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大分県　運転免許自主返納

交通企画課  ☎097-536-2131問

　師走の慌ただしい時期は、暗くなるのが早いことに加え、年末の帰省ラッシュなどで普段より交通量が多くなり
ます。そのため、例年、交通事故が増える傾向にあります。
　県内では、前年に比べ、すでに６件増の32件（９月30日現在）の交通事故が発生しています。今まで以上に交
通事故防止に努め、「おこさず　あわず　事故ゼロ」の大分県を目指しましょう！

　高齢者の運転による交通事故が年々増加しています。昨年度は、4,478件中、1,046件でした。高齢者は、他の
世代に比べ、「出会い頭事故」、「単独事故」、「アクセルとブレーキの踏み間違い」が多い傾向にあります。
　運転免許証は自身の申請により、運転免許センターや各警察署などで返納することができます。高齢者の方は、
運転を続けることの利便性と危険性についてご家族やまわりの方とも話し合ってみませんか？

師走の慌ただしい時期は 暗くなるのが早いことに加え 年末の帰省ラッ

おこさず  あわず  事故ゼロ

ドライバーのみなさんへ 「おん・せん・けん」を合い言葉に、思いやりのある運転に努めましょう。

　歩行者の死亡事故の約７割
は、夕暮れ時、夜間に発生して
います。17時になったらライ
トを点灯し、上向きを基本に
「ハイビーム」と「ロービーム」
をこまめに切り替えましょう。

ライトおん！１

歩行者、自転車利用者のみなさんへ 交通ルールやマナーを守るのは、運転者だけではありません。
危険を予測し、安全な行動を心がけましょう。

　道路を横断するときは、左右の安全を確認し
ましょう。また、高齢者の横断中の死亡事故の
約７割が左から来た車との衝突です。道路の中
央手前で、左から車が来ていないか再度確認す
ることが大切です。

安全確認を徹底しよう！31
　交通事故の加害者・被害者にならないために、交通ルールを
守ることが大切です。「斜め横断をしない」、「信号を守る」な
どの基本的なルールやマナーを必ず守りましょう！

交通ルールを守ろう！

　死亡事故の約３割が「速度超過」
です。危険を感じてブレーキを踏ん
でから、実際に車が停止するまでか
なりの距離が必要です。制限速度を
守りましょう。
※60km/hで走行する車の停止距離
は44ｍ（速度が速くなるほど停止
距離が長くなります）

飛ばさんけん！３
　死亡事故原因の約５割が、脇見運
転や漫然運転による「前方不注視」
です。運転中に脇見をして、ヒヤッ
とした経験はありませんか。「ほん
の数秒」の油断が重大な事故につな
がります。追突事故を防ぐために、
３秒間のゆとりある車間距離を心が
けましょう。

脇見せん！２

自主返納制度についてご存じですか？

２
　夕暮れ時や夜間
は運転者から歩行
者が見えにくいた
め、明るめの服装
に反射材を着用し
て外出しましょう。

反射材を着用しよう！

自主返納を応援します！
　県では、高齢者の運転免許証の自主返納を応援するため、「高齢者運転免許自主返納サポート支援制度」を推進してい
ます。
　大分県在住の70歳以上の方が運転経歴証明書をタクシーや眼鏡店などのサポート加盟店に提示すると割引などのサー
ビスが受けられます。詳しくは、県ホームページでご確認いただくか、生活環境企画課までお問い合わせください。

生活環境企画課  ☎097-506-3062問

黒っぽい服 明るい服 反射材使用車から
見える距離 20m 40m 120m0m

特に
注意している

車を認知するが、
右方向からの
車に気を取られがち

途中で左右の
安全確認を
しましょう

県民ひろば１
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　「うま塩レシピ」は、乾しいたけやいりこなどの “旨み” を持つ食材や、酸味のあるかぼす、わさびや唐辛子
といった香辛料、コクのある乳製品やごまを “上手く”活用した塩分控えめでも “美味しい”レシピです。県では、
大学や企業、各種団体と一緒にレシピ開発を行っています。
　今回は、別府大学の中村弘幸先生のおすすめレシピを紹介します。

