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新春ごあいさつ
全国知事会会長
（京都府知事）
謹んで新年のご挨拶を申し上げます。皆様には新

遺産に登録されるとともに、12 月に「和食」がユネ

年を健やかに迎えられましたこととお慶び申し上げ

スコ無形文化遺産に登録されるなど、改めて日本の

ます。

素晴らしさが世界に認められました。日本の持つポ
テンシャル、地域の持つ力を起爆剤として、農林水

昨年は、新政権による経済再生、デフレからの脱

産業からｉＰＳなど先端産業まで幅広く交流し、グ

却を目指した取り組みにより、円高の改善や株高を

ローバルな時代に向かって文化と伝統の力を発信し

はじめ、９月には 2020 年オリンピック・パラリン

国際交流を盛んにするなど、さらなる活力を日本全

ピックが日本で開催されることが決定するなど、い

体に波及させることが大事であります。

よいよ、日本が長いトンネルを抜け、未来に向けて
一方で、消費税率が引き上げられ、国民負担をお

希望の持てる明るい兆しが見えてまいりました。

願いするだけに、国と地方が協働してこれらを着実

しかしながら、景気回復の動きが見られるものの、
中小企業や消費者には十分波及しておらず、その効

な成果へと結実させるとともに、効果的・効率的な

果は一部の分野・地域にとどまっており、未だ地域

行政運営も今以上に求められます。さらに、子育て

経済が活力を取り戻すには至っていない状況であり

支援・少子化対策の抜本的な強化や受益と負担の均

ます。

衡の取れた社会保障制度の確立、また、地方分権改
革の実現に向け、権限・財源の一体的な移譲、地域

こうした中、国においては、４月からの消費税率

の実情に精通した地方がより効果的に住民本位の施

引き上げによる景気の下振れリスクへの対応と持続

策を推進するために不可欠な義務付け・枠付けの更

的な経済成長につなげるため、新たな経済対策とそ

なる見直しなど、住民自治がより機能する仕組みづ

の実行のための 5.5 兆円の補正予算案が策定され、

くりを進めていかなければなりません。

さらに、総額 95.9 兆円の過去最大の当初予算案も閣
住民生活や地域経済を第一戦で守る我々地方自治

議決定されたところであります。

体の役割はますます大きくなっております。全国知

「地域の再生なくして日本の再生なし」
、今年こそ、
地域の力を活かしそれぞれの地域が希望を持って地

事会は、各都道府県の連携をさらに強めるとともに、

域経済を再生するための重要な年であります。その

市町村と手を携え、地域自らの発想と創意工夫が存

ためには、地方は、より包括的な地域社会の構築と

分に発揮される活力に満ちた社会の実現を目指して、

それぞれの地方の相互の経済・人的交流を活発にさ

全力を挙げて取り組んでまいります。

せ、国と協働し日本再生のための構造的な対策を講

困難に直面している今こそ、地方から日本再生へ

じなければなりません。経済再生のためにも、現場

の歩みを進め、日本全体を明るく元気にしていける

を熟知する地方が国としっかりと連携し、政策を形

よう、引き続き、皆様の一層のご理解とご協力をい

づくっていくことが、今ほど求められている時代は

ただきますとともに、新しい年が真に自立した「地

ないと思います。

方自立自治体」の確立に向けて実り多い年になりま
すよう、また、皆様にとってすばらしい年となりま
すよう、心からお祈り申し上げます。

昨年、６月に日本の象徴である富士山が世界文化
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山梨県知事

横内

正明

■ おいしいワインができました！
「山梨ヌーボーまつり 2013」

■ 全国初の通年開催
「富士の国やまなし国文祭閉会式」

山梨県は、約 80 社のワイナリーが集積する日本
を代表するワイン産地です。その山梨県で盛んに栽
培されている甲州ブドウやマスカット・ベーリーＡ
で造られた新酒は、
「山梨ヌーボー」として毎年 11
月第１土曜日に解禁され、
それを祝う「山梨ヌーボー
まつり」が今年も東京・日比谷公園で開催されまし
た。
名誉ソムリエの称号を頂き、ワインをこよなく愛
する私もヌーボーを味わってきました。今年は雨が
少なく、日照量も多かったため、ブドウの糖度が高
く、香りも味わいもしっかりしたワインに仕上がっ
ていました。
会場には山梨ヌーボーを心待ちにしていた来場者
が開始時間前から長蛇の列を作り、２日間で６千人
を超える方が来場されたとのことです。また、オー
プニングセレモニーには、10 月に本県のブランディ
ング総合プロデューサーに就任していただいた、元
サッカー日本代表の中田英寿さんも駆け付けて、に
ぎわいに花を添えていただきました。
山梨県は国産ブドウを 100％使用したワインを対
象とする「国産ワインコンクール」を行うなど、ワ
インの品質向上を支援してきました。今後も、良質
なワインづくりを促進するとともに、販路拡大、と
りわけ、和食ブームに乗り、海外でも評価が高まっ
てきている甲州ワインの輸出拡大などに積極的に取
り組んでいきます。

四季を通じて山梨の魅力を満喫していただくた
め、国民文化祭としては全国で初めての通年開催と
して、１月 12 日に開幕した「富士の国やまなし国
文祭」の閉会式を富士吉田市の富士五湖文化セン
ターで開催しました。
開催期間が 303 日と長期に及ぶため、会期を四つ
の季節のステージに分け、特色を出しながら開催し
てきました。冬のステージは、音楽・演劇を交えた
創作総合舞台の披露や道祖神をテーマにしたフォー
ラム、春には信玄公祭り甲州軍団出陣に合わせた華
やかなパレード、夏には世界遺産に登録された富士
山の麓での歌と踊りのサマーカーニバル。そして秋
は、本県出身の小林一三氏が創設した宝塚歌劇団演
出のミュージカルでクライマックスを迎えました。
閉会式では、次期開催地である秋田県の佐竹知事
に国民文化祭旗を手渡し、無事、引き継ぎを終えま
した。
会期中は、県内外から多くの方をお迎えするとと
もに、これまで途絶えていた伝統行事を地域の方の
力で復活させました。また、市町村で実施された事
業では、全国から集まった大勢の出演者との共演を
通じて交流が深まるなど、多くの成果が得られまし
た。薫り高い文化の風が吹き抜けたこの一年を生か
せるよう、新しく根付いた文化を次代につなげてい
きたいと考えています。

オープニングセレモニーでの乾杯

閉会式のフィナーレ

11 月２日（土）

11 月 10 日（日）
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■ リニア中央新幹線、広域観光など連携強化へ
「三県（山梨・岐阜・長野）知事懇談会」

■日本の著名文化人が甲府に大集結
「エンジン 01 文化戦略会議・オープンカレッジ
ｉｎ甲府」

11 月 14 日（木）

11 月 30 日（土）

日本を代表する各分野で活躍中の文化人、知識人、
芸術家 180 名が甲府に集まり、118 の講座やシンポ
ジウムなどを展開する「エンジン 01 文化戦略会議・
オープンカレッジ in 甲府」が 11 月 29 日から３日
間の日程で開催されました。大会実行委員長で本県
出身の作家・林真理子さんをはじめ、作曲家の三枝
成彰さん、脳科学者の茂木健一郎さん、ジャーナリ
ストの田原総一朗さんらが多彩な講座を繰り広げ、
私も講師として参加しました。
私が講師を務めたのは、静岡県・川勝知事も同席
した「世界遺産富士山を語り尽くす」
、神奈川県・
黒岩知事も同席した「ローカル腕比べ 地方からの
逆襲」、経済評論家・勝間和代さんも同席した「東
京―山梨 15 分 リニアで山梨はどう変わるか？」
の３講座。
富士山の講座では、日本画家の千住博さんから、
葛飾北斎と歌川広重の描いた富士山を比較しなが
ら、その絵に表現された二人の思想の解説があり、
また、千住さんを含め、見る人それぞれの独自の富
士への思いがあるとの話がありました。私にとって
一番美しい富士山は、故郷韮崎市から見た姿。三保
松原と同じく、約 45 キロ離れていますが、富士山
は近過ぎるとあらも見えるので、そのぐらいがちょ
うどよいとの認識を披露させていただきました。
ほとんどの講座のチケットが完売する盛況で、通
年開催した国文祭の文化熱が感じられる雰囲気でし
た。

リニア中央新幹線の駅の位置及びルートについて
詳細が公表され、いよいよリニアが具体的に動き出
す中で、リニア沿線で地上駅が予定される岐阜・長
野両県と本県の３県知事懇談会が、長野県諏訪市で
開催されました。
会議では、岐阜県の古田知事から、リニア中央新
幹線の開業を見据え、環境影響評価、残土処理、交
流促進、防音フードなど共通の課題について定期的
な意見交換を行う場の設置をしたいとの提案があり
ました。また、長野県の阿部知事からは、３県とも
3000 ｍ級の山々を持つ山岳県であることから、山
岳観光の魅力を世界に発信するとともに、インドネ
シアとベトナムに重点を置いた誘客拡大に連携して
取り組みたいとの提案がありました。
私からは、山梨県民のみならず、長野県の中信・
南信地域の方や、岐阜県の東濃地域の方が、東京と
の交通に利用する中央自動車道において、全国で３
番目の渋滞区間となっている小仏トンネルの改築事
業への早期着手と、中部縦貫自動車道整備促進につ
いて、国に要望していくことを提案しました。
今回の懇談会を踏まえ、今後、協調体制を強め、
交流を深めることによって、３県が一層発展できる
よう取り組んでいきたいと思います。

会議後に長野県・阿部知事（左）、岐阜県・古田知事と握手を交わす

講師を務めた講座「世界遺産富士山を語り尽くす」
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干支にちなんで

―日本の歴史を創った馬たち―
上野動物園

前園長

小宮輝之

約 80 年間である。明治政府は馬の体格を向上させ

日本の馬の歴史は第１期在来馬の時代、第２期半

血馬の時代、第３期競争馬の時代と大きく三つに分

るため、欧米から大型馬を輸入し在来馬と交配させ

第１期は大陸から馬が渡来した４～５世紀の古墳

在来馬のメスは西洋馬との交配を義務付けられ、オ

る在来馬の時代である。３世紀の日本を記した中

治から昭和初期にかけて、軍馬や農耕馬として活躍

豹・羊・鵲

スを交配した半血馬とよばれた馬たちだった。この

けることができる。

ていった。昭和 14 年に発布された馬種統制法では、

時代から江戸時代までの約 1500 年間の長きにわた

スは馬匹去勢法により種馬として使えなくなる。明

国の『魏志倭人伝』には「その地には牛・馬・虎・

したのは、大きな西洋馬のオスと小さな在来馬のメ

より、遺跡から出土する牛馬は古墳時代すなわち４

間の雑種化政策で急速に在来馬たちは姿を消して

伝の記載の正しかったことが証明されている。５世

北海道に残る大きな輓馬も半血馬である。ただし

無し」とある。放射性炭素年代測定に

～５世紀以降のものであることが判明し、魏志倭人

いったのである。

紀初期、応神天皇に百済から馬が贈られた史実があ

輓馬は西洋馬と在来馬を交配したものではない。フ

なるのも、日本への馬の渡来の時期を示唆するもの

ジアンといったヨーロッパ原産の大型馬どうしの掛

朝鮮半島を経由して対馬や九州北部に入り、日本各

馬なのである。雑種強勢といって、血縁の遠い品種

として定着していき、風土に合った地域の名を冠し

る育種法で作りだされたのだ。輓馬は北海道の開拓

日本在来馬は江戸時代まで大きな改良を加えられ

木運搬などに使われていたが、第１次産業の機械化

る。古墳時代の遺跡から馬の埴輪が出土するように

ランスのペルシュロンとブルトン、ベルギーのベル

である。アジア大陸の蒙古系の馬が、５世紀ころに

けあわせで、より大型の馬として誕生させたのが輓

地に広がった。馬たちは日本の風土に順応し在来馬

の交配で、より能力の優れた家畜や家禽を誕生させ

た 50 近い系統が確立したのである。

の原動力として活躍し、戦後もしばらくは農耕や材

ることはなかった。テレビの大河ドラマでは上杉謙

で、今では輓馬レースや馬肉生産用に細々と飼われ

るサラブレッドに騎乗し、戦場を駆け抜ける。鎌倉

第３期、すなわち現代は競走馬サラブレッドの時

信も武田信玄も体高（肩までの高さ）160cm もあ

ている。

市材木座遺跡から出た戦国時代の馬は大きなもので

代といえる。第二次大戦前は日本に 150 万頭ほどの

今に残る北海道の道産子や木曽馬のような馬に騎乗

より減少し、平成 16 年には 10 万頭を割り、現在

ばれる小型馬に相当するが、日本人の体格にあった

日本人が一番よく目にする馬は競馬のサラブレッド

面にわたり日本人の生活を支え、歴史を創ってきた。

いるのである。サラブレッドの本場イギリスでは、

も体高 130cm くらいしかない。実際の戦国武将は、

馬がいたが、戦後は自動車の発達と農業の機械化に

していたのである。世界標準からみればポニーとよ

は 80,000 頭ほどしか飼われていない。そして現在、

家畜として、農耕、運搬、厩肥生産、騎馬など多方

で、日本で飼われている馬の内、半数以上を占めて

第２期は明治維新後から第二次大戦後しばらくの

乗用馬や農耕馬などサラブレッド以外の多くの品種

が残されている。欧米各国でも国ごとに歴史を創っ
てきた誇るべき馬たちが数多く飼われていて、サラ
ブレッドの割合は数パーセントでしかない。米国に
は 500 万頭、英仏独といったヨーロッパ主要国でも
数 10 万頭の馬が飼われているのだから、パーセン

テージで比較するのは乱暴だが、50%以上がサラブ

レッドという国は世界中でもほかには無く、かなり
異常な数字なのである。

第１期の 1500 年間、長きにわたり日本人の生活

を支えてきた日本在来馬の現状をお伝えしたい。日
本各地に 50 近くの名で存在した在来馬は、今では

全国８ヵ所に、地域の名を冠した８品種が残って

道産子の名で親しまれている北海道和種
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いるに過ぎない。平成 24 年の統計では北海道和種

1,148 頭、
木曽馬 164 頭、
野間馬 60 頭、
対州馬 28 頭、
御崎馬 87 頭、トカラ馬 114 頭、宮古馬 35 頭、与
那国馬 130 頭で、合計でも 1,766 頭しかいないの

である。日本で飼われている馬の２％ほどでしかな
く、どの在来馬も絶滅に瀕している。

小型の在来馬は孤島や山間に適応して、人々の足

となり農耕の手助けをしてきた。トカラ馬、宮古馬、
与那国馬はサトウキビ畑の働き手であった。対馬の
対州馬は山間の足であり、狭い坂道の多い長崎の市
内や、三池炭鉱の坑道内の石炭の運搬にも使われて

野間馬ランドで行われている乗馬セラピー

いた。愛媛の野間馬は瀬戸内の山の斜面のミカン畑
でミカンや肥料の運搬に活躍していた。

設けた広大な藩営牧場で半野生の状態で維持されて

にも描かれている。体格の良い個体は騎馬としても

島々で活躍していた小さな在来馬たちは、あまりに

が後白河天皇から賜り一ノ谷の合戦で騎乗した太夫

ことができたのである。

青森県三戸産の南部馬である。太夫黒は体高４尺６

月をかけて作られてきた。地域ごとの気候、えさに

た。一方、鵯越えの逆落としで畠山重忠に担がれた

こそ確立した品種である。そうした地域に適応した

たのではなかろうか。

の損失でもある。石油資源も無限ではなく、いずれ

府の軍馬や農耕馬の体格を向上させる政策により消

する場が復活するかもしれず、最近のエネルギー事

根絶やしになった。南部馬は江戸時代から蝦夷地で

ような気がしないでもない。

がて寒さに強く頑強な道産子とよばれる北海道和種

里、野間馬は愛媛県今治市の野間馬ランド、御崎馬

てはいるのだが。

国馬は島の放牧場で観光資源として飼われている。

雑種化が進んだが、幸い千曲市の武水別神社に神馬

始め、地域の小中学校での情操教育や市民の乗馬体

る。宮崎県都井岬の御崎馬は、江戸時代に高鍋藩が

唆しているようだ。それぞれの地域の動物園でも、

中型の在来馬も農耕や運搬に使われ、浮世絵など

きたことが幸いし絶滅は免れた。九州や瀬戸内海の

選ばれ、時には戦いの場でも使われていた。源義経

小さ過ぎて、軍馬改良の対象にならずに生きのびる

黒は、当時優秀な騎馬の産地として知られた現在の

在来家畜は各地の風土や文化に合うように長い年

寸（130cm）の当時としては大型の青毛の名馬であっ

適応し、病気や寄生虫への抵抗力を備えてきたから

とされる愛馬三日月は野間馬のような小型の馬だっ

遺伝子を失うことは長い目で見れば地域文化・経済

在来馬は 1500 年間にわたり活躍したが、明治政

枯渇するだろう。そのとき再び小さな在来馬の活躍

えゆくこととなる。名馬が災いし南部馬はいち早く

情は在来馬を必要とする時代の再来を予言している

の漁業や林業の運搬手段として北海道に運ばれ、や

現在、木曽馬は長野県木曽町旧開田村の木曽馬の

誕生の基になり、道産子の中に遺伝子はまだ残され

は宮崎県都井岬、トカラ馬は鹿児島県開聞岳、与那

木曽義仲や武田信玄の騎馬として名高い木曽馬も

小さな野間馬は障害者を対象とした乗馬セラピーを

として去勢されずにいた神明号を基に復活してい

験などに活躍し、これからの在来馬の生きる道を示
希少家畜の保存を兼ねて地域の文化財として 50 頭
ほどの在来馬が飼育されている。

日本の風土に合った日本固有の遺伝資源として、

在来馬の絶滅は国にとっての損失である。日本の歴
史を刻んだ馬たちが消えゆくことは、日本人として

さびしいかぎりである。午年を迎えるに当たり、日
本の自然環境、文化環境、社会環境が生み出した生
ける文化財日本在来馬の行く末に思いを馳せるもの
である。

木曽馬の里の木曽馬親子
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隠岐諸島
国賀海岸

隠岐神社
赤壁

島根半島の沖約 40 ～ 80km の日本海に浮かぶ隠岐諸島は、2013 年９月に世界ジ
オパークに認定されました。
ジオパークとは、優れた価値を持つ地質遺産を有すると同時に、生態系や人の営みま
でを総合的に体験できる自然公園で、日本では隠岐を含めて６ヵ所が世界ジオパークに
認定されています。
今回はこの隠岐諸島の「名所」や、その地で育まれた「料理」について御紹介します。

名
■ 隠岐神社（海士町）

承久の乱（1221 年）によって隠岐へ配流となった後
鳥羽上皇を祀る神社です。上皇が亡くなるまでの 19 年
間を過ごされた源福寺跡の隣接地に、崩御から 700 年
となる昭和 14 年に造営されました。本殿は隠岐特有の
隠岐造です。桜の名所としても知られています。

6

所
■ 国賀海岸（西ノ島町）
日本でも有数の高さを誇る絶壁の摩天崖（257m）や、
天然の岩の架け橋・通天橋など、長年の海食作用によっ
て作り上げられた雄大な景観や奇岩が数 km にわたって
続く海岸です。遊覧船からでも陸上からでも訪れる人を
圧倒します。

■ 赤壁（知夫村）

■ ローソク島（隠岐の島町）

マグマのしぶきが高温のまま酸化し、赤褐色となった
鮮やかな岩壁が約３km にわたって続いています。展望
所から見える崖では、赤褐色の岩肌の中央部にマグマの
通り道であった白っぽい岩脈を見ることができます。隠
岐が激しい火山活動で出来上がったという大地の鼓動を
感じられる場所です。

海上に浮かぶ高
さ約 20m の奇岩で
す。長年の風雨と海
食によって巨大な
ローソクの形に造
り上げられました。
夕日に合わせて出
港する遊覧船から
は、この岩の先端に
夕日が重なり、あた
かも巨大なローソ
クに火が灯ったよ
うな感動的なシー
ンが楽しめます。

料

理

■ 隠岐そば
隠岐そばは広く島民に根付いており、冠婚葬祭には欠かせないも
のになっています。そばはつなぎを使わず、100 パーセントそば粉
だけで打つので長くつながりません。だしは焼きさばやあご（トビ
ウオ）を使うのが特徴です。

■ ばくだんにぎり
岩のりは厳冬の季節に摘まれ、きれいに洗い、すだれで２～３日
乾燥させます。
岩のりを焙り、醤油をつけ、おにぎりが真黒になるまで包むので
「ばくだんにぎり」といわれています。また隠岐の正月の雑煮にはたっ
ぷりと岩のりをかける風習があります。

■ 寒シマメ漬け丼
寒シマメとは、冬の旬の時季に獲れるスルメイカのことです。
きも
漬け丼の具は、新鮮な寒シマメとその肝 で作った肝醤油で和えた
もので、その深い味わいは絶品です。
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長崎県

への

未 来

遺 産

静かに物語る、二つの世界遺産候補

江戸時代、長崎には日本で唯一西洋に開かれた「出島」がありました。ペリーの黒船来航による開国後、長

崎のほか、函館、横浜、神戸、新潟の４港が開港。近代的なまちづくりが始まるなか、長崎は出島を通して伝

えられてきた西洋の科学技術を土台に、造船や炭坑など、日本の産業の近代化を象徴する施設が次々とつくら
れました。また、禁教令が解かれた後、16 世紀のザビエルに始まるキリスト教の歴史に根ざした教会堂が、県

