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◎最近の県政の動き
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
全国障害者スポーツ大会結団式
（10月11日、県農業共済会館）
→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/governor/cate2_601.html
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◎知事記者会見
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
【日時】10月11日（火）15:00
【場所】記者会見室
【内容】ひょうご森のまつり2011の開催
タイ国際園芸博覧会「ロイヤル・フローラ・ラーチャプルック2011」
への京都・大阪・兵庫3府県共同支援
ほか
→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/governor/cate3_603.html

─────────────────────────────────
１ 県政ニュース
─────────────────────────────────
(1) 平成23年度 身体に障害のある人を対象とする兵庫県職員採用選考
試験の実施について
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
平成23年度 身体に障害のある人を対象とする兵庫県職員採用選考試
験について、募集職種、採用予定人員、受験資格及び試験方法が決定し
ましたので、お知らせします。
【受付期間】
（インターネット） 10月24日(月) 17:00まで（受信有効）
（郵送） 10月28日(金)必着
（持参） 11月2日(水)17:00まで（土曜・日曜日は除く）
【試験実施日】 11月16日(水)
【試験職種】 事務職（初級）
【採用予定人員】4名程度
【職務内容】 一般事務（庶務、経理、統計事務など）
【勤務先】(1) 本庁各課、地方機関など
(2) 教育委員会事務局、県立高等学校など
(3) 県内（神戸市を除く）の市町組合立小中学校など
【問い合わせ】人事委員会事務局職員課試験係
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1（県庁第3号館8Ｆ）
電話：078-362-9349（平日9:00～17:00 土曜・日曜日は受け付けできません）
FAX：078-362-3934
→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/pc02/pc01_000000073.html

2011/10/13

3 / 10 ページ

(2) 平成23年度 まちの寺子屋師範塾の受講生募集（第4弾）
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
兵庫県では、大学コンソーシアムひょうご神戸との協働により、多く
の県民の皆様に次世代育成支援について体系的に学び、地域での活動に
参加いただくため、各大学において「まちの寺子屋師範塾」を開催します。
今年度は、県内25大学・短期大学において、地域の子育て支援、食生活、
発達障害や健康など、多様なテーマの25講座を順次開催します。
このたび、近畿医療福祉大学の講座内容が確定しましたので、お知ら
せします。ぜひ、ご参加ください。
【日程】 11月4日(金)～12月2日（金）（全4回）
【開催場所】近畿医療福祉大学 講義室（A棟701教室）
（神崎郡福崎町高岡1966-5）
【講座テーマ】大災害！その時どうする？－心の準備・物の準備－
第1回 11月4日（金）11:00～12:00
東日本大震災と子どもの育ち
－傷ついた子どもの心の回復－
第2回 11月11日（金）11:00～12:00
災害時のメンタルヘルス
－心にどんな影響が起こるのか－
第3回 11月18日（金）11:00～12:00
災害時、何が起きて、何に困る？
－阪神・淡路大震災の体験を踏まえて－
第4回 12月2日（金）11:00～12:00
生きている・からだのしくみ
－生きているとは どういうこと？－
【受講料】 無料
【募集人員】100名
【募集期間】定員になり次第締め切り
【申込方法】電話、FAX、メールにて参加希望日、人数、交通手段を
近畿医療福祉大学までご連絡ください
【問い合わせ】
・近畿医療福祉大学教学課学生係
電話：0790-22-5125、FAX：0790-22-6941
E-mail:gakuseibu@sw.kinwu.ac.jp
・健康福祉部こども局少子対策課子育て支援係
電話：078-362-4185、FAX：078-362-3011
→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw09/hw09_000000171.html
(3) 毒キノコによる食中毒について
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
秋になり、キノコ狩りを楽しむ方もいらっしゃると思います。
しかし、キノコには有毒成分を含むものがあり、間違えて摂取すると、

