
高気圧になって

の進路を
変えよう！

年末年始も基本的な感染対策を忘れずに新型コロナウイルス感染症

詳しくは
2面へ

人と防災未来センター（神戸市中央区）

▶

▶

▶

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）。
飲食は2時間以内をめどにしましょう。特に年末年始は、同一テーブル4人以内
とし、大人数での会食等は極力控えましょう。

　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。
　年末年始にかけて、初詣や成人式等のイベントが続きます
が、気を緩めずに引き続き、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12月15日現在のものです。最新の情報に注意してください

基本的な感染対策

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：543万4,719人

世帯数：241万227世帯
面　積：8,400.95㎢
（令和3年11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！（姫路市）

 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
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Q.VR（仮想現実）映像も活用していますね。
地震、津波、風水害の災害現場を疑似体験
できます。津波の映像では、避難タワーの屋
上へ向かいたいのに人が殺到してなかなか
上へ行けないと
いうシーンを盛り
込み、実際に直
面するであろう
避難の難しさを
表現しました。
Q.読者にメッセージを。
何度も足を運びたくなるようなクオリティー
の高い展示物をそろえました。家族で避難
行動について話し合うきっかけにしてほし
いと思います。

阪神・淡路大震災の経験と教訓を後世に伝える「人と防災未来センター」（通称ひとぼう）。
昨年、東館3階の「BOSAIサイエンスフィールド」が最新の防災知識を学べるエリアに
リニューアルされました。展示物を監修した研究員の河田慈人さんに見どころなどを聞
きました。（取材・文 県民だより編集部）

始まりは2年前、サイズが小さく流通に
乗らないノドグロを缶詰にできないかと
県立香住高校に相談したところ、「非
常時でもおいしい炊き込みご飯はどう
か」と提案があり、共同開発に乗り出し
ました。レシピ作成から炊き込みご飯の
もとの調理までを海洋科学科シーフー
ドコースの皆さんが担当し、後の工程
はたつの市の業者に委託。調味料は
当漁協開発の天然醸造による「麹の
魚醤」、米も但馬産というこだわりの

地元高校生と共同開発
但馬の幸が詰まった缶詰飯

自然災害発生時に
自分で判断し
行動する力を育みます

ひょうご安全の日のつどい

阪神・淡路大震災から27年を迎える今年も、
「震災を風化させない－『忘れない』『伝え
る』『活かす』『備える』」をテーマに「ひょう
ご安全の日のつどい」を開催します。昨年に
引き続き、新型コロナウイルス感染防止のた
め追悼行事のみ実施し、メモリアルウォーク
や防災訓練などは中止します。

　但馬漁業協同組合企画流通課
　0796（36）2702 　0796（36）1305

※ウェブでのリアルタイム配信もします

但馬漁業協同組合

香美町

但
馬

Q.新エリアで伝えたいことは。
まず映像コーナーで「地震や台風、火山の
噴火などの自然現象と人々の暮らしが交
わることで自然災害につながる」というこ
とを理解してから、展示物を通して自然災
害が発生するメ
カニズムを正しく
知り、適切な避
難のタイミングや
方法を学ぶ流れ
となっています。
Q.展示の特徴は。
映像技術を駆使した展示が多いことです。
中でも面白いのが「ウェザーウォーク」。床
面に映る天気図に立つとそこが高気圧とな

り、動くことで台風の進路
が変わっていきます。台風
と高気圧の関係をゲーム感
覚で学べます。

　ひょうご安全の日推進県民会議事務局（県防災支援課内）
　078（362）9984 　078（362）4459
ひょうご安全の日

人と防災未来センター
　神戸市中央区脇浜海岸通1-5-2
　078（262）5050
　078（262）5055
　9時30分～17時30分
　（金曜、土曜は19時まで）
　月曜（祝休日の場合は翌平日）
　一般600円、大学生450円、
　70歳以上300円、高校生以下無料
ひとぼう

1月17日㊊11時20分～13時30分
HAT神戸 慰霊のモニュメント前

（神戸市中央区）

今月の
表紙

人と防災
未来センター

神戸市神
戸・
阪
神

「のどぐろ飯」が令和2年9月に完成し
ました。その後、コロナ禍で売り値が暴
落したホタルイカを使った「ほたるいか
飯」、昨年9月にはハタハタを「コ
ウノトリ育むお米」のこうじで発
酵させた魚醤で調味したグル
テンフリーの「鰰ご飯」も共同
開発し、いずれも好評です。缶
詰の炊き込みご飯で、災害時も
ほっこりしてもらいたいと思います。
（統括本部長 丸山和彦さん）

左から丸山さん、香住高校3年生の北垣心
望さん、同校海洋科学科長の篠原健悟さん。
北垣さんは「湯せんして食べると炊きたての
ような味わい。非常時でも幸せな気分になれ
ます」と胸を張ります。