内各地で一斉に建てられました。こうして長崎には、産業施設と教会群という二つの貴重な遺産が残されるこ
ととなったのです。

◇「明治日本の産業革命遺産
九州・山口と関連地域」

◇「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」

船や石炭産業、製鉄などの重工業分野の産業化は急

華やかな繁栄、厳しい弾圧、250 年もの潜伏、奇跡

きます。これは世界の歴史上、極めて稀なことです。

を見ない歴史をたどってきました。今もなお長崎に

19 世紀後半から 20 世紀初頭にかけて、日本の造

16 世紀、長崎ヘのキリスト教の伝来に始まり、

速に進み、日本は極めて短い間に近代化を遂げてい

の復活と、長崎におけるキリスト教史は世界にも類

長崎では、開国後、江戸幕府により長崎製鉄所がつ

は、地域の暮らしに息づく数多くの教会堂やキリス

くられ、やがて東洋一の造船所に成長を遂げます。

ト教の関連遺産が存在し、人々の信仰と共に類稀な

一方、石炭需要の増加に伴い、日本で最初に近代的

るキリスト教史を静かに物語っています。

な採炭法を取り入れた高島などの炭鉱開発も進めら
れました。

「明治日本の産業革命遺産」の構成資産の一つ 端島炭坑。その姿が
海を行く軍艦に見えることから、通称「軍艦島」と呼ばれています

「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の構成資産の一つ 大浦天主
堂。1953 年に国宝に指定された、日本に現存する最古の教会堂です
© 日暮雄一

〈お問合せ〉
長崎県世界遺産登録推進室
TEL 095-894-3171
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くりもの

広島県
くりもの

戸河内刳物

戸河内刳 物は、杓子を主製品としてい
ますが、起源は宮島細工にあり、藤屋大
助氏が江戸時代後期に創始したと伝えら
れています。その曾孫弟子といわれる福
田李吉氏が、大正時代初期に宮島から材
料供給地である戸河内町（現：山県郡安
芸太田町）に移住し、杓子づくりの全工
程を伝えたと言われています。
この福田李吉氏の直弟子であった、父
の横畠左六氏から技術を受け継いだのが、
現伝承者の一人である横畠文夫氏。ノミ、
カンナ、ヤリガンナ等を用いてつくった
お玉は、
「浮上お玉」と名付けられ、汁物
に使用すると鍋底から浮き上がり沈まな
いことから、実用的で縁起の良いお玉と
されています。
戸河内刳物の特徴は、厳選した原木の
木目を生かした美しい曲線。12 種類の刃
物を使い、16 工程で仕上げます。まず、
原木から素材を切り出し、木の皮を剥ぎ、
必要な大きさにナタで割りとっていきま
すが、その作業は、単純なようにみえて、
奥の深い、木工の原点である「割木木工」
です。それから、自製のノミやカンナで
削り、お玉の形を整えた後、お玉の顔を
切り取り、窪みを仕上げます。一番難し
いのが、お玉の顔の部分の中を、ヤリガ
ンナを使って、一番深いところから外へ
刳り抜き、逆目がでないように作ってい
く工程です。
昭和 20 年前後、戸河内町の杓子づくり
は隆盛を極め、当時は 40 人近くの職人が
いたそうですが、その後、衰退の一途を
たどり、一時、職人は横畠文夫氏一人と
なっていました。そうした中、全国の百

12 種類もの刃物

貨店催事での実演販売を中心に活動を続
けられ、使う人の声を聞いて出来あがっ
たのが、
「穴あきお玉杓子」
。具と汁を分
けてすくえるように穴を開け、持ち手を
湾曲にし、彫りを加えたことで、持ちや
すく、鍋の縁で止まり中へ滑り込まない
為、人気商品となっています。
平成 10 年に横畠裕希氏、平成 13 年に
沖野秀則氏が、それぞれ弟子入りして修
業し、現在は独立。全国の百貨店で開催
される工芸展などを実演販売して回りな
がら、横畠文夫氏から受け継いだ伝統的
な技術を忠実に守るとともに、伝統的な
製品に加えて、使う人の気持ちを大切に
した、現代的な製品の製作にも前向きに
取り組んでいます。

実用性の優れた伝統的工芸品（浮上お玉杓子，穴あきお玉杓子）

お問合せ

広島県商工労働局ひろしまブランド推進課
TEL 082-513-3441
FAX 082-223-2135
E-mail syobrand@pref.hiroshima.lg.jp
（製造者）
横畠 文夫・横畠 裕希
広島県山県郡安芸太田町大字吉和郷 335
TEL 0826-28-2063

セン（刃物の種類）を用いて，お玉の顔，柄首を整えていく
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沖野 秀則
広島県山県郡安芸太田町大字吉和郷 584
TEL 0826-28-2333

先進政策バンク優秀政策事例
行財政改革分野

「 効果的で無駄のない行政を推進 」
－県と市町村の機能合体－
                                                 

１．はじめに

秋田県企画振興部市町村課

２．秋田県における機能合体の取組
（1）機能合体の形式
本県では、概ね以下のような方法で県と市
町村の機能合体を進めることにしています。
① 執務体制の一体化、共同化
ア．双方の事務をワンフロアで実施（必要に
応じて、県・市それぞれの職員に併任発令）
イ．新たな任意組織の設置
ウ．内部機関の共同設置
② 双方の類似業務の共同実施
協議会等を設置するなど、双方の類似業
務を連携して実施。
③ 双方の類似業務を一方に事務移管し、事務
を集約
法令や国庫補助金等の制度によらない事
業で、双方で実施している類似業務につい
て、どちらか一方に事務移管。必要に応じて、
県から市町村への職員派遣も実施。
④市町村への権限移譲
県の権限移譲条例で定められている移譲
事務のほか、場合によっては新たな移譲事
務の追加について検討。

秋田県では、人口減少と少子・高齢化が急
速に進んでいるほか、経済・雇用情勢の低迷
により、県・市町村を通じて財政環境は厳し
い状況にあります。
一方で、高齢化の進展に伴い、地域医療の
確保等の新たな行政需要も増加してきており、
徹底した事業の取捨選択や重点化により、行
財政改革を進める必要があります。
しかしながら、既に自治体を維持できるギ
リギリのラインまで職員数を削減している市
町村にとって、単独での行財政改革には限界
があります。
このため、本県では、県と市町村で重複す
る業務について一体化を図ることにより、厳
しい行財政環境の下でも、住民サービスを維
持しつつ、事務事業を効果的・効率的に実施し、
持続可能な地域づくりを進めていく必要があ
ると考え、平成 21 年 10 月の秋田県・市町村
協働政策会議総会（以下「協働政策会議」
（＊））
において、市町村と協議し、県と市町村が重
複又は類似して実施している事務事業等につ
いて、県と市町村が一体となって又は共同し
て業務を行う「機能合体」を推進することと
しました。
平成 22 年 4 月には、
「県・市町村機能合体
推進要領」を策定するとともに、県庁の各部
局が共通認識を持ち、市町村との機能合体や
政策連携等を部局横断的、総合的に推進して
いくため、県庁内に知事を議長とする「機能
合体等推進会議」を設置し、市町村との機能
合体を進めてきています。

※上記は例示であり、具体的に様々な一体化、共同化
の手法を広く採用していくこととしています。

（2）機能合体の取組例
本県では、県と市町村の機能合体を地域別、
分野別にそれぞれ推進していますが、その取
組例を紹介します。
① 地域別の取組
ア．執務空間のワンフロア化
県南部にある横手市は、平成 17 年 10 月
の合併により、県の出先機関である平鹿地
域振興局と管轄区域が同一となりましたが、
協働政策会議での合意も踏まえ、振興局と
横手市との役割を整理し、双方の機能合体
の可能性を探るため、平成 22 年 2 月に県・
横手市の関係部局で「平鹿地域振興局と横
手市における機能合体等に関する研究会」

＊県と市町村が双方向で提案を行い対等な立場で議
論する会議
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イ．ワンフロア化以外の取組
県内には 8 つの地域振興局がありますが、
県・市町村・関係団体等による研究会等を
設置し、検討結果を踏まえ機能合体の取組
を進めてきています。
観光分野では、振興局と管内市町村で構成
する協議会等を設置するなどした上で、広
域観光ルートの造成、滞在・体験型観光ツ
アーの企画、誘客宣伝などの取組が全地域
で進んでいるほか、県道と市町村道で構成
される観光ルートにおいて、観光案内と道
路案内を一体化させた標識等の整備を行っ
ているケースもあります。
農林分野では、県と市町村等で協議会等
を設立し、地域の特産品の生産拡大や販路
開拓を図っているほか、JA 等との協働の下、
営農指導や担い手育成等の取組が進んでい
ます。
この他、福祉環境分野においても、会議・
研修会の共同開催や、廃棄物の不法投棄監
視、公害関係の苦情処理に係る業務の共同
化等が行われています。

を設置しました。
平成 22 年 9 月には研究の成果を報告書
としてまとめ、同年 12 月には知事と横手市
長との間で、
「秋田県平鹿地域振興局と横手
市との機能合体に関する基本協定」を締結。
その後、県市間で協議を進め、平成 23 年 5
月からは平鹿地域振興局と横手市が相互の
庁舎・施設に入居し、同一フロアで執務を
行う「ワンフロア化」がスタートしています。

② 分野別の取組
ア．観光振興
秋田県への観光の玄関口である角館駅前
において、仙北市と同市を起点とした県内
周辺地域への観光客の流動促進を図るため、
平成 22 年 4 月に県、仙北市、地元観光協会、
秋田内陸縦貫鉄道株式会社が協働で運営す
る窓口「仙北市ツーリスト・インフォメー
ション・センター」（以下「仙北市 T.I.C」）
を設置し、共同運営しています。

ⅰ）観光分野
県の広域観光業務を市に移管し、県職
員 2 名を派遣するとともに、県から市へ
交付金を交付。横手駅前の横手市施設に
おいて、県・市の観光振興業務をワンフ
ロアで実施。
ⅱ）商工・農林・建設分野
市の産業経済部（観光物産課を除く）
及び建設部が平鹿地域振興局庁舎に入居
して同一フロアで執務。
商工分野では県と市が相互に職員を併
任発令、農林分野では担い手育成等の業
務を市に移管するとともに県職員 2 名を
派遣、建設分野では建築確認業務を市に
移管したうえで、各分野において県と市
が一体化又は連携して業務を推進。
ⅲ）ワンフロア化の効果
県市間の調整が随時可能となり、効率
的に事務作業が行えるようになったほか、
災害時・緊急時の迅速な対応が可能にな
りました（事務の効率化）
。
また、県市の窓口が集約されることに
より各種手続や住民要望等にワンストッ
プで対応可能となり、住民対応のスピー
ドアップが図られました（住民サービス
の向上）
｡

仙北市 T.I.C では、仙北市内の観光情報
はもちろん、県内全市町村の観光パンフレッ
トの配布や県内の観光地・行事の紹介等、
広域的な観光情報を提供しているほか、仙
北市を起点とした広域的な旅行商品の企画、
商品化の促進、関連する情報発信等を行っ
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や、県・市町村連携による相談体制の周知
を図るため、啓発リーフレットを作成・配
布しており、地域住民にも徐々に浸透して
きています。

ています。この結果、観光客の利便性が向
上するとともに、仙北市はもちろん、その
周辺地域への観光客の流動が進んでいます。
イ．地方税徴収対策
個人住民税をはじめとする市町村税の滞
納整理を推進し、市町村及び県の税収を確
保するとともに、市町村職員の徴収技術向
上を図り、今後の徴収体制づくりに資する
ことを目的に、平成 22 年 4 月に県と全市町
村による「秋田県地方税滞納整理機構」を
設置しました。
同機構は県職員 4 名、市町村からの派遣
職員 8 名が中心となって、市町村から処理
依頼された事案について、財産状況及び生
活状況を調査した上で滞納処分を執行すべ
きものについては執行し、その執行を停止
すべきものについてはその旨を付して処理
依頼の取消をするなど、厳正かつ的確な滞
納整理を進めています。
機構による処理実績が着実に増加してき
ているほか、職員のスキルアップが図られ、
これまで滞納処分をしたことのなかった職
員が滞納処分を執行したり、財産調査の範
囲の拡大や手法の開拓により、非表見財産
の発見・差押え（戸別所得補償交付金の差
押え、相続による納税義務の承継や連帯納
税義務の追及等）ができるようになるなど、
滞納整理技術の向上の効果も上がってきて
います。

エ．職員研修
従来、県・市町村職員の合同研修は、県
でカリキュラムを作成していましたが、県・
市長会・町村会の 3 者で研修実施の基本協
定を締結し、県・市町村の職員等で構成す
る協議会において、合同研修のカリキュラ
ムの見直しを行うとともに、県内 3 ヵ所で
地区別研修を開催しています。
スケールメリットを活かした効果的な研
修（カリキュラムの多様化、内容の充実、
講師依頼コストの節減）のほか、レベルの
高い研修や先進的な取組に関する研修など、
単独の自治体では実施できない研修が可能
となり、県全体として自治体職員の能力の
底上げが図られています。
また、県職員と市町村職員の交流による
連携意識の醸成と様々な情報の共有、人的
ネットワークの形成が進むなど、県と市町
村の協働を進めるうえでの基盤づくりにも
役立っています。
オ．生活排水処理の広域共同化
生活排水処理事業の経営基盤の強化など
を目的として、
「秋田県生活排水処理事業連
絡協議会」を設置し、県と市町村の協働によ
る汚水・汚泥処理の広域共同化（統合）及
びバイオマスの利活用（高付加価値化）を
推進しています。
実施例としては、市町村の生活排水処理
施設を流域関連公共下水道を通じて県の流
域下水道へ接続する取組を進めており、こ
れまで農業集落排水 9 地区、し尿処理施設
１施設を統合しました。
県の流域下水道へ接続することで、老朽
化した農業集落排水等の処理施設の更新費
用や維持管理費の節減が図られています。

< 表１> 滞納整理機構による処理実績
H22 年度 H23 年度 H24 年度
処理依頼額

5.8 億円 11.3 億円 12.7 億円

処理依頼後徴収額 1.4 億円
差押件数

2.6 億円

2.6 億円

約 500 件 約 780 件 約 450 件

ウ．消費生活相談
県民の誰もが身近な場所で消費生活に関
する相談ができ、安全で安心な消費生活を
送ることができるよう、県及び市町村の消
費生活相談窓口の体制強化を目的に、県生
活センターと、平成 23 年 4 月に開設した北
部消費生活相談室及び南部消費生活相談室
において、市町村相談担当者の実務経験に
応じ、県相談担当者とともに 2 ～ 6 カ月間
程度相談業務等を行う受入実務研修や巡回
指導のほか、弁護士等を講師とした事例研
修を実施しています。これらの施策による
市町村相談員の能力の向上が、消費生活相
談室の新設や相談員増員など市町村の機能
強化に寄与しているところです。
また、県と市町村相互の相談窓口の周知

カ．道路維持管理
市町村道において、県管理道路と同等の
管理レベルを確保するため、県と市町村と
の間で道路ネットワークの協働に関する協
定を締結し、パトロールの一体化等を実施
しており、効率的で良好な道路維持管理が
図られるようになり、円滑で安全な交通の
確保につながっています。
また、道路除雪の効率化を目的に、一部
区間において、県と市町村が連携、分担し、
交換除雪を行っています。管理区分をなく
すことにより、除雪車が未作業で移動する
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共同利用により、県及び参加市のシステ
ム関連経費の削減が図られており、引き続
き、他の市町村に対して情報提供と共同利
用に関する呼びかけをすることで、利用の
拡大を図っていくこととしています。

区間が解消されるなど、効率的な道路除雪
が図られるようになっています。
< 表２> 道路維持管理に係る協働実績（H24）
実施市町村
道路パトロール
8市2町
県→市
交換除雪
11 市 2 町
市→県

路線数
23 路線
48 路線
40 路線

区間延長
115.1km
78.4km
74.5km

ケ．各種相談業務（WEB 会議システム）
市町村役場を訪れる利用者の方が、地元
市町村窓口にいながら、パソコン画面を通
じ県相談機関の担当者の顔を見ながら相談
を行うことができるよう、WEB を利用した
会議システムを平成 22 年度から導入してい
ます。
福祉分野では、市町村に相談者が来所す
るケースが少ないことや、相談者が直接面
談による相談を希望するケースが多いこと
などから、相談業務への活用事例は少なく
なっていますが、遠方の市町村を中心に起
債ヒアリング等行政間の利用に多く活用さ
れており、県・市町村の業務の効率化とコ
ストの削減に役立っています。

キ．秋田内陸活性化本部の設置
過疎地の第三セクター鉄道である「秋田
内陸縦貫鉄道」
（以下「秋田内陸線」
）の持
続的運行を目指し、地域の活性化と秋田内
陸線への支援を効率的に推進するため、平
成 22 年 4 月に、県、北秋田市、仙北市が、
北秋田市阿仁庁舎内に機能合体組織「秋田
内陸活性化本部」
（以下「活性化本部」
）を
立ち上げました。
活性化本部には、県から 3 名、北秋田市
から 3 名、仙北市から 1 名がそれぞれ派遣
され、県職員は市職員を併任し、市職員は
県職員を併任することで、県・市の組織の
枠を超えて業務に従事しています。
活性化本部では、地域と連携した企画や
沿線イベントによる利用促進事業、沿線外
での誘客イベントやメディアの活用による
PR 事業等を実施していますが、同一フロア
で業務を行うことにより情報の共有化が図
られているほか、県・市の事業を連携させ
ることにより、事務処理が効率化するとと
もに、より効果的に事業を実施できるよう
になりました。

３．今後の課題
県と市町村の機能合体については、県と市
町村の継続的な協議と協働の取組により、一
定程度定着してきていますが、今後は、平鹿
地域振興局と横手市とで行われている、事務
事業の移管等を通じた執行体制の一体化・共
同化、ワンフロア化などの機能合体の取組を
その効果を検証しながら他地域へ普及促進す
るとともに、各分野で進めている事業分野ご
との機能合体の取組の他分野への拡大と全県
への普及促進に取り組んでいく予定です。

４．終わりに

人口減少と少子高齢化が全国トップのス
ピードで進む秋田県においては、人口減少に
伴い、地方自治体の財政規模の縮小等が想定
される中で、将来的に必要な住民サービスの
提供が困難となる自治体が出てくることが懸
念されます。
このため、昨年 7 月には、新たに県と全市
町村による「人口減少社会に対応する行政運
営のあり方研究会」を立ち上げ、市町村同士
の連携（水平補完）や県と市町村の連携（垂
直補完）等により、県全体で将来にわたって
継続的に必要な住民サービスを提供していく
ための方策について検討を始めました。
今後は、この研究会による研究や機能合体
の拡充により、県と市町村の連携・協働を更
に推進し、県・市町村を通じた効果的で無駄
のない行政を展開していきます。

ク．電子入札システムの共同利用
県・市町村双方のコスト削減のため、県
と 24 市町村が「秋田県電子入札共同利用連
絡協議会」を設置して、県の電子入札シス
テムを市町村が共同利用する取組を進めて
おり、これまでのところ、大仙市、由利本
荘市、男鹿市の 3 市がシステムの共同利用
に参加しています。
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「 「命をつなぐ川の消火基地づくり」について
－震災時における消火用水確保に向けた取組－
埼玉県県土整備部河川砂防課

の中をかつて農業用水路として使われていた
中小の河川が数多く流れています。河川には
洪水を流すだけでなく、多面的機能として大
規模火災時における延焼遮断帯や消防水利と
しての役割があり、この川という資産を最大
限に生かす取組を積極的に進める必要があり
ます。埼玉県地域防災計画においても、今後、
火災の延焼拡大の危険が高い地域等を中心に、
河川等の自然水利の開発や確保をより一層推
進していくこととしています。

過去の大震災時には、水道管が破断し消火
栓が使用不能となったため、消火用水として
河川を土嚢や瓦礫等でせき止めて取水した教
訓があります。首都圏で大地震が発生した場
合、埼玉県においても同様に消火栓が使用で
きなくなる事態が想定されます。そうなると、
消防車が出動しても消火栓から水を取ること
ができなくなり、消火活動が困難となります。
そこで、本県では、密集市街地を流れる都市
河川を緊急時の消防水利として活用する「川
の消火基地づくり」を進めています。

１

２

背景

事業内容

（1）延焼拡大が懸念される県南部の６市を流
れる河川が対象
川の消火基地づくりは、前述の草加市を始
めとする県南部の６市を流れる河川で実施し
ます。この６市を対象とした理由は、地震被

（1）首都圏では大地震の発生がさらに切迫
東日本大震災の発生後、首都圏では大地震
の発生がさらに切迫していると指摘されてい
ます。平成 24 年に国の機関である地震調査研
究推進本部が公表した全国地震動予想地図に
よると、埼玉県南部は今後 30 年間に震度６弱
以上の揺れに見舞われる確率が最も高いエリ
アに含まれています。今後、想定される地震
被害を軽減させる対策を迅速に実施していく
ことが必要となっています。
（2）東京都心から 20km 圏内の県南部に火災
被害が集中
埼玉県地震被害想定調査によると、東京湾
北部を震源とするマグニチュード 7.3 の地震
が発生した場合、東京都心から 20km 圏内に
位置する草加市、三郷市、八潮市、川口市、
戸田市、
蕨市の６市のエリアでは、
冬の夕方（18
時）、風速８メートルというケースでの焼失棟
数が 495 棟となり全県の焼失棟数の３分の１
を占めます。大地震が発生した際は、この地
域の消火用水の確保が極めて重要といえます。
（3）「川の国埼玉」の特徴を最大限に生かす取組
本 県 は、 県 土 に 占 め る 河 川 の 面 積 割 合 が
3.9％で日本一です。特に、県南部では市街地

川の消火基地づくりの事業予定区域及び対象河川
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なお、扉付きフェンスや階段通路は都市河
川を管理する上でも必要な施設であり、これ
までも河川整備に合わせて設置してきました。
川の消火基地づくりでは、このような既存の
施設も活用していきます。

害想定調査においてこの地域に火災被害が集
中すると想定されること、また、この地域の
市街地の中を 14 河川、総延長約 100km もの
県管理河川が流れていることです。
また、この地域には中川や綾瀬川といった
国が管理する河川もあることから、これらの
河川についても国土交通省の協力を得ながら
川の消火基地の整備を進めます。

