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和歌山県
和歌山県薬物の濫用防止に関する条例を制定
～脱法ハーブの濫用の根絶を目指して～
はじめに

いただく仕組みにしました。このような規制と

昨今、脱法ハーブを吸引し救急搬送される事

共に、違反者への罰則を設定し、知事監視製品

例や車を暴走させ交通事故を起こす事例などが

の身体使用を防止しようというものです。

全国各地で相次いで発生し、深刻な社会問題と
なっています。当県でも同様に健康被害の事例

知事指定薬物制度

が確認されています。

さらに、身体に有害であることが確認された

脱法ハーブは、主に薬事法の指定薬物として

ものを知事指定薬物として指定し、その製造や

規制されますが、その指定には相当の期間が必

販売などを禁止する制度を設けました。薬事法

要となり、この間、脱法ハーブは合法な物とし

の指定薬物とほぼ同じスキームで規制するもの

て堂々と販売されている実態があります。そこ

ですが、より迅速な規制を目的とするものです。

で、当県としては、県民の健康を害し、安穏な

また、知事指定薬物や薬事法の指定薬物を正当

県民の社会生活を著しく阻害する恐れのある脱

な理由なく所持する場合には、その薬物を廃棄

法ハーブをこのまま放置できないと考え、
「和歌

していただく義務を課すことにしました。また、

山県薬物の濫用防止に関する条例」を制定し、

知事監視製品の場合と同様、違反者への罰則を

独自の規制を行うことにしました。

設定しています。

当県独自の規制―知事監視製品制度―

おわりに

脱法ハーブは、身体に使うものとしてではな

脱法ハーブの乱用による健康被害が発生する

く、
「お香」などと称して販売されるのが特徴

ことなく、ましてや何ら関係のない第三者にま

です。反面、インターネットの使用体験談など

で危害が及ぶことがない安全安心な社会を実現

には、興奮や陶酔など身体への作用が紹介され

することが県の責務であると強く認識し、今般

ているため、脱法ハーブを購入しようとする人

制定した条例や国の法令を最大限に活用し、脱

は、このような間接的な情報を基に購入してい

法ハーブによる被害の根絶に向けて徹底した取

ることが考えられます。よって、このような製

組に努めていきたいと考えています。

品を、知事監視製品として指定し、規制するこ
とを考えました。つまり、
「お香」と称するので

あれば、お香として販売し、使用することを販

売者と購入者の両者に徹底しようというもので

す。まず、販売者には、お香としての使用説明
書を作り、購入者に交付し、身体に使うもので

はないことをきちんと説明してもらいます。し

かし、それを購入した人が、身体に使ってしまっ

た、となると困りますので、購入者には、身体

に使用しないという誓約書を販売者に提出し、

その誓約内容を遵守してもらうことにしました。
また、脱法ハーブは県内の店舗だけでなく、イ

ンターネットなどでも販売されています。さら
に県外の店舗で購入する人もいるはずです。こ
のような場合、購入者は県に誓約書を提出して
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大規模災害に備えた
「元気な和歌山」の実現に向けて
和歌山県知事
はじめに

再建を目指すため、避難所の運営や大量の災害廃棄
物の早期処理、住家の被害認定などの対応に延べ
６千人を超える県本庁職員を被災市町に派遣しまし
た（本庁勤務職員約２千人）。
さらに、発災２ヶ月後に『復旧・復興アクション
プログラム』を策定し、発生からの時間軸により対
策を整理し、重点的に取組むとともに、県民に復旧
復興への行程を明らかにしました。

平成 23 年９月、台風 12 号の影響により、河川
の氾濫や土砂崩れ等が発生し、県内で死者・行方不
明者 61 名、被害額 8 千億円を超える大水害が発生
しました。
また、平成 24 年８月 29 日に「南海トラフの巨大
地震による津波高、浸水域等及び被害想定」が発表
され、本県の最大の想定死者数は８万人、最大で 20
ｍの津波と想定されています。何よりも問題なのは、
最短４分で 10 ｍの津波が押し寄せることで、津波
到達時間が極めて短いことです。発生する確率は極
めて低いと言われていますが、我々はこのような大
規模災害に立ち向かっていかなくてはなりません。
和歌山県では、大水害からの復興と来るべき大規
模災害への備えによる「安全」を県政の大きな柱の
一つに掲げ取り組んでいます。

【復旧・復興アクションプログラム】

平成 23 年度中に集中的に行うものを「短期対策」
とし、道路、河川、ライフライン等の応急復旧によ
る機能回復を全力で行いました。
平成 24 年度に行うものを「中期対策」と位置づ
け、道路や河川などの本格復旧について、95％の被
害箇所を本年度中に復旧させるという目標を立てて
取り組んだ結果、達成する目処が立ちました。これ
は、関西広域連合の仲間や九州地方知事会から土木
職員を派遣していただいたお陰であり、感謝してお
ります。
平成 25 年度以降も粘り強く取組むものを「長期
対策」と位置づけています。大水害では一般国道が
全て通行止めとなり、高速道路がまさに「命の道」
となりました。高速道路ネットワークの重要性を改
めて痛感しましたので、紀伊半島における高速道路
のミッシングリンクの早期解消について、引き続き
国に対して強く働きかけていきたいと考えています。

紀伊半島大水害からの復旧・復興

発災後直ちに設置した災害対策本部では、私が陣
頭指揮を執り、本来のメンバーでない自衛隊、海上
保安庁、ＪＲ、関西電力、ＮＴＴ等の関係機関を一
同に集め、情報の一元化と共有を図り、対策の指示
等を行いました。
また、被災直後には市町村役場が機能不全に陥る
ことが東日本大震災でも伝えられていましたので、
「これは県の仕事、これは市町村の仕事」といった
横割りの弊害をなくし、被災者の一刻も早い生活の

2

【観光をはじめとする産業の復興】

等を支援する制度を創設しました。さらに、建物の
倒壊により避難路が塞がれることのないよう、「津
波からの円滑な避難に係る避難路沿いの建築物等の
制限に関する条例」
（平成 25 年４月施行）を制定し
ました。今後、重要な避難路沿いにあって倒壊のお
それがある建物の所有者に対して、耐震補強や撤去
の指示等を行い、県民の命を守ることを具現化して
いきたいと思います。

大水害からの復旧は順調に進んでいたにも関わら
ず、「直った」という報道がなされなかったので復
旧した状況が伝わらず、観光客に戻ってきてもらう
のに大変苦労しました。最近になって、ようやく戻
りつつありますが、和歌山県の元気をもっと高める
ためには、更なる取り組みが必要と考え、
『観光振
興アクションプログラム』において、平成 25 年か
らの３カ年を極めて重要な年と位置づけ取り組むこ
ととしています。
紀伊半島では、この３カ年に歴史的な記念行事が
目白押しです。平成 25 年には三重県で「神宮式年
遷宮」
、平成 26 年度には「紀伊山地の霊場と参詣
道の世界遺産登録 10 周年」とＪＲグループと協働
で実施する「和歌山デスティネーションキャンペー
ン」、平成 27 年度には「紀の国わかやま国体」と「高
野山開創 1200 年記念大法会」があります。この機
会を捉えて戦略的に観光客の誘致を実現することに
より、観光をはじめとする産業の復興を図りたいと
思います。
是非、皆様もこの絶好の機会に和歌山県に足を運
んで下さい。

【高台移転等の促進】

本県は震源地に近いため、地震発生後わずか数分
で大津波が到達する地域があります。そのような地
域で、しかも近くに高台や大きなビルが無い所では
逃げ切ることは不可能です。
したがって、公共施設や住宅の高台移転、あるい
は住宅や店舗等が入居する大規模な避難ビルの整備
といったように、地域の構造自体を変える必要があ
ります。現在、該当する地域の絞り込みを行ってお
り、その結果を基に、関係市町村と具体的な方策の
検討を行っていきたいと考えています。
また、高台移転等には膨大な資金が必要となりま
すが、市町村や民間は、その資金需要に耐えられな
いだろうと思います。したがって、今後、被災する
ことが明らかな地域に対しては、東日本大震災並み
の支援が必要ではないかと思いますので、そのよう
な制度の早期実現に向けて行動していきたいと考え
ています。

南海トラフの巨大地震と津波への備え

南海トラフの巨大地震と津波への対策について
は、命だけは何としても助けたいというのが大原則
です。このためには、ハード整備で防ぎながら「命」
を守ることが何より大切であり、
「津波から逃げ切
る」ための対策を取ることが基本と考えています。
そのため、東日本大震災の直後から、避難を中心と
した防災対策に取り組んでいます。

まとめ

和歌山県は、過去に風水害や大地震等により幾度
となく大きな被害を受けてきましたが、その度に力
強く立ち上がり、復興してきました。
昨年の大水害に対しても、県民一丸となり、被災
された方々を支え、経済を復興し、被災前よりもずっ
と良い「和歌山」を目指して頑張りたいと思います。
また、巨大地震による津波から「逃げ切る」ため
の対策を早期かつ強力に講じていくとともに、県民
の防災意識をさらに高めていきたいと考えています。

【避難場所の見直しと避難路の確保】

津波の到達点を念頭に置いた新たな基準を策定
し、避難場所の見直しを行った上で、
「避難カード」
を全世帯に配布して、県民自らが避難先を書き込む
ようにしました。
また、避難場所に行くための避難路の確保も重要
となります。そのため、市町村が行う避難路の整備
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茨城県知事

「いばらきインターネットテレビ いばキラＴＶ」
スタート

橋本

昌

いばらき大使（宣伝部長）を委嘱したばかりの、モデ
ルでタレントの鈴木奈々さんにもご出席いただいた。
本県は、都心に近く、全国第２位の産出額を誇る
農産物をはじめ、豊かな自然や史跡など観光資源に
恵まれているにもかかわらず、首都圏の方々にはま
だまだ知られていない。
また、福島第一原発事故の影響により、本県の農
林水産業や観光業は大変厳しい状況が続いている。
「茨城マルシェ」では、常陸牛、ローズポーク、
あんこうなどを味わえる「レストラン＆バー」や、
本県の特産の納豆やほしいもなどを購入できる「セ
レクトショップ」、また、観光ガイドが本県の観光
地や旬のイベント情報などをご紹介する「観光コー
ナー」を設け、食の宝庫「茨城」の魅力を発信する
とともに、観光情報なども積極的に発信していく。
新しくなったアンテナショップ「茨城マルシェ」
に、ぜひ多くの方に、お越しいただきたい。

平成 24 年 10 月１日（月）

茨城のさまざまな魅力をリアルタイムに動画で紹
介する「いばらきインターネットテレビ いばキラＴ
Ｖ」をスタートさせた。
「いばキラＴＶ」という愛称には、
「いばらきをもっ
とキラキラ輝く県に」という思いが込められている。
県庁スタジオから日本各地、世界各国にライブで
配信し、県内各地の人・モノ・イベントなどを幅広
く取り上げ、地域のニュースやゲストトーク、県内
各地をつないだ中継レポートなど盛りだくさんの内
容となっている。
そのほか、子どもキャスターによる県内の小学校の
レポートや茨城の何気ない風景の紹介など、茨城の魅
力を伝えるさまざまな番組を、見たいときにいつでも
見ることができるオンデマンドで配信している。
「いばキラＴＶ」は、パソコンやスマートフォンか
ら手軽に視聴できる。本県の魅力を知っていただく
ため、県民の皆さんをはじめ、より多くの方々に視
聴していただけるよう、今後とも努力していきたい。

テープカットの様子

東京ガス（株）日立ＬＮＧ基地起工式に出席
平成 24 年 11 月 15 日（木）

オープニング挨拶の様子

「茨城マルシェ」オープン

茨城港日立港区に建設される東京ガス ( 株 ) 日立
ＬＮＧ基地の起工式に出席した。
東日本大震災以降、エネルギー問題はわが国の最
重要課題の一つであり、天然ガスは環境に優れてい
ることなどからも、今後大いに利用の拡大が見込ま
れている。

平成 24 年 11 月 13 日（火）
県のアンテナショップ「茨城マルシェ」が、
「茨城
県民の日」である 11 月 13 日に東京銀座一丁目にリ
ニューアルオープンし、オープニングセレモニーには、

4

私からは「医療を守る～地方行政の立場から」と
いうテーマで、医師の都市部への集中や診療科の偏
在による地方の医師不足、高齢化の進展や無職者の
増加による国民健康保険の財政負担など地方行政が
抱える問題について講演を行った。
また、パネルディスカッションの中で、本県が独
自に実施している「シルバーリハビリ体操」や「ヘ
ルスロード」などの予防医学を踏まえた健康増進事
業を紹介したところ、このような取組がこれから極
めて重要になると、お褒めの言葉をいただいた。
本県の健康寿命は、男性４位、女性７位と全国的
にも上位であることから、今後も医師の確保と併せ
て、予防医学にも力を入れてまいりたい。

今回整備される新基地は、こうした天然ガスの需
要の増大に対応する製造・供給インフラとして、地
上式で世界最大規模となる 23 万キロリットルのＬ
ＮＧタンクをはじめ、大型桟橋などを建設するもの
で、
平成 27 年度中の完成を目指しているものである。
また、東京ガス ( 株 ) では、平成 27 年度の稼働
に合わせ、同基地と栃木県真岡市をつなぐ「茨城～
栃木幹線」を整備することとしており、将来はパイ
プラインの関東圏内のループ化が図られることによ
り、災害に強い安定的なエネルギー供給も可能と
なってくる。
日立ＬＮＧ基地の整備により、この地域はもとよ
り本県全体に新たな雇用や経済効果など良い影響が
出てくれることを期待している。

第 28 回茨城県郷土工芸品展／スイーツ・グル
メフェア開催
平成 24 年 12 月 10 日（月）～ 14 日（金）

茨城県郷土工芸品展を県庁舎２階県民ホールにお
いて開催した。
本県では、郷土の風土や生活の営みの中で受け継
がれてきた工芸品を「茨城県郷土工芸品」として現
在 45 品目を指定しており、そのうちの約半数とな
る 20 品目の工芸品が出展された。
匠の手で創り出される茨城県郷土工芸品の展示販
売のほか、製作実演や体験教室、また、工芸品など
が当たるお楽しみ抽選会などを実施した。
さらに、県内各地から 19 業者が参加したスイー
ツやグルメを集めた物産展も併催し、連日多くのお
客様にご来場いただいた。
茨城県産品の魅力を広くＰＲすることができたも
のと考えている。
今後とも、本県の優れた県産品について積極的に
情報発信を行うことで、より多くの方々にご愛用い
ただけるよう努めていきたい。

起工式での挨拶の様子

「ASIAN AGING SUMMIT 2012」に出席
平成 24 年 11 月 27 日（火）

国 立 長 寿 医 療 研 究 セ ン タ ー 主 催 の「ASIAN
AGING SUMMIT 2012」に、講師兼パネリスト
として参加した。
このサミットは、高齢者医療だけではなく、産業
や社会政策など幅広い分野の有識者により、超高齢
社会における日本のあり方を考える目的で開催され
たものである。

第 28 回茨城県郷土工芸品展／スイーツ・グルメフェア開催の様子

講演の様子
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平成
平成
平成

２年
２年
７年

３月
４月
６月

東京大学工学部卒業
外資系経営コンサルティング会社入社
スタンフォード・ビジネススクール修了
ＭＢＡ取得
株式会社天満屋取締役就任
株式会社天満屋代表取締役社長就任
株式会社天満屋代表取締役社長退任
岡山県知事就任

平成 ８年 ５月
平成１０年 ５月
平成２４年 ５月
平成２４年１１月

岡山市出身。S41.7.29 生まれ

岡山県知事の伊原木隆太です。ふるさと岡
山のため、ぜひともお役に立ちたい、岡山を
元気にしたいと決意したところ、県民の皆様
のご信任をいただき、昨年 11 月 12 日、岡山
県知事に就任いたしました。

46 歳

土台となる道徳教育の充実や規範意識の育成
などにより、問題行動の解消と学力の向上に
つなげていきたいと思っています。「教育の再
生なくして岡山の発展なし」という強い気持
ちの下、地域ぐるみで学校を支える組織づく
りを支援するなど、オール岡山体制での取り
組みを進めていきます。

「生き活き岡山」
私が目指すのは、全ての県民が笑顔で暮ら
す「生き活き岡山」の実現です。
岡山県は、温暖な気候と豊かな自然環境に
恵まれている上、陸海空の交通インフラ、水
島コンビナートをはじめとする産業集積、全
国的にも高水準の医療体制、高品質の農林水
産物など、力強い経済活動と豊かで快適な生
活の基盤が整っています。
一方で、地域経済の停滞や深刻な状況にあ
る子どもたちの教育など、多くの課題が横た

「県政運営」
岡山県初の民間出身の公選知事として、自
らの経験を生かしながら、民間の視点で県庁
に新風を吹き込みたいと思っています。これ
までの慣例を打ち破るには絶えずチャレンジ
していく姿勢が大切だと、就任以来、あらゆ
る場面で話をしています。小さな失敗を恐れ
ない。むしろ、小さな失敗を重ねながら生ま
れる成功を大きく育てる手法を取り入れる。
そして、後悔しない仕事をする。このマイン
ドを県庁内に広く、しっかりと根付かせたい
と考えています。
また、行政にあっても、企業における「顧
客重視」
「コスト意識」
「スピード感」の３つ
を取り入れることで、より良い結果が生み出
せると考えています。県民のニーズをつぶさ
にくみ取り、無駄を省き、より質の高い成果
をより少ないコストで達成する。そして、そ
のタイミングを逃さない。このような県政運
営を行っていきたいと思っています。
慣習や前例といった常識にとらわれず、「あ
らゆる可能性を追求していく姿勢」を常に持
ちながら、誠実に、着実に県政を推進してい
きます。

へい そく

わり、県内に広がっている閉 塞 感も肌身で感
じています。これらの課題を解決し、将来へ
の不安を取り除くことが行政の使命であると
思っています。
私は１４年間にわたり、民間企業の経営者
として会社の舵取りを行ってきました。その
経験を生かし、さまざまな課題に正面から向
き合い、自由な新しい着想で、県内にちらばっ
ている利用可能な資源を有効に組み合わせな
がら最適解を見つけ出し、次の発展へのステッ
プを踏み出せるようにしたいと考えています。

「経済の活性化」と「教育の再生」
私の挑戦は大きく２つ、
「経済の活性化」と
「教育の再生」です。
まずは競争力のある地域産業の育成や今後
の成長を担う優良企業の誘致を進め、雇用を
創出し、安心して働くことができる環境を整
えたい。それによって新たな需要や消費を呼
び起こしてゆき、新たなビジネスの起業やイ
ノベーションが生み出される、躍動感あふれ
る地域にしていきたいと考えています。
本県の教育を取り巻く環境は、非常事態と
もいうべき深刻な状況にあります。私は、教
育県岡山の復活を目指し、子どもたちの心の

「おわりに」
岡山県が持つ強みや発展可能性を生かし、
県民力を結集することによって、岡山の皆様
が、前向きに頑張っている県、明日が楽しみ
だという県になると確信しています。私は、
そのための種をまきたい。これから知恵を絞
り、汗をかいて、積極果敢にチャレンジして
いきます。
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平成 24 年度 政府主催全国都道府県知事会議について
平成 24 年 11 月 2 日
（金）
、
総理大臣官邸において、政府主催の全国都道府県知事会議が開催されました。

会議には 27 名の知事が出席し、活発な意見交換が行われました。

※会議録は総務省 HP を参照してください。
全国都道府県知事会議（政府主催）

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/chiji_kaigi/02gyosei05_03000046.html

2020 年オリンピック・パラリンピック開催に伴う経済波及効果は、
全国で約３兆円、約１５万人の雇用を誘発
東京での開催は、東京都のみならず、日本全国に新たな需要や雇用を
もたらします。また、被災地に各国チームの事前合宿を誘致したり、
聖火リレーのコースに被災地を組み入れることなどで、大震災からの
復興を後押ししていきます。
招致は、オールジャパンで取り組まなければ成功しません。
皆様のご支援・ご協力をお願いいたします。
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先進政策バンク優秀政策事例
教 育 ・文 化 分 野

一流のプロフェッショナルに会いに行こう！
「埼玉県青少年夢のかけはし事業」
埼玉県県民生活部青少年課

こうした状況の中、青少年が夢に向かって
チャレンジし、たくましく生きることができ
るよう支援することはできないか、子供の頃
の漠然とした夢をある程度の形にし、具体的
な努力をするきっかけを与えることはできな
いかというのが、本事業を始めた動機であり
目的です。

