
おかやまこころのケア相談室岡山県くらし復興サポートセンター建設型仮設住宅（倉敷市）

暮らしのサポートなどを引き続き実施します
｢災害時学校支援チームおかやま｣発足！ 

岡山県知事 

　甚大な浸水被害などにより尊い命が失
われた平成30年7月豪雨から、まもなく4
年が経ちます。県管理の土木施設の復旧
は全て完了し、堤防かさ上げなどの改良
復旧工事も順調に進む一方、さまざまな
事情により未だ仮設住宅での生活を余儀
なくされている方々もおられます。県で
は、今後も被災者一人一人に寄り添い、支
援にしっかりと努めてまいります。
　これからの時期は梅雨や台風の影響に
よって、水害などに襲われるリスクが一段
と高まります。時間が経ち日常生活が戻
ると、災害の記憶は薄れがちとなります
が、4年前の教訓を決して無駄にせず、県
民の皆さん一人一人が普段より災害に備え
ていただきますようお願い申し上げます。

　令和3年度（2021年度）末までに、県管理の土木施設1,359カ所全てで復旧が完了しました。
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　あれから4年。公共施設などの復旧工事は、令和3年度（2021年度）末に完了しました。被災者の生活と暮らしの再建も着実に進んでいます。県は、被災

された方たちに寄り添った復旧・復興を、これからも進めてまいります。

01 平成30年7月豪雨災害の復旧・復興状況についてFile

県人口〈岡山県毎月流動人口調査〉／1,864,432人（男896,224人／女968,208人） ※令和4年（2022年）4月1日現在
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岡山県マスコット「ももっち・うらっちと仲間たち」

岡山県広報紙
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いて話そう

  被災者の皆さんの住まいと生活の再建をはじめ、見守りや生活相談、健康調査に基づいた一人一人
に寄り添った心のケア・健康管理などに、引き続き取り組みます。河川工事の影響などやむを得ない
理由で、借上型および建設型仮設住宅に計42戸110人の方が現在も入居されています。（令和4年3月現在）

河川や道路などの原形復旧工事が全て完了（県管轄分）

　原形復旧を終えた箇所の改良復旧工事を進めています。小田川３支川
（末政川、高馬川、真谷川）や岡山市の砂川、総社市の高梁川など９カ所
で改良を手掛け、全て令和5年度（2023年度）中の完了を目指します。

堤防かさ上げなどの改良復旧工事も進行中
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これからの時期は風 水害・土砂災害によるリスクが 高まります。次の2面で、家庭でできる備えを紹介します

2面
・新型コロナ感染症への
　取り組み

1・2面 忘れない。未来に生かそう。
― 平成30年7月豪雨災害 ―

特
集

・晴れの国おかやま検定
・おかやま地産地消レシピ

・県政フラッシュ
・市町村だより

3面
・おかやまかわら版
・スポーツインフォメーション

・読者の声
・プレゼントクイズ

4面

　平成30年7月豪雨の教訓を生か
し、災害対応の研修を受けた教員ら
で構成する「災害時学校支援チーム
おかやま」が3月に発足しました。県内
で大規模災害が発生した場合に、避
難所運営や教育活動の早期再開、児
童生徒の心のケアへの支援、また、平
時には、学校での防災体制の整備や
防災教育の推進をします。研修を経
て70人程度まで増員する予定です。 委嘱式の様子

一級河川　砂川（令和4年3月現在） 一級河川　高梁川（令和4年3月現在）

築堤などを進めています。築堤、河道掘削、橋梁架替えなどを進めています。

一級河川　三沢川
（令和元年5月完了）

復旧前 復旧前

復旧後

一級河川　倉見川
（令和2年7月完了）

復旧後

Topics
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《お問い合わせ》 政策推進課（復興・復旧の進捗に関すること） TEL.086‐226‐7402　危機管理課（防災に関すること） TEL.086‐226‐7562