（3）1km に１箇所を目安に３年間で集中整備。
密集市街地の調節池も活用
一般的な消防ポンプ車は、長さ 20 ｍの消防
ホースを 20 本以上搭載しています。これらの
消防ホースを全てつなぎ合わせると、１台の
消防ポンプ車で 400 ｍ送水することができま
す。大震災時に消火栓が使えなくなり消火用
水が不足するという緊急事態を想定した場合
には、消防ポンプ車を２台連結させ送水範囲
を広げるという提案が消防関係者からありま
した。消防ポンプ車を２台連結させると、直
線距離で 800 ｍまで送水することができ、市
街地の路地などの曲がりを考慮しても取水地
点から約 500 ｍの範囲に送水可能となります。
よって、川の消火基地づくりでは基地１箇所
当たりの守備範囲を取水地点から 500 ｍの範
囲と想定し、河川延長の１km に１箇所を目安
に整備することとしています。
東京都心から 20km 圏内に位置する事業対
象の６市には、約 100km の県管理河川がある
ことから 100 箇所の消火基地を整備すること
になります。さらに、中川や綾瀬川といった
国が管理する河川にも 20 箇所の整備を行いま

（2）扉付きフェンス、階段通路、取水ピット、
看板を整備
川の消火基地は、河川沿いに道路が整備さ
れているところで、消防ポンプ車が作業でき
る場所が確保できる地点に設置します。具体
的には、まず消防隊員の水際への接近を容易
にするために扉付きフェンスと階段通路を整
備します。ただし、県南部の都市河川は用地
の制約から切り立った護岸の河川が多いので、
歩行者などの川への落下を防止するため、大
震災時以外は扉を施錠しておきます。
また、河川の状況により水深や水量が確保
できない箇所については、取水ピットを整備
し安定的に取水できるようにするとともに、
ゴミやヘドロの吸い込みも防止します。さら
に、大震災時においても円滑な消防活動が行
われるよう、川の消火基地の位置を看板でわ
かりやすく明示しておきます。この看板によ
り、地域住民や他の地域から応援に駆け付け
た消防関係者でも、取水地点が認識できます。

「川の消火基地」の整備イメージ

取水ピット（第二大場川に設置）

取水ピット（辰井川（柳島調節池）に設置）
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川の消火基地１箇所当たりの守備範囲のイメージ

す。首都圏では大地震の発生が切迫している
と指摘されていることから迅速な減災対策の
実施が必要であり、この 120 箇所について３
年間という短期間で集中整備する計画です。
また、河川関係の施設としては洪水時に河
川の水を一時的に貯めておく調節池がありま

〔整備前〕

〔整備前〕

す。一部の調節池では池底の一部分を常時湛
水させ住民の憩いの水辺空間として活用して
います。特に県南部では、密集市街地の中に
このような調節池があり、河川だけでなく調
節池にも消火基地を整備することができます。
なお、整備箇所の選定にあたっては、大震

整備箇所（第二大場川：三郷市）

〔整備後〕

〔整備後〕
整備箇所（辰井川 ( 柳島調節池 )：草加市）
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100km の都市河川が流れていますが、残念な
ことに現在、消防水利として河川が定められ
ているところはありません。川の消火基地づ
くり事業の推進により 120 箇所の整備が完了
すると、大震災時においても、この６市の市
街化区域の約 75％を送水可能範囲として面的
にカバーできます。

災時において実際に施設を活用する地元消防
との連携、調整が不可欠です。市によっては、
これまでにも川の水を消火活動に使った経験
を持つ消防もあり、このような消防からは具
体的な整備箇所の提案があります。事業着手
初年度である平成 25 年度は、消防からの提案
を受けて 40 箇所の整備を行いますが、このう
ち三郷市の第二大場川と草加市の辰井川（柳
島調節池）で整備を進めていた消火基地が９
月に完成しました。

（2）水道管の耐震化を進める間のバックアッ
プとして有効
厚生労働省が発表した平成 23 年度末の水道
事業における耐震化の状況調査によると、埼
玉県の水道管の基幹管路の耐震化率は、県営
水道が 37.8％、市町村水道が 32.1％となって
います。地方自治体の財政難などから老朽水
道管の耐震化は思うように進んでおらず、水
道管の耐震化が完了するまでには相当の時間
を要します。このような状況の中、川の消火
基地づくりは３年間という短期間で 120 箇所
を集中整備することとしており、水道水のバッ
クアップとして河川水を供給できる体制を整
えることは大震災時に有効であると考えます。

（4）河川管理者と地元消防が連携。消火基地
を活用した放水訓練も実施
川の消火基地づくりでは、河川管理者が主
体的に整備を行うことで短期間に 120 箇所も
の整備を可能としています。
一方、大震災時に施設を活用するのは地元
消防であり、川の消火基地の整備にあたって
は地元消防との連携が不可欠です。そこで、
平成 25 年３月には県、国、市、地元消防など
で構成する「命をつなぐ川の消火基地づくり
連絡調整会議」を設置し、
川の消火基地の整備、
運用、維持管理を効果的、効率的に実施する
ための協議を開始しました。この会議の中で
は、常備消防だけでなく、消防団や自主防災
組織による川の消火基地の活用が可能ではな
いかなど、新たな視点による提案もありまし
た。また、平成 25 年９月 24 日には、第二大
場川と辰井川（柳島調節池）の消火基地にお
いて、地元消防や消防団、地元小学校による
放水訓練も実施しました。

（3） 住民の防災意識や河川美化も啓発
川の消火基地づくりでは、地域住民や他の
地域から応援に駆け付けた消防関係者でも災
害時に取水地点が認識できるよう、消火基地
１箇所ごとに看板を設置することとしていま
す。平常時においても、住民の方々にこの看
板を見ていただくことで、河川水が大震災時
の消火活動に役立つことを知ってもらうなど、
住民の防災意識が啓発できると考えています。
さらに、河川水が消火活動に役立つと知って
もらうことで、川の水を汚さない、川にゴミ
を捨てないなど河川美化意識の向上につなが
るといった波及効果も期待できます。

４

河川を震災時の消防水利に活用するという
試みは、これまでにも事例があります。しか
し、当課で調べたところでは、本県のように
まとまった地域を対象に、３年間という短期
間で集中的、計画的に整備するという例はな
く、全国的に見ても先駆的な事業といえます。
川の消火基地づくりは河川管理者にとってこ
れまで経験のない試みであり、今後も試行錯
誤をしながら地域の防災力の強化に役立てた
いと考えています。

放水訓練の様子（辰井川（柳島調節池）：草加市）

３

終わりに

事業効果

（1）市街地の約 75％に災害時でも安定的に消
火用水を供給
対 象 の ６ 市 は、 合 わ せ て 約 12,500 ヘ ク
タールの市街化区域を有し、約 120 万人の県
民が生活している地域です。この地域には約
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有害鳥獣であるエゾシカの有効活用
～毎月第 4 火曜日「シカの日」の創設と処理施設評価制度の活用について～
北海道環境生活部環境局エゾシカ対策課

捕獲対策の強化に取り組んだ結果、年間の
エゾシカ捕獲頭数は、それまでの年平均７～ 8
万頭から、平成 24 年度には 14.3 万頭に倍増し、
推定生息数もようやく減少局面を迎えようと
している。

■エゾシカをめぐる現状
エゾシカは、北海道にのみ生息するニホン
ジカの亜種で、明治の初めに乱獲や大雪で一
時絶滅寸前にまで至ったが、その後、天敵で
あったオオカミの絶滅や禁猟政策により、再
び生息数が増加に転じ、ピークであった平成
22 年度の推定生息数は、65 万頭に達した。旺
盛な食欲で農地や森林を食べ荒らすエゾシカ
がもたらす農林業被害は深刻で、その被害額
は現在もなお 60 億円を超えている。

■捕獲個体の有効活用
北海道では、平成 18 年に「エゾシカ有効活
用ガイドライン」を策定し、捕獲した個体を
食肉等に活用することで、狩猟者の捕獲意欲
向上のインセンティブとなるよう、有効活用
の促進に努めてきた。
狩猟の解禁とともに多くの狩猟者がエゾシ
カ猟を楽しむ北海道では、捕獲したエゾシカ
を、狩猟者自らが解体処理し、家庭で調理し
消費している。しかし、自家消費のために解
体された肉は、放血が不十分であるなど処理
が必ずしも良好でない場合もあり、道民にとっ
てエゾシカ肉は、
「固い」
「臭い」
「汚い」とい
う、いわゆる３Ｋの悪いイメージを抱く食材
であった。
ガイドラインの策定以降、札幌市内のホテ
ルに協力を得ながら、エゾシカ肉を使った料
理イベントを開催したり、家庭用の料理レシ
ピを作成・配布するなどして地道に普及啓発
を行ってきたものの、道内で食肉として販売
されるエゾシカ肉の生産量も頭打ち状態が続
いた。平成 22 年から実施した緊急対策では、
捕獲対策を強化し、年間で 10 万頭を越える捕
獲頭数を計画していたことから、捕獲個体を
どのように処理するかが新たな課題であった。
このため、処理対策の柱として、エゾシカが
有する資源価値を最大限に活かして、食肉利
用のより一層の拡大を目指すこととしたが、
飲食店でユッケによる全国的な大規模食中毒
事件が発生し、食肉の安全性に関して厳しい
目が向けられる時期であったことなど、普及

北海道では、従前より農林業被害の防止に
向けて、エゾシカの捕獲対策を実施してきた
が、平成 19 年度以降、エゾシカによる農林業
被害額が急増したことから、平成 22 年度から
３年間「緊急対策」を講じてきた。
（平成 24
年度に２年間延長を決定。
）
■緊急対策期間中に講じた対策
〇 狩猟規制の緩和（狩猟期間を延長、オスの捕
獲制限の緩和）
〇 有害鳥獣駆除に関する市町村への財政支援措
置の創設
〇 各振興局単位での捕獲目標を定める「捕獲推
進プラン」の策定
〇 越冬地等での大量捕獲を推進するための「一
斉捕獲推進月間」の設定
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啓発を担当する職員にとっては、大変な逆風
が吹く状況であった。
しかしながら、視点を変えれば、そうした
課題の解決こそが、エゾシカ肉の消費拡大の
鍵を握っていた。すなわちそのポイントは、
安全性の明示、美味しさの発見、一般化・大
衆化という点にあった。

するのであれば、牛や豚など家畜と同等の検
査を受けるべきである。
」
「行政が策定したマ
ニュアルを適切に遵守していることだけでは
不十分である。」との意見をいただいた。
このため、今後、着実に販路を拡大してい
くためには、エゾシカ肉の安全性を客観的に
提示し、安心して消費してもらうためのシス
テムが必要であると考え、一般社団法人エゾ
シカ協会が運用している外部評価制度を利用
することとした。
同協会の「エゾシカ肉認証制度」は、道内
のエゾシカ処理施設が、北海道の定めた「衛
生処理マニュアル」に基づき衛生的に解体処
理を行っているか及び協会が独自に設定した
衛生基準をクリアしているかを確認し、専門
家による審査を経て、衛生的な処理施設を認
証するもので、こうした第三者機関による外
部評価を活用している都府県はないことから、
安全確保を明示する北海道独自の取組の一つ
として積極的・戦略的に活用した。
まず、平成 22 年度には、地域での衛生講
習会を開催し、食肉処理事業者などに対して、
認証制度の意義・重要性を説明し、認証の取
得促進及び食の安全・安心確保に関する意識
の向上を図った。
一方、消費者・販売業者に対しては、イベ
ントや広報活動の場で、この認証制度が北海
道独自に取り組むエゾシカ肉の安全確保シス
テムであることを説明するとともに、全国各
地の物産展等で、認証施設製品の販促活動を
展開した。
こうした取組の結果、関係者に認証制度の
認知度がアップするにつれて、販売者側から
処理業者側へ認証取得を要請する動きが活発
化し、ひいては各事業者の衛生管理意識が向
上し、最終的に認証取得施設数が増えるとい
う好循環が生まれ、認証取得施設数は、平成
21 年度末の６施設から平成 24 年度末には 13
施設に倍増した。

■安全性確保に向けた外部評価制度の
活用
エゾシカ肉の消費拡大に向けて、何よりも
必要なのは、消費者にエゾシカ肉の安全性に
ついて理解を深めてもらうことであった。
一般に食肉として流通している、牛や豚な
ど家畜や鶏などの家きんは、と畜場法や食鳥
検査法により、全ての個体について行政職員
による検査が実施されている。
一方で、エゾシカやイノシシなどの野生動
物は、これらの法令の対象外であるため、行
政検査は実施されない。このため、
北海道では、
エゾシカを衛生的に解体処理するための指針
として、
平成 18 年に「エゾシカ衛生処理マニュ
アル」を作成した。このマニュアルは、と畜
場で実践されている衛生管理のガイドライン
を参考に、処理施設における一般的な衛生管
理項目や記録シートの例を掲載するとともに、
エゾシカの内臓や枝肉の異常を確認した場合
には食用として利用しないことなどを定めて
おり、処理事業者に対してマニュアルの遵守
について指導を実施してきた。

◆（一社）エゾシカ協会による認証を取得した道内処理施設一覧

「エゾシカ衛生処理マニュアル」（概要版）2006
北海道環境生活部

ここ数年、被害の拡大に伴い、捕獲した野
生鳥獣を有効活用するために、北海道と同様
にガイドラインを策定する自治体が増えてき
ており、全国的にも野獣鳥獣の食肉利用につ
いての理解は少しずつ深まってきているもの
の、食肉利用の PR 活動を展開していた際、消
費者や販売業者からは、
「同じ食肉として流通

（一社）エゾシカ協会ＨＰから引用
http://www.yezodeer.com/syokutaku/attestation/index.html
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■「シカの日」の創設と「シカの日」参
加店登録制度

■ 民間企業との協働による食体験機会
の拡大

食肉の利用拡大に向けては、道民にエゾシ
カ肉の美味しさを理解してもらうことも必要
であった。道民が抱く「害獣」
「野獣」「3K」
というエゾシカ肉の悪いイメージを払拭し、
「エゾシカ肉をもっと道民の食卓へ」との想い
を実現させるため、当時、普及啓発を担当し
ていた若手職員の発案により、毎月第 4 火曜
日を「シカの日」とネーミングし、消費拡大
のキャッチコピーに活用した。
PR 活動の際には、
「シカの日って何？」と子
どもから大人まで多くの人の関心を集め、
「
（オ
ヤジの）語呂合わせです。
」と解説するとクスッ
と笑いを誘えるなど、エゾシカ問題を身近に感
じてもらう大切なキーワードになった。
また、道内各地域でおいしいシカ肉料理を
食してもらうため、
「シカの日」にサービスを
提供する飲食店等の登録制度もあわせて創設
した。この制度の特徴は、単にエゾシカ肉を
取り扱うだけではなく、前頁「エゾシカ肉認
証制度」に基づく認証施設で処理されたエゾ
シカ肉の使用を条件としており、安全・安心
も十分に確保している点を消費者に PR した。
この「シカの日」参加店登録制度は、参加店
にとって、北海道が行う普及啓発活動や専用
HP などで店舗や商品が具体的に宣伝されるこ
と、処理事業者にとって、認証取得のコスト
をかけても一定の販売量が確保でき、また新
たな販路拡大が可能となること、北海道にとっ
ては、「シカの日」の認知度向上や店舗を活用
した現場で、エゾシカ肉の安全性を PR する機
会が拡大できたことなど、三者にとって winwin-win の効果が生まれ、結果として「シカ
の日」参加店登録店舗数は、制度創設時の 25
店舗から 2 年半で 239 店舗へ大きく拡大した。

大衆化・一般化に向けて、多くの皆さんに
エゾシカ肉の食体験機会を設けるため、民間
企業との協働による取組を進めた。企業提案
用パンフレットを片手に、数多くの民間企業
へ職員自ら積極的な営業活動を展開し、エゾ
シカ肉の魅力を PR した。
その結果、大手コンビニエンスストアでは、
エゾシカ肉を利用した弁当を期間限定で販売
した。また、道内高速道路のサービスエリア
では、エゾシカ肉を利用した料理コンテスト
を企画・開催し、各サービスエリアが開発し
たメニューを一定期間提供した。
また、首都圏のホテルでは、これまで使用
してきた輸入シカ肉を国産に切り替え、年末
年始のコースメニューにエゾシカ肉を利用し
た。
このように、日頃から多くの者が利用する
店舗の多様な商品の中にエゾシカ肉の製品が
並んだことで、
「コンビニやサービスエリア、
ホテル等でも使われるメジャーな食材」
「気軽
に選択できる商品の一つ」というメッセージ
効果が大きかった。
こうした民間企業との交渉では、北海道に
おける農林業被害の現状を説明し、食肉とし
ての利用の可否に重点をおいたプレゼンテー
ションを行ってきたが、ある企業との打合せ
時に、エゾシカ肉が有する国産高級食材とし
ての利用価値をしっかり認識すること、利用
促進には道産ワインや他の道産食材の魅力と
合わせた提案が必要なことなど、企業側、利
用者側の視点にたった PR 活動を進める必要性
を教示していただく機会にもなった。

★「シカの日」HP と「シカの日」参加店における店頭販売・啓発活動
「シカの日」HP アドレス：http://www.yezodeer.jp/shikanohi/
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が拡大し、その金額は 200 億円を上回る状況
が続いている。加えて、食害による観光地の景
観の損失、希少植物の減少など、年々その影響
が深刻化している。環境省では、新たな対策を
講じなければ、2025 年度にニホンジカの生息
数が倍増するとの将来予測を公表したが、野生
鳥獣対策は、まさに喫緊の重要課題であり、生
息数の増加傾向が推定される早い段階で、十分
な対策を講じることが重要である。
北海道のエゾシカ対策は、平成 22 年から実
施した緊急対策が大きな転機になり、10 年以
上増加の一途を辿ってきた推定生息数も、よ
うやく減少に転じる可能性が示唆される段階
にまでこぎつけた。
特に、有効活用については、ここ数年の取
組で、
「シカの日」が消費拡大に向けて欠かす
ことのできないキャッチフレーズになった。
今後は、道民が「シカの日」と聞けば、シ
カ肉を食べよう！と考えるだけでなく、エゾ
シカが地域の重要な問題であること、食肉利
用の推進が問題の解決につながることなど、
エゾシカ問題について理解を深めてもらうた
めのツールとしても活用していきたい。
また、今回、道内最大の消費地である札幌
で「シカの日」参加店の店舗数が増加し、エ
ゾシカ肉の需要が更に高まったことで、一定
程度、狩猟者の捕獲意欲を向上にも結びつい
た。野生鳥獣による被害対策は、地域事情が
異なっても、それぞれの地域に応じた役割を
上手にマッチングできれば、政策効果は一層
高まっていく。
都道府県レベルで考えれば、決して被害を
生じている都道府県内だけの問題ではなく、
被害が及んでいない都府県でも、消費活動を
通じて、北海道など被害を生じている自治体
を支援してもらうことが必要である。
最後に、今回、全国知事会から優秀政策と
して表彰していただいたが、そのきっかけは、
若手職員が自由な発想で積極的に施策を発案
したことに始まり、彼らの熱意が組織での取
組にシフトアップし、更には、担当者が変わっ
てもエゾシカ肉の普及に向けた強い想いを継
承できた結果である。
また、今後、取組の充実を図っていくため
には、政策のわかりやすさと、政策に直接的
な関わりを持たない者への「気づき」の喚起
が必要であることを改めて認識できた。
北海道としては、今後とも、各自治体との
情報共有や連携はもちろん、民間企業などの
協力も得ながら、有効活用の更なる充実に向
けて、ひいてはエゾシカの適正管理の実現に
向けて、引き続き取組を継続していく。

■有効活用に関する取組成果
緊急対策の開始以降、捕獲対策の強化と有
効活用の充実を対策の柱として取組を進めて
きたが、消費拡大に関する普及啓発活動やシ
カの日参加店の登録拡大、民間企業等との連
携による販路拡大の成果として、エゾシカの
処理頭数は、平成 22 年度の 13,522 頭から平
成 24 年度には 23,741 頭と、この２年間で約
２倍に拡大した。

また、狩猟による捕獲頭数も、平成 22 年
度 5.5 万頭が平成 24 年度には過去最高の 6.9
万頭にまで増加するなど、有効活用の充実が、
狩猟者の捕獲意欲の向上にも貢献できたと考
えている。

■ 今後に向けて
緊急対策を契機に、食肉向けの処理頭数が
増加するなど、食肉利用に関しては、一定の
成果は得られているものの、今後に向けた新
たな課題も発見できた。
現時点でも、道内一般家庭でエゾシカ肉が
気軽に利用できる状況には至っておらず、エ
ゾシカ肉を取り扱う販売店舗数を拡充し、安
定的に供給できる流通体系を整備し、道民が
いつでも容易にエゾシカ肉を購入し、家庭で
エゾシカ料理を堪能できる環境づくりを進め
ていく必要がある。
また、現在、シカ肉を提供する飲食店では、
主に輸入シカ肉が利用されているが、エゾシ
カ肉が国産の天然食材であることを PR し、北
海道内ばかりでなく、特に首都圏を中心とし
た道外での利用を促進していきたい。
更に、エゾシカ肉は、鉄分が豊富で、低脂肪・
高タンパクという優れた栄養特性を前面に打
ち出して、単なる食材としての利用だけでは
なく、健康面・栄養面から新たな利用方法を
考えていかなければならないと考えている。

■おわりに
近年、全国各地で野生鳥獣の増加に伴う被害
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Hokkaido

北海道

「しりべし『酒と肴と旅』プロジェクト」を
推進しています
しりべし

後 志総合振興局では、地元のおいしい食べ物・飲
み物を生かした「しりべし『酒と肴と旅』プロジェ
クト」に取り組んでいます。
小樽、積丹、ニセコ地域など北海道を代表する観
光地がある後志地域には、年間約 2,000 万人もの観
光客が訪れます。ここでは、日本海の新鮮な海産物
や豊かな大地で育まれた農畜産物、加工品などが豊
富であること、良質な仕込み水を使った日本酒やビー
ル、最近全国的にも注目されている後志産のぶどう
からつくられるワイン、世界でもまれな石炭直火蒸
溜製法によるウィスキーなど、こだわりのある多く
の種類のお酒がつくられていることが大きな特徴と
なっています。
この後志の食の魅力を生かすため、地元酒造事業
者を始め、農業・漁業・商工・観光の関係団体と市
町村などと協力し、観光モデルルートの検討などに
取り組み、お酒とおつまみを紹介するパンフレット
を作成しました。また、後志産ワインに合う、地元
の食材を使った食べるスープ「しりべしコトリアー
ド」の、
御当地グルメとしての定着を目指しています。

今後は、応援
キャラクターと
して誕生した
「チロべし」と
一 緒 に、「 こ の
お い し さ、 し
りべし !!」を合
い言葉に、道内 左上から時計回りに、ニッカウヰスキー余市蒸溜所、
外で観光 PR を しりべしコトリアード、「チロべし」、ブドウ畑
行っていきます。
平成 26 年９月からは、余市町のニッカウヰスキー
の創業者竹鶴政孝氏とその妻リタさんがモデルとな
る NHK の連続ドラマ「マッサン」が放送される予
定です。舞台となる余市町を始め、後志全体が多く
の観光客の皆様に訪れていただけるよう「酒と肴」
を活用して一層盛り上げていきます。

お問合せ

北海道後志総合振興局産業振興部商工労働観光課
TEL 0136-23-1365
HP http://www.shiribeshi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/
srk/kankou/sakesakana.htm
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青森県

Aomori

“ARTs of JOMON in AOMORI”開催 !