埼玉県では、子供たちが夢や目標に向かっ
て自らの可能性に挑戦するきっかけとなる機
会を提供し、活力ある豊かな社会の担い手と
なる青少年の健全育成に取り組んでいます。
そうした取組の中から、
“一流のプロフェッ
ショナルに会いに行こう！”をキャッチフレー
ズに、平成 21 年度から開始した「埼玉県青少
年夢のかけはし事業」について御紹介します。
この事業は、埼玉ゆかりの一流のプロフェッ
ショナルの方々に講師となっていただき、小
学生を対象に学びと体験の教室を開催するも
のです。

事業内容
幸いにも、埼玉県には、出身や在住、県内
の学校を卒業したなど、埼玉にゆかりのある、
スポーツ、文化・芸能、サイエンスなど様々
な分野で活躍している一流のプロフェッショ
ナルの方が大勢います。こうした方々に直接
接することは、子供たちにとって、とても刺
激になります。
そこで、県内在住又は在学の小学４年生か
ら６年生を対象に、こうした一流のプロフェッ
ショナルの方々に、
「その道を選んだきっかけ」
や「プロフェッショナルになるまでの道のり」、
さらには「プロフェッショナルになるにはど
んな努力をしたらよいか」といったお話をし
ていただくとともに、プロの技や情熱など、
その凄さを子供たちに肌で感じてもらうため
の教室を開催しています。
教室の開催時間は、教室によって異なりま
すが、１時間半から２時間程度です。参加者
の定員も、多いものでは 250 組の親子という
ものから、少ないものでは 12 人というものま
で、教室の内容によって様々です。
なお、事業を開始した平成 21 年度から平成
24 年度までの間に、講師を引き受けてくださっ
た主な方は次のとおりです。

事業化の背景
少し古いデータになりますが、ユニセフが
2003 年に OECD（経済協力開発機構）加盟
の先進 25 ヵ国を対象に行った 15 歳の意識調
査において、
「あなたは 30 歳になったとき、
どんな仕事に就いていると思いますか？」と
いう質問に対し、
「特別な技能や資格を必要と
しない仕事に就いている」と答えた子供の割
合が日本は 50.3 パーセントと、25 ヵ国中最
も多かったそうです。
子供の頃は、
「医者になりたい」とか「大学教
授になりたい」とか「スポーツ選手」になりた
いとか、いろいろな夢を持っていたはずなのに、
中学を卒業する頃になると、
「どこかの会社のサ
ラリーマンになっていると思う」という風に夢
がしぼんでしまうのは残念なことです。
また、2006 年の総務省の統計調査によれば、
当時正社員以外で生計を立てているフリーター
は全国で 187 万人、求職活動をしていない無職
の若者であるニートは全国で 62 万人いました。
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の教室として実現するべく頑張っていますが、
なかなか全てというのは難しいのが実情です。
依頼したからといって必ず引き受けていただけ
るということではありませんし、講師を受けて
いただける意思があっても講師の皆さんは忙し
い方々ばかりなので、日程の調整が困難なため、
断念する場合もあります。
さて、本県では、上田知事の陣頭指揮の下、
事業の実施にあたっては、知恵を絞って最少の
経費で最大の効果を上げるよう努めています。
豪華な講師陣で約 30 教室ほど実施しています
が、講師謝金や会場使用料、約 20 万部のパン
フレットの印刷費、職員の旅費なども含めて予
算はおおむね 500 万円ほどとなっています。
この予算でこれだけの教室が実施できるの
は、職員の知恵というよりは、講師の皆さん
の御厚意によるところが大変大きく、「地元埼
玉県に恩返ししたい」
「子供たちの未来のため
に」ということで、一般的な謝金額よりもか
なり低廉な額で講師を引き受けていただいて
いるからです。

◆ 2011FIFA女子ワー
ルドカップで優 勝、
ロンドンオリンピッ
クではチームを銀メ
ダルに導いた、日本
女子サッカー代表・
なでしこジャパンの
監 督 佐々木 則 夫
なでしこジャパン監督
氏
佐々木則夫氏
◆テレビでおなじみ
の脳科学者 茂木
健一郎氏
◆ボクシング世界スー
パーフェザー級で６
度の防衛に成功して
いるチャンピオン
内山高志氏
◆女子ソフトボール日
本代 表 監 督として、 脳科学者・茂木健一郎氏
チームをシドニーオ
リンピックで銀メダル、アテネオリンピックで
銅メダルに導いた 宇津木妙子氏
◆ NHK テレビの気象情報でおなじみの気象予
報士 平井信行氏
◆日本テレビ「笑点」でおなじみの落語家 林
家たい平師匠
◆埼玉西武ライオンズで黄金期を牽引した元投
手 石井丈裕氏
◆洋菓子の世界大会「クープ・ド・モンド・デ・
ラ・パティスリーワールドカップ 2001」で
準優勝したパティシエ 朝田晋平氏
◆ 24 年度の参加者募集パンフレットにも使用
している、小学生に大人気のサッカーアニメ
「イナズマイレブン」でメインキャラクター
を担当している声優 竹内順子氏

各教室の具体的な内容
例として、パティシエの教室の内容につい
て説明します。
まず初めに、講師がデコレーションケーキ
を実際に作って、プロの技を見せてくれます。
その際、「粉は３回に分けて混ぜながら入れる
と、ダマになりにくい。」、「生クリームは混ぜ
すぎると、パサパサになる。」などのアドバイ
スをしてくれます。
次に、子供たちがチャレンジします。見てい
るぶんには意外と簡単にできそうですが、実際
に自分でやってみると、実はとても難しかった
りします。デコレーションケーキは、スポンジ
に生クリームを均一に塗っていきますが、素人
がやるときれいにならずにデコボコになってし
まいます。ここで、子供たちに「プロのパティ
シエはやっぱり凄いな」と感じてもらえるわけ
です。上手くできないところは、プロに教えて
もらい自分だけのケーキが完成します。
最 後 に、 パ テ ィ シ エ の 仕 事 の 内 容 や プ ロ
フェッショナルになるにはどんなことが必要
かなどについて学びます。パティシエの朝田氏
は、「実はパティシエには体力が必要で、例え
ば、クリスマスの前はクリスマスケーキをたく

こうした有名人以外にも、子供たちが様々
な職業体験をし、その職業に就くことを夢や
目標としてもらうために、JAXA 地球観測セン
ター、理化学研究所、消防学校、動物園、鉄
道会社、新聞社、テレビ局、大学、銀行など、
県内の様々な企業・事業所の皆さんに協力い
ただいています。
教室の選定に当たっては、子供たちがなりた
い職業に関するランキング（民間調査）や当該
事業の参加者へのアンケートなどを参考にして
います。人気のある職業は、夢のかけはし事業
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参加者数は、毎年 1,500 人から 1,600 人ほ
どです。より多くの子供に参加してもらいた
いところですが、講師の話を聞くだけよりも、
子供たちに実際に「体験」してもらうことで、
より具体的なイメージをつかんでもらいたい
ということもあって、１教室当たりの参加者
数はあまり多くはできないのが実情です。
応募者数は、平成 24 年度に特に急激に増加
しています。実は、平成 23 年度までは、対象
学年が小学１年生から中学３年生までと幅広
かったため、参加者募集パンフレットも各学校
に 50 部程度しか配布できませんでした。児童
１人１人に配布できないため、学校では、教室
内にパンフレットを掲示するといった対応に
なっていたようです。そこで、平成 24 年度か
らは、対象を小学４年生から６年生に絞り込
み、対象者 20 万人ほぼ全員にパンフレットが
行き渡るようにしました。その結果、17,000
件を超える応募となりました。なお、対象を
絞り込んだ理由には、小学４年～６年生はゴー
ルデンエイジと呼ばれ、この時期の子供はあ
らゆるものを短時間に吸収できると言われて
いること、また、参加者の学年に差があると、
内容をどうしても低い学年に合わせなくては
ならなくなるということもありました。
応募が多いということは、その分多くの方
が落選するということになりますが、参加者
募集パンフレットを見ながら、様々な職業に
思いを馳せ、親子で将来について語り合って
もらえるのも事業効果の一つではないかと考
えています。

さん作るためにひたすらイチゴのヘタを取り
続けることもある」などと例を挙げ、
「子ども
の頃はサッカー選手になりたくてサッカーを
一生懸命やっていたけど、そのとき身に付け
た体力が役に立っている」という話をしてく
れます。さらに、
「ケーキづくりのコンテスト
で賞をもらえたのは何でも一番になろうと努
力した結果だか
ら、 み ん な も や
るからには一番
を 目 指 そ う。 結
果 で は な く、 一
番を目指して努
力することが重
要です。」と子供
パティシエの教室で
ケーキづくりをする参加者
たちへメッセー
ジも贈ってくれ
ます。
次の例は消防士の教室です。こちらは、は
じめに消防学校教官の話を聞きます。消防士
は火災現場で火を消す仕事以外にも、火災予
防のための啓発活動や事業所を回っての検査
や指導、消火した後の火災原因の調査の仕事
などもあるという話をしてもらいます。
次に、消防車両を見ながら、実際に水を積
んでいる車両と防火水槽や河川からポンプで
水をくみ上げる車両で役割分担をして消火活
動をしているという話などをしてもらいます。
最後は、子供たちが放水体験をします。消
防士さんは何気なく作業しているように見え
ま す が、 水 の 力
が強くてホース
を押さえこむの
に子供一人の力
では大変だとい
うことを感じて
もらうことがで
消防士の教室で
きます。
放水体験をする参加者

事業効果
青少年の健全育成には様々な要因が絡み、
結果が出るのにも時間がかかるものです。ま
た、事業開始から４年目と短く、この事業が
子供たちの将来の夢にどう結びついているか
といったことや、この事業のおかげで非行に
走る子が減ったなどといった効果をお示しす
ることはまだできません。
ただ、教室ごとに実施しているアンケートに
より、参加したお子さんや保護者の方から意見
をいただいています。
「教室に参加して、将来
のために何かしようと思いましたか」という問
いには、参加者の 52％の方から「夢や目標に
向けて積極的にチャレンジしようと思った。
」
、

実績
教室数は、21 年度は 15 教室でしたが、22
年度には 23 教室、23 年度には 35 教室となり
ました。24 年度は、人気の高い教室はなるべ
く複数回開催できるように講師の方々にお願
いした結果、
27 教室（うち、
２回開催は７教室）
の開催となっています。
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地域に派遣するものです。学校や子供会、放課
後児童クラブ、スポーツ少年団など団体単位で
申し込んでいただきます。
また、夢のかけはし事業では、定員が限ら
れているため、どうしても抽選に漏れてしま
う子供が多くいます。こうした子供たちにも、
教室の雰囲気を味わったり、講師からのメッ
セージなどを受け取ったりできるように、教
室を開催した後、教室の様子をホームページ
に掲載するほか、教室の様子を撮影した動画
の配信も試みています。

同じく 25％の方から「何かしてみようと思っ
た。
」
、同じく 10％の方から「これから夢や目
標を見つけたい。
」との回答をいただきました。
そのほか、
「夢をかなえるために、今できる
ことをがんばりたい。
」
、
「努力すれば夢はかな
うんだと教えてもらえた。
」
「子供のときから
色々なことに興味を持つことはとても大切な
ことだと思った。
」など具体的な声もいただい
ています。

波及効果
当該事業を実施したことにより、もともと
の目的である青少年の健全育成はもちろんで
すが、そのほかにも様々な波及効果が生まれ
ています。
講師として協力いただく企業からは、「この
事業への協力をきっかけに、今後も社会貢献
活動に取り組んでいきたい。」というお話をい
ただいたりしています。
また、参加者やその保護者から「身近にこ
んなすごい人がいるのは誇りである。」、「県内
にこんな施設があるなんて知らなかった。」と
いった感想が寄せられており、郷土愛の醸成
にも役立っています。まさに、“一石二鳥”な
らぬ“一石三鳥”です。

平成 23 年度アンケート結果

改善点
事業の実施に当たっては、参加者の意見な
どを参考に毎年見直しをしています。これま
でに改善に取り組んだ例を紹介します。
まず１点目は、応募のしやすさを向上した
ことです。先ほども触れましたが、24 年度に、
参加者募集パンフレットの配布を対象者全員
に行いました。また、事業開始当初は、申込
を往復ハガキに限定していましたが、
「イン
ターネットでも応募ができるようにしてほし
い」という要望があったため、応募フォーム
等を整備してその実現を図るとともに、24 年
度からは携帯電話からも応募できるようにし
ました。さらに、23 年度までは兄弟姉妹一緒
に応募することはできませんでしたが、これ
も要望が多かったため、抽選方法を工夫する
ことにより、兄弟姉妹一緒の応募を実現する
ことができました。
２点目は、参加できない子供のためへの工夫
です。この夢のかけはし事業では、日時と場所
を決めて参加者を募集するため、参加したい教
室があっても、都合が合わない、会場が遠くて
参加しにくいという意見もありました。そこで、
そうした子供たちにも、夢や目標を持ってもら
おうと考え出したのが、
「青少年夢の配達便事
業」です。これは、各分野の第一線で活躍され
ているプロフェッショナルの方々を講師として

おわりに
今後は、引き続き子供たちの憧れとなるよ
うな講師を発掘し、より魅力的な事業にして
いくとともに、色々と知恵を絞って、できる
だけ多くの子供たちに夢の発見、実現に向け
た機会を提供するよう努めていきます。

浦和レッズのサッカー教室において
参加者と記念撮影

（会場：埼玉スタジアム 2002）
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地域振興分野

とくしまサテライトオフィスプロジェクト
〜地域再生のための新たな戦略〜
徳島県地域振興総局地域情報課

東日本大震災以降、首都圏の企業では業務継
続に向けたリスク分散の重要性が再認識され
ました。「テレワーク」や「モバイル勤務」など、
ICT（情報通信技術）を活用した時間や場所に
とらわれない働き方が、より重要な選択肢と
して浮かび上がってきたのです。
この首都圏企業が従来の働き方を見直す動
きに着目し、限界集落にまで整備された本県
の「高速ブロードバンド環境」を最大限に生
かした展開を図ることにしました。過疎集落
の「空き家」となっている古民家や遊休施設
を、首都圏の ICT 企業の「サテライトオフィ
ス」として展開することで地域の活性化を図
る、これまでにない「集落再生モデル」づく
りへの挑戦です。単に企業を誘致するのだけ
ではなく、いかに ICT 企業が地元の皆さんと
連携し、地域資源の活躍や情報発信、さらに
は地元雇用やＩターンの拡大といった「地域
再生」に結びつけていくことがプロジェクト
のねらいです。
このため、性急に「サテライトオフィス」の
設置を求めることはせず、昨年度には企業を
招いて「実証実験」を行いました。実際に仕
事や暮らしの環境を体感していただくことで、
企業メリットを十分に御確認いただくためで
す。また、実証期間中には地元の方々との交
流の「場」を積極的に設け、地域の課題にも
正面から向き合えるよう配慮しました。お互
いのメリットをしっかりと確認しあうことで、
地域住民と一緒になって課題解決に取り組ん
でいただける企業を求めています。現在では
「実証実験」を終え、いよいよプロジェクトは
「本格展開」へと移行しています。

ピンチをチャンスに！
65 歳以上の高齢者が、人口の約３割を占め
る徳島県。
集落の人口の半分以上を 65 歳以上の高齢者
が占める「限界集落」の割合は実に「35.5％」
となっており、全国平均の「15.5％」を大き
く上回っています。
（平成 23 年４月 30 日現在）
このままでは共同体の機能が低下し、山林や
農地の荒廃を加速させるなど、先人の知恵と
努力が詰まった文化や景観を維持することは
極めて難しい状況です。
このような状況に強い危機意識を持ち、徳
島県は集落再生を「県民共通の課題」と捉え
て取り組んでまいりました。その骨格となる
のが、昨年度にスタートした「とくしま集落
再生プロジェクト」です。36 項目に及ぶ「実
践的な対策」を取りまとめ、できることから
速やかに着手する「攻めの集落再生」に挑戦
しています。
なかでも、国内外の多くのメディアや自治
体、企業の関心を集めているのが、過疎地域
に企業のオフィスを誘致する「とくしまサテ
ライトオフィスプロジェクト」です。サテラ
イトは「衛星」の意味を持ち、直訳すれば「出
張所」という意味合いになります。しかし、
私どもが目指したのは「サテライトオフィス」
＝「出張所の誘致」という概念を越えたプロ
ジェクトでした。

徳島で生まれた集落再生モデルとして
あらためて「とくしまサテライトオフィス
プロジェクト」について、御説明しましょう。

12

先進政策バンク優秀政策事例

いらっしゃるそうです。鳥のさえずりや川の
せせらぎ、新緑の香り、四季折々の花、そし
て新鮮で美味しい食の数々など、五感を刺激
する魅力あふれる環境に創造力をかき立てら
れ、社員の皆さんは、仕事に、暮らしに、次々
と新しいアイデアを生み出していきます。
徳島で生まれた今回のプロジェクトは、従来
の「条件競争」による企業誘致の枠を飛び越え
た、新たなワークスタイルを確立する可能性を
秘めています。まさに、日本を変える「21 世紀
の働き方」に対する、徳島からの提言なのです。

築 80 年の古民家の畳の上が、最先端のオフィスに。

豊かな自然。
のんびりと流れる時間。
働き方の選択肢が
広がっています。

一石四鳥の効果を生む
「ひかり王国・徳島」
今回のプロジェクトを進める上で、企業を
呼び込むための大きな力になっているのが、
優れたブロードバンド環境です。徳島県は「全
国屈指のブロードバンド環境」を誇っている
ことを御存知でしょうか。
本県では地上デジタル放送への移行に伴う
「視聴チャンネル数」の減少を防ぐため、平成
14 年から県下全域に光ケーブル網を張りめぐ
らせる「全県 CATV 網構想（Ｈ 14 ～Ｈ 23）」
を進めてまいりました。地理的要因などによ
る採算性の問題から民間の情報通信サービス
が提供されない、いわゆる条件不利地域是正
のため、国の補助事業を活用し、自治体自ら
が光ファイバーを敷設しているのが特徴です。
その結果、当初の目的である①「地上デジタ
ル放送への対応」に加え、②高速大容量・常時
接続の「ブロードバンド環境の整備」
、③コミュ
ニティや地域防災などの「地域情報の発信」
、
④同一エリア内で無料通話が可能な「IP 電話
網の充実」という一石四鳥の効果が生まれまし
た。海辺から中山間地域にいたる全ての集落に

東京とのやりとりはリアルタイムの映像で。

21 世紀の働き方や暮らし方への提言
「川が歌っている！星が踊っている！」。こ
の印象的なフレーズは、サテライトオフィス
に勤める方の一人が、初めて徳島を訪れた際
の言葉です。
この言葉は、まさに今回のプロジェクトに含
まれる価値を表しているのではないでしょうか。
豊かな自然の中で、仕事の手を休めれば、木々
の緑が疲れを癒し、また、仕事と趣味を両立で
きる仕事と生活のスイッチをすぐに切り換えら
れる環境、つまり「新しい働き方」や「新しい
暮らし方」を実現するための「場」の提供です。
サテライトオフィスに勤める方々の中に
は、地元の方との飲み会や勤務時間前後のサー
フィン、隣接する農地での農作業など、徳島
ならではの贅沢な時間を楽しまれる方も多く
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離 も 「 630ｍ 」 と 「 全 国 １ 位 」 に な っ て い ま す 。
ICT の 進 化 は 、働 き 方 を 拘 束 し 続 け た「 距 離 」や「 時 間 」の 壁 を
急速に取り払い「田舎＝条件不利地域」というイメージも変え始
めています。「働く場がない」と決めつけてきた田舎が「若者が
働く場所」になるという夢は、既に現実のものとして動き始めて
いるのです。
ひかり王国・徳島の実現
地�デジタル
放���

