
今冬に向けても、兵庫県は
万全の体制で感染拡大防止に取り組みます

兵庫県知事

○新規感染者が発生した場合、感染範囲
　を特定し、感染者の濃厚接触者や関係
　者には直ちに幅広くPCR検査を行い
　ます。感染者を早期に確認すること
　で、二次感染を防止し、封じ込めを
　行っています。

二次感染の防止
○県内の新規感染者数は、9月1日より直近１週間平均が10 
　人台で推移し、「感染警戒期」が続いています。一般医療との
　バランスも考慮し、感染警戒期に応じた適切な運用（病床数
　300床程度、うち重症対応50床程度）を行います。なお、重症
　患者は10人前後を推移しており、医療体制には十分余裕が
　あります。今後も状況を注視し、適切に対応していきます。

入院医療体制の確保
○無症状者も含め、引き続き、
　「自宅療養ゼロ」を堅持し、
　「容体急変への適切な対応」
　「家庭内感染の防止」を徹
　底していきます。

自宅療養ゼロの堅持

○インフルエンザと新型コロナウイルス感染症は初期症状が似ており、臨床症状だけでは鑑別診断することが困難です。そこで、地域の実
　情に合わせ、多くの医療機関で発熱患者を診察・検査できるよう、「発熱等診療・検査医療機関」を約250カ所整備します（詳しくは２面へ）。
○発熱等の症状が見られる際は、受診する前に必ず医療機関等へ電話で連絡し、医師の指示に従って受診するようにしてください。

インフルエンザの流行に備えた外来・検査体制の確保

新型コロナウイルス感染症

紅葉鯛
瀬戸内海の秋を
召し上がれ レシピは3面で紹介

新型コロナウイルスの感染拡大の防止のため、県民・事業者の皆さんには、マスク着用等の「ひょうごスタイル」への
取り組みや、店舗等における感染防止対策の徹底に一層のご理解、ご協力をお願いします。

県内の新型コロナウイルス感染症の新規感染者数は、９月1日から現在まで、直近１週間平均が
10人台で推移しているものの、今後、季節性インフルエンザとの同時流行も懸念されています。

そのため、県では今冬に備えて、引き続き、万全の医療・検査体制に努めます。

兵庫県の取り組みと県民の皆さんへのお願い

※この情報は10月14日現在の情報です。最新情報は県ホームページをご確認ください

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！（朝来市）

 みんなでふる活（南あわじ市）
 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：544万2,199人
世帯数：240万177世帯
面　積：8,400.94㎢
（令和2年9月1日現在）11Nov. 月号月号



550万人の
インフォ

伝えたい！と
知りたい！をつなぐ

津波一斉避難訓練で地震に備えよう
11月5日の「津波防災の日」に合わせて、今年も津波一斉避難訓練を実施します。
南海トラフ地震に加え、今回から日本海沿岸地域地震の発生も想定しています。
訓練を通して防災意識を高めましょう。（県災害対策課）

　県災害対策課    078（362）9810　 078（362）9911

●気象警報や土砂災害警戒情報など
●避難所関連情報
●県・市町からの緊急情報やお知らせ

当日10時ごろ、国が配信するJアラートに連動して緊急
速報メールがアラーム音とともに携帯電話、スマート
フォンに届きます。この機会にぜひ、地域や職場で身の
安全を守る訓練や家族等との安否確認方法をあらかじ
め決め、試行することなど取り組んでください。

訓練内容

①南海トラフ地震津波浸水想定区域
神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、明石市、加古川市、
高砂市、播磨町、姫路市、相生市、たつの市、赤穂市、
洲本市、淡路市、南あわじ市
②日本海沿岸地域地震津波浸水想定区域
豊岡市、香美町、新温泉町

対象地域

①南海トラフ地震（最大震度７）
最高津波水位8.1㍍（南あわじ市に最短44分で到達）
②日本海沿岸地域地震（最大震度６強）
最高津波水位5.3㍍（豊岡市に最短10分で到達）

想定災害

スマートフォンアプリ
「ひょうご防災ネット」の

ダウンロードを

配信情報

出石焼は、江戸時代後期、但馬国出石郡細見村で土焼き窯
が開かれたのが始まりと伝わります。天保年間には出石藩の
窯業奨励政策により窯場が相次いで創業。その後、多くは閉
業しましたが、現在も複数の窯元で
技術が受け継がれています。収蔵
品をはじめ、各地の博物館や美
術館の作品、図案などの絵画
資料を通して出石焼の魅力
を感じてください。
（学芸員 仁尾一人さん）