☎097‒506‒2096

県政ふれあいトーク県政ふれあいトーク県政ふれあいトーク

県政ふれあいトーク　知事通信

大分県　うま塩レシピその他のレシピは、

大分県　健康寿命日本一

健康づくり支援課  ☎097-506-2666問

うま塩レシピで健康な食生活を！
～めざせ！健康寿命日本一～

旨い！上手い！美味い！うま塩レシピ

かぼす風味鶏の照り焼き

　食塩の取り過ぎは、高血圧を招き、脳卒中や心筋梗塞など循環器疾患の原因となることが知られています。
　県では、健康に問題なく日常生活を送ることができる期間を指す「健康寿命」の日本一の実現に向け、「うま
塩レシピ」による「減塩マイナス３g」の取組を進めています。

　健康寿命の延伸には、「減塩マイナス３g」のほか、「野菜摂取350g」、「歩数プラス1500歩」の３つの鍵が
あります。１日350g以上（うち緑黄色野菜120g以上）の野菜摂取、１日あと1,500歩（約15分間、１km程度）
の運動も心がけ、健康な毎日を送りましょう。

材料（２人分）

約25分
調理時間

0.8g／人
食塩相当量

235kcal／人
エネルギー

若鶏もも肉……160g
かぼす果汁……小さじ1強（6g）
濃口しょうゆ…大さじ1/2（9g）

レタス、玉ねぎ、ミニトマトを添えると野菜も摂れ、
彩り豊かになります。

砂糖……大さじ1弱（8g）
みりん…大さじ2（36g）
油………小さじ1/2（2g）

①若鶏もも肉は包丁で切り込みを入れ、厚さを均一にする。
②ボウルにかぼす果汁、濃口しょうゆ、砂糖、みりんを混
ぜ入れ、①を10分ほど浸しておく。
③熱したフライパンに油をひき、鶏肉の皮を下にして中火
で焼く。焼き色がついたら、裏返す。
④余分な油をキッチンペーパーで拭き取り、ボウルに残っ
た調味料をフライパンに入れ、蓋をして３～５分程度煮
た後、蓋を取り煮汁がなくなったら出来上がり。

醤油の1/3をかぼす果
汁に置き換えて37％※

減塩！肉に切り込みを
入れたり、フォークで
穴をあけたりすると味
がしみこみやすくなり
ますよ。

調理方法

※「毎日の食事のカロリーガイド」（女子栄養大学出版部）
　鶏もも肉の照り焼きと比較

知事は、下記の地域で県民の皆さんと
意見交換を行いました。

会場：三光公民館

三
光
コ
ス
モ
ス
祭
り

実
行
委
員
会
の
皆
さ
ん

会場：コアやまくに

や
ま
く
に
活
性
化
委
員
会

の
皆
さ
ん

10月3日㈫ 中津市

Recipe

Pointポイント！

県民ひろば２
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平成29年度
発達障がい講演会
　発達障がいに関する正しい知識を普
及し、当事者の社会的自立や就労の促
進を図るための講演会を実施します。
日時／12月16日㈯　13時～15時
場所／ 大分大学旦野原キャンパス

教養教育棟第一大講義室
内容／ 長崎大学大学院歯科薬学総合

研究科　岩永竜一郎教授による
講演

申込期限／12月11日㈪
申込方法／ こころとからだの相談支援

センターに電話予約
問こころとからだの相談支援センター
☎097-541-5276

大分県内企業の魅力を
体感、実感しよう！
　大分県へのUIJターンを検討されて
いる方を対象に、福岡県内発着の「大
分県内企業魅力発見バスツアー」を開
催します。
日程／
12月26日㈫
コース① IT産業コース

