
 

 
７月宍粟市定例記者懇談会 

 

日時 令和４年７月 19 日（火）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）オフグリッド電源ポール実用へ 新たに３社が連携 ・・・・・・・３ページ 

 （２）イオン山崎店周辺の３交差点で優先道路が８月から変更に・・・・４ページ 

（３）障がい者の就労支援事業所など紹介する冊子作成・・・・・・・・６ページ 

 （４）松本隆博さんが講演 来月６日に若者フォーラム ・・・・・・・・７ページ 

（５）平和への祈り 宍粟市戦没者追悼式を開催 ・・・・・・・・・・・10ページ 

（６）来年４月採用 宍粟市職員を募集 ・・・・・・・・・・・・・・・12ページ 

 

４ 県立山崎高等学校からのお知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・15ページ 

 

５ その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17ページ 

 

６ 閉  会 

 

次回の予定 

日時 令和４年８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４年７月 19 日 

 

にししん地域振興財団 

図書券 100 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に市内

27学校園所（11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 30回目になります。 

 

 寄贈日 令和４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 

 

 

※ 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活動、

地場産業の活性化および公共施設の整備などに対する支援を通じて、

地域社会の振興や発展に寄与することを目的に、平成４年に設立され

た団体です。 

参考資料  一般財団法人にししん地域振興財団発表資料 

問合せ先 所属 教育総務課 担当 岩本 浩二 ℡ 0790-63-3121 

兵庫県宍粟市 
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令和４年７月１９日 

報道関係各位 

一般財団法人にししん地域振興財団 

理事長 桑垣 喜一  

 

宍粟市内教育関係施設への図書券寄贈について 

 

「一般財団法人にししん地域振興財団」は平成５年度から継続して市内の教育関係施設へ

図書券の寄贈を行っております。今回も青少年の健全育成に役立ててもらうため、市内の全

小中学校と幼稚園・こども園計２７校園に図書券計１００万円を寄贈させていただきます。 

この寄贈を含め３０年間累計で３６百万円の助成となります。 

 

＜財団の主な事業＞ 

にししん地域振興財団は、地域貢献の一環として当金庫が基金の全額を拠出して設立した

財団です。現在の基本財産額は１８５百万円となっております。西播磨地域の振興・発展を

図るために、以下の様な事業の助成を行っています。（累計助成総額１５８百万円） 

 

１．コミュニティ活動助成事業（累計助成額 ７４百万円） 

西播磨地域内の町内会、子供会、老人会等の諸団体が行うコミュニティ活動及び公共

団体が主催する行事に対しての助成 

◎さつきマラソン、宍粟市ロードレース、宍粟市駅伝大会、市内の納涼まつり等への

助成 

 

２．地場産業振興発展助成事業（累計助成額 ８百万円） 

各種組合・諸団体が行う地場産業の振興・発展に関する事業、助成地場産業の活性化

に寄与する研究活動に対する助成 

◎兵庫県立大学との共同開発・木材業活性化・良質材調査研究・商店街活性化事業、 

波賀購買店整備委員会等への助成 

 

３．青少年健全育成助成事業（累計助成額 ５４百万円） 

青少年の健全育成、体力づくり及び非行防止を図り、青少年団体が行う諸活動に対し

て助成 

◎図書券の配布、宍粟市内小学校訪問ふれあいコンサート事業への助成 

 

４．公共施設整備助成事業（累計助成額 ２２百万円） 

公共施設の建設・備品等の整備に対する助成 

◎カヌー競技場屋外時計塔設立への助成 

2



 

 

宍粟市報道発表               令和４年７月 19日 

 

先端技術で実証実験を促進 

オフグリッド電源ポール実用へ

新たに３社が連携 

概 要 

 

市と株式会社オーエスエムが進める注）オフグリッド電源ポールの実証

実験に、このほど新たに３社が連携し協定を締結しました。施工、通信、

アンテナなどの先端技術をもつ企業が、その強みを生かしてオフグリッド

電源ポールの多様な活用法を検証するなど早期実用化へ実証実験を促進

します。 

注）ソーラーシートで自ら発電・蓄電する電源ポールに、照明やカメラ、

環境センサーなどを設置し、デジタル技術を駆使したデータの利活用を

検証 

 

