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岩手県
笑顔とお椀でおもてなし「うまっ !」ないわてへ
～イーハトーブいわて物語～
昨年のいわてデスティネーションキャンペーン

岩手県では、昨年４月から６月までの３カ月

でスタートした二次交通として、内陸と被災沿

間、岩手県単独では 32 年ぶりとなるデスティ

岸部を結ぶ震災ガイドを組み込んだ「いわて復

ネーションキャンペーンを展開しました。青森

興応援バスツアー」を拡充して実施しているほ

県八戸市、秋田県鹿角市、小坂町にも参加いた

か、特にも連続テレビ小説「あまちゃん」のじぇ

だきながら、官民が一体となったオールいわて

じぇじぇな反響を励みに、ロケ地である久慈市

の体制により、全国に向けた集中的な情報発信

を中心とした県北地域の魅力のさらなる磨き上

や二次交通の充実、旅行商品の造成・販売の促進、

げと情報発信に取り組んでいます。

県内各地での各種イベントの実施により誘客を

地域の魅力を高めるためには、住民を含めた

強化したところ、世界遺産平泉の登録効果もあ

地域全体でのおもてなしの向上が大切であるこ

り、同期間中の観光入込客数は平成 22 年度同期

とから、国内外から訪れる多くの観光客に対し

比 97.1%と、ほぼ震災前の水準まで回復しまし

て、県民一人ひとりが、おもてなしの象徴でも

た。

ある岩手県 PR キャラクター「わんこきょうだい」

地域別にみると、内陸部を中心に震災前の水

になっておもてなしを行い、多くの方々にいわ

準を上回った一方、県北、沿岸地域など震災前

てファンになっていただくことを目的に、
「あな

の水準に届いていない地域もあったことから、

4

4

わん運動」
（一人ひとりがおもてなし！あなたも

県北、沿岸地域を誘客重点地域として、全県で

4

4

わたしもわん こきょうだい）も展開しながら、

の誘客拡大に取り組んでいく必要があると考え

県民を挙げて観光客の皆様をお迎えする準備を

ています。

整えています。

このため、いわてデスティネーションキャン

「美味っ !」
「旨っ !」
「巧っ !」
「上手っ !」
・・・

ペーンで築いたオールいわての体制により、観

どこもかしこも「うまっ !」な、魅力いっぱいの

光の力で岩手を元気にするた

岩手。触れて、感じて、出会う数々の「うまっ !」

め、今年度も引き続き４月か

で、貴方だけの旅の物語を紡いでみませんか。

ら「うまっ ! いわて観光キャ
ンペーン」を展開しています。
「うまっ !」には、食の美味さ
をストレートに感じていただ
けるほか、澄んだ空気や清ら
かな水、確かな技に裏打ちさ
れた工芸品、効能豊かな温泉、
美しい風景の数々、さらには、
岩手ならではの風土、実直で
味わい深い人々など、より広
がりを持たせた使い方により、
本県の多様な魅力を感じてい

█お問合せ
岩手県商工労働観光部観光課
TEL 019-629-5572
HP http://www.iwatetabi.jp/

ただくことを狙っています。
重点テーマである県北、沿
岸地域への誘客については、
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『未来に追いつく復興』
岩手県知事
東日本大震災の発災以来、全国の自治体の皆様は

戻すのではなく、８年後の岩手のあるべき姿をビ

じめ日本中の皆様、そして、世界中の皆様から、多

ジョンとして描き、その未来に追いついていく復興

くの温かい御支援を頂いておりますことについて、

を目指しています。震災という「危機」を「希望」

心から感謝申し上げます。

に変え、すべての県民が、それぞれの希望を持つこ
とができるようにする、そのような岩手の実現に向

この２年５カ月の間、被災地においては、「地元

けて、一生懸命に取り組んで参ります。

の底力」を発揮して、かつ、国内外の様々な「つな
がりの力」をいただいて、復旧・復興を力強く進め
てきております。
「地元の底力」と様々な「つなが

折しも、現在、ＮＨＫで放映されている朝の連続

りの力」が合わさって「復興の力」となる、
まさに「自

テレビ小説「あまちゃん」は、本県の県北沿岸地域

立と共生」という自治の本旨が、復興の基本理念で

を舞台にしており、県民に元気と希望を与えていま

もあるということを実感しているところです。

す。
このドラマでは、地元の海に潜ってウニを獲り、

復興の道のりは長く険しいものと心得ております

それを弁当に加工して鉄道の車内で販売しています

が、皆様からの応援を励みに、一歩一歩、着実に前

が、これはまさに地域資源の付加価値を高める「農

進させて参ります。平成 23 年８月に策定した「岩

林水産業の６次産業化」です。その情報がネット動

手県東日本大震災津波復興計画」の計画期間は、平

画で全国に広まり、おたく的な若者が鉄道に押し寄

成 23 年度から平成 30 年度までの８年間としており

せるシーンがあり、主人公が潜る地元に多くの人々

ますが、昨年は、震災からの復興を軌道に乗せる「復

が潜入してくる様相を呈しています。
私は、このように、地元に「潜る」ことでウニや

興元年」として、基盤復興の取組を本格化させまし

こ はく

た。３年目となる本年は「復興加速年」と位置づけ、

琥珀、あるいは独特の郷土料理や地方鉄道、地域産

まちづくりや暮らしの再建、産業再生など復興の基

業や祭りなど地元の宝物を獲ったり掘り出したりし

本となる事業をスピードアップしていきたいと考え

て、ネットやテレビを通じてファンとつながり、ファ

ております。

ンにも地元のディープな世界に潜入してもらって地

本県が進める復興は、８年かけて震災前の状態に

域の振興につなげていく取組を、「アマノミクス」

2

できる自立・分散型のエネルギー供給体制を構築、

と名付けています。

環境と共生するエコタウンの実現を図ろうというも

こうした「地域資源の発掘・磨き上げ」を基本に
して、地方経済を強くしていく内需拡大型の構造改

のです。現在、被災地の建物への太陽光発電の導入、

革の考え方が、復興の基本であると考えており、県

県内各地でのメガソーラー、大規模風力発電、地熱

として各地域の取組を積極的に支援しているところ

発電の立地計画が進んでおり、また、地域の特性を

です。

活かした小水力発電や木質バイオマスの熱利用など
も進展しています。さらに、海は多様な海底地形を
有し、高い海洋エネルギーポテンシャルがあるとさ

未来に追いつく復興には、実現したい未来を掴ん

れています。漁業との協調を図り、海洋を活用した

で引き寄せる意味での“加速”も必要です。

再生可能エネルギーの導入や開発の拠点化が十分に

このため、復興計画の中には、長期的視点に立っ

可能と考えております。

て新しい三陸地域の創造を目指すためのリーディン

３つ目は、
「三陸ジオパーク」構想の推進です。

グ・プロジェクトとなる、
「三陸創造プロジェクト」

三陸の自然、地形地質など地球環境の保全や、災害

を掲げています。

の痕跡などを、教育やツーリズムなどに活用しなが
ら、地域の持続的な発展を目指すものです。今年５

なかでも、
「国際リニアコライダー（ILC）」は、
基礎科学の研究に飛躍的発展をもたらすだけでな

月に、従来の陸中海岸国立公園を拡張する形で創設

く、加速器をはじめとする多くの先端技術の開発と

された「三陸復興国立公園」と同じエリア（青森県

実用化を促進させ、21 世紀の科学と技術を大きく

八戸市～宮城県気仙沼市）で、海岸線は 300km を

前進させるプロジェクトであるとともに、世界中か

超えます。関係団体とともに、今年秋の日本ジオパー

ら優秀な人材と技術が集まる「国際学術研究都市」

クの認定を目指して活動中です。

の形成にもつながるものです。すなわち、ILC の実
現は、宇宙と物質の見方を変える新しい「心の地平

以上、震災後の主な取組を紹介させていただきま

線」を切り拓くとともに、岩手の未来、ひいては日

したが、私は、３．11 以降、日本国民は変わったと思っ

本の未来を創造するために大きな役割を果たすもの

ております。今まで出来なかったことが出来るよう

と考えます。

になり、今までやろうとしなかったことをやろうと
していると思います。

この夏に、国内建設候補地が一本化されるとのこ
とであり、もし、北上山地が適地と判断されたあか

この力を統合すれば、東日本大震災からの復興の

つきには、東北での ILC 実現を国家プロジェクトと

力、そして、日本再生の力となるに違いないと信じ

して推進していくよう、政府等への働きかけを一層

ております。
岩手の復興が、日本全体の再生につながるように、

強めて参りたいと考えております。

あるべき未来に向かって、復興を進めていきたいと

２つ目は、
「さんりくエコタウン形成プロジェク

思います。

ト」と銘打った再生可能エネルギー等の導入促進で
す。三陸の地域資源を活用した再生可能エネルギー
や省エネルギー技術の普及を推進し、災害にも対応
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愛媛県知事

中村

時広

うまい

■ LCC 松山－成田線就航記念式典

■ダイキなんば店「愛媛のふるさと愛味ものフェア」

６月 11 日（火）

６月 28 日（金）

国内線 LCC（格安航空会社）としては中四国初
となるジェットスター・ジャパン松山－成田線の就
航記念式典が、松山空港で開催された。
式典には、松山市長や空港関係者をはじめ多数の
方々が出席し、ジェットスターのコーポレートカ
ラーがオレンジ色で、本県の特産品がかんきつとい
うことから、みかんジュースで乾杯するなど、多く
の県民が心待ちにしていた就航実現の喜びを分かち
合った。
松山－成田間の最低運賃は、四国にちなんで片道
4,590 円。安全性を確保した上で、機内サービスを
有料化・選択制にするなどの徹底したコスト削減が
図られた結果、こうした低価格運賃が提供されてい
る。
誰もが気軽に利用できることから、家族・友人と
の旅行等を中心とした潜在需要の掘り起こしに加
え、千葉県や北関東地域の皆さん、そして成田を経
由する国内外の方々に、道後温泉、瀬戸内しまなみ
海道、南予の町並みといった観光資源を誇る愛媛を
訪問していただける取り組みを積極的に進めていき
たい。

県と市町がしっかり連携し、「オール愛媛」で県
産品の販路開拓を図るとともに、愛媛の魅力を PR
するため、１週間にわたり大阪市内のダイキなんば
うまい
店で「愛媛のふるさと愛味ものフェア」を開催した。
今日は、私自ら商品を売り込むため、また、出展
者を激励するため会場を訪れたが、早々に売り切れ
る商品も出るなど大盛況であり、愛媛の誇る自慢の
産品は、大阪の消費者にも十分受け入れられるとて
も素晴らしいものであることを改めて実感した。
このフェアは、今年度６回開催し、四季折々のバ
ラエティ豊かな商品をたくさん出展することとして
うまさ
おり、大阪の皆さんに大いに PR し、その「愛 味」
を感じていただくことで、販路の拡大に加え、愛媛
のブランド力向上につながるイベントとなるよう、
これからも大いに盛り上げていきたい。

うまい

ダイキなんば店「愛媛のふるさと愛味ものフェア」

松山－成田線就航記念式典
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■全国知事会議（プレイベント）

■「サイクリングしまなみ 2013」の開催発表

７月７日（日）

７月９日（火）

全国知事会議に先立ち、全国からお越しいただい
た知事の皆さんなどに、文化の香り漂う本県の雰囲
気を味わってもらいたいと考え、プレイベント「愛
媛の文化を感じる街歩き」を実施した。
イベントでは、秋田、山形、滋賀、岡山、福岡の
各県知事、そして静岡、兵庫の両県副知事の皆さん
に、津島太鼓集団「雅」による「樹根太鼓」の迫力
ある演奏や、高校生による躍動感あふれる「書道パ
フォーマンス」
、愛媛産の新鮮な野菜・果物、自慢
の加工品などを集めたイベント「大街道マルシェ」
を御覧いただいた。続いて、小説「坂の上の雲」の
主人公である秋山兄弟生誕地において俳句作りを体
験していただいたところ、いずれ劣らぬ素晴らしい
作品が出来上がった。その後、
「坊っちゃん列車」
で道後まで移動し、夏目漱石の「坊っちゃん」でも
登場し、ミシュランガイドの三ツ星を獲得した「道
後温泉本館」周辺を散策いただいた。
短い時間ではあったが、参加者の皆さんに、本県
の文化の香りを少しでも感じていただけたのであれ
ば、主催者として喜ばしい限りである。

瀬戸内しまなみ海道において、３千人の参加を想
定し、日本で初めて供用中の高速道路本線の一部を
開放して行うサイクリングイベント「サイクリング
しまなみ 2013」を 10 月 20 日（日）に開催するこ
ととし、参加者の募集開始を発表した。
現在、愛媛県では、
「サイクリングは“健康”“生
きがい”“友情”を与えてくれる」という「自転車
新文化」を開花させ、県全体がサイクリストの聖地
となることを目指す「愛媛マルゴト自転車道構想」
を推進しており、しまなみ海道をはじめ、県内全域
でサイクリングを活用した観光振興や地域活性化に
取り組んでいる。
この「サイクリングしまなみ 2013」に続き、来
年には、愛媛・広島両県が連携して実施する広域観
光イベント「瀬戸内しまのわ 2014」のメインイベ
ントとして、世界的規模のサイクリング大会の開催
を目指している。
これらの大会では、国内外からの大勢のサイクリ
ストに対して、地域を挙げたおもてなしを通じ、し
まなみ海道はもとより、愛媛の魅力を大いに PR し
たいと考えている。

高校生による書道パフォーマンス
サイクリングしまなみ 2013 の開催発表

秋山兄弟生誕地における俳句作り
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知事

る
が語

～

秋 田 県

「日本に貢献する秋田、自立する秋田」
を目指して

はじめに
本年４月、私にとって２期目の県政運営がスター
トいたしました。
これからの４年間は、これまで取り組んできた成
果を土台に、本県が直面している課題を克服し、更
なる発展につなげてまいります。
今年度は、引き続き、切れ目のない経済・雇用対
策を進めるほか、県政運営の基本指針である「ふる
さと秋田元気創造プラン」に掲げる施策を着実に推
進するとともに、時代の潮流や社会経済情勢などを
踏まえつつ、新たな視点に立って、次の５つの重点
施策に力を入れて取り組んでまいりたいと考えてお
ります。
１「成長に向けた資源の活用」
秋田には、これまで蓄積してきた技術や人材のほ
か、自然エネルギーや食料、木材、観光、伝統文化など、
多様な資源が豊富に存在しております。
そこで、地場産業を含む中小企業の振興を図るほ
か、洋上風力や地熱、小水力発電の事業化に向けた
調査を行うとともに、新たに「ねぎ」や「アスパラガス」
の生産力向上とブランド化を推進するなど、様々な
資源を有効に活用しながら、本県の自立と成長を目
指してまいります。
また、観光を総合戦略産業と位置付け、地域資源
の掘り起こしや磨き上げを行うとともに、
「秋田デ
スティネーションキャンペーン」や「国民文化祭・
あきた 2014」を契機とした誘客の促進を図るほか、
観光と「食・農」
、
「文化」
、
「スポーツ」
、
「交通」な
どの関連分野との連携を強化してまいります。
２「社会資本の整備」
県内の高速道路ネットワークの形成を図るため、
「日本海沿岸東北自動車道」の早期全線開通を促進す
るほか、秋田港にトランスファークレーンを増設す
るなど、産業と暮らしを支えるインフラ整備に積極
的に取り組んでまいります。
また、新たな総合防災情報システムの整備や地域
防災計画の見直しなど、防災力の強化に向けた総合
的な対策を進めてまいります。
３「本県の未来を担う人材の育成」
本年 10 月、
本県において「全国結婚支援セミナー」
を開催し、結婚支援に対する気運を一層高めるなど、
「子どもの国秋田づくり」に向け、出会いから結婚、
子育てまでの総合的な脱少子化対策を推進してまい
ります。
また、移住希望者向けのワンストップ窓口を新た
に設置し、本県への移住・定住を促進してまいります。

さらに、少人数学級を拡充
し、子どもたちの教育環境
の一層の充実を図るととも
に、「英語力日本一」の実
現に向けた取組を強化する
など、未来の秋田を担う多
様な人材の育成に取り組ん
でまいります。

秋田県知事

佐竹 敬久

４「誰もが安心して暮らせる地域づくり」
医療・介護・福祉サービスを一体的に提供するネッ
トワークを構築し、在宅生活支援に向けたサービス
提供体制の充実強化を図るとともに、ひとり暮らし
高齢者等の生活課題に対応するため、地域全体で支
え合う「秋田型地域支援システム」づくりに新たに
取り組んでまいります。
５「分権時代を先取りする県政運営」
県と市町村が連携して、効果的で無駄のない行政
システムを構築し、住民サービスの向上を図ってま
いります。
また、来年度からの新たな県政運営の指針となる
「第２期ふるさと秋田元気創造プラン（仮称）」や「第
２次新行財政改革大綱（仮称）」を策定するほか、新
聞広報やテレビ広報番組を拡充するなど、県の考え
方を共有し理解を深める「戦略の見える化」を推進
してまいります。
おわりに
未曾有の被害をもたらした東日本大震災から２年
あまりが経過しました。この間、本県は、被災地へ
の職員派遣や被災者の方々の受入れ、災害廃棄物の
受入れなど、様々な支援を行ってまいりました。
被災地においては、生活再建に向けた住宅の確保
や産業振興、雇用の確保など、山積する課題の解決
に向け、多くの方々が懸命な努力をされております
が、未だ道半ばの状況にあります。
一方、世界に目を転じますと、経済のグローバル
化の進展や新興国の経済発展により、資源の獲得競
争やモノ・サービス等の市場競争が激しさを増して
おります。
このような中で本県は、ハード・ソフトの豊富な
資源を、現代社会に合った形で最大限に活用し、「日
本に貢献する秋田、自立する秋田」を目指して、積
極果敢にチャレンジしてまいります。そして、大震
災を風化させることなく心にとどめ、東北の一員と
して、被災地の一日も早い復興に向け、今後とも全
力で取り組んでまいります。
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への

未 来
和歌山県

高野山

遺 産

壇上伽藍

中門再建

うものでした。現在の壇上伽藍はその後の金剛峯寺
の宗勢の拡大を反映するとともに、周囲の杉の古木
群と一体化して山岳霊場にふさわしい文化的景観を
形成しています。
金剛峯寺境内は、昭和 52 年（1977 年）に国の史
跡に指定され、平成 16 年（2004 年）７月には、
「紀
伊山地の霊場と参詣道」として世界遺産に登録され
ました。金剛峯寺は、これまでの 1200 年の歴史の
中で、落雷等によりたびかさなる火災で焼失した堂

大門

塔の再建や諸施設の建設整備を行い宗教施設として

高野山は、弘仁７年（816 年）に弘法大師空海に

の充実を図ってきましたが、中門は天保 14 年（1843

よって開創された真言密教の聖地で、我が国におけ

年）の天保の大火により焼失し、現在に至っていま

る仏教聖地の極めて重要な事例です。とりわけ、根

す。壇上伽藍の結界として重要な中門の再建は、高

本大塔や金堂を始めとする主要な堂塔が立ち並ぶ壇

野山の荘厳を整えるためのものであり、高野山開創

上伽藍は、奥之院とともに高野山でも最も神聖な地

1200 年を契機として平成 17 年（2005 年）から再

区です。

建が進められています。

創建期の壇上伽藍は、真言密教の教義を具現化し

高野山開創 1200 年にあたる平成 27 年には、偉

た堂塔配置をとり、南北中心線上に中門と金堂を配

容を誇る世界遺産高野山を御覧になることができる

し、その後方の東に根本大塔、西に西塔を置くとい

ことと思います。

再建中の中門
〈お問合せ〉
和歌山県教育庁生涯学習局文化遺産課
TEL 073-441-3740

壇上伽藍
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O

K

岡

A

Y

山

山陽道の中央に位置する岡山県は、温
暖な気候と豊かな自然に恵まれた地域で
す。降水量が少なく晴れの日が多いこと
から「晴れの国」とも呼ばれています。
今回は、「晴れの国おかやま」の魅力を
いくつか御紹介します。

A

M

A

県
蒜山高原

備中松山城

後楽園

名

牛窓

所

●岡山後楽園
凝縮された美しい景色
日本三名園の一つとして有名な岡山後楽園は、岡山二代
藩主・池田綱政公が岡山郡代官・津田永忠に命じ、貞享４
年（1687 年）に着工、
14 年の歳月をかけ、
元禄 13 年（1700
年）に一応の完成を見ました。その後も歴代の藩主により
手を加えられましたが、当初の姿を大きく変えることなく
現在にその美しさを伝えています。

岡山後楽園

●備中松山城
孤高の山城
臥牛山
（標高 430 ｍ）
の頂上付近に優美な姿を見せる山城。
国指定重要文化財の天守閣は、現存する山城としては全国
随一の高さを誇っています。
秋から冬の雲海の季節は、まさに雲の上に浮かぶ天空の
城です。

