
 

 
11 月宍粟市定例記者懇談会 

 

日時 令和３年 11 月 17 日（水）午後２時～ 

場所 市役所４階 会議室 

  

第１部 式典 

 

神鋼記念病院と医師派遣に関する協定式 ・・・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）３回目のワクチン接種 医療従事者に１月下旬から実施・・・２ページ 

(２) さとゆめに営業業務委託 ・・・・・・・・・・・・・・・・３ページ 

（３）日本初の降雪システム ちくさ高原に・・・・・・・・・・・４ページ 

（４）ジモティーと協定 今日締結・・・・・・・・・・・・・・・５ページ 

（５）手話アンバサダー募集 ・・・・・・・・・・・・・・・・・７ぺージ 

（６）成人式 来年１月９日開催・・・・・・・・・・・・・・・・９ページ 

 

 

４ そ の 他 

イベント情報 12 月 

 

５ 閉  会 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回の予定 

日時 令和３年 12 月 17 日（金）午後２時～ 

場所 宍粟市役所３階 庁議室 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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宍粟市報道発表               令和 3 年 11 月 17 日 

 

波賀診療所へ医師派遣 

神鋼記念病院と協定を締結  
 

概 要 

 

市と社会医療法人神鋼記念会 神鋼記念病院（神戸市中央区）が「医師

派遣に関する協定」を締結します。神鋼記念病院が国民健康保険波賀診療

所へ医師を週に２回派遣します。 

同診療所は昨年 10月から１カ月に１回、神鋼記念病院医師の派遣を受

けています。このたびの協定の締結により、さらに週に２日医師の派遣を

受け、住民の適正な医療を確保します。 

 

締  結  日  令和３年 11月 17日 

協定締結者  

・社会医療法人神鋼記念会 神鋼記念病院 院長 東山 洋 

・宍粟市長 福元 晶三 

協 定 期 間 令和４年２月１日～令和５年１月 31日 

診療開始日  令和４年２月１日  

そ の 他 

・診療体制 火、金曜日：神鋼記念病院 派遣医師 

木曜日：山崎 富生 医師(波賀診療所所長) 

・診療時間 火、金曜日：10時～14時 

（受付時間 ９時 30分～13時 30分） 

木曜日：９時 30分～12時 

（受付時間 ８時 30分～11時 30分） 

             

参考資料  

担当者から  

問合せ先 所属 健康福祉部 担当 大田 敦子 ℡ 0790-63-3167 

兵庫県宍粟市 
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宍粟市報道発表               令和３年 11月 17日 

 

３回目のワクチン接種 

医療従事者に１月下旬から実施 
 

概 要 

 

 新型コロナウイルスワクチンの３回目の集団接種を、医療従事者を対象

に来年１月下旬から実施します。一般市民の接種は 65歳以上の高齢者か

ら順に、３月下旬から始めます。接種の開始時期は医師会と協議し、イン

フルエンザの流行期と降雪のおそれなどを考慮して設定しています。な

お、65歳以上の集団接種には送迎バスを運行します。 

 

集団接種スケジュール 

区分 日程 会場 

医療従事者 １月下旬 山崎スポーツセンター 

65歳以上 ３月下旬～３月末 波賀Ｂ＆Ｇ海洋センター 

４月上旬～４月下旬 山崎スポーツセンター 

64歳以下 ４月下旬～７月上旬 山崎スポーツセンター 

 

・現時点の対象者は現在の高校３年生以上（平成 16年４月１日 

以前に生まれた人）を想定しています。 

  ・３回目接種の対象者には年内に意向調査を実施します。 

 

 

 

 

 

参考資料  

担当者から  

問合せ先 
所属 新型コロナワクチン 

   接種推進室 
担当 久内 康伸 ℡ 0790-62-8867 

兵庫県宍粟市 
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宍粟市報道発表               令和３年 11月 17日 

 

企業をターゲットに営業 

さとゆめに営業業務委託 

兵庫県宍粟市 

概 要 

 

民間企業をターゲットに市の営業業務を委託する事業者が株式会社さ

とゆめに決定しました。事業者をプロポーザルで公募したところ２社の応

募があり、プレゼンテーションなどを審査しました。民間企業のノウハウ

と人材を活用した効果的な営業活動を期待し、サテライトオフィスや企業

研修の誘致につなげます。 

また、企業への訪問など営業活動時には市職員も随行し、民間企業の営

業ノウハウの取得をめざします。 

 

