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７月宍粟市定例記者懇談会 

 

日時 令和３年７月 19 日（月）午後２時～ 

場所 市役所３階 庁議室 

  

第１部 式典 

 

 にししん地域振興財団「図書券」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 

（１）東京パラ聖火フェス採火式 来月 12 日・・・・・・・・・・・・ 

（２）波賀林鉄復活プロジェクト 鉄道跡再生ツアー 参加者募集・・・ 

（３）宍粟市職員募集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（４）宍粟学講座 参加者募集 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

４ （公財）しそう森林王国観光協会からのお知らせ 

（１）しそうフォトコンテスト 2021”ミライエシソウ”を開催 ・・・ 

（２）Ｇｏ Ｔｏ 宍粟 50 名山 山頂フォト募集・・・・・・・・・・・ 

（３）観光宿泊割引 宍粟に泊まっ得 ７月 20 日から ・・・・・・・・ 

（４）その他 イベント情報８月・・・・・・・・・・・・ ・・・・・ 

 

 

５ 閉  会 

次回の予定 

日時 令和３年８月 18 日（水）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７月 19 日 

 

にししん地域振興財団 

図書券 140 万円分を寄贈 
 

概 要 

 
 

一般財団法人「にししん地域振興財団」が、青少年の健全育成を目

的として、市内 28の学校園所（12小学校・７中学校・４幼稚園・３

こども園・２保育所）を対象に 100万円分の図書券と、はりま一宮小

学校には、別途 40万円分の図書券を寄贈されます。 

同財団は西兵庫信用金庫が地域貢献のため平成４年に設立した団

体で、図書券の寄贈は平成５年から始まり今年で 29回目になります。 

 

寄贈日 令和３年７月 19日 

寄贈者 一般財団法人にししん地域振興財団 

理事長 桑垣喜一 氏 

 

 

 

※にししん地域振興財団は西播磨地域におけるコミュニティの形成

及び地域の振興発展を図るため、コミュニティ活動や公共施設の整

備などに支援を行い、地域の発展に寄与することを目的として、平

成４年に設立された団体です。 

参考資料  

担当者から  

問合せ先 所属 教育総務課 担当 進藤 美穂 ℡ 0790-63-3121 

兵庫県宍粟市 
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宍粟市報道発表               令和３年７月 19 日 

 

たたら製鉄の炎から採火 

東京パラ聖火フェス 採火式 

来月 12 日 
 

概 要 

 

たたら製鉄の炎から採火する「東京 2020パラリンピック宍粟市聖火フ

ェスティバル」の採火式を８月 12日に開催します。パラリンピックの聖

火は全国の市町村で採火した火が集火されます。砂鉄から鋼を精製する古

の技法で採火した「宍粟たたら製鉄の火」を、８月 16日に神戸総合運動

公園陸上競技場で開催される「兵庫県聖火フェスティバル」の集火式へ届

けます。 

なお、「たたら製鉄の火」は８月 15日までエーガイヤちくさほか市内４

会場で見学できます。 

 

採火式 

・日時 令和３年８月 12日（木）11時～ 

・場所 たたらの里学習館（宍粟市千種町西河内 1048-38） 

 

「宍粟たたら製鉄の火」展示場所と日時 

・エーガイヤちくさ ８月 12日（木）13時～19時 

・波賀市民局    ８月 13日（金）９時～19時 

・いちのぴあ    ８月 14日（土）９時～19時 

・宍粟市役所    ８月 15日（日）９時～19時 

※各施設ともロビーに展示します。 

参考資料  

担当者から 採火式は関係者を限定して開催します。 

問合せ先 所属 障害福祉課 担当 小椋 憲樹 ℡ 0790-63-3101 

兵庫県宍粟市 
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宍粟市報道発表               令和３年７月 19日 

 

波賀林鉄復活プロジェクト 

鉄道跡再生ツアー 参加者募集 
 

概 要 

 

 波賀元気づくりネットワーク協議会としそう森林王国観光協会、神姫観

光株式会社の三者が、鉄道跡をハイキングコースとして再生させる「波賀

森林鉄道ボランティアツアー」の参加者を募集します。 

最盛期には大阪営林局のドル箱と呼ばれ、昭和 43年に廃線となるまで

林業基盤として活躍した波賀森林鉄道。その遺構が残る中音水林道で土砂

撤去などの作業を行います。 

赤西渓谷や音水渓谷、原不動滝とハイカーらを魅了してきた波賀町に、

更に廃線ハイキングを開発し、地域活性化をめざします。 

日  程 ７月 31日、８月 21日、９月 18日、10月２日、16日 

（計５回） 

活動時間  10時 30分～14時 30分 

活動場所  中音水林道(宍粟市波賀町音水) 

