
新しいくまもとのお米
「森のくまさん」、この秋登場。

新しいくまもとのお米ができました。

コシヒカリとヒノヒカリを両親に県農業

研究センターが開発したお米です。

名前は、「森のくまさん」。この名前は、

森の都熊本で作られたことがイメージさ

れ、消費者の皆さんに親しんでもらえる

との理由から約26，000点にものぼる応

募の中から選ばれました。

この「森のくまさん」は、つやがあり、

粘りが強く、香りもよく、とてもおいし

いと高く評価されています。

この秋、「森のくまさん」が、大変か

わいらしいパッケージにつつまれ、楽し

いイメージソングにのって、店頭にお目

見えします。どうぞご期待ください。

●お問い合わせ先／熊本県農産課

（℡096－383－1111内線5379）

マイ・バッグを持って、買い物へ！
ごみ減量化は、自らの行動から！

県と県リサイクル推進県民会議では、
10月に、マイ・バッグ・キャンペーン

（買い物袋持参運動）を行います。

消費者の皆さん、買い物には買い物袋

をお持ちください。また、過剰な包装や

レジ袋には、「要りません」と一言お願

いします。事業者の皆さん、チラシ・店

内放送などで買い物袋持参を呼びかけ、

「レジ袋お要りですか」の声掛けをお願

いします。

ごみ減量化のための行動を身近な買い

物から。ご協力をお願いします。
お知らせ

10月23日（木）午後1時30分から八

代市厚生会館でリサイクル推進県民大会

を開催します。お気軽にご参加ください。

●お問い合わせ先／熊本県廃棄物対策課

（℡096－383－1111内線7366）

「いい旅しよう雄大自然くまも
と」’97くまもとデスティネーシ
ョンキャンペーンを実施

県や市町村、観光事業者などで構成す

る「くまもと観光推進協議会」では、JR

グループとの共同事業として、大型観光

キャンペーンを9月1日から11月15日ま

での2ヶ月半にわたり実施します。

期間中には、「花と温泉フェスタ」や

「みのりの秋のグルメフェア」、「バールフ

ェスティバル」を実施するほか、特別企

画として、期間中の日・祝日にキャン

ペーン記念の観光バスを運行するなど、

盛りだくさんのイベントが実施されます。

今回のキャンペーンを契機に、新しい

観光ニーズに対応できる観光素材の発掘

や広域観光ルートの設定など、全国に向

けて熊本の魅力をアピールしていくこと

にしています。

●お問い合わせ先／熊本県観光振興課

（℡096－383－1111内線5202）

熊本県優良木造住宅利子補給制
度を設けています。

この制度は、住宅金融公庫の融資を受

け、さらに長寿社会対応住宅工事や高耐

久性木造住宅工事を行うなど、いくつか

の条件を満たす一戸建て木造住宅を建設

しようとする方に対して、県が5年間利

子補給補助金を交付し、住まいづくりを
応援するものです。募集は、年に数回、

原則として住宅金融公庫の各回募集の中

間時に行います。

皆さまの御利用をお待ちしています。

●お問い合わせ先／熊本県住宅課

（℡096－383－1111内線6246）

牛深ハイヤ大橋の供用始まる

県内最大の漁港がある牛深市において、
平成元年から整備が進められてきた牛深

ハイヤ大橋が、8月に供用を開始しまし

た。この事業は、県総合計画の「天草海

洋リゾート基地建設」構想の主要事業の

一つです。

橋の長さは、883メートル。県内に架
かる橋としては最長で、「くまもとアー

トポリス」参加事業の中でも最大規模の

ものです。今年4月にオープンした水産

観光センター「うしぶか海彩館」とあわ

せ、漁業活動の振興はもとより、牛深市

のシンボルとして地域活性化の核になる
ものと期待されます。

●お問い合わせ先／熊本県漁港課

（℡096－383－1111内線5704）

やさしいまちづくりに関する民間事業

者アンケート結果についてのお知らせ

県では、「やさしいまちづくり」がど
の程度県民の皆さんに理解されているか

を知るために、県内民間事業者の方々を

対象にアンケート調査を行いました。そ
の結果、やさしいまちづくりの内容まで

知っている人の割合は22．3％、建築物整

備に関する補助制度等の内容を知ってい

る人も17．4％と低く、まだまだ十分に理

解が得られていないことがわかりました。

建物のバリアフリーが進まない理由とし

ては、整備は構造上不可能（19．2％）、

建築コストがかかる（18．3％）や行政の

支援不足、整備内容が分からない等の意

見が多く出されました。しかし、やさし

いまちづくりへの取組みについては、

70．7％の方から協力したいと回答があり、

今後の県民・事業者の積極的な取組みが

期待できる調査結果でした。これからも、

皆さま方のご協力をお願いします。

◆お問い合わせ先／熊本県健康福祉政策課

（℡096－383－1111内線7024）

