
 

 
２月宍粟市定例記者懇談会 

 

日時 令和３年２月 19 日（金）午後２時～ 

場所 市役所３階 庁議室 

 

第１部 式典 

 

「災害時における物資（ユニットハウス等）の供給に関する協定」調印式・・１ページ 

 

第２部 定例記者懇談会 

 

１ 開  会 

 

２ 発表項目 

（１）認定こども園 運営事業者を募集・・・・・・・・２ページ 

（２）県広報コンクール「広報しそう」写真で二冠・・ 10 ページ 

 

３ （公財）しそう森林王国観光協会からのお知らせ 

（１）宍粟 50 名山ファンクラブ会員募集・・・・・・・14 ページ 

（２）その他イベント情報３月～４月 ・・・・・・・・15 ページ 

  

４ 県立山の学校からのお知らせ 

 令和３年度入学生 追加募集・・・・・・・・・・・・25 ページ 

 

５ 閉  会 

 

第３部 令和３年度予算発表 

 

 

 

 

 

次回の予定 

日時 令和３年３月 18 日（木）午後２時～ 

場所 宍粟市役所３階 庁議室 



 

 

宍粟市報道発表               令和３年２月 19日 

 

災害時に仮設トイレなど供給 

三協フロンテアと協定を締結 
 

概 要 

 

ユニットハウスやトランクルームの製造販売などを手掛ける三協フロ

ンテア株式会社（本社：千葉県柏市）と市が「災害時における物資（ユニ

ットハウス等）の供給に関する協定」を締結します。国内７か所にある同

社の製造工場の一つが市内にあることから、この協定が実現しました。 

市が有事に必要とする仮設トイレや仮設事務所などの災害対策物資を

同社が優先的に市へ供給するためのものです。 

同社と市町の協定締結は県内で初となります。 

 

締結日 令和３年２月 19日 

 

協定締結者 

 ・三協フロンテア株式会社 関西･中国統括部 上席部長  荻久保 昇 

 ・宍粟市長                      福元 晶三 

 

協定期間 令和３年２月 19日～令和３年３月 31日 

参考資料  災害時における物資（ユニットハウス等）の供給に関する協定書 

担当者から  

問合せ先 所属 消防防災課 担当 田路 哲也 ℡ 0790-63-3119 

兵庫県宍粟市 
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宍粟市報道発表               令和３年２月 19日 

 

認定こども園 

運営事業者を募集 
 

概 要 

 

山崎地区で新たに開園する幼保連携型認定こども園の施設整備と運営を行

う事業者を募集しています。運営事業者は宍粟市認定こども園運営法人選定

委員会が審査のうえ、決定します。 

なお、同園は令和５年４月の開園を予定しています。 

 

場  所 宍粟市山崎町庄能 426番地 他 

 

応募資格 市内で認可保育所や認定こども園を運営する社会福祉法人

（開園までに社会福祉法人となる法人も含む） 

 

応募期限 令和３年３月 10日 17時 15分まで 

 

応 募 先  こども未来課 

 

 

参考資料 宍粟市幼保一元化推進計画認定こども園設置・運営事業者募集要項 

担当者から  

問合せ先 所属 こども未来課 担当 小椋 政彦 ℡  0790-63-3114 

兵庫県宍粟市 
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宍粟市幼保一元化推進計画 

認定こども園設置・運営事業者 

募 集 要 項 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年２月 

宍粟市教育委員会 
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１．趣旨 

   宍粟市では、少子化による子どもの減少に備え、就学前の子どもの良質な幼児教育・

保育と子育て支援の総合的な提供を図ることを目的に、平成 21年 8月に「宍粟市幼保

一元化推進計画」を策定して、幼保一元化による認定こども園の設置を推進しています。 

   この計画に基づき、認定こども園の設置・運営する事業者を募集します。 

 

２．募集施設 

 （1）施設種別 幼保連携型認定こども園 

（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

第 2条第７項に定める施設） 

 

３．応募資格 

   応募者は、児童福祉法、認定こども園法、子ども・子育て支援法その他関係法令等を

遵守するとともに、施設を設置・運営するために要する資力・信用・技術・意欲を有す

る事業者であり、次に掲げるいずれにも該当するものとします。 

（1）応募時点において、市内で認可保育所及び認定こども園を 5年以上運営している社

会福祉法人（開園までに社会福祉法人となる法人を含む。）であること。 

（2）本募集要項に係る施設設置・運営を自ら実施する事業者であること。 

（3）事業者が現に運営している認可保育所について、直近の監査・実施指導等において

重大な文書指摘を受けていないこと。 

（4）地方自治法施行令第１６７条４の規定により、本市における一般競争入札参加の制

限を受けていないこと。 

（5）民事再生法又は破産法等に基づく手続開始の申立てがなされていないこと。 

（6）当該法人及び代表者について、国税、地方税の滞納がないこと。 

（7）暴力団または暴力団員との密接な関係を有する者でないこと。 

 

４．施設概要 

 （1）施設用地の概要 

区   分 内   容 

所   在 宍粟市山崎町庄能字川井田４２６番地他 

面   積 約３，５００㎡ 

都市計画区域 第１種中高層区域 

  ※認定こども園の事業の用に供する土地は、市が事業者に無償で貸与します。 

 （2）園舎等 

国県補助及び宍粟市認定こども園施設整備費補助金を活用し新たな園舎等設備を用

意できる事業者とします。 

（3）定員 

市全体の保育需要の受皿としての役割を果たすことができる施設とするため、０歳児

から５歳児までの受入れの定員設定を必須として、次表を参考にして概ね１００人の

認可定員を基本とします。ただし、これを基本として他の定員を提示することを妨げる
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ものではありません。 

利用定員（案） 

1号 

認定子ども 

２・３号 

認定子ども 
合 計 

１５ ８５ １００ 

  ※この利用定員は現状を基本として、参考として示すものです。 

 

