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〈長崎県〉 日本一の長崎和牛～実績を力に全国へ～

新春御挨拶
全国知事会会長
（京都府知事）
謹んで新年のご挨拶を申し上げます。皆様には新

て、その地域の真の発展に繋がるでしょうか。この

年を健やかに迎えられましたこととお慶び申し上げ

ため、「日本再生デザイン」では「地方自立自治体

ます。

の構築」を３つの柱の１つとして掲げました。

その中では、例えば、特区制度について、国が認

この度の衆議院議員総選挙を受け、新しい政権

定するという従来の枠組を超えて自治体からの提案

している中、我が国を襲う数々の困難に果敢に立

や、ブレーキがかかりがちだった全国一律を基本と

が発足しました。新政権には、様々な課題が山積

を柔軟に認める制度に大胆に転換させていくこと

ち向かい、
「 決める政治」を実現することで、力強く、

した分権改革を改め、いわゆる「大阪都構想法」の

かつ、迅速に日本再生に取り組んでいただきたい

ように地方が自ら選択・決定できる仕組により、環

と思います。

境が整った地域から改革を推進していくことを提案

昨年は、国政の停滞とともに、我が国は大きな閉

しています。こうした取組を通じ、我々は自立した

塞感に包まれました。震災復興のほか、持続可能な

住民の意思に基づく責任ある地方政府を確立してま

社会保障制度を支える財源負担問題、地方交付税の

いりたいと考えております。

支給遅延を引き起こした特例公債法案に関する与野
党対立などを巡り、国・地方を通じ混乱が生じまし

衆議院議員総選挙では、道州制をはじめ我が国の

た。また、原発再稼働問題や米軍基地負担問題にお

統治機構のあり方が争点の１つとなりました。この

う流れがうまく機能せず、国・地方双方を巻き込ん

生デザイン」などを基に、新しい国と地方の関係、

いて、本来国が判断し地域住民に理解を求めるとい

問題も住民の意思が重要です。これから、「日本再

だ対立・混乱も目立ちました。

統治機構のあり方など、「この国のかたち」につい

て十分議論を重ね、国民共通の理解を打ち立ててい

これらの混乱や対立には、国際化や少子高齢化な

かねばなりません。そのためには、与野党一致のも

どの構造的な変化が背景にあり、それだけに、新し

と創設された「国と地方の協議の場」で熟議し、結

い構造に対応した国と地方の役割分担や責任の所在

論を出していくべきではないでしょうか。

の明確化が必要であります。今こそ、こうした状況

創設から 1 年半が経つ「協議の場」は、これまで

を冷静に見つめ直し、国家機能は、外交・防衛・国

に合計 14 回開催されました。振り返りますと、国

家ビジョンの構築、真に全国的視点に立って行わな

る運用が目立ちましたが、今一度原点に立ち返り、

家的危機管理などの国家の存立に関わるものや、国

から一方的に示された案をその場で決着しようとす

ければならないものなどに集約し、内政の現場は自

国と地方が企画立案段階から政策を形作っていく場

立した地方に任せるという新しい国と地方の関係を

とすることが必要です。そのため、「国のかたち分

構築していかなければなりません。そこで、我々全

科会（仮称）」など、「協議の場」に分科会を積極的

国知事会は、日本の目指すべきグランドデザインと

に設置していくことを改めて提案いたします。

して、昨年「日本再生デザイン」を取りまとめました。

新年の幕開けと同時に誕生した新政権とともに、

国と地方の役割分担見直しの議論を始めますと、

国と地方がそれぞれの立場を尊重し合いながら、
「協

必ず「地方には任せられない」という意見が出てき

議の場」での議論を通じて、国と地方の新しい枠組

ます。しかし、地方に任すということは住民の選択

を構築していこうではありませんか。皆様の更なる

に任すということなのです。住民の選択に任せずし

ご理解とご協力をお願い申し上げます。
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熊本県知事

蒲島郁夫

目的として行った今回の１年前記念放流行事
では、「エコパーク水俣」親水護岸を会場に、
地元漁協の協力による海上パレードや、150
名の出席者とともにヒラメの稚魚の放流を
行った。放流されるヒラメを見ながら、この
水俣の海で、県民の希望として、大きく成長
してくれることを強く願うとともに、大会の
成功を誓った。

第 33 回全国豊かな海づくり大会 1 年前記念放流行事
10 月 28 日（日）
今日は、平成 25 年秋に熊本県で開催され
る第 33 回全国豊かな海づくり大会～くまも
と～を記念したプレイベント、「１年前記念
放流行事」が水俣市の「エコパーク水俣」で
開催され、私は、県実行委員会会長として出
席した。全国豊かな海づくり大会は、昭和
56 年に第１回大会が大分県で開催されて以
来、水産資源の維持培養や海域環境保全の重
要性を強く訴えるとともに水産業の振興と発
展を図ることを目的とし、毎年開催地を変え
て実施されている。
かつて、水俣病が発生した本県南部の水俣
湾は、昭和 52 年から平成２年までの 14 年
の歳月をかけて取り組んだ環境復元事業によ
り、発生前と変わらぬ清らかな海を取り戻し、
平成９年に安全宣言を行った。
来年の大会は有明海、八代海、天草灘で営
まれている本県の特色ある水産業の魅力と水
俣の海の再生を全国にアピールする絶好の機
会として捉えており、水俣の地で放流行事を
行うことは、大きな意味があると考えている。
来年の大会開催に向け、県内の機運醸成を

熊本港ガントリークレーン完成記念式典
10 月 29 日 ( 月 )
今日は、熊本港で整備を進めてきたガント
リークレーンの完成記念式典に出席した。
熊本港は、本年 4 月に政令市に移行した
熊本市をはじめとする熊本都市圏をカバーす
る拠点港であり、長崎県島原港とを結ぶフェ
リー航路は、年間 100 万人に利用され、熊
本の海の玄関口として賑わいをみせている。
しかし、物流面では、韓国釜山港への国際
定期コンテナ航路を有するものの、現状のク
レーンでは、半導体などの精密機械を取扱う
ことが出来ず、十分な機能を発揮していな
かった。そうしたことから、精密機械を取扱
う多くの県内企業は、福岡県の博多港を利用
しており、熊本港の物流機能の強化のために、
ガントリークレーンの整備が急務であった。
このような中、静岡県の川勝平太知事から
清水港で使用しているガントリークレーンを
譲渡するとの提案があり、立派なガントリー
クレーンを破格の値段で譲っていただいた。
このことは、財政再建と県政の夢を両立でき
た一つのモデルケースとなった。このガント
リークレーンは、熊本県と静岡県の友好のシ
ンボルとして、県民からも愛され続けるもの
と思う。今後は、このガントリークレーンを
活用し、県内産業の振興を図ることはもとよ

稚魚の記念放流（水俣市）
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空間を創造することを目的とした事業で、今
年で 25 年目を迎える。４代の知事にわたっ
て一つのプロジェクトを続けているのは、全
国ではまれであり、国内外からも注目されて
いる。
シンポジウムでは、ドイツの建築家ペー
ター・ヒューブナー氏が基調講演で、みんな
で考え、みんなで参加して、みんなのために
建築を造ることの大切さを話された。
また、くまもとアートポリスコミッショ
ナーの伊東豊雄氏、放送作家の小山薫堂氏と
てい
私で鼎談を行った。伊東豊雄氏は、くまもと
アートポリスが始まった初期と現在の違いに
ついて、国内外で活躍する建築家に依頼し、
先駆的な建築を造るというプロジェクトか
ら、設計段階から住民との対話を重視し、み
んなで造り上げるプロジェクトへと変わって
きた、とこの事業を振り返った。そして、こ
れこそが今からの建築の大きなテーマである
とし、くまもとアートポリスの一環として宮
城県仙台市の震災被災地に建てた木造の集会
所「みんなの家」は、まさにそれが形になっ
たものだと話された。
本県は集中豪雨に見舞われ、各地で極めて
甚大な被害を受けた。被災された方々の心を
少しでも癒すことができれば、と木造で仮設
住宅を造り、くまもとアートポリスにより被
災地阿蘇市に「みんなの家」２棟を建設した。
地域の人々に愛される建築とは何かを考え
つつ、またアートポリスが 100 年後の熊本
の宝となるよう、今後も本事業に取り組んで
いきたい。

り、成長著しいアジアとの交易を増大させて、
熊本の発展に繋げていきたい。

熊本港に整備したガントリークレーン（熊本市）

熊本広域大水害の災害復旧に係る応援派遣職員
との対面式
11 月５日（月）
７月に発生した熊本広域大水害の災害復旧
工事増加に対応するため、福井県、佐賀県、
長崎県、宮崎県及び鹿児島県からの応援職員
を受け入れた。災害発生直後から各県より派
遣協力の申し出があり、東北への職員派遣な
どで職員が不足する状況にありながら、快く
熊本に来ていただいたことに、心から感謝を
申しあげたい。
今回の災害で本県は、阿蘇地域をはじめ、
県内全域で甚大な被害を受けた。私は、災害
発生後直ちに、復旧・復興にあたって「被害
に遭われた方々の痛みの最小化」、「創造的復
旧・復興」、「熊本の更なる発展につなげる」、
の３つの姿勢を掲げた。現行の制度では支援
の対象とならない被災者へ対する県独自の支
援制度の創設や、ぬくもりの感じられる木造
の仮設住宅の建設など、地域と連携し、迅速・
強力に取り組んでいる。今後も一日でも早い
復興・復旧を目指していきたい。
くまもとアートポリス 25 周年記念国際シンポジウム
11 月 23 日（金）
今日は、「くまもとアートポリス 25 周年
記念国際シンポジウム」に出席した。「くま
もとアートポリス」とは、県下の豊かな自然、
歴史、風土を生かしながら、後世に残り得る
優れた建造物を造り、熊本独自の豊かな生活

【くまもとアートポリスにより建設された「阿蘇みんなの家」（阿蘇市）
】
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干支にちなんで

ヘビのはなし ―ヘビは生物多様性の証―
上野動物園

ヘビは世界中に 2400 種ほどがいるとされていま
すが、種類の多いのは熱帯や亜熱帯地方の暑い地域
です。日本には 29 種の陸生のヘビが生息し、
その内、
3 分の 2 はハブをはじめとする暖かい沖縄、奄美な
ど南西諸島のヘビで、本州、四国、九州の温帯地域
にいるのは 8 種だけです。このほかに海生のウミヘ
ビが暖かい海を中心に 9 種記録されています。
40 年前、私は東京の郊外にある多摩動物公園に就
職し、飼育係として動物園人生活をスタートさせま
した。多摩動物公園の周辺は宅地化されていました
が、園内には多摩丘陵の昔からの貴重な里山が残っ
ていたのです。野生動物も豊富で、タヌキやイタチ、
モグラ、アカネズミなど哺乳類が生息し、野鳥は
100 種類以上が記録されています。爬虫類はトカゲ、
カナヘビ、ヤモリと本州産のすべてのヘビ 8 種類が
確認されていました。
一番よく目にしたのはアオダイショウで、動物舎
のまわりや排水溝に潜むドブネズミ、飼料倉庫の天
井裏に入り込むクマネズミなどを食べていました。
あるときオシドリなどが放し飼いになっている通り
抜けケージで、お腹というか胴体が異様に膨れたア
オダイショウを見つけました。てっきりオシドリが
食われたかと思い、捕まえてレントゲンで調べたと
ころ大きなドブネズミを 2 匹呑んでいたことがわか
り、林に逃がしました。
やっと繁殖に成功した北海道の野ウサギであるユ
キウサギの子を呑まれたこともありました。5 頭生
まれたのですが、翌朝一番に確認に行くと、どうし
ても 4 頭しか見つかりません。まさかと思い小屋の
天井を見ると大きなアオダイショウが野ウサギの子
を飲んで出られなくなり、梁の上でとぐろを巻いて
いたのです。
アオダイショウに限らずヘビは自分の太さの何倍
もある獲物を飲み込むことができます。獲物を食い
ちぎることができないので、そのまま飲み込むので

前園長

小宮輝之

す。ヘビのあごの骨は上下、左右それぞれが独立し
て柔軟に動くので大きな獲物に食らいつくことがで
きます。内側に鉤状にはえている歯を利用して、少
しずつ餌をのどの奥に送りこむのです。ヘビの気管
は丈夫な軟骨の輪で補強され、下あごの一番前に口
が開いているので、餌に圧迫されることなく、ゆっ
くり飲み込めるのです。ヘビの体の鱗も皮膚の上に
あるひだのようなもので、お腹が空いているときの
鱗は密接にくっついていますが、獲物を飲み込むと
鱗の間のひふが伸びます。だから胴体より太い獲物
も消化管を通過させることができるのです。
上野動物園では亀甲網をいう針金を六角形に編ん
だ金網のケージでメジロなどの日本の小鳥を飼育し
ていました。このケージには春先になると体長 30cm
ほどの小さなアオダイショウが入り込み小鳥を飲み
込む事件がよく起こっていました。小鳥を飲み込ん
だアオダイショウは亀甲網を抜けられず、ケージ内
に留まり、発見するまで毎日小鳥が 1 羽ずつ行方不
明になったのです。今は小鳥たちは前面をガラス張
りにしたヘビの入らないケージで飼われています。
アオダイショウのなかまは英語でラットスネーク
と呼ばれるようにネズミを主食にしています。しか
し、卵から孵化したばかりの子ヘビはドブネズミよ
りは食べやすい小鳥や巣のなかの卵を狙うのです。
アオダイショウの子ヘビは模様が似ていることから
マムシと間違えられ、よく問い合わせがありました。
学校の体育館などで見つかると大騒ぎになります。
マムシは湿った山間の田んぼなどに生息し建物に入
ることは、まずありません。太短いマムシに比べア
オダイショウの子は細長いので慣れていればすぐに
区別がつきます。アオダイショウは昼行性で瞳孔が
丸く、夜行性のマムシの瞳孔はネコのように縦長の
楕円形です。もっともビクビクしている人にヘビの
目を見るようにといっても無理かもしれませんね。
毒蛇のマムシも多摩動物公園には生息していまし
4

動きが早く攻撃的なシマ
ヘビはカエルやトカゲを襲
うだけでなく、毒のあるマ
ムシやヤマカガシなど小さ
めな個体なら食べてしまい
ます。シマヘビには色彩変
異があり、全身真っ黒な黒
化型をカラスヘビと呼び、
伊豆大島に多いことが知ら
れています。園内では黄土
色に 4 本の黒い縞模様のあ
る標準色のシマヘビしか見
ませんでしたが、奥多摩で大きなカラスヘビを見つ
け写真を撮りました。伊豆諸島の御蔵島には全身チョ
コレート色のシマヘビもいるそうです。
ジムグリは名前のとおり腐葉土の中などに潜り込
みアカネズミやハタネズミのトンネルに入り込みネ
ズミを主食にしています。もっぱらトカゲやヤモリ
など小さな爬虫類を食べているシロマダラも観察し
ました。オタマジャクシが好物で夜行性のヒバカリ
はよく初夏の田んぼで見つけることができるヘビで
す。園内の谷地はかつて谷合の水田だったこともあ
り、この小さなヘビも生息していたのです。タカチ
ホヘビも夜行性のヘビなので自然の中で見つけるこ
とは難しいのですが、園内で一度だけ捕獲されまし
た。タカチホヘビはミミズなどを食べている小さな
ヘビです。
ヘビの悪口ばかりだと勘違いしないでください。
ヘビには植物食のものはいませんから生きた動物が
餌食になることは仕方のないことです。ヘビは食物
連鎖のピラミッドの上位を占める生き物であり、自
然生態系のなかで重要な働きをしています。いろい
ろな食性のヘビたちが生息できる環境は生物多様性
に富んでいる証なのです。もし、ヘビがいなくなっ
たら、日本の野山や田んぼ、畑はネズミの天国になっ
てしまうでしょう。ヘビはその姿から嫌われ者です
が、ネズミからお米や作物、森林を守る日本の農林
業の守り神なのです。巳年を迎えるにあたりヘビが
生息できる自然豊かな環境がいつまでも日本各地に
残されるよう願う次第です。

た。マムシは湿った谷間などにいることが多く、涼
しい谷地の森に建てられたレッサーパンダの放飼場
に入り込んだことがありました。健康だったレッサー
パンダが突然元気をなくし、どうしたのかと思って
舎内を点検したところ、放飼場の隅でとぐろを巻い
たマムシを見つけたのです。マムシの好きな環境に
レッサーパンダ舎を建てたのだからしかたのないこ
とですが、症状からしてマムシに咬まれたに違いな
いという結論になりました。
もう 1 種の毒蛇ヤマカガシもいました。上あごの
奥に長い歯が 2 本あるのですが、その歯には毒蛇に
特有な毒を送る溝が無いので長い間毒蛇とは思われ
ていませんでした。毒の管はこの長い歯と普通の歯
の間に見つかりました。ヤマカガシの毒は、長い歯
でつけられた傷に一滴でも付き、血管に入ると血液
が凝固しなくなるという恐ろしい毒だったのです。
ヤマカガシはカエルを好みますが、他のヘビがあ
まり食べないヒキガエルもよく食べます。園内で大き
なヒキガエルを口にくわえて食べているヤマカガシ
を見つけた事があります。近づくとヒキガエルを吐き
出し、コブラのように頸部を横に広げ攻撃的な姿勢を
とりました。ヤマカガシは頸部にある頸腺に毒を持っ
ています。申し訳ない気持ちと恐ろしさもあり引き下
がり、一時間ほどしてから見に行くと再びヤマカガシ
がヒキガエルを飲み込んでいる最中でした。ヒキガエ
ルはすでに毒が回っていたので、動けずそのままでし
たが、ヤマカガシには獲物を置いてきた場所に戻る能
力があるのだと感心したものです。

5

先進政策バンク優秀政策事例
農林水産分野

全国へ拡大そして連携へ静岡発
企業と農村が手をつなぐ「一社一村しずおか運動」展開中
静岡県交通基盤部農地局農地保全課

はじめに
静岡県は、日本のほぼ中央、南側に遠州灘、
駿河湾、相模灘に沿った約 500km の海岸線を、
北側は富士山など 3000m 級の山々からなる北
部山岳地帯が東西に長い地形を囲み、山地から
流れ出た川は、天竜川、大井川、富士川となっ
て県土を縦断し海岸に注ぎ河口部に肥沃な土地
を形成しています。こうした海や山、湖などバ
ラエティに富んだ自然のもと、日本一高い富士
山や日本一深い駿河湾をはじめとする多様な風
土に恵まれ、多彩な農林水産品が生産され、そ
の数は全国でもトップクラスを誇るとともに、
農林水産大臣賞の受賞数も常に上位を占めるな
ど、数・質ともに食材の宝庫、いわば「食材の
王国」となっています。

新たなコミュニティの創造
～一社一村しずおか運動の展開～

農山村における新たな資源の結合、とりわ

け新たなコミュニティ形成の一環として、全
国に先駆け取り組んでいる運動が、
「一社一村
しずおか運動」です。この運動は、企業と農
山村が対等な立場でパートナーシップにより
協働することで農山村、企業等双方の活性化
を目指す取組です。
一社一村しずおか運動認定制度
「一社一村しずおか運動」の認定基準は以下
の３点です。
① 農山村と企業がそれぞれの資源、人材、
ネットワーク等を生かし、双方にメリット
のある協働活動を目指すものであること。
② 地域活性化に向けた活動であること。
③ 活動が継続して行われる見込みがあるこ

と（３年間）
ふじのくにの農山村づくり
等な立場でパートナーシップにより協働することで農山村、企業等双方の活性化を目指す取組
本県の農山村は、担い手の高齢化や過疎化
です。
等様々な課題を抱える一方、多彩な地域資源

を有しています。そこで、
成熟しつつある社会・
一社一村しずおか運動認定制度
経済環境の中で、潜在する資源や担い手など
「一社一村しずおか運動」の認定基準は以下の３点です。
を新たな視点で組み合わせ、新しい価値を生
① 農山村と企業がそれぞれの資源、人材、ネットワーク
み出す「新結合」により産業を興し、経済が
等を生かし、双方にメリットのある協働活動を目指す
持続的に発展する好循環を導いていくことで