これからは、公共交通機関

県では、熊本都市圏の交通渋滞の緩和
を目的に、マイカーから公共交通機関へ

の乗り換えを図るため、昨年から熊本市、

都市圏交通事業者と協力して、公共交通
機関であるバス、鉄道、電車の利用促進

運動を進めています。

今年も、9月20日（土）の「バスの

日」から始まる1ヵ月間のキャンペーン

期間中、バス時刻表のコピーサービスや

深夜バスの運行をはじめ、さまざまな取

組みを行います。どうぞ、この機会に、

公共交通機関を利用されますようお願い

します。

【主な活動内容】

1街頭キャンペーン

・期日　9月20日、21日

・場所　熊本市下通り

・内容　パネル展示　クイズ

最寄りバス停の時刻表サービス

2　深夜バスの運行（期間中の毎週金曜日）

3　超低床電車（熊本市電）の体験乗車

（10月19日）

4　小学生以下乗車無料の日（JRを除

く）の実施（9月21日）

●お問い合わせ先／熊本県交通対策総室

（℡096－383－1111内線3555）

この秋“旅枕’97　荒尾・玉名”
観光キャンペーンが面白い！！

■期間／平成9年9月1日～
11月15日

今年の秋、“旅枕’97荒尾・玉名”観

光キャンペーンが始まります。期間中、

当地域の宿泊施設、観光施設、食事休憩

店などに来られたお客様の中から抽選で、

「玉名温泉宿泊招待券」、「荒尾・玉名地域

の特産品」などの賞品が当たるほか、写

真・俳句のコンテストなど楽しいイベン

ト、特典が盛りだくさん。今年の秋は、

荒尾・玉名地域の自然、文化を満喫し、

豪華賞品を当ててみませんか！！

【主なイベント】オープニングフェスティ

バル（8月30日）、観光物産フェア（9

月13日～15日）、草枕ハイキング大会

（10月18日）など

●お問い合わせ先／荒尾・玉名地域デス

ティネーションキャンペーン推進協議会事

務局（熊本県玉名事務所総務振興課内）

（℡0968－74－2111内線315）

共通入浴券「南阿蘇7つの温
泉物語」好評発売中

南阿蘇の7つの公営温泉では、「南阿

蘇7つの温泉物語」と銘打って共通入浴
券を発売中です。9月1日～11月15日

までの期間は、各温泉とも「花」と「温

泉」をテーマに、香りのサービスなど趣

向を凝らした企画を実施します。この機

会に美しい阿蘇の秋と温泉を満喫されて

はいかがでしょうか。

●共通入浴券1冊（6回分）／2，000円
各温泉等で発売中

☆南阿蘇7つの公営温泉

・阿蘇下田城ふれあい温泉駅
・長陽村「ウィナス」

・阿蘇白水温泉「瑠璃」

・高森温泉館
・久木野温泉「木の香湯」

・久木野温泉「四季の森」

・グリーンピア南阿蘇温泉プラザ
●お問い合わせ先／

南阿蘇公営温泉連絡協議会

（℡09676－7－2277㈹）
熊本県阿蘇事務所総務振興課

（℡0967－22－1111内線308）

観光レジャーガイドブック「ぐる
りん人吉・球磨」好評発売中

人吉球磨地域観光推進協議会では、観

光レジャーガイドブック「ぐるりん人

吉・球磨」を発売しました。この一冊が

あれば、人吉球磨の観光情報のすべてが

わかります。価格は1，200円、県内各書
店・コンビニエンスストアで発売中です。

また、好評の「ひとよし・くま旬夏秋

冬キャンペーン」が今年も9月1日から

来年2月末まで実施されます。キャン

ペーン期間中は、うれしい特典がいっぱ

い。

この秋は、人吉・球磨にぜひおいでく

ださい。

●お問い合わせ先／

人吉球磨地域観光推進協議会（熊本県

球磨事務所総務振興課内）（℡0966－24

4111内線315）

ひとよし・くま旬夏秋冬キャンペーン

実行委員会事務局（人吉市役所観光振

興課内）（℡0966－22－2111内線275）

第19回少年の主張熊本県大会
の開催

■日時／9月15日（敬老の日）
午前10時～

■場所／熊本市民会館

県内11地域から選ばれた中学生が、未

来への希望、学校や家庭、社会との関わ

りの中で考え、感じていることを発表し

ます。

次代を担う熊本の中学生が、今何を考

え、何を感じているか、その主張に耳を

傾けてみませんか。

●お問い合わせ先／熊本県県民生活総室

（℡096－383－1111　内線7409）

第10回熊本県民文化祭あらお

今年の県民文化祭は「風はしる炎」を
テーマに、10月18日（土）から26日

（日）までの9日間、荒尾市で開催しま

す。

荒尾が持つ歴史と伝統文化を礎とした

多彩な文化イベントを実施し、新たな文

化の創造を目指します。多数の皆様の参
加をお待ちしています。

●お問い合わせ先／熊本県文化企画課

（℡096－383－1111内線3545）

第28回九州ブロック社会教育
研究大会（熊本大会）開催

■日時／平成9年10月30日（木）
・31日（金）

■場所／熊本市民会館ほか
生きがいづくりや地域づくりなど、社

会教育の役割はますます重要になってき

