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表紙解説

〈東京都〉お台場レインボー花火 2013 の開催について
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神奈川県
「ヘルスケア・ニューフロンティア」を神奈川から世界へ発信

ハーバード大学での講演

神奈川県の人口動態

神奈川県は、今後、加速度的に高齢化が進展

白からだんだんグラデーションのように赤に

1970 年にはまさにピラミッド型になっており、

が、この話は新鮮な驚きをもって受け入れられ

でした。これが 2050 年の予想となると、最も

を世界に発信することの意義が分かります。

ます。そうなると、これまでのシステムは機能

大切なのは未病を「見える化」すること、つま

ろうというのが、私たちの挑戦です。それがで

いくことです。

は世界に発信していけるはずです。

チェックできる、
「心のレントゲン」というべき

ンティア構想」を打ち出しています。これは、

針を開発した横浜のベンチャーがあります。自

食の在り方や生活習慣を見直し、病気直前状態

血液検査ができます。これらの見える化の結果

ローチ、この二つのアプローチを融合させてい

個別化医療、個別化「治」未病を実現させてい

病産業」といったものが創出され、経済も活性

乗り越えなければいけない壁があるところに

していきます。県の人口分布のグラフを見ると、

なっていく」と概念の絵を描いて説明しました

85 歳以上の方はほとんどいらっしゃらない状況

たようでした。このことからも、神奈川モデル

未病を治すことと最先端医療を融合させる際、

多い年齢層が 85 歳以上の逆ピラミッド型になり
しなくなります。これを乗り越える仕組みを作

り日常の生活の中で未病の状態をチェックして

きれば、神奈川モデルとして日本全体、ひいて

例えば人の声を分析することで、鬱の状態を

そこで、本県では、
「ヘルスケア・ニューフロ

技術があります。また、まったく痛くない注射

最先端医療・技術の追求というアプローチと、

己採血してドラッグストアに持っていくだけで

を示す「未病」を治して健康にするというアプ

集まるデータをクラウドの中で分析することで、

くというものです。その中で、新たな市場や「未

こうとしています。

化することでしょう。この「ヘルスケア・ニュー

はニーズがあり、ニーズがあるところにビジネ

本一を目指します。

す。神奈川県から成長戦略を実現し、国全体を

スは生まれる。それが産業になるということで

フロンティア」を推進することで、健康寿命日

牽引してまいります。

今年５月に、ハーバード大学やワシントン

DC のヘリテージ財団などで神奈川県のチャレ

█お問合せ
神奈川県政策局知事室
T E L 045-210-2012
FAX 045-210-8950

ンジについてお話しました。その時に「未病」
を米国人にどう説明するかということになり、

「健康は白、病気は赤という二項対立ではない。

1

o r
e r n
G o v

n a l
a s i o
c
c
o

t s
u g h
t h o

楽しくなければ県庁じゃない！
神奈川県知事
た か が AKB， さ れ ど AKB。 な ん て 言 っ た ら、

をしばしば実施するなど、できるかぎり、若手の生

AKB ファンに叱られるかもしれない。しかし、
「恋

の声を聴く機会を作っていた。若い感性が反映され

するフォーチュンクッキー神奈川県 Ver.」は神奈川

ない行政でいいはずがない。私は若手の奮起を渇望

県庁を劇的に変化させた。これまでの県庁職員はお

していた。だからこそ、若手職員８人が幹部会議に

堅いイメージが強かった。イメージだけでなく、私

乗り込んできた時はうれしかった。

から見ても真面目で、おとなしい職員が多かった。

彼らの提案は「県庁本庁舎をもっと活用しよう」

真面目なことはいいことだが、真面目すぎるのは、

というものだった。本庁舎は昭和３年に建設された

特にフジテレビなどという“ヤクザ”な業界で育っ

歴史的建造物であり、落ち着いた風格は横浜の観光

た私には少々、物足りなかった。それが恋チュンに

スポットのひとつでもある。これまでも折々、県庁

よって、一気に変わった。

公開日は設定されてはいたが、ただ単に知事室が覗

ただ、こういう激変の予感は春ごろからあった。

けたり、大会議場に入れるという程度のものだった。

ある日突然、若手職員が幹部会議に乗り込んできて、

それをもっともっと積極的にお客さんを呼び込ん

自分たちのやりたい政策を提案したのだ。それを後

で、県庁本庁舎自体を楽しんでもらい、観光の拠点

押ししたのが、それまで最も堅そうに見えた局長

にしていこうという企画だった。まさに若手ならで

だったから、面白い。

はの、しかも公務員らしからぬ発想だった。私はた

私は常々、局長たち幹部に対して、若手の声が私

だちにすべてを実現するよう、その場で全幹部に命

の耳に全く届いてこないことへの不満を述べてい

じた。

た。私自身は希望する数人の若手職員を知事室に呼

そして、迎えたゴールデンウィーク３日間の連続

び入れてのランチミーティングを定期的に行った

公開。正面玄関では県立高校の学生たちが次々と登

り、若手職員 100 人余りを集めての「対話の広場」

場して和太鼓やダンス、オーケストラ演奏を披露し、
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構内にはキッチンカーが並び、港の展望が美しい 12

から見る港の夜景は最高で、ビールも一瞬のうちに

階の食堂も休日初営業に踏み切った。好天に恵まれ

なくなってしまった。いつも数を読み切れないとこ

たこともあって、信じられないほどのお客さんが本

ろがご愛嬌かもしれない。なによりも印象的だった

庁舎に押し寄せ、県庁はまるでお祭り騒ぎ。食堂で

のは、職員たち自身が老いも若きも圧倒的に嬉しそ

用意したのはカレーだけだったが、正午前には完売

うだったことだ。自分の職場に県民が殺到するとい

していた。お客さんの整理・誘導に駆り出されたの

う初めての経験に高揚したに違いない。県庁職員が

は採用されたばかりの一年生で、みんなの表情には

県民を直接肌で感じたことの意義は大きい。
そして、今回の「恋チュン」だ。佐賀県が先行

普段は見られない、溢れんばかりの笑顔があふれて

していたので、若干の迷いもあったが、「観光バー

いた。
大成功だった。私は提案者と現場を仕切った職員

ジョン」でいくことを即決。やるからには圧倒的ス

たちを表彰した。すると、今度はお盆時期に合わせ

ピードでいこうと命じたが、私の想像をはるかに上

て、初めての夜間公開に踏み切りたいと言う。夜の

回るスピードで動画は完成した。県内 70 か所を超

県庁舎にほんとうにお客さんが入ってくるのだろう

える観光スポットで私も職員も関係者もみんなが踊

かと、私自身は半信半疑ながら、もちろん答えは即

りまくる、観光プロモーション動画に仕上がった。

ＯＫ。実行部隊はいきいきと企画を練り始めた。

編集以外はすべて職員の手作りで、県の出費は 20

しかし、最終案を提示された時、誰よりもイケイ

万６千円。それがアップした瞬間からぐんぐん再生

ケドンドンを自負していた私自身が一瞬、たじろい

回数は伸び、二日間で 100 万ビューを突破し、メディ

だ。夜間の屋上も公開し、なんと、そこでビアガー

アの取材も殺到。１か月経過した現在、300 万ビュー

デンをやるのだと言う。その企画が私のところまで、

を突破しそうな勢いとなっている。ウォールスト

誰もノーと言わずに上がってきたこと自体が驚き

リートジャーナルにまで大きく取り上げられ、私自

だった。通常であれば、局長なり副知事なりが、
「万

身「ダンシング・ガバナー」の“称号”をいただく

が一、夜の屋上を公開して、人が落ちたらどうする？

こととなった。

ビールを飲んだ客が暴れたり、喧嘩したりしたらど

「職場が明るくなった」と言う声がたくさん届く

うする？県庁をなんだと考えているんだ」そういっ

ようになった。若手職員からの政策提案もその後、

て激怒し、企画を潰しただろう。私の耳には、届か

続出するようになった。「楽しくなければ県庁じゃ

ないままに葬り去られたに違いない。そもそも公務

ない！」と思わず言いたくなるような、まさに全盛

員とはそういったものだろう。それが…。今の神奈

期のフジテレビを彷彿とさせる神奈川県庁となって

川県庁は明らかに大きな変化が進行しつつあった。

きた。この勢いの中で、超高齢社会を乗り切る神奈
川モデルを作り、「いのち輝くマグネット神奈川」

当日の県庁舎内は昼間公開を上回る大混雑で、ま

の実現にまい進していきたい。

るでラッシュアワーの駅のような状態だった。屋上
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山形県知事

■「STOP ！ロコモ」テレビ CM 撮影

吉村

美栄子

を開発したお話など、住民の皆さんの「よりよい山
形県にしていきたい」という熱い思いに触れること
ができました。
また、来年度開催の山形デスティネーションキャ
ンペーンに向けても、皆さんの期待が大きく、私か
らは、「山形ならではの観光資源の掘り起こしや磨
き上げ、新たな魅力づくりを行い、
『おもてなし』
の心でお客様をお迎えしてまいりましょう」と呼び
かけました。

９月 11 日（水）

目指そう、健康長寿やまがた。
この日は、寝たきりや要介護の三大要因の一つと
言われるロコモティブシンドローム（運動器症候群。
略称ロコモ）予防啓発のため、テレビ CM を撮影し
ました。
ロコモ予防の取組みは大変重要ですが、認知症や
メタボに比べて認知度が低いため、私自身が CM に
出演し、直接予防を訴えることにしたものです。
CM 収録は、スタッフから NG が出たり、自ら撮り
直しをお願いしたりで予定時間を超えながらも、CM
は無事完成し、10 月から県内で放送されています。
これを機会に、県民の皆様にはロコモ予防に取り
組まれ、いつまでも元気で明るい生活を送っていた
だきたいと願っております。

■「つや姫」トップセールスと懇談会開催
10 月 10 日（木）～ 11 日（金）

平成 22 年に全国デビューした「つや姫」は、
（財）
日本穀物検定協会が行う「米の食味ランキング」で
３年連続最高ランクの「特Ａ」評価を得るなど、高
品質・良食味米として全国的な知名度を得ています。
デビュー４年目を迎える今年は、「つや姫」ブラ
ンドの更なる全国定着を図るため、10 月 10 日と
11 日に、東京都中央区、名古屋市内及び大阪市内
の百貨店でトップセールスを行い、消費者の皆様に
新米「つや姫」の美味しさを PR しました。そのほか、
各地区のやまがた特命観光・つや姫大使や販売・飲
食店関係者、県人会会員、生産者などとの懇談会を
開催し、より一層の販売拡大に向けての支援をお願
いしました。
今後とも、関係者の皆様のご協力をいただきなが
ら、「つや姫」が日本を代表するブランド米となる

■ 「知事と語ろう市町村ミーティング in 尾花沢」
10 月２日（水）

県民の皆さんの生の声をお聞きするため、就任以
来続けている「知事と語ろう市町村ミーティング」
。
この日は、スイカの産地として有名な尾花沢市で開
催し、約 180 名の住民の方々に参加いただきました。
耐雪型ハウスを導入した冬期間の園芸農業の産地
拡大や若者の新規就農、隣県との経済・観光交流な
ど多方面にわたって意見交換を行いました。地場産
品を活かした６次産業への取組みとして「桑そば」
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■ 南米山形県人会創立記念式典

よう、各種施策を展開していきます。
“炊いてほれぼれ、冷めても美味しい”山形の「つ
や姫」
。今年も大変美味しくできました。皆様、ぜ
ひご賞味くださいね。

10 月 24 日（木）～ 11 月３日（日）
山形県人会の創立記念式典出席のため、ブラジル
（60 周年）とパラグアイ（30 周年）を訪問しました。
パラグアイでは、式典に先立ち、記念植樹を行い
ました。開発によって伐られた原生林を元に戻そう
と、「各県の森」を作って在来種を植え戻している
のだそうです。私が植えたのは、この出張中によく
見かけたイッペイの木。ブラジルでもピンクや紫色
の花が今を盛りと咲いていました。森の入り口には
「草木塔」の大きな石碑がありました。山形県では
草や木にも命を認め、樹木を伐採した跡に石碑を建
てて供養してきました。約 230 年前、名君上杉鷹山
公の治世下で始まった山形県の民俗文化です。地球
の裏側で、自然を敬い、大切にする山形の精神が受
け継がれていることを目にして感銘を覚えた一日で
した。

■ 男女共同参画功労者等知事表彰式
10 月 20 日（日）

県の生涯学習センター「遊学館」において、男女
共同参画社会づくりに積極的に取り組み、特に顕著
な功績のあった個人や団体の方への知事表彰を行い
ました。本年度は、DV 被害者やひとり親家族への
支援・男女共同参画の普及啓発、読み聞かせサーク
ルを通した会員や学校・地域との連携、男性も女性
も共に幸せになるという視点の取組み、地元の食材
をつかった郷土料理によるにぎわいの場づくりなど
本県の男女共同参画を牽引し、他のモデルとなる
チャレンジをした１名、３団体を表彰しました。
男女共同参画社会を実現するためには、女性があ
らゆる分野で持てる能力を発揮でき、地域を男女で
ともに支える社会づくりを進めなければなりませ
ん。今回受賞された方々は、まさに現場でそれらを
実践されている方々です。今後とも、男女ともに地
域でがんばっている方を、広くご紹介していきたい
と思います。

ブラジル山形県人会創立 60 周年記念式典

パラグアイ記念植樹
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それだけじゃない魅力

栗林公園

美しい自然と温暖な気候に恵まれた香
川県。南に讃岐山脈、北に瀬戸内海を望み、
その多島美の風景は、「世界の宝石」とも
たたえられています。

名所と食べ物
■ 瀬戸内海で、「現代アート」に触れる

その瀬戸内海を舞台に、今年、島々の歴史や文化を生
かした現代アートの祭典「瀬戸内国際芸術祭 2013」を
開催しました。12 の島々と高松・宇野港周辺では自然
や暮らしに溶け込む作品がつくられ、100 万人を超える
来場者で大いににぎわいました。11 月４日をもって芸
術祭は終了しましたが、引き続き展示・公開している作
品もあり、今後も御鑑賞いただけます。

ジャウメ・プレンサ「男木島の魂」
（高松市・男木島）

■「瀬戸の地魚」を堪能
す

「天然の生け簀 」といわれる瀬戸内海で水揚げされる
「瀬戸の地魚」。春のサワラ、夏のマナガツオ、秋のチヌ、
冬のハマチなど香川県では季節を感じる四季の魚を御堪
能いただけます。
最近話題を集めているのは、オリーブの葉を混ぜたエ
サで育てた「オリーブハマチ」。香川県を発祥として全
国に広がった「ハマチ養殖」と、香川県が日本一の産地
である「オリーブ」がコラボレーションし平成 20 年に
誕生しました。さっぱりとした味わいが特徴で、適度な
歯ごたえと風味が魅力のヘルシーなハマチです。９月中
旬から出荷が始まり、翌年の１月上旬頃まで店先に並び
ます。
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オリーブハマチ

■ 特別名勝「栗林公園」

特別名勝 ｢栗林公園｣ は、歴代藩主が 100 年以上の
し うんざん

歳月をかけて完成させた回遊式大名庭園。背景の紫雲山
を含めると、東京ドーム 16 個分の広大な庭園に、六つ
の池と 13 の築山があります。歩みを進めるごとに様々
な表情を見せてくれ、まさに ｢一歩一景｣。そこには、
自然美と造形美が織りなす ｢庭園｣ という空間芸術があ
り、400 年の歳月を超えて、それぞれの時代の貴重な文
化が息づいています。

栗林公園

■「あんもち雑煮」と「年明けうどん」

香川県のお正月といえば、いりこだしの白みそ仕立て
で、あんもちが入った「あんもち雑煮」。他県の方から
驚かれることの多いこの組み合わせですが、まったりと
口の中に広がる甘味は、病みつきになります。その始ま
りは江戸時代、正月くらいは甘味を楽しみたいと願った
庶民が、あんこをこっそり雑煮のもちにくるんで食べた
ことからといわれています。栗林公園でお召し上がりい
ただけますので、是非御賞味ください。
そしてそんな「あんもち雑煮」と「讃岐うどん」がコ
ラボレーションしたのが「さぬきの年明けうどん」です。
そもそも、うどんは太くて長いことから、古来より長寿
を祈る縁起物として食されてきました。「年明けうどん」
あか

は、純白なうどんに“紅”いものを添えて、元旦から１
月 15 日までに食べることでその年の幸せを願うもの。
香川県では、今年「紅いあんもち」を入れた「さぬきの
年明けうどん」が新登場。是非お試しください。
「年明けうどん」の詳しい情報は「Love さぬきさん」
を御覧ください。

あんもち雑煮

お問合せ

さぬきの年明けうどん

■香川県観光振興課
TEL 087-832-3359
■香川県産品振興課
TEL 087-832-3375
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への

