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都市計画道路 庄の原佐野線
（元町・下郡工区）

開通区間　L＝1.2 ㎞

南下郡東下
交差点

下郡工業団地入口
交差点

東元町
交差点

（立体交差）

芸短大北
交差点

滝尾橋

●トキハ

●県庁

●市役所

大分IC 下郡工区
（事業中）

　大分川河口部での新架橋｢宗麟大橋｣な
ど、大分市内で整備を進めていた｢庄の原
佐野線（元町・下郡工区）｣が１月14日に
開通しました。開通区間は、芸短大北交差
点（六坊南町）から宗麟大橋を渡り、下郡工
業団地入口交差点（大字下郡）までの
1.2kmです。
※開通後は一時的に交通が集中し、周辺道
路でも交通状況が変化することが予想さ
れます。当分の間は時間に余裕を持った
通行をお願いします。

　宗麟大橋は、大分川河口部では1966年の弁天大橋の建設以来、約50年ぶりの道路橋の新設です。また、大分川河
口部に架かる橋としては最長の349.9mです。
　県は、皆さんから長く愛され大切に利用してもらえる橋にしたいという思いから、これまで様々な取組を行いました。

　今年度は、下郡工業団地入口交差点（大字下郡）から南下郡東下交差点（下郡南）までの｢下郡工区｣に着手しました。  
さらなる中心市街地と米良ICやスポーツ公園とのアクセス向上や、周辺道路の渋滞緩和のため早期整備を目指します。

　庄の原佐野線（元町・下郡工区）の開通により、宗麟大橋の北側に架かる滝尾橋な
どに集中する交通の負荷軽減が期待されます。
　また、今年は、国民文化祭と全国障害者芸術・文化祭、来年は、ラグビーワール
ドカップ2019が開催され、多くの観光客が予想されますが、中心市街地と米良IC（イ
ンターチェンジ）やスポーツ公園とのアクセス向上などが期待されます。

庄の原佐野線（元町・下郡工区）開通！
～みんなの想い、ときめく未来へ～～～～～みみみみみみみみ ～～～～

都市・まちづくり推進課  ☎097-506-4648問

　名称は公募・投票で決定！
　約1,700件の応募作品から５案に絞り、一般投
票を行いました。周辺に史跡｢大友氏遺跡｣がある
ことから、｢宗麟大橋｣が皆さんに広く支持され、
決定しました。

　数多くの現場見学会の開催！
　工事の進捗に合わせ、現場見学会を開催しました。昨年３
月には、｢宗麟大橋をキャンバスに!! 書と手形で歴史に花を咲
かせよう｣を開催し、
大友宗麟の時代から、
宗麟大橋が完成するま
での年表を橋面に書
き、参加者の手形で桜
並木を制作しました。
約1,000名の参加者が
宗麟大橋の上で思い出
をつくりました。

　橋名板の揮毫者を書道大会で決定！
　開通区間には宗麟大橋を含め３箇所に橋があり
ます。それぞれの橋の四隅には「大分県小中学生
書道チャンピオン大会」の受賞者の中から推薦さ
れた12人が揮毫した橋名板を設置しています。

222

111 333

昨年３月のイベントの様子

き ごうしゃ
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☎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

蒲江花き生産組合の皆さん 大入島の活性化に取り組む皆さん 佐伯鉄工業協同組合の皆さん

　味、色、香り３拍子揃った、スイーツのようなストロベリー「ベリーツ」が、12月７日
にマーケットデビューしました。
　県内では、「さがほのか」が栽培面積の約８割を占めており、県オリジナルの品種を待
ち望む声が多くありました。そこで、県では、平成22年から育成を開始し、待望の新
ブランド「ベリーツ」を誕生させました。８年かけて開発した自信作です！

　県内の百貨店やスーパーで販売しています。みなさんも、大分県が誇る新ブランド「ベリーツ」をぜひお試しくだ
さい。

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。 11月22日㈬ 佐伯市

会場：東地区公民館会場：大入島地区公民館会場：名護屋地区公民館

おおいたブランド推進課  ☎097-506-3626問

県産いちごの新ブランド「ベリーツ」誕生！

　旬の「ベリーツ」を味わってもらお
うと、「クリスマスマーケット in 
O ITA 2017」（12月８日～ 25日）の
期間中、４日間限定で生果の無料配
布を行いました。皆さんの笑顔あふ
れる会場になりました。

