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滋賀への旅のブランド「ビワイチ」をスタート〈滋賀県〉

F U K U O K A

福岡県
なんばグランド花月で「福岡新喜劇」を開催!
～関西で春の福岡観光をトップセールス!～
福岡県では、本県出身の博多華丸・大吉を起
用したインターネット上の仮想旅行社「めんた
い豚骨新旅行社」を設立し、
福岡県の魅力を発信、
多くの観光客に訪れていただくようキャンペー
ンを展開しています。
現在までに、博多華丸・大吉と県内各地の観
光大使と共に、JR 大阪駅構内やなんばグランド
花月劇場前広場、岡山、広島などで福岡観光の
魅力をトップセールスしました。
これから春の観光シーズンを迎えるに当たり、
福岡観光を更に PR するため、１月 29 日（火曜

湯である原鶴温泉、日本有数の炭酸泉の船小屋

日）から２月４日（月曜日）までの１週間、吉

温泉、
『あかい、まるい、おおきい、うまい』の

本興業グループとタイアップし、大阪・なんば

イチゴ“あまおう”や、巨峰やかきのフルーツ

グランド花月劇場で福岡県の話題を盛り込んだ

狩りなど、楽しんでいただけるところばかりで
す。これからの春の観光シーズンには福岡県へ

「福岡新喜劇」を上演しました。

是非お越しください」とトップセールスを行い

様々なトラブルをかかえた大阪の二人組が、
母親が住む福岡県筑後市を訪れたことから始ま

ました。公演後には、なんばグランド花月劇場

るドタバタ劇で、九州新幹線・筑後船小屋駅前

前広場で、知事、博多華丸、エコトン、新喜劇

を舞台とし、舞台上には八女の燈籠、北九州市

出演者がそろって春の観光 PR を行い、福岡県

戸畑区の孫次凧、久留米絣着物、博多織テーブ

の魅力満載の詰め合わせセットを配布しました。

ルクロス、筑後市のお土産品などを展示して福

今後とも、お笑いで生まれる元気と一緒に福
岡県の魅力を大いに PR し、観光客誘致に取り

岡県の雰囲気を出しました。

組んでいきます。

この期間中の２月２日（土曜日）には、テレ
ビ収録公演に合わせて、小川知事が博多華丸・
大吉及び福岡県のマスコットキャラクターで２
月１日に県の広報部長に任命された“エコトン”
と一緒に出演しました。知事は舞台上から「川
下りの柳川、硫黄とアルカリ性でダブル美肌の

█お問合せ
福岡県商工部国際経済観光課
TEL 092-643-3429
HP http://www.crossroadfukuoka.jp/（福岡県観光連盟 HP）
http://www.fukuoka-tonko2.com/

めんたい豚骨新旅行社
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70歳現役社会を福岡から

ロッパなどとは異なり、わが国の高齢者の就業意欲
の高さは大きな特徴であり、財産でもあります。こ
うした高齢者の気持ちに応えるためにも、そして生
産年齢人口が大きく減少する中、社会の活力を維持
していくためにも、長寿社会の新しいモデルをつく
ることが求められています。

「20 年後、日本は３人に１人が高齢者になる。わ
が国はどうなってしまうのだろうか ･･･」世界に類
を見ない超高齢社会を迎えることに対する不安感に、
社会が覆われているように感じます。
長寿は人類の夢。本来、誇るべきことであるはず
です。私は、時代に対応した新しい社会システムを
つくれば、明るい長寿社会を実現することができる
と信じています。世界トップレベルの長寿社会を実
現したわが国は、幸福な人生を謳歌できる財産を手
に入れたのです。

福岡県では、
「65 歳からは高齢者」という考え方
を改め、年齢にかかわりなく、それぞれの意思と能
力に応じて、さまざまな形で活躍することができる
「70 歳現役社会」づくりに官民一体となって取り組
んでいます。
平成 23 年９月には、経済団体、労働者団体、高齢
者関係団体、ＮＰＯ・ボランティア団体と行政で「福
岡県 70 歳現役社会推進協議会」を設立。昨年４月に
は、この活動の中心となる「福岡県 70 歳現役応援セ
ンター」を開所し、推進協議会のネットワークを生か
して、
「高齢者の活躍の場の拡大」
、
「就業・社会参加
支援」
「社会の意識改革」の３つに取り組んでいます。
一つ目の「高齢者の活躍の場の拡大」は、センター
職員が企業を訪問し、70 歳まで働ける制度の導入を
働きかけるというもの。言わば、高齢者雇用の裾野
を拡げていこうという取り組みです。
二つ目の「就業・社会参加支援」は、専門相談員が、
高齢者の経歴や技能、希望などをお聞きして、再就
職やシルバー人材センター、ＮＰＯ・ボランティア
活動など、多様な選択肢を提案・仲介するというもの。
センター内には、高齢者の豊富な子育て経験を地域
で生かしていく「ふくおか子育てマイスター」認定

｢65 歳以上を高齢者｣ と国連が定義したのは 1956
年 ( 昭和 31 年 )。その年のわが国の平均寿命がおお
むね 65 歳でした。言わば、私たちは平均寿命以上の
人を ｢高齢者｣ と呼んできたわけです。それから半
世紀以上を経た現在、わが国の平均寿命は男性 79 歳、
女性 86 歳と大幅に延びています。
内閣府が平成 21 年に「何歳以上の人が『高齢者』
『お
年寄り』だと思うか」という調査（
「高齢者の日常生
活に関する意識調査」
）を行いました。調査結果を見
ると、
「70 歳以上」からという人が約８割。高齢者
の定義である「65 歳以上」からと回答した人は１割
にすぎませんでした。
実際、高齢者の皆さんは非常にお元気で、７割以
上の高齢者が 70 歳くらいまでか、それ以上の年齢に
なっても働きたい、社会で活躍したいと希望されて
います（内閣府、平成 20 年「高齢者の地域社会への
参加に関する意識調査」
）
。
退職後は悠々自適の生活を希望する人が多いヨー
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を生かすことができれば、企業にとってもメリット
は大きいはず。加えて、生産年齢人口の減少により、
労働力の確保が企業にとって大きな課題となる時代
が到来します。センターの果たす役割は、これから
ますます大きくなっていくと考えています。

のための窓口も設けています。
三つ目の「社会の意識改革」は、企業経営者や人事
労務担当者向けに高齢者雇用のメリットや勤務体系の
見直し方法を分かりやすく説明するセミナーや、中高
年従業員向けに退職後の人生設計を考えるセミナーを
開催するというもの。
「70 歳現役社会」の必要性を現
場から普及させていこうという取り組みです。

高齢化はわが国だけの課題ではありません。例
えば、韓国ではわが国以上のスピードで高齢化が
進むと予想されており、危機意識も強いようです。
昨年６月には、高齢化問題をテーマとした韓国の
報道番組で、先進事例としてセンターが取り上げ
られました。
高齢化への対応は、世界のどこにもお手本があり
ません。だからこそ、われわれが取り組むべきフロ
ンティアがあるのです。
「社会から支えられる側」であった高齢者が「社会
を支える側」になる。そんな新しい長寿社会をつく
ることができれば、これから本格的な高齢社会を迎
えるアジア諸国の良いお手本にもなるでしょう。
もちろん、福岡県だけの取り組みでは「70 歳現役
社会」は実現できません。高齢化問題に直面するわ
れわれ「地方」が知恵を絞り、それぞれの地域の実
情に応じた施策を全国各地で展開していくことこそ
が、今まさに求められています。
「地方」の取り組み
が大きなうねりとなり、
「70 歳現役社会」が全国に
広がっていくことを期待しています。

こうした取り組みのうち、高齢者に最も関わりが
深いのが「就業・社会参加支援」です。高齢者一人
一人に合ったきめ細かな対応が評判を呼び、開所か
ら 9 ヶ月で相談者数は約 4000 人。センターの支援
を受けてたくさんの高齢者が企業などで活躍してい
ます。
当初は、企業の意識改革が最大の課題でした。セ
ンター職員が訪問しても「定年退職した人を雇用す
るのはちょっと ･･･」と躊躇する企業が多かったので
す。しかし、最近では対応に変化が見られつつあり
ます。
中小企業の中には、人材確保で悩むところが少な
くありません。センターを通じて高齢者を雇用した
企業からは、
「最初は不安でしたが、即戦力の人材を
紹介していただきました。仕事に対する姿勢や人生
経験が、若い社員のお手本になっています」という
声が寄せられています。
高齢者の優れた知識や経験、長年培ってきた人脈

応援センターでは専門相談員が高齢者の経歴や希望にあった
進路を提案・仲介する

地域で活躍する「ふくおか子育てマイスター」の皆さん
（左から３人目は小川知事）

3

静岡県知事

総合特区指定申請の第３次審査

川勝

平太

の日本の地域の在り方を示すモデルとしても不可欠
であるとの国家的使命感を持ち、全力で 10 分間の
プレゼンテーションを行った。
プレゼンテーション後の質疑では、委員から、
「市
町の知恵を前面に出せば、さらに良くなる。」など
本県の提案に理解を示す意見をいただき、この構想
を進めていく考えを更に強くしたところである。

平成 24 年 12 月 17 日（月）
総合特別区域法に基づく本県の特区指定申請に対
する第３次審査が、都内で公開ヒアリング形式によ
り行われた。
東日本大震災により自然の猛威を目の当たりにし
た我々は、総合計画の筆頭に「命を守る危機管理」
を掲げ、今まで以上に徹底して安全・安心の郷土づ
くりに取り組んでいる。しかし、南海トラフを震源
とする巨大地震の発生が危惧されており、８月に国
が公表した被害想定においても、本県の津波等によ
る人的被害は、最悪の場合、東日本大震災をはるか
に上回る約 11 万人と見込まれるなど、極めて憂慮
される状況である。
そのような中、津波災害の心配のない内陸部を通
過する新東名高速道路が４月に開通し、臨海都市部
に集中した都市機能を内陸部へ移転する環境が整っ
たことを契機に、有事に備えることが平時の地域成
長へとつながるとの考えに立ち、
「内陸のフロンティ
ア」構想をまとめた。この構想は、内陸高台に豊か
な自然と共生する、農芸都市とも言える地域を創出
し、同時に過密な臨海都市部を水と緑にあふれたう
るおいのある空間に再生することを目指している。
実現にはある程度の期間を要すると思われるが、地
域の提案に基づき規制の特例措置が認められる総合
特区制度を利用すれば、取組のスピードアップが期
待できる。
本県は、９月末に「
“ふじのくに”防災減災・地
域成長モデル総合特区」を申請し、有識者及び事務
局による第１次、第２次の審査を通過して、この日
を迎えたところであった。本県の提案への関心の高
さからか、用意された傍聴席 40 席余りは満席。会
場は熱気に包まれていた。
午後３時 10 分。県内の７人の市町長や団体の代
表者らとともに、評価・調査検討会委員への説明に
臨んだ。私は、静岡県民の生命・財産を守るための
本県における防災・減災の取組は、東日本大震災後

県民すべてが待ち望む中、平成 25 年２月 15 日
に地域活性化総合特区指定を受けることができた。

中国浙江省訪問
平成 24 年 12 月 25 日（火）
昭和 57 年に始まった本県と浙江省との友好提携
は今年で 30 周年を迎え、４月には当時の夏宝龍（か
ほうりゅう）浙江省省長を団長とする代表団が来静
し、省長との会談や 30 周年記念浙江 - 静岡名品展
覧会などを通じて、友好的互恵・互助の関係をより
深めていくことを確認した。この１年間、両県省に
おいて多くの記念行事を行ってきた。今回は、友好
30 周年の集大成として、県議会や県内の経済、農
業等の関係団体からなる約 200 人の友好代表団を率
い、団長として中国浙江省を訪問した。
訪問初日であるこの日は、午前中に県内企業の現
地法人が経営する楽器工場の生産状況を視察した。
正午から、省長から書記に就任されていた夏宝龍氏
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仕事始めの式

との会談及び歓迎昼食会があり、午後には、李強（り
きょう）代省長との会談や記念式典、
文化・医療衛生・
教育の各分野での交流協定調印、静岡県記念品贈呈
式、歓迎宴と行事が開催された。
夏宝龍書記や李強代省長との会談では、本県と浙
江省が日中関係の模範となるよう交流を維持し、友
好関係を新しい段階へと発展させていくために引き
続き協力していくことが確認できた。また、浙江省
主催の歓迎宴では、本県からの友好代表団と浙江省
側の参加者が和気あいあいとした楽しい時間を共有
でき、このような関係が必ず今後の交流促進につな
がると確信した。
尖閣諸島問題など日中関係の課題も生じている中
で、本県と浙江省との関係が地域外交のモデルとな
り、日中の友好をしっかりと育むことができるよう、
今後も取り組み続けたいと考えている。まずは、両
県省のトップによる基調講演などを盛り込んだ「静
岡県浙江省フォーラム」の開催や、今回新たに協定
を結んだ各分野での協力、卓球を始めとするスポー
ツを通じた交流などにより、両県省民が参加できる、
より深い交流へとつなげていくこととしたい。

平成 25 年１月４日（金）
新しい年の仕事始めのこの日、県庁で副知事、教
育長以下幹部職員約 300 人を前に、仕事始めの式で
訓示を行った。
昨年は、当初予定を１年以上前倒しして４月に新
東名高速道路の県内区間が開通したこと、また、
「県
民の県民による県民のためのマニフェスト」として
県民総がかりで作りあげた総合計画に基づく施策を
前倒しして取り組む姿勢が、第７回マニフェスト大
賞グランプリ受賞につながったことなど、
「前倒し」
をキーワードに県民と一体となって施策を進めるこ
とができた１年であった。
今年は、干支である巳（み）年に掛けて、「初心
に返り脱皮する年」とした。
６月には、富士山の世界文化遺産登録の成否が判
明する。富士山は古から、日本人の憧れ、夢、希望
を体現した存在であり、日本人の心の原点であった。
その意味で、日本は「富士の国」であり、富士山を
擁する“ふじのくに”静岡県は、いわばその中心、
都である。本県には、
“場の力”とも言える、食材、茶、
花、森林、水、そして日照など様々な優れた資源や
環境が揃っており、改めてこれらを活かし、本県の
“都ぶり”を高めていきたいと考えている。
そして、今一度原点に返って、県政の基本理念に
掲げる「“ふじのくに”づくり」に努め、内陸部と
沿岸部の均衡ある発展を目指す「内陸のフロンティ
ア構想」を進めて、現代の東京一極集中に次ぐ地域
の在り方として「ポスト東京時代の新しい姿」を実
現し、広く世の中に示していきたい。県民のため、
日本のために、「チーム県庁」一丸となって取り組
んでいこうと呼び掛けた。

李強代省長との会談

文化、医療衛生、教育の各分野交流協定調印の様子
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東京都知事
昭和 21 年（1946 年）11 月 20 日 長野県生まれ
昭和 50 年（1975 年）３月
明治大学大学院修士課程修了
昭和 62 年（1987 年）
『ミカドの肖像』で第 18 回大宅壮一
ノンフィクション賞受賞
平成８年 （1996 年）
『日本国の研究』で 96 年度文芸春秋
読者賞受賞
平成 14 年（2002 年）
小泉首相より道路関係四公団民営化
推進委員会委員に任命
平成 18 年（2006 年）
東京工業大学特任教授
平成 19 年（2007 年）
東京都副知事
平成 24 年（2012 年）12 月
東京都知事 就任

さて、今年九月には二〇二〇年のオリンピッ
ク・パラリンピック開催都市が決まります。
今年一月に東京を含む三都市がＩＯＣに「立
候補ファイル」を提出し、招致活動は本番を
迎えました。この三月にはＩＯＣの評価委員
が東京を訪れ、会場予定地等の視察を行いま
した。
私は、昨年二月、六十五歳にして初マラソ
ンである東京マラソンを完走しました。はじ
めは、家のまわりの三百メートルのジョギン
グからでしたが、一年間かけて練習を重ね、
スポーツの持つ力、感動を与える力を自分自
身の体験からも学びました。そして、これを
自ら先頭に立って、日本中の人々、世界中の
人々と共有していきたいと強く願っています。
東京が今回の招致を成功させることで、震
災復興を後押しし、東北の被災地に聖火ラン
ナーが走り、宮城スタジアムでサッカーを行
い、日本中で盛り上がる素晴らしい大会を開
催したいと思っています。
全国の皆さんのご支援・ご協力をよろしく
お願いいたします。

東京都知事に就任いたしました猪瀬直樹で
す。どうぞよろしくお願いいたします。
宇宙から映した地球を見ると、太陽の光が
美しく青い惑星を浮かび上がらせています。
一方、太陽が当たっていない夜の部分にも、
光を発している点があります。それは電力の
輝きに照らされた「都市」であります。今世
紀は地球の人口の半数が都市に居住する「都
市の世紀」です。この都市をいかに輝かせる
かが、今問われているのです。私は、電力の
輝きだけではなく、互いに助け合う一人ひと
りが輝く東京をつくりあげていきたいと考え
ています。東京を輝かせ、日本を輝かせるた
めにも問題を先送りせず、
「決断」してすぐに
実行し、壁を「突破」して、
「解決」していき
ます。
政策展開としては、私達の生活と日本の産
業を支える電力を安定的に供給できるよう、
電力制度改革を具体的に進めます。
自助・共助・公助の力で東京を襲う災害へ
の備えを固め、お年寄りや若者の孤立を解消
し、安心・安全を実現します。
二つに分かれている東京の地下鉄の一元化
を進めます。
さらに東京の魅力を高め、懸命に頑張る企
業を応援し、都民・国民・企業等が生き生き
と輝く都市を築いていきます。
若者には、日本の歴史が培ってきた言語技
術と、自分の考えを相手に正確に伝える世界
基準の言語技術の両方を習得させ、
「言葉の力」
を持った日本人を育てていきます。
そして、現場に根差した「東京モデル」と
もいうべき先駆的な政策を発信し、日本の閉
塞感を突破していきたいと思います。

2020 年オリンピック・パラリンピック
「立候補ファイル」説明記者会見（25 年１月 都庁）
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コンテンツ・ツーリズムの可能性と課題

～キャラクターやストーリーを地域で活用する際のいくつかの重要な論点～
北海道大学観光学高等研究センター准教授

1.「コンテンツ・ツーリズム」とは何か

山村高淑

とが地域の行政・経済団体に認識されるようになっ
たことがある。特にこの点で大きな影響を与えた
のが、2003 年４月から９月にかけて NHKBS2
で放映された韓国のテレビドラマ『冬のソナタ
（Winter Sonata）
』である。同ドラマは、中高年
女性の間で一大ブームとなり、韓国のロケ地に大
量の日本人観光客が訪れる現象を巻き起こした。
この現象については、同報告書の中でも経済波及
効果を含めて具体的に紹介されており（p.52）
、
中央省庁でも高い注目を集めていたことが分かる。
第二に、
「2003 年７ 月、政府の観光立国関係
閣僚会議において『観光立国行動計画』が策定され、
日本の魅力・地域の魅力の確立や日本ブランドの
海外への発信に関連して、日本映画の製作・上映
支援（文部科学省）
、フィルムコミッションの活動
支援・ロケの誘致（文部科学省、国土交通省）
、コ
ンテンツ産業振興（経済産業省）が位置づけられた」
ことがある。
そして第三に、2004 年５ 月、政府の知的財産
戦略本部が「知的財産推進計画 2004」を策定し、
「地域等の魅力あるコンテンツの保存や発信強化を
図ること」が「コンテンツビジネスの飛躍的拡大」
につながることが明記されたこと、である。
なお、同報告書の論調の特徴は、あくまでも主
体となるのは地域側であり、映画やドラマ、アニ
メ等を観光資源として、地域側が戦略的に「活用
していくこと」の重要性をうたっている点にある。

■地域振興施策としてのコンテンツ・ツーリズム
ここ数年来、日本では「コンテンツ・ツーリズ
ム（contents tourism）
」という和製英語が人口
に膾炙し始めた。この語が日本において公に初め
て使用されたのは、2005 年に国土交通省・経済
産業省・文化庁が共同でまとめた『映像等コンテ
ンツの制作・活用による地域振興のあり方に関す
る調査報告書』
においてである。なおこの語は現在、
使用者によって「コンテンツ・ツーリズム」ある
いは「コンテンツツーリズム」のいずれかの表記
が用いられており、統一された表記ルールは確立
されていない。本稿では便宜上、
以下「コンテンツ・
ツーリズム」で統一して表記する。
さて、この報告書の中で「コンテンツ・ツーリ
ズム」という語は以下のように定義された（同報
告書での表記は「コンテンツツーリズム」
）
。すな
わち「地域に関わるコンテンツ（映画、テレビド
ラマ、小説、マンガ、ゲームなど）を活用して、
観光と関連産業の振興を図ることを意図したツー
リズム」
（同報告書 , p.49）
。そして、
その「根幹は、
地域に『コンテンツを通して醸成された地域固有
の雰囲気・イメージ』としての『物語性』
『テーマ性』
を付加し、その物語性を観光資源として活用する
こと」と記されている（同報告書 , p.49）
。同報告
書は、地方自治体に対し、観光振興の核は「モノ」
ではなく「コンテンツ」＝「物語」であるというメッ
セージを送り、コンテンツ・ツーリズムの認識を
広めたという点において画期的なものであった。
こうした報告書が刊行された背景には、大きく
三つの背景があることが、同報告書の「はじめに」
にからうかがえる。
すなわち、第一に、映画、ドラマ、アニメ等の
舞台になることが観光客の来訪促進につながるこ

■ポップカルチャーの文化外交への活用
コンテンツ・ツーリズムを考える上で忘れては
ならないもう一つの国の政策が文化外交政策であ
る。外務省が進める日本のソフトパワー強化政策
の一環として、アニメやマンガなどのポップカル
チャーの活用が活発に議論されている。すなわち、
「我が国の『ポップカルチャー』が、海外において
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2. ファン文化が生み出した「アニメ聖地
巡礼」現象～ファンと地域の協働

若者を中心に圧倒的な浸透力を示していることを
踏まえ」
、
「諸外国における対日イメージの改善等、
わが国の発信力強化」
（外務省 2006）を目指して、
ポップカルチャーを文化外交の手段として積極的
に活用していこうという施策である。
こうした一連の議論の中で、外務省は「ポップ
カルチャー」の定義を行っているが、この定義は
コンテンツ・ツーリズムを推進していく上でも極
めて重要な指摘であるので、ここに抜粋しておく。
ポップカルチャーとは「一般市民による日常の
活動で成立している文化」であり、
「庶民が購い、
生活の中で使いながら磨くことで成立した文化で
あって、これを通して日本人の感性や精神性など、
等身大の日本を伝えることができる文化」
。
「この
考え方によれば、浮世絵、焼物、茶道などは、其々
の時代における当時の『ポップカルチャー』であっ
たと言うことができる」
（外務省 2006）
。
またこうしたポップカルチャーの中でも、文
化外交手段として活用していく上では、
「特に新
たな時代の流れを切り開く最先端の分野で、広く
国民に受け入れられ、強い浸透性と等身大の日本
を表す思想性を有するものを対象にすべき」であ
るとし、具体的には「アニメ、マンガ、ゲーム、
J-POP のほか、ファッションや食文化等の分野が
対象になる」としている（外務省 2006）
。
つまり、アニメ、マンガといったコンテンツは、
日本の一般大衆の「今」を等身大で体験できる、
生きている文化なのである。この点は、特にイン
バウンド誘致の面からコンテンツ・ツーリズムを
考える際、非常に重要なポイントとなる。
また、浮世絵、焼物、茶道など現在に伝わる文
化遺産も、その成立当初はポップカルチャーであっ
たという考え方も、コンテンツ・ツーリズムを推
進していく上で非常に重要である。というのも、
アニメやマンガに対して頭ごなしに否定的に捉え
る論調は未だ根強い。しかしながら、こうした考
えに基づけば、我々は批判する前に（そう、批判
するのは簡単だ）
、そうした大衆文化を未来の文化
遺産に育てるためにはどうすれば良いのか考える
べきであるし、現在生きる大人にはその責務があ
る。この意味では、コンテンツ・ツーリズムは未
来の文化遺産を育てる取組なのである。