2011/10/13

4 / 10 ページ

嘔吐や下痢などの中毒症状を呈し、最悪の場合死亡する場合もあります。
昨年は全国的に毒キノコによる食中毒が多数発生し、兵庫県でも「ツ
キヨタケ」や「クサウラベニタケ」による食中毒が発生しました。
食べられる種類かどうかよく分からないキノコを、素人判断で食べる
のは絶対にやめましょう。
また、そのようなものを販売したり、人に譲渡したり、人から譲り受
けたりするのも避けましょう。
詳細については、リンク先のホームページをご覧ください。
【問い合わせ】 県生活衛生課
電話：078-362-3257 FAX：078-362-3970
→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw14/hw14_000000078.html

─────────────────────────────────
２ おでかけガイド
─────────────────────────────────
(1) ふれあいの祭典 神戸ふれあいフェスティバル
～しおかぜ薫る みなとからのメッセージ～
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
ふれあいの祭典は毎年1回、秋に開催される県民のお祭りです。今年は、
メリケンパークを会場に、みなと神戸をはじめ、兵庫の魅力を発信します。
ご当地グルメや特産品の販売、楽しく学べる体験コーナー、東日本大
震災復興支援コーナー等、約200ブースが出展します。
屋外特設ステージでは、高砂市出身のこじまいづみさん（花*花）によ
るふれあいコンサート（15日）や、神戸ジャズストリートライブ、大河
ドラマ「平清盛」関連イベント（16日）のほか、県内各地の伝統芸能や
文化活動が大集合、世代を超えて楽しめるプログラムが満載です。
秋の一日、ご家族の皆さんで是非ご参加いただき、お楽しみください！！
なお、開催当日には、メリケンパークからハーバーランドまでのベイ
エリアで、神戸ビエンナーレ2011など多彩なイベントが催されます。
【日時】10月15日（土）・16日（日）10:00～16:00
【場所】神戸メリケンパーク（神戸市中央区波止場町）
【問い合わせ】 神戸ふれあいフェスティバル実行委員会事務局
神戸県民局県民課 電話：078-382-8249
兵庫県県民生活課 電話：078-361-8606
→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/ac09/ac09_000000026.html
(2) 化石集合2011 －ジオパークを彩る化石－
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￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
県立人と自然の博物館では、篠山層群の恐竜化石のほかに、山陰海岸
ジオパークに関連した化石を展示します。同時に、地質遺産が多く存在
する自然公園「ジオパーク」の見どころや活動を紹介します。
【会期】平成24年4月8日（日）まで
【主な内容】
(1) 山陰海岸ジオパークとは北但層群の化石
(2) 日本海形成と北但層群
(3) 北但層群の化石
(4) 照来層群の化石
(5) 豊岡盆地の形成と縄文海進
【関連イベント】
11月6日（日）オープンセミナー「但馬の貝化石のレプリカをつくろう」
4回実施、定員各10名、材料費が必要
【問い合わせ】 県立人と自然の博物館
〒669-1546 三田市弥生が丘6丁目
電話：079-559-2001、FAX：079-559-2007
→ http://www.hitohaku.jp/exhibits/kaseki2011/kaseki2011.html
(3) みほとけの考古学 －中世民衆と仏教信仰－
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
県立考古博物館では、平安時代から戦国時代までの、経塚遺宝や地鎮
具など中世仏教信仰にかかわる数々の考古資料や、県内の古刹に伝わる
絵画や仏具などを通じて、中世仏教信仰のすがたを紹介します。
【会期】11月27日（日）まで
【内容】(1) 遺跡出土品や古刹に伝わる名品290点を展示
《特におすすめの展示品》
○勝雄経塚出土品（館蔵／県指定文化財）
経筒内に納められた法華経を初公開
○性空上人坐像（圓教寺蔵／重要文化財）
圓教寺開山堂の本尊を特別に公開
(2) 中世仏教信仰を解き明かす連続講座
10月15日（土）・22日（土）・11月12日（土）・19日（土）
開催。無料。当日受付。
(3) 紅葉の書寫山圓教寺に仏像を訪ねる
11月16日（水）開催。要申込。
(4) 楽しい！こども向け体験イベント
子ども向けのワークショップやスタンプラリーも開催。
○11月3日（木・祝）「ペーパークラフト展覧会オリジナルモビール作り」
○10月16日（日）・23日（日）、11月20日（日）・27日（日）「館内集印クイズラ
リー」
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【問い合わせ】 県立考古博物館 学芸課
〒675-0142 加古郡播磨町大中1-1-1
電話：079-437-5562、FAX：079-437-5599
→ http://www.hyogo-koukohaku.jp/events/p6krdf0000001jpi.html
─────────────────────────────────
３ 東日本大震災 被災地への支援等について
─────────────────────────────────
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
被災地の復旧・復興のため、関西広域連合や兵庫県が取り組む支援
情報を幅広く発信しています。
http://web.pref.hyogo.lg.jp/ac02/index_d.html
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
(1)南三陸町への保健師の派遣について
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
来年3月末までの間、月1回（１週間程度）、宮城県南三陸町に兵庫県
から、保健師2名を派遣します。
仮設住宅入居者を含む被災者の保健活動にかかる計画立案の助言、生
活支援員140名による見守り等の後方支援への助言、ケースカンファレン
スへの出席・助言等を行います。
あわせて、登米市の仮設住宅に入居している被災者支援のため、登米
市および登米保健所への支援も行います。
(2)復興支援「観望会」「星空教室」の開催結果について
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
10月4日から7日まで、西はりま天文台公園職員と姫路科学館および明
石市立天文科学館の学芸員が、被災者の心の復興支援を目的として、石
巻市・女川町・気仙沼市の小学校や仮設住宅等の協力を得て、「観望会」
「星空教室」を開催しました。
プラネタリウムが初めての児童も多く「星がたくさんある！」「きれ
い」としばしば歓声があがり、予定時間を超えても質問が相次ぐ場面も
ありました。雨天により残念ながら室内での講話・上映になった仮設住
宅では「もう一度来て欲しい。今度は実際の星空や流れ星を見たい」と
の言葉をいただきました。
(3)関西広域連合・兵庫県 宮城県北部沿岸市町支援隊（第31陣）を派遣
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
職員を派遣し、引き続き、被災地のニーズに応じた支援を行っています。
→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/contents/000189814.pdf （8.25KB）
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(4)兵庫県からの職員派遣状況
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
避難所運営や市町業務を全般的に支援する等、被災地のニーズに応じ
たきめ細やかな支援を行うため、県職員のべ6,752人（10月7日(金)現在）
を派遣しています。
また、応急仮設住宅建設支援、土木施設の復旧支援など復旧・復興事
業等に従事するため、地方自治法に基づき宮城県及び宮城県内の市町に
対し中長期にわたり、職員を派遣しています。
→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/contents/000189769.pdf （26.9KB）