　これからの時期は、大雨や台風による風水害や土砂災害のリスクが飛躍的に高まります。防災対策でもっとも重要なことは、日頃からの備えです。

02 教訓を生かして風水害・土砂災害から身を守るためにFile

ご自分または一緒に避難する人は避難に時間がかかる？

身を寄せられる親戚や知人がいる？ 身を寄せられる親戚や知人がいる？

全員安全な
親戚や知人宅に
避難しましょう

全員避難場所に
避難しましょう

警戒レベル３が出たら 警戒レベル３が出たら 警戒レベル4が出たら 警戒レベル4が出たら

高齢者や介助の必要
がある方など 避 難に
時 間がかかる方は安
全な親戚や知人宅に
避難しましょう

高齢 者や介助の必 要
がある方など避難に時
間がかかる方は避難場
所に避難しましょう

原則、自宅外に
避難が必要です

●マンション上階など、浸水する深さより高い場所にいる
●水、食料の備えが十分で、水がひくまで我慢できる

次の条件を満たせば、浸水の危険があっても自宅で安全確保する

「在宅避難」も可能

危険

色が塗られていなくても、周りと比べて低い土地や
崖のそばなどに住んでいる人は、市町村からの避
難情報を参考に必要に応じて避難してください。

ハザードマップを確認しましょう
あなたの家の場所に色が塗られている？

START

はい いいえ はい いいえ

はい

はい

いいえ

いいえ

おかやま防災ポータル ももたろうの防災

　正確な情報があなたの命を守ります。下記の情報源を利用してください。

Check! 防災情報を入手しよう

　気象情報や、土砂災害危険度など
をリアルタイムで調べることができる
ウェブサイトです。

　岡山県特有の災害リスクをわか
りやすく解説。子ども用や、要配慮
者用の別冊もあります。

●おかやま防災ポータル

　防災情報を発信するス
マートフォン用無料アプリで
す。防災情報の通知をリア
ルタイムで受け取れます。

●Yahoo!防災速報

●防災ガイド「ももたろうの防災」

iPhone版 Android版

「警戒レベル4」までに、危険な場所に
いる方は全員避難してください！

P oint

家庭によって必要なものは異なります。家族
で話して決めましょう。また、古くなったり壊
れたりしているものがないかもチェック！

P oint

　避難先で2～３日間過ごすことを想定して準備しましょう。玄関などすぐに持ち
出せる場所に保管してください。

Check! 非常持出品をそろえよう

□ 非常食
□ ペットボトルの水
□ 通帳、免許証、健康保険証、
　 診察券、お薬手帳など
□ 印鑑（通帳とは別々に保管）
□ 現金（小銭も含めて）
□ 家・車の合鍵
□ 筆記用具（油性ぺン、ノート）
□ 懐中電灯、電池

□ スマートフォンの充電器・
　 予備バッテリー
□ FM・AMラジオ
□ 軍手、手袋
□ マスク、体温計、
　 アルコール消毒液、スリッパ
□ 眼鏡、コンタクトレンズ
□ 洗面用具
□ ウェットティッシュ

□ 医療品（薬、消毒液、ばんそうこうなど）
□ 生理用品
□ 使い捨てカイロ
□ 防寒保温シート
□ ヘルメット、防災ずきん、ホイッスル
□ 防寒着、雨カッパ
□ アイマスク、耳栓
□ 着替え

●非常持出品チェックリスト【一例】

　まずはハザードマップを手に入れ、自宅周辺のリスク
や避難所の場所を確認しましょう。そして下記の図と表
で、避難のタイミングと、どこへ逃げるべきか確認しま
しょう。

Check! いつ、どこへ避難するか確認しよう

命の危険 直ちに安全確保!

危険な場所から全員避難

危険な場所から高齢者等は避難

自らの避難行動を確認

災害への心構えを高める

警戒
レベル 住民がとるべき行動 避難情報など

5

4

3

2

1

緊急安全確保

避難指示

早期注意情報
（気象庁）

高齢者等避難

大雨・洪水・高潮
注意報（気象庁）

警戒レベル4までに必ず避難!!

災害発生
又は切迫

災害の
おそれ高い

今後気象状況
悪化のおそれ

災害の
おそれあり

気象状況
悪化

災害はいつ起こるかわかりません。下の備えを実行して、チェック　　　    しましょう！Check!

