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Our Field,Our SDGs
私たちのフィールド、
私たちのSDGs

体験を通じ
地域の魅力を深く知りました

兵庫県知事

世界に誇る酒米「山田錦」の田植えを体験しま
した。その地に行き、実際に見て、触れて、地域
の人と言葉を交わすことで学びと感動が深ま
りました。兵庫の地で育まれてきた食・文化・
産業は、世界に発信できる魅力です。皆さんも
ぜひ兵庫のフィールドにお越しください。

ひょうごフィールドパビリオン
2025年大阪・関西万博の開催を機に、県全体を展示館
（パビリオン）に見立て、地域のSDGsを体現する活動の
現場（フィールド）を地域の人々が主体となって発信し、
多くの人に見て、学んで、体験していただくプログラム。



ヤングケアラーは知っていましたが、若者ケアラーも大変ですね。配食支援、いい取り組みだと思います。（川西市・横田さん）読者の声2023（令和5）年3月号2 HYOGO
04総P2-111A3

を経て、36(昭和11)年に「山田錦」が誕生
しました。以来、県内の生産者の手で大切
に育てられてきました。中でも北播磨地域
は特A地区に認定される産地。夏
場の昼夜の寒暖差、粘土質の土壌
が最高品質の酒米を育んでいます。
三木市の「山田錦の館」では、歴史
を学ぶ展示見学や日本酒の
試飲体験などができます。

酒造好適米として全国に名をとどろかす
「山田錦」は、大粒で心白が中央にあり、タン
パク質含量が少ないのが特徴。香り、味わ
いともに優れた日本酒に仕上がるため、飲
み手にも酒造家にも人気の品種で、〝酒米
の王様 と呼ばれています。始まりは1923
（大正12）年、県立農事試験場（現県立農
林水産技術総合センター）で「山田穂」と
「短稈渡船」を交配。産地適応性の試験等

〝

たんかんわたりぶね

1 美しい海に囲まれた
県内随一の漁業の島です 2 世界的ブランド「神戸ビーフ」は

生まれも育ちも兵庫県の 箱入り牛 です

3 兵庫の風土と人々の情熱が
酒米の王様を育んでいます

姫路港から定期船で約30分、美しい海に囲まれた坊勢島は、瀬戸内海国立
公園に含まれる大小44の島々から成る家島諸島の一つ。周囲約11kmと小
さく、山が海岸まで迫り平地が少ない地形のため、急斜面に家々が立ち並ぶ
独特の景観が広がっています。大半の家庭が漁業に従事しており、活気に満
ちた港には漁船がずらり。その総数は800隻ともいわれ、県内で1、2を争う
漁獲高を誇っています。釣り人も多く訪れるほか、全国でも珍しい漁業見学
船「第八ふじなみ」に乗っての漁業見学やブランド魚「ぼうぜ鯖」の餌やり、海
鮮バーベキューなど、島ならではの非日常体験が観光客を魅了しています。

甘みのある赤身と細かく入ったサシ（脂肪）が極上の味を織り
成す最高級ブランド和牛「神戸ビーフ」。霜降りの度合いや肉の
きめ細かさなど、厳しい認定基準を満たすものだけに与えられ
る称号です。素牛となる「但馬牛」は、県外の牛と一切交配せ
ず、繁殖から肉牛としての
出荷まで全てを兵庫県内
だけで行っています。新温
泉町にある「県立但馬牧場
公園」では放牧された但馬
牛が見られるほか、併設す
る「但馬牛博物館」で但馬
牛の歴史や神戸ビーフのお
いしさの理由を学べます。

2018（平成30）年にリニューアルした但馬牛博物館。館内
には昔の農家住宅を再現した「農業遺産体験館」も。

田植えや収穫体験、農家との触れ合いができる
プログラムも予定されています。

「山田錦」を使った日本酒は
逸品ぞろい。全国の辛党を
うならせています。

坊勢特産の
味のり（920円）と
焼のり（370円）、

家島えびカレー（520円）を
セットで５人にプレゼント

応募方法は7面へ

Ⓒ（一財）神戸観光局

港には絢爛（けんらん）豪華な
紋が彫られた漁船も。　

もとうし うし

～ひょうごフィールドパビリオン特集～
旬トピ！
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2［県全域］

