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新潟県
北陸新幹線開業と関西圏への情報発信
平成 27 年春、北陸新幹線の長野・金沢間がい
よいよ開業する見込みです。本県には上越妙高
駅と糸魚川駅の２駅が新たに新幹線駅として整
備されていますが、これにより本県の上越・糸
魚川地域と長野地域や金沢地域が新たに新幹線
で結ばれることになり、特に関西方面から上越・
糸魚川地域までの移動時間は従来より大幅に短
縮されます。
地元では、上越、妙高、柏崎、十日町、佐渡
えち ご

の５市が「ようこそ。越五の国へ。
」をキャッチ
フレーズとした観光キャンペーンを展開してい
ます。また、糸魚川、上越、長野県の大町、白馬、
小谷、富山県の朝日の６市町村が「北アルプス日
本海広域観光連携会議」を設立し、糸魚川駅を
生かした広域観光連携の取組が始まっています。
北陸新幹線の開業は、本県にとって関西圏と
の交流を促進する絶好の機会と受けとめていま
すが、各種調査によると、関西圏における本県
のイメージは、米・酒・佐渡などは想起される
ものの、具体的な県産品や観光資源等に関する
情報が乏しいことから、その知名度は十分とは
言えないようです。
そんな中、昨年 11 月、JR 大阪駅のイベント
スペース「時空の広場」において、観光誘客や
食の魅力を発信するため、泉田知事も参加して
「新潟観光物産展」を開催しました。会場では、
佐渡おけさや鬼太鼓など伝統芸能を披露するス
テージに加え、コシヒカリ、日本酒、米菓など
新潟の名産品を販売しました。新潟の味を求め
るお客さんで盛況となり、大半の日本酒や米菓
などは早々に完売、用意した観光パンフレット
も全てなくなってしまうなど、関西の方々が新
潟へ関心を持っていることが分かりました。
県では、大阪市梅田の地下街に、新潟の食や
観光などの魅力を発信する関西圏での情報発信
拠点を平成 26 年度の早い時期にオープンさせ
ることを目標に準備を進めています。この拠点
を足がかりに、在阪の民間事業者等とも連携し、
官民一体となって関西へ広く PR していく予定
です。
本県が有する食や観光の魅力を関西地域に向
けて積極的に情報発信することにより、
「新潟」
の知名度を高め、交流人口を拡大し、ひいては
県内経済の活性化を目指していきます。

提供：鉄道・運輸機構

上越妙高駅

提供：鉄道・運輸機構

糸魚川駅

█お問合せ
産業労働観光部産業政策課
産業労働観光部観光振興課
交通政策局交通政策課
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未来への扉を開く
新たな可能性に向けて
新潟県知事
我が国経済の現状をみますと、企業決算状況から

するに十分なものか疑問もありますが、本県として

は円安による輸出競争力の回復や、好調な内需を取

は、県内経済の持続的な発展に向けて、でき得る限

り込むことで大企業を中心に業績の回復傾向が表

りの取組を行って参りたいと考えています。

れ、デフレ脱却の動きは拡大しているようにみえま

＜新たな可能性を探る＞

す。しかし、好調な国内需要も国の経済対策による

昨年 11 月、新潟県の上越佐渡沖で次世代のエネ

押上げ効果や消費増税を控えた前倒しの影響が多分

ルギーとして注目されるメタンハイドレートが確認

にあるのが実情です。
特に中小企業や小規模事業者の多い地方では、景

されました。日本書紀にも「燃ゆる水」を越の国か

気回復の効果が未だに十分及んでいません。新潟県

ら都に献上したとの記述がありますが、今後、越の

においても業種や企業規模での差は大きく、回復の

国から産出される「燃える氷・凍れる宝」が人々の

実感を得ている企業は限定的であり、今後、駆け込

暮らしを豊かにする可能性が出てきました。明日の

み需要の反動減が予想される消費税増税後の景気の

新潟の飛躍につなげるため、本県の産業構造の転換

先行きには不安が残ります。

を目指し、海洋エネルギー資源の開発促進に向けた
取組を平成 25 年度から推進しているところです。

今なすべきことは、財政再建のための歳出抑制で
はなく、インフレターゲット政策等、大胆な金融・

今後の、本県における地域づくりのひとつの夢の萌

財政政策を講じ、投資に資金が回るようにすること

芽となるよう、日本海沿岸府県と連携したメタンハ

であり、経済規模を拡大し、相対的に債務の比率を

イドレートの採掘技術の開発促進や資源開発、なら

下げることです。そして、日本経済を支えている地

びにエネルギー開発関連企業との連携を積極的に進

方経済を潤すことです。そうした意味では、国によ

めるなど、地域に富が環流する仕組みづくりの好機

る経済対策と来年度当初予算案は反動減を最小限と

と考えています。加えて天然ガスに関しても、ロシ
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＜震災復興の節目に＞

アとの関係をどう捉え対応していくかが課題と考え
ています。本県にとって対岸国であるロシアとのパ

本年は平成 16 年に発生した中越大震災から 10

イプラインを繋ぐことができれば、LNG よりコス

年の節目を迎え、また、昭和 39 年の新潟地震から

トが下がり、電力小売市場の自由化ともあいまって、

50 年となります。この間、国内外でも様々な災害

双方にビジネスチャンスが生まれる可能性がありま

が発生し、残念ながら今なお不自由な避難生活を余

す。

儀なくされておられる方々も多くおられます。本県

また、豪雪地域を抱える本県では、厄介者として

で発生した震災でも、災害により崩壊の危機に直面

捨てられてきた雪が多くのビジネスチャンスを生む

した地域コミュニティもありましたが、被災地の皆

ポテンシャルを有することも、実証されつつありま

さんは決して諦める事なく、前を向いて踏み出され、

す。遙か縄文の昔より、先人達は雪を利用し、暮ら

一歩ずつ進んでこられました。こうした粘り強く復

しを営んできました。縄文期土器群として唯一、国

興に取り組んできた中越の歩みは、東日本大震災等

宝指定を受けている火焔型土器群が出土した本県十

をはじめ今後の災害復興に広く活かすことができる

日町市・笹山遺跡も、冬季は多雪地域として広く知

未来への記憶となり得ると思います。本県における

られる地域であり、厳しい冬を乗り越えるため食物

この 10 年間の復興の取組を教訓とし、全国の災害

の貯蔵に雪を利用し、また、雪があることによって

復興に活かすことのできる「未来への記憶」となる

豊かな水源が涵養され、肥沃な大地が育まれてきた

よう発信していくことは本県の果たすべき役割であ

ことは史実が証明しています。
「うまさぎっしり」と、

り、これまで全国の皆様からいただいたご支援に報

豊かな食に恵まれている本県の農産物や加工品等を

いることと思っております。
本年６月には、天皇皇后両陛下をお迎えし「第 65

雪室に保存し市場ニーズにあわせ出荷することで、
新たな付加価値を生む取組が進んでいるほか、雪冷

回全国植樹祭」を被災地である長岡市等を会場に開

熱システムの効果的な活用策を講じることで、様々

催いたします。「未来へつなぐ森の力～復興から創

な可能性が拡がるとの期待も膨らんでいます。

造へ～」をテーマとし、森林づくりや緑化活動の取

地域に在する資源、夢の源泉を、地方分権・地域

組、そして中越大震災からの復興を全国に向けてア

主権の時代に於いて、地域発展にどう結びつけてい

ピールして参ります。県民の皆様と共に、復興から

くか、中長期的な視点が求められています。先人の

創造へと未来への扉を開く場を創り上げたいと思い

英智を 21 世紀の現代に活かし、さらには未来へと

ます。

投資を進めるうえで、様々な情報の結節点としての
機能を自治体がいかに持てるかが重要であると考え
ます。
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北海道知事

高橋

はるみ

■「メッセナゴヤ 2013」に北海道が出展
11 月 14 日（木）

名古屋市で開催された「メッセナゴヤ 2013」に
北海道として出展し、会場内で北海道ビジネスセミ
ナーを開催しました。
「メッセナゴヤ 2013」は、日本最大級の異業種交
流展示会として平成 18 年から開催され、今回で８
回目を数えます。北海道としては今回が２回目の出
展となりました。
道内から参加された企業の皆様が熱心に北海道発
のものづくり技術を PR され、商談だけではなく、
お客様とのやり取りを通じて、ものづくりの本場・
中京圏の技術レベルやコスト意識などを肌で感じる
ことができる大変貴重な場となったのではないかと
思います。
北海道の立地環境や新たなビジネス環境を PR す
る、北海道ビジネスセミナーでは、定員を超える多
くの来場者があり、北海道への関心の高さを実感し
ました。
私からは、北海道の自動車産業の現状や低い自然
災害リスク、食やエネルギーなどの豊富で多様な資
源といった北海道の優位性についてプレゼンテー
ションを行いました。そして道立総合研究機構から
は、道内のアルミ関連技術や企業の集積状況につい
て説明いたしました。
また、道内における新たな事業展開として、民間
企業の方から、北海道の森林資源を活用した芳香剤
の商品化の取組について紹介していただくなど、多
様な視点から北海道の魅力や可能性を PR できたも
のと思います。
最近は、リスク分散の観点から、北海道に本社機
能や生産拠点の一部を移転する企業や、豊富な農林
水産資源に着目して、本道に工場立地する企業が増
え始めています。
日本を支える「バックアップ拠点としての北海道」
といった新たな視点も加え、本道の優位性を PR し、
国内全体の経済活動の強靱化に、北海道としてより
一層貢献していきたいと考えています。

セミナーでの知事プレゼンテーション

■ 北海道と包括連携協定締結企業等との
交流会を開催
11 月 15 日（金）

北海道と包括連携協定を締結している企業等の皆
様を、知事公館にお招きし、交流会を開催しました。
平成 18 年度からスタートした企業等との包括連
携の取組は、年々広がりを見せ、現在では、28 企業・
グループ（平成 26 年１月末現在は 30 企業・グルー
プ）の皆様と締結しています。
企業等の皆様には、暮らしの安全・安心をはじめ、
災害発生時の協力、道産品の販路拡大や観光 PR な
ど、様々な分野での道との協働事業を通じ、地域の
活性化に多大な貢献をいただいています。
この交流会は、継続的に協働事業を実施していた
だいている皆様に、日ごろのご協力に対する感謝の
意をお伝えするとともに、交流会を通じて、企業の
皆様のネットワークが広がり、さらには新たな協働
事業の創出につながって欲しい、との思いで開催さ
せていただいたものです。
また、協定締結から５年間、様々な事業を通じて
ご協力いただいている雪印メグミルク株式会社様、
株式会社セイコーマート様、株式会社ローソン様、
留萌信用金庫様に、感謝状を贈呈しました。
北海道商工会議所連合会会頭様、JA 北海道中央会
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会長様をはじめとした、道内経済団体、農林水産業
の各団体の皆様にもご出席いただくことができ、参
加された皆様には、交流をさらに深めていただく場
としていただけたものと思います。
これからも、企業等の皆様から、様々なご提案を
いただき、それぞれの資源を提供し合うことで、お
互いにメリットのある取組を着実に広げていきたい
と考えています。

ホロシャビン知事からの記念品贈呈：ソチ五輪グッズ

表団を率いて来道していただいたもので、サハリン
州側の熱意を改めて感じました。
ホロシャビン知事からは、保健、医療、文化施設
の建設や人的交流の可能性についてお話があり、新
たな「友好・経済交流促進プラン」締結を大きなきっ
かけとして、両地域は、行政同士だけではなく、民
間や地域レベルで、様々な分野での連携強化の段階
に入ったこと、また、日露交流のトップランナーと
して、今後も努力していくことを、お互いに確認す
ることができました。
その後のホロシャビン知事の歓迎レセプションに
は、道内の友好団体や民間企業などから多くの方々
に出席いただき親交を深
めました。中でも、北海
道医療大学の皆様には、
YOSAKOI ソ ー ラ ン の
踊りや茶道のデモンスト
レーションでロシアのお
客様をもてなしていただ
ソチ五輪グッズ：聖火トーチ［中央］
きました。

感謝状の贈呈

包括連携協定締結企業等との交流会

■ 友好・経済協力に関する提携 15 周年を
記念し、サハリン州知事が来道

11 月 21 日（木）
前日の知事会談に続き、札幌市内で開催された
「サハリン州ビジネスミッション in 北海道」オープ
ニングセレモニーに出席しました。会場内は満席に
なるほどの盛況ぶりで、両地域間のビジネスに対す
る期待の高まりを実感することができました。
その後、ホロシャビン知事は北海道大学で講演さ
れるなど、学生の方々をはじめ、多くの道民の皆様
との交流を深められました。
今後も、領土問題の解決と平和条約の締結といっ
た日露関係の完全な正常化を求めつつ、地域レベル
では、サハリン州との間で様々な分野での互恵的な
交流が拡大することを期待しています。

11 月 20 日（水）

ロシア・サハリン州のホロシャビン知事を道庁に
お迎えし、知事会談を行いました。
平成 25 年は、北海道とサハリン州の間で、
「友好・
経済協力に関する提携議定書」を結んでから 15 周
年を迎え、様々な記念事業が行われました。４月に
東京で行われたサハリン州主催の経済・投資フォー
ラムの際の知事会談を皮切りに、９月には私が同州
を訪問し、ホロシャビン知事との間で新たな「友好・
経済交流促進プラン」
を締結しました。そして、今回、
ホロシャビン知事は、自ら約 50 人のサハリン州代
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和 歌 山 県
「紀伊山地の霊場と参詣道」
世界遺産登録 10 周年を迎えた和歌山。
◆和歌山デスティネーションキャンペーンの開催
世界遺産登録 10 周年の年にあたる本
年の９月 14 日から 12 月 13 日、県内を「聖
地・道・温泉・食」等のテーマで、「和み」
の和歌山旅を実感していただけるような
イベントやおもてなしを準備し、全国か
ら多くのお客様をお迎えします。

高野山町石道
高野町
熊野古道
高野山

路
小辺
伊勢
路

紀伊路

路

中辺

熊野速玉大社
那智山青岸渡寺

熊野本宮大社

大辺

路

那智勝浦町

熊野那智大社

名

所

○熊野古道

熊野古道は、全国各地から「熊野三山（熊野本宮大社、
熊野速玉大社、熊野那智大社、那智山青岸渡寺）」へ向
かう参詣道の総称で、滝や岩、樹木などに神が宿るとす
る自然崇拝を起源とする熊野信仰が、平安時代には貴族
や上皇、その後、庶民へと広がり、「蟻の熊野詣」と例
えられるほど、多くの人々が熊
野に参詣しました。
江戸時代以降、「伊勢に七度、
熊野へ三度」と言われるほど、西
国三十三所巡礼により伊勢から
熊野への旅が盛んになりました。
「式年遷宮」が行われたばかり
の伊勢神宮。道路の整備が進み、
伊勢から熊野までは車での移動
が大変便利になりました。先人
達も憧れた伊勢・熊野の二大聖
熊野古道・中辺路
地へでかけてみませんか。
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熊野那智大社（那智勝浦町）

熊野本宮大社（田辺市）

熊野速玉大社（新宮市）

那智山青岸渡寺（那智勝浦町）

○高野山

弘 法 大 師 空 海 が 真 言 密 教 の 根 本 道 場 と し て 開 山。
2015 年で開創 1200 年を迎える日本を代表する天空の
聖地です。
標高約 900m の聖地では、現在も数多くの僧侶がお
大師様の教えを受け継ぎ、修行を続けています。
山内に 52 ヵ寺ある宿坊では、そんな高野山の歴史ある
文化に触れる精進料理、写経や瞑想などが体験できます。

高野山・根本大塔

料
○まぐろ（那智勝浦町）

生まぐろの水揚高日本一を誇る勝浦漁港。港に入るま
ぐろはもちろん天然もの。
遠洋・近海まぐろ漁の基地である勝浦漁港には、１年
を通して全国のまぐろ漁船が入港するため、季節を問わ
ず鮮度抜群のまぐろが食べられます。
また、旬の冬には、まぐろ祭りが開催され、まぐろ汁、
まぐろのかぶと焼きがふるまわれます。

理
○ごま豆腐（高野町）

高野山グルメの代表格として挙げられるごま豆腐。
弘法大師も食したと言われ、山内で提供される精進料
理にもたびたび登場します。
高野山のごま豆腐は、ごまの表皮を丁寧に剥いて中
身だけをすり潰して使うので、際立って白いのが特長
です。皮と一緒に余計な油分も流れているので、ごま
の油のしつこさがなくコクのある味わいが楽しめ、お
土産にもオススメです。

白丸ごま豆腐

まぐろ刺身

○わかやま食旅

お問合せ
まる

テーマごとに和歌山の旅を紹介した「わかやま○ 旅」
で、「わかやま食旅」と題し、和歌山ならではの極上グ
ルメを紹介中。
http://www.wakayama-kanko.or.jp/marutabi/
gourmet/index.html

和歌山県商工観光労働部観光局観光振興課
TEL 073-441-2775
（公社）和歌山県観光連盟
TEL 073-422-4631
わかやま観光情報HP
和歌山県観光情報

検索

和歌山デスティネーションキャンペーンHP
わかやま DC
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検索

への

未 来

遺 産

世界文化遺産登録を目指す

山口県

「明治日本の産業革命遺産

幕末、徳川幕府がとった西洋諸国の脅威への対応

―萩市内の構成資産―」

ま た、 丙 辰 丸 に も 使 用 さ れ た 鉄 を 製 造 し た

おおいたやま

策に反対する主勢力だった萩藩。萩藩は、薩摩藩や

「大 板山たたら製鉄遺跡」には、伝統的な製鉄方法

佐賀藩と共に西洋知識の習得に努め、近代化の先駆

である「たたら製鉄」に関する遺構がよく保存され

者的役割を担いました。

ています。

こ の よ う な 時 代 に 造 ら れ た「 萩 反 射 炉 」 や

こうした工業化初期の時代の産業遺産は、その文

「恵 美須ヶ 鼻 造船所跡」は、工業化初期の様子を今

化的背景としての萩の伝統的かつ封建的な社会経済

え

び

す

が はな

よし だ しょう いん

しょう か

景観を残す「萩城下町」や吉田 松 陰の私塾「 松 下

に伝えてくれます。

そん じゅく

萩反射炉は、安政５(1858) 年、鉄製大砲の鋳造

村 塾 」と共に、九州・山口を中心とした「幕末期

を目指して萩藩が設けた金属溶解炉で、試作的に築

から明治期の飛躍的な日本の近代化」をテーマとす

造されました。幕末期の反射炉が現存しているのは、

る遺産群の構成資産に選ばれています。

萩市と静岡県伊豆の国市のみで、近代日本の産業史
上貴重な遺構です。

松下村塾
現在、萩市を始め、構成資産がある８県 11 市が
一体となって、これら「明治日本の産業革命遺産

萩反射炉

き

九州・山口と関連地域」の平成 27 年度の世界文化
遺産登録を目指しています。

ど たかよし

恵美須ヶ鼻造船所跡は、木戸孝允の意見や幕府の
要請により、萩藩が設けた造船所の跡です。安政３
へい しん まる

（1856）年に萩藩最初の洋式軍艦「丙辰丸」を、万
こうしん まる

延元 (1860) 年には２隻目の洋式軍艦「庚 申丸 」を

〈お問合せ〉
山口県社会教育・文化財課世界文化遺産推進室
TEL 083-933-4666
写真提供：萩市

建造して、洋式軍艦の建造に先駆的な役割を果たし
ました。
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2016 年、有田焼は創業 400 年を迎え
り さんぺい

