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群馬県
新たな産業の集積と地域経済の活性化を目指して
～企業誘致と「群馬がん治療技術総合特区」～
群馬県は、東京から約 100km の
場所に位置し、地震や台風などの自
然災害が少なく、豊富で良質な水資
源や長い日照時間など、自然環境に
恵まれています。また関越・上信越・
北関東・東北の各高速道路のほか、
平成 27 年には金沢へ延びる北陸新
幹線や上越新幹線が県土を十字に結
ぶなど交通の要衝です。
また古くから織物などの繊維産業
が栄えたり、戦前には中島飛行機な
群馬大学重粒子線医学研究センター

どの機械製造業が発展し、
「ものづ
くり」の文化が築かれたりしてきました。これ

り組んでいます。

により現在も、輸送用機械を始めとして、食品

今後も積極的に企業誘致を進めるほか、がん

や電機、化学など様々な産業が発展し、高い技

特区において、重粒子線治療を中核としたがん

術力を持った企業が集積しています。

医療産業拠点の形成に取り組み、地域経済の活

県では、こうした本県の立地環境の優位性と

性化と本県の更なる飛躍につなげていきます。

魅力を強力にアピールし、積極的に企業誘致を
進めています。24 年の工場立地動向調査では、
製造業の立地面積で全国第１位となりました。
また、このような強みを生かし、本県経済の

重粒子線がん治療とは

次世代を担う産業分野を育成していくため、現

炭素イオンを光の約 70%のスピードに加

在、医療産業の振興に取り組んでいます。
今年９月には、群馬大学に設置された世界最

速して照射することで、体内にあるがん細胞

先端のがん治療を行える重粒子線治療施設を中

をピンポイントで破壊する治療技術です。ま

核として、治療技術・人材育成・医療産業の拠

た体にメスを入れず「切らずに治せる」こと

点形成を目指す「群馬がん治療技術地域活性化

から、体への負担が少なく、短期間で治療が

総合特区」が、総合特別区域（がん特区）とし

可能なことから、早期の社会復帰が期待でき

て国に指定されました。

るなど、最先端のがん治療技術です。

現在、産学官・医療機関が連携して、重粒子
線治療技術を始めとした診断・治療・術後のケ
アの各段階における、新たな医薬品、医療機器
の開発や高度化が進むがん診断・治療技術を担

█お問合せ
群馬県産業政策課
T E L 027-226-3323
FAX 027-223-5470

う医療人材の育成、ものづくり企業の医療産業
分野への参入促進、外国人医療観光の推進に取
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地域の魅力を磨き上げ、
群馬のイメージアップを！
群馬県知事
（多彩な魅力に満ちあふれた群馬）

す。特に、子どもたちには、郷土群馬にもっと誇り
と自信を持ってもらいたい、そういう思いで取り組

群馬県は、尾瀬や谷川岳に代表される美しい自然

んできました。

の宝庫であり、草津や伊香保、水上、四万など、さ

具体的には、群馬が世界に誇る「尾瀬」を活用し

まざまな趣を持つ温泉地が数多くあります。また流

た「尾瀬学校」があります。

域面積日本一を誇る利根川などの水源があり、その

尾瀬は、日本における自然保護運動の原点といわ

水資源の豊かさから「首都圏の水がめ」といわれて

れています。感性が豊かな子どものときに、一度は

います。
気候や地形など恵まれた自然条件の下、全国的な

尾瀬を訪れ、質の高い自然体験を通して、ふるさと

ブランドである高原キャベツをはじめ、年間を通じ

を愛する心を育んでほしいとの願いから、20 年度

多種多様な農畜産物が生産され、工業では古くから

に開始しました。24 年度までに 5 万人を超える児童・

盛んな「ものづくり」の伝統を受け継いで製造業が

生徒が参加しています。
また本県が全国に誇る歴史や文化を、広く県民に

発展し、自動車関連産業を中心に高度な産業技術が

再認識してもらうため、「東国文化の発信」に取り

集積しています。

組んでいます。

また古代から現代まで連綿と続く歴史と文化を有
し、県内各地に残る数多くの歴史文化遺産や、歴史

古代における「東国」とは、現在の関東地方とそ

と風土に育まれた豊かな食文化など、群馬は多彩な

の周辺を指し、群馬はその中心地として栄えていま

魅力に満ちあふれています。

した。県内には、太田市にある東日本最大の前方後
円墳「天神山古墳」をはじめ、多くの古墳が現存し、
はに わ

（群馬の子どもたちに誇りと自信を）

出土した埴輪は質 ･ 量ともに日本屈指で、群馬は「東

知事に就任して以来、群馬のイメージアップを重

日本最大の古墳県」
、
「日本最大の埴輪県」でありま

要な課題として取り組んできました。群馬のブラン

す。また昨年 11 月には、渋川市の「金井東裏遺跡」

ド力の向上には、さまざまな機会を捉えて情報発信

から全国で初めて、古墳時代の人骨が甲を着装した

していくこと、そして私たち県民自身が、群馬の魅

まま出土するという、歴史的価値の高い発見もあり

力をもう一度見つめ直すことが大切だと思っていま

ました。
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設立され、当時の姿がほぼそのまま残されている貴

東国文化の意義や価値をまとめた「東国文化副読

重な遺産です。

本」も作成し、県内全ての中学１年生に配布しまし

世界遺産への登録は、日本の近代化をけん引した

た。多くの子どもたちに、素晴らしい郷土の歴史や

本県の絹産業遺産の価値が世界的に認められること

文化をしっかりと学んでもらい、やがて社会に出た

であり、県民にとって大きな誇りとなります。また

ときに、誇りと自信を持って「群馬」を発信してほ

本県の歴史や文化の情報発信、観光や地域振興にも

しいと願っています。

大きく弾みがつき、イメージアップに向けて大きな
期待を寄せています。

（群馬の情報発信を強化）

20 年には、首都圏における群馬の総合的な情報発

（「オール群馬」で取り組む）

信拠点として、東京銀座にぐんま総合情報センター
ち

23 年度には、大型観光企画「群馬デスティネーショ

「ぐんまちゃん家」を開設しました。

ンキャンペーン」を開催しました。直前に発生した

パブリシティ活動の他、観光案内や物産販売、市

東日本大震災の影響により、県内経済が厳しい状況

町村が主催するイベントの開催など、積極的に群馬

の中、市町村や観光関係者をはじめ、経済団体、ボ

ピーアール

の魅力を P R しています。

ランティアなどが一丸となり、群馬の魅力を全国に

そして、群馬のイメージアップに大活躍している

発信し、大きな成果を得ました。これを契機に、毎

のが、県のマスコット「ぐんまちゃん」です。県宣

年「ググっとぐんま観光キャンペーン」を開催し、

伝部長として全国各地のイベントなどに参加し、群

県を挙げたおもてなしで多くの観光客をお迎えして

馬の PR 活動をしています。

います。

昨年の「ゆるキャラグランプリ 2012」では堂々

また本県は、高速交通網が整備され、東京に近い

の３位に輝き、今年も引き続き健闘しました。ぐん

地理的条件や自然災害の少なさなどから、企業誘致

まちゃんをきっかけに、群馬に関心を持ってくれる

件数は全国でもトップクラスです。さらに、国の総

人も増え、この人気をイメージアップにつなげてい

合特区制度を活用し、群馬大学の重粒子線がん治療

きたいと思っています。

技術や高度なものづくり技術の集積を生かし、「産
学官医」の連携による、がん治療技術の高度化や医

（世界遺産登録に向けて）

療産業の振興に取り組んでいます。こうした本県の

現在、
「富岡製糸場と絹産業遺産群」の、来年の

「強み」をしっかりとアピールしていきたいと思い

世界遺産登録を目指し、全力で取り組んでいます。

ます。

今年９月には、ユネスコの諮問機関「国際記念物遺

群馬の知名度やイメージの向上には、一つ一つの

跡会議（イコモス）
」の現地調査も終わり、来年の

取り組みを積み重ね、群馬の総合力をより高めてい

登録決定に向けていよいよ最終段階に入ってきまし

くことが重要と考えます。

た。

こうして磨き上げた群馬の魅力を「オール群馬」

「富岡製糸場と絹産業遺産群」は、西洋からの器

で全国に発信していくことで、群馬はさらに大きく

械製糸技術の導入と独自の技術改良により、生糸の

はばたいていくものと確信しています。

大量生産を実現させた資産です。中核となる富岡製
糸場は、明治５年に日本で最初の官営製糸場として
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秋田県知事

佐竹

敬久

■「知事と県民の意見交換会」
９月６日（金）

うちぐら

○「知事と県民の意見交換会」in 増田の内蔵

○ 仙北地域で県民との意見交換会

古い商家づくりの町並みが残る横手市の「蔵の町・
増田」。増田地域の特色は、外からは見ることので
きない豪華なつくりの内蔵。輝きを放つ「磨き黒漆
喰壁」は、当時の職人の技術の粋を集めた見事なも
ので、45 棟が今も残されている。そのひとつ「佐藤
多三郎家の内蔵」を会場に、内蔵を所有されている
方や近郊の果樹農家、
観光関係者など８名の方と「増
田の伝統的建造物群を核とした地域づくりと交流人
口の拡大について」をテーマに意見交換会を行った。
参加された方々からは、地域の文化財を維持・継承
していくための苦労や、交流人口を拡大するための新
しい特産品開発の取組、この地域ならではのお土産品
の必要性等について、率直な声を聞くことができた。
また、
「蔵の町・増田」の魅力を全国に発信する
ための取組や構想が、地元 NPO、観光協会、商工
会の方々から紹介され、意見を交換する中で、内蔵
の保存と魅力の発信にかける参加者の熱い思いを感
じ取ることができた。
増田の町並みを核としたこの取組が、周辺地域や
近隣観光地との連携により、さらなる交流人口の拡
大に発展するよう、積極的な支援に努めていきたい。

午後、大仙市などの仙北地域の「知事と県民の意
見交換会」に出席した。
意見交換会の前に、参加者が経営する花火工場を
視察。ここは、兄が経営する老舗の花火工場から独
立し、国内でも数少ない信号用花火を製造している。
全国シェアも高く、海外展開も視野に入れていると
のこと。毎年８月第４土曜日に開催される全国花火
競技大会、いわゆる「大曲の花火」で知られるこの
地域の花火産業の裾野の広がりと新たな可能性を感
じた。
意見交換会では、地元の製造業や小売業などの若
手後継者や起業者６名から、現在の課題や今後の目
標等を熱く語っていただいた。会場となった大曲技
術専門校の若い訓練生 75 名も聴講し、私からも、
ものづくりへのエールを送ることができた。
私が県庁職員の時代からお付き合いいただいてい
る先代の後継の方も多かったが、今、世代が変わり、
地域資源を生かしながら、さらに新しい分野や製品
づくりにチャレンジしている姿が頼もしく、若い世
代を中心に動きが活発化していることを実感した。
県としてもこうした前向きの姿勢をバックアップし
ていきたい。

意見交換会（仙北地域）

意見交換会（増田地域）
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■「秋田の元気づくりトークセッション」の開催

■ 秋田デスティネーションキャンペーン
オープニングセレモニー

９月 11 日（水）

10 月１日（火）

秋田の元気づくりに向け、青木豊彦氏、木内博一
氏、セーラ・マリ・カミングス氏をお招きし、トー
クセッションを開催した。
本トークセッションは、県の新たな県政運営指針
となる「第２期ふるさと秋田元気創造プラン（仮称）」
の策定に当たり、産業、農業、観光・まちづくりの
各分野において、自ら困難に挑戦し、それを乗り越
えてきた３人の物事の捉え方、課題解決の着眼点、
取組等を学び、秋田の元気づくりに生かしたいとい
う思いから開催したものである。
青木氏は、中小企業の経営者として「メイドイン
東大阪」の人工衛星を打ち上げた中心人物で、「志
を持ち、自分で動かなければ何も始まらない」と困
難を乗り越えた際の心構えを熱く語った。
木内氏は、農事組合法人の経営者として早くから
六次産業化を進め、
「農業は、食材製造業であり、
消費者ニーズに合わせたものであるべき」とデータ
を示し、経営者の意識改革の必要性を訴えた。
セーラ氏は、外国人として日本の伝統文化を生か
した観光・まちづくりの成功の秘訣として、
「バツ（×）
は斜めに見ればプラス（＋）に見える。ポジティブ
な考えを持ち、あきらめないこと」と話してくれた。
３人に共通するのは、
「情熱と行動力」であり、
「で
きない」ではなく「何ができるのか」という前向き
な発想である。
秋田にもこうした元気な人はたくさんいる。今回
のトークセッションが、県民の新たな挑戦のきっか
けとなり、秋田の活性化に繋がることを期待したい。

10 月から 12 月までの３ヶ月間にわたって開催さ
れる、「秋田デスティネーションキャンペーン」の
オープニングセレモニーを JR 秋田駅において行っ
た。
単独開催は、秋田新幹線「こまち」が開業した平
成９年の「秋田花まるっ」キャンペーン以来 16 年
ぶり３回目となる。
キャンペーンのキャッチコピーは「あきたにしま
した。」。秋田が大切に守り、育ててきた豊かな「食」、
「自然」、「温泉」等を、全国の皆様に直接感じても
らい、もう一度「あきたにしました。」と、リピーター
となって再び秋田に来ていただきたいという思いを
込めている。
秋田は、世界遺産・白神山地などの雄大な自然、
乳頭温泉郷や小安峡温泉などの肌も心もしっとりと
癒やしてくれる温泉、そして、きりたんぽ鍋などの
郷土料理や美味しい地酒、なまはげに代表される秋
田に根ざして培われてきた歴史や文化など、五感を
満足させる魅力が満載。
さらに、
「秋田「食」のにぎわい博覧会」、「全国
まるごとうどんエキスポ」
、
「本場大館きりたんぽま
つり」など県内各地で多彩なイベントも開催される。
県民一同、あたたかな「おもてなし」の心で皆さ
まをお迎えしているので、多くの方に秋田に来てい
ただき、秋の秋田を満喫していただきたい。

秋田 DC オープニングセレモニー

秋田の元気づくりトークセッション
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特集

行政不服審査制度の見直しについて

「行政不服審査制度の見直し方針」について
総務省行政管理局行政手続室

行政手続専門官

近藤 寿喜

委託研究として行われた「行政不服審査制度研究会」
の研究成果等を踏まえ、行政不服審査制度の見直しに
ついて法制的な観点から有識者による専門的な検討を
行うため、総務副大臣の主宰により開催されたもので
ある。同検討会においては、関係府省等からのヒアリ
ングも含め計 17 回の検討会が開催され、平成 19 年
４月に中間取りまとめを公表し、一般からの意見募集
を行うなどして検討が進められた。その成果は、同年
７月に「行政不服審査制度検討会最終報告－行政不服
審査法及び行政手続法改正要綱案の骨子－」として取
りまとめられた。
総務省では、この最終報告を基礎として、平成 20
年４月、現行行審法を全部改正する「行政不服審査法
案」、これに伴い関係法律の整備を行う「行政不服審
査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」
及び「行政手続法の一部を改正する法律案」の３法
案（以下「20 年法案」という。）を国会に提出したが、
国会において審議がなされないまま、翌年夏の衆議院
解散により廃案となった。

１．はじめに
行政不服審査法（昭和 37 年法律第 160 号。以下「行
審法」という。）は、行政庁の処分その他公権力の行
使に当たる行為に関し、国民に広く行政庁に対する不
服申立てのみちを認めることにより、簡易迅速な手続
による国民の権利利益を救済するとともに、行政の適
正な運営を確保することを目的として、旧訴願法（明
治 23 年法律第 100 号）に代えて制定された行政上の
不服申立てについての一般法である。
行審法は、昭和 37 年の制定以来、実質的な法改正
は行われておらず、その間、国民の権利利益に関する
意識や関連制度を取り巻く環境も変化し、時代に即し
た見直しが課題となっている。総務省では、本年６月、
この行審法について、制定後約 50 年ぶりに抜本的に
見直しを行うべく、「行政不服審査制度の見直し方針」
（以下「見直し方針」という。）を取りまとめ、公表し
たところである。
本稿では、この見直し方針の策定に至る経緯及び見
直し方針の概要について述べることとしたい。
なお、本稿のうち、評価や意見に係る部分について
は、筆者の個人的見解であり、組織としての見解では
ないことをあらかじめお断りしておきたい。

（２）行政救済制度検討チーム
平成 21 年夏の衆議院議員総選挙による政権交代後
においては、同年 11 ～ 12 月に総務大臣政務官の主
宰により「行政不服審査法案に関する勉強会」が行わ
れた後、平成 22 年８月より、総務大臣と行政刷新担
当大臣を共同座長とする「行政救済制度検討チーム」
が開催され、より柔軟かつ実効性のある権利利益の救
済を図りつつ、国民が救済手続を一層自由に選択でき
るようにするため、行政不服審査法の改革など行政救
済制度の在り方についての検討が行われることとなっ
た。同チームにおいては、計８回の本会合のほか、関
係団体からのヒアリングや、訴訟を提起する前に行政
庁に対する不服申立てを経ることを義務付けている不
服申立前置について集中的に検討するためのワーキン
ググループも開催され検討が進められた。その成果は、
平成 23 年 12 月に「行政救済制度検討チーム取りま
とめ」として取りまとめられ、これに沿った法制化作
業が進められたが、改正法案の提出には至らなかった。

２．経緯
（１）20 年法案
行審法の抜本的見直しに向けた検討は、行政手続法
（平成５年法律第 88 号）の制定等を踏まえて旧総務庁
の委託研究として行われた「事後救済制度調査研究委
員会」に始まる。その調査研究の成果は、平成 10 年
に「事後救済制度に関する調査研究報告書」として取
りまとめられ、それに続く調査研究も行われたが、そ
れらの成果が直ちに改正法案の立案に結び付くことは
なかった。
その後、司法制度改革の一環として平成 16 年に行
われた行政事件訴訟法（昭和 37 年法律第 139 号）の
抜本的改正などの状況変化も受け、平成 18 年 10 月
より、「行政不服審査制度検討会」（座長：小早川光郎
東京大学大学院法学政治学研究科教授＜当時＞）にお
いて、行審法の改正を具体的に念頭に置いた検討が行
われることとなった。これは、その前年度に総務省の

（３）見直し方針の策定
昨年末の政権交代に伴い、総務省としては、20 年
法案を基礎として、改めて検討を行うこととした。

6

行政不服審査制度の見直しについて

すなわち、上記（１）のとおり、20 年法案は、幅
広い検討を経て閣議決定されたものであり、衆議院解
散により廃案になったものの、必ずしも国会において
改正内容が否定されたものではないことを踏まえれ
ば、基本的にはその内容は維持されるべきである。し
かしながら、20 年法案に対して一定の批判があった
こと、また、上記（２）のように新たに検討が進めら
れた分野も存在することを踏まえれば、改めて幅広く
意見を聴取した上で、20 年法案に所要の修正を行う
ことが適当であると考えられた。
このような考え方に基づき、まず、各府省・関係団
体に書面で意見を求めるとともに、３月 22 日にその
うち８府省・団体（日本弁護士連合会、日本司法書士
会連合会、日本行政書士会連合会、日本税理士会連合
会、全国社会保険労務士会連合会、全国知事会、財務
省及び厚生労働省）からヒアリングを行うなど、20
年法案を改める必要性について各方面の意見を聴いた
上で、意見があった事項について、公正性が確保され、
かつ、利用しやすい制度とするとともに、国民の権利
利益の救済手法を充実する観点から検討を行った。さ
らに、５月 14 日には、「行政不服審査制度の見直し
について（案）」を公表して意見募集を行い、各府省・
団体を含め、国民から幅広く意見を聴取した。本見直
し方針は、これら意見募集の結果を踏まえ、総務省と
して、行政不服審査制度の見直しについての方針を取
りまとめたものである。

特集

図１

その例外として、見直し方針では、「再調査の請求」
（仮称。以下同じ。）及び「再審査請求」
（仮称。以下同じ。）
の仕組みを例外的に設けることができることとした。
まず、再調査の請求は、要件事実の認定の当否に係
る不服申立てが大量になされる処分等について、審査
請求に先立って、処分の事案・内容等を容易に把握で
きる行政庁に対し簡易な手続で改めて見直しを求める
手続を設けることは、不服申立人の権利利益の簡易迅
速な救済及び行政における効率的な事務遂行の双方に
資する面もあると考えられることから、例外的に、特
に法律に定めがある場合に認められるものである。
審査請求への一元化の例外として再調査の請求を設
ける点は、20 年法案と同様であるが、20 年法案では、
再調査の請求を設ける場合には、原則として、その決
定を経なければ、審査請求をすることができないもの
としていた。しかしながら、要件事実の認定の当否に
係る不服申立てが大量になされる処分であっても、不
服申立人の中には、要件事実の認定の当否ではなく、
法令の解釈等を争いたい場合もあると考えられ、この
ような場合も含め、審査請求の前段階にこの手続を一
律に義務付ける意義は乏しいと考えられることから、
国民が利用しやすい仕組みを実現する観点から、不服
申立人の選択により、再調査の請求をすることなく、
審査請求をすることも可能とすることとした。
次に、再審査請求は、20 年法案では、例外なく廃
止することとしていたが、いわゆる裁定的関与（個別
法の定めにより、市町村又は都道府県の機関の処分又
は不作為について、都道府県又は国の機関に対して審
査請求・再審査請求をすることができることとされて
いるもの）のように、今般の見直し後における審査請
求の裁決を経た後の救済手法としてなお意義を有する
と認められる場合には、これを一律に廃止することは
適当でないと考えられることから、特に法律に定めが
ある場合に認められるものとした。
なお、再審査請求を認める場合であっても、訴訟ま
でに２度の不服申立てを義務付けることは国民に大き
な負担を強いるものであり、仮に不服申立前置とする
場合も、再審査請求と訴訟とは選択可能な制度とする
こととしている。

