
詳しくは
3面へ

引き続き、責任ある行動と感染防止対策の徹底を！新型コロナウイルス感染症

外出の自粛

▶不要不急の外出・移動の自粛をお願いします。特に、県境を越えた感染拡大地域
　との往来を自粛してください。
▶在宅勤務（テレワーク）やテレビ会議などを活用し「出勤者の７割削減」を目指し
　てください。

飲食店等での注意
▶酒類またはカラオケ設備を提供している飲食店等や、時短要請時間外に営業して
　いる飲食店等には出入りしないでください。
▶飲食店等へ酒類を持ち込まないでください。

医療提供体制はまだまだ厳しい状況
が続いています。
県民の皆さんには、これまでにも多く
のご協力をいただいていますが、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、引き続き感染
拡大防止の取り組みにご協力をお願
いします。

※この情報は５月12日現在のものです。
　最新の情報に注意してください

2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

若年層のリスクの
高い行動の自粛

▶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。
▶部活動やサークル活動の際には感染防止対策を徹底してください。
▶ウイルスを「家庭に持ち込まない」「家庭内に広げない」「家庭外に広げない」
　行動を取ってください。

おうちで楽しめる
おいしい五国の逸品です

兵庫県広報紙 Hyogoふるさとがもっと好きになる

版
戸
神人　口：541万8,791人

世帯数：240万6,915世帯
面　積：8,401.02㎢
（令和3年4月1日現在）

令和3（2021）年 【主な内容】
［2─3面］ 550万人のインフォ

［4─5面］
 元気コラム
 コロナ禍の避難行動

［6─7面］ おでかけひょうご・情報掲示板
［ 8 面  ］ 地域版
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550万人の
インフォ

伝えたい！と
知りたい！をつなぐ

10年後の研究を先取りする
世界最高水準のスーパーコンピュータ

７年がかりで開発・整備したスー
パーコンピュータ「富岳」が３月９
日、共用を開始しました。富岳とは
富士山の異名で、日本一の標高と
広い裾野を持つ姿が、高い性能と
幅広い利用により社会や科学の課
題を解決するという目標と重なる
ことから、公募で決まりました。
主な役割は、10年ほど先のスー
パーコンピュータの使い方を研究
すること。その頃には富岳レベル
のスーパーコンピュータの普及が
進み、あらゆるデータをシミュレー
ションして最適な解決策が実世界
へ戻されるようになります。そのよ
うな社会に向けた検証をしておく

ことが、期待されているのです。
実際、まだ整備中だった昨年４
月、新型コロナウイルス感染症対
策に役立てたいと、一部を使って
先行研究が始まりました。すぐに
シミュレーションに取り掛かれる
ほど使いやすく設計されているの
で、従来では考えられないスピー
ドで成果を次々発表し、社会に還
元することができま
した。ぜひ、今後に
も注目してください。
（広報ディレクタ 辛木
哲夫さん）

432台並ぶ筐体（きょうたい）の模型と辛木さん。

（国研）
理化学研究所

神戸市神
戸・
阪
神

富岳で分かった！新型コロナ
ウイルス飛沫感染研究結果

詳しくは
こちら

【参考】
「室内環境におけるウイ
ルス飛沫感染の予測とそ
の対策」
（課題代表者：理化学研究
所/神戸大学・坪倉誠）

富岳でできる
ことについては

こちら

自宅療養中の注意点や
家庭内での感染予防の
ポイントはこちら

（国研）理化学研究所 計算科学研究センター
　078（940）5555 　078（304）4956

車内のエアコンは「外気導入モード」
で、風量を最大風量の半分以上にす
ることで、窓を閉めていても約1.5分
で新鮮な空気に入れ替わる。
野外でも距離を取ることは重要。歩
行時の会話や運動時は後方に飛沫
が集中し、その範囲は通常の会話時
よりも大きくなる。

●

●
ひまつ

新型コロナウイルス感染症

※この情報は５月12日現在のものです

入院・宿泊療養体制等の
強化に取り組んでいます
入院病床を935床（うち重症118床）から、1,030床（うち重症124床）程度に拡充しました。
さらに、新たな病床の確保を目指します。
入院医療体制に支障が生じないよう、宿泊療養施設を1,165室から、1,325室に拡充しました。
これに加えて、さらに150室程度の拡充を進めています。

・

・

一般医療とのバランスも考慮しながら医療体制の充実強化を図っています。

１セット食料品５日分と衛生資材
（待機期間の延長など、必要に応じて複数セットを配布）

食料品・衛生資材等の配布

感染予防対策の周知徹底
健康観察アプリによる自己チェック（１日２回：7時、15時)
電話による健康観察・随時相談
パルスオキシメーターの貸し出し

・
・
・
・

自宅療養者・
待機者への対応

年齢や症状等に
応じた

特別な対応

健康観察体制を強化

自宅療養者や入院調整中の自宅待機者について、急な体調の変化に対応できるよう、健康観察体制を
強化するとともに、食料品や衛生資材を配布するなど支援体制を強化しています。

自宅療養者、自宅待機者の支援に取り組んでいます

発熱等の症状や相談先に迷う場合
新型コロナ健康相談コールセンター
　078（362）9980
　078（362）9874
（24時間受け付け、土曜･日曜･祝休日含む）

家庭訪問の実施
発熱や呼吸器症状があり、高齢や基礎疾患を有するなど、
特に注意が必要な人に対し、家庭訪問を行い、パルスオキ
シメーターによる酸素飽和度チェック等の観察を実施