■ファンと地域で生み出すコンテンツ・ツーリズム
～『らき☆すた』と埼玉県鷲宮町
上述の報告書が、地域がアニメ等を観光資源と
して政策的・戦略的に活用していくことの重要性を
うたっている一方で、2007 年、国や地域の観光政
策とは全く関係なく、行政が予期せぬ形でコンテ
ンツ・ツーリズムが成立してしまう事例が現れた。
具体的には、2007 年４月～９月まで放映され
た TV アニメ『らき☆すた』がきっかけとなって、
その舞台となった埼玉県鷲宮町に同作品のファン
が自発的に訪れ、その後、地域とコンテンツ著作
権者との協力関係が構築され、地域振興にまで展
開したのである。なお、鷲宮町におけるアニメ『ら
き☆すた』をきっかけとしたまちおこしの経緯に
ついては、山村（2008, 2011）で詳述しているの
で御参照いただければ幸甚である。
埼玉県鷲宮町は埼玉県の北東部に位置する人口
約 34,000 人（2006 年当時）の、観光とはほとん
ど縁のない小さな町であった。そんな町が、2007
年に放映されたアニメ『らき☆すた』の舞台の一
部として設定されたため、突如、国内外から多く
のファンが訪れるようになった。そして、地元の
鷲宮町商工会（現鷲宮商工会）を中心とした地域
社会が、著作権者の協力を得ながら様々な試みを
行い、ファンを魅了。地域とファンが協力した地
域振興にまで発展したのである。それまで知る人
も少なかった小さな町に、アニメがきっかけで多
くの若者が訪れるようになったことは、マスコミ
を通じて広く報道されるところとなった。
こうした報道も手伝って、とりわけ、アニメの
オープニングの映像で使われた鷲宮神社の知名度
は急上昇。アニメ放映前の 2007 年正月は 90,000
人 だ っ た 初 詣 参 拝 客 数 は、30 万 人（2008 年 ）
→ 42 万人（2009 年）→ 45 万人（2010 年）と
３年間で約５倍となった（埼玉県警察本部地域課
調べによる数値）
。
■鷲宮の事例から学ぶこと
このようにアニメ・マンガコンテンツが商店街
や地域の振興に一役買う例は、それまでにも存在
した。その中で最も長期にわたり集客を成功させ
ているのが「ゲゲゲの鬼太郎」で商店街振興を行っ
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として認識されることは、自治体の施策面でも、
国民理解の面でも、非常に少なかった。
観光研究分野においても、映画やドラマゆかり
の地（ロケ地や映画スタジオなど）を巡る旅は、
「film induced tourism（映画によって誘発され
る旅）
」や「film tourism（フィルムツーリズム）
」
と称してかねてより積極的に取り上げられてはき
たものの、その対象は主としていわゆる「実写」
作品であり、アニメやマンガが取り上げられるこ
とはほとんどなかった。現在でも、従来のフィル
ムツーリズムとアニメ聖地巡礼との類似点と相違
点について未だ本格的な議論はなされていない。
しかし、鷲宮町のような事例が登場したことに
よって、アニメやマンガといったサブカルチャー
が、大作家のメジャー作品でなくても、国内外の、
特に若年層への訴求力が高く、実際に地域へ人を
動かす磁力を持っていること、そしてアニメがきっ
かけ・求心力となって、ファンが参加する形で「地
域振興」にまで展開し得ること、などが具体的な形
で示された。これによって、アニメ・マンガに対す
る各方面の見方は決定的に変わったと言って良い。
例えば、観光研究分野では、2008 年以降、鷲
宮の事例が多く取り上げられるようになった。具
体的には、アニメの「ロケ地またはその作品・作
者に関連する土地で，且つファンによってその価
値が認められている場所」を「アニメ聖地」と位
置 付 け（ 山 村 2008、 岡 本 2009 な ど ）
、こうし
た聖地を訪れる旅行形態の分析が行われるように
なっている。
一方、国の動きを見てみても、
『らき☆すた』以
降、鷲宮の事例を成功事例として採り上げ、アニ
メをきっかけとした観光振興の可能性について具
体的に議論する会議やフォーラムが、経済産業省
や観光庁の主催により実施されるようになってい
る。例えばこうした取組の初期の代表的なもの
に、東京国際アニメフェア／ジャパン・ロケー
ション・マーケット シンポジウム「アニメにおけ
るロケツーリズムの可能性～聖地巡礼と観光資源
～」
（経済産業省・( 財 ) 日本映像国際振興協会主
催。2009 年３月 18 日）
、東京国際アニメフェア
2010 併催フォーラム「アニメコンテンツを活用
したインバウンド振興等に関する意見交換会」
（観
光庁主催。2010 年３月 25 日）などがある。
また、鷲宮町の成功を受けて、同町が位置する
埼玉県の産業労働部観光課は、2009 年６月に、

ている鳥取県境港市の事例であろう。
しかし鷲宮の事例が画期的だったのは、境港市
の事例が、鬼太郎のように、いわゆる国民的に知
られたメジャーなコンテンツを活用した地域主導
の取組であり、そもそも同市が絶大な知名度を誇
る水木しげる氏の故郷だったのに対し、鷲宮の事
例は、決してメジャーではなかった作品を、ファ
ンと地域社会が一緒になって盛り上げていったと
いう点にある。
特筆すべきなのは、鷲宮の事例に関わった初期
のファンの多くがコミケ（コミックマーケット）
の参加者であったことである。こうしたファンは、
同人誌の製作や購読を通してパロディ作品、すな
わち二次創作物（場合によっては n 次創作物）の
楽しみ方を身に着けていた人々である。そしてま
た、コミケの運営がボランティアによって成り
立っていることを身に染みて分かっている人々で
ある（コミックマーケット準備会のスタッフはボ
ランティアとして各種作業に当たっている）
。更に
言えば、コミケにおいては、各参加者は対等であ
るとされ、
「売り手」
、
「買い手」ではなく、全員が
「対等な参加者」であると認識する文化を参加者は
共有している。こうしたコミケ文化を共有してい
る層が鷲宮町の初期の来訪者＝聖地巡礼者であっ
たことが、鷲宮町におけるファン参加型の創作活
動の展開を生む大きな背景となった点は重要であ
る。例えば商工会がイベントを行う際には、ファ
ンがボランティアとして会場整理等を行うのが常
となっている。
こうした点が報道されることは少ない。もちろ
ん、鷲宮町でファンと地域社会の協働が生まれ創
造的な発展を遂げた最大の要因は、地元商工会と
会員事業主の皆さん、そして地域住民の皆さんの
御努力とバイタリティーにあることは論を待たな
い。しかしもう一つの大きな原動力の一つが、こ
うしたファン文化の歴史とその成熟であったこと
は、もっと知られて良い事実だと思う。
■「鷲宮」後におけるアニメ・マンガに対する各
方面の見方の変化
我が国のアニメやマンガといったいわゆるポ
ピュラーカルチャーは、国際的にも高い評価と支
持を得て久しい。しかしながら前述の国土交通省
ほかによる報告書が発表されるまでは「人々を地
域に呼び寄せる磁力」
、すなわち「観光コンテンツ」
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アニメやマンガで同県の観光振興を図ることを目
的として有識者による「アニメツーリズム検討委
員会」を設置している。
このように、アニメ作品『らき☆すた』とそれ
をきっかけとした鷲宮町でのまちおこしの経験は、
中央政府や地方自治体の観光政策、観光研究分野
にも大きな影響を与えたのである。

項を、他の産業においてはきちっと担当者が行う
にもかかわらず、アニメやマンガを活用した観光
振興となると、そもそも作品すら見ない担当者も
自治体には多い。そこにはまだまだアニメ・マン
ガを一段低く見る風潮があるように思えてならな
い。この辺りの意識を変えない限り、コンテンツ・
ツーリズムの発展は不可能であると思う。

■「アニメをきっかけとしたまちおこし」に関す
る今後の論点～「ファン文化」の視点
このように鷲宮町の成功以降、コンテンツ・ツー
リズムに関する議論は、まちおこし、すなわち観
光まちづくりの文脈で論じられることが一般化す
る。すなわち、
「地域振興のためには、アニメ等コ
ンテンツを如何に活用できるのか」という、2005
年の国交省ほかによる報告書の論点を踏襲した議
論である。そしてこうした議論では、当然のこと
ながら地域サイドと著作権者（製作サイド）との
間でのタイアップの在り方やライセンス・ビジネ
スの在り方が中心的な論点となる。
もちろんこれは観光政策、産業政策として非常
に重要な論点であり、より一層の研究が求められ
るテーマである。しかしながら、ここで注意が必
要なのは、鷲宮の例に顕著なように、アニメの放
映がきっかけとなったファンの来訪をまちおこし
にまで育てていくためには、単に地域の観光政策・
産業政策や、製作者による経営戦略だけではなく、
ファンの側の自発的・創造的参画が必須要件とな
る、という点である。そして更に言えば、その基
盤には、例えば前述の「コミケ文化」等、ファン
文化という背景、すなわち文化的背景があるとい
う点である。先にも触れたが、
コミケでは「販売者」
「お客様」という関係性ではなく、その場にいる人
全てを対等な「参加者」として捉えることに価値
をおく。これと同様に、ファンがある地域を訪れ
る際も、単なる「来訪者」
「お客様」ではなく、地
域の活動への「参加者」として自分を位置付けた
いという心理・文化が働いているのだ。
こうした点は、昨今の中央・地域行政における
コンテンツ・ツーリズムの議論に最も欠如してい
る論点の一つである。偏見や先入観を持たず、ター
ゲットとする市場の趣味・嗜好をしっかり理解し、
そうした好みや行動の様式が生まれてきた社会文
化的背景についても知る努力をすることが重要だ。
もっと言えば、こうしたマーケティングの基本事

3. ご当地キャラクターの「ゆるさ」と「幼
稚さ」ついて考える
■ご当地キャラクターブーム、
「ゆるキャラ」ブーム
これまで述べてきたようなアニメやマンガを
きっかけとした観光振興以外に、もう一点注目す
べきなのが、近年全国の多くの自治体で誕生して
いるご当地キャラクター、とりわけ「ゆるキャラ」
の存在である。これもコンテンツ・ツーリズムの
重要な要素である。多くのキャラクターが地域既
存の物語と深い関係を持ち、そうした地域既存の
コンテンツを分かりやすく対外的に伝えるための
メディアとして機能しているのだ（もちろん、単
なるロゴマーク的に用いられるだけで、地域と何
らかの関係性を持った物語や世界観＝コンテンツ
が設定されていない場合は、コンテンツ・ツーリ
ズムの要素とはなりにくい点には注意が必要であ
るが…）
。
ご当地キャラクターにはアニメやマンガと比べ、
顕著な特徴がある。すなわち、アニメやマンガ、映
画などが、一般に地域外の製作者が当該地域を舞台
に製作するコンテンツであるのに対し、ご当地キャ
ラクターは地域（多くの場合は自治体）が製作し
発信するコンテンツなのだ。つまり、地域自身が
著作権を有するコンテンツであることが多い。
さて、こうした現在のご当地キャラクターブー
ムの火付け役となったのが、2002 年 11 月 23 日
に後楽園ゆうえんちスカイシアターで開催された
『第１回みうらじゅんのゆるキャラショー』である。
当時「ゆるキャラ」という言葉は一般に耳にする
ことは稀な、ある種サブカルチャー的な響きを持
つ語であった。それがこの 10 年間に全国各地の
自治体で次々と「ゆるキャラ」が生まれ、今や「ゆ
るキャラ」はほぼ国民誰にでも通じる一般的な語
となった。なお、
「ゆるキャラ」という語は、扶桑
社とみうらじゅん氏によって商標登録された語で
ある（2004 年 11 月 26 日、第 4821202 号）
。
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11 月 24 ～ 25 日に埼玉県羽生市で開催された「ゆ
るキャラ (R) サミット in 羽生」が、オリンピック
や○○全国大会のような、国や地域の威信をかけ
た勝負の場ではなく、全国から「ゆるキャラ」が
集まって、地域と地域が協力して助け合い、東北
の被災地を応援しようという場になったことはそ
の顕著な例であろう。つまり、地域の違いは、決
して勝ち負けや優劣で測るものではなく、単なる
個性の違いとして笑顔で認め合うというのが、こ
の 10 年来の全国各地での「ゆるキャラ」ブーム
の根底にある思想なのだ。
いまや「ゆるキャラ」は自治体にとどまらず、
自衛隊から民間企業、
商店街、
学校に至るまで、
様々
な主体に広まり続けている。これを「国民の幼稚
化」と一笑に付すことは簡単だ。しかし「幼稚化」
を「子どもの頃のように純粋な心を取り戻すこと」
と置き換えたらどうだろうか？
「自分が生き残るためには相手を蹴落とさなけれ
ばならない」
「他者や後世にツケを回してでも、自
分たちの経済成長を追求すべきだ」
云々。そんな
「大
人らしさ」
「社会人らしさ」を追求した揚句、バブ
ル経済が崩壊し長い不況に突入したのではなかっ
たか。更に言えば、争いや戦争を生む理屈も「大
人の理論」である。であるならば、本来の人間ら
しい、平和を愛する子どもの心を取り戻すことは
決して悪いことではないはずではなかろうか。
バブル経済崩壊後、現在に至るまで、失われた
20 年と言われ、日本経済は低迷を続けている。し
かしこの 20 年の間に、これまでの画一的価値観
に基づく競争社会とは異なり、様々な生き方を認
め、助け合い、共生を目指そうという動きが、様々
な分野で育っていることも事実である。日本各地
で「ゆるキャラ」が生まれているのもそうした社
会の流れに位置付けて考えてみると、その意義が
見えてくるのだ。

■敵をつくらない郷土愛の表し方
こうして「ゆるキャラ」が全国で登場した背景
には、どこでも似たようなハコモノ開発を行って
いれば良かった時代は終わり、各地が個性的なソ
フト、すなわち魅力的なコンテンツで勝負しなけ
ればならない時代になったことがある。そしてそ
の際、一見差別化が難しい、各地の歴史・文化・
自然といった資源を、幅広い層に、より分かりや
すく、魅力的に伝えるメディアとして、愛らしく
とぼけた「ゆるキャラ」が普及していった訳である。
実はこの「ゆるさ」に重要なポイントがある。
それは「敵をつくらない郷土愛の表し方」である
点だ。意識していたかいないかにかかわらず、我々
日本人は、特にバブル経済崩壊後の長引く不況の
中で従来型の競争社会の在り方を反省し、他者と
競争するのではなく、仲良く協力していく道筋を
模索してきた。そうした中で、郷土愛の示し方も
大きく変化してきたのだ。
実はこれまでの郷土愛は、
往々にして非常に偏っ
た方法で教育されてきた。つまり、他者よりも自
分の地域の方が優れているという優越感を住民に
抱かせることが郷土愛教育であった。その結果、
戦前・戦中の隣国国民への差別を例に挙げるまで
もなく、悲しいかな、他者を劣った者、弱者とし
て差別するという風潮を生んできた。これは都市
間競争、地域間競争においても同様で、他者とは
ライバルであり、競争によって打ち負かすべき相
手であった。
しかし、
「ゆるキャラ」における郷土愛の表現
方法は、そうした競争社会的発想とは全く異なる。
そもそも「ゆるさ」というコンセプト自体がある
種の自虐性を内包しており、自らの地域の特徴を
面白可笑しくキャラクター化することに重点がお
かれている。顕著な例は、ご当地の戦国武将をモ
チーフにした「ゆるキャラ」だ。徹底して英雄的
な強さのイメージはそぎ落とされ、滑稽なデザイ
ンにデフォルメされる。
「ゆるキャラ」を見ると誰
もがついつい微笑んでしまう。その親近感と安心
感は、こうした良い意味での、勝負を気にしない
ゆるさや脱力感に由来するのだ。

4. コンテンツ・ツーリズムの未来～まと
めに代えて～
石森・山村（2009）で詳述したように、我々は
現在、産業社会から情報社会への移行期にある。
端的に言えばこのことは、情報＝コンテンツその
ものが、他の様々な資源と同じような価値を持ち、
そうした情報＝コンテンツが社会のあらゆる側面
において、様々な事象の核となることを意味する。

■「勝ち負け」より「共生」を、
「大人の理屈」
より「子どもの心」を。
だからこそ、相手は敵や競争相手ではなく、協
力すべき、愛すべき仲間となる。昨年（2012 年）
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とかくヘリテージ・ツーリズムやエコツーリズ
ムといった観光分野に比べ、一段も二段も低い、
軽い存在として見られているのが現状のコンテン
ツ・ツーリズムである。しかしそこに秘められた
可能性は大きい。よくよく考えてみれば、既存の
多くの観光分野は 20 世紀に成立したものである。
それと比べ、コンテンツ・ツーリズムは、まさに
今、生まれようとしている 21 世紀型のツーリズ
ムなのだ。これを育てるのも殺すのも、現世代次
第なのである。単なるブームとして捉えるのでは
なく、ツーリズムの持つ本質と社会の大きなうね
りをしっかり踏まえた上で、今後のコンテンツ・
ツーリズムの在り方を考え、その可能性を最大限
に育てていかなければならないと思う。

そしてこうした情報化の流れがツーリズム分野で
先駆的に現れてきたのがコンテンツ・ツーリズム
であると考えられる。
つまり言い方を変えれば、
情報社会におけるツー
リズムとは、有形の文化遺産や美しい景観といっ
た既存の「モノ」としての観光資源と同様に、
「情
報」＝「コンテンツ」の価値が認められ、
さらには、
「モノ」そのものよりも「情報」＝「コンテンツ」
が中心となって構成されていくツーリズムである。
これは、
決してアニメやマンガ、
「ゆるキャラ」など、
狭義のコンテンツに限ったことではなく、例えば、
ヘリテージツーリズムにおける、有形の文化遺産
（モノ）から無形の文化遺産（コンテンツ）への関
心のシフトも、同様の現象として捉えることが可
能である。このように考えれば、情報社会におけ
るツーリズムとは、どんなタイプのツーリズムで
あれ、コンテンツ・ツーリズム的な側面が重要視
されるようになる、とも言えるのだ。
「情報」＝「コンテンツ」は、コミュニケーショ
ンを通して伝え合う本質的な中身である。そして、
そうした対話・交流を通して、コンテンツは、人
と人との間、あるいは人とある対象（例えば歴史
上の人物、自然、建築等々）との間で共有され、
感情的なつながり（emotional linkage）を生む。
ある種の「物語」や「思い」
「感情」が共有される
と言っても良い。言いかえれば、コンテンツとは、
人と人との間で共有すべき物語である。だからこ
そ、物語を共有した者の間には心・感情のつなが
りが生まれる。これこそが、コンテンツ・ツーリ
ズムにおいて忘れてはならない重要な原点ではな
いだろうか。コンテンツ・ツーリズムの昨今の取
組とその展開は、そんな本質的事項を教えてくれ
る。人と人との絆が求められる時代だからこそ、
こうした特性を持つコンテンツ・ツーリズムには
大きな可能性があると思う。
さらに、なぜアニメやマンガ、
「ゆるキャラ」が
こうしたコンテンツとして非常に有効なのか？そ
れは、知識や理屈ではなく、いかにも直感的・感
性的に理解できるものであるからだ。偏狭なナショ
ナリズムに陥らず、国や地域を愛しつつ国境を越
えて交流できるのもこうしたコンテンツを介した
コミュニケーションの利点だ。また、世代を超え
た共通言語になり得る可能性も大いに秘めている。
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人気アニメーションを活用した観光施策について
埼玉県産業労働部観光課

と」
「鷲宮を訪れた記念になること」を念頭に開
発しており、その結果、地元の伝統工芸である「春
日部桐箪笥」にちなんだ桐を素材とした絵馬型ス
トラップが生まれています。
アニメの舞台モデル地が多くのファンを引き寄
せている現実を目の当たりにした県は、アニメや
マンガは重要な観光資源であると認識し、2008
年（平成 20 年）４月には埼玉県公式観光サイト
「ちょこたび埼玉」の中に「ちょ～でぃーぷな観
光協会」を開設。県内のアニメ関連情報などの発
信を開始しました。
同時に、県庁内の若手職員で構成する「埼玉ア
ニメの聖地化プロジェクト会議」を設置し、今後
取り組むべき具体的な方策を検討。その結果を基
に、例えば、県内の若手クリエイターや学生に作
品発表の場を提供するサイト「アニメど埼玉」の
開設や、様々な作品で登場する県内のアニメス
ポットを題材とした「アニメで埼玉観光クイズラ
リー」などの施策を実施していきました。
更に、2009 年度（平成 21 年度）には、アニ
メ制作者や漫画家等６人の委員で構成する「埼玉
県アニメツーリズム検討委員会」を設置。本県
ゆかりのアニメやマンガを中心としたサブカル
チャーを地域資源として活用し新たな観光振興や
地域振興を図るための取組について議論していた
だきました。
この委員会の検討結果は「埼玉県アニメツーリ
ズム検討委員会提案書～アニメで元気アップ、オ
タクが地域に活力を !」としてまとめ、各市町村
や商工団体等に配布し、地域のまちおこしの参考
資料としてもらいました。
県でも、本提案書の内容を踏まえ、2009 年度
（平成 21 年度）に、「埼玉県ゆかりのマンガ☆ア
ニメ MAP」を作成し、アニメやマンガの舞台モ
デル地が県内に数多あることを PR するとともに、
2010 年度（平成 22 年度）には、
「アニメを活用
したまちおこし活動事例集」を作成し、地域の取
組の支援をさらに強化しました。
また、2010 年度（平成 22 年度）には、埼玉
県観光 PR アニメ「観光大戦 SAITAMA ～サク