備中松山城

●牛窓
日本のエーゲ海
穏やかな海とオリーブの木、瀬戸内の多島美が景観を形
づくっており、日本の夕日百選にも選ばれています。西日
本有数の規模を誇る牛窓ヨットハーバーだけでなく、ホテ
ルやペンションでもセーリングを楽しむことができます。
牛窓
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●蒜山高原

ひるぜんさん ざ

雄大な蒜山三座とのどかな高原
1,000m 級の上蒜山、中蒜山、下蒜山。蒜山三座の南裾
野に広がる盆地が、蒜山高原です。

は

なだらかな山々をバックに、のんびりと草を食むジャー
ジー牛。そんな牧歌的な光景が広がり、都会がなくしてし
まった何かを思い出させてくれる場所、蒜山。
夏は、キャンプや登山、サイクリング、冬はスキーなど
のアウトドアレジャーが楽しめる自然満喫エリアです。
蒜山高原

料
●ばら寿司

理
●蒜山おこわ

山海の幸を贅沢に

五目ずしのように具沢山のおこわ

岡山が天下に誇る美食、岡山ばら寿司。一般に寿司と言

もち米に鶏肉、油揚げ、シイタケ、フキ、ゴボウ、ニン

えば、酢飯に２、３の具を混ぜてネタを乗せる「ちらし寿司」

ジン、クリなどの材料をふんだんに使ったおこわで、しょ

の形態が主流。しかし「ばら寿司」は、魚のつけ酢を配合

うゆ味の風味に素材のうまみが上品に調和し、食欲をそそ

した酢飯に具を混ぜ込み、一つひとつ味つけした具材を更

ります。祭りや祝い事には必ず登場する蒜山を代表する郷

に飾るもので、まったりと味わい深いのが特徴です。

土料理です。

ばら寿司

蒜山おこわ

お問合せ
■岡山県産業労働部観光課
TEL 086-226-7382
■観光情報「晴れらんまん。おかやま旅ネット」HP
http://www.okayama-kanko.jp/
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来るべき巨大災害に備えて

南海トラフ巨大地震の被害拡大と減災課題
関西大学社会安全研究センター長・教授 河田恵昭
（南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ主査）

ぜなら、首都直下地震が起これば、間違いなくこ
んなところに住み続けることができないからだ。
建物が大きく被災しなければ、住み続けることが
できるという、何とも手前勝手な理屈が通用して
いる。超高層マンションに引き込むために周辺地
区を通過している電気もガスも通信も水道も不通
になれば（現状では避けられない。
）
、何も供給さ
れず、単なる“鉄製の檻箱”になるのではないだ
ろうか。こんな状態が１週間以上も続くと考えな
ければいけないのであるが、新住民はもともと地
元のコミュニティには無関心であるし、ライフラ
イン企業や自治体の想定はなぜか、とても甘いの
である。
建物がそもそも安全であるとか、危険であると
かの議論の前に、少なくとも 10 階以上の空間に
は居住しないような哲学はどうして育たなかった
のだろう。ニューヨークには超高層ビルは東京以
上に多く存在するが、超高層空間は、一般にオフィ
スやレストランに使われていて、住民の日常生活
空間とはなっていない。しかも、その周辺には、
マグニチュード 7 はおろか 6 以上の地震を起こす
活断層やプレート境界はないのである。

最初に、読者に考えていただきたいこと
この論考を読んでいただく前に、読者のもって
おられる安全感覚について、まず問いかけること
から始めたい。災害多発国の都市で、超高層マン
ションがどんどん建設され、地下空間が生活空間
として広大に開発されて、結果的に災害脆弱性が
年々高くなっているのは、世界の中で我が国だけ
である。そして、地方では、河川堤防や海岸護岸
などの社会基盤施設の老朽化が進むとともに、少
子高齢化を加速させ、ますます災害に脆い土地に
なっている。我が国の都市も地方も、災害脆弱性
がますます大きくなってきている。建築・建設技
術が許せば、何をやってもよいのだろうか。どこ
にも歯止めはないのだろうか。私たちはこのよう
な国土の開発を座視したままでよいのか。
超高層マンションの周辺部や旧市街地では、ラ
イフラインの耐震化は遅々として進んでいない。
特に、公共事業としての上水道と下水道の施設や
配水・給水・下水管のネットワークの耐震化は絶
望的ですらある。また、３大都市圏の広大な海抜
ゼロメートル地帯（576㎢、住民：404 万人）で、
洪水、高潮、津波氾濫が起これば、必ず、地下空
間は水没する。地下鉄の出入り口からの浸水のみ
ならず、周辺のビルの１階と地階、地下通路がつ
ながっている構造が多く、地上氾濫が起これば、
かならず地下空間は浸水・水没する。このように、
国土がますます災害に弱い体質となって来ている。
巨大災害が起これば、これらは全て現実となる。
このようなことをもうこれ以上、許したくないと
考えて、この論考をまとめた。

生活の場に喪失した危険感２
…大規模地下空間
それでは、地下空間は大丈夫であろうか。我が
国には約 110 万㎡に及ぶ地下空間が、ショッピン
グモールやレストラン街と通路に使われている。
そしてそれらをつなげる地下鉄のネットワークが
存在している。しかも、大部分は３大都市圏の海
抜ゼロメートル地帯に位置している。この低地は、
50 年以上にわたる地下水の過剰くみ上げの結果、
地下の沖積層が収縮してしまった結果である。東
京・汐留、名古屋・笹島、大阪・埋田（現在、梅
田という漢字に変わっている）は、江戸時代末期
には“葦が茫々と繁る湿地帯”であった。この広
大な、人の住まない場所に新橋、名古屋及び大阪
駅ができたのである。だから、そこは、古い時代
から洪水、高潮、津波で水没する危険がある地帯
である。こんな危険極まりないところに、アリの
巣のような地下の生活空間が拡がっているのは、
我が国だけである。地下鉄がもっと発達した大都

生活の場に喪失した危険感１
…超高層マンション
首都圏には、現在、超高層マンションで 15 階
以上の空間に居住している住民が、約 96,000 世
帯あることがわかっている。およそ 24 万人が生
活していることになる。なぜ、このようなことに
なっているかといえば、住民に超高層に住むこと
に対する危険感がそもそもないからである。しか
し、超高層ビルの制震や免震技術をいくら信頼し
ても、危険であることには変わりないだろう。な
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市は、ニューヨークやパリ、ロンドンなどが挙げ
られるが、キオスク程度はあっても、我が国のよ
うな大規模な地下の生活空間はないと断言できる。
例えば、最近、開業したグラン・フロント・大
阪では、そこがかつて湿地帯であったにもかかわ
らず、地上と地下が一体となった開発が行われた。
写真１の地上の池から地下に向かって階段状の斜
面を水が流れ落ち、それを地下の水路で受け止め
て、再びポンプで地上に循環するシステムが採用
されている。かつての“水の都 大阪”をイメージ
させる勝手な思い込みがデザインとなったのだろ
う。でも、もし、この周辺で津波、高潮、洪水氾
濫が起これば、間違いなく地下空間は水没する。
池の周辺に張り巡らされた、防水板らしい強化透
明ガラスの高さの不揃いや、写真 2 のように、延
長 10 m 以上にわたって設置していないところが
あるのを見て、なぜ、こんな危険極まりないもの
ができてしまったのだろうと憤怒を禁じ得ない。
それは一義的には建築デザイナーの歴史を無視し
た危険感の欠如であり、その危険に気づく開発担
当者が極めて少ないという『危険社会』が背後に
あるからだろう。それでは、かつて幼稚園児の死
亡事故を起こした六本木の『回転ドア』と同じ発
想ではないのか。
それだけではない。地上が浸水すれば、周辺の
百貨店や銀行などの１階フロアに水が入り、それ
がエスカレータやエレベータ、階段を伝って地下
階に達し、地下の通路も間違いなく浸水する。高

潮や津波の氾濫の場合には、海水は無尽蔵にある
から、地下空間は短時間のうちに水没するだろう。
このような地上・地下一体型のビルは、大阪のキ
タの繁華街の場合、約 300 以上あることがわかっ
ている。地上氾濫が起これば、確実に地下は浸水
するのであり、避けられないのである。しかし、
現状では放置状態である。

社会を危険にする自然と人間の複合体
地震や津波それ自身が巨大だから、被害が未曾
有となるのではない。被害を増幅し、拡大する社
会的要因が存在し、それが多種多様になればなる
ほど、被害は巨大となっていくだろう。地下街が
なければ浸水被害も発生しないし、超高層ビルが
なければ、高層難民などは考えなくてもよかった。
それを人間側からの論理で地域や都市を開発し、
その防災・減災対策はコスト・ベネフィットを適
用するなど、徹底的に人間側の論理（エゴと言っ
てもよい）で成り立っている。つまり、現代社会
を危険にしているのは、自然と人間の複合体であ
るといえる。
さらに、避難勧告が発令されても、多くの住民
は避難しない。例えば、大雨洪水警報が発令され、
避難勧告が出ても、それに従って避難するのは、
現在、平均５%の住民だけである。これは、情報
の質、すなわち「正確」
「迅速」
「詳細」の改善が、
必ずしも人的被害軽減につながらないということ
だ。気象庁は、本年８月 30 日から、各種警報の
発表基準をはるかに超える豪雨や大津波等が予想
され、重大な災害の危険性が著しく高まっている
場合、新たに「特別警報」を発表し、最大限の警
戒を呼び掛けることになっている。そうなると、
これまでの警報下で避難勧告が出ても、更に一層
避難しないということが起こるのではないだろう
か。そこがとても心配である。これらのことは、
特に巨大災害発生時には心配である。そこで、現
在明らかになって来ている巨大災害の紹介しよう。

池

とても心配な『国難』となる
南海トラフ巨大地震

地下1階
の水路

写真１

図１は、国難となる災害を示したものである。
もっとも被害が大きいのは、南海トラフ巨大地震

グランフロント大阪の地上の池から地下に階段
状の斜面を水が流れる様子

• 一級災害：被害額が200兆円以上、死者10万人以上
①首都直下地震 スーパー都市災害、②南海トラフ巨大地
震 スーパー広域災害、③東京・荒川あるいは利根川はん
濫、④東京湾高潮はん濫

• 準1級災害（国難に準じる）：被害額が100兆円程度、
死者1万人オーダー

①上町断層帯地震（大阪市壊滅）、②猿投・高浜断層帯地
震（名古屋市壊滅）、③大阪・淀川はん濫、④大阪湾高潮は
ん濫、⑤伊勢湾高潮はん濫

池
この破線部分にはまったく防水板がない

写真 2

特集

池の周辺で防水板が設置していない部分の例

図1
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と首都直下地震である。前者は、少なくとも過去
に約 800 回は起こっており、必ず近い将来起こる
と断言できる。一方、後者は、うまくいけば起こ
らないかもしれない。首都圏直下で３枚重なった
プレートのどこが震源になるかどうかが不明であ
り、したがって、起こることの不確実性が大きい
のである。
そこで、被害想定が既に終わって、公表してき
た南海トラフ巨大地震について、
（１）地震と津波
の特徴、
（２）被災地で起こる現象と減災対策の基
本的方向、
（３）
被害、
の順に紹介しよう。
（２）
と
（３）
は本来、順序が逆であるが、今頃（３）を知らな
いというのであれば、もともとそれほど関心がな
いということである。

チュード８以上の巨大地震の発生確率を、今後 10
年以内では 20%程度、20 年以内では 40 ～ 50%
程度、30 年以内では 60 ～ 70%程度、50 年以内
では 90%程度と予測した。一方、マグニチュード
9.1 の最大級クラスの地震については、これまで
にデータが見つかっていないことから予測は不可
能とした。しかも前兆滑りの存在も疑わしいこと
から、確度の高い予測は困難と判断している。つ
まり、従来の予知を前提とした対応は見直さなけ
ればならないことになった。
プレート境界地震 A と津波地震 B が連続して起
これば、巨大な津波が南海トラフでも発生するこ
とになる。これがレベル２の津波と呼ばれるもの
であって、約 1,000 年に１回のオーダーで発生す
ると考えられている。
なお、原子力規制委員会では、南海トラフの海
域では地震マグニチュード 9.6 クラスの発生も視
野に入れるべきだと主張しているが、東北地方太
平洋沖地震を起こした日本海溝と南海トラフ巨大
地震を起こす南海トラフが構造上、まったく相違
しており、後者では震源域を更に南方に拡大する
ことは物理的に不可能であることに注意する必要
がある。すなわち、プレート境界地震における震
源パラメータのスケーリング則では、震源域の幅
は最大 200km で飽和するとされており、既に、
マグニチュード 9.0 の南海トラフ巨大地震の震源
モデルは、この条件に適合しているのである。し
たがって、地震マグニチュードを大きくするには、
南西方面に震源域を拡大するしか方法はないとい
うことである。つまり、東海地方から四国地方で
発生する地震の揺れや来襲する津波特性は、ほと
んど変化しないということである
図３は、各地の最大震度図である。結果をまと
めると、つぎのようである。
①震度６弱が想定される地域は、21 府県 292 市
町村
②震度６強が想定される地域は、21 府県 239 市
町村

（１）地震と津波の特徴：まず、つぎのことを確認
しておきたい。それは、人的被害が津波によって
ほぼ決定された東日本大震災と違って、南海トラ
フ巨大地震では、起こった瞬間に、地震の強い揺
れによって住宅、施設などの被害が先行し、そこ
に津波が来襲するということを忘れてはならない。
東日本大震災の人的被害の大きさは、人びとが『津
波避難しなかった』から起こったのであり、
『避難
できなかった』から起こったのではないというこ
とを肝に銘じておく必要がある。それが理解でき
なければこれから説明する地震の震源モデルや津
波の波源モデルは、それを知ったところで何の意
味ももたないことになるからだ。
図２は、南海トラフ巨大地震の震源域を示して
いる。太い黒線に囲まれた部分 A で破壊が起これ
ば、地震マグニチュード 9.0 であり、その南側の
トラフ寄りの部分 B が津波地震を起こせば、9.1
になる。従来、南海トラフに沿っては暫定的に、
東海・東南海・南海地震のそれぞれの震源域が設
定されてきたが、地震の起こり方に関しては単独
若しくは連動について予測不可能という結論と
なった。したがって、南海トラフで起こるマグニ

Ａ
Ｂ

細実線の範囲
：東海・東南海・南海地震の3連動（M8.7）
太実線の範囲 ：南海トラフ巨大地震（プレート境界地震単独 M9.0）
南部の海域が付加 ：南海トラフ巨大地震（津波地震が連動 M9.1）

図２ 南海トラフ巨大地震のプレート境界地震 A と津波

図３

地震 B の震源域
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③震度７が想定される地域は、10 県 151 市町村
したがって、災害救助法は少なくともこれらの合
計である 682 市町村に発令されることになろう。
この数は、東日本大震災に際して災害救助法が発
令された 241 市町村の約 2.8 倍であり、実際には
それ以上になると予想される。
表１は、来襲する津波高が 10m 以上の市町村
を表している。10m の計算格子で各市町村の海
岸に来襲する津波の平均高が 10m を超えるのは、
最大 27 市町村であり、５m を超えるのは 124 市
町村である。なお、実際に地震が起これば、この
ような垂直の切り立った壁状の津波が瞬時に来襲
するのではない。少なくとも津波高が２m 以上に
ならなければ、市街地氾濫はすぐに起こらないの
である。現在、都道府県レベルで検討されている
津波の氾濫シミュレーションでは、最終的にどの
ように浸水域が広がるということに的を絞りがち
であるが、津波避難を考える市町村当局にとって、
時空間の氾濫過程も大切であることを強調してお
きたい。

特集

（２）被災地で起こる現象と減災対策の基本的方向
気を付けなければいけないことは、南海トラフ
巨大地震という名称であるが故に、この地震は、
東海地方から西日本太平洋沿岸地域にだけ大きな
被害をもたらすものであるという誤解である。も
し、想定通りに起きれば、これらの地域の直接被
害だけでなく、日本全体が間接被害に巻き込まれ
るということを覚悟しておかなければならない。
特に大人口を抱える首都圏では、食料品や水・お
茶のペットボトルの店頭在庫、流通在庫が多いこ
とから、被災地支援に真っ先に調達されるので、
起こった直後に、首都圏のコンビニやスーパーマー
ケットからは、食料品や飲料水などのペットボト
ルは真っ先に姿を消してしまうだろう。家庭内備
蓄も３日分ではまったく足らず、最低でも１週間
分は必要である。それほどのインパクトをもたら
す災害なのである。被害想定を発表しても、東京
のメディアが、他人事と誤解し、あまり関心をも
たないことが特に心配である。何が何でもこの災
害を国難（National Catastrophe）にしない対
策が必要である。

表１ 南海トラフ巨大地震の津波高が 10m 以上となる

１）地震・津波災害の特徴
① 広域かつ甚大な人的被害、建物被害、ライフラ
イン、インフラ被害の発生：震度６弱以上若し
くは津波の浸水深が 30cm 以上で浸水面積が
10ha 以上の地域に住んでいる住民が、約 6,100
万人であり、想像を絶する被害の広がりと深刻
さが分かる。
② 膨大な数の避難者の発生：従来の地震災害時の
資料を参照すれば、震度５弱でも避難者が発生
することがわかっている。そうすると、避難所
に来る住民は、軽く 1,000 万人を超えるだろう。
③ 被災地内外にわたる全国的な生産・サービス活
動への多大な影響：愛知県を筆頭とする太平洋
ベルト地帯の壊滅、東名高速道路、東海道新幹
線による物流と人流の長期不通がどれほどの被
害を社会にもたらすかは、想像を超えている。
被害想定結果は、そのごく一部を明らかにした
に過ぎない。
④ 被災地内外の食糧、飲料水、生活物資の不足：
全国にペットボトルの飲料は約 12 日分しかな
い。量より質の生活の変化が、在庫量の極端な
減少を招いている。
⑤ 電力、燃料等のエネルギー不足：被災地でおよ
そ１億 Kw の発電がおこなわれている。石油精
製を中心とした燃料等のエネルギーも全国シェ
アの 50%に達する。これらが地震と津波によっ
て大きく被災するのは当然で、その不足は１ヵ
月以上続くと想定される。
⑥ 帰宅困難者や多数の孤立集落の発生：最大 1,060
万人の帰宅困難者や 2,300 集落の孤立が心配で
ある。深夜に地震が起これば、前者は職場に行
けない人であり、企業や自治体の BCP も発動

市町村

なお、肝心の発生確率については、南海トラフ
に沿った従来の東海・東南海・南海地震の震源域
ごとの評価はできないとし、地震の起こり方に関
しては、東海・東南海・南海地震の単独若しくは
連動について予測不可能という結論となっている。
したがって、南海トラフで起こるマグニチュード
８以上の巨大地震の発生確率を、今後 10 年以内
では 20%程度、20 年以内では 40 ～ 50%程度、
30 年 以 内 で は 60 ～ 70 % 程 度、50 年 以 内 で は
90%程度と予測している。一方、マグニチュード
9.1 の最大級クラスの地震については、これまで
にデータが見つかっていないことから予測は不可
能とした。しかも前兆滑りの存在も疑わしいこと
から、確度の高い予測は困難と判断している。つ
まり、従来の予知を前提とした対応は見直さなけ
ればならないことになった。
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できないだろう。孤立集落では、１ヵ月分以上
の食糧や水の備蓄が必要である。
⑦ 復旧・復興の長期化：もし、想定している被害
が発生すれば、被災者生活再建支援法による
７兆円の支給、１兆 7,000 億円の死亡弔慰金や
１年目の被害額 237 兆円（一部重複）の財源を
どうすればよいのか。

標や達成の時期等をプログラムとして明示、○応
急対策についても、具体的な活動内容に係る計画
を策定
（２）対策を推進するための組織の整備
○広域的な連携・協働のための国、都道府県、市
町村、防災関係機関などによる南海トラフ巨大地
震対策協議会の積極的活用及び法的な位置付けの
必要性
（３）戦略的な取組の強化
○ハード・ソフト両面にわたるバランスのとれた
対策の総合化、○府省を超えた連携、産官学民の
連携など、国内のあらゆる力を結集、○住民一人
ひとりの主体的な防災行動が図られるよう、生涯
にわたって災害から身を守り、生きることの大切
さを育む文化を醸成、○国、地方を通じた防災担
当職員の資質向上や人材ネットワークの構築が大
切
（４）訓練等を通じた対策手法の高度化
○行政・地域住民・事業者等の地域が一体となっ
た総合的な防災訓練の継続的な実施、○実践的な
津波避難訓練による避難行動の個々人への定着
（５）科学的知見の蓄積と活用
○地震・津波及びその対策に関する様々な学問分
野の学際的な連携、○防災対策に関する応用技術
の開発・普及の促進