３．見直し方針の概要
（１）基本的考え方
見直し方針は、上記２（３）のとおり、20 年法案
を改める必要性について意見があった事項について、
公正性が確保され、かつ、利用しやすい制度とすると
ともに、国民の権利利益の救済手法を充実する観点か
ら、その方針を取りまとめたものである。そのため、
特に具体的に言及しない事項については、基本的に
20 年法案の内容によることとしている。
（２）行政不服審査法の改正
ア 不服申立構造等（図１参照）
① 不服申立構造
現行法では、処分庁（処分をした行政庁）に上級行
政庁がある場合にはその直近上級行政庁に対する審査
請求、上級行政庁がない場合には処分庁に対する異議
申立てをすることを基本としている。
しかしながら、上級行政庁があるか否かという、不
服申立人からすると偶然の差異により手続保障水準が
異なる（例えば異議申立ての場合には、不服申立人に
は、処分庁の説明となる弁明書を受け取る機会、物件
の閲覧請求権が認められていないなど）といった問題
点があることから、20 年法案と同様に、不服申立て
を原則として最上級行政庁に対する審査請求に一元化
することとした（図１）。
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②

不服申立人適格
不服申立人適格は、行政事件訴訟法における取消訴
訟の原告適格と密接な関係を有しており、同法の「法
律上の利益がある者」についての新たな裁判例が出て
きていることも踏まえ、「処分に不服がある者」とす
る現行制度を引き続き維持することとした。

は屋上屋を架す、諮問手続により裁決までの期間が長
期化するといった批判もあったところであり、こうし
た批判も踏まえ、審査請求人が諮問を希望しない場合
等について、諮問を要しないこととする方向で、更に
検討を進めることとしている。
また、地方公共団体の多様な現状も踏まえ、各団体
の判断で、共同設置、他の団体への委託、審査請求が
あった場合に臨時に委員を任命する方式など、第三者
機関を置く際の選択肢を拡大する措置を講じることと
している。

イ
①

審理体制（図２参照）
審理の主宰者
審理の公正性を確保する上で、処分に関与していな
い者によって審理手続が行われることが制度上担保さ
れることは重要である。そのため、20 年法案と同様、
審理手続を行う者を「審理員」として法律上位置付け
ることとした。
審理員は、審査庁に所属する職員のうちから指名さ
れて審理を行う審査庁の補助機関であるが、審査庁か
ら個別具体的な指揮監督を受けることなく、自らの名
において審理手続を行うという意味において、審査庁
から相対的に独立した機関として位置付けられること
になる。また、審理員となるべき者の名簿の作成、審
理員の指名・通知等を通じて、処分に関与しない者に
よる審理であることが外部から「見える」ようにする
こととしている。こうした審理員制度の運用を通じ、
各審査庁における紛争の法的処理能力の向上が期待さ
れるところである。

ウ

審理手続
審理手続については、20 年法案と同様、行政手続
法等に定める事前手続との均衡を図るとともに、より
一層の公正性を確保する観点から、弁明書の作成を義
務付け、口頭意見陳述において処分庁に対する質問権
を付与するなど、不服申立人等に対する手続保障の充
実を図るとともに、標準審理期間の設定や複雑な事件
等について審理事項・手順を整理する手続を創設する
など、審理を迅速化するための措置を併せて講ずるこ
ととしている。
審査請求人等による提出書類等の閲覧については、
20 年法案において、その対象を処分庁以外の者が審
理員に提出した書類等にも拡充することとしていた
が、見直し方針においては、公正性を確保し、かつ、
利用しやすい制度とする観点から、閲覧に加え、謄写
も認めることとした。これに伴い、実費の範囲内で謄
写に係る手数料の納付を求めることができることとし
た。
エ

不服申立期間
不服申立ては、申立費用を納付する必要がないなど
訴訟より簡易に行うことができ、訴訟のようにその準
備に相当の期間を要するものではない。また、審査請
求期間を長期化することは、処分の効力の早期安定を
損なうおそれがあるほか、処分から長期間が経過した
後に審査請求がされることにより、事情の変更等によ
り正確な事実認定が困難になるなど審査請求の審理も
遅延し、かえって審査請求人の利益を損なうおそれも
ある。
取消訴訟の出訴期間については、平成 16 年の行政
事件訴訟法の改正により６ヵ月に延長されたところで
あるが、裁決の後で訴訟を準備する期間は確保されて
いること、不服申立ては、さほどの準備期間を要する
ものではなく、仮に審査請求書に不備があっても補正
によりその不備は解消できることに照らせば、審査請
求期間は３ヵ月が相当であり、不服申立前置である場
合にも出訴の機会を不当に制約することになるもので
はないと考えられる。
そのため、審査請求期間については、20 年法案と
同様に、現行の 60 日を３ヵ月に延長するとともに、
その例外を「天災その他やむを得ない理由」から「正
当な理由」に緩和することとした（図１参照）。

図２

②

第三者機関
また、裁決の公正性・客観性を高めるため、20 年
法案と同様、審査庁は、原処分又は裁決に当たって他
の第三者機関の関与がある場合などを除いては、行政
不服審査会（仮称）又は地方公共団体に置かれる諮問
機関（以下「行政不服審査会等」という。）に諮問し
なければならないものとした。審理員が、当該行政分
野の専門知識も活用しつつ、当事者の主張の整理、事
実認定、審理員意見書の作成等を行うのに対し、行政
不服審査会等は、第三者の視点で、こうした審理員に
よる事実認定を検分した上で、法令解釈等の妥当性を
検証することとなる。
20 年法案に対しては、行政不服審査会等への諮問
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てについては、地方分権改革の観点から議論もあると
ころであるが、その見直しは、国と地方の関係の見直
しの一環として行われるべきものであり、今回の行政
不服審査制度の見直しとは趣旨・目的を異にするもの
と考えられ、20 年法案においては、当面、改正前の
行政不服審査法（以下「旧法」という。）を引き続き
適用することとしていた。しかしながら、裁定的関与
に係る不服申立てに旧法を適用することについては、
新法に基づく不服申立てと旧法に基づく不服申立てが
混在することにより、現場の混乱を招くといった批判
があったこと等を踏まえ、現在の不服申立先を維持す
ることを基本として、新法を適用するための規定の整
備を行うこととしている。
また、不服申立前置については、20 年法案では見
直し対象とはされていなかったが、行政不服審査制度
の見直しに当たっても、行政争訟手続の全体を通じて、
より適切に国民の権利利益の救済を図るためには、行
政事件訴訟との関係を踏まえた検討を行うことが適当
であり、国民が利用しやすい仕組みとする観点からも、
上記２（２）のようなこれまでの検討経緯をいかし、
今回の見直しの一環として見直しを行うことが適当と
考えられる。そのため、①大量性（不服申立前置の対
象となる不服申立てが大量であるか）
、②第三者機関
の関与（専門技術性及び公正性を有する第三者的機関
が不服申立ての審理に関与しているか）
、③専門技術
性（不服申立てを経ないで訴訟が提起された場合には
裁判所の審理に支障を来すと認められるような専門技
術性を有するか）という三つの基準を基本として見直
しを行うこととしている（図１参照）。
なお、個別の士業への代理権の付与については、そ
れぞれの士業の性格を踏まえて検討されるべきもので
あり、今般の行政不服審査制度の見直しとは、必ずし
も趣旨・目的を同じくするものではないと考えられる
ことから、別に検討されるべきものとしている。

オ

その他
国民が行政不服審査制度を利用しやすいものとする
観点から、行政手続法第９条第２項と同様の趣旨で、
不服申立ての手続に関する情報提供など適切な措置を
講ずることが適当であり、また、行政不服審査制度の
運用状況について国民に対する説明責任を果たすとと
もに、その透明性を高め、行政に対する国民の信頼を
確保する観点から、審査庁は、裁決の内容その他の不
服申立ての処理状況を公表するなど適切な措置を講ず
ることが適当である。
こうしたことから、不服申立ての手続、不服申立て
の処理状況等に関する情報の提供について、必要な措
置を講ずるよう努めることについて、更に検討を進め
ることとしている。
（３）行政手続法の改正（図３参照）
行政手続法の改正については、20 年法案と同様、
①何人も、法令に違反する事実がある場合には、その
是正のためにされるべき処分又は行政指導をすること
を求める申出をすることができる「処分等の求め」及
び②法令に違反する行為の是正を求める行政指導の相
手方が、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適
合しないと思料するときに当該行政指導の中止その他
必要な措置をとることを求める申出をすることができ
る「行政指導の中止等の求め」の手続を設けることと
した。

４．今後の取組
総務省では、見直し方針に基づき、次期通常国会に
関係法案を提出すべく、関係法律の見直し等の法制化
作業を進めているところであり、準備行為や国民への
周知等に要する期間も考慮し、成立後２年以内に新制
度に移行することを目指している。具体的な移行時期
については、次期通常国会で関係法案が成立した場合
には、平成 28 年４月というのが一つの目安となるも
のと思われる。
引き続き、見直し方針に沿って行政不服審査制度の
見直しを実現すべく、関係機関・団体等との調整も含
め、尽力してまいりたい。

図３

（４）関係法令の改正
行政不服審査法に基づく手続の特例等を定める個別
法については、20 年法案と同様、行政不服審査法と
同等以上の手続保障の水準を確保することを基本とし
て、各個別法の趣旨を踏まえ、必要な規定の整備を行
うこととしている。
個別法の定めにより、市町村又は都道府県の機関の
処分又は不作為について、都道府県又は国の機関に対
して審査請求・再審査請求をすることができることと
されている、いわゆる「裁定的関与」に係る不服申立
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行政不服審査制度改革の背景
信州大学専任講師

１

大江

裕幸

②審理手続規定が不十分であり、③審理機関が上級行
政庁であって第三者性・公平性に欠けるなど多くの問
題点を抱えていた。このため、何度かその改正が検討
されたものの、実現には至らなかった２。
日本国憲法の制定とともに、行政裁判所は廃止さ
れ、行政事件についても最高裁判所以下の通常の裁判
所が管轄権を有することになった。その上で、行政事
件については、1947 年に制定された日本国憲法の施
行に伴う民事訴訟法の応急的措置に関する法律、次い
で 1948 年に制定された行政事件訴訟特例法により規
律されることとなった。その一方で、訴願法は改正さ
れることなく、引き続き行政府不服審査制度について
の一般法としての位置を占めていた。このような状況
については、先に指摘したように、訴願法自体が問題
を抱えていたことに加え、行政事件訴訟特例法の規定
により訴願前置主義が維持されたため、原告の権利救
済の観点から問題とされていた。さらに、一般法とし
ての訴願法の規定内容と、個別法により規定された各
種の不服申立てとの間に不均衡・不統一を生じる事態
となっており、この点も問題とされていた３。

はじめに

行政不服審査制度とは、行政庁の処分その他の公権
力の行使に当たる行為（以下、単に「処分」とする。）
を対象に、私人が行政機関に対して不服を申し立てる
制度である１。本年６月、総務省より「行政不服審査
制度の見直し方針」が公表された。現在、この方針に
基づき、行政不服審査制度についての一般法である行
政不服審査法等の改正作業が進められている。行政不
服審査法は、国だけではなく地方公共団体の行政機関
の行う処分についても適用されるものである上に、
「見
直し方針」の中には地方公共団体の組織等についての
言及もあり、「見直し方針」に基づいた行政不服審査
法等の改正が実現すれば、地方公共団体の組織・活動
にも相当程度の影響が生じることが予想される。
この「見直し方針」及びこれに基づき進められてい
る法改正作業の意義及び内容を理解するためには、行
政不服審査制度の展開、内容、改革に至る経緯等につ
いての背景的な理解が不可欠である。そこで、本稿は、
「行政不服審査制度の発足から今日に至るまでの背景
等について、大局的な視点から」論ぜよという編集部
からの依頼に即して、我が国における行政不服審査制
度の展開、現行の行政不服審査法の概要、改革の背景
事情、改革に向けた検討の経緯の順で解説を加えるこ
ととしたい。その際、行政不服審査制度は、①行政救
済制度の一つとして、処分の取消訴訟を中心とした行
政訴訟制度と密接な関係を有すると同時に、②行政過
程に位置するものであって、事後行政手続として事前
行政手続との連続性を有するものであるという点に着
目して、事前行政手続・行政訴訟制度との関係に特に
留意することとする。

（２）行政不服審査法の制定
このような状況の中で、1955 年頃より行政事件訴
訟特例法の改正について検討が開始された。その過程
で、訴願前置主義の存置の是非が議論される中で、訴
願法の改正が検討されるようになった。具体的には、
1958 年の閣議了解「訴願制度の改正について」を契
機に「訴願制度調査会」が設置され、そこでの検討の
結果が翌 59 年に「訴願制度改善要綱」として取りま
とめられた。政府は、これをもとに「行政不服審査法
案」を国会に提出し、同法案は行政事件訴訟法案とあ
わせて 1962 年に成立するに至った４。
以上のような経緯から、我が国における沿革上、行
政不服審査制度は行政訴訟制度と極めて密接な関わり
を有しているということが分かる。そして、両者の関
係については、処分の取消訴訟の提起に先立ち行政上
の不服申立てを経ることを要せず、行政上の不服申立
てを利用するか直ちに取消訴訟を提起するかを当事者
の自由な選択に委ねることが原則とされた（自由選択
主義・行政事件訴訟法８条参照）。しかし、その例外
として、一定の指針の下で、個別法の規定により処分
の取消訴訟の提起に先立ち行政上の不服申立てを経る
ことを必要とする仕組み（不服申立前置）を取ること
が許容され、不服申立前置主義を採用する立法例が増
加していった。

２ 我が国における行政不服審査制度の展開
（１）前身としての訴願法
まずは、行政不服審査制度についての一般法である
行政不服審査法の前身である訴願法について、簡単に
確認しておく必要がある。訴願法は、大日本帝国憲法
によりその存在が予定された行政裁判所の組織、権限
と行政訴訟手続について規定する行政裁判法とあわせ
て、1890 年に制定された。訴願制度と行政裁判制度
の関係を見ると、その対象事項（訴願事項・出訴事項）
が限定されるとともに、行政裁判の提起に先立ち訴願
を行うことを原則とする仕組み（訴願前置主義）が取
られるなど、我が国における訴願制度は、その発足当
初より行政訴訟制度と不可分一体のものとして構築さ
れてきたことがわかる。訴願法は、①訴願事項が狭く、
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機会がないなど、審査請求の場合と比較して異議申立
人の手続的な権利は縮減されている。
不服申立手続は、申立人による取下げの場合（39
条、48 条）を除き、審査請求の場合には裁決（40 条）、
異議申立の場合には決定（47 条）により終了する。
裁決・決定には、申立てがその要件を満たしていない
場合の却下、申立てに理由がある場合の認容、申立て
に理由がない場合の棄却の３種類がある。このうち、
①処分についての不服申立の場合の認容裁決・決定に
６
は、処分 の全部又は一部の取消し（40 条 3 項、47
条 3 項）、変更（40 条５項、47 条３項）がある。た
だし、処分の変更をなしうるのは処分庁又は上級行政
庁に限られており、不服申立人の不利益に処分を変更
することはできない。②不作為についての不服申立て
の場合には、申立てを却下する場合のほか、不作為庁
は、異議申立てのあった日の翌日から起算して 20 日
以内に申請に対するなんらかの行為をするか、書面で
不作為の理由を示さなければならず（異議申立の場合・
50 条）、審査庁は、審査請求に理由がないとして棄却
するか、不作為庁にすみやかに申請に対するなんらか
の行為をすべきことを命じ、その旨を裁決で宣言しな
ければならない（審査請求の場合・51 条）。
なお、不服申立ての提起により処分の効力は停止し
ないが、不服申立人の申立てにより又は職権で、処分
の執行停止を行うことができる（34 条・48 条）。

行政不服審査法の概要

（１）現行制度の概要５
現行行政不服審査法は、「行政庁の違法又は不当な
処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に
対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くこ
とによつて、簡易迅速な手続による国民の権利利益の
救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保するこ
と」をその目的としている（１条１項）。
行政不服審査法は、行政不服審査制度についての一
般法であるが（１条２項）、行政不服審査法自身により、
あるいは他の法律により適用が除外される場合があり
（４条１項）、さらに、他の法令によりこれと異なる不
服申立制度が設けられる場合がある（４条２項）。
不服申立ての種類としては、①審査機関の観点から、
処分庁（・不作為庁）以外の行政庁に対して行う審査
請求と処分庁（・不作為庁）に対して行う異議申立て
に区分され、②審級の観点から、異議申立て・審査請
求と審査請求を経た後に行う再審査請求とに区分され、
③作為か不作為かという観点から、処分についての不
服申立てと不作為についての不服申立てとに区分され
る（３条、５条〜８条）
。このうち、①審査機関の観点
からすると、処分庁に上級行政庁がある場合には審査
請求を行い、上級行政庁がない場合には異議申立てを
行うことが原則とされており（５条、６条）
、審査請求
を中心として構成されている（審査請求中心主義）
。
不服申立てには期間制限が設けられており、原則と
して、処分があったことを知った日の翌日から 60 日
以内（主観的申立期間）、処分があった日の翌日から
１年以内（客観的申立期間）に行わなければならない
（14 条）。また、処分の名宛人以外の第三者について
は申立人適格が問題となり、明文の規定はないものの、
行政訴訟における原告適格（行政事件訴訟法９条）に
ついての議論が妥当すると解されている。
審査の基本構造・審理手続については、審査請求の
場合と異議申立ての場合とで大きく異なっている。審
査請求の場合、審査庁が間に入り、審査請求人と処分
庁との間で審査請求書、弁明書、反論書等のやり取り
が行われる仕組みとなっている（22 条、23 条）。た
だし、裁判の場合のように審査請求人と処分庁とが相
対立して直接やり取りを行うような対審構造とはなっ
ておらず、あくまで審査庁を通じてのやり取りにとど
まっている。審理は原則として書面により行われるが、
審査請求人の申立てにより口頭で意見を述べる機会が
付与される（25 条）。審理に際しては、審理遂行のた
めの種々の権限が審査庁に付与されており、審査請求
人にも種々の手続的権利が保障されているが、処分庁
は弁明書を提出するほか、物件の提出権を有している
にすぎない（22 条～ 33 条）。異議申立ての場合は、
異議申立人と審査庁との間の対面審理構造が取られて
いる。異議申立てには審査請求についての規定の多く
が準用されるが（48 条）、審査請求の場合のように処
分庁の提出する弁明書を通じて処分理由の詳細を知る

（２）現行制度の利点と問題点
以上のような現行制度につき、その利点と問題点を
簡単に整理しておくことにしたい７。
現行制度の利点として、①柔軟かつ簡易迅速な手続、
②審理範囲と裁決・決定態様の広さ、③行政の自己統
制、④裁判所の負担の軽減が挙げられている。とりわ
け、②については、処分の取消訴訟と比較すると、取
消訴訟の場合には処分の当不当の問題に立ち入って審
理・判断を行うことができないのに対して、行政上の
不服申立ての場合には当不当の問題にまで立ち入って
審理・判断を行うことが可能とされている点に大きな
利点が認められる。
これに対して、問題点としては、①異議申立ての基
本的性格の問題、②審査請求の基本構造の問題、③不
服申立ての対象の問題、④不服申立人適格の問題、⑤
二段階の不服申立ての問題、⑥口頭意見陳述に関する
問題、⑦裁決・決定の態様に関する問題が挙げられて
いる。このうち、①については、異議申立は「異議申
立ての提起を契機とした再処分の手続若しくは処分の
見直し手続としての性格を帯び」るという点が、②に
ついては、審査請求は異議申立てよりは第三者性があ
るとはいえ、異議申立てと同様に「審査請求の提起を
契機とした処分の見直し手続としての性格を帯び」る
と指摘されている。敷衍すると、審理構造の面で不十
分であって、行政救済制度としては不十分なものにと
どまっているということが、構造上の大きな問題とし
て指摘されているということである。
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よる影響である。この改正は、司法制度改革の一環と
して、国民の権利利益のより実効的な救済手続を整備
することを目的とするものであり、これにより、①行
政訴訟をより利用しやすく分かりやすくするための仕
組み、②救済範囲の拡大、③審理の充実・促進、④本
案判決前における仮の救済制度の整備が実現された 13。
この改正に合わせて行政不服審査法の改正が行われた
が、それは、④の観点からの執行停止の要件の緩和等
に関するものにとどまるものであった。そこで、①の
観点からの出訴期間の延長に合わせた不服申立期間の
延長、②の観点からの訴訟類型の拡充に対応した申立
ての種類ないし裁決・決定の種類の拡充等の改革の必
要性が生じていた。