■きっかけは久喜市鷲宮地区に起こった現象から
近年、アニメやマンガは日本を代表するクール
文化として世界で認知されています。また、アニ
メやマンガのファンが作品の舞台モデル地などを
訪れる「聖地巡礼」や「アニメツーリズム」もた
いへん盛んとなり、アニメやマンガを活用した観
光誘客や地域振興を進める自治体等が増加してい
ます。
埼玉県もその一つですが、きっかけとなったの
は、
2007 年（平成 19 年）のアニメ「らき☆すた」
のテレビ放映以後、関東最古の大社と言われてい
る鷲宮神社がある久喜市鷲宮地区に起こった現象
でした。
「らき☆すた」がテレビ放映されると、アニメ
の舞台モデル地とされた鷲宮神社などに多くの
ファンが訪れるようになりました。例えば鷲宮神
社の初詣参拝客数は、テレビ放映前は９万人程度
だったのが翌年には 30 万人、
２年後には 42 万人、
３年後には 45 万人と、３年で放映前の５倍に増
えたほどです。
（グラフ１参照）
【グラフ１】鷲宮神社の初詣参拝客数の推移
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当時、「なぜ鷲宮に来てくれるのだろう ? どう
したら喜んでくれるのだろう ?」という疑問を抱
いた鷲宮町商工会（現 鷲宮商工会）の職員は、来
訪者に積極的に語りかけました。こうしてファン
の声を聞いた商工会は、さっそく版権元の角川書
店と連絡を取り、鷲宮での「らき☆すた」関連イ
ベントを企画。2007 年（平成 19 年）12 月に開
催されたイベントには声優も参加し、3,500 人も
のファンが鷲宮神社に集まりました。
グッズも、「ファンが手にして喜んでくれるこ
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ヤの戦い～」を製作し、アニメによる観光情報の
発信を開始。
（画像１参照）さらに、
2011 年度（平
成 23 年度）には、日本語を含め６言語で埼玉県
国際観光 PR アニメ「The Four Seasons」を製
作し、アニメによる海外への観光情報の発信も開
始しました。
（画像２参照）

新たなアニメの聖地候補地も続々と誕生していま
す。これにより、県と県内各地域での取組はます
ます活発化しています。
県においては、2012 年度（平成 24 年度）事業で、
聖地巡礼現象の先駆けとなったアニメ「らき☆す
た」と新規アニメ「神様はじめました」を活用し
た観光誘客事業を実施中です。この事業では、県
が無料で提供している AR アプリ「きゃらナビ埼
玉」をインストールしたスマートフォンを持って
各アニメの舞台モデル地である久喜市鷲宮地区や
川越市に出掛けると、スマートフォン上にアニメ
キャラが出現。キャラが観光案内をしてくれたり、
キャラと一緒に写真を撮ったりすることができま
す。（画像３､ ４参照）

【画像１】「観光大戦 SAITAMA」イメージ画像

【画像３】
「きゃらナビ埼玉」
アイコン

【画像４】
アプリDLページへの
QRコード

また、2013 年（平成 25 年）秋には、埼玉県
としては初めて、本県ゆかりのアニメやマンガを
テーマとした大規模イベント「埼玉アニメ ･ マン
ガフェスティバル（仮称）」を開催する予定です。
【画像２】「The Four Seasons」イメージ画像

■次のステップのために
アニメやマンガを活用した本県の観光施策は
2008 年（平成 20 年）から数えて今年で６年目
となります。この間に学んだことは、イベントを
するにしても商品開発をするにしても、地元地域
（自治体、観光協会、商工団体、地元事業者等）、
アニメ制作者（ライセンサー）
、アニメファンの
全てが満足する内容でなければ成功しないという
ことです。
また、広報等で地元地域とタイアップしたいと
考えるライセンサーにとって、地元地域の窓口が
分かりにくいという課題があります。現状では、
地元地域の窓口部署は、観光、商工、広報等、様々
ですが、本県の場合、ロケーションサービスの窓
口の部署が対応していることが多いようです。

■新たなアニメの聖地や聖地候補地が続々誕生
2011 年（平成 23 年）には地域においても新
しい動きがありました。この年の４月にテレビ放
映が始まったアニメ「あの日見た花の名前を僕達
はまだ知らない。
」が大ブレークし、舞台モデル
地の秩父市に多くの若者が訪れるようになったの
です。秩父市は新たなアニメの聖地として脚光を
浴び、地元地域では様々なアニメ関連イベントや
商品開発が行われるようになりました。
さらに、2012 年（平成 24 年）10 月からテレ
ビ放映されたアニメ「神様はじめました」では川
越市が、2013 年１月からの「ヤマノススメ」で
は飯能市が舞台モデル地となっており、県内には
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■参考として
最後に、埼玉県内地域でのアニメ活用事例を幾つか御紹介します。（資料１参照）
【資料１】アニメ活用事例 in 埼玉

◎ らき☆すた [ 久喜市鷲宮 ]
「らき☆すた」を活用したまちおこしの成功事例として全国的に有名となった久喜市鷲宮地区では、
地元商工会が中心となり、ファンや版権元と良好な関係を築きながら、次から次へと大胆でユニーク
なイベント企画やグッズ開発などの取組が進められている。
毎年９月に催される伝統の祭り「土師祭（はじさい）」にファンが参加できるようにと制作された「ら
き☆すた」神輿はすっかり有名になり、2010 年（平成 22 年）には海を渡り、上海万博にも登場した。
鷲宮商工会 TEL 0480-58-1202
◎ あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 [ 秩父市 ]
秩父アニメツーリズム実行委員会（事務局：秩父市観光課）が中心となり、地元商店街と協力し、様々
なイベントやグッズ開発等を行っている。
2011 年度（平成 23 年度）には、本実行委員会の取組が、「地域再生大賞」（地方の活性化に取り組
む団体の支援を目的に、地方新聞 46 紙と共同通信社が合同で設定）の優秀賞を受賞した。
秩父市観光課 TEL 0494-25-5209

秩父観光なび

◎ クレヨンしんちゃん [ 春日部市 ]
世界的にも有名な「クレヨンしんちゃん」。しんちゃん一家（野原家）が春日部市に住んでいるとい
う設定にちなみ、春日部市では特別住民票を発行するとともに、
「子育て応援キャラクター」や「まち
の案内人」としてしんちゃんたちを活用している。
活動の拠点とも言える春日部情報発信館「ぷらっとかすかべ」には、一緒に写真撮影ができる看板
が設置されているほか、複製原画や関連グッズの展示が行われている。
春日部情報発信館「ぷらっとかすかべ」TEL 048-752-9090
◎ 鉄腕アトム [ 新座市 ]
1988 年（昭和 63 年）に株式会社手塚プロダクションが新座スタジオを構えたのを契機として、
「鉄
腕アトム」を活用したイベントの開催、特別住民票の発行、オリジナルグッズの制作・販売など様々
な取組が展開されている。
JR 武蔵野線新座駅の発車ベルには、鉄腕アトムのテーマソングが使われている。
新座市産業観光協会 TEL 048-477-1111
◎ ホッタラケの島～遥と魔法の鏡～ [ 入間市 ]
映画「ホッタラケの島～遥と魔法の鏡～」は、入間市の民話が題材となって生まれた日本独自のフ
ル CG アニメ作品。劇場公開に合わせて、映画と入間市との関係をとことん掘り下げて紹介するホー
ムページを市役所が立ち上げるなど、意欲的な取組を行っている。
メインキャラクターの一人であるテオは入間市観光大使に委嘱されている。
「ホッタラケの島×入間市」公式 WEB サイト
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キャラクターを活用した愛媛県の
イメージアップ・地域活性化について
愛媛県企画振興部管理局広報広聴課
した真鯛（マダイ）
、ブリ、真珠などの養殖業など
多彩な農林水産業が展開されています。
このように、愛媛県には、エリアごとに、産業
や特産品がバランスよく発展しております。
しかしながら、全国での本県の認知度は、まだ
まだ高いとは言えず、人口減少時代を迎え、限ら
れたパイを巡って地域間競争が激化する中、これ
らの魅力ある素材を県外に積極的にアピールし、
愛媛全体の認知度を高めていくことが課題になっ
ています。

１ はじめに
近年、
「ゆるキャラ」と呼ばれる地域のオリジナ
ルキャラクターの人気が高まっています。
愛媛県においても、県のイメージアップキャラ
クター「みきゃん」や、昨年の「ゆるキャラグラ
ンプリ 2012」で見事グランプリ（１位）を獲得し
た今治観光大使「バリィさん」など、地域の特色
を生かした数多くの御当地キャラクターが誕生し、
その魅力を地域のイメージアップや観光・物産の
PR 等に活用しようと、県内各地で様々な取組が行
われています。

３ えひめの営業戦略とゆるキャラ
このような中、愛媛県では、観光、ものづくり
技術、農林水産物等、愛媛の誇れる産品等の PR
と販路開拓を推進するため、知事のトップセール
スを、大都市圏や海外で積極的に展開しています
が、部局横断的な対外 PR 活動を強力に推進するた
め、平成 24 年４月に、都道府県では全国的にも珍
しい知事直属の営業活動組織として、部長級の「営
業戦略監」及び「愛のくに えひめ営業推進本部」
を設置しました。
営業推進本部は、
県内企業等の販路
開拓等を支援する
補助エンジンとし
て、大都市圏での
商談会や販促イベ
ント等を積極的に
行 っ て い ま す が、
こうした営業活動
において、地域の
魅力を集約している御当地キャラクラーによる PR
は大変効果的であります。
また、
「ゆるキャラグランプリ」等で御当地キャ
ラクターが全国的に有名になれば、その情報発信
力も高まり、テレビやインターネットを通じて地
域の魅力をアピールできます。
このため、愛媛県では、
「みきゃん」と「バリィ
さん」
、二つの御当地キャラクターを活用して、県
外に向けた愛媛の魅力情報の発信や大都市圏での
PR 活動等に取り組んでおります。

２ 愛媛県について
皆さんは、愛媛県のことをどのくらい御存知で
しょうか。愛媛と言えば、
「みかん」と「道後温泉」
が全国的に有名だと思いますが、そのほかにも豊
かな自然や歴史文化、美味しい食べ物など、魅力
ある素材が豊富に存在します。
愛媛県は、東西に長い地形で、東予、中予、南
予の三つのエリアに分かれ、それぞれ特色のある
風土や産業構造となっています。
ま ず、 東 予 地 域 は、
製紙・紙加工、タオル、
造船、鉄鋼業など、全
国に誇れるものづくり
産業の集積地です。ま
た、
「バリィさん」の地
元の今治市と広島県尾
道市を結ぶ「瀬戸内し
まなみ海道」は、サイ
クリングで瀬戸内海を
渡れる唯一の橋として、全国のサイクリストから
注目されています。
次に中予地域ですが、松山市を中心に、日本書
紀にも登場する我が国最古の温泉である道後温泉
や松山城、子規記念博物館や坂の上の雲ミュージ
アムなど、歴史や文学にまつわる観光資源が数多
くある観光・商業地域です。
最後に南予地域ですが、全国１位の生産量を誇
る柑橘農業を始め、リアス式海岸の入り江を利用
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頭のクラウンは来
島海峡大橋をイメージ
し、ハラマキは今治市
特産のタオル地を使
用、日本一を誇る造船
業をイメージする船の
形をした財布を持って
います。
今治市内の企業が、
今治観光大使としてデ
ザ イ ン し た キ ャ ラ ク © Daiichi Printing Co.,Ltd.
ターですが、一昨年の
「ゆるキャラグランプリ 2011」で、
「くまモン」に
次ぐ２位になり、全国で有名になりました。
雪辱を目指した昨年の「ゆるキャラグランプリ
2012」では、
県のイメージアップキャラクター「み
きゃん」も応援するなど、愛媛県全体で「バリィ
さん」を応援した結果、見事グランプリ（１位）
を獲得しました。
その後、テレビ出演やグッズ作成の依頼が殺到
するなど、全国的な人気キャラクターに成長し、
PR 効果やグッズ販売の拡大等で、地域経済活性化
に大きな効果があったと感じております。
県では、昨年 12 月
に、愛媛を全国に PR
する「伊予観光大使」
に、
「バリィさん」を
委嘱しました。
今後とも、
「バリィ
さん」の持つ情報発信
力を生かして、
「みきゃ
ん」と共に、愛媛を全
国にアピールしてもら
いたいと考えています。

４ イメージアップキャラクター「みきゃん」
「みきゃん」は、愛
媛の魅力を全国に発信
するイメージアップ
キャラクターとして、
平成 23 年 11 月 11 日
に誕生しました。
『みきゃん』は、愛
媛の代表的な産品の
「みかん」の『み』と、
子 犬 の 泣 き 声『 き ゃ
ん』を合わせた名前で、
『きゃん』には、英語の CAN、できるの意味もあり、
いろいろなことに挑戦していくという前向きな気
持ちを込めています。
また、デザインは、野を駆ける犬に似た愛媛県
の形と、愛媛の方言である「何々やけん」の「け
ん」が、
「犬」とも読めることから、犬をモチーフ
にしており、
「わんわんわんわんの日」
（11 月 11 日）
が誕生日です。
「みきゃん」は、愛媛県内で行われる県関係行事
に出演し、県の施策や事業を PR するとともに、親
しみやすいキャラクターで県民に県政を身近に感
じていただいております。
また、大都市圏や海外で実施する知事のトップ
セールスや商談会等にもできる限り参加し、愛媛
の魅力を精力的に PR しています。
昨年６月からは、
「みきゃん」のデザインの民間
使用をスタートし、キャラクターグッズ作成など、
県内を中心に、着実に広がっております。また、
昨年８月に「みきゃんのかんづめ」ホームページ・
フェイスブックを開設し、みきゃんの活動状況や、
県内の観光・物産の情報発信を行っています。
本年３月で、
「みきゃん」の誕生から１年４ヵ月
余りが経過し、県内での人気は高いのですが、全
国的な知名度はまだまだ十分でありません。
「み
きゃん」の人気が高まれば、愛媛の認知度向上に
つながることから、平成 25 年度は、首都圏や近畿
圏など、大都市圏での観光・物産イベントに積極
的に出演するとともに、全国的なゆるキャライベ
ントにも参加し、愛媛の魅力を積極的に情報発信
していきたいと考えています。

６ 終わりに
愛媛県では、今年 10 月に、
「瀬戸内しまなみ海道・
国際サイクリングプレ大会（仮称）
」を開催する開
催します。また、来年春～秋に「瀬戸内しま博覧会
（仮称）
」を、4 年後の平成 29 年には「えひめ国体」
を開催する予定です。これらのイベントに国内外の
人に愛媛に来ていただくためにも、
「みきゃん」
や
「バ
リィさん」
、さらには、県内市町の御当地キャラク
ターの魅力を生かしながら、愛媛の PR や情報発信
を行っていきたいと考えています。
皆様には、是非一度、愛媛へお越しいただき、
愛媛の魅力を感じていただきたいと思っています。

５ 今治観光大使「バリィさん」
「バリィさん」は、瀬戸内しまなみ海道の玄関口、
今治市で生まれたキャラクターで、今治の「バリ」
から命名されました。

※「みきゃんのかんづめ」HP
http://www.pref.ehime.jp/h12200/mican-kanzume/
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自然、食、おもてなし、技などの「うまさぎっ
しり」な新潟県は、平成 26 年春に「新潟デ
スティネーションキャンペーン」が開催、翌
27 年３月に北陸新幹線が開通するなど、観
光面でも話題が豊富です。

名

所

A

T

A

県
チューリップ畑
真野公園

大崎雪割草の里
雪国植物園

■上越地域：「高田城公園」（上越市）

徳川家康公の六
男・松平忠輝公の
居城として築かれ
た高田城跡に作ら
れた高田公園。
春には約 4,000 本
の 桜 が 咲 き 誇 り、
三重櫓と桜がぼん
ぼりの明かりに映
え、お堀の水面にうつるその美しさは、日本３大夜桜の
一つと賞されています。桜並木をライトアップした“さ
くらロード”も人気で、観桜会の期間中には様々なイベ
ントが開催されます。

■中越地域：「越後雪割草街道」（長岡市・柏崎市）

国営越後丘陵公
園から雪国植物園
（共に長岡市）、大
崎雪割草の里（柏
崎市）の三つの地
を結ぶ「越後雪割
草街道」では、新
潟県の草花「雪割
草」の群生が３月
初めや中旬から見ることができます。３～４月の一定期
間には、近隣の宿泊・食事施設や入浴施設と連携したス
タンプラリーも開催されています。

■下越地域：「チューリップ畑」（五泉市巣本地区）

五泉市は、県内でも有数のチューリップの産地で、約
３ha の畑に 150 万本のチューリップが咲き乱れます。
チューリップを出荷するだけでなく見て楽しんでもらお
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高田城公園

国営越後丘陵公園

うと、五泉市では生産者に依頼し、それぞれのチュ―リッ
プ畑を１ヵ所に集
めて、チューリッ
プまつりを毎春開
催しています。最
近では、新たな品
種を栽培するなど
しており、多種多
様な花が咲き誇り
ます。

■佐渡地域：「真野公園」（佐渡市）

４月中旬 2,000
本の桜が咲き誇る
島内随一の桜の名
所、 真 野 公 園。 桜
まつりの期間中は、
かつて田んぼで使
われていた「はっ
たん」という農機
具で作られたハッタンボンボリの展示が見事で、島内の
芸能を一堂に会した芸能祭りや桜マラソン、佐渡盆栽展、
絵画や書道など住民の作品展が開催されます。桜の開花
がピークとなる頃には、夜間のライトアップも実施され
る予定です。

料

理

■のっぺ（新潟県内）
のっぺは、県内ではほとんどの家庭でよく作られ、お正

■鯛茶漬け（柏崎市）
柏崎市内笠島沖には鯛の産卵場があり、柏崎市の鯛の水

月を始め、お盆や行事、冠婚葬祭などの際に食されています。

揚げ量は県内トップクラスです。今年１月に東京ドームで

片栗粉などを用いず、里芋で自然なとろみを付けているの

開催された「全国ご当地どんぶり選手権」では出場３年目

が特徴です。地域によって味が異なり、里いも、にんじん、

にして遂にグランプリに選ばれ、この鯛茶漬けを新名物と

しいたけ、こんにゃく、イクラなどが入り、具も、切り方

して更に PR していこうと盛り上がっています。

もそれぞれで異なります。冬は温かいまま、夏は冷たくし
て食べます。

■佐渡天然ブリカツ丼（佐渡市）
地場産米粉を使った衣で揚げた「天然ブリのカツ」を、

■するてん（するめの天ぷら）
（上越市）
一夜干しの塩スルメを天ぷらにした手軽な郷土料理で、

トビウオを使った「特製あごだし醤油ダレ」にくぐらせて、
ごはん（佐渡産）の上にのせたシンプルなカツ丼です。

上越では、お弁当のおかずや家庭料理として、昔から食べ
られています。上越の名物料理にしようと平成 13 年に「す
るてん」が商標登録され、地元の飲食店等でメニューの名
称を統一して使用できるようになりました。上越市高田地
区の飲食店で食べられるほか、地元では、スーパーで惣菜
としても販売されています。

お問合せ
■新潟県観光協会
TEL 025-283-1188
FAX 025-283-4345
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宮城県

への

未 来

ぶらりと散策

遺 産
みやぎの街並み

定禅寺通ケヤキ並木

されています。周囲には、往時の姿をとどめる警察

るこの通りには、160 本を越えるケヤキの大樹が、

物が多く現存しており、その町並みから「みやぎの

資料館、旧水沢県庁記念館など、明治を偲ばせる建

杜の都仙台を象徴する定禅寺通。約 700m にわた

明治村」と呼ばれ、
多くの観光客に親しまれています。

四季の移ろいとともに、優しく街を包んでいます。
中央の緑道では、イタリアの彫刻家の作品にも出会
えます。この通りでは、
定禅寺ストリートジャズフェ
スティバル、SENDAI 光のページェントなど、仙台

蔵の町

せています。

代、紅花などの商人が行き交う交易の拠点だった町。

の代表的なイベントが多数開催され、にぎわいを見

村田

みちのくの小京都と呼ばれる「村田」は、江戸時

村田商人たちは街道沿いに蔵造りの店を作り、その
繁栄を謳歌しました。昭和初期まで続いた店蔵建築

は、現在も村田町の中心部に多く残されており、蔵
の保存と活用をすすめる「蔵のある町づくり」に生

かされています。このほか、県内外の焼き物が集ま
る「蔵の陶器市」や布袋様が山車で練り歩く「布袋
祭り」などが開催され、にぎわいをみせています。

旧登米高等尋常小学校

木造２階建、素木造、瓦葺屋根造りの旧登米高等

尋常小学校は、明治期の洋風建築として名高く、国
の重要文化財に指定されています。現在は、教科書
などを展示する「教育資料館」として、一般に公開
※宮城県では、４月から６月まで「仙台・宮城デスティネー
ションキャンペーン」を開催します。仙台・宮城に、是非、
お越しください。

〈お問合せ〉
宮城県観光情報発信センター
TEL 022-211-2822
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瓦の日本３大産地の一つに数えられる
兵庫県淡路島。その歴史は古く、奈良時
代に淡路島で瓦を焼いた窯跡が発見され
ています。
近世の淡路瓦は、江戸時代に淡路が姫
路の領国となり、城を新築するときに播
州瓦の名工、清水理兵衛を呼び寄せて焼
かせたのが始まりと言われています。
明治に入ってからの急速な瓦の需要の
伸びに対し、原料の粘土が豊富な土地柄
や大消費地である京阪神と近接している
こと、海上輸送の利便性などにより、一
大産地を形成しました。

た瓦となり、色彩も古瓦のような黒いぶし
色の深い光沢を再現。寒冷地域や景観保
存地区への販路開拓を可能にしました。
また、屋根をすっきり見せたいという
建築設計士の要望や、太陽光発電という
時代のニーズにも対応した瓦の研究開発
を進め、商品化されたのが「太陽光ソー
ラーパネル一体型フルフラット平板瓦」
です。洋風建築にも適し、美しさと性能
を兼ね備えた瓦は、今後の需要拡大が期
待されています。

兵庫県

淡路瓦

平成７年に阪神・淡路大震災が発生し
た際、瓦の重さが家屋倒壊の一因となっ
たという説が流布し、瓦のイメージは著
しく損なわれました。そのイメージ改善
を図るとともに、これまで弱点とされて
きた耐寒性を克服した瓦や、太陽光ソー
ラーパネルと一体化した瓦の開発など、
新しい取組にも挑戦しています。

淡路鬼瓦

鬼師による製作風景

黒いぶし瓦の施工例（兵庫県篠山市河原町）

伝 統的な日本建 築に欠かせない「いぶ
し瓦 」は、優 雅な高 級品として根 強い人
気があります。一方で、寒さに弱いという
弱点がありましたが、２年前に商品化した
「 黒いぶし瓦 」 は、 高温で 焼き締めた淡
路粘土を冷却するときに、瓦 表面の炭 素
膜を燃やすことで、強 度と耐 寒性に優れ

最新の技術を取り入れた瓦が開発され
る一方、立体的で細かな細工が施された
「淡路鬼瓦」は、一つ一つ職人の手によっ
て作られたもの。瓦屋根の棟端を飾り、
屋根の上からにらみを利かせて、火災や
厄病から家を守ります。装飾的な屋根材
としてだけでなく、置物としても高く評
価されており、県の伝統的工芸品に指定
されています。
伝統的な美しさに加え、住む人の快適
な暮らしと環境との調和を守る淡路瓦は、
日々進化を続けています。

お問合せ

淡路瓦工業組合
TEL 0799-38-0570

ソーラー一体型平板瓦
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北海道

広報関連サイトをリニューアルしました !

