
取り戻そう、私たちの大切な日常生活新型コロナウイルス感染症

▶

▶

▶

基本的な感染対策
手洗いや消毒、換気など基本的な感染対策を徹底し、発熱等の症状が見られる
場合は、出勤、通学、通園を控えてください。
マスク着用（不織布マスクを推奨）を徹底してください（障害や病気などにより
マスクの着用が困難な場合を除く）。
会食の際には、少人数で２時間以内をめどにしましょう。

　これまでの長期間にわたる医療従事者の皆さんのご努力、県民・
事業者の皆さんのご協力に感謝を申し上げます。
　徐々に飲食、レジャー、旅行などの日常生活を取り戻していくこと
が大切です。引き続き、マスクの着用など基本的な感染対策の取り
組みに、ご協力をお願いします。

この情報は11月10日現在のものです。最新の情報に注意してください

詳しくは
3面へ

神戸ベイシェラトン ホテル＆タワーズ（神戸市東灘区）
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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：543万6,742人

世帯数：241万334世帯
面　積：8,400.95㎢
（令和3年10月1日現在）

【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！（赤穂市）

 齋藤元彦、今、みなさんと。
［6─7面］ おでかけひょうご・情報掲示板
［ 8 面  ］ 地域版

令和3（2021）年
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渦潮のお膝元、福良はこんなまちです
「鳴門海峡の渦潮」世界遺産登録推進プロジェクトにご協力を

　新温泉町商工観光課
　0796（82）5625 　0796（82）3054

自宅で湯ったり、
湯村温泉の源泉500㍑

※配達地区や浴槽の場所など条件があります

南あわじ市

淡
路

淡路島南端に位置する南あわじ市福良。渦潮で名高い鳴門海峡に面し、古くから漁業が盛んな
ほか、「うずしおクルーズ」を目当てに観光客が訪れる港町です。渦潮と共にある福良の魅力を
地元の人に伺いました。（構成 県民だより編集部）

ふるさと納税の返礼品には、地域色が
際立つユニークな品が数多くあります。
五国のレアものを集めました。
（取材・文 県民だより編集部）

水揚げされた
ばかりのサワラ。

　淡路県民局交流渦潮課
　0799（26）2085 　0799（24）6934

詳しくは
こちら

「鳴門海峡の渦潮」世界遺産登録
推進プロジェクトは、兵庫県版ふる
さと納税「ふるさとひょうご寄附金」
の28ある支援プ
ロジェクトの一つ。
寄付をすることが
福良のまちを応援
することにもつな
がります。

98度という国内屈指の高温の源
泉「荒湯」の湯をタンクに入れて
指定場所まで運び、ホースで浴槽
に移し替えます。提供時の温度は
45度～60度。自宅で温泉気分が
味わえます。

　南あわじ市ふるさと創生課
　0799（43）5251 　0799（43）5305

安冨白土瓦 瓦コースター
「南あわじ市マンホールデザイン」淡路

大鳴門橋、渦潮、スイセンが描かれた福良地
区をはじめ市内4地区のマンホールを模した
瓦製コースター4枚組。伝統的ないぶし瓦の
製法で、職人が一枚ずつ製作しています。

「福良の人はみんな祭りが大好きで、若いもんも地域
の文化を残したいと盛り上げてくれています。面倒見
が良くて道に迷っている人がいたら放っておけないし、
漁師さんたちに話し掛けると話の輪に入れてくれる
し、人情味あふれる人が多いですよ。福良に来たら、勇
気を出して話し掛けてみてください。その魅力が分か
るはずです」
（福良八幡神社 禰宜 宗田直紀さん）

祭り好きで面倒見のいい人が
多いまちです

「福良は淡路島３年とらふぐが有名ですが、サワラも
日本一の品質といわれています。特に秋から冬にかけ
ては脂が乗り、刺し身にするとコリコリして味も濃厚
です。鳴門海峡の潮流で身が引き締まる上、昔ながら
の一本釣りで釣ってすぐに生け締めするので鮮度も
抜群。最近は一本釣りの漁師が減っており、昔のよう
な活気が戻ってほしいですね」
（若男水産株式会社 前田若男さん）

海峡で一本釣りした
日本一のサワラが自慢です

地域色満載！
ユニークな
ふるさと納税返礼品

但馬

　神戸市つなぐラボ 　078（322）6967 　078（322）6051

神戸市交通局
山手線ソファー

神戸・
阪神

※汚れや傷など多少の使用感があります

神戸市営地下鉄西神・山手線の車両で実際に
使われていたシートを洗浄・加工したソファ。
一般座席のグリーンと優先座席のオレンジの
２種から選べます。幅210㌢、奥行65㌢。

　多可町商工観光課 　0795（32）4779 　0795（32）3814

ご当地ヒーロー
タカゴールドになれる券

※1年につき1人限定

多可町のご当地ヒーロー「タカレン
ジャー」の一員「タカゴールド」とし
て1年間、地域のイベントに参加で
きます。町内宿泊施設のペア宿泊券
と多可町のキャラクターグッズ付き。

播磨

　丹波市総合政策課 　0795（82）0916 　0795（82）5448

丹波の空
パラグライダーで空中散歩

青垣町の岩屋山から、500㍍の高度
差をインストラクターと二人乗りで
フライト。眼下には田園風
景や森林が広がり、のどか
な眺望が楽しめます。記念
写真のデータも進呈。