　ベリーツは、従来の品種に比べて糖度が高く甘いのが特
徴です。ただ甘いだけでなく、酸味とのバランスがとれて
いると思います。とにかくおいしい！また、１月、２月の
厳寒期でも着色がよく、鮮やかな真っ赤に色づきます。
　たくさんの人においしく食べてもらえるよう、試行錯誤
しながら育てています。

ベリーツ、いただきます！

　現在、９市、19戸でベリーツが栽培されています。今回は、臼杵市のいち
ご農家の匹田賢司さんにお話を伺いました。
　農業協同組合の営農指導員だった匹田さん。両親がいちご農家だったこと
や生産者への指導を通して、「自分もいちごを栽培してみたい」という思いが
芽生え、８年前にいちご農家に転向しました。今年の９月から、ベリーツ栽
培に挑戦しています。

おいしいベリーツを消費者へ！

甘かった！
また食べたい！

甘さと酸味の
バランスがいい！
みずみずしい！

甘い！
おいしい！

匹田 賢司さん
ひき だ けん じ

県民ひろば２
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②氏名（ふりがな）
③年齢　　　④性別
⑤電話番号　⑥職種・勤務先
⑦ 大分県や県政について感じること
（100字程度）
⑧ メールアドレス（メールでのご連絡
を希望の方）
※ 個人情報は厳重に管理し、県政モニター
関連業務以外には使用いたしません。
募集期限／２月28日㈬消印有効
応募先／〒870-8501
大分県広報広聴課県政モニター係
FAX　097-506-1726
問広報広聴課　☎097-506-2097

大分県内企業の魅力を発見しよう！
　福岡エリアで県内企業のみが集結し
た最大規模の合同企業説明会「おおい
た元気企業就職ガイダンスin福岡」を
開催します。帰省せずに魅力ある県内
企業と出会える貴重な機会です。ぜ
ひ、ご参加ください！
日時／３月８日㈭　12時～16時30分
　　　※入退場は自由
場所／ 福岡ファッションビル ８階

Ａホール、Ｂホール
対象／
● 平成31年３月卒業予定の大学生等
（大学院、大学、短大、高専、専修
学校等）
● 県内へのUIJターン就職希望者（既
卒者、在職者等）

問雇用労働政策課
☎097-506-3331

冬季企画展・「明治150年」記念
関連展示「おおいたの古文書―ふ
るさとの歴史と記録―」開催中！
　「古文書」は、県内各地の文化や歴史
を語る大切な史料です。この展示で
は、中世以降に記された様々な古文書
を展示し、幕末から明治初め頃の大名
の姿や地域社会の様子を紹介します。
　また、ミニ企画展「前野良沢と解体
新書」も同時開催しています。ぜひ、
ご家族やご友人とご来館ください。

催し

おおいた元気企業就職ガイダンスin福岡 検  索

心
ひ
ら
い
て

相手とのコミュニケーション

　新しい年を迎え、一年の目標を立てられた方も多いかと思います。
　サッカー観戦の帰りのバス車内でのことです。二人掛けの席に、若い男性が横
に荷物を置いて座っていました。車内は満員で立っている人もいます。すると、
立っていた年配の男性が、若い男性にいきなり「（みんな立っているのに）何を
考えているんだ。」と大きな声を上げました。その時、その若い男性は「怒鳴ら
なくてもいいじゃないか。（大きな声で指摘されて）恥をかかされた。」と言い、
荷物をよけました。思わぬ「反撃」を受けた年配の男性はその後何も言いません
でしたが、私は若い男性の言葉を聞いて、ハッとしました。
　確かに、席に荷物を置いたままだった男性は注意されても仕方ありませんが、
一方的に大声で非難されれば、自分が悪いとわかっていても反発してしまう気持
ちも理解できます。年配の男性からの注意も、言葉や声のトーンなど他に言い方
があったのではないかと思われます。たとえ、相手が不注意であったり、非難さ
れる面があったとしても（見ず知らずの人にはなおさらですが）、相手の人格や
立場を尊重し、相手とコミュニケーションを取ることの大切さに改めて気付かさ
れた出来事でした。