◆外国語トップページの
リニューアル
各項目をバナー形式
で見やすく表示すると
ともに、ターゲットを
絞ったカテゴリ（在住
者、旅行者、ビジネス）
を設置しました。

北海道では、公式ウェブサイトの広報関連サイトを
閲覧者に使いやすく魅力的なサイトにして北海道価値
の効果的な発信を行うために、リニューアルし、昨年
12 月に公開しました。
◆「北海道の広報」のリニューアル
主な広報媒体の情報を集約した「北海道の広報」の
ページを作成し、トップページからリンクするととも
に、各媒体ページもリニューアルしました。
◆ポータルサイトのリニューアル
道のホームページ掲載サイトや関連する外部サイト
（国、市町村、民間団体等）の中から、利用者の関心の
高い分野の情報を集約したポータルサイトを、目的の
サイトに到達しやすくなるようリニューアルし、672
サイトを掲載しました。
北海「道」の情報に接し、
情報を入手して行「動」
（Do）
したくなるリンク集という意味で、
「ウェブサイトリン
ク集 DoLink（ドゥーリンク）
」と名付けました。
リニューアルに当たり、従前の分野別サイトを統合
整理したほか、ターゲットを絞った情報発信のため、
道外在住の皆様（６カテゴリ）、様々な世代の皆様（４
カテゴリ）を新たに設置しました。
また、各地域の食・グルメ、観光などの情報は地域
別メニューで探すこともできます。

今後ともサイトの充実
を図ってまいりますの
で、是非御覧ください。

お問合せ

北海道総合政策部知事室広報広聴課
TEL 011-204-5110
＜北海道の広報＞ HP
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tkk/kouhou.htm
＜ウェブサイトリンク集 DoLink ＞
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/portal/index.htm
＜外国語トップページ＞
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/index.htm
（最上段右側よりリンク）
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青森県

Aomori
JOMON AOMORI

縄文人は海路により他地域と交流・交易していた
と考えられており、航行の際、星座の位置を参考に
していた可能性も考えられています。縄文人たちが
見つめた星空にも、この小惑星はあった・・・。そ
んな悠久のロマンに想いを馳せながら夜空を見上げ
ると、なんともわくわくした気持ちになります。
「北海道・北東北を中心とした縄文遺跡群」は４道
県の 18 遺跡から構成されており、青森県には三内
丸山遺跡（青森市）を始めとする９遺跡があります。
青森県にお越しの際は、是非とも縄文遺跡を御訪問
ください。きっと、JOMON AOMORI を感じてい
ただけると思います。

青森県は、北海道、秋田県、岩手県と共に、
「北海道・
北東北を中心とした縄文遺跡群」の世界遺産登録を
目指しています。既に 2009 年１月に世界遺産暫定
一覧表に記載されており、現在は 2015 年度の登録
を目標に４道県で準備を進めているところです。
世界遺産登録に向けては、普遍的な価値の証明を
始めとした諸条件の整備を行うのはもちろんですが、
国内外での気運醸成や普及啓発も重要です。このた
め、これまで縄文文化に関心がなかった方々にも興
味を持っていただけるよう、遺跡での楽しみ方や出
土品の持つ高いアート性を分かりやすく紹介するな
ど、縄文文化の多様な魅力を伝える取組を進めてき
ました。
こうした取組を応援してくださる一般の方からの
御厚意により、2012 年 12 月、火星と木星の間にあ
る小惑星の一つが「JOMON AOMORI」
（縄文青森）
と命名され、国際天文学連盟・小惑星センター（米
ケンブリッジ市）で認められました。
命名された小惑星「JOMON AOMORI」は肉眼
で見ることはできませんが、縄文時代にも存在して
いたのは間違いなさそうです。

都道府県だより
都道府県だより

2013
年3月
201３年

秋田県

Akita

残雪の秋田に春を告げる「由利本荘ひな街道」
雪国秋田に春を招くひな巡りイベント「由利本荘
ひな街道」が開催中です。
江戸時代、本荘藩、矢島藩、亀田藩の三つの小藩
が置かれていた由利本荘市。市の中心を流れる子吉
川の河口はかつて北前船が寄港する河口港として栄
え、近くは酒田、遠くは上方とも交易していたこと
から、様々な人と物資が行き交っていました。その
ため藩主ゆかりのお雛様や当時の武家、商家に伝え
られた享保雛、古今雛、芥子雛などが今も数多く残っ
ています。そんな歴史のあるお雛様と、市井の人々
が大切に愛でてきたお雛様などを展示・公開してい
ます。
よし こ
本荘藩第 11 代藩主の娘、賀子様の御結婚の際にお
祝いとして送られた
古 今 雛 は 平 成 10 年
に御子孫の方から永
泉寺に寄贈され雛の
里帰りとなったもの
で、 ２ 組 の 内 裏 雛 と
五人囃子を含め、37
体の人形と 200 余り

の雛道具が残されて
お り ま す［ 展 示： 本
荘郷土資料館］
。また
しょう じょう

「 猩 猩 」という赤い
顔が珍しい人形２体
が含まれている雛は、
亀田藩第６代藩主
たか のり

於豊様の雛

お とよ

岩城隆 恕 が、娘の於 豊 様の誕生を祝って江戸から持
参したものと言われております［展示：亀田城佐藤
や

そ はち

八十八美術館］。ほかにも酒造店を営んでいた旧家で
主屋が国の登録有形文化財となっている大井家に伝
わる享保雛［展示：大井家］など見どころが満載です。
２月８日から４月７日の展示期間中は各種イベン
トが開催されるほか、ローカル鉄道「由利高原鉄道」
がひなまつり仕様に飾られた“おひなっこ列車”を
運行したり、市内のレストランなどで由利本荘市産
のとり（比内地鶏）、べこ（秋田由利牛）、ぶた（鳥
海ポーク）を使った“とり・べこ・ぶたのひなメニュー”
が提供されるなど、ひなまつり一色でお迎えします。
お問合せ

秋田県由利地域振興局総務企画部地域企画課
TEL 0184-22-5432

賀子様の雛
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岩手県

Iwate

タルコンテンツの振興と関連産業の発展に取り組む
予定であり、その様子もこの Facebook ページを通
して積極的に発信していきますので、是非、御覧く
ださい。

いわてデジタルコンテンツ産業育成プロジェクト
Facebook ページ開設 !

岩手県では、若者の関心が高く、今後、技術や市
場の進化が見込まれるデジタルコンテンツ産業の岩
手県内での育成を図るため、平成 24 年９月に県内産
学官の関係者による「いわてデジタルコンテンツ産
業育成プロジェクト」を結成しました。
このプロジェクトは、県内企業の受注の拡大、起
業の促進、誘致活動の強化そして人材育成などに向
けた活動を通して、新たな産業分野の育成や若者の
地元定着につなげていくことを目指しています。
この度、プロジェクトによる取組を県内外に広く
情報発信していくことを目指して、平成 25 年１月
30 日に Facebook ページを開設しました。
いわてデジコンシンボルマーク
この Facebook ページは、岩手県だけではなく、
お問合せ
プロジェクトを構成する産業機関、教育機関、自治
岩手県政策地域部政策推進室
体の関係者がチーム員となって共同で運営し、デジ
TEL 019-629-5508
タルコンテンツ産業に関係する様々な種類の取組や
【Facebook
ページ】
情報を随時発信していくとともに、このプロジェク
http://www.facebook.com/Iwate.DigiCon
トに関心を持った方々との交流・情報交換を図って
【いわてデジタルコンテンツ産業育成プロジェクトについて】
いくこととしています。
http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?cd=43682
平成 25 年度においては、様々なアプローチでデジ

都道府県だより
Yamagata

2013 年 3 月

山形県

食べて守ろう－山形県の在来作物－

～ここにしかない貴重な在来作物と
その生産者の思いを映像記録で伝えます～

山形県内には現在 150 品目以上の在来作物がある
と言われています。しかし、ここ数十年の間に、確
認されているだけでも 30 品目以上の在来作物が栽培
されなくなっており、その栽培方法や昔から伝えら
れてきた故郷の味も途絶えてしまっています。
そのため山形県では、映画「よみがえりのレシピ」
製作委員会と連携して、県内各地域の季節ごとの在
来作物 20 品目とその生産者を取材し、世代を超えて
守り続けてきた栽培方法やその調理方法、生産者の
思いなどを記録映像集としてまとめた DVD を制作
しました。
この DVD をより多くの方に視聴していただくこ
とを通して、在来作物の価値や魅力を伝えるととも
に、次代に向けた貴重な種と食文化の保存を促して
いきます。
＜ DVD で紹介する在来作物＞
part １もってのほか、最上カブ、雪菜、カラトリイモ
part ２小笹ウルイ、紅花、悪戸イモ、金谷ゴボウ、
雪割菜、漆野インゲン、エゴマ、肘折ダイコン、
ウコギ、オカヒジキ、花作ダイコン、小野川豆モヤシ、
アサツキ、だだちゃ豆、平田赤ネギ、温海カブ

温海カブ

お問合せ

悪戸イモ料理

山形県農林水産部新農業推進課
TEL 023-630-2427
HP http://www.pref.yamagata.jp/kurashi/
seikatsu/shokuiku/6140030dvdsyoukai.html
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Miyagi

宮城県

復興に向けて、応援職員の方々と共に頑張って
いきます !
宮城県内に未曽有の被害をもたらした平成 23 年３

や被災市町の職員の

震災発生以来、国や地方公共団体、企業やボランティ

めていくことは非常

月 11 日の東日本大震災から約２年が経過しました。
アなど全国の皆様からたくさんの御支援と御協力を

力だけでは事業を進
に困難な状況となっ

いただきながら、被災地の復旧・復興事業に取り組

ております。宮城県

んでまいりました。これまで、御尽力いただいた皆

としても、新たな任

様に心からお礼申し上げます。

期付職員を採用す

宮城県は、平成 23 年 10 月、今後 10 年間の復興

の道筋を示す「宮城県震災復興計画」を策定し、県

保に努めておりますが、発災直後から継続して応援

民生活が一日でも早く回復できるよう、緊急的な対

に来ていただいている、全国各地から派遣されてい

応が必要な項目から最優先に取り組んでいるところ

る自治体職員の方々によるお力添えが大きな支えと

です。特に、被災者の生活支援の基本となる災害公

なっております。

営住宅の整備や宮城県内の陸域、海域に発生した膨

復旧・復興への道のりは長く険しいものですが、

大な災害廃棄物の処理などは迅速かつ着実に行わな

今後も応援に来ていただいている職員の方々のお力

ければなりません。

添えをいただきながら、共に頑張ってまいりますの

しかし、これらの業務は、これまでに経験したこ

で、一層の御理解と御協力をお願い申し上げます。

とのないほどの膨大な事業量であり、宮城県の職員

都道府県だより
Fukushima

応援職員、辞令交付式の様子

るなどして、人材確

2013 年 3 月

福島県

「八重のふるさと福島県」に来てくなんしょ !

福島県には、
尾瀬や磐梯山、
福島・会津を舞台にした大河ドラマ「八重の桜」 猪 苗 代 湖 な ど
の 美 し い 自
の放映が始まりました。
「ならぬことはならぬ」の
じゅう おきて
然、 各 地 に 息
「什の掟」に代表される会津の精神文化や福島の美し
づく歴史や文
い自然が素晴らしい映像や音楽で表現され、地元福
化、 旬 の 果 物
島・会津は大いに盛り上がっています。
綾瀬はるかさんが演じる主人公「山本八重」は、 や野菜といった豊かでおいしい
会津で生まれ育ち、
「幕末のジャンヌダルク」や「ハ 「食」、130 を超える温泉など多
ンサムウーマン」などと称され、
困難の中でも諦めず、 彩な魅力があり、そして何より
も思いやりにあふれる県民性が
福島・会津の誇りを生涯守り続けた女性です。「山本
息づいています。こうした本県
八重」のドラマでの活躍は復興に向かう県民を力強
の宝を最大限に生かし、会津地
く勇気づけてくれるものと期待しています。
方に古くから伝わる民芸品 ｢起
この大河ドラマの放送開始を受け、出演者の衣装
き上がり小法師｣ のように、七
やセットの展示でドラマの世界を再現した「ハンサ
転び八起きの精神で観光復興に
ムウーマン八重と会津博 大河ドラマ館」が会津若
全力で取り組んでいきます。
松市にオープンしました。
お問合せ
また、県では、マスコットキャラクター「八重たん」
福島県観光交流課
による広報宣伝事業を実施するとともに、おもてな
TEL 024-521-7398
しキャラバン隊「ふくしま八重隊」を結成し、
全国キャ
「八重のふるさと福島県」HP
ラバンにより、本県の観光の魅力をアピールしてい
http://www.yae-mottoshiritai.jp//
ます。
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八重たん

新潟県

Niigata

「ワークポート新潟」オープン !
～全国初の国 ･ 県 ･ 市によるワンストップサービス～
これからの行政サービスは、
「提供する側」ではな
く「利用する側」の視点に立ったサービスに転換し
ていく必要があります。
新潟県では、国・県・新潟市が協力して１ヵ所で
就労に向けた相談や申請が受けられる体制を、１月
15 日に新潟市の東区役所内に整備しました。
これまで、求職活動の相談窓口は国のハローワー
ク、就職のための職業訓練は県のテクノスクール、
生活保護や福祉サービスの申請等は市がそれぞれ別
の場所で担当していましたが、住民の利便性向上を
図るため、
これらの機能を１ヵ所に集約しました。国・
県・市の３者が連携した取組は全国初の試みです。
これにより、生活に困って区役所に相談に来た方
が、市の福祉サービス、就労に向けた職業相談・職
業紹介などのハローワークのサービス、職業能力の
開発に向けた職業訓練の情報等について、ワンストッ
プで、全て利用できるようになりました。
この取組は、国の出先機関改革に向けたアクショ
ンプランに対し、県と新潟市が共同で国に事業提案

し採択されたもので、地域住民がより円滑にサービ
スを受けることができるようにするためにはどうし
たらよいかという観点で計画された事業です。
この事業が国 ･ 県 ･ 市の連携という新たな枠組み
と、生活者の視点からの事業構築という観点に基づ
く「モデル」となるよう取組を進めてまいります。

お問合せ

ワークポート新潟
TEL 025-256-7060

都道府県だより
Tokyo

2013 年 3 月

東京都

東京の歴史を輝ける未来につなげる
「アクションプログラム 2013」を発表

目標３：水と緑の回廊で包まれた、美しいまち東京を復活させる
新たな緑 1,000ha の創出、隅田川ルネサンスの展開等
目標４：陸と海と空を結び、東京の国際競争力を引き上げる
地下鉄改革、三環状道路の整備等
目標５：産業力と都市の魅力を高め、東京を新たな成長軌道に乗せる
中小企業の海外展開支援、アジアヘッドクォーター特区の推進等
目標６：少子高齢社会における都市モデルを構築し、世界に範を示す
ケア付きすまいの整備、保育サービスの拡充等
目標７：誰もがチャレンジできる社会を創り、世界に羽ばたく人材を輩出する
教育の再生、就職支援とものづくり人材の育成等
目標８：誰もがスポーツに親しみ、子供たちに夢を与える社会を創る
2020 年オリンピック・パラリンピック競技大会の招致、スポー
ツ祭東京 2013 の開催等

東京都は、日本の再生と東京
のさらなる進化を目指し、平成
32 年までの 10 ヵ年を計画期間
と す る 都 市 戦 略「2020 年 の 東
京」
を平成 23 年に策定しました。
こ の「2020 年 の 東 京 」 で 描 く
都市像の確実な実現を図るため、
平 成 25 年 １ 月 に「
『2020 年 の
東京』へのアクションプログラ
ム 2013」を策定しました。
「アクションプログラム 2013」
では、
「2020 年の東京」の八つ
の目標ごとに、新たに取り組む
べきもの、取組を加速すべきも
のを「重点事業」として位置付
け政策展開を強化しています。
計画期間を平成 25 年度から平 ロンドンオリンピックメダリストによる
成 27 年度までの３ヵ年とし、３
銀座パレードの様子
年後の到達目標と３ヵ年の事業
展開を明示しています。事業規模は 22 施策、363 事業、事業費
総額は約 2.7 兆円（平成 25 年度は約 7,800 億円）となっています。
八つの目標と主な取組は以下のとおりです。
目標１：高度な防災都市を実現し、東京の安全性を世界に示す
帰宅困難者対策、耐震化・木密不燃化の推進等
目標２：低炭素で高効率な自立・分散型エネルギー社会を創出する
電力改革、島しょ部での再生可能エネルギーの活用等

都立学校の太陽光発電

お問合せ

東京都知事本局計画調整部計画調整課
TEL 03-5388-2131

※
「アクションプログラム 2013」
は下記の HP から御覧いただけます。

HP http://www.chijihon.metro.tokyo.jp/tokyo_of_2020/
action_program/booklet_of_ap2013/index.html#DLhonbun
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群馬県

Gunma
ぐんまのいいとこ伝え隊
～留学生による海外への魅力発信～

群馬県では、経済発展が著しい東アジアの勢いを
取り込み、県内経済の活性化につなげるため、昨年
３月に「群馬県国際戦略」を策定し、海外からの観
光誘客や農畜産物の販路拡大などに取り組んでいま
す。その一環として、海外における県のイメージアッ
プとグローバル人材の育成を目的に、24 年度から、
留学生などが県の魅力を発信する「ぐんまのいいと
こ伝え隊」事業を実施しています。
本年度は、県内の六つの大学から、６ヵ国 10 人の
留学生と日本人学生 10 人を隊員に任命しました。隊
員は、尾瀬の散策や温泉の入浴、古墳や富岡製糸場
の見学、果物狩りなど、
自然、温泉、歴史など
をテーマに群馬の様々
な魅力を体験する、計
５回のツアーに参加し
ました。留学生の隊員
は、そこで体験した本
県 の 魅 力 を、「 フ ェ イ
昨年９月に行われた
スブック」や「ブログ」 「群馬の自然体験～尾瀬散策～」ツアー

などを使って母国語で海外に向けて発信しました。
また日本人の隊員は、体験の感想を留学生から聴き
取ることなどを通して、外国の文化や考え方の違い
を学びました。
２月には宿泊研修を実施し、海外へ群馬の魅力を
発信する方法を検討しました。隊員からは、海外で
も人気のある、本県が舞台の「アニメ」を紹介する
など、対象を特定した情報発信や、海外での留学説
ピーアール

明会を活用したＰ Ｒ 、県の魅力が分かる写真を中心
としたウェブページの作成など、様々な提言があり
ました。
県では、隊員経験者
によるネットワーク組
織を立ち上げ、今後も
県の応援団として、隊
員 経 験 者 の 皆 さ ん に、
群馬の魅力発信に協力
してもらう予定です。
２月に行われた宿泊研修会

お問合せ

群馬県国際戦略課
TEL 027-226-3392
FAX 027-223-4371

都道府県だより
Tochigi

2013 年 3 月

栃木県

懐かしいあの頃にタイムスリップ
「懐かしい“ふるさと とちぎ”回想展」開催中 !
２月 16 日（土）から３月 17 日（日）までの約１ヵ
月間、栃木県庁を会場とし、
「懐かしい“ふるさと と
ちぎ”回想展」を開催しています。
明治６年（1873 年）に栃木県と宇都宮県が合併
し、おおむね現在と同じ形の栃木県が成立して今年
で 140 年という節目の年を迎え、この機会に、ふる
さととちぎへの愛着を深め、誇りと自信を持っても
らえるよう、県民の皆様からお借りした明治から昭
和の懐かしい品々を展示しています。
明治・大正・昭和期の写真をはじめ、絵はがき、
ポスター、レコードジャケット、チラシ、ホーロー
引き看板など、思い出やエピソードの詰まった品々
が数多く展示されています。

木製やホーロー引きの看板

昭和 30 年頃の木製冷蔵庫

栃木県県民文化課
TEL 028-623-2153

昭和 30 年代のニュース映像の放映
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ハンドルを回すとターンテーブルが
回転するラッパ蓄音機

宇都宮で餃子を食べた後は、是非栃木県庁にお立
ち寄りいただき、懐かしいあの頃にタイムスリップ
してみませんか。
お問合せ

会場では「懐かしい」という声が多く聞かれました

明治期に使用されていた
炭火を熱源とするアイロン

茨城県

Ibaraki

シルバーリハビリ体操指導士養成 5,000 人突破
記念講演会開催 !
皆さん、「シルバーリハビ
リ体操」を御存じですか？
シルバーリハビリ体操と
は、介護予防のための体操で、
関節の可動範囲の維持拡大と
筋肉を伸ばすことに主眼をお
き、立つ、座る、歩くなどの
日常生活を営む動作の訓練に シルバーリハビリ体操指導士の
シンボルマーク
もなるものです。
本県では、この体操を高齢者に普及させるため、
独自に 60 歳以上の方を「シルバーリハビリ体操指導
士」に養成しています。
こ の シ ル バ ー リ ハ ビ リ 体 操 指 導 士 の 制 度 は、
10,000 人の養成を目標にスタートし、指導士数が
5,000 人を超えたことから、平成 25 年１月 31 日に
記念講演会を開催しました。
講演会では、この体操の考案者である大田仁史氏
による「介護予防とシルバーリハビリ体操」と題し
た講演のほか、体操ロボット「たいぞう」のデモン

ストレーション、各地域のシルバーリハビリ体操指
導士の活動状況の報告などが行われました。これに
より、指導士の技術向上とともに、普及活動へのモ
チベーションを高めることができました。
今後もシルバーリハビリ体操の普及を通し、介護
予防の支援体制づくりを推進してまいります。

体操ロボット「たいぞう」と一緒にシルバーリハビリ体操 !

お問合せ

茨城県保健福祉部保健予防課
TEL 029-301-3229

都道府県だより
Saitama

2013 年 3 月

埼玉県

「地域の人々と支え合う共助の仕組み」
～日本一の共助県を目指して～
に始められる「共助」の 19 の実例やヒントを紹介し
ています。いざというときに備え、地域でお互いに助
け合える関係を作ることで、地域社会は充実します。
埼玉県は、日本一の共助県を目指し、
「共助」の大
切さをより実感していただき、実際に「共助」の取
組に参加していただくための働きかけを展開してい
きます。

高齢化が急速に進展する中で、地域の活力を維持・
強化していくためには、地域住民同士の支え合いや
助け合い活動が一層大切になります。
埼玉県では、
秩父市の「みやのかわ商店街」で始まっ
た「地域支え合いの仕組み」をはじめ、さまざまな
先行モデル事業に取り
組み、その成果を全国
に向けて積極的に発信
してきました。
そ し て、 こ の た び、
地域で共に支え合う
「共助」を実践しても
らうための事例集「新 !
現 役 宣 言。
『共助』実
践虎の巻」を作成しま
した。これは団塊の世
代をターゲットにした
もので、今日からすぐ

お問合せ

埼玉県県民生活部共助社会づくり課
TEL 048-830-2815
HP http://www.pref.saitama.lg.jp/page/
shingenekisengen.html
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Chiba

千葉県

道徳教育映像教材を作成

次の日、ケンジは、父親の言葉に、勇気を出してマサヤに謝り、
２人は心の絆を取り戻していく。

千葉県教育委員会では、平成 22 年度から小・中・高校生
用の道徳教育映像教材を作成しています。今年度は、クラス
や部活動におけるいじめ問題をテーマとしたミニドラマ形式
の児童生徒用の授業用映像教材（DVD）に加え、保護者など
大人用に視点を変えて編集したドラマも作成しました。これ
らを県内の全ての小・中学校と特別支援学校に配付します。
この授業用映像
教材を道徳の授業
や授業参観日など
で効果的に活用し
ていくことで、千
葉県で学ぶ子ども
たちが、道徳性を
高め、豊かでおお
らかに自信にあふ
れた頼もしい人間
に成長することを
長さ 15 分程度のミニドラマを２本収録
目指します。

「いつのまに・・・」
（中学生用）
ミキは、バスケットボール部のレギュラーとして活躍する
１年生。しかし、ミキの言動はほかの部員から反感を買い、
やがてクラスからも孤立していき、保健室登校をするように
なる。チームメイトで幼
なじみのユリは、いつの
まにか自分もミキへのい
じめに加担していること
に気付き悩む。ある日、
ユリは、迷いながらも意
を決し、自分の思いを伝
えに、ミキのいる保健室
のドアをノックする。

【あらすじ】
「ひびけ、心のリコーダー」
（小学生用）
マサヤは、音楽発表会のためにリコーダーを一生懸命練習
するが、上手に吹くことができない。そんなマサヤをクラス
メイトはからかったり、リコーダーを隠したりして、いじめ
ている。マサヤと仲良しのケンジは，リコーダーを隠される
ところを偶然目にするものの、知らないふりをしてしまう。

お問合せ

千葉県教育庁教育振興部指導課
TEL 043-223-4059

都道府県だより
Kanagawa

2013 年 3 月

神奈川県

「さがみロボット産業特区」で生活支援ロボットの
実用化と関連産業の集積を目指します !