縄文文化に興味を持ってもらうことで、これまで縄文への
関心が薄かった方々にも“新たな縄文ファン”になっても
らう取組として、これまでに平成 24 年度にニューヨーク
の hpgrp ギャラリーでの個展を、平成 25 年度にはフラン
スで開催された Japan Expo へブース出展を行い、それぞ
れ好評を博してきました。
今回の展示会では、タレント・片桐仁氏と本県のタイ
アップにより制作された「縄文三部作」を始めとする作
品のほか、全長８m という圧倒的な迫力を持つ猪風来
氏の「縄文山河」などの新たな作品を加え、“ARTs of
JOMON”の集大成となる展示を行います。
気鋭のアーティスト 10 人以上が造形物・絵画・CG と
いった様々な手法で表現する現代縄文アートを是非お楽
しみください。
＜開催期間＞
平成 26 年２月 14 日（金）～ 23 日（日）
＜開催場所＞
青森県立美術館コミュニティーホール
（青森市安田字近野 185）
＜入場料＞
無料

北海道と北東
北 は、 日 本 最 大
級の縄文集落跡
である特別史跡
三内丸山遺跡を
始めとする縄文
遺跡の宝庫です。
北海道・青森県・
岩 手 県・ 秋 田 県
の ４ 道 県 は、 こ
掲載画像：猪風来「縄文山河」
の縄文遺跡群を、
人類共通の貴重
な宝として未来に残すべき文化遺産であると考え、世界
遺産登録を目指しています。
青森県では、｢北海道 ･ 北東北の縄文遺跡群｣ の世界遺
産登録推進に向け、平成 20 年度から縄文遺跡や縄文文化
の魅力を全国に向けて発信し、広く縄文への関心を高め
るとともに、豊富な縄文遺跡群を有する青森県の魅力を
紹介する様々な事業を実施してきています。
この取組の一環として、平成 26 年２月 14 日から２月
23 日まで、縄文に影響を受けたアーティストたちによる
現代アート展“ARTs of JOMON in AOMORI”を、青
森県立美術館で開催します。
“ARTs of JOMON”は、
「アート」をきっかけとして

お問合せ

青森県企画政策部地域活力振興課
TEL 017-734-9147
青森の縄文を世界遺産に－「縄文ファン」HP
http://aomori-jomon.jp/

都道府県だより
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秋田県

Akita

文化を旅する
第 29 回国民文化祭・あきた 2014、本年開催。
秋田県では、今年 10 月４日から 11 月３日までの
１か月間、
「第 29 回国民文化祭・あきた 2014」が
開催されます。国民文化祭は、全国各地で文化活動
に取り組んでいる方々が全国規模で発表・競演し、
広く交流を深める「国内最大の文化の祭典」です。
平成 23 年２月に秋田県
での開催が内定して以
降、基本構想や実施計
画の検討を進め、76 の
主催事業と 34 の県民参
加事業が開催されるこ
ととなりました。
本県では、昨年 10 月
から 12 月末までの３か
月にわたり、
「秋田デス
ティネーションキャン
ペーン」が行われ、た
くさんの方々に秋田な
ら で は の 自 然 や 温 泉、
第 29 回国民文化祭・あきた 2014
食を堪能していただき
プレガイドブック
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ました。秋田には全国最多の国指定重要無形民俗文
化財や歌い継がれる民謡に代表されるように、自然
と四季の変化が織りなす風土の中で醸成され守り育
てられてきた文化が数多くあります。国民文化祭で
は、伝統芸能、音楽、舞踊・舞踏、文芸、美術、アー
トプロジェクトなど多様な事業を実施し、次の世代
に文化をつなげ、文化の力で地域の元気を創造して
いくこととしています。
10 月は紅葉が見ごろを迎え、食べ物も美味しい時
期ですので、国民文化祭を一つのきっかけとして、
全国からたくさんの方々にお越しいただければと思
います。
お問合せ

秋田県観光文化スポーツ部国民文化祭推進局
TEL 018-860-1553
▼第 29 回国民文化祭・あきた 2014 公式ウェブサイト
http://common.pref.akita.lg.jp/kokubunsai2014/
▼第 29 回国民文化祭・あきた 2014 公式 facebook
ページ
http://www.facebook.com/
kokubunsai.akita2014
国民文化祭あきた

検索

岩手県

Iwate

WEB マンガサイト「コミッ
クいわて WEB」を立ち上げ、
「岩手県知事責任編集」によ
り運用を開始しました。
県を挙げて東日本大震災津波からの復興加速に取
「 コ ミ ッ ク い わ て WEB」
り組んでいる岩手県。NHK 朝の連続テレビ小説「あ
では、本県花巻市出身の「池
まちゃん」の人気や、2016 年「希望郷いわて国体」
野恋」さん、復興支援活動を
の開催決定などにより、県外の方々からこれまで以
行っている「ひうらさとる」
上に御注目いただいており、多くの観光客も見込ま
さんの作品などを掲載してお
れています。
り、平成 26 年２月までマン
この盛り上がりを一時的なもので終わらせないた
ガを配信していきます。また、配信するマンガのペー
めには、豊かな自然、歴史・文化、食などの魅力を
ジ中に、内容と連動した関連 HP とのリンクを設定し、
より多くの方に知っていただくこと、そして訪れた
一体的に地域資源の情報発信を行っています。
方に岩手を好きになっていただくことが必要です。
配信したマンガを読んだ多くの方が「物語」の舞
県ではこれまで「コミックいわて」
、
「コミックい
台となった地域に足を運び、インターネットを通じ
わて２」の全国発売など、マンガを活用した県の魅
て魅力を情報発信いただくことで、更に多くの方に
力発信に取り組んできましたが、地域資源の付加価
値を更に高めていくには、インターネットを活用し、 岩手を訪れていただきたいと考えています。
地域の魅力が【いま、
ここ】にある、
ということを「現
お問合せ
実を拡張」して伝えていくことが効果的だと考えて
います。
岩手県政策地域部政策推進室
そこで、マンガとインターネットを組み合わせて
TEL 019-629-5508
効果的に情報発信を行うため、昨年９月に岩手県に
コミックいわて WEB HP
関する新作の描きおろしマンガを定期的に配信する
http://comiciwate.jp/index.html

マンガの力で岩手を元気に ! 岩手県知事責任編集
「コミックいわて WEB」で情報発信

都道府県だより
Yamagata
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山形県

「やまがた樹氷国体」を開催します !
山形県では、平成 26 年２月 21 日（金）から 24
日（月）までの４日間、第 69 回国民体育大会冬季大
会スキー競技会「やまがた樹氷国体」を開催します。
競技種目は、ジャイアントスラローム、クロスカン
トリー、スペシャルジャンプ、コンバインドで、山
形市の蔵王温泉スキー場、蔵王ジャンプ台、上山市
の坊平高原クロスカントリー競技場を会場に行われ
ます。
「樹氷輝き 人つどい 未来につなげ 君の元気」
のスローガンの下、スポーツを通して県民に夢や感
動を与えるとともに、山形の魅力と東北の元気を全
国に発信する大会を目指しています。
大会初日の 21 日には、蔵王体育館において開始式
かな

を開催しますが、
これに先立ち『やまがたからの奏で』
をテーマに式典プロローグを実施します。民謡「最
上川舟唄」や「花笠音頭」など、
ふるさと「やまがた」
の歌や踊りを奏で、山形の芸能・文化を発信します。
期間中は、蔵王体育館前で歓迎交流広場を開催し、
芋煮や牡蠣鍋など、東北各県の自慢の味を販売する
「東北の鍋大集合」、「つや姫」おにぎりや山形伝統野
菜の漬物などのふるまい、被災地から山形県に避難
しているお母さん方と県民が交流を深めながら作っ
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たエコバッグプレゼン
ト、さらには山形・東北
の特産品販売などを行い
ます。
22 日、23 日には、蔵
王体育館でゆるキャラ応
援団集合などの交流イベ
ントを開催するほか、坊
平会場には雪遊び体験広
場を整備します。
全国から来県される
方々を山形らしく温かな
おもてなしの心でお迎えし、参加する方々の思い出
に残る大会となるよう、準備を進めています。この
機会に是非山形にお越しいただき、自然の芸術品「樹
氷」の美しい景色を背景に繰り広げられる迫力ある
スキー競技を観戦するとともに、山形の魅力と東北
の元気に触れてください。
お問合せ

国体推進課
TEL 023-630-3262
やまがた樹氷国体

検索

宮城県

Miyagi
微笑みの国 タイから仙台へ
初めての定期便が就航

仙台空港は東日本大震災で一時空港機能が完全に
停止しましたが、国内外からの多大な御支援により、
機能が回復し、国内はもとより海外主要都市を結ぶ
路線が再開され、空港利用者数も平成 24 年度には震
災前の水準に回復したところです。さらに、平成 25
年度は、国内線が過去最高の運航便数に増えたこと
や、国際線も約 10 年ぶりにホノルル線が運航を再開
したことなどにより、６年ぶりに 300 万人を上回る
と予測されています。
このような中、平成 25 年 12 月４日から、タイ国
際航空による仙台とバンコクとを結ぶ初めての定期
便が就航しました。
今回の定期便就航は、平成 12 年のタイ国際航空
チャーター便就航後、仙台市や経済団体と連携して
実施した航空会社等への要望活動や、メディア・旅
行関係団体の招請を重ねた結果、実現したものです。
バンコクからの第一便が到着した 12 月４日には、
仙台空港においてタイからのお客様への歓迎行事と、
就航記念セレモニーが盛大に開催されました。
タイから日本への短期滞在観光客に対しては、平

成 25 年７月
からビザ免
除措置が開
始されてお
り、今後は観
光面での更
なる交流拡
大が見込ま
れます。さらに、タイには日系企業が数多く立地す
ることから、ビジネス面での交流や国際航空貨物の
取扱いが増えることも期待されます。
バンコク線の就航により、仙台空港は海外５都市、
国内８都市と結ばれることとなり、利便性が更に向
上します。また、今年は仙台空港開港 50 周年という
節目の年を迎えることから、東北の空のゲートウェ
イとして、航空ネットワークの充実や需要拡大に向
けた取組を更に進めてまいります。

お問合せ

土木部空港臨空地域課
TEL 022-211-3227
HP http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kurin/

都道府県だより
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福島県

再生可能エネルギー先駆けの地を目指して
～福島空港メガソーラー事業～

は 約 1.2MW（1,200kW）
で、一般家庭の約 330 世帯
分の使用電力を発電でき、
１年間に二酸化炭素の排出
量を約 700t 削減できる見 福島空港メガソーラー完成イメージ
込みです。発電した電力は東北電力に売却します。
また、産業技術総合研究所（国最大級の公的研究
機関）と連携し、10 ヵ国 30 種類のパネルの長期運用・
評価と、先進的な架台の検証・評価を行い、事業化
に必要なノウハウと経験を蓄積し、地域主導による
事業化支援につなげていきます。
さらに、子どもたちの環境教育や体験学習の場と
して活用するとともに、多くの県民の皆様に事業
に参加いただくための県民参加型ファンドを導入
します。
今後も「ふくしまからはじめよう。
」を実践するこ
れらの取組を推進し、
「再生可能エネルギー先駆けの
地」を目指して、取組を進めていきます。

福島県では、原子力に依存しない、安全・安心で
持続的に発展可能な社会を目指し、
「再生可能エネル
ギーの導入」を復興・再生に向けた重要施策の一つ
として推進しています。
そのシンボル事業として、福島空港の２ha の土地
に約 4,300 枚の太陽光パネルを備える、大規模な太
陽光発電所「福島空港メガソーラー」の建設を、平
成 26 年３月の運転開始を目指し進めています。
事業主体となる「福島発電株式会社」は、福島県
や市町村、金融機関、発電事業者などの民間企業が
合同出資して設立しました。12 月２日には、福島
県玉川村の福島
空港ビルにおい
て、出資者と工
事関係者への事
業説明会を開催
しました。
福島空港メガ
ソーラーの発電 「頑張ろう」と力強く拳を突き上げる佐藤知事（中央）
設備の最大出力 やふくしま発電株式会社東社長（前列右から 2 番目）ら

お問合せ

福島県エネルギー課
TEL 024-521-8417
福島空港メガソーラー事業
25

検索

新潟県

Niigata
小林幸子さんに県民栄誉賞

去る 12 月４日、歌手の小林幸子さんに新潟県民栄
誉賞が贈呈されました。
小林さんは、50 年にわたる長い間「おもいで酒｣､
「雪椿｣ など数々のヒット曲を生み、新潟県を代表す
る歌手として輝かしい足跡を残しておられます。放
送やコンサートなどを通じて出身地である新潟県の
イメージアップに貢献いただいているほか、平成 16
年の中越大震災発生後、いち早く復興支援に協力、
被災地に勇気を与える応援歌として「越後絶唱」を
発表し、コンサート会場で義援金を募る活動を展開
されました。その後も継続的に被災地を訪問し、被
災者を励まし続けています。また、復興を願って、
被災地の棚田で地域の皆さんと共にコシヒカリの田
植え・稲刈りに参加しておられます。小林さんは、
これらの活動により新潟県の名声を高めるとともに、
県民のふるさと意識の高揚に大きく貢献されました。
新潟県民栄誉賞は、広く県民に敬愛され、県民に
明るい希望と活力を与えるとともに、県民のふるさ
と意識の高揚に顕著な功績があった方をたたえるた
め、平成 12 年に創設されました。最初の受賞者は同
年のシドニーオリンピックで銀・銅二つのメダルを

獲得した水
泳選手の中
村真衣さん、
続 い て は
「チャンチキ
おけさ」や
「世界の国か
らこんにち
は」などで
国民的歌手として知られる故・三波春夫さん、３番
目は平成 21 年夏の甲子園で、９回２アウトから５点
を奪い、優勝校に１点差にまで迫る健闘を見せ、本
県初の準優勝に輝いた日本文理高校野球部。そして、
小林幸子さんが４番目の受賞となります。
小林幸子さんは、今後も新潟県人らしい粘り強く
あきらめない、そして絆と助け合いを大切にする姿
を国内外に披露し、輝かしい活躍を続けてくださる
ものと期待しています。

お問合せ

新潟県知事政策局秘書課
TEL 025-280-5006

都道府県だより

2014 年 1 月

東京都

Tokyo
「ビブリオバトル首都決戦 2013」・
「高校生書評合戦首都大会 2013」の開催

11 月 23 日（土）に高校生を対象とした「高校生書評
合戦首都大会 2013」が、24 日（日）に大学生・大学院
生を対象とした「ビブリオバトル首都決戦 2013」が、秋
葉原において開催されました。
「ビブリオバトル首都決戦」は 2010 年度から始めた「言
葉の力」再生プロジェクトの一環であり、若者の読書推
進や言語力の向上などを目的としています。
「ビブリオ」は書物などを意味するラテン語由来の言葉
で、「ビブリオバトル」とは、ゲーム感覚を取り入れた新
しいスタイルの「書評合戦」です。発表者である「ビブ
リオバトラー」たちが、お薦めの本を持ち合い、１人５
分の持ち時間で書評した後、バトラーと観客が一番読み
たくなった本、「チャンプ本」を決定します。
「高校生書評合戦首都大会 2013」は今回が初開催。東

京、埼玉、千葉、神奈川と、都と自治体間連携モデル事
業を推進している北海道夕張市から 29 名が出場し、私立
成城高校の宮下凌輔さんが薦めるゲーテ著『ファウスト
（集英社）』がグランドチャンプ本に選ばれました。「ゲー
テは難しそう、という皆さんのイメージを覆してみせま
す」と宣言した宮下さんは、様々な出版社の『ファウスト』
を読み比べた自分の体験を交えて本の魅力を生き生きと
発表してくれました。
今年で４回目となる「ビブリオバトル首都決戦 2013」
には北海道から沖縄までの全国の予選を勝ち抜いた 30 名
が出場。関西学院大学の中前圭裕さんが、「この本を読ん
で、宇宙飛行士が大好きになりました !」と自分の感動を
情熱をもって伝え、多くの支持を獲得した、大鐘良一・
小原健右著『ドキュメント 宇宙飛行士選抜試験』がグ
ランドチャンプ本に選ばれました。
お問合せ

・「言葉の力」再生プロジェクトに関すること
知事本局政策部政策課
TEL 03-5388-2193
・「ビブリオバトル首都決戦 2013」に関すること
生活文化局文化振興部企画調整課
TEL 03-5388-3155、3151
・「高校生書評合戦首都大会 2013」に関すること
教育庁指導部高等学校教育指導課
TEL 03-5320-6845
生活文化局私学部私学行政課
TEL 03-5388-3191

会場の様子
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群馬県

Gunma
夏秋ナスが出荷量日本一になりました

群馬県内では、豊かな水資源や日照時間の長さ、
平坦地から高冷地に広がる耕地の標高差などを生か
し、様々な野菜が生産されています。県では、特に
生産が盛んなキュウリ、トマト、ナス、イチゴ、キャ
ベツ、ホウレンソウ、レタス、ネギを重点品目に位
置付け、
「ぐんま『野菜王国』推進計画」に基づいて
生産拡大に力を入れ
ています。
もともと養蚕が盛
んであった県内では、
養 蚕 の 縮 小 に 伴 い、
転換品目としてナス
の露地栽培が行われ
るようになりました。
中 で も、 夏 か ら 秋 に
かけて収穫される「夏
秋 ナ ス 」 は、 県 内 各
地で広く生産されて
います。
県では高品質な「夏
秋ナス」を生産する
県内で栽培される「夏秋ナス」

ために、ナスの
枝を V の字に
誘引し、十分に
日が当たるよう
にして栽培す
る、新しい技術
も積極的に取り
入れました。ま
技術習得に向けた現地研修会の様子
た関係団体と連
携して、新しい栽培方法に必要な資材費用を補助し
たり、栽培技術を学ぶ講習会などを開催したりして、
新たに「夏秋ナス」を栽培する生産者を支援してき
ました。
その結果、24 年度には「夏秋ナス」の出荷量は全
国一となりました。県では引き続き生産農家や関係
団体などと連携しながら、ナスの生産技術と品質の
向上に努めるほか、
「群馬のナス」の市場での販売力
強化と消費拡大に向け、情報を発信していきます。
お問合せ

群馬県蚕糸園芸課
TEL 027-226-3124
FAX 027-243-7202

都道府県だより
Tochigi

2014 年 1 月

栃木県

いよいよ開催 ! ひかりの郷日光国体

壮なジャンプやこまのように回転するスピン、軽快なス
テップなどの氷上で繰り広げられる華麗な演技は、観客
の視線を釘付けにします。
ショートトラック １周 111.12m
の ス ケ ー ト ト ラ ッ ク を 使 用 し ま す。
レース中はいつでも追い越しができ、
その激しいせめぎ合いが醍醐味です
が、前の選手を押す・引っ張るなど
の妨害行為を行うと失格となります。フィニッシュは、
スケート靴のブレード（刃）の先端の位置をカメラを使っ
て 1/1000 秒単位で計測して判定されるほど、混戦状態
となります。
アイスホッケー 試合は各チーム６
名の選手で行われ、他の競技と違い試
合を中断することなく、いつでも選手
の交代ができます。選手が氷上を時速
30 ～ 40km のスピードで滑り、時速
160km を超えるパック（球技におけるボールに相当する
もの）がリンクを飛び交います。スピード感あふれる攻
防とともに、「氷上の格闘技」とも呼ばれるほどの選手同
士の激しい接触プレーは迫力満点です。

１月 28 日から２月２日まで第 69 回国民体育大会冬季
大会スケート競技会・アイスホッケー競技会が栃木県日
光市で開催されます。開催される競技はスピードスケー
ト、フィギュアスケート、ショートトラック、アイスホッ
ケーの４種目です。国内トップクラスのスケート・アイ
スホッケー選手たちの熱い闘いを観戦しよう !
ス ピ ー ド ス ケ ー ト １ 周 387.36m
のスケートトラック中央の判定ライ
ンを先頭で通過する回数を定め、課さ
れた回数を完了した競技者を優先さ
せて順位を決定する責任先頭制を設
けています。１着でフィニッシュしても責任先頭回数を
完了していないと順位が低くなるため、フィニッシュラ
インと同様に、判定ライン前の責任先頭を巡る激しい競
い合いも見応えがあります。
フィギュアスケート 全競技者が行
うショート・プログラムは、ジャンプ・
スピン・ステップシークエンス等の決
められた七つの要素を組み合わせて
演技します。上位 24 名の選手が行う
フリー・スケーティングは、規定内の要素を自由に組み
合わせて演技します。選手自ら選んだ音楽に合わせ、勇

お問合せ

第 69 回冬季国体事務局
TEL 0288-25-7781
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茨城県

Ibaraki
「茨城をたべよう運動」に
全県を挙げて取り組んでいます。

「茨城をたべよう運動」は県民が一丸となって県産
農林水産物を食べて応援していく地産地消運動です。
茨城県では、平成 24 年 11 月９日に農林水産業の
関係団体などを中心に 280 団体で「茨城をたべよう
運動推進協議会」が設立されました。約１年後の昨
年 11 月現在、会員数は金融機関や飲食店なども含め
413 団体にまで増えてきています。
運動のシンボルマークは、茨城県を代表する農産
物で構成されており、若い女性を中心に広く好評を
得ています。協議会では、このマークを使用したフ
ラッグを作成し、県内の全小中学校や大手量販店、
直売所などに配布して運動を広めています。また、
協議会会員などが開催する地産地消の推進を目的と
したイベントにおいてもこのフラッグやマークを使
用したのぼりを掲げるなど、全県を挙げて「茨城を
たべよう」というメッセージを発信しています。
このほかにも協議会では、県内全ての小学５年生
（約 27,000 人）に農業産出額全国１位～３位の本県
農産物を紹介したクリアファイルの配布や、協議会
会員間の情報共有のための「地産地消ネットワーク

システム」の
運営、生産者
と消費者との
交流活動経費
の支援などに
も 取 り 組 み、
運 動 の 普 及、
啓発に努めて
いるところで
す。
今後もます
ます大きく広
がる「茨城を
たべよう運
動」に御注目
ください !