ます。1616 年に、朝鮮人陶工・李 参 平
が有田の地で日本初の磁器焼成に成功し、
有田焼、そして日本の磁器の歴史は幕を
開けました。

◆常に革新を続ける有田焼
朝鮮の技術を基に始まった有田焼は、
さか い

だ

き

ざ

え もん

かき

え

「エル・デコ・インターナショナル・デザイン・アワード」の
グランプリを受賞した「1616/arita japan」

1640 年代、酒井田喜左衛門（初代柿右衛
もん

門）が中国の技法である色絵付を導入し、

大きな革新を遂げます。
17 世紀後半には、オランダ東インド会
社によって東南アジアやヨーロッパなど

佐賀県

に輸出されるようになります。海外から
ひげざら

の注文には、コーヒーポットや髭皿といっ
た、当時の日本にはなかったものもあり
ましたが、こうした難しい注文にも応え
ることで、有田焼はより一層技術を向上

二〇一六年に創業四百年を迎える 有田焼

させてきました。

◆次の 100 年に向けて
そ し て 今、 佐 賀 県 で は、 有 田 焼 創 業
400 年を迎えるにあたり、再び世界へ向
けて有田焼を発信する取り組みに力を入
れています。特にヨーロッパでのリ・ブ
ランディング、市場開拓を図ろうと、今
年 1 月にはパリの有名レストランで PR
を行い、9 月に開催されるフランスの国
際見本市「メゾン・エ・オブジェ」への
出展も目指しています。

現在もたゆ
みないチャレ
ンジを続ける
有田焼。これ
まで製品化が
難しいと言わ
れ た も の も、
匠の技と情熱
で数多くの美
しい作品を世

パリのレストランで PR された有田焼の器（イメージ）
新境地を開いた有田焼万年筆

に送り出しています。その一つが、有田
焼万年筆。洞爺湖サミットでも各国首脳
に贈られました。
また、有田焼の伝統に新たな解釈を加
えた製品も生み出されています。オラン
ダ人デザイナーとコラボレーションした
「1616/arita japan」 シ リ ー ズ は、 伝 統
的な色使いなどを踏襲しながら、現代の
ライフスタイルに合わせたデザインを施
し、世界的なデザイン賞を受賞するなど、
世界的に高い評価を得ています。

また、昨年 11 月には“ダッチデザイン”
として世界的に評価の高いオランダとの
連携によるクリエイティブ産業の活性化
を図ろうと、オランダ大使館と協定を締
結。両国のクリエーター同士の交流を図
り、次の時代の有田焼を担う人材育成に
取り組んでいます。
次の 100 年を見据え、有田焼は今、新
たな一歩を踏み出そうとしています。

お問合せ

佐賀県有田焼創業 400 年事業推進グループ
TEL 0952-25-7231
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先進政策バンク優秀政策事例
環境分野

みどりの風を感じる大都市 ･ 大阪に向けて
－みどりの風促進区域の取り組み－
大阪府環境農林水産部環境農林水産総務課

大阪の特徴として、西に大阪湾、東に森林
が約 20km と近くにあることがあげられます。
そこで、海風、山風が市街地に吹き込み、また、
生活圏の中でつながりのあるみどりを実感し
ていただけるよう、市街地をつらぬいて大阪
湾から周辺部の森林をつなげるみどりの軸線
を形成することなどにより、戦略の一つであ
る「みどりの風を感じるネットワークの形成」
の完成を図るため、平成 23 年 5 月に「みどり
の風促進区域」を指定しました。府域の主要
な道路や河川を中心に 200 ｍ幅の公共空間と
沿線民有地を区域として 12 路線・約 200km
を指定し、みどりづくりを重点化しています。
指定にあたっては、大阪の都市軸を形成して
いる放射・環状道路や主要河川の中から緑被
率の低いエリア、ヒートアイランド対策に重
点的に取り組む区域、広域緊急交通路の指定
の有無などを総合的に判断しました。（図 1-1、
図 1-2 参照）

○はじめに
大阪が魅力ある都市として内外から人を引
きつけるとともに、顕著となっているヒート
アイランド現象を緩和するなど、暮らしやす
いまちを実現するためには、豊かな「みどり」
の創出が不可欠です。
しかしながら「大阪はみどりが少ない」と
言われており、大阪の緑地面積は府域全体の
約 4 割と全国で最低レベルです。また、平成
21 年 7 月に実施した府民アンケートでは、大
阪の市街地のみどりに関して「みどりが豊か
だ」と答えた府民は約 1％であり、府民が実感
できるみどりをつくっていくことが必要です。
また、「大阪は非常に暑い」と言われるよう
に、例えば 2010 年 8 月の平均気温は那覇よ
りも高い 30.8℃となっています。この 100 年
間に 2.1℃気温が上昇し、全国平均の 1.0℃を
上回っています。この差はヒートアイランド
の影響と考えられており、都市緑化を含めて
ヒートアイランド現象への対策が求められて
います。
このため、大阪府では「将来ビジョン・大阪」
で示す「みどりの風を感じる大都市 オンリー
１」の実現に向けた具体的な戦略として「みど
りの大阪推進計画」を平成 21 年 12 月に策定
しました。この計画に基づき、府民の皆様や企
業、市町村等とも連携し、みどりの風を感じる
大都市・大阪の実現に取り組んでいます。

図 1-1：みどりの風促進区域のイメージ

みどりの風促進区域内では、
「①街路樹整備
などの公共事業の重点化」、「②民間企業の協
力を得た沿線の民有地（セミパブリック空間）
の緑化」、全国初の取り組みとして「③「緑視率」
を確保した建築物について都市計画の規制を
緩和し緑化を誘導」の 3 本柱の取り組みを推
進し、みどりの軸線形成を進めています。また、
規制や助成といったみどりづくりから、規制
緩和や企業独自のサービスの誘発、地域ぐる
みでの活動といった、民間企業や府民が主体
のみどりづくりへの転換を目指しています。

○「みどりの風促進区域」の指定
「みどりの大阪推進計画」では緑化の目標を
緑被率 20%（市街化区域内）とし、
「みどり豊
かな自然環境の保全・再生」
、
「みどりの風を
感じるネットワークの形成」
、
「街の中に多様
なみどりを創出」
、
「みどり行動の促進」の 4
つの基本戦略のもと、取り組みを進めていま
す。
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を緑化した事例です。沿線企業が敷地内の緑
化をグレードアップし、非常に緑視効果の高
いみどりの軸線ができました。
沿線民有地（セミパブリック空間）の緑化は、
緑化を行う地域住民や企業が緑化プランを作
成し、府の補助事業として実施しています。
みどりの風促進区域内の自治会や企業に対し
本事業の周知のため府職員が積極的に営業活
動を行い、100 箇所を越える場所で地域の方々
が主体となって緑化に取り組んでいます。ま
た、植樹したみどりの維持管理も熱心に行っ
ているほか、近くの道路の清掃や街路樹への
散水も行っています（写真 3）。
大阪府では感謝の気持ちを込めてこれらの
地域団体を「みどりの風サポーター」として
認定し、毎年交流会を開催しています（写真 4）。

図 1-2：みどりの風促進区域位置図

○ みどりの風促進区域での緑化の
取り組み

写真２：街路樹緑化と併せた民有地 ( セミパブリック
空間 ) 緑化の事例
( 左は整備前、右は整備後 )

みどりの風促進区域では、平成 23 年度から
3 年間、知事重点事業として「みどりの風促進
区域重点緑化事業」を実施し、公共空間・沿
線民有地（セミパブリック空間）の緑化を行っ
ています。
写真 1-1 は、公共空間の街路樹整備に取り
組んだ事例です。阪神高速道路高架下の府管理
道路（国道 308 号線）の中央分離帯で約 2.5km
の緑化、沿道の住民や企業の方々による敷地
への植栽や樹木プランター設置などにより、
沿道地域の方々が実感できるみどりを創出し、
地域の主体的な新たな緑化が始まっています。
さらにこの地域では、企業が資材提供、植栽
指導の協力を行い、地元の小学生が育てた花
を沿道に設置し、沿道店舗が維持管理を行う
という地域ぐるみの取り組みも進んでいます
（写真 1-2）
。

写真 1-1：
公共空間緑化の事例

写真３：みどりを地域で維持管理

写真 1-2：
沿道花壇を地域で管理
写真４：みどりの風サポーター認定式

写真 2 は、府道の街路樹緑化と併せて歩道
に接する沿線民有地（セミパブリック空間）
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○企業の協力

○さらなるみどりづくりへの展開

みどりの風促進区域での取り組みには、趣
旨に賛同する多くの企業に協力をいただいて
います。その数は、約 200 社になります。
その内容は、例えば、促進区域内の沿線民
有地（セミパブリック空間）に植樹する樹木
は全て企業からの寄付提供によるもので、提
供企業はこれまでにのべ 100 社以上となって
おり、植栽場所には提供企業の名称の入った
看板を併せて設置しています。また、促進区
域内で緑化に取り組む地域住民に対する緑化
資材の割引、規制緩和を受ける方に対する住
宅ローン金利の引き下げ、大阪府が作成する
パンフレットやうちわなどの広報ツールへの
資金提供（代わりに広報物に提供企業名を付
す）など、
様々な形で協力をいただいています。
これまでの協力企業は大阪府のホームペー
ジなどで紹介するとともに、
「みどりの風感謝
祭」などを通じて知事自らが感謝の意を表し
ています（写真 5）
。

大阪府では、みどりの風促進区域での取り
組み以外でも府内において様々な形でみどり
づくりを展開しています。
都心部のターミナルなど人通りの多い場所
においてシンボリックな緑化を行い、府民に
身近にみどりを感じてもらうため、平成 24
年に新たなみどりづくりの取り組みとして、
「ネーミングライツ方式」による緑化施設の整
備を行いました。これは、公費は一切投入せず、
緑化施設の整備から維持管理・撤去までを民
間企業が負担していただくかわりに、施設名
称に企業名を付したり、企業ロゴを掲示でき
るなどの PR ができるものです。本事業は公
募形式により進められ、JR 新大阪駅３階南口
に「ウェルカムガーデン新大阪（大阪花屏風）」
が同年７月に完成しました（写真 6）
。大阪の
玄関口に彩りを添え、官民をあげてみどりを
増やしていることを強くアピールしています。

写真５：みどりの風感謝祭

○ 緑視率を基準とした規制緩和により
緑化を誘導

写真６：ウェルカムガーデン新大阪 ( 大阪花屏風 )

また、都市でのミツバチの養蜂活動を通じ
て地域の緑化などに取り組む NPO「梅田ミツ
バチプロジェクト」と連携し、梅田エリアの
緑化活動の支援やイベントでのみどりの PR 活
動など、単に木を植えたり、緑地を整備した
りするだけでなく、多様な切り口でどんどん
ネットワークを広げ、みどりづくりに取り組
んでいます。（写真 7-1）
さらに、8 月を「みどりと風の月間」と位
置づけ、府域一円の森林や公園など、みどり
の中でイベントを開催するなど、府民がみど
りに触れ、みどりを感じていただくよう、広
く呼びかけています（写真 7-2）。また、月間
中には、大阪のみどりの状況をわかりやすく
お知らせするため、みどりの風促進区域や府
民になじみのある高層タワーからの展望など
府内 64 箇所で緑視率を測定し、大阪府ホーム
ページで結果を公表しています。
（アドレスは http://www.pref.osaka.lg.jp/
kannosomu/ryokushiritsu/index.html ）

みどりの風促進区域内の指定された地区に
おいては、建築物を建てる際に敷地に緑地を確
保していただけるよう、緑視率 25%の確保（図
2-1）などの条件を満たせば、容積率、建ぺい
率の緩和を受けることができます。関係市町
村が地区計画を定めて指定を進めており、現
在、6 市、7 地区で実施しています（図 2-2）。

図 2-1：
緑視率の考え方

図 2-2：
規制緩和による緑化誘導
の適用状況
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写真 7-1：
梅田ミツバチプロジェク
トと連携しみどりを PR

写真 7-2：
みどりと風の月間イベント
でみどりづくりをアピール
（梅田ゆかた祭りとの連携）

図４：大阪府企業モニター「社長パル」アンケート

（平成 22 年 10 月）より

○ みどりの風を感じる大都市・大阪を
目指して

つつあることから、みどりを取り入れた優良
事例の紹介やみどりの持つ経済価値を PR する
ことなどにより民間事業者の緑化意欲を喚起
することも、今後、大きくみどりを増やして
いく上で重要なポイントです。
みどりづくりには時間がかかりますが、取
組みはまだ緒についたところです。府民が実
感できるみどりづくりにより、緑化への参加
機運を高め、将来は府民 ･ 企業が主役のみど
りづくりを大阪府が支援し「みどりの風を感
じる大都市・大阪」が実現するよう、取り組
みを発展させていきます。

このような様々な取り組みにより、府民の
みどりに対する印象が少し変わって来ました。
府民アンケートによると、市街地にみどりが
ある程度ある又はみどりが豊かと回答した人
の割合は取組みをはじめる前の平成 21 年度と
比較すると、12 ポイント以上増えています ( 図
３)。府民や企業の支援・協力が高まり、府民、
企業、団体との連携による緑化機運が盛り上
がっています。

図 3：市街地にみどりがあると感じる府民の割合

出典：おおさかＱネット調査

企業の社長を対象にしたアンケート（図４）
では、約 7 割の方が「周りのみどりが豊かに
なれば自分の敷地もみどりを増やしたい」と
答えています。まずは実感できるみどりを増
やし、それをどんどん PR していくことで、緑
化機運が高まり、企業自らが緑化に取り組ん
でいく等みどりづくりの好循環につながると
考えます。
今後は、みどりの風促進区域などの取り組
みを継続していくとともに、みどりづくりへ
の参加を促すため、緑視率のモニタリングの
普及にも力を入れていきます。
また、近年、商業施設などでは集客効果に
注目し積極的に緑化を取り入れる事例も増え

写真 8-1、8-2、8-3：
府民・企業が主役のみどりづくりへ
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健康福祉分野

「

富山型デイサービスの設置促進と
特区制度を活用した共生型福祉施策の推進
富山県

害福祉サービスをベースに要介護高齢者を受
け入れている事業所などがあります。また、
多くの事業所では、地域のニーズに応じ、認
可外保育や福祉相談など、介護保険や自立支
援給付の対象とならない自主的なサービスも
提供しています。

はじめに
富山県における特徴的な福祉施策である、
富山型デイサービス（以下「富山型デイ」と
いう。）は、平成５年、病院を退職した３人の
方々が開設した「このゆびとーまれ」から始
まりました。富山型デイは、民家等を改修す
るなど比較的小規模で家庭的な雰囲気のもと、
対象者を限定せずに福祉サービスを提供して
おり、既存の縦割り制度にはない柔軟なサー
ビスの形として、当初から全国的に注目を集
めました。
富山県では、柔軟な発想・行動力のある民
間事業者を行政がバックアップする形で共生
型福祉施策を推進してきましたので、その概
要をご紹介します。

富山型デイとは
通常、デイサービスといった場合、介護保
険法上の通所介護事業所の指定を受けて、要
介護高齢者を対象にケアを行うところが多い
と思いますが、富山型デイでは、対象者を要
介護高齢者に限定せず、高齢者、障害児（者）、
乳幼児等を年齢や障害の有無にかかわらず受
け入れ、一緒に同じ場所でケアを提供してい
ます。
富山型デイの事業形態は、個々の事業所に
より様々です。最も一般的な富山型デイ事業
所は、介護保険法上の通所介護の指定を受け
要介護高齢者にケアを行うとともに、障害者
総合支援法や児童福祉法に基づく生活介護や
自立訓練、放課後等デイサービスなどの障害
児（者）へのサービス（自立支援給付）を、
市町村から基準該当の登録を受けて提供して
います。
この他に、介護保険法上の小規模多機能型
居宅介護をベースに障害児（者）を受け入れ
ている事業所、障害者総合支援法上の指定障

富山型デイサービス

ふるさとのあかり（富山市）

富山型デイの特徴等
富山県では、平成 16 年度に富山型デイ事業
所におけるケアの実態やその効用等の調査研
究を行いました。その調査では、富山型デイ
には、①小規模（利用定員が概ね 10 ～ 20 名
程度であり、民家（一般住宅）をベースにし
ており、温かで家庭的な雰囲気が保たれてい
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（者）を預かる富山型デイ事業所に対する初め
ての補助制度を設けました。
また、平成９年度には、一日平均５人以上
の高齢者に介護サービスを行う民間事業所を
対象に運営費を助成する「富山県民間デイサー
ビス育成事業」（基準額：1,800 千円／年（県
1/2、市町村 1/2）
）を創設し、平成 10 年度に
は、高齢者と障害者を合わせて一日平均 10 人
以上を対象とする場合は助成額を２倍にする
こととし、制度を拡充しました。
この民間事業者による年齢や障害の有無に
かかわらず誰もが利用できるサービスの実践
と、その事業運営に対する行政の柔軟な補助
金の出し方とを併せて「富山型」と呼ばれる
ようになり、次第にその名称が定着していき
ました。
なお、平成 12 年度に介護保険制度が導入さ
れたことにより「民間デイサービス育成事業」
は終了しましたが、富山型デイ事業所におけ
る高齢者と障害児（者）等を一緒にケアする
サービスは変わることなく続けられました。

る）
、②多機能（高齢者、障害児（者）
、子ども・
乳幼児など、利用者を限定せず誰でも受け入
れ対応し、同時にケアが行われている）③地
域密着（身近な住宅地の中に立地しており、
近隣との交流が多く、地域の相談窓口機能も
引き受けている）という特徴があるとしてい
ます。
また、このような特徴から、富山型デイに
は次のような効果・効用があるとしています。
①高齢者にとっては、子どもと触れ合うこと
で、自分の役割を見つけ、必要とされてい
る実感を抱くことによる日常生活の改善や
会話の促進がみられること
②障害者にとっては、身近な地域に自分の居
場所ができることで、自分の役割を見出し、
それが自立へとつながっていくこと
③児童にとっては、高齢者や障害者のケア等
を日常的に見ることで、自然に他人への思
いやりや優しさを身につけるなど、人間と
しての教育の場となっていること
④地域にとっては、地域住民が持ちかけてく
る身近な様々な相談に応じるなど、地域住
民の福祉拠点としての役割を果たしている
こと
このように、富山型デイには、小規模、多
機能、地域密着という特徴から、対象者を限
定した大規模で集団的なケアにはない効果・
効用があると考えられ、県では、富山型デイ
の普及促進に積極的に取り組んできていると
ころです。

（2）構造改革特区の活用による支援
平成 14 年に国の構造改革特区制度が創設さ
れ、地方公共団体や民間事業者等の自発的な
立案により、地域の特性に応じた規制の特例
を導入する特定の区域を設けることで、当該
地域において地域が自発性を持って構造改革
を進めることができるようになりました。
富山県ではこの構造改革特区制度を活用し、
平成 15 年 11 月に、①介護保険法による通所
介護事業所における知的障害者及び障害児の
受入れ、②身体障害者福祉法による指定デイ
サービス事業所及び知的障害者福祉法による
指定デイサービス事業所における障害児の受
入れが可能となる「富山型デイサービス推進
特区」の認定を受けました。
この規制の特例措置の認定により、富山型
デイ事業所で提供されていた障害児（者）に
対する福祉サービスが国の公的な支援費制度
（当時）の対象にできるようになり、富山型デ
イの普及に弾みがつきました。
なお、この「富山型デイサービス推進特区」
の特例措置は、平成 18 年 10 月から全国展開
され、富山型デイは富山県限定のサービスか
ら全国へ広がることとなりました。
また、平成 18 年７月には、県は「富山型福
祉サービス推進特区」の認定を受け、介護保
険法の小規模多機能型居宅介護事業所におけ
る、障害児（者）の通所サービス（生活介護、
自立訓練、児童デイサービス（当時））、宿泊サー
ビス（短期入所）の提供が可能になりました。
この規制の特例措置の認定によりさらに富
山型デイの普及が進みました。