県内各地が パビリオン になる〝〝
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扁妙の滝のことを初めて知りました。厳寒の中での氷瀑、ぜひ一目見てみたいです。（神戸市・山下さん）読者の声 HYOGO2023（令和5）年3月号 3

三木市が全国屈指の金物のまちとなった
きっかけは、1578（天正６）年の羽柴秀吉に
よる三木城攻めでした。焼け野原になった城
下の復旧のために大工職人が各地から集
まったことで、大工道具の製造が発展。長い
時をかけて培われた技術は上質の金物を生
み、のこぎり、のみ、かんな、こて、小刀は国の
伝統的工芸品にも指定されています。道の
駅「みき」には、市内の製造・卸業70数社の
約2万アイテムがそろう「金物展示即売館」
もあります。

5 400年以上続く優れた技術により
上質の金物が生まれています

6 平安時代末期に開窯された
「日本六古窯」の一つです

平安時代末期の開窯とされ、800年以上にわたって
受け継がれてきた「丹波焼」。瀬戸や常滑、信楽などと
共に「日本六古窯」の一つに数えられ、産地である丹
波篠山市今田地域には約60の窯元が連なります。伝
統的な丹波焼は、登り窯で焼成する素朴で野趣あふ
れる生活用器が魅力。現在はモダンな作品も増え、色
や形、手触りなど、窯元ごとに異なる作風が楽しめま
す。周辺には陶芸体
験ができる丹波伝統
工芸公園「立杭 陶の
郷」や陶磁器をテー
マとした兵庫陶芸美
術館もあり、陶芸の
魅力に浸れます。

4 香司という存在が
豊かで繊細な香りを作り出します

陶芸体験ができるスポットも。

県の重要有形民俗文化財に指定されている「最古
の登窯」。

淡路島は生産量日本一を誇る線香の一大産地です。江戸時代、
江井地区（現淡路市）の商人が堺から職人と技術を持ち帰っ
たのが始まり。以来170年余り、線香作りが脈々と続けられ
てきました。線香メーカーには香司と呼ばれる人が存在し
ます。調香から仕上げまで全工程において品質を管理。
一切の妥協を許さない、香りをつかさどるマイスター
です。近年は、兵庫県線香協同組合に所属するメー
カーの香司がそれぞれの感性でプロデュースした香り
をパッケージ化したシリーズを販売しています。江井
地区に集うメーカーの中には線香作り体験ができる
所も。豊かで繊細な香り漂うまちは、環境省の「かおり
風景100選」にも認定されています。

県民の皆さんへの協力のお願い
～引き続き、感染対策の徹底を～

●重症化リスクの高い人（65歳以上の高齢者、基礎疾患のある人、
　妊婦など）や小学生以下の子どもは、まずかかりつけ医や発熱外来
　に相談してから受診しましょう。
●症状が軽く、基礎疾患がないなど低リスクの人は、抗原検査キット
　による自己検査や自主療養にご協力をお願いします。

体調不良時の外来受診について

●下記のような感染対策を改めて徹底し、特に人混み
　での会話などによる感染リスクに注意してください。
　▶適切なマスク着用、手洗いや手指消毒
　▶効果的な換気（暖房中も継続的な換気）
　▶３密（密閉空間、密集場所、密接場面）の回避
　▶ワクチンの積極的な接種
　▶十分な睡眠と栄養バランスの良い食事

新型コロナウイルス感染症は、5月8日㊊に季節性インフルエンザ並みの5類
感染症への変更が予定されていますが、自主的な感染対策が不要になるわ
けではありません。引き続き、基本的な感染対策の徹底や積極的なワクチン
接種等にご協力をお願いします。（県新型コロナウイルス感染症対策本部）

