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　交通事故は、いつ、どこで起こるか予測できま
せん。万一に備えて、簡単な手続きで加入できる
兵庫県市町交通災害共済にご家族みんなで加入し
ましょう。 
加入資格 
・町内に住んでいる方 
・町内に勤務または在学している方 
※他の保険に加入されていても、この共済の見
舞金は支払われます。 

共済内容　通院３日以上の交通傷害に対し見舞金
を支給 

共済掛金　年額１人あたり５００円 
共済期間　平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日 
申込方法 
　新規加入の方は、役場で配布している申込書に
記入し、共済掛金を添えて住民生活課に提出して
ください。継続加入の方は、継続加入のお知らせ
ハガキが届きますので、ご参照ください。 
　詳しくは、チラシ、住民生活課窓口または福崎
町ホームページなどでご確認ください。 

（住民生活課） 

交通災害共済に 
　　家族で加入しましょう！ 
～平成２５年度分の加入申込受付中～ ■農作業車の事故が増加しています 

【農作業車を利用する方へ】 
○道路走行時に、他の車両からわかりやすいよう、
後部反射装置を整備しましょう。 
○視界が悪くなる夕暮れ時の農作業を避けましょう。 
○農作業時の転落・転倒事故に注意しましょう。 

■薄暮時の事故が増加しています 
【ドライバーの方へ】 
○暗くなったら早めに前照灯を点灯しましょう。 
○対向車などがない時は前照灯をハイビームに切
り替えましょう。 

【歩行者・自転車の方へ】 
○外出時には白っぽい服装や反射材を着用しまし
ょう。 
○道路横断する時は必ず左右を確認しましょう。 

福崎警察署からのお知らせ 

食 育 通 信 
～みんなで食育を実践しよう～ 

　給食センターでは、食育の一環として、子どもたちが毎日食べて
いる給食を知ってもらうために、センターの見学を受け入れていま
す。見学することにより、子どもたちの“食”への関心を高めても
らい、給食を残さず食べて元気に育ってくれることを願っています。 
　給食ができるようすを見てもらったり、写真で説明したりしてい
ます。当日の献立に使う食材も紹介しています。 
　また、見学の思い出づくりに、いくつかの写真スポットも用意し

ています。調理器具（おたま・
しゃもじ）とせいくらべしたり、
お鍋と同じ大きさのロープの
輪に入ったり、今年度から  
“調理員さんになってみよう！”
のコーナーも始めました。時
間の都合で体験できる人数に
は制限がありますが、給食セ
ンターの仕事に興味をもって
もらえるとうれしいです。 

給食センターの食育の取り組み 
★給食センター見学★ 

11月は福崎町食育月間です 
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クマ 
　但馬地域を中心にツキノワグマが 
生息しています。秋から冬にはエサ 
を求めて人里への出没が多く、12月中旬の冬眠に入るま
では警戒が必要です。 
●山に入る時には鈴やラジオなど音が出る物を携行し、
こちらの居場所を知らせましょう。 
●集落内の栗や柿は、早めに収穫するか、不要な場合は
できる限り処分しましょう。 

有害鳥獣による農作物被害の防止対策 有害鳥獣による農作物被害の防止対策 
シカ 

　人里周辺の環境変化など 
により分布は拡大し、町内 
全域の山間部でも食害が増 
加しています。 
●防護柵を有効に機能させましょう。 
●冬場のエサ源（野菜クズ・あぜ草など）を
減らしましょう。 

（シカとイノシシは狩猟期間を除く） 

【平成２３年度福崎町有害鳥獣捕獲頭数】（単位：頭） 

捕獲方法 
獣　種 
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合計 わな 銃器 
　駆除活動にあたり、
株式会社八千種営農組
合様にご協力いただき、
廃棄する野菜を捕獲用
のエサとして活用させ
ていただいています。
ありがとうございます。 

※目撃情報の提供や捕獲用オリの管理など、農家と猟友会が連携して効率的な駆除活動を進めましょう。 

イノシシ 
　徐々に人馴れしていくため、餌 
付けが重大な事故につながります。 
●生ごみなどを屋外に長時間放置しないようにしましょう。 
●農作物の収穫残や収穫後の稲のヒコバエなどの適正な
管理を行いましょう。 

アライグマ 
　平地から山地まで幅広く生息し、 
民家の屋根裏や社寺などを住処にす 
ることもあります。鋭い爪や歯を持 
ち、攻撃的な面があります。 
●果樹クズやペットのエサの除去を徹底しましょう。 
●屋根裏への侵入防止のため、建物の隙間や穴をできる
だけ塞ぎましょう。 