５．開園予定年月日 令和５年４月１日 

 

６．開園までの全体スケジュール 

   造成工事  令和３年度（市実施） 

   施設整備  令和４年度（事業者実施） 

   開  園  令和５年４月１日 

 

７．施設整備補助金等について 

   当該事業が本市の整備助成事業として確定した場合には、補助金を交付する予定。

施設整備に係る宍粟市の補助金は、次の内容で見込むこと。 

   なお、認定こども園の施設整備には国からの整備交付金に加えて、宍粟市独自の整

備補助金を上乗せ助成とします。 

 （1）補助見込額 

  ①補助対象事業費 

    ア 建設工事費 

    イ 設計監理費 

    ウ 備品・消耗品購入費 

  ②補助基準額（上限額） 

    ア 建築工事費 床面積 1,200㎡×建築費 350千円 

    イ 工事事務費 建築費×3.5％ 

    ウ 備品・消耗品購入費 10,000千円 

   ③補助率 補助基準額の４分の３ 

 

８．運営に係る条件 

（1）法令遵守 

   認定こども園法、基準省令、県条例、宍粟市特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準等を定める条例、その他関連法令を遵守し、適正な施設運営を

実施するとともに、幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づく教育・保育を実施

すること。 

（2）開園日・開園時間 

  開園日は、月曜日から土曜日（国民の祝日に関する法律に規定する休日及び１２月２

９日から１月３日までの期間を除く。）までとする。ただし、これを超えて開園日を提
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示することを可とする。また、１日１１時間以上の開園とする。 

 （3）多様なニーズに対する保育事業の実施 

   １時間以上の延長保育事業及び１号認定子どもに対する一時預かり事業を実施する

こと。また、子育て相談、地域交流活動等の地域子ども・子育て支援事業に取り組むこ

と。 

（4）給食 

 調理室を配置し、栄養士が作成する献立に基づき、全児童について自園調理による給

食を提供すること。また、食物アレルギーに配慮し、厚生労働省の「保育所におけるア

レルギー対応ガイドライン」に基づく対応を行うこと。食育計画を作成し、食育を推進

すること。 

（5）特別な支援を要する児童及び保護者への対応 

  特別な支援を必要とする児童及びその保護者への対応に係る支援体制を整備すると

ともにその受け入れについては市全体の入所調整等に協力すること。 

   

９．応募の手続き 

 （1）募集スケジュール 

令和３年２月１５日（月） 募集要項等の公表・配布 

２月２２日（月） 質問の受付期限 

２月２５日（木） 質問に対する回答の公表 

３月 １日（月） 受付開始 

３月１０日（水） 受付締切り 

３月下旬     選定審査会・事業予定者決定 

 （2）募集要項等の公表・配布 

現在、市内で認可保育所、認定こども園を運営する法人へ募集要項を送付するとと

もに、市ホームページに掲載します。様式データ等はダウンロードが可能です。 

 （3）募集要項等に関する質問の受付 

   募集要項に関する質問の受付は、次により行います。 

①受付期限 令和３年２月２２日（月）午後５時（期限を過ぎた質問には回答しませ

ん。） 

②質問方法 質問書に質問内容を記載のうえＦＡＸにより送信してください。なお、

送信後は必ず着信確認の連絡をしてください。 

【質問書送信先：こども未来課ＦＡＸ０７９０－６２－００６５】 

③質問回答 次により公表します。 

     公表日  令和３年２月２５日（木）午後１時以降 

     公表方法 宍粟市ホームページ 

 （4）応募書類の提出 

  ①受付期間 令和３年３月１日（月）から令和３年３月１０日（水）まで 

        午前８時３０分から午後５時１５分まで（土日及び祝日を除く） 

  ②受付場所 宍粟市教育委員会 こども未来課 
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10．提出資料等 

NO. 提出書類 様式 

１ 認定こども園設置・運営法人申込書 様式第１号 

２ 法人等調書 様式第２号 

３ 法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書：３カ月以内のもの）  

４ 法人の定款  

５ 法人代表者の履歴書 様式第３号 

６ 役員等名簿及び誓約書 様式第４号 

７ 所管庁による法人及び施設の指導監査結果及び改善報告書の

写し（直近分） 

 

８ 現在実施している事業の概要（要覧、入園のしおり、パンフレ

ット等） 

 

９ 就業規則  

10 給与規則  

11 事業計画書 様式第５号 

12 教育及び保育に関する全体計画、指導計画  

13 年齢別利用定員 様式第６号 

14 運営規定（園則）  

15 職員の配置計画 様式第７号 

16 園長予定者の略歴 様式第８号 

17 職員名簿（資格証明書添付） 様式第９号 

18 職員採用・研修計画  

19 事業収支計画（開設から２カ年分の収支予算書）  

20 資金計画書 様式第 10号 

21 予算書（現年度）  

22 決算報告書、事業活動計算書、資金収支計算書、貸借対照表、

財産目録（直近年度分） 

 

     ※様式の指定がないものは、任意の形式とします。 

（1）提出方法  応募書類一式を持参し提出してください。（郵送は不可） 

（2）提出にあたっての留意事項 

  ① 提出書類は、Ａ４縦型でファイルに綴じ、書類番号ごとに整理してください。また、

Ａ３版で作成したものは、Ａ４サイズに折り込んでください。 

  ② 提出部数 正本１部、副本６部（副本は複写可） 

  ③ 必要に応じて別途資料を請求する場合があります。 

 

11．選定審査と決定 

（1）選定方法 

   選定委員会による審査（選定委員会は非公表とします。） 

（2）選定の進め方 
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  ① 書類審査及びヒアリング審査に基づいて、総合的に評価する審査を行います。 