改革の背景事情

（１）内在的要因
行政不服審査制度については、その運用実態とし
て、不服申立ての件数が少なく、救済率が著しく低い
ことが指摘されてきた８。例えば、平成 23 年度の調
査結果９を見ると、行政不服審査法に基づく不服申立
ての申立件数は、国の場合は 30,022 件、地方公共団
体の場合は 18,290 件であるが、その認容率はそれぞ
れ 10.6%、2.8%となっている。申立件数についての
評価はともかく、認容率は決して高いとは言えない状
況にある。また、地方公共団体の場合に顕著であるが、
処理期間で「１年超」となっているものが 59.2%で
あることに加え、年間処理件数が 28,965 件であるの
に対して次年度繰越件数が 195,841 件となっており、
「迅速」な救済手段とは言いがたい状況にある。
また、行政不服審査法は行政不服審査制度について
の一般法ではあるが、個別法によりその適用を除外し
たり、特例を設けたり、行政不服審査法とは異なる不
服申立ての制度設けるような例が多く、行政上の不服
申立ての全体像がわかりにくい状態になっていた 10。
さらに、行政訴訟との関係では、前述のとおり現行
法は自由選択主義を採用しているが、個別法で不服申
立前置を定める例が数多く見られている。不服申立前
置は、国民の裁判を受ける権利を一定程度制約するも
のであり、これが増加することは望ましくないとされ
ていた。

５

改革に向けた検討の経緯

（１）旧行政不服審査法案・旧行政手続法改正法案
このように、行政不服審査法については、制度内在
的にも外在的にも改革が要請される状況となってい
た。そこで、2005 年 10 月に、総務省からの委託に
基づき財団法人行政管理研究センターに「行政不服
審査制度研究会」が設けられ、そこでの検討結果が
2006 年３月に「行政不服審査制度研究報告書」とし
て取りまとめられた 14。これを受けて、同年 10 月に
総務省に「行政不服審査制度検討会」が設けられ、翌
2007 年７月に「行政不服審査制度検討会最終報告」
が公表された 15。この報告書を元に法案作成作業が進
められ、「行政不服審査法案」、「行政手続法の一部を
改正する法律案」として 2008 年の通常国会に提出さ
れたが、審議未了のまま廃案となった（以下、それぞ
れについて、「旧行政不服審査法案」、「旧行政手続改
正法案」、両者を併せて「旧法案」とする）16。
旧行政不服審査法案は、①審査請求への一元化及び
審理の一段階化、②審理員制度、行政不服審査会制度
の導入による審理の公正中立性の確保、③標準処理期
間の設定・審理手続の計画的遂行等を通じた審理の迅
速化、④審査請求期間の延長等をその内容とし、旧行
政手続法案は、①行政指導の中止等の求め、②処分・
行政指導の求めを行政手続法中に新設することをその
主な内容としていた。
ここで、事前行政手続、行政訴訟手続の関係という
観点からすると、第一に、行政事件訴訟法改正による
訴訟類型の多様化に一部対応した点、第二に、処分で
はない行政指導を対象とした点、第三に、これらを、
事前行政手続における制度として、行政手続法中に取
り入れた点に大きな特徴が見られる。

（２）外在的要因
行政不服審査法制定後、密接に関連性を有する事前
行政手続についての法整備（行政手続法の制定）、行
政訴訟手続についての法改正（行政事件訴訟法改正）
が行われ、行政不服審査制度が一定の影響を受けるに
至っている。
第一に、1993 年に制定された行政手続法による影
響である。行政手続法は、「行政運営における公正の
確保と透明性（…）の向上を図り、もって国民の権利
利益の保護に資する」ことを目的に、処分、行政指導、
「聴
届出に関する手続を規定している 11。同法の中で、
聞を経てされた不利益処分については、当事者及び参
加人は、行政不服審査法による異議申立てをすること
ができない」
（27 条２項本文）とされた。この趣旨は、
「聴聞手続においては…当事者等の反論防御のために
手厚い保障を与えており改めて事後に当該行政庁に対
して異議申立てさせる意義に乏しいと判断されること
から、聴聞を経てされた不利益処分については、この
ように措置している 12」というものである。詳細には
立ち入らないが、行政手続法の規定する聴聞手続は、
異議申立てだけではなく審査請求と比較しても公正
性・中立性、手続保障の点で優っており、これとの平
仄の観点から、行政不服審査法における審査構造、審
理手続の改善が要請されていた。
第二に、2004 年に行われた行政事件訴訟法の改正に

（２）行政救済制度検討チーム取りまとめ
旧法案の廃案後、2010 年８月に、総務大臣と行政
刷新担当大臣を共同座長とする「行政救済制度検討
チーム」が設けられ、①行政不服審査法の改革、②不
服申立前置の全面的見直し、③地方における新たな仕
組みの検討の３点について検討が加えられた。検討の
結果として、翌 2011 年 12 月に「行政救済制度検討

12

行政不服審査制度の見直しについて

チーム取りまとめ」が公表された 17。そこでは、第一に、
行政不服審査法の改革として、①目的の改正、②審理
官制度の創設、③審査請求人の補助体制の整備、④多
様な裁決のメニュー化（処分の義務付け裁決・差止裁
決等の導入）、⑤審査請求への一元化等の不服申立て
の構造の整理、⑥不服申立人適格の範囲、⑦その他審
理の迅速化等、⑧地方公共団体における措置、⑨代理
人制度の検討、第二に、不服申立前置の全面的な見直
し、第三に、不服・苦情を広く受け付ける国・地方を
通じた新たな仕組みについての提言が行われた。
ここで、事前行政手続、事後行政手続との関係とい
う観点からすると、④については、行政不服審査法中
に義務付け裁決・差止裁決を新設し、これに対応した
仮の救済の仕組みを設けるとともに、行政指導の中止
等の求めを行政不服審査法中に法定するという形で、
行政訴訟制度と可能な限り平仄を合わせるようにする
とともに、行政不服審査法中に完結的に規定すること
を提言している点が注目される。また、不服申立前置
の全面的な見直しについては、見直しの結果として、
不服申立前置を規定する 99 法律中 55 法律について
廃止、８法律について一部廃止、８法律について二重
前置主義の一重化、28 法律について存置という結論
が得られており、自由選択が原則であり、不服申立前
置は例外であるという制度の建前に大きく近づく成果
が得られている点が特に注目に値する。

稿が「見直し方針」、ひいては「見直し方針」を元に
作成される改正法案の理解の一助となれば幸いであ
る。

塩野宏『行政法Ⅱ [ 第五版補訂版 ]』（有斐閣、2013 年）8
頁参照。
２ 以上につき、岡田正則「訴願法と行政不服審査法」行財政研
究 70 号（2008 年）11 頁以下参照。
３ 田中真次・加藤泰守『行政不服審査法解説〔改訂版〕
』（日本
評論社、1977 年）6 頁参照。
４ 田中・加藤前掲書 6 頁以下参照。
５ 文献の引用も含め、詳細は、大江裕幸「行政不服審査制度改
革の動向」季刊行政管理研究 116 号（2006 年）69 頁以下参照。
６ 不服申立の対象が「事実行為」
（法 2 条 1 項）の場合には、
事実行為の全部または一部の撤廃となる。
７ 以下では、総務庁（当時）からの委託に基づき 1998 年 6 月
に取りまとめられた「事後救済制度調査研究委員会報告書」
の整理を参考とする。同報告書の一部は、ジュリスト 1137
号（1998 年）159 頁以下に掲載されている。
８ 代表的なものとして、宮崎良夫「行政不服審査制度の運用と
問題点」同『行政争訟と行政法学〔増補版〕』
（弘文堂、2004 年）
97 頁以下〔初出は 1986 年〕、南博方「行政不服審査の理念
と現実」樋口陽一 = 高橋和之編集代表『現代立憲主義の展
開 下』（有斐閣、1993 年）561 頁以下参照。
９ 総務省 HP「行政不服審査法」
（http://www.soumu.go.jp/
main_sosiki/gyoukan/kanri/fufuku/） 内 の「 平 成 23 年
度調査結果」による。
10 櫻井敬子『行政救済法のエッセンス』
（学用書房、2013 年）
17 頁以下参照。数多くの特例的行政手続について類型化の
上で分析を加えたものとして、「特集・準司法手続等の今日
的意義」ジュリスト 1352 号（2008 年）2 頁以下がある。
11 その後、2006 年の改正により、命令等を定める手続につい
ての規定が追加されている。
12 財団法人行政管理研究センター編『逐条解説行政手続法』
（ぎょうせい、2006 年）240 頁。
13 この改正については、例えば、塩野・前掲書 72 頁以下、小
早川光郎 = 高橋滋編『詳解改正行政事件訴訟法』（第一法規
株式会社、2004 年）参照。その後の施行状況の検証として、
高橋滋編『改正行訴法の施行状況の検証』（商事法務、2013
年）が有益である。
14 この報告書については、
「特集・行政不服審査制度改正に向
けて」ジュリスト 1315 号（2006 年）50 頁以下の座談会お
よび解説とあわせて、大江・前掲論文を参照。
15 両報告書を始めとして、改革に向けた検討についての関係資
料の多くは、前掲総務省 HP「行政不服審査法」で参照可能
である。
16 旧法案についての文献は枚挙に暇がない。それ自体は「行政
救済制度検討チーム取りまとめ」を対象とするものであるが、
宇賀克也「行政不服審査法の見直し」民事研修 661 号（2012
年）2 頁以下に掲げられた文献を参照されたい。
17 「取りまとめ」も含め、
「検討チーム」に関する資料は、内
閣 府 HP「 行 政 救 済 制 度 検 討 チ ー ム 」（http://www.cao.
go.jp/sasshin/shokuin/gyosei-kyusai/）で参照可能であ
る。
18 あわせて、添田徹郎「
「行政不服審査制度の見直し方針」に
ついて」行政管理研究 143 号（2013 年）37 頁以下参照。
１

（３）行政不服審査制度の見直し方針
その後、2013 年になり、旧法案を基礎に、行政不
服審査制度に係るヒアリング、行政不服審査制度の見
直しに係る検討、「行政不服審査制度の見直しについ
て（案）」に関する意見募集等を経て、今回の「行政
不服審査制度の見直し方針」が公にされるに至った。
「見直し方針」の内容については本紙特集の他稿に委
ねることとするが 18、一点だけコメントを加えるとす
れば、「見直し方針」は基本的には旧法案に一定の修
正を加えたものであるが、行政救済制度検討チームの
大きな成果である不服申立前置の見直しを引き続き行
うことを盛り込んでおり、自由選択主義という現行制
度の基本的な発想に立ち返っているという点で評価で
きるものである。

６

特集

結びにかえて

以上、ごく簡単に、今回の「見直し方針」に至る背
景と経緯について論じてきた。行政不服審査制度は、
その改革の必要性が指摘され、ここ数根は改革に向け
た具体的な取組が進められつつも、なかなか実現に至
ることなく、検討に次ぐ検討が加えられていたという
経緯がある。今回の「見直し方針」は、考え得る限り
で最善のものであるかどうかは議論の余地があるとし
ても、これまでの検討の成果を十分に取り入れたもの
であって、少なくとも現行の行政不服審査制度の改善
に寄与するものであると評価することができる。本稿
はそこに至る背景と経緯までを扱うものであるが、本
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県

鳥取県には、東部に広大な鳥取砂丘、

倉吉白壁土蔵群・赤瓦

うらどめ

文豪・島崎藤村も絶賛した浦 富海岸、中
なげいれどう

皆生温泉

み とくさんさんぶつ じ

部に国宝投入堂（三徳山三佛寺）、西部に
だいせん

中国地方最高峰の大 山など数多くの観光
スポットがあります。
また、県内各地に泉質のよい温泉があ
りますので、これからの季節、温泉と共
に松葉がになどの食を御堪能ください。

三朝温泉

名所と食べ物
かい け

■ 皆生温泉

県西部に位置する皆生温泉は、1900 年に漁師が海に
湯が湧くのを発見したのが始まりです。
泉質は、ナトリウム・カルシウム塩化物泉で、毎分
4,000ℓものお湯が湧出しています。美肌効果にも優れ
ており、女性にとってもうれしい温泉です。
目前に皆生海水浴場が広がり、日本の白砂青松百選に
選ばれている浜辺からは、東に秀麗な大山が望めます。

製シャンパン”のようだと大好評です。皆生温泉の各旅
館で御賞味いただけます。

皆生温泉オリジナル日本酒

み ささ

■ 三朝温泉

皆生温泉

■ 皆生温泉オリジナル日本酒

皆生温泉旅館組合青年部が、稲作農家や酒造会社など
と連携して平成 21 年に完成させたのが皆生温泉オリジ
かみだい

ナル日本酒「皆生温泉 海に降る雪 上代」です。酒米
の田植えから稲刈り、酒の仕込みまで青年部も加わって
造るこだわりのお酒です。極上の純米大吟醸あられ酒で、
炭酸の効いたスッキリとした飲み口。酒通の間では“和
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県 中 部 に 位 置 す る 三 朝 温 泉 は、 平 成 26 年 に 開 湯
850 年を迎える、世界有数のラジウム泉が湧き出る温
泉地です。
ラジウムが崩壊してできるラドンが豊富に溶け込んで
おり、空気中に散ったラドンを吸うことで新陳代謝を促
進し、免疫力や治癒力を高め、老化や生活習慣病の予防
に役立つといわれています。また、無色透明のお湯はミ
ネラルを豊富に含み、飲泉にもおすすめです。

を着て、まち歩きを
するプランも人気で
うつぶき

三朝温泉

平成 25 年８月にオープンしたヴァイオリンなどの弦
楽器をテーマとしたみささ美術館、懐かしい射的やス
マートボールが楽しめる昭和レトロな遊技場などで、体
も心もリフレッシュしてください。

■ 三朝とちもちぞうに

お正月のお雑煮は地方色豊かで、全国各地でいろいろ
なものが食べられているようですが、鳥取のお雑煮は小
豆の煮汁に柔らかく煮た丸餅が入ったものが特徴的で
す。
中でも、県中部の三朝町では古くから白餅の代わりに
「とち餅」を用います。
このような独自の食文化に着目して、この「とち餅雑
えん

煮」で地域を盛り上げようと「三朝とちもちぞうに縁
JOY 会」という団体が立ち上がって、PR 活動を展開し
ています。

す。打 吹公園の羽衣
池の天女伝説にあや
か っ た「 ほ ど き 紙 」
は、紙に断ち切りた
い思いを書いて池で
溶かすことで清算し
再スタートできると
いわれ、恋愛や仕事
のもやもやした気持
ちをスッキリしたい
方におすすめです。

白壁土蔵群を倉吉絣でまち歩き

ぎゅうこつ

■ 鳥取 牛 骨ラーメン

牛骨ラーメンは、全国的にも珍しい牛の骨からスー
プをとるしょうゆ味のラーメンで、琴浦町や倉吉市な
ど県中部では、ラーメン専門店だけでなく大衆食堂や
レストランでも提供されるメニューです。
この「牛骨ラーメン」を御当地食文化として全国に
売りだそうと地元ファンらが「鳥取牛骨ラーメン応麺
ぎゅうきょく

団」を結成し、厳選した地元食材による「牛極ラーメン」
を開発しました。そのほか、牛骨ラーメンマップの作
成や、県中部の牛骨ラーメンを提供するお店の系統を
よみうし

名鑑にした情報誌「読牛新聞」の発刊、さらには平成
23 年 11 月から東京ラーメンショーへの出展など、県
中部の味として発信し続けています。

鳥取牛骨ラーメン
三朝とちもちぞうに

くらよししらかべ ど ぞうぐん

あかがわら

■ 倉吉白壁土蔵群・赤 瓦

三朝温泉から車で約 20 分の位置にある倉吉市。
玉川沿いに並ぶ白壁土蔵群は、江戸 ･ 明治期に建てら
れたものが多く、国の重要伝統的建造物群保存地区に選
定されています。玉川に架けられた石橋や、赤瓦に白い
漆喰壁の落ち着いた風情のある街並みを歩くと、時間が
ゆっくり流れていくのが感じられます。
江戸末期から倉吉に伝わる伝統工芸の倉吉絣の着物

お問合せ
■鳥取県観光政策課
TEL 0857-26-7237
■鳥取県食のみやこ推進課
TEL 0857-26-7835
■とっとり旅の生情報HP
http://www.tottori-guide.jp/
■食のみやこ鳥取県HP
http://www.pref.tottori.lg.jp/syokunomiyako/
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徳島県

日本百名山

への

未 来

遺 産

西日本第２の高峰「剣山」

日本百名山の一つである剣山は、標高 1,955m を
誇る西日本第２の高峰です。山頂は高原のように広
く開けており、360 度見渡せる眺望は美しく、天気
が良い日には室戸岬や紀伊半島、遠くは瀬戸内海を
越えて大山まで見渡せる時があります。
山頂までは登山道が整備されており、三好市見ノ
越から運行している登山リフトを利用すれば１時間
程度で頂上まで登ることができることから、非常に
登りやすく、シーズンを通して、初心者からベテラ
ンまで多くの登山者でにぎわっているところです。
一方で剣山は、古くから山岳信仰の「霊峰」、修
験道の山として知られています。また、
「平家の馬場」
や「刀掛けの松」を始め、平家や安徳天皇にまつわ
る伝説が各所に残るなど、様々な魅力を秘めた山で
もあります。
高山植物の群生地や原生林も数多く残っており、
特に、宮尾登美子原作「天涯の花」でも紹介された、
黄色い可憐な夏の花・キレンゲショウマは、天然記
念物にも指定されており、８月上旬から中旬に見ご
ろを迎えます。また、頂上一帯はミヤマクマザサの
群生地になっており、その植生を守るため、木道が
設置されています。

次郎笈から見た剣山

キレンゲショウマ

御塔石
大剣神社の御神体。その下から湧き出る御神水は
日本名水百選に認定されている

剣山系の「次郎笈」や「三嶺」
「一ノ森」などの
山岳地帯と、
「大歩危」
「小歩危」
「祖谷渓」などの
渓谷部は、「剣山国定公園」として指定されており、
平成 26 年３月３日には記念すべき 50 周年の佳節
を迎えます。今後もこの大切な「地域の宝」を、地
域が一体となって継承していくため、新たな 50 年
に向けての取組を進めてまいります。

〈お問合せ〉
徳島県西部総合県民局企画振興部
TEL 0883-53-2043
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< 天草陶磁器の誕生 >
熊本県の南西に位置する天草は、有明

海や東シナ海に面し大小の島からなる風

光明媚な温暖な地方で、南蛮文化の影響
を随所に受けたところです。

天草の地は、良質な陶石の産地でもあっ

たことから、江戸時代中期、高浜村（現・
熊 本 県 天 草 市 天 草 町 ） の 庄 屋、 六 代 目
うえ だ でん ご

え

も

ん

上田伝五右衛門によって開窯されたのが、

天草陶磁器の始まりです。

天草陶石

そして、時代とともに発展し、後に焼

き物の代名詞とまでなる瀬戸焼の隆盛の

元となるなど、全国の窯業の産地に大き
な影響をあたえるようになりました。

< 現在の取組 >
平成 15 年に国の伝統的工芸品の指定を

熊本県

受け、現在も十数の窯元が歴史と伝統を
受け継ぎ、天草陶石を利用した透明感の
ある白磁や、地元の土を利用した温かみ
のある陶器を作っています。

毎年開催している大規模な陶磁器展は、

平賀源内も絶賛した
肥後熊本 天草陶磁器の魅力と源流

県内外から多くの客が訪れる観光イベン

トとして定着しており、地域一体となっ
て「陶磁器の島・天草」の魅力を広める
ための活動を行っています。

天草の景観

国登録有形文化財・上田家住宅

< 天下無双の上品「天草陶石」>
天草陶磁器の原料となる天草陶石は、砕

き易く、また形成しやすく、粘土を混ぜな
くてもそのまま焼き上げるだけで美しい白

天草陶磁器（白磁）

磁に生まれ変わります。埋蔵量、質ともに、
天草は日本一と言われています。

あらゆる分野に才能を発揮し日本のダ・

ビンチといわれる平賀源内は、長崎留学
中に、天草陶石について「陶器土、右之
土天下無双の上品に御座候」と始まる、
「陶

器工夫書」という建白書を提出し、天草
郡代に窯業の奨励を提言しました。
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お問合せ

熊本県伝統工芸館
〒 860-0001
熊本県熊本市中央区千葉城町 3-35
TEL 096-324-4930
FAX 096-324-4942

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. 352

「へき地を知っている医師が
ドクターヘリに乗る」
青森県八戸市立市民病院救命救急センター所長

大ケガをしたら、どの病院で手術をするのがいい
のか誰も知らない。癌の手術や、脳卒中なら、あ
そこの病院がいいらしい、あっちはよしたほうが
いい。うわさは飛び交う。仮に、重症外傷の治療
にふさわしい病院があらかじめ判っていても、交
通事故現場から遠ければ、そこまでは行き着けな
い。重症外傷の場合、患者は病院を選べない。発
生場所がへき地ならなおさらのこと。
私は、自治医大を卒業した後、故郷の青森県で
臨床研修を受け、３年目で一人勤務のへき地診療
所に赴任した。そこで己の未熟さを思い知った。
内科と救急の大事さを痛感した。その後へき地中
核病院で外科研修を行ったが、貪欲に内科と救急
も学んだ。年齢を重ねるとともに、外科の難しい
手術もできるようになった。このまま外科の指導
医となり、後輩の手術の助手をして医師人生の下
り坂に向かうのかに思われた。当時のテレビニュー
スでは警察庁長官が何者かに銃撃され、大動脈、
腎臓、腸管を貫通した大けがのことが報道されて
いた。そして緊急手術で助かったことをその後知っ
た。自分の目の前に、銃撃された警察庁長官が運
ばれてきたら助けられるのか（ありえないことだ。
救急隊がわざわざ私の僻地病院を選定するとは思
えない。でも当時はそんなことを考えた）
。39 歳
で安泰に思えた田舎の外科医人生をやめて、まっ
たく知らなかった救命救急の修練をする道に入っ
た。
ヨーロッパの救急外傷外科医は、胸腹部外傷に
加えて頭部と四肢骨折にも対応する。私が修練を
開始した警察庁長官を助けた施設はそれに近かっ
た。その関連施設で年間の外傷手術件数が最も多
い激しい病院赴任を私は志願した。６年間の修練
で腹部、胸部外傷はもちろん、頭部外傷や骨折手術、
動脈カテーテルによる塞栓術も自ら行うことがで
きた。
今なら、目の前に警察庁長官が撃たれてきても
助けられる。そこまで到達した私は、故郷の青森
県に帰る決心をした。戻って救急医を育てよう。
青森県の救急は私が離れていた６年間にほとんど
進歩していないように見えた。
赴任した八戸市はどんどん救急医療のレベルが
上がったが、それ以外の市やへき地の救急医療レ
ベルを引っ張り上げることはできないのがもどか

