットとして誕生
しました。大会終了後も引き続き、県のマスコットとして活
躍しています。
「ぐんまちゃん」は、県の様々なイベントに登場したり、
「ぐ
んまちゃん」グッズが販売されたりして、県のイメージアッ
プに貢献してきました。また年間 300 件以上のデザイン利
用許諾申請があり、多くの企業や団体の広告や商品に利用さ
れるなど、県民になじみ深いキャラクターとなっています。
今年度、民間の調査会社が行った「地域ブランド調査」の
結果で、魅力度が全国最下位となった群馬県。しかし、先月
結果が発表された「ゆるキャラグランプリ」では、全国 865
もの「ゆるキャラ」の中で、「ぐんまちゃん」が堂々の第３
位となりました。11 月 25
日に埼玉県羽生市で開催さ
れた「ゆるキャラさみっと」
内での「ゆるキャラグラン
プリ表彰式」にも出席しま
した。
さらに現在「ぐんまちゃ
ん ダ ン ス 」 を 制 作 中。11
月 12 日に、公募により集
「ゆるキャラグランプリ」表彰式での
まった８作品について、県
「ぐんまちゃん」
（左から２番目）

ピーアール

では、「ぐんまちゃん」のＰＲ活
動の様子や群馬県の様々な情報
もお知らせしています。是非御
覧ください。

お問合せ

群馬の魅力発信サイト
｢ぐんまちゃんナビ !｣ トップページ

群馬県企画課イメージアップ推進室
TEL 027-226-2315
FAX 027-223-4371
群馬の魅力発信サイト「ぐんまちゃんナビ !」
http://www.gunmachan-navi.pref.gunma.jp/

都道府県だより
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栃木県

Tochigi

フードバレーとちぎ
栃木県産「二条大麦」と「いちご」を使用した「栃木県庁ビール」販売開始 !

ていない幻のいちご「とちひめ」を使用しています。「と
ちひめ」 の香りとフルーティーな口当たりが楽しめます。

栃木県では、豊かな農産物や豊富で良質な水など本
県のもつポテンシャルを最大限に生かし、食をテーマに地
域経済の活性化を図る“フードバレーとちぎ”の取組を
企業や関係団体等と協働の下進めています。
この“フードバレーとちぎ”の推進に対する県の意欲
を示す一つの取組として、生産量日本一の 「二条大麦
（ビール用）」と「いちご」を使用した２種類の 「栃木
県庁ビール」を本年５月に県が試作しイベント等で配布し
てきましたが、この度、県内のクラフトビールメーカーによ
り商品化され、11 月から販売が開始されました。

“フードバレーとちぎ”の取組により、
「栃木県庁ビール」
を始め、本県の持つ豊かな水や農林水産物などの地域
資源と優れた技術力を生かした新たな商品を“つぎつぎ”
と生み出していきますので、御期待ください。
※栃木県庁ビール
東 京スカイツリー
タウン ® に出 店し
た本県のアンテナ
ショップ 「とちまる
ショップ」 や栃 木

○県産二条大麦麦芽 100%ビール（アルコール分７%）
生産量日本一の本県産 「二条大麦（ビール用）」 の
麦芽のみを使い、仕込み水に、環境省 「名水百選」に
しょうじんざわ

認定された「尚 仁沢湧水」を使用しています。重厚感
ある口当たりで、ろ過タイプと無ろ過タイプが味わえます。

県内の店 舗 等で
購入することがで
栃木県庁ビール 330ml ビン入り

お問合せ

きます。

県産業政策課
TEL 028-623-3203
HP http://www.pref.tochigi.lg.jp/f01/work/
shoukougyou/foodvalley/beer02.html（報道発表資料）

○県産とちひめフルーツエール（アルコール分５%）
生産量日本一の「二条大麦（ビール用）」と「いちご」
をコラボさせました。本県の観光いちご園でしか栽培され
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茨城県

Ibaraki
茨城県アンテナショップ「茨城マルシェ」
新装オープン !

【住所】
東京都中央区銀座 1-2-1 紺屋ビル 1F
【営業時間】
＜セレクトコーナー＞
10:30 ～ 20:00
＜レストラン & バー＞
11:00 ～ 23:00

茨城県では、11 月 13 日（茨城県民の日）
、銀座一
丁目にアンテナショップ「茨城マルシェ」を新装オー
プンしました。「茨城マルシェ」は、
“いばらきのい
ちばん美味しいところ持ってきました”をモットー
に、食の宝庫「茨城」の魅力を堪能できる新しいお
店です。県内ではおなじみの納豆やほしいも、地酒
などを購入いただける「セレクトコーナー」や、常
陸秋そばやあんこう鍋、ローズポークなどを直接味
わっていただける「レストラン＆バー」など、茨城
県民が“心からおすすめしたいモノ・コト”を、都
心のど真ん中である銀座に凝縮しました。
見て、味わっ
て、 ゆ っ く り
美味しいひと
ときを過ごせ
る「 茨 城 マ ル
シ ェ」 へ 皆 さ
ん是非お越し
ください。

お問合せ

茨城マルシェ
TEL 03-5524-0818（セレクトコーナー直通）
公式 HP www.ibarakimarche.com

都道府県だより
Saitama
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埼玉県

埼玉の多彩なアートを発信
「SAITAMA アート GUIDE 100 ×α」
埼玉県内の魅力的なアートスポットを紹介するガ
イドブック「SAITAMA アート GUIDE 100 ×α」
が完成しました。
このガイドブックは、県内を中央、西部、東部、県北・
秩父の四つのエリアに分け、111 ヵ所のアートスポッ
トを紹介しています。美術館やギャラリーカフェな

ど、様々なアートに触れることができるスポットを
掲載しています。ガイドブックを片手に、一人で隠
れ家的ギャラリーを楽しむのもよし、友達や家族と
一緒に音楽や絵を楽しみながらのカフェ御飯もよし。
アーティストと出会って話を交わせたらいいですね。
お散歩コースやドライブコースなど交通手段別の
コースも紹介しています。アートを探して街歩きを
して、新たな名スポットを発見することができるか
もしれません。
ガイドブックは県内各市町村の文化振興担当課や
ガイドブック掲載施設で配布しています。ホームペー
ジでは詳細な地図やデジタルブック版もあり、スマー
トフォンでも御利用いただけます。各アートスポッ
トのイベント情報もアップデートしていきます。
埼玉の多彩なアートを探しに出かけてみませんか。
お問合せ

埼玉県県民生活部文化振興課
TEL 048-830-2887
HP http://art-saitama.jp/
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千葉県

Chiba
千葉ブランド水産物を認定

千葉県では、県を代表し、全国に誇る水産物を
「千葉ブランド水産物」として認定し、積極的に全
国に向けて紹介しています。認定に当たっては、幅
広い分野の委員が「県で水揚げされ、旬や鮮度の良
さを明らかにでき、大きさなどの取り決めがあるこ
と」「県産の原料を用いて県内で加工され、衛生管
理体制が確立されており、味が良好なこと」などの
認定基準に基づき、厳正な審査を実施しています。
認定期間は３年間で、再認定でも新たな品目と同様
の審査を行っています。

平成24年度は、「九十九里地はまぐり」を新たに
加えた生鮮水産物５品目、水産加工品４品目、ふる
さと品(生産量や流通範囲が限定されるものの、千葉
らしい優れた特性を持つ産品)２品目の計11品目を認
定。これまでに認定したものと合わせて、認定品の
総数は21品目になりました。
これからも千葉県は優れた県産水産物を認定し、
重点的にPRすることで、「千葉のさかな」の消費拡
大及びイメージアップを図っていきます。
なお、認定品の概要や購入方法などについては、
下記ホームページにて御覧いただけます。

お問合せ

今年度新たに認定した「九十九里地はまぐり」

千葉県農林水産部水産局水産課
TEL 043-223-3051
千葉さかな倶楽部HP
http://www.pref.chiba.lg.jp/suisan/brand/
ninteishina.html

千葉ブランド水産物認定マーク

都道府県だより
Kanagawa

2012 年 12 月

神奈川県

「神奈川 DMAT-L」隊員が誕生しました !
本年３月の厚生労働省の医政局長通知において、
災害時医療の中心的な役割を担う災害拠点病院の要
件に、災害派遣医療チーム、いわゆる DMAT を必ず
保有することが追加されました。
平成 24 年４月１日現在、神奈川県内 33 の災害拠
点病院のうち、DMAT を保有しているのは、15 病
院にとどまっています。
災害拠点病院が新たに DMAT を保有するには、医
師、看護師及び業務調整員の５人がチームを編成し、
国が実施する４日間の研修を受講する必要があります。
しかし、国の研修枠が十分でないことから、県内
の医療救護体制をできるだけ早く充実させるために、
県独自の「神奈川 DMAT-L(Local)」制度を創設し、
２日間の研修で DMAT 活動の基本的な知識・技能を
修得する研修を行うこととしました。
さらに国が実施する研修を２日半追加受講するこ
とで、DMAT としても認定されます。
こうした取組により、DMAT 保有のために複数の
ルートが確保され、平成 25 年度末までに、県内全て
の災害拠点病院が DMAT を保有できる見通しが立ち
ました。
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第１回目の研修は、10 月 27 日（土）と 28 日（日）
の２日間、県内の DMAT 研修インストラクターの
協力を得て、厚木市内にある県の消防学校で実施し、
県内の災害拠点病院から６チーム、30 人が受講しま
した。
主な研修内容は、講義形式により「災害現場での
傷病者観察手順とトリアージ」など、実技形式によ
り「現場救護所模擬診療」「トリアージ」などを行い
ました。
研修２日目の
最後に行われた
試 験 を、 受 講 者
全員が無事合格
し、 ６ チ ー ム の
神奈川 DMAT-L
が誕生しました。
研修の様子

お問合せ

神奈川県保健福祉局保健医療部健康危機管理課
TEL 045-210-4634（直通）

山梨県

Yamanashi
新山梨県立図書館 オープン !!

