
いきいきカレンダーいきいきカレンダー

※受付時間の記載のあるものは、その時間内に会場で受け付けをお済ませください。※いきいきカレンダーへの各種イベントの掲載希望があれば役場企画課にご連絡ください。

公立香住病院 36・1166

公立村岡病院 94・0111

香住老人福祉センター 36・5008

村岡老人福祉センター 98・1000

小代高齢者生活支援センター 97・2202

（すべての施設の市外局番：0796）

議会事務局 36・1963

村岡地域局 94・0321（代表）

小代地域局 97・3111（代表）

町教育委員会 94・0101

　香住区中央公民館 36・3764

　村岡区中央公民館 98・1366

　小代地区公民館　97・3966

役場本庁舎 36・1111( 代表 )

　総　務　課 36・1111

　財　政　課 36・1942

　企　画　課 36・1962

　防災安全課 36・1190

　税　務　課 36・1113

　会　計　課 36・4321

　町　民　課 36・1110

　消費生活センター36・1941

　健　康　課 36・1114

　福　祉　課 36・1964

　農林水産課 36・0846

　観光商工課 36・3355

　建　設　課 36・1961

　上下水道課 36・0420
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　お忘れなく！

自動車税の納期限は5月 31日（木）自動車税の納期限は5月 31日（木）
　納税は、お近くの銀行や農協などの金融機関、ゆうちょ

銀行、郵便局、兵庫県指定のコンビニエンスストア（全

国の店舗）、県税事務所またはインターネットを通じク

レジットカードで 5月 31日（木）までにお忘れなく！

問い合わせ先

兵庫県豊岡県税事務所

℡ 0796・26・3628

レンゲツツジの花と地元グルメを楽しもう！

うわのツツジまつりうわのツツジまつり
●とき　　5月 20日（日）10:30 ～ 14:00（少雨決行）

●ところ　兎和野高原グリーン広場

●無料イベント　 「うわの鍋」「お菓子まき」「カブトムシ幼虫

配布」「花の苗配布」など

●グルメ販売　 「石窯焼きピザ」「とち餅」「但馬牛焼きうどん」

「手作りパン」など

●問い合わせ先　兎和野高原野外教育センター　℡ 0796・94・0211

人間を救うのは、人間だ。　ーOur world  Your move ー

活動資金にご協力ください！活動資金にご協力ください！
　日本赤十字社兵庫県支部では、災

害時の医療救護活動をはじめ、安全・

安心な暮らしのために県内の警察署、

交番などへの救急箱やＡＥＤの設置

など、皆さんの命と健康を守る活動

に取り組んでいます。

＜日本赤十字社兵庫県支部＞



けいじばんけいじばん

　町民の皆さんの親睦を深めるために毎年

開催している香美町民ゴルフ大会も、今年

で 14回目を迎えます。

　皆さん、ぜひご参加ください！

とき・ところ

5 月 26 日（土）7:00 受け付け開始

神鍋高原カントリークラブ

参加資格

町内在住、在勤の人（年齢、性別は問いません）

参加費

2,500 円（プレー料金は別）

申込期限

5 月 16 日（水）18:00

問い合わせ（申し込み）先

香美町民ゴルフ大会事務局　℡ 0796・36・2032

中等教育学校を卒業した日の翌日から起算し

て 2年を経過していない人および平成 31年

3月までに高等学校または中等教育学校卒業

見込みの人

②人事院が①に掲げる人に準ずると認める人

申込受付期間

・インターネット（原則）

　6月 18日（月）～ 6月 27日（水）

・郵送または持参（消印有効）

　6月 18日（月）～ 6月 20日（水）

第１次試験日

9 月 2日（日）

試験地

京都市、大阪市、神戸市、奈良市、和歌山市、

田辺市

問い合わせ先

人事院近畿事務局（大阪市福島区福島 1-1-60）

℡ 06･4796･2191（試験第二係）

ｈ「国家公務員試験採用情報NAVI」で検索

狩猟免許試験（初心者）
試験日程など

【第1回】

・申込期間

6 月 4日（月）～ 6月 22日（金）

・7月 20日（金）実施分

会場：県立姫路労働会館（姫路市北条 1-98）

内容：知識および適性試験、技能試験

・7月 28日（土）実施分

会場：県中央労働センター（神戸市中央区下山手通 6-3-28）

内容：知識および適性試験、技能試験

・8月 4日（土）実施分（わな猟試験のみ）

会場：淡路市役所（淡路市生穂新島 8）

内容：知識および適性試験、技能試験

・8月 11日（土）実施分（わな猟試験のみ）

会場：県立但馬長寿の郷（養父市八鹿町国木 594-10）

内容：知識および適性試験、技能試験

【第２回】

・申込期間

7 月 23 日（月）～ 8月 10日（金）

・9月 3日（月）実施分

