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兵庫県農業賞・林業賞・水産賞贈呈式
(12月2日、兵庫県庁)

2011/12/15

2 / 10 ページ

→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/governor/cate2_601.html
◎知事記者会見
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
【日時】12月6日（火）16:00
【場所】記者会見室
【内容】「兵庫県住生活基本計画」の改定、「兵庫県高齢者居住安定確
保計画」の策定及び「ひょうご21世紀県営住宅整備・管理計画」の改定
食品の放射能汚染に関する検査体制の強化
東日本大震災に係る支援 ほか
→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/governor/cate3_603.html
─────────────────────────────────
１ 知事メッセージ
─────────────────────────────────
－地域の安全安心－
第一回神戸マラソンが大成功のうちに実施されました。2万3千人のラン
ナーが復旧復興なった街を駆け抜け、沿道からは50万人を超える県民が声
援し、6千人のボランティアが盛りあげてくれました。ランナーのゴール
での笑顔は達成感にあふれ、ほとんど事故もなく良かったといえます。
このボランティアの皆様の主な任務は、沿道の人々とランナーとの接触
が生じないよう街頭での安全確保でした。地域の安全は地域で守る。これ
が神戸マラソンでも実践されました。地域の安全安心の確保は、(1)地域の
安全を守る活動、(2)子どもや高齢者などの安全の確保、(3)防犯に配慮し
た施設の整備や管理に分けられます。
平成22年の刑法犯認知件数は約8万件で、8年連続して減少しましたが、
街頭犯罪や侵入犯罪が5万2千件と全体の65％に達するなど予断を許しません。
このため、18年に地域安全まちづくり条例が制定され、県民ぐるみで地域の
安全を進めることとされました。
まず地域において安全を守るまちづくり防犯グループが活動されています。
現在2,360グループが結成され、県下自治会の84％をカバーしています。防
犯パトロールとして住宅地をハンドマイクなどで呼び掛けたり、登下校時に
は通学路や交差点に立って見守り活動などを行っています。
あわせて防犯活動や環境改善活動を行う「地域安全まちづくり推進員」が
置かれています。現在1,867名の方々です。(1)地域安全まちづくり活動への
参加の呼びかけや助言指導、(2)近隣の複数グループによる協働の推進、(3)
先進的な活動グループとの交流促進、(4)警察等関係機関との連絡調整を主と
して行っています。もちろん完全なボランティアです。地域コミュニティを
支えているのは、そこに生活されている県民一人ひとりの活動であることを
実感しています。ありがとうございます。
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また 地域内での声かけは、人と人との交流の一歩であるとともに、見知
らぬ人には、おもてなしの始まりと連なります。あわせて、空き巣や街頭犯
罪者に事件は起こしにくいとの印象を与えます。まさに、安心できる地域が
つくられるのではないでしょうか。
地域の安全安心を活動で支えるだけでなく、環境整備も必要であるため、
犯罪の予防を目的として公道等を撮影する地域見守り防犯カメラの設置を進
める防犯まちづくりグループや自治会などが増加しています。人を見張るよ
うで問題があるという向きもありますが、公道等で何か生じたときに事後的
に確認するだけなのでさらに普及してほしいと思います。
私たちの生活空間は、いろいろな人々の活動から支えられています。まさ
しく隣付き合いや顔見知りの関係などが築かれている地域こそ安全安心な地
域でしょう。地域という場が、人と人との結びつきや絆のベースになってい
るからです。
安全安心な地域はそこに生活する人々の生活スタイルをつくることともい
えます。ぜひ地域安全まちづくり活動を続けてください。お願いします。
─────────────────────────────────
２ 県政ニュース
─────────────────────────────────
(1) 平成23年度兵庫県職員 経験者採用試験の実施について
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
平成23年度兵庫県職員経験者採用試験について、募集職種、採用予定
人員、受験資格及び試験方法等が決定しましたので、お知らせします。
同試験案内は、12月2日（金）から人事委員会事務局をはじめ、県庁
1号館・2号館受付、県民局等で配布するとともに、兵庫県のホームページ
（採用試験のページ）でも提供しています。
