














障がいのある人もない人も
心豊かに暮らせる大分県づくり条例

合理的配慮の例

平成 28年４月１日に施行されたこの条例は、障がいのある人への理解を深め、障がいを理由とする差別をなく
すためにつくられました。
障がいのある人もない人も分け隔てられることなく、お互いの人格と個性を尊重し合いながら共に生きることの
できる社会の実現を目指します。

県民ひろば県民ひろば

条例が制定された背景とは条例が制定された背景とは

この条例には障がいのある方とご家族の思いが込められ
ています。

●障がいのあることを理由に自
分の意思で選択できるはずの
将来の夢や希望をあきらめざ
るをえない状況があります。

●障がいのある人の家族には、
子どもを残して先に死ぬこと
はできないと思い悩んでいる
人たちがいます。

障がいのある人やその家族が、
今なお社会の中で暮らすことへ
の困難や苦しみを感じながら生
活している状況があります。

「合理的配慮」「合理的配慮」

障がいのある方から何らかの助けを求
められた時には、負担になりすぎない範
囲で「合理的配慮」が必要となります。
県民一人ひとりが自分にできる身近な

取組を行うことで誰もが心豊かに暮らせ
る大分県を目指しましょう。

視覚障がいのある方には
文章を読み上げたり、口頭による説明を行うこと

聴覚障がいのある方には
手話や筆談によるコミュニケーションを行うこと

精神障がいのある方には
パニックを起こしたときに、静かな休憩場所を提供すること

知的障がいのある方には
わかりやすい表現を使って説明すること

肢体不自由のある方には
車いす利用者には高いところにあるものをとってあげること

障がいを理由に困ったことが
起きたときはどうすればいいの？
障がいを理由に困ったことが
起きたときはどうすればいいの？

お気軽にご相談下さい
専門相談員が助言や話し合いで問題解決を図ります。

相談窓口　大分県障がい者差別解消・
権利擁護推進センター

　（大分市大津町 大分県総合社会福祉会館内）

電話番号　097－558－7005

受　　付　８：30～17：00（月～金曜）
　　　　　祝祭日・年末年始以外

大分県の責務大分県の責務

●すべての人が、障がいのある人に対する理解を深め、障
がいを理由とする差別の解消を図るための施策を実施し
ます。

●性、恋愛、結婚、出産、
子育て、親などの家族が
亡き後の生活、防災対策
等、障がいのある人の暮
らしの中で生じる課題の
解消に努めます。

条例に関するお問い合わせ先
問　 障害福祉課　☎097－506－2725

❶❶
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２月８日㈪ 九重町・玖珠町 ２月23日㈫ 津久見市 ３月24日㈭ 国東市・杵築市・別府市

Welcome to おんせん県おおいた　‼

問

視聴できます！

県政ふれあいトーク　知事通信 検索

おんせんおおいた Wi-Fi 検索

ツーリズムおおいた 検索

　観光・地域振興課
☎097－506－2120

大分県を訪れる外国人観光客が増加傾向にあり、平成27年の本県における外国人延べ宿泊者数は、68万1,430人
と前年の1.7倍を記録しました。
ラグビーワールドカップ2019の会場にも選ばれ、今後ますます海外からの注目が高まることが期待されます。
この機会に、本県の魅力を世界に発信するとともに、外国人観光客の受け入れ体制の充実を図っています。

そのほかにも、海外にお住まいの人か
ら意見を取り入れるため、県政モニター
に海外モニターを新設しました。また、
外国人観光客をおもてなしする時に役立つ
「インバウンド多言語表示マニュアル」
をツーリズムおおいたのホームページで
公開しています。

県民ひろば県民ひろば❷❷

クトークあい県政ふれあ県政ふれ県県政ふ政ふれあいトークあいトーククあいトーク県政ふれあいトーク県政ふれあいトーク

問 広報広聴課　☎097－506－2096

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。

「おんせん県おおいた」　～世界へ一斉配信～「おんせん県おおいた」　～世界へ一斉配信～

ホームページリニューアル　～６ヵ国語に対応～ホームページリニューアル　～６ヵ国語に対応～

Onsen Oita Wi－Fi
～県内217ヵ所整備～
Onsen Oita Wi－Fi
～県内217ヵ所整備～
このWi－Fiは、
誰もが無料でイ
ンターネットに
接続できる公衆
無線ＬＡＮサー
ビスです。
県では、外国人観光客の利便性

