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特 集1

《新春対談》〜きり拓け！未来への挑戦〜
宇宙航空研究開発機構
（JAXA）シニアフェロー

川口淳一郎×
特 集2

大分県知事

広瀬勝貞

大分からはばたく
グローバル人材の育成
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税額（年間）
税収（単年度）

個人：500円

法人：1,000 〜 40,000円

約３億２千万円

大分県森林づくり
マスコットキャラクター

「もりりん」

活 用 事 例

Ⅱ

年〜

Ⅰ

10

災害に強く、
生物多様性に配慮した
森林の整備

県民参加の輪を広げ、
森林ボランティア活動への支援

主な取組実績

森林環境教育・木育の推進

県では、森林ボランティアの
登録制度を設けており、
活動していただける
個人、団体を
募集しています。

荒廃した森林の強度間伐 間伐面積 ……… 1,000ha（H18〜26）
流木発生を未然に防ぐ河川沿いの人工林整備 …… 99ha（H25〜26）
荒廃した竹林の整備 …………………………… 122ha（H22〜26）
シカ被害防止対策による農林業被害額の減少
………………… 129百万円
（過去最高H15）→67百万円
（H26） お問い合わせは
林業適地における低コスト再造林の推進…… 1,850ha（H22〜26）
大分県森林づくり
幼稚園、小中学校等の内装木質化 …………… 50箇所（H18〜26）
ボランティア支援センター
県産木材の海外輸出………………………… 88,078㎥
（H21〜26）
森林ボランティアの登録人数 …… 583人（H18）→2,444人（H26） ☎
森林ボランティア活動参加者数 ………………… 12,902人（H26）
大分県森林づくりボランティア
森の先生派遣による森林体験児童数 ……… 16,952人（H19〜26）

097-578-8151

森林環境税は、５年ごとに制度の見直しを行っています。２期目の最終年度にあたる今
も り
年度は、有識者からなる大分県森林づくり委員会の開催をはじめ、県民アンケート調査や
パブリックコメントなどを行い、広く県民の皆さんからご意見をいただきました。アンケー
ト調査では、およそ８割の方から「課税期間延長に賛成」の回答をいただくなど、県民の
皆さんのご理解とご協力のもとに、来年度から３期目の取組をスタートします。
問 森との共生推進室 ☎097 506 3872

支えていく森林環境税がスタートして 年が経ちました︒

Ⅲ 次世代へつなぐ取組
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県土の ％を占める本 県の森林は︑私たちの生活に必要な木材やしいたけ

幼稚園、小中学校等の内装木質化

等を供給する貴重な資源であるとともに︑水源のかん養・土砂流出防止・二

林業適地における低コスト再造林の推進

低炭素社会に向けた
森林資源の
確保と循環利用

酸化炭素吸収による地球温暖化防止等の公益的機能を発揮し︑県民の安全・

荒廃した竹林の整備

安 心な暮らしを 守っています︒県 民 共 通の財 産である 森 林を︑県 民みんなで

流木発生を未然に防ぐ河川沿いの人工林整備

おおいたの豊かな
森林を未来へ

森林環境税は、県民の皆さんのご理解とご協力のもとに大分の豊
かな森林を守り育てるため、平成18年度から導入された大分県独
自の県民税です。この税収は、荒廃した森林の整備や、県産木材の
利用促進、森林環境教育の推進などに活かされています。

〜森林環境税

森林環境税とは？
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ラグビーワールドカップ2019 がやってくる！
2019年に大分開催が決まったラグビーワールドカップ。県内での大規模国際大会は、2002年
のサッカーワールドカップ以来、17年ぶりの開催となります。大会の成功に向けて、スクラムを
組み、一緒に盛り上げていきましょう！

ラグビーワールドカップとは？

ラグビーワールドカップは、オリンピック、サッカーワールドカップに次ぐ世界３大スポーツイベントと言われ
ており、４年に１度開催されます。世界中で40億人がテレビなどで観戦すると言われています。昨年のイングラ
ンド大会では、日本を含む20カ国が参加。世界中から40万人を超える観客が訪れました。アジアで初の開催と
なる2019年大会は、大分県を含む国内12都市を会場として、９月20日〜 11月２日に開催されます。