未 来

遺 産

せんきょう

旧 遷 喬 尋常小学校校舎

岡山県

（国指定重要文化財、真庭市鍋屋）

旧遷喬尋常小学校校舎

この小学校は明治７年８月に、旧津山藩の郷蔵を

校舎に転用して開校しました。校名は、中国の古典

「詩経」にある「出自幽谷遷于喬木」という一節に

由来しています。これは、ウグイスが深山の暗い谷
間から飛び立ち、高い木に移ることに例えて、学問
に励み立身出世することと解釈されています。

開校以降の児童数増加に対応するため、明治 37

年７月に校舎新築に着手し、同 40 年７月に校舎２

棟などが完成しました。総工費は 17,984 円余りで、
く

せ

明治 40 年度の久 世町の歳入予算額の 1.5 倍におよ

ぶ莫大なものでした。設計は岡山県土木掛の工師江
川三郎八が担当しています。江川は、明治 35 年に
きょくとう

岡山県へ赴任し、旧 旭 東 幼稚園園舎（国指定重要

文化財、岡山市）などの学校建築を始め、数多くの
公共建築を手がけた人物です。

木造二階建の校舎は、れんがの基礎の上に建ち、

講堂

職員室や講堂などがある中央棟に、教室がある両翼

棟が取り付き、左右対称の姿となっています。中央
棟はマンサード屋根（腰折れ屋根）で、正面玄関を

があります。材質や構造の細部にもこだわりをみせ

す。壁面は、軒下の小壁の筋交い、窓間の下見板張、

の人々の意気込みと期待を感じさせます。

るこの建物からは、教育は地域の未来という、当時

はさんだ張り出しを設け、上部を破風で飾っていま
下壁の竪羽目板張と変化に富んだものです。内部意

〈お問合せ〉
岡山県教育庁文化財課
TEL 086-226-7601

匠も精緻を極め、講堂の二重折上格天井など見応え

8

西に琵琶湖、東に伊吹山を望む長浜市
は、江戸時代には広大な桑畑が広がり養
蚕 が 盛 ん な 土 地 で し た。 江 戸 時 代 中 期
（1751 年頃）に長浜に伝えられた縮緬技
術は、伊吹山からの豊かな水と織物に欠
かせない湿度に恵まれた風土で育まれ、
長浜縮緬（地場産業）に発展しました。
浜ちりめんには自然の恵みと先人の知
恵「水撚り」や「精錬」といった技術が
織り込まれています。
みず よ

水撚り

長浜では、町ぐるみで着物人口を増や
すイベント「長浜きもの大園遊会」や純
白のウェディングドレス、洋服、小物の
創作など、様々な取組を行っています。
滋賀県が 2012 年度からはじめた滋賀
らしい価値観を持つ商品やサービスを集
める「ココクール マザーレイク・セレ
クション」では、
“
「絹の花嫁」浜ちりめ
ん ブライドシルクウエディングドレス”
が選ばれました。

よこ いと

滋賀県

浜ちりめんは、緯 糸 に強い撚りをかけ
ることに特徴があります。生糸を柔らか
くするために熱湯で炊いた後、絶えず水
をかけて湿らせ、撚りをかけることから、
水撚りと呼んでいます。このとき使用す
る水は、伊吹山の雪解け水が伏流水となっ
た地下水で、年中温度が安定しています。
絹のウェディングドレス

せいれん

精錬

浜ちりめん

織り上げられた生地は、精練すること
で、セリシンという生糸の成分が溶けて
柔らかくなります。同時に緯糸が緩んで
撚りを戻そうとして浜ちりめん特有の表
面の凹凸（シボ）ができた後、琵琶湖の
豊富な軟水で何度も洗って乾かすと、し
なやかな生地に変身します。

また、滋賀県東北部工業技術センター
では、地場産業支援として、無地の絹織
物表面への３次元加工など、新しい技術、
製品開発に取り組んでいます。

糸の太さ、本数、撚りの強さ、方向な
どを変え、これらの工程を経ることで、
ひとこし
様々なシボをつくることができ、
「一越ち
りめん」
、
「古代ちりめん」、「変わり無地
ちりめん」など、これまで 30 種を超える
多種多様のシボが開発され、高級和装用
として使用されています。

絹表面の 3D 加工

お問合せ

滋賀県商工観光労働部モノづくり振興課
〒 520-8577
滋賀県大津市京町四丁目１番１号
TEL 077-528-3791
FAX 077-528-4876
「メイド・イン・滋賀」HP
http://www.pref.shiga.lg.jp/f/shinsangyo/
jibasan/index.html
「ココクール マザーレイク・セレクション」HP
http://www.shigaplaza.or.jp/selection/

絹白生地
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先進政策バンク優秀政策事例
９月２日（月）
「第６回先進政策創造会議」を都道府県会館において開催しました。
本会は、都道府県の政策立案能力を高めるため、
「先進政策バンク」(http://www.seisaku.nga.
gr.jp/) を設置・運用しており、現在、約 2,800 件の政策が登録されています。
この中から、都道府県と頭脳センター専門委員により 28 件の優秀政策を選定しました。
この日の会議は、都道府県職員、頭脳センター専門委員及び地方自治関係有識者が出席し、優秀
政策のうち各分野を代表する 10 件について発表を行った後、出席者の投票によって、静岡県の「舞
台芸術の振興 ～自治体初の文化政策的取組～」
（教育・文化分野）が先進政策大賞に決定されました。
優秀政策は山田会長から、先進政策大賞には審査委員を代表して神野審査委員から表彰状が授与さ
れました。

会長挨拶

発表の模様

表彰式

◆ 第６回先進政策創造会議出席者 ◆
一

全国知事会頭脳センター専門委員
神野 直彦
東京大学名誉教授
池上 岳彦
立教大学経済学部経済政策学科教授
山本 浩二
大阪府立大学大学院経済学研究科教授
新川 達郎
同志社大学大学院総合政策科学研究科教授
若松 弘之
公認会計士
木村 陽子
財団法人自治体国際化協会理事長
太田 秀樹
医療法人アスムス理事長 おやま城北クリニック院長
神野審査委員総評
岡田 秀二
岩手大学農学部教授
水口 啓
九州ベンチャーパートナーズ株式会社代表取締役社長
小出 宗昭
株式会社イドム代表取締役 富士市産業支援センター f-Biz センター長
松田 宣治
特定非営利活動法人新潟県経済雇用問題研究所理事長
堀切川 一男
東北大学大学院工学研究科教授
松本 敏
宇都宮大学教育学部教授
吉本 光宏
株式会社ニッセイ基礎研究所主席研究員 芸術文化プロジェクト室長
西村 幸夫
東京大学先端科学技術研究センター所長

二

地方自治関係有識者
青山 彰久
読売新聞東京本社編集委員
国分 高史
朝日新聞社論説委員
谷 隆徳
日本経済新聞社論説委員
人羅 格
毎日新聞社編集委員・論説委員

三

都道府県職員

84 名
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◆ 優秀政策一覧 ◆
●印は発表を行った政策です。

先進政策大賞
●舞台芸術の振興

～自治体初の文化政策的取組～ ( 静岡県 )

行財政改革分野
●効果的で無駄のない行政を推進 ( 秋田県 )
・全国初！民間活力を活用した管理用発電の導入と省エネルギー化技術 ( 栃木県 )
・市町村への権限移譲の推進 ( 大阪府 )
・行革甲子園 ( 愛媛県 )

防災・危機管理分野
●命をつなぐ川の消火基地づくり ( 埼玉県 )
・消防団活動を強力バックアップ「消防団応援減税」（「全国（都道府県）唯一の消防団応援減税」）( 長野県 )
・災害時等におけるガソリン等燃料の供給に関する総合的な取組 ( 群馬県 )
・男女共同参画の視点で取り組む防災対策普及啓発用ハンドブック ( 栃木県 )

環境分野
●有害鳥獣であるエゾシカの有効活用促進～毎月第４火曜日「シカの日」の創設やエゾシカ処理施設
評価制度の活用～ ( 北海道 )
●「みどりの風を感じる大都市・大阪」に向けて ( 大阪府 )
・とやまメガ節電所プロジェクト ( 富山県 )

健康福祉分野
●富山型デイサービスの推進 ( 富山県 )
・「70 歳現役社会」づくり推進事業 ( 福岡県 )
・認知症になっても安心して暮らせる熊本（全国で最も先進的な認知症対策）( 熊本県 )

農林水産分野
●地域住民参画による農業水利施設管理の推進 ( 岩手県 )
・西日本唯一の林業専門の大学校を設立 ( 京都府 )
・大学との連携による鳥獣被害対策 ( 群馬県 )
・中山間地域の集落の維持・再生に向けた拠点づくりへの支援～集落活動センターの取り組み～ ( 高知県 )

商工・労働分野
●静岡新産業集積クラスターの推進 ( 静岡県 )
・全国初、国と地方の完全一体型ジョブパークの誕生 ( 京都府 )
・「グリーンアジア国際戦略総合特区」～環境を軸とする産業拠点を形成し、日本経済の発展に貢献～ ( 福岡県 )

教育・文化分野
●舞台芸術の振興 ～自治体初の文化政策的取組～ ( 静岡県 )
・水と光のまちづくりの推進について ( 大阪府 )
・公民館を核とした人づくり・地域づくり ( 島根県 )

まちづくり分野
●人のつながりを活かした国際戦略の基盤づくり ( 群馬県 )
●県と福井市が共動して長期的な視点から都市の再設計を構想する「県都デザイン戦略」を策定 ( 福井県 )
・わが家のビフォー・アフター ( 秋田県 )
・わかやま版「過疎集落支援総合対策」～住民の一体感を重視した『過疎生活圏』単位での再生・活性化～ ( 和歌山県 )
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先進政策大賞

舞台芸術の振興 ～自治体初の文化政策的取組～
静岡県文化・観光部文化学術局文化政策課

１

県民ホール建設の検討に着手し、平成５年に「県
民国際プラザゾーン」の基本計画を発表し、平
成 11 年３月に開館したのが本県の「新たな文
化の創造拠点」である静岡県コンベンションアー
ツセンター（グランシップ）です。
このグランシップの整備計画と併せて検討を
進め、平成６年３月に発表したのが「静岡県舞
台芸術振興構想」です。
この構想を具現化するため、静岡県は、平
成 ７ 年 ７ 月 21 日 に 静 岡 県 舞 台 芸 術 セ ン タ ー
（Shizuoka Performing Arts Center : SPAC）
を設立するとともに、舞台芸術の創造と公演の
ために新たな拠点施設を建設しました。
SPAC は、世界に通用する舞台芸術の創造と、
舞台芸術の発展に必要な人材育成を目的に、静
岡県が 100％出資し、政策的に作られた、日本
で初めての公立舞台芸術劇団です。

はじめに
静岡県は、東西に長いわが国の中央に位置し、
東西文化が交流する地域であり、多様な文化資
源に恵まれています。
そして、本年６月に世界文化遺産に登録され
た日本文化の象徴ともいえる富士山のもとで、
豊かで独創的な文化が創り出されてきました。
これらの多彩な文化資源を生かし、県内外に
魅力を伝え、その価値を高めることで、いつでも、
どこでも多彩で魅力的な文化の花が咲き、国内
外から憧れられる「ふじのくに芸術回廊」の実
現を目指しています。
平成 18 年に制定した「静岡県文化振興基本条
例」に基づき、
「静岡県文化振興基本計画」を策
定して各種の文化振興施策に取り組んでいます。
この基本目標である ｢ふじのくに芸術回廊｣
実現のため、SPAC ‐ 静岡県舞台芸術センター
は大きな役割を担っています。

３

SPAC の先進性
～日本の演劇界への地方からの挑戦～

２

SPAC ‐ 静岡県舞台芸術センターの創設
～日本初の公立舞台芸術劇団「SPAC」～

SPAC は、自由な発想のもと、芸術性の高い
柔軟な活動を展開するため、当時の日本では初
めての欧米型の劇団として、
①舞台作品の創造と公演、人材の育成等の事業総
体を指揮するとともに、事業全体の予算の執行権
と事業に関る人事権を有する芸術総監督の設置、
②舞台芸術を創造するための照明、音響、装置、
衣装などの専門家や俳優、演出家などを含む芸術
家集団としての芸術局の設置、③舞台芸術の創造

静岡県では、長い間、市町の公会堂や文化ホー
ル等はあったものの県立の文化ホール等がなく、
本格的な県民ホールの建設は県民の悲願でした。
多くの県民の要望に応えるため、昭和 63 年
に「新都市拠点整備懇話会」から提言を受け、

【SPAC の先進性】
○日本初の欧米型劇団
１

予算執行権と人事権を有する芸術総監
督の設置

２

舞台芸術を創造するための芸術集団で
ある芸術局の設置

３

専用の舞台施設（県条例で専用使用を
明文化）

⇩

劇場と劇団の一体化
静岡県コンベンションアーツセンター
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先進政策バンク優秀政策事例

生む、まさに舞台芸術の創造と発表にふさわし
い最高の舞台環境です。

や人材育成等の事業を持続的に展開していくため
専用の舞台施設を有し、県条例で専用使用を明文
化するという先進性を有しています。
SPAC の設立は、公共の劇場・ホールが、単
なるハコではなく創造の機能を持たせ、劇場と
劇団の一体化を図るという当時の日本では先例
のない取組みです。これは、平成 24 年６月に
施行された「劇場、音楽堂等の活性化に関する
法律」いわゆる劇場法の理念を先取りしたもの
とも言え、舞台芸術に対する静岡県の明確な政
策ビジョンとして進められました。
設立から 15 年、SPAC は日本の演劇界のトッ
プランナーとして、静岡県はもとより、国内の
みならず海外にまで舞台芸術の振興のための活
動を展開し、世界レベルの演劇を静岡から創造
発信しています。東京を中心とした一極集中的
な日本の演劇界に対する地方からの挑戦です。

（２）静岡県舞台芸術公園 ～創造の場～
２箇所目は、交通至便な静岡芸術劇場とは対
照的に、遠くに富士山を望む緑豊かで風光明媚
な日本平の山麓に位置し、敷地面積は約 21 ヘ
クタールで、東京ドームの約４倍の広さを有す
る静岡県舞台芸術公園です。

静岡県舞台芸術公園（写真提供：SPAC）
「自然との共生・調和」をコンセプトに、園内
には、野外劇場「有度」、屋内ホール「楕円堂」、
稽古場棟、宿泊棟などの舞台芸術のための施設
が、茶園や果樹園、桜などとともに配置されて
います。
SPAC の活動の拠点として、優れた舞台芸術作
品の制作、公演、人材育成事業等を通し、県民に
舞台芸術に関する知識や技術の習得及び体験の場
を提供するもので、県民参加のもと、舞台芸術の
創造と人材育成の場として利用されています。

『真夏の夜の夢』（写真撮影：三浦興一）

４

SPAC の活動拠点
～ SPAC の活動を支える２つの専用施設～
（１）静岡芸術劇場 ～成果発表の場～
SPAC の活動を支える拠点は２箇所で、１箇
所目はＪＲ東静岡駅に隣接する静岡県の「新た
な文化の創造拠点」である静岡県コンベンショ
ンアーツセンター（グランシップ）の先端部分
にある SPAC 専用劇場「静岡芸術劇場」です。
座席数は最大で 400 席程度、舞台と客席はほ
ぼ同じ広さで、舞台上の俳優の声がマイクを使
わずに生で届き、演じる側と見る側の一体感を

野外劇場「有度」（写真提供：SPAC）

５

SPAC の活動
～ This theatre is Your theatre! ～
SPAC の活動は、２つの専用施設を拠点に、
①舞台作品の創造と公演、②舞台芸術を担う人
材の育成と教育、③地域の舞台芸術活動への支
援という３つの柱を基本に展開されています。
平成 19 年から芸術総監督に就任した宮城聰

静岡芸術劇場（写真提供：SPAC）
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氏は、初代総監督である鈴木忠志氏が築いた理
念と理想を引き継ぎつつ「This theatre is Your
theatre!」を基本精神に掲げ、より開かれた劇場、
劇団を目指しています。
（１）舞台作品の創造と公演
SPAC の活動の中核である「舞台作品の創造と
公演」は、２つの専用施設を中心に、世界の演劇
祭等から招聘を受ける SPAC オリジナルの舞台
作品の通年公演、
「演劇で世界と静岡をつなぐ１
か月」をテーマに毎年初夏に開催している国際演
劇祭「ふじのくに⇄せかい演劇祭」
、さらに国内
外の演出家を招いての新作創作舞台の公演です。
昨年開催された「ふじのくに⇄せかい演劇祭
2012」では、舞台芸術公園の野外劇場において、
川勝平太知事と SPAC の俳優とによる古代ギリ
シャの詩人ピンダロスと作者不詳の讃歌を構成
した詩『文芸の女神ムーサへの讃歌』（SPAC 文
芸部 横山義志訳）の朗読で開幕し、フランス、
アメリカ等世界 10 カ国から作品を招聘して 12
作品、34 公演を行い、約 1 万人が鑑賞しました。
宮城聰演出の SPAC オリジナル作品としては、
静岡芸術劇場にて、壮大な音楽と巧みな舞台装
置による祝祭音楽劇の「ペール・ギュント」、野
外劇場「有度」にて古代インドの叙述詩を臨場
感あふれる生演奏と個性豊かな美術と衣装で幻
想的な世界を織り成す「マハーバーラタ～ナラ
王の冒険～」を公演し絶賛を浴びました。

「ペール・ギュント」（写真撮影：橋本武彦）
平成 23 年度は「王女メディア」をニューヨー
クのジャパン・ソサイェティで上演したほか、再
度「イベロ・アメリカ国際演劇祭」に、日本から
唯一招聘され「ペール・ギュント」を上演しました。
さらに、本年２月には初のフランスツアーを
行い、パリでの公演を皮切りにフランス国内４
都市で「マハーバーラタ～ナラ王の冒険～」を
公演し、９月には SPAC とテアトロ・マランド
ロ共同制作作品『ロミオとジュリエット』
（演出：
オマール・ポラス）を、12 月までの約３か月に
わたりフランス国内６都市ならびにスイス国内
４都市を巡演しています。