�域�波の��が���な�

�������ス��

地デジ��

ॡCATVღೡ

ひかり王国・徳島

�ロー������

�����

地域��の��

全 国 ５１．６％

��

中山間地域
＝

●ＣＡＴＶの世帯普及率（平成２４年３月末現在）

徳島県 ８８．５％
大阪府 ８７．８％
山梨県 ８３．８％

アナログ時（最大１０波）
徳島県内：NHK２波＋民放１波
広域関西：民放４波
そ の 他：民放３波
デジタル時（３波）
徳島県内：NHK２波＋民放１波

採算性の問題から
民間サービスが提供されない
条件不利地域

全国�１�

国の��������
���が�������

���が������������の���
�世帯�＝�６３０�

全国第１位！

ひかり王国・徳島の実現

多様な人材が
徳島に集積しています
光ケーブル幹線が行き渡り、パソコンさえ接続

初めてとなる「キネトスコープ社」
、ドラマや
映画の情報をテレビ放送局などに配信する「株
すれば、高速大容量通信が可能な環境にありま
こうした地域の優位性を生かし
た取り組みにより、プロジェク
式会社プラットイーズ」が相次ぎ、神山町へ
す。まさに「ひかり王国・徳島」が実現し、さ
トの開始から僅か１年間半で、神
山町に９社、美波町に２社の企
進出を決定し、新たな分野の集積が始まって
らなるビジネスチャンスや地域活性化の強力な
業
を
誘
致
す
る
こ
と
に
成
功
し
ま
し
た
。
11 月 に は 、 プ ロ ジ ェ ク ト を リ
います。
推進エンジンとなっているのです。
ー ド す る ICT 企 業 に 加 え 、 映 像 関さらに、現地雇用（11
連企業３社、一昨年
のカンヌ国
名）も実現するなど、
昨年６月には「ケーブルテレビの普及状況」
過疎地域の経済雇用にも、新たな風が吹き始
において、本県の「世帯普及率」が「88.5％」
めています。
であることが総務省から発表されました。自
最近では、プロジェクトチームごとの会議
治体が整備した光ファイバー網の世帯当たり
-4や新入社員の研修を、サテライトオフィスで
の総延長距離も「630 ｍ」と「全国１位」になっ
行う企業も出てきました。経営者の方々から
ています。
「サーフィンや農業が毎日できる環境をアピー
ICT の進化は、働き方を拘束し続けた「距
ルしたら、優秀なプログラマが５人も雇えた」
離」や「時間」の壁を急速に取り払い「田舎
「仕事はこなすものでなく、みんなで価値を創
＝条件不利地域」というイメージも変え始め
ることなんだと気づかされた」
「休息は、労働
ています。「働く場がない」と決めつけてきた
の御褒美という考え方を改め、本当にいい仕
田舎が「若者が働く場所」になるという夢は、
事というのは、徳島でのオンとかオフといっ
既に現実のものとして動き始めているのです。
た境目のない楽しい働き方から生まれるもの
だ」と教えていただきました。
多様な人材が徳島に集積しています
地域の方々からも「若い人がいるだけで、
ほっとするというお年寄りは多い」
「都会から
こうした地域の優位性を生かした取組によ
新しい感覚を持った若い人が来れば、地域の
り、プロジェクトの開始から僅か１年間半で、
いい刺激になる」
「彼らと何か新しいことを
神山町に９社、美波町に２社の企業を誘致す
やってみたい」と、こちらも企業の進出を歓
ることに成功しました。11 月には、プロジェ
迎しています。
クトをリードする ICT 企業に加え、映像関連
おしゃれな「古民家」で仕事をし、時には
企業３社、一昨年のカンヌ国際広告賞の３部
「川の中」に足を浸けながらの仕事をする。そ
門で金賞・銀賞を獲得した世界的な映像作家
んな夢のようなワークスタイルに憧れ、現在
の「菱川勢一氏」が代表を務める「ドローイ
でも複数の企業が「サテライトオフィス」の
ングアンドマニュアル株式会社」
、関西圏から
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さ ら に 、 現 地 雇 用 （ 10 名 ） も 実 現 す る な ど 、 過 疎 地 域 の 経 済 雇
用にも、新たな風が吹き始めています。
最 近 で は 、プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム ご と の 会 議 や 新 入 社 員 の 研 修 を 、
サテライトオフィスで行う企業も出てきました。経営者の方々か
ら「サーフィンや農業が毎日できる環境をアピールしたら、優秀
なプログラマが５人も雇えた」「仕事はこなすものでなく、みん
なで価値を創ることなんだと気づかされた」「休息は、労働の御
褒美という考え方を改め、本当にいい仕事というのは、徳島での
オンとかオフといった境目のない楽しい働き方から生まれるもの
だ」と教えていただきました。
地域の方々からも「若い人がいるだけで、ほっとするというお
年寄りは多い」「都会から新しい感覚を持った若い人が来れば、
地 域 の い い 刺 激 に な る 」「 彼 ら と 何 か 新 し い こ と を や っ て み た い 」
と
、こちらも企業の進出を歓迎しています。
進出を検討しています。生まれ育った場所も、
おしゃれな「古民家」で仕事をし、時には「川の中」に足を浸
経験も、考え方も異なる両者が、徳島の過疎
け
な が ら の 仕 事 を す る 。そ ん な 夢 の よ う な ワ ー ク ス タ イ ル に 憧 れ 、
現
在でも複数の企業が「サテライトオフィス」の進出を検討して
集落で刺激し合い、大きな変革を起こそうと
います。生まれ育った場所も、経験も、考え方も異なる両者が、
しているのです。
徳
島の過疎集落で刺激し合い、大きな変革を起こそうとしている
のです。
サ テ ラ イ ト オサテライトオフィス進出企業一覧
フィス進出企業一�
�社�
（株）ダンクソフト

��

場所

Ｈ２４．３．１

山二邸（下分）

Sansan（株）

３．１

石角邸（神領）

ブリッジデザイン

３．１

森邸（広野）

（株）テレコメディア

３．８

（株）ソノリテ

５．１１

（有）井上広告事務所

７．２０

中尾邸（下分）

１０．２７

沼田邸（神領）

キネトスコープ社
ドローイングアンドマニュアル（株）

（株）プラットイーズ
サイファー・テック（株）
プライマルグループ
（(株)タンジット）

大野邸（下分）
神山町

Ｈ２５初頭

神山アトリエ（神領）

Ｈ２５．３
５．７
１０．１

ブルーベアオフィス（神領）

阿部邸（神領）
美波ラボ（美波町文化交流施設）
美波町

美波工房（〃）
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議論を重ねながら受入れ体制を強化
「なぜ、徳島には ICT 企業が相次いで進出
するのか」
。そんな疑問を解くため、昨年の４
月以降、総務省や国土交通省、外務省を始め、
首都圏の企業など約 160 団体、700 名もの方々
が視察に訪れました。御参考までに、私たち
の主な取組を御紹介します。
まず、最初に挙げられるのが、昨年３月に設
置した「プロモーションチーム」の活動です。
企業誘致のための施策や問題の解決策、どのよ
うな企業を誘致するかなど、毎月１回の議論を
実施。その内容を報道機関にも公開しています。
具 体 的 に は、 航 空 会 社 と の 運 賃 交 渉 に 始
ま り、 今 年 度 か ら は ワ ン ス ト ッ プ の「 プ ロ
モ ー シ ョ ン サ イ ト http://www.tokushimaworkingstyles.com/」を開設。さらには、徳
島での時間を効率的に使っていただけるよう
「カーシェアリング制度」の運用も開始しまし
た。また、
空き家確保対策として、
神山町に「固
定資産税納付通知書」に空き家提供依頼文書
の同封を依頼。誘致のタイミングを逃さない
よう、受入れ先のストックを増やしています。

先進政策バンク優秀政策事例

とつながっています。
「地域にとって移住者は地域に花嫁を迎える
のと同じこと。そのお嫁さんを抽選で決める
人は、どこにもいない。移住者の受入れは本人
だけでなく地域にとってもストレス。だから
納得する人を迎え入れる」というのが、グリー
ンバレーの考え方です。この移住希望者の逆
指名制度は、企業に対しても同じ。大都市に
頼らない働き方を模索していた企業が、こぞっ
て神山町に注目する理由が、ここにあります。
グリーンバレーは町から「移住交流支援セン
ター」の運営を任されており、運営に当たって
は「創造的過疎」を掲げています。
「創造的過疎」
とは過疎化の現状を正しく理解し、的確に過疎
を進めていくことです。人口構成を持続可能な
カタチに変えていくとの考え方です。
このように地域が一体となって人材や企業
の誘致活動を続けた結果、神山町では平成 22
年度の人口動態調査で、転入者が転出者を上
回りました。僅か 11 人ですが、転入から転出
を引いた社会動態人口の増加は昭和の大合併
以降初めての現象です。
また、こうした動向を NHK や日本テレビ、
フジテレビなど、首都圏のキー局に取り上げ
ていただくことで、放送を御覧になった方か
らの「古民家提供の申し出」や企業からの「進
出打診」を受けるなど、思いがけない効果も
生まれています。これも、全国をターゲット
にした、徹底的な広報戦略の効果です。
以前はメディアの取り上げ方も、澄んだ空気
や美しい景観などの「癒しの空間」と、都会と
は比較にならない「高速インターネット通信」
が見事に共存する環境に着目したものがほとん
どでした。しかし最近では、アウトドア雑誌な
どにも掲載されるなど「サテライトオフィス」
が示す「これからの働き方」や「暮らし方」に
焦点を当てた記事も多くなっています。

神山町が企業から注目される理由
神山町では、NPO 法人グリーンバレーを核
に、企業の誘致活動を展開。これまでの人材
誘致活動の中で、地元の皆さんが培ってきた
受入れ体制が、新しい働き方やクリエイティ
ブな環境を求めてやってくる企業の高評価へ

新聞・テレビの取材が殺到。
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美波にサテライトオフィスを置いた価値だと
思っています。こうした活動を広げていきた
い」と目を輝かせた社長の言葉が、とても印
象的でした。地域の住民と都会で働く技術者
が交流することで、新しい事業やサービスが
生まれることを確信する出来事だったと思っ
ています。
こういった事例からも「サテライトオフィ
ス」の取組を加速し、過疎に悩む「他地域」
へと拡大することが、重要な課題であり、県
でも、さらなるサテライトオフィスの候補地
の発掘に努めています。
そして、もう一つの事例が、東京藝術大の
先生が中心となって、神山町で開催した「空
家町屋 2012 ワークショップ」です。ワーク
ショップのテーマは、家具のリノベーション。
「神山バレー・サテライトオフィス・コンプレッ
クス」で使用する家具を製作しました。旧縫
製工場を改装した建物と同じように、家具も
新しく作るのではなく、地元から譲り受けた
古い家具をリノベーションしているのが特徴
です。

優れた人のアイデアは必ず地域に残される
ICT という時代の最先端で活躍される方々
は「時代に対応する感度の高さ」や「地方で
は得にくい人的ネットワーク」を持っていま
す。そして、そこから生まれる既成概念を飛
び越える「発想力」や「行動力」が地域再生
にもたらす効果は、図り知れないものがあり
ます。工場誘致のような「固定資産税の増収」
や大規模な「雇用の拡大」は見込めませんが、
地域の人々と共により良い環境を創ろうと考
える人材が来れば、そのアイデアや考えは必
ず地域に残ると確信しています。
今年 1 月には、その仕組みを実践の形とする
ため、神山町でかつて縫製工場として使用され
ていた建物をシェア・オフィスとして改装した
「神山バレー・サテライトオフィス・コンプレッ
クス」を開設しました。県内外の ICT 関連企業
やデザイナー、アーティストなど、様々な経歴
を持つ人々に活用してもらうことで「知恵が融
合する場」に育てたいと考えています。

地域と企業の交流が拓く未来へ
ここで「サテライトオフィス」を舞台に、
地域活性化への取組を実現した事例を二つ御
紹介します。
一つめは、美波町に進出した企業のエピソー
ドです。その企業は、昨年８月、美波町の「サ
テライトオフィス」を舞台に「スマートフォン
向けのアプリ開発合宿」を行いました。ユニー
クなのは、この合宿が学生たちのインターン
シップ研修を兼ねたもので、地域課題の解決を
テーマに、地元で活動するグループを講師や案
内役に一週間みっちり学習し、美波町の景観を
アピールするアプリを仕上げたことです。
期間中、意外な効果もあって、学生と知り
合うことで刺激を受けた地元のボランティア
ガイドの皆さん（平均年齢 66 歳）が、サテラ
イトオフィス進出企業のサポートを受け、フェ
イスブックを活用した観光 PR を始めました。
このほか、この企業では地元中学校で出前
講座を行ったり、職場体験で中学生を受け入
れたり、秋祭りの担い手となったり、津波避
難経路の草刈りや消防防水訓練に参加したり
と、地域の結びつきを強めています。
「小さな話ですけど、これが本当の意味で

アプリ開発合宿

空家町屋ワークショップ
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先進政策バンク優秀政策事例

さらには、他部局（商工労働部や県土整備部）
にも御協力いただき「オーダーメイド型支援
策」によりランニングコストの一部助成や市
町村所有の施設改修、木造住宅の耐震化工事
などを実施しました。様々な施策をミックス
し、これまで以上のスピード感を持ちながら、
全庁を挙げた「サテライトオフィス」の誘致
に取り組んでいます。
結びとなりますが「サテライトオフィス」
の取組は、①地域の再生・活性化としてスター
トさせましたが、今では、② ICT の利活用、
③企業のリスク管理、④若者を始めとする雇
用の拡大、⑤さらには、新しい働くカタチ、
ライフスタイルの創造など、一石二鳥ならぬ、
三鳥、四鳥、五鳥にもなっているプロジェク
トです。
これからも、県外企業と地域のコラボレー
ションによる新たな活動を「徳島モデル」と
して集落の再生につなげ、全国、そして世界
に向けて発信していきたいと考えています。
そして「私たちの『スキ』な徳島に少し手（て）
を加え『ステキ』な徳島に！」変えてまいり
ます。徳島から広がる攻めの集落再生に、ど
うぞ御注目ください。

多額の資本投資をすることなく、あるもの
を生かし、人を循環させる。企業と地元の双
方に足りないものを埋める関係を築き、継続
的に新しい何かを生み出すのが「とくしまサ
テライトオフィスプロジェクト」なのです。

地域と一体となった暮らしがエネルギーの源に。

日本のイナカをステキに変える
現在は、県央部の神山町、南部圏域の美波
町に加え、西部圏域の三好市の３地域を「サ
テライトオフィス」の候補地として挙げてい
ます。豊かな自然環境や地域間の連携など、
それぞれの特徴を備えた地域に企業経営者ら
を案内し、実際にオフィスとして利用してい
ただきながら、設置の検討を行っていただい
ているところです。
昨年度は、実証実験が中心であったため「ゼ
ロ予算」でスタートさせましたが、今年度は新
規事業の「とくしま INAKA オフィスモデル事
業」を立ち上げ、プロモーション活動を本格的
に展開するとともに、意欲ある市町村と連携し
て「古民家や遊休施設」を改修し、サテライト
オフィスの環境整備を図っています。

1 月に完成した
「神山バレー・サテライトオフィス・コンプレックス」
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宮崎県は、古事記や日本書紀に描かれた天孫降臨にまつわる日向神話の舞台であり、
多彩な神話や伝説、神楽や祭りなどの歴史的・文化的資源、史跡などが残されています。
このようなことから、県では、古事記編さん 1300 年に当たる平成 24 年から日本書
紀編さん 1300 年の平成 32 年までの９年間を「記紀編さん 1300 年」として、神話
伝承地の魅力を発信していきます。

名

所

天安河原（あまのやすかわら ) （高千穂町）

西都原古墳群（さいとばるこふんぐん）の男狭穂

アマテラスオオミカミが ｢天の岩屋｣ に隠れた際に、
神々が集まって会議を開いたところと伝えられていま
す。訪れた人々によって、祈りと神々への崇拝の念がこ
められた無数の石が積み重ねられています。

塚（おさほづか）、女狭穂塚（めさほづか）
（西都市）

高千穂峰（たかちほのみね）（高原町）

鵜戸神宮（うどじんぐう）（日南市）

ニニギノミコトの降臨神話の残る山で標高は
1,574m。山頂にはそのことを物語るかのように ｢天の
逆鉾｣（あまのさかほこ）が立てられています。天の逆
鉾については諸説あ
りますが､ ニニギノ
ミコトが地上に降り
立つ場所を雲の上か
ら探すために使った
後､ 山頂に逆さに立
てたものと伝えられ
ています。
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西都原古墳群は、東西 2.6km、南北 4.2km の範囲に
大小 300 基以上の古墳が分布する国内有数の大古墳群
です（国指定特別史跡）。
男狭穂塚はニニギノミコトの御陵､ 女狭穂塚はコノハ
ナサクヤヒメの御陵
として､ 宮内庁から
明治 28 年に御陵墓
参考地の指定を受け
ています｡ 男狭穂塚
は 全 長 176m の 帆
立貝形古墳で国内最
大規模､ 女狭穂塚は
全 長 176m の 前 方
後円墳で九州最大規
模を誇っています。

ウガヤフキアエズ
ノミコトの生誕地と
伝えられています。
ミコトの母トヨタマ
ヒメが我が子を思っ
て残したと言われる
「お乳岩」や、トヨ
タマヒメが海の宮か
ら乗ってきた亀がそ
のまま岩になったと
言われる「亀石」が
あり、縁結びや安産
の神としても知られ
ています。

天安河原

食べ物
宮崎牛
平 成 24 年 10 月 に
長崎県で開催された
「和牛のオリンピック」
と呼ばれる全国和牛能
力共進会第 10 回大会
において、宮崎牛は９
部門中５部門で１位に
あたる優等賞首席に加え、第７区で内閣総理大臣賞、さら
に各部門の総合得点で道府県の順位を決める団体賞でも
１位を獲得し、前回大会に引き続き日本一に輝きました。

西都原古墳群

◎宮崎県庁
高千穂峰
鵜戸神宮

チキン南蛮
からりと揚げた鶏のムネ肉やモモ肉を甘酢に漬け、タ
ルタルソースをかけて
食べる宮崎を代表する
料理。もともとは、宮
崎県延岡市にあった洋
食店の厨房のまかない
料理がその原型と言わ
れています。

鶏の炭火焼き
鶏のムネ肉やモモ肉を豪快に焼き上げる鶏の炭火焼
き。中でも「みやざき地頭鶏」（みやざきじとっこ）の
炭火焼きは、柔らかな
歯ごたえの後、軽やか
な香ばしさと共に、鶏
本来の旨みがほとばし
る、格別の味わいです。

釜揚げうどん
宮崎の釜揚げうどんは麺が細めでのどごしが良いのが
特徴。最後は「そば湯」の要領で、つけつゆに「うどん湯」
を入れて飲むのも特徴的。宮崎には釜揚げうどんの店が
多く、ダシや麺に店ごとの色々な工夫がされています。

お問合せ
■宮崎県商工観光労働部観光推進課
TEL 0985-26-7530
FAX 0985-26-7327
みやざき観光情報「旬ナビ」HP
http://www.kanko-miyazaki.jp/
旬ナビ
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検索

への

未 来

香取市佐原の町並み

千葉県

―重要伝統的建造物群保存地区―
か とり

わら

遺 産

さ

千葉県北東部の利根川下流域に位置する香取市佐

原 は、江戸時代から利根川水運で栄えた商家町で、

景勝地「水郷」の玄関口や香取神宮の門前町として
も知られた地域です。

お

の がわ

町の中心部を流れる小野川とそれに交差する香取

街道沿いには、木造の町家や蔵造りの商店、土蔵や
洋風建築など、江戸末期から昭和初期に建てられた

多様な建造物が連なり、柳並木などの周辺環境とも

相まって、佐原の歴史を物語る趣深い景観を形づ
い のう ただ たか

くっています。中でも、国指定史跡の伊能忠敬旧宅

や江戸末期から大正時代に建築された商家などを始

香取街道沿いに並ぶ商家

めとする８件 13 棟の県指定有形文化財は、往時の

また、毎年７月と 10 月には約 300 年以上の歴史

繁栄を示す貴重な歴史的建造物として、町並みの中

を持つ国指定重要無形民俗文化財「佐原の山車行事」

核を成しています。

たい さい

ばや し

（佐原の大 祭 ）が開催されます。佐原囃 子 の音色が
街中に響く中、高さ４m もの大人形を乗せた山車が

小野川沿いなどを引き廻される様子は勇壮で、町並
みの風情に花を添えます。

水郷の風土の中で歴史を積み重ね、人々の記憶が

刻まれた佐原の町並みは、地域の活性化にもつなが
る「未来への遺産」として、保護・活用・継承する
努力が日々続けられています。

情緒あふれる小野川沿いの景観

佐原の町並みは、平成８年に関東地方で初めて、

国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されまし

た。その歴史的風致を保全するため、行政と地域住
民等の協働で建造物の修理や修景が行われているほ

か、近年は市民団体や大学と連携した地域の歴史文
化を生かしたまちづくりへの取組も始まっていま
す。

大きな人形を乗せた山車が町内を引き廻されます
（「佐原の山車行事」）

東日本大震災によって、瓦の落下、土壁や護岸の

崩落など、町並みは大きな被害を受けましたが、各
方面からの支援により、以前の姿を取り戻しつつあ

〈お問合せ〉
千葉県教育庁教育振興部文化財課
TEL 043-223-4085

ります。
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〜本場大島紬の歩み〜

このほかにも、他産地と連携した商品

鹿児島県の南西部に位置する奄美群島

は、大和朝廷の時代から「海上の道の島」
とされ、日本本土と南方や大陸との交易
通路として重要な役割を果たしてきた地

域であり、この地で南北両方の文化の影
響を受けながら育まれた工芸品が「本場
大島紬」です。

江戸時代には、薩摩藩への貢ぎ物とし

づくりを行っているほか、ご当地アイド

ルに大島紬の髪飾り「大島紬シュシュ」
を寄贈するなど、若い女性層へ向けた魅
力発信も行っており、幅広い世代への PR
を展開しています。

伝統を引き継ぎながらも、時代の流れに

合わせ、今もなお進化を続ける本場大島紬。
今後も大島紬の進化に目が離せません。

て生産されており、一般にはあまり普及
していませんでしたが、明治３年頃から
商品としての生産が始まり、昭和 50 年２
月 17 日に国の伝統的工芸品に指定されま
した。