11 月 11 日（日）、JR 甲府駅北口に新山梨県立図書館
がオープンしました。この新図書館は、旧図書館（1970
年建設）の老朽化に伴う新築移転で、県民の自主的な学
習・文化活動を支援し、山梨の文化や情報発信の拠点と
なるものです。ガラスを多く使用した施設のため外から
でも館内の様子を見ることができ、駅前というロケーショ
ンを生かして県都甲府の街との一体感も演出しています。
山梨県は人口 10 万人当たりの図書館数が全国第１位
（平成 20 年 10 月１日現在：文部科学省「社会教育調査」）
の県です。こうした本県の中核的図書館となる新図書館
は、県内市町村立図書館の支援機能を強化。また、蔵書
や利用時間・閲覧スペースの拡充、自動貸出機の導入な
どによる利便性向上に加え、子ども読書支援センター、
本県出身者の著作や地場産業資料をそろえた山梨関係資
料コーナーなどを設置しています。さらに、３階まで吹
き抜けで開放感あふれる館内に、イベントやグループ活
動など、様々な用途で使えるイベントスペース、多目的
ホール、交流ルーム（６室）などを備えた「交流エリア」
を配置したのが特徴です。

この新図書館の館長として
迎えたのが、前日本ペンクラ
ブ会長で直木賞選考委員も務
める作家の阿刀田高さんで
す。国立国会図書館司書とし
ての経験もある館長の下、図
書館機能の中心的役割を担う
司書の研修も充実し、県民の
ニーズに対応したサービスを
提供していきます。
オープン初日に阿刀田館
長自らが「読書はおいしい
ぞ」と題した開館記念講演を
行ったほか、その人脈を生か
して著名作家らの講演など、
次々とユニークな事業を企
画しています。県民に親しま
れ、県民とともに成長・発展
していく「県民図書館」とな
ることを目標とする新山梨
県立図書館。本と人、人と人
を結ぶ多彩な活動を展開し、
新たな交流と街のにぎわい
を生み出していきます。

新山梨県立図書館全景

開放感あふれる館内

開館記念式典でテープカットをする横内知事
（右から４人目）や阿刀田館長（左端）

お問合せ

山梨県立図書館（愛称「かいぶらり」）
TEL 055-255-1040
HP https://www.lib.pref.yamanashi.jp/

自身も直木賞作家である阿刀田館長 と 新県立図書館のシンボルマーク

都道府県だより
Shizuoka

2012 年 12 月

静岡県

伊豆半島が日本ジオパークに認定されました
―「南から来た火山の贈りもの」がメインテーマ―

現在、順次、成り立ちを説明する解説板を整備し
ております。見どころを案内するジオガイドも36人
が認定され、ジオツアーも活発に行われています。
伊豆に観光に訪れる際の立ち寄り先に是非この機
会に「ジオパーク」を体感していただければと思い
ます。伊豆半島の新たな魅力に触れてみませんか？

９月24日、伊豆半島が日本ジオパークに認定さ
れ、世界ジオパークに申請できる資格を得ました。
年間約3,800万人が訪れる伊豆半島の新たな魅力と
して、また、ジオパークを「伊豆をひとつ」のキー
ワードとして、伊豆半島は現在大いに熱く盛り上
がっています。
伊豆半島ジオパークは、伊豆半島を構成する13市
町（静岡県沼津市、熱海市、三島市、伊東市、下田
市、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、河津町、南伊
豆町、松崎町、西伊豆町、函南町）、からなる面積
約1,550k㎡の範囲であります。
伊豆半島は、約2000万年前は、本州から数百km
南にあった海底火山群でした。フィリピン海プレー
トの上にできた海底火山や火山島は、プレートと共
に北に移動し、やがて本州に衝突して半島の形にな
りました。約60万年前の出来事です。本州の中で一
番新しい大地です。

西伊豆町：堂ヶ島
海流のはたらきでできた海底火山灰の美しい縞模様

この伊豆半島の成り立ちを、「南から来た火山の
贈りもの」というメインテーマにしました。
伊豆半島の各地では、日本各地では見られない海
底火山の痕跡をはっきり見ることができます。

お問合せ

静岡県観光政策課
TEL 054-221-3617
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長野県

Nagano

会員は、正会員とファミリー会員の２種類があり、
正会員は年会費 1,000 円、ファミリー会員は 500 円
で全国にお住まいのどなたでも応募できます。
会員になると、信州をくまなく楽しんでいただくた
めの特典として、宿泊施設など県内約 1,000 施設に
おける割引や優待が受けられるほか、入会時に美術館・
博物館などの優待券、
長野県観光 PR キャラクター「ア
ルクマ」のストラップなどをプレゼントいたします。
ファンクラブの皆さんが、見た・聞いた・感じた長
野県の魅力を会員同士のコミュニケーションや自ら情
報を発信してもらうことにより、全国に長野「通」の
方々を増やし、交流人口の増加、そして、長野県のイ
メージアップにつなげていきたいと考えています。
皆さんも、豊かな自然や真心のこもったおもてなし
がいっぱいの「楽園信州ファンクラブ」に入ってみま
せんか。

長野県の旅を満喫していただくための
「楽園信州ファンクラブ」の会員を募集
長野県では、多くの方々に、県内における旅、暮ら
しを満喫していただくことを目的とした会員組織「楽
園信州ファンクラブ」を来年４月からスタートさせる
ため、今月から会員の募集を開始しました。

お問合せ

長野県観光部移住・交流課
TEL 026-235-7248

アルクマカード

都道府県だより
Toyama

2012 年 12 月

富山県

見て読んで楽しい富山情報誌「ロカルちゃ！富山」
Vol. ８は教科書編で富山の魅力を紹介

海・富山湾をクローズアップし、
蜃気楼や埋没林、ホタルイカ
をイラストをまじえて説明して
います。
「社会」は、倶利伽羅
本県では、多様化する観光ニーズに応えるため、昨
峠で平家軍と戦った木曾義仲
年度からディープな富山県の魅力を紹介する「マニアッ
など富山ゆかりの歴史的人物、
クに遊ぶディープな富山情報誌『ロカルちゃ！富山』
」を
発行しています。タイトルは
“ローカル”と、
“カルチャー”、 富山のくすりのルーツが登場。
富山弁の“ちゃ”を組み合わせたもの。毎号こだわりの 「図工・家庭科・音楽」では、
近 年 iphone カバーなどモダ
あるテーマで富山県を紹介し、好評を得ています。
ンな製品を手掛ける高岡漆器
Vol. ８は「教科書編」
。今回はこれまでの表紙と趣向
ジャポニカ学習帳と
などの伝統工芸や越中八尾お
を変え、本県高岡市に本社工場がある（株）ショウワノー
コラボレーションした
わら節などの民謡を取り上げて
オリジナルノート
トが制作する“ジャポニカ学習帳”のイメージとし、ま
います。
た、教科書編発行を記念して、ジャポニカ学習帳とコラ
『ロカルちゃ！富山』は東京、大阪、名古屋の富山県
ボしたオリジナル限定ノート
「ロカルちゃ！富山 学習帳」
事務所、東京有楽町交通会館のアンテナショップ
「い
も作成しました。教科書にも載っている県内の観光地や
きいき富山館」などで配布しているほか、ホームページ
歴史、食、特産品等の情報を国語、理科、社会などの
からも PDF 版をダウンロードできます。通常の観光情
分 野 に わ け、 教
報誌とは一味違う『ロカルちゃ！富山』
、
ご一読ください！
科書風スタイルで
掲載。
「国語」は、
お問合せ
映画・小説の舞台
富山県観光・地域振興局観光課
になった地や万葉
TEL 076-444-3517
歌人・大伴家持な
HP http://www.info-toyama.com/
どの歌碑について
『ロカルちゃ
！富山』HP
MAP で紹介。
「理
http://www.info-toyama.com/loculture/
科」 では 神 秘 の
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石川県

Ishikawa
～和洋お菓子の祭典～
「いしかわスイーツ博 2012」開催 !
－石川を和洋含めたスイーツのメッカに－

など多彩なイベ
ン ト が 行 わ れ、
会場は絶え間な
い来場者でにぎ
わいました。
このほか、全
国の製菓専門学
校の学生チーム
が、石川の食材
スイーツコンテスト表彰式
を用いた作品を
製作し、その出来映えを競う「スイーツコンテスト」
の決勝実技審査を実施しました。北は岩手から南は
鹿児島まで 16 府県、18 校 42 チームの応募があっ
た中から、岩手県から参加したチームが知事大賞を
受賞しました。
県では、本イベントを継続して開催することで、
石川を和洋含めたスイーツのメッカとして全国に発
信し、さらなる誘客の促進につなげていきたいと考
えています。

石川県は、古くから茶の湯と共に菓子文化が発展
し、また、ケーキやチョコレートの世帯当たり消費
額も全国の上位にあるといった調査結果もあるなど、
お菓子が暮らしに根付いた土地柄です。
このような「菓子どころ石川」を全国に発信し、
平成 27 年春に予定されている北陸新幹線金沢開業に
向けて、スイーツを切り口に石川の食文化の魅力を
発信するため、11 月３日、４日に「いしかわスイー
ツ 博 2012」 を 開
催しました。
当日は、県内外
の 和 洋 菓 子 店 63
店舗が集結したス
イ ー ツ カ フ ェ や、
本県出身の辻口博
啓氏を始めとした
一流パティシエに
よるトークショー
来場者でにぎわうスイーツカフェ

お問合せ

石川県観光推進課
TEL 076-225-1542

都道府県だより
Gifu

2012 年 12 月

岐阜県

岐阜県が地方自治体としては初めて、｢日本統計学会
統計教育賞｣ を受賞しました
【受賞の経緯】
岐阜県では、統計に慣れ親しんでもらうため、小中学校、高
校、大学などの学校現場へ統計課職員が出向き出前授業を行う
「データ活用講座」を平成 23 年度からスタートし、これまでに
13 校、約 1,360 名（平成 24 年 10 月末現在）を対象に実施し
てきました。
この取組みが、一般社団法人日本統計学会から、都道府県
が統計の教育を進める模範的な事例として ｢統計教育賞｣ を受
賞しました。日本統計学会から表彰を受けるのは地方自治体で
は初めてのことで、大変光栄なことであり、講座を支えていただ
いた方々に心から感謝申し上げます。
【出前授業の内容】
授業は、難しく考えが
ちな統計を楽しく学んで
もらうことを第一としま
した。一方的な解説で
はなく、親しみやすいよ
うに、授業冒頭にクイズ
を導入したり、岐阜県の
形や特徴を表現したキャ
ラクターを考える、グラ
フを作成するなど、積極
7 月 4 日 関市立武儀中学校
的に参加してもらうよう
工夫を凝らしています。

