
淡路島

待ってるでー！

淡路島への交通アクセス

美しい自然や花、おいしい島グルメ、ゆったり過ごせる温泉など、
冬の淡路島の魅力を探しに出掛けませんか。
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高速バスは福良をはじめ、洲本、津名など、
さまざまなエリアに、数多く運行しています。

三宮～舞子～福良　約90分高速バス

車
垂水IC・JCT～淡路IC　約10分
三宮～淡路IC　約30分

明石海峡大橋（垂水IC・
JCT～淡路IC間）の
通行料がETCなら

910円！

神戸市と洲本市・南あわじ市・淡路市は令和元年10月2日に連
携協定を締結しました。連携事業の一環として発行しています



色とりどりの花や自然美を堪能
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の滝
霊験場として崇められている淡路島随一
の滝。周囲は激しい水音がこだまし、滝
に降り注ぐ木漏れ日も神聖な気配を漂わ
せています。
洲本市鮎屋334-2 ☎0799-22-3321（洲本市商
工観光課）

淡路島国営明石海峡公園
四季を通じて多種多様な花が咲き誇る国営公園です。多彩な展
望スポットや大型複合遊具がそろう広場があり、家族そろって楽し
めます。季節ごとにさまざまなイベン
トも実施されています。
淡路市夢舞台8-10 ☎0799-72-2000 

〔時間〕9：30～17：00（季節により変動あ
り） 〔料金〕有料※中学生以下無料  〔休業
日〕12月31日、1月1日、2月の第2月曜から
金曜

立川水仙郷
紀淡海峡を一望できる高台に広が
る約6㌶の水仙郷。約400万本も
のニホンスイセンやヨーロッパスイ
センが一帯を埋め尽くします。
洲本市由良町由良2877-22 ☎0799-
27-2653〔開園期間〕12月下旬～4月上
旬（期間中無休）〔時間〕9：００～１７：００ 

〔料金〕有料
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水仙郷
淡路島最高峰の諭鶴羽（ゆづるは）山から海に続く
急斜面、約7㌶に500万本ものニホンスイセンが咲
き誇り、日本三大群生地の一つに数えられています。
南あわじ市灘黒岩2 ☎0799-56-0720〔開園期間〕12月
21日～2月下旬（期間中無休※12月31日と1月1日は休業） 

〔時間〕9：00～17：00〔料金〕有料

あわじ花さじき
淡路島北部のなだらかな丘陵に広がる15㌶
の花畑。季節ごとに愛らしい花々が咲き誇り
ます。海を背景に広がる花のジュウタンを楽し
める、極上の見物席です。
淡路市楠本2865-4 ☎0799-74-6426〔時間〕9：00
～17：00（受付16：30まで） 〔料金〕無料 〔休業日〕12
月29日～1月3日
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矛先のような形をした海面からの高さ約30㍍の
岩は沼島のシンボル。伊弉諾尊（いざなぎのみこ
と）と伊弉冉尊（いざなみのみこと）がその周囲を
回って婚姻を行ったという神話が残っています。
南あわじ市沼島 ☎0799-57-0777（沼島総合観光案内
所）

冬の花の代表、スイセンや早咲きの菜の花など、淡路島で
は肌寒い季節も花々が見られます。島随一の滝など、自然
がつくり出した造形美も見逃せません。

パルシェ香りの館 9

「香りの館」「香りの湯」「特産館」の3施設からなる香りの
体験型テーマパーク。香水作りなどの体験メニューも豊富
で、淡路島の食材を使った料理が楽しめるレストランもあり
ます。
淡路市尾崎3025-1☎0799-85-1162（香りの館）、0799-85-
1126（香りの湯）〔時間〕香りの体験9：00～17：00（受付は16：
30まで） 、香りの湯11：00～受付21：00 〔料金〕有料

高田屋嘉兵衛公園 ウェルネスパーク五色 7

洲本市五色町出身の江戸時代の豪商、高田屋嘉兵衛の
功績を記念した総合公園。日帰り温泉施設やオートキャン
プ場など、さまざまな施設がそろいます。3月になるとナノハ
ナが園内のいたる所で咲きます。
洲本市五色町都志1087 ☎0799-33-1600 〔料金〕入園無料 
※施設により有料

