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研修等の報告

■開催概要
目 的：ハード整備とは対極にあるソフトの面からみた街づくりの考え方を学ぶことにより、これからの都
市整備に必要なものは何か、効果的な都市整備をするにはどうすればよいか多面的に考える能力を
身につける。
開催日：平成25年11月22日（金）13:00～
会 場：ソフトピアジャパンセンター 1F セミナーホール
講 師：佐藤 徳昭氏 ひとひとの会代表／ラデッキ株式会社代表 ／岐阜大学 非常勤講師【左】
久世 良輔氏 ラジオパーソナリティー【右】
主 催：岐阜県都市計画協会/(公財)岐阜県建設研究センター
■講演内容
13:30～14:10「人で人を呼ぶ街づくり」佐藤 徳昭氏
・やななの誕生と街づくり
やななは柳ヶ瀬商店街活性化をねらいとし、音楽家の小島勇司氏が「アーケードのマーメード」として、商
店街にある人魚の像をモチーフに誕生した。頭はダンボールというゆるキャラとしては斬新的なデザインで
人気を集め、全国各地のイベントで活躍した。フランスで行われたジャパンエキスポに参加し海外にも活動
を広げ、一躍柳ヶ瀬の有名キャラクターとなる。佐藤氏はやななと街づくりについて「やななはあくまでも
一つのきっかけであり、街づくりに一番大事なことは商店街の人の意識が変わることにある。」と強く主張
された。
・やななの引退
活動開始から引退の話があり、佐藤氏は「やなながゆるキャラとして10年20年先も活動でき
るかはわからない。各地のゆるキャラも、知らぬ間に消えていることもある。人気が無くなり、自然消滅す
ることは、柳ケ瀬商店街にとってマイナスイメージとなってしまうので避けたかった。」と述べ、実際に、
引退の日には全国各地のゆるキャラも柳ヶ瀬に集い、多くのファンに惜しまれながらの引退となった。
14:20～15:00「取材で出会った人たち」久世 良輔氏
揖斐川町の揖斐川マラソン、郡上市の郡上踊り、他にも中津川市など各市町村で出会った人とのエピ
ソードを中心とした講演であった。
15:15～16:00 トークセッション
参加者からの質問を久世氏がとりあげ、それに対して佐藤、久世の両氏が回答
する形式で行われた。久世氏が進行役を務めたことにより、ラジオを生で聴いて
いるような感覚で、会場を楽しませた。また一方で、佐藤氏からは柳ヶ瀬商店街
の今後の展望やこれからの岐阜県の在り方など、県民・市民として興味深い話も
数多く聴くことができ、とても充実したトークセッションであった。
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多数のご応募ありがとうございました

『社会資本整備の推進について』

弘

評議員

我々建 設業協会は皆 の意見と して
・地域 の実情や災害 対応に配 慮した
中長 期的な国土保 全ビジョ ンを策
定し 社会資本整備 を国家戦 略の重
要課 題とし、災害 に強い生 活基盤
づく りと地域経済 の活性化 の為の
公共 事業予算の確 保
・被災 地の一刻も早 い復興の 為の事
業予 算の確保。「 首都直下 型地
震」 や「東海・東 南海・南 海地
震」 などの自然災 害に備え た防
災・ 減災のインフ ラの整備
・建設 産業を支える 技能技術 者の確
保、 若年者の入職 の減少等 に伴う
対策
・地域 の建設企業の 破綻は、 地域の
経済 、雇用に深刻 な影響を 及ぼす
こと から、地域建 設業の存 続に不
可欠 な資金調達支 援のため の金融
施策 を継続・拡充 すること
以上 の様な事を基 本的に考 える必
要があ ると思う。そ して、災 害が
あって も最小限の被 害で、安 全・安
心な国 土づくりをす る必要が あると
思う。
岐 阜 県 建 設 研究 セ ン タ ー

公益 財団 法 人

小川
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現在選定中！！！

「けんせつサポート」イメージキャラクター

一般社団法人 岐阜県建設業協会
会長
小川 弘

我が 国を襲った未 曾有の災 害で
あった 東日本大震災 の後も、 台風、
豪雨、 豪雪、竜巻な どの自然 災害が
頻発し 、今年も各地 で尊い生 命と貴
重な財 産が失われる など、我 が国の
脆弱な 国土における 防災・危 機管理
体制と 社会資本整備 の重要性 が明ら
かにな りました。
我々 建設業界の使 命は、国 民の生
活と経 済活動の基盤 である社 会資本
の整備 、維持管理を 通じ、我 が国経
済社会 の発展に貢献 するとと もに、
災害時 における緊急 対応、復 旧活動
等によ り、地域の安 全・安心 を確保
するこ とにあります 。
しか しながら、長 年にわた る公共
事業費 の削減により 、地域を 支えた
老舗と いわれる建設 企業も含 め多く
の会員 企業が、厳し い経営を 強いら
れると ともに現場の 担い手が 処遇の
悪化に より減少して います。
この ような状況が 続けば、 国民の
生活と 経済活動の基 盤である 社会資
本整備 が滞り、地域 経済が著 しく疲
弊する ばかりでなく 、「災害 対応空
白地帯 」の一層の拡 大すら懸 念され
る状況 にあります。

