
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

月号6 Jun.



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



災害に備え、日頃から避難するタイミングや経路、場所を決めておき、
家族や支援者と共有することが大切です。避難所の密を避けるため、 
自宅の安全が確保されている場合は「在宅避難」も有効な手段です。

非常用持ち出し袋に入れておく物

市町の指定緊急避難場所や
安全な場所にある

宿泊施設などへ避難

親戚や
知人宅へ

避難

防災用品を入れた非常用持ち出し袋を用意しておきましょう。 
新型コロナウイルス感染症対策として、マスクや除菌シート等も
忘れずに。

 水（ペットボトル、給水容器など）
 食品（ アルファ化米、レトルト食品、ビスケット、チョコレート、乾パンなど）
 救急セット、常備薬
 ラジオ
 懐中電灯、ヘッドランプ
 乾電池、モバイルバッテリー
 筆記用具
 現金（小銭も用意）
 預金通帳
 手袋（寒さ対策にも使用可能）
 着替え、タオル、毛布
 歯ブラシ
 マスク
 体温計
 消毒液、除菌シート など

マイ避難カードを作ろう
自分で決めた避難するタイミングや場所を記入して
おけば、いざというときに役に立ちます。災害によって
危険性や避難先が異なる場合があるので、災害の種類

（洪水、土砂災害など）ごとに作っておきましょう。

＼ご存じですか?／
「避難情報」が変わりました

今年から市町が発令する避難情報の名称が
変更されました。避難勧告を廃止し、避難指示
に一本化することで避難すべきタイミングが
分かりやすくなりました。梅雨や台風シーズン
は特に気象情報に注意し、危険な場所にいる
場合は、警戒レベル4「避難指示」までに必ず
避難し、安全を確保しましょう。

YESNO

どこから情報を入手するか

マイ避難カード
災害の種類 洪水 名前 兵庫　太郎

確認！
判断材料の入手 何が危険？大雨や台風の時に何を確認？
避難情報（テレビ・ひょうご防災ネットアプリ）
指定河川洪水予報（気象庁ホームページ）

いつ？
逃げ時 （何がどうなったら？）

警戒レベル4「避難指示」が発令されたとき
〇〇川氾濫危険情報が発表されたとき

どこに？

避難先 （どこに？どのルートで？）
昼（明るいとき）

〇〇小学校体育館

夜（暗いとき）
自宅の3階

どのように？

避難する方法 （誰と？歩いて？車で？）
昼（明るいとき）

家族で歩いて避難（河川沿いの道は通らない）

夜（暗いとき）
家族全員自宅3階へ待避

（その他　メモ） 自宅が浸水想定区域（1ｍ〜2ｍ）内

想定する災害は何か

安全な避難先はどこか

誰とどのように避難するか

どのタイミングで避難するか

スマホ版「マイ避難カード」もお薦め
スマートフォンアプリ「ひょうご防災ネット」
のマイ避難カード機能を使えば、気象状況
に応じてあらかじめ決めておいた避難のタ
イミングでプッシュ通知が届きます。

