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港区全国連携情報誌

港区から全国の魅力を発信！

2 0 1 8 . 3

　港区と連携・交流のある全国各地域の『食』、『文化』、『観光』などの様々な『魅力』や区の『全国連携』に関する取組を区内外に発信す

るため、全国連携情報誌『港から』を発行しています。

　全国各地域の魅力やイベント、区民限定のお得な特典など、普段の生活がちょっと楽しくなるような情報を“港から”お届けしていきます。

※タイトルの『港から』は、港区から全国の魅力を発信する、港区から始まる全国連携を区民・全国自治体に発信することをイメージしました。

東京23区から 全国市町村から 日本を元気に！！ 

特別区（東京23区）が、全国各地域と産業、観光、文化、スポーツなど様々な分野での新たな連携を模索し、経済活性化、
まちの元気につなげる取組です。東京を含む全国各地域がともに発展・成長し、共存共栄を図ることを目的に、特別区（東
京23区）と全国の各地域が連携・交流事業を行う取組として、平成26年9月に特別区長会が立ち上げたプロジェクトです。

特別区全国連携プロジェクトとは?   TOKYO 23 CITY All Nippon Collaboration Project
特別区 全   国

市町村

地元住民
地元企業
NPOなど

区民
企業
NPOなど

プロジェクトのイメージ

お台場海水浴7月
28日（土）8月

5日（日）

都立お台場
海浜公園（港
区台場1-4）

全国連携展示「食べて
おいしい千葉の味」

6日（金）～24（火）
7月 みなとパーク

芝浦（港区
芝浦1-16-1）

郡上八幡城
新緑まつり

初旬～中旬

5月

21(日)

17(日)

10月

郡上八幡城・
城下町一帯

郡上おどり
八幡町内

白鳥町内

白鳥おどり

6月 北栄町
お台場公園
及び周辺

すいか・ながいも
健康マラソン大会

19(日)
8月 お台場公園

多目的広場

北栄砂丘まつり

北栄町
由良宿地内

由良だんじり
（高江神社祭）

今後も皆さんが楽しめる情報を発信していきます。
港区ホームページ、広報誌などでチェックしてください。

［日 程］ ［イベント名］ ［場 所］

「港から」連携カレンダーmi�na�to�ka�ra  Calendar

発 行 の 趣 旨

※開催日・内容は変更になる
可能性があります。

江戸時代の千石船の航海や
年貢米の積込み作業の安全
祈願を起源とする秋祭り。

すいか・ながいも畑を駆け抜ける
3・5・10㎞の３コース。ゴール後は
すいかとトロロ汁食べ放題！

夏の夜を彩る打ち上げ花火
をはじめ、各種イベント、出
店など楽しみが盛り沢山！

軽快な曲調で若者を中心に人気
の踊りです。期間中には、神社の
境内で下駄を鳴らして踊る「白鳥
の拝殿踊り」も開催されます。

誰でも参加できる、400年以上続
く郡上八幡の夏の風物詩です。「8
月13日～16日の4日間は、朝まで
踊る徹夜おどりが開催されます。

まぶしい新緑に包まれる郡
上八幡城と城下町をより楽
しめるイベントです

「泳げる海、お台場」の実現に向け、こ
れまでの2日間から9日間に拡大し海
水浴体験を行います。「台場」に縁の
ある北栄町が出展する予定です。

千葉県町村会と連携し、自然豊か
な千葉県内17町村の多彩な魅力
を発信する展示を開催します。

～

7月
14日（土）9月

8日（土）～

7月
21日（土）8月

25日（土）～

　郡上市八幡町の「八幡城」は、戦国時代末期の永禄2（1559）年、遠藤盛数が砦を
築いたことから始まります。 明治4（1871）年の廃藩置県により廃墟となったため
明治6（1873）年に石垣を残して全て取り壊されてしまいました。 現在の八幡城は、
昭和8（1933）年に再建された4層5階建ての日本最古の木造再建城です。
　近年は、「天空の城」として話題となっているとともに、昨年には「続・日本の100
名城」の1つに選定されました。 春の桜、初夏の新緑、秋の紅葉、冬の雪化粧など四
季折々の表情を見せる八幡城へぜひお越しください。
今号の表紙　再建から80年を超える木造天守はもちろん、天守から見られる八幡城下町の景色もお楽しみください。

郡上市長　日置 敏明

港区の皆さんへ

郡上おどりin青山

青山という地名の由来について

秩父宮ラグビー場駐車場

　港区と北栄町のつながりは全国屈指の『お台場』がある
ことです。港区の『お台場』は韮山反射炉（世界遺産）を手
掛けた江川英龍が、『由良台場』は武信潤太郎（併せて六尾
反射炉建設）が中心となり、日本を守るために完成させ、当
時そのままの姿を今に伝えています。
　日本の近代化の礎で誇れる国史跡は、現在、住民憩いの
場として、イベントなども行われています。『お台場つなが
り』で交流が進むことを願っています。