岐阜県等の話題

平成２５年度「清流の国ぎふづくり水環境シンポジウム」が開催されました！

岐阜県建設研究センターが事務局を務める自然共生
日時：平成２５年１１月２５日（月）10:00～17:00
工法研究会の共催事業（主催：岐阜県）である「清流
場所：じゅうろくプラザ２階ホール
の国ぎふづくり水環境シンポジウム」が開催されまし
(岐阜市橋本町1-10-11）
た。約６００名の方が来場され、大変盛況でありまし
岐阜県に生息する代表
た。
的な魚〔鮎、アマゴ、
本シンポジウムは、県内で開催された「全国植樹
ハリヨ、ウナギ〕を描
祭」「全国豊な海づくり大会」そして「ぎふ清流国
いて、来場者に名前を
体・ぎふ清流大会」を通して高まった環境保全に対す
あてるクイズを出題。
る気運を盛り上げ、多様な生物が生息できる良好な水
魚の生態についてわか
環境を後生に残す「清流の国ぎふづくり」を県民と一
りやすく紹介されてい
丸となって推進するために実施されたものです。
ました。
シンポジウムは２部構成になっており、第１部では、
「清流を未来につなぐために」と題し、世界淡水魚園
さかなクン作
水族館アクア・トトぎふの堀館長と独立行政法人土木
「清流の国ぎふづくり」
研究所の萱場自然共生研究センター長による対談や、
応援イラスト」
東京海洋大学客員准教授のさかなクンによるトーク
会場の壇上で短い時間
ショーが行われました。
に書かれたのに、見事に
第２部では、「魚が行き来できる環境の復元、創
描かれています。
出」、「各期間連携による新たな水質浄化」という２
つのテーマで、各機関や地域住民等の取組事例をもと
に、事例発表討論会が行われました。

G空間セミナー 2014 in GIFU

(公財) 岐阜県建設研究センターは岐阜県と共催で、県内におけるG空間
利活用の促進を図るため「G空間セミナー 2014 in GIFU」を開催します。
日頃の業務にGISをお使いの方々、活用を検討されている方々のご参加を
お待ちしております。
【主催】岐阜県、(公財)岐阜県建設研究センター
【日時】平成26年2月24日(月) 午後1時30分～4時20分（開場：12時45分)
【場所】ソフトピアジャパン センタービル 1F セミナーホール
（岐阜県大垣市加賀野4-1-7）

◆入場は無料ですが、下記までお申し込みをお願いいたします（電話またはE-Mail）
【申し込み・問合せ先】(公財)岐阜県建設研究センター 岐阜県ふるさと地理情報センター
TEL 0584-81-1357 E-Mail GIS@gifu.crcr.or.jp
◆演題
1.総務省におけるG空間×ICT推進の取り組みについて（仮称）
・・・総務省
2.G空間情報を活用したインフラ維持管理の可能性
－道路パトロール支援サービスの実証実験を通じて－
・・・岐阜大学准教授 村上茂之氏
3.G空間情報を活用した防災・減災の取組み
・・・(株)NTTデータ
4.岐阜県におけるG空間情報利活用の取組みについて
・・・岐阜県総合企画部 (情報化推進担当)次長 田中義孝氏
5.県域統合型GISの利活用事例について
・・・可児市総務部防災安全課
6.県内自治体における台帳電子化の状況について・・・(公財)岐阜県建設研究センター 杉山清幸