（ザイナス、地域科学研究所）
コース② ものづくりコース

（富士甚醤油、佐伯重工業）
12月27日㈬
コース① 営業職コース

（大分銀行、豊後企画集団）
コース② ものづくりコース

（大分キヤノン、大分デバイ
ステクノロジー）

定員／各コース20名
内容／企業見学、若手職員との交流会
対象／次のいずれかを満たす者
・ 大分県出身の平成31年３月県外大
学等卒業予定者
・おおいた学生登録者
・ 県内企業への就職に関心のある学生
（大学１、２年生も参加可）
申込期限／12月10日㈰
申込方法／ 「大分県内企業魅力発見バ

スツアー」ホームページか
ら申込み

問雇用労働政策課
☎097-506-3331

心
ひ
ら
い
て

「ソジハラ」って
知っていますか？

　「ハラはハラスメント…？」正解です。では「ソジ」は？
　セクシュアル・オリエンテーション（sexual orientation／性的指向）の頭文
字が「SO（ソ）」、ジェンダーアイデンティティ（gender identity／性自認）の
頭文字が「GI（ジ）」。つまり、“好きになる性”や“心の性”に関するハラスメン
ト（いやがらせ）という意味ですね。LGBTの集会で提案された造語だそうです。
　「LGBT」は、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーの
頭文字をつなげたものですが、性的少数者の総称として、新聞記事等で見かける
ことも多くなってきました。
　さて、ここでもう１つ質問です。性的少数者とは、この４種類だけなのでしょ
うか？
　答えは「NO」です。「エックスジェンダー（心の性が両性や中性、無性の人）」
や「アセクシュアル（好きになる性が無い人）」など多種多様です。
　この多種多様な人たちが、日本では13人に１人ほどいると言われています
（2015年に（株）電通が全国約７万人を対象にした調査結果による）。
13人に１人いると言われるのに、自分の周りには「いない」と思っていません
か？「いない」のではなく「見えない」のだとしたら？自分のこととして「ソジ
ハラ」について考えてみたいですね。

大分県人権啓発
イメージキャラクター
こころちゃん

父が消えた

尾辻 克彦／著
（1937～ 2014年）
文藝春秋　1981年
980円（品切）
（河出書房新社
880円（税別））

　父の遺骨を納める墓地を八王子ま
で見に出かけた「私」は、道すがら父
や家族と過ごした時代を思い出しま
す。大分から名古屋への引っ越しな
ど、著者自身と重なる出来事が「私」
をとおして語られています。著者は
本作品で、第84回芥川賞（1981年）
を受賞しました。他に「星に触わる」
など初期短編４作が収録されていま
す。尾辻克彦は、４歳から15歳まで
を大分で過ごしました。別名「赤瀬川
原平」として前衛芸術や随筆等でも
活躍し、1998年出版『老人力』は
ブームになりました。兄は直木賞作
家の赤瀬川隼。

おおいた
ゆかりの図書
おおいたの文学～受賞作を中心に～

双葉山没後50年大相撲宇佐場所
開催日時／12月７日㈭　９時～15時
場　所／ 三和酒類スポーツセンター

（はちまんの郷宇佐体育館）
問大相撲宇佐場所実行委員会事務局
☎080-1357-0651

豊後二見ヶ浦
大しめ縄張替え＆ライトアップ
開催日／
張替え：12月10日㈰　８時～
ライトアップ： 12月24日㈰～

１月４日㈭※予定
場　所／佐伯市上浦大字津井浦
問佐伯市上浦振興局地域振興課
☎0972-32-3111

第27回童話の里こども映画祭
開催日時／ １月20日㈯～21日㈰　

９時～18時30分
場　所／くすまちメルサンホール
問玖珠町商工観光振興課
☎0973-72-7153

市町村の催し
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か
ら
の
お
知
ら
せ

県

1994年頃までに出産や
手術で大量出血した方等へ
　出産や手術での大量出血などで、血
液からつくられた医薬品（フィブリノ
ゲン製剤・血液凝固第９因子製剤）が
使用され、Ｃ型肝炎ウイルスに感染し
た場合、給付金を受けるには2018年
１月15日㈪までに裁判提起をするこ
とが必要です。
　心当たりのある方は、まずは肝炎ウ
イルス検査を受けましょう。

