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こまめな手洗いや手指消毒、定期的な室内換気、3密の回避など基本的な感染
防止対策を徹底してください。また、マスクなしでの会話はやめましょう。

  基本的な感染防止対策の徹底
●
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摂津（神戸・阪神）
～Timely Topics in HYOGO～旬トピ！ 1・3［県全域］

1
発熱等の症状や
相談先に迷う場合

罹患後症状
（いわゆる後遺症）

について

無料のPCR検査
について

副反応等について
（市町では対応困難なもの）

　078-362-9980（24時間） 　078-362-9874
※最寄りの保健所、健康福祉事務所でも受け付けています

新型コロナ健康相談コールセンター

　078-362-9278（9時～20時） 　078-362-9044
ひょうご新型コロナ後遺症相談ダイヤル

　078-845-9011（9時～17時） 　078-845-9012
県PCR検査等無料化事業事務局コールセンター

　0570-006-733（9時～21時） 　078-361-1814
県新型コロナワクチン専門相談窓口

新型コロナウイルス感染症の相談に土曜、日曜、
祝休日も対応しています。

県の相談窓口

この情報は7月20日時点のものです。最新の情報に注意してください。 ※上記の他にも県や市町でさまざまな相談や支援策を実施しています。最新の情報は各自治体のホームページ等で確認してください

いま一度感染防止対策の徹底を！
県内の新規感染者数は第7波に入り急増しています。引き続き、基
本的な感染防止対策を徹底し、熱中症に注意しながら場面に応じ
た適切なマスクの着用を心がけましょう。
（県新型コロナウイルス感染症対策本部）

県の窓口一覧は
こちら

ワクチンは発症や重症化の予防に有効です。積極的に接種をお願いします。
帰省やお祭り、レジャー等の際は感染防止対策の徹底とともに、ワクチン接種や
検査を活用してください。

 ワクチンの積極的な接種
●
●

島内の農家か
ら直接仕入れ
ている原料の
タマネギ。

県や県内の企業・団体が進めるサステナブルな活動を紹介ひょうごのSDGs

ふるさとひょうご寄附金は兵庫県版のふる
さと納税です。一定額以上の寄付を頂いた
県外在住の個人の方（法人、県民は対象外）
に県ゆかりの品をお届けします。2022（令和
4）年度返礼品には、SDGsに貢献する製品
やSDGsに取り組む企業等が生産する品も
取りそろえています。（県財政課）

フードロス解消へ！
規格外のタマネギをキムチに

ふるさとひょうご
寄附金
SDGs関連の
返礼品が登場

南あわじ市内の飲食店主など10人による異
業種グループ、南あわじTENTENTENでは、
傷や変形のある２等品や規格外品の淡路島産
タマネギを使ったキムチを開発。2020（令和
2）年11月の発売以来、人気を集めています。
取り組みについて、代表の町口匡貴さんに聞
きました。（取材・文 本紙編集部）

Q.取り組みの経緯は。
メンバーで直売所店長の「味は同じなのに売
れ残る２等品のタマネギをなんとかしたい」と
いう声から始まりました。幾つかの候補からキ
ムチに絞ったものの、タマネギの独特のえぐみ
を引き出してしまい、みんなが納得する味にた
どり着くまでに１年半を要しました。
Ｑ．こだわった点は。
日本人好みの甘みやうまみを引き出しつつ、
シャキシャキした食感を残すことです。通年販
売できるよう日持
ちし、常温で保存
できることにもこ
だわりました。

Q.今後の展開は。
手間がかかるためたくさんは作れなかったので
すが、メンバーの一人が製造会社を立ち上げ、
量も販売先も少しずつ増やしつつあります。淡
路島土産の定番として愛される存在に成長させ
たいです。また、第２弾として島のレタスを使っ
たキムチを試作しており、８月からクラウドファ
ンディングで先行販売する予定です。畑で捨て
られている茎や外葉を使うので、よりSDGｓの
考えに近い商品になると思います。

県財政課 ●078-362-9061 ●078-362-9049

猪鹿ジャーキーセット

アイコニー
オルゴールトレイン

SDGs関連返礼品

●猪鹿ジャーキーセット：
　天然ジビエを使用
●靴職人がつくる至極の靴
　べら：ひょうごレザー※を
　使用
●ひのきのボールペン、ひ
　のきの盃（ペア）：県産木
　材を使用
●アイコニー  オルゴールト
　レイン、積み木、アルファ
　ベット、ベビーセット：県
　産木材を使用