ものであること。
豊かさの実現を図ることとしています。
② その一環として、農山村における多様な主
地域活性化に向けた活動であること。
体の参画による協働の仕組みづくりに積極的
③
活動が継続して行われる見込みがあること（３年間）
に取り組んでいます。
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「一社一村しずおか運動」の認定基準は以下の３点です。
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等を生かし、双方にメリットのある協働活動を目指す

先進政策バンク優秀政策事例

ものであること。
② 地域活性化に向けた活動であること。

③ 活動が継続して行われる見込みがあること（３年間）

「一社一村しずおか運動」は、農山村と企業等の要望を踏まえ、県による
対等なパートナーシップ関係をコーディネートすることで、それぞれの持
つ資源、人材、ネットワーク等を生かした双方にメリットのある協働を創
出し、相互の活性化を目指す取組です。

県民共通の財産としての農山村の維持発展
始めての試みとして「一社一村しずおか運動」
運動の背景
運動の背景
～地域活性化対策として高まる期待～
の取り組みを始めました。この運動のモデル
～地域活性化対策として高まる期待～
過疎化・高齢化による担い手不足などで農地荒廃や集落機能の低下が進む農山村地域。こう
過疎化・高齢化による担い手不足などで農地
となっているのは、2004 年から韓国が国を挙
の荒廃や集落機能の低下が進む農山村地域に
げて実施している「農村愛一社一村運動」で、
した農山村地域において、都市と農村の交流人口の増加により活性化をはかろうと、静岡県は
おいて、都市と農山村の交流人口の増加により

既に 1 万組以上の締結がなされ、農村地域の

活性化を図ろうと、静岡県は 2005 年、日本で

活性化対策として注目を集めています。

2005 年、日本で始めての試みとして「一社一村しずおか運動」の取り組みを始めました。こ
の運動のモデルとなっているのは、2004
年から韓国が国を挙げて実施している「農村愛一社
一村運動」で、既に 1 万組以上の締結がなされ、農村地域の活性化対策として注目を集めてい
ます。

一社一村しずおか運動の主体と現状

一社一村しずおか運動の主体と現状

村（���・・・農山村集落
環境、景観、文化、自助・共助の農村コ
ミュニティなど様々な地域資源を有する
一方、農業者の減少・高齢化、農山村の過
疎化・混住化などにより、集落機能が低下
し、農地や農業用水など資源の保全が困難
になってきています。

運動の目的

2

社（し��・・・企業や���
企業が果たす社会的責任（CSR)として、環
境改善や地域社会への貢献に関心の高い企
業が増えてきています。

～めざせ！企業と農村の協働による地域の活性化～

この運動では、都市部の企業や団体の方々と、農山村地域に住む方々との交流を促進し、農
山村地域の自然環境保全や健全な農業振興を図ることを目的としています。
7
そして、その交流をきっかけとして、農山村地域の持つ潜在的な力を引き出し、新たな可能

運動の目的 ～めざせ！企業と農村の
協働による地域の活性化～

たなサービスや商品などが生まれていること

と、農山村地域に住む方々との交流を促進し、

のものの間に立って、情報のやり取りを仲介

農山村地域の自然環境保全や健全な農業振興

するもの）機能を主に担うのみで、地域での

を図ることを目的としています。

活動は原則農山村と企業等の間で結ばれる協

です。

この運動では、都市部の企業や団体の方々

ここでは、行政はインターフェイス（二つ

そして、その交流をきっかけとして、農山

定に基づき、自主性に任されています。また、

村地域の持つ潜在的な力を引き出し、新たな

その協定自体も Soft Law として緩やかな協定

可能性が生み出されることに期待をしていま

となっています。そのため、行政からの規制

す。

や制約もほとんど無い代わりに、特別な経済

また、この運動では、農山村地域への一方

的支援も無い仕組みとなっています。

的な支援ではなく、企業と農山村の双方が、

先ずは、身近な地域で出来ることから実践

メリットを享受できる活動を継続的に実施し

し、実績を重ね新たなコミュニティとしての

ていくこととし、お互いを必要とする共生関

信頼の深化を図っていくことで、お互いの資

係を築くこととします。

源価値が高まっていくものと考えています。

農山村の要望である「人手がほしい」
「交流

また、行政が仲介することの意味をこれま

を増やしたい」
「安定した顧客がほしい」「一

での取組事例から整理すると、企業側におい

緒に特産品を開発したい」と、企業の要望で

ては、例えば「農山村をフィールドに環境保

ある「社会貢献をしたい」
「社員の福利厚生に

全活動を行いたい」などＣＳＲ活動を要望す

活用したい」
「地域の資源をビジネス化したい

る場合、適切な情報を得、実際に現場での活

等」のニーズを結びつけ、協働活動を行うこ

動を行うまでの探索コストの削減が期待でき

とで、都市と農山村の交流が生まれ、地域の

るといったメリットが挙げられています。こ

活性化を促進するという仕組みです。

れは、農山村側にも同様の側面があり、行政
の持つ客観的な広報力、また信頼性に基づく
ものと考えられます。また、今後は運動を通

運動の特徴

じ農山村の資源への理解が深まり、本来の企

この運動は、これまで自然状態では結合す

業活動にその資源を活かす事で、多様な事業

る機会の少なかった農山村と企業等を行政が

展開が図られ、範囲の経済をもたらすことに

仲介し、それぞれの資源を新たに結合するこ

繋がることを期待したいと考えています。

とで、様々な活動を媒介とした新たなコミュ
ニティが形成され、その活動基盤によって新
運動の状況

農山村や企業等の多様なニーズと双方の様々な資源を活用し、多彩な活動が展開されています。
平成 24 年 11 月現在、県内での取組は 33 件となっています。
企業・団体名

農山村・組織名

（株）ポッカコーポレーション 敷地村ふるさと交流倶楽部（磐田市）
（株）フジヤマ
静岡大学農学部

活

動

内

容

里山保全、地域貢献

下阿多古地域の農業を考える会（浜松市天竜区）遊休農地解消、環境保全
梅ヶ島大代営農委員会（静岡市葵区）
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企業・団体名

農山村・組織名

富士錦酒造（株）

活

動

内

容

石部地区棚田保全推進委員会（松崎町）

棚田米による新商品の開発販売、売上の一
部を棚田保全活動に寄付

富士常葉大学社会環境学部

石部地区棚田保全推進委員会（松崎町）

農業体験を通した棚田保全活動

居酒屋

石部地区棚田保全推進委員会（松崎町）

店舗として棚田オーナー、地元食材を活用
した地産地消の推進、売上の一部を棚田保
全活動に寄付

（株）遠鉄トラベル

NPO 法人 大好き渋川（浜松市北区）

里山保全、農作業、地域貢献

（株）明治 東海工場

葉梨山水会（藤枝市）

（株）季咲亭

玉川振興会（静岡市葵区）

遊休農地を活用した野菜等の栽培、地域の環
境整備、地域特産品の開発と地産地消の推進

（株）エクノスワタナベ

本郷ふる郷普請の会（藤枝市）

遊休農地を利用した環境保全（水生生物の
保全）
、自然観察会の開催

NPO 法人フロンティア清沢（静岡市葵区）

地域の環境整備活動、地域資源を活用した
新商品の開発支援

（株）平喜
松崎小売酒販組合

賤機はん兵衛

静甲（株）

里山の保全及び活性化イベントでの協力
（アーモンドの里づくり）

不二総合コンサルタント（株） 久留女木棚田の会（浜松市北区）

棚田の保全活動、環境保全活動

藤枝市立総合病院

地元食材を活用した病院食の提供、地産地
農事組合法人グリーンファーマーズ藤枝
（藤枝市）
消の推進

社会福祉法人ハルモニア

農事組合法人いくみ（島田市）

遊休農地を活用したコンニャクイモの栽
培、観光栗園の栽培管理

（有）フジ化学

いいな故里は、守ろう原睦み会（富士宮市）

地域の環境保全や営農補助

（株）季咲亭

NPO 法人とうもんの会（掛川市）

地域特産品の開発と地産地消の推進

NPO 法人森づくり S 川根・NPO（島田市）

農林業支援やイベント支援

（株）ウェブサクセス

NPO 法人せんがまち棚田倶楽部（菊川市）

棚田保全活動等の広報への支援、人的支援

（株）共立アイコム

高柳美野里会（藤枝市）

ホタルの里づくり等の生態系・保全水質向
上対策事業、農業体験や市民農園などの農
用地の有効活用対策事業

恋人岬美農里会（伊豆市）

直売所での販売戦略の検討、ビワ園の管理、
白ビワの特産品加工、販売流通戦略の検討、
集落の環境美化

ナカダ産業（株）

伸東測量設計（株）

日本大学短大部食物栄養学科・
農事組合法人伊豆月ヶ瀬梅組合（伊豆市）
食物栄養専攻
（株）ハマン静岡支店
居酒屋あさ八

地域活性化や特産品開発・販売戦略の提案
をテーマとした研究の場、梅林の管理の労
務提供、大学イベント参加

農事組合法人伊豆月ヶ瀬梅組合（伊豆市）

地域活性化や特産品開発・販売戦略の提案、
助言、支援

石部地区棚田保全推進委員会（松崎町）

店舗として棚田オーナー、地元食材を活用
した地産地消の推進、売上の一部を棚田保
全活動に寄付

（株）東海建設コンサルタント 石部地区棚田保全推進委員会（松崎町）

棚田オーナー、棚田保全活動

日本大学生物資源科学部

天子ヶ岳の郷保存の会（富士宮市）

農村環境の保全活動

日本の竹ファンクラブ

韮山金谷の里夢くらぶ（伊豆の国市）

放置竹林整備、韮山竹灯籠まつりの開催

（株）ノバレーゼ

農事組合法人おもす（沼津市）

みかんの収穫、摘果みかん等を活かした新
商品開発等

（株）知久

和地地区環境保全対策協議会（浜松市西区）

環境整備活動、遊休農地解消活動、地域農
産物の活用に対する検討等

（株）沖開発

NPO 法人せんがまち棚田倶楽部（菊川市）

棚田保全活動等のイベントの企画調整、棚
田保全活動等の人的支援等

浮島地区環境保全推進会（沼津市）

環境や景観の保全等

水見色町内会（静岡市葵区）

環境や景観の保全等

中日本高速道路（株）

水と緑北都の会、都田里山の会（浜松市北区） 環境や景観の保全等
（株）松和技研

大栗安棚田倶楽部（浜松市天竜区）
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棚田保全活動、環境整備活動、交流体験活動等

農山村は、企業や大学とこんなこと・・・
人手が欲しい
Ｆ企業＆Ｓ農山村

Ｆ企業＆Ｋ農山村

Ｔ大学＆Ｉ農山村

遊休農地を解消

棚田保全活動を支援

棚田保全活動を支援

特産品開発・交流拡大したい
Ｓ企業＆Ｋ農山村

ＮＴ大学＆Ｉ農山村

Ｎ企業＆Ｍ農山村

特産品開発の協力

新商品の開発

交流イベントの協力

企業・大学等は、農山村でこんなこと・・・
社会貢献したい
Ｆ企業＆Ｉ農山村

Ｈ法人＆Ｉ農山村

ＮＮ企業＆Ｕ農山村

環境保全活動

遊休農地の活用

農作業支援と環境保全活動
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ビジネス・教育に活かしたい
Ｎ企業＆Ｏ農山村

Ｓ大学＆Ｕ農山村

Ｎ大学＆Ｔ農山村

新商品開発

農作業支援

農作業支援と農村環境保全

今後の展開
～積極的 PR で参加農山村と企業を募集！～

も含め 22 道府県の関係者が一同に会し、平成

ことによって、農山村地域の自然環境保全や

会」と題し交流会を開催しました。交流会では、

農業振興に寄与するだけでなく、過疎化・高

農山村と企業等とのパートナーシップによる

齢化が進み、疲弊している農山村地域の活性

協働活動の拡大について情報交換や効果や課

化や経済発展が期待できます。静岡県では参

題等幅広く意見交換を行うとともに、関係者

加農山村と企業を募るため、企業や農山村へ

のネットワーク化が図られました。

23 年年 11 月 24 日（木）静岡市において「美

この運動に多くの農山村と企業が参加する

しい邑（むら）づくりパートナーシップ交流

一社一村運動を積極的に PR するセミナーやシ

そして、24 年度以降も他都道府県にて継続

ンポジウムの開催等を行っています。

開催し、全国的な連携の下、農山村の活性化

また、本ホームページやメディアを通じて、

に向けた取組拡大に繋がることが期待されて

企業や農山村のみなさんから寄せられる最新

います。

の情報を配信し、この運動の趣旨に賛同して
いただき、実際に活動していただいた取組み
の PR も積極的に行い、一社一村運動の活動を
支援しています。
取組開始から５年が経過し、平成 23 年度か
らは、更なる取組の拡大に向け全国との交流
も始めました。交流にあたっては、全国への
事前アンケート調査を実施したところ 20 府県
から一社一村運動と同様の取組実績が報告さ
れました。アンケート調査結果も踏まえ、全

全国交流会の開催

国に呼び掛けたところ、今後の取り組み予定

11
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「うどん県。それだけじゃない香川県」プロジェクト
香川県観光交流局観光振興課

１

パブリシティ、県を紹介するビデオや名刺の
制作などなど、すべて実施してきました。
しかし、それぞれが単発又は２つ程度の連
携で終わっていました。

イメージアップ戦略への取組み

香川県の知名度については、平成 10 年に電
通総研が実施した「好印象度ランキング」で、
47 都道府県中 47 位との発表がありました。
これが、本県のイメージアップ事業の出発点
となりました。

２

平成 23 年度の取組み

平成 23 年度、香川県観光振興課に情報発信・
誘客グループが新設され、
「見れば見るほど映
像・誰もがアート驚く情報発信事業」がスター
トしました。
この事業は、
「短く、インパクトのある映像」
を用い、
「インターネットを活用」し、そして、
「首都圏」でのＰＲが課題でした。

地域間競争が激化する中、旅行先として、
そして商品の購入先として市場から選ばれる
ためには、地域の持つブランド力が極めて重
要になっており、地域イメージのブランド化
と観光地、地場産品等地域内の商品、サービ
スのブランド化とを結びつけ、好循環を生み
出し、地域外の資金・人材を呼び込み、持続
的な地域経済の活性化に結び付けていく必要
があります。

これまでも、PR 映像を何度か制作しました
が、美しい香川の風景を数十分かけて放映し
ても、なかなか最後まで見てもらえませんし、
放映する場所も限られていました。

このような考え方のもと、市場から「選ばれ
る香川」を目指して、平成 16 年度から、イメー
ジポスターなどの広告宣伝やインターネット
や全国雑誌等各種マスメディアによる広報な
どのブランドプロモーション活動を展開し、
知名度アップ、イメージアップを目指してき
ました。その結果、さぬきうどんブーム等と
の相乗効果で、全国における本県の知名度は、
平成 22 年の 29 位まで上昇しています。

インターネットであれば、いつでも、どこ
ででも見てもらうことが可能であり、また、
YouTube などの動画サイトを見ても、1 分か
ら数分程度の映像が多く、よほど興味のある
映像でないと、最後まで見てもらうことが出
来ません。
そこで、５分までの長さで、テンポのある
映像を制作し、本県の観光情報サイトに「特
設サイト」として流すこととしました。
また、本県の位置的な関係から、関西圏で
は香川県の位置を正確に把握している人は多
く、また、実際に旅行客として多くの方々が
訪れています。
しかし、首都圏や関東となると、四国をひとつ
として捉えている方が多く、また、地理的位置も
不正確な方も多いということをよく聞きます。

しかしながら、その間に、ネット社会が進
展し、膨大な情報が氾濫する今日、ＰＲを効
果的なものにするには、そうした環境の変化
を踏まえた新たな手法が必要となっています。
ポスターを作成して掲出すること、テレビ
ＣＭを制作して首都圏で放映すること、ホー
ムページでの情報発信、全国雑誌での広告や

12
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パブリシティ効果を活かすには、単発の情報発
信ではなく、情報発信手段を有機的に組み合わ
せることが必要と考えました。そこで、先ほど
の３つのキーワードごとに５分間程度の映像、
15 秒 CM、ポスター、名刺と、これら４つの
情報発信ツールについてイメージを統一し、制
作することとしました。また、国内外での PR
映像として、３つの映像をひとつにまとめた総
集編の制作も行うこととしました。

そして、首都圏・関東圏は 4,000 万人の見
込み旅行客のいる地域であり、この地域での
知名度アップは本県への誘客にとって欠かせ
ない条件となります。
では、まず、インパクトのある映像で香川
県を PR する、それでは何を PR するのか。
そこで、本県の持つ魅力を３つのキーワー
ドで設定しました。

そして、制作したこれら情報発信ツールを、
東京で発表し、映像関係はホームページの特
設サイトを制作して発表と同時にアップする
とともに、翌日からは首都圏での交通広告に
よる PR、そして県庁職員による名刺での PR
と一貫した PR の展開を考えました。また、東
京での記者発表についても、映像だけの発表
ではなく、食のＰＲとあわせての発表を計画
しました。

１つ目は、
「瀬戸内海」
。本県は東洋のエー
ゲ海とも称えられる瀬戸内海に面しており、
波穏やかな瀬戸内海や多島美を誇る風景、そ
の瀬戸内海から見た香川、香川から見た借景
としての瀬戸内海、また、瀬戸内海を通して
もたらされた文化やそれを具現化した観光地
などがあります。
２つ目のキーワードは「食」
。地域ブランド
力調査での名産品編で２年連続１位を獲得し
た「讃岐うどん」をはじめ、小豆島のオリー
ブやオリーブ製品、瀬戸内の魚やさぬき讃フ
ルーツと呼ばれる高級フルーツ、和三盆糖な
ど、日本一狭い県ではありますが、たくさん
の恵みが取れます。

ＰＲを実施していく上での本県の優位性を
考えると、讃岐うどんの知名度は１位。これ
を使わない手はない。
「讃岐うどん＝うどん県
＝香川県」で決定的に香川県を印象付け、知
名度アップを図ることができるのではないか。
No.1のブランド

そして、３つ目のキーワードが「アート」。
2010 年７月に現代アートの祭典である「瀬
戸内国際芸術祭 2010」を瀬戸内海に点在する
直島をはじめとする７つの島々と高松港を結
び、「海の復権」をテーマに開催し、105 日間
の期間中に 90 万人を超える方々が島々を巡
り、アートを楽しみ、島民の皆さんと交流を
深めました。
また、本土側には、猪熊弦一郎画伯や東山
魁夷画伯の美術館をはじめ、讃岐のこんぴら
さんと呼ばれ愛される「金刀比羅宮」には円
山応挙や伊藤若冲をはじめとする名画の数々、
そして、世界的な建築家丹下健三氏の代表的
な建築物である香川県庁舎など、県土全域に
アート作品がちりばめられています。そして、
今年３月 20 日から第２回目となる「瀬戸内国
際芸術祭 2013」が開催されます。

讃岐うどん

そして、
「うどん県への改名」という提案の
映像化。そこでまず、頭に浮かんだのが「平
成」への改元の記者発表です。当時の小渕官
房長官が「平成」の文字の入った額を報道陣
の前に見せた瞬間、初めての改元に立ち会っ
た瞬間のあの映像は忘れることができません。
このイメージを「うどん県」への改名の映像
で再現してみたい。それも本当に香川県が「う
どん県」に改名すると思わせるように。
スポークスマンなので、知事から発表とい
うのではなく、発表は副知事か部長か。今後
の展開も副知事ならバリエーションが考えら
れるということで、要潤うどん県副知事が誕
生しました。
10

これら３つのキーワードをもとにして、ど
う「インパクトのある映像」を制作するか、そ
してどう PR していくか。従来は、今年度はポ
スター、今年度は PR ビデオ、と単発での情報
発信となっていましたが、口コミやマスコミの

