
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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６ ７

　海のもしもは

迷わず・素早く「１１８番」へ！迷わず・素早く「１１８番」へ！
　毎年春先から、マリンレジャーが活発となり、それに
伴い海での事故が増える傾向にあります。
　海での事故を防ぐため、プレジャーボートで遊ぶ人は
「気象・海象の確認」「機関の点検」を確実に行い「ライ
フジャケットを着用」してください。
　事故が発生した時や事故を目撃した時は迷わず素早く
118 番へ通報してください。
問い合わせ先

舞鶴海上保安部　℡ 0773・76・4120



けいじばんけいじばん

とき

6 月 23 日（土）13:00 ～ 15:30

ところ

コウノトリの郷公園（豊岡市祥雲寺 128）

内容

飼育コウノトリへの餌の配合と給餌を体験

参加費

無料

定員（先着順）

20人（小学4年生以上で小学生は保護者同伴）

問い合わせ（申し込み）先

県立コウノトリの郷公園

℡ 0796・23・6538

ｅ regist@stork.u-hyogo.ac.jp

面接試験（①～③共通）

　7月上旬に面接を行います。日時、場所など

は応募者に個別に通知します。

問い合わせ（提出）先

役場総務課、各地域局

平成31年度

公立八鹿病院組合職員
募集職種と採用予定人数

①看護師・助産師…20人

②事務職員…1人

試験日

①第 1回目…6月 8日 ( 金 )

　第 2回目…7月 8日 ( 日 )

　第 3回目…8月 8日 ( 水 )