『マハーバーラタ～ナラ王の冒険～』
（写真撮影：三浦興一）

『マハーバーラタ～ナラ王の冒険～』
（写真提供：SPAC）

SPAC 公演の海外での高い評価と成功で、静
岡県の文化や情報を海外において PR するとと
もに、海外公演を通じて構築した海外劇団との
ネットワークや SPAC の知名度向上により、海
外の一流劇団を静岡県に招聘し、県民が静岡に
いながら世界の最高水準の演劇を鑑賞できる基
盤が整備されています。
さ ら に、 世 界 的 に 高 い 評 価 を 受 け て い る
SPAC の活動は、幅広い分野の創造活動に刺激
を与え、県内の文化水準を引き上げることにつ
ながっています。
「静岡県の舞台芸術の振興と県民文化の発展」
を目的に活動を開始した SPAC は、15 年間の
活動を通じて、世界文化遺産登録を果たした富
士山の頂上を目指すかのように、静岡県の文化
力の向上を図ってきました。

SPAC は 15 年の活動を通じて、これまでの
国内公演数は 1,700 公演以上、鑑賞者総数は約
40 万人に及んでいます。
海外では、招聘公演を中心に延 27 カ国 99 公
演を行い、鑑賞者総数は８万人を超え、多くの
国々で高い評価をいただいています。
平成 22 年度はコロンビアの首都ボゴタで開
催された南米大陸最大の国際演劇祭である「イ
ベロ・アメリカ国際演劇祭」に、「王女メディア」
がクロージング演目として招聘され絶賛されま
した。また、韓国の密陽と釜山にて、韓国の演
出家との共同制作による「ロビンソンとクルー
ソー」を上演しました。
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（２）舞台芸術を担う人材の育成と教育
いただき
SPAC では、世界的な活動を通じて文化の頂
を高める一方で、舞台芸術のすそ野を広げるた
め、中高生舞台芸術鑑賞事業やシアタースクー
ル、演劇ワークショップなど、人材育成にも積
極的に取り組んでいます。
中高生舞台芸術鑑賞事業は、「劇場は教育機関
である」という宮城聰監督の考えから、中高生
という多感な時期に本物の劇場で、世界に通用
する本物の演劇作品を鑑賞する機会を提供する
ため、平日に県内の中高生を無料で演劇鑑賞に
招待しています。平成 24 年度は、年間 15,000
人を超える中高生が SPAC の公演を鑑賞しま
した。SPAC では、中高６年間のうちに一度は
SPAC の舞台を鑑賞する機会を持てるように、
年間 100 公演を目標に事業に取り組んでいます。

ま た、 演 劇 を 身 近 に 感 じ て い た だ く た め、
SPAC の俳優が劇場を飛び出し、カフェやレス
トラン等で、台本を読み合わせ、気軽に演劇体
験ができる「リーディング・カフェ」も行って
います。

「リーディング・カフェ」（写真提供：SPAC）

６

SPAC の新たな展開
～舞台芸術による賑わい創出・交流
人口の拡大～
本年６月には、富士山の世界文化遺産登録を
記念して、新たな試みとして、劇場を飛び出し、
屋外を会場とする「ふじのくに野外芸術フェス
タ」を開催しました。
SPAC の総合演出により、フランスから招聘
した「イロトピー」による水上パフォーマンス
やベトナムから招聘した「タンロン水上人形劇
場」による水上人形劇、国内気鋭の劇団による
「新世代ショートスペクタクル！」など、静岡県
内３会場、３日間の開催で、約２万人が来場し、
壮大な水上パフォーマンスを堪能するとともに、
富士山世界文化遺産登録をお祝いしました。

「中高生鑑賞事業」（写真提供：SPAC）
SPAC シアタースクールでは、県内の小中高
生とその保護者を対象に、演劇の魅力を講義か
ら実技、鑑賞を通じてより深く体験してもらう
ために夏休みの期間を利用して演劇教室を開催
しています。
その他の人材育成事業として、SPAC の俳優
が出張し、親子を対象とした「おはなし劇場」
や「演劇ワークショップ」、さらには、フランス
を拠点に国際的に活躍している振付家・ダンサー
のメラニン・ニアカム氏を迎え、人材育成事業
に参加した中高生から選抜された静岡の子ども
たちとともに新しい舞台を創造する国際共同制
作プロジェクトである「スパカンファン・プロ
ジェクト」を実施し、SPAC の人材育成の成果
を世界に向けて発信しています。
（３）地域の舞台芸術活動への支援
SPAC の人材育成事業に参加した人や観劇し
た人たちの中には、劇団を立上げ、独自の活動
を行っている人たちもいますが、SPAC 専属ス
タッフや俳優がその活動を支援し、独自の作品
を創造していく活動を通じて、SPAC は地域の
舞台芸術の担い手の育成に貢献しています。参
加者はその後、舞台芸術活動の中心を担うなど、
様々な形で活躍しており、中には SPAC の専属
俳優になった人もいます。

『夢の道化師～水上のイリュージョン～』
（写真提供：SPAC）
静岡県は全国に先駆けて世界レベルの演劇集
団を育ててきました。SPAC は静岡県の財産で
あり、今後もこの財産を生かして静岡県の文化・
芸術の振興を図っていきます。
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Hokkaido

北海道

～つながる ! ひろがる ! 北海道新幹線～

新幹線に関する様々な
情報をウェブサイトと
Facebook を活用して
積極的に発信している
ほ か、「 ど こ で も ユ キ
ちゃん」も、Twitter や
LINE などの SNS を活
用して皆さんとの情報
交換を行っています。
また、新幹線の開業
によって、北海道と東 北海道の大地、海と空、花を表し、きらめく
星の中を新幹線が駆け抜けています。
北の交流・連携が更に
深まることが期待されることから、北海道や東北の
魅力を伝える「絵手紙メッセージ」を募集しています。
選ばれた作品は Facebook などに掲載して、北海道
と東北の相互理解がますます進むよう取り組んでい
きます。

北海道新幹線は 2016 年 3 月に開業でスノー !
北海道では、北海道新幹線 新青森 - 新函館（仮称）
間の開業を北海道全体で盛り上げるため、様々な取
組を行っています。
その一つとしてロゴマーク、キャッチフレーズを
公募によって作成し、11 月に発表しました。
また、人気投票によって「どこでもユキちゃん」
をマスコットキャラクターに選びました。２月の
「さっぽろ雪まつり」や函館市で開催する開業２年前
イベント「東北・北海道新幹線交流フェスタ」で本
格デビューし、
その後は各地
のイベントな
ど で PR 活 動
を行っていく
予定です。
ま た、 ポ ー
タルサイト「北
海道新幹線開
業 NAVI」 を 「どこでもユキちゃん」は北海道の雪だるまがモチーフ。
設 け、 北 海 道 よろしくでスノー !

お問合せ

北海道総合政策部交通政策局新幹線推進室
TEL 011-204-5333
北海道新幹線開業 NAVI
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検索

青森県

Aomori
世界自然遺産・白神山地
21 年目からの歩き方・楽しみ方

降り注ぐ光や雨、降り積む雪は、東アジア最大級
の原生的なブナ林を潤し、そこに暮らす多様な植物
や動物たちを育みます。
湧き出る水は流れとなり、里を潤し、海へと注ぎ、
様々な海藻や魚たちが集う「豊穣の海」をつくります。
ヤマがもたらす豊かな自然の恵みは人々の暮らし
を支え、人々はヤマを守り継いできました。
白神山地の魅力は、
「多様性」にあると言われます。
青森県と秋田県にまたがる『白神山地』が、
「ブナ
天然林を中
心とした生
態系」の価
値が認め
られ、日本
で初めてユ
ネスコの世
界自然遺産
に登録され
てから、こ
［写真提供：青森県西目屋村］
の 12 月 で

ちょうど 20 年となりました。
国や県・市町村などの行政機関や民間団体等が中
心となり、様々な記念事業が開催された今年は、白
神山地がもたらす多様な「価値」や「意味」を考え、
未来に向けて「守り継ぐ」決意を新たにした１年と
なりました。
青森県では、白神山地世界遺産登録 20 周年を契
機として、白神山地に暮らす植物や動物の日々の彩
りや息づかい、登山道からの眺めやお薦めポイント、
白神山地がもたらす旬の食や四季折々の文化・風俗
など、白神山地の多様な価値、多様な恵みを集め、
世界遺産登録 21 年目からの「白神山地の歩き方・楽
しみ方」として発信することとしています。
白神山地であなたの「お気に入り」を探してみま
せんか。

お問合せ

白神山地ビジターセンター
TEL 0172-85-2810
HP http://www.shirakami-visitor.jp/index.html
青森県自然保護課
TEL 017-734-9257

都道府県だより
Akita

201３年 12 月

秋田県

伸ばせ ! 秋田の美人ねぎ
秋田県を代表する伝統料理「きりたんぽ鍋」
「だま
こもち鍋」「しょっつる鍋」
「いものこ汁」などの美
味しさに欠かせないのが、実は『ねぎ』です。
秋田県産のねぎは、寒暖の差が大きい大自然の中
で育つため、太くて甘みが強く、外はシャキシャキ、
中はトロっとした食感が特徴で、秋から冬にかけて
が旬です。
こうした県産ねぎの美味
しさと品質の良さを PR する
ため、「秋田美人ねぎ」を愛
称にプロモーション活動を
開始しています。
今年は、秋田デスティネー
ションキャンペーンに合わ
せて 10 月 14 日から１ヵ月
間、東京都にある県アンテ
ナショップ「あきた美彩館」
と秋田市内の飲食店２店舗
で「秋田美人ねぎフェア」を
秋田美人ねぎ PR ポスター
開催しました。
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秋田美人ねぎフェアの様子

秋田美人ねぎすき焼き

「秋田美人ねぎフェア」では、県産ねぎをたくさん
食べていただくことをコンセプトに、名脇役の『ねぎ』
が主役となる、佐竹知事おすすめの「秋田美人ねぎ
すき焼き」をメインメニューとして提供しました。
「秋田美人ねぎすき焼き」は、大変好評で予定数量
を超える人気となり、地元食材を使った新たな定番
メニューとして、定着するものと期待されています。
次年度は好評に応え「秋田美人ねぎフェア」を更
に拡大して、開催することとしています。是非、皆
さんも、足を運んでみてください。
お問合せ

秋田県農林水産部園芸振興課
TEL 018-860-1803

岩手県

Iwate

を～いわて三陸復興
フ ォ ー ラ ム in 名 古
屋」を開催します。
本県は、震災発生
直 後 か ら こ れ ま で、
全国の皆様から多く
の御支援をいただい
パネルディスカッションの様子
てきました。特に名
古屋市からは、本県陸前高田市に対して、
「行政丸ご
と支援」という形で行政全般について全面支援をいた
だいたことなどから、深いつながりが生まれました。
今回のフォーラムを通して、岩手から復興の今を
伝えることで、御支援への心からの感謝をお伝えし
ます。

「参画とつながり」で本格復興を
～いわて三陸復興フォーラム～
東日本大震災津波が発生してから２年半以上が経ち
ました。岩手県は、これまで震災で失った機能の復旧
など、復興の基盤づくりに努めてきました。これから
は、
「本格復興」に向け、将来にわたって持続可能な
地域社会の構築を進めていくこととしています。
そのための取組の一つとして、被災地域の状況や
課題、復興の取組をお伝えすることを通じて、多様
な主体の参画、相互の活動連携、ネットワーク化を
促進し、今後の復興の推進を図ることを目的とし「い
わて三陸復興フォーラム」を開催しています。
11 月２日には、本県大船渡市で開催し、一般社団
れつ

法人 RCF 復興支援チームで活躍されている藤沢烈さ
んや、連続テレビ小説「あまちゃん」の舞台久慈市

お問合せ

よし こ

岩手県復興局総務企画課
TEL 019-629-6925
いわて復興ネット HP
http://www.pref.iwate.jp/view.
rbz?cd=39696&ik=0&pnp=14
いわて復興だより WEB HP
http://iwate-fukkoudayori.com/

で町おこしに取り組む柏木美 子 さんなど、復興の現
場の最先端で活躍されている皆さんから、
「３年目こ
そ、復興のはじまり」
、
「お互いにメリットがある支
援の在り方が大事」といったメッセージを発信して
いただきました。
また、12 月 19 日には、愛知県女性総合センター
「ウィルあいち」にて、
「～ご支援への心からの感謝

都道府県だより
Yamagata

2013 年 12 月

山形県

「山形県公共アプリコンテスト」開催
山形県では、
「やまがた ICT 利活用ビジョン」を
策定し、県民生活の利便性の向上につなげる情報通
信技術（ICT）の利活用を進めています。その一環
として、スマートフォンやタブレット PC 用の、公
共性が高いアプリケーションの開発を後押しする「山
形県公共アプリコンテスト」を開催しました。
行政課題や日常生活で生じる問題等を解決するも
のや、山形県に観光などで訪れる人に便利な機能と
いった、
いわゆる「公共」に役立つもので、
「観光」
「高
齢者」
「子育て」などをテーマに募集しました。県内
外から 29 作品の応募があり、審査会を経て最優秀賞
１作品、
優秀賞２作品を決定しています。受賞作品は、
今後半年間「グーグルプレイ」で公開される予定です。
是非お試しください。
◎最優秀作品
「ヤマガタリアン～山形をさがせ～」
作成者 株式会社 KDDI エボルバ シロクマソフ
トプロジェクト 赤井隆晋様（東京都）
・ 文字がランダムに並ぶ画面の中から、山形県の名
産品や名所などの名前を見つけるクイズアプリ
○優秀作品 「山形足湯マップ」
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作成者 アンデックス株式会社
加藤真也様（仙台市）
・ 地図やリストから県内の足湯を検索することが
できるアプリ。ツイッター投稿機能付
○優秀作品 「花笠祭り応援アプリ e! 花笠」
作成者 長岡雄一郎様（山形県寒河江市）
・ スマホを振ると「シャンシャンシャン」と花笠の
鈴の音が鳴るアプリ

お問合せ

山形県情報企画課
TEL 023-630-3197

「ヤマガタリアン」の画面
左下から斜め上に
「佐藤錦」
が正解

Miyagi

宮城県

～災害から命と暮らしを守る「志」を育む～
防災系学科の新設と大学との連携協定について
東日本大震災の発生から２年９ヵ月が経過しまし
た。
本県では、児童生徒が、将来の地震や風水害、火
災などの災害に的確かつ主体的に対応できるよう、
災害対応能力を高める「防災教育」の推進を震災復
興計画に掲げ、各種の施策を進めているところです。
その一環として、平成 28 年４月に宮城県多賀城高
校に全国で２例目となる防災系学科を新設すること
としています。
防災系学科では、震災から学んだ教訓を将来にわ
たり語り継ぎ、今後国内外で発生する様々な災害か
ら命と暮らしを守るという「志」を醸成し、防災に
関する基礎知識の習得を目指します。さらに、大学
や研究機関、自治体等との連携による先進的な防災
教育にも取り組みます。
また、この学科は、先進的な防災教育の成果を県
全体の防災教育充実につなげていくパイロットス
クール（先駆的な学校）としての役割も果たします。
本年 10 月１日、多賀城高校への防災系学科の新設
を念頭に、東北大学リーディングプログラム推進機

東北大学リーディングプログラム推進機構
との協定締結式の様子

構と「防災教育に関する連携協定」を、また、同月
15 日には東北学院大学と「包括連携協力に関する協
定」を相次いで締結し、それぞれの大学との連携を
強固なものとしました。
今後、これらの協定に基づき、大学教員による講
義や実験実習指導、教材開発への支援、担当教員の
育成など、多方面から本県の防災教育に協力をいた
だくこととしています。

お問合せ

宮城県教育庁高校教育課改革推進班
TEL 022-211-3711

都道府県だより
Fukushima

東北学院大学との協定締結式の様子

2013 年 12 月

福島県

福島県フェイスブック「ふくしまから はじめよう。」
「いいね !」30,000 件突破
昨年６月、復興に向かって進むふくしまの姿を皆
さんにお伝えするために開設した福島県公式フェイ
スブック「ふくしまから はじめよう。
」は、ページ
に共感いただいた「いいね !」の数が、この 10 月、
30,000 件を突破しました。
フェイスブック「ふくしまから はじめよう。
」では、
「顔が見える情報発信」として、各部署の職員が担当
課と名前を明記し、福島県産品の PR や、イベント
参加の呼びかけなどを、写真と共に発信しています。
福島県内で新しくはじめた取組や人の紹介、強く美
しく生きる女性を紹介する「ハンサムウーマン」な
どの投稿には、
「いいね !」が 2,000 件を超えること
もあります。
開設当初は５名のメン
バーのみが投稿していま
したが、今年度は担当以
外の職員も投稿できるよ
うにしたところ、是非取
り上げてほしいという要 フェイスブックで 30,000「いいね !」に感
望が多く寄せられるよう 謝するキャンペーンを告知する職員
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になりました。
「 い い ね !」30,000
件のうち、約 27,000
件 は 県 外（ う ち 約
3,300 件 は 海 外 ） か
福島県公式フェイスブック
ら で、 福 島 の「 今 」
「ふくしまから はじめよう。
」
を国内外の多くの皆
さんに知っていただくツールとなっています。
福島県では、
「ふくしまから はじめよう。」のスロー
ガンの下、ふるさと復興の決意を新たに、ふくしま
に想いを寄せる方々の協力を得ながら、ふくしまか
ら新しいコトをはじめる活動を「ふくしまから はじ
めよう。プロジェクト」として開始しています。
このフェイスブックでも、多くの方々との「縁やゆ
かり」を育みながら、共に新しいコトをはじめ、ふく
しまから新しい流れを創り出すことにより、ふくしま
の復興の姿を世界へ、未来へ発信していきます。
お問合せ

