
外出自粛の緩和および休業要請を解除しますが、誰もが安心して暮らせる日常
を取り戻すため、引き続き、ご協力をお願いします。

感染拡大予防と社会経済活動の再開を両立させていくため、新しい生活様式を実践してい
く必要があります。

兵庫県知事

県民の皆さんのご協力に感謝申し上げます。
感染拡大を予防する「ひょうごスタイル」に共に取り組みましょう。

① 自粛等の見直し基準、再要請基準5月25日をもって全国的な新型コロナウイ
ルス感染症対策の緊急事態措置はなくなり
ました。
本県でも感染拡大を抑えることができてい

ます。これまでの県民、事業者の皆さんのご
協力とご尽力に心から感謝します。
しかしながら、これで新型コロナウイルス感
染症対策が終わるものではありません。第2
波にも備えていかなければなりません。今後
の感染拡大予防と社会経済活動の再開を
基本として、①外出自粛の緩和および休業
要請を解除し、②兵庫の新たな生活様式
「ひょうごスタイル」を推進します。
県民、事業者の皆さんには、引き続き、感
染防止にご協力をお願いします。

② 「ひょうごスタイル」取り組みのお願い 県民の皆さんへ

▶�不要不急の外出の自粛に努めてく
ださい。�特に6月18日までは、首都
圏、北海道、人口密集地との不要
不急の移動を控えてください。
▶�「3密」を避けるなど感染拡大を予
防する「ひょうごスタイル」を基本
に、日常生活の中での感染予防
に取り組んでください。

事業者の皆さんへ  

▶�事業活動の再開等に当たっては、
業種ごとの感染拡大予防ガイドラ
イン等を踏まえ、感染防止対策を
徹底してください。�
▶�イベントの開催に当たっては、参加
人数の制限など適切な感染防止
対策の徹底をお願いします。�

▶�在宅勤務、時差出勤、職場での
「3密」の防止など、「ひょうごスタ
イル」を基本に、感染拡大を予
防する「働き方」に取り組んでく
ださい。�

1 ウイルスとの共存を意識した生活習慣

▶「3密」の回避
▶�身体的距離の確保（できるだけ2㍍、最低1㍍）
▶�マスクの着用
▶手洗い・手指消毒
▶体温測定・健康チェック

2 各場面別の行動スタイル

○買い物
▶通販、電子決済の利用
▶展示品への接触は控える
▶�レジに並ぶときは、前後にスペース
▶�計画を立て、一人または少人数ですいた時
間に素早く済ます

○公共交通機関の利用
▶会話は控えめに
▶混んでいる時間帯を避ける
▶徒歩や自転車も併用
○食事
▶持ち帰りや出前も利用
▶グラスの回し飲みは避ける
▶対面ではなく、横並びで座る
▶会話は控えめに

▶大皿は避け、料理は個々に
○娯楽・スポーツ等
▶公園はすいた時間、場所を選ぶ
▶筋トレやヨガは自宅で動画を活用
▶ジョギングは少人数で　　
▶すれ違うときは距離を取る
▶予約制を利用
▶�歌や応援は、十分な距離を確保するかオンラ
インで

重症病床の
空床数

新規陽性者数
（1週間平均）

5人以下

再要請基準自粛等の見直し基準

10人以上40床以上
新規陽性者数
（1週間平均）

日常生活（ライフスタイル）

▶�在宅勤務、ローテーション勤務、時差出勤を
推進
▶会議はオンラインで
▶職場での「3密」を防止
▶対面での打ち合わせは換気とマスクを
▶発熱など体調不良の従業員の出勤を停止

▶�県が策定した「新型コロナウイルス感染症
に対応した避難所運営ガイドライン」に基づ
く市町の避難所運営
▶�避難判断に当たっては、「マイ避難カード」や
「ひょうご防災ネット」アプリを活用

働き方（ワークスタイル）

自然災害と感染症との「複合災害」への
備え（災害文化）

6
令和2（2020）年

人　口：544万6,223人
世帯数：238万9,688世帯
面　積：8,400.94㎢
（令和2年4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

Jun.

