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令和2年（2020年）
1月3日発行

株式会社ガイアックス
中村 優さん

呉工業高等専門学校を卒業後、広島在住ながら東京の企業に就職する
という選択をし、リモートワークを実践中。今年開催される、ひろしまQuest
にも参加予定で、広島でのデータサイエンティストの可能性を模索する。

株式会社 尾道柿園
代表取締役  宗 康司さん

かつて柿の里として栄えた尾道市
御調町の里山を整備し、柿渋染など
の柿文化を全国へ発信している。

クライムセンターＣＥＲＯ インストラクター
中野 稔さん（中）とクライミングクラブの生徒さん

「FISE HIROSHIMA 2018」のボルダリング
競技に出場経験のある中野さんは、日々子供
たちにボルダリングの楽しさを伝えている。

広島市立基町高等学校 チーム「生花潮流」
貫目優美さん（左）、今村稀美さん（右）

「第三回全国高校生花いけバトル 決勝大会 栗林公園杯 
2019」で優勝。今年の「全国高校生花いけバトル 広島
大会」は「ひろしま はなのわ 2020メイン会場」で開催。

メキシコ選手団事前キャンプ
ひろしま里山・チーム500

とびっきりにあふれている!
［特集］ FISE WORLD SERIES HIROSHIMA 2020

ひろしま はなのわ 2020
ひろしまQuest

ミタイケンひろしま
サイクリングしまなみ2020
縮景園 築庭400年 詳しくは中面をご覧ください

2020年の広島は



期間：2020年3月19日（木）～11月23日（月・祝）
メイン会場：中央公園（旧広島市民球場跡地を中心とする区域）及びその周辺
協賛会場：国営備北丘陵公園、県立せら県民公園、県立びんご運動公園、県立みよし公園
スポットイベント会場：県内23市町のスポットイベント会場（150を超えるイベントを開催）

※開催期間は会場によって異なります。

キャンプ　メヒコ詳しい情報はこちら

期間：2020年4月3日（金）～4月5日（日）
会場：広島市中央公園など

国内最大級！ 花と緑の祭典

FISE詳しい情報はこちら

ひろしま観光ナビ　ミタイケン詳しい情報はこちら

選手も参加した記者発表。「競技をより知ってもらえるように
がんばりたい」と、広島出身の西川佳宏選手（BMX フリー
スタイル フラットランド／写真下・右から2番目）。

オンライン学習プログラムは、
誰でもいつでも受講できます。
4月以降には、AI開発コンペ
などを開始する予定です。

【上】「♬「花笑（はなえみ）」ひろしまから花と笑顔と
平和の  わ ♬」をテーマに、250日間にわたり県内
全域で開催。「STU48」がフラワーアンバサダーを
務め、イベントを盛り上げます。 【下】県や各市町に
ゆかりのあるキャラクターで結成された「はなのわ応
援隊」もイベントを盛り上げます。

実課題や実データを使った
AI人材育成が本格始動！

ひろしまQuest

縮景園 築庭400年

昨年は延べ10万人以上が来場し、
大いに盛り上がったFISE。今年は、東
京オリンピックで日本人のメダル獲
得が期待されるBMX パークや、初めて
国際体操連盟の世界選手権として開催され
るパルクールなど、7種目を実施。世界を代
表する選手達が広島に集結します。

県内の大学生や高専生などを主な対象とする、AI人材
（特に、データの利用や活用についての思考や企画力
を持つ人材）の育成プラットフォーム「ひろしまQuest」
がスタート。県内企業や自治体の実際の課題やデータ
を使い、「砂場（サンドボックス）」のように試行錯誤し
ながら、知識や知見を共有していくことが特徴です。
将来的には、より実践的な技術を習得したAI人材と
企業とのマッチングなども期待されます。

「全国都市緑化フェア」としては、初めて県内全ての自治体が
主催者となって開催します。過去最長となる250日間、花や
緑の地域資源の「環」をつないで、豊かな地域づくりの「輪」、
笑顔の交流の「話」、平和を基調とする国際交流の「和」を
広げ、花と緑が広島県におおきな「わ」をつくります！ 

ミタイケンひろしま

期間：2020年10月1日（木）～12月31日（木）

海、山、文化、食など、広島県の多彩な観光資源を「観・味・実・魅」の切り口で紹介。

大自然の絶景を観る「観タイケン」、美味しいグルメを味わう
「味タイケン」、アクティビティを体験する「実タイケン」、伝統
や文化を感じる「魅タイケン」。この4つの「ミタイケン」を軸
に、まだ体験したことのない広島の魅力と感動に出会える
大型観光キャンペーンを、JRグループ6社や地方自治体、地
元観光事業者、旅行会社が一体となって展開します。秋に
向けて観光客の皆さんをお迎えする準備が進んでいます。

せとうち広島デスティネーションキャンペーン

MÉXICO AMIGO!

