
 

 
６月宍粟市定例記者懇談会 

 

日時 令和３年６月 18 日（金）午後２時～ 

場所 市役所３階 庁議室 

  

第１部 式典 

 

 感謝状贈呈式   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ページ 

  

 

第２部 定例記者懇談会 

 

１ 開  会 

 

 

２ あいさつ 

 

 

３ 発表項目 

災害復旧記念式典 来月 10 日・・・・・・・・・・・・・・２ページ 

 

 

４ イベント情報 ７月 ・・・・・・・・・・・ ・・・・・・11 ページ  

 

 

５ 県立山崎高等学校からのお知らせ 

（１）高校生から見た防災対策 市長へ提言  ・・・・・・・・13 ページ 

（２）テーマは「教育類型」 ３年生が研究レポート発表・・・14 ページ 

 

 

６ 閉  会 

次回の予定 

日時 令和３年７月 19 日（月）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６月 18日 

 

アルコールスプレー寄付 

企業に感謝状 
 

概 要 

 

新型コロナウイルス感染症対策としてアルコールスプレーを市へ寄付いた

だいた株式会社シンセイコーポレーション（本社：東京都千代田区）に本日、

感謝状を贈ります。 

同社は平成 24 年４月に東京都へ移転するまで本社が姫路市内にあり、ま

た、代表取締役会長の大東敏郎（おおひがし としろう）様(姫路市安富町出

身)が県立山崎高等学校の卒業生で、中学時代は野球を通じて福元市長とも面

識があったことから寄付の申し出がありました。 

なお、いただいたアルコールスプレーは福祉関連施設や商工会などに配布

を始めています。 

 

 

 寄付日 令和３年５月 31日 

 

内 容 アルコールスプレー（500ミリリットル）9,072本（378箱） 

 

 

参考資料  

担当者から  

問合せ先 所属 危機管理課 担当：石戸 寿明 ℡ 0790-63-3119 

兵庫県宍粟市 

1



 

 

宍粟市報道発表               令和３年６月 18 日 

 

平成 30 年７月豪雨から３年 

災害復旧記念式典 来月 10 日 
 

概 要 

 

市内で甚大な被害が発生した平成30年７月豪雨災害の発生から３年を

迎え、市が国や県と一丸となって進めてきた復旧事業が完成します。それ

に合わせ７月10日に「宍粟市災害復旧記念式典」を開催します。 

地域住民をはじめ事業に携わった関係者らが災害を振り返るとともに

復旧を祝います。 

 

日 時 令和３年７月10 日(土)13時30分～ 

場 所 宍粟市立一宮北中学校 体育館（宍粟市一宮町三方町274） 

主 催 兵庫県、宍粟市 

内 容 主催者挨拶、来賓祝辞、作文朗読（地元高校生、中学生）、 

謝辞、くす玉開披等 

出席者 国･県･市会議員、国土交通省、林野庁、地元関係者等 

復旧事業概要 

・事業主体 国土交通省、林野庁、兵庫県、宍粟市 

・事業箇所 302 箇所 

・総事業費 約62億円 

被害状況 

・人的被害 死者１名 

・住家被害 全壊２件、半壊２件、一部損壊７件、床上浸水７件、 

床下浸水74 件 

・降雨の状況 累加雨量 480mm（平成30年７月５日５時～７日22 時） 

時間最大雨量 58mm（平成30年７月６日23 時～24 時） 

参考資料 復旧事業の概要、市内災害復旧事業費 

担当者から 宍粟市に緊急事態宣言、まん延防止等重点措置が発出の場合は中止 

問合せ先 所属 建設部 担当 祐谷 佳孝 ℡ 0790-63-3069 

兵庫県宍粟市 
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宍粟市一宮町河原田
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平成30年7月の宍粟市内での記録的豪雨は、市北部を中心に甚大な被害をも

たらしました。

この豪雨災害から三年が経ち、国・兵庫県・宍粟市が一丸となって、進めて

まいりました、砂防、治山、河川、道路、農地、公園等の復旧工事が完成しま

した。

人命救助、被災地支援、災害復旧に対しては、被災直後から、関係機関、各

方面から多大なるご支援、ご協力いただきました。

ご支援・ご協力をいただきました皆様に、心より感謝申し上げます。

平成30年６月29日に発生した台風第７号、また梅雨前線により、７月５日朝から７日

夕方にかけて断続的に大雨となり、市の雨量観測局では最大１時間雨量58ミリ、累加雨

量480ミリを記録しました。

また、６日23時49分には大雨特別警報が市に初めて発令されました。

この期間の最大日雨量は７月６日に三方北部浄水場で観測した242ミリであり、気象庁

が発表している一宮観測局における平年７月の雨量は273ミリで、この１日だけで１か

月分に相当する降水量を記録しました。

人的被害 死者１名

建物被害 全壊２件、大規模半壊１件、半壊１件、一部損壊７件

床上浸水７件、床下浸水74件
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一宮町河原田

一宮町河原田

一宮町河原田

一宮町河原田 平瀬橋

一宮町公文
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７月７日、一宮町公文において土砂崩れにより家屋が倒壊し、行方不明者が発生した。また、同地区に通じる県道が