﹂の魅力あふれる本場大島紬
鹿 児 島 県﹁本物︒

〜本場大島紬とは〜
日本最古の染色技法をそのルーツに持

ち、独特の「泥染め」技法と精緻な絣模
様を特徴とする染めと織りが美しい織物

大島紬ベストを着用した JR 九州「指宿のたまて箱」号の客室乗務員。
「軽くて柔らかい。大切に着たい」と笑顔で話してくれた。

で、日本はもとより世界でも高い評価を
受けています。

着物に仕立てると、軽くて温かく、し

なやかで体になじみやすいため、着崩れ

しにくいという特徴に加え、生地に表裏
がないことから、仕立て直して孫の代ま
で３代に渡り着用できると言われていま
す。

〜進化する「本物。」の魅力〜

「大島紬さくらストール」。本場大島紬伝統工芸士が伝統技術を用い、
糸から染色までこだわりぬいて織り上げたシルクストール。新幹線
「さくら」にちなんださくら色。

現在、産地では、現代の生活様式に合っ

た商品づくりを進めながら新規需要の拡
大と PR に努めています。

今年度は、４月に JR 九州の人気観光列

車「指宿のたまて箱」の客室乗務員へ伝
統柄である「麻の葉」柄の泥染大島紬の
ベストを寄贈し、県内外の観光客に対し
大島紬の魅力を発信しました。また、９

月には、JR 西日本の山陽新幹線「みずほ」

「さくら」車内限定販売商品に、大島紬の

技術を用いたシルクストールが採用され、
１枚 9,800 円と車内販売での取扱商品の

中ではこれまでの最高額であったにもか

かわらず、２ヵ月半で売り切れとなり、
大変好評でした。

県庁で行われた「大島紬シュシュ 贈呈式」。本場大島紬織物協同
組合からご当地アイドル「S ☆ UTHERN CROSS（サザンクロス）
」
へ、大島紬シュシュが贈呈された。

お問合せ

鹿児島県本場大島紬協同組合連合会

TEL 0997-52-3411

鹿児島県観光交流局かごしま PR 課
TEL 099-286-3050
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都 道 府 県
だ よ り
2013年2月

都道府県だより
Hokkaido

2013 年 2 月

北海道

天塩川周辺の冬は魅力がいっぱい。
「天塩川 13 のふゆスタンプラリー」を実施中 !
地域イベントへ参加してスタンプラリーを PR しつ
つ、ゆるキタ応援団を通じて各地域の魅力も発信す
るなどの工夫をしています。
天塩川周辺には、各地域で見られるサンピラー（太
陽柱とも呼ばれている幻想的な自然現象）や、和寒
町の越冬キャベツのほか、剣淵町ビバアルパカ牧場
でのエアボードなど、見て美しく、食べて美味しく、
体験して楽しいことが いっぱい あります。
天塩川 13 のふゆスタンプラリーを通じて、この地
域の冬ならではの魅力を感じてみてください。

日本最北の大河「天塩川」は、北海道の自然、歴史、
文化などの中から、次の世代に引き継ぎたいものと
して、平成 16 年 10 月に北海道遺産に選定されてお
り、道では、この天塩川周辺において、環境と住む
人にやさしい地域づくりに取り組んでいるほか、「環
境」をキーワードとした交流の拡大を図るため「天
塩川『環境・交流』リンケージプロジェクト」を推
進しているところです。
上川総合振興局では、このプロジェクト推進の一
環として、冬期間ならではの天塩川周辺の魅力を発
信し、地域間交流を促進させるため、見たい・食べ
たい・体験したいをテーマにして『天塩川 13 のふゆ
スタンプラリー』
（2012 年 12 月 20 日〜 2013 年２
月 28 日）を実施しています。
また、スタンプラリーを盛り上げるため、地域の
ゆるキャラが集まって「ゆるキタ応援団」を結成し、
毎月３の付く日に各地域でキャンペーンを行ったり、

お問合せ

北海道上川総合振興局地域政策部地域政策課
TEL 0166-46-5917
天塩川周辺情報満載 HP「てっし散歩」
http://www.kamikawa.pref.hokkaido.lg.jp/ts/
tss/tesshi̲sanpo/index.html
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青森県

Aomori
冬は下北半島がアツい !
～下北ゆかい村『鮟鱇まつり』開催中～

この鮮度抜群の鮟鱇だからこそ、お刺身やお寿司で楽
しめるのはもちろん、鍋、揚げ物、アン肝など、鮟鱇づ
くしの料理を満喫することができます。
特別な「鮟鱇」を、井上靖ら多くの文豪・文化人が愛
した「下風呂温泉郷」で楽しみ、
おなかも心も満たされる。
それが「下北ゆかい村『鮟鱇まつり』
」です。
この冬は、下北半島で「風間浦鮟鱇」を是非味わって
ください。

下北半島風間浦村の海沿いに湧く硫黄泉の名湯下風呂
温泉郷では、温泉の「湯・ゆ」と「海・かい」を合わせ「下
北ゆかい村」をキャッチフレーズとする滞在型観光の拠
点として、訪れた観光客の方が温泉と海の幸を合わせて
楽しめる様々なサービスを提供しています。
そんな「ゆかい村」で
３月末まで開催されてい
るのが、
「下北ゆかい村
『鮟鱇まつり』
」です。
西の「フグ」
、東の「ア
ンコウ」と呼ばれ、全国
的に冬の食として人気が
高い鮟鱇。実は、青森県
の鮟鱇水揚量は全国トッ
プクラスです。
中でも、下北半島北部
の風間浦村では、独特の
漁法により、全国でもめ
ずらしい「生きたままの
鮟鱇の水揚げ」が行われ
ています。
※画像はコース料理のイメージです。

← 風間浦村

◆下北ゆかい村『鮟鱇まつり』
鮟鱇まつり参加宿泊施設・食堂
で、まつり期間中に旬の風間浦鮟
鱇を存分に味わえるフルコースが
提供されます。それぞれメニュー、
対応可能人数が異なります。

※協賛施設により料金が異なりますので、あらかじめお問合せください。

◆まつり（鮟鱇料理提供）期間：３月 31 日まで
お問合せ

下風呂温泉旅館組合
TEL 0175-35-2010
ゆかい村鮟鱇ブランド化戦略会議（風間浦村産業建設課）
TEL 0175-35-2111

都道府県だより
都道府県だより
Akita
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秋田県

～東北最大規模の秋田スギ製材工場誕生～

本県のスギ人工林資源は、面積、材積共に全国一
を誇り、これから本格的な伐採時期を迎えようとし
ています。
木材加工分野における、本県の合板や集成材部門
の生産量は、共に全国シェアの約２割を占める一方、
製材部門は伸び悩んでいるのが実情であり、販路拡
大のためには市場ニーズに的確に対応した製材品を
供給する必要があります。
大型製材工場で生産する製材品は、住宅建築部材
はもとより、これまで外材主体であった集成材の材
料をスギ材に転換する動きが進んでいることから、
県内集成材工場向けの材料板も主力製品の一つとし
ています。
今後は、本県が目指す「木材総合加工産地・あきた」
の実現に向けた中核的な工場として、スケールメリッ
トを生かし、品質の高い製材品を低コストで安定的
に生産供給し、秋田スギの需要拡大による林業・木
材産業の発展に貢献することが期待されています。

平成 24 年４月、年間 15 万㎥（約 71 万本）のス
ギ丸太を処理することができる東北最大規模の大型
製材工場が秋田市に誕生しました。
本工場を運営する秋田製材協同組合（通称 : アスク
ウッド）は、製材業、素材生産業者を主体とした 34
社からなり、従業員 67 名を雇用して同年７月から本
格稼働しています。

お問合せ

農林水産部林業木材産業課
TEL 018-860-1916
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岩手県

Iwate

【ネットショップカタログ】 岩手県の食品を取り扱
うネットショップを品目別に紹介します。
【産直データベース】 岩手県内の産直施設を地域別
岩手県では昨年 11 月末に食の総合ポータルサイト
で検索できます。
「いわて食財倶楽部」を全面リニューアルしました。
是非、サポーターに登録して、岩手県の食に関わ
このリニューアルは掲示板やデータベース機能を強
る取組をご支援くださるようお願いします。
化し、SNS やスマートフォンにも対応できるように
したものです。
また、生産者や流通加工事業者、消費者とのネッ
トワークを強化し、情報発信をより一層充実させる
ため、
「いわての食財サポーター」を新設し、サポー
ター登録の募集を呼びかけています。
これは、
「いわて食財倶楽部」での情報発信や情報
交換などを通して、関係者が一体となり、岩手の食
材や食品の品質の向上と PR に取り組もうとするもの
です。

「いわての食財サポーター」を募集中です !

「いわて食財倶楽部」サイトの概要
【いわて純情交流ひろば】 岩手県の食材に関わる県
内外のイベント情報などをお知らせします。
【売ります掲示板】 サポーター登録した事業者が新
商品の紹介や、営業開始（再開）などの情報をお知
らせします。
【おいしい掲示板】 旬の県産食材を使ったメニュー
や提供している飲食店などを紹介します。
【食財データベース】 岩手県の食材を地域別、品目
別などで検索できます。

お問合せ

岩手県農林水産部流通課
TEL 019-629-5732
HP http://www.iwate-syokuzaiclub.com/
※「いわて食財倶楽部」で検索してください。
いわて食財倶楽部
検索

都道府県だより
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山形県

Yamagata

山形県産品カタログギフト「山形の贈りもの」
好評発売中
山形県では、県産品の消費拡大を図るため、山形
県産品愛用運動を推進しています。
本運動では、県産品愛用の促進に向け、普及啓発
活動など様々な取組を展開していますが、今年度の
新たな取組として、山形県産品を掲載したカタログ
ギフトの立上げを支援し、昨年 11 月に山形県産品カ
タログギフト「山形の贈りもの」の発売が開始され
ました。
このカタログギフトには、山形の初夏を彩る紅花
べに

が表紙を飾る ｢ 紅 ｣ コース（81 商品）と山形の母
あい

なる最上川を表紙とした ｢ 藍 ｣ コース（87 商品）
の２種類があります。
いずれのコースも、｢山形こだわり探訪・山形四季
物語｣ と題し、歴史文化、名所旧跡、食・ものづく

り等の山形の魅力を紹介するとともに、｢選べるギフ
ト｣ として、農畜産物（つや姫 ･ さくらんぼ ･ 山形
牛等）
､ 郷土料理､ 日本酒､ 工芸品など個性あふれる
県産品を幅広く掲載しています。
山形県内百貨店、ホテル・結婚式場や東京・銀座
の山形県アンテナ
ショップ「おいしい
山形プラザ」のほか、
インターネットでも
販売しております。
贈り主のまごころ
と共に、山形の魅力
を大切な方にお届け
いただけるカタログ
ギフトです。より多
くの方々に利用いた
だき、県産品そして
山形の魅力を全国に
発信していきたいと
考えています。
お問合せ

山形県商工労働観光部商業・まちづくり振興課
TEL 023-630-2190
HP http://www.y-kensanpin.jp/

山形県産品愛用運動
シンボルマーク・キャッチフレーズ
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Miyagi

宮城県

ウェブサイトのリニューアルとフェイスブック
の運用開始
ウェブサイトのリニューアル
本県では、平成 24 年 11 月にウェブサイトをリ
ニューアルしました。
全庁のページを統一したデザインにすることで、
閲覧される方の使いやすさを大幅に改善したほか、
障害のある方や高齢者の方でも情報を取得しやすい
ようにアクセシビリティの向上に配慮しました。
近年、急速に普及しているスマートフォン向けの
表示にも対応しています。
今後、インターネットによる情報取得がますます
一般化していくと考えられることから、コンテンツ
の質及び量の向上を図り、ウェブサイトを利用した
情報提供を積極的に進めてまいります。
フェイスブックの運用開始
ウェブサイトのリニューアルに併せて、フェイス
ブックによる情報提供も開始しました。
県主催のイベントやお知らせ、みやぎの魅力を感
じていただけるような写真や動画を積極的に発信し
てまいります。

利用者が急増して
いるフェイスブック
を 活 用 す る こ と で、
県政にあまり関心の
な か っ た 方 々 に も、
県が発信する情報に
接していただける機
会が増えると考えて
います。
今後も、既存の広
報媒体との連携を深
め、より一層効果の
高い広報を目指して
まいります。

●宮城県 HP
http://www.pref.miyagi.jp/
●宮城県広報課フェイスブック
https://www.facebook.com/pref.miyagi

都道府県だより
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福島県

福島県の復興のあゆみ
福島県では、東日本大震災からの復興に向けて一
昨年 12 月に策定した ｢福島県復興計画（第１次）｣
に基づき、復興への取組を進めてきましたが、全国
の皆様からのご支援に力を得て、着実に元気を取り
戻してきています。
これまで、空間放射線量の低減に向けて除染を進
めてきたほか、食品の安全確保を図るため、米の全
袋検査など生産及び流通の各段階でモニタリング検
査体制を強化し、基準値を超えたものを流通させな
い仕組みを構築しました。また、昨年 10 月には、
18 歳以下の医療費無料化を実現するなど、県民の健
康を守る取組を行っています。
産業面においては、多くの企業が震災前の水準を
取り戻しつつあり、新たな工場立地も実現していま
す。また、再生可能エネルギーの推進や（仮称）医
療機器開発・安全性評価センターの整備による新た
な産業の創出にも取り組んでいます。
また、昨年４月からの原発事故による避難指示区
域の見直しにより、ふるさとへの帰還準備を加速で
きる区域が広がる一方、当分の間帰還が困難な区域
の指定も行われています。このような状況に対応す
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るため、復興計画（第２次）
を策定し、復興公営住宅の
建設など、避難者の生活再
建に向けた取組を新たに盛
り込みました。
さらに、東日本大震災に
より社会情勢が大きく変化
したことから、総合計画を
改定し、｢ふくしま新生プ
ラン｣ を策定しました。こ
の新たな総合計画は、今の
子どもたちが親の世代となる 30 年後を展望し、震災
から 10 年の節目である平成 32 年度を目標年度とし
た８ヵ年計画です。今後は、復興計画と一体的に推
進し、プランの基本目標である ｢夢・希望・笑顔に
満ちた“新生ふくしま”｣ を目指してまいります。
お問合せ

福島県復興総合計画課
TEL 024-521-7109
｢福島県復興計画（第２次）｣ HP
http://wwwcms.pref.fukushima.jp/download/1/
fukkoukeikakudai2ji.pdf

Niigata

新潟県

新潟淡麗にいがた酒の陣 2013

ていただき、その良さを再発見、認識することによっ
て、新潟清酒への興味、愛着を生み育んでもらうた
めの検定です。
「なぜ新潟の酒はおいしいのか？なぜ
品質が高いのか？どんな蔵があるのか？どんな味なの
か？」 こ う し た 疑 問
に的確に答え、広く
世界中に、そして後
世に伝えていくこと
ができる達人を検定
試験により養成する
ことを目的としてい
ます。
是非、
「新潟淡麗に
いがた酒の陣 2013」
に 御 来 場 い た だ き、
新潟の食と共に、新
潟清酒の全てを五感
でお楽しみください。

新潟県は、全国屈指の清酒の産地として知られてお
り、新潟の気候、米、水、そして高度な醸造技術が高
品質な新潟清酒を支えています。その特徴は「豊かな
味わいとなめらかさ、のどごしの良さを兼ね備え、バ
ランスがとれた味わい」であり、新潟県酒造組合を中
心に「新潟淡麗」と銘打ち、国内にとどまらず海外へ
の PR にも積極的に取り組んでいます。
こうした取組の一つである「新潟淡麗にいがた酒の
陣 2013」が、３月 16 日（土）
、17 日（日）の２日
間に渡り、新潟市の朱鷺メッセで開催されます。今回
で開催 10 周年を迎え、新潟県でもビッグイベントと
して定着してまいりました。
「新潟淡麗にいがた酒の陣 2013」では、新潟県酒
造組合加盟約 90 蔵元が出展し、約 500 種類の地酒の
試飲、販売を実施します。試飲チケットを購入すると
好きなだけ地酒を試飲することができ、蔵元こだわり
の地酒を新潟の食と共に堪能することができます。会
場では、その他にも、多彩なステージアトラクション
や清酒に関連したセミナーなども開催され、昨年は過
去最大の 10 万人以上の方が来場されました。
また、17 日（日）には「新潟清酒達人検定」が同
時開催されます。この検定は、新潟清酒の知識を深め

お問合せ

新潟県産業労働観光部産業振興課
TEL 025-280-5244
「新潟淡麗にいがた酒の陣 2013」HP
http://sakenojin.jp/

都道府県だより
Tokyo

2013 年 2 月

東京都

2020 年オリンピック・パラリンピック競技大会
東京招致への応援をよろしくお願いします !
2020 年オリンピック・パラリンピック競技大会開催
を目指す東京 2020 オリンピック・パラリンピック招
致委員会及び東京都は１月７日、詳細な開催計画を説
明した「立候補ファイル」をスイスのローザンヌにあ
る国際オリンピック委員会（IOC）本部に提出しました。
大会ビジョンに「Discover Tomorrow ～未来（あ
した）をつかもう～」を掲げ、世界で最も先進的で安
全な都市・東京で、競技会場の 85%を選手村を中心と
する半径８km 圏内に配置した「コンパクトな大会」を
開催することを打ち出しています。

計画面においては、2016 年招致の経験を踏まえ、内
容のブラッシュアップを図っています。例えば、大会
の中心となる選手村の広さを前回の 31ha から 44ha
に増やし、選手の練習スペースを充実させるなど改善
を加えています。
このほかにも、大会会場近くまで整備された高速道
路や１日 2,570 万人の乗客を秒単位で正確に輸送す
る鉄道網などの強力な交通インフラ、選手村から半径
10km 圏内にある 87,000 室を超える質と量を兼ね備え
た宿泊施設、交通機関のバリアフリー化といったユニ
バーサルデザインの考え方に基づいたまちづくりの取
組など、東京の優れた点を強力に PR しています。
そして、今回の招致には、被災地の復興を後押しす
るという目的があります。2020 年の大会開催は、復興
に向けての大きな目標になるとともに、世界中から受
けた温かい励ましや支援に対する返礼の場になると考
えています。
今後は国際プロモーション活動が解禁となり、９月
７日の開催都市決定に向けてイスタンブール（トルコ）
、
マドリード（スペイン）との招致レースが本格化します。
招致は、オールジャパン一丸となって取り組まなけれ
ば成功しません。皆様の応援をよろしくお願いいたし
ます。
お問合せ

東京都スポーツ振興局招致推進部
TEL 03-5388-2873

立候補ファイルを提出するため国際オリンピック委員会（IOC）本部を
訪れる招致アンバサダーの澤穂希選手、鈴木孝幸選手ら
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群馬県

