
新型コロナ対策適正店認証制度

新型コロナウイルス感染症対策を実施している
飲食店等に対して、実地確認の上、認証ステッ
カーを交付しています。また、店舗情報をホーム
ページ等で公表することで、感染に対する県民
の皆さんの不安感を解消するとともに、県内の
飲食店等での感染拡大予防対策の推進を図っ
ています。

引き続き、気を緩めずに感染対策を 一日も早い日常生活の正常化に向けて新型コロナウイルス感染症
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取り組んでもらいたい感染対策
手洗いや消毒、換気など基本的な感染対策を徹底し、発熱等の症状が
見られる場合は、出勤、通学、通園を控えてください。
マスク着用（不織布マスクを推奨）を徹底してください（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）。
路上・公園での飲酒など、感染リスクの高い行動は回避してください。
デマや憶測といった誤った情報に惑わされず、特に若年層の人は、正確な
情報の下、ワクチンの積極的な接種をお願いします。

これまでの長期間にわたる医療従事者の皆さんのご努力、県民・事業者の
皆さんのご協力に感謝を申し上げます。
人流抑制やワクチン接種の促進などが相まって、新規陽性者数の抑制に

つながり、病床使用率の逼迫も解消されてきました。
しかし、まだまだ予断は許されず、引き続き皆さん一人一人の感染対策と十分な
警戒が必要です。一日も早く日常を取り戻すため、ご協力をお願いします。

この情報は10月13日現在のものです。最新の情報に注意してください
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兵庫県広報紙 Hyogoふるさとがもっと好きになる
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神人　口：543万9,721人

世帯数：241万1,290世帯
面　積：8,400.95㎢
（令和3年9月1日現在）

【主な内容】
［2─3面］ 550万人のインフォ
［4─5面］ いいとこ丸ごと！（宍粟市）

 ぐぐっと 玉井陸斗さん
 齋藤元彦、今、みなさんと。

［6─7面］ おでかけひょうご・情報掲示板
［ 8 面  ］ 地域版11Nov. 月号月号
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550万人の
インフォ

伝えたい！と
知りたい！をつなぐ

兵庫県の始まりの地に
初代県庁舎の復元施設がオープン 

　県災害対策課
　078（362）9810 　078（362）9911

神戸学院大学現代社会学部社会防災学科２年
稲澤遥樹さん

　西宮市朝凪町１-50 
　0798（38）9200 　0798（38）1919 
髙丸工業

　神戸市西区神出町広谷407-2 
　078（965）3119 　078（965）3129 
アトラステクノサービス

兵庫県
津波一斉
避難訓練の日
11月5日㊎、南海トラフ地震と日本海沿
岸地域地震の津波浸水想定区域内にあ
る市町を対象に避難訓練を実施します。
対象地域ではマナーモードにしていても
当日10時過ぎに避難を呼び掛ける緊急
速報メールが携帯電話に届
きます。適切な避難行動を
取り、津波に備えましょう。
（県災害対策課） 

ひょうごのつ

1868（慶応４）年5月、新政府により兵庫津（現在の神
戸市兵庫区沿岸部）に設置された初代県庁舎を、実在し
た場所近くに復元。歴史空間を体感する施設「県立兵庫
津ミュージアム 初代県庁館」として11月3日㊌㊗にオー
プン。江戸時代は大坂町奉行所兵庫勤番所だった建物に
は仮牢や旧同心屋敷なども。MR体験「バーチャルVisit!」
では初代県庁舎を舞台に繰り広げられた幕末維新のドラ
マに立ち会えます。当時にタイム
スリップし、兵庫県の始まりを感
じてください。（県兵庫津ミュージ
アム整備室 山本瀬良さん）

神戸市の神戸国際展示場で開かれる国際フロンティア産業メッセは、環境・エネルギー
や健康・医療、ロボット、地場産業など多彩な分野の企業等が集結する西日本最大級の
産業総合展示会です。今年は9月２日、3日に開催され、368の企業・団体が出展。中で
も、ユニークな展示で目を引いていた２社を紹介します。（取材・文 県民だより編集部） 

