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奈良県
な

ら

と

き

とっておきの奈良時間を楽しむ観光ナビアプリ
奈良にはあふ

たり、開催中（予

れるほどの観光

定を含む）のイ

素材があります。

ベントや社寺な

この豊富な観光

どのジャンルか

素材を最大限活

らも探すことが

用 し、 多 く の 方

可能です。

に奈良を訪れて

さらに、地図

いただけるよう、

で観光スポット

“巡る奈良”を

までのルートを

テーマに周遊型

確認したり、県

観光地としての

のマスコット

魅力を効果的に

キャラクター

発 信 す る た め、

「せんとくん」の

多彩なツールを

電子コンパスを

利用した情報発

使って、目的地

信をしています。

まで行くことができます。

奈良県公式観光ナビアプリ「なら旅」は、奈

“ココカメラ”が設定されているスポットで

良公園を中心とした“奈良めぐり”を楽しむた

は、スペシャルフレームで「せんとくん」と記

めのスマートフォン、タブレット PC 用観光ガ

念 写 真 を 撮 影 し、 写 真 や 思 い 出 を Twitter や

イドアプリです。社寺や世界遺産など人気の観

Facebook で友達と共有できます。

光地から、奈良の日常を感じられる町歩きスポッ

また、
“ココドウガ”が設定されているスポッ

トまで、幅広く魅力を紹介しています。

トでは、
「なら旅」オリジナルのプレミアム動画

観光スポットの見どころや歴史など詳しい情

を楽しむことができます。

報を知ることができ、行ってみたい場所をブッ

アプリは、iPhone や iPad、Android で対応

クマークして自分だけの奈良観光リストを作る

可能で、App Store や Google Play のいずれか

ことができます。また、行ってみたい観光スポッ

で無料でダウンロードできます。

トは、現在地から探すことができるだけでなく、

奈良がますます楽しくなる観光アプリ「なら

テーマごとに決められ

旅」を旅のお供に、奈良を巡ってみてはいかが

た「 な ら 旅 」 オ リ ジ ナ

でしょうか。

ルのコースから探すこ

█お問合せ
奈良県奈良公園室
TEL 0742-27-8677
HP http://www.pref.nara.jp/dd.aspx?menuid=27839

と も で き ま す。 そ の ほ
か、 奈 良 公 園 や 平 城 京
などのエリアから探せ
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「やまとぢから」
を原動力に
奈良を活性化

奈良県は、昭和 40 年代から急激に人口が増加し

要な時代に入っているのだと思います。

ましたが、現在は減少に転じています。また、関西
経済圏だけに頼らず、もっと広くグローバルな世界

2010 年に開催した「平城遷都 1300 年祭」が成

を見る必要が生じているという観点から、奈良は大

功裏に終わり、多くの皆さんに奈良に関心を持って

都市の近郊ではありますが、豊かな歴史・文化・自

いただけたことは、今の日本社会全体の中で、歴史

然をもっているというメリットを活かして、”近隣

の意味がとても重くなってきているからだと思いま

依存”の度合いを低くしていき、経済的・文化的に

す。その意味で、奈良は、創造的な知恵を育むのに

自立することが大切だと思います。

とても良い環境にあり、奈良のようなサイズの県に
は、新しい試みをするチャンスがあるように思いま

そして、今、このグローバルの時代における奈良

す。奈良県は、観光地としての知名度は全国的にも

の価値が、歴史・文化・自然で、それらが奈良の落

高く、訪問客数では全国有数です。また、奈良には、

ち着きを維持してきたということです。世界がグ

元から奈良に備わっている力

ローバル化ということでダイナミックに動く時に、

でなく、また県庁の力だけでもなく、地域に根ざし

知的なことや文化的なことが、政治や経済において

た蓄えられた力、まだ発揮していない力―

とても大事になってきていると思います。歴史・文

ということを感じます。このチャンスに、これまで

化・自然がそのまま経済発展に役立つというわけで

長い歴史の間に培われ、積み重ねられた奈良の底力

はないのですが、今の時代の政治や経済の中で活か

「やまとぢから」を県政発展の原動力に、奈良を活

す意味を、改めて考えていければよいと思っていま

―我々個人の力だけ
がある

性化していきたいと思っています。

す。世界の政治や経済の今なすべき課題というもの
は、これまで人類があまり直面してこなかった、モ

そうした戦略のひとつが「古事記」
「日本書紀」
「万

デルのない未踏の課題ですので、創造的な知恵が必

葉集」に代表される歴史素材を活用した「記紀・万
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葉プロジェクト」の展開です。奈良県は「古事記」
「日

思っています。また、引き続き「奈良公園」をもっ

本書紀」が成立した地という歴史的な経緯から、
「古

と居心地のいい空間になるよう整備したいと思って

代史」を観光振興の中心にすえ、昨年は「古事記」

います。さらに、「県営プール跡地」を中心とした

編纂から 1300 年目という節目の年として、県内外

県有地を活用し、天平時代をテーマにした複合施設

のゆかりの地でのイベントや首都圏でのプロモー

を整備し、ホテルだけではない賑わいの空間として

ションを実施し大いに盛り上がりました。こうした

再開発し、平城遷都 1300 年祭のあと衰えている集

イベントは、今後定着していけばいいと思っていま

客力を再び取り戻したいと考えています。

す。

さらに、この３カ所を結ぶ大宮通りを、来る時は

さらには、日本の始まりの地である奈良がこれか

「奈良に来たんだ」「とても感じがいい」と思って滞

らの日本の行き先を考える大きな素材と舞台を提供

在してもらえ、帰る時は「また来よう」と思ってい

することに意味を持たせ、単に奈良という観光地を

ただけるよう、一貫したテーマで整備し、いわゆる

売り出すのではなく、歴史素材を活用した「歴史展

「奈良のゲートウェイ」となるような空間にグレー

示」を進めていきたいと考えています。

ドアップしていきたいと考えています。

もうひとつは、観光客に奈良の魅力をアピールす

また、季節によって観光客数の波が大きいのも奈

るため、沿道の空間に賑わいを創出する「大宮通り

良県の観光の特徴です。そのため、奈良公園周辺で、

プロジェクト」を展開していきたいと思っています。

昨年度初めて開催した音楽祭「ムジークフェストな

「大宮通り」とは、奈良市中心部を東西に走る県道

ら」など、質の高い文化芸術イベントを充実させ、

奈良生駒線と国道 369 号の通称で、バスやマイカー

奈良のブランド力向上につながるようにしたいと考

で奈良公園や周辺の社寺を訪れる観光客のほとんど

えています。

が通るメインストリートです。
プロジェクトでは、まず、国営公園化された「平

最近の情勢をみていると、歴史回帰という面があ

城宮跡」の朱雀門前にある積水化学工業の移転が決

るように思いますので、奈良の伝統 ･ 歴史が県政に

まったことに伴い、ミシュランの観光ガイドで一つ

力を貸してくれているような気がします。観光で来

星に選ばれ、平城京歴史館のシンボルにもなってい

られた皆さまには、奈良の地で、歴史の舞台であっ

る復元遣唐使船を、
「大宮通り」に面した南側に移

たその場所で、風と空気を感じてもらい、満足して

設するよう協議をすすめているほか、
「平城宮跡」を、

帰っていただけるよう、様々な工夫を凝らした仕掛

天平衣装を着てイベントを楽しめる天平時代のテー

けを考えていきたいと思っています。

マパークのような施設になるようにしていきたいと
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島根県知事

溝口

善兵衛

世界遺産「石見銀山遺跡」登録５周年を迎えて
１月 22 日（火）
石見銀山遺跡は、平成 19 年７月に日本国内で 14
番目の世界遺産に登録されて、5 周年を迎えました。
石見銀山遺跡は、東西に長い島根県のほぼ中ほど、
旧温泉津町、旧仁摩町を含めた大田市の広い範囲に
分布しており、その中心となる大田市大森町は、JR
山陰本線大田市駅から約 11km 離れた南西部にあり
ます。世界遺産に登録されたのは、16 世紀前半か
ら 20 世紀前半にかけて操業された銀鉱山の開発の
諸様相を良好に残す鉱山本体と、それに伴って発達
した鉱山町および関連の山城跡、銀・銀鉱石の積み
出しに利用された港と港町、そして港と鉱山を結ん
だ街道で、世界史的な重要性や遺跡の保存状態が良
好であることなどが評価されました。また世界遺産
委員会では、銀の製錬に必要とされた膨大な木材燃
料の供給が、森林資源の適切な管理の下に行われた
ことにより、今日でも豊かな山林の姿を残している
鉱山であることも高く評価されました。
このように石見銀山遺跡は、鉱山に関係する遺跡
と豊かな自然環境が一体となって文化的景観を形成
する世界的に極めて貴重な遺跡です。
今日は、その世界遺産登録に向けて長年にわたっ
て地道な調査研究活動をしていただいた「石見銀山
遺跡発掘調査委員会」のメンバーの方に、世界遺産
登録５周年という節目にあわせ、感謝状を贈呈しま
した。
世界遺産とは、「人類共通の未来に伝えていくべ
き価値があり、民族、国境を越えて国際的に協力し
て保護する必要のある文化財」です。そのことを強
く認識し、保全する責任を果たしつつ、有効に活用
しながら、次の世代へ伝えていきたいと、決意を新
たにしました。

子育て支援に取り組む方々を表彰
２月７日（木）
島根県では、子育てを地域住民、企業、行政など
社会全体で応援する「地域みんなで子育て支援」を
推進しています。
その中でも「しまね子育て応援パスポート事業
（こっころ）*」は、子育て中の親の精神的負担の軽
減や、地域で子育てを支えるという気運の醸成を
図っています。子育て家庭に「こっころパスポート」
を配布し、子育てを応援する協賛店でパスポートを
提示すると、オリジナルのサービスが受けられます。
この協賛店の中で、特に優れたサービスを提供し
ていただいた店舗と、子どもや子育て家庭のニーズ
に応えた活動に取り組む団体を表彰しました。
平成 18 年７月から募集している協賛店も 2,000
店を突破し、子育てを応援する雰囲気が広がってい
ます。
県民に定着した「こっころ」の名称は、県の子育
て支援策の統一ブランドです。みんなで子育てを応
援しようという気運がますます高まってほしいと
願っています。
* 事業の愛称「こっころ（Coccolo）」とは、イタリア語で
子どもをあやすときの言葉で「可愛い子ども」という意味。
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石見神楽の演目「大蛇」に使う舞台衣裳「蛇胴」
作りを見学
２月９日（土）
石見神楽とは、島根県西部「石見地方」の神社祭
礼において、古くから夜を徹して奉納された伝統芸
能です。
神に捧げる儀式的な面を保ちながら、古事記・日
本書紀に描かれる神話や各地の伝説を題材とした演
劇的な演目が多いのが特徴で、「悪い鬼を善い神様
が退治する」などストーリーも明解。舞もお囃子も
激しく、胸のすくような爽快さと勇壮さがあるのが
特長です。昨年 7 月 21 日から 114 日間にわたり開
催した「神話博しまね」では、様々な郷土芸能を日
替わりで上演しましたが、石見神楽の人気は特に高
く、観客席はいつも満席でした。
その石見神楽の保存・継承の促進と関係団体の広
域的な連携を図ることを目的として、石見神楽広域
連絡協議会が発足されることとなり、その設立総会
に出席しました。
その後、
「大蛇」に使う舞台衣裳「蛇胴」を作り続け、
平成 24 年に地域伝統芸能大賞支援賞を受賞された
うえ だ りんきち
浜田市の職人、植田倫吉さんの工房を訪問しました。
蛇胴は、石見神楽を特徴づける衣裳であり、もはや
一種の舞台装置と言っても過言ではありません。明
治の頃までは鱗を描いた白衣と股引で表現されてい
た大蛇を、舞手であり神官でもあった倫吉さんの祖
父・植田菊市氏が、吊り下げ式の提灯に着想を得て
開発されたものです。竹と和紙のみという簡潔な造
りながら、軽量自在に伸縮し、うねりのたうつ蛇の
姿を見事に現し、迫力のある蛇舞を完成させました。
植田倫吉さんは、菊市氏の孫で蛇胴製作三代目です。
植田さんから製作過程の説明を受け、地元の竹や
石州和紙を使った製作技術を今後も残していかなけ
ればならないと、改めて実感しました。

「知事と語ろう！高校生フォーラム」に出席
2 月８日（金）
益田市にある島根県芸術文化センター「グラント
ワ」で開催された「知事と語ろう！高校生フォーラ
ム」に出席しました。
このフォーラムは、複数校の高校生が集まり、日
頃考えたり感じたりしていることを広く発表し、他
校の様々な活動を学んだり、思いや願いを共有する
ことで、高校生一人ひとりの更なる成長を図ること
を目的とするもので、今回で４回目となりますが、
毎回出席をしています。
今回は、益田市や津和野町、吉賀町にある７校の
生徒が集まり、地域活性化への取り組みや将来の夢
についての意見発表がありました。
次に、各校代表とのパネル討議で「地域資源のブ
ランド化」などについて意見交換をしました。地域
が抱える課題、県全体の課題など様々な意見に対し、
私自身が高校生の時に感じていたこと、考えていた
ことを述べながら「地域が抱える問題を考え、関心
を持つことは大きな成長につながる」とアドバイス
をしました。
今後、彼ら高校生が郷土島根のために活躍してく
れることを期待しています。
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武将のふるさと愛知で、
豊かな自然と文化が育んだ食を堪能する
天下統一を目指した織田信長、豊臣秀
吉、徳川家康の三英傑を始め、多くの戦
国武将を輩出した愛知県は、まさに「武
将のふるさと」であり、戦国武将・姫に
思いを馳せることができる城郭や古戦場
などが県内随所にあります。
また、肥沃な土地や豊かな伊勢湾・三
河湾の海で採れる食材、地域の特色と結
び付いて育まれてきた料理など、食の宝
庫でもあります。

名

国宝犬山城

西尾の抹茶

名古屋城本丸御殿

中部武将館

豊川いなり寿司

所

■名古屋城本丸御殿
名古屋城本丸御殿は、尾張藩主の住居・藩の政庁とし
て、慶長 20 年（1615 年）、徳川家康により建てられま
した。天守閣と共に城郭として国宝第１号に指定され、
「近世城郭御殿の最高傑作」と言われていましたが、昭
和 20 年（1945 年）の空襲で焼失しました。平成 21
年（2009 年）から残された豊富な資料をもとに創建当
時の手法による本丸御殿の復元工事が始められ、今年の
５月 29 日より、玄関・表書院がいよいよ公開されます。

■国宝 犬山城
豊臣秀吉が小牧・長久手の戦いで本陣を置いた犬山城
は、日本最古と言われる国宝天守閣を有しています。ま
た、犬山城は、小高い山の上に建ち、木曽川に美しく映
える姿から、別名「白帝城」と呼ばれています。周辺で
は、国宝茶席三名席の一つである「如庵」や城下町の古
い町並みを楽しむことができます。

犬山城天守閣

本丸御殿完成パース（右から玄関、表書院、上洛殿）
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■中部武将館 SAMURAI LAB.（サムライラボ）

■豊川いなり寿司

中部国際空港セントレアの旅客ターミナルビル１階に
ある中部武将館 SAMURAI LAB. が、平成 25 年２月に
オープン２周年を迎えました。三英傑の甲冑や火縄銃、
長篠合戦図屏風などの展示のほか、武将にゆかりのある
観光スポットの紹介を行っています。現在、
「『中部の城』
フォトコンテスト 2013」の展示作品を募集中です。