Gunma

「ぐーちょきシニアパスポート」が始まりました
群馬県では、子育て支援策の一つとして、19 年か
ら、18 歳未満の子どもや妊娠中の人がいる世帯を対
象に、県内外の協賛店で提示すると買い物代金の割
引などのサービスが受けられる「ぐんまちょい得キッ
ズパスポート（ぐーちょきパスポート）
」を配布し、
たくさんの人に利用されています。
この度、高齢者支援策として、県内在住の 65 歳以
上の希望者を対象に、市町村と連携し「ぐーちょき
シニアパスポート」の配布を始めました。
本格的な超高齢社会を迎える中、高齢者が充実し
た生活を送るためには、孤立化を防ぎ、体力の維持
や生きがいの発見が必要とされています。このパス
ポートの利用を通じて、高齢者が積極的に外出し、
地域との交流を広げたり、健康維持につなげたりす

ることが目的です。また裏面
には、血液型や緊急連絡先、
かかりつけ医などが記載でき
るので、緊急時の連絡用カー
ドとしても活用できます。
現 在、 県 内 の 約 1,000 店
が協賛店として登録していま
す。協賛店として参加した店
の中には、呉服店や美容院な
ど世代を反映したものや、高
齢者向けの新たな事業展開を
期待する店もあり、ビジネス
チャンスとしても注目されて
います。今後、このパスポー
トの利用が増えることで、商
店街の店舗の利用促進など、
県内経済の活性化につながる
ことも期待しています。

協賛店が表示するステッカー

お問合せ

ぐーちょきシニアパスポート

群馬県介護高齢課
TEL 027-226-2576
FAX 027-223-6725

緊急時連絡用情報を記載できる裏面

都道府県だより
Tochigi

ゆるキャラグランプリ第３位のぐん
まちゃんが「ぐーちょきシニアパス
ポート」に元気な高齢者で登場して
ます。
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栃木県

かうえもんちょう

栃木市嘉右衛門町伝統的建造物群保存地区
栃木県南部に位置する栃木市は、江戸時代より例幣使街道
の宿場町として、また巴波川の舟運によって栄えた商業の町
として、北関東の商都とよばれました。
市中心部から北に１km ほどのところに、国の重要伝統的
建造物群保存地区に選定された「栃木市嘉右衛門町伝統的建
造物群保存地区」があります。400 年ほど前にこの地に移り
住んだ岡田嘉右衛門によって開発されたと伝わる嘉右衛門新
田村を起源とする東西約 320m、南北約 650m、面積約 9.6ha
の地区です。旧日光例幣使街道に沿って形成された敷地割り

旧日光例幣使街道沿いの町並み

をよく残し、江戸時代末期か 間口が広く、奥に続く通路がある見世蔵
ら近代にかけて建築された見
世蔵や、土蔵など伝統的建造物が残り、街道沿いに発展した
特色ある歴史的風致を伝えています。
蔵の街として古い町並みが観光名所となっている栃木市。
市中心部にも当時の繁栄をしのばせる蔵や商家が多く立ち並
び、資料館やお店として生かされています。また巴波川には、
遊覧船が運航しており、舟の上から当時の繁栄をしのばせる
古い町並みをゆっくりと楽しむこともできます。
お問合せ

県文化財課
TEL 028-623-3421

嘉右衛門町の由来になった岡田嘉右衛門邸。 岡田記念館として内部も公開（有料）
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茨城県

Ibaraki
茨城県初の試み !
映画「天心」エキストラツアーの実施

ロケ支援実績全国トップクラスである茨城県では、
県内に豊富に存在しているロケ地やこれまで培った
映像関係者とのつながりを有効に活用し、エキスト
ラとして映画に参加できる東京発着の観光ツアーを
本県初めての試みとして実施しました。
参加した映画は、震災からの復興に向け、地域を
挙げて取り組んでいる映画「天心」
（今秋公開予定）。
主役である岡倉天心は、東京美術学校（現 東京芸
術大学）の設立に貢献し、日本の美術・文化を欧米
に紹介した著書「茶の本」でも有名ですが、晩年は
思索と静養の場として、茨城県五浦（現 北茨城市
五浦）に居を構え、横山大観ら弟子たちを指導し、
新しい日本画の創造を目指した方です。
ツアー参加者は、天心役の竹中直人さんを始めと
する主要キャストや地元のエキストラと一緒に、明
治時代の衣装に着替え、六角堂（北茨城市）のある
天心邸敷地内で、映画のクライマックスシーンに参
加しました。なかには、
好きな俳優との共演を目的に、
遠くは岐阜県からの参加者もいました。

なお、六角堂は天
心が創建したもの
で、東日本大震災の
津波で流されました
が、昨年４月に創建
当時の姿で再建され
た、本県の復興のシ
ンボルであります。
今後、本ツアーの
関係者を集めたシン
ポジウムを実施し（３
月頃）
、エキストラツ
アーが本県ならでは
の新たな観光資源と
なるよう、広く発信
していく予定です。

お問合せ

茨城県商工労働部観光物産課
TEL 029-301-3622

都道府県だより
Saitama

エキストラ準備風景

2013 年 2 月

埼玉県

じてんしゃ王国埼玉
自転車見本市
「埼玉サイクリングショー」
を開催
参加型イベント
埼玉県では、自転車の楽しみ方と「じてんしゃ王
や自転車の魅力を
国埼玉」の魅力を広く PR するとともに、自転車市
伝 え る 展 示、 ポ タ
場の拡大による埼玉経済の活性化を目指すためのイ
ガール埼玉による
ベント「埼玉サイクリングショー」を３月 20 日（祝・
水）に大宮ソニックシティと鐘塚公園（さいたま市） トークショーなど、
「じてんしゃ王国埼
で開催します。
玉」の魅力をとこ
これは「LOVE bicycle SAITAMA」自転車広報
とん PR します。
キャンペーンの一環として行うもので、埼玉県が持
つ自転車に関わる産業や人、観光などの魅力資源を
組み合わせ、
「じてんしゃ王国埼玉」だからこそでき
る魅力的なイベントとして開催します。
お問合せ
自転車メーカーや自転車販売店など自転車関連企
埼玉県県民生活部広聴広報課
業のブースが集結し、グッズの展示や販売などを行
TEL 048-830-2864
うほか、様々な自転車の試乗も楽しむことができま
HP http://www.pref.saitama.lg.jp/site/lbstop/
す。また、自転車で訪れたい埼玉県内のおすすめの
cycling-show.html
観光スポットなどを紹介していきます。
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Chiba

千葉県

ちばコラボ大賞を決定 !

二つ目は「多世代
交流型コミュニティ
事業」です。この事
例は、柏市高柳地区
において、自治会や
NPO法人、社会福祉
協議会、大学、行政
コミュニティカフェが地域の交流の場に
などが連携して、高
齢者や子育て世代の孤立化といった課題を解決してい
こうとする取組です。公共施設の車庫を改修して、誰
もが気軽に立ち寄って交流できるコミュニティカフェ
を開設し、地域の人たち自らが講師となる講座やイベ
ント、野菜の定期市などを開催しています。
今回の表彰事例のような連携が県全域に広がり、誰
もが当たり前のように地域づくりに参加し、支え合い
と活力のある千葉県づくりが促進されるよう、これか
らも取り組んでいきます。
なお、事業の詳細については、下記ホームページに
て御覧いただけます。

千葉県では、市民活動団体と企業や学校、民間団体
などが連携して地域の課題解決に取り組む事例の中か
ら、他の模範となるような事例を「ちばコラボ大賞」
として表彰しています。第２回目となる今年度は、応
募のあった６件の事例の中から、それぞれ「目的」や
「先駆性」、「連携度」などについて厳正な審査を行
い、以下の２件を表彰することに決定しました。
一つ目は「多次元連携協働事業」です。この事例
は、つくばエクスプレス「流山おおたかの森駅」周辺
地域でNPO法人や企業、大学、行政などが連携し、
安心・安全で住みよいまちづくりを目指している取組
です。東日本大震災をきっかけに活動を開始し、地域
住民と共に地域の危
険箇所や避難経路、
防災倉庫や消火栓と
いった防災資源など
を記した防災マップ
を作成したり、マッ
プを活用したまち歩
きイベントを実施し
たりしています。

お問合せ

千葉県環境生活部県民交流・文化課
TEL 043-223-4165
HP http://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/collabo/
index.html

活発な議論が交わされるマップづくり

都道府県だより
Kanagawa
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神奈川県

環境と福祉が連携した小型家電回収の取組
～有用な資源の回収と障害者の社会参加の促進～
４月から携帯電話やデジタルカメラなどの使用済
小型家電の再資源化を図る小型家電リサイクル法（使
用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律）
が施行されます。
本県では法律の施行に先立ち、有用な資源の回収
だけでなく障害者の社会参加の促進も図るという観
点から、市町村が回収した使用済小型家電を福祉事
業所に引き渡して､ 障害者が手作業で分解 ･ 分別作
業を行う仕組みを ｢かながわモデル｣ として、市町
村に提案しています。
【かながわモデルの特徴】
○小型家電を手作業で丁寧に分解 ･ 分別を行うこと
で､ 一層効率的に資源回収が図られる。
〇リサイクルのための分解・分別の工程を担うこと
で障害者の社会参加が促進される。
県内では、伊勢原市がこのモデルによる第１号と
して、１月から小型家電の回収を行っています。
市民が不燃物集積所に排出（月２回）した５品目の
小型家電（携帯電話､ デジタルカメラ､ ビデオカメラ､
29

福祉事業所での分解作業の様子

分別された部品類

デジタル等携帯音楽プレーヤー､ ゲーム機）を市が回
収し､ 市内３ヵ所の福祉事業所へ引き渡します。
別 紙
福祉事業所では､ 部品別に分解 ･ 分別後､ リサイ
① 事 業 イ メ ー ジ 図
クルを適正に行う事業者へ売却します。

ここが､｢かながわモデル｣

事業イメージ図

②お問合せ
写 真

神奈川県環境農政局環境保全部資源循環課
Ａ ： 福 祉 事 業 所 で の 分 解 作 業 の 様 子
TEL 045-210-4151

山梨県

Yamanashi
富士の国やまなし国文祭が開幕

第 28 回国民文化祭・やま
なし 2013（愛称：富士の国
やまなし国文祭）が１月 12
日に開幕しました。国民文化
祭は、全国各地から様々な文
化芸術活動をしている個人や
団体が集まり、発表・交流す
る日本最大級の文化の祭典で
す。山梨で開催される今大会は、全国初の通年開催とし、11
月 10 日までの 303 日間を季節ごとに四つのステージに分け、
山梨の四季を感じることができる事業を展開していきます。
冬のステージのオープニングイベントを皮切りに、春のス
テージでは、「侍の最大集合記録」としてギネス世界記録 TM
に認定された信玄公祭り甲州軍団出陣と連動した記念パレー
ドや大フットパス祭りなどを開催。続いて、夏のステージで
は、世界文化遺産登録が期
待される富士山の麓・河口
湖に舞台を移し、歌と踊り
のサマーカーニバルを展開
します。そして、秋のグラ
ンドステージでは、山梨県
出身の小林一三氏が創設し
た宝塚歌劇団プロデュース
によるミュージカルを披露 オープニングイベントでの県芸術文化協会に
よる創作総合舞台
します。

また、県内市町村では、
舞台やオーケストラ、美術、
文芸などの多様なジャンル
のイベントを始め、各地の
「道祖神」や「花火」
「祭り」
「山岳」など、先人たちか
ら引き継がれてきた地域文 開幕式典で挨拶をする横内知事（中央）と
近藤誠一文化庁長官（右）
化や自然を取り入れた特色
あるイベントが年間を通し
て開催されます。
このほか、山梨の食文化
を紹介する「やまなし食の
カレンダー」や、県内各地
の文化を訪ね歩く「やまな
しフットパス」、親子で参
加できる「やまなし造形遊
び」など、会期を通じて誰
開幕前夜祭で披露された 薪 能。
バックは復元されたばかりの甲府城鉄門
でも気軽に参加できるイベ
ントも実施しています。
皆さんも是非、富士の国やまなし国文祭にお越しいただき、
四季折々の山梨の魅力を存分に楽しんでください。
たきぎ

お問合せ

山梨県企画県民部国民文化祭課内
第 28 回国民文化祭山梨県実行委員会事務局
TEL 055-223-1846
HP http://yamanashi-kokubunsai.jp/

やまなし国文祭

都道府県だより
Shizuoka

検索
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静岡県

２月 23 日は「富士山の日」
－富士山を想い、考え、学び、そして行動を－
神聖で荘厳な姿の富士山は、独特の性質を持つ富士
山信仰を育み、また、海外の芸術家にも影響を与えた浮
世絵などの多くの芸術作品に取り上げられるなど、信仰
の対象・芸術の源泉になってきました。
静岡県は、富士山について、理解と関心を深めていた
だき、後世に引き継ぐことを期する日として、２月 23 日
を「富士山の日」とする条例を平成 21 年 12 月に制定す
るとともに、山梨県及び関係市町村と連携して、富士山
の世界文化遺産登録に取り組んでいます。
今年で４回目の「富士山の日」を迎えるに当たり、県
民の皆様一人ひとりが、富士山について「想い」
、
「考え」
、
「学び」
、そして「行動」する「富士山の日」運動を展開
しています。
その一環として、２月 23 日には、山梨県及び 認定
NPO 法人富士山を世界遺産にする国民会議と連携して
「富士山の日フェスタ in Tokyo 2013」を東京都内で開
催し、世界文化遺産登録や富士山の日運動の国民的盛
り上げを図るとともに、静岡県内においては、
「ふじのく
に芸術祭」のオープニングを飾るイベントを開催し、同

時 開 催され る
「ふじのくに農
芸品フェア」と
連動して、さら
なるにぎわいを
創出します。
ま た、 浜 松
市の浜 名湖
ガーデンパーク、富士市の富士山こどもの国では、親子
で富士山について楽しく遊び、学べるイベントを開催す
るほか、静岡県立美術館では、収蔵品展「富士山の絵
画 2013」や全国から「ふるさと富士」の写真を募集した
「秀景ふるさと富士写真展」を開催します。
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◆「富士山の日」を記念して多彩なイベントを開催
このほかにも、２月 23 日を中心とした１月から３月まで
の間、全県を会場に、市町、民間企業・団体の協力を得て、
富士山に触れ、その魅力を体感できる多彩な協賛イベン
トが開催されますので、是非、静岡県にお越しください。
※「富士山の日」に関する情報はこちら
富士山の日

静岡県

検索

長野県

Nagano

移住希望者の就業相談をワンストップで対応
東京有楽町の交通会館内にある長野県移住・交流
センターは、昨年５月、県内に移住・Ｉターン等を
希望する方向けの情報発信、相談基地として開設し、
２人の専門相談員を配置し、多くの方の相談をお受
けしています。
この１月 29 日からこれまでの相談業務に加え、移
住を決める際に大きなウエイトを占める就労相談業
務もワンストップで対応することといたしました。
これまで、移住先の情報や住宅相談等についてはセ
ンター内で対応できましたが、就労相談は行う事が
できず、移住希望者が最寄りのハローワークに出向
いて求人情報や紹介状の発行を受けていただかなけ
ればなりませんでした。今回、長野労働局の協力に
よりセンター内に専用のパソコンを設置したことで、
その場で県内の求人情報の閲覧・印刷、紹介状の発
行が行えるほか、労働局から就職支援ナビゲーター
１人をセンターに配置をしていただくことにより、
ハローワークのネットワーク機能を生かした総合的
な就労支援を行っていく事が可能となりました。
移住の際に一番重要になってくるのは、働く場で

す。今回の機能強化により相談される方の利便性を
一層向上させ、
「移り住みたい県、移住したい県」４
年連続全国ナンバーワンの人気を維持し、さらに積
極的な移住・交流施策を進めていきます。

田舎暮らしポスター

お問合せ

長野県観光部移住・交流課
TEL 026-235-7257
商工労働部労働雇用課
TEL 026-235-7254

都道府県だより
Toyama

2013 年 2 月

富山県

置県 130 年～ふるさとへの思い新たに～
明治 16（1883）年５月９日に富山県が誕生し、今年
で置県 130 年の節目を迎えるため、本県ではこれを記
念して各種関連事業を実施することとしています。２年
後の平成 26 年度末には北陸新幹線が開業することか
ら、置県 130 年を機に県民及び県出身者がふるさとへ
の理解を深め、誇りや愛着を育むとともに、県民一体と
なってふるさと富山の魅力をアピールし富山県を盛り上げ
ていきたいと考えています。
まず、５月 12 日には、県を挙げて置県 130 年を祝う
記念式典を開催します。式典では、昨年、富山県ふるさ
との歌として制作された、
「ふるさとの空」
（作詞 : 布村
勝志 補作詞 : 須藤晃 作曲 : 久石譲）
の演奏と合唱や、
「ふるさとへの思い」をテーマに県民から募集した作文の
中から優秀作品の発表を行います。さらに、本県出身の
女優風吹ジュンさんと「ふるさとの空」の歌詞を補作し
た音楽プロデューサー須藤晃氏がトークショーに出演し、
中学校の同級生であるお二人に「ふるさとへの思い」を
語っていただく予定です。
お盆時期の８月 17 日には、県外・海外に住む本県出
身者がふるさとに集うホームカミングデイを開催します。
県内各地の祭りをステージ上で再現する郷土芸能の公演
や、富山県が舞台となった映画の上映、土産品・地酒の
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展示販売を行い
ます。 また、 昨
年７月に開館し、
富山県ゆかりの
作 家や文学作
品、映画、漫画、
アニメーションな
どを幅広く紹介
こ し

海越しの立山連峰

する高志の国文学館での関連事業も予定しています。
このほか、
「
『ふるさとの空』のど自慢コンクール」
（11
月開催予定）
、
「ふるさとの空」の歌から思い描かれる
県内風景の写真コンテスト「
『ふるさとの空』フォトコン
テスト」
（２月～９月募集予定）
、県内各地の祭りやイベ
ント等を巡る「とやまの祭りフォトラリー」
（４月～ 12 月
実施予定）など、年間を通じて多彩な事業を展開します。
置県 130 年を契機に、県民が自分の生まれ育ったふ
るさとの魅力を再発見し、ふるさとへの思いを新たにす
る機会を提供し、県民の皆さんと心を一つにして富山県
をもっと元気にしていきたいと思います。
お問合せ

富山県知事政策局
TEL 076-444-4493

石川県

Ishikawa
７色の石川県産フリージア
「エアリーフローラ」に名称決定 !!
～優雅な春の女神～

「優雅な春の女神」という意
味が込められています。軽快
さや高貴さを感じる点が新品
種としての名称にふさわしい
ことから採用されました。ま
た、３月～４月の卒業式や入
学式の時期に花が咲くことか
ら、キャッチフレーズは「旅
立ちを祝う花」、花言葉は
石川県産フリージア
「希望」に決まりました。
「エアリーフローラ」
市場デビュー２年目となる
今春は、昨年の倍となる約80,000本の出荷を予定し
ており、フリージアの無料配布による街頭イベントや
新規栽培者を確保・育成するためのセミナーを実施す
るなど、PRと出荷体制の整備に取り組んでいます。
今後は、「日本人好みに合う中間色」「全国でも
類を見ないカラーバリエーション」といった新品種
の特徴を生かして、県内外の花き関係者や観光など
の幅広い業界と連携して、「エアリーフローラ」の
ブランド化を進めていくことにより、石川を代表す
る花に育てていきたいと考えています。

さわやかな香りが特徴の春の訪れを告げるアヤメ
科の花「フリージア」。石川県が育成したこのフ
リージアの新品種の名称が昨年12月13日、「エア
リーフローラ」に決定しました。
この新品種は、石川県農林総合研究センターが平
成16年から、８年の歳月をかけて、７色を育成した
もので、昨年２月に市場デビューしました。国内に
流通している既存産地のフリージアは、ほとんどが
オランダ産で原色の黄色が中心であるのに対し、こ
の新品種は多彩な色合いがそろい、パステル系の薄
い紫やピンクなど、日本で好まれる中間色の花を咲
かせるのが特徴です。従来のフリージアの1.5倍の値
がつくなど、県外の関係者からも大いに注目されて
います。
「エアリーフローラ」という名称は、全国から寄
せられた2,457通の応募をもとに決定されたもので、

お問合せ

パープル

イエロー

ローズ

ピンク

オレンジ

ピーチ

石川県生産流通課
TEL 076-225-1621

レッド

都道府県だより
Gifu
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岐阜県

県内高校生がオリジナルのベーグルを開発。
インターネットと商業施設店舗で販売しました。

[生徒たちの開発商品]

岐阜県では、県内五つの高校と連携し、高校生がネット
ショップの運営などについて学ぶ講座「ぎふネットショップ
ハイスクール」を昨年５月に開校しました。

市立岐阜商業高校
県立岐阜各務野高校
県立土岐商業高校
県立中津商業高校

[ぎふネットショップハイスクール参加校]
県立岐阜商業高校、市立岐阜商業高校、県立岐阜各務野
高校、県立土岐商業高校、県立中津商業高校

県立岐阜商業高校

焼きもろこしベーグル
雪みかんベーグル
まんごっぷるベーグル
くるみんティーベーグル
チョコバナナベーグル
ぽかぽかしょうがップルベーグル

昨年12月20日（木）に
県庁で実習販売した際に
は、1,450個のベーグルが
たった１時間半で完売す
るほどの盛況ぶりで、生
徒たちも｢いらっしゃいま
せ。お早目にお買い求め
ください｣と元気よく、お
客様に声をかけ、商品の
魅力を熱心にアピールし
ていました。
生徒たちが、本スクールを通じてビジネスの魅力と起業家
精神、そして地方でも素晴らしいビジネス機会があることを
学び、近い将来、地域の活性化に大いに貢献する人材へと
育ってくれることを願っています。

本県では、平成22～23年度にも、ネット通販大手の楽天
（株）と連携して｢楽天IT学校｣を開校。県立岐阜商業高校と
県立土岐商業高校の２校の生徒たちが、ネット販売や商品開
発の手法を学びました。
今回開校したスクールは、生徒から大変好評を得ながらも
終了した｢楽天IT学校｣を県が継承したものですが、複数校の
生徒が｢共同授業形式｣で学ぶ点は全国初の取組です。
生徒たちは、昨年５月から１月にかけて９回にわたり、楽
天大学学長や、実際にネットショップを経営する大垣市の人
気ベーグル店｢エルクアトロギャッツ｣の経営者から直接指導
を受けながら、販売戦略の立案から、写真撮影の技術、ホー
ムページ作成による売り場の構築、商品プロデュース、記者
発表、インターネット・実店舗での販売に至るまで、ネット
ショップ運営のノウハウを一貫して学びました。
昨年12月から１月にかけての約１ヵ月間は、自分たちが
開発した６種類のオリジナルのベーグルを、インターネット
（楽天市場）、及び県内の大型商業施設などで販売しました
（ネット販売期間：平成24年12月20日（木）～平成25年１
月18日（金））。

お問合せ

岐阜県広報課
TEL 058-272-1116
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愛知県

Aichi
あいちの御当地グルメイベントを開催中 !