  ② 審査は、選定基準に基づき行います。 

  ③ 選定委員会は、審査の結果、選定委員の総合評価点の平均値が最も高い事業者を第

１候補者に選定します。ただし、第 1候補者の総合評価点の平均値が基準に満たな

い場合は、事業者の選定は行いません。 

（3）選定基準 

  ① ガイドラインに基づいた、教育・保育が実施できること。 

② 地域に求められている保育に柔軟かつ速やかに対応できること。 

③ 児童福祉及び幼稚園教育の理念並びに公共性及び公益性を有すること。 

④ 教育・保育の質を高める職員体制が確保できること。 

⑤ 資金計画や事業運営において健全性や透明性を確保すること。 

（4）選定結果 

選定結果については、全応募者に対し書面で通知するとともに市ホームページ等にお

いて公表します。なお、当該通知は他の応募者の名称は伏して行うこととし、評価内容

についての質問には回答しません。 

（5）留意事項 

① 選定された事業者は、新たな認定こども園を建設するための整備計画を策定し、教

育委員会と共同で、地域の理解と協力が得られるように説明責任を果たすものとし

ます。 

② 応募の無効、選定の取消 

 以下の場合は応募の無効、選定の取消とするので注意してください。 

 ア 提出書類に虚偽の記載を行った場合 

 イ 児童福祉法、子ども・子育て支援法、建築基準法、消防法等の関係法令に違反し

ていることが判明した場合 

 ウ 本募集要項に掲げる要件に違反していることが判明した場合 

 エ 審査に関する不正行為があった場合 

 オ 選定後、計画内容について、市の許可なく変更を行った場合 

 カ 本選定に関わる選定委員会に接触があった場合 

 

12．留意事項 

（1）応募に関して必要となる一切の費用は、応募者の負担とします。 

（2）原則として、提出された書類の内容を変更することはできません。 

（3）提出された書類等は返却しません。 

（4）市が提供する書類等は、本事業検討以外の目的で使用することはできません。 

（5）事業実施は、当該事業に係る市の予算（補助金等）の議決になります。また、本事

業は、認定こども園施設整備交付金等、国庫補助事業の採択を前提としているため、

事業採択がなかった場合、計画を延期又は中止することがあります。 

（6）事業実施前に応募者等が行う諸準備の一切については、事業実施予定者の責任にお

いて行うものとします。 

 

8



6 

 

13．問い合わせ先 

宍粟市教育委員会 こども未来課 

〒671-2593 宍粟市山崎町中広瀬 133-6 

電話 0790-63-3114（直通） ＦＡＸ0790-62-0065 
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宍粟市報道発表               令和３年２月 19日 

 

県広報コンクール 

「広報しそう」 写真で二冠 
 

概 要 

 

兵庫県と兵庫県広報協会が主催する「第 68回兵庫県広報コンクール」広報

写真部門で、広報しそう５月号と９月号が二冠に輝きました。５月号表紙の

写真が「組み写真の部」で、９月号表紙の写真が「一枚写真の部」で、それ

ぞれ特選に選ばれました。 

５月号の写真は、手を広げた市民一人ずつの写真を並べ、手をつないでい

るようにみせています。新型コロナウイルス感染症の影響で市民同士の接触

がはばかられるなか、写真で手をとり合うという企画が評価されました。 

９月号の写真は、小学校の夏休み短縮に絡め、地域で話題になっていた麦

わら帽子に焦点をあてました。麦わらの円形を見せるため、円陣の中から青

空を見上げ、９人の子どもたち全員の顔を写しこんだアイデアが評価されま

した。 

参考資料  兵庫県記者発表資料 

担当者から  

問合せ先 所属 秘書広報課 担当 大西 紫雲 ℡ 0790-63-3115 

兵庫県宍粟市 
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第 68回 兵庫県広報コンクール審査結果一覧表 
 

１ 広報紙部門 
（１）市の部 

賞 市 名 広報紙名 

特 選 小野市 ONO Press（広報おの） 10 月号 

特 選 明石市 広報あかし ９月１日号 

入 選 川西市 広報かわにし milife １月号 

入 選 芦屋市 広報あしや 11 月号 

佳 作 加古川市 広報かこがわ ８月号 

佳 作 淡路市 広報淡路 ９月号 

企画賞 豊岡市 広報とよおか 11 月号 

努力賞 洲本市 広報すもと 11 月号 

努力賞 丹波市 広報たんば ６月号 

 

（２）町の部 

    賞 町 名  広報紙名 

特 選 多可町 広報たか ６月号 

入 選 上郡町 広報かみごおり 10 月号 

入 選 佐用町 広報さよう ９月号 

 
２ 広報写真部門 
（１）一枚写真の部 

賞 市町名 広報紙名 

特 選 川西市 広報かわにし milife ７月号 

特 選 宍粟市 広報しそう ９月号 

入 選 芦屋市 広報あしや  12 月号 

入 選 淡路市 広報淡路 ６月号 

佳 作 小野市 ONO Press（広報おの） ９月号 

企画賞 豊岡市 広報とよおか 10 月号 

 

（２）組み写真の部 

賞 市町名 広報紙名 

特 選 宍粟市 広報しそう ５月号 

入 選 芦屋市 広報あしや  ３月号 

佳 作 洲本市 広報すもと ４月号 

企画賞 赤穂市 広報あこう 11 月号 

努力賞 西脇市 広報にしわき ６月号 

 

３  映像部門 

賞 市町名 作品名 

特 選 赤穂市 Sel de la vie –Traveling is the salt of life- 

入 選 宝塚市 Takarazuka Arts Center 

佳 作 西脇市 開け、金ゴマでミライ。 

企画賞 三田市 今ここにある気持ちありがとうを綴ろう 

努力賞 多可町 多可の里風土記 
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（広報写真部門） 

 一枚写真の部 特選：宍粟市 

 

 

（広報写真部門） 

組み写真の部 特選：宍粟市 
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第 68回兵庫県広報コンクール 審査講評 

 

  