第37回全国都市緑化ひろしまフェア

広島藩主・浅野長晟 (ながあきら)の命により、茶人としても知ら
れる上田宗箇（そうこ）が元和6（1620）年に築いた「縮景園」。
築庭400年の今年は、様々な催しを行う予定です。

サイクリングしまなみ2020
日程：2020年10月25日（日） ※エントリーは4～5月頃開始予定

瀬戸内しまなみ海道・国際サイクリング大会

四季折々に
美しい名園。

地域づくり活動の
輪を広げていくための
人材プラットフォーム
中山間地域で地域づくりに取り組むリーダーたちのコミュニ
ティ。登録すると県による情報発信などの支援が受けられ、交流
会にも参加できます。メンバーは、既に300人以上。県内各地の
仲間たちと交流しながら、それぞれ地域づくりを継続・発展させ
ています。ホームページでは活動内容を紹介しています。

広島の里山の活性化に関わるチーム500メン

バーがお届けする、とっておきの「モノ（イチオ

シ商品）」と「コト（体験プログラム）」を集めた

オンラインストア。里山のモノやコトに関わっ

て、応援することで、地域が元気になります。

メキシコ選手団事前キャンプ

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、2018
年から広島で事前合宿を行っているメキシコ選手団。今年はいよ
いよ本番を直前に控えた出場選手がやってきます。ぜひ、オリン
ピックで活躍が期待される選手達の技に間近で触れてください。

Interview

ひろしま里山・チーム500
ゴーマルマル

　県内各地で地域づくりの芽が育っています！

株式会社尾道柿園 
代表取締役

宗 康司さん

　江戸時代から柿の里として
栄えた尾道市御調町菅野地
区。「限界集落へと変わってい
く故郷をなんとかしたい」と里
山を整備し、体験もできる工房
をオープン。柿を使用した加工
品づくりや、柿渋染などに取り
組み、新たな“柿文化”を国内
外へ発信します。

かつて栄えた「柿の里」復活のため
故郷にUターンし、地元の魅力を再発見。

「さとやま商店500」をオープン

呉市地域おこし協力隊

角幡 彩さん

　北海道出身の角幡さんは下
蒲刈島へ移住し、地域おこし
協力隊として活動しています。
島の人たちの温かさや、豊かな
自然を少しでも多くの人に知っ
てもらうため、空き家を活用し
たシェアハウスの運営を計画。
4月のオープンに向けて準備を
進めています。

人に魅せられ北海道から下蒲刈島へ。
移住体験シェアハウスを準備中。

NPO法人 
湯来観光地域づくり公社 理事長

佐藤亮太さん

　東日本大震災の被災がきっ
かけで、福島から広島へ移住し
た佐藤さん。湯来温泉に惚れ
込み、かつて親しまれていた露
天風呂を、クラウドファンディン
グを活用して19年ぶりに復活
させました。温泉街にさらなる
活気を取り戻そうと、新たな取
り組みも進めています。