すみか 　河川やため池、その周辺の 
雑木林に生息し、泳ぎが得意で５分程度の潜水が可能です。
ため池や水田では、土手や畦の破壊による漏水が発生す
る危険性もあります。 
●野菜クズや生ごみの除去を徹底しましょう。 
●水辺付近の草刈を定期的に行い、隠れ場所や侵入ルー 
　トを少なくしましょう。 

ヌートリア 

ろうすい 

○山の中へ入る際は、目立つ服装を心がけ、音の出るも
の（ラジオなど）を携帯しましょう。白色タオルはシ
カと間違えられやすいため、使用を控えてください。 
○土・日・祝日は、狩猟者が集中します。特に注意して
ください。 
○「わな」は非常に危険です。設置の標識がある場所へ
は近づかないでください。 

 
 

○ニホンジカについて、県全域で１日当たり無制限に捕
獲できます。 
○銃の保管と持ち運びは、決められた正しい方法で行い
ましょう。 
○「わな」には決められた標識を付け、巡回を行いまし
ょう。 
○猟犬の管理を徹底しましょう。 
○猟場が人家近くではないか、入山者の入り込みがないか
など、事前に猟場の状況や特徴を十分に確認しましょう。 
○たき火やタバコの火には、十分な注意と後始末を心が
けましょう。 
○垣・柵などで囲まれた土地、作物のある土地で狩猟を
行う場合は、土地所有者（占有者）の承諾を得ること
が必要です。 

（産業課） 

今年もまもなく狩猟のシーズン！ 今年もまもなく狩猟のシーズン！ 

入山者（ハイカー）のみなさんへ 

狩猟者のみなさんへ 

１１月１５日～翌年２月１５日　解禁 
※ニホンジカとイノシシについては、兵庫県全域 
　で３月１５日まで猟期が延長されています。 
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農業委員会

農業委員会 
だより 

　農業委員会は、農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農民
の地位の向上に寄与することを目的とした、公選制（一部選任）の行政委
員会で、農業委員をもって組織する委員の合議体です。 
　福崎町農業委員会は、選挙委員１３人と選任委員５人の計１８人で構成さ
れ、毎月２０日前後に総会を開催して、農地法にもとづく農地等の権利移動、
転用等について審議をし、許可、受理及び県知事への進達等を行っています。 
　活動としては、毎年１０月から１１月にかけて農地パトロールを行い、耕作放棄地の所有者に対して維持管

理通知を送付し、農地の改善指導を行っています。また、年１
回、先進地視察研修を実施し、農業委員の資質の向上に努めて
います。 
　啓発活動としては、広報ふくさきの紙面に「農業委員会だよ
り」を毎月掲載し、農地パトロールの活動報告、賃借料の情報
提供、農地法にもとづく申請、農地流動化のための利用権設定
に関する手続き、無断転用の啓発記事等を記載しています。 
 

問い合わせ先　福崎町農業委員会（産業課内・内線３９４） 

福崎町農業委員会について（ご紹介） 

第１０回 銀の馬車道 ため池ウォーキング 第１０回 銀の馬車道 ため池ウォーキング 
日　時　１２月１日（土）１０：００～（受付９：３０～） 
　　　　※小雨決行 
場　所　姫路市農業振興センター 
　　　　（姫路市山田町多田１１７４－４７） 
参加費　無料 
コース　姫路市農業振興センター→奥池→銀の馬車道
→人参役所跡（現　岡庭酒造）→長池→八千種庄→八
千種鍛治屋→春日山キャンプ場（昼食・休憩）→姫
路白鷺ゴルフ場付近→北山田→一石一字法華経塚→
諏訪神社（諏訪の岩穴）→多田廃寺跡→姫路市農業振
興センター（解散）約１１㎞ 
募集人数　２００人 
その他　・昼食は各自用意（豚汁無料配布） 
　　　　・駐車場あり 

申込方法　所定の申込書、はがき、 
　ファックス、メールで参加者全員の住所・氏名・年
齢・電話番号を記載のうえ、１１月１６日（金）までに
下記にお申し込みください。 
※代表者がわかるようにしてください。 
　案内は代表者にのみ送付します。 
　　（西光寺野土地改良区） 
　　　〒６７９－２２０３　南田原２１３１番地 
　　　　・Fax２２－００３６ 
　　　E-mail　saikoujino@nifty.com 
主　催　西光寺野土地改良区 
問い合わせ先　○西光寺野土地改良区　　２２－００３６ 
　　　　　　　○役場産業課（内線３９２） 