例えば、本県の人口動
態や地域にまつわるデー
タのほか、真夏日の日数、
中学生の視力、熱中症
による救 急搬 送者数な
ど生活に身近なデータを
題材に、グラフを作成し
てもらい、データの傾向
7 月 2 日 岐阜市立陽南中学校
や特徴を読み取る体験
学習を実施しています。また、森林率全国２位、水力エネルギー
量全国１位、柿購入量全国１位、包丁・ナイフ・はさみ・理髪用
刃物の出荷額全国１位といった、幅広い分野における本県の特
徴的なデータを解説した上で、データから学んだふるさとのじま
ん、強みなどをアピールするキャッチコピーを作成、発表しても
らう学習も実施しています。
【現場の反応】
児童・生徒の皆さんからは、｢楽しい授業だった｣、｢統計の難
しいイメージがなくなった｣、｢ふるさとの良さがデータからよく分
かった｣ といった感想をいただいており、先生方からも、｢デー
タを用いて学ぶことで地域に対する理解が深まった、来年も是
非お願いしたい｣ などの高い評価をいただいています。
【今後の取組】
出前授業で使用した資料は、｢データ活用講座のテキスト｣ と
して取りまとめ、今年度内に公表予定です。ふるさと岐阜県の
魅力を教材として、各学校等で役立てていただきたいと思います。
お問合せ

岐阜県広報課 TEL 058-272-1116

34

愛知県

Aichi

全国で初めて総合的なうなぎの資源保護に取り組みます
愛知県では、うなぎ養殖の種苗となる「しらすう
なぎ」の不漁や川の天然うなぎの生息数の減少が続
いていることから、県内の内水面漁協及び養鰻関係
団体など関係者と対策を話し合い、全国初の取組と
して三つの柱からなる総合的なうなぎ資源保護対策
を行うことにしました。
一つ目は、産卵のために海へ下る「下りうなぎ」
の保護です。内水面漁協は、
「下りうなぎ」の漁獲を
自粛し、漁獲した場合は再放流を行います。また、
取組を呼びかけるポスター（写真）を作成し釣具店
などに配布することにより、遊漁者にも広く呼びか
けを行います。
二つ目は、
うなぎ養殖の種苗となる「しらすうなぎ」
の保護です。川へ上る「しらすうなぎ」を保護する
ため、例年より採捕日数を縮減します。従来の採捕
許可期間は、12 月１日から４月 30 日まででしたが、
今年はこれを 12 月 16 日から４月 30 日までとして
採捕開始を遅らせるとともに、１月から４月までの
毎月５日を採捕休止日とし、採捕日数を 19 日間縮減
します。

三つ目はうなぎの
放流です。養鰻関係
団 体 と 河 川 漁 協 は、
三河湾や県内河川に
うなぎを放流し、う
なぎ生息数の増加を
図ります。また、養
殖うなぎは雄の割合
が高いため、より効
果的に放流が行える
よう、養鰻関係団体
と県水産試験場が協
力して、雌の割合を
高める育成技術の開
下りうなぎ保護啓発用ポスター
発に取り組みます。
全国有数の養鰻県である愛知県は、うなぎ資源保
護のためこうした対策にしっかりと取り組んでいき
ます。
お問合せ

愛知県農林水産部水産課
TEL 052-954-6461

都道府県だより
Mie

2012 年 12 月

三重県

三重県が開発した米の新商品「結びの神」
発売開始 !!
■新品種「三重 23 号」の開発
三重県は、早場米の産地として地位を確立してい
る一方で、近年、夏場の異常高温による米の品質低
下が問題になっています。このため、県では高温で
も外観・食味が良好な品種として、平成 12 年から
12 年の歳月をかけて、
「三重 23 号」を開発しました。
このお米は、高温でも白未熟粒が少なく、玄米外観
は粒が大きく、食味はあたたかいときはもちろん、
冷めてもおいしく、噛むともっちりとした食感が特
徴です。
■新商品名称「結びの神」
について
この新しいお米を三重のブラ
ンド米として確立していくため、
消費者の期待に応えられるよう、
一定の品質基準を設け、その基
準に適合したものだけを「結び
の神」の名称で販売することと
なりました。
この名称は、生産者や農業者
団 体、 流 通 事 業 者、 関 係 市 町、
結びの神 PR ポスター
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県などで組織される「三重の新たな米協創振興会議」
において選出した５候補の中から、三重県知事が選
定し決定しました。（商標登録申請済）
■生産状況と今後の取組について
本年（平成 24 年）産の「三重 23 号」は、県内で
選抜された 20 件の生産者・組織により、約 30ha で
栽培され、約 145t が生産されました。このうち、品
質基準に適合する 128t を「結びの神」として販売し
ています。
今後は、流通事業者と連携し、県内や首都圏を中
心に、量販店、外食事業者への販売展開を進めてい
きます。

商品名称発表記者会見の模様

福井県

Fukui

全面リニューアル !
～ふくいドットコム（福井県観光情報 HP）～

アルを記念し、モーニング娘。の元リーダーである
高橋愛さんによる観光コラムなども公開しています。
もちろんスマートフォンにも対応しており、GPS
機能を利用して、現在地周辺のスポットや目的地ま
での道順を案内するサービスもあります。
旅行の前にも、旅行の最中にも、より便利に、よ
り楽しい情報が満載の「ふくいドットコム」
。多くの
方々に閲覧していただくよう、引き続き内容の充実
を目指します。

平成 26 年度の北陸新幹線金沢開業や舞鶴若狭自動
車道の全線開通に向けて、福井県では観光誘客の強
化を進めています。
その一環として、福井の魅力ある観光情報を分か
りやすく伝えるため、この度、福井県観光情報 HP「ふ
くいドットコム」を全面的にリニューアル。
重要な観光素材である「食」に関する情報を大幅
に充実させ、御当地グルメの紹介にとどまらず、実
際に味わえる個々のお店を紹介しているほか、最大
のポイントはなんといっても「容易な検索」
。シンプ
ルなデザインを追求し、ユーザーの知りたい情報に
素早く到達できるようコンテンツを厳選し、さらに
は、県外のお客様を意識したエリア分けや検索ジャ
ンルを設定しています。
例えば、
「周辺観光地情報なんでも検索」では、観
光客が現在地などを入力すると、予定時間の範囲で
到達できる周辺の観光スポットなどが案内されるほ
か、宿泊予約機能では、お宿を比較検索することは
もちろん、予約ができる機能も充実。
さらに、恐竜発掘体験など「福井の楽しみ方」を
短編動画で紹介しているほか、今回の全面リニュー

新しくなったホームページ

都道府県だより
Shiga

2012 年 12 月

滋賀県

将来の仕事を考えるきっかけに!
「おうみしごと体験フェスタ」

うことを目的にしています。
本年度も滋賀県職業能力開発協会を中心に、地元
団体や企業に御協力をいただき、10 月 13 日、14 日
に「大工さんと一緒に家を建てよう」
、
「おうみ交番
の一日」のほか、48 種類の「しごと体験教室」等を
開催しました。
参加した子どもたちは、仕事の報酬として会場内
の模擬店で使える「おうみ」
（疑似通貨 200 円相当分）
をもらい、楽しみながら社会人生活を疑似体験しま
した。

かつての「職住近接」という生活スタイルから子
どもの生活の場と大人の仕事の場が離れ、子どもの
頃に仕事を見て、触れるという機会が少なくなって
いる現状があります。
このような中、次の世代を担う小学生から中学１
年生までを対象に、様々な職業を紹介し、体験して
いただく「おうみしごと体験フェスタ」事業を平成
23 年度から始めました。
本事業は、子どもの頃から仕事を意識してもらう
こと、子どもの職業観 ･ 勤労観の形成に影響力のあ
る保護者が子どもと一緒に将来について考えてもら

お問合せ

滋賀県商工観光労働部労働雇用政策課
TEL 077-528-3755
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京都府

Kyoto

高校生が圧巻の舞台を披露 ! －伝統文化の甲子園－
「第１回全国高校生伝統文化フェスティバル」開催
12 月 16 日（日）京都コンサートホール（京都市）
において「第１回全国高校生伝統文化フェスティバ
ル」を開催します。
このフェスティバルは、昨年度開催した「京都国
文祭」により育まれたこころの文化を次世代に継承・
発展させるとともに、
「古典の日」に関する法律の制
定を機に更に古典に親しみ学ぶため、次世代の文化
を担う高校生の憧れや希望、目標の場を新たにつく
る目的で開催。伝統文化に取り組んでいる全国トッ
プレベルの高校生と京都府内の高校生が日々の成果
を披露する伝統文化の祭典です。
和太鼓や民謡などの「郷土芸能部門」
、漢詩や和歌
を吟じる詩吟に合わせて、剣や扇を手に舞う「吟詠
剣詩舞部門」
、お琴や尺八など、伝統的な邦楽曲など
を演奏する「日本音楽部門」のほか、
和歌の披講や能、
狂言に挑戦している京都府内の高校生の発表や、お
茶やいけばなでのおもてなしもあります。
また、観世流能楽師・片山九郎右衛門氏による「能」
の特別公演も行うなど、
「ほんまもん」の伝統芸能を

鑑賞していただける機会でもあります。
茶道、華道などの生活文化、伝統工芸品に見られ
る匠の技など、いたるところに有形・無形の文化財
が 数 多 く 見 ら れ、
これらが長年にわ
たり大切に守り伝
えられてきた古都・
京 都。「 第 １ 回 全
国高校生伝統文化
フェスティバル」
の 開 催 を 機 に、 次
世代を担う若者た
ち が、 日 本 の 伝 統
文 化 を 学 び、 そ の
「こころ」を受け継
いでほしいと考え
ています。

お問合せ

京都府文化芸術振興課
TEL 075-414-4287

都道府県だより
Osaka

2012 年 12 月

大阪府

OSAKA 光のルネサンス 2012 開催 !!
～大阪の冬を彩るイルミネーション～

「光の列柱」や星が降り注いでいるかのように感じる
「星屑イルミ」などのオリジナルのデザインも新しい
配置でブラッシュアップされ、美しい光の景観を創
今年で 10 周年を迎える「OSAKA 光のルネサンス」 り出しています。
昼間とは違った表情をみせる、水と光のまち・大
は、大阪のメインストリートを華やかな光で彩る御
阪のにぎわいを是非肌で感じてみてください。
堂筋イルミネーションと一体となり、大阪の魅力を
「光」により発信していきます。
■開催日時：
中之島エリアでは、ほとんどのプログラムを一新
＜中之島エリア＞
し、水都大阪らしい「水と光」が彩られるプログラ
12 月 14 日（金曜日）から 12 月 25 日（火曜日）17 時から
ムを開催予定。
『Over the
22 時まで ※一部コンテンツは 16 時から
Shining Water － 光 輝 く
プレビュー期間：12月１日（土曜日）から12月13日（木曜日）
水のかなたに－』をテー
※点灯は一部コンテンツのみ
クロージング期間：12月26日
（水曜日）
から12月30日
（日曜日）
マに市役所南側のみおつ
※点灯は一部コンテンツのみ
くしプロムナードでの樹
＜御堂筋エリア＞
木のイルミネーション等、
12 月 14 日（金曜日）から平成 25 年１月 20 日（日曜日）
17 時頃から 23 時まで
会場全体が祝祭感あふれ
る虹色に光輝きます。
お問合せ
ま た、 御 堂 筋 エ リ ア で
OSAKA
光のルネサンス実行委員会事務局
は、約 1.9km の日本最長
TEL 06-6282-5919（中之島エリア担当）
の御堂筋イルミネーショ
TEL 06-6210-9304（御堂筋エリア担当）
ン が 楽 し め ま す。 力 強 い
公式 HP http://www.hikari-renaissance.com/
イチョウの幹を生かした
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奈良県