13

ズ内大型ビジョンや映画館等でのＣＭ放映、
特に車内広告は半年間継続して出稿しました。
「目に留めてもらうこと」を意識して、広告は
ネットで見た映像とリンクするビジュアルに
しました。

そして、平成 23 年 10 月 11 日、
「香川県は、
うどん県に改名いたします。
」と本県出身の俳
優要潤さんがうどん県副知事として、東京の
記者会見の場で、高らかに宣言し、
「うどん県」
プロジェクトを始動させました。今回のプロ
ジェクトは、讃岐うどんの知名度を生かして、
香川県を強く印象づけて、うどんの他にも素
晴らしい県産の食材や観光地があることを、
多くの人に知ってもらいたいという思いを込
めてスタートしました。

うどん県 ポスター
改名編・食編・アート編

香川県秋の大発表会
2011 年 10 月 11 日

こうしたＰＲの結果、
「うどん県」の話題は
じわじわと広がり、県内での民間の動きとし
て、
「うどん県」の名称を企業が使い、公共交
通機関であるフェリーや高速バスの行き先が
「うどん県」に、そして、高松空港では手荷物
受取場のベルトコンベアにうどん鉢が流れた
こともニュースとして大きくとりあげられま
した。

18

うどん県。それだけじゃない香川県
プロジェクト始動
14

ネット社会を中心に全国的な話題となり、発
表時の反応は、非常に大きく、概ね、好意を持っ
て受け取られており、記者会見当日の 11 日に
は、「うどん県特設サイト」に 74,000 件余り、
翌 12 日には 137,000 件余りのアクセスがあ
りました。17 日までの１週間のアクセス数は、
累計で 374,532 件にのぼりました。そのこと
が、サイトにつながりにくい状態を生み、そ
れがまた注目され、新聞や多数の情報番組で
取り上げられたことで予想を上回るＰＲ効果
が生まれました。

年末には、県民から「うどん県」で郵便物
が届くようにして欲しいという声がネットで
寄せられたことから、郵便事業株式会社への
訪問を急きょ企画し、要うどん県副知事が郵
便事業株式会社を訪れ、うどん県表記での郵
便物が届くよう要望しました。その後、その
様子をホームページでドキュメント動画とし
て公開しました。

うどん県 特設サイト

このことは、ニュース番組等で大きく報道
され話題となり、また、ホームページ上にう
どん県年賀状デザインの無料ダウンロードサ
イトを開設し、県民に県外の知人にうどん県
年賀状を出してもらうことで「うどん県＝香
川県」を印象づけるとともに、24 年１月には
要副知事宛ての年賀状を募集し、約 2,700 通
の年賀状が全国から届きました。
うどん県関連商品として、要副知事がつけ
ているうどん県章のバッチを 500 個販売した
ところ、大変好評で翌日には完売し、それ以
後増産するも、何度か品切れになるほど売れ
続け、現在では、30,000 個を超える個数が市
場に出回っています。これらは、うどん県民

また、発表に合わせ、すぐに「うどん県」
映像やポスターを目にしてもらうことで効果
を上げようと、首都圏でのモノレールや東京
メトロ内での交通広告にうどん県映像やポス
ターの放映、掲出を行い、また、六本木ヒル
15
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新しています。

の皆様が、知人にプレゼントしたり、営業の
方が県外での話題づくりにと活用していただ
いております。

第２弾として、「アート」に関して、６月に
香川県出身で、世界的に活躍するバイオリニ
ストである川井郁子さんをアート県副知事に
任命し、本県の新しい魅力を日本に、そして
世界に発信することを目的として、「うどん県
アートコンペティション 2012」を実施しま
した。
この企画は、
「うどん県。それだけじゃない
香川県」の魅力を、①絵画、イラスト、写真、
②ＣＧ、アニメーション、③ライフデザイン
の３つの部門で表現していただくもので、北
海道から沖縄県、さらには中国からも応募を
いただき、９月末にうどん県大賞をはじめ、
各部門賞の入賞作の発表を実施しました。こ
れらの作品については、今後、様々な場面で
本県のＰＲに活用していく予定です。

また、３月には、日本航空とのコラボによ
り機内ビデオでうどん県映像やポスターの放
映、県内料亭とコラボした県産食材メニュー
の機内食、機内誌での「うどん県」特集を実
施しました。
そして、県内企業からの要望に応える形で、
イラスト・ロゴの無料ダウンロードを開始し
たところ、自社の製品にうどん県のロゴを使
用する会社が増え、行政の発信から民間を巻
き込んで香川県全体を盛り上げるということ
にも成功しています。
うどん県ロゴマーク等ＤＬサービス

第３弾として、丸一年経過した 24 年 10 月
11 日に、東京で、要潤さん、木内晶子さん、
川井郁子さんの３人の副知事を起用したポス
ターを公開し、首都圏のみならず、新たに関
西圏、北九州エリアでＰＲに努めています。

行政の発信から民間へ
香川県全体を盛り上げる

23

さらに、ＪＲ四国とのパートナーシップ協
定を締結し、高松駅の愛称を「さぬき高松う
どん駅」に、さらに快速マリンライナーの先
頭車両に要副知事の「アート編」のポスター
をモチーフにしたラッピング列車を運行して
もらい、ＰＲを行っています。

３

そして、第４弾として、11 月には、要潤さ
んが国民的なタレントで、讃岐うどん好きの
加藤茶さんをＪＲ高松駅でお迎えする新しい
プロモーションビデオを発表しました。今年
度のプロモーションビデオのテーマは「おも
てなしの心」で、香川県を訪れる観光客の皆
様全員を「おもてなしの心」でお迎えするこ
とをイメージしており、12 月には、その続編
を発表しました。

平成 24 年度の取組み

さらに、平成 24 年度は、昨年度に引き続
き、「瀬戸内海」
、
「食」
、
「アート」をキーワー
ドに、３人のうどん県副知事に出演していた
だき、さらにインパクトのある映像やポスター
を制作し、新たに関西圏や北九州を加えた大
都市圏を中心に強力にＰＲしています。

香川県としては、讃岐うどんの知名度を生
かした情報発信で香川県に興味を持ってもら
い、
「それだけじゃない」香川の魅力を知って
いただくことを目的としてこのプロジェクト
を進めています。今後も注目されるよう、他
とは違った情報発信で「それだけじゃない香
川県」をＰＲしていこうと考えています。

第１弾として、
「食」に関して、ホームペー
ジの「うどん県特設サイト」において、要副
知事自らが本県の旬の食材を料理する「副知
事 要の台所」という動画を制作し、毎月更
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日本の近代化を支えた絹産業の遺産に触れ、
豊かな自然に育まれた群馬の味覚を楽しむ
名

所

群馬県は、古くから絹関係の産業が発達
しました。このため県内には、養蚕、製糸、
織物、流通など、数多くの絹産業遺産が
残っています。
○世界遺産候補 富岡製糸場と絹産業遺産群（富岡市他）
明治５年につくられた日本初の官営器械製糸工場「富
や へい

たかやましゃ

「高山社跡」、
「荒
岡製糸場」を中心に、
「田島弥平旧宅」、
ふうけつ

船風穴」の四つの資産で構成されています。
「富岡製糸場」は、明治政府が進める近代化政策の下、
主要な輸出品目であった生糸の品質向上と増産を目指
し、フランスの技術を導入してつくられました。その
さんしゅ

後、蚕種を生産する「田島家」、養蚕教育機関「高山社」、
蚕種を貯蔵した「荒船風穴」と連携し、優良かつ同一品
種の繭を供給する
仕組みを確立しま
した。
「富岡製糸場と
絹産業遺産群」は、
養蚕・製糸の技術
革新を通じて、そ
れまで生産量が限
られていた生糸の
富岡製糸場（繰糸場内部）
大量生産を実現
し、国内外に絹の
大衆化をもたらし
た近代の絹産業に
おける重要な遺産
で す。 平 成 24 年
度に、ユネスコの
世界遺産への推薦
が決定しました。
富岡製糸場（西繭倉庫・繰糸場）
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碓氷峠鉄道遺産
桐生ノコギリ屋根
富岡製糸場

荒船風穴

高山社跡

田島弥平旧宅

○桐生ノコギリ屋根（桐生市）
全国有数の織物の産地とし
て栄えた桐生。市内にはさま
ざまな織物産業に関わる建造
物が残っています。中でもノ
コギリ屋根工場は、特徴的な
景観を形成しています。
また本町１・２丁目を中心
とする地域には、江戸時代後
期から昭和初期に建てられた
土蔵や町屋、ノコギリ屋根工
場などの歴史的建造物が残り、
国の重要伝統的建造物群保存
地区に選定されています。

ノコギリ屋根工場（後藤織物）

○碓氷峠鉄道遺産（安中市）
明治 26 年に横川 - 軽井沢間で開通したアプト式鉄道
は、当時の重要な輸出品である生糸や繭などを運びまし
た。廃線となった
現在も、橋や建物、
トンネルが残りま
す。その中の一つ
である「碓氷第三
橋梁」は、日本最
大のれんが造りの
４ 連 ア ー チ 橋 で、
国の重要文化財に
指定されています。
碓氷第三橋梁（「めがね橋」
）

食べ物
長い日照時間や豊富な水資源、変化に富んだ地形などを生かし、県内では、さまざまな
農畜産物が生産されています。また古くから小麦の生産が盛んで、小麦粉を使った郷土
料理が数多くあり、独自の「粉食文化」が根付いています。豊かな自然に育まれた食材や、
昔から親しまれる郷土料理など、群馬の風土に根ざした味覚を紹介します。
○おきりこみ

○焼きまんじゅう

幅の広い生麺と、ダイコンやサトイモ、ニンジン、ネ
ギなどの野菜を煮込み、しょうゆやみそで味付けした群
馬の郷土料理です。「おきりこみ」という名前は、小麦
粉をこねて作った生地を、鍋に直接「切って入れ」て調
理することに由来するといわれています。

江戸時代から親しまれている群馬の郷土食です。小
麦粉で作った、あんの入っていないまんじゅうを串に
刺し、甘いみそだれを塗って焼き上げたものです。

○やよいひめ

○下仁田ねぎ
江戸時代に高崎藩主が、
親交のある殿様に贈った
という故事にちなみ、「殿
様ねぎ」とも呼ばれてい
ます。
生のまま食べると辛み
が強いですが、煮たり焼
いたりして熱を加えると、甘みが増して、とろけるよう
な舌触りと独特の香りが口の中に広がります。ビタミン
B・C も豊富に含まれ、冬の鍋料理には欠かせない逸品
です。

群馬県が育成したイチゴです。実が大きくしっかり
していて、甘みと酸味のバランスが良いのが特徴です。
人気が高く、県内のイチゴ栽培面積の約 70%を占めて
います。収穫時期が 12 月から５月と長く、３月以降
もおいしく食べられることから、旧暦の「弥生」にち
なみ「やよいひめ」と名付けられました。

お問合せ

「下仁田ねぎ」の他、
「上州牛」やシイタケ、シュンギクなど、
県産食材を豊富に使ったすき焼き

■群馬県観光物産課
TEL 027-226-3385 FAX 027-223-1197
群馬の観光情報サイト http://gtia.jp/
■群馬県蚕糸園芸課
TEL 027-226-3129 FAX 027-243-7202
ぐんまの農畜産物情報サイト「ぐんまアグリネット」
http://www.aic.pref.gunma.jp/
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への

未 来

遺 産

人々を魅了し続ける

香川県

旧金毘羅大芝居「金丸座」
たと言います。回り舞台、セリ、すっぽん、明り窓

など、江戸時代の名工の巧みな技が現代に息づいて
います。

「回り舞台」は、舞台中央を円形にくり抜き、回

転させる装置。通常は６人ほどが舞台の下の奈落に

もぐり、この舞台を回します。演目が毎年違うので
回し方も毎回異なりますが、動かすタイミングを間
違えないよう役者さんと息を合わせ、本番中は目の
合図だけで懸命に舞台を支えます。

「セリ」は回り舞台にあり、奈落と舞台を上下す

る仕掛けで、およそ 40kg もの衣装を着けた役者ら

金丸座

が乗り、相当な重さがのしかかります。
「すっぽん」
は花道にある切穴のことで、忍術使いや妖怪らがこ

現存する日本最古の芝居小屋である旧金毘羅大芝

居「金丸座」
。琴平町にあり、今なおこの舞台で歌

の穴からせり上がり、舞台を盛り上げます。

昨年 12 月に早世された故中村勘三郎さんもこよな

り行われます。国の重要文化財である建物はもちろ

その魅力を多くの人に伝えてくださいました。

んなど多くのボランティアの方の技が引き継がれ、

こうした舞台演出は、今もほとんどが人の手によ

舞伎が上演され、多くの観客を魅了し続けています。

ん、懸命に舞台を支える裏方、木戸芸者やお茶子さ

く金丸座を愛し、実際にこの舞台で演じることで、

江戸の風情や感動を伝え続けています。

天保６年（1835 年）に建てられた旧金毘羅大芝居。

春を告げる風物詩となった「四国こんぴら歌舞伎

昭和 47 年から移築復元が始まり、昭和 51 年に完

成しました。幸いにも、江戸時代の仕掛けやその痕

大芝居」
。今春で 29 回を数えますが、多くの方に愛

回り舞台

セリ

され続けています。

跡が残っていて、そのままに使える状態に復元でき

〈お問合せ〉
琴平町教育委員会事務局
TEL 0877-75-6716
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藍の葉を発酵させて作る天然藍染料「す
くも」
。ジャパンブルーと称えられる美し
い色はこのすくもを使った染料液から染
め出されます。徳島で製造されるすくも
は「阿波藍」と呼ばれ、長く日本の藍文
化を支えてきました。
阿波藍は室町時代には既に製造・流通
していたと言われています。その後、徳
島藩が藍事業を保護奨励したこともあり、
江戸時代には全国市場を支配するまで製
造量が増加していきました。明治中頃に
は外国から合成藍などの輸入が増え、阿
波藍の生産は激減しましたが、近年、阿

徳島県

波藍を保存・振興しようとの気運が高ま
り、現在では、徳島に残る５軒の藍師が
伝統を守りながら作り続けています。
その製造方法ですが、まず、春に藍の

阿波藍

種を苗床に撒き、夏に成長した藍を２～

藍葉

阿波藍から染め出された美しい色は万
人の心を惹きつけます。最近ではその涼
やかな色合いからクールビズ衣料に使用
されたり、本県で先般開催された国民文
化祭では、現代の暮らしの中に取り入れ
たくなる藍染作品を展示・販売したり、
アート作品制作に使用されるなど、阿波
藍の可能性は時代に沿ってさらに広がり
を見せています。

３回刈り取ります。刈り取った藍は裁断
機にかけられ、扇風機の風でとばすこと
で藍葉と茎を選別します。選別された藍
葉は藍師の庭に広げられ、天日で乾燥さ
あい こ

な

せます。この作業は「藍 粉 成 し」と呼ば
れます。夏が過ぎると、いよいよ「すく
も」づくりの始まりです。保存しておい
た藍葉を寝床と呼ばれる建物に入れ、１
床当たり 1,000kg を超える藍葉に水をか

ワラの袋で出荷される阿波藍

けて混ぜ合わせ、約１m の高さに積み上
げ、保温用のむしろをかけます。その後、
およそ１週間ごとに藍葉に水を打ち混ぜ
る「切り返し」と呼ばれる作業を何度も
繰り返すことで発酵を促し、約 100 日を
かけて阿波藍は仕上がります。

阿波藍アートプログラムでの展示

お問合せ

徳島県県民環境部国民文化祭課

TEL 088-621-2343
「切り返し」の作業風景
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都 道 府 県
だ よ り
2013年１月

都道府県だより
Hokkaido

2013 年 1 月

北海道

オホーツク流氷の日「流氷守らナイト」
北海道の北東部に位置するオホーツク地域は、オ
ホーツク海に面し、
冬には「流氷」が訪れる地域です。
しかし、近年、地球温暖化などの影響を受け、流氷
が減少傾向にあることから、北海道オホーツク総合
振興局では、「流氷を守ろう !」を合い言葉に、環境
保全活動を地域全体で進める「オホーツク流氷トラ
スト運動」を展開し、
「環境先進地オホーツク」とし
てのイメージ形成を目指しています。

この運動では、環境保全活動の PR のほか、流氷
を通じて環境問題を考え、地域の歴史や文化などを
見つめ直す日として、毎年２月第３日曜日を、
「オホー
ツク流氷の日」と定め、環境や流氷にちなんだイベ
ントを開催しています。
昨年は、「オホーツク流氷守らナイト」と題し、
キャンドルを灯した中で、静かに地球環境に思いを
めぐらせていただく時間を過ごしてもらおうと考え、
「キャンドルアート」をメインに開催しました。「キャ
ンドルアート」に使うペットボトルを、地域の皆さ
んから提供いただくことで、地域に一体感が生まれ、
環境保全への想いを共有することができました。ま
た、この時期に開催される管内のイベントにおいて
も、相互に PR を実施することで、地域との連携も深
まりました。
今年も、地域が一体となったイベントの開催で、
「オ
ホーツク流氷の日」
（２月 17 日）を PR し、地域イメー
ジの向上を図りたいと考えております。
お問合せ

北海道オホーツク総合振興局地域政策部地域政策課
TEL 0152-41-0620
オホーツク流氷トラスト運動 HP
http://www.okhotsk.pref.hokkaido.lg.jp/ts/tss/trust.htm
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青森県

Aomori
八戸ゴールドラッシュ

平成 24 年 12 月１日
（土）
、
東北新幹線八戸駅は 10 周年 !
この日はロンドンオリンピック女子レスリング 48kg 級
金メダリストの小原日登美さんが一日駅長を務められま
した。実は、63kg 級金メダリストの伊調馨さんと共に
八戸市出身です。
駅では出発式など様々なイベントが開催されましたが、
じるけん

そこには八戸せんべい汁研究所、通称「汁゛
研」の姿も。
汁゛研と言えば、全国御当地グルメの祭典「第７回 B-1
グランプリ in 北九州」で悲願のゴールドグランプリを獲
得。今では知名度も全国区となった B-1 グランプリです
が、第１回目の開催地が八戸市。言わば、八戸市は B-1
グランプリ発祥の地なんです。
この八戸には豪華絢爛な三社大祭という夏祭りがあり
ますが、２月 17 日～20 日には「八戸えんぶり」という
魅力的な民俗芸能が行われます。
えんぶりは、800 年以上の歴史をもち、八戸地方に
春を告げる豊年祈願の伝統行事。昔、
「えぶり」という
農具を持って舞ったことからこの名が付いたと言われて
います。稲作の一連の様子を表現しており、頭を大きく
振る独特の舞が繰り広げられます。なお、馬の頭を象っ

た烏帽子は南部が馬産地であることに関係し、たてがみ
の部分に神が宿ると言われています。
この舞の間には、縁起がいいと喜ばれる子どもたちの
愛らしい祝福芸もあります。
また、同じ期間に開催される「お庭えんぶり」は、か
がり火の前で力強く優雅に舞い、
春を呼ぶ祭り
「えんぶり」
の魅力を感じさせてくれます。
寒い季節に開催される「八戸えんぶり」。脈々と地域
に育まれてきた力強さとあたたかさ、そして、おもてな
しを体感するため、是非、八戸におんでやぁんせ（いらっ
しゃいませ）。