今 明秀（６期生、青森県）

しかった。
国内では、ドクターヘリが始まったばかりだっ
た。基地病院から 50km 圏内では、まるで都市部
と同等の高度救急医療を受けられる。時速 200km
で患者発生場所まで飛び、救急医が現場で治療を
開始するシステムだ。100km を超えるへき地に
も和歌山県ドクターヘリ（５期生加藤教授）は飛
んでいた。私は、自分の診療範囲を広げるために、
このドクターヘリシステム導入を、八戸市へ赴任
する条件として既に市長に相談していた。
2009 年、赴任５年目に夢はかなった。八戸市か
ら青森県ドクターヘリが離陸する。このシステム
で私は、青森県のほぼ全域の特に、僻地に高度救
急医療の手を差しのべることに成功した。へき地
で奮闘していた自治医大の卒業医師から大歓迎さ
れた。自ら、古巣の本州最北端に飛ぶ。通い慣れ
た六ヶ所村に飛ぶ。
４年間で 1,500 回の出動を数えた。全部がへき
地出動ではないけれど、この回数の分だけ患者が
助かり、地域で働く医療従事者の手助けをしたこ
とになる。
へき地を知っている医師が救命救急センターで
働く。そしてドクターヘリに乗る。日本の救急医
療を美しい形に仕上げるヒントだと思う。ドクター
ヘリの絶大な効果を知った青森県知事は 2012 年、
２機目のドクターヘリの導入を決めた。多くの点
で後進県に挙げられる青森県だが、私が戻って８
年で見違えるように変わった。きっと後輩は胸を
張って言うだろう。「青森県出身です」

ドクターヘリと 22 名の救急医たち
最後列左２番目 11 期生野田頭達也、４番目６期生著者、５番目濱舘香葉
( 旧姓伊藤、14 期生）。
最前列左端女性は 27 年前に著者が赴任したへき地診療所で担当した小
学生で今は救急医としてスタッフ。

18

公共FMスクール「基礎講座」
−ファシリティマネジメントの基本を考える−
ご挨拶

公共施設は、増やす時代から減らす時代になりました。質的には老朽化が進み各種事故やトラブル
が発生しています。財源は限られ、一方、住民サービスの向上が求められています。まさにファシリティ
マネジメント(FM)の発想が要求されています。このような状況でどのようにFMに取り組めばよいのか、
その進め方はどうすればいいのか、今、あらためてFMの基本を考えます。そしてFMの先駆的な取り
組みをしている各氏にそのノウハウを伝授して頂きます。きっと明るい道しるべになると思います。ふ
るってご参加ください。

日

時

2013年11月20日（ 水 ）

講

演

10：00〜10：15

挨拶・FM最近情報

10：15〜12：00

基本講演「公共FMの基本」 松成 和夫 氏（プロコード・コンサルティング代表 ）

成田 一郎（ JFMA常務理事 ）

●昼食

13：00〜17：00

公共FMの進め方（ 講演とパネルディスカッションとQ&A ）
その１：パネラー講演
（予定：各45分）
今井 祥貴 氏（ 奈良県総務部ファシリティマネジメント室
寺沢 弘樹 氏（ 千葉県流山市総務部財産活用課
池澤 龍三 氏（ 一般財団法人

主査 ）

係長 ）

建築保全センター 保全技術研 第三研究部 次長 ）

●休憩

その２：パネルディスカッションとQ&A（1時間30分 ）
パネラー3氏×司会進行

松成 和夫 氏

17：10〜18：30 「意見交換会」
会

場

イトーキ東京イノベーションセンター「SYNQA シンカ」
東京都中央区京橋3-7-1

定

員

参加費

相互館110タワー2階

会議室

70名（定員になり次第締め切りとさせていただきます）
会員：3,000円
（一般：5,000円）
＊「意見交換会」費用は、別途2,000円
＊書籍「公共ファシリティマネジメント戦略」当日割引販売

主

催

公益社団法人 日本ファシリティマネジメント協会（ JFMA ）

●お申し込みはJFMAホームページから

http://www.jfma.or.jp/
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都 道 府 県
だ よ り
2013年11月

Hokkaido

北海道

太陽光発電の普及に向けた取組を始めています
北海道の石狩地域は札幌市を含む６市１町１村か
らなり、全道の人口の約 42%を占めています。
道内の人口や産業が集積する石狩地域においては、
エネルギー需給の変化を踏まえ、エネルギーの地産
地消に向けた再生可能エネルギーの導入促進と関連
産業の育成が急務となっています。
こうした中、石狩振興局は、ビルや大型集合住宅が
多数存在する都市部という特性を生かし、導入に比較
的時間を要さず、危機管理上も有望な太陽光に注目し、
札幌市と連携しながら、太陽光発電に関する基礎知識
や先進事例を学ぶセミナーを開催するなど、太陽光発
電導入の推進に向けた取組を始めています。
その一環とし
て、平成 25 年７
月 よ り「 太 陽 光
発電導入促進情
報登録事業」を
開始しました。
この事業では、
「土地・屋根貸し」
を希望する土地・

建物所有者と、
「土地・屋根借り」を希望する発電事
業者の募集を行い、双方の主体的な協議を促進する
ことを目的に、石狩振興局のホームページ上で登録
情報を公開しており、現在も広く登録を呼びかけて
います。
石狩振興局では、この取組によって、管内におけ
る太陽光発電の導入が加速化することを期待してい
ます。
お問合せ

北海道石狩振興局産業振興部商工労働観光課
TEL 011-204-5179
HP http://www.ishikari.pref.hokkaido.lg.jp/ss/
srk/energy/solar.htm
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青森県

Aomori
「青森おさかな自慢」情報発信中 !

青森県は豊かな自然と漁場に恵まれ、年間を通じ
て四季折々に豊富で品質の良い水産物が水揚げされ
ています。しかし、生産量が全国トップクラスのも
のがたくさんあるにもかかわらず、意外に知名度が
低く、その優位性を生かしきれていませんでした。
県民の方からも「あおもりの魚の品質、おいしさ
をもっと発信すべき」という御意見をいただいたこ
とから、「県民の声」を事業化し、平成 24 ～ 25 年
度の２年間にわたって「青森おさかな自慢情報発信
事業」を実施しています。
漁業者、流通加工関係者、観光関係者、飲食関係者、
学識経験者等を構成員とする「青森おさかな自慢情
報発信協議会」を設置し、地域特産水産物に関する
自慢話の発掘、発信方法を検討した結果、数ある特
産水産物の中から、お勧めの魚介藻類について、産
地ならではの「エピソード」や「うんちく」などを
とりまとめ、平成 25 年８月に冊子『青森おさかな自
慢』として発行しました。
漁師の思いやこだわりなど盛りだくさんの自慢情報
で、県内外の皆さんに「青森のおさかな」の魅力を再
発見していただき、観光客の増加や、地域特産水産物

を利用した飲食・お土
産等の製造・販売促進
による食と観光関連産
業の活性化につなげ、
さらには特産水産物の
販売促進による漁業及
び加工・流通業の振興
により、県内水産業が
より活性化することを
目指しています。
「青森おさかな自慢」
の内容については、青
森県庁ホームページで
公開しています。是非御覧ください。美味しいおさ
かな情報が満載です。
お問合せ

青森県水産振興課
TEL 017-734-9592
青森おさかな自慢 HP
http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/agri/
osakanajiman.html

都道府県だより
Akita

201３年 11 月

秋田県

秋田デスティネーションキャンペーンスタート !
10 月１日から県や市町村、観光関連業者、JR ６社
が一体となって観光客の皆さんを秋田へ呼び込む大
型観光キャンペーン「秋田デスティネーションキャ
ンペーン」がスタートしました。
キャンペーン期間中、JR 東日本では吉永小百合さ
ん出演の CM を放送するほか、JR ６社では全国の駅
で秋田を PR します。また、県では、首都圏におい
て、秋田美人 100 人キャンペーンや竿燈祭りの披露、
食の PR などを行う「秋田けけけ祭り」を始め、様々
な PR イベントを開催しています。
秋田には温泉、
自 然、 美 味、 文
化伝統芸能など
が県内全域に点
在 し て い ま す。
皆さんには素晴
ら し い 温 泉、 自
然、 食 を 体 験 し
ていただくこと
はもちろんです
秋田けけけ祭り
が、 秋 田 な ら で
21

はの特色ある
生活や暮らし
ぶり、地域に
根ざして培わ
れてきた歴史
や文化などを
感じていただ
きたいと思い
ます。
秋田美人 100 人キャンペーン
秋田を訪れ
た方が来たときよりも元気になって、気持ちよくお
帰りいただくため、県民一同、笑顔と真心のあたた
かな「おもてなし」でお迎えします。
また、期間中、県内各地で様々なイベントが行わ
れますので、是非多くの皆さんに秋田に来て楽しん
でいただきたいと思います。

お問合せ

秋田県観光振興課
TEL 018-860-2265
あきたにしました。

検索

岩手県

Iwate
日本最大のジオパーク誕生 !
～震災の記憶を後世に伝える地域へ～

９月 24 日、岩手県宮古市役所の特別会議室で待機
していた山本正徳 三陸ジオパーク推進協議会会長
（宮古市長）の前の電話機が鳴り、それを受けた会長
の口から「ありがとうございます」の言葉が聞こえ
ると、会議室は歓喜の雰囲気に包まれました。
遡ること２年前の平成 23 年２月、推進協議会の
4

4

4

前身である「いわて 三陸ジオパーク推進協議会」が
設立されましたが、その１ヵ月後に起きた東日本大
震災により、協議会活動はすぐに休止となりました。
しかし、研究者からの提言やエリアを同じくする三
陸復興国立公園と連携した取組を推進する観点から、
平成 24 年３月、岩手県沿岸 13 市町村に青森県、八
戸市、気仙沼市、階上町を構成団体に追加し、県境
を越えた「三陸ジオパーク構想」を推進することと
しました。
三陸ジオパークは日本最大の面積・構成市町村数を
誇り、地層地質的にも５億年前からの地層が連続的に
観察できるジオパークの宝庫と言われています。また、
昔から明治・昭和・今回の震災まで津波災害の歴史が
繰り返されてきた三陸は、各年代の津波堆積物が観

察できるほか、津波ごとに建立
された津波記念碑が各地で残っ
ています。また、今回の津波で
被災した建築構造物を震災遺構
として保全する取組も進んでお
り、三陸ジオパークでも当該遺
構をジオサイト（ジオパークの
見どころ）と位置付け、保全へ
協力することとしています。
ドラマロケ地の久慈市小袖海岸に
展示した解説パネル
三陸ジオパークでは、ドラマ
で有名になった琥珀の歴史やロケ地となった美しい
自然景観のなりたちの詳しい解説など、これまでと
は違った視点で三陸を PR しています。是非、三陸ジ
オパークを体感しにいらしてください。
お問合せ

三陸ジオパーク推進協議会
〒 027-0072 岩手県宮古市五月町 1-20
TEL 0193-64-1230
e-mail info@sanriku-geo.com
HP http://sanriku-geo.com
Facebook ページ https://www.facebook.com/
Sanriku.Geopark
twitter @sanrikugeopark48

都道府県だより
Yamagata

2013 年 11 月

山形県

先端的バイオ研究で地域を活性化 !

また、慶應
先端研の関連
技術から生
まれたベン
チャー企業の
中にスパイ
バー（株）が
小島プレス工業株式会社とスパイバー株式会社による
あります。世
工場建設に係る共同記者会見
界で初めて合
成クモ糸繊維の量産化技術の開発に成功し、今世界

山形県が支援している慶應義塾大学先端生命科学
研究所（慶應先端研（鶴岡市）
）は、
IT を駆使した「統
合システムバイオロジー」という新しい生命科学の
パイオニアです。特に、約 30 分で細胞内にある数千
種類の糖やアミノ酸などの物質（代謝物）を一挙に
測定できる「メタボローム解析技術」の開発に成功
し、特許を取得。世界最大
規模のメタボローム解析装
置群を有する、世界最先端
のメタボローム研究の拠点
となっています。
この解析技術の応用によ
り「唾液によるガンの診断」
や ｢血液による肝臓疾患の
一斉診断｣ 等新たな診断技
術や治療法の開発が進んで
いるほか、県が開発したお
米「つや姫」のおいしさを
科学的に解明する等、農業
提供：スパイバー株式会社
･ 食品の分野での成果もあ
新素材「QMONOS」で試作したドレス
がっています。

ク

モ

ノ

ス

的に注目を集めている企業です。「QMONOS」と名
付けられた新素材は、石油に由来せず、軽量で、こ
れまで両立が難しかった強度と伸縮性を兼ね備えた
優れた特性を有し、将来の産業を支える素材として
の可能性が期待されています。
現在、当該地域に小島プレス工業株式会社と共同
で、量産化工場を建設中であり、この新素材を軸と
した関連産業の集積を目指し、産学官が連携した取
組が始まっています。
お問合せ

山形県商工労働観光部工業戦略技術振興課
TEL 023-630-3034
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宮城県

Miyagi
慶長遣欧使節出帆 400 年記念事業

数年に及ぶ交渉にもかかわらず目的を達成する事
はできませんでしたが、常長が最後まで断念せず挑
戦し続けた事実は、大きな困難から再生するための
強い覚悟と勇気を与えてくれました。
出帆の日から 400 年後となる 2013（平成 25）年、
様々なイベントなどを行い、復興へ向けて歩み続け
る宮城の姿を国内外へ発信します。
◇主要イベント
◆芸術銀河 2013 ミュージカル「常長の祈り」
日時：11 月 23 日（土・祝）･24 日（日）
場所：東京エレクトロンホール宮城（宮城県民会館）
観覧料：Ｓ席 2,000 円／Ａ席 1,500 円
◆ ｢オルケスタ ･ デ ･ ラ ･ ルス｣ スペシャルコンサート
日時：平成 26 年１月 28 日（火）
場所：東京エレクトロンホール宮城（宮城県民会館）
観覧料：無料（事前申込要）

1611（慶長 16）年、慶長の大地震による大津波
が発生し、仙台藩は大きな被害を受けました。仙台
藩主・伊達政宗は、震災の発生からわずか２年後、
木造洋式帆船 ｢サン・ファン・バウティスタ｣ を建
造し、支倉常長ら慶長遣欧使節をヨーロッパに派遣
しました。使節の目的は、スペイン国王からスペイ
ン領メキシコとの直接貿易の許可を得ること、ロー
マ教皇に仙台藩領内でキリスト教を布教するための
宣教師の派遣を要請することでした。

お問合せ

慶長遣欧使節出帆 400 年記念事業実行委員会事務局
（消費生活・文化課）
TEL 022-211-2527
詳しくは

都道府県だより
Fukushima

慶長 400

検索

2013 年 11 月

福島県

ふくしまデスティネーションキャンペーン開催
に向けて～キャッチコピー・ロゴマーク決定～
平成 27 年４月１日～６月 30 日まで福島県や県内
市町村、観光関係者と JR グループ６社が連携して、
国内最大級の観光キャンペーン「ふくしまデスティ
ネーションキャンペーン（DC）
」を実施します。
震災以降、全国からいただいた様々な御支援に「お
もてなし」という想いでお返しするため県民限定で
キャッチコピーを公募したところ、3,161 件もの応
募をいただき、
福島市の大波優月さん（７歳）の作品、
「福が満開、福のしま。
」に決定しました。
「福が満開」には、ふくしま
DC 最大の目玉である「花」を
始め、雄大で美しい自然や 130
を超える「温泉」
、豊かでおいし
い「食」など福島にあふれてい
る様々な魅力と、たくさんの笑
顔で、福島を訪れる人を県民全
員でおもてなししていきたいと
いう気持ちを、「福のしま」に
は、そんなたくさんの「福」が 「ふくしまから はじめよう。
ある福島に多くの皆さんに来て キビタン」と DC ロゴマーク
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い た だ き た い、
そして訪れてく
ださった方々に
「八重たん」と DC キャッチコピー
来てよかったと
笑顔で言ってもらえる福島を作り上げていきたいと
いう強い思いを込めています。
現在、来年４月１日から始まるプレ DC の開催に
向けて、県内関係者のおもてなし研修や魅力のある
新たな観光プログラムづくりなど DC ならではの受
入れ体制やおもてなし体制の整備を進めているとこ
ろです。
また、県内の花の名所 200 ヵ所を巡る「花の王
国ふくしまフラワースタンプラリー」や過去３回で
80,000 人が参加した人気の宝探しイベント「コード
F」、過去最大規模で展開する県産品プレゼントキャ
ンペーンなど、来ていただいた方々に楽しんでいた
だけるコンテンツを多数御用意します。来春は、魅
力満載の福島県へ是非お越しください。
お問合せ

福島県観光交流課
TEL 024-521-7398
ふくしまの旅

検索

新潟県

Niigata

地中熱を利用した「越後姫」の栽培試験を行っ
ています
新潟県では、１年を通じて温度が一定している地
中熱を利用し、
当県オリジナル品種のいちご「越後姫」
のクリスマスシーズン出荷の安定化を目指す栽培試
験を開始しました。
現在、越後姫の収穫は通常１～６月が中心であり、
いちごの需要が増える 12 月の出荷はごく僅かです。
今回の試験では、地中熱を利用することで、高単価
が期待される 12 月の出荷量の増加や高品質化、冬の
暖房コストの低減などを目指します。
越後姫の生育に適している温度は 15 〜 25℃です。
地中熱は、温度が 15℃程度で一定しているため、夏
には冷熱、冬には温熱として利用することができま
す。試験では、地下 100m の深さにまで U 字形のパ
イプを埋め、その中で不凍液を循環させ、ビニール
ハウス内に設置したヒートポンプにつなげて越後姫
の適温である 20℃程度の冷・温水を作り、越後姫の
株元に設置したチューブに流します。いちごの成長
点がある株元は温度に敏感なため、夏場は局所的な
冷房として、冬場は局所的な暖房として、効果的に
生育をコントロールすることができます。

冬 場 に は、
ハウス全体の
温度を調整す
る暖房を減ら
すこともでき
ると想定さ
れ、 エ ネ ル
ギーコストの
低減効果も期
待されます。
試験は、これから２年間かけて行う予定で、生育
時期や品質、収穫量などの成果を確認していきます。
再生可能エネルギーの一つである地中熱は、ランニ
ングコストが低く、環境への負荷も少ないため、利
用の拡大が期待されています。実用化にはハードル
もありますが、将来を見据えて取り組んでいきたい
と考えています。

お問合せ

新潟県農林水産部農業総務課政策室
TEL 025-280-5288

都道府県だより
Tokyo

2013 年 11 月

東京都

「下水道技術実習センター」を開設しました

実習や疑似体
験など自ら体
感するプロセ
ス を 通 じ て、
知識・技術の
早期習得と技
術・業務ノウ
ハウの継承を
管路内水中歩行モデルの様子
効果的に推進
します。
また、今後、民間事業者の方々にも御利用いただ
くことで、下水道界全体の人材育成に積極的に貢献
していきます。

東京都は、人材の育成と技術の継承を図る実習施
設「下水道技術実習センター」を、江東区の砂町水
再生センター内に開設しました。下水道技術専門の
大規模な実習施設は国内初です。
実習センターは、13,800㎡の敷地の中に、30 を超
える多彩な実習施設を備えています。
ここでは三つの施設を御紹介します。
一つ目は、運転シミュレーション装置です。実際
の下水処理施設を再現した監視室で、豪雨・停電等
の非常時の対応や故障対応など、施設の運転管理を
体験できます。
二つ目は、人孔モデルです。実際に現場に設置さ
れている人孔・管路が再現されており、入坑時の安
全対策、管路内の目視調査方法等を習得することが
できます。
三つ目は、管路内水中歩行モデルです。ここでは
実際に水が流れている下水道管きょが再現され、水
の流速を調節することができます。流速別の水中歩
行の困難性・危険性等を理解し、安全な作業方法を
習得するための施設となっています。
土木や機械、電気、水質管理等の、様々な分野の

お問合せ

東京都下水道局職員部人事課研修係
TEL 03-5320-6658
下水道技術実習センター受付窓口（※）
TEL 03-3640-2650

※ 見学・ご利用等各種ご相談は、東京都下水道サービス
株式会社下水道技術実習センター受付窓口まで
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栃木県

Tochigi
とちぎの魅力的な景観を映像作品の舞台に
～栃木県フィルムコミッション事業～

栃木県では、本県の知名度やイメージアップ、地
域の活性化などを図るため、映画やドラマ、コマー
シャルなどのロケを誘致し、撮影がスムーズに行わ
れるよう支援するフィルムコミッション事業を平成
18 年から行っています。
これまでに、大河ドラマ「八重の桜」など、600
件以上の県内ロケを支援しており、ロケ地は観光ス
ポットになることもあります。

柴田トヨさん役を演じる八千草薫さん（ロケ地：渡良瀬遊水地）
©2013「くじけないで」製作委員会

11 月 16 日から全国公開される映画「くじけない
で」も同事業が支援した作品の一つ。98 歳で初めて
発表した詩集が大きな話題となった、栃木市出身の
詩人 柴田トヨさんの半生を描いた本作では、県内各
地を舞台に撮影が行われ、美しい風景や趣のある建
物も見どころとなっています。
各作品のロケ地はホームページで公開しています
ので、栃木県にお越しの際は、是非ロケ地めぐりも
お楽しみください。
お問合せ

栃木県観光交流課
TEL 028-623-3308
※栃木県フィルムコミッション HP
http://www.tochigi-film.jp/

「くじけないで」のロケの様子（古河掛水倶楽部 / 日光市）

都道府県だより
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茨城県

Ibaraki
茨城県が運営するインターネットテレビ
ティービー

「いばキラＴＶ」開局１周年
全国で唯一民放県域テレビ局がない茨城県が、地
域情報を動画で発信しようと開局したインターネッ
ティービー

トテレビ「いばキラ TV」が 10 月１日で開局１周年
を迎えました。
より新鮮な情報をお届けするために、地元新聞社
やラジオ局と連携し、また、県民の皆さんにも出演
していただきながら、平日の毎日、県庁内のスタジ
オからライブ番組を配信しています。
10 月１日には、橋本昌・茨城県知事もいばキラ
TV に 生 出 演
し て「 皆 さ ん
にもっと茨城
のことを知っ
て も ら い、 自
分の住んでい
るところを誇
りにしていた
だきたい」と
開局１周年記念特別番組の様子
コメントしま
（橋本昌・茨城県知事といばキラ TV アナウンサー）
した。

茨城の魅力
を新しい切り
口で紹介する
ことにも力を
入 れ て お り、
例えば、バイ
クで旅をしながら観光地を紹介する番組や、スタッ
フ自身が様々な施設に潜入取材する番組などを、い
つでも見られるオンデマンド番組として配信してい
ます。
まだまだ知られていないすばらしい茨城の魅力を
「いばキラ TV」を始め様々な形で県民総参加により
全国に向けて発信していきます。
たくさんの茨城の魅力が詰まった「いばキラ TV」
を是非御覧ください。
お問合せ

茨城県広報広聴課広報戦略室
TEL 029-301-2129
いばキラ TV HP
http://www.ibakira.tv
いばキラ
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埼玉県

Saitama
埼玉ピースミュージアム（県平和資料館）が
リニューアルオープンしました !