協定締結日 

令和４年６月 23日 

（市と株式会社オーエスエムとの協定締結日は令和３年９月 10日） 

協定者の役割・強み 

協定者 役割・強み 問合せ先 

（株）オーエスエム 発電・蓄電技術 
広報戦略課 土井直行 

電話：0790-64-0980 

（株）ミライト・ワン 施工技術 

KDDI 営業本部 森田・

冨 田 ・ 中 林 ・ 横 川   

電話：03-6807-3765 

双葉電子工業（株） 通信技術 
総務法務部 徳元秀行 

電話：0475-26-0106 

日本アンテナ（株） アンテナ技術 
業務統括部 小沢栄士 

電話：03-3893-5221 

   市は実証実験のフィールド提供を行う 

 

参考資料 各協定者の公表資料 

問合せ先 所属 地域創生課 担当 西嶋 義美 ℡ 0790-63-3066 

兵庫県宍粟市 
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宍粟市報道発表               令和４年７月 19日 

 

イオン山崎店周辺の３交差点で 

優先道路が８月から変更に 
 

概 要 

 

 イオン山崎店の東側を南北に通る市道山田下広瀬線と交差する３つの

交差点で優先道路が８月から変更されます。対象は市道山田下広瀬線とイ

オン山崎店に隣接する南側道路や中国自動車道の側道と合流する交差点

です。いずれも東西から南北の道路が優先となり、道路標識や看板と路面

標示で注意を呼びかけます。この優先道路の変更は道路工事を進める山田

下広瀬線の一部供用開始によるものです。 

 

 変更日 令和４年８月１日（月） 

 変更内容 参考資料を参照ください 

 

参考資料 イオン山崎店周辺の優先道路変更のお知らせ 

問合せ先 所属 建設課 担当 石垣 統久 ℡ 0790-63-3069 

兵庫県宍粟市 
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参考資料 

 

イオン山崎店周辺の優先道路変更のお知らせ 

 

市道山田下広瀬線の一部供用開始に伴い、同路線とイオン山崎店の南にある中国

自動車道北および南側道の交差点、イオン山崎店敷地に接する同店南東の交差点と

の優先道路が変更になります。変更日と変更内容は下記のとおりです。 

 

優先道路の変更日：令和４年８月１日（月） 

 

＜優先道路変更前後のイオン山崎店周辺図＞ 

 

 

変更日以降は、交差点の手前で一旦停止し、左右を確認したうえで安全に通行

いただきますようお願いします。 
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宍粟市報道発表               令和４年７月 19日 

 

障がい者の就労支援事業所などを紹介 

活動や製品まとめた冊子作成 
 

概 要 

 

 障がいがある人の就労を支援する事業所やその事業所でつくられた製

品を紹介する２種類の冊子を作成しました。利用者の業務や１日の過ごし

方などの事業所の活動と小物やお菓子などの製品をそれぞれの冊子に掲

載しています。障がい者の就労支援のことをより多くの人に知ってもらお

うと宍粟市就労支援事業所連絡会と連携し毎年作成。冊子は市公式サイト

からのダウンロードや市障害福祉課の窓口で入手できます。 

 

 冊子内容 

名 称 
障がい者就労支援

事業所情報 

障害者就労施設等

製品紹介 

形 式 Ａ４判 Ａ４判 

総ページ数 33 ９ 

掲載事業所数 ８ ９ 

作成開始年 平成 28年 令和３年 

 

 

参考資料 障がい者就労支援事業所情報・障害者就労施設等製品紹介冊子 

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４年７月 19日 

 

ダウンタウン松本人志さんの兄が講演 

来月６日に若者フォーラム 
 

概 要 

 

若者の夢や思い、生き方をみんなで共有する人権イベント「若者フォー

ラムｉｎ宍粟」を８月６日に開催します。市内中学生による性の多様性や

平和をテーマとした寸劇のほか、ダウンタウンの松本人志さんの兄でシン

ガーソングライターの松本隆博さんのギター演奏とトークによる記念講

演会があります。 

 