公益財団法人 岐阜県建設研究センター
理事長 金森 吉信

3

岐阜県へ国機能移転を
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月に大分県で全国建設技術セン る国会と中央官庁街です。そこにあ
ター協議会の大会がありました。そ る権限、財源、人材の つが東京に
の前の日は熊本県の川辺川ダムを視 あり地方にありません。かつては東
察しましたので、東海道新幹線、山 京と力を張り合っていた大阪も今で
陽新幹線、九州新幹線と つの新幹 は勢いがなく企業がどんどん本社を
線を乗り継ぎました。名古屋から行 東京に移しています。それほど権限、
くと岐阜羽島（のぞみは止まりませ 財源、人材の集積地には魅力がある
んが）、京都、大阪、神戸、岡山、 ということです。地域主権社会への
広島、小倉、博多、熊本など各県の 移行も中央の抵抗に合い、なかなか
県庁所在地、主要都市に止まり 時 進んでいません。しかしながら、も
間程度新幹線に乗っているわけです うこのあたりで東京か地方か、国か
が、日頃東京へ行く機会が多いので、 自治体かという 項択一的な議論で
たまに西の方に行くと、新鮮な感じ はなく東京も地方も、国も自治体も
がして、いずれも古くからの伝統文 国民、県民が期待する役割をきちん
化にあふれた街、全体的になだらか と果たすにはどうするのかという議
な地形をなす山、川、海の景色に見 論を進めなければいけません。
とれ、退屈もせず時間が短く感じら
そのためにはもう一度首都機能あ
れました。
るいは国機能の一部移転の議論を進
途中停車するどの街も駅前にはビ めなければいけないと思います。か
ルが林立し、また再開発がされどん つて、岐阜県は有力な候補地の一つ
どん新しくなっています。また、駅 でした。東京以外にバックアップ機
を中心に道路や鉄道などの交通網が 能として例えば西の内陸部に位置す
整備され、地域にゆかりのある企業 る岐阜県を強くしておくこと。国の
や工場、マスコミ、繁華街、住居、 権限、財源、人材を一部岐阜県内に
アミューズメント施設がきちんと存 移し、政策の一部も岐阜県内で決ま
在していますし、少し郊外には神社、 るということになれば岐阜県より西
仏閣、農地などの緑も広がっていま の地域の活性化に被いに役立つし、
す。また有名な大学や研究機関など 国土強靱化が一気に進みます。そし
も配置され、おそらく各地域の日常 てこのことが将来のさらなる地域主
生活はほとんどがその地域周辺で完 権の試行的な施策になります。
結するのではないかと思われます。
岐阜県は、伝統や文化、地理的条
しかしながら一方では東京以外の 件、高速道路やリニアをはじめとす
地方の衰退が叫ばれ、人や物の活動 る交通アクセスの良さを備え、国機
が縮小する傾向にあります。いった 能移転に十分値する条件を備えてい
い東京にあって地方にないものは何 ると思います。
でしょうか。それは霞ヶ関周辺にあ
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こんな取り組みも行っています！県域統合型GISぎふ⑤
平成25年度岐阜県鳥獣保護区等位置図

岐阜県環境生活部自然環境保全課では、本
年10月から鳥獣保護区等の位置や範囲を載せ
た「鳥獣保護区等位置図（ハンターマッ
プ）」を公開しています。
ハンターマップではこの他、イノシシや鹿、
野鳥などを銃で撃ってはいけない地区（場
所）が確認でき、狩猟者はもとよりハイキン
グなど入山時の安全確認にも利用できます。
また、これまでは紙冊子配布のみであった
のが、GIS化により必要な箇所のみを自由に印
刷し、携行することができます。
【掲載している情報】
・鳥獣保護区（108地区）
・特別保護地区（19地区）
・特定猟具（銃）使用禁止区域（138地区）
・指定猟法（鉛散弾）禁止区域（3地区）
・休猟区（16地区）
・猟区（1地区）
※5kmﾒｯｼｭ番号からの特定もできます。

岐阜県 環境生活部

自然環境保全課

提供

ふるさと地理

検索

IT用語の解説コーナー
このコーナーではいまさら聞けないIT用語、新聞や雑誌で目にするIT用語をできるだけ解りやすく解説します。
岐阜県建設研究センターではICT(情報通信技術)を活用し公共事業の執行を支援しています。

マルウェア【 Malware 】
インターネットを利用される方の多くはコンピューターウイルスへの対策としてセキュリティソフトを導入してい
ます。しかし近年ではウイルスも様々な様態でコンピューターを脅かすようになってきました。例えば一般にイ
メージされるコンピューターに寄生して、破壊や乗っ取りを行うものの他に、データを外部に流すだけでコン
ピューターに目立った実害を与えないもの、パスワードなどのタイピングの中身を奪うもの、特定のサイトを表示
し購買を促すだけのもの等、これらは従来のウイルス”らしい”振る舞いは見せないものの、考え方によっては
もっと狡猾で悪質なソフトウェアであると言えます。
【マルウェア】 ワーム
ウイルス
スパイウェア

総合セキュリティソフト

マルウェアは多様化する悪質なソフトウェアの総称として用いられます。セキュリティベンダーもこうした背景か
ら、単なるウイルス対策ソフトではなく、様々な脅威からコンピューターを守るための総合セキュリティソフトと
して機能を拡張し、ソフトウェアを販売しています。皆様の導入されているセキュリティソフトが何に対応し、ど
んな攻撃からPCを守る事ができるのか見直すのも良いかもしれません。

アドオン【 add-on 】
ブラウザは殆んどのコンピューターに標準的に搭載されており、インターネットを閲覧するために用いられていま
す。アドオンはブラウザの機能を利用して実行される拡張プログラムです。一般によく利用されているYahoo!や
Googleのツールバーも代表的なアドオンの一つです。
検索のツールバーは便利だけど
2つも使わないなぁ・・・

アドオンは便利な機能を提供する代わりに、ブラウザにプログラムを常駐させることから、場合によってはイン
ターネットの閲覧速度を低下させることもあります。アドオンは他のプログラムに同梱されることもあり、意識せ
ずに導入してしまうこともあることから、不要なプログラムは【ツール（歯車）→アドオンの管理】から無効にし
ておきましょう。
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