Nara

トリプルウィンの婚活支援～なら結婚応援団事業
本事業は、非婚化・晩婚化が進む中、結婚の意志は
あるけれど、適当な結婚相手に巡り合わない、出会い
の機会がないとする独身男女を対象に、企業・店舗等
と共に出会いイベントを提供しているものです。
まだ婚活という言葉がなく、行政が結婚の具体的支
援へ踏み出すことについて社会的理解が十分とは言え
ない平成 17 年にスタート。出会いイベントを企画主
催する企業・店舗等は【結婚応援団員】として登録し、
顧客を獲得。結婚を希望する【独身男女】は会員とし
て登録し出会いイベントに参加。
【応援団事務局】は
出会いイベントを広報し、婚活を支援するという枠組
みで３者がトリプルウィンとなり、継続実施可能なビ
ジネスモデルとしました。
現在、結婚応援団員として 42 団体、会員として
3,022 名（男性 1,126 名、女性 1,896 名）の方に登
録いただいています。
これまでに 1,875 回のイベントを実施。218 組（任
意報告）
、月平均２組の方が結婚されています。
国においては「新しい公共」という概念が提唱され
ているところですが、本事業は、公共部門が直接実施
するのではなく、民間との協働により実施することに
より、多種多彩なイベントを数多く実施しています。

また、来年４月には８周年を迎え、記念婚活イベン
トも開催。より多くの方になら結婚応援団のイベント
を知っていただくため、非会員も参加可能なイベント
も限定的に実施し、会員の増加を図っています。
＊実績は 10 月末時点

｢出会いの場｣ のイベントのようす

お問合せ

なら出会いセンター
TEL 0742-22-5129

都道府県だより
Wakayama

2012 年 12 月

和歌山県

津波防災の日記念 津波防災講演会を開催 !
11 月５日は 1854 年に安政の南海地震が発生した
日であり、本県の偉人である濱口梧陵が稲わらに火
を放ち多くの村人を救った「稲むらの火」が故事と
して語り継がれています。平成 23 年６月に成立し
た津波対策の推進に関する法律では「津波防災の日」
として定められました。
津波防災の日にちなみ、和歌山県では 11 月４日に
和歌山ビッグホエール（和歌山市）で津波防災講演
会を開催しました。
本公演会では、東日本大震災の際、後に「釜石の
奇跡」と称される避難行動を導いた、群馬大学大学
院の片田敏孝教授に「想定外を生き抜く力～大津波
から生き抜いた釜石市の子どもたち、その主体的行
動に学ぶ～」と題して講演いただきました。
講演では、東日本大震災を踏まえて発表された南
海トラフ巨大地震の新想定の正しい捉え方をご説明
いただき、釜石市で防災教育に取り組んだ背景や災
害文化を世代間で継承する必要性をお話しいただき
ました。
その後、自らの命を守ることに主体的たれという
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信念に基づき、
「想定にとらわれるな」
、
「最善を尽く
せ」
、
「率先避難者たれ」という、いわゆる避難三原
則の重要性を来場者に強く訴えられました。
東日本大震災の悲劇を繰り返さないために、近い
将来発生が懸念される津波災害に対して、和歌山県
に住む我々がどのように対峙していくべきか、また、
これからの防災がどうあるべきかを再認識するすば
らしい講演会となりました。

兵庫県

Hyogo

けい

スーパーコンピュータ「京」の共用開始による
科学技術基盤の強化
●「京」の共用開始

に強いまちづくりやきめ細かな避難計画の策定に貢献するこ
とや、ものづくりの分野においては、従来の実物を用いた風
洞実験などを完全にシミュレーションで代替することで、設
計を大幅に効率化するといった成果も見込まれています。

2006 年度から国家基幹
技術の一つとして、神戸の
ポートアイランドで整備が
進められてきたスーパーコ

●スパコンの産業利用を促進する「高度計算科学研究支援センター」
「京」を活用して、高度なものづくりや新材料開発など、
イ ノ ベ ー シ ョ ン の 創 出 を 推 進 す る た め、 兵 庫 県 は、 神 戸
市、神戸商工会議所と共に財団法人計算科学振興財団（略称
FOCUS）を設立し、平成 23 年４月に開設した「高度計算
科学研究支援センター」を拠点にスパコンの産業利用を促進
しています。
支援センターでは、国の資金を活用して整備した汎用性の
高い高性能スパコン「FOCUS スパコン」を企業や産学共同
研究の利用に提供するなど、産業界での高度シミュレーショ
ン技術の普及を図っています。
また、神戸大学と連携して、企業における実践的なシミュ
レーション技術者養成のための教育カリキュラム開発や、ス
パコンを利用した研究成果や産業界での先進事例の普及啓発
に取り組んでいます。
「京」を中核とする世界最高水準のスーパーコンピューティ
ング研究教育拠点を形成することにより、計算科学分野の振
興と新産業の創出を目指します。

けい

ンピュータ「京 」 ※ が９月
28 日から共用を開始して
います。
「京」は、広く学術・産
スーパーコンピュータ「京」
業分野向けに利用される
スーパーコンピュータとし
て世界最高水準の性能をもち、１秒間に１京 510 兆回の計
算速度を可能にしました。

※京…数の単位で、10 の 16 乗。また、「京」の漢字には、本来「大きな門」
という意味があることを踏まえ、「計算科学の新たな門」になるという
期待も込め、スパコンに名付けられた

●「京」に期待される成果
「京」のもつシミュレーション精度や計算速度の飛躍的な
高さは、様々な分野での研究成果が期待されています。
例えば、創薬応用シミュレーションに「京」を用いることで、
新薬の候補物質の絞り込みにかかる期間を約２年から１年に
半減できると期待されています。また、地震や津波の被害予
測精度を高めることで、地盤沈下や液状化現象等の影響を加
味した 10m 単位（家単位）の詳細な予測を可能とし、災害

お問合せ

兵庫県新産業情報課科学振興室
TEL 078-362-3053
FAX 078-362-4466

都道府県だより

2012 年 12 月

鳥取県

Tottori
放て緑の輝き！
48 年ぶりに全国植樹祭を鳥取県で開催 !

鳥取県は、県土の 70%以上を森林が占める緑に恵
まれた県です。この森林を守り育てるため、鳥取県
内各地では「とっとり共生の森」活動、
「森林環境保
全税」・「カーボンオフセット」を活用した森林整備
など、企業や県民と協働し森林保全活動の輪を広げ
ています。
そんな中、鳥取県では、全国植樹祭を平成 25 年５
月 26 日に開催することになり、12 月 25 日まで県
内在住者を対象に参加者を一般公募しています。本
大会は、
「感じよう 森のめぐみと 緑の豊かさ」を
テーマとして県内外から約 5,000 人を招待して、中
〔持続可能な森林づくりのイメージ〕

【交流の森】

○四季折々の美しい花
木の観賞

【学習の森】
植 林

保 育

○森の健康診断 ほか

○森林セラピー ほか

健全な森林の
保全・整備
天然資源の
循環利用
○小動物・鳥・昆虫が棲息
○野鳥・昆虫観察 ほか

【体験の森】

○観察・学習展示林

国地方最高峰「大山」のふもとに位置する日本最大
級のフラワーパーク「とっとり花回廊」で開催します。
鳥取県での開催は、昭和 40 年５月に開催した第 16
回大会以来、48 年ぶり２回目となります。
今回の第 64 回全国植樹祭では、県民全体で推し進
める森林づくりのモデル林を整備し「持続可能な森
づくり」を形成するなど、鳥取県独自の取組を行い、
環境先進県「とっとり」の活動を県内外に発信します。
また、第 64 回全国植樹祭の開催を契機に、県民、
企業、ボランティア等の多くの皆さんが環境保全活
動に取り組み、自ら行動する県民運動「とっとりグ
リーンウェイブ」を展開しています。
この県民運動を第 64 回全国植樹祭と同じ平成 25
年に鳥取県で開催される「第 30 回全国都市緑化とっ
とりフェア」
「エコツーリズム国際大会 2013in 鳥取」
へと発展・承継させ、緑豊かなふるさと鳥取県から
「とっとりグリーンウェイブ」を起こします。

天然
更新

成 長

お問合せ

鳥取県農林水産部全国植樹祭課
TEL 0859-31-9364
第 64 回全国植樹祭 HP
http://www.pref.tottori.lg.jp/shokuzyusai/

公益機能の
高度発揮
○薪・シイタケ原木などの里山林利用
○特用林産物の生産 ほか

【生活の森】
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岡山県

Okayama

ソーシャルメディアを使って岡山の魅力発信 !
「LOVE おかやま」

た大学生など約 20 人のボランティアスタッフで行い、
その打ち合わせ、連絡も含めソーシャルメディアをフ
ル活用した岡山県で初めての企画となりました。
当日は、既にフェイスブック、ツイッターなどを利
用しながら広報や身近な情報の発信を行っている団体
の代表や個人 11 人が、
「ソーシャル人」として普段
の活動状況や課題、今後の方向などを語り合うコー
ナーや、ユーストリームの最新状況と活用事例の紹介
がありました。
また、実際にスマートフォンを使ってイベント会場
外から LIVE 動画を配信する試みを行うなど、手軽に
情報発信を楽しむ感覚を実感していただきました。
併せて、
「岡山のお宝発見 !」をテーマに募集した映
像コンテストの上位入賞作品を発表し、授賞式を開催。
岡山の魅力がちりばめられた作品の中から、重厚な映
像が美しい作品がグランプリに、ユニークな視点で制
作された CM が準グランプリに選ばれました。
岡山の魅力をソーシャルメディアを活用してどう発
信していくか、今後の情報発信を考えるイベントとな
りました。

