
▶�飲食の場では、大声での会話を控えるなど、
感染防止を特に意識して行動してください。

▶�感染防止対策を行っていない飲食店への
出入りは自粛してください。

▶�酒類を購入し、店先や路上、公園など屋外
で飲酒することは絶対にやめてください。友
人等グループによる自宅での飲み会も避�
けてください。

県民の皆さんのご協力により、新規陽性者数
は減少傾向にありますが、デルタ株（インド
株）など変異株の脅威も増しており、予断を
許さない状況が続いています。
いま一度、一人一人が「うつらない、うつさな
い」という強い自覚を持って、収束に向けた取
り組みにご協力をお願いします。

新型コロナウイルス感染症 引き続き、気を緩めずに収束に向けたご協力をお願いします

▶�会食など感染リスクの高い行動の自粛や、マスクの着用な
ど「ウイルスを家庭に持ち込まない」行動をしてください。

▶�手洗いや換気の実施、発熱者がいる場合の個室確保や
共有部分の消毒など「ウイルスを家庭内に広げない」行
動をしてください。

▶�毎日の検温や発熱症状がある場合のかかりつけ医への
相談など「ウイルスを家庭外に広げない」行動をしてくだ
さい。

※�この情報は6月15日現在のものです。緊急事態宣言の発
令状況など、最新の情報に注意してください

2・3面に新型コロナウイルス感染症に
関する情報を掲載しています

飲食時には細心の注意を新規陽性者の多くが家庭内で感染しています

7時〜20時（一部の地域を除く）

期日前投票
については2面へ

7
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人　口：544万9,952人
世帯数：241万1,758世帯
面　積：8,400.95㎢
（令和3年5月1日現在）

兵庫県広報紙 Hyogoふるさとがもっと好きになる
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優れた食肉処理技術者を
「兵庫県牛肉マイスター」に認定しています

兵庫県食肉卸事業
協同組合

神戸市神
戸・
阪
神

兵庫県食肉卸事業協同組合
　078（671）6613 　078（652）0929

店頭に牛肉が並ぶには、枝肉を各部位に切り分ける技術者の存在
が欠かせません。そんな食肉処理の技術と知識を併せ持つ人
を「兵庫県牛肉マイスター」に認定する制度が県内で3年前に

スタートし、これまでに9人のマイスターが誕生。制度の目的や
マイスターの条件などについて、兵庫県食肉卸事業協同組合の
中尾德弘理事長に伺いました。（インタビュー 県民だより編集部）

Q.マイスター制度を設けたのはなぜですか。
食肉処理の後継者を育てるためです。かつてほ
とんどの精肉店では枝肉を自らさばいて提供し
ていましたが、現在はカットされた肉を仕入れる
ことが多く、技術が継承されにくくなっていま
す。そこで、優れた技術者を顕彰し、後進の手
本となってもらおうと創設しました。
Q.マイスターの認定条件は。
牛枝肉を速く正確に脱骨・整形する技術だけで
なく、牛肉を「商品」として扱うための衛生管理
や流通に関する知識が必要です。また、兵庫が
世界に誇る但馬牛や神戸ビーフの知識などを

問う筆記試験もあるほか、自らの技術を後進に
伝える指導術を修得するための講習も受けな
ければなりません。
Q.今後の展望は。
マイスターは肉のあらゆることに応えられる、プ
ロ中のプロ。自信を持ってお客さんにおいしい
お肉を提供できます。現在、マイスターに認定
されている技術者は工場などで活躍している人
が多いのですが、専門店や卸売業などにも参加
を呼び掛け、「マイスターがいる店」といった付
加価値としても活用してもらいたいと考えてい
ます。

マイスターは、後進の技術指導者としても活躍。

７月18日㊐は兵庫県知事選挙の投票
日です。新型コロナウイルス感染症の
予防のためにも、ぜひ期日前投票を
積極的に利用してください。
また、各会場では皆さんが安心して
投票できるよう、手指用消毒液の設
置、定期的な換気・記載台の消毒など
感染予防対策を徹底します。（県選挙
管理委員会）

今月の
表紙

新型コロナワクチン接種を
加速化する取り組みが進んでいます
新型コロナワクチンは、各市町の医療機関や接種会場のほか、さまざまな会場で
接種できます。現在、高齢者を中心に接種を進めていますが、順次、対象者は拡大
されます。接種を希望する人は必ず接種できますので、ご安心ください。（県新型
コロナウイルス対策本部）

感染予防に
期日前投票の
利用を

　県選挙管理委員会事務局
　078（362）3101 　078（362）3907
兵庫県選管

選挙のめいすいくん

投票期間

７月２日㊎～17日㊏
8時30分～20時

（一部の投票所を除く）

（※1）職域接種は、企業・大学等が専用サイトから申請し、国の確認を経て実施されるものです
（※2）この電話番号にかけてもワクチン接種の予約はできません。また、番号のかけ間違いにも注意してください

区分 各市町 【県】大規模接種 【国】大規模接種 職域接種（※1）

対象

場所

接種
ワクチン

問い
合わせ

市町の
住民

兵庫県民
（神戸市除く）

全国民 実施する企業等が
指定する人

指定の医療
機関、ホール、
保健所等

企業等が確保する
接種会場

大阪府立国際会議場
（グランキューブ大阪）

ファイザー
社製 武田／モデルナ社製 武田／モデルナ社製 武田／モデルナ社製

各市町の
相談窓口

【接種会場など】

申請相談窓口（企業等
が申請に関して相談
するための窓口です）
　078（361）1790
（平日9時～17時30分）

（※2）

大阪会場相談窓口
　（0570）080770
（土曜・日曜・祝休日
含む7時～21時）

専用コールセンター
　078（360）0101
（土曜・日曜・祝休日
含む9時～18時）（※2）

西宮市立中央体育館、
アクリエひめじ

（姫路市文化コンベン
ションセンター）

二重予約はワクチンの廃棄につながります。実際
に接種する会場以外にも申し込みをした場合は、
自身で必ずキャンセルをしてください。
ワクチンは、同じ種類のワクチンを２回接種する
必要があります。１回目の接種が終了している人
は、２回目も同じ会場で接種してください。