●リプラス
●050-3557-5951

キムチの玉様
２個セットを

５人にプレゼント
応募方法は7面へ

インターネット
販売はこちら

※原皮から生産した皮を100％使用し、県内でなめした革。廃棄物処理
　を適正に行っている工場で製造されたものだけが認定される

「キムチの玉様」
は100g入り600
円。農畜水産物
直売所「美菜恋来
屋」をはじめメン
バーの店舗や、道
の駅「うずしお」
などで販売中。

そろいのオリジナルTシャツ
を着たメンバーたち。前列左
が町口さん。

04総P2-051A3
「テロワール」という言葉の意味がよく分かり、観光列車「うみやまむすび」にぜひ乗りたいと思いました。（西宮市・山村さん）読者の声2022（令和4）年8月号2 HYOGO



佐用 光明寺

光明寺 風鈴まつり
●9月11日㊐まで9時～16時（入山無料）
●佐用町平福149 　0790-83-2646 　0790-83-2656

こども本の森神戸

4 宝探しをするように
特別な一冊を見つけてください 5 緑あふれる境内で

3,000個の風鈴が涼を運びます

※入館は要予約

こども本の森 神戸
●神戸市中央区加納町6-1-1 ●078-325-1125 ●078-325-1126

建築家の安藤忠雄さんの「未来を担
う子どもたちに、多くの本と出合い、
命の大切さを学び、豊かな感性や想
像力を育んでもらいたい」との思いか
ら、今年3月に誕生した施設です。神
戸にちなみ、震災関連の本や多言語
の絵本などもそろえています。貸し出
しはしていませんが、音読や読み聞か

せは構いませんし、屋外のウッドデッキや隣接する東遊園地内であれ
ば持ち出しも可能です。階段下の狭い空間には洞窟に関する本が置い
てあったり、本棚の一角にくぐれるゲートがあったりと、大人でもわく
わくするような空間で、宝探しをするように、お気に入りの一冊を見つ
けてください。(こども本の森 神戸館長 森川美紀子さん)

光明寺では2015（平成27）年から、境
内にガラス製の風鈴を並べて「風鈴ま
つり」を開催しています。地域の活性化
のため、宿場町・平福の家並みや道の駅
に続く観光スポットになればとの思い
で始めました。客足が急増したのは5
年目の19年に、参拝された方がSNSに
境内の写真を掲載してから。木漏れ日
に風鈴がキラキラと光る風景が反響を
呼び、翌年には多くのメディアにも取
り上げられました。風鈴の奉納を希望
される方には400円で購入し、短冊に
願い事を書いていただきます。それを
私が祈願し、本堂の軒下につるします。
年々風鈴は増え続け、今では3,000個に
なりました。暑い日が続きますが、涼し
げな音色に耳を傾け、明日への活力を
養っていただけるとうれしいですね。
（光明寺住職 井上隆快さん）

「あかちゃんの森」コーナー。
引き出しの中にも絵本が入っています。

投稿は
こちら

※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

e-ひょうご　応募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。宛先

皆さんの疑問を募集しています！
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。
本紙編集部が全力で調査します。

なぜ、丹波と淡路の自動車は神戸ナンバーで、
但馬は姫路ナンバーなのですか。

また、昔は兵庫ナンバーがあったと聞きました。

尼崎市・てるばぁと愛猫フィグさんからの質問

もともと県全域が「兵」ナンバーでした。しかし、1960年代に入り
自動車が増えると現在の兵庫陸運部（神戸市東灘区）で全台数
を管理するのが難しくなり、65（昭和40）年の姫路自動車検査登
録事務所開所を機に、県域の東半分が神戸
ナンバー、西半分が姫路ナンバーに分かれま
した。現在、神戸ナンバーが約122万台、姫路
ナンバーが約55万6,000台、そして兵ナン
バーが99台登録されています。 1966（昭和41）年に撮影された

「兵」ナンバー。

神戸運輸監理部兵庫陸運部に聞きました

なぜ？何？どうな
った？

～読者の皆さんの疑問に答えます～

上段の本は同じものが下段にあるので、小さい子どもも手に取れます。

入館予約は
こちら

「気軽にお越しください」と井上住職。〝不苦労〝に
あやかりフクロウの石像もたくさんあります。

今月の表紙

お絵描きができる素焼きタイプもあります。

廃棄漁網を再生した素材ですてきな豊岡鞄ができ、環境にも良くて、一石二鳥ですね。（姫路市・鳥生さん）読者の声 HYOGO2022（令和4）年8月号 3



旬トピ！ 但
馬
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絶
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と
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齋藤元彦、
今、みなさんと。