○一枚写真の部：宍粟市 「広報しそう９月号」表紙  

学校の夏休み短縮に絡め、地域で話題になっていた麦わら帽子に 焦点をあて

た 1枚。表紙だけと思いきや、大胆に裏表紙まで使ったレイアウトが楽し 

い。単に並んで撮るのではなく、麦わらの円形も見せるため、円陣の中から青

空を見上げ全員の顔を写し込んだアイデアが光った。顔が暗くならないよう

に、しっかりとストロボをあてて表情を捉え、ひとりひとりの個性も感じ取れ

る。アニメからいただいたシンプルなコピーも目を引く。撮影者が子どもたち

に声を掛けながら、一緒に絵作りしている様子が目に浮かび、市民との距離の

近さを感じさせる表紙になった。  

  

○組み写真の部：宍粟市 「広報しそう５月号」表紙  

市民同士の接触がはばかれる中、写真で手をとり合おうという企 画意図が明

快。より多くの人に参加してもらおうと市内４町をめぐり、幅広い世代に協力

してもらった努力を買いたい。背景に地域性が垣間見え、服装、表情、マスク

一つとってもそれぞれの個性があり、「みんなで乗り越えよう」という思いが

素直に伝わる。４月の緊急事態宣言下だったが、距離を保ちながらの撮影で配

慮も感じられた。やや白地の部分が目立ち、写真の枚数がもう少しあればとい

う印象はあったが、柔軟な発想で強いメッセージ発信しようというお手本のよ

うな作品だった。  
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■ 発表項目 

宍粟 50 名山ファンクラブ会員募集 
■ 概要 

しそう森林王国観光協会では、宍粟 50 名山への登山やハイキングを通じて、自然とふれあ

い、自然を学び、自然を守り育てるとともに、宍粟 50 名山を愛する人々の交流の輪を広げて

いく『宍粟 50 名山ファンクラブ』の 2021 年度会員を募集します。 

宍粟ならではの四季折々の自然を楽しむことができるイベントや会員限定のイベントもあり

ますので、ぜひご応募いただき、自然の中での交流を深めましょう。 

 

 【内 容】 

 

    特     典：会員証の交付、行事の案内 

会員限定のイベント参加、半額入浴券の進呈 

 

    資     格：どなたでも入会可 

 

    種類および会費：個人会員…1,000 円/年 

家族会員…1 名 1,000 円/年、その後 1 名増える毎に 500 円加算 

 

    期     間：令和３年 4 月 1 日～令和４年 3 月 31 日 

 

    応 募 期 限：随時受付 

 

    応 募 方 法：所定の入会申込書に必要事項を記入の上、郵送または FAX にてしそう

森林王国観光協会事務局まで送付（申込書は HP からダウンロード可） 

     

    備     考：別紙チラシ参照 

 ＜本件に関する問い合わせ先＞  

 公益財団法人 しそう森林王国観光協会 
（愛称：森ナビしそう） 担当：田路 
〒671-2558 兵庫県宍粟市山崎町上比地 374 
Tel：0790-64-0923 Fax：0790-64-5011 
E-mail：info@shiso.or.jp ホームページ：http://www.shiso.or.jp 

  

 

    

公益財団法人 

 
（愛称：森ナビしそう） 

 発信日：2021年２月 19日 

報道関係者各位 
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宍粟市イベント情報  令和３年３月～４月 

これは１月 31日時点の情報です。 

予定は変更される場合があります。 

行事等名称 日時 開催場所 内容 問合せ先 

アマゴ釣り解

禁 

 

 

３月１日（月） 

▶千種川流域

解禁日は未定 

市内揖保川･

千種川流域 

体色の美しさから

「渓流の女王」と呼

ばれるアマゴ。透き

通るような清流がア

マゴの生息する条件

といわれています。 

春の訪れを感じさせ

るアマゴの塩焼きは

皮目の香ばしさとほ

っくりした身が味わ

えます。唐揚げや天

ぷらにもおすすめで

す。 

▶揖保川入漁券 年券

7,200円、日券 2,600

円 ▶千種川入漁券の

金額は未定 

▶揖保川漁業協同

組合 

℡ 0790-62-6633 

▶千種川漁業協同

組合 

℡ 0791-52-0126 

宍粟 50名山 

冬山 mini登山

会（女性限定） 

３月７日(日) 

９時 30分集合 

 

 

宍粟 50名山 

三国平(千種

町) 

▶集合場所 ち

くさ高原スキ

ー場スノーマ

ンハウス前 

スノーシューで登

る早春の雪山。宍粟

50名山の三国平に登

ります。今回は女性

限定。山頂で熱々の

チーズフォンデュを

食べながら女子会を

楽しみましょう。 

▶参加費 1,000円(ガ

イド料・保険料含む) 

▶スノーシューレンタ

ル代 1,000円 

▶駐車料金別途必要 

 

しそう森林王国

観光協会 

℡ 0790-64-0923 
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行事等名称 日時 開催場所 内容 問合せ先 

原不動滝 安

全祈願祭 

４月上旬 

８時～９時

(予定) 

 

原不動滝（波

賀町原） 

 

▶駐車場 約

100台 

▶入園料 大人

200円、子ど

も 100円 

原不動滝入口にあ

る不動尊で安全祈願

祭が行われます。こ

の滝は氷ノ山後山那

岐山国定公園内にあ

り、日本の滝百選の

一つ。男滝は落差 88

ｍの県下最大級の名

瀑。男滝と源流を異

にする女滝が寄り添

うように同じ滝壺に

落ちていることか

ら、恋愛成就や出会

いを呼び込む「幸福

の滝」とも呼ばれて

います。 

しそう森林王国

観光協会 

℡ 0790-64-0923 

(月曜定休) 

 

ふれあいの館

イベント 

 

４月上旬 

９時～15時 

 

 

土万ふれあい

の館 

(山崎町土万

1515-2) 