丹波

寄付金額
25万円

寄付金額
100万円

寄付金額
1万円

寄付金額
110万円

寄付金額
5万円

選べる2色

福良の上空から。

550万人の
インフォ

伝えたい！と
知りたい！をつなぐ

03企P2-066A3
令和3（2021）年

12月号兵庫県の始まりの地に再建された「初代県庁館」を見学してみたいです。〔藤原さん（尼崎市）〕



県が地域創生事業の一環として開設した
「ひょうご関係人口案内所」では、里山に関わ
りたい「街の人」と、人手不足に悩む集落を
つなぐ取り組みを展開しています。会員登録

すると、希望するエリアでの農作業やイベントの企画・準備などに参加
できます。黒枝豆の収穫やイルミネーションイベントなど、
活動の種類はさまざま。豊かな自然の中で地元の人たちと
一緒に、魅力あふれる地域の里山を盛り上げていきません
か。登録は無料です。（ひょうご関係人口案内所）

週末は「里の人」になって
里山を応援しませんか

自動ドア用センサーのパイオニア
日本が誇る新幹線にも採用

発熱等の症状があるときは
まずは地域の医療機関に
電話で相談を

言葉や文字ではなく、絵で意図を伝えるピクトグラム。「フードピクト」は、
宗教上の理由やアレルギーなどにより食事制限がある人のために、原材
料を示します。開発した㈱フードピクトの代表取締役の菊池信孝さんに、
工夫点や今後の展望などを聞きました。（取材・文 県民だより編集部）

旭光電機㈱

神戸市神
戸・
阪
神

神戸市にある旭光電機㈱は、
昭和32年に日本で初めて自
動ドアのセンサーとコントロー
ラーを開発。平成7年からは新
幹線車両のデッキと客室を仕
切る自動ドアに採用され、とり
わけ東海道・山陽新幹線では
全車両に使われています。ドア
枠の上部に取り付けた赤外線
センサーで人の接近を感知す
ると、コントローラーへ信号が
送られ、モーターが作動してド
アが開くという仕組み。新幹線

用は一般の自動ドアよりも数
倍の耐久性が求められるとい
い、「基板に衝撃吸収材を取り
付けたり、基板と保護ケースを
留めるビスを多めにしたりと、
高速運転での振動対策を徹底
しています」と専務兼技術部
長の和田貴志さんは話します。
東へ西へ、多くの人々が利用
する新幹線。同社の確かな技
術力は快適な車内環境を陰か
ら支え続けます。
（取材・文 県民だより編集部）

ピクトグラムで
「食」の悩みを
解決します

㈱フードピクト

神戸市神
戸・
阪
神

菊池さん

発熱等があれば、まずは地域の医療機関（かかりつけ医等）に
電話で相談してください。かかりつけ医などがなく相談先に迷う
場合は、「発熱等受診・相談センター（各地域の健康福祉事務
所・保健所等）」や「新型コロナ健康相談コールセンター」へ相
談するか、県ホームページで公表している発熱等診療・検査医
療機関へ連絡してください。事前に連絡せず直接受診すること
は控えましょう。（県新型コロナウイルス感染症対策本部）

アレルギー物質や宗教等で
禁止される食品を中心に、
全28品目を制作。

詳しくは
こちら

新型コロナ健康相談コールセンター 　078（362）9980 　078（362）9874 　ひょうご関係人口案内所 　090（8936）9762

詳しくは
こちら

Q どこで使われていますか。
空港やホテル、商業施設等、約1,600店舗でメ
ニュー表などに使用されています。地域によっては
在留外国人数が人口の約1割を占める神戸市では、
学校給食の使用食品一覧表にも使われています。
Q 工夫した点はありますか。
文化や地域性にも考慮した分かりやすさを追求し
ました。「牛乳」の絵は当初、牧場などで使われる
缶でしたが、酪農がない地域の人には分かりませ
ん。紙パックは、プラスチック製ボトルを使う地域

ではなじみが薄いようでした。最終的に、牛乳瓶に
することで理解度を98％にまで高められました。
Q 今後の展望は。
世界人口の3人に1人は、宗教上の理由やアレル
ギーなどで食べられないものがあります。フードピ
クトの普及を通して、食事でのトラブ
ル等の課題を生む社会そのものを
変えていきたいと思っています。

㈱フードピクト 　神戸市灘区水道筋3-4
　050（5242）7698

導入方法
などについては

こちら

旭光電機㈱
　神戸市兵庫区荒田町1-2-4 　078（515）8601 　078（515）8602
●設立／昭和27年 ●従業員／210人

センサーはデッキ側と
客室側にあります。

モーター
コントローラー

所定の範囲へ赤外線を発
し続け、反射量の変化で
人の接近を感知します。

起動センサー

ドア枠の両側面に設置。
人がドアの軌道上を通過
したことを感知します。

安全センサー

保護ケース

今月の
表紙

内蔵のLEDから赤外線を発し、床面
から跳ね返った赤外線の量の変化で
人の接近を感知します。

投受光部

令和3（2021）年
12月号 コウノトリとの悲しい事故につながらないように安全運転したいと思います。〔坂戸さん（猪名川町）〕