岡山県では、急速に利用者が拡大しているソーシャ
ルメディア（インターネットを通じて個人でも直接情
報発信できる交流サイトなど）を活用した情報発信を
推進するイベント、
「晴れの国おかやまソーシャルメ
ディアサミット」を平成 24 年 11 月 10 日（土）に
岡山県立美術館ホールで開催しました。
イベントの開催告知や参加者募集、PR は、イベント
専用のフェイスブックページで行い、当日の様子はユー
ストリームにより LIVE 配信。さらに、
準備、
運営はフェ
イスブック、ツイッターなどの呼び掛けにより集まっ

お問合せ

岡山県総合政策局政策推進課
TEL 086-226-7402
番組 URL（アーカイブを御覧いただけます。
）
http://www.ustream.tv/channel/okayamasocial

参加者全員で記念撮影「LOVE おかやま」

都道府県だより
Shimane

2012 年 12 月

島根県

島根から世界に向けて情報発信

今年で４回目となるこの Conference を、今年は 11
月８日（木）
、９日（金）に開催し、２日間で延べ 949 名
が参加しました。その約４割は、海外からの参加者を含
む県外からの参加者が占め、大手や新興の県内外の企
業が利用事例を紹介し、会場は熱気に包まれました。
島根県は、Ruby の最先端地域として、これからも
Ruby に関する最新情報を世界に向けて発信し続けてい
きます。

ル ビ ー

「Ruby の国際会議を開催」
プログラミング言語 Ruby は、他のプログラミング言
語に比べ、効率の良いシステム開発を実現できること
から世界的に高く評価されています。2012 年春には、
Ruby の言語仕様が国際規格（ISO）に承認されるなど、
一層注目を集めています。
島根県では、Ruby の開発者が県内に在住し、また、
県内に Ruby に関する高い技術力を持つ企業が多いこと
から、松江市のほか、県内の産学と連携して Ruby を軸
とした IT 産業振興に取り組んでいます。
その一環として、Ruby の普及発展のために国際的な
活動を行う組織「一般財団法人 Ruby アソシエーション」
を中心に、県、松江市、島根大学など産学官が連携し、
国際会議「RubyWorld Conference」を毎年県内で開
催しています。
この Conference は、２日間にわたって約 20 名の国
内外の講演者が、Ruby の様々な利用事例や先端技術
情報などについて発表したり、国内外からの来場者が講
演者などと活発に意見交換をします。

満席となった今年の RubyWorld Conference
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広島県

Hiroshima
パークアンドライドで宮島へ快適アクセス

広島を代表する観光地「安芸の宮島」の玄関口である
国道２号宮島口周辺では、毎年観光シーズンに交通渋滞
が発生しています。
地元の廿日市市では、これまでも宮島口周辺地域での
駐車場誘導員の配置やパークアンドライド（P&R）の
実施により渋滞緩和を図っており、着実に効果を上げつ
つあります。
しかし、今年は大河ドラマ「平清盛」の放映などに伴
い、観光客数が過去最高を上回る勢いで増加しているこ
とから、連休や旅行シーズンの観光客数の増加に備える
ため、より広域的な取組が必要であると判断し、今年の
ゴールデンウィークから、広島県も廿日市市などと一体
となって P&R に取り組むこととしました。
P&R の取組については、年度当初は、ゴールデン
ウィークに向けて緊急的な対応が必要であったため、県
が中心となって、JR 広島駅北口や広島港に隣接する官
有地に臨時駐車場を設置しました。その後、既存施設の
有効活用や継続的な実施の観点から、夏以降は、民間事
業者の協力もいただき、宮島口に近接する民間商業施設
や民間駐車場等を活用した P&R や、新設航路を活用し
た P&R に見直しを行いました。
また、宮島を訪れる方を P&R に誘導するための広報
についても、年度当初から、ホームページ（HP）の開設、
県内外の観光窓口や JR 駅・高速道路のサービスエリア

（SA）などへのチラシやポスター配架・掲示のほかラジ
オ放送（道路交通情報）
・広報番組・県が管理するソーシャ
ルネットワークサービス（SNS）でのお知らせなど、あ
らゆる広報媒体を活用し、多方面への広報を行っており
ました。現在では、P&R 利用者の御意見などを十分に
把握しながら、より分かりやすいものに HP の内容を改
善するとともに、県と包括協定を締結している商業施設
でチラシの配架を行った
り、SA に説明員を配置し、
宮島に向かわれる SA 利用
者に P&R の取組や駐車場
の満空情報を直接説明す
る試みも実施しています。
これまでの「宮島＝渋
滞 」 の 印 象 が 払 拭 さ れ、
より多くの方に「宮島へ
行ってみよう」と思い立っ
ていただけるよう、取組
終了後には効果と課題を
詳細に検証し、快適なア
クセスの確保等に取り組
んでいく予定です。
お問合せ

広島県土木局道路企画課
TEL 082-513-3891

都道府県だより
Yamaguchi

2012 年 12 月

山口県

プレ・ナース応援事業で看護職員の県内定着を促進 !!
山口県では、｢養成支援｣ ｢確保促進｣ ｢資質の向上｣
を三つの柱に看護職員の確保対策に取り組んでおり、
これまでの取組により、その不足は改善されてきてい
ます。しかし、病気の急性期から回復期にある患者の
看護や、在宅の高齢者等に対する訪問看護など、様々
な場面での看護職員の活躍が期待されており、今後さ
らなる推進が必要です。
そこで県では、看護職員を目指す看護学生（プレ・
ナース）等を対象として、県内病院等看護関係情報の
PR を強化するなど、看護への興味、県内病院への関
心を高め、県内定着の促進を図っています。
さらに、県外へもその情報などを発信することによ
り U ターン、I ターンによる県内就職者の獲得も目指
しています。
その取組の一つに、県内・県外合同就職説明会があ
ります。県内合同就職説明会では、学生等が県内病院
担当者から、勤務環境や看護教育体制などの病院概要
を直接、情報収集できる場を提供しています。今年度
で５年目となりましたが、県内の３分の１以上の病院
が一堂に会する本説明会は、効率的に多くの病院の情
報を収集できる有意義な場となっています。また、県
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外合同就職説明会では、県内中小病院が、県外の合同
就職説明会へ出展するための支援を行っています。
このほかにも、メールマガジンを配信し、これら合
同就職説明会の開催や県が実施する研修会の案内、県
内病院紹介や看護情報などをお知らせしています。登
録するだけで、看護に関する様々な情報を知ることが
できますので、是非看護職員、プレ・ナースの皆さん
に活用していただきたいと思います。
なお、山口県ホームページでは「看 navi やまぐち」
により県内病院の様々
な看護情報を提供して
いますので併せて御活
用ください。
山口県は、今後も看
護職員の確保のために、
県 内 定 着・ 離 職 防 止・
再就業支援対策を重点
的 に 行 う こ と に よ り、
その確保定着を促進し
県内合同就職説明会の様子
ていきます。
お問合せ

山口県医務保険課
TEL 083-933-2928

香川県

Kagawa
香川生まれの新商品

わいに仕上げました。
一般部門の「香川漆器『薔薇の器』」
は、香川漆器の伝統的手法である後
藤塗を応用して生まれた新世代漆
器。普段よく使う湯のみ、お椀、丼、
お皿のセットが、重ねるとまるでバ
香川漆器 ｢薔薇の器｣
ラの花びらのようです。
このほかにも優秀賞や審査員特別賞を受賞した琴平名産のニ
ンニクと宇多津の塩を使った黒にんにくや、坂出産の金時いも
に小豆島産オリーブオイル、豊島産無農薬レモンなど島々の素
材を加えたどら焼き、伝統的工芸品である讃岐かがり手まりの
ストラップ、庵治石を活用したグラスなど、どれも魅力的なも
のばかりです。
これらの受賞県産品は、東京・新橋駅前にあるアンテナショッ
プ「香川・愛媛せとうち旬彩館」や高松市中心部のさぬき産業
工芸館「サン・クラッケ」、県内外で開催する「香川県フェア」
などで販売します。
多くの人に知って
使っていただけるよ
う、 こ れ か ら も、 う
どんだけじゃない香
川県の県産品を盛り
上げていきます。香
川の新たなブランド
平成 24 年度かがわ県産品コンクール表彰式
をお見逃しなく。

かがわ県産品コンクールの平
成 24 年度入賞県産品が決まり
ました。このコンクールは、商
品開発の促進や県産品の掘り起
こ し を 行 い、 ブ ラ ン ド 化 へ の
入賞県産品 ( ７点 )
きっかけづくりにしようと、平
成 15 年度から実施しているも
ので、今回は過去最多の 107 事業者から応募がありました。審
査の結果、３点が最優秀賞の「うどん県。それだけじゃない香
川県知事賞」に輝き、受賞者からは「大変うれしく、励みにな
ります」などのコメントをいただきました。
食品部門で受賞した「川鶴 讃岐くらうでぃ骨付鳥、一本勝負」
は、麹をより多く使った日本酒で、低
アルコールで味わいも新感覚。クリー
ミーでフルーティーな吟醸酒の香り
と、爽やかな酸味で、女性や若い方に
もお薦めの商品です。ジューシーでス
パイシーな骨付鳥と一本勝負できる、
骨付鳥に合うお酒です。
菓子・スイーツ部
門の「讃岐和三盆バ
ウムクーヘン『五剣
山』」は、和三盆や
小 麦「 さ ぬ き の 夢
2000」 な ど 香 川 県
のよりすぐりの素
川鶴 讃岐くらうでぃ骨付鳥、
一本勝負
材をたっぷり使い、
讃岐和三盆バウム
（骨付鳥は商品のイメージ用に
香り高く濃厚な味
クーヘン「五剣山」