ダウンロード
はこちら↓

マイ避難カード

災害の種類 名前

確認！
判断材料の入手 何が危険？大雨や台風の時に何を確認？

いつ？

逃げ時 （何がどうなったら？）

どこに？

避難先 （どこに？どのルートで？）
昼（明るいとき）

夜（暗いとき）

どのように？

避難する方法 （誰と？歩いて？車で？）
昼（明るいとき）

夜（暗いとき）

（その他　メモ）

〈きりとり〉

安全な場所に住んでいて
身を寄せられる親戚や知人がいる。

警戒
レベル

変更後
取るべき行動 避難情報の名称

5 命の危険、直ちに安全確保 緊急安全確保
▽ ▽ ▽  警戒レベル４までに必ず避難！ ▽ ▽ ▽

4 危険な場所から全員避難 避難指示

3 危険な場所から
高齢者等は避難 高齢者等避難

2 自らの避難行動を確認 大雨・洪水・高潮注意報
1 災害への心構えを高める 早期注意情報

変更前
取るべき行動 避難情報の名称

命を守る最善の行動 災害発生情報

危険な場所から全員避難 避難指示・避難勧告

危険な場所から 
高齢者等は避難

避難準備・
高齢者等避難開始

自らの避難行動を確認 大雨・洪水・高潮注意報
災害への心構えを高める 早期注意情報

4Hyogo令和3（2021）年
6月号読者の声 コロナ禍にめげず、「花みどりフェア」が成功することを祈っています。〔上村さん（川西市）〕

コロナ禍の避難行動  梅雨入り前に確認を

NO YES在宅避難
安全が確保されている場合は自宅に
待避。ただし、少しでも危険と感じた
ら、指定緊急避難場所などへ早めに
避難しましょう。

■自宅内外の点検 

● 風に飛ばされやすい物の片付けや、壊れている箇所の修繕など
● 家具の転倒防止や食器棚の扉開放を防止する留め具を付けるなど地

震にも備える

■水、食料、生活用品の確保 

● 飲料水は1人1日当たり3㍑程度、食料は最低でも3日分、できれば 
１週間分×人数が必要

● 日頃から利活用しているインスタント食品などを少し多めに確保し、
消費した分を買い足しながら常に一定量を備蓄しておく「ローリング
ストック」も有効

水道が止まることを想定し、浴槽に水をためておきます。皿はラップを巻いて
使うなど、なるべく水を使わない工夫を心掛けましょう。

ライフラインや物流が停止した場合に備えておく物

【ライフライン】
 懐中電灯、ヘッドランプ
 乾電池、モバイルバッテリー
 ランタン型のLEDライト
  発電機 
（使用時は必ず換気すること）
 カセットコンロ・ボンベ

【炊事】
 食品用ラップ（皿に巻く）
 紙皿、紙コップ、割り箸
  キッチンペーパー 

（汚れを拭き取る）

【衛生】
 使い捨ての体拭き
 ドライシャンプー
 非常用簡易トイレ
 芳香剤、消臭スプレー

【食料】
 飲料水
 米
 乾麺、乾物
 レトルト食品
  缶詰（肉、魚、果物など）
  日持ちする野菜 

（タマネギ、ジャガイモなど）
  調味料 
（砂糖、しょうゆ、麺つゆ、みそなど）
  菓子類 
（ビスケット、チョコレートなど）

在宅避難に向けて準備すること

�
洪水、土砂災害、津波、
高潮、ため池の5つの自
然災害別に、危険箇所や
浸水想定区域、指定緊
急避難場所などが分か
ります。パソコン、スマート
フォンで利用できます。�

「県CGハザードマップ」で
危険区域や避難場所を

確認しよう

避難場所に行くことが難しい場合は

県災害対策課 078（362）9988 078（362）9911

START
自宅や職場が浸水想定区域や
土砂災害警戒区域などの

危険な区域に含まれている。

夜間、突然の天候悪化、道路の冠水、河川や用水
路の増水などにより、指定緊急避難場所などへ
安全に移動できる状況にない場合、近くに避難で
きる安全な建物などがある。

最上階の部屋、山の
斜面とは反対側の2
階 以 上 の 部 屋 など 
自宅内のより安全な
場所へ避難

安全に移動できる
近くの建物などへ

避難

YESNO

ダウンロードは
こちら

保存版

令和3（2021）年
6月号Hyogo5 読者の声 多国籍の地域の住人を支援している「多文化共生センターひょうご」の仕事に感銘を受けました。〔荒木さん（尼崎市）〕



新展示室オープン記念展 
中国王朝の粋美

9月12日㊐まで9時～17時※水曜、
7月12日㊊～16日㊎休館
中国古代の鏡や青銅器、王朝文化が花
開いた隋・唐代の逸品を展示します。
県立考古博物館加西分館（加西市）
一般100円、高校生以下無料（県立