ています。

県や市町村が委嘱する社会教育委員を

中心に、九州の社会教育関係者が熊本で

社会教育に関わる問題を話し合います。

興味のある方は、どなたでもお気軽に

ご参加いただけます。（参加費3千円）

◎プログラム

（1）分科会

社会教育委員の役割、青少年の体験活

動、高齢者の社会参加の推進、環境教育

の推進、同和教育の推進など

（2）講演

「21世紀も青い地球で」

熊本県環境センター　藤木素士　館長

●お問い合わせ先／

熊本県社会教育課

（℡096－383－1111内線6692）

「新しい地方自治と私たちのく
らし」標語・スローガンを募集

地方自治法は、今年で50周年を迎えま

した。熊本県と県内の市町村は、これを

記念し、「新しい地方自治と私たちのく

らし」をテーマにしたスローガンや標語

を募集します。これからの地方自治を考

える「とっておきの一言」をお待ちして

います。

◎応募方法

一般の方は、住所、氏名（ふりが

な）、年齢、性別を、小・中・高校生

のみなさんは、市町村名、学校名、学

年、氏名（ふりがな）、性別を書いて

送ってください。便せん、葉書など何

を使われても構いません。

応募数の制限はありません。

なお、最優秀作品は、50周年記念事

業のPR用のたれ幕などに使用させて

いただきます。

◎あて先

〒862－70

（住所記入の必要はありません）

熊本県市町村課

◎応募締切

平成9年9月30日（火）（消印有効）
◎表彰

平成9年11月4日（火）に熊本市内で

開催される「地方自治法施行50周年記
念式典」において表彰します。

●お問い合わせ先／熊本県市町村課

（℡096－381－1111内線3385／3386）

いい汗かいてみませんか。みど
りのボランティア募集中

森林は、多量の酸素を放出し、水を蓄

え、空気をきれいにするなどたくさんの

役割をもっています。森林を育てること

は、川と海とふるさとを守ることです。

県では、森林づくりに参加する「みど

りのボランティア」を募集しています。

今、森林に一番必要なものは「友だち」

です。森林の「友だち」になってみませ

んか。

●お問い合わせ先／

熊本県森林整備課みどり推進室

（℡096－383－1111内線5619）

（社）熊本県緑化推進委員会

（℡096－387－6195）

覚えましよう！明るい選挙のキーワード

政治家が選挙区内の人に、お金や物

を贈ることは、法律で禁止されていま

す。これに違反すると罰せられます。

また、有権者が寄付を求めることも

禁止されています。

■たとえば、こんなこともいけません

・お祭りや運動会への寄付や差し入れ

・落成式、開店祝いの花輪

・お中元、お歳暮、病気見舞い

“贈らない！求めない！　受け取

らない！”を守って明るい選挙を実現

しましょう。

●お問い合わせ先／

熊本県選挙管理委員会

（℡096－383－1111内線3400）

9月には、定例県議会が閑かれます。

本会議では、代表質問や一般貸問な

どを通じ、県政の重要政策・課題から

皆さま方の身近な生活に関わることま

で、幅広い議論が交わされます。

本会議が開かれているときは傍聴す

ることができますので、どうぞお気軽

においでください。なお、傍聴席には、

車いすの場所も設けてあります。

また、県内11の総合庁舎玄関ロビー

に設置しているテレビでも、本会議に

おける質問などの模様を視聴できます。

一度ご覧になられてはいかがでしょう

か。

なお、議会の様子をお知らせするた

めに「くまもと県議会報」を定例会ごと

に発行しています。ご希望の方には、

郵送料実費でお送りしますので、270

円分の切手を同封のうえ県議会事務局

までお申し込みください。

●お問い合わせ先／熊本県議会事務局
（℡096－381－9411）

新県庁舎は、こんな建物です。
新しい行政分野や専門化した行政需要などに対応するた

め、県では、行政改革を図りながら組織機構の充実やOA

機器の導入などを進めてきました。

しかし、現庁舎が建設されて30年が経過し、窓口部門や

情報、通信といった今後ますます充実が必要な庁舎機能や

スペース、設備の面で支障が生じてきました。また、警察

行政についても、広域・スピード化する犯罪に対応できる

最新のシステムや機器が導入できないなどの問題が生じて

いました。

新庁舎は、このような問題を解消し、行政サービスをよ

り一層向上させることを目的として建設したものです。

建設工事もすでに竣工し、新県庁舎への移転もほぼ完了

しました。10月1日からは、旅券センター等の窓口業務も

含めて全館ご利用いただけます。

新県庁舎は、「行政棟新館」と「警察棟」からなるツイ
ンビルです。現庁舎である「行政棟本館」とは2階や地下
の連絡通路で結ばれます。
「人と環境にやさしい庁舎」「周辺と調和した緑の中の庁

