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６ 県政へのご意見は「さわやか提案箱」まで
７ 編集後記
◎最近の県政の動き
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
年頭あいさつ
(1月4日、県庁西館大会議室)
→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/governor/cate2_601.html
◎知事記者会見
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
【日時】12月26日（月）15:00
【場所】記者会見室
【内容】平成24年新年の抱負
兵庫県の「国の予算編成等に対する提案」に関する措置状況の主なもの
平成24年度地方財政対策について ほか
→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/governor/cate3_603.html
─────────────────────────────────
１ 新春知事メッセージ
─────────────────────────────────
「創造と共生の舞台づくり」
平成24年新春のご挨拶を申しあげます。
９ヶ月前の東日本大震災は、全国に大きな影響を及ぼしました。被災
地は、ようやく復旧復興のスタートを切りました。17年前、阪神・淡路
大震災を経験した私たちだけに、これまで同様、これからもできる支援
を続けていきましょう。20年になるデフレ経済、円高の長期化など経済
社会にも不透明感が広がっています。また、兵庫も人口減少社会に突入
しました。しかも、高齢化、少子化、地域格差の拡大を伴っています。
今だからこそ、将来不安のない社会的枠組を再構築し、あわせて地域個
性が発揮される元気な地域づくりを進めなければなりません。21世紀兵
庫21世紀兵庫長期ビジョンが見直されました。めざす将来像は、「創造
と共生の舞台・兵庫」です。今こそビジョン、高い目標をもち、これを
めざして、ともに兵庫の未来を拓きましょう。
第1は、安全安心の基盤づくり。東海・東南海・南海地震や、頻発す
る風水害への備えに万全を期すとともに、医療、健康、福祉、食など、
安心基盤を確保します。
第2は、質の高い生活づくり。若者の自立を応援し、出会い、子育て
支援を進めます。地域づくり活動を拡げ、誰もが暮らしやすい社会をつ
くります。エネルギー供給の多様化も見据えた再生可能エネルギーの活
用など自然と調和した生活を拡大します。
第3は、新時代の経済社会づくり。緊急経済・雇用対策を講じつつ、

2012/01/06

3 / 11 ページ

先端科学技術基盤などの兵庫の強みを生かし、競争力を高め、新たな成
長産業を振興します。また、ＴＰＰ協定の議論を注視し、強い兵庫の
「農」を育てます。
第4は、地域の元気づくり。都市と農村との交流、地域再生大作戦の
さらなる展開、交流と連携を支える社会基盤の整備を進めます。国出先
機関の丸ごと移管など、正念場を迎える分権改革に、関西広域連合一丸
となって取り組みます。
これからも、自立と連帯、安心と活力、継承と創造を基本に、明日の
兵庫を築いていこうではありませんか。
『夢を持ち 夢を求める 地域こそ 我が郷土で あるであれかし』
─────────────────────────────────
２ 県政ニュース
─────────────────────────────────
(1) ｢平成23年度お米と健康のつどい｣の開催
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
県と県米穀事業協同組合では、「ごはん」を通じて健康的な食生活の
在り方や農業・農村の役割、食料問題を考え、「ごはん」を中心とした
食生活の良さを広く県民にご理解いただくために、「おいしいごはんを
食べよう県民運動」を推進しています。
この運動の一環として、ごはんの健康面での有用性や、食と農の大切さ
などについて県民にＰＲすることを目的に、「平成23年度お米と健康の
つどい」を開催します。
【日時】2月18日（土）13:00～15:15
【会場】県公館大会議室（神戸市中央区下山手通4-4-1）
【定員】先着400人（事前申し込みが必要です。）
【入場料】無料
【内容】(1)講演会：「スマート・エイジング～食と脳の働き～」
講師 東北大学加齢医学研究所教授 川島 隆太 氏
(2)表彰式
お米甲子園2011～兵庫のおいしいお米コンテスト～
第14回お弁当・おむすびコンテスト
平成24年度ごはん食推進標語
【参加申込み・問い合わせ】
住所、氏名、電話番号、参加人数を記入の上、1月31日までに、
ハガキまたはFAXで下記の宛先にお申し込み下さい。
県米穀事業協同組合お米と健康のつどい係
〒650-0011 神戸市中央区下山手通5丁目8-14-309
TEL：078-361-3318、FAX：078-361-3319
→ http://kenminundou.jugem.jp/?eid=64
(2) あいたい兵庫キャンペーン2011
清盛・源平携帯スタンプラリーの実施
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