お問合せ

茨城県農林水産部販売流通課アグリビジネス推進室
TEL 029-301-3894

都道府県だより
Saitama

2014 年 1 月

埼玉県

第 37 回全国育樹祭を開催
17 日は熊谷市にある彩の国くまがやドームで皇太
子殿下御臨席の下約 5,700 人が参加して式典行事を
実施。埼玉県出身で日本初の林学博士本多静六の業
績と県の「みどりの再生」への取組を、俳優の市村
正親さんの語りと子どもたちによるパフォーマンス
で紹介しました。
式 典 で 上 田 知 事 は「 埼 玉 県 で は こ の ５ 年 間 で
4,170ha の森林を整備、保全した。また、70 を超
える企業や団体の皆様による森づくりの活動では、
440ha の森林を保全していただいている。埼玉のみ
どりは確実に再生している」と話しました。
埼玉県ではこの全国育樹祭を契機に、
「みどりの再
生」を一層推進するとともに、
「みどり」を次の世代
につないでいくことの大切さを広めていきます。

昨年の 11 月 16、17 日、埼玉県で第 37 回全国育
樹祭を開催しました。
「育てよう みどりは未来の
たからもの」をテーマにお手入れ行事や式典などを
行いました。
16 日は皇太子殿下が寄居町の金尾山県有林を訪
れ、昭和 34 年に昭和天皇と香淳皇后が第 10 回全国
植樹祭でお手植えされたヒノキのお手入れをされま
した。

お問合せ

全国育樹祭課
TEL 048-830-4365
HP http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/k35/
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千葉県

Chiba
早春の観光キャンペーン～魅力いっぱい
ギュッ♥と千葉～３月 31 日まで開催中

冬でも温暖な千葉の早春は、カラフルな色と甘い
香りに包まれます。
な
ばたけ
約 10,000 坪の敷地に菜の花が咲き誇る「菜 な畑
ロード」は鴨川市の春の風物詩。青空の下に広がる
菜の花のじゅうたんに、感動の声が揚がります。
また、南房総市では、花の香りとさわやかな潮風
に包まれながら花摘みを楽しめます。色とりどりの
ストックやキンセンカの向こうには、太平洋が広が
ります。
そして、南房総ならではの花の楽しみ方が「花料
理」。無農薬栽培
の 食 用 花 は、 見
た目の美しさは
も ち ろ ん、 ビ タ
ミンやミネラル
を 豊 富 に 含 み、
体も喜ぶ注目食
材 で す。 天 ぷ ら
や 寿 司、 デ ザ ー
見て食べて２度おいしい ! 花料理
トのアイスク

リ ー ム な ど、 メ ニ ュ ー
も多彩 ! 春の花の魅力を
心ゆくまでお楽しみく
ださい。
旬 の イ チ ゴ も、 色 鮮
や か な 春 の 主 役 で す。
県内のあちこちでイチ
ゴ狩りを楽しむことが
で き ま す。 摘 み た て の
新鮮ないちごは甘みと
香 り が 抜 群。 市 場 に は
なかなか出回らない珍
しい品種を楽しめるイ
早春の観光キャンペーン
チゴ園もあります
一足早い千葉の春に、心も体も弾むこと間違いな
し。温暖な千葉ならではの温かいおもてなしで、皆
さんをお待ちしております。
お問合せ

千葉県商工労働部観光誘致促進課
TEL 043-223-2412
『ちばの観光 まるごと紹介』HP
http://www.kanko.chuo.chiba.jp/
観光 ちば

都道府県だより
Kanagawa
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神奈川県

『水道メータ分解作業の福祉事業所への委託』が
スタートしました
神奈川県は、これまで、経年劣化により使用不可
能となった水道メータを、分解することなくそのま
ま不用品買取業者へ売却していましたが、平成 25 年
11 月から、新たな社会貢献の取組として、処分すべ
きメータを青銅製金属とプラスチック等の廃棄物と
に分解・分別する作業を福祉事業所へ委託する「水
道メータ分解作業等業務委託事業」をスタートしま
した。
これにより、福祉事業所にとっては就労機会の増
加につながり、また、県にとっては、不純物が取り
除かれた青銅製金属は引取り単価が上がるため、売
却収入の増加が期待できます。
県内では川崎市営水道、横浜市営水道に次ぐもの
ですが、県営水道（給水区域 12 市６町）で取り組む
ことにより、実施エリアが県内の 20 市町に及ぶこと
となります。
平成 25 年度は、モデル事業として、水道メータを
保管している倉庫に近い湘南地域の２福祉事業所で
9,000 個の分解を実施します。

このモデル事業の結果を踏まえ、平成 26 年度以降
は分解する個数や地域を増やし、本格的な事業の実
施を目指します。
お問合せ

神奈川県企業局財務部財産管理課財産企画グループ
TEL 045-210-7052
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山梨県

Yamanashi

山梨をブランディングする「中田プロジェクト」
が始動
山梨県は、元サッカー日本代表の中田英寿さんを
ブランディング総合プロデューサーとする戦略的ブ
ランディングプロジェクト、いわゆる「中田プロジェ
クト」をスタートさせました。
このプロジェクトでは、県のブランドイメージ向
上のため、ワインや水、モモやブドウ、郡内織物な
どの物産を始め、風土に根差した伝統工芸や文化な
ど、山梨の魅力を戦略的にブランディングしていき
ます。
ブランディング総合プロデューサーに迎えた中田
さんは、本県甲府市生まれでサッカーの名門・韮崎
高校の出身。選手として長い海外生活経験があり、
引退後は世界そして日本国内を旅して、各地の産業
や伝統工芸、文化、農業などに触れ、その素晴らし
さを実感してきま
した。
「日本の素晴ら
しさを世界に発信
し、つなげていく
こと」を目標とす
る中田さんが、世
界への発信力と豊 織物メーカーで製品等に関する説明を受け（左）、
富な知識を生かし その後工場を視察する中田さん

て、まず生ま
れ故郷である
山梨の魅力を
日本、そして
世界に伝えて
いきます。国
内外の産業や 産地若手経営者らとの意見交換会で感想を述べる中田さん
文化に触れてきた中田さんならではの視点で、情報
発信や商品開発等へのアドバイスを行い、山梨県の
ブランド力アップに貢献することが期待されます。
11 月には、プロジェクトの第１弾として、伝統的
か

い

き

織物「甲斐絹」の技術を受け継ぎ、高い品質を誇る『郡
内織物』の産地を中田さんが訪問。織物メーカー４
社を視察した後、産地の若手経営者らと意見交換し
ました。今後、視察や意見交換を踏まえて産地に対
する提言を行うとともに、プロジェクト第２弾とし
て、
「ワインと食」をテーマにした視察と意見交換を
実施する予定です。
お問合せ

山梨県観光部観光企画・ブランド推進課
TEL 055-223-8876
中田プロジェクトを特集
県政だより ｢ふれあい｣ 特集号 vol.39 HP
http://www.pref.yamanashi.jp/koucho/fureai.
html#tokusyu

都道府県だより
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静岡県

Shizuoka

要介護高齢者のための姿勢改善クッションの開発
静岡県工業技術研究所では、人にやさしい製品の
開発を行う企業の支援を行っています。今回は、要
介護高齢者のための姿勢改善クッションの開発につ
いて紹介します。
えん ぱい
高齢の方の中には、加齢による円 背（背中が丸く
なる病気）などが原因で、内臓器官に負担が生じ、
食事に不便を感じたり、誤嚥性肺炎（食物をうまく
飲み込めず、肺に入ってしまうことで起きる肺炎）
を引き起こすこともあります。また、仰臥位（仰向

に便利だという声もあります。県内中小企業等が開
発・生産した製品の中で、優れたデザインを持った
製品に贈られる『グッドデザインしずおか』も受賞
しました。要介護高齢者や介護者の負担が軽減でき
るよう、今後も研究・開発を継続していきます。

こ う しゅく

け寝）が取れないと、拘 縮（筋肉が関節を内側に曲
げる方向にのみ縮む症状）が進み、介護者の負担も
大きくなります。そこで、要介護高齢者、介護者双
方が、無理なく要介護高齢者の姿勢を改善できるよ
うに、この２種類のクッションを開発しました。開
発は、枕を主に製造している会社と共同で行いまし
た。仰向き枕は９月に発売したばかりなので、まだ
納品数は少ないですが、２年前に販売開始した腕置
きクッションは、介護施設等へ数十個納品していま
す。介護施設だけでなく、自宅での介護や、円背姿
勢の予防にも使えるので、一般の方々にも普及して
欲しいと思っています。腕置きクッションは授乳時

“ハバック腕置きクッション”
伸縮性が異なる 2 種類のカバーと内容
物の工夫により、フィット性と形状保持
の両立を実現した。上半身を腕で支える
ことで、背筋の負担が減り、上体が起き
る。
（特許、意匠登録出願済み）

お問合せ

静岡県工業技術研究所
TEL 054-278-3024
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“ハバック仰向き枕”
頭の位置を色分け。
運びやすいよう、取っ手付。
( 意匠登録出願済み )

長野県

Nagano
官民協働でおひさまの恵みを全県に普及

に 入 っ て い る よ う に、
研究施設＝ laboratory
としての意味合いを持
つこの施設は、国産の
太陽電池モジュール
を ３ メ ー カ ー 選 定 し、
メーカーや設置角度の
違いによる発電量データの比較公開などを行います。公
開型試験場としては全国最大級の発電量であり、一般向
けの発電所見学会を「パネル設置基礎工事着手直後」、
「工
事途中」、「完成後」の３回開催するなど、得られた知見
やノウハウの公開を積極的に行っています。
長野県では、県内企業、さらには民間団体と連携して、
地域主導型の自然エネルギービジネスを創出し、地域の
力、県民の力で自然エネルギーを普及拡大する取組を積
極的に推進しています。

本年度スタートした「しあわせ信州創造プラン」（長野
県総合５か年計画）では、豊かな森林資源や太陽光、小
水力、地熱などのポテンシャルに恵まれた本県の特性を
より生かすため「環境エネルギー自立地域創造プロジェ
クト」を立ち上げ、地勢と知恵を基礎とした環境・エネ
ルギー自立地域の創造を目指すこととしています。
その第１弾として、県有施設屋根等を活用した屋根貸
ぶ

ん

さ

ん

し太陽光発電事業“おひさま BUN・ＳＵＮメガソーラー
プロジェクト”を始動。プロジェクトの特徴は、単独で
は事業性の低い小規模な屋根と事業性の高い屋根を一緒
にして地域の発電事業者へ貸し出すことで、事業化を促
す“分散型”メガワット太陽光発電です。プロジェクト
第１号（諏訪湖流域下水道豊田終末処理場屋根と処理場
に隣接する公会堂屋根）では、事業プロデューサーの県、
屋根を借り受ける岡谷酸素株式会社、全県的な官民連携
組織「自然エネルギー信州ネット」の三者が協働で県下
全域に自然エネルギーを普及していくための協定を締結
しました。岡谷酸素株式会社は事業で得られる技術面、
事業運営面などのノウハウを積極的に公開。また、売電
収益の一部を自然エネルギー信州ネットが活用し、自然
エネルギー普及活動を行っていきます。
全国初となる下水道処理施設の屋根を活用した太陽光
す

わ

こ

ら

す

こ

ら

ぼ

お問合せ

長野県環境部温暖化対策課
TEL 026-235-7179
HP http://www.pref.nagano.lg.jp/ontai/
happyou/131121press.html

ぼ

発電所は「岡谷酸素太陽光発電所 SUWACO Labo」と
名付けられ、12 月３日から発電を開始。「Labo」と名前

都道府県だより
Toyama

わ

岡谷酸素太陽光発電所 SUWACO Labo
・貸付面積
：約２万㎡
・発電最大出力：約１MW（メガワット）
・発電量
：年間 120 万 kWh
（一般家庭約 300 世帯分に相当）

2014 年 1 月

富山県

とやまのおいしい朝ごはん、召し上がれ
いい旅はおいしい朝ごはんから――「とやまのお
いしい朝ごはん」キャンペーンが 11 月１日から県内
約 50 のホテル・旅館でスタートしました。2015 年
春の北陸新幹線開業を見据え、観光誘客につなげる
目的で、富山のあたりまえのおいしい食を味わって
ほしいと、県と県ホテル・旅館生活衛生同業組合が
企画しました。
「とやまのおいしい朝ごはん」の条件は、
以下の三つ。
①富山県産米を使用し、富山のおいしい水で研いだ、
朝炊きのごはんを提供します。
②富山県産食材を使用した地域ならではの朝ごはん
を提供します。
※
③朝ごはんと一緒に、富山のおいしい水を提供します。

県と県ホテル・旅館生活衛生同業組合では、今後
も地元にこだわった“とやまのおいしい朝ごはん”
の魅力を全国へ発信するとともに、滞在客の満足度
の向上を図り、さらなるリピーターの確保にむけて
尽力してまいります。

※御当地ならではの飲み物を提供する場合もあります。

宿ごとに、地元のものにこだわったメニューを取
りそろえているほか、県内７エリアで地元の郷土料
理や、その土地ならではの食材を使った料理を共通
メニューとして１品提供しています。季節ごとに提
供する地域共通メニューは、素朴ながらも、富山を
感じ、富山を味わっていただける、旅の思い出とし
てふさわしい料理を御用意しております。

お問合せ

富山県観光・地域振興局観光課
TEL 076-444-3200
「とやまのおいしい朝ごはん」キャンペーン公式サイト
http://yado-toyama.jp/asagohan/
富山県観光公式サイト「とやま観光ナビ」
http://www.info-toyama.com/
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石川県

Ishikawa
部活動感覚で北陸新幹線金沢開業を PR
「いしかわ新幹線部」発足 !

平成 27 年春の北陸新幹線金沢開業まで、いよい
よあと１年余りとなりました。新幹線が開業すれば、
現在、約３時間 50 分かかっている東京－金沢間が、
約２時間 30 分で結ばれることになります。この新幹
線開業の効果を最大限に引き出し、県内全域に波及
させるためには、行政の取組に加え、民間の方々の
知恵と行動が不可欠です。
北陸新幹線金沢開業に向けたアクションプラン
「STEP21」を民間レベルで進めるために設立された
STEP21 県民推進会議では、こうしたことから、民
間の方々が部活動感覚で新幹線開業に向け取り組む
「いしかわ新幹線部」を結成しました。
この「いしかわ新幹線部」は、地域の魅力づくり
や情報発信などに取り組む県内のホテルや企業、観
光ボランティアのほか、地元サッカークラブや地元
出身の芸人など、幅広い分野の 51 人の部員で構成さ
れています。
その「いしかわ新幹線部」の部員が初めて一堂に
会するキックオフミーティングが昨年 12 月１日に金
沢市内で開催されました。ミーティングでは、各部

員に部員証が交付され
たほか、部員同士の情
報共有を図るため、各
部員がこれまでに取り
組んできた活動内容の
発表が行われました。
また、今後の活動に向
けた意見交換では、部
員間で連携したイベン
トの実施や SNS（ソー
シャル・ネットワーキ
ング・サービス）を活
用した情報発信が必要など、様々な意見が出されま
した。
今後、いしかわ新幹線部では、各部員の活動の活
発化に努めるとともに、部員相互の連携による新た
な活動にも取り組むこととしており、その活動を広
く発信することで、県民の一層の開業機運の高揚に
つなげていきます。
お問合せ

石川県新幹線・交通対策監室開業企画課
TEL 076-225-1319

都道府県だより
Gifu
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岐阜県

岐阜県原子力防災訓練を実施
岐阜県では、県境から 30km 圏内に福井県の関西
電力敦賀原発など四つの原子力施設があります。そ
のため、県独自の放射性物質拡散シミュレーション
調査や、国の原子力災害対策指針を踏まえ、昨年３
月に「岐阜県地域防災計画」を改訂し、原子力防災
対策の強化・充実を進めているところです。
その一環として、12 月１日に、福井県にある関西
電力美浜原発での放射性物質漏えい事故を想定した
「岐阜県原子力防災訓練」を実施しました。
今回の訓練のポイントの一つ目は、原発からおお
むね 30km の UPZ（緊急時防護措置準備区域）のあ
る揖斐川町に加えて、事故当日の気象の変化によっ
ては放射性物質到来の可能性のある関ヶ原町でも実
動訓練を実施したことです。
二つ目のポイントは、個々の訓練内容の充実です。
例えば、
「緊急時モニタリング訓練」は、昨年度は１
圏域のみで実施したものを、今回は県内全圏域に拡
充し、
「安定ヨウ素剤」についても昨年度は「調合訓練」
のみだったものを「配布」及び「服用時の説明・問診」
まで行うなど、内容を拡充して実施しました。また、
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新たに「福井県
の美浜オフサイ
トセンターへの
職員派遣」を実
際に行い、最新
の事故状況や原
子力規制庁との
協議事項を、県
避難住民への放射線量のスクリーニング訓練
庁の災害対策本
部へ報告する訓練を行いました。
三つ目のポイントは、参加・協力機関の大幅拡大
と連携の強化です。前回も県内全市町村や県警、自
衛隊、消防に参加いただきましたが、今回は、地元
医師会や薬剤師会、岐阜県診療放射線技師会のほか、
原子力規制庁美浜規制事務所にも新たに参加いただ
きました。
この結果、訓練参加者は、昨年度の倍の約 1,000
人規模となり、実動訓練に参加した住民も、前回の
50 人から５倍以上の 270 人に増加しました。
今後も、原子力災害発生時における県の初動体制・
防災体制を常に確認し、関係機関との更なる連携体
制の強化を図ってまいります。

愛知県

Aichi
「あいちのスポーツ大会」情報発信中 !

愛知県では、全国・世界に打ち出せるスポーツ大
会を開催し、地域の活性化につなげていくことを目
指しています。
その一環として、12 月に本県とぴあ株式会社が連
携して、愛知県公認スポーツマガジン「あいちスポー
ツぴあ」を発行しました。
この本は、全国でも珍しい県域スポーツ情報誌で
あり、マラソンや各種プロスポーツ、新城ラリーな
ど、愛知県で楽しめるスポーツ情報を「やる」
、
「観る」
の二つの観点から掲載しています。
特に、３月に開催される「マラソンフェスティバ
ル ナゴヤ・愛知 2014」に関しては、高橋尚子さん
のアドバイスを収録するなど、充実した内容となっ
ています。
また、グルメや立ち寄りスポットなど、ぴあ編集
部が厳選した地域情報も満載で、スポーツと併せて
地域の魅力も発信しています。
さらに、スポーツ大会の様々な情報を配信する SNS
「あいスポ」
（Facebook/Twitter）や公式 Web サイ
ト「あいスポ＠ぴあ」を運営するとともに、大会を
現地からレポートする「あいスポナビゲーター」を

配置し、SNS を活用してリアルタイムな情報をお届
けしています。
今後は、こうした様々な情報媒体を効果的に組み
合わせたクロスメディアの取組を充実させ、本県の
スポーツ大会情報を全国に向けて発信していきます。
お問合せ

愛知県地域振興部地域政策課
TEL 052-954-6247
あいスポ＠ぴあ HP
http://www.aichi-sports.jp/

都道府県だより
Mie
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三重県

「三重県関西事務所」は三重への第一歩
～ 12 月からみえ旅案内所になりました～
【関西各地で三重の「食」
「観光」を PR】
「三重県関西事務所」は、関西圏における三重の存
在感を高めるため、大阪だけにとどまらず、京都、
神戸を始め、関西一円で「食」や「観光」など、三
重の魅力を発信する「打って出る営業活動」を展開
しています。
４月大阪 OAP 桜まつり、５月関空旅博、神戸ま
つり、７月大阪天満宮星愛まつり、８月鴨川納涼祭、
９月阪神甲子園球場、10 月グランフロント大阪食育
イベント、11 月イオン堺北花田三重県フェア、トラ
ベルガールズフェスタ、 12 月大阪モーターショー
等関西圏各地のイベントにおいて三重の情報発信を
行いました。
１月下旬には、
「あべのハルカス」一帯で、セミナー
や交流会、料理教室などを開催し、今年世界遺産登
録 10 周年を迎える「熊野古道」の魅力を多面的に
PR するイベントを展開します。
【みえ旅案内所】
12 月から、
「三重県関西事務所」は、
「みえ旅案内所」
として、三重県の旅がもっと楽しく、もっとお得に
33

三重県関西事務所職員が「おもてなし」

なる「みえ旅パスポート」を発給しています。
三重県内の観光情報をお届けするパンフレット約
400 点も常備しています。
「三重」への第一歩に是非お立ち寄りください。
お問合せ

三重県関西事務所
大阪市北区梅田１丁目 11-4
大阪駅前第４ビル８階
TEL 06-6347-1932
HP http://www.pref.mie.lg.jp/MKANSAI/HP/