お問合せ

香川県県産品振興課
TEL 087-832-3385
県産品紹介ポータルサイト「LOVE さぬきさん」
http://www.kensanpin.org/

準備したもの）

都道府県だより
Tokushima

2012 年 12 月

徳島県

国民文化祭－総合フェスティバル－
現在、徳島県では同一都道府県で全国初、２度目の
国民文化祭が開催されています。先般、皇太子殿下を
お迎えして、今回の国民文化祭のメインイベントであ
る「総合フェスティバル」が開催されました。
開会式典では皇太子殿下より、
「文化の持つ力が大い
に発揮され、国民一人ひとりの心を癒し、夢や希望を与
えることを期待しています」とのおことばをいただき、
また、主催者挨拶では飯泉知事が、
「文化活動を通じて、
伝統文化の継承・発展、人づくり、地域の活性化を図
り、文化の力を積極的に活用したまちづくりを目指して
いく」と、今回の国民文化祭のテーマである「文化の力
でまちづくり！」の主旨について力強く述べました。
今回の総合フェスティバルの出演者は総勢 1,100 人。
うち、次代の「あわ文化」の担い手である子どもたち
が約 400 人と、徳島発の新しい形の国文祭を象徴した
ものとなりました。
「とくしま文化の輝き－新たな挑戦の始まり－」と題
したステージでは、「藍の精」が話の導き手となり、四
国三郎・吉野川を本県の歴史と伝統の象徴として「徳
島の新たな文化創造への挑戦」をはじめる物語を展開。
とくしま国民文化祭記念管弦楽団（通称：とくしま記
念オーケストラ）の演奏とともに、徳島の文化を代表
する４大モチーフである「阿波藍」、
「阿波おどり」、
「阿
波人形浄瑠璃」、徳島がアジア初演の地である「ベートー
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ヴェン第九」の新
たな魅力を発信し
ました。
会場を埋めた
2,400 人 の 観 客
は、オーケストラ
の奏でる壮大なメ
ロディと、大型 LED スクリーンに映し出される美し
い映像、そして次々と繰り広げられる県内出演団体の
演技に見入っていました。
後半には、徳島県出身の作家・瀬戸内寂聴さんが登場。
今回の総合フェスティバルのために寂聴さんが書き下ろ
したベートーヴェン第九「歓喜の歌」の日本語歌詞であ
る「ふるさと賛歌」が初披露され、心躍る第九の合唱に
会場からは手拍子が起こり、大いに盛り上がりました。
そしてフィナーレでは出演者全員がステージに集結
し、徳島が誇る「LED」の指輪を全員が装着。会場は
LED の青く鮮やかな光に包まれ、感動のうちに幕を閉
じました。
９月１日から３ヵ月半にわたって開催される今回の
国民文化祭も 12 月 16 日の「あっ！わぁ！発見フォー
ラム」で幕を閉じます。
５年前に開催した前回の国文祭以降、着実に育んで
きた文化の力が大きく開花した今回の国文祭。今後も
文化の力を積極的に活用したまちづくりを推進してい
きます。

愛媛県

Ehime
｢いやし博｣ 後も南予へお越しください !

４月 22 日から 11 月４日にかけて、
愛媛県の西南部、
南予の宇和島圏域（宇和島市、松野町、鬼北町、愛南
町）において開催した ｢えひめ南予いやし博 2012｣ は、
延べ 70 万人を超える参加者を得て、成功裡に終了し
ました。
当初から、イベント後の継続性に力を入れて、地域
の歴史と豊かな自然を、住民自らが観光資源として見
つめ直し、これを活用して人々を迎え入れる取組を行
いましたが、中でも、滑床渓谷をウォータースライダー
のように滑り降りる松野町の ｢キャニオニング｣ や海
中散歩が体験できる愛南町の ｢シーウォーカー｣ は、
予想以上の人気を博し、
今後の観光の核となる体
験交流プログラムが誕生
しました。
愛媛県では、宇和島圏
域を含む南予地域の観光
振興を図るため、地元市
町と共に設立した旅南予
協議会を中心に、観光事
なん よ

業者や住民グループと連携して、旅行商品の造成や
広報・誘客事業を行ってまいりましたが、｢いやし博｣
を契機として、滞在型観光を進めるため、南予の 100
の宿泊施設情報を盛り込んだ『えひめ・西南の旅 御
宿帖』のほか、10 月には魅力的な観光資源である温
泉施設と周辺の立ち寄りスポットを掲載した『ふだん
着の湯 南予温泉帖』を発行したところです。
さらに、今秋から年度末にかけて、バスや鉄道、旅
客船をテーマにした ｢旅情写真コンクール｣ や、道の
駅や温泉施設などを巡る ｢南予でにゃんよラリー｣ を
実施するなど、継続して南予に人を呼び込む仕掛けづ
くりを行っています。
南予は、温かい人情に育まれ、
歴史や古い町並など文化の香りが
漂い、豊かな自然や食にも恵まれ
た素晴らしい地域です。是非、
『御
宿帖』や『温泉帖』を片手に南予
を旅してみてはいかがですか。
お問合せ

愛媛県経済労働部管理局観光物産課
TEL 089-912-2492

都道府県だより
Kochi

2012 年 12 月

高知県

高知県産材の加工力が大幅にアップします
～整備が進む四国最大級の製材工場と、原木の増産に向けた取組～
また、豊富な森林資源を利用した産業振興を進め

高知県は森林率 84%など豊富な森林資源を有して

います。この豊富な森林資源を生かすため、近年の

ていくためには、加工力を生かせるだけの原木の安

に大量生産できるよう加工体制を強化し、特に、大

合わせて原木の増産を進めるとともに、皆伐跡地へ

消費者ニーズに合った高品質な製材品を、低コスト

定供給が不可欠です。このため、間伐と皆伐を組み

きな販路と高い技術力を持つ県外の大型製材工場の

の再造林を行っています。

県では、こうした取組などを通じて、成熟した森

誘致を目指して取り組んできました。

その誘致に向けた取組が実を結び、全国に販路網

林資源をダイナミックに活用することにより、10 年

式会社や地元大豊町が中心になって、平成 24 年１月

となるよう、関係者の皆様と共に取り組んでいます。

後には「山で若者が働く、全国トップ３の国産材産地」

を持つ日本最大の集成材メーカーである銘建工業株
に「高知おおとよ製材株式会社」が設立されました。
この製材所は平成 25 年５月から稼働し、平成 27 年

度のフル操業時には四国最大規模の年間 10 万㎥の原

お問合せ

木を加工する計画です。県でも、この機に合わせて

高知県林業振興・環境部木材産業課

ど、県全体の加工力の強化を進めています。

HP http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030501/

TEL 088-821-4591

県内製材工場の施設整備に対する支援を拡充するな
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福岡県

Fukuoka

めんたい豚骨新旅行社「１DAY キャラバン」を実施。
～山陽新幹線に乗って福岡を PR、「凄いぞ ! 筑後キャンペーン」も開催中～
福岡県では、県出身の博多華丸・大吉を起用したイン
ターネット上の仮想旅行会社「めんたい豚骨新旅行社」
を平成 23 年９月に設立し、関西を中心に多くの観光客
に訪れていただくため福岡県の多彩な魅力を発信する
観光キャンペーンを展開しています。
このキャンペーンの一環として、10 月 21 日に、山陽
新幹線沿線で、
「１DAY キャラバン」を実施。博多華
丸・大吉と観光大使と共に、山陽新幹線の新大阪、岡山、
広島、博多の４駅を１日で巡り、福岡観光を PR しました。
小川福岡県知事は広島会場から参加し、博多華丸・
大吉や福岡県のマスコットキャラクター「エコトン」と一
緒に福岡県の魅力を紹介、来場者に福岡県の特産品や
銘菓の詰め合わせセットを配りました。博多会場では、
福岡県南部に位置する筑後市主催の観光フェスタのフィ
ナーレに参加し、福岡県内市町村の皆さんと一緒に観
光 PR を行いました。
また、九州新幹線を使って福岡県南部の筑後地域を
訪れ、様々な魅力を発見してもらうため、観光スポット
を巡ってプレゼントが当たる「筑後周遊ラリー」など「凄

いぞ ! 筑後キャンペーン」を来年３月まで開催中です。
観光やビジネスなど、一人でも多くの皆様をお迎えし、
福岡県の魅力に触れていただくことを期待しています。

お問合せ

福岡県国際経済観光課
TEL 092-643-3429
HP http://www.fukuoka-tonko2.com/
めんたい豚骨新旅行社

都道府県だより
Saga

検索
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佐賀県

晴れやかなうまさの「さがびより」
平成 24 年産新米が発売中
「さがびより」の新米が 10 月末から販売されてい
ます。例年より梅雨明けが遅く、豪雨の影響も懸念
されていましたが、農家を始めとする多くの方の努
力と、佐賀米初の“おいしい「さがびより」基準”
により、育成・栽培・出荷の各段階で丁寧に管理され、
今年も品質のよい「さがびより」が収穫できました。
新米発売に合わせ、グランド・ハイアット・福岡及
びハイアット・リージェンシー・福岡とタイアップし、
「さがびより」
特別メニューを提供したり
（11 月限定）
、
新米の袋に付いたシールをハガキに貼って応募する
と、佐賀牛レストランの食事券等が抽選で当たるキャ
ンペーン（12 月 31 日当日消印有効）を実施するなど、
さらなる認知度向上を目指しています。
「さがびより」は、佐賀県農業試験研究センターに
よって 10 年がかりで研究・ 開発され、食味の良さ
に加え、近年の気候変動にも対応できる新たな品種
として、平成 21 年から佐賀県下で本格的に栽培され
てきました。食べてみると、もっちりとした食感で、
甘みがあって香りも上々。そして、見た目もつやが
よく、粒が大きくてしっかりしており、時間が経っ
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てもおいしいので、弁当やおにぎりにもぴったりと
評判のお米です。
また、外観、味、粘り、
堅さなどの総合的なバラ
ンスから評価される「米
の食味ランキング」にお
い て、 平 成 22 年 産・23
年産と、２年連続で最高
の特 A を獲得し、高い評
価を得ています。
佐賀県が自信を持って
お薦めする「さがびより」。
是非多くの方に新米を味
わっていただきたいと
思っています。
お問合せ

パッケージは、親しみが感じられるデザイ
ンとし、透明の袋にすることで、品質やお
いしさへの自信を表現しています

佐賀県流通課
TEL 0952-25-7116
HP http://www.pref.saga.lg.jp/web/sagabiyori.html
「さがびより」 おいしい情報

検索

長崎県

Nagasaki

東京都内での長崎県産品テストマーケティング

「全国展開できる商品を育てたい」
、
「大きなマー
ケットにチャレンジしたい」。そんな生産者の声を受
け、本県では、今年度から「長崎県地域産品テスト
マーケティング事業」を始めました。この事業では、
都内の地域産品セレクトショップで県産品を一定期
間テスト販売し、お客様や販売者からの評価・反応
を生産者に届けることで、売れる商品づくりを進め
ていきます。加工食品は、東京駅構内と二子玉川ラ
イズショッピングセンターで、工芸品は、六本木の
東京ミッドタウンで、厳選された商品を９月から順
次売り場に並べています。二子玉川の店舗では、イー
トインコーナーを使ったフェアを開催し、その場で
長崎ならではの食を楽しむこともできるため、お客
様の生の声を聞くことができます。
様々な商品が集まる首都圏において、どのように
評価され、受け入れられるのか。生産者の方々と一
緒になって県産品を磨き上げ、より良い商品提供を
目指していきます。