福島県広報課
TEL 024-521-7014
ふくしまから はじめよう。

検索

新潟県

Niigata

新潟県における地域発・超小型モビリティ展開
への挑戦
を推進していきたいと考えています。
こうした取組により、地域から新しい市場・産業
を発信し、地域経済の活性化を図ってまいります。

米国・マサチューセッツ工科大学・メディアラボ
が都市内移動をコンセプトに生み出し、スペイン・
バスク自治州の企業コンソーシアムがプロトタイプ
を開発した小型電気自動車を、国内外に展開する取
組を新潟県では行っています。
この小型電気自動車は、定員２名、車体前部から
乗り降りができ、折り畳みや 360 度回転可能機能な
どを備えています。また、車体のデザインは、機動
戦士ガンダム等で知られるメカニックデザイナーの
大河原邦男氏によるもので、車離れが進んでいる若
者を中心に、楽しい走行スタイルを提案していきた
いと考えています。
日本国内では、2013 年１月に国土交通省が創設し
た超小型モビリティ認定制度という車両の公道走行
に関する規制緩和制度の下で、展開する予定です。
新潟県は、車両を設計・生産する県内企業の活動
を支援するとともに、今後、車両が生産され、公道
走行の認定を得た際には走行実証を行い、県内企業
を中心に、モノづくりからサービスに至る幅広い分
野の企業の連携体制を構築し、継続的なビジネス化

お問合せ

新潟県産業労働観光部産業振興課
TEL 025-280-5718

都道府県だより
Tokyo

2013 年 12 月

東京都

スポーツ祭東京 2013 が閉会しました
平成 25 年９月 28 日
（土曜）
から 10 月 14 日
（月曜・
祝日）まで、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」が開催されました。
今回の国民体育大会の男女総合成績は１位が東京
都、２位が大阪府、３位が埼玉県。女子総合成績は
１位が東京都、２位が大阪府、３位が岐阜県となり
ました。
また、全国障害者スポーツ大会の個人競技選手団
別メダル獲得数は東京都が最も多く、続いて千葉県、
大阪府の順となりました。
10 月 14 日の全国障害者スポーツ大会閉会式では、
ダンス & ボーカルユニット「EXILE TRIBE」と、福
島県と都内の中学生 300 人が登場。戦い終えた選手
たちの前でダンスパフォーマンスを披露し、熱い盛
り上がりのうちにスポーツ祭東京 2013 は幕を閉じ
ました。
オリンピックの聖火にあたる炬火は納火され、大
会旗が、次の開催地である長崎県に引き継がれまし
た。
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長崎県へ大会旗引継

ファイナルステージ

お問合せ

スポーツ祭東京 2013 実行委員会事務局
TEL 03-5388-2497

群馬県

Gunma

巡回展では、各資産の精巧な
模型や写真を展示したり、映像
を上映したりするほか、富岡製
群馬県の「富岡製糸場と絹産業遺産群」は、平成
26 年度に世界文化遺産への登録が見込まれています。 糸場世界遺産伝道師協会員によ
る展示品などの解説も実施して
県では、その魅力や価値を、全国の皆さんに知って
います。
もらうため、模型や写真、映像などで紹介する巡回
これまでに、岩手県（平泉町：
展を、全国６都市で実施しています。
世界遺産「観自在王院跡」
）
、山
「富岡製糸場と絹産業遺産群」は、明治５年に造ら
「富岡製糸場と絹産業遺産群」
梨県（富士河口湖町：世界遺産
れた日本初の官営模範製糸工場「富岡製糸場」を中
フォトブック
「富士山」
）
、東京都、大阪府、愛
心に、
「田島弥平旧宅」
、
「高山社跡」
、
「荒船風穴」の
知県で開催され、約 12 万 8,000
４資産で構成されています。
人に来場いただきました。26 年３月には、京都府で
構成の核となる「富岡製糸場」は、明治政府がフ
も開催する予定です。
ランスから器械製糸や工場建設の技術を導入して造
また「富岡製糸場と絹産業遺産群」へ電車で来訪
り、その技術は全国に広がりました。その後、
蚕種（蚕
する人のために、４資産の紹介や交通手段などを示
の卵）生産の「田島家」
、養蚕教育機関の「高山社」
、
した「JR 東日本小さな旅小冊子『2014 年、世界遺
蚕種を冷蔵した「荒船風穴」と一体となり、優良か
産へ』」を首都圏の主な駅で配布しています。
つ同一品種の繭供給の
さらに、通常一般公開していない場所など、４資産
仕組みを確立しました。
の新たな魅力を紹介した「
『富岡製糸場と絹産業遺産
「富岡製糸場と絹産業
群』フォトブック」を発売するなど、26 年度の世界
遺産群」は、養蚕・製糸
文化遺産登録の実現を目指した取組を進めています。
の技術革新を通じて、高
お問合せ
品質な生糸の大量生産
群馬県世界遺産推進課
を実現し、国内外に絹の
TEL 027-226-2326
大衆化をもたらしまし
全国巡回展（平泉会場）
FAX 027-224-2812
た。

｢ 富岡製糸場と絹産業遺産群』全国巡回展｣
『
開催中 !

都道府県だより

2013 年 12 月

栃木県

Tochigi
「やすらぎの栃木路」冬の観光キャンペーン

冬の栃木県には魅力がいっぱいです。県内各地に
ある観光いちご園では、甘い香りが広がるハウスの
中で、収穫量 45 年連続日本一を誇る「とちぎのいち
ご」が味わえます。
さらに、湯量豊富な温泉やスキーなどのウインター
スポーツ、雪祭り、幻想的なイルミネーションなど、

とちぎの温泉で雪見風呂

冬ならではの楽しみも盛りだくさんです。
ただ今「やすらぎの栃木路」冬の観光キャンペー
ンを実施中。ホームページからダウンロードしたクー
ポンを御提出いただくと、宿泊施設や飲食店、土産店、
レジャー施設など約 300 の施設で、利用料金の割引
やサービス特典が受けられます。
さらに、参加宿泊施設に泊まると抽選でペア宿泊
券などをプレゼント !
皆様のお越しをお待ちしております。
※ 宿泊施設を御予約の際は当キャンペーンを御利用
の旨、お伝え下さい。
お問合せ

摘みたてのおいしいいちごが味わえるいちご狩り

冬の夜を彩るイルミネーション

（公社）栃木県観光物産協会
TEL 028-623-3213
HP http://www.tochigiji.or.jp/winter_campaign.html
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茨城県

Ibaraki
風土記編さんの詔より 1300 年
常陸国風土記 1300 年記念事業を展開中 !

弁当）の開発、小
学生を対象にした
「いばらき風土記
新聞」等コンクー
ルなどを行ってい
ます。
また、11 月４日
常陸国風土記 1300 年記念フォーラム & フェスタ
には常陸国風土記
1300 年記念フォーラム & フェスタを開催し、来場者
の方々に常陸国風土記の朗読やトークショー、オカリ
ナ演奏などを通して、風土記の世界を堪能していただ
きました。
今後も、県立歴史館における常陸国風土記の版本や
版木などの展示、生涯学習センターにおける講座の開
催などが予定されています。 いにしえ
常陸国風土記 1300 年を機に古 から現代の茨城ま
で、魅力あふれる茨城に、是非来て観て触れてみませ
んか。

奈良時代の 713（和銅６）年に風土記編さんの詔
が出されてから、今年で 1300 年となります。当時
60 余国で編さんされたとされる風土記も、現在に伝
わるのは５ヵ国のみ。そのうち、常陸国風土記は東
日本で唯一伝わる貴重な文化遺産です。茨城県では
この風土記を通して、郷土愛の醸成や茨城県の魅力
を多くの皆様に知っていただくため、市町村や各団
体などと連携して、県内各地で常陸国風土記 1300
年記念事業
として様々
な催しを展
開していま
す。
こ れ ま
で、ゆかり
の地を巡る
ツアーやお
弁当など
（風土記御
膳、風土記
常陸国風土記版本（茨城県立歴史館蔵）

お問合せ

茨城県生活環境部生活文化課
TEL 029-301-2824
常陸国風土記 1300 年記念

都道府県だより

検索

2013 年 12 月

埼玉県

Saitama
埼玉県立がんセンター新病院がオープン

埼玉県立がんセンター新病院が 12 月 30 日にオー
プンします。場所は伊奈町にある現病院の隣接地。
建物は地上 11 階地下１階建て、延べ面積約 62,000
㎡、ベッド数は 503 床です。
ペ ッ ト シーティー

新たにがんの診断装置「PET-CT」や内視鏡手術
支援ロボット「ダ・ヴィンチ」
、高精度な放射線治療
装置などの最新医療機器を導入。患者一人ひとりに
最も効果的で身体的負担の少ない治療を行っていき
ます。緩和ケア病床 36 床は全て個室、不安や苦痛を
和らげる心のケアにも配慮していきます。

ホスピタルストリート

明るく開放的な「ホスピタルストリート」にはレ
ストランやカフェが並び、街並みのような空間を演
出。ラウンジやデイコーナーなど家族とのだんらん
スペースも随所に設置しました。
県内唯一のがん専門病院として、高度先進がん医
療を提供する日本一患者と家族にやさしい病院を目
指していきます。
お問合せ

埼玉県病院局がんセンター建設課
TEL 048-830-5990
HP http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/q02/

新病院の外観
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千葉県

Chiba

地域と連携した安全で安心なまちづくり
～コンビニ防犯ボックス設置等モデル事業がスタート～
千葉県における犯罪発生件数は、平成 14 年をピークに
10 年連続で減少しています。しかしながら、女性や高齢
者を狙った「ひったくり」や「振り込め詐欺」のほか、
「空
き巣」、「自動車盗難」など身近な犯罪がいまだに多発し
ています。
このような犯罪を防止するためには、「自分たちのまち
は自分たちで守る」という意識の下、地域におけるパト
ロールなどの防犯活動を活発化させ、さらなる防犯体制
の強化を図ることが必要です。
千葉県では、11 月６日に千葉市と市川市で「コンビニ
防犯ボックス設置等モデル事業」がスタートしました。
この事業は「防犯ボックス」を県内２ヵ所に設置し、
これを核として、地域住民と警察、行政などが一体となっ
た新たな防犯体制を作ろうとするものです。
本県では、
「防犯ボックス」を、地元交番のサブセンター
として、また、防犯パトロールを中心とした地域の防犯
活動の拠点として位置付け、見守り活動やパトロール活
動などの地域防犯活動を効果的に行うことにより、女性
や子どもを始め、住民が安全で安心して暮らせる地域づ
くりを目指していきます。
最大の特徴は、住民の身近な存在となっているコンビ
ニエンスストアとの連携です。
防犯ボックスに警察官 OB を「セーフティアドバイ
ザー」として配置し、このアドバイザーが地域住民と警察・

行政のコネクターとな
り、防犯情報などの共
有やパトロール活動へ
の同行など、顔と顔で
つながる関係を構築し
ていきます。
今後は、地域住民に
防犯活動の拠点として期待される
アンケート調査を行う
防犯ボックス
など、事業の効果を検
証しながら、県内全域への拡大を目指していきます。
【防犯ボックスの概要】
ほし ぐ き
１ 設置場所 (1) ミニストップ千葉星久喜店
(2) デイリーヤマザキ市川南大野店
２ 運用時間 14 時から 22 時まで
３ 配 置 員 嘱託職員（警察官 OB）３人ずつ
４ 業務内容 (1) 防犯ボランティアなどに対する指導・助言
(2) 合同パトロールなどの警戒活動
(3) 遺失物、拾得物などへの一時的な対応
(4) 緊急時の一時的な対応
(5) 広報・情報発信活動
(6) 地理案内
(7) コンビニエンスストアに対する防犯対策
など
お問合せ

千葉県警察本部地域部地域課
TEL 043-201-0110 （内線）3582

都道府県だより
Yamanashi

2013 年 12 月

山梨県

やまなしメガソーラー（甲斐）稼働
山梨県が全国の自治体に先駆けて誘致した民間の
太陽光発電所「やまなしメガソーラー（甲斐）
」が、
８月 28 日に稼働を開始しました。敷地面積約 13 万
㎡、最大出力は 5,200kW と、県内では２番目の規
模となります。
平成 23 年８月に再生可能エネルギー特別措置法が
制定されたことを受け、本県では、全国トップクラ
スの日照時間を生かし、また、未利用の県有地を有
効活用し「ソーラー王国やまなし」を国内外にアピー
ルすることを目的に、民間メガソーラーを誘致する
こととしました。
同年 10 月に企画提案の募集を開始し、11 月に三
井物産（株）
、東京海上アセットマネジメント（株）
、
（株）明電舎で構成する企業連合を事業者として選定
し、今般、発電所の稼働に至ったものです。
事業者は、建設時における県内企業への資材の発
注を始め、本県の環境活動への協力資金（年額 1,000
万円）を今後 20 年間納付することや、県産品の国内
外での販路開拓への支援など、発電事業と併せて地
域貢献策も実施することになっています。
来年１月には、県が誘致し同企業連合が整備する
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やまなしメガソーラー（甲斐）
（甲斐市菖蒲沢）

「やまなしメガソーラー（韮崎）
」も稼働予定であり、
２ヵ所を併せた発電出力は 10,000kW を超え、県内
最大規模となります。
山梨県では、県内で消費される電力の全てを県内
でのクリーンエネルギー発電で賄う「エネルギーの
地産地消」を目指して、今後も、太陽光発電を始め
とするクリーンエネルギーの導入に取り組んでいき
ます。
お問合せ

山梨県エネルギー局エネルギー政策課
TEL 055-223-1502
山梨 エネルギー政策

検索

Shizuoka

静岡県

柑橘に含まれる抗認知症成分の研究
～静岡県農林技術研究所果樹研究センター～

ク ワ シ ャ ー」、
「紀州ミカン」
、
「太田ポンカ
タチバナ（左：９月）→（右：収穫時期）
ン」など一般
的には果皮を
食用としない
種 類 で、 皮 ま
で食べられる
よ う な キ ン カ 太田ポンカン（左：９月）→（右：収穫時期）
ンやレモンに
はほとんど含有していないことが分かりました。
経時変化の調査から、果皮中のノビレチン濃度は
果実が青い時期の８～９月をピークに減少し始め、
収穫時期には１/ ３程度まで減少することが分かりま
した。そのため、タチバナやシイクワシャーのよう
な果実が小さい品種よりも、ポンカンのように果実
が大きくなる品種の方が、一個当たりの含有量が多
くなります。今後、研究を更に進め、多くの方々の
健康生活に寄与していくことを目指します。

秋から冬が旬の温州みかんなど、みかんは静岡を
代表する特産品です。柑橘は豊富なビタミン C を含
み、果実や果皮は古くから漢方薬として用いられる
など、健康への効果がある果物です。最近では、柑
橘に含まれるフラボノイド類の一つであるノビレチ
ンについて、動物試験において抗認知症の効果が期
待できることが示されました。
静岡県立大学が中心となってノビレチンの抗認知
症効果についての研究を進めており、その共同研究
として、静岡県農林技術研究所果樹研究センターで
は、柑橘におけるノビレチンを含むポリメトキシフ
ラボノイド（PMF）の含有量の調査をしています。
具体的には、柑橘の中でノビレチンを多く含む品
種や時期について調べるための調査です。常時約
250 種類の品種を保存・育成しているため、研究に
使用した品種は全てセンター内で収穫したものです。
研究結果
ノビレチンは果皮のみに存在し、果肉中に含有し
ている品種はありませんでした。一方、ノビレチン
を多く含む品種は「タチバナ」
、
「大紅蜜柑」
、
「シイ