兵庫県知事

vol.009

スズメバチの駆除 トンネル内の点検

県内のドローン活用例

●県新産業課 ●078-362-3054 ●078-362-4273

プ
ロ
グ
ラ
ム

ドローンを活用して社会課題の解決に取り組む全国の自
治体が集まり、意見を交わす「ドローンサミット」。その記念
すべき第1回を兵庫県で開きます。無料、入退場自由。なお、
西日本最大級の産業総合展示会「国際フロンティア産業
メッセ2022」も同時開催します。（県新産業課）

6 ドローンの社会実装に弾み
全国初のサミットを兵庫で開催

●9月1日㊍、2日㊎10時～17時 ●神戸国際展示場（神戸市中央区）

●デモンストレーション
　ドローンの遠隔操作による観光スポットの紹介などを予定

●シンポジウム
　有識者の基調講演、各自治体の取り組み発表や意見交換など

●展示会・商談会
　ドローンを活用する自治体や関連企業など68企業・団体のブースが出展

詳しくは
こちら

7 モンゴルの伝統住居ゲルで
自然の息吹を感じるひとときを

丹波篠山モンゴルの里

丹波篠山モンゴルの里
●丹波篠山市遠方41-1
●079-592-0051

仏教の吉祥文様が描
かれたゲルのドアを
開ければ、天窓から
の日差しは柔らかく、
人の声までが優しく
聞こえる安らかな空
間が広がります。雨の
日は雨音、風の日は
風音が響き、自然を
より感じることがで
きます。現地から移設
した本場のゲルに宿泊できる県内唯一の施設
で、民族衣装を着てモンゴル料理を頰張り、遊
牧民の伝統の暮らしを体感してみませんか。
（丹波篠山モンゴルの里代表 卜部智津香さん）

宿泊プランに含まれる民族衣装着付け
体験のほか、モンゴル文字書道やモン
ゴルティー茶会など多彩なオプション
メニューも。近隣の草山温泉入浴券と
夕・朝食が付いて1人1万5,000円～。

天井や柱、調度品の極彩色が印象的な内部。
ゲル全体を包む羊毛のフェルトの断熱効果で年中快適だとか。

■余部橋梁（きょうりょう）を走る山陰本線。■兵庫テロワール旅但馬編はJR「城崎温泉」駅からスタート。■久しぶり
に列車旅を楽しみました。■標高350ｍ～600ｍに広がる県立但馬牧場公園。■地元のシェフに但馬牛(ぎゅう)の
ステーキを焼いていただきました。■今年1月に生まれた村田さんの子牛。つぶらな瞳が印象的です。
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～但馬編～

城崎温泉駅

但馬牧場公園

餘部駅

余部鉄橋「空の駅」
道の駅「あまるべ」

豊岡駅

山陰本線

←至鳥取

至
大
阪
↓

日本海

母校の県立篠山鳳鳴高校インターアクト部の活躍がうれしい。観光ツアーも成功してほしいです。（丹波篠山市・岸田さん）読者の声2022（令和4）年8月号HYOGO4
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兵庫デスティネーションキャンペーン

齋藤　村田さんは、子牛を生産する繁殖農家※とし
て起業して4年目。なぜ但馬牛を育てようと思った
のですか。
村田さん　元々動物が好きで農業高校に進学し、
畜産業に興味を持ちました。出身は大阪ですが、兵
庫県内だけで育種改良する但馬牛の存在を知り、
携わりたいと思いました。高校卒業後、県立農業大
学校で但馬牛について学び、さらに地域おこし協力
隊として新温泉町の畜産農家での活動などを経て
独立し、今は母牛11頭と子牛2頭を育てています。
齋藤　やりがいを感じるのはどんなときですか。
村田さん　元気な子牛が生まれてきてくれたとき
は喜びを感じますし、市場で良い評価を受けたら
「やっていてよかったな」と思いますね。
齋藤　町の子牛の品評会で1等賞を取ったことも
あるそうですね。畜産に関わっていない人も含め、
地域の人にとって、但馬牛はどんな存在ですか。
村田さん　美方郡では昔から但馬牛に農作業をさ
せていたため、玄関の横に牛舎があったそうで、但
馬牛はとても身近な存在です。60歳～70歳くらい
の人が「昔はこんなふうに飼ってたで」と話しかけて
くれ、畜産と関係のない人とも牛の話ができるのは
すごく魅力的だと思います。
齋藤　地域に畜産に対する理解があり、みんなで
支えようという形になっているのですね。世界に発
信できる地域ブランドとしての但馬牛を今後、どう
守っていきたいですか。
村田さん　より元気で育てやすい子牛を生産する
ことで、但馬牛・神戸ビーフという世界に誇るブラン
ドを守り続けていきたいです。
齋藤　県としてもサポートし、若い世代の
挑戦を応援したいと
思います。これからも
頑張ってください。