富山型デイの発展と行政による支援
（1）県の助成
「このゆびとーまれ」が開所した平成５年当
時は、まだ、介護保険制度もなく、高齢者や
障害児（者）が縦割りの措置により福祉サー
ビスを受けていた時代であり、この新しい福
祉サービスの形態に対する県の支援制度はあ
りませんでした。
しかし、「年齢や障害に関係なく共に暮らせ
る」
、
「誰も排除しない」という理念に基づき地
域のニーズに柔軟に対応するこの新しいサー
ビス形態は次第に地域の共感を呼び、障害児
（者）の保護者を中心に県民の中から富山型デ
イを支持する声が強く寄せられるようになり
ました。
このため、県では、平成８年度に、在宅で
障害児（者）を介護している家族等の介護者
が、通院などにより日中の一時的な時間に介
護することが困難になった場合に一時的に保
護する経費に対して助成する「在宅障害児（者）
デイケア事業」
（基準額：2,100 円／人・日（当
時）
（県 1/2、市町村 1/2）
）を創設し、障害児
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ため、特定非営利活動法人等が行う車いす使
用者等が円滑に乗り降りできる装備を備えた
車両の購入に要する経費に対して助成
（助成額：車いす対応の車両 500 千円／１台
等）
③富山型デイサービス職員研修会（平成 17 年
度から）
サービスの質の向上を図るため、富山型デ
イサービス施設の職員に対し、高齢者、障害
児（者）
、児童などの分野を横断する総合的な
研修を開催
④富山型デイサービス起業家育成講座（平成
14 年度から）
富山型デイサービスを起業したい方を対象
に、起業に当たっての留意点や財務などの制
度に関する説明、実際に起業された方の体験
談などを盛り込んだ研修を開催

なお、この「富山型福祉サービス推進特区」
の特例措置も、順次全国展開されています。

（3）その他の富山県独自の支援策
富山県では、富山型デイの普及促進のため、
構造改革特区制度の活用等による支援のほか、
新たな事業者の参入促進、既存の富山型デイ
事業者の活動支援（職員の資質の向上など）
のため、次のとおり県独自の事業を実施して
います。
①富山型デイサービス施設支援事業（平成 17
年度から）
民間事業者の施設整備に対して市町村が支
援を行う場合、又は市町村が自ら施設整備す
る場合に、当該市町村に助成
ア 富山型デイサービス施設整備事業
・富山型デイ施設の新築整備に対する助成
（ 基 準 額：12,000 千 円（ 県 1/3、 市 町 村
1/3）
）
イ 富山型デイサービス住宅活用施設整備事
業
・民家等の改修による富山型デイ施設の整
備に対する助成
（ 基 準 額：6,000 千 円（ 県 1/3、 市 町 村
1/3）
）
・サービスの多機能化を図るための施設改
修に対する助成
（ 基 準 額：6,000 千 円（ 県 1/3、 市 町 村
1/3）
）
・利便性の向上を図るための備品の購入に
対する助成
（ 基 準 額：600 千 円（ 県 1/3、 市 町 村
1/3）
）
②富山県福祉車両設置推進事業（平成 16 年度
から）
高齢者、障害者等の円滑な移動を確保する

平成 25 年度富山型デイサービス起業家育成講座の様子

なお、富山型デイサービス職員研修会や富
山型デイサービス起業家育成講座では、富山
型デイ事業所の経営者に自ら講師を務めてい
ただくなど、県と事業者が連携して支援策を
進めています。

富山型デイサービスの更なる発展を
目指して
（1）総合特区制度の活用による支援
平成 23 年に国の総合特区制度が創設され、
地域資源を最大限に活用した地域活性化の取
組による地域力の向上のため、国との協議に
より規制の特例措置等を設けることができる
ようになりました。
富山県では、普及を促進してきた富山型デ
イの取組等を活かしてさらに地域の活性化を
図るため、平成 23 年 12 月に総合特区制度に
基づく県内全域を対象区域とした「とやま地
域共生型福祉推進特区」
（以下「とやま福祉特
区」という。）の第 1 次指定を受けました。
とやま福祉特区では、
「住み慣れた地域で生
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このことにより、身近な地域に障害者の多
様な働き方を受け入れる新たな場所が確保さ
れ、特別支援学校卒業後の障害者の進路の選
択肢が増えることとなりました。

活が継続できる共生社会の実現」を目指し、
「障
害者の雇用・就労の促進」や「障害者・高齢
者の住まいの確保」等の具体的施策を実現す
るための規制の特例措置等を提案し、国との
協議を進めてきました。
その結果、一部の設備を兼用した認知症高
齢者グループホームと障害者グループホーム
の併設が可能となり、９月には、認知症高齢
者と障害者のグループホームを併設した「富
山型共生グループホーム翼」がオープンした
ところです。また、次のとおり、富山型デイ
事業所において少人数で福祉的就労を行う「地
域共生型障害者就労支援事業」が実施できる
ようになるなど、本県の地域共生について、
大きな進展が見られたところです。
（2）地域共生型障害者就労支援事業の概要
富山型デイの事業所においては、子どもの
時から放課後等デイサービス等の利用者とし
て事業所に通っていた障害児が、特別支援学
校を卒業した後、利用者としてではなく有償
ボランティア等として事業所に通い、職員に
よる助言・指導を受けながら、配膳や掃除、
洗濯等に従事している例が多数見られていま
した。
しかし、このような福祉的就労が自立支援
給付の対象となるのは、事業対象の障害者が
20 人以上の規模の大きな事業所に限定されて
いました。このため、県では、とやま福祉特
区において、20 人以上という条件を緩和し、
富山型デイのような小規模な事業所でも就労
継続支援 B 型の実施主体として認めるよう提
案しました。
国との協議の結果、20 人以上という条件は
緩和されませんでしたが、就労継続支援 B 型
事業の施設外就労の要件が、
「総数は、利用定
員の 100 分の 70 以下とすること」
、
「１ユニッ
トあたりの最低定員は３人以上とすること」
と定められているところ、特区内においては
「利用定員の 100 分の 70 を超えて施設外就労
を行うことができる」
、
「施設外就労１ユニッ
トあたりの最低定員を１人以上とすることが
できる」と緩和されました。
この特例措置により、少人数の福祉的就労の
障害者を施設外就労として受け入れる富山型
デイ事業所が複数集まり、障害者の総数が 20
人程度となり、中心となる富山型デイ事業所
が就労継続支援Ｂ型事業所の指定を受ければ、
富山型デイ事業所における福祉的就労が自立
支援給付の対象となりました。平成 25 年 4 月
には、就労継続支援 B 型事業所「はたらくわ」
が指定を受け、平成 25 年 12 月現在、12 事業
所で 19 人の障害者が支援を受けながら就労し
ています。

おわりに
平成５年に富山型デイが誕生し、誰もが住
み慣れた地域で自分らしく安心して暮らすこ
とができる「共生社会」実現に向けた取組み
が始まってから 20 年が経過しました。
この間、
「このゆびとーまれ」を立ち上げた
３人の思いに共感された方々が新たに富山型
デイを県内各地で次々と起業され、県内には
96 の富山型デイ事業所（平成 25 年 11 月現在）
があります。
富山県としては、今後とも、地域共生の理
念を普及啓発すること等により、富山型デイ
事業所を、県の総合計画（
「新・元気とやま創
造計画」
）の目標年次である平成 33 年度末ま
でに県内に 200 箇所（概ね小学校区単位に１
箇所）設置することを目指しています。
また、県内には、
「このゆびとーまれ」を立
ち上げた３人の思いに共感された方々を中心
に思いを同じくする富山型デイ事業者が集ま
る任意団体「富山ケアネットワーク」が組織
されており、ほぼ一ヶ月に１回定例会を開催
し、事業所の運営等に関する様々な課題につ
いての意見交換等を行うとともに、他の事業
者へのアドバイスなどを行っています。県職
員もこの定例会に顔を出して、県の事業内容
を説明したり、行政への要望等をくみ取った
りしています。
富山県では、今後も、富山型デイ事業者の
方々と意見交換しながら、市町村と連携し、
とやま福祉特区を活用して新たな規制緩和等
を提案し制度化することなどにより、熱意あ
る現場の方々の自主的な取組を支援し、共生
社会の実現を目指していきたいと考えていま
す。

17

農林水産分野

地域住民の参画による農業用水路の管理
～アドプト活動の概要～
岩手県農林水産部農村建設課

１

はじめに

国内で、これまで農業者らが築き上げてき

た農業用水路の総延長は、実に地球 10 周分に

相当する約 40 万 km という途方もない長さに
なります。

農業用水路は、古くから集落の共同作業に

よって維持管理され、食料生産のみならず、
国土や生態系の保全など様々な役割を担って

きました。しかしながら、近年、農村集落の

高齢化や過疎化などによって、その管理は大

写真１

きな曲がり角を迎えています。

農業用水路に投棄された生活ごみ

岩手県内にも約８千 km の農業用水路があ

り、農業者で組織される土地改良区※や水利組
合などが中心となって維持管理を行っていま

す。しかし、農業者のうち 70 歳以上の割合が
50%を占めており、ここでもやはり高齢化が
深刻な問題となっています。

また、都市近郊では混住化が進み、生活雑

排水の流入による水質汚濁や施設周辺へのゴ
ミ投棄なども問題となっています。

このような状況から、本県では、農業用水

写真２

路を県民共有の資産と見なして、美しい景観

都市化により降雨時の出水量が増加

と県土を次世代へ継承するため、平成 15 年度

から「農業用水路におけるアドプト活動（以下、

２

「アドプト活動」という。
）
」を推進しています。

アドプト活動の仕組み

アドプトとは、
「養子縁組」と訳されており、

農家のみではなく、地域住民や都市部の人々

アメリカのハイウェイの清掃を地域住民がボ

を含めた地域全体で農業用水路の保全活動に

ランティアで手伝ったことがアドプト活動の

取り組む活動です。

はじまりと言われています。

本県で取り組んでいるアドプト活動は、地
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先進政策バンク優秀政策事例

域住民や企業などの「里親」が、農業用水路

取組を強化しています。

行うものです。土地改良区等の「施設管理者」

ことを行っています。

の一部区間を「養子」と見なして保全活動を

具体的な取組としては、以下のような

は、活動用具の準備や PR などを行い、
「行政」

① 国費も入った基金事業（中山間・ふるさ

は集めたゴミの処理を行うなど、地域全体が

と水と土保全対策事業）を活用し、協定

協力して継続的な活動を展開しています。

締結前の“試運転的な活動”を支援。「ア

アドプト活動を行うに当たり、地域住民や企

ドプト活動の協定締結」へ誘導。

業などと施設管理者及び関係市町村との間で

② 第１期で取組が低調だった地域を中心

「アドプト協定」を締結します。この協定に基

に、施設管理者に対する普及啓発を推進。

づいた地域協働による保全活動を行うことで、

県民等への認知度を向上させるため、優

農業用水路が地域の財産として再認識され、
「結

良事例の紹介など積極的に広報。

いの再生」や「新たな結いづくり」につながる

③「ステップアップ」した活動に誘導する

など、地域の活性化も期待されます。

ため、既にアドプト協定を締結している
団体も対象に、環境との調和や景観形成
などに係る研修等を強化。

※ 土地改良区とは、土地改良事業を行うため
に設立された非営利の公法人（愛称は、
「水
土里ネット」
）

図１

３

アドプト協定の締結の例

取組状況
写真３

（1） 平成 15 年度から取組を開始して以降、
毎年 10 ～ 20 協定が締結され、平成 24

アドプト協定調印式

（3） 活動の主体となる「里親」には、地元

年度末までに 183 の団体が、
「活動開始宣

自治会や企業、学校など様々な団体が参

言」であるアドプト協定を締結し活動を

画しています。

展開しています。

地元自治会（76 協定）、企業（40 協定）、
学校（７協定）、森林組合（９協定）、
任意団体（51 協定）
表１

アドプト協定への参加団体（里親）

測量設計コンサルタントが参画している地

図２

区では、企業がボランティアで施設の機能診

アドプト協定の締結件数の推移

断を行っている事例や、小学校が参画してい
る地区では、子供たちが生きもの調査を毎年

（2） アドプト活動による効果・効用を全県

行っている事例など、里親毎に特色ある活動

域に波及させるため、平成 24 年には「ア

が展開されています。

ドプト活動の取組方針」を策定し、平成
27 年度までに 210 の協定締結を目指して
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（4） また、平成 20 年度から「岩手県アドプ
ト活動モデル賞」を創設し、県内で模範
となる優れた活動を顕彰しています。

平 成 25 年 度 ま で に 13 協 定、30 団 体

の活動をシンポジウムなどの場で表彰し、
優良事例の紹介を行うことで、他の地域

での活動のきっかけにつながることを期
待しています。
写真４

農業用水路の草刈り

写真８
写真５

農業用水路の泥上げ

アドプト活動モデル賞

受賞団体

表彰状も少し工夫したものにしていま

す。

材料は、岩手県の木である「ナンブア

カマツ」を使用し、デザインは、互いに

協力し合うことをイメージして、表彰状

を合わせると手をつないでいるように見
えるものとなっています。

写真６

ため池のブラックバス駆除

写真９
写真７

水路での生き物調査
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アドプト活動モデル賞表彰状

先進政策バンク優秀政策事例

４

ルに成長する途中の姿を模したもので、
“おた

活動の効果

まガエル”が安心して（笑って）暮らせる“生

第１の効果は、農業用水路を管理する農家

きものにも優しい環境づくり”の推進と、オ

などの負担軽減ですが、取組を進めて実感し

タマジャクシがカエルへと健やかに成長する

ているのは、活動が地域の活性化にもつながっ

ように、地域も活性化（成長）していくよう

ているということです。

願いを込めたものです。

農業用水路が、地域の財産であることを理

県としては、
“生きものにやさしい環境づく

解し、愛着を持ってアドプト活動を行うこと

り”の推進と“地域の活性化”に向けて、こ

で、

うした地域協働による農業用水路の保全管理

① 地域活動の活性化、

活動を継続して支援していきたいと考えてお

② 地域の環境への関心の上昇、

り、アドプト活動の拡大を今後も推進してい

③ 里親の地域貢献による満足度の向上、

くこととしております。

などの効果が見られてきています。

「里親」となって活動している団体の皆さん

からも、

① 活動している地域においてゴミの投棄がみ
られなくなった、

② 隣接地域からも参加を得るようになった、

③ 地域のことは地域で守ろうとの意識が高
まった、

④ 絆が復活してきた、

などの感想が届いています。

図３ イメージキャラクター
“おたまガエル”の七変化の一部

また、本県では、昨年の７月から９月にか

けて、豪雨や台風により甚大な被害を受けま
したが、アドプト活動の取組を通じ、農業用
水路をはじめとした農業用施設の役割につい

て住民の理解が進み、地域の防災・減災にも
つながることが期待されるところです。

５

認知度向上に向けた取組

最後に、アドプト活動の認知度向上につい

ては、新規アドプト協定締結の際に、その情

報を広くマスコミへ提供し、新聞等へ取り上
げてもらうなど、積極的な広報の展開が重要
と考えております。

そこで、アドプト活動をはじめとする地域

協働による保全活動の取組を PR するためのイ
メージキャラクター“おたまガエル”を活用
しています。

“おたまガエル”は、オタマジャクシがカエ
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Hokkaido

北海道

思わず教えたくなる日高の魅力的な地域情報を
発信しています
北海道日高管内は、本道の中央南西部に位置し、南
北に連なる日高山脈とほぼそれに並行して走る海岸線
に狭まれ、軽種馬の産地として知られる地域です。
日高振興局では、地域の魅力発信や管内への移住・
定住、季節居住などに必要な生活情報を提供するた
めの情報発信ポータルサイトとして、昨年５月にフェ
イスブックページ「日高暮らし応援ナビ」を開設し、
管内各町と共同運営をしています。
昨年 10 月には、日高管内の素晴らしい風景や豊か
な海の幸・山の幸などの魅力的な情報を募集し、
「思
わず教えたくなる日高 77 のこと」と題して、フェ
イスブックペー
ジや日高振興局
ホームページで
紹介しています。
例えば、廃校と
なった小学校を
活用した「世界最
大の油彩画に圧
倒される」新冠町 フェイスブック「日高暮らし応援ナビ」トップページ

の デ ィ マ シ オ 美 術 館 や、
「サラブレッドのセリを
見て馬主気分」新ひだか
町の北海道市場など、地
元の方々に大切に守られ
ている場所や地域資源を
始め、馬産地・日高を象
徴する馬に関する情報な
どを発信しています。
このほか、日高管内で
開催されるイベントなど
のタイムリーな情報を発
信し、日高のファンを更
に広げていきます。
お問合せ

上：新冠町「ディマシオ美術館」世界最大
の油彩画
下：新ひだか町「北海道市場」サラブレッ
ドのセリ

北海道日高振興局地域政策部地域政策課
TEL 0146-22-9073
北海道日高振興局 HP「思わず教えたくなる日高 77
のこと」
http://www.hidaka.pref.hokkaido.lg.jp/ts/tss/
hidaka77.htm
Facebook ページ「日高暮らし応援ナビ」
https://www.facebook.com/hidaka.hokkaido
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Aomori

青森県

冬のイベント続々開催
「行くたび、あたらしい。青森」

彩る「弘前城雪燈籠まつり」
（弘
前 市、 開 催 時 期： ２ 月 ８ 日 ～
11 日）
、国の重要無形民俗文化
財に指定されている豊作祈願の
しんしんと雪が降る２月の青森。この時期は、寒
お祭り「八戸えんぶり」
（八戸市、
くても温かい青森ならではの冬のイベントが県内各
開催時期：２月 17 日～ 20 日）
地で開催されます。
と、
「みちのく５大雪祭り」に
青森の冬を代表するイベントと言えば、十和田湖
数えられる、東北を代表するこ
畔休屋地区で開催される「十和田湖冬物語」
。雪と氷
の時期ならではのイベントが皆
に覆われた十和田湖畔には雪燈籠が灯り、十和田湖
のシンボル“乙女の像”や遊歩道をほんのりと照らし、 様をお待ちしています。
寒いけど温かい、この時期にしか体験できない冬
とても幻想的な雰囲気を創り出します。また、イル
の青森ならではの魅力を感じていただけるよう、是
ミネーションに彩られた光のトンネルとゲートを潜
れば、
「ゆきあかり横丁」や「酒かま蔵」がお出迎え。 非この機会に青森へお越しください。
地元の方々と交流しながら、温かい郷土料理や地酒 【十和田湖冬物語 2014】
■期間：平成 26 年２月７日～３月２日
を楽しめます。イベントの最大の見どころは、ステー
■場所：十和田湖畔冬物語特設会場
ジアトラクションと“冬花火”
。大雪像を背にしたメ
インステージでは、津軽三味線やハネト体験など郷
お問合せ
土色あふれる数々の芸能を見ることができるほか、
青森県観光交流推進課
期間中毎日打ち上げられる“冬花火”は厳冬の夜空
TEL 017-734-9384
を鮮やかに彩ります。
青森県の観光についてはこちら、
また、このほかにも県内各地では、この時期なら
アプティネット HP
ではのイベントが開催されます。
http://www.aptinet.jp/index.html
古都・弘前のシンボル・弘前城を無数の雪燈籠が