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「清盛・源平」をテーマとして実施する「あいたい兵庫キャンペーン
2011（冬）」の一環として、兵庫県内の清盛・源平ゆかりの地等をスマ
ートフォンのアプリ「セカイカメラ」を使って巡る携帯スタンプラリー
を下記により実施します。
集めたポイントに応じて、抽選で豪華な景品があたりますので、この機会
にぜひ兵庫県を訪れてください。
【実施期間】3月11日（日）まで
【スタンプラリーコース】県内各地をめぐる全11コース
（コース例）
○神戸：一の谷合戦コース
敦盛塚 → 一の谷合戦の浜碑 → 須磨寺 → 平重衡とらわれ
の遺跡 → 有馬温泉
○但馬・城崎コース
コウノトリ郷公園 → 玄武洞 → 弁天山公園 → 城崎温泉
→ 出石神社 → 出石城跡
【景品】
(1)30ポイント獲得
神戸ふう月堂ゴーフル（30名）又は播州ハム炭火焼ロースハム（10名）
(2)100ポイント獲得
以下のいずれかの温泉ペア宿泊券（各1組）
・宝塚・武田尾温泉紅葉舘別庭あざれ
・城崎温泉お宿芹
・洲本温泉夢海游淡路島
【その他】このスタンプラリーは、スマートフォンにて参加できます。
参加方法等の詳細は下記HPでご確認下さい。
→ http://kiyomori-genpei.jp/
【問い合わせ】社団法人ひょうごツーリズム協会
TEL：078-361-7661、FAX：078-361-7662
→ http://www.hyogo-tourism.jp/aitaihyogo_2011/
(3) 平成23年度兵庫県公館県政資料館巡回展示の開催
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
県公館県政資料館では、当館から離れた地域にお住まいの方にも気軽
に収蔵資料により郷土の歴史や先人の歩みにふれていただけるよう、地
域の施設を利用し、巡回展示を行っています。平成２３年度は豊岡市立
図書館と共催で豊岡藩重臣猪子家文書のパネル展示を行います。
【期間】1月7日（土）～22日（日）
休館日：火曜日と1月9日（月・祝）
開館時間：日・月・水・木 10:00～18:00、金・土 10:00～19:00
【場所】豊岡市立図書館2階展示ホール
豊岡市京町5番28号（TEL：0796-23-6151、FAX：0796-24-1819）
【入場料】無料
【内容等】
○テーマ：豊岡ゆかりの古文書 －豊岡藩重臣猪子家文書－
○内容：江戸時代、豊岡藩の家臣が持っていた特色ある資料をパネル
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展示にして、豊岡のまちで紹介します。
【問い合わせ】県企画県民部管理局文書課
TEL：078-362-4133、FAX：078-362-3902
E-mail：bunshoka@pref.hyogo.lg.jp
→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/kk32/event/h23jyunkaitenji.html
─────────────────────────────────
３ おでかけガイド
─────────────────────────────────
(1) 1月の観光イベント情報
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
○修正会（加古川市）
旧年までの悪行を正し、その年の吉祥を祈る法要で、鬼追いが行われます。
【開催日時】1月8日（日）
【開催場所】鶴林寺
【問い合わせ】079-454-7053 （鶴林寺）
○第38回全国凧あげ祭り（姫路市）
新春の播磨路の名物イベントとして定着した「全国凧あげ祭り」は今回で
第38 回を迎えます。
規模、内容ともに全国一の催しで、全国各地の手作りの郷土凧開催日時や創
作凧が勢揃いし、大空を彩ります。
【開催日時】1月8日（日）10:30～15:00
【開催場所】姫路公園競馬場
【問い合わせ】079-287-3652（姫路市観光交流推進室）
○十日えびす大祭（西宮神社）（西宮市）
「えべっさん」の愛称で全国に広く知られている。開門神事「福男選び」
で有名です。
【開催日時】1月9日（月）、10日（火）、11日（水）
【開催場所】西宮神社
【問い合わせ】0798-33-0321（西宮神社）
○清盛茶屋（神戸市）
平清盛ゆかりの地・神戸市兵庫区にある4つの神社・寺院で「清盛茶屋」
を設けます。この茶屋では、休憩スペースやお茶の提供、清盛関連特産品
（清盛も食べたか平安の旨味シリーズ等）の販売などを行います。
【開催日時】1月14日（土）～3月31日（土）
※1月14日開設は能福寺のみ、真光寺、薬仙寺、和田神社は1月21日
から開設です。
【開催場所】能福寺、真光寺、薬仙寺、和田神社
【定休日】土日祝のみ開設（平日は休み）
【問い合わせ】080-4364-1462（ひょうごツーリズム協会）
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○日本酒を楽しむ集いin三木（要申込み）（三木市）
三木市の山田錦を使った全国の日本酒が、三木に里帰りして、皆様を
お迎えいたします。
【開催日時】1月20日（金）18:30～20:30（受付18:00～）
【開催場所】三木ホースランドパークエオの森研修センター