今年、11 月９日（土）10 日（日）に、｢第８回 B
－ 1 グランプリ全国大会｣ が開催される豊川市内に
は、日本三大稲荷の一つである豊川稲荷の門前を中心
に、美味しい ｢いなり寿司｣ のお店が約 100 店舗あ
り、300 種 類
以上のいなり
寿司が楽しめ
ます。地元の
油揚げと秘伝
のたれを使用
し、真心こめ
て手握りで
提供していま
す。

■あさり

常設展示コーナー

提供：中部国際空港㈱

飲み物・食べ物
■西尾の抹茶
西尾の抹茶は、温暖な気候と肥沃な土壌、矢作川の川
霧を活用し、日本一の生産量を誇ります。上品な香り、
穏やかな旨みとコクが特長です。平成 21 年には、特許
庁の地域ブランドに認定されました。最近では、全国各
地のパティシエがつくるスイーツなどにも用いられ、更
にその知名度を上げています。

愛知県は全国で漁獲されるあさりのうち、６割近く
を占める全国１位の生産県です。三河湾や伊勢湾の沿
岸で小型底びき網などにより漁獲されています。あさ
りはカリウム、ビタミン B12、タウリンなどが含まれ
る滋味あふれ
る 食 品 で す。
春になると海
の栄養をたっ
ぷり吸収して
身は殻からあ
ふれんばかり
で、柔らかく、
酒蒸しや味噌
汁で食べると
あさり酒蒸し
絶品です。

お問合せ
■一般社団法人愛知県観光協会
TEL 052-581-5788
■愛知県産業労働部観光コンベンション課
TEL 052-954-6355
■愛知県農林水産部水産課
TEL 052-954-6458
■中部国際空港セントレアHP
http://www.centrair.jp/
■愛知県観光ガイドHP
http://www.aichi-kanko.jp/
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への

未 来
山形県

山形県郷土館

ぶんしょうかん

文翔 館

遺 産
旧山形県庁舎及び県会議事堂

山形の代表的な文化施設として、観光施設として、
そしてランドマークとして親しまれている山形県郷
土館「文翔館」
。英国の建築家ジョサイア・コンド
た はら しん の すけ

ルの内弟子田原新之助が設計、監督を担当し、大正
５年（1916）に竣工しました。以来 60 年にわたり
県庁舎として使用されました。
昭和 50 年（1975）に県庁が新築移転したのち、
昭和 59 年（1984）に国の重要文化財の指定を受け、
昭和 61 年（1986）から 10 年にわたる保存修理工
事を経て平成７年（1995）10 月に「文翔館」とし
て開館しました。
見学施設として無料公開しており、ガイドボラン
ティアによる案内（無料）も好評を博しています。
文化活動の拠点としては、旧県庁舎内に、会議室、
ギャラリーがあり貸出（有料）をしているほか、旧
県会議事堂にある議場ホールは、地方オーケストラ
として活躍している山形交響楽団の音づくりに活用
されています。プロ、アマを問わず、ピアノコン
サートや室内楽演奏会、さらにはその重厚な空間を
チャペルにみたてた結婚式場としても利用されてい
ます。このほか、自主事業として、年３回の企画展、

赤れんがの中庭

年５回程度コンサートを実施しています。正面中央
にそびえる時計塔は、札幌の時計台に次いで、国内
２番目に古いもの。開館以来の来館者数は、平成
24 年（2012）８月に 250 万人を超えています。

議場ホールでの室内楽演奏会

〈お問合せ〉
指定管理者 公益財団法人
山形県生涯学習文化財団文化振興部
TEL 023-635-5500

スケッチする子どもたちと旧県庁舎
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綿花の栽培ができない寒冷地・青森で
は、衣類がとても貴重であり、使い古し
た着物や布を再生する一技法として裂織
が織られていました。
北国の厳しい生活を強いられた農村地
方の女性達の知恵の産物である「津軽裂
織・南部裂織」は、伝統的な技法を受け
継ぎつつも現代の生活に合わせた作品が
作り続けられています。
この二つの裂織は、同じ県内にありな
がらもそれぞれ誕生した地域の歴史・文
化を反映し、異なる特徴を有しています
ので、御紹介します。

津軽裂織

青森県

旧藩時代、青森県の日本海側、現在の
弘前市を中心とする地域は津軽藩に属し
ていました。
津軽では裂織を「サクリ」といい、江
戸中期以降、津軽の海岸線地域では日本

海交易の北前船により古手木綿が普及し、
布を裂いて織るサクリが漁師・農民の仕
事着や日常着として作られました。
サクリはその用途から薄く柔らかく仕
上がるように工夫された技法で織られ、
真新しいサクリは晴れ着として男たちや
女たちを飾り、雪国の寒さから人々を守
りました。

南部裂織
青森県の太平洋側、現在の八戸市を中
心とする地域は、旧藩時代、南部藩に属
していました。
仕事着や日常着を作っていた津軽と違
い、南部では、主としてこたつ掛けや帯
が作られ、丈夫で暖かく、カラフルな色
使いと複雑な機上げが特徴です。
現在では、テーブルカバーをはじめ現
代感覚の手織物にも応用されています。

津軽裂織・南部裂織

津軽裂織

南部裂織

お問合せ

青森県商工労働部地域産業課
TEL 017-734-9375
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都 道 府 県
だ よ り
2013年4月

Hokkaido

北海道

「北海道赤ちゃんのほっとステーション登録促進

登 録 は、 道 が、
施設からの申請を
受け、内容を確認
の上、
「赤ちゃんの
ほっとステーショ
ン」として登録し
ます。道は登録施
本庁舎に設置した赤ちゃんのほっとステーション
設にステッカーを
配布し、施設では、利用者が一目で分かるよう、ス
テッカーを入口などに掲示します。道では利用者が
情報を入手しやすいよう、ホームページや携帯サイ
トで周知するほか、登録の促進と利用者の利便性を
図るため、北海道庁本庁舎１階にも「赤ちゃんのほっ
とステーション」を 12 月 19 日に設置しました。
この事業により、子育て中の方を応援する気運の
醸成を図るとともに、乳幼児を抱える親子が安心し
て外出でき、社会全体で子どもを安心して生み育て
ることができる環境づくりと、北海道観光等におけ
る魅力づくりに貢献したいと考えています。

事業」について
北海道では、乳幼児を連れた方が安心して外出で
きるよう、
「授乳」と「おむつ替え」ができる施設を「北
海道赤ちゃんのほっとステーション」として登録す
る事業を平成 23 年 11 月から開始しています。平成
25 年３月 18 日現在、62 市町村、183 施設が登録し
ています。
登録の要件は、①「授乳」と「おむつ替え」の両
方が容易にできる設備があり、希望者が無料で使用
可能であること、②利用者のプライバシーが十分に
確保されていること、③衛生面に配慮され、定期的
に清掃が行われていること、などです。
登録対象となる施設は、子育て中の方の利用に供
されている北海道内の公共施設や商業施設などです。

お問合せ

登録ステッカー

北海道保健福祉部子ども未来推進局
TEL 011-204-5235
HP http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kms/st/
akachan-hotto.htm

携帯サイト QR コード
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Aomori

青森県

笑顔あふれる学校給食を目指して
新学期が始まる４月。
「今日の給食はどんなのかな」
と楽しみに待つ子どもたち。毎日、たくさんの子ど
もたちが食べる学校給食には、多くの食材が使われ
ています。
青森県は、食材となる米、野菜、果物、畜産物、
水産物などの自給率がそれぞれ 100%を超え、農林
水産物の生産バランスが優れているのが特徴です。
特に、ながいもやりんごの収穫量は全国トップであ
り、また、いか類の漁獲量も全国の上位を占めてい
ます。
青森県では、この食の豊かさを生かし、学校給食
への野菜や米粉加工品の利用などに取り組んでおり、
平成 24 年度からは
水産加工品の開発
を進めています。
水産加工品の開
発では、流通業者・
加 工 品 会 社・ 学 校
栄養士らが連携し、
魚 の 種 類 や 味・ 食
感・ 形 態 な ど に つ
試食会の様子

いて試作や検
討を重ね、新商
品 17 品が発表
されました。
２月下旬に
行った発表会・
試食会では、青
開発した商品の一部
森県の特産物
であるりんごと県内で漁獲量が高いさばを組み合わ
せた「さばりんご煮」や長芋とするめいかを組み合
わせた「するめいかながいも煮」などが「郷土の食
材を身近に感じられる」
、
「ふるさとを自慢できる」、
「食育や地産地消に役立てられる」などと好評でした。
今後も、安全・安心で良質な県産農林水産物が子
どもたちの下へ届き、給食の時間が子どもたちに笑
顔をもたらすことができるよう、
「日本一健康な土づ
くり運動」や「農林水産物の放射性物質検査」など
の取組と併せ、関係者と連携し、県産食材を生かし
た商品開発などに力を注いで参ります。
お問合せ

総合販売戦略課
TEL 017-734-9571

都道府県だより
Akita

201３年 4 月

秋田県

増田「内蔵」のある町～発見された観光資源
■“蛍町”と呼ばれた町
日本有数の豪雪地帯である秋田県横手市。その東南
部に位置する増田は江戸時代から物資の集散地として
栄え、さらに明治に入ると、電気会社や陶器会社、銀
行の創設、鉱山の増産などによって、商業活動を大き
く活発化させました。
その舞台となり、当時の繁栄を今に伝えるのが中七
日町通りの商家建築群です。通りは、10m ほどの間口
に奥行が 90 ～ 180m もある短冊形の地割に、細部ま
で個性的な意匠を凝らした大型の主屋や「内蔵」等の
土蔵が建ち並んでいます。
「内蔵」が類を見ないのは、家の中に建てられている
こと、蔵の中に商人たちが贅を競い合ったにもかかわ
らず、家族以外の立入を制限した奧座敷があることで
す。そのため、2008 年に調査が行われるまではベール
に包まれたままでした。現在では、約 400m の通り沿
いに 45 棟の「内蔵」が確認されています。
■重伝建への選定申請と新たな観光流動の実現
商業看板の陰に潜み、人びとの目に触れることのな
かった内蔵や建築様式・技術の価値が近年、広く知ら
れるようになり、毎年 10 月の「蔵の日」を始め、増田
には多くの観光客が訪れるようになりました。
横手市では、年内には増田の街並みを「重要伝統的
建造物群保存地区（重伝建）」に選定するよう国に申請、

適用される補助
事業等を活用し、
往時の建物や景
観 へ の 修 理・ 修
景 を 進 め、 朝 市
の充実などとも
併 せ、 通 年 観 光
に向けた目玉と
したいとしてい
ます。
ま た、 当 県 の
「重伝建」には年
間 200 万人の観
光客を誘う角館
が あ り ま す が、
増田と角館の距
離 は 50km し か
な く、 増 田 が 選
定 さ れ れ ば、 同
様のコンセプトを持つ地区が連続することとなります。
県としても、着地側の魅力向上に加え、県内関係機関・
団体のほか、近県等とも連携し、新たな観光動線の形
成のための支援を積極的に展開していきたいと考えて
おります。
お問合せ

秋田県観光振興課
TEL 018-860-2261
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岩手県

Iwate

【震災学習列車のお知らせ】
三陸鉄道では、東日本大震災津波の経験と教訓を
後世に伝え、今後の防災に貢献するとともに、地域
観光産業の活性化に資するため、昨年６月から「震
災学習列車」を運行しています。
この企画列車では、自然の猛威、人と人のつなが
りの大切さなどを学べるプログラムを御用意してい
ます。
昨年度は、27 団体約 1,500 名に御利用いただき、
本年度は、首都圏、北海道などから修学旅行として、
既に 10 団体 1,100 名の予約をいただいています。
更に多くの皆様の御参加をお待ちしています。
詳しくは、三陸鉄道ホームページを御覧ください。

被災地の復興のために走り続ける「三陸鉄道」
岩手県では、東日本大震災津波により橋梁や駅舎
が流出するなど大きな被害を受けた三陸鉄道の復旧・
復興を支援しています。
現在の復旧状況と三陸鉄道の新たな取組について
御紹介します。

北リアス線大沢橋梁

南リアス線新車両

【三陸鉄道の復旧状況】
全国からの御支援により、昨年４月１日には、北
リアス線の陸中野田～田野畑駅間が、本年４月３日
には、南リアス線の盛～吉浜駅間が運行を再開しま
した。
また、来年４月には、残りの運休区間である北リ
アス線の田野畑～小本駅間、南リアス線の吉浜～釜
石駅間の運行再開により、南北全線が運行再開とな
ります。

震災学習列車の風景

お問合せ

岩手県政策地域部地域振興室
TEL 019-629-5206
［三陸鉄道］HP
http://www.sanrikutetsudou.com/

都道府県だより
Yamagata

2013 年 4 月

山形県

山形の宝「最上川の文化的資産 50 選」を選定
山形県の生活や文化を生み育んだ「母なる川」最
上川。源流から河口まで山形県のみを流れ、全長
229km、流域面積は県土の 76%、流域人口は県人
口の約８割にも及びます。古くから舟運に活用され、
近世には流通 ･ 往来の大動脈となるなど、人々は最
上川を様々に活用して、生活や産業を豊かにしてき
ました。
山形県では、先人から受け継いだ最上川の価値を
県民が共有し、保存と活用を図りながら未来に引き
継いでいく取組を進めています。
その一つとして、本年１月、最上川と最上川流域
の貴重な地域資源の中から特に次の世代に伝えたい
ものを、山形の宝「最上川の文化的資産 50 選」とし
て選定しました。
舟運で栄えた時代の様子を伝えるまちなみ、岩礁
や急流などの難所、歴史を物語る建造物、流域各地
のビューポイントの他、雛人形や紅花、最上川舟唄、
江戸時代から明治時代にかけての最上川流域の様子
を描いた川絵図といった舟運文化など、県民投票の
結果を基に、最上川を代表する 50 の文化的資産を選
びました。
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今 後「 山 形 の 宝 」
である最上川を活用
し、地域活性化や観
光交流の拡大につな
げ て い く た め、50
選を紹介するパンフ
レットを作成しまし
た。パンフレットで
は、本県初の重要文
化的景観である大江
町の「最上川の流通・
往来及び左沢町場の
景観」も紹介してい
ます。
最上川には、源流から河口まで、また、四季折々に、
それぞれ違った魅力があります。実際に訪れていた
だき、最上川を体感してみてはいかがでしょうか。
お問合せ

山形県教育庁文化財保護推進課
TEL 023-630-3341
HP http://www.pref.yamagata.jp/ou/kyoiku/700015/
vote_for_mogami.html

宮城県

Miyagi
「みやぎ絆大使」を紹介します。

強めていけるようにという意味を込めて、今年１月
から「みやぎ夢大使」の名称を「みやぎ絆大使」と
改めました。
平成 25 年に新たに大使になっていただいた 14 名
の方々を含め、81 名の方々に「みやぎ絆大使」に就
任していただいております（平成 25 年３月９日現
在）
。
新たに就任いただいた仙台市出身のサッポロホー
ルディングス ( 株 ) 代表取締役社長兼グループ CEO
の上條努さんからは「宮城の皆さんが明るさを取り
戻せるようにバックアップしたい。また、県の観光
情報の発信に協力したい。
」と力強いお話をいただき
ました。
みやぎ絆大使の方々には、ふるさと宮城の魅力に
加え、復興等の情報も全国に発信していただけるこ
とを期待しています。