２）減災対策の基本的方向としての主な課題と
考え方
（１）津波からの人命の確保
○津波対策の目標は「命を守る」
、住民一人ひとり
が主体的に迅速に適切に避難、○即座に安全な場
所への避難がなされるよう地域毎にあらゆる手段
を講じる
（２）各般にわたる甚大な被害への対応
○被害の絶対量を減らす観点から、耐震化や火災
対策などの事前防災が極めて重要、○経済活動の
継続を確保するため、住宅だけでなく、事業所な
どの対策も推進する必要、○ライフラインやイン
フラの早期復旧につながる対策は、あらゆる応急
対策の前提として重要
（３）超広域にわたる被害への対応
○従来の応急対策、国の支援・公共団体間の応援
のシステムが機能しなくなる恐れ、○日本全体と
しての都道府県間の広域支援の枠組みの検討が必
要、○避難所に入る避難者のトリアージ、住宅の
被災が軽微な被災者の在宅避難への誘導、○被災
地域は、まず地域で自活するという備えが必要
（４）国内外の経済に及ぼす甚大な影響の回避
○被災地域のみならず日本全体に経済面で様々な
影響、○日本全体の経済的影響を減じるためには
主に企業における対策が重要、○経済への２次的
波及を減じるインフラ・ライフライン施設の早期
復旧、○諸外国への情報発信が的確にできるよう
な戦略的な備えの構築
（５）時間差発生等態様に応じた対策の確立
○複数の時間差発生シナリオを検討し、２度にわ
たる被災に臨機応変に対応
（６）外力のレベルに応じた対策の確立
○津波対策は、海岸保全施設等はレベル１の津波
を対象とし、レベル２の津波には「命を守る」こ
とを目標としてハード対策とソフト対策を総動員、
○地震動への対策は、施設分野毎の耐震基準を基
に耐震化等を着実に推進、○災害応急対策は、オー
ルハザードアプローチの考え方に立って備えを強
化

４）具体的に実施すべき対策
① 事前防災（津波防災対策、建築物の耐震化、火
災対策、土砂災害・液状化対策、ライフライン・
インフラの確保対策、教育・訓練、ボランティ
ア活動、総合的な防災の向上等）
② 災害発生時対応とそれへの備え（救助・救命、
消火活動、緊急輸送活動、物資調達、避難者・
帰宅困難者対応、ライフライン・インフラの復
旧、防災情報対策、広域連携・支援体制等）
③被災地内外における混乱の防止
④多様な発生態様への対応
⑤様々な地域的課題への対応
⑥本格復旧・復興
市町村レベルの自治体は、南海トラフ巨大地
震の事前から事後対応における業務のおよそ 7
から 8 割は共通事項であり、これについては既
に、中央防災会議の『地方都市等における地震防
災のあり方に関する専門調査会』の報告書で提供
されている地震対応のチェックリスト（http://
www.bousai.go.jp/jishin/chihou/bousai/pdf/
checklist.pdf）を参照すればよい。残りの２から
３割の業務が、被災市町村独自のものであり、そ
れらについて臨機応変に対応することが重要であ
る。この報告書には、そのほかにも震災を経験し
た自治体の事例が数多く紹介されており、大変役
に立つ内容となっている。是非、ダウンロードし
て活用することを強く勧めたい。

３）減災対策を推進するための枠組みの確立
（１）計画的な取組のための体系の確立
○総合的な津波避難対策等の観点等から、対策推
進のための法的枠組の確立が必要、○南海トラフ
巨大地震対策のマスタープランの策定とともに、
事前防災戦略の具体化に当たっては、項目毎に目
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（３）被害
M9.1 となる南海トラフ巨大地震による人的被
害と社会・経済被害及びそれぞれに対する減災対
策の効果を表２、３および４にまとめて示した。
ここで後者の被害の減災対策の効果であるが、１）
資産等の被害は、耐震補強などによって５割程度

減らせるが、２）経済活動への影響では、各種の
対策を行っても、３割程度も減らせないことであ
り、しかも、気を付けなければいけないことは、
生産・サービスの低下に起因する被害は最初の１
年の推定値に過ぎず、下手をすると復興するまで
毎年、これに近い値が累積していくことである。

表 2 南海トラフ巨大地震が発生した場合の各府県の最

表 3（ｃ） さらに必要な人的被害の減災対策

大犠牲者数（〇の中の数字は多い順番）
大規模すべり域
都府県名

東海・関東地方
静岡 ①
愛知 ⑦
三重 ④
千葉
東京
神奈川
計

大規模すべり域
都府県名

四国地方
高知 ③
香川
愛媛⑨
徳島⑥
計

最大数の総計

453,570人

犠牲者数
114,300
27,000
44,800
1,600
1,500
2,900
192,100

近畿地方
大阪 ⑩
兵庫
奈良
和歌山 ②

96,000

計

犠牲者数 九州・中国地方
50,400
大分 ⑧
4,000
宮崎 ⑤
13,200
鹿児島
33,300
広島
100,900
岡山
計

１．津波避難ビルの指定をさらに推進する。
２．避難場所・避難施設などの整備促進
３．施設配置の見直し
津波防災地域づくりに関する法律を適用して、
４．高台移転
５．土地利用計画の策定
そのほかに、
６．地震・津波観測網の整備
７．地震発生予測も含めた調査研究の推進

犠牲者数
7,800
5,200
1,700
81,300

犠牲者数
16,900
42,900
1,270
1,700
1,800
64,570

各府県の犠牲者数が千人以上の場合を集計

表 3（ａ）  人的被害の内訳
(1) 津波による死者
(2) 地震による死者
(3)火災による死者
合 計

23万人
8万人
1万人
32万人

被災地で,
・入院が必要な負傷者
・手当が必要な負傷者

15万人
14万人

表 4（ａ） 社会・経済被害
(1) 資産等の被害

１６９．５兆円

(2) 経済活動への影響(初年度)
・生産・サービス低下に起因するもの
４４．７兆円
・交通寸断（鉄道・鉄道）に起因するもの
６．１兆円
・港湾被害
１６．９兆円
＊総額で２３７兆円(重複の評価含む)

表 4（ｂ） 減災対策による社会・経済被害の軽減

表 3（ｂ） 減災対策による人的被害の軽減割合
１．住宅の耐震化の推進による全壊建物棟数の減少
による犠牲者の減少

資産等の被害（被災地）

現在の住宅の耐震化率79%
90%になれば--------4割減
95%になれば--------6割減

２．避難の迅速化による津波犠牲者の減少
早期避難しない場合を100とすれば、
①早期避難率を高め、呼びかけをすれば------------5割減
②直後に避難すれば -----------------------------------6割減
③避難ビルを活用すれば -----------------------------7割減
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―減災社会を築く―
静岡県 危機管理監代理

岩田孝仁

仕組みが災害時には破綻してしまう。一旦破綻す
ると、対応力が欠如するだけでなく地域の復旧や
復興にも重大な影響が及ぶ。東日本大震災の被災
地の復興を見てもそのことが痛感される。
2013 年 ４ 月 １ 日 現 在、 静 岡 県 の 高 齢 化 率 は
24.9%である。高齢化社会の中で地域コミュニ
ティの力をどう維持すれば災害に立ち向かえるの
か、新たな枠組みが求められている。
一つの取組として、学校や企業、社会教育、子
育て世代、団塊の世代等、様々な人々を対象に、
防災に関する人材育成プログラムを始めた。静岡
大学や静岡県立大学、常葉大学など県内の６つの
大学や気象台、報道機関と防災コンソーシアムと
いう協働機構を 2009 年に立ち上げ、これらの機
関が協力し合って防災研修プログラムを実施する
ほか、静岡大学では大学院レベルの専門教育を行
う防災フェロー講座も開講し、防災の基礎的素養
から応用力まで備えた人材の育成に努めている。
また、若い世代が地域の活動に積極的に関与す
ることも重要であり、その場として地域の防災活
動を活用している。静岡県では毎年 12 月の第１
日曜日に自主防災組織が主体となった地域防災訓
練を各地域で一斉に実施している。参加者は例年
60 万人に及ぶ。この訓練に中学・高校生を積極
的に参加させる取組を始めて８年になる。学校か
ら出席カードを持たされた生徒が地域の防災訓練
に参加する（半ば強制的に？）試みであったが、

1．元来、東海地震は広域激甚災害
1976 年に東海地震発生の切迫性が指摘され、
県民挙げて地震対策に取り組んできた静岡県であ
る。その原動力は、東海地震が都市直下を襲う海
溝型巨大地震で、その被害は静岡県全域に及ぶ広
域激甚災害であり、自ら備え動かないかぎり被害
を減らすことが望めないからである。
その成果が「自助」
「共助」
「公助」を軸とした
現在の静岡県の防災対策につながっている。いま
だ、十分ではないが、県民一人ひとりの「自助」
として住宅の耐震化は約 80%、家具固定の取組
70%、「共助」の要である地域の自主防災組織は
ほぼ 100%結成され、防災訓練や点検など日頃の
防災活動が活発に行われている。
自助・共助を支える「公助」の取組として、静
岡県が 1979 年以来、精力的に取り組んできた地
震対策事業は２兆円を超える。学校・病院・社会
福祉施設や緊急輸送路の耐震化、津波対策の水門
や防潮堤の整備、耐震性貯水槽の整備など、その
結果、県有施設や学校校舎・体育館の耐震化はほ
ぼ 100%完了し、津波対策の必要な沿岸の 90%に
津波防潮堤や耐震水門が整備された。

２．浮かび上がってきた課題
日本の少子高齢化の進行は深刻な社会課題であ
る。地域のつながりや活力が脆弱になると、平時
にはかろうじて成り立っていた地域の相互扶助の
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近年では中学・高校生の１／３を超える者が参加
するようになり、大人に交って可搬ポンプの操作
訓練や救出・救助訓練、高齢者の見回りなどに積
極的に参加する姿が目立ってきた。
このように、地域防災を担う人材育成と若い世
代の防災活動への参加が社会に根付いていけば、
災害に見舞われても被害を受けにくい社会、被害
を受けても回復力を持った社会の構築につながる
ものと期待している。

特集

という施策も大変重要である。
静岡県では 2013 年６月の静岡県防災会議にお
いて最大クラスの地震や津波も視野に入れた「第
４次地震被害想定」を示し、最悪のケースでは
10 万 5,000 人の死者発生を想定した。そして、
このような巨大地震災害への課題を解決するため
新たに「地震・津波対策アクションプログラム
2013」を策定し、今後 10 年間の地震・津波対策
の具体的目標を設定した。特に津波被害について
は、いわゆるレベル１の津波に対しては防潮堤な
どハード施策で人的被害を８割減ずる。さらにレ
ベル２の津波に対しても迅速な避難体制などソフ
ト対策を組み合わせ、被害を大幅に軽減すること
を目標としている。
一方、津波対策の観点も含め中長期の視点から
県土の安全・安心を図る施策として、沿岸・都市
部のリノベーション、内陸・高台部のイノベーショ
ンを核に「内陸フロンティアを拓く」総合特区（地
域活性化総合特別区域）の指定を 2013 年２月に
受け、将来を見据え安全・安心で魅力ある“ふじ
のくに”の実現を目指した新たな県土軸の展開を
目指している。

３．更に大きな試練が
2011 年の東日本大震災を契機に、国において
も南海トラフ沿いの超巨大地震への対応の検討が
始まった。想像を超えるレベルの津波高が示され
た地域も多く、千年から数千年レベルで発生の可
能性のある自然災害にどの様に立ち向かっていく
のかが課題である。人間の行動や社会システムに
委ねる部分は確かに大きい。一方で、地震発生直
後、間髪入れずに津波が襲来する静岡県では、人
命や重要な社会基盤はハード面でもきちんと守る

４．おわりに
地震対策の基本として、建物や構造物の耐震化
や津波防護施設の整備など被害そのものを軽減す
る対策が重要である。その一方で、様々な世代や
職域を対象とした防災の人材育成と若い世代の防
災活動への参加が地域社会に根付いていけば、災
害に見舞われても被害を受けにくい社会、さらに
被害を受けても回復力を持った社会につながって
いく。まさにそれが“減災社会”の構築である。
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「来るべき巨大地震に備えて」
～和歌山県の防災・減災対策～
和歌山県危機管理局総合防災課
に逃げるために、避難場所の安全度が、簡単に分
かるよう安全レベル（☆☆☆、☆☆、☆）を設定
しました。この安全レベルも含め、本県の避難場
所については全て県ホームページ、ヤフーの地図
情報、スマートフォン等のアプリで公表していま
す。また、沿岸市町では、県が平成 25 年３月に
公表した浸水想定を基に安全レベルの見直しを行
い、新しい安全レベルを表示したハザードマップ
を作成し、今年度中に配布する予定です。

●はじめに
和歌山県は、約 90 ～ 150 年周期で繰り返し発
生している南海トラフ地震により、古来から大き
な被害を受け続けてきました。約 150 年前の安
政南海地震の際には、
「稲むらの火」の故事で知
られる濱口梧陵が津波を防ぐための堤防を築くな
ど、歴史的にも津波対策に取り組んできました。
現在においても、和歌山県では、巨大地震など
来るべき大規模災害への備えによる「安全」を県
政の大きな柱の一つに掲げ、防災・減災対策に全
力で取り組んでいます。

【エリアメール・緊急速報メールの導入】
平成 23 年７月に、都道府県としては、全国で
初めて NTT ドコモのエリアメールの運用を開始
しました。大津波警報等を県独自で配信し、また
市町村からの要請で避難指示等の情報も配信して
います。平成 23 年９月の紀伊半島大水害では、
エリアメールを７回配信し、県民の方からエリア
メールのおかげで命拾いをしたとのお礼をいただ
きました。また、KDDI やソフトバンクの「緊急
速報メール」についても平成 24 年３月に導入し
ています。

●防災・減災対策の総点検
東日本大震災のあと、専門家の意見をいただき
ながら、いち早く「防災・減災対策の総点検」を
実施し、全ての防災・減災対策の見直しを行いま
した。その結果、平成 23 年４月に 100 以上の点
検項目を設定し、短期、中期、長期に分類し、目
標を定めて取り組んでいるところです。特に、避
難場所の見直し、エリアメールの導入など短期に
分類したものは、平成 23 年８月までに対策を実
施しました。現在も新たな点検項目が見つかれば、
随時追加し取り組んでいます。

【避難カードの配布】
災害から命を守るためには避難が大切であるこ
とを理解していただくために、県内全戸に避難
カードを配布しました。避難カードは、地震・津
波と風水害のそれぞれの場合に、先ず命を守るた
めの避難場所（先）と避難生活を送る避難所を記
入するようになっています。このカードを使って、
家族が話し合い、どの避難場所、避難所に逃げる
かを決めておけば、バラバラに逃げても命さえ守
れば避難所で会えることを周知しています。県内

【避難所の安全レベル設定】
防災・減災対策の総点検の中で最も重要なのが、
津波の避難場所の見直しでした。地震が発生した
直後は、どの程度の津波が襲ってくるか分かりま
せん。時間が許す限りできるだけ安全な避難場所
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全戸に配布しましたが、引き続き学校や防災講習
会などでも配布しています。

特集

【避難路整備】
避難路の確保は、命を守るための最優先の対策
であり、避難路を整備する市町村には財政支援を
実施しています。現在、市町村や自主防災組織が
非常に熱心に取り組んでおり、平成 24 年度は、
国の事業を含め 200 を超える避難路が整備され
ました。これは平成 23 年度と比較しても約５倍、
東日本大震災が発生した平成 22 年度と比較する
と実に約 30 倍のピッチで整備が進められていま
す。また、県事業としても、急傾斜地の擁壁に階
段を設置し避難路を整備しています。
平成 24 年７月には、震災時に安全且つ円滑に
避難できるよう、避難路沿いの建築物に対し、耐
震改修や撤去を命じることができる「津波からの
円滑な避難に係る避難路沿いの建築物等の制限に
関する条例」を制定し、さらに、平成 24 年３月
には、津波により交通の支障を及ぼすおそれのあ
る箇所には必要に応じ、避難のための通路又は自
動車を停車する箇所を設けることができる「和歌
山県が管理する県道の構造の技術的基準及び県道
に設ける道路標識の寸法を定める条例」を制定し、
平成 25 年４月に施行しました。

【避難場所検索アプリ】
平成 24 年３月に、スマートフォンや iPhone
のアプリを使って和歌山県内の避難場所が誰でも
直ぐに検索できるようにしました。県が市町村か
ら集めた避難場所を、協力の申出をいただいた民
間の２社にデータ提供し、アプリで公表していま
す。これらのアプリは、無料（通信料除く）で利
用できるようになっています。また、本県を訪れ
ていただいた観光客の皆様にも非常に有効で、本
県の主要駅や高速道路の SA 等でパンフレットを
配布し、利用促進を図っています。
【津波災害発生時の県職員等の市町への派遣】
東日本大震災の教訓や紀伊半島大水害の本県の
経験から、津波による甚大な被害が予測される和
歌山市を除く沿岸の 18 市町に派遣する職員を事
前に「災害時緊急支援要員」として任命し、災害
時に速やかに派遣できるようにしました。各市町
に 10 名ずつ、１ヵ月間継続的に派遣できるよう
720 名を任命しました。
任命された職員は、平時から担当の市町の地名
や学校、病院施設などの位置等について事前に把
握し、災害時には災害対応の支援や被災地での情
報収集等を行います。なお、情報収集に必要なタ
ブレット端末等の導入も済ませています。
また、専門的な知識を持った退職技術者情報を
登録する「わかやま技術支援人材バンク」を設
置し、大規模災害時の復旧事業など専門的な行政
ニーズに対する人材支援も行うこととしていま
す。

【ところてん式による防災備蓄】
平成 24 年度から、県南部を中心に、長期保存
が不可能な生活必需品等（粉ミルク、紙おむつ等）
を、協定を締結した社会福祉法人に備蓄していま
す。備蓄した品目は、施設において使用しなが
ら補充（これが「ところてん式」）を行い、本県
の備蓄品として大規模災害発生時に備えるもので
す。ところてん式とすることで、使用期限切れに
よる廃棄を防げるため、無駄のない在庫備蓄が可
能となります。

【水門・樋門、陸閘の調査】
東日本大震災では、水門 ･ 樋門の閉鎖に向かっ
た多くの方が犠牲となりました。操作者の安全を
確保するため、水門・樋門の閉鎖に要する時間を
調査し、津波の到達時間までに閉鎖が可能か、ま
た陸閘については常時閉鎖が可能か調査しまし
た。
調査結果を受けて、操作後の安全な避難が困難
な水門・樋門の閉鎖は「操作せず逃げる」という
方針で平成 23 年 12 月から運用しています。陸
閘については、常時閉鎖の徹底を行っています。
なお、操作者が津波到達時間までに閉鎖が困難
な水門・樋門については、遠隔操作化や自動化を
計画的に進めていきます。

【二つの浸水想定】
平成 24 年３月に中央防災会議から「南海トラ
フ巨大地震」の想定が公表され、本県も関西大学
社会安全研究センターの河田惠昭センター長を会
長に「和歌山県地震・津波被害想定検討員会」を
設置し、内閣府の想定を基に、より詳細な浸水想
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定等の検討を行いました。この検討委員会におい
て、最大クラスの地震・津波であるが発生頻度が
極めて低い「南海トラフ巨大地震」だけを検討す
るのは現実的ではなく、従来から本県が防災・減
災対策の「想定津波」としてきた頻度の高い「東海・
東南海・南海３連動地震」も現実的な対策を検討
する上で必要であるという方針が示されたことか
ら、
平成 25 年３月に「南海トラフ巨大地震」と「東
海・東南海・南海３連動地震」の二つの浸水想定
を公表しました。二つの津波への対策として、
「南
海トラフ巨大地震」には命を守るためのソフト対
策を中心とした対策、また「東海・東南海・南海
３連動地震」にはソフト対策・ハード対策で命と
財産を守る対策を実施することとしています。

では、唯一の幹線道路である国道 42 号が寸断さ
れ、救助・救援活動に支障を来し、高速道路の必
要性を痛感したところです。
現時点で巨大地震が発生すれば、紀伊半島大水
害以上の被害が想定され、救助・救援活動が極め
て困難となり、多くの孤立地域に救援の手が届か
ないことが考えられます。
このような現状を一刻も早く解消するため、命
の道である「紀伊半島一周道路」の早期完成に向
け、国に強く働きかけるとともに、府県間道路や
内陸部骨格道路の整備、緊急輸送道路の橋梁耐震
化や法面強化対策など、高速道路を補完する県内
幹線道路ネットワークの更なる強化にも取り組ん
でいるところです。
さらに、地震や津波による被害を最小限に食い
止めるための防災施設のハード対策を充実させる
ことも重要であり、例えば、防波堤・海岸堤防の
補強・嵩上げや、津波が越流しても壊れにくい“粘
り強い構造”とする施設整備など、津波の到達時
間を遅らせる等の効果を発揮する有効なハード整
備を着実に進めていきます。