メがブース出展するほ
か、
「ご当地ゆるキャラ」
によるステージイベン
トや「あいち戦国姫隊」
のパフォーマンスも開
催します。
平成 25 年秋には愛知
県 豊 川 市 に お い て B-1
グランプリ全国大会の
開催も予定されており、
御当地グルメイベント
の盛り上がりが、ます
ます期待される愛知県
へ是非お越しください。

愛知県には、みそ煮込みうどん、手羽先唐揚など
のいわゆる「名古屋めし」を始め、一宮モーニング
や瀬戸焼そば、豊川いなり寿司など、愛知県ならで
はの食文化があります。
この食文化を県内外へ PR し、観光客の誘致を図る
ため、愛知県では平成 25 年３月 15 日まで「あいち
グルメまるごと食べ隊グルメラリー」を開催してい
ます。
このグルメラリーでは、県内４エリアに「スイー
ツ・地ビール」部門を加えた５エリアでグルメラリー
参加店指定のご当地グルメを食べていただくと、シー
ルがもらえます。集まったシールの数と御当地グル
メを食べたエリア数に応じて、抽選で素敵な賞品が
当たります。
お問合せ
参加方法は、参加店舗や県内市町村観光協会又は
あいちグルメラリー事務局
ホームページで配布しているラリー帳にシールを貼
TEL 052-201-6023（平日 10:00 ～ 18:00）
る方法のほか、携帯電話・スマートフォンで参加登
「あいちグルメまるごと食べ隊グルメラリー」HP
録をしてポイントを集める方法もあります。
また、グルメラリーに関連して、２月 17 日（日） http://aiguru.jp/
には名古屋市内で「あいちグルメまるごと食べ隊フェ 「あいちグルメまるごと食べ隊フェスタ」HP
http://www.pref.aichi.jp/0000057287.html
スタ」を開催します。ここでは、愛知の御当地グル

都道府県だより
Mie

2013 年 2 月

三重県

みえライフイノベーション総合特区について

県では、651 億円の経済効果と 2,419 人の雇用）を
生み出すと試算しています。
現在、県内産学官民が連携して本特区を進めてい
るところですが、今後さらに本特区計画に多くの国
内外企業や研究機関等の参画を促進し、三重県がラ
イフイノベーションに寄与する地域になることを目
指していきます。

平成 24 年７月 25 日に国から指定を受けた地域活
性化総合特区「みえライフイノベーション総合特区」
では、これまで築いてきた産学官民連携体制の基盤
や医療系ネットワークを活用し、患者の医療情報（健
診、治療、投薬、検査等）を統合した「統合型医療
情報データベース」
（30 万人規模）を構築するとと
もに、研究開発支援拠点「みえライフイノベーショ
ン推進センター（MieLIP）
」を県内７ヵ所に設置し
ます。MieLIP は、三重大学に設置する MieLIP セン
トラルと地域の特性を生かした産業創出を支援する
六つの MieLIP 地域拠点で構成します。
このデータベースや拠点の活用、規制緩和策など
により、県内外企業等による画期的な医薬品や医療
MieLIP セントラル（三重大学医学部附属病院）
機器等の創出、企業や研究機関の県内への立地促進、
お問合せ
雇用の拡大などを図り、県内経済及び県内企業・大
三重県健康福祉部薬務感染症対策課
学等を活性化していきます。
メディカルバレー推進グループ
また、総合特区の目標として、県内への企業等立
地数や医薬品・医療機器の生産金額の増加等を掲げ、 TEL 059-224-2331
本特区の取組により、５年目の平成 28 年度に全国で 「みえメディカルバレープロジェクト」HP
http://www.mvp.pref.mie.lg.jp/
1,914 億円の経済効果と 9,051 人の雇用（うち三重
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福井県

Fukui
福井県立図書館・文書館 10 周年
～入館者数・貸出冊数日本一～

蔵書数が100万冊を超える県下最大級の福井県立
図書館は平成15年に移転開館して以来、10年目の節
目を迎えました。
近年「読書離れ」と言われる中で、福井県立図書
館は、読み聞かせを始めとする子ども向けの催しを
増やしたほか、中高生向けの小説コーナーを設ける
など、若い世代向けの取組を強化。その結果、平成
22年度には県人口当たりの入館者数、貸出冊数が共
に全国１位となりました。
入館者数は約74万人で、県民の９割以上の方が来
館した計算。また、貸出冊数は約85万冊で、県民が
１冊以上は借りているという計算になります。
さらには、福井駅前からの無料のバスを運行。
ルート沿いのこども歴史文化館などを経由しなが
ら、多くの方々にご利用いただいています。
そして、この度10周年を迎えるに当たり、大村
彦次郎氏（元「群像」編集長）による記念講演を始
め、福井県ゆかりの作家の特集や「あの人に読んで

ほしい わたしの１冊」を募集するなど、多くの方が
楽しめる記念イベントを開催します。
こうした利用者を増やす積極的な努力はウェブの
上でも評判。うろ覚えになりがちな本のタイトルの
実例を、司書がリストアップしホームページにアッ
プ。好評を博しました。
【覚え違いタイトル集】
覚え違い?

とんでもない場所

セーラ･Ｌ.トムソン/文

金原瑞人/訳

カルテの神様
「神様のカルテ」夏川草介著
ひとりになりたい
「ひとりたりない」今村葦子著
ナニカイル
「ナニカアル」桐野夏生著
奥野細道
松尾芭蕉「おくのほそ道」古典
欽ちゃんの「どうしてそうなるの」「なんでそうなるの」萩本欽一
鳥羽亮は「剣客春秋」
鳥羽亮の剣客商売
/「剣客商売」は池波正太郎
あでらんすの鐘
「あんでらすの鐘」澤田ふじ子著
田んぼの中にタガメがいる
「誰がために鐘は鳴る」ヘミングウェイ著

福井県立図書館 覚え違い

検索

今後とも福井県立図書館では、若い世代を始め県
民の読書活動を応援していきます。

都道府県だより
Shiga

こうかも!
「どこでもない場所」

2013 年 2 月

滋賀県

湖国・滋賀のクールな商品や暮らしぶり
「ココクール マザーレイク・セレクション」

ル マザーレイク・セレクション 2012」の 10 件を決定
しました。詳細は、web サイトを御覧ください。
今後、同セレクションと共に滋賀の魅力を広く発信し、
多くの方に
「湖国」に
「来て」いただきたいと考えています。

生活者の価値観が多様化
※「ココクール」とは、
「湖国」と「クール」
（かっこいい）を掛
する中で、地域固有の素材
け合わせた造語です。
や風土から生み出された「こ
だわり」を持った商品・サー
ビスが、共感や感動をもっ
て受け止められる時代が訪れています。
そこで、滋賀ならではの資源や素材を生かし、心の豊
かさや上質な暮らしぶりといった滋賀らしい価値観を持
つ商品やサービスを、自薦・他薦により広く募り、
「選び」
「魅せる」ことで、その良さを発信し、多くの方に体感い
ただき、こうした滋賀の商品やサービスのファンとなって
いただけるように、
平成 24 年度、
新たに始めた取組が
「コ
コクール マザーレイク・セレクション」です。
セレクションを通じた滋賀ファンの広がりとともに、事
お問合せ
業者の皆さんが「セレクション」を目指して、自らの商品
滋賀県商工観光労働部商業振興課
の開発やサービスの向上に努められることで、滋賀の商
TEL 077-528-3732
業力の向上につなげたいと考えています。
「ココクール
マザーレイク・セレクション 2012」HP
昨年の募集期間に県内外から推薦応募をいただいた
http://www.shigaplaza.or.jp/selection/
142 件の商品・サービスの中から、今年１月に「ココクー
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京都府

Kyoto
府内ご当地キャラが地元を PR!
京都ご当地キャラフェスティバル初開催 !

京都府には、個性豊かなご当地
キャラクターがたくさんいます。
そんな府内のご当地キャラクター
をもっと多くの人に知ってもらうこ
とで、地域の知名度向上や活性化に
役立ててもらうため、「京都ご当地
キャラフェスティバル」を開催します。
当日は、府内で活躍しているご当地キャラ20体が
一堂に会し、日々の活動で鍛えた熱いパフォーマンス
で地元の魅力をPRします。また、京都府と府内20市
町が特産品やご当地キャラグッズ、観光情報などが満
載のブースを出展し、地域PRを行います。
個性豊かなご当地キャラクターの活躍で、府内地域
の発信力を高め、京都府全体を盛り上げていきます。
◆開催概要
日時：平成25年２月17日（日）
会場：イオンモールKYOTO
主催：京都府・京都府広報協議会

お問合せ

京都府広報課
TEL 075-414-4074
HP http://www.pref.kyoto.jp/koho/charafes/

都道府県だより
Osaka
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大阪府

平成 25 年３月３日（日曜日）
「大和川・石川クリーン作戦」を実施します !

川 に 約 70 会 場 を 設
け、 約 20,000 人 も
の参加者と共に河川
の一斉清掃を行う府
内最大級の河川清掃
イ ベ ン ト。 平 成 20
年度からは奈良県に
おいても「大和川一
斉清掃」が同日に開
催されるようになり
ました。
大和川の水質は
年々改善しています
が、今後もよりいっ
過去の清掃風景
そう地域の皆さんに
親しまれる河川となるため、継続して実施していき
ます。

大和川は、笠置山地を
源にし、奈良県を経て、
大阪平野に入り、支川の
石川等を合わせ、大阪湾
に注いでいる延長 68km、
流 域 面 積 1,070k ㎡ に 及
ぶ一級河川です。
大和川・石川クリーン
作戦は、大和川・石川流
域等の水質改善及び河川
の美化・愛護意識を府民
に広げることを目的に、
国土交通省・大阪府・流
域 13 市町村の主催により実施しています。昭和 59
年より大和川支川一級河川石川にて実施されていた
「石川大清掃」を、平成７年当時水質ワースト１だっ
た大和川にも広げる形で平成８年度から実施し、今
年度で 17 回目を迎えます。
実施時期は毎年３月の第一日曜日としており、沿

お問合せ

大阪府都市整備部河川室河川環境課
TEL 06-6941-0351（大代表 内線 2930）
HP http://www.pref.osaka.jp/kasenkankyo/
kyoudou/yamatokyousanbosyuu.html
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奈良県

Nara

日本出版社）が、稗田阿礼賞を「古事記 不思議な
1300年史」（新人物往来社）が受賞しました。
また、古事記にゆかりの深い地域にちなんだ賞の
しまね古代出雲賞を「はじめての日本神話－『古事
記』を読みとく」（筑摩書房）が、宮崎ひむか賞を
「古事記 神々の詩」（鉱脈社）が受賞しました。
表彰式に続く受賞者５名による記念シンポジウム
では、それぞれ受賞作の特徴が紹介されました。ま
た、身近にあ
る古事記ゆか
りの地を発見
できる面白さ
や古事記とい
う書物そのも
のの楽しみ方
が熱く語られ
ました。

「古事記出版大賞」が決定
表彰式と記念シンポジウムを開催しました
古事記完成1300年の記念の年にあたる昨年12月、
奈良市内で「古事記出版大賞」の表彰式と記念シン
ポジウムを開催しました。
「古事記出版大賞」は、2012年から2020年までの
９年間、「古事記」「日本書紀」「万葉集」に代表
される歴史素材を活用し、「本物の古代と出会い、
本物を楽しめる奈良」を実現していくための取組で
ある「記紀・万葉プロジェクト」の一環として、古
事記の魅力を分かりやすく伝える優れた出版物を表
彰し、古事記の奥深さ、内容の豊かさにふれていた
だくきっかけとなるよう創設したものです。
昨年８月末までの過去５年間に刊行された古事記
関連出版物を対象に、全国の図書館司書に推薦を依
頼、受賞候補作の中から３名の書店員が審査して受
賞作を決定しました。
古事記出版大賞は、「古事記（別冊太陽 日本の
こころ194）」（平凡社）が受賞しました。また、
太安万侶賞を「日本を読もう わかる古事記」（西

官服姿の荒井知事（右）から表彰を受ける受賞者

お問合せ

奈良県ならの魅力創造課
TEL 0742-27-8975

都道府県だより
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兵庫県

Hyogo

淡路ワールドパーク ONOKORO が３月１日に
リニューアルオープン !

家が生産した朝採れ野菜や果物、花など新鮮な農産物を手頃な価
格で販売しています。
●リニューアルの概要
現在、３月１日のリニューアル
オープンに向け、新アトラクション
の設置とレストランや物販施設の
改修工事を実施しています。
空中を一気に滑走するスリル満
点の
「ジップラインアドベンチャー」
や、地上２階建てのコースを縦横
無尽に駆け巡る迷路「3D 立体型
新アトラクション
迷路」といった体を使って楽しむ
ジップラインアドベンチャー
新しいアトラクションのほか、海
を眺めながらゆったり旅の疲れを癒す足湯を整備します。
また、レストランでは地元の新鮮な農水産物を使った四季折々の
淡路島グルメを、売店では淡路島の「ええもん、うまいもん」を取
りそろえ、新たにキッズコーナーも充実させます。そのほか、プラモ
デル & フィギュアコーナーや、世界の絵本 & おもちゃコーナーも新
設し、子どもから大人まで楽しめるテーマパークとしてパワーアップ
していきます。是非ご家族でご来園ください。
※２月 28 日まではリニューアル工事のため休園中

●国生み神話の島・淡路の ONOKORO
古事記によると、イザナギノミ
コトとイザナミノミコトが初めてつ
くったのが、兵庫県淡路島と言わ
ぬ ぼこ

れています。二神が天の沼矛で海
原をかき回し、滴り落ちたしずく
が固まり「おのころ島」が生まれ
たとあり、しばしば淡路島をおの
ころ島と表現することがあります。
聖バシリー寺院と観覧車
その淡 路島の淡 路市にあ
るテ ー マパ ー ク「 淡 路 ワ ールドパ ー ク ONOKORO」
（ 以 下、
ONOKORO）が、淡路らしさと魅力に磨きをかけ、３月１日（金）
にリニューアルオープンします。
● ONOKORO の魅力
海を一望する観覧車、全長 45m を一気に滑る「芝すべり」、小
船に揺られながら世界各地のミニチュアを巡る「ワールドクル―ズ」
などの各種アトラクションが家族で楽しめます。
また、アンデルセン童話など世界の童話のシーンを立体再現した
「童話の森」
、凱旋門やピサの斜塔など世界の有名建築物を 25 分の
１サイズに立体再現した「ミニチュアワールド」
、世界の貴重なコレク
ションを集めた「兼高かおる旅の資料館」など、小さな世界旅行も
好評です。
入場ゲート横の「産直市場おのころ畑」では、毎日、淡路島の農

お問合せ

淡路ワールドパーク ONOKORO
〒 656-2142 兵庫県淡路市塩田新島８番５
TEL 0799-62-1192
HP http://www.onokoro.jp
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鳥取県

Tottori

自然ともっと仲良くなれる 51 日間が始まる
～第 30 回全国都市緑化とっとりフェアを開催～
平成 25 年に鳥取県では、第 64 回全国植樹祭を始め、第
30 回全国都市緑化とっとりフェアやエコツーリズム国際大
会 2013in とっとりなど、豊かな自然環境に関連した大型イ
ベントが目白押しです。こうしたイベントの開催をきっかけ
に、県民運動を盛り上げ、「とっとりグリーンウェイブ」と
して鳥取の緑の輝きを全国に発信していきます。
中でも秋に開催する「第 30 回全国都市緑化とっとりフェ
ア水と緑のオアシスとっとり 2013」は、全国から 40 万人
の来場を目標にしており、多くの方に鳥取の自然の素晴らし
さを感じていただきたいと考えています。
現在、フェアの主会場となる湖山池公園（鳥取市）では、
イギリス人ガーデンデザイナーのポール・スミザー氏の監修
によりナチュラルガーデンを整備中。池と名の付く中で日本
一広い「湖山池」の雄大な景観の中で、鳥取に自生する草花
を中心にした庭づくりを進めています。
鳥取県は、暖かい地域の植物や寒い地域の植物、さらには
砂丘植物など、多種多様な植物が生息する「植物の宝庫」。
日本のナチュラルガーデンの第一人者として知られるポー
ル・スミザー氏が、これらの植物の特性を見極めながら自然
風に植え込み、表情豊かな鳥取の秋景色を表現します。
また、
「砂像」の技術を活用した花壇も見どころの一つです。
水と砂だけで固められた土台に、彫刻を施していく芸術「砂
像」。この砂像の技術をフェアでは様々な場面に活用します。

儚くも美しい砂像と、
可憐で美しい草花を
融 合 さ せ、 新 た な 芸
術を生み出します。
平成 25 年３月には
無 料 の 高 速 道 路「 鳥
取自動車道」が全線
砂像を活用した花壇を試験製作。
開 通。 鳥 取 ～ 大 阪 間
フェア本番ではスケールアップして登場する。
の所要時間が約２時間
半となるなど、関西・山陽方面からのアクセスが大幅に改善
されます。この機会に是非全国からたくさんの方にお越しい
ただき、鳥取の緑の力、自然の力で元気になっていただきた
いと思います。

＜第 30 回全国都市緑化とっとりフェア＞

・会期／平成25年９月21日～11月10日
・主会場／湖山池公園（鳥取市）
・サテライト会場／東郷湖羽合臨海公園（湯梨浜町）、とっ
とり花回廊（南部町）
・テーマ／ともに育てる身近な緑～水と緑につつまれた世界
ジオパークのまちから～
主要プレイガイドなどで前売入場券発売中 !
お問合せ