月号

【主な内容】

神
戸
版

［1─3面］新型コロナウイルス感染症に関する情報
［4─5面］令和元年度「五つ星ひょうご」選定品

おうちで食べよう！ひょうごの旬菜
［6─7面］インターネットミュージアムを楽しもう

情報掲示板
［ 8 面 ］地域版

kh2006_1_012　2020/06/02�-�09:54



●�患者の行動調査による感染経路と濃厚接触者の特定、濃厚接触者の14日
間の健康観察などにより、集団感染（クラスター）の解消と、第2次感染の封
じ込めに取り組みました。
●�患者の重症度によって入院先を振り分ける「新型コロナウイルス入院コー
ディネートセンター（CCC-hyogo）」を3月19日にいち早く設置し、患者の症
状に応じた適切な医療の提供に向けて円滑な入院調整を行いました。

●�感染者の増加に対して、必要なPCR検査を迅速に実施し、十分な入院病床
などを確保したことで、入院できずに自宅療養となる感染者をゼロに抑えるな
ど、感染ピークを乗り越えることができました。
●�4月7日に緊急事態宣言が発出され、一刻も早く事態を収束させるため、県民
の皆さんには4月15日から休業等の要請を行い、関西広域連合や全国知事
会などを通じて、近隣府県とも連携し、往来自粛の呼び掛けなどを行いました。

これまでの感染症対策

県内の発生推移
この情報は6月1日現在のものです

自粛等の見直し基準 5月25日 5月26日 5月27日 5月28日 5月29日 5月30日 5月31日
新規陽性者数※ 5人以下 0 0 0 0 0 0 0
重症病床の空床数 40床以上 61 65 66 66 66 66 66
達成状況 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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陽性者数の推移

陽性者数 1週間移動平均数（過去1週間の1日当たり陽性者数）

検査可能検体数
検査数（実績） 入院者（療養含む）計

重症病床数

中軽症病床数

軽症宿泊療養室数

神戸 阪神南 阪神北 東播磨 北播磨 中播磨 西播磨 但馬 丹波 淡路 合計

279 137 158 62 10 42 0 0 1 10 699
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（4/13、4/15）

介護施設等での感染拡大 年度末の飲食機会増、
家族間の感染増

感染拡大の抑制海外帰国者等の
感染増

3月1日に県内初
の感染者を確認し
ました。当初は介
護施設、医療機関
などで集団感染
（クラスター）が発
生しました。

年度末の飲食機会の増加に
よる感染、家族間の感染増
加などにより、4月11日に1日
当たりの感染者数が県内最
多となる42人に（1週間移動
平均による県内ピークは4月
13日、4月15日の25.0）。

5月以降、新規感染
者数は減少し、6月�
1日現在、感染拡大
を抑制できている状
況です。

自粛等の見直し基準の達成状況

※1週間平均

感染発生数に対応できるよう入院病床数などを順次拡大これまでの最大検査数にも十分に対応できる検査体制を確保し、検査待ちを解消

一人一人が自分の行動に責任を持つことが大切だと思いました。〔竹中さん（新温泉町）〕読者の声 2令和2（2020）年
6月号 Hyogo

02企P2-022A3
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今後の感染症対策
この情報は6月1日現在のものです

※�神戸市内の医療従事者の皆さんへの支援は、「こうべ医療者応援ファンド」への参
画をお願いします

金融機関名 口座番号
三井住友銀行�兵庫県庁出張所 普通3292123
みなと銀行�本店営業部 普通1979831
但馬銀行�神戸支店 普通9861288
兵庫県信用農業協同組合連合会�本店 普通0017207
ゆうちょ銀行 00940-8-197420
なぎさ信用漁業協同組合連合会本店 普通1240885

寄付金の振込窓口
（名義は「ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金」）支援金の使途

5月25日をもって全国の緊急事態宣言は解除されましたが、依然として予断を許さな
い状況です。感染の第2波など感染拡大を見据え、万全の医療・検査体制の構築を進
めていきます。

▶�一般医療とのバランスも考慮し、特に重症患者の医療に支障が生じないよう留意しながら
見直し
▶�感染者の動向等を注視し、次フェーズの初期段階にも対応できる体制を構築