【「津波から『逃げ切る！』支援対策プログラム」】
二つの新たな浸水想定の津波の到達時間と浸水
深等を基に、津波からどうしても逃げ切れない地
域の洗い出しとその対策の検討を行う「津波から
『逃げ切る !』支援対策プログラム」を策定します。
本県南部の沿岸地域においては、
「南海トラフ巨
大地震」だけでなく「東海・東南海・南海３連動
地震」でも、津波が非常に短時間で到達すること
から、避難が不可能な地域があります。そうした
地域においては、将来的な高台等への移転や、公
共施設、店舗、住宅等が入る複合避難ビルの新た
な建設など、地域の構造を変えていく必要がある
と考えており、国に対しても、手厚い財政支援な
どを要望しているところです。

●最後に
最後に、本県としては、二つの浸水想定を基に
目標を明確に定め、ソフト対策とハード対策の両
面から県民の命と財産を守る防災・減災対策を着
実に進め、
「来るべき巨大地震に備えて」まいり
ます。

●長期的な視点による防災・減災の取組
次に、被災した地域の迅速な救助・救援活動と
着実な復旧・復興を実現させる備えが重要です。
東日本大震災をみると、東北道等の高速道路が
緊急輸送路として機能しただけでなく、避難場所
や防潮堤などの防災機能を発揮していました。一
方、平成 23 年の県南部を襲った紀伊半島大水害
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■誕生

■伝統と新しさの調和

波佐見焼は、今からおよそ 400 年前、

肥前（現在の佐賀県・長崎県の一部）に

日用食器として普及してきた波佐見焼、
ご

す

その特徴は、白磁に呉 須（藍色に染まる

おいて陶器が焼かれたのが始まりと言わ

絵の具）で絵付けされた染付の繊細さが

に渡ってきた李朝陶工の力添えによって、

多様なニーズに応えるため、常に改良・

れています。また、朝鮮出兵の際に日本

それまで輸入に頼っていた磁器が、初め
て国内生産できるようになったのもこの

時代であり、波佐見の窯跡からも磁器が
発掘されています。

挙げられます。また、生活様式の変化や

開発に挑戦してきました。人間工学に基

づく使いやすいデザインや透光性磁器・

蓄光製品などの新しい素材、
「食」の安全・

安心に配慮した鉛を含まない絵具の開発、
アートデザインを取り入れたやきものに

■青磁から海外輸出へ

よるテーブルスタイルの提案など、常に

17 世紀中頃には、本格的な磁器生産が

長崎県

開始され、波佐見では、多用な技術を駆

使う人のことを思い、その時代と場所に
合った製品を送り出し続けています。

せい じ

使した優れた青磁が生産されました。

同じ頃、中国では政権交代時の混乱から

輸出が途絶え、それまで中国のやきものを
運んでいた貿易商人達は、代わりに肥前の
やきものを輸出するようになり、波佐見で

波佐見焼き

も次々に新たな窯が開かれました。

手作業による絵付け

青磁（貼花梅樹文天目大）

■「くらわんか」

パーティースタイルの提案

中国の内乱がおさまると、やきもの輸

出は下火になり、国内向けへと転換して
いきます。波佐見でも日用食器「くらわ
んか」が盛んに生産されました。
「くらわ

んか」とは、江戸時代の小舟売りの商人
の売り文句から名づけられた安い日用食

器のことです。この時代、波佐見では巨
のぼり がま

大な登 窯 を築き、膨大な量の磁器を産み

出します。この大量生産によって、それ
まで高価だった磁器が庶民に広く普及し
ていきました。

21

お問合せ

波佐見焼振興会

〒 859-3711
長崎県東彼杵郡波佐見町井石郷 2255-2
TEL 0956-85-2214
FAX 0956-85-2856

都 道 府 県
だ よ り
2013年8月

北海道

Hokkaido
まし け さんどう

自然と歴史を体感する「増毛山道」について
しょかんべつ て うり やぎしり

北海道北部の日本海側に位置する暑 寒別天 売 焼 尻
国定公園の増毛海岸では、国道 231 号線が昭和 56
年に全通しましたが、かつて、江戸末期以降、ここ
お ふゆ
の急峻な断崖によって交通の難所とされた増毛～雄冬
間を迂回すべく、幕府の命を受け、増毛の漁場を請
け負っていた商人「伊達林右衛門」によって開削さ
れたのが増毛山道です。
近年は深い山中で笹などに埋もれていましたが、
北海道留萌振興局では、NPO 法人増毛山道の会と連
携して、平成 21 年度から 22 年度にかけてこの山道
を復元しました。
暑寒別天売焼尻国定公園の大自然はもちろんのこ
ぶ よし
と、かつて郵便物の中継や宿場として利用された武好
駅逓跡地、当時の電信柱、石積み、１等水準点など
の歴史遺産を今も見る
ことができます。
平成 23 年度からガ
イド付きで 16km フル
コースの体験トレッキ
ングを開催してきまし
たが、さらに今年度か
ら５km ミニコースも
新設し、トレッキング
初心者にも門戸を広げ 増毛山道の開削風景と二代目伊達林右衛門

ました。
豊かな自然と農水
産物に恵まれた北海
道では、間もなく実
りの秋を迎えます
が、留萌振興局では
民間の方々とも連携
し、こうした資源を 江戸時代の古山道と国定公園の自然を併せて体験
活用して、食や自然
を生かした地域づくりに取り組んでいます。
是非、この機会に全国各地から御来道いただき、
増毛山道と共に、秋の北海道ならではの美しい景観
や味覚も満喫して、心ゆくまで楽しんでいただけた
ら幸いです。
【今秋の開催日】
９月 14 日（土） 16km フルコース
９月 28 日（土） 5km ミニコース
各日申込順です。定員になり次第締め切ります。
※詳細はホームページを御覧ください。
増毛山道には本事業等、許可を受けた事業でのみ
入山が可能です。
お問合せ

北海道留萌振興局保健環境部環境生活課
TEL 0164-42-8437
HP http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/
kks/sizen2/masikesandou_page.htm
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Aomori

青森県

素朴で、懐かしい ... 田名部まつり
「田名部まつり」は、例年８月 18 日から 20 日まで
の三日間で行われる夏祭りです。むつ市田名部は南
部藩の代官所が置かれた下北の産業・経済・文化の
中心地であり、北前船の往来により水運で栄えたの
が田名部の町でした。上方に向けてはヒバ、アワビ、
ナマコ、コンブが出荷され、諸国からは物と一緒に
文化がもたらされ、その影響を受けたものの一つが
「田名部まつり」です。祭りに使われる山車は祇園祭
りのそれに近く、
「北の雅」などと形容されることが
多い祭りです。
田名部神社の例大祭である「田名部まつり」の主

役の一つは「ヤマ」と呼ばれる木製・黒漆塗りの山車。
装飾はそれぞれに異なり、昼夜で飾りを替えるのが
特徴で、昼は刺繍を施した大小の水引幕・見送り幕
がく

で飾られ、夜は地元の描き手によって描かれた「額」
と呼ばれる絵灯籠に付け替えられ、明かりが灯され
ます。昼の重厚な山車と夜の絢爛な山車の対比も見
所です。
「田名部まつり」のクライマックスは 20 日の深夜
に繰り広げられる「五車別れ」
。全ての行事を終え、
それぞれの町に帰る５台の山車が別れを惜しみ、田
名部神社付近の十字路に集まります。地酒で鏡開き
を行い、祭りの無事を喜び、来年の再会を期して盃
を交わすと、振る舞い酒を求める人でごった返す通
りには、五車が打ち鳴らす囃子が共鳴し、祭りの興
奮があふれます。深夜零時を過ぎた頃、５台の山車
はそれぞれの町に出発します。順番に出発する山車
を残った人々が提灯を振りながら見送る様子には北
国の祭り独特の哀愁が漂い、とても風情があります。
観光化していない素朴な祭りですが、見ていると
心から懐かしさを感じる祭りです。
お問合せ

下北観光協議会
TEL 0175-22-1111（代）

都道府県だより
Akita

201３年 8 月

秋田県

あきた自慢こ 12 か条
秋田県では、県民の皆様に秋田の風土、伝統、文化、
環境など、秋田ならではの魅力を再認識していただ
き、地域や団体、さらには県民レベルによる自発的
な秋田の魅力の発信につなげるため、
「あきた自慢こ
12 か条」を作成しました。
「あきた自慢こ 12 か条」は、県のキャッチコピー
である「あきたびじょん」の 11 のテーマ、
「美人」
、
「温泉」、「農」、「酒」
、
「水」
、
「森」
、
「雪」
、
「食」
、
「子
ども」、「伝承」、「先端技術」に ｢秋田弁」を加えた
計 12 のテーマについて、ユーモア感覚を交えながら
秋田の良さを伝える親しみやすいフレーズで、昨年、
全国からの一般公募で集まった約 1,300 件の御意見
を参考としております。
「あきた自慢こ 12 か条」については、TV、ラジ
オなどの各種メディア、県広報紙、県ホームページ、
県 facebook ページなどにより周知を行うとともに、
県民参加型の「私のあきた自慢」動画や「私のあき
た自慢」WEB サイトを制作し、県民自らによる ｢あ
きた自慢｣ の発信を促進し、地域や学校、民間企業
等による「おらほの自慢こ○か条」などを作るムー
ブメントへつなげていきたいと考えております。
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また、秋田県では、今年 10 月からの秋田デスティ
ネーションキャンペーンや、来年 10 月からの第 29
回国民文化祭あきたなど、県外から多くの方々に訪
れていただく機会を控えており、この「あきた自慢
こ 12 か条」をきっかけに、県民自らが秋田を訪れる
方々に ｢あ
きたの自慢｣
すなわち ｢地
域の魅力｣
をお伝えす
る ｢おもて
なし｣ の機
運を高めて
いきたいと
考えており
ます。
お問合せ

秋田県観光文化スポーツ部観光戦略課イメージアッ
プ推進室
TEL 018-860-1073
FB「あきたびじょんプロジェクト」
https://www.facebook.com/akitavision

山形県
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本県の高齢化は、全国と比較し 10 年以上進んでお
り、より迅速な対応が必要となっています。このため、
健康長寿で安心して住み続けられる山形県づくりに
向け、今年６月、知事を本部長とする「健康長寿安
心やまがた推進本部」を設立しました。県や市町村
のほか、保健医療、福祉、生きがい、就労支援等の

各分野 40 団体から構成されています。

さらに、推進本部の下に、高齢者等の安心な生活

の確保、在宅医療の推進など横断的な課題に対応す

る県レベルの三つの協議会と、県の総合出先機関単


位の四つの地域協議会を設置しました。これらの協

議会と各市町村がお互いに連携しながら、地域栄養・

食生活改善など、健康寿命を延ばすための取組や雪・

住まい対策及び生活支援など、住み慣れた地域で安


心して生活できる体制整備を進めています。

中でも、
今年度は、
ロコモ（ロコモティブシンドロー

ム（運動器症候群）
）予防について、マスコミやイン


ターネットの動画サイトを活用した普及啓発、ロコ

モ予防体操インストラクター養成などを行い、県民

運動として取り組んでいきます。さらに、受動喫煙

防止対策及び 24 時間対応訪問看護・訪問介護サービ


スの導入に向け検討していきます。
平成 22 年度の簡易生命表では、山形県の男性の平
均寿命が全国第９位と、前回の 28 位から大きく躍
進しました。今後は、推進本部の活動を通し、男女
共に健康寿命が全国第 10 位以内になれるよう、ま
た、病気や障がいなどにより日常生活に支援が必要
になったとしても、住み慣れた地域で安心して生活
が継続できるよう環境づくりを進めます。



「健康長寿安心やまがた推進本部」設立



Yamagata
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都道府県だより


Miyagi

2013 年 8 月

宮城県

県外向け広報番組「伊達な旅紀行～いいトコ !
みやぎ」好評放送中です !

査を実施しており、番組を御覧になった方からは、
「地
元の方々の元気な様子を見ることができて良かった」
など、心温まる貴重な御意見もいただきました。
そのほか、宮城においでいただく際に役立つよう、
旅のお供に持ち歩ける「旅ガイド」も発行しており、
番組ホームページからダウンロードできるようにし
ています。番組とあわせてこちらも御覧いただき、
是非、宮城にお越しください。

県内各地のおすすめの場所やおいしいもの、人々
の笑顔など、宮城の魅力を伝える番組を全国に向け
て放送しています。
番組では、今年４月～６月に開催された大型観光
キャンペーン「仙台・宮城デスティネーションキャ
ン ペ ー ン 」 に 合 わ せ、
春から初夏にかけての
宮城の魅力を３回シ
リーズで放送したほか、
仮設商店街や復興ボラ
ンティアツアーなども
取り上げ、そこで働く
方々やツアー参加者の
声とともに、東日本大
震災からの復興に向け
た県内各地の様子をお
伝えしています。
また、月１回、抽選
で宮城のおいしいもの
が当たるアンケート調

◎放送局：BS-TBS
◎放送日時：毎週月曜日 午後７時 54 分～８時まで
（５分間）
◎ナレーション：TBS 小林豊アナウンサー
◎番組 HP
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kohou/
bstv-index.html

お問合せ

宮城県総務部広報課
TEL 022-211-2283
FAX 022-263-3780
HP http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kohou/
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福島県

Fukushima

子どもたちの笑顔と元気を全国へ !
～ご当地キャラこども夢フェスタ in 白河～
９月 21 日（土）・22 日（日）
、福島県白河市で、
全国のご当地キャラクターが集合する「ご当地キャ
ラこども夢フェスタ in 白河～ふくしまから“元気”
はじめよう。
」を開催します。
奥州の玄関口「白河の関」がある白河市は大河ド
ラマ「八重の桜」でも描かれた戊辰戦争ゆかりの地。
（白河藩の城下町でもあったことから、歴史的町並み
を堪能することができます。
）イベントは、震災の被
こ みね

害からの修復を進めている小 峰 城前の城山公園と白
河駅周辺で、全国から集まったたくさんのご当地キャ
ラクターたちによるステージやキビタン体操の発表
会、ふくしまのおいしいものコーナーなど大人も子
どもも楽しめる内容が盛りだくさん。白河市内の町
並みやラーメン・そばなどの食の魅力も堪能いただ
けます。
震災以降、県の復興シンボルキャラクター「ふく
しまから はじめよう。キビタン」は、避難生活をさ
れている方々や多くの子どもたちと交流を深めてき
ました。子どもたちに元気と笑顔を届け、ふるさと
ふくしまとの絆を育み、愛着をもってもらうととも
に、県外で避難生活を送っている子どもたちにふく

しまに遊びに来て
もらうため、子ど
もたちを主役とし
たイベントを開催
することとなりま
した。
佐藤知事とチームキビタン
イベントに先駆
け、今年５月、ふくしまの元気と復興に向かう姿を
発信するため、パフォーマンスチーム「ふくしまか
ら はじめよう。チームキビタン」を結成。全国のイ
ベントや県内の幼稚園・小学校への訪問などの活動
をスタートしました。
イベント当日は、
「チームキビタン」を始め、全国
から 100 体以上のご当地キャラクターやご当地ヒー
ローが集まります。
ふくしまの子どもたちの元気を全国に発信し、訪
れた全国の皆さんにふくしまの「魅力」と「今」を
お伝えします。皆さん、是非ふくしまで楽しい時間
をお過ごしください。
お問合せ

福島県広報課
TEL 024-521-7015
ご当地キャラこども夢フェスタ

都道府県だより
Niigata

検索

2013 年 8 月

新潟県

ロングトレイルの魅力に触れてみませんか !
～「スノーカントリートレイル」本格始動～

た距離の長い自然歩道。宿泊しながら、土地の自然や
文化、地域の人とのふれあいが楽しめる。

スノーカントリートレイルとは、雪国観光圏※ 1 エ
リアの昔の街道や峠道等をつなぎ、雪国の自然や文
化を楽しむ日本最長レベル約 280km のロングトレイ
ル※ 2 です。日本百名山の苗場山、越後駒ケ岳などの
山岳景勝地や多くの温泉地がルート上にあり、温泉
から温泉への歩く旅なんていう楽しみ方も可能です。
“郷と郷をつなぎ、人と人がつながり、未来を紡ぐ”
という理念の下、トレイルをきっかけに、地域住民
やボランティアがコース整備等に参加する機会をつ
くっていきます。
今年度は下記イベントを企画していますので、是
非トレイルの魅力を体験にいらしてください。
※１ ３ 県 ７ 市 町 村（ 新 潟
県魚沼市、南魚沼市、
湯 沢 町、 十 日 町 市、
津 南 町、 群 馬 県 み な
かみ町、長野県栄村）
にまたがる広域観光
圏
※２ 登 山 道 や 林 道、 古 道
などをつなぎ合わせ

●スルーハイクキャンペーン（８月３日～ 11 月３日）
エントリーの上、期間内にスノーカントリートレイ
ルを一周した方には、全線踏破証と地域の物産をプ
レゼントします。（エントリー代 1,000 円）
●モニターツアー
①「清水街道を行く」９月 14 日～ 15 日
すぐごえ

清水峠は、古くは「直 越」と呼ばれ、上野国と
越後国とを結ぶ最短のルートでした。
②「苗場山」10 月 19 日～ 20 日
日本百名山、花の百名山の一つ。頂上に広がる
高層湿原が魅力。
③「松之山街道を行く」 11 月２日
松之山街道は、北国街道の高田（上越市）と三
国街道の塩沢宿（南魚沼市）を結ぶ街道で、上杉
謙信が関東出陣の際、軍用道として使った道もあ
ります。
お問合せ

一般社団法人雪国観光圏スノーカントリートレイル
実行委員会
TEL 0278-62-0401
HP http://snowcountrytrail.jp/
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東京都

Tokyo
スポーツ祭東京 2013 の開催について
（ふるさと 47 応援プロジェクト）

そのメインプロ
ジェクトの一つとし
て、現在、
「ふるさと
47 応援団」の募集を
行っています（10 月
14 日（月曜）まで）。
スポーツ祭東京 2013 マスコットキャラクター
入団はどなたでも可
「ゆりーと」
能です。応援する都
道府県は、ふるさとはもちろん、自分にとってゆか
りのある、思い入れのある都道府県でもかまいませ
ん。入団すると、メールマガジンで応援団限定最新
情報が届くほか、競技会や関連イベント御参加時に
限定グッズがプレゼントされます。
皆様も是非「ふるさと 47 応援団」に入団し、ふる
さとの代表選手を応援しましょう !