淡路ファームパーク・イングランドの丘 8

広大な大自然の中、動物や花、グルメ、遊びなど
楽しさがいっぱい詰まった農業公園。コアラの見
学をはじめ、野菜の収穫やパン作りなどの体験も
充実しています。
南あわじ市八木養宜上1401 ☎0799-43-2626 〔時間〕
9：00～17：00 〔料金〕有料 〔休業日〕年中無休

淡路島おすすめスポット

絶景スポットへ！

ここも見逃せない！

ⓒあわじ花さじき



淡路島ぬーどる
伝統産業の手延べそうめんか
ら生まれたオリジナル麺と島の
食材を組み合わせた麺料理。も
ちっとした食感、つるっとした喉
越しが特徴です。

淡路島牛丼
のどかな風土でのびのび育った「淡路牛」。温暖な
気候、肥沃な土壌、美しい水に育まれた「淡路島た
まねぎ」「淡路米」。丹精込めて作られた自慢の3つ
の食材を使用したこだわりの牛丼です。

淡路島バーガー
淡路島バーガーは、淡路の自然
が育んだおいしさがギュッと詰まっ
ています。

淡路島は、古代、数々の食材を朝廷に献上した「御
み け つ く に

食国」
として知られています。野菜から肉、魚介類まで、豊富にそ
ろった島の幸を存分に味わえる島グルメをご紹介します。

洲本温泉 10

淡路島最大の温泉地で、海岸線に沿って
10施設が並ぶ温泉街には海を見渡す露天
風呂など、趣ある宿が並びます。
☎0799-22-3158（洲本温泉観光旅館連盟 ）

洲本城跡 12

標高133㍍の三熊山山上にあり、戦国時代
から江戸時代にかけて淡路国統治の拠点で
した。往時をしのぶ石垣が残り、現在の天守
閣は昭和3年に建てられ、模擬天守閣として
は日本最古。国指定史跡。
洲本市小路谷（三熊山） ☎0799-25-5820 （洲本
観光案内所）

淡路人形座 11

国指定重要無形民俗文化財の淡路人形浄瑠璃を毎日公演し
ています。淡路島の伝統芸能を気軽に楽しむことができます。
南あわじ市福良甲1528-1地先 ☎0799-52-0260〔開演時間〕10：
00、11：30、13：30、15：00の1日4回 〔料金〕有料 〔休業日〕水曜

（祝休日の場合は翌平日）、12月26日～31日※臨時休業あり

淡路夢舞台 13

世界的建築家・安藤忠雄が設計した複合施設。階段状に
100個の花壇が並ぶ百段苑や日本最大級の植物館がありま
す。季節やテーマごとに繰り広げられるフラワーショーや、花と
緑のある暮らしを楽しむための各種教室も実施されています。
淡路市夢舞台2 ☎0799-74-1000（淡路夢舞台） 、☎0799-74-1200

（奇跡の星の植物館）〔時間〕奇跡の星の植物館10：00～18：00（受
付17：30まで）〔料金〕奇跡の星の植物館 有料※高校生以下無料

島スイーツ
淡路島の自然が育んだ、取
れたて新鮮素材をふんだんに
使った、とっておきの島スイーツ
たちをぜひご堪能ください。

淡路島3年とらふぐ
潮の流れが速い鳴門海峡近くで国内産の稚魚のみを養殖しているため、身が引き締まり味
も濃厚です。通常は2年で出荷するところを3年の歳月をかけ大切に育てることで、通常のサ
イズの2倍の大きさに。質、量ともにひと味違う逸品です。