大分県人権啓発
イメージキャラクター
こころちゃん

「地中海」（『富沢有為男選集』所収）
富沢 有為男／著
（1902年～ 1970年　大分市出身）
集団形星　1970年

　ニースなどのフランスの都市を中
心とした地中海を舞台に、画家の青
年星名と、外交官を夫に持つ桂夫人
との恋愛関係を描いた作品です。著
者は大分市出身の画家・小説家。帝展
に入選するなど画家として活躍する
傍ら、数々の小説を発表し、本作品で
第４回芥川賞（1937年）を受賞しま
した。大分県出身者としては初めて
の受賞で、選評では、佐藤春夫や横光
利一をはじめとした多くの選考委員
が絶賛しました。

おおいた
ゆかりの図書
おおいたの文学～受賞作を中心に～

とみ う い おさわ

期間／３月４日㈰まで
開館時間／９時～17時
場所／大分県立先哲史料館
閲覧料／無料
問大分県立先哲史料館
☎097-546-9380

2018ひじカレーラリー
開催期間／３月11日㈰まで
場　所／日出町内参加19店舗

問日出町観光協会
☎0977-72-4255

城下町杵築散策とひいなめぐり
開催期間／２月10日㈯～３月11日㈰
場　所／杵築市城下町一帯・山香地域
問杵築市観光協会
☎0978-63-0100

第52回大分市美術展
開催期間／２月23日㈮～３月25日㈰
場　所／大分市美術館
問大分市美術館
☎097-554-5800

市町村の催し

2018ひじカレーラリー 検  索
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健康アプリ「おおいた歩
ある

得
とっく

」
で健康な毎日を！
　県では、楽
しみながら健
康づくりに取
り組めるよ
う、スマート
フォン用の健
康アプリ「お
おいた歩得」を開発しました。アプリ
をダウンロードして日頃の健康づくり
に役立てましょう！
〈特徴〉
①歩数や消費カロリーを計測！
　歩数や血圧など、個人の健康データ
の変化をグラフにして見える化しま
す。
②ポイントで商品をゲット！
　特定のミッションクリアでポイント
が付与され、お得な商品をゲットでき
ます。また、一定のポイントが貯まれ
ば、協力店で特典を受けられます。
〈ダウンロードはこちらから〉

問健康づくり支援課
☎097-506-2666

iPhone版をダウンロード

Android版をダウンロード

子どもたちを
ネットトラブルから守ろう！
　近年、スマートフォン等の不適切な
利用により、犯罪の被害者や加害者と
なったり、思いがけずトラブルに巻き
込まれる子どもたちが急増していま
す。
　家庭でのルールづくりや積極的な
フィルタリングの利用により、子ども
たちをインターネットの犯罪やトラブ
ルから守りましょう。
問私学振興・青少年課
☎097-506-3076

悩まず　どんとこい労働相談
　県労働委員会では、解雇や賃金未払
い、労働条件など、職場のトラブルに
ついての相談を無料で受け、簡易・迅
速に紛争の解決をお手伝いする「悩ま
ず　どんとこい労働相談」を開催しま
す。お気軽にご相談ください。
日時／２月１日㈭～７日㈬
　　　平　日：９時～20時
　　　（来所受付は18時30分まで）
　　　土・日：９時～17時
　　　（来所受付は16時まで）
場所／県庁本館７階　労働委員会事務局
電話相談専用ダイヤル／097-536-3650

問労働委員会事務局
☎097-506-5251

大分県　悩まずどんとこい 検  索

素敵な出会いを応援します！
　県が本気で出会いを応援するプロ
ジェクト「OITAえんむす部」では、結
婚を希望する若者を支援するため、婚
活イベント・セミナーの開催やメー
ルマガジン「九州・山口地域あかい糸
めーる」の運用を行っています。
　メールマガジンに登録いただいた方
には、県内外で開催される婚活イベン
ト等の新着情報をお届けしています。
ぜひ、ご登録ください。