平成 25 年９月 28 日（土曜）より、第 68 回国民
体育大会」と「第 13 回全国障害者スポーツ大会」を
一つの祭典として行うスポーツイベント、
「スポーツ
祭東京 2013」が開催されます。

（大会概要）
・ 第 68 回国民体育大会本大会
会期：平成 25 年９月 28 日（土曜）～ 10 月８日（火
曜）
（※水泳、ボート、ビーチバレーは会期前開催）
実施競技：正式競技 37 競技、公開競技 ３競技、
デモンストレーションとしてのスポーツ行事 57
種目
・ 第 13 回全国障害者スポーツ大会
お問合せ
会期：平成 25 年 10 月 12 日
（土曜）
～ 10 月 14 日（月
（ スポーツ祭東京 2013 に関すること）
曜・祝日）
スポーツ祭東京 2013 実行委員会事務局
実施競技：正式競技 13 競技、オープン競技 17
TEL 03-5388-2497
競技
（ ふるさと 47 応援プロジェクトに関すること）
スポーツ祭東京 2013 イベントプロジェクト事務局
本大会の開催に向けて、各都道府県の代表選手を同
TEL 03-3545-5280
じふるさとの皆様の大歓声で応援するプロジェクト
HP http://furusato47-ouen.jp/
「ふるさと 47 応援プロジェクト」
が立ち上がりました。

都道府県だより
Gunma

2013 年 8 月

群馬県

「東国文化副読本」を販売しています

ほかにも夏休
みに合わせ、県
内の小・中学生
を 対 象 に、「 東
国文化」をテー
マにした自由研
究を募集するな 「東国文化副読本」表紙
「東国文化副読本」内容
ど、「 東 国 文 化
副読本」のさらなる活用を進めています。

はに わ

群馬県には数多くの古墳があり、古墳からは埴 輪
や副葬品などの貴重な出土品が多数発見されていま
す。県では、多くの子どもたちに郷土の歴史や文化
に興味を持ってもらえるよう、副読本「東国文化副
読本」を作成しました。
古代東国文化の中心地であり、東日本最大の古墳
大国であったと考えられる群馬県。副読本では、な
ぜ古墳大国となったのか、古墳を造った豪族や、当
時の一般の人々はどんな暮らしをしていたのかなど
を、古墳や埴輪などの出土品、住居跡など、群馬で
生きた人々の暮らしの一端を紹介しながら、分かり
やすく解説しています。
「東国文化副読本」は、中学１年生向けの歴史教材
として、５月に作成しました。県内の全中学校や図
書館、公民館に配付したところ、学校関係者や県民
からの反響が大きく、６月末から県庁県民センター
や県内書店などでの一般販売を開始しました。
また副読本に掲載されている古墳や遺跡、関連施
設を、家族などで実際に訪れ、群馬が誇る歴史や文
化に触れてもらえるよう「
『古代の群馬へ Go!』フォ
トラリー」を実施しています。

※「東国文化副読本」
規格：A4 版 フルカラー 60 ページ
定価：150 円
販売場所
： 県庁県民センター（前橋市大手町）、県行政事務
所、県行政県税事務所、ぐんま総合情報センター
ち

（東京都中央区銀座）、県内販
「ぐんまちゃん家」
売取扱書店

お問合せ

群馬県文化振興課
TEL 027-226-2525
FAX 027-223-3984
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栃木県

Tochigi

イメージであることと、旧七夕の時期に収穫できる
ことから名付けられました。今後、３年をかけて平
成 27 年度までに生産者へ苗を行き渡らせ、平成 30
年頃からの一般販売を目指します。
「おりひめ」を導入することで、同じく栃木県が開
発した大玉品種「にっこり」と併せて、お盆から晩
秋までの長期間にわたり、栃木県産のおいしいなし
を消費者に届けられるようになります。

なし新品種「おりひめ」を発表しました
なしの収穫量全国第
３位を誇る栃木県では、
こ の 度、 農 業 試 験 場 が
開 発 し た 新 品 種「 お り
ひめ」を発表しました。
果肉は緻密で柔らか
く果汁が多くジュー
シーで、糖度も「幸水」
と同程度のおいしい青
なしです。収穫期が「幸 記者会見で「おりひめ」を紹介する福田知事
水 」 よ り 早 く、 果 物 の
需要が高まる８月のお盆前から収穫することができ
ます。
名称は、果皮がなめらかで外観が美しく女性的な

果皮がなめらかで美しい外観をしています

お問合せ

栃木県経営技術課
TEL 028-623-2313

都道府県だより
Ibaraki

2013 年 8 月

茨城県

アーカスプロジェクト 20 周年記念
「アートと地域を考えるシンポジウム」を開催
日本における「アーティスト・イン・レジデンス」
の先駆けとして知られ、国際的にも高い評価を受け
ているアーカスプロジェクトは、平成６年の事業開
始から今年で 20 年目を迎えました。
これを記念して、７月７日（日）
、つくば国際会議
場において、「アートと地域を考えるシンポジウム」
を開催しました。
当日は、近藤誠一文化庁長官から御挨拶をいただ
くとともに、アーカスプロジェクトの草創期から深
く関わっている日比野克彦氏（東京芸術大学教授、
アーティスト）による基調講演や、これまでに茨城
しょうへい

県に招 聘したアーティストの方々による活動状況の
報告を行いました。
また、パネルディスカッションでは、
「アートプロ
ジェクトは地域のために何ができるのか」をテーマ
として、
南條史生氏（森美術館館長、
アーカスプロジェ
クト・アドバイザー）を始めとする、現代芸術界を
代表する方々をお迎えし、活発な議論が繰り広げら
れました。
シンポジウムを通して、当プロジェクトのこれま

での成果を振り返り、多くの参加者の皆様とともに、
今後のアートプロジェクトの発展方向について考え
る契機となりました。
茨城県といたしましては、今後とも芸術・文化の
振興と、アートを活用した多様で魅力あふれる地域
づくりを進めていきます。
お問合せ

茨城県企画部地域計画課
TEL 029-301-2735
アーカススタジオ
TEL 0297-46-2600
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Saitama

埼玉県

介護予防事業
「コバトンお達者倶楽部」スタート !

プカード）
」を市町村役場や地域の高齢者を支援
する拠点である地域包括支援センターで受け取り
ます。登録店の中から通うお店を一つ決めて買物
をして、登録店でスタンプを押してもらいます。
カードの有効期限３ヵ月以内に 10 個貯めると、
登録店から割引券や栄養ドリンクなどの特典が提
供されます。
また、登録店には任意で「コバトンお達者倶楽
部声掛け隊」として、高齢者に声を掛けたり、気
掛かりなことがあれば地域包括支援センターに連
絡したりする役割を担ってもらいます。
この事業は高齢者の「閉じこもり」防止だけで
なく、登録店のリピーター確保や商店街の活性化
も期待されています。
埼玉県はこの事業を始めとして、様々な取組を
通して高齢者の介護予防を支援していきます。

埼玉県では 65 歳以上の人を対象に、近くの登録店
で楽しく買い物をしてもらう「コバトンお達者倶楽
部」を７月１日から開始しました。
この事業は高齢者の「閉じこもり」を防止するきっ
かけづくりとして、気軽に目標を持って外出し健康
づくりに取り組める仕組みになっています。
高齢者は「コバトンお達者倶楽部カード（スタン

お問合せ

埼玉県福祉部高齢介護課
TEL 048-830-3256
HP http://www.pref.saitama.lg.jp/site/otassha/

都道府県だより
Chiba

2013 年 8 月

千葉県

千葉の海の魅力を発信
千葉県では、都市と漁村の交流を促進することで、
水産業への理解を深めていただき、水産物の消費拡
大と漁村の活性化を図っています。
この取組の一つとして、関係市町村、観光協会な
どと県が連携し、漁協などが運営する水産物直売所
や食事処を紹介した「新鮮 ! ちばの海の幸 ! 水産物直
売所マップ」を作成しました。
海へ訪れる機会が増える夏にあわせ、観光協会な
どで配布し、
「千葉の海」の魅力を発信しています。
○内容
・ 県内の漁協直営などの水産物直売所や食事処の紹
介（21 ヵ所）
・ 旬の魚カレンダー、千葉の水産全国順位、千葉ブ
ランド水産物の紹介
○特徴
・ 各直売所イチ押し商品やス
タッフのコメントを盛り込ん
でいます。
・ 電 車 で、 マ イ カ ー で、 そ れ
ぞれのアクセスをわかりや
す く 説 明 す る た め、JR 版 と
NEXCO 版の２種類を作成し
28

ました。
○配布場所等
夏、秋の観光キャン
ペーンの観光パンフ
レット「ぐるっと房総
お得キャンペーン」の
中に「Book in Book」
としてはさみこみ、観
光協会や道の駅などで
配布しています。
そのほか、次の各所
NEXCO 版
で配布しています。
・ 首都圏の JR 主要駅、高速道路 SA・PA
・ 漁協直営などの水産物直売所、食事処
・ 県産水産物販売促進イベント会場 ほか
※千葉県ホームページからも PDF 版をダウンロード
してご覧いただけます。
HP http://www.pref.chiba.lg.jp/suisan/
suisanbutsu/chokubaijomap.html
お問合せ

千葉県農林水産部水産局水産課
TEL 043-223-3045
HP http://www.pref.chiba.lg.jp/suisan/index.html

神奈川県

Kanagawa

楽しさ、魅力を伝えれば理工系離れは止められる
かながわ発・中高生のためのサイエンスフェア大好評
神奈川県では県内理工系大学と協働で、中高生に
理工系分野への理解を深め、魅力を感じてもらうた
めのイベント「かながわ発・中高生のためのサイエ
ンスフェア」を７月 13 日に開催しました。毎年７月
の３連休の初日に横浜駅東口の新都市ホール（そご
う横浜店９階）で開催しています。
会場内には色々な楽しいプログラムが用意されて
おりました。
「実演・体験コーナー」では、大学や試験研究機関、
企業の最先端研究の実演や体験型の実験を行いまし
た。
「エネルギー」
「情報通信技術」
「医療・生命の科学」
「実験体験」「食を科学する」
「生物・自然の不思議」
の六つの分野に分かれた 16 のコーナーがあり、とて
も見ごたえのある内容となっていました。
「理工系大学ブースコーナー」では、県内大学の特
色ある取組や様々な分野で活躍する卒業生の紹介の
ほか、進学相談やオープンキャンパス情報の提供な
どを行いました。理工系だけでなく、大学進学を考
える生徒さんや保護者の方、小さなお子さんから大

人まで、楽しくて
ためになるイベン
トになりました。
開催も今回で５
回目となり、中高
生の皆さんの間で
定着したイベント
と な っ て い ま す。 理工系の楽しさ・魅力を伝える「サイエンスフェア」。
会場は中高生であふれ、大盛況のイベントでした。
年々来場者は増
え、今年は 2,500 名もの方に楽しんでいただきまし
た。アンケートからは「とてもよかった、また参加
したい」「実演コーナーの大学の説明がとてもわかり
やすく面白かった」
「大学のことだけでなく、科学を
生かした仕事についても知ることができた」などの
御意見を頂いています。
今後も、科学技術と産業活力の向上に向けた人材
の裾野の拡大を目指し、中高生の皆さんへ理工系の
魅力を発信していきます。
お問合せ

神奈川県政策局政策部科学技術・大学連携課
TEL 045-210-3081
HP http://www.pref.kanagawa.jp/
osirase/01/0102/daigaku/index.html

都道府県だより

2013 年 8 月

山梨県

Yamanashi

「やまなし暮らし支援センター」東京・有楽町に
オープン
山梨県では、定住人口確保対策の一環として、移住や
二地域居住を考える方に、住宅情報、生活情報、就職情
報などをワンストップで提供する総合相談窓口「やまな
し暮らし支援センター」を６月１日、東京・有楽町にオー
プンしました。
オープン当日は、山梨の魅力を語るトークセッション
を行ったところ、会場が満員になるほどの来場者があり、
また、移住相談にもたくさんの方が訪れ、幸先の良い滑
り出しになりました。
やまなし暮らし支援センターの開設時間は 10 時～ 18
時（日曜・祝日・年末年始は休業）。移住専門相談員と U・
I ターン就職専門相談員各１名が常駐し、随時、相談に対
応しています。移住希望者は、県内全 27 市町村のセミ
ナー・相談会の開催情報、住宅情報、就職情報などを収
集することができ、必要に応じて、市町村窓口や就農窓
口などへの紹介や取次ぎも行います。

また、年 10 回、日曜日
に「 や ま な し 暮 ら し セ ミ
ナー」を開催し、移住者に
よる田舎暮らし体験談を交
えながら、県内市町村の魅
力などを発信しています。
このセンターを効果的に 移住相談に訪れた方にアドバイスをする
移住専門相談員（右）
機能させるため、山梨県で
は市町村の相談・受入れ体制充実のための支援も行ってい
ます。移住相談者のニーズを的確に把握し、速やかな対応
とスムーズなフォローをするための市町村担当者向けの研
修会や、先進的な事例を学ぶ講演会を開催しています。
さらに、官民一体となった取組として、全国初となる
「定住人口確保に関する連携協定」を山梨中央銀行と締
結。同行の都内各支店長を「やまなし移住アドバイザー」
に任命し、各支店で移住希望者の相談に対応してもらい、
必要に応じて、やまなし暮らし支援センターを紹介する
体制が整いました。今後は、移住者向けの低利な住宅ロー
ン開発など、定住人口確保に関する取組全般において様々
な協力をしていただくことになっています。
センター開設は、山梨県の移住施策のゴールではあり
ません。やまなし暮らし支援センターは、都市に暮らす
方々と山梨をつなぐ扉であり、ますます多くの方に山梨
の魅力を知ってもらい、訪れ、移住をしていただけるよ
うにお手伝いをしていきます。
お問合せ

開所式で看板を掛ける横内知事（右）と

大盛況となった開設記念の

山梨中央銀行の荻原取締役東京支店長

トークセッション

やまなし暮らし支援センター
TEL 03-6273-4306
山梨県観光部観光振興課移住・交流推進担当
TEL 055-223-1573

29

静岡県

Shizuoka
世界遺産にふさわしい富士山の環境保全を
目指して !

今年６月に世界文化遺産に登録された富士山。そ
の豊かな自然環境は、人々の暮らしに欠くことので
きない清らかな水を育むとともにいろいろな形で、
私たちに恩恵を与え続けています。世界文化遺産登
録の目的は、このかけがえのない富士山を保護 ･ 保
全し後世に継承することにあります。
自然公園法では、富士山のおおむね５合目以上は、
特に優れた自然景観を保持する地域、このほかの富
士山域も景観を極力維持しなければならない地域と
して定められています。
しかし、７～８月の登山シーズンには、静岡・山
梨側合わせて 30 万人以上の登山者が山頂を目指し、
登山道や斜面の損傷なども発生しています。また今
後、さらなる登山者の
増加が予想され、山小
屋トイレのし尿やごみ
の処理、自然植生への
悪影響も懸念されます。
静岡県は、富士山の
環 境 保 全 を 図 る た め、
多言語のマナーガイドブック
①「環境負荷の軽減」
、

②「 富 士 山 保 全 意 識 の 高
揚 」 ③「 生 物 多 様 性 の 確
保」を施策の柱として様々
な取組を行っています。
①環境負荷の軽減
ごみ減量活動
バイオ式など環境にや
さしい山小屋トイレの整備支援、ボランティアや企
業等との協働による清掃活動など
②富士山保全意識の高揚
ボランティア（名称：富士山エコレンジャー）によ
る来訪者に対するマナー啓発、安全な登山指導、自
然・文化などに理解を求める情報提供。登山者向けの
マナーガイドブックの多言語での作成・配布など
③生物多様性の確保
登山歩道周辺の植生保全パトロール、フジアザミ
等の自然植生復元活動など
引き続き、富士山を守り、育み、その恵みを後世
に引き継ぐため、行政・ボランティア・企業等が協
働して富士山の環境保全に取り組んで行きます。

お問合せ

静岡県くらし・環境部自然保護課
TEL 054-221-2545

都道府県だより

2013 年 8 月

長野県

Nagano

集落に再び元気を取り戻したい !
集落
“再熱”
実施モデル地区支援事業がスタート !
美しい農山村は「信州の宝」です。
しかし、人口減少により、文化・歴史・景観とい
う無形の財産も農地・山林という「ふるさと」の基
盤も壊れ、農山村を支える集落が消滅してしまうの
ではないかとの危惧がありました。
そこで、人々の暮らしの原点である「絆」を大切
にしながら、市町村と住民が一体となって活動し、
集落に再び元気を取り戻してほしい、その取組を県
としても積極的に支援したいと考え、今年度からス
タートしたのが「集落“再熱”実施モデル地区支援
事業」です。
応募のあった県内各地区からのプレゼンテーショ
ンを受け、
実施地区を決定。プレゼンテーションでは、
移住者や地元後継者の生計が成り立ち、定住につな
がる農家民泊などの体験事業、遊休荒廃地を活用し
た新規就農支援などによる農産物の生産拡大、I ター
ゆきむろ

ン者受入れに向けた空き家活用、雪 室を利用した商
品開発など多くの提案をいただき、地区の皆さんの
熱い想いを感じました。
現在は、市町村と地区の皆さんが話し合いや試行
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的な取組を行
い、実際に集
落をどのよう
にしていきた
いのかをまと
めたビジョン
の策定を進め
ています。
県では、この事業をきっかけにして、市町村と住
民が一体となって「集落」
、
「ふるさと」への想いを
再び熱く燃やしていただき、そのパワーで集落に元
気を取り戻し、併せて農山村の暮らしの「良さ」を
見直し、これをしっかりと発信することで移住や定
住に結び付けていってもらいたいと考えています。
この活動が広がり、県民ひとりひとりが自分たち
の暮らす地域に愛着と誇りを持ち、将来にわたって
住み続けたいと思える地域づくりに取り組んでいた
だけるよう事業を推進していきます。
お問合せ

長野県総務部市町村課
TEL 026-235-7139
HP http://www.pref.nagano.lg.jp/soumu/
shichoson/kashokai.htm

Toyama

富山県

首都圏から富山へ、誘客戦略「立山黒部＋富山」
進行中
富山県では北陸新幹線開業に向け、本県のキラー
コンテンツである立山黒部アルペンルートを生かし、
本県全域への夏の観光誘客を図るため、
「立山黒部の
楽しみ方」＋「富山旅行」の提案・PR を戦略的に展
開しています。
従来、富山県の観光というと立山黒部アルペンルー
トが中心で、県全体の観光振興と必ずしも結びつい
ていませんでした。そこで立山黒部を強力に PR し、
それと併せて県内各地の多彩な魅力を紹介すること
で実際に富山県に観光に来て宿泊をする、富山の食
事を楽しむといった観光行動につなげたいと考えて
います。
JR とタイアップし、初めて作成した夏の旅行商品
「立山黒部 & 富山」では、立山黒部アルペンルート
での登山・トレッキングを楽しんだ後、富山の街に
足をのばして、名所巡りや食をゆっくり楽しんでも
らうよう、富山にこだわった旅行を提案しています。
例えば、立山黒部アルペンルートを下りた後、世界
遺産・五箇山合掌造り集落、日本海側最大級の斜張
橋・新湊大橋、富山ゆかりの文学を発信する高志の
国文学館、富山湾鮨を始めとする旬の富山のグルメ
など、山や海、平野部の観光の魅力も満喫していた

だきたいと考えて
います。また、６
月 24 日 か ら ７ 月
21 日まで JR 山手
線に商品と連動し
た車体広告（２編
成： 計 22 両 ） を
掲出し、旅行商品
との相乗効果をねらった PR を実施しました。このほ
か７月１日発売の『じゃらん関東東北版』に立山黒
部アルペンルートと富山旅行を提案する小冊子を綴
じ込んだり、今夏初めて全国規模の登山ショップ（ICI
石井スポーツなど全国約 90 店舗）に、立山氷河とラ
ムサール条約に登録された弥陀ヶ原湿地を PR するタ
ペストリーを掲げるなど、夏の立山黒部の魅力を発
信しています。
あと２年足らずとなった北陸新幹線の開業は、本
県が大きく発展する絶好のチャンスです。観光振興
やビジネス交流、企業誘致の推進など、
「首都圏から
富山へ」の人や物の流れを加速させ、開業効果が最
大限に高まるよう、官民一体となって取り組んでい
きます。
お問合せ

富山県観光・地域振興局観光課
TEL 076-444-3517

都道府県だより
Ishikawa

2013 年 8 月

石川県

能登空港開港 10 周年 !
記念式典・フォーラムを開催 !