─────────────────────────────────
４ 通算400号記念！『読者プレゼント』
─────────────────────────────────
「ひょうごさわやか通信」がついに通算400号！新たなる大台に到達
した記念号というわけで、日頃のご愛顧に感謝して、抽選で兵庫県の特
産品をプレゼント！
どしどしご応募ください♪♪（応募期限：10月28日（金））
ご応募は下記のフォームから↓
https://web.pref.hyogo.lg.jp/cgi-bin/enquete/registEnquete.cgi?
EID=1f0e66ded6725b8f9deac289f4a9877c
※Mac版IE5.xxをご利用の方はこのフォームをご利用いただけません。
※直接入力される場合は「https:」の「s」にご注意ください。
☆今回の賞品☆
兵庫のおいしい特産品詰め合わせ（（社）兵庫県物産協会提供）を10名様
にプレゼント！
◎（社）兵庫県物産協会からのお知らせ
～ひょうごふるさと館20周年フェアの開催～
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
兵庫県特産品の振興や都市農村交流の拠点である「ひょうごふるさと
館」が、今年度で20周年を迎えます。
「兵庫五国の恵と技」を改めてご堪能いただけるようフェアを開催し
ますので、皆様ぜひご来店ください。
【期間】 10月10日（月・祝）～10月29日（土）
【場所】 ひょうごふるさと館
（神戸市中央区御幸通8-1-26 そごう神戸店新館5階）
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【主な内容】
(1) 10％オフセールの実施（一部商品は除く）
(2) 魅力的な賞品が当たるガラガラ抽選会（空くじなし）の開催
(3) 4,950円で5,500円分のお買い物ができるプレミアム商品券を発売
* 限定1,000冊発行売り切れ次第終了
【問い合わせ】 社団法人兵庫県物産協会
電話：078-361-8751、FAX：078-362-1206
→ http://www.hyogo-bussan.or.jp/event/