介護者の負担を軽減する介護支援ロボットや高齢者
の安全を見守るロボット、倒壊した建物の中から被
災者を探索・救援するロボットなどです。
こうしたロボットの実用化や普及により、高齢社
会における介護負担の増加や災害時の捜索など、県
民が直面する課題について産業面から解決を図るこ
とで、県民の「いのち」を守り、県民生活の安全・
安心の確保及び地域経済の活性化を実現します。

神奈川県では、全国を上回るスピードで進行する
高齢化への対応や、近い将来、発生が想定されてい
る大規模地震を始めとする自然災害への対応が課題
となっていますが、生活支援ロボットの実用化と普
及は、こうした課題に対する一つの解決策です。
また、県の中央部を南北に走る大動脈となること
が期待される「さがみ縦貫道路」が平成 26 年度に全
線開通を予定しており、沿線の地域に企業の注目が
集まるこの機会を生かして産業集積を進める必要が
あります。
そこで、さがみ縦貫道路沿線地域等の９市２町を対
象地域として、生活支援ロボットの実用化と関連産業
の集積を目指す地域活性化総合特区「さがみロボット
産業特区 ～ロボットで支える県民のいのち～」の指
定申請書を国に提出し、２月 15 日に総合特区の指定
を受けました。

※９市２町…相模原市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、厚木市、
伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、寒川町
及び愛川町

この特区で実用化を目指す生活支援ロボットとは、
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お問合せ

神奈川県商工労働局産業部新産業振興課
TEL 045-210-5636（直通）

山梨県

Yamanashi
世界一の武者行列・第 42 回信玄公祭り

山梨県では、４月５日（金）～７日（日）の３日間、JR
甲府駅前をメーン会場として、戦国の名将、武田信玄公の遺
徳を偲ぶ「信玄公祭り」を開催します。桜や桃の花が咲き誇
る甲府盆地に、信玄公の旗印「風林火山」が躍り、大勢の人
でにぎわう恒例のイベントです。
この祭りの最大の見どころは、２日目の４月６日（土）に
行われる「甲州軍団出陣」です。昨年、「世界一の武者行列」
としてギネス世界記録ＴＭ に認定されました。総勢 1,000 人
を超える鎧武者たちが、およそ 450 年前、川中島の合戦へ
出陣していった信
玄公率いる甲州軍
団の勇姿を再現。一
大戦国絵巻を繰り
広げます。
お や かた
今回、
「御屋形様」
を演じるのは、『暴
れん坊将軍』を始
め、 数 々 の 時 代 劇
で主演している松
平 健さんです。松
平 さ ん は、 時 代 劇
のロケなどで本県
甲州軍団出陣

の 北 杜 市 な ど を 度 々 訪 れ、
「山梨に親しみを感じてい
る 」 と お っ し ゃ っ て お り、
快く信玄公役を引き受けて
くれました。本県としては、
注目度、集客性が極めて高
く、時代劇の経験も豊富で
信玄公役にふさわしく、山
梨のイメージアップにもつ
ながると期待しています。
かがり火が燃え盛り、ほ
ら貝が響き渡ると、いよい
よ「マツケン・信玄公」率
いる甲州軍団が出陣します。
是非、春の山梨で圧巻の武
者祭りを間近でお楽しみく
ださい。

この度、
「第 42 回信玄公祭り」で、郷土
の英雄・武田信玄公を務めさせていただく
こと、大変光栄に思っております。甲斐の
名将にふさわしい勇猛果敢な信玄公を演じ
られればと存じます。桜の花開く４月に、山
梨そして県外の皆様にお目にかかるのを楽
しみにしております。

お問合せ

山梨県信玄公祭り実行委員会
TEL 055-231-2722
「信玄公祭り」
HP http://www.yamanashi-kankou.jp/shingen/

信玄公祭り

都道府県だより

検索

2013 年 3 月

静岡県

Shizuoka
静岡の茶を世界に向けて発信
－茶草場が育む豊かな自然－

などで昔に比べれば茶草場は減少しているものの、
申請地域内には約 300ha が今も残っています。茶草
場には、秋の七草のキキョウ、カワラナデシコなど
繁殖力の弱い植物も生育し、フジタイゲキやカケガ
ワフキバッタなどの希少種を含む多様な動植物の生
存が確認されています。
また、放牧や野焼きに依存せずに人の手によって
採草地が管理されており、日本の伝統的な土地利用
を今に残すものです。
世界農業遺産に認定されると、茶の付加価値向上、
グリーンツーリズムの振興など、地域の創意工夫に
よる活用が考えられます。さらに認定が誇りとなり、
地域に定着する若者が増えることが期待されます。
今年、５月 29 日から石川県で開催される国際会議
で審議され認定の可否が決まります。良質な茶生産
によって人も生き物も幸せになる、その力を持つ静
岡の茶を世界に向けて発信し、
「山は富士 お茶は静
岡 茶の都」をアピールしてまいります。

静岡県は産出額で全国の４割を占める日本一のお
茶の生産県です。県内の主要な茶産地である掛川市
ちゃぐさ ば

など周辺５市町は、
「静岡の茶草場」の世界農業遺産
認定を目指しています。
世界農業遺産は、伝統農法と文化を有する、世界
的に重要な農業上の土地利用、景観、生物多様性を
次世代に継承する目的で、国連食糧農業機関が 2002
年から認定しています。
茶草場とは、茶園の周辺にある採草地で、申請地
域では秋から冬
にかけて農家が
ススキやササな
ど を 刈 り 取 り、
うね ま

茶園の畝間に敷
く古くからの農
法を続けていま
す。 作 業 に 手 間
のかかることや
化学肥料の普及

信玄公役の松平 健さんからのメッセージ

お問合せ

静岡県経済産業部茶業農産課
TEL 054-202-1488

茶草が投入される静岡の茶園
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長野県

Nagano
健康長寿 世界一を目指して
「信州保健医療総合計画」策定

長野県は、近年の保健医療を取り巻く状況が変化

ら「長生き」を実現してきた本県は、住み慣れた環

する「信州保健医療総合計画」を策定しました。こ

策の展開を図り健康長寿を延ばしていく必要があり

県保健医療計画、健康グレードアップながの 21、第

今後も、地域を支える食生活改善推進員や保健補

する中、保健医療に関わる各種計画を一体的に推進

境でできるだけ長く健康で過ごせるようさらなる施

れは、国の法令等に基づく七つの計画（第６次長野

ます。

２期長野県医療費適正化計画など）を一体的に策定

導員などの健康ボランティアの育成を支援し、医療

方向性と具体的な目標を明らかにした上で、健康づ

康長寿

提供の充実・強化を図りながら、県民一丸となって「健

することにより、県が取り組む保健医療施策全般の

世界一」を目指します。

くりから、予防、治療、療養といった施策を県民に
分かりやすく説明するとともに、関係者が共通の認

お問合せ

識を持って計画を推進するものです。

長野県健康福祉部健康福祉政策課

計画の目指すべき姿は「長生き」から「健康で長

TEL 026-235-7093

生き」へ。厚生労働省が発表した平成 22 年都道府県

HP www.pref.nagano.lg.jp/syakai/kousei/

別平均寿命で男女共に全国１位となるなど、従来か

keikaku/keikaku.htm

都道府県だより
Toyama
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富山県

富山県ものづくり大賞
―" ものづくり県 " 富山の発展に向けて

マス繊維ですが、製造工程
で水のみを使用するため、
不純物の混入がなく高品
質で、また、低コスト、高
強度、生体適合性、抗菌性、
生理機能改善効果などポ
テンシャルが高く、医療や
食品、化学分野など幅広い （上） 大賞：オゼックス細粒小児用 15%
（左下）優秀賞：バイオマスナノファイバー
BiNFi-s( ビンフィス )
産業でのナノテク応用が期
（右下）特別賞：静電容量型６軸力覚センサ
待されています。
特別賞に選ばれたのは、ベンチャー企業の（株）ワコーテッ
クが開発した「静電容量型６軸力覚センサ」です。縦、横な
ど６軸に働く力を精密に同時計測できるセンサで、研磨や精
密電子部品の実装などを行う産業用ロボットに組み込まれ、
誤作動の検知による危険回避や手作業のような精密な動作が
可能です。軽量、高強度、低価格で他社製品に対し圧倒的な
優位性を持つことから、昨年４月の本格販売開始から半年で
国内シェアトップを獲得しました。今後、介護ロボットなど
福祉や医療分野での組み込み需要が見込まれています。
県では、豊かな県民生活の形成に大きく貢献してきたもの
づくりを着実に継承し、更に発展させていくため、今後もも
のづくり産業の振興に努めていきたいと考えています。

富山県は、日本海側屈指の工業集積を形成し、ものづくり
が産業・文化の発展を支えてきた「ものづくり県」です。本
県では、高度な技術開発により県内ものづくりの活性化に寄
与した企業を顕彰し、ものづくり機運の一層の醸成を図るこ
とを目的として平成 22 年度に「富山県ものづくり大賞」を
創設しました。これは、県内に本社や主な事業所、研究開発
拠点などをおく企業を対象に、おおむね３年以内に開発され
た技術や製品を表彰するものです。
第３回となる今年度は、県内企業から 12 件の応募があり、
審査委員会による審査を経て、大賞、優秀賞、特別賞の各賞
を決定しました。大賞を受賞したのは、富山化学工業（株）
の小児用医薬品「オゼックス細粒小児用 15%」です。これ
まで限られた薬しかなかった小児の肺炎や中耳炎などの治療
薬で、実績のある同社の成人用感染症治療薬を基に、子ども
用に成分濃度を調整して安全性を確保し、細粒にしてイチゴ
味を付けることで飲みやすい工夫がされています。小児用医
薬品は、開発技術や製造費用の点から参入が難しい分野であ
るものの、受賞製品は薬の有効性、安全性、服用性に優れて
おり、医療現場から高い評価を受けています。
優秀賞は、（株）スギノマシンの「バイオマスナノファイ
バー BiNFi-s（ビンフィス）」です。同社の超高圧ウォーター
ジェット技術を使って製造された直径約 20nm の極細バイオ

お問合せ

富山県商工労働部商工企画課
TEL 076-444-3245
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石川県

Ishikawa
目指せ ! アジアのクルーズ拠点
金沢港に大型クルーズ船寄港ラッシュ !!

さ や 韓 国・ 釜 山 と
の航行距離の短さ
といったメリット
も 評 価 さ れ、 今 年
５ 月 の「 サ ン・ プ
リ ン セ ス 」 号（ 約
77,000 ｔ）を皮切
金沢港に寄港が決まった「サン・プリンセス」号
り に、 乗 客 2,000
人を超える大型客船の寄港が相次いで決定しました。
このほか、初寄港のヨーロッパ客船など、今年は延
べ 14 隻が寄港し、受入れ人数は 10,000 人を超え、
過去最多となる見通しです。
今回の大型クルーズ船の寄港ラッシュを弾みとし
て、今後も積極的にクルーズ船の誘致に取り組み、
港のにぎわい創出や交流人口の拡大を図っていくと
ともに、ハードの整備やおもてなしの心を尽くした
歓送迎行事の実施など、客船の受入れ態勢を整えて
いきます。

金沢港は、石川県の日本海沿岸の中央部に位置し
ている港湾です。この金沢港で、欧米・アジアから
のクルーズ船の寄港ラッシュが続いています。
中国や韓国、ロシアなど日本海周辺の各国との貿
易・観光のネットワーク構築に向けて、国土交通省
が発展を支援する日本海側拠点港として、平成 23 年
11 月に金沢港が「国際海上コンテナ」と共に「外航
クルーズ（背後観光地）
」にも選定されました。
これを受けて、県では米国・マイアミや中国・上
海の国際クルーズ見本市へ出展したほか、客船を運
航する船会社の責
任者らを県内に招
くなど、クルーズ
船の誘致活動を進
めてきました。
また、港から金
沢市内の観光地ま
で５㎞以内とい
う ア ク セ ス の 良 大型クルーズ船の寄港が相次いで決定した金沢港

お問合せ

石川県産業立地課
TEL 076-225-1516

都道府県だより
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岐阜県

Gifu
新しい「岐阜の宝もの」が決まりました。

県では、平成 19 年から、地元の皆さんと一緒になっ
て、今後の岐阜県観光の振興につながる地域資源を
掘り起こし、磨きをかけ、地域の魅力を高める ｢岐
阜の宝もの認定プロジェクト｣ を進めてきました。
去る２月９日（土）
、ふるさとの誇りとなる新たな
｢岐阜の宝もの｣ に、県内 14 市町村にまたがる ｢中
しゅく

山道 ぎふ 17 宿 ｣ が認定されました。
中山道は、江戸日本橋から京都三条大橋まで続く
約 532㎞、69 宿の街道で、このうち 1/4 に相当する
約 128㎞、17 宿が本県を通っています。
｢中山道 ぎふ 17 宿｣では、
貴重な景観を残す取組や、
祭りの開催、歴史・文化の掘り起こしが進み、発掘
された資源を活用した散策コースの設定、新たな観
光商品の開発、統一デザインによる中山道案内標識
の設置など、住民主導による観光客の受入れ態勢も
強化されつつあります。
今回の認定で、県内の ｢岐阜の宝もの｣ は、200
余の滝からなる ｢小坂の滝｣（下呂市）
、手付かずの
自然が残る広大な原生林 ｢乗鞍山麓五色ヶ原の森｣（高
山市）
、ミズバショウやニッコウキスゲが咲き誇る湿
原 ｢天生県立自然公園と三湿原回廊｣（飛騨市・白川
32

村）
、現在の歌舞
伎では途絶えた
演目や芝居の型
の保存に取り組
む ｢東濃地方の地
歌舞伎と芝居小
屋｣（恵那市・中 ｢中山道ぎふ 17 宿｣ の一つである馬籠宿（中津川市）
津川市・瑞浪市）
と合わせて計５件となりました。
３月には、17 宿をつなぐ街道を歩いて楽しむイベ
ント ｢中山道ぎふ 17 宿歩き旅 はじめの一歩ウォー
ク｣ を開催するなど、今後、街道周辺の観光資源も
含めた一体的な事業を展開していくことで、周遊性
の高い広域的な観光エリアの構築を目指します。
その他の地域でも、これら個々に輝く資源を ｢清
流｣ をキーワードにつないだ、宿泊滞在型観光地 ｢
清流の国ぎふ観光回廊｣ づくりに岐阜県全体で取り
組んでいきます。
お問合せ

岐阜県広報課 TEL 058-272-1116
＜ ｢岐阜の宝もの｣ を紹介する＞ HP
http://www.pref.gifu.lg.jp/kanko-bussan/shiru/
gifuno-takaramono/

愛知県

Aichi

瓦の破砕物（シャモット）が地震液状化対策に有効
であることを実証 !

に破砕シャモットを
使用することで、液
状化対策素材として
活用できると考えら
れています。
今後は、本研究を
行 っ た ３ 者 に 加 え、
関連土木関係企業、
設計事務所などをメ
ンバーとする研究会
を発足させ、実際の
住宅に施工する際の
課題等について検討
を進めていきます。

あいち産業科学技術総合センター三河窯業試験場
では、愛知県陶器瓦工業組合、名古屋工業大学と共
同で、三州瓦の製造工程で発生する破砕シャモット
が、地盤改良材として地震発生時の液状化対策に有
効であることを実証しました。
今回使用した破砕シャモットは、製造工程で発生
する規格を満たさない瓦を集め破砕したもので、低
コストでの液状化対策が可能となります。
研究では、破砕シャモットが砂に比べて粒子間の
摩擦力が大きいため、地中に埋設することで粒子の
動きを抑えることが可能となり、液状化の防止に効
果があることが実証されました。
モデル実験では、既存住宅の周囲に帯状に破砕シャ
モットを埋設した地盤を想定し、1/30 縮尺モデル地
盤を用いて震度６～７程度の地震の揺れを再現した
振動実験を行ったところ、液状化による水分の噴出
を抑制することが確認できました。
こうした実験結果により、既存住宅の周囲や新築
建築物の基礎部分、マンホール・道路埋設管の周囲

シャモットと砂の空隙

お問合せ

あいち産業科学技術総合センター
常滑窯業技術センター三河窯業試験場
TEL 0566-41-0410

都道府県だより
Mie

シャモットの形状

2013 年 3 月

三重県

発表会を実践的な人材育成の場に !
新規採用職員による発表会の企画・運営
三重県では、職員が日々、実践している改善・改
革の取組を表彰・発表する「率先実行大賞発表会」
を平成 16 年度から開催してきました。
今回、「ＭＩＥ 職員力 アワード発表会」としてリ
ニューアルするにあたり、当発表会を実践的な人材
育成の場と考えて、イベント運営のノウハウを学ぶ
機会として位置付け、今年度の新規採用職員が発表
会の企画・運営を行いました。
発表会の実行委員会メンバーに立候補したのは新
規採用職員 23 名。10 月から活動を開始し、２月１
日の発表会に向けて、チラシ・ポスター作製、若い
感性を生かした企画の検討など、準備を進めてきま
した。
そして、迎えた発表会当日。
何度もリハーサルを繰り返したこともあり、スムー
ズに運営することができ、また、メンバーたちが企
画した当日のサプライズなどもあって、発表者も来
場者も盛り上がり、発表会は大成功でした。新規採
用職員として、毎日仕事を勉強しなければいけない
中で、苦労も大きかったと思いますが、実行委員会
33

メンバーは、この発表会を通じて、県庁における改
善活動を知り、理解できただけではなく、達成感や
やりがいを実感する良い機会になったと思います。
また、何より、今後仕事をしていく上でのチームワー
クの重要性を学んだことと思います。
これからも、不断の改善・改革に取り組み、その
実践を通じて、県民の皆さんに幸せを実感してもら
える県を目指していきます。

知事・副知事と記念撮影する新規採用職員

お問合せ

三重県総務部行財政改革推進課
TEL 059-224-2231

Fukui

福井県

ふるさと知事ネットワーク 版画の競演
～三重・奈良・福井 ３県立美術館の交流～
福井県が提唱し、平成 22 年１月に設立された「自
立と分散で日本を変えるふるさと知事ネットワー
ク」。これは、地勢の異なる地方の 13 県（青森、山形、
石川、福井、山梨、長野、三重、奈良、鳥取、島根、
高知、熊本、宮崎）が「ローカル・アンド・ローカ
ル」の発想で立ち上げた、人や地域の新しいネット
ワークです。地方自治の新しいモデルをつくるため
に、各種の政策提言や共同研究プロジェクト、特産
物の相互販売など、様々な活動を行っています。
そしてこの度、福井県からの提案により、新たに
各県の県立美術館の相互交流を開始。第１弾は、三重・
奈良・福井 ３県立美術館コレクションによる「版
画の競演」です。
３月１日（金）から３月 24 日（日）まで、福井県
立美術館を会場に、福井県立美術館の豊富な版画コ
レクションと、西洋版画の充実した三重県立美術館、
優れた浮世絵を有する奈良県立美術館の所蔵作品を
加えて展示・紹介しています。
会場では、ピカソ、ミロ、シャガール、ルオー、
カンディンスキー、ルドンを始め、写楽、歌麿、北斎、

広重など、洋の東西の貴重な版画が一堂に会し、華
麗な競演を繰り広げています。
地方分権の時代と言われる現在、このネットワー
クでは、今後も各県が互いに協力し、切磋琢磨しな
がら、多種多様に連携していきます。

都道府県だより
Shiga

ポール・ゴーギャン「かぐわしき大地」
（福井県立美術館）
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滋賀県

～もっと使いやすいホームページに!～
滋賀県ホームページのリニューアルについて

ト全体を整理する”ことを目標に、本年２月１日に
ホームページのリニューアルを行いました。
主な改良点は以下のとおりです。
（1）ページデザインの変更
滋賀県ホームページは平成９年に開設し、県政情
琵琶湖をイメージした水色を基調とし、差し色
報等の発信やアーカイブとして活用されてきました。
や円形のデザインを用いることで、優しく、華や
インターネットの普及によりアクセス数は年々増加
かなイメージにしました。また、情報量が増えす
し、平成 23 年度は年間約 300 万アクセス
（トップペー
ぎていたトップページについては、情報の整理や
ジ）となっています。
配置を工夫することでコンパクトに改善しました。
また、平成 19 年に CMS（コンテンツマネジメン
（2）ページの整理とテーマ分類の見直し
トシステム）を導入したことで、職員が簡易な操作
掲載ページの精査・削除や情報の整理を行い、
でページを作成できるようになり、情報発信をより
ホームページ全体をスリム化しました（CMS 管理
迅速に行えるようになりました。特に、ホームペー
ページを約 40%削減）
。また、テーマ分類を見直
ジの一コンテンツである「県政 e- しんぶん」では、
すとともに難しい行政用語の使用を避けるなどし、
報道機関への提供情報を同時にホームページ上に
利用者が情報を探しやすくしました。
も掲載しており、県政の
重要な情報を県民等へス
また、この機会に Lg ドメインへ移行するとともに、
ピーディーに提供してい
CMS をシステム統合基盤に移設することで、運用上
ます。
の負担や維持費の低減、セキュリティの向上を図り
しかしながら、ページ
ました。
の作成が容易であるがゆ
えに、サイトの肥大化や
新しくなった“滋賀県ホームページ”を是非御覧
構造の崩れなどの問題が
ください。
生じてきました。そこで、
“現在のコンテンツや機能
滋賀県 HP
を極力維持しつつ、サイ
http://www.pref.shiga.lg.jp/
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京都府

Kyoto
全国初

ラ イ ン

京都府が LINE アカウント開設 !