産業見本市で独自の技術力を全力アピール！ 

㈱アトラス
テクノサービス
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戸・
阪
神

産業用ロボットを持ち込み、アームを自在に動
かすデモンストレーションをしていた同社は、
創業55年とロボット業界では老舗的存在。顧
客の希望をかなえるためにメーカー各社から
最適なロボットを選び、システムの企画、設計
から製作、現場への納入までを手掛ける技術
者集団です。少量・多品種生産を実現するロボ
ットシステムの導入を進め、中小企業のもの
づくりを支えています。

武庫川女子大学経営学部経営学科２年
小野田実来さん 

鯛かおる社長の「食品廃棄を減
らし、世の中に役立つために真
空フライヤーを扱う技術も広め
ている」という話がとてもすて
きだなと印象に残りました。

食材の
可能性を広げる
食品機械メーカー 

詳細は
こちら

11月5日は

「このロボット
は配管用パイ
プの長さや太さ
に関係なく、同
じ動作で自動
的に溶接作業
をします」と代
表取締役の髙
丸正さん。 

「 お いしさを
知ってもらいた
い」と神戸咲く
咲くHarmony
㈱を設立し、国
産の野菜や果
物のチップスを
製造・販売。「お
せちチップス」
は数量限定の予
約販売（2,160
円～）。

髙丸工業㈱

西宮市神
戸・
阪
神

色彩豊かなお節が来
場者の足を止めてい

たブース。重箱内の食品は全て、同社の真空
フライヤーで揚げたものです。真空状態で、
低温で揚げることにより、風味や色、栄養素
を保ったままサクサク食感の乾燥食品に。し
かも、油分が少なく低カロリー。規格外の農水
産物を特産品に生まれ変わらせるなど、食材
の可能性を広げています。

同社が製造・
販売する真空
フライヤー。

ロボットを目の前で見せてもら
い、アームの可動域が広く、細
かい所まで速く正確に、しかも
スムーズに動かせる技術に驚き
ました。

産業用
ロボットの
システムメーカー

来場した
学生の
声

兵庫津…奈良時代の整備、
平清盛の改築以来、国内外
との交易港として繁栄。時代
とともに港の形を変えながら
発展を続けている。 

仮牢では囚人
になりきって
記念撮影も。

仮牢
旧同心
屋敷

旧
船見番
小屋

長屋門 庭　神戸市兵庫区中之島2-1-17 　9時～17時（４月～９月は18時まで）
　月曜（祝休日の場合は翌平日）、12月31日、1月1日 　無料 
　県兵庫津ミュージアム整備室 　078（362）4004 　078（362）3950

県立兵庫津
ミュージアム

神戸市神
戸・
阪
神

公式SNSで
情報発信中！

ツイッター

インスタグラム

ホームページ 
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11月号ユニークな図書館の特集がすてきでした。ぜひ行ってみたいです。〔泉さん（西宮市）〕



　淡路市浦668-2 　10時～18時 　一般620円、中・高校生
310円、小学生210円 　月曜（祝休日の場合は翌平日） 　淡路
市立中浜稔猫美術館 　　0799（75）2011 

　丹波市山南町谷川1110 　10時～16時 　高校生以上210
円、小・中学生100円 　月曜（祝休日の場合は翌平日） 　丹波市
恐竜課 　0795（77）1887 　0795（77）0891 
 

ランドセルの
歴史や機能が
分かる展示施設

マニアでなくても楽しめる 
面白ミュージアム 

　たつの市龍野町片山379-1 
　10時～17時 　無料 　水曜
セイバンミュージアム

　県立コウノトリの郷公園 
　0796（23）5666 　0796（23）6538

ランドセルの進化の歴史や最新機能のほか、学
習・遊び道具や給食など学校生活の変遷も紹介。
キャラクターが解説するアニメーションや時代を
感じさせるアンティークランドセルなど、世代を
問わず楽しめる展示が目白押しです。大きく取っ
た窓からは隣接する工場内の様子を見ること
ができます。入館は要予約。