戦争の悲惨さや平和の尊さを多くの方に伝えるた
めに様々な展示やイベントを行っている埼玉ピース
ミュージアム（県平和資料館・東松山市）が開館 20
周年を迎え、10 月 20 日にリニューアルオープンし
ました。
リニューアルで変わったところは主に三つ。
一つ目はエントランスです。入ってすぐの壁一面
に、縦 8.5m、横 18m もある壮大な世界地図の大壁
画が来場者をお出迎え。壁画に描かれた「平和」と「創
造」の文字は県立松山女子高校書道部の皆さんの力
作です。
二つ目は愛称です。今までは「埼玉県平和資料館」
と一つの呼び方しかありませんでしたが、この度「埼
玉ピースミュージアム」という愛称が誕生しました。
三つ目は入館料です。リニューアル前は一般の方
で 100 円かかっていた入館料が、全て無料になりま
した。
リニューアルによって若い方やお子さんにも親し
みやすい施設に生まれ変わっています。
そんな「埼玉ピースミュージアム」では企画展や

イベントも盛りだくさん。第二次世界大戦の被災
から力強く立ち上がってきた方々の姿を展示する
リニューアル記念テーマ展「復興―何度でも、立
ち上がって―」、イルミネーションや夜景が楽し
める「ウインターナイトミュージアム」など、学
べて楽しむことができる「埼玉ピースミュージア
ム」に是非足を運んでみてはいかかでしょうか。
お問合せ

埼玉県県民生活部広聴広報課
TEL 048-830-2864
HP http://www.saitama-peacemuseum.jp/

都道府県だより
Chiba
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千葉県

来年 10 月 19 日（日）開催 !
「ちばアクアラインマラソン 2014」

まっています。
また、沿道で
は、地元の方々
による趣向を凝
らした熱い応援パフォーマンスやイベントなどが行
われ、ランナーだけでなく、多くの方々が楽しんで
いただける大会です。
来年 10 月をお楽しみに !

昨年 10 月 21 日に開催し、約 14,000 人のランナー
が参加、約 31 万人の方々が会場や沿道応援に駆け付
けた「ちばアクアラインマラソン」
。10 月に開催さ
れた実行委員会総会において、2014 大会の開催日時、
種目、コースなどを定めた大会要項が決定しました。
今回の特徴は、前回大会後のランナーの声に応え
て、ハーフマラソンも実施すること。マラソン初心 「ちばアクアラインマラソン 2014」大会要項（概要）
日 時：2014（平成 26）年 10 月 19 日（日）
者など幅広い層の方々に楽しんでもらえるよう、パ
午前 10 時スタート
ワーアップして開催します。
種目 / 定員 / 参加料：
もちろん、360 度にわたる空と海の大パノラマの
マラソン（42.195km）/13,000 人 /11,000 円
中を走る爽快
ハーフマラソン（21.0975km）/4,000
人 /8,000 円
感 は、「 ち ば
参加申込： 2014（平成 26）年４月４日 ( 金 ) から
アクアライン
受付開始
マラソン」な
らでは。給食
お問合せ
所では、県産
ちばアクアラインマラソン実行委員会
品でおもてな
TEL 043-223-4107
しするなど千
大会公式 HP
葉の魅力が
http://chiba-aqualine-marathon.com/
いっぱい詰
まるで海の上を走っているような爽快感
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神奈川県

Kanagawa

神奈川県立がんセンター新病院が開院しました !
～慈しみとハーモニーにあふれた病院を目指して～
神奈川県の「都道府県がん診療連携拠点病院」で
ある県立がんセンター（横浜市旭区中尾）は、
この度、
PFI 方式により、新病院を旧病院の近接地に建設し、
平成 25 年 11 月２日に開院しました。
新病院では、がんの「三大治療法」について、機
能を充実強化します。
まず、
「手術による外科治療」については、手術室
を６室から、倍の 12 室に増やしています。
また、
「放射線治療」については、放射線治療装置
（リニアック）を２台から４台に増やすとともに、平
成 27 年 12 月に、全国で５番目の重粒子線治療をス
タートさせるため、現在、重粒子線治療施設の建屋
を建設中です。がん専門病院に重粒子線治療施設が
併設されるのは、世界初となります。
さらに、「抗がん剤による化学療法」については、
外来化学療法に対応したベッド数を 24 床から、倍以
上の 50 床に増やしています。
これらの最先端の西洋医学と東洋医学を融合した
最新の統合医療を目指し、平成 26 年４月には、漢方
サポートセンターを開設し、がん患者さんへの漢方

診療を拡充します。
このほか、第４の治療法として期待されている「が
んペプチドワクチン療法」についても、臨床研究に
取り組むため、平成 26 年４月に「がんワクチンセン
ター」を開設する予定です。
京浜臨海部は、県・横浜市・川崎市が共同して進
めている、ライフイノベーションを推進する国際戦
略総合特区にも指定され、がんセンターが持つ機能
の更なる活用が期待されています。
がんセンターは、県内外からアクセスが便利な相
模鉄道二俣川駅（横浜駅から 11 分、羽田空港から
45 分）から徒歩圏にあります。
神奈川県民はもとより、県外の皆様にも頼りにし
ていただけるよう、日本一のがんセンターを目指し
ます。

都道府県だより
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山梨県

Yamanashi
開幕間近 !
「エンジン 01 オープンカレッジ in 甲府」

１月 12 日から 11 月 10 日まで、国民文化祭史上初の通年
開催となる「富士の国やまなし国文祭」を行い、本県が文化
に染まる一年になっていますが、国文祭に続いて、11 月 29
ゼロワン

日（金）～ 12 月１日（日）の３日間、エンジン 0 1 文化戦
略会議「オープンカレッジｉｎ甲府」が開催されます。
エンジン 01 文化戦略会議は、日本を代表する各分野で活
躍の文化人、知識人、芸術家などが、日本文化のさらなる深
まりと広がりを目的に参集したボランティア集団です。エン
ジン（ENJIN）は、Encourage Japan Intelligent Network
の略で、異分野の才能が、新時代の文化形成の「エンジン」
ゼロワン

となり、「円陣」を組もうとの呼びかけを意味し、01 は、発
足年の 2001 年と、デジタル時代を象徴する数字「０と１」
を意味しています。今年度は、代表を作曲家の三枝成彰さん、
幹事長を本県出身の作家、林真理子さんが務め、作詞家の秋
元康さんや経済評論家の勝間和代さんなど 240 名余りの会
員で構成されています。

この会員が年１回地方都市に集結
し、各種講座やシンポジウム、コン
サートなど多彩なプログラムを展開
す る の が「 オ ー プ ン カ レ ッ ジ 」 で、
近年では３日間で延べ 20,000 人の
参加者を集めています。一昨年度の
鳥取市、昨年度の浜松市に続き、今
年度は甲府市内のコラニー文化ホー
ルや山梨学院大学を会場に、「甲府収
穫祭 ! 日本の才能、まるごと食べよ 「オープンカレッジｉｎ甲府」の
ロゴマーク
う !」をテーマとして開催されます。
ゲストを含め 180 名余りの講師により、117 の講座やシン
ポジウムなどが展開され、県民と知の交流を行うことによ
り、地域文化の振興につながることが期待されます。
泉田新潟県知事、猪瀬東京都知事、川勝静岡県知事、黒岩
神奈川県知事が会員講師として参加を予定しており、横内山
梨県知事もゲスト講師として「世界遺産富士山を語り尽くす」
などの講座に出演します。
どの講座も 500 円のチケットを購入すれば参加でき、チ
ケットぴあ、セブン－イレブン、サークルＫ・サンクスにて
発売中です。また、11 月 30 日の夜は、甲府市内の飲食店
20 数店舗を会場に、講師の方々と飲食を共にするイベント
「夜楽」があり、こちらも実費のチケットを発売中です。
お問合せ

「オープンカレッジ in 甲府」
開催発表の記者会見

山梨県国民文化祭課
TEL 055-223-1360
又はオープンカレッジ in 甲府実行委員会
TEL 055-223-7327
（いずれも平日午前９時～午後５時受付）

幹事長を務める本県出身の作家：
林真理子さん
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静岡県

Shizuoka
フーズ・サイエンスヒルズプロジェクト

＜製品紹介＞白葉茶「白葉美人」
特別な栽培方法によって作られた「白葉茶」。
生育途中の一番茶新芽を黒いネットで覆い、日光を
100%カット。
暗闇の中で、緑色の茶葉は黄白色に変化し、旨味、
甘みの成分であるアミノ酸を増加させます。
なかでも、
緑茶の代表的なアミノ酸である「テアニン」
は２倍以上、
「アルギニン」は３倍以上に増加します。
苦み、渋みを抑え、優しい甘みと薄黄緑のキレイな
色が特徴です。

静岡県の食品関連産業の振興と集積を目指すフーズ・サ
イエンスヒルズプロジェクトについて紹介します。このプ
ロジェクトは、食品の開発や製造を通して、県内経済の発
展と県民の健康増進を図ることを目的としており、食品の
機能性に着目した研究開発や製品化を行っています。
静岡県には、
・ お茶やわさびの産出額など多くの「日本一」を誇る多
彩な農林水産物
・ 富士山からの湧き水や駿河湾深層水などの豊富な水資源
・ 食品やライフサイエンス分野で優れた実績を持つ大学
や研究機関
といった恵まれた地域資源があります。
プロジェクトは、平成 14 年に、これらの資源を背景と
して食品関連企業が集積する県中部地域を中心にスター
トしました。400 社を超える食品関連企業や、大学・公
設試験研究機関・行政・金融など産学官金が一体となっ
てプロジェクトを推進しており、これまでに 83 もの製品
が生まれています。
今後、食品と健康に関する科学研究を進め、機能性食
品等を数多く世に送り出していくことにより、全国一の
健康寿命を更に延伸するとともに、食品関連産業が静岡
県経済を牽引する産業として引続き成長を続けるよう、
プロジェクトのより一層の推進を図ります。

白葉茶の開発（栽培法の確立）については、静岡県・
静岡市地域結集型研究開発プログラムにおいて、農業協
同組合と（公財）静岡産業振興財団・静岡県茶業研究セ
ンター・静岡大学農学部他が共同研究をしています。
お問合せ

静岡県経済産業部新産業集積課
TEL 054-221-3588

都道府県だより
長野県

Nagano
NAGANO が世界に誇るものづくり
長 野 県 は、 以 前
か ら カ メ ラ、 腕 時
計、 オ ル ゴ ー ル な
ど精密機械工業が
発 達 し、 そ の 技 術
は現在も電気機械、
一 般 機 械、 輸 送 用
機械などの加工組
立型産業に受け継
がれています。
また、内陸という
立地上、陸路輸送の
負担が少ない軽薄
短小の部品製造が
盛 ん で あ り、 省 エ
ネルギー化や情報
通信機器等の小型・
軽量・モバイル化、
高性能化に貢献す
る部品産業の集積
地となっています。
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認定技術・製品

企業名（所在地）
オリオン機械株式会社
（須坂市）
樫山工業株式会社
ドライ真空ポンプ
（佐久市）
コトヒラ工業株式会社
ユニットバスパネル製造技術
（東御市）
テレコントロール
株式会社サーキットデザ
エンジンスターター
イン（安曇野市）
株式会社サイベックコー
超精密冷間鍛造順送プレス工法 ポレーション
（塩尻市）
ジャム製造業を原点に
株式会社サンクゼール
６次産業化を実践した戦略技術 （飯綱町）
株式会社渋谷文泉閣
クータ・バインディング
（長野市）
精密立体部品の
太陽工業株式会社
自動積層組立ライン
（諏訪市）
高島産業株式会社
マルチプロ
（茅野市）
多摩川精機株式会社
民間航空機用アクチュエータ
（飯田市）
株式会社塚田メディカル・
間欠式バルーンカテーテル
リサーチ（上田市）
株 式会社デイリーフーズ
コーポレーション
ジュール加熱殺菌システム
本社：東京都
製造拠点：坂城町
NiKKi Fron 株式会社
フッ素樹脂（PTFE）製品
（長野市）
野村ユニソン株式会社
鋳造 - 鍛造一貫工法
（茅野市）
日置電機株式会社
クランプ技術
（上田市）
マイクロストーン株式会社
モーションセンサ技術
（佐久市）
宮後工業株式会社
高精度プレス加工技術
（坂城町）
株式会社ライト光機製作所
ライフルスコープ
（諏訪市）
精密温調空気供給技術

県では今年度、高度な技術や革
新 的・ 独 創 的 な 製 品 の 認 定 制 度
「NAGANO ものづくり エクセレ
ンス」を創設しました。
長野県内に本社又は主たる事業
所を有する製造業者の技術・製品
を、「発展性／先進性」、「技術力」、 木曽漆器の技術と、諏訪・
伊那地方の精密金属加工
・
「生産方法」
、
「市場性」の視点に基 表面処理技術を組み合わ
づき総合的に評価し、「NAGANO せ、伝統技能と先端技術
の融合を図った認定盾
ものづくり エクセレンス 2013」
として 18 件を認定しました。
今後、県としては、ものづくり産業応援助成金
（県内で一定規模以上の設備投資と常勤雇用者の新
規雇用を行った企業に交付する助成金）の優遇など
県事業を活用した支援を行い、更なる事業展開を促
進するとともに、国内外に広く PR し、
「ものづくり
NAGANO」を世界に売り出していきます。
お問合せ

長野県商工労働部産業政策課
TEL 026-235-7192
HP http://www.pref.nagano.lg.jp/sansei/
sangyo/shokogyo/shisaku/excellence/top.html

「NAGANO ものづくり エクセレンス 2013」
認定技術・製品
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Toyama

富山県

10 月、
発車 ! 観光路線バス「富山ぶりかにバス」、
「世界遺産バス」
平成 27 年春の北陸新幹線開業を見据え、駅からの２次
交通の拡充に向けた取組として、10 月５日（土）から観
光路線バス「富山ぶりかにバス」、「世界遺産バス」の実
証運行がスタートしました。予約なしで気軽に乗車でき
るのが大きな魅力です。県では事業費の一部を助成して
います。
氷見のブリ、新湊のカニにちなんだネーミングがユニー
クな「富山ぶりかにバス」は、10 月５日（土）～来年３
月末までの土・日曜、祝日、富山－氷見間を１日１往復
します（運行 : 富山地鉄バス）。日本海最大級の斜張橋「新
湊大橋」などを通り、海越しの立山連峰を楽しみ、カニ
やブリ、シロエビといった富山が誇る港町の味覚を満喫
できるルートで、富山湾岸を走る
初めての観光路線バスです。ルー
ト上の「新湊きっときと市場」や
終着点の「ひみ番屋街」では、漁
港直送の魚介を取り扱う鮮魚店や
飲食店が並び、買い物や食事を楽
しむことができます。
また、「富山ぶりかにバス」の乗
車券に新湊又は氷見での食事券が
ついたお得なセットプランも企画
し観光客におすすめしています。
（セットプランはちてつベストツ
アー（TEL 076-431-3113）に要

予約）。
「世界遺産バス」
は、10 月 ５ 日（ 土 ）
～来年３月末までの
土・日曜、祝日の１
日４往復です（運行：
加越能バス）。高岡か
ら世界遺産 五箇山
までを約１時間で結び、白川郷まで運行しています。合
掌造り集落は茅葺きの三角屋根が並ぶ景観が美しく、こ
れからの季節、山頂の雪化粧も楽しめます。ルート上の
南砺市城端は“越中の小京都”と呼ばれており、風情あ
る街並みを巡ることができます。
実証運行がスタートして約１ヵ月が経ちました。車窓か
らの眺めも素晴らしく、目的地をゆっくり見て回れるのが
良いなど観光客の評判も上々です。県では、路線が定着す
るよう、PR や乗客の満足度向上に尽力していきます。
お問合せ

・ 富山ぶりかにバスについて
富山地方鉄道㈱
TEL 076-432-3456
HP http://www.chitetsu.co.jp
・ 世界遺産バスについて
加越能バス㈱
TEL 0766-22-4850
HP http://www.kaetsunou.co.jp
富山県観光・地域振興局観光課
TEL 076-444-4498

都道府県だより
Ishikawa
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石川県
こんじょう

北陸新幹線金沢開業 PR マスコットキャラクター
「ひゃくまんさん」誕生 !
石川県では、１年半後に迫った北陸新幹線金沢開
業（2015 年春）に向け、首都圏をターゲットに、
｢いしかわ百万石物語｣ をキャッチフレーズとして、
様々な開業 PR 事業を展開していくことにしていま
す。
このキャッチコピーは、石川県の歴史の奥深さや、
石川県がどこにあるかまでも連想させ、石川県だけ
が使える言葉である ｢百万石｣。豊かな歴史・文化や
人の出会い等、石川県の旅に対して期待を抱かせる
言葉として ｢物語｣。そして、石川県全体を表す言葉
として ｢いしかわ｣。これらの三つの言葉で豊かな物
語を体験できる石川県を表現しています。
｢ひゃくまんさん｣ は、この ｢いしかわ百万石物語｣
を象徴し、開業 PR イベントの広告塔として活躍する
マスコットキャラクターとして誕生しました。
そのため、｢ひゃくまんさん｣ は、世界に誇る石川
の伝統工芸をイメージさせるデザインになっており、
ひげには輪島塗が用いられているほか、眉毛を始
め、体の一部には金箔が散りばめられています。ま
た、体全体は加賀友禅柄で、色彩には、赤・黄・緑、
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紺青・紫の「九谷五彩」
が取り入れられていま
す。伝統工芸をイメー
ジさせる一方で、顔と
ひげは、先端技術によ
る県内産の炭素繊維を
使った強化プラスチッ
クでできていて、伝統
と新しい文化が息づく
石川らしさを表現して
います。
愛称募集には、約 5,000 件の応募があり、これら
を参考に、最もふさわしい愛称として ｢ひゃくまん
さん｣ が選ばれました。
去る 10 月 27 日に東京都で開催された「日本橋・
京橋まつり」で首都圏デビューを果たした ｢ひゃく
まんさん｣ は、これから本格化する首都圏での開業
PR イベントなどで大いに活躍させていきたいと考え
ています。
お問合せ

