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I B A R A K I

茨城県
ふるさとを知って、茨城を発信しよう!

～県内全ての中学２年生が取り組む「いばらきっ子郷土検定」がスタート!!～
○はじめに

2013 年は風土記編さんの詔が出されてから

1300 年目に当たります。現在伝わっている五つ

の風土記のうちの一つが「常陸国風土記」であり、
いにしえの本県の様子をうかがい知ることがで
きます。

そのような記念の年に、楽しみながら茨城県

や自分の住む市町村を知り、関心を深めること

で、郷土への愛着心や誇りを育むことを目的に、

２月１日 県大会の様子

県内全ての中学２年生を対象とした「いばらきっ
子郷土検定事業」がスタートしました。

○郷土検定ウェブサイトの開設

本検定に取り組んだ生徒が級のランクアップ

○市町村大会

まず、
「いばらき教育月間」である 11 月に市

を目指すことはもちろん、県内外の方々が気軽

市町村大会は各中学校で実施し、個人部門と

設しました。

町村大会を実施しました。

に郷土検定に取り組めるようウェブサイトを開

して、26,406 人の中学２年生が取り組みました。

ウェブサイトでは、問題を解答するだけでは

25 問が全県共通の問題、25 問が各市町村にち

なく、正答の解説集を掲載することで、小中学

には、正答数に応じて認定証を授与しました（１

を知っていただける機会となるようにしていま

なんだ問題で、計 50 問で実施し、参加した生徒

生の調べ学習での活用や、県内外の方々に本県

級：45 問以上、２級 :40 問以上、３級：35 問

す。

以上の正答）
。県問題は、県庁内各部局の協力で

いばらきっ子郷土検定ウェブサイト

作成し、市町村問題は各市町村に依頼し作成し
ました。
（県問題及び 44 市町村問題は茨城県教

検索

育委員会ホームページで公開中）

○むすびに

○県大会

実現させるためには、本県や日本の将来を担う

会で優秀な成績を収めた各市町村の代表校 44 校

や、最先端の科学技術の担い手や国際社会で活

本県が目指す「人が輝くいばらきづくり」を

続いて行われた２月の県大会では、市町村大

子どもたちを心身共に健やかに育てていくこと

と、国立・県立・私立の代表校１校の計 45 校が、

躍できる人材の育成が、ますます重要となって

各校５名によるチーム対抗戦に臨みました。

います。

１回戦は記述式、準決勝と決勝は早押し方式

本事業を通して身に付けた知識や誇りをもっ

で行われました。各学校は部活動などのユニ

て、国内はもちろん、国際社会で本県出身の子

市町村のゆるキャラを登場させたりと、学校対

できる人材となることを願っています。

フォームで揃えたり、のぼりや横断幕、中には

どもたちが、ふるさと「茨城」を発信し、活躍

抗ではありながら、市町村の特色も発揮し、観

客を楽しませていました。それぞれの学校が事

█お問合せ
茨城県教育庁生涯学習課 学習支援担当
T E L 029-301-5322
FAX 029-301-5339

前学習を十分に行ってきたこともあって、延長
戦が続く白熱した大会となり、大いに盛り上が
りました。
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「科学技術創造立県」
を目指して
茨城県知事
茨城県では、これからの日本の発展の一翼を担え

我が国の成長・発展に貢献するため、７つのプロジェ

る県になれるよう、
「科学技術創造立県」を目指し

クトを推進しております。

ています。

このうちの１つが、がん治療のためのホウ素中性

資源の乏しい我が国が、将来にわたって豊かな国

子捕捉療法（BNCT）の開発実用化です。

民生活を維持していくためには、食糧やエネルギー

この治療法は、ホウ素薬剤を投与したがん患者に

などを確保できるよう外貨を獲得していける仕組み

中性子線を照射し、がん細胞を破壊しようとするも

づくりが必要です。そして、そのためには、高度な

のです。患者の身体的負担が非常に少なく、これま

「ものづくり」と最先端の科学技術により、国際競

で治療の難しかった多発がんや再発がんなどにも有

争力をもつ産業を育成していくことが不可欠であり

効であり、次世代のがん治療法として世界が注目し

ます。

ております。

国においても、国家戦略特区などの構想を進めて

県が東海村に整備した「いばらき中性子医療研究

いるところでありますが、本県では、科学技術振興

センター」を使い、現在、筑波大学や高エネルギー

監というポストを設け、早くからつくば市や東海村

加速器研究機構などが、中性子発生源としての小型

を中心に様々な事業に取り組んできています。

加速器などの開発を進めております。今後、動物実

筑波研究学園都市には、国の研究機関の１／３が

験や臨床試験に取り組み、平成 27 年度には先進医

立地しているほか、民間の数多くの研究所が立地し、

療として承認を受け、一般病院でも治療できるよう

約２万人の研究者（うち博士号保持者 8,000 人）が

にすることを目指しております。

最先端の研究に従事しております。

ちなみに、実用化できれば、その国内市場規模は

このような科学技術の集積を生かし、つくば市や

3,000 億円と言われております。

筑波大学などと連携し、平成 23 年 12 月に「つく

２つ目は、生活支援ロボットの実用化です。

ば国際戦略総合特区」の指定を受け、
ライフイノベー

生活支援ロボットは、体に装着したり搭乗したり

ションとグリーンイノベーションの分野において、

することにより、歩行や重作業など人の動きを支援
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ていただいているところです。

するもので、高齢化が進む中、そのニーズが高まっ

これらの施策と併せて、本県では、小学校５、６

てきており、将来の国内市場規模は１兆円以上と見

年生への理科教科担任制の実施や、高校生に大学や

込まれています。

研究機関の最先端の科学技術を体験させる機会を設

しかし、安全性の基準がないことが普及のネック

けるなど、理科教育の充実に努めております。

になっていたことから、つくばにおいて確立した安
全性基準を国際的な基準となるよう取り組みを進

昨年８月には、
「イノベーションフォーラム in つ

め、先月、国際標準規格として発行されたところで

くば」を開催したところ、全国から約 1,200 人の高

あります。今後は、このつくば発の基準に基づき安

校生が集まってくれました。高校生達は、ノーベル

全性が確認されたロボットを、つくばから国内外の

賞受賞者や最先端の研究者の話を聞いたり、研究機

市場へ次々と送り出し、我が国のロボット産業の国

関を訪問したりして、科学のすばらしさを体験し、

際競争力の強化に貢献してまいります。

大きな刺激を受けて帰りました。

特に、筑波大学の山海教授が開発されたロボット

さらに、国際科学オリンピックの国内大会を、物

スーツ HAL については、医療機器としての活用も

理と生物学は１年おきに、地学は毎年つくばで開催

期待されており、既に、欧州において医療機器の認

してきておりますが、各都道府県代表の高校生が理

証を取得しております。このため、医療機器として

科や数学などの知識を競う「科学の甲子園全国大会」

の実用化についても新たなプロジェクトとして追加

についても、平成 26 年度から３年間、つくばで開

し、将来的には、つくばにロボット医療機器の世界

催してまいります。
このほか、つくばにある 50 の研究機関を訪問し、

的研究開発拠点を形成することを目指しております。

その研究成果をじかに見学・体験できる ｢つくばサ

このほかにも、

イエンスツアー」を実施しております。年間約 90

・ 藻類を活用し石油代替燃料を作り出すバイオマス

万人が訪れており、ワシントンにあるスミソニアン

エネルギーの実用化

博物館とは規模は異なりますが、同じようにいろい

・ ナノテクを活用した、省エネ型の電力変換装置な

ろな施設を周り、Ｈ－Ⅱロケットの実物をはじめ

どの開発

様々な展示を見ることができます。

といったプロジェクトが進められております。
一方、東海村には、世界最高性能の研究施設Ｊ－

本県としては、今後とも、新事業、新産業の創出

PARC（大強度陽子加速器施設）が立地しておりま

といった実用研究の促進や将来の科学技術を担う人

す。

材の育成など、科学技術創造立国日本の一翼を担っ
ていけるよう、県を挙げて取り組んでまいります。

県では、実用化につながる研究を促進するため、
物質・生命科学実験施設の中に県独自に２本のビー

国内外の要人も度々つくば市や東海村を訪れてく

ムラインを設置し、リチウムイオン電池の材料開発

れております。つくばエクスプレスに乗れば、秋葉

や新薬の創成につながるタンパク質の構造解析な

原から４５分で来れますので、各都道府県の皆さん

ど、製品化を視野に入れた様々な研究開発に利用し

も、是非視察に来られることをお待ちしております。
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大阪府知事

■「光の首都・大阪」をめざして

松井

一郎

大坂の陣 400 年などさまざまな節目の年である
2015 年を大阪では都市魅力のシンボルイヤーと位
置づけ、それに向けて、大阪の都市魅力の創造と発

12 月１日

信に取り組んでいます。また、2020 年には東京で
のオリンピック開催が決まりました。大変嬉しいこ

大阪の冬の風物詩として定着しつつあるイルミ

とです。これは東京だけではなく、日本全体にとっ

ネーション。歴史あふれる水辺の空間・中之島と大

てのビッグチャンス。最大限に活かさなくてはいけ

阪のメインストリート・御堂筋を核に、大阪市中心

ません。日本に来られる多くの海外のお客様が、大

部の８つのエリアの光のプログラムと連携した「大

阪にも足を運び、歴史や文化、おもてなしを堪能し

阪・光の饗宴 2013」がスタートしました。

てくださるよう、今後もオール大阪で取り組んでい

私は、大阪・光の饗宴実行委員長として、大阪市

きます。

役所前での開宴式に参加しました。関係各団体の皆
さんとともに、市役所の壁面を彩る「大阪文化・光
絵巻」とみおつくしプロムナードの「中之島イルミ
ネーションストリート」の点灯ボタンを押し、イル
ミネーションに光が灯った瞬間、多くの方々のご協
力のおかげで無事スタートすることができ、感謝の
気持ちでいっぱいになりました。寒空の下、一斉に
灯った光は、開宴式に集まってくださった方の心を
温めてくれたと思います。
また、大阪・光の饗宴 2013 の期間中、お食事や
お買い物の際に、クーポンを提示すると割引やプレ
ゼントなどの特典が受けられる「まちあるきプログ
ラム」も実施します。私は、大阪に来ていただいた
からには、大阪の食や人の魅力、おもてなしの心も
余すところなく味わっていただきたいと考えていま
す。多くの百貨店や商業施設など、民間の皆さんと
協力しあい、人々をもてなすこのような取り組みは
非常に意義のあるものだと感じています。
このように、行政と民間が一体となって取り組む
ことにより、大阪・光の饗宴を世界的な光の祭典で
あるフランス・リヨン市の「リュミエール祭」をめ
ざし、国内外から 1000 万人の来場者が訪れる大阪
の冬の風物詩にしていきたいと思っています。
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南海トラフ巨大地震に備え着実な対策を

行い、患者をヘリコプターで搬送する様子などを視

1 月 17 日

災害時には、近隣府県との連携が非常に重要である

察し、緊迫した空気に身が引き締まりました。また、
ことを再認識しました。

19 年前の 1 月 17 日は、
阪神・淡路大震災が発生し、

こうした中、南海トラフ巨大地震に対する脅威が

兵庫県を中心に近畿地方に甚大な被害が発生した日

取り上げられています。

です。その時私は、大阪府八尾市の自宅にいました

南海トラフ巨大地震は、千年に一度あるいはそれ

が、発災翌日に被災地の知人のもとに行きました。

よりもっと発生頻度が低いものの、仮に発生すれば、

当時は私人だったので、多くの人を助けられなかっ

大阪においても、これまで想定しなかった甚大な被

た悔しさや、目の当たりにした悲惨な光景ははっき

害をもたらすとともに、経済中枢機能が集積してい

りと覚えています。

る大都市・大阪に対する打撃は、大阪だけの問題に
とどまらず、日本全国、ひいては我が国の競争力を

大阪府では、この日に合わせ、毎年防災訓練を行っ

低下させ、国家としても大きな損失となります。

ています。今年は、市町村や警察、消防、自衛隊な

現在、南海トラフ巨大地震を踏まえ、大阪府地域

ど関係機関の皆さん約 4000 名が参加し、南海トラ

防災計画の修正案を作成しており、本年度中を目途

フ巨大地震が発生したという想定で訓練を行いまし

に計画を見直すとともに、各防災機関において必要

た。私は大阪府警のヘリコプターで緊急登庁し、災

な対策を講じていきます。

害対策本部会議において指揮を執りました。府庁の

また、防災機関だけの取り組みには限界があるこ

職員は、公共交通機関が途絶しているという設定で、

とから、皆さん一人ひとりが、自ら災害に対する備

各自徒歩などで指定された場所に集合するなどの訓

えに努めていただくことが非常に重要です。

練をしました。災害時には、府庁も被災する可能性

家族や地域においても、防災についてよく話し合

があります。その際に、最優先業務を継続するため

い、災害に対する備えに一層取り組んでいただきた

の計画の作成が必要です。今回の訓練は暫定 BCP（業

いと思います。

務継続計画）の検証を兼ねており、新たに見えてき
た課題を踏まえ、計画の見直しにつなげます。
午後からは、八尾市にある広域医療搬送拠点に移
動し、傷病者搬送訓練を視察しました。ここは、災
害時に、救命率の向上をはかるため、被災地の医療
機関から、被災地外へ患者を航空機で搬送するため
に設置する臨時の医療施設です。今回の訓練では、
大阪府だけでなく、滋賀県・京都府の病院からも
DMAT（災害派遣医療チーム）の皆さんが訓練に参
加してくださいました。DMAT の皆さんが処置を
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特集

ファシリティマネジメントについて

公共にこそ必要なファシリティマネジメント
公益社団法人

日本ファシリティマネジメント協会（JFMA）
会長 坂本春生
者サイドが熱心に FM を発展させてきました。JFMA
では、
FM が必要とされる需要者サイドにも FM を知っ
ていただき、FM を世の中の常識語にしたいと様々な
普及啓発活動に取り組んできています。公共の皆様は
まさに需要者サイドです。一部の地方自治体は先駆的
に FM に取り組んできましたが、東日本大震災やイン
フラの老朽化の問題が顕著になって以来、首長などの
理解も得て、急速に導入されてきています。私は、需
要者サイドの FM をインサイド FM、供給者サイドの
FM をビジネス FM と呼んでいますが、これらは補完
関係にあり、双方の FM がうまく機能することにより、
それぞれの FM が効果的に展開できると考えています。

はじめに
東日本大震災から３年が経ち、公共施設・民間施設
とも、施設データの把握の重要性や事業継続性（BC：
ビジネスコンティニィティ）の重要性が認識されてい
ます。また、施設だけでなく橋梁・高速道路等の各種
公共インフラの老朽化が静かに進行しています。その
一例として笹子トンネルの事故など、耐用年数や診断
方法、計画修繕の在り方についても議論されています。
今、まさにファシリティマネジメント（FM）の重要
性が再認識されています。
FM が日本に紹介されて、30 年近くたち、その間、
時代と共に FM の考え方も範囲も変化し、注目される
内容も変化してきています。その呼称も、
ファシリティ
マネジメントのほか、アセットマネジメント、インフ
ラマネジメント、ストックマネジメント、プロパティ
マネジメントなど、それぞれの視点や立ち位置、目的
とする範囲の違いにより各種の呼称があります。それ
らの呼称と範囲を明確化にすることも大切ですが、そ
の本質として、公共施設・民間施設にかかわらず、自
ら保有あるいは使用する施設・資産を、経営の視点か
ら適切にマネジメントしていかなければいけません。
ここで改めて公共の FM の考え方、その必要性につい
て述べさせていただきます。

FM は「第４の経営基盤」
一般にファシリティとは、土地・建物・設備・イン
フラ・家具・アート・サインから、それらを含む環境
をいいます。近年では、
リスク環境からホスピタリティ
などのサービス・ソフト面も対象にします。公共サイ
ドでは、各種インフラも含みます。
これらのファシリティをいかにマネジメントするか
が、
ファシリティマネジメント
（FM）
です。定義的には、
ＦＭの教科書「総解説ファシリティマネジメント」で
は、
「企業、団体等が組織活動のために施設とその環
境を総合的に企画、管理、活用する経営活動」として
いますが、JFMA の定款では、更に詳しく「企業、団
体などが保有又は使用する全施設資産及びそれらの利
用環境を経営戦略的視点から、総合的かつ統括的に企
画・管理・活用する経営活動」としています。
一般に、企業・団体において「人材・資金・情報・
モノ（ファシリティ）
」の四つが経営資源といわれて
います。私は、この四つをテーブルの脚と考えていま
す。我が国の経営の実情は、この４本脚のうち、ファ
シリティの脚が折れかけています。このままでは、
せっ
かくの経営成果（テーブルの上の青果）がこぼれ落ち
てしまいます。日本の多くの経営者は、人事や財務や
情報システムは経営基盤として一生懸命考えますが、
ファシリティについては、人事や財務や情報システム
と同じように経営基盤と考えて、マネジメントしてい
るとはいえません。主要な建物について新築する時は
一生懸命考えますが、できてしまってからはそれらを
いかに有効活用するかは人任せです。これらの考え方

FM の発展
1980 年代アメリカで生まれたファシリティマネジ
メント（以下 FM）の考え方は、自社の施設・資産の
マネジメントの必要性やオフィス革新としてワークプ
レイス戦略への展開、さらにコンピュータ等の情報技
術の発展による施設管理の近代化などを経て、ファシ
リティを総合的にマネジメントする経営活動へと進化
してきています。
このような中で 1980 年にアメリカでは、国際ファ
シ リ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト 協 会（IFMA:International
Facility Management Association）が発足し、日本
では 1987 年に任意団体として日本ファシリティマネ
ジメント協会（JFMA）が発足しました。
日本では、FM を実践する需要者（インハウス）サ
イドと FM サービスを提供する供給者（サプライヤー）
サイドでスタートしましたが、どちらかというと供給
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を理解していただきたくて、
「卓上のリンゴ」と称して、
四つの経営資源をテーブルの脚にたとえたイラストを
描きました。
（図１）

特集

る質の変化（環境対策・危機管理・組織統合・ワーク
プレイス・ユニバーサルデザイン等）への対応不足、
⑦バブル期建築物の大量の老朽化と多大なメンテナン
スコストの負担などが挙げられます。このような問題
に対して、FM を導入することで関連部門に横串を指
し、財務、品質、需給、ライフサイクルの四つの面か
ら統括的にマネジメントすることにより、ファシリ
ティの最適化が図れるのです。

公共 FM とライフサイクルコスト

図1

今までどちらかというと、CRE やワークプレイス
など民間企業レベルでの FM が多く取り上げてきまし
たが、公共にとっても FM が必要なことはいうまでも
ありません。公共レベルを見れば、庁舎や学校、病院
等の公共施設から道路、橋梁、上下水道等の公共イン
フラをどのように企画し、マネジメントするかという
ことです。
地方公共団体が FM を実践する必要性を「重荷と風
船」というイラストで表現してみました。
（図２）

ＦＭ早わかり図

四つ目のファシリティマネジメントが経営基盤の一
つであるという認識が薄いので、私はファシリティマ
ネジメントを「第４の経営基盤」と呼んで FM の必要
性を PR しています。
FM は範囲が広いため難しく考えがちですが、基本
はシンプルで、ファシリティを四つの経営資源の一つ
としてマネジメントしようということです。逆説的に
言うと、FM を経営基盤として戦略的に実践しないと
日本の未来は暗いということです。公共にとっても民
間にとっても、戦略的に FM を進めることは、経営革
新に残されている最強の切り札であると考えていいま
す。

なぜテーブルの脚が折れているか

図2

「ファシリティマネジメント」というと従来の「施
設管理」と勘違いする方もいます。管理とマネジメン
トの違いも理解していただきたいと思います。管理と
は今あるものを無駄なコストを使わず維持することを
イメージします。しかしマネジメントは経営と理解す
べきで、イノベーションです。ある目的に向かって新
しい試みをし、
絶えず改善を行っていくことです。ファ
シリティを、組織や人々（住民や職員）や社会のため
にいかにイノベーションしていくかが FM です。
従来の「施設管理」では、ファシリティの多様性や
技術の進歩、社会・時代の流れに対応できないのです。
そこで FM の発想が必要になるのですが、なぜテーブ
ルの脚が折れているのか考えてみましょう。その理由
は大きく七つあります。①ファシリティに対する経営
トップ層の無関心とリーダーシップの不足です。そし
て、②ファシリティの縦割管理による全体最適の欠如、
③ファシリティコスト・収益性への無関心、④ファシ
リティのライフサイクルに関する意識の低さ、⑤少子・
高齢社会による需給のアンバランス、⑥時代が要求す

重荷と風船

「旧態の施設管理はムリ・ムダ・ムラ発見の埋蔵庫」
であり、「戦略的 FM は、地方自治体の強力な味方」
になるということです。地方自治体の土地建物比率は
民間の２倍以上で民間以上に FM に関しては注力しな
ければなりません。
特に大切なことは、建設時にかかるにかかる建設コ
ストだけでなくその後かかる費用も含めた「ライフサ
イクルコスト：以下 LCC」で考えるということです。
建設コストは、建物生涯にかかるコストの 1/4 程度（事
務所建築で耐用年数 40 年の場合）といわれています。
私たちは、今まで建設コストにのみ注目し、建物生涯
にかかるに LCC に注目してきませんでした。LCC と
は、建物の企画、設計、建設、完成後の運営維持、そ
して解体廃棄処分に至る「生涯費用」のことをいいま
す。建物の生涯を通して見ると、建設費だけでなく、
完成後の運用に多くの費用がかかり、更に解体廃棄処
分にもお金がかかることが分かります。しかし、多く
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は、建設費という初期コスト（イニシャルコスト）に
目を奪われています。建設後にかかる修繕費、運用費
などのランニングコストのことはあまり考えず、イニ
シャルコストを安くすることばかり考えています。し
かし、そこには大きな落とし穴があります。
これらのランニングコストは、一般のオフィスビ
ルでは、40 年で建設費等の初期コストの４倍程度、
100 年では約７倍かかるといわれています。例えば、
1,000 億円の超高層ビルは、100 年使用したとすると、
1,000 億円×７倍＝ 7,000 億円かかります。つまり
100 年で平準化すると、7,000 億円／ 100 年＝ 70 億
円／年になります。年間 70 億円のコストがかかるこ
とを考えて建築をしているでしょうか。もし、この超
高層ビルが公共の市庁舎などであれば税金で賄わなく
てはいけません。建築、公共インフラにかかわらず、
あらゆるファシリティには、ランニングコストがかか
るのです。今までは、これらの概念が十分ではなかっ
たので、今後、現状の税金・財政でこれらを賄うのは
困難になるかもしれません。公共インフラ等の老朽化
による事故が多発してきているのも、新しくつくるこ
とだけに夢中になってきた結果でもあり、後世へ負の
遺産を残していることにもなるのです。LCC は、安心・
安全と共に国民にとって喫緊の課題なのです。
LCC を削減するには、建物が完成してからではな
く、企画・計画段階、少なくとも設計段階までに考え
ることが大切です。ある試算では、LCC は、設計段
階までで 80%以上が決まってしまうともいわれてい
ます。実際、企画段階では、簡単な検討で済む話も、
施工段階では変更は困難で、微細な調整しかできませ
ん。まして運用段階になっては、そのものを運用しな
がら、与えられた範囲で節約やコストダウンしかでき
ません。LCC は、企画・設計段階でどこまでを考え
られるかがポイントなのです。

フサイクルの視点からも目標設定し PDCA を回しな
がら、総合評価することです。
FM 導入のおすすめ「重荷と風船」( 図２) のように、
重荷を背負った地方公共団体が、FM という橋をわた
ることにより、草原の中を風船を持って軽快に歩ける
ようになっていただきたいと考えています。

FM の ISO 動向
各種のマネジメントシステムと同様に、FM もグ
ローバルな視点で捉える必要があります。ISO（国際
標準化）で既に開発されているマネジメントシステム
ISO9000（品質管理及び品質保証）
、ISO14001( 環境
管理）
、ISO31000( リスクマネジメント）等のマネジ
メントシステムと同様に、FM 関連の ISO 化も進んで
います。アセットマネジメントの ISO（5500 Ｘシリー
ズ）が今年 2014 年１月に発行され、ファシリティマ
ネジメントの ISO 化が 2016 年の予定で進んでいます。
ISO は法律ではありませんが、認証制度やガイドライ
ンとなり、ビジネス上その影響は大きく、グローバル
化した現在、海外に進出うんぬんにかかわらず、国内
の事業にも少なからず影響を与えます。ファシリティ
マネジメントの ISO に関しては、弊協会 JFMA が国
内審議団体として機能し、昨年の９月には東京で国際
会議も行われ、着々と実現に向けて進んでいます。

FM の国内政府等の動き
2013 年には、政府の FM 関連の動きが大変活発で
した。2013 年６月 14 日に、政府は、経済財政運営と
変革の基本方針「骨太方針」と民間投資を喚起する「成
長戦略」を閣議決定しました。
「経済財政運営と変革
の基本方針（骨太方針）
」の中では、以下のような内
容の記述があります。その一部を紹介しましょう。