昨年10月、大分県の視察団40名がイングランド大会の会場を訪れ、試合会場やその周辺施設、受け入れ環境整備
の状況等を視察しました。

Ｗ杯の経済効果セミナーの様子

スタジアム

ファンゾーン

大会期間中に開催都市に設けられます。チケッ

トがなくても大会を楽しめるように、大型スク
リーンでの試合中継をはじめ、大会公式グッズ
の販売やラグビー体験コーナーといった多くの
イベントが開催されます。大分の特色を活かし
満員になったスタジアム。大分では、大分銀行
国内外から訪れる観客の宿泊や飲食など、
日本
での経済効果は約3,200億円（試算）。

たおもてなしを行っていきます。

ドームに４万人を収容する予定です。

まちなかのにぎわいイベント

ジャパンパビリオン

大会期間には様々なパフォーマンスがまちなか

次期開催国の日本の文化等を紹介するエリア

で披露され、
大会のムードを盛り上げます。
県民

では多くの関心が寄せられていました。

参加で大分の芸術文化を世界にアピールします。

スポーツ振興と地域活性化の起爆剤として期待されるラグビーワールドカップ2019は、大分県の魅力を世界にア
ピールする絶好のチャンスです。大会の成功に向け、世界中から訪れる観光客をおおいた流のおもてなしで迎えるた
めの準備を着実に進めていきます。
問 国際スポーツ誘致・推進室 ☎097 506 2084

県政ふれあいトーク
１１月２５日㈬

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。

佐伯市・臼杵市・大分市

マグロ養殖生産者連絡会

株式会社ｏｈａｎａ本舗

12月４日㈮
県漁協佐賀関支店
新規漁業就業者

☎ 097 506 2096
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屋形島の皆さん

佐伯市
深島の皆さん

大島の皆さん

県政ふれあいトーク 知事通信

「椿まつり」

屋内で約100品種、屋外で約400
品種の椿が順次花を咲かせます。
「ハン
ドクリーム作り体験」や「ドレッシング加
工体験」などイベント満載。入園無料。
期間／２月20日（土）〜４月３日（日）
※毎週火曜日は休園
場所／大分農業文化公園（杵築市）
☎0977-28-7111

》おおいた

ゆかりの図書
たつのこたろう
松谷みよ子／文 朝倉 摂／絵
講談社 2010年 1,600円（税別）

市町村の催し

うすき雛めぐり

開催日／２月５日（金）〜
３月21日（月・祝）
場 所／臼杵市観光交流プラザほか
問▶臼杵市観光情報協会
☎0972-64-7130

木浦すみつけ祭り

文夫の娘として、大正11年に東京で生まれました。10代から日本画を学び、
才能を大きく開花させます。その後、活動の場を舞台美術へ移し、演劇や歌
舞伎、オペラなど、幅広い分野で活躍しました。また、日本の昔話を中心に
絵本も手がけています。
『龍の子太郎』は日本の民話をベースにして創作された、雄大な冒険物語
です。昔から子どもたちに愛されてきたこの作品の世界が、朝倉摂の力強
く美しい絵でいきいきと描かれています。

妊娠・出産に伴って肉体的・精神的な嫌がらせを

いのちの誕生をみんなで応援

開催日／２月13日（土）
９時45分〜
場 所／山神社（佐伯市宇目大字木
浦鉱山）ほか
問▶佐伯市宇目振興局地域振興課
☎0972-52-1111

せつ

この作品の絵を描いた朝倉 摂は、豊後大野市朝地町出身の彫刻家・朝倉

天念寺修正鬼会

開催日／２月14日（日）
午後３時〜午後11時頃
場 所／天念寺（豊後高田市長岩屋）
問▶豊後高田市商工観光課
☎0978-22-3100

受けるマタニティ・ハラスメントが問題になってい
ます。妊娠していることが配慮されずに過重な仕事
をさせられたり、
「休めていいな」などと嫌みを言わ
れたり、出産後は復職するつもりだったのに退職を
迫られたり。
その一方で、社内に託児所を設ける、子連れ出勤
を認める、復職後も短時間勤務や同じ業務に取り組
めるようにするなど、女性が安心して子どもを産
み、気持ちよく復職できるよう、いろんな配慮をし
ている企業もあります。
また、お母さんと赤ちゃんにやさしい社会を目指
して作られた『マタニティ・マーク』ですが、つけて
いても座席を譲ってもらえないばかりか、いやみを
言われる、押される、といった被害を受けることが
あるそうです。このため、あえてこのマークをつけ
ない女性も多いと聞きます。妊娠していることを理