3　医療用マスク・防護服等の確保

▶�医療機関においておおむね3カ月分の使用量を確保する
とともに、第2波に備え、さらに約6カ月分の使用量相当
を医療機関に代わって県で保管

感染小康期 感染警戒期 感染増加期 感染拡大期

新規感染者数
（1週間平均） １０人未満 １０人以上

（再要請基準） ２０人以上 ３０人以上

考え方

15人/日の新規患者数発
生に対応
※�必要病床数：156.9�
（うち重症：33.6）�
必要室数�：82.5

20人/日の新規患者数
発生に対応
※�必要病床数：209.2�
（うち重症：44.8）�
必要室数�：110.2

30人/日の新規患者数
発生に対応
※�必要病床数：313.8�
（うち重症：67.2）�
必要室数�：165.0

40人/日の新規患者
数の発生に対応
※�必要病床数：418.4�
（うち重症：89.6）�
必要室数�：220.0

病床数
（空床補償対象）

２００床程度
うち重症４０床程度

３００床程度
うち重症５０床程度

４００床程度
うち重症７０床程度

５００床以上
うち重症９０床以上

宿泊療養室数 ２００室程度
（２施設）

２００室程度
（２施設）

３００室程度
（３施設）

５００室程度
（４施設）

2　外来・検査体制の強化
▶�関係市町・医師会等と協力し、各地域で診療と検査に
対応した「地域外来・検査センター」を設置
▶�PCR検査可能検体数を404件→1,000件に拡充
▶�PCR検査試薬の備蓄を推進し、順次1万5,000件分を
購入

区分 現状 拡充
衛生研究所等 280 500

民間検査機関 80 360

医療機関（自施設実施分） 44 140

合計 404 1,000

ＰＣＲ検査体制

6月1日から外出自粛を緩和し、休業要請を解除しました

6月1日

「3密」の回避、身体的距離の確
保、マスクの着用など

6月18日までは県内観光を中心

▶�｢ひょうごスタイル」の推
進
▶�在宅勤務やテレビ会議、
ローテーション勤務、時差
出勤などの推進
▶�職場での「3密」の回避

通勤

▶�感染症防止対策の徹底を前提に、
全ての施設の休業要請を解除
▶�集団感染（クラスター）が発生した
場合、施設の使用制限を含めて必
要な協力等を要請

休業要請

開催の目安
○屋内：100人以下かつ定員の半分以下
○屋外：200人以下かつ人との距離を十分に確保

▶�全国的かつ大規模な催し物は中止また
は延期
▶�開催に当たっては、適切な感染防止対
策を実施

イベント

▶�不要不急の外出の自粛に努める
▶�首都圏、北海道、人口密集地と
の不要不急の移動の自粛
▶�｢ひょうごスタイル」の推進

外出自粛

業種ごとの感染拡
大予防ガイドライン
の実践など

6月18日

1　フェーズに応じた医療体制の構築

ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金に協力をお願いします

認可外保育施設の利
用補助。子ども、親に会
えない精神的負担を減
らすカウンセリングなど。

入手困難な医療資材を調達
するほか、食事時間が取れな
い人のためのケータリング手
配など。

ホテル住まいで勤務を継
続いただく。その際の衣
服クリーニング、タクシー
移動など。

心と体のケア宿泊施設等の活用医療資材、飲食の確保

詳細は県ホームページを確認してください

相談窓口や相談センターがまとめられていて、いざというときに役立ちます。〔原さん（神戸市）〕読者の声3 令和2（2020）年
6月号Hyogo
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県と県物産協会では、ひょうご五国（摂津、播磨、但馬、丹波、淡路）の「地域らしさ」と「新しさ」を兼ね
備えた商品を「五つ星ひょうご」ブランドとして選び、全国に発信しています。令和元年度の選定品は創
意工夫を凝らした68品に決まりました。県物産協会のホームページを経由して手軽にお取り寄せできます。

ex'fromage KOBE 濃密レアチーズケーキ
チーズプロフェッショナルが考案。クリームチーズをぜいた
くに使用し、濃厚できめ細かな味わいを実現しました。ワイ
ンにもよく合います。1,296円（4個入り）。〔製造・販売／六甲
バター㈱〕

初夏香るさわやか鳴門オレンジのコンフィチュール
淡路島特産のなるとオレンジの甘味を凝縮したマーマレー
ド。国際的品評会「ダルメイン世界マーマレードアワード＆
フェスティバル日本大会」で金賞を受賞しました。1,296円

（135㌘）。〔製造・販売／星の果実園〕

県物産協会のホームページに商品説明を掲載。購入する
場合はワンクリックで製造・販売元のホームページにアクセ
スします。また、一部商品はYahoo！ネットシ
ョッピングや※ひょうごふるさと館（神戸阪急
新館5階）でも購入できます。