会場：県中央労働センター（神戸市中央区下山手通 6-3-28）

内容：知識および適性試験、技能試験

・9月 8日（土）実施分

会場：三田市商工会（三田市天神 1-5-33）

内容：知識および適性試験、技能試験

・9月 15日（土）実施分

会場：県立姫路労働会館（姫路市北条 1-98）

内容：知識および適性試験、技能試験

免許の種類

網猟、わな猟、第一種銃猟、第二種銃猟

受験費用

免許 1種類につき、5,200 円相当額の県収入印紙

問い合わせ先

県鳥獣対策課　℡ 078･362･9084

出張年金相談
　豊岡年金事務所が出張年金相談窓口を実施しま

す。相談には年金手帳などの基礎年金番号が分か

るものをご持参ください。

　なお、代理でお越しになる場合は、委任状と代

理者の身分証明書（運転免許証など）が必要です。

　完全予約制です。相談を希望される人は、前日

までに豊岡年金事務所お客様相談室へ電話で予約

してください。

とき

6 月 7日（木）10:00 ～ 16:00

ところ

役場本庁舎

予約時の豊岡年金事務所連絡先

℡ 0796・22・0948（音声案内に従い「1番」、「2

番」の順に番号を選択してください）

問い合わせ先

役場町民課、各地域局

豊岡年金事務所お客様相談室

消費者月間イベント

消費生活相談員は見た！本当にあった怖～い話
　毎年 5月は「消費者月間」です。

　市町と県の消費生活相談員・職員による、実

際にあった事例を元にしたメドレー形式の寸劇

など面白くてためになるイベントです。

とき

6 月 2日（土）11:00 ～ 12:00

ところ

豊岡市民プラザ（アイティ 7階）

参加定員

約 100 人

参加費

無料

問い合わせ先

但馬消費生活センター　℡ 0796･23･1490

大学生などを対象とした就職面接会

セレクションインたじま2018
　但馬地域への若年労働者を確保するため「セ

レクションインたじま 2108」を開催します。

とき

6 月 15 日（金）13:00 ～ 15:00

（受付時間 12:30 ～ 13:30）

ところ

豊岡市立総合体育館（豊岡市大磯町 1-75）

内容

就職面接会、企業見学会（希望者のみ、事前申込不要）

対象

・ 平成 31 年 3 月大学、短大、専門学校など卒

業予定者

・  平成 28 年～平成 30 年 3 月大学、短大、専

門学校など卒業の未就職者

問い合わせ先

ハローワーク豊岡職業相談第二部門

℡ 0796・23・3101

募　　集募　　集
統計調査員
　国が実施する統計調査で調査対象の事業者や

世帯を訪問して、調査の説明や調査票の配布、

回収、点検などをする仕事です。

募集対象

・町内または近隣にお住まいの 20歳以上の人

・責任を持って調査事務を遂行できる健康な人

・調査で知り得た情報の秘密を守れる人

・税務、警察、選挙に直接関係のない人

・暴力団員でない人および密接な関係を持たない人

身分

兵庫県知事から任命される非常勤の公務員

主な仕事

・調査員事務の打ち合わせ会へ出席

・調査準備（調査区域や調査対象の確認）

・調査票の配布（記入依頼）と回収

・集めた調査票の点検、整理

・調査票と関係書類の提出

勤務時間・報酬

・勤務日数… 5 ～ 30 日程度（任命期間は 2ヵ

月程度）

・報酬金額… 2 ～ 6 万円程度（担当する調査・

件数により異なります）

問い合わせ先

役場企画課

平成30年度

国家公務員採用一般職試験（高卒者試験）
試験の区分

事務、技術、農業、農業土木、林業

受験資格

① 平成 30年 4月 1日において高等学校または

◇司法書士による無料法律相談会
（登記・多重債務・消費者問題・成年後見など）要予約

とき、ところ（時間はいずれも13:00～ 16:00）

 ① 6 月 2日（土）和田山ジュピターホール

 ② 6月 9日（土）浜坂多目的集会施設

 ③ 6月 16 日（土）豊岡市民プラザ（アイティ 7階）

予約先（相談日の2日前、平日17:00まで）

兵庫県司法書士会但馬支部（予約専用）　℡ 0796・23・8011

開　　催開　　催

人権相談人権相談

児童家庭相談児童家庭相談

こころの健康相談こころの健康相談

行政相談行政相談

　土地建物登記、土地境界に関する相談

◇土地家屋調査士による無料相談会
●とき、ところ

5 月 19 日（土）13:30 ～ 16:00、豊岡市民プラザ（アイティ 7階）

6月 16日（土）13:30 ～ 16:00、豊岡市民プラザ（アイティ 7階）

●問い合わせ（申し込み）先

兵庫県土地家屋調査士会但馬支部

℡ 0796・52・6901（前日の 17:00 までに）

ＤＶＤＶ（ドメスティックバイオレンス）は犯罪です！は犯罪です！
　配偶者やパートナーなどか
ら身体的暴力や言葉の暴力を
受けていませんか。一人で悩
まずご相談ください。
ＤＶ相談ダイヤル