お問合せ

静岡県農林技術研究所果樹研究センター
TEL 054-334-4853

都道府県だより
Nagano

2013 年 12 月

長野県

長野県は「日本一のおもてなし県」になります !
日本人の気配りの心、おもいやりの心、相手の気
持ちを察して行う「おもてなし」は今、世界からも
注目されています。
そんな中、長野県は、
「日本一のおもてなし県」を
目指すため、「ずく出し ! 知恵出し ! おもてなし」プ
ロジェクトを 11 月にスタートさせました。
四季折々の美しい自然や雄大な山並みを有する長
野県。
この恵みの中で先人たちは、美しい景観や伝統・
文化といった地域の魅力を育むかたわら、当たり前
のように隣人を助ける思いやりや、共に幸せに暮ら
す気配りなどの「おもてなし」の気持ちをもって、
人と人とのつながりを大切にしてきました。
こうしたおもてなしの伝統を生かして、県民みん
なで考え、みんなで実行することにより、信州のす
みずみまで“おもてなし”で満たすプロジェクトが、
「ずく出し ! 知恵出し ! おもてなし」
プロジェクトです。
「ずく」とは、長野県の方言で、
“骨惜しみせず精
を出して働く”というような意味ですが、他の言葉
ではうまく置き換えられないニュアンスがある、信
州独特の表現です。
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このプロジェクトで
は、このちょっとの「ず
く」を出して、ともすれ
ば忘れてしまいがちな「おもてなしの心」を実行に移
し、長野県に暮らす人たちも、訪れる方々も、みんな
が「しあわせ信州」を実感できるような、
「日本一の
おもてなし県」を県民一体となって目指します。
地域、職場、観光案内など、あらゆる場面で、相
手の気持ちになって行う「おもてなし」を、県民の
皆様に宣言していただく「ずく出し ! 知恵出し ! おも
てなし宣言」の募集や、地域のおもてなしをリード
していく人材を育成する「信州おもてなし未来塾」、
きらりと光る「おもてなし」を行う企業・団体を表
彰する「おもてなし大賞」などにより、信州人の心
に刻まれている、おもてなしの心を掘り起こし、未
来につないでいきます。
長野県観光 PR キャラクター
アルクマ

お問合せ

長野県観光部観光振興課
TEL 026-235-7253
HP http://www.omotenashi-nagano.net/index.html

富山県

Toyama
「とやま観光ナビ」リニューアル !
富山での過ごし方を提案

平成 27 年春の北陸新幹線の開業が迫るなか、富山
の魅力ある観光資源を県内外へ発信するため、県観
光公式サイト「とやま観光ナビ」が全面リニューア
ルしました。多様化する観光客のニーズに対応でき
るよう利便性の向上、コンテンツの充実を図り“富
山へ行ってみたい !”と思っていただけるような需要
喚起型のホームページにしました。①「大きく、魅
力的な写真の活用」
、②「富山での過ごし方の提案」
、
③「“食”
、“土産”に関する情報の充実」
、④「オン
ライン宿泊予約機能の導入」
、⑤「スマートフォン対
応」などがリニューアルのポイントです。
トップページには、富山を象徴する美しい画像を
レイアウト。画面に登場する人物の笑顔からも旅の
ワクワク感が伝わってきます。新設の特集ページや
グルメのページでも大きな画像を使い富山の魅力を
大いに PR しています。
また、モデルコースも充実させました。女性向け、
家族向けなどターゲットを明確化し、タイムスケ
ジュールや場所などを示して富山での１日の過ごし
方・楽しみ方を発信しています。

「とやま観光ナビ」を見て、富山に行きたいと思っ
たなら、
“旅の予約”をクリックすると、すぐに旅行
プランを選んで予約できることも魅力です。また、
スマートフォンに対応したことにより、ガイドブッ
クを持っていなくてもホームページにアクセスして
いろいろな情報を入手し富山の観光を楽しんでいた
だけるようになりました。
北陸新幹線の開業により首都圏と富山が更に身近
になります。富山に興味を持たれた方や富山初心者
に実際にアクションを起こしていただけるよう、今
後もコンテンツの追加など充実を図ってまいります。
お問合せ

富山県観光・地域振興局観光課
TEL 076-444-3517
とやま観光ナビ HP http://www.info-toyama.com/

都道府県だより
石川県

Ishikawa
海女文化を全国に発信 !
「海女サミット 2013 in わじま」

本県輪島市で行われている海女漁は、自然との共
生を象徴する里海の文化として、世界農業遺産「能
登の里山里海」の重要な地域資源の一つとなってお
り、国内では三重県に次いで多い約 200 人の海女が
従事しています。
この海女文化を後世に伝えるとともに、全国に発
信し、地域・集落の活性化を図るため、10 月 26 日、
27 日に「海女サミット 2013 in わじま」が輪島市で
開催されました。
この海女サミットは 2009 年に始まり、初めて三
重県以外での開催となった今回は、三重県やドラマ
「あまちゃん」の舞台で知られる岩手県久慈市のほか、
チェジュ

韓国済州島など国内外
12 地域の海女約 160 人
を含む約 1,200 人の方々
が集いました。
初日の 26 日は、資源
保護への思いを込めて、
輪島の海女によるアワビ
の稚貝 5,000 個の記念放

2013 年 12 月

流で幕を開けました。
２日目には、パネ
ルディスカッション
が行われ、各地の海
女や研究者が海女文
化の発信や海女漁を
継承する必要性につ 今後の連携を誓い、握手する両県知事と３市長
い て 討 論 し た ほ か、
岩手県久慈市の海女は、東日本大震災に負けずに頑
張ってきた苦労を強く訴えました。 締めくくりに、
輪島市の海女代表者により「海女の文化と伝統を守
り、海と地域の発展に力を尽くすことを決意します」
と大会アピールが宣言され、世界に誇る海女文化と
してユネスコ（国連教育科学文化機関）無形文化遺
産登録を目指していくことを誓いました。
サミット終了後、三重・石川の両県知事と、鳥羽・
志摩・輪島の３市長が海女文化の継承・振興をテー
マに話し合い、両県が海女漁存続に向け連携を深め
ること、無形文化遺産登録に向けて協力することな
どを確認しました。
お問合せ

石川県水産課
TEL 076-225-1652

大会アピールを宣言する輪島市海女代表者
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Gifu

岐阜県

「飛騨・美濃じまん海外戦略プロジェクト」で
トップセールス

緒にテープ
カットをする
など、観光誘
客の促進に向
岐阜県では、
「観光・食・モノ」を一体化させて総
けて大きなイ
合的に海外へ売り込む「飛騨・美濃じまん海外戦略
ンパクトとな
プロジェクト」を推進しています。今回はその一環
りました。
として、10 月 11 日から 18 日にかけ、知事が民間
シンガポー
事業者や市町村関係者と共に、インドネシア、シン
インドネシア初開催の観光見本市
ル と タ イ は、
ガポール、タイ、台湾でトップセールスを行いました。
「ジャパン・トラベル・フェア」で県の観光資源等を PR
従来から東
中でも、世界第４位の人口規模を誇り、富裕層が
南アジアでの
急増しているインドネシアと、本県に宿泊する外国
海外戦略のメインターゲットとして位置付けており、
人としては最多である台湾へは、観光誘客を主目的
「観光・食・モノ」全分野の重要市場であり、継続的
に今回初めて訪問しました。
な取組が必要なため、３回目の訪問となりました。
まず、インドネシアでは、日本大使公邸をお借り
シンガポールでは、世界最大のオンライン旅行会
して大使館と共催で「岐阜県交流会」を開催し、同
社「エクスペディア」のシンガポールサイトを統括
国初開催の観光見本市「ジャパン・トラベル・フェア」
する「エアアジア・エクスペディア」との連携を確
へも出展しました。また、同国を代表するデザイナー
認したほか、タイでは、高級レストランで「岐阜県・
のハリー・ダルソノ氏がプロデュースした岐阜県 PR
飛騨牛フェア」を大々的に開催するなど、今後につ
イベント「スーベニア・フロム・ギフ（岐阜からの
ながる大きな一歩となりました。
お土産）」において、市町村と共にブースを設置し、
今後も、これまでに得たネットワークをフルに活
約 200 人の参加者に対して観光・地場産品を PR し
用しながら、フォローアップ活動を地道に継続し、
ました。
一層の成果につなげていきたいと考えています。
次に台湾では、現地最大の旅行博覧会「ITF」に出
お問合せ
展し、政府要人や現地旅行会社に本県のプロモーショ
ンを行いました。開会セレモニーでは、知事が日本
岐阜県広報課
側代表の１人として、台湾政府の馬英九総統らと一
TEL 058-272-1116

都道府県だより
Aichi
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愛知県

豊川浄化センターで汚泥処理施設等の整備・運
営を一括した PFI 事業を始めます
設の新設、改築から 20 年間の管理運営を組み合わせ
たものです。システム全般を民間の提案に委ねるこ
とによって、その裁量の幅を大きくし、事業の効率
化を目指します。このように、施設整備から運営管
理までを一括して PFI 事業として行う取組は、全国
に先駆けたものです。
今後、平成 28 年度の施設の管理運営開始に向け、
今年 12 月に事業内容などを示す「実施方針」を公表
し、今年度末には事業者の募集を開始する予定です。

愛知県では、平成 24 年度末までに、計画された
11 ヵ所全ての流域下水道の供用を開始しました。下
水道整備の拡大に伴い、発生する汚泥も増え続けて
います。これまで、下水汚泥はセメントや肥料の原
料として利用していましたが、エネルギー利用が可
能なバイオマス資源としての利用していませんでし
た。
下水汚泥のエネルギー利用は、化石燃料の使用量
を抑えることとなり、温室効果ガスの削減につなが
ります。このため、平成 24 年度より、衣浦東部浄化
センターにおいて、下水汚泥から炭化燃料を製造し
てエネルギー利用する取組を始めました。また、豊
川浄化センターと矢作川浄化センターでは、下水汚
泥からメタンガスを生成し、発電などへ利用する取
組を準備中です。
さらに、豊川浄化センターでは、下水汚泥のエネ
ルギー利用を含めた汚泥処理の PFI 事業に着手しま
す。
本事業は、汚泥処理施設とメタンガスの利活用施

お問合せ

愛知県建設部下水道課
TEL 052-954-6535
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三重県

Mie
台湾新北市との観光協定を締結しました。

結しました。
新 北 市 に は「 三 重
区」という地域があ
り、 同 じ「 三 重 」 の
地 名 を 縁 と し て、 三
重県民と新北市民の
観光を通じた交流を
深 め、 双 方 の 観 光 産
業の発展を目指して
いきたいと考えてい
ます。
鈴木三重県知事と朱新北市長
新 北 市 は、 台 北 市
に隣接し人口約 400 万人で、台湾ならではの文化を
持ち、地形の変化に富んだ自然景観があり、様々な
魅力にあふれています。
「千と千尋の神隠し」のモデ
ルであると言われる町「九份」や 紙製の「天灯」に
願い事を書いて夜空へ飛ばす「平渓国際天灯祭り」
などが有名です。
さらに、観光協定締結に合わせ三重県知事が新北
市を訪れ、朱立倫市長と懇談し、今後の観光・交流
について意見交換を行いました。
台湾からのお客様の持続的な増加のために、これ
からも連携を深めていきたいと思います。

2013 年５月に志摩市で開催した「2013 日台観光
サミット in 三重」において、日本と台湾の相互交流
人口を 400 万人にするという「三重宣言」が合意さ
れました。
日台観光サミット開催までを台湾との交流連携の重
点強化期間として、観光・産業・物産について様々な
取組を行ってきましたが、日台観光サミットを一過性
に終わらせることなく、引き続き交流連携に取り組ん
でいくため、10 月 21 日に台湾の新北市と「観光に
ついての交流・協力に関する協定（観光協定）
」を締

三重県と台湾新北市との観光協定の締結

都道府県だより
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福井県

Fukui
里山の保全再生を本格化
さと う

み

～里山里海湖研究所がオープン～
本年９月８日から１週間にわたって開催した
「SATOYAMA 国際会議 2013 in ふくい」には、28
の国と地域、130 人の政府関係者や専門家に加え、
延べ 2,000 人以上の県民の皆さんも参加し、幅広く
保全活動に取り組む本県の姿を目に見える形で世界
にアピールすることができました。
今回の国際会議の成果を将来に生かしていくため、
さと う

み

10 月 30 日、三方五湖の湖畔に「里山里海湖研究所」
を設立しました。
さと う み
研究所の所長には、里山里 海 湖保全の第一人者で
あり、本県の里地里山に造詣が深い、東京農業大学
名誉教授の進士五十八先生に御就任いただきました。
進士先生を始め、国際会議を通して人脈を築いた
各地の研究者の皆さんから指導・助言をいただきな
がら、専任スタッフに、小学校の理科の先生や、県
立大学の研究者なども加わり、また、来年度は新た
に専任の研究員も配置し活動を進めていきます。
さと う

み

研究所では、里山里 海 湖に関心のある研究者が気
軽に集い、意見を交わしながら、生物多様性を守り、
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さと う

み

若狭町の縄文プラザに設置した里山里海湖研究所

里山の恵みを人々の暮らしに結び付ける方法を研究
します。
また、積極的に保全再生に頑張っている地域や団
さと う

み

体を応援し、一緒に活動するとともに、里山里 海 湖
の大切さを子どもたちに伝え、将来の活動を担うリー
ダーを育成していきます。
さと
研究所の開設を機に、全国に誇れる本県の里山里
う

み

海 湖の素晴らしさを改めて見直すとともに、自然や
生き物と共生し、新たな魅力や価値を創造しながら、
ふるさと福井の豊かな暮らしを次の世代に引き継い
でいきたいと考えています。
お問合せ

福井県里山里海湖研究所
TEL 0770-45-3580

滋賀県

Shiga
湖南省との友好提携 30 周年を迎えて

もに、８月には湖南省の子どもたちを受け入れ、県
内の子どもたちと環境学習を通じた交流などを行い
ました。そして 11 月 19 日には、杜家亳湖南省人民
政府省長が 70 名以上の記念訪問団を率いて来県し、
琵琶湖上において開催された友好提携 30 周年記念式
典に参加し、覚書を交わしました。
覚書では、30 周年を契機として下記の３項目につ
いて交流を進めていくこととしています。

滋賀県と湖南省は、共に「琵琶湖」と「洞庭湖」
という両国を代表する湖を有することを縁として、
昭和 58 年（1983 年）に友好協定を締結しました。
以来、様々な分野における交流を通じて、互いの
文化や生活習慣などを学ぶとともに、環境や経済の
分野においても協力関係を築き、互いの発展に寄与
してきました。特に、滋賀県で学んだ湖南省の技術
研修生は 193 名にのぼり、両県省を結ぶ懸け橋とし
て貴重な役割を果たしています。
友好協定締
結 か ら 30 周
年を迎えた今
年、７月には
知事を団長と
する技術・経
済交流団を派
遣して県内企
業と現地関係
機関とのビジ
ネスマッチン
覚書にサインする嘉田知事と杜省長
グを図るとと

１ 環境保全分野での技術交流を通した産業振興の
推進
２ 環境学習を通した両県省民の交流の推進
３ 30 年の交流で培われた人々のつながりを生か
した交流の推進
これまで、両県省の交流に御尽力された先人たち
の努力に感謝するとともに、この交流が次代にも受
け継がれ、両県省の発展にますます寄与することを
願っています。
お問合せ

滋賀県商工観光労働部観光交流局国際室
TEL 077-528-3061

都道府県だより
Kyoto
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京都府

－京野菜の魅力をPR－
おいしおすえ京野菜キャンペーンを展開!

て開催した「京野菜たっぷり九条ねぎラーメンバト
ル」では、全国から 17 の有名ラーメン店が参戦し、
京都産の九条ねぎと京野菜を使用した様々なオリジ
ナル京野菜ラーメンが出品されました。
また、キャンペーン期間中は、京都府内のスーパー
や小売店など約 170 ヵ所に京野菜専用コーナーを設
置する『京野菜マルシェ』を実施し、料理の試食と
即売により消費者へ積極的なアピールを行いました。
11 月 30 日（土）
、12 月１日（日）には、京都府
内産の農林水産物が一堂に集まる『京都府農林水産
フェスティバル 2013』を京都市伏見区の京都パルス
プラザで開催し、即売コーナーを始め、多くの人で
にぎわいました。
京都府では、今後も京野菜の魅力を PR し、品質
の高さを全国に発信し、更なる生産振興と需要拡大、
販売促進を図ります。

京都府では、京野菜の栽培の歴史や生産へのこだ
わり、品質の高さをアピールし、需要と生産の拡大
を図るため、
『おいしおすえ京野菜キャンペーン』を
10 月１日～ 12 月 11 日に実施しました。
キャンペーン期間中は、食のイベントの実施や量
販店での京野菜販売コーナーの設置などを行い、キッ
クオフイベントとして、京都市下京区の梅小路公園
で 10 月 12 日（土）～ 14 日（月・祝）の３日間、
『お
いしおすえ京野菜 京都「九条ねぎ」フェスティバル』
を開催。御当地グルメフェスティバル、
京の酒米「祝」
を使った京都産日本酒のきき酒や販売会、ブランド
京野菜の PR・販売コーナーなど、約 16 万人の来場
者でにぎわいました。中でも、メインイベントとし

お問合せ

【九条ねぎラーメン】

おいしおすえ京野菜キャンペーン実行委員会事務局
（京都府農林水産部研究普及ブランド課内）
TEL 075-414-4941
HP http://oishiosue-kyoyasai.jp/
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大阪府

Osaka
大阪・光の饗宴 2013 開宴
～大阪発・光が文化になる季節～

光のオブジェと一緒に写真が撮れる撮影スポットも。
是非昼も夜も楽しめる、光のまち・大阪を感じてみて
ください。

中之島周辺の水辺と歴史あふれる景観を生かした
「OSAKA 光のルネサンス 2013」と大阪のメインストリー
トを色彩豊かに彩る「御堂筋イルミネーション 2013」を
核に、大阪市内八つのエリアの個性が際立つ光のプログ
ラムと連携し、｢大阪・光の饗宴 2013｣ を開催します。
「OSAKA 光のルネサンス」では、大阪市中央公会堂正
面がスクリーンとなり、光と音楽が織りなす壮大な３D
マッピングのショーが繰り広げられます。また、中之島
公園は、バラや鳥の羽ばたきをモチーフにしたイルミネー
ションで幻想的に彩られます。
「御堂筋イルミネーション」では、約 1.9km 続くイチョ
ウ並木を、ブルーやピンク、ホワイト、イエローの色彩
豊かなイルミネーションで彩り、光の道が行き交う人々
の心を温めます。
今年は新たに大
阪市庁舎正面を、
影絵と光で大阪
文化を表現した
幻想的な作品が
映 し 出 さ れ、 歴
史 や 文 化、 人 と
街が一体となり
街中が輝きます。