舎」「働く人と訪れる人に快適な庁舎」「親しみと格調のあ
る庁舎」という4つの基本理念のもとに設計されています。

障害のある方々や高齢者の方々などへの配慮がずい所に
施されているのも新県庁舎の特色の一つです。例えば、目
の不自由な方々のために、杖の先についた感知装置が県庁
内を誘導する音声案内システムや車椅子対応の冷水機、C

D機が設置されています。また、授乳室や各階にある待合
のための談話室など細かい心配りがされています。

そのほか、建物の基礎は地下水に影響の少ないベタ基礎
方式を採用し、さらに雨水貯留槽を4ヶ所設け、トイレ用
水として利用するなど環境にも配慮しています。

行政棟新館には、健康福祉部、環境生活部及び商工観光
労働部など県民生活により密接な部局が入居します。
特に、1、2階には旅券センター、情報プラザ、県民相

談室、交通事故相談所、献血ルームなど直接県民の皆さま
にご利用いただく施設を配置しています。

また、10階には、防災センターを設置し、県民生活の安
全対策を強化することにしました。
一方、警察棟には、現庁舎のすべての所属や、交通管制

センターなどが入居するほか、警察広報プラザやヘリポー
ト、機能アップした通信指令室を設置し、県民生活の安全
を守る機能を集約、強化しました。
●お問い合わせ先／熊本県管財課

（℡096－383－1111　内線3304）

これからも県民の

皆様に親しまれる

県庁を目指します。

県民総参加で「くまもと未来国体」を成功させましょう。
第54回国民体育大会熊本県実行委員会では、平成11年に開催される「くまもと未来国体」に向けて、多くのみなさ
んのご協力とご参加をお待ちしています。

■募集期間／平成9年7月から平成12年3月

■方　　法／募金箱は、県庁・県事務所、市町村役場の窓
口及び取扱金融機関等に設置しています。詳
細なリーフレットも用意しています。

■使　　途／「くまもと未来国体」の開催経費の一部に使
わさせていただきます。

夏季及び秋季大会開会式・閉会式のアナウンサー（声の進
行役）を募集します。
■募集内容／国体式典アナウンサー
■募集人員／6名程度（性別は問いません）
■募集対象／・満18歳以上（平成10年4月1日現在）

・県内在住の人
・平成10年度から実施する研修及び大会の
式典行事に従事できる人

・経験は問いません。
■募集期間／平成9年10月1日（水）～11月30日（日）まで
■待　　遇／報酬はありません。ただし、研修経費・旅費

等は規定により実費をお支払いします。
■募集方法／専用申し込み用紙で、郵送してください。

詳細パンフレット及び申し込み用紙は、県庁・各県事務所
または市町村役場の窓口等に用意しています。

夏季及び秋季大会の開・閉会式典で使用するファンファー
レを募集しています。

■募集曲／開式通告ファンファーレ1曲・閉式通告ファ
ンファーレ1曲で演奏時問は20秒程度

■楽器編成／通常の吹奏楽団編成ですが、合唱をつけるこ
ともできます。

■募集期間／平成9年8月1日（金）～10月31日（金）まで
（郵送の場合は当日消印有効）

■募集形態／吹奏楽譜（総譜）スコア、ピアノ譜、メロデ
ィー譜のいずれかとします。

■表　　彰／・入選作（2曲）賞状及び副賞10万円
・佳　作（4曲）賞状及び副賞1万円
☆児童、中・高校生にあっては金額に相当す

る賞品とします。
☆入選・佳作作品の著作権は実行委員会に帰属し、応募作

品は返却しません。
☆作品は必要に応じて補作することもあります。

●問い合わせ・申し込み先／〒862熊本市水前寺6丁目48－40

国体ビル　熊本県国体推進局℡096－387－1999

お知らせ お知らせ

（7）　　平成9年9月1日発行 平成9年9月1日発行　　（6）行政サービスがより充実します。

行政サービスがより充実します。

新庁舎はこんな建物です。

人・環境にやさしく

新庁舎には、おもに次のような部局が入居します。
くまもと未来国体基金

ファンファーレ募集

式典アナウンサー募集