鳥取県公園自然課全国都市緑化フェア室
TEL 0857-25-3511
HP http://oasistottori.jp/

都道府県だより
Okayama
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岡山県

「教育の再生」に向け学校訪問を実施

係機関との連携に
よる支援体制の構
築・強化を進め、
虐待などの複雑な
家庭環境や障害特
性、問題行動など
の背景要因も含め
た課題の解決に、早い段階から取り組み、問題行動
などの解消と未然防止を図ることとしています。
また、学力向上に向けては、これまで学力向上ア
クションプランとして、授業改善や休日などの補
充・発展学習の場の提供などに積極的に取り組んで
きましたが、平成24年度の全国学力調査の結果が過
去最低となったことを受け、今後は、より重点化し
た施策の展開を図り、課題のある学校における授業
の徹底的な改善、放課後などを活用した補充学習の
拡充などに取り組み、子どもたちの基礎学力の確実
な定着を図ることとしています。
そして、道徳教育を充実させ、子どもたちの規範
意識を高めることで、授業規律を確保し、子どもた
ちが落ち着いて学べる学校づくりに取り組むことと
しています。
「教育県岡山」の復活に向け、強い決意でこれら
の取組を進めていきます。

平成24年11月に就任した伊原木知事は、児童生徒
の学力向上、問題行動の解消など、教育の再生を最
重要課題に掲げており、就任直後に学校教育の現状
把握のため、中学校２校を訪問しました。
訪問した学校では、授業や学校環境の視察、管理
職との懇談や教職員との意見交換を行いました。今
後も状況を把握するため、学校を訪問することとし
ています。
岡山県では、小学校の不登校の出現率、小・中・
高校の暴力行為の発生率が、平成22、23年度に全国
ワーストとなるなど厳しい状況であり、その改善に
向け、これまでスクールカウンセラーやスクール・
ソーシャル・ワーカーの配置の拡充、課題のある家
庭への支援に向け
た支援員の配置な
どに取り組んでき
ました。今後は、
さらにスクール・
ソーシャル・ワー
カーの配置の拡充
を図り、県内の各
地域で学校と関
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島根県

Shimane

あじさいの島根県オリジナル品種‘万華鏡’が
「フラワー・オブ・ザ・イヤー」を受賞

予定で、今回の受賞を島根ブランド確立の第一歩に
したいと考えています。

島根県農業技術センターで育成したあじさいの県
オリジナル品種‘万華鏡’が花きの新品種コンテス
ト であ る「 ジ ャ パ ン フ ラ ワ ー セ レ ク シ ョ ン 20122013」
（鉢物部門）で「フラワー・オブ・ザ・イヤー」
（最優秀賞）を受賞しました。
‘万華鏡’は、在来の品種に比べて葉が小さく、着
花部分とのバランスが極めてよいこと、装飾花の周辺
部分の色が薄くなり覆輪のように色づきますが、一般
的にほかの八重咲き品種の多くは花が混み合って重く
見えるのに対して、万華鏡は適度な隙間があり重さを
感じさせないなど、高い商品性があると評価されての
受賞でした。種苗メーカーや個人育種家の出品が多く
を占める中で、公設研究機関が育成した品種が最優秀
賞を受賞するのは初めての快挙でした。
島根県では、あじさい生産者（島根県アジサイ研
究会）
、市場、県の関係者でアジサイプロジェクトチー
ムを組織し、品種育成から生産・販売まで一体となっ
た取組を行っています。平成 25 年は、母の日に向け
て 10,000 鉢の‘万華鏡’を県内外の市場へ出荷する

島根県オリジナル品種‘万華鏡’
品種登録出願中（島系 Hyd06-01）

※ジャパンフラワーセレクションとは、日本で唯一の統一的
な花きの新品種認定事業で、生活者へ自信をもって推奨で
きる新品種を選定しています。
主催：ジャパンフラワーセレクション実行協議会（事務局：
（財）日本花普及センター）

都道府県だより
Hiroshima
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広島県

ひろしまオイスターロードの展開

平成 23 年には、かき生産者直営店やデパートの屋
上を利用した店舗等も開設し、全体で８店舗となり、
約 25 万人の来客がありました。３年目となる今シー
ズンは、かき小屋福山港店とかき小屋東尾道店が新
たに加わり、10 店舗で営業しています。

本格的なかきのシーズンとなり、県内ではオイス
ターロード店舗（通称：かき小屋）がにぎわいを見
せております。
「オイスターロード」は、瀬戸内らしい雰囲気の中
で、かきを手軽に食べることができる店舗をつなげ
た総称です。平成 22 年に瀬戸内の魅力を国内外に発
信しようとする県の「瀬戸内 海の道構想」の一環と
して県内５店舗でスタートしました。県はオイスター
ロードの取組が「瀬戸内 海の道構想」の推進に寄与
し、瀬戸内を訪れる観光客増加につながるよう、広
報 PR 等の支援を行っています。
また、オイスターロードの運営は、事業者と関連
自治体で構成する「ひろしまオイスターロード協議
会」が行っており、オイスターロードに関するルー
ルづくりなど、地産地消と観光との連携による地域
おこしに取り組んでいます。
「オイスターロード店舗の基準」

11 月１日にオープンした「かき小屋福山港店」の様子

①
②

広島県産のかきを手軽に食べられる場所を提供する。
単なるかき料理の提供だけでなく、かきの生産状況や
歴史、食べ方等、かきの情報・知識を提供する。
③ 地域の高齢者・障害者及び就労を目指す若者を積極的
に雇用する。等

お問合せ

広島県商工労働局海の道プロジェクトチーム
TEL 082-513-2421
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山口県

Yamaguchi

県外向け魅力発信サイト
「見て ! 来て ! 知って ! 魅力発県 !! やまぐち」

しい方でも参考になる
プランとなっていま
す。山口県への旅行の
際には、本県の観光情
報と併せて、是非、こ
のサイトを参考にして
長門市 金子みすゞ記念館
ください。
このほかにも、本州の西端に位置する本県の特性
に着目し、山口県の端っこにちなんだ対決を通し
て、山口県の観光地などを楽しく紹介する「やまぐ
ちはしっこ特集」や、読者からの投稿写真で、山口
県の四季やグルメを紹介する「やまぐち写真館」な
ど、多彩なコンテンツで山口県の魅力を発信してい
ます。
詳しい情報は、「見て!来て!知って!魅力発県!!やま
ぐち」を御覧ください。

山口県では、県外に向けた情報発信力を強化する
ため、平成22年から、観光スポットや特産品、歴
史、自然、文化、UJIターン、企業向けの情報などの
様々なウェブサイトを一つにまとめたサイト「見て!
来て!知って!魅力発県!!やまぐち」を設置し、県外に
向けて山口県の情報を発信しています。
このサイトでは現在「２泊３日山口県周遊目いっ
ぱいコース」という特集を組み、県内８市の観光ス
ポットを掲載しています。特集の中では、新鮮な魚
等を楽しめる、下関市の唐戸市場や、詩人金子み
すゞが幼少期を過ごした金子文英堂跡地に書店｢金子
文英堂｣を再現した、長門市の金子みすゞ記念館、洞
かげ きよ

窟探検を楽しめる美祢市の景 清 洞、山口市の足湯め
そう づ

ぐり、岩国市の雙 津 峡温泉等を含む各地のお薦め観

お問合せ

どころ

光スポットや、観光施設周辺の食事 処 、宿泊施設な
どを、当サイトスタッフが実際に２泊３日の旅行を
して、各地の写真や旅行でのエピソードを交えて紹
介しています。
また、県内の公共交通機関とレンタカーを利用し
た旅行を紹介しているため、自家用車での旅行が難

山口県広報広聴課
TEL 083-933-2566
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/gyosei/koho/
portal/tokushu/2nightsstay01.html
見て ! 来て ! 知って ! 魅力発県 !! やまぐち
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香川県

Kagawa
和三盆のような上質な甘さ
「さぬきキウイっこ」の誕生

れまでに比べて約２倍
の４ヵ月間と、市場に
安定的に供給できる強
みも得ました。
病害虫に強く、夏の
乾燥や台風にも強いの
で、生産者にとっても
作りやすく好条件のキ
ウイフルーツです。
スプーンですくって
手軽に食べることがで
き、お弁当にもちょう
ど良いサイズで、必需
品になりそうです。
讃岐の名産品、和三
盆のような上質な甘さ
をお試しください。

こうりょく

「香 緑」「さぬきエンジェルスイート」「さぬき
こうすい

ゴールド」「香 粋」と、多くのオリジナル品種があ
る香川県のキウイフルーツ。
国内で最も多くのキウイフルーツを育種した香川
県が、香川大学と初めて共同で研究開発した新品種
が「さぬきキウイっこ」。
2006年から開発に着手し、日本の温暖地域に広
く自生しているシマサルナシと食味の良いキウイフ
ルーツを交配し、５品種を選抜して「さぬきキウ
イっこ」と名付けました。
一口サイズのかわいいキウイフルーツ「さぬきキ
ウイっこ」は、大きさが一般的なキウイフルーツ
「ヘイワード」の半分くらいで、糖度はいずれも18
度以上と、とびきり甘いのが特長です。
また、表面に毛がないことや食べた後のキウイフ
ルーツ特有のイガイガ感がないことなど、外観と食
味がいずれも似ています。
５品種の収穫時期が10月中旬から11月初旬と幅が
あることや、品種改良で既存の品種に比べ、より長
く貯蔵できるようになったことから、出荷期間がこ

さぬきキウイっこ（右）

さぬきキウイっこを使ったケーキ

お問合せ

香川県農業生産流通課
TEL 087-832-3420
HP http://www.pref.kagawa.jp/seiryu/
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Tokushima

徳島県

県民みんなで震災を迎え撃つ !
「震災に強い社会づくり条例」が施行されました
徳島県では、いざ発災すれば甚大な被害が想定さ
れる、南海トラフ巨大地震や中央構造線活断層帯を
震源とする直下型地震に備え、昨年９月には「中央
構造線・活断層帯・活断層図」を、10 月には全国に
先駆け「南海トラフ巨大地震に係る津波浸水想定」
の策定・公表を行いました。
さらに、南海トラフ巨大地震等に備えるものとし
て、また、土地利用の規制を盛り込んだものとして
は全国初となる「南海トラフ巨大地震等に係る震災
に強い社会づくり条例」を、今般、制定しました。
大規模な地震やそれにより引き起こされる津波を
迎え撃つには、被害を最小化する「減災」の視点か
ら「自助・共助・公助」を担うそれぞれが役割に応
じた対策に取り組むことが必要です。そこで本条例
では、行政や企業、県民の役割分担などを明記。震
災対策に取り組む関係者が緊密に連携・協働し、着
実に対策を実施することとしています。
また、南海トラフ巨大地震により発生する津波に
備え、沿岸部など危険性の高い区域に一定の建築制
限を加える法律に基づく区域指定を速やかに行うこ
ととしています。
さらに、県内を東西に貫く中央構造線活断層帯を
震源とする直下型地震により被害が想定される地域

において、指定された区域内では「多数の人が利用
する建築物」や「危険物を貯蔵する施設」の新築等
を行う場合に、活断層の位置を確認し、その直上を
避けて建築するよう規定しています。
上記のような土地利用に関する規制だけでなく、
建築物を移転する場合の規制緩和も併せて実施して
いくことにより、新しいまちづくりにも資する内容
となっています。
また、本条例に併せ、
「徳島県震災対策基金条例」
も制定され、震災対策を財政面から支える柱として、
見える形で財源を確保していくこととしています。
徳島県では今後とも、震災時の死者ゼロの実現に
向けて、県を挙げて震災対策に取り組んでいきます。
中央構造線活断層帯
土地利用の適正化のイメージ
活断層の
直上を避けて
新築

事業者が活断層の
位置を確認

活断層
イメージ

都道府県だより
Ehime

特定活断層
調査区域
（40m）

2013 年 2 月

愛媛県

表参道で愛媛県に出会える１ヵ月～
『えひめカフェ』
プロジェクト 第２弾 が開催中 !!
首都圏に住む若い世代を対象に、
愛媛県の農林水産物への認知向上を
図るための取組として 2012 年２～
３月に東京都 表参道の人気カフェ
やヘアサロンなど計 24 店舗で展開
した、
『えひめカフェ』プロジェク
トが、よりパワーアップして登場 !
第２弾となる今回は、表参道のメインストリート
である欅通りの入口と出口に位置する、表参道の大
人気カフェ「Tokyo Apartment Cafe」と「Kurkku
3」を Pick up カフェとして、そのほか人気カフェや
ヘアサロン、さらに新たにテイクアウト店舗やネイ
ルサロンでも展開し、約 20 店舗以上が「えひめ化」
しています。
柑橘王国愛媛の代表である中晩柑類「伊予柑、甘
平」や「愛媛甘とろ豚」
、TV の全国放送で火がつい
た「媛っこ地鶏」などがオリジナルメニューとして、
色々なお店で味わえます。原宿の人気キャンディ店
では、ゆるキャラグランプリ NO.1 の「バリィさん」
や愛媛のイメージキャラクター「みきゃん」をデザ
インしたコラボキャンディも販売中です。
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■開催時期：2013 年２月１日（金）～３月３日（日）
■実 施店舗：東京都表参道周辺のカフェ・テイクア
ウト店舗・ヘアサロン・ネイルサロンなど約 20 店
舗以上
さらに今回の
『 え ひ め カ フ ェ』
プロジェクトで
は、愛媛県の「美
味しい」情報を発
信する Facebook
ページをオープ
ンしています。
カフェメニューやキャンペーン情報が公開されて
いますので、是非チェックしてみてください。

お問合せ

愛媛県農林水産部管理局ブランド戦略課
TEL 089-912-2569
『えひめカフェ』プロジェクト
Facebook
http://www.facebook.com/
ehime.proj

高知県

Kochi

南海トラフ巨大地震による震度分布・津波浸水
予測の概要
高知県では、今後進めていく地震・津波対策の根
幹となる高知県版第２弾の震度分布・津波浸水予測
を平成 24 年 12 月 10 日に公表しました。今回の予
測は、内閣府が平成 24 年８月に公表した最大クラ
スの震度分布・津波浸水予測をもとに、本県の最新
の地形や地盤データを反映したものとなっています。
その中で、津波による浸水については、河川や海岸
の堤防が機能しない最悪の状態を想定して計算しま
した。また、今回は、より具体的なイメージを持っ
◎津波浸水予測時間図
（浸水深 30cm）
［高知市］
◎津波浸水予測時間図（浸水深 30cm）
［高知市］

◎津波浸水域・津波痕跡重ね合わせ図［須崎市］

◎津波浸水域・津波痕跡重ね合わせ図［須崎市］

て津波避難計画づくりなどの事前の備えが行えるよ
う、揺れの強さや浸水の範囲だけでなく、いろいろ
なデータを示しています。
具体的には、避難行動が取れなくなる 30cm の深
さに浸水するまでの時間や、体に感じる揺れ（震度
３以上）が継続する時間を新たに公表しました。こ
のほかにも、津波が何時間押し寄せてくるのかを示
したグラフや、今回想定した最大クラスの津波と、
比較的発生頻度の高い（安政南海地震クラス）津波
の二つの浸水予測の結果に、過去の地震による津波
の痕跡を重ね合わせた予測図も公表しています。
なお、今回の公表に際しては、この予測を見て何
が分かるのか、地震・津波に対してどのように備え
ていくべきかも合わせて示しています。
県では、最大クラスの地震・津波が起きたとしても、
人的被害を限りなくゼロに近づけていくよう、様々
な対策を市町村と共に全力で取り組んでいます。
お問合せ

高知県危機管理部南海地震対策課
TEL 088-823-9386
HP http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/010201/

＜津波浸水予測結果＞
最大クラスの浸水域
安政南海地震クラスの浸水域

＜古文書・石碑＞
慶長地震（1605）
宝永地震（1707）
安政南海地震（1854）
昭和南海地震（1946）

都道府県だより
Fukuoka

2013 年 2 月

福岡県

九州国立博物館入館者数が 1,000 万人突破 !

館のコンセプ
トである「 日 本
文化の形成をア
九州国立博物館は、
平成 17 年 10 月 16 日、
東京、
奈良、 ジア史的観点か
京都に次ぐ約 100 年ぶりの国立博物館として、福岡県
ら捉える」とい
太宰府市にオープンし、開館から約７年を経過した平成
う観点から、日
24 年 10 月９日、入館者数 1,000 万人を達成しました。
本とアジア諸国
同博物館は、地方自治体（福岡県）と国（独立行政法
の文化交流の歴史を紹介する文化交流展（常設展）や
人国立文化財機構）が連携・協力して運営する唯一の
特別展のほか、博物館の裏側を見学できるバックヤード
国立博物館です。
ツアー、親子で多様な文化を体験できる空間「あじっぱ」
（
「アジアの原っぱ」の愛称）の運営など、従来の博物館
にはない多彩な取組を行っています。
また、韓国や中国、ベトナム、タイの博物館等と８件
の学術文化交流協定を締結するなど、海外博物館等と
の文化交流を積極的に展開しています。
今後も、さらに多くの方々に親しまれる 21 世紀型の
博物館を目指します。
お問合せ

福岡県県民文化スポーツ課九州国立博物館室
TEL 092-643-3383
HP http://www.kyuhaku.jp/
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佐賀県

Saga
選び抜かれた最高級ブランド
「Premier-S」
（プルミエ）誕生

い !」という県産品全体の評価を高めていきたいと考
えています。
１月には、東京の三越銀座店で佐賀県フェアを開
催し、「Premier-S（プルミエ）」の販売・PR を行い
ました。今後も「Premier-S（プルミエ）
」を中心に、
ウェブサイトやイベントの実施など、県産農産物の
積極的な情報発信に取り組んでいきます。

佐賀県産農産物の最高級ブランド「Premier-S（プ
ルミエ）」が誕生しました。
「Premier-S（プルミエ）
」
は、佐賀県産の「みかん」と「いちご」のうち、厳
しい基準をクリアし、選び抜かれた最高級のものだ
けに与えられる称号です。
「Premier（プルミエ）
」とは、フランス語で「一番、
最高」という意味。ブランド名「Premier-S」の最後
の「S」には、
佐賀（Saga）の農家が真摯に（Sincerely）
「Premier-S（プルミエ）
」のいちごとみかんは、
生産した農産物の中から、独自の基準（Standard）
糖度や色・形などの厳しい出荷基準を満たしたものだけに与えられます
により、厳選された（Selected）
、贅沢な（Splendid）
商品という思いが込められています。 また、
ロゴマー
お問合せ
クは、
「SAGA」の S と G が重なり合うように融合
佐賀県流通課 TEL 0952-25-7116
することで、佐賀県の名匠たちのものづくりに対す 「美食通信ごちそう佐賀」HP
る真心の一致を表現しています。
http://gochiso-saga.com
消費者に「Premier-S（プルミエ）
」という際立っ
「Premier-S」
（プルミエ） 検索
た存在を認知してもらうことで、
「佐賀のものはい

都道府県だより

2013 年 2 月

長崎県

Nagasaki
か れん

初代日本一の牡蠣「華漣」
昨年開催された殻付き生かき日本一をきめる初めて
の品評会「かき日本一決定戦」で、
小長井町漁協（諫早市）
か れん
の「華漣」が見事初代王者に輝きました。
このコンテストは、全国のかき愛好会でつくる日本オ
イスター協会が開催し、全国約 2,800 のかき生産者の
中から最終選考に残った 11 団体が参加しました。
料理記者や飲食店経営者など 55 人の審査員が生産地
を伏せたまま試食して、味や食感、見た目など８項目
で採点。
「華漣」は、全国の名だたる名品をおさえて、
最も高い評価を獲得しました。
名前の由来は、有明海の浜辺に咲く、小さくて可憐
な花をイメージしたもの。その名のとおり、
小粒ですが、
濃厚な味わいで、貝柱はシャキシャキとして食べ応え
があります。
既に東京のオイスターバーなどのモニターからは「今
まで食べたかきの中で一番」“
｢ プレミア”という感じで、
甘みが強くておいしかった」など人気を得ています。
「華漣」は、県の総合水産試験場が開発した、かきを
１粒ずつ育てる「シングルシード」技術で養殖していて、
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水槽である程度の大きさになった稚貝をかごに入れて
海で育てます。多くのかきを縄に連ねて海につるす方
法に比べると、殻のふくらみが強く、形の良いかきが
できます。
出荷は２月。是非、
「初代日本一のかき」を御賞味く
ださい。

濃厚な甘さが自慢の華漣

お問合せ

小長井町漁業協同組合
TEL 0957-34-2244

大分県

Oita
第 15 回記念「別府アルゲリッチ音楽祭」!