■開催日時
＜ OSAKA 光のルネサンス 2013 ＞
12 月 15 日（日曜日）から 12 月 25 日（水曜日）17 時から
22 時まで
※一部コンテンツは 16 時から
※雨天決行（一部プログラムは中止）
プレビュー点灯：12 月１日（日曜日）から 12 月 14
日（土曜日）
クロージング点灯：12 月 26 日（木曜日）から平成
26 年１月 19 日（日曜日）
17 時から 23 時まで
（みおつくしプロムナード点灯のみ）
＜御堂筋イルミネーション 2013 ＞
12 月１日（日曜日）から平成 26 年１月 19 日（日曜日）
撮影スポット：12 月 15 日（日曜日）から平成 26 年１月
19 日（日曜日）
17 時頃から 23 時まで
お問合せ

大阪・光の饗宴実行委員会事務局
TEL 06-6282-5919
公式 HP http://www.hikari-kyoen.com/

都道府県だより
奈良県

Nara

「特別展 籔内佐斗司展 やまとぢから」を開催中
奈良県立美術館では、県の公式マスコットキャラ
クター「せんとくん」の生みの親としても知られる
やぶうち さ

2013 年 12 月

と

し

籔 内佐 斗司さんの展覧会「特別展 籔内佐斗司展
やまとぢから」を開催中です。
（12 月 15 日まで）
彫刻家籔内佐斗司さんはユーモアあふれる木彫作
品で人々の心を魅了するだけでなく、
「せんとくん」
の制作を機に発足した、
仮面舞踏団「平成伎楽団」
のプロデュースなど、そ
の活動の幅を広げていま
す。
本展のタイトルである
「 や ま と ぢ か ら 」 と は、
1300 年を越える悠久の
歴史の中で培ってきた伝
統文化に基づく叡智と活
力であり、今こそ本領を
発揮すべきものと籔内さ
んは考えています。奈良
に今日まで伝わってきた
歴史遺産や伝統と共に継 龍神童子 2003 年 檜、漆、顔料 個人蔵
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承されてきた
文 化 の 力 も、
この「やまと
ぢから」であ
ると言えるで
しょう。
本 展 で は、
籔内さんによる記念講演会のようす
籔内さんの
30 年 以 上 に
およぶ多彩な作家活動による世界観を奈良ならでは
の展示構成で総合的に紹介しています。
籔内さんによる記念講演会やフォーラム、平成伎
楽団パフォーマンス、学芸員による美術講座など、
様々な関連事業も開催し、好評を得ました。
やまとのくに

「やまとぢから」を再発見し、
大 和国奈良の地で、
未来への原動力としていただくことを願っています。

お問合せ

奈良県立美術館
TEL 0742-23-3968
HP http://www.pref.nara.jp/11842.htm

和歌山県

Wakayama
濱口梧陵シンポジウムの開催について

10 月 26 日、東京都千代田区の明治大学において「和
歌山県が生んだ津波防災の先覚者 濱口梧陵シンポジウ
ム これからの津波防災～稲むらの火～の教えから学ぶ」
が開催されました。
和歌山県では、松下幸之助、華岡青洲、南方熊楠、陸奥
宗光を始めとする、郷土に縁のある偉人の功績を顕彰する
シンポジウムを毎年開催しています。
今年のシンポジウムで取り上げた濱口梧陵は、安政の
大地震による津波の際、稲むら（稲束を積み重ねたもの）
に火を放ち、この火を目印に村人を避難させた人物です。
彼の功績は「稲むらの火」の故事として広く知られ、現
代に通じる津波防災の象徴とされています。一昨年には、
津波対策の推進に関する法律により、「稲むらの火」の故
事に因んで 11 月５日が「津波防災の日」に制定されたと
ころです。
本 シ ン ポ ジ ウ ム は、
和歌山県と明治大学が
主催、内閣府共催によ
り開催し、梧陵の人物
顕彰と共に津波の予防
啓発も行いました。ま
た、梧陵の御子孫が今
も経営するヤマサ醤油
株 式 会 社 か ら、「 稲 む
らの火」という特製醤

油を来場者に提供していただきま
した。
第１部では、関西大学社会安全
研究センター長・教授の河田惠昭
氏から基調講演をしていただきま
した。南海トラフを震源とする巨
大地震は避けられない運命にあり、
沿岸に住む人は地震が起これば身
一つで高台に逃げることが重要で
あることを、梧陵が高台へ村人を
導いた教訓から強調されました。
濱口梧陵
第２部のパネルディスカッショ
ンは、河田氏にコーディネーター
を務めていただき、俳優の石丸謙二郎氏、作家の大下英
治氏、明治大学特任教授で日本災害復興学会会長の中林
一樹氏、仁坂知事がパネリストとなって行いました。
石丸氏は、ドラマ「JIN（仁）」で梧陵役を演じた経験
などを話され、梧陵は映画化するに相応しい人物と話さ
れました。大下氏は、本年「津波救国〈稲むらの火〉濱
口梧陵伝」を執筆され、津波の後の復興事業を中心に、
梧陵の人生全般に亘って紹介されました。中林氏は、梧
陵の行動が、津波だけでなくあらゆる災害から命を守る
基本であることを話されました。仁坂知事は、梧陵の功
績は津波防災だけでなく、医療や教育の振興など幅広い
こと、一昨年の紀伊半島大水害からの復興で、梧陵の教
えが生かされたことを話しました。
梧陵の人物を詳しく顕彰するとともに、津波には逃げ
るという基本を再確認してシンポジウムを終えました。

都道府県だより
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兵庫県

Hyogo
ひょうご地域安全 SOS キャッチ
電話相談を開設

兵庫県では、県民が日常生活の中で気づいた異変を
匿名でも通報できる「ひょうご地域安全 SOS キャッ
チ電話相談」を、県と県警が共同で開設しました。
一般県民や地域安全まちづくり推進員（※ 1）等から、
虐待やいじめ、ストーカー、悪質商法など、日常生
活の中で気付いた異変の通報・相談を受け、速やか
に適切な関係機関につなぐことにより、事件等の未
然防止や早期解決を図っています。
〔開設時期〕平成 25 年７月１日
〔開設日時〕月～金曜日 9:00 ～ 16:00
（祝日、12/29 ～１/ ３ を除く）
い ざ ツーホー

〔電話番号〕078-341-1324
【特色】
（１）匿名でも通報・相談できる敷居の低い電話相談
（２）
「地域安全まちづくり推進員」や、
「ひょうご地域
安全まちづくり推進協議会（※ 2）」の構成団体等と
協働するなど県民の参画を得た通報・相談体制
（３）県・県警・市町等の専門相談機関によるネット
ワークを生かして速やかに関係機関につなぐ処
理・対応体制

※ 1 地域安全まちづくり推進員
地域安全まちづくり条例に基づき、知事が委
嘱するボランティア。率先して地域安全まち
づくり活動に取り組むほか、県や警察等の関
係機関との調整等を行う。
※ 2 ひょうご地域安全まちづくり推進協議会
地域団体、事業者団体、行政機関等が協働して、
安全で安心な暮らしの実現を目指す県民運動
の推進母体。115 団体で構成。
お問合せ

兵庫県地域安全課
TEL 078-362-3173
地域安全 SOS キャッチ
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検索

Tottori

鳥取県

豊かな自然の恵みがもたらすエネルギーの宝庫とっとり
～経済産業省
「次世代エネルギーパーク」
に認定～

施設に位置付け
ています。
この施設では、
ソーラーパーク
の紹介だけでな
く、 鳥 取 の 豊 か
な自然やそれを
生かした各種の自然エネルギーの施設のほか、地域
の環境保全の取組等を紹介し、環境教育と観光情報
の拠点となっています。
※次世代エネルギーパークとは
再生可能エネルギーを始めとした次世代のエネル
ギーに、実際に国民が見て触れる機会を増やすこと
を通じて、地球環境と調和した将来のエネルギーの
在り方に関する理解の増進を図る計画を、経済産業
省が認定するものです。平成 24 年度までに全国で
48 件が認定され、今年度は鳥取県を含めた８件が新
たに認定されました。
施設の規模や性質が次世代のエネルギー社会を想起させる先導的なエネルギー施設

先導的施設

従来から導入されているエネルギーや地産地消のエネルギーなど生活に身近なエネルギー施設

その他の施設

王子製紙（株）
米子工場 第一発電所

（バイオマス＋新エネルギー発電）

日新バイオマス
発電所
5,700 kW
（H27予定）

鳥取県では、豊かな自然や変化に富んだ地形が太
陽光、風力、水力、バイオマス、雪氷熱と言った多
種多様な再生可能エネルギーを生み出しており、エ
ネルギーの宝庫となっています。県内のエネルギー
施設と連携して、県域全体をエリアとした「とっと
り次世代エネルギーパーク計画」を策定し、９月に
経済産業省の認定を受けました。
とっとり次世代エネルギーパークを活用し、県民
自らが、自然が生み出す多種多様な再生可能エネル
ギーの恩恵を認識して、更なる導入につながる意識
を醸成します。また、エネルギー施設と観光資源を
連携させた環境学習やエコツアーを実現するなど、
地域の活性化を図ります。
とっとり次世代エネルギーパークでは、全国有数の
大規模太陽光発電所で
ある「ソフトバンク鳥
取米子ソーラーパー
ク」
（42.9MW）のガ
イダンス施設『とっと
り自然環境館』を中核

119,400 kW

米子市クリーンセンター
（バイオマス発電）
4,000 kW

木材リサイクルセンター
（木質ペレット製造工場）
（有）赤碕清掃

北条砂丘
風力発電所
1,500 kW×9 基

高田工業団地
風力発電所
1,500 kW

ソフトバンク
鳥取米子ソーラーパーク
42,900kW （H25予定）

＜中核施設＞
とっとり自然環境館

（株）オロチ
バイオマス発電
160 kW

北栄高千穂
太陽光発電所
（株）エナテクスソーラー
750 kW （未連系）

サントリープロダクツ（株）
天然水奥大山ブナの森工場
（雪室システム）

湯梨浜町
風力発電所
600 kW

鳥取ｶﾞｽｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｼｮｰﾙｰﾑ salute
（ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ等）

鳥取放牧場
風力発電所
1,000 kW×3 基

俣野川発電所
（揚水発電所）
中国電力（株）
1,200MW

※その他の施設は概要を省略

お問合せ

鳥取県生活環境部環境立県推進課
TEL 0857-26-7895
HP http://www.pref.tottori.lg.jp/223773.htm

都道府県だより
Okayama

とっとり次世代エネルギーパーク施設
エネルギーパーク施設の紹介や案内機能を有する総合的な情報の発信拠点

中核施設

2013 年 12 月

岡山県

後楽園初春祭
岡山後楽園の年始めの行事「後楽園初春祭」を、
平成 26 年１月１日（水・祝）から１月３日（金）まで
の３日間開催します。
元日には、毎年人気の「タンチョウの園内散策」
を実施。江戸時代から瑞鳥と言われ大切に飼われて
いたタンチョウを庭に出して、歩く姿や空を舞う優
美な姿を御覧いただきます。また、延養亭では琴
や尺八による「新春箏曲の会」の演奏を行うほか、
かくめいかん

鶴鳴館では 13 日（月・祝）まで「後楽園写真展」を
開催します。
２日には「田賀屋狂言会」による祝賀狂言「福の神」
を能舞台で
２回披露。お
正月用にア
レンジした
演 目 で、 鑑
賞 料 は 500
円（ 当 日 券
のみ販売）
で す。 各 回
先 着 100 人
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にふるまい餅
をプレゼント
します。
最終日の３
日 は「 タ ン
チョウの園内
散策」や能舞
台で鼓の演奏
を行うほか、鶴鳴館で毎年恒例の「後楽園お庭茶会
はつはるの会」を開催し、新年のお手前を披露します。
茶席料は１席 500 円で、
当日でも御参加いただけます。
なお、元日は入園無料です。輝かしい新年の幕開け
に、是非「後楽園初春祭」にお越しください。
開 催 日：平成 26 年１月１日（水・祝）～１月３日（金）
開園時間：８時～ 17 時（入園は 16 時 45 分まで）
入 園 料：大人 400 円・シニア・小人 140 円
※元日は入園無料
お問合せ

岡山後楽園
TEL 086-272-1148

島根県

Shimane
メロン新品種「ゴールデンパール」初出荷

メロンの新しい島根県オリジナル品種「ゴールデ
ンパール」を今秋に初出荷しました。
「ゴールデンパール」は、果肉が白く、食べ頃を迎
えると、果皮の色が緑から黄色に変わります。とろ
ける甘さと芳香な香りを持っており、他のメロンに
ない味わいが楽しめます。
「ゴールデンパール」の名称は、果皮が黄色である
こと、パール種というメロンの系統であることから
命名しました。
本年は、県内産地で
500 個 生 産 さ れ、 関
西方面を中心に初出荷
しました。今後も生産
量を限定し、高級志向
の消費者をターゲット
に販売していく計画で
す。
県 内 で は、「 ア ム ス
メロン」と「アールス
メロン」が主に栽培さ
れ、特に「アムスメロ

（白い果肉のゴールデンパール）

ン」は市場評価も高く、島根県を代表する品種になっ
ています。2012 年の県内産メロンの出荷量は 682t
でしたが、出荷量は生産者の高齢化や後継者不足が
影響し、10 年前よりも４割近く減少しています。
島根県では、
「ゴールデンパール」が、県内のメロ
ン産地を活性化させる起爆剤となり、メロンの生産
拡大につながることを期待しています。

都道府県だより
Hiroshima

2013 年 12 月

広島県

広がれ ! 創意工夫の輪
県内自治体の創意工夫した取組の共有・推進

放型展示の企画・開催（廿日市市）
● あらゆる主体の参画による、生物多様性を保全・
活用するための戦略策定（北広島町）
● 全国初 ! 企業との農業後継者育成支援協定締結に
よる即戦力人材の育成（広島県）
の五つの事例を紹介しました。
また、コミュニティデザイナーの山崎亮さんから、
住民参画によるまちづくりの意義等について御講演
いただきました。
来場者からは「住民と行政一人一人が目標を持ち、
協働する取組を楽しむことが大事」などの感想が寄
せられました。
これからも、県民の行政に関する関心を高めると
ともに、市町、県など多様な主体が優良な取組を共
有し、豊かな地域づくりに向けた取組を進めていき
たいと考えています。
64 事例や当日の実施内容については、ホームペー
ジを御覧ください。

広島県では、県内自
治体職員がチャレンジ
精神を発揮し、創意工
夫を凝らしたまちづく
りを推進する取組を紹
介する「チャレンジ・
フォーラム」を 10 月
９日に開催しました。
取組の紹介を通じ、県民の行政に関する関心を高
めるとともに、優良な取組を市町や県が共有し、参
考にすることで、より一層の豊かな地域づくりを図
ろうとするものです。
当日は、県内自治体の 64 事例の中から、
● 地域担当職員制度や使途を定めない交付金の交付
などによる、地域が抱える課題の解決や活性化の
総合支援（呉市）
● 産学官民が連携した食のブランド化と郷土料理の
伝承の展開（福山市）
● 地域の魅力を結集させた、地域住民による自宅開

お問合せ

広島県総務局経営企画チーム
TEL 082-513-2344
チャレンジ・フォーラム
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山口県

Yamaguchi
山口線に SL 列車が復活 !

