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摂津（神戸・阪神）
～Timely Topics in HYOGO～旬トピ！ 1・3［県全域］

兵庫県民（神戸市民は除く）で症状が軽く重症化リスクの
低い人が、自己検査ができるよう、希望者に対して「抗原
検査キット」を配布します。自己検査で陽性となった場合は、
県が設置する自主療養登録センターへの登録をお願い
します。また、無料検査所で陽性が判明した人も、重症化
リスクが低い場合は自主療養登録センターに登録をお願
いします。自主療養中に症状が悪化した場合はコール
センター等へ相談し、医療機関で受診してください。

発熱等の症状や
相談先に迷う場合

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

●自主療養のスキーム（軽症者等）

※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
※この情報は8月22日時点のものです。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

無料のPCR検査・
抗原定性検査について

罹患後症状
（いわゆる後遺症）について

　078-914-5066（9時～17時） 078-914-5056
県自主療養・検査キット配送事務局コールセンター自主療養・抗原検査キットの

配布に関する相談

※市町とも連携しながら
　検査キットを送付

県の窓口一覧は
こちら

詳しくは
こちら

検査キットの
申し込みは
こちら

⑤症状悪化時の
相談

有症状者 県

検査キット
配送センター

コールセンター

・自主療養の登録
・自主療養証明書
  の発行

自主療養
登録センター

①検査キットを
　申し込み

②検査キット
　送付※

③陽性者は結果を
　ホームページで
　登録申請

④申請受け付けの
　通知

【検査キット配布要件】
以下の全てを満たす人

⑥症状悪化時
　等は受診

感染するなどもしもの際に備えて、療養期間となる10日間程度の食料品や
日用品、常備薬などが不足し困らないように、必要なものを確認し、事前の
準備をお願いします。

もしものときに備えて食料や常備薬の備蓄を

医療逼迫を防ぐため、陰性確認のための受診は控えてください
無症状の人は、無料検査所での検査をお願いします。
症状があって受診を迷う場合や不安がある人は、新型コロナ健康相談
コールセンター等の各種相談窓口に相談してください。

医療機関等の負担軽減への協力のお願い

各種証明発行手続きの負担軽減にご協力ください
現在、重症化リスクが高い人への対応のため、保健所等での療養証明書
発行に時間がかかっています。当面の間、医療保険金受給のための各種証
明書の発行依頼は可能な範囲でお待ちいただくとともに、勤務再開など
の各種証明依頼は控えていただくようお願いします。
なお、療養終了後の勤務等の再開に当たって陰性証明を提出する必要は
ありません。

●

●

1日当たりの検査
キットの配布数に
は限りがあります

※
神戸市以外に住む兵庫県民

2歳～59歳
基礎疾患がなくBMI※が30未満

妊娠していない
軽症（呼吸や水分補給に問題
がない、乳幼児は顔色が良い）
メールで連絡可能

・

・
・
 
・
・

・

※[体重(kg)]÷[身長(m)の２乗]

自己検査で陽性の場合は自主療養登録センターへの登録を

新型コロナ発熱外来（発熱等診療・検査医療機関）の受診の目安

発熱等診療・検査医療機関 診察・治療新型コロナ健康相談
コールセンター等

1 県民の皆さんへ協力のお願い
～感染急拡大を乗り切るために～

第7波における医療体制の逼迫を回避するため、自主療養制度等へのご理解
とご協力をお願いします。また、引き続き、基本的な感染防止対策を徹底し、
発症や重症化の予防に有効なワクチン接種をお願いします。
（県新型コロナウイルス感染症対策本部）

ひっぱく

◯60歳以上　◯妊娠中
◯基礎疾患あり
◯37.5度以上の発熱が4日以上続く
◯症状が重い
　・水が飲めない　・呼吸困難
　・ぐったりして動けない
　・乳幼児で顔色が悪い