医療機関の受診や抗原検査キットによる自己検査、無料検査所で陽性が判明
した場合、重症化リスクの低い人は「県陽性者登録支援センター」に登録し、
自宅療養をお願いします。詳しくは県ホームページで確認してください。
※神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市の人は各市ホームページで確認してください

※この情報は2月15日時点のものです。最新の情報は県ホームページで確認してください

県陽性者登録
支援センターに
ついて

症状が軽く
低リスクの人への
自己検査による
療養のお願い

基本的な感染対策の継続と  もしも  に備えた準備〝〝

アロマ感覚で楽しむ人も増えている淡路島の線香。

市内には昔ながらの工房も残り、つち音を響かせています。

すえ



呼び込み、地域の活性化につなげたいと考えて
います。
玉木さん　以前から世界に播州織を知ってもら
いたいと思っていました。自分たちだけで大勢
の人を呼び込むのは無理ですが、県の支援があ
れば周囲にも声をかけやすいので、チャンスだ
と思いました。
職人さんは多
くを語りませ
んが、人が来
るうちに説明
もうまくなる
はずです。万博
という決まっ
たゴールがあるので、モチベーションを保つこ
ともできます。

今回のテーマの一つに「持続可能な社
会の実現」があります。地場産業も、苦しい状況
の中でどう未来につなげるかが課題ですね。
玉木さん 播州織は繁栄していた時代に分業化
され、効率よく生産できるようになった半面、全
ての工程を知る人が減りました。そこで、全てを
知り潤滑油となってみんなをつなごうと、コット
ンの栽培を始め、間もなく糸作りもする予定で
す。万博までには全工程を学び、各工程のプロ
たちと連携できればと考えています。職人さん

の高齢化も進んでいるので、今のうちに
いろいろ受け継いでおきたいです。

「ひょうごフィールドパビリオン」では、
多くの方に現地を訪れ、見て、体験していただ
き、万博終了後も人が集まってくるようにしたい
と考えています。
古田さん　昨年から県が取り組んでいる「兵庫
テロワール旅」は、訪れた人が各地の魅力をそ
の背景を含めて楽しむものですが、フィールド
パビリオンはより地域の人々が主役となり、
SDGｓで掲げられている地域の課題解決につな
がる取り組みを発信することも重視されます。
これからの観光は、ただ訪れるだけでなく、現地
の人との交流が旅の目的にもなるでしょう。

集まったプログラムを見てどのような
印象を受けましたか。
古田さん　まずは自分たちの地域の魅力に気
付くことが大切だと感じています。認定までの
過程では、素晴らしいコンテンツはさらに伸ば
し、惜しいものにはアドバイスをしています。コ
ンテンツ同士をつなげて宿泊のプランにするな
ど、まだいろいろな可能性を秘めています。

応募されたお二人にも意気込みをお聞
きしたいと思います。
西山さん　2014（平成26）年の豪雨による会
社存続の危機を乗り越えた時に、これからは地
元に貢献しようと思いました。弊蔵の建物は国
の登録有形文化財で、県の景観形成重要建造物

にも指定されているので、これ
らを活用した事業で人を

見て体験して現地の人との交流を
西脇市を中心とした北播磨地域では、温暖な
気候を生かした綿花栽培と水量豊富な河川を
背景に織物業が発展しました。先染めの糸で
柄を織る播州織は、自然な風合いや豊かな色
彩、肌触りの良さが魅力。糸染めから製造・販
売まで地域で一貫して行っています。