「白磁籠目菊花貼付壺」明治30年代
（1897～1906）兵庫陶芸美術館
（田中寛コレクション）

兵庫陶芸美術館

丹波篠山市

兵庫陶芸美術館

　一般1,000円、大学生800円、
高校生以下無料、70歳以上半額、障害者は割引

〈開館15周年記念特別展〉
「出石焼－但馬の小京都で生まれた
珠玉のやきものー」
11月29日㊐まで

兵庫陶芸美術館
　丹波篠山市今田町上立杭４
　０７９（５９７）３９６1　 ０７9（５９７）３９６７兵庫　防災訓練

白磁を中心とした
出石焼の魅力を
伝えます

11月5日㊍10時～日時

ダウンロードは
こちら

Eメールやホームページを使っ
て災害情報を発信する「ひょう
ご防災ネット」の
スマートフォンア
プリを配信中。ぜ
ひダウンロードし
て防災に役立て
ましょう。

今冬の新型コロナウイルス感染症の
外来・検査体制について
今後インフルエンザが流行すると、発熱した患者が急増することが考えられる
ため、保健所を介さずに地域の医療機関で診察、新型コロナウイルス感染症の
検査ができる体制を10月中をめどに整備します。

発熱などがあれば、地域の医療機関に電話で相談を
これまで新型コロナウイルス感染症の検査は、原則として保健所にある「帰国
者・接触者相談センター」に電話で相談し、感染の疑いがあると判断されると検
査可能な医療機関などを紹介されることになっていました。新体制ではまず、
地域の医療機関（かかりつけ医）に電話で相談。そこが感染防止に必要な設備
などを備えた県が指定する医療機関であれば、診察を受け、新型コロナウイ

ルス感染症の疑いがあると診断された場合、検査を受ける
ことができます。かかりつけ医など相談先がない場合は、10
月中に「帰国者・接触者相談センター」の名称を変更して保
健所に設置予定の「発熱等受診・相談センター」や、「新型コ
ロナ健康相談コールセンター」に連絡してください。

新型コロナウイルス感染症の感染への懸念から、持病や不調
がある人も受診を控える傾向が見られます。過度な受診控えは、
病状悪化のリスクを高めるため、まずは、かかりつけ医に相談
しましょう。

新型コロナウイルス
感染症に

関する相談窓口 

適切な医療機関の受診について

※この情報は10月14日現在の情報です。
　詳細は随時、県ホームページで
　更新します

相談・受診の流れ

電話相談

発熱等診療・検査医療機関（診療・検査）診療・検査

発熱等

かかりつけ医等地域の
身近な医療機関

診療・検査が
可能な場合

診療・検査
できない場合

相談した医療機関から
案内を受けて受診

緊急の場合や
相談先に迷う場合

発熱等受診・
相談センター等

案内を受けて受診

自分もいつ感染するか分からないので、助け合いの精神で生活しようと思います。〔砂原さん（明石市）〕 令和2（2020）年
11月号

02企P2-061A3



播州清水寺

加東市

テスコムデジタル
ソリューション（株）

神戸市

検温・消毒の新習慣に
対応した電子看板です

Q.開発のきっかけは。
壁面広告や店頭の看板、施設内の案内板など
に使われる電子看板の販売や、表示画面を遠隔
で切り替えるシステムの開発などが当社の主な
事業です。新型コロナウイルス感染症の流行に
よって生活様式が変化する中、培ってきた技術
やサービスを用いて社会の役に立てないかと、
人が集まる施設等で習慣化した検温と手指の
消毒の機能を電子看板に搭載することを考案。
今年3月から開発に着手しました。
Q.どんな機能があるのですか。
自立式の「カインドⅠ」は、前に人が立つとカメ
ラとセンサーで顔を認識して瞬時に体温を測
定。温度を画面に表示し、読み上げます。また、

画面下部に手を差し入
れると消毒液が噴射さ
れる仕組みです。小型
の「カインドⅡ」は体
温測定機能を持つと
同時にセキュリティー
面を強化。マスクの上

からでも顔を見分け、未登録の人や高熱の人を
感知すると、ゲートを遮断します。
Q.活用場所は。
「カインドⅠ」は大阪の大型商業施設の従業
員入り口、「カインドⅡ」は神戸の会員制シェ
アオフィスや介護施設などで使われ始めてい
ます。「カインド」という商品名には「人に優し
い（kind）」という意味を込めました。受付対応
者による検温・消毒の手間を省き、感染予防に
貢献できればと思っています。