都道府県だより
Akita

201４年 2 月

秋田県

秋田内陸線と沿線の冬まつり
秋田県を南北に縦断する第３セクターのローカル
線「秋田内陸縦貫鉄道（以下「秋田内陸線」）」は、
南はみちのくの小京都「角館」から、北は世界一
の大きさを誇る大太鼓の里「鷹巣」を結ぶ総延長
94.2km の鉄道です。
秋田内陸線はトンネル数 20、橋梁数はなんと 322
を数えることからも想像できるとおり、沿線は山々
とたくさんの渓谷からなり、特に今の季節は深い雪
と山々の木々が相まって、まるで水墨画のような風
景が車窓に広がります。
この時期、秋田内陸線の沿線ではたくさんの小正
月行事が催されます。その一つ、仙北市上桧木内地
区の紙風船上げを御紹介します。
紙風船上げは 100 年以上の歴史をもち、起源は江
戸時代中期に、科学者である平賀源内が銅山の技術
指導に訪れた際に、熱
気球の原理を応用した
遊びとして伝えたとさ
れています。五穀豊穣
や無病息災など色々な
願い事を祈願する伝統
行事です。
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紙風船上げの最大の特徴
はその大きさです。小さい
ものでも３m、大きいもの
では８m の巨大紙風船が
約 100 個打ち揚がります。
風船には武者絵や美人画から、地元小学生が描いた
かわいらしい風船もあり、灯火をつけた巨大紙風船
が、きらめく星々のごとく真冬の夜空に舞い上がる
光景は、まさに壮観です。
今年は２月 10 日（月）に上桧木内紙風船広場にて、
午後３時から開催されます。秋田新幹線の停車駅角
館から秋田内陸線に乗り換えて、上桧木内駅まで 40
分。皆さんを幻想的な世界へと誘います。会場には
地元のお母さんたちが運営する温かい食べ物や飲み
物の屋台が並び、地元の方々とのふれあいも、魅力
となっています。
秋田内陸線は沿線の冬まつりもまた一見の価値あ
りです。そんな魅力たっぷりの秋田に遊びに来てた
んせぇ～ !（来てください）
お問合せ

秋田県観光文化スポーツ部交通政策課
TEL 0186-82-2114
秋田内陸縦貫鉄道株式会社
TEL 0186-82-3231

岩手県

Iwate

す。コアメン
バーは、メー
カー、デザイ
県は、第三セクターである岩手県産㈱と協働して、 ンなどの専門
家、県職員な
県産品のブランドイメージを向上し、東日本大震災津
どの７名。こ
波からの復興を加速させることを目的に、岩手県オ
リジナルのプライベートブランド「ぺっこ（pecco）
」 れまでのシニ
ア 向 け・ お
シリーズを発表しました。
土産需要といった地域産品の限定的な市場を脱却し、
「ぺっこ」は、岩手のことばで「少し」の意味。「岩
手の美味しいものを『ぺっこ』ずつ楽しんでほしい」 「30 ～ 40 代の女性が高頻度で購入する商品」という
新規市場の開拓を目指した消費者本位の商品開発を
というメッセージが込められています。名前のとお
進めています。
り商品は少量・小分けが中心となっています。
「ぺっこ」シリーズの詳細や、岩娘會による商品開
第一弾商品は、平成 25 年 12 月 17 日（火）に 11
発の様子は、Facebook
ページを通じて情報発信し
メーカー 30 品目のお菓子を発売しました。岩手で昔
ております。是非御覧ください。
から親しまれているお菓子を、仕事の合間に食べた
り、休日にコーヒーや紅茶と合わせてほっとした時
間を過ごすのにぴったりな商品として開発・改良し
お問合せ
ました。今後３年間で 100 アイテムまで拡大する予
岩手県商工労働観光部産業経済交流課
定です。
TEL 019-629-5539
この「ぺっこ」シリーズの商品開発を担当してい
がん こ かい
Facebook ページ
るのは、女性による商品開発チーム「岩娘會」。チー
https://www.facebook.com/iwate.no.pecco
ム名の「岩娘」は「岩手の女性（娘）がターゲット

地域オリジナルプライベートブランド商品
「ぺっこ」シリーズが発売開始

目線で“がんこ”に商品開発を行う」という意味で

都道府県だより
Yamagata
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山形県

～山形空港開港 50 周年～
羽田便の朝夕２便化・名古屋便の運航再開
山形空港は、今年開港 50 周年を迎えます。
ピーク時には 74 万人を超える利用者がありました
が、平成４年の山形新幹線開業以降、路線数・利用
者数が減少し、平成 24 年度は羽田１便、伊丹３便の
２路線、利用者は約 12 万人にまで落ち込みました。
こうした状況を受け、県では周辺市町村や経済団
体などで組織する「山形空港利用拡大推進協議会」
と連携して、路線の誘致、増便等に向けた活動に取
り組んできました。
羽田便は 15 年ぶりに２便化が実現します。これ
により、乗
継ぎによる
国内外から
東北への観
光客の増加
にもつなが
り、 ま た、
僅か１時間
の移動は日
帰りビジネ
羽田便（日本航空（JAL）
）
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ス需要を喚起
するものと期
待できます。
名古屋便は
平 成 22 年 10
月に運航を休
止 し て 以 来、
３年半ぶりの
名古屋便（フジドリームエアラインズ（FDA）
）
再開となりま
す。 自 動 車 関
連産業など本県企業と中京圏とのビジネス交流を拡
大するだけでなく、中京圏からの観光誘客にもつな
がるものです。
折りしも今年は、山形県において 10 年ぶりに「や
まがたデスティネーションキャンペーン（６月 14 日
～９月 13 日）」が実施されます。
この機会に、全国の皆様が山形を訪れていただく
ことを心よりお待ちしております。
お問合せ

交通政策課
TEL 023-630-3086
山形空港

検索

宮城県

Miyagi
「３．11 伝承・減災プロジェクト」を
始めました

宮城県土木部では、東日本大震災の被災事実を後
世に伝承し、災害時に迅速な避難行動が取れるよう、
「３．11 伝承・減災プロジェクト」
（以下「プロジェ
クト」
）の名の下、様々な試みを行っています。
今回は、プロジェクトに賛同し、伝承 ･ 減災を後
押ししていただける方を伝承サポーターとして認定
する「伝承サポーター制度」を紹介します。
伝承サポーターに認定された方には、津波
浸水表示板の設置場所を提供していただき、
県は、表示板の設置に係る全ての費用を負担
します。津波浸水表示板とは、東北地方太平
洋沖地震により発生した津波の浸水深を現
地に表示するもので、東日本大震災の記憶を
風化させないという役割だけではなく、実物
大のハザードマップとして地元住民や地域
事情に不案内な観光客等にも避難の備えを
促すなど、防災意識啓発の「しるべ」となる
ものです。なお、この表示板は、震災のあった平成
23 年から公共土木施設等を中心に、約 40 ヵ所に 60
基、設置しています。

現在、
「伝承サポーター制度」の種類は，津波浸水
表示板設置に係るものだけですが、今後、県民の方々
の御理解と御協力をいただきながら、サポーターの
種類を増やしていき、県行政だけではできない多様
な事業展開を図っていきたいと考えています。
お問合せ

土木部防災砂防課
TEL 022-211-3175
HP http://www.pref.miyagi.jp/site/0311densyogensaip/

都道府県だより
Fukushima
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福島県

ふくしまから“おもてなし”はじめよう。
平成 27 年４月１日から６月 30 日まで「福が満開、
福のしま。
」をキャッチコピーに、
「ふくしまデスティ
ネーションキャンペーン（DC）
」を実施します。ふ
くしま DC 最大の目玉である「花」を始め、雄大で
美しい自然や 130 を超える「温泉」
、豊かでおいしい
「食」など福島県の魅力とたくさんの笑顔で、訪れる
方を県民全員でおもてなしするため、現在、今年４
月から始まるプレ DC の開催に向けて、県内関係者
のおもてなし研修や新たな観光プログラムづくりな
ど、DC ならではの受入れ体制やおもてなし体制の
整備を進めています。
お客様に「福島県に来て良かっ
た」と感じてもらえるよう、県民
参加型のおもてなしの取組とし
て「福が満開おもてなし隊」を始
め、福島県のイメージアップやリ
ピーターの拡大に取り組んでいき
ます。
また、福島県の旅を楽しみなが
ら魅力を発見していただけるキャ 「ふくしまから はじめよう。
ンペーンを実施。キャンペーンの キビタン」とＤＣロゴマーク
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パスポートに掲載の旅館・
ホテル、お店でポイントを
集めると、抽選で宿泊券な
どのプレゼントが当たるほ
か、クーポン利用で、より
お得な旅を満喫できます。
今 後、 県 内 の 花 の 名 所
約 200 ヵ 所 を 巡 る「 花 の
王国ふくしまフラワースタ
ンプラリー」や過去３回で
」パスポート
80,000 人が参加した人気の 「福が満開、福のしま。
（※イメージ）
宝探しイベント「コード F」
など、皆さんに楽しんでいただける企画を多数実施
していきます。
この DC を契機に、地域の魅力を再発見し、磨き
上げに取り組んでまいります。魅力満載の福島県へ
是非お越しください。
お問合せ

福島県観光交流課
TEL 024-521-7398
ふくしまの旅

検索

東京都

Tokyo
伊豆大島へ是非お越しください !

伊豆大島の主
要産業は「観光」
ですが、台風 26
号による土砂災
害 発 生 後、 観 光
客の減少が続い
ています。
被災から立ち
上 が る た め、 東
京 都 は、 現 在 開
催中（※３月 23 日まで）の「椿まつり」を「観光復
興のスタート」と位置付け、観光客の誘致・増客を
目指しています。
「椿まつり」以降も、以下のとおりイベントが続き
ます。
・ 第 43 回伊豆大島カメリアマラソン大会
（２月 16 日）
・ 第 10 回伊豆大島ウルトラランニング（３月 29 日）
・ 第 24 回サンセットパームライン駅伝大会
（４月上旬）
・ 第 26 回伊豆大島トライアスロン大会（６月７日）
・ トウキョウズカップ 2014 ヨットフェスティバル
（８月上旬）

・ 夏まつり（８月上旬）
・ オータムフェア（10 月中旬～ 12 月中旬）
・ 第４回伊豆大島マラソン（12 月 13 日）
皆様も是非、これらのイベントに合わせて伊豆大
島へお越しください。
また、椿まつり期間中、船と飛行機の運賃割引に
補助をしています。割引適用には諸条件があります
ので、詳細は運航事業者にお問合せください。
・ 東海汽船（TEL 03-5472-9999）
片道当たり大人 1,500 円（小人 1,000 円）をキャッ
シュバック。ただし、島々間の移動及び島民割引
利用者は対象外。
・ＡＮＡ（TEL 0570-029-222）
片道当たり「特割」から 2,500 円割引いた「椿」
特割を販売。ただし、1 月 10 日発売分から対象。
・ 新中央航空（TEL 0422-31-4191）
片道当たり大人 2,500 円（小人 2,000 円）の割引
運賃で販売。ただし、島民割引利用者は対象外。
お問合せ

東京都総務局行政部振興企画課
TEL 03-5388-2439

都道府県だより
Gunma
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群馬県

「群馬県おっきりこみプロジェクト」で
ピーアール
「おっきりこみ」を PR しています !
群馬県では、伝統食である「おっきりこみ」を本
県の名物料理として県外に発信するため、昨年４月
に「群馬県おっきりこみプロジェクト」
（プロジェク
ト）を立ち上げ、「おっきりこみ」の PR に取り組ん
でいます。
「おっきりこみ」は、幅広の生麺を、旬の野菜やキ
ノコなどと一緒に煮込んだ料理です。養蚕業が盛ん
だった群馬県では、作業の合間に短時間で調理する
ことができ、栄養バランスも良い食事として、広く
食べられてきた歴史のあるものです。
群馬県は、古くから小麦栽培が盛んで全国有数の
産地となっており、小麦から作られるうどんやまん
じゅうなどの「粉もの食」が発展しました。その代
表格と言えるのが「おっきりこみ」です。
地域によって呼び名は様々で、
「おっきりこみ」や
「おきりこみ」
、
「煮ぼうとう」や「煮ぼうと」と呼ば
れたり、
「煮込みうどん」や「煮込み」などと呼ばれ
たりすることもあります。
プロジェクトではこれまで、シンポジウムを開催
したり、プロジェクトのロゴマークを目印にしたの
ぼり旗を、
「おっきりこみ」を提供している県内の
106 店舗
（26 年１月現在）
に配布したりしてきました。
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また昨年 12 月には、
情報発信力を高める取
組の一つとして、公式
フェイスブックの運用
も開始しました。
さらに東京都や埼玉
おっきりこみ
県などで群馬県産の農
畜産物を提供する飲食店のうち９店舗で、
「おっきり
こみ」を期間限定で提供する「おっきりこみ祭」も
開催しました。各店舗にのぼり旗を立てたり、お客
様に特製ステッカーを配布したりと、県外の皆さん
にも「群馬の名物料理・おっきりこみ」を広く PR し
ました。
県では、今後も公式フェイスブックで「おっきり
こみ」に関する様々な話題を紹介したり、イベント
などを実施したりすることにより、多くの人に「群
馬といえばおっきりこみ」と連想してもらえるよう、
取り組んでいきます。
お問合せ

群馬県企画課
TEL 027-898-2457
FAX 027-223-4371
※群馬県おっきりこみプロジェクト公式 Facebook ページ
https://www.facebook.com/gunmaken.
okkirikomiproject

栃木県

Tochigi
メジャーじゃないけど意外とスゴイ !
とちぎの魅力を全国に発信 !

栃木県で
は、全国に向
けて“とちぎ”
の魅力をア
ピールし、よ
り多くの方々
に興味や関心
を持っていた
だくため、
テレビ朝日の人気バラエティ番組「お願い !
ランキング」とのコラボレーションにより、プロモー
ション映像を制作しました。
映像のコンセプトは、
「メジャーじゃないけど意外
とスゴイ !」。福田富一知事が栃木弁で言うところの
「いかんべ !」
（いいでしょう !）なスポットとグルメ
を紹介し、「私と一緒に栃木県に熱く恋しましょう !」
と全国の皆さんに訴えています。
この映像は、昨年 12 月の新宿アルタビジョンで
のお披露目を皮切りに、JR 東日本トレインチャンネ
ル、東京や大阪の大型ビジョンで放映しました。また、
YouTube 栃木県チャンネルのほか、テレビ朝日「お

願い ! ランキング」ホームページ等でも配信してい
ます。是非御覧いただき、栃木県に熱く恋してくだ
さい !

YouTube 栃木県チャンネル
http://www.youtube.com/user/TochigiPref

お問合せ

栃木県総合政策課
TEL 028-623-2206

都道府県だより
Ibaraki

茨城県

－震災復興祈念－天心・波山記念事業を開催
平成 25 年は、茨城県ゆかり
で日本美術史に偉大な足跡を残
し た 岡 倉 天 心 生 誕 150 年・ 没
後 100 年、板谷波山没後 50 年
の節目の年でした。茨城県では、
その功績を県内外に発信し、震
災復興の力、郷土愛の醸成及び
県のイメージアップにつなげる
ため、今年度、「天心・波山記
念事業」として、２人の偉業を
顕彰する展覧会や広報活動など
を行っています。
これまで県天心記念五浦美術
館では、天心の文化財保護活動
に焦点を当てた「岡倉天心と文
化財展」を、県陶芸美術館では、
波山の初期から晩年までの歩み
を紹介する「没後 50 年 板谷波
山展」を開催し、多くの方に御
来館いただきました。また、２
月 15 日（土）からは、県近代美
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術館で「岡倉
天心没後 100
年記念展 天
心の思い描い
たもの－ぼか
しの彼方へ」
を開催し、天
心の指導の下
アートガイドいばらき
五浦で制作さ
れた横山大観
らの作品や、天心の理想につながる現代作家の作品
を展示する予定です。
さらに、天心・波山の生涯や業績を紹介するとと
もに、関連施設や史跡を紹介し、楽しみながら周遊
できるモデルコースなどを掲載した天心・波山紹介
冊子「アートガイドいばらき」などを作成しており
ます。
詳しい情報は、是非 HP で御覧ください。
お問合せ

茨城県教育庁文化課
TEL 029-301-5442

横山大観「流燈」
明治 42 年（1909）
茨城県近代美術館蔵

天心・波山記念事業
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検索

埼玉県

Saitama

ガイドブック
「埼玉モダンたてもの - きまぐれ散歩」を発行
埼玉県は、近代以降に建てられた県内のモダン建
築物を通して地域の魅力を再発見できるガイドブッ
ク「埼玉モダンたてもの - きまぐれ散歩」を発行しま
した。
本県には、匠の技が随所に施されている大邸宅「遠
山記念館」
、スタイリッシュな打ち込みタイル工法に
よって建てられた「埼玉会館」や「県立歴史と民俗
の博物館」など数々のモダン建築物が存在していま
す。
ガイドブックには 113 施設もの県内のモダン建築
物が掲載され、それぞれの写真や鑑賞ポイントが紹
介されています。
モダン建築物の窓や扉にスポットを当てて紹介す
る「きまぐれコレクション」や建築関係の知識が得
られる「たてもの豆知識」など見どころ満載です。
また、建物を巡りやすいように県内を中央、西部、
東部、北部、秩父の五つのエリアに分け各エリアの
モデルコースを載せるなど、使いやすいものに仕上
がっています。
ガイドブックに載っている建物以外にもたくさん

のモダン建築物がある埼玉県。このガイドブック
を持って、好きな建物を探しに是非埼玉県にお越
しください。
お問合せ

文化振興課
TEL 048-830-2887
HP http://tatemono.art-saitama.jp/

都道府県だより
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千葉県

Chiba
千葉県指定伝統的工芸品
～新たに３件を指定し 180 件に～

残した綾書き帳などを元に、「手組み・正絹・日本製」
にこだわり、その技術を受け継いでいます。

千葉県には、長い歴史と風土の中で育まれてきた
木工品などの伝統的工芸品が数多くあります。県で
は、特に優れたものや技術を「千葉県伝統的工芸品」
として指定し、
その普及と振興に努めています。今回、
新たに３件を指定しました。

■節句人形（雛人形） 製作者山田吉徳さん
山田さんは、雛人形の胴部分の
着せ付けや手の振り付けを行う着
付け師で、現代のニーズにあった
雛人形の開発や、顧客の七五三の
着物をリメイクするなど日々創意
工夫を重ねています。

くろ も

じ よう じ

かんぼくふさ

ひな

う き は ら しのぶ

■ちば黒文字楊枝・肝木房楊枝 製作者浮原忍さん
黒文字楊枝や歯ブラシなどの機
能を備える肝木房楊枝は、誕生し
てから長い歴史をもちます。浮原
さんは、楊枝に関する文献調査に
参加するなど研究を深め、その作
品は多くの博物館で展示されています。
くみひも

なかむらこう た

■江戸組紐 製作者中村航太さん
武具に使われていた組紐を、江
戸庶民が洒落た柄などに装飾した
ことに由来する「江戸組紐」
。
中 村 さ ん は、 約 120 年 間、 組
紐づくりの歴史を持つ株式会社

やま だ よしのり

【第 30 回千葉県指定伝統的工芸品展】
名工による製作実演や販売を行います。また、期
間中、千葉県の物産観光展を同時開催します。
日 時 ２月 26 日（水）～３月３日（月）
10 時～ 20 時（最終日は 17 時まで）
会 場 そごう千葉店６階催事場（JR 千葉駅から徒
歩１分）
お問合せ

千葉県商工労働部観光企画課
TEL 043-223-2415
HP http://www.pref.chiba.lg.jp/sc/140205

な か む ら しょう

中村正の４代目として、先々代が
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神奈川県

Kanagawa
無花粉ヒノキを発見しました

発見されたヒ
ノキは、２年に
わたり花粉を飛
散 し な い こ と、
さし木で増殖し
た個体に着花し
た雄花も花粉を
飛散しないこと
から、無花粉品
種であることが
さし木により増殖した無花粉ヒノキ
確認されまし
た。今回発見されたヒノキは両性不稔品種といって
花粉だけでなく種子も形成できない品種です。
既に 30 本程度の増殖を行っており、今後は、種苗
法に基づく品種登録を進めるとともに、さし木生産
用の穂を取る採穂木の育成、さらには初期成長の植
栽試験を行って、６～７年後の普及を目指して調査
を行っていく予定です。

横浜、川崎、相模原といった大都市を抱える神奈
川県では、スギ・ヒノキの花粉症対策は、急務になっ
ています。このため自然環境保全センターでは、花
粉症対策の一環として、品種改良による対策を進め
ています。
スギについては、平成 10 年に花粉の少ないスギを
選抜（選び出すこと）し、さらに平成 16 年には無花
粉スギを選抜しました。この無花粉スギは、平成 22
年に神奈川県で実施した第 61 回全国植樹祭におい
て、天皇陛下にお手植えいただきました。
ヒノキは、平成 16 年に花粉の少ないヒノキを選抜
し、その実用化を進めてきたところですが、花粉の
少ない品種は、将来は一定量の花粉を飛散させる可
能性があります。一方、富山県の調査で、スギでは
5,000 本に１本程度の割合で無花粉スギが存在する
と推定されており、スギの近縁のヒノキでも無花粉
ヒノキの存在が期待されていました。
そこで平成 23 年から 24 年にかけて、県内のヒノ
キ林を対象に、4,074 本のヒノキを調査して無花粉
ヒノキの探索を行い、その結果、平成 24 年に秦野市
内で花粉が飛散しないヒノキを発見しました。

お問合せ

神奈川県自然環境保全センター
研究企画部研究連携課
TEL 046-248-0321

都道府県だより

2014 年 2 月

山梨県

Yamanashi
山梨学院大学附属高校 男子駅伝部に
「山梨県イメージアップ大賞」!