石川県首都圏戦略課
TEL 076-225-1537

岐阜県

Gifu
ぎふ清流国体・
ぎふ清流大会から広がるスポーツの灯

ができつつあり、両大会で生まれた芽は、県内のいた
るところで力強く育ちはじめています。
岐阜県における過去の地域スポーツの成功例と
しては、なんといってもホッケーが挙げられます。
先月閉幕した第 68 回国民体育大会・第 13 回全国
障害者スポーツ大会「スポーツ祭東京 2013」では、 1965 年の岐阜国体以来約 50 年にわたって、中学、
高校、大学、社会人と地道に強化を続け、オリンピッ
各県を代表する選手たちによる熱い戦いが繰り広げ
クの監督や選手も輩出し、今やホッケー王国と呼ば
られ、大成功を収められました。
れるようになりました。11 月２日（土）から 10 日
ちょうど１年前に岐阜県では、ぎふ清流国体・ぎ
（日）まで岐阜県各務原市で開催された「第３回男女
ふ清流大会を開催し、その成功に向け、全県民が一
アジアチャンピオンズトロフィー」においても、多
致団結して取り組んだ感動を思い出しました。両大
くの県内出身選手が活躍しました。現在盛り上がり
会は、まさに郷土への愛情と誇り、そして県民の手
つつある地域スポーツクラブも、ホッケー競技のよ
作りのおもてなしが一挙に現れた場であったととも
うに大きく育っていくよう、県としても支援を続け
に、県内スポーツのレベルを格段に向上させた機会
ていきます。
でありました。今回の東京国体においても岐阜県勢
９月７日には、2020 年の東京オリンピック・パラ
は天皇杯５位、皇后杯３位と堂々たる成績を収める
リンピックの開催が決定しました。今後は、地域ス
ことができ、両大会を通した競技力の底上げが改め
ポーツ全体の振興を図りながら、７年後に照準を合
て実感できました。
わせた競技力向上・選手育成を行い、岐阜県の選手
また、両大会の成果は、国体チームの国内トップリー
が東京オリンピック・パラリンピックで大活躍でき
グへの挑戦という形でも表れています。例えば、ぎふ
るよう最大限の支援をしていきたいと考えています。
清流国体を契機に創設されたチームをベースに「大垣
ミナモソフトボールクラブ」や女子ハンドボールの「飛
お問合せ
騨高山ブラックブルズ岐阜」などのクラブチームが誕
岐阜県広報課
生し、今年から日本リーグで活躍をしています。これ
TEL 058-272-1116
以外にも様々な競技で、地元の協力を得ながらチーム

都道府県だより
Aichi
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愛知県

あいちのブランド牛「みかわ牛」
「みかわ牛」は平成２年に誕生した、愛知県を代表
する和牛（黒毛和種）ブランドです。認定基準をク
リアした「みかわ牛生産農場」で飼育された和牛の
中で、一定以上の品質の枝肉のみが「みかわ牛」と
して認定されます。現在、県内全域で生産され、愛
知から出荷される県黒毛和種のうち 80%以上を占め
ています。
知名度はまだ高くありませんが、平成 23 年に「み
かわ牛」の品質向上を目指し、県内「みかわ牛生産
農場」の生産者全員が参加して「みかわ牛出荷者協
議会」を発足させ、安全、安心、そして美味しい牛
肉づくりを進めています。
また、今年度は、消費者及び飲食店経営者への「み
かわ牛」の認知度向上を図るため、様々な PR 事業
を県の委託により実施しています。11 月は、名古屋
東急ホテルレストランで「みかわ牛フェア」を実施し、
「みかわ牛」のステーキが提供されます。また、蒲郡
市の蒲郡温泉郷では「みかわ牛」が食べられる宿泊
プランを企画しています。来年１月には「みかわ牛」
PR モニターツアーとして、東三河地域の観光と合わ
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せて、
「みかわ牛」のランチが食べられるバスツアー
も実施予定です。
さらに、消費者に「みかわ牛」を提供できる場所
を増やすため、蒲郡観光協会関係施設や名古屋市内
の飲食店、小売店関係者を対象とした試食会も実施
する予定です。

お問合せ

愛知県農林水産部畜産課
TEL 052-954-6426

三重県

Mie
伊勢神宮参拝者数が過去最高を更新中
～実はそれ、ぜんぶ三重なんです ! ～

８年前から準備がすすめられてきた 20 年に一度の
大祭「第 62 回神宮式年遷宮」がクライマックスを迎
え、今、伊勢の街は、空前のにぎわいをみせていま
す。神宮の参拝者数は、これまで平成 22 年の 883
万人が最高でしたが、今年は 10 月中旬で 1,000 万
人を突破し、年間 1,300 万人を超える勢いで推移し
ています。20 年前の前回の遷宮時には、内宮前にお
かげ横丁が開業し、内宮の門前町が活性化しました
が、今回は、昨年４月外宮に「せんぐう館」が開館し、
外宮参道にも新たな店が次々とオープンするなど外
宮周辺のにぎわいが回復し、伊勢の街全体が活性化
しています。
三重県では、この好機を捉え平成 25 年度から 27
年度の３年間にわたり、三重県観光キャンペーンを
展開しています。三重県には、伊勢神宮のほかにも、
世界遺産の熊野古道、モータースポーツの聖地であ
る鈴鹿サーキット、忍者・海女、松阪牛など、魅力
ある観光資源がたくさんありますが、それらが三重
県にあるということはあまり知られていません。
三重県観光キャンペーンでは、
「実はそれ、ぜんぶ

おはらい町（伊勢市）

三重なんです !」という愛称の下、
「三重の認知度向
上」、
「周遊性 ･ 滞在性の向上」、
「三重ファン ･ リピー
ターの拡大」に官民一体となって取り組んでいます。
また、キャンペーンの核として、
「みえ旅案内所」
（84
施設）を設置し、情報発信や案内機能を強化すると
ともに、約 800 軒の「みえ旅おもてなし施設」にも
協力いただき、地域を挙げておもてなし向上に取り
組んでいます。是非この機会にクーポン機能を備え
た「みえ旅パスポート」
（都道府県だより 2013 年４
月号参照）を持って、三重の魅力を満喫していただ
きたいと思います。

都道府県だより
Fukui
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福井県

おいしい福井をめしあがれ !
今年も「ふくい 味の週間」がはじまります。

所でも販売を始めます。
また、県内の小学３年生と中学２年生を対象に、レ
ストランのシェフと学校栄養教諭が協力して「味覚の
授業」を実施。児童・生徒が味の五感をフルに活用し、
味わうことの楽しさや食の大切さを学びます。さらに、
中学３年生を対象に「セイコガニ」の食べ方を学ぶ福
井ならではの食材を生かした授業を行います。
味の週間を締めくくるのが、
「ふくい 味の祭典」
（11
月 16 ～ 17 日）です。当日は、カニ鍋やフグ鍋、御
当地グルメの食べ歩きが楽しめるほか、嶺北と嶺南
の素材を生かした学校給食を提供する「学校給食レ
ストラン」や、県内各地の新そばの食べ比べ、こだ
わりと伝統の福井菓子を集めたスイーツが会場を盛
り上げます。さらに、今回新たに親子等で挑戦する
フクイにちなんだ長さ 29.1m の焼き鯖寿司づくりや、
本県と交流のある県などの特産品を販売するブース
も設けます。
「全国高校生食育王選手権大会」
、
「全日本素人そば
打ち名人大会」などの全国クラスの食イベントも目
白押し。
福井の食の魅力や、本県の食育、地産地消の取組
を広くアピールし、福井ならではのおいしい食を県
内外に発信します。

四季折々の食に恵まれた福井県。特に 11 月は、越
前がにが解禁となり、若狭ふぐも身が引き締まって
旬の時期を迎えます。さらに、コシヒカリを始めと
する各地のこだわり米や新そば、里芋など、福井の
すばらしい食材が豊富に出そろいます。この時期に
福井の食の魅力を見直すとともに、食を大切にする
気運を高めていこうと、11 月の第２日曜日から第３
日曜日までを「ふくい 味の週間」と定め、福井の食
にまつわる様々な催しを繰り広げます。
県内の飲食店や社員食堂では、低カロリー、塩分
控えめで福井の野菜をたっぷり使ったメニュー「ふ
くい健幸美
食」を提供
す る ほ か、
今年度は新
たに惣菜（単
品）メニュー
を 加 え、 各
地 の ス ー
秋の福井はおいしい食が勢ぞろい
パーや直売
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滋賀県

Shiga
スマートインターチェンジが開通します
～滋賀の道がより便利に～

滋賀県では、
「滋賀県道路整備マスタープラン」に
おいて、重点整備項目の一つとして「産業活動を支
援する道路整備」を進めることとしており、今年、
次の２ヵ所のスマート IC が開通します。いずれも
24 時間、
全方向で ETC 搭載の全車種が利用できます。
これにより、スマートインターチェンジ周辺地域
の交通利便性が高まり、立地条件が向上することで、
新たな企業立地による地域産業の活性化を期待して
います。また、高
速道路からの距離
が短縮されること
で、物流の効率化
や定時性が確保さ
れ ま す。 さ ら に、
観光資源へのアク
セスが向上するこ
と で、 観 光 振 興
が図られるなど、
様々な整備効果を
期待しています。
●湖東三山スマートインターチェンジ
日時：平成 25 年 10 月 21 日（月）16 時 【開通済】

場所：滋賀県愛知郡愛荘町 名神高速道路湖東三山 PA
（彦根 IC ～八日市 IC 間）
※開通に併せて、秦荘 PA から湖東三山 PA に改称
●蒲生スマートインターチェンジ
日時：平成 25 年 12 月 22 日（日）12 時 開通予定
場所：滋賀県東近江市 名神高速道路（八日市 IC ～
竜王 IC 間）
10 月 21 日に開通した湖東三山スマートインター
チェンジからは、湖東三山として有名な「西明寺」
「金
剛輪寺」「百済寺」へのアクセスが大変便利になりま
した。これからの季節、是非、湖東三山スマートイ
ンターチェンジを利用して、紅葉狩りにお越しくだ
さい。
12 月 22 日に開通を予定している蒲生スマート IC
からは、
「蒲生あかね古墳公園」や「雪野山古墳」な
どの古墳群、万葉集の恋の歌の舞台になったと言わ
れる「船岡山」などへのアクセスが大変便利になり
ますので、御期待ください。
お問合せ

滋賀県土木交通部道路課高速・幹線道路推進室
TEL 077-528-4142
FAX 077-528-4903
道路課 HP
http://www.pref.shiga.lg.jp/h/doro/index.html

都道府県だより
Kyoto

2013 年 11 月

京都府

全国初！府市協調による動物愛護センター
「動物愛ランド・京都」平成27年開設
平成 24 年８月、山田啓二京都府知事と門川大作京
都市長の合意により、
「京都動物愛護センター（仮称）」
を府市共同で設置・運営することになりました。
この施設は、京都における動物愛護と動物を適正
に飼い養うことについて、府民・市民の関心と理解
を深め、
「人と動物が共生できる、うるおいのある豊
かな社会」の実現を目指す拠点となるものです。
施設の機能と役割としては、動物を通じて命の大
切さを感じる場、人と動物の正しい関わり方を学ぶ
場、人づくり・環境づくりを通じて、人と動物の共
生を推進する場としています。このため、
ドッグラン、
動物ふれあい広場や夜間動物診療所も設置し、動物
愛護ボランティアや獣医師会とも協働して運営に当
たる予定です。さらに、災害時に被災動物を保護収
容することなども計画しています。
また、平成 27 年の新センター開設に先駆けて、本
年度から府市共同で動物愛護事業の取組を強めてお
り、動物愛護週間事業の一環として、動物愛護写真
コンクールや長寿犬表彰を共同で行ったほか、新セ
ンターを広く知っていただくために、施設の愛称や
32

マスコットキャラクターを公募しました。
新センターの愛称はたくさんの応募の中から「動
物愛ランド・京都」に決定し、マスコットキャラクター
は仲良く手をつないだ犬と猫に決定しました。
この新センターの設立を通じて、人と動物が共生
する社会の実現を図りたいと考えています。

Osaka

大阪府
もん

11 月は大阪産地産地消推進月間
を超えるまでになっています。

大阪は食い倒れの街と呼ばれるように食文化が発
展しており、
「たこ焼き」や「お好み焼き」等が有名
です。
しかし、食文化だけでなく、実は農産物の生産も
盛んなことを御存じでしょうか。
「しゅんぎく」の生
産量は全国第２位。他にも、
「お好み焼き」に欠かせ
ない「泉州キャベツ」や、和泉の山を黄色く彩る「大

もん

府内には大阪産 を味わえる飲食店も多数あります
ので、大阪にお越しの際は、
「いいもん ! うまいもん !
もん

大阪産 !」を是非味わって下さい。
※ 大阪府で生産される一次産品及び大阪で永年愛さ
れている特産加工食品

もん

阪みかん」等、この時期は旬の大阪産※が多数ありま
す。
もん
府では、大阪産 の府民認知度向上及び地産地消の
もん

推進を目的に、平成 21 年には 11 月を大阪産地産地
もん

消推進月間、特に 11 月３日を大阪産の日と定め、府
もん

内各地で多彩な大阪産イベントを繰り広げています。
例えば、府内南東部に位置する南河内地域では、
もん

農産物直売所や料理店等 45 店が一斉に大阪産を取り
扱い、それらのお店を巡るスタンプラリーを開催し
ています。
これらイベントや店舗・商品でのロゴマーク使用

＜関連 URL ＞
もん

大阪産公式 HP
http://www.pref.osaka.jp/nosei/osakamon/

もん

などの PR 活動により、大阪産の認知度は府民の半数

都道府県だより
Nara

2013 年 11 月

奈良県

「美味しい奈良のレシピ」が完成 !
ホームページ公開。レシピメニューの提供も。
奈良県では、県内外の有名シェフ 12 名の協力によ
り、30 品目の県産食材を活用した約 100 種類の美味
しい料理レシピづくりに取り組んできました。
この度、このレシピと食材の紹介を掲載したレシ
ピ本「美味しい奈良のレシピ」を作成しました。県内・
首都圏等のシェフに配布して奈良県産食材活用店舗
の拡大を図っていきたいと考えています。
併せて、同ホームページも公開しました。より多く
の方にレシピを御覧いただくことにより、奈良県産
食材の利用拡大を目指すとともに、地産地消を推進
していきたいと考えています。
また、レシピの完成を記念して、JR 奈良駅構内１
階にある県のアンテナショップ
「nara in the box」
で、
レシピメニューをアレンジした料理「美味しい奈良
のレシピプレート」を期間限定で提供する機会も設
けました。レシピプレート注文のお客様には、レシ
ピ本のプレゼントもあり、大変好評でした。
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お問合せ

奈良県農林部マーケティング課
TEL 0742-27-7401
美味しい奈良のレシピ HP
http://www3.pref.nara.jp/nara-recipe/

和歌山県

Wakayama

紀の国わかやま国体会場・
「秋葉山公園県民水泳
場」がリニューアルオープン
平 成 27 年 に 開 催 さ
れる ｢紀の国わかやま
国体｣ ｢紀の国わかや
ま大会｣ に向け、老朽
化していた秋葉山公園
県 民 水 泳 場（ 通 称： 秋
葉山プール）の建て替
えを進めていましたが、
本体工事が竣工し、平成 25 年９月１日リニューアル
オープンしました。
旧 秋葉山プールは昭和 41 年に整備され、前回本
県で開催された昭和 46 年の黒潮国体でも使用されま
したが、老朽化が激しくなり、また耐震性にも問題が
あったこと、国際公認プールがなかったことなどか
ら、再整備が必要となっていました。今回国体を開
催するに当たり、長い間県民に親しまれてきたこと、
コスト等を総合的に勘案し、現地での再開発を行う
こととなりました。
秋葉山プールのリニューアルにより、県立の主要
会場の整備は終了し、開催に向けた準備は着々と進
んでいます。
◆年間を通じて利用できる 50m プールで競技力の向上
や健康づくりを ! 夏は屋外プールでレクリエーション !
屋内には、国際公認の 50m プールや 2,070 席の観
客席、25m プールなどを、屋外には、ウォータース

ライダーや流水式遊泳プー
ル な ど を 設 け て い ま す。
50m プールは、可動壁を
使用することで、25m プー
ル（国内公認プール）とし
ても使用可能です。
従来、プールの利用は夏季に限られていましたが、
リニューアルにより通年利用が可能となりました。
秋葉山プールは和歌山県内唯一の国際公認プールで
すが、通年で国際公認プールを利用できるのは近畿
でもここだけであり、競技力向上に大いに貢献する
ことが期待されています。
プールに併せてトレーニングルームも設置され、
各種教室も開催されますので、県民の健康づくりの
拠点としての役割も果たしていきます。
◆紀州材をふんだんに使用した森の中のプール
屋根には、「紀州材と鉄のハイブリッド材」を用い
るなど建物全体に紀州材をふんだんに使用し、秋葉
山の緑とも調和した水泳場となっています。併せて
周辺の公園整備も進められており、地域のオアシス
として親しんでもらえる施設となりました。リニュー
アルした秋葉山プールを、是非御利用下さい。
お問合せ

和歌山県県土整備部都市住宅局都市政策課
TEL 073-441-3233 FAX 073-441-3232
秋葉山プール管理事務所
TEL 073-445-7300 FAX 073-445-7730
HP http://www.akibasan-pool.jp/

都道府県だより
Hyogo

2013 年 11 月

兵庫県

看護職員の職場復帰と人材確保を支援

○ 兵庫県ナースセンター相談員による支援・アド
バイス
自動マッチングに加え、看護職員の相談員によ
る求職者の適性へのアドバイスや現場をふまえた
相談支援等により、求人・求職のニーズに即した
マッチングを実現。また、ナースセンターで実施
している研修等、求職者に必要な情報をタイム
リーに発信

日本看護協会の調査によると、兵庫県の看護職員
の離職率は全国平均に比べて高く、離職防止・定着
促進対策とともに離職した者への再就業支援対策が
必要となっています。そこで、兵庫県と兵庫県看護
協会では、看護職員の職場復帰や人材確保を支援す
るため、以下の事業を実施しています。

２ ナースセンター・ハローワーク連携モデル事業の実施
厚生労働省のモデル事業として、看護職による相
談ノウハウを有するナースセンターとハローワーク
が連携し、お互いの強みを生かした公的マッチング
機能の強化を行うモデル事業を実施しています。
＜主な内容＞
○ ナースセンターとハローワークが持つ「求人・
求職情報の共有」
○ ナースセンター担当者による、ハローワーク
の相談窓口を活用した「定期的な巡回相談」
の実施等

１ 看護職員の求人・求職マッチングシステム「ワー
クチャンス」の運用
いつでも・どこからでも・簡単な操作で、必要最
低限の情報入力のみで登録できる看護職員の求人・
求職マッチングシステム「ワークチャンス」を運用
しています。
＜システムの特徴＞
○自動マッチング機能
県内での就職の意思のある看護職と県内の求人
施設（病院・診療所等）の双方に登録してもらい、
登録した条件に合った相手の情報を自動で通知
○ e- ラーニング機能を付加
潜在看護職員の復職支援の一つとして、登録し
た求職者は、e- ラーニング（自宅等のパソコン
で自己学習できる）機能を活用して最新の看護の
知識の学習が可能

お問合せ

兵庫県医務課
TEL 078-362-3251
公益社団法人兵庫県看護協会「兵庫県ナースセンター」
TEL 078-341-0240
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森の贅沢 ジビエ
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Inaba’s Gibier
■鳥取いなば地域を
TOTTORI
ジビエのメッカに !
同協議会ではジビ
エの魅力を広く県民
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26 日 ま で 同 協 議 会
の 料 理 提 供 店（13
店 舗 : 平 成 25 年 ９
月現在）で「森の贅
沢ジビエフェア」を開催してます。多くのマスコミ
に取り上げられ、顧客や提供店の増加等の効果が出
てきています。
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健康志向の方へ！
話題のジビエ料理を。

主催／いなばのジビエ推進協議会
http://www.inabagibier.jp

スタンプの店舗数が増えるたび
に賞品も グレードアップ！

TOTTORI

店舗のスタンプが
集まれば 抽選権獲得！

INABA GIBIER

○月 や 栄 町 店
○ペペネーロ
イタリア館
閣
○対 翠
○鳥 取 県 庁 食 堂
○ビ ス ト ロ
フライパン
○山 紫
苑
○夢 豆
庵
○フォレスト姫宮
○道 の 駅
若桜 桜ん坊
○ごきげん倶楽部
○た ん ぽ り 荘
○カフェ
ダール ミュゼ

フランス語で

狩猟肉の事さ

ヘルシーなので

人気上昇中

らしいよ！

ʐʫʀℕɀ
ɄɭȺℕȫĉ

応募方法など詳しくは参加店のパンフレットで！

■川上から川下までがスクラムを組んだ全国初の
「いなばのジビエ推進協議会」
猪や鹿の有効活用を目的に狩猟者、食肉処理業者、
飲食店、物産販売店、商工会、自治体等幅広い分野
の 52 団体で構成された「いなばのジビエ推進協議会」
（平成 23 年５月設立）では、安定供給できる体制づ
くり、ジビエのイメージアップと消費拡大に向け、
「捕
獲・加工・流通」と「広報・交流・調理」の２委員
会で検討を行いながら、活発な事業展開をしていま
す。また、今年度から「いなばのジビエコーディネー
ター」の配置により幅広い会員相互の連携や獣肉処
理事業者の連携による販売体制づくり、商品開発、
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後援/鳥取県・鳥取市・岩美町・若桜町・智頭町・八頭町・鳥取県東部広域行政管理組合・鳥取因幡観光ネットワーク協議会
鳥取商工会議所・鳥取県東部商工会産業支援センター・鳥取市東商工会・岩美町商工会・鳥取市西商工会・八頭町商工会
若桜町商工会・鳥取市南商工会・智頭町商工会・鳥取銀行・山陰合同銀行・鳥取大学・鳥取環境大学・放送大学鳥取学習センター