受託事業者 株式会社さとゆめ（東京都千代田区九段南４-７-16） 

契約期間 令和３年 11月 17日～令和５年３月 25日 

契約金額 14,950,500円 

主な業務 

 ・サテライトオフィス等の誘致活動 

 ・企業の研修事業や福利厚生事業とのマッチング 

 ・企業版ふるさと納税の営業 

・ＰＲ動画等営業ツールの作成 ほか 

 その他 

記者懇談会終了後、宍粟市の営業活動を行う営業部長ほか担当職員の

任命式を引き続きこの会場で行います。 

   

 

 

参考資料  

担当者から  

問合せ先 所属 秘書政策課 
担当 西川 晋也 

木村 智行 
℡ 0790-63-3139 
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宍粟市報道発表               令和３年 11月 17日 

 

日本初の降雪システム  

ちくさ高原に 
 

概 要 

 

 雪を作るための貯水槽を山頂に設置する日本初の降雪システムをちくさ高

原スキー場に導入しました。12月 11日に実施する安全祈願祭でお披露目

をします。この降雪システムの導入でシーズン中は雪不足の心配がなく、

ウインタースポーツが存分に楽しめます。なお、スキー場のオープンは 12

月 23日の予定です。 

 

 

安全祈願祭日時 令和３年 12月 11日 10時～ 

          ※コロナ対策のため、短時間で実施します。 

 

オープン日時  令和３年 12月 23日８時～ 

 

営業時間  ８時～17時 

     ナイター 17時 30分～23時（金・土・日・祝・祝前日） 

             17時 30分～21時（水曜日） 

定 休 日 なし 

 

連 絡 先 ちくさ高原スキー場  電話：0790-76-3555 

参考資料 ちくさ高原スキー場チラシ 

担当者から  

問合せ先 所属 商工観光課 担当 上杉 達也 ℡ 0790-63-3127 

兵庫県宍粟市 
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宍粟市報道発表               令和３年 11月 17日 

 

リユース活動の促進で連携 

ジモティーと協定 今日締結  

 

概 要 

 

市と地域の情報サイト「ジモティー」を運営する株式会社ジモティー（東

京都品川区）が「宍粟市と株式会社ジモティーのリユース活動の促進に向

けた連携と協力に関する協定」を今日 11月 17日に締結しました。家庭か

ら排出されるごみや資源物は外出自粛等による在宅時間の増加で大幅に

増加傾向にあります。その中でも「粗大ごみ」はコロナ禍以前より 40パ

ーセント以上増加しています。市はＳＤＧｓの取組みとして、資源循環型

社会の構築と５Ｒ活動の実施に向けた普及促進を行っています。まだ使え

る物のリユースを促進するジモティーと連携し、市民にリユースという選

択肢を周知して粗大ごみの減量化を図ります。 

なお、同社との協定は県内では高砂市、加古川市に次いで３例目です。 

 

締結日 令和３年 11月 17日 

協定締結者 

・株式会社ジモティー 代表取締役社長 加藤 貴博 

・宍粟市長              福元 晶三 

協定期間 令和３年 11月 17日～令和４年３月 31日 

連携する内容 

・リユース活動を促進するための企画立案 

・リユース活動を促進するための広報啓発 

・その他リユース活動の促進に関して必要と認めた事項 

 

粗大ごみ収集量推移 

次の表は粗大ごみの９月末時点の収集量の推移です。令和３年度 

は令和元年度と比較すると 47パーセント増加しています。 

 

 

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

粗大ごみ収集量 163トン 193トン 240トン 

前年度比 105％ 118％ 124％ 
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地域情報サイト「ジモティー」とは 