湯来温泉の露天風呂を
生まれ変わらせ再び地域に活気を。

ソフトボール メキシコ代表

ビクトリア・リア・ビダルス選手
#8

迫力満点の
技を間近で
見よう！

FISE WORLD SERIES HIROSHIMA 2020 ひろしま はなのわ 2020

ひろしま　はなのわ　2020詳しい情報はこちら

ここでしか体験できない
“広島ならでは”がいっぱい！年の広島は特

集

ひろしまQuest詳しい情報はこちら

サイクリングしまなみ詳しい情報はこちら 縮景園詳しい情報はこちら

仲間たちと一緒に、
活動を継続・発展
させていこう！

チーム500ひろしま里山・チーム500やさとやま商店500の詳しい情報はこちら

S AT OYA M A  NE W S Team Satoyama
H I R O S H I M A  K E N M I N  D AY O R I

尾道市御調町 呉市下蒲刈島 広島市佐伯区湯来町

柿は地元の財産。1年を通して柿を使った事業ができれば、雇用も生ま
れ、この里山を次の時代や世代へとつなぐきっかけになるはずです。

島の魅力の一つでもある「人の温かさ」を移住者に感じてもらうにはどう
したら良いか、チーム500の仲間たちにも相談しながら考えています。

昔の良かったことを再現して、そこに新しいものを融合させたいと思って
います。湯来温泉をまた人が行き交うような場所にしたいですね。

メイン会場のイメージ

道の人たちにこんなに歓迎し
てもらえるとは想像していませ

んでした。食事もすごくおいしいです
し、手厚いサポートに本当に感謝して
います。練習以外の時間には、高校
生に書道を教えてもらったり、小学生
と交流したり、楽しく有意義な時間を
過ごすことができました。

　オリンピック出場が決まり、尾道で
合宿をしたことは、チームとしてとても
良いスタートとなりました。オリンピック
は子供の頃から夢に見てきた舞台。
ぜひメダルを取りたいです。広島の皆
さんにも「GO！メキシコ」と応援してもら
えると嬉しいです。

日本では唯一、供用中
の高速道路本線を走
行できる大会。昨年11
月にナショナルサイク
ルルートに指定された
「しまなみ海道」の魅力
を堪能できます。

フィセ

東京2020大会に向けて
メキシコ選手団がやってくる！

世界に誇る絶景の中を走ろう！
©サイクリングしまなみ2018実行委員会
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実

コンペティション方式の広島版AI人材開発プラットフォーム

既存データを
教材とした

事前トレーニング

プレQuest
人材

マッチング
起業創出

企業・団体 AI開発人材

ソースコード 各種権利 
アイディア ノウハウ

活躍の場
を求める
約25,000人

AI/BigData
活用に

悩みを抱える

コスト削減
売上アップ

データ分析
モデリング

県内企業、自治体の
実課題・実データ
実証プロジェクト
データ 賞金・名誉

AI開発コンペにチャレンジ

また広島に
来るね♡

尾

アーバンスポーツの祭典が
今年も広島を熱くする！

2020年の広島県は
、いつにも増してとび

っ

きりのイベントなどが
県内各地で開催され

、

出会いや笑顔、感動
のきっかけにあふれ

て

います。これらの機
会に参加して、皆さん

も

欲張りな1年にしてみ
ましょう。

2 0 2 0  S C H E D U L E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

各スケジュールの時期は変更になる場合があります。

FISE WORLD SERIES HIROSHIMA 2020

ひろしま はなのわ 2020

ミタイケンひろしま

サイクリングしまなみ2020メキシコ選手団事前キャンプ

ひろしまQuest ※4月以降に本格稼働

縮景園  築庭400年



※令和元年（2019年）11月1日現在  出典：広島県人口移動統計調査

2,808,081人（前年同月より12,060人減）人口 1,362,974人 1,445,107人男 女

※これらの二次元バーコードはスマートフォンのみ対応しています。

ひろしま未来チャレンジビジョン 広報課特設ＷＥＢページ

「ひろしま未来チャレンジビジョン」の
趣旨やポイントなどを掲載しています。

ひろしま未来チャレンジビジョン 検 索

次回の「県民だより」は令和2年4月1日（水）発行です。 「県民だより」は、県の施設、市町窓口、県内の主なコンビニエンスストア・
スーパーなどでも配布しています。また、点字版、音声版も発行していますので、ご希望の方は広島県総務局広報課へご連絡ください。

県民だよりに関する
お問い合わせは

広島県総務局広報課
〒730-8511 広島市中区基町10-52  TEL 082（513）2378　FAX 082（228）4429 
Eメール soukouhou@pref.hiroshima.lg.jp

広島県ではSNSを利用して、みなさんの暮らしに役立つ情報を発信しています。
広島県公式Twitter

https://twitter.
com/hiroshima_pref

広島県公式Facebook

https://www.
facebook.com/pref.hiroshima

https://www.
pref.hiroshima.lg.jp/

広島県ホームページ

@hiroshima_pref
LINE ID

広島県公式LINE

県の取組や県内の
最新ニュースをお届け！

広島県　こちら広報課 検 索

テレビや紙面には掲載しき
れない、県政情報を随時
アップしていきます！

県政情報をもっと気軽に！
もっと楽しく！

検 索ひろしま県民倉庫

県政情報ポータルサイト広島県テレビ広報番組

小嶋沙耶香アナウンサーが県内各地の現場
からリポートし、県の情報を分かりやすくご紹介!