空港ターミナルビルと行政庁舎との合築、日本航空
学園の誘致、空港アクセスの利便性を高める「ふる
さとタクシー」の導入、道の駅への登録など、全国
に例のない、様々な取組を行ってきました。
この結果、１年目から３年目までは販売促進協力
金を受け取り、その後も目標搭乗率を達成してきま
した。（東日本大震災が発生した平成 23 年（８年目）
は、搭乗率保証制度の対象外）
式典には、国、県、市町、航空会社、観光団体な
ど約 400 人が出席し、開港 10 周年を祝うとともに、
今後とも能登空港の利活用に取り組む決意を新たに
しました。また、フォーラムでは、能登半島に別荘
を持つ落語家の桂文珍さんによる記念講演や、能登
地域や能登空港に縁のある方々が、これまでの 10
年間を振り返り、更なる発展を目指し、意見を交わ
しました。
本県では、今後とも、地元・首都圏双方からの能
登空港の更なる利活用に知恵を絞り、能登の発展に
つなげていきたいと考えています。

７月７日、能登空港開港 10 周年記念式典と記念
フォーラムを開催しました。
能登空港は、首都圏との交流人口拡大、能登地域
活性化の拠点として、平成 15 年７月７日に能登の人
たちの夢と希望を乗せて開港しました。
能登空港は、１日２便を確保するため、地元から
提案した「搭乗率保証制度」を、全国で初めて導入
しました。この制度は、年間の搭乗率が一定のライ
ンを下回った場合、地元が航空会社に保証金を支払
い、 上 回 っ
た 場 合、 航
空会社が地
元に販売促
進協力金を
支払うもの
です。
こ の ほ
か、 能 登 の
にぎわいの
記念式典での鏡開きの様子
拠点として

お問合せ

石川県空港企画課
TEL 076-225-1336
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岐阜県

Gifu

◆「清流の国ぎふ」をめぐる観光キャンペーン
を実施中 !
岐阜県では、これまで、県民一人一人が身近にあ
る様々な観光資源を掘り起こし磨きをかける「岐阜
の宝もの」認定事業を始め、新たな観光資源の発掘、
育成に取り組んできました。今年度からは、これま
で育成した観光資源をつないだ、周遊性の高い宿泊
滞在型の「清流の国ぎふ観光回廊づくり」や、他県
と連携する広域観光など多角的な取組により、観光
産業の基幹産業化を進めています。
まず、観光回廊づくりの取組としては、６月 11 日
から「
『清流の国ぎふ』めぐる旅キャンペーン」を
通年で展開しています。このキャンペーンでは、県
内各地域の魅力的な観光資源と現地集合の着地型ツ
アーをつないだ「清流の国ぎふ」を体感できるモデ
ルコースを季節ごとに提案するとともに、大手宿泊
予約サイト“楽天トラベル”と連携し、特別宿泊プ
ランの設定、割引クーポンや宿泊無料券のプレゼン
ト企画などを行っています。
さらに、キャンペーンの目玉として、県内全市町
村の観光担当課男性職員 42 人による“イケメン観光
ギフ

案内人・Ｇメン”を結成し、県と市町村が一体となっ

めぐる旅キャンペーンの成功を誓う古田肇知事（右）とＧメンら（6/11）

てキャンペーンの盛り上げを図っています。
また、広域観光の取組としては、来年度末の北陸
新幹線の開通を見越して、７月１日から９月 30 日ま
で、「清流の国ぎふとキトキト富山 ぐるっと旅キャ
ンペーン」と銘打ち、富山県と連携して合同観光キャ
ンペーンを実施しています。観光地や食材、宿泊施
設を紹介した各種割引券付きの冊子を両県共同で作
成・配布し、９月下旬には、東京有楽町で観光イベ
ントを開催するなど、首都圏からの誘客促進を目指
します。
お問合せ

岐阜県広報課
TEL 058-272-1116

都道府県だより
Aichi
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愛知県

「三河湾環境再生プロジェクト－よみがえれ !
生きものの里“三河湾”－」

愛知県では、県民、NPO、市町村及び県が一体と
なって、三河湾の環境再生に向けた取組の機運を高
めるため、平成 24 年度から「三河湾環境再生プロジェ
クト－よみがえれ ! 生きものの里“三河湾”－」を実
施しています。このプロジェクトは、NPO 等の環境
活動の支援や三河湾の里海再生に向けた調査・啓発
活動等を行うものです。
具体的には、干潟等が持っている様々な機能の重
要性について理解を深めることを目的として、県民
参加による干潟観察会を開催します。また、干潟の
水質浄化機能等を継続的にモニタリングすることに
より、干潟の特徴や経年変化を把握します。
さらに、今年度は三河湾の環境再生につながる行
動計画の策定や、連携・協働による新たなイベント
の創出を行う予定です。策定の中では行動計画に広
く県民意見を反映するために、県民参加のワーク
ショップを開催します。

三河湾は古くから豊かな海の恵みをもたらしてく
れる「里海」であり、全国有数の優れた漁場として
水産業を支え、また、観光やレクリエーションの場
としても親しまれてきました。しかしながら一方で
は、戦後の経済発展に伴い、埋立等により干潟・浅場・
藻場の多くが失われ、また、陸域から流入する汚濁
負荷の増大も相まって、水質汚濁や富栄養化、赤潮
や苦潮の発生など環境の悪化が生じています。

お問合せ

愛知県環境部水地盤環境課
TEL 052-954-6220
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三重県

Mie

首都圏営業拠点「三重テラス」がオープンします !
（三重の魅力を強力に発信）

○基本コンセプト
・三重の文化にふれてもらうおもてなしの場
・三重への旅のきっかけ、準備を提供する場
・三重への共感を呼ぶ、三重ファンづくりの場
・三重県民、県出身者などが「自分ごと」として活用
できる場

三 重 県 で は、 平 成
25 年の神宮式年遷宮
や、平成 26 年の熊野
古道世界遺産登録 10
所在地
周年を迎える機会を
東京都中央区日本橋室町２丁目４番１号
（東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前」駅直結）
生かすため、平成 25
浮世小路千疋屋ビル １・２階
年９月に東京日本橋
１階 62.70 坪（207.26㎡）
に首都圏営業拠点「三
２階 72.38 坪（239.29㎡）
重テラス」をオープン
します。
「三重テラス」を核
に、「食」や「観光」
、
「歴史」
、
「文化」
、
「産
業」など三重の魅力の
情 報 発 信、 三 重 ゆ か
りの店舗や企業等と
の連携など、様々な人々との交流や感動との出会い、
新しいアイデアの創出などにつながる営業活動を総
合的に進め、県内への観光誘客や県産品の販路拡大
につなげていきます。

都道府県だより
Fukui

2013 年 8 月

福井県

恐竜博物館 夏の特別展が開幕
～四半世紀にわたる成果を一挙公開～
1989 年４月に福井県が本格的に恐竜化石の発掘調
査を始めてから 25 年。３次にわたる調査で、恐竜を
始め、カメやワニ、貝や植物など、およそ 6,000 点
の化石を掘り出しました。恐竜に限れば、国内の大
半を産出しており、特に、新種の恐竜を３体も発見し、
学名に「フクイ」の名前を付けるなど、大きな成果
を上げました。
さらに、国内に限らず、タイや中国でも現地の研
究機関と共同発掘を進め、新種の化石を発見したり、
全身骨格の復元を行うなど、アジアの恐竜研究にも
貢献してきました。
福井県立恐竜博物館で７月 12 日から始まった夏の
特別展「発掘 ! 発見 ! １億年の時を越えて―福井県恐
竜化石発掘 25 年記念―」では、これまでの四半世紀
にわたる発掘調査の成果を一堂に集めて披露してい
ます。
福井県で発見された３体の新種の恐竜「フクイラ
プトル」「フクイサウルス」
「フクイティタン」のほ
か、後ろ足の長い「ダチョウ型恐竜」の指先の骨な
ど、今年６月に学会で発表したばかりの化石も初公
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開。 ま た、
タイで発掘
し、 恐 竜 博
物館で復元
したイグア
ノドン類の
全身骨格を
世界で初め
新種の恐竜化石など 25 年の発掘調査の成果を披露する
て公開する
夏の特別展
ほ か、 中 国
と共同で発掘したヨロイ竜や、浙江省の博物館から
取り寄せた日本初公開となる「卵を抱えた恐竜」など、
いずれも貴重な実物の化石を多数展示しています。
同展は 10 月 14 日（月・祝）まで開催。恐竜研究
の最先端に触れることができ、子どもから大人まで
楽しめる福井県立恐竜博物館に、御家族お揃いでお
越しください。

お問合せ

福井県立恐竜博物館
TEL 0779-88-0001
HP http://www.dinosaur.pref.fukui.jp/

滋賀県

Shiga
小学５年生の夢を乗せて
学習船「うみのこ」就航 30 周年

これからも、多くの子どもたちが、びわ湖フロー
ティングスクール事業を通して、琵琶湖淀川水系の
約 1,450 万人の生命を支え、多様な生物を守り育て
てきた琵琶湖について学んでほしいと思います。ま
た、その体験が、子どもたちにとって、より大きな
視点で環境と自分との関わりについて考える機会と
なり、その後の生き方につながることを切に願って
います。

昭和 58 年に「みずうみに学んで世界の明日をみ
る」を合言葉に、琵琶湖上を航行する学習船「うみ
のこ」が就航しました。プランクトン観察や水調べ
などの「びわ湖環境学習」
、寄港地の歴史や文化を学
ぶタウンウォークラリーや力を合わせて櫂を使って
こぐカッター活動などの「ふれあい体験学習」、そし
て、船という日常とは異なる生活環境に身をおくこ
とにより協力や工夫、思いやりについて学ぶ『
「湖の
子」船内生活』を三つの柱に、複数の学校が一緒に
乗船して友情を深め、郷土滋賀と琵琶湖に関する学
びを深めてきました。
この 30 年間に乗船した小学５年生児童は 47 万人
を超え、親子２代にわたる乗船者や、小学生のとき
に乗船し、その後教員となり引率者として再び乗船
した人もいます。
去る８月４日には、30 年という長きにわたり、び
わ湖フローティングスクール事業を継続できたこと
を記念し、就航 30 周年記念事業を行いました。川嶋
宗継滋賀大学名誉教授の講演のほか、午後には記念
航海を実施し、約 200 人が乗船しました。

びわ湖フローティングスクール HP
http://www.uminoko.jp/

都道府県だより
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京都府

Kyoto
総合的ながん対策を推進
「京都府がん対策推進計画」

がんは、日本人の死亡原因の第１位であり、統計
的には、生涯のうちに２人に１人が罹患するとされ
ており、国民の生命や健康にとって、大きな脅威です。
京都府では、がん対策を重点的・総合的に推進す
るため、平成 23 年３月に京都府がん対策推進条例を
制定し、
「100 万人がん検診推進運動」を展開。条例
に基づくがん対策を推進するための５ヵ年計画『京
都府がん対策推進計画』を策定しました。
がんの教育・普及啓発等による「がん予防」、検診
の受診率向上による「がんの早期発見」
、手術療法の
推進等による「がん医療体制の整備・充実」
、
相談支援・
情報提供体制の充実、就労支援等による「がんに関
する相談支援及び情報提供」の４本柱に基づき、様々
な取組を進めていきます。
い の ち

○がん予防としての「生 命のがん教育推進プロジェ
クト」
特に本年は、がん教育の推進を図りがん予防に役
い の ち

立てるため、
『生命のがん教育推進プロジェクト』を
立ち上げ、がん経験者を「がん教育推進メッセン
ジャー」に任命しました。医療従事者とがん経験者
の２人１組を講師として学校等に派遣し、がんに関
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する授業を実施します。授業では、医療従事者から
がんの病態や治療法等の正しい知識を、がん経験者
から体験談を通して検診の重要性や命の尊さを伝え
ていただき、学童期など早い時期からがん予防の知
識を高めていきます。
より普及しやすく効果的なプログラムとなるよう、
医師会、がん拠点病院、学校医会、教育委員会や私
立学校関係者から構成されるプロジェクトチームで
順次アップグレードし、家庭や企業においても、が
んの早期発見や早期治療について話し合い、大切な
御家族の方々への啓発にもつながるような手法を構
築することを目指します。
○がんに関する相談支援及び情報提供としての
「がん総合相談支援センター」
がんに関する相談支援及び情報提供の取組として、
新たに『がん総合相談支援センター』を開設します。
がん診療連携拠点病院等の相談支援センターとは
別に設置することで、医療・福祉相談のほか、病院
に相談しにくい問題や不安などの心の問題、経済的
な問題、就労などの問題について総合的に対応でき
る体制を整えます。
相談員には、ピアサポーター（がん経験者）や看
護師を配置し、がん患者・家族に寄り添い、相談内
容に応じた対応を行い、がん患者への支援を行って
いきます。

Osaka

大阪府

大阪 880 万人訓練
概

要
大阪府・大阪市・堺市合同事務局による実行委員
会方式で、府内初の取組として行った、全府民 880
万人を対象とした防災訓練。第１回は平成 24 年９月
５日に実施しました。
事前浸透率
訓練直前に報道各社が大々的に取り上げたことも
あり、この訓練の事前浸透率は、81.9%。防災訓練
としては極めて高い浸透率でした。
訓練開始合図
訓練開始合図については、市町村の防災行政無線
の屋外スピーカー・ラジオ放送・館内放送・携帯電
話の緊急速報メールなどで発信しました。
訓練開始合図の覚知率については 47.8%となって
おり、半数近くの人に訓練開始情報が届きました。
当日訓練
当日訓練には 30.1%、約 264 万人の府民が参加し
たと推計されます。
当日訓練で行われた活動内容は「考えてみた」が
26.9%、
次いで「身の安全を図った」が 14.2%でした。

社会の反響
９月５日から７日の間に大阪府に寄せられた問合
せは、合計約 1,000 件。その大半は訓練メールが届
かない事についてでした。訓練開始の情報は、エリ
アメール／緊急速報メールで送信しましたが、対応
していない機種には届かず、また、設定変更などが
必要な機種もありました。
第２回訓練
平成 25 年度も９月５日に実施します。
今回は、防災情報を幅広く掲載する「おおさか防
災ネット」の「防災情報メール」でも情報を発信し
ます。
府民の皆さんには、事前に地震発生時の行動を考
え、当日の訓練参加後には、命を守る行動ができた
かどうか再確認していただきたい。

詳しくはこちら→
HP http://www.pref.osaka.jp/shobobosai/
trainig_top/
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奈良県

県庁玄関ホールリニューアル
奈良公園は、国内外から年間 1,000 万人以上の来
訪者が訪れる日本を代表する観光地で、世界遺産「古
都奈良の文化財」にも登録された春日大社、興福寺、
東大寺などを始めとした数多くの資源が存在してい
ます。
この奈良公園を「世界に誇れる奈良公園」とする
ため、平成 24 年２月に『奈良公園基本戦略』を策定
したところです。
『奈良公園基本戦略』の中では、県庁舎が奈良公園
のエントランスに位置し、
「周遊を支援する施設等の
整備」をすることとしており、今回、この施策の一
つとして、県庁玄関ホールをリニューアルしたとこ
ろです。
県庁舎は、奈良公園のエントランスとして一般開
放している屋上や食堂などを中心に、県民や観光客

が多数訪れています。
しかしながら、そ
の正面玄関は、大き
な 階 段 が あ る な ど、
手狭で県民や観光客
へのおもてなしが十分ではありませんでした。
このため、壁面に奈良県産材の杉や檜を用いるこ
とで、奈良の木の「かおり」
、
「ぬくもり」を体感し
てもらえるようになりました。木の温かく優しい色
と香りは、心を癒やしてくれます。
また、デジタルサイネージを設置することにより、
県庁を訪れる観光客や県民の方々に、観光情報や防
災情報などの情報を発信していくこととしています。
県庁玄関ホールには、
「せんとくん」
「しかさん」
がおり、皆様をお迎えしておりますので、是非、奈
良公園、県庁にお越し下さい。
お問合せ

奈良県奈良公園室
TEL 0742-27-8036
HP http://www.pref.nara.jp/item/103194.htm
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和歌山県

Wakayama
「和歌山おもてなしトイレ大作戦」で
トイレを重点整備

和歌山県では、平成 27 年度に開催を予定している、
「紀の国わかやま国体・紀の国わかやま大会」までの
２年間で、県内のトイレを重点整備する「和歌山お
もてなしトイレ大作戦」を展開します。
◆観光客を始め来県者の使用する公衆トイレ、
「紀の
国わかやま国体・紀の国わかやま大会」使用施設
のトイレ
県・市町村等が協働し、県管理施設、市町村管理
施設あわせて約 580 ヵ所を対象に、下記の整備を行
います。
・洋式便器を導入し、温水洗浄便座を設置
・男子用小便器の自動洗浄化
◆オストメイト対応施設の整備
「和歌山県福祉のまちづくり条例施行規則」を改正
し、新設する公衆トイレにオストメイト対応設備の
設置を義務付けます。また、市町村への補助事業等

により、既存施設への設置も推進します。
◆民間施設のトイレ
トイレの整備を呼びかけ、資金の必要な中小企業
者の方には、公衆トイレと同様の機能向上を目的と
した改修に対して、最優遇金利での融資を行います。
「紀の国わかやま国体・紀の国わかやま大会」での
来県者に快適な時間を過ごしていただき、再訪を促
すため、観光地や
使用施設の印象を
左右する大きな要
素であるトイレの
快適性向上や美化
を飛躍的に進め、
文字通り「大作戦」
でおもてなし体制
を充実していきま
和歌山市・磯ノ浦海水浴場に新設した公衆トイレ
す。
お問合せ

和歌山県商工観光労働部観光局観光交流課
TEL 073-441-2785

都道府県だより
Hyogo

2013 年 8 月

兵庫県

「ひょうご西宮アイスアリーナ」が
８月３日（土）にオープン !

初心者から競技者を
目指す人までと、幅
広い年齢やレベルに
応じたスケート教室
も開催します。
まだまだ続く暑い夏、涼しいアイスアリーナに是
非お越しください。

●年間通じて利用できるアイススケートリンクが
オープン
夏真っ盛りの８月３日（土）
、
兵庫県西宮市に「ひょ
うご西宮アイスアリーナ」がオープンしました。県
内では唯一、年間を通して利用できる通年型リンク
です。国際規格を満たした縦 30 ｍ×横 60 ｍのスケー
トリンク１面と、縦 10 ｍ×横 30 ｍのサブリンク
１面を備え、また、省エネ型製氷装置や屋上に太陽
光発電システムを設置することで、従来のリンクよ
り消費電力を約 45%カットすることができる施設と
なっています。

◇営業内容（年中無休）
一般営業時間 10 時～ 18 時
（その他の時間帯は専用利用）
利用料金（貸靴無料） 大人 1,500 円、小人 1,000 円

●初心者から競技者まで 競技人口の裾野広げる施設
県と共にアイスアリーナの整備を進めてきた（一
社）ひょうごスケートは、県スケート連盟と県アイ
スホッケー連盟により設立された団体。競技人口の
裾野を広げるためにも、一年中滑ることができる環
境づくりは 20 年来の念願でした。
ひょうご西宮アイスアリーナでは、自由に滑る一
般滑走のほか、３歳以上の子どもから大人まで、また、
36

お問合せ

兵庫県教育委員会事務局体育保健課
TEL 078-362-3786
FAX 078-362-3959
ひょうご西宮アイスアリーナ
TEL 0798-41-3898
FAX 0798-41-3929
HP http://nishinomiyaice.web.fc2.com/index.htm

鳥取県

Tottori
「子育て王国とっとり」の挑戦

同盟」であり、少子化・
子育て対策の先導的施
策を共有し、率先して
その実現を図り、国に
対して現場からの提言
を行うものです。去る
７ 月 28 日 に は 鳥 取 県
子育て同盟サミット in とっとり
米 子 市 で 10 県 知 事 に
よる「子育て同盟サミット in とっとり」を開催し、
各県の子育て施策や子育て環境の充実にかける思いを
共有し、全国の皆様に子育ての素晴らしさ・大切さを
訴えました。
さらに、子育て支援環境の更なる発展のため、鳥
取県では「子育て王国とっとり条例」
（仮称）の制定
を目指しています。県の責務、市町村や県民 ･ 事業
者の役割を明文化するとともに、
「子育て王国とっと
り」の発展に向けた重点的な取組を明らかにし、全
県挙げて子育て支援の機運を盛り上げつつ、子育て
支援 ･ 少子化対策をより一層推し進めていきたいと
思います。

鳥取県では、
“子育てするなら鳥取県”と呼ばれる
にふさわしい、子どもを安心して生み育てられる地
域社会を実現するため、平成 22 年３月に「子育て王
国とっとりプラン」を策定し、同年９月に「子育て
王国とっとり」の建国を宣言しました。次世代を担
う子どもたちを育成するためには、子育てを自らの
こととして、
“地域で子育て”を実践していくという
機運を醸成し、県民一人ひとりが子育てに関心をも
ち、地域社会で子育て・人育てをしていくことが大
切だと考えています。
そのため、鳥取県独自の施策を果敢に展開してい
くことに注力しています。例えば、現場実態に合わ
せるため、保育所の１歳児と３歳児、障がい児につ
いて国の保育基準を上回る保育職員の加配助成を
行っています。また、平成 23 年４月から小児医療費
助成の対象年齢を中学校卒業まで大幅に引き上げま
した。このほか、晩婚化等で高齢出産の傾向が増え
ている中で、不妊治療の重要性が高まっていること
から、本年７月から特定不妊治療費の年間助成回数
の上限を撤廃したほか、保険適用外の人工授精にも
県単独で助成を行っています。
こうした取組に加えて、地方の立場から我が国全体
を変えていこうと、子育て世代の知事に呼びかけ、こ
の春、10 県知事による「子育て同盟」を発足させま
した。志を同じくする政策責任者による異例の「政策

お問合せ

鳥取県福祉保健部子育て王国推進局子育て応援課
TEL 0857-26-7147
FAX 0857-26-7863
E-mail kosodate@pref.tottori.jp
子育て王国とっとり HP
http://www.kosodate-ohkoku-tottori.net/

都道府県だより
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岡山県

岡山後楽園夜間特別開園「幻想庭園」
岡山後楽園では８月２日（金）～８月 18 日（日）
まで夜間特別開園「幻想庭園」を開催しています。
今回のテーマは『岡山の夏の風物詩、神秘的な光
の庭園。
』幻想的に彩られた夜の後楽園は昼間とはま
た違った趣で訪れた人々を幻想的な世界へいざない
ます。
今年は正門を入り、石橋から岡山城を仰ぎ見る一
面をブルーで統一しウエルカムエリアにしています。
ライトアップされた園内は、
まさに幽玄の世界。また、
ステージイベントでは岡山ゆかりのアーティストを
迎えての楽しいライブをお届けします。ほかにも、

歴史教室や
和文化に気
軽に触れる
ことができ
る体験会「和
の学校」な
ど楽しい企
画が盛りだ
くさん。期間中は連日庭園ビアガーデンもオープン
し、幻想的な園内を眺め、心地よい風に当たりながら、
一日の疲れを癒やすことができます。
なお、期間中の金曜日は「ゆかた Day」として、
午後５時から浴衣で御来園いただくと入園料が無料
となります。
名園で星を見ながら過ごす「岡山ならでは」のぜ
いたくな夜を味わいに、是非お越しください。
期 間：８月２日（金）～８月 18 日（日）
入園料：大人 400 円、小人・シニア 140 円
お問合せ