一つでも当てはまれば受診が必要

◯59歳以下　◯妊娠していない
◯基礎疾患なし
◯症状が軽い
　・飲食できる　・呼吸が苦しくない
　・乳幼児で顔色が良い

全てを満たす場合、急いで受診する
必要なし（自己検査を検討してください）

（神戸市民は神戸市オンライン確認センターへ）

神戸ナンバーと姫路ナンバーの自動車は、倍くらい台数に差があるのですね。（加西市・中川さん）読者の声2022（令和4）年9月号2 HYOGO
04総P2-054A3



●豊岡市岩井字河谷1598 ●1人1泊1,500円～（テントレンタル1万8,000円～）
●080-2516-1443（火曜、水曜を除く9時～17時）

2017（平成29）年、空港敷地内
の芝生広場にオープン。滑走路
が目の前にあり、日本で唯一、
飛行機の離着陸を見ながら
キャンプができる場所です。
テントや寝具等はレンタル可
能で、バーベキューコンロ、食
材などが付くプランも。標高約
200ｍに位置するため夜は涼しく、
晴れた日には満天の星空が望めます。

Airport Campsite in TAJIMA

●豊岡市岩井字河谷1598-35 但馬空港西側格納庫
●1回5万円 ●1月 ●8時30分～16時 ●0796-43-1002

インストラクターと2人1組で飛
ぶタンデムスカイダイビングが
体験できる西日本で唯一の施
設。約4,000ｍ上空からは季
節ごとに表情を変える但馬の
山並みや、青く輝く日本海が
一望でき、天気が良ければ富山
県の立山連峰や鳥取県の大山ま
で見渡せるそう。山々が紅葉で染ま
る秋は特にお薦めのシーズンです。

スカイダイビング関西

スカイダイビング関西Airport Campsite in TAJIMA

エンジンやプロペラの音、
滑走路を走る振動を肌で感じられる距離。

滞空時間は約6分。
360度のパノラマビューは爽快そのもの。

2 朝夕2往復の定期便が大阪国際空港（伊丹空港）とを最短35
分で結ぶ、豊岡市のコウノトリ但馬空港。広域防災の拠点
や海難救助の中継拠点としても活用されるほか、キャンプや
スカイダイビングといったアウトドアレジャーが楽しめると
人気を集めています。（取材・文 本紙編集部）

但馬空港をもっと楽しむ！
 空港レジャー に出かけよう

今月の表紙

9月23日㊎㊗に
但馬空港で

イベントを開催！
（詳細は6面）

丹波市青垣町の里山に立つロッジ「KOBOhut」は、全
て丹波市産の間伐材で造られています。大きな特徴は
約10年後の解体、建て替えが前提ということ。里山の間
伐の適切なサイクルに合わせて解体し、新たな間伐材
を使って建てることで定期的な間伐を応援する循環型
ロッジです。手入れをした里山は保水力が増すため、土

砂災害の防止に
もつながります。
アウトドアを楽
しみながら里山
を守るという新
しい取り組みに
参加しませんか。
（㈱神防社SDGs
推進プロジェク
トリーダー 黒田
和真さん）

KOBOhut㈱神防社 ●078-241-3505 ●078-241-3506

詳しくは
こちら

※募集期間後も、万博開催まで●●●で随時受け付け

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

2025（令和7）年大阪・関西万博を機に、兵庫
五国の「活動の現場そのもの」を地域の人々が
主体となって発信し、多くの人を誘い、見て、
学び、体験していただく「ひょうごフィールド
パビリオン」を展開します。その個々のコンテ
ンツとして、SDGs体験型地域プログラムを
募集しています。未来社会につながる地域の
取り組みを世界に発信していくため、奮って
ご応募ください。（県万博推進課）