から津和野までは、無
料の観光アクセスバス
を島根県が運行）。
チケットが取れな
か っ た 方 や、SL の 写
真撮影が好きな方に耳
寄りな情報ですが、実
は こ の SL、 地 福 駅 に
転車台がないため、回
送列車はディーゼル機
関車に引かれて後ろ向
きに走るという珍しい
姿を見ることができま
す。
山口線の一部区間で復活運転を果たした
「SL がんばろう山口・津和野」号
この冬は、被災地復
興のシンボルとして走
る勇壮な SL に会いに、是非山口へお越しください。

平成 25 年７月 28 日、山口市、萩市及び阿武町に
おいて発生した大雨災害に対し、温かい御支援をい
ただき、感謝申し上げます。この災害により JR 山口
線が不通となり、勇壮な姿で人気の SL「やまぐち」
号も運休していました。
その SL 列車がこの度、山口線の新山口駅と地福駅
の間で復活しました。皆様の御協力や厚い要望によ
り、被災地復興のシンボルとして走る、その名も「SL
がんばろう山口・津和野」号。去る 11 月２日、
３日に、
地元関係者や多くの地域住民、
山口県 PR 本部長
「ちょ
るる」の見守る中、新山口駅を出発しました。汽笛
を鳴らし、煙をはきながら、山口線を走る SL の姿は、
災害に遭われた方々に勇気と元気を与えるものにな
りました。
また、沿線では、地元の方々による心温まるおも
てなしも実施され、多くの乗客が SL の旅を楽しんで
おられました。
この SL 列車、12 月 21 日には「SL クリスマス」
号として、平成 26 年１月１日～３日には「SL 津和
野稲成」号として運行される予定となっています（い
ずれも、新山口駅から地福駅への片道運行。地福駅

お問合せ

山口県観光振興課
TEL 083-933-3170
SL「やまぐち」号

都道府県だより
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香川県

Kagawa
LCC ジェットスター

成田⇔高松線

１日２往復で運航スタート

し

こ

く

片道 ¥4,590 ～

ローコストキャリア（LCC）のジェットスターに
よる成田・高松線が 12 月 10 日に運航開始します。
片道最安運賃は「四国」にちなんだ 4,590 円（別途
手数料必要）
。
チケットはジェットスターのホームページや、ロー
ソン店頭端末「Loppi」
、コールセンターのいずれか
で予約・購入できます。詳細はジェットスターのホー
ムページを御確認ください。
2013 年
12 月 10 日
～

高松空港と綾川町・坂出市や宇多津町・丸亀市な
どを結ぶリムジンバスの運行もスタートし、ますま
す便利になります。詳細は琴参バスのホームページ
を御確認ください。
さらに、来春には LCC の春秋航空日本も成田・高
松線を１日２往復で運航を開始する予定です。
首都圏と香川県が更に身近になります。ぐっとお
得になった路線を是非御利用ください。

2014 年
5 月予定
春秋航空日本

お問合せ

香川県交通政策課
TEL 087-832-3131
高松空港

ジェットスター
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徳島県

Tokushima
明治大学、徳島大学と
「連携・協力に関する包括協定」を締結

明治大学、徳島大学と徳島県の三者は、11 月３日、
「連携・協力に関する包括協定」を締結しました。こ
の協定は、三者が連携・協力して、共同研究や人材
育成、地域の課題解決に向けた施策など、様々な取
組を行うことで、教育・研究の進展や地域の活性化
につなげることを目的としています。
今回の締結は、徳島県と徳島大学が共同で実施し
てきた、農工商連携に関する取組や農産物の生産技
術に関する研究活動の中で、明治大学からの協力を
得たことや、「とくしまマラソン 2013」に明治大学
体育会競走部の選手を招待するなど、農業以外の分
野においても連携を重ねてきたことなどがきっかけ
となり実現しました。
協定締結後、初めての連携事業として、12 月１日
に、明治大学駿河台キャンパスにおいて、晩年を徳
島で過ごし、日本文化についての著作を数多く遺し
たポルトガル人モラエスをテーマに、モラエスの語っ
た「美しい日本」について考えるシンポジウムを開
催しました。
今後、徳島県では、これまでの取組を継続、発展

させるとともに、それぞれが持つ教育資源、知的財
産及び人材と歴史、文化、自然などを活用し、更な
る連携・協力を図っていきます。また、若い力を生
かした徳島づくりを進めるため、学生や若手教員が
活躍できる実証実験のフィールドを提供し、地域の
課題解決に向けた調査研究などの活動を促進するこ
とで、地域社会への貢献と人材育成につなげていき
ます。
お問合せ

徳島県総合政策課
TEL 088-621-2197

都道府県だより
Ehime
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愛媛県

行政と業界のコラボレーション !
「愛媛県産材を売り込め !」
愛媛は、県土の約 70%を森林が占めている森林県
であり、全国でも有数の木材産地です。
その中でも、ヒノキ丸太の生産量は全国第４位、
スギ丸太の生産量は全国第 11 位、丸太を加工した製
材品出荷量は全国第７位となっています。
本県では、これら県産材製品の需要拡大を図るた
め、県民に広く負担をいただいている森林環境税を
活用し、平成 22 年度から『愛媛県産材製品市場開拓
促進事業』を実施しています。
この事業は、愛媛県内の製材・木材流通業 14 社が
「愛媛県産材製品市場開拓協議会」を組織し、愛媛県
産材を県外に PR し、販路を開拓するものです。
これに合わせて、愛媛県では、輸送費用に対する
助成措置やヒノキの新たな利用用途開発・乾燥技術
の普及に取り組んできましたが、平成 24 年度からは、
JAS 規格に基づく県産材「媛すぎ・媛ひのき」をブ
ランド化し、有力木材需要者に対し、知事のトップ
セールや業種ごとのマッチング商談会を開催し、首
都圏を中心に積極的な売り込みを行っています。
また、平成 25 年度からは海外市場の動向を調査
34

し、 試 験 的
な輸出を推
進 す る「 県
産材輸出支
援事業」に
も取り組み、
今 年 ８ 月 15
日～ 17 日に
出展した「第
第 3 回マッチング商談会
５回上海国
際木造エコ住宅博覧会」では、多数の商談の機会を
得て、現在、成約に向けた営業活動を展開している
ところです。
日本国内では、消費税の駆け込み需要等で住宅着
工数が増加していますが、長期的には少子化等の要
因で国内需要の低迷が予想されています。今後、愛
媛の地域産業である製材業を活性化するため、業界
と行政が一体となった取組を更に推進していきたい
と考えています。
お問合せ

農林水産部森林局林業政策課
TEL 089-912-2589

高知県

Kochi
平成 25 年度
高知家のいい物おいしい物発見コンクール

＜大賞商品のご案内＞
【加工食品部門】土佐の清水さば 漁師漬け
新鮮な清水さばを素早く加工し
て、オリジナルのタレに漬け込ん
だ、さばの漬け丼の具です。鮮度
劣化が速く、産地でなければ生食
が難しい清水さばを、いつでも、
おいしく、お手軽にお召し上がり
いただけます。
㈱土佐清水元気プロジェクト TEL 0880-83-4100

高知県内の事業者の商品開発を後押しし、全国に
PR を行う「高知家のいい物・おいしい物発見コン
クール」。10 回目を迎える今回は、114 品（加工食
品 100 品・非食品 14 品）の応募があり、高知なら
ではの新鮮な素材を生かした食品や、日常生活の中
から出たアイディアを形にした魅力あふれる商品が
そろいました。
この中から、各業界の専門家による審査を９月 20
日に行い、10 品の入賞商品が決定しました。この審
査会場では「バイヤーズ見本市」を同時開催し、県
内外から来場されたバイヤーの方々に、たくさんの
「高知家のいい物・おいしい物」を PR する絶好の機
会となりました。
さらに、加工食品部門の入賞商品については、来
年２月 12 日～ 14 日に東京ビッグサイトで開催され
る「スーパーマーケット・トレードショー 2014」へ
出展。非食品部門の入賞商品についても、全国規模
の展示会へ出展していただく機会を設けるなど、入
賞商品の販路拡大を応援していきます。

【非食品部門】
りぐる不織布ロール「美活クッキング」
土佐和紙の技術を応用し、繊維の特
性を生かして作ったクッキング不織布
です。自社従来品より更に丈夫で破れ
にくく、吸水性にも優れ、用途多彩で
す。食材や調理にこだわる方々から、
高い評価をいただいています。
㈱三彩 TEL 088-852-3866
お問合せ

県庁地産地消・外商課
TEL 088-823-9753
HP http://www.pref.kochi.lg.jp/~kensan/iimono/

都道府県だより
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福岡県

Fukuoka

『
「まごころ製品」商談会』を初めて開催 !
～障害者施設で働く皆さんの収入向上を目指して～
福岡県では、障害者の皆さんがつくる製品や提供
するサービスを「まごころ製品」と名付けて、販売
拡大に取り組んでいます。
10 月 23 日、障害者施設で働く障害者の皆さんの
収入向上を図るため、初めての取組として「まごこ
ろ製品」商談会を福岡市内で開催しました。
商談会では、県内 46 の障害者就労施設等がクッ
キーやパンなどの食品、
「さをり織り」などの縫製品、
木工品、雑貨などの商品のほか、印刷やデータの入力、

『「まごころ製品」商談会』の様子

クリーニング、洋服のリフォーム、除草・清掃など
幅広い分野のサービスを紹介しました。123 の企業・
団体の皆さんに御来場いたただき、各施設のブース
で活発なやりとりが行われ、63 件の商談が継続する
など、今後の展開に大きな期待が寄せられています。
また、来年１月 22 日（水）～ 26 日（日）には、
福岡市の福岡三越で県内の「まごころ製品」を一堂
に集めた大規模販売会を開催します。皆様是非御来
場ください。
お問合せ

福岡県障害者福祉課
TEL 092-643-3263

「まごころ製品」
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佐賀県

Saga

「FACTORY SAGA」プロデュースオフィスが
東京・南青山にオープン
佐賀県が様々な企業などとコラボレーションし、
生活シーンの中に“佐賀県の魅力”をお届けする情
フ

ァ

ク

ト

リ

ー

サ

ガ

報発信プロジェクト「FACTORY SAGA」
。
７月にコラボ第１弾として、女性ファッション雑
誌トップシェアの宝島社と共同事業「かわいいもの
ラボ」を立ち上げ、女子向け商品の開発やセレクト
などを行っています。
「かわいいものラボ」の所長に

「FACTORY SAGA」プロデュースオフィス

は、佐賀県出身のタレント・優木まおみさんを起用。
ス テ デ ィ .

女性ファッション雑誌「steady.」編集部と共に、こ

さんが代表を務める「Open A/ 東京 R 不動産」との
コラボとなっており、今後はこのオフィスを拠点に
新しいコラボをプロデュースしていきます。
ポップアートの巨匠・アンディ・ウォーホルが
多くのアーティストと創作活動を行ったというア
ト リ エ「The Factory」 に ち な ん で 名 付 け ら れ た
「FACTORY SAGA」。ここから佐賀県の魅力を全国
に向けて発信していきます。

れまで、花酵母を使った佐賀
うれし の

の日本酒のラベルや、嬉野産

紅茶のスペシャルセットを開
発しました。
11 月にはプロデュースオ
フィス「FACTORY SAGA」
が東京・南青山にオープン。
オフィスも佐賀県出身の建築
家で、個性的なリノベーショ
ば

ば まさたか

ンを数多く手掛ける馬場正尊

「FACTORY SAGA」HP
http://www.factorysaga.jp/

うれしの紅茶× steady.
コラボセット

都道府県だより
長崎県

Nagasaki
長崎の新しい観光の魅力
「ひかりと祈り 光福の街

2013 年 12 月

長崎」

古くから日本と大陸との交流の拠点として、また、
鎖国時代は西洋に開かれた我が国唯一の窓口として、
異国の文化を受け入れながら独自の歴史・文化を生
み出してきた長崎。豊かな自然環境と観光資源に恵
まれたこの長崎から、
「ひかり」と「祈り」をイメー
ジした新たな魅力を発信しています。
昨年、香港、モナコと肩を並べて世界新三大夜景
に認定された長崎市の夜景。また、ハウステンボス
の「光の王国」や「長崎ランタンフェスティバル」、
「雲
仙灯りの花ぼうろ」など、
「ひかり」をイメージした
イベントが長崎には数多くあります。この独特の地
形が生み出す美しい夜景や幻想的な長崎の「ひかり」
を是非大切な人と一緒に御覧ください。すてきな思
い出となるはずです。
さらに長崎の新たな魅力として、二つの世界遺産
候補があります。一つは、既にユネスコへの推薦が
決まった「明治日本の産業革命遺産」
。もう一つは、
2014 年度の推薦を目指す「長崎の教会群とキリスト
教関連遺産」です。どちらも長崎からはじまった日
本の歴史の１ページ。特に長崎の教会群を巡る
「祈り」
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のツアーなどは、受け
継がれてきた日本独自
のキリシタン文化を肌
で感じてもらえること
でしょう。
このような魅力を分
かりやすく伝え、長崎
県に「是非行ってみた
い」と思っていただけ
る よ う、 新 た な 観 光
テーマ「ひかりと祈り
こうふく

光福の街 長崎」を発
表しました。
こうふく

“光福”は“幸福”から作った言葉で、県内各地へ
訪れた方々を温かさや癒しで幸せにし、長崎ならで
はの旅情を感じていただきたいという願いを込めて
います。
「ひかり」と「祈り」があふれる新しい長崎を是非
体感してください。
お問合せ

長崎県観光振興課
TEL 095-895-2645

大分県

Oita
“旅くらぶおおいた”会員になって
“おんせん県おおいた”を旅しよう !

ん県おおいた」
で温まったあ
と は、 き っ と
誰かにその良
さを話したく
な る は ず。 是
非“ 旅 く ら ぶ
豊後大野菅尾石仏
おおいた”に
登録して、大分県の魅力を PR してください。会員登
録やキャンペーン応募方法など詳しくは、下記より
御覧ください。
また、フェイスブック「おんせん県たびくらぶ」
では、観光・グルメ・温泉・文化・四季・人のあた
たかさなどを発信しております。こちらも是非御覧
ください。

大分県の様々な魅力情報を交換し合い、大分県を
もっと楽しみたい人のためのコミュニティサイト“旅
くらぶおおいた”では、会員を随時募集しています。
会員登録をすると、毎月おんせん県の旬な情報を
メールマガジンでお届けするほか会員限定のモニ
ターツアーに参加できます。大分県の新たな魅力を
発見できるだけでなく、会員同士が楽しく交流する
ことで旅の楽しさがふくらむことうけ合いです。
また、
“旅くらぶおおいた”のホームページにはク
チコミ掲示板があり、会員であればどなたでも投稿
可能です。たまたま見つけたお店を友達に教えるよ
うな感覚で、
「ガイド本には載っていない、オススメ
の温泉や入って良かった温泉」
「何があっても毎年行
くと決めているイベント」など、みんなにすすめた
い魅力情報を発信できます。
また、現在、クチコミ情報を平成 26 年１月 31 日
までに投稿した方の中から抽選で２名の方に、全国
で使える 20,000 円の旅行券をプレゼントするキャン
ペーンを実施中です。
寒さが一段と厳しいこの季節、日本一の「おんせ

お問合せ

公益社団法人 ツーリズムおおいた
TEL 0977-26-6250（直通）
旅くらぶおおいた HP
http://tabiclub.we-love-oita.or.jp/
おんせん県たびくらぶ Facebook ページ
https://www.facebook.com/onsenken.tabiclub

都道府県だより
Kumamoto

2013 年 12 月

熊本県

「くまもと ECO メッセ 2013」
地球温暖化は、人類の生存基盤に関わる問題であ
り、全ての者が自主的かつ積極的に地球温暖化対策
に取り組むことが求められています。本県でも「県
民それぞれが続けられるスタイルを生活に取り入れ、
環境を大切にする暮らし＜くまもとらしいエコライ
フ＞」の普及促進に取り組んでいるところです。今
般、未来を担う子どもたちを始めとした県民一人一
人が、環境問題を自らの課題と捉え、生活スタイル
を見直し、取組を実践する契機としてもらうため、
「総
ぐるみくまもと環境フェア 2013」を 12 月 14 日（土）
から 15 日（日）にグランメッセ熊本（上益城郡益城
町）で開催します。なお、民間企業における環境へ
の取組などを紹介する「エコライフ＆プロダクツ展」、
次世代自動車等の普及促進により低炭素社会の実現
を目指す「EV フェスティバル九州 in くまもと」を
合わせた三つのイベントを「くまもと ECO メッセ
2013」として開催します。ステージイベントとして、
「環境紙芝居」
、
「EV フェスティバル講演会」、
「木育
講座」のほか、
「くまもと環境大賞」や「環境絵画コ
ンクール」の表彰式も開催予定です。このほか、
「BDF
廃油キャンドル作り」
、
「クリスマスリース作り」、
「竹
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昨年度のフェアの様子

はし作り」などの体験型イベントを予定。体験型イ
ベントの参加者には、県内協賛店で使用できる「エ
コくまポイント」をお渡しし、これを活用できるコー
ナーも開設予定。熊本市や九州地方環境事務所など
の行政機関、熊本県地球温暖化防止活動推進員等に
よるブースも出展します。入場は無料です。
お問合せ

熊本県環境生活部環境局環境立県推進課環境活動推進班
TEL 096-333-2264
FAX 096-383-0314

宮崎県

Miyazaki
「神話のふるさと みやざき」
プロモーション映像配信中 !