─────────────────────────────────
５ 県政がわかる！ 今週の広報番組
─────────────────────────────────
◎テレビ番組
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
兵庫県では、県民情報番組「ひょうご“ワイワイ”」をサンテレビで
放送しています。
最新の県政ニュースから、地域のホットな話題まで、県民情報盛りだ
くさんの30分間。
兵庫県広報専門員の米田裕美、吉田泰子の“ワイワイ（ＹＹ）コンビ”
で、テンポ良くお送りしています。
県内の特産品などが当たるプレゼントクイズもあります。ぜひご覧く
ださい。
【番組名】県民情報番組ひょうご“ワイワイ”
【放送予定日】10月16日（日）10:00～10:30
（再放送：10月17日（月）16:30～17:00）
【放送局】サンテレビ
★現在開催中の「神戸ビエンナーレ2011」を特集！港で出合う芸術祭の
見どころをリポートします。
連続企画「ご当地グルメ」コーナーでは、鉱山のまちの家庭料理
として愛された味「生野ハヤシライス」を紹介。
「ふるさと新発見」は三木市。金物戦隊「かなもんジャー」が登場
します！
◆◇◇◆◆==============================================◆◆◇◇◆
このほど番組PRポスターが完成！県立施設等に掲示されています
ので、こちらもぜひご覧ください！
→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/ac02/yy.html#h01
◆◇◇◆◇◇◆==================================◆◇◇◆◇◇◆◇◇
◆◇◇◆◆==============================================◆◆◇◇◆
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さらに！ポスターとともに番組PRチラシを作成、駅や県立施設などに
設置しています。その中には、黒い但馬牛のシールを貼った「当たりチ
ラシ」があり、引き当てられた方には素敵なプレゼントを差し上げます♪
詳しくは、兵庫県広報専門員のブログ「ひょうごワイワイ plus+」の
8月22日（月）のブログをご覧ください。
→ http://ameblo.jp/hyogo-pr-officer/entry-10994084655.html
◆◇◇◆◇◇◆==================================◆◇◇◆◇◇◆◇◇
* ひょうごチャンネルで過去の「ひょうご“ワイワイ”」をご覧いただけます。
→ http://sites.google.com/site/hyogochannel/hyogowaiwai

─────────────────────────────────
６ 県政へのご意見は「さわやか提案箱」まで
─────────────────────────────────
県政に関して抱かれている疑問や質問、意見などがございましたら、
「さわやか提案箱」までお寄せください。
県政推進の参考とさせていただきます。
→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/sawayaka.html
─────────────────────────────────
７ 編集後記
─────────────────────────────────
秋祭りのシーズンです。子どもの頃は、祭で出店している屋台で、食
べ物を買ってもらうのが楽しみで、祭自体は、喧嘩などもあり、また、
龍や鬼などが施されだんじりの装飾も、小さい頃は怖くて、祭りそのも
のには余り興味がありませんでした。
そんな秋祭りですが、小学校を卒業してから、もう何十年も見ていま
せん。育った町を出て、転々としているからでしょうか。
昔はあまり興味の無かった秋祭りですが、年をとるとなぜか懐かしく、
一度見てみたくなるのですが、ここ数年は別のスケジュールが入ってし
まいなかなか行くことができませんでした。今年こそは見てみたいと思
っています。(HF)
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
■「ひょうごさわやか通信」の登録変更・中止、バックナンバーの閲覧
は、以下のページからお願いします。
→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/mailmaga/index.html
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■「ひょうごさわやか通信」に掲載された記事の転載を希望される場合
は、広報課までご連絡願います。
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
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