兵庫五国の魅力を生かした
体験プログラムを募集中

丹波市産の間伐材100％
山を守る循環型ロッジです

推進する
SDGs

全体テーマ

緑に囲まれた約2,500㎡に
シングルタイプとダブルタイ
プが9カ所。災害時の避難先
としても利用可能。販売によ
る収益の一部は山林所有者
に支払われます。

●

●

●

灘五郷の酒造現場を見学

山田錦、宮水を使った灘
五郷の酒造りを学ぶ

日本酒のテイスティング

●

●

●

生産者から山田錦への思
いや知識、栽培技術を聞く

「山田錦の館」で歴史、風
土、栽培等について学ぶ

田植えや稲刈りを体験

●

●

温泉街をぶらりと散策

神戸ビーフと山田錦の日
本酒で乾杯

酒米・山田錦をテーマにした旅の楽しみ方の例

生産地を訪れる
（播磨）

有馬温泉の旅館に泊まる
（摂津）

●●12月16日㊎（強化募集期間）ま
でに必要書類（ダウンロード可能）
を●●●または●申し込みフォーム
から県万博推進課へ
●650-8567（住所不要）
●078-362-9010
●078-362-3950

酒造りを見る
（摂津）

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

※現地の見学は　または　で予約が必要です

コボハット

見て、学び、体験する +α

フードロス解消のため２等品や規格外の野菜を活用する、南あわじTENTENTENの取り組みに感心しました。（姫路市・廣田さん）読者の声 HYOGO2022（令和4）年9月号 3



防災啓発活動を始めたきっかけは。
2014(平成26)年、三田市の母親たちでミラクル
ウィッシュを立ち上げた際、防災を学ぼうと提案。
「災害時にわが子を守れる親になりたい」との思

いからでした。17年以降は「さ
んだ女子防災部」の看板を掲
げ、得た知識を伝える側に。講
演やイベントを通じて子育て
世代に普及しています。
「さんだ親子防災ノート」
制作の経緯は。
活動の教科書として著作
権フリーの冊子を使って

いましたが、住んでいる地域ならではの情報がな
いと自分事として捉えられません。昨年4月から
半年ほどかけて  三田版  を制作。「三田で想定さ
れる３つの災害」などを載せています。
「ポリ袋クッキング」制作の経緯は。
コロナ禍で対面活動ができなくなり、ポリ袋調理
の動画配信やオンライン講座を実施。その中で人
気だった６品のレシピをまとめ、今年1月に発行
しました。
今後の抱負を。
防災ノートのウェブアプリ版を神戸大学の大学
院生が作ってくださったことをご縁に、若い世代
との交流も進めていきたいと考えています。

子育てを応援するNPO法人ミラクルウィッシュの活動の一つ「さんだ女子防災部」
が、啓発冊子「さんだ親子防災ノート」「ポリ袋クッキング」を作成。代表の益田紗希子
さんに制作の経緯を伺いました。（取材・文 本紙編集部）

5「その時わが子を守れますか」
思いを込めた冊子で防災知識を普及

「災害時にわが子を守るには
知識が必要」と益田さん。

さんだ親子防災ノート
ウェブアプリ版はこちら

冊子PDFのダウンロード、
全体の問い合わせはこちら

ポリ袋

クッキン
グ

PDFデータは同法人の
ホームページからダウン
ロードできます。

旬トピ！

提供：津名フォトクラブ 稲家茂さん

7 古くからの月の名所が
県の文化財になりました

絵島は岩屋漁港に浮かぶ周囲
200m、高さ13mの小島です。風
と波による浸食で独特の形状に
なり、表面には地層に沿ったしま
模様が見られます。平安時代から
月の名所として知られ、「枕草子」
「平家物語」、西行の和歌などに
登場、明治時代以降は絵画・写真
（絵はがき）の題材にも取り上げら
れています。今春には、県指定文

化財（名勝）になりました。今はコ
ロナ禍で中断していますが、例年
は地元住民が中心となり、中秋
の名月に観月会「絵島の月を愛で
る会」も催しています。再開でき
る日を心待ちにしています。
（絵島の月を愛でる会実行委員 
畑美代子さん）
※絵島は立ち入り禁止です