活動内容  土砂撤去、倒木処理、川を渡る足場整備 ほか 

旅行代金 大人一人 1,000円／回、複数回の申し込みも可 

      ※姫路駅からの交通費、軽食、保険料が含まれます。 

参加特典 参加者全員に「波賀森林鉄道復活プロジェクト」の 

オリジナルＴシャツをプレゼント 

申 込 先  神姫観光株式会社 姫路支店 

参考資料 ボランティアツアー参加者募集リーフレット 

担当者から  

問合せ先 所属 地域創生課 担当 前田 太志 ℡ 0790-63-3066 

兵庫県宍粟市 
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宍粟市報道発表               令和３年７月 19 日 

 

来年４月採用 

宍粟市職員を募集 
 

概 要 

 

令和４年４月採用の宍粟市職員を募集します。一般採用のほか、高校生

を対象とした「高校新卒枠」や、宍粟に戻って働きたい、移住して働きた

い人を対象とした「ＵＪＩターン枠」を設けます。 

また、市立こども園等で勤務する保育教諭も募集します。 

 

職 種 
受験資格 

※年齢は令和４年４月１日時点 
採用予定 

事務職Ａ 

(一般) 

・19歳～28歳 

・高等学校以上を卒業(見込含む) 
若干名 

事務職Ｂ 

(高校新卒) 

・18歳 

・高等学校を卒業見込み 
若干名 

事務職Ｃ 

(障がいのあ

る人) 

・45歳まで 

・高等学校以上を卒業(見込含む) 

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障

害者保健福祉手帳等の交付を受けて

いる 

若干名 

事務職Ｄ 

(ＵＪＩター

ン) 

・33歳～40歳 

・高等学校以上を卒業 

・民間企業等における職務経験が２年

以上 

・令和３年４月１日時点で市外に住民

登録があり採用後市内に居住できる 

若干名 

幼稚園教諭、

保育士、保育

教諭 

・28歳まで 

・幼稚園教諭免許及び保育士資格の両

方を有する（見込み含む） 

若干名 

募集職種・人数 
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兵庫県宍粟市 

 

１次試験の日程と内容 

・対象職種 事務職Ａ、Ｂ、Ｃ 

日  程 令和３年９月 19日（日） 

場  所 宍粟防災センター 

試験内容 教養試験、作文試験、適性検査 

 

・対象職種 事務職Ｄ 

日  程 令和３年９月 23日（祝日） 

場  所 宍粟市役所 

試験内容 集団面接、作文試験、適性検査 

 

  ・対象職種 幼稚園教諭、保育士、保育教諭 

   日  程 令和３年８月 29日（日） 

   場  所 宍粟市役所 

   試験内容 筆記試験（専門、作文、適正）、実技試験（ピアノ） 

 

 申込期限 

  令和３年８月６日（金）まで 

 

申 込 先 

総務課（本庁舎３階） 

 

そ の 他 

受験申込書は市ウェブサイトでダウンロードできるほか、市役所 

総務課、市民局まちづくり推進課でお求めください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料  試験案内 

担当者から  

問合せ先 所属 総務課 担当 恵美 康行 ℡ 0790-63-3000 
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宍粟市報道発表               令和３年７月 19 日 

 

古文書からみた宍粟のたたら製鉄 

宍粟学講座 参加者募集 
 

概 要 

 

「古文書からみた宍粟のたたら製鉄」がテーマの第１回宍粟学講座の参

加者を募集します。江戸時代のたたら製鉄を最新の研究成果をまじえて解

説いただきます。 

新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては予定を変更する場合が

あります。詳細は市ウェブサイトに掲載します。 

 

日 時 令和３年８月 21日（土）14時～15時 30分 

会 場 宍粟防災センター５階ホール 

（宍粟市山崎町鹿沢 65番地３） 

講 師 笠井 今日子さん（西宮市立郷土資料館学芸員） 

定 員 先着 50名 

料 金 無料 

その他  事前申込み必要、要約筆記・手話通訳あり 

宍粟市民大学（しそう学びパスポート）対象講座 

 

参考資料 チラシ 

担当者から 広く周知くださいますようお願いいたします。 

問合せ先 所属 社会教育文化財課 担当 堀 寛之 ℡ 0790-63-3117 

兵庫県宍粟市 
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申し込み・お問い合わせ 

宍粟市教育委員会 社会教育文化財課 （宍粟市役所４階） 
〒671-2593 兵庫県宍粟市山崎町中広瀬133番地６ メール bunkazai-kk@city.shiso.lg.jp 