朝倉さんしょソーセージセット
養父市特産の朝倉山

さんしょ

椒を使ったスモークウインナー、
ノンスモークウインナー、ソーセージの3種セット。ぴりり
とした刺激とフルーティーな香りが特長です。1,080円

（各110㌘〜120㌘）。〔製造・販売／㈱但馬の郷〕

令和元年度 「五つ星ひょうご」 選定品

郷土色豊かな逸品が
お取り寄せできます

淡　路

摂　津
神戸・阪神

播州織布スリッパ
素足でも靴下でも布製特有の優し
い履き心地を楽しめ、表面の凹凸
が足裏を心地よく刺激します。手
作りの一点物で色、柄とも同じ物
はありません。1組3,850円。〔製
造・販売／㈱斎藤商店〕

大納言あずきヨーグルト
丹波大納言小豆がごろごろと入っ
たヨーグルト。皮まで軟らかく煮た
小豆は甘味たっぷりで、ヨーグルト
の酸味と絶妙のバランスです。オ
ープン価格（1個90㌘）。〔製造・販
売／丹波乳業㈱〕

丹　波播　磨

但　馬

その他の選定品

播州百日鶏のパテ
神戸須磨海苔 KOCONORI
箱入）新鮮ちりめん
いつでもパリッ お弁当に「味付け須磨
のり」
肉珍味・三田米ギフトセットTK-4A
震災から学んだ災害用備蓄食セット
芦屋チーズケーキAmore
ベルサイユのばら紅茶〜5人と語らうカ
フェ ド ベルサイユ〜
KOBE WAKU SAUCE
但馬さつまいもバター
生姜醤油
こめ糀
丹波黒大豆味噌
SUISOAP（オレンジカレンデュラ石鹸）
神戸美人ぬか 米ぬか和スイーツバーム
高嶺のサンダル〜足を育てる草履サン
ダル〜

摂津（神戸・阪神）

食品

菓子
飲料

調味料

民工芸品

ほたるいか缶詰
極上 甘えび丼
するめ麹漬け
素干しほたるいか
浜坂漁港セコガニ甲羅盛り
海煎極みセット
純米吟醸 但馬ほまれ
コウノトリ育むお米の生こうじ
3種の山椒醤油
天然醸造 麹の魚醤5本セット

但　　　　馬

食品

菓子

飲料

調味料

焼肉のたれ 兵庫自慢主原料にこだわ
った旨味
太陽が育てたとうもろこしのドレッシング
竜山石 消臭袋
IDATEN®テーピングソックス
マガザン・ドゥ・キュイール オリジナル 天然
シルク×牛本革コラボバッグ「アイシル」
腰用クッション『CuCuクィーン・ファ
ーニ』

調味料

民工芸品

播　　　　磨

明石蛸のたこしゃぶ
つけだし汁付きあかし玉子焼の粉セット
ふり海苔

「播州百日どり」缶詰3点セット
八鹿豚の旨塩焼き豚
酒粕おつまみcookie
米粉ジンジャーケーキ
神鷹 純米吟醸山田錦中取り
トマトジュース
おてがる もち麦茶20P（マイボトル用）
純粋はちみつ
手柄山 極醸本みりん
唐辛子入りゆずみそ

食品

菓子

飲料

調味料

あるいとう超軽量牛革レースアップモカ
シン
婦人カジュアルシューズ（プラット製法）
紳士靴
くしだんご

民工芸品 民工芸品 パティーヌ トートバック

淡路島玉ねぎ100％のオニオンソ
テー あめ色炒め玉ねぎ
淡路牛のっけごはん
金のたまねぎポタージュ
淡路島玉ねぎカレー中辛
淡路島産「月の鱧」佃煮
藻塩ひじき
淡路島藻塩レモンスカッシュ
淡路島の藻塩（茶）PREMIUM卓
上用

淡　　　　路

食品

飲料

調味料

鹿ジャーキー
丹波黒煮豆
やわらかしぼり豆
フットグルーマーグラン

丹　　　　波

工業製品

菓子

食品

選定品の詳細と購入は…

抽選で5人にプレゼント
詳細は6面のクイズへ

五つ星ひょうご
県物産協会五つ星ひょうご事務局
078（362）3858 078（382）1206

こまめに手を洗い、コロナウイルスの感染予防に努めます。〔池亀さん（尼崎市）〕読者の声 4令和2（2020）年
6月号 Hyogo

kh2006_4_005　修正日　2020年6月2日 午前10時57分

自宅で過ごす時間を
おいしく彩る、
県産野菜を使った
レシピです。

キャベツ
1年を通して出荷できるよう、淡路島
や神戸市西区、東播磨地域、但馬
地域などで季節ごとに品種を変えて
栽培されています。高原地帯で育つ
「神鍋高原キャベツ」は6月に収穫・
出荷のピークを迎えます。