日 時 ８月６日（土）13時 30分～16時 

 場 所 山崎文化会館ホール（住所：宍粟市山崎町鹿沢 88-１） 

内 容 

第１部 市内中学生による学習発表（寸劇など） 

   第２部 記念講演会 

主題：こんな時代だからこそ！今の君たちに伝えたい５つのこと 

    講師：松本隆博さん 

     ＜プロフィール＞ 

社会貢献的エンターテイナーを自称。ダウンタウン松本人志さんの

実兄で 2008 年に歌手デビュー。学生や企業向けセミナーの講師でも

活躍中 

 参加費 無料 

 定 員 先着 300人 

 申込方法 

募集チラシのＱＲコードから専用フォームで申し込むか申込書を

ファックスやメールで人権推進課へ提出 

 申込期限 ８月５日（定員になり次第終了） 

参考資料 若者フォーラム募集チラシ 

問合せ先 所属 人権推進課 担当 片山 悠太 ℡ 0790-63-0840 

兵庫県宍粟市 
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ｉｎ宍粟 

「こんな時代だからこそ！ 

   今の君たちに伝えたい５つのこと」 

兵庫県尼崎市出身。お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志さんは実弟。中学の時

に質屋で父からギターを買ってもらったことをきっかけに、社会人に至るまでギターを

続け、2008 年に歌手としてメジャーデビュー。自称「社会貢献的エンターテイナー」

として、学生・企業向け講演会やセミナーの講師でも活躍中。 

代表曲「すきやき」、「リトマス試験紙」、著書「松本家のオカン」、「松本の兄」など。 

宍粟市 市民生活部 人権推進課 〒671-2576  

宍粟市山崎町鹿沢 65番地３（宍粟防災センター２階） 

TEL 0790-63-0840  FAX 0790-63-0841 

メール shiminsodan-kk@city.shiso.lg.jp 

松本 隆博 さん 
（シンガーソングライター） 

・13 時30 分～16 時00 分 

 ８/６ 
令和４年 

まつ  もと    たか  ひろ 

・山崎文化会館 

・先着300 名（申込が必要です） 

・手話通訳・要約筆記・託児あり（要予約） 

（宍粟市山崎町鹿沢 88番地１） 

🔍検索 宍粟市 若者フォーラム 

第１部 市内中学生による学習発表 

第２部 

・一宮北学園 一宮北中学校 ７年生 「知る 気づく 行動する」 

・千種学園   千種中学校   ９年生 「にじ」 

（13時開場） 

お申し込みは QRコードか、 

裏面の申込書からどうぞ！ 

～自分が自分らしく生きるために～ 

（土）  

令和４年度宍粟市人権啓発事業 

主催：宍粟市・宍粟市教育委員会 8



 

申込書（FAX番号：0790-63-0841） 

以下の太枠内をご記入の上、送信してください（メール・郵送でも可） 

令和４年度「若者フォーラム in宍粟」 

・お名前（ふりがなもご記入ください） 

・郵便番号・住所 

・電話番号（日中連絡のつきやすい番号をご記入ください） 

・FAX番号 

・メールアドレス 

・次のうち希望するものを○で囲んでください。    手話通訳   要約筆記    託児 

・備考（その他必要なことがあればご記入ください） 

 

 

お問い合わせ 宍粟市 市民生活部 人権推進課  

〒671-2576 宍粟市山崎町鹿沢 65番地３（宍粟防災センター２階） 

TEL 0790-63-0840  FAX 0790-63-0841  メール shiminsodan-kk@city.shiso.lg.jp 

・新型コロナウイルス感染症の流行状況により、急きょ開催を中止とする場合があります。 

 

・感染症対策のため、当日はマスク着用のうえご参加ください。 

また、発熱やせきなどの風邪の症状がある場合や、体調がすぐれない場合は参加をご遠慮ください。 

（一時保育） 
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宍粟市報道発表               令和４年７月 19 日 

 

平和への祈り 

宍粟市戦没者追悼式を開催 
 

概 要 

  

