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●人口：541万6,363人　●世帯数：241万265世帯　●面積：8400.94㎢ （2022年3月1日現在）
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化石が解き明かす



ヤマトサウルス・イザナギイ
鳥脚類ハドロサウルス科
生息時期：約7,200万年前
　　　　  （後期白亜紀）
発掘場所：洲本市
全長7～8m、二足歩行
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Ｑ.それぞれの特徴は。
タンバティタニスは竜脚類の植物食恐竜で、
2006（平成18）年に丹波市の篠山層群で最初の
化石が見つかりました。長い首と尾が特徴で、
尾骨の突起の形状が他の竜脚類と異なることが
新種認定の決め手となりました。一方、ヤマト
サウルスは長く平たいくちばしを持つハドロサ
ウルス科の植物食恐竜です。化石が発見された
約7,200万年前の地層は当時海底だったことから、

海辺に生息していたと推測されます。歯の特徴
から新種に認定されました。
Ｑ.2例が認定されたことは全国的に珍しい。
国内での新種認定は9例しかなく、福井県の5例
を筆頭に、兵庫県が2例、北海道と石川県が1例
ずつです。現在、ひとはくで調査中の篠山層群の
恐竜化石のうち、角竜類とトロオドン科に「決定
的な特徴が見つかれば新種に…」というものが
あります。これらが認定されて4例となれば「恐竜

王国」を名乗ってもいいでしょう。
Ｑ.ひとはくで恐竜に親しむ機会は。
化石やパネルの展示のほか、化石のクリーニング
作業を公開していま
す。また、篠山層群
から運搬した岩石
を使って化石の発掘
体験も定期的に開
催しています。

丹波に続き淡路も！兵庫の恐竜化石が新種に
兵庫県で発見された恐竜化石のうち、竜脚類の化石が2014（平成26）年、ハドロサウルス科の化石が
21（令和3）年に新種に認定され、それぞれ「タンバティタニス・アミキティアエ」「ヤマトサウルス・
イザナギイ」と学名が付けられました。県立人と自然の博物館（ひとはく）の研究員、久保田克博さんに
認定された理由や今後の新種登場の可能性などを聞きました。（インタビュー 本紙編集部）

日本の棚田百選に認定されているうへ山
の棚田や久須部渓谷の要滝など、自然豊
かな香美町小代地域をレンタル電動バイ
クで巡る「小代ぷちたび」に出かけません
か。緑のきれいな初夏が特にお薦めです。
（香美町小代観光協会 邊見裕作さん）

丹波市にある丹波竜化石工房「ちーたんの館」では、タンバ
ティタニスの全身骨格などを展示しています。

クリーニング作業の様子。

香美町小代観光協会
0796-97-2250 　0796-97-2307
小代観光協会

※電動バイクレンタル料：90分3,000円（保険代別途500円）

2電動バイクで初夏の小代を巡りませんか 皆さんの疑問を募集します！
日頃感じている、兵庫県にまつ
わる謎や疑問をお寄せください。
一部を本紙編集部が全力で調
べ、結果を紙面で報告します。

今月の表紙

なぜ？何？どうな
った？

小代の絶景
に出合えま

す！
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但馬

播磨

淡路

丹波

摂津（神戸・阪神）

ひとはく県立人と自然の博物館 三田市弥生が丘6 　079-559-2001 　079-559-2007

投稿は
こちら

ひとはく研究員
久保田克博さん

～Timely Topics in HYOGO～旬トピ！

タンバティタニス・アミキティアエ
（愛称：丹波竜）
竜脚類ティタノサウルス形類
生息時期：約1億1,000万年前（前期白亜紀）
発掘場所：丹波市
全長10数m、四足歩行

宛先／　申し込みフォーム
から県広報広聴課「広報紙
なぜ？何？どうなった？」係へ。

©服部雅人

※投稿を基に内容を編集する場
　合などがあります。また、必ず掲
　載されるとは限りません

●JRでのアクセス
丹波竜の里公園：福知山線「下滝」駅から徒歩約25分
ちーたんの館：福知山線・加古川線「谷川」駅から徒歩約20分

丹波竜の里公園（丹波市）にはタンバティタニスの実物大
フィギュアがあります。

04総P2-004A3
兵庫版SDGsの推進に期待します。（神戸市・西井さん）読者の声2022（令和4）年5月号2 HYOGO



県内の新規感染者数が若い人を中心に増加傾向にあります。ゴール
デンウイークを迎え、移動や会食が多くなります。ワクチンの積極的な
接種や感染防止策の徹底をお願いします。

5

4 趣向を凝らした啓発活動で
県民のハートをつかめ！

親しみを持って取り組んでもらえる交通安全の啓発や音楽を
通した触れ合い。「お堅い」イメージを払拭する、兵庫県警察の
ユニークな活動を紹介します。（取材・文 本紙編集部）