【試験職種、採用予定人員】
一般事務職：4名程度、教育事務職：3名程度、総合土木職：3名程度
【試験日程】
(1)第1次試験日
平成24年1月8日（日）
・神戸会場：兵庫県立大学神戸学園都市キャンパス
・東京会場：都道府県会館
(2)第1次試験合格発表 平成24年1月19日（木）
(3)第2次試験日
平成24年1月28日（土）又は29日（日）の
うち指定する1日：神戸市内
(4)最終合格発表
平成24年2月9日（木）
【受験申込手続き等】
(1)試験案内配付
・期間：平成23年12月2日（金）～12月22日（木）
・場所：人事委員会事務局、本庁舎1号館・2号館受付、県民局等
(2)申込受付期間
・インターネット：平成23年12月2日（金）～12月16日（金）17:00
・郵送：平成23年12月2日（金）～12月20日（火）必着
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・持参：平成23年12月2日（金）～12月22日（木）9:00～17:00
（土曜・日曜日は除く）
詳しくは下記ホームページをご覧下さい。
→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/pc02/pc01_000000072.html
(2) 平成23年度 第2回女性就業応援キックオフセミナー
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
「ネットショップ」や「食に関するビジネス」を始めたい、「自分の
趣味をいかしたものを販売したい」と思っている女性を対象に、在宅ワ
ーカーや個人事業主として仕事を行うための基礎知識や心がまえを学習
するセミナーを開催します。
【開催日程】平成24年1月20日（金）10:00～12:00
【講師】宇田 名保美氏（中小企業診断士）
【内容】ネットショップなど、自宅で行える仕事に関する基礎的な知識や
心がまえ、人的ネットワークの重要性、ITツール活用法など
【開催場所】三木市立教育センター（三木市福井1933-12）
【対象者】在宅でできる仕事を始めようと考えている女性（県内在住）
【定員】15名（先着順）
【受講料】無料
【一時保育あり】1歳以上で就学前までのお子さん（申込は要予約）
【申込先等】三木市男女共同参画センターへ電話またはFAXにて申し込み
TEL・FAX 0794-89-2331
【問い合わせ先】県立男女共同参画センター
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー7階
TEL：078-360-8550、FAX：078-360-8558
→ http://www.hyogo-even.jp/
(3) 兵庫県「住宅審議会」委員の公募について
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
兵庫県では、住宅に関する総合的施策の推進に関する重要事項などに
ついて調査・審議を行うため、学識経験者などで構成する「住宅審議会」
を設置しています。
このたび、住宅審議会委員の改選にあたり、これからの住宅政策につい
て、県民の立場で考え、議論していただける方を公募します。
【募集人員】3名
【応募資格】次の条件のすべてにあてはまる方
○兵庫県の住宅政策に関して、広く関心を持ち、議論することができる方
○年間４回程度開催する審議会に出席できる方
○年齢が満20才以上の方
○兵庫県内に居住する方、または兵庫県内に通勤・通学している方
○国･地方公共団体の議員、または常勤の公務員でない方
○再任及び他の兵庫県の附属機関等の公募による委員との併任でない方
【任期】2年(平成24年2月～平成26年2月)
＊ 審議会出席時には、報酬及び交通費をお支払いします。
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【応募方法】
ホームページ等で公開している応募様式に、氏名、生年月日、住所など
必要事項をご記入の上、｢元気な兵庫をめざす住宅政策のあり方について｣
をテーマとしたレポート(800字程度･様式自由)を添えて、平成23年12月22
日(木・必着)までに県住宅政策課まで郵送または電子メールにて送付して
ください。
【応募先・お問合わせ先】
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5ｰ10-1
兵庫県 県土整備部 住宅建築局 住宅政策課 住宅行政係〔県庁１号館11階〕
TEL：078-341-7711 内線4634
E-mail：jutakuseisaku@pref.hyogo.lg.jp
→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/ks26/ju-sin/kobo.html
─────────────────────────────────
３ おでかけガイド
─────────────────────────────────