cabbage スイートコーン
神戸市西区や丹波市、東播磨地域で
栽培。明石市と稲美町では糖度の高
い「スイートモーニング」のブランド化を図
っています。収穫後は時間の経過ととも
に糖度が下がるため、早朝に収穫し、
速やかに消費者に届けられます。

sweet
corn チンゲンサイ

神戸市西区や佐用町、東播磨地域
で栽培され、通年出荷されています。
昭和50年代にいち早く中国野菜の
産地化に取り組んだ神戸市西区で
は、農薬や化学肥料を減らし、堆肥
などの有機質肥料を使用しています。

bok 
choy 県内各地域の特色を生かした野菜作りや、野

菜を使ったレシピなどを紹介する冊子「ひょう
ごの野菜」をホームページで公開しています。

県農産園芸課
078（362）3445
078（362）4092
ひょうごの野菜

【材料（2枚分）】
●スイートコーン…1/2本 
●ホットケーキミックス…200g
●牛乳…100ml
●卵…1個
●バター…20g

【作り方】
❶スイートコーンを
ゆで、粒を軸から外し
冷ましておく。❷ホッ
トケーキ生地を作り、
①の半分を混ぜる。
❸フライパンにバター
を溶かし、②を1枚分
流し入れる。❹片面
を焼きながら残りの
スイートコーンの半
分を生地の表面に置
き、焼き目が付いたら
裏返して両面を焼く。

キャベツのミートグラタン

チンゲンサイの牛肉ネギダレかけ

スイートコーンのバターパンケーキ
【材料（2人分）】
●キャベツ…200g
●ミートソース…200㏄
●溶けるチーズ…50g
● サラダ油または 

オリーブオイル…適量
●粉チーズ…適量
●バター…適量
●塩、こしょう…適量

【材料（4人分）】
●チンゲンサイ…中4束
●牛薄切り肉…100g
●白ネギ…細3本
●酒…適量
●塩…適量
●ごま油…適量
●水…200ml
　 ●酒…大さじ2
　 ●しょうゆ…大さじ1

🅐🅐●オイスターソース…大さじ1
　 ●砂糖…小さじ1
　 ●コチュジャン…小さじ1
　 ●にんにくすりおろし…適量

【作り方】
❶フライパンにサラダ油またはオリーブオイルを引き、ざく切りにしたキャベツを
硬さが残る程度に炒める。❷耐熱のグラタン皿の内側に満遍なくバターを塗り、
①とミートソースを入れ、塩、こしょうをして、溶けるチーズと粉チーズを掛ける。
❸180度～200度に温めたオーブンで、チーズが溶けてこんがりと色づくまで焼く。

【作り方】
❶チンゲンサイは3㌢～4㌢に、牛肉は
細かく切り、白ネギは小口切りにする。
❷フライパンにごま油を引き、チンゲン
サイを軸、葉の順に入れてさっと炒め、
酒、塩、水を入れて沸騰させ、下ゆでする。
❸②をざるに上げてしっかりと水気を切
り、器に盛る。❹ボウルに🅐🅐を合わせる。
❺フライパンにごま油を引いて牛肉を炒
め、白ネギを加えてさらに炒める。❻④
を加えて炒め、水分がほぼなくなったら
③の上に盛り付ける。

おうちで食べよう！ひょうごの旬菜
H y o g o  V e g e t a b l e s !

令和2（2020）年
6月号Hyogo5 読者の声 自宅で退屈せず楽しめるコンテンツの紹介が良かったです。〔山口さん（明石市）〕



歴史博物館ネットミュージアム
ひょうご歴史ステーションネットミュージアム 兵庫文学館

ひょうご発信 サンテレビ
過去の放送動画はこちらから

明治時代の兵庫県、有馬－高槻断層帯。川
西市では日本初の天然炭酸水「平野水」を
発見、後に地元の清和源氏伝説から「三ツ
矢サイダー」と命名。有馬温泉では蘭学者、
緒方洪庵の息子が病院食に炭酸せんべいを
開発。宝塚市では発見したウィルキンソン
が、感激のあまり宝塚を勝手に「タンサニ
ア」と改名（浸透せず）。一帯が沸（湧）き立
つ様子が目に浮かびます…炭酸だけにね！