3 横尾の最新作は
中国の僧がモチーフ

最近の横尾忠則は唐の時代の僧、寒山と拾得を
モチーフに、自ら「朦朧体」と呼ぶ新たな描画ス
タイルで創作に取り組んでいます。近年患って
いる難聴と腱鞘炎がもたらした朦朧体は、自由
にうねる線や輪郭のゆらぎが特徴。最新作と過
去の作品を照らし合わせると、作画における格
闘と模索の跡が見えてきます。（横尾忠則現代
美術館学芸員 小野尚子さん）

横断歩道を模したケーキでおいしく楽しく伝える

生田警察署交通課 　078-333-0110 

淡路ファームパークイングランドの丘
南あわじ市八木養宜上1401　 0799-43-2626 　0799-43-2622

イングランドの丘

兵庫県警察本部県民広報課 　078-341-7441

ルージュフォンセ   　0794-62-8858

「一時停止とまろ」のポーズ。

生クリームとココアパウダーで横断歩道を表現。410円。

神戸市灘区原田通3-8-30 　078-855-5607 　078-806-3888
横尾忠則現代美術館

横尾忠則 寒山拾得への道
7月18日㊊㊗まで
　一般700円、大学生550円、70歳以上350円、高校生以下無料

感染再拡大に警戒を！ 6 コアラ界の
最長寿です

YouTubeは
こちら

横尾忠則現代美術館

昨年の東京オリンピックの開会式で話題になったピクトグラム
パフォーマンスを参考に、交通安全を呼びかける動画を制作。
交通課員が全身青いタイツに身を包み、「シートベルトしめよ」
をはじめ５ポーズを標識などを用いて表現、
YouTubeで配信しています。思わずくすっと笑える
ユーモラスな動きに注目です。

毎月第3金曜の12時15分から、神戸市内にある北野
工房のまちで「金曜コンサート」を無料開催。〝懐メロ″
を中心に演奏しています（申し込み制）。

交通課員が昨秋、イメージ画を作成し、地元の洋菓子店「ルージュフォン
セ」と商品化。毎月11日の「横断歩道おもいやりの日」に販売しています。
購入者には、署員手作りの反射材付きアクセサリーもプレゼント。

県民と音楽で触れ合う

小野警察署
（小野市）

兵庫県警察音楽隊
（神戸市中央区）

生田警察署
（神戸市中央区） 笑いを誘うピクトグラムのパントマイム動画を配信

今後の予定や
過去の動画は
こちら

「寒山拾得 2020」2019年、作家蔵

もうろう

かんざん じっとく

けんしょう

この情報は4月20日現在のものです。最新の情報に注意してください。

豪・西オーストラリア州生まれのみどりは、2003（平
成15）年に同州から姉妹都市の兵庫県に寄贈された
のを機に来園。好奇心旺盛で、木の上からキョロキョ
ロとよく周りを見ています。

まだ自力で木に登れるほど
元気だよ

雌のコアラ「みどり」が２月１日
で25歳になり、「史上最高齢の
飼育されたコアラ」としてギネ
ス世界記録®を更新しました！
コアラの平均寿命15歳を大き
く上回り、人間でいうと120歳
以上に相当。会いに来るなら、
11時頃の餌交換の時が断然
お薦めです。地面を歩いたり
新鮮なユーカリを食べたりと、
普段なかなか見られない姿に
出合える確率が高まります。
（淡路ファームパークイングランドの丘飼育員 平山泉さん）

こまめな手洗いや手指消毒、人と人と
の距離確保、3密の回避など基本的な
感染防止策を徹底してください。
適切なマスク着用（不織布マスクを
奨励）をお願いします（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）。
飲食は短時間・少人数を基本に、会話の
際はマスクの着用を徹底してください。

混雑している場所や時間を極力避け
て、少人数で行動してください。
感染対策が徹底されていない店や
公園等での飲酒は控えてください。

ワクチン接種は発症や重症化の
予防に有効です。若い人も積極的
に接種を検討してください。

●

●

●

●

●

●

感染リスクの高い行動の回避

ワクチンの積極的な接種

基本的な感染対策の徹底

※月曜休館（最終日を除く）

重点施策「5つの柱」に掲げられた事業が実現されるよう期待しています。（芦屋市・岩佐さん）読者の声 HYOGO2022（令和4）年5月号 3



県立有馬富士公園 　三田市福島1091-2 
 　079-562-3040 　079-562-0084
 
 
有馬富士公園

　（公財）ひょうご産業活性化センター新事業課 　078-977-9072 　078-977-9112
 
 