宮城県では、平成８年から県外に居住し各界で活
躍されている本県ゆかりの方々に、
「みやぎ」を全国
に発信していただく「みやぎ夢大使」への就任をお
願いしてきました。
東日本大震災の発生以降、全国の皆様から多大な
御支援、御協力をいただき、様々な「絆」が生まれ
たことから、この「絆」を大切にし、更に「絆」を

お問合せ

宮城県広報課調整班
TEL 022-211-2285
HP http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kohou/taishi.html

委嘱状交付式にて宮城県の観光 PR キャラクター「むすび丸」も加わった記念撮影

都道府県だより

2013 年 4 月

福島県

Fukushima

ふ る さ わ いわお

3.11 ふくしま復興の誓い 2013
福島県では東日本大震災から２年の節目を迎えた
３月 11 日に、｢3.11 ふくしま復興の誓い 2013｣ を
開催しました。
第１部の東日本大震災犠牲者追悼式では、犠牲者
の方々をしのび全員で黙とうを捧げた後、佐藤雄平
知事が式辞を、斎藤健治県議会議長が追悼の辞を述
べました。
また、福島県内の高校生がこの日のために書き下
ふるさと
ろした ｢ 故郷 ｣、
｢きっと｣、
｢祈り｣ の３編の追悼詩を、
ひ ろ す え りょう こ
俳優の広末 涼 子さんが朗読し、詩に込められた故郷
や犠牲者への尊い思い、震災の記憶を風化させず語
り継いでいくことの大切さを読み上げました。
第２部の復興の誓いコンサートでは、被災者支援
とう ぎ ひで き
のコンサート活動を続けてきた雅楽師の東儀 秀 樹 さ

ん、バイオリニストの古 澤巌 さん、シンガーソング
おかもと ま
よ
ライターの岡 本真 夜 さんと共に、県内で音楽活動に
励む若者たちが、希望の音楽を奏でました。フィナー
レでは、佐藤知事が ｢復興とは、震災前のふくしま
に戻ることではなく、震災を転機として全ての県民
が、それまでよりも幸せになり、心から笑顔になれる、
福島県民であることを誇りに思えるそうしたふくし
まになる｣ ことであり、
「復興の主役はまさに県民一
人ひとりである｣、そして ｢ふくしまが歩んだ軌跡が、
み ち しるべ
いつの日か、後に続く世代の『道標』となるように、
一歩一歩確実に、かつ速度を上げて、復興への道を
進む」というメッセージを発信した後、出演者と来
場者が心を一つにして、全員で合唱をしました。
会場である福島県文化センター前の広場では、犠
牲者への追悼と復興への願いを込めた約 1,500 本の
メッセージキャンドルがともされました。
この催しの様子は、福島県のホームページで御覧
いただけます。
お問合せ

復興の誓いコンサート フィナーレ

福島県企画調整課
TEL 024-521-7129
3.11 ふくしま復興の誓い 2013 HP
http://www.pref.fukushima.jp/311ffc/

メッセージキャンドル
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新潟県

Niigata
トキのヒナ誕生から１年

昨年４月から５月にかけて、36 年ぶりに佐渡の自
然の中で誕生した８羽のトキのヒナは、38 年ぶりに
無事巣立ち、地域の方々に温かく見守られています。
一度自然界で絶滅したトキは、平成 11 年、中国か
ら寄贈されたペアによる人工繁殖に成功し、施設で
の飼育数は 179 羽、これまでに自然界に 108 羽を放
鳥し、75 羽の生息が確認されています。
（平成 25 年
３月現在）
今後更に増えていくことが予想される野生下のト
キのため、佐渡市では地元の NPO 団体などとも協
力し、餌場となるビオトープの造成・整備といった
環境保全活動に取り組んでいます。作業の担い手と
して首都圏の学生ボランティアなどと協力し、地域
住民との交流も深める仕組みづくりも進めており、
こうした環境保全活動は、トキ交流会館（佐渡市新
穂潟上）に必要な用具一式を整備し、希望する方は
誰でも体験できるようになっています。
平成 23 年には、
「トキと共生する佐渡の里山」が
FAO（国連食糧農業機関）の世界農業遺産（GIAHS）
に登録され、減農薬・減化学肥料など生きものを育
む農法により栽培された佐渡産コシヒカリを佐渡市

が認証する「朱鷺
と暮らす郷米」認
証制度により、多
くの農家が認証米
の生産に取り組ん
でいます。
36 年ぶりに自然界で誕生したトキの幼鳥
また、観光で佐
（平成 24 年６月頃撮影）
（写真提供：環境省）
渡を訪れる方のた
め、トキの生態や佐渡の自然などをお伝えするボラ
ンティアガイドの養成や、野生のトキを観察する際
のルールづくりなどを地域で進めています。
春は、トキの繁殖シーズンとなり、現在、昨年よ
り 20 羽ほど多い 67 羽の繁殖可能な個体の野生下で
の生息が確認されていますので、昨年以上のヒナの
誕生、巣立ちへの期待が膨らんでいるところです。
３月には新たにガラス越しに２cm まで近づいてト
キを観察できる「トキふれあいプラザ」も完成しま
した。是非トキに会いに佐渡においでください。野
生のトキが舞う姿にも出会えるかもしれません。
お問合せ

新潟県県民生活・環境部環境企画課
TEL 025-280-5152

都道府県だより
Tokyo

2013 年 4 月

東京都

IOC 評価委員会視察が行われました

価委員会委員長は、
「招致委員会のプロフェッショナ
ルな準備と協力に熱意を感じた。政府と経済界の強
い支援も知ることができた」とコメントされました。
今回の視察時に評価委員会側から IOC の支持率調
査結果が報告されました。東京で 70%、全国（東京
以外）で 67%と、ロンドンオリンピック・パラリンピッ
ク大会での日本人選手の活躍以降、確実に支持率が
向上してきています。
招致活動はこれからが正念場です。今後、更に招
致気運の醸成に努め、オリンピック・パラリンピッ
クの日本での開催を勝ち取れるよう、万全の体制で
臨みたいと思います。
引き続き皆様の応援をよろしくお願いいたします。

３月４日から７日までの４日間、2020 年オリン
ピック・パラリンピック競技大会の立候補都市を訪
問して調査する国際オリンピック委員会（IOC）評
価委員会の視察が行われました。
開催計画等の説明では、猪瀬知事ら東京都・招致
委員会関係者に加え、安倍首相を始めとする政府閣
僚、米倉経団連会長ら財界関係者、女子サッカーの
澤穂希選手やフェンシングの太田雄貴選手ら現役ア
スリートなど各界の代表が出席し、オールジャパン
体制で招致への情熱を訴えるとともに、優れた輸送
インフラや最先端のテクノロジー、ハイレベルの安
心・安全など、東京の都市としての魅力をアピール
しました。
また、競技会場視察では、アスリートファースト
を掲げるコンパクトな会場配置を視察団に体感して
いただきました。2016 年招致の際は１日だけだった
会場視察が３日間に増えた一方、この３日間をほぼ
予定どおりオンタイムで視察できたことにより、本
番でも正確に輸送できるという大会運営能力の高さ
を実証しました。
有明テニスの森の視察では、猪瀬知事がパラリン
ピアンの国枝選手とテニスのラリーを披露する一幕
もありました。
視察最終日の記者会見で、クレッグ・リーディ評

東京ビッグサイトでの記念撮影

お問合せ

東京都スポーツ振興局招致推進部招致推進課
TEL 03-5388-2873
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群馬県

Gunma
「群馬県放射線マップ」を作成しました

東日本大震災に伴う原子力発電所の事故により大
気中に放出された放射性物質が群馬県にも到達し、
一部の地域では国の除染基準を上回る放射線量が認
められました。
これらの地域では、学校や公園などの「生活圏」
から放射性物質を取り除くことが課題となっていま
す。県では「県・市町村放射線対策会議」を設置し
市町村と連携して、昨年から放射線量の調査や除染、
局所的に放射能に汚染されている「ホットスポット」
の対策などに取り組んできました。
また県では、県民の不安を払拭するため、県内各
地の空間放射線量を地図上で示した「群馬県放射線
マップ ( 以下、マップ）
」を作成しました。空間放射
線量の高さに応じて低くなるに従い、赤色、だいだ
い色、黄色、水色、紺色と表示を変化させています。
数字は、「生活圏」を中心に 1,115 地点の地表から、
高さ１m で測定した９月 30 日現在の空間放射線量
を表示しています。
マップを見ると、23 年に５地点あっただいだい色
（0.3 以上 0.4 μシーベルト未満）
は 24 年にはゼロに、
除染の目安となる黄色（0.2 以上 0.3 μシーベルト未

満）は 24 年度には全体の 1.5%（17 地点）となりま
した。市町村などによる除染対策の推進や自然減衰
により、県内の空間放射線量は着実に減少している
ことが分かります。
今後も県内全域で安全宣言が出るまで、引き続き
測定し、正確
な情報提供を
続けること
で、 県 民 の
不安解消につ
なげていきま
す。
マップは県
のホームペー
ジでも公開し
23 年９月 30 日時点の
24 年９月 30 日時点の
ています。
放射線マップ

お問合せ

群馬県環境保全課
TEL 027-898-2841
FAX 027-243-7704
群馬県放射線マップ HP
http://www.pref.gunma.jp/05/e0900088.html

都道府県だより
Tochigi

放射線マップ

2013 年 4 月

栃木県

フェイスブック「とちぎ体験旅」の開設
栃木県では、多くの方にとちぎの魅力を体験・体
感してもらうため、県内各地の体験観光情報を発信
するフェイスブックページ「とちぎ体験旅」を開設
しました。専門のスタッフが県内各地で実際に体験
した旅の情報を写真付きで随時掲載しています。
これまでに、いちご狩り体験や、餃子の街宇都宮
での餃子づくり、日光で大自然に抱かれながらスノー
シュートレッキング、伝統工芸品「真岡木綿」の機
織り体験など、スタッフが実際に体験した様子が、
たくさんの写真で紹介されており、とちぎの旅のガ
イド役として頼もしい味方です。
「とちぎ体験旅」では、週１回以上のペースで、県
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内各地の魅力あふれる
旬の体験観光情報を随
時紹介していきます。多くの方に本県を訪れ、とち
ぎの魅力を感じ、体験していただきたいと思います。
また、県では、マスコットキャラクターのとちま
るくんが、とちぎの元気、魅力、実力につながる情
報を HP やツイッター、フェイスブックで発信して
いるほか、広報課ツイッターで県のイベントやお知
らせ情報を、農政部ツイッターでは、食と農に関す
る情報などを発信していますので、是非御利用くだ
さい。
お問合せ

※フェイスブック「とちぎ体験旅」について
栃木県産業労働観光部観光交流課
TEL 028-623-3210
FB http://www.facebook.com/tochigitaiken
※フェイスブックのほか、パンフレットも御覧いただけます
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f05/kanko/kanko/
taikenkankoujyouhouhassin.html
栃木県のソーシャルメディア等公式アカウント
http://www.pref.tochigi.lg.jp/c05/socialmedialist.html

茨城県

Ibaraki
森林湖沼環境税の継続について

県では、県北地域や筑波山周辺などの森林及び霞ヶ
浦を始めとする湖沼・河川などの公益的機能の重要
性に鑑み、これらの自然環境の保全に資する施策の
一層の推進を図るため、平成 20 年度に課税期間を平
成 24 年度までの５年間とする「森林湖沼環境税」を
導入しました。
これまで同税を活用し、荒廃した森林の間伐、県
産材の利用促進や家庭における高度処理型浄化槽の
設置促進、農業排水に係る循環かんがい施設の整備
などに取り組んできました。
しかし、今なお荒廃した森林が多く残っているこ
とや霞ヶ浦等の水質の更なる改善が必要であること、
平成 24 年度に実施したパブリックコメント等におい
て同税の継続について多数の県民の皆様から理解を
得られたこと、さらに税の専門家で構成する茨城県
自主税財源充実研究会から
税を継続することが有効で
あるとの提言がなされたこ
となどを踏まえ、課税期間
を平成 29 年度まで５年間延
長することとしました。
茨城県マスコット ハッスル黄門

今後の５年間は、
これまでの取組に加
え、森林の保全につ
いては、海岸防災林
の機能の向上や木質
バイオマスの利用促進などを新たに進めるととも
に、湖沼・河川の保全については、アオコの発生
を抑制するための全りんの削減対策の充実・強化
や県民運動によるヨシ帯の保全活動の推進など、
自然環境保全のための取組を更に進めていきます。
【税の仕組み】
課 税 方 式：県民税均等割超過方式
課税対象者：県民税の均等割を納めている方
税
率：個人－ 1,000 円／年
法人－均等割額の 10％／年
お問合せ

茨城県総務部税務課
TEL 029-301-2418
茨城県農林水産部林政課森づくり推進室
TEL 029-301-4021
茨城県生活環境部環境対策課水環境室
TEL 029-301-2968

都道府県だより
Saitama

2013 年 4 月

埼玉県

理解と支援があれば活躍できる
青年期・成人期の発達障害者をサポート
「発達障害」は外見からは分かりにくいため、自分
では一生懸命頑張っているのに、周囲から「やる気
がない」
「変わっている」と誤解されがちです。
最近、社会性やコミュニケーション能力が求めら
れる青年期・成人期に、人間関係などで困難に直面
して初めて発達障害に気が付く人が増えています。
ひとくくりに発達障害といっても、それぞれ得意、
不得意なことの種類も程度も様々です。
そこで埼玉県では、
「青年期・成人期の発達障害を
理解し支援を広げるサポートブック」を作成しまし
た。このサポートブックでは、学生生活、就職活動、
職場、社会生活の四つをテーマにして、どのように
発達障害者を支援すればいいのか全 13 事例を紹介。
発達障害者が困っている背景と支援のポイントにつ
いて、イラストを使って分かりやすくまとめていま
す。
冊子の構成から書体、色使い、イラストの登場人
物の表情に至るまで、発達障害のある方やその家族
との意見交換を行い、当事者の方でも読みやすいよ
う配慮した内容になっています。
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発達障害のある方が自立し、社会で活躍できるよ
うに皆様の御理解と御支援をお願いします。
お問合せ

埼玉県福祉部福祉政策課
TEL 048-830-3461
HP http://www.pref.saitama.lg.jp/site/hattatu/supportbook.html

Chiba

千葉県

「ちばエネルギーエコ宣言事業所」登録制度を
創設 !
千葉県では、平成 25 年度から、省エネルギー対策
の推進や再生可能エネルギーの導入などに積極的に
取り組む事業所を対象に、
「ちばエネルギーエコ宣言
事業所」登録制度を創設します。
本県では、事務所や飲食店、ホテル・旅館、病院など、
民生業務系の二酸化炭素排出量の増加割合（2008 年
確定値）が、
全国平均を大きく上回っていたことから、
これらの事業者を対象に、対策の検討を進めてきま
した。
ひっ ぱく
しかし、東日本大震災以降の逼 迫 するエネルギー
需給を背景に、業種を問わず省エネルギー活動や太
陽光発電設備の導入などの取組が加速化しているこ
とから、上記の業種のみならず全業種を対象として
これらを将来にわたり継続していただくための制度
として創設しました。
内容は、
「日常業務の中で取り組む項目（例：照明
や空調機器の定期的な清掃）
」と「設備投資を伴う項
目（例：再生可能エネルギー設備の設置）
」など、合
計 26 の項目の中から、少なくとも 10 以上の項目を
選択して実践し、県に登録申請を行っていただくも