福井県

Fukui
お得な商品が盛りだくさん !
「モリモリ若狭路キャンペーン」実施中

キャンペーン

商 品 受 渡し店 一 覧
事業所名（店舗名）

※市外局番は（0770）

住所

せいわ箸店

小浜市竜前6-2

大下漆器

小浜市竜田20-2

若狭和紙の家

小浜遠敷4-406

ＴＥＬ

幸福のかけはし

52-0226

すべらない箸2膳組

3,000円
幸福のかけはし（オリジナル）
ふくろう

090-2372-1431

でこぼこグラス

小浜市福谷8北塩浜29-8

52-2590

うるしダルマ（なかよし）

小浜海産物

小浜市大手町9-21

オリジナルお地蔵さまメッセージ額
ささ漬セット
（たい・きす・さより）

52-3744
小浜市小浜広峰14・小浜住吉30 52-0310
52-2311

小鯛ささ漬（半樽）

田村長本店・ほり川店
ちゃお小浜（JR小浜駅）

小浜市駅前町1-1

52-0185

雲丹醤、梅カステラ

酒のアカシカ

小浜市府中15-8

52-7680

地酒「わかさ」のオリジナルラベル

小浜市小浜白鬚42

52-0565

お巻き（ロールケーキ）2本セット

小浜市南川町9-17

52-0199

献上菓後瀬

小浜市伏原30号33-18

52-2292

かりんとうまんじゅう10個

小浜店

井上耕養庵
夢菓子創造

うえだ

小浜市一番町1-6

52-0766

でっちようかん

志保重（西津店・おばまSC店）

小浜市山手1-5-3・四ツ谷町20-10

52-0599
52-0875

いちじく生ロール

小浜市岡津44

53-2100

食事券（若狭路ご膳）

魚山亭

小浜市小浜白鳥27

52-6833

若狭塗箸

小浜市小浜香取107

53-1678

浜焼さば寿司

ホテルアーバンポート

小浜市小浜白鳥72-1

53-2001

ホテル特製カレーと花椿米

うらたに旅館

小浜市宇久6-9

52-2853

浦谷さん家のおトトだよ！（ソフト干物詰め合わせ）

ホテルせくみ屋

小浜市小浜白鬚113

福喜

伊勢屋

福井県の嶺南地域には、三方五湖などの豊かな自
然環境を始め、歴史ある街並み、貴重な寺社仏閣など、
魅力的な観光スポットが数多くあります。
特に冬は、フグなどの海の幸が旬を迎え、この時
期ならではの美味しい食を味わうことができます。
さらに来年度は、舞鶴若狭自動車道が全線開通す
る予定であり、北陸自動車道と直接つながります。
これにより、福井県の嶺南地域が首都圏や中京圏、
関西圏や中国・四国からますます近くなります。
そこで、福井県では、本年 12 月までの１年間、県
外や嶺北から多くの観光客を嶺南に呼び込み、集中
的に消費を喚起するためのキャンペーンを展開して
います。
嶺南以外にお住まいの方が対象で、嶺南の小売店
や飲食店、民宿等の協賛店でのお支払額 1,000 円に
つきスタンプ１個を専用の応募用紙に押してもらい、
スタンプ 10 個で 1,000 円分、
スタンプ 30 個で 3,000
円分の商品と交換することができます。
協賛店は「モリモリ若狭路キャンペーン」ののぼ
りが目印で、鯖のへしこや若狭塗箸、特産品の詰合
いけす割烹

雅

52-0020

若狭塗箸

小浜市湊6-17

52-3077

若狭塗箸

サンホテルやまね

小浜市小浜白鬚55-1

52-1450

若杉

アルカンシェルの焼き菓子詰め合わせ

56-3000

若狭塗箸

高浜ママーストアー

おおい町本郷158-2-1

77-2700

おおい夢工房

おおい町本郷134-6

77-3002

スイート木の実・食旬坊

おおい町鹿野42-27

78-1748

手づくりかきもち

名田庄商会あきない館

おおい町名田庄小倉17-14-2

67-2272

名田庄お薦め特産品セット（じねんじょそば等）

若狭パールマミヤ

おおい町犬見31-28

77-0432

本真珠の根付け紐ストラップ

鳥政

おおい町本郷153-6-1

77-2115

食事券（焼き鳥セット）

おおい町大島28-6

77-0441

福井県嶺北地域

大飯のさばへしこ究（きわみ）

夢野菜クッキーセット

！
盛りだくさん

応 募 カ ー ド を「道 の
駅」な ど 指 定 の「受 渡
し店」にお持ちいただ
き、金額に応じた特産
品などの商品と引き
換えてください。

ペーン

協賛店

商品と同時にお渡しす
るアンケート用紙を返
送してください。
お送
りいただいた方の中か
ら抽選でペア3組様に
若狭路の宿泊券をプレ
ゼント！

ドを
まずは ！
プカー
てね
スタン
もらっ

業

宿泊

電源立地地域対策交付金事

キャンペーン

券

開催期間

ペア食事券（若狭路ご膳）

67-2205

特産品詰め合わせセット（名田庄漬等） 特産品詰め合わせセット

おおい町成海1-1-2

77-4600

ジェラート券
（4枚つづり）

おおい町本郷153-26-1

77-3300

食事券（軽食コーナー）

高浜町事代1-71

72-0209

若狭の芋焼酎「和笑」

高浜町小和田40-37

72-1233

オリジナルラベル付焼酎

ぽっぽフジワラ

高浜町宮崎69-12-8

72-3092

モアショコラのロールケーキ

源六餅本舗

高浜町三明2-56

72-0022

源六餅10個入り

72-6666

入浴券付食事券（若狭路ご膳）

高浜町下車持46-10

、お得な商品が

キャン

おおい町名田庄納田終109-4-1

道の駅シーサイド高浜

1,000円のお買上毎に
応募カードにスタン
プを1個押します。

必見！
に在住の方、
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トンボ

ハマセ酒店

高浜店

若狭路の魅力

平成25年度

タックブローチ

おおい町情報交差点「ぽーたる」
酒のアカシカ

および福井県外

若狭塗箸

道の駅うみんぴあ大飯

道の駅名田庄

3

若狭塗箸と若狭のこしひかりのセット

52-0900

小浜市和久見24-45-2

こすえ旅館

2

若狭路エリアの
のぼりのある
協賛店でお買物！

夫婦箸

小浜市駅前町9−19

若狭おばま

道の駅

キャン ペ ー ン の 流 れ
1

目印 です!

若狭路の魅力、お得な商品が盛りだくさん！

オバマさん詰め合わせ

若狭マリンプラザ

御菓子処

※商品がなくなり次第終了とさせていただきます。

鯖缶

こののぼりが

得ーなン
お
キャンペ

若狭路（敦賀市・美浜町・若狭町・小浜市・おおい町・高浜町）の道の駅・宿泊施設、飲食店などの
協賛店でお買い物やサービスを受けて、応募カードにスタンプをもらいます。応募カード 1 枚
（10,000円分）スタンプがたまったら最寄りの受渡し店で応募カードと引き換えに商品（特産品など）
をプレゼント。さらに応募カード 3 枚で 3,000 円分の商品（特産品など）がもらえます。

和紙を貼ったお盆

56-0363

小浜市福谷9-8-2

木屋傳

キャンペーン

※順不同

1,000円

56-0884

ガラス工房ＫＥｉＳ庵
ツカモト民芸センター

平成 26 年度

若狭の地酒（早瀬浦・熊川宿）

12月 20日 3 月 30日

舞鶴若狭自動車道全線開通

高浜特産品セット（杜仲茶等）

おおい町大島等の各旅館・渡船ではオリジナルの海産物・農産物がもらえます。詳しくはホームページへ

事業所名（店舗名）

住所

ＴＥＬ

事業所名（店舗名）

住所

ＴＥＬ

BeerCafe麒麟

おおい町本郷114-18

77-4460

西森旅館・西森渡船

おおい町大島116-32-3

77-0191

こすえ旅館

おおい町大島28-6

77-0441

宮内旅館・宮内渡船

おおい町大島113-38

77-0166

常木旅館・渡船

おおい町大島33-99

77-1521

神野旅館・渡船（フィッシングセンタービッグワン） おおい町大島91-68-11

77-3040

ビジネスホテル リッツOHI

おおい町本郷147-1-4

77-1110

仁生丸渡船・西森旅館

おおい町大島116-53-2

77-0193

高本渡船

おおい町大島115-66

77-0478

加福丸渡船

おおい町大島90-5-2

77-0513

下西旅館

おおい町大島116-43-3

77-0503

加福丸渡船Ⅱ

おおい町大島60-13

77-2286

長井旅館

おおい町大島33-101

77-0460

FishingMoLAMoLA

おおい町大島130-1-1

77-0202

もりした旅館

おおい町大島115-47

77-0088

はまなす渡船

おおい町成和2-1-111

77-1576

大島旅館

おおい町大島125-21

77-0321

大屋渡船

おおい町大島110-4-1

77-3303

庄司旅館・渡船庄栄丸

おおい町大島56-10

77-0241

島ジャコ倶楽部

おおい町大島28-6

77-0441

敦賀市
美浜町

モリモリ若狭路キャンペーン事務局

TEL. 0770-52-2750

若狭町

高浜町

モリモリ若狭路キャンペーン

検 索

平成25年度 電源立地地域対策交付金事業

小浜市
おおい町

せなど、嶺南ならではの豊富な種類の商品を取りそ
ろえております。なお、キャンペーン商品については、
４月以降、10,000 円や 5,000 円のコースを増やすな
ど、更に充実していく予定です。
お得なキャンペーンが利用できるこの機会に是非、
福井県の嶺南地域にお越しください。
お問合せ

モリモリ若狭路キャンペーン事務局
TEL 0770-52-2750
※参加店舗、商品の一覧などは「モリモリ若狭路キャ
ンペーン」HP で御確認ください。
モリモリ若狭路キャンペーン

都道府県だより
Shiga

中国
自動
車道

【お問い合わせ先】

検索

2014 年 1 月

滋賀県

滋賀県最大規模の太陽光発電事業がスタート
滋賀県では、地域レベルで取り組み可能な再生可
能エネルギーの導入促進と関連産業の振興を戦略的
に推進していくため、
『滋賀県再生可能エネルギー振
興戦略プラン』を平成 25 年３月に策定し、各種施策
に取り組んでいます。
平成 24 年７月の「固定価格買取制度」の開始以降、
経済産業大臣による認定を受けた設備（平成 25 年７
月末時点）は、平成 23 年度までの累積導入量の約３
倍の水準に達しています。メガソーラーについては、
県内において現在 16 ヵ所（平成 25 年 12 月 16 日
現在）で稼働しており、工事・計画中のものを含め
ると 23 ヵ所にのぼります。
県有未利用地を活用したものとして、琵琶湖を埋
め立てて造られた矢橋帰帆島（草津市）内の未利用
地（約 9.9ha）で県内最大規模となる約 8.3MW の
メガソーラーの設置に向けて、平成 25 年 12 月、京
セラ株式会社と京セラ TCL ソーラー合同会社との間
で基本協定を締結しました。平成 26 年８月に工事着
手、平成 27 年９月に発電事業が開始されます。また、
本事業では災害等非常用電源を整備したり、環境学
習を目的とした見学用展望台を設置するなど、地域
34

への貢献に配慮されたものとなっています。
そのほか、地域が主体となった「市民共同発電所」
についても、県内で様々な取組が広がっています。
滋賀県では、こうした太陽光だけでなく、小水力や
バイオマスといった地域の資源を最大限に活用しな
がら、地域主導によるエネルギーシフトに向けて、
様々な取組を展開していきます。
お問合せ

滋賀県地域エネルギー振興室
TEL 077-528-3720
HP http://www.pref.shiga.lg.jp/f/eneshin/index.html

京都府

Kyoto

子宮頸がんの検診受診率向上を目指して
「ステキ女子のからだメンテプロジェクト」が始動♪
京都府では、子宮頸がんの急増する 20 歳代から
30 歳代の女性を主な啓発ターゲットとして、子宮頸
がん検診受診を呼びかける「ステキ女子のからだメ
ンテプロジェクト」に取り組んでいます。
これは、京都府の子宮頸がん検診受診率が 19.5%
と全国平均（23.9%）を下回るなかで、おしゃれや
美容による自分磨きと同じように、健康であること
が“ステキな女子”というコンセプトの下、百貨店
やアパレルメーカー、教育機関、医療機関などに応
援団体になっていただき、啓発活動を展開し、平成
29 年度までに検診受診率 50%を目指すものです。
現在、応援団体は 100 を超え、昨年 11 月 22 日に
は、応援団体会議を開催しました。今後の活動方針
について意見交換を行ったほか、参加者は産婦人科
医師の講演を通して、子宮頸がんや検診の重要性に
対する理解を深めました。
また 11 月 30 日には、京都タカシマヤにおいて、
「京都府 Presents! ステキ女子のからだメンテナンス」
と題して、ラジオ公開生中継による啓発イベントを
開催。ゲストの婦人科医師や子宮頸がん経験者、管

理栄養士などから、子宮頸がんの予防方法や健康的
なからだづくりについてお話いただき、来場社は女
性の健康に関する話に熱心に耳を傾けていました。
今後も応援団体と協力しながら、各種キャンペー
ンやイベントを通して、女性が自分のライフスタイ
ルの中で健康について関心をもつような情報発信を
行い、子宮頸がん検診受診率の向上に取り組んでい
きたいと考えています。

お問合せ

京都府健康福祉部健康対策課
TEL 075-414-4739

都道府県だより
Osaka

2014 年 1 月

大阪府

企業と行政がタイアップ
大阪ミュージアムフォトコンテスト !
大阪府では、「『明るく』
『楽しく』
『わくわく』す
るまち・大阪」を目指し、大阪のまち全体を屋根の
ないミュージアムに見立て、まちの魅力を内外に発
信する「大阪ミュージアム構想」を推進しています。
その一環として、電子マネー「大阪ミュージアム
WAON」の利用金額に応じて、大阪ミュージアム基
金に寄附をいただいているイオンリテール株式会社
とタイアップし、平成 25 年６月から、３ヵ月に一度、
四季のテーマと対象エリアを設定して、まちの観光
魅力を捉えた写真を募集し、審査・表彰する「大阪

ミュージアムフォトコンテスト」を開催しています。
告知用ポスターやちらしの作成、応募作品の受付・
審査、表彰式などの事務局機能とその費用及び副賞
は全て企業に御協力いただき、大阪府は、府及び市
町村の広報媒体や施設を活用した告知と事業全体の
コーディネーター役を担っています。
四季折々のテーマに即したエリアを対象にフォト
コンテストを実施することで、各地域への誘客や回
遊性を高め、季節や風物詩を感じ楽しんでいただけ
るようにしています。
現在、第３回として大阪府内全域のイルミネーショ
ンをテーマに開催。３月からは河内地域と大阪市内
を対象に「花」をテーマに開催する予定です。

お問合せ

大阪府都市魅力・観光課
大阪ミュージアム構想推進グループ
TEL 06-6210-9302
HP http://www.osaka-museum.com/index.html
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奈良県

Nara
冬の大和路を快走 ! 奈良マラソン 2013

12 月８日 ( 日 )、師走の古都を彩る「奈良マラソ
ン 2013」が開催されました。奈良マラソンは、平城
遷都 1300 年祭の記念として始まり、今回で４回目
となりました。「古都奈良の文化財」として世界遺産
にも登録された、歴史的景観の中を走るところが魅
力の一つです。フルマラソンと 10 キロ種目に合計約
15,000 人が出場しました。また、昨年から外国人の
エントリーも実施しており、アジアやヨーロッパ、ア
メリカなどから約 130 人のランナーが参加しました。
荒井正吾奈良県知事の号砲で、フルマラソンが
スタートしました。この日の奈良市は最高気温が
10.5℃まで上がり、絶好のマラソン日和となりまし
た。道路を埋め尽くしたランナーたちは、平城宮跡、
興福寺、東大寺、春日大社など奈良が誇る世界遺産
エリアを走り抜け、天理市内で折り返してゴールを
目指しました。沿道では、三輪そうめんやぜんざい
の振る舞い、和太鼓の演奏もあり、ランナーたちに
声援を送りました。
前日の７日（土）には、バルセロナオリンピック
女子マラソンの銀メダリスト有森裕子さんが、
「ラン

ニングクリニック」を実施しました。
県マスコットキャラクターのせんとくんのダンス
パフォーマンスや、ゆるキャラ集合、御当地アイド
ルユニット「Le Siana（ルシャナ）」などによる多
彩なイベントが行われたほか、県内外の御当地グル
メや奈良名物を楽しめるエキスポゾーンが設けられ、
参加者全員が奈良マラソンを楽しみました。
お問合せ

奈良マラソン実行委員会事務局
TEL 0742-81-8752
HP http://www.nara-marathon.jp/

都道府県だより
Wakayama

2014 年 1 月

和歌山県

和歌山県気象予測システム運用開始
和歌山県は平成 23 年９月の紀伊半島大水害で甚大な被
害を被りました。この災害の検証を通じ、従来の気象情
報では予測降水量と実績降水量が大きく乖離する場合が
ある、夜間の降水状況が分かる長期の降水予測情報（12
時間以上先）がない、といった課題が明らかとなりました。
こうした課題を解決するため、本県では気象予測シス
テムを独自に開発し、昨年９月に運用を開始しました。
このシステムは、市町村が避難勧告等の発令の判断を
早期かつ的確に行えるようにすることを目的に、一般財
団法人日本気象協会のメッシュごとの降水予測情報を利
用できるシステム環境を整備したもので、長時間予測は
最長で 51 時間先まで分かります。県内 30 市町村が利用
可能です。
都道府県でこうしたシステムを導入したのは画期的な
ことであり、全国で初めてです。
このシステムの導入により、
① 高精度な降水予測情報を活用することによる早期かつ
的確な避難勧告等の発令
② メッシュごとの時間・累積雨量が分かることによる本
当に危険な場所に対しての避難勧告等の発令
③ 長期の降水予測情報活用による明るいうちの避難勧告
等の発令
などが可能となります。
あわせて本県では、内閣府の「避難勧告等の判断・伝
達マニュアル作成ガイドライン」を更に具体化し、市町
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メッシュにオンマウスで緯度経度と時間雨量を表示、
クリックで時系列の雨量表とグラフのウインドウが出現

村が判断しやすい実用性の高い和歌山県版のモデル基準
を平成 24 年 10 月に策定しました。さらに、平成 25 年
９月には、気象予測システムを活用して判断しやすいも
のとなるように改正しています。
気象予測システムを活用して得られる予測データを、
モデル基準に基づく市町村の発令基準に当てはめていく
ことで、市町村による早期かつ的確な避難勧告等の発令
を促していきます。
お問合せ

和歌山県総務部危機管理局総合防災課
TEL 073-441-2284
避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成のモデル基準 HP
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/011400/
index02.html#model

兵庫県

Hyogo
ドクターヘリが県下全域をカバー

兵庫県の播磨地域及び丹波南部地域の救急医療体
制 の 確 保 を 図 る た め、 平 成 25 年 11 月 30 日 に 県
立加古川医療センターを基地病院とする兵庫県ドク
ターヘリの運航を開始しました。
これにより、県北部地域等をカバーする公立豊岡
病院ドクターヘリ（平成 22 年４月 17 日運航開始）
、
淡路地域をカバーしている徳島県ドクターヘリ（平
成 24 年 10 月９日運航開始）の３機のドクターヘリ
に加え、神戸市及び阪神地域における消防防災ヘリ
のドクターヘリ的運航によって県下全域をヘリがカ
バーする救急
医療体制が構
築されました。
ドクターヘ
リは医師や看
護 師 を 乗 せ、
救命効果が高
いと言われる
「30 分 以 内 」
に救急現場に
移 動 し、 す ぐ

さま、救命処置を開始し適切な医療機関への迅速な
搬送が可能になるため、特に医療資源の乏しい地域
の救命率の向上や後遺症の軽減に大きな効果が期待
されています。

お問合せ

兵庫県医務課
TEL 078-362-4351

都道府県だより
Tottori

2014 年 1 月

鳥取県

全国初!
「鳥取県手話言語条例」
の制定
鳥取県は、全国初の「手話言語条例」を制定し、
平成 25 年 10 月 11 日に施行しました。手話を言語
として正面から位置付け、手話の普及を進めること
によって、手話が使いやすい環境をつくり、ろう者
と聞こえる者が互いを理解し共生する社会を築くの
が条例制定の趣旨です。
条例は、手話の歴史や条例制定の意義などを記した
前文と全 23 条で構成されています。
「手話は、独自
の言語体系を有する文化的所産であって、ろう者が知
的で心豊かな社会生活を営むために大切に受け継いで
きたもの」と意義を明記し、
「手話の普及は、ろう者
とろう者以外の者が相互の違いを理解し、その個性と
人格を互いに尊重することを基本として行われなけれ
ばならない」とする基本理念を定めています。
その上で、県や市町村の責務と県民や事業者の役
割を明記し、手話が使いやすい環境を整備するため
に必要な施策を総合的・計画的に推進することや、
県民が手話を学ぶ機会の確保、県職員が手話を学習
する取組の推進、手話を用いた情報発信、手話通訳
者等の確保・養成等について規定しています。
また、聾学校等での手話による教育の充実やそれ
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平成 25 年 10 月 8 日、鳥取県手話言語条例案が県議会で可決
された直後、傍聴席で県議会を傍聴していたろう者のところを平
井知事（一番手前右）が訪れ、皆で条例成立を喜んでいる様子

以外の学校における手話の普及、顧客としてのろう
者が利用しやすいサービスの提供や従業員としての
ろう者が働きやすい環境整備のための事業者の取組
への支援、手話に関する調査研究の推進等を明記す
る等、ろう者の社会生活全般を対象としています。
ろう者、手話通訳者、学識者などで構成する鳥取県
手話施策推進協議会の設置なども定めています。
お問合せ

鳥取県福祉保健部障がい福祉課
TEL 0857-26-7856
HP http://www.pref.tottori.lg.jp/222957.htm

岡山県

Okayama

県内自治体の観光パンフレットなどを電子書籍で情報発信 !
～「おかやま観光ナビ」「おかやま広報誌ナビ」～
岡山県では、イメージアップ戦略推進の一環とし
て、県内企業と連携し、昨年 11 月、同企業が運営す
る電子書籍ポータルサイト「okayama ebooks」内に、
岡山県と県内全市町村の観光パンフレット、広報紙・
誌が簡単に一覧できる「おかやま観光ナビ」と「お
かやま広報誌ナビ」をオープンしました。
「ebooks」は、都道府県単位で運営される地域特
化型電子書籍ポータルサイトで、岡山県は全国で８
番目の開設ですが、県と運営主体が協定を締結し、
協働してサイト運営を行うのは全国初となります。
部数に限りがある、配布地域が限定的などの理由
で入手しにくい場合があった観光パンフレットや、
うっかり見逃してしまった広報紙・誌などが、自治
体ごとに掲載された「おかやま観光ナビ」
「おかやま
広報誌ナビ」で、
「いつでも」
「誰でも」
「どこからでも」
無料で手軽に御覧いただけます。
今後、このサイトを通じて岡山の魅力や行政情報
を広く発信していきますので、是非御利用ください。
岡山 ebooks

検索

「okayama ebooks」トップページ

「おかやま観光ナビ」

お問合せ

岡山県公聴広報課
TEL 086-226-7158

都道府県だより
Shimane

2014 年 1 月

島根県

「新・ご縁四十五箇条」
「しまねご縁エピソード大賞」募集中 !