電 話 0790-63-3117 FAX 0790-63-1063  

市民大学 

対象講座 

●新型コロナウイルス感染症の流行状況により、急きょ中止になる場合があります。 

●感染拡大予防のため、事前に健康チェックのうえマスク着用でご参加ください。 

発熱のある場合や体調がすぐれない場合は、参加をご遠慮ください。 

P 

宍粟防災センター 

P 駐
車
場 

防災センター駐車場が満車の場合は、
西側の駐車場をご利用ください。 

ア ク セ ス 

神姫バス山崎停留所より西へ160ｍ 

中国自動車道山崎ICより車で５分 

講師プロフィール 

西宮市立郷土資料館で歴史資料の調査を行う

かたわら、ひょうご歴史研究室（兵庫県立歴史

博物館内に設置）で、主に宍粟のたたら製鉄に

関する古文書について調査・研究をされていま

す。 

右のQRコードの兵庫県立歴史博物館
「研究員のブログ」内に笠井さんの活動
が紹介されています。 

令和３年度 第１回 宍粟学講座 

 

 

江戸時代の古文書から読み取れる宍粟
郡のたたら製鉄の調査成果について、わ

かりやすく解説いただきます。 

講師 ： 笠井 今日子さん（西宮市立郷土資料館学芸員） 

日時 ： ８月２１日（土） 午後２時から午後３時３０分まで 

 （受付は午後１時～） 

場所 ： 宍粟防災センター ５階ホール 

 （宍粟市山崎町鹿沢65番地３ 電話0790-63-2000） 

定員 ： 先着５０名（感染症対策のため、事前申込が必要です） 

備考 ： 手話通訳・要約筆記あり・受講無料 

天児屋
て ん ご や

鉄山
てつざん

跡
あと

模型（たたらの里学習館） 
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■ 発表項目 

（１）しそうフォトコンテスト 2021“ミライエシソウ”を開催 

 

１ 概要 

宍粟市内の風景などを撮影しに訪れる人の誘客を図るため、今年度もフォトコンテストを開催し 

ます。撮影者が「他の人に宍粟市を紹介したい、宍粟市を訪れてもらいたい」と思う写真をプリン

ト部門とインスタグラム部門で募集します。 

 

２ 内容 

部 門 

（１）プリント部門・・・１人につき５点までの応募 

撮影対象 

ア 釣り風景 

（例）ヤマメなどの釣り風景 など 

イ 農業風景 

（例）稲刈りの作業風景、野菜収穫の作業風景 など 

ウ 宍粟の特産品（宍粟市特産品ブランド認証品を含む） 

（例）自然薯料理の写真、そうめん流し（揖保乃糸）を楽しむ写真 など 

エ 宍粟 50 名山（宍粟別選 5 名山を含む）の写真 

（例）撮影者が 50 名山に登って気に入った風景、山頂からの風景、登山者の登山風景 

など 

 

（２）インスタグラム部門・・・応募数に制限なし 

撮影対象は自由 

賞 

最優秀賞・・・・・・・１点（賞状・賞金 10 万円・ペア宿泊券） 

金賞・・・・・・・・・３点（賞状・賞金３万円） 

銀賞・・・・・・・・・５点（賞状・賞金５千円） 

宍粟 50 名山賞・・・・１点（賞状・賞金５千円） 

銅賞・・・・・・・・・10 点（賞状・ブランド認証品セット） 

インスタグラム賞・・・10 点（ブランド認証品セット） 

 

３ 応募方法 

  詳細はフォトコンテストチラシの募集要項をご確認ください。応募用紙は観光協会のホームペー

ジ「しそうツーリズムガイド」からダウンロードすることができます。 

 

 

 

 

 

 

    

公益財団法人 

 
（愛称：森ナビしそう） 

 発信日：2021年 7月 19日 

報道関係者各位 
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 ＜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：山下 
〒671-2558 兵庫県宍粟市山崎町上比地 374 
Tel：0790-64-0923 Fax：0790-64-5011 
Emai：info@shiso.or.jp ホームページ：http://www.shiso.or.jp 

  

 

 

４ 募集期間 

  ＊募集はすでに開始しています。 

  締め切り：令和４年２月 28 日（月）消印有効 

  入賞発表：令和４年３月下旬から４月上旬 

  令和４年４月の記者発表にて最優秀賞の表彰式を予定しています。 

 