地方自治体のＦＭの進め方

「第 3 章 経済再生と財政健全化の両立」
3. 主な歳出分野における重点的・効率化の考え方
（2）21 世紀型の社会資本整備に向けて
社会資本整備に当たっては、財政制約、人口構造等
の変化、巨大災害・社会資本の老朽化への対応等の課
題に直面しており、これまでとは違う新しい発想と仕
組みで取り組む必要がある。こうした観点から、新た
な社会資本整備の基本方針を策定する。その際、以下
の基本的考え方と重点的取組を踏まえ、
「施設ありき」
ではなく、真に必要なサービスは何かという観点から、
選択と集中を徹底し、適切なアセット・マネジメント
を行う。
・・・・・・・・・・・・・
② 新しく造ることから賢く使うことへ
社会資本の老朽化が急速に進展する中、民間提案を
大胆に取り入れ、整備・管理における官民連携、総合的・
広域的なアセット・マネジメント推進するほか、ライ
フサイクルの長期化・コスト低減等を通じて社会資本
を効率的効果的に活用する。
・今後策定する社会資本整備の基本方針に基づき、

自治体運営する上では、必要なファシリティをタ
イムリーに所有・使用し、合理的な活用と長寿命化を
目指し、ライフサイクルコストも考慮しコスト削減に
努めることが大切です。そして組織が活用する全ての
ファシリティを把握し、それらを全体最適で運営する
ことです。その中で組織の信条・意思・文化をファシ
リティに具現化し、ホスピタリティを発揮することで
す。住民サービスは必ずしも施設を提供することだけ
ではないことも理解することも必要です。
そのためには、首長などトップの強力なリーダー
シップと、それらを実行する責任と権限を持った FM
担当組織が必要です。
FM 担当組織では、現状の施設を把握し、施設デー
タを見える化することです。そしてそれら施設の管理
の一元化・統括管理をし、標準や規程の整備を行うこ
とです。
ＦＭはマネジメントですので、目標管理することが
大切です。そのためには戦略的な FM 目標を策定し、
それらを目指して具体的な、品質・財務・供給・ライ

8

ファシリティマネジメントについて

安全性を確保しつつトータルコストを縮減するため、
維持管理技術の開発促進と導入、ストック情報の整備
と ICT の維持管理への利活用、長寿命化計画の策定推
進、メンテナンスエンジニアリングの基盤強化とその
ための体制整備等を進める。
・国土強靱化（ナショナル・レジリエンス）を含め、
ハード・ソフトの適正な選択、重点化・優先順位付け
を行う取組を推進する。
（以下省略。下線筆者）

特集

（4）新技術の開発・導入 （5）予算管理 （6）体制の
構築 （7）法令等の整備等が記述されています。
（以上「インフラ長寿命化基本計画」から抜粋）
この基本計画は、国、地方自治体、民間の全インフ
ラを対象にしており、ロードマップも示されています。
2020 年頃には、行動計画で対象とした全ての施設に
ついて個別施設ごとの長寿命化計画を策定し、2030
年には、老朽化に起因する重要インフラの重大事故ゼ
ロを目指しています。
これらを受けて、弊協会ではアセットマネジメン
ト（AM）を推進する土木技術関係者、FM を推進す
る JFMA 関係者及び所轄関係者を一堂に会した特別
シンポジウム「インフラ長寿命化実現に向けて」～
ファシリティ・アセットマネジメントを活用して～ を
2014 年２月 12 日（水）
、船堀タワーホールで開催し
ました。約 400 人の方々にお集まりいただき、国家的
課題となった「インフラ長寿命化」の実現に少しでも
貢献するきっかけとなったのではと考えています。

ここでは、公共インフラも含めアセットマネジメン
トと表現されていますが、まさに政府が FM 的な発想、
考え方の必要性を述べ、
「新しく造ることから賢く使
うことへ」方向転換したのです。
また、財務省理財局の「国有財産レポート 平成
25 年７月」でも、
「第２章 最近の国有財産行政」の
中で、トピックスとして「ファシリティマネジメント
とは」を扱い、その中で、
「国有財産行政におけるファ
シリティマネジメントの活用」について述べています。

今こそ FM 展開の時
日本には素晴らしい文化がありました。ただ、第二
次大戦後から立ち直るとき、大変な勢いで復興しまし
たが、住まいを供給することと、経済的に豊かになる
ことにのみ注力し、それが当たり前のように考えられ、
実施され、教育されてきました。長期的な視点、時間
的視点など、日本人の今までの文化を忘れてしまった
かのようです。
ファシリティをつくることを、その時代の経済活性
化の手段としか考えてこなかったのでしょうか。将来
かかるコストのこと、環境、文化までは考えられなかっ
たのでしょうか。ましてや、後世に負の遺産を残すな
どとは思いもしなかったのです。今こそ、成熟期には
成熟期としての概念を確立し、長期的視点に立ち、時
間の概念を明確にし、変化に対応していく FM の考え
方を取り入れなければいけません。ファシリティをマ
ネジメントするのは首長の役目であり、それらを実行
する部門の仕事は、施設管理や保全業務ではなく、ファ
シリティを住民のために、社会のために生かす仕事を
する役目であると思います。
変化に対応できないということは、滅びるというこ
とです。ダーウィン「種の起源」の考え方にもありま
す。
「最も力の強い者が生き残るのではなく、最も賢
い者が生き延びるのでもない。唯一生き残るのは、
「変
化」に対応できる者だ。
」と。
今こそ FM 展開の時です。私たちは、FM の概念を
通して、
「変化」というものに対応して、人々を幸福
に導く、未来のための新しいファシリティ文化を構築
していくことが必要なのです。
東日本大震災後の復興に向けてはもちろんですが、
2020 年の東京オリンピック開催に当たっても FM の
概念をしっかりと取り入れていかなければならないと
思います。

「国有財産行政におけるファシリティマネジメントの
活用」
・国有財産行政における PRE 戦略等において、ファシ
リティマネジメントの発想も踏まえて、国有財産の管
理・処分を体系的に捉え、国有財産の有効活用のため、
入替・処分等による全体最適化を目指した行政を展開
していくこととしております。
・具体的には、庁舎・宿舎の長寿命化の推進による財
政コストの低減、省庁横断的な入替による庁舎の空き
スペースの解消（庁舎の効率的な使用の推進）
、監査
の活用による未利用国有地の洗い出し、国有地の管理
処分方式の多様化による個々の土地の特性に応じた最
適な活用手段の選択（売却に加え、定期借地制度を利
用した新規の貸付等）に取り組んでいます。
・・・
（以上「国有財産レポート」から抜粋。
）
さらに、2013 年 11 月 29 日、
「インフラ長寿命化
基本計画」が、インフラ老朽化対策の推進に関する関
係省庁連絡会議（議長：内閣官房）から発表されました。
これには、
＜目指すべき姿＞として、
（1）安全で強靭なインフ
ラシステムの構築、
（2）総合的・一元的なインフラマ
ネジメントの実現、
（3）メンテナンス産業によるイン
フラビジネスの競争力強化。
＜基本的な考え方＞として、1. インフラ機能の確実
かつ効率的な確保、
（1）安全安心の確保、
（2）中長期
的視点に立ったコスト管理
＜インフラ長寿命化計画等の策定＞として、 1. イ
ンフラ長寿命化計画、2. 個別施設毎の長寿命化計画
＜必要施策の方向性＞として、
（1）点検・診断、修繕・
更新等、
（2）基準類の整備、
（3）情報基盤の整備と活用、
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青森県におけるファシリティマネジメントの取組
青森県総務部財産管理課
１

表１

はじめに

青森県 FM 年表

青森県が保有する施設は、平成 24 年度末現在、
棟数で 3,761 棟、延床面積で約 213 万 m2 にのぼ
り、平成 24 年度には、従来の建替の目安とされ
る築後 30 年を経過するものが全体の半数を超え
る等、施設の老朽化が進んでいます。厳しい財政
状況の中、これら膨大な量の県有施設を効率的に
管理し、効果的に利活用することが喫緊の課題と
なっています。

２ ＦＭ導入の経緯
ファシリティマネジメント（以下「FM」という。）
は、施設・設備等を始めとする財産を経営資産と
捉え、経営的視点に基づき、総合的・長期的観点
からコストと便益の最適化を図りながら、財産を
戦略的かつ適正に管理・活用していくことです。
本県では、平成 13 年度に行政改革大綱に FM
導入が位置付けられ、平成 15 年度に庁内ベン
チャー制度で FM 導入の職員提案を知事が採択し
たことにより、FM の取組がスタートしました。

３ 主な取組と成果

【庁内ベンチャー制度】

FM の導入後、県有施設の有効な利活用を、全
庁的に推進するために「青森県県有施設利活用方
針（以下、
「利活用方針」という。
）
」を平成 19 年
３月に策定し、施設の保有総量の縮小、施設の効
率的な利用、施設の長寿命化の三つの推進方向を
示し、様々な取組を進めています。（図１参照）

現、三村知事が就任早々指示し設けられ
た制度。
提案者（５人以内）が企画立案した事業
が採択されれば、自ら中心となり２年間
事業実施する。最終選考は知事へのプレ
ゼンで、これまで 22 事業が採択され、実
施されている。

平成 16 年度から２年間は庁内ベンチャー事業
として、平成 18 年度からは、庁内ベンチャー事
業での FM の必要性と効果が認められ、廃止庁
舎等の利活用案策定など、部局を越えた総合的な
県有施設管理システムの構築に取り組んできまし
た。
平成 19 年度には、公有財産管理の取組の充実
強化のため、分散していた FM、財産管理及び施
設管理の各部門を統合し総務部に財産管理課を新
設、総務部長が公有財産の統括を行うことなど組
織基盤を整備し、効率的に FM を推進する体制を
整えてきました。
（表 1 参照）
図１
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県有施設における取組の推進方向

ファシリティマネジメントについて

（１）庁舎等の利活用と利用調整

特集

行しています。災害対策本部を備えた北棟等の増
築は行ってきましたが、県庁舎の老朽化対策とし
て、６階建て（一部８階建て）の６階以上を撤去
する減築による耐震改修及び改修後 40 年程度使
用することを目標とした長寿命化改修を行う方向
で検討を進めています。
この県庁舎耐震・長寿命化改修計画は、減築に
よる「保有総量縮小」、執務室等の再配置による「効
率的利用」、100 年使用する庁舎を目指しての「長
寿命化」を図ることとなり、本県が進める県有財
産の有効活用の象徴的なプロジェクトと考えてい
ます。

利活用方針に基づき施設の保有総量縮小等の取
組を推進するため、廃止となった庁舎等の利活用
や利用調整による施設の共同利用等に関し、平成
19 年度に設置した「県有不動産利活用推進会議」
において全庁的な検討を行い、不用となった財産
については積極的に売却等を進めています。
（図
２参照）
平成 19 年度から平成 25 年度までの「県有不
動産利活用推進会議」における検討の結果として、
廃止庁舎や職員公舎等の売却等が 173 件、庁舎の
移転・集約等が 10 件、庁舎等の余裕スペースの
貸付が４件等の方針が決定されており、このうち、
その後の売却手続を経て、平成 26 年２月までに
売却済となったものは 143 件で、金額にして約
24 億 8,000 万円となっています。
なお、売却に当たっては、平成 20 年度から入
札実施前の物件調査や現地案内等売却業務の多く
の部分について、宅地建物取引業者への委託を行
い、県有財産売却業務の円滑な推進を図っていま
す。

写真

青森県庁舎全景

４ おわりに

図２

昨年 12 月に改定した青森県行財政改革大綱に
おいても、利活用方針に基づく取組を引き続き推
進するとともに、県有施設全体でのライフサイク
ルコストの縮減を推進することとしています。
また、本年１月に、総務省から地方公共団体に
対し、公共施設等総合管理計画の策定の要請があ
りましたが、厳しい財政状況において、人口減少
等による利用需要の変化や施設の老朽化への対応
は、多くの地方公共団体において、喫緊かつ共通
の課題だと思います。
一方で、本県に限らず、多くの地方公共団体が、
FM の取組に着手し、推進してきています。また、
日本ファシリティマネジメント協会の公共特別会
員制度や、FM に取り組む地方公共団体職員等に
よる自治体等 FM 連絡会議等、交流や情報交換の
場が設けられてきています。
今後も、都道府県同士、また、市町村とも連携
して、FM の取組を推進することにより、次世代
に価値ある施設を継承していきたいと考えていま
す。

青森市内庁舎の利用調整事例

（２）施設維持管理業務の支援と適正化等
施設管理に関する情報共有や施設維持管理担当
者の支援のため保全情報システムを平成 18 年度
に導入するとともに、施設管理担当者実務研修会
を毎年度開催しています。
また、施設維持管理業務委託の適正化を平成
16 年度から実施しているとともに、県有施設の
省エネルギー化を推進するため、平成 24 年度か
ら平成 26 年度の３ヵ年で設備機器等の運用状況
を調査し、必要に応じて運用改善等を実施するな
ど、維持管理費の節減に取り組んでいます。
（３）県庁舎耐震・長寿命化改修計画
青森県庁舎は、昭和 35 年の竣工から 53 年を
経過し、耐震強度が不足するとともに老朽化が進
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奈良県におけるファシリティマネジメントについて
～資産の有効活用の取組を中心に～
奈良県総務部ファシリティマネジメント室
はじめに

集約される施設… 総合庁舎１（耐震性なし）、小
規模庁舎５（農林振興事務所、
保健所ほか）

本県では、今年度から県有資産全てを対象とし
たファシリティマネジメント（FM）を本格導入
しているところですが、それに至った背景やこれ
までの取組、現在の取組について以下に御紹介し
ます。

取組の発端と県有資産データベースの作成
平成 16 ～ 20 年における県立高校再編の取組
により７ヵ所の再編跡地が発生し、その活用案を
検討する必要がありました。また、多くの県有資
産の老朽化や低・未利用資産の整理も課題でした。
そこで、平成 19 年 10 月、当時はファシリティ
マネジメントという言葉は使っていなかったので
すが、知事の意向により総務部管財課に財産活用
係を設置し、県有資産の有効活用について部局横
断的に検討を開始することになり、ファシリティ
マネジメントの先駆けとなりました。
まず、県有資産データベースの作成に着手しま
した。従来のデータは、公有財産台帳による資産
の所在や規模、取得時の価格等の情報が主体であ
り、県有資産の利活用を考える材料となり得ませ
んでした。そこで、空きスペースの有無や年間管
理コスト等の施設の利用状況、立地環境や固定資
産税路線価等を集めた内容としました。同時に、
主要な 210 施設（有人かつ延床面積 100m2 以上）
について、施設に係る建築・設備情報等を把握で
きる内容としました。

郡山総合庁舎（旧片桐高校）

＜中部地域再配置＞
北部地域に引き続き、平成 25 年２月に「県庁
舎系施設中部地域再配置計画」を発表しました。
高校跡地の校舎部分に庁舎系機能の集約を行い、
運動場部分を民間活用しています。
拠点施設…旧耳成高校（耐震性あり）
集約される施設… 総合庁舎２（耐震性なし）、小
規模庁舎３（土木事務所ほか）、
借用１（県税事務所）
運動場部分… 民間活用による大型集客施設（JA
ならけんまほろばキッチン）を誘致
し、周辺のまちづくり及び活性化に
貢献

県有資産有効活用の取組
平成 20 年 10 月に県有資産の有効活用におけ
る基本的な考え方を取りまとめた「県有資産の有
効活用に関する基本方針」を策定しました。具体
的な取組として「①庁舎系施設の再配置」と「②低・
未利用資産の整理」を実施しています。

JA ならけんまほろばキッチン（平成 25 年４月より運用）

① 庁舎系施設の再配置
県全域を北部・中部・南部の三つのエリアに分
けて、各エリア内における高校再編跡地を拠点施
設とする庁舎系施設の再配置を検討しました。
＜北部地域再配置＞
まず、平成 21 年２月に「県庁舎系施設北部地
域再配置計画」を発表し、平成 24 年１月より奈
良総合庁舎及び郡山総合庁舎として運用を開始し
ています。
拠点施設…旧片桐高校（耐震性あり）
、
法蓮庁舎（耐
震改修して利用）

旧耳成高校（イメージパース）
（平成 27 年１月より総合庁舎として運用予定）
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② 低・未利用資産の整理
県で 活用 見込 みのな い資 産を見 極め るため、
データベースに基づいて低・未利用資産を抽出・
分析し、a）使うもの、b）継続保有するもの、c）
売却・貸付けするものに分類しました。
a）及び b）については、県有資産の有効利用
に向けて取組を進めています。c）については、
年次計画を立てて売却・貸付けを実施し、売却収
入等は本県の発展に必要な施策の実現に役立てて
います。

特集

部位・部材の仕様などについて、施設管理の実績
が少ない職員を支援することにより、予防保全を
推進しています。さらに、全施設管理者に対して、
実際に起きた不具合事例の紹介や現地での実地指
導等も実施しています。

ファシリティマネジメントの導入検討
前述のような取組を進める一方、県有資産は、
平成 25 年７月時点で、施設が約 790（約 4,500
棟とその敷地）
、土地が約 170 にものぼります。
その施設のうち、一般的に大規模な改修工事が必
要とされる竣工後 30 年を経過した建物が全体の
約５割に達しています。
そこで、平成 24 年７月に総務部行政経営課内
に県有資産経営係を設置し、県有資産全てを対象
としたファシリティマネジメントの導入を検討し
ました。
まず、全庁横断的に推進できる体制として、副
知事及び関係各部局長等を構成メンバーとする
「ファシリティマネジメント連絡会」を庁内に設
置しました。また、連絡会の下部組織であるプロ
ジェクトチームにおいて、既存のデータベースの
一元化を図るとともに、資産評価手法等について
検討しました。さらに、平成 25 年１月に「奈良
県ファシリティマネジメント推進基本方針」を策
定し、今後の取組の方向性を明確にしました。

その他の民間活用の取組
本県は PPP 等の民間の事業ノウハウや資金を
積極的に導入しています。代表的な事例は『定期
借地権設定契約＋学舎買取契約』により建替費を
捻出した「奈良県養徳学舎整備事業」です。

養徳学舎と民間収益施設（平成 22 年４月より運用）

ファシリティマネジメントの本格導入
平成 25 年４月にファシリティマネジメント本
格導入の組織体制として、総務部にファシリティ
マネジメント室を新設し、庁内に知事を本部長と
する「ファシリティマネジメント推進本部」を設
置しました。資産評価、総量最適化、有効活用、
長寿命化・耐震化の施策毎に各部会を設置し、具
体的な検討を進めています。
現在、ファシリティマネジメント支援システム
を開発中であり、県有資産データの照会・集計作
業、中長期整備計画の作成、資産評価等の効率化
を図り、より一層取組を加速します。

【事業手法】
①県所有の敷地の一部に一般定期借地権（50
年）を設定、②民間事業者が養徳学舎と民間
収益施設を建設、
③県が養徳学舎を買取り（権
利金（定期借地権料の一部）と相殺）
、④権
利金を除く定期借地権料（地代）を 50 年分
割で県に支払い
そのほか、平成 26 年７月にオープンを予定し
ている「新県営プール施設等整備運営事業（PFI
手法により、健康増進施設及び公園機能施設等を
一体的に整備し、維持 管理・運営を民間委託）
」
、
貸付けした宿泊施設に民間がサッカー場やレスト
ランを併設して集客などの事例があります。

今後の取組
評価結果の方向性に基づいて資産の利活用方針
を作成し、県の政策判断の視点から総合的に検討
を行った上で利活用・整理を進めていきます。
また、様々な公共施設等を県全体として有効活
用する発想である「ファシリティ版奈良モデル」
のスキーム構築を目指します。基本的な考え方は、
①県と市町村での共同管理・共同利用（相互補完）、
②県から市町村への技術支援・管理代行（垂直補
完）
、③市町村間での共同管理・共同利用（水平
補完）の３点です。
このスキームを基本とし、県と市町村が連携を
より強化することで、地域の実情に応じた資産の
再配置や多機能複合化を図ります。さらには、公
有地や公共施設を活用することで、経済活性化や
高齢化対策等地域に貢献するまちづくりを目指し
ます。

施設整備の一元化と計画保全の推進
庁舎、学校、病院等の県有建築物を平成 27 年
度までに耐震化率 90%以上とするため、平成 20
年３月に「県有建築物の耐震改修プログラム」を
作成し、計画的に耐震化に取り組んでいます。ま
た、県有建築物の整備に関する要綱（意見書制度）
により、所管課から提出される県有施設の整備計
画書について、営繕課が技術的評価を行うことに
より、県全体として良質で均衡のとれた施設整備
を推進しています。
さらに、営繕課による保全指導及び支援等とし
て、主要な約 210 施設について、現地調査を含
めたデータベース及び中長期整備計画の作成支援
を実施しました。各棟の建築・設備の劣化状況や
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奇跡の清流・仁淀川が育む新鮮素材
平成 24 年調査で日本一の清流と

安居渓谷

に よど がわ

なった仁 淀 川。10 万人以上の流域
人口を抱える一級河川として、上流
から下流までその水質が保たれてい
るのは、まさに奇跡とも言えます。
自慢の景観を生かした観光名所
や、清流が育む自慢の料理の数々を
御堪能ください。

中津渓谷

仁淀川

宇佐漁港
日高村

名

所

■ 安居渓谷
支流・安居川の上流に位置しています。渓流に流れる水は驚くほ
ど透明度が高く、初夏の新緑や秋の紅葉、優美な滝など、ため息が
出るほどの美しさで人々を魅了します。NHK で紹介された美しい
「仁淀ブルー」を見られる場所としても注目を集めています。

安居渓谷

■ 中津渓谷
支流・中津川にある美しい渓谷。かつては鳥しか近づけないと言
われた秘境でしたが、現在は遊歩道が整備され散策も楽しめます。
雨竜の滝など芸術的な景色、
「仁淀ブルー」も鑑賞できる絶景スポッ
トです。

中津渓谷
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■ 屋形船仁淀川
仁淀川中流の日高村周辺をゆったりと下る屋形船です。約 50
分の癒しの遊覧では、野鳥や川底の五色石など仁淀川の自然を間
近に体感できます。周辺には沈下橋もあり日本の原風景のような
景観も自慢です。

屋形船仁淀川

食べ物
■ 土佐茶
県内一のお茶の里として知られる仁淀川町。ここでのお茶の歴
史は古く、千年以上も昔、修行のために訪れた弘法大師（空海）が、
豊かに繁茂する野生の山茶を見てその喫茶法を伝授したのが始ま
りと伝えられています。茶の生育に最適な自然風土に恵まれ、高
知県内の約 40％近い土佐茶を生産しています。ひときわ高い香
りとコク、深い甘味と滋味が特徴です。
土佐茶

■ フルーツトマト
高知県は全国的にもおいしいフルーツトマトの生産地として有
名ですが、日高村はその中でも屈指のトマトの産地です。12 月
～６月中旬の冬から春にかけて収穫されます。味にこだわり、糖
度にこだわり、徹底的な品質管理の中で栽培している日高村自慢
のトマトです。

フルーツトマトのソースを使った料理

■ 一本釣りうるめいわし
仁淀川河口付近の土佐市宇佐漁港。一本釣り漁で丁寧に釣り上
げられ、究極の鮮度を生み出します。水揚げされると最短時間で
加工を行い、その鮮度を保ちます。土佐市内では、このうるめい
わしの切り身を特製タレにつけ込んだ漬け丼など、新鮮な料理を
味わうことができます。

うるめいわし漬け丼

お問合せ
■高知県観光政策課
TEL 088-823-9708
HP http://www.attaka.or.jp/
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への

未 来
うし

長野県

牛

ぶせ

伏

がわ

川

遺 産
階

段

工

平成 24 年７月９日に国重要文化財に指定された
「牛伏川階段工」。県管理の砂防施設としては、全国
初、砂防施設としては富山県の「白岩砂防堰堤」に
続く全国２例目です。
牛伏川階段工は、周辺の地形に応じて選択された
独特な階段状の形式で、熟練した石積技術を用いて
おり、歴史的価値が高い施設です。
この施設は、当時の長野県内務部土木課が設計を
行い、内務省技師

いけ だ まる お

池田圓男が指導に当たりました。

階段状の形式は、池田技師が提案したもので、フラ
ンスのサニエル渓谷の階段工を参考に設計されたこ
とから、フランス式階段工とも呼ばれています。
延長 141m、落差約 23m の間に 19 段の小段を擁
した空石三面張水路で、完成は大正７年（1918 年）。
100 年近い時の流れを経ても、柔らかな雰囲気を醸
し出しており、周囲になじんだ階段は常に流水をま
とっています。

流れる水も美しい牛伏川階段工

現在、施設内には遊歩道が敷かれ、その美しい姿
をのんびりと味わうことがきます。また、牛伏川階
段工のある一帯は、コナラやミズナラなどの落葉樹
が群生しており、四季折々の表情を見せていること
から写真撮影に絶好のスポット。水遊び場やキャン
プ場が併設された「牛伏川いこいの広場」では家族
でバーベキューなどを楽しむことができます。
少し足を延ばせば、松本城や美ケ原高原、浅間温
泉といった定番の観光名所もあることから、身近な
ところにある歴史的遺産として年々訪れる人が増え