岡山後楽園
TEL 086-272-1148
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島根県

Shimane

マウスいらずで、パソコン操作「Gesture-Cam」
～島根県産業技術センターが開発～
島根県産業技術センターでは、画面にも触れず、
マウスも使わずに、ジェスチャーで家庭用パソコン
を操作できるジェスチャー操作インターフェイス
「Gesture-Cam for PC」を開発し、このほど公開し
ました。
パソコンに内蔵されたカメラが左右の手の動きを
それぞれ認識し、手を握ったり、指を動かすことで
操作します。
島根県産業技術センターでは、これまでも公共施
設等で用いられる大画面を操作するシステムを開発
してきました。今回の技術はそれを更に発展・進化
させたもので、より細かい手の動きにも対応できる
ようにしたほか、左右それぞれの手で操作すること
により、同様の他システムに見られる誤動作を飛躍
的に軽減し、負担感のない操作性を実現しました。
   また、一般に市販されているカメラと専用ソフト
ウェアのみで導入できる高い汎用性も特長です。
難しい操作を覚える必要がなく、初心者でも簡単
に操作できるため、６月に出展した「第 21 回 3D &
バーチャルリアリティ展（東京ビッグサイト）
」でも、

来場者に大変好評でした。
本システムの導入については、家電向けやアミュー
ズメント向けなど既に複数のお問合せをいただいて
いるほか、医療・福祉など幅広い分野への応用も可
能であり、今後県内企業と連携しながら全国展開を
目指します。

お問合せ

島根県産業技術センター
ヒューマンインターフェイス
技術開発プロジェクトチーム
TEL 0852-60-5137
HP http://www.shimane-iit.jp/hit/

都道府県だより
Hiroshima
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広島県
い世代を対
象とした企
画 で、 多 く
の大会参加
者 に、 食 育
を科学的に
考えること
の大切さに
ついて理解
を深めても
らうことができました。
また、今大会では初めて、県内の複数の大学から
約 230 名もの学生ボランティアに参加いただき、大
会運営やプログラム進行、総合案内などで御協力い
ただきました。若い世代の力が感じられる素晴らし
い大会になったと思います。
最終日には、県内の食育に関係する団体等ととも
に『広島県食育宣言』を行い、県民の皆様の食育実
践を支援する社会環境整備に向け広島県一丸となっ
て取り組むことを誓い、閉会といたしました。
この大会を契機に、本県の食育推進の取組を更に
加速していきたいと考えています。

「第８回食育推進全国大会」を開催しました
６月 22 日（土）・23 日（日）の両日、県立広島産
業会館・広島市南区民文化センター・県立広島大学
広島キャンパスなどを会場に「第８回食育推進全国
大会」を開催し、来場者は、合計で 27,400 人に上り
ました。
『お（い）しい広島、たのしい日本～食育を科学し
よう！』を大会テーマとし、各会場でテーマに沿っ
た催しを行いました。
『おいしい広島』をテーマとする県立広島産業会館
（東展示館）では、伝統食やお好み焼きなど広島のお
いしい食が楽しめるブースが並び、
『たのしい日本』
をテーマとする広島市南区民文化センター・県立広
島産業会館（西展示館）では、全国から集った食育
活動団体等による体験コーナーなどが設けられ、家
族連れでにぎわいました。
『食育を科学しよう !』をテーマとする県立広島大
学広島キャンパスでは、株式会社タニタ社長による
講演や、
「体内時計から食育を科学する」と題したシ
ンポジウム、
「介護における食育の役割」に関するワー
クショップなど、
“食”のメカニズムを楽しく学べる
プログラムを中心に、医師等による健康・栄養相談
や県内市町の食育活動・学校給食の紹介など、幅広

お問合せ

広島県健康福祉局健康対策課
TEL 082-513-3076
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山口県

Yamaguchi

山口博物館で企画展「発見 ! 産業アドベンチャー」
を開催
山口県には、高い技術力を誇り、世界で活躍する
企業がたくさんあります。山口県立山口博物館では、
８月 25 日（日）まで、高い技術力で世界への“素材
供給基地”という機能を担う山口県の産業にスポッ
トを当てた「発見 ! 産業アドベンチャー ～世界には
ばたくメイドインやまぐち～」を開催しています。
今回の企画展では、山口の産業について楽しく学
べる工夫を凝らし、「やまぐちの産業マスターへの挑
戦」コーナーでは、立体的映像（プロジェクション・
マッピング）を駆使した山口県の産業に関する謎解
きゲームにチャレンジできます。目の前に立体的映
像が広がる部屋の中で、出題されるクイズにレバー
を押したりハンドルを回したりしながら答えてゴー
ルを目指し、ゴールできた挑戦者にはマスターの称
号証書が手渡されます。
また「山口県の産業の変遷」コーナーでは、
米作り、

南コンビナートの
発展」など、江戸
時代から現在に至
るまでの産業の歴
史を学ぶことがで
きます。
そのほかにも
「メイドイン やま
発見 ! 産業アドベンチャー
ぐち」コーナーで
は、県内で造られ
世界に供給されている化学製品などの基礎素材、環
境エネルギー問題を克服する未来志向の製品などが、
企業から出展された実物資料や解説パネルで紹介さ
れており、中には「直径 1.5m のタイヤ」や試着も
できる「消防服」などもあり、世界で活躍する製品
とその技術に直接触れて学ぶことができます。
この機会に是非、
「産業の魅力」という宝探しを楽
しんでください。

ろう

和紙、塩の「防長三白」に蝋 を加えた防長四白など
の江戸時代の産業から、近年、産業観光ツアーなど
み

お問合せ

山口県立山口博物館
TEL 083-922-0294
HP http://www.yamahaku.pref.yamaguchi.lg.jp/

ね

でも注目を集めている宇部・美 祢・山陽小野田地域
の「石炭業とセメント業の発展」や、周南地区の「周

都道府県だより

2013 年 8 月

香川県

Kagawa

★丹下健三 生誕 100 周年プロジェクト
｢丹下健三 伝統と創造 瀬戸内から世界へ｣ 展ほか

● ｢丹下健三 伝統と創造 瀬戸内から世界へ｣ 展
７月 20 日（土）～９月 23 日（月 ･ 祝）
香川県立ミュージアム
展覧会のほかに、シンポジウムや建築ツアーも一
緒にお楽しみいただけます。
●シンポジウム
８月 17 日（土）
香川県庁ホール
８月 18 日（日）
アルファあなぶきホール

2013 年は日本が世界に誇る建築家・丹下健三氏の
生誕 100 周年に当たります。
丹下建築は、東京オリンピックの舞台となった国
立代々木競技場を始め、広島ピースセンター、香川
県庁舎、日本万国博覧会マスタープラン、東京都庁
舎など、戦後日本の歩みと時代精神が象徴的に刻ま
れた建築として世界から認められており、建築の枠
ふ かん

を越え都市や国土のスケールまで俯 瞰 した建築とし
ても評価されています。
今回のプロジェクトでは、丹下氏の故郷でもあり、
生涯に大きな影響を与え続けた地域である瀬戸内の
視点から読み解く、これまでで最大規模の展覧会を
中心に、シンポジウムや建築ツアーなどを行い、丹
下氏が瀬戸内で表した今も息づく建築・アートの理
念を紹介します。
展覧会では、初公開を含む当時の貴重な図面、資
料、写真約 400 点に加え、新作 11 点を含む 24 点の
模型を展示します。また、丹下氏と協働したイサム・
ノグチ氏、猪熊弦一郎氏、剣持勇氏などのアーティ
ストの活動や作品も展示するほか、写真家ホンマタ
カシ氏が丹下建築の今を撮り下ろします。
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建築ツアーのうち、香川
県庁舎ガイドツアーは展覧
会会期中、毎日行っていま
す。普段は公開していない
ところも特別に見学できる
またとない機会です。
お問合せ

香川県庁舎

香川県文化振興課
TEL 087-832-3785
丹下健三 100 周年

（写真：三崎利博）

検索

徳島県

Tokushima
「おどる宝島 ! とくしま」に決定 !!

ロゴマークには、20 年にわたって活躍している徳
島県のイメージキャラクター「すだちくん」を使用
して、自由にデザインしていただきました。
北は北海道から南は九州熊本県まで、全国 38 都道
府県から、
「キャッチコピー部門」807 点、
「ロゴマー
ク部門」355 点、両部門で 1,162 点という非常に多
数の応募があり、選考の結果、キャッチコピーは『お
どる宝島 ! とくしま』に、ロゴマークは阿波おどりの
笠を被ったすだちくんと鳴門の渦潮、本州と四国を
つなぐ大鳴門橋が描かれた躍動感たっぷりのマーク
に決まり、双方を合わせ「新ロゴマーク」といたし
ました。
今後、この「おどる宝島 ! とくしま」を合い言葉に、
新しいロゴマークを、本県の魅力を全国に力強く発
信していく「旗印」として掲げ、
“挙県一致”の取組
をより一層加速してまいります !

「本四高速への全国共通料金制度の導入」が平成
26 年度に実現する見込みとなっています。この千載
一遇のビッグチャンスに、本県の魅力を全国に発信
するため、
「キャッチコピー」と「ロゴマーク」を全
国公募いたしました。

お問合せ

徳島県総合政策課
TEL 088-621-2196

都道府県だより

2013 年 8 月

愛媛県

Ehime
えひめ南予で観光にゃんよ

での期間（土・日・祝）運行しており、
四万十川流域の美しい景色を車窓から
堪能し、沿線を自転車で走ることがで
きます。
愛媛県ではこういった、南予の魅力
あふれる観光プログラムなどをまとめ
た、「南予で満喫 !! いやし体験ガイド
ブック」を作成しました。このパンフ
レットを御覧いただければ、豊かな自
然を五感で満喫し、海山の幸に舌鼓を
キャニオニング
打ち、心和むいやしの旅を味わってい
ただけるものと考えております。
なお、高知県足摺・四万十地域から、愛南町の紫電改
展示館を始めとする南予の観光地を経由して松山市道後
温泉を結ぶ、観光バス「スーパーぐるっと宇和海号」も
運行していますので、御利用してはいかがでしょうか。
愛媛の楽園・南予に皆様のお越しをお待ちしております。

なん よ

昨年、愛媛県の西南部、南予の宇和島圏域（宇和島市、
松野町、鬼北町、愛南町）で開催した ｢えひめ南予いや
し博 2012｣ では、地域資源を活用した住民主体による魅
力あふれる観光プログラムが誕生しました。
中でも、松野町の ｢キャニオニング｣ は、全国屈指の
なめ とこ

滑らかで美しい岩肌が続く滑 床 渓谷を、ウォータースラ
イダーのように滑り降りるスリル満点のプログラムです。
ウェットスーツやヘルメット、ライフジャケットなどが
用意されており、インストラクターが丁寧に教えてくれ
るので、男女を問わず初めての方でも楽しんでいただけ
ます。
また、愛南町の「シーウォーカー」は、専用のヘルメッ
トを装着することで、コンタクトレンズや眼鏡をつけた
まま、サンゴや可愛い熱帯魚が泳ぐ海を気軽に散歩でき
るプログラムとなっています。
さらに、近年、ヘルスツー
リズムや健康志向の高まり
などからサイクリング人口
が急増する中、JR 予土線の
宇和島駅－江川崎間に、自転
車を車内にそのまま積み込
める「サイクルトレインにゃ
ん よ 号 」 を、10 月 27 日 ま

[ 南予で満喫 !! いやし体験ガイドブック ] HP
http://www.tabinanyo.jp/guide/index.html
[ スーパーぐるっと宇和海号 ] HP
http://www.shikoku.gr.jp/buscourse/
お問合せ

愛媛県経済労働部管理局観光物産課
TEL 089-912-2492

サイクルトレインにゃんよ号
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Kochi

高知県

高知県の魅力を全国にアピールするコンセプト
コピーを発表しました !

うに安心して暮らせる社会づくりを推進します。

高知県では、広く全国の方に高知県を知ってもら
い、そして多くの方に高知県を好きになってもらう
ことを目的に、高知県全体をイメージしていただく
コンセプトコピー「高知県は、ひとつの大家族やき。
こう ち け
高知家」を６月４日に発表しました。
◯「高知家」に込めた思い
「美味しい食べ物」や「豊かな自然」など、たくさ
んの魅力がある高知県。なかでも一番の魅力は、
「家
族」のように温かい高知県人です。
県外の方を笑顔で迎え、出会ってすぐに親しく接
する高知県人の、まるで家族のような温かさを前面
に出して、高知の様々な魅力をお伝えしたいという
思いから、高知県を一つの大きな家族に例えたコン
セプトコピーが生まれました。
「笑顔」
「幸せ」
「安全・安心」
「癒し」
「親近感」な
どの温かい「家族」のイメージを全国の皆様にお伝
えすることで、高知を知っていただき、県産品の地
産外商から観光の振興、そして移住の促進へとつな
げていきます。
また、
この「高知家」の取組を「教育」や「健康福祉」
などの分野にも広げて、高知県民が一つの家族のよ

◯「高知家」の温かさを全国へ
◆「高知家」の特設サイトを開設
・本県出身の女優 広末涼子さんが「高知家」の自慢
の娘として出演するプロモーションビデオを配信中
・県産品、観光、移住の各サイトと連携したPRを実施
◆カツオ人間が「高知家」の応援隊長に就任し、
フェイスブックなどでPR
◆県庁本庁舎の正面玄関に「高知家」の表札を掲示
◆そのほか、様々な手段で PR
・ポスター、チラシ
の配布や電車内広
告（東京・大阪・
名古屋）を実施
・市 町 村 や 民 間 団
体、県民の皆様に
も御協力いただ
き、高知県全体で
「高知家」をPR
お問合せ

高知県産業振興推進部地域づくり支援課移住促進室
TEL 088-823-9336
HP http://www.kochike.pref.kochi.lg.jp/~top/

都道府県だより
Fukuoka
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福岡県

“いただきます ! 福岡のおいしい幸せ”
～食育・地産地消を県民運動として展開します～
福岡県は、508 万人の人口を有する大消費地であ
るとともに、
「あまおう」や「元気つくし」など、全
国に誇れる豊かな食材の生産地でもあります。
県ではこれまで、食とそれを支える農林水産業の
重要性について、県民の皆様に理解を深めていただ
き、県内の豊かな食材を食べていただく、食育・地
産地消の取組を進めてきました。
その結果、県内の米飯学校給食全てが県産米とな
り、県産果実の利用量もこの２年間で 40%増加する
などの成果を挙げています。また、
一昨年創設した「ふ
くおかの農業応援団」の「応援ファミリー」の登録
数が約 11,000 世帯、
「応援の店」が約 400 店となる
など、その取組は着実に前進しているところです。
このような中、さらに食育・地産地消を広げるた
め、今年６月、県内 39 の関係団体で構成する「食育・
地産地消ふくおか県民会議」を設立しました。今後、
食育ボランティア等による親子調理体験教室等によ
る食生活改善の啓発や、
11 月を「食育・地産地消月間」
に設定し、市町村、学校、企業などが時期を合わせ
て各種イベントを開催するなど、関係者が一体となっ
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て様々な取組を実施する予定です。
県では、今後、県民の健康で安全・安心な生活の
実現と本県農林水産業の更なる発展を目指し、“いた
だきます ! 福岡のおいしい幸せ”を県民スローガンと
して掲げ、県民運動を展開します。

県産農林水産物を積極的に利用する「応援ファミリー」
（左）
、
「応援の店」
（右）

お問合せ

福岡県食の安全・地産地消課
TEL 092-643-3575
HP http://f-ouen.com

佐賀県

Saga
佐賀―ソウル（仁川）線開設に向けて
ティーウェイ航空と最終合意

佐賀県は７月２日、韓国の LCC（格安航空会社）・
ティーウェイ航空との間で、佐賀－ソウル（仁川）
線の開設について最終合意書を取り交わしました。
これは、昨年１月に就航した上海線に次ぐ２番目の
国際線です。
佐賀県内で行われた調印式で、ティーウェイ航空
ハム

の咸 代表理事は、「佐賀県には、美しい景観、温泉
など韓国人が好む観光地があり、九州各地へのアク
セスもよいのが魅力。この就航を機に、日本と韓国、
佐賀とソウル
の交流の架け
橋になってい
きたい」と抱
負を述べまし
た。
これを受け
て佐賀県の古
川知事は、
「有
明佐賀空港の
佐賀‐ソウル線合意書調印式の様子
利便性や位

置、県の取組
などをティー
ウェイ航空に
高く評価して
いただき、大
変うれしく
思います。多
くの方に佐賀
－ソウル線を
ティーウェイ航空の機体
使っていただ
けるよう、路線の認知度向上と利用促進に取り組ん
でいきます」と応えました。
佐賀 - ソウル（仁川）線の開設は、今年 12 月の有
明佐賀空港の国際線専用施設の完成に合わせて週３
便での運航を予定しています。今後、日韓両国政府
による許可が下りた後、チケットの販売が始まる予
定です。
お問合せ

佐賀県空港課
TEL 0952-25-7104
有明佐賀空港

都道府県だより
Nagasaki

検索
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長崎県

小浜温泉における温泉発電事業と
低炭素地域づくりの取組
今年の４月から、長崎県雲仙市の小浜温泉で始まっ
た、温泉の熱を利用して発電を行う「温泉バイナリー
発電」
。
小浜温泉は源泉温度が約 100℃、湧出量が１日当
たり 15,000t と非常に豊富な温泉資源に恵まれてい
ますが、約７割の温泉水が海へ排出されていました。
そこで、この温泉水から電気を起こして、低炭素な
地域づくりを目指す実証実験が、環境省の委託事業
として行われています。
温泉バイナリー発電とは、
「地熱発電」よりも小さ
な規模の発
電 方 法 で、
約 80 ℃ ～
100 ℃ の 既
に湧出して
いる温泉水
を使って発
電するもの
で す。 天 候
に左右され
小浜温泉バイナリー発電所
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ず安定的に発
電 が 可 能 で、
地域の新しい
エネルギー資
源として注目
さ れ て い て、
既に全国から
発電所内部
多数の見学者
が訪れています。小浜温泉では、この発電所と併せて、
日本一長い足湯「ほっとふっと 105」や温泉蒸し釜
料理など、温泉資源の恵みを体験する「小浜温泉ジ
オツアー」を企画するなど、新たな観光資源として
誘客につなげています。
今後は温泉発電の事業化・地域展開とともに、温
泉熱を利用した温室ハウス栽培や養殖など、総合的
な温泉資源の活用に取り組み、日本一のエコ温泉を
目指します。
お問合せ

一般社団法人小浜温泉エネルギー
TEL 0957-74-3345
※見学ツアー予約・お問合せ
小浜温泉観光協会
TEL 0957-74-2672

大分県

Oita
産地厳選 ! 日田梨果汁を使用した
「The・おおいた 日田の梨」

大分が誇るブランド産品「日田梨」の果汁を使っ
たペットボトル飲料「The・おおいた 日田の梨」が、
７月に全国発売されました。これは、昨年７月に販
売された「The・おおいた 日田梨」が高い評価を
得たことから、更においしさを追求して発売された

ものです。
世代・性別を限らず好まれる梨の魅力を生かした、
さっぱりとしたあと口とみずみずしい爽やかな味わ
いが暑い夏にぴったり。気軽に楽しめるペットボト
ル飲料ということで、日田梨の魅力がより多くの方
に届くものと期待されています。
そんな日田梨のふるさと・大分県日田市は、周囲
を阿蘇・くじゅう山系や英彦山系の美しい山々に囲
す い きょう

まれ、そこから流れ出でる豊かな水に恵まれた「水郷」
です。栽培が始まって 100 年以上という歴史を持つ
日田梨の味は、こうした自然環境と、
「おいしい梨を
届ける」という生産者の誇りによって支えられてい
ます。
「The・おおいた 日田の梨」は、現在、コンビニ
エンスストア又は小売店にて好評販売中です。日田
梨のイラストが目を引くパッケージを見かけたら、
是非一度そのおいしさを楽しんでみてください。

お問合せ

大分県農林水産部おおいたブランド推進課
TEL 097-506-3627

都道府県だより
Kumamoto

2013 年 8 月

熊本県
かんよう

「水の国くまもと」の実現を目指して !
熊本県は、国の「名水百選」に全国最多の８ヵ所
が選ばれるなど、豊かできれいな地下水に恵まれた
「水の国」です。
しかし、熊本市と周辺 10 市町村からなる熊本地域
では、地下水位が長期的に低下傾向で推移しており、
あわせて硝酸性窒素などによる地下水の水質への影
響も見られるなど、課題も生じてきています。
このため、県では全国に先駆けて、地下水を“み
んなで守り、みんなで使う「公共水」
”と条例で位置
付け、地下水の大口採取者に対する許可制度を導入
するなど、対策の強化を行いました。
地下水を守り抜くためには、県民や事業者の理解
と協力が不可欠であり、これらの方々と行政が一体
となった取組が必要です。熊本地域では、平成 16 年
度から通常の水田に比べ浸透能力が高い「白川中流
たんすい
域」での水田湛 水事業を実施しています。また、熊
本地域の地下水保全対策の推進組織として、平成 24
年４月には、
「公益財団法人くまもと地下水財団」を
設立。県や熊本地域の市町村を始め、およそ 290 の
企業・団体・個人が賛助会員として財団の地下水
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涵養などの事業を支援しています。
白川中流域の湛水事業やくまもと地下水財団の設
立など、地下水保全に向けた熊本地域の広域的な協
働の取組が国際的に高い評価を受け、平成 25 年３
月、熊本市が国連“生命の水”最優秀賞（水管理部門）
を受賞しました。今回の受賞を契機として、「くまも
との水」の魅力を県内外に積極的に発信し、認知度
を高めるなど、
「水の国くまもと」の実現を目指した
更なる取組を進めていきます。

