
 

 
12 月宍粟市定例記者懇談会 

 

日時 令和元年 12 月 19 日（木）午後２時～ 

場所 市役所３階 庁議室 

 

 

１ 開会 

 

 

２ あいさつ 

 

 

３ 発表項目 

（１）路線バス利用者 28 万人超 …１ 

（２）成人式を開催 …２ 

 

 

４（公財）しそう森林王国観光協会からのお知らせ 

（１）インスタ映えスポット満載！夜の女子旅 in 宍粟 …４ 

（２）国見の森公園年末年始イベントだより …５ 

 （３）その他イベント情報１月～２月 …８ 

 

 

 ５ 宍粟市雇用創生協議会の経過について 

 

 

６ 閉会 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
次回の予定 

日時 令和２年１月 17 日（金）午後２時～ 

場所 宍粟市役所３階 庁議室 
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再編から４年連続増 

路線バス利用者 28 万人超 
 

概 要 

 

 令和元年度（平成 30年 10月から令和元年９月）の市内路線バスの利用

者が、前年度比約１万人増の約 28万６千人になりました。利用者の増加

は公共交通網が再編された平成 28年度から４年連続になります。 

 路線バスは今年４月より大きく路線を見直し、買い物や通院により便利

なバスへと変わりました。このことが利用者増加の要因と考えられます。 

 今後もより便利になった路線バスを将来に向けて維持できるよう、利用

促進に取り組んでいきます。 

 

利用者数の推移（単位:人） 

 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

H27.11-H28.9 H28.10-H29.9 H29.10-H30.9 H30.10-R1.9 

大型バス 200,050 234,890 243,777 250,699 

小型バス 

（循環線

含む） 

19,021 27,106 33,061 35,464 

合計 219,071 261,996 276,838 286,163 

前年から

の増減 
＋63,540 ＋42,925 ＋14,842 ＋9,325 

 ・平成 28年度（バス事業年度）利用者数は、再編後 11ヶ月の人数 

 ・循環線は平成 29年４月より運行 

参考資料  

担当者から  

問合せ先 所属  市民協働課 担当  田渕 ℡ 0790-63-3123 

兵庫県宍粟市 

11



 

 

宍粟市報道発表               令和元年 12 月 19 日 

 

新成人の門出を祝う 

成人式を開催 
 

概 要 

 

 新たに成人を迎えた若者を祝福する「令和２年宍粟市成人式」を開催し

ます。式は式典とアトラクションの２部制で、アトラクションは新成人

15人による「成人式実行委員会」が企画しています。 

 

日時 １月 12日（日）10時 30分～12時（受付：９時 30分～） 

場所 山崎文化会館（宍粟市山崎町鹿沢 88-1） 

対象 平成 11年４月２日～平成 12年４月１日生まれの人 

434人（市内 379人、市外 44人、三河小学校区 11人） 

プログラム概要  

・10時～   恩師ビデオレターを上映 

・10時 30分 式典（新成人代表による誓いの言葉 ほか） 

・11時 15分 アトラクション（新成人○×クイズ ほか） 

その他 成人式実行委員が参加者に「首里城火災復興募金」を募ります。 

参考資料 成人式概要 

担当者から  

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

兵庫県宍粟市 
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令和２年宍粟市成人式 

 

日 時  令和２年１月 12日（日） 

場 所  山崎文化会館ホール 

対 象  平成 11年４月２日～平成 12年４月１日生まれの者 

       市 内 対 象 者 379名 

       三土中学校卒業生  11名 ※三河小学校区 

       市外在住参加希望者  44名          

 合計 434名  ※R01.12.18時点 

 

 

式次第 

 

受  付        ９：30～10：30 

 

恩師ビデオレター上映  10：00～10：20 

 

式  典        10：30～11：15（45分間） 

  

  ～ オープニング 和太鼓 倭童子 ～ 

 

１ 開 式 の 言 葉  成人式実行委員長  猪尾 佳之 

２ 国 歌 斉 唱 

３ お 祝 い の 言 葉  宍 粟 市 長  福元 晶三 

４ 来 賓 紹 介   

５ 誓 い の 言 葉  新 成 人 代 表  上林 大志  山田 亜未 

６ 記 念 品 贈 呈  贈呈：宍 粟 市 長  福元 晶三 

               受領：新成人代表  松元 萌華  宮内 郁哉 

７ 閉 式 の 言 葉  成人式副実行委員長  飯田 真衣 

 

 

アトラクション 11：15～12：00（45分間） 

 

～新成人○×クイズ～ 

～お楽しみ抽選会～ 

 