施工中の様子（大正６年）

ています。

〈お問合せ〉
長野県建設部砂防課
TEL 026-235-7315
HP http://www.pref.nagano.lg.jp/sabo/kyoiku/
bunka/bunkazai/bosaisan/ushibuse01.html
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ばれる木枠の空間の中に、紙一枚の隙間
もないよう、一つひとつはめ込んで図柄
を作っていきます。
この大川組子は、JR 九州が平成 25 年
10 月から運行を開始した、我が国初の豪
華クルーズトレイン「ななつ星 in 九州」
の車内装飾に採用され、その精緻な匠の
大川組子の製作過程（地組の中への葉っぱのはめ込み）

我が国有数の家具の産地である福岡県
大川地域。約 470 年前、船大工の技術を
生かして始まった大川の木工業は、職人

技術が車内の高級感を一層醸し出してい
ます。
長い年月を通じ、先人たちが築き上げ
てきた大川組子は、時代とともに、新し
い伝統美の世界へと走り続けます。

の分業化とともに広がりを見せ、やがて

福岡県

建具業も盛んになっていきました。その
伝統の技は脈々と受け継がれ、障子やふ
すまを始め、今ではドア、雨戸、クローゼッ
ト扉など、現代の生活ニーズに合わせた
建具製品が幅広く生産されています。

おお

大

「組子」は、釘を使わずに木と木を組み
付けて作る建具の技法の一つです。細く

かわ

川

ひき割った木に溝・穴・ホゾ加工を施し、

JR 九州「ななつ星 in 九州」

かんなやノコギリ、ノミ等で調節しなが
ら一本一本、組付けしていきます。

くみ

組

大川では、職人が腕を競う中、建具の
装飾として独特の図柄・用法が考案され、

こ

子

「大川組子」の名で、継承・発展していき
ました。図柄のパターンは「麻の葉」や「胡
麻殻」
、
「八重桜」をはじめ 200 種類以上
にも及び、現在もこれらを応用して職人
が独自に新しい図柄を生み出しています。

「ななつ星 in 九州」の車内

昭和 63 年３月には、福岡県知事指定特産
工芸品に指定されています。
見る方向や光によって万華鏡のように
表情が変わる大川組子。一つの作品の中
には、複数の図柄が組み込まれています。
図柄を形成しているのは、
「葉っぱ」と呼
ばれる木片のパーツ。職人が様々なかん
なを使い分け、指先にも満たないほどの
小さな葉っぱを作ります。触れば折れて
しまいそうなほどの葉っぱは、薄いもの
じ ぐみ

で 0.01mm。この葉っぱを「地 組 」と呼
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お問合せ

福岡県商工部中小企業振興課
TEL 092-643-3419
FAX 092-643-3421
e-mail tshinko@pref.fukuoka.lg.jp
大川観光協会（大川市インテリア課内）
TEL 0944-85-5584
FAX 0944-88-1776

先進政策バンク優秀政策事例
商 工 ・労 働 分 野

静岡新産業集積クラスターの推進
静岡県経済産業部商工業局新産業集積課

１

はじめに

に取り組んでいます。
具体的には、革新的ながん診断装置などの
医療機器開発や、それを支える医療機器、部
品 ･ 部材を供給する地域企業を育成し、地域
経済の活性化と雇用創出を目指しています。
そのため、国に対しては医療機器開発のた
めの製造責任者の要件緩和を要望し、認めら
れるとともに、財政支援や金融支援を受けな
がら、産学官金により地域企業の医療機器開
発を支援しています。
② 国の大型助成事業の活用による医療機器開発
総合特区制度の活用と併せて、国の地域イ
ノベーション戦略推進地域の指定も受け、
「地
域指定に伴う支援策である地域イノベーショ
ン戦略支援プログラムを活用し、革新的なが
ん診療技術の開発と地域企業の医療健康産業
参入支援による医療健康産業クラスターの形
成」をテーマに、産学官金の連携により、地
域企業の医療健康分野への参入を促進してい
ます。各地域企業は、患者や医療現場のニー
ズに応える製品と医療機器メーカーの求める
部品部材の開発などに取り組んでいます。
③ 静岡がんセンターを中心とした研究開発の推進
国の大型研究開発事業などを継続的に獲得
し、産学官による研究開発に取り組むととも
に、東京工業大、東京農工大、早稲田大、慶
應義塾大と連携協定を結び、共同研究に取り
組み、地域企業との製品化・事業化に結び付
けています。
また、がんセンターを中心として患者、家族、
医療従事者等のニーズに基づく研究開発を実
施しています。
④ 新規参入企業支援
地域企業による新規参入を支えるため、経
営者・監督者向けの技術経営（ＭＯＴ）講座や、
企業における医療機器開発の中核人材を養成
する富士山麓医療用機器開発エンジニア養成
プログラムの実施を支援しています。
さらに、平成 15 年に中核支援機関として財
団法人しずおか産業創造機構 ( 現：公益財団法
人静岡県産業振興財団 ) にファルマバレーセン
ターを設置し、現在、県や市町、産業支援機
関や金融機関からの派遣職員や、コーディネー
タなど 30 名体制で地域企業を支援していま

静岡県では、お茶・みかん等の農林水産業
を始め、輸送用機器・医薬品・食料品等の製
造業、温泉・ゴルフ場等の観光業といった、
多彩な産業が展開されています。
また、地域の知の拠点として、静岡大学・
静岡県立大学などの大学や国立遺伝学研究所、
県立静岡がんセンター及び同研究所など、多
数の研究施設が集積しています。
本県では、これらの特色ある地域資源を活用
することにより、県東部地域の「ファルマバ
レー」、中部地域の「フーズ・サイエンスヒル
ズ」、西部地域の「フォトンバレー」という３
つの産業集積プロジェクトを進めており、こ
れらを総称して「静岡新産業集積クラスター」
とし、３つのクラスター間の連携強化に取り
組んでいます。

２ ファルマバレー（富士山麓先端健康
産業集積）プロジェクト

県東部地域で
は、富士山麓を
中心として医薬
品、医療機器製
造業などの産業
が盛んです。こ
うした既存産業
を踏まえ、また
平 成 14 年 の 県
立静岡がんセン 県立静岡がんセンターと富士山
ターの開院を契
機として、同センターを中核に据えて医療か
らウエルネスまで広がる医療・健康関連産業
の集積を図っています。
さらに、「健康増進・疾病克服」と「県民の
経済基盤の確立」を両輪として各施策を推進
することにより、
「世界一の健康長寿県の形成」
を目指しています。
主な施策としては、
① 国の総合特区制度の活用
国の総合特別区域制度に「ふじのくに先端
医療総合特区」を申請してその指定を受ける
とともに、特区計画の認定を受け、各種事業
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す。
⑤ 創薬探索研究の推進
静岡県立大学創薬探索センターにおいて、
企業や大学等から約 11 万 7 千個（24 年度末
現在）の化合物を収集し、県環境衛生科学研
究所にライブラリーを整備しています。また、
企業等との共同研究も実施しています。
⑥ 治験ネットワークの構築
静岡県では、県民が先進的な医療を受ける
ことができるよう新たな薬を開発するため、
県内の大規模病院をネットワーク化した治験
の環境を構築しています。
プロジェクトの一環として、ファルマバレー
センターが県内 29 病院、約 14,000 床が参画
する“静岡県治験ネットワーク”を構築して、
国内トップクラスの実績を上げており、県民
が身近な場所で先進的医療にアクセスできる
環境を整えています。

業への参入や
世界市場を視
野に入れた製
品 開 発、 販 路
拡大に向けた
新たな仕組み
と「 場 」 を 提
供する施設と
して整備する
も の で あ り、
ハ ー ド、 ソ フ
類似症例検索システム
ト両面での特
徴的な仕組み
を用意する予
定です。
具体的には、
新拠点施設に、
ファルマバレー
センターを移転
するとともに、
知 的 財 産 を 得 非侵襲的メラノーマ診断支援装置
意とするコン
サルタントな
ど、 専 門 的 知
識を持つ事業
者の入居によ
り、ワンストッ
プで地域企業
を支援する体
制を構築して
いきます。
拠点の整備イメージ
ま た、 ゲ ノ
ム創薬やチタンを材料としたインプラントな
ど、テーマに即した研究開発を行う企業の研
究施設、中小企業が研究開発と製造とを一体
的に行うことのできるレンタル工場、高度な
研究開発を進めながら地域企業への支援も積
極的に行うリーディングパートナーの研究開
発等のための施設、さらには、自由な交流が
生まれる機会となるサロンなどを設置するこ
ととしており、旧校舎の改修、レンタル工場
などの新築などについて、平成 27 年度末まで
の完成を目指しています。

等に取り組んでいます。
こうした様々な取組が実を結び、これまで
の 10 年間で、輸送用機器の下請けから医療機
器分野への参入といった地域企業による医療
機器分野への参入や第二創業、新規創業は平
成 26 年２月現在、30 社を数えます。
その結果、本
県では医療機器
と医薬品の生産
額の合計が、平
成 14 年 以 降 は
常に２位以上を
確保していま
す。 平 成 18 ～
19 年 は ２ 年 連
続、22 ～ 24 年
は３年連続で１
位となるとともに、平成 24 年には生産額が初
めて１兆円を超えるまでに成長しています。
さらに、医療機器メーカーへ部品 ･ 部材を
供給することにより医療機器分野へ参入を果
たす地域企業や、大手医療機器メーカーの製
品と組み合わせて使われる医療機器を製造す
るメーカーも現われるなど、出口である販路
確保でも成果が上がっています。また、プロ
ジェクトに参画する 345 の企業の技術力を PR
するための冊子「ふじのくにの宝物」を発行
するとともに、web 上でも公開し、販路開拓
やビジネスマッチングにつなげています。
個別の開発・製品等に関しても、類似症例
検索システムの開発、医療現場での臨床研究
に基づく患者向け口腔ケア製品、人工呼吸補
助器の開発・量産化や金、白金コロイドを用
いたインフルエンザウイルス診断キットの開
発等、現在までに 62 件の製品が生まれていま
す。
これらの活動を強化し、プロジェクトをよ
り一層推進するため、現在、静岡がんセンター
に近接する旧長泉高等学校跡地を新たな拠点
とするための整備を進めています。
新たな拠点施設は、地域企業の医療健康産

３ フーズ・サイエンスヒルズ（食品関
連産業集積）プロジェクト

生活習慣病の予防や、食の安全・安心に対
する関心の高まりなど健康で満足度の高い暮
らしを求める人が増加しています。
それに伴って、健康の維持増進に貢献する
機能性食品を始めとした高付加価値型食品等
のニーズが高まっています。
本県中部地域には、お茶、みかん、わさび、
かつお等の豊富な農林水産物や優れた技術等
を有する食品関連企業、全国で唯一、薬学と
食品栄養科学の両分野を持ち、双方の特徴を
活かした食薬融合研究を進めている静岡県立
大学、静岡の特産物の機能性成分強化・効率
的効果的抽出技術を研究している静岡大学、
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特長的な水
資源を活用
した陸上養
殖技術を研
究している
東海大学や
技術的支援
を行う静岡
県工業技術
研究所等が
研究の中心となる静岡県立大学
立地してい
ます。それらの地域資源を活用することによ
り、高付加価値型食品等を創出し、食品関連
産業の振興と集積を目指す「フーズ・サイエ
ンスヒルズプロジェクト」を推進しています。

総合食品学講座

⑥ ふじのくに総合食品開発展
農林水産物の生産者、加工食品の製造業者、
食品製造に必要な食品機械メーカーなどを集
めた県内最大規模の総合展示商談会「ふじの
くに総合食品開発展」を開催しています。こ
の開発展には、県内企業のみならず、富士山
静岡空港就航地である北海道と鹿児島県から
も 20 社以上の企業が参加し、活発な商談と交
流が交わされています。
⑦ 中核機関による事業化・製品化の促進
( 公財 ) 静岡県産業振興財団に「フーズ・サ
イエンスセンター」を設置し、コーディネー
タによる企業ニーズとシーズのマッチング等
による新製品開発を支援しています。

具体的には、平成 14 年度から国や JST（地
域産学官共同研究拠点整備）の大型研究開発
資金を獲得することにより、食品の機能性に
着目した研究開発に取り組んでいます。また、
平成 21 年度にはプロジェクトを推進するため
の中核機関として、財団法人しずおか産業創
造機構 ( 現：公益財団法人静岡県産業振興財団 )
にフーズ ･ サイエンスセンターを設置し、産
学官連携による推進体制を整えています。
主な施策としては、
① 地域結集型研究開発プログラム
機能性が高く、誰にも飲みやすい世界市場
を視野に入れた新世代茶飲料と素材の開発を
目指しています。
② 高付加価値型食品等開発支援
地元企業による高付加価値型食品等の開発
を促進するため、試作品等の開発経費を助成
する「食品等開発助成事業（試作品開発・実
証試験助成」
、異業種連携により新商品の開発
に取り組む「食品等開発研究会（育成型企業
研究会）
」を実施しています。
③ 県工業技術研究所に設置したパイロットプ
ラントの活用による技術支援
製品化の最終段階で、機能性評価に必要な
大量試料の調製や、高度な加工技術の開発に
不可欠な技術開発環境（パイロットプラント）
を県工業技術研究所に構築し、その設備・機
器の開放等を通じて事業化に必要な技術支援
を実施しています。
④ 北海道の食品クラスターとの連携
北海道・静岡県における機能性を持つ素材
や加工技術を組み合わせた新製品の開発、展
示会への相互出展による販路開拓・拡大に取
り組んでいます。
⑤ 総合食品学講座
地域の食品関連企業の中核人材を育成する
ため、最新の食品加工技術や新たな機能性食
品素材の特性等に係る講義や、県工業技術研
究所のパイロットプラント等において、新製
品の試作の実習を総合的に実施しています。

等に取り組んでいます。
こうした様々な
取組により、大手
菓子メーカーから
抗ストレス効果が
あ る GABA（ 人
の体内に存在す
るアミノ酸の一種
で、脳内の神経伝
達物質として働き
ます）を配合した
チョコレートが発
売されたのを始
め、抗疲労効果が GABA の入ったチョコレート
あるアンセリン
（カツオやマグロが高速で泳ぎ続けることに大
きな働きがある機能性成分）や整腸作用があ
るイヌリン（ゴボウやタマネギ等に含まれる
水溶性の食物繊維）など、多くの機能性食品
とこれを使用した製品
が開発されています。
また、北海道と静岡
の素材を用い、静岡の
加工技術を活用した
「 抹 茶 オ ー レ H ＆ S」
や「小豆オーレ H ＆ S」
等の製品も開発してい
ます。
こうした取組による
食品関連産業の振興と
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集積の結果、食料品と飲料等を合わせた製造
品出荷額は８年連続１位となっています。

て地域企業の事業化を支援しています。
こうした様々な取組の成果として、先進的
な光・電子技術の研究成果を、浜松地域に集
積したものづくり企業が持つ技術力で実用化
することで、多彩な新産業が生まれています。
ナノテクノロジーを駆使した超高精度の製
造・加工を始め、高機能・高性能イメージン
グデバイスの医療・交通分野などへの応用、
より進化した IT、宇宙航空、ロボットへの展
開など、幅広い分野でのイノベーションが進
んでいます。
具体的には、手術前に撮影した CT 画像の
３次元スキャナのデータをマッチングさせ、
手術中の器具の位置を自動的に表示する「内
視鏡手術用ナ
ビゲーション
装置」の開発が
挙げられます。
ま た、 人 の
目と同じ感度
を持つ正確な
色 の 撮 影、 伝
送、画面表示を
可能にした「高
色忠実顕微鏡
デジタルカメ
ラシステム」を
開発したほか、
真珠の「てり」
と「巻き」を世
界で初めて数
値化する「真珠
品質評価装置」
の開発にも成
内視鏡手術用ナビゲーション装置
功しました。

４ フォトンバレー（光・電子技術関連
産業集積）プロジェクト

県西部地域では、世界最先端の光技術を核
として、光・電子技術関連産業の集積を図っ
ています。
1926 年、浜松市で、世界初の電子式テレビ
に「イ」の字を映し出した高柳健次郎博士を
ルーツとする光・電子技術を基盤として、医療、
機械加工、農業などの多岐にわたり応用が可
能である分野での、産学官金による研究開発
から人材育成、事業化・販路開拓支援に一貫
して取り組んでいます。
平成 21 年度には、地域産学官共同研究拠点
に応募した「はままつ次世代光・健康医療産
業創出拠点」が採択され、浜松医科大に PET/
CT 装置、浜松工業技術支援センターにレー
ザー装置を整備し、浜松地域の高い技術力・
開発力と医療現場ニーズ・医学シーズとの融
合による、地域企業の健康医療産業分野にお
ける事業化支援等を行っています。
主な施策としては、
① 地域イノベーションシステム戦略支援プロ
グラム
先端光・電子技術を基盤として、
「輸送機器
用次世代技術」
「新農業」
「健康医療」
「光エ
ネルギー」の４つの産業分野への振興を図り、
製品開発を支援しています。
② 三遠南信地域基本計画
三遠南信地域 ( 浜松市、豊橋市、飯田市 ) に
おいて、世界をリードする「ものづくり基盤
技術」と「先端光・電子技術」等を生かして、
10 年後の基盤産業化を目指し、4 分野「輸送
機器用次世代技術産業」
「健康・医療関連産業」
「新農業」
「光エネルギー産業」の新産業創出
を図っています。
③ 地域産学官共同研究拠点
「健康・医療関
連産業」創出の
ための拠点を整
備 し て い ま す。
浜松医科大学に
PET/CT 装 置、
県浜松工業技術
支援センターに
レーザー装置な
ど を 設 置 し、 企 浜松医科大学の PET/CT 装置
業による研究開
発から事業化・製品化を支援しています。
④ レーザーによるものづくり中核人材育成講座
レーザー加工の基礎から産業応用まで理解
し、主体的に製品戦略を構築できる中核人材
の育成を支援しています。
⑤ 県工業技術研究所による支援
県浜松工業技術支援センターに最先端の
レーザー装置を整備し、装置の民間活用によっ

５ ３つのプロジェクトの連携

３つのプロジェクトの連携による相乗効果
を高めるため、３クラスター成果発表会の開
催や、研究開発の成果を事業化に結びつける
ための事業化助成、販路開拓のための展示会
への出展支援などにより、地域企業の事業化
を一貫して支援しています。

６ 終わりに

静岡県は、様々な分野で日本一を誇る、産
業風土に恵まれた地域です。その豊かな産業
資源と、日本や世界の「知恵」や「技」を結
びつけ、次世代の産業をいち早く創出する、
それが「静岡新産業集積クラスター」の目指
すものです。
各クラスターの成果に加え、相互の連携に
よる新しい可能性も芽生えています。
こうした相乗効果を一層、強化するため、
今後も参画企業に対して一貫した支援を提供
していきます。
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まちづくり分野

「

人のつながりを活かした国際戦略の基盤づくり
群馬県企画部国際戦略課

はじめに

なぜ「人のつながり」なのか
（１）国際人が強調する「人のつながり」
「人のつながり」へ着目したのは、国際的に
活躍している方々の経験則によっていると冒
頭に記述しました。数年前、国際化や国際戦
略を進める上でのヒントを求め、貿易や国際
協力などの世界で活躍するいわゆる国際人の
方を対象にヒアリングを行いました。その中
で多くの方が言葉は違えど、共通して「人の
つながり」の重要性について強調されていた
のです。
「人のおかげで成功している。無駄に
なるかもしれないと思っても大事にしていた
人の繋がりが商売に結びついている。
」
（輸出
に取り組む日本酒メーカーの経営者）、
「現地の
パートナーがしっかりしていること、信頼で
きる現地の受皿があることが活動の前提とな
る。
」
（国際協力団体の代表者）などの言葉に
代表されますが、クールな印象があるグロー
バルに活躍する方々が、実はウェットな世界
「人のつながり」を大事にしていることが分
かったのです。このヒアリング結果が、方向
性を決める契機となりました。

「人のつながり」を活かした ･･･ などという
と、なんだか抽象的で意味不明だという印象
をお持ちになる方もいると思います。しかし、
後ほど紹介するとおり、これは国際的に活躍
する方々の経験則から導き出された一つの方
法論と言えるものなのです。
この「人のつながり」のお陰で様々な事業
を効率的に展開することができているのです
が、今日に至るまでは汗や涙を流したことも
ありました。そんな苦労話も交えて、本県の
取組をご紹介したいと思います。

「国際戦略」とは何か
表題にもある「国際戦略」とは、平成 24 年
３月に策定した群馬県国際戦略を指します。
これは、成長著しい東アジア（東南アジアを
含む）の活力を本県経済に取り込むため、観
光誘客の促進、農畜産物等の販路拡大、県内
企業のビジネス展開支援の３つを柱とする取
組を進める戦略で、平成 27 年度までを取組期
間としています。この戦略を効果的に推進す
るための基盤整備のために、グローバル人材
育成、海外イメージアップ（情報発信）など
各分野にまたがった取組を実施することとし
ています。
今回、ご紹介する内容は、この国際戦略の
基盤整備に関するものです。

（２）武器としての「人のつながり」
ご存じのように、本県は首都圏から近いた
め、観光分野でも農業分野でもこのメリット
を活かした首都圏寄りの産業構造となってお
り、あまり海外へは目を向けて来ませんでし
た。
また、都道府県が国際戦略を進める場合、
事業の中心的な部分とされることが多い空港
や港が本県にはありません（海なし県なので
港がないのは当然ですが）
。某国際化先進県に
視察に行ったところ、
「群馬県さんで国際化っ
て言っても大変だよね。
」と、同情気味に言わ
れたこともありました。
そのような中で国際戦略を進める武器とし
て着目したのが「人のつながり」でした。例
えば、本県には、海外に 10 箇所以上の群馬県
人会があり、また、県内には 1000 名以上の

22

先進政策バンク優秀政策事例

をつけていただき、海外への食品の販路開
拓についてご講演をいただくとともに、参
加した事業者の方から講師へ自社の商品を
ＰＲする機会も設けました。元県人会長が
群馬県の売り込み指南というストーリーで
新聞にも取り上げられ、
「人のつながり」の
有効性を認知してもらうきっかけになりま
した。

海外からの留学生が来ています。これを活用
しない手はありません。この資源を活かせば、
低コストで内容の濃い情報収集、情報発信、
人材育成が実現できるのではと考えたのです。

実現までの課題
さて、「人のつながり」を重視する国際分野
の専門家の方の言葉に力づけられ、事業の方
向性は出してみたものの、漠然とした「人の
つながり」をどのようにして事業としての形
とするかが次の課題となりました。
また、事業化（予算化）するためには「人
のつながり」の重要性・有効性を認めてもら
う必要がありました。国際化の先進県におい
ても、そのような切り口で事業を進めている
県はなかったようなので、いかに「
『人のつな
がり』が大事」と強調したところで説得力に
欠けるのが辛いところでした。
まずは、「人のつながり」を活用しやすいセ
ミナーなどで実績をあげて、徐々に有効性を
認めてもらい、展開を図っていこうというこ
とになりました。

（３）メリット・効果
本県の事情、海外の現地事情を熟知され
ている方の講義は、大変内容の濃い説得力
のあるものとなります。また、講師と県内
事業者が知り合いになる機会を提供するこ
とにより両者がビジネスパートナーになる
チャンスを生み出しています。なお、講師
が里帰りや商談などで一時帰国される際に
講演会を開催することで運営コストの縮減
を図っています。

取組紹介
具体的な取組として、実施順に４つの事業
を紹介したいと思います。

盛況のグローバル展開講演会

２

１

海外ぐんまサポーターズ

（１）事業概要
東アジアの県人会を群馬県の応援組織「海
外ぐんまサポーターズ」に委嘱するもので、
現地情報の収集、海外イベント等で活躍し
ていただいています。

グローバル展開講演会

（２）実現までの道のり
海外への移住者や赴任者からなる県人会
と言われるものは、世界各地にあるようで
す。このうち、戦前戦後にブラジルなどに
移住した方々の県人会と県とは以前から密
接な関係を築いています。一方、東アジアの
主に赴任者からなる県人会については、自
主的な親睦会としての性格が強く、県とは
あまり関わりを持っていませんでした。こ
の後者の県人会の持つネットワークを活用
するため、案出したのがサポーターズ制度
です。
この制度を最初に立ち上げた際には、海
外の県人会の方々とメールや電話を通じて、

（１）事業概要
この事業は、海外の観光・貿易業界など
さまざまな分野で活躍している本県出身者
を講師に活用して、県内事業者等を対象と
した海外展開に関するセミナーを実施する
ものです。
（２）実現までの道のり
この事業は、
「人のつながり」を活用した
事業としては最初のもので、いわば試金石
となるものでした。第１回目は、ロサンゼ
ルスの群馬県人会の会長を務められた食品
貿易会社の経営者の方に、お忙しい中都合
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ていて気の毒な程でしたが、受入企業と参
加学生の熱意という後押しもあり、実現す
ることができました。

「心の距離」を縮めることとサポーターズが
どのような制度か納得していただくことは
とても困難で、大変な苦労をしました。し
かし、今では頼れるパートナーとして日ご
ろはメールで、こちらの出張時や先方の一
時帰国時には直接お会いして良好な関係を
築けています。