「のどぐろ飯」には
ノドグロの片身が
入っています。

「ほたるいか飯」「鰰ご飯」は
豊岡市が備蓄食として5,000缶ずつ購入。

「1.17のつどい」
（追悼行事）

河田さん

VR映像は専用ゴーグルで観賞。

避難時の判断力を問う二択クイズ。

自然現象と人々の生活との
関わりを映像で解説。

JR神戸線

阪神本線

兵庫県立
美術館

灘

渚中学校
慰霊の
モニュメント

岩屋

2

1.17の
つどい会場

●黙とう　●1.17ひょうご安全の日宣言
●献唱「しあわせ運べるように」
●自由献花（17時まで受け付け）

主
な
内
容

こうじ

ぎょしょう

はたはた

人と防災
未来センター

1,080円

972円
972円 購入は

こちら

550万人の
インフォ

伝えたい！と
知りたい！をつなぐ

03企P2-075A3
令和4（2022）年

1月号物ではなく、思い出に残るふるさと納税返礼品にとても魅力を感じました。〔西尾さん（芦屋市）〕



大規模な災害が発生すると、大勢の人が避難
生活を余儀なくされます。新型コロナウイルス
感染症対策として「３密」を避ける工夫が施され
ていたり、保管スペースを取らないようコンパ
クトに設計されていたり、避難生活で便利な兵
庫発の防災備蓄品を紹介します。
（取材・文 県民だより編集部）

県認証食品の食材や加工品に貼られている認証マークを3枚
1口で応募した人の中から、抽選で500人に希望する県産
食品が当たります。（ひょうごの美味し風土拡大協議会）

※応募はがき（応募用紙）は県内のスーパーや直売所、
　道の駅など協力店で配布しています

※当選者の発表は賞品の発送（3月上旬予定）をもって
　代えさせていただきます

※認証マークは他のデザインもあります。
ホームページで確認してください

県産の農林水産物とこれ
らを原料にした加工品のう
ち、安全・安心で個性・特長
がある食品を「推奨ブラン
ド」、さらに残留農薬が国
基準の10分の1以下等の
より厳しい基準をクリアし
たものを「安心ブランド」と
して認証しています。

協力店や
賞品の一覧は
こちら

　県消費流通課 　078（362）3486 　078（362）4276

播磨 非常用圧縮毛布

　足立織物㈱
　多可町中区安楽田511 
　0795（32）0437
　0795（32）3550

独自の真空圧縮技術によりA4サイ
ズ、厚さ約4㌢に圧縮され、引き出し
や棚に収納できるコンパクトな圧縮
毛布。ポリエステル100％で起毛仕
様、両面ともふかふかのやさしい肌
触りが魅力です。使用後は、
クリーニングした上で再圧
縮するリパッケージサー
ビス（別料金）もありま
す。200㌢×120㌢、
5,500円。

　極東産機㈱
　たつの市龍野町日飼190
　0791（62）0088
　0791（62）4698

樹脂製畳マット「そくさい畳」と
プラスチック製間仕切り「プラ
パーテーション」。畳マットは硬
い床から受ける苦痛や寒さを防
ぎ、間仕切りにより囲むことで、
区画分けとプライバシーの確保
が可能です。畳マット（0.5畳サイ
ズ〈88㌢×88㌢×厚さ2㌢〉6枚
組）6万6,000円、間仕切り（幅
90㌢×高さ140㌢×厚さ5㍉）
10枚組4万1,800円。

播磨

畳マット＆間仕切り
そくさい（息災）

　㈱KEiKAコーポレーション
　神戸市長田区神楽町2-3-6 グリーンビル1階
　078（646）2212 　078（646）2214

パーツが少なく、小学生でも約1分で
簡単に組み立てられる段ボール製の
ベッド。安定性に優れ、500㌔の荷重に
耐えられる頑丈さを誇ります。プライバシーを確保するため三方
が110㌢の壁で囲まれているほか、別売りでベッドを覆うカバー
もあります。寝台下には便利な収納スペース付き。幅180㌢、奥
行き73㌢、高さ110㌢（寝台は床上34㌢）、1万5,400円。

神戸・
阪神

段ボールベッド
ひらいてポン

受験シーズン到来
落ちない城の絵馬で
願掛けを

室町幕府の誕生に貢
献した武将、赤松則
村（円心）が白旗山
に築いた城は新田
義貞率いる約6万
人もの軍勢をわず
か2,000人の兵
で約50日間も防
御したことから、

難攻不落の城として
知られています。この〝落ちない"城にあ

やかった合格祈願絵馬をご存じですか。山頂や登山口（赤
松口）にある絵馬掛け所にはたくさんの絵馬が並び、赤松口には絵馬の
自動販売機もあります。国史跡、白旗城跡で合格を祈りませんか。
（赤松地区村づくり推進委員会）

赤松地区
村づくり推進委員会

上郡町

播
磨

避難所で大活躍！
機能的な防災備蓄品

食べて、当てよう！
「兵庫県認証食品キャンペーン」

応募はがきに認証マークを3枚1口で貼付の上、
2月14日㊊（消印有効）までに送付

応募方法

賞 品
4,000円相当（送料込み）の
県認証食品等の食品

認証マークは
「はばタン」が目印です！県認証食品とは

白旗城跡
　上郡町赤松
　赤松地区村づくり推進委員会
　（赤松公民館）
　　0791（52）4605

絵馬は500円。
JR上郡駅前の観光案内所、
智頭急行苔縄駅近くの
赤松公民館でも販売
しています。

令和4（2022）年
1月号 自動ドアのセンサーとコントローラーを開発したのが神戸市の会社と知り、驚きました。〔谷口さん（加古川市）〕