都道府県だより
都道府県だより
Akita

2013
年1月
201３年

秋田県

美酒王国・秋田の海外展開
日本酒を愛する方々は「秋田」という名前を聞くと、
すぐに「美酒王国・秋田」と連想するのではないか
と思います。
秋田県は、美味しい水、米、そして寒冷積雪の長
い冬など、酒造りに最適な原料や気候等の風土に恵
まれています。また、酒造りに携わる秋田の杜氏は、
世代を超えて引き継がれてきた丁寧かつ高い技術を
持ち、さらに、全国でもトップクラスの開発力を持
つ秋田県醸造試験場等では、華やかな香りを醸しだ
す「秋田流花酵母」や、上品な美味さと軽快な後味
を演出する酒造好適米の「あきた酒こまち」を開発
するなど、日本酒ファンを惹き付けています。
その中で、世界の酒市場における「美酒王国・秋田」
、
秋田ブランドの日本酒の認知度を高めるため、有望市
場である米国においては、日本食がブームを超えて日
常食として定着してきたこの時機をチャンスと捉え、
県では意欲ある５蔵元による「秋田県日本酒輸出促進
協議会（ASPEC）
」を立ち上げ、その熱意で非日系の
輸入業者との取引に結びつけるなど、海外の酒市場に
進出する蔵元の取組をサポートしています。
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2013 年 1 月末には、シカゴ、サンフランシスコに
おいて、現地総領事館、ジェトロの協力をいただき、
県産酒ビジネス試飲会を開催します。
また、ロンドンにおいて開催された食品専門見本
市「The Restaurant Show 2012（10 月８日～ 10
日）」に出展するなど、秋田ブランドの日本酒の販売
網拡大を図り、昨年 11 月にはクリスマス向けの商品
の輸出に結びつけました。
欧米の酒市
場において
も、秋田の美
味しい酒を飲
める機会が増
えてきました
ので、是非注
目していただ
きたいと思い
ます。
食品専門見本市（ロンドン）
お問合せ

秋田県観光文化スポーツ部秋田うまいもの販売課
TEL 018-860-2257

岩手県

Iwate

の深い想いを伝えています。
このほか、Facebook ページ「馬と人」でも、岩
手の馬と人に関わるホットな話題や岩手競馬の旬な
情報を配信しながら、県内外のファンの皆様との交
流を広げていますので、是非御覧ください。
また、岩手を代表する伝統行事チャグチャグ馬コの
伝承に取り組んでいる方や遠野で馬による環境に優し
い木材搬出技術
「馬搬」の継承
に取り組む方な
どに、岩手の馬
事文化や歴史を
熱く語っていた
だいた座談会の
映像もサイト内
で配信中です。

岩手の馬事文化や岩手競馬の魅力が満載 !
Web サイト「馬と人」オープン !!
岩手県では、日本有数の馬産地であった岩手に根
ざす馬事文化や岩手競馬の魅力を全国に情報発信す
るため、インターネットを活用した「馬事文化情報
発信事業」を展開中です。
Web サイト「馬と人」では、馬をはぐくむ岩手の
風土をひもとき、馬と人が深く関わってきた歴史や
伝統行事を分かりやすく紹介しているほか、
“人”へ
のインタビューでは、岩手の馬に関わる人々の馬へ

お問合せ

岩手県農林水産部競馬改革推進室
TEL 019-629-5634
【Web サイト「馬と人」】
http://www.umatohito.com/（ ス マ ホ に も 対 応 ）
【Facebook「馬と人」】
http://www.facebook.com/umatohito

都道府県だより
Yamagata

山形県

入浴死・入浴事故を防ぐ施策
よ

2013 年 1 月

い

「庄内 41℃ふろジェクト」を広める !
山形県庄内保健所では、県民が自宅で安全に入浴す
るための方法を啓発しています。これは、２年間にわた
り消防署の協力を得て、独自に入浴事故の実態調査を
行った結果、入浴が原因で亡くなられた方が、交通事
故による方よりも４倍以上多いことが分かったためです。
また、この調査では、
「高齢者に多い」
、
「自宅での事故
発生は死亡につながりやすい」
、
「冬季間、特に最低気
温４度未満の日に事故発生率が高い」などの特徴が明
らかになりました。
主な原因は、急激な血圧変動による心疾患や脳血管
疾患の発症と、長湯による脱水が考えられます。そこで、
浴槽のお湯の温度を 41℃以下にすること、脱衣所と浴
室を暖めることを重点的に周知しています。また、長湯
を防ぐことや発症時の早期発見のため、周囲からの定
期的な声掛けも併せて啓発しています。
当所の取組として、リーフレットやポスターの作成・
配布、全国初のポータルサイト『入浴死・入浴事故を防
ぐナビ』の開設、動画投稿サイトYouTube での『よい
ふろ動画』シリーズの公開、各種イベントでの啓発、高
22

齢者への出前講座、マスコミや
市町村広報誌での PR など、積
極的に情報 提供を行っていま
す。併せて住環 境の改善を重
点課題と捉え、管内関係団体
と情報を共有しながら啓発に努
めています。
また、実態調査の貴重なデー
タは、ポータルサイトから閲覧
当地域で有名な羽黒山山伏が
登場する啓発用ポスター
できるようにしているほか、保
健医療関係の学会などの機会
を捉え、県外の方々にもお知らせしています。
今後とも安全な入浴方法の普及を図っていきたいと考
えています。
お問合せ

山形県庄内総合支庁（庄内保健所）保健企画課
TEL 0235-66-4736
入浴死・入浴事故を防ぐナビ：「4126navi」で検索
http://www.pref.yamagata.jp/ou/sogoshicho/
shonai/337021/4126navi.html
YouTube「よいふろ動画」：「入浴事故予防動画」で検索
http://www.youtube.com/user/yamagatashohoken

宮城県

Miyagi
震災の記録を永く残すために
宮城県図書館「東日本大震災文庫」

500 タイトル、新聞 28 種、チラシ約 400 枚です（平
成 24 年 12 月１日現在）。
図書や雑誌は、書店で購入できるもののほか、宮
城県内外の病院・学校・企業・ボランティア団体な
どが刊行した非売資料も収集しています。
収集方法や収集場所は様々ですが、新聞について
は、関東以西の地方新聞社 27 社から、震災直後や翌
日から１ヵ月分の掲載紙を寄贈していただきました。
また、チラシについては、被災地へのボランティア
募集や演奏会、炊き出しといったイベントの開催案
内、仮設商店街や復興市で配布されたお知らせなど、
被災地で特に重要だった情報源を集めました。
これら１冊、１枚が、大震災の記憶であり、復興
途上の記憶でもあります。これらを記録することが、
未来につながる希望の光となり、記録を残していく
ことが、被災県の図書館の役割と考えています。
当館では、引き続き震災に関する資料を収集し、
多くの皆さんに利用していただけるように努めてま
いります。

宮城県図書館では、東日本大震災の様々な記録を
広く収集・整理して、震災の記憶を風化させること
なく、これからの防災・減災や災害復興、それらに
つながる防災教育に役立ててもらうため、
「東日本大
震災文庫」を設け、広く県民の利用に供しています。
所 蔵 し て い る 資 料 は、 図 書 約 1,200 冊、 雑 誌 約

お問合せ

宮城県図書館資料奉仕部震災文庫整備チーム
TEL 022-377-8498
E-mail librarysb@pref.miyagi.jp

都道府県だより
Fukushima
復興計画から１年

2013 年 1 月

福島県
進む公共土木施設の復興

本県では、昨年を ｢復興元年｣ と位置付け、復興
計画に基づき様々な取組を行ってきました。
初めに、
「県土連携軸・交流ネットワーク基盤強化
プロジェクト」として、県内の浜通り、中通り、会
津地方をそれぞれ南北に縦断する３本の道路、東西
に横断する３本の道路を合わせた６本の連携軸や、
生活圏相互を連絡する地域連携道路の整備など、災
害に強く復興を推進する道路ネットワークの構築を
行っています。これに、福島空港、小名浜港、相馬
港を加え、早期の復旧や機能強化を図り、物流・観
光を支えるネットワーク基盤を整備しています。
次に、｢津波被災地復興まちづくりプロジェクト｣
として、海岸堤防のかさ上げ、防災緑地、道路、土
地利用の再編などの複数の手法を組み合わせた ｢多
重防御｣ を取り入れることで、防災力が向上したま
ちづくりを目指して、都市計画の決定を行いました。
今後は、用地取得や工事に着手し復興まちづくり
を推進していきます。
最後に、
「生活再建支援プロジェクト」として、地
震や津波によって住宅が被災し、住宅再建が困難な
方々に対する支援を行うとともに原子力災害に伴い
23

広域的に避難した方々のために県営の災害公営住宅
の整備に着手しました。
震災から１年 10 ヵ月が経過し、本県は皆さんの御
協力・御尽力をいただきながら、復旧・復興に向け
て一歩ずつ着実に前進しています。
｢ふくしまから はじめよう。
」を合言葉に、「新生
ふくしま」の実現に向けて職員一丸となって取り組
んでいきますので、今後とも引き続き、御協力のほ
どよろしくお願いします。

お問合せ

福島県土木部土木企画課
TEL 024-521-7457
※福島県公共土木施設の復旧状況を HP 公表中
福島県 公共土木施設 復旧

検索

Niigata

新潟県

除雪ボランティア「スコップ」
～除雪支援から深まる、地域とボランティアの交流～

と で、 除 雪 作 業
に不慣れな参加
者でも安全に参
加 で き、 地 元 の
過疎化、高齢化が進行した集落における雪処理の担
方との交流も生
い手確保策の一つとして、除雪ボランティアの活用が
まれています。
考えられますが、ボランティアの受入側には、受入メ
地元の方から
リットを十分理解いただけていないことや受入ノウハ
は「
歩くだけで
ウが不足しているという課題、また、参加者側には、
も
大
変 な の に、
技術力不足・地域の実情に不慣れなどの課題があり、
雪
を
ど
かしても
必ずしも有効に活用されていないという実情がありま
らい助かった」
した。
などと感謝の声が聞かれ、ボランティア参加者からは
新潟県では、平成 10 年度から除雪ボランティア「ス
「毎日の生活が本当に大変だとわかったので、今後も続
コップ」を運営し、こうした課題の解決に向けて取り
けていきたい」などの声が聞かれます。
組んでいます。
このように、「スコップ」では、高齢者世帯などの雪
「スコップ」は、県内外に広くメンバーを募集し、ボ
処理負担を軽減するだけでなく、除雪作業を通して、
ランティア活動を行うことで、自力での除雪が難しい
参加者が雪国の実情を理解し、地元の方との交流を深
高齢者世帯などの雪処理の負担軽減を図っています。
めています。
「スコップ」の活動は、①市町村からの緊急要請によ
今冬も、活動場所を広げていくとともに、すでに実
る「随時派遣」
、②あらかじめ日時・活動場所を決めて
績がある市町村では、地元の特色を活かした活動を展
の「計画的な派遣」の２つの方法で実施しています。
開することで、都市と豪雪地帯との交流拡大につなげ
特に、②の「計画的な派遣」は、地元の方との交
ていきたいと考えています。
流も重視して、おもに週末に１泊２日で実施し、参
お問合せ
加者のほとんどが地元で宿泊しています。地元の方
新潟県総務管理部地域政策課雪対策室
に作業を通してスコップの持ち方やスノーダンプの
TEL 025-280-5096
使い方、かんじきの履き方などを指導してもらうこ

都道府県だより
Tokyo

2013 年 1 月

東京都

「東京都帰宅困難者対策実施計画」を策定しました。 （３）帰宅困難者への情報提供

関係機関の情報をワンストップで得られるポータル
サイトを整備するほか、災害時には
SNS 等を活用し、
一昨年３月 11 日の大震災では、首都圏で多くの電
情報を発信します。
車が長時間運行を停止し、徒歩で帰宅した人々により、
道路や駅周辺で大きな混乱が生じました。こうした教 （４）帰宅支援
混乱収拾後に、帰宅困難者は徒歩等で帰宅します。
訓を踏まえ、都は、一昨年９月に国と共同で、九都県
徒歩帰宅が困難な災害時要援護者を中心に、バス等に
市や茨城県、関係官庁、経済団体等を構成員とする「首
よる代替輸送体制を九都県市と連携し整備します。
都直下地震帰宅困難者等対策協議会」を立ち上げ、議
論を積み重ねてきました。こうした議論や協議会での
また、同じ 11 月には、こうした帰宅困難者対策など
合意事項を踏まえ、都は昨年３月に全国に先駆け「東
東京の防災上の課題や東日本大震災の教訓を踏まえて、
京都帰宅困難者対策条例」を制定しました。
そして昨年 11 月、今年４月からの条例施行に向けて、 「東京都地域防災計画」の修正を行いました。
自助・共助・公助を束ねた地震に強いまちづくり、
「東京都帰宅困難者実施計画」を次のとおり策定しまし
都民の命と首都機能を守る危機管理の体制づくり、被
たのでお知らせします。
災者の生活を支え東京を早期に再生する仕組みづくり、
（１）一斉帰宅の抑制
という三つの視点から、具体的な目標を掲げて対策を
企業や学校等に対し、従業員や児童・生徒などの一
推進することとしています。
斉帰宅抑制の計画作成を促すほか、従業員等向けの３
こうした新たな計画に基づき、東京都は引き続き防
日分の備蓄を求めるとともに、外部の帰宅困難者用に
災力の強化に努めていきます。
10%余分に備蓄するようアナウンスしていきます。
お問合せ
（２）一時滞在施設の確保
総務局総合防災部防災管理課
都内の帰宅困難者受入れ最低需要人数は 92 万人にの
ぼります。このため、自治体だけでなく民間施設の確 （東京都帰宅困難者対策実施計画に関すること）
TEL 03-5388-2529
保も必要です。そこで、協力企業等に対する備蓄品の
（東京都地域防災計画に関すること）
購入経費補助など、様々な支援を行います。
TEL 03-5388-2454
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群馬県

Gunma

人骨は、うつ
ぶせで火山灰に
埋もれた状態で
見つかっている
ことから、噴火
による火砕流に
巻き込まれて死
亡したものと考
現地説明会
えられます。ま
た周辺からは乳児の頭の骨も見つかっており、複数の
人がこの火砕流に巻き込まれたと推測されています。
発掘調査を担当する群馬県埋蔵文化財調査事業団
が昨年 12 月に開催した現地説明会には、県内外から
約 2,600 人が参加しました。調査担当者による、発
掘調査の経緯や遺跡の歴史的背景などについての説
明の後、発掘現場の見学が行われました。
県では、今後、詳細な調査を実施し、被災した状
況やよろいの着装方法など、当時の状況の解明を進
めていきたいと考えています。

全国初 ! よろいを身に付けた古墳時代の人骨が
発見されました
かないひがしうら

群馬県渋川市の「金 井東裏遺跡」で、６世紀初め
ふた

だけ

に噴火した榛名山二 ツ岳 の火山灰の地層から、古墳
時代の人骨１体が、よろいを身に付けた状態で出土
しました。保存状態が良く、ほぼ全身の骨が残って
いました。
古墳時代のよろいは、これまで副葬品として古墳
から発見されることはありましたが、実際に人が身
に付けた状態で見つかるのは、全国で初めてのこと
です。また酸性度が高く、骨などが残りにくいと言
われる火山灰の中から、古墳時代の人骨が発見され
たのは、全国的にもこれまで例がありません。さら
に、 当 時 の 榛
名山噴火によ
る火砕流の状
況なども確認
できることか
ら、 今 後 の 防
災対策を考え
る上でも重要
な発見と言え
よろいを身に付けた人骨
（群馬県埋蔵文化財調査事業団提供）
ます。

お問合せ

群馬県文化財保護課
TEL 027-226-4696
FAX 027-243-7785
群馬県埋蔵文化財調査事業団
TEL 0279-52-2511
FAX 0279-52-2904

都道府県だより
Tochigi

2013 年 1 月

栃木県

「元気です ! とちぎの農業」ラッピング電車運行 !

ラッピング車両のイラスト画像

栃木県では、放射性物質の影響による風評被害を
払拭し、本県農業の元気回復を図るため、JR 山手線
において、ラッピング電車による県産農産物の安全
安心の PR を行います。期間は１月 14 日から 27 日
までの２週間で、車体のイラストは、キャッチコピー
「元気です ! とちぎの農業」と共に、いちご、野菜、米、
畜産物（牛乳、和牛）の４種類の絵柄で、県のキャ
ラクター「とちまるくん」も描かれています。首都
圏でとちぎの元気な農産物を御覧ください。
また、このラッピング電車の運行を皮切りに、と
ちぎのいちごの PR イベントも実施します。いちご新
品種「スカイベリー」の PR を東京スカイツリータウ
ン内の「とちまるショップ」で行うほか、都内の卸
売市場や有名百貨店では福田知事がいちごのトップ
セールスを行います。
「いちご王国とちぎ」は、いちごのシーズン真っ只
中です。観光農園での完熟いちごの摘み取りを体験
したり、いちごの季節ならではのいちごスイーツを
味わったりしてみてはいかがでしょうか。

25

いちごの車両

野菜の車両

お米の車両

畜産物（牛乳、和牛）の車両

お問合せ

県生産振興課
TEL 028-623-2328
いちご狩り情報 HP
http://www.pref.tochigi.lg.jp/g05/intro/tokusanhin/
nousan/ichigo-gari.html

Ibaraki

茨城県

水郡線で SL「奥久慈清流ライン号」が運行 !!
東日本大震災からの地域復興支援として水郡線に 14 年ぶりに SL が運行されました。水郡線の愛称から「奥
久慈清流ライン号」
と命名され、
11 月 30 日から 12 月２日までの３日間、水戸と常陸大子を１日１往復しました。
県、沿線市町村では、沿線の高校生文化祭の開催やラッピング列車の運行、
SL と宿泊がセットになった旅行商品の販売、奥久慈の食材を活用した駅弁開
発、フォトコンテストの実施など様々な利用促進に取り組んでまいりました。
運行当日は、多くの沿線住民の方に SL に手を振っていただき、また、多
くの鉄道ファンが撮影のために訪れるなど、３日間で延べ約 14 万６千人も
の人出がありました。
ちょうど今頃は袋田の滝で氷瀑が見頃となっており、奥久慈しゃも鍋や
常陸秋そばも旬を迎えています。是非、水郡線の旅を楽しんでいただけれ
ばと思います。
水戸駅出発式

SL に手を振るプロジェクト（常陸大宮市）

上菅谷駅歓迎式（那珂市）

都道府県だより
Saitama

袋田の滝ライトアップ（2/11 まで。土・日・祝日のみ）

2013 年 1 月

埼玉県

いじめ撲滅を宣言
～県民総ぐるみでいじめ撲滅に徹底的に取組～
会議では、いじめの実態把握や分析を行うととも
に、学校への支援策などについて検討。学校内での
組織的な対応を徹底するとともに、退職した警察官
と教員が生徒の問題行動に対する校内外のパトロー
ルなどを行う「スクールサポーター」を今年１月か
ら増員しました。
また、県が市町村、関係団体と連携して、いじめ
問題に対するそれぞれの役割を認識し、いじめの未
然防止、早期発見と解決に全力で取り組むことを盛
り込んだ「いじめ撲滅宣言」を策定しました。
そのほか、児童生徒向けいじめ防止の啓発リーフ
レットの配布、相談窓口の周知、著名人による動画
メッセージのインターネット配信などの取組を進め
るなど、いじめ根絶に向けて全力で取り組んでいき
ます。

全国的に学校でのいじめが深刻化し、認知件数が
増加する中、埼玉県では、いじめ問題に関する施策
を総合的かつ効果的に推進していじめ問題の根絶を
図るため、
「埼玉県いじめ問題対策会議」を設置しま
した。

お問合せ

埼玉県県民生活部青少年課
TEL 048-830-2904
HP http://www.pref.saitama.lg.jp/site/
ijimebokumetu/
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千葉県

Chiba

房総で一足早い春を満喫～早春の観光キャンペーン～
元気あげます ! 春の房総

す。イチゴ狩りで見つけた
ら、是非御賞味ください。
また、身体を芯から温め
てくれる温泉も千葉の魅力
の一つ。九十九里浜沿岸や 雄大な海を眺めつつ、気軽に足湯を楽し
外房地域では太平洋のビッ むこともできます（鴨川温泉）
グパノラマを楽しみながら、温泉
浴を楽しむことができるほか、
養老渓谷周辺の温泉では、珍しい
チョコレート色の黒湯を堪能でき
ます。
千葉で楽しい休日を過ごして心
も体もリフレッシュしませんか。
笑顔あふれるおもてなしで、皆様
のお越しをお待ちしています。