〇応募締切
平成 26 年２月 14 日（金）消印有効
〇募集内容
・ みんなで作る「ご縁」大切にするコツ「新・ご
縁四十五箇条」
・ 島根県での良縁祈願から夫婦のご縁に実を結ば
れたエピソード「しまねご縁エピソード大賞」
○応募方法
作品、氏名、連絡先等を記載の上パソコン、携帯、
郵送のいずれかによる
○入賞 「しまねへの旅」や県産品等を贈呈
○発表 平成 26 年３月頃
※詳細は「ご縁の国しまね」ホームページを御覧く
ださい。

恋愛や仕事など、
様々な出会いや再会を導く「ご縁」
は、誰もが大切にしたいもの。
「運は一瞬、縁は一生。
」をキャッチコピーに「ご
縁の国しまね」観光 PR キャンペーンを展開する島
根県では、現在、
「ご縁」を大切にするための日々の
ちょっとした「心がけ」や、
運命を感じた出会いの「エ
ピソード」を募集しています。
入賞作品は、
「しまねへの旅」や県産品をプレゼン
トするほか、
「しまねご縁エピソード大賞」の最優秀
作 品 は、 再 現 映
像 を 制 作 し、 公
開 する 予 定 で す
（映像の制作は平
成 26 年 度 を 予
定）
。
全国 の 皆 様 か
ら たく さ ん の 御
応 募を お 待 ち し
ています !

お問合せ

島根県商工労働部観光振興課
〒 690-8501
島根県松江市殿町１番地
TEL 0852-22-6908
HP http://shimane-goen.jp/
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Hiroshima

広島県

相談してムーチョ !!
若者の消費者被害防止キャンペーン実施中 !

○ PR 拠点の開設
若者に消費者
トラブルを身近
に感じてもらう
と と も に、 相 談
することへの抵
抗感を無くして
も ら う た め、 若
オープニングイベントの様子
者が多く出入り
する広島市内の
カフェに PR 拠点「Cafe ナッキー＆ネイリー」を開設。
店員によるフェイスブックアプリの紹介、リーフレット
の配布などを実施しています。12 月１日（日）にはオー
プニングイベントを開催し、「どぶろっく」さんが生で
CM ソングを披露してくれました。
○インターネットによる広報
キャンペーンの特設 WEB サイ
トを開設。フェイスブック、ツイッ
ターにより、若者の消費者トラブ
ルに関する情報を発信し、その情
報の拡散、メール相談を含めた相
談窓口の周知を図っています。

平成 24 年度に広島県内の消費者団体が行った意識調査
によると、29 歳以下の若者は、消費者トラブルにあって
も「何もしなかった」という割合が高く、消費生活相談
窓口の認知度も他の世代と比較して著しく低いことが分
かりました。
このため、広島県では、若者に対して消費者被害につ
いての正確な情報を提供するとともに、トラブルに遭っ
たときには、消費生活相談窓口や平成 25 年４月から開設
しているメール相談などを適切に利用できるよう、啓発
キャンペーンを実施することとしました。
キャンペーンでは、「泣き寝入り」から「ナッキー＆ネ
イリー」という啓発キャラクターを設定し、３月末まで
啓発活動を展開します。
○テレビＣＭの放送
「ナッキー＆ネイリー」がトラブルに遭う様子を通じて、
若者に多い消費者トラブルを紹介するとともに、特設サ
イトへ誘導することにより、相談窓口の周知を図ります。
ＣＭは「キャッチセールス篇」「出会い系サイト篇」「内
職商法篇」があり、ＣＭソングはお笑いコンビ「どぶろっ
く」さんに担当してもらっています。
○ポスター・リーフレットの作成・配布
ＣＭと連動したポスター、リーフレット「消費者トラ
ブル回避マニュアル」を作成、市町や県内の大学に配布
しました。

お問合せ

広島県環境県民局消費生活課
TEL 082-513-2730
キャンペーン特設サイト
http://nackynailly.com/index.html

都道府県だより
Yamaguchi

ナッキー＆ネイリー

2014 年 1 月

山口県

萩焼 400 年の伝統が息づくまち・萩で開催
「現在形の陶芸 萩大賞展Ⅲ」
「一楽、二萩、三唐津」とうたわれ、日本の茶陶
の一つとして、古くから茶人に珍重されてきた萩焼
は、山口県を代表する伝統的工芸品です。その歴史
は、400 年以上にもなり、16 世紀末の朝鮮出兵の際、
もう り てるもと

毛 利 輝 元が招いた朝鮮の陶工の兄弟が、萩市で毛利
家の御用窯として開いたことに始まります。
このような萩焼の伝統が息づく萩のまちで、
「現在
形」の陶芸を集めて、１月２日から２月２日まで山
口県立萩美術館・浦上記念館を会場に開催されるの
が、「現在形の陶芸 萩大賞展Ⅲ」です。萩大賞展は、
平成 18 年秋に本県で開催された国民文化祭の陶芸展
が始まりです。この陶芸展において、日本の陶芸文
化の豊かさと現代における造形表現の多様さを感じ
る応募作品が、全国各地から寄せられたことがきっ
かけとなりました。そして、萩焼 400 年の歴史を有
する本県の文化資源である陶芸の一層の振興と発展
を目的に、３年に１回開催しており、今回で３回目
となります。
国内外から応募された作品のうち、２次にわたる
厳正な審査を通過した作品が展示されており、現代
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的な感覚により生み出さ
れた「現在形」の陶芸が
示す造形表現の豊かさや
先端性を感じることがで
きる展覧会になっていま
す。
１月 12 日には、
「現代
陶芸の変貌 -『平成 10 年
萩大賞展Ⅲ 萩大賞受賞作品
代様式』以降」と題して
佐藤 典克 縒器
記念講演会が行われるほ
か、会期中の日曜日には、午前 11 時から、担当学
芸員による作品解説が聞ける「ギャラリー・ツアー」
を開催しています。また、常設展示室では、萩焼の
歴史を体系的に鑑賞することもできます。
約 100 軒もの窯元があり、芸術品から日用の器ま
で、まちじゅうで萩焼に出会える萩で、
「現在形」の
陶芸に触れてみませんか。
より き

お問合せ

山口県立萩美術館・浦上記念館
TEL 0838-24-2400
HP http://www.hum.pref.yamaguchi.lg.jp/

Kagawa

香川県

カ キ

「牡蠣焼き」と「源内かき」で香川の牡蠣を堪能
広島、宮城、岡山などが産地として有名な牡蠣で
すが、香川も全国トップ 10 に入る有数な牡蠣の産地
です。夏の産卵を終えた後、水温の低下とともにふっ
くらと身が詰まってきて、10 月～３月に出荷されま
す。ぷりっと柔らかな身、特有の旨味があり「海の
ミルク」ともいわれるほど栄養のある牡蠣。香川で
親しまれている「牡蠣焼き」と、ブランド牡蠣「源
内かき」を御紹介します。
■牡蠣焼き（高松市・牟礼漁協）
「牡蠣焼き、行くかぁ～」の声が聞こえてきたら、
冬が来たのを感じるほど、香川県ではちょっと変わっ
た牡蠣の食べ方が冬の風物詩となっています。
殻付きの大量の牡蠣を鉄板で豪快に焼き上げ、レ
モンやピザソースなどのトッピングをプラスして自
分なりの味を楽しみま
す。焼き上った瞬間の歓
声や、好きなトッピング
の味比べなど、わいわい
話しながら一つの鉄板を
みんなで囲んで食べるの
で一体感は抜群です。時
には知らない人と同じ鉄

板になることもありますが、
いつの間にか声を掛け合っ
て一緒に牡蠣焼きを楽しん
でいることも。この一体感
と、食べ放題の満足感、そ
してもちろん牡蠣のおいし
さを求めて、毎年冬が来た
ら「牡蠣焼き、行くかぁ～」
を心待ちにしている人も多
いとか。最近では、県外か
らの観光客にも人気です。
■源内かき （さぬき市・鴨庄漁協）
殻付きの牡蠣の中からサイズの大きい物を専用の
網かごに入れて再び漁場に戻し、２週間から 20 日間
ほど、更にのびのびと大きく育てます。その中から
20g 以上の大粒で、傷がない物だけが厳選され「源
内かき」となります。鴨庄漁協から出荷する牡蠣の
うち、
「源内かき」と名前が付くのは、ほんの数パー
セントということですから、そのおいしさは保障付
きです。口いっぱいに広がる潮の香りと、奥深く濃
厚な旨味の詰まった源内がきを御賞味ください。
お問合せ

水産課
TEL 087-832-3471

都道府県だより
Tokushima

2014 年 1 月

徳島県

旧空港ターミナルビルを「運転免許センター」
にリニューアル !
１月５日、運転免許センターを旧空港ターミナル
ビルに移転オープンしました。
本県では、厳しい財政状況の下、積極的に既存ス
トックを活用しており、これまでも、学校施設を始
めとした複数の施設において、既存施設の大規模耐
震改修を進め、利便性の向上やコストの大幅削減に
努めてきました。
この度の運転免許センターの整備においても、こ
の手法を活用し、当初解体を予定していた旧空港ター
ミナルビルを全面的に改修の上、施設が老朽化し、
耐震改修が困難であった従来の運転免許センターを
移転することにしました。
これまでの運転免許センターは、施設やコースが狭
く、混雑したり実践に即した講習が難しいなどの欠点
がありましたが、新運転免許センターでは、講習の種
別ごとに動線を分離し、混雑の解消に配慮したり、コー
スも二車線道路や大型交差点などを設け、より実践に
近い交通環境を再現することができました。
さらに、高齢者優先駐車ゾーンやオストメイト対
応トイレなど、ユニバーサルデザインへの配慮や、
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各ロビーに授
乳 室 を 設 け、
講習会場にも
親子コーナー
を設置するな
ど、子ども連
れでも利用し
やすくなって
います。
加えて、交通機動隊、広域自動車警ら隊も併せて
移転し、治安維持のための機能も併せ持つほか、災
害時には、県外からの応援部隊の一時集結場所とし
ての役割も担うなど、県北部の新たな治安・防災拠
点となります。
新運転免許センターは、
「運転者教育・交通安全教
育」の中核として、また、平時には「安全・安心の拠点」、
災害時には「防災拠点」として、その機能を最大限
に発揮し、本県の「交通安全・防災の砦」となるよ
うに取り組んでいきます。
お問合せ

徳島県警察本部運転免許課
TEL 088-699-0110

Ehime

愛媛県

表参道で愛媛県に出会える１ヵ月～
『えひめカフェ』プロジェクト第３弾 がはじまります !!

ぐ取組として
「愛媛のおかあ
の仕送りキャ
ンペーン」を
実施し、多くの
えひめファン
に御参加いた
だ い て、BBQ
「Tokyo Apartment Cafe」
※写真はイメージです。
イベントや 仕
送りプレゼン
トを楽しんでいただきました。その様子もフェイス
ブックで御覧いただけます。

首都圏に住む若い世代を対象に、愛媛
県の農林水産物への認知度向上を図るた
めの取組として、東京表参道の人気カフェ
やヘアサロンで展開する『えひめカフェ』
プロジェクト。３年目となる今年も 20 以上の店舗の
協力を得て、いよいよ始まります !
第３弾の今回は、表参道のメインストリートにあ
る大人気カフェ「Tokyo Apartment Cafe」を旗艦
店舗とし、人気スイーツ店やテイクアウト店、ヘア
サロン・ネイルサロンなどで、
“えひめ”を感じ、“え
ひめ”の味覚を味わっていただけます。
柑橘王国愛媛の代表である中晩柑類「伊予柑」や
愛媛オリジナル柑橘の「媛小春」
、純白のとろける脂
身が特長のブランド豚「愛媛甘とろ豚」
、ＴＶの全国
放送で火がついた「媛っこ地鶏」などがオリジナル
メニューとして登場。詳しいメニューやお店の情報
は、
『えひめカフェ』フェイスブックでお知らせして
いきますので、是非御覧ください。
なお、昨年秋には、愛媛の生産者と消費者をつな

■開催時期：2014 年１月 31 日（金）～３月２日（日）
■実施店舗：東京都表参道周辺のカフェ・レストラン・
テイクアウト店舗・ヘアサロン・ネイルサロン
など 20 店舗以上
お問合せ

愛媛県農林水産部管理局ブランド戦略課
TEL 089-912-2569
■えひめカフェ facebook ページ
http://www.facebook.com/ehime.proj

都道府県だより
Kochi

2014 年 1 月

高知県

ました。この県民総選挙では、一般的なアンケートで
用いられるインターネットなどの手段は使わず、各戸
配布される高知県広報紙「さん SUN 高知」に投票は
がきを印刷。重複投票を防ぎながら全県民へ協力をお
１．「食」は高知県最大の観光資源
願いする、本格的な選挙スタイルを徹底することによっ
（１）全国的に観光客のグルメ志向が高まっています
て、その選挙結果（高知県民が本当に薦めるお店）を
が、特に高知県へ旅行される方については、その
観光客の皆様に御紹介します。
半数以上が旅の目的の一つとして「食」を挙げて
全国でも初の試みとなる「県民総選挙」は、地域の
います。
「食」を自慢とし、おもてなしの「心」を持つ高知県民
（２）高知県は、大手旅行雑誌の「地元ならではのおい
ならではの取組です。高知県では、県民の皆様の力を
しい食べものが多かった」ランキングで３年連続
お借りしながら、この「県民総選挙」を始めとする一
第１位（H22 ～ H24）に輝くなど、上位グルー
連の取組により、「食といえば高知」というイメージを
プの常連です。
全国に発信し、定着させたいと考えています。
（３）高知県民を対象としたアンケートでは、「高知の
投票結果は、『土佐の「おきゃく」2014』開催中の
食材は豊富でおいしい」という項目について、９
３月９日（日）に、高知市中央公園ステージで発表し
割以上の方が「そう思う」と回答しました。
以上（１）～（３）のような状況を受けて、高知県では、 ます。また、４月以降、この投票結果を基に作成した
現在展開中の「リョーマの休日」キャンペーンの一環 「食」のパンフレットを、観光施設や宿泊施設などで配
布する予定です。
として、今後更に「食」の魅力を前面に押し出した観
全国の皆様、高知県自慢の「食」に、是非今後とも
光 PR を進めていきたいと考えています。
御注目ください !

全国初の県民総選挙で、高知の食の魅力を発信
します !

２．県民自らが選ぶ自慢の「食」を全国へ発信
高知県では、自慢の「食」の魅力で更に誘客の拡大
を図るため、
「旅先で地元の人が薦めるお店に行きたい」
という観光客のニーズに、県民自らの投票結果で応え
る『「高知家の食卓」県民総選挙』を実施することにし
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お問合せ

高知県庁観光政策課
TEL 088-823-9606
HP http://www.attaka.or.jp/sousenkyo/2014/

福岡県

Fukuoka
福岡モーターショー 2014 を開催 !
～ クルマの力 未来への力 ～

世界有数の自動車生産拠点「北部九州」の魅力、
将来性を発信します。皆様是非御来場ください。

2014 年 １ 月 24 日 ～ 27 日 ま で の ４ 日 間、 マ リ
ンメッセ福岡など、３会場で「福岡モーターショー
2014」を開催します。
国内メーカーのコンセプトカーや最新型市販車を
始め、最新型輸入車等 200 台を超える展示、さらに
は家族で楽しめる各種イベントを準備しています。
福岡県が主催する「北部九州自動車未来展」では、
地元生産車の展示を始め、九州学生製作車両の展示、
地元伝統工芸品を使った「九州オリジナルカスタマ
イズカー」の展示、燃料電池自動車など水素エネル
ギー関連展示等を行います。また、トヨタ自動車の
豊田章男社長による特別講演なども行います。

名 称
テーマ
日 時
会

場

主

催

入場料

福岡モーターショー 2014
クルマの力 未来への力
平成 26 年１月 24 日（金）～ 27 日（月）
９時 30 分～ 18 時※ 27 日は 17 時まで
マリンメッセ福岡、福岡国際会議場、
福岡国際センター
福岡モーターショー実行委員会
※福岡県など産学官の団体で構成
大人 1,300 円（前売り 1,100 円）
高校生 800 円（前売り 600 円）
※中学生以下入場無料

お問合せ

福岡モーターショー事務局
TEL 092-711-5583
HP http://www.fukuoka-motorshow.jp/
前回（福岡モーターショー 2012）の様子

都道府県だより
Saga

2014 年 1 月

佐賀県

国際線専用施設オープン
LCC の拠点空港化が進む有明佐賀空港
LCC（格安航空会社）の拠点空港として着実に発
展を遂げる有明佐賀空港。平成 24 年１月には、LCC
春秋航空による上海便が週２往復で就航し、現在は
週３往復で運航しています。また、平成 25 年 12 月
には、国際線専用施設の完成に合わせて LCC ティー
ウェイ航空によるソウル便が週３往復で就航しまし
た。
上海便、ソウル便が就航したことで、九州の八つ
の主要空港の中で、国際線の本数が４番目に多い空
港となった有明佐
賀空港。今後ます
ます、ビジネスや
旅行で、海外との
交流が増えていく
ことが期待されま
す。
国 際 線 に 加 え、
国内線もさらなる
充実を図ろうとし
佐賀の伝統工芸品「佐賀錦」をモチーフにした開放的
ています。今年５ な国際線専用施設の待合室

月には、上海
便を運航する
春秋航空の関
連会社である
LCC 春 秋 航
空日本が、成
田便を１日２
往復で就航す
る 予 定 で す。 平成 25 年 12 月にはティーウェイ航空によるソウル便も就航
現在、１日４
便で就航している羽田便と合わせ、首都圏はもちろ
ん、世界と九州・佐賀県がグッと近づきます。
今後も、有明佐賀空港が持つ強みや魅力を最大限
に生かして、九州におけるヒト、モノの交流拠点と
して大きな役割を果たしていきます。

お問合せ

佐賀県空港課
TEL 0952-25-7104
「有明佐賀空港」HP
http://www.pref.saga.lg.jp/web/at-contents/
kuko.html
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長崎県

Nagasaki
中村知事

２年ぶりに中国訪問

去る 11 月、中村知事を始め県議会や各界の代表か
らなる約 100 人の訪問団が日中平和友好条約締結 35
周年及び長崎県日中親善協議会設立 40 周年を記念し
て、中国を訪問しました。
本県は、地理的にも歴史的にも中国とのつながり
が深く、昭和 47 年の日中国交正常化以来、中国との
友好交流に積極的に取り組んできました。現在では、
福建省・上海市・湖北省との友好交流関係の樹立や
本県のみを管轄する長崎総領事館の設置など、特別
な関係を築いています。
よ う けっち
訪中の中で中村知事は、楊 潔 国務委員と北京市
で会談し、
「地方間交流が日中関係改善のために先導
的な役割を果たさなければならない」と述べ、地方
間交流 ･ 民間交流を促進していく考えを示しました。
とう か せん

また、中日友好協会の唐 家 璇 会長と会談し、今後の
友好交流の拡大について意見を交わしました。
さらに、中国の政財界など総勢約 240 名が参加す
る交流レセプションを開催し、観光プロモーション
を実施したほか、長崎鮮魚を使った料理を振る舞う
など、長崎県の魅力を PR しました。
上海市では、中国東方航空を訪問し、長崎～上海

楊国務委員（右）と会談する中村知事

線の利用促進について意見交換を行ったほか、県内
大学の帰国留学生との交流会を開催し、長崎県の応
援団としてより一層の交流拡大を呼びかけました。
日中関係は依然として厳しい状況が続いています
が、このようなときだからこそ、中国との交流を一
層推進し、日中関係に明るい展望を切り開くことが
できるよう、今後も長崎県ならではの取組を進めて
いきます。
お問合せ

長崎県国際課
TEL 095-895-2087

都道府県だより
Oita

2014 年 1 月

大分県

なめらか食感ととろける甘さ !
高糖度かんしょ“甘太くん”

しっとりなめらかな舌
触りととろけるような
甘さに思わず笑顔がこ
今年も、大分生まれの高糖度かんしょ“甘太くん” ぼ れ ま す。 そ の ほ か、
時間をかけて調理する
の季節がやってきました。
“甘太くん”は、しっとり
煮物や蒸しものなどが
した食感と高い糖度が特徴のサツマイモ。平成 20 年
おすすめ。また、サツ
の販売開始以来、老若男女問わず幅広い世代のファ
マイモは食物繊維、ビ
ンを獲得しています。
タミンＣ、等が多いの
10 月に収穫された高糖度かんしょの品種「べには
で、健康的な献立づく
るか」を一定の温度条件の下で 40 日以上貯蔵後、糖
りにも一役買います。
度検査を実施。こうして出荷される“甘太くん”は
（※）
今年の冬は、焼きた
JA 全農おおいたが商標登録をしており、系統出荷
てアツアツ、なめらか
したものに限られています。毎年、12 月初旬頃に初
食感ととろける甘さの
出荷を迎え、関東・関西にも出荷されています。
日本野菜ソムリエ協会が 11 月にサツマイモをテー “甘太くん”焼きいもを是非味わってみてください。
マに開催した品評会「野菜ソムリエサミット」では、 ※系統出荷…生産者団体が行う共同出荷のこと
“甘太くん”が見事、
「購入評価部門」で大賞を受賞。
お問合せ
また、大手コンビニエンスストアでの焼き芋販売や
全国農業協同組合連合会大分県本部
共同での加工品開発も積極的に行われており、その
TEL 097-544-2214
おいしさと人気はとどまるところを知りません。
大分県農林水産部園芸振興室
“甘太くん”をおいしく味わうには、冬の定番、焼
TEL 097-506-3653
きいもがぴったり。じっくりと火を通すことがポイ
ントで、
甘味成分がぐっと高まります。一口食べると、
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熊本県

Kumamoto
「第Ⅳ期コレクション展」開催中
１／９（木）～３／２３（日）

■細川コレクション 特集＜馬の美術＞
公益財団法人永青文庫の所蔵品を通じて、熊本の
歴史や美術、細川家の大名文化を総合的に紹介する
「細川コレクション」
。第Ⅳ期では、近代細川家の豪
かのう た ん し ん も り み ち

ぐん かく ず びょう ぶ

華なひな飾りを始め、狩野探信守道筆《群鶴図 屏 風》
りょうないめいしょう ず かん

や熊本各地の名勝を描いた《領内名 勝図巻》
、細川家
に伝わる武具甲冑などを展示します。また、午年の
平成 26 年最初の本展では「馬の美術」を特集します。
細川家に伝わる馬具や調度品、馬の姿を描いた屏風
や絵画など、人と馬の関わりについて探り、馬にま
つわる様々な作品を紹介します。
■美術館コレクション 特集
＜ポップ・アートとアメリカ版画＞
熊本県立美術館が所蔵する美術品を通して、熊本
の美術や歴史、東西の名品などを紹介する「美術館
コレクション」
。第Ⅳ期では、阿蘇家ゆかりの浜の館
跡出土品（重文）や中世文書、御用絵師の絵画、肥
後の金工や陶磁器、熊本ゆかりの名書家の作品を紹

介します。西洋絵
画の常設コーナー
では、ルノワール
やローランサンな
どフランス絵画の
珠玉の作品群を展
示 し ま す。 ま た、
特集展示では、所
蔵版画の中から
狩野探信守政筆《放馬図屏風》部分
ポップ・アートと
公益財団法人永青文庫蔵
アメリカ版画を特
集し、ポップ・アートを中心にスーパーリアリズム
や抽象など多様な造形世界を、版画工房の活動も交
えて紹介します。ウォ－ホル、リキテンスタイン、ジャ
スパー・ジョーンズ、サム・フランシスら 20 世紀ア
メリカのアート・シーンを彩った鮮烈な世界をお楽
しみください。
お問合せ

熊本県立美術館
TEL 096-352-2111
FAX 096-326-1512
HP http://www.museum.pref.kumamoto.jp

都道府県だより
Miyazaki

2014 年 1 月

宮崎県

みやざきブランドに２商品が仲間入り !