社会貢献事業  沖縄首里城復興支援募金 
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■ 発表項目 

①インスタ映えスポット満載！夜の女子旅 in 宍粟 

 

■ 概要 

 6 月に実施した「大人の女子旅 in 宍粟」の第 2 弾のツアーを企画しました。 

 今回は、“夜の宍粟を楽しみ、町家で暮らすように過ごす旅”がテーマです。 

 宍粟の魅力を市外の女性に発信するために、これまでにない新しい宍粟の旅を満喫する二日間 

 をご用意しました。 

 

日程：2020 年 2 月 8 日（土）・9 日（日） 

 

内容：①国見山山上夜会 

    →特別運行のモノレールに乗って星空観察 

    ②酒蔵通りの町家ホテル宿泊体験 

     →山崎旅館Ｑで過ごす静かなひととき 

   ③ディープな山崎を楽しむ居酒屋ナイト 

    →地元の居酒屋（おいしんぼう亭）体験 

   ④朝の酒蔵通り散策と町家 café＆ギャラリ 

ーさんしょうで朝食 

    →造り酒屋を改修したおしゃれなカフェで 

特別な朝ごはん 

 

   ※内容は変更になる場合があります。 

 

 

 

申し込み方法等：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 
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：2019年 12月 19日 

報道関係者各位 

山崎旅館Ｑでの町屋体験 

酒蔵通り散策 
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■ 発表項目 

②国見の森公園年末年始イベントだより 

 

■ 概要 

 年末年始は国見の森公園のイベントにご参加ください。 

 昔ながらの餅つき大会や初日の出ハイキングをご用意しています。 

 

・餅つき大会 

 杵と臼を使う昔ながらの餅つきが体験できるほか、つきたてのお餅がその場で食べられます。 

   

日程：12 月 22 日（日）午前 10 時から 

  場所：県立国見の森公園 

  参加費：無料（餅の振る舞いは先着 100 名） 

 

 

・初日の出ハイキング 

 ふもとの駐車場から山頂の展望台を目指して歩きます。天候が良ければ、初日の出と雲海が

見られます。甘酒の振る舞いもあります。 

   

日程：1 月 1 日（元旦）午前 5 時 30 分から 

場所：県立国見の森公園 

参加費：無料（小学生以下は保護者の同伴が必要） 

 

 

 

   ※その他 1 月以降のプログラムについては、別紙案内参照 

 

 

 

 ＜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 
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：2019年 12月 19日 

報道関係者各位 

55



6



7



宍粟市イベント情報 １月～２月    この情報は 12月５日現在のものです。 

行事等名称 日時 開催場所 内容 問合せ先 

新春凧あげの集

い 2020 

１月１日(水・

祝 )13 時～ 15

時 

一宮保健福祉セン

ター北側 

(一宮町閏賀 300) 

趣向を凝らした手づくり

の凧が宍粟の冬空に舞い

ます。新春恒例、手作り

の凧で誰でも自由に参加

できます。 

・悪天候の場合は中止。 

 

播磨いちのみや凧

の会 

℡ 090-8791-7722 

(山本) 

℡ 0790-72-0513 

(上山) 

初ゑびす祭 宵ゑびす▶１月

９日(木)17 時

～21時 30分 

 

本ゑびす▶１月

10 日(金)９時

～14時 

庭田神社 

(一宮町能倉 1286) 

 

播磨風土記に記載のある

日本酒発祥の地「庭田神

社」での十日ゑびすのお

祭りです。 

福引▶両日開催 

吉兆をお買い上げの方に

福引券１枚進呈、空くじ

なし、豪華景品をご用意 

・開運厄除けのご祈祷を

承ります。 

 

庭田神社 

℡ 0790-72-0315 

 

板馬見大トンド １月 13日(月・

祝 )10 時～ 12

時 

松ノ木公園内板馬

見登山道入口 

(千種町河呂) 

板馬見保存会による大ト

ンド。地元の山伏十数名

により、3つの作法のあ

と護摩焚き、大トンドが

行われます。鏡餅や家庭

から持ち寄った飾り物な

どを燃やします。参加者

には焼きミカンと甘酒の

振る舞いがあります。 

 

板馬見保存会 

℡ 0790-76-2768 

(妙見) 

℡ 0790-76-2427 

(高山) 

春安天満宮初天

神祭り 

１月 19日（日） 

９時～17 時頃 

春安天満宮 

(山崎町春安) 

学問の神、菅原道真公が

祀られた天満宮で毎年１

月第三日曜日に行われる

初天神のお祭りには、多

くの受験生がお参りされ

ます。甘酒の振る舞いの

ほか 14時よりからは筆供

養が行われます。 

 