５ その他 

  入賞作品は入賞作品展で展示する他、宍粟市の広報等で利用します。 

11
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■ 発表項目 

（２）Go To 宍粟 50 名山 山頂フォト募集 

 

１ 概要 

全国「山の日」を記念して、宍粟 50 名山（別選 5 名山）の魅力をより多くの人に伝えるため、

宍粟 50名山の登山誘客イベントを開催します。 

登山届を提出した登山者（１人）が山頂のポールと一緒に写った写真を送付すると、抽選で５名

にドライショルダー、20 名に山の日バンダナが贈られます。また、応募者全員に記念品が贈られ

ます。昨年は約 170 件（98 人）の応募がありました。 

宍粟市では“しそう天空回廊”と称して宍粟 50 名山を選定しており、これまで市内外を問わ

ず、初級・中級・上級まで、多くの登山愛好家の方々が完全制覇に挑戦してこられました。現在宍

粟 50 名山を踏破された人数は 540 人（昨年比+40 人）となっています。 

 

２ 応募方法 

  ①観光協会ホームページにある入力フォームで「宍粟 50 名山専用登山届」を提出する。 

   ＊登山届が提出されていない場合の応募は無効 

②３の期間中に、宍粟 50 名山および別選 5 名山に登る。 

③山頂で登山者本人（１人）と山頂ポールが一緒に写った写真を撮る。 

＊複数人で写っているものは無効 

④観光協会ホームページにある入力フォームに必要事項を入力のうえ、撮影した写真を添付して

送付。 

※１山につき 1 人、１点に限る。（異なる山であれは何点でも可） 

 

３ 撮影期間 

令和３年８月１日～16 日 

 

４ 応募期間 

令和３年８月１日～31 日（必着） 

   

 

 

 

 

 ＜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：山下 
〒671-2558 兵庫県宍粟市山崎町上比地 374 
Tel：0790-64-0923 Fax：0790-64-5011 
Emai：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７月 19日 

報道関係者各位 
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GO�TO

宍粟50名⼭
       +別選5名⼭
～登山届を出して山頂フォトを送ろう～　　　

山の日 2021

 

撮影期間：2021.8.1～8.16
応募期限：2021.8.31　   

抽選結果は発送をもってかえさせていただきます。

宍粟50名山賞

山の日賞

応募者全員に
記念品プレゼント

5名様

20名様

ドライショルダー

山の日バンダナ
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●登山をする前に必ず「宍粟50名山専用登山届」を提出してください。

　登山届は、ホームページ【しそうツーリズムガイド】の「宍粟50名山」→「宍粟50名山専用登山届」の

　入力フォームより提出してください。

●山頂で登山者本人（1人）と宍粟50名山山頂ポールとともに写真を撮ってください。

　※写真は山頂ポールの山名が分かるように写してください。

　※複数人が写っているものは対象外となってしまいます。

●応募は、ホームページ【しそうツーリズムガイド】の「宍粟50名山」→「イベント申込応募はこちら」

　の入力フォームより必要事項をご記入のうえ、山頂で撮った写真を添付して送信してください。

●応募は1山につき1名、1点に限ります。1名で複数の応募は可能です。

主催�∕�しそう森林王国観光協会   後援�∕�宍粟市   協賛�∕�株式会社モンベル   協⼒�∕�宍粟50名⼭ガイドクラブ

問い合わせ先
（公財）しそう森林王国観光協会 TEL:0790-64-0923

登⼭届の事前の提出のない応募は無効となりますのでお気を付けください。

応募いただいた個⼈情報の取り扱いは、本事業の運営に必要な範囲のみに使⽤し、「個⼈情報保護⽅針」に基づき適正に管理します。
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■ 発表項目 

（３）【観光宿泊割引】宍粟に泊まっ得 ７月 20 日から 

 

１ 概要 

  宿泊料金を割り引く支援制度が７月 20 日（火）から始まります。新型コロナウイルスの感染拡

大により影響を受けた市内宿泊施設事業者への支援と観光客の誘致が目的です。 

 

２ 事業名 

観光宿泊促進助成事業：宍粟に泊まっ得 

 

３ 内容 

  期間内で当事業に参加する宿泊施設に宿泊した際に、普通宿泊施設の場合 1 人 1 回 2,000 円、 

１棟貸し宿泊施設の場合 1 棟１回 5,000 円の割引を行います。 

  割引は令和３年 7 月 20 日（火）から 11 月 30 日（火）のチェックインが対象です。 

 