（３）メリット・効果
受入先企業の手厚い協力態勢が得られる
ことが最大のメリットです。このプログラ
ムでは、営業販売の同行も含まれています
が、ここまで手厚い内容は通常考えられな
いと聞きます。大学生を中心とする参加者
からも好評で、渡航費用や宿泊費など参加
費用は、ほぼ本人負担ながら応募者が定員
の３倍となるほどの人気を誇ります。この
就業体験をとおして、将来、県産品の輸出
など群馬のため貢献したい、という明確な
目標を持つ学生も出てきています。このよ
うな参加者とのつながりが将来大きな実り
をもたらしてくれることも期待しています。

（３）メリット・効果
メリットは、生活者目線での活きた現地
情報が得られることです。現地の方の好み
や PR するのに効果的な場所など、現地に詳
しい方ならではの情報が得られます。海外
における取組を進めるにあたって、現地の
物価感や特定の時・場所の交通の混雑度な
ど、簡単なようで、なかなか尋ねることが
できる相手がいないという事柄もあるので、
とても助かっています。
また、メディア等を通じてサポーターズ
制度について知った海外の本県出身者から、
「自分も是非協力したい。
」という申し出も
あり、さらにネットワークが拡大していま
す。

インターンシップ先での県産品（模擬）販売プレゼン

４

（１）事業概要
前述の３つの事業は、群馬県出身など既
存のつながりを活かしたものですが、出身
者以外にもつながりを深めようとする取組
も実施しています。
「ぐんまのいいとこ伝え
隊」は、県内留学生に本県の魅力を体験し
てもらい、普段本人が使っているブログな
どを通じて母国語で世界へ発信してもらお
うというものです。

県上海事務所設立にも尽力いただいた
上海のサポーターズのみなさん

３

ぐんまのいいとこ伝え隊

海外インターンシップ

（１）事業概要
これは海外県人会の協力による大学生等
の海外就業体験です。本県在学・出身の大
学生から参加者を募集し、ロサンゼルスの
貿易会社で１週間ほどの職業体験をしてい
ただいています。

（２）実現までの道のり
事業企画段階で、学生を送り出す大学側
の協力が得られるか心配をしていたのです
が、大学関係者にヒアリングを行ったとこ
ろ、せっかく本県へ留学に来ても、自宅と
学校の往復だけで群馬県のことをよく知ら
ないまま帰国してしまう学生が多いという
問題意識を持っている方が多く、共感を得
られました。当事者となる参加学生、学生

（２）実現までの道のり
海外の県人会の方から、
「群馬の若者を育
てましょう。
」と申し出をいただいたことか
ら実現した事業です。参加者の募集方法や
安全面の確保など、実施段階でさまざまな
課題が出てきて、当時の担当者の苦労は見
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を送り出す大学、県側それぞれが WinWin
の関係になる枠組みとすることで、スムー
ズに立ち上げられたのだと思います。

事業を通じて得たもの
「人のつながり」が有効に機能している要因
は何でしょうか。
まずは、郷土愛だと思います。セミナーに
おける熱のこもった講演、海外インターンシッ
プでの万全の協力などに触れるに付け、その
思いを強くしています。
また、
「人のつながり」は更なる「人のつな
がり」に結びつくことも挙げられます。人か
ら人への紹介によっての拡がりもありますし、
また、先述のサポーターズの例のように、話
を聞きつけた方からの協力という形でも人の
輪が拡がっています。

（３）メリット・効果
押しつけ感のないクチコミ効果が最大の
メリットです。発信されている内容や最後
にまとめてもらう提言（事業の最後に合宿
形式で本県のイメージアップのための提言
を作成してもらっています）を見ると、我々
公務員には思いつかない、若者・外国人な
らではのするどい視点にハッとさせられま
す。
この事業には、日本人学生が参加してい
るのも特徴です。これは、日本人学生を外
国人目線でものを考えられるグローバル人
材として育成する目的と、後にも述べます
が、本県とのつながりを、担当の県職員だ
けでなく、日本人学生との関係の中でも持っ
てもらい、県職員の異動により、本県との
つながりが切れてしまうことを防止しよう
とする狙いがあります。
なお、初年度（平成 24 年度）の参加者は
OB・OG 会を結成してくれて、
伝え隊「卒業」
後も群馬県の PR に協力していただけること
になりました。

課題
課題もあります。一番には県職員が短期間
で人事異動することだと思います。最初の方
で記載したヒアリングを行った専門家の方の
中には、
「人のつながり」の重要性とともに、
短期間の異動により「つながり」が出来にく
いという行政の弱みを指摘する声がありまし
た。先に記載したとおり、
「ぐんまのいいとこ
伝え隊」のメンバーに日本人学生を入れたの
は、県の担当者が人事異動で交替してしまう
ことへの対策として考えたものです。今後も、
人事異動を前提とした対応（引き継ぎのシス
テム化のようなもの）を考慮する必要がある
と思います。

今後の展望

日本の名湯

今後の展望として、県と事業参加者という
つながりから、事業参加者同士のネットワー
ク化を促進することで、県内事業者のグロー
バル展開支援に役立っていきたいと考えてい
ます。このためには、それぞれの事業を一過
性のもので終わらせず、新たなつながりを連
鎖的に生み出すような体系づくりを行ってい
くことが大事だと考えています。
世界のあちこちで群馬県人同士がタッグを
組んで仕事をしている、そんな光景を夢見な
がら、今後も取り組んでいきたいと思います。

草津温泉にて

世界遺産登録を目指す富岡製糸場にて
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まちづくり分野

福井県と福井市の共同による『県都デザイン戦略』の策定
福井県総合政策部交通まちづくり課

１

文化の面で県内各地をリードし、福井県全体

はじめに

の都市力を向上させていく必要があります。

福井県の県庁所在地である福井市は、昭和

一方、福井市中心部では人口減少と超高齢

20 年の福井空襲に加え、昭和 23 年には福井

化が郊外部に先行して進んでいますが、今後

地震により壊滅的な被害を受けました。その

は市域全域において一段と進むことが見込ま

後、戦災・震災復興のまちづくりを進め、現

れています。公共公益施設や住宅の郊外化等

在のまちが形づくられました。

による都市の拡大を見直すなど、新たな見地

戦災・震災から 60 年余りが経過し、高度成

に立ち、こういった課題に対応するまちづく

長期に建てられた多くの建物も多く、都市全

りを行う必要があります。

体がリニューアルする時期にあります。福井

これまでは、県都のまちづくりについて個々

市中心部にある県庁舎や市庁舎を含め、今後

の主体がそれぞれ進めていましたが、県都の

順次、建物や都市インフラの更新時期を迎え

将来像を共有し具体化を目指していくことが

ます。

できるよう、長期的な視点を持って都市の再
設計を構想し、次の時代に受け継ぐ県都のま
ちづくりについて指針となる考え方となる「県

都デザイン戦略」を策定することとしました。

２

県都デザイン戦略の内容

（１）県都福井の目指す姿
福井市中心部は、室町時代のころには北ノ
庄と呼ばれ、街づくりの始まりは柴田勝家の
城づくりが始まりといわれています。徳川家
康の天下平定後は、その二男、結城秀康が 68

また、北陸新幹線の県内延伸や舞鶴若狭自

万石の城主として慶長５年 (1600 年 ) に任ぜ

動車道や中部縦貫自動車道など高規格道路の

られ、城下町福井が形成されました。明治 22

整備など、福井県を取り巻く高速交通体系が

年には市制が施行され、福井市となり、以来、

大きく進展します。さらに、2018 年には福井

福井県の政治、経済、文化の中心都市として

国体の開催を予定しており、多くのスポーツ

発展を続けてきています。

関係者を福井県にお迎えすることになります。

現在の福井の中心市街地の特徴としては、交

県内市町への玄関口となる福井市が、県都

通結節点である JR 福井駅を中心に、徒歩圏に

としての魅力を高めるとともに、経済、観光、
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県庁や市役所といった行政機能や商業・経済
機能、そして市民憩いの場である足羽山、桜
百選にも数えられている足羽川といった自然
がコンパクトに集積していることが挙げられ
ます。

県都デザイン懇話会

また、福井城址や養浩館庭園、松平春嶽候

や橋本左内、由利公正といった幕末や明治初
期に活躍した人材のゆかりの地など歴史資源
も数多く残っています。

西川福井県知事と東村福井市長も議論に参加

こうした特徴を活かしまちづくりを進める

ため、県都デザイン戦略では目指す姿として、

また、県都のまちづくりについて、県民・

・ 福井城址や近世から近代にかけて歴史を動か
した幕末志士ゆかりの地などを活かし、埋も

市民と一緒に考える「県都デザインフォーラ

・ ビジネスや文化など創造的な活動を支える新

定のスタート段階と戦略の骨子が固まった段

ム」も開催しました。フォーラムは、戦略策

れた都市の歴史を次代へ受け継ぐこと

階の２回開催しましたが、平日の開催にもか

たな基盤をつくり、都市構造や交通体系を再

かわらず、200 名以上の方が参加し、講演や

構築すること

パネルディスカッションのほか会場との意見

・ 都市の中の自然を守り、緑や水が感じられる

交換も行いました。

空間を育むこと

そのほか、戦略策定の過程において、ワー

の３点を重視しました。

クショップの開催、県民・市民アンケート、

（２）策定の経緯
県都デザイン戦略の策定にあたっては、都

パブリックコメントなどを実施し、県民、市
民の意見を計画に反映させました。

市デザインの専門家やまちづくり活動の実践

者等による「県都デザイン懇話会」を設置し
践者や全国各地のまちづくりに関わっている

（３）県都デザイン戦略の内容
①目標年次
県都デザイン戦略の目標年次は、2050 年と

幅広い議論を行いました。また、懇話会には

るためには、県庁舎（築 32 年）
、市庁舎（築

くりに対する想いを述べるなど、議論に参加

再編など 5 年、10 年では実現が困難な長期的

ました。懇話会には、県内のまちづくりの実
県外の学識経験者に委員に入っていただき、

定めました。これは、都市の再設計を構想す

知事と福井市長も出席し、それぞれのまちづ

38 年）の移転・再配置や周辺街区の段階的な

しました。

プロジェクトも明示する必要があると考えた
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からです。ただし、こうした長期的なプロジェ

クトについては方向性のみを示し、経済社会

③主なプロジェクト
◆「福井城址公園」の整備（短期～）

の議論を深め実現を目指すこととしています。

要な歴史資源として活かし、県都の新たなシ

催される 2018 年を短期目標年次として定め、

再配置し、周辺街区と緑でつながる開放的な

福井城址を、城下町福井を象徴する最も重

状況の変化に対応して、将来の世代が具体化
一方、目前に迫ってきている福井国体が開

ンボルとするため、県庁舎・市庁舎を移転・

先導的に実施するプロジェクトを明確にし、

「福井城址公園」として再編するとしています。
歴史を象徴し、新しい文化を創造し、人が集

中長期的にわたり積み重ねるまちづくりの第

一歩としています。また、中期目標年次を北

まる緑豊かな空間を段階的に整備します。

と定め、施策の方向性についても示していま

丸西側の御廊下橋につながる山里口御門の復元

短期的には、平成 20 年に復元した福井城本

陸新幹線の県内開業が予定されている 2025 年
す。

や福井城西二の丸、西三の丸の一部で、藩主の

②目指す姿と方向性
県都デザイン戦略では、目指す姿として大

れ緑の多い開放的な公園として整備します。

御座所もあった福井市中央公園を歴史が感じら

きく３つの形を示し、目指す姿に対応してま
ちづくりを進める上での７つの方向性を定め
ています。

福井城山里口御門復元予想図

◆県都の顔となる玄関口の再整備（短期）

福井駅西口を県都の玄関口として、緑と賑

目指す姿とまちづくりの方向性

わいのある駅前広場を整備するとともに、駅

と福井城址を結ぶ歩行者の動線を整備します。
駅に隣接する西口再開発ビルと屋根付き広

場、交通結節機能が一体となった、賑わいと

交流を生む回遊性の高い空間と、まちなかへ
の起点としてわかりやすい動線をもった西口
広場を整備します。

福井駅西口広場の完成予想図

県都デザイン戦略の全体像
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◆建物の更新時期を捉えた街区の再構築（中期～）

また、戦略の策定にあわせ福井市が設置し

業務機能が集積している地区等において、

たまちづくりセンター「ふく＋」（ふくたす）

まちの実情に合わせた中低層の再開発、共同

では様々な団体がまちづくり活動を展開する

建替えによる建物更新の促進、低未利用地（空

など民間の活動が活発化しました。

地や駐車場等）の集約化によるまとまった土

地の創出と施設の再配置など、多様な手法を
用い、地権者や民間事業者の協力のもと街区

の再構築を進めていきたいと考えています。
建物更新の際には、建物や敷地内のデザイン
などを適切に誘導し、美しく風格のあるまち

並みづくりを進めていきたいと考えています。

福井大学の学生が開催したワークショップ

３

おわりに

これまで、県と県庁所在地である福井市が

共同で、そして対等な立場で一つのプランづ
くりをしたことは、はじめての取組みではな

低未利用地の活用イメージ

いかと思います。県都のまちづくりは、福井

市が中心となって進めていますが、県も同じ
土俵に立って力を合わせて進めることで、よ

④施策の成果・効果
県都デザイン戦略は、県と福井市が共同で

り一層推進されるものと考えます。

策定の作業を進めました。そして、戦略の推

まちづくりは、長い積み重ねによって実現

進のため、県と市による県都デザイン戦略推

します。県民、市民等による新たな活動や投

進会議を設置し、プロジェクトの実施内容や

資も必要です。県と市のみならず、すべての

スケジュールについて調整しながら、一体的

主体が大きな構想を共有し、可能なものから

に推進する体制を整えました。また、
県と市が、

一つひとつ着手することにより、次の 50 年、

事業の計画段階からデザイン調整を行う体制

100 年につなげていきたいと考えています。

についても整備しました。

さらに、都市リニューアルの起爆剤となる

よう、福井城本丸内にある県庁舎の移転や市
役所の再配置についても明記しました。

一方、戦略策定をきっかけに、民間のまち

づくり団体が、地区の活性化のためのアイデ
アを募集するコンテスト（審査委員長：隈研

吾東京大学教授）を実施したほか、
商工会議所、
経済同友会などが、県都デザイン戦略の具体化

をテーマに 委員会を設置し議論を開始するな
ど、民間でも活発な議論が始まっています。
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北海道

Hokkaido
スマートフォンでかんたん検索

新しい十勝ガイド「ぐるぐるとかち」配信中 !
と かち

北海道の南東部に位置する「十 勝 」は、広大な十
勝平野の田園風景や北の大雪山系、西の日高山脈な
ど豊かな自然環境はもとより、豊富な農水産物やス
イーツを始めとする「食」など、自信を持っておす
すめできる四季折々の魅力があります。
十勝総合振興局で
は、十勝管内を訪れた
方に、より便利に観光
していただくことを
目的に、十勝管内 19
市町村の観光スポッ
トやイベント情報を
簡単に収集できる、ス
マートフォン向け十
勝観光 AR アプリ「ぐ
るぐるとかち」を配信
しています。
このアプリでは AR
（拡張現実）技術を活
用 し て、 カ メ ラ で の

観光スポット検索や、地図からのナビゲーション案
内が利用できるほか、イベントや観光地からの検索
もできます。
さらに、目的地に到着すると、
「カメラで検索」機
能を利用して十勝の魅力 PR 大使の“サイロウシ”や、
とかち豚丼振興局の係長“ぶたどんまん”などの個
性豊かな十勝のキャラクターと記念撮影をすること
ができます。
そのほかにも、宿泊施設や飲食情報を掲載した「十
勝管内便利情報」、投稿された写真一覧を楽しむこと
ができる「ギャラリーサイト」
、目的地で登場する
「キャラクター紹介」などの内容も充実しています。
料金は無料ですので、十勝へお越しいただいた際
は、十勝の観光 AR アプリ「ぐるぐるとかち」を是
非御利用下さい。
お問合せ

北海道十勝総合振興局産業振興部
商工労働観光課
TEL 0155-27-8538
ダウンロードサイト
http://gurugurutokachi.sakura.
ne.jp/
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上記ＱＲコードを読み込
む と、 ア プ リ の ダ ウ ン
ロードができます。

Aomori

青森県

「青森県基本計画未来を変える挑戦」
～強みをとことん、課題をチャンスに～
なりわい

「生 業」と「生活」
。県民の経済的基盤を確立し、
心の豊かさや、命・健康・環境などの暮らしやすさ
に支えられた豊かな生活を実現する、これこそがこ
れまで青森県が一貫して目指してきた青森県の姿で
す。
青森県では、平成 26 年度からスタートする新しい
基本計画として「青森県基本計画未来を変える挑戦」
を策定しました。この計画では、県産品などモノの
ブランド化だけではなく、青森県の様々な分野の「生
業」と「生活」が生み出す価値が一体となって世界
から評価され、県民自身もその価値を誇りに思い存
分に享受している状態を目指すこととしています。
この目指す姿を計画では「世界が認める『青森ブラ
ンド』の確立」
、言い換えると「買ってよし、訪れて
よし、
住んでよしの青森県」の実現と表現しています。
この「目指す姿」を実現するため、
「強みをとこと
ん、課題をチャンスに」という基本コンセプトを掲
げ、
「食」を始めとする本県の強みを更に伸ばしてい
くとともに、
「平均寿命が短い」などの本県が抱える
課題をむしろ成長の伸びしろが大きいチャンスと捉

え、課題解決を通して地域が成長していく課題解決
型イノベーションを進めることとしています。
平成 26 年度は、新たに「人口減少克服」「健康長
寿県」「食でとことん」の三つの戦略プロジェクトを
立ち上げ、部局・分野を横断して全庁一丸となった
取組を進めることとしています。

お問合せ

青森県企画調整課
TEL 017-734-9129

都道府県だより
Akita

2014年 3 月

秋田県

防災教育の充実に向けて
平成 26 年３月「防災学習館」リニューアルオープン
東日本大震災をきっかけに、災害に対して日常から備
えることの重要性が広く認識され、防災、減災の知識に
関する県民ニーズが高まりました。
秋田県では、こうしたニーズに応えるため、正しい防
災知識の普及と防災教育の拡充を目指し、県消防学校に
併設している擬似体験施設（旧称：防災センター）の設
備を改修する工事を実施し、名称も「防災学習館」と改め、
平成 26 年３月１日にリニューアルオープンしました。

Q & A コーナー

消火体験コーナー

・消火体験コーナー（改修）
大型スクリーンを使用した体験ブースを２基設置し、
２組同時に初期消火のポイントを学ぶことができます。

・防災シアター（新設）
150 インチ大型スクリーンを備えた 42 人着席可能の
シアタールームで、防災啓発映像を視聴できます。

・煙中体験コーナー（改修）
姿勢センサーや音響演出を新たに設置し、これまでよ
りもリアルな体験ができます。

・防災学習・ライブラリーコーナー（新設）
豊富な書籍、映像資料やインターネットを使用して、
防災に関する知識を深めることができます。

・通報体験コーナー（改修）
モニターに映し出される火災・事故・救急シーンを見
て、適切な 119 番通報の訓練ができます。

・Q & A コーナー（新設）
タッチ式パソコンを使用して、クイズに挑戦しながら
防災の知識を学ぶことができます。

お問合せ

秋田県総務部総合防災課
TEL 018-860-4565
秋田県消防学校防災学習館
TEL 0184-73-3005

・地震体験コーナー（改修）
大型映像を見ながら、過去の大地震や、震度１～７
の揺れを体験できます。
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岩手県

Iwate

応援職員への感謝の集い～「いわての復興を
自治の進化に」第１回シンポジウム～
岩手県では今、全国の自治体からの応援職員、民
間団体や企業の職員、NPO 団体、ボランティアなど
多くの皆様のお力をいただいて、全力で東日本大震
災からの復興を進めています。
復興は「地元の底力」と「様々なつながりの力」
が合わさって進みます。そのプロセスは、これまで
できなかったことを可能にする、自治の進化です。
この度、これまで岩手県に寄せられた多くの支援・
応援への感謝をこめて、復興の進ちょく状況や課題
など、その現状を職員からの発表という形で全国に
発信し、引き続き復興への御理解と御支援をお願い

する機会とするため、２月６日～７日の２日間にわ
たり、
「
『いわての復興を自治の進化に』第１回シン
ポジウム」を開催しました。
初日は、五つの分科会に分かれて、それぞれの分
野における応援職員等の活動発表や意見交換などを
実施。県土整備分科会ではトークセッションが行わ
れ、応援職員の方々から、本県の復興業務において
経験された苦労や課題、そして被災地への想いを熱
く語っていただき、会場から惜しみない拍手が送ら
れました。
２日目は、全体集会として、知事謝辞や被災自治
体職員の講演、元派遣職員の自治体報告、県職員に
よる「用地確保問題」の課題報告などを実施。併せ
て、被災地の伝統芸能として「臼澤鹿子踊保存会（大
槌町）
」による舞台や、若手女流書家の金澤翔子さん
の作品展示、大震災の当日に大槌町民によって撮影
された写真の展示なども行われました。
御来場、御出演いただいた応援職員の皆様、そし
て全国の皆様に厚く御礼を申し上げます。これから
も岩手県をどうぞよろしくお願いいたします。
お問合せ

岩手県秘書広報室調査監
TEL 019-629-5503

大阪府職員（元本県応援職員）による報告の様子

都道府県だより
Yamagata

2014年 3 月

山形県

出荷量日本一 !「啓翁桜」の産地山形県

桜はその分早めに休眠に
入り、早く目覚めさせる
ことができます。
薄紅色をした可憐な花
が綺麗に咲きそろい、春
の明るい華やかさを演出
啓翁桜
してくれる「啓翁桜」は、
首都圏等での PR 活動により需要も年々増加してお
り、現在は、正月から入学式シーズンまで、春を彩
る観賞用の切り枝として全国各地に出荷されていま
す。
ほかにも、これから本格的な出荷を迎えるアルス
トロメリアや高品質で市場評価の高いばら、出荷量
全国第２位のストック、県オリジナル品種を有する
りんどうやトルコぎきょうなど多様な花きを生産し
ています。是非山形県産の旬の花を飾ってみてくだ
さい。

山形県の農畜産物というと、さくらんぼやラ・フ
ランスなどの果物、
「つや姫」や「はえぬき」に代表
される米、山形牛などのイメージが強いかもしれま
せんが、実は、花きの栽培も盛んで、全国トップク
ラスの出荷量を誇る花がたくさんあります。
中でも、
「啓翁桜」は冬に満開の花が楽しめる桜と
して人気が高く、出荷量は日本一です。
山形県では、昭和 30 年
代の終わりに、山形市内の
花き生産者が栽培を始め、
昭和 50 年代から、県園芸
試験場において促成栽培技
術の開発が進められまし
た。
桜は、秋になって気温が
下がると休眠に入ります。
その後、冬の寒さを一定期
間経験すると休眠から覚醒
し、気温が上がれば開花で
首都圏での啓翁桜 PR
きる状態になります。山形
会場：歌舞伎座
県は秋の訪れが早いため、
アレンジメント：假屋崎省吾氏

お問合せ

山形県農林水産部園芸農業推進課
TEL 023-630-2458
おいしい山形 HP
http://www.yamagata.nmai.org/
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Miyagi

宮城県

東日本大震災から３年
間もなく、東日本大震災の発生から３年が経とう
としています。
震災発生以降、復旧・復興のため、全国各地の自
治体から宮城県に延べ 1,179 人（平成 26 年２月１
日現在：知事部局・教育庁への派遣延べ人数）
、被災
市町も合わせると、更に多くの自治体職員の方々に
御支援と御協力をいただいており、深く感謝申し上
げます。
これまで、宮城県では、平成 23 年 10 月に策定し
た「宮城県震災復興計画」
（以下「計画」
）に掲げた
事業を始めとして、復旧・復興に向けた取組を国や
市町村と連携しながら進めてきました。
震災発生から３年間は、計画における「復旧期」
として、生活基盤の回復や施設の復旧などに全力を
尽くしてきました。また、今年から４年間は、被災
者だけでなく、震災の影響により生活・事業等に支
障を来している方々への支援を更に充実していくと
ともに、本県の再生に向けたインフラ整備などを充
実させる「再生期」と位置付けており、復興への歩
みを更に加速し、将来を見据えた創造的な復興を目
指すこととしております。

今後も、宮城県民の総力を結集して全力で取り組
んでまいりますので、引き続き温かい御支援と御協
力をよろしくお願いいたします。
「みやぎ鎮魂の日」について
宮城県は、昨年４月、東日本大震災で亡くな
られた方々に追悼の意を表し、震災の記憶を風
化させることなく後世に語りついでいくため、
３月 11 日を「みやぎ鎮魂の日」とする条例を制
定しました。今年の３月 11 日は、制定後初め
てとなる「みやぎ鎮魂の日」を迎え、県内各地
で追悼に関する行事などが行われることになっ
ています。