 

▶駐車場 約 20

台 

土万ふれあいの館 15

周年記念イベント。太

鼓やバンド演奏など

のステージショーの

ほか、うどんや焼き芋

などの出店も並びま

す。葉わさび粕漬など

の加工品や地元野菜

の即売もあります。 

土万ふれあいの

館 

℡ 0790-67-0359 

(水曜定休) 

葉わさび山菜

まつり 

４月上旬 

９時～16時 

 

 

道の駅みなみ

波賀（波賀町

安賀 8-1） 

 

▶駐車場 約

100台 

波賀町斉木地区の住

民グループが畑で栽

培した葉わさびを巻

き寿司や醤油漬け、粕

漬などに加工し販売

します。ほか、葉わさ

びの苗の販売やワラ

ビ、タラの芽、自然薯

なども並びます。 

道の駅みなみ波

賀 

℡ 0790-75-3999 
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行事等名称 日時 開催場所 内容 問合せ先 

葛根腰痛地蔵

花まつり 

４月上旬 

10時～14時30

分 

 

 

葛根腰痛地蔵

尊周辺（山崎

町葛根） 

 

▶駐車場 約 50

台 

腰痛地蔵花まつり

は、地蔵尊周辺の桜

を眺めながら地元の

住民とともに楽しめ

るお祭りです。 

腰痛にご利益があ

るといわれる腰痛地

蔵には遠方からも参

拝に来られます。お

参りの時に藁草履を

履いてお地蔵さまの

腰を踏み、その草履

の鼻緒を切っておく

と腰の痛みがとれる

といわれています。 

土万ふれあいの

館 

℡ 0790-67-0359 

(水曜定休) 

西深桜まつり 

 

４月上旬 

10時～15時 

 

 

西深の桜並木

沿い（一宮町

西深） 

 

県道６号線 

下三方小前の

信号を西へす

ぐ 

 

▶駐車場 約 30

台 

花見をしながら楽

しめる西深自治会が

主催するのアットホ

ームなおまつりで

す。たこ焼きやおで

んなどの出店が並び

ます。 

揖保川に沿って平

成５年に 100本が植

樹された西深の桜並

木は全長約 900メー

トルにも及びます。 

夜間のライトアッ

プも行われ、遠方か

らの来訪者もありま

す。 

ライトアップ期間な

ど詳細は未定です。 

しそう森林王国

観光協会 

℡ 0790-64-0923 

(月曜定休) 
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県立国見の森公園活動プログラム 

予定は変更される場合があります。 

県立国見の森公園（山崎町上比地 374）℡:0790-64-0923/月曜休園日 

＜３月＞ 

▶６日(土)災害時に役立つ面白クッキング ▶13 日(土)遊歩道の整備 ボランティア活動 ▶14

日(日)日本ミツバチ ミツロウづくり ▶20 日(土)アサギマダラの舞う森づくり ▶21 日(日)

森のそば打ち体験 ▶27 日(土)森の草木染め体験 ▶27 日(土)アイロンビーズづくり ▶28 日

(日)森の電池づくり 

＜４月＞ 

▶３日(土)皇帝ダリヤを育てよう ▶４日(日)スミレ観察会 ▶10 日(土)国見の春 自然観察会 

▶11 日(日)森の窯焼きパンづくり ▶17 日(土)森のそば打ち体験 ▶18 日(日)山野草を楽しも

う ▶24 日(土)糸のこクラフト(五月人形) ▶25 日(日)アサギマダラの舞う森づくり▶29 日

(木・祝)遊歩道の整備 

 

宍粟の花巡り   

本谷のミツマタ 

（一宮町東河内） 

３月中旬～４月

上旬頃 

万葉集に「春さればまず三

枝さきくさの幸さきくあれ

ば」と詠まれるミツマタ。三

叉に分かれた枝の先に蜂の巣

のような形の黄色い花を春先

に一斉に咲かせます。 

ミツマタ群生地は県道８号

線、坂の辻峠の道路沿いにあ

り「西播磨花の郷」にも認定

されている名所で、杉林の急

斜面を埋めつくすように群生

して咲いています。 

しそう森林王国観光

協会 

℡ 0790-64-0923 

(月曜定休) 

鍋ヶ谷渓谷のミツ

マタ 

３月下旬～４月

上旬 

(千種町西河内

付近) 

ちくさ高原内にある鍋ヶ谷

渓谷周辺に点在して自生する

ミツマタが楽しめます。 

 

しそう森林王国観光

協会 

℡ 0790-64-0923  

(月曜定休) 
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下河野地区のミツ

マタ 

３月下旬～４月

上旬 

(千種町下河野

周辺) 

千種の南玄関、下河野(け

ごの)地区に群生地が点在。

昭和 30年ごろまでは千種で

は和紙の原料となるミツマタ

の生産が盛んでした。 

しそう森林王国観光

協会 

℡ 0790-64-0923  

(月曜定休) 

下河野地区の 

コブシ 

３月末頃～４月

中旬 

(千種町下河野

周辺) 

白い花を東向きの山の斜面

に咲かせます。遅れて咲くヤ

マザクラと共に楽しめます。 

しそう森林王国観光

協会 

℡ 0790-64-0923  

(月曜定休) 

室の浄化センター

の桜 

３月下旬～４月

上旬 

(千種町室 106-

1) 

道路沿いに桜の木が並んで

います。近くには温泉やフィ

ットネス、レストランを備え

たエーガイヤ温泉ふれあいサ

ロンがあります。 

千種市民局 

℡ 0790-76-2210 

山田の里 棚田の

桜 

４月上旬～中旬 

(一宮町東河内 

山田付近) 

日本の原風景である棚田に

広がる桜が楽しめます。 

しそう森林王国観光

協会 

℡ 0790-64-0923 

(月曜定休) 