　１０月１０日、庄自治会主催により、庄新池で「みんなの
ため池教室」が開催されました。八千種小学校の３、４
年生６４人が招待され、まずは、ため池に入って魚とりに
挑戦。泥んこになりながらたくさんの魚をとりました。
その後、捕獲した魚やため池に生息する生き物について、
みんないきいきと楽しく学習をしました。 
　ため池は、憩いの場であるとともに危険も潜んでいます。 
　ため池には必ず大人といっしょに行くようにしましょう。 

『ため池教室』開催！ 



ドレミ　毎月第２木曜日 
１１月８日（木）・１２月１３日（木）１０：００～１１：００ 
　八千種研修センター 
　季節の歌を歌ったり、音に合わせてリズム遊び、身体
遊びなどを楽しみます。 
ぐりとぐら　毎月第１木曜日 
１２月６日（木）１０：００～１１：００　文化センター　２階　和室 
　わらべうた・絵本の読み聞かせ・パネルシアターなど、
親子でいっしょに楽しみます。 

（問い合わせ先：ともだちひろば） 

「あそびのひろば」 

「ごはんを楽しく食べるには」 
～子どもの腹時計をととのえましょう～ 

１６ 

　エプロンのポケットからあれれ？何か出てきたよ！ 
　エプロンシアターを親子でいっしょに楽しんで、クリ
スマス会に参加しませんか？ 
日　時　１２月１９日（水）１０：００～１１：００ 
場　所　にこにこひろば 
　　　　エプロンシアター公演　井上智恵子さん 

※にこにこ講座を兼ねています。公演後、歌を
歌ってクリスマス会を楽しみましょう。 

対　象　就学前の子どもとその保護者 
申込先　にこにこひろば 
定　員　２０組 

１１月２０日（火）　１０：００～１２：００ 
１２月１８日（火）　１０：００～１４：００ 
場所：文化センター２階　和室 
個別相談員：大内和恵 
※申込は下記の３施設で受付します。 

個別相談 

ともだちひろば 
（西部子育て学習センター） 
火～金曜日　９：００～１６：００ 

 
文化センター2階 

　22－7830　FAX22－2561

おひさまらんど 
（福崎子育て支援センター） 
月～金曜日　９：００～１７：００ 
　　土曜日　９：００～１２：００ 

福崎幼児園内 
　22－2308　FAX22－2313

にこにこひろば 
（東部子育て学習センター） 
月～木曜日　９：００～１６：００ 

 
田原幼児園内 

　22－1058　FAX22－1058

子育て支援に関することは Eメール ko-shien@town.fukusaki.ne.jp

日　　程 

11月 5 日（月） 

11月 7 日（水） 

11月 9 日（金） 

11月12日（月） 

11月19日（月） 

11月21日（水） 

11月26日（月） 

11月27日（火） 

11月30日（金） 

12月 3 日（月） 

12月10日（月） 

12月14日（金） 

実施場所 

長目公民館 

西光寺公民館 

加治谷公民館 

西野公民館 

辻川公民館 

八反田公民館 

桜公民館 

田尻公民館 

福田公民館 

余田公民館 

南大貫公民館 

鍛治屋公民館 

対象地区 

長目・中島・上中島 

西光寺・西野野垣内 

大門・加治谷・亀坪 

西野 

井ノ口・辻川 

八反田・吉田 

桜・長野 

北野・田尻 

駅前・福田・神谷 

余田・庄 

東大貫・西大貫・南大貫 

小倉・鍛治屋 

※時間はいずれも１０：００～１１：００ 
※対象地区以外の方も参加できます。 
※１１月１９日・２７日はミニディの利用者の方との交流も予定しています。 
　　　　　　　　　　　　　　（問い合わせ先：おひさまらんど） 

　お友達といっしょにクリスマス会を楽しみませんか？ 
　ミニツリー作りもします。 
日　時　１２月１１日（火）・１２日（水）・１７日（月） 
　　　　いずれも１０：００～１１：３０ 
場　所　おひさまらんど 
対　象　就学前の子どもと 
　　　　その保護者 
申込先　おひさまらんど 
定　員　各日とも１０組 

日　時：１１月２０日（火）１０：００～１１：３０ 
場　所：文化センター　１階　和室 
おやつ：もち麦入りおむすびともち麦茶 
　　　　※食物アレルギーのある方は 
　　　　　申込時にお知らせください。 
　　　　※おやつ代として１人５０円が必要です。 
申込締切：１１月１６日（金）までにともだちひろばへ 
　　　　※同じ部屋で託児をします。お母さん、お茶を
　　　　　飲みながら、しばしリフレッシュしませんか？ 