新型コロナ感染症への取り組み
発熱などの症状が出た場合は、かかりつけ医や受診相談センターに電話相談の上、
必ず予約して受診してください。
問受診相談センター：各保健所（平日のみ）、または一般相談窓口（24時間対応）TEL.086-226-7877　FAX.086-226-7817

新型コロナワクチン接種についてのお知らせ

警戒レベルとは
　災害発生の危険度と、とるべき避難行動を
示すものです。5段階のレベルで伝えられま
すので、発令に注意してください。

岡山県防災マップ

　平成30年7月豪雨では、西日本付近に停滞した梅雨

前線に向かって、水蒸気を多く含む南西風と南風の2つ

の空気が流れ込み続けたことで、長期間かつ広範囲で

記録的な大雨が続きました。その結果として、河川の氾濫

や堤防の決壊による浸水、土砂災害など、甚大な被害が

発生しました。

　これから梅雨に入り、雨の降る日が増えてきます。集中

豪雨による自然災害が、全国各地で毎年のように発生

していますので、十分な警戒が必要です。

■岡山県の月別降水量（2012年～2021年の平均）
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■1時間降水量50mm以上の年間発生回数（全国）
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出典：気象庁 ※赤線は1976年以後の年間発生回数の変化傾向を示しており、
　非常に激しい雨の発生回数が増加傾向にあります。

［地点：岡山］

降水量の増加に注意

厚生労働省HP
新型コロナ
ワクチンQ＆A

岡山県HP
新型コロナウイルスワクチン
接種に関する情報提供

下記の方法で簡単にワクチン接種の予約ができます

岡山県共通
予約システムは

こちらから

市町村コール
センターの一覧は

こちらから

　医療機関によっては、電話・来院・独自システムなどで予約を受け付けている場
合があります。各市町村のHP、各医療機関のHPなどでご確認ください。

●医療機関の指定する方法でご予約の場合

▼県営接種会場をご予約の場合
　県営接種会場予約コールセンターにご連絡ください。

TEL.086-201-2907（10：00～19：00 土日祝日を含む）

▼市町村のコールセンターでご予約の場合
　右下の2次元コードより各市町村コールセンターなどの情報をご確認ください。

●お電話でご予約の場合

　接種券に記載されている接種券番号（合計16桁）と接種される方のパスワード
（生年月日）を入力して「岡山県共通予約システム」からご予約ください。

●インターネットでご予約の場合

４回目接種については、①６０歳以上の方 ②１８～５９歳で基礎疾患を有する方 
その他重症化リスクが高いと医師が認める方が対象ですので、ご注意ください。

新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報については、厚生労働省HP、岡山県HPなどをご覧ください。

ご自身の命と身体を守るため、
1日も早いワクチンの接種を

お願いします



晴れ
の国 定検まやかお

知れば知るほど、

もんげー

好きになる！

おかやま検定の答え【例題1】❹ 【例題2】❷

晴れの国おかやま検定

　令和4年（2022年）7月から9月にかけて、大型

観光キャンペーン「岡山デスティネーションキャン

ペーン」を開催します。

　高原の開放的な雰囲気の中で、夏の美しい星

空をお楽しみいただく「蒜山スターウォッチング」

や、瀬戸内国際芸術祭の舞台「犬島」と瀬戸内海

の魅力が詰まった「牛窓」をカラフルなマスキング

テープで華やかに装飾する「mt project」など、

岡山ならではの魅力的な企画を数多くご用意し、

お越しいただいた皆さんが晴れやかな気分にな

る旅をお届けします。

　また、全国から訪れるお客様に、「岡山に来てよ

かった！また訪れたい！」と思っていただけるよう

に、おもてなしの実践やキャンペーンの応援をし

ていただける岡山観光サポーター「晴れシェル

ジュ」を募集しています。

　詳しくは、「岡山観光WEB」をご覧ください。

岡山デスティネーションキャンペーン

推進協議会事務局　TEL.086-233-1802

問

県政に関する大切な話題を
お届けしています

　豆類には、食物繊維やカリ
ウムが多く含まれ体に良い効
果があります。旬の枝豆を
たっぷり使い、暑くても食べ
やすいカレーにしました。

問岡山県栄養改善協議会事務局（岡山県健康推進課内）  TEL.086-226-7328 

カレーが食器に残りにくいので、

少量の水で洗えて

後片付けが手軽です！

●麦ごはん
●タマネギ
●ニンニク＊
●ショウガ＊
●合いびき肉
●ジャガイモ

180ｇ（米７：麦３）
小1/2個（みじん切り）

1片（みじん切り）
少 （々みじん切り）

100ｇ
50ｇ（１㎝角に切る）

●ニンジン
●カレー粉
●コンソメ
●サラダ油
●だし汁（水）
●枝豆むき身

30ｇ（１㎝角に切る）
大さじ1
1/2個

大さじ1
100ｃｃ

50ｇ
＊…子どもはなくてもよい

材料（2人分）

1人分の
栄養成分値

740ｋｃａｌ
21.9ｇ
17.1ｇ

エネルギー

たんぱく質

脂質

炭水化物

食塩相当量

119.8ｇ
1.3ｇ

①

②

③

タマネギ、ニンニク、ショウガを炒めしんなりしたら、合いびき肉、
ジャガイモ、ニンジンを入れて５分程度炒める。
カレー粉とコンソメ、サラダ油を入れてさらに５分炒め、
だし汁（もしくは水）と枝豆を入れ、１０～１５分煮る。 
麦ごはんの上に②を盛りつける。