家原遺跡公園の桜 ３月下旬～４月

上旬 

(一宮町三方町

633) 

古代の遺跡と桜の共演が楽

しめます。公園内には歴史資

料館があります。 

宍粟市歴史資料館 

℡ 0790-74-8855 

西深の桜並木 

 

４月上旬～ 

中旬頃 

(一宮町西深 

(県道６号、旧

下三方小前信号

を西へすぐ) 

揖保川沿いに並ぶ全長約

900mの桜並木が楽しめま

す。毎年４月の第２日曜日に

は自治会主体の桜まつりが開

催されます。夜間のライトア

ップもあります。ライトアッ

プ期間は未定です。 

しそう森林王国観光

協会 

℡ 0790-64-0923 

(月曜定休) 

 

いちのぴあの桜並

木 

３月下旬～４月

上旬 

(一宮町東市場

387-9～安積

1347-3) 

いちのぴあ裏手の市道沿いの

桜です。 

一宮市民協働センタ

ー「いちのぴあ」 

℡ 0790-72-2330 
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御形神社の正福寺

桜・五色椿 

 

 

４月中旬～５月

上旬 

(一宮町森添

280) 

 

正福寺桜は兵庫県固有種。

「キンキマメザクラ」と「ヤ

マザクラ」の自然交配種で

50枚から 100枚の花弁をつ

ける半枝垂れの非常に珍しい

八重桜です。県下最大で市の

天然記念物に指定されていま

す。 

五色椿は品種の多い椿の中

でも珍しく、同じ枝に紅・

白・桃色の３色を基本に複数

の色と変化に富んだ斑入りの

花を咲かせます。御形神社で

は正福寺桜の後に五色椿へと

見頃が移り変わります。 

御形神社  

℡ 0790-74-0013 

 

倉床ふれあい広場

の桜と水仙 

４月中旬～下旬 

(一宮町倉床県

道６号線付近) 

ふれあい広場周辺に桜と水

仙が咲き乱れます。広場には

垣山の中腹から湧き出る名水

があり、昔から健康の水とし

て親しまれています。 

しそう森林王国観光

協会 

℡ 0790-64-0923 

(月曜定休) 

音水湖の桜 ４月上旬～中旬 

(波賀町引原

328-44) 

音水湖畔の桜と広大な湖の

景色が楽しめます。 

音水湖カヌークラブ 

℡ 0790-73-0336 

原観光りんご園の

りんごの花 

４月下旬～５月

上旬 

(波賀町原 560-

1) 

 

原観光りんご園には 3.4ヘ

クタールの敷地に約 1,100本

20種のりんごの木が植えら

れています。４月下旬頃、王

林の花が咲きはじめ、５月上

旬頃まで品種ごとに桃色がか

った白い花を咲かせます。園

内は甘い花の香りに包まれま

す。 

原観光りんご園 

℡ 0790-75-3600 
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ブルーベリーの花 ▶４月上旬～中

旬 

原観光りんご園

(波賀町原 560-

1) 

▶４月中旬～５

月上旬 

道の駅みなみ波

賀(波賀町安賀

8-1) 

ブルーベリーはスズランに

似たかわいらしい小さな釣り

鐘状の花を咲かせます。白や

薄ピンク色の房状の花がたく

さん咲きます。花期が終わる

と実がふくらみ７月から８月

頃には色づいてブルーベリー

の収穫時期を迎えます。 

 

 

▶原観光りんご園 

℡ 0790-75-3600 

▶道の駅みなみ波賀 

℡ 0790-75-3999 

東山シャクナゲ園

のシャクナゲ 

 

４月下旬～５月

上旬 

 

東山シャクナゲ

園フォレストス

テーション波賀 

(波賀町上野

1799-6) 

 

 

東山シャクナゲ園には約１

ヘクタールの山の斜面に

1300本 50種のシャクナゲが

植えられています。「東山シ

ャクナゲを咲かそう会」のメ

ンバーらが 2010年から 1年

に 300本ずつを植栽。きれい

に咲くようにと手入れを続

け、今年で 10年目を迎えま

した。 

シャクナゲ園はオートキャ

ンプ場、コテージ、日帰り温

泉などがあるフォレストステ

ーション波賀の敷地内にあ

り、斜面いっぱいに赤、白、

ピンクのシャクナゲが楽しめ

ます。 

フォレストステーシ

ョン波賀 

℡ 0790-75-2717 

秋葉山・二反沢峠

のコウヤミズキ 

３月下旬～４月

中旬 

(山崎町土万) 

宍粟別撰５名山の一つ、秋

葉山の山頂近くに群生する準

絶滅危惧種。下垂した穂状の

黄色い花が連なって咲きま

す。秋葉山近くの二反沢峠

(佐用町境界辺)にも群生地が

あります。 

 

しそう森林王国観光

協会 

℡ 0790-64-0923 
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腰痛地蔵の桜・レ

ンギョウ 

３月下旬～４月

上旬 

(山崎町葛根) 

腰痛に御利益があるといわ

れる腰痛地蔵尊堂周辺に咲く

桜とレンギョウの壮観な景色

が楽しめます。近くには「土

万ふれあいの館」があり、葉

わさび寿司や地元産のブルー

ベリージャムが人気です。 

土万ふれあいの館 

℡ 0790-67-0359 

(水曜定休) 

夢公園の桜 

 

４月上旬～中旬 

夢公園(山崎町

中広瀬) 

宍粟市役所西隣にある夢公

園を囲むように桜が植えられ

ています。花の散る時期には

公園内を舞う花吹雪が楽しめ

ます。 

しそう森林王国観光

協会 

℡ 0790-64-0923 

(月曜定休) 

城の子公園の桜 ３月下旬～４月

上旬 

(山崎町千本屋) 

城の子公園近くを流れる菅

野川沿いは桜の淡いピンク色

と川土手の菜の花の黄色との

コントラストが楽しめます。 

しそう森林王国観光

協会 

℡ 0790-64-0923 

(月曜定休) 