【神戸・阪神編】

炭酸の聖地 画・もぐら

兵庫県　さわやか提案箱

U5H

あなたの「あるある」投稿してく
ださい。

解 説

ひょうご五国の「地域らしさ」と「新しさ」を兼ね備えた商品を選定し「○つ星ひょう
ご」として発信。○の中に入る言葉をA～Cの中から選んでください。（ヒントは４面）
🅐🅐三　 🅑🅑四　 🅒🅒五

今
月
の
プ
レ
ゼ
ン
ト

❷ 初夏香るさわやか鳴門オレンジの
コンフィチュール（2個）…5人

❶  シューズキーパー（2組）…3人
神戸市の障害福祉事務所「野いちごの会」で
作られた、ラベンダーやセージが入った香り豊
かなシューズキーパー。靴の形崩れを防ぐだ
けでなく、防虫・防臭効果もある優れもので
す。1組463円。※色、柄は選べません

NPO法人兵庫セルプセンター
078（414）7311
078（414）7312 ※当選発表は発送をもって代えさせていただきます。また、感想は紙

面下の「読者の声」コーナーで紹介させていただく場合があります。
ご提供いただく個人情報は今後の紙面作りの参考にさせていただく
ほか、プレゼントの送付とそれに係る業務に利用します（ は兵庫
セルプセンター、 は星の果実園から直接発送します）

プ
レ
ゼ
ン
ト
の
応
募
先
は
こ
ち
ら

クイズの答え、希望するプレゼ
ント（番号と名前）、住所、氏名、
電話番号、今月号の感想を6月
24日㊌（消印有効）までに 〒
650-8567（住所不要） 078

（362）3903 dayori@
koho.pref.hyogo.lg.jpで県
広報戦略課「県民だよりプレゼ
ントクイズ」係へ。

こちらからも
プレゼントに
応募できます

県の取り組みや地域のホットな話題、地域で輝いている人を紹介！
兵庫県の番組ならではのディープな話題が盛りだくさんの30分！

新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、子どもたちが家庭で過ごす時間が長く
なっている中、室内で楽しく過ごすための
アイデアを提案する県立こどもの館の取り
組みを、清水奈緒美広報専門員がリポー
トしました。

「ひょうご発信！」では…
5月

放送の

う
ち
は
炭
酸
水

有
名
や
ね
ん

三
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サ
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ダ
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発
祥
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地 
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地 
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ー
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地
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有
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泉

神
戸
・
阪
神
地
域
は

「
炭
酸
水
の
聖
地
」
が

あ
る
の
だ
！

で 

そ
の
聖
地
っ
て

ど
こ
や
ね
ん

川
西
市
と

宝
塚
市
と

神
戸
市

ど
っ
か
譲
っ
た
ら
？

そ
う
か
…
無
理
か
…

そ
れ
は
無
理

再放送：月曜18時～18時30分

毎週日曜8時30分～9時
サンテレビで放送中

県の情報・魅力を
発信しています

　県立歴史博物館が運営するネットミュージアムと
して、兵庫の歴史や文化に関する情報を提供していま
す。「歴史ステーション展示室」には、「ひょうご伝説紀
行―妖怪・自然の世界―」「ひょうご歴史の道―江戸
時代の旅と名所―」「ひょうごの祭りと芸能」などのコ
ンテンツがそろいます。武具・甲

かっちゅう
冑や古文書について

学べる「歴史ステーションセミナー」や城郭研究に関す
る「城郭研究情報」は自由研究に活用で
きるほか、歴史博物館内の収蔵資料を画
像で配信する「名品紹介」も必見です。
ひょうご歴史ステーション

　兵庫ゆかりの作家やその作品、創作の礎となった歴
史や風土などを映像やアニメーションを交えて紹介し
ています。「近松門左衛門館」「江戸・兵庫名句館」「谷
崎潤一郎館」「山田風太郎館」「丹波・但馬の昔話館」な
どの企画展示も充実のラインアップ。兵庫の文学につ
いて、紙芝居が楽しめる「紙芝居小屋」、監修者やスタッ
フが魅力を語る「まちかど文学館」もあります。全館見て
回った後は、「ネットミュージアム兵庫文
学館検定」のページで力試しができます。
県立美術館が運営。
ネットミュージアム兵庫文学館

家にいながら博物館巡りができるウェブサイトを紹介します。 ※ご利用のインターネット環境によっては閲覧できないコンテンツがあります

インターネットミュージアムを楽しもう

一
つ
に
絞
ら
ん
と

分
か
り
に
く
い
で

6令和2（2020）年
6月号 Hyogo県政へのご意見・ご質問をお受けします。さわやか提案箱

kh2006_6_008　修正日　2020年5月25日 午後4時17分

県広聴課 078（362）3021 078（362）4291県政に関するアンケートにお答えいただきます。
パソコンでインターネットを使えることが必要です。県民モニター募集中 兵庫県 県民モニター