のです。
登録する
と、県ホーム
ページで各
事業所の取
組が紹介さ
れるほか、県
のマスコッ
トキャラク
ター「チーバ
登録すると活用できるロゴマーク
くん」をあし
らったロゴマークを名刺や刊行物に使用できるよう
になり、企業のイメージアップにつながります。
千葉県では、事業者の方々の自発的な取組を尊重
しつつ、本制度の活用によるエネルギーエコの輪を
広げていきます。
なお、制度の詳細については、下記ホームページ
にて御覧いただけます。
お問合せ

千葉県環境生活部環境政策課
TEL 043-223-4139
HP http://www.pref.chiba.lg.jp/sc/130402

都道府県だより
Kanagawa

2013 年 4 月

神奈川県

“かながわオリジナル”トマト
「湘南ポモロン」誕生
神奈川県では、三浦半島のダイコン、キャベツを
始め、横浜のコマツナ、県西部地域の温州ミカン等、
野菜や果樹の生産が盛んに行われています。
神奈川県農業技術センターは、地産地消を推進す
るため、独自の新品種の育成に取り組んでおり、こ
れまで県オリジナルの品種として、柑橘の「湘南ゴー
ルド」や、なすの「サラダ紫」など特徴的な品種を
育成してきました。
この度、これらに加え、新たにトマト「湘南ポモ
ロン」シリーズが誕生しました。細長い形と、生食・
加熱調理両方に利用できる特徴を持つイタリアンタ
イプのトマトです。特に、機能性成分であるリコペ
ンなどカロテノイド成分を豊富に含み、医食農同源
に取り組む本県としては、県民の健康志向に応える
野菜としても期待が高まっています。
「湘南ポモロン・レッド」は、濃桃色で大玉トマト
と比較してリコペンが 1.5 倍程度、うまみ成分であ
るアミノ酸が 1.2 倍程度含まれています。うまみと
酸味のバランスが良く、サラダやトマトソテーなど
に向いています。
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「湘南ポモ
ロン・ゴール
ド」は橙黄色
でカロテノイ
ドが豊富に含
まれていま
す。あっさり
とした味と鮮 湘南ポモロン（右：レッド、左：ゴールド）と料理の一例（右上：
トマトのライス詰め、右下：サラダ、左：カナッペ）
やかな色を生
かした、サラダやスイーツなどのデザートに向いて
います。
名称は育成地である「湘南」とイタリア語でトマ
トを意味する「ポモドーロ」、果実の形から「ロング」
を組み合わせ、お菓子を連想させる可愛らしい名称
としました。
今後は、このトマトの生産拡大を図り、県内の大
型直売所を中心に販売を広げる予定です。
神奈川にお越しの際には「湘南ポモロン」を是非
お試し下さい。
お問合せ

神奈川県農業技術センター
TEL 0463-58-0333（代表）

山梨県

Yamanashi
エネルギーの地産地消の実現に向けて

このため、本年４月には「エネルギー局」を設置
するとともに、県民・事業者・市町村・県が一丸となっ
て取り組むため、短期・中期・長期の目標や施策の
方向などを示したロードマップを策定しました。
「誰もがクリーンエネルギーを創る」
「誰もが省エ
ネルギーで豊かに暮らす」、それを支えるシステムや
技術が普及している社会を目指し、エネルギー政策
を積極的に展開していきます。

山梨県では、豊かな自然環境や全国トップクラス
の日照時間など恵まれた地域特性を生かし、これま
で太陽光発電を始めとするクリーンエネルギーの導
入に力を入れてきました。昨年１月には内陸部では
国内最大規模となる米倉山太陽光発電所が営業運転
を開始するとともに、全国に先駆けて本県が誘致し
た民間メガソーラーは、本年８月から稼働開始する
運びとなっています。また、急流の多い地形を生か
した小水力発電所のモデル施設の建設や、燃料電池
の実用化に向けた研究開発・実証実験に加え、民間
事業者による発電事業の取組も活発化するなど、ク
リーンエネルギー導入の動きが加速しています。
これらの成果に、東日本大震災以降の省エネ意識
の定着を加味し、おおむね、2050 年頃までに、県内
で必要な電力を 100％県内で賄う「エネルギーの地
産地消」を目指すこととしました。2011 年現在の本
県のクリーンエネルギー発電量は、需要量の約 28％
ですが、2050 年までに、住宅や事業所への太陽光発
電のさらなる導入などにより、これを３倍に増加さ
せます。あわせて電力需要量を東日本大震災前と比
較して、20％削減することで地産地消を実現してい
きます。

上 空 から見 た 米 倉 山 太 陽 光 発 電 所。約
80,000 枚の太 陽 光 パネルで、１年間に
1,200 万 kWh、一般家庭約 3,400 軒分
の年間使用量に相当する電力を生み出す
内陸部国内最大規模の施設

山梨 エネルギー地産地消 HP
https://www.pref.yamanashi.jp/energy-seisaku/
chisanchishou.html
山梨 エネルギー地産地消

都道府県だより
Shizuoka

深城ダムの放流水を利用した小水力
発電設備

検索

2013 年 4 月

静岡県

世界お茶まつり 2013「春の祭典」開催
－「茶の都しずおか」で O-CHA を愉しむ－
2001 年の第１回以来３年ごとに開かれ、今回で５
回目を迎える「世界お茶まつり 2013」は、初めて春
と秋の２回開催します。
「春の祭典」は、萌黄色と新茶の香り豊かな八十八
夜に当たる５月２日から５日の４日間、メイン会場
の富士山静岡空港や島田市お茶の郷を中心に、県内
各地で静岡の美味しい新茶や景色を愉しんでいただ
くイベント・プログラムを用意しております。
全国有数の茶産地・牧之原大茶園に位置する「島
田市お茶の郷」では、ライトアップされた庭園が広
がる茶室での茶会や、世界のお茶の歴史と文化を学
べる博物館ならではのガイドツアーなど、お茶につ
いて学び・体験するプログラムを通じ、
「茶の都しず
おか」を愉しんでいただきます。
「富士山静岡空港」では、国内外のお茶愛好家によ
る様々なお茶会が体験できる「世界大茶会」や世界
の茶に関する展示、新茶販売などを行います。また、
「世界大茶会」は富士山静岡空港に隣接する「石雲院」
においても実施します。
このほか、茶畑ウォーキングやグリーンティーツー
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リズムなど、新茶の季節ならではの体験を通じ五感
でお茶の魅力に触れる「茶の産業・文化交流ツアー」
や、一般消費者向けのお茶の健康効果に関する講演
会、女性研究者による茶文化研究発表会を行う「産業・
文化・学術セミナー」など、一般の方から茶業関係
者まで、どなたにも愉しんでいただけるプログラム
も実施します。
さらに、あさぎりフードパークや新東名高速静岡
SA など、
「春の祭典」の会期に合わせ、県内のいた
るところでお茶に
関する様々なイベ
ントが開催されま
す。
ど う ぞ、 こ の 機
会 に「 茶 の 都 し ず
おか」でお茶を心
ゆくまで愉しんで
ください。
お問合せ

第５回世界お茶まつり実行委員会事務局（静岡県茶業農産課内）
TEL 054-202-1488
HP http://www.ocha-festival.jp

Nagano

長野県

「確かな暮らしが営まれる美しい信州」を目指して
長野県総合５か年計画を策定
長野県は現在、人口減少や高齢化の進行など、時
代の大きな転換点に立っています。こうした時代の
中、本県がどこに向かうべきか、長期的視点に立っ
た県づくりが不可欠となっています。このため、今
生まれた子どもたちが大人になるおおむね 20 年後の
「未来の信州」の姿を描いた上で、今後５年間の県づ
くりの方向性と方策を明らかにした「長野県総合５
か年計画～しあわせ信州創造プラン～」を策定しま
した。
計画の基本目標を「確かな暮らしが営まれる美し
い信州」とし、「『貢献』と『自立』の経済構造への
転換」、「豊かさが実感できる暮らしの実現」、
「
『人』
と『知』の基盤づくり」の三つの基本方針に、
「
『信州』
の価値向上と発信」を加え、県行政と県民の英知を
結集して、その実現を目指します。
この三つの基本方針に基づき、九つのプロジェク
トを立ち上げ、具体的な達成目標を掲げるとともに、
県が行う取組と県民の皆様へのお願いを明記しまし
た。

日本でいちばんいい県都道府県別幸福度ランキン
グ総合第１位の長野県。平均寿命も男女共に日本一。
このような長野県の持つポテンシャルを生かしなが
ら、さらなる飛躍をするために、この計画を着実に
進めていきます。
お問合せ

長野県企画部企画課
TEL 026-235-7014
しあわせ信州創造プラン HP
http://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/kikaku/
newplan/top.htm
http://www.pref.nagano.lg.jp/syakai/kousei/
keikaku/keikaku.htm

都道府県だより
Toyama
こ

し

2013 年 4 月

富山県

くに

高志の国文学館特別展
「おおかみこどもの雨と雪」
昨年７月に「ふるさと文学の総合窓口」として開館した
高志の国文学館（富山市）では、６月３日（月）まで特別
展「おおかみこどもの雨と雪－大自然に生きる母と子の物
語－」を開催しています。
本県上市町出身の細田守監督が手掛けたアニメ映画『お
おかみこどもの雨と雪』は昨夏に公開され、観客動員数
344 万人を超える大ヒットを記録し、先月には第 36 回日
本アカデミー賞で最優秀アニメーション作品賞を受賞しま
した。
「おおかみおとこ」と恋に落ちたヒロイン「花」が、
厳しくも豊かな大自然を舞台に「おおかみこども」の「雪」
と「雨」を育てる 13 年間を描いたストーリーで、作中に
は本県の剱岳、みくりが池、称名滝などをモデルにした美
しい風景が数多く登場しています。
人間とおおかみの狭間に生きる宿命を背負った「おおか
みこども」の「雪」と「雨」
。そして、子どもたちの選択を
見守る母親「花」。特別展では、親から子への「いのちのつ
ながり」を主題として、映画の制作過程で描かれた絵コン
テや原画、小説を手がかりに、それぞれの生き方を探って
いきます。展示室には主人公の親子３名の各コーナーを設
置し、絵コンテを配した「キャラクターボックス」
、本編カッ
トなどを並べ、
人柄や心情の変化等を紹介しています。また、
本邦初公開となる貴重な背景画を展示するほか、展示室内
か み い ち ま ち
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には主人公の親子が都会から移
り住んだ田舎の古民家（上市町
の実在の家がモデル）の縁側が
再現されるなど、映画の世界を
体感できるものとなっています。
会期中は、『おおかみこどもの雨
と雪』を始め、
『サマーウォーズ』、
『時をかける少女』など細田監督
の作品の上映会や、細田監督の
作品論を始め、
「子育て」や「地
域振興」、さらには「オオカミ」
そのものにスポットを当てた講演会も開催します。映画
ファンのみならず、多くの方の御来館をお待ちしています。
【開館時間】9:30 ～ 17:00（入館は 16:30 まで）
【休 館 日】火曜日
【観 覧 料】一般 500 円 ※高校生以下無料
お問合せ

富山県生活環境文化部文化振興課
TEL 076-444-8929
高志の国文学館
TEL 076-431-5492
HP http://www.koshibun.jp/
Ⓒ 2012「おおかみこどもの雨と雪」製作委員会、スタジオ地図作品

石川県

Ishikawa
首都圏へ向けた戦略的誘客対策の推進
～目指せ ! 首都圏誘客 500 万人～

め、新幹線
開 業 対 策
としては全
国初となる
120億円規
日本橋・京橋まつりでの
模の「新幹
｢いしかわ百万石｣ 大パレード（イメージ）
線開業PR推
進ファンド」を創設し、その運用益を活用して、機
動的な開業PRを実施していくことにしました。この
ファンドの造成に当たっては、県と市町に加えて、
住民参加型市場公募債「ふるさといしかわ債」を活
用し、県民や企業の皆様方にも御協力いただき、官
民一体となった機運の醸成にもつなげていきます。
今後は、
「観光戦略推進部」を中心に、庁内一丸と
なって本県への観光誘客に取り組んでいくとともに、
実行プランの策定に共に取り組んできた県内全ての
市町、観光関係団体、交通事業者、経済団体等とも
手を携えて、
「オール石川」で「首都圏誘客 500 万人
構想」の実現を目指します。

２年後に迫った北陸新幹線金沢開業に向け、その
効果を最大限に引き出し、県内全域に波及させてい
くため、昨年度に「新幹線開業 PR 戦略実行プラン」
を策定しました。同プランでは、今年度からの５年
間を対象として、首都圏等への効果的な情報発信や、
観光客を迎え入れる受け地での魅力づくりなどを展
開することとしています。中でも、平成 26 年 10 月
に開催される「日本橋・京橋まつり」とタイアップ
した大規模な開業 PR や、平成 27 年 10 月から 12
月に北陸三県の地元行政と経済・観光業界等が JR
６社と一体となって行うデスティネーションキャン
ペーンなど、今年度を含む開業前後３年間で、集中
的に PR に取り組みます。
また、これまで以上に観光施策を総合的・戦略的
に推進するため、今月から、観光交流局を「観光戦
略推進部」に改編し、実行プランを着実に実行して
いくため、新たに「首都圏戦略課」と、その分室と
して東京に「首都圏誘客推進室」を設け、首都圏か
らの戦略的な誘客対策に取り組んでいきます。
そして、これらの取組を財源面からも担保するた

お問合せ

石川県観光戦略推進部首都圏戦略課
TEL 076-225-1537

都道府県だより
Gifu

2013 年 4 月

岐阜県

岐阜県の森林づくりを紹介します。
県土の８割を豊かな森林資源が占める本県では、｢伐って、
利用する｣ という林業活動を重視した ｢生きた森林づくり｣
と、｢守って、活かす｣ という環境を重視した ｢恵みの森林
づくり｣ の２本柱で森林・林業施策を展開しています。
【生きた森林づくり】
まず、｢生きた森林づくり｣ としては、郡上市に誘致をし
た大手製材会社の ｢A 材｣ ( 直材 ) を使った大型木材加工施
設の整備を支援します。また、これまで十分に活用されて
こなかった ｢C 材｣ ( 小径木 )・｢D 材｣ ( 根元材、端材 ) を
ペレットなど木質バイオマス発電の燃料に利用していくた
め、木質バイオマス発電施設の整備に対する助成も行いま
す。中津川市では既に、｢B 材｣ ( 曲がり材 ) を材料とする
大手合板製造会社の工場も本格稼働していることから、こ
れにより、念願の木材を１本まるごと無駄なく活用できる
体制が整うことになります。
【恵みの森林づくり】
｢恵みの森林づくり｣ としては、既存の林業では採算が合
わず放置されている里山林について、その再生手法を確立
し、全県へ展開を図るためのモデル林を、平成 28 年度ま
でに５ヵ所指定し、整備を進めます。
また、昨年の ｢ぎふ清流国体・ぎふ清流大会｣ の開催を
通じて、本県のアイデンティティ、魅力として一層理解が
深まった ｢清流｣、そして、その源である水源地域の乱開発