絵本「サンダリーノどこから来た
の？」（BL出版、4,070円）は書店
や県立有馬富士公園の「風の
ミュージアム」で購入できます。

県立姫路循環器病センターと製鉄記念広畑
病院が一つになり5月1日㊐、「県立はりま
姫路総合医療センター」（愛称：はり姫）が
姫路市にオープンします。県内の県立病院
では最大規模を誇り、総合的な診療機能
を生かして幅広い高度専門・急性期医療
を提供します。JR姫路駅、アクリエ姫路
（姫路市文化コンベンションセンター）、
はり姫は歩行者デッキでつながっており、
アクセスも抜群です。（県病院局企画課）

新しい総合病院が
姫路市に開院します

7

8

9 高齢ドライバーの
交通事故減少に向けて10

大人２人が余裕で寝られる軽キャンピングカーです

サンダリーノの歌ができたよ みんなで聴いてね
 

 
 

コロナ禍で人気のキャンプ。60歳を機に軽キャンピングカーの製造・販売会社を姫路市に立ち上
げた武木田純一さんにオリジナル車の魅力などを伺いました。（インタビュー 本紙編集部）

はりま姫路総合医療センター 兵庫県警察

※起業家支援事業…県内で起業・第二創業を目指す人に、事業に必要な経費を補助（上限100万円）。
本年度の申請は６月30日㊍まで受け付け中です。

屋外でも水を使えるよう、
流し台には1.5m伸びる
シャワーヘッドを採用。

メインの照明は
明るさを調整可能。

小型ながらしっかり
温められる電子レンジ。

サンダリーノの
ポップアップ絵本を
5人にプレゼント
応募方法は7面へ

　県警察本部運転免許課 　078-912-1628 　078-917-0757

わたしは宇宙からやって来た「サンダリーノ」。三田市
在住の世界的な造形作家、新宮晋先生が作った絵本の
主人公だよ。大好きな三田のまちを世界中の人に知っ
てもらいたいという思いで名付けたんだって。絵本に
続いて、今年2月には歌もできたんだ。作詞はもちろん
新宮先生。かけがえのない地球を大切にしようという
メッセージを感じてくれたらうれしいな。

マットを外して後部座席を
起こせば、４人乗りの
軽自動車として普段使い
できる仕様に。

Q.会社設立の経緯は。
自動車整備士として働く傍ら、30年
近く車中泊の旅を家族と楽しんでき
ました。理想のキャンピングカーを
作りたい思いが高じて２年前、定年
退職とともに会社を設立。起業に当
たっては「起業家支援事業※」などの
助成金が役立ちました。
Q.こだわっている点は。
棚類は家具職人に発注しているもの
の、その設計や調整・取り付けなど
はほぼ一人で作業して経費を削り、
最上位モデルでも250万円程度に

抑えています。かつ、冷蔵庫や電子レ
ンジ、カーナビ、バックモニターな
ど、考えられる便利な装備は全て盛
り込みました。
Q.発売以来、反響は。
半年以上、納車を待っていただいて
いる状況です。昨年の豪雨災害で１
カ月近く避難生活を強いられたとい
う神奈川県のお客さんから、「電気も
不便なく使えたおかげで快適に過ご
せました」と感謝の手紙を頂き、災
害時も力を発揮することを再認識し
ました。

      079-258-7570
 
 