現在、友だち数 1,600 人、週１回金曜日に配信し
ています。
配信内容は、イベント情報や、まゆまろ情報、府
政広報紙の案内、インフルエンザ注意報など。今後は、
クーポン機能を利用し、公共施設の割引券などおト
クな情報を配信していきたいと考えています。
「まゆまろ」からの情
報を受けていただくた
め に は、
「友だち」の
検索ボックスから「ま
ゆまろ」と入力いただ
くか、
「その他」→「友
だち追加」→「ID 検索」
か ら「@mayumaro」
と入力いただき、友だ
ち登録していただくこ
とが必要です。是非お
友だちになってくださ
い。

京都府のキャラクターである京
都府広報監「まゆまろ」がホーム
ページ、Facebook、Twitter に続
き、LINE での発信をスタートし
ました。都道府県として LINE ア
カウントを開設したのは、京都府
が第１号です。
京都府は、これまでから広報紙、新聞などの紙媒
体やテレビ、ラジオなどの電波媒体のほか、ホーム
ページやツイッター、フェイスブックなどのネット
媒体を活用し、情報を発信してきました。
しかし、広報媒体の多様化に伴い、媒体ごとの読
者層、視聴者層に偏在があり、特に若者層への情報
の届け方が課題となっていました。
このため、若者層の利用も多い LINE に注目。京
都府のキャラクター「まゆまろ」から情報を発信す
ることとしました。これにより、若者層に情報が届
く可能性が高まるほか、LINE は、プッシュ通知で情
報が届くため、チラシやメルマガなどと比べて、届
いたメッセージを読んでもらえる確立が高くなるこ
とも期待できます。

お問合せ

京都府広報課
TEL 075-414-4117

都道府県だより
Osaka

2013 年 3 月

大阪府

水都大阪川開き 2013
春の舟運まつり はちけんやお花見フェスタを開催 !
大阪府では、市民活動の場としての川や水辺を今
一度見直し、
「水都大阪」の魅力、水辺の楽しさを
PR するため、大阪市、経済界等と共に「水都賑わい
創出実行委員会」を構成し、
「水と光のまちづくり」
を推進しています。その一環として、３月 30 日（土
曜日）から４月 14 日（日曜日）まで、大川沿いの
八軒家浜周辺（京阪「天満橋」ほか）で、
「水都大阪
川開き 2013 ～春の舟運まつり～ はちけんやお花見
フェスタ」を開催します。
初日の川開きセレモニーでは、船上演奏や風船放
天など船上で式典を開催します。
昨年も大好評だったケータリングカーでの飲食提
供と旬野菜の販売・
ワークショップ、雑
貨やアンティークな
ど の 販 売、 パ ド ル
ボードを使った水上
さんぽ、ヨガレッス
ンのほか、能の鑑賞
など、お花見しなが
らグルメや買い物、
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スポーツ、芸術が
楽しめます。
「大川さくらク
ルーズ」では、八
軒家浜から OAP
港・中之島剣先を
経由して造幣局
など周辺の桜並木を船上からゆったりと御覧いただ
けます。
スマートフォンの無料アプリケーション「大阪
ミュージアムモバイルガイド（ふらっと案内）」を使
うと GPS 機能と連動して楽しさ倍増 ! 是非、「水都
大阪」を体感してください。

お問合せ

春の舟運まつり事務局
TEL 06-6136-8484
▼詳しくはこちら▼
HP http://www.ohanami-festa2013.net/
▼大阪ミュージアム構想（大阪ミュージアムモバイ
ルガイド）はこちら▼
HP http://www.pref.osaka.jp/toshimiryoku/
osakathemuseum/museum_mobile.html

奈良県

Nara
東大寺も協力 !
奈良県障害者芸術祭を開催しました。

２月７日～ 17 日、県文化会館などで、
「奈良県障
害者芸術祭 HAPPY SPOT NARA 2012 － 2013」
を開催しました。これは「障害のある人と、ない人
のつながり」をテーマにした芸術祭で、今年で２回
目の開催となります。
期間中の主なイベントは、
●「アートリンクプロジェクト」
奈良県在住の障害がある人とアーティストが共同
で行った創作活動のようすと作品を展示
●「アートクル ! ドキュメント」
アーティストが大自然の中や、学校、病院などで、
人々と作品を通じて交流するようすを紹介
●「プライベート美術館」
近鉄奈良駅界隈の店舗オーナーが、県内の障害の
ある人の作品から、お気に入りを選び店舗に展示
●オンステージプロジェクト「鹿の劇場」
障害のある人による音楽・ダンスなどの公演
また、オープニングセレモニーとして、２月６日
ばん

には東大寺で BIG 幡プロジェクトが開催されました。

幡とは、重要な法要のとき寺院が掲げる大きなのぼ
り旗のことで、平和への祈りや、魔除けの意味があ
ると言われています。
今回が初めての、このプロジェクトでは岩手・宮城・
福島の東日本大震災の被災３県と奈良県内の障害が
ある人が「花鳥風月」のテーマで描いた作品を組み
合わせデザインした、色鮮やかな幡８本が大仏殿前
に掲げられ、震災からの復興が祈願されました。
様々な内容のプロジェクトで、障害のある人とな
い人の交流、理解の促進を図りました。

大仏殿前で、大きくはためく「幡」

お問合せ

奈良県障害福祉課
TEL 0742-27-8517

都道府県だより
Wakayama

2013 年 3 月

和歌山県

「那智の田楽」がユネスコ無形文化遺産に !!
平成 24 年 12 月６日、フランス・パリのユネスコ
本部で開催されたユネスコ無形文化遺産保護条約の
第７回政府間委員会において、那智勝浦町の熊野那
智大社に伝わる民俗芸能「那智の田楽」のユネスコ
無形文化遺産代表一覧表への記載が決定しました。
和歌山県では初めてのユネスコ無形文化遺産（日
本国内では 21 件目）となります。
「那智の田楽」は、世界遺産「紀伊山地の霊場と参
詣道」の一つである熊野那智大社で、毎年７月 14 日
に、那智の滝を舞台に行われる例大祭「那智の火祭」
において、国土安泰や豊作を祈り奉納される神事芸
能で、600 年以上の歴史があります。
笛の音に合わせて、田楽特有の楽器であるビンザ
サラや腰太鼓などを打ち鳴らしつつ、様々に陣形を
替えながら、厳粛かつ伸びやかに踊るのが特徴になっ
ています。中世に流行した「田楽躍り」の古様を伝
える貴重な民俗芸能として、昭和 51 年には国の重要
無形民俗文化財に指定されました。
現在は、地元那智山の人々を中心に組織する「那
智田楽保存会」によって伝承されています。
平成 23 年９月に紀伊半島を襲った台風 12 号によ
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る豪雨水害は、熊野那智大社を始めとした地域に甚
大な被害を与えましたが、翌 24 年７月の那智の火祭
や田楽には、新たに若い世代が参加するなど、地元
の人々が力を合わせ無事に行うことができました。
今回、
「那智の田楽」がユネスコ無形文化遺産になっ
たことは、熊野那智大社や那智田楽保存会の活動の
励みとなり、田楽が末永く後世に保存・継承されて
いくものと確信します。

「那智の田楽」の一場面

お問合せ

熊野那智大社
TEL 0735-55-0321
和歌山県教育庁生涯学習局文化遺産課
TEL 073-441-3730

兵庫県

Hyogo
魅力ある兵庫県の特産品
平成24年度
「五つ星ひょうご」
56品が決定!
●統一ブランド「五つ星ひょうご」

個性豊かなひょうごの五国（摂津・播磨・但馬・丹波・淡
路の５地域）の自然や歴史、文化を生かした商品の中から、
兵庫の良さをアピールする「地域らしさ」に加えて「創意工夫」
が施された特色ある商品を選定し、「五つ星ひょうご」とい
う統一ブランド名を付けて、全国に発信します。

鹿ト召シ上レ山ノ恵［香美町］ 丹波篠山黒豆煮［篠山市］
素材のうま味をそのままに
高タンパクで低脂肪の
色つや良くふっくら煮た黒豆
地元産鹿肉スモーク

●平成 24 年度「五つ星ひょうご」に、56 品を選定

●選定商品の PR

菜の花の恵み［洲本市］
淡路島産の菜の花を
100%使用した菜種油

選ばれた商品については、マスコミや百貨店バイヤー等を
対象に３月 18 日（月）に神戸市内で内覧会を開催するほか、
専用のホームページやカタログで PR します。また、４月か
らはそごう神戸店新館の物産館「ひょうごふるさと館」での
販売や、百貨店催事なども開催する予定ですので、是非足を
お運びいただき、「五つ星ひょうご」を実際に手に取ってみ
てください。

県内市町からの推薦及び一般企業・団体・個人からの応募
を募ったところ、144 商品のエントリーがありました。一般
公募商品は、ホームページ上で人気投票を行い、上位 50 商
品に絞り込んだ後、市町推薦商品と共に、学識者や企業のバ
イヤー等で構成する選定委員会で、地域へのこだわりや県産
材の使用割合などの項目について審査し、最終的に 56 品を
平成 24 年度「五つ星ひょうご」として選定しました。

お問合せ

神戸魔法の壷プリン［神戸市］
港町神戸の「はいから・おしゃれ」を
イメージしたプリン

兵庫県観光振興課
TEL 078-362-3317
FAX 078-362-4275
公益社団法人兵庫県物産協会
TEL 078-362-3858
FAX 078-382-1206
五つ星ひょうご特設 HP
https://www.5stars-hyogo.com/index.html

織衣羽（オリーブ）
［西脇市］
播州織に水引細工を施したハンカチのし袋

都道府県だより
Tottori

2013 年 3 月

鳥取県

鳥取県の原子力防災体制について
～全庁を挙げた体制整備と立地県との連携～
本県は、平成 11 年の茨城県東海村 JCO 事故を契機として、
平成 13 年度に島根原子力発電所事故を想定した地域防災計
画を作成しました。このため、平成 24 年９月の原子力災害
特別措置法等の改正により、いちはやく島根原子力発電所の
関係周辺都道府県として位置付けられました。
現在、福島第一原子力発電所の事故を受けて、原子力安全
対策室が設置され、島根原子力発電所の防災・安全対策に実
績と経験のある島根県の協力を得て原子力防災対策に取り組
んでいます。
事故直後の平成 23 年４月には、危機管理局長を長とする
庁内関係部局並びに米子市及び境港市からなる島根原子力発
電所避難計画策定プロジェクトチームを設置するとともに、
５月には島根原子力発電所周辺 30km 圏の２県６市（鳥取県、
島根県、米子市、境港市、松江市、出雲市、安来市、雲南市）
と原子力防災連絡会議を設置して、住民避難計画や地域防災
計画の作成を共同で進めるなど、立地県等と連携した対策を
進めています。
平成 24 年１月には、知事をチーム長とする庁内横断的な
原子力安全対策プロジェクトチームに格上げし、スピード感
と危機感をもち、原子力防災体制の緊急３箇年整備に取り組
んでいます。
本年１月 26 日には、島根県等との原子力合同防災訓練を
実施し、住民避難やスクリーニングを実施しました。この訓
練の結果等を踏まえ、事故時の迅速かつ確実な対応を目的と
し、最新の IT 技術を駆使した「緊急事態対処センター（仮称）」
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の設置やサーベイメー
タ等の原子力防護資機
材の緊急整備を行う予
定にしています。
安 全 対 策 の 面 で は、
平成 23 年 12 月に、当
時の EPZ（防災対策を
重点的に充実すべき地
知事、
２市長による安全協定改定の申し入れ
域の範囲）の外の自治 （平成24年11月１日（木）中国電力本社（広島市））
体として初めて、米子
市及び境港市と共に、中国電力と「島根原子力発電所に係る
鳥取県民の安全確保等に関する協定」を締結しました。現在、
本県が UPZ（緊急時防護措置準備区域）に位置付けられた
ことを踏まえて、立地県・市並みの安全協定を目指して、中
国電力と協定改定の協議を行っています。
また、県では、地域防災計画（原子力災害対策編）の全面
修正と住民避難計画について、本年３月 18 日までの完成を
目指し、住民や関係機関の意見を聞くなど、精力的に取り組
んでいます。
平成 25 年度には、原子力安全対策課に改組し、住民避難
計画の実効性の確保と原子力防災体制の整備をこれまで以上
に進め、県民の皆様に原子力災害に対しより一層の安全と安
心を提供していきます。
お問合せ

鳥取県危機管理局危機対策・情報課原子力安全対策室
TEL 0857-26-7873
E-mail kikikanri-seisaku@pref.tottori.jp
HP http://www.pref.tottori.lg.jp/32511.htm

Okayama

岡山県

みまさかのくに

「美 作 国建国 1300 年記念事業」を開催します !
みまさかのくに

岡山県北に位置する美作地域は、かつて「美 作 国」
と呼ばれ、出雲と大和を結ぶ要路の出雲街道が東西
に延び栄えてきました。
しよくにほんぎ
平安時代の初めに編さんされた「続 日本紀」によ
ると美作国は、713 年に備前国から北部６郡が分か
れて誕生したとあり、我が国の古代史上において、
建国の由来が史料で確認できる数少ない地域の一つ
です。
今年は建国から数えて 1300 年に当たり、４月か
ら１年間、美作地域の 10 市町村が連携して、各地で
美作国建国 1300 年を記念する事業が展開されます。
記念事業として、世界で愛読されている人気マン
ガ「NARUTO- ナルト -」の作者岸本斉史氏が美作
地域にある奈義町の出身であることにちなみ、登場
キャラクターをあしらったラッピング列車が、地域
内を走る JR 各線で運行されます。
「NARUTO- ナル
ト -」列車で美作地域をめぐると、作品の原形とも言
える風景に出会えるかもしれません。
また、美作地域は、ひるぜん焼そばや津山ホルモ
ンうどんなど、御当地グルメで有名ですが、建国
1300 年に合わせて、様々な御当地弁当や建国当時に

珍重された牛乳
を使ったスイー
ツなど新たなグ
ルメが登場する
ほ か、 津 山 城 址
に模擬天守閣が
出 現 し た り、 美
作国の歴史や文
© 岸本斉史 スコット / 集英社・テレビ東京・ぴえろ
化を彩った街道
を訪ねるウォークが開催されたりするなど、楽しい
企画で全国の皆様をお迎えします。
秋以降のイベントとしては、美作市在住の人気作
家あさのあつこさん書き下ろしミステリー小説の謎
解きに読者が挑戦する参加型イベント「美作国 The
ミステリー」が実施されます。
そのほかにも様々なイベントが予定されています
の で、 是 非「NARUTO- ナ ル ト -」 列 車 に 乗 っ て、
美作国へお越しください。
お問合せ

美作国建国 1300 年記念事業実行委員会事務局
TEL 0868-35-3434
HP http://www.mimasaka1300.org/

都道府県だより
Shimane

2013 年 3 月

島根県
また、平成 26 年度に全線開通が予定されている
尾道自動車道や西瀬戸自動車道（しまなみ海道）と
つながることで、山陰～山陽～四国の連携を強化し、
沿線の地域経済
の活性化や地域
間交流の促進に
大きく寄与する
ことが期待され
ています。
開通に先立ち、
３ 月 10 日、17
日には、それぞ
れ広島県、島根
県側で開通前の
プレイベントが
実施される予定
です。

もうすぐ開通 !! 松江自動車道
松江自動車道は、島根県松江市と広島県三次市を
結ぶ約 72km の高速道路で、このうち三刀屋木次 IC
から中国自動車道と連結する三次東 JCT・IC までは、
無料区間として国土交通省により整備が進められて
いました。
この度、平成 25 年３月 30 日に吉田掛合 IC から
三 次 東 JCT・IC ま で の 48.7km が 開 通 し、 松 江 自
動車道が全線開通することとなりました。これによ
り、松江市から広島市までの移動時間が現在より約
50 分短縮され３
時間圏域となり、
山 陰・ 山 陽 を 結
ぶ広域的観光ツ
アーなど新たな
観光ルートの開
発や産業等の活
性化が期待され
ています。
吉田掛合 IC 付近（平成 24 年 11 月撮影）

お問合せ

島根県高速道路推進課
TEL 0852-22-6258
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広島県

Hiroshima

広島発 凍結含浸法の実用化と本格普及に向けて

加え、
「凍結含浸法」による商品化に必要な技術の高
度化研究と技術支援に取り組んできました。今では、
野菜、肉、魚介類など 100 品目以上の食材を品質よ
くやわらかくできるようになり、これまで延べ 14 社
が「凍結含浸法」を活用した商品化・実用化に成功し、
高齢者・介護用食品又はその関連商品の製造販売や
食事の提供をしています。日本水産㈱など大手食品
企業も昨秋から全国販売を始め、販路・市場供給拡
大の第一歩を踏み出したところです。
また、今年度から新たに３ヵ年計画の本格普及プ
ロジェクト事業を立ち上げ、技術研究面から処理工
程の最適化や臨床データの上積みなどを進めながら、
技術移転先での生産性の向上を支援しています。さ
らに、ワークショップ活動や現場利用者・消費者の
ニーズ調査などのマーケティングを通じて、利用シー
ンに応じた商品開発を支援し、本格普及を目指して
いきたいと考えています。

「凍結含浸法」は、広島県立総合技術研究所食品工
業技術センターで発明・確立した、酵素を食材内部
に急速導入する一連の技術です。酵素の働きで食材
を丸ごと内部からやわらかくすることができ、硬さ
を制御することで、食材本来の外観を保ったまま、
様々な物性・特徴のある食品を製造することができ
ます。
高齢化の進行に伴い、やわらかい食材の提供とい
う本質的なニーズが高まってくることが予想されて
おり、現在、
「凍結含浸法」は、そのニーズに対応で
きる技術として、介護用食品等で着実に実用化が進
んでいます。
センターでは、特許実施許諾に基づく技術移転に

お問合せ

広島県立総合技術研究所食品工業技術センター
TEL 082-251-7433

商品化例 ( 日本水産㈱「笑み満菜」)

都道府県だより
Yamaguchi

2013 年 3 月

山口県

やまぐち就農支援塾
山口県では、県内での新規就農を促進するため、本
格的に農業に取り組みたい方を対象に、
「やまぐち就
農支援塾」として、基礎から農業を学ぶことのできる
研修を県立農業大学校で実施しており、
「短期入門研
修」や「作目基礎研修」
「担い手養成研修」などのコー
スがあります。
「短期入門研修」は、新たに農業を始めようとする
方で、これまでに農業経験のない方を対象に、農業の
基礎知識の講義や作業実習、先進農家の視察などを平
日の５日間で行う研修です。
「作目基礎研修」は、仕
事などのために平日の受講が困難な方を対象に、休日
を中心に年６回から 13 回程度開催し、野菜や果樹の
基礎知識の習得のための講義や栽培管理実習、肉用牛
飼養の基礎講座や牧場視察・体験を行います。
「担い
手養成研修」は、研修終了後に新規就農を目指してい
る方を対象に、経営知識の習得や実践的な栽培技術な
どの習得のため、約１年間の研修を行います。
やまぐち就農支援塾では、就農のための様々な研修
を実施しています。受講後に本格的に農業を始める方
が多く、特に担い手養成研修には 20 代から 30 代の
方も多く受講されています。

５月から開催する作目基礎研修については、３月
18 日から募集を開始しますので、農業に興味をお持
ちの方は是非、お申し込みください。
山口県は、今後も要望に応じてコースを充実させて
いき、県内での新規就農の促進につなげていきます。

作目基礎研修の実習の様子

お問合せ

山口県農業経営課
TEL 083-933-3375
「やまぐち就農支援塾」HP
http://www.nrs.pref.yamaguchi.lg.jp/hp_open/
a17212/19001001/sienjuku.html
やまぐち就農支援塾
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検索

香川県

Kagawa
「瀬戸内国際芸術祭 2013」開幕

ビートたけしさんとヤノベケンジさん
ひ と やま

が共同作品を公開するほか、肥土山で
長澤伸穂さんが光ファイバーの船と瀬
戸内海の波の音をリンクさせた「うみ
のうつわ」を、また、しょうゆ蔵で有

いよいよ３月 20 日、
「瀬戸内国際芸術祭 2013」が開幕し
ます。
「海の復権」をテーマに、23 の国と地域から約 210 組の作
家・プロジェクトが参加し、約 200 作品と 40 のイベントが
展開されます。
季節ごとの魅力を感じていただけるよう、会期を春、夏、
秋の３シーズンに分け、間近に迫った春の会期は、３月 20
日 ( 春分の日 ) から始まり、４月 21 日 ( 日 ) までです。
なおしま

て しま

め ぎ じま

お ぎ じま

ひしお

しょうどしま

開催地は、直島、豊島、女木島、男木島、小豆島、大島、犬島、
高松港・宇野港周辺に加え、香川県の中西讃に位置する五つ
しゃ み じま

い ぶきじま

たか み しま

の島々（春：沙弥島、夏：伊吹島、秋：本島、高見島、粟島）
が舞台となります。
直島では、安藤忠雄さんが古民家
の外観を残しながら内部はコンク
リート建築という新美術館「ANDO
MUSEUM」 を 開 館。 豊 島 で は、 横
尾忠則さんが民家を改修し絵画を展
示する「豊島横尾館」を整備し、女
木島では、世界の子どもたちが集う
サマーキャンプも夏に開催されます。
男木島では、大岩オスカールさんら
同い年の６人からなる「昭和 40 年会」
が、休校中の校舎を活用し作品展示
を行ったり、西堀隆史さんが県の伝
統的工芸品である高松和傘を使った 「瀬戸内国際芸術祭 2013」
春ポスター
作品を展開。小豆島では、坂手港で

お問合せ

沙弥島／林健太郎「SHIRO」
（完成イメージ図）

沙弥島／ターニャ・プレミンガー
「階層・地層・層」
（完成イメージ図）

沙弥島／藤山哲朗＋冨井一級建
築設計事務所（完成イメージ図）

瀬戸内国際芸術祭実行委員会事務局
《総合インフォメーションセンター》
TEL 087-813-2244
HP http://setouchi-artfest.jp/

※作品鑑賞パスポートは、コンビニエンスストアや旅行代理店などで発売中。

都道府県だより
Tokushima

さと

名な「 醤 の郷 」などでは移住をテー
マにしたプロジェクトに取り組んだり
と、各島で様々なアートプロジェクト
が展開されます。
春シーズンだけの開催となる沙弥
島では、廃校となった沙弥小 ･ 中学校
で、古くから「讃岐三白」として知ら
れる特産物「塩・砂糖・木綿」をテー
マに、神戸芸術大学がアートプロジェ
クトを展開します。ほかにも、花崗土
を盛り芝で覆った丘や、漁網を編んだ
作品、海の家、座れる彫刻作品などが
できます。
瀬戸内の四季や島のよさを生かした
作品展開に期待が高まります。瀬戸内
海の四季を感じながら、アートと島を
巡る旅を、どうぞお楽しみください。

2013 年 3 月

徳島県

巨大地震に備えて県庁の体制を強化 !
徳島県では、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、東日本大震
災の教訓を生かして、いざ発災となった場合に指揮
所となる県庁の体制強化をハード・ソフト両面から
進めています。
組織面ではこれまでの「徳島県災害対策本部体制」
を再編し、
新たに政策監をトップとした「統括司令室」
を設置。災害時の指揮・総合調整部門として、災害
対策の対処方針の立案、物資の調達、市町村支援や
国の窓口としての役割などを担います。
また、災害対策本部の機能強化を図るため、災害
発生時の活動拠点となる「防災・危機管理センター」
も併せて整備しました。平時は会議室として使用し
ているスペースの間仕切りを可動式とし、いざ発災
となればこの間仕切りを移動させることで、これま
での災害対策本部の約 10 倍に当たる活動スペースを
確保しました。さらに、大型ディスプレイや情報通
信機器を整備、リアルタイムでの災害情報収集や関
係機関とのテレビ会議などの機能も備えています。
１月 17 日には、四国南方の南海トラフ付近におい
てマグニチュード９の地震が発生して 24 時間後と
40