作り方

東 備 栄 養 改 善 協 議 会

栄

養
委員おすすめ

　岡山県のい草産業は、早島、倉敷周辺の県南部で隆

盛を誇り、古くは量・質ともに日本一の産地でした。現

在でも加工技術の高さは有名で、畳表の出荷額は全国

1位です。

　7/2（土）、7/3（日）の2日間にわたって開催する花ご

ざまつりでは、岡山県南のメーカーや問屋が多数出店

し、花ござ、上敷き、その他い草製品が一堂に展示・販

売されます。いずれも特別価格で販売されますので、こ

の機会にい草製品を手に取って、その良さを実感して

ください。この他、畳製作・花ござの手織り実演や製作

体験ができるコーナーもあり、い草の魅力を再発見で

きるイベントです。

●時間／9：00～17：00（7/3（日）は16：00まで）
●場所／早島町役場 西特設会場　●入場料／無料　

　平成24年（2012年）3月の閉校まで、現役最古の木造校舎とされていた旧吹屋小

学校。7年間の保存修理工事を経て、令和4年（2022年）4月に「学び」と「遊び」をコ

ンセプトとした新しい施設として生まれ変わりました。

　校舎内では、吹屋小学校の歴史を感じていただける展示や、期間限定のイベントも

実施します。ま

た、有料コンテ

ンツとして、現

実とデジタル

情報を融合さ

せるXR技術を

用いた日本遺

産のストーリー

疑似体験がで

きます。

岡山特産花ござまつり実行委員会　TEL.086-482-0612問

開催期間

7/2（土）・3（日）

公開期間

通年

県内各地の情報を発信！

早島町 高梁市

●時　間／10：00～16：00　　　　●料　金／一般500円、小中学生250円
●休館日／12/29（木）～1/3（火）　

※雨天決行。ただし荒天の場合は中止する場合があります。
※イベントの内容は変更となる場合があります。

旧吹屋小学校　TEL.0866-29-2811問

岡山県と鳥取県の県境に位置し、登山客

にも人気がある山で、山腹には法然上人

が幼少期に修行したといわれている菩提

寺がある山は次のうちどれか。

おかやまけん けん けんきょう い  ちとっとり と ざん

さんぷく

しゅぎょう ぼ だい

ほうねんしょうにん

ようしょうき

きゃく

にん き やま

やま つぎじ

❶毛無山  ❷後山  ❸弥高山  ❹那岐山
けなしがせん うしろやま や たかやま な   ぎ さん

例題1 正答率66％

倉敷市児島の鷲羽山は瀬戸内海国立公

園の代表的な景勝地である。夕景は特に

美しく「日本の夕陽百選」に選定されてい

る。山頂にはこの地を訪れ美しさに感銘

した文豪・徳富蘇峰によってつけられた

呼び名がある。それは次のうちどれか。

くら しき  し こ  じま わしゅうざん せ   と  ないかい こくりつこう

だいひょうてき

にほん

ち おとず うつく かんめい

ぶんごう とくとみ そ  ほう

よ な つぎ

ゆう ひ ひゃくせん せんてい

さんちょう

けいしょう ち ゆうけい とく

うつく

えん

❶神景峰  ❷鐘秀峰  ❸ダルガ峰  ❹天麗峰
じんけいほう しょうしゅうほう なる てんれいほう

岡山県広報紙　晴れの国 おかやま ｜ 令和4年6月号 3

南欧風のオシャレな雰囲気の中、高原
の夏の星空とドリンクや軽食を楽しめ
る、スペシャルな星空観賞会を開催！

みずみずしい果実に思わずうっとり至福時間。岡山ならではのフルー
ツについて、生産者から直接学ぶことができます。

令和４年（2022年）７月からＪＲ津山線で運行開始！県北美作地域の
自然豊かなスポットや観光スポットに出かけよう！

マスキングテープブランド「ｍｔ」とコラ
ボし、瀬戸内海の絶景をカラフルに彩
ります。

新型観光列車ＳＡＫＵ美ＳＡＫＵ楽（さくびさくら）

mt project

ツウになるフルーツ探訪

蒜山スターウォッチング

例題2 正答率31％

岡山県観光連盟提供

岡山県観光連盟提供



　令和4年（2022年）6/1（水）に「改正動

物愛護管理法」が施行され、販売される犬

や猫へのマイクロチップの装着・登録が義

務付けられます。

　マイクロチップが装着された犬や猫を家

族に迎え入れた飼い主は、住所や氏名を