を募集します。
県内在住・在勤・在学の人

6月1日㊊～8月7日㊎
（消印有効）に必要事項を

でひょうご仕事と生活セ
ンターへ

〒650-0011神戸市中央
区下山手通6-3-28兵庫県
中央労働センター1階

078（381）5277
078（381）5288

兵庫 仕事と生活 キャッチフレーズ

〈助成・貸付〉

地域相互見守りモデル事業 
（地域となり組）
高齢者・障害者の見守り活
動や地域防犯活動、子育て
支援など、地域で住民相互
の見守り活動に取り組む事
業を補助します。

県内の地域団体や協議
体、NPO法人等
◆対象事業＝交付決定日か
ら令和3年3月31日㊌までに
おおむね月2回以上開催す
る事業※県や県の外郭団体
から補助を受けている事業
は除く
◆対象経費＝人件費、講
師の謝礼・交通費、印刷費
等資料作成費、消耗品費、
通信費、運搬費、保険料、
事業委託費、会場使用料
など

1地区につき上限50万円
6月22日㊊（必着）まで

に必要書類を で県地域
福祉課へ

〒650-8567（住所不要）
078（362）3181
078（362）4262

兵庫県 地域となり組

県民まちなみ緑化事業
自治会、PTAといった住民団

〈募集〉

県営住宅の入居者
収入や困窮要件など申し込
み資格あり。申込書は6月15
日㊊から市・区役所、町役
場、各県営住宅管理事務所
で配布。

6月22日㊊～26日㊎（消
印有効）に所定の申込書を

で各管理事務所へ
県住宅供給公社
078（232）9585
078（232）9680

兵庫県住宅供給公社

キッズ交通保安官と 
ファミリー隊
①飲酒運
転をしな
いよう家
族や地域
に呼び掛
けるキッ
ズ交通保
安 官と、
②①と共に飲酒運転追放を
呼び掛けるファミリー隊を募
集します。任命証やキッズ交
通保安官バッジを交付。

県内在住の①小学生②①
の保護者（祖父母含む）

各300人（先着）
6月1日㊊～令和3年3

月31日㊌に所定の応募用紙
を で県交通安全室へ

〒650-8567（住所不要）
078（362）3879
078（362）4465

兵庫県 キッズ交通保安官

ワーク・ライフ・バランス
推進のためのキャッチフ
レーズ
働き方改革を進め、ワーク・
ライフ・バランスの取り組み
を促進するキャッチフレーズ

体や土地所有者（法人・個
人）などが実施する緑化活動
を支援します。

①一般緑化②校園庭の
芝生化③ひろばの芝生化④
駐車場の芝生化⑤屋上緑
化・壁面緑化（法人・個人
のみ）
◆対象地域＝都市計画法
の都市計画区域、緑豊か
な地域環境の形成に関す
る条 例（ 緑 条 例 ）の「まち
の区域」など ※②は県内
全域
◆対象経費＝緑化資材費、
自主施工困難な施工費など
◆限度額＝①～③住民団
体：400万円（30平方㍍以
上）、法人・個人：250万円

（100平方㍍以上）※②は
ポップアップ式スプリンク
ラーや井戸などを設置する
場合、住民団体は最大100
万円、私立学校等は最大50
万円加算④住民団体：375
万円、法人・個人：250万円

（いずれも100平方㍍以上）
⑤法人・個人：250万円ま
たは75万円（100平方㍍以
上）
◆補助率＝住民団体：100％、
法人・個人：50％

11月30日㊊（必着）ま
でに で①～③地域の土木
事務所まちづくり建築課（神
戸市内は県都市政策課）④
⑤県都市政策課へ

県都市政策課
078（362）3563
078（362）9487

令和2年度県民まちなみ緑化事業

〈お知らせ〉

ひょうご防災ネット 
スマートフォン用アプリ登場
災害時に県や市町が発信す

る避難情報や地震・津波・
気象警報などを随時プッ
シュ通知します。3市町まで
登録可能。あらかじめ登録し
た逃げ時や逃げ場所を表示
する「マイ避難カード」機能
や避難場所の地図検索のほ
か、12言語の自動翻訳・音
声読み上げ機能も付いてい
ます。詳しくは「ひょうご防災
ネット」の で確認してくだ
さい。