ひらい

て

心

由にいじめられる、嫌がらせを受ける。なんて悲し

どんど焼

開催日／２月13日（土）
午後４時30分〜午後９時
場 所／豊後大野市総合運動公園
問▶大野町どんど焼実行委員会
☎0974-34-2234

いことでしょう。
小さな小さな命が、この世界で大きく育つよう、
みんなで応援する、そんな社会を作りましょう。
こころちゃんの部屋においでよ！
こころちゃんの部屋

大分県人権啓発
イメージキャラクター

検索

http://www.pref.oita.jp/site/kokoro/

こころちゃん
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県からのお知ら

案内

「悩まず どんとこい労働相談」

せ

県労働委員会では、解雇、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・迅速に紛争を解
決するお手伝いをする
「悩まず どんとこい労働相談」を開催し
ます。
日時／２月１日（月）〜７日（日）
平 日：午前９時〜午後８時（来所受付は午後６時30分まで）
土・日：午前９時〜午後５時（来所受付は午後４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 大分県 悩まずどんとこい
検 索
☎097-506-5251

羽田空港を経由した乗継便が
よりお得に！便利に！

県では、大分空港の更なる利便性向
上のため乗継の利用促進に取り組ん
でいます。
２月１日搭乗分から、大分空港から羽
田空港を経由した女満別・帯広・釧路
空港間への乗継運賃が割引となり、ひ
がし北海道エリアとのアクセスがよりお
得になるキャンペーンを実施中です。
世界自然遺産として登録されている
知床や流氷体験、
グルメなど、
この機会
にぜひ味わってみませんか。
キャンペーン中割引価格／
片道17,800円〜21,200円
対象期間／２月１日（月）〜
３月10日（木）
対象／日 本 航 空 J A L 便に搭 乗 の 方
で、大分⇔羽田空港⇔女満別・
帯広・釧路へ乗継利用の方（搭
乗日の28日前までに要予約）
問▶交通政策課
☎097-506-2155

検 索

自動車税は、毎年４月１日現在の自
動車の所有者に課税されます。車を他
人に譲ったり使用していない場合でも、
移転登録や抹消登録を行っていないと
引き続き自動車税が課税されることに
なります。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
☎097-506-2384
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た

ち

県では、新成人の方を中心に、広く
若者の皆さんに成分献血と400ml献
血を呼びかける「はたちの献血」キャン
ペーンを実施中です。
キャンペーン期間／２月29日（月）まで
献血可能場所／献血ルーム・わったん
（トキハわさだタウン内）または各地
を巡回する献血バス
※献血ルームの受付時
間や献血バスの運行
スケジュール等、詳し
くはホームページで！
大分県

献血

検 索

問▶薬務室 ☎097-506-2650

シンフロ のロゴを
使用できるようになりました！

動画投稿サイトにて１００万回再生を
突破し、話題沸騰中のおんせん県おお
いたＣＭ第３弾 シンフロ 。
この度、 シンフロ のロゴを無償で名
刺や商品のパッケージ等に使用できる
ようになりました！ぜひご活用ください。
※使用には、使用届出書の提出が必要
です。ダウンロードや使用要領等の
詳細は、ホームページからご確認く
ださい。

シンフロ

ロゴ

問▶広報広聴課
☎０９７-５０６-２０９４

検 索

県では、平成28年度「県政モニター」
として、県政に対するご意見・ご提言及
びアンケートにご協力いただける方を
募集します。県内在住の18歳以上の方
が対象です（但し、公務員や国・地方
公共団体の議会議員は除きます）。
たくさんのご応募をお待ちしています。
※応募者多数の場合ご希望に沿えな
い場合があります。
【種類・応募方法】
（１）
「メールモニター」希望の方は、県
庁ホームページの「 県 政モニター募
集」入力フォームから、
（２）
「文書モニ
ター」希望の方は郵送又はファクシミリ
にて、下記内容を送付（様式任意）。
【応募内容】
① 郵 便 番 号・住 所 、② 氏 名（ ふりが
な）、③生年月日・年齢、④性別、⑤電
話番号、⑥職種・勤務先、⑦県政モニ
ターへの抱負（100字程度）
【募集期限】
２月29日（月）必着（消印有効）
【応募先】
〒870-8501
大分県広報広聴課県政モニター係
FAX097-506-1726
問▶広報広聴課
☎097-506-2096
催し