千葉県では、３月31日（日）まで早春の観光キャン
ペーンを開催しています。
冬でも温暖な千葉の春は、たくさんの花々が咲き誇
るお花畑やおいしい味覚、太平洋の絶景を見ながら入
る温泉など、皆さんが元気になるような素敵な魅力が
たくさんあります。
まずは、千葉県の春を代
表する「花」。可憐な花と
きょ なん まち

甘い香りが楽しめる鋸南 町
の水仙を始め、南房総では
色とりどりのストックやキ
ンセンカが春の香りを運ん
できます。
春の味覚「イチゴ狩り」
もお薦めです。もぎたての
完熟したイチゴが楽しめる
のも現地ならでは。特に市
場にめったに出回らない千
葉県育成品種「ふさの香」
は酸味が少なく、桃に似た
甘い香りが特徴の逸品で

春のおすすめ観光情報は

江月水仙ロード（鋸南町）
晴れた日には富士山が望めることも

千葉 観光 で検索♪

≪イベント情報≫
・水仙まつり／鋸南町 ２月３日（日）まで
・南房総のお花畑／南房総市千倉町・白浜町 ３月まで
・イチゴ狩り／県内各所 ５月上旬まで
お問合せ

千葉県商工労働部観光誘致促進課
TEL 043-223-2412
HP http://www.kanko.chuo.chiba.jp/

ビタミンたっぷり ! 完熟イチゴ

都道府県だより
Kanagawa

2013 年 1 月

神奈川県

人を引きつけ、何度も行きたくなる魅力あふれる
神奈川を目指して～かながわ観光大賞～
神奈川県では、本県への誘客増や地域活性化などに大
きく寄与した事業者等を表彰する「かながわ観光大賞」
を平成 22 年度から実施しています。
今年度は、５団体・個人の受賞が決まり、12 月に表彰
式を行いました。
今年度、新たに創設した「グランプリ」には、カップヌー
ドルミュージアムが輝きました。同館は、世界初のイン
スタントラーメンを発明した日清食品創業者安藤百福氏
の「クリエイティブシンキング＝創造的思考」を体感で
きる体験型のミュージアムです。昨年９月のオープンか
ら県内外、国内外から既に 100 万人を超える来館者を集
めており、本県の大きな観光資源の一つとなっています。
また、近隣施設等との連携により、観光客の周遊性を高め、
地域に経済波及効果をもたらしています。
「魅力ある観光地づくり部門」の大賞は、小田急箱根ホー
ルディングス（株）の「箱根スイーツコレクション」。箱
根エリアのホテル、美術館、飲食店等が参加し、各店舗
が期間限定のオリジナルスイーツを創作、提供するキャ
ンペーンで、地域の魅力向上、若年層や女性をターゲッ
トとした取組の好事例となっています。
「観光による地域活性化部門」の大賞は、一夜城ヨロイ
ヅカファーム。著名なパティシエが代表を務めている民
間企業と地域の農業者、行政とが連携し、地域の農産物
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を活用したス
イーツショッ
プ、 レ ス ト ラ
ン、 農 産 物 直
売 所、 体 験 農
園 等 を 整 備、
運 営。 地 域 の
12 月 14 日に行われた「第３回かながわ観光大賞表彰式」
多様な主体が
連携した事業の好事例となっています。
「外国人観光客部門」の大賞は、民宿「富士箱根ゲスト
ハウス」代表の高橋正美氏。
高橋氏は民宿経営を通じて、過去 28 年間に世界 75 ヵ
国から 11 万人を超える外国人観光客を受け入れ、文化交
流や外国人観光客のニーズを取り入れた観光まちづくり、
人づくりに取り組んでこられました。
さらに、審査委員会で、
「審査委員特別賞」を設け、
（一社）
秦野市観光協会を表彰しました。自立した運営を目指し
て、オリジナリティあふれる事業を展開しており、他の
観光協会の模範となる取組です。
神奈川県では、今後も人を引きつけ、何度でも行きた
くなる魅力あふれる神奈川を目指して、各地域、団体等
で行われている観光振興の取組を支援します。
お問合せ

神奈川県商工労働局産業部観光課
TEL 045-210-5767（直通）

山梨県

Yamanashi
チュンチョンプクド

韓国・忠清北道と姉妹締結 20 周年
本県と韓国 ･ 忠清北道との友好関係は、民間交流をきっか
けとして徐々に輪が広がり、山梨県日韓親善協会と忠清北道
韓日親善協会との姉妹締結（1986 年）、甲府商工会議所と忠
チョンジュ

清北道 ･ 清 州 商工会議所との姉妹締結（1991 年）を経て、
1992 年３月 27 日、両県道の姉妹締結に至りました。
そして、2012 年、両県道の姉妹締結から 20 周年を迎え
ました。領土問題という厳しい日韓情勢はありましたが、
「地
方レベルや草の根レベルでの交流は進めていくべきである」
という横内知事の考えで、10 月 10 日から 13 日までの４日
間、知事一行が韓国を訪問しました。横内知事らは記念式典
や記念植樹などの 20 周年祝賀行事に参加するとともに、清
州市及び首都 ･ ソウル市でワインや日本酒などの県産品の販
路拡大や本県への観光客誘致に向けたトップセールスを行い
ました。
また、11 月９日から 11
イ･シジョン

忠清北道で山梨県の木「カエデ」を
記念植樹する横内知事（右から２番目）と
李知事（左から２番目）ら

日までの間、李始鍾 ･ 忠清
北道知事一行を山梨県に迎
え、20 周年記念式典など
を開催しました。式典で横
内知事が「これまで築いて
きた両県道の友情と信頼に
基づいた関係を維持し、両
県道の発展のために忠清北
道との交流を更に強化した

い」と挨拶したのに対して、
李知事も「20 周年は人間
でいえば成人式。山梨県と
忠清北道はこの“成人式”
を契機に、これからの 20
年間、より一層の相互理解
を図り、引き続き友好関係
を推進していきたい」と応
じていました。続いて覚書
を締結した両知事は、両県
道の観光振興や経済発展の
ために交流関係を強化する
ことを確認し、和やかな雰
囲気の中、多くの県民と共
に 20 周年を祝福しました。
今後、山梨県と忠清北道
は様々な分野での交流を一
層活発にしていくことによ
り、より強固な友好関係を
築いていきます。

県民の日記念行事会場
（甲府市内 ･ 小瀬スポー
ツ公園）で開催した 20 周年記念式典の中で、
両県道の交流を一層強化する覚書を締結した
横内知事（右）と李知事

お問合せ

山梨県観光部国際交流課
TEL 055-223-1435

山梨 友好

都道府県だより
Shizuoka

ソウル市内のホテルで、山梨の魅力的な
県産品や観光資源を PR する横内知事

検索

富士山五合目で朝焼けに映える富士山の美し
い姿に感動した李知事は、世界文化遺産登
録実現に向けた支援を約束しました（写真は
イメージ）
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静岡県

カツオのすり身 & カツオスイーツの誕生 !!

「鰹かりんと
う」（図２）を
菓子メーカーと
共同で開発しま
した。
この「鰹かり
んとう」はカツ
図１ 削り粉及びすり身の加熱条件と臭いの関係
オすり身を原料
の３分の１配合
していますが、魚臭さ
がまったく感じられな
いスイーツに仕上がっ
ています。皆さんも
是非一度御賞味くださ
い。（共同開発した焼
津の菓子メーカー「か
図２ 鰹かりんとう
しはる」で販売中）

冷凍カツオの水揚げ量日本一を誇る焼津漁港周辺
ではカツオを原料とした様々な加工品が製造され
ていますが、加工の際には製品以外の未利用部位
（頭・内臓など）が大量に出ます。冷凍カツオを刺
身用のロイン（魚を四つに分け節状にしたもの）に
加工する際に大量に出る「削り粉」は、鮮度良好
で、その上栄養価の高い血合肉を豊富に含んでいま
すが、鮮度低下が速い、骨や皮などが多く含まれて
いるなどの理由から、ほとんどが飼料や肥料の材料
となっています。
そこで、水産技術研究所では、削り粉の鮮度が低
下する前に迅速にすり身を製造する技術を開発し、
その実用化を目指しました。加工工程から出た「削
り粉」を採肉機にかけて大きな骨や皮を除いた後、
細かく粉砕しながら強力に攪拌して遠心脱水するこ
とで臭みのないすり身を製造することが可能になり
ました。さらに、その後の研究で、このすり身を
150度で加熱すると臭いがほとんどなくなることが
分かり（図１）、カツオすり身を使ったスイーツ

お問合せ

静岡県水産技術研究所
TEL 054-627-1818
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長野県

Nagano
信州はスノーリゾートの新世紀へ !

できる専用スペースを設けるなど、親子が安心して
安全に一日を過ごす事ができるサービスを充実させ
ています。
また、信州・長野県観光協会では、全国の小学生
を対象とした「信州スノーキッズ倶楽部」の会員を
募集中。無料リフト一日券プレゼントなど様々な特
典を用意しています。
「優良レンタル宣言」のお店では整備の行き届いた
安心・安全なレンタル用品も提供。
長野県観光 PR キャラクター「アルクマ」もスキー
場に登場して、皆さんのお越しをお待ちしています。

長野県は、86 のスキー場を持つ一大スノーリゾー
ト。本県スキー発祥 100 周年の昨シーズンはおよそ
698 万人の皆さんにお越しいただきました。
今シーズンは、次の 100 年を見据えた初年度とし
て「信州はスノーリゾートの新世紀へ !」をキャッチ
コピーにスキー関係
団体や観光業界、市
町 村 等 と 共 に「 ス
ノーリゾート信州」
のプロ―モーション
を展開しています。
特に力を入れてい
るのがファミリー
層の 集 客。「 信 州 版
ファミリースタイ
ル」をコンセプトに
各スキー場では、子
ども向けスキー・ス
ノボレッスン、家族
でゆったりと食事が

お問合せ

長野県観光部観光振興課（スノーリゾート担当）
TEL 026-235-7254
スノーリゾート信州の情報はこちらから
スノーラブ

都道府県だより
Toyama

検索
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富山県

富山発、優良無花粉スギの普及へ
～花粉症対策と豊かな森づくりを目指して～
今や国民病とまで呼ばれるスギ花粉症。花粉症対策
として、スギ林からの花粉飛散量をどのようにして少なく
できるかが緊急の課題となっています。本県では全国に
先駆けて、花粉がなく、花粉を飛ばさない「無花粉スギ」
の種子による量産技術を確立し、咋秋には無花粉スギを
本格的に山林に植栽し、普及に向けた取組をスタートさ
せました。
富山県農林水産総合技術センター森林研究所では、
平成４年に花粉飛散の調査中、富山市内の神社で無花
粉スギ（タテヤマスギの突然変異体）を全国で初めて発
見しました。その後の研究で、無花粉になる性質の遺伝
様式を解明し、無花粉スギの品種開発に取り組んできま
した。生長、形質共に優れた精英樹と人工交配すること
で、精英樹の性質を持った初期生長及び雪害抵抗に優
れた「優良無花粉スギ」を開発し、種子から大量に生産
する技術を確立しました。
優良無花粉スギの愛称は「立山 森の輝き」です。全
国 858 件の公募の中から、
“無花粉であり、木材として
も優れていることや、富山県の品種であることがイメー
ジできる愛称”として決定されました。
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県では新たな森づくりの取組として、花粉の発生源と
なっているスギ人工林の伐採跡地に「立山 森の輝き」を
植栽するのに要する経費を補助するなどの支援を行い、
優良無花粉スギの普及を進めています。
山林での本格的な無花粉スギの植栽は全国でも初め
ての試みで、３月までに県内６ヵ所で約 5,000 本の苗が
植栽される予定です。こうした無花粉スギの植栽が進め
ば、少しずつ
ですが、県内
のスギ花粉の
飛散量が軽減
されます。 花
粉症に悩む人
を少しでも減
らすとともに
豊かな森づく
りにつなげて
いきたいと考
優良無花粉スギ「立山 森の輝き」
植樹の集いの様子
えています。
お問合せ

富山県農林水産部森林政策課
TEL 076-444-3389

石川県

Ishikawa
小松空港

台北便

デイリー（毎日）運航開始 !

石川県では、北陸新幹線金沢開業まであと２年半
を切り、建設工事などのハード面に加え、PR 戦略な
どソフト面における準備を着々と進めています。一
方で、空の玄関口である小松空港では、国際化・乗
継割引など、新幹線と競合しない部門を伸ばし、
「新
幹線との差別化」を進めていかなければなりません。
このような中、小松－台北便が、昨年の 12 月８日
より、週５便から週７便に増便され、デイリー運航
が開始されました。
平成 20 年６月に週２便で就航した小松－台北便
は、平成 23 年 10 月に週４便へ、昨年９月に週５便
へと次々に増便を重ねながらも、一貫して７割を超
える高い搭乗率を維持してきました。こうした状況
を受け、県では一層の利便性の向上を働きかけるた
め、昨年 10 月に、谷本知事が台湾を訪問し、台北
便を運航するエバー航空に対してトップセールスを
行った結果、今回のデイリー化が実現いたしました。
デイリー化により、曜日の制約を受けることなく、
より自由な旅行日程を組むことができるなど、利便
性が格段に向上し、ビジネス・観光の両面で多様な
需要に対応することが可能となりました。

県では、こ
うした利便性
の高さをしっ
かりと周知
し、これまで
他空港を利用
していた方々
小松－台北便デイリー化記念式典の様子
を取り込んで
いきたいと考えています。そのため、テレビ CM 等
によるデイリー化の集中告知や旅行番組による台湾
の魅力発信など、様々なメディアを活用した広報を
行うとともに、台北で石川県の観光情報や伝統的工
芸品を紹介するイベントを開催し、県内への冬場の
旅行需要の確保や、個人旅行客の掘り起こしを図る
など、アウトバウンド・インバウンド双方で誘客拡大・
利用促進の取組を戦略的に進めています。
また、空港施設についても、搭乗橋の増設のほか、
国際線出国待合室の拡張や免税店のリニューアルな
ど、利用者の利便性向上を図り、国際線の受入れ態
勢をしっかりと強化していきます。
お問合せ

石川県空港企画課
TEL 076-225-1337

都道府県だより
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岐阜県

Gifu

県内で初めて、県営ダム（阿多岐ダム、丹生川ダム）で
水力発電事業が行われることになりました。

を締結したところです。
阿多岐ダムでは、一般家庭約 360 世帯分の年間使
用量に相当する 130 万 kWh、丹生川ダムでは同約
580 世帯分に相当する 210 万 kWh がそれぞれ年間
に発電されます。阿多岐ダムは平成 27 年６月、丹生
川ダムは平成 28 年６月の運転開始予定です。
今後も、ほかのダムや農業用水を利用した小水力
発電など、環境への負荷が小さい再生可能エネルギー
の利用促進を図り、｢清流の国ぎふ｣ づくりを一層推
進していきます。

再生可能エネルギーの重要性が高まる中、包蔵水
力日本一を誇る本県の豊かな水を利用した水力発電
は、安定的な電力の供給源として、また貴重な純国
産のエネルギー源としてお役に立てるのではないか
と考えています。
そこで昨年来、中部電力（株）と、ダム放流水を
利用した発電について協議を続けてきましたが、こ
あ

た

ぎ

にゅうかわ

の度県営の阿 多 岐 ダム（郡上市白鳥町）と丹 生川ダ
ム（高山市丹生川町）で、小水力発電事業（最大出
力はそれぞれ 190kW、350kW）が行われることに
なりました。県営の既存ダムを活用した水力発電事
業は、県内では初めてとなります。
これら二つの県営ダムは、洪水の防止や渇水時の
河川流量の維持、丹生川ダムについてはそれらに加
えて高山市への水道用水の供給という目的を有して
てい だか

いますが、堤 高（ダムの高さ）や流量があることな
どから、発電という新たな役割が加わりました。
昨年 11 月 29 日（木）には、
阿多岐ダムについては、
中部電力（株）と県の２者で、
丹生川ダムについては、
高山市を加えた３者で、発電事業実施に関する協定
30

丹生川ダム（平成 24 年６月完成）

お問合せ

岐阜県広報課
TEL 058-272-1116

愛知県

Aichi
もっと知ろうよ あいちの消防団

よる消防団活動のあり方検討会」を開催し、消防団
PR 団員と学生団員が、若い団員を確保するためには
どうしていけばいいのかについて、若者ならではの
自由な発想で討論します。そのほか、PR 団員が県内
の大学へ赴き、消防団員募集の PR 活動も行います。
消防団 PR 団員の詳しい活動は、
「もっと知ろうよ
あいちの消防団」を御覧ください。

愛知県では、本年７月から、
「消防団活動発進事業」
を実施しています。
平成 23 年度に愛知県が県民を対象に行った「消防
団理解度・認知度調査」では、消防団の活動内容を
知らないと答えた方が、全体の 50%を超え、消防団
活動が広く知られていないことが明らかになりまし
た。こうしたことから、消防団の活動内容を積極的
にアピールし、県内の消防団に対する理解の促進と
団員の増加を図ることを目的にこの事業を実施して
いるものです。
事業では、18 歳から 26 歳の３名の消防団 PR 団
員を愛知県内の六つの消防団に派遣し、PR 団員のそ
れぞれが、消防団の訓練や夜警などの消防団活動を
体験して、その体験内容や感想などをブログなどで
発信しています。また、消防団応援ソングの作成や
消防団を紹介する新聞の発行など、３名の PR 団員
消防団ＰＲ団員
の特技を生かした成果物の作成にも取り組んでおり、
お問合せ
活動期間の最後となる平成 25 年２月には成果物の報
愛知県防災局消防保安課
告会を行います。
TEL 052-954-6195
また、愛知県では、消防団員の減少や平均年齢の
上昇を危惧し、若い団員の確保にも取り組んでいま 「もっと知ろうよ あいちの消防団」HP
http://www.aichi-shobodan.jp
す。平成 25 年１月には、
「消防団 PR 団員と学生に

都道府県だより
Mie

2013 年 1 月

三重県

「鳥羽・志摩の海女文化」調査中 !

また、海女の持つ歴史的な背景を解明するため古文書
類についても確認調査を行っていきます。
現在、調査の速報として、パネル展示を鳥羽マリン
ターミナル（鳥羽市）など県内３ヵ所で実施していま
す。今後の日程は、以下のとおりです。

ぎょろう

三重県の海女
（素潜り漁を行う女性）
は、独自の漁撈
技術や習俗を持ち、全国的にも稀少な文化として注目
されています。また、日本で活動している海女の約半
数は、三重県の鳥羽・志摩地域で活動しています。
三重県教育委員会では、平成 22 年度と 23 年度に
志摩市阿児アリーナ（志摩市阿児町神明 1074 番地 14）
実施した「海女習俗基礎調査」により得た実態につい
期間：１月 19 日（土）から２月３日（日）まで
て整理をするとともに、平成 24 年度からは、その習
＊観覧時間は、
９時から 21 時 30 分までです。なお、
俗の全容を明らかにするため、
基礎調査に引き続き「海
休館日の火曜日は観覧できません。
女習俗詳細調査」を、海女の皆さんや漁業協同組合及
び関係機関に協力いただき実施しています。
今後、調査の成果を取りまとめ、県文化財指定を目
詳細調査では、 指して取組を進めていきます。なお、
「海女習俗基礎
鳥羽・志摩地域の
調査報告書」は、下記に掲載しています。
海女本人への聞き
書き（ヒアリング）
お問合せ
を行い、漁撈技術、 三重県教育委員会事務局社会教育・文化財保護課
祭行事、儀礼につ
TEL 059-224-3328
いて、文化財とし 「海女習俗基礎調査報告書」HP
ての価値を探って
http://www.bunka.pref.mie.lg.jp/bunkazai/ama/
いるところです。 amahoukoku.pdf
鳥羽マリンターミナルでの展示
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福井県

Fukui
福井国体 大会愛称 & スローガン決定 !
～福井しあわせ元気国体～

2018 年に国体が開催される福井県。現在、様々な
準備を行っているところですが、この度、その大会
愛称とスローガンを決定しました。
大会愛称：
「福井しあわせ元気国体」
スローガン：
「織りなそう 力と技と美しさ」
大会愛称の「福井しあわせ元気国体」は、幸福度
日本一と言われる福井県で、しあわせを感じ、元気
があふれる国体を創り上げ、県民みんなで全国から
の参加者を温もりの心でもてなし、交流を通じて、
しあわせと元気を全国に発信するというものです。
また、スローガンの「織りなそう 力と技と美しさ」
には、参加する選手が持てる力と技と美しさを、福
井県が誇る織物のタテ糸とヨコ糸のように織りなし、
競技に全力を尽くしてほしい。そして、県民一人ひ
とりが、それぞれの立場で主体的に関わり、相互に
つながりを深め、みんなで感動を共有しようという
想いが込められています。
これらの大会愛称とスローガンは、県内在住・在
勤者たちからいただいた総数約 15,000 件もの応募の

中から選ばれた最優秀作品を基に決定されました。
今後は、マスコットキャラクターのデザイン募集
と合わせ、この大会愛称とスローガンを県内にくま
なく浸透させることにより、国体開催の気運を盛り
上げていきたいと考えています。
各競技種目の競技会場などの決定と並行して、開・
閉会式会場には昭和 43 年福井国体時の会場であった
福井県営陸上競技場を選定。今後、同競技場を含め
た福井運動公園の整備を進めていきます。
福井県では、国体を一過性のイベントとして終わ
らせるのではなく、未来へとつながる大会になるよ
う、今後とも開催準備に取り組んでいきます。

平成 24 年度は 24 位の成績を収めた福井勢

都道府県だより
Shiga

2013 年 1 月

滋賀県

「あったか介護ありがとうメッセージ&写真」で
介護者へエール!