山梨県では、山梨学院大学附属高校男子駅伝部に
山梨県イメージアップ大賞を贈呈しました。
この賞は、スポーツ、芸術、文化、産業などあら
ゆる分野で、大きな活躍をし、本県のイメージアッ
プに貢献した個人や団体を表彰するものです。これ
までに、一昨年のロンドンオリンピックで活躍し、
メダルを獲得した米満達弘さん（レスリング）、鈴木
聡美さん（競泳）など 14 名・４団体が受賞しています。
同校男子駅伝部は、昨年 12 月 22 日に京都で開催さ
れた第 64 回全国高等学校駅伝競走大会において山梨
県勢として初の快挙となる全国制覇を成し遂げました。
レースでは、高校駅伝の聖地である都大路の大舞台
で、選手全員が力の限りを尽くし、チーム一丸となっ

て終始上位を争い、最後は４校に
よるトラック勝負にもつれ込みま
したが、見事なラストスパートで
他校を振り切り、劇的な勝利を収
めました。選手の皆さんが、全力
を振り絞って都大路をひた走る姿
は、県民にこの上ない感動と勇気
を与えてくれました。
県産カラマツ材を使った
表彰式は、１月 14 日、駅伝部 「イメージアッ
プ大賞」の表彰状
員や箱崎孝久監督ら関係者約 30
人が出席し行われました。横内知事は「高校駅伝史
上に残るゴール前での大接戦を制して、優勝のゴー
ルテープを切った瞬間は、県民に大きな歓喜と感動
を与えてくれた」と讃え、県産カラマツ材でできた
表彰状と記念品を選手に手渡しました。
西山主将は、
「周りの方の支えもあり、全国優勝で
きたが、まだまだこれから。謙虚におごることなく、
更なる高みを目指したい」と抱負を述べました。３
年生の多くは卒業後も県内に残り、箱根駅伝などを
目指すとのことです。
全国制覇という貴重な経験を糧にして、今後の活
躍も有望視されるところであり、本県陸上競技界の
飛躍にもつながるものと期待されています。
お問合せ

イメージアップ大賞を受賞した
山梨学院大学附属高校男子駅伝部員

山梨県知事政策局広聴広報課
TEL 055-223-1337

表彰状の授与を行う横内知事（右）と
西山駅伝部主将
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静岡県

Shizuoka
ふじのくにしずおか
春旅キャンペーン

静岡県大型観光キャンペーン推進協議会（※）は、今
年１月から宿泊予約サイト「じゃらん」
「楽天トラベ
ル」と連携して、お得なクーポンやポイント 10%付
与などの特典が受けられる『ふじのくにしずおか春
旅キャンペーン』を展開しています。
春旅キャンペーンでは、
テーマを「富士山・花・温泉・
グルメ」とし、このテーマに沿った宿泊プランを特
設サイトで紹介しています。１～３月は富士山が美
しく見える季節です。さらに、河津桜など花の季節
が始まるとともに、温泉や、金目鯛など旬の味覚も
楽しめます。見どころが満載の春の静岡を、多くの
皆様に楽しんでいただきたいと考えています。
このほか、キャンペーン告知チラシと一緒に県内
観光施設の割引クーポン「得々クーポン」を提供し
ています。フェリーやミュージアムなど県内の 177
施設で利用できます。宿泊施設の周辺観光への利用
はもちろん、期間中は誰でも利用可能です。静岡県
にお出かけの際は、是非御活用ください。割引クー
ポンは以下のキャンペーンサイトからもダウンロー
ドできます !

お問合せ

静岡県大型観光キャンペーン推進協議会
TEL 054-202-5595
キャンペーンサイト
http://hellonavi.jp/fujiharutabi/
※ 静岡県大型観光キャンペーン推進協議会：（公社）静岡県
観光協会を事務局とし、静岡県、市町・観光協会、観光
関係団体・民間事業者等で構成する組織

都道府県だより
Nagano

2014 年 2 月

長野県

長野県就農支援情報 Web サイト
「デジタル農活信州」を開設
農業への関心の高まりや、就農支援施策の充実な
どから、近年、新規就農者の数は増加傾向にあります。
長野県は、
“日本一就農しやすい県”を目指し、新
規就農を希望する方々を対象に、関係機関・団体と
連携して、相談から農業体験、研修、就農そして就
農後の定着まで、様々な施策を展開しています。
25 年 12 月にスタートした「デジタル農活信州」
もその一つ。
就農希望者のほとんどが、インターネットを活用
して情報収集を行っている現状を踏まえ、地域の農
業生産の状況、新たな生産者を募っている作物とそ
の人数、研修から就農定着までの支援情報等、新規
就農者の確保・育成に積極的な市町村や農協がそれ
ぞれ発信してきたものを県レベルで一元的に発信す
るために、この Web サイトを開設しました。
サイトには、就農に向けた準備や心構えができてい
るかなど Q&A 方式で自己チェックできる機能や、作
物・地域・助成制度・研修制度を選択すると希望者の
ニーズに合った就農候補地を検索できる機能も備えて
おり、就農希望者が利用しやすくなっています。
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市町村等の職員
が更新作業を行え
るので、支援制度
や就農相談会など
のイベント情報の
掲載もスムーズ。
パソコンだけで
なくスマートフォ
ンやタブレット端
末でも手軽に利用
「デジタル農活信州」TOP ページ（一部）
できるため、既に
アクセスユーザー
の実数は 1,200 件を超え、滑り出しは順調です。こ
れからも、様々な機会を捉え、このサイトを知って
いただくよう PR していきます。
今後も、就農を考えている方が、サイトを利用し
て「就農するなら長野県で」とお考えいただけるよう、
より一層掲載情報を充実させていきます。
お問合せ

長野県農政部農村振興課
TEL 026-235-7243
HP http://www.noukatsu-nagano.net/

富山県

Toyama

来年の「富山マラソン 2015」開催に向け、
準備本格化

また、短い距離のコース
も設定される予定です。
大会の機運を高めるた
め、公式フェイスブックペー
ジで情報を発信していま
す。コース（案）を紹介す
るビデオもこのほど完成し、
YouTube で公開されていま
す。コースをいち早くチェッ
クできるので、
「富山マラソ
ン 2015 コ ー ス 案 」 で 検 索
してみてください。
北陸新幹線開業で東京と富山は約２時間で結ばれま
す。富山マラソン実行委員会事務局では、幅広い年代
の方が参加するスポーツイベントとして、約 10,000
人の参加を目指します。ランナーだけではなく、ボラ
ンティアや沿道応援にも、多くの方に参加していただ
き、富山の新たな祭りとして PR していきます。

2015 年春の北陸新幹線開業に合わせて、同年 11
月１日（日）
、
「富山マラソン 2015」が開催されます。
県内最大規模のフルマラソンで、エントリーは 2015
年春から開始されます。現在、富山マラソン実行委
員会（富山県教育委員会スポーツ・保健課内）では
準備を着々と進めています。
開催の目的は、
「県民総参加によるスポーツの振興」
、
「新たな富山の魅力創造」
、
「富山の魅力を国内外に発
信し、交流人口を拡大」の三つです。大会のコンセプ
トとして、
「参加者と応援者が一体となって、みんな
が元気に、楽しめる大会を目指す」
、
「県民こぞって、
おもてなしの心で、富山県の魅力を発信。日本海側を
代表する大会を目指す」が挙げられています。
マラソンコース（案）は、
“ものづくりの街 高
岡市エリア”から“海と大地の恵み 射水市エリ
お問合せ
ア”を通り、
“環境未来都市 富山市エリア”に到る
富山マラソン実行委員会事務局
42.195km が設定されています。富山の雄大な自然
と伝統、文化を満喫できるコースが特徴で、国内や （富山県教育委員会スポーツ・保健課内）
TEL 076-444-4102
海外から参加するランナーを温かくおもてなしする
HP http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/3005/
伝統芸能を交えたイベント等も検討中です。

都道府県だより
Ishikawa

2014 年 2 月

石川県

「北陸ライフサイエンスクラスター」始動 !
キックオフフォーラムを開催
本格化する少子高齢化社会にあって、ライフサイ
エンス分野の高度化が求められる中、本県では、こ
れまで文部科学省の知的クラスター創成事業の採択
を受け、第Ⅰ期として「石川ハイテクセンシングク
ラスター（H16 ～ 20）
」
、
第Ⅱ期では富山と共同で「ほ
くりく健康創造クラスター（H20 ～ 24）
」に取り組
んできました。
その結果、認知症を診断できる世界最高性能の脳
磁計の商品化や、世界初となる、子どもの発達障害
の早期診断が可能な脳機能計測装置の開発などの成
果を上げてきました。
今回、新たに福井県の参画を得て、がんや生活習慣
病の予防・診断・治療まで一体的に取り組む「北陸ラ
イフサイエンスクラスター」が文部科学省の「地域イ
ノベーション戦略支援プログラム」に採択され、北陸
三県それぞれの強みを生かした医薬品や機能性食品、
医療機器の開発を進めていくこととなりました。
昨年 12 月 19 日には、本県金沢市内で「キックオ
フフォーラム」を開催し、谷本知事を始め、研究者、
企業のトップなど、この事業の関係者が一堂に会し、
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出席者の取組や
研究内容などに
ついて幅広く情
報発信が行われ
たほか、2020 年
度に北陸三県の
医 薬 品・ 医 療 機 事業概要を説明する福井幸博プロジェクトディレクター
器生産額を１兆
円超（全国シェア 10%）まで拡大させる事業目標を
確認しました。
今後、文部科学省から５ヵ年で総額約７億円の支
援を受け、研究者やコーディネータなどの優れた人
材の集積を更に進めながら、研究開発や技術移転の
動きを活発化させ、北陸地方にライフサイエンス産
業の拠点を形成していきます。
こうした地方の技術に光を当て、世界をにらんで
国と地方で研究開発機能の強化に取り組むことは、
北陸地域の産業の発展だけではなく、我が国全体の
産業競争力強化につながるものと考えています。
お問合せ

石川県産業政策課
TEL 076-225-1513

岐阜県

Gifu
「岐阜県障がい者総合相談センター」の整備

各機関を集約する
ことで、例えば、身
体と知的の「重複障
がい」のある方は、
一度の来所で両障が
いに関する相談や手
続きが受けられま
岐阜県障がい者総合相談センター（イメージ図）
す。
また、発達障害者
支援センターにおいては、精神保健福祉センターと
の連携により、発達障がいに起因する「二次障がい」
に対し、医療機関受診の必要性や精神障がい者保健
福祉手帳の交付などの支援も可能になるほか、成人
期の発達障がい者支援のノウハウを共有することで、
子どもから大人まで一貫した支援体制を強化できま
す。
さらに、建設予定地の岐阜市鷺山地区には、障が
い者の支援施設がいくつかあり、各機関が連携する
ことにより、より手厚い支援が可能となります。
将来的には障がい者用プールも整備することとし
ており、この鷺山地区を、医療・福祉・教育及びスポー
ツを通じた、本県の障がい者支援施策の拠点地域と
していきたいと考えています。

岐阜県では、
「身体」
、
「知的」
、発達障がいを含む「精
神障がい」の三つの障がいにワンストップで対応す
る相談機関として、岐阜市鷺山地区に「岐阜県障が
い者総合相談センター」を整備することとしました。
現在は、身体障がいの相談機関である「岐阜県身体
障害者支援センター」と、発達障がいの「岐阜県発達
障害者支援センター」は岐阜市鷺山地区に、知的障が
いに対する「岐阜県知的障害者更生相談所」と精神障
がいの「岐阜県精神保健福祉センター」は、岐阜市下
奈良地区と、別々の場所に設置されています。
しかし、
二つ以上の障がいを併せ持つ「重複障がい」
や、発達障がいに起因するうつや適応障がいなどの
「二次障害」への対応のため、各機関の一層の連携が
望まれています。
また、「岐阜県身体障害者更生相談所」の建物が、
築 43 年を経過し老朽化が進んでおり、建替えの時期
を迎えています。
こうした現状を踏まえ、各相談機関を一つの建物
に集約することで、三障がいへの一元的な相談支援
を行うとともに、利用者の利便性の向上を図ること
としました。

都道府県だより
Aichi

2014 年 2 月

愛知県

今年 11 月「ESD ユネスコ世界会議」が
愛知・名古屋で開催されます。
今 年 11 月、 愛 知 県 で「 持 続 可 能 な 開 発 の た め
の 教 育（ESD） に 関 す る ユ ネ ス コ 世 界 会 議 」 が 開
催 さ れ ま す。ESD（Education for Sustainable
Development）とは、かけがえのない地球を未来
へつなげる人づくりの取組のことです。日本の提唱
により、国連が 2005 年から 2014 年までを「国連
ESD の 10 年」と定め、世界各国で取組が進められ
ています。今回の世界会議は、その最終年を締めく
くる重要な会議で、各国政府代表が集まり、これま
での各国の取組や今後の方策が議論されます。
愛知県では、県内市町村、経済界、教育機関など
幅広い関係者と「ESD ユネスコ世界会議あいち・な
ごや支援実行委員会」を組織し、世界会議の成功に
向けて「会議支援」を始め、
「あいち・なごやの魅力
発信」
、「ESD の普及啓発・取組促進」に取り組んで
います。
支援実行委員会では、会議開催年である 2014 年
を「ESD イヤー」として位置付け、多様な主体によ
る取組を促進するとともに、県民の皆様に ESD への
理解を深めていただくための様々な取組を展開して

いきます。
１月には、
「ESD イヤー
キックオフ
イベント」
を世耕内閣
官房副長官を始め多くの県民、関係者の方々の参加
をいただき開催しました。ESD イヤーの幕開けを宣
言するとともに、ESD オフィシャルサポーターのさ
かなクン、SKE48 の高柳明音さん、ユネスコスクー
ルの生徒さんによるトークショーや ESD の様々な分
野で御活躍されている皆様によるパネルディスカッ
ション等を実施しました。
今後は、世界会議開催半年前イベントや会議開催
時の併催イベントなど、県民の方に御参加いただけ
るイベントを開催し、開催地として開催機運の盛り
上げに取り組んでいきます。

お問合せ

愛知県環境部環境政策課 ESD 会議支援室
TEL 052-951-5352
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三重県

Mie
コンプライアンスの「三本の矢」

三重県では、昨年度発生した公共事業の事故繰越
にかかる不適正な事務処理問題を契機に、コンプラ
イアンスの推進に力を入れています。
掲げたテーマは「コンプライアンスの日常化」。
不祥事が発生するたびに、研修を行うだけでは根
本的な解決につながりません。そこで、日々の職場
の中でコンプライアンスを意識するように、身近に
起こりがちな問題を職場単位で議論するコンプライ
アンス・ミーティング（四半期に一度）や職員クレ
ドカード（五つの心得、コンプライアンス宣言）の
携帯、
幹部職員による庁内放送（毎週月曜日）等を行っ
ています。
また、法令遵守及び説明責任を実効性のあるもの
にするため、予防法務の観点から検証する冊子（シー
ト）や研修、法律相談等を連携させて行うリーガル・
サポートにも取り組んでいます。
これらの取組の中心となるのが、アベノミクスの
「三本の矢」ならぬ、コンプライアンスの「三本の矢」
です。
「コンプライアンス推進監」が職員への浸透を、
「法曹有資格者（任期付職員）
」が専門性の担保を、
総務省出身の「法務・文書課長」が客観性・実効性

を受け持ちます。この３人が、それぞれの特技（?）
を生かして、コンプライアンスハンドブックの策定、
満足度 90%以上の巡回研修、リーガル・サポートの
仕組みの構築など、単に法令を遵守するというだけ
でなく、県民の皆さんの信頼や期待に応えていく前
向きなコンプライアンスの推進に取り組んでいます。

法曹有資格職員とコンプライアンス推進のツール

都道府県だより
Fukui

2014 年 2 月

福井県

ますますグレードアップ ! 福井県立恐竜博物館
恐竜をテーマとする博物館として、国内最大級の
規模と人気を誇る福井県立恐竜博物館。秋篠宮御一
家の御来館を始め、大型草食恐竜カマラサウルスの
全身骨格化石が常設展示に加わったことや、恐竜博
物館を舞台に撮影された映画やドラマの公開などが
大きな話題となり、年間入館者数は昨年末に 60 万人
を突破。このペースで推移すると、年度末に 70 万人
到達の可能性も出てきました。
今年度は、学術面においても大きな前進がありま
した。国内の化石の大半を産出する勝山市北谷では、
新たな恐竜化石の発見を目指し、５ヵ年にわたる第
４次発掘調査に着手しています。
また、昨年４月に開設した福井県立大学恐竜学研
究所では、研究活動を更に充実させるため、７年前
から恐竜博物館と共同で発掘調査を進めてきた、タ
イの国立大学附属研究機関「コラート化石博物館」と、
昨年 12 月に学術交流協定を締結しました。
さらに、日本を含むアジア６ヵ国が参加する学術
的組織「アジア恐竜協会」が昨年７月に発足。今年
３月には、恐竜博物館などを会場に国際シンポジウ
ムを開催し、アジア地域における恐竜研究の成果を
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世界に発信し
ていきます。
今年は舞鶴
若狭自動車道
が全線開通
し、また、来
年春までに北
恐竜研究の専門性を更に高め、ますます魅力アップする
陸新幹線の金
福井県立恐竜博物館
沢開業、さら
に中部縦貫自
動車道と北陸自動車道の接続が実現し、本県の奥越
地域へのアクセスが格段に向上します。
これらの高速交通網の整備に合わせ、いよいよこの
夏、恐竜化石発掘現場で実物の足跡化石の見学や発掘
体験ができる「野外恐竜博物館」がオープンします。
この機会に、恐竜好きなお子さんから、深く学び
たい恐竜マニアの方まで十分御満足いただける福井
県立恐竜博物館に是非お越しください。
お問合せ