問こども未来課  ☎ 097-506-2718

「ゆけ、シンフロ部！」が
待望の小説化！
　おんせん県お
おいたPR動画「ゆ
け、シンフロ部！」
が学研プラス㈱で
小説化されまし
た。全国の書店や
ネットで販売中で
す！ぜひ、お手に
とってご覧ください。

問広報広聴課  ☎ 097-506-2094

平成30年度県政モニター大募集！
～あなたの声を県政に～
　県では、県政に対するご意見・ご感
想の送付や、アンケートにご協力いた
だける方を募集します。
対象／ 県内在住の18歳以上の方（公務

員や国・地方公共団体の議会議
員を除く）

※ 応募者多数の場合、ご希望に沿えな
い場合があります。
任期／平成30年４月～31年３月
応募方法／
　 下記QRコード、県庁ホームページ
の「県政モニター募集」入力フォー
ム、郵送（封書）またはFAXにて応
募いただけます。
応募内容／
①郵便番号・住所

OITAえんむす部　あかい糸めーる 検  索

おんせん県おおいた 検  索

募 集

ポリ塩化ビフェニル（PCB）を使用した
安定器の掘り起こし調査へのご協力のお願い
　昭和52年３月以前の建築物（一般家庭を除く）には、照明
器具にPCBが含まれた安定器が使用されている可能性があ
ります。PCBには強い毒性があり、平成33年３月31日まで
の処分が法律で義務づけられています。
　県では、PCBが含まれた安定器を掘り起こすため、平成元
年当時に存在した建物の所有者等に２月頃から順次アンケー
ト用紙を送付します。ご協力をお願いします。

PCBが含まれた安定器の例
問循環社会推進課　☎097-506-3135
　

案内
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問
題

世界のお客様を、
「○○○○県おおいた」へ

１月・２

　当選者の発表は、発送を
もってかえさせていただき
ます。11月・12月号のク
イズの答えは、Ⓐ高収益作
物、Ⓑおおいた大茶会でし
た。たくさんのご応募をあ
りがとうございました。

２月28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
別府市の特産品詰め合わせ(2,000円相当)をプレゼントします。

１月·２月号 クイズ＆プレゼント

　別府大学では、産学官連携による減塩レシピの開発を行っています。その一環とし
て、「学校給食」と「うま塩（減塩）」をテーマにした料理コンテストを開催しました。
　今回は、コンテストに見事入賞した食物栄養学科の佐保香奈さん（２年）の「ケチャ
マヨブー」を紹介します。191品の中から選ばれ、別府市の学校給食やお弁当になった
メニューです。将来は、出身の佐伯市でメニューの開発ができる管理栄養士になりた
い！と力強く語ってくれました。アツアツのご飯と相性抜群の一品です。

ケチャマヨブー【別府市】

県
政
番
組
ガ
イ
ド

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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豚肉（薄切り）…90g、にら…50g、塩…少々、こしょう…少々
サラダ油…小さじ１、トマトケチャップ…大さじ１弱（15g）
マヨネーズ…小さじ1.5、みそ…小さじ１
※みそや醤油の量を旨味成分が多く含まれるケチャップに置き換
えると減塩が期待できます。

1 豚肉、にらを食べやすい大きさに切る。
2 フライパンに油を熱し、豚肉、にらの順に炒め、塩、こしょ
うをふる。

※余分な豚の脂はキッチンペーパーで拭き取る。
3 トマトケチャップ、マヨネーズ、みそを混ぜ合わせ、2に加
えて軽く炒める。

※キャベツなどの野菜を入れてもおいしく召し上がれます。

調理方法

取材協力：別府大学食物栄養科学部 ☎ 0977-66-9630

材　　料（１人分）
調理時間：約15分　エネルギー：356kcal　塩分：1.7g

次代の文化を担う若い活力
～○○○○○の挑戦～

学生さん考案 “新・うま塩４メニュー”その他の受賞レシピは
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