を高めるため、大分県立美術館や外
国人観光客の希望の多い宿泊・観
光施設などを対象に計217ヵ所整
備しました。
旅先でも県内の観光・交通情報

を得やすくなり、より快適におんせ
ん県おおいたの旅を楽しんでもらう
ことができます。

昨年、大分県のPR動画として配信
した “シンフロ”ムービーはわずか２ヵ
月で100万回の再生を記録しました。
そこで、大分県の魅力を世界にも伝

えるため、この “シンフロ”ムービーの映像を盛り込ん
だ海外向け動画のWEB配信を始めました。

韓国、台湾、香港、中国、タイ、欧米を対象に、それぞれの国のニーズに合った県内
18市町村の観光スポットやグルメを各国のニュース番組風に紹介しています。
観光客の増加している台湾向けでは、別府八湯や地獄めぐりなどを紹介し、温泉文化を

より深く伝えるとともに、温泉以外の魅力も感じてもらえるような動画になっています。
日本一の温泉で世界のみんなを沸かせます。

　　　http://www.onsenkenoita.com/

　  広報広聴課　☎097－506－2094

県の観光情報公式サイトが４月１日にリニューアルしました。
スマートフォンサイトや宿泊予約機能の追加、観光地検索の強化などにより、より見
やすく使いやすくなりました。
多言語対応としては、これまでの英語、韓国語、中文（繁体字、簡体字）に、タイ語が加わりました。
合わせて、大分の食や自然、温泉、観光地などを

バーチャルに体験できる海外向け観光映像サイト
「Oh It's a OITA」もオープン。
より広く大分県の魅力を発信していきます。

　 （公社）ツーリズムおおいた　☎0977－26－6250

大分県の取組

問

問

九重町飯田農協畜産振興会の皆さん

豊後森機関庫を
核にまちづくりに
取り組む皆さん

ここのえ
緑陽中学校の
皆さん

八戸地区の皆さん

津久見観光周遊性
創出事業ワーク
ショップメンバー
の皆さん

石灰・セメント
産業の皆さん

地域おこしグループ 成仏桜会の皆さん

株式会社 峠たていしの館出荷組合の皆さん

内竈・堂面
棚田を再生
する会の
皆さん
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はれときどきぶた
矢玉四郎／作・絵

岩崎書店　1980年
定価1188円
（本体1100円）

大分農業文化公園
６月のイベント
６月12日㈰
陶芸講座  ～夏の器：陶のビアカップ～

６月19日㈰
世界農業遺産を学ぶ講座
～七島イの草履作り体験（大人向け）～

６月24日㈮
おおいたの食材講座
～青山あずさ先生の夏野菜レシピ～

６月26日㈰
園芸講座  ～夏の寄せ植え～

※入園無料。申込予約と参加料が必
要なものもあります

■問大分農業文化公園（毎週火曜休園）
☎0977－28－7111

大分県立歴史博物館企画展
「ジオパークと大地の鼓動」
県内で「ジオパーク」に認定されて

いる姫島や豊後大野の歴史・文化を
はじめ、火山噴火や地震の災害、また、
温泉や石造物の文化など大地からの
恵みの歴史や文化財を紹介します。

会期／６月３日㈮～９月４日㈰

問大分県立歴史博物館
☎0978－37－2100

画業20周年
片岡鶴太郎展　還暦紅
開催日／５月13日㈮～７月３日㈰
場　所／大分市美術館
■問大分市美術館
☎097－554－5800

別府夏の宵まつり
開催日／７月29日㈮～31日㈰
場　所／スパビーチ、
　　　　別府駅前通りほか
※開催予定
■問別府夏の宵まつり実行委員会事務局
☎0977－24－2828