軽キャン工房Bamboo軽キャン工房Bamboo

75歳以上で過去3年間に信号無視や速度超過等の
違反歴がある人

免許有効期限の6カ月前から何度でも受検可能。
合格しなければ免許証を更新できません

5月13日㊎の道路交通法の改正により、
高齢運転者への新たな支援策が始まります。

県立はりま姫路総合医療センター 　姫路市神屋町3-264

対　　象

受検期間

●サポカー限定免許の創設

●交通違反者に運転技能検査を義務付け

県病院局企画課 　078-362-3223 　078-351-2883

衝突被害軽減ブレーキ機能などを備えた「安全運転サポート車
（サポカー）」に限って運転できる免許です。運転に不安のある人
は切り替えをお勧めします。

新宮晋公式
ホームページ

旬トピ！

※サンダリーノの歌はYouTubeで聴くことができます

ひょうごビジョン2050の記事を興味深く読みました。実現に期待しています。（高砂市・佐藤さん）読者の声2022（令和4）年5月号HYOGO4



齋藤　今の事業を始めることになったきっかけを教えてく
ださい。
高本さん　数年前、更年期障害でつらい思いをした時、夫婦
げんかが増え、人間関係にも影響がありました。当時、自分
自身が更年期だと気付いていなくて。世間一般でも同じよ
うな女性が多く、男性はなおさら、という状況でした。そこ
で、LINEを通じて更年期について情報を提供するほか、人
工知能（AI）やプログラムがカウンセラーの役割を果たすこ
とでコミュニケーションをサポートし、トラブルを解決する
サービスを開発しました。
森山さん　妻の父ががんで亡くなり、「がん検診は無料なの
に、なぜ受けなかったのか」と考えた時、通知がはがきだっ
たことが一つの原因だと思い、はがきをショートメッセージ
（SMS）やLINEによるメッセージに置き換える事業を始め
ました。デジタルであれば、「最寄りの医療機関はこの3つ
です」「30分で済みます」など、個々人に合わせたメッセージ
を送れます。その人がどんな情報を求めているのかを予測
し、適したメッセージをマッチングするところは、AIを使って
います。
大津さん　ワーキングプアや中低所得者を対象に、キャリ
アカウンセリングの提供と、AIを使った就労支援を行ってい
ます。前職のキャリア
カウンセラーの経験
から、ワーキングプア
状態にある人が時間や
場所に縛られず、気軽
に就労支援を受けられ
るインフラをつくりた
いと思ったことが起業
のきっかけです。

社会課題を解決する、新たなビジネスを兵庫から。

齋藤　事業を広げていく上で、兵庫県を選んだ理由は何ですか。
森山さん　子どもが3人いるので、妻とどこが子育てしやす
いか話し合った結果、兵庫県は山も海も、都会も田舎もある
ので教育に良いと思いました。実際に住んでみて、本当に
暮らしやすいと感じます。
大津さん　スタートアップ支
援に力を入れている都道府県
は他にもありますが、いろんな
情報がもらえるという点で、断
然兵庫県が魅力的でした。起
業家同士のつながりもありま
すし、メンター※や投資家にも会えます。
齋藤　スタートアップ支援において、最も重要視されている
のが、そうした〝接続性″だといいます。兵庫県には横のつな
がりや、異業種が交流しやすい環境があります。
高本さん　私たちのようにSDGsに関する事業に取り組む企
業は、地域と一緒に何かやっていこうという思いが強いです。
また、一昔前は「それってビジネスになるの」と言われていた事
業が、今は「SDGsだよね」と受け入れられやすくなっています。
その最先端を行くのが兵庫県ではないでしょうか。社会を良く
したいと思っている企業には、兵庫県をおすすめしています。
齋藤　これからの社会課題の解決には、官民連携の取り組み
が必要です。そのために、今後もスタートアップを応援したい
と思っています。また、本年度、中高生も対象にした「ひょう
ごスタートアップアカデミー」を開設します。起業に挑戦を
する人を支援する環境づくりに取り組んでいきます。

起業プラザひょうご…起業に興味のある人や起業したばかりの人に対し、
オフィススペースを提供。さまざまな専門家の紹介やセミナー、起業仲間と
つながるコミュニティーづくり等のサポートも行っています。

県
の
取
り
組
み

スタートアップはこうして誕生した 兵庫県とスタートアップ

㈱uni’que　よりそる事業代表
高本 玲代さん
更年期障害に悩む女性に対しメンタ
ルケアを提供するアプリ「よりそる」を
開発・運用。NHKや全国紙など40以
上のメディアで紹介され、上場企業を
含む1,200社の福利厚生サービスと
しても採用されている。

ケイスリー㈱
取締役兼プロダクト事業CEO
森山 健さん
はがき等で通知していた行政情報を、
行動経済学を基に個人の特性や
状況に合わせてSMS等で配信する
「BetterMe」を開発。運用開始１年
で、大阪市など16の自治体に導入
されている。

㈱Compass　代表取締役社長
大津 愛さん
LINEを使って中低所得者向けの
転 職 相 談 に 応 じ る サ ー ビ ス
「CHOICE！」を提供。コロナ禍で
オンライン実施が必要となった自
治体の就職氷河期世代への就労支
援と合致し、神戸市、宝塚市、京都
市などから業務を受託している。

　神戸市中央区浪花町56 三井住友銀行神戸本部ビル2階
 　078-862-5302 
 
 

齋藤元彦、
今、みなさんと。

兵庫県知事

vol.006

※手本となって助言・指導を行う人

※新たなビジネスモデルを確立し、短期間で急成長を目指す企業

2021（令和3）年秋から22年春にかけて実施した「SDGｓCHALLENGE 2021」に参加した
スタートアップ※3社の代表と対談。各社が解決を目指す課題や、兵庫県の魅力について
意見を交わしました。

3人がプログラム参加期間中に活動拠点とし
た「起業プラザひょうご」。

SDGs CHALLENGE 2021とは
兵庫県と神戸市などが連携し、SDGs（持続
可能な開発目標）達成に向けた社会課題の
解決に挑戦するスタートアップの事業構築、
海外展開を支援するプログラム。