４ 利用方法 

  当事業に参加する宿泊施設に予約するだけで、宿泊時に割引を受けることができます。インター

ネット上で支払いを終えている場合は、宿泊施設でキャッシュバックします。 

 

５ 注意事項 

 （１）予算が無くなり次第終了します。 

 （２）連泊しても１回の宿泊となります。例えば、普通宿泊施設に２泊した場合でも、１人 2,000 

円の割引になります。宿泊の回数に制限はありません。 

 （３）割引前の宿泊費が割引額未満の場合（普通宿泊施設で１人の宿泊費が 2,000 円未満になる場 

合、1 棟貸し宿泊施設で 1 棟 5,000 円未満になる場合）は割引の対象となりません。 

 （４）国の Go Toトラベルなど他の宿泊割引制度と併用が可能です。 

 （５）新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、事業を中止する場合があります。 

 ＜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：山下 
〒671-2558 兵庫県宍粟市山崎町上比地 374 
Tel：0790-64-0923 Fax：0790-64-5011 
Emai：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７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８月 

これは７月５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 

GO TO 宍粟 50名山 

別選５名山  

～登山届を出して山

頂フォトを送ろう～ 

対象期間 

８月１日～

16日 

 

応募期限 

８月 31日 

 

 

宍粟 50名

山・別選５

名山 

８月の山の日にちなみ、

山頂フォトを募集します。

対象期間中に宍粟 50名山

か別選５名山の山頂で撮っ

た写真を応募ください。登

山本人(１人)と山頂ポール

を一緒に写してメールで送

信。抽選で記念品を贈呈し

ます。 

また、応募者全員にアウ

トドアブランド mont-bell

の記念品をプレゼント。 

山の日(今年は８月８日)

とは「山に親しむ機会を得

て、山の恩恵に感謝する」

ことを趣旨として制定され

た記念日です。 

▶登山をする前に必ず「宍

粟 50名山専用登山届」を

提出してください。事前に

登山届のない応募は無効で

す。 

しそう森林王国観

光協会 

℡ 0790-64-0923 

E-mail 

info@shiso.or.jp 

 

 

県立国見の森公園 ８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 

 

▶１日(日)川魚のつかみ取り大会 ▶７日（土)災害時に役立つ 面白クッキング ▶８日(日)森の窯

焼きパウンドケーキづくり ▶９日(月・祝)夏休み企画 小川の生き物を探そう ▶14日(土)国見の

夏 自然観察会 ▶15日(日)夏休み工作 ８角形の貯金箱または物入づくり ▶21日(土)夏休み宿題

お助け実験教室 森の電池づくり ▶22日(日)遊歩道の整備 ボランティア活動 ▶28日(土)アサギ

マダラの舞う森づくり ボランティア活動 ▶29日(日)糸ノコで動くバッタづくり   
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味覚狩り 

開園時期は天候により変わります。お出かけ前に確認ください。 

原観光りんご園  

開園 

 

(波賀町原 560-

1) 

 

 

 

 

 

８月下旬～ 

11月中旬 

▶８時～17時 

(受付は 15時

30分まで) 

原観光りんご園は約 3.5㏊の敷地に 16

品種約 1,100本のりんごが植わる県内最大

のりんご園です。りんごの熟す時期が次々

と移り変わるので様々なりんごの味を楽し

めます。とれたてのりんごで作ったジャム

やソフトクリームも販売されます。 

▶料金 中学生以上 600円、小学生以下 

350円（３歳以下は無料）▶持ち帰り １㎏

600円 ▶２時間食べ放題 ▶20名以上は要

予約 ▶雨天の場合はお問合せ下さい。 

原観光りんご園 

℡ 0790-75-3600 

 

 

道の駅みなみ波

賀ブルーベリー

園 

(波賀町安賀 8-

1) 

７月下旬～８

月下旬 

▶９時～17時 

 

ブルーベリーの摘みとりが楽しめるほ

か、売店にはブルーベリーを使ったパンや

デザートなど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 

(波賀町原 560-

1) 

７月 22日～

８月中旬 

▶８時～17時 

(受付は 15時

30分まで) 

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。 

▶料金 中学生以上 600円、小学生以下 

350円（３歳以下は無料）▶持ち帰り １㎏

600円 ▶２時間食べ放題 ▶20名以上は要

予約 ▶雨天の場合はお問合せ下さい。 

原観光ブルーベリ

ー園 

℡ 0790-75-3600 

 

旬の味覚 

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 

▶９月 火～金曜日 定休 

▶７月･８月 無休 

▶営業時間 10時～16時 
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