問薬務室　☎097-506-2650

おんせん県おおいたCM第５弾
「プレミアムフロイデー」
絶賛公開中！
　様々な働き
方が議論される
中、「日本一のお
んせん県おおい
た」ならではの
「休み方」を提
案し、「働き方と
同様に休み方も大切」というメッセー
ジを込めた、温泉で繰り広げられる
ミュージカル仕立てのわくわくする動
画です。特設WEBサイトで公開中で
す。是非ご覧ください。

問広報広聴課
☎097-506-2094

政府広報Ｃ型肝炎 検  索

おんせん県おおいた 検  索

法人県民税・事業税、地方
法人特別税の電子申告受付
サービスをご利用ください
　県では、インターネットによる法人
県民税・事業税及び地方法人特別税の
申告受付サービスを行っています。法
人の設立届などの申請も可能です。こ
のサービスを利用すると、県税事務所
の窓口へ出向いたり、郵送する手間が
省けるだけでなく、複数の都道府県へ
の申告が一度にできます。
　ご利用には、事前の届出が必要で
す。詳しくは、最寄りの県税事務所ま
でお問い合わせください。

問税務課　☎097-506-2382

守ろう！プライバシー
本人通知制度に登録を！
　住民票の写しや戸籍謄本などを、代
理人や第三者に交付したことを、市町
村に事前登録した方にお知らせする制
度で、不正請求や不正取得を防ぐた
め、県内全市町村で実施しています。
差別につながる身元調査をなくすた
め、一人でも多くの皆さんの登録をお
願いします。登録は無料です。
　詳しくは、住所や本籍のある市町村
の窓口にお問い合わせください。

問市町村振興課
☎097-506-2408

eLTAX 検  索

本人通知制度 検  索

農地中間管理機構を活用しよう！
　大分県農地中間管理機構（大分県農
業農村振興公社）は、農業振興地域内
で農地を貸したい方から農地を借り、
必要としている農業の担い手に貸し出
しを行っています。農地の有効利用に
ご協力ください。
　詳しくは、下記問合せまたはお近く
の市町村農政担当課にご相談ください。
問大分県農地中間管理機構
☎097-535-0400

大分県庁ジョブセミナー
　大分県職員の仕事内容ややりがいな
ど県職員の仕事の魅力を知ってもらう
ためのセミナーを開催します。
日時／12月26日㈫
（午前の部）９時～12時
（午後の部）13時30分～16時30分
場所／県庁舎本館２階正庁ホール
内容／① 大分県の組織と政策等の概要

説明
　　　②県職員による経験談発表
　　　③ 県庁めじろんツアー

（職場見学など）
対象／高校生、大学生等
申込期限／12月20日（水）
申込方法／ 県庁ホームページから申込み

問人事委員会事務局
☎097-506-5212

特集展示「賀来飛霞に来た手紙」
　幕末日本の三大本草学者の一人であ
る賀来飛霞の生涯は、多くの優れた知
識人と交流し、彼らに支えられたもの
でした。
　この展示では、賀来飛霞に届いた手
紙を通して、飛霞と知識人たちとの交
流の様子を明らかにします。
会期／１月28日㈰まで
開館時間／９時～17時
場所／大分県立歴史博物館
閲覧料／ 一般：310円

大学生・高校生：150円
問大分県立歴史博物館
☎0978-37-2100

催し

大分県庁ジョブセミナー 検  索

大分空港道路の通行規制にご協力ください
　大分空港への定時性・利便性・安全性の向上を図るため、
大分空港道路の４車線区間延伸工事、橋梁補修工事等を実施
します。工事に伴い、通行規制を行います。ご迷惑をおかけ
しますが、ご協力お願いします。
日時／ 11月13日㈪～　８時30分～17時
区間／ 安岐IC～藤原JCT（大分市方面のみ）
内容／50km/hの速度規制
※ 11月20日㈪から、夜間の通行止めも予定しています。詳
細は道路情報板、工事看板、土木事務所ホームページ等で
ご確認ください。
問別府土木事務所道路課　　　　☎0977-67-0214
問国東土木事務所建設・保全課　☎0978-72-1321
　