宍粟市戦没者追悼式を８月 27日に山崎文化会館で開催します。これま

で５年ごとの開催でしたが、終戦 75周年（令和２年度）の式典がコロナ

の影響で延期になり、77周年の今年開催します。 

 

 日 時 ８月 27日（土）10時開始 

 場 所 山崎文化会館ホール（住所：宍粟市山崎町鹿沢 88-１） 

 参列者 約 250人（感染予防のため、遺族と関係者のみ参列） 

 戦没者数 2024柱 

 主 催 宍粟市 

参考資料 開催要項（案） 

問合せ先 所属 社会福祉課 担当 平瀬 弘生 ℡ 0790-63-3067 

兵庫県宍粟市 
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令和４年度 宍粟市戦没者追悼式開催要項（案） 
 

１ 趣 旨 
 先の大戦で犠牲になられた方々を心から追悼し、再び悲惨な戦争が繰り返されない
よう世界の恒久平和を願うため、宍粟市戦没者追悼式を執行します。 
 なお、今年度の追悼式は新型コロナウイルス感染症予防の観点から、感染予防対策
を徹底したうえで開催します。 
 
２ 主 催  宍粟市 
 
３ 日 時  令和４年８月 27日（土） 10：00～11：00 

        （準備  ８月 26日（金） 13：00～） 
 
４ 場 所  山崎文化会館ホール 
 
５ 参列予定者数  約２５０人 
 
６ 式次第 
⑴ 開式のことば 
⑵ 国歌斉唱 
⑶ 黙とう 
⑷ 式辞         宍粟市長 
⑸ 追悼のことば    宍粟市遺族会長 
⑹ 追悼の曲 

⑺ 献花 
⑻ 閉式のことば 

 
７ 戦没者数 

① 山崎支部    ９２４柱 
② 一宮支部    ５２０柱 
③ 波賀支部    ３０３柱 
④ 千種支部    ２７７柱 
⑤ 合   計   ２０２４柱 

 
 
※宍粟市主催戦没者追悼式は令和２年より５年ごとに開催していますが、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により 2年間（R2,3）延期となったため、75周年にかわる追悼式
典を令和 4年度に開催するものです。 
 
【問い合わせ先】 宍粟市健康福祉部社会福祉課 
            TEL：0790-63-3067 

11



 

 

宍粟市報道発表               令和４年７月 19 日 

 

来年４月採用 

宍粟市職員を募集 
 

概 要 

 

令和５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が

対象の「高校新卒枠」や民間企業などの職務経験者が対象の「社会人枠」

を設けます。また、保健師、訪問看護ステーションの理学療法士、公立宍

粟総合病院の看護師や薬剤師などの専門職も募集します。 

 

募集職種・人数 

 

職 種 
受験資格 

（年齢は令和５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 
若干名 

事務職Ｃ 

(社会人) 

・33歳～40歳 

・大学（短期大学を除く）を卒業 

・民間企業などの職務経験２年以上 

若干名 

保健師 
・28歳まで 

・保健師免許を有する（見込含む） 
若干名 

【訪問看護】 

理学療法士 

・55歳まで 

・理学療法士免許を有する 

・普通自動車運転免許を有する 

１人 

【総合病院】 

看護師 

助産師 

薬剤師 

臨床検査技師 

臨床工学技士 

作業療法士 

・45歳まで 

・受験職種の免許がある人（見込含む） 
若干名 
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１次試験の日程と内容 

・対象職種 事務職Ａ・Ｂ、保健師 

日  程 ９月 18日（日） 

場  所 宍粟防災センター 

試験内容 教養試験（保健師は専門試験）、作文試験、適性検査 

 

  ・対象職種 事務職Ｃ 

   日  程 10月１日（土） 

   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 理学療法士 

日  程 ８月 22日（月） 

場  所 宍粟市役所 

試験内容 個人面接、作文試験 

 

・対象職種 宍粟総合病院の専門職 

日  程 ８月 20日（土） 

場  所 宍粟総合病院 

試験内容 個人面接、作文試験 

 

 申込期限 ８月５日（金）まで 

 

申込先 総務課（宍粟市役所３階） 

 