フラワーセンター入園料別途）
同館
0790（47）2212
0790（47）2213

県立考古博物館加西分館

市野年成陶展

5月21日㊎～8月21日㊏9時～17時
※日曜、祝休日休館。土曜も当面休館
兵庫県文化賞受賞者、市野年成さん
の陶芸作品を展示します。
県公館（神戸市中央区）
県儀典室
078（362）3823
078（362）3903

県公館

特別展 赤木清士コレクション� �
古伊万里に魅せられて

6月12日㊏～8月29日㊐10時～18
時※月曜休館（8月9日㊊㊡は開館、
10日㊋休館）
江戸から明治の肥前磁器を中心に、構
図や意匠の魅力を紹介します。
兵庫陶芸美術館（丹波篠山市）
一般600円、大学

生500円、70歳以
上300円、高校生以
下無料（入館料）
同館
079（597）3961
079（597）3967

兵庫陶芸美術館

夏の寄せ植え教室

6月20日㊐13時30分～15時
夏の花木を使った寄せ植えと管理方
法を学びます。要予約。
県立フラワーセンター（加西市）
30人（先着）
2,600円（入園料別途）

で同センター
へ
0790（47）1182
0790（47）1561

兵庫 フラワーセンター

シワガラの滝トレッキング

6月27日㊐9時～15時
自然観察をしながらシワガラの滝や茂
平谷滝などを巡る健脚者向きのコー
スです。弁当、飲み物は持参。
上山高原エコミュージアム（新温泉

町）※ふるさと館に集合
30人（先着）
一般2,000円、小・中

学生1,000円
6月20日㊐までに

で同ミュージアムへ
0796（99）4600
0796（99）4601

上山高原エコミュージアム

この情報は5月12日現在のものです。新型コロナウイルス感染症の 
状況により内容等が変更になる場合があります。最新情報は へ。

「玄関先にご近所さんが枝豆を置いてくれて
いるのが日常」という話もあるほどの丹波。
これはもしや統計の盲点か、とさえ思ってし
まいますが、実際には購買量ではなく、摂取
量を調べた統計なんだそう。盆地特有の寒
暖差と深い霧、栄養を蓄えた粘土質の土壌
が育む、黒枝豆、山の芋、大納言小豆など
数々のブランドを生み出している丹波だけに
なぜ！？ その謎は深まるばかりです…。

【丹波編】

野菜不足の謎

月 火 水 木 金 土 日
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

県内の体験イベント情報

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「○つ星ひょうご」ブランドとして 
選定し、全国に発信しています。○の中に入る数字をA～Cから選んでください。（ヒントは2～3面）
🅐🅐一　 🅑🅑三　 🅒🅒五

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
18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。

丹
波
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野
菜
の
摂
取
量

少
な
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そ
の
「
野
菜
」
に
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豆
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そ
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統
計
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た
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ん
！

枝
豆
だ
け
で

す
ご
い
説
得
力

お出掛けの際は下記に 
ご協力ください。

身体的距離の確保 マスクの着用

手洗い・手指消毒 体温測定・健康チェック

詳しくは
ホームページに
掲載しています

6 JUNE

無料

今
月
の
プ
レ
ゼ
ン
ト ※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ＮPO法人兵
庫セルプセンター、 はエム・シーシー食品㈱から直接発送します）

本券を窓口で提示すると団体料金で観覧で
きます。※本券1枚で2人まで有効 ※他の割
引との併用不可 ※コピー不可

兵庫陶芸美術館 特別展 
赤木清士コレクション 古伊万里に魅せられて

6月12日㊏～8月29日㊐

観覧料
割引券

割

ひょうご発信 サンテレビ
過去の放送動画はこちらから県の取り組みや地域のホットな話題、今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！

「子育て支援」をテーマとして、大久保
ともゆきさんが神戸市にある「まちの子
育てひろば」と宝塚市立安倉児童館を
リポート。また、子育てを応援する神戸
市垂水区のカフェも訪れるなど、子育て
に関するさまざまな取り組みを紹介しま
した。