ジモティーは月間で 1,000 万人以上が利用する地域の情報サイトで

す。「売ります・あげます情報」「求人情報」「不動産情報」「助け合い情

報」などのカテゴリー別になった情報が、都道府県別や市区町村別に掲

載されています。     

ユーザーは登録料や手数料が一切かからず無料で利用できるため、地

域の情報インフラとして全国各地に広がっています。 

近年の事例としては、自治体と提携したリユース活動の促進、食品の

譲渡や販売を通じたフードロス削減、災害時におけるボランティア情報

のやり取り、ひとり親への支援活動といった用途が増加しています。今

年９月に発表された第４回エコプロアワードでは最高位の一つである

「環境大臣賞」を受賞するなど、サーキュラーエコノミーを体現するサ

ービスとして評価されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

参考資料  

担当者から  

問合せ先 所属 生活衛生課 担当 大山 章徳 ℡ 0790-63-3506 

兵庫県宍粟市 
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宍粟市報道発表               令和３年 11月 17日 

 

“聞こえないこと”への理解広めて 

手話アンバサダー募集 
 

概 要 

 

 手話の普及啓発などに取り組む「宍粟市手話アンバサダー」登録希望者

を募集します。手話はもちろん耳が聞こえないことへの理解やその人を思

いやる気持ちを周囲に広げる役割を担います。希望者は市が実施する手話

教室を事前に受講する必要があります。 

 

対 象 者 市内在住、在勤、在学の人 

登録方法 登録申請書に必要事項を記入のうえ障害福祉課へ提出 

 

 

手話ロゴマークが決定 

「宍粟市手話啓発ロゴマーク」が投票の結果、次のデザインに決まり

ました。ロゴマークは今後、手話啓発のチラシやグッズなどに活用しま

す。 

 

 

                  

 

                ロゴマークは世界で広く使われて 

いる「アイラブユー」を表します。 

参考資料 チラシ 

担当者から  

問合せ先 所属 障害福祉課 担当 斜森 陽香 ℡ 0790-63-3101 

兵庫県宍粟市 
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宍粟市手話アンバサダー等登録制度 

 

 

手話や聞こえに関する正しい情報や手話の魅力を発信する 

「宍粟市手話アンバサダー」を募集します。 

 

宍粟市では、平成 28 年に「宍粟市みんなの心つなぐ手話言語条例」を制定し、 

一人ひとりが「手話は言語であること」を認識し、手話への理解を広げることで、 

手話を使って安心して暮らすことができるまちをめざしています。 

 

誰もが地域で安心して暮らせるよう、 

「支え合いの輪」を一緒に広げていきましょう。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宍粟市手話アンバサダー募集！！ 

 

 

・宍粟市に在住・在勤・在学の人 

・手話教室講師派遣事業で実施する手話教室を受講し、聞こえや手話への理解を深めた人 

宍粟市手話サポーター 

手話奉仕員養成講座（入門編・基礎編）を修了した宍粟市在住・在勤・在学の人 

 

宍粟市手話啓発協力事業所 

手話教室講師派遣事業で実施する手話教室を年に１回以上継続して実施する宍粟市内の事業所 

 

＜問い合わせ＞ 宍粟市 障害福祉課 TEL：0790-63-3101 FAX：0790-63-3062 

募集要件 

多くのみなさまからの手話教室の申し込みや 

宍粟市手話アンバサダーの申請をお待ちしています 
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宍粟市報道発表               令和３年 11 月 17 日 

 

新成人の門出を祝う 

成人式 来年１月９日開催 
 

概 要 

 

令和４年成人式を来年１月９日、午前と午後の２部制で執り行います。

今年の成人式と同様に新型コロナウイルス感染予防のため中学校区で対

象者を分け、式典の時間も短縮します。なお、感染状況によっては内容を

変更または中止する場合があります。 

 

日時と対象中学校区 

 令和４年１月９日(日) 

 ・午前の部 10時～ 山崎の３中学校区 

 ・午後の部 14時～ 一宮、波賀、千種の４中学校区 

  (受付は開式の 30分前から) 

 

場 所 山崎文化会館(宍粟市山崎町鹿沢 88-１) 

  

対象者 平成 13年４月２日から平成 14年４月１日生まれの人 

     約 350人 

 

その他 

 ・式は簡素化し時間を短縮して実施します。 

 ・会場内へは新成人以外は入場できません。 

 ・会場内ではマスクの着用や検温、アルコール消毒など感染症対策を徹

底します。 

参考資料  

担当者から 変更があれば、市公式サイトでお知らせします。 

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

兵庫県宍粟市 
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宍粟市イベント情報  令和３年 12月 

これは 11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 

自然薯まつり 

 