を防ぐため、同地域内の土地取引行為に係わる事前届出を
義務付け、届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合に
50,000 円以下の過料を科す ｢岐阜県水源地域保全条例｣ を
制定します。
【全国育樹祭 ～その生みの親は岐阜県～】
さらに、昭和 52 年から始まった ｢全国育樹祭｣ の平成
27 年の誘致を目指し、準備を進めます。これは、皇太子同
妃両殿下による御手入れ ( 全国植樹祭において天皇皇后両
陛下の御手植え・御手播きにより成長した木の枝打ち等 )
や参加者による育樹活動等を行うものです。
この全国育樹祭は、昭和 51 年に天皇皇后両陛下が皇太
子・皇太子妃当時に御来県された際、昭和 32 年に昭和天皇・
香淳皇后が御手植えになった樹木の御手入れの様子を旧谷
汲村 ( 現在の揖斐川町 ) で御覧になられたことが、開催の
きっかけになったと言われています。言わば本県が発祥の
地とも言うべき当行事を開催するという、長年の宿願を果
たしたいと思います。
【最後に】
こうした取組を通じて、地域の主要産業の一つである林
業の競争力を高めると同時に、本県の誇る ｢清流｣ 環境を
守り、その魅力を発信し、後世に伝えていきます。
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お問合せ

岐阜県広報課
TEL 058-272-1116

Aichi

愛知県

モノづくりの未来をひらく
「あいちシンクロトロン光センター」がオープンしました！
愛知県では、付加価値の高いモノづくりを支援す
るため、愛知万博会場跡地（瀬戸市・豊田市）にお
いて、最先端の研究開発環境を備えた「知の拠点あ
いち」の整備を進めてきました。
「知の拠点あいち」では、昨年２月 14 日、愛知県
の公設試験研究機関である「あいち産業科学技術総
合センター」が先行してオープンしています。
この度、同センターに隣接する形で、ナノテクノ
ロジーを用いた研究・開発に不可欠な、最先端の
計測分析機能を備えたシンクロトロン光利用施設
である「あいちシンクロトロン光センター（愛称：
」が、３月 22 日にオープンしました。
AichiSR）
シンクロトロン光とは、光速に近い速度まで加速
した電子を電磁石で曲げた際に発生する極めて強力
な光であり、ビームラインと呼ばれる測定装置に導
いてサンプルに当て、計測分析を行うものです。
この施設は、公益財団法人科学技術交流財団が整
備し、運営を行うもので、産業利用を重視しており、
異なる機能を有するビームラインを６本備え、企業
ニーズに幅広く対応できます。また、隣接する「あ

いち産業科学技術総合センター」が備える電子顕微
鏡などの高度な計測分析機器と併せて利用すること
によって、研究・開発の際に、より効果的に御活用
いただけます。
施設の御利用に当たっては、コーディネータがき
め細かくサポートしますので、愛知県内のみならず、
県外からの積極的な御利用をお待ちしています。

あいちえすあーる

お問合せ

愛知県産業労働部産業科学技術課
TEL 052-954-6347

都道府県だより
Mie

2013 年 4 月

三重県

「三重県観光キャンペーン～実はそれ、ぜんぶ三重
なんです ! ～」がスタートします。
三重県では、平成 25 年に伊勢神宮において 20 年
に１度の大祭「神宮式年遷宮」が行われ、平成 26 年
には熊野古道伊勢路が世界遺産登録 10 周年を迎える
など観光トピックスが盛りだくさんです。
この機会に合わせ本年４月から３年間「三重県観
光キャンペーン～実はそれ、
ぜんぶ三重なんです ! ～」
を展開します。期間中は県内各地の「みえ旅案内所」
で「みえ旅パスポート」を発給します。これ一冊で、
スタンプラリーが楽しめ、おもてなしサービスが受
けられるなど特典満載です。
このほか、キャンペーンオフィシャルガイドブッ
クや県内を５つの地域に分けたエリアパンフレット
などを作成し、キャンペーン情報や三重の魅力を発
信していきます。ぜひ、県内各地を旅して、三重な
らではの魅力を体感してください。

みえ旅パスポート

お問合せ

三重県観光キャンペーン推進協議会事務局
TEL 059-224-2282
HP http://www.kankomie.or.jp/miecp/
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福井県

Fukui
恐竜博物館に新たな魅力
～ガチャピンの謎にも迫る高度な研究 ! ～

年間 50 万人以上が訪れる福井県恐竜博物館。全国
に誇るダントツの恐竜ブランドとして、その魅力は
ますます高まっています。
その観光ブランドの一方で、
「世界三大恐竜博物館」
と称されており、学術的にも高い評価を得ています。
その「高度な専門知識をお借りしたい」と東京の
テレビ局から依頼があり、ポンキッキで子どもに大
人気の「ガチャピン」が何から進化した恐竜なのか、
どこから来たのかなど、説明のつかない多くの謎を
大真面目に調査・研究し、先日、その報告が行われ
ました。
そして、その恐竜博物館に新たな標本が仲間入り。
今から約１億５千万年前に生息していた草食恐竜カ
マラサウルスの全身骨格がついに登場。この骨格は、
９割以上が実物という非常に貴重なものであるほか、
約 15m にも及ぶ巨大な雄姿はまさに圧巻です。
さらに、福井県ではこの恐竜博物館の一帯を「恐
竜キッズランド」として整備しようと、まずは実際
の発掘現場を野外博物館に整備。平成 26 年夏のオー

プンを目指します。
そのほか、恐竜研究のレベルを更に高めるために、
全国で初めて「恐竜学研究所」を福井県立大学に設置。
近くに恐竜博物館や実際の発掘現場があり、最高の
立地環境の中、
「恐竜学」という研究のジャンルを打
ち建て、国内外から優秀な古生物学関係の研究者や
学生を受け入れていきます。
今後も恐竜博物館では、来場者に楽しんでもらえ
る展示の充実と、それを支えるトップクラスの学術
研究を発展させていきます。

カマラサウルスの全身骨格

都道府県だより
Shiga

2013 年 4 月

滋賀県

劇場専属声楽家集団
＜びわ湖ホール声楽アンサンブル＞の活躍
＜びわ湖ホール声楽アンサンブル＞は、ソロのス
テージやオペラ、そして合唱まで、幅広い分野の声
楽作品を演奏する 16 名のプロ声楽家集団です。
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールにおける独自の創
造活動の核として、ホール開館と同じ 1998 年の設
立以来、年間を通して幅広い活動を行っています。
構成メンバーは、日本全国から集まった優れた声
楽家たちの中から厳しいオーディションを経て選ば
れ、専属の歌手としてびわ湖ホールの舞台を始め、
日本全国や世界の一流のステージで演奏する機会も
増えてきています。
神奈川県民ホールなど他館との共同制作オペラや
東京公演、オーケストラの定期演奏会への出演を始
め、平成 24 年度は日本センチュリー交響楽団上海公
演に出演、初の海外進出を果たしました。さらに平
成 25 年 7 月には、昨年 10 月にびわ湖ホールで上演
し、大好評を得た「三文オペラ」を新国立劇場（東京）
で演奏します。
また、滋賀県内の小中学校を巡る「学校巡回公演」
や「ふれあい音楽教室」
、県内ホールと協働で開催す
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びわ湖ホール声楽アンサンブル 第 49 回定期公演

る「地域協働公演」や小学生向けオペラ「泣いた赤鬼」
の開催など、県内各地に精力的に出かけ、音楽の素
晴らしさや楽しさを県民の皆様に直に伝えています。
さらに、２年前にテノール歌手４人で結成した「び
わ湖ホール四大テノール」は、その確かな歌唱力と
コミカルな演出で人気急上昇。昨年の初リサイタル
は、公演２ヵ月前に完売してしまいました。
ますます活動の幅を広げている＜びわ湖ホール声
楽アンサンブル＞に、是非御注目ください。
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール HP
http://www.biwako-hall.or.jp/

京都府

Kyoto

京都ジョブパーク「マザーズジョブカフェ」
平成 24 年度の利用者が 20,000 人突破 !
開設以来 40,000 人突破目前 !!

【内定者数】
・平成24年度は、京都ジョ
ブパーク中小企業人財確
保センターと連携し、求
職者のスキルアップや企
業側への情報提供などに
よるマッチングを強化。
・きめ細やかなカウンセリ
ングにより、できるだけ
早期での内定に努めてい
る。

「京都ジョブパークマザーズジョブカフェ」の平成
24 年度の利用者が 20,000 人を超え、開設以来の利
用者が 40,000 人突破目前となっています。
平成 24 年度は、京都ジョブパークのハローワーク
機能が強化されたことでマザーズジョブカフェの利
用者が増えました。また、京都ジョブパーク中小企
業人財確保センターと連携や「安心ゆりかごサポー
ト事業」の利用期間の延長などにより、子育てしな
がら働きたい女性の就業確保につながっています。

【安心ゆりかごサポート
利用者数】
・平成24年４月から、預か
り期間を最長３ヵ月から
１年へ延長したことによ
り利用者が増加。
・保育所の途中入所が困難
な子育て中の母親の就業
増につながっている。

【延べ利用者数】
・平成24年度は、初めて年
間20,000人を突破。
・京 都 ジ ョ ブ パ ー ク の ハ
ローワーク機能が強化さ
れたことにより、マザー
ズジョブカフェの利用者
も1.77倍に増加。

お問合せ

【利用者内訳】
20歳代16%、30歳代47%、
40歳代30%、50歳以上７%

京都府府民生活部男女共同参画課
TEL 075-692-3473

都道府県だより

2013 年 4 月

大阪府

Osaka
’13 食博覧会・大阪ついに開幕

４ 年 に 一 度 の 食 博 覧 会 は、 今 回 で ８ 回 目 ! 前 回
2009 年（平成 21 年）までの計７回の来場者数が、
400 万人を超える日本最大級の食のイベントです。
会場はインテックス大阪。４月 26 日（金）～５月
6 日（祝・月）までの 11 日間開催されます。
今回は「食でつなごう日本と世界」をテーマに、
日本や世界各地から、自慢の料理や、珍しい料理が
集まります。世界ス米ル・マルシェ食育館（３号館）
では、今まで食べたことのない世界のお米料理を食
べることができます。また、世界の味覚館（６号館 B）
のワールドビアフェスタでは、にぎやかな音楽が演
奏されるステージを楽しみながら、世界のビールと
料理を堪能できます。
日本の御当地グルメも大集合 ! 日本の味覚館（６号
館 A）では、日本全国の自治体が「お国の食」自慢
を繰り広げます。くいだおれ横丁館（２号館）では、
関西のグルメを中心とした様々な出店が軒をつらね
ます。
もちろん食博覧会の魅力は「食べる」だけではあ
りません。食博劇場（１号館）では今回のために来
日するブルガリアの民族舞踊団の見事な足技は必見 !
また、キッズワンダーレストラン（３号館）では、
マ イ
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親子で調理体
験ができま
す。宴テーマ
館（ ５ 号 館 ）
では、世界的
に有名な和紙
アーティスト
の堀木エリ
子による和紙のモニュメントや日本料理、中国料理、
西洋料理、和菓子、洋菓子の職人の「技」を間近に
見ることができる実演コーナーを開催。メインステー
ジでは、連日多彩なステージが繰り広げられ、ギネ
ス記録に挑戦する食の企業も登場します。
’13 食博覧会・大阪は、「食」から得られる幸せの
輪を大阪から日本全国、そして世界へ広げていきま
す。食べて、飲んで、見て、大人も子どもも楽しめ
る世界の食が大集合 ! さぁ、「宴」の始まりです !
お問合せ

食博覧会実行委員会事務局
TEL 06-7668-0377
▼詳しくはこちら▼
HP http://www.shokuhaku.gr.jp

Wakayama

和歌山県

和歌山県ウメ輪紋ウイルスの侵入及びまん延の
防止に関する条例制定について
ウメ、モモ、スモモなどに感染し、甚大な被害を与
える恐れのあるウメ輪紋ウイルスが、平成 21 年から
現在まで８都府県で発生しています。近畿では、京
都府と和歌山県を除く４府県で確認、平成 25 年２月
には兵庫県の４市に緊急防除区域が指定されました。
このような状況の中、和歌山県は、ウメ、モモ、ス
モモの果実の全国有数の生産地であり、ウメ輪紋ウ
イルスが県内で発生、まん延した場合、本県の農業
に大きな影響を及ぼすことが懸念されます。そこで、
植物防疫法に基づく対策だけでなく独自の対策に取
り組むことが必要であると考え、本条例を制定しま
した。
この条例は、県、栽培者及び農業者の組織する団
体等の責務、サクラ属等の植物の移動の制限、通報、
県職員の立ち入り検査といったウイルスの侵入やま
ん延防止のための必要事項を規定し、ウメ、モモ、ス
モモ等のサクラ属の果実生産の安全を図るものです。
特に移動の制限の規定は、感染する恐れがある植
物のうち国内で感染が確認されているもの等を「特

定サクラ属等の植物」として定め、知事が指定する
区域から和歌山県内へそれらの植物を持ち込む場合、
知事の許可が必要とすることとしました。和歌山県
内で発生した場合も同様に知事の許可が必要として
います。
本条例が、他の都道府県のサクラ属の植物の生産、
流通に影響を及ぼす場合もあるかもしれませんが、
本県の農業を守るため、全国の皆様の御理解と御協
力をお願いします。
参考
○特定サクラ属等の植物（条例で規制対象とする植物）
(1) ウメ、(2) アンズ、(3) スモモ（ニホンスモモ）
、
(4) セイヨウスモモ（ヨーロッパスモモ、プルーン）
、
(5) ミロバランスモモ、(6) モモ、(7) ネクタリン、
(8) アーモンド、(9) ユスラウメ、(10) ニワウメ
お問合せ

和歌山県農林水産部農業生産局果樹園芸課
農業環境・鳥獣害対策室生産環境班
TEL 073-441-2905 FAX 073-441-2909
E-mail e0703002@pref.wakayama.lg.jp

都道府県だより
Hyogo

2013 年 4 月

兵庫県

「ひょうご恐竜化石国際シンポジウム」を開催
● 20 周年を迎えた「兵庫県立人と自然の博物館」
平成４年に開館した「兵庫県立人と自然の博物館」は、
「ひとはく」の愛称で親しまれ、昨年 20 周年を迎えまし
た。貴重な資料標本と優れた研究者などが中心となって、
生涯学習に機能的に対応できる「人と自然の共生博物館」
を目指し、活動を展開しています。
20 周年を記念したスペシャルプログラムの一環とし
て、国内外の最先端の研究成果を通して恐竜化石の魅力
を広く知っていただき、地域づくりへの活用方策を提言
するためのシンポジウムを３月 16 日（土）
、17 日（日）
に開催しました。
●恐竜化石の「学術的発掘調査」「普及教育」「地域づく
りへの活用」を体現したシンポジウム
平成 18 年に、丹波市山南町において丹波竜の化石が
発見されたのを契機に、当館は様々な担い手との協働の
下、純学術的な発掘調査から、普及教育、そして地域づ
くりへの活用までを、三位一体として進めてきました。
そこで、今回のシンポジウムでは、その三つの側面を体
現するために、３部構成としました。
第１部は、国際シンポジウム「白亜紀前期の恐竜研究
最前線」です。国内外の第一線で活躍する研究者を演者
として招き、これまでの発掘調査で発見された、恐竜や
ほ乳類などの脊椎動物化石について、学術的価値を明ら
かにすることを目的に講演や討論を行いました。
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第２部は、サイエンスカフェ「篠山層群の化石から白
亜紀の生き物を復元する」です。恐竜生息時の古い環境
を画像で再現するため、古生物研究者と芸術家が共同で
復元画・復元像を作り上げていくプロセスの現場を参加
者の皆さんに実感してもらいました。
第３部では、
「恐竜化石を活かした地域づくりフォーラ
ム」として、第１部、第２部で得られた成果をいかにし
て地域づくりに反映させていくかを話し合いました。ほ
かにも、恐竜復元画を漫画で描くワークショップや、化
石発掘体験、屋台グルメコーナーなども設け、多くの来
場者でにぎわいました。
このシンポジウムを通じ、丹波の化石群の学術的重要
性が再認識されるとともに、立場の異なる多くの方々が
これからもこの活動に参画されることが期待されます。