電子看板（デジタルサイネージ）のシステ
ム開発・販売を手掛けるテスコムデジタル
ソリューション㈱が、自動検温や消毒液噴
射の機能を備えた電子看板を8月に発売。

制作部メディアディレクターの春木康伸さん
とシステムエンジニアの浅野聡さんに、開
発の経緯や製品の特長などを聞きました。
（インタビュー 県民だより編集部）

魚をさばいたり調理したりする機会が減っている昨今。「魚食文化を守りたい」
と平成21年、兵庫県漁業協同組合連合会が結成したのがSEAT-CLUBです。
地元の旬の魚を使った料理教室や小中学生への食育を目的とし
た出前教室を通じ、魚食の普及に取り組んでいます。
料理教室は、兵庫県水産会館で毎月10回ほど開かれており、
魚のさばき方から本格的な調理法まで学べます。「今後はオ
ンラインでの実施も予定しています。地元の魚をもっと多く
の人に食べていただけたら」と話す指導部の大山紗和さ
ん。工夫を凝らし、兵庫の魚の魅力を伝えます。
（取材・文 県民だより編集部）

　神戸市西区池上4-13-9
　078（965）6530 　078（995）9279
●創業／令和元年 ●従業員／8人

テスコムデジタルソリューション（株）

　兵庫県漁業協同組合連合会    078（917）4137　 078（917）3811 シートクラブ

開発に関わった春木さん（左）と浅野さん。

消毒液は霧状、ジェル状、
泡状に対応しています。

詳しくは
こちら

ユニークな武神や
弁慶ゆかりの碁盤を
見に来てください

当寺は今から1800年ほど
前、景行天皇の時代にインド
の僧、法道仙人によって開か
れました。薬師堂には、顔は
動物、体は人間という変わっ
た風貌の十二神将が並んで
います。作者は彫刻家の籔
内佐斗司さん。その作品の
眼力に感動し、直々に制作を
お願いしました。
また、伝承品の一つに黒石

がめり込んだ碁盤があります。武蔵坊弁慶が播州清水寺を訪
れ当時の住職と碁を打った際、負けた悔しさから碁石をねじ
込んだと伝えられています。いずれも「こんな所にこんなもの
が」と驚かれることでしょう。（住職 清水谷善英さん）

兵庫県漁業協同組合連合会
SEAT-CLUB

明石市 料理教室などを通して
兵庫の魚の魅力を発信

今月の
表紙

播州清水寺
　加東市平木1194
　0795（45）0025
　0795（45）0322

顔が丑（牛）の招杜羅（しょうとら）大将。

碁石のめり込み具合から
弁慶の怪力がうかがえます。

大山さん

講師の実演後、各自魚をさばくところから始めます。

紅葉鯛のオーブン焼き 【作り方】
❶紅葉鯛は3枚におろして切り身にし、中骨を取り除く。
❷❶に塩とこしょうを振って5分置き、キッチンペー 
　パーで水気をふき取る。
❸Aを混ぜ合わせる。
❹アルミホイルに薄くスライスしたタマネギを敷いて❸
　を少量掛け、❷をのせ、周りに輪切りにしたミニトマ
　トを飾り、上にスライスしたレモンをのせる。
❺アルミホイルを器の形に整え、❸の残りを掛ける。
❻180度のオーブンで約7分焼く。
❼皿に盛り付け、イタリアンパセリを添える。

紅葉鯛（1切れ）、塩・こしょう（少々）、
タマネギ1/4個、ミニトマト2個
レモン（スライス）2枚、イタリアンパセリ少量
［A］オリーブオイル（小さじ2）、
白ワイン（小さじ1）、レモン汁（小さじ1）、
塩・こしょう（少々）
※他にも魚介を使ったレシピを、レシピ
　サイト「cookpad」で公開しています

紅葉鯛とは

明石海峡の速い潮流にもまれ、身が
引き締まった明石鯛。春先から初夏
に水揚げされる「桜鯛」に対し、秋の
ものは「紅葉鯛」と呼ばれ、春よりも
脂が乗って赤味が増します。

「カインドⅠ」での
検温の様子。通常時
には企業広告やPR
映像、正しい手の洗
い方などさまざまな
情報を表示。

天井画や多彩な芸術作品を楽しみに県内の社寺へ出掛けたいです。〔畑中さん（伊丹市）〕令和2（2020）年
11月号