土砂流出による通行止めとなり、10世帯20人が孤立状態であることが判明したため、県へ救助要請を行った。翌日

の８日に、自衛隊43人、消防34人（ヘリ２機）、警察92人（ヘリ１機）、海上保安庁７人が救助活動を行い、同日

午後には行方不明者を発見するに至った。また、同時刻には孤立集落の住民のヘリによる搬送が完了した。

国土交通省のＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ隊（緊急災害対策派遣隊）が派遣され、7月９日から13日の間に被害調査が行

われた。また、翌日14日から18日の間には追加調査が行われた。調査は、国土交通省の職員延べ118人が実施

し、その結果として、河川89箇所、道路28箇所の被害が報告された。

まちづくり技術センターから、緊急災害復旧支援派遣隊８人と兵庫

県防災エキスパート４人が災害復旧支援チームとして派遣され、７

月12日から13日の間に被災状況調査と災害報告資料の作成支援を

受けた。

兵庫県砂防ボランティア協会から、県との「土砂災害時における緊急点検調査に関する協定」に基づく調査員

が派遣され、一宮町河原田における斜面崩壊地を調査し、復旧工事時の安全対策についての助言を受けた。
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一宮町安積 山崎町野々上

波賀町戸倉 波賀町日ノ原
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波賀町谷 一宮町公文 一宮町公文

一宮町河原田一宮町河原田
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一宮町河原田

波賀町上野（市道） 山崎町今宿（せせらぎ公園）

波賀町谷（農地）

千種町岩野辺（水道施設）

一宮町生栖（堤外水路）一宮町公文（林道）
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平成28年度に完成した砂防堰堤が土石

流を捕捉し、下流の要配慮者利用施設

及び国道29号などを保全した。

砂防堰堤による土石流の捕捉事例

（平成30年7月豪雨 宍粟市波賀町小野）

土石流発生前

編集発行 平成３０年７月豪雨宍粟市災害復旧記念式典実行委員会
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宍粟市イベント情報  令和３年７月 

これは６月１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 

道の駅みなみ

波賀ブルーベ

リー園 開園 

７月中旬～ 

８月中旬 

９時～16時 

 

※天候により

開園時期が変

わります。 

道の駅みなみ波

賀 

（波賀町安賀

8-1） 

ブルーベリーの摘みとり

が楽しめるほか、売店には

パンやデザートなどブルー

ベリーの加工品が並びま

す。摘み取りは予約が必要

です。 

 

▶料金 一人 600円（１時間食

べ放題） 

道の駅みなみ波

賀 

℡ 0790-75-3999 

原観光ブルー

ベリー園 開

園 

７月中旬～ 

８月中旬 

 

８時～17時 

(受付は 15時

30分まで) 

原観光ブルーベ

リー園 

（波賀町原

560-1） 

原観光りんご園に併設の

ブルーベリー園でブルーベ

リーの摘み取りができま

す。大粒の品種オザークブ

ルーなど特許品種が約 400

本あります。20 名以上は予

約が必要です。 

 

▶料金 大人 600 円、子ども

300円 （１時間食べ放題） 

原観光ブルーベ

リー園 

℡ 0790-75-3600 

 

県立国見の森公園 ７月活動プログラム 

予定は変更される場合があります。 

住所：山崎町上比地 374 ℡：0790-64-0923/月曜休園日 

 

▶３日(土)アウトドアクッキング ▶４日(日)森の季節の常備菜 ▶10日(土)森の草木染Ｔシャツづ

くり ▶11日(日)森の窯焼きピザづくり ▶17日(土)遊歩道の整備 ボランティア活動 ▶18日(日)

山野草を育てよう ▶22日(木・祝)夏の森のきのこ観察会 ▶23日(金・祝)アサギマダラの舞う森

づくり ボランティア活動 ▶24日(土)夏休みの工作 ログハウス貯金箱づくり ▶25日(日)森のそ

ば打ち体験  ▶31日(土)小川の清掃活動ボランティア 
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宍粟の花巡り 

ベニバナ 

 

６月中旬～下旬 

 