　℡0570・0・55210

　（最寄りの相談窓口を案内します）

相談内容

　家庭や学校、地域での人権に関する困り

ごと、心配ごと

人権擁護委員（敬称略）

香住区… 前田定
さだむ

（中野）、濱本正栄（一日市）、

原千里（小原）、竹内義昭（浜）

村岡区… 太田しづ子（川上）、古川美鶴（長

板）、田
と お じ

路一
かずなり

成（福岡）

小代区… 藤井紀子（平野）、木村忠信（神水）、

太田垣修（大谷）

相談日・会場

香住区… 6/12、7/10、8/7、9/11、10/9、

11/13、12/11、1/8、2/12、3/12

香住老人福祉センター

村岡区… 6/1、7/11、8/8、9/5、10/10、

11/7、12/5、1/9、2/6、3/6

　　　　村岡老人福祉センター

小代区… 6/6、7/4、8/1、9/5、10/3、11/7、

12/5、1/9、2/6、3/6

　　　　小代いこいの里

時間はいずれも 13:30 ～ 16:00

問い合わせ先

人権擁護委員、役場町民課人権推進室、各地域局

相談内容、相談日

　「虐待かな」と思われることや、妊娠や

出産、子育てなどの不安や相談などに随時

応じます。

問い合わせ先

役場福祉課、各地域局

豊岡こども家庭センター　℡ 0796・22・4314

相談内容
心に関する悩みごと
相談員

但馬病院精神科医師
相談日・会場

香住区…5/16、8/10、1/22
　　　　香住老人福祉センター
村岡区…10/5
　　　　村岡老人福祉センター
問い合わせ先

役場健康課、各地域局

相談内容

　国、県、町などの仕事の中で、苦情、困っ

ていること、要望、措置に納得がいかない

などの不満や相談など

行政相談委員（敬称略）

香住区…尾崎桂
け い こ

子（香住）

村岡区…小林久
ひさみち

倫（神坂）

小代区…田渕和正（大谷）

相談日・会場

香住区… 6/12、7/10、8/7、9/11、10/9、

11/13、12/11、1/8、2/12、3/12

　　　　香住老人福祉センター

村岡区… 6/1、7/12、8/9、9/5、10/11、

11/7、12/5、1/10、2/6、3/6

　　　　村岡老人福祉センター

小代区… 6/6、7/4、8/1、9/5、10/3、11/7、

12/5、1/9、2/6、3/6

　　　　小代いこいの里

時間はいずれも 13:30 ～ 16:00

問い合わせ先

行政相談委員、役場企画課

応募資格

　県内に住所がある、または在勤・在学し

ている 18 歳以上の人でパソコン・スマー

トフォンでインターネット、電子メールを

使用することができる人

応募方法

　「兵庫県 県民モニター」で検索し、「県民モ

ニター受付フォーム」から応募してください。

問い合わせ先

県企画県民部広聴課　℡ 078・362・3021

　適切な食習慣の定着や、栄養成分表示な

どの普及・活用を推進するため、相談を実

施します（無料、要予約）。

とき

毎月第 2月曜日の 13:00 ～ 15:00

※祝日の場合は翌週に順延

ところ

豊岡健康福祉事務所（豊岡市幸町 7-11）

相談内容

①難病患者等の食生活

②生活習慣病並びに合併症の食生活

③食物アレルギーの除去食

④介護が必要な方の食生活

⑤栄養成分表示等に関すること

⑥健康食品等の虚偽誇大広告

⑦その他食に関する相談

申込方法

電話でお申し込みください。

問い合わせ（申し込み）先

豊岡健康福祉事務所健康管理課

℡ 0796・26・3660

　お困りのときはご利用ください　お困りのときはご利用ください

主な相談窓口主な相談窓口

　　インターネットを使った県政に関するアンケートインターネットを使った県政に関するアンケート

県民モニターを募集しています県民モニターを募集しています

「専門栄養相談」の実施について「専門栄養相談」の実施について

　中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労

働者として石綿ばく露作業に従事していた

ことが原因であると認められた場合には、

労災保険法に基づく各種の労災保険給付や

石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給

されます。

　石綿による疾病は、石綿を吸ってから非

常に長い年月を経て発症することが大きな

特徴です。

　中皮腫などで亡くなられた人が過去に石

綿作業に従事していた場合には、労災保険

給付などの支給対象となる可能性がありま

すので、最寄りの労働局または労働基準監

督署にご相談ください。

問い合わせ先

兵庫労働局労災補償課　℡ 078・367・9155

　　中皮腫や肺がんなど中皮腫や肺がんなど

石綿による疾病の補償・救済について石綿による疾病の補償・救済について

　　香住ふるさとまつり海上花火大会協賛チャリティーゴルフ香住ふるさとまつり海上花火大会協賛チャリティーゴルフ

香美町民ゴルフ大会参加者募集香美町民ゴルフ大会参加者募集