高下の桜並木 

 

３月下旬～４月

上旬 

(山崎町高下) 

高下地区の菅野川沿いに桜

の木が並んでいます。 

しそう森林王国観光

協会 

℡ 0790-64-0923 

(月曜定休) 

千年藤 

 

４月下旬～５月

上旬 

大歳神社 

(山崎町上寺) 

 

天徳四年（960年）に植え

られたとされるノダフジ、通

称「千年藤」は県の天然記念

物に指定されています。境内

を覆いつくさんばかりに広が

る藤と、長く垂れさがる花

房、そして芳香な甘い香りは

訪れる人々の心を和ませま

す。 

ライトアップも行われ、夜に

なると濃さを増す藤の香りと

夜の藤がライトに浮かび、昼

間と違う雰囲気を楽しめま

す。ライトアップ時間など詳

細は未定です。 

しそう森林王国観光

協会 

℡ 0790-64-0923 

(月曜定休) 
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旬の味めぐり 

ボタン鍋 ３月末頃まで 

（店舗により異

なります） 

 

11月中旬頃の猪猟解禁に伴い、市

内の飲食店で提供されます。各店

舗ごとにオリジナル味噌など様々

な味わいが楽しめます。 

「兵庫県のぼたん鍋は 2007年農林

水産省の「農山漁村の郷土料理 100

選」に選定されています。 

▶ﾌｫﾚｽﾄｽﾃｰｼｮﾝ波賀 

℡ 0790-75-2717 

▶伊沢の里  

℡ 0790-63-1380 

▶四季旬菜 和やわらぎ 

℡ 0790-62-1120 

▶鮎茶屋正起  

℡ 0790-62-3838 

▶楽水ﾌｨｯｼﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 

℡ 0790-65-0811 

葉わさび ▶土万ふれあい

の館 

２月下旬～４月

下旬 

▶道の駅みなみ

波賀 

３月～５月上旬 

葉わさびは土万地区、波賀斉木地

区の畑で育てています。葉わさび

の巻き寿司、「鼻はじき」ともいわ

れる葉わさびの醤油漬けなどの加

工品が市内の販売所で購入できま

す。 

 

▶土万ふれあいの館  

℡ 0790-67-0359 

▶道の駅みなみ波賀  

℡ 0790-75-3999 

わさび寿

司・葉わさ

び寿司 

３月～５月上旬 葉わさび漬けを巻き寿司の芯にし

て巻いた土万ふれあいの館「特産

葉わさび寿司」に、道の駅みなみ

波賀の「葉わさび寿司」。鼻につん

とくる爽やかな辛みと、シャキシ

ャキの歯ごたえが楽しめます。 

▶土万ふれあいの館 

℡ 0790-67-0359 

▶道の駅みなみ波賀  

℡ 0790-75-3999 

アマゴ料理 ３月～５月下旬 

 

▶道の駅みなみ

波賀では通年メ

ニュー 

３月１日のアマゴ釣り解禁ととも

に市内飲食店ではアマゴ料理を提

供します。塩焼きや唐揚げなどこ

の時期ならではの旬の味が楽しめ

ます。 

「四季旬菜 和やわらぎ」では南蛮漬

けが提供されます。 

▶鮎茶屋 正起   

℡ 0790-62-3838 

▶四季旬菜 和やわらぎ  

℡ 0790-62-1120 

▶道の駅みなみ波賀  

℡ 0790-75-3999  

▶楽水ﾌｨｯｼﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 

℡ 0790-65-0811 
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山菜狩り ３月～６月頃 

(千種町黒土

637) 

千種の大自然の中でワラビなど

の山菜狩りが体験できます。春先

はワラビのほかにもタラの芽や山

ウドのほか、葉わさびなどの旬の

山菜が収穫できます。種類豊富に

山菜が揃うのは５月頃です。 

完全予約制です。 

▶料金 入園料 200 円/人 (幼児は無

料) ▶1かご 1,500円 ▶時間 60分

▶人数 1グループ５名まで ▶服装 

長袖・長ズボン・軍手等の手袋・

長靴 (各自ご用意ください) 

溝口屋 山菜園 

℡ 090-2196-5351 

(阿曽) 
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県立山の学校報道発表             令和３年２月 19 日 

 

令和３年度入学生 追加募集 
 

概 要 

兵庫県では、自然の中でのさまざまな体験活動と寮での共同生活を通して、

よりよい人間関係を育みながら、たくましく生きる力を培い、進路実現に向

けて“元気・やる気・自信・笑顔”づくりを支援する「兵庫県立山の学校」

を開設しています。このたび、下記により令和３年度入学生の追加募集を行

います。学校説明会及び見学は随時受け付けています。 

 

１ 対 象 者 義務教育を修了した者で、体験活動のできる 15歳から 20歳 

 （2021年４月１日現在）までの県内在住の男子 

２ 修学期間 １年間の全寮制（2022年３月修了予定） 

３ 募集定員 若干名（定員 20名の範囲内） 

４ 募集期間 生徒数が定員 20名に達する日または 2021年９月末日のいず

れか早い日まで。出願書類を整え、本校へ持参または郵送 

５ 出願から選考 

（1）提出書類 入学願書履歴書（所定の用紙に出願者本人が記入したもの）

健康診断書（所定の用紙、３ヶ月以内に実施したもの） 

定額小為替 800円（傷害保険料） 

（2）選考場所 兵庫県立山の学校 

（3）選考日時 学校が指定する日 

（4) 持 参 品 筆記用具、運動靴、体操服、保険証 

（5）内  容 書類審査、体験活動、面接（保護者同席） 

（6）選考結果 学校が指定する日に発表 

６ 入学時期 学校が指定する日 

７ 開設場所 兵庫県宍粟市山崎町五十波 430－2    

８ 設 置 者 兵庫県 

９ 管理運営 公益財団法人 兵庫県青少年本部 

参考資料 追加募集要項 

担当者から 新聞への記事掲載につきまして、よろしくお願いいたします。 

問合せ先 所属  県立山の学校 担当 岩﨑（副校長） ℡ 0790-62-8088 

県立山の学校 
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令和３年度 兵庫県立山の学校 生徒募集要項（追加募集） 