丹波地域で発見された恐竜化石をテーマに、
大地のなりたちと生命の進化を広く伝える体験
型学習施設です。日本最大級の植物食恐竜、
丹波竜の全身骨格（全長15㍍）や、世界最小
の恐竜卵ヒメウーリサスのジオラマなど、世界
でもここでしか見られない標本を多数展示して
います。

ネコをモチーフにした墨絵の第一人者で淡路市
出身の画家、中浜稔さんの作品を集めた美術
館。横幅が30㍍にも及ぶ大作やびょうぶ、掛け
軸など大小合わせて約120点が展示されてい
ます。墨絵に添えられた言葉も味わい深く、癒や
しの空間となっています。毎月第2日曜は中浜さ
んによる墨絵教室（有料、要予約）を開催。

他ではあまり見掛けない、ユニークなテーマを掲げるミュージアム。例えば、ランドセルに恐竜、
ネコ…。マニアにはたまらない、マニアでなくても楽しい個性派の施設をのぞいてみませんか。
（取材・文 県民だより編集部）

セイバン
ミュージアム

たつの市

播
磨

丹波で発見された
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予約など
詳しくは
こちら

詳細は
こちら

　同キャンペーン事務局 　078（599）7752 　078（599）7774

丹波竜
化石工房
ちーたんの館 

丹波市丹
波

今年4月、朝来市内で1羽のコウノトリが
交通事故と思われるけがで死亡。「道路上
を歩く姿をよく見る」という住民の声を聞
き、対策として、沖縄のヤンバルクイナなど
の希少動物を描いた道路標識を参考に〝コウ
ノトリ版″のデザインを試作しました。それを基
に朝来市役所や県土木事務所が設置し、現在
は市内に計6基の標識が立っています。安全運転
はもちろん、地域で暮らすコウノトリのことを知り、
環境保全を考えるきっかけとなればうれしいです。
（県立コウノトリの郷公園 中島徹也さん） 

コウノトリ
飛び出し注意！ 
安全運転を
お願いします

今月の
表紙

県民の皆さんがお得に県内旅行を楽しめるキャンペーンを12月31日㊎まで実施中
です。旅行・宿泊料金が割引になるほか、旅行期間中に県内の飲食店や土産物店、
観光施設などで使用できるクーポン券※がもらえます。この機会に県内の見どころを
訪ね、ふるさと兵庫の魅力を再発見しましょう。（県観光企画課）
※キャンペーンを利用して宿泊した人に限り、10月22日㊎のチェックイン分からチェックイン時に先着順で配布

旅行代理店で予約時に
割引価格を支払う

店頭で予約
［対象：企画旅行・手配旅行］

［対　　象］
県内に居住する人が期間内に実施する県内旅行
（宿泊については令和4年1月1日㊏㊗チェックアウト分まで）

※10月12日㊋予約分から対象
10月14日㊍～12月31日㊎［実施期間］

［予約・精算の流れ］

［支援金額］

1万円以上
8,000円以上1万円未満
6,000円以上8,000円未満
4,000円以上6,000円未満

5,000円
4,000円
3,000円
2,000円

旅行・宿泊代金（１人当たり） 支援金額

1万5,000円以上
1万円以上1万5,000円未満

2,000円
1,000円

旅行・宿泊代金（１人当たり） クーポン券金額

ひょうごを旅しようキャンペーン

電話または
ホームページで予約
［対象：宿泊］

①宿泊施設

②旅行代理店

［要　　件］
・新型コロナワクチン2回接種後、2週間が経過していること
 ※接種困難な人は出発日の前日から起算して3日以内のPCR検査等  
 　結果通知書で同様の取り扱い
・同居人かつ原則4人以下の少人数旅行であれば、ワクチン 
 未接種の場合でも利用可能

ふるさと応援！ひょうごを旅しよう
キャンペーン実施中

標識は和田山町と山東町に設置。
「巣塔が近くにあり、餌場となる
田んぼの中を通る道路は特に
注意を」と中島さん。

所定のシステムに
予約情報を登録

宿泊施設で
精算時に
割引価格を支払う

令和3（2021）年
11月号 放置竹林を活用した淡路島の塩漬けメンマの取り組みが素晴らしいと思いました。〔濵岡さん（神戸市）〕