「ひょうご発信 ! 」では…
5月2日
放送の

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

有田 染付日本地図文
大皿 江戸時代後期 
兵庫陶芸美術館（赤
木清士コレクション）

灰釉象嵌陶筥

銀透彫禽葡萄唐
草紋薫球 唐 シワガラの滝

❷兵庫県警察 災害と闘う救助隊員
のカレー4個セット…4人

「災害時にもおいしいものを」との思いから阪神・淡
路大震災を経験した県警とエム・シーシー食品㈱が
コラボ。加熱しなくても食べられます。1個324円。

神戸市の障害福祉事業所「野いちごの会」で
製造。ラベンダー、セージ入りで、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

❶シューズキーパー2組セット…3人

こちらからも
プレゼントに

応募できます。
受け付けは

6月2日㊌から

6令和3（2021）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

6面　修正日　2021年5月11日 午後4時18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

月11日㊐②オフラインキャ
ンプ：８月17日㊋～21日㊏

（4泊5日）③フォローアップ
キャンプ：11月14日㊐

①県立のじぎく会館（神戸
市中央区）②③県立いえしま
自然体験センター（姫路市）

20人
1万円

６月30日㊌までに所定
の申込書を で県青
少年課へ

〒650-8567（住所不要）
078（362）3142
078（362）3957

オフラインキャンプ

ワーク・ライフ・バランス
推進のためのキャッチフ
レーズ
テレワークなど新しい働き方
を推進するキャッチフレーズ
を募集します。

県内在住・在勤・在学の人
7月30日㊎（消印有効）ま

でに必要事項を 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

食育絵手紙コンクールの
作品
食に関するメッセージを込め
た絵手紙を募集します。
◆テーマ＝①主食・主菜・
副菜のそろった「おうちごは
ん」②わたしが伝えたい食育
メッセージ

県内在住・在勤・在学の
人

6月1日㊋～9月2日㊍
（消印有効）に選択したテー
マ、氏名、年齢、住所、電話番
号、職業（または学校名と学

〈催し〉

ひょうごで働こう！ 
就職フェア in 大阪
県内の企業約40社が参加。
キャリアカウンセラーによる
就職相談コーナーもありま
す。入退場自由。無料。

令和4年3月卒業予定の
大学院生、大学生、短大生、
専門学校生、おおむね既卒3
年以内の人

6月23日㊌13：00～17：00
梅田クリスタルホール（大

阪市北区）
「ひょうごで働こう！就職

フェア in 大阪」運営事務局
06（6346）6303　
06（6346）6838

ひょうごで働こう就職フェア

〈募集〉

ひょうごケア・アシスタント
地域の介護保険施設で部屋
の清掃、食事の片付けなどに
短時間勤務する人を募集。
雇用条件や申し込み方法な
どは、 に掲載の施設一覧か
ら希望施設へ直接問い合わ
せを。

県高齢政策課
078（362）4401
078（362）9470

ひょうごケア・アシスタント

人とつながるオフライン 
キャンプ2021の参加者
豊かな自然に囲まれた場所
でキャンプを行い、日常生活
でのインターネット利用など
を振り返ります。

ネットの利用を見直したい
県内在住の小学５年生～18
歳の人

①オリエンテーション：７

年）を裏に明記した作品を
で県健康増進課へ
〒650-8567（住所不要）
078（362）3249
078（362）3913

兵庫県 食育絵手紙コンクール

のじぎく文芸賞の作品
人権問題に関する文芸作品
を募集し、優れたものを表彰
します。

県内在住・在勤・在学の
人による未発表・未投稿の
作品
◆部門＝①小説②随想（手
記、作文を含む）③詩④創作
童話

6月1日㊋～9月10日㊎
（消印有効）に作品を で
（公財）県人権啓発協会のじ
ぎく文芸賞係へ

〒650-0003神戸市中央
区山本通4-22-15

078（242）5355　
078（242）5360

のじぎく文芸賞

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21
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28日㊊～7月2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）9581