長崎県には、豊かな自然環境に育まれた農水産物
を生かした加工食品や、400 年の歴史を持つ「波佐
見焼」
、平戸藩の御用窯として受け継がれてきた伝統
技法の「三川内焼」など、多種多様な優れた県産品
があります。これらの優れた県産品を全国の皆さん
に知っていただき、販路を拡大することは、本県に
とって大きな課題となっています。

お問合せ

長崎県産業振興課
TEL 095-895-2637

東京ミッドタウン THE COVER NIPPON

都道府県だより
Oita

2012 年 12 月

大分県

姫島村・豊後大野市のジオパーク認定に向けて
約 30 万年前の火山活動でできた姫島と、阿蘇山の
大火砕流がもたらした地質が残る豊後大野市一帯を
「ジオパーク」としての認定を目指す取組が進められ
ています。貴重な地域資源を見つめ直し、ジオパー
ク認定に向けた活動をとおして、地域の活性化や観
光振興を図っていくことが目的です。
姫島では、島内７ヵ所に火口跡が確認されるほか、
島北西部の観音崎では国の天然記念物に指定された
黒曜石やいろいろな年代のゾウ化石が産出されるな
ど豊富な地域資源を見ることができます。今年３月
には官民で「おおいた姫島ジオパーク推進協議会」
を設立し、教育普及活動や、ガイド養成、情報発信
に取り組んでいます。
一方、豊後大野市一帯は、およそ９万年前の阿蘇
山噴火でできた溶結凝灰岩によって、景勝地「原尻
の滝」に代表される滝や渓谷などの自然景観や、平
安時代に刻み込まれた「菅尾石仏」など様々な文化
遺産が形成されてきました。５月にはこのような貴
重な地域資源を観光や地域活性化に役立てようと、
「おおいた豊後大野ジオパーク推進協議会」が設立さ
れ、取組が進められています。
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日本ジオパーク委員会関係者による両地域の取組
に対する評価は高く、認定に向けた今後の展開が期
待されています。

熊本県

Kumamoto
阿蘇は世界農業遺産を目指します !

予定の FAO の国際フォーラムでの認定を目指し、準
備を進めています。
世界農業遺産に認定されれば、農林業や観光業を
中心とする地域経済発展の手がかりとなり、年々維
持管理が困難になっている草原を守る機運の醸成に
つながることが期待されます。

阿蘇地域では、世界最大級のカルデラの内外で千
年以上もの間、人々の暮らしが営まれ、放牧、採草、
野焼きなどを始めとする伝統的な農法、農業文化が
受け継がれています。このことにより、農村環境が
保持され、加えてこの日本有数の広さを誇る草原に
は、多様な動植物が生息しています。熊本県では、
この貴重な農村環境を有する阿蘇地域の「世界農業
遺産」としての認定を目指しています。
世界農業遺産とは、伝統的な農業・農法と、それ
によって育まれた文化や土地景観、生物多様性に富
んだ世界的にも重要な地域の取組を保全することを
目的として、国連食糧農業機関（FAO）が認定する
ものです。日本では、平成 23 年に能登と佐渡が先進
国で初めて認定されました。
熊本での取組の契機は、熊本市内のイタリア料理
放牧によって維持されてきた草原
店オーナーシェフである宮本健真氏が、阿蘇地域の
お問合せ
農業遺産としての申請を提言し、民間レベルで活動
熊本県農林水産政策課
が広がったことです。今年９月には、熊本県と阿蘇
（阿蘇地域農業世界遺産推進協議会事務局）
地域の関係７市町村及び関係団体が、
「阿蘇地域世界
TEL 096-333-2364
農業遺産推進協議会」を設立し、来年石川県で開催

都道府県だより

2012 年 12 月

宮崎県

Miyazaki

「宮崎牛日本一」 全国和牛能力共進会２連覇 !
10 月に長崎県で開催された「第 10 回全国和牛能
力共進会」において、宮崎牛は、９部門中５部門で
の優等首席に加え、第７区で内閣総理大臣賞、団体
賞で１位を獲得し、２連覇を達成しました。
今大会における宮崎県勢の特筆すべき点は、
①大会史上初の連覇
②口蹄疫により多くの牛を失ったという厳しい条件
の下で日本一
③総合得点で道府県の順位を決める団体賞で、２位
以下を大きく引き離して１位
④種牛と肉牛を総合的に評価する「花の７区」で、
大会史上初めて種牛、肉牛共に１位となり、内閣
総理大臣賞を獲得

⑤若 い 繁 殖 雌 牛 を 評 価
する３区で、口蹄疫の
影響で他県より対象
牛が少なかったにも
か か わ ら ず、 優 等 首
団体賞１位のトロフィーを受け取る河野知事
席・２席を独占
⑥枝肉の肉質、肉量に加
え、おいしさの指標と
なる脂肪の質も評価さ
れる９区で、優等首席
です。
これは、今回の出品に
携わった関係者を始め、
多 く の 方 々 の 努 力 の 賜 名誉賞（内閣総理大臣賞）を受賞した７区
であり、また、本県で口蹄疫が発生した際に、全国
の方々からお寄せいただいた多大な御支援と励まし
のおかげです。
今回の日本一連覇を絶好の機会と捉え、今後、県
と関係団体が一体となって「宮崎牛」の PR や販路拡
大などに努めるとともに、本県畜産の振興、ひいて
は経済全体の活性化に結び付けてまいります。
お問合せ

宮崎県畜産・口蹄疫復興対策局
TEL 0985-26-7140

大会２連覇を達成した宮崎県代表チーム
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Kagoshima

鹿児島県

かごしまのグリーン・ツーリズム
〜体験型教育旅行の受入れ態勢の充実に向けて〜
農山漁村が持つ豊かな食や歴史、文化、自然など、
本県の魅力を生かしたグリーン・ツーリズムへの人
気が高まっています。
本県では、
県域組織である「かごしまグリーン・ツー
リズム協議会」や各市町村の推進組織、観光業界等
との連携を図りながら、鹿児島ならではのグリーン・
ツーリズムを推進しています。
このような中、平成 23 年３月の九州新幹線全線開
業を契機に、本県への中・高校生の体験型教育旅行
が増加しており、平成 23 年は、前年の約２倍となる
10,000 人を超え、本年も前年を上回る見込みとなっ
ています。また、来年は既に 20,000 人に迫る予約が
入っています。
こうした体験型教育旅行の動向に伴い、受入れ農
家も増加していることから、食中毒の予防や防火対
策、農作業体験時の安全対策に関する研修会を開催
するなど受入れ態勢の充実強化にも努めているとこ
ろです。

体験型教育旅行の広域的な受入れ（平成 23 年）

お問合せ

鹿児島県農村振興課
TEL 099-286-3108

2012 年 12 月
都道府県だより
会議室のご利用は都道府県会館へ

お問い合わせは

交通機関と所要時間

財団法人都道府県会館 管理部まで
TEL 03-5212-9162
http://www.tkai.jp/info/index.html

●地下鉄有楽町線・半蔵門線「永田町駅」５番出口から地下鉄連絡通路を経て徒歩約 1 分
●地下鉄南北線「永田町駅」９番Ｂ出口から地下鉄連絡通路を経て徒歩約 1 分
●地下鉄丸の内線・銀座線「赤坂見附駅」から徒歩約５分
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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. 341

「宮崎県ドクターヘリ誕生物語
〜 Dr. コトーからコード・ブルーへ〜」
宮崎大学医学部附属病院

救命救急センター

金丸 勝弘（宮崎県）

きました。そこでの救急医療はまさに目からウロ

平成８年に自治医科大学を卒業後、県内に散在

するへき地医療機関に勤務しました。そこでの

コでした。
「コード・ブルー」さながらの救急医

トー」さながらで、いずれの勤務地もその町村内

実は北総救命スタッフです。）ここで救急医療を

村内で交通事故を起こして 119 番通報しても救

した。

の消防本部に転送され、消防本部から村役場を経

んでいきましたが、宮崎県ではドクターヘリに批

を乗せた病院搬送車が現場に向かうというシステ

平坦なものではありませんでした。しかし、救急

消防が常備されていない町村は沖縄や東京にもあ

医療の格差のため「命をつなぐ」ことができない

陸続きながら消防が常備されていない町村が七つ

次第に大きな動きとなり、多くの関係者の努力で、

道や高速道路の整備も隣県と比べるとはるかに遅

運用開始という形に結実しました。

師不足も相まって、他県では助かる命が宮崎では

ヘリがあったからこそ「命をつなぐ」ことができ、

でした。

本当にうれしいことです。

関まで搬送車で約２時間かかる病院で重症の急患

それが宮崎県ドクターヘリの使命です。その使命

うか、ギリギリの状態です。ちょうどこのとき防

フ全員が背負っています。
（スクラブにバックプ

の患者搬送が可能となりました。２時間を覚悟し

地域医療から出発し、いまや救急医療がメイン

経験は離島の医師の活躍を描いたドラマ「Dr. コ

療の世界がありました。
（コード・ブルーの監修は、

に消防が常備されていないへき地でした。つまり

一から勉強し直し、気がつくと５年が過ぎていま

急車は来ないのです。通報は数十 km 離れた隣市

この間、他県ではドクターヘリ配備が続々と進

由して村唯一の病院に連絡が届き、医師と看護師

判的な意見も数多く、導入までの道のりは決して

ムです。これがへき地で経験した救急医療でした。

医療の地域格差は『命の地域格差』であり、救急

るのですが、そこはほとんどが離島。宮崎の場合、

ことを訴え続けた結果、少しずつ理解者が増え、

も残っており、この点では全国一です。加えて国

今年（平成 24 年４月）の宮崎県ドクターヘリの

稼働して間もない宮崎県ドクターヘリですが、

れており、さらに宮崎県内の救急医療に携わる医

助けられないという現実を知らされたへき地勤務

実際に救命できた患者さんもいらっしゃいます。

義務年限も終わりに近づいたとき、高次医療機

宮崎の「命の格差」を少しずつ埋めていくこと。

が発生しました。２時間の搬送に耐えられるかど

を「For MIYAZAKI」の合言葉に込めて、スタッ

災ヘリ「あおぞら」が宮崎県に配備され、ヘリで

リントして、実際に毎日背負ってます。）

ていた搬送は、ヘリだと僅か 15 分足らずで終了。

ですが、へき地での経験をもとに、実は宮崎県全

態で転院先に到着できました。ヘリ救急の凄さに

だ、と私は思っています。地域と地域を宮崎県ド

要だ ! と強く意識した瞬間でした。

うことです。

格差。その解消にはヘリ救急が不可欠だという信

分に限界を作らずに、地域医療に邁進してくださ

すぐに、当時日本で最も熱心にドクターヘリに取

さんを応援しています。

この患者は、急変する予兆すらなく、安定した状

体をフィールドとした地域医療を行っているん

圧倒され、宮崎のへき地にこそドクターヘリが必

クターヘリがつなぐ。それが「命をつなぐ」とい

へき地勤務で実感した宮崎の救急医療の大きな

自治医大の後輩の皆さん、常に広い視野で、自

い。きっと何かが見つかるはずです。宮崎から皆

念めいたものが原動力となり、義務年限を終えて
り組んでいた日本医科大学千葉北総病院の門を叩
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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
道内旅行キャンペーン
「おでかけラリー北海道“キュンちゃんを探せ！”」
北海道立帯広美術館コレクション
冬の風物詩