天神祭り
開催日／７月24日㈰・25日㈪
場　所／杵築城下町周辺
※開催予定
■問杵築市観光協会
☎0978－63－0100

第25回 本匠ほたる祭り
開催日／６月４日㈯
　　　　18時～22時
場　所／本匠体育館（佐伯市）
■問実行委員会事務局
☎0972－56－5111

田染荘御田植祭
開催日／６月12日㈰
　　　　11時～15時30分
場　所／豊後高田市田染小崎
■問荘園の里推進委員会事務局
☎0978－26－2168

Ａさん：「血液型は何型？」
　　私：「Ｂ型です。」
Ａさん：「そうだと思った。」
　　　　（「Ｂ型のイメージとは違うね。」）
皆さんもこんな経験はありませんか？

私たちの意識の中には、いろいろな固定観念があります。「血液型がＡ型の人は几
帳面」「女性は機械に弱い」などと特定の人たちに対して一面的に決めつけたイメー
ジを思い描きがちです。
固定観念を生じさせる原因の一つに迷信や風習があります。根拠のない不合理な

迷信や風習でも、「昔からそうしてきたから」とか「みんながそうしているから」と
いう理由で受け入れてしまいがちです。例えば、「葬式は友引を避ける」とか「ひの
えうまの年の出産を避ける」などの迷信を信じたり、「数字のごろあわせ」や「血液型」
を気にするなどということがあります。
このような迷信や因習を「不合理だ」「何の根拠もないことだ」と思っている人も

いますが、「世間体」を気にしたり、あまり深く考えずに迷信を信じている人たちの
言うままに受け入れてしまうこともあります。
そのような態度は、「差別はおかしい」と感じていながらもそれを容認してしまう

ことにもつながりかねません。
他人の噂話や世間体などにとらわれず、自分で考え判断するよう心がけたいですね。

矢玉四郎は1944年に別府市で生まれました。『週刊少年マガジン』
などに漫画を描いていましたが、その後子どものための物語を書くよう
になりました。『はれときどきぶた』を発表すると大ヒットし、アニメ化
や海外での翻訳もされました。シリーズ化もしています。
『はれときどきぶた』は、小学３年生の畠山則安が未来の日付で日記に
書いた空想の出来事が、現実になって大混乱になるというお話です。想
像力を刺激する奇想天外なお話は、子ども達の空想の世界をどこまでも
広げてくれます。

た しぶの しょう お た うえ さい

催　　し 市町村の催し

大分県人権啓発イメージキャラクター

こころちゃん

決めつけていませんか？

おおいたゆかりの図書おおいたゆかりの図書

原尻の滝（豊後大野市）

大分農業文化公園 検索

大分県立歴史博物館 検索
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便利にバスが利用できます
スマートフォンや携帯電話から「バ

スロケおおいた」を使って、乗りた
い区間を指定すれば次のバスがあと
何分で到着するかがわかります。
大分市内で大分バスが運行する路

線バスと大分空港バスが対象です。
また、「バスなび大分」を使えば、

県内全ての路線バスの時刻表を検索
することができます。

■問観光・地域局交通政策課
☎097－506－2153

おおいた性暴力
救援センター・すみれ
県では、性暴力被害にあわれた方

を総合的にサポートするため、「おお
いた性暴力救援センター・すみれ」
を開設しました。専任の相談員によ
る電話や面接での相談のほか、被害
にあわれた方の意思を尊重しながら
医療機関や臨床心理士、弁護士など
と連携・協力することで、少しでも
早く心身ともに回復できるよう、サ
ポートします。

相談専用電話
　☎097－532－0330

相談時間
　９時～20時
　（土日祝、年末年始除く）

●相談は無料です。
●秘密は守られますので、安心して
ご相談ください。

●男性の被害者の方のご相談もお受
けします。

法人県民税・事業税及び
地方法人特別税の電子申告
受付サービスについて
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、
これまでのように県税事務所の窓口
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。

■問別府県税事務所
☎0977－67－8211（代表）

■問大分県税事務所
☎097－506－5771（代表）

■問佐伯県税事務所
☎0972－22－3021（代表）

■問豊後大野県税事務所
☎0974－22－7501（代表）

■問日田県税事務所
☎0973－22－4175（代表）

■問中津県税事務所
☎0979－22－2920（代表）

ＵＩＪターン就職を応援します
おおいた産業人財センターでは、
大分県へのＵＩＪターンをお考えの
方を対象に、就職相談や求人の紹介
などを行っています。専任のスタッ
フによるきめ細かいサービスを提供
していますので、「大分に戻ってきた
い」「大分に住んでみたい」という方
に是非お知らせください。