兵庫県住宅供給公社

第10回神戸マラソンの 
参加者

「『ありがとう』を、未来へつな
ごう。」をキャッチフレーズに
感染防止対策を講じて開
催。一般ランナーは国内在
住者のみとします。

11月21日㊐9：00～
◆コース＝神戸市役所前～
垂水区西舞子～ポートアイ
ランド（42.195㌔）

2万人（抽選）
1万9,700円（手数料別途）
6月10日㊍12：00～30日

㊌17：00に から（ボラン
ティアも同日募集開始）

神戸マラソンランナーコー
ルセンター（6月10日㊍10
時開局）

0750（018）500
078（321）0072

第10回神戸マラソン

〈助成・貸付〉

県民まちなみ緑化事業
自治会やPTAといった住民
団体、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ひろばの芝
生化③校園庭の芝生化④駐
車場の芝生化⑤建築物の屋
上緑化・壁面緑化
◆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※③は県下全域
◆最小規模＝住民団体：①
②③30平方㍍、④⑤100平
方㍍（人口集中地区は30平
方㍍）、法人・個人：100平
方㍍（人口集中地区は30平
方㍍）
◆対象経費＝緑化資材費、
自主施工困難な施工費など
◆限度額＝①②住民団体：
400万円、法人・個人：250
万円③芝生化実行委員会：
800万円、私立学校など：
500万円※③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、芝生化実

行委員会は最大200万円、
私立学校などは最大100万
円加算④住民団体：375万
円、法人・個人：250万円⑤
法人・個人：250万円または
75万円
◆補助率＝住民団体：100％、
法人・個人：50％

11月30日㊋までに で各
市町の緑化担当課へ※⑤は
事前に補助金交付協議書の
提出が必要

県都市政策課
078（362）3563
078（362）9487

県民まちなみ緑化事業

〈お知らせ〉

播但連絡道路リフレッシュ
工事（平日夜間通行止め）
トンネル照明のＬＥＤ化や舗装
修繕などの工事のため、①福
崎北～市川南間（姫路方面の
み）②神崎北～生野北間（全
面）が通行止めになります。ご
理解とご協力をお願いします。

①5月31日㊊～7月2日㊎
22：00～翌朝6：00②7月5
日㊊～28日㊌21：00～翌
朝6：00※いずれも土曜、日
曜、祝日を除く平日夜間のみ

播但連絡道路管理事務所
0790（22）4900
0790（22）5325

兵庫県道路公社

6月定例県議会
本会議はどなたでも傍聴で
きます。

6月1日㊋～9日㊌（代表
質問6月4日㊎、一般質問6
月7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
5月12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

催し

助成・貸付
お知らせ

情報掲示板 凡例 申し込み
方法

募集

分譲区画数 17区画

共同事業者 大阪ガス住宅設備㈱、セルコホーム㈱、
三井ホーム㈱、オスモ＆エーデル㈱

宅地価格 1,500万円台〜2,600万円台

宅地面積 369.99㎡〜546.37㎡

分譲区画数 13区画
共同事業者 ㈱塩山工務店、北神住建㈱、

㈱吉住工務店、住友林業㈱、
ミサワホーム近畿㈱

宅地価格 1,200万円台〜1,800万円台
宅地面積 310.53㎡〜471.73㎡

あなたの家づくり、庭づくりのお手伝いとなる、
兵庫県からの助成金制度がご利用いただけます。
※ただし条件等があります

県企業庁企業誘致課
078（362）９３９０ 078（362）4272

ワシントン村 ワシントン州の邸宅街を
再現した街並み 兵庫村 懐かしくて新しい家のある街へ 

和（なごみ）の街

“神戸三田”国際公園都市　カルチャータウン 宅地好評分譲中
三田カルチャータウン

「三田まほろばブレッツァ」には
おいしい野菜が勢ぞろい！

三田まほろばブレッツァ 079（556）7715

7 令和3（2021）年
6月号Hyogo

7面　修正日　2021年5月11日 午後4時19分