いう想定の下、154 機関・約
500 名が参加した図上訓練が
行われました。この訓練で、
防災・危機管理センターが４
月の本格稼働を前に先行運用
されました。また、新たに組
織された統括司令室を核とし
た訓練は緊張感あふれるもの
となり、参加者は実践的な訓
練に真剣に取り組みました。
県の体制を強化すること
で、いざというときに関係者
が円滑に動けるようになることはもちろん、県民の
皆さんにも安心感を与えることができます。今後も
訓練を重ねながら、災害時の被害を最小限に抑える
ために全力で取り組んでいきます。

愛媛県

Ehime

あま

愛媛のおいしい魅力 ブランド畜産物の御紹介

『36℃の口どけ 愛媛甘とろ豚』

愛媛甘とろ豚は愛媛県畜産研究センターが平成 21

愛媛県と言えば、みかん ? しまなみ海道 ? それと

年度に開発しました。希少価値の高い中ヨークシャー

もゆるきゃらバリィさん ? 魅力はたくさんあります

が、実はおいしい畜産ブランドもたくさんあります。
今回は、愛媛県が開発した２ブランドと、現在進行

料で育つ甘とろ豚は、甘くとろける良質な脂身とほ
どよくサシの入った柔らかな肉質が特徴です。

中のプロジェクトについて御紹介します。
どり

種を父に持ち、愛媛県産はだか麦を配合した専用飼

『愛媛の新しいブランド牛 開発中 !』

ひめ

『いいとこ鶏の 媛っこ地鶏』

愛媛県では、近年の消費者ニーズに対応した「柔

媛っこ地鶏は愛媛県養鶏研究所が平成 14 年度に

開発しました。４種類の鶏を交配させることにより、
ぷりぷりとした歯応えと脂ののりがよくコクのある

らかくて旨み成分の多いヘルシーな牛肉」をコンセ
プトに、オリジナルの和牛ブランドの開発を進めて

います。平成 27 年の一般販売を目標に、現在鋭意研

旨み、肉付きの良さがバランスよく凝縮されたブラ

究中ですので、どうぞ御期待ください。

ンド地鶏です。

媛っこ地鶏と甘とろ豚の開発秘話やお店の情報、

愛媛ブランド牛の開発状況は、「えひめ愛フード推進
機構」のホームページを御覧ください。
※「えひめ愛フード推進機構」HP

http://www.aifood.jp/index.html

都道府県だより
Kochi

2013 年 3 月

高知県
高知県では、今後

こうち型地域還流再エネ事業スキームの創設

も県内全域でこうし

高知県は、森林率 84%と日本一の豊富な森林資源

た太陽光発電の取組

に恵まれており、年間降水量や日照時間の長さも全

を始め、小水力や風

国トップクラスを誇る新エネルギー資源の宝庫です。

力、木質バイオマス

高知県では、第２期高知県産業振興計画の柱の一

などの発電事業を展

つとして、
「新エネルギーを産業振興に生かす」こと

開し、それぞれの地

を掲げ、新エネルギーの本格的な導入に向けて具体

域における新エネル

的な施策にチャレンジしています。

ギーを活用した「エ

そして、昨年７月から導入された固定価格買取制

度の追い風を最大限に生かすため、県と地元市町村、
県内企業などが共同で発電事業会社を設立し、得ら

ネルギーの地産地

消」の様々な取組を
進めていきます。

れた利益をできるだけ地域で循環させていく「こう
ち型地域還流再エネ事業」の取組を進めています。

この仕組みには、県内の市町村や民間企業が発電

事業を行う場合に、県のノウハウを活用したり、共

同出資によって初期投資に必要な資金調達が容易に

お問合せ

なるなどのメリットがあります。さらに、県や市町

高知県林業振興・環境部新エネルギー推進課

村が発電事業で得た利益は、経済の活性化やエネル

TEL 088-821-4538

ギー施策などの地域の取組に役立てていきます。

HP http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030901/
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佐賀県

Saga

日本で唯一の快挙 !
佐賀県観光連盟が「最優雅観光地賞」を受賞

この快挙を糧に、佐賀の魅力を世界に伝える取組に力
を入れていきます。

リューヨウハンイエ

佐賀県観光連盟が、
「2012 旅 遊行業大賞」の観光

地部門で「最優雅観光地賞」を受賞しました。

これは、上海市と周辺地域で 70 万部を発行する

シンウェンチェンバオ

「 新 聞 晨 報 」が主催したもので、中国国内外の旅行

業者の取組についてインターネット等を通じて市民に

投票を行ってもらった結果、
佐賀県観光連盟に対し「最
も洗練された観光地」という評価をいただきました。

受賞のきっかけとなったのは、昨年８月に新聞晨報
シアイージャンジンツァイ

が主催した「下 一 站 精 彩（次の旅先は、
素晴らしい）
」
というイベント。ここに佐賀県が参加し、観光地のプ
レゼンテーションを行ったことが評価されました。

「最優雅観光地賞」のトロフィー

そのほか、観光地部門で受賞したのは、オーストラ

リアやスイス、ドイツといった国家観光局・国家観光

お問合せ

公社等で、地方・地域レベルでは佐賀県が唯一、日本
の関係機関としても初めての受賞という快挙です。

今年１月にはペニンシュラ上海で授賞式が行われ、

トロフィーを授与されました。これからも佐賀県は、

佐賀県観光課
TEL 0952-25-7098
HP http://www.saga-chiji.jp/kaiken/13-1-22/
shiryou4.html

都道府県だより
Nagasaki

2013 年 3 月

長崎県

J リーグへの挑戦。V・ファーレン長崎の船出
「長崎に J リーグを」を合言葉にチーム設立の活動
ヴィ
が始まり、2005 年に誕生したのが「Ｖ・ファーレ
ン長崎」
。チーム創設から 8 年、
「勝負の年」と臨ん
だ 2012 年は、ホームゲーム負けなしの通算 20 勝７
分け５敗で JFL 優勝を決め、歓喜に包まれシーズン
を締めくくりました。平均入場者も 3,000 人を超え、
今までチームに関わった全ての人たちの思いと県民
の期待に応えて、悲願の J2 昇格を果たした V・ファー
レン長崎。県内全域をホームタウンとする地域に根
ざした J リーグクラブの誕生に県民の期待も一層膨
らみます。
３月からは J2 という夢の舞台で、新たな船出が始
まります。県を挙げた支援を得て、V・ファーレン長
崎はさらなる飛躍を胸に、挑戦を続けます。

本県は、高校サッカーで何度も全国制覇を果たし
ているほか、小学生・中学生も全国大会で奮闘する
など、サッカーどころとして知られていながら、子
どもたちの目標となるプロチームの設立は出遅れて
いました。

お問合せ

V・ファーレン長崎
TEL 0957-43-2095
JFL 優勝カップを掲げ、歓喜する V・ファーレン長崎

42

大分県

Oita
J1 再挑戦

大分トリニータ !

昨年「挑戦×頂戦」をスロー
ガンに、国立競技場のプレー
オフ決勝を制した大分トリ
ニータは、４年ぶりに J1 で
戦います。
今季のチームスローガン
は、
「氣力×機力（きりょく）
」
。
氣力の「氣」は八方からエネ
ルギーを集め、八方にパワー
を発したいとの願いを込め、
「米」を用いた旧字を使
用しています。また、
「機力」は、過去２年間、総力・
走力とやってきたが、もう一段レベルアップし、よ
り一層チームとして機動的に戦い抜こうという気持
ちを込めています。
大分トリニータは、県民、企業、行政が三位一体
で夢を追いかけるクラブ。小学校訪問や地域イベン
トの参加などの地域活動にも積極的に取り組むなど、
青少年の健全育成やスポーツ振興に貢献する存在と
して県民に親しまれています。ホームスタジアムで

ある大分市の大分銀行ドームの観客動員数も J2 屈指。
さらに今季は J1 ということで、トリニータサポーター
だけでなく、これまで以上のアウェイサポーターが
スタジアムに来場することが予想されています。大
分銀行ドームでは、巨大スクリーンを LED 化するな
ど、リーグ開幕に向けて万全の準備を整えています。
是非、「日本一のおんせん県おおいた」にお越しい
ただき、大分トリニータと対戦チームへ熱い声援を
送っていただくとともに、試合前後には豊かな自然
みりょく
とその自然が育んだ味 力が満載の大分県を御堪能く
ださい。

都道府県だより
Kumamoto

2013 年 3 月

熊本県

水銀条約外交会議の熊本開催が決定しました。
国連環境計画（UNEP）が策定を進めている「地
球規模の水銀汚染防止のための条約」について、熊
本県は、採択・署名のための外交会議を本県で開催
することを目指して、これまで招致の働きかけを行っ
てきました。今年１月にスイスで開催された政府間
交渉委員会第５回会合（INC5）において、今年の
10 月に熊本県で開催されることが決定されました。
あわせて、条約名を「水銀に関する水俣条約」に
することも決定されました。
関連会合を含み、10 月７日から 11 日までの５日
間の日程で、熊本市を主会場とし、水俣市で現地視
察を含む関連行事が行われます。
この決定に先立ち、地元では、昨年 11 月に県、県
内関係市町・団体による「水銀条約外交会議熊本県
推進協議会」を設立し、会議開催に向けた準備をス
タートさせました。
この会議は、約 120 にも及ぶ国々から、政府高官
を含め約 800 人が参加するもので、熊本県内で開催
される国際会議としては過去最大規模のものです。
会議の円滑な運営を支え成功に導くことで、政令市
にふさわしいコンベンションシティーを目指す熊本
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市や「環境首都水俣」を目指す水俣市の、国際的な
知名度が向上し、新たな国際交流の場となることが
期待されます。
県では、水俣病の歴史と、環境都市として復興・
再生してきている現在の水俣の姿を始め、環境への
取組や観光情報などを世界に向けて発信するととも
に、参加者に熊本の魅力を実感し再び訪れたくなる
ような思いを持ち帰っていただけるよう、熊本なら
ではのおもてなしの心で準備を進めています。

熊本県開催が決まった水銀条約政府間交渉委員会第５回会合の風景
（スイス ジュネーブ）

お問合せ

熊本県環境政策課
TEL 096-333-2263

宮崎県

Miyazaki
宮崎には音楽の咲く季節があります
～第 18 回宮崎国際音楽祭～

また、５月 11 日には、中嶋彰子氏（ソプラノ）ら
が出演し、同祭では初となるオペラをコンサート形
式で披露します。
さらに、より幅広い方々に音楽祭を楽しんでいた
だくため、
「みやざき国際ストリート音楽祭」や「サ
テライトコンサート」などのスペシャルプログラム
も用意されています。
チケットはメディキット県民文化センターチケッ
トセンター（電話 0985-28-7766）や主なプレイガ
イドでお買い求めいただけます。今回から特定の５
又は７公演分をまとめて割引購入できる「音楽切符」
も発売されています。
世界の名だたる演奏家が宮崎に集結する年に一度
のチャンスです。この機会に是非、宮崎にお越しい
ただき、一流の演奏をお楽しみください。

宮崎の春を彩るイベント「宮崎国際音楽祭」の季
節がやってきました。
第 18 回目となる今回は、
「春風薫る、五線譜咲き
誇る。
」をキャッチフレーズに４月 29 日から５月 18
日までの 20 日間、宮崎市のメディキット県民文化セ
ンターを主会場に 13 公演を開催。メインの演奏会（５
回）では、バイオリン界の巨匠であるピンカス・ズー
カーマン氏、世界的チェロ奏者で同祭初出演のミッ
シャ・マイスキー氏ら国内外のトップアーティスト
が参加し、多彩なプログラムで一流のハーモニーを
お届けします。

お問合せ

宮崎国際音楽祭事務局
（公益財団法人宮崎県立芸術劇場）
TEL 0985-28-3208
©K.Miura
ピンカス・ズーカーマン氏（前方中央）

宮崎国際音楽祭

©Hideki Shiozawa
ミッシャ・マイスキー氏

都道府県だより
Kagoshima

検索

2013 年 3 月

鹿児島県

るパフォーマンスでイベントを盛り上げました。
また、ひっとべ ! かごしま国文祭のホームページに
は、県民の皆様が日替わりでカウントダウンボード
鹿児島県では、全国各地からアマチュアを中心と
を持って参加する
した文化団体や個人の皆様が集まり、様々な文化活
動の日頃の成果を発表・競演・交流する、国内最大 「 カ ウ ン ト ダ ウ ン
の文化の祭典「第 30 回国民文化祭・かごしま 2015」 コーナー」を設置
し、開催に向けた
（大会愛称 : ひっとべ ! かごしま国文祭）を平成 27 年
一層の気運醸成を
に開催することとしています。
（会期：平成 27 年 10
図っています。
月 31 日（土）～ 11 月 15 日（日）16 日間）
今後とも、様々
「ひっとべ ! かごしま国文祭」は、
「本物。鹿児島県
な情報を発信して
～文化維新は黒潮に乗って～」をテーマとし、個性
いきます。是非第
ある歴史、豊富な食材や食文化、温泉、バラエティー
30 回国民文化祭・
に富んだ離島の自然など、本県の持つ魅力ある地域
かごしま 2015 に
資源を生かした、
「鹿児島ならではの県民総参加によ
御期待ください。
る祭典」を目指して、県内 43 全市町村で開催の準備
を進めています。
お問合せ
先月３日（日）には、鹿児島中央駅と天文館にお
第
30
回国民文化祭鹿児島県実行委員会事務局
いて 1000 日前イベントを実施し、マスコットキャ
ラクターの「ぐりぶー」や子どもたちに人気のキャ （鹿児島県県民生活局国民文化祭準備室内）
TEL 099-286-2863
ラクター「薩摩剣士隼人」などが PR グッズ等の配
布を行うとともに、
高校生ミュージカル「ヒメとヒコ」 FAX 099-286-5537
HP http://kagoshima-kokubunsai.jp
のキャストの皆さんが歌とダンスによる若さあふれ

第 30 回国民文化祭・かごしま 2015 について
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沖縄県

Okinawa
平成 25 年３月７日
ぱい

～愛称

新石垣空港

開港

新たに建設されるなど、国内・国際線の路線拡充に
対応可能な施設となっています。
開港後は、LCC などの参入による運賃低減や国際
線就航による海外との交流拠点としての機能も注目
されています。
新石垣空港は八重山地域住民が長年待ち望んでい
たものであることから、新空港の供用開始によって
地元八重山圏域のみならず、沖縄県全体の産業振興
にも寄与することが期待されています。
開港後は豊かな自然及び伝統的な文化・芸能が楽
しめる八重山へ是非“おーりとーり”（いらっしゃい
ませ）。

しま

南ぬ島空港～

平成 25 年３月７日、
沖縄県石垣島に新石垣空港「愛

称

ぱい

しま

南ぬ島空港」が開港しました。

八重山地域住民の念願であった新空港は昭和 51 年
の基本計画策定調査から 37 年の時を経て開港となり
ました。
新石垣空港は 2,000m の滑走路を有しており、石
垣からの本土直行便や中型機の就航が可能となりま
す。また、国内線ターミナルビルの規模が現空港と
比べ約３倍となり、国際線専用のターミナルビルも

提供：石垣空港ターミナル（株）

提供：
（株）シネマ沖縄

都道府県だより

2013 年 3 月

せ

ら
お知

ツイッター始めました！
アカウント名：MOJ̲HOGO
アドレス：http://twitter.com/MOJ̲HOGO

法務省保護局では，広く国民の皆様に更生保護についてご理解いた
だくため，２月１日からツイッターでの情報発信を開始しました。
・更生保護関連行事

・社会を明るくする運動

・更生保護ボランティア

・保護司名言集

など，さまざまな情報をわかりやすくお届けします。皆様からの
フォローをお待ちしています！
ツイッターとは・・・
ツイッター（twitter）とは、140 文字以内の短文を不特定のインターネット利用者に公開できるサービス
です。ご自分のパソコンや携帯電話，スマートフォンで保護局のツイッターを「フォロー」すると，保護局
からの情報が自動的に配信されるので便利です。

45

更生ペンギン

障害者優先調達推進法が施行されます
厚生労働省（障害福祉課）

国等による障害者就労施設等からの物品

障害者就労施設で就労する障害者や在宅で

等の調達の推進等に関する法律（平成 24

就業する障害者の自立の促進に資するよ

年法律第 50 号。以下「障害者優先調達推

う、国等の公的機関による障害者就労施設

進法」と言う。
）が、平成 25 年４月１日

等からの物品等の調達を進めるために必要

から施行されます。この法律は、障害者就

な措置を講じるものです。

労施設で就労する障害者や在宅で就業する
障害者の経済面の自立を目指し、国や地方

２ 都道府県等の責務と全庁的な対応

公共団体、独立行政法人などの公的機関が

この法律では、都道府県等の責務として、

物品やサービスを調達する際、それらの施

障害者就労施設等の受注機会の増大を図る

設等から優先的・積極的に購入することを

ための措置を講ずるよう努めることとされ

進めるために制定されました。

ています。また、①障害者就労施設等が供
給する物品等について、調達を推進する物
品等及びその目標等を定めた調達方針の作

１ 法律の趣旨
障害のある方が自立した生活を送るため

成と公表、②その方針に基づく物品等の調

には、就労によって経済的な基盤を確立す

達、③調達実績の概要の取りまとめと公表

ることが重要です。そのためには、障害者

が求められています。

雇用の支援策に加えて、障害者が就労する

当面の取組としては、本年４月の法律施

施設等の仕事を確保し、その経営基盤を強

行後なるべく早い時期に調達方針を公表で

化する取組が求められています。このよう

きるよう、具体的な方針案の作成のための

な観点から、これまでも障害者就労施設等

庁内での調整等、必要な準備を行っていた

への仕事の発注に関し、民間企業や国・地

だくことになります。

方公共団体等において様々な配慮が行われ

また、都道府県等における物品等の調達

てきました。しかし、国や地方公共団体等

は、
様々な部局・組織でも行われていますが、

が物品やサービスの購入を行う際には競争

この法律の施行に際しては、契約主体とな

入札が原則であり、コスト等の面で競争力

り得る全ての組織において優先的な調達に

の弱い障害者就労施設等では、国や地方公

努める責務が課されます。このような法律

共団体等との契約を結ぶことが大変厳しい

の趣旨を踏まえ、契約担当部局と福祉部局

状況となっています。

とが連携・協力し、
庁内の各部局はもとより、

この法律は、このような状況を踏まえ、
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出先機関や関係施設等に対しても同法の理

解・周知を図り、全庁的な取組として障害

の規定は障害者就労施設等側に求められる

者就労施設等からの優先的な調達を進める

ものですが、これに関し、都道府県の区域

ことが極めて重要であると考えています。

単位で、行政又は団体等いずれかのホーム

また、関係の団体により共同受注窓口が

ページにおいて障害者就労施設等により提

設けられ、受注内容を対応可能な複数の障

供される物品等についての情報提供をお願

害福祉サービス事業所にあっせん・仲介す

いしているところですので、併せて御協力

る等の業務を行っている場合もあります。

をお願いいたします。

障害者優先調達推進法による官公需の対応

障害者就労施設等への発注例としては、

を進めていく上では、このような窓口に発

・庁用物品（ゴム印、表示板、作業服等）

注することも有効な方策です。

・大会等各種記念品（木工・漆器製品等）

（参考：共同受注窓口一覧等の掲載サイト）

・啓発物品（手芸品、陶芸品、紙製品）

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/

・花苗、ハーブ、園芸資材

bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/

・印刷（封筒、名刺、割引証、記念誌等）

yuusenchoutatsu/dl/pamphlet.pdf

・公共施設の清掃、除草等
・データ入力、重要書類の廃棄（裁断）

３

・点字出版物製作、会議のテープ起こし

障害者就労施設等の供給する物品等に
関する情報の提供等

・クリーニング、制服等注文製造

障害者優先調達推進法では、
「障害者就労

・学校給食用の野菜生産・販売

施設等は、単独で又は相互に連携して若し

・小型電子機器の回収・解体

くは共同して、その供給する物品等の購入

などのほか、地域の特徴を生かした物品の

者等に対し、当該物品等に関する情報を提

生産などもあります。

供するよう努めるとともに、当該物品等の

このような具体的な調達物品等を検討す

質の向上及び供給の円滑化に努める」こと

る上で、事業所団体との意見交換を行うこ

とされています。これまでに障害者就労施

とも有効です。また、その際、商工団体等

設等に発注したことが少ないところでは、

も含めることにより、民需への拡大も期待

どこの障害者就労施設等で、どのような物

できるのではないかと考えます。

品やサービスの提供ができるかなどの情報

このような取組を通じて、障害のある方

がなく、何が発注できるか分からないと

が地域で自立した生活を送るための基盤づ

いった状況にあることも考えられます。こ

くりに御協力をお願いいたします。
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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. 344

「地域を支え、地域に支えられ」
那須南病院

院長

関口 忠司（栃木県）

自治医大の９年間の義務年限を終了し母校の

て 150 床の中核病院への準備を診療と平行して

２次医療圏だけが中核病院を欠いていた地域の

宅に帰れない患者さんが多く 50 床は療養型とし

教授経由で要請されました。地域の診療所に同

線技師、臨床検査技師も増員となり救急医療の

流などで現状は理解しており平成２年に赴任と

救急隊とは顔の見える関係であり転送が明らか

い２代目院長を任され、全国各地で行われてい

救急医療の担い手である県から派遣された義務

木で展開しています。赴任後の 20 数年の間に

医師たちが、当院が救急患者を受けないと救急

るまでに減少し､ 高齢化率が 27%にまで上昇し

り理解してくれていますので、その協力体制も

有床診療所の無床化が進み、入院病床が激減

ここ数年赤字決算が続いていますが、その要

外科学教室にいたときに、栃木県に於いてその

進めました。急性期治療を終えてもすぐには自

新公立病院の立ち上げへの参加を栃木県庁から

ました。その後増床、急患数の増加に伴い放射

級生が赴任していたこともあり診療所同士の交

充実が計られました。同じ広域行政事務組合の

な り ま し た。 平 成 ４ 年 に 初 代 院 長 の 退 職 に 伴

な場合であっても要請に応えています。実際の

る自治医大卒業生の地域医療への取組を地元栃

内の自治医大卒医や､ 医局から派遣された若い

65,000 人であった圏域の人口は 50,000 人を切

車が 30㎞離れた圏外の病院に向かう事をしっか

ています。

あり２次救急の砦を死守できています。

し民間病院の進出も期待できない中で地域住民

因には不採算な政策医療を担うこと以外に医

済生会、厚生連に打診をしましたが不採算のた

棟の一時閉鎖が大きく影響しています。広域行

渉は成立しませんでした。当初行政が病院の経

はありませんが設立の経緯もあり自治体からの

も委託することができず、主体を町から広域行

しかしそのことに甘んずることなく公立病院改

となるまで 10 年を要しています。地域の求める

化の進む田舎町に医師や看護師といった医療ス

決めたわけです。

課題ですが、25 年度は整形外科医が常勤となる

間も集まり７月に構成４町からなる広域行政事

待されます。

常勤医師４人の体制で始まり救急車を断らない

目的の一つとして平成 21 年に南那須地域医療を

師 は 一 人 勤 務 体 制 で あ っ た た め、 日 中 の 通 常

会が講演会を企画し、主に病院のスタッフが演者

トゲン検査や検体検査を行うことで技師職をカ

月替わりでの絵画、写真、その他工芸作品等の院

り､ 設立時に基本となったマスタープランに沿っ

に力を得、スタッフも元気をもらっています。

の公的病院誘致の請願活動がおき、町は日赤、

師、看護師不足による診療科の一時休止や､ 病

めどれだけの財政支援をするかが問題となり交

政事務組合構成市町は必ずしも財政的に豊かで

営に関わる考えはなかったようですが、どこに

支援は住民、議会にも理解されているようです。

政に広げて自治体自らの経営で病院を創る方針

革の中で自らも黒字化を目指しています。過疎

入院医療や救急医療に応分の負担をする覚悟を

タッフを確保することは開設以来今日まで続く

事前の準備を進め平成２年４月には新しい仲

予定で医療ニーズに応えられ、経営的貢献も期
当院の維持発展を住民の側から支援することを

務組合立病院がスタートしました。病床数 50、
を基本姿勢とし、当初放射線技師、臨床検査技

守る会という住民組織が立ち上がりました。守る

診療をスムーズに行うために夜間は医師がレン

を引き受けています。定期的な植栽の手入れや、

バーしました。数ヵ月後には満床の日が多くな

内展示を通して病院利用者のアメニティーの向上
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会議室のご利用は都道府県会館へ