日本最古の歴史書と言われる「古事記」
。古事記に
は、「天孫降臨」や「海幸彦・山幸彦」など宮崎を舞
台としたと思われる物語がいくつも収められており、
宮崎は、
“日本神話発祥の地”と言われています。
宮崎県とみやざき観光コンベンション協会では、
県内の神話ゆかりの地や美しい日本の原風景、歴史・
文化や人々の営みなど「神話のふるさと みやざき」
の魅力を広く PR するプロモーション映像を制作しま
した。
制作は、今年のカンヌ国際映画祭で日本人監督初
の審査委員を務めた映画監督の河瀨直美さんに依頼。
奈良県出身の河瀨さんは、同県が配信しているプロ
モーション映像も制作されていますが、宮崎県と奈
良県とは今年４月から職員の人事交流を行っており、
この「縁」もあり制作をお願いすることとなりました。
現在、公開しているのは「日南市」と「高原町」
の２作品で各４分程度。
映像は、
「～神が降りし日向の国～」というタイト
ルで始まり、河瀨さんならではの視点で切り取られ
た映像と河瀨さん自身のナレーションで神話にまつ

わる場所や物語を紹介しています。
この映像は、動画サイト「Nippon Archaives」や
動画投稿サイト「You Tube」などで配信しています。
また、現在３作品目を制作中で、「夜神楽」で有
名な高千穂町で撮影し、２月中の公開を予定してい
ます。

動画の一場面（日南市）

美しき日本 宮崎

都道府県だより
Kagoshima

検索

2013 年 12 月

鹿児島県

奄美群島日本復帰 60 周年
～つなぐ 明日へのメッセージ～
今年は、戦後の一時期、日本から行政分離され米
国軍政府の統治下におかれた奄美群島が、悲願の日
本復帰を果たして 60 周年の節目の年となります。こ
のため、県と市町村は 11 月９日、
「奄美群島日本復
帰 60 周年記念式典」を開催し、太田国土交通大臣や
牧原環境大臣政務官を始め、1,300 人もの方々に御
出席いただきました。
式典では、太田大臣から、来年３月に期限を迎え
る奄美群島振興開発特別措置法を確実に延長させ、
新たな交付
金制度の実
現に努力す
るとの祝辞
をいただく
と と も に、
牧原政務官
からは、奄
美群島が平
成 28 年 ６
月の世界自
奄美群島日本復帰 60 周年記念式典
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然遺産登録を目指していることを踏まえ、奄美群島
の国立公園化と世界自然遺産登録に向けた取組を全
力で進めたいとの言葉をいただきました。
本県の伊藤知事は、奄美群島が成長著しい東アジ
アに近接していること、世界自然遺産登録に向けた
取組がなされていることに触れ、大きな発展可能性
を持つ奄美群島は、新たな振興開発のステージに向
かう時期に来ているとエールを送りました。
この日は、地元の児童・生徒による「日本復帰の歌」
の独唱や未来に向けたメッセージの披露、日本復帰
をテーマとしたミュージカル劇の上演などもあり、
会場の出席者は、復帰当時の苦労を振り返りながら、
これからの奄美群島の発展に向けて、思いを新たに
されたことと思います。
県では今後、奄美群島の自立的発展に向けた取組
をより一層促進するとともに、豊かな自然、個性的
な伝統文化など、他の地域にはない魅力もアピール
していきたいと考えています。

お問合せ

鹿児島県離島振興課
TEL 099-286-2443

Okinawa

！

沖縄県

「グローバルに活躍できる人材の育成を目指して」

苦情情報センター

「地方分権苦情情報センター」
への情報提供を

沖縄 21 世紀ビジョンの具現化へ向けて、国際社会
で主体的に活躍できる人材の育成を目指し、県教育
委員会では、平成 24 年度に「英語立県沖縄推進戦略
事業」を立ち上げました。同事業では、
「英語力向上」、
「小中高大連携」
、
「国際交流推進」に関わる三つの実
行委員会を設置し、小中高校の英語教育の充実に取
全 国 知
り組んでいます。
英語力向上については、中学生及び高校生 8,000
名を対象に「英語能力判定テスト」を実施し、テス
ト結果をフィードバックさせることで語学力向上に
つなげています。
また、小中高大連携では、小中連携・中高連携で
研修を実施するとともに、
「英語授業マイスター発掘
プロジェクト」において、他の教員の模範となるマ
イスター教員の発掘と英語担当教員の授業力向上を
図っています。
国際交流の推進としては、海外の教育機関（アメ
リカ・カナダ・オーストラリア・中国の教育省、教
育委員会、学校等）と交流意向書を締結し、国際理
解教育のための環境整備を行っています。さらに、
県内の外国語関連機関（沖縄科学技術大学院大学・

！

事 会
カナダ B.C. 州第６１学校区との交流意向書締結

JICA 沖縄・沖縄米国総領事館等）との連携を通して、
沖縄 21 世紀ビジョンが掲げる「グローバルな教育先
進地域づくり及び国際性と個性を涵養する教育シス
テムの拡充」に努めています。関連施策として「グロー
バル・リーダー育成海外短期研修事業」や「国際性
に富む人材育成留学事業」等を通して、短期・長期
合わせて 300 名余を海外へ派遣しています。
今後も「交流と体験」をキーワードに、児童・生
徒へ様々な異文化交流や外国語使用の場を与え、コ
ミュニケーション能力の育成や、国際理解教育を推
進します。

都道府県だより

2013 年 12 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。

39

連絡窓口：全 国 知 事 会 調 査 第 三部・
地方自治政策センター
TEL

：03-5212-9136

FAX

：03-5210-2020

メール

：kenkyushitsu@nga.gr.jp

いま地域医療は

自治医科大学卒業生からの現地リポート

NO. 353

病棟から在宅へ、新たなチャレンジ
常陸大宮市国民健康保険美和診療所

秋根 大（29 期生、茨城県）

ンとなるケアマネージャーの皆さんからは医師の視点
では気づくことのできないたくさんの貴重な情報を教
えていただいています。私たちからは現在の治療状況
や問題点などをお伝えして、医療・介護で一体となっ
て住民の皆さんの ｢当たり前の日常｣ を守るために協
力しています。

1. はじめに

私は平成 18 年３月に自治医科大学を卒業し、本稿
執筆時に卒後８年目を迎えました。茨城県立中央病院
で２年間の初期研修（自治医科大学附属病院での４ヵ
月間の短期研修を含む）を終えた後、北茨城市立総合
病院 内科・常陸大宮済生会病院 内科・筑波大学附
属病院水戸地域医療教育センター・総合病院水戸協同
病院 総合診療科（後期研修）を経て、平成 25 年４
月より当地に派遣となりました。
当診療所は茨城県常陸大宮市美和地区（旧・茨城県
那珂郡美和村）を所在地とする常陸大宮市立の国民健
康保険直営診療所です。水戸市から北西に約 40km、
自家用車でおよそ１時間の距離にありながら、山と川
に囲まれ、豊かな自然が残された緑と水の美しい地域
です。この地区にはおよそ 4,000 人の方が住んでいま
すが、当診療所が唯一の医療機関です。医療・保健・
福祉・教育の連携のキーステーションとして、住民の
皆様が日常を恙なく送ることをお手伝いすることが使
命と考えています。

3. これからの課題

地域医療にとって必要不可欠なことの一つに継続性
が挙げられます。当診療所は前身を含めて 38 年の歴史
があり、そのうち約 30 年は自治医科大学卒業生の茨城
県からの派遣です。これまで先輩方が守ってきたこの
地域の医療をきちんと継続し、進化・深化させて後輩
にバトンタッチすることが私の役割と考えています。
人材確保も重要な課題の一つです。当診療所の医科
は医師１名、看護師２名、事務職２名（兼任の事務長
は除く）で日々の業務に当たっています。医師の確保
のみならず、看護師の確保もままならないのが現状で
す。看護師が不足しているために以前行えていた訪問
看護が現在休止している、訪問患者さんへの 24 時間
対応ができないなどの問題点があります。
高齢化社会も迎え、地域医療・在宅医療への注目は
増すばかりです。当診療所で行っている「安心を届け
る、生活を支える」医療は、限られた医療資源・社会
資源の中で工夫を重ねてきた歴史あるものです。医療
従事者の卒前・卒後教育に良い影響を与えるものと信
じています。今後は当診療所から情報発信を続けるこ
とや、学生・研修医・新人看護師の教育に携わること
が必要と考えます。

2. 一日の流れ

午前中は外来診療を行っています。外来は１日に約
30 人が受診されます。かかりつけの患者さんの慢性
疾患の管理を中心に、急性疾患に罹患したときの対応
なども行います。小児患者への対応、小外科、整形外
科疾患も可能な範囲で対応します。外来と同時進行で
血液検査・尿検査・レントゲン・心電図・上部消化管
内視鏡検査・腹部超音波検査を行っています。
午後は訪問診療（様々な理由で通院が困難な患者さ
んの御自宅に定期的に訪問して医療を提供すること）
が中心となります。当院では平均して１日に３件（月
に 50 件）程度の訪問診療を行っています。御自宅に
訪問することで御本人の生活環境、御家族の関わり方
などが浮かび上がってきます。病棟や外来では想像も
できない患者さんの人生の一端を感じることもありま
すし、新たな問題点に気づくこともしばしばあります。
夕方には小児の予防接種があります。保護者の方が
希望されたワクチンを接種するだけではなく、ワクチ
ンで予防できる疾患について情報提供を行うことも大
切な役割と考えています。地域の子どもたちが成長し
ていく様子に普段から接することができるのは何とも
言えない喜びを感じますし、この際に保護者の方から
育児相談を受けることもしばしばあります。
そのほかに往診（かかりつけの患者さんの具合が悪
くなり御自宅に様子を見に行くこと）
、学校医として
の業務、乳幼児検診、住民健診（個別受診）などが午
後の時間に入ってきます。
夕方は時に会議があります。その中でも特に地域の
ケアマネージャーとの連絡会議は重要です。地域医療
には福祉との連携が欠かせませんが、そのキーパーソ

4. 病棟から在宅へ新たなチャレンジ

私は卒後７年目まで病院に派遣されてきました。診
療所という新たなフィールドで、安定している患者さ
んの慢性疾患の管理や予防医学を学び直すこと、訪問
診療というこれまでにない経験は、私自身の枠を大き
くしてくれていると感じています。一人での診療では
ありますが、近隣の常陸大宮済生会病院や那須南病院
のスタッフの皆様に支えていただき、医療・医学の面
での不安を感じることは限られており、とても恵まれ
ています。
これまで続いてきたものをどのように守り、どのよ
うに発展させていただくかを市の職員の皆さんと共に
考えながら実践していくことに、病院勤務医とは異な
る大変さと醍醐味を覚えます。新しいアイディアも浮
かびますが、単発で行うのではなく、そのアイディア
を人が変わっても継続できるシステムを造ることによ
り重きを置いて試行錯誤を繰り返しています。
義務年限の中でこのような貴重な経験をさせていた
だいていることに感謝しながら日々の診療を一所懸命
に頑張っています。
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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
「ほっかいどう家族」のキャラクター・デザイン募集中！
北海道立釧路芸術館
ウルトラマン創世記展～ウルトラＱ誕生からウルトラマン 80 へ～

実施期間・実施日
H25 年 12 月 23 日締切
～ H26 年 2 月 5 日

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

－

雪マジ！ふくしま 2013

H26 年 1 月 14 日～

声楽アンサンブルコンテスト全国大会公募審査
只見線ゆる鉄フォトコンテスト

－
～ H26 年 2 月 14 日

新潟県スキー場オープン情報

－

うまさぎっしり新潟 冬フェスタ

H25 年 12 月 21 日～ 12 月 23 日

第 22 回 にいがた 冬 食の陣

～ H26 年 3 月 31 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

彩の国インフォメーション「情報ライブラリー」

－

イベント情報

－

千葉県
神奈川県

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

イベント・PR 名など

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」

－

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

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 [ 冬 ]
雪を楽しむ 冬を楽しむ

～ H26 年２月 28 日

日本海高岡なべ祭り

H26 年 1 月 11 日～ 1 月 12 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

冬の『能登ふるさと博』開催！
加能ガニや能登寒ぶり、能登かきなど、冬の能登はうまいもんが
盛りだくさん。食をテーマにしたイベントが各地で開催されます。

H26 年 1 月 12 日～ 3 月 23 日

岐阜県

第７回円空大賞展―受け継ぎ挑む
「紀ノ国屋

独走の表現者たち―

飛騨牛フェア」を首都圏で開催

癒しをテーマにした特別企画展示「ネイチャーカラー」を開催
あいちＩＴＳワールド 2013

H26 年１月 24 日～３月９日
H26 年１月下旬
H25 年 12 月 13 日～ H26 年３月９日
H25 年 12 月 12 日～ 12 月 15 日

愛知県

愛知県陶磁美術館

三重県

三重県の観光ガイド。イベントや観光施設など情報満載！

－

福井県

伝えたいふるさとの景観

－

滋賀県

滋賀県の催し物案内

京都府

京都府立植物園「名誉園長さんときまぐれ散歩」のご案内

大阪府
奈良県
和歌山県
兵庫県
鳥取県

企画展「泥象

鈴木治の世界」

第 63 回関東東海花の展覧会 園芸農産課（ＴＥＬ 052-954-6419）

心に残る

福井ふるさと百選

～ H25 年 12 月 23 日
Ｈ 26 年 1 月 31 日～ 2 月 2 日

－

「大阪府高齢者大学校」平成 26 年度受講生募集
国際児童文学館企画講演会「養老孟司さんに聞く～子どもの未来と読書」
ピピッとネット

H25 年 12 月 15 日
～ H25 年 12 月 19 日
H26 年 1 月 25 日
－

記紀・万葉プロジェクト関連イベント

古事記を語る講演会

～ H26 年３月

橿原考古学研究所附属博物館 特別陳列「十二支の考古学 －午－」 H25 年 12 月 21 日～ H26 年１月 19 日
万葉文化館

展覧会「絵画で綴る大和古道」展

～ H26 年３月２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」
鳥取砂丘イリュージョンⅪ

第２部

－
H25 年 12 月 14 日～ 12 月 25 日

クリスマス花火鑑賞２０１３～はわい温泉・東郷温泉～
とっとり花回廊 フラワークリスマス 2013 光と花に包まれる世界
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H25 年 12 月 21 日～ 12 月 22 日
～ H25 年 12 月 25 日

Information

都道府県名

岡山県

イベント・PR 名など

実施期間・実施日

あなたの知りたい岡山の観光情報がきっとみつかる！
「晴れらんまん おかやま旅ネット」

－

島根県

イベントカレンダー

－

広島県

イベント・行事情報

－

フェイスブック、好評です。

－

やまぐち美食コレクション 2013 結果発表！！

－

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

美食王国やまぐちプレミアムデイズを開催！

～ H26 年 2 月 9 日

かがわ文化芸術祭 2013

～ H26 年 1 月 31 日

「てくてくさぬき」を楽しむ

～ H26 年 1 月 19 日

おどる宝島！パスポートで徳島観光をおトクに！！
千羽海崖コースタルトレイルランニングレース 2014
徳島県観光情報サイト「阿波ナビ」

～ H27 年 3 月
H26 年 1 月 18 日・19 日開催
－

「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
「高知家のえいもん家」をぜひご利用ください！
福岡県観光情報サイト「クロスロードふくおか」
特集 「2014 年大河ドラマ『軍師官兵衛』ゆかりの地・福岡」

～ H25 年 12 月 31 日
－
－

佐賀県のイベント情報

－

呼子イカすクリスマス

～ H25 年 12 月下旬

九州陶磁文化館：新春展

干支

馬の文様

H25 年 12 月 14 日～ H26 年 1 月 13 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

2014

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

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

－

くまもとジビエ料理フェア 2013

～Ｈ 25 年 12 月 15 日

熊本県立美術館

～Ｈ 25 年 12 月 23 日

第３期コレクション展

みやざき観光情報

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

沖縄の奥、島の奥。おくなわ

イベント情報

－

離島ガイド・プロジェクト

－

沖縄のグリーンツーリズム

－

おきなわ物語／沖縄観光情報 WEB サイト

－
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表

説
解
紙

お台場レインボー花火 2013 の開催について
東京都

12月号の表紙が夏の花火？いいえ、これは冬

今後は12月14日、21日、28日（いずれも土曜日）

の花火です。

の19時00分より約10分間、お台場海浜公園「自

冬は空気が澄みわたり、東京・お台場でも夜

由の女神像」沖から各日約1,800発の花火が打ち

景がひときわ美しく見えます。このお台場を舞

上がります。また、最終日の12月28日には、音

台に、今年も「お台場レインボー花火2013」が

楽に合わせて花火が上がります。
（※荒天の場

開催されています。

合は中止です）。

今年は「東京モーターショー 2013」の開催に

花火を観るための特設観覧席は設けません

合わせ、11月23日から６週連続で実施しており、

が、お台場海浜公園を中心とした臨海副都心（お
台場地区）一帯より御覧いただけます。
皆様も是非この機
会に臨海副都心にお
越しいただき、お台
場の街を彩るイルミ
ネーションと共に、
冬の週末をお楽しみ
ください。

▼先日も、埼玉県の寄居町にある鐘撞堂山に行ってき
ました。秩父の山々は、青空の下、燃えるように赤く
染まっていました。冬の前の最後の山のにぎわいです。
▼職場近くの街路樹のイチョウも黄色く色づくように

落ち葉が降り積もる山道を歩き、静かな時間を楽しむ

なりました。東京の街にも紅葉前線がやってきていま

ことができました。

す。私は、紅葉の季節が好きです。よく晴れた日に、

▼さて、今月号では、先般開催された「第６回先進政策

冷たくピンと張り詰めた空気に触れ、赤や黄色に色づ

創造会議」において「先進政策大賞」を受賞した静岡県

いた木々を見ていると、それだけで気持ちが穏やかに

の「舞台芸術の振興～自治体初の文化政策的取組～」を

なります。

掲載いたしました。是非御覧下さい。

▼今年も残り僅かとなりましたが、あっという間の１

▼最後になりますが、年末年始を迎えるに当たり、そ

年でした。皆さんは、今年１年を振り返っていかがで

の準備で慌ただしい日々を送られる方も多いかと思い

したか。私は数えてみたら趣味の山歩きに22回も出か

ます。これから寒さも増してまいります。くれぐれも

けていました。さすがに行き過ぎたかなと思いますが、

体調に御留意され、良いお年をお迎えください。
（直）

年末の休み期間もハイキングを企てています。

都道府県展望 平成 25 年 12 月号

発行所
発行人
住 所
制 作
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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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