どは日射量が多いと増える傾向があることが分かっ
ており、本県では日射量が全国トップクラスの気象
条件を生かした商品開発を進めてきました。200 検
体以上のビタミン含有量平均値が全国標準値の 1.2
倍以上あることなどが認証基準となっています。
ブランド認証商品には認証マークを表示していま
す。地域ぐるみでブランドづくりを進める宮崎の農
畜産物。是非、御賞味ください。

本県では、農畜産物のブランド確立のため「特長
ある商品づくり、信頼される産地づくり、安定的な
取引づくり」の三つを柱に、宮崎の農業に携わる人々
が一体となって取り組んでいます。
その取組の一つとして、消費・販売ニーズを的確
に捉えながら、安全・安心を基本に、外観、味、鮮
度などの面で一定の基準以上を備えた農畜産物をみ
やざきブランドとして認証しています。
今年度は「宮崎ブランドポーク」と「みやざき健
康ピーマン」の２商品が新たにブランド認証されま
した。
おいしさを担保・向上させる取組を行っている商
品に保証される「おいしさ認証」を受けた宮崎ブラ
ンドポークは、生産履歴の記帳や徹底した衛生管理
の下に、銘柄や給与飼料、疾病排除にこだわった安全・
安心で高品質な豚肉を生産すること、そしてそれを
生産者、販売者、食肉処理業者の契約による顔の見
える販売によって行うことが認証基準となっていま
す。
みやざき健康ピーマンは、みやざきブランドとし
て初の「健康認証」商品です。野菜のビタミン C な

みやざきブランド認証マーク

44

鹿児島県

Kagoshima

成長する環黄海経済圏の胎動を肌で感じて !
～鹿児島県環黄海青少年派遣事業の取組～
鹿児島県は、東アジアの
主要都市である上海、ソウ
ル、台北の３都市と国際定
期路線で結ばれており、環
黄海地域をつなぐ高速交通
ネットワークの一翼を担っ
ています。
また、経済成長を続ける
中国を始めとして、アジア
諸国と密接な関係を結ぶこ
とは、今後の鹿児島の発展
を考える際に、極めて重要
となっています。
こ の た め、 鹿 児 島 県 で
は、「環黄海地域」の活力
を、本県の今後の経済発展
に戦略的に取り込む観点か
ら、「環黄海青少年派遣事
業」を実施しています。
この事業では、県内の企

蘇州工業園区を視察

業等に勤務する若手の社員を上海、ソウル、台北へ
派遣し、訪問地の若手企業人との意見交換や企業訪
問等を通して、次代の鹿児島の産業・経済界をリー
ドする国際的な人材を育成することとしています。
平成 24 年度は、ソウル、台北へそれぞれ 31 人を、
今年度は上海へ 90 人を派遣し、力強く発展するアジ
アの姿を自らの目で見てきていただきました。
お問合せ

鹿児島県青少年男女共同参画課
TEL 099-286-2554

都道府県だより
Okinawa

2014 年 1 月

沖縄県

プロスポーツキャンプシーズン到来 !!
新たな年を迎え、春の訪れと共に、今年もスポー
ツキャンプのシーズンがやってきます。
日本ハムファイターズ投手陣が 1979 年に、初め
て沖縄キャンプを実施して以来、キャンプ実施球団
は年を追って拡大し、2013 年は過去最多の 2012 年
と並ぶ 15 球団（国内９球団、韓国６球団）を迎え入
れました。
2013 年のプロ野球キャンプによる経済効果は 81
億 6,100 万円、観客数は過去最高の 29 万 3,000 人
となっています。
また、サッカーキャンプについても、2009 年の J
リーグ２チームから、2013 年は J リーグ４チームを
含む９チームへと着実に増加しています。
これらプロスポーツのキャンプは、スポーツ振興、
観光振興、地域活性化はもちろんのこと、子どもた
ちが間近でプロの選手を見ることができ、夢や希望
を与えてくれるものであり、その意義は大きいです。
今年度もキャンプの受入れや歓迎、盛上げのため
の取組を、沖縄県、市町村、スポーツ及び観光関係
団体等が中心となって行っているところです。
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いま地域医療は

自治医科大学卒業生からの現地リポート

NO. 354

イクメンと総合医
鳥取大学医学部附属病院病態制御外科

私は数年前に義務年限を終え、現在は外科医療
を通して地域医療に貢献したいと考え地元大学の
外科医局に所属しております。また、妻も自治医
大卒業生であり、３人の子どもを育てながら共に
働いております。この度は、紙面で地域医療を語
らせていただく機会をいただき大変感謝申し上げ
るとともに、何を書こうか色々と思案した結果、
最近の私のライフワークの一つでもある「イクメ
ン」と、我々自治医大卒業生が得意とする「総合
医」の共通点についてお話させていただくことと
しました。

渡邉 淨司（25 期生、鳥取県）

あることを理由に患者を断ると、患者は行き場を
失い医療難民が発生するようになりました。これ
は、専門医教育しかしてこなかった日本の医療シ
ステムの問題でありますが、この頃から、専門分
野にかかわらず多領域のプライマリケアを行う総
合医が注目されるようになってきたように思いま
す。
このように専門職から需要に応じて供給形態を
多岐に変化させた姿が、イクメンと総合医である
ように思います。つまりイクメンとは家庭内にお
ける総合医であり、従来の日本家庭での男女の役
割は、専門医システムであったとも言えます。自
分の得意（専門）不得意（非専門）にかかわら
ず、目前の問題に柔軟に対応する姿勢は家庭でも
仕事でも大切です。育児に関しては、出産や授乳
など女性にしかできない仕事もありますが、それ
以外は男性でもできることがほとんどです。男女
それぞれが得意な専門分野を持ちながらも、家庭
ないしは社会を支える上で必要なことは何でもや
るという姿勢が、現代社会に強く求められている
ように思います。仕事は専門職でも家庭では総合
職であれば、円滑な家庭運営ができるのではない
でしょうか。

育児を頑張る男性を「イクメン」という愛称で
呼ぶようになり久しくなりますが、私自身の「イ
クメン」活動も８年を経過いたしました。その活
動は家庭のみならず地元紙面（下記ホームページ
参照）へ記事を寄稿し、院内講習会で講師をする
ほどの域に達して ? おります。
イクメンが注目される一番大きな理由は、女性
の社会進出にあるように思います。従来、男性は
仕事、女性は家庭という伝統が日本にありました
が、近年は日本においても女性の社会進出が著し
く、医療の世界においても、医師国家試験の合格
者に占める女性の割合が年々高まっています（こ
こ 10 年は女性が 32 ～ 35%）
。家事は女性だけ
のものではなくなり、男性も家事や子育てをやっ
ていく必要に迫られる家庭が増えています。
もう一つの理由は核家族化です。高度成長期以
前の祖父母を含めた３世代同居が当たり前の時代
では、子供の世話は両親だけでなく祖父母も関
わっていましたが、核家族化により両親だけで子
育てする時代となりました。

「イクメン」は厚生労働省の「イクメンプロジェ
クト」により「子育てを楽しみ、自分自身も成長
する男性のこと」とされております。これを総合
医に当てはめると、「地域医療を楽しみ、自分自
身も成長する医師のこと」というところでしょう
か。世の中にもっとそんなイクメンや総合医が増
えれば、日本、いや世界はもっと元気になってい
くように思います。

一方、総合医が社会全体で注目されるように
なったのは、2000 年代初頭に叫ばれるように
なった「医療崩壊」が一つのきっかけであるよう
に思います。新臨床研修制度に端を発すると言わ
れる医師不足から、大学医局は地域病院から医師
を引き上げるようになりました。地域病院では休
診や閉診を余儀なくされ、残った医師も専門外で

（本文主旨は日本海新聞 2013 年６月 17 日号コ
ラム「潮流」に掲載）
鳥取大学地域医療学講座 HP 参照
http://tiiki.med.tottori-u.ac.jp/index.
php?view=5167
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統計におけるオープンデータの高度化
総務省統計局・
（独）統計センター
政府統計の中核的機関である総務省統計局及び独立行政法人統計センターは、
大量・多様な統計データの提供方法を次世代化し、統計におけるオープンデー
タの高度化の取組を通じて、現在、政府が進めているオープンデータの推進の
中でも、トップランナーとして先導的に取り組んでいます。
その一環として、API※機能の導入、統計 GIS 機能の強化について試行運用を
行っているところです。今月号では API 機能について紹介します。
※API(Application Programming Interface):プログラム同士がデータの受け渡しを行う際のルール



政府統計のポータルサイト「e-Stat」に蓄積された統計データを、人手を
介すことなく自動で機械判読可能な形式（XML、JSON、SDMX 形式等）で取得
できる API 機能を、平成 25 年 6 月 10 日(月)から（独）統計センターが運用
する「次世代統計利用システム」上で試行運用を開始しました。



API 機能を利用すれば、例えば、自治体の統計情報を掲載しているウェブ
サイトにおいて、従来は e-Stat から該当する統計表を人手で探してダウン
ロードし、関係する箇所を抜き出してサイトに掲載、という煩雑な作業が発
生していましたが、API 機能の活用によってこの手間をなくし、自動化させ
ることが可能となります。



利用可能な統計データは、国勢調査、労働力調査、消費者物価指数、家計
調査など総務省が所管する統計調査の約３万２千表のデータです。

【活用例】
活用例１：利用者の情報シス
テムにe-Statのデータを自動
的に反映

活用例２：ユーザー保有やイ
ンターネット上のデータ等と
連動させた高度な統計データ
分析

利用登録を行えばどなたでも利用が可能ですので、御利用の際は、
「次世代統計
利用システム」のトップページ【http://statdb.nstac.go.jp/】から利用登録を
お願いします。
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（公財）後藤・安田記念東京都市研究所
（旧・東京市政調査会）
第37回『都市問題』公開講座

国土強靭化―その内実を問う
2014年２月８日（土）13：30 ～ 16：30
日本プレスセンター 10階ホール
（〒100-0011東京都千代田区内幸町2-2-1）

基調講演
大西

隆

氏

（慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特別招聘教授／
日本学術会議会長）

パネルディスカッション
池上 岳彦 氏 （立教大学経済学部教授）
尾﨑 正直 氏 （高知県知事）
窪田 亜矢 氏 （東京大学大学院工学系研究科准教授）
藤井
聡 氏 （京都大学大学院工学研究科教授）
新藤 宗幸
（後藤・安田記念東京都市研究所研究担当常務理事）＜司会＞
参 加 費：無料
参加申込み：後藤・安田記念東京都市研究所ホームページ(http://www.timr.or.jp)からお
申込みください。
申 込 期 限：2014年2月6日（木）
※満席となりしだい受付を終了しますので、お早めにお申込みください。
問 合 せ 先：後藤・安田記念東京都市研究所 研究室 TEL：03-3591-1261
			
FAX：03-3591-1279

『都市問題』公開講座は、公益財団法人後藤・安田記念東京都市研究所（旧・財団法人東京市政調査会）
の発行する月刊誌『都市問題』の特集などから時宜に適ったテーマを選び開催しています。
第37回は次のような趣旨により、
「国土強靭化―その内実を問う」をテーマとして開催いたします。多
数の方々の御参加をお待ちしております。
【開催趣旨】
安倍政権の下の2013年12月、自民・公明両党が議員立法として国会に提出した国土強靭化基本法が
成立した。東日本大震災の惨状をみるならば、国土強靭化に異を唱える者はいないだろう。しかし、中
央政府主導の事業実施という手法の是非、巨額公共事業が逼迫する財政におよぼす影響、大震災被災地
の復旧・復興は加速されるのかなど、基本法による事業展開には論ずべき点が多々あろう。
東日本大震災の発生から間もなく３年を迎えるいま、従来の防災対策や大震災からの復旧・復興事業
の実態を踏まえて、国土強靭化とは本来どうあるべきかを討論する。
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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
札幌モーターショー２０１４開催！

実施期間・実施日
H26 年 2 月 14 日～ 2 月 16 日

２月７日は北方領土の日です

－

ほっかいどう・省エネ３S キャンペーン【冬の陣】

～ H26 年３月末

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～

ふくしま奥会津・西会津大交流フェア

H26 年 1 月 21 日

声楽アンサンブルコンテスト全国大会チケット販売

H26 年 2 月 11 日～

新潟スノーファンクラブ

－

にいがたの白鳥飛来スポット

－

新潟の人気商品大集合

H26 年 1 月 23 日～ 1 月 26 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
富山県
石川県
岐阜県
愛知県

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 [ 冬 ]
雪を楽しむ 冬を楽しむ

～ H26 年２月 28 日

ホワイトイルミネーションとやま

～ H26 年 2 月 16 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～

－

県政メールマガジン「メルマガ石川」登録者募集中！（登録無料）
県関連施設のお得な情報や、観光イベント情報が満載です！今なら抽選で石川
県産ブランド高級しいたけ『のとてまり』プレゼントキャンペーン実施中！！

－

「清流の国ぎふ」めぐる旅キャンペーン 春のキャンペーンがスタート

H26 年２月下旬～

岐阜ローカル鉄道博覧会の開催
岐阜県博物館

H26 年２月１日～３月 16 日

企画展「足もとのお宝―岐阜の鉱物資源―」

アイチのチカラ！ 戦後愛知のアート、70 年の歩み
愛知県陶磁美術館 開館３５周年記念 企画展「モダニズムと民藝 北欧のやきもの：1950's-1970's デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、フィンランド」

フラワーマルシェ２０１４の開催

福井県

伝えたいふるさとの景観

大阪府
奈良県
和歌山県
兵庫県
鳥取県

心に残る

～ H26 年２月２日
～ H26 年 2 月 2 日
H26 年 1 月 11 日～ 3 月 23 日
H26 年 2 月 6 日～ 2 月 9 日

三重県の観光ガイド。イベントや観光施設など情報満載！
三重県立美術館 企画展「特集展示 大橋歩の想像力
Imagination from/into/beyond Words」

京都府

募集中

イベント

三重県

滋賀県

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

－
～ H26 年 2 月 16 日

－

滋賀県催し物案内

－

滋賀県観光情報

－

「海の京都・京都丹波」乗り放題フリーパス
大阪割烹体験２０１４

～ H26 年２月 28 日
H26 年 1 月 24 日～ 2 月 11 日

せんなん里海公園 2014 新春 里海まつり第 12 回寒稽古フェスタ“海に吼える！”
ピピッとネット

H26 年 1 月 11 日

しあわせ回廊

－

なら瑠璃絵

H26 年 2 月 8 日～ 2 月 14 日

県立美術館 開館40周年記念 名品展｢上村松園、富本憲吉、田中一光･･･美の世界～近現代美術の100年～」
古事記を語る講演会 ｢絵で読み解く古事記 ( 神代編 )」

H26 年 1 月 25 日～ 3 月 9 日
H26 年 2 月 15 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」
とっとり花回廊

ニューイヤーイルミネーション２０１４

仮装して滑走大会

－
H26 年 1 月の土日・祝日
H26 年１月 26 日

かにバス

～ H26 年 3 月 22 日
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Information

都道府県名

イベント・PR 名など

実施期間・実施日

岡山県

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

－

島根県

イベントカレンダー

－

広島県

イベント・行事情報

－

山口県
香川県
徳島県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
大分県
熊本県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県

2015 年の大河ドラマが吉田松陰の妹・文 ( ふみ ) を描く「花燃ゆ」に決定！
「やまぐち美食コレクション２０１３」投票結果！
かがわ文化芸術祭 2013

H27 年
－
～ H26 年 1 月 31 日

「てくてくさぬき」を楽しむ

～ H26 年 1 月 19 日

徳島県観光情報サイト「阿波ナビ」

－

「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！

－

「えひめカフェ

－

facebook」を紹介！

みんなで歌おう！「高知家の唄」

－

「高知で暮らし隊」会員大募集！

－

「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」
佐賀県のイベント情報

－
－

佐賀県立美術館「日本の美 佐賀の DNA

人間国宝四人展」

佐賀県立宇宙科学館＜ゆめぎんが＞秋冬の企画展「人工衛星のふるさと九州～超小型衛星開発 @ 九州～」
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 1 月 19 日
～ H26 年 2 月 2 日
－
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
熊本の古代山城鞠智城展

くまモン eye's

－蘇る百済との歴史－

くまモンファン感謝祭ｉｎＴＯＫＹＯ 2014 銀座熊本館（熊本県東京事務所）TEL：03-3572-5021
みやざき観光情報

旬ナビ

H26 年１月 11 日～１月 13 日
－

「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

－
～ H26 年１月 13 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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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」全国デビュー !
石川県
北陸新幹線金沢開業をPRする石川県のマスコット
キャラクター「ひゃくまんさん」が、去る10月27日に
東京都で開催された「第41回日本橋・京橋まつり」で
ついに全国デビューを果たしました。
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｣ をキャッチコピーとして、様々な開業
PR事業を展開していくこととしています。今回の「日
本橋・京橋まつり」への参加もそのPR事業の一環と
して行われたもので、
「ひゃくまんさん」も全国各地の
キャラクターと共にパレードに参加し、沿道からの多
くの視線を集めました。
｢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
島塗が施されているほか、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

当日は、全国各
地の多くのキャ
ラクターが参加
する中でも常に
センターを務め、
初お披露目なが
らも豪華絢爛か
つ縁起の良い見
トレーラーの先頭で沿道の観客に手を振る
た 目 で、 ひ と き
「ひゃくまんさん」
わ大きな注目を
集めました。沿道の観客からは「華やか」、
「伝統工芸
の魅力を感じる」、
「石川に行ってみたくなった」との
声が聞かれ、次々と記念撮影を求められるなど、上々
のデビューとなりました。
今後は、北陸新幹線金沢開業に向けた石川の新しい
広告塔として、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してもらいたいと考え
ています。

こんじょう

禅柄で、色彩には、赤・黄・緑・紺青・紫の「九谷五彩」
が取り入れられています。一方で、顔とひげは、先端
技術による県内産の炭素繊維織物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。

お問合せ
石川県首都圏戦略課
TEL 076-225-1537

▼明けましておめでとうございます。本年も本誌をよ

店内は買い物客でにぎわっていました。

ろしくお願い申し上げます。

▼さて、今月号では、新たな１年の始まりということで、

▼年末年始の連休はいかがお過ごしになりましたか。良

本会会長の新春ごあいさつを掲載しました。また、本

い休息となりましたでしょうか。私は、年始の挨拶の

年の干支にちなみ日本古来の馬を紹介した記事を掲載

ため帰省しました。親族が顔をそろえる貴重な機会で

しています。ほかにも先般開催された「第６回先進政策

す。私も妻も実家が埼玉のため、
移動が楽で助かります。

創造会議」において、行財政改革分野、防災・危機管理

▼また、４月からの消費税増税の前に高価な物は購入

分野、環境分野の「優秀政策」を受賞した政策について

しておこうかと、家電量販店に洗濯機や冷蔵庫を見に

掲載しています。是非御覧下さい。

行きました。同じようなことを考える人が多いのか、

（直）

都道府県展望 平成 26 年 1 月号

発行所
発行人
住 所
制 作

通巻 664 号

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

52

TEL.03-5212-9134