播州織

齋藤元彦、
今、みなさんと。

兵庫県知事

vol.016 「懐かしくて新しい兵庫」 に出会えます
そこでしかできない、本物の体験で

2006（平成18）年設立。西脇市に直営店
を構え、播州織のショールを中心に、シャ
ツやバッグなど幅広く手がけています。

㈲玉木新雌

　0795-38-8113 　0795-38-8135

齋藤

齋藤

齋藤

未来につながる課題解決を

播州織のショールは、最終工程で天日干しに。

齋藤

この取り組みが

世界の産地を救う
ヒントになるかもしれない

普段は語りたがらない職人が

誇りを持って
発信していく

齋藤 元彦
兵庫県知事

福井県生まれ。大阪の繊維商社
でパタンナーとして勤務後、独
立。西脇市で自社ブランドを展
開。播州織作家。

玉木 新雌さん
㈲玉木新雌代表

2023（令和5）年3月号HYOGO4 淡路瓦は耐久性もあって有名ですね。プロポーズ瓦、とてもすてきです。（淡路市・米山さん）読者の声



岐阜県生まれ。新聞記者やテレビ
ディレクターなどを経て映画プロ
デューサーに。産品の販路開拓事
業にも従事。

古田 菜穂子さん
ひょうご観光本部

ツーリズムプロデューサー

西山さん　日本酒は若い人たちには敷居が高
い世界です。そこで、酒造りの発酵技術を生か

し、酒以外に
間口を広げる
ことにしまし
た。今秋、蔵を
改装した複合
施設がオープ
ンします。発
酵をテーマに

発酵食を食べたり発酵調味料を作ったりしても
らうことで、日本酒にも興味を持っていただけ
たらうれしいです。

取り組みを進める中で、どのような課題
がありますか。
玉木さん　製品を作っているラボは見学や染色
などの体験も可能ですが、ものづくりは簡単だ
と誤解されるのは避けたいと思っています。例
えば藍染め体験はすぐにできますが、アイの栽
培を含めた前工程は手間暇のかかるとても大
変な作業です。そこを誤解されないよう、体験し
ていただく前にその背景もきちんと伝えなくて
はいけません。
古田さん　観光コンテンツについては、そこで
しかできない体験が求められています。特に欧
米では手仕事を国外に外注するようになったの
で、日本の手仕事に価値を感じてくれます。片手
間のワークショップではなく、宿泊してじっくり
本物の体験を提供していただけたら。ただ
し、中には手軽さを求める人もいるので、

両方あればいいですね。
西山さん　インバウンドの対応が課題です。外
国語を話せる人材が少なく、コンテンツの価格
設定も自分たちでは客観的な判断ができず悩
みます。
古田さん　言葉については全国的に問題に
なっています。地域ごとに一括で受けて通訳ガ
イドを差配する方法がありますが、まだあまり
例がありません。ただ、富裕層はガイドを連れ
て来るのでそれほど心配はいりません。また、
今後はオンラインの申し込みも増えますので、
専門業者に予約の受け付け業務などを頼む手
もあります。

万博終了後にどうつなぐかも重要です。
古田さん　「リジェネラティブ」という昔のもの
を見つめ直し、それを生かして新たなものを生
み出す概念があります。今回はそういうものづ
くりを見つけるきっかけになるはずです。再編
されてイノベーションが起こることで、新しい兵
庫が生まれます。恐らくそれは「懐かしい未来」
になるのではないでしょうか。

フィールドパビリオンには、万博の来場
者だけでなく県内の子どもや若い人たちにも訪
れてほしいと考えています。ふるさとを知り、誇
りを持つことが人口流出の抑制にもつながれ
ば。万博を遠い話ではなく、ぜひ皆さんが 自分

ごと  として捉えていただ
けたらと思います。

「懐かしくて新しい兵庫」 に出会えます

齋藤

齋藤

齋藤

万博後には新しい兵庫に

丹波地域は日本三大杜氏の一つ「丹波杜氏」
のふるさと。現在も伝統を受け継ぎ、豊かな自
然の中で7つの蔵で酒が醸されています。丹波
杜氏たちは江戸時代後期から、冬の農閑期に
伊丹や灘五郷などへ出稼ぎに赴き、各地の酒
造りを支えました。