国際シンポジウムでの講演

お問合せ

ワークショップ

兵庫県立人と自然の博物館
TEL 079-559-2001
FAX 079-559-2007
HP http://hitohaku.jp/

化石発掘体験

鳥取県

Tottori

「とっとりの豊かで良質な地下水の保全及び持続
的な利用に関する条例」
が制定されました
鳥取県では、今年５月に「全国植樹祭」が中国地方最
高峰である大山を舞台に開催され、９月には全国で一番
大きな池である湖山池を舞台に『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」』が
開催され、県内各地で「とっとりグリーンウェイブ」旋
風が巻き起こります。この「豊かな自然や緑」を育んで
いる『水』
、近年、全国的にも外国資本の森林買収等によ
り、
その保全策が話題となっている「地下水」や「水環境」
について、御紹介させていただきます。
平成 24 年 12 月「とっとりの豊かで良質な地下水の保
全及び持続的な利用に関する条例」が制定され、平成 25
年４月１日から施行されます。この条例名称のとおり、
鳥取県は豊かな地下水に恵まれています。ミネラルウォー
ターの生産量は、全国第３位（2011 年 ミネラルウォー
ター協会）
、県内の水道水に使われている地下水の比率は
96%（2011 年 水道統計）です。このように地下水は、
我々
県民が誇りに思う豊かで貴重な資源であり、条例の前文
においても「県民誰もがその恩恵を享受できる県民共有
の財産」であり、
「県、市町村、県民がその大切さを十分
認識して、みんなが一体となって保全に取り組む」こと
を明記しています。

豊かな地下水は、県内各
地で湧水となり、名水環境
として、広く存在していま
す。米子市
「天の真名井」
は、
昭和 60 年に環境省の名水百選に、鳥取市「布勢の清水」
、
湯梨浜町「宇野地蔵ダキ」
、伯耆町「地蔵滝の泉」は、平
成 20 年に環境省の「平成の名水百選」に選定されてい
るほか、県が独自で各地の美しい水辺 23 ヵ所を選定し、
「因伯（いんぱく＝因幡と伯耆の国の略）の名水」として、
PR しています。平成 25 年度は、条例制定に併せて、名
水環境や産業利用等の取組を学習する機会や観光と併せ
て名水を巡る取組なども企画して、意識醸成に努めてい
くこととしています。この機会に、是非、皆様にも、鳥
取へ遊びにお越しいただきますようお願いします。グリー
ンウェイブズとして、イベントマスコット「花トリピー」
や「トッキーノ」と一緒にお待ちしております。
お問合せ

鳥取県生活環境部水・大気環境課
TEL 0857-26-7197
地下水条例 HP
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=207896
因伯の名水 HP
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=37657

都道府県だより
Okayama
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岡山県

Belle に続き Charme がなでしこリーグへ !
昨年のチャレンジリーグを２位で終えた、FC 吉備
国際大学 Charme（シャルム）は、なでしこリーグ
９位の AS エルフェン狭山 FC との入替戦に臨み、２
戦２勝で勝利。昨年 11 月 26 日の日本女子サッカー
リーグ理事会で、なでしこリーグ昇格が承認されま
した。
３月からスタートした 2013 シーズンでは、FC 吉
備国際大学 Charme のなでしこリーグ昇格に伴い、
岡山県は、全国で唯一２チーム（岡山湯郷 Belle と
FC 吉備国際大学 Charme）が所属する県となりまし
た。
昨年のロンドンオリンピックで、日本サッカー競
技史上初の銀メダルを獲得したなでしこジャパンの
キャプテン宮間あや選手、守護神福元美穂選手を擁
する岡山湯郷 Belle と、昨年開催された FIFAU-20
女子ワールドカップでの銅メダル獲得に貢献した西
川明花選手が所属する FC 吉備国際大学 Charme が
対戦する「岡山ダービー」の盛り上がりも予想され、
地域の活性化にもつながるものと期待しています。
FC 吉備国際大学 Charme は、地元高梁市になで
しこリーグでのホームゲームが開催できるスタジア
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ムがないため、主に岡山県笠岡陸上競技場でホーム
ゲームを開催します。
ホームゲームを盛り上げるため、県では両チーム
と連携し、試合会場で小学生の前座試合や中高生の
運営ボランティア体験などを実施する「県民応援
デー」の開催や、県の動画サイトでチームや選手の
活動紹介などを行っていく予定です。
また、アウェイゲームでも、県外事務所などと連
携し、岡山への誘客促進に取り組むなど、トップク
ラブチームによる県民の一体感の醸成や地域活性化
を図っていきたいと考えています。

ユニホームを一新。激励会では、持ち味の攻守共に攻撃的なサッ
カーで、なでしこリーグを全力で戦っていくことを誓いました。

島根県

Shimane
特別展 平成の大遷宮 出雲大社展

出雲は、国譲り神話など豊かな神話に彩られ、ま
た八百万の神々が集う地として知られています。
この地で古くから祀られる出雲大社では、この度
60 年ぶりの遷宮を迎え、５年にわたる国宝本殿を始
めとする諸社殿の修理事業を終え、平成 25 年５月
10 日に本殿遷座祭が行われます。
この「平成の大遷宮」を機に開催する特別展では、
出雲大社の御神宝を始め、悠久の昔から今に伝わる
様々な文化財と共に、全国の由緒ある諸社に伝えら
れてきた神道美術の優品を一堂に集め展示し、出雲
大社の歴史や遷宮の意味について迫ります。

■会期：平成 25 年４月 12 日（金）～６月 16 日（日）
（会期中休館日：４月 16 日（火）
・５月 21 日（火））
■開館時間：午前９時から午後６時
■場所：古代出雲歴史博物館（出雲大社東隣）
TEL 0853-53-8600
■観覧料：
特別展のみ
一般 1,000 円 大学生 500 円
常設展セット料金 一般 1,300 円 大学生 700 円
（小中高生は無料です）
■特別協力：出雲大社・島根県神社庁

［主な展示資料］
・国宝 沖津宮祭祀遺跡出土品（福岡県 宗像神社蔵）
・国宝 梵鐘（福岡県 西光寺蔵）
・国宝 秋野鹿蒔絵手箱（出雲大社蔵）
・国宝 桐唐草蒔絵手箱及び内容品（和歌山県 熊野
速玉大社蔵）
・重文 銅戈・勾玉（出雲大社蔵）
・重文 木造獅子狛犬（岡山県 吉備津神社蔵）
・重文 絹本著色松崎天神縁起絵巻（山口県 防府天
満宮蔵）

国宝秋野鹿蒔絵手箱 出雲大社蔵

都道府県だより
Hiroshima
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広島県

「ひろしま菓子博 2013」開催 !
（４月 19 日から５月 12 日まで）

４月 18 日まで、第２期前売り入場券販売中です。
JR 西日本みどりの窓口や主要旅行会社での直接販売
のほか、オンラインを通じて購入いただけます。

日本最大のお菓子の祭典「ひろしま菓子博 2013」
が、広島市（旧市民球場跡地等）で開催されます !
この博覧会は、
「知る」
、
「見る」
、
「食べる」
、
「買う」
をキーワードに、地域色豊かなお菓子の数々や、菓
匠たちが技を駆使して作る美しい工芸菓子が出展さ
れる、大人から子どもまで幅広い世代に楽しんでい
ただけるイベントです。
実物の 15 分の１スケールで壮麗に再現 ! お菓子で
作られた嚴島神社のシンボル展示が話題の「お菓子
のテーマ館」
、
生産量日本一の広島レモンを使った新しいお菓子
「広島レモンスイーツ」
、
おなじみのお菓子メーカーが出展するお菓子の遊
園地「夢のお菓子ランド」
、
列島縦断 ! 全国の銘菓が勢ぞろいの「全国お菓子め
ぐり館」などなど、見どころ満載です。
是非御来場ください !

お問合せ

広島県商工労働局経営革新課
TEL 082-513-3328
第 26 回全国菓子大博覧会・広島実行委員会事務局
TEL 082-502-2838
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山口県

Yamaguchi
日本ジャンボリーが開催されます !
あ じ

ンボリーでは、広く一般の方を対象とした見学・体験
プログラムが提供されます。ボーイスカウトに加盟し
ていない小学校６年生から高校生までの年代を対象と
した、
場内プログラムが体験できる「オープン参加」や、
一般の方を対象とした、会場内の見学やスカウトとの
交流ができる「デイビジター」の参加者は、ボーイス
カウト日本連盟が４月以降に募集開始します。
ジャンボリーは、青少年の健全育成や国際理解の
推進の場であるとともに、本県の魅力を国内外へ発
信する機会です。県では、関係団体と連携し「世界
スカウトジャンボリー山口県支援委員会」を設立し、
大会の PR や機運醸成などで開催を支援するととも
に、山口県の魅力を世界に発信していきます。

す

平成 27 年夏、山口市の阿知須・きらら浜を会場に、
日本では 44 年ぶり２回目となる第 23 回世界スカウ
トジャンボリーが開催されます。
「ジャンボリー」は、
４年に１度開かれるボーイスカウトの大会で、スカ
ウトたちがキャンプをしながら国内外の仲間と体験
を共有します。そのプレ大会として、今年の７月 31
日から８月８日まで、同じくきらら浜で、第 16 回日
本ジャンボリー・第 30 回アジア太平洋地域スカウト
ジャンボリーが開催されます。
ジャンボリー両大会で実施される「地域プログラム」
では、日本全国・世界各国のスカウトたちが、県内全
19 市町を訪問し、
歓迎行事を始め、
名 勝・ 史 跡 や 企
業 で の 見 学・ 体
験、 奉 仕 活 動、
学校訪問などを
通 じ て、 地 域 の
方 々 や 児 童・ 生
徒と交流します。
前回の日本ジャンボリーの様子（平成 22 年、静岡県、
また、日本ジャ
写真提供：ボーイスカウト日本連盟）

お問合せ

山口県社会教育・文化財課
TEL 083-933-4656
世界スカウトジャンボリー山口県支援委員会
（日本ボーイスカウト山口県連盟内）
TEL 083-928-0079
HP http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a50400/
jambpree/jamboree.html

世界スカウトジャンボリー - 山口県

都道府県だより
Kagawa
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香川県

★かがわ物産館「栗林庵」がオープン
「香川のうまいもん・ええもん」がたくさんそろって
いる新たな県産品のアンテナショップ、かがわ物産館
「栗林庵」が、３月 27 日に特別名勝「栗林公園」の東
門横にオープンしました。
栗林公園の景観に溶け込む建物は、和のテイストあ
ふれる木造平屋で、約 400㎡の店内には、魅力あふれ
る県産品がずらりと並んでいます。
讃岐うどんに和三盆、こだわりの県産醤油や佃煮、
オリーブ製品などの人気商品を始め、香川漆器や丸亀
うちわ、讃岐かがり手まりなどの伝統的工芸品などを
そろえています。
そのほか、季節の食材や新商品、農商工が連携して
開発した商品などを集めた「旬の県産品・新商品コー
ナー」には、現在開催中の「瀬戸内国際芸術祭 2013」
の関連グッズやかがわ県産品コンクール入賞商品、そ
して今注目の希少糖を使った商品などもあります。
「冷蔵・冷凍食品コーナー」には、瀬戸内海が育んだ
水産加工品、野菜や果物を加工した農産加工品、讃岐
三畜などの畜産加工品を、
「生鮮品コーナー」には旬の
さぬき讃フルーツなどを置いています。
イベントスペースもあり、楽しみながら学べる体験
型のワークショップや試食販売、PR イベントなどを開
催し、旬の食材や加工食品、工芸品などの情報発信拠
点としても、期待されています。
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オープン記念
と し て、 栗 林
庵オリジナル商
品を限定販売し
ています。スペ
シャルスイーツ
に結い手まりス
ト ラ ッ プ、「 う
かがわ物産館「栗林庵」
どん県。それだ
けじゃない香川
県」うどん丼鉢セットなど、ここでしか買えない商品
も見逃せません。
「お越しいただいたお客様に、単に商品を買っていた
だくだけでなく、その背景にある作り手の思い、そし
て香川県の歴史や文化などにも触れていただけるよう
な仕掛けづくりをしていきたい」と笑顔で語ってくだ
さったのは、かがわ物産館「栗林庵」の杉本里香店長。
お土産や贈り物に、「うどん県。それだけじゃない香
川県」お薦めの県産品が、何でもそろうかがわ物産館「栗
林庵」に是非お立ち寄りください。
お問合せ

かがわ物産館「栗林庵」
TEL 087-812-3155
HP http://www.kensanpin.org/ritsurinan/

徳島県

Tokushima
メガソーラーの建設が進んでいます

による県営太
陽光発電所が
２ヵ所で運転
を開始します。
こ の う ち、 ４
月 24 日 か ら
営業運転を開
始 す る「 マ リ
ンピア沖洲太
陽光発電所」の敷地面積は約 27,000㎡、年間発生電
力量は一般家庭約 660 世帯分にのぼる見込みです。
これに合わせて、隣接する「エコみらいとくしま」
に自然エネルギーの学習拠点を整備。自然エネルギー
の普及啓発に寄与することとなります。
また、10 月から稼働予定の「和田島太陽光発電所」
では、災害時の非常用電源として活用するため、プ
ラグイン・ハイブリッド車などを活用してメガソー
ラーから避難所等に電気を搬送する実証実験を行う
予定です。
これからますます期待が高まる自然の力を利用し
た地球に優しいエネルギー。徳島県の気象・地形条
件を大いに活用し、自然エネルギー導入への取組を
加速させていきます。

東日本大震災を契機として、エネルギーの安定供
給や省エネ社会の実現が国民的課題となる中、太陽
光、風力、小水力など、
「自然エネルギー」の導入を
更に加速させ、エネルギーの地産地消や災害に強い
自立・分散型エネルギー社会を積極的に推進してい
くことが求められています。
全国でも最高レベルの日照時間、小さい急流な河
川、豊富な森林資源などの「自然エネルギー」の宝
庫である徳島県では、
「自然エネルギー立県とくしま
推進戦略」を平成 24 年３月に策定し、環境の世紀を
リードする「自然エネルギー立県とくしま」の実現
に向け、メガソーラーなどの誘致や自然エネルギー
を生かした地域活性化、災害に強いまちづくりなど
に取り組んでいるところです。
平成 24 年度には全国トップクラスの補助制度や低
利な融資制度を創設し、積極的な情報発信を行うな
ど、民間事業者による自然エネルギー発電施設の誘
致等に集中的に取り組んできた結果、これまでに民
有地３ヵ所と県有地２ヵ所でメガソーラーが稼働し
ています。
さらに、公営企業では西日本初となる、県企業局