淡路市商工観光課
0799-64-2542 0799-64-2530

姫路市安富町はユズ以外に小豆の栽培も
盛んですが、大半が市外に出荷され、地元
ではほとんど流通していません。2018（平
成30）年、地域の特産品を組み合わせた
商品の開発を目指す「中播磨『海・里・山』
をむすぶ『食』の研究会」の協力を得て、商
品化しました。ユズのマーマレードと大納
言小豆のジャムの2層になっており、個別
に味わうのはもちろん、混ぜると甘酸っぱ
くなり、ひと瓶で３通りの味わい方ができ
ます。令和3年度優良ふるさと食品中央
コンクール新製品開発部門では農林水産
省大臣官房長賞
に選ばれました。
姫路市産のショ
ウガを使った「ゆ
ずと生姜のジャ
ム」もできまし
た。併せてお楽し
みください。（安
富ゆず組合理事 
中塚泉さん）

6 ユズと隠れた特産品の小豆で
3通りの楽しみ方ができます

安富ゆず組合安富ゆず組合 ●姫路市安富町長野320-1　　 0790-66-2801

「ゆずと小豆のジャム」（写真）は、150g
入り864円。「ゆずと生姜のジャム」は、
155g入り648円。

ゆずと小豆のジャム、
ゆずと生姜のジャムを
セットで５人に
プレゼント
応募方法は7面へ

同組合に併設する安富
ゆず工房やひょうごふ
るさと館などで購入で
きます。

注文方法は
こちら

【材料（２人分）】
無洗米１合、水
200cc、焼き鳥
缶詰（たれ）2
缶、タマネギ（ス
ライス）2分の1個、卵2個、ポリ袋（高密度ポリ
エチレンで「湯せん可」の表示があるもの）2袋

【作り方】
❶ ポリ袋に水と米を入れ、空気を抜いて袋の
口を結び、30分置く。／❷ もう一つのポリ袋
に焼き鳥缶、タマネギ、卵を入れ、軽くもみ混
ぜてから空気を抜き、袋の口を結ぶ。／❸ 鍋
に湯を沸かし、❶❷を入れて弱火で30分加
熱する。／❹ ❶のご飯に❷の具をのせる。

親子丼

ドローンを活用した社会課題の解決は、日本中が期待を寄せていると思います。（芦屋市・清水さん）読者の声2022（令和4）年9月号HYOGO4



北川さん　音水湖
は風が少なく波も
穏やか。カヌーをこ
ぐには最適の環境
です。都会では味わ
えない自然の音を
聞きながらカヌー
を満喫できます。
齋藤　西播磨のテロワールの一つです。
今後の抱負を聞かせてください。
北川さん　人々が日常的にカヌーを楽
しむようになってほしいですね。そのた
めにも体験できる場づくりに努め、その
魅力を伝えていきたいと考えています。

齋藤　カヌーはいつ始めたのですか。
北川さん　小学生の時、音水湖で開か
れた地元のカヌー体験教室に参加した
ことがきっかけです。
齋藤　高校3年生で出場した秋田国体
で優勝、大学ではアジア大会2位と素晴
らしい戦績です。
北川さん　選手として成長できたのも
地域の支えがあったから。音水湖にコー
スを設置するなど、思い切りカヌーがで
きる環境を整えてくださいました。
齋藤　全国大会が開催されたり、県外
から人が訪れたりと、今やカヌーを楽し
めるスポットとして知られていますね。

齋藤　川遊びや森林浴も
楽しめ、広々とした芝生が
気持ちのいいキャンプ場で
すね。ここで西播磨の味覚
をふんだんに使ったそうめ
ん炒めを作ります。
壺阪さん　知事は普段から
料理をされるのですか。
齋藤　休日に、子どもがお風呂に入っている間に
したりしますね。
加藤さん　料理をされるイメージがなかったです。

きました。
齋藤　素材から調味料までオー
ル西播磨産のそうめん炒めが
できました。野菜が甘くて、それ
ぞれの素材の味がしっかりしま
す。シカ肉もあっさりとしてお
いしいです。
加藤さん　シカ肉は「山椒しょ
うゆ」に漬け込みました。意外と
臭みは少なく、高たんぱく低カロリー。優れた素材
なので、もっと皆さんに食べていただきたいです。
壺阪さん　お腹いっぱいになったところで、音水
湖に行ってみてください。カヌーが楽しめますよ。