21年11月に実施された、知事と「SDGs CHALLENGE 2021」
参加企業との交流会の様子。

予算や県政改革方針など、読み応えがありました。（伊丹市・三木さん）読者の声 HYOGO2022（令和4）年5月号 5



ページへ
　　　申し込みフォームか
ら県防災支援課へ
　078-362-4336
　078-362-4459

2023年4月1日採用の職員
の採用試験。
　6月19日㊐(筆記試験)
◆試験案内・申込書配布場
所＝4月下旬から県庁受付、
県民局・県民センター、ホー
ムページなど
◆募集職種・受験資格等＝
試験案内で要確認
　　4月25日㊊～5月27日
㊎17：00（受信有効）に　申
し込みフォームから県人事
委員会事務局へ
　078-362-9349
　078-362-3934

2023年4月1日採用の職員
の採用試験。
　6月12日㊐（筆記・口述試
験、適性検査）
◆試験案内・申込書配布場
所＝4月下旬から県庁受付、
県民局・県民センター、ホー
ムページなど
◆受験資格等＝試験案内で
要確認
　　4月25日㊊～5月27日
㊎17：00(受信有効)に　申
し込みフォームから県人事
委員会事務局へ
　078-362-9349
　078-362-3934

納税は金融機関、コンビニ
エンスストア、県税事務所
で。クレジットカードや、ス

マートフォン決済アプリで
の納税も可能です。詳しくは
ホームページで確認してく
ださい。
　管轄の県税事務所

日本においても、世界禁煙
デーに始まる１週間を禁煙
週間と定め、禁煙や受動喫
煙防止に関する普及啓発を
積極的に進めています。喫
煙が健康に与える影響は大
きく、自分だけでなく他人
にも関わる問題です。禁煙
に努めましょう。
　県健康増進課
　078-362-9111
　078-362-3913

地域若者ステーション（通
称サポステ）は、働くことに
悩みを抱えている若者に無
料で就労支援を行う機関で
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、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
置されているサポステに気
軽に連絡してください。
※最寄りのサポステはホーム
ページへ
　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

日本最大級の温室が、淡路
島のカーネーションなど春
の花で彩られます。
　5月1日㊐～29日㊐10：
00～18：00※期間中は無休
　県立淡路夢舞台公苑温室
「あわじグリーン館」（淡路市）
　一般750円、70歳以上
370円、高校生以下無料
　同館
　0799-74-1200
　0799-74-1201

ステージでは歌とバルーン
ショーや大道芸など、日替
わりでさまざまなパフォー
マンスが行われます。
　5月3日㊋㊗～5日㊍㊗
9：00～17：00
　県立フラワーセンター
（加西市）
　一般500円、70歳以上

250円、高校生以下無料（入
園料)
　同センター
　0790-47-1182
　0790-47-1561

開催中の特別展「オールド
ノリタケ×若林コレクショ
ン」が割引料金で観覧でき
るほか、丹波焼が当たるお
楽しみ抽選会も。
　5月3日㊋㊗～5日㊍㊗
10：00～18：00（お楽しみ
抽選会は16:00まで）
　兵庫陶芸美術館（丹波篠
山市）
　一般900円、大学生700
円、70歳以上450円、高校生
以下無料（特別展割引料金）
　同館
　079-597-3961
　079-597-3967

ガウンやエプロン、マスクな
どの防護具（PPE）の着脱や

車いす操作といった看護体
験のほか、オンライン交流や
進学・健康相談もできます。
　5月14日㊏10：00～15：00
　県看護協会会館（神戸市
中央区）
　県看護協会
　078-341-0190

大雨から命と暮らしを守る
総合治水の取り組みを紹介
します。
　5月14日㊏～6月12日㊐
10：00～17：00※月曜休館
　県立人と自然の博物館
（三田市）
　一般200円、大学生150
円、70歳以上100円、高校
生以下無料（入館料）
　同館
　079-559-2001
　079-559-2007

但馬牛に関する　　クイズ
を出題。勝ち残った人は豪
華賞品（但馬ビーフ）がもら
えます。当日受け付け。無料。
　5月22日㊐10：00～10：30
　県立但馬牧場公園（新温
泉町）
　同園
　0796-92-2641
　0796-92-2640

朝来市天然記念物に指定さ
れた、県立南但馬自然学校
内のため池の生態系の価値
や魅力について、講演や現
地観察会を通して学びます。
　6月11日㊏13：30～16：00
　同校（朝来市）
　50人（先着）
　　5月2日㊊～16日㊊に
必要事項を　　で同校へ
　079-676-4730
　079-676-4008