 

 兵庫県では、自然の中でのさまざまな体験活動と寮での共同生活を通して、よりよい人間関係を育みな
がら、たくましく生きる力を培い、進路実現に向けて“元気・やる気・自信・笑顔”づくりを支援する兵

庫県立山の学校を開設しています。 

  令和３年度生徒追加募集の募集要項は、下記のとおりです。詳細については直接、兵庫県立山の学校に問

い合わせてください。 

 
 

記 

 

１ 対 象 者 義務教育を修了した者で、寮での共同生活や体験活動のできる１５歳から２０歳 

（２０２１年４月１日現在）までの県内在住の男子 

 
２ 募 集 定 員 若干名 （定員２０名の範囲内） 

 

３ 追加募集期間 生徒数が定員２０名に達する日又は２０２１年９月末日のいずれか早い日まで 

 
４ 追加募集の出願から合格発表まで 

(1) 願書受付 追加募集期間内 

・出願書類を整え、学校が指定する日までに本校へ持参または郵送してください。 

なお、書類持参の場合、受付は土・日曜日及び祝日を除く９時から１７時までです。 

 
  (2) 提出書類 ・入学願書（所定の用紙に出願者本人が記入したもの） 

          ・履 歴 書（所定の用紙に出願者本人が記入したもの） 

          ・健康診断書（所定の用紙、３ヶ月以内に実施したもの） 

                   ・定額小為替 800円（傷害保険料）郵便局の貯金窓口で 800円分購入してください。 

  
(3) 選考試験 学校が指定する日 

          ・内 容：書類審査、基礎体力検査、体験活動、面接（保護者同席） 

          ・受 付：兵庫県立山の学校（９：３０） 

          ・受験料：無料  

          ・持参品：筆記用具、体操服または作業服、運動靴、体育館シュ－ズ、保険証 

       

(4) 合格発表 学校が指定する日 

 

(5)  入学式   学校が指定する日 

 

５ 学校概要 

(1) 設 置 者 兵庫県 

 

(2) 指定管理者 公益財団法人 兵庫県青少年本部 

 

  (3) 修 学 期 間 １年間の全寮制 

(追加募集による入学の場合は、入学日から２０２２年３月修了日までの期間) 

              学校行事等の例外を除き、原則として土・日曜日は休業日 

              夏季及び冬季の休業期間は、合わせて６週間程度 

 
(4) 授 業 料 無料（但し、教材費、寮費、各種資格検定費など別途実費が必要） 
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(5) 学 習 内 容 経験豊かな講師陣の指導のもとに、次のような体験活動等を行い、自己の可能性

に挑戦します。 

ア 自然と共に生きる森の学習 

森林学習、森林実習、造園学習、造園実習 

イ 心を揺り動かす体験活動 

千種川沿い縦走、氷ノ山等の登山、海辺の活動（SUP、カヌー）、 

ものづくり体験（木工、園芸） 他 

            ウ 生き方を考えるキャリア教育 

                         資格取得、職場体験、職場見学、施設見学 他 

                      エ 仲間と共に生きる 社会の中で生きる交流活動 

                環境整備、イベントへの参加、学校間連携 他 

オ こころ豊かに生きる教養・文化・スポーツ 

スポーツ（バスケ、卓球、ゴルフ、他）、文化（書道、 陶芸、他）、 

一般教養（人権・情報モラル、消費者教育・福祉教育 他） 

 

(6) 講 師  本校スタッフ、野外活動指導者、書道家、陶芸家、スポ－ツ指導者等 

 

(7) 取得可能資格 ・刈払機取扱作業者安全衛生教育修了証 

・チェーンソー作業従事者特別教育修了証 

・小型車両系建設機械特別教育修了証(機体質量３ｔ未満)  

           ・小型フォークリフト特別教育修了証(最大荷重１ｔ未満) 

 
 

６ 高等学校卒業資格取得支援 

希望者は、本校と連携する県立高等学校通信制課程又は広域通信制高等学校に在籍することにより、

高等学校卒業資格取得に必要な支援を受けることができます。 

(1) 山の学校での活動が、高等学校の卒業単位の一部として認められます。 

(2) 県立高等学校通信制課程での単位取得に必要なスクーリングは、当該高等学校等で受けます。 

(3) クラーク記念国際高等学校での単位取得に必要なスクーリングは、本校内で受けます。 

 
 

７ 生徒募集要項及び学校案内（リーフレット）は次のところに用意しています。 

・兵庫県立山の学校           ・県及び各市町教育委員会 

・公益財団法人兵庫県青少年本部     ・各県民局及び教育事務所 

・兵庫県企画県民部青少年課       ・兵庫県立こどもの館等 

・兵庫県立神出学園           

 

 

８  申込み及び問合せ 
 

       公益財団法人兵庫県青少年本部   兵庫県立山の学校 

                し そう し  やまさきちょう いかば 

     〒671-2515 兵庫県宍粟市山崎町五十波４３０－２ 

     ＴＥＬ （０７９０）６２－８０８８  ＦＡＸ （０７９０）６２－９７３３ 

     Ｗｅｂ  http://www.seishonen.or.jp/yamanogakkou/index.html 

 

〇 「入学願書」「履歴書」「健康診断書」「学校案内」を必要とされる方は、電話等でお知ら
せください。本校のホームページからダウンロードすることも可能です。 

 
〇 学校説明及び学校見学は、随時受け付けています。気軽にお問い合わせください。 
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