齋藤　兵庫県はおいし
い食材が多いので料理
をしたくなります。今回、
西播磨の揖保乃糸と一
緒に炒める野菜も地元
の特産と聞きましたが。

壺阪さん　そうです。私は地
酒「三笑」と日本酒発祥の地
とされる庭田神社で採取し
たこうじ菌を使った甘酒「に
わの糀」を持ってきました。
加藤さん　私は、自分で捕っ
て、さばいたシカ肉を持って

カヌーの魅力を
広く発信し
日常のスポーツに
音水湖カヌークラブ 支配人
北川博章さん

齋藤元彦、
今、みなさんと。

兵庫県知事

vol.010

～西播磨編～

くるみの里キャンプ場で、加
藤さん(右)、壺阪さん(中央)
とアウトドアクッキングを楽
しみました。

「兵庫テロワール旅」第2弾の西播磨編は市域の約9割が森林という宍粟
市へ。元地域おこし協力隊で京都市から移住した加藤智子さん、地元の
山陽盃酒造㈱次期7代目蔵元の壺阪雄一さんと西播磨の豊かな味覚を堪
能した後は、湖でカヌー体験。音水湖でカヌーに魅せられ、Uターンして
インストラクターを務める北川博章さんにお話を伺いました。

清風渡る森林空間で
自然の恵みを感じる時間を

くるみの里キャンプ場

　宍粟市波賀町鹿伏175-10
　0790-73-0348

くるみの里キャンプ場

音水湖カヌークラブ　宍粟市波賀町引原328-44 　0790-73-0336音水湖カヌークラブ

西播磨の食材を使って
アウトドアクッキング

ジャンボピーマン、長ナス、
紫とうがらしなど全て地元産。

地元野菜のそうめん炒め。

シカ肉
の焼肉。

住むまちへの
深い思いに
感動しました

今回の旅で出会った3人は、地元
で育ちUターンした人、県外から
来て西播磨に魅了された人、そ
して地域の歴史文化を守り続け
る人と、それぞれ立場は違いま
すが、一様に住むまちへの深い
思いを持っていました。その思い
に感激しましたし、とても頼もし
く思いました。こういった人たち
と一緒に兵庫のテロワールを応
援していきたいと思います。

知事コーナーを読んで、兵庫県は各地域にそれぞれ良さがあり、魅力にあふれていることを改めて知りました。（丹波市・古田さん）読者の声 HYOGO2022（令和4）年9月号 5



西日本有数の温泉地である岡山県の美作三湯（湯原・
奥津・湯郷）で、26人のアーティストが25の旅館など
にアート作品を展示する「美作三湯芸術温度2022」を
12月4日㊐まで開催します。宿泊者以外も自由に鑑賞
できるので、紅葉の季節に「温泉×アート」の不思議な
組み合わせを堪能してください。

温泉×アート！ 美作三湯芸術温度

岡山県発！
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。

Feel The Autumn 
in 淡路夢舞台

岡山県文化振興課
086-226-7903
086-233-5720

美作三湯芸術温度

詳しくは
こちら

森山知己「花卉草木 格天井屏風」（旅館 季譜の里で展示）

9月18日㊐、19日㊊㊗11：00～15：00

初日はキッズダンス、2日目はよさこいのステージを
開催。両日ともキッチンカーが出店し、淡路島グル
メが当たる抽選会も。入場無料、雨天中止。

同施設 0799-74-1000 0799-74-1001
淡路夢舞台

淡路夢舞台（淡路市）

＜催し＞

ひょうご五国巡回展 
「兵庫県のはじまり」
11月に県立兵庫津ミュージ
アム（神戸市兵庫区）がグラ
ンドオープンするのを記念
し、兵庫県誕生の歴史を紹
介するミニ展覧会を開催し
ます。無料。
9月1日㊍～25日㊐9：00