今年も、世界的ピアニストであるマルタ・アルゲ
リッチが総監督を務める「別府アルゲリッチ音楽祭」
が、５月９日（木）の「大分県出身若手演奏家コンサー
ト」を皮切りに県内外で開催されます。
メイン公演は、まず「15 回記念 アルゲリッチ &
マイスキー スペシャルデュオ・リサイタル」。共に
年齢を重ね、世界のトップ奏者としてますます充実
した音楽芸術を創造している巨匠の成熟したデュオ
の真髄を堪能することができます。

もう一つは、
「祝祭コンサート～歴史を紡ぐ音～」。
これまでにオーケストラやマスタークラスに出演し
た若手たちは、今や立派な音楽家へと成長して活躍
しています。その方々を再び迎えて、世界をリード
するソリストたちとアンサンブルを編成し、15 回の
節目を迎えた「別府アルゲリッチ音楽祭」を華やか
に盛り上げます。
是非、
「日本一のおんせん県おおいた」にお越しい
ただき、世界一流の音楽を楽しんでいただくととも
みりょく

に豊かな自然とその自然が育んだ味 力が満載の大分
県をご堪能ください。
○主なイベント

●第 15 回記念ベスト・オブ・ベストシリーズ Vol.1
アルゲリッチ & マイスキーデュオ
【出演】マルタ・アルゲリッチ（ピアノ）、
ミッシャ・マイスキー（チェロ）
５月 11 日（土）17:00 ～
別府市ビーコンプラザ
●祝祭コンサート～歴史を紡ぐ音～
【出演】マルタ・アルゲリッチ（ピアノ）、
清水髙師（ヴァイオリン）ほか
５月 18 日（土）16:00 ～
大分市 iichiko グランシアタ
＊チケット発売：２月 23 日（土）～
お問合せ

Ⓒ Rikimaru Hotta

財団法人アルゲリッチ芸術振興財団
TEL 0977-27-2299

アルゲリッチ氏とマイスキー氏共演の様子
（第１４回別府アルゲリッチ音楽祭アンコールから）

都道府県だより
熊本県

Kumamoto
くまもとジビエ料理フェア 2013

2013 年 2 月

開催 !

この機会に是非、
「くまもとジビエ」を味わってみ
ませんか。

熊本県では、昨年 11 月に、狩猟関係者、加工業
者、飲食店、県等で構成する「くまもとジビエ研究会」
を設立し、ジビエの消費拡大や、鳥獣被害防止対策
などの取組を行っています。この取組の一環として、
「くまもとジビエ料理フェア 2013」を１月 28 日か
ら２月 28 日までの１ヵ月間、県内のレストラン、ホ
テル、旅館など 15 店舗で開催します。
ジビエとは、狩猟で得た野生鳥獣（シカ、イノシ
シなど）の食肉を意味するフランス語で、ヨーロッ
パでは貴族の伝統料理として古くから発展してきた
食文化です。最近では、日本でも「ジビエ料理」と
いうネーミングも徐々に知られるようになり、季節
限定の定番メニューとして提供するお店も増えてき
ています。
「くまもとジビエ料理フェア 2013」では、各店舗
で期間限定のオリジナルメニューを展開。鹿ロース
肉のステーキ赤ワインソース添えや、猪のバラ肉の
コンフィや炭火焼きなど熊本産のジビエ肉の特色を
生かした個性的な料理が堪能できます。
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お問合せ

熊本県むらづくり課
TEL 096-333-2415
※フェア参加店などの詳細は、熊本県 HP を検索 !
くまもと ジビエ

検索

宮崎県

Miyazaki

TGC 初 ! 史上最大級の野外ファッションライブ
フェスタ開催
国内最大級のファッションイベント「東京ガール
ズコレクション」
（TGC）が、
３月 30 日（土）
「
、TGC
SPRING LIVE Edition supported by 宮崎恋旅」
（会
にししな

場 : 宮崎県延岡市の西階総合運動公園陸上競技場）と
して開催されます。県内での開催は 2011 年 12 月の
宮崎市に続いて２回目。

宮崎県では、神話にちなんだ縁結び神社やパワー
スポットなどを活用し、20 ～ 30 代の女性をターゲッ
トに「宮崎恋旅プロジェクト」を実施しています。
昨年は「宮崎恋旅」のベースとなる神話を描いた
「古事記」が編さんされ 1300 年の記念の年であり、
平成 32 年度は「日本書紀」が編さんされて 1300 年
を迎えることから、古事記や日本書紀を絡めて「恋」
や「花」や「旅」をテーマに TGC としても初とな
る野外ファッションライブフェスタを開催すること
となりました。
TGC でおなじみの人気モデルを始め、九州にゆか
りのあるゲストやアーティストを迎え、縁結び・ス
ピリチュアルやグルメや花を織り交ぜた多彩なコン
テンツで展開。「宮崎恋旅」を始めとした本県の様々
な魅力を全国に発信し、地域経済の活性化や観光誘
客につなげてまいります。
お問合せ

みやざき観光コンベンション協会
TEL 0985-26-6100
宮崎県観光推進課
TEL 0985-26-7103

ⓒ TGC Sweet Xmas Edition supported by 宮崎恋旅

都道府県だより
Kagoshima

2013 年 2 月

鹿児島県
ン企業」を積極的にPRし、「経済飛躍・かごしま新
時代に対応した戦略的な産業おこし」の実現に向け
て、様々な取組を展開していくこととしています。

オンリーワンの技術を持った鹿児島の製造業企業
を紹介するガイドブックを発刊しました。
近年、製造業は、海外企業との競争激化等を背景
に海外展開が進行するなど、産業構造の転換期にあ
る中で、本県では、「かごしま製造業振興方針」に
基づき、「地域資源を生かした新産業の育成」や
「オンリーワンの技術によるキラリと光る企業育
成」、「新成長分野への参入支援」など六つの観点
に重点を置いた施策を展開しています。
このような中、本県には、シラスや木・竹材等の
地域資源を利活用した製品開発に積極的に取り組む
企業、国内外で高いシェアを占める企業、独自の高
い技術力を有する企業、モノづくりに関する各種表
彰を受けた企業などが多くあることから、これらの
優れた技術を持つ企業をより多くの方々に知ってい
ただくため、ガイドブック「『オンリーワン技術を
目指して』～鹿児島県工業技術センターの技術支援
とともに～」を先般、発刊したところです。
本ガイドブックは、一般の方々への配布も行って
おり、県の東京、大阪、福岡の事務所でも入手する
ことができます。
本県では、今後とも県内中小企業のビジネスチャ
ンスの拡大を促進するため、「鹿児島のオンリーワ

お問合せ

鹿児島県工業技術センター
TEL 0995-43-5111
HP http://www.kagoshima-it.go.jp
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沖縄県

Okinawa

！

沖縄県文化観光戦略推進事業

！

象としたマーケティング
ツ ア ー、 沖 縄 都 市 モ ノ
レール等を活用したプロ
モーションなどのセール
スキャンペーン、会場と
ホテル等を結ぶシャトル
バスの試行運行などを実
施する。
これらの取組によりマグネットコンテンツの成功事例化を図っ
ていく。

苦情情報センター

沖縄県では平成 23 年度に、沖縄の文化・芸能等を観光資源と
して活用する観点から、沖縄県文化観光戦略を策定した。
同戦略では、沖縄のオリジナリティが生かされた、芸術性やエ
ンターテイメント性が高いマグネットコンテンツ（観光客が、見
たい・触れたい・関わりたいと強く思う魅力的な舞台）を制作、
発信し、沖縄の観光が更に豊かなものとなることを目指している。
今年度は、１月～３月にかけて様々なパターンのモデル公演を
実施する。
全 国 知 事 会
【公演日程】
まず、浦添市にある「国立劇場おきなわ」では、
「若手演出家
か かず みち ひこ
くら とう しん や
てる や ただ とし
とみ た
な しろ かず ゆき
やす だ
国立劇場おきなわ公演 2/5、2/6、2/13、3/9、3/10、
（嘉数道彦、藏當慎也、照屋忠敏、富田めぐみ、名城一幸、安田
たつ や
しー
ククル奏劇場 2/7、2/14、2/21、2/28
辰 也）
」による今回のために制作された「琉球幻想絵巻」や「子
伊江村農村改善センター 2/23
の会（国立劇場おきなわ研修修了生の会）
」制作による修学旅行
宮古島環境改善センター 3/16
モデル作品を上演する。
那覇市民会館 3/20
かなで
また、読谷村のテーマパーク「むら咲むら」にある「ククル奏
八重瀬町中央公民館 3/22
劇場」では、琉球武家屋
読谷村文化センター鳳ホール 3/23
敷を舞台に、庭先で鑑賞
カルチャーリゾートフェストーネ 3/24
する新たなスタイルでの
公演に挑戦し、県内各地
詳しい時間、料金等の問合せは、
のホールでは、巡回公演
沖縄県文化観光スポーツ部文化振興課まで
を実施する。
これらの公演に併せて
お問合せ
首都圏、関西圏の観光関
沖縄県文化観光スポーツ部文化振興課
連事業者・メディアを対
TEL 098-866-2768

「地方分権苦情情報センター」
への情報提供を

都道府県だより

2013 年 2 月

「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。
当サイトに関するお問合せにつきましては、右の窓口まで御連絡下
さい。
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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

：03-5210-2020

メール

：kenkyushitsu@nga.gr.jp

いま地域医療は

自治医科大学卒業生からの現地リポート

NO. 343

「私の歩んだ道」
青森県立中央病院総合診療部

葛西 智徳（青森県）

といけないという原動力となっています。

私は昭和 61 年に自治医大を卒業して２年の初

当時の地域の問題は医師不足でした。全国で

期研修を終了してから、長く青森県の地域医療
に携わってきました。当時は地域医療を台湾の

人口 10 万当たりの医師数は 140 人程度でした

な町村に自治医大の卒業生が派遣され、ある程

ました。当時の厚生省は医師抑制策へと舵を切っ

が、やがて医師過剰時代が訪れると言われてい

医師が担っていたりしていた時期で、そのよう

ていきます。私は医師過剰時代が来れば地域の

度質が担保された地域医療が僻地でも受けられ

問 題 は 解 決 す る だ ろ う と 考 え て い ま し た。 も

るようになっていった時期です。私たちが派遣

う少し地域で頑張っていれば充実した地域医療

される地域には胃カメラやエコーといった機器

が実践できるのではないかという思いです。そ

が整備されていきました。

して将来地域で仕事をしていく医師を育てるた

そんなときに私は最初の赴任地大間へ向かい

めに学生や研修医の教育にも力を注ぐようにし

ました。大間病院はその当時ベッド数 30 床でし

ていきました。そしてその矢先、私にとって衝

たが、常勤医３人で外来、当直を行い、手術ま

撃的な事件が生じました。それまで医師不足と

でこなしていました。医師として初めての経験

言われたのはいわゆる僻地と呼ばれる地域だけ

ばかりでしたので右も左も分からないまま、た

だったのです。それが、より中核的な病院や地

だただ夢中で先輩医師の教えを乞いながら山と

方都市部の病院にまで医師不足が蔓延してきて

つまれたカルテをさばいていた記憶があります。

しまったのです。その結果あちこちで地域医療

午前中の診療は２時、３時までが当たり前でし

の崩壊という事態を招きました。私がそれまで

た。私は未熟な新米医師でしたが、外に研修に

地域で医療を守ろうとした試みはうまくいかな

行くこともままならずひたすら日々の診療をこ

いのだということを図らずも悟ることになった

なしていました。

のです。

しかしながら町にはほかに開業医はいません

現在私は地方の大病院に勤務しています。こ

し近くの総合病院までは険しい峠を越えて１時
間の地域です。若き３人の医師はこの町の医療

この総合診療部で地域医療を守る取組をしてい

しひしと感じながら診療していました。苦しい

援していくことができれば今まで以上に地域に

くつもりです。ここで医師を育てたり地域を支

を自分たちが担っているのだという責任感をひ

貢献ができるかもしれません。地域を一人の力

中にもやりがいを感じながら仕事をしていたの

で守っていくことが困難な以上それが今の私に

です。その当時一緒に仕事をした先輩医師には

できることなのだと考えています。地域医療を

医師としてあるいは人間としていろいろなこと

守りたいという強い思いはこれまでもこれから

を教わりその後の生き方に大きな影響を受けて

もずっと変わることはありません。

今につながっています。この当時の記憶は今の

私に受け継がれていて地域医療を何とかしない
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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
ＡＩＮＵ

ＡＲＴ

−風のかたりべ

実施期間・実施日
〜 H25 年 3 月 24 日

北海道の歴史ギャラリーの展示 トピック展示
「ＳＡＰＰＯＲＯ ７２−オリンピックと札幌−」

〜 H25 年 3 月 31 日

十和田湖冬物語

〜 H25 年 2 月 24 日

津軽鉄道・ストーブ列車
〜毎年恒例のストーブ列車が、今年も雪の津軽を走ります！〜

〜 H25 年 3 月 31 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

−

福島県立博物館 大河ドラマ特別展 ｢八重の桜｣ プレイベント
パネル展 ｢輝ける会津女性 新島八重を知ろう｣

〜 H25 年 5 月 6 日

福島県文化財センター白河館まほろん ｢文化財レスキュー展｣

H25 年 3 月〜 5 月

新潟スノーファンクラブ

−

新潟淡麗にいがた酒の陣 2013
表参道・新潟館ネスパス

H25 年 3 月 16 日〜 17 日

にいがた食楽園オンラインショップ

−

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

−

ひな人形で飾る日本一高いピラミッドひな壇が登場！
「鴻巣びっくりひな祭り 2013」
関東三大梅林「越生梅林」梅まつり

H25 年 2 月 17 日
〜 3 月 9 日予定
H25 年 2 月 16 日〜 3 月 20 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 ]

−
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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

－
募集中

イベント情報

－

しずおかを楽しむための情報サイト「静岡大好き。しずふぁん !!」

－

「楽園信州ファンクラブ」会員募集中

随時

ひみぶりフェア

～ H25 年 2 月 28 日

観光・イベント情報が満載！「とやま観光ナビ」

－

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

－

能登空港冬季キャンペーン 「冬こそ能登へ」
羽田発→能登着便搭乗者、毎便２名様に「加能ガニ」をプレゼント！さらに
「カキ注意報」が発令された便の搭乗者、１名様に「能登カキ」プレゼント！

～ H25 年 3 月 6 日

岐阜県博物館 日本自然科学写真協会写真展「自然を楽しむ科学の眼 2012 － 2013」

～ H25 年 3 月 17 日

花フェスタ記念公園 花の地球館（大温室）「スプリング メドーショー」

～ H25 年 3 月 25 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”

～ H25 年 7 月 7 日

愛知県広報誌「ＡＩＣＨＩ

on the move+」スライドショー

陶磁資料館企画展「清水六兵衞家

－京の華やぎ－」

ゆめのノリモノ～世界の子ども絵画展

－
～ H25 年 3 月 24 日
H25 年 3 月 2 日～３月 7 日

三重県の観光ガイド。イベントや観光施設など情報満載！
伊勢志摩キャンペーン

－
～ H25 年 3 月 31 日

福井県

福井県立図書館「覚え違いタイトル集」

－

滋賀県

滋賀県の催し案内

－

京都府
大阪府
奈良県
和歌山県
兵庫県
鳥取県

早春の京づくし

京都・東京であじわう京づくし

H25 年 1 月 16 日～ 2 月 28 日

京都ご当地キャラフェスティバル

H25 年 2 月 17 日

ピースおおさか 「大阪大空襲平和記念事業」

H25 年 3 月 3 日

府立弥生文化博物館冬季企画展「飾 ＫＡＺＡＲＩ 装剣金具の粋」
大阪府ピピッとネット

－

「没後 10 周年 田中一光
（いっこう）
デザインの世界～創意の奇跡～」
ムジークフェストなら２０１３

～ H25 年 3 月 20 日

チケット発売開始

～ H25 年 3 月 20 日
H25 年 2 月 1 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」

－

今年で 6 回目！日本陸連公認鳥取マラソン２０１３（鳥取市）

H25 年 3 月 17 日

1 年の福を授かる「長谷寺牛玉授け（ごおうさずけ）」と倉吉に春を告げる「観音市」（倉吉市）

H25 年 2 月 16 日～ 2 月 17 日

3・11 被災出土品など全国の貴重な新出土品を県立博物館で一斉展示！

～ H25 年 2 月 24 日
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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

山口県立美術館で「雪舟と雲谷派 5- 瀟洒な美意識 -」を開催中

～ H25 年 3 月 3 日

山口県立きらら浜自然観察公園で「企画展 - 細密画に描かれた生きものたち -」を開催中

～ H25 年 3 月 10 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
「さぬき映画祭 2013」を開催！

－
～ H25 年 2 月 17 日

「フラワーフェスティバルかがわ 2013」で一足早い春気分を

H25 年 2 月 23 日～ 2 月 24 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

愛媛県美術館「手塚治虫展」

H25 年 2 月 16 日～ 3 月 31 日

えひめ愛顔の観光物産館において市町フェアを開催中！

－

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」おすすめエリアを紹介！
「リヒテンシュタイン

華麗なる侯爵家の秘宝」好評開催中！

「ラン展－その色彩と形－」開催！

H24 年 4 月 1 日～
～ H25 年 3 月 7 日
～ H25 年 2 月 17 日

県運営インターネット通販サイト「よかもん市場」
～東日本大震災被災企業を応援 「東北コーナー」
7 月梅雨前線被災企業を応援「豪雨被災地応援コーナー」開設～
観梅まつり

随時
H25 年 2 月中旬～ 3 月中旬

まつらの姫達の宴～からつのひいな遊び～

H25 年 2 月 23 日～ 3 月 10 日

お粥だめし

H25 年 3 月 15 日

観梅まつり

H25 年 2 月中旬～ 3 月中旬

まつらの姫達の宴～からつのひいな遊び～

H25 年 2 月 23 日～ 3 月 10 日

お粥だめし

H25 年 3 月 15 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

－

くまモンファン感謝デー

－

期待を超えるぞ！

くまもっと県

～ H25 年 3 月 31 日

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

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 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

奥日光湯元温泉雪まつり「雪灯里」
栃木県

奥日光の湯ノ湖北岸に位置する山々に囲まれた

奥日光湯元温泉では、毎年、奥日光湯元温泉雪

静かな温泉地
「奥日光湯元温泉」
。その歴史は古く、

まつり「雪 灯里」を開催しており、今年は２月28

1200年前、日光を開いた勝道上人が発見したと伝

日まで行われます。祭りの期間中、メイン会場と

えられており、乳白色の硫黄泉が肌触りのよい温

なる温泉街の中心にある湯元園地には、約1,000個

泉として親しまれています。

のミニかまくらが作られます。夕暮れ時には灯り
がともされ、雪と光のファンタジーな世界を味わ
うことができます。期間中の金曜、土曜には奥日
光湯元温泉旅館協同組合案内所で温かい飲み物の
サービスも行っています。
お問合せ
（一社）日光観光協会
TEL 0288-54-2496
奥日光湯元温泉旅館協同組合
TEL 0288-62-2570
日光湯元ビジターセンター
TEL 0288-62-2321
奥日光湯元温泉雪まつりHP
http://www.nikkoyumoto.com/snowfestival2013/

雪灯里が作り出す幻想的な世界

▼つい先日まであっという間に日が暮れていましたが、

るよう、知事自ら県民・観光客にPRされているのがと

最近は、少しずつ夕暮れの時刻が遅くなってきました。

ても印象的でした。

日照時間が長くなると不思議と一日が長くなったよう

▼また昨年11月に岡山県知事に就任された、伊原木知

な気になります。

事には「新知事登場」を寄稿していただきました。岡山

▼今月号では、
「知事随想」を仁坂和歌山県知事に、
「あ

県初の民間出身の公選知事として、県政への熱い思い

る日の知事」を橋本茨城県知事に寄稿していただきまし

を強く感じました。

た。仁坂知事の「知事随想」では、大水害からの復旧復

▼インフルエンザが猛威をふるっているようですので、

興に向けた取組や、新たな災害への対策について寄稿

体調管理には気をつけてください。皆さまの健康を心

していただきました。また、橋本知事の「ある日の知事」

よりお祈りしております。次号の都道府県展望は３月

では、茨城県をより多くの人々に好きになってもらえ

発行予定です。

都道府県展望 平成 25 年 2 月号

発行所
発行人
住 所
制 作

通巻 653 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）