再放送／金曜 あさ5時20分～
　　　　土曜 深夜1時55分～
            日曜 夕方5時55分～
　　
5ch!

ON Air!

日曜よる8時56分～放送中!（月2回）

月のお知らせ

ミニ伝言板催　し

内　容

問　合

スノーシーズン到来！ 県内の11のスキー場
では、スキー・スノーボードのほか、ソリやス
ノーラフティングなどの雪遊びも楽しめま
す。スキー場までラクラク移動できるスキー
ツアーバスや第1・3土曜日のお得な「こど
もデー」などスキー場情報はこのサイトで。
観光課 TEL 082（513）3398

ひろしまはなのわ 検 索

内　容 教員免許を更新していない方、教員として
働いたことがない方も、年齢を問わずお申
し込みいただけます。インターネットでいつで
も受付中ですので、ぜひ登録してください。
教職員課 TEL 082（513）4922、4924

オンライン学習講座
「広島から平和を考える」受講者募集

問　合

内　容 時間や場所を問わず、被爆の実相や核をめぐ
る国際動向を学ぶことのできるオンライン講
座です。現在、第1回～第3回を公開中。第4
回、第5回についても、受講者募集中です。 
平和推進プロジェクト・チーム
TEL 082（513）2366

募　集

情報サイト「ひろしまHOT！SNOW」

専用電話
問　合

4月1日から、受動喫煙防止対策が
一層強化されます
内　容

問　合

改正後の健康増進法及び広島県がん
対策推進条例が全面施行となります。こ
れにより、多くの施設で屋内が原則禁煙
（4月1日時点で営業している経営規模の
小さな飲食店は喫煙可能室を設置可）と
なるほか、学校や児童福祉施設等では
屋外喫煙所の設置もできなくなります。
がん対策課 TEL 082（513）3063

広島県　なくそう受動喫煙 検 索

広島　ホットスノー 検 索

2020年農林業センサスにご協力ください
内　容

期　間
問　合

農林行政の企画・立案・推進のための基
礎資料を作成・提供することを目的に、5
年ごとの大切な調査を行っています。統
計調査員が農林業を営んでいる農家や
林家、法人の皆様を訪問し、聞き取りを
行った後、調査の回答を依頼します。
令和元年12月中旬～令和2年2月末
統計課 TEL 082（513）2540

農林業センサス 検 索

広島から平和を考える 検 索

専用電話
問　合

性被害にあわれた方の相談窓口
（性被害ワンストップセンターひろしま）
内　容 性被害にあわれた方が、プライバシーを

守られながら、ワンストップで支援を受けら
れる相談窓口です。24時間365日、電話
相談に対応しています。
相談窓口 TEL 082（298）7878
県民活動課 TEL 082（513）2744

性被害　広島 検 索

※ご応募はお一人様1回のみ有効となります。個人情報は、
プレゼント発送と読者層の調査のために利用します。なお、
ご感想を県HPに掲載させていただく場合があります。

応 募 先
〒730-8511（住所不要）
広島県庁広報課
「プレゼント係」

応募締切
1月31日（金）消印有効

応募要項
はがきに住所・名前（ふりがな）・
年齢（○歳代）・県民だよりのご
感想（今回の掲載内容につい
て）を明記の上、郵送してくださ
い。県HPからも応募できます。

徳永製菓 豆徳

抽選で

10名様 

豆菓子詰め合わせセット
豆徳のこだわり豆菓子と、

野菜と果物のチップスを詰め合わせました。

管理栄養士、自宅で気軽に作れる家庭料理教室「の
ほほんうさぎの週末しあわせごはん」を毎月開催。基本
の和食からハーブ料理まで、レシピは1,000を超える。

山口ようこ先生

広島の旬の食材を使った簡単レシピを紹介

さらに
もう一品！

【広島牡蠣】 生産量日本一の広島牡蠣は、殻のわりに身が大きく濃厚な味わいが特
徴です。瀬戸内の穏やかな海が養殖に適しており、エサとなるプランクトンも豊富で大
きく濃厚な牡蠣が育つと言われています。ビタミン、ミネラル、グリコーゲンも豊富に含
まれています。旬の牡蠣で風邪に負けないようスタミナアップ！