気仙沼市で行われた追悼式（平成 25 年 3 月 11 日）

都道府県だより
Fukushima

2014年 3 月

福島県

ふくしまから“おいしい発信”はじめよう。
福島県では食品の安全性と信頼性を確保するため、
食品の生産、製造・加工、流通・販売、消費の全て
の段階において検査体制を強化しています。
本県産米は平成 24 年産から、販売用のほか、縁故
米、自家消費米などを含めた全ての玄米を対象に放
射性物質検査を実施しています。検査により安全を
確認した玄米には、検査済みラベルを貼り、検査結
果は袋ごと、市町村ごとにホームページで公表して
います。
また米以外の農林水産物は、ゲルマニウム半導検出
器を使用し、各品目ごとに測定をしています。牛肉に
ついては全頭検査を、また、主要な品目や摂取量の多
い品目になどついては、サンプル数を増やし、検査を
強化しています。現在、野菜など、ほとんどの食品か
ら基準値を超えるものは検出されていません。
モニタリング検査や米の全量全袋の結果は、「ふく
しま 新発売。
」や「ふくしまの恵み安全対策協議会」
のホームページで公開しています。
このような取組のほか、県内はもとより首都圏や
関西方面などの大消費地へ県産農林水産物の安全・
安心を PR するため、知事によるトップセールスを展
開しています。また、
TOKIO の皆さんの CM を始め、
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マスメディアや首都
圏の方々に実際に福
島に来て、見て、食
べて感じていただく
ツアーを実施するな
ど、様々な方法で情
報発信をしています。
その一つとして、昨年の大相撲初場所から、優勝
力士に贈る「福島県知事賞」を新設しました。賞状
やあかべこトロフィーのほか、福島県オリジナル品
種のお米「天のつぶ」などの農産物を副賞として贈
呈しています。
また、福島県公式フェイスブックでも情報発信を
行っています。先日、
「あんぽ柿」の３年ぶりの出荷
再開をお知らせしたところ、多くの皆さんから「待っ
てました」など、喜びのコメントをいただきました。
この記事に対する 3,976 件もの「いいね !」も大変励
みとなりました。
福島県では、おいしい福島の農産物を安心して味
わっていただくため、今後も引き続き農家の皆さん
と共に全力を尽くして取り組んでまいります。
お問合せ

福島県農林企画課
TEL 024-521-7154

新潟県

Niigata

うまさぎっしり新潟 ～彩とりどりの春めぐり～

【酒】
「日本一の酒どころ
新潟」に泊まっていた
４月１日から、新潟デスティネーションキャンペー
だくお客様に「究極の
ンがスタートします !
お晩酌」を提供する「に
雪国・新潟にとって、春は特別な季節。雪解けと
い が た 地 酒 の 宿 」。 宿
ともに咲く早春の花々や、残雪の白に美しく映える
新緑の風景のほか、春にしか味わえない山菜など、 が 酒 蔵 と タ ッ グ を 組
み、それぞれの地酒に
豊かな自然にはぐくまれた魅力が満載です。
合う、地元の食材を生
【食】
石川雲蝶／西福寺 開山堂（魚沼市）
かしたメニューを提供
本当に美味しい朝ごはんを提供する「にいがた朝
します。
ごはん」プロジェクト。県産コシヒカリを各温泉地
の季節感あふれるごはんに合うおかずと一緒に味 【匠】
江戸時代に活躍した木彫りの名工「石川雲蝶」、癒
わっていただけます。
やしの微笑仏を数多く刻んだ「木喰上人」
、世界的に
【花】
高い評価を受ける三条・燕の金属加工業。様々な匠
新潟の里山で、雪割草を皮切りに、カタクリ、ミ
の技を見て・触れて・体験してください。
ズバショウ、桜、チューリップ、カンゾウなど、雪
解けから初夏まで可憐に咲き競う彩とりどりの花々
この春は新潟で「彩とりどり」な食・花・雪・酒・
は、まさに新潟の春の象徴です。
匠にふれあう旅を楽しんでみてはいかがでしょうか。
【雪】
春スキーはもちろん、春の雪遊びや天然の冷蔵庫
お問合せ
「雪室」体験。世界一と言われる豪雪地を持ち、古く
新潟県産業労働観光部観光局観光振興課
から雪と共に暮らしてきた新潟だからこそできる体
TEL 025-280-5254
験です。

都道府県だより
Tokyo

2014年 3 月

東京都

「東京クルーズビジョン」を策定しました
世界のクルーズ市場は、客船の大型化とクルーズ
人口の急増という大きな流れの中にあります。
特に、アジア地域においては、中国を中心とする
経済成長を背景にクルーズ市場の飛躍的成長が見込
まれており、日本国内のクルーズ人口も今後の大き
な伸びが確実視されています。
このように、クルーズが急激に身近なものとなっ
てきている今、東京都は、2020 年オリンピック・パ
ラリンピック開催都市として、また、国際観光都市
として、今後のクルーズ客船誘致施策を積極的に展
開していくため、おおむね 15 年後の目標とその実
現に向けた取組をまとめた「東京クルーズビジョン」
を策定しました。
日本籍船に対しては、安定した寄港回数を確保す
るため、
「母港化」を推進していきます。外国籍船に
対しては、乗客数千人規模の大型クルーズ客船の発
着・寄港や「フライ & クルーズ」を積極的に誘致し
ていきます。
そのために、世界最大の客船に対応可能な新客船
ふ頭を臨海副都心に整備します（2020 年東京オリ
ンピック・パラリンピック開催を見据え、早期の開
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業を目指しま
す）
。また、利
用者の利便性
を追求した施
設整備を行う
と と も に、 よ
り積極的な誘
致活動を展開
していきます。
東京の強み
東京港に入港するクルーズ客船
で あ る「 交 通
アクセスの充実」
、
「観光資源の充実」
、
「背後圏の人
口集積」を生かし、発着港としての体制強化を進め
ていくことで、2028 年（平成 40 年）の東京港のク
ルーズ利用人口 50 万人、クルーズ客船利用回数 280
回を目指します。
お問合せ

東京都港湾局港湾経営部振興課
TEL 03-5320-5529
HP http://www.kouwan.metro.tokyo.jp/jigyo/
plan/cruise/

群馬県

Gunma

世界初 !「リアルタイム・シカ行動把握システム」
を開発しました
県内では、中山間地域を中心に、ニホンジカやイノシシな
ど野生鳥獣による、農林作物などの被害が深刻化しています。
24 年度の本県の野生鳥獣による農林業の被害金額は、約
12 億 2,400 万円に上りました。経済的な損失に加え、度重
なる食害により、農林業の継続が困難になることなどが懸念
されています。
また、耕作放棄地の増加などにより、被害の範囲が中山間
地域から平坦地域まで拡大しているほか、ニホンジカによる
若芽や樹皮の食害など、自然植生への影響も顕在化しており、
野生鳥獣被害を減らすことが急務となっています。
そこで本県では、農産物や森林資源に食害をもたらすニホ
ンジカへの対策を効果的に進めるため、その行動をリアルタ
イムで把握するシステムを、民間企業と共同で、世界で初め
て開発しました。
このシステムは、ニホンジカに、衛星利用測位システム
（GPS）機能と、位置情報を遠距離にまで送信できる特殊な
送信器を組み合わせた「リアル
タイム GPS 首輪」を装着する
ことで、即時に居場所を把握す
るものです。従来のものに比べ、
シカの所在情報が直ちに受信局
に送信され、インターネットを
通じてパソコンで確認できるた
め、シカの行動を 24 時間監視
「リアルタイム GPS 首輪」の装着状況
できるようになりました。

「リアルタイムＧＰＳ首輪」を付けたニホンジカの移動状況
左図：越冬のため山を下りるシカの移動経路
右図：越冬地での移動範囲

また首輪には、電力の消費が少なく長時間使用できるバッ
テリーを使用したり、雪や雨などに強い耐久性のある構造に
したりすることで、１年以上継続して監視することが可能と
なりました。
今後県では、赤城山周辺に受信局を６ヵ所、「リアルタイ
ム GPS 首輪」を 11 基整備し、赤城山全体を網羅する「ニホ
ンジカ追跡システム」を構築する予定です。これにより、今
まであまり知られていなかったシカの行動範囲や「生息コア
地」などを素早く、正確に把握できます。また地域住民や関
係機関と一層の情報共有に努め、連携を図りながら、有効な
捕獲方法や被害の防除技術などを開発していきます。
さらにこのシステムをサルやクマ、イノシシなど、他の野
生動物に応用することで、野生動物全般の被害対策や生態研
究が飛躍的に推進することを期待しています。
お問合せ

群馬県林業試験場
TEL 027-373-2300
FAX 027-373-1036

都道府県だより
Tochigi

2014年 3 月

栃木県

栃木県歌「県民の歌」がカラオケ全国配信開始 !
口ずさむだけで明るさと元気を私たち栃木県民に
与えてくれる「県民の歌」
。サッカー J2 の栃木 SC の
試合では、サポーターが試合前とホームゲーム勝利
時に、プロバスケットボール・リンク栃木ブレック
スの試合でもファンが試合前に「県民の歌」を合唱
します。
栃木県民に愛されている「県民の歌」が、３月４
日（火）から通信カラオケで全国へ配信されました。
栃木県民の皆様、栃木県出身の皆様、栃木県にゆ
かりのある皆様、是非カラオケボックスなどで「県
民の歌」を歌い、ふるさと栃木のいいところを再発
見してください !

ライブダムのカラオケタイトル画面には、雄大な男体山と中禅寺湖が映り、爽やかな
メロディーが流れ出します

ライブ

ダム

プレミア

ダム

配信機種：㈱第一興商の LIVE DAM、Premier DAM、
サイバー

ダム

エイチディ

サイバー

ダム

アルファ

Cyber DAM HD、CYBER DAM α
お問合せ

栃木県広報課
TEL 028-623-2192
知事記者会見においてカラオケ全国配信開始を発表
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埼玉県

Saitama

電車に乗って御当地キャラを集めよう !
「鉄ぐるっ ! 埼玉 モバイルスタンプラリー」開催中
埼玉県では、鉄道駅に行ってかわいい御当地キャ
ラのモバイルスタンプを集める「鉄ぐるっ ! 埼玉 モ
バイルスタンプラリー」を３月 31 日まで開催してい
ます。スタンプを集めるとすてきなプレゼントが当
たるチャンスもあります。
スタンプラリーには JR 東日本、西武鉄道、東武鉄
道、秩父鉄道、埼玉高速鉄道の鉄道５社が参加。埼
玉県内の駅など 28 ヵ所のほか池袋駅（西武・東武）
、
西武新宿駅、東京スカイツリー駅にもスタンプ取得
ポイントが設置されています。
参加は簡単。まず GPS 機能の付いた携帯電話やス
マートフォンで専用サイトにアクセスし、参加登録
します。登録が完了したらあとは出掛けるだけです。
各駅のスタンプ取得ポイントに到着したら、専用
サイトにアクセス。埼玉県のマスコット「コバトン」
や深谷市のイメージキャラクター「ふっかちゃん」
など各駅オリジナルの電子スタンプをダウンロード
できます。
スタンプを５個集めると鉄道会社グッズやスタン
プと同じデザインの御当地キャラ缶バッジ、10 個集

めると県内の宿泊施設に泊まれるペア宿泊券が抽
選で当たります。
さらに、専用サイトでは周辺の観光情報や近く
の飲食店などで使えるクーポンを手に入れること
ができ、お得に観光を楽しめます。これを機に、
是非埼玉県に遊びにきてください !
お問合せ

埼玉県産業労働部観光課
TEL 048-830-3955
HP http://www.sainokuni-kanko.jp/?page_id=1439

都道府県だより
Chiba

2014年 3 月

千葉県

「ちばアクアラインマラソン 2014」
参加ランナー募集 !

③専用振替用紙
専用振替用紙を請求の上、郵便局又はゆうちょ銀行で申込み
（500 円の事務手数料が必要）

10 月 19 日（日）に開催する「ちばアク
アラインマラソン 2014」。エントリー受付
が、４月４日（金）から始まります。
コース上の東京湾アクアラインでは、空
と海を駆け抜けているかのような感覚を味
わえます。
当日は、多彩な応援パフォーマンスや給
食所での県産品によるおもてなしなどで、ランナーの皆さん
をお迎えいたします。たくさんの御応募をお待ちしています。
＜参加資格＞
平成８年（1996）４月１日以前に生まれた方で、マラソン
は５時間 40 分、ハーフマラソンは２時間 50 分程度までに
完走できる方。
＜種目・定員・参加料＞
マラソン（42.195㎞）／ 13,000 人／ 11,000 円
ハーフマラソン（21.0975㎞）／ 4,000 人／ 8,000 円
※申込みが定員を超えた場合は抽選となります。
＜制限時間＞
マラソン６時間／ハーフマラソン ３時間 10 分
＜申込方法＞
①インターネット
HP http://www.sportsentry.ne.jp/
②携帯電話（モバイルサイト）
HP http://www.sportsentry.ne.jp/mobile/
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【専用振替用紙請求方法】
希望枚数、送付先住所・氏名を明
記し、返信用切手（１部 120 円ほか）
を貼った角２型封筒を添えて送付
（請求期間）
３月 28 日（金）まで（当日消印有効）
（宛先）
〒 260-8662
千葉市中央区市場 1-1
ちばアクアラインマラソン事務局
エントリー専用振替用紙係

2014 はフル & ハーフ

＜申込期間＞
前記①②：４月４日（金）正午～ 19 日（土）
③：４月４日（金）～ 11 日（金）消印有効
＜ネット申込特典＞
①②の方法でお申し込みいただいた方を対象に、抽選で千葉
県の農林水産品が当たります !
☆詳しくは、大会公式ホームページを御覧ください。
お問合せ

ちばアクアラインマラソン実行委員会事務局
TEL 043-223-4107
HP http://chiba-aqualine-marathon.com/

神奈川県

Kanagawa
「神奈川なでしこブランド」
第１回の認定商品を決定しました !

神奈川県では、女性の潜在力を引き出すことの効
果を多くの企業に理解していただき、女性の活躍を
促進するため、
今年度より「神奈川なでしこブランド」
等の認定事業を実施しています。
「神奈川なでしこブランド」は、県内に拠点を持つ
企業等から、女性が開発に貢献した商品（モノ ･ サー
ビス）として応募のあったものの中から優れた商品
を認定するものです。
昨年８月以降、多数の御応募をいただき、44 件の
商品を認定いたしました。具体的には、女性や高齢
者向けに、デザインや性能等に配慮して開発した電
動スクーター、女性担当者を加えたプロジェクトチー
ムが、すぐに成長する０～２歳の子ども用に開発し
た「ダンボール製知育机・椅子」など、女性ならで
はのアイデアを生かした様々な商品が認定されてい
ます。
２月６日（木）に「テクニカルショウヨコハマ
2014」の会場内で認定式を開催し、黒岩知事から認
定証を贈呈するとともに、総合プロデューサーであ
る残間 里江子氏や実際に商品開発に携わった女性の

認定式の様子

皆様を交えたトークショーを行いました。
今回認定した商品は、今後、企業と連携したイベ
ントや、県の広報媒体を含む各種メディアを活用し、
広く PR してまいります。
なお、認定商品の概要は、神奈川県のホームペー
ジにて御覧いただけます。
お問合せ

神奈川県産業労働局労働部労政福祉課
TEL 045-210-5744
神奈川県 HP
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f480434/

都道府県だより
Yamanashi

2014年 3 月

山梨県

新しい農産物加工品
「美味しい甲斐ブランド」を発表 !
山梨の新しい特産品「美味しい甲斐ブランド」の商品 100
点余りが完成し、２月６日、都内で内覧会を開催しました。
「美味しい甲斐ブランド」は、山梨県が平成 23 年度から３
年かけて進めてきた、農業の６次産業化への独自の取組「美
味しい甲斐開発プロジェクト」の成果です。
このプロジェクトでは、経営の安定した魅力ある農業を目
指して、農家の収入アップを図るため、農業者と加工・流通
業者、商工団体などが連携して、山梨が誇る品質の高い農産
物の特徴を生かした加工品の開発に取り組んできました。
大きな特徴は、農産物を熟知した生産者自らが開発に関わ
ることで、その特徴を十分に生かした商品開発ができたこと、
出来上がった試作品を県の農政アドバイザーを務める小泉武
夫氏 ( 農学博士・東京農業大学名誉教授 ) の指導を受けなが
ら何度も改良を重ね、確実
に売れる商品として作り上
げたことです。
内覧会では、まず、小泉
アドバイザーの似顔絵が
入った「美味しい甲斐ブラ
ンド」のロゴマークが発表
され、商品開発に取り組ん
だ事業者らの代表に認定証
が交付されました。そして、
訪 れ た 大 手 百 貨 店 や ス ー 県農政部長から事業者に、ロゴマーク使用
パ ー、 ホ テ ル、 食 品 会 社、 認定証を交付
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流通業者などの買い付け担当者ら約 200 名は、ロゴマーク
が貼られた小泉先生太鼓判の「美味しい甲斐ブランド」商品
を賞味しながら、その特徴や開発の経緯などを興味深く聞き
入っていました。
今後は、加工品開発による農産物の付加価値アップが、農
業所得の向上に確実に結び付くよう、全国への情報発信を強
化し、６次産業化に取り組む農家や事業者の増加と、後継者
や新規就農者の確保・育成につなげていきます。

「美味しい甲斐ブランド」商品の数々（一部）
上段左から A ～ C、下段左から D ～ F
ふ じ さん

A 富士山やさいのキムチ B 2 2 3 マカロン C トマトワイン
D 甲州地酒粕味噌漬けポーク E 温泉ワインうなぎの蒲焼
F 天空かぼちゃの自然甘味ペースト

お問合せ

山梨県農政部農業技術課
TEL 055-223-1616

静岡県

Shizuoka
浜名湖花博 2014 ～花と緑の祭典～

静岡県には、四季折々の花が咲き誇る
花の名所が各地にあり、花きの生産額も
ⓒのたね
全国トップクラスです。ガーベラやバラ、
洋ランなど年間を通じて多種多様な花の生産が行わ
れる、まさに「花の都しずおか」です。
この春、その魅力を更に PR するため、浜名湖花博
2014 を開催します。是非、
「花咲く、春咲く、浜名湖」
にお越しください。
前売券

普通入場券

（共通券）

セット入場券

大人
小・中学生
大人

（両会場で１回ずつ入場できる券） 小・中学生

700 円

当日券
800 円

300 円

400 円

1,200 円

1,400 円

600 円

700 円

浜名湖ガーデンパーク会場の見どころ
2014 年 4 月 5 日（土）～ 6 月 15 日（日）
印象派庭園
石原和幸特別展示
「花美の庭」
「Togenkyo」

ランドスケープアーティスト まるで絵画の中に入り込んだ
石原和幸氏がプロデュース。ような気持ちになれる「日本
「桃源郷」をテーマにした花 最高峰の印象派庭園」。夜間
と緑あふれる庭園。
ライトアップは幻想的。

はままつフラワーパークの見どころ
2014 年３月 21 日（祝・金）～６月 15 日（日）
1,300 本の桜と 50 万球の 720 種、100 万本の
花菖蒲
チューリップの競演

彩りダイニング

世界トップフラワーデザイ
ナー村松文彦氏を始めとする
デザインチームが食卓に花の
ある暮らしを提案。

スマイルガーデン

交通アクセス
桜とチューリップが春を彩り 黄色の「浜名湖の光」は、
ガーデンデザイナー吉谷桂子
ます。夜桜の美しさは感嘆。 フラワーパークオリジナル。 氏デザインする 150 ｍのＷ
ボーダーガーデン。

お問合せ

浜名湖花博 10 周年記念事業・第 31 回全国都市緑化
しずおかフェア実行委員会事務局
TEL 053-458-7601

都道府県だより
Nagano

2014年 3 月

長野県

第９回食育推進全国大会
～しあわせ信州食育フェスタ 2014 ～を開催します
国の食育推進基本計画では毎年６月を「食育月間」
として定め、その中核的な行事として、内閣府・地方
公共団体の共催により、「食育推進全国大会」を開催し
ています。
平成 26 年度は、６月 21 日（土）
・22 日（日）の２日間、
長野市のエムウェーブ（長野冬季五輪・パラリンピッ
ク会場）で開催。大会の愛称は「しあわせ信州食育フェ
スタ 2014」に決定し、現在準備を進めています。
長野県の平均寿命は、男性 80.88 歳、女性 87.18 歳
で男女とも全国１位（平成 22 年都道府県別生命表）。
食生活改善推進員や保健補導員などの健康ボランティ
アによる自主的な健康づくりへの取組や、医師、歯科
医師、薬剤師、保健師、管理栄養士等の専門職種によ
る活発な地域保健医療活動等もあり、全国有数の長寿
県になりました。
一方、長野県民の食に関する状況は、男性の食育へ
の関心が４割と低く、家族や友人等と一緒に食事をと
る機会の減少、野菜摂取量の減少、全国平均よりも高
い食塩摂取量、20 代・30 代に多い朝食欠食など、改
善が必要な点がまだまだあります。
「長生き」を実現してきた長野県は、現在、住み慣れ
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た環境でできるだけ長く過ごせるよう、「健康で長生
き」を目指しています。これまで以上に「健康で長生き」
な県となるためには、健康を維持するための重要な要
素である「食」について、その大切さを多くの人に知っ
ていただく必要があります。
そのため、「健康長寿」と「食」の関係について改め
て考えていただけるよう、大会テーマを【「健康長寿」
は食育から ～食べる、学ぶ、楽しむ“信州の食”“日
本の食”～】に決定しました。
イベントブースでは、信州の豊かな自然に抱かれて
育ったおいしい野菜やくだもの、米、牛肉などの農畜
産物と加工品を三つの基準（プレミアム・オリジナル・
ヘリテイジ）で厳選した“おいしい信州ふーど（風土）”
などが全国の皆様をおもてなしいたします。
長野県では本大会を通じ、食育の視点から「健康長
寿 長野県｣ を全国にアピールするとともに、県民の
食生活改善に向けた機運を高め、さらなる健康長寿に
向けた取組を展開していきます。
お問合せ

長野県健康福祉部健康福祉政策課
TEL 026-235-7093
HP http://www.pref.nagano.lg.jp/kenko-fukushi/
kenko/kenko/syokuiku.html

富山県

Toyama

北陸新幹線開業 PR 用 CM、首都圏で放映中 !

ン）
。東京スカイツリータウンでは、３月 23 日（日）
まで、施設内の 66 基の大型モニターで放映されます。
県の「かがやきとやま」ホームページにも掲載し
ておりますので、是非御覧ください。

県では、2015 年春の北陸新幹線開業を PR するた
め、CM を作成し、首都圏（映画館・新宿ピカデリー、
東京スカイツリータウン）や富山県内の民放各局、
県のホームページで放映しています。
CM は全部で４種類あり、各 15 秒。映画監督の本
木克英さん ( 富山市出身 ) が撮影、演出を手掛けまし
た。北陸新幹線用新型車両「E7 系、W7 系」
、立山
連峰のシーンなどが登場し、東京―富山を２時間７
分（出典 : 北陸新幹線建設促進同盟会ホームページ）
で結ぶことを PR しています。
４種類のうち、３種類に富山県射水市出身の落語
家・立川志の輔さんが出演し、軽妙な富山弁を交え
お問合せ
ながら、北陸新幹線開業や富山についてユーモアたっ
富山県知事政策局
ぷりに紹介しています。
TEL 076-444-4056
「富山に行こう どこにもないもの食べられるよ
HP http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1002/
富山に行こう北陸新幹線で」と歌うオリジナルソン
＜関連サイト＞
グは、千葉はなさん（高岡市出身）がボーカルを務
めるアコースティックデュオ「羊毛とおはな」が担 「かがやきとやま」HP
http://www.kagayaki-toyama.jp/
当しました。
北陸新幹線 ｢富山県｣ 開業 PR サイト
放映は、映画館・新宿ピカデリーでは、３月 22 日
http://www.toyama-shinkansen.jp/
（土）まで、上映前のスクリーンにて（全 10 スクリー

都道府県だより
Ishikawa

2014年 3 月

石川県

林業活性化の全国モデルを目指して
「林業に関する包括連携協定」を締結
石川県の森林は、県土面積の約７割を占め、木材
を生産するだけでなく、良質な水を蓄え、土砂災害
を予防し、緑とのふれあいの場を提供するとともに、
地球温暖化の防止や、生物多様性の保全など、県民
の安全・安心で豊かな生活を支えています。
こうした森林機能の保全と林業の活性化を図るた
め、２月４日、県、建設機械大手コマツ、県森林組
合連合会との３者で、
「林業に関する包括連携協定」
を締結しました。
これまで、間伐材のうち曲がったものや枝などは
用途がなく、収集・運搬コストが見合わないことに
より利用されずに現場に放置されていました。今回
の協定では、森林組合がこのような間伐材などを本
県小松市などの山林から集めてチップ化し、同市に
あるコマツ粟津工場の木質バイオマスボイラーの燃
料用に供給することとしています。
これにより、新たに年間約 3,000t のチップを生産
するための間伐材の需要が生まれるとともに、これ
まで以上に森林整備が図られることが期待されます。
コマツ粟津工場では、チップを燃焼させ、発電や
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林業に関する包括連携協定締結式の様子

冷暖房に活用することとしており、工場で使用する
エネルギーの約１割を賄える見通しです。また、価
格が高騰している重油から木材チップに転換するこ
とにより、燃料費の削減も見込まれています。
県は、ボイラーや木材粉砕機の導入費の約５割を
補助し、これからのバイオマスエネルギーの普及促
進や林業の収益性の向上、チップ化による雇用創出
などにも取り組み、林業活性化の全国モデルとして
確立させていきたいと考えています。
お問合せ

石川県森林管理課
TEL 076-225-1643

岐阜県

Gifu
農業用水を活用した小水力発電施設
「加子母清流発電所」の完成

岐阜県では、地域の特性や資源を生かした再生可
能エネルギー利用の一環として、水資源が豊富で、
小水力発電が可能な“流量”と“落差”のある農業
水利施設が多い「清流の国ぎふ」ならではの強みを
生かし、農業用水を活用した小水力発電の導入に取
り組んでいます。
か し も
この度、岐阜県中津川市加 子母で、県が整備した
ものとしては東海三県で初の「加子母清流発電所」
が完成し、２月 10 日に完成式が開催されました。
農業用水を活用した小水力発電は、水を汚したり
消費することなく、また天候にも左右されずに 24
時間安定的に発電でき、再生可能エネルギーの中で
CO2 排出量が最も少ないエネルギーです。さらに、
既存の水利施設を活用するので、建設時の環境負荷
も少ないという利点があります。
加えて、売電収益を農村振興施設の維持管理に充
当できるなど、過疎化・高齢化が進む農村地域では
農村振興面での期待も大きく、導入に重点的に取り
組む必要があります。
お ご
この発電所は、加子母の農業用水「小 郷用水」を

活用した小水
力発電施設
で、 平 成 24
年度から工事
に着手し、今
年１月に完成
しました。
最大出力
は 220kW、
加子母清流発電所（外観）
年 間 168 万
kW/h の発電が可能であり、一般家庭 400 世帯分の
年間消費電力に相当します。
完成式で県から中津川市へ譲与し、以降は市が発
電所を運営して、電力会社へ売電した収益を市内の
農村振興施設等の維持管理費に充当し、農業経営の
安定化を図っていきます。
今後については、平成 23 ～ 24 年度に県内の全農
業用水を対象に実施した「小水力発電導入可能地調
査」に基づき、残り 26 ヵ所の建設を予定しています。
そのうち２ヵ所では既に事業に着手しており、来年
度内の完成を目指しています。

都道府県だより
Aichi

2014年 3 月

愛知県

「あいち国際ビジネス支援センター」を
開設しました。

関 と 連 携 し、
ワンストップ
サービス拠点
を整備する方
インド・アセアンなどアジア新興国の経済が著し
く成長する中、その活力をこの地域に取り込むため、 針を打ち出し
ました。この
海外展開を図る県内企業への支援の必要性が高まっ
プランをうけ
ています。
て、 こ の 度、
本県では、昨年３月に策定した「あいち国際戦略
２ 月 14 日 に
プラン」において、県内中小企業への支援業務を効
「あいち国際ビジネス支援センター」を開設しました。
果的に行うため、ジェトロなど国際ビジネス支援機
この支援センターには、県の産業立地通商課と、
公益財団法人あいち産業振興機構の国際ビジネス部
門を配置し、ジェトロ名古屋と協力し、経済・産業
情報、投資環境などに関する情報提供、相談など、
国際ビジネスに関わる県内企業・事業者の皆様への
幅広い支援を行います。
お問合せ

愛知県産業労働部産業立地通商課
アジアビジネスグループ
TEL 052-533-6650
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Mie
三重県総合博物館

三重県
み

え

む

MieMu が開館します !