事表彰を行いました。
どの作品も、介護にまつわる感動的なエピソード
が綴られ、介護をする人への感謝とともに介護を通
してつながる家族の絆、地域の絆、介護職員との絆
が描かれていました。
今後は、これら優秀作品を活用して、作品集やポ
スターを制作し、学
校や介護施設等へ
配布することによ
り、 介 護 の 大 切 さ
を考えていただく
契機とするととも
に、 地 域 の 医 療 福
祉を守り育てる機
運の醸成につなげ
ていきます。
「あったか介護写真部門」 最優秀賞

滋賀県では、誰もが住み慣れた家庭や地域で安心
して暮らしていただけるよう、在宅医療と在宅介護
を一体的に推進するしくみづくりや体制整備を進め
ており、その担い手となる保健・医療・福祉の専門
職の人材確保が重要な課題となっています。
そこで、担い手となる専門職への感謝のメッセー
ジを募集し、現場への応援メッセージとするととも
に、在宅医療福祉の推進に向けて、若者にも保健・
医療・福祉の専門職への関心を高めていただけるよ
う、取り組んでいるところです。22 年度は看護職員
に向けて、23 年度は医師に向けて、今年度はその第
３弾として、介護職員や家族などに向けて感謝のメッ
セージと写真を募集しました。
県内にお住まい、又は通勤通学している方を対象
に、７月から９月までの３ヵ月間に、
「メッセージ部
門」「あったか介護写真部門」
「介護の心・ハート写
真部門」の３部門で作品を募集しました。計 217 件
の応募作品の中から審査の結果、部門ごとに最優秀
賞、優秀賞、入賞が選ばれ、11 月 25 日に「滋賀の
医療福祉を守り育てる県民フォーラム」の会場で知

タイトル「夏の水分補給」

お問合せ

滋賀県健康福祉部医療福祉推進課
TEL 077-528-3597
HP http://www.pref.shiga.jp/e/lakadia/kourei/
20121113nyusyousya.html
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Kyoto

京都府

京の伝統美の魅力満載 ウェディングショーを開催
伝統の息づかいを目の前で体感していただくため、
京都府では、京の伝統美あふれるウェディングファッ
ションショー「古都コレクション」を 11 月 17 日に
京都府庁旧本館で開催しました。
ルネサンス様式の洋館で、国の重要文化財にも指
定されている京都府庁旧本館内で繰り広げられた
ショーには、京都の伝統工芸である西陣織や京友禅
の白無垢や色打掛を始め、優雅なドレスなどのウェ
ディングファッションをまとったモデルたちが次々
と登場。間近で目にする衣装の美しさや新しいブラ
イダルヘアメイクの素晴らしさに、会場からはため
息と感嘆の声が揚がりました。
京都には京
友禅や西陣織、
丹後ちりめん
など伝統産業
を支えてきた
技術や感性が
蓄積されてお
り、 古 く か ら
婚礼衣装を取
り扱う企業が
数多くありま
す。 ま た、 寺

社や重要文化財の建築物など歴史的・文化的にも物
語性のあるロケーションが多く、
「メモリアルの聖地・
京都」として、結婚に興味のある方や海外のマーケッ
トからも注目されています。
ウェディング産業は、貸し会場や宿泊、飲食、旅
行業など関連産業の裾野が広い分野です。京都の地
域資源を有効活用し、国内外の多くの方々に京都の
歴史と文化、そ
して伝統技術に
触れていただ
き、産業振興や
観光誘客につな
げるため、今後
も「京都」の魅
力を広く発信し
ていきたいと考
えています。

お問合せ

京都府染織・工芸課
TEL 075-414-4856
FAX 075-414-4870
※ショーの様子は YouTube で御覧いただけます
https://www.youtube.com/watch?v=JGOu0vvMDto

都道府県だより
Osaka

2013 年 1 月

大阪府

第２回特許ビジネス展示会 in MOBIO を開催
～関連イベント「３つの発明展」を同時開催～
大阪府では、１月 17 日（木）
、18 日（金）の２日
間、MOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪）に
おいて、
「第２回特許ビジネス展示会 in MOBIO」を
開催します。
この展示会は、大阪府知的財産戦略指針で位置付
けた知的財産の活用に関する戦略の一つで「アイデ
ア（特許）を事業化したい企業・公設試・大学・個人」
と「アイデアを活用したい企業」との出会いの場です。
当日は、マッチングだけでなく、弁理士・弁護士・
中小企業診断士等によるセミナーや無料相談会、京
都大学 iPS 細胞研究所知財契約管理室長の高須直子
氏の講演などもあり、多くの方に楽しんでいただけ
る内容になっています。
また、関連イベントとして、１月４日（金）から
２月８日（金）までの間、MOBIO 常設展示場で「３
つの発明展」として『大阪から生まれた企業発明展』
『宇宙技術から生まれた企業商品展』
『女性のアイデ
アから生まれたヒット商品展』を開催します。
ライセンス可能な特許と知財のスペシャリストが
集合した特許ビジネス展示会に御来場ください。
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お問合せ

大阪府商工振興室ものづくり支援課
TEL 06-6748-1052
FAX 06-6748-1062

奈良県

Nara

国際賞「平城遷都 1300 年記念アジアコスモポ
リタン賞」第１回授賞式
◆アジアコスモポリタン賞とは
東アジア・アセアン経済研究センター（ERIA）が、
平城遷都 1300 年を記念して創設した国際賞で、東ア
ジアにおける文化面・経済面での地域統合、域内の
格差是正、持続可能な成長社会形成を主眼に、質的
に充実した東アジア共同体形成に資する優れた貢献
を行った個人・団体を顕彰するものです。
◆創設の背景
2015 年までの構築が目指されている ASEAN 共同
体実現のため、平和で安定した東アジア全体の発展
に一層貢献することを目指し、ERIA が本賞を創設し
ました。これは、
2010 年に奈良県で開催された
「ERIA
リージョナルネットワークフォーラム」で提案され
たものです。その授賞については、東アジアにおけ
るコスモポリタン（国際）都市の先駆けであり、本
賞発案の地である奈良県において、２年に１回行わ
れることになりました。
◆受賞者
大賞は、国連貿易開発会議（UNCTAD）事務局長
のスパチャイ・パニチャパックさんで、アジア人と

して初の世界貿易機関（WTO）の事務局長を務め
た経歴や、自由貿易を支持する一貫した姿勢、人柄
などが評価されました。
そのほか、経済・社会科学賞は、米国コーネル大
学名誉教授のベネディクト・アンダーソンさん、文
たけ ひこ

化賞は、漫画家の井上雄 彦 さん、メモラブル賞（特
別賞）は、インドネシア戦略国際問題研究所創設者
の故ハディ・スサストロさんが、それぞれ受賞され
ました。

昨年 12 月 18 日に行われた
第１回 平城遷都 1300 年記念アジアコスモポリタン賞授賞式

お問合せ

奈良県東アジア連携課
TEL 0742-27-5821

都道府県だより
Wakayama

2013 年 1 月

和歌山県

陸奥宗光シンポジウムの開催について
和歌山県では、松下幸之助、華岡青洲、南方熊楠を
始めとする郷土に縁のある偉人の功績を顕彰するシン
ポジウム等を毎年開催しています。本年度は、平成
24 年 12 月１日 ( 土 ) に明治大学アカデミーホールに
おいて和歌山県の偉人「陸奥宗光」を顕彰するシンポ
ジウムとして、
「外務大臣就任 120 周年記念 陸奥宗
光シンポジウム～和歌山県（紀州藩）が生んだカミソ
リ大臣、陸奥宗光と日本外交～」を開催したところ、
約 800 名の参加者があり、大盛況に終えることがで
きました。
陸奥は、日清戦争と独仏露の三国干渉への対応や不
平等条約の撤廃に辣腕をふるい、日本の外交の礎を築
きました。また、徴兵制や地租改正等の新制度を取り
入れるなど、近代日本の原点の構築にも尽力しました。
本シンポジウムの開催に当たっては、まず、陸奥宗
光の縁者に当たる NPO 法人岡崎研究所理事長・所長
の岡崎久彦氏から基調講演として、陸奥に係る幅広い
知見に基づく、大変興味深い話を披露いただきました。
次に、パネルディスカッションでは、パネリストの政
策研究大学院大学の北岡伸一教授及び明治大学特別招
聘教授（東京大学名誉教授）の御厨貴教授から陸奥の
外交手腕と明治期の国内・国際情勢についての鋭い分
析を、元 NHK アナウンサーである松平定知氏から聴
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衆を引き込む語り口調で社交界の華と謳われた陸奥の
夫人・亮子について、外務省軍縮不拡散・科学部長の
北野充氏から最前線におられる現役の外交官として陸
奥の仕事力について、それぞれ語っていただきました。
また、仁坂吉伸和歌山県知事からは陸奥を輩出した明
治維新期の紀州藩について話をしました。
本シンポジウムは、和歌山県が生んだ偉人「陸
奥宗光」の顕彰という一面もありますが、未曾有
の国難の時代に生きる我々が、国を思う明治期の偉
人の生き様に思いを馳せ、日本国民としての自信
と誇りを取り戻すきっかけとなったのではないで
しょうか。なお、本シンポジウムを是非とも陸奥の郷
土和歌山でも開催して欲しいとの声があり、本年２月
16 日（土）に和歌山市内でも開催します。

兵庫県

Hyogo

兵庫県立ものづくり大学校
「ものづくり体験館」
が
１月15日にオープン!

●本格的なものづくり体験の機会と場を提供する「ものづくり体験館」
社会構造の変化とと
もに、家庭や学校にお
いて、ものづくりの楽
しさ、大切さにふれる
機会が少なくなり、工
業高校や大 学の理 工
系 学部 への進学が減
少しつつあるなど、も
のづくり離れの風潮が
見られます。
道具箱を積み重ねたような外観の
ものづくり体験館
そこで、兵庫県では、
将来の進路を考える上で重要な時期となる中学生等に対し、産
業の礎となるものづくりへの関心を高め、職業としてのものづく
りの魅力と奥深さを伝えるため、本格的なものづくり体験の機
会と場を提供するための施設として、兵庫県立ものづくり大学校
「ものづくり体験館」をこの１月から供用開始します。
●ものづくり体験館の機能
ものづくり体験館には、主に三つの機能があります。
一つは、中学校の学年単位の団体を対象とした「ものづくり
体験学習」です。
「ひょうごの匠（※）」やものづくり企業の OB 等、
熟練技能者の指導による本格的なものづくり体験に加え、技能
士の技やものづくり企業の製品を集めた展示学習スペースでは、

見て触れながら、ものづくりのプロセスとそこに生かされた技を
体感することができます。
二つには、個人やグループを対象とした「ものづくり体験講座」
です。休日や夏休み等には、体験学習を受けた中学生向けレベ
ルアップ体験講座や小中学生向けテーマ別体験講座、親子工作
教室を、平日は一般向けワークショップなど多彩なプログラムを
用意しています。また、技術・家庭科教員の研修会場としても
利用される予定です。
三つめの「特別展・企画展」では、兵庫の伝統工芸品や、地
場産業の展示に加え、工作展や作品展なども開催します。

（※）技能の継承に熱意を持つ県認定の熟練技能士。中学校への出前
授業「ひょうごの匠」キャラバン隊を、平成 10 年度から 24 年度
まで延べ 260 校、36,000 名余りの生徒に実施。

●ものづくり大学校「姫路職業能力開発校」との連携
本校は、ものづくり体験館のオープンに先駆け、兵庫の産業
を支えるものづくりの基盤を高める新たな人材育成拠点として、
平成 23 年に姫路職業能力開発校を開校しています。姫路職業
能力開発校とものづくり体験館が連携することにより、学校教
育から職業生活までの総合的・体系的な人材育成拠点として、
効果的かつ特徴的な活動を展開していきます。
お問合せ

兵庫県立ものづくり大学校
TEL 079-240-7077
FAX 079-281-6626

都道府県だより
Tottori

2013 年 1 月

鳥取県

間もなく全線開通 鳥取自動車道 !
平成 24 年度末に待望の鳥取自動車道が全線開通し
ます。県庁所在地である鳥取市が全国の高速道路ネッ
トワークにつながります。
○鳥取－大阪間 ２時間 30 分 !
大阪を始めとして関西方面、山陽方面からの所要
時間が大幅短縮。現在から約 10 分短縮し、鳥取自動
車道整備前から約 50 分短縮されます。

○鳥取自動車道は全線「無料」
中国横断自動車道の佐用 JCT から鳥取 IC まで（約
62km）は全線無料。料金を気にせず何度でも乗り降
りできます。
○鳥取には魅力がいっぱい
世界初の砂像の展示施設「砂の美術館」
（鳥取砂丘）、
世界ジオパークネットワークに登録された「山陰海
岸」
、世界屈指のラジウム泉を誇る「三朝温泉」など
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鳥取には魅力が満載です。
鳥取県では開通に合わせて鳥取自動車道沿線地域
の道の駅・PA を巡るスタンプラリーを２月１日から
５月 31 日まで開催予定。鳥取自動車道全線開通で盛
り上がる鳥取県に是非ともお越し下さい。
お問合せ

鳥取県県土整備部道路企画課
TEL 0857-26-7406
HP http://www.pref.tottori.lg.jp/road/

岡山県

Okayama

岡山県備中エリアの新しい魅力発見 !
おでかけ B!chu スタンプコレクション開催中 !!

いた大変便利なア
プ リ で、 各 参 加
施設に備え付け
の QR コ ー ド を 読
み込むとスタンプ
を獲得することが
で き ま す。 こ ち ら
の ア プ リ は App
Store や Google
Play で「おでかけ
備中」と検索する
とダウンロード可
能です。
「おでかけ B!chu
スタンプコレク
シ ョ ン 」 は、 ２ 月
10 日まで開催して
います。岡山県備中エリアのいいモノ・いいコト探
しに、是非岡山へお越しください。

備中エリアは、岡山県の西部に位置します。白壁
の街として有名な倉敷市を始め、北は鳥取県に接す
る新見市、南は瀬戸内海に面する笠岡市など、七つ
の市と三つの町があり、町並み・アート・グルメな
ど多くの見どころがあります。
岡山県備中地域広域観光振興協議会では、１年前
に開業した倉敷駅北口の大型商業施設を訪れる県内
外からの多くの来場客を、より広域に、各観光施設
へ誘導するため、大型商業施設と観光スポットをつ
なぐ周遊観光コースを設け、スタンプラリーを実施
しています。
今回は、穴場的なスポットに着目し、テーマごと
に 20 のコースにまとめ、チラシやアプリで紹介して
おり、各スポットに設置されたスタンプを集めて応
募すると抽選で地域の特産品などが当たります。
スタンプラリーのチラシは、三井アウトレットパー
ク倉敷や各参加施設などでお配りしているほか、お
でかけ B!chu スタンプコレクションのホームページ
でも公開しています。
また、スマートフォンで手軽に参加できるアプリ
を配信しています。これはナビゲーション機能も付

お問合せ

備中地域広域観光振興協議会事務局（岡山県備中県民局）
TEL 086-434-7006
HP http://bichukanko.web.fc2.com/stamp.html

都道府県だより
Shimane

2013 年 1 月

島根県

島根の魅力を全国、世界に発信～映画「渾身 KON-SHIN」
平成 25 年１月公開 !