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

滋賀県

Shiga
「生きることが光になる」
～糸賀一雄生誕 100 年記念事業～

素晴らしさを改めて考える
とともに、自分にとっての
「生きる道しるべ」を見つ
けていただければと願って
います。

糸賀一雄氏は、滋賀県から日本の障害福祉の礎をつ
くりあげた先人です。戦後まもない 1946 年、障害の
ある人たちに対する理解が乏しく、福祉制度が十分整っ
■糸賀一雄展
ていなかった時代に、知的障害のある子どもや戦災孤
会 期：３月４日（火）～ 30 日（日）
児たちの教育と生活と療育の場である児童福祉施設「近
会 場：滋賀県立近代美術館ギャラリー（大津市）
江学園」をつくるなど、困難を克服しながら先駆的な
■糸賀一雄 生誕 100 年記念式典
実践を進められ、国の制度構築にも大きく寄与された
開催日：３月 29 日（土）～ 30 日（日）
ことから「障害福祉の父」と言われています。
会 場：栗東芸術文化会館さきら（栗東市）
糸賀氏は、障害のある子どもたちとの共同生活の中
プログラム
に「共生社会」と「人がありのままに存在することの
第 1 部：３月 29 日（土） 県民参加パフォーマンス
価値」を見出し、「この子らを世の光に」という言葉を
ライブ「ほほえむちから」
残しました。
第 2 部：３月 30 日（日）「糸賀一雄記念賞」授賞式、
平成 26 年３月 29 日に糸賀氏の生誕 100 年を迎え
大江健三郎氏による記念講演等
ることから、今年度、滋賀県では糸賀氏の実践と理念を、
広く県民の皆様に伝えるとともに、未来に受け継いで
糸賀一雄生誕 100 年記念事業
いくため、「生きることが光になる」をテーマに各種記 「生きることが光になる」総合サイト
念事業を実施しています。
http://100.itogazaidan.jp/
この３月には、糸賀氏らの直筆資料や講演音声・映
像資料など展示する「糸賀一雄展」、そして記念事業の
お問合せ
メインイベントである「糸賀一雄生誕 100 年記念式典」 滋賀県健康福祉部障害福祉課
を開催します。
TEL 077-528-3542
記念事業をとおして、全国の皆さんに糸賀氏の取組
HP http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shogai/index.html
や思いに触れ、「ありのままに生きること」の大切さと

都道府県だより
Kyoto

京都府

府立体育館リニューアル
京都府は、昭和 46 年に開館した京都府立体育館の
改修工事を行い、床面全面張替え、映像装置新設な
どを施し、平成 25 年６月にリニューアルオープンし
ました。
それに合わせてネーミングライツ（命名権）の売
却先を公募し、11 月に島津製作所と契約を結び、愛
称は「島津アリーナ京都」となりました。命名権料
は年間 1,750 万円で、契約期間は平成 25 年 11 月１
日から平成 29 年３月末までです。
リニューアルにより、国際大会にも対応できる体
育館となったため、11 月 19・20 日には、国際バレー
ボール連盟（FIVB）公認の世界４大大会の一つ「ワー
ルドグランドチャンピオンズカップ 2013」を本体育
館で開催することができました。
東京オリンピック・パラリンピックの翌年の 2021
年には、生涯スポーツの世界大会「ワールドマスター
ズゲームズ」が、関西で開催されることも決まった
ことから、本体育館を活用し、気運を盛り上げてい
きたいと考えています。
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大阪府

Osaka
平成 26 年３月２日（日曜日）
「大和川・石川クリーン作戦」を実施します !

約 20,000 人もの参
加者と共に河川の一
斉清掃を行う府内最
大級の河川清掃イベ
ント。平成 20 年度
からは奈良県におい
ても「大和川一斉清
掃」が同日に開催さ
れるようになりまし
た。
大和川の水質は
年々改善しています
が今後もよりいっそ
う地域の皆さんに親
しまれる河川となる
ため、継続して実施
していきます。

大和川は、笠置山地を源にし、奈良県を経て、大
阪平野に入り、支川の石川等を合わせ、大阪湾に注
いでいる延長 68km、流域面積 1,070km2 に及ぶ一
級河川です。
大和川・石川クリーン作戦は、大和川・石川流域
等の水質改善及び河川の美化・愛護意識を府民に広
げることを目的に、国土交通省・大阪府・流域 13
市町村の主催により実施
し て い ま す。 昭 和 59 年
より大和川支川一級河川
石川にて実施されていた
「 石 川 大 清 掃 」 を、 平 成
７年当時水質ワースト１
だった大和川にも広げる
形で平成８年度から実施
し、 今 年 度 で 18 回 目 を
迎えます。
実施時期は毎年３月の
第 一 日 曜 日 と し て お り、
沿川に約 70 会場を設け、

お問合せ

大阪府都市整備部河川室河川環境課
TEL 06-6941-0351（大代表 内線 2930）
HP http://www.pref.osaka.jp/kasenkankyo/
kyoudou/yamatokyousanbosyuu.html

都道府県だより
Nara

過去の清掃風景
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奈良県

奈良県健康ステーションをオープンしました。
１月 29 日、近鉄百貨店橿原店６階に「奈良県健康
ステーション」をオープンしました。
昨年７月に策定した「なら健康長寿基本計画」の
目標である「健康寿命」日本一を目指すための拠点
にしていきます。
オープン初日には、オープニングイベントとして、
県広報紙「県民だより奈良」の企画で、ダイエット
に挑戦いただいた奈良県在住の落語家、桂文福さん
による「健康ステーションお披露目寄席」などが行
われました。
ステーションでは、
「健康サポーター」と呼ばれる
スタッフを常駐させるとともに、
● 体組成計や血圧計、血管年齢計など最新機器の導
入（無料で使用可）
● 日常生活の中で取り組める「おでかけ健康法」の
紹介
● 健康モニターの募集
● ミニ健康講座などを通じた参加者同士の交流機会
の提供
を行っていきます。
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まだオープン間もない「奈良県健康ステーション」
ですが、これから、誰でも、気軽に、健康づくりを開始・
実践できる拠点として、県民の健康づくりをサポー
トしていきたいと考えています。

お問合せ

奈良県健康づくり推進課
TEL 0742-27-8682
HP http://www.pref.nara.jp/item/111594.htm

和歌山県

Wakayama

り証拠採取
を行うとと
もに、警察
へ被害届を
性暴力は、著しい人権侵害であり犯罪行為です。
提出する場
内閣府の調査によると、性暴力被害者の約７割が、 合には同セ
「恥ずかしくて誰にも言えない」、「相談先が分からな
ンターに警
い」などの理由でどこにも相談していないのが実情
察が来所し
です。
事情聴取や支援策の説明等が行えるよう警察との連
和歌山県では、性暴力を受け、警察に届けること
携を図っています。
もできず、どうしたらよいか分からずに悩んでいる
「わかやま mine」の支援により、被害者の心身の
被害者を支援するとともに、被害の潜在化を防ぐこ
負担軽減及び早期回復を図るとともに、警察を始め
とを目的に、平成 25 年７月、性暴力救援センターを
とした協力機関と連携した対策を講じることにより、
和歌山県立医科大学附属病院内に設置しました。県
性暴力の撲滅につなげていきたいと考えています。
立病院内に設置したのは、佐賀県に続いて全国２例 ［相談・医療］9:00 ～ 17:00
目で、近畿圏でははじめてです。
（祝日、年末年始は除く。土、日は 16:30 まで）
同センターの通称は「わかやま mine（マイン）」
※緊急医療は 22:00 まで（年末年始を除く）
オーエンキューキュー
です。mine は英語で「私のもの」
。すべての女性に
［相談専用電話］073-444- 0 0 9 9
「私のからだは私のもの、私のこころは私のもの」と、
自分を大切にしながら心身の回復を図ってもらいた
お問合せ
いという思いからこう名付けました。
和歌山県環境生活部県民局青少年・男女共同参画課
同センターでは、女性支援員が電話や対面で相談
TEL 073-441-2510
に対応し、被害者の相談内容に応じて、協力機関と
和歌山県男女共同参画センター
連携して緊急医療やカウンセリング、法律相談等の
TEL 073-435-5245
コーディネートを行います。また、本人の希望によ

性暴力救援センター和歌山
マ イ ン
（通称：わかやま mine）を開設

都道府県だより
Hyogo
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兵庫県

ひょうごの魅力を全国へ
平成 25 年度
「五つ星ひょうご」選定商品が決定 !
●統一ブランド「五つ星ひょうご」
ひょうご五国（摂津・播磨・但馬・丹波・淡路）
の豊かな自然や歴史・文化を生かした商品の中から、
兵庫の良さをアピールする「地域らしさ」に加えて「創
意工夫」が施された特色ある商品を、統一ブランド
名「五つ星ひょうご」として選定し全国に発信して
います。
●平成 25 年度「五つ星ひょうご」に、88 品を選定
県内市町からの推薦及び一般公募により応募が
あった 152 品から、地域へのこだわりや県産材の使
用割合、品質などについて審査し、最終的に 88 品を
平成 25 年度「五つ星ひょうご」として選定しました。
●選定商品の PR
選ばれた商品については、マスコミや百貨店バイ
ヤー等を対象に内覧会を開催するほか、特設ホーム
ページやカタログで PR します。また、そごう神戸店
新館の「ひょうごふるさと館」での販売や、販売イ
ベントなども開催する予定ですので、是非足をお運
びいただき、
「五つ星ひょうご」を実際に手に取って
みてください。
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お問合せ

兵庫県観光振興課
TEL 078-362-3317
公益社団法人兵庫県物産協会
TEL 078-362-3858
五つ星ひょうご特設 HP
https://www.5stars-hyogo.com/index.html

鳥取県

Tottori

み とくさん

自然と歴史文化が織りなす｢三徳山｣の魅力
だいせん お

な所は国内でもまれで大変貴重です。また、「ミトクナデ
シコ」などの固有種も見られるなど、豊かな生物相を育
んでいます。
■文化財の宝庫

き

～大山隠岐国立公園編入を目指して～
み ささとうごう こ

現在、三 朝 東郷湖 県立自然公園に指定されている三徳
山地域。植生分布などの特殊性・希少性などが高く評価
されており、自然景観・文化的景観の類似性・関連性の
ある「大山隠岐国立公園」への平成 26 年春の編入を目指
しています。
■「三徳山」とは
東伯郡三朝町東部に位置する標高 899.7m、約 300 万
年前に火山噴火によってできた溶岩円頂丘の霊山。北側
にあたる三徳川流域は浸食が進み、険しい尾根と深い谷
が形成されて多くの断崖や大岩窟が見られます。南側の

さんぶつ じ

三 佛寺 の境内でもある三徳山。三徳山には現在でも多
くの建造物や仏像が残され、多くは重要文化財として指
なげいれどう

のう きょう どう

や納 経 堂（共に重要文化財）などの数多くの文化財が点
在します。
■「三徳山」と「大山」との関係
三徳山と大山は古くから霊山として信仰の対象でした。
ぎょう ば

どちらも修験道・仏教の行 場 として栄え、多くの修験者
が行き来していたと言われています。また、両山共に中
世の修験道及び山岳仏教の隆盛による聖地として広く自
然が保全されてきたことからも大山と三徳山は一体性の
ある区域であることが分かります。

お しか

小 鹿 川流域は多くの滝や淵からなる変化に富んだ渓谷美
を見せ、一帯は国の名勝及び史跡にも指定されています。
■「三徳山」の自然の特徴
中国地方では、照葉樹林の自然林がほとんど消失して
いる中、三徳山では標高 400m 付近までにまとまって残
されています。また、山陰のブナなどの落葉樹林は、一
般に 600m 付近より高いところに
見られますが、三徳山では、400m
付 近 か ら 見 ら れ ま す。 こ の た め
400m か ら 500m 付 近 は 照 葉 樹 と
落葉樹がモザイク状に入り交じり、
照葉樹林から落葉樹林への自然林の
移り変わりを連続的に観察できるの
三徳山空撮
も三徳山の大きな特徴で、このよう

投入堂（国宝）

お問合せ

鳥取県生活環境部緑豊かな自然課
TEL 0857-26-7200

都道府県だより
Okayama

もん じゅ どう

定されています。国宝投 入堂に続く行者道には、文 殊 堂

投入堂へ続く
行者道
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岡山県

「晴れの国おかやま」PR 動画公開中 !
～「岡山県民募集」。知事がミュージカルで猛アピール～

れ女」の１人が出演するミュージカル仕立ての動画
を新しい PR サイト上で公開。動画では、
「岡山県は
この度岡山県民を募集します !」と知事が高らかに宣
言し、ミュージカル仕立てで「県民募集～ 8092 人移
住プロジェクト」をコミカルにアピールしています。
また、PR サイト上では移住に関する情報・イベ
ント紹介、岡山県のセールスポイントや特産品を紹
介する「晴れの国百貨店」のほか「晴れ男・ 晴 れ
女」による PR 企画を公開中。「走れ ! 晴れ男 日本
縦 断 お か や ま PR」「 お か
やま桃ほっぺ」「ローカル
コミュニティガイド岡山」
など、それぞれがユニー
クな企画で岡山県の魅力
をアピールしていきます。
活動状況に応じて随時
更新していきますので、皆
さん是非、御覧ください。

岡山県では、県の知名度の向上を目指して、全国
に岡山県の魅力を発信する取組を進めています。昨
年 11 月に「晴れの国おかやま」にちなみ、
PR スタッ
フ「晴れ男・晴れ女」を募集したところ募集期間が
10 日間であったにもかかわらず、全国から 237 人の
応募があり、
６人を採用しました。１月には知事と「晴

お問合せ

岡山県公聴広報課
TEL 086-226-7158
FAX 086-224-3246
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島根県

Shimane

『水辺のアルカディア
－ピュヴィス・ド・シャヴァンヌの神話世界－』
宍道湖畔に立つ島根県立美術館は、2014 年３月で
開館 15 周年を迎えます。この開館 15 周年を記念し、
３月 20 日から６月 16 日まで、企画展「水辺のアル
カディア―ピュヴィス・ド・シャヴァンヌの神話世界」
を開催いたします。
ピュヴィス・ド・シャヴァンヌ（1824-1898）は、
19 世紀フランスを代表する壁画家として知られ、フ
ランスの主要建造物の壁画装飾を次々と手がけてい
きました。その一連の壁画装飾の中で、
ギリシア・ロー
マの古代神話を範としながら、独自の解釈を展開し、
画家自身の創意になる、自然と人間の調和するアル
カディア（理想郷）を現出していったのです。この
展覧会は、
「壁画家」としての側面と「アルカディア
の画家」としての側面を核として、フランス、アメ
リカ、イギリス、日本の所蔵作品により、日本で初
めてこの画家の全体像を提示する機会となります。
日本近代洋画の礎を築いた黒田清輝は、1893 年こ
の巨匠に会い、その後、本格的な「構想画」を日本
にもたらそうとしました。日本の近代洋画の確立に
も多大な影響力をもった重要な画家です。
夕暮れ時の静かな水辺に、美術の化身とミューズ

ピュヴィス・ド・シャヴァンヌ ≪諸芸術とミューズの集う聖なる森≫ 1884-1889 年
油彩・カンヴァス、93.0 × 231.0㎝
シカゴ美術館 ©The Art Institute of Chicago

たちの憩う≪諸芸術とミューズの集う聖なる森≫は、
シャヴァンヌの代表作であり、日本初公開となる作
品です。夕陽の景勝地として知られる湖畔の島根県
立美術館が、この作品のように自然と人間が調和し、
人々が集い憩う場になることを願い企画したこの展
覧会。海に囲まれた国・日本が、水辺のアルカディ
アとなるように、願いは一層深くなります。普仏戦争、
パリ・コミューンによりパリの街が壊滅状態になっ
たのを目の当たりにして、シャヴァンヌはより切実
に豊かなアルカディアを現出させていきました。
島根県立美術館でシャヴァンヌの夢のようなアル
カディアに、ひととき包まれてみませんか。
全国の皆様のお越しをお待ちしております。

都道府県だより
Hiroshima

2014 年 2 月

広島県

魅力ある建築物の発掘・発見イベント
「ひろしまたてものがたり」がスタート !