1953（昭和 28）年に、東海地方ではじめての総
合博物館として三重県立博物館が開館してから約 60
年、新しい施設とコンセプトで生まれ変わった三重
県総合博物館「MieMu」が、４月 19 日、津市内に
開館します。
「MieMu」とは全国に公募して決定した愛称で、
“三重のミュージアム”と共に“三重の夢”を表現し
ており、三重の素晴らしさを知ることで、未来への
夢を持っていただけるような博物館にしていきたい
という思いが込められています。
館内は、日本の縮図と言えるような三重の多様で
豊かな自然と歴史・文化を、臨場感豊かな映像やジ
オラマなども駆使してダイナミックに表現した基本
展示、バリエーション豊かなテーマで展開する企画
展示に加え、子どもたちが遊び、楽しみながら、三重の
素晴らしさや博物館の面白さを知ることができる展示室
など、様々な楽しみ方を御用意しており、これまで博
物館に関心がなかった方にとっても、興味・関心に
応じて気軽に御利用いただけるようになっています。
さらに、御覧いただきたいのが、日本初となるミ
エゾウの全身復元骨格です。
「ミエゾウ」とは、初め

て化石が発掘されたのが三重県内であったため、学
名に三重の名がついている古代のゾウで、全長約
7.6m、高さ約 3.6m と、国内で発見された陸上ほ乳
類として史上最大の生きものです。
昨年は伊勢神宮の式年遷宮、今年は熊野古道世界
遺産登録 10 周年などがあり、全国から多くの方々
が三重にお越しいただいています。是非この機会に、
MieMu にもお立ち寄りいただきたく、皆様の御来館
をお待ちしています。

都道府県だより
Fukui

2014年 3 月

福井県

世界最先端の照射システムを導入
陽子線がん治療センター
福井県立病院の陽子線がん治療センターは、平成
23 年の開所以来、前立腺がんや肝臓がん、食道がん
などの治療で実績を重ね、これまで 450 名以上の方
に治療を行っています。
陽子線は放射線の一種で、がん病巣に集中的に照
射して治療します。手術と比べて身体への負担が少
なく、１日 30 分程度の通院で、普通の生活を続けな
がら治療を受けることができます。
同センターでは、より高度ながん医療を提供し、
更に多くの患者を受け入れる体制を整えるため、今
年３月、三つ目の治療室を新たにオープンします。
この治療室には、がんの複雑な形状に合わせて陽
子線の強さや深さを調整する、陽子線としては世界
初の「積層原体照射システム」を導入します。また、
照射の直前にがん病巣を CT で撮影し、その画像に
合わせて毎回照射位置を調整する「CT 自動位置決め
システム」を国内で初めて導入します。
従来の陽子線治療法では、がん病巣に対し、陽子線
を、形を変えずひと塊で照射するため、手前の正常組
織の一部にも同じ強さの放射線が当たり、副作用の心
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配がありまし
た。 今 回 導 入
する積層原体
照射システム
で は、 が ん の
形に合わせて
陽子線をいく
つもの層に分
陽子線がん治療センターの新治療室
（写真は CT 自動位置決めシステム）
けて薄く照射
することで、病巣以外の正常な組織への線量を減らし、
副作用の危険性を抑えることができます。例えば、神
経や眼など重要な器官が集中している頭頸部のがん、
不要な線量が当たると出血の恐れがある前立腺がんな
どは、この新しいシステムを使うことにより、より副
作用を抑えた治療が可能になります。
同センターでは、こうした世界最先端の新しいシ
ステムの導入により、これまで以上に精度の高いが
ん治療を提供していきます。
お問合せ

福井県立病院陽子線がん治療センター
TEL 0776-57-2981
福井県 陽子線

検索

滋賀県

Shiga

琵琶湖から世界へ～水環境ビジネスの取組～
滋賀県では、日本屈指のモノづくり県として発展
する一方で、関西 1,450 万人の暮らしや産業を支え
る琵琶湖の水の適切な利用と環境保全に取り組んで
きました。このような中、琵琶湖流域の水環境保全
を通じて蓄積してきた技術や経験を「琵琶湖モデル」
として、世界の水環境保全と経済発展の両立を目指
す地域に展開を図っています。
2013 年３月には、水環境関連の産業や研究機関の
集積や産学官金民の連携による事業展開を図るため
のプラットフォームとして、
「しが水環境ビジネス推

進フォーラム」を設立。平成
26 年２月１日現在では、103
社・ 団 体 等 が 参 画 し て お り、
情報共有や発信を行うととも
に、プロジェクトの創出・推
進を行っています。
チームロゴマーク
これまで、環境関連の見本
市に出展やセミナーの開催、海外からの視察団の受
入れや現地への訪問調査を行うほか、中国湖南省、
台湾、ベトナムにおいて、プロジェクトを立ち上げ、
事業展開を行っています。
「21 世紀は水の世紀」と言われる中、滋賀県では、
このような滋賀の持つ強みを生かすことで、今後更に
成長が期待される水環境ビジネスの分野において、本
県企業の活躍の場が更に広がるよう推進していくとと
もに、世界の水環境の課題解決を目指しています。
お問合せ

滋賀県商工観光労働部商工政策課
TEL 077-528-3712
しが水環境ビジネス推進フォーラムポータルサイト
http://www.pref.shiga.lg.jp/f/shokokanko/
mizukankyobusiness/index.html

フォーラムイメージ図

都道府県だより
Kyoto

2014年 3 月

京都府

京都クロスメディア・クリエイティブセンター
（通称：KCC）
がオープン
京都府と京都市は、映画やゲーム、マンガなどの
コンテンツ産業の支援拠点「京都クロスメディア・
クリエイティブセンター（通称：KCC）
」を京都市中
京区にオープンしました。
京都に集積する映画・映像、ゲーム、マンガ・ア
ニメ等のクリエーターやコンテンツ企業、それらと
連携を希望する異業種企業等の支援・交流拠点とす
るため、インキュベーション施設として活用するほ
か、映像、ゲーム、マンガ・アニメなど各業界出身
の専門コーディネータを配置し、過去５回にわたっ
て実施してきたコンテンツの祭典「KYOTO CMEX
（シーメックス）」で培ったネットワークを生かしつ
つ、ハンズオン支援、クロスメディア新事業の創出
支援など幅広いサポートを行います。

４F：66.52 坪

８F：37.92 坪

○利用形態
４Ｆ： インキュベーションオフィス（２室）、
インキュベーションブース（５デスク）
フリースペース（シェアオフィス）、
会議・商談ルーム、スタッフコーナー
８Ｆ： インキュベーションオフィス（３室）

○所 在 地

京都市中京区室町御池上る御池之町 323
ミサワ京都ビル４Ｆ、８Ｆ
※京都市営地下鉄「烏丸御池」駅から徒歩３分
○施設規模 104.43 坪

お問合せ

京都府商工労働観光部ものづくり振興課
TEL 075-414-4852
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大阪府

Osaka
大阪 ものづくりを楽しむイベント
～会社もみんなも寄っといで～

も盛りだくさん !
さらに陽気な大阪ニューヒロイン「オバチャーン」
のステージが来場者を湧かせ、足湯コーナーでは癒
しを提供します。大阪の街に、企業に、府民の皆様に、
春を呼び込む「大阪ものづくり博」
。に是非お誘い合
せの上御来場下さい。
日時：2014 年３月 13 日（木）、３月 14 日（金）
両日 11：00 ～ 17：00 雨天決行
場所：OCAT（JR 難波駅直結。四つ橋線・千日前線
なんば駅から徒歩約２〜３分）

ものづくり大国日
本。中でも大阪には
世界に誇れる技術を
持った企業が多く集
まっています。
大阪府では、緊急
雇用創出基金を活用
し、府内中小企業に
対して様々な形で業
務支援を行う『中小
企業高度ビジネス支
援センター事業』を
実施しています。これまで企業ホームページの製作
や中小企業向けセミナーなどを行ってきました。こ
の度、事業の集大成として、中小企業が持つ魅力を
一般の方々に、もっともっと知っていただこう ! とい
う思いから、３月 13 日、14 日に「大阪ものづくり
博」を開催します。当日は大阪ミナミの OCAT がも
のづくり発信基地となり、楽しい体験ができるワー
クショップや企業の生の声が聞けるセミナー等内容

お問合せ

大阪府商工労働部雇用推進室就業促進課
TEL 06-6360-9073
イベントの詳細はこちらへお問い合わせください。
大阪府中小企業高度ビジネス支援センター
マーケティング企画チーム
住所：大阪府大阪市中央区平野町 4 丁目 2 番 16
日鉄御堂筋ビル 8F
TEL 070-6480-7361
E-mail marke-sun@osk-absc.com
HP http://expo.osk-absc.com/

都道府県だより

2014年 3 月

奈良県

Nara

「せんとくんと一緒にギネスに挑戦 !」事業で
世界記録達成
２月 15 日、奈良県立橿原公苑で、県のマスコット
キャラクター「せんとくん」と参加者約 300 人で、
ガラス瓶約 5,039 本を使って鹿を描くモザイクアー
トに挑戦し、「世界最大のガラス瓶モザイクアート」
としてギネス世界記録に認定されました。
この事業は、民間等団体のイベント企画力に加え、
県のマスコットキャラクター ｢せんとくん｣ と ｢ギ

ネス世界記
録｣ という
二つのブラ
ンドを活用
して、奈良
の魅力や活
気を県内外
に PR す る
認定式のようす
ため、今年
度新たに実施するものです。
具体的には、奈良の魅力を県内外に広く PR できる
世界記録挑戦イベントを実施する挑戦団体を県が募
集して、審査により決定し、せんとくんと一緒に世
界一を目指す姿を通じて、奈良の魅力を全国に発信
します。
この事業は来年度も継続して実施する予定で、現
在は２回目の世界記録挑戦に向けて、挑戦団体を公
募中です。
お問合せ

奈良県広報広聴課
TEL 0742-27-8326
HP http://www.pref.nara.jp/31294.htm

世界最大のガラス瓶モザイクアート「奈良のシカ」
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和歌山県

Wakayama

高めていくこ
とができます。
これまでの
事業の実績は、
平成 26 年１月
末現在で 43 名
の方が参加し、
内 10 名の方が
就労を開始さ
れ、さらに 13
名の方が求職
活動中となっています。社会福祉法人に協力しても
らったことで、御本人にとって居心地の良い環境と
なるなど、２ヵ月間のボランティア活動が就労に向
けてのきっかけづくりとなったと考えています。
なお、平成 26 年度からは生活困窮者にも対象者を
拡大し、
就労に向けたサポートを行っていく予定です。

生活保護受給者に対する
新たな自立支援プログラム事業を実施
生活保護受給者数が全国で 216 万人を超え、和歌
山県においても 15,000 人を超えています。特に、稼
働能力がありながら就労に結び付いていない、いわ
ゆる「その他の世帯」が増加しており、その中には
保護が長期化したり、地域で孤立している世帯も少
なくなく、これらの世帯への支援が喫緊の課題となっ
ています。
和歌山県では、県が担当する郡部の生活保護受給
者の方に、介護施設を運営する社会福祉法人の協力
を得て、就労に必要な社会性や日常生活能力の向上
を目指す「社会福祉法人と連携した自立支援プログ
ラム事業」を平成 25 年７月から実施しています。
具体的には、生活保護受給者が２ヵ月間介護施設に
通い、入居者の介護や清掃などのボランティア活動
を実施します。社会福祉法人は、施設でのボランティ
ア活動の場を提供するとともに、参加者の活動に対
しての見守りやアドバイスを行います。
生活保護受給者は、このプログラムに参加すること
により、直ちに勤労まで至らなくても、社会とのつ
ながりや生活のリズムを取り戻し、就労への意欲を

お問合せ

和歌山県福祉保健政策局福祉保健総務課
TEL 073-441-2473
社会福祉法人と連携した自立支援プログラム事業 HP
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040100/
ziritusien.html

都道府県だより
Hyogo

2014年 3 月

兵庫県

～出会い・感動～ 夢但馬 2014 を開催します !

●但馬お宝 100 選ガイドブック、スマートフォン向け
アプリを作成
但馬地域の市町ごとに地域住民自ら
が選んだ自然、人工景観、文化、人物
の４分野のお宝を写真付きで紹介して
います。また、お宝 100 選巡りに活用
できるスポット検索やスタンプラリー
機能をもったスマートフォン用アプリ
を提供しています。

兵庫県の北部に位置する但馬地域
では、「あしたのふるさと但馬」（来
訪者も住民も心が満たされ、誰にとっ
ても心地よい場所）を目指した地域
づくりを推進するため、但馬が一体
となり地域資源を磨き、その魅力を
発 信 す る た め「～ 出 会 い・ 感 動 ～
夢 但 馬 2014」 を 開 催 し ま す。 約
300 の事業を年間通して展開し、集
客と交流を拡大することにより、次
世代につなげる地域づくりと、おも
てなしによる交流拡大を推進します。

○自然：氷ノ山、コウノトリ
○人工景観：竹田城跡、城崎温泉
○文化：ざんざか・ざんざこ踊り、但馬牛
○人物：植村直己など

・開催概要
期 間：平成 26 年４月 1 日～平成 27 年３月 31 日
エリア：兵庫県但馬地域全域
（豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町）

●六つのジャンルによる多彩な事業を展開
（主な事業）
◆但馬を食べる…但馬まるごと感動市、但馬・食文化まつり、
但馬“牛まつり”
◆但馬でスポーツする…香住ジオパークフルマラソン大会、コ
ウノトリ・チャレンジライド in 但馬
◆但馬のアートに親しむ…豊岡市春の美術館事業、第 21 回公
募展木彫フォークアートおおや
◆但馬のまつりを楽しむ…コウノトリ但馬空港フェスティバル’14、
香住ふるさとまつり
◆但馬を学ぶ…コウノトリ放鳥推進事業、先人に学ぶ「池田草
庵先生と青谿 ( せいけい ) 書院」
◆但馬を演出する…夢但馬 2014 シンポジウム、健康百寿フォー
ラム

お問合せ

夢但馬 2014 推進協議会事務局
（兵庫県但馬県民局地域政策室夢但馬推進課内）
TEL 0796-26-3675
～出会い・感動～夢但馬 2014 公式 HP
http://www.tajima.or.jp/yumetajima/
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鳥取県

Tottori

『鳥取県歯と口腔の健康づくり推進条例』
の制定
～平成25年12月27日公布・施行～

鳥取県の歯科保健取組紹介
けんこう

●健口食育プロジェクト事業
【目的】 子どもの口腔機能を育む（歯科からの食育支援）
【内容】 ・保育所等で健口体操、お口を使った遊びの普及（モデル園）
・子どもの口腔機能向上協力医の認定（対象：歯科医師）

むし歯や歯周病等の歯科疾患は予防が可能であるにも関わらず罹
患率がとても高く、通院率も高い病気です。健康づくりを推進する
上で、歯科疾患の予防対策が喫緊の課題となっています。
鳥取県では、平成 25 年 11 月定例県議会において 「鳥取県歯と
口腔の健康づくり推進条例」が可決・成立しました。
○鳥取県 40 歳代

むし歯罹患率
歯周病罹患率

○全国傷病別通院率

１位
２位
３位

せんこう

●むし歯予防フッ化物洗口事業
【目的】 強い歯をつくって子どものむし歯予防
【内容】 ４歳～中学校卒業までの子どもを対
象に保育所・学校等の施設において
フッ化物洗口の実施
●歯周病と糖尿病を予防する！
医科歯科連携推進事業
【目的】 双方に関連性のある歯周病と糖尿病
の重症化予防のため、医科歯科連携
体制の構築を目指す
【内容】 ・ 研修会の開催（対象：医師、歯科医師）
・地域連携パスの活用促進
・リーフレットの作成と配布、ホームページ等での情報発信
●歯と口の健康週間、推進月間、いい歯の日における普及啓発
【目的】 歯と口腔の健康づくりの普及啓発、県民意識の向上を図る
【時期】 ・歯と口の健康週間 ６月４日～ 10 日
・歯と口腔の健康づくり推進月間 11 月
・いい歯の日 11 月８日

：98.6%
：68.4％

データ出典：Ｈ 22 県民歯科疾患実態調査結果

高血圧（男女）
歯の病気（男）、高脂血症（女）
糖尿病（男）、歯の病気（女）

データ出典：Ｈ 22 国民生活基礎調査

■条例の新設理由
県民の歯と口腔の健康づくりに関する基本的施策を定め、これを
総合的かつ計画的に推進することにより、歯科疾患の有病率の一層
の低下を図り、県民の生涯にわたる健康の保持増進に寄与する。
■条例の基本理念
歯と口腔の健康づくりは、次に掲げる事項を基本理念として推進
されなければならない。
（ア） 県民一人一人が、歯科疾患の予防、早期発見及び早期治療に主
体的に取り組むこと。
（イ） 県民が、その居住する地域に関わらず、その年齢、心身の状況
等に応じて保健及び医療に関するサービスを受けることができ
る環境が整備されること。
（ウ） 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連施策及び
取組の相互の連携を図ること。
条例全文はこちら→ http://www.pref.tottori.lg.jp/shikajorei/

お問合せ

鳥取県福祉保健部健康医療局健康政策課
TEL 0857-26-7202
HP http://www.pref.tottori.lg.jp/kenkou/

都道府県だより

2014年 3 月

岡山県

Okayama
ソーシャルメディアを上手に活用して
岡山の魅力発信を !

当日は、様々な分野で Facebook、YouTube、Twitter
などを利用して情報発信している面々が「使ってる ?
ソーシャルメディアの今」「どうやったら岡山のイ
メージを強力に配信できるの ?」をテーマに語り合い
ました。
次々と新しいメディアが登場してくる中、いかに
うまく発信するか。多くの人たちに伝わる内容と
は・・・。真剣な意見が交わされました。

岡山県では、ソーシャルメディアを活用した情報
発信を推進するイベント、
「第２回晴れの国おかやま
ソーシャルメディアサミット」を平成 26 年２月１日
（土）に岡山県立美術館ホールで開催しました。
出演者との連絡や打ち合わせ、資料のやりとりを
始め、イベントの開催告知や参加者募集、申し込み
の受付などは、全て Facebook や Ustream、LINE
で行い、当日の様子を Ustream により LIVE 配信す
るなど、まさにソーシャルメディアをフル活用した
イベントとなりました。

参加者全員で記念撮影。
「晴れの国おかやま」

お問合せ

情報発信について、真剣に討論

岡山県総合政策局公聴広報課
TEL 086-226-7158
（番組 HP）番組アーカイブを御覧いただけます。
http://www.ustream.tv/channel/okayamasocial
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島根県

Shimane
萩・石見空港の東京（羽田）線が２便化 !!

銀 山 」、 全 国 的
にも知名度のあ
る 観 光 地「 萩 」
｢津和野｣、地域
の伝統芸能であ
る「石見神楽」
、
３年連続で水質
日本一に輝く
全日空の機体イメージ
｢高津川｣ など
の観光資源が豊富にあり、今回の２便化により、そ
の価値はますます高まるものと期待しています。
２便運航を継続していくため、去る１月 20 日には
空港利用圏域の関係者が一堂に会し、
「利用拡大総決
起大会」を開催し、機運の醸成を図ったところです。
地元が一体となって利用拡大に取り組むとともに、
航空路線を活用した地域産業の振興や圏域全体の活
性化に取り組んでいきます。

島根県の念願であった萩・石見空港の東京（羽田）
線が３月 30 日より１日２便に増便されます。
今回の２便化は、昨年国土交通省が募集した「羽
田発着枠政策コンテスト」に応募したことにより、
実現したものです。
平成５年７月に益田市に開港し、昨年 20 周年を迎
えた萩・石見空港は高速道路など陸上交通網の整備
が遅れている島根県西部・山口県北東部にとって唯
一の高速交通手段です。
萩・石見空港は平成９年から 14 年まで、東京線が
２便運航して
いる時期もあ
り ま し た が、
現在は１便の
ため都市間の
移動の大きな
制約となって
いました。
空港周辺に
は、世界遺産
である「石見
利用拡大総決起大会の様子

お問合せ

島根県地域振興部交通対策課
TEL 0852-22-5938
萩・石見空港利用拡大促進協議会 HP
http://www.iwami.or.jp/airport/

都道府県だより
Hiroshima
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広島県

「瀬戸内しまのわ 2014」３月 21 日（金・祝）
宮島のオープニングイベントで開幕
瀬戸 内 海 国 立 公 園 80 周
年を迎える 2014 年に、広
島県と愛媛県では「瀬戸内
し ま の わ 2014」 を 開 催 し
ます。両県の島しょ部を中
心とした瀬戸内海の観光ブ
ランドの認知度向上、国内
外からの観光入り込み客や
交流人口の拡大を図るとと
もに、県域・市町域を越え
た広域のネットワークを構
築し、地域の人々が主体と
なった豊かな地域づくりを
目指しています。
宮島で開催されます３月 21 日（金・祝）
、22 日
（土）のオープニングイベントでは、
「瀬戸内しまの
わ 2014」開催エリアの広島・愛媛の 13 市町による
ステージ PR、御当地アイドルのステージや地域の特
産品販売も実施します。

21 日（金・祝）の開幕記念式典では、広島、愛媛
両県知事も参加して「島の輪がつながる。人の和で
つなげる。
」をコンセプトとする「瀬戸内しまのわ
2014」の開幕を宣言 !
期間中は季節（春・夏・秋）ごとの島々の魅力を
PR するイベントが 200 以上開催されます。詳しくは
「瀬戸内しまのわ 2014」公式サイトを御覧ください。
●開催期間： 平成 26 年３月 21 日（金・祝）
～ 10 月 26 日（日）
●開催エリア：広島県・愛媛県の島しょ部及び臨海
部（広島県／広島市、呉市、竹原市、三原市、尾道市、
福山市、東広島市、廿日市市、江田島市、大崎上島町）
（愛媛県／松山市、今治市、上島町）

お問合せ

瀬戸内しま博覧会「瀬戸内しまのわ 2014」実行委員会
事務局
TEL 082-513-3450
HP http://www.shimanowa2014.jp/
しまのわ
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山口県

Yamaguchi

山口県公式アンテナネットショッピングサイト
開設 !