(1) 12月の観光イベント情報
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
12月に開催される県内の観光イベントについて、下記のとおりご紹介
します。（掲載している情報は、11月24日（木）時点での情報です。）
○第108回赤穂義士祭（赤穂市）
最大の目玉である忠臣蔵パレードは、第27代赤穂義士娘による「義士
娘人力道中」、「大名行列」、「山車」、「義士行列」などがあり、元禄
絵巻さながらの世界へと誘います。
【開催日時】12月13日（火）・14日（水）
【開催場所】赤穂城跡～JR播州赤穂駅
【開催時間】13日 17:00～21:00（花岳寺は20:00まで）、14日 10:00～16:00
【問い合わせ】0791-42-2602（赤穂観光協会）
○古市義士祭（篠山市）
12月14日、赤穂浪士の討ち入りの日を記念して義士の1人、不破数右衛門
ゆかりの寺「宗玄寺」で行われます。子供義士行列が行われ、義士そばが
振る舞われます。
【開催日時】12月14日（水）
【開催場所】宗玄寺周辺
【開催時間】10:00～16:00
【問い合わせ】079-552-1111（篠山市役所 観光課）
○ハチ北高原スキー場オープン（香美町）
人口降雪機配備でいち早く12月17日、長さ800m、幅30mのゲレンデがオープンし
ます。
【開催日時】12月17日（土）
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【開催場所】ハチ北高原スキー場
【問い合わせ】0796-96-0201（鉢伏開発観光株式会社 ハチ北事務所）
○神戸イルミナージュ2011（神戸市）
神戸市立フルーツフラワーパーク中央広場をメイン会場に園内をイルミネーショ
ン
で装飾し、“希望のHIKARIを神戸から！”をテーマに、皆様を温かい光でお迎えし
ます。
【開催日時】平成24年1月17日（火）まで
【開催場所】神戸市立フルーツ・フラワーパーク園内
【開催時間】17:30～22:00（点灯時間は21:30まで）
【料金】当日：大人1,000円、小人500円、3歳未満は無料
【問い合わせ】06-6452-0808（社団法人 日本イルミネーション協会）
○光の街・洲本2011（洲本市）
心温もるイルミネーションの演出、様々な光のオブジェの展示が行われます。
【開催日時】12月3日（土）～1月5日（木）
【開催場所】洲本市民広場ほか
【開催時間】18:00～22:00
【問い合わせ】0799-22-2571（光の街・洲本実行委員会事務局（洲本商工会議所
内））
○猪名寺ぶらり散策と工場見学（尼崎市）
ボランティアガイドとともに、大塚山古墳や行基が中興したと伝えられている法園
寺
やかつて法隆寺様式の寺院であった猪名寺廃寺跡のほか、「東リ」工場を見学
し、社員
食堂で昼食をお楽しみ頂けます。
【開催日時】12月10日（土）
【開催場所】大塚山古墳
【開催時間】10:00～13:00（集合場所 JR猪名寺駅階段下東側）
【料金】無料（昼食代は各自負担）
【定員】先着50名（前日までに要予約（猪名寺自治会 内田 090-3490-8624））
【問い合わせ】06-6489-6385（尼崎 ちかまつ・文化・まち情報課）
(2) グリーンピア三木～アイススケートと忘年会・新年会のご案内
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
いよいよウインターシーズン到来！
ウインタースポーツの本命と言えば、『アイススケート』！！
グリーンピア三木では誰もが気軽に楽しめるアイススケートリンクを12
月17日(土)にオープンします。
自然に囲まれた屋外リンクで、山や青空をバックに滑る爽快感と開放
感を存分に味わうことができます。また、リンクは手すり付きなので、
初めての人でも少しずつ氷に慣れることができます。特に、ランチと天
然温泉がセットになった『冬得パック』がお勧め！アイススケートで疲
れた方も、天然温泉でポカポカ！！
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さらに毎週土曜日はナイター営業を行い、女性はナイター入場料無料！！！
また、『忘年会・新年会』のプランも充実しています。早割特典として、
30日前のお申込なら飲物代15％割引、平日特典として天然温泉がセットに
なるなど、サービスいっぱい！
この冬は、ぜひグリーンピア三木でお楽しみください。
(1)アイススケート
【営業期間】平成23年12月17日（土）～平成24年3月4日（日）
＊ 休館日：平成24年1月23日（月）～1月27日（金）
(2)忘・新年会プラン
【開催期間】平成24年1月31日（火）まで
→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/press/documents/press201112_02_02.pdf
（5.6MB）
【問い合わせ】グリーンピア三木