ＵＩＪターン専用電話
　☎0120－119201
（月～土曜日／祝日・年末年始を除く

９時30分～18時）

こどもエコクラブの募集
「こどもエコクラブ」は、幼児（３
歳）から高校生まで誰でも参加でき
る環境活動クラブです。学校や近所
の友だちなどで、「環境について考え
よう！なにかやってみよう！」とい
う仲間が集まったら、「こどもエコク
ラブ」に参加してみませんか。

■問うつくし作戦推進課
☎097－506－3124

「目指せ！
健康寿命日本一おおいた」
ロゴマーク＆
キャッチコピーの募集
生涯にわたり、健康で活力あふれ
る暮らしができるよう「健康寿命」
を伸ばすことが重要となっています。
県では、健康寿命日本一の実現に向
け、県民総参加の健康づくりを進め
るため、ロゴマークとキャッチコピー
を６月20日㈪まで募集しています。
応募方法等、詳しくはホームペー
ジをご覧いただくか、下記までお問
い合わせください。

■問健康づくり支援課
☎097－506－2666

案　　内

募　　集

ポートします。

バスロケおおいた

バスなび大分

おおいた性暴力救援センター 検索

大分県　こどもエコクラブ 検索

大分県健康寿命 検索

おおいた産業人財センター 検索
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大分県庁 ☎ 097─536─1111（代表）
http：//www.pref.oita.jp/

佐伯市では、地元で育まれた山海の幸や自慢の品の中から、佐伯を代表し、市民に愛され、
誇りを持てる佐伯のお宝を「さいきブランド『さいき殿伝』」として認定・認証を行っています。
今回は、金賞認証品に輝いた「酒蔵のあまざけ」を使った冷たいデザートを紹介します。
レシピはぶんご銘醸株式会社の股尾春美さんに教えていただきました。盛り付けた
シャーベットの上に、冷やした甘酒をたっぷりかけるとよりおいしく召し上がれます。
飲む点滴といわれるほど栄養豊富な甘酒には整腸作用もあり、美容効果も期待できます。

あまざけシャーベット【佐伯市】

材　　料（５～６人分）
甘酒…150cc、牛乳（豆乳でも可）…100cc、
オレンジジュース…180cc
※甘めがお好みの場合は、甘酒の量を増やす。

調理方法

1.薄めのタッパに材料を全て入れてかき混ぜたあと冷凍庫
に入れる。

2.１時間おきに２～３回スプーンでかき混ぜながら冷凍さ
せる。

3.４時間程度固めたら出来上がり。

5月・6月号  クイズ＆プレゼント
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名様に佐伯市
の『さいき殿伝』金賞認証品「酒蔵のあまざけ」（2,000円分）をプ
レゼントします。

●A 平成28年度一般会計予算は、●○,●○●○●○億円
●B６月は、●○●○●○●○防止月間

問
題

〒870─8501

大分県庁
広報広聴課
5月・6月号
クイズ係行

①クイズA、Bの答え
②郵便番号、住所
③氏名　　④年齢
⑤職業
⑥電話番号
⑦興味を持った
　内容・感想
⑧広報紙に対する
　ご意見

【締め切り】
6月30日㈭

応募ページのアドレス
http://www.pref.oita.jp/site/sinzidai/

当日消印有効

当選者の発表は、発送を
もってかえさせていただき
ます。
3月・4月号のクイズの
答えは、Ⓐスクール、Ⓑ10
でした。たくさんのご応募
をありがとうございました。

▼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

▼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

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）
エフエム大分
「WHAT's NEW OITA」　（ホワッツニューオオイタ　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～

▼ラジオ

県
政
番
組
ガ
イ
ド

 取材協力：ぶんご銘醸株式会社
☎0972－58－5855（代表）

※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。

スマートフォンからも
ご覧いただけます♪
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