・

パックご飯、レトルト食品、
缶詰、即席スープ等
消毒薬、マスク、
手袋、生理用品、
ティッシュペーパー等
パルスオキシメーター
（貸与）

・

・

・

02企P2-010A3
新型コロナウイルス感染症の自宅療養の条件やフォローアップ体制のことがよく分かりました。〔田辺さん（宝塚市）〕 令和3（2021）年

6月号



丹波篠山市の特産・丹波黒大豆と地元
産のもち米をぜいたくに使い、豚の角煮
とともに笹の葉に
包んで長時間煮
込んだ具だくさ
んのちまき。直
前に掛ける黒
豆きな粉付き。
［おくも丹波黒
豆肉粽（丹波篠
山市）］

ちまき

生産者
の顔が
見える食
材 にこだ
わる冷凍ピ
ザ。低温発酵
させて作る生地
には南あわじ市
の牛乳や洲本市の
食塩を使用し、トッピングのミニトマトやタマネギ
も淡路島産です。［淡路島勘太郎ピザ（洲本市）］

　兵庫県は人口も面積も大きい。県の成り立ちも
ユニークだ。もともとは、兵庫津と幕府直轄領だけ
の小さな存在だったが、明治9年に、摂津、丹波、
但馬、播磨、淡路の五つの国から成る大県として
スタートすることとなった。
　初代県庁が置かれた兵庫の地に、兵庫津ミュー
ジアムを整備する。この秋には、初代兵庫県知事の
伊藤博文が勤務した旧兵庫勤番所を当時のままで
復元した初代県庁館が公開される。
　来年秋には、ひょうごはじまり館がオープンする。
兵庫津の歴史、県成立の歩み、兵庫五国の多様な
魅力を展示する。歴史研究機能も持ち、子どもたち
の学習の場であるとともに、地域づくりの拠点として
の機能も期待している。

　兵庫は、五国から成るだけにそれぞれの地域特
性が十分分かっているとはいえないし、統一的に
捉えることも難しいといわれる。だから、逆転の発
想で統一せずに、五国から成立した兵庫として兵
庫五国連邦（ユナイテッド五国オブ兵庫）Ｕ5Ｈと
称することとした。
　狙いは、自らの地域に誇りと愛着心を持ってい
ただくこと。「五国あるあるエピソード」の募集
や、エピソードから漫画も作成し、五国への愛着心
を醸成するとともに、他地域を認め合う、そして
「県内交流」につないでいく。

　兵庫県民自身が、自分の生活している所はとも
かく、他の四つの国を認識している、行ったことが
あるなどの経験が乏しいのではないか。そのため
に、五国の交流に力を入れている。
　まず、県民交流バスによるひょうご五国めぐり
だ。次に、新たな観光モデルとして、日本一多い兵

庫の九つの日本遺産を巡る体験・周遊滞在型ツー
リズムの推進だ。

　兵庫の五国は、御食国ひょうごといわれるほど、
食の宝庫でもある。このような五国の食材を地産地
消ならぬ「地賛地承」としてふるさとブランドを売り
出しているのが、五つ星ひょうごである。ぜひ一度、
味わったり、手に取ったりしてもらいたいものだ。

　今、コロナ禍で、緊急事態宣言が解除されてから
でないと訪れにくいが、兵庫に住み、生活している
とすれば兵庫の良さをぜひ体験、経験しておこう。
兵庫では、「あいたい兵庫キャンペーン」を行って
いる。兵庫の五国の風土、文化、歴史、人々の暮ら
し、産業の在り方、特産物、伝統などを知れば知る
ほど、体験すればするほど、兵庫五国の良さが理
解され、それが兵庫なのだと意識してもらえるので
はないか。どうぞ五国を知ってください。
※全文はホームページでご覧いただけます 兵庫県　知事エッセー

兵庫は五国

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「五つ星ひょうご」ブラン
ドとして選び、全国にPRしています。今年
は74品（食品63品、工芸品等11品）が加わ
りました。大半が協会のホームページを経由
して手軽にお取り寄せできるので、おうち
で楽しんでみてはいかがでしょう。
（五つ星ひょうご事務局）

お取り寄せで五つ星の食卓に

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

詳しくは
こちら

果物の滴とてんさ
い糖だけを、少量
ずつじっくり炊き
上げたジャムの一
種。養父市産のブ
ラックベリーをは
じめ、イチゴやラ
ズベリーのおいし
さが凝縮されてい
ます。［㈱樽正本店
（神戸市）］

山陰沖で水揚げされた
新鮮なノドグロを刺し身
用にさばいて皮面をあ
ぶり、香ばしさをプラス。
厳選した調味料と一番
だしを調合した無添加の
特製だれに漬け込んで
います。［㈲山米鮮魚
（新温泉町）］

加西市産の
酒米・山田錦
を、ノンアル
コールの甘酒
に。県産フルー
ツと合 わ せ 、
ジュース感覚で
豊富な栄養を取
ることができます。しょうが、
ゆず、桃、季節の味の４種類。
［㈱ＡｄｄＶｅｎｔｕｒｅ（姫路市）］

淡路 淡路島マルゲリータ丹波 丹波黒豆肉粽播磨
山田錦をつかった
フルーツ甘酒セット

神戸・
阪神

リアルジェリー
ミックスベリー

但馬
炙りのどぐろ
漬け丼

1個120㌘1,080円

１セット
150㌘×４種入り
1,620円

1個200㌘
648円

1個273㌘1,058円

１袋60㌘×３パック入り
3,980円

兵庫県の成り立ち

兵庫五国連邦

五つ星ひょうご

五国を知ろう

五国交流

み け つ くに

新型コロナワクチンの接種について、興味深く読みました。〔成原さん（神戸市）〕令和3（2021）年
6月号