【料金】2,500 円（宿泊希望者は、別途3,500 円～6,400 円）
※参加費は、当日徴収いたします。
【定員】50名（予約・先着順）
【問い合わせ】0794-83-8400（三木市観光協会）
○特別展淡路夢舞台ラン展2012（淡路市）
日本最大級の温室を2000種類2万株のランで彩り、圧倒的なランの量、
素晴らしい質とデザインで、昆虫との共進化が生んだランの「美しさ」
「おもしろさ」や「巧妙さ」「香しさ」が五感で体験できるラン展です。
【開催日時】1月21日（土）～3月11日（日）10:00～18:00
【開催場所】淡路夢舞台温室「奇跡の星の植物館」
【料金】当日券：大人1200 円、シルバー・高校生600 円
【定休日】会期中は無休
【問い合わせ】0799-74-1200（淡路夢舞台温室「奇跡の星の植物館」）
○第9回丹波篠山冬の味覚「いのしし祭」（篠山市）
丹波篠山の冬の名物である『いのしし』をテーマにしたイベントで
今回で第9回を迎えます。
【開催日時】1月28日（土）10:00～15:30
【開催場所】篠山城跡周辺
【問い合わせ】079-552-0758（いのしし祭実行委員会（篠山市商工会内））
○百手の儀式（香美町）
武芸の上達を願い101本の矢を放つ平家落人の伝統儀式。集落の人々
が武士にふんし、平家の旗をもって神社まで向かい、竹で編んだ45cm
四方の的に源氏の目を書いた紙を貼り、門脇・伊賀・矢引の三家の若者
が、101本の矢を射る儀式です。
【開催日時】1月28日（土）16:00 頃
【開催場所】香美町香住区御崎
【問い合わせ】0796-36-1234（香住観光協会）
【問い合わせ】社団法人ひょうごツーリズム協会
TEL 078-361-7661、FAX 078-361-7662
→ http://www.hyogo-tourism.jp/
→
http://web.pref.hyogo.lg.jp/press/20111228_fb06a4ed098fb29149257974000854da.html
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(2) 「冬咲きチューリップ」開花のお知らせ
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
「冬咲きチューリップショー」は、花と緑あふれる環境づくりの推進
と淡路の地域振興に寄与するため、オランダにおいて特殊な処理を施し
た球根を島内施設に植えていただき、淡路島の温暖な気候を生かして真
冬に咲かせるものです。本年度は淡路ファームパーク・イングランドの
丘、ウェルネスパーク五色、観潮船基地なないろ館、うずの丘大鳴門橋
記念館、兵庫県公館で、8 品種･15,000 球のチューリップを植え付けて
います。
淡路島の気候では、1 月中旬頃から咲き始め、約1 ヶ月程度楽しむこ
とができます。寒さが厳しい季節ですが、淡路島の冬の名物となってい
ます水仙郷と合わせて、一足早い春の訪れをお楽しみください。
【見頃時期】2012年1月中旬～2月中旬
（天候により開花が前後することがあります。）
【開催場所】
○淡路ファームパーク・イングランドの丘（8 品種、約11,000 球）
・入園料：有料
・年中無休
・問い合わせ：TEL 0799-43-2626
○ウエルネスパーク五色（2品種、約600 球）
・入園料：無料（但し、一部有料施設有り）
・問い合わせ：TEL 0799-33-1600
○なないろ館（4品種、約900 球）
・入園料：無料
・年中無休
・問い合わせ：TEL 0799-52-2336
○うずの丘大鳴門橋記念館（4品種、約900 球）
・入園料：無料（但し、一部有料施設有り）
・問い合わせ：TEL 0799-52-2888
○ 兵庫県公館
・実施時期：2012年1月17 日（火）～2月中旬
・実施内容：園路修景･･･チューリップコンテナ100 基(約1,600 球)
・入館料：無料
【問い合わせ】
財団法人淡路島くにうみ協会事業課
TEL：0799-24-2001、FAX：0799-25-2521
→ http://www.kuniumi.or.jp/
→
http://web.pref.hyogo.lg.jp/press/20111228_c7907ca8daf8db4f4925797400080a0b.html
─────────────────────────────────
４ 教えて県政Q&A
─────────────────────────────────
兵庫県が重点的に取り組む事業や新しくオープンした施設などをQ&A
方式で紹介します。
◎ ひょうご安全の日のつどい
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￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
Q1 事業の概要を教えて下さい。
A1 平成17年4月1日に施行しました「ひょうご安全の日を定める条例」
に基づき、阪神・淡路大震災の経験と教訓を継承するとともに、いつ
までも忘れることなく、安全で安心な社会づくりを期する日として、
1月17日を「ひょうご安全の日」と定め、県民の皆さんにも参画いただ
き、さまざまな事業に取り組んでいます。
今年も平成24年1月17日(火)に、「ひょうご安全の日のつどい」を
