
黒井城跡（丹波市）

追跡システムについて詳しくは2面へ

「次なる波」の防止に向けた取り組みを進めましょう。
「兵庫県新型コロナ追跡システム」への登録もお願いします。

夜の繁華街の接待を伴う
飲食店などへの外出の注意

・発熱等の症状がある場合は、都道府県を   
　またぐ移動の自粛はもとより外出を控え  
　ましょう。
・夜の繁華街の接待を伴う飲食店などへ
　の出入りは特段の注意を払いましょう。
・人口密集地や感染再拡大地域との不要
　不急の往来を控えるよう努めましょう。

ひょうごスタイルの推進

・「3密」を避ける、熱中症に留意したマスクの着用など、
　日常生活の中での感染予防に取り組みましょう。
・在宅勤務や時差出勤など、感染拡大を予防する働き
　方に取り組みましょう。
・「マイ避難カード」や「ひょうご防災ネット」アプリなど
　を活用し、自然災害と感染症との「複合災害」に備え
　ましょう。

事業活動での
感染防止対策の徹底

・業種ごとの感染拡大予防ガイドライン等
　を踏まえ、感染防止対策の徹底をお願い
　します。
・兵庫県新型コロナ追跡システムへの登
　録をお願いします。

兵庫県広報紙 Hyogoふるさとがもっと好きになる
令和2（2020）年
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【主な内容】
［2─3面］ 550万人のインフォ
［4─5面］ いいとこ丸ごと！（神戸市灘区）

 ぐぐっと 髙木日向子さん
 元気コラム

［6─7面］ おでかけひょうご・情報掲示板
［ 8 面  ］ 地域版

人　口：544万8,274人
世帯数：239万7,831世帯
面　積：8,400.94㎢
（令和2年6月1日現在）



兵庫の旅は観光サイト
「HYOGO!ナビ」で！
PR動画公開中

県内市町の観光協会が指定するホテル、旅館での
宿泊費を1人1泊2,000円値引き

ひょうごのお得旅キャンペーン

得
但馬・播磨地域のスキー場周辺での合宿（その他要
件あり）について宿泊費を1人1泊2,000円値引き得

　県観光企画課
   078（362）3838
　078（362）4275

ご じ ょ う い ん

兵庫をお得に旅しよう！
Welcome to Hyogo
キャンペーン

新型コロナ
追跡システムに
登録を

県内観光産業の早期回復を目指す「Welcome 
to Hyogo キャンペーン」。宿泊費の補助など
を活用して、県内での旅行を楽しんでください。
（県観光企画課 山本伸之さん）

県内温泉地に宿
泊すると、エリア

内の宿泊施設や土産店
で使える「おみやげ購
入券」（最大2,000円）
をプレゼント

おみやげ購入券

得対象のバスツアー
に参加すると、道

の駅などでの「おみやげ
交換券」（2,000円相当）
をプレゼント

ひょうご五国
交流バスツアー

得

神社仏閣への参拝の証しである「御朱印」にちなみ、お城や城跡を訪れた記念品として
販売される「御城印」。明智光秀ゆかりの黒井城跡でも、5,000枚限定で販売を開始し
ました。光秀の「丹波攻め」の激戦地ともなっ
た城跡がある猪ノ口山の山頂からは、360度
のパノラマが広がり、条件がそろえば雲海を
見ることもできますよ。
（丹波市観光協会 北野清美さん）

今月の
表紙

黒井城跡

丹波市 県内各地で「御城印」が登場
明智光秀ゆかりの黒井城跡でも

まだまだある！ 御城印

　洲本市立淡路文化史料館
　各1枚200円 　同館
　0799（24）3331
　0799（24）3341

洲本城（洲本市）

　篠山城大書院館内ミュージアムショップ
　各1枚300円 　篠山城大書院
　079（552）4500 　079（552）5110

篠山城・八上城（丹波篠山市）

　尼崎城1階受付
　1枚300円 
　尼崎城
　06（6480）5646
　06（6480）5746

尼崎城（尼崎市）

　いずし観光センター 　各1枚300円
 　㈱出石まちづくり公社
いずしトラベルサービス
　0796（52）4960　 0796（52）5900

出石城・有子山城（豊岡市）

　かいばら観光案内所、
あおがき観光案内所、
道の駅「丹波おばあちゃんの里」など
　1枚300円 　丹波市観光協会
　0795（88）5810
　0795（88）5820

黒井城跡

　竹田城跡料金収受棟または情報館「天空の城」
　3種各1枚300円 　情報館「天空の城」
　079（674）2120　 079（674）0130

竹田城（朝来市）

兵庫 コロナ 追跡　兵庫県新型コロナ追跡システムコールセンター（平日9時～17時） 　078（362）9858

店舗・施設やイベントごとに掲示される二次元コード
を読み込み、LINEアカウントまたはメールアドレスを
登録すると、登録された店舗等で新型コロナウイル
ス感染者の利用が判明した場合などに県から注意喚
起情報が届きます。店舗等で二次元コードを見掛け

●利用の流れ

システムの
特徴

❶多くの利用者が活用できるよう、LINEアカウントとメールアドレスのどちらでも登録できます。
❷対象とする店舗・施設やイベントは限定しません。
❸原則、利用した日と店鋪・施設名を通知することで、注意喚起効果が期待できます。
❹大きな施設等は区画を分割して二次元コードを発行し、通知人数を限定します。
❺県のシステムが取得する個人情報はLINEアカウントまたはメールアドレスのみです。