丹波の地酒

1849（嘉永2）年創業。俳人高浜虚子をは
じめ文化人とのゆかりが深い酒蔵。近年
は日本酒以外の商品にも注力しています。

㈱西山酒造場

　0795-86-0331 　0795-86-0202

とうじ

こうじとヨーグルトを組み合わせた「甘酒+ヨーグルト」。

ひょうごフィールドパビリオン座談会

そこでしかできない

本物の体験にこそ
価値がある

酒蔵ができる

地域貢献の一つの
形を示したい

大阪府生まれ。銀行員、看護師を
経て、結婚。妊娠を機に看護師を
辞め、蔵の業務に従事。

西山 桃子さん
㈱西山酒造場女将

ひょうごフィールドパビリオンの核となる「SDGs
体験型地域プログラム」に応募した地場産業の
担い手と審査に携わるコアメンバーに、プロジェ
クトへの意気込みや期待についてお話を聞きま
した。皆さん県外出身で、外からの視点に基づ
いたアイデアなど、多様な意見が出されました。

〝
〝

大阪・関西万博でのひょうごフィールドパビリオン、今からわくわくします。（姫路市・大下さん）読者の声 HYOGO2023（令和5）年3月号 5



兵庫県警察生活安全企画課
078-341-7441

兵庫県警 特殊詐欺防止

兵庫県議会議員選挙
そろって投票しましょう！

県選挙管理委員会 078-362-3101 078-
362-3907 または各市区町選挙管理委員会へ

「でんでんむし」運動推進中！

特殊詐欺は犯人からの電話に出ないことが一番の対策です

投票日当日に予定がある人は

4月1日㊏～8日㊏期日前投票

4月9日㊐
投票日

7：00～20：00
（一部地域を除く）

投票時間

明るい選挙キャラクター
「選挙のめいすいくん」

特殊詐欺に注意しましょう

●防犯機能付き電話機の導入と活用
●自宅の電話機は常に留守番電話に設定
●ディスプレーで相手の電話番号を確認

ポイント

アポ電に でんわ 無視するで

※ アポ電：親族や警察官、役所
の職員等になりすまし、現金
やキャッシュカードなどをだ
まし取ろうとする電話のこと

※

〈催し〉

SDGs Day 2023
県と神戸市が主催する「SDGs  
CHALLENGEプログラム」
に参加しているスタートア
ップの事業発表のほか、獅
子舞の演舞やジャズオーケ
ストラの演奏、県内企業に
よるAI自動バウムクーヘン
焼成機の実演・試食など。
無料。
3月18日㊏13：30～16：00

※荒天中止
SMBC神戸本部ビル前広

場（神戸市中央区）
県新産業課
078-362-4156
078-362-4273

SDGs Challenge

「五つ星ひょうご」 
選定商品販売会
2022（令和4）年度の「五つ
星ひょうご」選定商品のう
ち、50品を集めた展示販
売会。
3月23日㊍12：00～16：00
神戸サンボーホール（神

戸市中央区）
（公社）県物産協会
078-362-3858
078-382-1206

五つ星ひょうご

福祉の就職総合フェア 
in HYOGO
県内128の社会福祉法人や
事業所による合同説明会。
各施設等との個別面談や採

催し
用予定情報の提供、各種相
談、求職者登録など。入退場
自由。無料。
福祉の仕事に関心がある

人（学生可）
3月4日㊏13：00～16：30 
神戸国際展示場2号館

（神戸市中央区）
県福祉人材センター
078-271-3881
078-271-3882

福祉の就職総合フェア in HYOGO

伝統文化ふれあい広場
邦楽や能、日本舞踊等のス
テージ、ちぎり絵や茶道、生
け花等の体験講座。入場無
料。体験講座の一部は要予
約、有料（材料費）。
3月4日㊏、5日㊐12：00～

16：00
県公館（神戸市中央区）
（公財）県芸術文化協会
078-321-2002
078-321-2139

伝統文化ふれあい広場

〈募集〉

兵庫県職員なんでもガイ
ダンスの参加者
入庁1年目職員や地方機関
配属職員の体験談など、受
験希望者の関心が高いテー
マを取り上げます。オンライ
ン開催。
主に大学3年生（3年生以