建築の中か
ら、 専 門 家
による選定
委 員 会 が
「100 セレクション」を選定します。
● 平成 26 年度には、
「100 セレクション」の中から、
特に魅力ある建築として、選定委員会が「ベスト
セレクション 30」を選定するとともに、
「100 セ
レクション」を対象に県民参加の投票を行い、県
民が選ぶ
「ベスト 30」
を発表する予定としています。
● これらの選定結果は、マップ等にとりまとめ、「ひ
ろしま」の魅力・宝として、広く内外に発信して
いきます。
是非、このマップを片手に広島県を訪れてみてく
ださい。今まで気付かなかった、
「ひろしま」の魅力
ある建築が、あなたを待っています。
このプロジェクトの進行状況は、県ホームページ
のほか、新しく開設したフェイスブックサイトで発
信していきますので、是非、御覧ください。

広島県の魅力ある建築資産
が、内外の人々に広く認知さ
れ、「ひろしま」ブランドのイ
メージが向上することを目的と
して、
「ひろしまたてものがたり」プロジェクトを実
施します。
日頃、何気なく目にしている建築物も、実は「カー
プ」や「牡蠣」などと同じように、その建物をつくっ
た人や利用してきた人が語り継ぎたい、誇りたい、
自慢したい、
ひろしまならではの「魅力（ものがたり）」
を持っています。
このプロジェクトは、
「建築」にスポットをあて、
ひろしまの「魅力（ものがたり）
」を、地域の「宝」
として内外に伝えていく、県民参加型のイベントです。
■プロジェクト概要
平成 25 年度から平成 26 年度にかけて、魅力の指
標として、
“人の行動につながる魅力”である「訪れ
たい」をキーワードに、
「ひろしま」らしい「魅力あ
る建築」を導き出していきます。
● 平成 25 年度は、まず、
「訪れてほしい」と感じる
建築を、自薦他薦問わず広く募集し、応募された

お問合せ

広島県土木局営繕課営繕企画グループ
TEL 082-513-2311
ひろしまたてものがたり
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検索

山口県

Yamaguchi
「きらら浜ミニジャンボリー」で
スカウト運動を体験してみよう !
あ

じ

キャラたちも登
場するほか、御
当地アイドルに
よるステージ
シ ョ ー、「 世 界
のうまいもん」
販売コーナーな
昨年度のミニジャンボリーの様子
ど、小さな子ど
もから大人まで
楽しめるイベントになっています。
ジャンボリーは、青少年の健全育成や国際理解の
推進の場であるとともに、本県の魅力を国内外へ発
信する絶好の機会です。県では、関係団体と連携し「世
界スカウトジャンボリー山口県支援委員会」を設立
し、大会の PR や機運醸成などで開催を支援するとと
もに、本県の魅力を世界に発信していきます。
ジャンボリーの雰囲気を誰でも気軽に体験できる
「きらら浜ミニジャンボリー」に、
是非御来場ください。

す

平成 27 年夏、山口市の阿 知須・きらら浜を主会
場に、日本では 44 年ぶり２回目となる第 23 回世界
スカウトジャンボリーが開催されます。この大会は、
４年に１度開かれるボーイスカウトの世界最大の祭
典で、スカウトたちがキャンプをしながら国内外の
仲間と体験を共有します。
大会の開催を来年に控え、
平成 26 年２月 16 日（日）
に、阿知須・きらら浜の山口きらら博記念公園で「き
らら浜ミニジャンボリー」が開催されます。ミニジャ
ンボリーでは、世界スカウトジャンボリーのプログ
ラムを再現した、様々な体験コーナーが設けられ、
誰でも気軽に参加することができます。
「サイエンス」のコーナーでは、スライムづくりや
ロボット操作体験などを通じて、科学に親しむこと
ができます。全国高等専門学校ロボットコンテスト
の優勝ロボットもやってきます。
「カルチャー」
のコー

お問合せ

や ぶ さ め

山口県世界スカウトジャンボリー開催支援室
TEL 083-933-4771
HP http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/
a504001/index/

ナーでは、流 鏑馬体験やメンコ遊びなどを通じて、
日本の伝統文化に触れることができます。
「国際交流」
のコーナーでは、世界の国々の遊びが体験できます。
また、山口県 PR 本部長「ちょるる」などのゆる

都道府県だより
Kagawa

2014 年 2 月

香川県

海を、宇宙を駆け抜ける迫力のデジタル映像
― 瀬戸大橋記念館リニューアル ―
目の前に次々と迫りくる巨大な惑星
に息をのみ、いつしか自分が宇宙を駆
け 抜 け て い る 感 覚 に。ドームいっぱ
い 360 度に広がる世界は、美しいだ
けでなく、迫力満点のジェットコース
ターに乗ったかのようで、体全体で宇
宙を感じられます。そんな世界に案内
をしてくれるのは、古谷一行さんらの
ナレーション、渋い声で一層神秘の世
界に引き込んでくれます。こんな宇宙 監修： 東京工業大学教授
の旅を味わえるのは、「瀬戸大橋記念 井田氏
館」にあるブリッジシアターの映像番組「GOODNIGHT
GOLDILOCKS」。
同シアターは瀬戸大橋開通後、
大橋の魅力を紹介する施設として
活用されてきましたが、昨年、大
橋開通 25 周年に合わせ、最新鋭
機器（高精細４K プロジェクター）
にリニューアル。195 人収容でき、
直径 17 ｍのプラネタリウムのよ
ブリッジシアター
うなドームで大迫力な映像、更に
クリアで高品質に生まれ変わった音響を無料でお楽しみい
ただけます。
ほかにも〝架け橋〟をコンセプトとした映像が２作品
新登場。
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■「天空の調べ」
夢の架け橋である瀬戸
大橋が運んだものは、人
や 物 だ け で な く、「 旅 立
ちの想い」や「故郷への 監修：東京大学名誉 制作：東京大学大学
想い」といった「人々の 教授 佐藤氏（香川 院教授 河口氏
心の絆」でした。そんな 県出身）
考えの下、瀬戸内の郷愁
をそそるアニメーションや、瀬戸大橋の工事の様子を描
いた美しいアニメーションで映像は始まります。そして
小型無人ヘリコプターを使った迫力満点の瀬戸大橋の空
撮映像へと続き、さらに臨場感あふれる CG 映像で宇宙
への旅が疑似体験できます。
■ Eggy LAND in SETO
未来の地球での人類の仲間「Eggy」という、かわいい案
内役が、瀬戸内海から宇宙彼方への旅をナビゲートします。
館内展示のリニューアルも行った、瀬戸大橋記念館。
そしてその周辺には、美しい瀬戸大橋と瀬戸内海、公園、
パブリックアート、著名な建築家の設計による建築物、
東山魁夷せとうち美術館や瀬戸大橋タワーなど、多数の
アート資源や文化資源が集まっています。この地域の愛
称が公募により「アートポート瀬戸大橋」に決まりました。
ドキドキ、ワクワクも、ゆったり、まったりもできる「アー
トポート瀬戸大橋」に遊びに来てください。
お問合せ

観光振興課
TEL 087-832-3359

瀬戸大橋記念公園

検索

徳島県

Tokushima
「進め ! すだちくん」ダンスが完成

徳島県のマスコット「すだちくん」
。平成５年の東
四国国体に登場して以来、20 年以上もの長きにわた
り、県民に愛されています。
「ゆるキャラグランプリ 2013」では約 30 万票を
獲得し、第 12 位と大健闘しました。
昨年には、
「すだちくん」を励まし、
勇気づける「テー
マソング」の歌詞を全国公募。作曲は、本県出身の
音楽家・住友紀人さんに依頼し、
「進め ! すだちくん」
とカップリング曲「すだちの想い出」が完成しました。
「進め ! すだちくん」は聴くと元気が出てくるような
アップテンポな曲、
「すだちの想い出」はほっとする

ようなバラード調の曲となっています。
また、今年１月には「進め ! すだちくん」のダンス
も完成しました。ダンスができるように改良したシェ
イプアップ「すだちくん」が切れのある動きで踊り
ます。明るくて軽快、覚えやすい振り付けで、幅広
い世代に踊っていただけるダンスとなっています。
今後は、動画配信や「観光キャンペーン」
・
「徳島ヴォ
ルティス」のイベント等で披露、
「すだちくん」が保
育所や幼稚園を訪問する「突撃ダンス教室」などを
予定しております。
「進め ! すだちくん」ダンスが「阿波おどり」のよ
うに多くの方に親しんでもらえるよう、更に積極的
なプロモーションを全国に展開していきます。皆さ
んも是非、踊ってみてくださいね。
お問合せ

もうかるブランド推進課
TEL 088-621-2431
◆すだちくんテーマソング HP
http://www.pref.tokushima.jp/docs/2013103000189/
◆「進め！すだちくん」ダンス動画 HP
http://www.pref.tokushima.jp/movie/ch/9/

都道府県だより
Ehime

2014 年 2 月

愛媛県

「別子銅山産業遺産」を活用した地域振興について
愛媛県の東部に位置する東
予地域（今治市、新居浜市、
西条市、四国中央市、上島町）
は四国最大の工業製品出荷額
を誇り、ものづくり産業の集
積地となっています。この発 「東洋のマチュピチュ」と呼ばれている
展の原動力となったのが、元 東平選鉱場・貯鉱庫・索道停車場跡
禄４年（1691 年）の開坑か
ら、昭和 48 年（1973 年）の閉山までの約 280 年間、
日本屈指の銅山として隆盛を極め、地域産業の発展
を支え続けた「別子銅山」です。
閉山後も東予一円に残る別子銅山ゆかりの遺構は、
その規模と歴史的価値において世界的であると言わ
れ、東予地域の貴重な地域資源となっています。愛
媛県では、この別子銅山産業遺産を生かした地域振
興のため、市町、企業、市民団体等と連携の下、パ
ネル展の開催や若き語り部として「産業遺産（別子
銅山）Jr マイスター」の養成など各種事業に取り組
んでいます。
本年度は、平成 25 年 11 月に、江戸時代に別子の
どう ふき しょ

銅が住友銅 吹 所 で精錬されるなどゆかりの深い大阪
において、企業と行政、地域とが一体となって「別
40

子銅山展」を始め、物産販
売や観光 PR 等を行う「愛
媛・東予魅力発信 in 大阪」
を NHK 大阪アトリウムで
開催しました。
別子銅山展（大阪パネル展）の開催状況
（新居浜南高校ユネスコ部によるパネル等
「別子銅山展」では、期
ガイド）
間 中、 約 3,400 名 の 多 く
の方々に御来場いただき、Jr マイスターである愛媛
県立新居浜南高校ユネスコ部の展示案内が大変好評
であったほか、
「愛媛・東予魅力発信 in 大阪」では、
管内市町の物産販売、観光 PR に併せて、本年３月
21 日から愛媛・広島両県の島しょ部で開催される瀬
戸内しま博覧会「瀬戸内しまのわ 2014」の PR も実
施するなど、地域一体となった東予の魅力発信に大
きな成果を上げることができました。
なお、大阪での別子銅山展を始め、各種事業の詳
細な内容は、別子銅山産業遺産 Facebook に掲載し
ておりますので、是非御覧ください。
お問合せ

愛媛県東予地方局地域政策課
TEL 0897-56-1300
Facebook ページ
http://www.facebook.com/toyo.sangyoisan

高知県

Kochi
「青少年の万引き及び深夜徘徊防止のための
一声運動」がスタート !

高知県では、少年非行の防止対策を抜本的に強化
するため、
昨年６月に「高知家の子ども見守りプラン」
を策定しました。少年非行の問題に携わる教育、警察、
福祉の関係者などが連携を強化し、一体となって取
組を進めています。
中でも、本県の入口型非行の約半数を占める万引
きや、不良行為による補導人数の約６割に上る深夜
徘徊の防止対策に重点的に取り組むこととしており、
コンビニエンスストアの店長やオーナーの皆様など
から少年非行の実態についての情報をいただき、実
効性のある対策を検討してきたところです。
その結果、コンビニエンスストアを訪れる子ども
たちに、店員の皆様から声かけをしていただく「青
少年の万引き及び深夜徘徊防止のための一声運動」
を県下で実施することとし、平成 25 年 12 月 24 日
（火）に県内のコンビニエンスストア５社（ローソン、
スリーエフ、ファミリーマート、サークルケイ、サ
ンクス）と協定を締結しました。

○一声運動の概要
５社の系列で県内
合計 223 店舗（平成
25 年 11 月 28 日 現
在）において、店員
の皆様に「一声運動
対応シート」を活用
していただき、青少年の万引きや深夜徘徊防止のため
の声かけ、夜中に幼い子どもが一人で来店したり、敷
地内でたむろするような状態が続く場合には、最寄り
の警察に連絡するなどの取組に御協力をいただいてい
ます。また、各店舗で子どもたちに声をかけやすくな
るよう「一声運動の実施啓発ポスター」を配布し、店
舗内に掲示していただくこととしています。
今後は、こうした官民連携の「一声運動」の取組
をコンビニエンスストア以外にも大きく広げていく
ことで、子どもたちを地域で見守り育て、非行に向
かわせない環境づくりにつなげてまいります。
お問合せ

高知県庁児童家庭課
TEL 088-823-9637
HP http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060401/

都道府県だより
Fukuoka

2014 年 2 月

福岡県

「黒田官兵衛ゆかりの地、福岡県。」
観光推進キャンペーン実施中 !
福岡県は、今年１月から放送されている大河ドラ
マ「軍師官兵衛」にちなみ、黒田官兵衛ゆかりの地
が数多くある福岡県への誘客を目的とした観光推進
キャンペーンを実施しています。
ウェブサイト「黒田官兵衛ゆかりの地、福岡県。
」
ふくおか官兵衛くん
福岡城跡（福岡市提供）
では、官兵衛と福岡県との関係や歴史、県内に数多
くある官兵衛ゆかりの地、
県内の官民で設立した「『軍
官兵衛が子・長政と共に創り上げた福岡。是非、
師官兵衛』福岡プロジェクト協議会」の公認キャラ
福岡に残る官兵衛の軌跡をたどり、壮大な歴史ロマ
クター「ふくおか官兵衛くん」の関連グッズなどを
ンを体感してください。
紹介しています。
また、官兵衛や黒田藩にまつわるクイズに答えて
応募すると抽選で福岡県の特産品が当たる「黒田官
お問合せ
兵衛からの挑戦状」クイズキャンペーンを３月 31 日
福岡県商工部国際経済観光課
（月曜日）まで行っています。官兵衛にまつわるクイ
TEL 092-643-3429
ズのほか、官兵衛・黒田藩の史料を展示している福
岡市博物館や飯塚市歴史資料館など実際に現地に行 「黒田官兵衛ゆかりの地、福岡県。」HP
http://fukuokakanbe.jp/
かないと分からない超難問クイズや３月 29 日（土
曜日）に JR 大阪駅「時空の広場」で行うイベントで
の出題もあります。詳細は「黒田官兵衛ゆかりの地、
福岡県。
」サイトを御覧ください。
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佐賀県

Saga

佐賀県をコスメティック産業の集積地に
「ジャパン・コスメティックセンター」設立
佐賀県と唐津市が中心となって進めているプロ
ジェクト「唐津コスメティック構想」
。これは、化粧
品の原料となり得る農林水産物や化粧品の産業基盤
を有する唐津市・玄海町を中心とした地域に、国際
的な化粧品産業の集積地をつくり、唐津・玄海地域
を成長著しいアジア市場への戦略拠点としようとい
うもの。
昨年４月には、唐津市とフランス・シャルトル市
に本部を構える世界最大級の化粧品産業の集積地「コ
スメティックバレー」が協力連携協定を結びました。
さらに昨年 11 月には、化粧品会社や大学、佐賀県や
唐津市・玄海町など産学官で、
「唐津コスメティック
構想」の中核的組織となる「ジャパン・コスメティッ
クセンター（JCC）
」を設立。JCC の設立総会で古川
知事は、
「フランスのブランド力、日本の技術力をもっ
てアジアの新興市場に打って出ようという構想は、
他に例を見ない。21 世紀の地方が国際的な環境の中
で発展していく成功例となるべく、行政面からサポー
トしていきたい」と述べました。
今後は、化粧品分野のビジネス環境を産学官で整

JCC 設立総会で握手を交わす設立委員

備し、フランスを始めとする海外の団体・企業との
ビジネス交流、アジア市場を中心とするグローバル
な市場展開、さらには天然由来の原料研究と高品質
の製品開発に取り組んでいきます。
お問合せ

佐賀県コスメティック戦略チーム
TEL 0952-25-7397

都道府県だより
Nagasaki

2014 年 2 月

長崎県

「しまとく通貨」でお得な島旅キャンペーン !
「ながさきのしま」で使える 20%のプレミアム付
き商品券として、好評発売中の「しまとく通貨」
。よ
り多くの方に「ながさきのしま」を楽しんでいただ
くため、平成 26 年１月６日から３月 31 日まで、対
象航路の往復乗船券を購入されたお客様１名につき、
先着 70,000 名様へしまとく通貨１枚（1,000 円分）
をさしあげるキャンペーンを実施しています。この
機会に、本県の魅力あふれるしまへ旅してみません
か?
《対象航路》
○ 博多港発着の九州郵船ジェットフォイル
野母商船フェリー

【ながさき六つの
しま市町】
対 馬 市、 壱 岐 市、
五島市、小値賀町、
新上五島町、佐世
保市宇久町

お問合せ

しまとく通貨コールセンター
TEL 0570-039-402
しまとく通貨の販売場所や 1,000 店を超える加盟店
の情報など、詳しくはこちら !
●しまとく通貨 HP
http://www.shimatoku.com/
●しまとく通貨 Facebook ページ
http://www.facebook.com/shimatoku.tsuka

○ 長崎港発着の九州商船ジェットフォイル
五島産業汽船高速船
○ 佐世保港発着の九州商船高速船
五島産業汽船高速船
※予定枚数に達すると、予告なく終了する場合が
ありますので、皆さんお急ぎください !
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大分県

Oita

ものづくりを発信 !“ファブラボ大分”オープン
県では、新しいものづくりが体験できる施設『ファ
ブラボ大分』を、大分市中心部にオープンしました。
ファブラボとは、3D プリンターやレーザーカッ
ターなどの多様なデジタル工作機器を備えたオープ
ンな工房のことです。近年、脚光を浴びているこう
した工作機器は、今後、ものづくり分野を始め、様々
なサービス分野にも新基軸をもたらすと言われてい
ます。そこで、本県では、来たるべき時代に備え、
人材育成の拠点とすべく、九州では初めてとなるファ
ブラボを開設しました。
『ファブラボ大分』で体験する機器によっては、作っ
たものを持ち帰ることもできます。小学生から大人
まで広く県民の皆さんが、
“自分が考えたものがその
まま形になる”三次元造形の面白さやデジタル工作
の楽しさ、その可能性をファブラボ大分で体感して
もらえればと期待しているところです。また、情報
通信技術を使って、世界各地のファブラボとアイデ
アを交換する交流も行っていきたいと考えています。
開館日は、当面、県民の皆さんが利用しやすいよう
に土日・祝日に設定しています。
今後の活動については、ファブラボ大分の WEB

サイトで紹介していきますので、こちらも是非御覧
ください。
お問合せ

大分県商工労働部情報政策課
TEL 097-506-2069
ファブラボ大分
TEL 097-599-3613
HP http://www.faboita.org/

都道府県だより
Kumamoto

2014 年 2 月

熊本県

「くまもと・ふろモーション課」を設立。
熊本の温泉の魅力を全国に発信 !
熊本県は源泉数全国第５位を誇る温泉王国であり、
熊本の温泉は健康と癒しをもたらすぜいたくな「お
ふろ」です。熊本県と（公社）熊本県観光連盟では、
この「おふろ」の魅力を全国に“ふろモーション（プ
ロモーション）
”する特命チーム「くまもと・ふろモー
ション課（通称：ふろモ課）
」を設立しました。
ふろモ課では、熊本の「おふろ」が持つ二つの効
果をアピールしていきます。一つ目は「のぼせモン
効果」です。熊本の「おふろ」は県内の至るところ
にあるため、手軽に入れて、はしご風呂もできます。
体が温まれば、気持ちも熱く、ポジティブになれます。
二つ目の効果は「美肌モン効果」です。熊本の「お
ふろ」は、そのほとんどが「美肌の湯」
、
「癒しの湯」、
「子宝の湯」に分類でき、女子向けの泉質がズラリと
そろっています。
ほかにも、ふろモーション課では、特設サイトに
よる情報発信を行っており、くまモンと一緒に露天
風呂に入れるコンテンツ「のぼせモン天国」が楽し
いと評判です。あわせて、熊本の「おふろ」情報を
まとめた「くまもとおふろ読本」も発行されています。
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「くまもと・ふろモーション課」を設立。熊本の温泉の魅力を全国に発信 !

また、博多駅から新玉名駅まで最速 31 分の九州
新幹線を利用して平日の仕事帰りに名湯“玉名温泉”
を楽しむ旅行プログラム「平日ふろぐらむ」も販売
中です。そして、阿蘇・杖立温泉では、美容・癒やし・
リラクゼーション効果を実感できる新しい旅のプロ
グラム「Neo 湯治」を開発中です。
お問合せ

くまもと・ふろモーション課（観光課）
TEL 096-333-2335
FAX 096-385-7077
ふろモーション課

検索

宮崎県

Miyazaki
スポーツランドみやざき推進協議会が
「東京五輪おもてなし部会」を発足 !