② 9月 15 日（土）

受付期間

① 各試験日の 10 日前必着（必ず試験日を記入

すること）

② 7月 30日（月）～ 8月 31日（金）必着

受験資格

① 平成元年 4月 2 日以降に生まれた人で、免

許取得者または免許取得見込みの人。

②大卒または大卒見込みの人

採用予定日

平成 31年 4月 1日予定

問い合わせ（申し込み）先

公立八鹿病院人事会計課

℡ 079・662・5555

税務職員採用試験
受付期間

6 月 18 日 ( 月 ) ～ 6月 27 日 ( 水 )【受信有効】

原則、インターネット申し込みをしてください。

インターネット申込専用アドレス

http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

受験資格、試験日など

国税庁ＨＰ（https://www.nta.go.jp）の「国税

庁等について」⇒「採用情報」を確認してくだ

さい。

問い合わせ先

大阪国税局人事第二課

℡ 06・6941・5331（試験係）

豊岡税務署総務課

℡  0796・22・2101（音声案内に従い「2」を

選択してください）

自衛官
種目

①一般曹候補生

②自衛官候補生（女子）

③自衛官候補生（男子）

④航空学生

応募資格

①②③ 18歳以上 27歳未満

④海…高卒（見込み含）以上 23歳未満

　空…高卒（見込み含）以上 21歳未満

受付期間

①④ 7月 1日（日）～ 9月 7日（金）

②③年間を通じて

一次試験日

① 9月 21日（金）～ 23日（日）のうち１日

②③受付時にお知らせ

④ 9月 17日（月）

問い合わせ先

自衛隊兵庫地方協力本部豊岡出張所

℡ 0796・22・3978

兵庫県立大学大学院地域資源マネジメント研究科

夏のオープンキャンパス
　県立大学大学院地域資源マネジメント研究科

では、受験生などの皆さんにより詳しく知って

いただくため「夏のオープンキャンパス」を開

催します（要申込）。

とき

7 月 8日（日）13:45 ～ 16:15

ところ

県立大学豊岡ジオ・コウノトリキャンパス

（豊岡市祥雲寺 128）

内容

・ 研究科の概要、カリキュラム、入試について

の説明

・施設やフィールドの見学

・展示による大学院生の研究紹介

・個別相談、在学生との交流など

問い合わせ（申し込み）先

豊岡ジオ・コウノトリキャンパス経営部学務課

℡ 0796・34・6079

Ｅ rrm@ofc.u-hyogo.ac.jp

母子家庭などのための法律相談
　母子等専門相談員（弁護士）が専門的な法律

相談にあたります。

　遺産相続・財産分与の問題、養育費や親権の

問題、損害賠償やサラ金など、誰にも言えず悩

んでいませんか。

　秘密は厳守しますので、安心してご相談くだ

さい（要予約）。

対象者

母子家庭、寡婦、父子家庭の人

相談日

7 月 20 日（金）

会場

朝来市役所（朝来市和田山町東谷 213-1）

費用

無料

申し込み期限

7 月 6日（金）

問い合わせ（申し込み）先

新温泉健康福祉事務所

℡ 0796・82・3161

募　　集募　　集
町臨時職員
募集職種と採用予定人数

①地域包括支援センター職員…2人

②障害者等就労サポーター…1人

③給食センター調理員…1人

勤務場所

①②役場福祉課

③香住学校給食センター（香住区香住 864-1）

勤務時間

①② 8:30 ～ 17:15（週 5日勤務）

③ 7:45 ～ 16:30（週 5日勤務）

応募資格

① 介護支援専門員、社会福祉士または保健師資

格および普通自動車運転免許を持つ健康な人

② 障害者、引きこもり者への支援ができ、普通

自動車運転免許を持つ健康な人

③ 昭和 32 年 4月 2日以降に生まれ、町内に住

所のある健康な人

採用予定日（①～③共通）

8 月 1日（水）

賃金など

①日額 7,800 円（保健師は 8,500 円）

②日額 7,500 円

③日額 6,900 円

　いずれも通勤手当別途支給、期末一時金あり。

社会保険および雇用保険に加入

応募方法

　市販の履歴書（写真貼付）を提出してくださ

い。また①および②は資格を証明する書類の写

しを添付してください。

応募締切（①～③共通）

6 月 29 日（金）

◇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 7 月 7日（土）和田山ジュピターホール

 ② 7月 14 日（土）浜坂多目的集会施設

 ③ 7月 21 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

　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

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

7月 21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）

とき

7 月 21 日（土）受付 9:40 ～

開会式 10:40 ～、競技開始 11:00 ～

ところ

香住浜海水浴場

募集チーム数（先着順）

・松葉がにクラス　30チーム

・香住がにクラス　15チーム

申込期限

7 月３日（火）17:00 必着

チーム編成・競技時間

1チーム6人（2人1組、3往復のタイムレース）

・松葉がにクラス　性別関係なし、時間制限 6分

・香住がにクラス　女性 3人以上、時間制限 7分

参加資格

中学生以上の泳げる人（高校生以下は保護

者の同意書が必要）

参加費

1 チーム 1,000 円（当日受付で支払う）

入賞賞金

・ 松葉がにクラス　優勝 30,000 円、準優

勝 20,000 円、第 3位 10,000 円

・ 香住がにクラス　優勝 20,000 円、準優

勝 10,000 円、第 3位 5,000 円

・ コスプレ賞やセクシー賞などの特別賞も

あります。

問い合わせ（申し込み）先

第41回香住ふるさとまつり たらいこぎ大

会実行委員会（役場福

祉課・健康課内）

℡ 0796・36・1964

ｔ 0796・36・1114

ｆ 0796・36・3809

とき

6 月 16 日（土）

7月 21日（土）

いずれも 13:30 ～ 16:00

（受付は 15:30 まで）

ところ

じばさん TAJIMA（豊岡市大磯町 1-79）

内容

遺言・相続の相談

問い合わせ先

兵庫県行政書士会但馬支部

℡ 079・662・6569

　わが国には、依然として多数の不法滞在

者が存在しており、その多くが不法就労に

従事しているとみられます。

　外国人を雇用する際には、在留カードな

どを見て、働くことができる在留資格であ

るかよく確認してください。

　安心して外国人と共生できる社会の実現

に向けて、不法就労・不法滞在問題につい

て、正しく理解し、外国人の不法就労・不

法滞在をなくすようご協力をお願いします。

問い合わせ先

美方警察署　℡ 0796・82・0110

　ゴルフ場利用税は、その 10分の 7がゴ

ルフ場のある市町に交付され、周辺環境の

保全など地域の行政サービスを支える貴重

な財源として役立っています。

　税額はゴルフ場の規模や利用料金などに

応じて定められていて、１人１日当たり

300 ～ 1,200 円になります。

　ただし、下記の①～④に該当する人はゴ

ルフ場利用税が非課税となります（申出書

などの提出と証明が必要）。

① 18歳未満または 70歳以上

②障害者

③ 国民体育大会に参加する選手（同大会の

ゴルフ競技としての利用に限る）

④ 学校の教育活動としてゴルフを行う学生、

生徒、教員など

問い合わせ先

豊岡県税事務所課税第 2課

℡ 0796・26・3630

　ここ数年、但馬の海域でも「ヒョウモン

ダコ」が発見されるようになりました。

　この生物は猛毒を持ち、非常に危険です。

かまれると命を落とすこともあると言われ

ていますので、絶対に捕まえたり、触った

りしないでください。

　発見された場合は、ご連絡ください。

問い合わせ先

県但馬水産事務所

℡ 0796・36・1153

　第41回香住ふるさとまつり　第41回香住ふるさとまつり

たらいこぎ大会の参加チームを募集します！たらいこぎ大会の参加チームを募集します！

　遺言・相続なんでも相談　遺言・相続なんでも相談

行政書士による無料相談会行政書士による無料相談会
　絶対アカン！　絶対アカン！

不法就労・不法滞在の取り締まりを強化中！不法就労・不法滞在の取り締まりを強化中！
　兵庫県弁護士会では、弁護士と精神保健

福祉士による無料電話相談を実施します。

お気軽にご相談ください。

相談日時

毎月第 2・4日曜日の 17:00 ～ 21:00

相談料

無料

予約

不要

電話番号（相談日のみの特設電話）

078・341・9600

問い合わせ先

兵庫県弁護士会

℡ 078・341・7061

　　法律で解決できる悩みもあるのではないですか？法律で解決できる悩みもあるのではないですか？

夜間法律相談夜間法律相談

　　県や市町の貴重な財源です！県や市町の貴重な財源です！

ゴルフ場利用税ゴルフ場利用税
　非常に危険です！　非常に危険です！

「ヒョウモンダコ」に注意！「ヒョウモンダコ」に注意！

　県立コウノトリの郷公園　県立コウノトリの郷公園

飼育コウノトリへの給餌体験飼育コウノトリへの給餌体験
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