外や既卒も可）
3月24日㊎13：30～16：05
200人（先着）
3月15日㊌までに 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

兵庫県職員 なんでもガイダンス

ひょうごアドプト・あかり 
のパートナーの協賛企業
県との協働により道路照明
灯の維持管理を行います。
照明灯に企業名等を表示で
きます。
社会貢献活動に理解のあ

る企業や商店、地域団体
◆協賛金＝年2万円（道路
照明灯1本当たり）
◆契約期間＝3～5年

所定の応募用紙を
で県道路保全課または各県
民局・県民センター土木事
務所へ
650-8567（住所不要）
078-362-3522
078-362-4278

兵庫県あかりのパートナー

県立社高校の 
センバツ出場に係る 
ふるさとひょうご寄附金
同校が3月18日㊏開幕の第
95回記念選抜高等学校野
球大会に出場することを受
け、ふるさとひょうご寄附金
の「県立学校環境充実応援
プロジェクト」として寄付金
を募集します。部員等の移
動や宿泊、応援グッズや用
具等の購入、感染症対策な
どに活用する予定です。
3月31日㊎までにふるさ

と納税サイト「ふるさとチョ
イス」「楽天ふるさと納税」
から、または同校へ現金持
参、現金書留など※詳しく
は で確認してください
同校
0795-42-2055
0795-42-2056

ふるさとひょうご寄附金

県営住宅の入居者
申込書は3月17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。
3月24日㊎～30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

〈助成・貸付〉

空家活用特区制度
県では、市町から申し出の
あった空き家問題が深刻な
区域を「空家活用特区」に指
定し、専門家によるサポー
ト、規制緩和、改修費の補助
等で空き家の流通・活用を
支援します。空き家で困って
いる自治会は、まず市町に
相談してください。
県住宅政策課
078-362-3583
078-362-9458

空家活用特区制度

〈試験〉

兵庫県職員技術系職種 
（春日程）
2024年度採用予定の職員
採用試験。
4月23日㊐（筆記）
神戸市内

◆試験区分＝大卒程度、経
験者
◆試験案内＝3月中旬に
に公開予定
◆募集職種、受験資格等＝
試験案内で要確認

試験案内に記載の期限
までに 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

兵庫県職員  採用試験

〈お知らせ〉

3月は 
「自殺対策強化月間」です
一人で悩まないで、まずは
相談してください。
●県いのちと心のサポート
ダイヤル
精神保健福祉士等が心の
健康相談に応じます。
078-382-3566

月曜～金曜18：00～翌8：30、
土曜、日曜、祝休日24時間
●こころの健康相談統一ダ
イヤル（ナビダイヤル）
居住地で開設中の相談窓口
につながります。※時間帯
によってつながりにくいこと
があります
0570-064-556

●ひょうご女性サポートホ
ットライン～ここふれ～
不安や悩みを抱えている女
性の相談を受け付けていま
す。
0120-623588

火曜～土曜9：00～12：00・
13：00～16：00（祝休日を
除く）
いのち支える兵庫県

旅券の申請手続きが 
変わります
3月27日㊊から旅券（パスポ

募集

試験

お知らせ
助成・貸付

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

33
MARCHマンスリー・インフォ・インフォ この情報は2月15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!

さわやか提案箱 県政へのご意見・ご質問をお受けします。2023（令和5）年3月号6 兵庫県  さわやか提案箱
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分譲区画数 15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 1,300万円台～3,100万円台
宅地面積 415.92㎡～750.69㎡