都道府県だより
Ehime
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愛媛県

一般社団法人えひめ若年人材育成推進機構設立
～地域一体となって若年者の就職を支援 ! ～

対応した人材育成や学校が実施するキャリア教育へ
の支援を実施するなど、若年人材の育成に総合的に
取り組んでいます。
また、平成 25 年２月には安定的かつ継続的な組織
体制の再構築を図るため、同機構を法人化し、「一般
社団法人えひめ若年人材育成推進機構」として、若
年者の就職とそれを取り巻く関係者への支援サービ
スの更なる充実を図ることとしています。
25 年度は、無料職業紹介事業許可を取得し、同セ
ンターにおいて実施する若年者と企業との交流事業
などに直接マッチングを取り入れて
いくほか、中小企業の魅力発信の更
なる強化や学校と企業との連携強化
にも取り組み、若年者の就職支援と
地域の企業の人材確保支援に全力で
取り組んでいきます。

愛媛県では、厳しい雇用環境にある若年者の就職
を支援するため、平成 16 年度に愛媛県若年者就職支
援センター（愛称：ジョ
ブカフェ愛 work）を設
置し、開設以来、延べ
51 万人の方に御利用い
た だ き、 約 15,000 人
の方の就職が決定して
います。
同センターは、平成
19 年度から、県や市町、
経済団体、企業、教育
機関、保護者団体など
が構成員となって地域
が一体となって設立し
た「えひめ若年人材育
成推進機構（任意団体）
」
により運営されており、
中小企業の魅力情報発信サイト
若年者の就職支援のほ
「愛媛の企業マルワカリ WEB」
25 年度に大幅に拡充予定 !
かにも、企業ニーズに

お問合せ

愛媛県経済労働部管理局労政雇用課雇用対策室
TEL 089-912-2506
ジョブカフェ愛 work ウェブサイト
http://www.ai-work.jp/
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高知県

Kochi

映画「県庁おもてなし課」５月 11 日公開 !!
高知県庁を始め、県内各地で撮影が行われた映画
「県庁おもてなし課」が５月 11 日から公開されます。
高知県でも映画公開に合わせて、4 月下旬から県庁
内に映画のロケセットを再現する予定です。あわせ
てロケ地マップの配布や観光ガイドによる県内観光
地の紹介を行います。
【400 万人観光を目指したさらなる挑戦】
高知県では今年度、高知を舞台とした映画の公開
などを追い風にして、さらなる観光振興の取組を進
めていきます。
県内各地域への
誘客を促進するた
めには、地域が主
体となって観光振
興に取り組んでい
くことが大切で
す。そのため、昨
年度、観光人材育
成塾「とさ旅セミ
安芸地域ワークショップ
ナー」を県内７ブ

ロック（270 人の参加）
で 開 催 し、 観 光 に 携
わ る 皆 様 が、 自 ら 地
域の観光資源を活用
した周遊プランづく
りやセールス活動な
ど を 行 い ま し た。 今
年度は地域で観光に
取り組むリーダーの
育 成 に 向 け、 よ り 実
践的で専門性の高い
内 容 と し て、 取 組 を
加速します。
こ の よ う に、 高 知
映画セット
県 で は、400 万 人 観
光の実現に向けて、よりレベルの高い観光地づくり
への挑戦を続けていきます。

お問合せ

高知県観光振興部観光政策課
TEL 088-823-9708
HP http://www.attaka.or.jp/

都道府県だより
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福岡県

エコトンを「福岡県広報部長」に任命 !
エコトンは、平成 21 年９月、
「福岡県地球温暖化
対策マスコットキャラクター」として誕生し、本県
の地球温暖化対策を始めとする環境分野で活躍して
きました。
特に近年の電力不足を受け、
「ふくおか省エネ・節
電県民運動」の先頭に立って県内各地で運動の拡大
に取り組んできたところです。
エコトンは丸い形や表情、愛くるしい動きから子
どもたちを始め多くの皆さんに、可愛らしいキャラ
クターとして人気が出てきたことから、観光キャン
ペーンや県産農産物の PR などでも活躍するようにな
りました。
そ こ で、 地
域活性化や福
祉関係のイベ
ン ト な ど、 県
の各分野でこ
の人気をもっ
と積極的に活
用できるよう、
辞令交付式の様子
環境部から総
29

務部への配置換えを行い、平成 25 年２月１日に県広
報部長に任命しました。
任命後は早速、大阪・なんばグランド花月劇場で
知事と共に春の福岡観光を PR するなど、幅広い活躍
が期待されています。

○特徴： 福岡の名産であるとんこつラー
メンをイメージしたどんぶりに
「ECO」のロゴ、しっぽがナルト
で、白くてふわふわ。
○誕生日：６月５日（環境の日）
○好きな食べ物：あまおう、明太子
エコトン
○好きな音楽：トンコツ音頭（めんたい豚
骨 ( 新 ) 旅行社）
トンコツ音頭踊りを密かに練習中（近日公開
予定）
○家族構成：パパトン、ママトン、エコトン、ヒメトン

お問合せ

福岡県県民情報広報課
TEL 092-643-3101

佐賀県

Saga
ILC（国際リニアコライダー）を日本へ !
そして脊振地域へ !

ている国内候
補地の決定絞
り込みに向け
て更なる推進
活動を進めて
いるところで
す。
ILC 計画が
国家プロジェ
ILC の設置イメージ ©Rey.Hori/KEK
クトとして位
置付けられ、九州の脊振地域に立地されるよう、国
への働き掛けを行ったり、県民の皆様に基礎科学の
重要性や面白さを実感してもらえるような科学教室
や講演会を開催するなど、ILC 計画の実現に向け、
これからも精力的に取り組んでいきます。

佐賀県は、九州・山口地域の産学官政が一体となっ
た「ILC アジア－九州推進会議」と共に、ILC（国際
リニアコライダー）研究施設の立地を実現させる取
り組みを行っています。
リニアコライダーとは、
「リニア」＝「直線」、「コ
ライダー」＝「衝突させる」を意味し、全長約 30km
～ 50km の直線状の加速器をつくり、電子と陽電子
の衝突実験を行うことで、宇宙創成の謎などを解明
しようというものです。
アジアの候補地である日本、さらには九州・脊振
地域で実現しようと、佐賀県は今年２月末に「ILC
推進グループ」を新たに立ち上げ、今夏に予定され

お問合せ

佐賀県 ILC 推進グループ
TEL 0952-25-7421
HP http://www.pref.saga.lg.jp/web/shigoto/_33022/_69231.html
国際リニアコライダー（ILC)

ILC のイメージ図 ©Rey.Hori/KEK
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2013 年 4 月

長崎県

しまとく通貨」でお得にお買い物♪

長 崎 県 で は、 し ま
の交流人口拡大や経
済活性化を目指して、
県内のしまのホテル
や飲食店、観光施設な
どで使えるプレミア
ム付商品券「ながさき
しまとく通貨」を４月
から販売しています。
県内の販売店や福
【マスコットキャラクター】
しまうまッチ
岡・ 佐 賀 両 県 の 港 の
ターミナルなど約
40 ヵ所で購入でき、１セット 6,000 円分を 5,000
円で販売しているため、現金よりも２割お得に買い
物を楽しめます。
しまとく通貨を購入できるのは、旅行等でしまを
訪れる方です。購入から６ヵ月間以内なら、それぞ
れの「しま加盟店」で使えます。
自然やグルメ、歴史など、魅力いっぱいの長崎県
のしま。この機会に是非、その魅力を体験してみて
はいかがですか？

【ながさき六つのしま】
対馬市、壱岐市、五島市、小値賀町、新上五島町、
佐世保市宇久町
※しま加盟店約 700 店舗のいろんなお店で使えます。
購入は１人１往復当たり６セット（３万円）まで
です。３万円分購入すると、6,000 円もお得にな
ります。

しまとく通貨デザイン

お問合せ

しま共通地域通貨発行委員会
TEL 095-833-2051
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大分県

Oita
県立美術館のオープンに向け
準備が進んでいます

せん県おおいた」の新たな魅力になることを目指し
ていきます。

県の芸術文化の中心拠点となる大分県立美術館の
建設が、いよいよ４月中旬から始まります。平成 27
年春に完成予定で、この度、美術館館長には武蔵野
りゅう

美術大学新見 隆 教授の就任が内定しました。新見氏
は、昨年８月から県の諮問機関「県芸術文化ゾーン
創造委員会」委員として、県立美術館の運営につい
ての検討を重ねてこられ、芸術に造詣が深く、様々
なネットワークと豊かな経験をお持ちであり、大分
ならではの独自性に富んだ企画展の開催などに期待
しているところです。
また、昨年５月には、県立美術館開館に向けて、
美術を身近に親しんでもらおうと「県立美術館まち
なか支局」を開設しており、県立美術館を模型や設
計図で紹介したり、県内にある美術館のイベント情
報も発信しています。さらに、若手芸術家などの作
品や、大分県自慢の収蔵品について紹介するなど、
美術への関心を高める取組を進めています。
県は、県民が自分たちの応接間と思えるような、
地域に愛される美術館のオープンが、
「日本一のおん

お問合せ

県立美術館推進局
TEL 097-506-2085

都道府県だより
Kumamoto

2013 年 4 月

熊本県

「くまもと家庭教育支援条例」を
全国に先駆けて制定 !

の健やかな成長に喜びを実感できる熊本の実現を目
指していきます。

熊本県では、昨年 12 月に家庭教育支援を目的とし
た条例として、
「くまもと家庭教育支援条例」を全国
に先駆けて制定し、４月から施行します。
家庭は、教育の原点であり、全ての教育の出発点
です。しかし、少子化や核家族化の進行、地域のつ
ながりの希薄化など、社会が変化している中、過保護、
過干渉、放任など家庭の教育力の低下が指摘されて
います。県では、これまでも家庭教育を支援する様々
な取組を進めてきましたが、家庭教育の大切さを見
直し、県民全体で支える取組を更に進めるため、こ
の条例を制定しました。
この条例では、保護者、学校等、地域、事業者と
いった県民それぞれに期待される役割を規定すると
ともに、家庭教育支援における県の責務などについ
て定めています。県民みんなが連携、協力して家庭
教育支援を推進していくという点がこの条例の特徴
となっています。
熊本県では、本条例に基づき家庭教育を支援する
様々な取組を総合的、継続的に推進し、子どもたち
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お問合せ

熊本県教育庁教育総務局社会教育課
TEL 096-333-2698
くまもと家庭教育支援条例 HP
http://kyouiku.higo.ed.jp/page3558/page4345/

宮崎県

Miyazaki
置県 130 年記念
～歴史をつなぎ 未来へつなぐ～

明治 16 年（1883 年）５月９日に宮崎県が再配置
され、平成 25 年（2013 年）に置県 130 年の記念す
べき年を迎えました。
宮崎県では、この大きな歴史の節目に当たり、県
民が来し方行く末に思いをはせ、郷土への誇りや愛
着を深められるよう「歴史をつなぎ 未来へつなぐ」
をキャッチフレーズに置県 130 年を記念した様々な
事業を展開します。
講演会や郷土芸能披露を盛り込んだ記念式典の開
催や置県 130 年の歩みを紹介するリーフレットの作
成、県の歩みを振り返るパネル
展示の県内巡回展の開催、より
豊かな未来の宮崎県を考える契
機とするための作文・絵画コン
クールなど県を挙げて記念事業
に取り組みます。
また、宮崎県には古事記や日
本書紀に描かれた日本発祥に
まつわる神話や伝承、伝統文化 置県 130 年記念ロゴマーク

やゆかりの地が数多く残されていることから、宮崎
ならではの資源を生かし、
「温故知新」をテーマに昨
年から推進している「記紀編さん 1300 年記念事業」
とも絡めながら、
「ふるさと宮崎」への理解を深め愛
郷心を育む機会とし、県内各地域の活性化に向けて
取り組んでいきます。

お問合せ

宮崎県総合政策課
TEL 0985-26-7115

都道府県だより
Kagoshima

宮崎県庁本館

2013 年 4 月

鹿児島県

肥薩おれんじ鉄道観光列車
「おれんじ食堂」運行開始 !
九州の西海岸を走る肥薩おれんじ鉄道は、熊本県
八代市から鹿児島県薩摩川内市までを 28 の駅で結
ぶ、全長 116.9km の鉄道です。
九州西海岸をオレンジ色に染める夕日、みかん畑
に彩られた山々、風情が残る田舎道など、ゆっくり
と変わる車窓風景に心が癒されます。
そんな美しい景色をゆっくり堪能していただくた
め、同鉄道では、先月 24 日から観光列車「おれんじ
食堂」の運行を開始しました。この「おれんじ食堂」
のデザインは、九州新幹線「つばめ」などを担当し
た水戸岡鋭治氏が手掛け、変わりゆく美しい九州西
海岸を眺めながら、ゆったり、のんびり、スローラ
イフな旅が楽しめる快適な空間の演出をコンセプト
としています。
また、
「おれんじ食堂」の名のとおり、車内では、
沿線の旬な食材を使用した季節のお食事やスープ、フ
レッシュジュースなどを提供するとともに、いくつか
の停車駅では、地域の特産物を販売する「おもてなし
市場」が開かれます。そのほかにも、
沿線の銘菓のブッ
フェサービスや記念乗車証の配布サービスなど、お客
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様に満足いただけ
るおもてなしを行
います。
運行はキッチ
ンを備える１号
車（ ダ イ ニ ン グ・
カー）と半個室を
備える２号車（リビング・カー）の２両編成（全席
指定合計 43 席）で１日３便。週末（金～日曜）と祝
日、また春休み、ゴールデンウィーク、夏休み、冬
休みは毎日の運行で、年間 215 日運行します。
県では、沿線市や関係団体等と組織している「鹿
児島県肥薩おれんじ鉄道利用促進協議会」の一員と
して、
「おれんじ食堂」の広報等様々な支援を行い、
全国の皆様に乗車していただけるよう利用促進を図
ることとしています。
是非鹿児島へお越しの際は、
「おれんじ食堂」に御
乗車いただき、同列車が提供する「ちょっと贅沢な
九州の旅」を満喫してください。
お問合せ

鹿児島県交通政策課
TEL 099-286-2465

沖縄県

Okinawa
さんしん

に留まりません。日本本土では床の間に刀を飾るよ
うに、沖縄では家宝として三線が飾られ、沖縄の精
神文化を象徴する存在となっています。
近年、琉球音楽は、日本本土の盆踊りにあたるエ
イサーや琉球芸能と共に、県外はもとより海外にお
いても大きく広がりをみせています。今回の伝統工
芸製品指定を契機に、三線が県外・海外へ向け更な
る普及・展開していくことを期待しています。