2020 年に開催される東京オリンピック・パラリン
ピックに向けて、日本代表、ジュニア強化などの合
宿や海外チームの直前合宿を宮崎県内に誘致しよう
と、スポーツランドみやざき推進協議会は「東京五
輪おもてなし部会」を発足しました。
本県では、2020 年に向けて食や自然、神話といっ
た宮崎の魅力発信、観光客の誘客と受入れ態勢の充
実、大会・合宿の誘致などに取り組む「
（仮称）みや
ざき東京五輪おもてなしプロジェクト」の策定を進
めており、同部会はこのプロジェクトに先駆けて設
置したもので、県や宮崎市、五輪種目の県内各競技
団体、観光関係団体などで構成しています。
これまで、県では温暖で快適な気候を生かして、
四季を通じて様々なスポーツを楽しめる「スポーツ
ランドみやざき」の推進に取り組み、スポーツ合宿
や大会の開催などを積極的に誘致してきました。
その結果、プロ野球や J リーグを始めとする様々な
スポーツ合宿などの実績は順調に推移しており、平
成 24 年度の参加団体数、参加者数、延べ参加者数は
過去最高の実績となりました。

発足式で河野知事は「日本代表や海外チームの事
前キャンプなどの誘致が実現すれば、宮崎を国内外
にアピールする絶好のチャンス。
（スポーツランドみ
やざきの）これまでの蓄積を最大限に生かしたい。」
と抱負を語りました。
部会では今後、各競技団体から強化合宿の実施予
定や合宿地選び、誘致への課題などの情報を収集し
ていく予定です。

第１回東京五輪おもてなし部会の様子

都道府県だより
Kagoshima

2014 年 2 月

鹿児島県

明治維新 150 周年カウントダウン

史作家の外川淳氏らに
よるパネルディスカッ
ションなどが行われま
した。
また、首都圏には「薩
摩ゆかりの地」が多く
薩摩ゆかりの地ツアーｉｎ東京
点在していることから、
首都圏の多くの方々に薩摩ゆかりの地を知ってもら
うため、
『薩摩ゆかりの地ツアー in 東京』を昨年 12
月に開催したところ好評につき３月にも数回実施す
ることとなりました。
今後平成 30 年まで、薩摩英国留学生派遣、薩長同
盟など、明治維新関連の事象があることから、鹿児
島県では、これらを基軸にしたイベントなどによる
情報発信を行うことにしています。さらには、明治
維新 150 周年を機に、アジアにおける日本、アジア
における明治維新と鹿児島を改めて問いなおしつつ、
鹿児島のステイタスを高めるための取組を進めてい
きます。

薩英戦争で海外の軍事・産業力との格差を痛感し
た薩摩藩は、西郷や大久保など独自の郷中教育で育
まれた優れた人材を多く輩出、明治維新に大きく貢
献しました。
その明治維新からあと４年で 150 年を迎えること
から、鹿児島県ではカウントダウンしながら各種事
業を展開していきます。
今年度は、明治維新 150 周年カウントダウン事業
のキックオフとなるキャンペーンとして、600 名を
超す参加者を集め１月 17 日に日経ホールにて「明治
維新 150 周年記念カウントダウンシンポジウム～薩
摩から新たな時代へ～」を開催しました。シンポジ
ウ ム で は、 鹿 児 島
県知事と神奈川県
知事によるトーク
セッションや NHK
アナウンサーの渡
邊あゆみ氏による
スペシャルトーク
のほか、島津家 33
代 島 津 忠 裕 氏 や 歴 明治維新 150 周年記念カウントダウンシンポジウム

お問合せ

鹿児島県観光課
TEL 099-286-3008
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Okinawa

！

沖縄県

！

ミナルビルを移転・拡張する必要がありました。

那覇空港新国際線旅客ターミナルビル供用開始

苦情情報センター

「地方分権苦情情報センター」
新国際線旅客ターミナルビルは、
①現国際線ビルの 3.7 倍の広さになります。
への情報提供を
②チェックインカウンター数が 10 カウンターから

平成 26 年２月
17 日に、那覇空
港新国際線旅客
ターミナルビル
が旧貨物ターミ
ナル地区に移転・
全 国 知
拡張します。
那覇空港国際
線の乗降客数は、
国の中国人に対
する数次ビザ制度の創設やオープンスカイ政策、県
のトップセールを始めとした誘客政策が功を奏し、
平成 24 年度は平成 21 年度に比べ２倍の約 60 万人
となっています。
現在の国際線旅客ターミナルビルは、昭和 61 年の
供用開始から 27 年が経過し老朽化しており、また、
保安検査の厳格化による検査機器の設置やバリアフ
リーへの対応などによる施設の狭隘化が課題となっ
ていました。
これらの課題を解消するとともに、今後も増加が
見込まれる航空需要に対応するため、国際線旅客ター

[ 施設機能の強化 ]

20 カウンターへ増設され、共用チェックインシ
ステムが導入されます。
事③搭乗待合室は現国際線ビルの４倍の広さになり
会
ます。
④雨天時でも濡れずに、また車椅子の方も楽に搭
乗可能となる旅客搭乗橋が４基新設されます。
⑤手荷物搬送用の到着ベルトコンベアが２基に増
設されます。
⑥ VIP ルームが２室に増設され、ミーティングルー
ム２室が新設されます。
⑦商業エリアに大型の免税売店が設置され、店舗
数は、３店舗から 10 店舗に増えます。

新国際線旅客ターミナルビルは、国際交流の拠点と
なる重要な公共施設として、沖縄県のリーディング
産業である観光関連産業などの振興発展に大きく寄
与することが期待されています。

都道府県だより

2014 年 2 月

「先進政策バンク」の一般公開について

全 国 知 事 会

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

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

：03-5212-9136

FAX

：03-5210-2020

メール

：kenkyushitsu@nga.gr.jp

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. 355

医師になり母にもなってふるさとへ
大山町国民健康保険名和診療所

紙本 美菜子（旧姓山口）（31 期生、鳥取県）

私は平成 20 年に大学を卒業後、鳥取県立中央

者住民の好みや目的によりその受診スタイルは

病院での２年間の初期研修を終え、平成 22 年か

様々です。外科的処置や専門科診察が望まれる場

ら日南町国民健康保険日南病院内科に３年間勤務

合は他の医療機関をおすすめすることもあり、よ

しました。日南病院３年目の最後の約半年は第一

く言えば患者ニーズに合わせた柔軟な対応ができ

子出産に伴い産育休をいただきました。H25 年

る、悪く言えばニーズやリスクを重視する余り消

４月より仕事復帰と同時に異動となり、縁あって

極的な診療姿勢となりがちな現場といえます。眼

自分の生まれ育った地元の診療所に勤務していま

科、皮膚科、耳鼻科、整形外科など、他の医療機

す。この春で医師７年目になります。幼少時から

関とのかけもち受診の方が多いため、内服薬や検

歴代の先輩先生方が勤務される名和診療所にお世

査の重複がないよう、よく話を聞くように心がけ

話になっていた私にとって、医師といえば診療所

ています。いわゆる離島やへき地医療とは少し

のお医者さんであり、医師を志す原点となった存

ニュアンスの違う地域医療です。

在です。十数年の時が経ち、いま自分が診療所の

女性医師として結婚・出産についてはずいぶん

お医者さんになっているなんて、非常に感慨深い

と悩んだ時期もありました。結果的に義務年限内

気持ちです。近所のおじいさんおばあさん、同級

に出産となり鳥取県卒業生としては初めての事例

生、その親御さんなど知り合いが多く、再会を嬉

となりました。産育休の間には御迷惑をおかけし

しく懐かしく思う反面、お互いにちょっとやりづ

たのにもかかわらず、県の担当者の方や周囲の先

らい、なんとも言えない緊張感で日々を過ごして

生方に過分なまでの御配慮をいただき本当に感謝

います。

しています。昨年秋に１歳となった娘は、生後５ヵ

大山町は鳥取県西部に位置し、人口約 17,000

月から近くの実家に預けています。週１回の研修

人、高齢化率 34%、北は日本海に面し南は中国

日や週末の勉強会などの際は米子市内の夫の実家

山地を代表する名峰大山まで広がる自然豊かな町

にお願いします。ターミナルの在宅患者さんを受

です。名和地区はその中心部に位置し、診療所は

け持った期間は、娘と実家に泊まり込み、夜中の

大山町保健福祉センターなわの施設内にあるた

緊急対応に当たったこともありました。食事や入

め、保健課・福祉介護課とスムーズに連携がとり

浴の世話にとどまらず、緊急呼び出し時の預かり

やすい環境です。内科・小児科を標榜しており、

なども嫌な顔一つせず協力してくれる家族のおか

小児から高齢者まで一日平均 30 － 40 件の外来

げで、私は働くことができています。勤務時間内

診療と月 20 件程度の訪問診療を行っています。

めいっぱい必死に仕事をしてもあっという間に時

健診、予防接種、学校医・保育園医などの業務も

間がすぎ夕方のお迎え、夜は寝付くまで昼間の分

あり、多忙な時期は一日 80 人以上の患者さんが

も娘にべったりです。仕事も勉強も家事もやや消

集中することもあります。保健課からの依頼でメ

化不良気味ですが、今はある程度は仕方ないと割

タボリックシンドロームや認知症などについての

り切って考えるようにしています。

だいせん

講演も担当しています。

診療所勤務も１年目が終わろうとしています。

当診療所の近くには内科・整形の有床病院、外

私をここまで育ててくれたこのふるさとにもう少

科医院、歯科医院など開業医もあり、車で 30 分

しの間恩返しをすべく、目の前の患者さんを大切

ほどの隣の米子市内には基幹病院があるため、患

に日々の診療を頑張りたいと思います。
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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
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

北海道立近代美術館 特別展 栗谷川健一展～北海道をデザインした男～

～ H26 年 3 月 23 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

－
H26 年 2 月 21 日～ 2 月 24 日

みやぎ観光 NAVI

－

食材王国みやぎ

－

雪マジ！ふくしま２０１３

－

3.11

ふくしま追悼復興記念行事

H26 年 3 月 11 日

声楽アンサンブルコンテスト全国大会チケット販売
新潟スノーファンクラブ

H26 年 2 月 11 日～
－

「新潟クリスマスローズ展」in 表参道

H26 年 2 月 15 日～ 2 月 16 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
三重県
福井県
滋賀県
京都府
大阪府
奈良県
和歌山県
兵庫県
鳥取県

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

宇奈月温泉冬物語・雪上花火大会

H26年２月１日～3月29日の毎週土曜日

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～

－

能登空港開港１０周年記念冬季キャンペーン「冬こそ能登へ」
羽田発→能登着便に搭乗された方の中から毎便２名様に「能登の
特産品（加能ガニ、能登牡蠣、能登棚田米）」を抽選でプレゼント！！

～ H26 年 3 月 6 日

「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

～ H26 年３月 16 日

岐阜県世界淡水魚園水族館 アクア・トトぎふ 「水族館で冬デート」

～ H26 年３月 20 日

「マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知 2014」の開催
愛知県陶磁美術館 企画展「モダニズムと民藝 北欧のやきもの：1950's-1970's」
ＥＳＤユネスコ世界会議を開催

三重県立美術館 常設展（美術館のコレクション）美術館のコレクション 2013 年度 第 4 期展示

県立美術館

心に残る

～ H26 年 3 月 23 日
～ H26 年 11 月

三重県の観光ガイド。イベントや観光施設など情報満載！

伝えたいふるさとの景観

H26 年 3 月 7 日～ 3 月 9 日

福井ふるさと百選

生誕１１０年記念棟方志功展

－
～ H26 年 2 月 16 日
－
H26 年 2 月 21 日～ 3 月 23 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

～ H26 年２月 28 日

府立弥生文化博物館冬季企画展「王の系譜 稲作の伝来から前方後円墳の成立」

～ H26 年 3 月 16 日

府立近つ飛鳥博物館冬季特別展「歴史発掘 おおさか 2013 大阪府発掘調査最新情報」

～ H26 年 4 月 6 日

ピピッとネット

－

奈良県冬の観光キャンペーン 奈良県観光振興課

0742-27-8482

H26 年 2 月 16 日

奈良県立ジュニアオーケストラ第 3 回定期演奏会

H26 年 3 月 2 日

奈良市内７ホテル共同企画「大和の昼膳」開催！

～ H26 年 3 月 31 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」

－

「とっとり好きー !!」大集合 2014 −鳥取県内 5 スキー場企画−
第 7 回姫路公園かまくら祭

－
H26年２月23日、
３月１日～３月２日

鳥取マラソン２０１４

H26 年３月 16 日
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都道府県名

岡山県

イベント・PR 名など

実施期間・実施日

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

－

島根県

イベントカレンダー

－

広島県

イベント・行事情報

－

山口県

Facebook ページ「ねんりんピックおいでませ！山口２０１５実行委員会」を開設！
世界スカウトジャンボリーも Facebook で情報発信中！

香川県

さぬき映画祭 2014
～今年も史上最強のラインナップ！！～

徳島県

徳島県観光情報サイト「阿波ナビ」

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

H27 年 10 月 17 日～ 10 月 20 日
H27 年 7 月 28 日～ 8 月 8 日
H26 年 2 月 14 日～ 2 月 23 日

－

「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

－
－

第 10 回有田雛（ひいな）のやきものまつり

～ H26 年 3 月 23 日

チームラボ展（県立美術館・九州陶磁文化館・名護屋城博物館・宇宙科学館の 4 館同時開催）県立美術館：0952-24-3947
九州陶磁文化館：0955-43-3681 名護屋城博物館：0955-82-4905 宇宙科学館：0954-20-1666

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 2 月 28 日～ 3 月 22 日
－
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

－

FabLab Oita ファブラボ大分

－

熊本まるわかり！トピックス

くまモン eye's

－

スマイルデザインコンテスト開催中！あなたのアイデアを募集しています！！

～ H26 年２月 14 日

くまもと＆くまモンフェスタ in 大名～福岡のみんなとくまもとサプライズ～熊本県庁くまもとブランド推進課 096-333-2133

H26 年２月 22 日～２月 23 日

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
知・旅・住

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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－
－
－
－

統計におけるオープンデータの高度化
－統計 GIS 機能の強化－
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。１月号の API 機能に続き、今月号では統計 GIS 機能に
ついて紹介します。
※GIS(Geographic Information System)：デジタル化された地図データと、統計データや位置、
空間に関する情報などを統合的に扱う情報システム



政府統計のポータルサイト「e-Stat」で提供している統計 GIS 機能に加えて、
ユーザーが保有するデータを取り込んで分析する機能や任意に指定したエリア
における統計情報を表示する機能を平成 25 年 10 月 18 日から（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。



これらの機能を備えた新たな統計 GIS 機能を活用することにより、これま
で以上に詳細な防災計画や観光計画等の公的利用における促進や、商圏の設
定や地域販売戦略のマーケティング等の民間利用における促進等につながる
ものと考えております。



利用可能な統計データは、国勢調査小地域集計（平成 12 年、17 年、22 年）
、
国勢調査に関する地域メッシュ統計【1km、500m】
（平成 12 年、17 年、22 年）
、
事業所・企業統計調査小地域集計（平成 13 年）
、事業所・企業統計調査に関
する地域メッシュ統計【1km、500m】
（平成 13 年、18 年）
、経済センサス－基
礎調査地域メッシュ統計【1Km、500m】（平成 21 年）です。
ユーザー保有
のデータ

任意に指定したエリアにおいて、ユーザが保有
する各種データを取り込んだり、統計データを
利用したりすることが可能

選択したエリアについて年齢構成等の
基本的な分析結果をレポートとして作成

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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貸し会議室の御案内
都道府県会館は、小規模の会合から研究会、講演会、総会、レセプションなどに至るまで、
大、中、小合わせて 11 室の会議室を用意しています。
財団法人

室名

階

面積
（m2）

税込使用料金（単位：円）

定員（人）

１日
スクール

口型

都道府県会館

マイクの使用

半日
午前

午後

9:00 ～ 17:00 9:00 ～ 12:00 13:00 ～ 17:00

１０１大会議室

１

252

168

60
有線 5、
（随行 90） ワイヤレス 6

262,500

157,500

４０１号室

４

146

81

48
有線 5、
（随行 18） ワイヤレス 2

115,500

69,300

４０２号室

４

236

144

60
有線 5、
（随行 60） ワイヤレス 2

189,000

113,400

４０３号室

４

59

24

24

不可

44,100

26,250

４０４号室

４

43

24

24

不可

34,650

21,000

４０５号室

４

43

24

24

不可

34,650

21,000

不可

52,500

31,500

４０６号室

４

60

－

18
（テーブル固定）

４０７号室

４

83

28

28

有線 4、
ワイヤレス 2

73,500

44,100

４０８号室

４

80

36

36

有線 4、
ワイヤレス 2

63,000

37,800

４０９号室

４

59

24

24

不可

44,100

26,250

４１０号室

４

116

36

36

有線 4、
ワイヤレス 2

105,000

63,000

（１）準備等の作業も、上記時間帯に含みます。
（２）使用時間の延長は、当会館が認めた場合で、1 時間未満に限ります。
その際の延長料金は、別に定めます。
（３）附属器具の使用には別途使用料金がかかります。

お問合せ

財団法人
都道府県会館管理部
TEL：03-5212-9162
FAX：03-5212-9163

http://www.tkai.jp/info/index.html

交通機関と所要時間
●地下鉄有楽町線・半蔵門線
●地下鉄南北線
●地下鉄丸の内線・銀座線

「永田町駅」５番出口から地下鉄連絡通路を経て徒歩 1 分
「永田町駅」９番Ｂ出口から地下鉄連絡通路を経て徒歩 1 分
「赤坂見附駅」から徒歩５分
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表

説
解
紙

500 万本の水仙～灘黒岩水仙郷～
兵庫県

兵庫県南部に位置する淡路島。四季を通じて

鶴羽山から海へと続く45度の急斜面７haにわ

様々な花が咲き誇ります。中でも真冬のスイセ

たって、約500万本ものスイセンが自生し、地

ンの群落美は壮観で、日本水仙三大自生地の一

元有志の手で大切に守られています。花は一重

つとして知られています。

咲きの野生のニホンスイセンが中心で、僅かに

南あわじ市にある灘黒岩水仙郷では、約180

八重咲きの花も混じり、１月を中心に12月下旬

年前、付近の漁民が海岸に漂着した球根を山に

から翌年の２月下旬まで付近一帯、甘い香りに

植えたのをきっかけに、次第に繁殖していった

包まれます。高台にある展望台からは、スイセ

とされています。現在では、淡路島最高峰の諭

ン越しに沼島や紀伊水道が一望できます。

庫と洗濯機が届きました。前のものは両方とも10年近く
使っていたので愛着がわいておりましたが、新しく来
▼寒い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょう

たものにもとても満足しています。特に冷蔵庫は、容

か。暦の上では、立春を過ぎ、寒さのピークを超え、

量がとても大きくなり収納スペースが増えて、今まで

少しずつ春の気配を感じ始める頃のようです。梅の花

以上にスーパーでの買い物が楽しみです。

が咲いているのを見かけたりしますが、体感的にはま

▼さて、今月号では引き続き、
「第６回先進政策創造会

だ少し先のことのように思います。

議」において、環境分野、健康福祉分野、農林水産分野

▼そのような中、世間ではノロウイルスやインフルエン

の「優秀政策」を受賞した政策についての紹介記事を掲

ザが流行っているようです。手洗い・うがいを行いしっ

載しています。

かり予防しましょう。私は、手洗い・うがいのほかに

▼また、来月号では「ファシリティマネジメントについ

風邪に良いとされる梅干しを食べて予防しています。

て」と題した特集記事を掲載する予定です。

▼先月号でも少し触れましたが、我が家に新しい冷蔵

是非御覧下さい。

都道府県展望 平成 26 年２月号

発行所
発行人
住 所
制 作

通巻 665 号

全国知事会
橋本光男
〒102-0093 東京都千代田区平河町 2-6-3
株式会社サンワ
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TEL.03-5212-9134

（直）