〒673-0703 三木市細川町垂穂字槙山894-60
TEL：0794-83-5211、FAX：0794ｰ86-2344
→ http://www.greenpiamiki.com
→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/press/press20111202_01.html
─────────────────────────────────
４ 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、兵庫県をはじめとする
構成府県では、一丸となって支援に取り組んでいます。
被災者の皆さまのための電話相談窓口、県営住宅の提供、義援金など、
震災支援に関する情報を幅広く発信しています。
http://web.pref.hyogo.lg.jp/ac02/index_d.html
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◎ 淡路人形浄瑠璃南三陸町公演の実施について
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
淡路島は、伊弉諾尊（いざなぎのみこと）と伊弉冉尊（いざなみのみ
こと）が国生みをしたとき、最初に生まれた島であると古事記の冒頭に
記されています。
平成24年は、古事記が編纂されてから1300年目に当たることから、淡
路島では、平成23年度から24年度にかけて「淡路島古事記編纂1300年記
念事業」を推進しています。
この事業の一つとして、約500年の伝統を持ち、かつて全国を巡回公演
していた重要無形民俗文化財「淡路人形浄瑠璃」の巡回公演を実施して
います。このたび、その一環として、東日本大震災の被災地支援の意味
を込め、南三陸町において巡回公演を行います。
【日 時】12月11日（日）13:00～15:00
【場 所】「平成の森」（宮城県本吉郡南三陸町歌津字桝沢28-1）
【内 容】
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・出演：淡路人形座
・外題：「えびす舞」、「壷坂霊験記山の段」（つぼさかれいげんきやまのだん）、
「本朝廿四孝奥庭狐火の段」（ほんちょうにじゅうしこうおくにわきつねびの
だん）
【問い合わせ】淡路県民局公園島企画室ビジョン課 TEL0799-26-2014
→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/governor/documents/g_kaiken20111206_03.pdf
（1.5MB）
─────────────────────────────────
５ 県政がわかる！ 今週の広報番組
─────────────────────────────────
◎ラジオ番組
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
【番組名】こちら知事室！井戸敏三です
【放送予定日】12月13日（火）8:09～8:29
【放送局】ラジオ関西 558KHz（神戸）、1395KHz（但馬）
◎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】12月11日（日）10:00～10:30
（再放送：12月12日（月）18:30～19:00）
【放送局】サンテレビ
★県政特集のテーマは「見て実感！食の安全安心」。兵庫県食
品衛生管理プログラム（県版ＨＡＣＣＰ）の認定施設等を見学す
る「ＨＡＣＣＰ学習バスツアー」の様子をリポートします。
連続企画「こだわりキラリ☆わがまちの一品」は朝来市を訪れ、
米粉を使った麺づくりのこだわりに迫ります。
「ふるさと新発見」では義士のまち・赤穂の新名物等を紹介。
'゜★゜'・:*:.。.:*:・'☆。.:*:...:*★:・'゜:*:・'゜*;・'゜★゜':*:.。
□■番組PRポスターが県立施設等に掲示されています■□
→ 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
─────────────────────────────────
マイコプラズマ肺炎が急増し、例年以上に注意が必要な冬となってい
ます。被災地では冷え込みも厳しく、特に仮設住宅にお住まいの方々は
体調を崩しやすく心配です。被災者の方々が安心して冬を乗り切れるよう、
支援の力を一層強め応援していきましょう。（YK）
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
■「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
■「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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