勢いよく水があふれる江津湖の湧水

宮崎県

Miyazaki

マンゴーに続け ! 宮崎県のライチ生産への取組 !
宮崎県では、完熟マンゴーに続く新たな特産果樹
としてライチの生産に取り組んでいます。
ライチは、国内では主に沖縄県と鹿児島県で生産
されていますが、国内市場で流通している国産の割
合は全体の１パーセント程度であり、ほとんどは中
国や台湾等からの輸入です。さらに、輸入ライチの
ほとんどは凍結処理又は蒸熱処理されているため、
国産の生ライチは大変希少なものとなっています。
本県では、平成 17 年度から５年間、海外において
有望な特産果樹を調査し、品質が優れるものの国内
生産が非常に少ない点、熱帯・亜熱帯地域に適した
果樹であり、長期的には地球温暖化を逆手にとれる
点などから、ライチを有望と判断しました。一部の
生産者においては 10 数年前から試験栽培されていま
すが、組織的な取組としては、本年初出荷した「ラ
イチ・インドナツメ研究会」が平成 22 年に発足し、
会員相互の研鑽に努めているところです。
宮崎県産ライチは、完熟マンゴーの栽培ノウハウ
を生かした品質の良さと、瑞々しい食感が特徴です。
本年は主に各方面からの評価を得るための試験販

売を行うこととしていますが、今後、ブランド化を
見据え、生産量の拡大はもとより、本県に適する品
種の絞込や苗木供給体制の構築等に取り組むことと
しています。

今回初出荷される宮崎県産ライチ

都道府県だより

2013 年 8 月

鹿児島県

Kagoshima

「ザ・漁師塾」開催。海と生きる担い手を確保せよ !
鹿児島県では、新規漁業就業者の確保を目的とし、
漁業就業を希望している方などを対象に、漁業への
理解を深めるための座学研修や現場での漁業体験、
求人経営体等との就業相談などを行う「ザ・漁師塾
～漁師になろう ! フェア～」を鹿児島県漁業協同組合
連合会と連携して実施しています。
本県は、南北 600km に及ぶ広大な海域を有し、黒
潮の恵みを受け、沿岸・沖合域では一本釣、刺網及
び巻き網などの漁船漁業、また、湾や入り江内の静
穏な海域では養殖業、さらには世界の海を漁場とす
る遠洋カツオ・マグロ漁業が営まれ、
「全国有数の水

漁業体験の様子

産県」です。
近年、本県水産業も漁業者の減少や高齢化、魚価
安や漁業用燃油の高騰など厳しい環境に直面してい
ます。このような中、食料供給として重要な役割を
担う漁業を維持・発展させていくため、新規漁業就
業者の確保が重要な施策の一つとなっています。
今後とも、｢ザ・漁師塾｣ の開催を始め、漁業の担
い手確保に向けた様々な施策に取り組んでいきます。
お問合せ

鹿児島県水産振興課
TEL 099-286-3437

就業フェアの様子
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Okinawa

沖縄県
を想い、愛する人を想う「うむい（祈り）
」と、飛躍
する心で演舞することによって感動を与える「ちむ
どん（感動）
」
、新しい自分や新しい仲間との出会い
が生まれる「しんかぬちゃー（交流・仲間）」の三つ
をテーマに掲げ、浦添市にある「国立劇場おきなわ」
とその周辺で開催されます。
世界中のエイサーシンカ（エイサー仲間）が世界
の頂点を目指す「創作エイサーコンテスト」や、エ
イサーの歴史が学べる「シンポジウム」
、エイサーが
体験できる「ワークショップ」の開催など、多彩な
プログラムでエイサーの魅力を体感することができ
ます。

『世界エイサー大会 2013 ／ WORLDWIDE
EISA FESTIVAL 2013』開催 !
エイサーと
は、旧盆の時期
に祖先の霊を供
養するために踊
られる沖縄の伝
統 芸 能 で あ り、
その勇壮な舞と
太鼓のリズムは
多くの人々を魅
了し、今や世界
中に広まりをみ
せています。
今年で３回目
を迎える世界エ
イ サ ー 大 会 は、
沖縄県内外・海
外で活躍するエ
イサー団体や世
界中のエイサーファンが、エイサーの本場である沖
縄に一堂に会する世界的な祭典です。島を想い、命

◆開催概要
日時：平成 25 年 10 月５日（土）、６日（日）
会場：国立劇場おきなわ及びその周辺／浦添市
主催：世界エイサー大会実行委員会

お問合せ

世界エイサー大会事務局
TEL 098-888-3888
HP http://www.eisa-okinawa.com/

都道府県だより

！

●●●●●
●●●●●

2013 年 8 月

「地方分権苦情情報センター」
への情報提供を

お問合せ

●●●●●

！

全 国 知 事 会
本会では、
「地方分権苦情情報センター」を設置しております。
このコーナーは、地方六団体の改革案に対する反対・妨害等と思われる実態や補助金行政や補助事業の実施

に際し、日頃自治体の担当者として直面しておられる問題点や改善を要するべき事柄を収集しています。

お寄せいただいた御意見等は、地方分権改革を積極的に推進するための種々の提言・提案づくりに反映させて

いただきます。

当センターの情報提供の方法は次のとおりです。積極的な活用を期待しております。

・電子メール kouhou@nga.gr.jp
・ファクシミリ 03-5210-2020
※なお、御担当者の職・氏名・連絡先
（電話番号・メールアドレス等）も御記入ください。

連絡窓口：全国知事会調査第三部
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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. 349

変革 !! 地域医療

徳島県立海部病院から徳島県全域へ発信
徳島県立海部病院

救急・総合診療科

小幡 史明（徳島県）

立している。

当院は、昭和 38 年に徳島県牟岐町から移譲され
て以来、約 50 年にわたり県南地域における急性期

2013 年２月からは満を持して海部病院遠隔医療

医療、救急医療、僻地医療などに取り組んできた。

支援システム（k-support）を導入した。これは、

一般病床 102 床、結核病床 4 床、感染病床４床の

現在爆発的に普及しているスマートフォンやタブ

計 110 床で海部地域における基幹病院を担ってい

レット型端末などのスマートデバイスを用いて、

る。また医師確保のため、徳島大学の協力で寄付

病院内で撮影した CT や MRI などの画像を、登録

講座を開設し、脳外科２名、内科系４名、産婦人

デバイスにリアルタイムに転送する遠隔医療支援

科４名の医師が交代で派遣されている。

システムである。これにより、「いつでも、どこで
も」手元のスマートデバイスで院内画像が閲覧で

海部郡は海がめの産卵地として知られ、当院で

き、迅速で的確な診断が可能となった。

はかめの回帰になぞらえた「海がめプロジェクト」
を推進している。これは、医学生や若手医師に働き

当院のような地方の病院では、総合診療医が絶

掛け、当院が彼らを育てる教育・研修・実践のフィー

対的に不足している。限られた医師に多くの負担

ルドとなることを目指し、最終的に地域医療に携

を強いており、その医師の精神的・肉体的負担が過

わる医療人を育成していこうというプロジェクト

大となっている。また、専門領域以外の疾患に対

であり、地域住民の方々と共に、医療人が勤めた

してのアドバイス・診療支援を直接に受けること

いと思う環境づくりや特徴ある医療体制を敷いて

ができず、常にリスクを背負いながらの診療を行っ

いけるよう日々努力を重ねてきた。

ている。専門医の不足から脳卒中などの急患に対
救

する急性期医療の診療体制の確保が困難であった

急・総合診療勉強会」を発足した。これは、徳島

が、システム導入により画像データを専門医に送

県の若手医師や学生の交流及び卒前・卒後教育文

るとともに、処置方法について相談し、的確なア

化の活性化を目指し、「研修医の、研修医による、

ドバイスを受け、速やかに適切な処置を行うこと

研修医のための勉強会」をコンセプトに若手医師

が可能となった。

その一環として、2012 年９月より「徳島県

が企画運営し、病歴、身体診察に重点を置いた手

最後に、地域医療を変えるには将来を見越した

づくり勉強会である。総合医の養成及び若手医師

大きな流れが必要である。過疎化が進む僻地には

教育を目的とし、現在、県下の医療機関や関係機

誰も来たがらないと嘆くだけでは何も変わらない。

関との連携・協力により、毎回 30 名を超える研修

立地をマイナス面で捉えるのではなく、知恵を出

医と共に活発な討議を行っている。

し合い病院の付加価値を高め、勇気と根気を持っ
て、地域と連携しながら解決策を見出す工夫をし

また、当院は医師派遣や若手教育などによる人

なければならない。

員確保に努める一方、省力化と確実なデータ管理

当院は決して恵まれた病院ではないが、地域医

を目指し、
積極的に IT 化も推進している。HIS（病
院情報システム）によって、院内の情報を統合化し、

療を変えるのはやはり地域の中核病院である。遠

ネットワークを介し、CT と MRI の画像について

隔医療支援システムを地域に展開することで医療

は徳島県立中央病院へ遠隔画像読影を依頼し即日

過疎地域を医療充実地域へ転換させることも夢で

診断が可能である。心臓超音波は徳島大学病院超

はない。当院が地域医療の先駆けになると私は信

音波センターとリアルタイムで動画像を送受信し、

じている。

患者の病状をより的確に診断できるシステムも確
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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
８月は北方領土返還要求運動強調月間です
道立函館美術館

特別展 「ユトリロ展」

実施期間・実施日
－
～ H25 年 9 月 8 日

２０１３大雪カムイミンタラ・スタンプラリー
津軽金山焼 夏祭り

～ H25 年 10 月 14 日
～ H25 年 8 月 18 日

全国将棋まつり（おいらせ町）

H25 年 8 月 24 日～ 8 月 25 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

－

山形日和。観光キャンペーン実施中

～ H25 年 9 月 14 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

－

食材王国みやぎ

－

ふるさとの祭り

H25 年 9 月 14 日～ 9 月 15 日

ご当地キャラこども夢フェスタ in 白河

H25 年 9 月 21 日～ 9 月 22 日

新潟レルヒさんスタンプラリー
世界に誇る

～ H25 年 9 月 23 日

燕の洋食器即売会

H25 年 8 月 23 日～ 8 月 25 日

東京都

イベントカレンダー

－

群馬県

イベント情報

－

栃木県

イベント情報

－

茨城県

イベントカレンダー

－

埼玉県
千葉県
神奈川県

企画展「絵で語る埼玉の民話―池原昭治・童絵の世界―」
越谷の夏の風物詩

日本三大阿波踊り「第 29 回南越谷阿波踊り」

～ H25 年 9 月 1 日
H25 年 8 月 23 日～ 8 月 25 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×職員ブログ「やまなしものがたり」山梨の魅力配信中

－

富士の国やまなし観光ネット

山梨の観光情報満載

富士の国やまなし国文祭 2013 11 月 10 日までなんと
“通年開催中”
「WE LOVE FUJISAN 3776 メッセージ」募集

－
～ H25 年 11 月 10 日
募集中

イベント

－

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 [ 夏 ]
涼を求めてさわやか信州

～ H25 年８月 31 日

おわら風の盆

H25 年 9 月 1 日～ 9 月 3 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

県政メールマガジン「メルマガ石川」登録者募集中！（登録無料）
県関連施設のお得な情報や、観光イベント情報が満載です！
今なら抽選で『能登丼食事券３千円分』プレゼントキャンペーン実施中！！

－

岐阜県
愛知県
三重県
福井県
滋賀県
京都府

清流の国ぎふとキトキト富山ぐるっと旅キャンペーン
第 18 回岐阜県民文化祭・第 22 回岐阜県文芸祭作品募集
日根野作三と薫陶を受けた７人
世界のアートが共振する芸術祭

あいちトリエンナーレ 2013

～ H25 年 9 月 29 日

三重県立美術館企画展「三沢厚彦

～ H25 年 9 月 23 日

ANIMALS 2013 in 三重」

美術館 「ミケランジェロ展－天才の軌跡－」
歴史博物館

特別展「福井の面とまつり」

恐竜博物館

夏の特別展「発掘！発見！１億年の時を超えて」

滋賀県の催し物案内
今年で 5 周年！「イナズマロックフェス 2013」
旬の京野菜提供店「夏の京づくし」
消費生活センター

～ H25 年 8 月 25 日
～ H25 年 9 月 1 日
～ H25 年 10 月 14 日
－
H25 年 9 月 21 日～ 9 月 22 日
～ H25 年 8 月 31 日

夏休み若者向け集中啓発事業

奈良県

県立美術館 開館 40 周年記念 館蔵名品展｢曾我蕭白と中近世美術の精華」

鳥取県

H25 年 8 月 10 日～ 10 月 27 日

愛知県陶磁美術館 企画展「2013 アジア現代陶芸－新世代の交感展」

なくそうパワハラ・セクハラ！職場のハラスメント特別相談会＆セミナー

兵庫県

～ H25 年 9 月末
H25 年 8 月 10 日～ H26 年 1 月 13 日

大阪府

和歌山県

～ H25 年 9 月 30 日

大阪府ピピッとネット

H25 年 8 月 19 日～ 8 月 25 日
H25 年 9 月 19 日～ 9 月 21 日
－

平城京天平祭☆夏 2013

H25 年 8 月 30 日～ 9 月 1 日

民俗博物館 夏休み特別展「ふれて楽しむ博物館」

～ H25 年 9 月 22 日
～ H25 年 9 月 1 日

和歌山県の旅のことなら！わかやま観光情報

－

兵庫県広報専門員のブログ「ひょうごワイワイ plus+」配信中！

－

フェイスブック「はばタンなび」に遊びに来てね

－

東日本大震災被災地応援ツイッター「311from117Hyogo」
まんが博・乙（おつ）

－
～ H25 年８月２５日

さかなクンの山陰海岸ギョギョ図鑑写真展

～ H25 年９月８日

第８回妖怪そっくりコンテスト

H25 年９月１６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

「美食王国やまぐち」を建国！親善大使には、フレンチの世界的巨匠「ピエール・ガニェール」氏が就任！

－

山口県立美術館で「没後 50 年 松林桂月展 ‐ 水墨を極め、画中に詠う ‐ 」を開催

～ H25 年 9 月 16 日

「瀬戸内国際芸術祭２０１３」 夏会期

～ H25 年 9 月 1 日

うどん県・時間旅行物語

～ H25 年 12 月 1 日

すだちを贈ろうキャンペーン

～ H25 年 9 月 30 日

徳島の活鱧料理味わいキャンペーン 2013

～ H25 年 10 月 31 日

つるぎのめぐみワイルドウォーク ZERO → 1955

H25 年 10 月 19 日～ 10 月 20 日

「しまなみサイクリングパラダイス」を開設！！

－

「香川・愛媛せとうち旬彩館」を紹介！

－

愛媛県職員ブログ「みかんの国から」絶賛更新中です！

－

高知県はひとつの大家族やき。高知家（こうちけ）

－

高知・西南地域観光キャンペーン 楽しまんと！はた博
映画「県庁おもてなし課」のロケセットを再現
福岡県観光情報サイト「クロスロードふくおか」
特集 「美しい夕日を眺めに出かけよう！」
佐賀県のイベント情報

～ H25 年 12 月 31 日
～ H25 年 9 月 23 日
－
－

ドール展～マイドール！マイヒーロー！～

～ H25 年 9 月 16 日

観光農園（フルーツ狩り）

H25 年 8 月 20 日～ 9 月 30 日

長崎県の驚きと感動の食情報が満載「食 KING 王国」！
長崎がんばらんば国体・大会

－
H26 年 10 月 12 日～ 10 月 22 日
H26 年 11 月 1 日～ 11 月 3 日

2014

日本一の「おんせん県おおいた」大分県観光情報公式サイト

－

おおいた文化情報エンジン

－

熊本まるわかり！トピックス

くまモン eye's

みる ! たべる !! あそぶ～ !!! くまモンパラダイス「くまもと夏たびキャンペーン」
山鹿灯籠まつり

－
～ H25 年 9 月 30 日

みやざき観光情報

H25 年 8 月 15 日～ 8 月 16 日

旬ナビ

－

「宮崎県広報」フェイスブックで発信中！

－

イベント情報
鹿児島県観光サイト

－

本物。の旅かごしま

沖縄のグリーンツーリズム

イベント情報

－
－

世界エイサー大会 2013

H25 年 10 月 5 日～ 10 月 6 日

おきなわ物語／沖縄観光情報 WEB サイト
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－

表

説
解
紙

富士山世界遺産登録について
静岡県

地元を始め国民の悲願であった富士山の世界遺産登録が、
去る６月にカンボジア・プノンペンで開催された第37回世界
遺産委員会において、正式に決定されました。
地球の造山活動の傑作である富士山が、世界文化遺産とし
て登録されたことは、自然そのものに精神性、宗教性、芸術
性を見出してきた日本独自の文化観と自然観が世界に認めら

れたことであり、大変意義深く、日本にとって最高の贈り物
となりました。また、三保松原を含め全ての構成資産が登録
されたことは、大いなる喜びです。
富士山は古くから「信仰の対象」であり、山域から山頂へ
の登拝及び山麓の霊地への巡礼を通じて、富士山を居処とす
る神仏の霊力を獲得し、自らの擬死再生を求めるという独特
の性質を持つ富士山信仰を育んできました。伝統的な登拝の
様式は現在にも継承されており、山頂付近で「御来光」
（表紙
写真）を拝んだり、噴火口の周囲を一周する「お鉢めぐり」
などが行われています。また、葛飾北斎や歌川広重の浮世絵
に代表される多くの芸術作品に取り上げられ、
「芸術の源泉」
として海外の芸術作品にも影響を与えてきました。
世界遺産に登録されることは、国民の「誇り」であるとと
もに、私たち国民が世界に対して保全についての責任を負う
ことを意味します。世界遺産登録により、富士山周辺だけで
なく県内全域への国内外からの来訪者が増加し、にぎわいの
高まりや経済的効果が期待される一方で、富士山の環境や登
山者の安全をどのように守っていくかということが重要な課
題となっております。
世界遺産登録は「ゴール」ではなく、富士山を守っていく
ための「新たなスタート」です。富士山の保全に向けた取組
の輪を広く国民運動として展開を図り、世界遺産「富士山」
を確実に継承してまいります。

三保松原（静岡市清水区）

先日、長野県の白馬に行ってきました。ぐずついた天
気が多く雨が心配だったのですが、訪れた日は朝方雨
であったものの、その後は晴天となりなんとか大丈夫
でした。八方尾根を散策したのですが、その周辺は高
山植物が豊富です。見たことがないような色とりどり
の花々があちらこちらに咲き乱れて、花に興味がなかっ
た私も目を見張るほどでした。八方池まで登ると、眼

▼先月、愛媛県松山市で全国知事会議が開催され、私
も知事会事務局の担当として参加しました。本会議で
は、知事同士の活発な議論が行われ、地方税財源の確保・
充実等に関する提言、東日本大震災からの復興を加速
化するための提言や地域経済再生の緊急決議などをと
りまとめ、暑い夏の２日間となりました。
▼そんな最中ではございましたが、知事会議前日の夜、
準備が終わった後少しだけ時間が取れたので道後温泉
に入りに行きました。道後温泉は、日本書記にも登場
する最古の温泉であるそうです。本館の外観も中のお
風呂も雰囲気が独特でしたが、その日の疲れを癒すこ
とができました。
▼話は変わりますが、８月となりまして夏山シーズンが
到来しました。私は山が好きで時々でかけるのですが、

しろうま さんざん

都道府県展望 平成 25 年８月号

発行所
発行人
住 所
制 作

しろうま だけ しゃく し だけ

はく ば やり が だけ

前に白馬三山（白馬岳・杓子岳・白馬鑓ヶ岳）の絶景が
現れます。上部にガスがかかり頂上までの完全な姿は
拝めませんでしたが、それでも十分満足できる迫力で
した。
▼さて、今月号では、
「来るべき巨大災害に備えて」と題
した特集記事を掲載しました。執筆に当たっては、関
西大学社会安全研究センター長・教授の河田先生を始
め、静岡県、和歌山県の皆様に御協力をいただきました。
来月号では、
「多文化共生社会の形成に向けて（仮）
」と
題した特集記事を掲載する予定です。お楽しみに。
（直）

通巻 659 号

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