ストーブ列車

ベル・エポックのポスター

運行中

実施期間・実施日
～ H25 年 2 月 28 日
～ H25 年 1 月 16 日
～ H25 年 3 月 31 日

奈良美智：君や 僕に ちょっと似ている展

開催中

あおもり灯りと紙のページェント

～ H25 年 1 月 14 日
H24 年 12 月 21 日～ H25 年 1 月 29 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

～ H25 年 3 月

山形おきたま冬のあった回廊キャンペーン実施中

H24 年 12 月～ H25 年 3 月

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

―

福島県文化財センター白河館まほろん
指定文化財展「ふくしまの重要文化財Ⅹ

福島市和台遺跡」

H24 年 12 月 22 日～ H25 年 2 月 17 日

新潟スノーファンクラブ

―

にいがた白鳥飛来スポット 2012 ～ 2013

―

「うまさぎっしり新潟」 冬フェスタ

H24 年 12 月 22 日～ 12 月 24 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

埼玉に関するクイズに答えて埼玉のクイズ王になろう
「埼玉クイズ王決定戦（3 月 20 日開催）」参加者募集

～ 25 年 1 月 10 日

イベント情報

―

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 ]

―

50

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

イベント・PR 名など
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

―

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」

―

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 [ 冬 ] 展開中

県内の最新情報をお届け！「Toyama Just Now」～メルマガ配信中～
冬の『能登ふるさと博』開催！
加能ガニや能登寒ぶり、能登かきなど、冬の能登はうまいもんが
盛りだくさん。食をテーマにしたイベントが各地で開催されます。

兵庫県
鳥取県

―
―

H25 年 1 月 13 日～ 3 月 3 日

日本昭和村 冬の入園料割引～昭和村のクリスマス・サンタの紙芝居～

～ H25 年 2 月 28 日

岐阜県博物館 発掘速報展「発掘された飛騨・美濃の歴史」

～ H25 年 2 月 3 日

岐阜県現代陶芸美術館 アジア・木と土に見る“みんぞくのかたち”
フラワーマルシェ２０１３～とっておきの花いちば～
陶磁資料館特別企画展「アール・デコ

光のエレガンス」

戦国ときめきロード～姫とゆく！ときめきスタンプラリー秋の陣～
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

滋賀県の催し案内

和歌山県

H24 年 12 月～ H25 年 2 月

観光・イベント情報が満載！「とやま観光ナビ」

滋賀県

奈良県

―
募集中

イベント情報

伝えたいふるさとの景観

大阪府

山梨の観光情報満載！

「WE LOVE FUJISAN 3776 メッセージ」募集

福井県

京都府

実施期間・実施日

H25 年 2 月 8 日～ 2 月 11 日
～ H24 年 12 月 24 日
～ H25 年 1 月 31 日
―
～ H25 年 3 月 31 日

心に残る

福井ふるさと百選

―

―

「第 1 回全国高校生伝統文化フェスティバル」の開催
第２回京都留学生クッキングワールドカップ開催
まいど子でもカード 5 周年キャンペーン
紀泉わいわい村

H25 年 1 月 12 日～ H25 年 7 月 7 日

H24 年 12 月 16 日
H24 年 12 月 22 日
～ H25 年 1 月 15 日

冬休みいろりキャンプ

H24 年 12 月 25 日～ 12 月 26 日

手続き・催し総合案内（ピピッとネット）
アジアコスモポリタン賞受賞記念フォーラム
ならピ！Ｎａｒａ Piano Friends

H24 年 12 月 18 日
H24 年 12 月 24 日

古事記完成 1300 年記念「わたしだけの古事記」好評開催中！

～ H24 年 12 月 31 日

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☆

―

フェイスブック「はばタンなび」に遊びに来てね

―

東日本大震災被災地応援ツイッター「311from117Hyogo」
山陰最大真冬の光の祭典 １０年目の鳥取砂丘イリュージョン
「愛らぶ東郷池」冬編・合同シンポ～さかなクンを招いて～（湯梨浜町）
仮装して滑走大会～グランプリ賞金１０万円！～（大山町）
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H24 年 12 月 12 日～ 12 月 24 日
H24 年 12 月 16 日
H25 年 1 月 27 日 ( 応募締切：H25 年 1 月 20 日 )

Information

都道府県名

岡山県

イベント・PR 名など

実施期間・実施日

岡山後楽園「後楽園初春祭」

H25 年 1 月 1 日～ 1 月 3 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」

―

島根県

イベントカレンダー

―

広島県

イベント・行事情報

―

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

海峡ゆめタワーで「タワークリスマス 2012」開催中

～ H24 年 12 月 25 日

県立山口図書館でふるさと山口文学ギャラリー企画展「やまぐちの近代短歌」を開催中

～ H25 年 1 月 30 日

ルネッサながとで「第 13 回万作・萬斎狂言公演」を開催
うどん県の新作ムービー大公開！！

H25 年 1 月 12 日
―

「瀬戸内国際芸術祭 2013」作品鑑賞パスポート ( 引換券）を発売中
栗林公園冬のイベント

―
―

とくしまマラソン２０１３

H25 年 4 月 21 日

第２７回国民文化祭・とくしま２０１２

H24 年 9 月 1 日～ 12 月 14 日

愛媛県総合科学博物館企画展「愛媛の博物誌」

～ H25 年 1 月 27 日

愛媛県美術館「マリー・アントワネット物語展」

～ H25 年 1 月 20 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」今冬おすすめエリアを紹介！
特別展「刀

武士の魂－堀見家の刀剣－」好評開催中！

土佐藩の正月行事を展示した特集コーナー「吉祥」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」
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～
年越しの大祓い

―
―
～ H24 年 12 月 23 日
～ H25 年 2 月 3 日
―
H24 年 12 月 31 日

書聖・中林梧竹没後 100 年記念事業特別展
「書聖・中林梧竹不朽の書」

H24 年 12 月 15 日～ H25 年 1 月 20 日

佐賀県立宇宙科学館 < ゆめぎんが > 平成 24 年度秋冬の企画展「じしゃくのヒミツ - 磁石であそぼ !-」

～ H25 年 1 月 27 日

長崎県の驚きと感動の食情報が満載「食 KING 王国」！
「2013 長崎しおかぜ総文祭」

―
H25 年 7 月 31 日～ 8 月 4 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

―

阿蘇温泉郷 湯ごもり祭

～ H25 年 2 月 28 日

菊池地域・立ち寄り湯キャンペーン！！

～ 12 月 24 日

「宮崎県広報」フェイスブックページはじめました！

―

みやざき県庁職員日記（ブログ）更新中！

―

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

―

イベント情報

―

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

―

沖縄科学技術大学院大学（OIST）の開学

―

第 23 回全国椿サミット沖縄大会

H25 年 2 月 15 日～ 2 月 17 日

52

「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御理解の上、御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、右記の窓口まで御連
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。

お寄せいただいた御意見等は、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、御担当者の職・氏名・連絡先（電話番号・メールアドレス等）も御記入ください。

連絡窓口：全国知事会調査第三部
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表

説
解
紙

大涌谷

神奈川県
およそ3000 年前、箱根火山の最高峰神山の北西
斜面が大崩壊を起こしました。この崩壊地の中に
ある噴気地帯が大涌谷です。周囲は噴気に含まれ
る硫化水素の臭いに包まれ、独特の植物群落が見
られます。その背後には溶岩によって作られた山
である冠ヶ岳がそびえ、荒涼たる原野の各所から
噴煙が吹きだす光景から、古くから「大地獄」と
呼ばれていましたが、1873 年（明治６年）の天皇
行幸を機に「大涌谷」と改名されました。

に「ジオパーク」にふさわしい地域といえます。

2012年９月24日、この大涌谷を含む箱根火山を
中心とした神奈川県西部の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」が日本ジオパークに認定されまし
た。箱根ジオパークは、多様な火山地形、火山堆
積物、火山岩などがみられるとともに、多彩な生
物相を形成しています。また、豊富な湯量と多様
な泉質を誇る由緒ある温泉、特色ある地域文化・
産業など多くの魅力を持っていることから、まさ

神奈川県と１市３町は、教育機関、事業者、Ｎ
ＰＯ、観光施設などとともに「箱根ジオパーク推
進協議会」を設立
し、ガイドの養成
やパンフレット
な ど の 製 作、 ジ
オツアーやＰＲ
イベントの開催
など幅広く取り
組んでいます。
「箱根ジオパー
ク」へお越しの際
は、 是 非 地 域 が
持つ様々な資源
を 体 験 し て、 大
地の恵みを満喫
新たなかながわ観光大使
してください。
「新垣里沙＆カナガワニ」

▼寒い日々が続いておりますが、皆さまいかがお過ご

した。仲井眞沖縄県知事の知事随想では、交通基盤や

しでしょうか。

ネットワークの充実を図ることで県民生活をより快適

▼クリスマスのイルミネーションが灯り、明るくきれ

にしていこうとする知事のビジョンが伝わってきまし

いな街並みが広がっておりますが、そのすぐ後には年

た。沖縄県返還40周年という記念すべき節目の年に御

末・年明けが控えており、とても慌ただしく感じられ

執筆いただけたことをうれしく思います。古川佐賀県

ます。師僧も走り回るほど忙しい12月ですが、私は年

知事のある日の知事では、高齢者や障がい者など、み

末になって走り回ることのない様に、今のうちから少

んながいきいきと生活することが出来る社会を作って

しずつ大掃除でも始めていこうと思います。

いきたいという知事の思いに心を打たれました。

▼今月号では、
「知事随想」を仲井眞沖縄県知事に、
「あ

▼次号は１月に発行予定です。楽しみにしていてくだ

る日の知事」を古川佐賀県知事に寄稿していただきま

さい。

都道府県展望 平成 24 年 12 月号

発行所
発行人
住 所
制 作

（Y平）

通巻 651 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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