元気な子牛を育て
地域に根付いた
ブランド牛を守る
村田畜産 代表
村田瑞樹さん

餘部駅利用者にも重宝されているエレベーター「余部クリスタルタワー」で空の駅へ。
展望施設では余部鉄橋の赤い橋脚を見ることもできます。

※繁殖用の母牛を飼育し、子牛を産
　ませ、生後8カ月～10カ月まで育て
　て家畜市場に出荷する農家のこと

神戸ビーフの素牛として知られる、
黒毛和種の血統の一つです。古くか
ら美方郡では、「蔓牛」と呼ばれる牛
の家系を形成し改良を進めてきまし
た。香美町小代区で生まれた「田尻
号」はその優秀な資質から全国各地
の和牛の肉質改良に利用され、現在
の黒毛和種の99.9％が田尻号の遺
伝子を引き継いでいます。

但馬牛

JR山陰本線が走る余部橋梁に並行して整備されてい
る高さ41ｍの展望施設。現在のコンクリート橋に架け
替えられるまで、約100年にわたり列車の運行を支え
た余部鉄橋の橋脚や線路の一部が保存されており、
かつての雄姿をしのばせます。橋梁の直下には芝生の
広場や、お土産が買える道の駅「あまるべ」も。

余部鉄橋「空の駅」
きょうりょう

旅のテロワール

▲但馬牧場公園内には、但馬牛の歴史
やオンリーワンといわれる理由を展示
物や映像で学ぶことができる博物館も
あります。
◀美方郡では1897（明治30）年ごろ、
全国に先駆けて牛籍簿を整備。郡内産
にこだわった改良を進めました。

但馬牛は脂肪融点が低く、とろ
ける脂と甘い味わいが特長です。

但馬牧場公園
内のレストラン
では、希少部位
の食べ比べが
できる期間限
定のプランも。

但馬の海と山を
歴史や食でつなげると
新たな魅力を発見できました

余部鉄橋「空の駅」では、保存されてい
る橋脚や軌道から、旧余部鉄橋が地元
の皆さんに大切にされていたことが伝
わりました。展望台からの景色は、まさ
に絶景でした。
また、但馬牧場公園内にある但馬牛博
物館では、但馬牛を育む地域の歴史、
伝統、文化に県の技術面のサポートが
加わり、但馬牛が守られてきたことが
よく分かりました。これらの景色や風土
は、人々が受け継いできた但馬地域な
らではのものといえます。皆さんも感
染防止対策を行いながら、但馬の歴史
や食の魅力を体験してください。

JRグループ6社と県が一体となって全国からの誘客を図る大型
観光プロモーションで、2023（令和5）年7月～9月に開催。それ
に先立って今年7月～9月に「プレキャンペーン」を実施し、県内
を盛り上げています。

JR「餘部」駅のホームから
旧軌道を歩いて空の駅へ

あまるべ

但馬牧場公園

県立但馬牧場公園  　新温泉町丹土1033 
　0796-92-2641 　0796-92-2640

空の駅

　香美町香住区余部1861-2
　　0796-20-3617（道の駅「あまるべ」）

「兵庫デスティネーションキャンペーン」で展開する素晴らしい食や文化などの
歴史や背景を知る「兵庫テロワール旅」を体験。第1弾は、世界に誇る神戸ビーフ
や、松阪牛など全国各地の和牛のふるさとである但馬地域へ。海風が香る絶景
スポットや、但馬牛の歴史やおいしさの理由を学べる施設を巡り、但馬牛にほれ
込み新温泉町に移住した若手繁殖農家、村田瑞樹さんにお話を伺いました。
※感染防止対策に気を付けながら、兵庫テロワール旅をお楽しみください