登録する必要

があります。

また、すでに

飼っている犬

や猫への装着

は努力義務と

なるので、で

きる限り装着

し、登 録しま

しょう。

●活動日・活動内容　

　11/11（金）…ランナー配布物封入作業

　11/12（土）…ランナー受付、会場誘導など

　11/13（日）…会場誘導、手荷物預かり・

　　　　　　　返却、ランナーサービスなど

●募集区分・申込単位（募集人数）　

　団体…1団体につき6人以上（4,000人程度）

　個人…1人またはグループ2～5人（500人程度）

●募集期間

　団体…5/9（月）～7/31（日）

　個人…6/1（水）～7/31（日）

募 集 概 要

　昨年度ご好評をいただいた、フォトコン

テストを今年も開催します。このコンテスト

では、風景や町並み、グルメなど、岡山の

魅力が伝わる写真をインスタグラムで募

集します。今年のテーマは、昨年１２月から

発売されている「岡山発見かるた」です。か

るたの札（読札・絵札）

に合った写真を投稿

して、皆さんの写真で

「岡山発見かるた」を

完成させましょう。

　平成30年7月豪雨災害の被災者支援の

ため、これまでたくさんの善意をお寄せい

ただき、誠にありがとうございます。義援

金受付期間は、令和4年（2022年）6/30

（木）までとなって

います。温かいご

支援をどうぞよろ

しくお願いします。

　11/13（日）開催の

「 お か や ま マ ラ ソ ン

2022」を支えるボラン

ティアを募集します。

　運転免許センターでは、病気、身体の障

がいなどを有する方、高齢者、その他運転

に不安を感じる方の運転免許取得や更

新、返納などに関する相談に対応していま

す。ご本人だけでなく、ご家族からの相談

も受け付けています。

　安全運転相談ダイヤル

「#8080（シャープハレバ

レ）」までご相談ください。

　県では健康寿命延伸のため、県内の職

場や地域で、健康づくり活動に積極的に

取り組む団体を募集します。

　健（検）診、食生活改善、運動習慣の定

着、こころの健康、禁煙・受動喫煙の防止、

歯と口の健康などから、最大3分野を選ん

でエントリーしてください。

　他の模範となる団体については、（１）職場

部門、（２）地域部門の２部門で表彰を行い、

県のHPなどで紹介します。

募 集 概 要

●募集期間／６/１(水）～７/１(金）
●応募方法／応募用紙に必要事項

を記入の上、活動の様子が分かる
資料や写真を添付して郵送してく
ださい。詳しくは、健康推進課の
HPをご覧ください。

①岡山県庁公式のインスタグラムアカウント
（＠okayamapref_japan）をフォローする

②テーマに沿った写真を撮る
③応募用ハッシュタグをつけて投稿する

●応募方法

●受付時間／平日8：30～17：00

VS 福岡 J・アンクラス

VS ヴィアティン三重レディース

VS JFA アカデミー福島

VS ノルディーア北海道

●場所／シティライトスタジアム

6/18（土）

7 / 2（土）

7 / 6（水）

7/17（日）

VS FC琉球

VS ロアッソ熊本

VS 大宮アルディージャ

VS 栃木SC

●場所／岡山県美作ラグビー・サッカー場6/18（土）VS つくばＦＣレディース

ファジアーノ岡山
Ｊリーグ（Ｊ２リーグ）

岡山湯郷Ｂｅｌｌｅ 日本女子サッカーリーグ（2022プレナスなでしこリーグ2部）

●場所／笠岡陸上競技場

●場所／神原スポーツ公園

●場所／神原スポーツ公園

●場所／神原スポーツ公園

6 / 5（日）

6/12（日）

7 / 2（土）

7/10（日）

吉備国際大学Ｃｈａｒｍｅ岡山高梁
日本女子サッカーリーグ(2022プレナスなでしこリーグ2部）

問スポーツ振興課 TEL.086-226-7440 ※料金は各チームのHPをご覧ください。

スポーツインフォメーション

岡山県公聴広報課では、フェイスブック、LINE、ツイッター、インスタグラムで最新情報をお届けしています。

イベントなどについては変更となる場合がありますので、事前にご確認ください。

募　集 募　集

お知らせ

募　集 お知らせ