～18：00※月曜（祝日の場
合は翌日）休館
県立考古博物館（播磨町）
県地域振興課
078-362-9014
078-362-3950

兵庫津ミュージアム

空の日スペシャルイベント
空と空港に親しむ多彩なプ
ログラムを催します。
9月23日㊎㊗
コウノトリ但馬空港（豊岡
市）
◆プログラム＝①滑走路早
朝ジョギング②セスナ体験
飛行③体験タンデムスカイ

催し
ダイビング④フライトシミ
ュレーター体験⑤JALなり
きり制服体験⑥JALお仕事
講演⑦かなしきデブ猫ちゃ
んの読み聞かせ会
①100人②96人③4人

④午前・午後各8人⑤⑥同
各20人程度⑦同各50人程
度（①⑤〜⑦先着、②〜④
抽選）
①1,000円（小学生以下

500円）②6,000円（3人ま
で）③1万円④〜⑦無料

①～④は9月14日㊌ま
でに 申し込みフォームか
ら同空港へ。⑤～⑦は当日
受け付け
0796-26-1500
0796-26-1501

但馬空港

＜募集＞

おためし企業体験  
in HYOGOの参加者
県内で正社員として働きた
い人と企業とのマッチング
促進を目的に、職場見学や
業務体験などを実施しま

す。無料。
県内での就職を希望する

人
申し込みフォームか

ら㈱学情へ
06-6346-6303
06-6346-6838

おためし企業体験 in HYOGO

県歯及び口腔の 
健康づくり推進大会の 
参加者
歯と口腔のケアへの関心を
高めることを目的に開催し
ます。無料。
11月3日㊍㊗13：00～

15：30
県民会館（神戸市中央区）

◆プログラム＝大阪大学大
学院教授の天野敦雄さんの
講演、はとくち（歯と口）川
柳コンテストと県歯科衛生
士センターマスコット名募
集コンテストの入賞者の表
彰式、協賛企業のブース出
展など
250人（先着）
9月30日㊎までにe-ひ

ょうご 応募フォームから
県健康増進課へ
078-362-9109
078-362-3913

兵庫県 歯 大会

MY HYOGO MOVIE 
2022の動画作品
兵庫県の魅力発信につなが
る動画作品をプロ・アマ問
わず募集。グランプリ作品
には賞金20万円など。詳細
はホームページへ。

9月30日㊎までにSNS
に投稿の上、 申し込みフォ
ームから県広報広聴課へ
078-362-3016
078-362-3903

MY HYOGO MOVIE

県営住宅の入居者
申込書は9月15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。
9月22日㊍～29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

＜試験＞

兵庫県職員 
（①経験者②障害者）
2023年4月1日採用の職員
採用試験。
①10月2日㊐②10月23日

㊐
◆試験案内配布場所＝県庁
受付、各県民センター・県民
局、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

①9月16日㊎17：00
（受信有効）まで②9月1日㊍
～30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。
②は も可
650-8567（住所不要）
078-362-9349
078-362-3934

兵庫県職員採用ポータルサイト

2022（令和4）年度 
自衛官等
自衛官候補生や航空学生な
ど10種目が対象。申し込み
方法や試験日は種目によっ
て異なるため要問い合わせ。
自衛隊兵庫地方協力本部
078-261-8600
078-261-9781

自衛隊兵庫地方協力本部

＜お知らせ＞

県立病院の 
選定療養費を改定
地域の診療所等と病院の役
割分担を推進するため、10
月1日㊏から一部の県立病
院を紹介状なしで受診する
際に負担する選定療養費が
改定されます。
◆対象の県立病院＝尼崎総
合医療センター、西宮病院、
加古川医療センター、はり
ま姫路総合医療センター、
丹波医療センター、淡路医
療センター、こども病院