詳しくは
こちら

もとうし

つる

淡路島なるとオレンジが300年の歴史のある固有種と知り、驚きました。（神戸市・山口さん）読者の声 HYOGO2022（令和4）年8月号 5



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

88
AUGUST

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

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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分譲区画数 6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㈱、
㈱スウェーデンハウス

宅地価格 1,700万円台〜2,400万円台
宅地面積 428.47㎡〜534.01㎡

県企業庁企業誘致課
078（362）９３９０ 078（362）4272

宅地好評分譲中 ワシントン村「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

美しい街は多い
しかしこれほど絵になる街は少ない

＂神戸三田＂国際公園都市　カルチャータウン

－ワシントン村－
Washington VillageWashington Village

詳しい条件はホームページ等でご確認ください

充実した助成・支援制度
若年世帯

新居購入支援制度
太陽光発電システム
整備助成金制度

ガーデニング
助成金制度

400万円割引
※他制度との併用不可 100万円助成 100万円助成

プレゼント
クイズ

こちらからも
プレゼントに
応募できます

9月1日、2日に全国初となる「○○○○サミット」が神戸国際
展示場で開催されます。○に入る言葉は何でしょう。（ヒント
は２～４面）
クローン　 ドローン　 アローン

今月のプレゼント

❶ Japanese SAKE cake “cup style″2個 
セット … 5人

神戸市兵庫区の「ドリーム＆YUME作業所」と川西市の「むぎ
のめ作業所」の障害福祉サービス事業所2施設が、剣菱酒造、
ファクトリーシンの協力を得て製造したカップケーキ。日本酒
で風味付けした「黒豆」「柚子」の2個セットで648円。インタ
ーネットでも販売しています。  +NUKUMORI

❷2面で紹介のキムチの玉様2個セット … 5人

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8月19日㊎（消印有効）までに、
〒650-8567（住所不要）　 078-362-3903
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。

※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」コーナーで紹介する場合
があります。提供いただく個人情報は今後の紙面作りの
参考にするほか、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はリ
プラスから直接発送します）
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なんでも ランキングヒョーゴ なんでも ランキングヒョーゴ （本紙編集部調べ）（本紙編集部調べ）

夏の甲子園出場回数
Theme

1 報徳学園高校（15回）
（西宮市）

2 東洋大学附属姫路高校（12回）
（姫路市）

3 関西学院高等部（7回）
（西宮市）

3 神戸市立神港橘高校（7回）
（神戸市兵庫区）

3 滝川高校（7回）
（神戸市須磨区）

※ランキングデータは公益財団法人日本高等学校野球連盟ホームページを基に作成

今年で104回目となる「全国高校野球選手権大会」（夏の甲子園）。出場回数1位と3位には、阪神甲子園
球場がある地元、西宮市の学校がランクイン。同市では、小・中学校の「連合体育大会」や「成人式」もとい
「二十歳のつどい」も阪神甲子園球場で行うのだとか。ぜ、ぜいたく…！

兵庫県歯科衛生士センターの
マスコットキャラクターの名称を募集

2020年に設置された県歯科衛生士センターのマスコ
ットキャラクターの名称を募集。入賞者には賞状と副
賞が授与されます。
県内在住で、11月3日㊍㊗の表彰式に出席可能な人
8月18日㊍17：00までに必要事項を またはe-

ひょうご 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  兵庫県歯科衛生士センター  マスコット

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（約2時間）＆個別相談
会②策定講座（約8時間）＆
メールサポート③演習（約2
時間）＆社内研修・内部監査
支援（約3時間）
※各プログラムの日程、実
施場所など詳しくはホーペ
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

兵庫  BCP/BCM

＜試験＞

兵庫県警察官
9月17日㊏、18日㊐（試験

区分により異なる）
県内複数会場

◆試験案内配布場所＝各警

察署、交番、駐在所、県警本
部、ホームページなど

8月16日㊋17：00（受
信有効）までに 申し込み
フォームから各警察署ま
たは県警察官採用センタ
ーへ

078-371-4515
0120-145314

兵庫県警察官  採用

兵庫県職員 
〈行政B（高卒程度）〉
2023年4月1日採用の職員
の採用試験。
9月25日㊐

◆試験案内配布場所＝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

8月2日㊋～9月9日㊎
17：00（受信有効）に また
は 申し込みフォームから
県人事委員会事務局へ
〒650-8567（住所不要）
078-362-9349
078-362-3934

兵庫県職員  行政B

試験

2022（令和4）年8月号 7兵庫県  県民モニター県民モニター募集中 県広報広聴課 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。
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