神戸市中央区のHAT神戸・なぎさ公園を中心に開催します。
Q2 主な取り組みを教えてください。
A2 「伝える」「備える」をテーマに、下記のイベントを実施します。
(1) 1.17のつどい
阪神・淡路大震災の犠牲となられた方々への哀悼の誠を捧げると
とともに、安全・安心な社会づくりに向けて歩む決意について、国
内外や次世代に発信する「1.17のつどい」を開催します。
【場所】HAT神戸（人と防災未来センター慰霊のモニュメント前）
【時間】11:50～12:30
(2) 1.17ひょうごメモリアルウォーク2012
阪神・淡路大震災から復興した街並みや震災モニュメントを巡り、
防災意識を高めるとともに、東日本大震災においても明らかになっ
た交通機関の途絶を想定し、来るべき災害に備えるため、緊急時の
避難路・救援路として整備された山手幹線等を歩く「1.17ひょうご
メモリアルウォーク2012」を実施します。
【実施時間】8:00～11:45
【コース】○一般コース
・東ルート3コース（15km・10km・2km）
・西ルート3コース（15km・10km・5km）
○帰宅訓練コース
事業所、学校等の団体が、災害時の交通機関の途絶
による徒歩帰宅を想定して、それぞれの事業所や学校
からゴールのHAT神戸を目指します。
(3) 特別企画「東日本大震災“絆”の発信」
○ 震災メッセージの募集
1.17ひょうごメモリアルウォーク参加者やHAT神戸の各イベント
会場への来場者から東日本大震災被災地に向けたメッセージを募
集し、ゴールの交流ひろばで展示を行います。
○ 東日本大震災展示ブースの開設
被災地で支援活動を行ったNPO等の支援団体や関西広域連合の活
動内容を展示します。
○ 東北物品販売・観光PR
・ NPO、県内避難者グループ等による東北物産品の販売コーナー
を設置します。
・ 岩手県、宮城県、福島県の観光パンフレット等による観光PRを
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行うコーナーを設置します。
○ 東日本大震災“絆”ステージ
震災復興と絆を考えるトーク＆ライブ、ヴィッセル神戸監督・選
手による震災支援チャリティ防災クイズや川嶋あいさんによる
トーク＆ミニコンサートを実施します。
上記のほか、関係機関やNPO、ボランティアグループ等による活動展
示や炊き出し、防災体験等、県民の皆さんの防災意識の向上や交流、次
世代への教訓の伝承を図る場として、交流ひろば・ステージを設けます。
また、県民の皆さんの災害対応能力の向上を図ることを目的に、メル
モリアルウォークやつどい参加者等を対象に、体験型防災訓練等を実施
します。いずれも参加は無料です。
なお、詳細につきましては、下記までお問い合わせ下さい。
【問い合わせ】ひょうご安全の日推進県民会議事務局
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1 県復興支援課内
TEL：078-362-9984、 FAX：078-362-4459・9876
→ http://www.19950117hyogo.jp/index.htm
─────────────────────────────────
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】1月8日（日）10:00～10:30
（再放送：1月9日（月・祝）8:00～8:30）
【放送局】サンテレビ
★特集は「あいたい兵庫キャンペーン2011」。今回は清盛・源平
ゆかりの地をめぐるまち歩きや、清盛で地域を元気にしようとす
る商店街の取り組みなどを紹介します。
「こだわりキラリ☆わがまちの一品」では、丹波産の大納言あず
きと黒豆をまるごと使った和風ヨーグルトのこだわりを紹介。
「ふるさと新発見」は稲美町。しめ縄づくりを通じて、農村文化を
伝える取り組みを取材します。
'゜★゜'・:*:.。.:*:・'☆。.:*:...:*★:・'゜:*:・'゜*;・'゜★゜':*:.。
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□■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
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
2011年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
─────────────────────────────────
あけましておめでとうございます。
本年も、兵庫県メールマガジン「ひょうごさわやか通信」をご愛読い
ただきますよう、よろしくお願いいたします。
2012年が始動しました。昨年は、東日本大震災など激動の一年でしたが、
本年はその復興を着実に進めるとともに、穏やかな年でありますよう願う
ばかりです。
県政ニュースやイベント情報等を中心に、さまざまな話題をわかりやす
くお届けいたしますので、本年もどうぞよろしくお願いします。（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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