各県立病院（電話番号は
ホームページを参照）

兵庫県 病院局

後期高齢者医療費の窓口 
負担割合を一部見直し
10月1日㊏から、75歳以上
で一定以上の所得がある人
（現役並み所得者を除く）は
窓口負担が1割から「2割」
になります。詳しくはホーム
ページへ。
兵庫県後期高齢者医療広

域連合
078-326-2612
078-326-2744

兵庫県後期高齢者医療広域連合

募集

試験 お知らせ

SEPTEMBER

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

99

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9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8月22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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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）

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

淡路市の岩屋漁港に浮かぶ「○島」は、平安時代から月の名所
として知られています。○に入る言葉は何でしょう。（ヒントは
2～4面）
月　 岩　 絵

今月のプレゼント

❶栗の箸置きとプレート(大・小）3点セット … 3人
神戸市の障害福祉サービス事業所「ピータンハウス」が制作
した栗の形の箸置きとプレート。温かみのあるテーブルコー
ディネートアイテムです。箸置き400円、プレート（大）800円、
プレート（小）600円。インターネットでも販売しています。
  +NUKUMORI

❷4面で紹介のゆずと小豆のジャム&ゆずと生
姜のジャムのセット … 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9月16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は安
富ゆず組合から直接発送します）

敬
老
の
日
は

多
可
町
の
敬
老
会
が

発
祥
！

※
神
話
的
に

日
本
の
長
姉
た
る

こ
の
淡
路
を

敬
う
日
や
な

敬
え

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）

人口1万人当たりの
100歳以上の人口が多い市町

Theme

1位の多可町は「敬老の日」発祥のまち。戦後の混乱が続いていた1947（昭和22）年、多可郡野間谷村の村
長が、子どもたちを戦地に送った親たちを慰労したいと敬老会を開いたのが始まりだとか。お年寄りを敬
う気持ちに地域の優劣はなくとも、多可町が敬老の先進地であることは間違いない⁈

※ ランキングデータは県統計書
2020（令和2）年を基に作成。
小数点第2位を四捨五入

淡路市
（16.0人）3

多可町
（20.2人）1 新温泉町

（15.8人）4

佐用町
（19.5人）2 朝来市

（14.8人）5

活気あふれる漁港、海水浴客でにぎわう浜、朝日に照
らされ浮かび上がる干潟…。昭和時代を中心に、県内
の海辺の景色の移り変わりを写真と映像で振り返り
ます。入館無料。 11月18日㊎まで9:00～17:00※土
曜、日曜、祝日は休館 県公館（神戸市中央区） ①場
所について：県儀典室②展示内容について：県広報広
聴課 ①078-362-3823②078-362-3019 ①078-
362-4468②078-362-3903 県公館

香住漁港（1967年）

ヒョーゴアーカイブス展
-ひょうごの豊かな海-

ノスタルジーに浸るひとときを！

9月21日㊌～30日㊎は 
秋の全国交通安全運動
自動車や自転車に乗る人
は、横断歩道合図運動や自
転 車 安 全 利 用 五 則 、飲 酒
運転三ない運動などを実
践し、安全運転を心がけま
しょう。

県生活安全課
078-362-3879
078-362-4022

兵庫県 秋の全国交通安全運動

兵庫県地産地消 
おいしい食材の宝庫 
再発見キャンペーン
キャンペーン参加店でキリ
ンビバレッジの対象商品を
含む800円（税込み）以上を
購入し、レシートを応募はが
きに貼って応募すると抽選

で兵庫県認証食品をはじめ
すてきな景品が当たります。
◆レシート有効期間＝9月1
日㊍～30日㊎

10月3日㊊（消印有効）
までに でキリン・キャンペ
ーン事務局へ
0120-685036（月曜～金

曜10：00～17：00※祝日を
除く）

兵庫県おいしい食材の宝庫再発見

9月定例県議会
本会議はどなたでも傍聴で
きます。
9月20日㊋～10月24日㊊

（代表質問9月26日㊊、一般
質問28日㊌〜30日㊎）
県議会事務局総務課
078-362-3708
078-362-3924

兵庫県議会

2022（令和4）年9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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