◎作り方
1
2

3
4

牡蠣は塩か大根おろしで洗い、ヒダの間のゴミを取り除いておく。
大根と人参はせん切り、油揚げは短冊切り、ねぎは小口切りにする。
出汁をあたため、大根と人参を入れて弱火で煮る。
野菜が煮えたら牡蠣と油揚げを入れる。牡蠣がふっくらして火が通ったら火を止める。
味噌を溶き入れ、汁椀に盛り付けねぎを散らす。

材料プラスでおもてなしレシピ

残った味噌汁にご飯、トマト缶、粉
チーズ、粗びき黒コショウをプラス
して牡蠣のチーズリゾット風に。 

◎材料（4人分）  
広島牡蠣…12粒、大根…200g、人参…40g
出汁…600ml、味噌…大さじ3、油揚げ…1枚
ねぎ…適宜

消費者トラブルメール相談
内　容 生活センターでは、「ネットショッピングで

ニセモノが届いた」「商品を使ったらケガ
をした」など、消費生活に関する様々な相
談を受け付けています。昼間は学校や仕
事で忙しい方、遠くにお住まいの方のた
め、メールによる消費者トラブル相談も受
け付けています。
消費生活相談 TEL 082（223）6111
消費生活課 TEL 082（513）2732

広島県生活センター　メール相談 検 索

広島空旅 検 索

広島県 臨時教職員 検 索

内　容

ところ

広島県内最大級の旅行イベント。国内外
の観光情報をPRするブースやステージイ
ベントなど、広島空港から旅を楽しむための
情報が集結します。
1月18日（土）11～18時、1月19日（日）11～17時
紙屋町シャレオ中央広場
空港振興課 TEL 082（513）4013問　合

と　き

内　容

ところ

グラスゴー出身の海運王ウィリアム・バレル。初
来日となる彼の旧蔵品を中心に、バルビゾン派や
印象派などのフランス絵画、その影響を受けたス
コットランドやオランダの画家たちによる名品80
点を展示。写実主義から印象派への流れをクー
ルベやドガ、ゴッホらの傑作を通じて辿ります。
1月26日（日）まで ※会期中無休
広島県立美術館
TEL 082（221）6246問　合

と　き

特別展「印象派への旅 海運王の夢
バレル・コレクション」

内　容

ところ

と　き

1,400年前の埋葬の様子がそのまま見つ
かった、愛媛県松山市の葉佐池（はざい
け）古墳の横穴式石室を手掛かりに、当
時の葬送儀礼に迫ります。
1月17日（金）～3月15日（日）
※祝日除く月曜および2月25日（火）休館
ふくやま草戸千軒ミュージアム
TEL 084（931）2513問　合

内　容

ところ

と　き

広島県内の遺跡から発掘された「人形」を
とおして、人々が人形に込めた想いと祈り
の歴史に迫ります。また、広島県北部地域
の伝統的なひな祭りを紹介します。
1月24日（金）～3月15日（日）
※祝日除く月曜および2月25日（火）休館
みよし風土記の丘ミュージアム 
TEL 0824（66）2881問　合

新春の展示会「春を待つ三次人形とひな人形
―受け継がれる想いの形―」

県立学校・市町立学校（広島市除く）の
臨時教職員・非常勤講師の募集

問　合

内　容 消防団は、地域防災の要として、火災や災害時の
対応を行うとともに、平時には地域での消火訓練
や防災啓発なども行っています。あなたも消防団の
活動を通じて地域の安全・安心に貢献しませんか？
各消防団か各市町消防団担当、または
県消防保安課 TEL 082（513）2778

災害から地域の人々を守るため
消防団員募集中

問　合

広島空旅！2020 早春の展示 松山市考古館連携展示・開館30周年記念
「黄泉への祈り―横穴式石室とは何か―」
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広島牡蠣の味噌汁

リポーター

内容：9袋入り　
竹炭豆、抹茶みるく豆、小
梅大豆、れんこん、野菜あ
らかると、果物あらかると、
イカそら豆、いちごチョコカ
シュ、和三盆糖豆