県災害対策課
078（362）9811
078（362）9911

ひょうご防災

「サポステ」で 
若者の就労を支援します
キャリアコンサルタントに
よる個 別 相 談やコミュニ
ケーション訓練、協力企業
での就労体験などのプロ
グラムを通して、若者が職
場に定着するまで全面的
にバックアップします。県
内8カ所に設置されている
地域若者サポートステー
ションへ気軽に連絡してく
ださい。

学校を卒業・中退、または
離職して無職の状態にある
15歳～49歳の人

各地の地域若者サポート
ステーション
兵庫県 サポステ

適正な労働条件の確保に 
取り組んでいます
県の事業を受注する業者

（下請け業者を含む）に対
し、労働関係法令の遵守や
最低賃金額以上の賃金の
支払いなどを求め、適正な
労働条件を確保する取り
組みを行っています。賃金
が最低賃金を下回ってい
る場 合 、労 働 者は発 注 者

（県）へ申し出てください。
申し出があった場合、県は
労働基準監督署と連携し、
早期改善や是正などを行
います。※最低賃金は兵庫
労働局の で確認してくだ
さい

県労政福祉課
078（362）3358
078（362）3392

兵庫県 労働条件確保

６月定例県議会
6月9日㊋～17日㊌（代表

質問：6月12日㊎、一般質
問：6月15日㊊）

県議会事務局総務課
078（362）3708
078（362）3924

兵庫県議会

この情報は
6月1日現在の
ものです。

最新の情報
については
事前に へ

対象 日時・期間 場所 定員 料金
助成額・補助額 申し込み 問い合わせ
郵送 電話 ファクス

郵送 電話 
ファクス Eメール 
ホームページ 持参

詳しくはホームページ
に掲載しています

助成・貸付

お知らせ

情報掲示板 凡例 申し込み
方法

募集

マイナポイントの予約を
先着順で受け付け中

マイナン
バーカー
ドを取得
しマイナ
ポイント
を予約すると、キャッシュ
レ ス 決 済 サ ー ビ ス で
チャージや買い物をする
際、25％のマイナポイン
トがもらえる制度が9月
から始まります。予約は
先着順で受け付け中。詳
しくは「 マ イナン バ ー
HYOGO！」の で確認し
てください。
マイナンバ ーカードは

のほか 、証 明 用 写
真 機からも申請できま
す。詳しくは、各市町の
マイナンバ ーカード担
当窓口に問い合わせて
ください。
マイナンバーHYOGO!

芝生広場のコンビニ
1周年！

分譲の場合▶菜園整備助成／最大100万円 ▶太陽光発電システム整備助成／最大
150万円 ▶安全で快適な家づくり助成／最大100万円 ▶多世代近住支援制度／土地
の価格を半額 ▶若年世帯新居購入支援拡充制度／土地の価格を400万円割引 ほか

※適用される助成制
度はエリアごとに異な
りますので、詳しくは
お問い合わせください

定期借地の場合▶太陽光発電システム整備助
成／最大20万円▶安全で快適な家づくり助成／
最大100万円▶菜園整備助成／最大15万円

県企業庁分譲推進課
０７８（３６２）9390
０７８（３６２）４３９４

今なら、県企業庁の助成制
度等をご利用いただけます
（条件あり）

※菜園付き
住宅地イメージ図

播磨科学公園都市が中播磨の通勤圏内に！！令和3年度
開通予定

姫 路 鳥 取 線
播磨新宮IC～山崎JCT（仮称）

ほっとタウン光都
4期3次

全7区画（2区画分譲中）
地元工務店4社との共同分譲

ほっとタウン光都

4期1・2次
全48区画（8区画分譲中）
住宅メーカー4社との共同分譲

コート21

兵庫県　コート21

兵庫県　コート21

5期1次
全7区画（5区画分譲中）

住宅メーカー・地元工務店計8社との
共同分譲。区画面積約400平方㍍
で「土に親しみ、庭先で野菜作りを楽
しめ、ゆとりある菜園生活」を実現で
きる広 と々した宅地。

建築条件付宅地分譲・一般定期借地権付分譲

菜園付き住宅地

生活は自分流に創造する、そんな方には
必見の自然豊かな丘陵地の宅地です！

播磨科学公園都市

光都21
戸建住宅地分譲

先着順受付中！！
所在地／たつの市

インスタグラム
公式アカウントは
こちら

7 令和2（2020）年
6月号Hyogo
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