や製法などに
ついても掲載
していますの
で、是非御購
入の際の参考
に御覧くださ
山口こだわりコレクションのホームページ
い。
パソコンサ
イトに加えて、スマートフォンサイト、携帯サイト
も用意しており、アクセスしやすくなっているほか、
「メールマガジン『山コレ』ファン」で新商品情報な
どを随時お知らせしていきますので、季節に応じて
追加・更新する商品など、最新情報も入手しやすく
なっています。
手軽な「山コレ」で、山口県の誇る特産品を、是
非お試しください。

三方を海に開かれ、豊かな山々に抱かれた山口県。
そんな山口県ならではの海の幸や山里の幸、暮らし
の中から生まれた民工芸品など、山口県の誇る特産
品を広く全国の皆様に手軽に御購入いただけるよう、
この度、こだわりの逸品を紹介する山口県公式アン
テナネットショッピングサイトを開設しました。
山口県では、
「美食王国やまぐち」プロジェクトを
始め、やまぐちの魅力を全国に向けて戦略的に発信
する取組を行っており、
「山口こだわりコレクション
( 愛称：山コレ )」と名付けた、このショッピングサ
イトもその一つです。
「山コレ」では、山・里の幸や海の幸、お菓子・スイー
ツ、調味料・飲料、民工芸品など、多彩なカテゴリー
で現在約 170 商品を御紹介しています。これらの商
品は、年間約 18 万人の方が来店される山口県のア
ンテナショップ、東京・日本橋「おいでませ山口館」
の取扱い商品の中から、評判の商品やこだわりの逸
品などを取りそろえています。中には、人気テレビ
番組で取り上げられた商品もあり、各商品の紹介コ
メントでは、そうした情報のほか、こだわりの素材

お問合せ

山口県観光振興課
TEL 083-933-3175
おいでませ山口館ネットショッピング

都道府県だより
Kagawa
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香川県

世界の宝石 瀬戸内海へ
－光る海、輝く島々の 80 年－
青く穏やかな海、歴史ある港町や段々畑の
風景、大小の島々が織り成す独特の景観。百
年以上前、国際的に活躍した新渡戸稲造が称えたように、
海と島々そのものが、まさに「世界の宝石」。瀬戸内海は、
昭和９年３月 16 日に、日本で最初の国立公園に指定され
てから、今年、80 周年を迎えます。
世界で初めて旅行会社を創ったトマス・クックが瀬戸
内海を訪れ「私はイングランド、スコットランド、アイ
ルランド、スイス、イタリアの湖という湖のほとんど全
てを訪れているが、ここはそれらのどれよりも素晴らし
く、それら全部の最も良いとこ
ろだけとって集めて一つにした
ほど美しい。－（中略）－我々
はあまりにも豊かな自然の恵み、
次々に移り変わって終わること
を知らない景観の美しさに呆然
としてしまった」と「トマス・クッ

ク物語」で絶賛した
という瀬戸内海。そ
の景色や波音は、今
も変わらず訪れる人
の心を癒してくれま
す。
ウォータースクリーン（イメージ画像）
瀬戸内海国立公園
指定 80 周年を機に、その素晴らしさと大切さを見つめ直
すとともに、新たな魅力を演出します。まずは３月 16 日、
かん か けい

わしゅう ざん

最初の指定地である屋島・寒 霞 渓・鷲 羽山 のそれぞれで
ビューポイントを巡るウォーキングイベントと、讃岐・
瀬戸の味を楽しめる記念マルシェでキックオフ。７月 13
日には 80 周年記念式典を、夏から秋にかけては、家族や
グループで楽しみながら「宝の地図」を頼りに国立公園
指定区域など県内各地に隠された「宝箱」を探す体験型
イベントを開催します。７月中旬から８月中旬には海水
を噴き上げて作り出す巨大なウォータースクリーンに瀬
戸内海やアートなどをテーマにした映像を投影する真夏
の夜のイベントを開催予定。この春から秋にかけて、あ
なたの目で、耳で、そして全身で、瀬戸内海の魅力を体
感してください。
お問合せ

香川県政策課
TEL 087-832-3122
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徳島県

Tokushima

四国初の J1 クラブ「徳島ヴォルティス」始動 !
「徳島ヴォルティス」は、発
足から９年、選手とサポーター、
スポンサーが一丸となって、悲
願の「四国初の J1 昇格」を達
成しました。
「徳島ヴォルティス」にとって
クラブ創立 10 周年という節目
の年であり、
しかも世界中がサッカーに熱狂する「ワー
ルドカップイヤー」である今年、
強豪ひしめく J1 で「徳
島ヴォルティス」が大いに活躍し定着できるよう、ま
た、県内外からお越しになる大勢の皆様が快適に試合
を観戦していただけるよう、県を挙げてのサポート体
制、環境整備に取り組んでいるところです。
具体的には、スタジアム周辺の渋滞を緩和するた
めに、臨時駐車場を設置し、スタジアムまでシャト
ルバスを運行するとともに、公共交通機関の増便や
増結を行っております。
また、県外からの来場者向けのウェブサイトや駅・
空港・スタジアムの臨時案内所などにおいてスタジ
アムまでのアクセス情報や観光・宿泊・物産などの
情報を発信します。

このほか、JR 鳴門線にはラッピング列車も運行し
ます。
J1 リーグ他チームのサポーターの皆様を「おもて
なし」の心でお迎えしますので、この機会に是非徳
島へお越しください !
お問合せ

徳島県商工労働部観光国際局にぎわいづくり課
TEL 088-621-2146
徳島アウェイ観戦・観光ガイド HP
http://www.tokushima-visitorsupporter-guide.jp/

都道府県だより
Ehime
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愛媛県

「瀬戸内しまのわ 2014」が開幕します
「瀬戸内しまのわ 2014」は、瀬戸内海という世界
に誇れる観光資源を生かして交流人口の拡大を図り、
瀬戸内エリアの持続的な活性化を目指すもので、３
月 21 日に開幕し、10 月 26 日までの７ヵ月間、愛媛・
広島両県 13 市町の島しょ部及び臨海部で開催するこ
ととしています。
今年は、瀬戸内海国立公園指定 80 周年と、しまな
み海道開通 15 周年という節目の年でありますので、
瀬戸内を国内外に大きくアピールしていきたいと考
えております。
このイベントは、県境を超え、愛媛・広島両県で
連携して広域観光に取り組むものであり、公式 HP
や Facebook での情報発信のほか、両県の東京アン
テナショップにおける特産品販売や観光紹介の共同
PR、両県から誕生したアイドルユニットを“瀬戸内
しまのわ応援隊”に任命しての PR 活動を行うなど、
広報宣伝等を一体的に進めています。
「瀬戸内しまのわ 2014」は、３月 21 日に、広島
県の宮島におけるオープニングイベントを皮切りと
して、10 月 26 日には、フィナーレを飾る、国内最
大級の国際サイクリング大会を開催するなど、期間
中、200 以上の多彩なイベントを実施することとし
ております。
春のメインイベントとしては、桜やバラの花まつ
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りや、チャーター船でしま
なみ海道やとびしま海道、
上島ゆめしま海道を巡る
サイクリングツアーなど、
11 のイベントを行うほか、
６ 月 に は、 特 別 企 画 と し
て、しまなみ海道の大三島
おおやまづみ

にある大山祇神社境内にお
いて、歌舞伎俳優・市川海
老蔵氏主演の「しまなみ歌
舞伎」も開催します。
また、地元住民等が、特
瀬戸内しまのわ 2014
色ある地域資源をもとに企
画したイベントも、160 以
上あり、愛媛県内では、大三島の大山祇神社参道を
メイン会場とした参道マーケットの開催のほか、鯛
の餌やり体験、古代の塩づくり体験、島々の自然・
歴史・暮らしを訪ねるクルージング、伝統文化の合
同船踊りなど、地域の宝を生かしたイベントが用意
されています。
皆さん、是非「瀬戸内しまのわ 2014」にお越しい
ただき、瀬戸内の島々の魅力を体感してみませんか。
お問合せ

愛媛県経済労働部管理局観光物産課
TEL 089-912-2494

高知県

Kochi

高知県地場産業大賞の受賞者が決定しました !

地場産業大賞

（公財）高知県産業振興セン
ターでは、県内事業者の優れた
製品開発を後押しし、県外への
販路拡大に向けた環境を整える
地場産業大賞シンボルマーク
ため、地域経済の活性化につな
がる優秀な地場産品や活動を「高知県地場産業大賞」
として表彰しています。第 28 回となる今年度は、南
海トラフ地震に備えるための防災製品を始め、高知
県が抱える課題に正面から取り組んだ製品など、14
件の入賞製品・活動を決定しました。各製品や活動
の詳細については、「高知県地場産業大賞」のホーム
ページを是非御覧ください。
「高知県地場産業
大賞」の入賞製品・
活 動 の ほ か に も、
高知県にはまだま
だたくさんの素晴
ら し い 製 品・ 活 動
が あ り ま す。 高 知
県 で は、 第 ２ 期 産
今回表彰された皆様
業振興計画に基づ

飲む土佐文旦ジュレ、飲むゆずジュレ、

地場産業賞

ヤマト商工㈲

088-862-3050

㈱フロムハート

088-855-3500

㈱岡林農園

0889-27-2205

インターネット水位計

㈱オサシ・テクノス

088-850-0535

かにっちょちくわ

㈱けんかま

飲む生姜ジュレ、飲むトマトジュレ

「池公園の土曜市 高知オーガニックマーケット」 高 知オーガニックマー
による地域活性化の取り組み
次世代賞

ケット出店者組合

現場体験で身につけるおもてなしの心

地場産業奨励賞

高知県立伊野商業高等
学校

0889-42-2510
088-840-6260
088-892-0548

ZERO PLANE 15（ゴルフ練習用具）

三惠㈱

088-837-4811

四万十百年ぶしゅかんドリンク・ポン酢かけだれ

チームぶしゅかん

0880-36-2828

「おだしの国土佐清水」シリーズ

㈱ 土佐 清水元 気プロ
ジェクト

Li-Po リードパイプ誘導灯 PALA

㈲土佐通信

土佐まき和紙

内外典具帖紙㈱

地域活性化・広域連携ポータルフェスティバル「は NPO 法 人 未 来 地域 創
たフェス」

造推進機構 FUCCO

震災対応流出防止装置付農業用重油タンク「油
漏れないタンクん２号」

㈱松田鉄工

0880-83-4100
088-856-3199
088-892-1088
0880-35-6900
0887-55-0256

き、こうした地場産業の振興につながる活動や、優
れた地場産品の販路拡大を応援することで、県経済
の活性化に取り組んでまいります。
お問合せ

高知県庁工業振興課
TEL 088-823-9691
高知県地場産業大賞 HP
http://www.joho-kochi.or.jp/dibasan_prize/
kettei_25.html

都道府県だより
Fukuoka

水圧式ニラ洗浄そぐり機

産業振興計画賞 備蓄用不織布毛布

2014年 3 月

福岡県

エコトン「福岡県広報部長」就任１周年 !
福岡県マスコッ
トキャラクター
「 エ コ ト ン 」 が、
平成 26 年２月１
日で「福岡県広報
部長」就任１周年
を迎えました。
福岡の名産であ
るとんこつラーメ
ンをイメージした
どんぶりに、ナル
トのしっぽが特徴
のエコトンは、平
成 21 年９月に誕
生。
丸い形とかわい
福岡県の PR に励むエコトン広報部長
らしい動きから
除々に人気を高め、昨年２月に県政全般の PR を担う
「広報部長」
に就任しました。以来、
小川洋知事と共に、
観光や県産農産物、納税、児童福祉、交通安全など、
県行政の広報・PR 活動に力を注いでいます。
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今年は、１月から放送されている大河ドラマ「軍
師官兵衛」に合わせ、黒田官兵衛ゆかりの地である
福岡県の PR を目的とした観光推進キャンペーンでも
ごう す なり

活躍中。官兵衛の赤い合 子 形 の兜を被った凛々しい
姿でイベントに出演し、官兵衛専用ホームページや
ツイッターによる情報発信も行っています。
趣味は、福岡県産のおいしい物の食べ歩き。あま
おうと明太子が大好物です。
「福岡のみんなを幸せな気持ちにするトン♪」
エコトン広報部長に御期待ください。
お問合せ

福岡県総務部県民情報広報課
TEL 092-643-3101
◎「黒田官兵衛ゆかりの地、福岡県。」HP
https://fukuokakanbe.jp
◎エコトンの観光情報（ツイッター）
https://twitter.com/fukuoka_ecoton
◎エコトン日記 HP
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f08/ecoton-hp.html
みんな、アクセスしてトン！♪

佐賀県

Saga
コラボで佐賀の魅力発信中
「FACTORY SAGA」

佐賀県が様々な企業等とコラボし、情報に敏感な東
京エリア在住の 30 代を中心とした女性の生活シーン
の中に“新しい佐賀県”をお届けする情報発信プロジェ
クト「FACTORY SAGA（ファクトリー サガ）
」
。
昨年７月には女性ファッション雑誌トップシェア
の宝島社と「かわいいものラボ」を立ち上げ、これ
までに、女子が手に取りやすいような日本酒のラベ
ルやうれしの紅茶セットなどをプロデュースしてき
ました。２月には、有田焼の
小皿２枚を付録にしたブラン
ド ム ッ ク ®『LOVE! 佐 賀 』
を全国の書店で販売。東京で
の発売記念イベントには、佐
賀 県 出 身 の タ レ ン ト・ ど ぶ
ろっくが登場し、佐賀の魅力
を歌に乗せてアピールしまし
た。この模様は動画投稿サイ
ト YouTube で配信されてい
ます。
ま た、 健 康 志 向 の 女 性 を ブランドムック ®「LOVE! 佐賀」

中心に人気のグ
ラノーラ専門
店「GANORI」
（ 東 京・ 代 々 木
上原）とのコラ
ボでは、イチゴ
や海苔といった
10 種 類 の 佐 賀
グラノーラとコンフィチュールのセット
「SAGAGRA GIFT BOX」
県産食材を使っ
たオリジナルグ
ラノーラ「SAGAGRA（サガグラ）」やコンフィチュー
ルを開発、販売しています。さらに、スクウェア・
エニックス社の人気ゲーム「サガ」シリーズとコラ
ボしたプロジェクトでは、３月に都内でイベントを
開催します。
今後も、様々なコラボを通し、佐賀県の存在感の
向上を図っていきます。
FACTORY SAGA HP
http://www.factorysaga.jp/
宝島社 YouTube チャンネル
http://www.youtube.com/user/takarajimachannel

都道府県だより
Nagasaki
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長崎県

「目標は J1 昇格」
V・ファーレン長崎の挑戦
「長崎に J リーグを」
。この合言葉
にチーム設立の活動が始まり、2005
ヴィ

年に誕生した V・ファーレン長崎。
県内全域をホームタウンとする地域 マスコットキャラクター
ヴィヴィくん
に根ざした J リーグクラブとして定
着しています。
昨シーズンは、21 試合あったホームでの観客動員
数が前年の２倍を越える 13 万人を記録。成績も J2
昇格１年目で 19 勝９分 14 敗の６位と健闘し、J1 昇
格プレーオフへ進出しました。惜しくも J1 昇格とは
いきませんでしたが、昇格１年目のクラブチームと
しては過去最高の成績を残しました。
今シーズンはチーム創設から 10 年目の節目の年
で、新たなスローガンは「努力＝無限」
。J1 昇格に向
けて限界をつくらず、努力し続けることを惜しまな

昨シーズンのホームゲームで選手たちに声援を送る地元サポーター

いという気持ちを込めています。限りない努力を重
ね、J1 という夢の舞台への飛躍を目指す V・ファー
レン長崎。今までチームに関わった全ての人たちの
思いと県民の期待を背負い、これからも挑戦を続け
ていきます。
お問合せ

V・ファーレン長崎
TEL 0957-43-2095
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大分県

Oita
おおいたが世界に誇る音楽の祭典 !
別府アルゲリッチ音楽祭

世界の音楽界をリードするピアニスト、マルタ・
アルゲリッチが総監督を務める「別府アルゲリッチ
音楽祭」が、４月 24 日（木）から５月 11 日（日）
まで“日本一のおんせん県おおいた”で開催されます。
今年で 16 回目を迎え、新たな歴史を刻む今回の
テーマは、
“ミーティングポイント～出会いが創るも
の”。５月１日（木）に開催されるメイン公演には、
世界が注目する奇才のヴァイオリニスト・ギドン・
クレーメル氏が登場します。ともに今世紀を代表す
る巨匠であり、その出会いが創り出すデュオはまさ
に必聴です。
また、
「育む」
「アジア」
「創造と発信」をキーワー
ドに、音楽の様々な魅力を体感できるのも「別府ア
ルゲリッチ音楽祭」の特徴です。なかでも、
“ピノキ
オコンサート”は、豊かな心を育む教育プログラム
として３歳児から大人まで幅広い世代が楽しめる内
容となっています。すばらしい音楽に触れることの
できるこうした機会が、子どもたちの未来へのギフ
トとなることを願って、第１回から欠かすことなく
実施されてきました。

©Rikimaru Hotta

年に１度、マルタ・アルゲリッチが様々な音楽家、
聴衆と共に創り出す至福のひとときに酔いしれたあ
とは、日本一の温泉を楽しむのもまた一興。この機
会に是非、
「別府アルゲリッチ音楽祭」に足を運んで
みてください。
お問合せ

公益財団法人アルゲリッチ芸術振興財団
TEL 0977-27-2299
HP http://www.argerich-mf.jp/
※チケットは好評発売中！

都道府県だより
Kumamoto
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熊本県

くまモンファン感謝デー
「くまモン誕生祭 2014」開催 !!
熊本県では、
くまモンの誕生日である３月 12 日（水
曜日）から３月 16 日（日曜日）までの５日間、熊本
市中心市街地でくまモンファン感謝デー「くまモン
誕生祭 2014」を開催します。
３月 12 日には、びぷれす広場で「誕生会ふれあい
ステージ」や、
商店街で「くまモンウィークパレード」
が行われます。
３月 15 日～ 16 日は、くまもと県民交流館パレア
10 階のパレアホールにおいて「感謝の集いふれあい
ステージ」
が行われます。
（感謝の集いふれあいステー
ジは事前応募が必要です。
）
また、
昨年７月にオープンした「くまモンスクエア」
では、12 日～ 14 日くまモンが特別出勤し来場者と
触れ合うほか、15 日～ 16 日は、
「感謝の集いふれあ
いステージ」のライブ中継を行います。
（中継は、ダ
イエービジョンなどでも行います。
）
期間中は、熊本市現代美術館ロビー、鶴屋百貨店
サテライトスタジオ及び地下連絡通路において「く
まモン写真展」が開かれ、くまモンの海外活動の様
子など数々の写真を鑑賞いただけるほか、商店街で
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は、メッセージ
ボード作成や中
心市街地各所に
置かれたスタン
プを集めて特製
ステッカーを貰
える「誕生祭ス
タンプラリー」
、
各商店街の独自
企画として誕生
祭記念商品券の
販売やガラポン
抽選会など、催
しが盛りだくさ
んです。
まさに、くまモン一色、サプライズづくしの５日間。
入場無料ですので、皆様、お誘いあわせの上、くま
モンに会いにお越しください。
お問合せ

くまもとブランド推進課
TEL 096-333-2133

宮崎県

Miyazaki
宮崎には音楽の咲く季節があります
～第 19 回宮崎国際音楽祭～

だけます。特定の５又は７公演分をまとめて割引購
入できる劇場窓口限定発売のお得な「音楽切符」も
あります。
世界に名だたる演奏家たちが宮崎に集結する、年
に一度の貴重なチャンス。この機会に是非、宮崎に
お越しいただき、一流の演奏をお楽しみください。

宮崎の春を彩るイベント「宮崎国際音楽祭」の季
節がやってきます。
今回は、
「宮崎の春ですから」をキャッチフレーズ
に、４月 29 日に宮崎市中心市街地で開催されるスト
リート演奏会「みやざき国際ストリート音楽祭」を
皮切りに、５月 18 日までの 20 日間、メディキット
県民文化センターを主会場に 14 公演を開催します。
４年連続の出演となるヴァイオリンの世界的巨匠
ピンカス・ズーカーマン氏や若手ながらも世界中の
クラシックファンを魅了するジュリアン・ラクリン
氏（ヴァイオリン）など、世界で活躍する演奏家た
ちをゲストに迎えて、最高の演奏をお届けします。
また、前回好評を得たコンサート形式のオペラを、
今回はビゼー作曲の「カルメン」から抜粋してお送り
します。プリマドンナに音楽祭初登場の若手声楽家マ
リア・フィセリエ氏（メゾソプラノ）を迎え、音楽祭
お問合せ
合唱団との共演による壮麗な公演を披露します。
宮崎国際音楽祭事務局
チケットはメディキット県民文化センターチケッ
トセンター（TEL 0985-28-7766）や主なプレイガ （公益財団法人宮崎県立芸術劇場）
TEL 0985-28-3208
イドのほか、劇場 HP から席を選択して御購入いた

都道府県だより
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鹿児島県

Kagoshima

「第 17 回鹿児島・シンガポール交流会議」を開催
鹿児島県とシンガポール政府は、去る１月 22 日
（水）に「第 17 回鹿児島・シンガポール交流会議」を、
鹿児島において開催しました。
鹿児島・シンガポール交流会議は２年ごとに相互
の地で開催しており、鹿児島県は、シンガポール政
府と定期的な交流会議を行う日本唯一の自治体です。
この交流会議を核として、30 年以上の長きにわたり、
観光、芸術・文化、青少年など幅広い分野における
交流を積み重ねています。
今回の会議では、鹿児島県から伊藤知事ほか６名、
シンガポールからサム・タン外務省上級政務次官ほ

か６名が出席し、今後の経済、観光、青少年等の交
流について、引き続きお互いに協力していくことで
合意しました。
サム・タン上級政務次官は 28 年前に青少年交流で
来鹿した経験があり、今回は２回目の鹿児島訪問と
いうことで、鹿児島とシンガポールの交流の長さが
伺えました。
同氏からは、
「こういった交流会議が続いているの
は、人と人とのつながりがあるがゆえであり、そう
いったつながりを基盤に様々な分野における交流を
発展させていきたい。」との話がありました。
また、交流会議の関連事業として、今回、 新 た
に開催された「シンガポール経済セミナー」では、
ASEAN、中国、インド、中近東等の新興国市場にお
ける大規模プロジェクトの発掘や、新しいビジネス
モデルの形成など、積極的な海外展開を進めている
シンガポールの現状等について講演があり、シンガ
ポール企業と本県企業との連携等について意見交換
が行われました。
お問合せ

鹿児島県国際交流課
TEL 099-286-2303

交流会議の様子
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Okinawa

！

沖縄県

琉球漆器で「ごちそうさん」を子どもたちから

！

「温もり」や「肌触り」を触れることで感じた経験

苦情情報センター
は、子どもたちの感性を育む上でいい機会になった

「地方分権苦情情報センター」
今後も、使い手が使いやすい、作り手が作りやす
い技術の課題に取り組みます。また、工房と技術や
への情報提供を
情報を共有するなどの連携によって、漆器づくりが

沖縄県工芸振興センターでは、沖縄の子どもたち
に地元の工芸品に慣れ親しんでもらおうと、漆の器
を使ってごはんを楽しく食べてもらう取組を行いま
した。
沖縄に自生しているホルトノキ、ハンノキなどを
挽きもの技術によって加工し、飯椀、汁椀、大皿、
全 国 知
小皿をつくりました。漆は耐久性を高めるために天
然漆をより細かくした高耐久性漆を刷毛塗りしまし
た。また、工程を簡単にすることと給食用食洗機に
耐えられるようにするために、高耐久性漆を５回塗
りし低湿度で硬化させました。この方法で製作した
漆器を、小学校で給食用の食器として半年間利用し、
洗浄では食洗機が用いられました。
その結果、今回の条件で製作された漆器は漆塗膜
や木地の破損は少ないことが確認できました。また、
その破損の多くは落下や衝撃によるものでした。こ
のことは、少ない材料・時間・工程で製作できて扱
いやすい漆器の普及を目指す手がかりとなりました。
さらに、子どもにとっては給食が美味しくなり、残
さず食べられるようになったと好評でした。子ども
たちが、漆のもつ「艶」や「透明感」を見ることで、

でしょう。

盛んになり、皆さんが漆器を手に取りやすくなるよ
うに取り組んでいきます。このことで、皆さんが漆
事 会
器を日常で使うことができるようになり「日々の生
活が豊かになること」を目指していきます。

都道府県だより
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「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. 356