　港区の青山という地名は、郡上市と非常に縁が深く、江
戸時代に郡上藩の藩主を務めた青山氏の下屋敷があっ
たことに由来するといわれています。また、青山家の菩提
寺が梅窓院であるといったご縁から、
毎年６月には青山の地において
「郡上おどりin青山」が開催され、
夏の郡上おどり本番を先取りし多
くの方が踊りを楽しんでいます。

注目情報！
『第25回郡上おどりin青山』
は、平成30年6月29日（金）、30
日（土）に開催する予定です。

知ってる
？

知ってる
？



名探偵コナンに
会えるまち 北栄町

青山剛昌ふるさと館の入館料100円引き
「名探偵コナンクリアファイル」もプレゼントします！

Exchange municipality of Minato city

　北栄町は鳥取県の中央に位置し、北は日本海に面し白砂青松の景色が広がる
ほうじょう

北条砂丘があ
り、南には黒ぼく（大山火山灰土）畑の丘陵が広がる地形となっています。砂丘畑では、砂丘ぶど
う、長いも（ねばりっこ）、らっきょう、いちご、黒ぼく畑では国内有数ブランドの

 だいえい

大栄すいか、メロ
ン、梨などが栽培されています。海岸沿いには9基の風車が立ち並び、循環型社会のシンボルと
なっています。また、人気漫画「名探偵コナン」の原作者、青山剛昌先生の出身地です。「名探偵
コナンに会えるまち」として、「青山剛昌ふるさと館」や「コナンの家 米花商店街」があります。コ
ナン駅（JR

 ゆ　ら

由良駅）から「青山剛昌ふるさと館」までのコナン通りに、名探偵コナンのキャラク
ターブロンズ像やレリーフなどを整備し、全国からコナンファンが訪れています。
　名探偵コナンに会いに、またフルーツを楽しみに北栄町へぜひお越しください。

平成30年度中に、青山剛昌先生の描く世界が体
験できる青山剛昌ふるさと館にご来場いただいた
港区民の方は、100円引きで入館いただけます。
また「名探偵コナンクリアファイル」（非売品）もプ
レゼントします。

　郡上市は、日本そして岐阜県のほぼ中央に位置し、
はくさん

白山連峰の山々や、ひるがの高原などの
雄大な自然に囲まれた市です。世界農業遺産「清流

ながらがわ

長良川の鮎」として認定された長良川、「清
流めぐり利き鮎会」で３度グランプリを受賞した

  わ　ら

和良鮎で有名な和良川など、美しく豊かな水に
恵まれています。
　夏には鮎釣りやラフティング、冬には市内に11カ所あるスキー場でのウインタースポーツな
ど多くのアウトドアレジャーが楽しめます。また、古今伝授や白山文化といった歴史や文化が地
域に根付いた心安らぐまちです。

↑夏には国重要無形民俗文化財「郡上踊」、白鳥町では「白鳥おどり」という盆踊りが楽しめます。
「長良川」、「和良川」、「石徹白川」など、市内には一級河川が24本あり、多くのアクティビティを楽しむことができます。↓

→日本海に臨む北栄町の海岸線には高さ100mの風車群が立ち並んでいます。
←由良台場跡は、今から150年以上前に造られた砲台場。港区のお台場と同様
に全国屈指の西洋式台場です。

鳥取県北栄町データ（H30.1.1 現在）

●人口：42,676人　●世帯：15,359世帯
●面積：1,030.75ｋ㎡
●郡上市マスコットキャラクター：郡上

ら  ら
良良ちゃん

●ギネス認定：日本土鈴館（土鈴収蔵点数）、
　ウイングヒルズ白鳥リゾート（サマーゲレンデ世界最長）
●アクセス：東京から新幹線で名古屋下車、名古屋から高速
  バスで高速郡上八幡インターバス停下車

岐阜県郡上市データ（H30.1.1 現在）

鳥取県北栄町
　区は、平成28年1月に策定した『港区まち・ひと・しごと創生総
合戦略』の基本目標の第一に「港区と全国各地の自治体がとも
に成長・発展し、共存・共栄を図る」を掲げました。
　互いの地域の発展と住民のより豊かな生活の実現に向け、全
国各地域との連携を推進する専管組織を設置し、自治体間のみ
ならず、住民間、産業間など幅広い連携に取り組んでいます。

「全国連携の港区」の実現に向けて
交流自治体を紹介します!CHECK!