その他 

受験申込書は市公式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入手できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 職員募集ポスター 

問合せ先 所属 総務部総務課 担当 恵美 康行 ℡0790-63-3000 

兵庫県宍粟市 
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県立山崎高等学校報道発表        令和４年７月 19日 

 

命の大切さを考える講演会 

～ヘアドネーションを通して～ 
 

概 要 

 

 本校では「命の大切さ」を実感させる教育を推進しています。今年度は９

月２日（金）に映画「いのちの停車場」を全校生徒で鑑賞し、命の大切さや

自分らしく生きることの重さについて考えます。 

 その上で、このたびの講演会ではヘアドネーションを直接体験することに

より、小児がん等で髪を失った子どもたちの命やその生き方に対して理解を

深める機会とします。 

 なお、ヘアドネーションの体験については本校卒業生の協力を得て、ヘア

ドネーション用に伸ばした髪に本校生が鋏を入れることにより、その重さを

実感させたいと考えています。 

 また、この体験は生徒たちに自他の命の尊さを実感させ、自分たちのでき

る様々な社会貢献について考えさせる機会とし「がん教育」へと発展させて

いきます。 

 

「命の大切さを考える ～ヘアドネーションを通して～」 

 日時 令和４年９月５日（月）13時 25分～15時 15分 

 場所 県立山崎高等学校体育館 

 

参考資料 実施要項 

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

県立山崎高等学校 
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令和４年 6 月 29 日 

 

命の大切さを考える講演会 実施要項 

 

生 徒 指 導 部 

図書人権教育部 

保 健 部 

 

１ 目 的 

（１）「ヘアドネーション」という活動を知り、頭髪に悩みを抱える子ども達が自分らしく生きるための 

支援活動に興味・関心を持つきっかけとする。 

（２）人や社会と関わる活動を通して、思いやりや助け合いの心を育成し、自他の命の尊さや多様な生 

き方を考える機会とする。 

（３）この講演を通して、自分ができる様々な社会貢献について考える機会とする。 

 

２ 日 時  令和４年９月５日 13 時 25 分～15 時 15 分（感想文の記入も含む） 

 

３ 場 所  体育館 

 

４ 対 象  全校生・教職員 

 

５ 講 師  京都市立修学院中学校 保杉 香奈 さん（本校 60 回生） 

       Hair Place SoL 美容室 片山 界 さん （美容師・57 回生） 

       Hair Place SoL 美容室      さん （アシスタント） 

 

６ 演 題  「命の大切さを考える講演会 ～ヘアドネーションを通して～ 」 

 

７ 日 程  １３：２０ 集合・点呼 ※各クラス 2 列で整列 （司会：上杉） 

      １３：２５ 校長挨拶 

            講師紹介 

             講演 

             （１）ヘアドネーションについて 

             （２）１つのウイッグが出来上がるまで 

       １４：４５ ヘアドネーション用の髪をカット 

              ※美容師を目指している 10 名の生徒が、保杉さんの髪の毛をカット 

       １５：００ お礼の言葉・花束贈呈 （生徒会） 

       １５：０５ 感想文の記入 （ＨＲ教室） ※回収後、生徒指導部まで 

 

８ その他  講演会後、講師の先生に質問できる場を設定します。 

 

 

 

ヘアドネーションとは 

小児がんや先天性の脱毛症、不慮の事故などで頭髪を失った子どもたちが用いるウイッグを

作るために髪の毛を寄付する活動 
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宍粟市イベント情報 令和４年８月 

 これは７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 

第 35回 山崎納

涼夏祭り 

８月 13日

（土） 

市役所南の

中広瀬多目

的広場 

（山崎町中

広瀬６） 

約 1,300発の打上花火とス

テージイベント、屋台などが

あります。 

（打上花火：20時から 30分

程度を予定） 

山崎納涼夏祭り実

行委員会 

℡ 0790-62-2365 

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 

▶応募締切 

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名山に登って山頂で撮った

写真を応募ください。登山者

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。 

▶応募者全員にアウトドアブ

ランド「モンベル」の記念品

をプレゼント 

▶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 

しそう森林王国観

光協会 

電話  

℡ 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。申込の受付は開催日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 