宅地好評分譲中 ワシントン村

美しい街は多い
しかしこれほど絵になる街は少ない

詳しい条件はホームページ等でご確認ください
県企業庁企業誘致課 078-362-９３９０ 078-362-4272

充実した助成・支援制度
若年世帯

新居購入支援制度
400万円割引

※他制度との併用不可

太陽光発電システム
整備助成金制度

最高150万円助成

安全で快適な家づくり 
助成金制度②

最高100万円助成
※①との併用不可

ガーデニング
助成金制度①

最高100万円助成
※②との併用不可

＂神戸三田＂国際公園都市　カルチャータウン

ワシントン村

第７期分譲
12区画販売開始

兵庫県で誕生した山○錦は、「酒米の王様」とも呼ばれていま
す。○に入る文字は何でしょう。（ヒントは2～4面）

田　 里　 城
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

今月のプレゼント

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3月17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は姫
路まえどれ市場から直接発送します）

❶有馬温泉炭酸煎餅サブレ2缶 … 3人
県内の4つの障害福祉サービス事業所が、神戸洋藝菓子ボッ
クサンや有馬温泉観光協会などの協力を得て製造。炭酸せん
べいのフレークが練り込まれ、サクサクとした食感が楽しめ
ます。1缶（プレーン、抹茶各2枚入り）540円。インターネット
でも販売しています。 +NUKUMORI

❷2面で紹介の坊勢特産ののりと家島えびカレー
のセット … 5人

ご近所付き合いがしたくても、きっかけがなければなかなか難しいもの。但馬や丹波など土地の恵みが豊
かな地域では「よかったら食べて！」からお付き合いが生まれることがより多いのかも、と想像します。それ
にしても、お裾分けどころか「留守中の急な雨に洗濯物を取り込んでくれる」なんて、すてきなお付き合い！

画・もぐら

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）

1 但馬（67.0％）

2 丹波（59.0％）

3 淡路（55.1％）

4 播磨（51.8％）

5 神戸・阪神（40.2％）
※ ランキングデータは「第25回県民意識調査報告書（令和元年度）」を基に作成
※ 回答項目のうち、「よく立ち話をする人がいる」「一緒に出かけたり、買い物に行ったりする人がいる」「おみやげなどをあげたり、もら
ったりする人がいる」「お互いの家を行き来する人がいる」の合計割合が高い順。無回答を除く

ご近所付き合いが多い地域
Theme

県内の名所で撮影した
ミュージックビデオを配信中

ート）の申請方法などが一
部変更となります。
● 旅券の更新手続きは電子
申請（要マイナンバーカー
ド）も可能となります
● 申請書の様式が変更され
ます。3月27日㊊以降、旧
様式は使用できません
● 戸籍謄本の提出が必要と
なります※戸籍抄本不可
県旅券事務所
078-222-8700
078-222-8745 ※詳しく

は で確認してください
兵庫県 旅券法改正

淡路夢舞台インスタグラム 
キャンペーン2023
淡路夢舞台の自然や建築物、
食事等の写真をInstagram
に投稿すると、抽選で15人
に淡路島の特産品が当たり
ます。同施設公式アカウント
（@awaji_yumebutai）を

フォローし、「#淡路島」「#淡
路夢舞台」「#夢舞台インス
タ2023」を付けて投稿して
ください。
3月31日㊎まで
同施設
0799-74-1000
0799-74-1001

淡路夢舞台

C型肝炎ウイルス感染者の 
給付金請求期限を延長
C型肝炎救済特別措置法の
一部改正に伴い、特定の血
液製剤によりC型肝炎ウイル
スに感染した人への給付金
の請求期限が2028年1月17
日に延長されました。※詳し
くは で確認してください
（独）医薬品医療機器総合
機構
0120-780400（月曜～金

曜9：00～17：00）
政府広報 C型肝炎救済特別措置法

要チェ
ック！

アイドルグループ「#ババババンビ」と県がタイアッ
プした新曲「スノードーム」。YouTubeチャンネル
「ゼロイチTV」では、「#エモい兵庫」をコンセプトに
城崎温泉（豊岡市）や竹田城跡（朝来市）、県立舞子
公園（神戸市垂水区）、南京町（同中央区）等で撮影
した同曲のミュージックビデオを配信中です。

県広報広聴課
078-362-3019
078-362-3903

ミュージック
ビデオの視聴は

こちら

2023（令和5）年3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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