収穫した実は持ち帰り可能
（有償※1㎏当たり700円）。
　5月27日㊎～29日㊐、31
日㊋、6月3日㊎～5日㊐、7
日㊋、9日㊍、14日㊋いずれ
も10：00～、13：30～
　兵庫楽農生活センター
（神戸市西区）
　各回50人（先着）
　　5月17日㊋9：00から必
要事項を　または　申し込
みフォームから同センターへ
※電話での申し込みは不可
※成育状況により中止にな
る場合があります
　078-965-2651
　078-965-2653

県内の企業約50社が参加
し、Zoomで自宅から参加で
きる合同説明会。特設サイ
トで参加企業のPＲ動画の
公開も。入退場自由。無料。
　2023（令和５）年3月卒業
予定の大学・大学院・短期
大学・専修学校・高等専門
学校の学生、既卒者（おおむ
ね3年以内）
　5月28日㊏、6月4日㊏
10：30～16：10

　　　申し込みフォームから
㈱ダイネンヒューマンplusへ
　079-281-3911
　079-281-3303

申込書は5月16日㊊から市・
区役所・町役場・各県営住宅
管理事務所などで配布。高
齢者以外の人も単身入居で
きるようになりました。
　5月20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
　078-232-9581

自然災害や感染症から企業
を守るためのBCP(事業継
続計画)について、策定から
運用(マネジメント)まで伴
走型支援を行います。無料。
　県内に事業所を置く企業等
◆プログラム＝①啓発セミ
ナー＆個別相談会（約3時
間）②策定講座＆メールサ
ポート（約8時間）③演習＆
社内研修・内部監査支援
（約5時間）
※各プログラムの日程、実
施場所など詳しくはホーム

催し

募集

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

　11月30日㊌までに申請書類を　で各市町の緑化担当課へ
　県都市政策課 　078-362-3563 　078-362-9487

住民団体：①②③30㎡④⑤100㎡(人口集
中地区は30㎡)、法人・個人：100㎡(人口集
中地区は30㎡)

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（ポップアップ式スプリンクラ
ーなどを設置する場合はそれぞれ最大140
万円、最大70万円加算）④住民団体：375万
円、法人・個人：250万円⑤法人・個人：250
万円（登はん・下垂型による緑化は75万円）

マンスリー・インフォ
詳しくは

ホームページに
掲載しています

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 住所 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

凡例 申し込み
方法

Check!

スプリング
花フェスティバル
～今年も5月は「母の月」

ひょうごで働こう！
WEB合同企業説明会の
参加者

朝来山里山イベント
「見た！聞いた！南但馬のお宝
雨乃宮の池とモリアオガエルの
ヒミツ」の参加者

やきものの里
春ものがたり

BCP／BCM支援
プログラムの受講企業

あわじグリーン館

子どもまつり

「看護の日」イベント
但馬牛クイズ大会

梅の収穫体験の参加者

県営住宅の入居者

総合治水展

兵庫  フラワーセンター

兵庫  看護の日イベント

兵庫陶芸美術館
ひとはく

但馬牧場公園

兵庫楽農生活センター

南但馬自然学校

兵庫県  さわやか提案箱

県民まちなみ緑化事業

ひょうごで働こうWEB合同企業説明会

緑化資材費、自主施工困難な施工費など対象経費

最小規模

限度額

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は県内全域

対象地域

県民まちなみ緑化事業

子育てに関するご相談を
保育士がお聞きします

いつ離乳食から
幼児食へ切り替えたら

いいの？

母乳が
足りているか
分からない

ずっと子どもと
二人きりで
疲れた…

ひょうご
子育てダイヤル

＃7312
な や み 一 緒 に

相談内容によって、看護師、助産師、栄養士などの専門家
による無料のオンライン相談や家庭訪問を案内します。
まずは気軽に電話またはLINEでご相談ください。

この情報は4月20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。最新情報は事前に　へ。

ひょうご子育て
LINE相談室

　＃7312

ひょうご子育てダイヤル

月曜～金曜9：00～17：00
(祝休日・年末年始を除く)

開設時間

※固定・IP・携帯電話から通話可能 
※通話料金は相談者負担となります

県政へのご意見・ご質問をお受けします。さわやか提案箱

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 31

5
MAY
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ページへ
　　　申し込みフォームか
ら県防災支援課へ
　078-362-4336
　078-362-4459

2023年4月1日採用の職員
の採用試験。
　6月19日㊐(筆記試験)
◆試験案内・申込書配布場
所＝4月下旬から県庁受付、
県民局・県民センター、ホー
ムページなど
◆募集職種・受験資格等＝
試験案内で要確認
　　4月25日㊊～5月27日
㊎17：00（受信有効）に　申
し込みフォームから県人事
委員会事務局へ
　078-362-9349
　078-362-3934