登録

ウェブ上の「申請
フォーム」から登録

登録は
こちら

※LINEを活用する場合は、LINE
　公式アカウント｢兵庫県－新型コ
　ロナ対策パーソナルサポート｣に
　登録する必要があります

読み込み

訪れるたびに
二次元コードを
読み込み、登録

印刷

二次元コード入りの
掲示ちらしを印刷

掲示

レジ前や座席周辺など
利用者の目に触れ
やすい場所に掲示

注意喚起情報を受信

登録した店舗等で感染者の利用が
判明した場合、注意喚起情報を受信

事業者の皆さん 利用者の皆さん

事業者の登録、
システムの
利用方法は
こちら

❶登録方法は登録・印刷・掲示の
　3ステップのみ
❷登録料は無料
❸感染症対策取り組みのPRに

たら、ぜひ連絡先の登録をお願いします。また、事業
者の皆さんは、追跡システムに登録の上、二次元コー
ドを印刷・掲示、および、システムを利用できない人向
けに、連絡先などを記入する連絡票の備え付けに協
力をお願いします。（県広域企画室 髙﨑和則さん）

02企P2-035A3
ひょうごスタイルの取り組みや熱中症予防など、今一番の関心事でした。〔大和川さん（神戸市）〕 令和2（2020）年

8月号



クリーミーな
泡と

清酒酵母が
生むコク深さ

柑橘系ホップが
香り立つ
爽やかな
飲み口

550万人の
インフォ

伝えたい！と
知りたい！をつなぐ

トキトレーディング（株）

三田市
丸洗いできる
キーボードとマウスで
感染症予防を

Q.製品の特徴は。
表面が抗菌シリコン素材で覆われたキーボード
とマウスはいずれも防水・防塵性能を持ち、何
度でも水洗いやアルコール消毒が可能です。
Q.開発のきっかけは。
以前から、共有のパソコンを介した集団感染の
防止に何か役に立てないかと思案していました。
そこで、仕入れ先の海外の工場に相談し、防水・
防塵のキーボードやマウスが国内の医療機関な
どで需要があるのではないかと考え、日本の規
格に合うよう改良を加えて販売を開始しました。
Q.どんな所で使われていますか。
医療機関や介護施設をはじめ、粉塵や液体な
どが飛ぶ工場の作業現場、厳しい衛生管理が

求められるクリーンルームなどさまざま。キー
ボードやマウスなどの電子機器は清掃が難し
く、これまで除菌
作業は見逃され
がちでしたが、感
染症予防が重要
視される中、あら
ゆる場所で活用
していただけれ
ばと思います。

小西酒造（株）

伊丹市

産業用電子機器を中心に輸入・販売を手掛けるトキ
トレーディング㈱。平成30年に発売した抗菌シリ
コン仕様のキーボードとマウスが、注目を集めてい
ます。製品の特徴や活用方法を武弘幸子社長に聞
きました。（インタビュー 県民だより編集部）

　白雪ブルワリービレッジ長寿蔵ショップ
　072（773）0524 　072（773）1165

長寿蔵ショップ

　三田市四ツ辻710
　079（560）7333 　079（560）7334
●創業／平成14年 ●従業員／12人

トキトレーディング（株）

おうちで乾杯！
五国のビールを
飲み比べ

ビールが1年で一番おいしい季節。県内には郷土の特色を
生かした多彩な地ビールがそろっています。どれも

お取り寄せができるので、自分好みの銘柄を探すのも一興です。
（取材・文 県民だより編集部）

老舗清酒メーカーが平成7年、ビアレ
ストランのオープンを機にビールの醸
造を開始。近年は三田出身の蘭学者、
川本幸民が発明した日本初のビールを再現し
たことで話題を集め、今年はオープン25周年
の記念商品が登場（数量限定）しました。

幕末のビール
復刻版 幸民麦酒
524円

イチ
オシ!

山本屋

豊岡市

　地ビールレストランGUBIGABU
　0796（32）4545 　0796（32）2013

城崎地ビール

平成9年に城崎温泉の旅
館が醸造所を併設するレ
ストラン「GUBIGABU」
を開店したのが始まり。
松葉ガニやコウノトリな
ど名物をあしらったおしゃ
れなラベルで、お土産と
しても人気です。

雪のビール
（カニビール）
500円

ユーアールエー（株）

淡路市

　ユーアールエー（株）
　0799（74）3257 　0799（74）4974

あわぢびーる

平成10年の販売開始以来、
ラインアップの充実とともに
定番の土産物に成長した「あ
わぢびーる」。インターナショ
ナル・ビアカップで金賞に輝
いた「ピルスナー」、島内産
レモンのフレーバーを使った
「島レモン」が人気です。 あわぢびーる

ピルスナー 550円

　丹波篠山ジグザグブルワリー
　079（506）1263
　079（557）0072

丹波篠山ジグザグ
ブルワリー

丹波篠山市

かつての宿場町、福住地区にある
小さな醸造所は自家培養の酵母を
使うのがこだわり。1回に仕込む量
が200㍑と少ない分、多種多様な
商品を醸造できるのが特長です。

ペールエール
550円

明石
ブルワリー（株）

明石市

　ながさわ明石江井島酒館
　078（948）2388 　078（948）2050

ながさわ明石江井島酒館

ピルスナータイプの
「明石海岸ビール」
をはじめ、これまで3
銘柄が国際的な審査
会で入賞するなど、
味の良さは折り紙付
き。高級酒米の山田
錦を使った意欲作も
あります。

明石海岸ビール
500円

じん

かんきつ

イチ
オシ!

コクと甘みが
広がる

すっきりとした
味わい

飲みやすさに
こだわった
喉越しの良さ

甘めの
口当たりながら
コクのある
濃厚な風味

イチ
オシ!

イチ
オシ!

イチ
オシ!

詳しくは
こちら

ジグザグブルワリー

新型コロナウイルス感染症の第2波に備えた県の対策がよく分かりました。〔山本さん（明石市）〕令和2（2020）年
8月号