「総合医的視点を持った専門医」も
必要です。
鳥取県立中央病院心臓内科・総合診療科

影嶋 健二

義務年限を終え、平成 24 年度より鳥取県立中

広さ」を求められるため、全ての分野で専門医並

央病院にて心臓内科（総合診療科兼務）として勤

の知識や技量を獲得・維持するのは現実的に不可

務しております。当院の医療圏は主に鳥取県東部

能です。過疎化の影響もあります。医療経済的な

と兵庫県北西部であり，急性期医療、救急医療、

悪化に医師確保の困難さも加わり、僻地で重装備

高度医療を提供する基幹病院として機能していま

の診療を維持することは難しくなりました。医療

す。小生も専門医として勤務しているわけですが、

計画の中でも在宅医療、かかりつけ医の普及が図

自治医大義務年限を総合医として過ごした経験は

られております。その担い手は総合医であること

無駄になっているかというと、まったくそうでは

は疑う余地はありませんが、その議論の中で疾患

ありません。

の増悪時、救急疾患発生時にそれを受け入れる側

私は地域の基幹病院には「総合医的視点をもっ

の医師については強調されておりません。

た専門医」が必要とされていると考えております。

このような流れで基幹病院に紹介・転送されて

今、総合医はより幅広く、結果的に浅く、専門

くる患者さんは増加していますが、対応する基幹

医は狭く、より深い医療が求められるようになり

病院の医師も不足しています。しかもそのような

ました。専門分化、細分化が進んだためでもあり

患者さんは単一の疾患だけのことは少なく、高齢

ます。例えば循環器専門医であっても、インター

で多彩な併存疾患を有する方が大半を占めます。

ベンション専門医、不整脈専門医などと更に分か

このような患者さんを効率よく加療できるのが

れる傾向があります。医療安全の面から、いろい

「総合医的視点をもった専門医」と考えます。専

ろな制限がかかるようになったためもあります。

門領域のみしか経験・関心が乏しい言わば「ピュ

例えば新規抗ガン剤は十分な経験がある専門医の

アな専門医」だけでは対応しきれません。もちろ

下での使用が求められています。また年間ある一

んこのようなピュアな専門医も高度医療の維持・

定以上の経験数がなければ、手術や検査、治療の

発展のため必要であることは疑いありません。私

水準が維持できないのも実状といえます。患者さ

が強調したいのは総合医 VS 専門医という２元論

ん、そして家族の「専門医にみてもらいたい」と

ではなく、その中間にあたるようなサブスペシャ

いう志向も少なからずあります。そのため総合医

リティをもつ総合医や総合医的視点をもった専門

でもできる、してきた治療や検査の一部は控えら

医が、現場では必要とされているということです。

れ、専門医に紹介されるようになりました。一方

総合医の視点、経験を生かした「総合医的視点

で総合医も予防医学、家族志向のケア、介護・リ

をもった専門医」として、地域医療の一部を担い、

ハビリテーションとの連携など、
より横断的な「幅

後進の育成に励みたいと思っています。
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Information

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

北海道
青森県
秋田県
岩手県
山形県
宮城県
福島県
新潟県

イベント・PR 名など
まるごと美味い！ねむろ／根室振興局 facebook
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～

実施期間・実施日
－
～ 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

－

みやぎ観光 NAVI

－

食材王国みやぎ

－

雪マジ！ふくしま２０１３

－

声楽アンサンブルコンテスト全国大会チケット販売
花の王国ふくしま

キビタンフラワースタンプラリー

－
H26 年 3 月 21 日～

新潟デスティネーションキャンペーン

H26 年 4 月 1 日～ 6 月 30 日

うまさぎっしり新潟スタンプラリー

H26 年 3 月 15 日～ 6 月 30 日

春が来た 新潟スイーツがやってきた！

H26 年 3 月 21 日～ 3 月 23 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 ]

55

－
－

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 [ 春 ]
春を感じる 風を感じる

～ H26 年 6 月 30 日

南砺いのくち椿まつり

H26 年 3 月 22 日～ 3 月 23 日

観光・イベント情報が満載！「とやま観光ナビ」

－

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

－

【能登ふるさと博】冬の能登 プレゼントキャンペーン【宿泊券などが当
たる！】 能登各地で開催される「うまいもんイベント」を２倍楽しもう！
ご応募いただいた方の中から、ドーン！と 150 名様にプレゼント！！

～ H26 年 3 月 23 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

－

岐阜県現代陶芸美術館 ラテン諸国の現代陶芸をまとめた展示「ラテン！」

～ H26 年 6 月中旬

岐阜県世界淡水魚園水族館 アクア・トトぎふ 「こんにちは、イモリです！」

H26 年 3 月 14 日～ 7 月 7 日

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」

～ H26 年 3 月 23 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 ア・ターブル！―ごはんだよ！ 食をめぐる美の饗宴―
伝えたいふるさとの景観

心に残る

福井ふるさと百選

－
～ H26 年 5 月 6 日
－

滋賀県催物情報

－

滋賀県催物情報

－

海の京都 TANTAN ロングライド 2014

エントリー受付中

現代アートの世界に輝く新星発掘プロジェクト
遊ぶ！食べる！見る！

入選作品展

箕面森町おもてなしフェスタ

ピピッとネット

～ H26 年 3 月 17 日
H26 年 3 月 21 日
－

まるごと まんぷく 大満足 第 3 回 奈良食祭 県マーケティング課（0742-27-5427)
第３６回なら芝能
薬用植物見本園

H26 年 6 月 8 日

H26 年 3 月 15 日、16 日
H26 年 3 月 22 日

春の一般公開

H26 年 4 月 18 ～ 4 月 20 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」

－

第１０回因州和紙あかり展

～ H26 年 3 月 23 日

１８品種３２００株の競演２０１４らんまつり～とっとり花回廊～

～ H26 年 3 月 30 日

石谷家のお雛さま展

～ H26 年 4 月 2 日

56

Information

都道府県名

岡山県

イベント・PR 名など

実施期間・実施日

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

－

島根県

イベントカレンダー

－

広島県

イベント・行事情報

－

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

「ねんりんピックおいでませ！山口２０１５」大会ホームページをリニューアル！
Facebook ページ「ねんりんピックおいでませ！山口２０１５実行委員会」も好評発信中
栗林公園春のライトアップ

H27 年 10 月 17 日～ 10 月 20 日

高松国際ピアノコンクール

H26 年 3 月下旬～ ( 桜の開花に併せて開始日が変動）

～ともに夢を

ともに感動を～

徳島県観光情報サイト阿波ナビ

H26 年 3 月 12 日～ 3 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 「九州オルレ」
佐賀県のイベント情報

－
－

佐賀城下ひなまつり

～ H26 年 3 月 23 日

鹿島酒蔵ツーリズム 2014

H26 年 3 月 29 日～ 3 月 30 日

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

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

2014

別府アルゲリッチ音楽祭

H26 年 4 月 24 日～ 5 月 11 日

おんせん県って言っちゃいましたけん！

－

日本一の「おんせん県おおいた」大分県観光情報公式サイト

－

熊本まるわかり！トピックス

くまモン eye's

－

くまモンファン感謝デー「くまモン誕生祭 2014」お問い合わせ：熊本県庁くまもとブランド推進課 096-333-2133

H26 年 3 月 12 日～ 16 日

くまモンクルーズ～赤の海上レストラン～

H26 年 3 月 19 日～ 22 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

－

本物。の旅かごしま

沖縄の奥、島の奥。おくなわ

イベント情報

－

離島ガイド・プロジェクト

－

沖縄のグリーンツーリズム

－

おきなわ物語／沖縄観光情報 WEB サイト

－
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都道府県展望総目次
自
至

●清流の国からのごあいさつ
岐阜県知事 古田肇……………………… 10 月号
●地域の魅力を磨き上げ、群馬のイメージアップを！
群馬県知事 大澤正明…………………… 11 月号
●楽しくなければ県庁じゃない！
神奈川県知事 黒岩祐治………………… 12 月号
●未来への扉を開く新たな可能性に向けて
新潟県知事 泉田裕彦………………………２月号
●「科学技術創造立県」を目指して
茨城県知事 橋本昌…………………………３月号

平成２５年４月
平成２６年３月

ズームアップ
●とっておきの奈良時間を楽しむ観光ナビアプリ
奈良県…………………………………………４月号
●高知県への移住を全力で支援 !
～第２期高知県産業振興計画をバージョンアップ～
高知県…………………………………………５月号
●「信州のしあわせ」を伝えます !
長野県…………………………………………７月号
●笑顔とお椀でおもてなし「うまっ !」ないわてへ
～イーハトーブいわて物語～
岩手県…………………………………………８月号
●アジアの医療関係者が続々と !
東九州メディカルバレー
宮崎県…………………………………………９月号
●第 39 回全国育樹祭の開催県に決定
岐阜県……………………………………… 10 月号
●新たな産業の集積と地域経済の活性化を目指して
～企業誘致と「群馬がん治療技術総合特区」～
群馬県……………………………………… 11 月号
●「ヘルスケア・ニューフロンティア」を
神奈川から世界へ発信
神奈川県…………………………………… 12 月号
●北陸新幹線開業と関西圏への情報発信
新潟県…………………………………………２月号
●ふるさとを知って、茨城を発信しよう !
～県内全ての中学２年生が取り組む
「いばらきっ子郷土検定」がスタート !! ～
茨城県…………………………………………３月号

特集記事
●知事が語る～我が都道府県の平成２５年度施政方針
と重点施策…………………………………………６月号
●知事が語る～我が都道府県の平成２５年度施政方針
と重点施策（千葉県知事）………………………７月号
●知事が語る～我が都道府県の平成２５年度施政方針
と重点施策（秋田県知事）………………………８月号
●知事が語る～我が都道府県の平成２５年度施政方針
と重点施策（静岡県知事）………………………９月号
●来るべき巨大災害に備えて
南海トラフ巨大地震の被害拡大と減災課題
関西大学社会安全研究センター長・教授 河田恵昭
―減災社会を築く―
静岡県 危機管理監代理 岩田孝仁
「来るべき巨大地震に備えて」
～和歌山県の防災・減災対策～
和歌山県危機管理局総合防災課……………８月号
●多文化共生社会の形成に向けて
多文化共生社会に向けて
－国と地方自治体の取組を中心に－
明治大学教授 山脇啓造
多文化共生社会の形成による豊かで活力ある愛知
～ともに生き、ともに輝き、ともに創る～を目指して
愛知県地域振興部国際課多文化共生推進室
兵庫県における子ども多文化共生教育の取組
兵庫県教育委員会事務局人権教育課………９月号
●中小企業の海外展開について
日本の経済発展を下支えする地方自治体の基本的役割
愛知淑徳大学 ビジネス学部・ビジネス研究科
学部長・研究科長・教授 真田幸光
中小企業の海外展開に向けた埼玉県の支援事業
埼玉県産業労働部企業立地課
愛知県における中小企業の海外展開支援について
愛知県産業労働部産業立地通商課……… 10 月号
●行政不服審査制度の見直しについて
「行政不服審査制度の見直し方針」について
総務省行政管理局行政手続室 行政手続専門官
近藤寿喜

知事随想
●「やまとぢから」を原動力に奈良を活性化
奈良県知事 荒井正吾………………………４月号
●南海トラフ巨大地震対策の抜本強化・加速化
高知県知事 尾﨑正直………………………５月号
●住む人・来る人 しあわせ信州
長野県知事 阿部守一………………………７月号
●『未来に追いつく復興』
岩手県知事 達増拓也………………………８月号
●「食の王国 みやざき」の確立へ
宮崎県知事 河野俊嗣………………………９月号
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行政不服審査制度改革の背景
信州大学専任講師 大江裕幸…………… 11 月号
●ファシリティマネジメントについて
公共にこそ必要なファシリティマネジメント
公益社団法人 日本ファシリティマネジメント協会
（JFMA）会長 坂本春生
青森県におけるファシリティマネジメントの取組
青森県総務部財産管理課
奈良県におけるファシリティマネジメントについて
～資産の有効活用の取組を中心に～
奈良県総務部ファシリティマネジメント室
… ………………………………………………………３月号

●総合内科教育・研修と地域医療
阿部昌彦（北海道）……………………………６月号
●地域中核病院の再生
岡田真樹（栃木県）……………………………７月号
●変革 !! 地域医療
徳島県立海部病院から徳島県全域へ発信
小幡史明（徳島県）……………………………８月号
●地方独立行政法人としての『へき地医療』
由良博（京都府）………………………………９月号
●「“総合医＋いくつかの専門医”として、へき地医
療に取り組む」
田儀英昭（京都府）………………………… 10 月号
●「へき地を知っている医師がドクターヘリに乗る」
今明秀（青森県）…………………………… 11 月号
●病棟から在宅へ、新たなチャレンジ
秋根大（茨城県）…………………………… 12 月号
●イクメンと総合医
渡邉淨司（鳥取県）……………………………１月号
●医師になり母にもなってふるさとへ
紙本美菜子（鳥取県）…………………………２月号
●「総合医的視点を持った専門医」も必要です。
影嶋健二（鳥取県 ) ……………………………３月号

一般記事
●地方分権・地方自治フォーラム
栃木県…………………………………………５月号
●先進政策バンク優秀政策事例
先進政策大賞 静岡県……………………… 12 月号
●先進政策バンク優秀政策事例
優秀政策 秋田県、埼玉県、北海道…………１月号
●新春ごあいさつ
全国知事会会長 山田啓二（京都府知事）……１月号
●干支にちなんで―日本の歴史を創った馬たち―
小宮輝之………………………………………１月号
●先進政策バンク優秀政策事例
優秀政策 大阪府、富山県、岩手県…………２月号
●先進政策バンク優秀政策事例
優秀政策 静岡県、群馬県、福井県…………３月号

ふるさとの料理と名所探訪
●武将のふるさと愛知で、豊かな自然と文化が育んだ
食を堪能する。
愛知県…………………………………………４月号
●「パノラマ キトキト 富山に来られ」
富山県…………………………………………５月号
●福島県……………………………………………６月号
●大阪府……………………………………………７月号
●岡山県……………………………………………８月号
●平成 26 年 NHK 大河ドラマ「軍師官兵衛」ゆかり
の地・福岡県。福岡のグルメと名所を御案内します。
福岡県…………………………………………９月号
●秋の色・秋の味・魅力いっぱいギュッと千葉
千葉県……………………………………… 10 月号
●鳥取県………………………………………… 11 月号
●うどん県のそれだけじゃない魅力
香川県……………………………………… 12 月号
●島根県……………………………………………１月号
●「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。
和歌山県………………………………………２月号
●奇跡の清流・仁淀川が育む新鮮素材
高知県…………………………………………３月号

ある日の知事
●島根県知事
●石川県知事
●山口県知事
●愛媛県知事
●三重県知事
●青森県知事
●秋田県知事
●山形県知事
●山梨県知事
●北海道知事
●大阪府知事

溝口善兵衛………………………４月号
谷本正憲…………………………５月号
山本繁太郎 ……………………７月号
中村時広 ………………………８月号
鈴木英敬…………………………９月号
三村申吾 …………………… 10 月号
佐竹敬久 …………………… 11 月号
吉村美栄子 ………………… 12 月号
横内正明 ………………………１月号
高橋はるみ ……………………２月号
松井一郎 ………………………３月号

いま地域医療は
●東日本大震災・津波と地域医療
伊藤達朗（岩手県）……………………………４月号
●県立医科大学と連携して地域医療の拠点を創る
鈴木啓二（福島県）……………………………５月号
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未来への遺産

●占冠村トマム「雲海テラス」 北海道… ………６月号
●新石垣空港（南ぬ島石垣空港） 沖縄県… ……７月号
●富士山世界遺産登録について 静岡県………８月号
●「日本茶・宇治茶」の世界文化遺産登録に向けて
京都府…………………………………………９月号
●屋久島～世界自然遺産登録 20 周年～
鹿児島県…………………………………… 10 月号
●富山湾の絶景 ～帆船海王丸と新湊大橋～
富山県……………………………………… 11 月号
●お台場レインボー花火 2013 の開催について
東京都……………………………………… 12 月号
●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…………………………………………１月号
● 500 万本の水仙～灘黒岩水仙郷～ 兵庫県……２月号
●春夏秋冬、花と旅する「花旅みやざき」
宮崎県…………………………………………３月号

●山形県郷土館 文翔館旧山形県庁舎及び県会議事堂
山形県…………………………………………４月号
●浄土寺 平成の大修理
広島県…………………………………………５月号
●「世界農業遺産」に認定 国東半島宇佐地域
大分県…………………………………………６月号
●世界遺産登録を目指す 三重津海軍所跡
佐賀県…………………………………………７月号
●高野山 壇上伽藍 中門再建
和歌山県………………………………………８月号
●国宝 歓喜院聖天堂
埼玉県…………………………………………９月号
●次代に伝える技と伝統、そして文化
日光田母沢御用邸記念公園
栃木県……………………………………… 10 月号
●日本百名山 西日本第２の高峰「剣山」
徳島県……………………………………… 11 月号
●旧遷喬尋常小学校校舎
（国指定重要文化財、真庭市鍋屋）
岡山県……………………………………… 12 月号
●静かに物語る、二つの世界遺産候補
長崎県…………………………………………１月号
●世界文化遺産登録を目指す「明治日本の産業革命遺
産 ―萩市内の構成資産―」
山口県…………………………………………２月号
●牛伏川階段工
長野県…………………………………………３月号

その他
●児童福祉週間について…………………………４月号
●第 35 回『都市問題』公開講座
見果てぬ夢か？道州制…………………………５月号
●「先進政策バンク」の一般公開について……７月号
●記念貨幣を発行します…………………………７月号
●社会を明るくする運動～犯罪や非行を防止し、立ち
直りを支える地域のチカラ～立ち直りを支える取組
について、ご理解とご協力をお願いします
…
………………………………………………………７月号
●被爆６８周年平和祈念の黙とうを……………７月号
●年次有給休暇の取得促進………………………７月号
●貸し会議室の御案内……………………………７月号
●第 36 回『都市問題』公開講座…………………９月号
●危機管理産業展２０１３………………………９月号
●「児童福祉週間」標語募集……………………９月号
●地方自治情報化推進フェア 2013…………… 10 月号
●貸し会議室の御案内………………………… 10 月号
●公共 FM スクール「基礎講座」……………… 11 月号
●消費税価格転嫁対策………………………… 11 月号
●「先進政策バンク」の一般公開について… 11 月号
●統計におけるオープンデータの高度化………１月号
●国土強靭化―その内実を問う…………………１月号
●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－… ……………………２月号
●貸し会議室の御案内……………………………２月号
●「先進政策バンク」の一般公開について……３月号
●平成 26 年度「児童福祉週間」について………３月号

技が輝く
●津軽裂織・南部裂織 青森県…………………４月号
●伊勢形紙 伊賀くみひも 三重県……………５月号
●「輝きの造形美」甲州水晶貴石細工 山梨県……６月号
●真壁石燈籠 茨城県……………………………７月号
●波佐見焼き 長崎県……………………………８月号
●「六〇〇年の歴史を誇る名硯」雄勝硯
宮城県…………………………………………９月号
●高山茶筌 奈良県…………………………… 10 月号
●平賀源内も絶賛した 肥後熊本
天草陶磁器の魅力と源流 熊本県………… 11 月号
●浜ちりめん 滋賀県………………………… 12 月号
●戸河内刳物 広島県……………………………１月号
● 2016 年に創業四百年を迎える 有田焼
佐賀県…………………………………………２月号
●大川組子 福岡県………………………………３月号

表
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●久慈海岸「つりがね洞」 岩手県… ……………４月号
●福井県立恐竜博物館 福井県…………………５月号
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平成 26 年度「児童福祉週間」について
５月５日の「こどもの日」から一週間は、「児童福祉週間」です。この期間中、国、地方自治体、関係団体、企業等が連
携・協力し、子どもや家庭、子どもの健やかな成長について国民全体で考えることを目的に、さまざまな事業および行
事を展開しています。

１．平成 26 年度「児童福祉週間」標語について
児童福祉週間の取組の一つとして、標語を毎年募集しています。最優秀作品は、その年度の広報・啓発ポスターをは
じめ、中央及び全国各地で実施される各種啓発事業・行事等において幅広く活用されます。平成 26 年度は全国から 5,647
件の応募がありました。有識者などで構成した標語選定委員会で選考した結果、千葉県の中西愛美さん（7 歳）の作品
を最優秀作品とし、平成 26 年度「児童福祉週間」の標語に決定しました。この標語は、
「児童福祉週間」の象徴として、
広報・啓発ポスターや、厚生労働省のホームページ等で、広く周知しています。
■「児童福祉週間」標語
＜最優秀作品＞

そのいっぽ

みらいにつづく
【中西

ゆめのみち

愛美 ( なかにし

まなみ ) さん

7歳

東京都】

※入選作品については、厚生労働省ホームページに掲載しています。

２．主な行事・取り組みについて
（１）こいのぼり掲揚式
こいのぼり掲揚式は、厚生労働省（中央合同庁舎第５号館）の正面玄関広場で、昭和３３年以来、毎年行われています。
近年では、都内の保育園児や来賓の方々によるこいのぼりの掲揚や「児童福祉週間」標語募集での最優秀作受賞者の
表彰式を行っています。また、本式典に合わせて中央省庁の各庁舎においても「こいのぼり」を掲揚しています。
＜主
催＞
厚生労働省、（社福）全国社会福祉協議会、（一財）こども未来財団
＜日時・会場＞
平成 26 年４月 21 日（月）（予定）

厚生労働省

（２）児童福祉文化賞
例年、児童福祉文化財のなかからとりわけ優れた作品に対して、出版物、舞台芸術、映像・メディア等の各部門ごとに「児
童福祉文化賞」ならびに「児童福祉文化賞推薦作品」として厚生労働大臣賞を授与しています。
また、この三部門のほかに特別部門を設け、障害福祉や母子保健等を含め、広く児童健全育成に寄与した児童福祉文
化財又は児童福祉文化活動に対しても、同様に「児童福祉文化賞」として表彰することとしています。
＜主
催＞
（一財）児童健全育成推進財団、（一財）こども未来財団
＜日時・会場＞
[ 表彰式 ] 平成 26 年５月９日（金）（予定）
厚生労働省会議室

３．全国における取り組み
北海道から沖縄まで各自治体等でも多くの行事が実施されます。「こいのぼり」の掲揚を始め、昔のあそびや伝統行事
を体験してもらう催しや、子育てのよさ、楽しさを伝えるイベントなど、毎年、その地域の特色を生かしたさまざまな
行事が行われています。
また、各鉄道会社の御協力により、児童福祉週間の期間中、東京都内の駅構内に「児童福祉週間ポスター」を掲出す
る予定です。
そのほか、児童福祉週間における各種行事等の詳細については、実施に合わせて、厚生労働省のホームページ等にも
掲載しておりますので、ぜひ、ご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/
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春夏秋冬、花と旅する「花旅みやざき」
宮崎県

１年を通して温暖な気候に恵まれ四季折々の花が咲
き誇る宮崎には、地域の人々が守り育ててきた花の名
所が随所にあります。
県では、いつでも好きな季節に足を運んでいただ
き、花を楽しみながら観光地や地域の文化に触れる旅
を「花旅みやざき」として展開しています。
この「花旅みやざき」は、花の名所をメインに、地
元の食を堪能したり、ロマンあふれる神話にふれたり、
地域の伝統的な祭りを観たりと、宮崎をまるごと楽し
むことができる自然に恵まれた宮崎ならではの提案と
なっています。
春は菜の花と桜のコントラストを楽しめる西都原古
墳群（西都市）、夏は国内唯一のジャカランダの群生
林と眼下に広がる青い海が美しい「道の駅」なんごう
（日南市）、秋は雄大な霧島連山を背景にコスモスが揺
れる生駒高原（小林市）、冬は南国宮崎の暖かな日差
しに映える国指定天然記念物の月知梅（宮崎市）など、
宮崎には美しい景色とともに花を楽しめるスポットが
いっぱいです。
四季折々の見頃の花やお勧め観光スポット、ドライ
ブコースを紹介した「花旅みやざきガイドブック」は、
Web上でも御覧いただけます。

花と緑の美し
い宮崎に是非お
越しください。
写真は花の名
所の一つとして
紹介している「フ
ローランテ宮崎」
（宮崎市）
春は花の祭典
「フローランテ宮崎」園内の様子
「春のフローラル
写真提供：宮崎市
祭」、夏の夜は数
千個のランタンが灯る「フローランテの夕涼み」、秋
は「サルビアとコスモス花壇」、冬は夜の園内を彩る
イルミネーションなど、年間を通じて花と一緒に様々
なイベントが楽しめます。

お問合せ（花旅みやざき）
宮崎県観光推進課
TEL 0985-26-7530
みやざき観光情報『旬ナビ』HP
http://www.kanko-miyazaki.jp/

▼「都道府県展望」は、本会の機関誌として、昭和33年

▼これまで長年にわたり、本誌の発行に御協力をいた

９月から約55年間、実に666回にわたり発行されて参り

だいた各都道府県の御担当者様や有識者の方々など多

ましたが、本号をもって機関誌という形式での発行を

くの関係者には、厚く御礼を申し上げます。

終えることとなりました。

▼本誌は、４月から本会の広報機能強化のためリニュー

▼本誌は、多くの関係者の御協力や御指導をいただき

アルしたウェブサイトの一部に引き継がれ再出発しま

ながら、様々なテーマや課題に関する特集記事やダイ

すので、今後ともウェブサイトへの記事掲載について

ジェスト、また各都道府県の情報発信の一助としての

御協力をお願いいたします。

観光名所や伝統技術等の故郷自慢など、読者に満足し

▼今まで御愛読いただいた読者の方々にも、引き続き

ていただくために多くの記事を掲載して参りました。

御高覧いただきますようよろしくお願い申し上げます。

あらためて振り返ってみると、その一つひとつの記事

（直）

は、執筆者の想いが詰まった宝物のように感じます。

都道府県展望 平成 26 年３月号

発行所
発行人
住 所
制 作

通巻 666 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

62

TEL.03-5212-9134