2023年4月1日採用の職員
の採用試験。
　6月12日㊐（筆記・口述試
験、適性検査）
◆試験案内・申込書配布場
所＝4月下旬から県庁受付、
県民局・県民センター、ホー
ムページなど
◆受験資格等＝試験案内で
要確認
　　4月25日㊊～5月27日
㊎17：00(受信有効)に　申
し込みフォームから県人事
委員会事務局へ
　078-362-9349
　078-362-3934

納税は金融機関、コンビニ
エンスストア、県税事務所
で。クレジットカードや、ス

マートフォン決済アプリで
の納税も可能です。詳しくは
ホームページで確認してく
ださい。
　管轄の県税事務所

日本においても、世界禁煙
デーに始まる１週間を禁煙
週間と定め、禁煙や受動喫
煙防止に関する普及啓発を
積極的に進めています。喫
煙が健康に与える影響は大
きく、自分だけでなく他人
にも関わる問題です。禁煙
に努めましょう。
　県健康増進課
　078-362-9111
　078-362-3913

地域若者ステーション（通
称サポステ）は、働くことに
悩みを抱えている若者に無
料で就労支援を行う機関で
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、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
置されているサポステに気
軽に連絡してください。
※最寄りのサポステはホーム
ページへ
　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

250円、高校生以下無料（入
園料)
　同センター
　0790-47-1182
　0790-47-1561

開催中の特別展「オールド
ノリタケ×若林コレクショ
ン」が割引料金で観覧でき
るほか、丹波焼が当たるお
楽しみ抽選会も。
　5月3日㊋㊗～5日㊍㊗
10：00～18：00（お楽しみ
抽選会は16:00まで）
　兵庫陶芸美術館（丹波篠
山市）
　一般900円、大学生700
円、70歳以上450円、高校生
以下無料（特別展割引料金）
　同館
　079-597-3961
　079-597-3967

ガウンやエプロン、マスクな
どの防護具（PPE）の着脱や

車いす操作といった看護体
験のほか、オンライン交流や
進学・健康相談もできます。
　5月14日㊏10：00～15：00
　県看護協会会館（神戸市
中央区）
　県看護協会
　078-341-0190

大雨から命と暮らしを守る
総合治水の取り組みを紹介
します。
　5月14日㊏～6月12日㊐
10：00～17：00※月曜休館
　県立人と自然の博物館
（三田市）
　一般200円、大学生150
円、70歳以上100円、高校
生以下無料（入館料）
　同館
　079-559-2001
　079-559-2007

但馬牛に関する　　クイズ
を出題。勝ち残った人は豪
華賞品（但馬ビーフ）がもら
えます。当日受け付け。無料。
　5月22日㊐10：00～10：30
　県立但馬牧場公園（新温
泉町）
　同園
　0796-92-2641
　0796-92-2640

朝来市天然記念物に指定さ
れた、県立南但馬自然学校
内のため池の生態系の価値
や魅力について、講演や現
地観察会を通して学びます。
　6月11日㊏13：30～16：00
　同校（朝来市）
　50人（先着）
　　5月2日㊊～16日㊊に
必要事項を　　で同校へ
　079-676-4730
　079-676-4008

収穫した実は持ち帰り可能
（有償※1㎏当たり700円）。
　5月27日㊎～29日㊐、31
日㊋、6月3日㊎～5日㊐、7
日㊋、9日㊍、14日㊋いずれ
も10：00～、13：30～
　兵庫楽農生活センター
（神戸市西区）
　各回50人（先着）
　　5月17日㊋9：00から必
要事項を　または　申し込
みフォームから同センターへ
※電話での申し込みは不可
※成育状況により中止にな
る場合があります
　078-965-2651
　078-965-2653

県内の企業約50社が参加
し、Zoomで自宅から参加で
きる合同説明会。特設サイ
トで参加企業のPＲ動画の
公開も。入退場自由。無料。
　2023（令和５）年3月卒業
予定の大学・大学院・短期
大学・専修学校・高等専門
学校の学生、既卒者（おおむ
ね3年以内）
　5月28日㊏、6月4日㊏
10：30～16：10

　　　申し込みフォームから
㈱ダイネンヒューマンplusへ
　079-281-3911
　079-281-3303

申込書は5月16日㊊から市・
区役所・町役場・各県営住宅
管理事務所などで配布。高
齢者以外の人も単身入居で
きるようになりました。
　5月20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
　078-232-9581