お問合せ

鳥取県東部振興監東部振興課
TEL 0857-26-7965
いなばのジビエ推進協議会 HP
http://www.inabagibier.jp/

都道府県だより
Okayama
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鳥取県東部では、猪や鹿による農作物等への被害
が深刻で殺処分される頭数も増加していますが、そ
の大部分が廃棄されています。その有効活用に向け
食肉解体処理施設の整備が進み「鳥取県イノシシ・
シカ解体処理衛生ガイドライン」に沿って処理され
た獣肉の販売供給が可能となりました。そこで、官
民一体となってジビエを活用した地域活性化に取り
組んでいます。
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岡山県

「おかやま教育の日」
11 月１日は「おかやま教育の日」です。この「お
かやま教育の日」は、県民一人ひとりに教育への理
解と関心を高めていただき、岡山県の教育の振興気
運を盛り上げていくことを目的として、全国に先駆
けて平成 13 年に県の条例で定めたものです。11 月
１日～７日を「おかやま教育週間」とし、県内各地
で教育に関わる様々な取組を行っており、８割以上
の学校が、地域に開かれた学校の実現に向け、学校
開放や地域の人との交流行事などを実施しています。
また、教育委員会、教育機関においても、教育に関

科学キッズフェスティバル（岡山県生涯学習センター）

する講演会や親子ふれあいイベント、施設無料開放
などを行っているほか、県庁舎を始め様々な施設に
懸垂幕を掲げるとともに、ラジオなどで広報を行い、
広く県民に周知しています。
子どもたちをたくましく心豊かに育てるためには、
学校・家庭・地域が一体となって「地域の子どもは
地域で育てていく」ことが大切です。
「おかやま教育
の日」をきっかけとして、県民総参加で教育に取り
組む気運の一層の醸成を図ってまいります。

地域の方と豚汁で会食（津山市立院庄幼稚園）
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島根県

Shimane

第１回古代歴史文化賞受賞作品が決定しました
島根県・三重県・奈
良県・宮崎県は共同で
古代歴史文化に関す
る優れた書籍を表彰
す る「 古 代 歴 史 文 化
賞」を創設しました。
こ の 賞 は、 直 近 ３
古代歴史文化賞受賞作記者発表の模様
年度に出版された書
籍のうち、学術的基盤に立ちながら一般読者にとっ
て分かりやすく書かれたものを対象としています。
平成 25 年９月９日に東京で開かれた選定委員会に
おいて「古代歴史文化賞」を始めとする各賞が決定
され、引き続き受賞作品の記者発表を行いました。
■受賞作品
＜古代歴史文化賞＞
つ で ひ ろ し
「古代国家はいつ成立したか」／著者：都出比呂志
＜古代歴史文化 みえ賞＞
「古事記はいかに読まれてきたか―< 神話 > の変貌」

＜古代歴史文化 しまね賞＞
せきかずひこ
「古代に行った男ありけり」／著者：関和彦
＜古代歴史文化 みやざき賞＞ み う ら す け ゆ き
「古事記を読みなおす」／著者：三浦佑之

さいとうひで き

／著者：斎藤英喜
＜古代歴史文化 なら賞＞
おお み としひで
「道が語る日本古代史」／著者：近江俊秀

■古代歴史文化賞決定記念シンポジウム
来る 11 月 17 日（日）よみうりホール（東京都千
代田区有楽町）にて、古代歴史文化賞決定記念シン
ポジウムを開催します。
「日本の始まり 出雲・大和・日向・伊勢」をテー
マに、古代歴史文化賞受賞者都出比呂志氏（大阪大
学名誉教授）の記念講演及びパネルディスカッショ
ン、記念コンサートを行います。
お問合せ

古代歴史文化賞決定記念シンポジウムについて
古代歴史文化賞決定記念シンポジウム事務局
TEL 03-5790-6423
HP http://kodairekishibunka.jp/
古代歴文化賞について
島根県教育庁文化財課古代文化センター
TEL 0852-22-6725
HP http://www.pref.shimane.lg.jp/bunkazai/book.html

都道府県だより
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広島県

全国初 !
県立広島病院が監修した「健康弁当」を発売

題・問題が生じました
が、その都度、それぞ
れの担当者が集まって
協議を重ねて課題解決
広島県では民間企業と包括連携協定を締結し、県
を図り、１年間を掛け
民の疾病予防や健康づくりを推進しています。
てようやく実現するこ
この取組の一環で、協定を締結している株式会社
とができたものです。
ローソンとポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式
県 立 広 島 病 院 で は、
会社と連携し、病院食などを日常的に研究している
これまでも、県民の疾病予防や健康づくりに対する
県立広島病院の医師や管理栄養士が監修した「健康
取組として、地域巡回講演会の開催やその講演内容
弁当」が９月 24 日から 10 月７日まで、期間限定で
等をまとめた全国初となる書籍の発刊などを行って
ローソンから発売されました。
いますが、これまでの成果などを踏まえ、今後も常
美味しさとボリューム感を確保しながら、低カロ
に新たな取組へのチャレンジ精神を持って病院運営
リーに仕上げる調理方法や味付けなどによって、一
を行いたいと考えています。
食当たり 500kcal 以下、食塩相当量３g 以下に抑え、 【商品概要】
野菜も多く取り入れるなど、栄養バランスの取れた
① 商品名：県立広島病院監修「七穀米ごはんとチキ
弁当になっているほか、生産量が全国一の瀬戸内広
ンカツ弁当」
島レモンの果汁を使った「ジュレ風レモンソース」 ② 販売期間：平成 25 年９月 24 日～ 10 月７日
も使用しました。
（２週間限定）
大手コンビニ
③ 販売数実績：16,000 個
チェーンが公的医
④ 販売地域：広島・岡山・島根・山口県内のローソン
療機関の監修した
414 店舗
弁当を発売する全
⑤売
価：590 円（税込）
国初の試みという
お問合せ
こ と も あ り、 発 売
広島県病院事業局県立病院課
までには様々な課
TEL 082-513-3235
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山口県

Yamaguchi
元気になるメールマガジン !!
「山口きらめーる」をリニューアル !

歴史、文化、食、自然、産業など、様々な魅力が
あふれる山口県。そんな山口県の魅力を満載してお
届けしているのが、山口県発行のメールマガジン「山
口きらめーる」です。
この度、この「山口きらめーる」をリニューアル
しましたので、魅力的な新コーナーを中心にいくつ
か御紹介します。
★おもしろ山口学
山口県の歴史・文化・民俗・自然などに関するおも
しろいテーマに焦点を当て、時には山口県内で開催中
の展覧会や展示を取り上げて、
「誰にでも分かりやす
く」をモットーに御紹介します。各分野の専門家の方
に御協力いただき、新しい知見を取り入れながら、山
口のディープな魅力を掘り起こしていきます。
★行ってみよう ! 見てみよう !
山口県内で開催予定のお祭りやイベントなどの情
報をお届けします。中でも、特集コーナーでは、祭
りの背景やイベントの豆知識を掘り下げて紹介する
など、知っていればイベントをより楽しめる情報を
お届けします。

★山口県の道の駅
温泉をゆったりと
楽 し め る 駅、 年 間
150 万人が訪れる全
国トップクラスの駅
など、県内には 20 ヵ
所の道の駅がありま
す。このコーナーで
10 月 11 日配信号
は、バラエティー豊
かな山口県内の道の
駅を全て回って、様々な角度から魅力を御紹介しま
す。オススメグルメ情報も必見。
読者アンケートでは、山口県内に在住の方からも
「まだまだ知らないことがたくさん」といった御意見
を多くいただいています。あなたの知らない山口県
を探しに、まずは「山口きらめーる」で情報収集を。
配信は原則月２回。登録・配信はもちろん無料です。
お問合せ

山口県広報広聴課
TEL 083-933-2566
山口きらめーる

都道府県だより
Kagawa
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香川県

うまい たべまい “おいでまい”
香川の新しいお米、本格デビュー

栽培を重ねて今年本格的
な栽培が始まったので
す。
特 長 は、 粒 ぞ ろ い で
香川の新しいオリジナルブランド米「おいでまい」
色 が き れ い な と こ ろ。
がこの秋に本格デビュー。
「おいでまい」は讃岐弁で
「コシヒカリ」のような
「いらっしゃい」という意味で、
「多くの人に食べて
粘 り も あ り、 食 感 が 楽
ほしい、食べに来てほしい」という願いが込められ
しめることも自慢です。
ています。
絹 の よ う に 白 く、 艶 や
西日本では温暖化による夏の暑さで米の品質の低下
かなお米は食欲の秋に
が問題となっていました。そこで香川県では、暑さに
ぴったりです。
強く、おいしさも備えた品種の開発に取り組み、約
購入の際はこのマークが目印
「おいでまい」のブラ
10 年の年月をかけて「おいでまい」が誕生しました。
ンド化に取り組む委員会が決めた基準を守る生産者
平成 22 年に県の奨励品種に採用され、その後、試験
が生産しており、高い品質には自信あります。本格
的な栽培が始まったばかりで生産量が少なく、県外
での流通はまだ少ないですが、インターネットでの
購入もできます。皆さんの食卓に、香川の新しい味「お
いでまい」はいかがでしょうか。
お問合せ

農業生産流通課
TEL 087-832-3418

LOVE さぬきさん おいでまい
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新しいとくしまブランド豚「阿波とん豚」誕生 !

肉質の良さに注目し、イノシシ肉の特徴を生かした
新たな豚の開発を進めてきました。研究の結果、イ
ノシシ肉の特徴である「赤い肉色」と「ジューシー
さ」を伝える遺伝子領域（第 6、第 15 染色体）を明
らかにしました。そこで、肉質の良いデュロック種に、
この特定遺伝子領域を持たせるよう、十数年におよ
ぶ交配を繰り返した結果、肉質が美しい赤色、ジュー
シー、脂肪が甘いといった特徴を持った全く新しい
豚が生まれました。販売に先立ち、新ブランド豚の
「徳島らしく、親しみやすい」愛称を募集したところ、
全国から 2,032 作品もの応募があり、選考の結果「阿
波とん豚」に決定しました。また、ロゴマークも公
募により決定しました。
「阿波とん豚」は、指定農場で特別にブレンドされ
たエサで飼育されるなど、品質保持・生産管理を徹
底しています。今後は、本県の畜産３ブランド「阿
波牛」
、
「阿波ポーク」
、
「阿波尾鶏」と並ぶ一大ブラ
ンドになるよう生産量・販路の拡大を目指します。
皆さんも是非一度、御賞味ください !

徳島県においては、10 月からイノシシ肉の特徴を
持った新たなブランド豚、
「阿波とん豚」の販売が開
始されました。
県畜産研究課では、本県の山里に住むイノシシの

お問合せ

徳島県畜産課
TEL 088-621-2417

都道府県だより
Ehime
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愛媛県

「サイクリングしまなみ 2013」
しまなみ海道は、国内で唯一海峡部を橋で渡るこ
とのできるサイクリングコースとして、また、瀬戸
内の雄大な景色と橋梁の人工美が織りなす絶景から、
多数のサイクリストに支持されております。
このしまなみ海道を舞台に、去る 10 月 20 日、
「サ
イクリングしまなみ 2013」を開催しました。これは、
来年 10 月の開催を目指し準備を進めている 10,000
人規模の国際サイクリング大会（本大会）のプレ大
会として位置付けているものです。
プレ大会では、高速道路本線が走行できるという
プレミアム感もあり、募集開始後僅か５日間で定員
の 3,000 人に達しました。そのうち半数は県外の方々
で、中には台湾やインドネシアなど海外からのエン
トリーもあり、改めて、大会の注目の高さとサイク
リングの裾野の広がりを実感したところです。
当日は、あいにくの雨の中でのサイクリングとな
りましたが、参加したサイクリストからは、霧にか
すむ来島海峡大橋や瀬戸内の島々の景観に「オー !」
と歓声が揚がるなど、悪条件の中であっても、刻々
と変化する景色に感動してもらえたのではないかと
思っています。
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今後は、
来るべき本
大会へ向け、
このプレ大
会での成果
と課題等を
検 証 し、 さ
らに満足度
サイクリングしまなみ 2013
の高い大会
になるよう着実に準備を進めて参ります。
また同時に、世界的自転車メーカー等のネットワー
クを活用し、国内外の多くのサイクリストに向けて
情報発信することにより、世界的なポテンシャルを
持つ「しまなみ海道」の注目度を高め、観光振興や
実需の創出による地域の活性化につなげていきたい
と考えています。
皆さん、来年 10 月に広島県と共同で開催する本
大会に、是非お越しいただき、瀬戸内の絶景の中で、
サイクリングする感動を一緒に味わってみませんか。
お問合せ

愛媛県経済労働部管理局観光物産課
TEL 089-912-2494

高知県

Kochi
豊かな森林資源をダイナミックに活用
～「高知おおとよ製材」が操業開始 ! ～

県土の 84%を森林に覆われた高知県は、約１億 8,000
万㎥（全国第５位）もの森林を有する資源の宝庫です。
高知県では、この豊かな森林資源を活用し、中山間地域
の雇用創出や林業関係者の所得向上などにつなげるため、
高知県産業振興計画の主要な政策の一つとして林業の振
興に取り組んでいます。例えば、小規模な森林を集約し
て効率良く間伐作業を行う「森の工場」の整備などにより、
平成 23 年の原木生産量は 50 万 7,000㎥と増加傾向にあ
ります。また、研修の実施などの担い手対策により、平
成 23 年度の林業従事者数は 1,661 名（平均年齢 50.1 歳）
と、若者を中心に徐々に増えてきています。
こうした明るい兆しが見えてきたところへ、日本最大
の集成材メーカー・銘建工業㈱が主体となって、地元大
豊町や高知県森林組合連合会の協力の下、大型製材工場
「高知おおとよ製材」が、この８月に操業を開始しました。
平成 27 年度のフル操業時には、四国最大級となる年間
10 万㎥もの原木を住宅用部材などに加工して、全国に向
けて供給していく予定です。また、これまで県内の木材
産業を支えてきた製材工場に対しても、木材乾燥施設や
加工機械などの設備を導入するための支援を行うことで、
県全体の木材加工能力を強化していきます。
さらに、これまでは伐採後、山に放置していた細すぎ
る木や曲がった木、木の先端や根本の部分などを、燃料

高知おおとよ製材の加工ライン

として無駄なく活用する取組として、県内２ヵ所におい
て年間約 20 万㎥の木質バイオマスから約 8,000 万 kWh
発電する施設の整備が進んでおり、来年度には稼働を開
始する予定です。
また、欧州で開発された木の板を組み合わせた頑丈な
大判パネル・CLT（クロス ･ ラミネイティド ･ ティンバー）
を使った工法を取り入れて、飛躍的な木材需要の拡大に
つなげるため、７月に CLT 建築推進協議会を立ち上げ、
全国に先駆けて CLT 工法を推進しています。
「高知おおとよ製材」の操業開始をきっかけに、高知県
内の木材加工能力は飛躍的に向上することになります。
このチャンスを生かし、林業・木材産業を高知県の大き
な強みとして発展させていくよう取り組んでいきます。
お問合せ

高知県庁林業環境政策課
TEL 088-821-4572
HP http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030101/

都道府県だより
Fukuoka

遠景
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福岡県

「明治日本の産業革命遺産 九州・山口と関連地域」
を世界遺産へ ! 政府推薦決定
福岡県を含む８県 11 市が世界遺産登録に向け取組
を進めてきました「明治日本の産業革命遺産 九州・
山口と関連地域」が本年９月、2013 年度の世界文化
遺産推薦案件となることが決定しました。
日本は、幕末から明治期にかけて、西洋以外の地
域で初めて、かつ極めて短期間で近代工業化を果た
し、飛躍的な発展を成し遂げました。世界に特筆す
べき重工業の発展過程を示す九州・山口を中心とし
た８地域の資産一群が、世界遺産としての価値を有
するものとしてユネスコへ推薦されます。
日本でこれまでに登録された世界遺産とは異なり、
本推薦には構成資産の中に現役で稼働を続ける工場
施設や港湾等が含まれています。このため、政府で
は稼働中の産業遺産又はこれを含む産業遺産を世界
遺産登録に推薦する為の新たな枠組みを閣議決定し
ました。本推薦はこの枠組みに沿って推薦される第
１号となり、稼働を継続しながら資産が有する世界
遺産的価値の保全を図っていくことになります。
本県では銑鋼一貫製鉄所として日本の製鉄業を牽
引した八幡製鉄所関連施設と石炭産業の代表的存在
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八幡製鉄所修繕工場（非公開施設） 写真提供：新日鉄住金（株）八幡製鉄所

である三池炭鉱関連施設の資産が含まれており、い
ずれも明治日本における重工業近代化の到達点を示
す物証として本推薦の重要な位置を占めています。
2015 年に開催される世界遺産委員会において本登
録について審議されます。九州・山口で初めてとな
る世界文化遺産への登録が大きく期待されています。
お問合せ

福岡県総合政策課世界遺産登録推進室
TEL 092-643-3162

佐賀県

Saga

YouTube で再生回数 150 万回突破 !
「恋するフォーチュンクッキー佐賀県庁 Ver.」

たいという思いで、各所属が様々な工夫を凝らして
撮影に臨みました。
公開するやいなや、全国から反響を呼び、僅か 18
日で動画の再生回数が 100 万回を超え、10 月下旬
現在で約 150 万回を記録しています。御覧になった
方からは、
「来年は里帰りしよう」
、
「佐賀に行きたく
なった、住みたくなった」などの温かいコメントが
続々と寄せられ、中には「ふるさと納税したくなった」
という声もいただいています。また、朝の情報番組
でも取り上げられるなど、自治体のユニークな情報
発信の在り方として注目を集めています。
“笑顔いっぱい、元気いっぱい”の「恋するフォー
チュンクッキー佐賀県 Ver.」。是非、御覧ください。

佐賀県は９月９日、
「恋するフォーチュンクッキー
佐賀県 Ver.」のミュージックビデオをアイドルグ
ル ー プ・AKB48 の YouTube 公 式 チ ャ ン ネ ル で 公
開 し ま し た。 こ れ は、AKB48 の 32 枚 目 の シ ン グ
ル「恋するフォーチュンクッキー」の楽曲に合わ
せ、佐賀県庁職員を中心に、情報発信プロジェクト
フ

ァ

ク

ト

リ

ー

サ

ガ

「FACTORY SAGA」や、少子化対策として取り組
しあわせいっぱい

む「 4 1 8 プロジェクト」など佐賀県の様々な施策
や事業を紹介し
ながら、笑顔で
楽しく踊ったも
の。
これまでの行
政の広報では届
きにくかった層
にも親しみを感
じてもらいなが
ら、佐賀県の魅
撮影には県内各地のゆるキャラたちも参加
力等を広く届け

◆恋するフォーチュンクッキー佐賀県庁 Ver.
［AKB 公式］
http://www.youtube.com/watch?v=Bi4Ikk835Bs

都道府県だより
Nagasaki

2013 年 11 月

長崎県

重要文化財指定記念特別展
「対馬藩と朝鮮通信使」の開催

外交の歴史を中心と
し た 交 流 史 を 紹 介。
そのほか、会場では
韓国の文化を体験で
きるコーナーの設置
や日韓交流のシンポ
ジウム、講演会など
も開催します。
２ 年 後 の 2015 年
は日韓国交正常化
50 周年の節目の年。
この企画展を多くの
皆さんに御覧いただ
き、文化事業を通じ
た韓国との交流が活
性化することを期待
しています。

長崎県は日本の西端に位置し、古くから朝鮮半島
を始めとする大陸との交流が盛んでした。
現在、本県は東アジア地域との歴史的、地理的な
関わりを生かし、その活力を取り込むため、
「アジア・
国際戦略」を推進しています。その中でも隣国であ
る韓国との関係強化は重要であることから、今年５
月に長崎県ソウル事務所を 10 年ぶりに復活させまし
た。
こうした取組の一つとして、10 月 26 日（土）か
ら 12 月 15 日（日）までの 50 日間、長崎歴史文化
博物館で重要文化財指定記念特別展「対馬藩と朝鮮
通信使～12 万点の宗家文書が語る歴史の真実～」を
開催しています。
この企画展は、対馬藩宗家文書が昨年、国の重要
文化財に指定されたことを記念し、開催が決定。国
内に伝来する対馬藩宗家関係資料を一堂に集め、対
馬・長崎・江戸・朝鮮釜山を股にかけた、対馬藩の
実像に迫るものとなっています。
また、韓国からも海外初出品の貴重な資料を展示
し、江戸時代を通して展開された対馬藩による日朝

お問合せ

長崎県文化振興課
TEL 095-895-2762
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元禄対馬国絵図
（長崎県立対馬歴史民俗資料館蔵）

大分県

Oita
被写体は大分県応援団“鳥”めじろん !
『めじろんフォトコンテスト』開催中

そんなめじろんの魅力をもっと多くの人に知って
もらうため、日常のなにげないシーンにめじろんを
取り入れた写真を募集しています。時期ごとにテー
マを設定しており、現在募集しているのは第２弾の
現在、大分県応援団“鳥”めじろんの写真とその
エピソードを募集する「めじろんフォトコンテスト」 「クリスマス」。雪だるまで作っためじろんやクリス
マスケーキになっためじろんなど、今までにない新
を開催しています。
しい“めじろん”を表現してほしいと考えています。
めじろんは、大分県の県鳥であるメジロをモチー
また、イベントで出会っためじろんとの写真やめじ
フにした愛らしいすがたが特徴です。県内外のイベ
ろん看板など、おもしろ写真も同時募集中です。
ントでも着ぐるみが大活躍するなど、出演機会はま
全部で三つあるテーマの大賞各受賞者には、めじ
さに“目白押し”
。
ろんグッズをプレゼントします。また、応募作品は、
エピソードと共に、めじろんのブログ「めじログ」
で紹介します。全国から、多くの方の御応募をお待
ちしています。
応募方法など詳しくは、下記までお問合せくださ
い。