●

●

注
意
事
項

副反応等に係る専門的な
相談に関する問い合わせ

兵庫県新型コロナワクチン専門相談窓口
　（0570）006733
　078（361）1814

（土曜・日曜・祝休日含む9時～17時30分）

03企P2-026A3
スーパーコンピュータ「富岳」の研究がいろいろなことに役立つことを期待しています。〔西上さん（川西市）〕 令和3（2021）年

7月号



【これまでに寄せられた相談】
地域包括支援センター職員を名
乗る人が訪ねてきて、｢ワクチン
接種の予約申請をするので２万
円用意するように｣と言われた
市役所の医療助成課を名乗り
「ワクチンを優先的に接種する
のでＡＴＭに行くように」との電
話があった
スマートフォンに｢ワクチン接種
の優先順位を上げる｣というメッ
セージが届いた

●

●

●

550万人の
インフォ

伝えたい！と
知りたい！をつなぐ

新型コロナワクチン接種に
関連した詐欺行為等が県内
でも発生しています。ワクチ
ン接種は無料です。接種に関
連付けて金銭を求められた
り、個人情報を聞かれたりし
ても応じないでください。少
しでも「怪しい」「おかしい」
と感じたら、専用の電話窓口
に相談を。（県消費生活課）

な く な

新型コロナワクチン詐欺
消費者ホットライン
7（0120）797188

い や や

豊岡市日高町伊府７８５
開館時間／9時～17時（入館は16時30分まで） 
休館日／水曜（祝休日の場合は翌平日）
入館料／770円（ミュージアムエリア＋どんぐりbase）など、２歳以下無料
　0796（44）1515 　0796（44）1514

展示室は、豊岡市出身で世界
初の五大陸最高峰登頂を達成
した冒険家、植村直己の偉業
をエピソードを交えて展示し、
より人柄が伝わる内容へ一新。
新設された冒険体験施設「どんぐりbase」
には世界五大峰をイメージした大型ネット
遊具をはじめ、クライミング、ツリーイングと
いった子どもたちの「やってみたい」を応援
する設備やプログラムが充実しています。

丹波市氷上町石生1155
開館時間／10時～17時　休館日／月曜（祝休日の場合は翌平日）
入館料／大人210円、小中学生100円、小学生未満無料
　0795（82）5912 　0795（82）5913

丹波市
丹
波

約30年前に開館した「市立水
分れ資料館」から名称を変え、
本州一低い中央分水界「水分
れ」や、瀬戸内海側へ流れる
加古川と日本海に注ぐ由良川をつなぐ
低地帯「氷上回廊」にまつわる森羅
万象を紹介する施設へと刷新。新し
い展示手法を導入し、地域特有の
地形や文化、自然などを立体模型
や映像、プロジェクションマッピ
ングを使って楽しく学べます。

豊岡市

但
馬

どんぐりbaseにテントを張って泊まれ
る関西初の博物館。懐中電灯を手に、
夜の冒険館を探検するプログラムも。

ワクチン接種に便乗した
消費者トラブルに注意！

リニューアルでより面白く♪
テーマ型ミュージアム
今春、内容をさらに充実させ、リニューアルオープンした
２施設を紹介します。（取材・文 県民だより編集部）

どんぐりbaseは
子どもの冒険心を
かき立てる工夫が
いっぱい。

氷上回廊に生息する
生き物の標本や
はく製がずらり。

間近に観察できます。

かるたやパズル
など遊びながら
学習できる体
験型ツールも
多数用意。

※050で始まるIP電話からはつな
　がりません
※問い合わせが多く、つながらない
　場合は消費者ホットライン188も
　併用してください

書寫山
圓教寺

姫路市

播
磨

北西の隅の力士像はどこへ行った？

当寺院は康保3（966）年に性空上人により開
山されました。上人を祭る開山堂は寛弘4（1007）

年に建てられ、一度焼失した後、寛文11（1671）年に再建された国指
定重要文化財です。軒下には、北西の隅を除いて左甚五郎作と伝わる力
士像が彫られており、最初は四隅全てにあったものの、屋根が重くて1体
だけ逃げ出したといわれています。それぞれ少しずつ表情が異なるのも
特徴です。（執事長 大樹玄承さん）

必死の形相で屋根を支
える3人の力士は、「組
織で誰かが欠けたとき
にどうあるべきかを体
現しているとも解釈で
きます」と大樹さん。

書寫山圓教寺　 姫路市書写２９６８ 　０７９（２６６）３３２７ 　０７９（２６６）４９０８
しょしゃざんえんぎょうじ

豊岡市立植村直己冒険館

丹波市立氷上回廊水分れ
フィールドミュージアム

お出掛
けの際

は

新型コ
ロナウ

イルス

感染予
防対策

に

取り組
みまし

ょう。

植村直己冒険館

氷上回廊水分れ

（土曜・日曜・祝休日含む10時～16時）

兵庫県に住んでいても知らないところがまだまだあるので、五国を知りたいと思いました。〔森さん（神戸市）〕令和3（2021）年
7月号


