
徳島県と高知県を結ぶ阿佐海岸鉄道が昨年12月に世
界で初めて本格営業運行を開始したDMV（デュアル・
モード・ビークル）は、線路と道路の両方をシームレス
に走行する次世代の乗り物。約15秒で鉄道モードとバ
スモードを切り替えるモードチェンジや、車窓に広が
る美しい海岸線は必見です。ぜひ体感してください。

次世代の乗り物「DMV」に
乗ってみませんか

徳島県発！
魅力直送便

兵庫県の魅力を全国に発信するとともに、
県外からの観光誘客を図るため、他県と 
紙面コーナーの交換を行っています。

第1次ひょうごお魚内閣総選挙を
開催します

県産水産物の魅力発信と11月に明石市で行われる
「第41回全国豊かな海づくり大会兵庫大会」のPRのた
め、県産水産物で内閣を組織する総選挙を開催します。
「ひょうごの干物セット」等のプレゼントの抽選もある
ので、ぜひ投票してください。

県水産漁港課 078-362-3480 078-362-3920
ひょうごお魚内閣総選挙

投票期間 8月5日㊎～11月6日㊐

投票方法 ひょうごお魚内閣総選挙 で候補の魚を
選択し、投票。

阿佐海岸鉄道㈱
0884-76-3701
0884-76-3703

阿佐海岸鉄道

詳しくは
こちら

＜催し＞

サマーガーデン
赤や黄など夏らしい原色の
植物を中心にコーディネー
トされた庭や、日本有数の
食虫植物コレクションを誇
る県立フラワーセンターと
連携した展示などが楽しめ
ます。
9月4日㊐までの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

あわじグリーン館

第16回 
兵庫私学学校説明会
県内の私立小学校・中学校・
高校のパンフレットの配布、
入試担当者による相談コー
ナーなど。無料。
①姫路会場8月7日㊐②

神戸会場8月20日㊏、21日
㊐いずれも10：00～16：00
①アクリエひめじ（姫路

催し
市）②神戸サンボーホール
（神戸市中央区）
県私立中学高等学校連合

会
078-335-7697
078-335-7700

兵私中高連

六甲山の災害展
六甲山系の災害の歴史を伝
えるパネル展示や模型実験
装置等を使った実演など。
無料。
8月16日㊋～28日㊐9：30

～18：00※月曜休館
人と防災未来センター

（神戸市中央区）
県治山課
078-362-3471
078-362-3952

六甲山の災害展

ひょうご・ 
ヒューマンフェスティバル 
2022 in ひめじ
お笑い芸人の山田ルイ53
世さんによる人権講演会
（YouTube配信あり）やパ
ラスポーツ体験コーナーな
ど。無料。
8月28日㊐10：25～15：30
姫路市市民会館（姫路市）
県人権啓発協会

078-242-5355　
078-242-5360

ひょうご・ヒューマンフェスティバル

＜募集＞

第76回 
全国レクリエーション大会 
2022ひょうごの参加者
18種目のスポーツ・レクリ
エーションの交流大会や研
究フォーラムなど。
9月17日㊏～19日㊊㊗
姫路市を中心とした県内

各地の施設
種目や研究フォーラムに

より異なる
種目や研究フォーラムに

より異なる
8月12日㊎までに

申し込みフォームから同
大会2022ひょうご実行委
員会へ
078-334-2065
078-334-2068

第76回全国レクリエーション大会

歯（は）と口（くち） 
川柳コンテストの作品
歯や口の健康づくりに関す
る川柳。優秀者には賞状と
記念品が授与されます。
県内在住で11月3日㊍㊗

の表彰式に出席可能な人
8月18日㊍（消印有効）

までに必要事項を また
は 応募フォームから県健
康増進課へ
650-8567（住所不要）
078-362-9109
078-362-3913

兵庫  歯と口川柳コンテスト

第15回「家族の日」 
写真コンクールの作品
家族の温かさや絆の大切さ
を感じさせる写真。入賞者
には賞状と副賞が授与され
ます。
県内在住・在勤・在学の

人、ひょうごe-県民登録者
9月15日㊍までに作品

をInstagramで@hyogo_
familyをフォロー、タグ付
けし、ハッシュタグ「#ひょう
ご家族の日22」を付けて投
稿または 応募フォームか
ら県男女青少年課へ。
078-362-4185
078-362-3891

家族の日写真コンクール

コウノトリ但馬空港 
卓上カレンダー2023 
フォトコンテストの作品
コウノトリ但馬空港周辺で
撮影した日本エアコミュー
ターの定期便またはATR
コウノトリ号の写真。入賞
者には、作品が掲載された
カレンダーと副賞（最優秀
賞：但馬牛1㎏）が授与され
ます。

9月16日㊎までに 応
募フォームから但馬空港タ
ーミナル㈱へ
0796-26-1500
0796-26-1501

但馬空港2023フォトコンテスト

ひょうご五国フォーラム  
in 播磨の参加者
近世の水上交通に焦点を当
て、播磨の海や川を行き交
う人と物が育んだ地域の歴
史資源の魅力について紹介
します。無料。
9月17日㊏13：30～16：30
県立考古博物館
100人（抽選）
9月6日㊋（必着）までに

住所、氏名、電話番号、メー
ルアドレス、イベント名を
（往復はがき）または 申し
込みフォームから県地域振
興課へ
〒650-8567（住所不要）
078-362-9014
078-362-3950

兵庫津ミュージアム

県営住宅の入居者
申込書は8月22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。
8月26日㊎～9月1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

県議会常任委員会 
地域開催の傍聴者
①高齢者の地域生活②環境
保全と温暖化対策、廃棄物
対策をテーマに、常任委員
会を地域で開催。無料。
①8月23日㊋②9月2日㊎

いずれも14：00～
①相生商工会議所（相生

市）②北淡震災記念公園セ
ミナーハウス（淡路市）
各30人（先着）

または所定の申込書
を で県議会事務局議事
課へ
078-362-3714
078-362-9031

兵庫県議会事務局

BCP／BCM 
支援プログラムの受講企業
自然災害や感染症から企
業を守るためのBCP（事業

募集
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さわやか提案箱 県政へのご意見・ご質問をお受けします。2022（令和4）年8月号6 兵庫県  さわやか提案箱

マンスリー・インフォ・インフォ この情報は7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。

詳しくは
ホームページに
掲載しています凡例 申し込み

方法
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

Check!
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