食材の宝庫、淡路島でグルメざんまい

淡路島バーガー
が食べられる店
舗はこちら

淡路島3年とら
ふぐが食べられ
る店舗はこちら

島スイーツが
食 べられる
店舗はこちら

ぜひ味わいたい！ 

オール淡路島産の食材を使った各店舗のオ
リジナルサラダを島内のホテル・レストラン・
居酒屋等の飲食店20店舗が提供します。

島サラダフェア in Winter

令和2年3月22日㊐まで

詳細はこちら

淡路島生サワラ丼
あまりにも足がはやいので漁
師町以外では食べる機会がな
かったという生のサワラ。淡路
島ならではのぜいたくな漁師飯
をぜひお試しください。

淡路島ぬーど
るが食べられる
店舗はこちら

淡路島生サワ
ラ丼が食べられ
る店舗はこちら

淡路島牛丼が
食べられる店舗
はこちら



説明会に出席

国勢調査は、調査員の皆さまの力で成り立っており、神戸市で約
7,000人を募集しています。初めての方でもできるお仕事なので、
興味を持たれた方はお気軽にお問い合わせください。

国勢調査は日本の未来をつくるための大切な調査です。
令和2年国勢調査へのご協力、ご支援をお願いいたします。

国勢調査員の仕事の流れ

調査書類の
点検・整理

未回答世帯への
督促・回収

調査世帯を訪問・
調査書類の配布

国 勢 調 査
神戸市の人口こう変わった

1世帯当たり
人員世帯数人口

8月
上旬～

9月
中旬～

調査期日10月1日

10月
中旬～

10月
中旬～

区役所へ調査書類を提出10月下旬

5年に1度、10月1日を調査日として実施しているよ。日本の
「今」を知るために一番大事な調査なんだよ！

国勢調査ってどんな調査なの？

日本に住んでいる全ての人（外国人も含む）に回答する義務
があるよ。出張や入院中の人は、普段生活している場所で答
えてね。

誰が対象なの？

調査員が全ての家を訪問し、調査書類をお渡しするよ。調査
員は首に「調査員証」を掛けているから安心してね。スマホや
パソコンでインターネット回答もできるから便利だね。

どうやって回答するの？

調査の結果はどんなことに使われるの？

例えば、「一人暮らしの高齢者数」や「高齢者のいる世帯数」
は、お年寄りのための政策に生かされているし、「町丁別の人
口・世帯数」は学校や公園の整備といったまちづくりの参考に
されているよ。

Q＆A

国勢調査員を募集しています

調査員をしている父の姿を見て私もしたいと思い、調査員に
なりました。子どもが幼稚園にいる時間を活用するなど、子育て
や家事と無理なく両立できるのが魅力です。
調査世帯を訪問した際は、統計調査でお伺いしていることを
お伝えすると、快く対応していただけることが多いです。初めは
あまり協力的でなかった方も何度か訪問をすることで回答いた
だけることがあり、とてもやりがいを感じます。

調査員の声

安福絵梨さん
統計調査員歴1年

困ったことは職員に何でも
相談できるから安心だよ。

学生さんや子育て中の人も
空き時間を有効に活用できるね。

東灘 ☎841-4131㈹ 長田 ☎579-2311㈹
灘 ☎843-7001㈹ 須磨 ☎731-4341㈹
中央 ☎232-4411㈹ 垂水 ☎708-5151㈹
兵庫 ☎511-2111㈹ 西 ☎929-0001㈹
北 ☎593-1111㈹

申し込み

電話での申し込みは調査を希望するエリアの区役所
（総務課調査係）まで

応募の条件
業務期間
令和2年8月～10月
※�空き時間を利用して自分
のペースでできます

報酬（目安）
1調査区（約50世帯）当たり
3万5千円程度
※世帯数・回収状況に応じて変動
※平均2調査区を担当いただきます

資格
原則20歳以上（8月7
日時点）で、責任を持っ
て業務に取り組める方

608,644人 138,970世帯 4.4人
第1回国勢調査 大正9年（1920年）

1,216,666人 331,388世帯 3.7人
第10回国勢調査 昭和40年（1965年）

第20回国勢調査 平成27年（2015年）

1,537,272人 705,459世帯 2.2人

10月1日は 国勢調査100年 ご協力をお願いします

インターネットでの
申し込みはこちら

神戸市�国勢調査員 検索