▶７日 川魚のつかみ取り大会 ▶21日 蚕のお話と繭の糸づくり 

▶11日 小川の生き物を探そう ▶27日 アサギマダラの舞う森づくり 

▶20日 苔のテラリウムづくり  四角形の貯金箱または物入づくり 

 森のそばづくり体験（種まき） ▶28日 ササユリを国見で育てよう 
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味覚狩り 

原観光りんご

園 開園 

(波賀町原

560-１) 

８月中旬～ 

11月中旬 

▶９時～17時 

(受付 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

の販売もあります。 

▶料金 中学生以上 600 円、小学生以下

350円（３歳以下は無料） 

▶２時間食べ放題 ▶20人以上は要予約 

▶雨天の場合はお問合せください 

原観光りんご園 

℡ 0790-75-3600 
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報道発表                        令和４年７月 19日 

 

宍粟へ若者の移住を推進したい 

宍粟くらし移住支援舎設立 
 

概 要 

 

若者世代（生産年齢人口層）の移住を検討されておられる方に、宍粟市も移

住の候補地に入れてもらうため、宍粟くらし移住支援舎（代表：田中啓介）を

令和４年４月に設立いたしました。 

 

 

宍粟くらし移住支援舎（しそくら）について 

しそくらは、移住者視点で移住の支援・推進を行う団体です。 

メンバー全員が移住者で構成されており、自身の移住を決断する時の経験、

移住後の経験を活かし、宍粟市のワクワクした暮らしを、次なる移住者へ伝え

たいという想いから設立いたしました。 

 

【ミッション】 

・情報発信および情報収集 

・コミュニティ活動 

・空き家対策 

３つの視点から移住者に対するアプローチを行います。 
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【団体名に込めた思い】 

移住を推進するにあたり、「くらし」が大切になると感じています。宍粟に

移住した我々がワクワクしながら日々暮らしていることが、次なる移住者に対

し「宍粟の暮らし、楽しそう」と思ってもらいたいと「宍粟くらし移住支援

舎」と名付けました。 

 

【団体ロゴに込めた思い】 

「しそくら」は、移住に際し、つながりを大切にしたいと思っています。 

移住してもらうことがゴールではなく、移住後に楽しい暮らしを送ってもら

うことがゴールでそのためには、移住者同士・地域と移住者のつながりが楽し

いくらしにつながると考えています。 

宍粟の象徴でもある山々の自然と人々のつながりをイメージしてデザインさ

れました。 

 

 

【今後の展開について】 

本年度は私たち自身がより宍粟市を知る期間であり、宍粟市とのつながりを

より強固にする期間ととらえております。 

設立からの３カ月の間にも、今まで訪れたことない地域を訪れたり、市内の

地域団体や市外からも来訪があり、また、私たちが訪れる形でも、交流事業を

開催してきました。こうした交流事業を重ねながら地域の方々へ私たちの活動

を知っていただき、ご助力いただけるよう活動に取り組みます。 

 

年度内には、情報発信媒体を整理し、webと紙面の両面からの情報発信が行

える体制を整えるとともに、空き家のリサーチから現状を把握し、次年度以降

の活動へつなげます。 
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【代表】田中啓介 

大阪生まれ。上京し就職。大阪・東京にて会社経営。 

地域おこし協力隊に着任後、2019年に宍粟市へ移住。 

現在は、たなか養蜂園（ShinobeeHoney）を運営し、地域おこし協力隊コー

ディネーターを兼務。2022年宍粟くらし移住支援舎を設立。 

 

【団体概要】 

名称：宍粟くらし移住支援舎 

通称：しそくら 

所在地：宍粟市一宮町安積 1034-１ 

体表：田中啓介 

事業内容：宍粟市への移住推進 

設立：2022年４月 

ＨＰ：準備中 

メール： info@honey888.jp  

参考資料 宍粟くらし移住支援舎会員募集チラシ 

問合せ先 所属 宍粟くらし移住支援舎 担当 田中 啓介 ℡ 090-7114-3934 
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