「身も心も！
現代アートに恋焦がれて」
−利岡コレクション＋大分アジア彫刻展

現 代アートの真 髄
ともいえる「利岡コレ
クション」と、
アジアの
若手彫刻家がしのぎ
を削る「大分アジア彫
刻展」の受賞作が出
会う展覧会。既存の枠組みにとらわれ
ず果敢に新しい表現に挑み続けるアー
ティストたちの「多彩な今」に迫ります。
期間／２月12日（金）〜３月13日（日）
開館時間／午前10時〜午後７時
※金・土曜日は午後８時まで
問▶大分県立美術館
☎097-533-4500

︾２０００年
-Berlin

自動車をお持ちの皆さんへ！
自動車の移転登録、抹消登録
はお済みですか？

は

二十歳になったら献血しよう！

県政モニター大募集！
〜あなたの声を県政に〜

◀丸山直文︽無題

空旅おおいたクラブ

募集

OPAM

検 索

県政だより

里 い も シ チ ュ ー【豊後大野市】

とよの
とよの国の
とよの国
国の

のびやかな大地と肥沃な土壌から「大分の野菜畑」と呼ばれるほど、多彩な野菜
が栽培されている豊後大野市。中でも里いもは、生産量・栽培面積ともに県内一を
誇ります。
今回は、旬の里いもと冬野菜で作るクリームシチューのレシピを豊後大野市役所
栄養士の友永恵子さんに教えていただきました。ポイントは、白菜から水分が出る
ため、水を少なめに調理すること。手づくりのルーは塩分控えめで、里いものしっ
とりした食感がクリームの風味によく合います。いつもとひと味違うシチューを今
週の献立に加えてみませんか。

食彩

材

vol

料（４皿分）

バター…大さじ１、小麦粉…大さじ２強、牛乳…140ml、
水…560ml、コンソメの素…１個（6g）
、塩こしょう…少々、
サラダ油…小さじ２、鶏もも肉…200g、白ねぎ…200g、
里いも…200g、にんじん…60g、白菜…200g
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調理方法

取材協力：豊後大野市役所農業振興課
☎ 0974‑22‑1001（代表）

ホームページで里いもを使ったレシピ集を紹介しています。
ぜひご覧ください。
里丸くん

バターを器に入れ、レンジで（600W、ラップなし）10秒
ほど温め柔らかくして練り混ぜ、小麦粉を加えて混ぜる。
厚手の鍋にサラダ油を熱し、一口大に切った具材を焦がさ
ないように中火で炒める。
水を入れてアクを取り、具材が柔らかくなるまで弱火で煮
込み、コンソメを入れる。
牛乳を加えて沸騰させないように温める。
いったん火を止め、
①で作ったルーを入れてよく混ぜる。
再び火をつけて弱火で混ぜ、塩・こしょうで味を調える。
とろみがついたら出来上がり。

１月·２月号 クイズ＆プレゼント

▼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

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
後大野市の特産品詰め合わせ(2,000円分)をプレゼントします。

問 題

小惑星イトカワからサンプルを採取した
小惑星探査機「 ○ ○ ○ ○ 」
グローバルに活躍するための
５つの力の「 ○ ○ ○ 」

２月29日㈪
2016 年 1月発行

TEL 097-506-2094 FAX 097-506-1726

発行人／大分県広報広聴課

〒870-8501 大分市大手町 3 丁目 1-1

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、Ⓐ活力、Ⓑえ
んむすでした。たくさんの
ご応募をありがとうござい
ました。

県政番組ガイド

ターネットでご応募ください。正解者の中から抽選で５名様に豊

スマートフォンからも
ご覧いただけます♪

▼テレビ

TOS「ほっとはーとOITA」
OAB「お！」
OBS「おおいた捕物帳」

土曜日／午前11：30〜11：45
日曜日／午後 5：55〜 5：59
月曜日／午後 6：55〜 6：59

▼ラジオ
OBS「くらしのたより」 （2分10秒）月〜金曜日／午前9：10〜
土曜日／午前6：57〜、日曜日／午前6：55〜

OBS「たんねるけん！」

毎月第1・第3土曜日／午前10：40〜54（14分間）
翌日曜日／午前5：30〜44（再放送）

１月・２

エフエム大分
「WHAT's NEW OITA」 （ホワッツニューオーイタ 4分間）
月〜金曜日／午前9：00〜、土曜日／午前9：25〜
日曜日／午前8：55〜

大分県庁

☎
‒ ‒
（代表）
http://www.pref.oita.jp/

※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。

再生紙を使用しています。