案内

大分空港道路 検  索
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１１月・１２

　当選者の発表は、発送を
もってかえさせていただき
ます。９月・10月号のクイ
ズの答えは、Ⓐ第４次産業
革命、Ⓑ共生でした。たく
さんのご応募をありがとう
ございました。

12月31日㈰

　本紙を参考に○の中に当てはまる文字を入れ、ハガキかイン
ターネットでご応募ください。正解者の中から抽選で５名様に
玖珠町の特産品詰め合わせ(2,000円相当)をプレゼントします。

水田を利用した○○○○○の導入

「○○○○○○○」を楽しもう

11月·12月号 クイズ＆プレゼント

　玖珠町では、住民と専門家が一緒に、旧城下町の伝統的な建築物の復元や保全など
を行っています。森地区の古民家を改修して誕生した「カネジュウ館」は、当時の趣
を活かしたランチスポットで、まちづくりの情報発信基地として活躍しています。
　今回は、カネジュウ館を営む大谷徹子さんに「豆腐を使ったしいたけの肉詰め」を
教えていただきました。県産しいたけの豊かな風味が楽しめる一品です。お好みでか
ぼすポン酢やケチャップをつけてお召し上がりください。

豆腐を使ったしいたけの肉詰め【玖珠町】
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再生紙を使用しています。※県の歳入確保のため有料で広告スペースを貸し付けています。この広告内容を県が推奨・保証等するものではありません。

大分県庁 ☎ ‒ ‒ （代表）
http://www.pref.oita.jp/

▼インターネット
動画配信サイト「おんせん県おおいた！ちゃんねる」
　　　　　　　　　（http://www.onsenkenoita-ch.com/）
　　　  県政番組のバックナンバーや県内の魅力満載動画を配信中

▼テレビ
TOS 「ほっとはーとOITA」 土曜日／午前11：30～11：45
OAB 「お！」 日曜日／午後  5：55～  5：59
OBS 「オオイタコレクション」 月曜日／午後  6：55～  6：59
▼ラジオ
OBS 「くらしのたより」
月～金曜日／午前9：10～9：13
土曜日／午前6：57～7：00、日曜日／午前6：55～6：58
OBS 「たんねるけん！」
毎月第1・第3土曜日／午前10：40～10：54
翌日曜日／午前5：30～5：44（再放送）
エフエム大分
「WHAT's NEW OITA」（ホワッツニューオーイタ）
月～金曜日／午前9：00～9：04、土曜日／午前9：25～9：29
日曜日／午前8：55～8：59

スマートフォンからも
ご覧いただけます♪
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しいたけ（大）…５つ、木綿豆腐…半丁
豚ひき肉…150g、卵…１つ、長ねぎ…少々
薄口醤油…大さじ１、砂糖…小さじ１

材　　料（２人分）

1 キッチンペーパーで水気をよく切った木綿豆腐、豚ひ
き肉、卵、薄口醤油、砂糖をボウルに入れ、なめらか
になるまで混ぜ合わせる。

2 1に刻みねぎを入れ、さっと混ぜ合わせる。
3 しいたけの傘の裏側に小麦粉をふり、2を詰める。
4 小麦粉をしいたけ全体にまぶす。
5 油を引いたフライパンで、2を詰めた側からとろ火で３
分、裏返して３分、余熱で３分火を通したら出来上がり。

※具が余ったら、ピーマンなどに詰めて焼いてもおいしい
です。

調理方法

取材協力：森まちなみ情報発信施設　カネジュウ館
☎ 0973-77-2180