平成 23 年９月から１ヵ月半かけて全て隠岐諸島で
行われたロケには、20 人を超す俳優陣や地元キャス
ト・約 80 人のスタッフ、さらに延べ 4,000 人以上
の地元のエキストラが参加しました。ボランティア
も多く、まさに全島挙げての撮影となりました。
隠岐の古典相撲は、神社の遷宮や校舎新築など、
慶事があった時だけに、隠岐挙げて徹夜で行われる
相撲です。古典相撲は人情相撲と呼ばれ、勝負のし
こりを後に残さないように勝負は１勝１敗の引き分
けで終わること、個人としての勝負のみではなく、
その力士を出した地域同士の勝負でもあることなど
の特徴があります。
映画では、島で生まれ育った主人公が、古典相撲
に挑む夫を支え、その家族を励ます周囲の人々との
絆の物語が、雄大で美しい隠岐の自然を背景に繰り
広げられます。映画「渾身」を是非御覧ください。

島根県出雲市出身の映画監督・錦織良成監督によ
る 最 新 作「 渾 身 KON-SHIN」 が、 平 成 25 年 １ 月
12 日から全国公開されます。
映画「渾身」は、島根県の隠岐諸島の豊かな大自
然を背景に、古典相撲を通して、島と共に生きよう
とする人々と家族を描いた感動作です。

お問合せ

島根県広聴広報課
TEL 0852-22-5772
映画「渾身 KON-SHIN」公式サイト
http://kon-shin.jp/
映画「渾身 KON-SHIN」
（©2012「渾身」製作委員会）
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広島県

Hiroshima

欧州国連機関等への訪問
～核兵器のない平和な国際社会の実現に向けて～

今後とも、広島の取組を広く世界にアピールするとともに、
世界から支援をいただき、核兵器廃絶と平和構築のための幅
広い活動が活発に行われる「国際平和拠点ひろしま」の実現
に向けて、全力で取り組んでまいります。

ジュネーブのユニタール（国連訓練調査研究所）（※１）本部
より、広島県知事及び広島県議会に対して、ユニタール広島
事務所への長年の支援についての謝意の表明と本部への招聘
があり、知事は、10 月 28 日から 11 月４日まで欧州を訪問
しました。
この機を捉え、ユニタール本部のほか、ジュネーブの国連
欧州本部、世界保健機関本部、国際赤十字委員会本部、世界
経済フォーラム本部、ウィーンの国際原子力機関本部などを
訪問し、「国際平和拠点ひろしま構想」（以下「構想」）（※２）
の説明と協力要請、さらには、2013 年夏に広島で開催する
ワールド・ピースコンサート（※３）の説明を行いました。
ユニタール本部では、構想の実現に向け、より連携を強化
していくことに合意したほか、国連欧州本部では、トカエフ
本 部 長 が、 構
想推進への支
援 と、 広 島 へ
の訪問の意向
を示されるな
ど、多くの方々
に、 構 想 に 賛
同していただ
きました。

ユニタール（国連訓練調査研究所）

（※１）

国連総会によって設立された平和のための人材育成を目的とする機
関。広島事務所では、開発途上国や紛争終結国などの国づくりを担う
専門家を招き、平和のための人材育成を目指したプログラムを実施。

「国際平和拠点ひろしま構想」

（※２）

平成 23 年 10 月、国際平和の実現に向けて広島が果たすべき新たな
使命と役割を取りまとめたもの。明石康元国連事務次長など、国内
外の有識者により策定。

ワールド・ピースコンサート
「World Peace Concert“HIROSHIMA”2013」

（※３）

「ピース・アーチひろしまプロジェクト」のシンボル事業で広島発の
グローバルイベント。国内外の著名アーティスト等が参加し、平和
へのメッセージを世界に発信するコンサートを 2013 年７月 27 日か
ら８月６日（予定）まで広島で開催。
お問合せ

広島県地域政策局平和推進プロジェクトチーム
TEL 082-228-3046
「国際平和拠点ひろしま構想」HP
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/peace/
「ピース・アーチ・ひろしまプロジェクト」HP
http://www.peace-arch-hiroshima.net/

湯﨑知事（左手前）とトカエフ国連欧州本部長（右手前）

都道府県だより
Yamaguchi

2013 年 1 月

山口県

岩国錦帯橋空港が開港しました !
昨年の 12 月 13 日、長年にわたる地元の悲願であった
岩国錦帯橋空港が開港しました。空港の開港は、山口県
の「産業力・観光力の増強」を図る上で、大きな起爆剤
になると期待されており、県は地元と連携して空港の利
用促進を図るとともに、空港の開港を、県東部地域はも
とより山口県全体の活性化につなげていけるよう、企業
や首都圏からの観光客の誘致に取り組んでいます。
全日空機が羽田 - 岩国間を約 90 分で結び、１日４往復
８便運航しています。運航ダイヤは、ビジネスにも観光
にも、利用しやすいダイヤとなっています。
空港は、岩国市の中心部にある JR 岩国駅に近く、駅か
ら空港までの間は、航空機の発着に合わせて、連絡バス（所
要時間 12 分）が運行し、アクセスは大変便利です。周南
方面や柳井方面
と空港を結ぶ直
行バスも運行し
ています。
そして、駐車
場 は 約 600 台
収容可能で、航
空機の利用者は
無料となってい
ます。
岩国錦帯橋空港
また、県では、
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今年５月末まで「岩国錦帯橋空港開港 ! やまぐち往還観光
キャンペーン」を実施中です。このキャンペーンは、山
口県が全国に先駆けて、観光部門を民営化し、「（株）お
いでませ山口県」を設立したという架空の設定で、その
初代社長に就任した人気漫画の主人公で山口県出身の島
耕作が、観光活性化プロジェクトの第１弾として実施す
るというものです。首都圏からお越しのお客さまを株主
として、お得な割引や特典を盛り込んだ「株主様御優待券」
を発行し、都内にある「おいでませ山口館」などで配布
しています。そのほか、県内の名物料理や地酒、温泉地、
あじ

はく

らく

地旅など「味 」「泊 」「楽 」の三つをテーマにした特別企
画などを用意しています。キャンペーンの詳しい情報は
「（株）おいでませ山口県」のサイトを御覧ください。
お問合せ

山口県交通政策課
TEL 083-933-2522
山口県観光振興課
TEL 083-933-3170
岩国錦帯橋空港 HP
http://iwakuni-airport.jp/
（株）おいでませ山口県 HP
http://www.oidemase.or.jp/company/

岩国錦帯橋空港
（株）
おいでませ山口県

検索
検索

Kagawa

香川県

香川へＧＯ !!
うどん県副知事の要潤さんが、
「香川県」改め「う
どん県」を宣言したのが平成 23 年 10 月。発表と同
時にホームページや新聞、雑誌などで大きく取り上
げられました。
そして、
今年度も様々な「
『うどん県。それだけじゃ
ない香川県』プロジェクト 2012」を展開してきまし
た。４月からは、香川の旬の食材を PR しようと毎月
ホームページで「副知事 要の台所」を公開し、６
月には、香川の新しい魅力を表現する「うどん県アー
トコンペティション 2012」を実施しました。10 月
には、要潤さん、木内晶子さん、川井郁子さんの３
人の副知事がお薦めする「オリーブ」
「栗林公園」
「直
島のアート」が描かれたポスターを制作し、そして
11、12 月 に
は、 国 民 的 な
タレントであ
る加藤茶さん
を起用したプ
ロモーション
ビデオを発表
しました。
新しい映像
プロモーションビデオ「うわさのアート」篇
は「 お 迎 え 」

篇、「カナメか
らの手紙」篇、
「うわさのアー
ト」篇から成
り、 加 藤 茶 さ
んを起用した
意外性とイン
JR 高松駅前での続編映像ロケ風景
パクトのある
映像で、知名度アップを図り、そんなおもしろそう
な香川県を旅行先に選んでいただきたいという思い
を込めました。撮影には 400 名を超える県民の皆さ
んにエキストラとして、うどんはもちろん、うちわ
や張子の虎、手袋などの県産品を持ち寄って参加し
ていただきました。
「おもてなしの心」でお迎えし、食やアートの魅力
を伝えます。日本で一番小さな香川県には、あれも
これもぎゅっと詰まっています。是非確かめに来て
ください。
これからも、うどんだけじゃない香川県を盛り上
げていきます。さぁ、香川へ。お待ちしています。
「よ
うこそ、それだけじゃない香川県へ。」
お問合せ

香川県観光振興課
TEL 087-832-3379
HP http://www.my-kagawa.jp/udon-ken/

都道府県だより
Tokushima

2013 年 1 月

徳島県

自作のムービーで県政 PR!
「魅せる ! とくしまムービー」

てきました。
その結果、各部局で行われる様々なイベントや、
先般開催された国民文化祭の様子など、これまでに
50 本以上のムービーを制作、ホームページ上で公開
しています。
今後もどんどんアップ予定 ! これからも皆さんに
知ってもらいたい県政情報を、職員手づくりの動画
で分かりやすく思いを込めてお届けしていきます。

県が実施する様々な事業やイベント。テレビの
ニュースや新聞に取り上げられるものはほんの一部
分で、予算をかけずにもっと多くの取組を広く県民
に知ってもらう方法はないものか…。そんな思いか
ら生まれたのが、今年度から始まった「
『魅せる ! と
くしまムービー』情報発信事業」です。これは県職
徳島県 HP インターネット放送局
員自らが県政情報を分かりやすく伝える映像を制作
「魅せる
! とくしまムービー」
し、県のホームページやインターネット動画サイト
http://www.pref.tokushima.jp/movie/ch/2/list/
にアップするもので、撮影から編集まで映像制作に
かかる全ての作業を職員が行います。
４月に広報広聴担当職員と各部局から推薦された
職員で構成するプロジェクトチームが発足。ビデオ
カメラに触ったことすらないというメンバーが多い
中、数少ない経験者に撮影や編集のアドバイスをも
らいながら手探りで最初に仕上げたのが、
「とくし
まマラソン 2012」のムービーです。春の嵐とも言
える天候の中、ランナー記者を含む総勢 18 名で、
42.195km、制限時間７時間の長丁場を８台のカメラ
を駆使して撮影。１ヵ月の編集作業を経て、ようや
く完成させることができました。
技術面の不安は、地元の大学と連携した映像制作
講座を実施し、
プロの指導を受けることで解消。撮影・
編集の数をこなすことで着実にスキルアップを図っ
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Ehime

愛媛県

「ゆるキャラグランプ 2012」での「バリィさん」
グランプリ受賞について
昨 年 の ９ 月 15 日 か ら 11 月 16 日 ま で の ２ ヵ 月
間、携帯電話やパソコンからの投票により、御当地
キャラクターの人気を競う「ゆるキャラグランプリ
いま ばり
2012」が行われましたが、愛媛県の今治観光大使の
「バリィさん」が、昨年２位の悔しさを晴らし、見事
グランプリを受賞しました。
「バリィさん」は、３本の本四架橋の中で唯一自転
車で渡れる「瀬戸内しまなみ海道」の終点に位置す
る今治市の産業、食、観光をモチーフに、どなたに
も親しんでいただけるゆるーいキャラクターで、焼
き鳥のまち今治生まれの今治育ちのトリです。頭に
来島海峡大橋をイメージしたクラウンをかぶり、タ
オル生地のハラマキをし、手には特注の船の形の財
布を持っています。（参考：今治市はタオルの生産量
日本一で、造船業が盛ん）

愛媛県では、「バリィさん」のグランプリ獲得を機
に、「伊予観光大使」に就任いただき、愛媛の観光・
物産イベントなどを県内外に広く情報発信してもら
うことになりました。
今後は、全国的に注目度が高まった「バリィさん」
の発信力を生かしながら、愛媛県イメージアップキャ
ラクター「みきゃん」と連携し、愛媛県の知名度向
上や地域活性化に取り組んで参りますので、今後と
も、
「バリィさん」や「みきゃん」をよろしくお願い
します。
〔いまばりゆるきゃら
バリィさんの HP〕
http://www.barysan.net/

都道府県だより
Kochi

2013 年 1 月

高知県

集落活動センターを核とした集落の維持・再生
に向けた仕組みづくり
高知県の中山間地域では、高齢化の進行や人口減
少に伴う地域活動の担い手不足、買い物や移動手段
といった生活面での不安、農林水産業を担う人材不
足など、様々な課題に直面しています。その一方で、
昨年度実施した「集落実態調査」の結果から、地域
住民の皆様は、集落への「愛着」や「誇り」を感じ
ながら「今後もここに住み続けたい」という強い思
いを持っていることが分かりました。
そのため、高知県では、中山間対策として、旧小
学校区程度をエリアとする近隣の集落が連携して、
廃校や集会所などを拠点に、それぞれの地域の課題
やニーズに応じて、住民自らが地域ぐるみで取り組
む“集落活動センター”の仕組みづくりに取り組ん
でいます。センターでは、地域のリーダーや外部人
材を中心に、高齢者の見守りなどの福祉や生活面で
のサービス提供のほか、地域の特産品を生かした加
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工品づくりなど、地域でお金が回る経済活動を行い
ます。また、地域おこし協力隊の高知県版「高知ふ
るさと応援隊」も積極的にセンターの活動をお手伝
いしています。高知県では、このように中山間地域
の住民の主体的な取組の活動拠点となる集落活動セ
ンターを、今後 10 年で 130 ヵ所開設することを目
指しています。
集落活動センターの取組について、詳しくは下記
ホームページを御覧いただくか、中山間地域対策課
までお問合せください。

お問合せ

高知県産業振興推進部中山間地域対策課
TEL 088-823-9600
HP http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/121501/

福岡県

Fukuoka
11 月 18 日「福岡共同公文書館」開館
全国初 ! 県と市町村が共同で設置・運営

行政を知る場として、学習や研究の場として、幅広く
御活用ください。

福岡県と県内市町村（北九州市・福岡市を除く）が共
同で設置、
運営する
「福岡共同公文書館」が開館しました。
公文書館では、明治以降における県や市町村の政策
や重要事項の決定・実施の過程を記した公文書を永久
保存し、約 88 万冊が収蔵できます。
県と市町村が共同で設置する公文書館は、全国初の
取組です。

福岡共同公文書館の特長
・歴史公文書を適切な環境で保存するとともに、県内
自治体の歴史公文書を一元的に管理することが可能
・平成の大合併において危惧された市町村の重要文書
の散逸を防ぐ
・利用者は、県内の自治体の公文書を１ヵ所で閲覧可能
・建設費・運営費が単独設置よりも軽減される

お問合せ

福岡共同公文書館（
「福岡県立公文書館」及び「福岡県
市町村公文書館」の総称）
所在地 筑紫野市上古賀 1-3-1
開館時間 午前９時から午後５時まで
休館日 月曜、祝日、年末年始
TEL 092-919-6166
HP http://kobunsyokan.pref.fukuoka.lg.jp

都道府県だより
Saga
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佐賀県

「九州国際重粒子線がん治療センター」
新鳥栖駅前に５月開設
今や日本人の２人に１人はかかると言われる「が
ん」。効果的ながん対策が求められている中、
全国４ヵ
所目、九州では初の重粒子線がん治療施設「九州国
際重粒子線がん治療センター」
（愛称：サガハイマッ
ト）が、いよいよ今年５月、JR 長崎本線や九州新幹
線が停車する新鳥栖駅前に開設します。
重粒子線がん治療は放射線治療の一つで、がん病
巣にエネルギーを集中して照射できるため、がんの
周りの正常細胞へのダメージを最小限に抑え、患部
だけを集中的にたたくことが可能です。さらに、従
来の放射線治療に用いられるエックス線などに比べ、
がん細胞を破壊する力が２～３倍ほど強いため、照
射回数が少なくて済み、骨や筋肉にできる肉腫や、
口や鼻の粘膜などにできる悪性黒色腫など従来の放
射線治療が苦手としていたがんにも治療効果が期待
できます。また、
治療に伴う体への負担が少ないため、
高齢者など体力に不安のある方への治療の可能性も
広がります。さらに、通院でがんを治療できるとい
う利点もあります。
昨年 10 月に完成した建物内部は、木目調の内装や
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間接照明、ステ
ンドグラスなど
を取り入れ、患
者さんに少しで
もリラックスし
て治療を受けて
もらえるような
５月に開設する「九州国際重粒子線がん治療センター」の外観
工夫が施されて
います。今後は、
治療装置の試運転などの調整を経て、今年５月に開
設。その後、医療機関から紹介患者を募り、７月か
ら患者を受け入れ、治療を始めていきます。
当初は全ての診療が保険外診療となる自由診療で
の治療から始め、12 月からは保険診療との併用が認
められる先進医療による治療を開始する予定です。
お問合せ

佐賀県粒子線治療普及グル―プ
TEL 0942-87-3072
サガハイマット HP
http://www.saga-himat.jp/
サガハイマット

検索

長崎県

Nagasaki
女性力で活性化 !
～チャレンジの芽を応援しています～

■仲間づくりサロン「井戸端
みんなでワハハ」
【川棚町】
元気いっぱいの主婦たちが、地域課
題を自ら解決するコミュニティビジ
ネスとして、外出を控えがちな高齢
者などを対象にしたサロンを運営

イキイキ。ワイワイ。女性たちの発想と情熱が新た
な風を吹き込んでいます。
「地域や社会でもっと活躍し
たい」
「新しいことを始めたい」そんな女性たちを応援
するため、長崎県は「女性力でながさきを活性化プロ
ジェクトチャレンジ事業」を創設しました。女性のパ
ワーを原動力にした活性化のモデル事業で、30 もの応
募の中から採択された五つの事業が、女性ならではの
アイデアやセンスを発揮して元気に活動しています。
■おうち起業・ママフェスタ
【佐世保市】

■女船頭組の海と生きる郷づ
くり【新上五島町】

男社会だった“海”の仕事に女性の
夢や笑顔をプラスして、島内外の交
流を促進。航海体験や食育などを通
して島ならではの魅力を発信

■お母さんがプロデュース !
子ども職業体験事業【五島市】

子育て中の女性が自宅で仕事を持

地域の社会活動に関わりの少ない子
育て世代の主婦層が中心になり、街
を巻き込んで子ども向けの職業体験
イベントを企画・運営

ち、自分らしい働き方や将来のビ
ジョンを描けるよう、ロールモデル
による講座や出店・交流の場となる
フェスタを開催

新たな一歩を踏み出した女
性たちの挑戦が、地域に夢と
元気を与えています。

■ Nagasaki Bright Project
【長崎市】
女性の得意分野を生かして起業した

お問合せ

女性たちによるコラボレーション

長崎県男女共同参画室
TEL 095-822-4729
HP http://www.pref.nagasaki.jp/danjo/

で、個々ではできなかったことに
チャレンジする機会を創出

都道府県だより
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大分県

Oita
くにさき

「国東半島アートプロジェクト 2012 春期」に
御期待ください

されるなど、神仏習合文化発祥の地。また、豊かな
自然と多くの寺院を有し、独自の文化や奇祭などが
受け継がれていることから日本の秘境 100 選に選ば
れています。
その国東半島を舞台としたプロジェクト春期の注

昨年 11 月の秋期に引き続き、２月から３月にかけ
て「国東半島アートプロジェクト 2012 春期」が開
か か ぢ
催されます。国東半島芸術祭協議会（県、
豊後高田市、 目は、何といっても香 々 地 プロジェクト。豊後高田
国東市、ツーリズムおおいた）が主催するこのプロ
市香々地地区の長崎鼻にベンチ型作品を恒久設置し、
ジェクトは、国東半島の魅力を、現代アートを通じ
それらのベンチを巡るウォーキングコースをつくろ
て全国に情報発信し地域活性化につなげることが目
うという取組です。故ジョン・レノンの妻で芸術家
的です。
のオノ・ヨーコ氏と韓国を代表するクリエーターの
大分県北東
チェ・ジョンファ氏による出品が決定しており、新
部 に 位 置 し、 たな名所となることが期待されています。
瀬戸内海と大
そのほかにも、期間中に国東半島を巡れば、豊か
陸を結ぶ交易
な恵みと文化、そしてとっておきの芸術体験がまっ
の要衝であっ
ています。
た国東半島は、 【そのほかのイベント】
仏教に宇佐八
○シンポジウム＜国東半島芸術会議＞
幡 宮 か ら 伝
2/9（土）13:00 ～ 16:00（予定）豊後高田市旧香々
わった八幡信
地町役場
仰を取り入れ
○石川直樹写真展
ろく ごう まん ざん
た「六 郷 満 山 」 2/9（土）～ 3/10（日）豊後高田市旧香々地町役場
○わたしのとっておき 国東半島写真展
と呼ばれる山
成仏寺修正鬼会（国東市）
photo by Naoki Ishikawa 岳 仏 教 が 形 成
2/9（土）～ 3/10（日）豊後高田市旧香々地町役場
じょうぶつじしゅじょうおにえ
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Kumamoto

熊本県

未来型エネルギーのトップランナーを目指し、
「熊本県総合エネルギー計画」を策定 !