自然災害や感染症から企業
を守るためのBCP(事業継
続計画)について、策定から
運用(マネジメント)まで伴
走型支援を行います。無料。
　県内に事業所を置く企業等
◆プログラム＝①啓発セミ
ナー＆個別相談会（約3時
間）②策定講座＆メールサ
ポート（約8時間）③演習＆
社内研修・内部監査支援
（約5時間）
※各プログラムの日程、実
施場所など詳しくはホーム

試験

2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられ、「18
歳から大人」になりました。大人になると、住宅賃貸やクレ
ジットカード等の契約を一人でできるようになると同時
に、一度結んだ契約は簡単には取り消せなくなります。トラ
ブルに巻き込まれないよう、契約は慎重に行い、「だまされ
ない消費者」になることが重要です。また、「今だけ」「ここだ
け」「自分だけ」の消費行動から転換し、人や社会、地域など
にも配慮した「自分で考える消費者」になることも求められ
ます。そこで、本年度の消費者月間は、「考えよう！大人に
なるとできること、気を付けること～18歳から大人に～」
をテーマに、県内各地でキャンペーンを実施します。この機
会に、「だまされない消費者」「自分で考える消費者」になる
にはどうすればいいか、考えてみましょう。
　県生活安全課消費政策班
　078-362-3157 　078-362-4022

兵庫県職員
（行政A・資格免許職）

自動車税種別割の
納期限は5月31日㊋です

サポステで
若者の就労を支援します

兵庫県職員(獣医師)

兵庫県職員  獣医師

自動車税種別割  兵庫

世界禁煙デー 兵庫県  サポステ

消費者月間  兵庫

兵庫  BCP／BCM

お知らせ

5月31日は
世界保健機関が定めた
世界禁煙デーです

大人になるとできること、
気を付けることを考えましょう

成年年齢が20歳から18歳に

兵庫県職員  行政A・資格免許職

※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（①はNPO法人兵庫セルプ
センター、②は㈱神戸新聞総合印刷から直接発送します）

こちらからも
プレゼントに
応募できます

今月のプレゼント

西脇市の障害福祉サービス事業所「ドリームボール」が製造。
山田錦の米粉を使用したクラッカーと西脇市産の黒大豆の
いり豆はおつまみに最適です。金ゴマ味、ガーリック味、一味、
カレー味、うめ味の5つの味が入って1袋340円。インター
ネットでも販売しています。
＋NUKUMORI

❶食べる山田錦＆黒豆3袋 … 3人

❷4面で紹介の絵本
　「サンダリーノどこから来たの？」…5人

「史上最高齢の飼育されたコアラ」としてギネス世界記録を
更新したコアラの名前は何でしょう。（ヒントは2～4面）

あさぎ みどり こむぎ

プレゼント
クイズ

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5月20日㊎（消印有効）までに、
　〒650-8567（住所不要） 　0078-362-3903 
　dayori@koho.pref.hyogo.lg.jpのいずれかで
県広報広聴課「県民だよりプレゼントクイズ」係へ。

プレゼントの応募先はこちら

U5H

ひょうご発信

「U5Hあるある」の漫画
コーナーは終了しまし
た。今後はU5Hのウェブ
サイトでご覧ください。
あなたの「あるある」も引
き続き募集中です。
6月号からは新しく「ヒョー
ゴなんでもランキング」
が始まります。どうぞお
楽しみに！
（本紙編集部）

サンテレビで放送中
8：30～8：55日曜

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　県広報広聴課 　078-362-3021 　078-362-4291

豊かな土地で、新たな暮らしを。「光都プラザ」テナント大募集

販売価格 950.4万円～1,423.3万円
宅地面積 211.67㎡～400.82㎡

広い土地、充実した教育環境、快適なテレワーク環境。
光都21ではそんな新たな生活を応援します。

公式インスタグラムの
アカウントはこちら

コート21

ほっとタウン光都
兵庫県企業庁企業誘致課

078-362-9390兵庫県企業庁播磨科学公園都市まちづくり事務所
0791-58-1115　 光都プラザ

助成制度を多数、ご用意しています。 詳しくはお問い合わせください。※①②併用不可

さ
ら
に
最
大

播磨科学公園都市・光都21
建築条件付宅地分譲・一般定期借地権付分譲

若年世帯新居購入
支援拡充制度①

万円割引400 （令和5年3月31日まで）

テレワーク応援住宅購入
支援制度②

万円割引400
若年世帯新居購入
奨励事業

（令和5年3月31日まで）
万円交付150

所在地／たつの市
兵庫県企業庁播磨科学公園都市まちづくり事務所

所在地／上郡町

光都プラザで出店しませんか？
初めて出店する方には初期費用を助成し、

新規出店を応援しています。

詳しくはお問い合わせください。

助 成 内 容　貸付料の減免、改装費の助成
支援限度額　計100万円（改装費の上限50万円）

7HYOGO2022（令和4）年5月号