お知らせ

前号の「晴れの国おかやま」について寄せられた、

ご意見・ご感想を紹介します。

今回は令和４年度の当初予算の概要が掲載

されており、県政の方向性がとても気になると

ころでしたが、県民一人当たりにどう還元され

るのかが具体的に示されていたので、イメー

ジしやすかったです。（里庄町・６０代）

「コロナを言い訳にしない予算」。とても良い

響きですね。県民の暮らしが明るくなるよう、

期待しています。（岡山市・７０代）

岡山県の取り組みを詳しく知ることができ、何

にどのくらいのお金が使われているのかとて

も分かりやすかったです。これからもより住み

良いまちになるよう、出来ることから協力して

いきたいと思いました。（笠岡市・２０代）

今年は、瀬戸芸、岡山デスティネーションキャ

ンペーンなどの開催で、コロナ禍で暗い世の

中を明るくできることを期待しています。

（倉敷市・６０代）

読者の声

令和4年（2022年）

7/8（金）

※当日消印有効。  ※当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。

応 募 方 法

❶郵便番号 ❷住所 ❸氏名 ❹年齢 ❺電話番号 ❻正解と思われた答えの番号  
❼本紙の感想 ❽メールアドレス（県のメルマガ配信を新たに希望される場合）

■はがき／〒700-8570岡山県公聴広報課「晴れの国おかやま6月号」係（住所不要）
■Eメール／harenokuni@pref.okayama.lg.jp「晴れの国おかやま6月号」係
■岡山県電子申請サービス／県HPのトップページから「県の広報」をクリックして
　広報紙「晴れの国おかやま」にお入りください（応募開始6月～）。

応募締切

記入
事項

宛先

QR

応募フォーム

５段階の警戒レベルを用いた避難情報。

危険な場所から全員避難する必要がある

警戒レベルは、次のうちどれでしょう？
Q

晴れの国おかやま館 推薦

フルーツタルトセット

10
名様

お か や ま か わ ら 版

♦一部の市町村においては市町村広報紙と一緒にお届けします。市区町村役場の窓口、県庁、県民局、地域事務所、
　郵便局、コンビニ（ファミリーマート、セブン・イレブン、ローソン、ポプラ）などでも入手できます。
♦岡山県にお寄せいただいた個人情報は、それぞれの業務目的以外には使用いたしません。
♦岡山県では財源確保のため広告を掲載しています。

この広報紙は環境に配慮した
植物油インキを使用しています。

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

はがき・封書

▲

〒700-8570（住所不要）岡山県庁「県政への提言」係  FAX

▲

086-234-0500　
E メ ー ル

▲

teigen@pref.okayama.jp ※電話での受け付けは行っていません。

岡山県への施策提案や、事務事業の改善提案は「県政への提言」にお寄せください。

次号は8月発行（予定）

この紙面に記載している情報は5/ 10（火）時点のものです。
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おかやまマラソン実行委員会事務局　

TEL.086-226-7908

問

被災者生活支援室　TEL.086-226-7876問

公聴広報課　TEL.086-226-7158問

健康推進課　TEL.086-226-7328問

県警察本部 運転免許課　 TEL.086-724-2200（代表）問岡山県動物愛護センター　TEL.086-724-9512問

　「御食国ひょうご」サイトでは、兵庫県内の農畜水産約
400商品（順次追加予定）を紹介しています。商品の写真
をクリックするとＥＣサイトから購入できるほか、兵庫県認
証食品の紹介や食のイベント情報も掲載しています。
　「ひょうごe-県民アプリ」からはワンクリックでアクセス
できます。この機会にぜひアクセスしてください。

兵 庫 県からのお知らせ ～岡 山 県のみなさんへ～

「御食国ひょうご」へのアクセスはこちら

▲

兵庫県 流通戦略課　TEL.078-362-3486問

みけつ くに