計画策定を契機に去る 11 月 15 日に開催した「熊
本県総合エネルギー計画シンポジウム」では、約
400 名が参加し、熊本県における再生可能エネルギー
の利用可能性や今後の熊本のエネルギー政策につい
て、活発な議論が行われました。これを契機に、こ
の取組を県全体に波及させ、省エネのさらなる促進
や、新エネルギーの導入を加速させていきます。

熊本県は、国のエネルギー政策が見直されている
中、未来型エネルギーのトップランナーとして新エ
ネ・省エネ先進県を目指し、平成 24 年 10 月、全国
に先駆けて、
「熊本県総合エネルギー計画」を策定し
ました。
計画では、四つの施策を柱として掲げました。①
熊本県の恵まれた自然や地域の特性を最大限に生か
した多様な「新エネルギーの導入加速化」
、②県民総
ぐるみによる「省エネルギーの推進強化」
、③災害に
強い自立・分散型電源などの「新たなエネルギー需
給体制の構築」
、④新エネ、省エネなどの「エネルギー
関連産業の振興」
、を各地域の地域資源や地理的条件
などの特色を生かして推進していきます。
また、エネルギー施策の将来像として、持続可能
な社会の構築を目指し、平成 32 年度までに、新エネ
ルギーの導入量と、省エネルギー等によるエネルギー
削減相当量の合計が、原油換算で 100 万 kL（県内の
家庭部門の電力消費相当量に該当）となることを目
標として、県民総ぐるみで取組を進めていきます。

シンポジウム開催の様子

お問合せ

熊本県エネルギー政策課
TEL 099-333-2320

都道府県だより
Miyazaki

宮崎県

ＷＢＣ日本代表「侍ジャパン」が宮崎で直前合宿！
宮崎県では、温暖な気候と充実した施設を生かし、
官民が一体となって、スポーツイベントの開催やス
ポーツキャンプ・合宿の誘致に取り組む「スポーツ
ランドみやざき」づくりを推進しており、特に１月
から２月にかけては、プロ野球やＪリーグなど多く
のプロスポーツチームがキャンプのため来県します。
そして、今年は、３月に開催される第３回ワールド・
ベースボール・クラシック（WBC）に出場する日本
代表チーム「侍ジャパン」の直前合宿が、２月 15 日
（金）から 21 日（木）までの１週間、宮崎市の「サ
ンマリンスタジアム宮崎」を中心に実施されます。

前回（2009 年）の WBC 宮崎合宿

2013 年 1 月

侍ジャパンの合
宿 が 前 回（2009
年）に引き続き本
県で実施されるこ
と と な っ た の は、
充実した練習環境
と合宿地としての
豊富な経験が高く
評価されたことに
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よるものであり、また、多くの観客の来県など大き
な経済効果が期待できることから、今回の合宿決定
は、口蹄疫からの再生を目指す県民を大きく勇気づ
けるものとなりました。
本県としては、日本一のキャンプ地としての誇り
にかけて、万全の準備と“おもてなしの心”でお迎
えすることで、侍ジャパンの WBC ３連覇を後押し
させていただきたいと考えています。
２月には是非
宮崎にお越しい
た だ き、 侍 ジ ャ
パンのメンバー
に熱い声援をお
送りください。

サンマリンスタジアム宮崎

お問合せ

宮崎県みやざきアピール課
TEL 0985-26-7108

鹿児島県

Kagoshima

新エネルギー製品展示場「県庁エコガーデン」が
オープンしました。
近年、地球温暖化を始めとする環境問題に加え、
東日本大震災による原子力発電所の事故を契機に、
電力供給不足が懸念されるなど、環境やエネルギー
を取り巻く状況は大きく変化しています。
このため、地球環境先進県として、地球を守る低
炭素社会の実現に率先して貢献し、環境への負荷の
少ない社会を構築するため、本県においては、
「新エ
ネルギー導入ビジョン」や「地球温暖化対策実行計
画」といった各種計画等の見直しや「新エネルギー・
環境フェア」などの普及啓発活動、住宅用太陽光発
電設備導入に対する助成等を実施しています。
この一環とし
て、新エネルギー
製品や省エネル
ギー製品の更なる
導入促進を図るた
め、県庁北駐車場
の屋上緑地を活用
し、これらの製品

等の常設展示場「県庁エコガーデン」を開設するこ
ととし、去る 11 月 14 日にオープニングセレモニー
を開催しました。
「県庁エコガーデン」では、県内 13 の企業・団体
が取り扱っている太陽光発電設備や小型風力発電設
備などの新エネルギー製品、LED 照明などの省エネ
製 品 を、 平 成
26 年 ３ 月 末 ま
で展示すること
としています。

お問合せ

鹿児島県地球温暖化対策課
TEL 099-286-2546
HP http://www.pref.kagoshima.jp/infra/energy/
eco_garden/index.html
鹿児島県 エコガーデン

都道府県だより
Okinawa

検索
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沖縄県
３月、春の暖かい陽気の中、沖縄で「笑い」そして「平
和」を実感し、さらに沖縄の魅力も存分に感じられ
る「第５回沖縄国際映画祭」に、国内外から多くの
皆様、めんそ～れ !

「第５回沖縄国際映画祭」今年も開催 !
2012 年３月に開催された第４回沖縄国際映画祭で
は国内外から 41 万人の来場者を記録し、350 名もの
有名人や芸人を始めとする豪華ゲストを迎え会場は
笑いと涙であふれ大いに盛り上がった。
今年も“Laugh&Peace”をテーマに、子どもから
大人まで楽しめるプログラムを取りそろえて映画祭
をお届けする。恒例の長編プログラム、アジアのコ
メディ映画をセレクションした特集プログラム、第
３回からスタートした地域発信型プロジェクト、昨
年に引き続き世界最大級の移動型野外スクリーンで
の上映、沖縄の結婚式には欠かせない余興映像など
盛りだくさんの映画祭だ。

◆開催概要
会期：2013 年３月 23 日（土）～３月 30 日（土）
会場：① 沖縄コンベンションセンター及び周辺地区
（宜野湾市）
② 桜坂劇場及び国際通り周辺（那覇市）、
北谷町始め県内各所
主催：沖縄国際映画祭実行委員会
HP：http://www.oimf.jp/
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いま地域医療は

自治医科大学卒業生からの現地リポート

NO. 342

「被災地で想う」
公立志津川病院

南三陸町は宮城県の北東に位置し、リアス式海

副院長

西澤 匡史（宮城県）

で培った連携を活用したことも大きな要因と言え

岸に囲まれた漁業を中心とする人口 17,666 人の

る。また、震災直後から９月末まで続けられた自

町であった。しかし、2011 年３月 11 日に起き

治医大同窓会の支援は大きな力となった。

た震災により町は壊滅的な被害を受け、平成 24

現在は町外の志津川病院と町内の南三陸診療所

年５月末現在で人口 15,280 人まで減少、死者・

という二つの施設で医療を行っている。平成 24

体の 62% )、海岸から３km 内陸まで浸水し、役場、

が新たにオープンし、外来の検査体制については

行方不明者 900 名前後、
被災世帯数は 3,311 戸 ( 全

年４月には CT や内視鏡設備を整えた仮設診療所

消防署、警察署、銀行、商店街など町の主要な建

震災前のレベルに戻すことができたものの、片道

物は壊滅的な被害を受けた。

35km、車で 45 分程度離れた二つの医療施設を

医療機関は公立志津川病院 ( 病床 126 床 ) と

支えていくのは正直なところ、非常に苦労が多い。

６ヵ所の医科診療所があったが、津波により全て

当直の回数も２倍以上となり、二つの施設を行き

の医療機関が壊滅的な被害を受けた。公立志津川

来しなければならない。しかし、あえて二つの医

病院は５階建てで津波により４階天井まで浸水

療機関に分かれてでも、医療を行うには理由があ

し、入院患者 106 名中 71 名の方が亡くなられ

る。一つには将来町内の病院開設に向けたスタッ

た。また、懸命な救出活動の中で３名の職員が亡

フの確保のための雇用の維持がある。二つ目には

くなった。

近隣の病院への負担を軽減するというのが主な理

震災当日、私はたまたま当直明けで午後に帰宅

由である。また、診療所であっても当直を行うの

し、自宅で大きな揺れに襲われた。地震直後より

は夜間、休日は診療所が町内では唯一の医療機関

停電となり、情報が全く入らない状況で余震の続

となるからである。診療所を除くと近隣の医療機

く中、家族と不安な一夜を過ごした。震災翌日、

関までは車で１時間近くかかる状況で、住民の多

自宅近くの総合体育館が避難所になり、駆けつけ

くが今も狭小な仮設住宅で不便な生活を余儀なく

ると 30 ～ 40 名の患者が横たわっており、そこ

されていることから、医療で不便をかけまいとい

に救護所を立ち上げた。薬も聴診器も情報もない

う思いで当直を行っている。

状況で医師たった１人からの救護活動の開始で

震災をきっかけに、一時的にせよ町内に医療機

あったが、避難した数名の保健師や看護師と共に

関がなくなるという経験をした。震災後、仮設診

その後全国からの医療支援により３月末には医

が押し寄せ、再会を喜び合った。その後も、夏暑

トリアージを行った。

療所がオープンしたときにはたくさんの患者さん

療が安定的に提供できる体制が整い、４月 15 日

く冬寒い、決して良い環境とは言えない状況の中

には仮設診療所を開設し、５月 14 日には全ての

でも診療所で待ち続ける患者さんを見て、改めて

医療支援チームの撤退が完了し、６月１日に町外

医療は人々が生活する上で必要であると感じると

に診療所の空きベッドを利用して公立志津川病院

ともに、安心して暮らせるよう医療体制を整備す

を開設した。南三陸町の被害は宮城県内では一二

ることが急務であると実感した。

を争うひどさであったものの、医療チームの撤退

被災地で医療を一から建て直し、将来の病院建

も宮城県で一二を争う早さであった。撤退が可能

築に携わることでやりがいとともに責任の大きさ

があったことにほかならないが、スタッフの献身

いる。

であった要因としては全国からの手厚い医療支援

を感じている。南三陸町の災害医療はまだ続いて

的な協力と医療・行政・保健といった地域医療
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（公財）後藤・安田記念東京都市研究所
（旧・（財）東京市政調査会）
第34回『都市問題』公開講座

老朽化する社会資本―再生の基本戦略
2013年2月16日（土）13：30 〜 16：30
日本プレスセンター

10階ホール

（〒100-0011東京都千代田区内幸町2-2-1）

基調講演
中村

英夫 氏 （東京都市大学学長）

パネルディスカッション
竹村公太郎
手塚 文雄
保母 武彦
室﨑 千重
新藤 宗幸

氏
氏
氏
氏

（公益財団法人リバーフロント研究所代表理事）
（横浜市技監）
（島根大学名誉教授）
（奈良女子大学生活環境学部講師）
（後藤・安田記念東京都市研究所研究担当常務理事）＜司会＞

参 加 費：無料
参加申込み：後藤・安田記念東京都市研究所ホームページ(http://www.timr.or.jp)からお
申込みください。
申 込 期 限：2013年2月12日（火）
※満席となりしだい受付を終了しますので、お早めにお申込みください。
問 合 せ 先：後藤・安田記念東京都市研究所 研究室 TEL：03-3591-1261

『都市問題』公開講座は、公益財団法人後藤・安田記念東京都市研究所（旧・財団法人東京市政
調査会）の発行する月刊誌『都市問題』の特集などから時宜に適ったテーマを選び開催しています。
第34回は次のような趣旨により、
「老朽化する社会資本－再生の基本戦略」をテーマとして開催
いたします。多数の方々の御参加をお待ちしております。
【開催趣旨】
高度経済成長期に急速に整備された道路、上下水道、各種の公共施設などの社会資本は、都
市部を中心として老朽化の時期を迎えており、どのように維持・管理、補修するかに、国のみ
ならず自治体は頭を悩ましている。しかし、これら社会資本が構築された時代と21世紀も10年
代となった今日では、人口・経済社会条件の違いは著しく、技術面でもそれを支える思想や工
法などに大きな変化がみられる。
時代状況に適合する社会資本の再生はいかにあるべきか。主として自治体を対象として、多
角的に考えることにする。
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記念貨幣を発行します
栃木県

眠り猫と雀

大分県

臼杵磨崖仏

※日本全国の取扱いを希望した金融機関において引換えが行われます。
開始日当日は、原則としてお一方につき 1 貨種 2 枚まで引換可能です。
詳細については財務省ホームページをご覧下さい。

兵庫県

コウノトリ

地方自治法施行６０周年を記念して、47 都道府県ごとの図柄に
より、記念貨幣を発行しています。
次回は平成２５年７月頃に、宮城県、広島県及び群馬県分の発行
を予定しています。
http://www.mof.go.jp/

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

実施期間・実施日

アイヌフォーラム北海道２０１３

H25 年 1 月 27 日

２０１３千歳・支笏湖氷濤まつり

H25 年 1 月 25 日～ 2 月 17 日

めざＳＯ－ＹＡ！！『てっぺん』２０１３

ｉｎ

Ｓａｐｐｏｒｏ

H25 年 2 月 9 日～ 2 月 10 日

第 37 回弘前城雪燈籠まつり

H25 年 2 月 8 日～ 2 月 11 日

十和田湖冬物語

H25 年 2 月 1 日～ 2 月 24 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

～ 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

－

福島県立美術館「特集展示 齋藤隆展」
黒一色で人間を描く異色の画家の作品展

H25 年 2 月 9 日～ 3 月 17 日

新潟スノーファンクラブ
第 21 回

－

にいがた食の陣

表参道・新潟館ネスパス

H25 年 2 月 9 日～ 2 月 10 日

人気商品大集合！

H25 年 1 月 24 日～ 1 月 27 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
茨城県
埼玉県
千葉県
神奈川県

「やすらぎの栃木路」冬の観光キャンペーン

～ H25 年 2 月 28 日

イベント情報

－

イベントカレンダー

－

白い可憐な水仙が咲く「第 4 回水仙まつり」
奥秩父の冬の名勝「三十槌の氷柱（みそつちのつらら）」

～ H25 年 2 月 11 日
H25 年 1 月上旬～ 2 月中旬

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 ]

－
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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

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

－

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

～ H25 年 2 月

越中とやま食の王国フェスタ 2013 ～冬の陣～

－

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

－

金沢城・兼六園ライトアップ 冬の段
金沢の冬の風物詩「雪吊り」にスポットをあててライトアップします！
幻想的な「雪吊り」をお楽しみください！
岐阜県美術館 体感アート＠県美 .COM（ケンビドットコム）
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 1 月 22 日～ H25 年 5 月 6 日
～ H25 年 2 月 3 日

陶磁資料館企画展「清水六兵衞家

H25 年 1 月 12 日～ 3 月 24 日

県美術館企画展「クリムト

－京の華やぎ－」

黄金の騎士をめぐる物語」

ESD ユネスコ世界会議開催決定記念 あいち ESD フェスタ in 三河
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

早春の京づくし

H25 年 1 月 26 日～ 1 月 27 日
－

プレイベントは１月上旬まで
一般公開は３月から

－

京都・東京であじわう京づくし

金剛山樹氷まつり
2013 新春

～ H25 年 2 月 11 日

～ H25 年 3 月 31 日

京都府

鳥取県

2 月 8 日～ 2 月 17 日

H25 年 1 月 12 日～ 7 月 7 日

滋賀県の催し案内

兵庫県

H25 年 2 月 1 日～ 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”

滋賀県

和歌山県

H25 年 1 月 19 日～ 1 月 20 日

観光・イベント情報が満載！「とやま観光ナビ」

恐竜博物館 カマラサウルスを見に行こう！
～プロジェクト・カマラサウルス～

奈良県

募集中

イベント情報

福井県

大阪府

－

H25 年 1 月 16 日～ 2 月 28 日
H25 年 1 月 26 日～ 2 月 3 日

里海まつり第 11 回寒稽古フェスタ「海に吼える」

ピピッとネット

H25 年 1 月 12 日
－

若草山焼き

H25 年 1 月 26 日

首都圏記紀シンポジウム～古事記と時間軸～

H25 年 1 月 27 日

心のふるさと「奈良」の情報満載の県メールマガジン「大仏さんのつぶより情報」

－

イベント一覧

－

広報専門員のブログ「ひょうごワイワイ plus+」好評配信中☆

－

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」
第 18 回西日本雪合戦大会（若桜町）

－
H25 年 2 月 9 日

鳥取のハワイは今カニと温泉だで！関西直行バス毎日運行中（湯梨浜町）
とっとり花回廊ウインターイルミネーション２０１３（南部町）
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～ H25 年 3 月 31 日
～ H25 年 1 月 27 日の土日

都道府県名

岡山県

イベント・PR 名など

実施期間・実施日

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

－

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

山口県立美術館で「理想の楽園 - 花鳥画の世界 -」を開催

～ H25 年 2 月 3 日

山口県立萩美術館・浦上記念館で「東洋陶磁の美〈釉〉
」を開催中

～ H25 年 2 月 24 日

秋吉台国際芸術村で「林家木久翁・木久蔵親子会」を開催
「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
「さぬきの夢ラリー」を開催中！うどん店を巡ろう
第 67 回香川丸亀国際ハーフマラソン大会

H25 年 3 月 20 日（チケット発売は H25 年 1 月 14 日～）
－
～Ｈ 25 年 1 月 24 日
Ｈ 25 年 2 月 3 日

第９回全国ほんもの体験フォーラムｉｎ徳島

H25 年 3 月 16 日～ 3 月 18 日

愛媛県歴史文化博物館テーマ展「レトロ広告図鑑」

～ H25 年 2 月 3 日

愛媛県美術館「愛媛県美術館友の会発足４０周年記念 出光美術館所蔵 文人画名品展」

～ H25 年 1 月 27 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！
「追悼展

写真家・石元泰博の軌跡」開催！

－
H25 年 4 月 1 日～
～ H25 年 3 月 2 日

「大正ロマンの画家 高畠華宵の世界」開催中！
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～

～ H25 年 1 月 27 日
－

2012 サガ・ライトファンタジー

～ H25 年 1 月 14 日

企画展「佐賀藩の絵画－広渡雪山と小原友閑斎－」

～ H25 年 1 月 20 日

「フランスの宝石箱

ナント美術館展」

H25 年 1 月 25 日～ 3 月 10 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

期待を超えるぞ！

～ H25 年 3 月 31 日

くまもっと県

WBC、プロ野球や J リーグなどのキャンプ情報はここでチェック！
「宮崎県広報」フェイスブックページはじめました！
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

おきなわ花と食のフェスティバル２０１３
第 23 回全国椿サミット沖縄大会
沖縄の奥、島の奥。おくなわ

－
H25 年 2 月 2 日～ 2 月 3 日
H25 年 2 月 15 日～ 2 月 17 日

離島ガイド・プロジェクト
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－

表

説
解
紙

日本一の長崎和牛〜実績を力に全国へ〜
長崎県

昨年10月、和牛のオリンピックとも称される全
国和牛能力共進会が長崎県で開催されました。
各道府県から選抜されたエリート牛が集まった
この大会で、長崎県勢が悲願の日本一を獲得しま
した。日本一の栄光に輝いたのは、
「肉牛の部」第
８区に出場した長崎市、川棚町、島原市の生産者
３人一組による出品牛。部門最高賞に当たる内閣
総理大臣賞も併せて受賞し、日本一に花を添えま
した。今大会では、県の代表牛29頭すべてが優等
賞を獲得し、
「種牛の部」の１区と７区で優等賞３
席を飾るなど、長崎県勢が大躍進しました。
多くの半島や島々
からなる恵まれた自
然環境の中で、塩分
やミネラル豊富な牧
草を食べ、一頭一頭
丹精こめて育てられ
ている長崎和牛。こ
うした長崎県の特徴
的な環境が、肉本来
受賞を喜ぶ出品者
のうま味である赤身

と脂身の絶妙なバランスや口溶けの良さといった
高い品質を支えています。
今後は、長崎和牛が日本一に輝いたことや、そ
の肉質の良さを全国に向けてＰＲし、
「長崎和牛」
のブランド確立に取り組んでいきます。
また、県内では、
県や関係団体などで
構成する協議会が長
崎和牛指定店を認定
し、長崎和牛を提供
しています。ぜひ長
崎を訪れ、日本一の
長崎和牛を御堪能く
ださい。
高い評価を得た長崎和牛

お問合せ

第10回全国和牛能力共進会長崎県実行委員会
TEL 095-894-3806
http://zenkyo-nagasaki.com/

で、人口の約8.0％にあたるそうです。これは、午年と
酉 年 に次いで３番目に少ない人数です。最も人数の多
▼あけましておめでとうございます。新春号から「都

い丑 年 生まれと一番少ない午 年 生まれでは、177万人

道府県展望」を御精読いただき、ありがとうございま

も人口差があることにびっくりしました。今年、年男

す。新春号ということで、巻頭には山田全国知事会会

の私としては、同じ巳年 生まれが少ないことを少々残

長に、
「新春御挨拶」を御寄稿いただきました。

念に感じます。

▼2013年は巳年です。今年も干支にちなんで「ヘビのは

▼今回は、
「ある日の知事」を蒲島熊本県知事に寄稿し

なし」を上野動物園前園長の小宮輝之氏に寄稿していた

ていただきました。

だきました。私は今までに野生のヘビを見たことがあ

▼次号は２月上旬に発刊を予定しております。本年も、

りませんが、東京都にも野生のヘビが多数生息してい

皆さまに親しんでいただける魅力的な誌面を掲載でき

ることに驚きつつ、楽しく読ませていただきました。

るよう努めて参りますので、引き続き倍旧の御厚情を

▼総務省の統計データによると巳年生まれは1,020万人

賜りますよう、お願い申し上げます。

都道府県展望 平成 25 年１月号

発行所
発行人
住 所
制 作

通巻 652 号

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

（Ｙ平）