12月４日～ 

５日９時～16

時 

道の駅みな

み波賀 

(波賀町安賀

8-1) 

波賀町産の自然薯を特価で

販売。最もおいしい時期の自

然薯を味わってください。 

 

道の駅みなみ波賀 

℡ 0790-75-3999 

スキー場オープ

ン 

 

 

12月 18日 

積雪状況によ

ります。 

ばんしゅう

戸倉スキー

場（波賀町

戸倉 207） 

国道 29 号からすぐのアク

セス抜群の天然雪のスキー

場。振子沢ゲレンデは上級者

の腕試しにおすすめ。ゲレン

デボトムには雪遊びやそり遊

び専用のキッズパークがあ

り、子どものゲレンデデビュ

ーにぴったり。家族みんなで

楽しめます。 

ばんしゅう戸倉スキ

ー場 

℡ 0790-73-0324 

12月 23日 

積雪状況によ

ります。 

ちくさ高原

スキー場

（千種町西

河内 1047-

218） 

変化に富んだ魅力的な５つ

のコースでスキーとスノーボ

ードが楽しめるスキー場。ナ

イターは 23時まで営業。子

どもが楽しめるキッズパーク

もあります。 

ちくさ高原スキー場 

℡ 0790-76-3555 

やまだの里棚田

の灯りライトア

ップ 

～12月末頃 センターみ

はらし周辺 

(一宮町東河

内 516) 

石垣の棚田の畦に並べられ

たペットボタルと呼ばれるＬ

ＥＤライトの灯りが、やまだ

の里の夜を幻想的に彩りま

す。 

事務局（上長さん） 

℡ 0790-72-1820 
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県立国見の森公園 12月活動プログラム 

予定は変更される場合があります。申込みの受付は開催日１か月前の９時から始まります。 

住所：山崎町上比地 374 ℡：0790-64-0923/月曜休園日 

▶４日(土)本物のモミの木でクリスマスツリーを作ろう ▶５日(日)ミツロウでラップづくり(ミツ

バチグループ) ▶11 日(土)国見の初冬自然観察会(冬の国見の生物をみてみよう) ▶11 日(土)葉ボ

タンを使って門松づくり ▶12 日(日)森のコンニャクづくり ▶18 日(土)正月お飾り寄せ植えを作

ろう(山野草を楽しもうグループ) ▶25日(土)年末餅つき大会 

 

旬の味覚 

自然薯 10月下旬～ 自然薯は山菜の王者と呼ばれ、古来

より親しまれてきました。栄養価が高

く、疲労回復、滋養強壮に効能がある

といわれています。道の駅みなみ波賀

では「自然薯笹うどん」が、四季旬菜 

和（やわらぎ）では冬季限定の鍋料理

「自然薯とろろ鍋」が楽しめます。 

▶道の駅みなみ波賀  

℡ 0790-75-3999 

▶鮎茶屋正起  

℡ 0790-62-3838 

▶四季旬菜 和(やわらぎ)  

℡ 0790-62-1120 

 

モクズガニ 

（川蟹） 

店舗により 12

月頃まで 

モクズガニの特徴は藻屑のようにハ

サミに密生している長くてやわらかい

毛。上海蟹とは近縁種で濃厚な蟹味噌

の味わいが絶品です。川蟹漁解禁にあ

わせ旨味たっぷりの釜飯などのモクズ

ガニ料理が楽しめます。 

▶鮎茶屋正起  

℡ 0790-62-3838 

▶四季旬菜 和(やわらぎ)

℡ 0790-62-1120 

 

ボタン鍋 11月～３月末 

 

11月中旬頃の猪猟解禁に伴い、ボタ

ン鍋が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。 

 しし鍋とも呼ばれるぼたん鍋は縄文

時代から食べられていた食材。与謝蕪

村の句には「薬喰い隣の亭主箸持参」

と詠まれ、肉食が禁じられていた時代

には薬として寒さ厳しい冬の栄養補給

源に猪肉を食べていたことがうかがえ

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 

▶鮎茶屋正起  

℡ 0790-62-3838  

▶四季旬菜 和(やわらぎ)  

℡ 0790-62-1120 
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