上ノ下公民館付

近のベニバナ畑 

(山崎町上ノ 556) 

 

山崎町上ノ下地区で地元の同好会

が育てている約１万本のベニバナが

６月下旬頃に満開を迎えます。万葉

集に「紅の末摘花」と詠まれたこの

花は、咲きはじめの黄色から橙色を

経て紅色へと移り変わる様子が楽し

めます。 

なお、ベニバナ畑内で切り花の販

売が予定されています。 

しそう森林王国

観光協会 

℡ 0790-64-0923 

 

 

旬の味覚 

鮎料理 ８月頃まで 

 

５月 26 日の鮎漁解禁に伴い市内の

飲食店で鮎料理が提供されます。唐揚

げやあめ炊きなどのほか、釜飯などこ

の時期だけの味が楽しめます。 

▶鮎茶屋正起  

℡ 0790-62-3838 

▶四季旬菜 和やわらぎ  

℡ 0790-62-1120 

▶伊沢の里  

℡ 0790-63-1380 

山椒うどん 

 

 

６月初旬～８月末 

 

 

地元で収獲された山椒を独自にブ

レンドし、うどんに練りこんだ山椒う

どん。ピリリとした山椒の辛みと自慢

のダシの旨味が楽しめます。 

▶山椒うどん 650円 ▶うなぎ山椒セ

ット 1,850円 (一宮名物山椒タレと

うなぎ、山椒うどんのセット) 

忠佳ただよし 

℡ 0790-72-1677 

▶毎週水曜日、第２、

４日曜日 定休 

▶営業時間 11時 30分

～14時、17時 30分～

22時 

 

そうめん ９月まで 

 

冷たい湧水を利用し、播州手延べ

素麺「揖保乃糸」を使用したそうめ

ん流しが楽しめます。 

元祖そうめん流しみや

なか   

℡ 0790-73-0430 

▶６月･９月 火～金曜

日 定休 

▶７月･８月 無休 

▶営業時間 10時～16

時 

 

12



 

 

県立山崎高等学校報道発表          令和３年６月 18 日 

 

高校生から見た防災対策 

市長へ提言 
 

概 要 

 
本校第３学年生活創造科家庭クラブの生徒らが宍粟市長へ高校生の目

線で見た防災対策を提言します。 

生活創造科では地元自治会との防災体験活動や災害時要援護者リスト

の作成、「非常食ガイド」や「こどものための防災ガイド」の作成など、

これまで様々な防災活動を行ってきました。 

また、「ぼうさい甲子園」において大賞も受賞しています。 

  

 

日時 令和３年７月 13日（火）14時 30分～ 

 

場所 宍粟市役所 市長室 

 

参考資料  

担当者から 当日の取材、報道等、どうぞよろしくお願いいたします。 

問合せ先 所属  県立山崎高等学校 担当 古河 浩和 ℡ 0790-62-1730 

県立山崎高等学校 

13

15時30分～

※時間が変更になりました。

00030428
取り消し線

00030428
テキストボックス




 

 

県立山崎高等学校報道発表          令和３年６月 18日 

 

テーマは「教育類型」 

３年生が研究レポート発表 
   

概 要 

 

本校３年生（宍粟市内の中学校を卒業した生徒）が中学校を訪問し、中学

３年生に「教育類型」がテーマの研究レポートを発表します。 

「教育類型」とは将来、教員や公務員など地域のリーダーとして活躍でき

る人材を育成するプログラムを用意した本校普通科の特色類型です。生徒ら

が野外活動や小学校などでの授業実習など、この類型で取り組んだ内容をふ

まえ、どんなことを学び、どう成長したかなどを発表します。 

日時や場所等は以下のとおりです。 

 

７月 12日（月） 山崎西中学校 

 ５限（13時 15分～14時５分） 授業見学 

 ６限（14時 15分～14時 50分） 研究レポート発表会  

７月 12日（月） 山崎東中学校 

 ５限（13時 20分～13時 50分） 研究レポート発表会  

７月 13日（火） 波賀中学校 

 ５限（13時 20分～14時 10分） 授業見学 

 ６限（14時 20分～14時 50分） 研究レポート発表会  

７月 14日（水） 一宮北中学校 

 ４限（11時 35分～12時５分） 研究レポート発表会  

７月 14日（水） 一宮南中学校 

 ６限（14時 10分～14時 40分） 研究レポート発表会 

 

参考資料  

担当者から 当日の取材、報道等、どうぞよろしくお願いいたします。 

問合せ先 所属  県立山崎高等学校 担当 古河 浩和 ℡ 0790-62-1730 

県立山崎高等学校 
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