郡上八幡旧庁舎記念館
ご来場の方にプレゼントします！

港区民限定のお得情報１ 港区民限定のお得情報２

平成 29 年度の主な取組例

　鳥取県北栄町は風光明媚な所です。四季折々に素晴らし
い農産物を産出している県下一の農業地帯でもあります。北
条風力発電所は、自治体が運営する規模では全国2番目。
環境にやさしいまちづくりに取り組んでいます。
　港区とは、本町にも現存しているお台場が縁で連携させ
て頂いております。鳥取中部地震では多大なご支援を頂き
ました。改めて感謝と御礼を申し上げますと共に、今後とも
より一層の連携が深まる事を願っています。

鳥取中部地震では多大なご支援ありがとうございました

北栄町からのお知らせ

北海道豊富町
●豊富温泉シンポジウムinみなと、
パネル展など

京都府綾部市
●“都の絆”京都府綾部市＆
海の京都ＰＲイベントなど

徳島県阿南市
●白金北里通り商店会
ガレージ物産展など

鳥取県
●ようこそ！食の
みやこ鳥取県キャ
ンペーンなど

北海道宗谷町村会
●みなと区民まつり、
北海道宗谷町村会『MINA
TO出張所』など

東京23区
●全国連携展示「『お茶の京
都』を知る」など

福島県いわき市
●いわきマルシェinニュー
新橋ビル、いわき体験交流
ツアーなど

北栄町長　松本 昭夫

先着
30名様
限定!

 　全国連携の取組みとして、区役所１階の福祉売店「はなみずき」におい
て、全国各地の障害者就労支援施設等で生産した商品を平成29年10月か
ら販売しています。
 　また、双方向の取組みとして、連携先の自治体
においても区の施設で生産した商品を販売して
います。
 　この取組みを通し、福祉売店の魅力向上や互
いの地域の障害者の就労支援を図っています。

区役所１階福祉売店『はなみずき』で
全国連携に取り組んでいます

※港区在住確認書類の提示が必要です。

※港区在住確認書類の提示が必要です。

清流の文化の薫る　　
おもてなしの里 郡上

ほく           えい           ちょう

ぐ　　　じょう

岐阜県郡上市

先着
50名様に
プレゼント!

●人口：15,270人　●世帯数：5,326世帯
●面積：56.94㎢
●大栄西瓜の選果場で1日に処理している量：80,000玉
●マンホールのふた：名探偵コナン、すいかと松、すいかと大 
　砲、北条の特産物「ぶどう」など特徴的

ふるさと館外観

郡上八幡旧庁舎記念館にある観光案内所に来場いただいた
港区民の方に、「郡上八幡の湧水」または「

 お  な  び
小那比茶」と「郡上

八幡城入城券」を先着50名様にセットでプレゼントします。

郡上八幡を主な舞台に、『ちびまる子ちゃん』でおなじ
みのさくらももこ原作による、ずっこけヒーローアニメ。GJ8マン

長良川

郡上おどり発祥祭

©青山剛昌／小学館
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昭和8（1933）年に再建された4層5階建ての日本最古の木造再建城です。
　近年は、「天空の城」として話題となっているとともに、昨年には「続・日本の100
名城」の1つに選定されました。 春の桜、初夏の新緑、秋の紅葉、冬の雪化粧など四
季折々の表情を見せる八幡城へぜひお越しください。
今号の表紙　再建から80年を超える木造天守はもちろん、天守から見られる八幡城下町の景色もお楽しみください。

郡上市長　日置 敏明

港区の皆さんへ

郡上おどりin青山

青山という地名の由来について

秩父宮ラグビー場駐車場

　港区と北栄町のつながりは全国屈指の『お台場』がある
ことです。港区の『お台場』は韮山反射炉（世界遺産）を手
掛けた江川英龍が、『由良台場』は武信潤太郎（併せて六尾
反射炉建設）が中心となり、日本を守るために完成させ、当
時そのままの姿を今に伝えています。
　日本の近代化の礎で誇れる国史跡は、現在、住民憩いの
場として、イベントなども行われています。『お台場つなが
り』で交流が進むことを願っています。

　港区の青山という地名は、郡上市と非常に縁が深く、江
戸時代に郡上藩の藩主を務めた青山氏の下屋敷があっ
たことに由来するといわれています。また、青山家の菩提
寺が梅窓院であるといったご縁から、
毎年６月には青山の地において
「郡上おどりin青山」が開催され、
夏の郡上おどり本番を先取りし多
くの方が踊りを楽しんでいます。

注目情報！
『第25回郡上おどりin青山』
は、平成30年6月29日（金）、30
日（土）に開催する予定です。

知ってる
？

知ってる
？
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