お問合せ

大分県企画振興部広報広聴課
TEL 097-506-2097（直通）
めじろんブログ http://mejiron.exblog.jp/

都道府県だより
Kumamoto

2013 年 11 月

熊本県

県南地域の活性化
「くまもと県南フードバレー構想」

業種交流会の
開催、展示商
談会に関する
勉強会の開催
及び出展支
援、会員が自
主的にチャレ
ンジする活動
「くまもと県南フードバレー推進協議会」
への支援など
設立記念大会の様子
を 行 い ま す。
そのほか、情報発信のための協議会ホームページの
開設やメールマガジンの発行も随時行っていきます。
また、県や市町村でも、食品関連企業の立地促進
に向けた助成や、６次産業化を推進するための商品
開発、海外販路の拡大、企業の農業参入への取組な
どに対する支援を実施します。
このように、多くの関係者が連携し、知恵と力を
結集することで、構想の推進・実現に向けて取り組
んでいきます。

熊本県では、豊富な農林水産物を生かした食関連
産業の振興を図ることで、県南地域（八代、水俣・
芦北、人吉・球磨地域）の活性化を目指す「くまも
と県南フードバレー構想」を策定しました。
本構想では、①６次産業化等による生産物の高付
加価値化、②食関連企業・研究開発機能の集積、③
アジアとの貿易拡大、首都圏への販路拡大④人材育
成の強化・推進体制の構築の四つの方向性を示して
います。
これらを実現するために、農林水産業者や商工業
者を始め、試験研究機関、教育機関、行政機関など
が一体となって、
「くまもと県南フードバレー推進協
議会」を設立しました。会員数は 400 を超え、地域
の期待は非常に高まっています。
協議会では、様々な業種の方々が交流する場の創
出や、食に関連する情報の提供、県南地域を担う人
材の育成、会員間のマッチングやコーディネートな
ど、新たなビジネスにチャレンジしやすい環境づく
りを行いながら、会員の皆さんをサポートしていき
ます。今年度の具体的な事業としては、講演会や異

お問合せ

熊本県企画振興部企画課フードバレー推進室
TEL 096-333-2020
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宮崎県

Miyazaki

宮崎産キャビアこの秋いよいよ販売をスタート !
世界三大珍味のひとつとされるチョウザメの卵
「キャビア」
。
宮崎県では、そのキャビアを県内で生産し、ブラ
ンド名「宮崎キャビア 1983」として、11 月 22 日
から販売をスタートします。
本県で 1983 年に始まったチョウザメの研究は、
30 年という長い期間をかけて、シロチョウザメの稚
魚の安定生産や、魚肉に含まれる機能性成分の分析、
キャビアの美味しさを最大限まで引き出す熟成方法
など、生産から利用に至るまでの技術を確立してき
ました。現在、これらの技術は県内養殖事業者に普
及し、本県は「日本一のチョウザメ養殖産地」となっ
ています。
宮崎産キャビアのコンセプトは、質の追求ととも
に、日本人にキャビア本来のおいしさを届けること
です。そのために、国内でキャビアの食べ方やシー
ンを提案するなど、キャビアの食文化を宮崎から発
信していきたいと考えています。
また、キャビアの印象が強いチョウザメですが、
魚肉のおいしさも魅力の一つです。

「上品な味わいで部位によって様々な味と食感が楽
しめる他にはない食材」と多くのシェフから高い評
価を受けており、県内外のレストランで魚肉を使っ
た料理を味わうことができます。県のチョウザメ研
究の歴史がつまったキャビアと魚肉を是非御賞味く
ださい。
チョウザメ産業は「みやざきフードビジネス振興
構想」の一角を担っており、県と生産者、関係団体
が連携し、チョウザメ産業と宮崎ブランドの確立を
目指していきます。

MIYAZAKI CAVIAR 1983

都道府県だより
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鹿児島県

Kagoshima

伝統的工芸品の新たな可能性を求めて
～現代の生活様式に合った新たな商品開発～
鹿児島県には、経済産業大臣が指定した国指定伝
統的工芸品が３品目あります。1300 年の歴史を持ち、
かすり

独特の泥染めと世界一緻密な絣 が美しい「本場大島
紬」
。隠し仏壇としてその技法が確立され、現在では
豪華さと堅牢さをあわせもつ仏壇として定評がある
「川辺仏壇」。そして、秀吉の朝鮮出兵に同行した薩
摩藩主・島津義弘が陶工を伴い帰国したことで始ま
り、白薩摩と黒薩摩に代表される「薩摩焼」
。
どれも本県が誇る素晴らしい伝統的工芸品ですが、
時代の変化とともに生産量が減少し、後継者の育成
など様々な課題が山積しています。
このような状況を打破する一つの試みとして、県や
関係団体などが一体となり、女性をターゲットとした
テーブルウェア関連商品の開発に取り組んでいます。
薩摩焼は機能的な食器として、本場大島紬はランチョ
ンマットやランプシェードとして、川辺仏壇は仏壇を
製造する際の彫金の技術を生かした箸置きやナプキン
リングとして形を変え、テーブルウェアという新たな
ステージでの販路開拓を目指しています。
今年２月に東京ドームで開催されたテーブルウェ
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アフェスティバルに出展した際は、鹿児島県の伝統
的工芸品がコラボレートしたテーブルウェアとして
消費者の方に大きな反響があったほか、全国放送の
テレビ局からも取材を受けるなど、新たな取組とし
て注目されました。
ほかにも、若手の伝統的工芸品生産者と木工や磁
器などのクラフト作家、デザイナーや流通関係者に
よるプロジェクトチームを立ち上げ、主に若者をター
ゲットとしたハイセンスな生活雑貨の開発などに取
み

ご

て

り組む「MIGOTE プロジェクト」にも取り組んでい
ます。
本県では、今後も、時代のニーズに対応した伝統
的工芸品の開発に取り組んでいくこととしています。
お問合せ

鹿児島県かごしま PR 課
TEL 099-286-3050

沖縄県

Okinawa

！

！

生産量日本一 ! 沖縄の海の幸「クルマエビ」

苦情情報センター

高い商品となっており、刺身はもちろん、和食、中華、
「地方分権苦情情報センター」
フレンチなど幅広い用途に使うことができます。
沖縄県では、さらなる販路拡大を図るため、今年
への情報提供を
度、クルマエビのマーケティング戦略の構築に取り

沖縄県が生産量日本一を誇る海の幸「クルマエビ」
が、これから、旬の季節を迎えます。
クルマエビは、暖海性のエビで、九州・沖縄を中
心に養殖が行われており、沖縄では、海洋深層水で
育てられた健全な稚エビが県内各地の養殖場に供給
されることにより、高品質なクルマエビの安定生産
全 国 知
が実現しています。
滑らかな甲羅に、濃い色の 10 本程度の縞模様、尾
に青と黄色のコントラストが美しく、また、
「姿のイ
セエビ、味のクルマエビ。
」と言われるように、味は
エビの中でも随一とされ、エビ本来の甘みはもちろ
ん、プリプリとした食感も楽しむことができます。
これまで、クルマエビは、おが屑や特殊なシート
を使って湿度を保った「活きエビ」の状態での流通
が主流となってきましたが、現在、さらなる消費拡

組むとともに、次年度以降、県内外でのプロモーショ
ン活動も実施していく予定です。
事これから旬を迎える「活エビ」と共に、年間を通
会
して購入可能で、使い勝手の良い「活〆急速冷凍ク
ルマエビ」を、是非御賞味ください。

いきじめ

大のため、高鮮度で使い勝手の良い「活 〆急速冷凍
クルマエビ」の流通にも力を入れています。
「活〆急速冷凍クルマエビ」は、氷水で素早く活〆
し、急速冷凍をかけることにより鮮度と味が保たれ、
必要なときに必要な分を解凍して使える、利便性の

都道府県だより

2013 年 11 月

「先進政策バンク」の一般公開について

全 国 知 事 会

●●●●●
本会では、平成18年12月18日
（月）から、
「先進政策バンク」ホーム
●●●●●
ページ
（http://www.seisaku.nga.gr.jp）を開設し、一般公開をして
お問合せ

います。
●●●●●
インターネットを通じて閲覧することができるこのシステムは、都道
府県同士が、それぞれの先進的な取組を提案・共有し合い、良いもの
を広げるとともに、切磋琢磨により創造性豊かな発想につなげる情報
提供の場です。
また、地方分権型社会を目指す各都道府県の先進的な施策・事業
について、分野別や都道府県別等の検索が行えますので、国民の皆様
にも幅広く御理解の上、御活用いただきたいと思います。
なお、
「先 進 政 策 バンク」ホームページには、本会のホームページ
（http://www.nga.gr.jp）からもアクセスすることができますので、
これらのホームページを閲覧、活用していただきたく存じます。
当サイトに関するお問合せにつきましては、右の窓口まで御連絡下
さい。
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連絡窓口：全 国 知 事 会 調 査 第 三部・
地方自治政策センター
TEL

：03-5212-9136

FAX

：03-5210-2020

メール

：kenkyushitsu@nga.gr.jp

Information

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

北海道
青森県
秋田県
岩手県
山形県
宮城県
福島県
新潟県

イベント・PR 名など
「イランカラプテ」キャンペーン実施中！

実施期間・実施日
－

え～ぞ・しりべし／後志総合振興局 facebook

－

日高暮らし応援ナビ

－

ひだかっていいね！ / 日高総合振興局

青森県庁イベントインデックスページ

－

青森県観光情報サイト

－

アプティネット

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

－

やまがたへの旅

－

観光ホットニュース

全国各地における「山形県物産展」の開催情報

－

山形樹氷国体の開催について

－

みやぎ観光 NAVI

－

食材王国みやぎ

－

声楽アンサンブルコンテスト全国大会公募審査
福島空港ウルトラ DAY ～ウルトラヒーローがやってくる～
第 2 回新会津伝統美食ウィーク

H25 年 11 月 16 日、12 月 21 日
H25 年 11 月 23 ～ 12 月 1 日

にいがた紅葉情報 2013
〜越後にいがた〜

H25 年 12 月 9 日～

－

北区のコレが旬！特産市

H25 年 11 月 15 日～ 11 月 17 日

世界ジオパークのまち糸魚川観光物産フェア

H25 年 11 月 22 日～ 11 月 24 日

東京都

イベントカレンダー

－

群馬県

イベント情報

－

栃木県

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

奥秩父大滝紅葉まつり

～ H25 年 11 月 24 日

八丁湖ヒーリングナイト

H25 年 11 月 16 日～ 11 月 24 日

イベント情報
ちばアクアラインマラソン２０１４

－

特設ページ

神奈川のおすすめポイントや楽しいイベントを紹介 [ かながわ散歩 ]
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－
－

Information

都道府県名

山梨県
静岡県
長野県
富山県
石川県
岐阜県
愛知県
三重県
福井県

イベント・PR 名など

－

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

－

東京・日本橋の山梨県アンテナショップ「富士の国やまなし館」

－

「WE LOVE FUJISAN 3776 メッセージ」募集

－

しずおかを楽しむための情報サイト「静岡大好き。しずふぁん !!」

－

信州四季旅キャンペーン [ 秋 ]
ぐるっと信州体験博 ２０１３

H25 年 11 月 23 日

観光・イベント情報が満載！「とやま観光ナビ」

－

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

－

「金沢芸妓の舞」開催！
～金沢芸妓による踊りや太鼓、お座敷遊びの特別公演～
場所：石川県立音楽堂 和室
第４回高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソン エントリー受付開始
冬の楽園祭 in 川島

鳥取県

H25 年 12 月９日～
H25 年 12 月１日～ H26 年 1 月 13 日

あいちＩＴＳワールド２０１３

H25 年 12 月 12 日～ 12 月 15 日

ＥＳＤユネスコ世界会議 1 年前イベント（尾張地区、三河地区）
あいちの農林水産フェア あいちの農林水産フェア実行委員会事務局 TEL052-954-6434
三重県立美術館 企画展「歿後 20 年

中谷泰 展」

福井県立美術館 「空前絶後の岡倉天心展」
伝えたいふるさとの景観

心に残る

全国お茶まつり京都大会２０１３

兵庫県

H25 年 11 月～ H26 年 3 月
（計 18 回公演）
※公演日詳細は HP を参照下さい

花フェスタ記念公園 大温室 花の地球館フラワーショー「ハートフルウィンターショー」 H25 年 11 月 16 日～ H26 年１月 13 日

京都府

和歌山県

～ H25 年 11 月 30 日

ふくののごっつお里芋まつり

滋賀県の催し物案内

奈良県

募集中

イベント

滋賀県

大阪府

実施期間・実施日

山梨のにぎわいを創出する情報発信基地「やまなしプラザ」

福井ふるさと百選

Ｈ 25 年 11 月 14 日～ 11 月 19 日
～ H25 年 12 月 8 日
～ H25 年 12 月 1 日
－
－

H25 年 11 月 16 日、11 月 17 日

府政学習会（南部水みらいセンター , 鴻池水みらいセンター）
公募部長選考

H25 年 11 月 23 日、12 月 1 日
11 月中（予定）

ピピッとネット

－

南部地域産業復興推進大会

なんゆう祭を開催！

第８回奈良まほろばソムリエ検定
第１回古事記

Ｈ 25 年 11 月 23 日～ 24 日、11 月 30 日～ 12 月１日

H25 年 11 月 23 日～ 24 日
募集期間 ～ H25 年 12 月２日（必着） 検定実施日 H26 年１月 12 日

朗唱大会

H26 年 2 月 22 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」

－

とりアートスペシャルコンサート 鳥たちの音楽祭～ Fly HigiH! ～

H25 年 11 月 24 日

ブラックライトアート 〜神話への誘い〜古代王国渚ナギサプロムナード

～ H25 年 11 月 24 日

植田正治写真美術館 植田正治生誕 100 年特別企画展 子どもたちの時間 植田正治とロベール・ドアノー

～ H25 年 11 月 30 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

－

フェイスブック始めました。

－

山口県
香川県
徳島県
愛媛県
高知県

この世とあの世を描き尽くした全 100 編、大公開！山口県立美術
館で「没後 150 年 狩野一信 五百羅漢図展」を開催
「瀬戸内国際芸術祭２０１３」 秋会期

－

うどん県・時間旅行物語

～ H25 年 12 月 1 日

おどる宝島！パスポートで徳島観光をおトクに！！
第３回「四国の右下」食博覧会

－

「瀬戸内しまのわ 2014」フェイスブックを紹介！

－

「みきゃんのかんづめ」フェイスブックを紹介！

－

「香川・愛媛せとうち旬彩館」を紹介！

－

「まるごと高知」お取り寄せ・贈り物カタログをご利用ください！

－

高知・西南地域観光キャンペーン 楽しまんと！はた博
開館 20 周年を迎える高知県立美術館に、ぜひお越しください！
福岡県観光情報サイト「クロスロードふくおか」
特集 「夜空にきらめく異次元空間 北九州工場夜景を“思いっき
り！”探訪」

佐賀県

御船山紅葉まつり

大分県
熊本県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県

～ H27 年 3 月
H25 年 11 月 16 日、17 日

徳島県観光情報サイト「阿波ナビ」

福岡県

長崎県

～ H25 年 12 月 8 日

佐賀県のイベント情報

～ H25 年 12 月 31 日
H25 年 11 月 3 日～
－
－
～ H25 年 12 月 8 日

九年庵秋の一般公開

H25 年 11 月 15 日～ 11 月 23 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

おんせん県って言っちゃいましたけん！

－

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

－

熊本まるわかり！トピックス

くまモン eye's

五木村コバサク（焼き畑）体験
鞠智城ウォークラリー大会
みやざき観光情報

H25 年 11 月 23 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
知・旅・住

－
H25 年 11 月 16 日～ 11 月 17 日

本物。の旅かごしま

離島総合情報サイト

沖縄の奥、島の奥。おくなわ

イベント情報

沖縄のしまじま

離島ガイド・プロジェクト

おきなわ物語／沖縄観光情報 WEB サイト
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－
－
－
－

消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転
嫁を確保するため、転嫁対策に取り組んでいます。
（内閣官房、内閣府、公正取引委員会、消費者庁、財務省）

消費税転嫁対策特別措置法が平成 25 年 10 月１日から施行されて
います。
法律の主な内容（詳しくは http://www.cao.go.jp/tenkataisaku を御参照下さい）
・ 消費税の転嫁拒否等の行為の禁止（いったん取り決めた対価の減額や
買いたたき、商品購入・役務利用・利益提供の要請、本体価格での交渉
拒否、報復行為が禁止されます。）
・ 消費税分を値引きする等の宣伝や広告の禁止（
「消費税還元セール」
、
「消費税率上昇分値引きします」等の広告が禁止されます。
）
・ 総額表示義務の特例（税込価格と誤認されない表示であれば、
「○○○
円（税抜き）
」
、
「○○○円+税」等、税込価格を表示しない表示方法が認
められます。
）
・ 転嫁カルテル・表示カルテルの独占禁止法の適用除外（公正取引委員
会への事前届出制）
※ 消費税の転嫁拒否等の行為や消費税分を値引きする等の宣伝や広
告に対し、政府一丸となって監視・取締りを行っていきます。

○

政府共通の相談窓口として、消費税価格転嫁等総合相談センタ
ーを設置しています。
○

センターでは、転嫁、広告・宣伝、価格表示、便乗値上げ等に関する御
相談を受け付けています。
・ センターでは、このような相談に関して法令等の考え方を回答するほか、転嫁拒否など消費税
転嫁対策特別措置法に違反する疑いのある行為については、相談者の御意向により、センターか
ら担当省庁へ通知します。

○

御相談は専用ダイヤル又はメール（ＨＰ上の専用フォーム）を御利用く
ださい。

専用ダイヤル：０５７０ー２００－１２３
【受付時間】平日 9:00～17:00（平成 26 年 3 月･4 月は土曜日も受付）
※ お住まいの地域に応じて、以下の通話料金がかかります。
● 固定電話：8.5 円～80 円/3 分間、携帯電話：90 円/3 分間、公衆電話：30 円～220 円/3 分間

ＨＰ上の専用フォーム：http://www.tenkasoudan.go.jp
（24 時間受付）
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表

説
解
紙

富山湾の絶景～帆船海王丸と新湊大橋～
富山県

「海の貴婦人」と称される帆船海王丸は、かつて商
船学校の練習船として大海原を航行した大型練習帆船
です。昭和５年２月14日に進水して以来、59年余の間
に106万海里（地球約50周）を航海し、11,190名もの海
の若人を育てました。平成２年４月に富山に回航して
以来、海浜公園「海王丸パーク」のシンボルとなって
います。年に10回、29枚全ての帆を広げる総帆展帆が
行われ、優美な姿を見ることができます。
海王丸パークは、今年２月「恋人の聖地」に選定さ
れました。北アルプス立山連峰を背景に帆船海王丸と
新湊大橋が並
び立つ、他に
類を見ない雄
大なロケー
ションと、帆
船海王丸のイ
ルミネーショ
ンなどによっ
て醸し出さ
れるロマン
ティックな雰

囲気が、プロポーズにふさわしいデートスポットとし
て高く評価されたものです。 い みず し
また、昨年９月の開通以来射 水 市 の新たなランド
マークとなっている新湊大橋は、主塔から斜めに張っ
たケーブルで支える斜張橋としては日本海側最大の規
模を誇ります。今年６月には自転車歩行者道「あいの
風プロムナード」が開通しました。海抜50mの上層が
車道、下層が自転車歩行者道「あいの風プロムナード」
の２層構造となっており、プロムナードからは、透明
なアクリル板越しに富山新港や海王丸パーク、富山湾、
射水平野の大パノラマが広がります。あまりの高さに、
まるで空中を歩いているかのような感覚です。
ここ海王丸パークでは、平成27年度に第35回全国豊
かな海づくり大会の開催が決定しており、神秘の海富
山湾で育まれたおいしい魚や県民参加の森づくり、本
県が中心になって取り組んできた国際環境協力など、
本県の魅力や先駆的な活動を国内外に向けてアピール
し、本県の水産業の振興を図ります。
海王丸パーク、新湊大橋は富山湾の絶景スポットで
す。より多くの観光客に来ていただけるよう、今後と
も、富山の魅力を発信していきます。

▼11月になりました。11月上旬は二十四節気の立冬の

▼さて、今月号では、行政不服審査法について抜本的

頃に当たり、冬の始まりを感じる頃だそうです。

な見直しが行われることに伴い、
「行政不服審査制度の

そうはんてんぱん

体感的にはまだそこまで寒く感じませんが、朝晩は

見直しについて」と題した特集記事を掲載しました。執

すっかり涼しくなり、日差しはやわらかく、気持ちの

筆に当たっては、信州大学経済学部専任講師の大江氏

良い季節となりました。

と総務省行政手続室行政手続専門官の近藤氏に御協力

▼最近は、週末の午前中にジョギングやウォーキング

をいただきました。

をしています。短い時間ではありますが、あいている

▼来月号からは、先般開催された「第６回先進政策創造

時をうまく工夫して、運動不足の解消に努めています。

会議」において、
「先進政策大賞」
、
「優秀政策」として表

本当は旅行や山歩きに出かけてもう少しアクティブに

彰された各県の政策を掲載する予定です。是非御覧下

遊びたいのですが、時間が十分取れないため、悶々と

さい。

した日々を過ごしています。

（直）
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