三線の沖縄県伝統工芸製品指定
沖縄県は、経済産業大臣が指定する『伝統的工芸
品』が 14 品目あり、伝統工芸品の宝庫です。また、
沖縄県独自でも 25 品目を『伝統工芸製品』に指定し
ており、沖縄の代表的楽器である『三線』も平成 24
年 11 月、新たに 26 番目の指定品目に加えたところ
です。
三線は、14 世紀後期頃、中国から伝来した「三弦」
がルーツとされ、後に琉球を経由し大阪に渡り、三
味線の祖型になったとも言われています。伝来した
三弦は琉球王府の保護の下、名工の手により琉球独
自の楽器三線として発展を遂げました。
琉球王府は、中国皇帝の使者である冊封使をもて
なすための祝宴や、徳川将軍家拝謁の際に、舞踊や
組踊（演劇）を披露していますが、三線は琉球王国
の外交儀礼の最前線で、重要な役割を果たしてきま
した。
その後、民間芸能等にも普及し、沖縄の伝統芸能
に不可欠な楽器となりました。また、沖縄戦後焦土
と化した地で奏でられた三線の音色は、人々の心を
慰めました。
こうした歴史を持つ三線は、沖縄では単なる楽器

都道府県だより

●●●●●
●●●●●
お問合せ

●●●●●

2013 年 4 月

児童福祉週間について
期間 平成２５年５月５日（日）から５月１１日（土）
平成２５年度児童福祉週間 標語

君がいる ただそれだけで うれしいよ
た

が

あおい

多賀 葵 さん（１２歳 東京都）の作品

５月５日の「こどもの日」から一週間は「児童福祉週間」です。
例年、子どもや家庭、子どもの健やかな成長について国民全体
で考えることを目的に、国、地方公共団体、関係団体、企業、地
域社会等が連携し、全国で、様々な行事や取組を行っています。
平成２５年度におきましても、児童福祉週間の標語を全国公
募し、最優秀作品として選定された「君がいる ただそれだけで う
れしいよ」を今年度の児童福祉週間の象徴として、児童福祉の理
念の普及・啓発を図ることとしています。
児童福祉週間における各種行事等の詳細やポスターのダウン
ロードについては、厚生労働省のホームページ等にも掲載しており
ますので、ぜひご覧ください。
●厚生労働省ホームページ ＞ 子ども・子育て支援
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/

厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 育成環境課
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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. 345

東日本大震災・津波と地域医療
岩手県立大船渡病院

伊藤 達朗（岩手県）

岩手県は医師数が 191.9 人 /10 万人と全国 37

設や行政との交渉などが必要であるということで

深刻な医師不足の地域です。当県の自治医大卒業

には共通点が多く、総合医や総合診療可能な専門

着率が約９割と高く、県同窓会組織がしっかりし

また、特記すべきこととして全国の卒業生の

位であり、特に山間部と沿岸部は高齢化率が高く

す。今回のような大規模災害後の医療と地域医療

生は現在 90 人を超え、義務年限終了後の県内定

医は災害医療においても重要であると言えます。

ており、当県の地域医療を中心となって今日まで

ネットワークを利用して母校の自治医科大学や同

業生の約７割は県立病院などの公的病院及び診療

援したことです。発災後ただちに同大学に医療支

岩手医大のスタッフとして勤務していました。特

船渡市に医療支援チームを派遣し、約４ヵ月間の

院に 23 人、山間部の県立病院、国保病院などに

後の医療支援チームとなりまた。その後、医師が

本県の発災による人的被害は１年９ヵ月時点で

12 月 31 日まで派遣しました。同大附属さいた

宅を失った県内避難者は 41,626 人で、今も公営、

千厩病院（院長４期）に 12 月 31 日まで医師を

関の被害は津波で全壊した病院が３施設（県立

したボランティア団体は県立釜石病院へ医師や臨

による半壊が１施設（県立大東病院）
、全壊・流

院（院長２期）をベースキャンプにして宮城県南

６人の医師が犠牲となり、１人の卒業生が含まれ

さて、現在の当県の最も大きな課題は被災地域

支えてきました。東日本大震災・津波のとき、卒

窓会が卒業生の勤務する施設や地域をいち早く支

所、保健所などに勤務し、１割は地元大学である

援を要請すると、同大本院は被害の大きかった大

に医師不足の著しい沿岸部の四つの県立基幹病

診療活動を通して現地の医療再生を支え、同市最

16 人が勤務していました。

不足していた県立釜石病院（院長１期）へ医師を

死者 4,671 人、行方不明者 1,173 人に及び、住

ま医療センターは受入れ患者の最も多かった県立

仮設、民間などの住宅で生活しています。医療機

派遣し、診療支援しました。また、同窓会で組織

山田病院、県立大槌病院、県立高田病院）
、地震

床心理士などを長期にわたり派遣し、藤沢町民病

出の一般診療所は 14 施設、半壊 19 施設に達し、

三陸町に同様の支援を行いました。

ます。

の医療再生です。既に県は機能を失った４県立病

リーダーとしてあるいは第一線の救急医や巡回診

応した包括医療システムの構築、総合医の育成、

て積極的に責務を果たしました。一方、山間部の

中心に計画を進め、並行して医師不足解消を目

受け入れました。このように卒業生が対応できた

配置計画などを立案しています。このような計画

業生ならば誰でも身につけている総合医としての

リーダーとして多数参加しており、岩手県の被災

基幹病院や救護所、そして後方病院のどこでも患

のために地元医科大学や地域枠医師と協働しなが

時間が経つとともに生活習慣や環境改善、疾病予

います。

発災直後から沿岸部の県立基幹病院の卒業生は

院再建を含む地元医療機関の再生、高齢化に対

療医として、また医療支援チームとの調整役とし

ICT による医療情報ネットワークの構築などを

病院は後方病院として被災地から多くの患者を

的に平成 26 年に最初の卒業となる地域枠医師の

要因は、地域医療を第一線で経験した自治医大卒

の諮問委員会に我々自治医大卒業生は地域医療の

視点が非常に役立ったことです。それは被災地の

地域医療再生と超高齢化社会に対応した地域医療

者の心身全体を診る診療対応が必要であり、また

ら、今後も地域医療の旗手として貢献したいと思

防のための衛生管理や感染対策の指導、そして施
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Information

都道府県の情報コーナー
イベント・PR 名等をクリックすると URL にリンクします
都道府県名

北海道
青森県
秋田県
岩手県
山形県
宮城県
福島県
新潟県

イベント・PR 名など
道立近代美術館

特別展

実施期間・実施日

いわさきちひろ展

H25 年 4 月 27 日～ 6 月 2 日

４月 24 日ホッカイドウ競馬グランシャリオナイター開幕！

H25 年 4 月 24 日～

北海道開拓の村 「春・むら・ロマン」

H25 年 4 月 28 日～ 5 月 6 日

弘前さくらまつり

H25 年 4 月 23 日～ 5 月 6 日

金木桜まつり

H25 年 4 月 29 日～ 5 月 6 日

朝市・朝風呂乗合タクシー「八戸あさぐる」運行中

－

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

－

やまがた花回廊２０１３キャンペーン実施中

H25 年 4 月 15 日～ 7 月 15 日

全国各地における「山形県物産展」の開催情報
みやぎ観光 NAVI

－
－

笑顔咲くたび伊達な旅

～ H25 年 6 月 30 日

食材王国みやぎ
花の王国ふくしま

－

八重たんフラワースタンプラリー

福島県観光有料道路無料開放
春の観光キャンペーン

H25 年 4 月 8 日～

クーポン＆スタンプラリー

新潟県春スキー情報
表参道・新潟館ネスパス

～ H25 年 6 月 30 日

～ H25 年 6 月 30 日
－

新潟ご当地自慢

美味大市

H25 年 4 月 26 日～ 4 月 29 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

－

広大な自然のキャンパスに春を描く「羊山公園の芝桜」
埼玉県立近代美術館大コレクション展「たまもの」～前代未聞の
規模で収蔵品を紹介！

H25 年 4 月中旬～ 5 月上旬
～ H25 年 5 月 19 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

イベント・PR 名など

実施期間・実施日

山梨県知事と職員のブログ「やまなしものがたり」 山梨の魅力を配信中

－

富士の国やまなし観光ネット

－

山梨の観光情報満載！

東京・日本橋の山梨県アンテナショップ「富士の国やまなし館」
「WE LOVE FUJISAN 3776 メッセージ」募集

－
募集中

イベント情報

－

しずおかを楽しむための情報サイト「静岡大好き。しずふぁん !!」

－

信州四季旅キャンペーン [ 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
第 20 回立山・雪の大谷ウォーク

～ H25 年 6 月 30 日
H25 年 4 月 16 日～ 6 月 10 日

富山県

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～

－

石川県

ラ・フォル・ジュルネ金沢「熱狂の日」音楽祭２０１３ 開催！
「パリ、至福の時」 ～フランスとスペインの音楽～
国内外のアーティストによる一流の演奏を低料金で鑑賞できます！！
平成２５年度当初予算

－

岐阜県

第３回高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソン

愛知県

第 29 回宇宙技術および科学の国際シンポジウム

三重県

岐阜県現代陶芸美術館

陶芸の魅力×アートのドキドキ

陶磁資料館開館 35 周年記念特別企画展「茶人のあそび心 形物香合番付の世界」
愛知県美術館企画展「プーシキン美術館展 フランス絵画３００年」
三重県の観光ガイド。イベントや観光施設など情報満載！
三重県立美術館企画展「アジアをつなぐ－境界を生きる女たち－」

福井県

恐竜博物館

滋賀県

滋賀県の催し案内

京都府

TANTAN ロングライド

大阪府
奈良県
和歌山県
兵庫県
鳥取県

2013 春

迫力の肉食恐竜たち

H25 年 4 月 20 日～ 5 月 26 日
H25 年 6 月 2 日～ 6 月 9 日
H25 年 4 月 26 日～ 6 月 23 日
－
H25 年 4 月 13 日～ 6 月 23 日
～ H25 年 5 月上旬

お申し込み受付期間：

参加者募集中

～ H25 年 5 月 6 日 18:00

府立弥生文化博物館ゴールデンウィーク特別企画「Ｌｅｔ’s ＴＲＹ！」
大阪府ピピッとネット
平城京天平祭

H25 年 5 月 9 日
H25 年 5 月 25 日～ 8 月 25 日

－

府立近つ飛鳥博物館 春季特別展「百舌鳥・古市古墳群出現前夜」

「祈りの回廊

H25 年 4 月 27 日～ 5 月 4 日

H25 年 4 月 27 日～ 6 月 30 日
H25 年 5 月 3 日～ 5 月 6 日
－

春

H25 年 5 月 3 日～ 5 月 5 日

秘宝・秘仏特別開帳」春夏版パンフレットを発行！

第６７回愛鳥週間「全国野鳥保護のつどい」
イベント一覧

H25 年 3 月～ 9 月
H25 年 5 月 11 日～ 5 月 12 日
－

「あいたい兵庫」イベントガイドブックができました
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」

－
－
－

全国屈指の大神輿と麒麟獅子の舞！因幡一ノ宮宇倍神社「例祭」（鳥取市）

H25 年 4 月 21 日

満開の桜の下で後醍醐天皇に仮装！第２２回船上山さくら祭り（琴浦町）

H25 年 4 月 28 日

写真界の巨匠！植田正治生誕 100 年記念フォトフェスティバル（伯耆町）

H25 年 5 月 3 日～ 5 月 6 日
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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

県立美術館で「生誕 100 年

松田正平展

悠久の周防灘」を開催

（株）おいでませ山口県サイトでお勧め観光情報掲載中
県産農水産物カタログギフト「まるごと ! 山口」を販売中
「瀬戸内国際芸術祭 2013」開幕

H25 年 4 月 11 日～ 5 月 26 日
－
－
～ H25 年 4 月 21 日

高松－台北線就航

H25 年 3 月 21 日～

「瀬戸大橋」開通 25 周年記念イベント

H25 年 4 月 6 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 月 5 日

南楽園つつじまつり

H25 年 4 月 13 日～ 4 月 28 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！
牧野植物園「五台山花絵巻

四ノ巻

土佐國の春」好評開催中！

土佐山内家宝物資料館 特設展「四季を描く」展
「長宗我部元親

ＲＡＬＬＹ３

ＧＰＳ」開催中！

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

－
－
～ H25 年 5 月 12 日
～ H25 年 5 月 13 日
～ H25 年 9 月 1 日
－

春の企画展ビーコロ 2013

～ H25 年 5 月 6 日

川上峡春まつり（こいのぼりの吹流し）

～ H25 年 5 月 12 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

－

くまもと春祭り

～ H25 年 5 月

第 18 回宮崎国際音楽祭
みやざき観光情報

H25 年 4 月 29 日～ 5 月 18 日

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

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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久慈海岸「つりがね洞」
岩手県

岩手県久慈市は、岩手県北東部の沿岸にあり、西側は遠島山
など標高1,000ｍ以上の山嶺を有する北上高地の北端部に当たり、
東側は太平洋に面し、
「陸中海岸国立公園」の北の玄関口となっ
ています。
久慈海岸は、断崖と赤銅色の岩礁が連続し、荒々しい海岸美
が堪能できる海岸です。奇岩も多くあり、特に、
「つりがね洞」は、
久慈海岸を代表する奇岩です。以前は、穴の天井からつりがね
型の岩がぶら下がっていたため、この呼び名が付いたと言われ
ています。この、つりがね洞にまつわる伝説として、夫婦で来
世に渡るとき、穴の前で待ち合わせ、２人でつりがねを鳴らし
て極楽浄土に渡るという言い伝えがあります。そのつりがね型

の岩も、明治29年の三陸大津波で落ちてしまいましたが、今も
残る大きな穴が往時を物語っています。
夏至の時期には、つりがね洞の穴を通して水平線から昇る朝
日を見ることができることで知られており、毎年たくさんの写
真家が訪れ、その絶景をカメラに収めています。
また、つりがね洞の近くにある、兜の角のような造形の奇岩「兜
岩」も名所となっています。
そこから少し南下したところにある小袖海岸は、
「北限の海女」
が活躍していることで有名です。現在行われる海女漁は、夏場
のウニ漁に限られていますが、７月から９月までの３ヵ月間は
小袖海女センターで海女の観光実演が行われ、素潜り漁を見学
することができます。
小袖地区は、平成25年４月１日から９月28日まで放送される、
NHKの連続テレビ小説「あまちゃん」の主要なロケ地となりま
した。今、小袖地区を含む久慈地域では、
「あまちゃん」の放送
をきっかけに全国から訪れる観光客を温かくおもてなししよう
という気運で盛り上がっています。久慈地域は、山の幸、海の
幸が豊富な自然環境に恵まれた魅力あふれる地域です。
この機会に、是非、岩手にお越しください。

お問合せ
久慈市産業振興部商工観光課
TEL 0194-52-2123
HP http://www.city.kuji.iwate.jp/
つりがね洞

▼東京では桜の花も散り、木々には新芽が芽吹いてき

県政の課題に対し尽力されている方々の表彰や高校生

ました。コートを羽織ることも少なくなり、過ごしや

フォーラムなどを通じ、多くの県民の意見に耳を傾け、

すい春の訪れを感じます。

県政に生かしていこうとする知事の思いを感じました。

▼今月号では、
「知事随想」を荒井奈良県知事に、
「ある

▼私事ですが、人事異動に伴い、本誌の編集を離れる

日の知事」を溝口島根県知事に寄稿いただきました。荒

ことになりました。各都道府県の御担当者を始め、多

井知事の「知事随想」では、グローバリゼーションが進

くの関係者に支えられ無事１年間発行することができ

展する中、県の歴史を生かした観光への取組の重要性

ました。この場をお借りして、
心より御礼申し上げます。

を実感しました。また、
溝口知事の
「ある日の知事」
では、

今後とも御愛読下さいますよう御願い申し上げます。
（Y平）

都道府県展望 平成 25 年 4 月号
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