！

苦情情報センター

「地方分権苦情情報センター」
への情報提供を

！

全 国 知 事 会

お問い合わせは

交通機関と所要時間

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

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

「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

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

道立帯広美術館「山に魅せられた画家たち」
北海道開拓の村

実施期間・実施日
～ H25 年 3 月 24 日

馬そりの運行

～ H25 年 3 月 24 日
H25 年 3 月中の土日祝日

青森県無形民俗文化財「福浦の歌舞伎」定期上演会
県内の職人 12 人による「北の工人展」

H25 年 3 月 24 日
H25 年 3 月 22 日～ 3 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

－

会津 SLF 協議会 IT 人材育成プログラム受講者募集
まほろん特別展「救出された双葉郡の文化財Ⅰ」
新潟淡麗にいがた酒の陣 2013

募集期間 H25 年 2 月 25 日～ 4 月 5 日
H25 年 3 月 7 日～ 6 月 9 日
H25 年 3 月 16 日～ 3 月 17 日

新潟県いちご狩りスポット 2013

－

表参道・新潟館ネスパス 「うまさぎっしり新潟」春フェスタ

H25 年 3 月 22 日～ 24 日

東京都

イベントカレンダー

－

群馬県

イベント情報

－

栃木県
茨城県
埼玉県
千葉県
神奈川県

栃木県なかがわ水遊園 春の企画展「おさかな万博～世界の川からこんにちは～」

～ H25 年 5 月 6 日

とちぎ花センター「美しい洋ランの世界」

～ H25 年 5 月 6 日

イベント情報

－

イベントカレンダー

－

自然の博物館

企画展「オオタカは大きくない～鳥たちの世界」

～ H25 年 6 月 9 日

埼玉の旬な情報をお届けする「彩の国メールマガジン」

－

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

「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 [ 春 ] 特別キャンペーン
信州・春のスイーツスタンプラリー開催中

H25 年 3 月１日〜 H25 年 6 月 30 日

世界遺産

H25 年 3 月毎週金・土の日没〜 20:30

五箇山ライトアップ

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〜

−

能登有料道路が「ふるさと紀行『のと里山海道』」として全線無料化！！
無料化記念式典、JTB 社長が講演する「おもてなし推進大会」を開催！

H25 年 3 月 31 日

その他記念イベントも同時開催（別所岳 SA、西山 PA、志雄 PA、高松 SA）

H25 年 3 月 31 日

岐阜県庁２階県民ホール 「ふるさと岐阜 いにしえの宝物」〜ぎふ清流国体を通してふるさと岐阜を見直そう〜

〜 H25 年 3 月 29 日

岐阜県美術館 体感アート＠県美 .COM ケンビドットコム

〜 H25 年 5 月 6 日

花フェスタ記念公園 花の地球館フラワーショー「スプリング メドーショー」

〜 H25 年 3 月 25 日

あいちトリエンナーレ 2013 プロデュースオペラ 『蝶々夫人』

H25 年 9 月 14 日、9 月 16 日（前売：H25 年 3 月 30 日開始）

リニモ早春ウォーキング

H25 年 3 月 16 日、3 月 23 日

ロコドルオススメ！リニモでスタンプ & クイズラリー

H25 年 2 月 23 日、3 月 28 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

京都府

TANTAN ロングライド

鳥取県

募集中
−

滋賀県の催し案内

兵庫県

−

イベント情報

滋賀県

和歌山県

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」

伝えたいふるさとの景観

奈良県

H25 年 4 月 5 日〜 4 月 7 日

富士の国やまなし観光ネット

福井県

大阪府

実施期間・実施日

第４２回信玄公祭り

−
〜 H25 年 3 月 31 日

心に残る

福井ふるさと百選

−

−

申し込み受付期間：

参加者募集中

〜 H25 年 5 月 6 日 18:00

ハッピーアースデイ大阪２０１３

H25 年 3 月 23 日、3 月 24 日

近つ飛鳥博物館

H25 年 3 月 30 日、3 月 3 １日

さくらまつり

大阪府ピピッとネット

−

県内の美味いもの大集合！奈良にぎわい味わい回廊 奈良元気もんプロジェクト： 0742-24-7770
古墳と桜のコラボレーション
古都で響き合う

音と人

石舞台古墳

夜桜ライトアップ

ムジークフェストなら２０１３

H25 年 3 月 23 日〜 3 月 24 日
H25 年 3 月下旬〜 4 月上旬
Ｈ 25 年 6 月 14 日〜 6 月 30 日

イベント一覧

−

魅力あふれる兵庫の特産品「五つ星ひょうご」

−

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」

−

鳥取―大阪間 2 時間 30 分！いよいよ鳥取自動車道全線開通

H25 年 3 月 23 日

子どもの成長を願って！第 28 回くらよし打吹流しびな（倉吉市）

H25 年 4 月 7 日

2,500 株の洋ランに彩られた春への誘い〜とっとり花回廊らんまつり（南部町）
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H25 年 1 月 26 日〜 3 月 31 日

Information

都道府県名

岡山県

イベント・PR 名など

実施期間・実施日

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「雪舟と雲谷派 6- 奇想と幻想の風景 -」を開催中

H25 年 3 月 5 日～ 4 月 7 日

シンフォニア岩国で「シンフォニア・アート展」を開催

H25 年 3 月 23 日～ 3 月 31 日

やまぐちフラワーランドで「寄せ植えコンテスト」を開催

H25 年 3 月 29 日～ 3 月 31 日

「栗林公園春のライトアップ」開催

H25 年 3 月下旬～

かがわ物産館「栗林庵」オープン

H25 年 3 月下旬

高松－台北線就航

H25 年 3 月 21 日～

とくしまマラソン２０１３

H25 年 4 月 21 日

マチ☆アソビ vol.10

H25 年 5 月 3 日～ 5 日

愛媛県美術館「手塚治虫展」

～ H25 年 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」春の観光情報！

－

文学×Ｍｅｄｉａ Ａｒｔ展、好評開催中！

～ H25 年 4 月 7 日

「龍馬の言伝－手紙の楽しみ方－」展、好評開催中！
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～
小城公園さくら灯篭

～ H25 年 5 月 17 日
－
H25 年 3 月下旬～ 4 月上旬

第 2 回鹿島酒蔵ツーリズム

H25 年 3 月 30 日～ 3 月 31 日

うれしの茶ミット

H25 年 4 月 6 日～ 4 月 7 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

－

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

第 18 回宮崎国際音楽祭

H25 年 4 月 29 日～ 5 月 18 日

みやざき観光情報 旬ナビ

－

「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５回沖縄国際映画祭

H25 年 3 月 23 日～ 3 月 30 日

沖縄のグリーンツーリズム
沖縄の奥、島の奥。おくなわ

－
－

離島ガイド・プロジェクト
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－

都道府県展望総目次
自
至

●人口減少社会と青森県
～縄文人の祈りと現代人の進む道～
青森県知事 三村申吾………………………９月号
●「グリーン活力」による地域づくり
山梨県知事 横内正明……………………１０月号
●「「神々の国しまね」へようこそ
～おもてなしの心で地域の魅力づくり～
島根県知事 溝口善兵衛………………… 11 月号
●日本復帰 40 周年を迎えて
～ウチナーのさらなる飛躍をめざして～
沖縄県知事 仲井眞弘多………………… 12 月号
●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 仁坂吉伸……………………２月号
● 70 歳現役社会を福岡から
福岡県知事……………………………………３月号

平成２４年４月
平成２５年３月

ズームアップ
●“型破り”な佐賀県プロモーション DVD が完成
― THREE MINUTE TRIP TO SAGA ―
佐賀県…………………………………………４月号
●北海道のあふれる魅力を映像で発信 !!
～北海道庁インターネット放送局『Hokkai・Do・画』～
北海道…………………………………………５月号
●第 22 回世界少年野球大会 三重・奈良・和歌山大会
「潮騒」の舞台となった神島に遊びに来ませんか！
三重県…………………………………………７月号
●くまもとアートポリス 熊本県………………８月号
●心を癒し、活力を満たす、美知の国あおもり
～美知の国あおもり“癒し”スポットプロモーション～
青森県…………………………………………９月号
●国民文化祭が四季を通じて山梨で開催されます !
山梨県……………………………………… 10 月号
●～神々の国しまね
『古事記』編纂 1300 年～“神話博しまね”閉幕
そして出雲大社「平成の大遷宮」へ
島根県……………………………………… 11 月号
●沖縄まちなみミュージアム
～風土に根ざした地域のまちなみを守り育てる～
沖縄県……………………………………… 12 月号
●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～
和歌山県………………………………………２月号
●なんばグランド花月で「福岡新喜劇」を開催 !
～関西で春の福岡観光をトップセールス ! ～
福岡県…………………………………………３月号

新知事登場
●山口県知事
●岡山県知事
●東京都知事

山本繁太郎…………………… 11 月号
伊原木隆太………………………２月号
猪瀬直樹…………………………３月号

特集記事
●知事が語る～我が都道府県の平成２４年度施政方針
と重点施策………………………………………６月号
●知事が語る～我が都道府県の平２４年度施政方針と
重点施策（熊本県知事）………………………８月号
●キャラクターを活用した地域経済の活性化
・コンテンツ・ツーリズムの可能性と課題～キャラク
ターやストーリーを地域で活用する際のいくつかの
重要な論点～（山村高淑）
・人気アニメーションを活用した観光施策について
（埼玉県）
・キャラクターを活用した愛媛県のイメージアップ・
地域活性化について(愛媛県) …………………３月号

一般記事

知事随想

●第８次日中知事省長交流事業の概要
全国知事会……………………………………６月号
●特別寄稿 石川県・香川県
全国の先駆的なモデルに
～「観光パートナーシップ協定」を締結～
石川県・香川県………………………………９月号
●全国知事会からのお知らせ
「全国知事会議」の開催について
全国知事会……………………………………９月号
●先進政策バンク優秀政策事例
・先進政策大賞「全国初！救急現場の“見える化”で
医療崩壊を防げ！」（佐賀県）……………… 11 月号

●サザンを佐賀に
佐賀県知事 古川康…………………………４月号
●強靱な国づくりと北海道の貢献
－バックアップ拠点構想の実現に向けて－
北海道知事 高橋はるみ……………………５月号
●スポーツ振興と離島振興で三重を元気に
三重県知事 鈴木英敬………………………７月号
●“百年の礎を築く”
～誇りを持ち、夢の実現に挑戦するくまもとを目指して～
熊本県知事 蒲島郁夫………………………８月号
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●平成 24 年度 都道府県当初予算額調 …… 11 月号
●先進政策バンク優秀政策事例
・行財政改革分野「「レベニュー信託」を活用した資
金調達 ～出資法人の自立した経営を目指して～」
（茨城県）
・防災・危機管理分野「全国初！「防災型お薬手帳」の
作成 ～災害時にも安心 お薬手帳普及促進事業～」
（静岡県）
・環境分野「あわじ環境未来島構想の推進 ～国生み
の島からの日本再生～」（兵庫県）………１２月号
●地方分権改革推進のための地方大会
滋賀県……………………………………… 12 月号
●新春御挨拶
山田啓二（全国知事会会長・京都府知事）…１月号
●ヘビのはなし
― ヘビは生物多様性の証 ―（干支にちなんで）
小宮輝之………………………………………１月号
●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）
・商工・労働分野 「うどん県。それだけじゃない香
川県」プロジェクト（香川県）………………１月号
●平成 24 年度 政府主催全国都道府県知事会議について
…………………………………………………２月号
●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）
・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）
………………………………………………… ２月号

●折り返し点を過ぎて
恵那市国保山岡診療所 改田哲
（岐阜県）…５月号
●地域医療の充実には、リハビリテーションの視点も
欠かせない 山口 浩史（長野県）……………６月号
●地域医療に必要なものとは何か～医療の谷間を感じ
ながら～ 土井たかし（京都府）……………７月号
●医の原点「忘己利他」 小窪正樹（北海道）… 8 月号
●地域枠と自治医大 竹内 啓祐（広島県）……９月号
●地域発、ソーシャルキャピタル
尾島俊之（愛知県）……………………… 10 月号
●専門医・総合医と看護師不足
朝比奈利明（山梨県）…………………… 11 月号
●「宮崎県ドクターヘリ誕生物語～ Dr. コトーから
コード・ブルーへ～」
金丸 勝弘（宮崎県）……………………… 12 月号
●被災地で想う 西澤 匡史（宮城県）…………１月号
●私の歩んだ道 葛西 智徳（青森県）…………２月号
●「地域を支え、地域に支えられ」
関口 忠司（栃木県）…………………………３月号

ふるさとの料理と名所探訪
●美しい地域とおいしいふーど（風土）の長野県
長野県…………………………………………４月号
●世界有数の源泉数を誇る温泉力や、獲れたて新鮮な
山海の幸が満載の大分県 大分県……………５月号
●自然豊かな海・里・山に育まれた「食」が満載！
～京都「丹後・食の王国」～ 京都府………６月号
●兵庫の五国 「歴史の舞台」と「ご当地グルメ」
兵庫県…………………………………………７月号
●笑顔咲くたび 伊達な旅 宮城県……………８月号
●ふるさとの料理と名所探訪 愛媛県…………９月号
●ふるさとの料理と名所探訪 広島県……… 10 月号
●ふるさとの料理と名所探訪 北海道……… 11 月号
●ふるさとの料理と名所探訪 三重県……… 12 月号
●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
群馬県…………………………………………１月号
●ふるさとの料理と名所探訪 宮崎県…………２月号
●ふるさとの料理と名所探訪 新潟県…………３月号

企画シリーズ記事
ある日の知事
●黒岩祐治（神奈川県知事）……………………４月号
●仁坂吉伸（和歌山県知事）……………………５月号
●上田清司（埼玉県知事）………………………７月号
●中村法道（長崎県知事）………………………８月号
●嘉田由紀子（滋賀県知事）……………………９月号
●尾﨑正直（高知県知事）…………………… 10 月号
●広瀬勝貞（大分県知事）…………………… 11 月号
●古川康（佐賀県知事）……………………… 12 月号
●蒲島郁夫（熊本県知事）………………………１月号
●橋本昌（茨城県知事）…………………………２月号
●川勝平太（静岡県知事）………………………３月号

未来への遺産
●世界文化遺産候補 「百舌鳥・古市古墳群」
大阪府…………………………………………４月号
●世界遺産 琉球王国のグスク及び関連遺産群
沖縄県…………………………………………５月号
●弘道館と偕楽園 教育遺産を未来へ
茨城県…………………………………………６月号
●～日本の近代化は九州・山口から始まった ! 世界遺
産登録を目指して～
鹿児島県………………………………………７月号

いま地域医療は
●「胸張って我がふるさとは島という」
刀根克之（三重県）…………………………４月号

54

●世界文化遺産登録を目指す韮山反射炉
静岡県…………………………………………８月号
●地球からの贈り物・恐竜化石
福井県…………………………………………９月号
●～「日本国」誕生の地 !「飛鳥・藤原」の世界遺産
登録を目指して～
奈良県……………………………………… 10 月号
●地域に親しまれた建造物を生かした町づくり
福島県……………………………………… 11 月号
●国指定重要無形民俗文化財について
秋田県……………………………………… 12 月号
●人々を魅了し続ける旧金毘羅大芝居「金丸座」
香川県…………………………………………１月号
●香取市佐原の町並み
―重要伝統的建造物群保存地区―
千葉県………………………………………… 2 月号
●ぶらりと散策 みやぎの街並み
宮城県…………………………………………３月号

●大涌谷 神奈川県…………………………… 12 月号
●日本一の長崎和牛～実績を力に全国へ～
長崎県…………………………………………１月号
●奥日光湯元温泉雪まつり「雪灯里」
栃木県…………………………………………２月号
●滋賀への旅のブランド「ビワイチ」をスタート
滋賀県…………………………………………３月号

その他
●減らそう！時間外勤務！………………………４月号
●児童福祉週間について…………………………４月号
●「先進政策バンク」の一般公開について……４月号
●「地方分権苦情情報センター」への情報提供を！
………………………………………………４月号
●第 32 回『都市問題』公開講座
どう処理する、震災廃棄物……………………５月号
●地域づくりの“元気の素”を募集中！平成 24 年度
あしたのまち・くらしづくり活動賞募集……６月号
●第 62 回社会を明るくする運動～犯罪や非行を防止
し、立ち直りを支える地域のチカラ～今、何が出来
るのでしょうか。社会のために私たちは。…７月号
●被爆 67 周年平和祈念の黙とうを ……………７月号
●記念貨幣を発行します…………………………７月号
●年次有給休暇の取得促進………………………７月号
●第 33 回『都市問題』公開講座
能ある農の創造 ～地域農業のゆくえ～…… 9 月号
●みんなで減らそう！時間外勤務！………… 11 月号
●創立 50 周年記念事業
東日本大震災の被災地支援事業のご案内… 12 月号
●「先進政策バンク」の一般公開について… 12 月号
●「地方分権苦情情報センター」への情報提供を！
…………………………………………… 12 月号
●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………１月号
●記念貨幣を発行します…………………………１月号
●法務省保護局公式ツイッター始めました……３月号
●障害者優先調達推進法が施行されます………３月号
●貸し会議室のご案内……………………………３月号
●「先進政策バンク」の一般公開について……３月号

技が輝く
●大館曲げわっぱ 秋田県………………………４月号
●結城紬 栃木県…………………………………５月号
●久谷焼 石川県…………………………………６月号
●世界が注目「南部鉄器」 岩手県 ……………７月号
●高岡漆器 富山県………………………………８月号
●江戸木目込人形・江戸更紗・東京桐箪笥
東京都…………………………………………９月号
●豊かな風土が生み育てた「山形鋳物」
山形県……………………………………… 10 月号
●弓浜絣 鳥取県……………………………… 11 月号
●錫器 大阪府………………………………… 12 月号
●阿波藍 徳島県…………………………………１月号
●「本物。」の魅力あふれる本場大島紬
鹿児島県………………………………………２月号
●淡路瓦 兵庫県…………………………………３月号

表
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●半田市の山車祭り 愛知県……………………４月号
●国指定重要文化財 中山神社 岡山県………５月号
●第 5 回記念大会「とくしまマラソン 2012」
徳島県…………………………………………６月号
●おおむた「大蛇山」まつり
福岡県…………………………………………７月号
●長岡まつり大花火大会
新潟県…………………………………………８月号
●岐阜の宝もの「乗鞍山麓五色ヶ原の森」（高山市）
岐阜県…………………………………………９月号
●松代藩十万石まつり 長野県……………… 10 月号
●ちばアクアラインマラソンを開催
千葉県……………………………………… 11 月号
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滋賀への旅のブランド「ビワイチ」をスタート
滋賀県

滋賀県では、平成24年度から、観光地滋賀の知名度と
評価の一体的な向上を目指し、滋賀への旅のブランド「ビ
ワイチ」をスタートしました。
琵琶湖を中心に滋賀を周遊し、本県の歴史・文化や自
然といった素晴らしい観光資源を深く理解してもらいな
がら、滋賀ならではの体験や体感ができる旅の提案を観
光事業者から募集し、
「ビワイチ」の旅として認定すると
いう事業です。
ブランドの名称である「ビワイチ」とは、日本一の湖「び
わ湖」を一周することを短縮した言葉です。この言葉を
用いて、滋賀を体験しながら周遊する旅のブランドとし
て「ビワイチ」と名付けました。
滋賀に多くの観光客が訪れ、地域で魅力ある観光資源
が創出されることを促していくため、三つの条件（①滋
賀をぐるっとまわる。②滋賀らしい体験や体感ができる
③特別・限定なものが与えられる）を満たした旅を、
「ビ
ワイチ」の旅として認定しています。
これまで、自転車で湖岸を巡るサイクルイベントや、
滋賀の深い歴史文化にふれるツアーなど、次の七つの旅
を認定しており、今後は、もっと多様で魅力的な旅を提
供していきたいと考えています。

【ビワイチ認定ツアー】平成25年２月19日時点
①比叡山延暦寺と四島めぐり
（JTBメディアリテイリング）
②湖上から見る海津大崎の桜と花の近江路（三越日本橋本店三越旅行部）
③びわ湖ぐるっと一周ウォーク
（JTB西日本メディア販売事業部）
④びわ湖一周ロングライド2013（ JTB西日本大津支店）
⑤「ビワイチ（琵琶湖一周）」でめぐる食の旅（朝日旅行大阪支店）
⑥近江街道酒蔵ウォーキングツアー
（日本旅行草津支店）
⑦琵琶湖ぐるり旅〜白洲正子の愛した近江を訪ねる〜（神戸新聞旅行社）

湖北・尾上

白鬚神社

浮御堂

化」をテーマに特集し、北海道大学の山村高淑准教授と
埼玉県及び愛媛県の担当の方に御執筆いただきました。
▼また、
「知事随想」を小川福岡県知事に、
「ある日の知
事」を川勝静岡県知事に寄稿していただきました。
▼さらに、昨年12月に東京都知事に就任された、猪瀬
知事には「新知事登場」を寄稿していただきました。全
国知事会としても2020年東京オリンピック招致活動を
応援しております。私も東京で開催されるオリンピッ
クを是非見に行きたいと思います。
▼私が本会に入会及び本誌の執筆を担当させていただ
き、ちょうど１年になります。これまで本誌の編集に
御協力いただきました方々、また、御愛読いただいて
おります読者に心より御礼申し上げます。今後とも、
変わらぬ御協力、御愛読いただきますよう、心より御
願い申し上げます。
（Y平）

▼多くの犠牲者を出した東日本大震災から2年が経過し
ました。あらためて犠牲となった方々の御冥福を御祈
りいたします。
▼さて、近年、人気アニメーションの舞台であること
をPRしたり、ご当地キャラクターを活用して地域経済
の活性化を図る都道府県が増えてきています。アニメ
ファンの中には、アニメの舞台を聖地と呼び、巡礼を
行う人々が多数います。聖地の一つである岐阜県では
年間15万人も観光客が増加し、その経済効果は20億円
を超えるそうです。
▼今月号は、
「キャラクターを活用した地域経済の活性
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