山崎八幡神社 

℡ 0790-62-0298                                                                                                                                                                                               
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行事等名称 日時 開催場所 内容 問合せ先 

第４回ミモザフ

ェア 

２月 24日(月・

祝 )10 時～ 15

時 

はりま一宮小学校

体育館 

(一宮町東市場 788) 

個性豊かなマーケット、

ゆっくり出来るカフェ、

お菓子すくいに子育てお

役立ち情報展示コーナ

ー、大人も子どもも楽し

めるワークショップなど

のイベントが盛りだくさ

んです。マイカップ、マ

イバッグ、マイスリッパ

持参でお越しください。 

 

Mimosa ミモザ事務

局 

℡ 0790-63-0840 

(大田) 

第 14 回宍粟和

太鼓フェスティ

バル 

 

２月 16日（日）

13 時開演 

山崎文化会館 

(山崎町鹿沢 88-1) 

地元で活動する和太鼓や

しの笛のグループが出

演。入場無料。 

山崎文化会館 

℡ 0790-62-5300 

  この情報は 12 月５日現在のものです。 

県立国見の森公園 活動プログラム 

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

＜１月＞ 

▶１日(月)国見山元旦初日の出ハイク ▶12 日(日)森のアロマキャンドルづくり ▶19 日(日)アサギマダラの

舞う森づくり① ▶25日(土)森の窯焼きピザづくり、森の原木シイタケづくり▶26 日(日)糸ノコ教室(組木ひ

な人形)、森林セラピーとバウムクーヘンづくり 

＜２月＞ 

▶１日(土)国見の森のパンづくり体験 ▶８日(土)春の七草粥を食べよう ▶９日(日)森のそば打ち教室  

▶11 日(火・祝)日本ミツバチの巣箱づくり ▶16 日(日)森のなめこ植菌体験 ▶22 日(土)森のこんにゃくづ

くり ▶29日(土) 里山遊歩道の整備 

この情報は 12月５日現在のものです。 

スキー場情報 

ばんしゅう戸倉スノ

ーパーク 

（波賀町戸倉 207） 

 

営業時間▶８時半～

17 時 

定休日▶水・木曜日 

 

リフト１日券 ▶平日 大人 2,500 円、

小人(小学生以下)1,000円 ▶土・日・

祝日 大人 4,000 円、シニア(55 歳以

上 )・ U-25 (中学生以上 25 歳以

下)3,000 円、小人（小学生以下）1,500

円  

・土日祝日はファミリー割引あり 

イベント ▶2/1 宍粟市市民スキー大会

▶2/16 longboxチャレンジ 

ばんしゅう戸倉スノ

ーパーク 

℡ 0790-73-0324 
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・詳しくはばんしゅう戸倉スノーパ

ーク公式サイトをご覧ください。 

ちくさ高原スキー場 

（千種町西河 1047-

218） 

 

営業時間▶８時～17

時 

ナイター営業日時▶

金・土・日・祝・

祝日前日 17時 30

分～23時 

リフト１日券 ▶大人 4,000円、小人(４

才～中学生) 3,000 円、シニア(55 歳

以上)3,500 円 

・セットでお得なファミリー券あり 

・シーズン中３回来場で４回目が無料 

イベント ▶2/14 💛バレンタイン 

▶2/29 The Funnyナイターセッション  

・詳しくはちくさ高原スキー場公式

サイトをご覧ください。 

ちくさ高原スキー場 

℡ 0790-76-3555 

この情報は 12月５日現在のものです。 

旬の食材 

自然薯 新物自然薯 10月中旬～ 山菜の王者と呼ばれ、古来より親しま

れてきた自然薯は栄養価が高く、疲労

回復、滋養強壮に効能があるといわれ

ています。「フォレストステーション波

賀」では自然薯笹うどんをご用意。ま

た、「四季旬菜 和やわらぎ」では冬季限

定の鍋料理メニュー、自然薯とろろ田

子鍋が味わえます。 

・詳しくは各店舗にお問合せ下さい。 

▶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 

▶ﾌｫﾚｽﾄｽﾃｰｼｮﾝ波賀 

℡ 0790-75-2717 

ボタン鍋 11 月～３月末頃 

（施設によって異なりま

す） 

 

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。し

し鍋とも呼ばれ、縄文時代から食べら

れていたと言われています。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薬

として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。市内の各店舗ではオリ

ジナル味噌など味わいも様々に楽しめ

ます。 

・詳しくは各店舗にお問合せ下さい。 

▶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  

この情報は 12月５日現在のものです。 
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